
※価格は「税込金額（税抜金額）」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。2023/2（P12）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「税込金額（税抜金額）」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。2023/2（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

2022

4
2022

5
2022

6
2022

7
2022

8
2022

9
2022

10
2022

11
2022

12
2023

1
2023

2
2023

3

2023 February2 published by

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. https://www.daytona.co.jp  0570-055-819
 

2

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2022カタログ掲載頁。※ は2022カタログ掲載頁。
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赤字は、休日とさせていただきます。

INFORMATION

2023デイトナ総合カタログ 
3月上旬発売！
2023デイトナ総合カタログ 
3月上旬発売！

先行予約受付中
今年も
大増ページ

■＝ハーレーダビッドソン

メーカー：

■＝その他外車
■＝カワサキ
■＝スズキ
■＝ヤマハ
■＝ホンダ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。

※ は必須同時交換品を含めた
トータル作業時間の目安。1.5h

は単独での取付作業時間の目安。※0.5h

サドルバッグ（合皮＋1680Dポリエステル） DHS-29/DHS-30
Saddlebag (Synthetic Leather + 1680D-Polyester) DHS-29/DHS-30 1月下旬発売

32680：装着例32680：装着例 32679：装着例32679：装着例

ライダースをイメージした赤い裏地。書類や
小物の収納に便利なファスナーポケットを装
備。

2種類の固定ベルトが付属。合皮ベルトはデ
ザイン性と強度を両立。ナイロンベルトは薄
くて強度が高いため、シートレール等のすき
まに通しやすい。

ファスナーはリング付きで、盗難抑止に別売
りのダイヤルロックが使用可能。

生地の質感、糸の色、金具の形状等の素材選
びにまでこだわりをつめ込みました。

シンプルな外観の中に、細部までこだわりをつめ込んだサドルバッグシリーズ

バッグサポートを差し込むことでバッグをしっ
かり固定。

収納可能な荷物量の例 商品構成

容量

10

最大積載重量 ： 5kg　
本体重量（付属品込） ： 1.8kg
付属品 ：   バッグ本体、ひも×2、レインカバー、ボトルホルダー、ナイロン

固定ベルト×2、合皮固定ベルト×2、アジャスター25mm×2
サイズ ： H270×W360×D120（mm）
差込部有効幅 ： 260mm

D

W

H

レインカバー
付属

防犯ロック
対応 ドリンクホルダー グリップ

※バッグの装着には巻き込み防止バーとの同時装着が必要。

32679 ¥19,800(¥18,000)

32680 ¥20,900(¥19,000)

DHS-29/ラウンドプレーン

DHS-30/ラウンドダイヤ

SADDLE BAG

DHS-29
DHS-30

使いやすさはそのままに、丸みを帯びた新デザイン

DHS-29

DHS-30
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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2022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2022カタログ掲載頁。

2023 February2

SADDLE BAG

DHS-31
DHS-32

Water Resistant Saddlebag MIL

DHS-33
DHS-34

容量

6DHS-34

DHS-33

最大積載重量 ： 5kg　
本体重量（付属品込） ： DHS-31・・・1.6kg、DHS-32・・・2.4kg
サイズ ：  DHS-31・・・H200×W360×D130 

DHS-32・・・H300×W400×D150（mm）

最大積載重量：2kg　本体重量：800g
付属品：金具付き固定ベルト×2、樹脂付き固定ベルト×2
本体サイズ：H230×W280×D120（mm）
サドルバッグサポート差込部有効幅：230mm

防犯ロック
対応

防犯ロック
対応

ドリンクホルダー グリップ

グリップ

D D
W W

H
H

インナー防水構造の採用で高い防水性と晴天時の使いやすさを両立

マフラー側対応サイズを追加しました

容量

9
容量

18
DHS-31DHS-31 DHS-32DHS-32

※バッグの装着には巻き込み防止バーとの同時装着が必要。　※レインカバーは付属しません。

※レインカバーは付属しません。
※バッグの装着には巻き込み防止バーとの同時装着が必要。
※ 底面には熱に強い帆布生地を採用していますが、マフラーに接触しないように取り付けてください。

34198 ¥24,200(¥22,000)

34199 ¥13,200(¥12,000)

34194 ¥20,900(¥19,000)

34202 ¥13,200(¥12,000)

DHS-32/ブラック

DHS-33 6L/ブラック

DHS-31/ブラック

DHS-34 6L/グリーン

DHS-32

DHS-32

DHS-31

DHS-31

防水インナーバッグは脱着可能。 ファスナーはリング付きで、盗難抑止に
別売りのダイヤルロックが使用可能。

生地の質感、糸の色、金具の形状等の
素材選びにまでこだわりをつめ込みま
した。

DHS-31：収納可能な荷物量の例

商品構成
※バッグ本体以外の構成品は34194と同様です。

商品構成

DHS-32：収納可能な荷物量の例

D
W

H

型崩れや巻き込みを防止する補強板を
内蔵。

背面部をサドルバッグサポートに差し込
むことで走行時の振れを抑制。

（サドルバッグサポート差込部有効幅：
230mm）

収納可能な荷物量の例

マフラーの熱に強い帆布生地採用。 インナーには水の浸入を防ぐシーム加
工を採用。

サドルバッグ（合皮＋1680Dポリエステル） DHS-31/DHS-32

サドルバッグ DHS-33/DHS-34

Saddlebag (Synthetic Leather + 1680D-Polyester) DHS-31/DHS-32

Saddlebag DHS-33/DHS-34

1月下旬発売

34199は3月下旬発売・34202は3月上旬発売

34198

34199
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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2022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2022カタログ掲載頁。

2023 February2

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。

オーソドックスなデザインのライディングメッシュジャケット。軽くしなやかなテキス
タイル生地と通気性の高いメッシュ生地を組み合わせたライトな着心地が夏のラ
イディングに最適。付属のプロテクターはSAS-TEC（2022カタログP619）へのアッ
プグレードが可能で、胸部には別売のSAS-TEC胸部プロテクター（セパレートタイ
プCP-2（94856）、CP-7（32506）、CP-9（26377））が装着可能。
●素材：�ナイロン、ポリエステル　●ソフトプロテクター：肩・ひじ・背中

サイズ：M、L、XL、2XL

品番リスト M L  XL 2XL
ブラック 21652 21658 21662 21665

ブラック/レッド 21666 21667 21668 21669

サイズチャート M L XL 2XL
身長 160〜170 165〜175 170〜180 175〜185
体重 55〜65 60〜70 65〜75 70〜80

バスト 90〜98 92〜100 94〜102 97〜105
ウエスト 76〜86 78〜88 80〜90 83〜93

プロテクター
胸 肩 ひじ 背中
×※1 ○ ○ ○

（cm）※身長、体重は目安であり、体型によりあてはまらない場合があります。
※バスト、ウエストは当社独自の計測方法に基づく、寸法となります。
※バスト、ウエストは製品の下に着るウエアの上から計測ください。
※実際の製品は個体差が生じる場合があります。サイズは目安としてご参考ください。

※1プロテクターポケットのみ。

〈ブラック〉

〈ブラック/レッド〉

オーソドックスな
ライディングメッシュジャケット

¥11,550(¥10,500) MENS

プロテクター付属

HBJ-058 スポーツメッシュジャケット

DJ-001 フィールドメッシュジャケット

HBJ-058 Sports Mesh Jacket 

DJ-001 Field Mesh Jacket 

発売中

2月上旬発売

シンプルなマウンテンパーカースタイルの
メッシュジャケット

〈オリーブ〉

〈ブラック〉 〈ブラウン〉

シンプルなマウンテンパーカースタイルのメッシュジャケット。軽くしなやかなテキスタ
イル生地と通気性の高いメッシュ生地を組み合わせたライトな着心地が夏のライディ
ングに最適。付属のプロテクターはSAS-TEC（2022カタログP619）へのアップグレー
ドが可能で、胸部には別売のSAS-TEC胸部プロテクター（セパレートタイプCP-2
（94856）、CP-7（32506）、CP-9（26377））が装着可能。フード脱着可能。
●素材：�ナイロン、ポリエステル　●ソフトプロテクター：肩・ひじ・背中

サイズ：M、L、XL、2XL

品番リスト M L  XL 2XL
ブラック 32087 32172 32173 32176
ブラウン 32180 32181 32182 32184
オリーブ 32187 32188 32189 32190

サイズチャート M L XL 2XL
身長 160〜170 165〜175 170〜180 175〜185
体重 55〜65 60〜70 65〜75 70〜80

バスト 94〜102 96〜104 98〜106 100〜108
ウエスト 78〜88 80〜90 82〜92 85〜95

（cm）※身長、体重は目安であり、体型によりあてはまらない場合があります。
※バスト、ウエストは当社独自の計測方法に基づく、寸法となります。
※バスト、ウエストは製品の下に着るウエアの上から計測ください。
※実際の製品は個体差が生じる場合があります。サイズは目安としてご参考ください。

プロテクター
胸 肩 ひじ 背中
×※1 ○ ○ ○

※1プロテクターポケットのみ。

¥11,000(¥10,000) MENS

プロテクター付属

肩・ひじ・背中にプロテクター内蔵。

肩・ひじ・背中にプロテクター内蔵。 フード脱着可能。

肩まわりが動きやすいストレッチ素材。夏

夏

春

春
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TEL：0570-055-819 FAX：0120-111819
※価格は「税込金額（税抜金額）」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。2023/2（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

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2022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2022カタログ掲載頁。

2023 February2
DG-001 フルメッシュスタンダードグローブ

DG-002 フルメッシュプロテクターグローブ 

DG-001 Full Mesh Standard Gloves

DG-002 Full Mesh Gloves with Protector

2月下旬発売

2月下旬発売

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。

サイズ：M、L、XL¥3,850(¥3,500) MENS

手の甲側は通気性とストレッチ性に優れたメッシュ素材、手の平側は全面パンチン
グ加工を施した本革を採用。指股には通気性に優れるストレッチ素材を採用する
ことで、高いフィット感、通気性と安全性を両立。真夏でも快適にライディングでき
ます。
●素材：ポリエステル、本革（やぎ革）　
※手とグローブの密着度によりタッチパネルの感度は異なります。

品番リスト M L  XL
ブラック 32191 32208 32209
グレー 32210 32211 32235
レッド 32257 32258 32259

品番リスト M L  XL
ブラック 32260 32261 32262
グレー 32412 32417 32418
レッド 32419 32420 32421

ロングセラー「ゴートスキングローブ」のメッシュテキスタイルモデル

〈ブラック〉

〈ブラック〉

〈グレー〉

〈グレー〉

〈レッド〉

〈レッド〉

タッチパネル対応 手の平パンチング

ロングセラー「ゴートスキングローブ」の
メッシュテキスタイル、プロテクションモデル

サイズ：M、L、XL¥4,730(¥4,300) MENS

手の甲側は通気性とストレッチ性に優れたメッシュ素材、手の平側は全面パンチン
グ加工を施した本革を採用。指股には通気性に優れるストレッチ素材を採用する
ことで、高いフィット感、通気性と安全性を両立。真夏でも快適にライディングでき
ます。フローティング構造のハードナックルプロテクターは握り心地を妨げず、プロ
テクション効果を高めます。
●素材：ポリエステル、本革（やぎ革）　
●プロテクター：PVC
※手とグローブの密着度によりタッチパネルの感度は異なります。

ハードプロテクタータッチパネル対応 手の平パンチング

夏

夏

春

春
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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2022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2022カタログ掲載頁。

2023 February2

¥5,610(¥5,100)

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。

DG-003 カーボンメッシュグローブ

HBG-053 スポーツメッシュグローブ

DG-003 Carbon-Fiber Protector Mesh Gloves

HBG-053 Summer Sports Short Gloves 

2月下旬発売

発売中

品番リスト S M L  XL
ブラック 32422 32427 32433 32434
グレー 32435 32436 32438 32439
レッド 32440 32441 32442 32443
ブルー 32444 32445 32446 32447〈ブラック〉

〈グレー〉 〈レッド〉 〈ブルー〉

大好評カーボンメッシュグローブの
安全性と操作性を向上

サイズ：S、M、L、XL MENS

手の平側は全面パンチング加工を施した本革に変更。指股にはストレッチ素材を
採用することで、特徴であるソフトな装着感はそのまま、従来よりも格段に安全性
と操作性が向上しました。カーボンナックルプロテクター付き。
●素材：ポリエステル、本革（やぎ革）
●プロテクター：カーボン
※手とグローブの密着度によりタッチパネルの感度は異なります。

タッチパネル対応 手の平パンチングカーボンプロテクター

カーボンプロテクター

スポーツタイプグローブの夏用フラッグシップモデル。パンチング加工を施した本革
とメッシュ生地を組み合わせ、高い通気性と安全性を両立。転倒時、手の平の衝撃を
滑らせて逃がすパームスライダー装備。
●素材：やぎ革　●プロテクター：カーボン・ポリエステル　
●パームスライダー：TPU

品番リスト M  L  XL

ブラック 15925 15926 15943
ブラック/ホワイト 15945 15964 15965

ブラック/ホワイト/レッド 15970 15974 15977

サイズ：M、L、XL

高い通気性と安全性を両立した
本革スポーツグローブ

〈ブラック〉

〈ブラック/ホワイト〉 〈ブラック/ホワイト/レッド〉

¥6,050(¥5,500) MENS

タッチパネル対応 手の平パンチング

夏

夏

春

春



LoveLetter9

※価格は「税込金額（税抜金額）」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。2023/2（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
※価格は「税込金額（税抜金額）」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。2023/2（P7）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2022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2022カタログ掲載頁。

2023 February2
発売中

HBG-065 カフェメッシュグローブ
HBG-065 Cafe Style Mesh Gloves 

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。

HBV-029 接触冷感インナーグローブ
HBV-029 Summer inner gloves 発売中

耐摩耗性に優れたシームレス接触冷感グローブ。ストレッチ性があり、
着け心地が良いので、夏のライディンググローブのインナーに最適。
●接触冷感　●耐摩耗性　●シームレス　●ストレッチ性　
●重量：14g

ひんやり、冷たい

〈Mフリー〉

〈Lフリー〉

Mフリー
Lフリー

19010 ¥891(¥810)

19012 ¥891(¥810)

〈ブラック〉

〈アイボリー〉

ヴィンテージ風メッシュグローブ

ヘンリービギンズ立ち上げ当初の人気モデルDH-609を現在の技術で再設計。プロ
テクト効果が必要な部位には本革を多用することで安全面を確保しつつ、メッシュ
生地を組み合わせることで、通気性を両立。手の平側は耐摩耗性が高い本革を使
用。
●素材：ポリエステル、本革（やぎ革）　
※手とグローブの密着度によりタッチパネルの感度は異なります。

品番リスト M  L  XL
ブラック 19949 19958 19959

アイボリー 19960 19963 19964

タッチパネル対応

サイズ：M、L、XL¥4,180(¥3,800) MENS

夏春
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※価格は「税込金額（税抜金額）」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。2023/2（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
※価格は「税込金額（税抜金額）」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。2023/2（P7）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2022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2022カタログ掲載頁。

2023 February2

JIS規格に
基づいた安心設計

防塵防水構造（IP65相当）
電動ファン採用！！

ドライバー 一体型
ホワイト6500ケルビン
電球色 4500ケルビン

バルブのさらなる小型化と光量アップを両立

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。
※購入前に取り付け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。※個々によって色味が若干異なります。

両面計12個のLED
素子をコントロール

信頼のルミレッズ社製高輝度LED素子を、Hi/Low両面合計で12個使用したLEDバルブ。ハロゲンバルブ約半分の電力で約
３倍の明るさを発揮し、従来品のプレシャス・レイ Xに比べ、更なる小型化と光量アップも達成、多層冷却ヒートシンクと高性
能ファンで効率的に放熱することで長寿命も実現しました。
寸法はハロゲンバルブ同等なので、装着は純正バルブと差し替えるだけで、簡単に装着できます。
ホワイト色の6500ケルビンと、電球色に近い4500ケルビンをラインアップ。

バルブフランジ後方の寸法をハロゲンバルブに近づ
けるため、冷却ファンをバルブフランジ前方へ配置。

ハロゲンバルブ Precious Ray ZⅡ
（mm）

1.
2

49
14

14

22

※ハロゲンバルブの寸法は当社測定の参考寸法です。

明
る
さ

 Hiビーム
【消費電力:約24W】

ルーメン

lm2500 Lowビーム ルーメン

lm2350
ハロゲンバルブに比べ約半分の消費電力としながら約3倍の明るさを実現。対向車を眩惑せず発光するロー
ビームや大光量が必要なハイビーム切り替えにも瞬時に対応。※上記は当社測定による数値です。

【消費電力:約24W】

高輝度LED素子をHi/Low両面合計    　   個1212

LED HEAD LAMP BULBZ

46.25
29.8

23.9

16.5

21.5

LEDヘッドランプバルブ プレシャス・レイ ZⅡ
LED Head Light Bulb Precious Ray ZⅡ 4月上旬発売

6500K（97242）点灯状態 4500K（35479）点灯状態 純正ハロゲン点灯状態

純正バルブと差し替えるだけで簡単に装着で
きます。

35479 ¥10,780(¥9,800)

97242 ¥10,780(¥9,800)

H4（4500K）

H4（6500K）

ライトテスターによるテスト

■テスト車両SR400（'19）

ノーマルノーマル 6500K（97242）装着6500K（97242）装着



LoveLetter9

※価格は「税込金額（税抜金額）」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。2023/2（P8）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「税込金額（税抜金額）」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。2023/2（P9）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2022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2022カタログ掲載頁。

2023 February2

φ102

1
5
7

1
0
6

φ
3
0

28 61
12

5

HIGHSIDER®LEDウインカー

HIGHSIDER®バーエンドミラー

HIGHSIDER®LED Turn Signal

HIGHSIDER®Bar End Mirror

1月下旬発売

1月下旬発売

流行の極小タイプLEDウインカー

ヨーロッパで流行の
厚さ5mmの超薄型ミラーヘッド

32656 ¥23,100(¥21,000)

32658 ¥15,400(¥14,000)

32657 ¥18,700(¥17,000)

32657装着例32657装着例

26 16

15

12

M8×P1.25

寸法図

（単位：mm）

近未来をコンセプトにしたデザイン。
●材質：アルミニウム（ハウジング）　
●2個1セット　
●ライトスモークレンズ　
※�消費電力が少ないため、車両によってはLED対応ウ
インカーリレー（99109/99989）が別途必要です。

削り加工のエッジが効いたオーソドックス
なラウンドデザインはカフェスタイルに最
適。
●鏡面はクリアーミラー
●左右共通、片側1個入り
●材質：アルミ削り出し
●ECE規格をクリアした認証番号付
※�ハンドルを左右に切り車両やレバーに接触しないこと
を確認のうえ、ご使用ください。
※�別売のバーエンドミラーアダプターが必要です。

※�フロント側のポジション機構には対応していません。

※�エンジン始動時にテールランプがちらつく場合は、別売のコンデンサーハーネス（26206）を使用してください。

■ウインカー

■テールランプ一体リアウインカー

■ハイサイダーリトルブロンクス（2個1セット）

32656

32657

®

®

バーエンドミラーアダプター別売タイプ

■ハイサイダーモンタナ スリム（別売バーエンドミラーアダプター必要）

寸法図

（単位：mm）

装着例

ミラー面

アダプター別売

新保安基準 適合サイズ

ブラストブラック

ブラストブラック

ブラストブラック

点灯の仕方

点灯の仕方
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※価格は「税込金額（税抜金額）」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。2023/2（P8）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「税込金額（税抜金額）」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。2023/2（P9）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2022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2022カタログ掲載頁。

2023 February2
アジャスタブルローダウンリアショック

ローダウンキット　

ショートサイドスタンド

Adjustable Low Down Rear Shock

Low Down Kit

Short Side Stand

4月下旬発売

4月下旬発売

発売中

ご要望の多かったブラック仕様登場！ローダウンすることで足付きも向上します

専用ショートサイドスタンドのセット

純正よりローダウンしながら、純正以上の乗り心地とコーナーリング性能、ギャップ走破
性を両立したアジャスタブルリアショック。車高は無段階で調整可能で、30mmショート
のローダウンスタイルから15mmショートでちょい下げまで様々なスタイルにマッチしま
す。オールアルミ削り出しのボディは、スポーティな印象を与えるだけでなく、軽量化にも
貢献します。

32471 ¥71,500(¥65,000)

32520 ¥81,400(¥74,000)

26232 ¥9,900(¥9,000)

■GB350/S（'21〜'23）〈2BL-NC59〉

■GB350/S（'21〜'23）〈2BL-NC59〉

ブラックボディ、ブラックスプリング

ブラック

■GB350/S（'21〜'23）〈2BL-NC59〉

1.0h

1.0h

装着例装着例

装着例

アジャスタブルローダウンリアショック（32471）（ブラックボディ、ブラックスプリ
ング）と、GB350/S専用のショートサイドスタンド（26232）のセット。
リアショックは純正比：−15～−30mmショート。サイドスタンドはフロントフォーク突き
出し0～15mm、リアショック長−15～−30mmに対応。

■アジャスタブルリアショック本体
●車高調整(自由長)：無段階338～353mm（ノーマル長：368mm）　●伸側減衰力：20段調整（※1）　
●スプリングプリロード：無段階調整　●ブラックボディ／ブラックスプリング　●スプリングは粉体塗装仕上げ
※1：伸側減衰調整20段、21段以上まで動きますが、21段以上は減衰力が変化しません。
※純正に比べ、センタースタンドを掛けるのが重くなります。

■ショートサイドスタンド
●純正比：GB350／約20mmショート、GB350S／約15mmショート。（※2）　
●純正センタースタンド併用可。
※2�GB350Sは純正でGB350より約5mm短いスタンドが採用されています。
※�フロントフォークの突き出し、リアショックのダウン量によっては、停車時に理想の傾斜角にならない場合があり
ます。

アジャスタブルローダウンリヤショック（97903/32471）を装着した際に必要となる
ショートサイドスタンド。
フロントフォーク突き出し0～15mm、リアショック長−15～−30mmに対応。
●GB350対比で約20mmショート、GB350S対比で約15mmショート。（※1）
●純正センタースタンド併用可。
※1�GB350Sは純正でGB350より約5mm短いスタンドが採用されています。

●車高調整(自由長)：無段階338～353mm（ノーマル長：368mm）　●伸側減衰力：20段調整（※1）　
●スプリングプリロード：無段階調整　●ブラックボディ／ブラックスプリング　●スプリングは粉体塗装仕上げ
●リングスパナ2本付属
※1：伸側減衰調整20段、21段以上まで動きますが、21段以上は減衰力が変化しません。
※ショートサイドスタンド（26232）の同時装着が必須です。
※純正に比べ、センタースタンドを掛けるのが重くなります。

オールアルミ削り出しボディ／スプリングは粉体
塗装仕上げ

スプリングプリロード：無段階調整 伸側減衰力：20段調整（※1）

車高調整（自由長）：
無段階（338mm～353mm）

15mm
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※価格は「税込金額（税抜金額）」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。2023/2（P10）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「税込金額（税抜金額）」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。2023/2（P11）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2022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2022カタログ掲載頁。

2023 February2

メンテナンスマット

MOTOREX クーラント ドラム缶売り

ストロンガーディスクロック

Maintenance Mat

MOTOREX Coolant Drum

STRONGER Disk Lock

3月下旬発売

受注発注品

発売中

31255 ¥4,950(¥4,500)

99061 ¥330(¥300)

ストロンガーチェーンロックに付属するディスクロック（92221）の代替品。盗難防止のロック機能を見直すとともに、
カギ部分の頭（持ち手部分）が平らになりました。補修用としてだけでなくディスクロック単品としても使用可能です。
●シャフト系：φ12.5　●カギ3本（LED付き×1、LED無し×2）付き
※�ディスクローターにφ12.5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ると、カギが破損する場合があります。
※�本商品は盗難を完全に防止するものではありません。
※カギの複製はできません。

COOLANT M3.0に60Lが登場！

ゴムキャップ（1個）

ディスクロック（ゴムキャップ、カギ3本付き）
99061

31255

P.829

ゴム素材+耐久性の高いナイロン起毛で、
ツールワゴンや作業台の上で使えば、小物
が転がったり傷つかず便利。ベースのゴム
素材はオイルなどを通さないため、作業台
などを汚しません。汚れた際には高圧洗浄
機などで水洗いも可能です。

使用例
34289 ¥4,950(¥4,500)

MOTOREXクーラント�M3.0に、ドラム缶売り60ℓ
を新たに設定しました。
※1�受注発注品となります。最長90日。　
※価格はデイトナまでお問い合わせください。
※容器の仕様は予告なく変更になる場合があります。

商品名 ドラム缶売り
（受注発注品）

COOLANT M3.0 60ℓ 37024※1

580

380

（mm）

SPコネクト導入当初よ
り、スマートフォン落下
防止のためシリコンバン
ドを同梱しておりました
が、振動試験および実
走テストの結果、落下の
恐れは極めて小さいと
判断されたこと、アンチ
バイブレーションモ
ジュールと併用すると、
本来の振動吸収効果が

却って妨げられてしまうことから、モトバンドル、フォンケースへの同梱
を中止することといたしました。なお、シリコンバンドはオプション品
としてご用意しております。

SP Connect シリコンバンドの同梱中止について 構成部品の追加について

バイク専用電源スレンダーUSB用補修部品（99188）補修用ラバー
取り付けセットの構成部品に、アンダーブラケット取り付け用スク
リューを追加しました。

99949 ¥990(¥900) 99188 ¥1,100(¥1,000)シリコンバンド

アンダーブラケット
取付用スクリュー

●材質：ベース・・・ゴム、起毛・・・ナイロン　
●重量：約0.5kg
●�寸法：約300mm×600mm（起毛部分約270mm×570mm）
※防炎素材ではありません。
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※価格は「税込金額（税抜金額）」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。2023/2（P10）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「税込金額（税抜金額）」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。2023/2（P11）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2022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2022カタログ掲載頁。

2023 February2

WATER RESISTANT

耐水圧
20,000mm

驚異の
ブラックカバー ウォーターレジスタント ライト

車体にぴったりフィットする車種別専用設計

盗難に強い盗難に強い

湿気に強い湿気に強い

傷に強い傷に強い

雨に強い雨に強い

ぴったりフィットぴったりフィット

風に強い風に強い

収納に便利収納に便利

熱に強い熱に強い

ブラックカバー ウォーターレジスタント ライト
Black Cover Water Resistant Lite 発売中

※完全防水ではありません。
※�カバーを被せるときは、エンジンやマフラーなどの熱が十分に冷めていることを確認した上で被せてください。
※�直射日光や風雨、砂ぼこり等から車両を保護することによりバイクカバーは必ず経年変化が発生します。使用状
況により異なりますが、色あせする場合があります。
※�社外マフラー装着車の場合はカバー本体の耐熱パッドと位置が合わない場合があります。
※�スクリーン装着車でスクリーンのサイズが大きい場合は被せた際のフィッティングが変わる可能性があります。

34214 ¥21,450(¥19,500)

34213 ¥20,350(¥18,500)

■ スーパーカブ／クロスカブ  
トップBOX装着車用

■スーパーカブ／クロスカブ専用
耐水圧20,000mm（※1）を誇るブラックカバー�ウォーターレジスタント�ライトの優れ
た耐水性や機能はそのまま、バタつき防止ベルトや耐熱パッド、ロックホールスリットの
位置までも車種別に最適化した専用モデル。サイドスタンドを掛け、ハンドルロックした
状態を採寸した型紙から縫製することで車体にぴったりフィットし、バタつきやほこりの
巻き込みから愛車をしっかりとガードします。毛細管現象による湿気の侵入を防ぐため、
あえて裾は地面から少し離すサイズにしています。
スクリーンの傷付きを抑止するスクリーンカバー、収納用メッシュ袋付属。
※1：耐水圧の比較：一般的な傘／500mm、一般的なレインウエア／10,000mm

5

1

6

2

7

3

8

4

大型ロック対応スリット付き。スリットの色
で前後が判別できる。

左右のミラー部から
こもった湿気を排出
するエアベント機構。

スクリーンへの傷つきを抑止するスクリー
ンカバー付属。

耐水圧20,000ｍｍの高耐水・高耐久生地
採用。

裾を地面から少し浮かすことで、毛細管現
象による湿気の侵入を防止。

中央のワンタッチベルトと前後の絞りが、
風によるバタつきを抑える。

コンパクトでバイク
カバーが乾きやす
いメッシュ収納袋
付属。

マフラーやエンジンの熱でカバーが溶ける
のを防ぐ耐熱インナー。

リア フロントフロント

車種に合わせ、全ての機能の位置やサイズを設定車種に合わせ、全ての機能の位置やサイズを設定

使用例：34213
車両：■スーパーカブ110（'22）

使用例：トップBOX装着車用（34214）
車両：■クロスカブ110（'22）

使用例：トップBOX装着車用（34214）
車両：■クロスカブ110（'22）

6

3

2
1

4

5
※�画像は装着イメージのために
車両を透過させたものです。



※価格は「税込金額（税抜金額）」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。2023/2（P12）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「税込金額（税抜金額）」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。2023/2（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
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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2022カタログ掲載頁。※ は2022カタログ掲載頁。

1月 2月

3月

日
29
5
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4

赤字は、休日とさせていただきます。

INFORMATION

2023デイトナ総合カタログ 
3月上旬発売！
2023デイトナ総合カタログ 
3月上旬発売！

先行予約受付中
今年も
大増ページ

■＝ハーレーダビッドソン

メーカー：

■＝その他外車
■＝カワサキ
■＝スズキ
■＝ヤマハ
■＝ホンダ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。

※ は必須同時交換品を含めた
トータル作業時間の目安。1.5h

は単独での取付作業時間の目安。※0.5h
37197 ¥2,970(¥2,700)2023デイトナカタログ

ご予約に関しましては、別紙先行予約のご案内を参照ください。

発行 : 株式会社デイトナ　
〒437-0226　静岡県周智郡森町一宮4805  
TEL 0570-055-819   FAX 0538-84-2510　
発行日 : 2023年2月　【不許複製】　
標準小売価格 ￥2,970（税抜 ￥2,700）【37197】

HIGH PERFORMANCE PARTS & ACCESSORIES FOR ALL THE MOTORCYCLE LOVERS 

https://www.daytona.co.jp

2023

https://www.daytona.co.jp
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お得な先行ご予約キャンペーンも実施します。
詳細は別紙「2023デイトナ総合カタログ 発行のご案内」を
ご参照ください。

価格改定のお知らせ
平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。昨今、世界的な原材料・原油価格の高騰により、部品価格および物流コストの上昇が続いており
ます。このような状況下で、弊社ではコスト削減に努めて参りましたが、もはや企業努力のみで対応することが困難な状況となっております。つきまして
は、大変心苦しいお願いとなりますが、下記の通り商品の価格改定を実施させていただくことといたしました。
ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

詳しい内容に関しましては、別紙【価格改定のお知らせ】をご参照ください。

商品名 商品番号 旧標準価格

静音型インバーター発電機（DAYGENE1700） 26219 ¥79,800(¥72,545)

静音型インバーター発電機（DAYGENE1900e） 29965 ¥104,801(¥95,273)

新標準価格

¥83,600(¥76,000)

¥110,000(¥100,000)

■2023年２月1日（水）価格改定商品（2023年2月1日（水）12：00受注分より実施）

■2023年3月10日（金）価格改定商品（2023年3月10日（金）12:00受注分より実施）

※商品番号、JANコードに変更はありません。

最新情報は「デイトナウ！」＆SNSでチェック！！

デイトナの動画は二つのチャンネル

デイトナの「今」がわかるウェブメディア「デイトナウ！」

https://webmagazine.daytona.co.jp/

商品情報や取り扱い方法を丁寧にしっかり説明 デイトナスタッフが商品やバイクの楽しさをゆる～く発信！

新商品やイベント
情報を毎日配信！

DAYTONAチャンネル デイトナ！ ライド ア バイク！！

DAYTONA /
POTTERINGBIKE

Instagram
DAYTONA / NOLAN /
MOTOREX / HENLYBEGINS /
MOTORCYCLE GARAGE /
POTTERINGBIKE /
ブンブン!マーケット

Facebook
DAYTONA /
ブンブン!マーケット

Twitter



（株）デイトナ 二輪事業部

ラブレター2023 2月号 共通化情報 Rebel500

共通化情報 Rebel500（2023年モデル）

商品名 仕様 品番 税込価格 JAN 備考

ブレーキパッド（フロント）

No.19 
ゴールデンパッド®χ 97122 ¥5,610 516492

No.19 
赤パッド® 79803 ¥4,400 441213

No.19 
ハイパーシンタードパッド 72460 ¥5,170 370780

No.19 
ハイパーパッド 37536 ¥3,300 172360

ブレーキパッド（リア）

No.9 
ゴールデンパッド®χ 97112 ¥5,610 516409

No.9 
赤パッド® 79784 ¥4,400 441114

No.9 
ハイパーシンタードパッド 72453 ¥5,170 371053

No.9 
ハイパーパッド 13788 ¥3,300 040904

PREMIUM ZONE 
角型マスターシリンダーキャップ HONDA-A / 全4色 98270等 ¥6,050 各種 取付位置：フロントブレーキ

GRIPPY GRIP™ φ25.4（インチバー） 
ハンドル用 98463等 各種

汎用スロットルスリーブ 
（グリップ径φ25.4用） 42577 ¥1,155 203811

ハイビジミラー™ ロッドタイプ 新保安基準 適合サイズ 15402等 各種

HIGHSIDER®ロッドミラー 17886等 各種 緩衝装置付きミラーアダプター（99782）の同時装着が必要で
す。

緩衝装置付きミラーアダプター M10正ネジ / ブラック 99782 ¥1,760 542439 緩衝装置のついていないミラー取付に必要なアダプターです。

PREMIUM ZONE 
オイルフィラーキャップ M20×P2.5 / 全3色 91890等 ¥5,500 各種

アルミビレット 
オイルフィラーキャップ 

（BULLET）
M20×P2.5 / 全6色 98399等 ¥1,760 各種

オイルフィラーキャップ M20×P2.5 / 全5色 68435等 ¥1,870 各種

ウインカーホルダー（M8用） HONDA3 18986 ¥2,420 574607 取付位置：リアウインカー

フォーククランプ 
ウインカーブラケット 

（M8用）
φ41 
フロントフォーク用 19269 ¥5,830 577653

マルチフォーククランプ（M10用） フォーク径 41mm 
全2色 69371等 ¥2,420 各種

リアウインカーブラケット 
（M8用）

サービスホール付き 23290 ¥3,850 581841

23289 ¥2,310 581711

ESS採用車専用 
LED対応ウインカーリレー 17575 ¥6,050 561751

Blast Barrier®X 
（ブラストバリアーエックス）

スモーク 71539
¥13,200

368466 取り付けにはステー（17775）が別途必要です。 
ワイヤーと干渉するため、角度を寝かせずに使用してください。クリアー 71538 368435

Blast Barrier®  
（ブラストバリアー）

スモーク 68305
¥13,200

337394 取り付けにはステー（17775）が別途必要です。 
ワイヤー等と干渉するため、角度を寝かせずに使用してください。クリアー 68303 336830

Aerovisor（エアロバイザー）
スモーク 67572

¥5,390
331712

取り付けにはステー（17775）が別途必要です。
クリアー 67573 331729

車種専用ステー 17775 ¥12,100 565162 スクリーン取り付けに必要なステーです。

フェーエルキャップ 
（ポッティングタイプ） HONDA2 / カーボン調 97915 ¥1,760 521908

タンクパッド
軟質エンブレム 98317等 ¥3,850 各種

ポッティングタイプ 96099等 各種

パイプエンジンガード
Upper 99258 ¥32,780 548288

Lower 96505 ¥35,200 514948

リバーシブルバックレスト 95240 ¥39,600 504437

メーカー HONDA

車種名 Rebel500

型式 8BL-PC60

※JANコードは、下6ケタのみを表記してあります。弊社JANコードは頭に「4909449」を付けてください。 ※表示の価格は全て税込み価格です。



（株）デイトナ 二輪事業部

共通化情報 Rebel500（2023年モデル）

ラブレター2023 2月号 共通化情報 Rebel500

商品名 仕様 品番 税込価格 JAN 備考

バイク専用ドライブレコーダー 
「MiVue®」

M760D 17100 ¥32,780 558331
フロントカメラ：ヘッドライト上に貼り付け、もしくはステー
（19245または19247）を使用して取り付け。 
リアカメラ：テールランプ上に貼り付け、もしくはステー
（19254または20053）を使用して取り付け。 
コントローラー（M760Dのみ）：ステー（19249または
19252）を使用して取り付け。

M777D 17101 ¥28,380 558348

バイク専用ドライブレコーダー 
「MiVue®」 
カメラステー（フロント）

ミラーM10 
クランプタイプ 19245 ¥1,100 570555 M760D/M777D用。

クラッチホルダー 
クランプ 19247 ¥1,870 570562 M777D用。

バイク専用ドライブレコーダー 
「MiVue®」 
カメラステー（リア）

19254 ¥1,870 570593
M760D/M777D用。

リアナンバー 20053 ¥2,200 573778

バイク専用ドライブレコーダー 
「MiVue®」 
コントローラーステー

ミラーM10 
クランプタイプ 19249 ¥1,540 570579

M760用。
クラッチホルダー 
クランプタイプ 19252 ¥1,320 570586

MOTO GPS LASER 25674 ¥44,000 584644
本体：ヘッドライト上に貼り付け。 
受信ユニット：ステー（19245）を使用して取り付け。 
電源取り出しには、バイク専用USB電源 Type-A（99502）が
別途必要です。

バイク用スマートフォンホルダー 25077等 各種

SP CONNECT
モトマウントプロ 99490等

各種 マルチバーホルダー（17876等）との同時装着推奨。
クラッチマウントプロ 17078等

マルチUSB電源 Type-C ミラークランプタイプ 17675 ¥5,280 565070 他：Type-A（94497）

マルチバーホルダー
マスタシリンダ―クランプ 
フラットタイプ タイプ2 17876 ¥3,300 569917 クランプピッチ 33～37mm

ミラークランプタイプ 78030等 ¥1,980 各種

サドルバッグ 96907等 各種 左側12ℓ以下、右側9ℓ以下推奨。

グラブバーキャリア 96614 ¥17,050 513682 最大積載重量：7kg

フラットキャリア 96613 ¥11,550 511503 最大積載重量：5kg

GIVI®リアキャリア SR1160 17479 ¥30,800 561690 モノロックケース専用フィッティング。
最大積載重量：3kg

サドルバッグサポート 
（ベルトループ一体型）

左側専用 95225 ¥10,780 504383

右側専用 16896 ¥10,340 556511

ハイパフォーマンスバッテリー DYTZ8V 95390 ¥13,200 504079

ブラックカバー 
ウォーターレジスタントライト LLサイズ 97942 ¥13,750 524961 他：トップBOX装着車用（97949）

バイクカバーSIMPLE LLサイズ / ブラック 98203 ¥8,800 524282 他：シルバー（97962）

コンパクトハーフカバー ミディアム 22133 ¥5,225 578025

ストロンガーU字ロック W154×H160mm 79016* ¥4,730 434390 フロント・リアタイヤに取り付け可能。

ヘルメットホルダー

ミラーM10 
クランプタイプ 79399 ¥3,245 439517

車種専用タイプ 91599 ¥3,850 544617 左側タンデムステップと共締め。

40Bハンドル スタンダード 
ブラック 95227 ¥8,250 513392

シートカバーセット ロール仕上げ
（サイド部プレーン） 17225 ¥14,080 561737

ラジエターキャップ 96378 ¥1,650 510711

※品番末尾に*印のあるものは、在庫がなくなり次第生産中止となる商品です。
※JANコードは、下6ケタのみを表記してあります。弊社JANコードは頭に「4909449」を付けてください。

※表示の価格は全て税込み価格です。



（株）デイトナ 二輪事業部

ラブレター2023 2月号 共通化情報 ADV160 ラブレター2023 2月号 共通化情報 リード125

共通化情報 リード125（2022年モデル） 

商品名 仕様 品番 税込価格 JAN 備考

ブレーキパッド（フロント）

No.89 
ゴールデンパッドχ 15200 ¥5,610 546352

No.89 
赤パッド 99847 ¥4,400 545041

プロブレーキシュー 
（リターンスプリング付） 71601 ¥2,970 387238 リアに使用。

PREMIUM ZONE 
ハンドルバーエンドプラグ 
ノーマルハンドル用

スクラッチ M6タイプ用 
全4色 93911等 ¥6,380 各種

アルミビレット 
ヘビーウエイトバーエンド 
純正ハンドル対応 
（リボルバータイプ）

HONDA車 M6タイプ 
全6色 99832等 ¥6,930 各種

PROGRIP® 長さ115mm 98100等 各種

FLATスロットルスリーブ 70673 ¥1,155 357484

バイク専用ドライブレコーダー 
「MiVue®」

M760D 17100 ¥32,780 558331 フロントカメラ：カウルに貼り付け。 
リアカメラ：テールカウル上に貼り付け、もしくはステー
（19254または20053）を使用して取り付け。 
コントローラー：カウルに貼り付け。 
本体ユニット：メットインに取り付け。（配線を通すための穴開
け加工が必要です。）M777D 17101 ¥28,380 558348

バイク専用ドライブレコーダー 
「MiVue®」 
カメラステー（リア）

19254 ¥1,870 570593
M760D/M777D用。

ナンバー 20053 ¥2,200 573778

メットインポケット Lサイズ / カーボン調 93002 ¥3,080 475331 タッピングスクリューで固定します。

ハイパフォーマンスバッテリー DYTZ8V 95390 ¥13,200 504079

オイルクリーンボルト 
（アルミ製）

M12×12×P1.5 
【ホンダ・カワサキ】 93751 ¥1,980 483190

リプレイスドレンボルト 
（スチール製）

M12×12×P1.5 
【ホンダ・カワサキ】 
マグネット付き

16769 ¥1,100 552803 他：マグネット無し（16777）

ドレンボルトガスケット

厚さ1.5mm  M12 96709 ¥165 511732 表裏なし。1枚入り。 
他：3枚入り（96731）、10枚入り（96736）

厚さ1.7mm  M12 95395 ¥440 501214 表裏なし。3枚入り。 
他：10枚入り（75420）

厚さ0.8mm  M12 24233 ¥165 099414 表裏なし。1枚入り。 
他：25枚入り（24234）、50枚入り（24235）

Oリング
O-06 
オイルフィラーキャップ 
パッキン

17617 ¥264 563106

PREMIUM ZONE 
オイルフィラーキャップ

M20×P2.5 
全3色 91890等 ¥5,500

各種 オイルレベルゲージがなくなります。
アルミビレット 
オイルフィラーキャップ 
（BULLETタイプ）

M20×P2.5 
全6色 98399等 ¥1,760

オイルフィラーキャップ M20×P2.5 
全5色 68435等 ¥1,870

ブラックカバー 
ウォーターレジスタント 
ライト

Mサイズ 97940 ¥12,100 528426 他：トップBOX装着車用（97947）

原2スクーター専用 32160 ¥17,600 597712 他：原2スクーター BOX専用（32167）

バイクカバーSIMPLE Mサイズ / ブラック 98201 ¥7,700 524213 他：シルバー（97960）

コンパクトハーフカバー ミディアム 22133 ¥5,225 578025

ストロンガーU字ロック W154×H120mm 79015* ¥4,620 434383 フロント・リアに取り付け可能。

DWRウエイトローラー 
（3個セット） 90517等 ¥1,078 各種 2セット使用。 

純正サイズ：外径φ20、20g×6個

メーカー HONDA

車種名 リード125

型式 8BJ-JK12

※表示の価格は全て税込み価格です。※品番末尾に*印のあるものは、在庫がなくなり次第生産中止となる商品です。
※JANコードは、下6ケタのみを表記してあります。弊社JANコードは頭に「4909449」を付けてください。


