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タンデムグリップタンデムグリップタンデムグリップタンデムグリップタンデムグリップ

HA6302C HA6302C HA6302C HA6302C HA6302C 　　　　　¥8,800¥8,800¥8,800¥8,800¥8,800（税抜）

     発売中発売中発売中発売中発売中

スチール製　クロームメッキ
パイプ径はφ19.1mm

スタンダートモデル（CB1100/ABS）は
2014 モデルも従来品 HA6489C(¥8,800)
が適合します。

CB1100EX/ABS(CB1100EX/ABS(CB1100EX/ABS(CB1100EX/ABS(CB1100EX/ABS(’’’’’14)14)14)14)14)

フェンダーレスフェンダーレスフェンダーレスフェンダーレスフェンダーレス k i tk i tk i tk i tk i t エンジンガードエンジンガードエンジンガードエンジンガードエンジンガード

コンパクト設計コンパクト設計コンパクト設計コンパクト設計コンパクト設計
軽度の転倒等からエンジンを守ります。軽度の転倒等からエンジンを守ります。軽度の転倒等からエンジンを守ります。軽度の転倒等からエンジンを守ります。軽度の転倒等からエンジンを守ります。
※転倒の程度によっては損傷する場合もあります。

HA7570BHA7570BHA7570BHA7570BHA7570B　　　　　 ¥10,000 ¥10,000 ¥10,000 ¥10,000 ¥10,000（税抜）

     発売中発売中発売中発売中発売中

CB1100/ABSCB1100/ABSCB1100/ABSCB1100/ABSCB1100/ABS　　　　　　　　　　(((((～’～’～’～’～’14 SC65)14 SC65)14 SC65)14 SC65)14 SC65)
CB1100EX/ABSCB1100EX/ABSCB1100EX/ABSCB1100EX/ABSCB1100EX/ABS　　　　　(((((～’～’～’～’～’14 SC65)14 SC65)14 SC65)14 SC65)14 SC65)

スポークホイール、スポークホイール、スポークホイール、スポークホイール、スポークホイール、専用シートのＥＸ専用専用シートのＥＸ専用専用シートのＥＸ専用専用シートのＥＸ専用専用シートのＥＸ専用
シート形状に合わせて専用設計！シート形状に合わせて専用設計！シート形状に合わせて専用設計！シート形状に合わせて専用設計！シート形状に合わせて専用設計！
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ハンドルアップスペーサーハンドルアップスペーサーハンドルアップスペーサーハンドルアップスペーサーハンドルアップスペーサー     Ｈ１２Ｈ１２Ｈ１２Ｈ１２Ｈ１２

CBR125R(JC50)CBR125R(JC50)CBR125R(JC50)CBR125R(JC50)CBR125R(JC50)
     発売中発売中発売中発売中発売中

ノーマルハンドルの下に挟みつけるだけで
ポジション１２ mmm mm mm mm m アップアップアップアップアップ
ケーブル類はノーマルのままで取付出来ます。
アルミ合金削り出し　ブラックアルマイト

リアまわりをスタイリッシュに！ボルトオンで装着　ベースプレートはアルミ製ブラックアルマイト
明るい高輝度白色 LE D ライセンスランプ付属　専用ハーネス付で接続も簡単　ノーマルウインカー対応

フェンダーレスフェンダーレスフェンダーレスフェンダーレスフェンダーレス k i tk i tk i tk i tk i t 1 21 21 21 21 2 月末頃発売月末頃発売月末頃発売月末頃発売月末頃発売

※リフレクターは別途必要

CBR650F(RC83)CBR650F(RC83)CBR650F(RC83)CBR650F(RC83)CBR650F(RC83)
CB650F(RC83)CB650F(RC83)CB650F(RC83)CB650F(RC83)CB650F(RC83)

HA6637HA6637HA6637HA6637HA6637　　　　　 ¥9,400 ¥9,400 ¥9,400 ¥9,400 ¥9,400（税抜）

　　　　

HB0759BHB0759BHB0759BHB0759BHB0759B　　　　　 ¥5,400 ¥5,400 ¥5,400 ¥5,400 ¥5,400（税抜）

新製品新製品新製品新製品新製品     続々続々続々続々続々     発売開始！！発売開始！！発売開始！！発売開始！！発売開始！！
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ブレーキブレーキブレーキブレーキブレーキ ///// シフトシフトシフトシフトシフト     共用ペグ共用ペグ共用ペグ共用ペグ共用ペグ
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フロント･リア 4ヶセットでフロントはステムマウント パイプステー付、リアはノーマル位置に取付
専用ハーネス付で接続簡単　組み込みバルブは 12V/23W　

ウインカーウインカーウインカーウインカーウインカー k i tk i tk i tk i tk i t

ミニブレットウインカーミニブレットウインカーミニブレットウインカーミニブレットウインカーミニブレットウインカー     φφφφφ 3 7 m m3 7 m m3 7 m m3 7 m m3 7 m m
アルミ製クロームメッキ

ブレットウインカーブレットウインカーブレットウインカーブレットウインカーブレットウインカー     φφφφφ 5 0 m m5 0 m m5 0 m m5 0 m m5 0 m m
スチール製クロームメッキ

HAHAHAHAHA54485448544854485448C ¥C ¥C ¥C ¥C ¥16,40016,40016,40016,40016,400 HA5448 ¥15,900HA5448 ¥15,900HA5448 ¥15,900HA5448 ¥15,900HA5448 ¥15,900 HA5348C ¥14,400HA5348C ¥14,400HA5348C ¥14,400HA5348C ¥14,400HA5348C ¥14,400 HA5348 ¥14,000HA5348 ¥14,000HA5348 ¥14,000HA5348 ¥14,000HA5348 ¥14,000

価格は税抜

発売中発売中発売中発売中発売中

　クリアレンズ　　　　　オレンジレンズ　クリアレンズ　　　　　オレンジレンズ　クリアレンズ　　　　　オレンジレンズ　クリアレンズ　　　　　オレンジレンズ　クリアレンズ　　　　　オレンジレンズ 　クリアレンズ　　　　　オレンジレンズ　クリアレンズ　　　　　オレンジレンズ　クリアレンズ　　　　　オレンジレンズ　クリアレンズ　　　　　オレンジレンズ　クリアレンズ　　　　　オレンジレンズ

ノーマルステーの取付け位置を使用してステム三又に付属のヘッドライトステーを取付けます。
スチール製クロームメッキでバルブ組込。Ｈ４カプラー付でカプラーオンで配線を接続できます。
※ノーマルヘッドライト内の配線を干渉しないように固定することが必要。

5.5 ハイパワースリットヘッドライトkit
①①①①① HA56HA56HA56HA56HA564747474747　　　　　¥¥¥¥¥14,30014,30014,30014,30014,300

4 インチブレットライトkit ②②②②② HA57HA57HA57HA57HA573636363636　　　　　¥¥¥¥¥10,80010,80010,80010,80010,800
4.5 マルチスリムヘッドライトkit

③③③③③ HA56HA56HA56HA56HA565353535353 ¥¥¥¥¥11,80011,80011,80011,80011,800
5.5ベーツバイザータイプヘッドライトkit

④④④④④ HA563HA563HA563HA563HA56366666 ¥¥¥¥¥10,80010,80010,80010,80010,800
4.5 ベーツタイプヘッドライトkit

⑤⑤⑤⑤⑤ HA56HA56HA56HA56HA565050505050　　　　　 ¥¥¥¥¥7,8007,8007,8007,8007,800
4.5 マルチリフレクターヘッドライトkit　

クリアレンズ ⑥⑥⑥⑥⑥ HA56HA56HA56HA56HA565050505050CRCRCRCRCR ¥¥¥¥¥8,3008,3008,3008,3008,300
4.5 スリットライトkit ⑦⑦⑦⑦⑦ HA57HA57HA57HA57HA574242424242　　　　　¥¥¥¥¥10,80010,80010,80010,80010,800

HA5647HA5647HA5647HA5647HA5647 HA5653HA5653HA5653HA5653HA5653HA5736HA5736HA5736HA5736HA5736

HA5650HA5650HA5650HA5650HA5650

HA5742HA5742HA5742HA5742HA5742

HA56HA56HA56HA56HA565050505050CRCRCRCRCR

HA5636HA5636HA5636HA5636HA5636

ヘッドライトステー(単品）
クロームメッキ
　　　　　　　　　　　　　　　HA5700CHA5700CHA5700CHA5700CHA5700C　　　　　¥2,300¥2,300¥2,300¥2,300¥2,300

価格は税抜

①～④　Ｈ４ハロゲンバルブ 12V60/55W

⑤～⑦　ＰＨ７ハロゲンバルブ 12V35/35W

②②②②② ③③③③③ ④④④④④

⑤⑤⑤⑤⑤ ⑥⑥⑥⑥⑥

⑦⑦⑦⑦⑦

①①①①①

ＢＯＬＴＢＯＬＴＢＯＬＴＢＯＬＴＢＯＬＴ ///// ＲＲＲＲＲ ///// ＡＢＳＡＢＳＡＢＳＡＢＳＡＢＳ

ヘッドライトヘッドライトヘッドライトヘッドライトヘッドライト k i tk i tk i tk i tk i t 1 21 21 21 21 2 月中頃発売月中頃発売月中頃発売月中頃発売月中頃発売
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ブレーキブレーキブレーキブレーキブレーキ ///// シフトシフトシフトシフトシフト     共用ペグ共用ペグ共用ペグ共用ペグ共用ペグ 発売中発売中発売中発売中発売中

TYPETYPETYPETYPETYPE ⅠⅠⅠⅠⅠ
HF5128 ¥3,600HF5128 ¥3,600HF5128 ¥3,600HF5128 ¥3,600HF5128 ¥3,600

TYPETYPETYPETYPETYPE ⅡⅡⅡⅡⅡ
HF5129 ¥3,600HF5129 ¥3,600HF5129 ¥3,600HF5129 ¥3,600HF5129 ¥3,600

ビレットビレットビレットビレットビレット
HF5130A ¥4,700HF5130A ¥4,700HF5130A ¥4,700HF5130A ¥4,700HF5130A ¥4,700

バックレストバックレストバックレストバックレストバックレスト

HA6412B ¥16,000(HA6412B ¥16,000(HA6412B ¥16,000(HA6412B ¥16,000(HA6412B ¥16,000(税抜）税抜）税抜）税抜）税抜）

11111 月中頃発売月中頃発売月中頃発売月中頃発売月中頃発売

ＢＯＬＴＢＯＬＴＢＯＬＴＢＯＬＴＢＯＬＴ ///// ＲＲＲＲＲ ///// ＡＢＳＡＢＳＡＢＳＡＢＳＡＢＳ

ツーリングネット＆ロープのフックに！
リアフェンダーのサイドモールにボルトオン

HN1206C ¥4,100(HN1206C ¥4,100(HN1206C ¥4,100(HN1206C ¥4,100(HN1206C ¥4,100(税抜）税抜）税抜）税抜）税抜）

アクセントフックアクセントフックアクセントフックアクセントフックアクセントフック

ハンドルと同じφ１インチパイプで高強度　車体に合わせた５ベンド加工によるコンパクト設計

スチール製　ブラック ２重塗装　
パット付

ＢＯＬＴＢＯＬＴＢＯＬＴＢＯＬＴＢＯＬＴ ///// ＲＲＲＲＲ /ABS/ABS/ABS/ABS/ABS　従来品の適合　従来品の適合　従来品の適合　従来品の適合　従来品の適合
品 名 備考 色 品 番 定価(税抜) カタロ グ頁

シーシーバー プレート ボルトオン　当 社ラウンドシーシーバ ーが適 合 クローム メッキ HA6411 \12,000 vo l08
フェンダーレス kit ＬＥＤライセ ンス ランプ付  別途リフレクターが必要 ブラック HA6632 \10,000 vo l08

クリアレンズ HA6633C \11,200 vo l08
レッドレンズ HA6633R \11,200 vo l08
ポリ ッシ ュ ア ルマ イト HA7427A \16,000 P332
クローム メッキ HA7427C \16,000 P332
ポリ ッシ ュ ア ルマ イト HA7425A \16,000 P332
クローム メッキ HA7425C \16,000 P332
ポリ ッシ ュ ア ルマ イト HA7433A \18,000 P332
クローム メッキ HA7433C \18,000 P332
ポリ ッシ ュ ア ルマ イト HA7505A \4,000 P409
クローム メッキ HA7505C \4,000 P409

BOLT専 用 ハンドル ノーマ ル比  １５ｍｍアップ　35mmバック ブラック HB0263B \5,500 vo l08
ポス トス ペーサ ー 当社 ハ ンドル ポス ト及びライザ ーハンドル 用 HB0480 \1,100 P115

150mmロング　アウター長 さ1060/1025mm ブラック HB6471 \5,600 vo l06
300mmロング　アウター長 さ1210/1175mm ブラック HB6473 \5,600 vo l06
150mmロング　アウター長 さ1530mm ブラック HB6472 \2,500 vo l06
300mmロング　アウター長 さ1680mm ブラック HB6474 \2,500 vo l06

延 長 ハーネス ３００mmロング ブラック HD1022 \3,900 vo l06
フロントフットペグ ＴＹＰＥⅠ ス チール 製ＯリングTYPE クローム メッキ HF5151 \9,000 P334
リアフットペグ　ＴＹＰＥⅠ ス チール 製ＯリングTYPE クローム メッキ HF5152 \8,500 P334
フロントフットペグ ＴＹＰＥⅡ ス チール 製平 リングTYPE クローム メッキ HF5158 \9,000 P334
リアフットペグ　ＴＹＰＥⅡ ス チール 製平 リングTYPE クローム メッキ HF5159 \8,500 P334
フロントフットペグ　ビレ ット アル ミ削り出 し ポリ ッシ ュ ア ルマ イト HF5171A \10,500 P334
リアフットペグ　ビレ ット アル ミ削り出 し ポリ ッシ ュ ア ルマ イト HF5172A \10,000 P334
フロントフットペグ ス リット ア ルミ削り出し フロント用　フット面の角度調整可能 ポリ ッシ ュ ア ルマ イト HF5160A \14,000 P334
セ パ レートハ ンドル 　ドラッグ 角度 調 整自 在   ウインカーの 移 動 が必 要 クローム メッキ HS4117C-01 \15,000 P27

ロング ス ロットルケーブル 　Ｗ

ロング クラッチケーブル

フェンダーレス kit　LEDレクタングル
ＬＥＤレクタングルテールランプ付
別途 リフレ クターが 必 要

マ ス ターシリンダ ーＣＡＰ アル ミ合金 削 り出し

アル ミグリップ ＴＹＰＥⅡ
巻取 フック付 _グリップ径φ 34mm
グリップ長 142mm　内径 穴 深さ130mm

アル ミグリップ ＴＹＰＥⅠ

アル ミグリップ ビレ ット

巻取 フック付 _グリップ径φ 34mm
グリップ長 142mm　内径 穴 深さ130mm

巻取 フック付 _グリップ径φ 32mm
グリップ長 140mm　内径 穴 深さ130mm

上記バックレストやシーシーバープレートと
同時装着可能
スチール製クロームメッキ　４ヶセット
外径φ28mm　全長 22mm

1 21 21 21 21 2 月末頃発売月末頃発売月末頃発売月末頃発売月末頃発売


