2006.JUN NO.1

新

商

VOX オプションパーツ

品

情

報

盗難補償対象

VOX用のオプションパーツを販売致します。

メッキモール

■メッキハンドル
ホルダーアッパー
メッキハンドルとの
同時装着をオススメします。

フロントラゲッジラック

フロントバスケット（取付にはラゲッジラックが必要です。）

シートカバーブラック

シートカバーベージュ

メッキハンドルバー

リアラゲッジラック

クールメッシュシートカバー

サイドスタンド

■適応車種

VOX
＜D3＞

ブルーミラーサークル

ウインドシールド

ステーD

品 名
メッキハンドルバー
フロントクリアウインカー
フロントラゲッジラック
リアラゲッジラック
サイドスタンド
フロントバスケット
シートカバーブラック
シートカバーベージュ
クールメッシュシートカバー
ウインドシールド
メッキハンドルホルダーアッパー
メッキモール
ブルーミラーサークル
ステーD（8mm）L
ステーD（8mm）R
ハンドルグローブ

安全に関するご注意
商品を正しくお使いいただく為、ご使用の前に必ず取扱いの注意事項をご確認いただき、ご不明な点は販売店にお問い合せ下さい。

工数
0.3H
0.1H
0.5H
0.4H
0.5H
0.1H
0.1H
0.1H
0.1H
0.3H
0.1H
0.1H
0.1H
0.1H
0.1H
0.1H

部品番号
メーカー希望小売価格（本体価格）
Q5K-YSK-048-K01
¥3,990 （¥3,800）
Q5K-YSK-048-X01
¥2,100 （¥2,000）
Q5K-YSK-048-E01 ¥10,500 （¥10,000）
Q5K-YSK-048-E02 ¥10,500 （¥10,000）
3B3-W0733-00
¥5,880 （¥5,600）
90793-50092
¥2,625 （¥2,500）
90793-63106
¥2,100 （¥2,000）
90793-63107
¥2,100 （¥2,000）
90793-63105
¥6,090 （¥5,800）
90793-53075
¥8,190 （¥7,800）
Q5K-YSK-040-K02
¥3,990 （¥3,800）
Q5K-YSK-036-T01
¥2,100 （¥2,000）
Q5K-YSK-001-Q01
¥2,940 （¥2,800）
Q5K-YSK-001-Q17
¥840
（¥800）
Q5K-YSK-001-Q18
¥840
（¥800）
Q5K-YSK-001-T■■
¥3,990 （¥3,800）

※品番はカラーによって異なります。
ブラック=37、シルバー=38、
レッド=39、
ブルー＝40と■■の中に入れて下さい。

環境マネジメントシステム

ISO14001認証取得

●商品に関するお問い合わせ

株式会社ワイズギア
インターネットホームページ
http://www.ysgear.co.jp/

営業部 053-443-2180

●掲載価格はすべてメーカー希望小売価格です。●掲載価格には消費税が含まれています。●掲載価格には工賃、送料等は含まれてい
ません。●商品の仕様及び価格は予告無く変更される場合があります。●商品のカラーは印刷のため実物と異なって見える場合がありま
すので、あらかじめご了承ください。●商品は予告なく販売を終了させていただく場合があります。●カスタムパーツ装着の場合、オートバイ
本体のクレーム及びメーカーサービスを受けられない場合があります。●ヤマハ発動機統合システムの中でISO14001を認証取得しました。

〒432-8058 静岡県浜松市新橋町1103番地 FAX.053-443-2187
このカタログは資源保護のため、古紙配合率100％再生紙を使用しています。
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MAXAM インナー外装セットブラック

報

盗難補償対象

MAXAM専用のインナー外装セットブラックを販売致します。

■特

徴

●標準のインナー外装（黒色樹脂）に塗装をした部品8
点と装着に必要なダンパ類のセット。
●インナー部分の質感がアップし、より一層のカスタム
感を演出
●塗装色はメタリックの入っていないソリッドブラック
（ピアノブラック）

■カ ラ ー

ピアノブラック

■適応車種

MAXAM
＜D3＞

品 名
工数
部品番号
インナー外装セットブラック CP250 1.8H Q5K-YSK-040-S06

メーカー希望小売価格（本体価格）
¥93,450 （¥89,000）

※STDのシボ加工された部品の上から塗装を行っているので、表面にシボは残ります。
（外装のような平滑な表面ではありません。）

リアボックスE47.E37シリーズ

盗難補償対象

高級感のあるリアガーニッシュが特徴的なE47、E37リアボックス
シリーズを販売致します。
■特
徴
●リアボックスE47

リアボックスE47

リアボックスE37

●リアボックスE37

●塗装トップカバー
C47.C37
塗装トップカバーC47

塗装トップカバーC37

容量：47L、重量：4.3kg、材質：PP
サイズ：440×560×330mm
カラー：無塗装ブラック
ワンタッチステープレート、バックレスト付き
フルフェイス2個収納可能
容量：39L、重量：3.8kg、材質：PP
サイズ：420×480×320mm
カラー：無塗装ブラック
ワンタッチステープレート、バックレスト付き
フルフェイス1個収納可能
E47、E37の無塗装トップカバーを取り外して交
換。06年ヤマハビッグスクーター（TMAX、Gマジ
ェスティ400・250、マグザム、マジェスティC）の
全カラー10色に対応+シルバー3のラインナップ
※納期に1ヶ月程かかる場合があります。

■塗装トップカバーC47・C37 カラーバリエーション

＜D3＞

品

名

E47リアボックス
E37リアボックス
C47トップカバー
C37トップカバー
ブラック
メタリックX

ディープレッド
メタリックK

ビビッドレッド
カクテル1

ディープパープリッシュ ブルーメタリックC ダークパープリッシュ
ブルーメタリックC
ブルーメタリックL

グリニッシュ
ホワイトカクテル1

シルキーホワイト

シルキーゴールド ベリーダーク
シルバー3
バイオレットメタリック1

※写真は
C37です。

部品番号
Q5K-YSK-046-001
Q5K-YSK-045-001
Q5K-YSK-046-■■■
Q5K-YSK-045-■■■

メーカー希望小売価格（本体価格）
¥31,500 （¥30,000）
¥22,050 （¥21,000）
¥10,500 （¥10,000）
¥8,400 （¥8,000）

※品番はカラーによって異なります。3桁の英数字を■■■の中に入れて下さい。
ブラックメタリックX=903、ディープレッドメタリックK=918、
ビビッドレッドカクテル1=121
ディープパープリッシュブルーメタリックC=564、ブルーメタリックC=775、
ダークパープリッシュブルーメタリックL=865、グリニッシュホワイトカクテル1=947
シルキーホワイト=0GE、シルキーゴールド=0EN、ベリーダークバイオレットメタリック1=961
シルバー3=791

安全に関するご注意

環境マネジメントシステム

商品を正しくお使いいただく為、ご使用の前に必ず取扱いの注意事項をご確認いただき、ご不明な点は販売店にお問い合せ下さい。

ISO14001認証取得

●商品に関するお問い合わせ

株式会社ワイズギア
インターネットホームページ
http://www.ysgear.co.jp/

営業部 053-443-2180

●掲載価格はすべてメーカー希望小売価格です。●掲載価格には消費税が含まれています。●掲載価格には工賃、送料等は含まれてい
ません。●商品の仕様及び価格は予告無く変更される場合があります。●商品のカラーは印刷のため実物と異なって見える場合がありま
すので、あらかじめご了承ください。●商品は予告なく販売を終了させていただく場合があります。●カスタムパーツ装着の場合、オートバイ
本体のクレーム及びメーカーサービスを受けられない場合があります。●ヤマハ発動機統合システムの中でISO14001を認証取得しました。

〒432-8058 静岡県浜松市新橋町1103番地 FAX.053-443-2187
このカタログは資源保護のため、古紙配合率100％再生紙を使用しています。
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バイク用オーディオ「道楽オン」
車種を問わずに音楽を聴くことができるバイク用オーディオ、道楽
オンを販売致します。
■特

徴

●車種を問わずに装着可能
※ブレーキディスクまたはスプロケットに鉄部分が必要

●高速でも良く聞こえる指向性の高いスピーカー配置
●雨天でも使用可能な防水アンプ、防水スピーカーを採用
●マグネット取付式で簡単着脱
●付属ステーでスクーターにも取付可能
●オートボリューム機能付き（停車時最小、60km/hで
最大音量）※速度はホイール径によって異なります。
●MP3、MDプレーヤー対応
＜E2＞

品

名

道楽オン

部品番号
Q5K-YSK-001-Y41

メーカー希望小売価格（本体価格）
¥39,900 （¥38,000）

品 名
補修 樹脂用ステー
補修 電源センサー線
補修 センサー磁石
100V用アダプター

部品番号
Q5K-YSK-001-Y49
Q5K-YSK-001-Y50
Q5K-YSK-001-Y51
Q5K-YSK-001-Y48

メーカー希望小売価格（本体価格）
¥2,940 （¥2,800）
¥2,940 （¥2,800）
¥840
（¥800）
¥8,400 （¥8,000）

＜D3＞

モーターサイクル装着例

スクーター装着例

ご注意
●ポータブルオーディオは商品に含まれておりません。お手持ちのMP3、MDプレーヤーをご使用下さい。
●最大音量の速度は車輌のホイール径によって異なります。
（17インチ→約60km/h）
●ポータブルオーディオ収納ポケットは防水ではありません。お手持ちのポータブルオーディオに合わせた防水ケースをご準備下さい。
●車輌に電源、スピードセンサーの取付が必要です。

EVパッソル リアキャリア

盗難補償対象

クロームメッキが施されたEVパッソル専用のリアキャリアを販売
致します。
■特

徴

■適応車種

●最大積載量3kg
●キャリア天板サイズ：タテ280mm×ヨコ140mm
EVパッソル（EA06） 5UY1、2、5
＜D3＞

品 名
EVパッソルリアキャリア

工数
部品番号
0.3H Q5K-YSK-033-E01

メーカー希望小売価格（本体価格）
¥7,140 （¥6,800）

※取付にはカバーテールに加工が必要です。
※EC-02には取り付けできません。
※数量限定生産

LEDライセンスプレートホルダー

盗難補償対象

LEDブルー光によりナンバープレートホルダー外周を上品に光ら
せることができるライセンスプレートホルダーを販売致します。
■特

徴

■適応車種

●付属の割込コネクターにてテールランプ配線に割り込
ませる汎用タイプ
軽二輪車及び小型二輪車汎用品
＜D3＞

品 名
LEDライセンスプレートホルダー

部品番号
Q5K-YSK-001-X03

メーカー希望小売価格（本体価格）
¥6,090 （¥5,800）

※一部オフロード車に見られるナンバープレートがリアフェンダーを兼ねる車種、
ビッグシングル車等振動が大きい車種には装着できません。
リアフェンダーに3φ程度の穴開け加工が必要な場合があります。
※車種によっては配線取り回しの為、
※汎用品の為、工数は車種毎任意

安全に関するご注意

環境マネジメントシステム

商品を正しくお使いいただく為、ご使用の前に必ず取扱いの注意事項をご確認いただき、ご不明な点は販売店にお問い合せ下さい。

ISO14001認証取得

●商品に関するお問い合わせ

株式会社ワイズギア
インターネットホームページ
http://www.ysgear.co.jp/

営業部 053-443-2180

●掲載価格はすべてメーカー希望小売価格です。●掲載価格には消費税が含まれています。●掲載価格には工賃、送料等は含まれてい
ません。●商品の仕様及び価格は予告無く変更される場合があります。●商品のカラーは印刷のため実物と異なって見える場合がありま
すので、あらかじめご了承ください。●商品は予告なく販売を終了させていただく場合があります。●カスタムパーツ装着の場合、オートバイ
本体のクレーム及びメーカーサービスを受けられない場合があります。●ヤマハ発動機統合システムの中でISO14001を認証取得しました。

〒432-8058 静岡県浜松市新橋町1103番地 FAX.053-443-2187
このカタログは資源保護のため、古紙配合率100％再生紙を使用しています。

