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新型ＧＲＯＭ対応のカスタムパーツがついに登場！新型ＧＲＯＭ対応のカスタムパーツがついに登場！

GROM HONDA
【2BJ-JC92】2021y- 

●霧や夜道だけではなく、安全のために自分の存在を示すことができるフォグランプシリーズに新型ＣＲＦ２５０Ｌ/ＲＡＬＬＹ 対応のフォグランプＫＩＴが登場。
従来品とは違いスタンダードなＣＲＦ２５０Ｌにも対応。車種専用設計のブラケットやフォグランプ用スイッチや配線類など取付に必要な部品がすべて
含まれているので装着で悩むことはありません。●仕様//消費電力：18W(2灯)　防水：IP67相当 光度：12V-452LM  照射光：白 色温度：5000～6200K
●ステー：スチール製ブラック仕上げ

TANDEM GRIP タンデムグリップ ７月中旬発売予定

●タンデムグリップ ブラック ＧＲＯＭ 21y- 　  
　　品番２１０‐５４９ 定価￥１０,４５０ （税抜 ￥９,５００） 　JAN 4934154157258 W1 

●タンデムライディング時のパッセンジャーの安心感を増すだけでなく、荷物を積んだ際の安定感も得られます。
さらに左右の荷掛けフックに別売のヘルメットロックを取付ける事も可能です。
（ヘルメットロック単体 ブラック/３０３-１５３１・メッキ/３０３-１５３２ 各￥１,９８０/税抜￥１,８００）
※ヘルメットロックの固定に別途Ｍ６ナットおよびネジロック剤の塗布が必要です。　
●スチール製ブラック仕上げ

HANDLE MOUNT STAY ハンドルマウントステー ７月上旬発売予定

●メーターガード マウントステー ブラック ＧＲＯＭ 21y- 　  
　　品番２０４‐０７０４ 定価￥９,９００ （税抜 ￥９,０００） 　JAN 4934154136864 W1 

●メーターガードのデザインを取り入れたハンドルマウントステー。メーター上にナビやスマートフォンなどが取付けられる便利アイテム。●スチール製ブラック仕上げ
●パイプ径：Φ22.2  有効取付長：約185mm  最大積載量：1.5kg 

GIXXER250/SF250 SUZUKI
【2BK-ED22B】2020y- 

STEP UP BRAKET ステップアップブラケット 好評発売中

●ステップ アップ ブラケット ジクサー２５０/ＳＦ２５０ 20y- 　  
　　品番２１３‐４３８７ 定価￥８,８００ （税抜 ￥８,０００） 　JAN 4934154157142 W1 

●純正ステップを生かしてステップポジションを変更します。●２ポジション／逆シフト不可●ポジション ①：40mmバック/13mmアップ ②：42mmバック/25mmアップ
●サイドスタンドへの加工が必要になります。 

ノーマル位置 ポジション① ポジション②

純正ステップを移動！！純正ステップを移動！！純正ステップを移動！！
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HANDLE MOUNT STAY

●フェアリングキット クロゲル レブル１１００ 21y- 　  
　　品番３０５‐４７９ 定価￥５２,８００ （税抜 ￥４８,０００） 　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　JAN 4934154169534 Ｙ1 

ハンドルマウントステー

●２５０/５００で人気のコンチネンタルスタイルを象徴するフェアリングキットをレブル
１１００でも商品化。
マウントバーも組み込まれたカウルステーも相まってロングツーリングへ行きたくなる
仕様。別売のＬＥＤ フォグランプＫＩＴと併用可。
●フェアリング：ＦＲＰ製クロゲル/ステー：スチール製マットブラック仕上げ 

７月下旬発売予定

REBEL1100/DCT HONDA
【8BL-SC83】2021y- FAIRING KIT フェアリングキット

８月中旬発売予定

●ハンドルマウントステー マットブラック  レブル１１００ 21y- 　  
　　品番２０４‐０７０８ 定価￥８,２５０ （税抜 ￥７,５００） 　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　JAN 4934154137410 Ｄ 

●スペースがありそうで確保出来ないレブル１１００に便利なハンドルマウントステーが登場。使いやすさを考えて設置場所を考え、
目線の移動が少なく、またスペース的にも問題ないメーター上部へデバイスを取り付け。
　　　　　　　　　　　　　　　　　    ●パイプ径：Φ２２．２mm/有効取付長：１４４mm ●最大積載量：１．５kg 
　　　　　　　　　　　　　　　　　    ●スチール製マットブラック仕上げ。

HANDLEBAR ５０バーハンドル ７月下旬発売予定

●ハンドルバー フィフティーバー マットブラック 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 レブル１１００ 21y- 　  
　　品番２０４‐３３８８ 定価￥１３,２００ （税抜 ￥１２,０００） 　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　JAN 4934154203559 W1 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●少し遠いと感じる純正ハンドルに比べ手前に５０mm、上に１０mmアップさせ違和感なく安心するポジションを作り出しました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　また車体色に合わせ艶が少ないマットブラック仕上げにすることで車体のバランスを崩しません。
●純正ワイヤー、ハーネス類のままで装着可能。エンド部にカラーを溶接し、純正バーエンド取付にも対応。●スチール製マットブラック仕上げ。
●サイズ：幅：７１０ 高さ：１００mm バック：１６０mm /クランプ部：Φ２５．４mm 握り部：２２．２mm  （構造変更の必要がありません。）

FOG LAMP KIT フォグランプキット ７月下旬発売予定

●フォグランプキット ＬＥＤ スモール レブル１１００ 21y- 　  
　　品番２０５‐６１６０ 定価￥３５,２００ （税抜 ￥３２,０００） 　JAN 4934154157883 W1 

●ドレスアップ効果と実用度もアップするフォグランプキット。スモールタイプのＬＥＤが違和感なく存在をアピール
します。●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） 

HELMET LOCK ヘルメットロック ６月下旬発売予定

●ヘルメットロック ブラック Φ３２ パイプクランプ レブル１１００ 21y- 等 　  
　　品番３０３‐１６０８ 定価￥３,９６０ （税抜 ￥３,６００） 　JAN 4934154193331 W 

●あれば便利なアイテムヘルメットロックにレブル１１００のフレームに
クランプ出来るタイプが登場！Φ３２パイプ対応のクランプ式なので
ＺⅠ/Ⅱなどのフレーム径にも対応。　
●スチール製ブラック仕上げ
 

エンブレムステー レブル２５０/５００/１１００
　品番２０８‐３０９８ 定価￥２,６４０ （税抜 ￥２,４００） 　

Z9-14-040 装着例<適合拡大情報＞

●別途純正 ホンダロゴ エンブレムが必要になります。
Ｚ９-１４-０３９ エンブレムＳ + ブッシュ（２）
Ｚ９-１４-０４０ エンブレムＬ + ブッシュ（２）  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　定価 各 ￥３,９６０　　
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REAR CARRIER リアキャリア ７月中旬発売予定

●リアキャリア マットブラック  レブル１１００ 21y- 　  
　　品番２１０‐２７６２ 定価￥１９,８００ （税抜 ￥１８,０００） JAN 4934154157340 W1 

●車体イメージを壊さないようにデザインされたリアキャリア。パイプ径Φ１９mmを使用し、
積載量を一気にアップさせます。
●最大積載量：５㎏ 
●天板サイズ：縦２５０×横２６０（最大値）
●スチール製マットブラック仕上げ。
●当社バッグサポート および純正ＯＰサドルバッグステー併用可。
当社タンデムグリップおよび純正ＯＰリアキャリア、バックレスト併用不可。

BAG SUPPORT バッグサポート ７月下旬発売予定

●バッグサポート マットブラック  レブル１１００ 21y-
　・左右セット    
　　品番２１０‐４８９　 定価￥１９,８００ （税抜 ￥１８,０００） 　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　JAN 4934154205430 W1

　 ・左側のみ    
　　品番２１０‐４８９２ 定価￥１０,４５０ （税抜 ￥９,５００） 　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　JAN 4934154205447 W1  

●サイドバッグの巻き込み防止と綺麗にバッグを取り付ける際に必要なバッグサポートがレブル１１００用で登場！これ一つで
バッグが取付け出来るように考えたＡＬＬ ＩＮ ＯＮＥ タイプ。用途に合わせて左右セット、左側の２パターンで設定。
●パイプ径：Φ１６mm/上部ループ間(最大値）：２８０mm●スチール製マットブラック仕上げ。
●当社リアキャリア、またはタンデムグリップと併用可。純正ＯＰリアキャリア併用可。純正ＯＰサドルバッグステー併用不可

TANDEM GRIP タンデムグリップ ７月下旬発売予定

●タンデムグリップ マットブラック  レブル１１００ 21y- 　  
　　品番２１０‐５５１ 定価￥１８,１５０ （税抜 ￥１６,５００） 　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　JAN 4934154157920 Ｗ1 

●タンデムライドの際の安心感だけではなく、荷物の積載時の安心感も考えたタンデムグリップ。車体のデザインに合わせた
Φ１９mmのパイプの曲線が違和感なくマッチングします。●スチール製マットブラック仕上げ。
●当社バッグサポート および純正ＯＰサドルバッグステー併用可。当社リアキャリアおよび純正ＯＰリアキャリア、バックレスト
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　併用不可。

ENGINE GUARD エンジンガード ７月下旬発売予定

●エンジンガード  マットブラック  レブル１１００ 21y- 　  
　　品番４０５‐２４０ 定価￥２２,０００ （税抜 ￥２０,０００）  
                                                                JAN 4934154176549 W1 

TAIL LAMP KIT ＬＥＤテールランプＫＩＴ ８月中旬発売予定

●テールランプＫＩＴ ＬＥＤ Ｃｏｒｅテール  レブル１１００ 21y-  
　　品番２1８‐４０１９ 
     定価￥１９,８００ （税抜 ￥１８,０００） 　
　　　JAN 4934154330194 W1 

●大好評 発売中のレブル２５０/５００用のＬＥＤ Ｃｏｒｅテールキット
に１１００用が登場！イメージはそのままに１１００用として専用設計。
純正ウインカー対応。
●スチール製ブラック仕上げ。

●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。
●スチール製マットブラック仕上げ●パイプ径：25.4mm　　　　　　  

●併用組み合わせ

当社製品の組み
合わせのみ掲載。

210-2762+210-489 210-551+210-489
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BOX BASE 

●リアキャリア ＢＯＸベース ブラック ＣＴ１２５ 20y- 　  
　　品番２１０‐２７６３ 定価￥８,８００ （税抜 ￥８,０００） 　JAN 4934154157913 Ｗ1  

ボックスベース

●大型だけどＢＯＸ類の積載がしにくい純正キャリアの上に当社リアボックスやＧＩＶＩボックス、
今人気のＪＭＳ社一七式特殊荷箱を積載しやすくするＢＯＸベースが登場！
●当社 リアボックス５０/３０L（９０８-００９/０１２）、ＧＩＶＩ社モノロック、Ｍ３ モノキーベース、ＪＭＳ社
一七式特殊荷箱の取付け位置に対応。●スチール製ブラック仕上げ 　

７月上旬発売予定

CT125・HUNTER CUB HONDA
【2BJ-JA55】2020y- 

908-009装着例 JMS社一七式特殊荷箱装着例

LED TAILLAMP UNIT  ＬＥＤテールランプユニット ７月中旬発売予定

●テールユニット ＬＥＤテール スモーク ＣＴ１２５ 20y- 　  
　　品番２１７‐７０２０ 定価￥１６,５００ （税抜 ￥１５,０００） 　JAN 4934154380205 Ｗ1  

●大人気のＣＴ１２５・ハンターカブ用のテールランプユニットが登場。消灯時はスモークレンズで控えめに、点灯時は奥行を感じられる発光になってカスタム度を一気に
アップさせます。純正と取りかえるだけの簡単装着。　

テールランプ点灯 ストップランプ点灯 消灯状態

DRESS PARTS
FENDER FLAP フェンダーフラップ ６月下旬発売予定

●ユニバーサルの泥除けのチェッカーパターンがリニューアル。１２０mmピッチで原付から大型車まで使用可能。弾力性・柔軟性・耐久性に優れたＥＶＡ樹脂製。
●サイズ：１８８×１６５mm 

●フェンダーフラップ チェッカーパターン ユニバーサル  
　　品番２０６‐９０６０ 定価￥１,４３０ （税抜 ￥１,３００） 　JAN 4934154157326 C  

※ナンバー下にリフレクター等が隠れる場合は
リフレクターを移設して下さい。
※紫外線により色が褪せる場合がございます。
※ツメで印字部をこすると消える場合がございます。

＜情報先出し＞
先ごろ発売になりました２０２２年モデル 新型 Ｈａｙａｂｕｓａが入庫しました。
すでに多くのユーザー様より、多くのご要望をいただいております。
少しずつそれぞれのアイテムの形状が出来始めています。
商品詳細は随時ＳＮＳなどでアップしていくのでご期待下さい。

２０２１年６月 営業日

平素は当社製品を御愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、昨年より続く新型コロナウイルスの世界的な感染拡大の影響があり、部材供給の遅れ、生産性の低下、輸送の遅延が発生しております。
そのため想定以上の生産の遅れ、納期の遅れなど商品を楽しみにお待ちのお客様には大変ご迷惑をお掛けしております。
出来るだけ遅れが出ないように様々な調整を行っておりますが、日々状況が変化している為ご迷惑をお掛けする状態が続いております。
御理解いただきますようお願い申し上げます。

1 2 3 54
6 87 9 10 1211

15 1614
23

13

27

18
21

17 19
20 22 24 25 26

28 3029

日 月 火 水 木 金 土

＜新型コロナウイルスの影響に関して＞

※ＢＯＸによっては取付けに別途ネジ類が必要になります。
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