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●５速仕様になった２０２１年以降のＪＢ０３に対応したホーン移動
ステー。ＪＢ０２でも使用可能。　
移動ステー、延長配線、スペーサー、ボルトが付属。
●エンジン左側カバーに共締め
●スチール製ブラック仕上げ　

●ホーンステーセット サイドマウント モンキー１２５ ＪＢ０２/０３　  
　　品番３０４‐８２５８ 定価￥１,５４０ （税抜 ￥１,４００） 　JAN 4934154168926 W1  

やはりこのエンブレムが良く似合う！

2023

１月下旬発売予定EMBLEM STAY エンブレムステー 

●エンブレムステーセット ＤＡＸ１２５ 2022y- 　
　品番２０８‐３１０２  定価￥５,５００ （税抜 ￥５,０００）　 JAN 4934154159290 V  

●ホンダ純正エンブレムを違和感なく装着するためのステーシリーズにＤＡＸ１２５用が登場！
エンブレムを綺麗に取り付けるためにホーン移動も考え、簡単装着。
●ホンダ純正ロゴセット Ｌ（Ｚ９-１４-０４０）と組み合わせて取付。
●スチール製 ブラック仕上げ

Z9-14-040装着

やはりこのエンブレムが良く似合う！

DAX125HONDA
【8BJ-JB04】2022y- 

Z9-14-040装着

【ＤＡＸ１２５適合情報】

MONKEY125HONDA
【8BJ-JB03】2021y- 

２月中旬発売予定SIDE MOUNT HORN STAY サイドマウントホーンステー 

※ＪＢ０２用 品番３０４-８２５７（JAN 4934154168902）は完売時中止となります。

【モンキー１２５（ＪＢ０３）適合情報】 ●専用パーツ
・ヘッドライトバイザー メッキ
品番 ２０３-２９９２  定価￥４,９５０(税抜￥４,５００)

・シートツーリングタイプ ブラック
品番 ２０７-３９６ 定価￥２７,５００(税抜￥２５,０００)

・サイドカバーＲ ＦＲＰ ブラック
品番 ２０８-０４１１ 定価￥１０,４５０(税抜￥９,５００)

・エンブレムステー
品番 ２０８-３０９７ 定価￥２,２００(税抜￥２,０００)

・リアキャリア メッキ
品番 ２１０-２７５２ 定価￥２０,９００ （税抜￥１９,０００）

●メンテナンス＆リプレイス系
・ドレンボルト ワイヤーロック M12 P1.5
品番 １０５-１２０３ 定価￥１,３２０ （税抜￥１,２００）

・オイルフィラーキャップ M20*10 P2.5
品番 ２０８-２３９** 定価￥１,７６０ （税抜￥１,６００）　 
　

●汎用パーツ
・ヘルメットロック ブラック
品番 ３０３-１５７９ 定価￥２,９７０ （税抜￥２,７００）

・ハーネス分岐ＫＩＴ
４Ｐ（シート下） 
品番 ３０４-７１４３ 定価￥１,１００ （税抜￥１,０００）

２Ｐ（ヘッドライトケース内）
 品番 ３０４-７１５４ 定価￥１,１００ （税抜￥１,０００）

・グリップヒーター ＧＨ１０ スイッチ内蔵
品番 ３０４-８２１４ 定価￥１７,６００ （税抜￥１６,０００）　 

　

※**末番で色措定05/レッド・09/ブルー・14/シルバー

●メンテナンス＆リプレイス系
・ドレンボルト ワイヤーロック M12 P1.5
品番 １０５-１２０３ 定価￥１,３２０ （税抜￥１,２００）

・オイルフィラーキャップ M20*10 P2.5
品番 ２０８-２３９** 定価￥１,７６０ （税抜￥１,６００）　 
　

・オイルフィルター
品番 １０５-５３６ 定価￥６６０（税抜￥６００）　 

●専用パーツ
・ヘッドライトバイザー メッキ
品番 ２０３-２９９２  定価￥４,９５０(税抜￥４,５００)

●汎用パーツ
・ヘルメットロック ブラック
品番 ３０３-１５７９ 定価￥２,９７０ （税抜￥２,７００）

・ハーネス分岐ＫＩＴ/２Ｐ ヘッドライトケース内
品番 ３０４-７１５４ 定価￥１,１００ （税抜￥１,０００）

・オイルフィルター
品番 １０５-５３６ 定価￥６６０ （税抜￥６００）　 

※**末番で色措定05/レッド・09/ブルー・14/シルバー
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HAND CONTROLS ハンドル廻り

TECH MIRROR テックミラー

●ＴＥＣＨ １１ オーバルエッジ タイプ

ＴＥＣＨ ＭＩＲＲＯＲ 

ＮＥＷ ＭＯＤＥＬ 

ＴＥＣＨ ＭＩＲＲＯＲ 

ＮＥＷ ＭＯＤＥＬ 

シンプルなデザインに漂うプレミアム感！

●オーバルエッジとラウンドの２タイプのデザインを設定。
●ショートとロングアームの２種類の設定。
●高級感を醸し出す平織り艶消しカーボンプレートのワンポイント。
●アルミ製ボディー、シャフトの組み合わせのスタイリッシュデザイン。
●ＥＣＥ認証取得済み。

●オーバルエッジとラウンドの２タイプのデザインを設定。
●ショートとロングアームの２種類の設定。
●高級感を醸し出す平織り艶消しカーボンプレートのワンポイント。
●アルミ製ボディー、シャフトの組み合わせのスタイリッシュデザイン。
●ＥＣＥ認証取得済み。

２月下旬発売予定

●ＴＥＣＨ １１ オーバルエッジ ミラーマウント ショート 　
　品番２０３‐８０９０  定価￥１２,１００ （税抜 ￥１１,０００）　 JAN 4934154158927 Ｗ1  

幅広い対応のミラーマウント 調整幅が広いアーム構造 アームの長さは２種類 組み換えでオフセット調整 平織り艶消しカーボン
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●左右共通 １本 入り ●正/逆ネジ Ｍ１０×２０/Ｍ ８×２０ 各１本 付属
●ＥＣＥ認証番号取得済み ●ＫＩＪＩＭＡロゴ ●新保安基準適合サイズ ※衝撃緩和装置を使用してください。

●ＴＥＣＨ １１ オーバルエッジ ミラーマウント ロング 　
　品番２０３‐８０９１  定価￥１２,１００ （税抜 ￥１１,０００）　 JAN 4934154158934 Ｗ1  
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●ＴＥＣＨ １２ ラウンド
●ＴＥＣＨ １２ ラウンド ミラーマウント ショート 　
　品番２０３‐８０９２  定価￥１２,１００ （税抜 ￥１１,０００）　 JAN 4934154158941 Ｗ1  
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●ＴＥＣＨ １２ ラウンド ミラーマウント ロング 　
　品番２０３‐８０９３  定価￥１２,１００ （税抜 ￥１１,０００）　 JAN 4934154158958 Ｗ1  
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●左右共通 １本 入り ●正/逆ネジ Ｍ１０×２０/Ｍ ８×２０ 各１本 付属
●ＥＣＥ認証番号取得済み ●ＫＩＪＩＭＡロゴ ●新保安基準適合サイズ ※衝撃緩和装置を使用してください。



Tactical SEAT Bag
タクティカルシートバッグ

TC06/07

日帰りから1泊ツーリングに最適なサイズ感。ツーリングの必須アイテムの収納
に加え、荷物が嵩張ってもマルチに使える容量UP機能付モールシステムに
よりPALS対応ポーチなどのタクティカルアクセサリーの装着が可能。
また、急な雨でも安心のレインカバーも付属しております。

ブラック ZK3-10006B

オリーブ ZK3-10006G

色 品番

色 品番

TC06 size:M

商品内容：バッグ・固定ベルト×4・ショルダーベルト×1・レインカバー

容量：25L~33L 本体重量：2.3kg

材質：Polyester tarpaulin PVC

サイズ：310(H)×340~470(W)×230(D)mm

ブラック

オリーブ
グリーン

最大収納重量：11kg

ブラック

オリーブ
グリーン

TC07 size:L

ブラック ZK3-10007B

オリーブ ZK3-10007G

色 品番

色 品番

商品内容：バッグ・固定ベルト×4・ショルダーベルト×1・レインカバー

容量：50L~65L 本体重量：3.7kg

材質：Polyester tarpaulin PVC

サイズ：320(H)×480~620(W)×320(D)mm

最大収納重量：14kg

各￥19,800 （税抜\18,000) ランク：V1

各￥29,920 （税抜\27,200) ランク：V1

2泊以上のツーリングやキャンプに最適なサイズ感。多種多様な使い方ができ
予想外のお土産や買い物に対応可能な容量UP機能付。モールシステムにより
PALS対応ポーチなどのタクティカルアクセサリーの装着が可能。
また、急な雨でも安心のレインカバーも付属しております。

左右に拡張 (25L→33L) が可能なのでツーリング
帰りのお土産の収納も安心

上面、両脇に大き目の間口を採用し大きな荷物
の出し入れも楽々！内部には型崩れ防止と固定
用のベルトを設置

サイド開口部には便利なアオリポケットをダブルで
設置（片側のみ）。側面には PALS 対応ポーチ
の装着が可能なモールシステムを配置

背面にも間口を備え、バッグ内へのアクセスが可能
パッキングが完了後でも容易に荷物の出し入れが
できます。

メインフラップ中央には暗闇で効果を発揮する反射
リフレクターを配し夜間での存在をアピール。
安全性を配慮した嬉しいデザイン。

強力な面ファスナーによるスライド式のボトムテープは
ジャストな位置で取付けできる。コンパクトなシート
でも装着が出来ます。

左右に拡張 (50L→65L) が可能なのでテントや
分割式のタープポール等の収納できます

サイドには拡張時の型崩れを防ぐ底敷きが収納
開口時に荷物の出し入れがし易いよう、補助ベルト
により開きすぎを防止

お休みの時はたたんでコンパクトになります
お部屋での収納時も邪魔になりません

拡張式フラップでコンプレッションツールが固定できる
5本のベルトとクロスコードを使えば工夫次第で収納
力が大幅に UP!

付属のショルダーベルトを使えば大型のショルダーバッグ
としてご使用できます。運搬時に両手がフリーになる
ので他の荷物も一緒に運べます。

バッグを使用しない時は、前後の取付用ベルトを
バックルにて接続可能なので、煩わしい車体への
脱着作業を省略できます。

載せきれない機能が満載
詳細はQRコードから
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２０２３年 ２月 営業日

【編集後記】

新しい年が始まりましたね。皆さんどんなお正月を過ごしたのでしょうか？私は久々に自宅で新年を迎えました。年末にしっかりと大掃除することも出来
たので満足です。うちの猫たちのように寝正月かな。っと思っておりましたが、なんだかんだで初詣やショッピングなどに出掛けていつも以上にアクティブ
な年始となりました。どこに行っても以前の賑わいを感じさせるように人も多く、インバウンドも見られました。寒い中、高速を走るライダーも見かけました。
活気があるって良いですね。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ところで当社は今年６５周年を迎え、さらなる飛躍へと意気込んでおります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各地でのモーターサイクルショーの開催。当社は３月末の東京モーターサイクル
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ショーへの出展が決まっております。皆さんに興味を持ってもらえる商品や普段直接見られないデモ車などを
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　準備しております。最新カタログもその際にお披露目出来る予定です。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　現在 当社サイクルショースタッフ、カタログ制作スタッフ 締め切りに追われながら頑張っております。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　寒い日々が続く中、１週間 自分のバイクのエンジンを掛けていなかったので、ドキドキしながら休みの最終日に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エンジンを掛けてみました。無事にお目覚めしてくれたので安心です。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こんな時にいつも感じるのが日々のメンテナンスですね。調子が良いのか、悪いのかを
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　判断するためにも洗車は欠かせませんね。そして今年こそはツーリングに行かなければ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　と思う ２０２３年１月です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＫＫＫ　　　
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２０２３年 １月 営業日

●Z９００RSに引き続き登場した往年のザッパーをイメージさせたＺ６５０ＲＳ用のエンジンガードが登場。車体のデザインを壊さない様に小柄で最大限の効果を得る形状で
設計。立ちごけなど軽度な転倒時に活躍します。●パイプ径：２２．２ｍｍ　●スチール製マットブラック仕上げ　

●エンジンガード Ｚ６５０ＲＳ 2022ｙ-　マットブラック 　  
　　品番４０５‐２４５ 定価￥２９,７００ （税抜 ￥２７,０００） 　JAN 4934154176594 Ｘ1  

KAWASAKI Z650RS
３月上旬発売予定ENGINE GUARD エンジンガード 

【8BL-ER650M】2022y-

ITALJET DRAGSTER125/200 2022y-

●フレーム固定部の露出したボルトを隠すフレームプラグセット。ハンドルバーのエンドキャップ（内側）のデザインを踏襲し、
車体のイメージを損なうことなく、さらなる高級感を得る事ができます。
また、アルミビレットボディーとラバーＯリングのハイブリット構造により、外観美と作業性を両立、簡単装着。
●小（２８mm）/６個・中（30mm）/８個・大（32mm）/２個

●フレーム プラグセット イタルジェット ドラッグスター１２５/２００ 2022ｙ-　
　・ブラックアルマイト 　  
　品番ＨＺＺ‐０４０００ 定価￥１８,７００ （税抜 ￥１７,０００） 　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 JAN 4934154893606 Ｙ1  

　 ・レッドアルマイト 　  
　品番ＨＺＺ‐０４００１ 定価￥１８,７００ （税抜 ￥１７,０００） 　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 JAN 4934154893613 Ｙ1  

好評発売中FRAME PLUG フレームプラグセット 

好評発売中INDICATOR VISOR インジケーター バイザー 

●インジケーターバイザー ＡＥＳ樹脂 イタルジェット ドラッグスター１２５/２００ 2022ｙ-　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　品番ＨＺＺ‐０５００１ 定価￥９,９００ （税抜 ￥９,０００） JAN 4934154893644 Ｙ1  
　

●晴天時に視認性が著しく低下してしまうドラッグスターのインジケーターの弱点を補うインジケーターバイザー。
車体のデザインイメージを壊さずにインジケーターを見やすく、また耐候性に優れたＡＥＳ樹脂を選定し、表面をカーボン
デザインにすることでドレスアップにも最適。
●両面テープで簡単装着。

明けましておめでとうございます。

・１/２９(日） ナップス一宮店：Ｋ３バッグ類・スマートエアポンプ 展示/説明

1月 イベント出展情報！！

猫の正月

○印の箇所装着
（片側８ヶ所）

装着前 装着後


