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ṲἾἕἂἢὅἣὊὶἉὊἽἛỿἕἚ
Φ25.4スチール製パイプを採用した強固なサイドバンパーです。本製品を装着することで、立ちごけ等の軽度な転倒に対し、エンジンやチェンジペダルへのダメー
ジを軽減します。又、付属のレッグシールドをサイドバンパーに装着することで、風防効果を得ることができます。
これにより、
ライダーの疲労を軽減すると共に走行
中、
フロントタイヤが巻き上げる水や泥などから自身を守ることが出来ます。
レッグシールド（左右）の装着は、裏面にあるベルクロをパイプに巻きつけ、中央にある
ボスにスチール製ボルトとアルミ削り出しリテーナーでしっかりと固定します。
この固定部分のボスには、
フォグランプキット
（別売）を装着することができます。
更にサイドバンパー本体のストレート部分には、
アクションカメラやペットボトルホルダー（別売）なども装着できます。
シールドのカラーは迷彩、
グレー、
ブラック、
グリーンの4色からお選び頂けます。
サイドバンパー本体：スチール製パイプブラック塗装仕上げ。 レッグシールド：強化ナイロン製

レッグバンパー＆シールドキット
（ACU）

装着（レッグバンパー）

装着（レッグバンパー+シールド/ACU）

装着（レッグバンパー+シールド/GRAY）

装着（レッグバンパー+シールド/BLACK）

装着（レッグバンパー+シールド/GREEN）

装着（レッグバンパー+シールド/GRAY）

装着（レッグバンパー+シールド/BLACK）

装着（レッグバンパー+シールド/GREEN）

シールド左右セット
（ACU）

品名
対象車両
品番
JANコード
価格（税込）
発売日

シールド左右セット
（GRAY）

レッグバンパー＆シールドキット
レブル250（MC49-1000001〜）
ACU
品番：06-00-0045 JAN:4514162805916
GRAY 品番：06-00-0046 JAN:4514162805923
BLACK 品番：06-00-0047 JAN:4514162805930
GREEN 品番：06-00-0048 JAN:4514162805947
2022年12月予定

￥45,980
￥45,980
￥45,980
￥45,980

シールド左右セット
（BLACK）

品名
対象車両
品番
JANコード
価格（税込）
発売日

シールド左右セット
（GREEN）

シールド左右セット
SP武川製レッグバンパー装着車
ACU
品番：00-09-0086 JAN:4514162802212 ￥7,040
GRAY 品番：00-09-0087 JAN:4514162802229 ￥7,040
BLACK 品番：00-09-0088 JAN:4514162802236 ￥7,040
GREEN 品番：00-09-0089 JAN:4514162802243 ￥7,040
発売中
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SP武川製レッグバンパーに装着する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は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。
※取り付けにはレッグバンパー＆シールドキットとの同時装着が必要です。 ※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になります。

LEDフォグランプキット3.0(950)(2個入り)

装着（レッグバンパー+シールド/GRAY+LEDフォグランプ）

品名
対象車両
品番/JANコード
価格（税込）
発売日

装着（レッグバンパー+LEDフォグランプ）

装着（レッグバンパー+シールド/ACU+LEDフォグランプ）

装着（レッグバンパー+シールド/BLACK+LEDフォグランプ）

装着（レッグバンパー+シールド/GREEN+LEDフォグランプ）

LEDフォグランプキット3.0(950)(SP武川製レッグバンパー装着車用)
レブル250（MC49-1000001〜）
2個入り 品番：05-08-0591 JAN：4514162803677 ￥16,500
2022年12月予定
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ỿἌὉከٳዴὉ൲ủẦỤἳὊἑὊửܣỦḛἳὊἑὊ̬ᜱἧỵἽἲίἁἼỴήඑἑỶἩὸḜầૼႇئᴿᴿ
キズ・紫外線・汚れからメーターを保護するプロテクティブフィルムです。本製品を貼り付ける事で、泥汚れやホコリが付着してもメーターパネル本体を傷付けず
に清掃できます。
フィルムはクリア光沢タイプを採用し、透明感を損なわず視認性を考慮しております。又優れたソフトタイプ（PET素材）
を採用。
保護フィルムの表面に「SPECIAL PARTS TAKEGAWA」のロゴをプリントしています。
ロゴの色は2パターンからお選び頂けます。
メーターパネルと保護フィルムの段差を少なくする事で、取付け後もナチュラルな状態を保ちます。1枚入り

ロゴ グレー（05-06-0052）

ロゴ グレー（05-06-0052）

品名
対象車両
品番
JANコード
価格（税込）
発売日

ロゴ フルカラー（05-06-0056）

ロゴ フルカラー（05-06-0056）

メーター保護フィルム（クリア光沢タイプ/1枚入り）
レブル250(MC49-1200001〜) レブル500(PC60-1200001〜)
ロゴ グレー
品番：05-06-0052 JAN：4514162806302
ロゴ フルカラー 品番：05-06-0056 JAN：4514162836958
各￥1,650
2022年12月発売予定
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ỿἌὉከٳዴὉ൲ủẦỤἳὊἑὊửܣỦḛἳὊἑὊ̬ᜱἧỵἽἲίἁἼỴήඑἑỶἩὸḜầૼႇئᴿᴿ
キズ・紫外線・汚れからメーターを保護するプロテクティブフィルムです。本製品を貼り付ける事で、泥汚れやホコリが付着してもメーターパネル本体を傷付けず
に清掃できます。
フィルムはクリア光沢タイプを採用し、透明感を損なわず視認性を考慮しております。又優れたソフトタイプ（PET素材）
を採用。
保護フィルムの表面に「SPECIAL PARTS TAKEGAWA」のロゴをプリントしています。
ロゴの色は2パターンからお選び頂けます。
メーターパネルと保護フィルムの段差を少なくする事で、取付け後もナチュラルな状態を保ちます。1枚入り

ロゴ グレー（05-06-0054）

ロゴ グレー（05-06-0054）

品名
対象車両
品番
JANコード
価格（税込）
発売日

ロゴ フルカラー（05-06-0055）

ロゴ フルカラー（05-06-0055）

メーター保護フィルム（クリア光沢タイプ/1枚入り）
GROM(JC92-1000001〜) MSX GROM(MLHJC92)
ロゴ グレー
品番：05-06-0054 JAN：4514162836729
ロゴ フルカラー 品番：05-06-0055 JAN：4514162836781
各￥1870
2022年12月発売予定
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