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■Honda純正⽤品　値上げ対象商品（⽤品）※排気量・アルファベット順になります。

(税抜き） (税抜き）

1 08F71-MKC-A10ZA ホイールストライプ  Gold Wing/Tour(SC79-1000001〜) ¥12,100 ¥11,000 → ¥2,640 → ¥14,740 ¥13,400

2 08F71-MKC-A10ZB ホイールストライプ  Gold Wing/Tour(SC79-1000001〜) ¥12,100 ¥11,000 → ¥2,750 → ¥14,850 ¥13,500

3 08L70-MKC-M60 リアトランクラック︓クロムメッキ Gold Wing/Tour(SC79-1300001〜) ¥91,300 ¥83,000 → ¥13,530 → ¥104,830 ¥95,300

4 08L00-MKA-D80 汎⽤パニアケース CB1300(SC54-2500001)
NC750S(RC88-1000001)・NC750X(RC90-1000001) ¥38,500 ¥35,000 → ¥1,100 → ¥39,600 ¥36,000

5 08L01-MKA-D80 パニアケース CB1300(SC54-2500001)
NC750S(RC88-1000001)・NC750X(RC90-1000001) ¥38,500 ¥35,000 → ¥1,100 → ¥39,600 ¥36,000

6 08L71-MKA-D80 パニアケース　29L　ワン・キー・システムタイプ
CB1300(SC54-2300001〜)
NC750X(RC90-1000001〜) ¥60,500 ¥55,000 → ¥5,280 → ¥65,780 ¥59,800

7 08L75-MJP-G51 トップボックスインナーバッグ（トップボックス38L⽤） 
CRF1100L(SD10-1000001〜)・NT1100(SC84-1000001〜)・NC750X(RH09-1000001
〜)
・X-ADV(RH10-1000001〜)・CRF250L/RALLY(MD47-1000001〜)

¥11,000 ¥10,000 → ¥440 → ¥11,440 ¥10,400

8 08V73-MKS-E00 フォグランプ CRF1100L(SD10-1000001〜)・NT1100(SC84-1000001〜)
・NC750X(RH09-1000001〜)・X-ADV(RH10-1000001〜) ¥55,000 ¥50,000 → ¥4,510 → ¥59,510 ¥54,100

9 08L48-MKS-E00 パニアケース (右側) CRF1100L(SD10-1000001〜)
NT1100(SC84-1000001〜) ¥82,500 ¥75,000 → ¥2,860 → ¥85,360 ¥77,600

10 08L85-MKS-E00 タンクバッグ4.5L CRF1100L(SD10-1000001〜)
NT1100(SC84-1000001〜) ¥20,900 ¥19,000 → ¥2,640 → ¥23,540 ¥21,400

11 08L70-MKS-E00 トップボックス 58L : ワン・キー・システムタイプ CRF1100L(SD10-1000001〜) ¥82,500 ¥75,000 → ¥7,920 → ¥90,420 ¥82,200

12 08L71-MKS-E00 パニアケース (左右セット)  : ワン・キー・システムタイプ CRF1100L(SD10-1000001〜) ¥154,000 ¥140,000 → ¥13,310 → ¥167,310 ¥152,100

13 08L73-MKS-E00 アルミトップボックス 42L : ワン・キー・システムタイプ CRF1100L(SD10-1000001〜) ¥77,000 ¥70,000 → ¥6,160 → ¥83,160 ¥75,600

14 08L75-MKS-E00 アルミパニアケース : ワン・キー・システムタイプ (右側) CRF1100L(SD10-1000001〜) ¥77,000 ¥70,000 → ¥6,820 → ¥83,820 ¥76,200

15 08L76-MKS-E00 アルミパニアケース : ワン・キー・システムタイプ (左側) CRF1100L(SD10-1000001〜) ¥77,000 ¥70,000 → ¥6,050 → ¥83,050 ¥75,500

16 08L77-MKS-E00 アルミパニアケースステー CRF1100L(SD10-1000001〜) ¥71,500 ¥65,000 → ¥5,830 → ¥77,330 ¥70,300

17 08L78-MKS-E00 キャリアブラケット (トップボックス 38L/58L⽤) CRF1100L(SD10-1000001〜) ¥11,000 ¥10,000 → ¥990 → ¥11,990 ¥10,900

18 08L80-MKS-E00 アルミキャリアブラケット CRF1100L(SD10-1000001〜) ¥27,500 ¥25,000 → ¥2,200 → ¥29,700 ¥27,000

19 08M70-MKS-E00 メインスタンド ( S )タイプ専⽤ CRF1100L(SD10-1000001〜) ¥31,900 ¥29,000 → ¥2,310 → ¥34,210 ¥31,100

20 08M70-MKS-J30 メインスタンド CRF1100L(SD10-1000001〜) ¥31,900 ¥29,000 → ¥2,640 → ¥34,540 ¥31,400

21 08P70-MKS-E00 フロントサイドパイプ CRF1100L(SD10-1000001〜) ¥58,300 ¥53,000 → ¥4,730 → ¥63,030 ¥57,300

22 08P70-MKS-E20 フロントサイドパイプ CRF1100L(SD10-1000001〜) ¥58,300 ¥53,000 → ¥6,380 → ¥64,680 ¥58,800

23 08P71-MKS-E00 エンジンガード CRF1100L(SD10-1000001〜) ¥35,200 ¥32,000 → ¥3,740 → ¥38,940 ¥35,400

24 08P75-MKS-E00 フロントサイドパイプ＆エンジンガード取付アタッチメント CRF1100L(SD10-1000001〜) ¥7,150 ¥6,500 → ¥880 → ¥8,030 ¥7,300

25 08R70-MKS-J00 ハイウインドスクリーン CRF1100L(SD10-1000001〜) ¥22,000 ¥20,000 → ¥1,980 → ¥23,980 ¥21,800

26 08R71-MKS-E20 ディフレクター CRF1100L(SD10-1000001〜) ¥19,800 ¥18,000 → ¥1,870 → ¥21,670 ¥19,700

27 08R73-MKS-E20 バイザー  CRF1100L(SD10-1000001〜) ¥16,500 ¥15,000 → ¥1,430 → ¥17,930 ¥16,300

28 08R78-MKS-E00 バイザー CRF1100L(SD10-1000001〜) ¥16,500 ¥15,000 → ¥1,430 → ¥17,930 ¥16,300

29 08V70-MKS-E00 フォグランプ 取付アタッチメント CRF1100L(SD10-1000001〜) ¥22,000 ¥20,000 → ¥3,190 → ¥25,190 ¥22,900

30 08L04-MJP-G50 キャリアセット CRF1000L(SD10-1000001〜)
CRF250(MD47-1000001〜) ¥1,888 ¥1,716 → ¥202 → ¥2,090 ¥1,900

31 08L01-MJP-G50 パニアケース CRF1000L(SD04-1000001〜) ¥55,000 ¥50,000 → ¥1,870 → ¥56,870 ¥51,700

32 08L02-MJP-G50 パニアケース CRF1000L(SD04-1000001〜) ¥55,000 ¥50,000 → ¥2,200 → ¥57,200 ¥52,000

33 08L05-MJP-G50 キャリアラバーセット CRF1000L(SD04-1000001〜) ¥1,012 ¥920 → ¥198 → ¥1,210 ¥1,100

34 08L70-MKJ-D00 リアシートバッグ取付アタッチメント CB1000R(SC80)・CBR/CB650R(RH03)
400X(NC56) ¥1,650 ¥1,500 → ¥110 → ¥1,760 ¥1,600

35 08F74-MKJ-D00ZA ホイールストライプ CB1000R(SC80-1000001〜) ¥13,750 ¥12,500 → ¥770 → ¥14,520 ¥13,200

36 08F75-MKJ-E50 ラジエターグリル CB1000R(SC80-1000001〜) ¥24,200 ¥22,000 → ¥5,280 → ¥29,480 ¥26,800

37 08L71-MKJ-D00 タンクバッグ CB1000R(SC80-1000001〜) ¥12,100 ¥11,000 → ¥550 → ¥12,650 ¥11,500

38 08L72-MKJ-D00 タンクバッグ取付アタッチメント CB1000R(SC80-1000001〜) ¥2,200 ¥2,000 → ¥110 → ¥2,310 ¥2,100

39 08Z71-MKJ-E50 クラッチカバー CB1000R(SC80-1300001〜) ¥11,000 ¥10,000 → ¥330 → ¥11,330 ¥10,300
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40 08F70-MKR-D10 カーボンハガー CBR1000RR-R(SC82-1000001〜) ¥73,700 ¥67,000 → ¥6,490 → ¥80,190 ¥72,900

41 08F71-MKR-D10 カーボンフロントフェンダー CBR1000RR-R(SC82-1000001〜) ¥93,500 ¥85,000 → ¥8,140 → ¥101,640 ¥92,400

42 08F73-MKR-D10 カーボンアンダーカウル CBR1000RR-R(SC82-1000001〜) ¥220,000 ¥200,000 → ¥17,490 → ¥237,490 ¥215,900

43 08F74-MKR-D10 カーボンエアボックスカバー CBR1000RR-R(SC82-1000001〜) ¥115,500 ¥105,000 → ¥10,340 → ¥125,840 ¥114,400

44 08F75-MKR-D10ZA シングルシートカウル CBR1000RR-R(SC82-1000001〜) ¥27,500 ¥25,000 → ¥5,280 → ¥32,780 ¥29,800

45 08F75-MKR-D10ZB シングルシートカウル CBR1000RR-R(SC82-1000001〜) ¥27,500 ¥25,000 → ¥3,850 → ¥31,350 ¥28,500

46 08F79-MKR-D10ZA ホイールストライプ(1セット１台分) CBR1000RR-R(SC82-1000001〜) ¥7,150 ¥6,500 → ¥660 → ¥7,810 ¥7,100

47 08F81-MKR-D10 オイルフィラーキャップ CBR1000RR-R(SC82-1000001〜) ¥6,050 ¥5,500 → ¥550 → ¥6,600 ¥6,000

48 08L00-MKR-D11 プロテクターシール CBR1000RR-R(SC82-1000001〜) ¥2,035 ¥1,850 → ¥165 → ¥2,200 ¥2,000

49 08L71-MKR-D10 タンクバッグ CBR1000RR-R(SC82-1000001〜) ¥35,200 ¥32,000 → ¥3,520 → ¥38,720 ¥35,200

50 08L72-MKR-D10 シートバッグ CBR1000RR-R(SC82-1000001〜) ¥35,200 ¥32,000 → ¥3,520 → ¥38,720 ¥35,200

51 08P71-MKR-D10 フレームスライダー(左右セット) CBR1000RR-R(SC82-1000001〜) ¥13,200 ¥12,000 → ¥1,210 → ¥14,410 ¥13,100

52 08P77-MKR-D10 スプロケットプロテクター CBR1000RR-R(SC82-1000001〜) ¥4,180 ¥3,800 → ¥1,320 → ¥5,500 ¥5,000

53 08R70-MKR-J10ZA ハイウインドスクリーン CBR1000RR-R(SC82-1000001〜) ¥14,300 ¥13,000 → ¥1,100 → ¥15,400 ¥14,000

54 08R71-MKR-D10ZA ハイウインドスクリーン CBR1000RR-R(SC82-1000001〜) ¥14,300 ¥13,000 → ¥110 → ¥14,410 ¥13,100

55 08L07-MKT-D00 パニアケースパネル (右側) NT1100(SC84-1000001〜)・NC750X(RH09-1000001〜)
X-ADV(RH10-1000001〜) ¥9,350 ¥8,500 → ¥1,870 → ¥11,220 ¥10,200

56 08L08-MKT-D00 パニアケースパネル (左側) NT1100(SC84-1000001〜)・NC750X(RH09-1000001〜)
X-ADV(RH10-1000001〜) ¥9,350 ¥8,500 → ¥1,870 → ¥11,220 ¥10,200

57 08L73-MKT-D00 トップボックス 50L ワン・キー・システムタイプ  NT1100(SC84-1000001〜)・NC750X(RH09-1000001〜)
X-ADV(RH10-1000001〜) ¥60,500 ¥55,000 → ¥2,200 → ¥62,700 ¥57,000

58 08L80-MKT-D00 アルミパニアケースパネル  NT1100(SC84-1000001〜)・NC750X(RH09-1000001〜)
X-ADV(RH10-1000001〜) ¥17,600 ¥16,000 → ¥1,100 → ¥18,700 ¥17,000

59 08L83-MKT-D00 アルミトップボックスパネル  NT1100(SC84-1000001〜)・NC750X(RH09-1000001〜)
X-ADV(RH10-1000001〜) ¥11,000 ¥10,000 → ¥550 → ¥11,550 ¥10,500

60 08L85-MKT-D00 バックレスト  NT1100(SC84-1000001〜)・NC750X(RH09-1000001〜)
X-ADV(RH10-1000001〜) ¥9,900 ¥9,000 → ¥1,100 → ¥11,000 ¥10,000

61 08L72-MKW-D00 パニアケース（左右セット）ワン・キー・システムタイプ  
NT1100(SC84-1000001〜)
NC750X(RH09-1000001〜) ¥137,500 ¥125,000 → ¥5,720 → ¥143,220 ¥130,200

62 08F70-MKT-D00 アルミパーキングレバー  NT1100(SC84-1000001〜)
X-ADV(RH10-1000001〜) ¥9,900 ¥9,000 → ¥220 → ¥10,120 ¥9,200

63 08F72-MKT-D00 アルミパーキングレバーカバー NT1100(SC84-1000001〜)
X-ADV(RH10-1000001〜) ¥7,150 ¥6,500 → ¥550 → ¥7,700 ¥7,000

64 08L70-MLF-E00 パニアサポートステイ NT1100(SC84-1000001〜) ¥25,300 ¥23,000 → ¥110 → ¥25,410 ¥23,100

65 08R74-MLF-E00ZB コンフォートバックレスト NT1100(SC84-1000001〜) ¥14,300 ¥13,000 → ¥220 → ¥14,520 ¥13,200

66 08V70-MLF-E00 フォグライト取付アタッチメント NT1100(SC84-1000001〜) ¥44,000 ¥40,000 → ¥770 → ¥44,770 ¥40,700

67 08L04-K87-A31 サドルバッグ(右側) Rebel1100(SC83-1000001〜)・Rebel500(PC60-1200001〜)
GB350/GB350S(NC59-1000001〜)・Rebel250(MC49-1200001〜) ¥17,600 ¥16,000 → ¥1,760 → ¥19,360 ¥17,600

68 08L05-K87-A31 サドルバッグ (左側) Rebel1100(SC83-1000001〜)・Rebel500(PC60-1200001〜)
Rebel250(MC49-1200001〜) ¥19,800 ¥18,000 → ¥2,970 → ¥22,770 ¥20,700

69 08L70-MLA-J00 リアキャリア Rebel1100(SC83-1000001〜) ¥33,000 ¥30,000 → ¥2,860 → ¥35,860 ¥32,600

70 08L72-MLA-J01 サドルバッグステー (右側) Rebel1100(SC83-1000001〜) ¥14,300 ¥13,000 → ¥990 → ¥15,290 ¥13,900

71 08L73-MLA-J01 サドルバッグステー (左側) Rebel1100(SC83-1000001〜) ¥14,300 ¥13,000 → ¥990 → ¥15,290 ¥13,900

72 08P70-MLA-A00 タンクパッド(センター) Rebel1100(SC83-1000001〜) ¥2,200 ¥2,000 → ¥110 → ¥2,310 ¥2,100

73 08P71-MLA-A00 タンクパッド(サイド) Rebel1100(SC83-1000001〜) ¥4,400 ¥4,000 → ¥110 → ¥4,510 ¥4,100

74 08R71-MLA-A00 バックレスト Rebel1100(SC83-1000001〜) ¥16,500 ¥15,000 → ¥2,310 → ¥18,810 ¥17,100

75 08R72-MLA-A00 スクリーンカウル Rebel1100(SC83-1000001〜) ¥24,200 ¥22,000 → ¥1,320 → ¥25,520 ¥23,200

76 08R72-MLA-J00ZA スペシャルメインシート Rebel1100(SC83-1000001〜) ¥14,300 ¥13,000 → ¥990 → ¥15,290 ¥13,900

77 08R72-MLA-J00ZB スペシャルメインシート Rebel1100(SC83-1000001〜) ¥14,300 ¥13,000 → ¥330 → ¥14,630 ¥13,300

78 08R73-MLA-J00ZA パッセンジャーシート Rebel1100(SC83-1000001〜) ¥10,340 ¥9,400 → ¥110 → ¥10,450 ¥9,500
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79 08R74-MLA-A00 スクリーンカウルステー Rebel1100(SC83-1000001〜) ¥30,800 ¥28,000 → ¥990 → ¥31,790 ¥28,900

80 08R74-MLA-J00ZA バックシート Rebel1100(SC83-1000001〜) ¥15,730 ¥14,300 → ¥110 → ¥15,840 ¥14,400

81 08R75-MLA-A00ZA メインシート Rebel1100(SC83-1000001〜) ¥14,300 ¥13,000 → ¥990 → ¥15,290 ¥13,900

82 08R77-MLA-A00 スクリーンカウル取付アタッチメント Rebel1100(SC83-1000001〜) ¥3,300 ¥3,000 → ¥770 → ¥4,070 ¥3,700

83 08R78-MLA-A00 ヘッドライトカウルステー Rebel1100(SC83-1000001〜) ¥16,500 ¥15,000 → ¥440 → ¥16,940 ¥15,400

84 08R79-MLA-A00 バックレストパッド Rebel1100(SC83-1000001〜) ¥6,600 ¥6,000 → ¥220 → ¥6,820 ¥6,200

85 08V72-MGS-D30 LEDフォグランプ VFR800X(RC80-1000001〜)
400X(NC56-1000001〜) ¥40,700 ¥37,000 → ¥13,090 → ¥53,790 ¥48,900

86 08L70-MKW-D00ZB リアキャリア NC750X(RC90-1000001〜) ¥55,000 ¥50,000 → ¥770 → ¥55,770 ¥50,700

87 08L71-MKW-D00 パニアサポートステー NC750X(RC90-1000001〜) ¥30,800 ¥28,000 → ¥3,190 → ¥33,990 ¥30,900

88 08P71-MKW-D00 フロントサイドパイプ NC750X(RC90-1000001〜) ¥33,000 ¥30,000 → ¥3,300 → ¥36,300 ¥33,000

89 08R70-MKW-D00 ハイウインドスクリーン NC750X(RC90-1000001〜) ¥24,200 ¥22,000 → ¥660 → ¥24,860 ¥22,600

90 08R70-MKW-D10 フットディフレクター    (DCT⽤) NC750X(RC90-1000001〜) ¥13,200 ¥12,000 → ¥550 → ¥13,750 ¥12,500

91 08R71-MKW-D00 フットディフレクター　(MT⽤) NC750X(RC90-1000001〜) ¥13,200 ¥12,000 → ¥770 → ¥13,970 ¥12,700

92 08V02-MKA-D80 フォグランプスイッチ NC750X(RC90-1000001〜) ¥2,640 ¥2,400 → ¥330 → ¥2,970 ¥2,700

93 08V70-MKW-D00 フォグライト取付アタッチメント NC750X(RC90-1000001〜) ¥33,000 ¥30,000 → ¥660 → ¥33,660 ¥30,600

94 08E71-MKT-D00 フォグライト取付アタッチメント X-ADV(RH10-1000001〜) ¥17,600 ¥16,000 → ¥660 → ¥18,260 ¥16,600

95 08F70-MKH-D00 フロアパネル X-ADV(RC95-1000001〜/RH10-1000001〜) ¥30,800 ¥28,000 → ¥2,090 → ¥32,890 ¥29,900

96 08F75-MKT-D00 ラテラルカバー X-ADV(RH10-1000001〜) ¥15,400 ¥14,000 → ¥1,100 → ¥16,500 ¥15,000

97 08L70-MKT-D00 トップボックス 50L スマートキーシステムタイプ X-ADV(RH10-1000001〜) ¥44,000 ¥40,000 → ¥1,980 → ¥45,980 ¥41,800

98 08L72-MKT-D00 パニアケース（左右セット）ワン・キー・システムタイプ X-ADV(RH10-1000001〜) ¥137,500 ¥125,000 → ¥5,940 → ¥143,440 ¥130,400

99 08L74-MKT-D00ZC リアキャリア X-ADV(RH10-1000001〜) ¥49,500 ¥45,000 → ¥1,430 → ¥50,930 ¥46,300

100 08L75-MKT-D00 パニアサポートステー X-ADV(RH10-1000001〜) ¥25,300 ¥23,000 → ¥660 → ¥25,960 ¥23,600

101 08L76-MKT-D00 リッドオープナー X-ADV(RH10-1000001〜) ¥16,500 ¥15,000 → ¥550 → ¥17,050 ¥15,500

102 08L79-MKT-D00 コンソールバッグ X-ADV(RH10-1000001〜) ¥18,700 ¥17,000 → ¥880 → ¥19,580 ¥17,800

103 08P70-MKH-D00 サイドパイプ X-ADV(RH10-1000001〜) ¥39,600 ¥36,000 → ¥8,910 → ¥48,510 ¥44,100

104 08R71-MKT-D00 レッグディフレクター X-ADV(RH10-1000001〜) ¥13,200 ¥12,000 → ¥1,210 → ¥14,410 ¥13,100

105 08R72-MKT-D00 ライダーステップ X-ADV(RH10-1000001〜) ¥60,500 ¥55,000 → ¥990 → ¥61,490 ¥55,900

106 08F74-MKN-D50 アルミシュラウドカバー CB650R(RH03-1000001〜) ¥26,400 ¥24,000 → ¥1,980 → ¥28,380 ¥25,800

107 08L73-K87-A31 サドルバッグステー (右側） Rebel500(PC60-1200001〜)
Rebel250(MC49-1200001〜) ¥13,200 ¥12,000 → ¥1,980 → ¥15,180 ¥13,800

108 08L74-K87-A31 サドルバッグステー (左側） Rebel500(PC60-1200001〜)
Rebel250(MC49-1200001〜) ¥13,200 ¥12,000 → ¥2,200 → ¥15,400 ¥14,000

109 08P70-K87-A30 タンクパッド(センター) Rebel500(PC60-1200001〜)
Rebel250(MC49-1200001〜) ¥2,640 ¥2,400 → ¥110 → ¥2,750 ¥2,500

110 08P71-K87-A30 タンクパッド(サイド) Rebel500(PC60-1200001〜)
Rebel250(MC49-1200001〜) ¥3,520 ¥3,200 → ¥110 → ¥3,630 ¥3,300

111 08R73-K87-A30 バックレスト Rebel500(PC60-1200001〜)
Rebel250(MC49-1200001〜) ¥14,300 ¥13,000 → ¥220 → ¥14,520 ¥13,200

112 08R76-K87-A30ZB スペシャルメインシート Rebel500(PC60-1200001〜)
Rebel250(MC49-1200001〜) ¥14,300 ¥13,000 → ¥110 → ¥14,410 ¥13,100

113 08L70-MKP-T00 リアシートバッグ取付アタッチメント CBR400R(NC56-1000001〜) ¥1,650 ¥1,500 → ¥220 → ¥1,870 ¥1,700

114 08L72-MKP-J00 リアキャリア CBR400R(NC56-1000001〜) ¥31,350 ¥28,500 → ¥990 → ¥32,340 ¥29,400

115 08R70-MKP-K00ZA ハイウインドスクリーン CBR400R(NC56-1000001〜) ¥14,850 ¥13,500 → ¥550 → ¥15,400 ¥14,000

116 08L71-MGZ-K80ZB リアキャリア 400X(NC56-1000001〜) ¥19,800 ¥18,000 → ¥13,750 → ¥33,550 ¥30,500

117 08L74-MKP-J80ZA パニアケースステイ 400X(NC56-1000001〜) ¥69,850 ¥63,500 → ¥3,410 → ¥73,260 ¥66,600
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118 08M70-MKP-K80 メインスタンド 400X(NC56-1000001〜) ¥19,800 ¥18,000 → ¥2,310 → ¥22,110 ¥20,100

119 08P72-MKP-J80ZA フロントサイドパイプ 400X(NC56-1000001〜) ¥31,900 ¥29,000 → ¥3,190 → ¥35,090 ¥31,900

120 08V70-MKP-D80ZA LEDフォグライト取付アタッチメント 400X(NC56-1000001〜) ¥19,800 ¥18,000 → ¥6,930 → ¥26,730 ¥24,300

121 08L02-K0Z-J01 サドルバッグ(左側) GB350/GB350S(NC59-1000001〜) ¥17,600 ¥16,000 → ¥1,870 → ¥19,470 ¥17,700

122 08L70-MKF-D40 シートバッグ取付アタッチメント GB350/GB350S(NC59-1000001〜) ¥2,750 ¥2,500 → ¥220 → ¥2,970 ¥2,700

123 08U70-K0Z-900 USBソケット(Type-C) GB350/GB350S(NC59-1000001〜) ¥7,150 ¥6,500 → ¥440 → ¥7,590 ¥6,900

124 08L70-K0Z-J21 サドルバッグステー(右側) GB350S(NC59-1000001〜) ¥14,300 ¥13,000 → ¥550 → ¥14,850 ¥13,500

125 08L71-K0Z-J21 サドルバッグステー(GB350_S専⽤ 左側) GB350S(NC59-1000001〜) ¥14,300 ¥13,000 → ¥990 → ¥15,290 ¥13,900

126 08L71-K0Z-J01 サドルバッグステー(GB350専⽤ 右側) GB350(NC59-1000001〜) ¥14,300 ¥13,000 → ¥770 → ¥15,070 ¥13,700

127 08L72-K0Z-J01 サドルバッグステー(GB350専⽤ 左側) GB350(NC59-1000001〜) ¥14,300 ¥13,000 → ¥1,100 → ¥15,400 ¥14,000

128 08L73-MKJ-D00 リアシートバッグ FUN共通 ¥17,050 ¥15,500 → ¥770 → ¥17,820 ¥16,200

129 08M70-MJE-D03 ワン・キー・インナーロックシリンダー 【ウェーブタイプキー⽤】 FUN共通 ¥2,090 ¥1,900 → ¥1,650 → ¥3,740 ¥3,400

130 08M71-MJE-D01 ワン・キー・インナーロックボディ[ウェーブタイプキー⽤] FUN共通 ¥1,210 ¥1,100 → ¥440 → ¥1,650 ¥1,500

131 08L00-MCS-E00 ソケットボルト タイプ2 FUN流⽤ ¥88 ¥80 → ¥242 → ¥330 ¥300

132 08L00-MJJ-D30 ボルトセット FUN流⽤ ¥946 ¥860 → ¥154 → ¥1,100 ¥1,000

133 08L03-MGE-D10 ステップラバー FUN流⽤ ¥220 ¥200 → ¥110 → ¥330 ¥300

134 08L07-MGS-D31 パニアケース FUN流⽤ ¥38,500 ¥35,000 → ¥990 → ¥39,490 ¥35,900

135 08Z51-MGE-80003 ストッパーラバー FUN流⽤ ¥275 ¥250 → ¥55 → ¥330 ¥300

136 08L70-MKK-D00 キャリアブラケット  CRF250L/RALLYMD47-1000001〜 ¥8,250 ¥7,500 → ¥1,320 → ¥9,570 ¥8,700

137 08L71-K1T-E10 トップボックスロック  CRF250L/RALLY(MD47-1000001〜) ¥8,800 ¥8,000 → ¥770 → ¥9,570 ¥8,700

138 08P70-K1T-E50 スキッドプレート CRF250L/RALLY(MD47-1000001〜) ¥22,000 ¥20,000 → ¥660 → ¥22,660 ¥20,600

139 08L72-K1Z-J10 トップボックス　35L　スマートキーシステムタイプ  FORZA(MF15-1000001〜)・PCX160(KF47-1000001〜)
PCX e:HEV(JK06-1000001〜)・PCX(JK05-1000001〜) ¥41,800 ¥38,000 → ¥1,980 → ¥43,780 ¥39,800

140 08L70-K1B-D00 リッドオープナー FORZA(MF15-1000001〜) ¥9,900 ¥9,000 → ¥330 → ¥10,230 ¥9,300

141 08L70-K40-F00 リアキャリア FORZA(MF15-1000001〜) ¥16,280 ¥14,800 → ¥5,060 → ¥21,340 ¥19,400

142 08L74-K40-F70 リアキャリア(スマートキーシステムタイプ⽤) FORZA(MF15-1000001〜) ¥14,300 ¥13,000 → ¥3,630 → ¥17,930 ¥16,300

143 08L71-K35-J01 トップボックス取付ベース PCX160(KF47-1000001〜)・PCX e:HEV(JK06-1000001〜)
PCX(JK05-1000001〜)・ADV150(KF38-1000001〜) ¥4,400 ¥4,000 → ¥440 → ¥4,840 ¥4,400

144 08L70-K1Z-J10 トップボックス取付ベース トップボックス 35L スマートキーシステムタイプ⽤
PCX160(KF47-1000001〜)
PCX e:HEV(JK06-1000001〜)・PCX(JK05-1000001〜) ¥5,500 ¥5,000 → ¥110 → ¥5,610 ¥5,100

145 08L71-K1Z-J10 リッドオープナー PCX160(KF47-1000001〜)
PCX e:HEV(JK06-1000001〜)・PCX(JK05-1000001〜) ¥7,700 ¥7,000 → ¥330 → ¥8,030 ¥7,300

146 08P00-K1Z-J10 ナックルガード(右側) PCX160(KF47-1000001〜)
PCX e:HEV(JK06-1000001〜)・PCX(JK05-1000001〜) ¥5,940 ¥5,400 → ¥110 → ¥6,050 ¥5,500

147 08P01-K1Z-J10 ナックルガード(左側) PCX160(KF47-1000001〜)
PCX e:HEV(JK06-1000001〜)・PCX(JK05-1000001〜) ¥5,940 ¥5,400 → ¥110 → ¥6,050 ¥5,500

148 08R00-K96-J00 カラー,22×2 PCX160(KF47-1000001〜)
PCX e:HEV(JK06-1000001〜)・PCX(JK05-1000001〜) ¥248 ¥225 → ¥83 → ¥330 ¥300

149 08R80-KTW-80039 ラバーワッシャー PCX160(KF47-1000001〜)
PCX e:HEV(JK06-1000001〜)・PCX(JK05-1000001〜) ¥171 ¥155 → ¥50 → ¥220 ¥200

150 08R80-KTW-80072 ソケットボルト PCX160(KF47-1000001〜)
PCX e:HEV(JK06-1000001〜)・PCX(JK05-1000001〜) ¥77 ¥70 → ¥33 → ¥110 ¥100

151 08L01-K0W-J00 グリップエンド ADV150(KF38-1000001〜) ¥704 ¥640 → ¥66 → ¥770 ¥700

152 08L70-K26-G70 リアキャリア GROM(JC92-1000001〜) ¥22,000 ¥20,000 → ¥110 → ¥22,110 ¥20,100

153 08Z70-K88-J00 ビジネスボックス取付アタッチメント
CT125(JA55-1000001〜)
SuperCub110(JA44/JA59-1000001〜)・SuperCub50(AA09-1000001〜)
クロスカブ110(JA45/JA60-1000001〜)・クロスカブ50(AA06-1000001〜)

¥1,980 ¥1,800 → ¥110 → ¥2,090 ¥1,900

154 08R70-K0G-J20ZJ ピリオンシート C125(JA58-1000001〜) ¥14,300 ¥13,000 → ¥1,870 → ¥16,170 ¥14,700

155 08R70-K0G-J20ZK ピリオンシート C125(JA58-1000001〜) ¥14,300 ¥13,000 → ¥1,870 → ¥16,170 ¥14,700

156 08L70-K88-J00ZH フロントバスケット Super Cub共通(新旧)
SuperCub110(JA44/JA59-1000001〜)・SuperCub50(AA09-1000001〜)他 ¥2,530 ¥2,300 → ¥220 → ¥2,750 ¥2,500
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157 08L70-K88-J00ZJ フロントバスケット Super Cub共通(新旧)
SuperCub110(JA44/JA59-1000001〜)・SuperCub50(AA09-1000001〜)他 ¥2,530 ¥2,300 → ¥220 → ¥2,750 ¥2,500

158 08L70-K88-J10 ボックス取付アタッチメント Super Cub共通(新旧)
SuperCub110(JA44/JA59-1000001〜)・SuperCub50(AA09-1000001〜)他 ¥1,100 ¥1,000 → ¥220 → ¥1,320 ¥1,200

159 08L72-K88-J00 フロントキャリア SuperCub110(JA44/JA59-1000001〜)
SuperCub50(AA09-1000001〜) ¥2,420 ¥2,200 → ¥550 → ¥2,970 ¥2,700

160 08L70-GGM-900 インナーラック  BENLY(AA05-1000001〜) ¥3,190 ¥2,900 → ¥880 → ¥4,070 ¥3,700

161 08L70-K0T-J00 インナーラック BENLY:eI/BENLY:eⅡシリーズ
BENLYe:I (EF07-1000001〜)・BENLYe:Ⅱ(EF10-1000001〜) ¥3,190 ¥2,900 → ¥770 → ¥3,960 ¥3,600

162 08L00-GT0-K00ZA ビジネスボックス (簡易ロックタイプ) ビジネス共通 ¥9,790 ¥8,900 → ¥3,850 → ¥13,640 ¥12,400

163 08L00-GT0-K00ZB ビジネスボックス(簡易ロックタイプ) ビジネス共通 ¥9,790 ¥8,900 → ¥3,850 → ¥13,640 ¥12,400

164 08L71-K88-J10ZA ラゲージボックス ビジネス共通 ¥9,900 ¥9,000 → ¥6,600 → ¥16,500 ¥15,000

165 08L71-K88-J10ZB ラゲージボックス ビジネス共通 ¥9,900 ¥9,000 → ¥6,600 → ¥16,500 ¥15,000

166 08Z51-EWL-000 ロック＆スクリューセット ビジネス共通 ¥1,760 ¥1,600 → ¥440 → ¥2,200 ¥2,000

167 08L00-GJA-J00 リアバスケット スクーター共通 ¥3,080 ¥2,800 → ¥220 → ¥3,300 ¥3,000

168 08L01-GJA-J00ZA フロントバスケット(XLタイプ) スクーター共通 ¥4,180 ¥3,800 → ¥990 → ¥5,170 ¥4,700

169 08L02-GJA-J00 フロントバスケット(Lタイプ) スクーター共通 ¥3,300 ¥3,000 → ¥770 → ¥4,070 ¥3,700


