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シートバッグ DH-709

未掲載

HenlyBegins DH-709 TAIL BAG

96039/96041は

7月下旬発売・96365〜96367は 8月下旬発売

シルエットを崩さないカフェレーサースタイル
スポーツ系からネオクラシック、シングル系まで幅 広くマッチするデザ
イン。バックレスト風のアウターポケットにはレインカバーの収 納が 可
能。信 頼のYKK 製ファスナーは別 売りダイヤルロックで施 錠 可能。内
装色をグレーにすることで、収 納した荷物を見やすくしています。

SEAT BAG

DH-709
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容量

5.5ℓ

●バッグ本体寸法：縦約155×横約230×奥行約300（mm）。
●商品構成：シートバッグ本体、シート巻き固定ベルト、レインカバー

2017

2017

2017

96041：■CBR250RR装着例

96365：■R-25装着例

2017

2017

96366：■Ninja250装着例

96367：■GSX-S1000F装着例

特徴

2017

2018

2018

2018

■低めのデザインでシルエットを崩 ■バックレスト風のアウターポケッ ■内 装をグレーにすることで荷 物 ■余 ったベルトがバタつかない。 ■見た目以上の積載量でA5サイズ
が見やすい。
テープをクルクル巻いて面ファス
ト付きでレインカバーや小 物が
さない。
マップ、500mℓのペットボトル、
ナーで固定が可能。
収納可能。
長財布、スマートフォン、ディスク
ロック、ウインドブレーカーが収
納可能。

ブラック

レッド

96039 ¥9,000

合皮&1680Dナイロン（ブラックファスナー仕様）

ライムグリーン

合皮&1680Dナイロン（レッドファスナー仕様）

イエロー

96366 ¥9,000

合皮&1680Dナイロン（ライムグリーンファスナー仕様）
※ は2017カタログ掲載頁。

株式会社

※

ブルー

96041 ¥9,000

は必須同時交換品を含めた

1.5h トータル作業時間の目安。

〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805
TEL：0538-84-2520 FAX：0120-111819

96365 ¥9,000

合皮&1680Dナイロン（ブルーファスナー仕様）

96367 ¥9,000

合皮&1680Dナイロン（イエローファスナー仕様）

※ 0.5h は単独での取付 ※
作業時間の目安。

は規定の条件を満たせば
公道使用できます。

2017/8（P1）

※ ＮＯ は法基準に抵触するため
公道使用できません。
公道使用

メーカー： ■＝ホンダ ■＝スズキ ■＝その他外車
■＝ヤマハ ■＝カワサキ

※価格は
「税抜価格」
で表示しています。
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シートバッグ DH-710

未掲載
7月下旬発売

HenlyBegins DH-710 TAIL BAG

レインウエア+αの日帰りサイズ
容量

小型車から大型車まで、幅広くマッチするサイズとデザイン。スポーティな形状と積載量の確保を両立しました。
バックレスト風のアウターポケットにはレインカバーの収納が可能。内装色をグレーにすることで、収納した荷物を
見やすくしています。上面のバンジーコードはグローブなどの一時固定が可能です。

7ℓ

●バッグ本体寸法：底部縦280×底部横235×高さ145（mm）。
●商品構成：シートバッグ本体、シート巻き固定ベルト2本、レインカバー
●素材：合皮&1680Dナイロン

スマートなデザイン

夜
 間走行も安心なリフ 低めのデザインでスタイルを
崩さない。
レクター機能搭載。

バンジーコード

一時的な固定に便利。

別売オプション品

装着例

ダイヤルロック対応。

バックレスト風ポケット

75923 ¥1,200

レインカバーを入れたり、小
物入れとしても便利。

余ったベ ルトがバタつ 未装着時もバタつかない

収納例

A5サイズマップ、レインウエ かない
ベルトがバタつかないように左右のバックルを連
ア、500mℓペットボトル、財 テ ープ をクル クル 巻 いて 面 結させて固定が可能。
布、ディスクロック。
ファスナーで固定が可能。

ブラック

96043 ¥9,000

シートバッグ DH-711

未掲載
7月下旬発売

HenlyBegins DH-711 TAIL BAG

低い！A4！ポイントをおさえたシンプル設計
容量

A4サイズが余裕をもって収納可能。バックレスト風のアウターポケットにはレインカバーの収納が可能。内装色を
グレーにすることで、収納した荷物を見やすくしています。上面のバンジーコードはグローブなどの一時固定が可
能です。

9ℓ

●バッグ本体寸法：縦約320×横約240×高さ約130（mm）。
●商品構成：シートバッグ本体、シート巻き固定ベルト2本、固定ベルト2本、レインカバー
●素材：合皮&1680Dナイロン

余ったベ ルトが
バタつかない

テープをクルクル巻
いて面ファスナーで
固定が可能。

スマートなデザイン

低めのデザインでスタイルを
崩さない。

バンジーコード

一時的な固定に便利。

別売オプション品

装着例

ダイヤルロック対応。

バックレスト風ポケット

75923 ¥1,200

レインカバーを入れたり、小
物入れとしても便利。

2way固定式

シート巻き固定ベルト2本使 固定ベルト4本使用時。汎用 未装着時もバタつかない
用時。ベルトをシートに巻く 性 が 高く、四 方 で 引くの で ベルトがバタつかないように左右のバックルを連
ガッチリと固定が可能。
ので見た目がスッキリ。
結させて固定が可能。

ブラック
※ は2017カタログ掲載頁。

株式会社

※

は必須同時交換品を含めた

1.5h トータル作業時間の目安。

〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805
TEL：0538-84-2520 FAX：0120-111819

※ 0.5h は単独での取付 ※
作業時間の目安。

96045 ¥10,000
は規定の条件を満たせば
公道使用できます。
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※ ＮＯ は法基準に抵触するため
公道使用できません。
公道使用

メーカー： ■＝ホンダ ■＝スズキ ■＝その他外車
■＝ヤマハ ■＝カワサキ

※価格は
「税抜価格」
で表示しています。
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2017 August
保冷シートバッグ DH-714

未掲載
8月上旬発売

HenlyBegins DH-714 COOLER TAIL BAG

旅先の冷蔵品が持ち帰りできる

容量

今まで諦めていた要冷蔵お土産もお持ち帰りが可能で、キャンプツーリングの飲み物や食材入れ
にも最適です！通常のバッグに入っていないアルミ蒸着シートスポンジと5mm厚のスポンジで
保温効果を高めています。さらに、市販保冷用発泡スチロールや保冷剤をシートバッグの中に入
れればバイクに固定ができる最強保冷バッグとなります。

24ℓ

●バッグ本体寸法：縦約280×横約335×高さ約265（mm）。
●
 商品構成：シートバック本体、固定ベルト4本、ショルダーベルト、レインカバー
●素材：外側1680Dポリエステル、内側PVC生地。
※最大積載重量：5kg。

保冷機能

装着例

500ml
ペットボトル

商品特長

５層断熱構造で冷たさをキープ。
アウトドアシーンに。

×16

350ml
缶

×29

通常のバッグには入っていな さらに発 泡 スチロール（市 販
いアルミ蒸着シートスポンジと 品）の使用で保冷力アップ
5ｍｍ厚のスポンジで保 温 効 ※キャプテンスタッグM-8169（使 用
例）。
果を高めています。

外生地
芯材
スポンジ材
5㎜
アルミ蒸着付スポンジ材 3㎜
内生地
温度
(℃)
35
30
25
20
15
10
5
0

or

収納例

保冷性能比較表
ペットボトルのみ
シートバック市販品

DH-714
保冷シートバック
0

1

2

3
4
5
経過時間(h)

6

1泊分の荷物も収納OK
7

ヘルメットも収納OK
※サイズによっては収納できな
い場合があります。

96450 ¥12,000

▶外気温35℃において、
４℃の水を入れた500mlペットボトル10本の温度変化を計測。
※保冷剤なし

KODAK PIXPRO 4KVR360

P267

KODAK PIXPRO 4KVR360

発売中
別売品（OPTION）

あなたの撮影スタイルは何ですか?

新しいコンセプトの
360°VRカメラ

発売中

KODAK PIXPRO 4KVR360は、3種類のカメラを1つのボディに収納した3in1のこれま
でにないコンセプトの360度VRカメラです。ユニークなボディに2つの異なったレンズが
搭載され、2つのレンズを使い分けることで、色々な撮影をお楽しみいただけます。 両方の
レンズで360度VR画像撮影、小さいレンズで4K 広角197度の高精細画像撮影、大きいレ
ンズで235度の超広角な半天球画像撮影。あなたの撮影スタイルに合わせ最高のシーンを
捉えてください。それぞれのレンズで違った世界の体験ができます。
セット内容：P
 IXPRO 4KVR360、レンズカバーB、レンズカバーC、レンズ防護カバーB、レンズ
防護カバーC、ミニ三脚、バッテリーチャージャー、USBケーブル、ACアダプター、
バッテリー、キャリーケース、クリーニングクロス、クイックガイド、サービスガイド、オ
ンラインストアカード、保証書、リモートコントロールD、リモートコントロールマウン
トB、ステッカー

4KVR360標準ケース
4KVR360専用標準ケース。

95967 ¥3,300

95360 ¥59,500
補修部品

95969/95972は

発売中・95965/95966/95970は 8月上旬発売

4KVR360補修レンズカバーB

4KVR360補修レンズカバーC

4KVR360補修簡易リモコン

4KVR360補修リモコンマウントB

4KVR360補修ミニ三脚

4K VR360の155°側レンズカバー補修

4KVR360の235°側レンズカバー補修

4KVR360補修用簡易リモコン（KIT付属

4KVR360KIT付属の簡易リモコン用補修マウン

4KVR360KIT付属のミニ三脚補修品。セ

品。防護カバー付。

品。防護カバー付。

品）。

ト。ミニ三脚（95972）に取り付けて使用可能。

ルフィースティックとしての使用も可能。

95965 ¥3,750

※ は2017カタログ掲載頁。

株式会社

95966 ¥3,750

※

は必須同時交換品を含めた

1.5h トータル作業時間の目安。

〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805
TEL：0538-84-2520 FAX：0120-111819

95969 ¥5,000

※ 0.5h は単独での取付 ※
作業時間の目安。

95970 ¥1,200

は規定の条件を満たせば
公道使用できます。
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95972 ¥2,500

※ ＮＯ は法基準に抵触するため
公道使用できません。
公道使用

メーカー： ■＝ホンダ ■＝スズキ ■＝その他外車
■＝ヤマハ ■＝カワサキ

※価格は
「税抜価格」
で表示しています。

LoveLetter9
冒険、エンデューロ、ツーリング
スタイルのライダーを対象とした
新しいバイクバッグ

防水ドラムバッグ 30ℓ

未掲載

GIVI Waterproof dry-roll bag, 30 ltr

発売中

「Ultima-T」

付属の固定用ゴム&フックで、シートに固定可能。圧縮できるので、荷物もコンパクトにまとめ
られます。ショルダーベルト付属。空気抜き用バルブ付き。
●容量：30ℓ
●サイズ：直径260×510（mm）。
●商品構成：バ
 ッグ本体×1、ショルダーベルト×1、
ゴムコード×2。

ゴムコード

ウォーターダスト

未掲載
8月上旬発売

GIVI Waterproof backpack, 35 ltr

グリップ

ショルダーベルト

リフレクター

IP66

UT801

防水バックパック 35ℓ

エアーバルブ

96109 ¥10,500

防水バッグ 40ℓ

未掲載
8月上旬発売

GIVI Waterproof Cargo bag, 40 ltr

※固定に使用しているベルトは別売品です。

高い防水性とシンプルな見た目のデザイン、容量も35ℓと通勤やツーリングに最適。小分けに
便利な内ポケットと空気抜き用バルブ付き。
ウォーターダスト

●容量：35ℓ
●サイズ：200×270×550（mm）。
●商品構成：バ
 ッグ本体×1、ゴムコード×1。

エアーバルブ

グリップ

リフレクター

インナーポケット

IP66

UT802

防水バッグ 80ℓ

未掲載
8月上旬発売

●容量：80ℓ
●サイズ：400×690×350（mm）。
●商品構成：バ
 ッグ本体×1、ショルダーベルト×1、ゴムコード×2。

UT804
※ は2017カタログ掲載頁。

株式会社

ゴムコード

ウォーターダスト

ショルダーベルト

リフレクター

エアーバルブ

は必須同時交換品を含めた

〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805
TEL：0538-84-2520 FAX：0120-111819

グリップ

ショルダーベルト

リフレクター

インナーポケット

IP66
96111 ¥16,000

未掲載

GIVI Expandable cargo bag water resistant, 20 ltr

8月上旬発売

●容量：20ℓ
●サイズ：200×390×195（mm）。
●商品構成：バ
 ッグ本体×1、ショルダーベルト×1、
固定用ベルト×4。

グリップ

IP66

1.5h トータル作業時間の目安。

エアーバルブ

拡張可能な防水カーゴバッグ。付属の固
定ベルト付で、GIVIサイドケースやトップ
ケース用メタルラックなどに固定可能。
ショルダーベルト付属。

ゴムコード

インナーポケット

容量可変

止水チャック

UT807

96112 ¥18,500
※

ウォーターダスト

防水カーゴバッグ 20ℓ

※固定に使用しているベルトは別売品です。

付属の固定用ゴム&フックで、シートに固定可能。圧縮で
きるので、荷物もコンパクトにまとめられます。ショルダー
ベルト付属。

ゴムコード

UT803

96110 ¥18,000

GIVI Waterproof Cargo bag, 80 ltr

●容量：40ℓ
●サイズ：270×500×300（mm）。
●商品構成：バ
 ッグ本体×1、
ショルダーベルト×1、
ゴムコード×2。

付属の固定用ゴム&フックで、シートに固定
可能。圧縮できるので、荷物もコンパクトに
まとめられます。ショルダーベルト付属。

※ 0.5h は単独での取付 ※
作業時間の目安。

は規定の条件を満たせば
公道使用できます。
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グリップ

ショルダーベルト

リフレクター

インナーポケット

プロテクター入り

96495 ¥21,000
※ ＮＯ は法基準に抵触するため
公道使用できません。
公道使用

メーカー： ■＝ホンダ ■＝スズキ ■＝その他外車
■＝ヤマハ ■＝カワサキ

※価格は
「税抜価格」
で表示しています。
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2017 August
防水ドラムバッグ 30ℓ / 40ℓ

未掲載
8月上旬発売

GIVI Waterproof cylinder seat bag - 30 ltr / 40 ltr

ロールダウンシステムの防水ドラムバッグ。
付属の固定ベルト&フックでシートに固定ができます。圧縮できるので、荷物もコンパクトにまとめられます。ショルダーベルト付属。

96102

96104

96103

96105

96103：装着例

●容量：30ℓ
●サイズ：直径270×500（mm）。
●素材：PVCターポリン
●商品構成：バ
 ッグ本体×1、ショルダーベルト×1、ゴムコード×2。

ゴムコード

防水

ショルダーベルト

96104：装着例

●容量：40ℓ
●サイズ：320×550×340（mm）。
●素材：PVCターポリン
●商品構成：バ
 ッグ本体×1、ショルダーベルト×1、ゴムコード×2。

防水

ゴムコード

EA114BK/ブラック

96102 ¥7,500

EA115BK/ブラック

96104 ¥11,000

EA114KG/カーキグリーン

96103 ¥7,500

EA115KG/カーキグリーン

96105 ¥11,000

グリップ

防水エンジンガードバッグ 5ℓ

ショルダーベルト

未掲載
8月上旬発売

GIVI Pair of universal waterproof engine-guard bags, 5 ltr

GIVIエンジンガードの外側に取り付けるエンジンガードバッグ。付属の固定ベルトを使用して、エンジンガードに取付可能。
ゴムコード

●容量：片側 5ℓ
●サイズ：100×200×270（mm）。
●商品構成：バ
 ッグ本体×2（左右）、固定ベルト×4。

T513（左右セット）

防水ツールバッグ 5ℓ

未掲載
8月上旬発売

GIVI Waterproof universal tool bag

「gravel-T」防水バッグにラインアップ追加!

オフロードライダーのニーズに応え新開発した防水ユニバーサルツールバッグ。付属の固定ベ
ルト付で、シートやリアカウル、他の防水バッグの上などに固定可能。圧縮できるので、荷物も
コンパクトにまとめられます。
●容量：5ℓ
●サイズ：150×275×115（mm）。
●商品構成：バ
 ッグ本体×1、固定ベルト×2、フックベルト×2、穴付きベルト×1。

GRT707
※ は2017カタログ掲載頁。

株式会社

ゴムコード

セパレート

ショルダーベルト

※

は必須同時交換品を含めた

1.5h トータル作業時間の目安。

〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805
TEL：0538-84-2520 FAX：0120-111819

96496 ¥16,000

防水サイドバッグ 15ℓ

未掲載

※ 0.5h は単独での取付 ※
作業時間の目安。

8月上旬発売

GIVI Pair of side bags waterproof 15 ltr on each
side

「gravel-T」防水バッグにラインアップ追加!

オフロードライダーのニーズに応え新開発した防水サイド
バッグ。ショルダーベルト付属。圧縮できるので、荷物もコ
ンパクトにまとめられます。
●容量：片側 15ℓ
●サイズ：160×380×320（mm）。
●商品構成：バ
 ッグ本体×2（左右）、固定ベルト×2、
ショルダーベルト×2。

ゴムコード

は規定の条件を満たせば
公道使用できます。
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リフレクター

ショルダーベルト

96108 ¥28,500

※ ＮＯ は法基準に抵触するため
公道使用できません。
公道使用

ウォーターダスト

IP65

GRT708（左右セット）

96107 ¥6,000

リフレクター

セパレート

メーカー： ■＝ホンダ ■＝スズキ ■＝その他外車
■＝ヤマハ ■＝カワサキ

※価格は
「税抜価格」
で表示しています。
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HBG-032 カウハイドグローブ
ソフトプロテクタータイプ

春 夏 秋 冬

発売中

HenlyBegins HBG-032 COWHIDE GLOVES
WITH SOFT PROTECTIVE PADDING

〈ブラック〉

未掲載

HBG-033 カウハイドグローブ
ハードプロテクタータイプ

春 夏 秋 冬

〈ブラック〉

〈ブラック/ブラウン〉

ビギナーから上級者の方までおすすめな定番オールシー

ビギナーから上級者の方までおすすめな定番のオール
シーズングローブ。素材には上質なカウハイド（牛本革）

ズングローブのゴートスキングローブプロテクターをアッ

を贅沢に使用。パターン細部も見直し、高いフィット感を

プデート。素材には上質なカウハイド（牛本革）を贅沢

実現。ナックルガードにはソフトプロテクターを装備。

に使用。パターン細部も見直し、
高いフィット感を実現。
ナッ

●素材：表地 / 牛革、裏地 / 綿
●プロテクター：PVC

クルガードにはハードタイプのプロテクターを装備。
●素材：表地 / 牛革、裏地 / 綿
●プロテクター：PVC

サイズ：S、M、L、XL

¥5,800

¥6,500

サイズ：S、M、L、XL

品番リスト

S

M

L

XL

品番リスト

S

M

L

XL

ブラック

96120
96124

96121
96125

96122
96126

96123
96127

ブラック

96128
96132

96129
96133

96130
96134

96131
96135

ブラック/ブラウン

発売中

HenlyBegins HBG-033 COWHIDE GLOVES
WITH PROTECTIVE PADDING

〈ブラック/ブラウン〉

未掲載

ブラック/ブラウン

バーコードリストはラブレター同封の別紙をご参照ください。

HBV-019 放熱冷感インナーフルフェイスマスク

未掲載

HenlyBegins HBV-019 COOLING INNER FACE MASK

発売中

ヘ ルメット内 の 汚 れ 対 策 にも！
UPF

Q-max

50+

0.329
放熱

特殊な
放熱プリント

放熱

冷感

イン

99.9 %
UVカット

接触冷感

フルフェ
イス
マスク

熱を遠赤外線に変換して放出。
だから冷感、ずっと続く。
生地にプリントした特殊な放熱プリントが、熱を遠

ナー

赤外線に変換し大気中に放出。
さらに、放出された
遠赤外線が太陽からの熱エネルギー
（電磁波）
を
ブロックすることで、生地表面温度および人体の体
温上昇を防ぎ、接触冷感が持続します。

熱を
変換

HBV-019

放熱冷感インナー
フルフェイスマスク
熱エネルギー
電磁波エネルギー

プリント部分が
人体より発する熱を逃さず吸収

※ は2017カタログ掲載頁。

株式会社

※

96579 ¥3,800

洗濯しても放熱効果が
ほとんど低下せず冷感が持続

は必須同時交換品を含めた

1.5h トータル作業時間の目安。

〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805
TEL：0538-84-2520 FAX：0120-111819

※ 0.5h は単独での取付 ※
作業時間の目安。

は規定の条件を満たせば
公道使用できます。

2017/8（P6）

※ ＮＯ は法基準に抵触するため
公道使用できません。
公道使用

メーカー： ■＝ホンダ ■＝スズキ ■＝その他外車
■＝ヤマハ ■＝カワサキ

※価格は
「税抜価格」
で表示しています。

2017 August
エアスルーシート ロング

8

未掲載
8月上旬発売

MESH SEAT COVER / LONG TYPE

幅のせまいオフロード車やアドベンチャー、平坦なシートのビッグバイクやスクーターにオススメ！

熱くない。
。
い
な
れ
蒸
もう
オススメ活用例

適に座れる！
シートでも快 可 能！
た
れ
ら
せ
熱
炎 天 下で
”と同時 装 着

・オフロード車
・デュアルパーパス
・スクーター
・平坦なシート など

用。
ロング
取付方式を採
サポートゲル
、汎用性の高い
“ツーリング
う
よ
る
き
で
ムーズに
単独装 着もス
■単独装着例
単独装着用にゴムひもを付属。ベルト固定よりも高い汎用性を実現。
ツーリングサポートゲルロングと同時装着する場合は、ツーリングサポートゲル
ロングの固定ベルトをエアスルーシートロングのスリットに通すだけでOK！

■ツーリングサポートゲルロング 同時装着例

■ PCX125

■ GROM

■MT-09

■商品内容
構成内容： ●
 エアースルーシート ロング本体×1
● ゴムひも（900mm）×2
● ストッパー×2
最大寸法： 幅 約340mm×縦 約360mm
■CRF250L

96414 ¥2,600

■セロー250

HDヒップストッパー

未掲載
8月下旬発売

HIP STOPPER PAD FOR HARLEY DAVIDSON

操作性と疲労軽減が格段にアップ！ 少しの工夫で大きな変化が魅力のシートストッパー
日本人には、
中々操作が難しいハーレー系のビッグバイクでも、
これをつけるだけで、
格段に操作性がアップします。
付属の固定ベルトを使用して、
シートに巻きつけるだけの簡単装着！
ライディングポジションが 前に動くことで、
ハンドルやステップまでの距離が近くなり、
操作性もスムーズに。
加速時にお尻のズレをしっかりサポートするので、
疲労軽減だけでなく安定した走行を実現します。

装着イメージ

操作性
向上

疲労軽減

構成部品

装着前

ツーリング 装着例

簡単取付

装着後

●ヒップストッパー本体×1
●固定ベルト
（1000ｍｍ）
×2
最大寸法：幅 約185mm×縦 約100mm×厚み60ｍｍ

95022 ¥4,200

ダイナ 装着例
※本商品は「シングルシート車両」には取り付けることができません。

※ は2017カタログ掲載頁。

株式会社

※

は必須同時交換品を含めた

1.5h トータル作業時間の目安。

〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805
TEL：0538-84-2520 FAX：0120-111819

ポジショニング
※ 0.5h は単独での取付 ※
作業時間の目安。

は規定の条件を満たせば
公道使用できます。

2017/8（P7）

※ ＮＯ は法基準に抵触するため
公道使用できません。
公道使用

メーカー： ■＝ホンダ ■＝スズキ ■＝その他外車
■＝ヤマハ ■＝カワサキ

※価格は
「税抜価格」
で表示しています。

LoveLetter9
マルチバーホルダーDX

未掲載
8月下旬発売

ACCESSORY MOUNTING BAR DELUXE EDITION

機能性とドレスアップを両立したマルチバーホルダー
ハンドル周辺の装着物に便利なマルチバーホルダーに、PREMIUM ZONEのキャップボルトカラーM8を標準装備したマルチバーホルダーDX（デラックス）が登場！パイプ径φ22.2。

■マスターシリンダークランプ

95987：装着例

95988

95992：装着例

95987

95989

95990

95991

95992

●バーφ22.2×155mm。
●キャップボルトカラーM8。

95993

95994

●バーφ22.2×100mm。
●キャップボルトカラーM8。

スタンダード/レッド

95987 ¥3,600

ショート/レッド

95991 ¥3,600

スタンダード/ブルー

95988 ¥3,600

ショート/ブルー

95992 ¥3,600

スタンダード/ゴールド

95989 ¥3,600

ショート/ゴールド

95993 ¥3,600

スタンダード/ライムグリーン

95990 ¥3,600

ショート/ライムグリーン

95994 ¥3,600

■ステムクランプ

96009：装着例

96008

96014：装着例

96007

96009

96010

96011

96012

96013

96014

●取り付け面からパイプ中心までの高さは64.3mm。
●バーφ22.2×155mm。 ●キャップボルトカラーM8。
●取り付けには別売マウントキットまたはマウントボルトが必要です。2017カタログP285を参照してください。

●ショートロー。取り付け面からパイプ中心までの高さは34.3mm（従来品比＝－30mm）。
●バーφ22.2×100mm。 ●キャップボルトカラーM8。
●取り付けには別売マウントキットまたはマウントボルトが必要です。2017カタログP285を参照してください。

スタンダード/レッド

96007 ¥3,600

ショートロー/レッド

96011 ¥3,600

スタンダード/ブルー

96008 ¥3,600

ショートロー/ブルー

96012 ¥3,600

スタンダード/ゴールド

96009 ¥3,600

ショートロー/ゴールド

96013 ¥3,600

スタンダード/ライムグリーン

96010 ¥3,600

ショートロー/ライムグリーン

96014 ¥3,600

※ は2017カタログ掲載頁。

株式会社

※

は必須同時交換品を含めた

1.5h トータル作業時間の目安。

〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805
TEL：0538-84-2520 FAX：0120-111819

※ 0.5h は単独での取付 ※
作業時間の目安。

は規定の条件を満たせば
公道使用できます。

2017/8（P8）

※ ＮＯ は法基準に抵触するため
公道使用できません。
公道使用

メーカー： ■＝ホンダ ■＝スズキ ■＝その他外車
■＝ヤマハ ■＝カワサキ

※価格は
「税抜価格」
で表示しています。

2017 August
マルチバーホルダーDX

8

未掲載
8月下旬発売

ACCESSORY MOUNTING BAR DELUXE EDITION
■ハンドルポストクランプ

95995：装着例

96000：装着例

95995

95997

95996

95998

●取り付け面からパイプ中心までの高さは64.3mm。
●バーφ22.2×155mm。
●キャップボルトカラーM8。

95999

96001

96000

96002

●ショートロー。取り付け面からパイプ中心までの高さは34.3mm（従来品比＝－30mm）。
●バーφ22.2×100mm。
●キャップボルトカラーM8。

スタンダード/レッド

95995 ¥3,600

ショートロー/レッド

95999 ¥3,600

スタンダード/ブルー

95996 ¥3,600

ショートロー/ブルー

96000 ¥3,600

スタンダード/ゴールド

95997 ¥3,600

ショートロー/ゴールド

96001 ¥3,600

スタンダード/ライムグリーン

95998 ¥3,600

ショートロー/ライムグリーン

96002 ¥3,600

■ミラークランプ

96003

96005

96004

96006

●バーφ22.2×100mm。
●キャップボルトカラーM8。

96003：装着例
※ は2017カタログ掲載頁。

株式会社

※

は必須同時交換品を含めた

1.5h トータル作業時間の目安。

〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805
TEL：0538-84-2520 FAX：0120-111819

※ 0.5h は単独での取付 ※
作業時間の目安。

レッド

96003 ¥3,300

ブルー

96004 ¥3,300

ゴールド

96005 ¥3,300

ライムグリーン

96006 ¥3,300

は規定の条件を満たせば
公道使用できます。

2017/8（P9）

※ ＮＯ は法基準に抵触するため
公道使用できません。
公道使用

メーカー： ■＝ホンダ ■＝スズキ ■＝その他外車
■＝ヤマハ ■＝カワサキ

※価格は
「税抜価格」
で表示しています。

LoveLetter9
リバースギヤキット

未掲載

REVERSE GEAR KIT

発売中

手元のレバーで操作できるから、車体がふらつかず安心!!

ツーリングモデル用のリバースギヤキット。グリップ部のレバーで操作できるので、
ツーリングモデルの巨体を支えながら体勢を崩す必要が無いので安心。ミッショ
ンを保護するブレーカーピンは、万一破損した場合も簡単に交換できます。
※装着にはミッションの加工が必要となります。
※装着はリバースギヤキットの取付経験のあるプロショップへご依頼ください。

■FLHX（'14〜'16）

92620 ¥240,000

リバースギヤ操作手順

1.クラッチを切る

2.ギヤを一速に入れる

3.リバースレバーを後進側に入れる

リバースギヤを手元のリバースレバーで操作できるので、非常に重い車体を支えたまま体勢を崩す必要がなく安心です。

ミッションを守る安全機能
ワッシャー

4.ギヤをニュートラルにしてクラッチをゆっく
り繋ぎ後退。

マシンに合わせて選べる化粧パネル

ボタンボルト
M6
ワイヤリテーナ

リテーナ
スプリング
化粧パネル未装着状態

ブレーカーピン

万一異常が発生した場合でも、ブレーカーピンが先に破損することで、
トランスミッションを
保護。破損したブレーカーピンはケース外側から交換可能。
※ は2017カタログ掲載頁。

株式会社

※

は必須同時交換品を含めた
1.5h トータル作業時間の目安。

〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805
TEL：0538-84-2520 FAX：0120-111819

※ 0.5h は単独での取付 ※
作業時間の目安。

黒カチオン電 着塗装仕上げのスリット入り
化粧パネル 付属。車体に合わせてイメージ
チェンジできます。
化粧パネル装着状態
は規定の条件を満たせば
公道使用できます。

2017/8（P10）

※ ＮＯ は法基準に抵触するため
公道使用できません。
公道使用

メーカー： ■＝ホンダ ■＝スズキ ■＝その他外車
■＝ヤマハ ■＝カワサキ

※価格は
「税抜価格」
で表示しています。

2017 August
national cycle VStream®ウインドシールド

8

未掲載
8月下旬発売

"VStream®" Aeroacoustic Windscreens

0.5h

VStream®シリーズラインアップ追加
U.S.A.national cycle社製のVStream®シリーズは空気抵抗の軽減だけでなく、独特な形状により走行風を整流して不快に感じる風の流れを軽減します。材質はポリカーボネイトで、形状によ
りQuantumコートかFMRコートが施されており、耐衝撃性、耐スクラッチ性が高められています。シリーズ全てがボルトオン取り付けで、余計な加工は必要ありません。Made in U.S.A.
※直射日光が当たらないように駐車してください。
※反射集光した太陽光が発熱し、車両のカバーなどを変形させる恐れがあります。
※集光による車体へのダメージに関して、一切の保証をいたしかねます。

W

W

H

W

H

H

●ダークスモーク。
●H438mm×W362mm。(Hはセンター部、Wは最も幅が広い場所）
●FMRコート、ポリカーボネイト製。

●ライトスモーク。
●H514mm×W444mm。(Hはセンター部、Wは最も幅が広い場所）
●FMRコート、ポリカーボネイト製。

●クリアー。
●H584mm×W476mm。(Hはセンター部、Wは最も幅が広い場所）
●FMRコート、ポリカーボネイト製。

■CRF1000L（'16〜'17）

■CRF1000L（'16〜'17）

■CRF1000L（'16〜'17）

ショート

ミディアム

トール

96589 ¥21,000

96590 ¥24,000

96591 ¥26,000

マルチマウントバー FE

未掲載
8月下旬発売

ACCESSORY MOUNTING BAR FOR SCOOTERS, STEEL
取り付け有効長

200mm

車種専用
ステー＆ミラー
アダプター付属

0.5h
積載目安重量

1.0kg

パイプ径

22mm

便利なマルチマウントバーFEにクロスカブ登場
ボルトオンで簡単に取り付けできるステー付属のマルチマウントバーシリーズにシンプルなモ
デルが登場。φ22.2のパイプに様々なアイテムをマウントできる基本機能は変わらず、存在を
主張しないブラックボディ&ステーを採用。
●パイプ部、ステー部：スチール黒塗装
●ミラーアダプター部：スチール黒塗装
※ミラーホルダー部、ハンドルを純正から変更している場合は装着できない可能性があります。
※調整や転倒等でミラーホルダーの位置が変わっている場合、装着できません。

装着例

使用例
※ は2017カタログ掲載頁。

株式会社

■CC110〈JA10〉

使用例
※

は必須同時交換品を含めた

1.5h トータル作業時間の目安。

〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805
TEL：0538-84-2520 FAX：0120-111819

※ 0.5h は単独での取付 ※
作業時間の目安。

は規定の条件を満たせば
公道使用できます。

2017/8（P11）

96113 ¥3,500
※ ＮＯ は法基準に抵触するため
公道使用できません。
公道使用

メーカー： ■＝ホンダ ■＝スズキ ■＝その他外車
■＝ヤマハ ■＝カワサキ

※価格は
「税抜価格」
で表示しています。

LoveLetter9
フラットキャリア

未掲載
8月下旬発売

REAR RACK, FLAT TYPE

荷物を平らに積むことができるキャリア
タンデムシートを取り外して簡単に装着できます。
積載時の安定性と実用性を重視した、シンプルなフラット仕様のリアキャリア。
●最大積載量：5kg。
●スチール製、つや消し塗装。
●縦300×横181
（mm）。
※リバーシブルバックレスト、サドルバッグサポート同時装着可能。
※500ccは乗車定員が変わるため、車検証の記載変更が必要です。

■REBEL250/500（'17）

装着例

96613 ¥10,000

車種別スモールウインカーキット

未掲載

SMALL TURN SIGNAL & BRACKET CLAMP TYPE SET

96114は

9月上旬発売・95827/95828は 8月下旬発売

ステー差し込み式スモールウインカーの1台分キット。ウインカー4個と専用取付ステー付。配線加工不要のボルトオン設計です。クリアーバルブ12V/23W付属。

96114

■REBEL250/500（'17）
ブラックボディ
96114：装着例

96114：装着例

96114 ¥18,000

※フロントポジションランプが使用できなくなります。

95827

■SR400/500（'83〜'08）
■SR400（'10〜'17）FI
※（〜'82）は不可。

95827：装着例

バフボディ

95827：装着例

95827 ¥13,500

95828

■SR400/500（'83〜'08）
■SR400（'10〜'17）FI
※（〜'82）は不可。

95828：装着例
※ は2017カタログ掲載頁。

株式会社

ブラックボディ

95828：装着例
※

は必須同時交換品を含めた

1.5h トータル作業時間の目安。

〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805
TEL：0538-84-2520 FAX：0120-111819

※ 0.5h は単独での取付 ※
作業時間の目安。

は規定の条件を満たせば
公道使用できます。

2017/8（P12）

95828 ¥13,500

※ ＮＯ は法基準に抵触するため
公道使用できません。
公道使用

メーカー： ■＝ホンダ ■＝スズキ ■＝その他外車
■＝ヤマハ ■＝カワサキ

※価格は
「税抜価格」
で表示しています。

2017 August
フェンダーレスEDGE

8

未掲載
7月下旬発売

"EDGE" FENDER ELIMINATOR KIT

ラインアップ続々追加！純正同等の振動に強いPP樹脂採用！

1.0h

デイトナ フェンダーレスEDGE
2021年 新基準適合品

2021年 新基準ナンバー角度に対応し、
保安基準を満たしています。

従来の「取って付けたような」雰囲気の商品とは一線を画する新世代のフェンダーレスキット。
大人のプラモデルをコンセプトとしたメカニカルなデザインは、純正のテール周りとの違和感が無く、さ
りげなくシンプルなリアビューを演出します。純正ウインカーも取付可能。車体との接続には贅沢なアル
ミ削り出しパーツを採用しました。取り付けに必要な部品が全て入ったボルトオン、カプラーオンキット。
●LEDライセンスランプ＆スリムリフレクター付属。
●PREMIUM ZONEナンバープレートホルダー/アッシュシルバーを標準装備。
●原付２種モデルは三角マークも付属し、付属のスプラッシュガードへの貼り付けが可能。

■GSX-S750（'17）

91823 ¥14,800

タンクパッド（ポッティングタイプ）

未掲載
7月中旬発売

GAS TANK PADS,POTTING TYPE

やわらかくて貼りやすい!!立体感があるポッティング加工を施したやわらかくて貼りやすいタンク
パッドにカーボン調を追加。250ccクラスに最適です。

■Ninja250SL（'15）
96099：装着例
100

96100

96101

125

（mm）

125

（mm）

■1ピース
カーボン調

105

70

145

96099

■CBR250RR（'17）
96101：装着例

■YZF-R25（'15）
96100：装着例

（mm）

■3ピース Sサイズ
カーボン調

96099 ¥1,600

※カーボン調です。実際のカーボンとは質感が異なります。

■3ピース Lサイズ
カーボン調

96100 ¥1,600

※カーボン調です。実際のカーボンとは質感が異なります。

96101 ¥1,600

※カーボン調です。実際のカーボンとは質感が異なります。

ヘルメットロック ダイヤルタイプ

未掲載
9月上旬発売

HELMET LOCKS, COMBINATION LOCK TYPE

カギを増やさずホルダーを追加
ヘルメットロックホルダーを追加したいが、カギを増やしたくない方にオススメ。ハンドルクラン
プはφ22.2/φ25.4mmハンドル用の2種類付属し、開口部は左右90°に開口するため多くの
車種に対応します。本体はダイヤルを回転させやすいように左右非対称デザイン。ダイヤルが見
えにくい環境でも、カウントダウン方向へ回転させると0の位置で止まるため、解除番号まで操
作がしやすい設計です。本体の90度開口時は半ロックが掛かり、振動による閉口を防止します。

95205

※定期的なカギ穴スプレーの塗布が必要です。
※汎用品のため、一部使用できない車両があります。
※ヘルメットのDカンが奥まったものや小さいものは別途ワイヤーをお求めください。

95206：装着例
※ は2017カタログ掲載頁。

株式会社

95206
※

は必須同時交換品を含めた

1.5h トータル作業時間の目安。

〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805
TEL：0538-84-2520 FAX：0120-111819

※ 0.5h は単独での取付 ※
作業時間の目安。

シルバー

95205 ¥2,000

ブラック

95206 ¥2,000

は規定の条件を満たせば
公道使用できます。

2017/8（P13）

※ ＮＯ は法基準に抵触するため
公道使用できません。
公道使用

メーカー： ■＝ホンダ ■＝スズキ ■＝その他外車
■＝ヤマハ ■＝カワサキ

※価格は
「税抜価格」
で表示しています。

ストロンガーロックセット

未掲載
8月中旬発売

STRONGER LOCK SETS

ストロンガーロックセット

1本のカギで2つのロックを施錠・開錠できるため、
「ロックを増やすたびにカギも増えて、どのカギがどのロックか解らない！」ということになりません。

2.0m

2.0m

●ストロンガーチェーンロック2.0mとストロンガーコンパクトディスクロックのセット。
●チェーンロックとディスクロックを1本のカギで開閉可能。

●ストロンガーチェーンロック2.0mとストロンガーU字ロックW154×H220（mm）
のセット。
●ピッキングに強いディスクシリンダーキー仕様のカギ。
●チェーンロックとU字ロックを1本のカギで開閉可能。

※ロックを装着したまま車両を移動させないでください。
※ス パイラルケーブルを外してから、ロックを解錠してください。スパイラルケーブルを外さずにロックを解錠
すると、シャフトが飛び出し車両に傷がつく恐れがあります。
※カギ穴のシャッターを完全に開かないとカギが回りません。
※あらかじめ、ディスクローターにφ13のシャフトが入る穴があること、穴が大きすぎないことを確認してくだ
さい。
※ブレーキディスクの厚みが7mm以上ある車両には使用できません。
※カギの複製はできません。
※定期的なカギ穴スプレーの塗布が必要です。

※ロックを装着したまま車両を移動させないでください。
※カギが完全に差し込まれた状態で、解錠方向にカギを約180°回転させることで外れます。
※カギが完全に差し込まれていない状態では、解錠方向にカギは90°程度しか回転しません。これ以上回転
させようとしても構造上不可能です。無理に回転させますと、カギが破損する場合があります。
※カギの複製はできません。
※定期的なカギ穴スプレーの塗布が必要です。

■チェーンロック2.0+コンパクトディスクロック

■チェーンロック2.0+U字ロックH220mm

96390 ¥12,500

96391 ¥14,000

仕様変更による品番変更
■品番変更のお知らせ
本体溝部のテフロン加工廃止にともない、商品番号、JANコードが変更となりました（価格に変更はございません）。
大変ご迷惑をお掛けいたしますが何卒ご理解、ご協力をいただけますよう、宜しくお願い申し上げます。
品名

旧品番/旧価格

2017カタログ
掲載ページ

品番/価格

ハイスピードプーリー PCX125系用
ウエイトローラー付き

79376

¥5,800

P723

95744

¥5,800

ハイスピードプーリー PCX150系用
ウエイトローラー付き

79972

¥5,800

P723

96582

¥5,800

JANコード

95744

仕様変更のご案内
■仕様変更のお知らせ
部品点数が削除され、旧モデルより取り付けしやすくなりました。なお、この変更による商品番号および価格に変更はございません。
大変ご迷惑をお掛けいたしますが何卒ご理解、ご協力をいただけますよう、宜しくお願い申し上げます。
品名

品番/価格

GIVI BF25 CRF1000L Africa Twin/DCT

94995

2017カタログ
掲載ページ

JANコード

P322

¥3,000

94995

INFORMATION

2017年8月営業日カレンダー
日

7月

月

30 31
6

7

火

水

木

金

土

1

2

3

4

5

8

9

8月

夏期休業のお知らせ
当社は下記日程にて夏期休業となります。

10 11 12

夏期休業 8月11日
（金）～8月16日
（水）

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
9月

27 28 29 30 31 1

2

期間中ご迷惑をお掛けいたしますが、
ご理解ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

赤字は、休日とさせていただきます。
※ は2017カタログ掲載頁。

株式会社

※

は必須同時交換品を含めた

1.5h トータル作業時間の目安。

〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805
TEL：0538-84-2520 FAX：0120-111819

※ 0.5h は単独での取付 ※
作業時間の目安。

は規定の条件を満たせば
公道使用できます。

2017/8（P14）

※ ＮＯ は法基準に抵触するため
公道使用できません。
公道使用

メーカー： ■＝ホンダ ■＝スズキ ■＝その他外車
■＝ヤマハ ■＝カワサキ

※価格は
「税抜価格」
で表示しています。

