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HARLEY DAVIDSON NIGHTSTER 【RH975】2022y-

目立たせない事が格好良い！

スポーツスターのデザインを引き継ぐ ２０２２年ナイトスターに待望のＥＴＣステーが登場！

●ＥＴＣ取付ステー  ブラック ナイトスター （ＲＨ９７５） 2022y- 　
　品番ＨＤ‐０６６７９   定価￥５,２８０ （税抜 ￥4,８００）　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　JAN 4934154863180 ＨＤ3  

●別体式ＥＴＣをサイドカバー内に収めることで車体のデザインを崩すことなく装着できるようになります。横に開閉するタイプのシートを採用しているので、ＥＴＣケースを
横に取り付けた際の張り出し具合や、サイドバッグ取付時に必要になる車体サイドのスペースなどを考慮した結果この形に辿り着きました。
ＥＴＣ車載機本体は付属の両面ファスナーにて固定。●日本無線社製 ＪＲＭ-11/12、ミツバサンコーワ社製 ＭＳＣ-ＢＥ51/ＢＥ51Ｗ/ＢＥ700の別体式ＥＴＣに対応。
●スチール製 ブラック仕上げ　

１０月中旬発売予定ETC MOUNT STAY ＥＴＣマウントステー 

１月下旬発売予定OIL FILTER  オイルフィルター 

●オイルのろ過量が増えたミルウォーキーエイトに対応したロングタイプオイルフィルターのマグネットインが登場！
ＯＥＭ ６２７００２９６対応
●サイズ：Φ７６×１０６  / レンチ：１４角 対辺７４mm・対角７６ｍｍ  フィルターレンチ：ＨＤ-０８３２１ 使用可
●ブラック仕様
　

●オイルフィルター マグネットイン ブラック ＯＥＭ：６２７００２９６ 　
　品番ＨＤ‐０８７０６  定価￥１,９８０ （税抜 ￥１,８００）  JAN 4934154933920 Ｖ  
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従来のケースをフェンダーストラップに取り付ける仕様ではなく、サイドカバー内に収めるタイプなので車体のデザインを
崩すことなく便利なＥＴＣ車載機を装着出来ます！

スポーツスターのデザインを引き継ぐ ２０２２年ナイトスターに待望のＥＴＣステーが登場！

HARLEY DAVIDSON MilwaukeeEight Touring2016y-
Softail2018y-

＜適合＞ＯＥＭ ６２７００２９６対応
２０１８ｙ-　ソフテイルモデル
２０１６ｙ-  ツーリングモデル
２０１７ｙ-　トライク

従来のケースをフェンダーストラップに取り付ける仕様ではなく、サイドカバー内に収めるタイプなので車体のデザインを
崩すことなく便利なＥＴＣ車載機を装着出来ます！
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＜使用用途＞ ●用途に合わせて５種類のバルブで対応

夜間のＬＥＤライト使用例

＜付属品の内容＞

本体 × 1 ・ エアホース(米式） × 1
英式アダプタ × 1
仏式アダプタ × 1
浮き輪ノズル（先端Φ６/最大Φ９） × 1
ボールニードル × 1
ロングエアホース（300mm）×1
９０°アダプタ×1
収納袋 × 1 ・ type-C 充電ケーブル × 1

【製品の仕様】
●タイプ名：JP02　●充電入力電力: 5V/2A ●充電ポート： type-C ●充電時間：2～3時間
●充電環境：0～60℃ ●バッテリー容量： 2000mAh/7.4V（14.8Wh）●使用温度範囲：-10～60℃ 
●吐出し空気量： 20L/min ●最高圧力：150psi 
●圧力単位：psi・bar・kPa・kg/cm Ｋｇ/ｃｍ (4単位の選択可）●ホース長：155/300mm 
●本体サイズ：155（+8）×63×39mm ●本体重量：428g ●認証モデル名：GP2 ●生産国：中国

●デジタルディスプレイにスクリーンタッチボタン方式で直感的な
   操作が可能
●２０００mAh ７．４Vのバッテリーを搭載、使い易いコードレス
●オートバイ・自動車・自転車・ボール・レジャー用品等５種類の
   バルブに対応
●５種類のモードでそれぞれの空気圧を管理、タップする度に
   切り替え可能
●圧力の単位を４種類から選択可能、タップするだけで自動換算
●設定した圧力で自動停止（空気充填までの時間は種類で異なる）
　　※連続使用や使用環境により誤差が生じる場合がございます。
●ＬＥＤライト付きなので夜間でも効率よく作業が可能
●本体サイズ １５５×６３×３９mm 重量４２８gなので持ち運びも可能
●安心してご使用いただける１年間の製品保証付き

●デジタルディスプレイにスクリーンタッチボタン方式で直感的な
   操作が可能
●２０００mAh ７．４Vのバッテリーを搭載、使い易いコードレス
●オートバイ・自動車・自転車・ボール・レジャー用品等５種類の
   バルブに対応
●５種類のモードでそれぞれの空気圧を管理、タップする度に
   切り替え可能
●圧力の単位を４種類から選択可能、タップするだけで自動換算
●設定した圧力で自動停止（空気充填までの時間は種類で異なる）
　　※連続使用や使用環境により誤差が生じる場合がございます。
●ＬＥＤライト付きなので夜間でも効率よく作業が可能
●本体サイズ １５５×６３×３９mm 重量４２８gなので持ち運びも可能
●安心してご使用いただける１年間の製品保証付き

便利な電動エアポンプをさらに使いやすい内容で進化させました！

●スマートエアポンプ ＪＰ02 2000mAh/7.4V 150psi 　  
　　品番３０２‐３２３ 定価￥９,２４０ （税抜 ￥８,４００） 　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　JAN 4934154602178 W1 

●分かりやすいデジタルディスプレイの操作
●モード切り替え
：Ｍボタンを押す度にモードがループ式で切り替え
　”オートバイ”→”自転車”→”ボール”→
  ”カスタマイズ”→”自動車”→
●圧力単位の切り替え
：Ｕボタンを押す度に単位がループ式で切り替え
　”ＰＳＩ(ｐｓｉ)”→”ＢＡＲ(ｂａｒ)”→
　”ＫＰＡ(ｋＰａ)”→”Ｋｇ/ｃｍ ”→

モード表示

圧力単位

米式バルブ 英式バルブ 仏式バルブ

オートバイ・自転車
・マウンテン シティサイクル

ロードバイク
・スポーツ自転車

レジャー用品等 ボール用

浮き輪
・ビーチボールなど

バスケットボール
・サッカーボールなど

TOOLS 工具類

ELECTRIC AIR PUMP 充電式エアポンプ

ノーマル：約１５０mm

 ロングタイプ：約３００mm

便利な電動エアポンプをさらに使いやすい内容で進化させました！

スマートエアポンプ JP02

SMART AIR PUMPSMART AIR PUMP
スマートエアポンプ JP02

　”９０°アダプタ”と”ロングホース(３００mm）”

使いやすさを考え

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を付属！

ボディーにはコーポレートカラーのブルーを採用！ボディーにはコーポレートカラーのブルーを採用！

●新しい付属品で使いやすく
・ロングホース（３００ｍｍ）：従来よりも余裕をもって装着出来る。

ロングホース ノーマルホース

・９０°アダプタ：装着がしやすい角度へ変更

HONDA

●スマートエアポンプ ＪＰ０２に付属しているエアーバルブエクステンション２を単品設定。
エアポンプ付属となっている９０°とさらに鋭角な６０°も設定。　

 AIR VALVE EXTENSION 2 エアバルブエクステンション2 
１１月中旬発売予定

●エアバルブエクステンション２ Ｌ型
　・９０°　品番２１１‐５２４４  定価￥８３６ （税抜 ￥７６０） 
                                                                   JAN 4934154158897 Ｄ

　 ・６０°　品番２１１‐５２４５  定価￥８３６ （税抜 ￥７６０） 
                                                                   JAN 4934154158903 Ｄ 

１０月下旬発売予定

90°

211-5244 211-5245

60°
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HONDA

●チェンジペダル シーソー スーパーカブ/クロスカブ１１０ 2022y-
　・足型 
　　品番２１４‐２０６  定価￥１０,４５０ （税抜 ￥９,５００） 
                                                                   JAN 4934154158873 X1

　 ・靴底
　　品番２１４‐２０７  定価￥１０,４５０ （税抜 ￥９,５００） 
                                                                   JAN 4934154158880 X1 

REBEL250/500 HONDA 【2BK-MC49
　　/2BL-PC60】2017y- 

好評発売中BAG SUPPORT バッグサポート 

車体イメージに合わせて、マットブラック仕様を準備しました。車体イメージに合わせて、マットブラック仕様を準備しました。

●マット系の色で構成される車体のイメージに合わせてバッグサポートにマットブラックを設定。
サイドバッグを外した際にも違和感なく車体に収まるので車体のバランスを崩しません。
カスタムに合わせ、左右セットと左側のみの２パターンを設定。　

●バッグサポート レブル２５０/５００  マットブラック ＡＬＬ ＩＮ ＯＮＥ 
　・左右セット 　
　　品番２１０‐４８８３    定価￥１５,４００ （税抜 ￥１４,０００） 
                                                                   JAN 4934154205522 Ｄ

　 ・左側のみ
　 品番２１０‐４８８３２  定価￥８,２５０ （税抜 ￥７,５００） 
                                                                   JAN 4934154205539 Ｄ 

１０月中旬発売予定TANDEM GRIP タンデムグリップ 

●バッグサポート同様にマット系の色で構成される車体のイメージに合わせてタンデムグリップにもマットブラックを

設定。バッグサポートとの組み合わせでも違和感なく使用出来ます。
●バッグサポート（210-4883/48832）・ＥＴＣケースステー（304-5172）と併用可
　

●タンデムグリップ マットブラック レブル２５０/５００  2017ｙ-  
　　　品番２１０‐５４８１    定価￥１６,５００ （税抜 ￥１５,０００） 
                                                                   JAN 4934154158910 Ｗ1

【完売時販売終了のお知らせ】
上記商品の販売によって既存 左右セット＜品番２１０-４８８ (\１５,４００/JAN 4934154205249）＞、左側＜品番２１０-４８８２（￥８,２５０/JAN 4934154205256）＞は
現在の在庫をもって販売終了します。

【完売時販売終了のお知らせ】
上記商品の販売によって既存商品＜品番２１０-５４８ (\１６,５００/JAN 4934154156947）＞は現在の在庫をもって販売終了します。

●フォグランプＫＩＴ ＬＥＤ スーパーカブ１１０ 2018y- 　 　  
　　・ブラック ステー
　　　：品番２０５‐６１５５Ａ 定価￥３７,４００ （税抜 ￥３４,０００）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　  JAN 4934154158798 X1

　　・メッキ ステー
　　  ：品番２０５‐６１５６Ａ 定価￥４１,８００ （税抜 ￥３８,０００）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　JAN 4934154158804 X1 

SUPERCUB/CROSSCUB110 HONDA
【JA59/60】2022y- 

シーソーチェンジペダル 
１１月中旬発売予定

●２０２２年モデル（ＪＡ５９）の変更に合わせ、配線系を見直し。ＪＡ４４、ＪＡ５９の共通化をしました。純正オプションのフロントキャリアとの併用可能など利点はそのままに
商品内容を充実。●スチール製ステー ●フォグランプ仕様：消費電力/１８Ｗ（２灯計）・防水/ＩＰ６７相当・色温度/５０００～６２００Ｋ 

●ＵＳＢポートＫＩＴ シングル ＤＣ５Ⅴ／２．１Ａ  スーパーカブ１１０・クロスカブ５０/１１０ 2018y- 　 　  
　　品番３０４‐６３０１Ａ 定価￥６,６００ （税抜 ￥６,０００） JAN 4934154178710 Ｄ 

２０５‐６１５５Ａ 装着例
純正ＯＰ フロントキャリア組み合わせ　 ２０５‐６１５６Ａ 装着例　

【販売終了のお知らせ】 品番205-6155(JAN 4934154157821・税込定価\33,000)、205-6156（JAN 4934154157838・税込定価\37,400）は廃番となりました。

２０２２モデル対応！

USB PORT KIT ＵＳＢポートキット 

●２０２２年モデル（ＪＡ５９）の変更に合わせ、配線系を見直し、共通化をしました。

２０５‐６１５５Ａ 装着例
純正ＯＰ フロントキャリア組み合わせ　 ２０５‐６１５６Ａ 装着例　

SEESAW CHANGEPEDAL
●大人気販売中の足型、靴底シーソーチェンジペダルに２０２２年にモデルチェンジしたスーパーカブ/クロスカブ１１０
用が登場！エンジン形状の変更に伴い形状を見直しました。さらに使いやすさを求め、ペダル位置を考慮。
純正に比べてペダルも大きく、踏みやすくなるのでデザインと機能を両立します。
ノーマルのシーソーチェンジペダルと交換するだけの簡単装着。
●ペダル部：アルミ製バレル仕上げ 

新型にも遊び心を装着！新型にも遊び心を装着！

214-206
※写真は試作品

214-20７

【訂正】 ●８月に御紹介致しました新製品において適合記載の間違いがございましたので訂正致します。スーパーカブ５０は配線系が異なるため適合外。

＜掲載 ＡＵＧ４＞ ＜適合型式＞スーパーカブ１１０(JA44/59）・クロスカブ５０（AA06）・クロスカブ１１０（JA45/JA60）・カブＰＲＯ１１０（JA42）
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２０２２年１０月営業日 【編集後記】
　　　　　　　　　　　　　　　気が付いたら１０月、もう今年も残り３か月。あっという間に１年って過ぎてしまう
　　　　　　　　　　　　　　　のを歳を重ねるごとに実感しております。シルバーウィークは天候に恵まれず、
　　　　　　　　　　　　　　　車で移動。そろそろバイクの出番だと思っていると週末は仕事、バイクは点検。
　　　　　　　　　　　　　　　上手くいかないものですね。そういう時は慌てずにじっくりと計画を練る事が楽し
　　　　　　　　　　　　　　　いですね。
　　　　　　　　　　　　　　　栗おこわを食べたいという奥様の熱い要望(命令）があり、９月の上旬に長野まで
行きました。この日も台風が日本に遊びに来ていました。走る場所によって雨を避けられたらしいですが、
この日も結局車で移動。バイクに乗りたい気持ちもわかるけど、無理は禁物。安全第一。１１月末まで、
二輪向けＥＴＣ割引やツーリングプランもあるのでチェック！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＫＫＫ　　　
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２０２２年１１月営業日

MFJ CUP  JP250
第５戦 岡山国際

山根 昇馬 CBR250RR  #56

2022・9・17 Sat

祝 クラス優勝！！ 

ＨＯＮＤＡ ＣＢＲ２５０ＲＲが上位を独占していたＪＰ２５０も今年になり少しずつ状況が変わり、YAMAHA ＹＺＦ
－Ｒ３の参戦、そしてKAWASAKI ＺＸ-２５Ｒの台頭。さらに国際ライセンスを持つベテラン勢がそれぞれの
マシンと同調していく中、終盤の第５戦岡山国際のレースが始まった。
台風で大荒れの予想もあったが、ＪＰ開催時には天候も問題なく予選スタート。
やはりここに来てベテラン勢がその実力をそれぞれのマシンを乗りこなし発揮していく。
キジマＫＩＳＳレーシングチームの山根 昇馬もこれまで同様に攻めの走りで上位に食い込むがベテラン勢に
抑えられ予選４位という結果。国内ライセンスライダーではトップだが、８位までがコースレコードという結果か
らハイペースなレースになる予感が。
決勝スタートでは先頭集団がはじめからハイペース。少し出遅れ５位の山根 昇馬は離されないように先頭の
４台についていった。
トップ争いをＹＺF-Ｒ３ 横江選手とＺＸ-２５Ｒ 高谷選手が行い、最終的にはＺＸ-２５Ｒ高谷選手が優勝。
後半、のってきた山根 昇馬 は４位まで詰め、一時３位まで浮上したが最後は４位でチェッカーを受けた。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国内ライセンスではここまで負けなしという結果。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　残り1戦を残しチャンピオン決定。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チームとしては課題が残った１戦。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　最終戦 第６戦 鈴鹿で文句なしのチャンピンで終わりたい。残り１戦

祝 クラス優勝！！ 総合４位 

ＭＦＪ ＣＵＰ ＪＰ２５０ 第６戦 鈴鹿  １１月５日(土） 最終戦に期待！！ 

イベント出展 報告イベント出展 報告

今年はウイズコロナで様々なイベントに参加しております。
まだ会えていない方々も多いですがこれからのイベントでお会いできるかもしれません。
楽しいバイクライフをお聞かせ下さい。
バイクを楽しむパーツをご紹介しています。 


