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品名 適合車種 カラー 品番 価格(税抜)
汎用　１２Ｖ２３Ｗ シングル球 オレンジレンズ HA5217-02 ¥3,700
汎用　１２Ｖ２３Ｗ シングル球 クリアレンズ HA5217C-02 ¥4,000
汎用　１２Ｖ１５Ｗ シングル球 オレンジレンズ HA5218-02 ¥3,700
汎用　１２Ｖ１５Ｗ シングル球 クリアレンズ HA5218C-02 ¥4,000
汎用　１２Ｖ１０Ｗ シングル球 オレンジレンズ HA5219-02 ¥3,700
汎用　１２Ｖ１０Ｗ シングル球 クリアレンズ HA5219C-02 ¥4,000
汎用　左右1SET　取付部M8 ブラック HA6217-01 ¥2,800
汎用　左右1SET　取付部M10 ブラック HA6218-01 ¥2,800
汎用　左右1SET　取付部M8_●07新基準適合サイズ ブラック HA6219-01 ¥3,300
汎用　左右1SET　取付部M10_●07新基準適合サイズ ブラック HA6220-01 ¥3,300

ミニウインカー

アジャストミラー TYPEⅠ

アジャストミラー TYPEⅡ

カタログ掲載商品の価格変更のお知らせカタログ掲載商品の価格変更のお知らせ
ミニウインカーとミニブレットウインカー、ミニウインカーとミニブレットウインカー、アジャストミラーを誠に勝手ながらアジャストミラーを誠に勝手ながら44月月2121日出荷分より日出荷分より
価格変更させていただきます。価格変更させていただきます。
品番変更は末番品番変更は末番-01-01はは-02-02に変更、に変更、末番の無いものは末番の無いものは-01-01追加に変更になります。追加に変更になります。

ミニブレットウインカーミニブレットウインカー
の汎用は価格変更の汎用は価格変更
ありません。ありません。

適合車種 カラー 品番 価格（税抜） 品番 価格（税抜）

オレンジレンズ HA5701-02 ¥9,300 HA5301-02 ¥10,300
クリアレンズ HA5701C-02 ¥9,800 HA5301C-02 ¥10,800
オレンジレンズ HA5702-02 ¥9,300 HA5302-02 ¥10,300
クリアレンズ HA5702C-02 ¥9,800 HA5302C-02 ¥10,800
オレンジレンズ HA5703-02 ¥9,200 HA5303-02 ¥10,200
クリアレンズ HA5703C-02 ¥9,700 HA5303C-02 ¥10,700
オレンジレンズ HA5704-02 ¥9,700 HA5304-02 ¥10,700
クリアレンズ HA5704C-02 ¥10,200 HA5304C-02 ¥11,200
オレンジレンズ HA5705-02 ¥9,600 HA5305-02 ¥10,600
クリアレンズ HA5705C-02 ¥10,100 HA5305C-02 ¥11,100
オレンジレンズ HA5706-02 ¥9,200 HA5306-02 ¥10,200
クリアレンズ HA5706C-02 ¥9,700 HA5306C-02 ¥10,700
オレンジレンズ HA5707-02 ¥9,600 HA5307-02 ¥10,600
クリアレンズ HA5707C-02 ¥10,100 HA5307C-02 ¥11,100
オレンジレンズ HA5708-02 ¥10,000 HA5308-02 ¥11,000
クリアレンズ HA5708C-02 ¥10,500 HA5308C-02 ¥11,500
オレンジレンズ HA5709-02 ¥5,100
クリアレンズ HA5709C-02 ¥5,400
オレンジレンズ HA5710-02 ¥10,300 HA5310-02 ¥11,300
クリアレンズ HA5710C-02 ¥10,800 HA5310C-02 ¥11,800
オレンジレンズ HA5711-02 ¥10,000 HA5311-02 ¥11,000
クリアレンズ HA5711C-02 ¥10,500 HA5311C-02 ¥11,500
オレンジレンズ HA5712-02 ¥10,200 HA5312-01 ¥11,200
クリアレンズ HA5712C-02 ¥10,700 HA5312C-01 ¥11,700
オレンジレンズ HA5713-02 ¥9,200 HA5313-01 ¥10,200
クリアレンズ HA5713C-02 ¥9,700 HA5313C-01 ¥10,700
オレンジレンズ HA5714-02 ¥8,300
クリアレンズ HA5714C-02 ¥8,800
オレンジレンズ HA5715-01 ¥11,100 HA5315-01 ¥12,100
クリアレンズ HA5715C-01 ¥11,600 HA5315C-01 ¥12,600
オレンジレンズ HA5716-01 ¥9,700 HA5316-01 ¥10,700
クリアレンズ HA5716C-01 ¥10,200 HA5316C-01 ¥11,200
オレンジレンズ HA5717-01 ¥10,100 HA5317-01 ¥11,100
クリアレンズ HA5717C-01 ¥10,600 HA5317C-01 ¥11,600
オレンジレンズ HA5718-01 ¥10,600 HA5318-01 ¥11,600
クリアレンズ HA5718C-01 ¥11,100 HA5318C-01 ¥12,100
オレンジレンズ HA5719-01 ¥10,700 HA5319-01 ¥11,700
クリアレンズ HA5719C-01 ¥11,200 HA5319C-01 ¥12,200
オレンジレンズ HA5720-01 ¥9,400 HA5320-01 ¥10,400
クリアレンズ HA5720C-01 ¥9,900 HA5320C-01 ¥10,900
オレンジレンズ HA5721-01 ¥8,600 HA5321-01 ¥9,600
クリアレンズ HA5721C-01 ¥9,100 HA5321C-01 ¥10,100
オレンジレンズ HA5722-01 ¥9,000 HA5322-01 ¥10,000
クリアレンズ HA5722C-01 ¥9,500 HA5322C-01 ¥10,500
オレンジレンズ HA5723-01 ¥11,100 HA5323-01 ¥12,100
クリアレンズ HA5723C-01 ¥11,600 HA5323C-01 ¥12,600

ＣＢ１１００(-13 SC65)

ゼファー400(ALL)/X(-00).ゼファー750/RS(-00)
ゼファー1100/RS(-01).ＺＲＸ400Ⅱ(-00)

ゼファー400χ(01-).ゼファー750/RS（01-03)
ゼファー1100/RS(02-).ＺＲＸ400Ⅱ(01-03)

Ｗ８００

ＦＴＲ２２３（08- MC34-1600001～）

エイプ１００(09- HC07-1600001～)_/TypeＤ (09- HC13)

エイプ５０(FI 08- AC16-1600001～)_/TypeＤ (FI 08- AC18)

モンキー（ＦＩ車）

ズーマー（AF58）

バイト

ＳＴ２５０/Ｅ

ＣＢ２２３Ｓ

グラストラッカー／ビッグボーイ

ミニスクーターバーハンkit　ハンドルセッター専用

バンバン200 (-07 NH41A)

２５０ＴＲ

ＴＷ２００(-98 角型ﾍｯﾄﾞﾗｲﾄ車)

ＴＷ２２５Ｅ_ＴＷ２００Ｅ(98- 丸型ﾍｯﾄﾞﾗｲﾄ車)

ＳＲ４００/５００（88/8-16）

セロー225(97-04　※セローはミニブレット不可).ブロンコ
ＳＬ２３０(12V15W球に交換が必要)

モンキー／ゴリラ （78-07）
※6V車はﾊ゙ﾙﾌﾞ交換が必要

ＦＴＲ２２３（-07 MC34-1599999迄）

エイプ５０(-07)/１００(-08/8)

オレンジレンズ HA5724-01 ¥9,300
クリアレンズ HA5724C-01 ¥9,800
オレンジレンズ HA5725-01 ¥9,700
クリアレンズ HA5725C-01 ¥10,200

エストレヤ(07-13 FI車 BJ250A-098999迄)

エストレヤ(14-16 FI車 BJ250A-099001-)

/8/8

2017-42017-4

８８

ミニウインカーｋｉｔ ミニブレットウインカーｋｉｔ

設定無し

設定無し

変更なし
変更なし
変更なし
変更なし


