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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

グラブバーキャリア

未掲載

積載時の安定性と実用性を重視したグラブバーキャリア。フラットキャリアと同時装着するとフルフラットの広い積載スペースができます。
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装着例

装着例

■DS250（'00〜'17）

■DS400（'96〜'17）

97079 ¥15,000

■DSC400（'98〜'17）

97204 ¥15,000

●最大積載重量：7kg
●積載部寸法：縦376×横297（mm）
●スチール製黒色電着塗装仕上げ
●フラットキャリア（開発中）、サドルバッグサポートが同時装着可能。
●荷掛けフック4か所付き
※サドルバッグサポートの同時装着はボタンボルトM8×80（4本）が必要
です。

2017

装着例

2017

93336 ¥15,000

●最大積載重量：6kg
●積載部寸法：縦339×横320（mm）
●スチール製黒色電着塗装仕上げ
●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。
●荷掛けフック4か所付き
※サドルバッグサポートの同時装着はボタンボルトM8×65（4本）が必要
です。

●最大積載重量：6kg
●積載部寸法：縦320×横320（mm）
●スチール製黒色電着塗装仕上げ
●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。
●荷掛けフック4か所付き
※サドルバッグサポートの同時装着はボタンボルトM8×65（4本）が必要
です。

フラットキャリア

未掲載

2月上旬発売

積載時の安定性と実用性を重視し、荷台をフラットにしたフェンダーキャリ
ア。タンデムシートを取り外して簡単に装着できます。
グラブバーキャリアと同時装着すれば、フルフラットの広い積載スペースが
できます。
●最大積載重量：3kg
●積載部寸法：縦300×横181
（mm）
●グラブバーキャリア/サドルバッグサポート同時装着可能
●スチール製黒塗装
※乗車定員が変わるため車検証の記載変更が必要です。

97204+97228：装着例

■DS400（'96〜'17）

装着例

強化Vベルト

未掲載

1月下旬発売

パワーアップしたスクーターにも対応でき
る強化タイプのVベルトです。
●ベルト寸法は純正と同等に設定。
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97228 ¥10,000

INFORMATION

2018デイトナ総合カタログ２月下旬発売！
2018デイトナカタログは、ヘンリービギンズのツーリング
バッグをはじめ、バイク専用ドライブレコーダー、
ＮＯＬＡＮの
新作ヘルメット、
ＬＥＤヘッドライト、シーケンシャルウイン
カー、
セキュリティアラームなど、魅力的な新商品情報が盛り
だくさんです。

先行予約
受付中

2018年2月1日まで初回予約注文特典

20冊セットで1冊分の価格をサービス
（19冊分の価格で20冊お送りします。
）

■A XISZ（'17）〈B7A1〉
※ 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

97513 ¥47,500

1冊売り

97512

¥2,500

ご予約に関しましては、別紙先行予約のご案内を参照ください。

96742 ¥5,500
※

初回限定20冊セット

※ 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。

2018/1（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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パイプエンジンガード

未掲載

2月下旬発売

Upper側を大型化したアドベンチャータイプ。
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、エンジンやカウルへのダメージを軽減します。φ25.4のパイプはクルーザータ
イプのハンドルと同径なので、ハンドルにクランプする用品も装着可能。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
※Lower（97035）単品装着の場合、Upper（97036）との連結ブラケットが残ります。
※L ower（97035）単品装着の場合、残ってしまう連結ブラケットは、ハンドルクランプ用品を取り付けた際の、脱落防
止用のストラップホールとして使用可能です。
※Upper（97036）には、樹脂パッド（リダクションスライダー）は付属しません。

97035+97036：装着例

Upper（97036）は単品装着不可。
Lower（97035）との同時装着が必要。

■V-Strom250（'17）

97035+97036：装着例

97035：装着例

ダブルメーターステー

未掲載

Upper

97036 ¥17,500

Lower

97035 ¥20,000

アシンメトリーメーターステー

1月下旬発売

VELONA電気式タコメーター 8000rpm（92253）+VELONAスピードメーター 140km/h（92269）+
BETAマイクロインジケーター（94933）
：
トップブリッジ下側装着例

未掲載

AQUAPROVA HG TEMP METER（72813）+
VELONA電気式タコ＆スピードメーター φ80 9000rpm（95955）
：装着例

ビンテージトップブリッジ装着例

ビンテージトップブリッジ装着例

デイトナ製φ60の機械式、電気式、VELONAシリーズのメーターと車種別インジケーター
KIT、
マイクロインジケーター（ALPHA/BETA）が取付可能なダブルメーターステー。当社ビ
ンテージトップブリッジで純正キーシリンダーをオフセット装着した場合も対応します。
電気式およびVELONAシリーズのメーターを使用する場合はトップブリッジ下側に取り付け
できるため精悍なメーター周りを実現できます。
●当社φ60メーター専用。
●スチール製マットブラック塗装
※機 械式メーターはトップブリッジ上側のみで装着可能。
下側ではタコ/スピードメーターケーブルが純正ヘッドライトに
接触するため、取り付けできません。
（ヘッドライト、およびライトステーによっては取付可能です。）

トップブリッジ下側の低い位置にメーターを取り付けできるので、精悍なメーター周りを実現
します。当社ビンテージトップブリッジで純正キーシリンダーをオフセット装着した場合にも
対応します。
●当社φ80/φ60VELONAメーターおよびデジタルVELONA+デジタルメーター（アクアプローバ）に対応。
●スチール製マットブラック塗装
※φ60VELONAおよびデジタルVELONAを取り付ける際には、別途車種別インジケーターKITまたはマイクロインジ
ケーター（ALPHA/BETA）が必要です。
※機 械式メーターはタコ/スピードメーターケーブルが純正ヘッドライトに接触するため、取り付けできません。
（ヘッドライト、およびライトステーによっては取付可能です。）

■SR400/500（'78〜'08） ■SR400FI（'10〜'17）

■SR400/500（'78〜'08） ■SR400FI（'10〜'17）

マットブラック

マットブラック

97011 ¥3,000
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ラブレター訂正
2017/11月号P5に掲載いたしました【GIVIイー
ジーロックBF27：96722】ですが、画像に誤りが
ございました。
お詫び申し上げますとともに、右記のとおり訂正い
たします。
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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

97038 ¥3,000

INFORMATION

2018年1月営業日カレンダー
日

1月下旬発売
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※

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。

誤

は規定の条件を満たせば
公道使用できます。

2018/1（P2）

正

※ 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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