hurricane̲オートバイ̲4c2P-左̲'18.04月号

ＶブレードミラーTYPEⅡ

シーシーバー
仕様

Ｖ字の凹凸がアクセント 軽量樹脂ボディ
ステーはショートタイプでスチール製
凸面鏡を使用 保安基準適合サイズ
左右１セット 取付はM10/M8正逆ネジ付
ブラック HA6250
¥3,400

レブル専用ハンドル

幅を少し狭く、
絞り角を増やして
グリップ位置が近くなります
ノーマル比ポジション
30mmアップ 50mmバック
ケーブル・ホース類はノーマルのままでOK
ハンドルスイッチ穴加工済み 外径φ25.4mm
スチール製 ブラック２重防錆処理
HB0264B ¥5,500

バックレスト

パット付でタンデムを快適に！
ハンドル径と同じ太目のパイプを使用
スチール製 2重防錆処理
HA6410B ¥16,000

ソフトグリップ

スポンジタイプでソフトな握り心地
グリップ径φ40mm 全長150mm
ノーマルのスロットル巻取スリーブを使用
HA7484-01 ¥3,400

ドラッグポスト ベーシック

＜写真はH500mm＞

2インチ スチール製 ブラッククローム
HB0421B ¥12,000

ラウンドシーシーバー

ワイルドな雰囲気をかもしだす！
φ13mmスチール製 クロームメッキ
H1000㎜ HA6437 ¥11,800
H720㎜
HA6431
¥9,800
H500㎜
HA6432
¥8,800
H350㎜
HA6446
¥8,000

スタッドボルト

当社ハンドルポスト及びライザーハンドル、
フリーライザーハンドルの取り付けに必要
HB0582 ¥2,700

メーターステー

シーシーバープレート

当社ハンドルポスト(※)を取り付ける場合に、
ノーマルメーターを使用する為に必要
スチール製 ブラック塗装
※旧ライザーポストは取付不可
HM3570 ¥2,600

上記シーシーバーの取付けに必要です
サイドモール外側に装着のプレートタイプ
スチール製 クロームメッキ
HA6409 ¥13,200

パット

Rebel 250/500

高さ210 幅170 厚さ50mm
HA6441-01 ¥3,800

レブル

American Drug

2wayリアキャリア

タンデムシートを取り外してリアキャリアに、
左側サイドモールに取り付けて
サイドキャリアにもなります
当社バックレスト又はシーシー
バーとの同時装着可
HA6318B ¥15,000

2way

セパレートハンドルTYPEⅢ

メーターステー

角度調整自在 タレ角0〜18 調整可

セパハン仕様でハンドルポストを
取外す場合のメーター移動ステー
スチール製 ブラック塗装
HM3571 ¥6,300

装着写真のように、
かなり絞った位置でも
ハンドルストッパーなしで取付けできます
スチール製 2重防錆処理 バー外径φ25.4
※ウインカーの交換が必要
ブラック HS4121B ¥14,000
ゴールド HS4121G ¥14,000

クランプバー / USB電源付
スマホやETC等のホルダー取付に便利！
バー外径φ22.2／有効長68㎜ スチール製
USB電源付＝最適な充電＆省電力設計
出力5V2.1A 防水キャップ付
電源なし
HU1019B ¥2,100
USB電源付 HU1020B ¥5,200

Cafe Racer
エンジンガード

転倒時のダメージをしっかり軽減
車体と一体感あるデザイン
スチール製φ25.4mmパイプ使用
ブラック２重防錆処理
HA7572B ¥19,000

Ｍ８アクセントフック

ツーリングネット＆ロープのフックに！
4個セット 外径φ28mm スチール製クロームメッキ
※当社バックレスト又はシーシーバー同時装着の場合
ロングタイプのソケットボルトが別途必要
HN1207C ¥3,800

テールランプkit LEDレクタングル
テールをLED化してロー＆コンパクトにスッキリと!!
取付ベースはアルミ製ブラックアルマイト仕上
簡単に接続できる専用ハーネス付
※ウインカーの交換が必要、
リフレクターが別途必要
クリアレンズ HA5819C ¥10,400
レッドレンズ HA5819R ¥10,400

ウインカーkit

フロントはフォークマウント、
リアはノーマル位置に取付け
簡単に接続できる専用ハーネス付
※ミニブレットはポジションランプ不可
ミニブレット クリアレンズ
HA5451C ¥13,900
φ37
オレンジレンズ HA5451
¥13,400
ブレット
クリアレンズ
HA5351C ¥11,900
φ50
オレンジレンズ HA5351
¥11,500
＜装着写真はミニブレット＞

①

②

③

④

⑤⑥

⑦

フットペグ ローレット

アルミ合金削り出し ブラックアルマイト（寸法はステップ部）
フロント用 外径φ45 長さ65㎜ HF5113B ¥9,400
リア用 外径φ30 長さ65㎜ HF5114B ¥8,400

シフトペグ TYPEⅡ

スチール削り出し クロームメッキ
外径φ24 長さ51㎜ HF5166 ¥3,000

ヘッドライトkit

７種類の豊富なバリエーション
付属のステーで簡単取付
ヘッドライトボディ：スチール製クロームメッキ
バルブ組込み ハーネスはH4カプラー付
※装着写真はハーネスケース（HD1302）を２個使用
①5.5ハイパワースリット HA5648
¥14,500
②4インチ ブレット HA5737
¥11,000
③4.5マルチスリム HA5654
¥12,000
④5.5ベーツバイザーTYPE HA5637
¥11,000
⑤4.5ベーツタイプ HA5649
¥8,000
⑥4.5マルチリフレクター HA5649CR ¥8,500
⑦4.5スリット
HA5743
¥11,000
＜装着写真は5.5ベーツバイザーTYPE＞

◎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 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＞
●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。

URL:
w w w. h u r r i c a n e - w e b . j p
E- mail: in fo@ hurricane -web.jp

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

