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DAYTONA "Love Letter" is a monthly leaflet full of attractive news on motorcycle parts, accessories, and other information.
Please give us an order by fax, phone, or mail.
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は単独での取付
作業時間の目安。

※ ※は必須同時交換品を含めた
トータル作業時間の目安。

は規定の条件を満たせば
公道使用できます。

※ 公道使用

ＮＯ※ は法基準に抵触するため
公道使用できません。

0.5h1.5h
※ は2020カタログ掲載頁。 は単独での取付

作業時間の目安。
メーカー： ■＝スズキ ■＝ハーレーダビッドソン

■＝その他外車■＝ヤマハ ■＝カワサキ
■＝ホンダ※ ※は必須同時交換品を含めた

トータル作業時間の目安。
は規定の条件を満たせば
公道使用できます。

※ 公道使用

ＮＯ※ は法基準に抵触するため
公道使用できません。

0.5h1.5h
※ は2020カタログ掲載頁。

スマートフォンからなら
デイトナWEB専用アプリが便利！

今すぐ
ダウンロード！

新着情報をチェック！ デイトナアプリ

メーカー： ■＝スズキ ■＝ハーレーダビッドソン
■＝その他外車■＝ヤマハ ■＝カワサキ

■＝ホンダ
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赤字は、休日とさせていただきます。

純正ライクな見た目で車両の雰囲気を崩さないヘル
メットホルダー。車種専用設計なので、スマートに取り
付けができます。
※純正ツールボックスと共締めとなります。
※�カギのみの補修設定はありませんので、カギの紛失にはご注意くだ
さい。（カギ2本付属）

ウインドシールド RSシリーズ/SSシリーズ

マルチマウントバーFE

サドルバッグサポート左側専用

ヘルメットホルダー

未掲載

未掲載

未掲載

未掲載

5月中旬発売

発売中

5月下旬発売

発売中

■CT125（'20）〈JA55〉 ■CT125（'20）〈JA55〉

16885 ¥15,000 16886 ¥15,000RS/クリアー SS/スモーク

●シールド寸法：高さ440mm（センター430mm)×幅375mm
●ステー部：スチール黒塗装

●シールド寸法：高さ370mm（センター340mm)×幅355mm
●ステー部：スチール黒塗装

装着車両 ： ■CT125〈JA55〉 装着車両 ： ■CT125〈JA55〉

スポーティーなエアロフォルムのウインドシールドセット。ポリカーボネート（厚さ3mm）を採用。同厚のアクリルに対し約30倍の強度を持ち、高い透明度と耐久性を両立。またハード
コート処理を施し耐傷性をアップ。ウインドシールドの角度調整（約10度）が可能な車種専用の取付ステー付き。スマホやメーター等が装着可能なオプションバーφ22.2×58L付属。 0.5h

0.5h

0.25h

0.25h

16887 ¥3,600

97014 ¥7,000

16890 ¥3,600

97016 ¥23,000

スマートフォンやドリンクホルダーなどの取り付け
に便利。存在を主張しすぎないブラックボディ＆ス
テーを採用。
●パイプ径φ22.2mm/取付有効長200mm
●パイプ部、ステー：スチール黒塗装　
●ミラーアダプター部：スチール黒塗装　●耐荷重：１kg

振分け型サイドバッグを装着した際の安定性を高めるサポートバー。専用設計で純正リア
キャリアとの相性も抜群。走行中の不安や危険を解消（リアタイヤへの巻込み防止）し、安
心して運転に集中できます。スッキリしたデザインでバッグ非装着時でも、目立ちません。
●スチール製マットブラック塗装仕上げ

サドルバッグ装着時の定番アイテム 純正アンダーフレームの置換えで
エンジンガード化！

■CT125（'20）〈JA55〉

■CT125（'20）〈JA55〉

■CT125（'20）〈JA55〉

■CT125（'20）〈JA55〉

装着例

装着例

装着例

装着例

骨太な外観、φ25.4スチールパイプ製の強固なエンジンガード。立ちゴケ等の軽度な転倒に
対し、エンジンや操作ペダルのダメージを軽減します。エンジンガード本体上側にストレート区
間を長く設けたことにより、車体上側の保護の他、アクションカメラ/灯火類を装着できます。
●スチール製シルバー塗装仕上げ　●純正アンダーガード装着可能。

パイプエンジンガード 未掲載 6月下旬発売

0.5h

【NEW RELEASE】
CT125（'20）・ハンターカブ
車種専用商品 デビュー！
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は単独での取付
作業時間の目安。

※ ※は必須同時交換品を含めた
トータル作業時間の目安。

は規定の条件を満たせば
公道使用できます。

※ 公道使用

ＮＯ※ は法基準に抵触するため
公道使用できません。

0.5h1.5h
メーカー： ■＝スズキ ■＝ハーレーダビッドソン

■＝その他外車■＝ヤマハ ■＝カワサキ
■＝ホンダは単独での取付

作業時間の目安。
※ ※は必須同時交換品を含めた

トータル作業時間の目安。
は規定の条件を満たせば
公道使用できます。

※ 公道使用

ＮＯ※ は法基準に抵触するため
公道使用できません。

0.5h1.5h
メーカー： ■＝スズキ ■＝ハーレーダビッドソン

■＝その他外車■＝ヤマハ ■＝カワサキ
■＝ホンダ

5月下旬発売

6月下旬発売

VELONA™ タコメーターキット φ60/φ48

スクリーンキット

未掲載

未掲載

待望のREBEL専用タコメーターキット 1.5h

0.25h

■REBEL250（'17〜'19） ■REBEL250（'20）

■REBEL250（'17〜'19）/スモーク ■REBEL250（'17〜'19）/スモーク

■REBEL250（'17〜'19）/クリアー ■REBEL250（'17〜'19）/クリアー

17252 ¥18,500 17284 ¥18,500

15571 ¥21,000 17492 ¥15,300

17489 ¥21,000 17493 ¥15,300

92569 ¥17,000 17283 ¥17,000

φ60/9000rpm表示 φ60/9000rpm表示

φ48/9000rpm表示 φ48/9000rpm表示

REBEL250の雰囲気にマッチしたブラックボディのVELONAφ60/48タコメーターキット。ボルトオンで純正スピードメーター左上にバランス良く配置できます。
メーターは常用回転域で見やすい9000rpm表示。メーターステーは振動対策のためラバーマウントを採用しています。
●φ48はバックライトカラーが3色切り替え可能（白、青、橙）。
※実際には10000rpm超える程度までエンジンは回りますが、常用域の視認性を優先し、9000rpmタコメーターを採用しました。
※9000rpm以上の回転数は表示されません。　※‘17〜’19モデル用は配線加工が必要です。

92569

1725217252：装着例

92569：装着例

17284：装着例 17284

17283：装着例 17283

快適ツーリングを約束します
ロングセラーであるブラストバリアー/エアロバイザーのスクリーンとステーがセットになった車種別専用キット。
付属部品を組み替えることでスクリーンの角度を3ポジション変更できます。（ブラストバリアーのみ）
●スクリーン部：ポリカーボネート製（3mm）　●ステー部：スチール製黒塗装
※スクリーンは傷つきやすいので、乾ぶきはしないでください。
※�スクリーンが汚れた場合は、傷のつきにくいやわらかい布と中性洗剤を使用して多量の水で洗い流してください。
※ガソリン・シンナー等有機溶剤・コンパウンド入りのクリーナー等は使用しないでください。
※�スクリーンは、太陽光を直接当てると、小さな領域に集光する光学的特性上、車体の他の部分に損傷を与える場合がありますので、直射日光が当たったままの状態で駐車しないでください。
※�REBEL250/500（Sエディション含む）'20モデル不可。

■BlastBarrier（ブラストバリアー）車種別キット ■Aerovisor（エアロバイザー）車種別キット

補修部品（15571、17489、17492、17493）用

17494 ¥11,000

■補修用スクリーン取付ステー
REBEL250/500（'17〜'19）専用。
バイザーとボルト、ナット等小物類以外のマウント用補修品。

15571：装着例 17492：装着例17489：装着例 17493：装着例
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は単独での取付
作業時間の目安。

※ ※は必須同時交換品を含めた
トータル作業時間の目安。

は規定の条件を満たせば
公道使用できます。

※ 公道使用

ＮＯ※ は法基準に抵触するため
公道使用できません。

0.5h1.5h
メーカー： ■＝スズキ ■＝ハーレーダビッドソン

■＝その他外車■＝ヤマハ ■＝カワサキ
■＝ホンダは単独での取付

作業時間の目安。
※ ※は必須同時交換品を含めた

トータル作業時間の目安。
は規定の条件を満たせば
公道使用できます。

※ 公道使用

ＮＯ※ は法基準に抵触するため
公道使用できません。

0.5h1.5h
メーカー： ■＝スズキ ■＝ハーレーダビッドソン

■＝その他外車■＝ヤマハ ■＝カワサキ
■＝ホンダ

発売中

6月中旬発売

6月中旬発売

5月下旬発売

GIVIスペシャルラック

アジャスタブルリアショック

パイプエンジンガード

LEDフェンダーレスキット

未掲載

P920

未掲載

未掲載

1.5h

■ADV150（'20） 17184 ¥13,000

16986 ¥14,000

スッキリ＆コンパクト！
純正ウインカーに対応したLEDライセンスランプ付アルミ製フェンダーレスキット。
スリムリフレクター付属。2021年度新基準対応。ライセンスランプもカプラーオン設計。
●メインステー：スチール製黒塗装
●ウインカーステー：アルミ製ブラックアルマイト仕上げ

適合車種 装着方法
装着に必要なフィッティング類 対応�

TOPケース
対応�

サイドケース 備　　考
フィッティング 指定同時装着品

■�ADV150（'20） シングル SRV-ADV150 
16986 ¥14,000 付属モノロックベース（M5M）

モノロック
（B32、B27N、

E250、E230を除く）
− ●最大積載重量：3kg

1.0hオールアルミ製の軽量なリアショック
スポーツ性と乗り心地を両立したアジャスタブルショックをリニューアル。従来品に対しスプリ
ング特性を変更し、ストロークの奥でふんばる特性になりました。また、リアショックの外径を
φ65→φ61に小径化すると共に、サポートスリーブを追加。エンド部はラバーブッシュを採用
しました。SR400/500全年式対応。最大荷重を確保し2人乗りにも対応しています。
●スプリングプリロード：無段階調整�
●車高調整：無段階(最大322〜333mm)�
●伸び側減衰力：20段階調整
●不等ピッチスプリング採用（バネレート：1.6・2.4kgf/mm）�
●スプリングは粉体塗装仕上げ
●当社サドルバッグサポート（78734/78735）が同時装着可能です。
※�チェーンケースの加工（接触部の要カット）、またはKEDOアルミチェーンガード（95115）の同時装着が必要。

15703

15702

サポートスリーブが追加されました。

15702 ： 装着例

■SR400/500（'78〜'08）
■SR400（'10〜'19）FI

15702 ¥47,000

15703 ¥47,000

クリアーボディ、ブラックスプリング

ブラックボディ、ブラックスプリング

92380 ¥21,000

■W800/STREET/CAFE（'19）

■W800（'11〜'16） 

■W650（'99〜'08）

装着例

ボルトオン装着可能なφ28.6スチールパイプ製の強固なエンジンガード。�
立ちゴケ等の軽度な転倒に対し、エンジンやカウルのダメージを軽減します。
●スチール製ブラック塗装仕上げ
※過度な転倒時には商品が破損する恐れがあります。
※�本商品はブラック塗装のため、飛び石やバイク保管用保護カバーとのこすれ等で塗装がはがれ
る場合があります。
※純正状態よりバンク角が減少する場合があります。ご注意ください。

0.5h大きく張り出さず目立ちにくい



※価格は「税抜価格」で表示しています。2020/6（P5）株式会社 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805　
TEL：0570-055-819 FAX：0120-111819※価格は「税抜価格」で表示しています。2020/6（P4）株式会社 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805　

TEL：0570-055-819 FAX：0120-111819

※ は2020カタログ掲載頁。 ※ は2020カタログ掲載頁。

LoveLetter92020 June6

は単独での取付
作業時間の目安。

※ ※は必須同時交換品を含めた
トータル作業時間の目安。

は規定の条件を満たせば
公道使用できます。

※ 公道使用

ＮＯ※ は法基準に抵触するため
公道使用できません。

0.5h1.5h
メーカー： ■＝スズキ ■＝ハーレーダビッドソン

■＝その他外車■＝ヤマハ ■＝カワサキ
■＝ホンダは単独での取付

作業時間の目安。
※ ※は必須同時交換品を含めた

トータル作業時間の目安。
は規定の条件を満たせば
公道使用できます。

※ 公道使用

ＮＯ※ は法基準に抵触するため
公道使用できません。

0.5h1.5h
メーカー： ■＝スズキ ■＝ハーレーダビッドソン

■＝その他外車■＝ヤマハ ■＝カワサキ
■＝ホンダ

LINKING RACK（リンキングラック）

積載性・ファッション性・拡張性など様々な要望に応える
オールインワンタイプのラックシステムが新登場！

簡易脱着機構により、使用しないときは簡単な作業で取り外しが可能です。ラックはLOWと
HIGHの2種類をご用意。LOWラックはシングルシート装着車両のデザインを大きく崩すこと
が無いよう、コンパクトサイズに仕上げました。ガンファイタータイプやダブルタイプのシート
装着車両にはHIGHラックが装着可能です。ラック上部はシーシーバーと組み合わせても当社
製シートバッグ各種がすっぽり収まるゆったり設計。
●ラック、シーシーバーはそれぞれ単独での装着が可能。
●ラック、シーシーバー、ベースプレート：スチール製、2コートグロスブラック塗装仕上げorクロームメッキ仕上げ
●ロックプレート、プレートホルダー：アルミ製、アルマイト仕上げ
●最大積載量：10kg
●純正ドッキングハードウェア対応（単品99993＋99994の組み合わせにて装着が可能）
※ラック装着時はタンデム乗車ができません

ラックとシーシーバーの取り付けに必要な部品が揃ったオールインワンキット。

ラックのみ必要な方、後から追加で装着したい方向けの単品販
売。
※別途車種用取付キット（16099�￥25,000）が必要になります。

シーシーバーのみ必要な方、後から追加で装着した
い方向けの単品販売。
※別途車種用取付キット（16099�￥25,000）が必要になります。

ラック/シーシーバーを単品装着する場合
に必要となる部品のセット。

簡易脱着機構

■フルパッケージ

■ラック単品

■シーシーバー単品 ■車種用取付キット

99998 ¥67,000

16751 ¥22,000

16747 ¥20,000

99996 ¥67,000

16749 ¥22,000

99999 ¥67,000

16752 ¥22,000

16748 ¥20,000 16099 ¥25,000

99997 ¥67,000

16750 ¥22,000

HIGH/クロームメッキ

HIGH/クロームメッキ

クロームメッキ

LOW/クロームメッキ

LOW/クロームメッキ

HIGH/グロスブラック

HIGH/グロスブラック

グロスブラック

LOW/グロスブラック

LOW/グロスブラック

■XL1200/883系（'04〜'20）※XL1200T/CX、XR系不可

99998

16750

99997

16747 16748

16751

99997：装着例

16750（LOWラック）＋
16099（車種用取付キット）：装着例

16748（シーシーバー）＋
16099（車種用取付キット）：装着例

16752（HIGHラック）＋
16099（車種用取付キット）：装着例
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は単独での取付
作業時間の目安。

※ ※は必須同時交換品を含めた
トータル作業時間の目安。

は規定の条件を満たせば
公道使用できます。

※ 公道使用

ＮＯ※ は法基準に抵触するため
公道使用できません。

0.5h1.5h
メーカー： ■＝スズキ ■＝ハーレーダビッドソン

■＝その他外車■＝ヤマハ ■＝カワサキ
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6月下旬発売

クロームメッキは7月下旬発売・グロスブラックは6月下旬発売

サドルバッグサポートLINK 未掲載

未掲載

LINKING RACKとの同時使用可能な
新設計サドルバッグサポート
バッグの巻き込みを抑止するサポート機能とバッグをつるすハンガー機能が一つでまかなえ
るサポートセット。純正ドッキングハードウェア装着車両にも使用可能です。

LINKING�RACKと同時使用する際に余分な部品を除いた左右セット販売。
別途プレートホルダーセット（99995）をご用意いただければ単独装着も可能となり、後から
ラックやシーシーバーの拡張がしやすくなります。
※�サドルバッグサポート左右セットへのDHW付属ボルトの使用は不可（ボルト長が短いためネジの掛かりが浅くなります）

サドルバッグサポートのみ必要な方向けの単品取付用部品がセットになった片側販売。

様々なバッグサイズに対応するベルト固定ループ 振れ留めベルト固定用のループも装備

■左右セット

■ベースプレートセット ■ロックプレートセット ■プレートホルダーセット

■単品販売

99957 ¥14,000

99993 ¥7,000 99994 ¥8,000 99995 ¥10,000

99961 ¥10,000

99959 ¥10,000

99958 ¥14,000 99962 ¥10,000

99960 ¥10,000

クロームメッキ 車体左側用/グロスブラック

車体左側用/クロームメッキ

グロスブラック 車体右側用/グロスブラック

車体右側用/クロームメッキ

99961

99958

■XL1200/883系（'04〜'20）※XL1200T/CX、XR系不可

シーシーバーのみ装着したい場合 シーシーバー単品（16747/16748）＋車種用取付キット（16099）

ラックのみ装着したい場合 ラック単品（16749/16750/16751/16752）＋車種用取付キット（16099）

DHW装着車両でフルパッケージ装着したい場合 シーシーバー単品（16747/16748）＋ラック単品（16749/16750/16751/16752）
＋ベースプレートセット（99993）＋ロックプレートセット（99994）

DHW装着車両でシーシーバーのみ装着したい場合 シーシーバー単品（16747/16748）＋ベースプレートセット（99993）＋ロックプレートセット（99994）

DHW装着車両でラックのみ装着したい場合 ラック単品（16749/16750/16751/16752）＋ベースプレートセット（99993）＋ロックプレートセット（99994）

■部品組み合わせ一覧

DHW=ハーレー純正オプションのドッキングハードウェア

ハーレー純正オプションのドッキングハードウェアに当社LINKING�RACKを装着する際に必要。詳しくは、下記部品組み合わせ一覧をご参照ください。



※価格は「税抜価格」で表示しています。2020/6（P7）株式会社 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805　
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トータル作業時間の目安。
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公道使用できます。

※ 公道使用
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公道使用できません。
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■＝その他外車■＝ヤマハ ■＝カワサキ
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作業時間の目安。
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JIS規格に基づいた
安心設計

防塵防水構造
電動ファン採用！！

高輝度LED素子をHi/Low各6個配置
明るさ Hiビーム1800ルーメン/Lowビーム1600ルーメン

（当社測定より）

ドライバー一体型
色温度

白さ際立つ

6500ケルビン
見やすさ重視の

4500ケルビン

バルブ型LEDヘッドランプバルブ －Precious Ray Z－

アルミ製クロームメッキボディ

※この商品は、ハロゲンバルブ採用の直流（DC）12V二輪車専用品です。6Vや交流（AC)の二輪車には使用できません。
※購入前に取付車種とバルブ形状が一致していること、寸法図を参考にヘッドライトケース内に取付スペースが確保されていることをよくご確認ください。
　純正バルブシェード採用車はシェードまでの距離の確認も必要です。車両によっては純正バルブシェードの取り外しが必要です。
※輸入外車へ装着された場合、消費電力の違いから車体側のシステムが作動し球切れ警告灯が点灯する場合があります。

Precious Ray Z

両面計12個のLED
素子をコントロール

装着状態

バルブフランジ前方に冷却ファンを配置することでフランジ後方を小型化。
ハロゲンバルブ同等寸法なので、取付場所や配線の取り回しに悩むことはありません。
プレシャス・レイゆずりのLED素子配置で安定した照射、ハイ/ローの切り替えにも瞬時に対応。
見やすさ重視の4500ケルビンと、白さが際立つ6500ケルビンをラインアップ。

後方寸法をハロゲンバルブに近付けるため、冷却
ファンをバルブフランジ前方へ配置。

純正バルブ

寸法図

Precious Ray Z

（mm）

21.
2

50
18

49
14

2114

2422

LEDヘッドランプバルブ プレシャス・レイ Z P156 発売中

6500K（97430）点灯状態 4500K（97431）点灯状態 純正ハロゲン点灯状態

97430 ¥6,200

97431 ¥6,200

H4（6500K）/ホワイト色

H4（4500K）/電球色
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ロングツーリングも疲労軽減効果で快適!

段階着
圧
抗菌防

臭

銅
イオン

銅イオン
つま先の銅イオン
入り糸が抗菌防
臭効果を発揮。

シリコンゴム
足裏の滑り止
めゴムで靴の
中のむだな動
きを減らし疲
労を軽減

アーチサポート
土踏まず部分の
アーチサポートが
疲労を軽減。

通気性
通気性の高い
甲部分メッシュ構造。

段階着圧に加えテー
ピング固定により着
用時の疲労軽減を促
します。

テーピング

14hpa

17hpa

21hpa

程よい段階着圧で
脚スッキリ。
着用時の疲労を軽
減します。

段階着圧

意外なほど足に疲労が溜まる
ロングツーリングを快適に。
3段階の着圧により血流促進効果、土踏まず部への
アーチサポート、足裏のシリコンゴム、ふくらはぎへの
テーピング効果によって長時間のツーリングの疲れ
軽減をサポート。つま先部分は、銅イオン入り糸が抗
菌防臭効果を発揮しツーリングの疲れを軽減。
●素材：ポリエステル、綿、その他
※洗濯機を使用する場合は必ず洗濯ネットをご使
用してください。漂白剤は使用しないでください。
また、蛍光剤の入っていない洗剤を使用してくだ
さい。

シームレスインナー

疲労軽減ソックス

未掲載

未掲載

発売中

6月上旬発売

17187 ¥1,800

17185 ¥3,100

16921 ¥1,200

16922 ¥1,200

ライディングに特化したライダーのためのアイテム。
ライダーが求める要素をインナーへ盛り込み、バイクライフをより快適に。

から機能性インナーラインアップ追加。

MENS

MENS

ヘルメットインナーは、従来の縫製方法だとどうしてもおでこや頭に縫い目の跡が付きやすくなります。これを特
殊な素材とテクノロジー「スムースマックス™」によって改善しました。圧迫されても跡が付きにくく、また、中央に
メッシュ生地を採用したことで通気性も向上し、ヘルメット着用時の内部不快感を軽減します。
●本体：ナイロン（75％）・ポリウレタン（25％）　
●メッシュ部分：ナイロン（70％）・ポリウレタン（30％）
※�濃色の製品は色落ちすることがありますので、他の物との洗濯はお避けください。また、蛍光剤の入っていない
洗剤をご使用ください。洗濯ネット使用推奨。

HBV-023 
シームレス
インナーキャップ

HBV-024 
シームレス
フルフェイスマスク

疲労軽減ソックス

サイズ：フリーサイズ

サイズ：フリーサイズ

サイズ：25cm～27cm
グレー ネイビー

お悩み解消。さらば、縫い目跡！！

ブラック

ブラック

グレー

ネイビー

キャップ
タイプ
キャップ
タイプ

快適を生み出すテクノロジー
【スムースマックス™】

肌着としての着け心地を極限までこだ
わった、スムースマックス™は、断面が
ホツレない特殊な生地を無縫製の技
術により接合しています。従来の縫製
方法では、どうしても発生してしまう段差によるゴロ
つきを極限まで減らしています。薄手でストレッチ性
の高いマテリアルは肌に吸い付くようなストレスフ
リーな使用感を得られます。

中央のメッシュ生地で通気性が良く蒸れにくい。

縫い目
くっきり

縫い目
なし



※価格は「税抜価格」で表示しています。2020/6（P1）株式会社 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805　
TEL：0570-055-819 FAX：0120-111819

※価格は「税抜価格」で表示しています。
本カタログに掲載されている商品またはサービスなどの名称は、各社の商標または登録商標です。2020/6（P8）株式会社 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805　
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DAYTONA "Love Letter" is a monthly leaflet full of attractive news on motorcycle parts, accessories, and other information.
Please give us an order by fax, phone, or mail.
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は単独での取付
作業時間の目安。

※ ※は必須同時交換品を含めた
トータル作業時間の目安。

は規定の条件を満たせば
公道使用できます。

※ 公道使用

ＮＯ※ は法基準に抵触するため
公道使用できません。

0.5h1.5h
※ は2020カタログ掲載頁。 は単独での取付

作業時間の目安。
メーカー： ■＝スズキ ■＝ハーレーダビッドソン

■＝その他外車■＝ヤマハ ■＝カワサキ
■＝ホンダ※ ※は必須同時交換品を含めた

トータル作業時間の目安。
は規定の条件を満たせば
公道使用できます。

※ 公道使用

ＮＯ※ は法基準に抵触するため
公道使用できません。

0.5h1.5h
※ は2020カタログ掲載頁。

スマートフォンからなら
デイトナWEB専用アプリが便利！

今すぐ
ダウンロード！

新着情報をチェック！ デイトナアプリ

メーカー： ■＝スズキ ■＝ハーレーダビッドソン
■＝その他外車■＝ヤマハ ■＝カワサキ

■＝ホンダ

5月 6月

7月

日
31
7
14
21
28

2020年6月営業日カレンダー
月
1
8
15
22
29

火
2
9
16
23
30

水
3
10
17
24
1

木
4
11
18
25
2

金
5
12
19
26
3

土
6
13
20
27
4

赤字は、休日とさせていただきます。

補修部品 補修部品

発売中 5月下旬発売ストロンガーチェーンロック バンドホルダーP759 P706

92221 ¥4,000 17207 ¥1,300■ストロンガーチェーンロック補修用ディスクロック ■補修用コーティングバンド

ストロンガーチェーンロックの
補修用ディスクロック

ストロンガーチェーンロックの補修用だけでなく、ディスクロック単品
としても使用可能！
●シャフト系：φ12.5　●カギ3本付き
※�ディスクローターにφ12.50のシャフトが入る穴があること、穴が大
きすぎないことを確認してください。
※�カギを完全に差し込んでから解錠してください。完全に差し込まな
いまま無理に回転させますと、カギが破損する場合があります。
※カギの複製はできません。

バンドホルダー（41764�￥3,100）用のコーティングバンドのみ。
41764（バンドホルダー）専用。

発売中DAYTONA OUTDOOR SUPPLY P292〜293

大変お待たせいたしました！
焚き火台を始めとするアウトドアサプライのアイテムが、
全種類入荷しました！！
ラインアップ詳細はラブレターの2020年3月号、またはスペシャルサイトをご覧ください。

価格改定のご案内

仕様変更のご案内

商品名 商品番号/旧標準価格 2020カタログ
掲載ページ

BRAKING ディスクローター SZ11FI 76463 ¥6,700 76、77、97

商品番号/標準価格 JANコード

76463 ¥7,035

このたび弊社では、一部商品の価格を改定させていただくこととなりましたので、お知らせいたします。
これまでも弊社では、原材料や運送費の上昇を、コスト削減により吸収してまいりましたが、鋼材や副資材の度重なる値上げに対し、内部努力だけでは価格維持が困難な状況となりました。
つきましては、誠に不本意ながら下記内容のとおり価格改定を実施させていただきます。なお、価格改定後も、品番、JANコードの変更はございません。
今後も商品の品質向上に努め、お客様に喜ばれる商品開発に一層努力する所存でございます。今後とも宜しくお願い申し上げます。
■2020年6月25日（木）価格改定商品（2020年6月25日（木）15:30受注分より実施）

2020年カタログP141掲載のハイサイダーフェッララⅡのボディの仕上げが艶ありブラックから艶なしのブラスト
ブラックへ変更となりましたのでご連絡いたします。
この変更による品番・価格・JANの変更はございません。よろしくお願いいたします。

https://www.daytona.co.jp/special/outdoor/


