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【RG43J<B6P>】2019y- 

KIJIMA NEWS EXPRESS
V-STROM650/XT ABS SUZUKI

HANDLEMOUNT 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 Ｖ‐ＳＴＲＯＭ６５０/ＸＴ ＡＢＳ 2017y-　  
　　品番２０４‐０６８４ 定価￥６,２００ （税抜） 　JAN 4934154135850 D 

●スマートフォンなどのデバイスを取り付ける事だけではなく、
見やすい場所でなければという考えのもと目線を大きく動か
さなくて良いメーター上に設置。
固定はスクリーンステーに共締めで、スクリーンの３段階調整
にも対応。
●パイプ径：22.2mm/有効取付長：263mm
●最大積載量:1.5kg ●スチール製ブラック仕上げ

【2BJ-C733A】2017y- 

FOGLAMP KIT  フォグランプキット
●フォグランプＫＩＴ ＬＥＤ  Ｖ‐ＳＴＲＯＭ６５０/ＸＴ ＡＢＳ 2017y-　  
　　品番２０５‐６１５３ 定価￥５２,０００ （税抜） 　JAN 4934154157807 W1

●霧や暗い場所での補助灯としてはもちろん、自車の存在を周りに伝える為の手段にもなる
フォグランプキットシリーズの新たなラインナップ！
ガード類を必要としない取付け方法で車体イメージを壊しません。
●左右セット。
●消費電力：21W  ●防水：IP68相当 ●色温度：5700〜6200K
●ステー：スチール製ブラック仕上げ 

※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。

＜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。

REAR CARRIER BOX BASE  ＢＯＸベース キャリア

●ＢＯＸベース キャリア ガンメタ Ｖ‐ＳＴＲＯＭ６５０/ＸＴ ＡＢＳ 2017y-　  
　　品番２１０‐２７０ 定価￥１５,０００ （税抜） 　JAN 4934154156688 Ｄ

●街乗りでも、ツーリングでも便利なＢＯＸの積載に活躍するＢＯＸベース。
当社のＢＯＸはもちろん、ＧＩＶＩのモノロック用ベースにも対応。
●天板 アルミ製アルマイト仕上げ
●最大積載量：5kg

BAG SUPPORT   バッグサポート

●バッグサポート ブラック 左右セット Ｖ‐ＳＴＲＯＭ６５０/ＸＴ ＡＢＳ 2017y-　  
　　品番２１０‐４９９ 定価￥１２,０００ （税抜） 　JAN 4934154205263 Ｄ

●パニアケースではなくサイドバッグを取り付けた際の巻き
込み防止になるサポートが登場！
大型のシェルタイプのバッグでも対応する様にサイズを設定。
●スチール製ブラック仕上げ

SIDESTAND WIDEPLATE&EXTENSION  サイドスタンド ワイドプレート＆エクステンション

●サイドスタンド ワイドプレート&エクステンション  Ｖ‐ＳＴＲＯＭ６５０/ＸＴ ＡＢＳ 2017y-　  
　　品番２１３‐０４８ 定価￥１1,０００ （税抜） 　JAN 4934154162849 D

●不整地での不安な駐車に活躍するワイドプレートシリーズに新たなラインナップ！
エクステンションもついているのでスタンドを出す際も安心です。
●アルミ製ベースとスチール製カバーの組み合わせ

LED WINKER KIT   ＬＥＤ ウインカーキット

●ＬＥＤウインカーＫＩＴ ＴＲＬ２  Ｖ‐ＳＴＲＯＭ６５０/ＸＴ ＡＢＳ 2017y-　  
　　品番２１９‐５１７１ 定価￥１６,０００ （税抜） 　JAN 4934154461713 D

●取り付けに必要なアイテムが揃っているＬＥＤウインカーキット。ＩＣウインカーリレーも付属に
なっており、配線や必要なものに悩まないで簡単に装着が出来ます。
●内容：ＴＲＬ２ウインカー、変換ハーネス、２極ＩＣウインカーリレー、ベースマウント。

様々なシチュエーションに対応するミドルクラスアドベンチャーモデルをさらに使いやすく！

※当社製リアＢＯＸ ５０Ｌ（908-009）との組み合わせ例
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KIJIMA NEWS EXPRESS

FUEL HOSE  ピンクホース

●耐油ピンクホース（ガソリン対応）・　ホースクリップ２ケ付属
  ・内径３ｍｍ/1ｍ：品番１０５‐０８３１ 定価￥５８０ （税抜） 　JAN 4934154115920 C

　 ・内径４ｍｍ/1ｍ：品番１０５‐０８３２ 定価￥６２０ （税抜） 　JAN 4934154115937 C

  ・内径５ｍｍ/1ｍ：品番１０５‐０８３３ 定価￥７００ （税抜） 　JAN 4934154115944 C

   ・内径６ｍｍ/1ｍ：品番１０５‐０８３４ 定価￥８００ （税抜） 　JAN 4934154115951 C

   ・内径９ｍｍ/1ｍ：品番１０５‐０８３５ 定価￥１,０００ （税抜） 　JAN 4934154115968 C
    

●定番の耐油ピンクホースが価格変更で新規設定になりました。フューエルライン等、熱い物や熱い場所への使用は
向いておりません。（-38℃〜60℃）

BOX   ボックス

●リア ボックス Ｒｅｅｍｂａｒｋ １７Ｌ  ブラック　  
　　品番９０８‐０１５ 定価￥７,０００ （税抜） 　JAN 4934154200909 Ｃ

●人気のリア ボックス Ｒｅｅｍｂａｒｋ １７Ｌがモデルチェンジ。
使いやすさはそのまま。メットインの他にもちょっとした収納がほし
いという方に最適です。５０ｃｃに取り付けてもバランスが崩れない
ほど良いサイズ。
●サイズ：347×300×215mm 
●重量：2192g ●付属：キー２本/取付ベース/ネジＳＥＴ 

【RG43J<B6P>】2019y- Rebel 250/ABS・500 HONDA
TAIL LAMP KIT テールランプキット

●テールランプＫＩＴ ＬＥＤ ソーラータイプ Ｒｅｂｅｌ２５０/ＡＢＳ・５００   
　　品番２１８‐４０１７ 定価￥１５,０００ （税抜） 　JAN 4934154330187 V1 

●大きく張り出すノーマルの角テールランプをスタイリッシュなラウンド型のＬＥＤ ソーラーテールに交換するキットが登場！ノーマルのウインカー装着でも車体バランスを
崩さない様に設計。取り付けベースをＦＲＰ製にすることで車体にマッチングする形状を演出。●テールサイズ：Φ８５mm/幅３7mm 
●付属品：本体（ＦＲＰ製ブラック）・ＬＥＤ ソーラーテールランプ・ＬＥＤライセンスランプ・リフレクターベース

【2BK-MC49/2BL-PC60】 

ELECTRICAL
FOGLAMP SWICH   フォグランプ スイッチ

●フォグランプ スイッチ インンジケーター付 クランプタイプ 
　　品番３０４‐６２５５ 定価￥５,０００ （税抜） 　JAN 4934154178611 D

●標準(２２．２mm）とインチ(２５．４mm）に対応するクランプ式のフォグランプ スイッチ。
ＯＮ/ＯＦＦがインジケーターの点灯で確認できます。
バッテリーからの電源供給をアクセサリーからの配線で制御する便利なタイプ。
●サイズ/幅：22mm 
●配線色/赤：プラス・黒：アース・黄：アクセサリー
・青：フォグランプ プラス・緑：フォグランプ マイナス

MAINTENANCE

TOOLS
廃盤情報：上記商品の販売に伴い従来商品は廃番になります。3mm/105-083・4mm/105-077・5mm/105-078・6mm/105-079・9mm/105-080

尾灯点灯 ストップ点灯

CB650R/CBR650R HONDA 【2BL-RH03】 
TANDEM GRIP タンデムグリップ

●タンデムグリップ ブラック ＣＢ６５０Ｒ/ＣＢＲ６５０Ｒ 2019y   
　　品番２１０‐５４７ 定価￥１１,０００ （税抜） 　JAN 4934154156916 D 

●スタイリッシュなデザインな反面、パッセンジャーや荷物を載せる
際の不安を解消する実用アイテムの登場。パッセンジャーの安心
感はもちろん、荷物を固定する場合の安心感も増加！
固定を確実にする荷掛フックも４か所設置。 
●スチール製ブラック仕上げ

廃盤情報：上記商品の販売に伴い従来商品は廃番になります。908-007B ﾘｱBOX 17L 定価\7,000 JAN 4934154200138 


