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●リアキャリア モンキー１２５ クロームメッキ仕上げ  　　
　　　　　　　　品番２１０‐２７５２ 定価￥１８,０００ （税抜）　JAN 4934154157036 W1

●モンキー１２５の愛嬌があるフォルムを壊さない様にデザイン
し、実用面も考慮したスタイルのリアキャリア。
ＢＯＸの積載だけでなく通常の荷物の積載でもしっかりと固定
出来る様にスタンダードな天板形状を採用。
●天板サイス： 縦261×横176mm ●最大積載量：5kg 
●スチール製クロームメッキ仕上げ

REAR CARRIER  リアキャリア

HONDA 【2BJ-JB02】 

●シート ツーリングタイプ モンキー１２５ ブラック 　　
　　　　　　　　品番２０７‐３９６ 定価￥２５,０００ （税抜）　JAN 4934154156961 W1

CUSTOM SEAT  ツーリングタイプシート

※防水仕様になっておりますが、製造上タックロールの縫製から雨などが入り込み
やすくなっております。使用、保管時に注意願います。

CBR250RR HONDA 【2BK- MC51】 

●ウインカーランプＳＥＴ ＴＲシーケンシャル ＬＥＤ ＹＺＦ-Ｒ２５/ＭＴ-２５ 
　　　　　　　　　品番２１９‐５１９２ 定価￥２６,０００ （税抜）　JAN 4934154461928 Ｄ

HAND CONTROLS
MIRROR  ミラー

●ミラー ユーロタイプ オーバル ブラック 1個　　
　　　　　　　　品番２０３‐８０８５ 定価￥２,５００ （税抜）　JAN 4934154135881 Ｄ

●左右兼用のユーロタイプミラー。低く構えたスタイルを実現できる可動式のミラー。
当社 モンダビ１２５やレブル２５０ フェアリングスタイルのカスタムでも使用。
●付属ボルト：Ｍ１０/Ｍ１０逆/Ｍ８
●１台分（左右装着）には２個必要になります。　

●座り心地が良く、足つき性に優れ、見た目が良い！そんな多くの
意見を取り入れたカスタムシートの登場！
モンダビ１２５で製作したイメージのままにお求めやすい価格で設定。
モンダビ１２５では艶有、艶無のツートンでしたが、艶有生地で見直し。
タックロール部もあえて縫製にすることで高級感をアップ！

LED SEQUENTIAL WINKER SET シーケンシャルウインカーＳＥＴ　　

YZF-R25/MT-25 YAMAHA 【JBK-RG10J/2BK- RG43J】 2015y- 
YZF-R3/MT-03 【JBK-RH07J/2BL-RHJ】

●このセットで流行の流れるウインカーに。取り付けに必要な内容をセットにして
憧れのシーケンシャルウインカーへ。●１２Ｖ５．３Ｗ /ＥＣＥ認証：50R-002954
●セット内容；ＴＲウインカー、マウントベース、延長ハーネス、ICリレー

REBEL250/500 HONDA 【2BK-MC49/2BL-PC60】 2017y-2019y 
●ウインカーランプＳＥＴ ＴＲＤシーケンシャル ＬＥＤ レブル２５０/５００ -2019y 
　　　　　　　　　品番２１９‐５１９４ 定価￥２８,０００ （税抜）　JAN 4934154461942 Ｄ

●電球タイプのウインカーである２０１７-１９yモデル対応のＴＲＤタイプのシーケンシャルウインカー
キットが登場！流れるウインカーへの交換内容をセットにしているので簡単に装着出来ます。
●１２Ｖ３．５Ｗ /ＥＣＥ認証：50R-0035400 ●セット内容；ＴＲＤウインカー、マウントベース、延長ハーネ
ス、ICリレー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

GRIP HEATER KIT グリップヒーターＫＩＴ
●グリップヒーターＫＩＴ ＧＨ０７　ＣＢＲ２５０ＲＲ 　 
　　　　　　　　　品番３０４‐８１９８１ 定価￥１６,４００ （税抜）　JAN 4934154168971 Ｄ

●ＣＢＲ２５０ＲＲへのグリップヒーター装着を考えた専用キット。本体
以外に取り付けに必要なハーネス、スロットルパイプを加えた車種専
用キット。
●セット内容：スイッチ一体式グリップヒーター、ＡＣＣ分岐ハーネス、
スロットルパイプ。

※ハザード機能は使用出来ますが、ポジション機能は使用出来なく
なります。ご了承ください。

2018y- 

※2020yモデル装着不可
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REBEL250/500 HONDA 【2BK-MC49/2BL-PC60】 

●ウインカーランプＳＥＴ ＴＲＤシーケンシャル ＬＥＤ 
　　　　　　　　　品番２１９‐５１９４ 定価￥２８,０００ （税抜）　JAN 4934154461942 Ｄ

●電球タイプのウインカーである２０１７-１９yモデル対応のＴＲＤタイプのシーケンシャルウインカーキットが登場！
流れるウインカーへの交換内容をセットにしているので簡単に装着出来ます。
●１２Ｖ３．５Ｗ /ＥＣＥ認証：50R-0035400 ●セット内容；ＴＲＤウインカー、マウントベース、延長ハーネス、ICリレー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ※ハザード機能は使用出来ますが、ポジション機能は使用出来なくなります。

ご了承ください。

LED SEQUENTIAL WINKER SET シーケンシャルウインカーＳＥＴ　　

FAIRING KIT フェアリングＫＩＴ

※商品毎に対応年式/排気量を記載。

●フェアリングＫＩＴ クロゲル  
　　　　　　　　　品番３０５‐４７８ 定価￥４５,０００ （税抜）　JAN 4934154168988 Y1

●防風効果の高いフェアリングＫＩＴが登場！これで高速
道路やロングツーリングでの疲労が軽減。風格を備えた
スタイルも目立つこと間違いなし。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

2017-2020y 

●ステーはハンドルマウントを兼ねた構造にした事で便利度アップ。
●パイプ径22.2mm/有効取付長234mm/最大積載量2kg
●下記、フォグランプＫＩＴとの併用可能。
※エンブレムステー（208-3098）、ハンドルマウントステー（204-0695）との併用は出来ません。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  FOG LAMP KIT フォグランプＫＩＴ
●フォグランプＫＩＴ ＬＥＤスモール   
　　　　　　　　品番２０５‐６１５７ 定価￥３２,０００ （税抜）　JAN 4934154157852 Ｗ1

 250/500

●新・旧のヘッドライトに対応したフォフランプＫＩＴ。
ドレスアップ効果と共に実用度もアップ。
　　　　　　　　　　　　　　　●取り付けに必要なステー
　　　　　　　　　　　　　　　や配線、スイッチも含まれた
　　　　　　　　　　　　　　　キットなので取り付けも簡単
　　　　　　　　　　　　　　　です。
　　　　　　　　　　　　　　　●エンブレムステー併用可
　　　　　　　　　　　　　　　 （208-3098） 

ENGINE GUARD エンジンガード

●エンジンガード ブラック    
　　　　　　　　品番４０５‐２３８ 定価￥１４,５００ （税抜）　JAN 4934154176525 V1

●立ちごけなど軽度な転倒に対応するエンジンガードが登場！
実際の転倒時の状態を何度も検証し、考え抜いた形状。
クランプ式のフォグランプやペグなど取付けも出来るのでツーリ
ングで活躍します。
●スチール製ブラック仕上げ●パイプ径：25.4mm　　　　　　  

2017-2020y  250/500
TAIL LAMP KIT テールランプＫＩＴ

●テールランプＫＩＴ ＬＥＤ コロナ２  
　　　　　　　　　品番２１８‐４０１８ 定価￥１５,０００ （税抜）　JAN 4934154993917 Ｖ1

2020y  250/500

●新型に対応したテールランプＫＩＴ。純正とは違う
ラウンド形状のＬＥＤタイプ。純正ウインカーに対応
　　　　　　　　　　　　　　　　したスタイリシュな形状。
　　　　　　　　　　　　　　　　※社外ウインカー装着の際
　　　　　　　　　　　　　　　　は別途ウインカーマウントベ
　　　　　　　　　　　　　　　　ースが必要です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

2017-2019y  250/500

2017-2020y  250

●ウインカーマウントベース ２箇所分  
　　　　　　　　　品番２１７‐２０４１ 定価￥１,８００ （税抜）　JAN 4934154250416 Ｄ

●2020yモデルのウインカーを社外ウインカーに変更する場合に必要
なマウントベースが登場！
●Ｍ８〜Ｍ１０のウインカーシャフト対応。
●２箇所分が１セット。

WINKER MOUNT BASE ウインカーマウントベース　　
2020y  250/500

2020yモデル 適合確認　　

●ハンドルマウントステー    
品番２０４‐０６９５ 定価￥６,０００ （税抜）

●下記の商品は２０２０yモデルへの取り付けが確認された車種別現行商品になります。

●ハンドル 65mmバック    
品番２０４‐３３８６ 定価￥８,６００ （税抜）

●エンブレムステー    
品番２０８‐３０９８ 定価￥２,４００ （税抜）

●ヘルメットロック 汎用クランプ    
品番３０３‐１５９７ 定価￥３,６００ （税抜）

●ＥＴＣステー    
品番３０４‐５１７２ 定価￥３,０００ （税抜）

●リアキャリア    
品番２１０‐２４９   定価￥２３,０００ （税抜）

●バッグサポート Ｌ/Ｒセット    
品番２１０‐４８８   定価￥1４,０００ （税抜）

●タンデムグリップ    
品番２１０‐５４８   定価￥１５,０００ （税抜）

●フロントフォークブーツ φ41mm  
品番ＨＤ‐０３２１２  定価￥４,３００ （税抜）

【汎用品装着】


