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は単独での取付
作業時間の目安。

メーカー： ■＝スズキ ■＝ハーレーダビッドソン
■＝その他外車■＝ヤマハ ■＝カワサキ

■＝ホンダ※ ※は必須同時交換品を含めた
トータル作業時間の目安。

は規定の条件を満たせば
公道使用できます。

※ 公道使用

ＮＯ※ は法基準に抵触するため
公道使用できません。

0.5h1.5h
※ は2022カタログ掲載頁。メーカー： ■＝スズキ ■＝ハーレーダビッドソン

■＝その他外車■＝ヤマハ ■＝カワサキ
■＝ホンダは単独での取付

作業時間の目安。
※ ※は必須同時交換品を含めた

トータル作業時間の目安。
は規定の条件を満たせば
公道使用できます。

※ 公道使用

ＮＯ※ は法基準に抵触するため
公道使用できません。

0.5h1.5h
※ は2022カタログ掲載頁。

5月

6月

日
1
8
15
22
29

2022年5月営業日カレンダー
月
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16
23
30

火
3
10
17
24
31

水
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11
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25
1

木
5
12
19
26
2

金
6
13
20
27
3

土
7
14
21
28
4

赤字は、休日とさせていただきます。

INFORMATION

「2022 静岡・森町 茶ミーティング」中止のお知らせ
日頃より弊社商品をご愛顧、ご高配いただき、誠にありがとうございます。
例年5月に弊社テストコースで開催しております「静岡・森町 茶ミーティング」は、新型コロナウィルス
（COVID-19）の感染拡大が続いていることから、お客様ならびに関係者の皆様の安全・安心を最優先に考慮
し、開催を中止することにいたしました。
ご来場を楽しみにされていたお客様、関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解いただきますようお願い申
し上げます。

静音型インバーター発電機【デイジェネ1900e】
Low Noise Inverter Generator 5月下旬発売

エンジン始動が簡単なセルスターター機能を搭載
した出力1900Wの【DAYGENE�1900e】。「リコ
イル式の始動がチョット・・・」というご年配の方や、
女性にも優しいリモコン式セルスターターでエンジ
ンのON/OFFが簡単に操作可能になりました。
※�リモコン、本体操作パネル内のセルスターターボタンどちらでも
エンジン始動可能です。

■製品諸元表

■多様な電力供給 ■モードセレクトボタン

■構成部品

型式 DAYGENE1900e

エンジン型式 強制空冷4サイクルガソリンOHVエンジン

総排気量 79cc

回転数 4800rpm

始動方式 リコイルスターター方式、セルモーター方式

点火方式 CDI点火方式

オイル容量 450 cc

燃料タンク容量 4ℓ

点火プラグ NGK BP5H　Torch E5T

本体型式 フルカバーボディ

全⻑ 485mm

全幅 340mm

全高 510mm

総重量 22.7kg （乾燥重量=19.7kg）

電圧調整方式 インバーター方式

交流

定格出力 1900W

定格電圧 AC：100V

定格電流 AC：20A

定格周波数 50Hz/60Hz

直流
定格電圧 シガーソケット：12V

定格電流 シガーソケット：8.3A

連続運転時間
75％負荷時= 4.0時間
50％負荷時= 5.7時間
25％負荷時= 7.9時間

騒音レベル（7m） 最大66dB（A） 以下

出力種類 AC100V/20A×2個、シガーソケット（12V/8.3A）×1個

29965 ¥104,800(¥95,273)

コンパクトで軽い

PCやスマートフォン使用可能

交流コンセント
AC2ポート（100V�20A）

直流シガーソケット
（12V�8.3A）
※��付属のUSBシガーソケットを使用
するとUSB（2.4A/2.4A）2ポー
ト追加することができます。

交流用並列端子

マルチディスプレイ セルスターター

電圧表示モード ワンタイムカウントアワーメーター

セルスターターセルスターター
リモコン付きリモコン付き

周波数表示モード

積算アワーメーター

本体、レンチ（8/10mm）、ドライバー、
オイルジョウゴ、点火プラグソケット、
シガーソケット、M6ナット、リモコン

※�出力表示（出力が表示され、負
荷の状態が確認できます。）

らくらく簡単セルスターター

総重量
22.7kg

（乾燥重量：19.7kg）
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※価格は「税込金額（税抜金額）」で表示しています。
本カタログに掲載されている商品またはサービスなどの名称は、各社の商標または登録商標です。2022/5（P2）株式会社 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805　
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は単独での取付
作業時間の目安。

メーカー： ■＝スズキ ■＝ハーレーダビッドソン
■＝その他外車■＝ヤマハ ■＝カワサキ

■＝ホンダ※ ※は必須同時交換品を含めた
トータル作業時間の目安。

は規定の条件を満たせば
公道使用できます。

※ 公道使用

ＮＯ※ は法基準に抵触するため
公道使用できません。

0.5h1.5h
※ は2022カタログ掲載頁。メーカー： ■＝スズキ ■＝ハーレーダビッドソン

■＝その他外車■＝ヤマハ ■＝カワサキ
■＝ホンダは単独での取付

作業時間の目安。
※ ※は必須同時交換品を含めた

トータル作業時間の目安。
は規定の条件を満たせば
公道使用できます。

※ 公道使用

ＮＯ※ は法基準に抵触するため
公道使用できません。

0.5h1.5h
※ は2022カタログ掲載頁。

2022 May5
TCX®
TCX®

サイズ（cm目安） 40（25.5） 41（26.0） 42（26.5） 43（27.5） 44（28.5）

7304W/ブラウン 27976 27977 27978 27979 27980

●アッパー：�グレイン牛革（プルアップ仕上げ（※1））�
リフレクターパイピング（後部）

●プロテクション：�補強材（くるぶし/つま先/かかと）
●コンフォート：�T-DRY防水透湿メンブレン�

OrthoLite®インソール�
靴ひも固定用バンド

●アウトソール：groundtrax®
※ 1��表層にワックスやオイルを多めに含浸さ

せてプレスする仕上げ方法。�
革を折り曲げたり、もんだり、裏から押
し上げると濃淡の模様が出現し、独特の
雰囲気をもたせる効果がある。

7304W
ブレンド2 Waterproof
7304W BLEND 2 Waterproof 
¥28,820(¥26,200)サイズ：40～44

本格ミドルカットブーツ

CE Certification EN 13634:2017

バーコードリストはラブレター同封の別紙をご参照ください。

サイズ（cm目安） 40（25.5） 41（26.0） 42（26.5） 43（27.5）

7156G 27972 27973 27974 27975

●アッパー：�高靭性ファブリック（耐摩耗/耐引裂性）、合成皮革�
リフレクター（かかとテープ部）

●プロテクション：�補強材（くるぶし/つま先/かかと）
●コンフォート：�GORE-TEX®防水透湿メンブレン�

GORE-TEX®SURROUND®�ベンチレーションアウトソール�
EVAクッションミッドソール�
OrthoLite®インソール�
靴ひも固定用バンド

●アウトソール：�groundtrax®�
トレッキングパターン

7156G 
クリマトレック SURROUND®GORE-TEX®
7156G CLIMATREK SURROUND® GORE-TEX® 
¥31,900(¥29,000)サイズ：40～43

SURROUND®GORE-TEX®搭載。アウトドアライディングシューズ

CE Certification EN 13634:2017

安全性と快適性を両立した世界最高クラスのライディングシューズ
ヨーロッパで初めてオートバイ用ブーツシューズにCE認証を導入。
万が一の事態にも被害を最小限に抑えるため様々な技術を採用し
ています。
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TEL：0570-055-819 FAX：0120-111819
※価格は「税込金額（税抜金額）」で表示しています。

本カタログに掲載されている商品またはサービスなどの名称は、各社の商標または登録商標です。2022/5（P3）株式会社 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805　
TEL：0570-055-819 FAX：0120-111819

は単独での取付
作業時間の目安。

メーカー： ■＝スズキ ■＝ハーレーダビッドソン
■＝その他外車■＝ヤマハ ■＝カワサキ

■＝ホンダ※ ※は必須同時交換品を含めた
トータル作業時間の目安。

は規定の条件を満たせば
公道使用できます。

※ 公道使用

ＮＯ※ は法基準に抵触するため
公道使用できません。

0.5h1.5h
※ は2022カタログ掲載頁。メーカー： ■＝スズキ ■＝ハーレーダビッドソン

■＝その他外車■＝ヤマハ ■＝カワサキ
■＝ホンダは単独での取付

作業時間の目安。
※ ※は必須同時交換品を含めた

トータル作業時間の目安。
は規定の条件を満たせば
公道使用できます。

※ 公道使用

ＮＯ※ は法基準に抵触するため
公道使用できません。

0.5h1.5h
※ は2022カタログ掲載頁。

2022 May5
6月中旬発売

サイズ（cm目安） 40（25.5） 41（26.0） 42（26.5） 43（27.5） 44（28.5）

9559/ブラック 27967 27968 27969 27970 27971

●アッパー：�通気メッシュニット、牛革スエード�
リフレクター（かかとテープ部）

●プロテクション：�Zプレートシャンク（ミッドソール）�
D3O®（くるぶし）�
補強材（つま先/かかと）�
ラバーシフトパッド

●コンフォート：�OrthoLite®インソール�
フロントZIP（ZIP横はストレッチテープを採用）

●アウトソール：groundtrax®

9559
IKASU Air
9559 IKASU Air 
¥21,890(¥19,900)サイズ：40～44

イカス新色登場

CE Certification EN 13634:2017

バーコードリストはラブレター同封の別紙をご参照ください。

サイズ（cm目安） 40（25.5） 41（26.0） 42（26.5） 43（27.5）

9511/ブラック/グレー 27985 27986 28038 28039

9511W（防水）/ブラック 27981 27982 27983 27984

細身の外観からは、いい意味で期待を裏切るフィット感。
日本人の足にもマッチします。
●アッパー：�合成皮革、メッシュ生地�※9511 RO4D Airのみ�

リフレクター（かかとテープ部）
●プロテクション：�D3O®（くるぶし）�

補強材（つま先/かかと）�
バイキャストシフトパッド

●セーフティー：�Gaitor（靴ひもカバー）
●コンフォート：�T-DRY防水透湿メンブレン�※9511W RO4D Waterproofのみ�

OrthoLite®インソール�
面ファスナーバンド

●アウトソール：�groundtrax®

9511 
RO4D Air
9511 RO4D Air 
¥22,880(¥20,800)

9511W 
RO4D Waterproof
9511W RO4D Waterproof 
¥22,880(¥20,800)

サイズ：40～43

サイズ：40～43

エアメッシュスポーツツーリングシューズ/防水スポーツツーリングシューズ

CE Certification EN 13634:2017

※9511W RO4D Waterproofのみ�

〈9511/ブラック/グレー〉

〈9511W（防水）/ブラック〉

™
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は単独での取付
作業時間の目安。

メーカー： ■＝スズキ ■＝ハーレーダビッドソン
■＝その他外車■＝ヤマハ ■＝カワサキ

■＝ホンダ※ ※は必須同時交換品を含めた
トータル作業時間の目安。

は規定の条件を満たせば
公道使用できます。

※ 公道使用

ＮＯ※ は法基準に抵触するため
公道使用できません。

0.5h1.5h
※ は2022カタログ掲載頁。メーカー： ■＝スズキ ■＝ハーレーダビッドソン

■＝その他外車■＝ヤマハ ■＝カワサキ
■＝ホンダは単独での取付

作業時間の目安。
※ ※は必須同時交換品を含めた

トータル作業時間の目安。
は規定の条件を満たせば
公道使用できます。

※ 公道使用

ＮＯ※ は法基準に抵触するため
公道使用できません。

0.5h1.5h
※ は2022カタログ掲載頁。

2022 May5
スロットルボディカバー

GIVI®ハードケース車種別適合表

HIGHSIDER®バーエンドミラーアダプター

Throttle Body Cover Plate

GIVI®Application for Motorcycles

HIGHSIDER® Bar End Mirror Adapter

5月下旬発売

5月下旬発売・27687は発売中・28202は6月下旬発売

5月下旬発売

0.3h

0.5h

装着例装着例

装着例装着例

スロットルボディカバーをスリット入りのプレートに変更することで車体のワンポイント
に。左右でデザインを合わせるために左側用も同梱。反転して取り付ければDAYTONA
ロゴの部分にお好みのステッカーチューンも可能です。
●プレート：スチール製静電塗装（ツヤ消し黒）
●スペーサー：アルミ製

93870 ¥5,280(¥4,800)

29181 ¥5,940(¥5,400)

■GB350/S（'21）〈2BL-NC59〉

端面が半月形状のインナーウエイトが装着
された、ホンダ純正ハンドル用のバーエンド
アダプター。グリップよりハンドルが凹んで
いる段差を埋めるカラー（デイトナ製）を付
属することで、グリップやスイッチボックス
を移動することなくミラーを装着できます。

代表適合車種：�CB1300SF、CB1000R/650R、CBR650R、CB400SF、�
GB350/S、CBR250RR等

●左右２個セット　●アルミ削り出しブラックアルマイト仕上げ
※インナーウエイトの取り外しが必要です。
※バーエンドミラーはミラーアダプター別売タイプをご使用ください。
※レバー操作時にバーエンドミラーのアームが接触する場合はレバーホルダーの位置調整が必要です。
※�純正グリップヒーター装着モデルは取り外しの工程でグリップヒーターが破損する場合があります。ご注意くだ
さい。

■ＨＯＮＤＡ用（半月形状のインナーウエイト装着車）

®

ホンダ純正ハンドル用への取り付けが簡単に。

28204 ¥18,700(¥17,000) 27687 ¥58,300(¥53,000)

28202 ¥39,600(¥36,000) 26381 ¥46,200(¥42,000)

SR1191 PLO8400CAM

SR1194 SRA8400

適合車種 装着方法
装着に必要なフィッティング類 対応�

トップケース
対応�

サイドケース 備　　考
フィッティング 指定同時装着品

■�Rebel1100/DCT（'21）
※�欧州仕様CMX1100

トップのみ SR1194�
 28202 ¥39,600(¥36,000)

モノロックケース
付属汎用ベース モノロック − デイトナ製サドルバッグサポート、リバーシブルバックレストと

の同時装着不可。最大積載重量：3kg

■�CRF250L/〈S〉
■�CRF250�RALLY/〈S〉
（'21）〈MD47〉

※�〜'20は不可

トップのみ SR1191�
 28204 ¥18,700(¥17,000)

モノロックケース
付属汎用ベース モノロック − 最大積載重量：3kg

適合車種 装着方法
装着に必要なフィッティング類 対応�

トップケース
対応�

サイドケース 備　　考
フィッティング 指定同時装着品

■�Pan�America1250
（'21）

トップのみ SRA8400�
 26381 ¥46,200(¥42,000) 付属モノキーベース モノキー −

●�トップのみ�：�最大積載重量6kg
●�サイドのみ�：�単独装着可能。右側はマフラーの外側に取
り付け。
●�トップ+サイド�：�上記注釈参照。

サイドのみ PLO8400CAM�
 27687 ¥58,300(¥53,000) − − OBKN48/37

専用
トップ+
サイド 上記「トップのみ」＋「サイドのみ」の組み合わせでトップ+サイド装着可能。

HONDA

For HARLEY-DAVIDSON

■■CBR250RR：バーエンドミラー装着例（29181+15602）CBR250RR：バーエンドミラー装着例（29181+15602）
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は単独での取付
作業時間の目安。

メーカー： ■＝スズキ ■＝ハーレーダビッドソン
■＝その他外車■＝ヤマハ ■＝カワサキ

■＝ホンダ※ ※は必須同時交換品を含めた
トータル作業時間の目安。

は規定の条件を満たせば
公道使用できます。

※ 公道使用

ＮＯ※ は法基準に抵触するため
公道使用できません。

0.5h1.5h
※ は2022カタログ掲載頁。メーカー： ■＝スズキ ■＝ハーレーダビッドソン

■＝その他外車■＝ヤマハ ■＝カワサキ
■＝ホンダは単独での取付

作業時間の目安。
※ ※は必須同時交換品を含めた

トータル作業時間の目安。
は規定の条件を満たせば
公道使用できます。

※ 公道使用

ＮＯ※ は法基準に抵触するため
公道使用できません。

0.5h1.5h
※ は2022カタログ掲載頁。
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補修部品

頼もしい高電流対応設計
AWG12（2.0SQ相当）の配線を使用して高電流に対応。

フランジボルトで
導通と締め付けを強化

配線保護キャップで
安心の簡易防塵

端子の導通面を確保しつつ、締め付
け面積が広いため配線端子が抜け
にくい。

配線の太さや本数に合わせて切り抜
くことで、最低限のすきまで配線を
通すことができる。

フランジ付
六 角
ボルト

配線保護
キャップ

好きな場所に取り付けて
見た目も使い勝手もスマートに。

配線図

バッテリー端子+側へ

バッテリー端子－側へ 常時電源端子

常時電源端子

ー

＋

BATTERY
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﹇
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●定格20Aの電流に対応
※定格アンペア数を超えると火災の原因となります。
※本商品を介したジャンプスターター、ブースターケーブルの使用はできません。

商品構成：
ユニット本体×1、
入力配線・・・赤×1、黒×1、
出力配線・・・赤×1、黒×1、
両面テープ×1、
結束バンド×2

DH-761 SYSTEM BOTTLE POUCH
DH-761 SYSTEM BOTTLE POUCH 6月下旬発売

5月下旬発売

29701 ¥1,650(¥1,500)

29700 ¥990(¥900)

29699 ¥495(¥450)

29694 ¥605(¥550)

配線セット（入力�赤/黒×各1、出力�赤/黒×各1）

端子セット（固定板×2、フランジ付き六角ボルト×4、
ワッシャ×4、フランジナット×4）

配線保護キャップ（2個入り）

ケースキャップ

アクセサリー電源ユニット D-UNIT™バッテリーサブターミナルキット
D-UNIT Accessory Power Module™ Battery Sub Terminal Kit

25551 ¥2,530(¥2,300)

28230 ¥2,750(¥2,500)

SYSTEM BOTTLE POUCH

DH-761

収納例：�ペットボトル、スマートフォン、
モバイルバッテリー

内側アルミシートで保冷・保温
もバッチリ!

ポーチの固定ベルトをシート
バッグのパルステープへ通すこ
とでしっかりと固定できる。

くつろいだまま、いつもの場所にいつもの道具。
キャンプ用例 外付け使用例 収納使用例

パルステープとカラビナでしっかり固定。
すぐに出したい道具を収納できる。

ピッタリ納まるから荷造りも苦にならない。

容量

2
本体重量：250g
ドリンクホルダー：H250×W80×D80（mm）�
ポケット：H150×W85×D50（mm）�

シートバッグ システム用ポーチラインアップ追加。
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トータル作業時間の目安。
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公道使用できます。

※ 公道使用

ＮＯ※ は法基準に抵触するため
公道使用できません。
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赤字は、休日とさせていただきます。

INFORMATION

「2022 静岡・森町 茶ミーティング」中止のお知らせ
日頃より弊社商品をご愛顧、ご高配いただき、誠にありがとうございます。
例年5月に弊社テストコースで開催しております「静岡・森町 茶ミーティング」は、新型コロナウィルス
（COVID-19）の感染拡大が続いていることから、お客様ならびに関係者の皆様の安全・安心を最優先に考慮
し、開催を中止することにいたしました。
ご来場を楽しみにされていたお客様、関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解いただきますようお願い申
し上げます。

マイクロファイバースポンジ マイクロファイバーミトン
Microfiber Sponge Microfiber Mitten発売中 発売中

パッケージ変更のお知らせ仕様変更のお知らせ
平素より格別なお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。この度、下記の商
品につきましてパッケージデザインの変更をさせていただくことをご案内いたし
ます。恐れ入りますが、現行商品の在庫がなくなり次第、新パッケージに変更し
販売させていただきます。なお、パッケージの変更に伴う商品番号、標準価格、
JANコードの変更はございません。大変お手数をおかけすることと存じますが、
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

平素より格別なお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。この度、プラグレ
ンチソケット14mm（95337）の仕様を変更させていただくこととなりましたの
でお知らせいたします。なお、この仕様変更に伴う商品番号、標準価格、JANコー
ドの変更はございません。ご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解賜りますようお
願い申し上げます。
【変更箇所】
プラグホールド部（6角→12角）、ラバーグリップ形状、表面処理（クローム→サテンクローム）

96354 ¥880(¥800)95337 ¥1,650(¥1,500)

ネジロック 中強度 5g

プラグレンチソケット14mm

27887 ¥880(¥800) 27888 ¥880(¥800)

丸形のマイクロファイバースポンジで指先
が入るポケット付き。スポンジがあることで
車体に傷をつけず、均一に力をかけやすく
なっており、曲線が多いバイクのワックスが
けやコーティングの施工に最適です。
●色：グリーン
●外径：150mm、厚さ：40mm、重量:30g
※�製造時のほこり等が繊維に付着している場合がありま
す。使用前に一度水で洗ってから使用してください。

洗車に便利な手袋タイプのマイクロファイ
バーミトン。片面がモップタイプ・反対がク
ロスタイプになっています。使用箇所に合
わせてお使いください。
●色：グリーン
●幅:150mm、高さ:210mm、厚さ:30mm、重量38g
※�製造時のほこり等が繊維に付着している場合がありま
す。使用前に一度水で洗ってから使用してください。

マイクロファイバーが細かな汚れをかきだします

使用例使用例 使用例使用例

価格改定のお知らせ

DAYTONA MOTORCYCLE GARAGE BASIC シリーズの仕様変更および価格改定のお知らせ

平素より格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。弊社では、原材料や物流費の高騰が続く中、全社をあげてコスト削減に努めて参りましたが、もはや企業努力のみ
で対応することが困難な状況となっております。つきましては、大変心苦しいお願いとなりますが、2022年4月1日より、下記商品の価格を改定させていただくことになりました
ので、お知らせいたします。なお、価格改定後も、商品番号、JAN�コードに変更はございません。大変お手数をおかけすることと存じますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

このたび、DAYTONA�MOTORCYCLE�GARAGE�BASICシリーズにつきまして、大変心苦しいお願いとはなりますが、2022年5月1日（日）より仕様変更および価格改定を
行う運びとなりました。詳細につきましては、ラブレター2022年4月号の差し込みをご参照ください。

商品名 旧商品番号/標準価格

ピトンヒッター 21071 ¥3,135(¥2,850)

新商品番号/
標準価格 JANコード

21071 ¥4,180(¥3,800)

届きにくい場所もしっかり届く


