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MAXAM ガーニッシュ

報

盗難補償対象

CP250 MAXAM用のヘッドライトガーニッシュ、フロントウイン
カーガーニッシュ、テールレンズガーニッシュの新色を販売致します。

ヘッドライトガーニッシュ

■特

徴

フロントウインカーガーニッシュ

＜D3＞

●'06モデルMAXAMで採用されたシルキーゴールドと
ベリーダークバイオレット1と同様の2色を追加

■カ ラ ー

シルキーゴールド、ベリーダークバイオレット1

■適応車種

CP250 MAXAM

テールレンズガーニッシュ

品 名
工数
ヘッドライトガーニッシュ（バイオレット） 0.1H
ヘッドライトガーニッシュ（シルキーゴールド） 0.1H
フロントウインカーガーニッシュ（バイオレット） 0.1H
フロントウインカーガーニッシュ（シルキーゴールド） 0.1H
テールレンズガーニッシュ（バイオレット） 0.1H
テールレンズガーニッシュ（シルキーゴールド） 0.1H

部品番号
Q5K-YSK-040-S51
Q5K-YSK-040-S61
Q5K-YSK-040-S52
Q5K-YSK-040-S62
Q5K-YSK-040-S53
Q5K-YSK-040-S63

メーカー希望小売価格（本体価格）
¥10,500 （¥10,000）
¥10,500 （¥10,000）
¥10,500 （¥10,000）
¥10,500 （¥10,000）
¥13,650 （¥13,000）
¥13,650 （¥13,000）

※写真はベリーダークバイオレット1です。
※現在発売中のレッド（Q5K-YSK-040-S41・Q5K-YSK-040-S42・Q5K-YSK-040-S44）は
在庫が無くなり次第、販売を終了させていただきます

MAXAM•GrandMajesty メッキクランクケースカバー

盗難補償対象

MAXAM、グランドマジェスティ用のメッキクランクケースカバーを販売致します。

メッキクランクケースカバー2（マグザム専用）

メッキクランクケースカバーL2（グランドマジェスティ専用）
＜D3＞

■特

徴

■適応車種

●メッキ処理を従来の蒸着メッキから、クロームメッキに
変更し、外観品質アップ
●メッキクリーナー＆ワックスで磨くことが可能
CP250 MAXAM 、グランドマジェスティ

品 名
工数
部品番号
メッキクランクケースカバー2（マグザム専用） 0.3H Q5K-YSK-040-D03
メッキクランクケースカバーL2（グランドマジェスティ専用） 0.3H Q5K-YSK-037-D06

メーカー希望小売価格（本体価格）
¥23,100 （¥22,000）
¥23,100 （¥22,000）

※旧蒸着タイプクランクケースカバー（Q5K-YSK-040-D02・Q5K-YSK-037-D03）は
在庫がなくなり次第、販売を終了させていただきます。

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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Majesty C バックレストカバー

報

盗難補償対象

6月発売のマジェスティC限定車にベストマッチした、バックレスト
カバーを販売致します。
■特

徴

●マジェスティ タンデムバックレスト（5SJ-W077200）専用のバックレスト表皮
●マジェスティC限定車にベストマッチング
●表皮のカラー部分は限定車シート表皮カラー部分と同
様の革シボタイプ
●生産数量限定商品
＜D3＞

品 名
バックレストカバー シルバー/ブラック YP250
バックレストカバー レッド/ブラック YP250

工数
部品番号
0.1H Q5K-YSK-024-G06
0.1H Q5K-YSK-024-G07

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

DragStar HIDランプキット

盗難補償対象

ドラッグスターシリーズ用のHIDランプキットを販売致します。

■特

徴

■適応車種

●35Wの低消費電力から実質約5倍の170W相当の明
るさを実現
●世界初の10G耐振試験をクリアした最高品質のHID
バルブ（H4 ロー/ハイ切替タイプ）
●白色光4,600ケルビン
●DSシリーズ装着に最適のハーネス長、専用コントロー
ラーステー、ボルト類を同梱
DS11、DSC11、DS4、DSC4、DS250
＜D5＞

品 名
工数
部品番号
HIDランプキット ドラッグスターシリーズ（X0767） 0.8H Q5K-YSK-016-X07

メーカー希望小売価格（本体価格）
¥68,250 （¥65,000）

※DS11 '00モデル迄（〜5ELE）、DS4 '99モデル迄（〜4TR8）には装着できません。
（スモールヘッドライトボディタイプ装着不可）

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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マルチキャリア リッキー3
レジャーや仕事にマルチで使える、マルチキャリア リッキー3の
カラーバリエーションを追加販売致します。

ブラック

シルバー

ブルー

レッド

イエロー
＜D3＞

■特

徴

■カ ラ ー

●自転車取付用ブラケット・牽引バー（オプション）を使
用することで、自転車での牽引も可能
●簡単に折り畳めて自動車のトランクなどに収納可能
●タイヤはクイックリリースタイプで簡単に着脱可能
●小さな荷物の落下を防ぐインナーカバー付き
ブラック、シルバー、レッド、ブルー、イエロー

品 名
リッキー3 ブラック
リッキー3 シルバー
リッキー3 レッド
リッキー3 ブルー
リッキー3 イエロー
リッキー3 自転車牽引バー ブラック
リッキー3 自転車牽引バー シルバー
リッキー3 自転車牽引バー レッド
リッキー3 自転車牽引バー ブルー
リッキー3 自転車牽引バー イエロー

部品番号
QT5-YSK-002-002
QT5-YSK-002-003
QT5-YSK-002-004
QT5-YSK-002-005
QT5-YSK-002-006
QQ1-YSK-002-016
QQ1-YSK-002-017
QQ1-YSK-002-018
QQ1-YSK-002-019
QQ1-YSK-002-020

メーカー希望小売価格（本体価格）
¥18,900 （¥18,000）
¥18,900 （¥18,000）
¥18,900 （¥18,000）
¥18,900 （¥18,000）
¥18,900 （¥18,000）
¥8,400 （¥8,000）
¥8,400 （¥8,000）
¥8,400 （¥8,000）
¥8,400 （¥8,000）
¥8,400 （¥8,000）

※自転車で牽引する際、一部自転車のフレームの形状により取付できない車種もあります。

YAMAHA キャップ
販促品等に最適なヤマハストレッチキャップ、ヤマハメッシュスポ
ーツキャップを販売致します。
■特
徴
●ヤマハストレッチキャップ
●ヤマハメッシュスポーツキャップ
ヤマハ
ストレッチキャップ

ヤマハ
メッシュスポーツ
キャップ

■サ イ ズ

伸縮性布地の採用により適度なフィット感
夏に涼しいメッシュ生地のサイドに、音叉ヤ
マハのロゴワッペン

●フリーサイズ
＜D3＞

品 名
ヤマハストレッチキャップ ブラック
ヤマハストレッチキャップ ホワイト
ヤマハメッシュスポーツキャップ ブラック
ヤマハメッシュスポーツキャップ ホワイト

安全に関するご注意

部品番号
Q1G-YSK-001-739
Q1G-YSK-001-740
Q1G-YSK-001-741
Q1G-YSK-001-742

メーカー希望小売価格（本体価格）
¥1,995 （¥1,900）
¥1,995 （¥1,900）
¥3,150 （¥3,000）
¥3,150 （¥3,000）

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。

