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フェンダーレスキット（車検対応LEDライセンスランプ付き）

未掲載

7月下旬発売

LEDライセンスランプを採用することで、軽量・スタイリッ
シュなフェンダーレスキット。
専用ステーやリフレクターなど、取付に必要な部品が全て
揃ったボルトオンキットです。
●ブラケット：アルミ製アルマイト仕上げ
●マッドガード：PP製
●純正ウインカー、テールランプ装着可能
●平成33年度新基準ナンバー角度に対応
※画像は試作品です。
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■XSR700（'18）

97416 ¥19,800

別売品（OPTION）

2018

■ウインカーホルダープレート
フェンダーレスキット（97416）
にD-Light STELLAR等取付穴
サイズφ8の社外ウインカーを取
り付けるためのアダプター。

2018

2018

D-Light STELLAR同時装着例

装着例

■YAMAHA/
■KAWASAKI

97420 ¥2,200

2018

パイプエンジンガード

未掲載

発売中

0.5h

2019

大きく張り出さず目立ちにくい
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のパイプはクルー
ザーモデル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。
装着例

2018

●スチール製マットブラック塗装仕上げ。
●ゴムダンパー装備で、装着時にフレームに傷を与えない親切設計。
※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。

2019

2019

■CB1100EX（'17） ■CB1100RS（'17） 97699 ¥19,800

装着例

マルチウイングキャリア

未掲載

7月下旬発売

トッププレートとタンデムシートの高さを揃えたことで、大型の荷物でも安定して積載で
き、積載しない時は車体のシルエットを崩しません。
フィッティング左側には使いやすいヘルメットホルダー付き。
フィッティング部はグラブバーとして使用できます。
装着例

装着例

●トッププレート：アルミA5052材、5mm厚、黒塗装仕上げ。
●フィッティング：スチール製、電着黒塗装仕上げ。
※積載制限重量3kg
※GIVIケース装着不可

■CB250R/125R（'18）
※ は2018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。

2018/7（P1）

97423 ¥19,500

※ 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。

PVCマルチシート220×150用

未掲載

発売中

ツーリングテント ST-Ⅱ
（97191）に最適な、インナーテントの床
下に敷くPVC素材のシート。
グランドシートを汚れや傷、湿気などから守ります。
耐水圧10,000mm以上を誇るPVC素材を縫目のない高周波溶
着で加工。素材・加工とも完全防水の安心仕様です。
●素材/PVC（耐水圧10,000mm以上）
●サイズ/210×140（cm）
●カラー/シルバー
●パッキング/約260×200（mm）、重量約1.4kg
●固定部/ハトメ、ショックコード、フック
●付属品/収納袋
●Ogawa（キャンパルジャパン）製

表面拡大図

98614 ¥5,700

仕様変更のご案内
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。
■LEDライセンスランプをスクエアタイプに変更したことにともない商品番号、JANコードが変更となります（価格に変更はございません）。
旧商品番号/
旧標準価格

2018カタログ
掲載ページ

商品番号/
標準価格

フェンダーレスキット（LEDライセンスランプ付き）
■CBR600RR〈PC37〉
（'03〜'06）
■CBR1000RR〈SC57〉
（'04〜'07）

74382 ¥18,000

P206

98607 ¥18,000

7月下旬発売

フェンダーレスキット（LEDライセンスランプ付き）
■CB400SF Spec-Ⅲ/Revo〈NC39/42〉
（'04〜'13）
■CB400SB/Revo〈NC39/42〉
（'05〜'13）

74383 ¥15,000

P206

98606 ¥15,000

8月下旬発売

フェンダーレスキット（LEDライセンスランプ付き）
■GSX-R1000（'09～'16）

73268 ¥11,000

P206

98609 ¥11,000

7月下旬発売

フェンダーレスキット（LEDライセンスランプ付き）
■ZZR1400/ABS（'06～'11）
■ZX-14R（'12～'15）

74392 ¥13,000

P206

98610 ¥13,000

8月下旬発売

フェンダーレスキット（LEDライセンスランプ付き）
■ER6n/f（'09～'11） ■ER4N（'11）
■Ninja400R（'11～'13）

70525 ¥13,000

P206

98611 ¥13,000

7月下旬発売

商品名

JANコード

発売日

■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す（価格に変更はございません）。
旧商品番号/
旧標準価格

商品番号/
標準価格

駆動系リフレッシュKITタイプ2
■PCX125〈JF28〉
〈WW125EX2C/D/E〉
（'12/5〜'14/3）

91560 ¥16,800

駆動系リフレッシュKITタイプ2
■PCX125〈JF28〉
〈WW125EX2A〉
（'10/3〜'12/4）

91561 ¥16,800

商品名

月

火

水

木

金

土
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リコール社告

対象品

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
8月

1

2

3

4

赤字は、休日とさせていただきます。
※ は2018カタログ掲載頁。

株式会社

95830 ¥16,800

発売中

P750

95831 ¥16,800

発売中

P750

コンパクトジャンプスターター交換・回収のお知らせ

10 11 12 13 14

29 30 31

2018カタログ
掲載ページ

▲

2018年7月営業日カレンダー
日

発売日

JANコード

※

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

日頃は、弊社商品をご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。
さて、弊社商品「コンパクトジャンプスターター（商品番号91686）」
において、大型バイクのバッテ
リーに接続したところ、
コンパクトジャンプスターター本体が発火する事象が１件発生したため、対象品
をお持ちの場合、事故防止のため回収を行うと共に、代替品に交換させていただくことと致しました。
つきましては、別紙「リコール社告 コンパクトジャンプスターター交換・回収のお知らせ」
をご一読の
上、
対象品をお持ちの際は弊社までご一報願います。
ご愛用のお客様には大変ご迷惑とご不安をお掛けしますこと、心よりお詫び申し上げます。
また、お取引先様におかれましては、大変なご迷惑をお掛けすることとなりますが、商品の交換、回収
にご理解とご協力を賜りますよう、
よろしくお願い申し上げます。

※ 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。

2018/7（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。

