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Rebel 250/ABS・500 HONDA

EMBLEM STAY エンブレムステー
●エンブレムステー Ｒｅｂｅｌ２５０/ＡＢＳ・５００  ブラック 
　　品番２０８‐３０９８ 定価￥２,４００ （税抜） 　JAN 4934154156862 Ｄ

●人気のエンブレムステーシリーズにレブル用
が登場！
少し隙間を感じるアンダーブラケットにエンブレム
でドレスアップ！●スチール製ブラック仕上げ
●別途、純正「ＨＯＮＤＡ」ロゴエンブレムはお好み
で２種類から選択して下さい。 

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 Ｒｅｂｅｌ２５０/ＡＢＳ・５００ ブラック  
　　品番２０４‐０６９５ 定価￥６,０００ （税抜） 　JAN 4934154135843 Ｄ 

●スペースがありそうで確保出来ない人気車種レブルに便利なハンドルマウ
ントステーが登場。使いやすさを考えて設置場所を考え、目線の移動が少な
く、またスペース的にも問題ないメーター上部へデバイスを取り付け。
　　　　　　　　　　　　　　　　　●パイプ径：Φ２２．２mm/有効取付長：154mm 
　　　　　　　　　　　　　　　　　●最大積載量：１．５kg 
　　　　　　　　　　　　　　　　　●スチール製ブラック仕上げ。

【2BK-MC49/2BL-PC60】 

●グリップヒーター ＧＨ１０ スイッチ一体式タイプ
  １２０mm：内長１１７mm/外径３２mm
　　品番３０４‐８２１４  定価￥１６,０００ （税抜） 　JAN 4934154168872 C

　 １３０mm：内長１２７mm/外径３２mm
　　品番３０４‐８２１５  定価￥１６,０００ （税抜） 　JAN 4934154168889 C 【製品特徴】

●スロットルパイプ内蔵により取り付けが簡単に！●巻取り部は車種で選択可能。
●握りやすさを考慮し、さらにスリムに！これ以上ない32mm径。
●バーエンドタイプ・非貫通タイプに両対応 ●グリップ全周にヒーター内蔵
●スイッチは左グリップに内蔵でお好みの温度に調整可能。
●デジタルパルス式スイッチにより切換え間隔を高速変換し、電気の無駄を少なく。
●電圧制御機能つきでエンジン始動時のバッテリー状態をチェック。
●使用中の低電圧状態にも電源をカットしてバッテリーの負担を軽減。

GRIP HEATER グリップヒーター ＧＨ１０

HAND CONTROLS

画像は旧タイプ

BAG SUPPORT バッグサポート
●バッグサポート Ｒｅｂｅｌ２５０/ＡＢＳ・５００ ブラック Ａｌｌ Ｉｎ Ｏｎｅ 
　　・左右セット  品番２１０‐４８８   定価￥１４,０００ （税抜） 　JAN 4934154205249 Ｄ

　  ・左側のみ   品番２１０‐４８８２ 定価￥　７,５００ （税抜） 　JAN 4934154205256 Ｄ  

●バッグサポートの形状を一新。シングルタイプバッグをそのまま
取り付けられる様にバッグのベルト取付け部を一体化。
取付け用のレールなど他のパーツが必要ありません。
使う用途に合わせ、左右セット、左側のみから選べます。
●スチール製ブラック仕上げ

【純正「ＨＯＮＤＡ」ロゴエンブレム（ブッシュ付）】 定価￥２,８００ （税抜） 　

・Ｓサイズ（161mm） 品番Ｚ９‐１４‐０２２ 　JAN 4934154993894  Ｚ2　　　　　・Ｌサイズ（185mm） 品番Ｚ９‐１４‐０２３ 　JAN 4934154993906  Ｚ2

さらに進化したグリップヒーター

ＧＨ１０ＧＨ１０ スイッチ一体式のＧＨ07の機能はそのままに、さらにスリムに握りやすさを追求！
スロットルパイプ内蔵タイプで取り付け作業も楽になった。

●純正バーエンド使用 ●付属エンドキャップ使用

●貫通、非貫通タイプ 両方に対応。
純正バーエンドとの併用時には別
途スペーサーが必要な場合もござい
ます。
●スロットルパイプがセットされてい
て巻き取りの交換で多種に対応。

●新設計のコンパクトスイッチ採用　●５段階の温度調子式でお好みの温度にＩＣ制御 ●電圧制御機能で低電圧時も安心

【仕様】
●標準ハンドルサイズ/Φ２２．２mm用 ●消費電力：13.5V 7.4W(LV1）〜34.8W（LV5）
●グリップサイズ：全長/１２０mm と １３０mm 外径３２mm
●使用中の低電圧状態にも電源をカットしてバッテリーの負担を軽減。

【代表車種】純正バーエンド使用時にスペーサーが必要な場合も御座います。
・１２０mm　HONDA 　CBR250R・CB400SF/SB・CBR650F/R・NC750S/X・CB1300SF/SB
　　　　　　 YAMAHA VMAX・FZ1-S/N・YZF-R25/A/3A・MT-25/30・DSC250・NMAX125/150
　　　　　　　　　　　　　 ・MAJESTY・MAXAM
　　　　　　 SUZUKI　GSR250/S/F・GSX250R・V-STROM250
　　　　　　 KAWASAKI　NINJA250・NINJA400・NINJA650・Z800
・１３０mm　KAWASAKI  Z900RS・Z900・ゼファー400X・NINJA650R　　etc　　　　 　
　

Z9-14-023 取付例
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LOW DOWN BRAKET  ローダウンブラケット
●ローダウンブラケット ＫＡＴＡＮＡ 19y 20mmダウン 
　　品番２０６‐８２５ 定価￥６,８００ （税抜） 　JAN 4934154136765 Ｄ

●シートが思った以上に高い新型カタナの
ローダウンブラケットが登場！
シート高で約20mmのダウンで足つき性が
アップ。
●スチール製 ブラック仕上げ

※別途ショートサイドスタンドは必要ありません。

【適合情報】
ＧＳＸ-S１０００/Ｆ にも使用可。 

LED WINKER SET LEDシーケンシャルウインカーセット
●ＬＥＤ ＴＲシーケンシャルウインカーＳＥＴ ＫＡＴＡＮＡ 19y  
　　品番２１９‐５１８４ 定価￥２７,０００ （税抜） 　JAN 4934154461843 D 

●今 流行のシーケンシャルウインカーを新型ＫＡＴＡＮＡ用にセットで設定。
純正のウインカーホールを使用するためのマウントベースを始め、取り付けに必要
なパーツを全てセットに。人気のＴＲタイプのＬＥＤシーケンシャルウインカーを組込
み、スタイリッシュなイメージを演出します。
●ＴＲ ＬＥＤシーケンシャル
：サイズ/65×25mm 消費電力/5.1W ネジ径/M8×20ｍｍ  
●内容：ＴＲ ＬＥＤシーケンシャル、カプラー変換配線、マウントベース
※当社製フェンダーレスキットとの組み合わせではリア側がナンバーに隠れるので別途ナンバー
共締めタイプのウインカーステーを使用して下さい。（217-2032）

2019y 

HARLEY DAVIDSON
REAR CARREIER  DHW デタッチャブルマウント リアキャリア

●ツーリング リアキャリア デタッチャブルマウント ＦＸＢＲ/ＦＬＦＢ 2018y- クロームメッキ 
　　品番ＨＤ‐０８２７９  定価￥４８,０００ （税抜） 　JAN 4934154882822 Ｙ

●純正ドッキングハードウェアに対応し、簡単に脱着
が出来るリアキャリアに現行モデルのＦＸＢＲ/ＦＬＦＢ
用が登場！
ロック機構を見直し、操作感をアップしました。
またプレートサイドにバッグのベルト固定用のホールも
設定し、さらにツーリングでの使い勝手を良くしました。
●スチール製クロームメッキ仕上げ
●天板サイズ：360×435mm

GRIP  グリップ

●ステップホルダー 左右セット ＸＬ１２００Ｃ/Ｘ ブラック 
　　品番ＨＤ‐０５４４１ 定価￥８,０００ （税抜） 　JAN 4934154853273 Ｗ

FXBR/FLFB  2018y- 

HARLEY DAVIDSON
STEP HOLDER ステップホルダー

XL1200C/X   

●既存のカスタムステップをＸＬ１２００Ｃ/Ｘ使える様にするステップホルダーに新色が登場。ブラックアウトされた高年式
車にマッチングするブラック仕上げ。
●左右セット。

HARLEY DAVIDSON HAND CONTROLS

●純正に近いスタイルで純正よりも細身に握りやすいスリムグリップシリーズに新しく電子スロットル対応モデルが登場！
●グリップ左右 スロットルパイプ付属。

【純正タイプ】：サイズ φ34×116mm 【スポーツタイプ】：サイズ φ34×116mm

●スリムグリップ 純正タイプ  ブラック  左右セット
　　品番ＨＤ‐０４８２３ 定価￥４,２００ （税抜） 　JAN 4934154846947 Ｗ

電子スロットル対応モデル

●スリムグリップ スポーツタイプ ブラック 左右セット
　　品番ＨＤ‐０４８２４ 定価￥４,２００ （税抜） 　JAN 4934154846954 Ｗ


