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ACCESORIES POWER UNIT アクセサリーパワーユニット
７月上旬発売予定

●アクセサリー パワー ユニット ＤＣ１２Ｖ 　  
　　品番３０４‐０５３９ 定価￥２,５３０ （税抜 ￥２,３００） 　JAN 4934154169428 D 

【御使用上の注意】
●接続機器の故障や、接続不具合などで保護回路機能が作動した場合は速やかに接続された
機器を外してください。
●車両のバッテリー及び発電機能以上の出力はされませんので、車輛のバッテリーの仕様を確認
の上で御使用下さい。
●商品パッケージ及び取扱説明書記載内容を確認の上で御使用下さい。 

電源 を簡単に取り出せる！

ＤＣ１２Ｖ専用品

バイクの電源を
　　　　簡単に分岐供給！

電源を３系統へ取り出し、
　　様々なデバイスに対応。

●本製品はＵＳＢ充電器やドライブレコーダー、グリップヒーター、ナビ等の電装品を車体に装着したい時に、バッテリーから直接
アクセサリー電源を３系統に簡単に取り出すことが出来るパワーユニットです。
●車体側アクセサリー電源に割り込ませるのでメインキー連動でＯＮ/ＯＦＦ可能なため無駄な電力を消費しません。
●車体の空スペースにも納まるコンパクトボディー設計。
●本体ユニットは防水仕様なので雨にも強い構造。

出力最大電流：２０Ａ
・定格７．５Ａ×２
・定格　５Ａ　 ×1

＜商品内容＞
●ユニット本体　●エレクトロタップ × 1 ●両面テープ × 1 ●タイラップ × ２ ●リリースタイラップ × ２
※接続にはギボシ端子Φ４．０（ＣＡ/ＣＢ１０４）を御使用下さい。　

＜接続＞

●電装機器へ(丸ギボシ端子Φ4.0)
７．５Ａ × ２ （＋線/赤・－線/黒)
　５Ａ 　× 1  （＋線/赤・－線/黒)
　　　※配線長 各２８０mm

●クワガタ端子(M６用)
バッテリー＋線/赤
バッテリー－線/黒　※配線長 １３００mm

●ＡＣＣ配線(丸ギボシ端子Φ4.0)
赤線　※配線長 １３００mm
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HELMET LOCK ヘルメットロック ８月下旬発売予定

●ヘルメットロック ブラック  Ｈａｙａｂｕｓａ 21y-  　  
　　品番３０３‐１６０９ 定価￥５,５００ （税抜 ￥５,０００） 　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　JAN 4934154193348 Ｄ 

●今やマストアイテムになっている、あれば便利なヘルメッットロックシリーズに新型Ｈａｙａｂｕｓａ用が登場！
タンデムグリップ共締めで違和感なく装着。●スチール製ブラック仕上げ。

FIT IN PARTS

Hayabusa SUZUKI
【8BL-EJ11A】2021y- 

FIT IN PARTS

HANDLE MOUNT STAY ハンドルマウントステー ８月下旬発売予定

●ハンドルマウントステー マットブラック  Ｈａｙａｂｕｓａ 21y- 　  
　　品番２０４‐０６８７ 定価￥６,６００ （税抜 ￥６,０００） 　JAN 4934154137427 Ｄ 

●メーター前、ハンドル周辺を有効利用出来るマウント
ステーシリーズに新型Ｈａｙａｂｕｓａ用が登場！
●パイプ径：22.2mm ●有効取付長：約155mm 
●最大積載量：1.5kg 
●スチール製マットブラック仕上げ。

●ドライブレコーダー用フロントカメラステー ブラック  Ｈａｙａｂｕｓａ 21y-
 　品番３０４‐５１９１Ｆ 定価￥２，６４０ （税抜 ￥２,４００） 　JAN 4934154169541 W1 

●ドライブレコーダーを取り付けたいでもカメラを取付けが大変だ！という声に応えるカメラ
ステーシリーズに新型Ｈａｙａｂｕｓａ用が登場！
●当社ＡＤ７２０/１０８０Ｊ、ミツバサンコーワ社製品に対応●スチール製ブラック仕上げ 
●リア用はナンバー共締めタイプ(３０４-５１８０）やフェンダーレスキット装着車にも対応する
サイドマウントタイプ(３０４-５１９０）を別途ご用意下さい。

DRIVE RECORDER ドライブレコーダー
８月下旬発売予定カメラ ステーCAMERA STAY

LICENSE LAMP ライセンスランプ ８月下旬発売予定

●ライセンスランプ ＬＥＤ スズキ 35910-17KA0 対応  　  
　　品番２１７‐６１５４ 定価￥６,６００ （税抜 ￥６,０００） 　JAN 4934154291549 W1 

●新型Ｈａｙａｂｕｓａで、車体全体の曲線メインのデザインで気になってしまう角デザインの
ライセンスランプをスタイリッシュに変更。取付に必要な台座や変換ハーネスなどすべてセット
にした商品。
●Ｅマーク取得済み　
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●当社でも人気のスマホやナビ、ＵＳＢ充電器を取り付ける際の便利アイテムのハンドルマウントステーに人気のスーパーカブ５０/１１０がついに登場！
●旭精器社製 CUB-08 スクリーンと同時装着可能。●車体色やカスタムに合わせスチール製ブラック仕様とクロームメッキ仕様を準備！
●パイプ径：22.2mm ●有効取付長：約175mm ●最大積載量：2.0kg

HANDLE MOUNT STAY ハンドルマウントステー ７月中旬発売予定

●ハンドルマウントステー スーパーカブ５０/１１０ 18ｙ-   　 　  
　　ブラック 　品番２０４‐０７０６ 定価￥８，８００ （税抜 ￥８,０００） 　
                                                                 　　　　　　　 JAN 4934154136895 W1
　　　
　　　

SUPER CUB50/110 【AA09・JA44】2018y- 
HONDA 

SEAT SPONGE シートスポンジ 発売予定中

DRESS UP DRESS UP 

●シートスポンジ ＤＸ 社外カウル用 ブラック   　 　  
　　　品番２０７‐２２１３ 定価￥４，１８０ （税抜 ￥３,８００） 　JAN 4934154157333 Ｄ

●レース用カウルなど社外シートカウル使用時に活躍する
シートスポンジ。滑り止めの表面になっているＤＸタイプを
ベースに使い勝手を考慮した形状に仕上げました。
カウル装着の際の手間も考え、ボルト穴を予め準備。
両名テープ貼り付けタイプ。
●サイズ：縦263mm×横330mm 厚み 10mm
●ブラック

BLIND COVER ブラインドカバー ７月下旬発売予定

FXBR/FXBRS 2018y- 
HARLEY DAVIDSON 

●ブラインドカバー ライセンスブラケット ＨＤ-０１３９５用   　 　  
　　　品番ＨＤ‐０２９１０ 定価￥２，２００ （税抜 ￥２,０００） 　JAN 4934154820879 Ｗ1

●２０１８年以降のブレイクアウト・ＦＸＢＲ/ＦＸＢＲＳに当社ライセンズブラケット（HD-０１３９５）
を組み込み、別売のＬＥＤテールランプを使用しない際に気になるリアフェンダーとナンバー
ブラケットの隙間を埋めるブラインドプレートが登場！
当社Ｎａｎｏウインカー/テールの装着での組み合わせの際に効果絶大です。
●ステール製ブラック仕上げ

旭精器 CUB-08との同時装着例

メッキ 　　 品番２０４‐０７０７ 定価￥９，３５０ （税抜 ￥８,５００） 　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　JAN 4934154137403 W1

テックマウント TM-430913TGP 装着例
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REAR CARRIER

●リアキャリア ブラック Ｎ ＭＡＸ 21y- 　  
　　品番２１０‐２７１１ 定価￥２０,９００ （税抜 ￥１９,０００） 　JAN 4934154157319 Ｗ1  

リアキャリア

●ついに発売になった新型Ｎ ＭＡＸ１２５の使い勝手をさらに上げるリアキャリアが登場！●天板サイズ：縦210mm×横240mm●最大積載量：5kg
●スチール製ブラック仕上げ 　

好評発売中

N MAX125 YAMAHA
【8BJ-SEG6J】2021y- 

HANDLE MOUNT STAY

●ハンドルマウントステー ブラック Ｎ ＭＡＸ 21y- 　  
　　品番２０４‐０６５６ 定価￥７,１５０ （税抜 ￥６,５００） 　JAN 4934154136901 Ｗ1  

ハンドルマウントステー

●新型Ｎ ＭＡＸ１２５用にハンドルマウントステーも登場！マウント用のステーとしてだけでなく、ヘルメットロックを取り付けたりコンビニフックを取付けられたり出来ます。
ヘルメットロックは別売３０３-１５３１（ブラック）/１５３２（クロームメッキ） 各￥１,９８０が最大２個取付可能。コンビニフックはＭ６ボルト取付けの外径33mmまでのものが装着
可能。●パイプ径：22.2mm 有効取付長：235mm ●最大積載量：1.5kg●スチール製ブラック仕上げ 
　

好評発売中

TOOLSTOOLS

●トランポに車体を固定する際にタイダウンベルトと組み合わせて固定を楽にできる便利なサブベルトがリニューアル。使用状態でねじれがないようにしたループ形状は
そのままにカラーを変更しました。ブルーが濃いブルーに。イエローを廃止し、レッドが新登場。●幅：25mm ×長さ：５５０mm ２個セット　●耐荷重：500kg 

＜祝日変更に注意＞

こちらも東京オリンピック/パラリンピックに関連しての情報になります。
すでに多くのメディアで注意喚起しているので皆さまご存じかと思いますが、卓上や壁掛けのカレンダーと実際の
祝日が７月、８月は変更になっています。
間違って無断欠勤したり、誰もいない会社に行かないように注意して下さいね。

　　　　７月は １９日(月）が平日。 ２２日（木）～２３日(金）が祝日です。

２０２１年７月 営業日

平素は当社製品を御愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、今年に延期になった東京オリンピック/パラリンピックの開催に伴い東京都および会場設置の周辺エリアに７月中旬より様々な交通規制が実施され
ることになっております。
開催される競技、会場によっては通行規制、進入禁止、う回路の使用となり物流に大きな支障が出ることが想定されます。
そのため通常より商品のお届けに時間が掛かる可能性が御座います。また当社取り寄せ商品に関しても入荷までに通常よりも時間が掛かる可能性が御座
います。
御理解いただきますようお願い申し上げます。

＜東京オリンピック/パラリンピック開催の影響に関して＞
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SUB BELT

●サブベルト ２本セット  
　ブルー　： 品番３０３‐００８1Ｂ 定価￥１,５４０ （税抜 ￥１,４００）
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　JAN 4934154157890 B   

サブベルト ７月中旬発売予定

レッド  　： 品番３０３‐００８１Ｒ 定価￥１,５４０ （税抜 ￥１,４００）
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 JAN 4934154157906 B   
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