新型
アドレスV125Ｓ特集

カスタムパーツ情報
新型アドレスV125Ｓ特集!!
必ずお読みください
このカタログをご利用するにあたっての注意事項です
カスタムパーツの装着は、
法規制の範囲内で行わなければなりません。
カスタムパーツは、車両の所有者・使用者が、自らの責任で、車両の安全性を確認したうえ
で正しく装着し使用しなければなりません。カスタムパーツの装着に際しては、取扱説明
書等をよくお読みのうえ、正しく装着し、車両の運行にあたっては運行前点検、保守点検
を確実に行ってください。また、運行中に異常が発生した場合は、直ちに運行を中止し、販
売店にて点検を行なってください。

1.免責事項
当カタログ（カスタムパーツ情報）は、株式会社スズキビジネス オート用品事業部（以下「オートリメッサ」）が制
作しています。オートリメッサはSUZUKIの二輪車に装着するカスタムパーツを紹介していますが、パーツのご購
入、装着に関してはお客様の自己責任において行っていただくようお願い申し上げます。もしも、カスタムにより
車輌本体に不具合が発生した場合、またはカスタムパーツ自体に不具合が発生した場合は、ご購入された販売
店またはパーツの製造元・販売元にご相談ください。
当カタログに掲載されているカスタムパーツの性能、機能、品質については、各パーツの製造元・販売元が独自の
保証をしております。したがってスズキ株式会社（以下「SUZUKI」）は何ら保証いたしておりません。もしも、お客
様がご購入、装着されて車輌本体に不具合が生じた場合にも、一切責任を負いません。

2.商標権について
当カタログ上に掲載されているカスタムパーツ製造・販売元のロゴ、マークは、それぞれの企業に商標権が帰属
しています。オートリメッサは各企業から許諾を得てそれらを使用しています。それらを私的利用以外の目的で
無断で使用しないでください。またSUZUKIやオートリメッサの製品やサービスと関係があるような商業的利用
は固くお断りいたします。

3.情報について
当カタログの情報や内容は、いつでも予告なしに変更または削除されることがあります。ただし、変更等が行わ
れる場合は、随時最新情報を掲載していきます。当カタログの情報や内容は、明示または黙示を問わず、何らか
の保証を伴うことなく現存するままの状態で提供されるものです。提供される情報、内容の正確性、妥当性、適
時性もしくは完全性について、
保証するものではありません。
当カタログのご利用、または当カタログから取得された情報のご利用によって生じる如何なる損害につきまし
て、SUZUKIおよびオートリメッサは一切責任を負いません。
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4.著作権について
当カタログの掲載内容（文章、写真、画像、イメージなど）についての著作権は、オートリメッサに帰属しています。
これらの私的利用以外の目的での無断使用、商業的利用は固くお断りします。

5.その他のご注意
● 各カスタムパーツの取扱説明書等をよくお読みのうえ、正しく装着して、ご使用ください。
● 運行前点検、法定定期点検は必ず実施してください。カスタムパーツの装着に際しては、加工（配線加工）等が
必要になる場合もあります。また、複数のカスタムパーツの組み合せによっては、装着できなかったり、大幅な
加工が必要になる場合もあります。
● カスタムパーツの中には、
耐久性、
品質等が純正パーツと異なるものがございます。
● カスタムパーツは、
指定車種、指定場所に正しく装着し、指定車種、指定場所以外には装着しないでください。
● カスタムパーツの装着により本体に不具合等が生じた場合には、車両本体の保証およびサービスが受けられ
ません。
● カスタムパーツの中には、認証工場でなければ装着できないものもあります。そのような場合、認証工場での
装着をお奨めします。
● カスタムパーツの中には、装着することにより、記載事項変更届け、改造申請等が必要なものがありますので
ご注意ください。
● カスタムパーツの仕様、価格等は予告なく変更される場合があります。また、お届けに日数を費やしたり、予告
なく取扱いを中止する場合もあります。
●価格は本体価格
（消費税抜本体価格）
で表示しております。
● 装着に係る工賃（加工費）等は含んでおりません。取付時間はあくまでも目安です。詳しくは販売店にてお問合
せください。
● 写真は印刷の為、
実際の色と異なる場合があります。

6.お問い合わせ
このカタログに掲載のカスタムパーツおよび取扱販売店についてのお問い合わせは下記までお願いいたします。
株式会社スズキビジネスオート用品事業部
TEL：053-448-9673
受付時間：9：30〜11：45

12：45〜17：00／土日・祝日・弊社指定定休日を除く

純正アクセサリーとカスタムパーツの組み合わせで
スポーティーなドレスアップを演出！！
装着後

ホワイト

装着後

ブルー

ウインドシールド

ショートバイザー

0000W-07011-X7C

0000W-AD210-A7C

¥10,290（消費税抜き¥9,800）
（消費税込み）+参考取付費
（時間0.5h）
●色：スモーク
●素材：素材：アクリル
●反り返ったエアロ形状で風防効果も抜群なウインドスクリーンです。
●車体側穴あけ加工が必要。

装着後

¥8,800（消費税抜き¥8,381）
（消費税込み）
+参考取付費
（時間0.3h）
●色：スモーク
●材質：ポリカーボネイト樹脂
●サイズ：415mmｘ290mm
●シンプルでリーズナブルなサイズ｡ダークスモーク。

ブラック

※上記装着後写真は純正アクセサリー「リヤビューミラーセット
（56000-33810-YPK/YRG/YVB）
」、
「ピリオンフットレストバーセット
（43000-33810）
」、
「ピリオンライダーハンドルカバー
（46300-04860-YPK/YRG/YVB）
」
が装着された車両に外装パーツを装着したものです。

ウインドシールド

ナックル付き大型ウインドシールド

0000W-AD130-87C

0000W-AD191-87C

¥11,550（消費税抜き¥11,000）

¥18,480（消費税抜き¥17,600）
（消費税込み）
+参考取付費
（時間0.3h）
（消費税込み）
+参考取付費
（時間0.5h）
●色：クリヤー
●色：クリヤー●素材：ポリカーボネイト樹●サイズ：高さ600mm
●素材：ポリカーボネイト樹脂
幅700mm 厚さ2.5mm（シールド部 高さ480mm 幅480mm）
●サイズ：高さ400mm 幅380mm 厚さ2.5mm
●大型ウインドシールドにナックルバイザーをプラスした画期的な商
●走行時のからだへの直接あたる風やホコリを軽減し運転が楽になり 品です。走行時のからだへの直接あたる風やホコリを軽減し運転が楽
ます。
になります。

右
左

フレームロアカバー

フレームサイドカバー（右）

マフラーカバー

0000W-05AF0-001
（ブルー）
0000W-05AF0-002
（ホワイト）
0000W-05AF0-003
（ブラック）

0000W-05AF0-004
（ブルー）
0000W-05AF0-005
（ホワイト）
0000W-05AF0-006
（ブラック）

0000W-05AF0-010
（ブルー）
0000W-05AF0-011
（ホワイト）
0000W-05AF0-012
（ブラック）

¥8,400（消費税抜き¥8,000）
（消費税込み）
+参考取付費
（時間0.5h）
●純正色と同色のドレスアップパーツ。交換することにより高級感が
生まれます。素材の表面の凹凸を無くす二度塗りを施しました。
※輸入品の為､納品に数ヶ月要する場合がございます｡あらかじめご
了承ください｡

※メンテナンスリッド付き
フレームサイドカバー（左）

0000W-05AF0-007
（ブルー）
0000W-05AF0-008
（ホワイト）
0000W-05AF0-009
（ブラック）

各 ¥7,350（消費税抜き¥7,000）
（消費税込み）
+参考取付費
（時間0.5h）
●純正色と同色のドレスアップパーツ。交換することにより高級感が
生まれます。素材の表面の凹凸を無くす二度塗りを施しました。
※輸入品の為､納品に数ヶ月要する場合がございます｡あらかじめご
了承ください｡

¥4,200（消費税抜き¥4,000）
（消費税込み）
+参考取付費
（時間0.1h）
●純正色と同色のドレスアップパーツ。交換することにより高級感が
生まれます。
素材の表面の凹凸を無くす二度塗りを施しました。
※輸入品の為､納品に数ヶ月要する場合がございます｡あらかじめご
了承ください｡

ウインドシールド ロング

ウインドシールド

0000W-AD200-A7C

0000W-07005-G7C

¥17,900（消費税抜き¥17,047）
¥15,435（消費税抜き¥14,700）
（消費税込み）
+参考取付費
（時間0.4h）
（消費税込み）
+参考取付費
（時間0.5h）
●色：クリヤー
●色：クリアー
●材質：ポリカーボネイト樹脂ハードコート付
●ポリカーボネート樹脂ハードコート付
●サイズ：高さ550mmｘ幅420mm
●サイズ：縦380 幅420mm 厚さ3mm
●頭から覆う大型ウインドシールド｡走行時の体への直接あたる風やほ ●ハードコート加工により傷つきにくく、耐侯性に優れています。
こりを軽減し運転が楽になります。
●スタイリッシュな高品質ウインドシールドです。
オートリメッサ・カスタムパーツ情報
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Ｔri-Ovalサイクロン(1エンド)
0000Y-07001-Y7C（SS）

2010加速騒音規制対応品

¥68,250（消費税抜き¥65,000）

（消費税込み）
+参考取付費
（時間1.0h）

●SS：ステンレスエキパイ+ステンレスカバー
サイクロンの中で一番スタンダードなカバー。
ステンレス独特の明るい艶のある光沢が特徴です。

0000Y-07002-Y7C（SM）

¥74,550（消費税抜き¥71,000）

（消費税込み）
+参考取付費
（時間1.0h）

※写真はプロトタイプです。

SS

●SM：ステンレスエキパイ+メタルマジックカバー
メタルマジックカバーは、
カーボンの質感とステンレスの耐久性を融合させたカバーです。

ST

0000Y-07003-Y7C（ST）

¥71,400（消費税抜き¥68,000）

（消費税込み）
+参考取付費
（時間1.0h）

●ST：ステンレスエキパイ+チタンカバー
ステンレスより軽量なカバー。腐食に強く、
チタン独特のにぶい光沢が特徴です。

SM

0000Y-07004-Y7C
（STB）

STB

¥76,650（消費税抜き¥73,000）

（消費税込み）
+参考取付費
（時間1.0h）

NEW
大型サイドバイザー

NEW ハンドルカバー（窓無し）

0000W-AD120-87C

0000W-91126-599

¥11,550（消費税抜き¥11,000）
¥3,675（消費税抜き¥3,500）
（消費税込み）
+参考取付費
（時間0.4h）
（消費税込み）
+参考取付費
（時間0.1h）
●材質：ABS樹脂カーボン調プリント
●色：ブラック●素材：PVCレザー+ウレタン
●サイズ：幅120mm 高さ500mm
（片側）
●ブレーキやスイッチ類の妨げになりません。寒さから守るとともに雨水
●統一感あるフォルムで足元をガードする大型サイドバイザー。脚部分 の防止にも役立ちます。
を覆うバイザーが、
走行時の風当たりを軽減します。
●ホットグリップとの併用で温かさ倍増。
●材質向上・新設計●画像はハメコミ合成です。

●STB：ステンレスエキパイ+チタンブルーカバー
見る者の眼を釘付けにする青き色彩の"チタンブルー"。チタンカバーに深い青の陰影を浮き上
がらせています。

ナックルバイザーセット

GPR カーボンダウンマフラー M1
0000Y-16380-N7C
¥41,790（消費税抜き¥39,800）
（消費税込み）
+参考取付費（時間0.4h）
●素材：カーボン●仕様：2010加速騒音規制対応品 SUSパイプ
カーボンサイレンサー●ステンレス製パイプ+φ110mmカーボンサイ
レンサー採用でカスタム効果抜群！2010年加速騒音規制対応品。

サイレントスポーツマフラー
0000V-73684-D7C
¥40,950（消費税抜き¥39,000）
（消費税込み）
+参考取付費
（時間1.5h）
●静かで速い！快速マフラー。
低音量ながら全域でノーマルを上回る性能
を発揮！付属のセッティング用ウエイトローラーを使用することで、
マフ
ラー単体装着以上の高性能を体感できます。JMCA登録性能確認機関
認定品。
●オールステンレスバフ仕上げ。
1ピースフルエキゾースト構造。
サ
イレンサーサイズφ108 320L。
触媒内蔵。
純正O2センサー、
センタース
タンド対応品。
セッティング用ウエイトローラー
（14g 3）
付属。
H22騒音
規制、
H19排ガス規制クリア。
※エキゾーストガスケットは純正を使用。

0000W-07007-N7C（無塗装黒/ABS製）
0000W-07008-N7C（無塗装白/ABS製）
¥10,500（消費税抜き¥10,000）
（消費税込み）
+参考取付費
（時間0.5h）

サイレントスポーツマフラー（キャタライザー付）
0000Y-20049-37C
¥19,950（消費税抜き¥19,000）
（消費税込み）
+参考取付費（時間.0.4h）
●色：ブラックサイレンサー●エキゾーストパイプ素材：ステンレス/サ
イレンサーアウター素材：スチール●性能と静粛性を兼ね備えたノー
マルルックマフラー。
（政府認証/ＪＭＣＡ）

¥10,290（消費税抜き¥9,800）
（消費税込み）
+参考取付費
（時間0.25h）
●色：スモーク●素材：PET樹脂
●サイズ：幅630mm 高さ240mm 奥行き180mm
●左右一体としたデザインでスクーターの顔付きを精悍にし、走行時の
●オリジナルデザインを採用した、
ナックルバイザー本体と取付ステーの 手元への風の当たりを軽減します。両面テープによる取り付けです。
セット。
●指先の防風・防寒に効果大。

0000W-69569-D7C

カバー 4 点セット

0000W-05B60-005

0000W-83075-N7C

¥8,820（消費税抜き¥8,400）

¥22,050（消費税抜き¥21,000）

（消費税込み）
+参考取付費
（時間0.2h）
●色：メッキ仕上げ●素材：ＡＢＳ樹脂製
●クーリングファン周りのドレスアップパーツ

（消費税込み）
+参考取付費
（時間0.5h）
●色：メッキ●ABS製クロームメッキ仕様
●クランクケース、
エアダクト、
エアクリーナー、
ファンカバーのセット。

FAN カバー

0000W-AD110-87C

0000W-07010-N7C（スモーク/耐衝撃アクリル製）
0000W-07009-N7C（クリアー/耐衝撃アクリル製）
¥11,025（消費税抜き¥10,500）
（消費税込み）
+参考取付費
（時間0.5h）

MC フェイス
ファンカバー

ナックルバイザー

¥15,540（消費税抜き¥14,800）

ナックルカバー
0000W-05B60-011（ホワイト）
0000W-05B60-012（ブラック）

¥6,279（消費税抜き¥5,980）
（消費税込み）
+参考取付費
（時間1.5h）
（消費税込み）
+参考取付費
（時間0.4h）
●駆動系周りを豪華に魅せる、
オリジナルデザインのメッキ調クランクケース
●ポリプロピレン製 ●左右1SET
アウターカバー。
●ABSメッキシート成型品
（素材色）
。
※クロームメッキとは
●ステー、
ミラーアダプター（正/逆ネジ）
付属 ●M10ミラー穴取付用
（消費税込み）
+参考取付費
（時間1.0h）
質感が異なります。
※デザイン性を優先し、純正キックアームとセンタースタ
●ライディング中の飛び石や寒風から拳を守るナックルカバーです。
カ
●エンジン周りを豪華に魅せる、
オリジナルデザインのメッキ調クーリングファン ンドを取り外して車体装着する仕様となっております。
バッテリー上がりには
ラーバリエーションも豊富に、様々な車種にも対応しています。
カバー。
エア吸入量を損なわないよう、
大きめのダクトデザインを採用しました。 十分ご注意ください。
※エンジンや駆動系の改造、長時間の渋滞、高気温下
※法定速度の範囲内でご使用下さい。
●ABSメッキシート成型品
（素材色）
。
※クロームメッキとは質感が異なります。
などで、
通常使用時よりも高い熱を受けた場合は変形する恐れがあります。
0000W-69271-D7C

¥8,190（消費税抜き¥7,800）

オートリメッサ・カスタムパーツ情報

03

［装着時］
フォークアウターカバー

メッキマフラーカバー

カーボン調メーターパネル

フロントスプリング＆リアショック SET

リアショック

0000W-69248-D7C

0000W-AD240-A7C

0000W-AD230-A7C

0000W-07017-X7C

0000W-56009-X7C

¥9,240（消費税抜き¥8,800）

¥7,800（消費税抜き¥7,428）
¥6,800（消費税抜き¥6,476）
（消費税込み）+参考取付費（時間0.2h）
（消費税込み）
+参考取付費
（時間0.25h）
（消費税込み）
+参考取付費
（時間0.25h）
●フロント足回りを豪華に魅せる、オリジナルデザインのメッキ調フロント ●色：メッキ
●材質：ABS樹脂 カーボンプリント t=2.0
フォークアウターカバー。左右セット。●ABSメッキシート成型品（素材色）。 ●材質：ABS樹脂 メッキ t=3.0
●両面テープ貼り付けタイプ｡貼り付けるだけで､ハンドルカバーを
※クロームメッキとは質感が異なります。
※純正フロントフォークアウター
●両面テープ貼り付けタイプ｡貼り付けるだけで､マフラーカバーを簡単 簡単にドレスアップ。
チューブの外側のみカバーする商品です。
内側までは完全にカバーしません。 にドレスアップ。
※アクセルシャフトやキャリパーなどは、
本品装着後も単独で取り外し可能。

¥9,450（消費税抜き¥9,000）
¥5,775（消費税抜き¥5,500）
（消費税込み）+参考取付費（時間2.5h）
（消費税込み）+参考取付費（時間1.0h）
●ストリートでの実走テストを何度も繰り返した結果から得られた強 ●色：レッド/ブラック
化スプリングレートで乗り心地を犠牲にしない絶妙なセッティングで ●乗り心地を損なわない強化スプリングショック。
す。
●納期は要お問合せください。

ステップボード

アルミステップボード SIL（BLK シート）

フロアボード

フロントスプリング

リヤショック

0000W-16300-N7C

0000W-07012-X7C

¥5,040（消費税抜き¥4,800）

¥5,250（消費税抜き¥5,000）

0000W-21400-N7C

0000W-07016-X7C

0000W-05B60-001

¥12,600（消費税抜き¥12,000）

（消費税込み）
+参考取付費（時間0.4h 左右込み）
（消費税込み）
+参考取付費
（時間0.4h）
（消費税込み）
+参考取付費
（時間0.5h）
●素材：SUS
●素材：アルミ
●色：シルバー
●SUS 0.8mm バーリング仕上げ、
取り付けはタッピングビスでフロア ●設置面に滑り止めを設け、カスタムと機能性を両立させたアルミ製のス ●素材：アルミ製
に穴を開け固定します。
テップボードです。●車体側穴あけ加工が必要。
●車体を傷めないように純正ボルト位置を使用。
●ワンポイントドレスアップ＆実用性に優れた滑り止め加工付き！
●納期は要お問合せください。

アルミ削り出し チャイルドステップ
（タンデムステップ）KIT
0000W-56005-X7C

チャイルドステップ
（STDステップ移動）
ステー
0000W-56006-X7C

¥6,825（消費税抜き¥6,500）
（消費税込み）+参考取付費（時間1.0h）
（消費税込み）+参考取付費（時間1.5h）
●ストリートでの実走テストを何度も繰り返した結果から得られた強 ●色：ブルー/ブラック
化スプリングレートで乗り心地を犠牲にしない絶妙なセッティングで ●オイルダンパー採用のスポーツサスペンション315ｍｍ
す。
●プリロード調整機能無段階
●納期は要お問合せください。
¥3,990（消費税抜き¥3,800）

アルミビレットペグ

アルミキャリパーガード

リムラインシート

0000W-05B60-006

0000W-07013-X7C

¥9,240（消費税抜き¥8,800）

¥2,940（消費税抜き¥2,800）

0000W-05B60-013（赤）
0000W-05B60-014（白）

（消費税込み）+参考取付費（時間0.4h 左右込み）
¥4,725（消費税抜き¥4,500）
¥9,240（消費税抜き¥8,800）
●色：シルバー
（消費税込み）
+参考取付費
（時間0.5h）
（消費税込み）
+参考取付費（時間0.5h）
●素材：アルミ削りだし
●素材：アルミ（ステップ） スチール（ステー）●アルミ製のドレスアッ ●素材：アルミ
●タンデムステップのドレスアップに
プステップを採用し、お子様に合わせたステップ位置までタンデムス ●スタンダードのタンデムステップをお子様のポジションまで移動で
きる便利グッズです。
テップを移動することができる便利グッズです。

¥2,310（消費税抜き¥2,200）
（消費税込み）
+参考取付費
（時間0.2h）
（消費税込み）
+参考取付費
（時間0.4h）
●色：シルバー●素材：アルミ
●飛び石などによるキャリパーへの損傷を軽減するアルミ製キャリパー ●色：レッド、
ホワイト
ガード。
ドレスアップと機能性を両立させたカスタムパーツです。

オートリメッサ・カスタムパーツ情報
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アルミホイール

フロント（ブラック）

アルミホイール

フロント（シルバー）

アルミホイール

リヤ（ブラック）

アルミホイール

リヤ（シルバー）

0000W-16710-N7C

0000W-16700-N7C

0000W-05B60-003

0000W-05B60-002

¥19,740（消費税抜き¥18,800）

¥19,740（消費税抜き¥18,800）

¥17,640（消費税抜き¥16,800）

¥17,640（消費税抜き¥16,800）

（消費税込み）
+参考取付費
（時間1.0h）
●アルミニウム製キャストホイール
●立体感あるキャストホイールで、
個性を主張！

＜ブルー＞

（消費税込み）
+参考取付費
（時間1.0h）
●アルミニウム製キャストホイール
●立体感あるキャストホイールで、個性を主張！

＜レッド＞

（消費税込み）
+参考取付費
（時間1.0h）
●色：ブラック
●素材：アルミニウム製キャストホイール
●立体感ある１０インチ５スポークでファッション性アップ

（消費税込み）
+参考取付費
（時間1.0h）
●色：シルバー
●素材：アルミニウム製キャストホイール
●立体感ある１０インチ5スポークでファッション性アップ

サマーシートカバー
0000W-07006-G7C

¥7,140（消費税抜き¥6,800）
（消費税込み）
+参考取付費
（時間0.1h）
●素材：メッシュ素材
●メッシュ生地により、
シートが熱くなりません。股下を風が抜けてとて
も涼しいです。
またメッシュ構造が雨水を流してくれるのでレインウェア
もまとわりつかず、
しみにくくなっています。

バックレスト

タンデムバックレスト

タンデムバックレスト＆バー

0000W-21000-N7C

0000W-16100-N7C

0000W-16000-N7C

¥17,850（消費税抜き¥17,000）

¥11,550（消費税抜き¥11,000）

（消費税込み）
+参考取付費
（時間0.3h）
●色：メッキ
●素材：スチール製クロームメッキ仕上げ
●パッセンジャーが安心して乗っていられるセイフティーサイズ。

（消費税込み）
+参考取付費
（時間0.2h）
●色：亜鉛黒色メッキ
●素材：ウレタンパット・スチールステー、
ノーマルキャリアにボルトオン
●タンデムor積載がボルト1本で変更可能！

¥16,590（消費税抜き¥15,800）
（消費税込み）
+参考取付費
（時間0.3h）
●色：クロームメッキ●素材：ウレタンパット・スチール製クローム
メッキ仕上標準キャリアと交換タイプ
●タンデム時の必需品！バックレスト付きで、安定感抜群、グリップ部
は1インチパイプ採用でドレスアップ効果大！

MDF グラフィックキット
アタッカー
0000W-P0424-P7C
（ブルー）
0000W-P0428-P7C
（レッド）
0000W-P0427-P7C
（イエロー）

¥26,775（消費税抜き¥25,500）
（消費税込み）+参考取付費
（時間2.0h）

＜イエロー＞
※ボックスは別売りです。

●仕様：コンプリート6点セット
（サイドカバー、
アンダーカバー、
フロントサイド、
フロントトップ、
ライトカウル、
リアフェンダー）
●MDFグラフィックキットは、
ビニールシートに印刷し表面加工を施した光沢感のある高級な仕上がりです。
塗装をすることなく貼るだけで車体のイメージを変えることができるデカールです。
●写真はイメージです。
色やパターンが実際とは異なる場合があります。

タンデムバー＆バックレスト

タンデムバー

0000W-07015-X7C

0000W-07014-X7C

¥16,590（消費税抜き¥15,800）
¥10,290（消費税抜き¥9,800）
（消費税込み）
+参考取付費
（時間1.1h）
（消費税込み）
+参考取付費
（時間1.0h）
●素材：ステン
●素材：ステン
●タンデム走行を安心サポートするタンデムバー。
●タンデム走行を安心サポートするタンデムバー。
パイプ径は細身の
●パイプ径は細身の22φ、材質は錆びにくいステンレスを採用。
バックレ 22φ、
材質は錆びにくいステンレスを採用。
ストは位置を前後で調整できる優れものです。
●納期は要お問合せください。
※バックレストの単体装着不可

サポートバー
0000W-AD150-87C

¥17,010（消費税抜き¥16,200）
（消費税込み）
+参考取付費
（時間0.5h）
●色：クロームメッキ●素材：スチール クロームメッキ
●サイズ：幅440mm 長さ250mm 高さ85mm
●取り付けには純正リヤキャリヤが必要です。純正リヤキャリヤをそのま
ま使用できますので純正リヤキャリヤに取り付け可能なリヤボックス
（別
売り）
も使用できます。
オートリメッサ・カスタムパーツ情報
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ホットグリップ

HID PH11 5500K（ホワイト）

0000W-73954-D7C

000T-D1141-27C

¥7,875（消費税抜き¥7,500）
¥19,950（消費税抜き¥19,000）
（消費税込み）
+参考取付費
（時間1.5h）
（消費税込み）
+参考取付費
（時間0.8h）
●色：黒
●カプラーオンの車種専用HOTGRIPキット。
スロットルスリーブ、
グリップ
ボンド、
スイッチ付ハーネス、
ブレードヒューズボックス
（3Aヒューズ組込
済）
など一式付属。
※バッテリーのメンテナンスにご注意ください。
低温火
傷にご注意ください。
エンド非貫通タイプ。
消費電力18W。

●消費電力13.0V/1.5A
●バラストサイズ：W88 H43 T30mm
●重量170g（ハーネス、
コネクター含む）
●イグナイター内蔵タイプで取りつけ簡単。
ロービーム固定ながら広範
囲に照射。延長ハーネス付属。6V車、
バッテリーレス車不可。

ブラック

レバーを倒す

リフトアップキャリア
0000Ｗ-LUVS0-Ｆ7Ｃ
¥27,300（消費税抜き¥26,000）

ブルー

MC シグナル DC ステーション
12V ツインシガーソケット

VALENTI LED ウインカーリレー
0000T-B09R3-P7C

¥3,150（消費税抜き¥3,000）
（消費税込み）+参考取付費（時間0.2h）
●規格：3PIN
（消費税込み）+参考取付費（時間0.5h）
●ハイフラッシュ制御用のウインカーリレー。
ウインカーバルブをLEDバ
●バイク用防水（生活防水）電源アダプター。
ソケット2つの合計で最大
ルブに交換した際に必要です。
1台分（バルブ4個まで）対応。
120W、最大電流10A。固定場所を選ばない汎用設計。車両への装着
は付属のタッピングビスと両面テープで固定してください。
0000T-P0216-P7C

（消費税込み）+参考取付費（時間0.5h）
●スチール製 ●レバー操作で簡単にキャリアがリフトアップし、シートの開閉ができます。タンデムシート
上に荷重分布させる事により積載量大幅アップ。警察車両にも抜群の信頼性で採用されたアドレスV125
用をさらに操作性を向上させたアドレスV125S専用説計です。

¥2,079（消費税抜き¥1,980）

レッド

ariete グリッピー
0000W-1944B-P99
（ブラック）
0000W-1944L-P99
（ブルー）
0000W-1944R-P99
（レッド）

フロアーキャリヤ

スライドキャリア

0000W-AD160-87C

0000W-21099-N7C

¥4,515（消費税抜き¥4,300）
（消費税込み）
+参考取付費
（時間0.25h）
●色：黒メッキ●素材：スチール
●サイズ：300mm 150mm 80mm
●A4サイズのカバンなどを足元に置く場合など大変便利なキャリヤ
です。

¥19,950（消費税抜き¥19,000）
（消費税込み）
+参考取付費
（時間0.5h）
●色：ブラック
●素材：スチール製ブラック仕上げ
●BOX対応の大型キャリア。スライド機能で走行時の安全を確保。

¥1,029（消費税抜き¥980）
（消費税込み）
+参考取付費
（時間0.2h）
●サイズ：L=78mm
●吸収性のあるラバー素材を採用したレバー用アクセサリー。
イタリア製。

VALENTI LED バルブ
BAY15D 270 回転

VALENTI LED バルブ
W2.1 9.5d 2 個セット

0000T-B13W1-P7C

0000T-T10SA-P7C

¥4,830（消費税抜き¥4,600）
¥4,200（消費税抜き¥4,000）
（消費税込み）+参考取付費（時間0.2h）
（消費税込み）+参考取付費（時間0.2h）
●色：レッド&ホワイト ●規格：S25/G18兼用ダブル
●色：アンバー●規格：T10ウェッジ
●LED数：25SMD（27chip）
●LED数：9SMD●用途：ウインカー
●用途：スモールランプ、
ストップランプ、
ライセンスランプ●純正交換タ ●純正交換タイプのプレミアムLEDバルブ。オートバイ専用（防振設
イプのプレミアムLEDバルブ。
オートバイ専用
（防振設計）。車検対応。
計）。車検対応。
●別途、LEDウインカーリレーが必要です。
オートリメッサ・カスタムパーツ情報
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