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STRONGERセキュリティーアラーム

未掲載

1月下旬発売

車体から離れるだけでセキュリティーセット完了!
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駐車時のたびリモコンを操作するわずらわしさがありません。

2017

2017

セキュリティーのセットし忘れがなく、振動による誤作動にも強いセキュリティーアラーム。IPX5相
当の耐水性をクリアーした本体とスピーカーが別体となったコンパクト設計のセキュリティーア
ラームです。

STRONGERセキュリティーアラーム

■近接感知で自動セット

95215 ¥10,000

■デジタル傾斜センサー

2017

2017

2～10m

起こすと警報作動

感知エリア

セキュリティー
アラーム搭載車

2017

検知電波

2017

2017

2018

リモコン

アラームをセットすると、自動的にセンサーが傾斜を0度に合わせ、
そこから5度の角度変化でアラー
ムが作動。振動センサーに比べ、誤動作が少ないので集合住宅や大通りに面した場所に保管する際に
も安心。

リモコンの操作なしで
自動セット/リセットが可能です。

■コンパクト設計、消費電力0.15mA

■耐水仕様（IPX5相当）

コンパクトで設置場所に困りません。
消費電力0.15mAでバッテリートラブルなし。

■大音量スピーカー

IPX5相当の耐水設計※1。オートバイの過酷な環境での使用を考
慮した信頼性、耐久性の高い設計です。

リモコン仕様

●本体サイズ：幅69×高さ46×奥行20（mm）
●スピーカーサイズ：φ55×奥行17（mm）
●ハーネス長：電
 源約1.5m、LED約1.3m、
スピーカー約1.3m
●リモコンサイズ：幅35×高さ46×奥行13（mm）

●使用電池：CR2032 ボタン電池 1個
●送受信範囲：約2～10m※2
●電池寿命：約6ヶ月
●耐水：IPX5相当

本体仕様

セット内容

※ は2017カタログ掲載頁。

株式会社

※

注意

●作動電圧：DC12V
●消費電流：セ
 キュリティーON 10.6mA（瞬間最大）

セキュリティーOFF 0.15mA
●使用温度範囲：−20～+60℃
●スピーカー音量：110dB（警報・警告音）
●耐水：IPX5相当

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

2018

本体と別体なので、設置場所を選びません。
音量110ｄB。

寸法

アラーム本体×1、
リモコン×1、電源ハーネス×1、
スピーカーハーネス×1、LEDハーネス×1、
ランプホルダー×1、結線コネクター×1、結束バンド×2、
両面テープ×1
（本体、スピーカー、ランプホルダー）

2018

※ 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。

2017/12（P1）

※1 本
 体、リモコン、スピーカーには耐水加工が施してありますが、完全防
水ではありません。水の掛からない場所に設置してください。
※2 本
 体の反応は、周りの環境やリモコンと本体の送受信タイミングなどに
より、
毎回同じ距離で反応するとは限りません。
※本体をイグニッションコイルやH.I,D.ユニット（装着車のみ）等の高電圧
回路の近くに絶対設置しないでください。ノイズによる誤作動の原因と
なる場合があります。
※送 受信は微弱電波方式です。Wi-Fi、Bluetooth、テレビ塔（東京タワー
等）、空港周辺、自動ドア等、強い電波を発している場所や、鉄骨屋内等
電波を乱反射させる場所では効きづらい場合があります。離れてから使
用するか、
リモコンを本体に近付けてご使用ください。

※ 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
ヘンリービギンズ ライディングブーツ
『いかにもバイク用』
という見た目がイヤだけど、
一般アパレルブーツをバイク用に使うと各所に問
題がある。バイク好きの革好きで洋服好きな、開発
担当が、そんな個人的な悩みをぶつけてでき上
がった自信作。
ソールやかかとの高さから、広めの
幅など、
ラスト
（木型）からこだわって、
ライディング
時の使用感だけでなく、歩いたときの使用感も考
慮して開発。
こだわったソール部分は、
レース好き
でドカティ乗りのスタッフと一緒にテスト走行を繰
り返して作り上げました。
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革なのに
痛くなりにくい
裏地付きで、やわら
かい履き心地

ファスナーカバー
愛車を傷から守ります。

サイドジップ
タイプ

くるぶしには
クッションパッドを装備

セミオ ートマ チックスラ イダ ー 採 用 で
YKK製ファスナーがぶらつきません。
脱ぎ履きしやすいサイドジップタイプ。

ソールのステップ部に
滑り止め加工を

外皮の内側に
シフトパッドを装備
※ 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

バイク
（ステップ）
との接点であるソールの土踏まず部には
滑り止めを付けることでより安定したライディングが可能。
※ 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。

2017/12（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

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 December
未掲載

HBS-003

シフトパッド内蔵

サイズ：25.0〜28.0（cm）

くるぶしパッド

レースアップでオーソドックスなデザインのショートブーツ。
素材：ア
 ッパー部分：牛革

滑り止め加工
ファスナーカバー

内装：ポリエステル

サイドジップタイプ

ソール部分：合成ラバー

裏地付き

※防水機能はありません。
品番

1月中旬発売

HBS-004

ショートブーツ

¥14,000

12

25.0

25.5

26.0

96963

96964

96965

エンジニアブーツ

¥15,000

サイズ：25.0〜28.0（cm）

くるぶしパッド

レザーブーツの王道デザイン。ミドル丈のエンジニアタイプ。
素材：ア
 ッパー部分：牛革

滑り止め加工
ファスナーカバー

内装：ポリエステル

サイドジップタイプ

ソール部分：合成ラバー

裏地付き

※防水機能はありません。
品番

ブラック

シフトパッド内蔵

25.0

25.5

26.0

96979

96980

96981

ブラック

品番

26.5

27.0

28.0

96966

96967

96969

品番

ブラック

26.5

27.0

28.0

96982

96983

96985

ブラック

バイク専用電源

未掲載

1月下旬発売

取り付け簡単!!メインキーと連動したUSB電源
電源の取り出しは、ブレーキスイッチの平端子に割り込ませるだけなので取り付け簡単。電源
供給はメインキーに連動してON/OFFされます。
スマートフォンやタブレットの充電も可能な出力5V2.1A。ハンドルクランプと貼付式から取
付方法を選べます。電源差し込み口を覆う本体キャップで急な雨でも安心。
●配線長：電源側約450mm、USB側約500mm
●出力合計2.1A
●接続端子：187型
●5Aヒューズ付き
※12V専用。6V/24V車不可。
※ブレーキスイッチに平型端子を採用していない車両には取り付けできません。

USB1ポートACC2.1A
※ は2017カタログ掲載頁。

株式会社

装着例

USB2ポートACC2.1A

97040 ¥2,200
※

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

装着例

※ 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。

2017/12（P3）

97041 ¥2,800

※ 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
伸縮ラチェット

未掲載

1月下旬発売

ハンドルが4段階に伸縮
ハンドルが4段階に伸縮するので、通常は縮めた状態でスピーディーに、大きなトルクが必要
なときは伸ばして使用できるラチェットレンチです。
プッシュ式クイックリリース機構付き。
●3/8インチ（9.5mm）
●本体全長：230mm、270mm、295mm、330mm、4段階調整
●送り角5°
、ギヤ数72
※グリップ部にパイプなどを差し込んで過大な力を加えないでください。

330mm
295mm
270mm
230mm

長さはワンタッチで調整可能。

3/8インチ（9.5mm）

ハンドルが4段階に伸縮。

97033 ¥3,000

ホースクランププライヤー

未掲載

1月下旬発売

円形の先端で、どの角度からでも簡単にクランプ
ホース径φ5〜47用ホースクランプ対応。
約45度曲がった先端が、せまい場所や奥まった場所での使用に便利。
ホースクランプを広げたまま保持できるストッパー付き。
●全長：約220mm
●7段階ストッパー付き
●重量：180g
※ワイヤータイプのホースクリップでは、サイズや材質・経年変化によって変形することがあります。

円形の先端で、簡単にクランプ。

ホースクランプを広げたまま保持できるス
トッパー付き。

97023 ¥2,500

T型スライドハンドル六角レンチ

未掲載

1月下旬発売

素早い作業を可能にする、早回しグリップ付き
早回しを可能にするグリップ付き。
ハンドルは同サイズのレンチになっていてL型
レンチとしても使用でき、取り外してコンパク
トに持ち運ぶことも可能。

早回しを可能にするグリップ付き。

L型レンチとしても使用できる。
※ 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。

4mm：全長180mm

97024 ¥1,200

5mm：全長180mm

97025 ¥1,200

6mm：全長210mm

97026 ¥1,500

8mm：全長250mm

97027 ¥1,500

は規定の条件を満たせば
公道使用できます。

2017/12（P4）

※ 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 December
GIVI B32N BOLD モノロックケース（ストップランプ無し）

未掲載

12

12月中旬発売

A4サイズがスッポリ入る
A4サイズがスッポリ入り、箱物のお土産もすっきり収納できる角型のモノロック
ケース。容量32ℓ。プッシュダウンクローズシステム、Z1565T内溝キー採用。
未塗装ブラック。
汎用ベース付き。
●重量：ベース込み3.2kg
●奥行×幅×高さ（外側）…433×405×303（mm）
●最大積載重量：3kg
※キャリア本体の積載制限以上は積載しないでください。
※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。
※この商品は付属の汎用ベース、またはMM/M5M/M6M(別売り）専用です。
WIDE汎用ベース（別売り）には取り付けできません。
※未塗装品は表面処理をしていないため、表面はザラザラしています。
※構 造上カギの閉じ込み（インロック）ができてしまいます。十分ご注意してください。
※製品の仕様上、上下ボタンの押し込み具合は渋め（深め）です。ボタンを奥までしっかり押し込み、確実な操作を行なっ
てください。

装着例

内側最大寸法

B32N BOLD

97066 ¥15,000

ローダウンリアショック

未掲載

発売中

好評のローダウンリアショックに、REBELの適合確認が取れました。
ローダウンしながらもストロークを約40mm確保。不等ピッ
チスプリング採用で、スタイルと乗り心地を両立。乗り心地
を保ちながら足付き性が向上。最大荷重を確保し2人乗りに
も対応。クロームメッキとブラックの2色をラインアップ。
●イニシャル調整5段階
●不 等ピッチスプリングを採用。
（バネレート：2.4・3.2kgf/mm）
●調節工具付属。
●取付長280mm
【REBEL装着時】
●ノーマル比約20mmダウン（ノーマル長：300mm）
●ノーマルサイドスタンド使用可能。
※ノーマルチェーンケースの加工が必要。

94757：装着例

94757

【SR装着時】
●ノーマル比約40mmローダウン（ノーマル長：320mm）
※ノ ーマル チェーン ケ ースの 加 工 ま た は K E D O 製 チェーン ガ ードミ ニ
（95115）の同時装着が必要。
※ショートサイドスタンド（95035/95204）の同時装着が必要。
※ノーマルフェンダー以外はフルストローク時にタイヤとリアフェンダーが接
触する可能性があります。

■REBEL250/ABS（'17）
■REBEL500（'17）
■SR400/500（'78〜'08）
■SR400（'10〜'16）FI

94755：装着例
※ は2017カタログ掲載頁。

株式会社

94755
※

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。

2017/12（P5）

ブラック

94757 ¥21,000

クロームメッキ

94755 ¥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。

パイプエンジンガード

未掲載

11月下旬発売

大きく張り出さず目立ちにくい
スチールパイプ製のエンジンガード。ボルトオン装着可能。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。
1インチパイプ（φ25.4）はクルーザーモデル等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。付属の樹脂パッド（リダクションスライダー）は軽度なダメージを吸収し、摩耗時には交換可能です。
●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。
※バンク角が減りますので、走行に注意が必要です。

■CB1100/ABS TYPE1/2
CB1100/ABS（'10〜'13）
装着例

INFORMATION

月

金

土

26 27 28 29 30 1

2

11月

3

4

火
5

水
6

木
7

12月

8

▲

2017年12月営業日カレンダー
日

年 末 年 始 の 営 業 時 間と臨 時 休 業 の お 知らせ

9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23

24
31

96592 ¥19,800

装着例

25 26 27 28 29 30

最終営業日

平成29年12月28日（木）午後4：00まで

年始営業日

平成30年１月5日（金）午前9：30から

臨時休業日

平成30年１月6日（土）全社会議のため終日休業となります。

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。

2017/12（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。

