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●インナーサイレンサー
・1-3/4インチ　　ショート　：品番ＨＤ‐０５５５９ 定価￥７１５ （税抜 ￥６５０） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 JAN 4934154853419 Ｘ2 

　　　　　　　　　　　 ロング　 ：品番ＨＤ‐０５５６０ 定価￥８８０ （税抜 ￥８００） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　JAN 4934154853426 Ｘ2 　　　　　　　　　　　　　　　　　 

●ドラッグパイプやエキパイに使用可能なインナーサイレンサー。パイプ外径1-3/4インチ、2インチ用で
それぞれショート、ロングの２種を設定。

INNER SILENCER インナーサイレンサー

EXHAUST マフラー関連

【完売時販売終了のお知らせ】
既存商品 品番ＨＤ-０５５５５ ～ ＨＤ-０５５５８ のインナーサイレンサーは完売時販売終了になり、
同サイズの上記商品に移行します。

EXHAUST マフラー関連

随時切替
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・2インチ　　　 　 　ショート　：品番ＨＤ‐０５５６１ 定価￥７１５ （税抜 ￥６５０） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 JAN 4934154853433 Ｘ2
 

　　　　　　　　　　　 ロング　 ：品番ＨＤ‐０５５６２ 定価￥８８０ （税抜 ￥８００） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　JAN 4934154853440 Ｘ2 　　　　　　　　　　　　　　　　　 

Ｄ：40.5 / d：32±1 / W：30 / L：101 （ｍｍ）

Ｄ：40.5 / d：32±1 / W：30 / L：203 （ｍｍ）

Ｄ：47.5 / d：32±1 / W：30 / L：101 （ｍｍ）

Ｄ：47.5 / d：32±1 / W：30 / L：101 （ｍｍ）

ハーレー初のアドベンチャーモデルをさらに使いやすく、便利に！

●ヘルメットロック ブラック パンアメリカ１２５０/スペシャル 21ｙ- 　  
　　品番ＨＤ‐０５１５３ 定価￥４,４００ （税抜 ￥４,０００） 　JAN 4934154852702 Ｗ  

●ハーレー初のアドベンチャースタイルのパンアメリカ／スペシャル対応のマストアイテム、ヘルメットロックが登場！！あれば便利なだけじゃなく、オプションのサイドパニア
ケース/ステーにも対応。様々な条件を考慮しつつ使い勝手の良い場所に設置しました。●左タンデムステップに共締め　●スチール製ブラック仕上げ　

PAN AMERICA/S HARLEY DAVIDSON
【RA1250/S】2021y- 

HELMET LOCK ヘルメットロック １２月上旬発売予定

ハーレー初のアドベンチャーモデルをさらに使いやすく、便利に！

●サイドスタンド エクステンション ブラック 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　パンアメリカ１２５０/スペシャル 21ｙ- 　  
　　品番ＨＤ‐０３１３２ 定価￥７,７００ （税抜 ￥7,０００） 　JAN 4934154853402 Ｗ  

●エンジンに隠れて出しにくいサイドスタンドを出しやすく、乗ったままでも払いやすくするエクステンションがパンアメリカ／スペシャル対応で登場！操作時の不安を
軽減しつつも運転中の操作に影響を及ぼさない様に設計。
●スチール製ブラック仕上げ　

SIDESTAND EXTENSION サイドスタンドエクステンション １２月上旬発売予定
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●ドライブレコーダー用フロントカメラステー ブラック ニンジャ１０００ＳＸ 20y- 　 　  
　　品番３０４‐５１９２Ｆ 定価￥２,６４０ （税抜 ￥２,４００）  JAN 4934154169619 Ｗ1 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　●スチール製ブラック仕上げ
●キャンプ用品など重い荷物を載せた際に不安定になる車体もこのワイドプレート サイドスタンドがあれば安心して荷物を積み込んだり下ろしたり出来ます。
荷物を載せても車体が安定するようにサイドスタンドの角度など見直し理想の形状に作り上げました。　不整地でもワイドなプレート部がスタンドの沈み込みを防ぎます。　

WIDE PLATE SIDESTAND ワイドプレートサイドスタンド ２０２２年１月予定

●ドライブレコーダーを取り付けたい・・・でもカメラの取付けが大変だ！という声に応えるカメラステー
シリーズにニンジャ１０００ＳＸ用が登場！
●当社ＡＤ７２０/１０８０Ｊ、ミツバサンコーワ社製品に対応●スチール製ブラック仕上げ 
●リア用はナンバー共締めタイプ(３０４-５１８０）またはフェンダーレスキット装着車にも対応する
サイドマウントタイプ(３０４-５１９０）を別途ご用意下さい。

DRIVE RECORDER CAMERA STAY ドライブレコーダーカメラステー
１１月中旬予定

【編集後記】２０２１年１１月 営業日
早いものでもう１１月です。あっという間に１年が終わりそうです。コロナ禍、緊急事態宣言というこれまでとは違う非日常が長く
続き、新しい日常が出来た１年のような気がします。
そんな感じで年末に向かって寒くなってきますが、”走りに行きたい！”という虫がうずうずしております。
緊急事態宣言が解除されたことで気分転換をしたいという気持ちが強くなっている方が多いのでは。
が、皆さん 気持ちは分かるけどが安全第一です。自分だけ気持ち良くではなく、みんなが楽しく嫌な気持ちにならないように遊び
たいですね。
冬の装備といえば、グリップヒーターですが、当社ＧＨシリーズも多くの皆様に使用していただき大変うれしく思っております。
入荷の遅れも生じてご迷惑をお掛けしておりますが・・・。
車輌メーカー様も続々と新型モデルを発表してきておりますので、これから忙しくなるかも。　　　　　　　　　　　　　 ＫＫＫ

Ninja 1000SX KAWASAKI
【2BL-ZXT02K】2020y- 

●ワイドプレート サイドスタンド ブラック クロスカブ110 2013y- 　 　  
　　品番２１３‐０５３ 定価￥９,２４０ （税抜 ￥８,４００） JAN 4934154162931 W1 
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CROSS CUB110 HONDA
【JA10/JA45】2013y- 

Z900RS/CAFE/SEKAWASAKI
【2BL-ZR900C】2018y- 

●ドレスアップ パルサーカバー ブラック　Ｚ９００ＲＳ/ＣＡＦＥ/ＳＥ　18y- 　 　  
　　品番１０１‐１５００ 定価￥１６,５００ （税抜 ￥１５,０００）  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　JAN 4934154102548 X2
 

●Ｚ１/２のカバーが取り付けられるアダプターを兼ねるアルミビレットのカバー。
純正はもちろん当社フィン付きカバーも装着出来、思い通りのカスタムを楽しめます。
※当社製 ポイントカバー メッキ（品番１０１‐０３６）が取付可能。
※取付には別途 純正Ｏリングをご準備下さい（92055-0199）
●アルミ製ブラックアルマイト仕上げ

DRESS UP COVER ドレスアップカバー 好評発売中

ELECTRICAL 電装品ELECTRICAL 電装品

●変換ハーネス ウインカーランプ　ホンダ ３Ｐ 050タイプ 　 　  
　　品番３０４‐６７６７ 定価￥２,２００ （税抜 ￥２,０００）  JAN 4934154169596 Ｃ 

●ホンダ ポジション付きフロントウインカーを社外ウインカーに変更する際に活躍する変換ハーネス。
純正３極線と２極線のウインカーを接続してポジション化。
※レンズとバルブが近い電球タイプはレンズが溶ける可能性が御座います。またシーケンシャルＬＥＤウインカー使用時には車幅灯の常時点灯で
不具合を起こす可能性が御座います。そのような問題がないウインカーを御使用下さい。

HARNESS 変換ハーネス 好評発売中

ENGINE GUARD エンジンガード

●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 

●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　　　　　　  

【お詫び】 ６月にアナウンスし、当初７月下旬販売予定でしたレブル１１００のエンジンガードが大幅に遅れてしまいましたが１１月中旬発売に
なります。お待ちいただきました皆様には大変ご迷惑をお掛けしておりますがもう少しお待ち下さい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
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Tactical SIDE Bag L
タクティカルサイドバッグ L

TC04

K3からタクティカルサイドバッグの
第2弾が大きくなって新登場！
16Lの大容量に加え、PALS対応
ポーチ類を側面のウェビングへ装着
できる嬉しい拡張機能付き！！
付属品：BAG本体・固定ベルト×3・Y字型シート固定用ベルト×1
　　　　レインカバー・下部用装着保護ベルト×2　

容量：16L

本体重量：1.2kg

材質：Polyester tarpaulin PVC

サイズ：30(高さ)×44(幅)×12(奥行)cm

ブラック ZK3-10005B

オリーブ ZK3-10005G

ネイビー ZK3-10005N

レッド ZK3-10005R

価格：￥12,100 （税抜\11,000) ランク：V1

色 品番

従来のタクティカルサイドバッグ
より横幅を9cm広げ収納力を向上。
日帰りツーリングならばこれ一つで
も十分な大きさです。

色 品番

色 品番

色 品番

11月下旬発売予定

カラーバリエーション

ブラック オリーブ
グリーン

ネイビー レッド

使い易いサイズ感の

16L
車体への装着方法は背面に備えられ
た3つのバックルを使用。容易に着脱
が可能なので、中身を取り出さずに
そのまま持ち運ぶ事も苦になりません。　

付属のY字ベルトを使った装着方法。
3つのバックルを利用し、タンデム
シートやキャリアを通して装着。
フレーム部等への装着が出来ない
車両には特に有効です。

内部の開口部はドライバッグのような
ロールトップ式を採用しており、上部
フラップの締め忘れ時にも安心な構造
です。(バッグは防水ではございません)

車体への吊り下げ時に走行風や振動
によるバタツキを抑制するDカンを
背面下部に配置。付属のベルトで
車体の任意箇所へ結びます。

PALSに対応したポーチなどをバッグ
側面へ装着可能。市販の製品を使って
自分好みにアレンジする事ができます。
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