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USB PORT KIT ＵＳＢポートキット

●ＵＳＢ規格：タイプＡ
●作動電圧範囲：～１６Ⅴ 
●出力：ＤＣ５Ⅴ/２．８Ａ  急速充電 ＱＣ３．０対応 　
●クランプ径：２２．２㎜　
●生活防水：ＩＰ５５（キャップを閉めた状態） 

５月上旬発売予定

便利に使いこなす！使いやすく進化したＵＳＢポートが登場！

●ＵＳＢポートＫＩＴ シングル タイプＡ 　  
　　品番３０４‐６３０３ 定価￥６,３８０ （税抜 ￥５,８００） 　JAN 4934154178697 Ｄ 

便利に使いこなす！使いやすく進化したＵＳＢポートが登場！

小型で、スペースを取らないシングルＵＳＢポートキット

基本のタイプＡと増加中のタイプＣの２種類を設定。

従来の小型タイプを継承しつつ使用時にカバーがばたつかない。

クランプ式固定で縦にも横にも設定可能。

バイク用ＵＳＢポートＫＩＴ

●取付しやすい小型のＵＳＢシングルポートにパイプクランプタイプが登場。
ハンドルやマウントステーにクランプすることで取付場所に悩まずに装着出来ます。
さらにクランプ部とＵＳＢポート本体の角度も９０°変えられるので２３mmのスペースが
あればそのスペースで取付出来て目立ちません。
※パイプ径φ２２．２ 対応。
また防水キャップも使用時には固定できる設計になっており走行時も安心。
●タイプＡとタイプＣの２種類設定。急速充電対応。
●プラスとアースだけの簡単装着。　配線長：１００㎝ 

スイッチボックスとホルダーの間やハンドルの空いたスペースや、マウントステーなどにクランプで装着！

ハンドル回りや、メーター回りにスペースを取れるからスマートフォンなどデバイス用のスペースを確保！

スイッチボックスとホルダーの間やハンドルの空いたスペースや、マウントステーなどにクランプで装着！

ハンドル回りや、メーター回りにスペースを取れるからスマートフォンなどデバイス用のスペースを確保！

ＬＥＤインジケーターで電圧状態を表示。

●ＵＳＢポートＫＩＴ シングル タイプＣ 　  
　　品番３０４‐６３０４ 定価￥６,３８０ （税抜 ￥５,８００） 　JAN 4934154178703 Ｄ 

●ＵＳＢ規格：タイプＣ
●作動電圧範囲：～１６Ⅴ 
●出力：１８Ｗ ＤＣ５Ⅴ/３．０Ａ  急速充電 ＰＤ３．０/ＱＣ４+対応 　
●クランプ径：２２．２㎜　
●生活防水：ＩＰ５５（キャップを閉めた状態） 
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＜寸法図＞ｍｍ

※当製品はバッテリー保護機能はございません。
バッテリーの状態にはご注意下さい。

※当製品はバッテリー保護機能はございません。バッテリーの状態にはご注意下さい。
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BAG SUPPORT バッグサポート

●スタイリッシュなテールカウルですが、ツーリング用の振り分けバッグを取り付けると、その形状が逆にバッグの
固定を難しくさせます。その不安を取り除くバッグサポートが登場。
バッグの巻き込み防止はもちろん、バッグを綺麗に取付できる実用アイテム。●スチール製ブラック仕上げ

３月下旬発売予定

Ninja ZX-25R/SE KAWASAKI
【2BK-ZX250E】2020y- 

FENDERLESS KIT フェンダーレスキット

●リア回りをスタイリッシュにすっきりさせる定番ドレスアップアイテムのフェンダーレスキットに人気のＺＸ-２５Ｒ用が登場！
スタイリッシュにまとめただけでなく、最新法規に基づきナンバー角度を４０°に、全長も変更範囲内に設定。またナンバ－を小型でありながら明るく照らすＬＥＤライセン
ス灯で設定。作り上げたデザインを壊さないスリムリフレクター採用。●純正ウインカー対応の設計。純正荷掛フックも取付け可能。　
●スチール製ブラック仕上げ 

３月中旬発売予定

リア回りをスタイリッシュに変貌させるカスタムの基本であるフェンダーレスキットが登場！リア回りをスタイリッシュに変貌させるカスタムの基本であるフェンダーレスキットが登場！

法規に基づいた安心設計！

●新基準対応のナンバー角度。

●全長の変更も範囲内。

●ＬＥＤライセンスランプ使用。

●フェンダーレスＫＩＴ ブラック Ｎｉｎｊａ ＺＸ-２５Ｒ/ＳＥ 20y- 　  
　　品番３１５‐０７２ 定価￥１５,４００ （税抜 ￥１４,０００） 　JAN 4934154253929 Ｄ 

CAMERA STAY ドライブレコーダー
４月中旬発売予定

●バッグサポート ブラック Ｎｉｎｊａ ＺＸ-２５Ｒ/ＳＥ 20y- 　  
　　品番２１０‐４７７２ 定価￥１１,０００ （税抜 ￥１０,０００） 　JAN 4934154205416 V1 

217-2043 ｳｲﾝｶｰﾘﾛｹｰｼｮﾝｽﾃｰ併用

●大型のバッグを取り付ける際にリアウインカーを移動するステー。ナンバーとの共締めで純正ウインカーを後方へ移動します。
●延長ケーブル付属●スチール製ブラック仕上げ

●ウインカーリロケーションステー リア ブラック Ｎｉｎｊａ ＺＸ-２５Ｒ/ＳＥ 20y- 　  
　　品番２１７‐２０４３ 定価￥３,８５０ （税抜 ￥３,５００） 　JAN 4934154240431 V 

●カメラの取付けに困るカウル装着車であるＺＸ-２５Ｒ用の
カメラステーセットが登場！
当社ドライブレコーダー ＡＤ７２０/１０８０Ｊへの対応はもちろん
ミツバサンコーワ社製品にも対応。前後セット。
●カウル用ステー・リア用ステー・固定ボルト・カラー・
コードステッカー・ナンバー用ボルトのセット。
●スチール製ブラック仕上げ

●ドラレコ用カメラステー  前後セット ブラック Ｎｉｎｊａ ＺＸ-２５Ｒ/ＳＥ 20y- 　  
　　品番３０４‐５１８８ 定価￥４,９５０ （税抜 ￥４,５００） 　JAN 4934154169404 W1 

４月中旬発売予定

カメラステー
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HANDLE MOUNT STAY

●マウントステー ブラック ＣＲＦ１１００Ｌ アフリカツイン Ａｄｖｅｎｔｕｒｅ Ｓｐｏｒｔｓ/ＥＳ/ＤＣＴ 2020y- 　 　  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　品番２０４‐０７０２ 定価￥８，８００ （税抜 ￥８,０００） 　JAN 4934154135973 Ｄ 

ハンドルマウントステー

●街乗りでも、ツーリングでも。そのままでも、ＢＯＸを載せても。バイクの必需品であるリアキャリアシリーズに
新型ＣＲＦ２５０Ｌ/ＲＡＬＬＹ用が登場！
何も載せていなくても車体イメージを崩さないスタイルスタンダードなスタイルに必要な積載面を確保。
●天板サイズ：縦２６５mm×横２６０mm ●最大積載量：５㎏●スチール製ブラック仕上げ
※キャリア本体や車体の破損の原因になるので、最大積載量は厳守願います。

３月下旬発売予定

CRF1100L Africa Twin 

●ナビやスマートフォンなどが見やすい場所に設置出来ればという実際の使い勝手から考えた
マウントステーシリーズに新型アフリカツイン用が登場！
●スチール製ブラック仕上げ ●取付パイプ径：Φ２２．２/有効取付長：２８０mm
●最大積載量：約１．５kg
※スタンダード/スタンダード ＤＣＴには取付出来ません。

HONDA
【2BL-SD10】2020y- 

REAR CARRIER リアキャリア ４月中旬発売予定

CRF250L/RALLY ・S HONDA
【2BK-MD47】2021y- 

●リアキャリア ブラック ＣＲＦ２５０Ｌ/ＲＡＬＬＹ ・ Ｓ  2021y- 　 　  
　　品番２１０‐２７６１ 定価￥１４，３００ （税抜 ￥１３,０００） 　JAN 4934154157302 Ｄ 

●サイドバッグを取り付けた際にタイヤ側に巻き込まない様に、またマフラーとの直接触れない様に考えたバッグサポート
が新型ＣＲＦ２５０Ｌ/ＲＡＬＬＹ用でも登場！
車体に沿う自然な形状でバッグの巻き込みを防止。ツーリングなどにも対応し、リアキャリア（２１０-２７６１）とも併用できる
ように設計。左右それぞれで設定することで、使い方に合わせた装着ができます。
●スチール製ブラック仕上げ

BAG SUPPORT バッグサポート ４月中旬発売予定

●バッグサポート ブラック ＣＲＦ２５０Ｌ/ＲＡＬＬＹ ・ Ｓ  2021y- 　 　  
　　レフト：品番２１０‐４７６５　 定価￥８，５８０ （税抜 ￥７,８００） 　JAN 4934154205393 Ｗ 

　　

　　　ライト：品番２１０‐４７６５１ 定価￥８，５８０ （税抜 ￥７,８００） 　JAN 4934154205409 Ｗ 

　

●２００８～２０１６年までの油圧クラッチ車を除くツーリングモデルに対応の握りやすさを求めたスリムレバーが生産工場の変更で品番変更。
※HD-０４３６５（クロームメッキ）、HD-０４３６６（ブラック）の販売終了に合わせて切り替えになります。

SLIM LEVER スリムレバー

TOURING FAMILY HARLEY DAVIDSON
2008-2016y 

●スリムレバー ツーリングモデル用（アルミダイキャスト） 2008y-2016y 　 　  
　　クローム：品番ＨＤ‐０４３５２　 定価￥８，８００ （税抜 ￥８,０００） 　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　JAN 4934154847005 Ｗ 

　　
　
 　　

　 ブラック ：品番ＨＤ‐０４３５３   定価￥８，８００ （税抜 ￥８,０００） 　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　JAN 49341548478697 Ｗ 

　HD-04352　 HD-04353　
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２０２１年３月 営業日
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●スリムなラインタイプのテールランプが登場！ちょっとした隙間にも設置でき、しっかりとテールランプと
してテールとストップ点灯の機能を果たすのでカスタムの範囲が広がります。
好みに合わせて選べる２カラー設定。全長１３０mm
●取付方法：両面テープ/ビス固定 ●取付穴径：Ｍ３ /ピッチ：１２０mm ●電力：１２Ｖ０．１５Ｗ/１．５Ｗ
●付属品：両面テープ・タッピングビス×２・ビス×２・平ワッシャー×２・ナット×２  
●配線色：赤/ストップ・黄/尾灯・黒/アース

TAIL LAMP テールランプ ４月上旬発売予定

LIGHTING 

●テールランプ スリムラインダブル ＬＥＤ  　 　  
　　　スモーク： 品番２１８‐３１５０ 定価￥４，４００ （税抜 ￥４,０００） 　JAN 4934154341503 Ｄ
　　　　
　　　　　
　　　　 

　　　レッド    ： 品番２１８‐３１５１ 定価￥４，４００ （税抜 ￥４,０００） 　JAN 4934154341510 Ｄ 

ランプ関連

PARTS CATALOG 総合カタログ ３月下旬発売予定

今年のキジマはこの表紙！今年のキジマはこの表紙！
想像出来なかった苦難の時を乗り越えた先にある未来を、夜明けの
都会と大自然の中でのキャンプツーリングのイメージカットで表現。
そんな未来を当社から発信していきます。

開催が延期になったオリンピックを盛り上げるべく、炎を中心に
5つのリングを模して陰ながら応援！

そのような意味を含ませつつ、２０２１-２０２２総合カタログが
発売されます。

小排気量から大排気量、ストリートからサーキット、街乗りから
ツーリング、国産車からハーレーダビッドソンやＢＭＷ、ＤＵＣ
ＡＴＩ、トライアンフなど輸入車と幅広い要素を持ち合わせ、

こんなものまでと思わせる小さなアイテムからここまでやるかと
いうアイテムも、メンテナンス/消耗品からドレスアップ商品まで、
絶対的な実用アイテムからユーモアに富んだアイテムさえも全てが
当社の持ち味です。
新ブランド”Ｋ３（ケースリー）”も掲載！

そのようなＫＩＪＩＭＡの持ち味が

　　　　　　　　　　　　　　　　　にぎっしり詰まってます。

フルカラー４５９Ｐ

●ＫＩＪＩＭＡ ２０２１-２０２２ ＰＡＲＴＳ ＣＡＴＡＬＯＧ  　 　  
　　　品番９０９‐９５４ 定価￥１，７６０ （税抜 ￥１,６００） 　JAN 4934154900342 

フルカラー４５９Ｐ

テールランプ点灯時 ストップランプ点灯時

＜お知らせ＞
モーターサイクルシーズン到来を告げる大阪モーターサイクルショー、東京モーターモータｰサイクルショーをはじめと
する各種イベントが今年もコロナ禍の影響で開催中止になっております。
直接 多くの皆様に新しい商品を見て、手に取っていただく機会を作ることはまだまだ難しい
状況下ですが、今まで以上に当社ホームページをはじめ、各種ＳＮＳにて皆様に新しく、楽し
い情報をお届けして参ります。

ホームページはこちら
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