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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。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。

INFORMATION

当社は下記日程にて夏期休業となります。
夏期休業のお知らせ

夏期休業 8月8日（土）～8月16日（日）
期間中ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

23
30
24
31

ジクサー250/SF250/150車種専用商品 ラインアップ追加！
8月中旬発売

8月下旬発売

7月下旬発売

サイドバッグサポート

フェンダーレスキット（車検対応LEDライセンスランプ付き）

ウインドシールド RS/SSシリーズ

未掲載

未掲載

未掲載

0.5h

1.0h

1.0h

サイドバッグを安全に装着

テール周りをすっきり＆コンパクトに

フルサイズのスポーツモデルにもベストマッチ！

振り分け型サイドバッグがタイヤに巻き込まれることを防ぎ、安定性を高め
る補助サポートバー。車種専用設計なのでバッグを装着しないときも目立
ちません。当社グラブバーキャリア（品番：17448　¥13,500）同時装着可能。
●スチール製マットブラック塗装仕上げ　
●左右セット　
●当社グラブバーキャリアとの同時装着可能。ただしタンデムグリップの取付不可。
※推奨最大積載重量：3kg以下（バッグ重量含む）
※�本商品は、サイドバッグをサポートする目的の商品のため、バー部分への荷掛けフック/バンド/ベルト等の
使用は不可。ただし、バッグ本体の振れ止め用ベルトの取り付けは可能。
※ウインカーがサイドバッグと接触するため、当社フェンダーレスキットとの同時装着不可。
※�本商品を装着するとタンデムシートとタンデムグリップが接触します。

純正リアフェンダーと交換することで、テール周りをすっきり＆コンパクトに
一新できるフェンダーレスキット。
専用取付ステーのほか、車検対応LEDライセンスランプから公認リフレクター＆ス
テーまで、取り付けに必要なパーツが全て入った、保安基準適合のボルトオンキット
です。
2021年新基準ナンバー角度に対応。�
●ブラケット：スチール製、電着黒塗装仕上げ
※�軽量＆コンパクト設計のため、当社指定部品（付属ステー＋ナンバープレート）以外は取付不可。特に、市
販のナンバープレートベースなどを取り付けると、荷重オーバーにより本品を破損させる原因になります。
※�当社アルミナンバープレートホルダー/軽量ナンバープレートホルダー/軽量ナンバースタビライザー併用
不可。
※�ウインカーとサイドバッグが接触するため、振り分け型サイドバッグは装着不可。

スタイリッシュなエアロフォルムのウインドシールド。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
理を施すことで耐傷性もアップしています。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φ22.2のオプションバー付属。
※�ウインドシールドは、小さな領域に集光する光学的特性上、太陽光を直接当てると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。

■ジクサー250/SF250（'20）〈2BK-ED22B〉　

■ジクサー150（'20）〈2BK-ED13N〉

■ジクサー250/SF250（'20）〈2BK-ED22B〉　

■ジクサー150（'20）〈2BK-ED13N〉

■ジクサー150（'20）〈2BK-ED13N〉■ジクサー150（'20）〈2BK-ED13N〉

17738 ¥11,000

16755 ¥12,000

17447 ¥15,00017446 ¥15,000

装着例装着例

装着例装着例

装着例装着例 装着例装着例

ウインドシールドSS/スモークウインドシールドRS/クリアー

低く構えたスモークのスクリーンがスポーティー。
●シールド寸法：高さ320mm（センター265mm)×幅365mm
●オプションバー寸法：φ22.2×長さ58mm
●ステー：スチール製黒塗装仕上げ

スクリーン上端のスポイラー部が体への風圧を低減。
●シールド寸法：高さ400mm（センター360mm)×幅360mm
●オプションバー寸法：φ22.2×長さ58mm
●ステー：スチール製黒塗装仕上げ
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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

バーコードリストはラブレター同封の別紙をご参照ください。

バーコードリストはラブレター同封の別紙をご参照ください。

補修部品

適合車種
ウインド
シールドRS
単品

ウインド
シールドSS
単品

シールドステー
LRセット（共通）

ベースステー
LRセット

ボルトナットセットA
（シールドステー側）

（共通）
ボルトナットセットB
（ボディステー側）

バーマウントシャフト
&ボルトセット
（共通）

■CT125（'20）〈2BJ-JA55〉 97519 ¥9,000 91321 ¥9,000 79423 ¥2,000 17293 ¥2,500 79424 ¥2,200 99242 ¥1,600 79425 ¥1,300

■ジクサー150（'20）〈2BK-ED13N〉 97522 ¥9,000 91317 ¥9,000 79423 ¥2,000 17574 ¥2,500 79424 ¥2,200 79443 ¥1,200 79425 ¥1,300

雨に強くコンパクトなアクセサリー電源

最大3つのアクセサリーを個別に装着
ギボシ端子（CA/CB103）3ポート
トリップ電流：7.5A×2系統（推奨電流：4A※）、5A×1系統（推奨電流：2A※）
※PTCサーミスタ使用のため

頼もしい高出力設計
主電源をバッテリーから直接取ることにより、純正電装機器への負担を減らしながら、
高出力を可能としています。

設置場所を選ばない

複数の12V電源をカンタン取り出し。

3系統のアクセサリー（ACC）電源を取り出せるコンパクトな電源ユニット。メインキー連動
で電源をON/OFFでき、防水設計で自由な場所に設置可能。

商品構成：
ユニット本体×1、両面テープ×1、
結線コネクタ×1、結束バンド×2、
結束バンド（リリースタイプ）×2

電
源
一
括
管
理

電
源
一
括
管
理

防水設計防水設計

46mm

奥行き：27mm

33mm

アクセサリー電源ユニット
[ディーユニット ウォーターレジスタント]

TM

配線図

バッテリー端子+側へ

バッテリー端子－側へ

アクセサリー電源線（ACC）へ

各電装機器へ
※別途配線加工を
　行なってください。

3 ACC

系統

防水
設計

ACC合計

20

防水設計なので、雨がかかる場所にも設置できます。
※端子接続部分は水のかからない場所に収めてください。

ギボシ端子【オス】

ギボシ端子【メス】

※PTCサーミスタは流れる電流を熱と抵抗値で管理しています。指定電流を超えた電流が流れると抵抗値が高くなり
（高温になり）遮断されます。この状態で電子機器を接続したままにすると温度が下がらないため、本体が溶ける可能性
があります。接続した機器が動作しなくなったら、速やかに取り外してください。
※ユニット本体が発熱するので、シート下などの熱のこもりやすい場所への設置はオススメしません。

ハーネス長：入力ハーネス/約1300mm　出力ハーネス/約250mm

16037 ¥2,400

8月下旬発売

発売中

アクセサリー電源ユニット D-UNIT™ウォーターレジスタント

デイトナレザース ライディングブーツ

未掲載

未掲載

新色ダークブラウン登場！

HBS-003 
ショートブーツ
¥14,000

HBS-004 
エンジニアブーツ
¥15,000

レースアップでオーソドックスなデザインのショートブーツ。
レザーの色に合わせたシューレースカラーでシックな見た目に！！
素材：�アッパー部分：牛革　内装：ポリエステル　�

ソール部分：合成ラバー
※防水性ありません。
※23.5 ～ 24.5（cm）はレディースサイズです。

オーソドックスなデザインに、モーターサイクル用として必要な機能をつめ込んだライディングブーツ。
新色のダークブラウンはハトメなどにシックなアンティークブラウンの金具を採用。
靴の雰囲気を左右するウェルトも革製に変更しました。

レザーブーツの王道デザイン。ミドル丈のエンジニアタイプ。
素材：�アッパー部分：牛革　内装：ポリエステル　�

ソール部分：合成ラバー
※防水性ありません。
※23.5 ～ 24.5（cm）はレディースサイズです。

サイズ：23.5～28.0（cm） サイズ：23.5～28.0（cm）

品番リスト 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5

ダークブラウン 17129 17130 17131 17132 17133

品番リスト 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5

ダークブラウン 17138 17139 17140 17141 17142

品番リスト 26.0 26.5 27.0 28.0

ダークブラウン 17134 17135 17136 17137

品番リスト 26.0 26.5 27.0 28.0

ダークブラウン 17143 17144 17145 17146

シフトパッド内蔵

くるぶしパッド

滑り止め加工

ファスナーカバー

サイドジップタイプ

裏地付き

（cm） （cm）

発売中、17293・17574は7月下旬発売ウインドシールド RS/SSシリーズ 補修部品 未掲載

●受 ●受 ●受
●受 ●受 ●受 ●受

：	受注発注品になります。ご注文日より最大で約30日掛かる場合があります。あらかじめご了承ください。●受
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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

33ℓtype E33 POINT X（ストップランプ無し）

26ℓtype E260 MICROⅡ（ストップランプ無し）

未掲載

未掲載

8月下旬発売

8月下旬発売

17453 ¥12,000

17449 ¥11,000

E33NX

E260NX

ヘルメットやレインウエアなどが収納できる、普段使いに便利なサイズ。シングルボタン式。
重量：ベース込み2.85kg　奥行×幅×高さ（外側）…405×468×296（mm）　
最大積載重量：3kg
※キャリア本体の積載制限以上は積載しないでください。
※�防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。

ヘルメットが1つ入るコンパクトサイズ。原付スクーターでの通勤・通学に最適。カーボン風仕上げトップパネル。
重量：ベース込み2.7kg　奥行×幅×高さ（外側）…398×393×308（mm）　
最大積載重量：3kg
※キャリア本体の積載制限以上は積載しないでください。
※�防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。
※レンズ部に防水性はありません。

汎用ベース WIDE汎用ベース M5Mベース M6Mベース MMベース

○ ○ ○ ○ ○

付属 別売り 別売り 別売り 別売り

汎用ベース WIDE汎用ベース M5Mベース M6Mベース MMベース

○ × × ○ ×

付属 別売り 別売り 別売り 別売り

収納例

収納例

装着例

装着例

17231 ¥49,000ST609

欧米ではメジャーなセミハードバッグ。

収納例

スタイリッシュなデザインが特徴のセミハードサイドバッグ。容量可変式で片側25ℓから30ℓに拡張可能。�
専用レインカバーが付属します。車体への装着には、車種別のGIVIサドルバッグサポート（TEシリーズ）が別途
必要。サドルバッグサポートへの取り付けは、上下のフックを掛けキーをロックするだけで簡単に脱着可能です。
●最大容量：25～30ℓ（片側）　●サイズ：約縦450×横260～300×高さ300（mm）
●素材：1200D/PVC�ポリエステル　●最大積載重量：4kg（片側）
※3D600（93806）のリニューアル品です。
※�TE以外から始まるGIVIサイドバッグサポート（Tシリーズ）にST609�EASYLOOKサイドバッグ（17231）は装着できません。

Ninja1000装着例Ninja1000装着例

発売中ST609 EASYLOCKサイドバッグ 未掲載

レインカバー 南京錠対応 容量可変マルチロック グリップ インナーポケット

17048 ¥1,500GB01

あらかじめ複数の荷物をまとめることで、荷
崩れを防ぐ、幅広の面ファスナー式コンプ
レッションベルト。
●荷物締付用面ファスナー2本入り　
●サイズ：1100mm×38mm　
●素材：ポリエステル
※�伸縮性素材ではありません。ゴムベルトやネットと併用
してください。

使用例使用例使用例

8月下旬発売コンプレッションベルト 未掲載

M
モ モ モ モ モ

ONOLOCK
シリーズ

M
モ モ モ モ モ

ONOLOCK
シリーズ

汎用ベース付「モノロック」シリーズトップケース。
リアキャリア既設のほとんどの車種にそのまま取
り付けが可能です。

汎用ベース付「モノロック」シリーズトップケース。
リアキャリア既設のほとんどの車種にそのまま取
り付けが可能です。

未塗装ブラック（スモークレンズ）

未塗装ブラック（スモークレンズ）

別売品（OPTION）

別売品（OPTION）

※�取り付けにはケース本体への穴開け加工が必要。
※�バックレストは補助的なものです。常に体重をかけ
た状態で使用しないでください。

※�取り付けにはケース本体への穴開け加工が必要。
※�バックレストは補助的なものです。常に体重をかけ
た状態で使用しないでください。

バックレスト

バックレスト

E78 38331 ¥4,500

E102 44041 ¥4,500

●�サイズ＝幅265×高さ136×
奥行35mm（厚みは背の部）

●�重量470g

●�サイズ＝幅260×高さ130×�
奥行40mm（厚みは背の部）

●�重量460g
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※ は2020カタログ掲載頁。 ※ は2020カタログ掲載頁。
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※ ※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。
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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
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※ ※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。
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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

8月下旬発売

発売中

ボディーバッグ 18ℓ

アルミオプションキャリア

未掲載

未掲載

コンパクトだけど多機能な
ツーリング用ワンショルダーバッグ。

TR30N/ブラック

TR30C/カモフラージュ

EX1SRAEX2M

17055 ¥11,000

17057 ¥11,000

16958 ¥22,00016956 ¥19,000

メインルームは二層式で荷物を小分けにしたいときに便利。内側の仕切りを開ければ広く使う
ことも可能です。また、内側にはタブレット、ノートパソコンへの衝撃を緩和するPCポケット付
き。サイドには出し入れしやすいサイドポケットと反対側にはボトルホルダー付きです。
●サイズ：390×260×110（mm）
●素材：600Dポリエステル

リフレクターインナーポケット

インナーポケット

PCポケット

PCポケット

17055

17057

ボトルホルダー

ワンショルダー

仕切りを開けた状態サイドポケット

メインルーム二層式PCポケット

GIVI ハードケース「E450/E43/E350 シリーズ」付属ベース変更のお知らせ
下記のGIVIハードケース「E450/E43/E350シリーズ」に付属するベースプレートが、「WIDE汎用ベース」から「汎用ベース」へ変更となりました。
2020年6月より「WIDE汎用ベース」が付属する在庫が無くなりしだい「汎用ベース」を付属した商品での出荷となります。
※従来不適合としておりましたE43シリーズも「汎用ベースプレート」での取り付けが可能となります。何卒ご了承のうえ、今後とも弊社商品をご愛顧頂きますようよろしくお願い申し上げます。

フィッティング上に取り付けて積載量アップ。

ベースプレートM8A/M8B/M9A/M9Bおよび、SRAフィッティングに取り付ける軽量なアル
ミ製荷台。幅を413mmから513mmに拡張可能で、30～50リットルのバッグを積載するの
に適しています。
●サイズ：300×413～�513（mm）（調整式）　●商品重量：0.9kg　●最大積載重量：6kg
※ベースプレートにはボルトで取り付けます。ワンタッチ脱着はできません。

ベースプレートM5/M7/M8A/M8B/M9A//M9B/M5M/M6Mおよび、SR/FZフィッティ
ングに取り付けできる軽量なアルミ製荷台。最大50リットルまでのバッグを積載するのに適
しています。
●サイズ：300×420（mm）　●商品重量：1.2kg　●最大積載重量：6kg
※ベースプレートにはボルトで取り付けます。ワンタッチ脱着はできません。

商品名 商品番号/標準価格

GIVI E450N 未塗装ブラック 68053 ¥27,000

GIVI E43NTL-ADV 95342 ¥30,000

GIVI E43NTL 95339 ¥20,000

GIVI E350B906 パールホワイト塗装 68041 ¥19,000

GIVI E350G730 シルバー塗装 68042 ¥19,000

GIVI E350N2 未塗装ブラックスモークレンズ 94625 ¥17,000

GIVI E350N 未塗装ブラック 68044 ¥16,000 WIDE汎用ベースプレート 汎用ベースプレート

50mm

50mm



※価格は「税抜価格」で表示しています。2020/8（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。2020/8（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。
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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。
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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

別売品（OPTION）

16966 ¥980

2020 年「静岡・森町 茶ミーティング」開催中止のお知らせ
新型コロナウイルス（COVID-19）の影響に伴うお客様の安全面を考慮し、10月24日（土）に開催を予定しておりました当イベント
の中止を決定いたしました。
皆様にお会いできる日を楽しみに、開催を調整して参りましたが、引き続き全国的に警戒が必要な状況に変わりはなく、今回の判断
とさせていただきました。
ご参加をご検討いただいていたお客様、出店各社の皆様にはご迷惑をおかけすることとなり大変申し訳ございません。
何とぞご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

従来のブラシより接触面積が広いので大きいパーツへの作業がしやすく、エ
ンジンやキャリパー、スイングアーム等の洗浄に便利。ブラシ先端のカーブと
一本一本強い毛足が、奥まった場所のしぶとい汚れもしっかりかき出します。
力を掛けやすいグリップは、長時間の作業でも疲れません。
●素材・・・ブラシ部：ナイロン、グリップ部：PP
※�メッキ面、塗装面には使用しないでください。塗装剥がれや傷が生じる恐れがあります。
※�走行直後のエンジンやマフラー等、熱くなっている部分には使用しないでください。

使用例使用例

8月下旬発売

発売中

モヒカンブラシ

DT-01™ 別売品（OPTION）

未掲載

未掲載

強い毛足が奥まった汚れもしっかりかき出す！

約2
20
mm

約30mm

約1
00
mm

1枚売り
※�メッキ調の商品です。画像は実際の商品と異なって見える場合があります。

DT-01オプションフェイスパネル ブリリアントシルバー

98763 ¥1,000

価格改定のご案内

商品名 商品番号/旧標準価格 2020カタログ
掲載ページ

サイドカバー　SR400/500　FRP/ブラックゲルコート 27725 ¥11,000 P915

ダミーキャップ 24484 ¥1,900 P915、921

商品番号/標準価格 JANコード

27725 ¥14,000

24484 ¥2,500

■2020年8月25日（火）価格改定商品（2020年8月25日（火）14：30受注分より実施）

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。�



※価格は「税抜価格」で表示しています。2020/8（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。2020/8（P6）株式会社 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805　

TEL：0570-055-819 FAX：0120-111819
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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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赤字は、休日とさせていただきます。

INFORMATION

当社は下記日程にて夏期休業となります。
夏期休業のお知らせ

夏期休業 8月8日（土）～8月16日（日）
期間中ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

23
30
24
31

リンク式だから誰でも、力強く、深く、堀り起こせます。
家庭菜園でも
世界が納得する性能を。
https://myfarm-daytona.jp/

ミニ耕うん機の販売およびアフターサービス業務にご協力いただける店舗を募集中です

※本製品は新規事業部での取扱いとなり、既存の国内二輪の販売ルートと
　異なることをあらかじめご了承願います。

弊社の新規事業として、ミニ耕うん機の販売を開始いたしました。 
今ブームにもなっている家庭菜園に向け、バイクで培った技術やノ
ウハウを生かし、業界初となる専用のサスペンションを備えた、力
の弱い女性や高齢者の方でも力強く耕せる耕うん機を開発いたし
ました。 つきましては、販売およびアフターサービス・メンテナンス
業務にご協力をいただける店舗を募集しております 皆様が保有さ
れている技術力・ノウハウを活かして共に業務拡大をしませんか。 
お問い合わせは下記アドレスまでメールにてお願い申し上げます。

メールアドレス:info@myfarm-daytona.jp 
株式会社デイトナ　二輪事業部
GMD グループ 伊藤まで

デイトナミニ耕うん機取扱店の募集

サスペンション
を利用してさら
に深く耕せる。

初心者でも難し
い操作いらずで
ラクラク安心。

洗練されたデザ
インが菜園の風
景をも変える。

これまでの耕う
ん機の概念を覆
す…これは発明？

バイクと並べてガ
レージに置いて
も絵になる一台。

特許出願中
国際意匠登録出願中


