10
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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.
published by

https://www.daytona.co.jp 0538-84-2520
ツーリングシートバッグWR

未掲載

雨から荷物を守る

ツーリングシートバッグ

10月下旬発売
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ウォーターレジスタント

2019

DH-732 / DH-733 / DH-734

高速道路での急な雨。次のパーキングまでに荷物がビショ濡れになった経験ってありますよね。しかし、一般的な防水バッグ
では、外ポケットが無かったりフタが閉めにくかったりと、ツーリングでは使いにくいもの。そこでデイトナでは「レインカバー
を被せるまでの間、雨から荷物を守る」をコンセプトに、メイン荷室を水に強いインナーバッグを内蔵する二重構造とするこ
とで、人気のデザインや機能をそのままに、雨対策を両立したシートバッグを開発しました。

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2020

水に強い
シームレスインナー内蔵

2020

2020

雨に強い理由

SEAT BAG WRの

シームレスインナー

ボタン
固定が可能。

止水ファスナー

ウェル ダー加 工（生 地 を 溶 かして 接 着）さ れ たイン
ナーは水に強く、軽量。バッグ内部にあってもゴワつ
かない。

開け閉めしやすい止水ファスナー。ブルーの引き手は
一目で識別が可能。

晴 れの日でも使いやすい理由
晴れの日の使いやすさを求め、シー
ムレスイン ナー のフラップ はバッ
グ本体にボタン固定が可能。バッグ
本体 のファスナーを 開けるだけで
内部へアクセスができる。

フラップオンフラップ

ウォーターレジスタント

※ 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

シャ ワ ー テスト 2 時 間 で シ ーム レス
イン ナー内 部 へ の 浸 水無し。

※ 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。

2019/10（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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2019 October

ツーリングシートバッグWR

未掲載

10月下旬発売

サイドポケット
左右対称にポケットを装備。使用頻度の高いものやレインカ
バーの収納に便利。※防水性はありません。

大きな開口部
長さのある荷物も出し入れがしやすいよう、開口部を広めに
設計。

補強フレーム
側面縁の金属ワイヤーはバッグをしっかりと形状維持。前後、
底面にも補強板が入り荷崩れを防止。

リフレクター
夜間、後続車などからの視認性を高めるリフレクターを後方
に装備、バッグに馴染みやすいダークグレー。

拡張性
長物固定ベルトを使ってDカンにマットが固定可能。フラップ
下や上部ベルトにも荷物の固定が可能。

パルステープ
デザイン性と拡張性を持ち合わせた機能。一定間隔で縫い
付けたテープにカラビナなどが装着可能。

盗難防止
別売りのダイヤルロックが使用可能。

ブランドプレート
高級感漂う新作プレート。

マルチに使える日帰り〜1泊サイズ

付属品：シームレスインナー、固定ベルト、
ショルダーベルト、レインカバー
サイズ（本体）：H
 200×W300×D300（mm）
サイズ（ポケット）：H
 130×W260×D40（mm）
※長物固定ベルトは付属しません。
※フラップの上部ベルト機能はありません。

TOURING SEAT BAG WR

DH-732
容量

20

収納例：着替え、洗面セット、ダウンジャケット、レインウエア、レイン
グローブ、クッカー、バーナー、ガス缶、コップ、モバイルバッテ
リー、パンク修理キット、A4マップ、ネット、サングラス、財布、ペット
ボトル

S

ウォーターレジスタント

98878 ¥18,500

荷物の少ないキャンプツーリングに

付属品：シームレスインナー、固定ベルト、
ショルダーベルト、長物固定ベルト、
レインカバー
サイズ（本体）：H
 260×W430×D320（mm）
サイズ（ポケット）：H
 160×W270×D40（mm）

TOURING SEAT BAG WR

DH-733
容量

40

収納例：テント、グランドシート、シュラフ、マット、焚火台、BBQコ
ンロ、チェア、テーブル、クッカー、バーナー、ガス缶、LEDランタ
ン、ヘッドライト、レインウエア、モバイルバッテリー、コップ、ペッ
トボトル

ML

ウォーターレジスタント

98879 ¥22,000

キャンプツーリングには安心の大容量

付属品：シームレスインナー、固定ベルト、
ショルダーベルト、長物固定ベルト、
レインカバー
サイズ（本体）：H
 300×W530×D320（mm）
サイズ（ポケット）：H
 200×W270×D40（mm）

TOURING SEAT BAG WR

DH-734
容量

55

※ 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。

収納例：テント、グランドシート、コット、シュラフ、マット、焚火台、
BBQコンロ、チェア、テーブル、クッカー、バーナー、ガス缶、ター
プ、タープポール、LEDランタン、ヘッドライト、レインウエア、モバ
イルバッテリー、コップ、ペットボトル

LL
は規定の条件を満たせば
公道使用できます。

2019/10（P2）

ウォーターレジスタント

98880 ¥26,000
※ 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
パイプエンジンガード

未掲載

発売中

大きく張り出さず目立ちにくい

0.75h

アドベンチャースタイルを強調するアッパー形状のエンジンガード。立ちゴケ等の軽度な転倒に対し、エンジンやタンク回りのダ
メージを軽減。付属の樹脂パッドは軽度なダメージを吸収し、摩耗時には交換可能です。骨格のパイプはアメリカンのハンドルと同
径のφ25.4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。スチールパイプ製。ボルトオン装着可能。
●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。
※当社エンジンプロテクターとの同時装着はできません。
※純正エキゾーストパイプ以外は未確認です。

■400X（'19）〈2BL-NC56〉

99096 ¥33,000

装着例

かんたん！電源取出しハーネス

未掲載

発売中

車種専用なので、かんたんにアクセサリー電源をとることができる！！

1.0h

USB電源や12V電装部品の電源接続に便利な電源取出ハーネス。装着はアクセスしやすい場所に割り込ませて接続するだけなので簡単。細かいイラスト入りの取扱説明書付きで、初心者も安
心して取り付けできます。
●許容電力：12V/3A
●バイク専用電源 スレンダーUSB2ポート（5V4.8A）対応
※装着する電装品のスペックを必ずご確認ください。

■車種別適合表
適合車種

99819

99821

年式

品番/価格

■Z900RS

'18〜'20

99819 ¥1,000

■XL883/1200系

'04〜'19

99821 ¥1,000

リプレイスドレンボルト

未掲載

JANコード

10月下旬発売

オイル交換ついでに摩耗したドレンボルトも交換しよう！
オイル交換時の同時交換がおすすめ。ボルト頭部は六角二面幅を各サイズ共通の14mmに統一。マグネット付きは、ネジ先端部のマグネットにオイル中の鉄粉を付着させ、オイルをクリーンに
キープ。純正同等のスチール製。
ドレンワッシャー付属。
●適合車種はオイルクリーンボルトと同様です。2019カタログP561～565をご参照ください。
※取付けは純正のサービスマニュアルを参照の上、規定トルクで締め付けてください。

99930

※注：あくまで磁力のイメージとなります。

99943

■マグネット付

99944

99945

■マグネット無し

M12×12×P1.5【ホンダ・カワサキ】
M14×10×P1.25【スズキ】
M14×12×P1.5【ホンダ・ヤマハ】
M12×14×P1.5【DUCATI Xdiavel（'16）等】
M14×9×P1.5【DUCATI Panigale959（'16）等】
M20×14×P1.5【BMW F800GT（'04〜'16）
〈K71〉等】
M24×14×P2.0【BMW R1200GS（'11〜'16）
〈K50〉等】
M16×12×P1.5【BMW K1600GTL（'10〜'16）
〈K48〉等】

99930
99931
99932
99933
99934
99935
99936
99937

¥1,000
¥1,000
¥1,000
¥1,000
¥1,000
¥1,000
¥1,000
¥1,000

96709
96710

¥120
¥120

M12×12×P1.5【ホンダ・カワサキ】
M14×10×P1.25【スズキ】
M14×12×P1.5【ホンダ・ヤマハ】
M12×14×P1.5【DUCATI Xdiavel（'16）等】
M14×9×P1.5【DUCATI Panigale959（'16）等】
M20×14×P1.5【BMW F800GT（'04〜'16）
〈K71〉等】
M24×14×P2.0【BMW R1200GS（'11〜'16）
〈K50〉等】
M16×12×P1.5【BMW K1600GTL（'10〜'16）
〈K48〉等】

99938
99939
99940
99941
99942
99943
99944
99945

¥800
¥800
¥800
¥800
¥800
¥800
¥800
¥800

補修部品

補修用ガスケット（厚さ1.5mm）

●1枚入り

96709

M12
M14

M16
M20

96713
96711

¥120
¥120

M24

96712

¥120

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。
※ 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。

2019/10（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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2019 October

HOT GRIP ヘビーデューティー ビルトイン4Sn

未掲載

スッキリ
スイッチ
一体型

ワンタッチ
温度調節

10月下旬発売

97℃

グリップへ埋め込まれたスイッチと純正に近い細さのグリップ径で見た目スッキリ。ス
イッチオンですぐに暖まる
「速暖クイックヒート」機能付き。温度が逃げにくくねじれに強
い樹脂製インナーとフィルムヒーターの採用で断線しにくい構造です。

90 ℃

●φ22.2mmハンドル車 12V車専用
●グリップ全長：120mm エンド貫通式
（バーエンド装着可能）
●グリップ内径
（右）
：φ24.4mm（左）
：φ21.2mm
※ＬEVEL３＆４での走行はバッテリー上がりのトラブルや低温やけどの
恐れがあります。急速暖房用としてご使用ください。
※温度グラフは室内での測定結果です。参考値として参照ください。
（リブ）
などがある場合は削り落とす作業
※スロットルスリーブに回り止め
が必要です。また、回り止めなどが無いスリーブでも、
グリップ内径に
合わせて削り落とす作業を行なってください。
※FLATスロットルスリーブ使用不可。
※別売のホットグリップ専用接着剤を必ず使用してください。

85℃

70 ℃

■ヘビーデューティービルトイン4Sn〈全長120mm、グリップ外径：φ33.6〉
エンド貫通

10154 ¥12,000

スイッチ内蔵で
グリップもスリム!
HOT GRIP ヘビーデューティー4Sn

P116

適切温度
適切温度 急速暖房
急速暖房 快適運転
快適運転

発売中

業界トップクラスの暖かさ。純正に近いグリップ外径なので操作に違和感がありません。スイッチオンで
すぐに暖まる「速暖クイックヒート」機能付き。効率のよいパルス制御式スイッチ採用。スリムで丈夫な
コードと当社比で曲げ強度を3倍にアップしたグリップハウジングで断線しにくい構造です。
※ＬEVEL３＆４での走行はバッテリー上がりのトラブルや低温やけどの恐れがあります。
急速暖房用としてご使用ください。
※温度比較グラフは室内での測定結果です。参考値として参照ください。
※温度比較グラフは「クイックヒート機能ON」の状態で測定しています。
ボタンレベル別温度比較グラフ
（℃）

４段階の温度調節で
寒い日もしっかり暖める。
LEVEL4 55W
LEVEL2 31W

80
50

温度上昇

LEVEL3 43W

110

LEVEL1 21W

20
0

LEVEL1
LEVEL2
12

LEVEL3
LEVEL4
24

28（分）

■ヘビーデューティー4Sn〈全長125mm、グリップ外径：φ34〉
エンド貫通

79043 ¥7,500

※初期型マジェスティ不可。

別売品（OPTION）

耐 熱 性の2液 式 接 着 剤。ホット
グリップの装 着には必ずこの接
着剤をご使用ください。
●容量：20g
●初期硬化時間：40分、
完全硬化時間：24時間。
●使用可能温度：−60～120℃
ホットグリップ専用接着剤（速乾）

P600 発売中

79280 ¥1,000

※ は2019カタログ掲載頁。

株式会社

面倒なスリーブ加工の手
間が省けるリブ無しタイ
プのスロットルスリーブ。
※ヘビーデューティー ビ
ルトイン4Snには使用
できません。

77386

FLATスロットルスリーブ

メイン キ ー 連 動 でバッテ
リーから直接電源を4系統
取 り出 せる の で、後 付 け
パーツが 増 えても 配 線 も
スッキリ。

P123 発売中

■NC750X（'14）、他
■MT-09/A（'14）、他

アクセサリー電源ユニット
D-UNIT

77386 ¥1,000
77387 ¥1,000

98830 ¥2,800

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。
※

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。

2019/10（P4）

未掲載 発売中

※ 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
HOT GRIP 巻きタイプイージー USB
巻き105

タイプ

P116
気軽にあったかい!

mm

巻きタイプだから

簡単脱着！

モバイル
バッテリーで
使用可能！

USB
電源

フィルムヒーターで

省 電 力!

配線加工 消費電力
不要
11W

発売中

専用グリップへの交換不要な巻き付け式ホットグリップ。電源取
り出しもUSB接続なので取付簡単です。
省電力設計の11W。薄く断線しにくいフィルムヒーター採用。
ＯＮ/ＯＦＦスイッチは、目立ちにくいUSB端子一体式です。
●本商品は5Ｖ2.1Ａ以上の出力のＵＳＢポートへの使用を前提に設計していま
す。ポート側が5Ｖ2.1Ａを安定して出力できない場合は発熱量が不足します。
●ＵＳＢポートは別売になります。ご注意ください。
●ハンドル径：22.2ｍｍ
●ヒートシート：95×105ｍｍ
●取付グリップ全長：110ｍｍ以上
※低温やけどに注意してください。
※厚手の冬用グローブを必ず使用してください。薄手のグローブを使用した場合
はやけどまたは低温やけどを起こしやすくなり危険です。
※長時間の連続使用は避けてください。
※本商品は温度調節機能がありません。使用環境により温度が高くなる場合があ
ります。
※モバイルバッテリーでの使用時間の目安：6000mAhで約1～1.5時間。
（使用
環境やバッテリーの劣化状態で増減します。）

ON/OFFスイッチ

USB電源

■巻きタイプEASY USB〈全長105mm〉

USB端子を差し込む
だけでOK!

98571 ¥5,400

補修部品

ひもは付属していません。

99142

99143

シートヒーター右側

99142 ¥2,200

シートヒーター左側

99143 ¥2,200

HOT GRIP 巻きタイプイージー シガープラグ
巻き105

タイプ

mm

巻きタイプだから フィルムヒーターで

簡単脱着！ 省 電 力 !

P116

発売中

シガー 配線加工 消費電力
プラグ
9.5W
不要
専用グリップへの交換不要な巻き付け式ホットグ
リップ。電源取り出しもシガーソケットに差し込むだ
けなので取付簡単です。省電力設計の9.5W。薄く
断線しにくいフィルムヒーター採用。目立ちにくい
ブラックタイプのＯＮ/ＯＦＦスイッチを採用。
●ハンドル径：22.2ｍｍ
●ヒートシート：95×105ｍｍ
●取付グリップ全長：110ｍｍ以上
※低温やけどに注意してください。
※厚手の冬用グローブを必ず使用してください。薄手のグローブを使用した場合はやけどまたは低温やけどを起こしやすくなり危険です。
※長時間の連続使用は避けてください。
※本商品は温度調節機能がありません。使用環境により温度が高くなる場合があります。

シガープラグ
シガーソケットに差し込む
だけでOK!

■巻きタイプEASY シガープラグ〈全長105mm〉

グラブバー

91604 ¥5,400

未掲載

9月下旬発売

車体の取り回しやタンデム時のグリップとして便利。荷掛けフックが付いているので、タンデム
シートの小さいKATANAへ大きなバッグを積載するとき、
しっかりと固定できるので安心です。
●パイプ径：22.2mm
●黒塗装仕上げ
●ヘルメットホルダー（品番：99906）との同時装着が可能です。

■K ATANA（'19）
ブラック

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。

2019/10（P5）

14986 ¥12,500
※ 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。

10

2019 October

ガレージ
展示店舗

限定企画

キ ャ ン ペ ーン 期 間

秋

ご成約
まで

の

ベーシックガレージご成約の方に

W

オプション
プレゼント!

ダ ブ ル

デイトナガレージBASICシリーズを

対 象 展示店舗で期間中にご成約いただいたお客様

デイトナガレージオリジナル

ロゴ入りツールバッグ
（税抜）

採光壁

半 透 明 のスリガラスでほ
んのり明るい自然 光を室
内に 取り入れることが で
きます。

品番：98992

（税抜）

プラス

※上記プレゼント品は他のオプション品への交換はできません。

詳細はラブレター同封の別紙をご参照ください。

INFORMATION

2019年10月営業日カレンダー
日

9月

月

29 30
6

7

火

水

木

金

土

1

2

3

4

5

8

9

10月

COMIN G SOON! 新型「聴くだけブルートゥース」近日発 表
ご好評頂いておりました「聴くだけブルートゥース2（95235）」は2019年9月を

10 11 12

もって販売終了となりました。
これまでのご愛顧ありがとうございます。

13 14 15 16 17 18 19

後継品は10月下旬の発売を予定しております。

20 21 22 23 24 25 26
11月

27 28 29 30 31 1

IN

COM

詳細は次号ラブレター11月号（10月25日発行）で発表いたします。

2

ご期待ください！

N！

O
G SO

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

※

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。

2019/10（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。

