
New新商品情報

廃盤情報

製品品番変更のご案内

V MAX 1700 のカスタムパーツがぞくぞく登場！

『アクティブ ファン感謝デー』へのご来場 誠にありがとうございました！（スタッフ一同）

■　　　　　　　HIDヘッドライトボルトオンキット

■ 　　　　 アシストグリップ / キャリアキット / バックレストキット

■ 　　　　 可変スクリーン

■ 　　　　 スロットルキット

ツーリングに最適なシーズンです★ 安全運転で楽しみましょう！！

下記製品は在庫分を持ちまして廃盤とさせていただきます。長い間のご愛顧ありがとうございました。

弊社取扱いの一部製品におきまして、仕様変更に伴い品番変更をさせていただきます。大変お手数ではございますが、登録等の変更をお願いいたします。なお、価格に変更はございません。

ゲイルスピード アルミ鍛造ホイールのGSX-R1100用の適合年式
に誤りがございました。深くお詫び申し上げますとともに、以下
の内容に訂正させていただきます。誠にお手数ではございます
が、お手持ちの紙面等の修正をお願いいたします。

掲載箇所： ACTIVE情's VOL.207／ VOL.202 ／
 ACTIVE MIND VOL.17 P.310（現行製品カタログ）

■ ゲイルスピード アルミ鍛造ホイール 
    GSX-R1100 89-92 全タイプ 適合年式訂正

【誤】GSX-R1100 89-92
【正】GSX-R1100 90-92 

訂正とお詫び GALESPEED GSX-R1100 適合年式訂正 営業カレンダー

OPEN 9:00～18:00　土曜日も出荷いたします。
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早い者勝ち！アクティブ アウトレットコーナーはこちら！
http://www.acv.co.jp/09_outlet/

アクティブメールマガジン 好評配信中！
http://www.acv.co.jp/04_mailmagazine/

アクティブスタッフブログ 好評更新中！
http://ameblo.jp/activestaff/

2009年6月の発売以降、話題が絶えない新型V MAX。プレミアム車両の走行
性と快適性をさらにアップさせるカスタムパーツが一挙に登場です！

幅広い調整幅で、自分仕様にレバー位置を調整できます。
国内外のレースシーンでも活躍中です。

少ない動作で全開可能なφ44から、アクセル操作に余分な
気遣いが不必要なφ28まで、6種類の開度設定。また、3
種類のホルダータイプと全5色のホルダーカラーで幅広いカ
スタムプランに対応します。（工数：1.0h）

アクラポヴィッチ社初のJMCA対応マフラー。加速走行騒
音の新規制に適合となった、V MAX1700国内モデル向け
のラインナップです。
適合エンジン形式：P626E　近接排気騒音：91db（工数：0.4h）

メッシュホースのカチッとし
た手ごたえが、ブレーキン
グ時のコントロール性向上
や疲労軽減につながりま
す。ABS対応取り廻しの
V MAX1700専用キット。
（工数：1.0h）

税込価格： ￥11,550■ TYPE-1

■ ブレーキ（工数：0.1h）

■ DEFCOM3 装着用ハーネスセット

税込価格： ￥13,650■ TYPE-2
税込価格： ￥11,550■ TYPE-3

フロント 税込価格：  ￥15,750
リア 税込価格：  ￥10,500
クラッチ 税込価格：  ￥5,250

ACパフォーマンスライン

フロント 税込価格： ￥22,050 ～ ￥29,400
リア 税込価格： ￥14,700 ～ ￥22,050
クラッチ 税込価格： ￥7,350 ～ ￥11,025

ビルドアライン

vol.209vol.209
OCT.2010OCT.2010

■　　　　  ビレットレバー コンペモデル（ブレーキ／クラッチ） ■ ブレーキホース

■                         JMCA対応 スリップオンマフラー

カラー 品番 税込価格（本体価格） JAN
ブラック 1107248 ￥12,600（￥12,000） 651125
ブラック×シルバー 1107249 651132

■ クラッチ（工数：0.1h）
カラー 品番 税込価格（本体価格） JAN

ブラック 1107254 ￥12,600（￥12,000） 651187
ブラック×シルバー 1107255 651194

純正エレメント交換タイプのフィルター。吸気効率アップで
アクセルレスポンスが向上します。品質永久保証、何度で
も洗って使用できるECOなフィルターです。（工数：0.3h）

上下13mm、角度3.5°の可動範囲で4箇所に調整可能なア
クリル製スクリーン。メーターのカット部分から風が入り込
むこともなく、防風効果を高めます。（工数：0.5h）

車種専用取り付けステー付きのHIDヘッドライトキット。
ETC同時装着可、車検対応など、安心の二輪車専用設計
です。（工数：2.0h）

■ 　　　　モトフィルター

品番 税込価格（本体価格） JAN
PY-7609 ￥11,025（￥10,500） 565149

カラー 品番 税込価格（本体価格） JAN
クリア 1990137 ￥26,250（￥25,000） 649269
スモーク 1990138 649276

キャリア後方2箇所とアシストグリップに備えられた荷掛フックが、
荷物の固定をサポート。キャリア本体には、KAPPAなどのベースプ
レートの固定ができ、トップケースの装着も簡単です。（工数：0.8h）
※1アシストグリップ別途必要

前後の位置調整が可能で、さりげなく腰をサポートするバッ
クレスト。キャリアキットとの併用はできません。
（工数：0.8h）
※1アシストグリップ別途必要

■ キャリアキット （※アシストグリップ別途必要）

使いやすい4箇所の荷掛フックを備えた、アルミ削り出しのグリップ。
ヘルメットホルダー移設ステー付き。（工数：0.5h）

各製品の詳細はアクティブウェブサイトをご覧ください。
http://www.acv.co.jp/01_product/active_vmax.html

■ アシストグリップ

■ バックレストキット（※アシストグリップ別途必要）

色温度 品番 税込価格（本体価格） JAN
4300K HR1Y27 ￥72,240（￥68,800） 588681
6500K HR1Y276 ￥77,490（￥73,800） 588698

品名 品番 税込価格（本体価格） JAN
キャリアキット※1 1990141 ￥15,750（￥15,000） 651644
キャリア＋アシストグリップ 1990143 ￥39,900（￥38,000） 651668

品名 品番 税込価格（本体価格） JAN
バックレストキット ※ 1 1990140 ￥16,800（￥16,000） 651637
バックレスト＋アシストグリップ 1990142 ￥39,900（￥38,000） 651651

品番 税込価格（本体価格） JAN
1990139 ￥25,200（￥24,000） 651620

キャリアキット・バックレストキット オプション組み合わせ例

品番 税込価格（本体価格） JAN
S-Y17SO1-HBAVJA ￥187,950（￥179,000） 648132

ブランド 品名 タイプ・カラー 変更後 変更前 税込価格 (本体価格 ) カタログ
掲載ページ品番 JAN 品番 JAN

アクティブ
ブレンボマスターシリンダー専用
アジャスタブルビレットレバー
ブレーキ／クラッチ

φ 19× 20／ショートレバー  ブラック×シルバー 1107234 567198 1107231 566931
￥9,240（￥8,800） P91φ 19× 18・φ 16× 18／ショートレバー  ブラック×シルバー 1107238 567235 1107229 566955

φ 19× 18・φ 16× 18／ショートレバー  ブラック 1107239 567242 1107154 489728
アブソリュート  リペアバルブ HI/LO切替コントローラー H4 HR1HLCTL 653167 HR1RCHL 330839 ￥5,880（￥5,600） P466

ブランド 品名 車種・サイズ・カラー 品番 カタログ掲載ページ
スーパートラップ 4インチ アルミ フルエキ ZOOMER 01-07/SMART DIO 01-07 55231034AFD P218

ダグアウト

オフセットハンドルライザー 車種専用スペーサー  SKYWAVE250 T-S 06(CJ44A-K7) 17655012 P523
フェンダーレスキット MAJESTY250 00-06 シルバー 1153009 P409・P520

アルミステップボード TYPE-2
ブラックカラー 全ラインナップ －

P522FORZA X/Z 08-09(MF10) ／ FORZA250/S -03(MF06) ／
FUSION／ SKYWAVE250/400 03-06 全カラー －

アールズ ストレートオイルクーラー（車種別キット／ステーセット／取り出しセット） G-TRACKER -02/BIG BOY -02 － P169
ファナティック MINI スチールハンドルバー 全ラインナップ － P374

“安心の100％正規ディーラー取り付け” メタシステム盗難抑止装置 TRIUMPH用ハーネスセットが拡大！
誤作動の少ない確実な動作性と優れた耐久性を持つメタシステム社のセキュリティアラーム。より人間の感覚に近い進化型センサーを搭載したアラームキット、
DEFCOM3の装着をサポートするハーネスセットにTRIUMPH用ラインナップを大幅追加！正規ディーラーのみでしか取り付けを許さない安心のセキュリティシ
ステムをぜひご利用ください！

適合車種：
TIGER1050 07-10／ SPEED TRIPLE 02-10／ DAYTONA955i 02-06／ TIGER955i 02-06／ THRUXTON900 04-10／ BONNEVILLE 02-10／
T100 02-10／ SCRAMBLER 06-10／DAYTONA675 06-10／DAYTONA650 05／DAYTONA600 04／ STREET TRIPLE 06-10／
STREET TRIPLE R 09-10
※TRIUMPHを除く、その他の車種の適合につきましては弊社までお問合せください。

• 電子制御ムーブメントセンサー搭載　 • イモビライザー機能任意選択可能
• アラーム音量：114db　  • 消費電力：1.5mA

9月5日に愛知県茶臼山高原で開催された「アクティブ ファン感謝デー Rev & Ride It! 2010 in 茶臼山」。
カスタム車両の試乗会やサスペンション無料診断などアクティブならではの体感イベントをはじめ、じゃんけん大会やチャリティオークションなどの参
加型イベントで会場は大いに盛り上がりました。当日は天候にも恵まれ、初開催ながら約500名ものお客様にご来場いただき、大盛況のうちに幕を閉
じることができました。ご来場いただいた皆様、ありがとうございました！
アクティブは今後も皆様のご期待にお応えできるよう、全社一丸となり努力して参ります。アクティブを今後とも宜しくお願いいたします！

各製品の詳細につきましてはアクティブマインドVOL.17 P470 ～ P472またはアクティブWEBサイトをご覧ください。

※車両への装着状態に応じて、別途装着工賃が必要です。工賃金額等の詳細は最寄のディーラーまでお問合せください。
最寄の正規ディーラーはアクティブWEBサイトにてご確認いただけます。

http://www.acv.co.jp/01_product/metasystem.html

正規ディーラー募集中！
詳細は弊社までお問合せください。

http://www.acv.co.jp/08_news/active_fan_2010.html

用途 アイテム アシストグリップ キャリアキット バックレスト KAPPA 26L ケース 合計金額（税込）
シートに荷物を積みたい ● ￥25,200
キャリアに荷物を積みたい ● ● ￥39,900
タンデムしたい ● ● ￥39,900
タンデムして荷物を積みたい ● ● ● ￥51,975

アシストグリップ

ヘルメット
ホルダー

キャリアキット バックレストキット

詳しいイベントレポートを
アクティブWEBサイトに掲載中です。
ぜひご覧くださいね♪

税込価格： ￥5,250

■ DEFCOM3 アラームキット ★イモビライザー無しのモデルもございます 

■ M357TV2アラームキット   税込価格: ￥21,000 
税込価格： ￥29,190

好評デリバリー中その他パーツ10月下旬デリバリービレットレバー



ダグアウト ハーレー用サドルバッグサポートに片側のみを追加ラインナップ

ハイパープロ スペシャルキャンペーン『満足できなければ返品OK！』 終了間近！ 10/20まで
ハイパープロスプリングをお使いいただき、その性能にご満足いただけない場合は返品をお受けするスペシャル
キャンペーン！キャンペーン終了が近づいてまいりました。お急ぎください！

実施期間： ～2010年10月20日
対象製品 ： ハイパープロ スプリング全品
必要条件 ： 期間内に該当製品をご購入いただき、1ヶ月以内に装着していただくこと。 

YZF-R6
GSF1250
GLADIUS

※1 装着にはウインカー移設ステーが別途必要です。（品番：11209004、税込価格：￥4,725 左右セット）

SOFTAIL03-09 DYNA06-09

■ GALESPEED TYPE-S NINJA250R用

ゲイルスピード装着の“ブルドッカータゴス＆はる萬”チームが もて耐で優勝！ コンパクトな車体に魅力満載！D-TRACKER 125用パーツ特集

ハイパープロ サスペンションスプリング 新製品情報＆ステアリングダンパー限定カラー登場！

8月21日開催の『もて耐オープン』にて、ゲイルスピード最新ラインナップ TYPE-Sホイールが装着されたNINJA250Rで参戦のチーム
“#1 ブルドッカータゴス＆はる萬”が、見事優勝を果たしました！2番グリッドからスタートし、長丁場の戦いの末に2位に3周という大差をつ
けての優勝！ライダーおよびチームの皆様、おめでとうございます！！

世界の大舞台で活躍中のTYPE-GPと同様のノウハ
ウで軽量化と高剛性を両立させた、ゲイルスピー
ド アルミ鍛造ホイールTYPE-S。登場間もない
NINJA250R用がもて耐優勝に貢献するなど、
サーキットからストリートまでシーンを問わず、走
行性能の向上に貢献します。

■ NINJA250R 08-10
　 フロント：300-17／リア：400-17

2010もてぎオープン7時間耐久ロードレース
#1 ブルドッカータゴス＆はる萬NINJA250R

前後セット 税込価格： ￥186,900

税込価格： ￥11,550

キャンペーン内容の詳細はアクティブWEBサイトをご覧いただくか、
弊社までお問い合わせください。 http://www.acv.co.jp/01_product/hyperpro.html

ウイリー＆マックス サドルバッグ 片側のみのラインナップは
アクティブWEBサイトをご覧ください
http://www.acv.co.jp/01_product/w_m.html

純正エレメントと交換するタイプのエアフィルター、DNAモトフィルター。「品質永久保証」「洗っ
て何度でも使用でき、本来の吸入効率を簡単に取り戻すECOフィルター」「吸気効率アップでバ
イクが持つ本来のパワーを出し切る」など、DNAならではのこだわりが盛り込まれています。

「フィルター、汚れたままではありませんか？」DNAモトフィルターキャンペーン実施中＆最新適合情報
ただいま、“DNAモトフィルター（純正交換タイプフィルター）”をお買い上げのお客様を対象に、
QUOカード（500円分）をプレゼントするキャンペーンを実施中です。この機会に、フィルター交換はいかがですか？

ハイパープロからリニアレートスプリング（オーリンズ正立フォーク専用）が新登場！
また、ステアリングダンパーの新色は、完全数量限定です。お見逃しなく！

サドルバッグがタイヤハウスに巻き込まれてしまうのを抑えるサドルバッグサポート。ハーレー用のラインナップに片側のみが新登場です！
サドルバッグを片側のみで使用される場合にオススメです。

●車種専用設計、ステンレス製（バフ仕上げ）
●キャップボルトがサポート本体のボルト穴におさまり、見た目もスッキリ！
●ウイリー＆マックス製サドルバッグに最適なサイズと形状
●サドルバッグ固定用ループフック付属（左右セット：4ヶ／片側のみ：2ヶ）
紐やタイラップを使用してサドルバッグのバタつきを抑えるフックです。左右、下側問わず、ステーのお好きな位置へクランプ可能です。

店頭またはアクティブWEBサイトで配布中の応募フォームに必要事項を記入の上、「レシート（購入日がわかるもの）」と
「商品ラベル」を添付して弊社までご郵送ください。　
※応募フォームをお送りいただく際の郵送代金等は、お客様のご負担とさせていただきます。

関連商品 アクティブマインドVOL.17 P268-P280 に掲載

関連商品 アクティブマインドVOL.17 P338-P354に掲載

詳しくはアクティブマインド VOL.17 P348-P354 をご覧いただくか、弊社までお問合せください。

関連商品 アクティブマインド VOL.17 P485-P492に掲載

実施期間： ～2010年11月20日 （※応募締切：2010年12月20日 当日消印有効）
対象製品： DNAモトフィルター（純正交換タイプフィルター）全品
 ※カスタムフィルター、クランクケースベントフィルター、メンテナンスグッズは対象外となります。

応募方法： 

¥500

車種 品番 税込価格（本体価格） JAN 保証期間
NINJA400R 11/ER-4N 11/ER-6N 09-10/ER-6F 09-10 NEW PK-6609 ￥12,600（￥12,000） 643120 永久
ER-6N/F 06-08/VERSYS 650 07-10 PK-6606 ￥9,450 （￥9,000） 468273 永久

リアサスペンションリンク部の交換で、ノーマルサスペンショ
ン位置を変更し、車高を下げるローダウンリンクキット。足
着きの改善で、不安を解消します。

税込価格： ￥18,900
リア側のローダウンに合わせた、フロント用ローダウンスプリング。前後をバ
ランス良くローダウンさせるために、フロント・リア同時交換をオススメします。

■ オーリンズ正立フォーク専用 リニアレートスプリング
■ ローダウンリンクキット

■ ローダウンフロントスプリング

ハイパープロではレースユースに向けて、“リニア
レートスプリング”を設定。その第一弾として、
オーリンズ正立フォーク専用スプリングが登場！
国内レース参戦チームからのご要望により製作い
たしました。

■ 数量限定！ステアリングダンパー“グリーン”カラー
車体の挙動を安定させる ハイパープロ ステアリ
ングダンパーにグリーンカラーが数量限定で登場
です！

●バネレート：11N/MM
　（オーリンズ社の設定は7.0 ～10.0N/MMまで）
●スプリング2本セット（オイル付属なし）

タイプ：RSC　ストローク量：75mm

■ LEDウインカー
ナンバーベースとウインカーが一体に
なったLEDウインカー。スライドシス
テムを採用し、二種類の小型ナンバー
サイズに対応します。ベースサイズだ
けではなく、ウインカー部分もミニ
バイクに合わせた安心の専用設計。
（工数：0.6h）

■ リアキャリア
KAPPAなどのトップケース対応のリア
キャリア。装着時、車体への加工は必
要ありません。また、後方2ヶ所に荷
掛フックを備えるほか、純正ツールポー
チの装着も可能な親切設計。
（工数：0.5h）

■ モタードテールキット
大きく垂れ下がるノーマルフェンダーを
取り外し、テール廻りをすっきりシャー
プに仕上げます。テールカウルに収ま
るルーカステールランプを付属し、軽
量化にも貢献。
（工数：0.7h）

■ 高効率ハロゲンバルブ HS1
振動に強く割れにくい石英ガ
ラスや極太インナーリードの
採用など、二輪車専用設計高
耐振仕様のハロゲンバルブ。
5色のカラーバリエーションを
揃えます。
（工数：0.2h）

スパークリングクリア/フォレストグリーン/
チタニウムコートブルー/ホワイト/チタニウムコートパープル

■ ミニリアアームリフター ユニバーサル
小排気量車向けサイズのリアス
タンド。ミニバイクをリフトアッ
プする際の安定性や作業性にこ
だわりながらも、パイプサイズや
スタンド形状などビッグバイク用
製品と同等に設計されています。

■ DNAモトフィルター 新ラインナップ＆適合更新情報

■ リプレイスメントフィルター

■ ブレーキホース
ステンレスメッシュホースがブレーキング
時の圧損を抑え、コントロールをよりダイ
レクトにします。D-TRACKER125専用
設計のキット販売だけでなく、ホース長
やバンジョー角度の変更にも柔軟に対応。
（工数：0.5h）

■ スイッチキット TYPE-2
識別しやすいアイコン
表示とシンプルでスリ
ムな形状が特徴のス
イッチキット TYPE-2。
車種専用設計で、カプ
ラーオンでの装着が可
能。スロットルキット
装着時に必要です。
（工数：0.2h）

■ 汎用スロットルキット（800mmワイヤー仕様）
汎用スロットルキットに、長
さ800mmのスロットルワ
イヤ ー が 新 設 定 さ れ、
D-TRACKER125にも手軽
に装着可能に。
装着には、スイッチキット 
TYPE-2（1387404）が別途
必要です。

小型二輪車用保安部品（1150004/1150005/
1150008-01）との同時装着を推奨します。

※装着にはステアリングダンパーステーセットが別途必要です。

※1 ローダウンフロントスプリング設定あり
品番 税込価格（本体価格） JAN

HP1460A ￥16,800（￥16,000）654157

品番 税込価格（本体価格） JAN
22207075 ￥38,850（￥37,000）653235

税込価格： ￥3,780～￥5,040

税込価格： ￥11,550■ TYPE-1
税込価格： ￥13,650■ TYPE-2
税込価格： ￥11,550■ TYPE-3

フロント 税込価格： ￥6,300　リア 税込価格： ￥5,250

フロント 税込価格： ￥8,400 ～ ￥12,075
リア 税込価格： ￥7,350 ～ ￥11,025

品番 税込価格（本体価格） JAN
17670101 ￥11,550（￥11,000）648200

品番 税込価格（本体価格） JAN
1157072 ￥5,250（￥5,000） 647418

サドルバッグ未装着 サドルバッグ装着

ステンレスメッシュと特
殊コットンガーゼで吸入
効率をアップしながらも、
専用グッズによるメンテ
ナンスで半永久的に使用
可能な純正交換タイプの
エアフィルター。
（工数：0.2h）

品番 税込価格（本体価格） JAN
1387404 ￥6,090（￥5,800） 641546

車種 ローダウン長 品番 JAN
CBR600RR 07-09 35mm 22319001 635774
FZ-1 FAZER 06-09 30mm 22339001 635781
YZF-R6 06-07 40mm 22339004 635811
GSX1300R 99-07 30mm 22359001 635828
GSF1250 BANDIT 07-09 30mm 22359003 635842
DR-Z400S/DR-Z400SM 00-09 40mm 22359008 635897
GLADIUS400/650 09-10 ※ 1 25mm 22359010 653372

40mm 22359011 653389
NINJA250R 08-10 ※ 1 25mm 22379004 635941

車種 ローダウン長 品番 JAN

GLADIUS400/650 09-10 25mm 22053050 653358
40mm 22053060 653365

NINJA250R 08-10 30mm 22075030 649252

フロント側突き出し量やサイドスタンドの調整については、
アクティブWEBサイトをご覧ください
http://www.acv.co.jp/01_product/hyperpro_01.html

ACパフォーマンスライン

ビルドアライン

サイズ 品番 税込価格（本体価格） JAN
8～ 12インチ対応 QL01007 ￥9,870（￥9,400） 4755618～ 18インチ対応 QL01005 475547品番 税込価格（本体価格） JAN

KA-1408 ￥7,875（￥7,500） 646770

車種 品名 品番 税込価格（本体価格） JAN 工数

SPORTSTER 04-09 ※ 1
左右セット 11209003 ￥9,975（￥9,500） 650852 0.3h
左側のみ NEW 11209003L ￥6,300（￥6,000） 653068 0.2h右側のみ NEW 11209003R 653105

SOFTAIL 03-09
左右セット 11209001 ￥9,975（￥9,500） 650838 0.3h
左側のみ NEW 11209001L ￥6,300（￥6,000） 653082 0.2h右側のみ NEW 11209001R 653129

SOFTAIL 84-02
左右セット 11209005 ￥9,975（￥9,500） 650876 0.3h
左側のみ NEW 11209005L ￥6,300（￥6,000） 653099 0.2h右側のみ NEW 11209005R 653136

DYNA 06-09
左右セット 11209002 ￥9,975（￥9,500） 650845 0.3h
左側のみ NEW 11209002L ￥6,300（￥6,000） 653075 0.2h右側のみ NEW 11209002R 653112

カラー 品番 税込価格（本体価格） JAN
クリア 30100066 ￥16,590（￥15,800）586625スモーク 30100067 646213

NINJA250Rでのもて耐参戦3年目の今回、タイヤサイズを変更するも純正ホイールでは明らかにオーバーサ
イズで良いフィーリングを得られなかったところに、ゲイルスピード登場の情報。レース直前での手配だっ
たため、不安の中、ぶっつけ本番での走行でしたが、一つ目のコーナーでコーナリング性能の向上や車体の
安定感を感じ、その不安は一気に解消されました。決勝では、ライダー全員がベストを更新しながらの走行。
しかもゲイルスピードの軽さは、タイムだけでなく燃費にも大きく貢献し、上位陣では他チームより一回少
ない給油回数で走りきることが出来ました。給油回数が結果を大きく左右する耐久レースにおいて燃費向
上は武器となり、2位に3周差の優勝となりました！チームの悲願でもあったもて耐での優勝、この結果は過
言ではなく「ゲイルスピードの軽さと剛性」があったからだと感じています。
そしてもう一つ。速さや軽さの効果以上にこのホイールの一番気に入っている点、『俺のバイクかっこよく
なりました！！』ますますNINJA250R好きになりました（笑）　　　　　（小板橋ライダーのコメント）

好評デリバリー中

好評デリバリー中

好評デリバリー中

ご予約受付中

ご予約受付中

好評デリバリー中

好評デリバリー中

※マフラーから排圧があたるため、ノーマルマフラーとの同時装着はできません。
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