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NANGA®オーロラライト400DX ツーリングエディション

未掲載

3月上旬発売
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2020

多くのキャンパー・ハイカーから愛されている" NA NGA（ナンガ）"は、

2020

軽量コンパクトで機能性に優れる高品質なスリーピングバッグからダウンジャ
ケットまで、ダウン製品全般を取り扱っている国産アウトドアメーカーです。

2020

NANGA DOWN SLEEPING BAG

AURORA LIGHT

2020

オーロラ ライト

2020

リップストップ
ナイロン（裏地）

2020

上部：ボックスキル ト 構 造

下 部：シ ン グ ル キ ル ト 構 造

ダウンの保 温性能を活かすために、最も効
率的な方法。表地と裏地の間に通気性のあ
るメッシュを配置し、片寄りを防ぐために縦
横にボックスを設定しています。

オーロラテックス ®

非常にシンプルで重量を抑えられる縫製方
法です。表地と裏地を直で縫い合わせること
で、軽量かつ小型に。サマータイプなどに採
用されている構造です。

多孔質ポリウレタン防水コーティング加工を施したナイロン生地。防水性を高めると蒸気透
湿性が低下するという問題を高レベルで解決した素材。2レイヤー地で20,000mm・透湿性
6,000g／m²／24hrs、という高レベルの防水透湿性能を持っています。

2020

2021

ドラフトチューブ
ド ローコード

内側に設けたチューブでジッパーのすきまから入り込
む冷気を防ぎ、保温力を向上。ショルダーウォーマー
同様に3シーズン以上のスリーピングバッグに採用。

コードロックの付いたドローコード
を使用し、温度・フィット感を調整
できます。

2021

2021

400

YKK 製ファスナー
特殊パーツをスライダーに組み付けるこ
とで、生地の噛み込みと、噛み込みが起
きた際の生地へのダメージを軽減。

NANGA®
NANGA
®オーロラライトの別注ダブルネームモデル
表生地は15デニールのオーロラテックスを採用。上面はダウンの保温性能を生かすボック
スキルト構造、
下面はシンプルなシングルキルト構造を採用することで、保温性能と軽量化
を両立。羽毛はスパニッシュダックダウン90-10% (760FP)を使用した3シーズン対応
モデル。対応身長180ｃｍまで。収納サイズはφ175×300ｍｍとコンパクトで、雨に濡れ
る恐れがあるバイクへの積載を考慮し、収納袋にオーロラテックス2層生地の防水シェル
を使用したデイトナ特別仕様です。
●表地：15デニール オーロラテックス
●裏地：15デニール リップストップナイロン
●内部構造：上面ボックスキルト構造・下面シングルキルト構造
●羽毛（フィルパワー）
：スパニッシュダックダウン90-10% (760FP)
●ダウン量：400g
収納時
●ドラフトチューブ付き
●収納サイズ：φ175×300mm
●総重量：850g
●快適使用温度：下限温度:3度 / −2度
φ175mm
●収納袋：40デニール オーロラテックス

※ は2020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：0570-055-819 FAX：0120-111819

収納袋

オーロラテックス2層生地の防
水シェルを使用したデイトナオ
リジナル仕様。

サイズ

ライダーの 平均的な体 格に合
わせ対応身長180cmに設定。

300mm
※ 0.5h は単独での取付 ※
作業時間の目安。

カラー

様々なテントカラーに馴染むブ
ラウン＆カーキ色。

18941 ¥36,000
は規定の条件を満たせば
公道使用できます。

2021/2（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 ■＝ハーレーダビッドソン
■＝ヤマハ ■＝カワサキ ■＝その他外車

※価格は
「税抜価格」
で表示しています。
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2021 February

インフレータブルマット

未掲載

3月上旬発売

コンパクトに収納できるからツーリングキャンプに最適。
厚さ3.5cmのウレタンフォームを使用したクッション材は、自動で膨張し、優れた弾力性を発
揮するので寝心地はふかふか快適。コンパクトに収納できるから、ツーリングキャンプに最適
です。収納袋にバックル、パルステープ、カラビナホールを装備。
●マットサイズ：約H185×W55×D3.5（cm）
●収納サイズ：約φ170×300（mm）
●重量：約1150g
●素材：表
 地/ポリエステル+TPU
裏地/ポリウレタンフォーム

φ170mm

300mm

マット断面

収納時

18943 ¥4,500

アウトドアチェア

未掲載

2月中旬発売

チェアにブラックカラーが追加！

使用例

使用例

包み込まれるような座り心地のアウトドアチェア。
フレームは軽くて丈夫なアルミ製で、コンパクトに
収納できるから、荷物を減らしたいキャンプツーリ
ングに最適です。

軽量コンパクトで座面が回転するから、釣りやイベ
ントに最 適。500mℓペットボトルよりも軽 量で
バッグに難なく納まります。
●本体サイズ：約H340×W440×D330（mm）
●収納サイズ：約φ80×340（mm）
●座面の高さ：440mm
●重量：約400g
●静止耐荷重：100kg
●付属品：収納袋

●本体サイズ：約H680×W530×D490（mm）
●収納サイズ：約H125×W370×D120（mm）
●座面の高さ：360mm
●重量：約980g
●静止耐荷重：120kg
●付属品：収納袋

■コンパクトアウトドアチェア

■ポータブルチェア

ブラック

ブラック

18765 ¥4,000

18766 ¥2,700

補修部品
●ミドルバックアウトドアチェア（15212、
16745）/コンパクトアウトドアチェア
（15214、
16746、
18765）用。

ラバーキャップ4個SET

アウトドアチェアアンカー

未掲載

使用例

17855 ¥320

2月中旬発売

デイトナロゴ入りペグ1本つき

大切なチェアを風から守る！

ペグを地面に挿すことで、風でチェアが飛ばされないように固定します。ハーネス部はバックルで着脱可能。
●アルミ製ペグ1本付属 ●チェア取付用PP製ハーネス1本付属
※チェアのタイプによりご使用いただけない場合があります。
ストレスのないロングツーリングのために設計された
「軽量」
「快適」
「コンパクト」なキャンプツーリングギア

17891 ¥800
※ は2020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：0570-055-819 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。

2021/2（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 ■＝ハーレーダビッドソン
■＝ヤマハ ■＝カワサキ ■＝その他外車

※価格は
「税抜価格」
で表示しています。

LoveLetter9
ワイヤレス充電器（Qi規格対応）15W

未掲載

2月下旬発売

ワイヤレス充電でハンドル周りもスッキリ
ワイヤレス充電Qi規格対応。最大15Wの高出力。置くだけ
で充電できるので、面倒なケーブルの抜き挿しも不要です。
※過充電を防ぐON/OFFスイッチ付き。

極薄設計で様々なスマホホルダーに対応
厚さ3.5mmの充電ユニットは防水設計なので雨でも安心。
ご使用中のスマートフォンホルダーに貼り付けて使用でき
ます。

スマホホルダーに
貼り付けるだけでＯＫ!

ハンドル周りで配線完了
ブレーキスイッチとフレームのボルトに共締めするだけの簡単
取り付け。メインキー連動でバッテリー上がりの心配なし!

極薄設計

出力

入力
入 力 電 圧：DC12V
入 力 電 圧 範 囲：DC11V-16V
最大入力電流（無負荷）：20mA以下

充
充

電
電

効
高

率：70-85％ 15W
さ：5ｍｍ以内

対応充電規格
ワイヤレス充電Qi規格

Qi-EPP準拠

商品構成
ユニット本体 ……………………×1
（ミニガラス管ヒューズφ5.2×20mm／250V5A組込済）

延長ハーネス ……………………×1
ブレーキスイッチ分岐ハーネス …×1
アース線 …………………………×1
結線コネクタ ……………………×1

本体サイズ：70×54×3.5ｍｍ
配線図
電源側（＋）
プラスハーネス：約180mm

（AWG14-18／0.75-2sq配線対応）

両面テープ ……………………×1
ON/OFFスイッチ ……………×1
結束バンド ……………………×2

ブレーキスイッチ分岐ハーネス：約270mm

ブレーキ
スイッチ

ON/OFFスイッチ
ON/OFFスイッチハーネス：約300mm
延長ハーネス：約1,200mm
本体➡変圧器：約800mm

アース

延長ハーネス：約800mm

電源側（ー）
マイナスハーネス：約800mm

16079 ¥4,800

ワイヤレス充電器（16079）+デイトナ スマートフォンホルダー装着例
■スマートフォンホルダーWIDE（92601/92602）

■スマートフォンホルダー3（17232/17234）

お使いのスマートフォンホルダーの調整可動部や付属部品を有効に活用し、スマートフォンにとって最適な装着状態となるよう各部調整したうえでご使用ください。
※ は2020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：0570-055-819 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。

2021/2（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 ■＝ハーレーダビッドソン
■＝ヤマハ ■＝カワサキ ■＝その他外車

※価格は
「税抜価格」
で表示しています。
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HBG-129 パンチングメッシュスタンダードカウレザーグローブ

〈ブラウン〉

未掲載

2月下旬発売

®

やわらかい牛革製タッチパネル対応グローブ

〈イエロー〉

タッチパネル対応

¥4,100

サイズ：S、M、L、XL

春 夏 秋

MENS

やわらかい牛革を手にフィットする立体裁断で仕立てたライディンググローブ。パンチング部
は裏地もメッシュ生地にすることで、通気性も向上しました。人差し指のタッチパネル対応
部は側面まで回り込んでいるので、ストレスなくスマートフォンを操作できます。
●牛革
●立体裁断
●重量：130g（XLサイズ）
品番リスト

S

M

L

XL

ブラック

18899
18903
18907

18900
18904
18908

18901
18905
18909

18902
18906
18910

ブラウン
イエロー

〈ブラック〉

HBG-130 パンチングメッシュプロテクターカウレザーグローブ

〈ブラウン〉

〈イエロー〉

未掲載

2月下旬発売

®

やわらかい牛革製タッチパネル対応グローブ
タッチパネル対応

¥4,400

プロテクター付き

サイズ：S、M、L、XL

春 夏 秋

MENS

やわらかい牛革を手にフィットする立体裁断で仕立てたライディンググローブ。パンチング部
は裏地もメッシュ生地にすることで、通気性も向上しました。ハードナックルプロテクターは
手を握った時にも突っ張りが少ないフローティング構造を採用。人差し指のタッチパネル対
応部は側面まで回り込んでいるので、ストレスなくスマートフォンを操作できます。
●牛革 ●立体裁断 ●フローティング構造プロテクター
●重量：160g（XLサイズ）
品番リスト

S

M

L

XL

ブラック

18911
18915
18919

18912
18916
18920

18913
18917
18921

18914
18918
18922

ブラウン
イエロー

〈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。

HBV-029 接触冷感インナーグローブ

未掲載

2月下旬発売

®

ひんやり、冷たい。
耐摩耗性に優れたシームレス接触冷感グローブ。スト
レッチ性があり、着け心地が良いので、夏のライディン
ググローブのインナーに最適。
●接触冷感 ●耐摩耗性 ●シームレス
●ストレッチ性 ●重量：14g

〈Mフリー〉
※ は2020カタログ掲載頁。

株式会社

〈Lフリー〉
※

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：0570-055-819 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。

2021/2（P4）

Mフリー

19010 ¥810

Lフリー

19012 ¥810

※ 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 ■＝ハーレーダビッドソン
■＝ヤマハ ■＝カワサキ ■＝その他外車

※価格は
「税抜価格」
で表示しています。

LoveLetter9
HBG-060 耐切創グローブ

未掲載

2月中旬発売

®

耐摩擦性を本革と比較
約1.5キロのおもりに生 地を貼り付けて、ベルトサン
ダーに15秒当てることによってアスファルト上での転
倒時を再現。
同じ条件で本革との摩耗性を比較。
HPPE マテリアル

本革

HPPEマテリアル
耐切創繊維（切れにくい機能性繊
維）として、機 械 的 防 護 手 袋 の 要
求性能試験「EN 388:2016」の
回転刃試験にてレベル4を取得し
た生地と同等の生地を採用。
〈ブラック/レッド〉

※テスト環境により結果は異なります。

〈オリーブ〉

こう見えて、超強くて、破れにくい
¥2,300 サイズ：M、L、XL
耐切創繊維を使っているので、薄手だけど丈夫で安心。ストレッチ性に優れたシームレス
製法で、ストレスなく使えます。
●耐切創繊維 ●シームレス ●ストレッチ性 ●重量：92g
品番リスト

M

L

XL

ブラック

19967
19979
19982

19970
19980
19984

19973
19981
19986

ブラック/レッド
オリーブ

〈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。

HBV-030 シームレスフレーム入りマスク

未掲載

2月上旬発売

TM

新色の
ネイビー登場

ネイビー

ネイビー/1枚

シームレスフレーム入りマスク

21101 ¥900

パイプエンジンガード

未掲載

2月下旬発売

ご要望に応えてクロームメッキ仕様を追加しました！！

0.5h

ボルトオン装着可能なφ28.6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。
●スチール製クロームメッキ仕上げ
●MADE IN JAPAN
※過度な転倒時には商品が破損する恐れがあります。
※純正状態よりバンク角が減少する場合があります。ご注意ください。

■W650（'99〜'08）■W800（'11〜'16）
■W800/STREET/CAFE（'19〜'20）

装着例
※ は2020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：0570-055-819 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。

2021/2（P5）

92570 ¥23,500

※ 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 ■＝ハーレーダビッドソン
■＝ヤマハ ■＝カワサキ ■＝その他外車

※価格は
「税抜価格」
で表示しています。

2

2021 February

クラッシュバー

未掲載

2月上旬発売

エクストリーム系のスタイリッシュ感を
人気のエンジンガードに。

0.75h

エクストリームバイクをイメージしたプロテクター付きのエンジンガード。エンジンガードシ
リーズの車体保護性能やハイウェイペグ代わりとなる機能はそのまま、ビジュアル要素を強め
ました。立ちゴケ等の軽度な転倒に対し、エンジンやカウル等のダメージを軽減します。付属
のプロテクターは軽度なダメージを吸収。摩耗時には交換も可能です。
●パイプ径Φ25.4
●スチール製：艶消し黒塗装仕上げ
●90mmのエンジンプロテクター2個付属
●Made in Japan
※過度な転倒時には商品が破損する恐れがあります。
※本商品は艶消し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。
※純正状態よりバンク角が減少する場合があります。

■Rebel250（'17〜'20）/S Edition（'20)〈MC49〉 ※Rebel500は取付不可。

98444 ¥36,000

装着例

ラブレター1月号「価格改定のお知らせ」に関するお詫びと訂正ならびに価格改定のお願い
平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。
表題の件ですが、ラブレター2021年1月号でご案内をさせていただきました「価格改定のお知らせ」につきまして、一部商品の価格に誤りと、掲載漏れがございました。
この度は多大なるご迷惑をお掛けすることとなり、誠に申し訳ございません。心よりお詫び申し上げます。
つきましては、価格が修正となる商品と追加となる商品のリストを別紙にご用意させて頂きました。
誠に恐縮ではございますが、実施日時につきましては予定通り2021年2月25日（木）
14：30受注分より価格を変更させていただきます。
ご理解・ご協力の程、何卒よろしくお願い申し上げます。

『デイトナ！ ライド ア バイク！
！』
は、バイク初心者であるデイト
ナ社員が、自社商品やバイクの
楽しさをゆる〜く発信するチャ
ンネルです。

はじまり
ました！

チャンネルはこちらから！
！
ぜひ

チャンネル登録
お願いします！
！
！
右QRを読み込むか、もしくは
下記キーワードで検索！

公式デイトナチャンネルとは違った視点で
おもしろおかしく商品をご紹介いたします！
日

火

水

木

金

土

31 1

2

3

4

5
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1月

2月

INFORMATION
2021

月

▲

2021年2月営業日カレンダー

デイトナライドアバイク

HIGH PERFORMANCE PARTS & ACCESSORIES FOR ALL THE MOTORCYCLE LOVERS

先行予約受付中

21 22 23 24 25 26 27

2021デイトナ総合カタログ
２月下旬発売！

28 1

2021年1月29日までの予約注文限定

7

8

9

10 11 12 13

2021

14 15 16 17 18 19 20
3月

2

3

4

5

※

6

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。
https://www.daytona.co.jp
発行 : 株式会社デイトナ

※ 0.5h は単独での取付作業時間の目安。
〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮4805
TEL 0570-055-819 FAX 0538-84-2510
発行日 : 2021年2月 【不許複製】
標準小売価格 ￥2,970
（ 税抜 ￥2,700）
【21097】

※

は規定の条件を満たせば
公道使用できます。

※ 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

※ は2020カタログ掲載頁。

株式会社

メーカー：
■＝ホンダ
■＝ヤマハ
■＝スズキ
■＝カワサキ
■＝その他外車
■＝ハーレーダビッドソン

初回限定20冊セット

HIGH PERFORMANCE
PARTS & ACCESSORIES FOR
ALL THE MOTORCYCLE LOVERS

赤字は、休日とさせていただきます。

今年も
大増ページ

21098 ¥51,300

※19冊分の価格で20冊お送りいたします。

1冊売り
https://www.daytona.co.jp

〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805
TEL：0570-055-819 FAX：0120-111819

21097 ¥2,700

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。

2021/2（P6）

※価格は
「税抜価格」
で表示しています。

本カタログに掲載されている商品またはサービスなどの名称は、
各社の商標または登録商標です。

