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NINJA250/Z250・NINJA400/Z400

HELMET LOCK  ヘルメットロック

REAR CARRIER   リアキャリア

●リアキャリア ニンジャ２５０/４００ 2018y- ブラック  
　　　　　　　　品番２１０‐２７８１ 定価￥２５,０００ （税抜）　JAN 4934154156992 W1

●遂に２０１８年にモデルチェンジしたニンジャ２５０/４００に対応したリアキャリアが登場！
車体のイメージを損なわない、小振りで実用的な天板サイズを準備！
●スチール製ブラック仕上げ
●最大積載量：５ｋｇ
●天板サイズ：240×210mm 
　 

HELMET  HOOK  ヘルメットホック

ITEMS 

●ヘルメットロック ブラック ナンバーツイン フック付    品番３０３‐１６０1 定価￥６,０００ （税抜）　JAN 4934154193256 V1

●パニアケースをサイドに取り付けている場合やその状態でタンデム走行などの際に便利なヘルメットロックが登場。さらに荷物の
固定が楽になる荷掛フックを左右に配しております。●スチール製ブラック仕上げ 
                                                                                ●装着の際に ナンバー上に25mm、ヘルメットロック間で141mmの
                                                                                スペースが必要です。
                                                                                           ※フェンダーレスキットに対応した構造ではありませんので併用しないで下さい。 

●ヘルメット ホック ４個セット
　　　　　　　　　　　　　　　品番４０１‐３０１１ 定価￥７００ （税抜）　JAN 4934154172237 W

●ジェット型ヘルメットの補修部品として好評を頂いておりましたヘルメットホックが価格変更に伴い品番変更になりました。
ボタン側はカシメもしくは潰しで固定。ベース側は付属のネジもしくはリベットなどの固定が必要になります。

KAWASAKI 【2BK-EX250P/2BL-EX400G】 2018y- 

SV650X SUZUKI

●ハンドルマウントステー ＳＶ６５０Ｘ ブラック 　　
　　　　　　　　品番２０４‐０６８５ 定価￥６,２００ （税抜）　JAN 4934154135898 Ｄ

HANDLE MOUNT STAY  ハンドルマウントステー

●セパレートハンドルスタイルのＳＶ６５０Ｘにナビやスマホなどのホルダーを付けやすくする
ハンドルマウントステーが登場！
●スチール製ブラック仕上げ 
●取付サイズ/有効長 ： φ22.2mm/約160mm ●最大積載量：1.5ｋｇ

ABS【2BL-VP55B】 

CBR650R HONDA 【2BL-RH03】 
●ハンドルマウントステー ＣＢＲ6５０Ｒ ブラック 2019y- 
　　　　　　　　　品番２０４‐０６９８ 定価￥６,０００ （税抜）　JAN 4934154135904 D

2019y- 

●ミドルクラスで人気の新型ＣＢＲ６５０Ｒ用のハンドルマウントステーが
登場！ナビやスマホなどのデバイス用ホルダーの取り付けが楽になります。
●スチール製ブラック仕上げ 
●取付サイズ/有効長 ： φ22.2mm/約150mm 
●最大積載量：1.5ｋｇ

【価格変更】 純正ロゴエンブレム+ブッシュセット 価格変更に伴う品番変更のお知らせ。
●販売終了：定価 各￥２,８００(税抜）

Ｚ９‐１４‐０２２ 　ＨＯＮＤＡ純正ロゴ（Ｓ）+ブッシュ JAN 4934154993894
Ｚ９‐１４‐０２３ 　ＨＯＮＤＡ純正ロゴ（L）+ブッシュ JAN 4934154933906

●新規設定：定価 各￥３,６００(税抜）

Ｚ９‐１４‐０３９ 　ＨＯＮＤＡ純正ロゴ（Ｓ）+ブッシュ JAN 4934154994815 Z2
Ｚ９‐１４‐０４０ 　ＨＯＮＤＡ純正ロゴ（L）+ブッシュ JAN 4934154994808 Z2⇒

2018y- 

【適合追加】 ＣＢＲ４００Ｒ（2BL-NC56） 2019ｙ- 

HELMET LOCK  ヘルメットロック

●ヘルメットロック ブラック ＣＢＲ４００Ｒ 2019ｙ- 
    　　 品番３０３‐１５５９ 定価￥３,６００ （税抜）　JAN 4934154192716 D

●フルモデルチェンジした２０１９年モデルに対応したヘルメットロックの適合が確認されました。
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NINJA250/400
●ドライブレコーダー用カメラステーセット ニンジャ２５０/４００ 2018y-   
　　　　　　　　品番３０４‐５１８１ 定価￥４,５００ （税抜）　JAN 4934154169022 W1

●カウル用ステー・リア用ステー・固定ボルト・カラー・
コードステッカー・ナンバー用ボルトのセット。
●スチール製ブラック仕上げ
 
　 

KAWASAKI 【2BK-EX250P/2BL-EX400G】 2018y- 

GSX250R SUZUKI

DRIVE RECODER CAMERA STAY ドライブレコーダーカメラステー

【2BK- DN11A】 

CBR250RR HONDA 【2BK-MC51】 2017y- 

●四輪では当たり前になりつつあるドライブレコーダー。風を切って走る２輪だからこそ、いざという時の為に
装着したいものです。でも実際取り付けてみるとどこにカメラを装着すれば良いのか、とりあえず付けると格好
が悪い。
そんな要望に応える為に車種専用のステーキットを設定しました。特に取付に困るカウル付車輌で２５０クラ
ス用をリリ－ス。これから続々登場予定です。
当社ドライブレコーダー ＡＤ７２０/１０８０Ｊへの対応はもちろんミツバサンコーワ社製品にも対応。
車種専用は前後セットで発売！

●ドライブレコーダー用カメラステーセット ＣＢＲ２５０ＲＲ 2017y-   
　　　　　　　　品番３０４‐５１８２ 定価￥４,５００ （税抜）　JAN 4934154169039 W1

●カウル用ステー・リア用ステー・固定ボルト・カラー・
コードステッカー・ナンバー用ボルト・ミラー固定ボルトのセット。
●スチール製ブラック仕上げ
 
　 

●ドライブレコーダー用カメラステーセット ＧＳＸ２５０Ｒ    
　　　　　　　　品番３０４‐５１８４　 定価￥４,５００ （税抜）　JAN 4934154169053 W1

●カウル用ステー・リア用ステー・固定ボルト・カラー・
コードステッカー・ナンバー用ボルトのセット。
●スチール製ブラック仕上げ
 
　 

YZF-R25
●ドライブレコーダー用カメラステーセット ＹＺＦ-Ｒ２５ -2018y   
　　　　　　　　品番３０４‐５１８５ 定価￥４,５００ （税抜）　JAN 4934154169060 W1

●カウル用ステー・リア用ステー・固定ボルト・カラー・
コードステッカー・ナンバー用ボルトのセット。
●スチール製ブラック仕上げ
 
　 

YAMAHA 【2BK-RG43J】 -2018y 

UNIVERSAL REAR NUMBER MOUNT

CBR650R HONDA 【2BL-RH03】 2019y- 
●ドライブレコーダー用カメラステーセット ＣＢＲ６５０Ｒ/４００Ｒ 2019y-   
　　　　　　　　品番３０４‐５１８３ 定価￥４,５００ （税抜）　JAN 4934154169046 W1

●カウル用ステー・リア用ステー・
固定ボルト・カラー・コードステッカー
・ナンバー用ボルト・
ミラー固定ボルトのセット。
●スチール製ブラック仕上げ
 
　 

●ドライブレコーダー用カメラステー ナンバー固定用    
　　　　　　　　品番３０４‐５１８０　 定価￥２,３００ （税抜）　JAN 4934154169077 W1

●ナンバー共締め固定用のリアカメラステー。当社製品 １０８０Ｊはもちろんミツバサンコーワ社製
のカメラにも対応。●横に２６mm移動可能。
●ステー本体・コードステッカー・ナンバー用ボルト・カラーのセット。
●スチール製ブラック仕上げ
 
　 

・CBR400R 2019y- 【2BL-NC56】 
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SISSY BAR シーシーバー

●シーシーバー デタッチャブル マウント ＦＸＢＢ・ＦＬＳＬ・ＦＬＤＥ ：タイヤサイズ１５０
　　　　　　  
　　

●2018年以降のソフテイルモデルをに対応したシーシーバーが登場。キャリア同様にデタッチャブル機能を有し、純正オプションのバックレストパッドにも対応した造り。
車体色に合わせて使える様にカラーもクロームメッキとブラックの２カラーを設定。
シーシーバー高さ： ３７０mm 　

SERIES 2018y- 

純正オプション ファスト・ドッキングハードウェアキット
：52300645（クローム）、52300646（グロスブラック）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を別途御用意下さい。

・ブラック   　　　　 品番ＨＤ‐０８４０1  
　　　　 定価￥４０,０００ （税抜） 　JAN 4934154550820 HD3

　　・クロームメッキ 　　　品番ＨＤ‐０８４０２  
　　　　　　　定価￥４０,０００ （税抜） 　JAN 4934154550837 HD3

・ブラック   　　　　   品番ＨＤ‐０８４０３  
　　　　 定価￥４０,０００ （税抜） 　JAN 4934154550844 HD3

　　・クロームメッキ　　　品番ＨＤ‐０８４０４  
　　　　　　　定価￥４０,０００ （税抜） 　JAN 4934154550851 HD3

・ブラック 　　　　　　品番ＨＤ‐０８４０５  
　　　　 定価￥４０,０００ （税抜） 　JAN 4934154550868 HD3

●オプション バックレスト取付用マウントクランプ   品番ＨＤ‐０８４０６  定価￥２,０００ （税抜） 　JAN 49341545550875 HD3

純正オプション バックレスト：52612-95/52412-79A 対応。

　・クロームメッキ     品番ＨＤ‐０８４００  
　　　　　　定価￥４０,０００ （税抜） 　JAN 4934154550813 HD3

●シーシーバー デタッチャブル マウント ＦＸＬＲ・ＦＸＬＲＳ ：タイヤサイズ１８０

●シーシーバー デタッチャブル マウント ＦＸＢＲ・ＦＸＢＲＳ・ＦＬＦＢ・ＦＬＦＢＳ ：W240

●純正のオプションバックレストを取り付け、固定するためのクランプ。
●スチール製 クロームメッキ仕上 　

HD-０８４００ HD-０８４００ HD-０８４０１

純正オプション ファスト・ドッキングハードウェアキット
：52300645（クローム）、52300646（グロスブラック）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を別途御用意下さい。

HD-０８４０2 HD-０８４０２ HD-０８４０３

純正オプション ファスト・ドッキングハードウェアキット
：52300643（クローム）、52300644（グロスブラック）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を別途御用意下さい。

HD-０８４０４ HD-０８４０４ HD-０８４０５

●ツーリングキャリア デタッチャブルマウント ＦＬＦＢ・ＦＸＢＲ ブラック 2018ｙ-
品番ＨＤ‐０８２８９  定価￥４８,０００ （税抜） 　JAN 4934154882860 HD3

純正オプション ファスト・ドッキングハードウェアキット
　　　　　　　　　：52300643（クローム）、52300644（グロスブラック）を別途御用意下さい。

REAR CARRIER リアキャリア

●純正ドッキングハードウェアに対応し、簡単に脱着が出来るリアキャリアに現行モデルの
ＦＸＢＲ/ＦＬＦＢ用のブラック仕上げが登場！
●スチール製ブラック仕上げ●天板サイズ：360×435mm

TRIUMPH BONNEVILLE BOBBER 
ETC MOUNT STAY ＥＴＣ ステー

●ＥＴＣ ケース取付ステー ボンネビル ボバー ブラック 
品番ＨＴＲ‐０６６５１  定価￥３,０００ （税抜） 　JAN 4934154893422 HD3

●当社製バッグサポートとの併用の御要望が多く、併用可能で仕様変更しました。従来通りに車体イメージを崩さずに車体
への取り付け可能。●スチール製ブラック仕上げ
●別途 ＥＴＣケースが必要になります。日本無線対応（HD-06664）・ミツバサンコ－ワ対応(HD-06663）　

※従来品 ＨＴＲ-０６６５０は無くなりしだい販売終了。


