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DAYTONA "Love Letter" is a monthly leaﬂet full of attractive news on motorcycle parts, accessories, and other information.
Please give us an order by fax, phone, or email.

http://www.daytona.co.jp 0538-84-2520

シートバッグ DH-715

未掲載

250ccスポーツにピッタリ ２気室バッグ

容量

11月中旬発売
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コンパクトながら、レインウエアやスマートフォン、財布、
モバイルバッテリー、タオル等の定番
荷物が収納可能なシートバッグ。上下2気室に分かれているので、使用頻度の低いレインウエ
アは下に、使用頻度の高い身の回り品は上にと、分別収納が可能。内装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。

10ℓ

2017

2017

●サイズ：底部縦290×底部横230×高さ215（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：1680Dナイロン

2017

2017

■YZF-R25：装着例

スマートなデザイン

流線型デザインでスタイルを崩さない。

装着例

バックレスト風ポケット

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。

2017

2017

2017

2017

上ルーム収納例

財 布、スマートフォン、ディス
クロック、500mℓペットボト
ル。

下ルーム収納例

レインウエア、グローブ、パン
ク修 理 キット、B 5リング 式
マップ。

未装着時もバタつかない

ベルトがバタつかないように左右のバックルを連結させて固
定が可能。

ブラック

96651 ¥13,000

2018

2018

シートバッグ DH-716

未掲載

11月中旬発売

ヘルメットが収納できる! 高さを抑えた2気室バッグ

容量

可変機能付き

1泊分の着替え、レインウエア、スマートフォン、財布、
モバイルバッテリー、タオル等の荷物が
入り、
1泊～のツーリングにも活躍します。上下2気室に分かれているので、使用頻度の低いレ
インウエアは下に、使用頻度の高い身の回り品は上にと、分別収納が可能。可変ファスナーを
開くとフルフェイスが収納可能なサイズまで拡張が可能。内装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。

13～24ℓ

下ルームにヘル
メットが収 納可
能。
※X-802RR XLサ
イズ収納例

●サイズ：底部縦330×底部横230×高さ235〜385（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4本、レインカバー、ショルダーベルト
●素材：1680Dナイロン

バックレスト風ポケット

レインカバーを入れたり、小
物入れとしても便利。

装着例

上ルーム収納例

財 布、スマートフォン、ディス
クロック、500mℓペットボト
ルウインドブレーカー

下ルーム収納例

A4サイズマップ、レインウエ
ア、グローブ、着替え。

2018

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。

2way固定式

シート巻き固定ベルト2本使
用時。ベルトをシートに巻く
ので見た目がすっきり。

固定ベルト4本使用時。汎用
性 が 高く、四 方 で 引くの で
ガッチリと固定が可能。

未装着時もバタつかない

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。

は規定の条件を満たせば
公道使用できます。

2017/11（P1）

96652 ¥15,000

※ 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。

LoveLetter9
ウインドシールド RS/HC/SS
RS

11月下旬発売

未掲載
11月上旬発売

HC

SS

11月上旬発売

発売日は下記参照

スポーティーなエアロフォルムのウインドシールドセット。スクリーン上
端のスポイラーが特徴のRS、ロングサイズでクリアーのHC、ショート
サイズでスモークのSSの3種類。ポリカーボネート（厚さ３.1ｍｍクリ
ア）を採用。同厚のアクリルに対し約３０倍の強度を持ち、高い透明度
と耐久性を両立。またコーティングを施し耐傷性，耐UV性をアップ。ウ
インドシールドの角度調整（約１０度）が可能な車種専用の取付ステー
付き。
スマホやメーター等が装着可能なオプションバーφ22.2×58L付属。
※ウインドシールドは傷つきやすいので、乾ぶきはしないでください。
※ウインドシールドが汚れた場合は、傷のつきにくいやわらかい布と中性洗剤を使用して多
量の水で洗い流してください。
※ガソリン・シンナー等有機溶剤・コンパウンド入りのクリーナー等は使用しないでくださ
い。
※ウインドシールドは、太陽光を直接あてると、小さな領域に集光する光学的特性上、車体
の他の部分に損傷を与える場合がありますので、直射日光があたったままの状態で駐車
しないでください。

装着例：96553
装着車両：■AXIS Z

装着例：96551
装着車両：■AXIS Z

■AXIS Z（'17）〈B7A1〉

装着例：96552
装着車両：■AXIS Z

RS/クリアー

96553 ¥13,800

●シールド寸法：全長390mm(センター380mm)×幅380mm×厚み3mm

HC/クリアー

96551 ¥13,800

●シールド寸法：全長385mm(センター370mm)×幅385mm×厚み3mm

SS/スモーク
96553

96551

96552

96552 ¥13,800

●シールド寸法：全長300mm(センター280mm)×幅370mm×厚み3mm

スクリーンマウントバーホルダー

未掲載

11月中旬発売

スマートフォンなどの装着に便利なメーター上部のバーホルダー（φ22.2×155mm）。バーホルダー両サイドにはPREMIUM ZONEのキャップボルトカラーM8レッドを標準装備し、メーター周
りの機能性とドレスアップを両立。
●バーホルダー本体はスチール製電着黒塗装仕上げ。
●別売のキャップボルトカラーM8/2個入り（全10色）￥1,100と組み合わせればオリジナルカラー仕様にもカスタマイズできます。
※この商品は純正スクリーン用として設計しております。
※社外品スクリーンとの併用は保証対象外となります。
 外品スクリーンの形状によってはブラケットと接触し、スクリーン側に傷がついたり、同時装着できない恐れがあります。
※社

装着例

装着例

装着例

装着例

■MT-09 TRACER（'15〜'17）

■VERSYS-X 250（'17）

96846 ¥7,500

96847 ¥9,000

NISSINラジアルブレーキマスターシリンダー（縦型φ19）
（スモークタンク）

未掲載

11月下旬発売

人気のスモークタンクを標準装備したラジアルマスターシリンダーにショートレバー仕様を追加

2.0h

ストリート用に必要なブレーキスイッチ、ダストブーツを標準装備。ダイヤルアジャスト方式採用レバー。レバーは標準レバーより約25mmショート。
●ハンドル径φ22.2専用。
●バンジョーサイズ：M10×P1.25
●取り付け可能ミラーボルトサイズ：M10×P1.25
※ピストンサイズφ19は純正等の横型ブレーキマスターシリンダー5/8インチに適合します。
※ダイヤルアジャストレバーで6段階のレバー位置調整が可能。
※定期的（2年毎）なブレーキフルードの交換を必ず行なってください。

ブラックボディ/バフクリアー（ショートレバー） 96872 ¥23,000
96872
※ は2017カタログ掲載頁。

株式会社

ブラックボディ/ブラック（ショートレバー）

96873
※

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。

2017/11（P2）

※ 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

96873 ¥23,000
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 November
グラブバーキャリア

未掲載

11

10月下旬発売

キャリアからタンデムシートのラインをフラットにすることで、衣装ケースのような大型の荷物も積載しやすくしています。
GIVIの汎用ベースが取り付けでき、43ℓまでのGIVIモノロックケースが取付可能です。荷物の積載に便利な荷掛けフック4か所付き。
最大
積載量

●スチール製黒塗装仕上げ。
●最大積載量：7kg。
●積載部寸法：縦313×横266（mm）
●サドルバッグサポートが同時装着可能。
●スチール製黒色電着塗装仕上げ。
●荷掛けフック4か所付き。
※ソロシート装着車両は座面を利用した積載はできません。
※X L883R（'10）をベースに開発しております。その他のモデルの場合、ダブルシートでもキャリ
アと高さが合わない可能性がありあます。

7kg以下

■XL883/XL1200（'04〜'17） ※XL1200T/CX、XR1200/X不可

96599 ¥15,000

装着例

最大
積載量

6 kg以下

●最大積載重量：6kg。
●積載部寸法：縦268×横324（mm）
●フラットキャリア、サドルバッグサポートが同時装着可能。
●スチール製黒色電着塗装仕上げ。
●荷掛けフック4か所付き。
※リバーシブルバックレストは同時装着できません。

■BOLT/R（'14〜'17）

96615 ¥15,000

装着例

最大
積載量

7kg以下

●最大積載重量：7kg。
●積載部寸法：縦334×横301
（mm）
●リバーシブルバックレスト、フラットキャリアが同時装着可能（リバーシブルバックレストはライ
ダー用とタンデム用のどちらのポジションも取付可能）。
●スチール製マットブラック塗装仕上げ。
●荷掛けフック4か所付き。
●サドルバッグサポート装着にはサドルバッグサポート取付キット（97065）が必要です。

■REBEL250/ABS/500（'17）

96614 ¥15,000

装着例

別売品（OPTION）
ＲＥＢＥＬ２５０/５００にサドルバッグサポートとグラブバーキャリアを同時装着するために必要です。キャリア取付部分と接触しないようサドルバッグサポートを外側にオフセット
して装着します。片側用なので、左右にサドルバッグサポートを使用している場合は２個必要です。

サドルバッグサポート取付キット

97065 ¥1,900

パイプエンジンガード

未掲載

95226は

発売中・96504/96505は 10月下旬発売

ボルトオン装着可能なφ25.4スチールパイプ製の強固なエンジンガード。立ちゴケ等の軽度な転倒に対し、エンジンやカウルのダメージ
を軽減します。φ25.4のパイプはアメリカンのハンドルと同径なので、アクションカメラなどハンドルにクランプする用品の装着も可能。
●スチール製マットブラック塗装仕上げ
※過度な転倒時には商品が破損する恐れがあります。
※本商品はマットブラック塗装のため、飛び石やバイク保管用保護カバーとのすれ等で塗装がはがれる場合があります。

装着例

95226：装着例

■REBEL250/ABS（'17）〈MC49〉

95226 ¥28,000

■DS400（'96〜'17）〈ALL〉
■DSC400（'98〜'17）〈ALL〉

■REBEL500（'17）〈PC60〉

96504 ¥19,800
※ は2017カタログ掲載頁。

株式会社

95226
※

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

96505 ¥32,000

96505
※ 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。

2017/11（P3）

※ 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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メーター用コンビステー

未掲載

10月下旬発売

ＶＥＬＯＮＡφ48等の取り付けピッチ３３ｍｍメーターとMICROインジケーター ALPHA/
BETAを組み合わせてすっきりと装着できる防振ステー。
●ステー固定穴：Ｍ8
※ＶＥＬＯＮＡ以外のメーターではインジケーターとの高さに差が出ます。

96879：装着例

電着黒塗装

96879

33ｍｍ

96879 ¥2,000

ＶＥＬＯＮＡφ60等の取り付けピッチ４５ｍｍメーターとMICROインジケーター ALPHA/
BETAを組み合わせてすっきりと装着できる防振ステー。
●ステー固定穴：Ｍ8
※ＶＥＬＯＮＡ以外のメーターではインジケーターとの高さに差が出ます。
※ＶＥＬＯＮＡ８０φはボディが大きいため使用できません。

96877

ステンレス
96878：装着例

電着黒塗装

96878

45ｍｍ

96877 ¥2,000

45ｍｍ

96878 ¥2,000

グリップラチェットセット

未掲載

発売中

薄型のグリップラチェット1/4インチとソケット・ビットを揃えたセット

収納に便利でコンパクトな専用ケース付き。
送り角5度で細かい作業にも対応します。
六角ソケットは、オートバイ整備でよく使用する6、8、
10、
11、
12mmのセット。
※トルクを掛けながらL/Rの切り替えは行なわないでください。破損することがあります。
※トルク管理が必要な箇所は最後にトルクレンチで本締めを行なってください。

【セット内容】

◦ グリップラチェット：1/4インチ
◦ マイナスビット：#3/4/5/6
◦ ビットアダプター

◦ ソケット：6/8/10/11/12ｍｍ
◦ ヘックスビット：3/4/5mm

◦ プラスビット：PH1/2/3
◦ エクステンションバー：50mm

96529 ¥2,700

携行オイルドレンパン

未掲載

11月上旬発売

廃油受け口にオイルドレンボルト落下防止ネット付！
抜いた廃油がそのままタンクに溜まるため、持ち運びが容易。サーキットや自宅でのオイル交換後に、廃油を漏らすことなく処理施設まで運搬できます。廃油受け口に落下防止ネットを付け、タ
ンク内にドレンボルトを落とす心配なし。オイルドレンパン上部にはキャップ置き場があるので、作業中にキャップを転がして紛失する心配もありません。キャップ置き場の反対側にツールトレイ
を置けば、作業効率アップ。工具がキャップに当たって転がす心配がありません。

●全長：530ｍｍ（ノズル・取っ手込み）
●高さ：100×横幅：280（ｍｍ）
●ドレンボルト落下防止ネット付属
※あらかじめ、車両のオイル量をご確認ください。許容量以上は入れないでください。
※ガソリンの携行ボトルとしては使用できません。
※廃油受け排出時には通気口キャップを緩めて使用してください。

6ℓ
※ 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。

2017/11（P4）

96474 ¥4,200
※ 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 November
未掲載

96994〜96998は

11月下旬発売・91712は 発売中

フロントブレーキロックの色バリエーション追加！

12mm

3
φ

4

50mm

90mm

96996：使用例

傾斜場所での駐車でも安心駐車。
リアスタンド使用時の補佐、整備時の不意な転倒を抑止。

15mm

寸法図

m
31m

フロントブレーキロック

11

※長 時間の使用は避けてください。
マスター側ならびにキャリパーへ負担が
かかり破損する恐れがあります。
※グリップの種類により傷がついたり、外れる可能性があります。

96996

96995

91712

96994

96998

96997

※オレンジ
（91712）以外はイメージです。

レッド

96994 ¥800

ブルー

96995 ¥800

イエロー

96996 ¥800

グリーン

96997 ¥800

ブラック

96998 ¥800

オレンジ

91712 ¥800

GIVI イージーロック

未掲載

10月下旬発売

MT-10用GIVIタンクロック
アタッチメント

GIVIタンクロックシリーズのバッグを装着するときに必要です。

■MT-10
BF27

装着例

96722 ¥2,300

GIVI 3113FZ モノラック用フィッティング

未掲載

発売中

GSX-S750 ABS用
モノラックフィッティング

GIVIトップケースを装着するために必要。
指定ベースプレート（モノキー用M5/M7、
モノロック用M5M/M6M）は別売り。
●最大積載重量：モノキー6kg、
モノロック3kg。操縦性を考慮し、デイトナではモノキーでも3kg以下を推奨。
●純正リアフェンダー/タンデムステップホルダー専用。市販のフェンダーレスキットは同時装着できません。

■GSX-S750 ABS（'17）
3113FZ

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。

は規定の条件を満たせば
公道使用できます。

2017/11（P5）

96602 ¥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。

バ イク に 特 化 し た
フリーマーケットアプリ

ショップ登録受付中！！

12月末まで手数料無料中

販売管理、売上確認ができる専用のＰＣ画面から大量出品が可能で
す。在庫管理や商品販売の新しいルートとしてご活用ください！
※ショップ登録には事前審査が必要です。
ショップ登録の詳細はデイトナ「二輪事業部リユースビジネスグループ」までお問い合わせください。

アプリ
ダウンロードは
こちらから！

アップルストアは
こちらから

グーグルプレイは
こちらから

デイトナ モーターサイクル ガレージ
ＢＡＳＩＣシリーズ レンタルガレージ事業のご案内
レンタル
ガレージ事業で
土地活用！
オートバイを自宅に置けないお客様にも、安心
してバイクライフを満喫していただくためのご
提案として、また、お店の遊休土地活用として、
ＢＡＳＩＣシリーズをレンタルガレージとしてご
活用いただくご提案も行なっております。
詳しくはお問い合わせください。
画像提供元：BYQプラザ厚木店様

本件についての申し込み、お問い合わせ先

株式会社デイトナ 営業推進グループ 電話：0538-84-2520
INFORMATION

2017年11月営業日カレンダー
日

10月

月

火

29 30 31
5

6

7

水

木

金

土

1

2

3

4

8

9 10 11

11月

品番変更及び価格改定のご案内
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。

■品番変更

12 13 14 15 16 17 18

品名

19 20 21 22 23 24 25
12月

26 27 28 29 30 1

GIVI 529FZ モノラック用フィッティング

■SV1000/S（'03〜'08） ■SV650（'03〜'06）

2

旧品番/旧価格

品番/価格

47447 ¥12,000

95927 ¥15,000

JANコード

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。

2017/11（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。

