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タンクバッグ DH-727

未掲載

前傾姿勢を前提に設計。
スポーツ走行に適したタンクバッグ

K

勢もO

前傾姿

2月中旬発売

■じゃまにならないサイズ感
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●バッグ本体寸法：底面縦280×底面横185×高さ100（mm）
（クリア面A5サイズ）
●最大積載量：3.0kg
●メイン生地：ポリエステル 1680D

■強力固定 マグネット＆フラップ

2018

2018

■ワンタッチマップケース

2018

2018

2018

2018

■小分けが可能なメッシュポケット

■南京錠対応ファスナー

■クリアートップレインカバー

2018

2018

■商品構成
タンクバッグ本体/セーフティベルト/レインカバー

2019

別売りのダイヤルロック（品番：75923）
が使用可能。

98657 ¥9,000

2019

タンクバッグ DH-728

未掲載

オフロードバイク専用設計。
サイドポケット付きタンクバッグ

プン！

オー
へフル

前方

2月中旬発売

2019

●バッグ本体寸法：底面縦250×底面横185×高さ75（ハンドル側）、90（シート側）
（mm）
（クリア面A5サイズ）
●最大積載量：3.0kg
●メイン生地：ポリエステル 1680D

■小分けが可能なサイドポケット

■タンク形状に合わせた底面形状

■ワンタッチマップケース

■マグネット＆ベルト固定

■南京錠対応ファスナー

■クリアートップレインカバー

■商品構成
タンクバッグ本体/固定ベルト/セーフティベルト/レインカバー

別売りのダイヤルロック（品番：75923）
が使用可能。

98658 ¥9,500
※ 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。

2019/1（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。

LoveLetter9
シートバッグ DH-731

未掲載

2月中旬発売

容量可変式なので荷物の増減に対応。拡張後はヘルメットが収納可能。
小分けに便利な大容量ポケット付き。
●バッグ本体寸法：縦345×横280×高さ115～190（mm）
●最大積載量：5kg
●メイン生地：ポリエステル 1680D
●イージーリングベルトN25A(品番：98260)付属

■デザイン

■容量可変

■ポケット（外部）

■ポケット（内部）

ベルトが隠れて専用品のような仕 ファスナーを開ければ素早く容量 背面と左右2つのアウターポケッ 2つのファスナーポケットを装備。
上りに。
アップ。ヘルメットも収納可能。
トを装備。レインカバーや小物整 スマートフォンやマップなどの薄
理が可能。
物収納に便利。

■南京錠対応ファスナー

■パルステープ

■収納例

■リフレクター

別売りのダイヤルロックが使用可 デザイン性と拡張 性を持ち合わ 夜間後続車からの視認性を高め レ イン ウエ ア、ウ インド ブ レ ー
能。
せた機 能。一定の間隔で縫い 付 るリフレクターを装備。目立ちす カー、ペットボトル、長 財布、ネッ
※オプション品（品番：75923） けたテープにカラビナなどが 装 ぎないダークグレーを採用。
ト、スマートフォン
着可能。

中央 のリングと独 立した4 本 の
ベルトが全ての不満を解消！

意匠登録済
■商品構成
シートバッグ本体/イージーリングベルトN25A/ショルダーベルト/
レインカバー

98661 ¥13,000

ベルトの長さ調節が面倒。タンデムシートが小さいけど大丈夫か？
ベルトがじゃまでシートが閉まらない。ガッチリ固定ができないなどの
不満を中央の｢リング｣と｢独立した4本のベルト｣が解消！
｢簡単・確実・きれい｣に固定してくれます。

サイドバッグ DH-725

未掲載

2月中旬発売

ステー無しで簡単装着。
●バッグ本体寸法：縦260×横460×高さ180（mm）
●メイン生地：ポリエステル 1680D

装着例：■YZF-R25

装着例：■CB1300SF

装着例：■MT-09

装着例：■Ninja250

装着例：■ZRX1200DAEG

小分けに便利、アウターポケット 車体にフィット。背面の凹みがは シートに荷物があっても出し入れ
付き。
り出しを防止。
可能なサイドオープンタイプ。

ウインカーに接触しにくいスラン
トデザイン、タンデムも可能。

装着手順

1

2

3

シート巻き固定ベルトをシートのタンデム部 シートへ固定したベルトのバックルをバッグ フラップの面ファスナーを固定する。
分へ固定する。
本体のバックルへ差し込み固定する。

4

5

6

■商品構成
バッグ本体/シート巻き固定ベルト×2本/固定ベルト×4本/ショルダーベルト/
レインカバー左右

バッグ本体のバックルへ差し込み固定する。 バッグ本体のバックルへ差し込み固定する。 最後に各 部の ベルトを増し締めして作 業 完
（左右同じ作業を行う。）
（左右同じ作業を行う。）
了。

98655 ¥17,000
※ 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。

2019/1（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 January
ウインドシールド SS/HC/RS

未掲載

1

1月中旬発売

スポーティーなエアロフォルムのウインドシールドセット。
ポリカーボネート（厚さ3.1mmクリアー）を採用。同厚のアクリルに対し約30倍の強度を持ち、高い透明度と耐久性を両立。またコーティングを施し耐傷性、耐UV性をアップ。
ウインドシールドの角度調整（約10度）が可能な車種専用の取付ステー付き。
スマホやメーター等が装着可能なオプションバーφ22.2×58L付属。

●シールド寸法：高さ260mm（センター230mm）×幅315mm

●シールド寸法：高さ340mm（センター330mm）×幅360mm

●シールド寸法：高さ345mm（センター330mm）×幅360mm

■スーパーカブ50（'12～'17）
〈AA04〉
■スーパーカブ50（'18）
〈AA09〉
■スーパーカブ110（'12～'17）
〈JA10〉
■スーパーカブ110（'18）
〈JA44〉

■スーパーカブ50（'12～'17）
〈AA04〉
■スーパーカブ50（'18）
〈AA09〉
■スーパーカブ110（'12～'17）
〈JA10〉
■スーパーカブ110（'18）
〈JA44〉

■スーパーカブ50（'12～'17）
〈AA04〉
■スーパーカブ50（'18）
〈AA09〉
■スーパーカブ110（'12～'17）
〈JA10〉
■スーパーカブ110（'18）
〈JA44〉

SS

HC

RS

96118 ¥13,800

96117 ¥13,800

96525 ¥13,800

ターボフィルター

未掲載

発売中

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。
●吸 入空気量の増加に合わせて、メインジェットの番数を上げる必要がある車両もあります。
●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。

注意 ●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。

■JOGポシェ スペースイノベーション〈5GD1〜5〉
■リモコンJOG/ZR〈5KN/5SU/5PT/5SW/SA16J〉
■JOG〈5EM/SA12J〉
■JOGアプリオ〈4JP9/A〉

■APE50（'01〜'07）〈AC16〉
■APE100（'02〜'07）〈HC07〉
■XR50モタード（'05〜'07）〈AD14〉
■XR100モタード（'05〜'07）〈HD13〉

■アドレスV125S/SS〈L0/3-CF4MA〉
■アドレス125/G〈K5/6/7/9-CF46A,CFAEA〉

97359 ¥1,500

97361 ¥1,500

97364 ¥1,500

※使用環境によってはジェットセッティングが必要な場合があります。
※FIモデル、タイプDは不可。

※メインジェットを＃5UPする必要があります。

強化リアショック

P770

発売中

PCX/PCX150（'18）のローダウンリアショックとして使用できます
好評発売中のPCX用強化リアショック。'18モデルは純正リアショックが長くなった
ため、ローダウンリアショックとして使用できます。
●取付長：315mm、純正比35mmダウン。

92646

装着例
※ は2018カタログ掲載頁。

株式会社

装着例
※

92647
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。

■PCX（'18）〈JF81〉 ■PCX150（'18）〈KF30〉
メッキ/レッド

92646 ¥14,800

メッキ/ブラック

92647 ¥14,800

は規定の条件を満たせば
公道使用できます。

2019/1（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。

フェンダーレスEDGE

未掲載

2月下旬発売

純正同様、振動に強いPP樹脂を採用した次世代フェンダーレス“エッジ”始動。

1.5h

2021年度 新基準ナンバー角度対応

●純正リアウインカー対応。
●LEDライセンスランプ＆スリムリフレクター付属。
●PREMIUM ZONEナンバープレートホルダー/アッシュシルバーを標準装備。
●アルミ削り出し車種専用ブラケット採用。
●追 加購入部品が不要なボルトオン、カプラーオンのキット。

■T-MAX530DX/SX（'17〜'18）

装着例

97196 ¥15,800

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

74380 ¥16,000

P206

98608 ¥16,000

商品名

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）
■GSX1300Rハヤブサ（'08～'10）

JANコード

発売日

1月下旬発売

品番 / 価格変更のご案内
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

61106 ¥1,100

P237

98904 ¥1,600

商品名

DELLORTO（デロルト）PHVB22DSキャブ用
補修＆セッティングパーツ
⑮ガスケットセット

JANコード

発売日

1月下旬発売

INFORMATION

ガレージ価格改定のお知らせ
このたび弊社では、
モーターサイクルガレージBASICシリーズの価格を改定させていただくこととなりましたので、お知らせいたします。
これまでも弊社では、原材料や運送費の上昇を、
コスト削減により吸収してまいりましたが、鋼材や副資材の度重なる値上げに対し、内部努力だけでは一部商品の価格維持が困難な状況となりました。
つきましては、誠に不本意ながら別紙「ガレージ価格改定のお知らせ」の通り、
2019年1月1日
（火）
より、価格改定を実施させて頂きます。
なお、価格改定後は、品番、
ＪＡＮコードも変更となります。
今後とも商品の品質向上に努め、お客様に喜ばれる商品開発に一層努力する所存でございます。
諸般の状況をご賢察の上、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

INFORMATION

2019年1月営業日カレンダー
日

12月

月

30 31
6

7

火

水

1

2

8

9

1月

木

金

土

3

4

5

2019デイトナ総合カタログ２月下旬発売！
さて、今年もデイトナ総合カタログ発刊のご案内をさせて頂く季節となりました。2019年

10 11 12

版カタログでは、インカムやドライブレコーダー、ライディングバッグなどのツーリング用
品をはじめ、NOLANやグローブなどのライディングギア、USB電源などの便利グッズ、

13 14 15 16 17 18 19

新型車向けカスタムパーツなど、魅力的な商品情報が盛りだくさんです。

2019年2月1日まで初回予約注文特典

20 21 22 23 24 25 26
2月

27 28 29 30 31 1

20冊セットで1冊分の価格をサービス

2

（19冊分の価格で20冊お送りします。
）

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

先行予約
受付中

※

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。

2019/1（P4）

初回限定20冊セット 99177 ¥49,400
1冊売り

99176 ¥2,600

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。

※ 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。

