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情

XT250X 用アクセサリーパーツ

報

盗難補償対象

XT250X用のアクセサリーパーツを販売致します。

リアキャリア

レバーガード

LEDクリアウィンカーセット

マフラーカバー

ハンドルバー ゴールド

ツーリングシート

■適応車種

XT250X
＜D3＞

品

フロントフォークガード

SUSブレーキホース

名

リアキャリア
レバーガード
フロントフォークガード
マフラーカバー
LEDクリアウィンカーセット
SUSブレーキホース
ハンドルバー ゴールド
ツーリングシート

安全に関するご注意

部品番号
Q5K-YSK-049-E01
Q5K-YSK-049-E02
Q5K-YSK-049-E03
Q5K-YSK-049-E04
Q5K-YSK-049-X01
Q5K-YSK-049-N01
Q5K-YSK-049-K01
Q5K-YSK-049-G01

メーカー希望小売価格（本体価格）
¥12,600 （¥12,000）
¥11,550 （¥11,000）
¥14,700 （¥14,000）
¥12,600 （¥12,000）
¥12,600 （¥12,000）
¥9,975 （¥9,500）
¥7,980 （¥7,600）
¥34,650 （¥33,000）

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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DS250 用アクセサリーパーツ

報

盗難補償対象

DS250用のアクセサリーパーツを販売致します。

エンジンガード

サイドアーム

■特
徴
●エンジンガード … DS11、DS4と同じ太いパイプ経（28.6φ）
●サイドアーム …… バックレスト、
リアキャリアをＤＳ11、
ＤＳ4と共用
●ウインドシールド… サイズ590×530m 板圧4mm 専用ステー付き

■適応車種

ウインドシールド

DS250
＜D3＞

品

名

エンジンガード
サイドアーム
ウインドシールド

部品番号
Q5K-YSK-016-E29
Q5K-YSK-016-E30
Q5K-YSK-016-R01

メーカー希望小売価格（本体価格）
¥16,800 （¥16,000）
¥19,950 （¥19,000）
¥39,900 （¥38,000）

両面テープ 7108
サイドバイザーやエアロパーツなどを再度接着する時に便利な
補修用両面テープを発売致します。
■特

徴

●12mm×10m（厚さ0.8mm）1巻入
●耐候性、耐油性に優れ、長期間高い接着性を持続する住
友3M製両面テープ
※サイドバイザー等の商品に使用しているテープと同等の物です。
＜D3＞

品
両面テープ 7108

名

安全に関するご注意

部品番号
Q5K-YSK-001-Z15

メーカー希望小売価格（本体価格）
¥1,575 （¥1,500）

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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ヤマハサスペンションオイル M1

ヤマハ エフェロ スポーツ

サスペンションセティングの性能要求に応える為に開発された、カ
ートリッジタイプサスペンション用ヤマハサスペンションオイル
M1を販売致します。

ヤマハ純正4サイクルオイル、エフェロスポーツを販売致します。

■特
■特

徴

■適応車種

徴

●特殊添加剤により、高温から低温まで優れた粘度特性を発揮
●カートリッジタイプサスペンション用
'06 YZF-R6、'06 FJR1300

品 名
サスペンションオイル M1 1L

部品番号
90793-38029

メーカー希望小売価格（本体価格） 識別子
¥2,940 （¥2,800） F8
品
エフェロスポ−ツ
エフェロスポ−ツ
エフェロスポ−ツ

ヤマハ エフェロ プレミアム
ヤマハ純正4サイクルオイル、エフェロプレミアムを販売致します。

●SAE 10W-40
●半合成油
●JASO MA（API SG級）
●高せん断安定性と低蒸発性に優れる
●オイル消費を抑え、オイル粘度低下を抑止
●高速走行、ロングツーリング等過酷な条件下でも優れた性
能を発揮し走行スタイルを選ばないマルチユースタイプ
名
1L 10W-40
20L 10W-40
200L 10W-40

部品番号
90793-32137
90793-32633
90793-30725

メーカー希望小売価格（本体価格） 識別子
¥1,680 （¥1,600） F5
＊ ＊ ＊ ＊ ＊ F3
＊ ＊ ＊ ＊ ＊ J2

ヤマハ エフェロ ベーシック
ヤマハ純正4サイクルオイル、エフェロベーシックを販売致します。

■特

徴

●SAE 10W-40
●半合成油
●JASO MA（API SL級）
●粘度特性に優れたベースオイルを用い高い潤滑性能や
高いせん断安定性能を維持
●適度に配合された添加剤等により高温下での酸化を抑
制するとともに高回転、高負荷での油膜を維持
●ベースオイルとポリマーの見直しにより高温下でのせ
ん断性能や酸化抑止性能をアップ

品 名
エフェロプレミアム 東日本 1L
エフェロプレミアム 西日本 1L
エフェロプレミアム
4L
エフェロプレミアム
20L
エフェロプレミアム
200L

10W-40
10W-40
10W-40
10W-40
10W-40

部品番号
90793-32134
90793-32135
90793-32136
90793-32632
90793-30724

メーカー希望小売価格（本体価格） 識別子
¥2,100 （¥2,000） F5
¥2,100 （¥2,000） F5
¥7,350 （¥7,000） F4
＊ ＊ ＊ ＊ ＊ F3
＊ ＊ ＊ ＊ ＊ J2

■特

徴

●SAE 10W-30/20W-40
●鉱物油
●JASO MA（API SF級）
●清浄性、高温酸化安定性を実現
●タウン走行から業務使用まで対応、二輪車用のベーシッ
クオイル

品 名
エフェロベーシック
1L
エフェロベーシック
1L
エフェロベーシック 20L
エフェロベーシック 20L
エフェロベーシック 200L
エフェロベーシック 200L

10W-30
20W-40
10W-30
20W-40
10W-30
20W-40

安全に関するご注意

部品番号
90793-32138
90793-32139
90793-32634
90793-32635
90793-30726
90793-30727

メーカー希望小売価格（本体価格） 識別子
￥1,155 （¥1,100） F5
¥1,155 （¥1,100） F5
＊ ＊ ＊ ＊ ＊ G2
＊ ＊ ＊ ＊ ＊ G2
＊ ＊ ＊ ＊ ＊ J2
＊ ＊ ＊ ＊ ＊ J2

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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ＰＡＳ ＰＺ26・24用 Ｎｉ−ｍｈバッテリー仕様変更について
下記対象モデルのバッテリーＢＯＸ ASSYについて
容量を従来の2.8Ａｈより3.1Ａｈと容量を増やした仕様とさせて頂きます。
※

従来と同様にご使用ならば10％程度走行距離が伸びます 。
※当社社内テストによります、条件等では10％以下の場合も有ります。

■発 売 時 期

平成18年5月1日より

■対象モデル
登録型式

号機番号

旧バッテリーBoxアッシィPNO

PZ26

モデル名

X211

X211-0001001〜

90793-25057

PZ24

X212

X212-0001001〜

90793-25057

PZ26D

X213

X211-1001001〜

90793-25057

PZ24D

X214

X212-1001001〜

90793-25057

PZ26

X218

X211-2001001〜

90793-25062

PZ24

X219

X212-2001001〜

90793-25062

PZ26C

X217

X217-0001001〜

90793-25057

■新 仕 様
品

名

部品番号

バッテリーＢｏｘアッシィ
（Ｘ21）

90793-25073

メーカー希望小売価格（本体価格）
¥18,900（¥18,000）

※外観は従来と同じです。
※グラフィック赤／橙仕様は今回グレーグラフィックのみとなります。

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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サイドオーニング YAシリーズ
車に取り付ける、日よけ・雨よけ装備とし便利な、サイドオーニング YAシリーズを販売致します。

■特

■サ イ ズ
形式

YA220

YA250

YA300

YA350

全長

2,305mm

2,605mm

3,105mm

3,605mm

ケース寸法

2,200mm

2,500mm

3,000mm

3,500mm

仕
様

幅

2,120mm

2,420mm

2,920mm

3,420mm

出幅

1,800mm

2,100mm

2,100mm

2,100mm

サポート高さ（最大） 1,800mm

2,100mm

2,600mm

2,600mm

19 kg

21kg

24kg

テント寸法

重 量

17 kg

徴

●サイズ、カラー、取付方法、車種や好みに合わせて選べ
る豊富なバリエーション
●軽4輪ワンボックスから、乗用車クラスのワンボックス
まで対応可能
●取付、取扱いは簡単。お手持ちの車輌にも後付可能
●テント生地にはフッ素樹脂コーティングを施し、防水、防
炎、防汚機能に優れたポリエステル製シートを採用

ブラケット
Aタイプ

■専用取り付けブラケット（別売）
タイプ

ルーフキャリア
取り付けタイプ

メーカー希望小売価格（本体価格）

固定方法

ブラケットAタイプ

QT5-YSK-003-080

1,650円（1,600円）

キャリアバーにブラケットを通し、
オーニング本体をキャリアバー下側に固定します

ブラケットCタイプ

QT5-YSK-003-082

5,460円（5,200円）

キャリアバーにブラケットを通し、
オーニング本体をキャリアバー上側に固定します

■スタンダードカラー
本体カラー／シートカラー
プラチナステン／ブルー
ホワイト／グレイ
価格
（

部品番号

）内は本体価格です。

QT5-YSK-003-□□□

■フロントスクリーン（別売オプション）

YA220
062
002
¥85,050

YA250
063
004
¥89,250

YA300
064
006
¥92,400

YA350
065
008
¥108,150

（¥81,000）

（¥85,000）

（¥88,000）

（¥103,000）

形式
ブルー
グレイ
ホワイト
価格
（

■オプションカラー
本体カラー／シートカラー
プラチナステン／ブルー
価格
（

）内は本体価格です。

ブラケット
Cタイプ

QT5-YSK-003-□□□

YA220-F YA250-F YA300-F YA350-F
075
076
077
074
054
057
060
051
052
055
058
061
¥24,150 ¥26,250 ¥31,500 ¥35,700

）内は本体価格です。（¥23,000） （¥25,000） （¥30,000） （¥34,000）

日よけ、雨よけの機能をさらに高めます。

QT5-YSK-003-□□□

※本体にあわせて4つのサイズ。※カラーはブルー／グレイ／ホワイトの3色からお選びいただけます。

YA220
009
¥93,450

YA250
010
¥98,700

YA300
011
¥101,850

YA350
012
¥118,650

（¥89,000）

（¥94,000）

（¥97,000）

（¥113,000）

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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マルチリアキャリアリッキー3
アウトドアやマリンレジャーでの荷物運びや、サーキット場内での
機材の運搬などあらゆるシーンで活躍できる、おしゃれでコンパ
クトなマルチリヤカー、
リッキー3を販売致します。

■特

徴

■カ ラ ー

●キャリア単体での使用に機能を特化しベーシックモデ
ルとして低価格化を実現。
●アウトドアシーンにマッチする新色グリーンを設定
●脱着が簡単に行えるクイックリリース式タイヤの採用
により折りたたみが簡単
●家庭用からレジャーまで広範囲で利用可能
●荷室用インナーカバーを標準装備
●オプション（自転車取付ブラケット・牽引バー）使用で
自転車にも取付可能
●グリーン

品 名
マルチキャリアリッキー3
インナーカバー
クイックリリースシャフトセット
収納ケース
ロックピン 6×40
ロックピン 6×70
クイックリリースセット 手押しハンドル用

部品番号
QT5-YSK-002-001
QQ1-YSK-002-009
QQ1-YSK-002-010
QQ1-YSK-002-011
QQ1-YSK-002-013
QQ1-YSK-002-014
QQ1-YSK-002-015

メーカー希望小売価格（本体価格）
¥18,900 （￥18,000）
¥3,150 （￥3,000）
¥3,150 （￥3,000）
¥6,300 （￥6,000）
¥630
（￥600）
¥630
（￥600）
¥630
（￥600）

※一部フレームの形状により取付できない自転車もあります。

ガソリン携行缶
ガソリンスタンドで給油可能な、ガソリン携行缶を販売致します。

2L

■特

徴

●厚さ0.8mm電気亜鉛メッキ銅板
●消防法適合品
●JIS規格適合品
●UN規格取得品
●便利なノズルキャップ付属

■容

量

5L、2L

■本体サイズ

5L：L250×W230×H160
2L：L290×W230×H105

■カ ラ ー

●ブルー
品

名

ガソリン携行缶 5L
ガソリン携行缶 2L

5L

安全に関するご注意

部品番号
QT8-OKD-Y00-002
QT8-OKD-Y00-001

メーカー希望小売価格（本体価格）
¥3,990 （￥3,800）
¥3,465 （￥3,300）

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。

