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Svartpilen 125/250/401・Vitpilen401Husqvarna

SIDESTAND EXTENSTION １月中旬発売予定

●洗練された独特なスタイルでその存在をアピールするハスクバーナ スヴァルトピレン１２５/２５０/４０１、ヴィットピレン４０１で出しにくいサイドスタンドを出しやすくする
便利アイテムのエクステンションが登場。限られたスペースの中で最大限の効果を得られるように設計。また2018年以降のＫＴＭのＤＵＫＥ２５０/３９０のサイドスタンド
でも使用できる事を確認しました。 ●スチール製ブラック仕上げ。　

●サイドスタンド エクステンション ブラック 
　　　ハスクバーナ スヴァルトピレン１２５/２５０/４０１・ヴィットピレン４０１ 18y-
　　　ＫＴＭ   ＤＵＫＥ ２５０/３９０ 18ｙ- 　  
　　品番ＨＱ‐０３１００ 定価￥7,１５０ （税抜 ￥６,５００） 　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　JAN 4934154893552 Ｗ  

楽しく乗るためにも便利なアイテムが必要だ！

2018y- 

HARNESS TAPE ハーネス テープ
1月下旬発売予定

●ハーネステープ 耐摩耗/耐熱 保護  19mm×25m 　  
　　品番３０３‐１３３１ 定価￥１,３２０ （税抜 ￥１,２００） 　JAN 4934154158446 W1

●ホンダ ライブＤＩＯ ロックツール 　  
　　品番３０２‐８７４Ｂ 定価￥２,７５０ （税抜 ￥２,５００） 　JAN 4934154158460 Ｃ  

●純正でも増えてきている布タイプのハーネステープを設定。耐摩耗性・耐熱性にも優れ-40℃～125℃の環境下で使用できるようになっています。
自動車、バイクの配線用に設計され、高温安定性を保ち、非常に堅牢な裏地、優れた媒体性を持ちエンジンのまわりなど高温になる場所での使用に優れたハーネス
テープです。ビニールタイプのテープとは違い繊維タイプなので手でちぎることも可能です。
●材質：高品質ポリエステル/ゴム系接着剤 ●厚み：0.18mm　

●ドライブフェイス・ベルトプーリーを外す際に必要になるロックツールです。
●ホンダライブＤＩＯ用 ギアロックタイプ。　

１２月中旬発売予定

12 

DUKE250/390KTM 2018y- 

サイドスタンドエクステンション

※スヴァルトピレン401に装着。 ※ＤＵＫＥ250に装着。

MENTENANCE メンテナンス

LOCK TOOL ロック ツール

TOOLS 工具

＜使用方法＞
①本製品をドライブフェイスギアに噛み合わせます。②本製品をケースカバーのネジ穴を利用し純正ボルトで固定し、ドライブフェイスの回転をロックします。
③センターナットを緩めることが出来ます。　

楽しく乗るためにも便利なアイテムが必要だ！

【廃番情報】
原材料高騰の影響で今まで販売しておりました品番３０２‐８７４Ａ(JAN 4934154152543 税込定価￥２,２００）は廃番となり、上記品番に切り替わりました。



〒123-0841 東京都足立区西新井4-16-3 Tel03-3897-2167 FAX03-3897-2138 2021/DEC2

HONDA

GB350/SHONDA
【2BL-NC59】2021y- 

CLUTCH LEVER SHIM クラッチレバーシム 好評発売中

●クラッチレバー シム ＧＢ３５０/Ｓ 2021ｙ-　2枚入 　  
　　品番２０２‐９６１ 定価￥５５０ （税抜 ￥５００） 　JAN 4934154127282 Ｗ1  

●上下の大きなガタが気になるクラッチレバーの振れを軽減させるシムが登場。握るたびに気になるガタも気にならない様になる小さいけど効果抜群の便利アイテムです。
●摩擦音が小さく、摩耗が少なく、摺動/回転部品に適した素材を使用。消耗部品の為、定期交換が必要です。●２枚入り。１枚は予備になります。

SIDESTAND WIDE PLATE サイドスタンド ワイドプレート
１月下旬発売予定

●サイドスタンド ワイドプレート＆エクステンション 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＣＲＦ２５０ＲＡＬＬＹ ・ Ｓ  2021y- 　 　  
　　品番２１３‐０５４ 定価￥１２，１００ （税抜 ￥１１,０００） 　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　JAN 4934154162948 Ｄ 

&EXTENSION ＆エクステンション

●キャンプ場や砂利などの不整地でサイドスタンドがめり込みにくくなり、転倒防止に役立つワイドプレート＆エクステン
ションシリーズに新型ＣＲＦ２５０ＲＡＬＬＹ用を別に設定！
ドレスアップ効果も高く、ノーマルに比べ設置面積が約２．９倍もアップするので実用面でも効果が高いアイテム。

CRF250RALLY ・S HONDA
【2BK-MD47】2021y- 

１月下旬発売予定
●タンデムグリップ ブラック ＳＶ６５０/Ｘ  2016y- 
　　品番２１０‐５５２ 定価￥１４，３００ （税抜 ￥１３,０００）　JAN 4934154157975 V1 

●タンデムライディングでの安心感の増大はもちろん、タンデムシートへの
荷物の積載などでも絶大な効果を得られる様に荷掛フックも設定した作り。
カスタム車にも装着できるようにフェンダーレスキットにも対応。
　　　　　　　　　　　　　　　　（当社製/アクティブ社製）
　　　　　　　　　　　　　　　　●スチール製ブラック仕上げ。

SV650/X SUZUKI
【2BL-VP55B】2016y- 

TANDEM GRIP タンデムグリップ

２月中旬発売予定

●ヘルメットロック　ブラック ＳＶ６５０/Ｘ  2016y- 　 　  
　　品番３０３‐１５８１Ａ 定価￥３，７４０ （税抜 ￥３,４００） 　JAN 4934154193362 D  

●既存のヘルメットロックを一部修正しました。左タンデムステップに共締め。
簡単な装着で便利なヘルメットロックを取付け。
●ステー：スチール製ブラック仕上げ。

HELMET LOCK ヘルメットロック

４月のニュースＡＰＲ２に掲載しております品番２１３-０５１（JAN 4934154162900）においてＲＡＬＬＹも共通という記述をしておりましたが、当社
の確認ミスで実際はＲＡＬＬＹでは使用できないことが分かりました。ＲＡＬＬＹ用として品番２１３-０５４を設定致しました。
ご迷惑をお掛けしました。登録をされている業者様はお手数ですが、訂正をお願いします。

【お詫びおよび訂正のお知らせ】

【完売時販売終了のお知らせ】

現在販売しております品番３０３‐１５８１(JAN 4934154193003 税込定価￥３,７４０）は現在庫で廃番となり、上記品番に切り替わります。
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DRAGSTAR400/CYAMAHA 1996y-2016y 
HELMET LOCK ヘルメットロック

1月中旬発売予定

●ヘルメットロック リロケーションステー ブラック ドラッグスター400/Ｃ 　  
　　品番３０３‐１６１１ 定価￥１，９８０ （税抜 ￥１,８００） 　JAN 4934154193379 D  

●サイドバッグ装着時に使えなくなるヘルメットロックを移動するためのステー。
●スチール製ブラック仕上げ。

１月下旬発売予定

SLIDE CARRIER スライドキャリア

１月中旬発売予定
●ウインカーステー メッキ モンキー フロント用  　 　  
　　品番２１７‐１０４６ 定価￥１，８７０ （税抜 ￥１,７００） 　JAN 4934154230463 C  

●モンキーのフロントウインカーを社外品に替えるための専用ステー付ウインカーステー。
●２個セット
●ステー：スチール製メッキ仕上げ。

WINKER STAY SET ウインカーステーセット

【完売時販売終了のお知らせ】

現在販売しております品番２１７-１０２１(JAN 4934154230210 税込定価￥１,６５０）は現在庫で廃番となり、上記品番に切り替わります。

価格変更のお知らせ

ニュース等でも報道されている通り、コロナの全世界の流行を原因として様々な原材料が高騰しております。出来るだけ従来通りの販売を続けられる様
努力いたしましたが、現状のままでは安定した供給が出来なくなる商品も増えており商品の設定を見直し始めております。

RELOCATION STAY リロケーションステー

【完売時販売終了のお知らせ】

現在販売しております品番３０３-１５１６(JAN 4934154192204 税込定価￥１,４３０）は現在庫で廃番となり、上記品番に切り替わります。

PCX125/150/160/e:HEVHONDA 2010y-2021y 
●スライドキャリア ブラック ＰＣＸ１２５/１５０/１６０/e:ＨＥＶ 2010-2021y 　  
　　品番２１０‐３１５ 定価￥３０，８００ （税抜 ￥２８,０００） 　JAN 4934154157999 W1  

●業務用ボックスなど大型のものを積載する際に便利なリアキャリア。タンデムシート位置にキャリア本体を配置する事で安定性を向上させています。
シートを開ける際にはキャリアを後方にスライドさせます。タンデム不可。●スチール製ブラック仕上げ。

１月下旬発売予定DIO110HONDA 2011y-2021y 
●スライドキャリア ブラック ＤＩＯ１１０/リード１２５ 2011-2021y 　  
　　品番２１０‐３１６ 定価￥３０，８００ （税抜 ￥２８,０００） 　JAN 4934154158002 W1  

/LEAD125 2013y-2020y 

１月下旬発売予定TRICTIY/155 YAMAHA

●スライドキャリア ブラック ＴＲＩＣＩＴＹ/１５５ 201４-2021y 　  
　　品番２１０‐３１７ 定価￥３５，２００ （税抜 ￥３２,０００） 　JAN 4934154158101 W1  

2014y-2021y 

【販売終了のお知らせ】
従来販売しておりました品番２１０-３０３(JAN 4934154153632 税込定価￥２４,２００）は廃番となりました。

【販売終了のお知らせ】

従来販売しておりました品番２１０-３０５(JAN 4934154153656 税込定価￥２４,２００）は廃番となりました。

【完売時販売終了のお知らせ】

現在販売しております品番２１０-３１２(JAN 4934154154547 税込定価￥２６,４００）は現在庫で廃番となります。

MONKEYHONDA 1985y-2017y 
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【編集後記】

２０２１年１２月 営業日

冬の到来を感じるこの頃です。暦もあっという間に１２月。今年も終わる同時に来年が始まりますね。齢を重ねるたびに１年が
早いと感じてしまいますが、まだまだやりたいことが盛り沢山です。今年はコロナも含め色々な理由で準備はしていたけど、
少ししかツーリングにいけない１年となってしまったので来年こそはと考えております。
でもやらなきゃいけない事が・・・。来月はＧＢパーツかな。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＫＫＫ
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２０２２年１月 営業日

随時切替販売
●ウインカーステー ５６×２６mm シリーズ

・Ｍ１０  サイズ：Ｍ10×56×26mm 
　　　　　　●ブラック / ２個セット　
　　　　　　　　　　　　　品番２１７‐１０３５ 定価￥１，３２０ （税抜 ￥１,２００） 　JAN 4934154230357 C  

　　　　　　●メッキ  / ２個セット　
　　　　　　　　　　　　　品番２１７‐１０３６ 定価￥１，３２０ （税抜 ￥１,２００） 　JAN 4934154230364 C 
 

　　　　　　●ブラック / ４個セット　
　　　　　　　　　　　　　品番２１７‐１０３７ 定価￥２，６４０ （税抜 ￥２,４００） 　JAN 4934154230371 C  
　　　　　　　　

　　　　　　　　●メッキ  /  ４個セット　
　　　　　　　　　　　　　品番２１７‐１０３８ 定価￥２，６４０ （税抜 ￥２,４００） 　JAN 4934154230388 C  

WINKER STAY SET ウインカーステーシャフトタイプ

【完売時販売終了のお知らせ】

現在販売しております品番２１７-１０１７(JAN 4934154230173 税込定価￥１,１００）、
　　　　　　　　　　品番２１７-１０２０(JAN 4934154230203 税込定価￥１,１００）、
　　　　　　　　　　品番２１７-１０３１(JAN 4934154230319 税込定価￥１,１００）、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　は現在庫で廃番となり、上記/下記品番に切り替わります。

価格変更のお知らせ

LIGHTING ランプ関連

●ウインカーステー Ｍ１０×７３×１８mm  ２個セット 　 　  
　　品番２１７‐１０４４ 定価￥１，３２０ （税抜 ￥１,２００） 　JAN 4934154230449 C  

・Ｍ８  サイズ：Ｍ８×56×26mm 
　　　　　　●メッキ   / ２個セット　
　　　　　　　　　　　　　品番２１７‐１０４２ 定価￥１，３２０ （税抜 ￥１,２００） 　JAN 4934154230425 C  

　　　　　　●メッキ  / ４個セット　
　　　　　　　　　　　　　品番２１７‐１０４３ 定価￥２，６４０ （税抜 ￥２,４００） 　JAN 4934154230432 C 
 

　　　　　　

●ウインカーステー ８８×３４mm シリーズ
・Ｍ１０  サイズ：Ｍ10×８８×３４mm 
　　　　　　●ブラック / ２個セット　
　　　　　　　　　　　　　品番２１７‐１０３９ 定価￥１，３２０ （税抜 ￥１,２００） 　JAN 4934154230395 C  

　　　　　　●メッキ  / ２個セット　
　　　　　　　　　　　　　品番２１７‐１０４０ 定価￥１，３２０ （税抜 ￥１,２００） 　JAN 4934154230401 C 

・Ｍ８  サイズ：Ｍ８×８８×３４mm 
　　　　　　●メッキ   / ２個セット　
　　　　　　　　　　　　　品番２１７‐１０４１ 定価￥１，３２０ （税抜 ￥１,２００） 　JAN 4934154230418 C  

●他サイズ ウインカーステー 

●ウインカーステー Ｍ８×４６×１６mm  ２個セット 　 　  
　　品番２１７‐１０４５ 定価￥１，３２０ （税抜 ￥１,２００） 　JAN 4934154230456 C  

●ウインカーステー Ｍ１０×４５×１５mm  ２個セット 　 　  
　　品番２１７‐１０４７ 定価￥１，３２０ （税抜 ￥１,２００） 　JAN 4934154230470 C  

現在販売しております品番２１７-１００９(JAN 4934154230098 税込定価￥１,１００）、品番２１７-１０１０(JAN 4934154230104 税込定価￥１,１００）、
　　　　　　　　　　品番２１７-１０１２(JAN 4934154230128 税込定価￥１,１００）　　　　　　　　　　は現在庫で廃番となり、上記品番に切り替わります。

【完売時販売終了のお知らせ】

【完売時販売終了のお知らせ】

現在販売しております 品番２１７-１００５(JAN 4934154230050 税込定価￥１,１００）、品番２１７-１００６(JAN 4934154230067 税込定価￥１,１００）、
　　　　　　　       品番２１７-１００７(JAN 4934154230074 税込定価￥２,２００）、品番２１７-１００８(JAN 4934154230081 税込定価￥２,２００）、
                     品番２１７-１０１４(JAN 4934154230142 税込定価￥１,１００）、品番２１７-１０１６(JAN 4934154230166 税込定価￥２,２００）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　は現在庫で廃番となり、上記品番に切り替わります。

【お知らせ】
年末・年始の休業日は
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　となります。
※12/28が当社棚卸業務になるため最終出荷は12/27(月）となります。
また1/5（水）の出荷業務は大変混雑致しますので当日の御注文は翌日以降の出荷になります。

１２/２９（水）～１/４（火）

※12/28は棚卸業務

↔
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