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多数のDC12V車両にご使用頂ける汎用性に優れたLEDフォグランプキットです。照射範囲はスポット照射とフラット照射をバランスよく掛け合わす事により、ヘッ
ドライトでは照らせない部分を補ってくれる照射範囲としました。
フォグランプをご使用頂く事で、濃い霧や激しい雨の時に、ヘッドライトでは照らせない部分を
補い、走行時の視認性向上及び夜間走行時の安全性を高める事が出来ます。又、高輝度により夜間での車両の存在感を高め、他のライダーや車からの認識がし
やすくなり、事故防止対策としても貢献します。電源コード長を約600mmと長めに設定し、取付け位置の自由度を高めています。
■高輝度LEDチップ採用
LEDチップは非常に高輝度ながら低消費電力(約6.5W)を実現し、125cc以下の小排気量車など、発電量があまり大きくない車両であってもお使い易い仕様としました。
※LEDフォグランプには汎用ステー（M8スクリュー及びナット）が付属していますが、車両に装着する場合は別途ステー等が必要になる場合があります。
※12V車両であっても、交流（AC12V）や脈流には、使用出来ません。車両の仕様をご確認の上、
ご購入下さい。

ノーマルヘッドライトによる輝度比較
左：LEDフォグランプ無し 右：LEDフォグランプ点灯

05-08-0567

装着例（KSR PRO）

赤コード DC12V(＋)

詳細図
■付属ステーA
68.5mm

品名
対象車両
品番
JANコード
価格（税込）
発売日

黒コード DC12V(−)

LEDフォグランプキット3.0(950)
汎用（DC12V専用）
05-08-0567
4514162802915
￥5,280
2022年5月予定

約50mm
44mm

49.3mm

■付属ステーB
68.5mm

34mm

44mm
34mm

53.6mm
43.4mm

22mm
M8取付ボルト穴
（ボルト15mm・30mm付属）

50mm

M8取付
ボルト穴

コード長約600mm

24mm
48.5mm

M8取付
ボルト穴

Ṳࡴᅈᙌ൮ဇᢿԼỆếẟềỉắకϋ

18.3

88

Φ9

10

13

90°

2.3

■ハンドルクランプステー
Φ22〜Φ22.2
ハンドルバークランプタイプ
M8スクリュー用
00-00-2100 ￥2,530（税込）

4

■ON/OFFスライドスイッチ
（インジケーターランプ付き）
05-09-0056 ￥3,520（税込）

30
13

■ON/OFFスライドスイッチ
05-09-0042 ￥2,750（税込）

■ウインカーブラケット
Φ27フロントフォーク用
2個1セット
アルミ製 アルマイト仕上げ
穴径Φ9
09-03-0904 ￥1,760（税込）

■ウインカーブラケット
Φ31フロントフォーク用
2個1セット
アルミ製 アルマイト仕上げ
穴径Φ9
09-03-0901 ￥1,760（税込）

（mm）

■スチール製ステー
90度曲げ M8スクリュー用
00-04-0075 ￥1,078（税込）
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フォグランプをご使用頂く事で、濃い霧や激しい雨の時に、ヘッドライトでは照らせない部分を補い、走行時の視認性向上及び夜間走行時の安全性を高める事が
出来ます。又、高輝度により夜間での車両の存在感を高め、他のライダーや車からの認識がしやすくなり、事故防止対策としても貢献します。
照射範囲はスポット照射とフラット照射をバランスよく掛け合わす事により、ヘッドライトでは照らせない部分を補ってくれる照射範囲としました。
本製品は車両のカウル加工や配線加工の必要が無く、キットの構成部品により、
フォグランプを簡単に取付け出来ます。
フォグランプ側のギボシ取付け加工有り。
フォグランプは、商品同梱のアルミ削り出しカラー類を使用し、純正ヘッドライトステーに装着します。
■発展性のある電源用サブコートを採用
キットに付属の電源用サブコードには、弊社製汎用タコメーターの電源用として使用出来る専用カプラーも装備しております。
■高輝度LEDチップ採用 LEDチップは非常に高輝度ながら低消費電力(約6.5W)を実現し、小排気量車など、発電量があまり大きくない車両であっても使用可能です。
※簡単なギボシ圧着加工が必要となります。
■インジケーターランプ付きON/OFFスイッチ付属
インジケーターランプを内蔵することで、
目視でランプ点灯のON/OFFを確認することが可能なります。

05-08-0575（2個入り）

装着写真

装着写真

05-08-0574（1個入り）

品名
対象車両
品番/JANコード
価格（税込）
発売日

装着写真

装着写真

LEDフォグランプキット3.0(950)(ヘッドライトステー装着用)
CT125（JA55-1000001〜）
2個入り 品番：05-08-0575 JAN：4514162803059 ￥19,800
1個入り 品番：05-08-0574 JAN：4514162803042 ￥12,980
2022年5月予定
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弊社製サブフレームキットに装着するLEDフォグランプキットです。補助ランプとしてLEDフォグランプを装着することで、走行時の視認性が向上し、夜間走行の安
全性を高めます。又、高輝度により、夜間での車両の存在感を高め、他のライダーや車からの認識がしやすくなり、事故防止対策としても貢献します。
LEDフォグランプキット
（05-08-0576/0577）はCT125専用製品につき、簡単な配線加工で取付け出来ます。
■LEDフォグランプキット3.0(950) LEDチップは非常に高輝度ながら低消費電力(約6.5W)を実現し、発電量があまり大きくない車両であってもお使い易い仕様
としました。電源コード長は約600mmと長めに設定し、取付け位置の自由度も高めています。
※簡単なギボシ圧着加工が必要となります。
■発展性のある電源用サブコートを採用
キットに付属の電源用サブコードには、弊社製汎用タコメーターの電源用として使用出来る専用カプラーも装備しております。
■インジケーターランプ付きON/OFFスイッチ付属
インジケーターランプを内蔵することで、
目視でランプ点灯のON/OFFを確認することが可能なります。
※本製品はSP武川製サブフレーム装着車が対象となります。
ノーマル車両には取付け出来ません
■CT125（JA55）用サブフレームキット クロムメッキ 06-00-0011 ￥17,600（税込）/ ブラック 06-00-0012 ￥14,300（税込）

05-08-0577（2個入り）

装着（CT125）

装着（CT125）

05-08-0576（1個入り）

装着（CT125）

装着（CT125）

品名
対象車両
品番/JANコード
価格（税込）
発売日

LEDフォグランプキット3.0(950)(SP武川製サブフレーム装着車用)
CT125（JA55-1000001〜）
2個入り 品番：05-08-0577 JAN：4514162803073 ￥25,080
1個入り 品番：05-08-0576 JAN：4514162803066 ￥15,950
2022年5月予定
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純正ステップラバー、
カウル等を加工することなく、装着可能なΦ25.4スチールパイプ製の強固な“フロアステップサイドバー”です。
軽度な転倒に対し、
カウルのダメージを軽減します。装着時の存在感とデザイン性に優れたフォルムが車両のカスタムイメージを高めます。
取付けは、純正ステップラバーの下にあるフレームとカウルを固定している部分に、
フロアステップサイドバーのステーを共締めします。
カウル同士を接合する
ネジ部は使用せず、
フレーム固定部にフロアステップサイドバーを装着する為、
しっかりと固定出来ます。
又、装着後、
フロアステップサイドバーのステー部を含む固定部分は純正ステップラバーの下に収まる為、
ステップ周りがスタイリッシュにまとまります。
フロアステップサイドバーΦ25.4パイプ、
ステー：スチール製ブラック塗装
フロアステップサイドバー先端部にM8サービスホールカラーを採用。 サービスホールカラー：アルミ製ブラックアルマイト仕上げ 弊社製ロゴ入り

ṲᵪᵣᵢἧỻἂἻὅἩỿἕἚᵑᵌᵎᵆᵗᵓᵎᵇᵆᵐ̾λụᵍᵏ̾λụᵇẅἧἿỴἋἘἕἩἇỶἛἢὊᘺბݦဇᙌԼ
フロアステップサイドバーの前方先端部分にあるアルミ削り出しパーツを取外すことで、LEDフォグランプキットの装着が可能になります。
補助ランプとしてLEDフォグランプを装着することで、走行時の視認性が向上し、夜間走行の安全性を高めます。
又、高輝度により、夜間での車両の存在感を高め、他のライダーや車からの認識がしやすくなり、事故防止対策としても貢献します。
LEDフォグランプキットはADV150専用製品につき、簡単な配線加工で取付け出来ます。
■LEDフォグランプキット3.0(950) LEDチップは非常に高輝度ながら低消費電力(約6.5W)を実現し、発電量があまり大きくない車両であってもお使い易い仕様
としました。電源コード長は約600mmと長めに設定し、取付け位置の自由度も高めています。
■インジケーターランプ付きON/OFFスイッチ付属 インジケーターランプを内蔵することで、
目視でランプ点灯のON/OFFを確認することが可能なります。
※取り付けにはフロアステップサイドバー（06-01-0010）
との同時装着が必要です。 ※取り付け時、配線を通す為フロアステップに穴あけ加工が必要になります。

フロアステップバー

装着（フロアステップバー）

LEDフォグランプキット
（2個入り）

装着（フロアステップバー＆LEDフォグランプキット）

フロアステップサイドバー
品名
ADV150（KF38-1000001〜）
対象車両
品番/JANコード 品番：06-00-0010 JAN：4514162281161
￥19,580
価格（税込）
発売中
発売日

ᘍ

品名
対象車両
品番/JANコード
価格（税込）
発売日

サービスホールカラー（弊社ロゴ入り）

無点灯イメージ

点灯イメージ

LEDフォグランプキット3.0(950)
ADV150（KF38-1000001〜） SP武川製フロアステップサイドバー装着車
2個入り 品番：05-08-0583 JAN：4514162803592 価格：￥14,850
1個入り 品番：05-08-0582 JAN：4514162803585 価格：￥9,350
2022年5月予定
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フォグランプをご使用頂く事で、濃い霧や激しい雨の時に、ヘッドライトでは照らせない部分を補い、走行時の視認性向上及び夜間走行時の安全性を高める事が
出来ます。又、高輝度により夜間での車両の存在感を高め、他のライダーや車からの認識がしやすくなり、事故防止対策としても貢献します。
照射範囲はスポット照射とフラット照射をバランスよく掛け合わす事により、ヘッドライトでは照らせない部分を補ってくれる照射範囲としました。
本製品は車両のカウル加工や配線加工の必要が無く、キットの構成部品により、
フォグランプを簡単に取付け出来ます。
フォグランプ側のギボシ取付け加工有り
■発展性のある電源用サブコートを採用
キットに付属の電源用サブコードには、
グリップヒーターを装着する場合に使用出来る追加ギボシを装備。
更に弊社製汎用タコメーターの電源用として使用出来る専用カプラーも装備しております。
■ステーキット
（弊社製アンダーフレーム用）
弊社製アンダーフレーム（パイプ径：Φ25.4）に対応するステーキットを採用。
ステーキットにあるクランプホルダーとステーを装着することで、
フォグランプをア
ンダーフレームにしっかりと固定出来ます。又、
クランプホルダーはアルミ材を精巧に削り出し、表面にブラックアルマイトを施しています。弊社ロゴ入り
■高輝度LEDチップ採用
LEDチップは非常に高輝度ながら低消費電力(約6.5W)を実現し、小排気量車など、発電量があまり大きくない車両であっても使用可能です。
■インジケーターランプ付きON/OFFスイッチ付属
インジケーターランプを内蔵することで、
目視でランプ点灯のON/OFFを確認することが可能なります。
※本製品はSP武川製アンダーフレーム装着車が対象となります。
ノーマル車両には取付け出来ません
■クロスカブ50（AA06）/110（JA45）用アンダーフレームキット ブラック 06-00-0005 ￥21,780（税込）

■クロスカブ（JA10）用アンダーフレームセット クロムメッキ 06-00-0003 ￥27,500（税込）

05-08-0571（2個入り）

装着写真（クロスカブ110）

装着写真（クロスカブ110）

05-08-0570（1個入り）

装着写真（クロスカブ110）

装着写真（クロスカブ110）

LEDフォグランプキット3.0(950)
クロスカブ50（AA06-1000001〜）
クロスカブ（JA10-4000001〜） クロスカブ110（JA45-1000001〜）
※SP武川製アンダーフレーム装着車用
品番/JANコード 2個入り 品番：05-08-0571 JAN：4514162803004 ￥23,980
1個入り 品番：05-08-0570 JAN：4514162802984 ￥14,850
価格（税込）
2022年5月予定
発売日
品名
対象車両
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᭗᠗ࡇễầỤ˯ෞᝲᩓщửܱྵẲẆឥᘍỉᙻᛐࣱầӼɥẴỦḛᵪᵣᵢἧỻἂἻὅἩỿἕἚᵑᵌᵎᵆᵗᵓᵎᵇḜૼႇئᴿᴿ
フォグランプをご使用頂く事で、濃い霧や激しい雨の時に、ヘッドライトでは照らせない部分を補い、走行時の視認性向上及び夜間走行時の安全性を高める事が
出来ます。又、高輝度により夜間での車両の存在感を高め、他のライダーや車からの認識がしやすくなり、事故防止対策としても貢献します。
照射範囲はスポット照射とフラット照射をバランスよく掛け合わす事により、ヘッドライトでは照らせない部分を補ってくれる照射範囲としました。
本製品は車両のカウル加工や配線加工の必要が無く、キットの構成部品により、
フォグランプを簡単に取付け出来ます。
フォグランプ側のギボシ取付け加工有り。
フォーククランプホルダーにはアルミ削り出し製アルマイト仕上げ、
フォグランプステーにはアルミダイカスト製バレル研磨仕上げ（弊社ロゴ入り）を採用。
■高輝度LEDチップ採用 LEDチップは非常に高輝度ながら低消費電力(約6.5W)を実現し、小排気量車など、発電量があまり大きくない車両であっても使用可能です。
■弊社製コンパクトLEDサーモメーターとの同時装着可能
■インジケーターランプ付きON/OFFスイッチ付属 インジケーターランプを内蔵することで、
目視でランプ点灯のON/OFFを確認することが可能なります。

装着写真（モンキー125(JB03)）

装着写真（モンキー125(JB02)）

装着写真（モンキー125(JB02)）

装着写真（GROM(JC92)）

装着写真（GROM(JC75)）

装着写真（GROM(JC92)）

品名
対象車両

品番/JANコード
価格（税込）
発売日

05-08-0573

ᘍ

LEDフォグランプキット3.0(950)
GROM(JC61-1000001〜/JC61-1300001〜/JC75-1000001〜/JC92-1000001〜)
MSX125（MLHJC61） MSX125SF MSX GROM(MLHJC92)
モンキー125（JB02-1000001〜/JB03-1000001〜） モンキー125（MLHJB02/MLHJB03）
ダックス125(JB04-1000001〜)
2個入り 品番：05-08-0573 JAN：4514162803035 ￥26,950
1個入り 品番：05-08-0572 JAN：4514162803028 ￥15,400
2022年5月予定
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フォグランプをご使用頂く事で、濃い霧や激しい雨の時に、ヘッドライトでは照らせない部分を補い、走行時の視認性向上及び夜間走行時の安全性を高める事が
出来ます。又、高輝度により夜間での車両の存在感を高め、他のライダーや車からの認識がしやすくなり、事故防止対策としても貢献します。
照射範囲はスポット照射とフラット照射をバランスよく掛け合わす事により、ヘッドライトでは照らせない部分を補ってくれる照射範囲としました。
本製品は車両のカウル加工や配線加工の必要が無く、キットの構成部品により、
フォグランプを簡単に取付け出来ます。
フォグランプ側のギボシ取付け加工有り
■LEDフォグランプキットの取り付けについて
フロント側のインナーフェンダー部に商品同梱のステーを用いてフォグランプを固定します。
又、配線接続はサブコード類が付属している為、
フォグランプ側の簡単なギボシ加工で車体に接続出来ます。 ※簡単なギボシ圧着加工が必要です。
■高輝度LEDチップ採用
LEDチップは非常に高輝度ながら低消費電力(1灯約6.5W)を実現し、小排気量車など、発電量があまり大きくない車両であっても使用可能です。
■インジケーターランプ付きON/OFFスイッチ付属
インジケーターランプを内蔵することで、
目視でランプ点灯のON/OFFを確認することが可能なります。

品名
対象車両
品番
JANコード
価格（税込）
発売日

装着写真

装着写真

装着写真（点灯）

装着写真（点灯）

装着写真

05-08-0539

LEDフォグランプキット3.0(950)(2個入り)
PCX（JK05-1000001〜） PCX160(KF47-1000001〜)
05-08-0539
4514162305027
￥20,680
2022年5月予定
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フォグランプをご使用頂く事で、濃い霧や激しい雨の時に、ヘッドライトでは照らせない部分を補い、走行時の視認性向上及び夜間走行時の安全性を高める事が
出来ます。又、高輝度により夜間での車両の存在感を高め、他のライダーや車からの認識がしやすくなり、事故防止対策としても貢献します。
照射範囲はスポット照射とフラット照射をバランスよく掛け合わす事により、ヘッドライトでは照らせない部分を補ってくれる照射範囲としました。
本製品は車両のカウル加工や配線加工の必要が無く、キットの構成部品により、
フォグランプを簡単に取付け出来ます。
フォグランプ側のギボシ取付け加工有り。
フォグランプは、商品同梱のアルミ削り出しカラー、
ワッシャー類を使用し、
ラジエターのボス部に装着します。
■高輝度LEDチップ採用 LEDチップは非常に高輝度ながら低消費電力(約6.5W)を実現し、小排気量車など、発電量があまり大きくない車両であっても使用可能です。
■インジケーターランプ付きON/OFFスイッチ付属 インジケーターランプを内蔵することで、
目視でランプ点灯のON/OFFを確認することが可能なります。
※簡単なギボシ圧着加工が必要となります。

装着写真

05-08-0581（2個入り）

装着写真

05-08-0580（1個入り）

品名
対象車両
品番/JANコード
価格（税込）
発売日

装着写真

LEDフォグランプキット3.0(950)
CB125R(JC79-1000001〜)(JC91-1000001〜)
2個入り 品番：05-08-0581 JAN：4514162803110
1個入り 品番：05-08-0580 JAN：4514162803103
2022年5月予定

装着写真

￥17,600
￥10,780
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フォグランプをご使用頂く事で、濃い霧や激しい雨の時に、ヘッドライトでは照らせない部分を補い、走行時の視認性向上及び夜間走行時の安全性を高める事が
出来ます。又、高輝度により夜間での車両の存在感を高め、他のライダーや車からの認識がしやすくなり、事故防止対策としても貢献します。
照射範囲はスポット照射とフラット照射をバランスよく掛け合わす事により、ヘッドライトでは照らせない部分を補ってくれる照射範囲としました。
本製品は車両側の配線加工の必要が無く、キットの構成部品により、
フォグランプを簡単に取付け出来ます。
■LEDフォグランプキットの取り付けについて 専用のカラーとボルトを使用し、CRF250L/Mはステムのフォーク割り締め部に、CRF250RALLYはシュラウドに取り
付けします。又、オプションコードが付属している為、簡単なギボシ加工のみで、車両に配線接続出来ます。
■高輝度LEDチップ採用 LEDチップは非常に高輝度ながら低消費電力(約6.5W)を実現し、小排気量車など、発電量があまり大きくない車両であっても使用可能です。
■インジケーターランプ付きON/OFFスイッチ付属 インジケーターランプを内蔵することで、
目視でランプ点灯のON/OFFを確認することが可能なります。

装着写真（CRF250L）

装着写真（CRF250L）

装着写真（CRF250RALLY）

装着写真（CRF250L）

装着写真（CRF250RALLY）

装着写真（CRF250RALLY）

LEDフォグランプキット3.0(950)
CRF250L（MD38-1000001〜/MD44-1000001〜）
CRF250M（MD38-1100001〜/MD44-1000001〜）
CRF250RALLY（MD44-1000001〜/MD47-1000001〜）
品番/JANコード 2個入り 品番：05-08-0585 JAN：4514162803615 ￥19,250
1個入り 品番：05-08-0584 JAN：4514162803608 ￥11,550
価格（税込）
2022年5月予定
発売日
品名
対象車両
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フォグランプをご使用頂く事で、濃い霧や激しい雨の時に、ヘッドライトでは照らせない部分を補い、走行時の視認性向上及び夜間走行時の安全性を高める事が
出来ます。又、高輝度により夜間での車両の存在感を高め、他のライダーや車からの認識がしやすくなり、事故防止対策としても貢献します。
照射範囲はスポット照射とフラット照射をバランスよく掛け合わす事により、ヘッドライトでは照らせない部分を補ってくれる照射範囲としました。
本製品は車両側の配線加工の必要が無く、キットの構成部品により、
フォグランプを簡単に取付け出来ます。
■LEDフォグランプキットの取り付けについて 商品同梱のアルミ削り出しカラーを使用し、
ラジエターのボス部に装着します。又、
オプションコードが付属して
いる為、簡単なギボシ加工のみで、車両に配線接続出来ます。
■高輝度LEDチップ採用 LEDチップは非常に高輝度ながら低消費電力(1灯約6.5W)を実現し、小排気量車など、発電量があまり大きくない車両であっても使用可能です。
■インジケーターランプ付きON/OFFスイッチ付属 インジケーターランプを内蔵することで、
目視でランプ点灯のON/OFFを確認することが可能なります。

装着写真

装着写真

装着写真（点灯）

装着写真（点灯）

装着写真

05-08-0589

LEDフォグランプキット3.0(950)
レブル250(MC49-1000001〜1099999)
レブル250(MC49-1100001〜1199999)
レブル250(MC49-1200001〜)
レブル500(PC60-1000001〜1099999)
レブル500(PC60-1100001〜)
品番/JANコード 2個入り 品番：05-08-0589 JAN：4514162803653 ￥18,480
1個入り 品番：05-08-0588 JAN：4514162803646 ￥11,330
価格（税込）
2022年5月予定
発売日
品名
対象車両
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フォグランプをご使用頂く事で、濃い霧や激しい雨の時に、ヘッドライトでは照らせない部分を補い、走行時の視認性向上及び夜間走行時の安全性を高める事が
出来ます。又、高輝度により夜間での車両の存在感を高め、他のライダーや車からの認識がしやすくなり、事故防止対策としても貢献します。
照射範囲はスポット照射とフラット照射をバランスよく掛け合わす事により、ヘッドライトでは照らせない部分を補ってくれる照射範囲としました。
本製品は車両側の配線加工の必要が無く、キットの構成部品により、
フォグランプを簡単に取付け出来ます。
■LEDフォグランプキットの取り付けについて 商品同梱のクランプステーを使用し、ヘッドライトユニットステーに装着します。又、
オプションコードが付属して
いる為、簡単なギボシ加工のみで、車両に配線接続出来ます。
■高輝度LEDチップ採用 LEDチップは非常に高輝度ながら低消費電力(1灯約6.5W)を実現し、小排気量車など、発電量があまり大きくない車両であっても使用可能です。
■インジケーターランプ付きON/OFFスイッチ付属 インジケーターランプを内蔵することで、
目視でランプ点灯のON/OFFを確認することが可能なります。
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装着写真（点灯）

装着写真（点灯）

装着写真
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LEDフォグランプキット3.0(950)
SEROW250（B7C1）
※2008年〜2020年式
（3C5C/3C56/3C5M/3C5S/3C5Y/1YB9/1YBF/1YBL/1YBN/B1H1/B7C4）
上記の車種につきましては、ホルダーストッパー（LEDフォグランプを取
り付ける部品）の径がΦ16なら取付けが可能です。
品番/JANコード 2個入り 品番：05-08-0587 JAN：4514162803639 ￥18,150
1個入り 品番：05-08-0586 JAN：4514162803622 ￥11,550
価格（税込）
2022年5月予定
発売日
品名
対象車両
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