
HA6644

★ステムナット
　ジュラルミン削り出し
　 HT0803A ¥1,500
★アルミサイドキャップ φ22スリット
　 HB0311G ¥1,500
★アジャストミラー TYPE Ⅱ
　軽量樹脂ボディ  ステー角度調整可
　 HA6220-01 ¥3,300
★スクリーン
　ブラックスモーク  アルミステー付
　 HA6103   ¥18,500

★アルミサイドキャップ
・φ30砲弾型スリット（全体写真）
　 HB0314R　¥2,000
・φ34ビレット（上記写真）
　 HB0318C　¥2,000
★タートルミラー
　軽量樹脂ボディ  スチール製ステー
　 HA6242  　¥2,000
★スクリーン
　ブラックスモーク  アルミステー付
　 HA6104   ¥18,500

★SS-1フルエキゾーストマフラー
　ほぼ全ての回転域でパワーアップ！
　トルクフルなまま高速域も伸びていく。
　音質は低音で心地いい軽快なサウンド。
　サイレンサー：チタン（陽極酸化）
　EXパイプ　：ステンレス（バフ仕上げ）
・GROM 音量：近接85/加速76dB
 重量：2.31kg（ノーマル4.8kg）
　　　　 HE1037TB　 ¥55,000
・Z125 音量：近接83/加速77dB
 重量：2.19kg（ノーマル3.96kg）
   　　　 HE1607TB　¥55,000

★ナンバーベース＆リフレクターW122
　アルミ製 ブラックアルマイト
　　　HA5796　  ¥2,100
★M6アクセントワッシャ 
　2ヶ  HN1106G　　¥700

共通汎用パーツ

■クランプバー バー径φ22.2mm
　スマートフォン＆ドリンクホルダー
　等の取付に便利！広範囲な調整可
・USB電源なし
     HU1019B/C   ¥2,100
・USB電源付
　出力5V2.1A 省電力設計 
     HU1020B/C   ¥5,200

■ヘルメットロック
　ハンドルバー、タンデムグリップ等
　パイプ径φ19.1～25.4mmに対応
　        HU1050　 ¥2,400

■ロングケーブル　ブラック
・スロットルW 180㎜ロング HB6076 ¥3,600
・クラッチ 130㎜ロング HB6077 ¥2,400
・クラッチ 280㎜ロング HB6078 ¥2,400
■ブレーキホース ステンレスメッシュ  Fノーマルサイズ
・フルステンレス製 HB7P085S ¥8,000
・アールズアルミ製 HB7P085   ¥9,600

■ハンドルアップスペーサーH25
　25mmアップ  アルミ削り出し
　 HB0624A/B　¥6,500
■セットバックスペーサーH25
　20mmバック  25mmアップ
　アルミ削り出し
　 HB0637A/B　¥8,000

■ハンドルアップスペーサーH25
　25mmアップ  アルミ削り出し
　　  HB0625B　¥6,500

★ステップバー アルミ削り出し  
　可倒式 強化リターンスプリング付
・TYPEⅡ（全体写真） HF5131A/B  ¥8,000
・TYPEⅠ       HF5101A-01/B  ¥8,000

TYPEⅠ

■ステップバー アルミ削り出し  
　可倒式 強化リターンスプリング付
・TYPEⅠ   HF5102A-01/B  ¥8,000
・TYPEⅡ  HF5132A/B　     ¥8,000 TYPEⅡ

★タンデムグリップ
　パイプ径φ19.1mm スチール製ブラック2重塗装
　　　HA6309B　¥6,600
★フェンダーレスkit
　ベースプレートは軽量アルミ製
　高輝度LEDライセンスランプ付
　  　 HA6644     ¥8,400

USB電源付
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★フェンダーレスkit
　ベースプレートは軽量アルミ製
　高輝度LEDライセンスランプ付
　  　　HA6645   ¥7,600
★ナンバーベース＆リフレクターW122
　アルミ製 ブラックアルマイト
　 HA5796　¥2,100
★M6アクセントワッシャ 
　2ヶ　 HN1106A　 ¥700

★リアキャリア 

　許容積載量5kg  メインパイプ径φ19.1mm
　スチール製  ブラック2重塗装
　      　  HA6311B　¥12,500

■リアキャリア  許容積載量3.5kg
　メインパイプ径φ19.1mm
　スチール製  ブラック2重塗装
　 HA6310B　¥10,400

シートと高さを合わせた使いやすい荷台
フェンダーレスkit同時装着可

★LEDダガーウインカーkit
　前後セット  ノーマル位置に取付
　ICリレー、ステー、専用ハーネス付
　HA5229MS/MC  ¥17,400
　HA5229BS/BC   ¥16,800

　アルミボディ：M=メッキ,B=ブラック
　レンズ：S=スモーク,C=クリア
★ウインカー取付延長ボルト
　（フェンダーレスの場合に必要）
　2ヶ　HA5230B　¥2,600

★バックステップkit　95mmバック 14mmアップ
　ノーマルのステップ、チェンジペダル等を使用して
　ポジション変更。ベースプレートはノーマルと同じ
　8mm厚スチール材を使用して強度を確保。　
　        　　　　　　HF5305　¥18,500

★フォワードコンチ2型専用ハンドル
　スチール製  スイッチ穴加工済
　クロームメッキ　HB0038C-10　¥4,600
　ブラック 　　　　HB0038B-10　¥5,000

★フォワードコンドル専用ハンドル
　スチール製  スイッチ穴加工済
　クロームメッキ　HB0099C-10　¥6,400
　ブラック 　　　　HB0099B-10　¥6,800

★=全体写真に装着のパーツ　■=主な適合パーツ
 カラーバリエーション等の詳細はホームページをご覧ください。

品番末尾の英字はカラーを表示しています。
A=シルバー  B=ブラック  C=クロームメッキ  G=ゴールド  R=レッド

レーシーなポジションに変更！！
ノーマル比40mm低く、50mm前方へ
レーシーなポジションに変更！！
ノーマル比40mm低く、50mm前方へ

■ブレーキホース
　ステンレスメッシュ  Fノーマルサイズ
・フルステンレス製 
　　　HB7P085S ¥8,000
・アールズアルミ製 
　　　HB7P085   ¥9,600

レーシーなポジションに変更！！
ノーマル比70mm低く、70mm前方へ
レーシーなポジションに変更！！
ノーマル比70mm低く、70mm前方へ
バックステップkitとの相性がバツグン！バックステップkitとの相性がバツグン！

政府認証品政府認証品

シートと高さを合わせた使いやすい荷台
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大阪単車用品工業（株）
〒577-0066  東大阪市高井田本通3-3-6　
TEL 06-6781-8381  FAX 06-6783-2592
営業時間 8:00～17:00　
定休日：日曜・祝日・第2、4土曜

URL: www.hurricane-web.jp
E-mail: info@hurricane-web.jp

◎この広告に掲載の製品価格は全て税抜き本体価格です。    ◎掲載商品の詳細や最新情報は、ホームページをご覧下さい。（下記QRコードからアクセス可能）

全国有名部品用品店にてお買い求め下さい。通信販売ご希望の場合TEL又は、
eメールで在庫の確認と、支払い方法をご指定の上、お申し込み下さい。
●お支払い方法

●合計¥10,000（税込）以上の製品お買上げの場合送料サービス。
●詳しくはお問い合わせください。

①代金引換　②現金書留　③銀行振込＜みずほ銀行
東大阪支店 普通1475966 ㈱ハリケーン＞

◀排気音を
　チェック♪

◀排気音を
　チェック♪
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