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待望のイエローフォグランプが登場！

●ＬＥＤフォグランプ イエロー 　１個 　
　品番２０５‐３２７１Ｙ  定価￥２２,０００ （税抜 ￥２０,０００）　 JAN 4934154158965 X1  

ツーリングを楽しむ多くのライダーからの熱い要望に応え商品化！

４月中旬発売予定LED FOG LAMP ＬＥＤ フォグランプ 

12 DEC

Ｖストローム２５０ 装着例

色の違い 左右比較

イエロー　　　　　　　ホワイト

●ランプサイズ：φ６７×８０/ガード部：８８×９０ｍｍ
●消費電力：１２Ｖ-０.７９Ａ（９.５Ｗ）/２４Ｖ-０.４Ａ（９.８Ｗ）
●光度：１２Ｖ-３２５ＬＭ / ２４Ｖ-３３０ＬＭ
●照射光：淡黄色  ●色温度：３０００Ｋ
●防塵防水規格：ＩＰ６８ 相当 
●取付：Ｍ５ボルト/スペーサーナット  ピッチ１１ｍｍ     

●ＬＥＤフォグランプ スモール イエロー 　１個 　
　品番２０５‐３２７２Ｙ  定価￥１３,２００ （税抜 ￥１２,０００）　 JAN 4934154158972 X1  

●ランプサイズ：横６０．５×４９．５/ステー部：５９×２３ｍｍ
●消費電力：１２Ｖ-０.６Ａ（７.３Ｗ）/２４Ｖ-０.３Ａ（７.５Ｗ）
●光度：１２Ｖ-２３０ＬＭ / ２４Ｖ-２３５ＬＭ
●照射光：淡黄色  ●色温度：３０００Ｋ
●防塵防水規格：ＩＰ６７ 相当 
●取付：Ｍ５ボルト  ピッチ１１ｍｍ     

まずは単品設定の紹介。既存のセットからの組み換えや、自作ステーなどでご利用下さい。
イエローでも車種別キット販売を準備中！乞うご期待！

KAWASAKI Z650RS 【8BL-ER650M】2022y-

●バッグサポート Ｚ６５０ＲＳ マットブラック 2022y- 　
　品番２１０‐４９８３   定価￥１３,２００ （税抜 ￥１２,０００）　JAN 4934154205546 W1  

●振り分けツーリングバッグを使用する際の強い味方、バッグサポートシリーズに新型Ｚ６５０ＲＳ用
が登場！
サドルバッグの巻き込みを防止し安全に取付け可能。さらに格好よくバッグを取付ける事が出来ま
す。
●材質：スチール/色：ブラック ●純正ＯＰタンデムグリップ/当社製フェンダーレスＫＩＴ併用可能
　

２月中旬発売予定BAG SUPPORT バッグサポート 

大好評販売中のフォグランプシリーズに要望が多かったイエローカラーのフォグランプが登場！
フォグランプとしてライン状の発光で法規を遵守
霧の中など光が反射しやすい状況下での視界を確保しやすいイエロー発光

ツーリングを楽しむ多くのライダーからの熱い要望に応え商品化！
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【年末年始休業のお知らせ】 年内最終営業日は令和４年１２月２６日（月）となります。１２月２７日（火）/２８日（水）は棚卸/大掃除のため外部連絡を制限致します。
年始の営業は令和５年１月５日（木）となります。出荷業務の集中もあり、１月５日は休業中のご注文分のみの出荷対応となります。

２０２２年１２月 営業日

【編集後記】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　今年ももう終わりですね。とつい最近言っていた様な。１年は早い。それでも今年は３年ぶりに大きなイベントが開催され、コロナ
ウイルスの流行でイベントはもちろん外出が自粛される前の状態に少しずつ戻りつつあるように感じました。観光地に出かけても、人の賑わいが感じられるように
なりました。まだまだ、コロナウイルスの感染は収まりませんがリフレッシュする事は大事ですね。
１２月になると仕事だけではなく、私生活でも年末年始に向けてバタバタとしますね。”猫の手も借りたい”なんて言いますが、うちの猫の手は邪魔しかしません。
今年は上手く都合がつかず、ツーリングに行くことが出来ませんでしたが色々なところには行けたので皆様の次の遊び先になればいいかなと思い掲載していな

い美味しいものを掲載します。　それと夏に北海道ツーリングに行く当社スタッフからもらった画像も一緒に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＫＫＫ　　　
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HELMET LOCK ヘルメットロック 
１月下旬発売予定

DUCATI 2021y-

3029

1 2 3 54 6
8

7
9 10 1211

15 16
14

23

13

27
18 2117 19 20

22 24 25 26 28

日 月 火 水 木 金 土

31

２０２３年 １月営業日

１２/２７-２８棚卸業務

MFJ CUP  JP250
第６戦 鈴鹿2022・11・05 Sat

・１２/１７(土）～１２/１８（日）  しゃぼん玉一宮店：店頭商品説明/販売。ＣＴ１２５展示 ・1２/１７（土)  府中２りんかん：店頭商品説明/スーパーカブ１１０展示

12月 イベント出展情報！！

MULTISTRADA V4S/SPORT

●Ｖ４になった新型ムルティストラーダに対応したヘルメットロックをリニューアル！
ツーリングや街乗りでもちょっとバイクから離れる際に便利なアイテム。
純正オプションのサイドパニア取付時にも対応。
●左側フレームに固定
●スチール製ブラック仕上げ　

●ヘルメットロック ブラック ムルティストラーダ Ｖ４Ｓ/スポーツ 2021ｙ- 　  
　　品番ＨＤＣ‐０５０１６ 定価￥４,４００ （税抜 ￥４,０００） 　JAN 4934154893637 Ｗ  

山根 昇馬 YZF-R25  #56
総合１５位 

この最終 鈴鹿戦でＫＩＪＩＭＡ×ＫＩＳＳ ＲACING ＴＥＡＭ は一つ大きな決断をした。ＨＯＮＤＡ ＣＢＲ２５０ＲＲが独占する
状態にあえて、２０２０年シーズンまで使用していたＹＡＭＡＨＡ ＹＺＦ-Ｒ２５で参戦。限られた時間の中で車輛の調整と
ライダー 山根 昇馬の同調が行われた。勝ち続けてきたマシンからの乗り換えでライダーが持つ本来の力量が試される
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 レースとなった。圧倒的な完成度を誇るＣＢＲ２５０ＲＲとベテラン勢や同年代のライバ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ルに対して攻めの姿勢は変わらずに上位を狙う。予選１８位（クラス9位）と今までとは
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 違うポジションからのスタートとなった。決勝レースでも中間グループに埋もれる状態
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 での展開となったが、ここまでの経験を活かし順位を確実に上げていった。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 結果、クラス５位/総合１５位でフィニッシュ！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 表彰台に上がることは出来なかったが、ＹＺＦ-Ｒ３以外でＣＢＲ２５０ＲＲ勢に対して
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 も勝負出来たことはチームの力であることはもちろんだが、ライダー 山根 昇馬の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 努力と才能によるものが大きいと感じた。

クラス ５ 位 クラス ５ 位 

応援ありがとうございました！

祝 ２０２２ ＭＦＪカップ ＪＰ２５０
ＮＡＴＩＯＮＡＬ ＣＨＡＭＰＩＯＮ祝 ２０２２ ＭＦＪカップ ＪＰ２５０
ＮＡＴＩＯＮＡＬ ＣＨＡＭＰＩＯＮＣＨＡＭＰＩＯＮ

４月２日 第１戦が モビリティーリゾートもてぎで行われ、１１月５日の第６戦 鈴鹿サーキットで２０２２年
シーズンが終わりました。山根 昇馬をライダーに迎え、ＫＩＪＩＭＡ×ＫＩＳＳ ＲACING ＴＥＡＭ は２０１８年、
２０１９年以来のクラス優勝というすばらしい結果で終えることができました。

山根 昇馬  #56 応援ありがとうございました！

●第３戦 筑波 （6/25） ＣＢＲ２５０ＲＲ　　　　　　　　　
　クラス 優勝　/　総合 優勝

●第２戦 ＳＵＧＯ （6/4） ＣＢＲ２５０ＲＲ　　　　　　　　　
　クラス 優勝　/　総合 ２ 位

【２０２２ シーズン】 ライダー / 山根 昇馬 
●第１戦 もてぎ （4/2） ＣＢＲ２５０ＲＲ　　　　　　　　　
　クラス 優勝　/　総合 優勝 

多くのファンの皆様、ご協力いただいた多くの企業様 ありがとうございました。
そして全国のサーキットを転戦し、この結果を導き出したチームの皆さん お疲れ様でした。
チームは来期の体制作りをはじめ、山根 昇馬はヨーロッパで挑戦という噂も・・・

●第４戦 オートポリス （8/27） ＣＢＲ２５０ＲＲ　　　　　　　　　
　クラス 優勝　/　総合 ２位

●第５戦 岡山国際 （9/17） ＣＢＲ２５０ＲＲ　　　　　　　　　
　クラス 優勝　/　総合 ４位

●第６戦 鈴鹿 （11/5） ＹＺＦ-Ｒ２５　　　　　　　　　
　クラス ５位　/　総合 １５位

＜左上より＞
福島/白河/白河ラーメン ・ 福島/いわき 小名浜/刺身定食+カツオ刺身　
・ 愛知/新城/五平餅 ・  岐阜/中津川/五平餅  ・  愛知/名古屋/味噌煮込みうどん
・ 千葉/銚子/生まぐろ漬定食 ・ 北海道/釧路/スパかつ　    


