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10 OCT

新機種対応のエンジンガードがついに登場！

HONDA

●ＧＲＯＭが持つスポーティーなイメージを崩さずに立ちゴケや軽度な転倒に活躍するエンジンガードが登場！張り出しを最低限にしつつも最大の効果を示す形状を実現。
●パイプ径：Φ１９．１●スチール製ブラック仕上げ

Z900RS/CAFE KAWASAKI
【2BL-Z900C】2018y- 

HEADLIGHT HARNESS ヘッドライト変換ハーネス 1月中旬発売予定
●ヘッドライト変換ハーネス ＬＥＤ→Ｈ４カプラー Ｚ９００ＲＳ/ＣＡＦＥ　18y- 　  
　　品番３０４‐６７１３ 定価￥1,４３０ （税抜 ￥１,３００） JAN 4934154169602 Ｃ 

●純正のＬＥＤヘッドライトをＨ４バルブタイプのヘッドライトに変更する際に必要になる変換
ハーネス。ポジション用（アクセサリー電源でも使用可）の配線も設定しており、様々なカスタム
ヘッドライトに対応します。
●Ｈ4ヘッドライトバルブは55/60Wまで対応。ポジション用電源は最大0.5A/7Wまで使用可能。
※ポジション用電源はグリップヒーターなど電力消費の多い電装品には使用しないでください。 

新機種対応のエンジンガードがついに登場！

●エンジンガード マットブラック ＮＣ７５０Ｘ/ＤＣＴ 21ｙ- 　  
　　品番４０５‐２４２ 定価￥１８,１５０ （税抜 ￥１６,５００） 　JAN 4934154176563 Ｄ  

●非常にお問い合わせが多かったフルモデルチェンジになった新型ＮＣ７５０Ｘ用のエンジンガードが登場！モデルチェンジ後のカウル形状とフレームの大きな変更に合わ
せながら、従来のスタイルと使い勝手を継承。立ちゴケや軽度の転倒時に活躍するばかりでなく、フォグランプなどランプ類の設置にも活躍。
●パイプ径：Φ２５．４●スチール製マットブラック仕上げ。　

NC750X/DCT HONDA
【8BL-RH09】2021y- 

ENGINE GUARD エンジンガード １１月上旬発売予定

GROM HONDA
【2BJ-JC92】2021y- 

ENGINE GUARD エンジンガード １０月下旬発売予定
●エンジンガード ブラック ＧＲＯＭ 21ｙ- 　  
　　品番４０５‐２４１ 定価￥１５,９５０ （税抜 ￥１４,５００） 　JAN 4934154176556 Ｖ1  

ポジション/アクセサリー電源

Hayabusa SUZUKI
【8BL-EJ11A】2021y- 

FENDERLESS KIT フェンダーレスキット １０月中旬発売予定
●フェンダーレスキット ブラック Ｈａｙａｂｕｓａ 21ｙ- 　  
     品番３１５‐０７３ 定価￥１４,３００ （税抜 ￥１３,０００） 　JAN 4934154253936 Ｄ  

●リア周りをスッキリ、スタイリッシュに見せるフェンダーレスキット
シリーズに新型Ｈａｙａｂｕｓａ用が登場！
違和感ない位置での装着と法規順守を両立。
●ＬＥＤライセンスランプ、リフレクターが付属。
●スチール製ブラック仕上げ
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LICENSE LAMP ライセンスランプ １１月上旬発売予定

●ライセンスランプ ＬＥＤ タイプ５   　  
　　品番２１７‐６１５２ 定価￥４,１８０ （税抜 ￥３,８００） 　JAN 4934154291525 C 

●スタイリッシュなＬＥＤライセンスランプが登場！どこか純正のようなイメージを持ちつつもスリムな
デザインが違和感なく多くの車体にマッチします。
●Ｈａｙａｂｕｓａ用ライセンスキット ２１７－６１５４の補修品として使用可
●本体がメスネジ/付属 Ｍ３×８・ピッチ３０mm ●配線長：３５0mm /Φ３．９ギボシ
●Ｅマーク取得済み　

HONDA

REBEL1100/DCT HONDA
【8BL-SC83】2021y- 

LED WINKER SET ＬＥＤウインカーセット ２０２２年１月発売予定

品番２０４‐０６９８
定価￥６,６００ 
（税抜 ￥６,０００） 
JAN 4934154135904
　  

CBR650R/CB650RHONDA
【2BL-RH03】2021y- 

BAG SUPPORT バッグサポート １０月下旬発売予定

●バッグサポート ブラック ＣＢＲ６５０Ｒ/ＣＢ６５０Ｒ 21ｙ- 　  
　　品番２１０‐４７６６ 定価￥１３,２００ （税抜 ￥１２,０００） 　JAN 4934154205454 Ｗ1  

F No RH03-1100001～ 

●マイナーチェンジしたＣＢＲ６５０Ｒ/ＣＢ６５０Ｒに対応したバッグサポートが登場。振り分けバッグの巻き込みを防止し、綺麗に取り付け出来るようになるマストアイテム。
●左右一体式 ●純正リアフェンダーに固定するためフェンダーレスキットとの同時装着は出来ません。●スチール製ブラック仕上げ

＜適合情報＞ CBR650R/CB650R 2021y-

●ウインカーセット ＬＥＤ ＴＲＬ３ レブル１１００ 21ｙ- 　  
　　品番２１９‐５１９８ 定価￥３０,８００ （税抜 ￥２８,０００） 　JAN 4934154461980 V1  

●ホンダ車に採用されているＥＳＳ（エマージェンシーストップシグナル）に対応したＩＣウインカーリレーが登場！
純正以外のＬＥＤウインカーへの変更などカスタム時に活躍します。純正同様の８ピン仕様なので交換するだけの簡単変更。
ゴムバンド付属。 純正ポジション/ハザード機能にも対応。
●ＯＥＭ：38301-MKJ-Ｄ01に対応　●12V 1W～100Wまで対応●12.8V 1分間に85点滅
※ポジション機能対応品以外のシーケンシャルウインカー等を使用する際は不具合が起きる可能性が御座います。 　

WINKER RELAY ウインカーリレー

ELECTRICAL 電装品

●純正のＬＥＤとは一味違うスリムなＴＲＬ３を使用したウインカーセット。取付に必要なＩＣウインカーリレーや配線類、ステーなどセットにしているので取付けに悩むことなく
取付け可能です。1台分のフルセット。
純正同様にＥＳＳに対応したＩＣウインカーリレーで、ハザード、ポジション機能にも対応。●スモークレンズ仕様 /１２Ｖ２．０Ｗ ●ＥＣＥ認証取得済み 
 ※当社製品 フェアリングキットとの併用は出来ません。

●ハンドルマウントステー ●ヘルメットロック

品番３０３‐１５９３
定価￥３,７４０ 
（税抜 ￥３,４００） 
JAN 4934154193133
　  

●ドラレコカメラステー

品番３０４‐５１８３
定価￥４,９５０ 
（税抜 ￥４,５００） 
JAN 4934154169046
　  

・前後セット
品番３０４‐５１８３Ｆ
定価￥２,６４０ 
（税抜 ￥２,４００） 
JAN 4934154169466
　  

・フロント

※品番２１０-５４７ タンデムグリップは装着出来ません。

１１月下旬発売予定
●ＩＣウインカーリレー ホンダ ＥＳＳ対応 ８ピン  　  
　　品番３０４‐０５３８ 定価￥６,６００ （税抜 ￥６,０００） 　JAN 4934154169398 Y  

※画像は試作品のため実際の商品とは異なります。

【代表適合】　レブル250/500（20ｙ-）・レブル1100/DCT（21ｙ-）・ＣＢＲ６５０Ｒ/ＣＢ６５０Ｒ（19y-）・ＣＢＲ６００ＲＲ(21y-)・ＣＢ１０００Ｒ(18y-)・ＣＢＲ４００Ｒ/４００Ｘ(19y-)
・ＡＤＶ１５０(20y-) etc 　　※国内仕様のみ 　



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

前面 背面 側面

PALSに対応したポーチなどを装着可能
なウェビングを2列配置

座面の両側面をメッシュにすることで
通気性を確保しております

収納ポーチは紛失防止の為、フレーム
部分へハンギングが可能　

コンパクトな収納でオートバイのサイドバッグにも納める事ができるアウトドアチェア。
フレームには航空機に採用されるアルミ合金7075材を採用し、耐荷重120kgを実現
しており、安心・快適なひと時をお楽しみいただけます。
また背面にはPALS※に対応したポーチなどが装着可能なので自分だけの特別な
仕様に出来る点も魅力です。

重量：920g　収納サイズ：15×12×35cm　組立サイズ：高さ69×幅53×奥行47×座面高31cm

材質：超々ジュラルミンA7075(フレーム)・ポリエステル（座面布）

※Pouch Attachment Ladder Systemの略

ブラック ZK3-20009B

カーキ ZK3-20009K

OUTDOOR CHAIR
アウトドアチェア 開発中

TC05

価格：￥5,280
（税抜\4,800)

ランク：V座布 フレーム 収納袋

付属品：座面シート・フレーム・結束バンド・収納袋

Tactical TOOL Bag
タクティカルツールバッグ

TC03

軽量・コンパクト収納で
  キャンプツーリングに特化した
    ロースタイルチェア

フォールディングフラップで防滴機能に優れ
コンパクトで多機能に
使えるお洒落なツール
＆ショルダーバッグ
付属品：BAG本体・固定ベルト×3・レインカバー・ショルダーベルト

容量：4.3L

製品重量：0.6kg

最大収納重量：1.2kg

材質：Polyester tarpaulin PVC

サイズ：16(高さ)×25(幅)×12(奥行)cm

ブラック ZK3-10004B

オリーブ ZK3-10004G

ネイビー ZK3-10004N

レッド ZK3-10004R

価格：￥7,920 （税抜\7,200) ランク：V

色 品番

ブラック
オリーブ

ネイビー
レッド

容量4.3Lに加え底面には外付け可能な
ゴム紐を配置。見た目以上の収納力。
フラップの留めはベルクロテープと
バックルのダブル仕様。

フラップをメイン収納の他にポケットが
2箇所、すぐに取り出したい物の収納に
お勧めです。

内部には２つのメッシュポケットと大型
ポケットを配置。細かいアイテムの収納
に使い分ける事で綺麗に収まります。

付属のショルダーベルトを装着することで
オン・オフ問わずショルダーバッグとして
使うことが出来ます。

　

色 品番

色 品番

色 品番

色 品番

色 品番

10月中旬発売予定

背面の装着例

補修エンドキャップ(脚)　4個SET　品番ZK3-20009-01　￥385(税抜き\350)

6
9

cm3
1

cm

53cm

47 cm
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●グリップヒーターキット ＧＨ０７ ＺＸ-２５Ｒ/ＳＥ 　 　  
　　品番３０４‐８１９８２ 定価￥1９,２５０ （税抜 ￥１７,５００） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　JAN 4934154170035 Ｃ 

●好評発売中のスイッチ一体型グリップヒーターＧＨ０７シリーズにＺＸ-２５Ｒ専用セットが登場！
電子スロットル用専用スロットルパイプ、分岐配線、スペーサーなど取付けに必要なパーツと一緒に
ＧＨ０７グリップヒーターがセットに。
車種用取付方法も説明書に記載。

寒い季節を楽しむための必須アイテムです。

GRIP HEATER KIT グリップヒーターキット

HAND CONTROLS ハンドル廻り

２０２２年１月予定

寒い季節を楽しむための必須アイテムです。

●グリップヒーターへの交換はもちろんカスタムグリップへの交換などで活躍する専用スロットルパイプ。
単品販売がない純正同様のサイズにすることで、純正のスロットルパイプに加工することなく交換作業だけで済みます。
●１２０mm 標準径（22.2mm)用　●ＯＥＭ：46019-0100対応

【編集後記】２０２１年１０月 営業日
まだまだコロナ禍ということで我慢が大切な時期ですが、明るいニュースも入ってくるようになりました。
３年ぶりに東京モーターサイクルショーが２０２２年３月２５日～３月２７日の期間で開催されることが発表となりました。
感染防止対策を行った上での開催となるのはもちろんですが、多くの皆さんとバイクという楽しみを通じて話題を広げられることが
楽しみです。
全く違う話題になりますが、１０月１１日は祝日が移動されているので今年は平日だって知っていましたか？
当社の若手がすっかり忘れて予定を入れてしまったらしいです。あくまでも”らしい”です。
カレンダーというと気づいていた方もいらっしゃると思うのですが、先月９月のキジマエキスプレスのカレンダーが変です。
多くの校正者の目をすり抜け、ありもしない９/３１という日にちが入っていました。単なる誤植です。
そのうち遊び心で何か仕掛けをしても楽しいかなと思い始めました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＫＫＫ31
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取付けに悩まない車種専用ＫＩＴに新たなラインナップ！

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

REBEL250/S・500 HONDA
【2BK-MC49/2BL-PC60】2017y- 

●スロットルパイプ ＺＸ-２５Ｒ/ＳＥ 　 　  
　　品番２０１‐５３６２ 定価￥９９０ （税抜 ￥９００）　JAN 4934154125745 Ｃ 

THROTTLE PIPE スロットルパイプ ２０２２年１月予定

●グリップヒーターキット ＧＨ０７ レブル２５０/Ｓ・５００ 　 　  
　　品番３０４‐８２００１ 定価￥1９,８００ （税抜 ￥１８,０００）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　JAN 4934154170042 Ｃ 

●好評発売中のスイッチ一体型グリップヒーターＧＨ０７シリーズにレブル２５０/５００専用セットが
登場！特殊なサイズのレブル専用スロットルパイプ、分岐配線など取付けに必要なパーツと一緒
にＧＨ０７グリップヒーターがセットに。車種用取付方法も説明書に記載。

●グリップヒーターへの交換はもちろんカスタムグリップへの交換などで活躍する専用スロットルパイプ。
単品販売がない純正同様のサイズにすることで、純正のスロットルパイプに加工することなく交換作業だけで済みます。
●１２８mm インチ径（25.4mm）用 ●ＯＥＭ：53140-K87-A00対応　●リブ付き

●スロットルパイプ レブル２５０/Ｓ・５００ 　 　 　  
　　品番２０１‐５３５３ 定価￥９９０ （税抜 ￥９００）　JAN 4934154125738 Ｃ 

PCX/150/160/e:HEV/HYBRID HONDA 【EB-JF56/2BL-JF81/JBK-KF18/2BK-KF30
　　　　　・KF47/2AJ-KF84/JK06】2014y- 

●グリップヒーターへの交換はもちろんカスタムグリップへの交換などで活躍する専用スロットルパイプ。
単品販売がない純正同様のサイズにすることで、純正のスロットルパイプに加工することなく交換作業だけで済みます。
●１15mm  標準径（22.2mm)用　●ＯＥＭ：53140-K97-T00対応

●スロットルパイプ ＰＣＸ/１５０/１６０/e:ＨＥＶ/ＨＹＢＲＩＤ　 　 　  
　　品番２０１‐５３５４ 定価￥８２５ （税抜 ￥７５０）　JAN 4934154125769 Ｃ 

HONDA

●グリップヒーターへの交換はもちろんカスタムグリップへの交換などで活躍する専用スロットルパイプ。
単品販売がない純正同様のサイズにすることで、純正のスロットルパイプに加工することなく交換作業だけで済みます。
●１15mm 標準径（22.2mm)用　●ＯＥＭ：53140-K2E-T00対応

●スロットルパイプ ＣＴ１２５・ハンターカブ　 　 　  
　　品番２０１‐５３５５ 定価￥８２５ （税抜 ￥７５０）　JAN 4934154125776 Ｃ 

CT125・HUNTER CUB 【2BJ-JA55】2020y- 

実際の商品は黒になります。

実際の商品は黒になります。

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

REBEL250/S・500 HONDA
【2BK-MC49/2BL-PC60】2017y- 
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