
KIJIMA NEWS EXPRESS 2018/SEP 1

www.tk-kijima.co.jp
〒123-0841 東京都足立区西新井4-16-3 Tel03-3897-2167 FAX03-3897-2138

SUPER CUB/CROSS CUB110  
REAR CARRIER リアキャリア

HANDLE MOUNT STAY ハンドルマウントステー

●ハンドルマウントステー ブラック クロスカブ５０/１１０ 2018y-　      
品番２０４‐０６９３ 定価￥６,０００ （税抜）　  JAN 4934154133955 Ｄ

●見やすい場所にスマートフォンやナビなど
のデバイスを取り付けたいという声に答え、
視認性が高いメーター上に設置出来るマウン
トステーが登場！

●取付径：22.2mm/取付有効幅：186mm
●最大積載量：1.5kg
●スチール製ブラック仕上げ

●好評発売中のモデルチェンジ後のスーパーカブ/クロスカブ対応の
ダブルシートの使い勝手をさらに向上させるリアキャリアが登場！
車体色や周りのパーツに合わせてメッキ仕上げとブラック仕上げの２
カラーをラインナップ。

●スチール製 
●天板サイズ：210×200mm
●最大積載量：５kg
●弊社製ダブルシート用(207-395)
 /バッグサポート(210-491/493)と同時装着可能。

【JA44/45】2018y-  
NEW

HONDA  

CROSS CUB50/110  【AA06/JA45】2018y-  HONDA  

●リアキャリア ダブルシート用 スーパーカブ１１０/クロスカブ１１０  2018y-   
　　　　　　　品番２１０‐２６８　 定価￥１８,０００ （税抜）　JAN 4934154155476 Ｄ

　　　　　　　 　 　 品番２１０‐２６８１ 定価￥１８,０００ （税抜）　JAN 4934154156015 Ｄ
　　　　　　　
　　　　　　　　
　 

メッキ

ブラック

HARLEY DAVISON

サイドスタンドエクステンション  SIDESTAND EXTENSION 
●サイドスタンド エクステンション ブラック  ＦＬＦＢ 2018y-    
品番ＨＤ‐０３１３０  定価￥７,０００ （税抜）　  JAN 4934154853150 Ｗ

●座ったままでもスムーズにスタンドを出しやすくするエクステンションシリーズに２０１８年モデル ファットボーイ用が登場。
簡単取付で便利さが一気にアップします。
●スチール製 ブラック仕上げ。

※ノーマルスタンドが変形して、規定値から変わってしまっている場合にはプライマリーカバーと干渉する場合が御座います。
その場合はサイドスタンドを修正するか、もしくは本製品の使用を中止して下さい。

●ＥＴＣケース取付ステー ブラック  ＦＸＦＢ 2018y-    
品番ＨＤ‐０６６７８  定価￥４,８００ （税抜）　  JAN 4934154863173 Ｗ

●当社ＥＴＣレザーケースを２０１８年モデル ファットボブに取り付けるための専用ステー。
車体イメージを壊さずに、使い勝手も良い場所へ取付けできるステー。
●スチール製 ブラック仕上げ。

※ＥＴＣレザーケース ＨＤ-０６６６４ 日本無線(株) ＪＲＭ-11/21対応 もしくは ＨＤ-０６６６３ ミツバサンコーワ社 ＭＳＣ-ＢＥ51/51Ｗ/ＢＥ700対応 
を別途御購入下さい。(各￥６，０００/税抜）

ＥＴＣマウントステー  ETC MOUNT STAY 

●フレームマウントウインカーステー ブラック  ＦＸＢＲ/Ｓ・ＦＬＦＢ 2018y-    
品番ＨＤ‐０１９０１  定価￥１２,８００ （税抜）　  JAN 4934154814588 Ｗ

●純正ブレットウインカー、社外ウインカーに対応するフレームマウントタイプのウインカーステー。
Ｍ１０ Ｐ１．２５ ウインカーボルト対応。
●アルミ製 ブラック仕上げ。
●全長：355mm 

フレームマウントウインカーステー  FLAME MOUNT TURN SIGNAL STAY 
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Z900RS/CAFE  
TANDEM GRIP タンデムグリップ

KAWASAKI

STEPRELOCATION BRAKET ステップリロケーションブラケット

●ステップリロケーションブラケット ブラック 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｚ９００ＲＳ/ＣＡＦＥ  2018y-　     
品番２１３‐４３８６ 定価￥５，５００ （税抜）　  JAN 4934154156749 Ｄ

●停車時に純正のステップ位置が気になりませんか？
そんな声から生まれた便利品。
専用ブラケットで後方に約２０mm移動する事で乗車姿勢を大きく変化
させずに停車時の安心感が一気に増大。
●左右セット。
●スチール製ブラック仕上げ。
●後方：約20mm　上側：約10ｍｍ　移動

HELMET LOCK ヘルメットロック

●ヘルメットロック 右側 Ｚ９００ＲＳ/ＣＡＦＥ 2018y-　      
品番３０３‐１５９５Ｒ 定価￥３,６００ （税抜）　  JAN 4934154193157 Ｄ

●タンデムでのライディング時に便利な右側ヘルメットロックが登場！
左側純正ヘルメットロックに近い位置で反対側に取付します。
●スチール製ブラック仕上げ

●往年のＺのスタイルを現代に復活させたＺ９００ＲＳ/CAFEの
スタイルを壊さずに装着出来るタンデム時や荷物の積載に便
利なタンデムグリップが登場。
タンデム時の安心感をアップさせるためにサイドグリップを極力
シート面に近づける設計にしました。
好みに合わせてメッキ仕上げとブラック仕上げの２カラーをライ
ンナップ。
●スチール製 

●タンデム グリップ Ｚ９００ＲＳ/ＣＡＦＥ  2018y-   
　　　　　　　品番２１０‐５４４１ 定価￥１２,０００ （税抜）　JAN 4934154156701 Ｄ

　　　　　　　 　 　 品番２１０‐５４４２ 定価￥１２,０００ （税抜）　JAN 4934154156718 Ｄ
　　　　　　　
　　　　　　　　
　 

メッキ

ブラック

【2BL-ZR900C】2018y-  

BAG GUARD バッグガード
●サイドバッグを取り付けた際に内側への巻き込みを防止する事はもちろん、バッグを外した際にも車輌のイメージを
壊さずに取り付けられるバッグガード。

●スチール製ブラック仕上げ
●当社製タンデムグリップとの同時装着可能。 

●バッグガード ブラック Ｚ９００ＲＳ/ＣＡＦＥ  2018y-   
　　　　　　　品番２１０‐４９５１ 定価￥５,８００ （税抜）　JAN 4934154205157 Ｄ
　　　　　　　　　　 

　　　　　　　　　　 品番２１０‐４９５２ 定価￥５,８００ （税抜）　JAN 4934154205164 Ｄ
　　　　　　　 　 　 
　　　　　　　
　　　　　　　　
　 

右側

 左側

※純正のカギとの統一は出来ません。

ノーマル位置

移動位置

●リア周りをスッキリとスタイリッシュに見せる定番アイテ
ムであるフェンダーレスキット。
車体イメージを壊さずに車体の持つリア周りのデザイン
を際立たせる造形。
ノーマルウインカーに対応したウインカーステー、ＬＥＤ
ライセンスランプ、スリムリフレクターが付属。
●スチール製 ブラック仕上げ
●平成３３年４月1日新基準対応品 

●フェンダーレスＫＩＴ ブラック Ｚ９００ＲＳ/ＣＡＦＥ 2018ｙ-  　　
品番３１５‐０６８ 定価￥１３,０００ （税抜）　  JAN 4934154253868 Ｄ

フェンダーレスキット  FENDERLESS KIT  

NEW

NEW

NEW

NEW

好評発売中!!
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