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●ヤマハ用 120mm：1WD-F6240-00/2DP-F6240-00/5BE-26243-00/4GY-26242-00/4YR-26240-02/5UA-F6240-01 対応　  
　　品番２０１‐５３４１ 定価￥９００ （税抜） 　JAN 4934154125264 C 

●好みの社外グリップへの交換や、グリップヒーターの取り付けを簡単に行えるスロットルパイプが登場！純正グリップ用の周り止めのリブをなくし（メーカーによっては低く）
簡単にグリップが差し込めるようにしました。多くの車輌に対応出来るラインナップを用意しました。●樹脂製 ブラック

REAR CARRIER
●リアキャリア ブラック ＫＡＴＡＮＡ  19y 　  
　　品番２１０‐２７７１ 定価￥２８,０００ （税抜） 　JAN 4934154156978 Ｗ1 

THROTTLE  PIPE   スロットルパイプ

ハンドル廻り HAND CONTROLSUNIVERSAL

●ホンダ用 120mm：53140-KYJ-900/53140-MGS-D30/53140-K0F-T00/53140-MCF-000 対応　  
　　品番２０１‐５３５１ 定価￥９００ （税抜） 　JAN 4934154125271 C 

●ホンダ用 120mm：53140-K64-N01 対応　  
　　品番２０１‐５３５２ 定価￥９００ （税抜） 　JAN 4934154125288 C 

●カワサキ用 120mm：46019-0020/46019-0060 対応　  
　　品番２０１‐５３６１ 定価￥９００ （税抜） 　JAN 4934154125295 C 

●スズキ用 120mm：57110-21H02/57110-48H00 対応　  
　　品番２０１‐５３７１ 定価￥９００ （税抜） 　JAN 4934154125301 C 

KATANA SUZUKI 2019y 
リアキャリア

●積載量が少ない新型カタナの積載量を一気にアップする定番アイテム。
車体デザインを壊さずにツーリングや街乗りでの使いやすさをアップするス
タンダード形状の天板を採用。インナーパーツでキャリアを固定する事で
外観を大きく変えずに装着出来る様にしました。
●スチール製ブラック仕上げ  ●最大積載量：５kg
●当社製 フェンダーレスKIT（315-070）/ヘルメットロック（303-1599）
併用可。

※取付けにはシートカウルへの穴あけ加工が必要になります。

【適合】
 ｼｸﾞﾅｽX/SR・NMAX125/150・TW200/225・TRICKER・SERROW225/250・ﾏｼﾞｪｽﾃｨｰ(98y-16y)・ﾏｸﾞｻﾞﾑ・XMAX
 ・TMAX/530・ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾏｼﾞｪｽﾃｨｰ・YZF-R25/3・MT-25/3・ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾀｰ250・XJR400/1300・MT-09/ABS・XSR900・
 FZ1ﾌｪｻﾞｰ・FZ1-S/N・FZS1000・MT-10・MT-01・VMAX etc.

【適合】
 GROM・ｽｰﾊﾟｰｶﾌﾞC125・ﾓﾝｷｰ125・CB125R・CB250R(MC41)・CB250F・CB250R・CB400SF/SB・CB400X・400X・
 ・CBR400R・CB650F・CBR650F・NC700/750/S/X・CB1100・CB1300SF/SB etc.

【適合】
 CBR250RR(MC51).

【適合】
 ﾆﾝｼﾞｬ250(13-19)・Z250・ﾆﾝｼﾞｬ400(14-19)・ｳﾞｪﾙｼｽ-X250・ZX-6R(13-）・ﾆﾝｼﾞｬ650(12-18）・Z750/S・
 ｾﾞﾌｧｰ750・ZR-7/S・Z800・ZX-10R(11-19)・ﾆﾝｼﾞｬ1000(11-19）・Z1000（10-20）・H2/R etc.

【適合】
 GSR250/S/F・GSX250R・Vｽﾄﾛｰﾑ250/650/1000・GSR750・GSX-S750・GSX-S1000/F・GSX1300R etc.
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DRAIN WASHER ドレンワッシャー

●ＯＥＭ：07119963340 対応
サイズ：Ｍ２０(Φ２０．５×Φ２４×ｔ１．５)  
素材：アルミ製
品番ＢＭ‐０８７１１ 定価￥３００ （税抜） 　JAN 4934154116897 Ｖ1 

●オイル交換の際に必要なドレンワッシャーですが、輸入車用は入手しにくいのが現状。
そんな声にこたえる為に輸入車系のドレンワッシャー類を一気にラインナップ。
●１枚入り

【ＢＭＷ】

【適合】 2013y-/LCﾓﾃﾞﾙ
R1200GS/GS Adventure・R1200R/RS・R1200RT
R1250GS/GS Adventure・R1250R/RS・R1250RT　

【ＴＲＩＵＭＰＨ】
●ＯＥＭ：Ｔ3550123 対応
サイズ：Ｍ１６(Φ１６．３×Φ２４×ｔ2．０)  
素材：アルミ製
品番ＨＴＲ‐０８７００ 定価￥３００ （税抜） 　JAN 4934154893408 Ｖ1 

【適合】 2004y-2015y
Rocket Ⅲ Touring/Roadster/Classic 

●ＯＥＭ：Ｔ3558989 対応
サイズ：Ｍ１４(Φ１４．４×Φ２３×ｔ３．０)  
素材：アルミ製
品番ＨＴＲ‐０８７０１ 定価￥３００ （税抜） 　JAN 4934154893415 Ｖ1 

【適合】
Street Triple (2008y-)・Daytona675 (2006y-2015y)・Thruxton/865(2004y-)
・Tiger800/1050/XC/XR (2010y-)・Speedmaster 865 (2003y-2015y)
・Scrambler 865(2006ｙ-)・ Bonneville T100/T120 865/900(2005ｙ-)
・America 865(2002y-2015y)・Street Twin( 2016y-)・Street Scrambler(2017y-)
・Sprint ST/GT (2005y-2013y)・Speed Triple S/R(2012y-)
・Bonneville Bobber (2016y-)・Speed Twin(2019y-)・Scrambler1200(2019y-)
・Thunderbird (2010y-2015y)・Rocket Ⅲ (2004y-2015y) etc

【ＫＴＭ】
●ＯＥＭ：58038017100 対応
サイズ：Ｍ２２(Φ２２×Φ２７×ｔ２．０)  
素材：銅製
品番ＫＴＭ‐０８７１０ 定価￥４８０ （税抜） 　JAN 4934154193218 W1 

【適合】 エンジン側ドレンボルト
950 SUPER MOTO/R・950 SUPER ENDURO/R・950 ADVENTURE
・990 SUPER MOTO/R/T・990 ADVENTURE/S/R・990 SUPER DUKE/R
  

●ＯＥＭ：58038022000 対応
サイズ：Ｍ１２(Φ１２×Φ１８×ｔ１．５)  
素材：アルミ製
品番ＫＴＭ‐０８７１１ 定価￥２８０ （税抜） 　JAN 4934154193225 Ｖ1 

【適合】 
250EXC-F/SIXDAYS・350EXC-F/SIXDAYS・350 FREERIDE
・500EXC-F/SIXDAYS
・650ｼﾘｰｽﾞ/950ｼﾘｰｽﾞ(ｵｲﾙﾀﾝｸ側)
・990ｼﾘｰｽﾞ(ｵｲﾙﾀﾝｸ側)
  
・ﾊｽｸﾊﾞｰﾅ ｼﾘｰｽﾞ(VITPILEN401/SVARTPILEN401除く)

●ＯＥＭ：22032083Ａ 対応
サイズ：Ｍ２１(Φ２２×Φ２８×ｔ１．０)  
素材：アルミ製
品番ＨＤＣ‐０８７１０ 定価￥２８０ （税抜） 　JAN 4934154893347 Ｖ1 

【ＤＵＣＡＴＩ】

【適合】 
MONSTER 696(-2009ｙ)・ST2・ST3/ABS・ST4/ABS・GT1000/TOURING
・MONSTER S2R/DARK・MONSTER S2R 1000・SPORT1000/S
・MULTISTRADA 1100/S　

●ＯＥＭ：85250421A/42020017A 対応
サイズ：Ｍ１２(Φ１２．５×Φ１８×ｔ１．５)  
素材：銅製
品番ＨＤＣ‐０８７１１ 定価￥２５０ （税抜） 　JAN 4934154893354 Ｖ1 

【適合】 
SCRANBLER400/800/1100 ｼﾘｰｽﾞ・MONSTER696(2010y-)
・HYPERMOTARD 796・MONSTER796・MONSTER797/+
・MONSTER821/DARK/STRIPE/STELTH・HYPERMOTARD・HYPERSTRADA
・848/EVO・STREETFIGHTER848・HYPERMOTARD939/SP
・HYPERMOTARD950/S・HYPERSTRADA939・MULTISTRADA950/S
・SUPERSPORTS/S・STREETFIGHTER/S・HYPERMOTARD1100 EVO/SP
・MONSTER1100/S/EVO・1198ｼﾘｰｽﾞ
・DIABEL/CARBON・MULTISTRADA1200ｼﾘｰｽﾞ　
・MONSTER1200/S/R・MULTISTRADA1260ｼﾘｰｽﾞ・X DIAVEL/S

●ＯＥＭ：85250541A 対応
サイズ：Ｍ１４(Φ１４．５×Φ１９．５×ｔ１．５)  
素材：アルミ製
品番ＨＤＣ‐０８７１２ 定価￥２８０ （税抜） 　JAN 4934154893361 Ｖ1 

【適合】 
899 PANIGALE・959 PANIGALE/CORE・PANIGALE V4/S/S CORE/SPECIAL
・PANIGALE V4R・1199 PANIGALE/R/S・PANIGALE R・1299 PANIGALE FE

●ＯＥＭ：85250261A 対応
サイズ：Ｍ１２(Φ１２×Φ１６×ｔ１．５)  
素材：アルミ製
品番ＨＤＣ‐０８７１３ 定価￥２８０ （税抜） 　JAN 4934154893378 Ｖ1 

【適合】 
MONSTER S4R/S4R TESTASTRETTA(-2007y)
・DESMOSEDICIRR

●ＯＥＭ：85250541A 対応
サイズ：Ｍ３２(Φ３２×Φ３８×ｔ１．５)  
素材：アルミ製
品番ＨＤＣ‐０８７１４ 定価￥３２０ （税抜） 　JAN 4934154893385 Ｖ1 

【適合】 オイルストレーナー用
SCRANBLER400/800/1100 ｼﾘｰｽﾞ・MONSTER696・HYPERMOTARD 796
・MONSTER796・MONSTER797/+・MONSTER821/DARK/STRIPE/STELTH
・HYPERMOTARD・HYPERSTRADA・STｼﾘｰｽﾞ
・HYPERMOTARD939/SP・HYPERMOTARD950/S・HYPERSTRADA939
・MULTISTRADA950/S・SUPERSPORTS/S・GT1000/S・SPORTS1000/S
・HYPERMOTARD1100 EVO/SP・MONSTER1100/S/EVO
・MULTISTRADA1100/S

●ＯＥＭ：J770012520 対応
サイズ：Ｍ１２(Φ１２．５×ｔ２．０)  
素材：ゴム製
品番ＫＴＭ‐０８７０６ 定価￥１５０ （税抜） 　JAN 4934154193232 Ｖ1 

【適合】 オイルストレーナー用Ｏリング
DUKE125/250(2015y-)・RC250(2015y-)・DUKE390(2013y-)・RC390(2015y-)


