2006.AUG NO.1
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SF-4 Drift-DTⅡ
新方式の内装着脱システムを採用したハーフタイプヘルメット、
SF-4 DTⅡを新発売致します。

パールホワイト

10月
発売

メタリックブラック

ブルー

シルバー
＜A3＞

■特

徴

●新方式の内装着脱システムを採用
●ハーフタイプでは初めて本格的なスナップ式固定方式
の内装を採用
●ハーフタイプでありながらJIS規格を取得（125cm3以下）

■カ ラ ー

パールホワイト、メタリックブラック、ブルー、シルバー

■サ イ ズ

フリーサイズ、XL

SF-4
SF-4
SF-4
SF-4

Drift-D
Drift-D
Drift-D
Drift-D

品 名
P,WHT
ME,BLK
D,PP-BLU
SL,SIL

部品番号
90791-3176■
90791-3177■
90791-3178■
90791-3179■

メーカー希望小売価格（本体価格）
¥8,820 （¥8,400）
¥8,820 （¥8,400）
¥8,820 （¥8,400）
¥8,820 （¥8,400）

■品番はサイズによって異なります。フリー=F, XL=Xと■の中に入れてください。

SF-4 Drift-DTS
斬新なグラフィックと、新方式の内装着脱システムを採用した
ハーフタイプヘルメット、SF-4 DTSを新発売致します。

ブラック/ホワイト

ブルー/ホワイト

9月
発売

レッド/ホワイト

ゴールド/ホワイト

シルバー/ホワイト
＜A3＞

■特

徴

●新方式の内装着脱システムを採用
●ハーフタイプでは初めて本格的なスナップ式固定方式
の内装を採用
●ハーフタイプでありながらJIS規格を取得（125cm3以下）

■カ ラ ー

ブラック/ホワイト、ブルー/ホワイト、レッド/ホワイト
ゴールド/ホワイト、シルバー/ホワイト

■サ イ ズ

フリーサイズ、XL

SF-4
SF-4
SF-4
SF-4
SF-4

品 名
Drift-DTS BLK/WHT
Drift-DTS BLU/WHT
Drift-DTS RED/WHT
Drift-DTS GOL/WHT
Drift-DTS SIL/WHT

部品番号
90791-3180■
90791-3181■
90791-3182■
90791-3183■
90791-3184■

メーカー希望小売価格（本体価格）
¥9,975 （¥9,500）
¥9,975 （¥9,500）
¥9,975 （¥9,500）
¥9,975 （¥9,500）
¥9,975 （¥9,500）

■品番はサイズによって異なります。フリー=F, XL=Xと■の中に入れてください。

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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YF-5G RollBahn MEGASTAR YC-6
好評発売中のYF-5 RollBahn MEGASTARに迫力満点のブラッ
ククローム仕様を追加販売致します。

■特

徴

9月
発売

●ワンプッシュ着脱式シールド交換システム
●リフレクター装備（フロント2ヶ所、
リア3ヶ所）
●デュアルベンチレーションシステム（DV.S）
●洗える内装（ワンタッチボタン式フル着脱内装）
●UVカット・ハードコートシールド

■カ ラ ー

ブラッククローム

■サ イ ズ

S、M、L、XL
＜A3＞

品 名
YF-5 RB メガスター YC6

部品番号
90791-1654■

メーカー希望小売価格（本体価格）
¥26,250 （¥25,000）

※品番はサイズによって異なります。S=F, M=M, L=L, XL=Xと■の中に入れてください。

ブラッククローム

車用クールメッシュシートカバー
クールメッシュシートカバーの自動車用を販売致します。

■特

徴

■適応車種

●8mm厚メッシュ構造ならではの優れた通気性
●炎天下でもシートが熱くならない
●ホールド部には伸縮性の高い水着の生地を使用し
フィット感抜群
●特許第3654529号取得
ヘッドレスト別体式の乗用車タイプシート
※エアバック内臓式シートへの装着は不可
※ベンチシート、フルバケットシートタイプは不可
＜D3＞

品 名
車用メッシュシートカバー

安全に関するご注意

部品番号
Q5K-YSK-001-G02

メーカー希望小売価格（本体価格）
¥4,935 （¥4,700）

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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Moto-GP アパレル・アクセサリー
Moto-GPイメージのアパレル、アクセサリーを販売致します。

RY-934

RY-935

サイズ：M、L、LL

サイズ：フリー

バックスタイル

RY-936
サイズ：フリー

RY-938

＜A4＞

RY-939

RY-940

RY-934
RY-935
RY-936
RY-937
RY-938
RY-939
RY-940

品 名
YL TEAM ピットシャツ
YL BL TEAM Tシャツ
TEAM キャップ
TEAM スポーツタオル サイズ80cm×34cm
TEAM ジャンボタオル サイズ120cm×60cm
TEAM パスケース
TEAM キーホルダー

部品番号
90792-9546■
90792-9547F
90792-95480
90792-95481
90792-95482
90792-95483
90792-95484

メーカー希望小売価格（本体価格）
¥9,240 （¥8,800）
¥4,200 （¥4,000）
¥2,940 （¥2,800）
¥1,890 （¥1,800）
¥3,675 （¥3,500）
¥2,100 （¥2,000）
¥1,575 （¥1,500）

※品番はサイズによって異なります。M=M, L=L, LL=Xと■の中に入れてください。

数量限定生産

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。

