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ITALJET DRAGSTER125/200 2022y-

復活した革新的デザインに実用性をアップして使いやすく！復活した革新的デザインに実用性をアップして使いやすく！

復活したトラスフレームにインディペンデントステアリングシステムで存在を示すＩＴＡＬＪＥＴ ＤＲＡＧＳＴＥＲ。街に映えるそのデザインを壊さずに使いやすさをアップさせる便利
アイテムが登場！そして、さらにそのデザインを際立たせるドレスアップアイテムも登場！

●サイドスタンドＫＩＴ イタルジェット ドラッグスター 2022y- 　
　品番ＨＺＺ‐０３０００   定価￥１９,８００ （税抜 ￥１８,０００） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　JAN 4934154893583 Ｙ1  

●センタースタンドだけではどうしても感じる不便さ。そんな声に応え、サイドスタンドを準備！
独特な車体デザインを壊さない様に、違和感がないスタイルで設定。
●材質：スチール/色：ブラック
　

HELMET LOCK 好評発売中ヘルメットロック 

●ヘルメットロック イタルジェット ドラッグスター 2022y- 　
　品番ＨＺＺ‐０５０００   定価￥４,６２０ （税抜 ￥４,２００） JAN 4934154893569 W1  

●あれば便利なアイテムであるヘルメットロックシリーズに新たにＩＴＡＬＪＥＴ ＤＲＡＧＳＴＥＲ用が登場！●左側フレームサイドに取付け。
●材質：スチール/色：ブラック
　

NUMBER TRANSFER KIT 好評発売中
ナンバートランスファーＫＩＴ 

●ナンバー トランスファーＫＩＴ  イタルジェット ドラッグスター 2022y- 　
　品番ＨＺＺ‐０１０００   定価￥２０,９００ （税抜 ￥１９,０００） 　
                                                             JAN 4934154893576 Ｙ1  

●リア周りをスタイリッシュにすっきり見せるナンバートランスファーＫＩＴが登場！マッドガードに装着されるナンバー、ウインカー
をフェンダーレスデザインでテールランプ下へ装着。●新基準 ナンバー角度採用。長さが一定の範囲を超えてしまう為、構造
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　変更が必要。●ライセンスランプ/スリムリフレクター付属
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●材質：スチール/色：ブラック
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　

TECH10 MIRROR 好評発売中
ＴＥＣＨ１０ミラーセット 

●ミラーＴＥＣＨ１０　２２．２バークランプタイプ  Ｌ/Ｒセット 　
　品番ＨＺＺ‐０７０００ 定価￥２２,０００（税抜 ￥２０,０００）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　JAN 4934154893590 Ｗ1  

●特徴あるハンドル周りのデザインを壊すことなく、スタイリッシュに見せるミラーセットが登場！
ハンドルに直接クランプする構造にする事でノーマルのレバーガードタイプウインカーとのマッチ
　　　　　　　　　　　　　　　　ングも良く、高級感も演出します。●左右セット ●２２．２mm クランプ仕様 
　

ディーラー先行販売商品につき、お急ぎでのお求めは各ディーラーにお問い合わせ下さい。

好評発売中SIDE STAND サイドスタンド 

※ソロライディングを前提とした商品のため、ナンバー位置が低い状態となっておりますのでタンデム時や荷物積載時にはマッドガードとの接触に御注意下さい。
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HELMET LOCK ヘルメットロック 

●ナンバーサイドマウントＫＩＴ装着時に必要になるテールランプ、ウインカーをＮａｎｏシリーズのコンビランプを採用し、コン
パクトにまとめるセットを用意！ランプの詳細は下記 ＨＤ-０１１９１２参照。 

SPORTSTER SHARLEY DAVIDSON 【RH1250S】 2022y- 

●ヘルメットロック ブラック スポーツスターＳ/ナイトスター 2022ｙ-　 　
　品番ＨＤ‐０５１５４  定価￥３,９６０ （税抜 ￥３,６００） JAN 4934154853464 HD3  

●バーエンドタイプの純正ミラーをのボルトマウントタイプミラーに変更する際に必要になるミラーホルダーセット。Ｍ１０ 正ネジに対応した
ホルダーなので多くの市販ミラーが使用出来ます。左右セット。
●対応パイプ径：２２．２mm/ネジピッチ：３２mm ●材質：アルミ製/色：マットブラック
※純正のバーエンドミラーは使用出来ません。
　

SADDLE BAG  GUARD サドルバッグガード 

９月上旬発売予定

●定番中の定番商品サドルバッグガードシリーズにスポーツスターＳ用が
ついに登場！特徴的な車体デザインに違和感なくマッチングするデザインと
バッグの巻き込み防止、綺麗な取付けができる実用性を両立。
車体 左側に取付け。純正ＯＰタンデムシートにも対応。●パイプ径：１６mm
●サイズ：縦２４０×横２７５mm●材質：スチール/色：マットブラック　

●サドルバッグガード スポーツスターＳ レフト 2022y- 　
　品番ＨＤ‐０７９１２   定価￥１３,２００ （税抜 ￥１２,０００） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　JAN 4934154873066 HD3  

８月中旬発売予定

●あれば便利な実用品のヘルメットロックが登場！熱量の多いエンジンとの兼ね合いも考え、実用性
だけでなく実際の使い勝手も考えました。左側ヘッドパイプ下側に装着●材質：スチール/色：ブラック　

NUMBER SIDE MOUNT KIT ナンバーサイドマウントＫＩＴ 

●ナンバーサイドマウント ブラック スポーツスターＳ 2022ｙ-　 　
　品番ＨＤ‐０１３９１１  定価 開発中 ＊9月ニュースにて 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　JAN 4934154814748 HD3  

１０月下旬発売予定

●リア周りをすっきり見せ、カスタム度もアップさせるナンバーサイドマウントＫＩＴにスポーツスターＳ用が登場！
ライセンスランプも付属になったＫＩＴ。●ステー 材質：スチール/アーム ：アルミ
※純正テールランプ、ウインカーが使用不可。別途テールランプ／ウインカー/リフレクター必要。 　

※新基準 ナンバー角度対応。全長が一定の範囲を超えた長さになるため 構造変更が必要。

＋

●ナンバーサイドマウント＆Ｎａｎｏ コンビ セット ブラック スポーツスターＳ 2022ｙ-　 　
　品番ＨＤ‐０１３９１２  定価 開発中 ＊9月ニュースにて   JAN 4934154814755 HD3  

 NANO LED LAMP SET ナノ ＬＥＤ ランプセット 

●リアウインカーステーセット Ｎａｎｏ コンビ スポーツスターＳ 2022ｙ-　 　
　品番ＨＤ‐０１1９１２  定価￥１９,８００ （税抜 ￥１８,０００） JAN 4934154814724 HD3  

９月中旬発売予定

●純正のスイングアームにマウントされたテールランプ/ウインカー/ナンバーを外して、リア周りをすっきりさせたい時に便利なランプ＆
ステーセット。人気のＮａｎｏシリーズのコンビランプを使用することで テールランプもウインカー機能も問題なし。ＥＣＥ認証も取っている
ので車検も対応。リフレクターも付属。Ｎａｎｏコンビランプなしのステーだけの設定もあります（リフレクター付属）。 　

【リア側】

●リアウインカーステーのみ スポーツスターＳ 2022ｙ-　 　
　品番ＨＤ‐０１９０１５  定価￥２,７５０ （税抜 ￥２,５００） JAN 4934154814779 HD3  

※純正タンデムシート併用不可。当社製サドルバッグガード併用可。

●フロントウインカーステーセット Ｎａｎｏ シングル スポーツスターＳ 2022ｙ-　 　
　品番ＨＤ‐０１1９１１  定価￥１５,４００ （税抜 ￥１４,０００） JAN 4934154814717 HD3  

●リアに合わせてフロントも人気のＮａｎｏシリーズ ウインカーに変更する際のセット。ＥＣＥ認証も取っているので車検も対応。
Ｎａｎｏウインカーランプなしのステーだけの設定もあります。 　

【フロント側】

●フロントウインカーステーのみ スポーツスターＳ 2022ｙ-　 　
　品番ＨＤ‐０１９０１４  定価￥２,５３０ （税抜 ￥２,３００） JAN 4934154814762 HD3  

 MIRROR HOLDER SET ミラーホルダーセット 
１０月下旬発売予定

●ミラーホルダーセット マットブラック スポーツスターＳ/ナイトスター 2022ｙ-　 　
　品番ＨＤ‐０７０８８  定価￥２,２００ （税抜 ￥２,０００） JAN 4934154870799 HD3  
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HONDA

G310GS BMW
2017y- 

ENGINE GUARD エンジンガード 

●エンジンガード マットブラック Ｇ３１０ＧＳ　2017ｙ-　 　
　品番ＢＭ‐０８５１１  定価￥２７,５００ （税抜 ￥２５,０００） JAN 4934154171452 Y  

９月中旬発売予定

●上下での組み合わせではなく、下側だけの構造で最大の効果を引き出せる様考え抜いたスタイルのエンジンガード。
見た目のドレスアップ効果も高く、軽度な転倒時のダメージから車体やライダーを守ります。
●パイプ径：２２．２mm●材質：スチール/色：マットブラック　

FUSE ヒューズ 

●ヒューズ ミニ平型 ２Ａ　５個セット　 　
　品番３０４‐７０８７ 定価￥２７５ （税抜 ￥２５０） JAN 4934154178727 Ｖ

８月中旬発売予定

●近年増えていく電装パーツの装着に対応すべく 、アンペア数の低いヒューズを設定。Ｇ３１０ＧＳ フォグランプＫＩＴ(ＢＭ-０１２３０）など
でも使用されるミニ平型タイプ ２Ａ　を商品化。　　
●５個セット 　

●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下ろしが出来ます。
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。　
●スチール製ブラック仕上げ

WIDE PLATE SIDESTAND
●ワイドプレート サイドスタンド ブラック スーパーカブ５０/１１０ 2018y- 　 　  
　　品番２１３‐０５５ 定価￥９,２４０ （税抜 ￥８,４００） JAN 4934154162993 W1 

SUPERCUB50・110 HONDA
【AA09・JA44/59】2018y- 

ワイドプレートサイドスタンド 
９月中旬発売予定

HONDA GB350/S 【2BL-NC59】2021y- 

【適合】
スーパーカブ５０（2BH-AA09）・スーパーカブ１１０（2BJ-JA44/8BJ-JA59）

●車両のクラシックなデザインを意識したカフェレーサー
イメージのビキニカウル。
防風効果という実用的な面とドレスアップ効果という両面
の満足が得られるアイテム。　
●材質：本体/ＦＲＰ製クロゲルコート仕上げ・
ステー/スチール製ブラック仕上げ 

BIKINI COWL KIT
●カウル ビキニタイプＫＩＴ クロゲル ＧＢ３５０/Ｓ 2021y- 　 　  
　　品番３０５‐４８０ 定価￥２０,９００ （税抜 ￥１９,０００） JAN 4934154169664 Y1 

ビキニカウルキット 
９月中旬発売予定

●パニアケースなどハードタイプではなく、ソフトタイプのバッグ/ケースを使用する際の必需
品になるバッグサポートシリーズにＧＳＸ-Ｓ１０００ＧＴ用が登場！
バッグが内側に入り込まないようにする実用面はもちろん、バッグを取り付けていなくても装着
していなくても車両のデザインを崩さないスタイル。
●左右一体型●スチール製ブラック仕上げ

BAG SUPPORT
●バッグサポート マットブラック ＧＳＸ-Ｓ１０００ＧＴ 2022y- 　 　  
　　品番２１０‐４９９６ 定価￥１３,２００ （税抜 ￥１２,０００） JAN 4934154205515 Ｗ1 

バッグサポート 
９月中旬発売予定

GSX-S1000GT SUZUKI
【8BL-EK1AA】2022 y-

ELECTRICAL 電装品

２０２２モデル対応！
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２０２２年８月 営業日 【編集後記】
愛車のサービスランプが点いて、もう前の点検から１年かと思いながら２か月経ってしまった。流石にそろ
そろ預けるかなと思い、ディーラーに１年点検よろしくと伝えたところ 今からだと１０月入庫になりますとの
回答。コロナの影響で乗れていなかった人がそろそろかなって預け、逆にまだ乗れそうにないからガッチ
リ整備で預けるなどピットが忙しいらしい。なるほどと思いながらオイル交換とタイヤ交換はどうにかしよう
と計画中。ついでにカスタムか？コロナや戦争の影響で、生活用品も値上げが多い。じっくり考えよう。
さて、ニュースで報道されることが多くなったバイクの事故や盗難、危険運転。でもニュースになるならば
やはり良い内容で報道されたいものです。誰かに見られているからではなく、自分の中でマナーを守って
バイク乗りって”恰好良いなって”思われると良いですね。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＫＫＫ　　　
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【価格変更】

FOG LAMP KIT
●フォグランプＫＩＴ ＬＥＤ スーパーカブ１１０ 2018y- 　 　  
　　・ブラック ステー
　　　：品番２０５‐６１５５Ａ 定価￥３７,４００ （税抜 ￥３４,０００）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　  JAN 4934154158798 X1

　　・メッキ ステー
　　  ：品番２０５‐６１５６Ａ 定価￥４１,８００ （税抜 ￥３８,０００）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　JAN 4934154158804 X1 

SUPERCUB110 HONDA
【JA44/59】2018y- 

フォグランプキット 
９月中旬発売予定

●２０２２年モデル（ＪＡ５９）の変更に合わせ、配線系を見直し。ＪＡ４４、ＪＡ５９の共通化をしました。純正オプションのフロントキャリアとの併用可能など利点はそのままに
商品内容を充実。●スチール製ステー ●フォグランプ仕様：消費電力/１８Ｗ（２灯計）・防水/ＩＰ６７相当・色温度/５０００～６２００Ｋ 

●ＵＳＢポートＫＩＴ シングル ＤＣ５Ⅴ／２．１Ａ  スーパーカブ・クロスカブ５０/１１０ 2018y- 　 　  
　　品番３０４‐６３０１Ａ 定価￥６,６００ （税抜 ￥６,０００） JAN 4934154178710 Ｄ 

２０５‐６１５５Ａ 装着例
純正ＯＰ フロントキャリア組み合わせ　 ２０５‐６１５６Ａ 装着例　

【販売終了のお知らせ】 品番205-6155(JAN 4934154157821・税込定価\33,000)、205-6156（JAN 4934154157838・税込定価\37,400）は廃番となりました。

２０２２モデル対応！

USB PORT KIT ＵＳＢポートキット 
９月旬発売予定

●２０２２年モデル（ＪＡ５９）の変更に合わせ、配線系を見直し、共通化をしました。

【完売時販売終了のお知らせ】品番304-6301(JAN 4934154178475・税込定価\6,380)は現在庫をもって廃番となります。

SIDE COVER サイドカバー 
好評発売中

MONKEY/GORILLA HONDA
角型【Z50J】1974-1977y 

●純正のアップタイプマフラーを変更した際にスペースが空く、右側にバランスよく取付けられるサイドカバーシリーズの価格見直し。

MONKEY/GORILLA HONDA
丸型【Z50JC】1978-2008y 

●サイドカバー 角型 モンキー/ゴリラ  白ゲルコート 　 　  
　　品番２０８‐０２２１ 定価￥５,５００ （税抜 ￥５,０００） JAN 4934154158842 V1 

【販売終了のお知らせ】 品番208-022(JAN 4934154137519・税込定価\4,400)は廃番となりました。

●サイドカバー 丸型 モンキー/ゴリラ 白ゲルコート  　 　  
　　品番２０８‐０２３１ 定価￥５,５００ （税抜 ￥５,０００） JAN 4934154158859 V1 

【販売終了のお知らせ】 品番208-023(JAN 4934154137526・税込定価\4,400)は廃番となりました。

MONKEY125 HONDA
【JB02/03】2018y- 

●サイドカバー モンキー１２５ 黒ゲルコート  　 　  
　　品番２０８‐０４１１ 定価￥１０,４５０ （税抜 ￥９,５００） JAN 4934154158866 W1 

【販売終了のお知らせ】 品番208-041(JAN 4934154156893・税込定価\9,350)は廃番となりました。

【夏期休業のお知らせ】

当社 夏期休業となります。
御迷惑をお掛けしますが ８／１３（土）～ ８／１５（月）

※８／１１（木）は暦通り休業となっております。

２０２２年９月 営業日

２０５‐６１５５Ａ 装着例
純正ＯＰ フロントキャリア組み合わせ　 ２０５‐６１５６Ａ 装着例　
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