カスタムパーツ情報
2011年 1月号
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。

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

ショートバイザー

カーボン調メーターパネル

0000W-AD210-A7C

0000W-AD230-A7C

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

¥8,800

¥6,800

（消費税抜き¥6,476） ●材質：ABS樹脂 カーボンプリント t=2.0
（消費税込み）+参考取付費（時間0.25ｈ） ●両面テープ貼り付けタイプ｡貼り付けるだけで､ハンドルカバーを簡単にドレスアップ。

ウインドシールド ロング
0000W-AD200-A7C

¥17,900（消費税抜き¥17,047）
（消費税込み）+参考取付費（時間0.4ｈ）
●色：クリヤー
●材質：ポリカーボネイト樹脂 ハードコート付
●サイズ：高さ550mmｘ幅420mm
●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
やほこりを軽減し運転が楽になります。

メッキマフラーカバー
0000W-AD240-A7C

●色：メッキ
（消費税抜き¥7,428） ●材質：ABS樹脂 メッキ t=3.0
（消費税込み）+参考取付費（時間0.25ｈ） ●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にドレスアップ。

¥7,800
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キャリア特集
ST250

CARRIER
Bandit1250/1250S

ジェンマ

アリュラック

最大積載量

ST250 リヤキャリア

キャリア ST250

0000W-07002-AP4

0000W-01123-AP4

￥12,600（消費税抜き￥12,000）

￥13,650（消費税抜き￥13,000）

（消費税込み）
+参考取付費
（時間0.75h）
●色：メッキ●スチール製●メッキ仕上げ
●最大積載量3kg以下●ちょっとした荷物を運ぶ際に重宝します。
●対応モデル：K4〜K7, XK4〜XK9

Grasstracker
BIGBOY

New!!

（消費税込み）
+参考取付費
（時間0.75h）

0000W-05BF2-009（ブラック） ●対応モデル：GSF1200/S（K6, FE）, GSF1250/S, GSX1400
0000W-05BF2-010（シルバー） アリュボックス サイドケース用アダプター

5kg

2011年2月中旬発売予定

アリュボックス トップケース用アダプター
SW-MOTECH アダプタープレート ( アリュボックス )
0000W-05BF2-011
￥4,580
（消費税抜き￥4,362）

￥16,800（消費税抜き￥16,000）

TraX アリュボックス用 サイドキャリアアダプター

0000W-05BF2-033
（消費税込み）
+参考取付費（時間0.75h）
（消費税抜き￥3,124）
●アルミ（本体）
、スチール（ネジ、スペーサー） ￥3,280
+参考取付費
（時間0.75h）
●ヨーロッパで人気のアルミ製小型軽量リア （消費税込み）
（K6, FE）
, GSF1250/S, GSX1400
ブラック キャリア。そのまま荷台に使っても便利です ●対応モデル：GSF1200/S
が、アダプタープレート（別売）を取り付ければ 各種メーカー トップケース用アダプター
各種メーカーのトップケースが取付可。
SW-MOTECH アダプタープレート (GIVI/KAPPA モノキー）
パウダーコーティングの塗装とケースを外して
0000W-05BF2-012
キャリア自体を見せたくなる程の美しい仕上
SW-MOTECH アダプタープレート (GIVI/KAPPA モノロック )
げが特徴です。
● 対 応 モ デル：G S F 12 0 0 / S（ K 6 , F E ）, 0000W-05BF2-013
GSF1250/S, GSX1400
SW-MOTECH アダプタープレート (SHAD)
シルバー

0000W-05BF2-015
￥4,580
（消費税抜き￥4,362）
（消費税込み）
+参考取付費
（時間0.75h）
●対応モデル：GSF1200/S
（K6, FE）
, GSF1250/S, GSX1400

（消費税込み）
+参考取付費（時間0.75h）
●色：ブラック●素材：スチール●最大積載量5kg
●小型ＢＯＸにも対応した作りで積載量がアップしました。
●対応モデル：K4〜K8, XK4〜XK9

gemmma

ジェンマ キャリア KIT

アリュボックス アルミトップケース 38L

アリュボックス アルミトップケース 38L

0000W-05BF2-018

0000W-05BF2-017

￥43,800
（消費税抜き￥41,714）

￥47,800
（消費税抜き￥45,524）

（消費税込み）
+参考取付費（時間0.75h）
（消費税込み）
+参考取付費（時間0.75h）
●色：シルバー●寸法：33 41 30cm●重量：4kg●アルミ（本体）、プラスチック ●色：ブラック●寸法：33 41 30cm
（コーナーカバー等）●高い防水性と堅牢製を誇るアルミトップケース。ツーリング用 ●重量：4kg●アルミ（本体）、プラスチック（コーナーカバー等）●高い防水性と堅牢製
ケースの最終型はやはりアルミで決まり！
を誇るアルミトップケース。
ツーリング用ケースの最終型はやはりアルミで決まり！
●対応モデル：GSF1200/S
（K6, FE）, GSF1250/S, GSX1400
●対応モデル：GSF1200/S
（K6, FE）
, GSF1250/S, GSX1400

0000W-X0001-A8E
￥36,750（消費税抜き￥35,000）
（消費税込み）+参考取付費（時間1.0h）
●色：ブラック●最大積載量：5kg●説明：LEDナンバー灯・ナンバー移設ステー付。
●素材：キャリア本体：スチールブラック塗装、ジョイント
ステー：アルミブラックアルマイト、
ナンバー灯：LED（カプラー配線付）、移設ステー：ス
チールブラック塗装●様々なタイプのトップケースが取付可
能。※本商品を取り付ける場合はナンバー移設を伴います。●対応モデル：K8,UK8

BIGBOY GrassTracker リアキャリア
0000W-90224-AP3（インジェクションモデル用）
￥15,750
（消費税抜き￥15,000）
（消費税込み）
+参考取付費
（時間0.75h）
●インジェクションモデル対応●スチール製
●ブラック塗装仕上げ●最大積載量3kg以下●取付ボルト付属
●対応モデル：TU250GK9､GBK9

0000W-90401-AP3
（キャブレターモデル用）

TraX アリュボックス アルミサイドケース 37L

TraX アリュボックス アルミサイドケース 37L

￥15,750
（消費税抜き￥15,000）

0000W-05BF2-041 左用
0000W-05BF2-043 右用

0000W-05BF2-042 左用
0000W-05BF2-044 右用

各￥45,800（消費税抜き￥43,619）

各￥42,800（消費税抜き￥40,762）

（消費税込み）
+参考取付費
（時間0.75h）
●キャブレターモデル対応●スチール製
●ブラック塗装仕上げ●最大積載量3kg以下●取付ボルト付属
●対応モデル：TU250GY, GK2〜GK8, GBK1〜GBK8

インジェクションモデルとキャブレターモデルでは形状が
異なりますのでご注意ください。

ジェンマ リアキャリア用ナンバー移設 KIT（リペア）
0000W-X0002-X8E
￥21,000（消費税抜き￥20,000）
（消費税込み）+参考取付費（時間1.0h）
●ナンバー灯ステー：アルミ/ナンバー移動ステー：スチール●備考：gemmaキャリアKIT
専用リペアパーツ。ナンバーを移設するパーツでLEDナンバー灯付です。

（消費税込み）
+参考取付費（時間0.75h）
（消費税込み）
+参考取付費（時間0.75h）
●重量：4.4kg●色：クロ●素材：アルミ（本体）、プラスチック（コーナーカバー等）、パ ●重量：4.4kg●色：シルバー●素材：アルミ（本体）、プラスチック（コーナーカバー
ウダーコーティング●高い防水性と堅牢製を誇るアルミサイドケース。ツーリング用 等）、蓋部：黒パウダーコーティング●高い防水性と堅牢製を誇るアルミサイドケース。
ケースの最終型はやはりアルミで決まり！
ツーリング用ケースの最終型はやはりアルミで決まり！
●対応モデル：GSF1200/S
（K6, FE）, GSF1250/S,GSX1400,GSR400
●対応モデル：GSF1200/S
（K6, FE）
, GSF1250/S,GSX1400,GSR400
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4.3インチワイド液晶

バイクナビの決定版!!［ 更に軽量化 ］ 左右に引っ張りぴったりフィット!
話題の
GPS Motorcycle Navigation System 腰キュッ!キュッ!! TV放映で、
新感覚腰痛用クッション！
Bluetooth 機能
ブルートゥースに対応したヘッドセットと携帯電話に対応。
コードレスで音声やデータのやりとりをすることが可能と
なります。※ ステレオ再生(A2DP 対応)

ガーミン
zumo660

①キュッキュッを椅子に置きます
安 定した 椅 子 の 背 もた れ に
キュッキュッを置き、軽く当商品
にもたれかかります。椅子の真ん
中に置いてください。

MP3 プレーヤー機能

0000T-YSK01-A99

¥81,900（消費税抜き￥78,000） パソコンより転送した音楽データの再生が可能です。
（消費税込み）+参考取付費（時間0.5h） ※最適な音量でお楽しみ下さい。ヘッドホンなどで両耳をふさいだ状態
での走行は都道府県条例等に抵触する場合があります。

簡易燃料ゲージ機能
航続距離を予め設定する事により、満タンからの走行距離
でおおよそのガソリン残量が確認可能です。

!!
方
適
る
わ 事に最
た
い
腰を の座り仕
間
長時
②もたれかかり、
キュッキュッを背中に
フィットさせます

高感度GPS
ガーミンは家電メーカーでは無く世界的な
「GPS メーカー」
です。
ハンディ製品は米
軍に採用されるなど、その位置精度は折り紙付です。長年、ナビの基本部分である
GPS の測位性能を磨いてきました。

軽 くも た れ か か っ た 状 態 で、
キュッキュッの両端を持って２回
ほど引っ張ります。右図のように
斜め上にキュッキュッと引っ張る
とぴったりフィットします。

高度予測制御
トンネル内や大都心のビル街など、
現実的にはGPS 電波が受信できない場所でも、
マップマッチングやGPS による車速情報を元にした高度な予測制御により、
高精度
で自車位置を特定します。

イエロー

レッド

ブラック

ネイビー

Cubeads キュッキュ
0000R-05AA0-YEL
（イエロー）
0000R-05AA0-RED
（レッド）
0000R-05AA0-BLK
（ブラック）
0000R-05AA0-NAV
（ネイビー）

各 ¥2,980（消費税抜き￥2,838）

今どこ？機能
「今どこ？」
ボタンにタッチすれば現在地周辺の情報がご覧頂けます。
現在地の緯度
経度、高度の数値情報、そして、最寄りの病院、警察署、ガソリンスタンドなど、緊急
時に役立つ情報を素早く呼び出す事が可能です。

迅速で柔軟なリルート
例えば、
SA/PA に新設されたETC ゲート出口を利用した場合、
nuvi はすぐに頭を
切り替えてリルートしてくれます。このようにナビ的にありえない走行をした場合、
延々と迷走するなどということはありません。
また、
渋滞回避のために横道に逸れた
としても、
nuvi の素早いリルート性能があなたをサポートしてくれます。

●本体サイズ：135mm(W) 84mm(H) 23mm(D)●重量：288g●ディスプレイ：4.3 インチ 97mm 57mm(480 272 ピクセル) カラー、
ホワイトバックライトWQVGA TFT●デー
タ格納：4GB 内臓メモリ●表示タイプ：microSD メモリスロット●使用電源：リチウムイオン充電池、
DC12V、
AC100V(AC アダプタ使用)●電源接続端子DC12V( バラ線)、
AC100V( 家庭用
コンセント)●バッテリー：充電/約4 時間 駆動時間/最大約5 時間●消費電力：10W●GPS 受信機並列20 チャンネル高感度チップ●防水：国際防水規格(IPX7)●インターフェイス：USB●
ボイスガイダンス ( 内臓スピーカー)●RoHS 規定外●プリロードマップ ( 日本詳細道路地図)●別売地図データ格納機能●USB インターフェイス●その他Windows2000/XP/Vista 対応

ZUMO660 用 テックマウント トッププレート

テックマウント ステムマウント

0000W-TP001-A99
¥1,050（消費税抜き￥1,000）

0000T-10103-N99
¥9,450（消費税抜き¥9,000）

（消費税込み）+参考取付費（時間0.5h）
●色：ブラック●素材：アルミ●ZUMO660 対応のトッププレー
ト。テックマウントのトップオウレートと交換して使用。
テックマウント ハンドルバーマウント
（3.5 インチシャフト）
0000T-03091-D99
シャフト（2.5 インチシャフト）
0000T-0910M-D99

¥9,450（消費税抜き￥9,000）
（消費税込み）+参考取付費（時間0.5h）
●色：ブラック●仕様：7/8 “-1” インチ対応・アルミビレット
●ナビなどのマウントシステム。ハンドルバークランプタイプ。

（消費税込み）+参考取付費（時間0.5h）
●色：ブラック●仕様：3.5 インチシャフト・アルミビレット
●ナビなどのマウントシステム。
スズキ車対応のステムタイプ。
シャフト

テックマウント コントロールマウント
（3.5 インチシャフト）
0000T-31001-D99
（2.5 インチシャフト）
0000T-1001M-D99

¥8,820（消費税抜き￥8,400）
（消費税込み）+参考取付費（時間0.5h）
●色：ブラック●仕様：アルミビレット●説明：ナビなどのマウ
ントシステム。
レバーホルダー共締めタイプ。

も
転に い !!
運
車の用くださ
③これでOK!!位置を直す時は
ご活
再度引っ張ってください

●本体を引っ張って使うときは必ず横に伸ばし、縦には伸ばさないでください。
（本体中
央にある縫い線を縦にして、Ｃｕｂｅａｄｓの商品タグが上にくるようにしてご使用くだ
さい）●本品は腰・背中用サポートクッションです。用途以外での目的でのご使用はお避
けください●破損の原因になるので、はさみやカッター等先のとがった物で突く、切る、
歯でかむ、強い力で踏む、マジックテープや粘着質のものに触れさせる、重い物をのせる
などの過度の負荷を本体に与えないでください●ペットなどがかんだり爪を立てると破
損の原因になりますのでお気をつけください●本体を必要以上に引っ張らないでくださ
い（横幅８０ｃｍ以上に引っ張らないでください）●本体が汚れた場合は水またはぬる
ま湯で手洗いし、水気をよく切って平干し（陰干し）をしてください。再度使用される際は
本体内部まで乾燥していることをよくお確かめの上ご使用してください。アイロン・乾燥
機・ドライヤーなどのご使用はおやめください｡本体下部のポケットに洗濯表示がありま
す。●本品は食べられません。万一中材のビーズがこぼれた際は、お子様やお年寄りの口
や目などに入らないようご注意ください。口や目に入った場合は洗浄してビーズを取り除
いてください。大量に飲み込んだ場合は喉に詰まり窒息する恐れがあります。口の中に
残っているものをかき出し、速やかに専門医の手当てを受けてください●火気のそばや
高温になる場所での保管やご使用はお避けください（耐熱温度は７５度です。それ以上
の温度にならない場所でご使用ください）●本品を破棄する場合は各自治体の指示に
したがって処分してください

下 図 の ように 斜 め 上 に キュッ
キ ュッと 引 っ 張 る と ぴ っ た り
フィットします。
①の写真と比べ
るとキュッキュッが左右に広がり
ました。この伸びが腰を抱くよう
に支えます。
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Pisces（ピスケス）
2/19〜3/20 生まれ

Virgo（ヴァルゴ）
8/23〜9/22生まれ

Aries（アリエス）
3/21〜4/19生まれ

0000R-5BE-P12

0000R-5BE-P06

0000R-5BE-P01

Aquarius（アクエリアス）
1/20〜2/18生まれ

Taurus（タウラス）
4/20〜5/20 生まれ

0000R-5BE-P11

0000R-5BE-P02

大好きなあの人に、お世話になったあの方に ...
バレンタインバージョンのペンダントです。

星座の輝きがあなたを彩る
Capricorn（カプリコーン）
12/22〜1/19生まれ
0000R-5BE-P10

12星座シリーズ
ペンダント

Gemini（ジェミニ）
5/21〜6/21生まれ
0000R-5BE-P03

Leaf

リーフ

Heart

ハート

Cancer（キャンサー）
6/22〜7/22生まれ

Sagittarius
（サジタリアス）

0000R-5BE-P04

11/23〜12/21生まれ
0000R-5BE-P09

Scorpio（スコーピオ）
10/24〜11/22生まれ

Libra（ライブラ）
9/23〜10/23生まれ
0000R-5BE-P07

0000R-5BE-P08

Leo（レオ）
7/23〜8/22生まれ
0000R-5BE-P05

各￥10,290（消費税抜き￥9,800）
外箱・ケース・チェーン付

バレンタインバージョン（リーフ）

バレンタインバージョン（ハート）

0000W-5BE70-P13

0000W-5BE70-P14

￥14,700
（消費税抜き￥14,000）
●外箱・ケース・チェーン付

￥12,600
（消費税抜き￥12,000）
●外箱・ケース・チェーン付
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