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LED WINKER

LED SEQUENTIAL WINKER ＬＥＤ シーケンシャル ウインカー
流れるように光る！

配列されたＬＥＤが連続して流れるように光ることで注目度が上がることはもちろん、被視認性のＵＰにより、
安全性も高めることができる汎用ウインカーが新登場！
安心のＥマーク(５０Ｒ)取得製品。

●ＴＲタイプ
●ＬＥＤウインカーランプ ＴＲタイプ シーケンシャル
品番２１９‐５１７７ 定価￥１２,０００ （税抜） JAN 4934154461775 Ｄ
●大好評発売中のＴＲタイプのＬＥＤウインカーにシーケンシャルタイプが登場！6つの高輝度ＬＥＤが流れて曲がる方向を
示します。ブラックボディー/クリアレンズ
●２個セット。 ●12V5.3W/個
●ボディー素材：アルミダイキャスト製
●サイズ：ネジ径/Ｍ８×２５mm ・ ボディー/６６×２５mm
219-5177 TRタイプ
●Ｅマーク：50R-0002954 取得

●ＴＲＸタイプ
219-5178 TRＸタイプ

●ＬＥＤウインカーランプ ＴＲＸタイプ シーケンシャル
品番２１９‐５１７８ 定価￥１２,０００ （税抜） JAN 4934154461782 Ｄ

●スリムなボディーに１０個のＬＥＤウインカーが流れるＴＲＸタイプが登場！ ブラックボディー/スモークレンズ
●２個セット。 ●12V1.4W/個 ●ボディー素材：アルミダイキャスト製
●サイズ：ネジ径/Ｍ８×２５mm ・ ボディー/６０×２９mm ●Ｅマーク：50R-000192 取得

●ＴＲＤタイプ
●ＬＥＤウインカーランプ
ＴＲＤタイプ シーケンシャル：12V3.5W
品番２１９‐５１８１ 定価￥１０,０００ （税抜）
（Ｅマーク：50R-00035400 取得）

219-5181 ウインカーのみ

JAN 4934154461812 Ｄ

●ＬＥＤコンビ（ウインカー＆テールランプ）
ＴＲＤタイプ シーケンシャル：12V2.7/0.2/2W
品番２１９‐５１８２ 定価￥１２,０００ （税抜）

219-5182 ウインカー＆テールコンビ

（Ｅマーク：50R-00035416 取得） JAN 4934154461829 Ｄ
●独特な３本のラインのＬＥＤウインカー、コンビテール。ウインカーのみの２１９-５１８１は３本のラインのシーケンシャルウインカー、コンビタイプの２１９-５１８２は外側の２本が
テール＆ストップランプで真ん中の１本がシーケンシャルタイプのウインカーになります。
●ブラックボディー/スモークレンズ ●２個セット。●ボディー素材：樹脂製●サイズ：ネジ径/Ｍ１０×２０mm ・ ボディー/６４×２1mm

LED WINKER &TAILLAMP ＬＥＤ ウインカー＆テールランプ
●Ｎａｎｏタイプ：ウインカー、コンビタイプ
●12V1.5W

●12V1.1/0.2/0.9W

＜ nano 寸法図 ＞
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219-5179 Nanoタイプ

発光状態

●ＬＥＤウインカーランプ Ｎａｎｏタイプ ：２個セット
品番２１９‐５１７９ 定価￥１２,０００ （税抜）
（Ｅマーク：50R-000334 取得）

JAN 4934154461799 Ｄ

●Ｎａｎｏタイプ：テールランプ

尾灯発光

●ＬＥＤ コンビランプ Ｎａｎｏタイプ ：２個セット
品番２１９‐５１８０ 定価￥１６,０００ （税抜）
（Ｅマーク：50R-000345 取得）

（単位 :mm）

M6

JAN 4934154461805 Ｄ

●極小サイズのボディーながら抜群の発光力で確かな被視認性を獲得。用途に合わせてウインカー、
コンビタイプ（テール＆ウインカー）、テールランプの３種類を設定。
●ブラックボディー/クリアレンズ ●サイズ：ネジ径/Ｍ６×１０mm ・ ボディー/９．８×９．８×1４．２mm

●ＬＥＤテールランプ Ｎａｎｏタイプ ：1個
品番２１８‐３１４９ 定価￥６,５００ （税抜）
JAN 4934154341497 Ｄ

●12V02/0.9W
（Ｅマーク：50R-000338 取得）
※単品仕様の際はセンターに取り付け。

御来場ありがとうございました。
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219-5180 Nanoタイプ

制動発光

【ＬＥＤウインカーに関して】
高輝度・省電力のウインカーです。Ｅマーク取得品は車検
対応が可能になっております。但し装着方法や諸条件によ
り必ず車検認定を保証するのものではありません。
取付け時にＩＣウインカーリレーが必要です。装着される
車輌によってはＬＥＤウインカーが標準で装着されている
場合がございますが、車輌によっては容量不足のためノー
マルウインカーリレーから当社ＩＣリレーへの交換が必要
になります。

【お知らせ】
３/２２(金）〜３/２４（日）の４日間 東京ビッグサイトで開催されま
した第４６回東京モーターサイクルショーも大盛況に終わりました。
アナウンスもありましたが昨年以上に多くの皆様に来場して頂きました。
当社ブースもモンキー１２５の外装キットとしてのモンダビを復活させ
多くの注目を浴びました。

現在当社ではＨＰのリニューアルを行っております。
そのため皆さまにはご迷惑をお掛け致しますが、より充実した内容をお届け
出来るように尽力しておりますのでもうしばらく御待ち下さい。
また２０１９年のゴールデンウィークに関しては天皇退位/即位の特別な祝日
が設けられたため、4/27(土）〜5/6（月）の期間を休業と致します。
宜しくお願いします。
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Z900RS/CAFE 2018y-

DRESS UP ENGINE COVER ドレスアップエンジンカバー

●クラシカルなデザインのフィンタイプパルサーカバーをＺ９００ＲＳ/ＣＡＦＥに取り付け出来るベースとカバーのセット。
アルミダイキャスト製のカバーはバフ仕上げで存在をアピール。

●ドレスアップパルサーカバーセット バフ Ｚ９００ＲＳ 2018y品番１０１‐１５０１ 定価￥１９,０００ （税抜） JAN 4934154102500 X2

HONDA

METER VISOR メーターバイザー

SUPER CUB 50/110【AA09/JA44】2018y-

●ネオクラシックをイメージさせる小振りなメーターバイザー。マウントステーも兼ねるステー形状が実用面でも使い勝手の良さを
アピール。スチール製のメッキ仕上げのステーとクリアのスクリーンが車体イメージにマッチングします。
●取付径：22.2mm 有効取付長：175mm 最大積載量：2.0kg
●スチール製クロームメッキ仕上げ/クリアスクリーン

●スクリーン メーターバイザー
スーパーカブ50/110 2018y品番３０５‐４７７ 定価￥１８,０００ （税抜）
JAN 4934154168896 W1

SUPER CUB C125 2018y-

HONDA

REAR CARRIER リアキャリア

●リアキャリア スーパーカブＣ１２５ クロームメッキ
品番２１０‐２７４ 定価￥１７,０００ （税抜） JAN 4934154156794 Ｗ
●小振りな純正キャリアに代わるスポーティータイプのラージキャリア。３０ＬのＢＯＸなどもバランス
よく装着出来ます。
●スチール製クロームメッキ仕上 ●天板サイズ：３２０×240mm
●最大積載量：５kg
●弊社製バッグサポート/ヘルメットロック併用可

CB125R/250R【JC79/MC52】2018y-

HONDA

REAR CARRIER リアキャリア

●リアキャリア ＣＢ１２５Ｒ/２５０Ｒ ブラック
品番２１０‐２７５１ 定価￥１６,０００ （税抜） JAN 4934154156817 D
●スパルタンなデザインのＣＢ１２５Ｒ/２５０Ｒに必要なものを積載できる様にするリアキャリアが
登場！
●スチール製ブラック ●天板サイズ：200×260mm
●最大積載量：３kg
※車体へのダメージを避けるためにも最大積載量を厳守して下さい。またＢＯＸの積載には対応
しておりません。

ITEMS

KEY HOLDER RELEASE TYPE キーホルダー リリースタイプ

●タイプ４：定価￥３,０００ （税抜）
●レッド
●ガンメタ
●ブラック

●ワンタッチで取り外しが出来るＣＮＣキーホルダーが登場！人気の商品に簡単
脱着のリリース機構を付け、使用時の時間を一気に短縮できるようになりました。
人気の２種類のスタイルで新機構を採用。
●取付けにはカギの加工が必要になります。
●カギ固定部サイズ：幅12ｍｍ/縦11mm/厚み2.5mm

品番Ｐ０００４６ JAN 4934154191627 Ｃ
品番Ｐ０００４７ JAN 4934154191634 Ｃ
品番Ｐ０００４８ JAN 4934154191641Ｃ

●タイプ５：定価￥３,０００ （税抜）
●レッド
●ブルー
●オレンジ

品番Ｐ０００４９ JAN 4934154191658 Ｃ
品番Ｐ０００５０ JAN 4934154191665 Ｃ
品番Ｐ０００５１ JAN 4934154191672Ｃ
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