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V-STROM250  

REAR CARRIER リアキャリア

FOGLAMP SWICH フォグランプスイッチ

●フォグランプ スイッチ インジケーター付 オン/オフ 　      
品番３０４‐６２５４ 定価￥５,４００ （税抜）　  JAN 4934154178482 Ｄ

●リア周りをスッキリ、スポーティーなイメージに変えるリアキャリアが登場！車体の雰囲気を損なうことなく、ノーマルキャリアと交換するだけで軽快感を醸し出します。
車体色や周りのパーツに合わせてメッキ仕上げとブラック仕上げの２カラーをラインナップ。
●スチール製 ●天板サイズ：320×240mm●最大積載量：５kg

【2BK-DS11A】SUZUKI  

CRF250RALLY  【MD44】HONDA  

●リアキャリア スポーティータイプ スーパーカブ/クロスカブ/カブＰＲＯ 50・110  2018y- 

FOG LAMP KIT フォグランプキット

夜間走行時に安心感と視界を広げるＬＥＤフォグランプキットが登場！
また、高速道路走行時に車のヘッドライトの照射に紛れてしまう自分の存在を強くアピール
することで安全さを増して走行が出来ます。車体に違和感なく納まる専用設計で登場！
取り付けに必要なアイテムを揃え、取り付け場所に悩むことなくスムーズにＬＥＤタイプの
フォグランプを装着出来ます。オン/オフを点灯で分りやすく表示するスイッチ付。

＜商品内容＞
ＬＥＤ フォグランプ 本体 × ２、インジケーター付フォグランプスイッチ × 1、取付ステー × ２、配線キット。

●フォグランプＫＩＴ ＬＥＤ Ｖ-ＳＴＲＯＭ２５０ 　      
品番２０５‐６１５０ 定価￥４８,０００ （税抜）　  JAN 4934154157753 Ｗ1

●２５０のアドベンチャースタイルモデル、Ｖストローム２５０のスタイルをさらに際立たせる
フォグランプキットがついに登場！
そのスタイルを壊さずにフォグランプの機能をしっかりと活かす様にカウル内側に装着。
左右セット。
●消費電力：21W  ●防水：IP68 ●色温度：5700〜6200K
●ステー：スチール製ブラック仕上 

●フォグランプＫＩＴ ＬＥＤ ＣＲＦ２５０ＲＡＬＬＹ 　      
品番２０５‐６１５１ 定価￥４８,０００ （税抜）　  JAN 4934154157760 Ｗ1

●２５０の本格的なラリースタイルモデル、ＣＲＦ２５０ラリーのスタイルをさらに際立たせるフォ
グランプキットがついに登場！
車輌のスタイルをさらにラリー寄りにイメージさせる様にシュラウド部へ装着。
左右セット。
●消費電力：21W  ●防水：IP68 ●色温度：5700〜6200K
●ステー：スチール製ブラック仕上 

※消費電力が上がるため、バッテリー状態の確認をして御使用下さい。

※消費電力が上がるため、バッテリー状態の確認をして御使用下さい。

●オンでグリーンに点灯するインジケーター付のフォグランプスイッチが登場！フォグランプ表示マーク
付。強力両面テープで貼付けるだけの簡単装着なのでちょっとしたスペースがあれば取付出来ます。
●ＤＣ12V ●サイズ：35×26×10mm ●仕様：耐水 

※実際の商品には”フォグランプ表示灯”マークが入ります。

SUPER CUB/CROSS CUB/CUB PRO 50・110  2018y-  HONDA  

  品番２１０‐２６９　 定価￥１５,０００ （税抜）　JAN 4934154155995 Ｗ●メッキ

  品番２１０‐２６９１　 定価￥１５,０００ （税抜）　JAN 4934154156008 Ｗ●ブラック

※当社バッグサポート（210-491/210-493）併用可。

※当社バッグサポート（210-491/210-493）併用可。
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ブルートゥース対応スマホ連動式バッテリー計測器

Bluetooth4.0 対応
Always know your battery capacity by using your smart phone

【BattCheckの特長】
本製品をバッテリーに接続し、iPhone/iPad、Android端末で専用アプリをインストールしてBluetooth機能を使って、
愛車のバッテリーの状態を容易に確認することが出来ます。
電圧メーター表示機能により充電の状態や、電力使用過多、オルタネーター異常など発見することも可能です。
ＩＳＯ9001: 2000認定を受けており、品質にも優れています。
接続距離は最大約5～10Mまで対応。 （障害物により距離は異なります）

商 品 名　バッテリーチェッカー
　　　     BattCheck Bluetooth4.0
商品番号  304-6261 
定      価  ￥5,800(税抜)
Ｊ Ａ Ｎ     4934154178468  V1　

(iOS8～11.41)
※2018.10.1現在

(iOS8～11.41)
※2018.10.1現在

※iOSは2018.10.1現在で１１．４.１まで対応。

(Android4.3以降)

(iOS8～11.41)
※2018.10.1現在

(iOS8～11.41)
※2018.10.1現在

(Android4.3以降)

Always know your battery capacity by using your smart phone

本製品をバッテリーに接続し、iPhone/iPad、Android端末で専用アプリをインストールしてBluetooth機能を使って、

電圧メーター表示機能により充電の状態や、電力使用過多、オルタネーター異常など発見することも可能です。

本製品をバッテリーに接続し、iPhone/iPad、Android端末で専用アプリをインストールしてBluetooth機能を使って、

本体寸法 : 38×27×18(mm)
重　　量 ： 22.2g
材　　質 ： ポリカーボネイト、強化プラスチック
防水規格 ： IP66
電圧範囲 ： ＤＣ4Ｖ～32Ｖ

製品仕様
作動温度　: － 40℃～85℃
通信規格　： Bluetooth 4.0 
周波数特性  ： 2.4GHz
消費電力　： 2mA以下
対応ＯＳ 　： iOS8以降/Android4.3以降
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HANDLE MOUNT STAY ハンドルマウントステー
●ハンドルマウントステー ブラック ＸＭＡＸ２５０ 2018y-　      
品番２０４‐０６５４ 定価￥６,４００ （税抜）　  JAN 4934154133962 Ｄ

●目線を落とさずにナビなどのデバイスを確認出来る場所へ装着出来るマウントステー
にＸＭＡＸ２５０用が登場！３段階に調整できる純正スクリーンにも対応。
●取付径：22.2mm/取付有効幅：190mm
●最大積載量：2kg
●スチール製ブラック仕上げ

XMAX250  【2BK-SG42J】YAMAHA

HARLEY DAVIDSON

●ステップコンバージョンブラケットセット ブラック  2018y- ソフテイルモデル   
品番ＨＤ‐０５３８５  定価￥６,０００ （税抜）　  JAN 4934154846916 Ｗ

●取付け形状が変更になった２０１８年ソフテイルモデルのフートペグを変更する事が出来るブラケットセットの登場！２０１７年までの純正フートペグやオスマウントタイプの
カスタムフートペグへ変更出来る様になります。
●フロント側用/左右セット。●スチール製 ブラック仕上げ。

ステップコンバージョンブラケットセットSTEP CONVERSION  BRAKET SET 

フートペグの取付け形状が大きく変わった２０１８年ソフテイルモデルにそれまでの純正フートペグやカスタムフートペグ（オスマウント）を
取付け出来る様にするブラケットセットが登場！

※フートペグの形状によっては一部干渉したり、少し跳ね上がった形で取り付く場合が御座います。

GROM HONDA

RESERVER TANK STAY リザーバータンクステー

●リザーバータンクステー オーリンズ用 ブラック ＧＲＯＭ　      
品番２１６‐１００１ 定価￥２,４００ （税抜）　  JAN 4934154250119 Ｄ

●2016/6〜2017/6までの生産モデルでエンジン番号1304755以降のモデル、2017/7以降の生産モデルに対応した
オーリンズリザーバータンク用ステー。オーリンズサスペンション H0 611に対応。スムーズな取付のための必需品。
●スチール製ブラック仕上げ

STREET TRIPLE S/RS LOW /R TRIUMP

HELMET LOCK ヘルメットロック

●ヘルメットロック ブラック ストリートトリプル S/RS LOW/R 2017y-　      
品番ＨＴＲ‐０５００８ 定価￥４,０００ （税抜）　  JAN 4934154893323 Ｗ

●ちょっとバイクから離れる際や、ツーリングでの観光などヘルメットを持って歩きたくない
際に重宝します。タンデムステップホルダーとの共締めで、違和感ない装着が出来ます。
●スチール製ブラック仕上げ

2017y-

MAINTENANCEBMW

●ドレンワッシャー Φ16.5×Φ20×1.5t １枚　      
品番ＢＭ‐０８７１０ 定価￥２８０ （税抜）　  JAN 4934154116859 Ｖ1

●オイル交換時の必需品であるドレンボルト用ワッシャーにＢＭＷ用が登場！純正同様のアルミ素材を使用し、多くの車輌ライン
ナップに適応するサイズをまずはラインナップ。
●純正品番： 0711 9963 252 対応

DRAIN WASHER ドレンワッシャー

＜代表適合車種＞
Ｒ８５０/９００/１１００/１１５０/１２００ 空冷シリーズ、Ｋ１２００/１３００ 水冷直４シリーズ、Ｓ1000 シリーズ、Ｇ３１０シリーズ etc

※実際の商品はブラックになります。

HD-05379取付 HD-05379取付 


	OCT 1.pdf
	OCT 2.pdf
	OCT 3.pdf

