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XSR900ポジション例：100㎜ダウン 40㎜前方へ
絞り角＋18度 ハンドル巾130㎜（構造変更必要）

旧MT-09ポジション例：100㎜ダウン 50㎜前方へ
絞り角＋7度 ハンドル巾100㎜（構造変更必要）

FATコンドル 専用ハンドル
パイプ径を各部に合わせて段付加工した専用品
セパレートハンドルkit
ハンドルスイッチ穴加工済み
アルミ合金削り出し ハンドルスイッチ穴加工済み ポジション：30㎜ダウン 5㎜前方へ
フィッティング向上の為に専用クラッチケーブル付属 絞り角＋17度 ハンドル巾85㎜（構造変更必要）
ノーマルケーブル類のままで取付OK
XSR900 HS6017A/G ¥57,000
XSR900, 旧/新MT-09（※）
旧MT-09 HS6016A/G ¥57,000
HB0295B-10 ¥12,000
取付部アクセントワッシャ：A=シルバー G=ゴールド ブラック
※サイドキャップは別売
（内径φ14㎜用）
クロームメッキ HB0295C-10 ¥11,500
※サイ
ドキャ
ッ
プは別売
（内径φ18㎜用）
メーター移動ステー
（上記kitには付属）
※旧MT-09は左記メーター移動ステーが別途必要
見やすい位置に移動
※新MT-09はブレーキバンジョーの向き変更が必要
XSR900 HM3569 ¥3,000
旧MT-09 HM3568 ¥3,000

FATスワロー 専用ハンドル
パイプ径を各部に合わせて段付加工した専用品
ハンドルスイッチ穴加工済み メーターアップカラー付
ポジション：35㎜ダウン 75㎜前方へ
絞り角＋5度 ハンドル巾35㎜（構造変更必要）
ノーマルケーブル類のままで取付OK
XSR900, 旧MT-09
ブラック
HB0294B-10 ¥10,000
クロームメッキ HB0294C-10
¥9,500
※サイドキャップは別売
（内径φ18㎜用）

ビートルミラー
軽量樹脂ボディ M10正/逆ネジ
汎用 HA6249 ¥5,400

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
XSR900, 新MT-09,
TRACER, MT-07
HA5228MS/MC ¥18,800
HA5228BS/BC ¥18,200
旧MT-09
HA5227MS/MC ¥18,600
HA5227BS/BC ¥18,000

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ヶ入 シルバー/ブラック
HA5224A/B ¥2,200
フロントバイザー
アルミ製 ブラックアルマイト
専用ステー付 ボルトオン
XSR900 HA6109 ¥7,600

クランプバー / USB電源付
スマートフォンやETCのホルダー等の
取付に便利！ φ22.2㎜
ハンドルホルダー裏面のネジ穴に取付
USB電源付=防水&省電力設計 5V2.1A
XSR900, 旧/新MT-09（※）
バー長155㎜ HU1021B ¥2,600
USB電源付 HU1022B ¥5,800
TRACER バー長200㎜
HU1018B ¥2,600

エンジンガード
転倒時のダメージをしっかり軽減！
車体と一体感あるスタイリッシュデザイン
スチール製 ブラック ボルトオン
XSR900, 旧/新MT-09, TRACER
HA7571B
¥15,400

XSR900 MT-07
MT-09/TRACER

※旧MT-09は左記メーター移動ステーが別途必要

Vブレードミラー
軽量樹脂ボディ
M10正/逆ネジ
汎用 HA6247 ¥2,900

GPマフラーカッター
マフラーカバーを取り替えるだけで
ＧＰマフラースタイルにイメージチェンジ!
ステンレス製 ポリッシュ焼き色仕上げ
旧MT-09 HE2503 ¥19,400

スクリーン
高速走行時の風圧を軽減！
ブラックスモーク アルミステー付
旧MT-09 HA6108 ¥19,000

ラジエターコアガード
まき上がる小石やゴミ等からコア部を保護！
ステンレス製 高精度ハニカムメッシュ
XSR900, 旧/新MT-09, TRACER
ポリッシュ HA6583
¥17,500
ブラック
HA6583B ¥18,800

リア エクステンド
テールランプを後方に130㎜移動
アルミ＆スチール製
旧MT-09 HA6553B ¥10,400

タンデムグリップ（※1）
グリップ部分はすべりにくいビニール
コーティング仕上 スチール製
XSR900, 旧MT-09
HA6303B
¥8,800

リアパーツ同時装着例（旧MT-09）

フェンダーレスkit

LEDライセンスランプ付 専用ハーネスで接続簡単

※リフレクターが別途必要

テールランプの視認性UP!

アルミ製 ブラックアルマイト

旧MT-09

HA6638

¥8,500

アルミ製 ブラックアルマイト

TRACER

HA6641

¥9,000

MT-07

アルミ&スチール製 ブラック

HA6639

¥10,600

フェンダーレスkit
+
リアエクステンド
+
（※2）
タンデムグリップorリアキャリア

◎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

リアキャリア（※1）
荷台：前巾280 後巾180 長さ210㎜
許容積載量3.5kg スチール製
XSR900 HA6308B ¥14,000
旧MT-09 HA6304B ¥15,000
※1=カバーに穴あけ加工が必要
※2=タンデムとキャリアの同時装着は不可

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

