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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 mail.

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

MOTO GPS RADAR

P262〜267

99247は3月下旬発売・99246は4月上旬発売

あなたのバイクライフをより安全・快適に！

試作品

高性能・リーズナブルで
使いやすい！

コーナーリング中のバ
イクのバンク角を表示
バンク角度をメーターで
0°
～60°
、数値で0°
～
99°
で表示

操作しやすいボタンと
見やすい液晶画面！

モト ジーピーエス レーダー フォー

バンク角
メーター
搭載！
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モト ジーピーエス レーダー フォーイー

試作品
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MOTO GPS RADAR ４

MOTO GPS RADAR ４E

99247 ¥33,333

2018

99246 ¥25,926

2019

ポケットに！

クルマに！

バイクに！

2019

防水性能IPX7相当

USB電源対応

突然の雨でも安心

USB電源ポートより電源供給
使用可能

最新データ
無料ダウンロード更新！

移動式

小型オービスW対応

Bluetoothインカム対応

バッテリー内蔵

ワイヤレスで警告音を聞くこと
が可能

バッテリー内蔵で、約３～６時間
使用可能。面倒な配線も必要なし

ラウンドアバウト

（環状交差点）対応

超高精度

新交通規制

受信可能衛星数

【ゾーン30】対応

GPS・GLONASS・みちびき・
ひまわり・GAGAN・ガリレオ

78基

2019

最速GPS測位

▲

INFORMATION

2019年3月22日（金）
・23日（土）
・24日（日）
東京ビッグサイト

小間番号2-43に出展いたします。

2019年3月15日（金）
・16日（土）
・17日（日）インテックス大阪

小間番号B28、B29に出展いたします。
※ は2019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。

2019/3（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。

LoveLetter9
MOTO GPS RADAR
多彩な待機・警報画面

P262〜267

99247は3月下旬発売・99246は4月上旬発売

4のみ

待機画面の表示項目を40種類（表示OFF含む）から選択できます。

メイン／ミニメーター表示

当日走行距離

スピード

ドライブインフォメーション

メイン／ミニメーター表示

バンク角

内蔵バッテリー電圧

イラスト警報表示

レーダースキャン／スピード

標高

レーダースキャン

警報／LHシステム

警報／レーダー

4・4E
共通

ガリレオ衛星受信対応で測位精度大幅アップ！
GPSに加え、グロナス/ガリレオ対応で受信可能な衛星数
が大幅に増加。日本上空にとどまる準天頂衛星みちびき対
応で都市部や山間部でも自車位置を見失うことなく精度
の高い測位を実現！

※衛星測位環境により、測位までに時間がかかる場合があります。
前回電源OFFから72時間を経過すると、最速GPS測位は機能しません。

ラウンドアバウト（環状交差点）
対応

移動式小型オービスダブル対応！
「小型オービスダブル対応」機種では、従来GPS情報によ
る警報だった「小型オービス警報」に加え、新取締周波数へ
対応することにより、レーダー波受信でレーダー警報を行
なうことも可能になりました。

※一部のラウンドアバウトでは一時停止規制がある場所があります。

防水性能IPX7相当！

※小型オービスの種類によってはレーダー警報は行なえません。

X/Kバンド識別機能追加

住 宅 街など生 活 道 路が 密 集する区 域を 最 高 速 度 時 速
30km/hに制限する新交通規制です。警報後、エリア内
走行中はアイコン表示でお知らせします。

レーダー波、X/Kバンドを識別して受信、警報可能。

速度警戒ポイント警報
取り締まりを行なう可能性が高い最高速度が切り替わる
地点を警報でお知らせします。

オプションステーで簡単取付け

IPX7相当の防水性能があります。
突 然の雨などバイクでの使 用では避けられない事 態に
も対応します。

■バイク取付け

H F P プ ロファイル 対 応 の
ヘッドセット等と接 続し、
音声をワイヤレスで聞くこ
とができます。
※全てのヘッドセット、インカム等との接 続を保 証するものではありま
せん。
※Bluetooth受信機は付属しておりません。
※携帯電話専用の機器は正常に動作したとしても、バイクの運転上、危険を
伴いますので使用しないでください。
地域によっては条例違反となる場合があります。

※

市販microSD/microSDHCカードで
簡単データ更新!
年会費／入会金／更新料一切不要！すべて無料！

※写真は4（99247）試作品

Bluetoothヘッドセット対応

最新データ無料ダウンロード更新！
古いデータは役に立 たない！最 新データを 無 料ダウン
ロードして新設オービスに対応しよう！

インテリア性を重視した
ステーでダッシュボードへの
取り付けもワンタッチでOK!

防水だから
雨の日でも大丈夫！

※雨天使用時には、イヤホンジャックおよびUSB電源ジャック、microSD
カードスロットカバーを閉じて使用してください。
※付属品は防水仕様ではありません。
※本製品の防水性能については、当社試験方法によるものであり、全ての
状態において無破損・無故障を保証するものではありません。

株式会社

コンパクトで、生活道路やゾーン30に指定された場所など
に設置しやすい移動式/可搬式/半可搬式の3タイプの小型
オービスをGPSデータでそれぞれ識別し警報することが
可能になりました。

新交通規制【ゾーン30】対応

ラウンドアバウトとは信号や一時停止がないなどの特徴
をもった環状の交差点のことで、進行方向の注意喚起の
ためにお知らせします。

※ は2019カタログ掲載頁。

小型オービス識別対応！

※写真は4E（99246）試作品

GPSデータ

■クルマ取付け

・取締検問
・その他データ

※取付場所によっては本来の受信性能が発揮できない場合があります。
※取付例はイメージのため、配線を省略しています。ご使用の際は配線を
行なう必要があります。
※走行中に運転の妨げにならない場所へ取り付けてください。
※走行中に画面を注視したり操作を絶対に行なわないでください。
※雨天時は、防水キャップを確実に取り付けてご使用ください。

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

手順

コムテックホームページから

1 更新データをダウンロード。

手順

レーダー探知機本体の

2 更新操作を行ないます。

※データ更 新する際は、市 販の m i c roSDカード/m i c roSD H Cカード
(32GB以下)をご購入のうえ、ご使用ください。
詳しくはMOTO GPS RADER 特設WEBサイトへ（PCのみ対応）
http://www.daytona.co.jp/special/motogpsrader/

※ 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。

2019/3（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。

2019 March
バイク専用電源 スレンダーUSB

P296、651

3

2月下旬発売

意匠登録 No.1504841

厚さ13.5mmのスリムなUSB電源
ハンドルクランプはφ22.2mm/φ25.4mm対応

●1ポートMAX5V/2.4Aの高出力。
（2ポートの合計MAX5V/4.8A）
●ブレーキスイッチに接続することで、
メインキーと連動してON/OFF。
●ブレーキスイッチに接続できない車種でも、付属の延長ハーネスを使用して、
ヒューズBOX付近から配線することもできます。
●コントロールスイッチに似合うスリムなスレンダースイッチの意匠を採用。
Type-A（1ポート/2ポート）のラインアップ。

1m3m.5
いスキマに
にUSB。
狭い

2ポートでも省スペース

頼もしい高出力設計

65ｍｍ

【寸法】

20ｍｍ

1ポートMAX5V/2.4Aの高出力。
（2ポートの合計MAX5V/4.8A）
スマホの急速充電化により高電力
を要求されることに伴い、高出力仕
様に変更。

41ｍｍ

7.3ｍｍ

本体幅13.5mmのスマート設計。
純正車両に馴染むデザイン。

13.5ｍｍ

61ｍｍ

入力

出力

入
力
電
圧 ：DC12V
出
力
電
圧 ：4.8-5.2V
入 力 電 圧 範 囲 ：DC10V-16V
出 力 定 格 電 流 ：2.4A（1ポート）
最大入力電流（無負荷）：0.6ｍA以下/1ポート仕様 出 力 定 格 効 率 ：12W（1ポート）

ハンドル周りで配線完了

6ｍA以下/2ポート仕様

24W（2ポート合計）

注意事項
※セパレートハンドル車のコントロールスイッチ付近は、装着スペースを確保できないことが
あります。※簡易防水仕様です。洗車時に洗車機の水流を直接かけないでください。※高出
力仕様のため待機消費電力量が多くなっています。メインキーと連動させるか、別途スイッ
チを設けるなど、停車時に電力をカットさせてください。バッテリー上がりを発生させます。

商品構成

ブレーキスイッチから電源
を取るから配線が簡単。付
属の延長ハーネスを使用し
て、
ヒューズBOX付近から
配線することもできます。

USB電源ボディ ………………×1
ゴムスペーサー ………………×2
延長ハーネス …………………×1
ブレーキスイッチ分岐ハーネス …×1
結線コネクター ………………×1
結束バンド ……………………×2

配線図
変圧器

ＵＳＢ側：約500ｍｍ

電源側+プラスハーネス：約180ｍｍ

ミニガラス管ヒューズ（φ5.2×20mm/250V3A）

電源側-マイナスハーネス：約800ｍｍ

※ は2019カタログ掲載頁。

株式会社

ブレーキスイッチ分岐ハーネス：約270ｍｍ

延長ハーネス：約1200ｍｍ

※

USB1ポート（USB 5V2.4A）

98437 ¥3,600

USB2ポート（USB2口合計5V4.8A）

98438 ¥4,200

結線コネクタ

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。

2019/3（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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HBG-045 内縫いガンカットショート パンチングタイプ

未掲載

極上PREMIUM

3月下旬発売

ガンカットシリーズ
は指 内に縫い目が
なくフィットする。

一般的なグローブ
は 、指 内 に縫 い目
がある。

夏に効くパンチングタイプ登場！

made in

JAPAN

タッチパネル対応

¥8,300

〈キャメル〉

サイズ：M、L、XL

春 夏

MENS

指内側の裁縫ラインを最小限にする「ガンカット」を採用。ゴロゴロ感の少ない
最高のはめ心地を実現。
デザインは、
はめやすいショートタイプ。タッチパネル対
応。手の甲側は通気性の良いパンチングレザーを使用。

〈ナチュラル〉

品番リスト

M

L

XL

ブラック

99448
99451
99454
99457

99449
99452
99455
99458

99450
99453
99456
99459

チェスナット
キャメル
ナチュラル

〈チェスナット〉

〈ブラック〉

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。

マルチウイングキャリア

未掲載

3月下旬発売

最大
積載重量

6.5 kg

デザインされたウイング形状のアルミトッププレートと車種専用フィッティングで、荷物を積載
していない状態でも車体のフォルムを損なわないリアキャリア。
●メインパイプ部：φ25.4
●トッププレート：アルミＡ5052材、板厚5ｍｍ、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。

GIVI B32N装着例

■シグナスX（'19）〈B8S〉

装着例

94809 ¥15,500

クラシックキャリア

未掲載
最大
積載重量

4 kg

3月下旬発売

人気の当社グラブバーをキャリアにアレンジ。単に荷台を設けるだけでなく、利便性や見た目
を考慮して各部のバランスを調整しました。従来品（品番：94295）に対し、補強を入れるこ
とで耐荷重を増やしGIVIボックス（32L以下）の装着が可能になりました。当社サドルバッグ
サポートとの併用も可能。
●メインパイプ部＝φ19.1
●積載部寸法：長さ183×幅（前）
190×幅（後ろ）
116（ｍｍ）
●最大積載重量4kg
●スチール製クロームメッキ仕上げ
※GIVIボックスを装着する場合は32L以下のサイズを選択してください。
※当社製サドルバッグサポート併用OKです。

GIVI B32N装着例

■W800（'11〜'16） ■W650（'99〜'09）
■W400（'99〜'09）

装着例
※ は2019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。

2019/3（P4）

99178 ¥15,800

※ 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。

2019 March
フィンガーフォロアー DOHC ボア＆ストロークアップキット（124.8cc）

P707

3

3月下旬発売

最新機構を惜しみなく投入したフィンガーフォロアーDOHCを
ブラッシュアップし、さらにお求めやすい価格になりました。
変更点

4VALVE
TWINCAM
HEAD

（FINGER FOLLOWER）

新設計の鍛造ピストンは、
ピストントップ
裏側に補強リブを立て、
スカート部からピ
ンボスへもリブをつなぐことで、
ピストン全
体の剛性をアップ、
さらに8％の軽量化を
実現。
往復運動における慣性重量の軽減は高
回転時の出力特性を向上させます。

デイトナ 横 型 エンジンの 最 高 峰
「フィンガーフォロアー DOHC」
をブラッシュアップ。
新 設 計 の 鍛 造ピ ストン は 、ピ ストン
トップ 裏側に補 強リブを立て、スカート部から
ピンボスへリブをつなぐことで、ピストン全体の剛性をアップ、さらに
8％の軽量化を実現。往復運動における慣性重量の軽減は高回転時
の出力特性を向上させます。また、シリンダースタッドボルトをより高
強度に変更。カムチェーンも江沼チヱン製に変更しました。
※FI車は取付不可

中間部を大径化したクロモリ鋼製の強化スタッド
ボルト

耐久性と軽量化を両立した、江沼チヱン製カム
チェーン

取付時間について 上記取付時間（単独）は、ボアキット交換作業のみの目安時間です。

5.0h

フィンガーフォロアーDOHC

DOHC

PE28＋試作マフラー＋
アウターローター

ダイナヘッドSP1
PE28＋レーシングアップカーボン
マフラー＋アウターローター

ハイパーヘッド
PE24＋レーシングアップカーボン
マフラー＋アウターローター

適合車種

型式

フレームNo.

■	モンキー/ゴリラ（12V）

Z50JN/P/S/T/V/W/X
Z50JY/1/2/4/5/6/7
Z50JM/N/P

Z50J-2000001
AB27-1000001〜
Z50J-1700001〜

■ モンキーバハ

●当 社PAレーシングアウターローターキット（95033）または、MIDアウターローターキット（73246）との同時装着
が必要です。
●当社2次側クラッチキットとの同時装着を推奨します。
●本 品を取り付ける場合には、クランクケースボーリング（56.6〜56.8mm、深さ27.0mm）を事前に行ない、同時装着
必要部品の交換などの準備をしてからクランクケース（腰下）の組み付けを行なってください。なお、当社ではクランク
ケースボーリングは行なっておりません。専門業者にご依頼ください。
●付属プラグ（NGK ER8）を必ずご使用ください。ノーマルプラグ使用不可。
●CD90用クランクケース等の強化クランクケースの同時装着を推奨します。
●圧 縮比は約12.4：1となります。
※本 品はシリンダーおよびヘッドの形状が純正よりも大きくなっており、足回りパーツとの組み合わせによっては、タイヤ
とヘッドが接触してしまう可能性があります。
※本 品はボア&ストロークアップ化に伴い、振動の増加が考えられます。ご了承ください。
※この商品の装着にあたっては必ず、オイルクーラーと油温計を装着し、油温の管理をしてください。高温（100度以上）
での連続走行を行なうとエンジンが破損する可能性があります。
※当 社指定回転域（MAX=13,000rpm）を超えて使用した場合、エンジンが破損する恐れがあります。ご注意くださ
い。
※武川製強化クランクケースは、シリンダースカートが接触するため取り付けできません。

93024 ¥180,000

ターボフィルター

P244

3月上旬発売

ノーマルのエアクリーナーと交換して簡単にパワーアップができる乾式タイプのエアフィルター。
●車種により取り付ける向き（表、裏）が異なります。取扱説明書をご確認のうえ取り付けてください。
●洗 浄には中性洗剤を使用し、よく水で洗い流した後、陰干しにて確実に乾燥させてください。また、メンテナンス時に商品に劣化、損傷がみられた場合
は、必ず新品に交換してください。
※メインジェットを＃5UPする必要があります。

■AXIS90（ALL） ■JOG90（'90〜'97） ■スーパーJOG Z（'93〜'94） ■7PS JOG/Z（'91〜'92）
■メットインJOG/スポーツ（'91〜'92） ■JOG Z（'90） ■アプリオ〈4JP5/7/8〉/Ⅱ〈4LV3〉
■Vino（'97〜'98）

97360 ¥1,500
※ は2019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。

2019/3（P5）

※ 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。

品番 / 価格変更のご案内
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。
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

インナーフォークキット
ドラム用 STD

95637 ¥35,000

P716

98891 ¥40,000

3月下旬発売

インナーフォークキット
ドラム用 40mmローダウン

95638 ¥35,000

P716

98892 ¥40,000

3月下旬発売

インナーフォークキット
マルチタイプ STD

98534 ¥38,000

P716

98893 ¥40,000

3月下旬発売

インナーフォークキット
マルチタイプ 25mmロング

98536 ¥38,000

P716

98895 ¥40,000

3月下旬発売

インナーフォークキット
ドラム用 STD ソフトスプリング

79196 ¥39,800

P716

98896 ¥42,000

3月下旬発売

インナーフォークキット
ドラム用 40mmショート

79197 ¥39,800

P716

98897 ¥42,000

3月下旬発売

インナーフォークキット
ドラム用 STD

70435 ¥38,000

P717

98898 ¥46,000

3月下旬発売

インナーフォーク補修部品
インナーチューブＲ/マルチ/ＳＴＤ長

70487

¥4,950

−

98928

¥7,000

3月下旬発売

インナーフォーク補修部品
インナーチューブＬ/25mmロング

71645

¥4,140

−

98938

¥6,000

3月下旬発売

インナーフォーク補修部品
インナーチューブＬ/DAX/STD長

70639

¥6,500

−

98932

¥8,000

3月下旬発売

商品名

スマホホルダーWIDE 補修品

P293

GIVI 補修品

3月上旬発売

補修部品

スペシャルボルト
（リジット用）

99230 ¥350

土

24 25 26 27 28 1

2

4

5

水
6

木
7

3月

8

2019 Fall&Winter

9

10 11 12 13 14 15 16
25 26 27 28 29 30

お手数ですが、あらかじめ弊社営業担当までご連絡のうえご来場願います。一般の方は入場できません。あらかじめご了承願います。

赤字は、休日とさせていただきます。
※ は2019カタログ掲載頁。

株式会社

合同展示・受注会のご案内

大阪会場・・・2019年4月9日
（火）10：00～17：00
場所／大阪産業創造館 3階マーケットプラザ 住所／大阪市中央区本町1-4-5
横浜会場・・・2019年4月17日
（水）9：30～17：00
場所／ラジオ日本クリエイト 住所／横浜市中区長者町5-85
（明治安田生命ラジオ日本ビル1F）

17 18 19 20 21 22 23

24
31

Z3005ボタン 赤 32N 99162 ¥800

99231 ¥380

▲

火

金

3

4月下旬発売

INFORMATION

2019年3月営業日カレンダー
2月

P412

●クランプ調整ボルト

六角穴付き皿ボルト

月

発売日

補修部品

●本体固定ボルト

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

※ 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。

2019/3（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。

