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Svartpilen 125/250/401・Vitpilen401Husqvarna

ASIST REAR CARREIR アシスト リアキャリア
１０月上旬発売予定

●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
に実用的な積載スペースを確保するためのアシストリアキャリアが登場！
タンデムシートを積載面の中心に考え、荷物を安定させて固定するために積載面を広げる形状を採用。
またタンデムグリップとしての機能も持っているので純正のタンデムグリップを外しても問題ありません。
●サイズ ：縦310mm×横390mm ●スチール製マットブラック仕上げ。　

●アシスト リアキャリア マットブラック スヴァルトピレン１２５/２５０/４０１・ヴィットピレン４０１　18y- 　  
　　品番ＨＱ‐０８００１ 定価￥１６,５００ （税抜 ￥１５,０００） 　JAN 4934154893521 Ｗ  

目を引く洗練されたデザインのハスクバーナに求められるパーツを提案！目を引く洗練されたデザインのハスクバーナに求められるパーツを提案！

2018y- 

2018Y-2019Yモデル

HELMET LOCK ヘルメット ロック
９月上旬発売予定

●ヘルメットロック ブラック スヴァルトピレン１２５/２５０/４０１・ヴィットピレン４０１　18y- 　  
　　品番ＨＱ‐０５００１ 定価￥４,４００ （税抜 ￥４,０００） 　JAN 4934154893514 Ｗ  

HANDLE UP COLLAR ハンドルアップカラー

●ハンドルアップ カラー ２０mm アップ ブラック 
　　　　　　　　　　　　　　　スヴァルトピレン１２５/２５０/４０１ 18y- 　  
　　品番ＨＱ‐０４０１０ 定価￥５,５００ （税抜 ￥５,０００） 　JAN 4934154893545 X  

2020Y-モデル

●スタイル重視のスヴァルトピレン/ビットピレンに便利なヘルメットロックが登場！
ちょっとバイクを離れる際やツーリング先での観光の際に邪魔になるヘルメ
ットを掛けておける実用品のマストアイテム。
●左フレームに固定 ●スチール製ブラック仕上げ。　

●ハンドルが低く、少し遠めと感じてしまう純正ハンドルのライザーにカラーを入れる事で２０mmアップして、グリップ
位置が少し手前に来るので快適になります。装着にワイヤー、配線類の交換が必要ないので簡単に装着出来ます。
                                                                    ●左右セット、ボルト/ナット付属
                                                                    ●アルミ製ブラック仕上げ。　

※キャリア単体として後端にＢＯＸなどの積載はできません。

１０月中旬発売予定
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ブラック 

ブルー

ピンク  

●レバーガード タイプＲ　ブレーキ側（右） 　
　　　　　　　　　　　　　　　　各色 定価￥４,７３０ （税抜 ￥４,３００） D  
　
　　　　　　　　品番２０４‐２１５９  　JAN 4934154182410
　　　　　　　　                    

　　　　　　　 　　 

　　　　　　　　　　 品番２０４‐２１６０  　JAN 4934154182427
　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　 　　 

　　　　　　　　　　 品番２０４‐２１６１  　JAN 4934154182434　
  

●標準サイズハンドル(22.2mm）で内径が14～18mmのサイズに対応。
ニンジャ２５０等はM8ボルトで直接固定。　
グリップホールドを考慮したシャフト形状。路面に引っ掛かりにくいＲ形状の
先端を新しく設定。
●左右別設定・３色設定。

LEVER GUARD レバーガード １０月下旬発売予定

HAND CONTOLS ハンドル廻り

サーキットからストリートまで本当に求められる商品をレース活動からフィードバック！

LEVER GUARD 
サーキットからストリートまで本当に求められる商品をレース活動からフィードバック！

LEVER GUARD 
レバーガード タイプＲ

Type Ｒ

レースレギュレーションにおいても推奨されている

レバーガード（プロテクション）は、

接触等によりブレーキが作動しないよう、レバーをガードする部品です。

様々な車種に対応するようにアーム長と角度が調整可能。

３色の設定でドレスアップ効果も高く、レーシーなイメージも演出！

クラッチ側の設定もあるので実用を求めるサーキットだけでなく

ストリ－トでもその存在をアピール！

従来の調整機能はそのままに、

グリップホールドを妨げない ダウンアップ形状！
転倒時に路面抵抗になりにくいＲ形状のエンド！

レースレギュレーションにおいても推奨されている

レバーガード（プロテクション）は、

接触等によりブレーキが作動しないよう、レバーをガードする部品です。

様々な車種に対応するようにアーム長と角度が調整可能。

３色の設定でドレスアップ効果も高く、レーシーなイメージも演出！

クラッチ側の設定もあるので実用を求めるサーキットだけでなく

ストリ－トでもその存在をアピール！

従来の調整機能はそのままに、

採用でさらに安全に走れる形状に進化しました。採用でさらに安全に走れる形状に進化しました。

【アクセルをフリーにするスペーサー付属】
ハンドル端面がグリップよりも奥に入っている場合に転倒などでバーエンド部
が押し込まれアクセルが開いた状態で止まってしまう場合があります。
その状態を防ぐためにアクセル側（ブレーキ側）にはスペーサーが付属。　

【ポジション調整】
裏側でホーロネジで長さが１２５mm～１４５mmの間で調整可能。
脱落防止機能も新たに設定。
左右に５度ずつアームも振れるので調整幅が広くなっています。

↑５度

↓５度

← １２５mm～１４５mm　→

ブラック 

ブルー

ピンク  

●レバーガード タイプＲ　クラッチ側（左） 　
　　　　　　　　　　　　　　　　各色 定価￥４,６２０ （税抜 ￥４,２００） D  
　
　　　　　　　　品番２０４‐２１６４  　JAN 4934154182465
　　　　　　　　                    

　　　　　　　 　　 

　　　　　　　　　　 品番２０４‐２１６５  　JAN 4934154182472
　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　 　　 

　　　　　　　　　　 品番２０４‐２１６６  　JAN 4934154182489　
  

●補修ガードシャフト タイプＲ　各 定価￥1,９８０ （税抜 ￥1,８００） D  
　
　　　　　　　　品番２０４‐２１６２  　JAN 4934154182441　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　品番２０４‐２１６３  　JAN 4934154182458　右側 左側 

グリップホールドを妨げない ダウンアップ形状！
転倒時に路面抵抗になりにくいＲ形状のエンド！

※商品は仮組状態で出荷されております。各部の調整/増し締めを必ず行って下さい。

※旧モデルとは互換性が御座いません。



〒123-0841 東京都足立区西新井4-16-3 Tel03-3897-2167 FAX03-3897-2138 2021/SEP3

●ウインカーＫＩＴ ＬＥＤ ＴＲＬ３ グロム 1３ｙ- 　  
　　品番２１９‐５１９６ 定価￥１９,８００ （税抜 ￥１８,０００） 　JAN 4934154461966 Ｄ  

●全年式のグロムに対応したＴＲＬ３を使用したウインカーキットが登場！取付に必要な配線やＩＣリレーも付属になっているフルキット。また新たにポジションランプ対応
の配線も設定。ＬＥＤウインカーで純正同様のポジション状態に出来ます。引き締まったＴＲＬ３ ＬＥＤウインカーでカスタム度が一気にアップ！
●Ｅマーク取得済み ●ウインカー単品：12V2.0W  ●スモークレンズ/ブラックボディー　

GROM HONDA
【EBJ-JC61/2BL-JC75・92】2013y- 

WINKER KIT LED ＬＥＤウインカーキット １０月下旬発売予定

●スロットルアシスト インチ対応 ブラック ４０mmまで 　  
　　品番２０１‐５９９ 定価￥１,２１０ （税抜 ￥１,１００） 　JAN 4934154125752 C  

●簡単取付でロングツーリングが楽になるスロットルアシストにインチサイズが登場！
人気のレブル２５０/５００などインチサイズグリップのツーリングが楽になります。アクセルを握って捻らなくても、手の平
                                                                                   で押し付けるだけなので疲れにくくなります。
                                                                                   ●樹脂製 ブラック仕様　

THROTTLE ASIST スロットルアシスト １１月下旬発売予定

HAND CONTOLS ハンドル廻り

●ヘルメットロック ブラック ハイパーモタード９５０/ＳＰ/ＲＶＥ 1９ｙ- 　  
　　品番ＨＤＣ‐０５０１５ 定価￥４,８４０ （税抜 ￥４,４００） 　JAN 4934154893538 Ｗ  

HYPERMOTARD950/SP/RVE DUCATI
2019y- 

HELMET LOCK ヘルメットロック １０月中旬発売予定

●ニーグリップパッド タイプ３ 左右セット 　  
　　　　　　　　各定価￥２,８６０ （税抜 ￥２,６００） 　C 

●人気の貼り付けるだけの簡単取付のニーグリップパッドシリーズに新しいカラーが登場！クラシカルなイメージを演出しつつ、実用性の高いアイテムです。
様々なタンク形状にマッチしやすい ＧＢスタイルのタイプ３でのブラウン、グレーバージョンの登場！
●左右セット ●ラバー製 両面テープ貼り付け式  ●サイズ：縦100mm×横165mm 　

KNEEGRIP PAD ニーグリップパッド 好評発売中

ITEMS アクセサリー

ブラウン    品番２０８‐００３１ JAN 493415157937  

グレー       品番２０８‐００３２ JAN 493415157944  

208-0031 208-0032 

●走りのイメージが強いハイパーモタードに便利品のヘルメットロック
が登場！タンデムステップを外すユーザーが非常に多いという事から
あえてフレームで固定しました。
●左側フレームにクランプ(Φ25.4mm） 　
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●リムプロテクター 国内生産品 3個セット 　  
　　品番３０２‐２１４１ 定価￥1,３２０ （税抜 ￥１,２００） 　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　JAN 4934154157951 Ｄ  

●こだわりの国内生産品。海外製品に比べ粘り強い作りにすることで割れ
にくい商品になっております。
タイヤ交換時のタイヤレバーによるリムへの傷付き防止という基本はもちろん、
耐久性も考慮した優れモノ！●３個セット。

価格変更に伴う新商品設定のお知らせ価格変更に伴う新商品設定のお知らせ

長引くコロナ禍の影響で国内外にて原材料が高騰しており、価格変更のご案内をいたしました。また生産に関しても原材料の
入手の遅延もありスムーズな状況ではありません。そのため新製品に関してもご案内した日程が大幅にずれてしまったり、既存
商品の長期欠品が続く状況となっております。
多くのお客様にご迷惑をお掛けしておりますが、何卒ご理解をお願いします。

RIM PROTECTOR リムプロテクター

TOOLS 工具類

【完売時販売終了のお知らせ】

既存商品 品番３０２-２１４ のリムプロテクター(JAN 4934154155148）は現状の在庫がなくなり次第販売終了となります。その後は新品番へ移行となります。

●マフラーバンドステー 国内生産品  　  
　　品番２０９‐２６１１ 定価￥1,１００ （税抜 ￥１,０００） JAN 4934154159740 Ｄ  

●チャンバーを吊る際のユニバーサルステー。
●サイズ ３００×２７mm ●アルミ製 ●国内生産品

MUFFLER BAND STAY マフラーバンドステー

EXHAUST マフラー関連

【完売時販売終了のお知らせ】

既存商品 品番２０９-２６１ のマフラーバンドステー(JAN 4934154159740）は現状の在庫がなくなり次第販売終了となります。その後は新品番へ移行となります。

EXHAUST マフラー関連

●導通性に優れたカッパーコアケーブルを７本使用！ピュアシリコンラバーとスーパーグラスファイ
バーの抜群の絶縁力が漏電を防止。
高圧性、耐候性、耐水性に優れた作りで、１８０℃～２２０℃までの高温にも耐えらます。
●直径：７mm × 長さ：１m

SILICONE CODE シリコンコード 随時切替

ELECTRICAL 電装品

【完売時販売終了のお知らせ】

既存商品 シリコンコード  品番３０４-４１０Ｂ ブラック (JAN 4934154168551）、品番３０４-４１０Ｌ ブルー (JAN 4934154168568）
　　　　　　　　　　　　 品番３０４-４１０Ｒ レッド (JAN 4934154168575）、品番３０４-４１０Ｙ イエロー (JAN 4934154168582）
　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　は現状の在庫がなくなり次第販売終了となります。その後は新品番へ移行となります。

●シリコンコード 　　各色 　定価￥1,６５０ （税抜 ￥１,５００） D 

品番３０４‐４１０１Ｂ  JAN 4934154169558

品番３０４‐４１０１Ｌ  JAN 4934154169565　 

品番３０４‐４１０１Ｒ  JAN 4934154169572

品番３０４‐４１０１Ｙ  JAN 4934154169589　  

ブラック

ブルー

レッド

イエロー

随時切替

随時切替

【お詫び】２０２１年 ９月 営業日

1 2 3
5

4
6 87 9 10

12
11

15 1614
23

13

27

18
21

17
19 20 22 24 25
26 28 3029

日 月 火 水 木 金 土

31

＜情報先出し＞ ここだけの話ですが、実はＳＮＳで時々 新製品の先行
発表してます。
今月のハスクバーナ情報も実は先に出していました。
覗いてもらえば何か新しい情報があるかも。


	SEP1
	SEP2
	SEP3
	SEP4

