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ハーレーダビッドソン純正パーツ＆アクセサリーで
ワンランク上のモーターサイクルライフを。

N E W  P R O D U C T S  A N D  P A R T S  &  A C C E S S O R I E S 2 0 2 2

フィット＆ファンクション 3

カラーマッチ アクセサリー 15

オーディオ 16

ラゲッジ＆ストレージ 23

バッテリー 26

ロック 2 8

Wild One コレクション	
ヒーテッドハンドグリップ	
ブラック/マシンハイライト

’21年以降RA1250S、RH1250Sに適合。RH1250Sへの	
取付けにはハーレーダビッドソン正規ディーラーの	
デジタルテクニシャンによるアップデートが必要。

● 56100483 　¥ 47,901

サーモスタット制御式ヒーテッドハンドグリップセット。	
ミリタリーグレードの可変抵抗器による温度設定機能と	
環境温度をモニターして自動で出力調整を行う温度調整
機能を搭載。温度マッピングによりグリップ表面の温度
ムラを解消。寒冷な環境でのライドを想定し、従来品に
比べて約11℃高い最高温度設定が可能。肌寒い早朝や
冷え込む夜のライドを快適に、かつスタイリッシュに。

•	 グリップを握っている間は、環境温度の変化に 
関わらず温度は一定

•	 制御回路と調整ノブが本体に搭載されているため 
新たなスイッチやコントローラーボックスを設置する 
必要なし	

•	 イグニションに連動してスイッチがオフになるため、 
バッテリー上がりの心配なし	

•	 接着剤不使用でメンテナンス時に損傷なく着脱可能		

•	 ゴム素材は、天候に関わらず確かなグリップ力を保持 
スタイリッシュな伝統のHARLEY-DAVIDSON®
ロゴ付き

•	 アルミ切削ハイライト加工

•	 左右セット販売	

•	 直径約38mm		

•	 Wild	One	コレクションの各種アクセサリーと 
組み合わせ、統一感のあるカスタムが可能
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アドベンチャー ジフィースタンド
パン アメリカ 1250モデル用

’21年以降RA1250、RA1250Sでアダプティブライド	
ハイト非装備車に適合。

●50000248　¥ 10,426 

’21年以降RA1250Sでアダプティブライドハイト	
装備車に適合。	

●50000264　¥ 10,426 

軟弱な路面でも優れた安定性を確保するアドベンチャー	
ジフィースタンド。純正品ならではのフィット感。

•	 標準装備のジフィースタンドに比べ、接地面積
が60％拡大。軟弱な路面でも、安定した駐車
が可能		

•	 標準装備のジフィースタンドと高さは同じ。 
駐車時の車体の傾きも同じ	

•	 自社設計のため取付けは簡単。 
理想的なフィット感と最大限の耐久性を実現	

•	 コーナリング時のバンク角にも影響なし

ジフィースタンドエクステンション
ブラック 

’91年以降ツーリングモデルに適合。ディファイアンス	
フットボード、バーストフットボード、ライダーランニング	
ボード50500158装着車には適合不可。			

●50000263　¥ 8,548 

人間工学に基づいて設計されたエクステンション	
キット。ジフィースタンドの引き出し・払い上げが	
ブーツでも容易に。

•	 標準装備のジフィースタンドに装着	

•	 取付け用ハードウェア同梱

•	 ブラックアウトエンジン搭載車にフィットする 
ブラック仕上げ	

スクリーミンイーグル クイックシフター  
パン アメリカ 1250モデル用

’22年以降RA1250、RA1250Sに適合。正規ディーラー
でのデジタルテクニシャンによるアップデートが必要。

●32700151　¥ 72,242

•	 迅速なシフトチェンジを実現。スクリーミン 
イーグル	クイックシフターがトランスミッション 
に負担をかけずにクラッチレスでシフトを 
アップ＆ダウン

•	 フットシフトコントロールを操作した瞬間 
1,000分の1秒単位で燃料供給と点火をカットし 
トランスミッションから駆動力を排除。スロットル 
やクラッチを操作せずにシフトアップが可能

•	 ダウンシフト時は、シフトペダル操作に応じて 
自動的にスロットルをブリッピングし、クラッチ 
操作不要のシームレスなシフトダウンを実現

•	 正確かつ迅速なシフトチェンジは、オンロード/
オフロードを問わず、よりスムーズでストレスの 
ない操縦性を実現

•	 取付けには正規ディーラーのデジタルテクニシャン 
によるアップデート/フラッシュが必要	

トールリアショック
ソフテイル用

’18年以降ソフテイルモデル（FLHC、FLHCS、FXFB、 
FXFBS、FLFB、FLFBSを除く）に適合。’22年以降
FXLRSには標準装備。

●54000294　¥ 88,713 

快適性向上のためにシート高を上げる、またはアグレッシブ	
にコーナーリングを楽しめるようバンク角を増やすため
のリアショック。	

•	 リアホイールのトラベル量を増大させることで、 
快適性の向上及びサスペンションのボトミング 
抑制が可能

•	 スパナレンチ（別売）でプリロードが調整可能。 
ライダー、パッセンジャー、ラゲッジの重量に合わせ 
サスペンションの沈み込み量をセッティングすることで 
理想的なハンドリングと乗り心地を実現

•	 ハーレーダビッドソンが自社で開発・検証した 
適合性と性能
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フラットアウトバー 

クローム

●49000232　¥ 57,480 

ブラック

●49000231　¥ 57,480 

’18年以降ソフテイルモデル（FXDRSを除く）に適合。 
’22年以降FXLRSTへの取付けにはフラットアウトバー 
アダプターキット47200927（別売）が必要。

スマートなウェストコーストスタイルで転倒時のプロテクトを	
実現するフラットアウトバー。フロントまわりの外装を	
低速走行中の転倒から保護。	

•	 自社開発ならではの理想的な適合性と確かな機能性	

•	 クローム仕上げ、またはグロスブラック仕上げ

前後のガードは同時使用・単体使用にかかわらず、他の
車両または障害物との衝突からライダーを保護するもの
ではありません。

フラットアウトバーアダプターキット

’22年以降FXLRSTに適合。

●47200927 　¥ 26,082

ローライダー	STにフラットアウトバーを取付ける際は、	
標準装備のフェアリングサポートをフラットアウトバー	
アダプターに交換が必要。

•	 標準装備のフェアリングサポートと同じ		
ブラック仕上げ

•	 自社開発により完璧な適合性と品質を実現

•	 ローライダー	STに転倒時プロテクトパーツの		
装着が可能

#49000232#49000231

7インチウインドスプリッター  
STウインドシールド 
バットウイングフェアリング用  

’14年以降エレクトラグライド、ストリートグライド、 
ウルトラリミテッド、トライグライドに適合。 
ウインドシールドバッグまたはポーチとは併用不可。

●57400528　¥ 46,964

高い機能性とカスタムスタイルを両立する、ゴールドの 
ウインドスプリッターウインドシールド。ウインドシールド 
にとって、サイズは重要な要素。サイズが大きければ、 
それだけ風防効果は高くなる。このウインドスプリッター 
ウインドシールドはすべてのストリートグライドに装着可能 
で、空気の流れを最適化すると同時に、息を呑むような
スタイリングを実現。

•	 高さ7インチ（178mm）のスマートなスタイル

•	 オペークゴールド仕上げはストリートグライド	STの 
ホイールとアクセント的にマッチするほか、すべての 
ストリートグライドにもフィットし、洗練された 
カスタムスタイルを演出

•	 フェアリングとインナーダッシュパネルの形状に 
マッチした、流れるようなデザイン。中央部分は 
従来のロープロファイルウインドディフレクター 
よりも高く、より大きな風防効果を実現

•	 独特の形状が風切り音を抑え、車載サウンドシステム 
の聴きやすさに貢献

•	 装着は簡単。中央に配したバー＆シールドロゴが 
上質感を演出
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6インチウインドディフレクター
ロードグライド ST

’15年以降ロードグライドに適合。

●57400526　¥ 46,964

カスタムスタイルで走ろう。ロードグライドのスリップ	
ストリームベントを囲むように装着することでフェアリング	
の曲線美を引き立てる、6インチウインドディフレクター。	
ゴールドのコーティングがスタイリッシュ。

•	 高さ6インチ（152mm）のスマートなスタイル

•	 オペークゴールド仕上げはロードグライド	STの 
ホイールとアクセント的にマッチするほか、すべての 
ロードグライドにもフィットし、洗練された 
カスタムスタイルを演出

•	 傷防止フィルムがカスタムカラーを保護

•	 フェアリング内側と外側を仕切り、明確化

•	 低く引き締まったスタイリングを実現

ライトスモークウインドシールド
10インチ

’22年以降FXLRSTに適合。

● 57400505　¥ 41,746

ハイウェイを、いつでも快適に走り続けるために。	
ローライダー	STのクールなスタイルに、ライダーを雨、
風、砂塵から守る機能をプラス。

•	 ローライダー	STの標準装備より102	mm高い 
シールド高がライダーを雨、風、砂塵から保護

•	 前方視界を妨げないライトスモーク仕上げ

•	 キズ防止用ハードコーティングレイヤーで保護 
された頑丈なポリカーボネート素材

•	 自社開発ならではの、フェアリングと一体感のある
デザインと理想的な適合性

STウインドディフレクター

’22年以降FXLRSTに適合。

● 57400503　¥ 46,964

高さを抑えた精悍なローライダースタイルを。高さ51mmの	
ローライダー	ST専用ウインドディフレクター。最低限の
風防効果を発揮しながら、デザイン性を最大限に追求。
オペークゴールドのコーティングがスタイリッシュ。

•	 ローライダー	STのホイールとアクセント的に		
マッチしたオペークゴールド仕上げ

•	 ローライダー	STのフェアリングに合わせて	
造形されたフォルム

•	 キズ防止用透明レイヤーが、カスタムカラーを保護

•	 自社開発ならではの理想的な適合性と耐久性

•	 高さを抑え、精悍なカスタムスタイルを実現
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ドラッグシート
グロスブラックベース   

’14年以降ツーリングモデルに適合。トライクモデルには	
適合不可。パッセンジャーグラブレール装着車および	
ツアーパックラゲッジキャリア装着車には適合不可。 

● 52000461　¥ 148,349  

•	 シートパン：グロスブラック仕上げ

ドラッグシート
ブラッシュドアルミニウムベース    

’14年以降ツーリングモデルに適合。トライクモデルには	
適合不可。パッセンジャーグラブレール装着車および	
ツアーパックラゲッジキャリア装着車には適合不可。 

● 52000452　¥ 148,349  

•	 シートパン：ブラッシュドアルミニウム仕上げ

ドラッグシート

スタートの合図と同時に一気に飛び出す、その瞬間の
ために。ハードな加速やライディングでもライダーを	
しっかりとホールドするドラッグシート。一段高くなった	
ピリオン部は、いざというときに確実にライダーを	
サポートする。ピリオン部はアジャスト可能。前後位置	
を調整することで、理想のライディングポジションを	
可能にする。		

•	 ピリオン部は約51mmの範囲で前後にスライドし、
フィッティングの微調整が可能

•	 畝状になったシートフォームが、快適性を損なう	
ことなく高いグリップ力を実現

•	 アルミ製軽量シートパンは、シートを頑強に固定	
するとともに、車体からのフィードバックを的確に
ライダーに伝えることで、アグレッシブな走りを	
サポート

•	 シート幅：313mm／ピリオン部幅：247mm

エンパイアコレクション エンドキャップ
ブラックマシンカット

’17年以降ツーリングモデルで4.5インチ径スクリーミン
イーグルストリートキャノンマフラー装着車に適合。CVO
ツーリング用マフラーには適合不可。 

● 65100221　¥ 49,442

 

’18年以降FLSB	および’17年以降ツーリングモデルで4.5	
インチ径スクリーミンイーグルストリートキャノンマフラー	
装着車に適合。CVOツーリング用マフラーには適合不可。
単品での販売。

● 65100218　¥ 25,837 

賭けるなら、大きく賭けろ。上質なブラックアノダイズド	
仕上げの表面を、切削ハイライト加工によって削り出す	
ことで現れる、アルミの艶やかな輝き。目を奪うほどの	
深い味わいとニュアンスに満ちた、カスタムアクセサリー	
のコンプリートコレクション。耐久性に優れたアルミ鋳造・	
削り出しパーツで創り上げられたブラックマシンカット
エンパイアコレクションは、他のブラックアクセサリー
やマシンカットアクセサリーと組合せても、魅力的な	
カスタムディテールに仕上がるはずだ。

•	 スクリーミンイーグルストリートキャノン4.5インチ 
マフラー装着車に反骨のイメージをプラスする、 
肉厚な鍛造アルミ製マフラーエンドキャップ

•	 シルエットを長く見せる、深く彫り込まれたグルーブ

•	 バー＆シールドロゴ付き

•	 取付けは簡単。必要なハードウェアはすべて同梱

•	 ブラックアウトまたはマシンカット仕上げが施された 
他のパーツとマッチする、ダークなスタイリング

•	 コレクションをコンプリートで装着か、パーツ毎に 
スタートして理想のカスタムを追求するか自由自在
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エンパイアコレクション
クローム

賭けるなら大きく賭けろ。艶やかなクロームに刻み込まれた	
ラインが、目を奪うほどの深い味わいとニュアンスを醸し	
出す、カスタムアクセサリーのコンプリートコレクション。	
耐久性に優れたアルミ鋳造・削り出しパーツで創り上げ	
られたクロームエンパイアコレクションは、他のクローム	
アクセサリーと組み合わせても魅力的なカスタムディテール	
に仕上がるはずだ。

’17年以降ツーリングモデルで4.5インチ径スクリーミン
イーグルストリートキャノンマフラー装着車に適合。CVO
ツーリング用マフラーには適合不可。	

● 65100219 　¥ 47,195

 

’18年以降FLSB	および’17年以降ツーリングモデルで4.5	
インチ径スクリーミンイーグルストリートキャノンマフラー	
装着車に適合。CVOツーリング用マフラーには適合不可。	
単品での販売。

● 65100216 　¥ 23,592 

•	 スクリーミンイーグルストリートキャノン4.5インチ 
マフラー装着車に反骨のイメージをプラスする肉厚な
鍛造アルミ製マフラーエンドキャップ			

•	 シルエットを長く見せる、深く彫り込まれたグルーブ

•	 バー＆シールドロゴ付き

•	 取付けは簡単。必要なハードウェアはすべて同梱

•	 他のクロームパーツと組合せることで統一感の	
ある印象を演出するブリリアントクローム仕上げ

•	 コレクションをコンプリートで装着か、パーツ毎に 
スタートして理想のカスタムを追求するか自由自在

エンパイアコレクション
ブラック

賭けるなら、大きく賭けろ。上質なブラックアノダイズド
仕上げに刻み込まれたラインが、目を奪うほどの深い味
わいとニュアンスを醸し出す、カスタムアクセサリーの	
コンプリートコレクション。耐久性に優れたアルミ鋳造・
削り出しパーツで創り上げられたブラックエンパイア	
コレクションは、他の切削加工ブラックアクセサリーと	
組合せても、魅力的なカスタムディテールに仕上がる	
はずだ。

’17年以降ツーリングモデルで4.5インチ径スクリーミン
イーグルストリートキャノンマフラー装着車に適合。CVO
ツーリング用マフラーには適合不可。		

● 65100220　¥ 47,195 

’18年以降FLSB	および’17年以降ツーリングモデルで	
4.5インチ径スクリーミンイーグルストリートキャノン	
マフラー装着車に適合。CVOツーリング用マフラーには	
適合不可。単品での販売。

● 65100217 　¥ 23,592 

•	 スクリーミンイーグルストリートキャノン4.5インチ 
マフラー装着車に反骨のイメージをプラスする肉厚な
鍛造アルミ製マフラーエンドキャップ			

•	 シルエットを長く見せる、深く彫り込まれたグルーブ

•	 バー＆シールドロゴ付き

•	 取付けは簡単。必要なハードウェアはすべて同梱

•	 他のブラックアウトパーツとマッチする、ダークな 
スタイリング

•	 コレクションをコンプリートで装着か、パーツ毎に 
スタートして理想のカスタムを追求するか自由自在
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ライテッド ハンドコントロールスイッチ
’21年以降ツーリングモデルでトラクションコントロール	
装備車および’21年以降FLHTCUTGに適合。ロードキング、	
FLHTには適合不可。クロームスイッチキャップキットと	
は併用不可。	

● 71500629　¥ 56,973 

ツーリングモデル用純正ハンドコントロールスイッチの	
機能とスタイルがグレードアップ。各スイッチの機能表示を	
ソフトな白色LEDバックライトにより発光させることで、	
夜間の視認性を向上させるライテッドハンドコントロール。	

•	 夜間走行中も瞬時に見てとれる高い視認性と 
先進的なデザイン

•	 ’21年モデル用トラクションコントロール 
スイッチ及び左右ハンドコントロール用プラグ 
インスイッチパック同梱

NE W PRODUC T  CATA LOG  '22

カラーマッチ

カスタムチョップド フロントフェンダー
’14年以降ツーリングモデルで17インチ・18インチ・	
19インチホイール＆タイヤ装着車に適合。フェンダー
チップアセンブリー59600003または59600006と併用
不可。トライクモデルには適合不可。

ツーリングモデルのウエストコーストスタイリングに	
欠かせない、スチール製チョップドフロントフェンダー。	

•	 切り詰められたシルエットが、タフなレースマシン 
の様なフロントまわりを演出

•	 ハブからリムにいたるホイール全体が露出する 
インパクトのあるルックス

•	 誰にでも正確な取付けが可能なデザイン

•	 既存のフェンダー取付け用ボスに合わせて穴あけ 
加工済。フェンダースペーサーや取付けキットは不要

カラー パーツナンバー 価格

ブラックデニム 58900591BYM ¥128,436 

ガンシップ グレー 58900591EGZ ¥128,436 

ミッドナイトクリムゾン 58900591ESN ¥128,436 

ミッドナイトクリムゾン / ビビッドブラック 58900594EVO ¥141,281 

ミネラルグリーンデニム 58900591EVI ¥128,436  

プライム 58900590 ¥89,901 

レッドラインレッド 58900591EUZ ¥128,436  

リーフブルー 58900591EVA ¥128,436  

リーフブルー / ビビッドブラック 58900594ETE ¥141,281 

ビビッドブラック 58900591DH ¥128,436 

ホワイトサンドパール 58900591EVD ¥128,436  

ブルースチール 58900591EUB ¥166,971 

エンビアス フェイド 58900596EUK ¥166,971 

ハイテイル イエローパール 58900598EUE ¥166,971 
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ハーレーダビッドソンオーディオ50S
Bluetooth®ヘッドセット
ハーレーダビッドソンオーディオ50S	Bluetoothヘッドセットのフラッグシップモデル。さまざまな機能をさらに	
使いやすくすることで、ワイヤレス通信の可能性を広げる。スピーカーにハーレーダビッドソン	オーディオ	
パワードバイ	ロックフォード	フォズゲート	ステージⅠスピーカー	フォー	ワイアレスヘッドセットを採用した	
ことで、高品位な音質を実現。2つのモジュール（Bluetooth	5/メッシュ2.0）により、別売のワイヤレスヘッド	
セットインターフェースモジュール（WHIM）を介してBoom!Boxインフォテインメントシステムとペアリングする	
ことで、多彩な機能を使いこなすことができる。大迫力のフルステレオサウンドを楽しんだり、インフォテインメント	
スクリーンでヘッドセットの機能設定を行ったり、また、既存のハンドコントロールを利用して、走行中の安全性	
と操作性を確保しながら、音楽再生、通話機能、GPS、プッシュトゥトーク式インターコムなどが利用できる。	
さらに、Boom!Box	GTSラジオを介してApple	CarPlayやAndroid	Autoアプリに対応。SiriやGoogleアシスタントを	
利用した音声入力も可能だ。

WHIMを使用しない場合は、ハンズフリーのボイスコマンド、またはグローブしたままでも操作しやすいジョグ	
ダイヤルメニューナビゲーションによって操作できる。イヤホンジャック搭載。キットには、ヘッドセット、マイク、	
取付けに必要なすべてのハードウェアを同梱。

•	 「ハーレーダビッドソンオーディオ	パワードバイ	ロックフォード	フォズゲート	ステージⅠスピーカー	フォー	 
ワイアレスヘッドセット」採用で、重厚な低音とクリアな音質による究極のモーターサイクルオーディオを実現

•	 従来品に比べ充電時間が30%短縮された急速充電機能

•	 ファームウェアは同梱のWiFiアダプタを経由して自動更新

•	 アンビエントモード：走行中のロードノイズや環境音を聞き取りやすくする機能

•	 アドバンスドノイズコントロール機能：音声入出力時の環境ノイズを抑制

•	 オーディオブースト機能：環境ノイズに対応して自動で音量アップ

•	 FMラジオ：10局プリセット機能付

•	 すべての機能で左右両スピーカー作動

•	 ユニバーサルインカム：Bluetooth	対応であれば他メーカーのヘッドセットとも交信可能

•	 Bluetooth	インカム：複数のライダーとの交信可能（最大4ウェイ）

•	 メッシュインカムネットワーク：他のライダーとペアリング不要で最大16ウェイ（プライベートモード）また
は1.2km圏内で事実上無制限（パブリックモード）のワイヤレス通話が可能

•	 オーディオマルチタスキング機能：複数のオーディオ機能を同時に実行可能

•	 メッシュ通信時の連続通話時間：最大9時間

•	 充電時間：約1時間（フル充電によりメッシュインカム通信最大9時間、Bluetoothインカム通信最大14時間
の連続通話が可能）

•	 最大通信距離：最適条件下にて8km

ハーレーダビッドソンオーディオ50C
Bluetooth®ヘッドセット
ハーレーダビッドソンオーディオ50C	Bluetoothヘッドセットのフラッグシップモデルにビルトイン4Kカメラを	
搭載。ワイヤレス通信がさらに使いやすく、多機能に。加えて、スピーカーにハーレーダビッドソン	オーディオ	
パワードバイ	ロックフォード	フォズゲート	ステージⅠスピーカー	フォー	ワイアレスヘッドセットを採用した	
ことで、高品位な音質を実現。2つのモジュール（Bluetooth	5/メッシュ2.0）により、別売のワイヤレスヘッド	
セットインターフェースモジュール（WHIM）を介してBoom!Boxインフォテインメントシステムとペアリングする	
ことで、多彩な機能を使いこなすことができる。大迫力のフルステレオサウンドを楽しんだり、インフォテインメント	
スクリーンでヘッドセットの機能設定を行ったり、また、既存のハンドコントロールを利用して、走行中の安全性	
と操作性を確保しながら、音楽再生、通話機能、GPS、プッシュトゥトーク式インターコムなどが利用できる。	
さらに、Boom!Box	GTSラジオを介してApple	CarPlayやAndroid	Autoアプリに対応。SiriやGoogleアシスタントを	
利用した音声入力も可能だ。

WHIMを使用しない場合は、ハンズフリーのボイスコマンド、またはグローブしたままでも操作しやすいジョグ	
ダイヤルメニューナビゲーションによって操作できる。イヤホンジャック搭載。キットには、ヘッドセット、マイク、	
取付けに必要なすべてのハードウェアを同梱。

•	 4Kビデオ録画機能を備え、最大12メガピクセルの高画質動画でオン/オフロードの旅の思い出を記録できる
ビルトインカメラ

•	 「ハーレーダビッドソンオーディオ	パワードバイ	ロックフォード	フォズゲート	ステージⅠスピーカー	フォー	 
ワイアレスヘッドセット」採用で、重厚な低音とクリアな音質による、究極のモーターサイクルオーディオを実現

•	 従来品に比べ充電時間が30%短縮された急速充電機能

•	 ファームウェアは同梱のWiFiアダプタを経由して自動更新

•	 アンビエントモード：走行中のロードノイズや環境音を聞き取りやすくする機能

•	 アドバンスドノイズコントロール機能：音声入出力時の環境ノイズを抑制

•	 オーディオブースト機能：環境ノイズに対応して自動で音量アップ

•	 最大1080P（60fps、30fps）まで対応する電子式イメージスタビライザー

•	 外部メモリ：最大128GBのMicroSDカード（U3クラス以上）（別売）に対応

•	 FMラジオ：10局プリセット機能付

•	 すべての機能で左右両スピーカー作動

•	 メッシュインカムネットワーク：他のライダーとペアリング不要で最大16ウェイ（プライベートモード）または 
1.6km圏内で事実上無制限（オープンメッシュ×9チャンネル）のワイヤレス通話が可能

•	 Bluetooth	インカム：複数のライダーとの交信可能（最大4ウェイ）

•	 オーディオマルチタスキング機能：複数のオーディオ機能を同時に実行可能

•	 メッシュ通信時の連続通話時間：最大12時間

•	 充電時間：約1時間（フル充電によりメッシュインカム通信最大9時間、Bluetoothインカム通信最大22時間の 
連続通話が可能）

•	 最大通信距離：最適条件下において2km

ハーレーダビッドソンオーディオ50S
Bluetoothヘッドセット 
シングル

ほぼすべてのハーレーダビッドソン純正ヘルメット（フル	
フェイスタイプ、3/4ヘルメット）に適合。Bluetooth	
ヘッドセットは、ワイヤレスヘッドセットインターフェース	
モジュール76000768を装着することでハーレーダビッドソン	
純正Boom!Box	6.5GT、Boom!Box	GTSラジオに対応。	
ヘッドセットのスピーカーはスピーカー用カットアウトを	
装備したヘルメットで使用可能。

● 76001178　¥ 80,913 

ハーレーダビッドソンオーディオ50S
Bluetoothヘッドセット
デュアルパック

ほぼすべてのハーレーダビッドソン純正ヘルメット（フ
ルフェイスタイプ、3/4ヘルメット）に適合。Bluetooth	
ヘッドセットは、ワイヤレスヘッドセットインターフェース	
モジュール76000768を装着することでハーレーダビッドソン	
純正Boom!Box	6.5GT、Boom!Box	GTSラジオに対応。	
ヘッドセットのスピーカーはスピーカー用カットアウトを	
装備したヘルメットで使用可能。

● 76001179　¥ 143,853 

本製品のご使用については、各地方自治体の条例、	
各都道府県が定める道路交通規則に従ってください。

一部の製品については、日本の電波法に適合しない場合	
があります。

本製品のご使用については、各地方自治体の条例、	
各都道府県が定める道路交通規則に従ってください。

一部の製品については、日本の電波法に適合しない場合	
があります。

ハーレーダビッドソンオーディオ50C
Bluetoothヘッドセット
シングル

ほぼすべてのハーレーダビッドソン純正ヘルメット（フル	
フェイスタイプ、3/4ヘルメット）に適合。Bluetooth	
ヘッドセットは、ワイヤレスヘッドセットインターフェース	
モジュール76000768を装着することでハーレーダビッドソン	
純正Boom!Box	6.5GT、Boom!Box	GTSラジオに対応。	
ヘッドセットのスピーカーはスピーカー用カットアウトを	
装備したヘルメットで使用可能。

● 76001180　¥ 112,393 
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ハーレーダビッドソン オーディオ
パワードバイ ロックフォード フォズゲート
ステージⅠスピーカー
ワイアレスヘッドセット用

ハーレーダビッドソンBoom!オーディオ30Kおよび20S	
Evo	Bluetoothヘルメットヘッドセットに適合			

● 76001137　¥ 17,972 

ハーレーダビッドソンオーディオのパフォーマンスを	
グレードアップする、音響のエキスパート	ロックフォード	
フォズゲート社とのコラボレーションによるヘルメット用	
スピーカー。周波数レスポンスの向上、THD(全高調波歪)	
の低減により、従来のBoom!	Bluetoothコミュニケー	
ションスピーカーと比較して、より豊かな低音とクリアな
音質を実現。

•	 再生音質の向上がはっきりとわかる、高速走行中 
でも高品質なサウンド

•	 従来のBoom!スピーカーよりも大径化したことで 
あらゆる音量レベルで低音レスポンスとダイナミック 
レンジが向上

•	 ハーレーダビッドソンBoom!オーディオ30Kおよび 
20S	Evo	Bluetoothヘルメットヘッドセットの 
付属スピーカーと簡単に交換可能

•	 スピーカー用カットアウトを装備したヘルメットに
最適

•	 スピーカーフォームにはバー＆シールドロゴを 
スピーカー背面にはロックフォード	フォズゲートの 
メダリオンをスタイリッシュに配置

•	 ハーレーダビッドソンオーディオ	パワードバイ 
ロックフォード	フォズゲート	ステージⅠスピーカー 
のパフォーマンスを最大に発揮するためには、 
ヘッドセットのファームウェアを最新のロックフォード 
フォズゲートスピーカー搭載バージョンへのアップ 
デートを推奨

ハーレーダビッドソン オーディオ
パワードバイ ロックフォード フォズゲート
DSP搭載アンプ ロードキング用

'14年以降ロードキング（FLHRCを除く）に適合。取付け	
には別売の取付けキット76001113が必要。本製品は1組の	
ハーレーダビッドソン	オーディオ	パワードバイ	ロック	
フォード	フォズゲートステージ2スピーカーキットを取付
ける際に必要。サドルバッグガードレールとは併用不可。	

● 76001074　¥ 101,153 

•	 サドルバッグに無理なく搭載できるコンパクトな
アンプ

•	 サドルバッグリッド、ロワーフェアリング、または 
キングツアーパックラゲッジに装着した1組の 
ハーレーダビッドソン	オーディオ	パワードバイ 
ロックフォード	フォズゲート	ステージ2スピーカー 
（別売）を駆動可能

•	 125W×2チャンネル＠4Ω、125W×2チャンネル＠2Ω

•	 本体サイズ：20.6×13.7×5.1㎝

•	 アンプ取付けキット76001113、ハーレーダビッドソン 
オーディオ	パワードバイ	ロックフォード	フォズゲート
ステージ2スピーカーキット、同スピーカーキットに 
適合するスピーカー取付けキット（いずれも別売）が 
必要

ロードキング用アンプ取付けキット
'14年以降ロードキングでハーレーダビッドソン	オーディオ	
パワードバイ	ロックフォード	フォズゲートDSP搭載アンプ	
76001074装着車に適合。

● 76001113　¥ 60,197

ハーレーダビッドソンオーディオ	パワードバイ	ロック 
フォード	フォズゲートアンプ76001074をロードキングに
取付ける際に必要な部品類を同梱。

ロードキングに究極のオーディオを実現するための基本アイテム。ハーレーダビッドソンとロックフォード	フォズ	
ゲートが共同開発したパワフルでインテリジェントなDSP（デジタル信号プロセッサ）搭載アンプは、モーター	
サイクル用という厳しい条件下でも最大のパフォーマンスを発揮できるようにつくられている。モバイルデバイス	
とBluetoothで接続して、保存またはストリーミングされたオーディオデータをハーレーダビッドソンオーディオ	
パワードバイ	ロックフォード	フォズゲートスピーカー（別売）で再生すれば、ロードキングがコンサートホールに変わる。
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ハーレーダビッドソンオーディオ
パワードバイ ロックフォード フォズゲート
サブウーファーキット（プライマリー）

'14年以降ツーリングモデルでハーレーダビッドソン	
オーディオ	パワードバイ	ロックフォード	フォズゲート	
オーディオシステムと合計2台または4台のスピーカーを	
装着している場合、右側のサドルバッグに取付け可能。	
トライクモデル、ロードキングには適合不可。	

● 76001163　¥ 141,230  

•	 シングルでもデュアルでも取付け可能。 
重低音サウンドが思いのまま

•	 サドルバッグを収納スペースとして使用する際は、 
サブウーファーをユニットごと工具不要で取外し 
可能。サブウーファーを取外し時は、同梱のサドル 
バッグカバーパネルが収納物を保護

•	 接続はプラグアンドプレイ式。取付け・取外しが 
簡単

•	 ハーレーダビッドソンオーディオ	パワードバイ 
ロックフォード	フォズゲートのブランドが保証する 
確かな音質

•	 パワーロックのカットアウトにより、パワーサドル 
バッグロックが装着されたCVOモデルにも装着可能。 
セキュリティ性能もそのまま

•	 ハーレーダビッドソンオーディオ	パワードバイ 
ロックフォード	フォズゲート製品は、基本的に自宅 
ガレージで取付け可能。ただし搭載ソフトウェア 
をつねに最新バージョンで使用するためには、 
正規ディーラーにてソフトウェアの更新が必要な 
場合あり。更新時期は、ハーレーダビッドソン 
オーディオ	パワードバイ	ロックフォード	フォズゲート 
モバイルアプリで通知

ハーレーダビッドソンオーディオ
パワードバイ ロックフォード フォズゲート
サブウーファーキット（セカンダリー）

'14年以降ツーリングモデルでハーレーダビッドソン	
オーディオ	パワードバイ	ロックフォード	フォズゲート	
オーディオシステムと合計2台または4台のスピーカーを	
装着している場合、左側のサドルバッグに取付け可能。	
トライクモデル、ロードキングには適合不可。2台目のサブ	
ウーファーキットを取付けには別売のハーレーダビッドソン	
オーディオ	パワードバイ	ロックフォード	フォズゲート	
アンプ76000990が必要。	

● 76001164　¥ 141,230  

FXLRST Audio

深く重みのある低音がロードサイドの人々を振り向かせる、ハーレーダビッドソン	オーディオ	パワードバイ	ロック  
フォード	フォズゲート	サブウーファーキット。2014年モデル以降のツーリングモデル	ハーレーダビッドソン  
オーディオ	パワードバイ	ロックフォード	フォズゲート搭載車専用。プラグアンドプレイ式10インチサブウーファー  
セットは、ストリートでもオープンロードでも、重低音を体の芯まで響かせる。シングルサブウーファーとしても  
デュアルサブウーファーセットとしても取付け可能。

FXLRST用オーディオ
ハイパフォーマンスなモーターサイクルには	
ハイアウトプットなオーディオを。
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ハーレーダビッドソンオーディオ
パワードバイ ロックフォード フォズゲート
インナーフェアリングオーディオキット

'22年以降FXLRSTに適合。	

● 76200037　¥ 224,776  

ハイパフォーマンスなモーターサイクルには、ハイアウト	
プットなオーディオがふさわしい。優れたパフォーマンスと	
フェアリングとのフィッティングを追求して、ローライダー	ST	
と同時開発されたオーディオキット。ハーレーダビッドソン	
とロックフォード	フォズゲートとの共同開発によるパワフル	
でインテリジェントなDSP（デジタル信号プロセッサ）搭載	
アンプは、モーターサイクル用という厳しい条件下でも	
最大のパフォーマンスを発揮できるようにつくられている。	
モバイルデバイスにBluetooth接続すれば、保存または	
ストリーミングされたオーディオデータを、ビルトイン	
2ウェイスピーカーで再生可能。	

•	 耐水性能に優れた2ウェイスピーカー。2つの13cm 
大径ウーファーと、ライダーに直接向けた2つの 
独立型ツイーターが、迫力のサウンドを実現

•	 車両の特性・性能への影響を最低限に抑える 
軽量設計

•	 取付けはプラグアンドプレイ式。アンプ、スピーカー、 
ハウジングが一体となったユニットを、既存の 
インナーフェアリングと交換するだけで装着可能

•	 ユニットの電源配線は、2つの端子を接続するのみ

•	 Bluetooth4.2により、さまざまなデバイスと強力 
なワイヤレス接続が可能。かつ、音声の圧縮率を 
最低限に抑え、優れた音質を実現

•	 ハーレーダビッドソン	オーディオ	パワードバイ	  
ロックフォード	フォズゲート モバイルアプリと連携 
することで、自動音量調整機能（AVC）、好みの 
音質に調整できる7バンドイコライザー、ステップ 
バイステップ式のわかりやすいシステム設定など 
の機能が使用可能

•	 フェアリングの内部に収まるコンパクトなアンプは、 
250Wのパワー（125W×2チャンネル＠4Ω、125W 
×2チャンネル＠2Ω）で、あらゆる音量レベルで 
クリスピーでクリアなサウンドを実現。どんな走行 
速度でも、バイク、環境、ヘルメットなどからの影響を
最小限に抑制

オニキス プレミアム ラゲッジコレクション
フライ＆ライドバッグ

取付けにはシーシーバーアップライト、バックレストパッド	
が必要。パッセンジャーピリオンに装着しない場合は	
ラゲッジラックが必要。XR1200、XR1200X、FXDRS、	
XGモデルには適合不可。		

● 93300158　¥ 67,423 

ライダーがライダーのためにデザインしたオニキス	プレミアム	
ラゲッジコレクションは、ハーレーダビッドソンがこれまで	
提供してきた中でも最高のラゲッジだ。モーターサイクル
用ラゲッジに求められる性能を追求し、そのすべてを備え
ている。機内持ち込み可能なサイズだから、空港の搭乗	
ゲートも颯爽と通り抜け、フライトからバイクに乗り換
えられる。さあ、冒険の旅にテイクオフしよう。		

•	 ハンドル部はプッシュロック式で最大で40cm 
（全長97cm）まで延長。スムーズに回転する 
スケートボード用ホイールで、空港内の移動も軽快

•	 ほとんどの旅客機の荷物棚に収まるよう設計 
されているので、フライトに便利

•	 15インチのノートパソコンを収納できるパッド 
入りスリーブ（TSA認証済）のほか、タブレット用 
スリーブを装備

•	 ローラー部は、シーシーバーに装着した際にシート 
を傷つけない設計

•	 耐水ジッパーを採用。ハーレーダビッドソンの 
ブランドロゴ付のジッパープルは、グローブをした 
手でも開閉しやすいラバー製

•	 どんな状況でも収納物を確認しやすいように、 
内装には高彩度なオレンジ色を採用。豊富な内外の 
ポケット、調整可能な仕切り板により、効率的な 
パッキングが可能

•	 モジュラーポーチを簡単に取付けられるMOLLE
スタイルのウェビングを装備

•	 滑りにくく傷つきにくいボトム部がバッグを 
しっかりと保持

•	 サイズ：約幅35×奥行23×高56cm

•	 容量：約40ℓ
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オニキス プレミアム ラゲッジコレクション
タンクバッグ  

'18年以降ソフテイルモデル（FLSB、FXLR、FXDRS、	
'20-'21年FXLRSを除く）に適合。	

● 93300159　¥ 31,299

ライダーがライダーのためにデザインしたオニキス	プレミアム	
ラゲッジコレクションは、ハーレーダビッドソンがこれまで	
提供してきた中でも最高のラゲッジだ。モーターサイクル用	
ラゲッジに求められる性能を追求し、そのすべてを備えて	
いる。ソフテイル専用に開発されたこのタンクバッグは	
モバイルデバイスなどの小物や必需品を、つねにライダー	
の手元に収納しておくことができる。

•	 バイク本体に装着する固定フックは 
バッグの取外しを容易にし、取外した状態でも 
バイクのシルエットに溶け込む外観

•	 防水仕様の透明なトップパネルはタッチパネル対応で 
モバイルデバイスの収納に最適

•	 どんな状況でも収納物を確認しやすいように、 
内装には高彩度なオレンジ色を採用し、 
必要なものを素早く取出せ、素早い出発が可能

•	 耐水ジッパーを採用。ハーレーダビッドソンの 
ブランドロゴ付のジッパープルは、グローブをした 
手でも開閉しやすいラバー製

•	 必要に応じてポーチなどを追加できる 
MOLLEスタイルのウェビングとエラスティック 
コードをバッグの外側に装備

•	 サイズ：約31×12×24cm

•	 容量：約6.9ℓ

•	 本製品は非折りたたみ式

コンパクト トラベルカバー ラージ  

'21年以降パンアメリカ、'14年以降ツーリング＆トライ	
グライド各モデルに適合。ツアーパックラゲッジ装着車	
に推奨。		

● 93100073　¥ 18,946 

コンパクト トラベルカバー ミディアム 

'21年以降RH1250S、'12年以降XG系、'04年以降XL系、	
'18年以降ソフテイルモデルに適合。ツアーパックラゲッジ	
装着車には非推奨。		

● 93100074　¥ 16,698 

旅に出るなら安心とともに。軽量で耐水性に優れた	
コンパクトトラベルカバーは、パッキングにかさばらない	
スモールサイズ。広げればウインドシールドからシート後部	
までモーターサイクルの主要な部分をしっかりカバー。

•	 コンパクトで軽量なカバーは、収納用専用ポーチ付。 
フルサイズのモーターサイクルカバーに比べ、40％ 
以上も収納スペースを削減。万が一に備えて、気軽 
に携帯可能

•	 ポーチに収納時には、64oz（1,900ml）のアルミ製 
ドリンクボトルよりも省スペース

•	 車種やラゲッジ構成に応じて複数の取付け方法が 
可能。さまざまなモデルに対応

•	 露や小雨で濡れた車体を拭き取る手間を軽減

•	 カバーをすることで、不用意な車体への接触を防ぎ、
セキュリティ効果が向上

•	 車体の前後左右に配した反射性のロゴが視認性を 
高め、夜間駐車の安全性が向上

•	 ポリエステル製/耐水ポリウレタンコーティング
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バッテリーブースター トラベルケース

ブースターポータブルバッテリーパック66000130、	
66000147（各別売）用のケース。

● 66000347　¥ 6,205 

頑丈で耐久性のある純正ブースターポータブルバッテリー	
パックケース。どこへでも持ち運びやすく大切な	
バッテリーパックを保護。

•	 バッテリーパックがぴったり収まる、セミリジッド 
ケース。バッテリーパックをよりコンパクトに収納し 
サドルバッグ、ソフトラゲッジ、バックパックに収容 
可能

•	 ブースターポータブルバッテリーパックに付属 
するすべてのアクセサリー（ジャンプケーブル、 
USBケーブル、12Vシガーライターアダプター） 
をケース内に収納可能

リチウムLiFe 4Ahバッテリー 

'15年以降XG系、'04年以降XL系、'08-'13年XR系の	
各モデルに適合。

● 66000301　¥ 38,535  

リチウムLiFe 7Ahバッテリー 

'07-'17年VRSC系（'07年VRSCRを除く）、'97-'03年XL
系、'97-'17年ダイナモデル、'97年以降ソフテイル	
モデルに適合。

● 66000302　¥ 52,984  

リチウムLiFe 8Ahバッテリー 

'04年以降ツーリングモデル、'09年以降トライクモデル	
に適合。

● 66000303　¥ 59,407    

AGM鉛酸バッテリーに比べ、エンジン始動力のパワー
アップと、大幅な軽量化を実現。条件付き5年間保証が
裏付ける、確かな品質と性能。

•	 取付けは標準装備のバッテリーと交換するだけ、 
取付け用アダプターやフィッティング用スポンジも
不要

•	 耐用年数はAGM鉛酸バッテリーの最大2倍 
（寿命を最大限に延ばすために、保管に関する 
取扱上の注意事項を守りましょう）

•	 バイクから取外した状態で、最大12カ月間、 
メンテナンスフリー電圧を維持

•	 本体に内蔵された電子式バッテリーマネージメント 
システムが、過充電・過放電状態を自動的に検出し、 
エンジン始動性能をより確実にするとともに、 
深放電・過電圧・過熱からバッテリーを保護

•	 充電を最適化するために、ハーレーダビッドソン純正 
デュアルモードチャージャー（別売）の使用を推奨

発送に関するご注意：リチウム電池単体の航空輸送は	
規定により禁じられています。

ご注意：特定のアクセサリーを装着、または大幅な	
カスタムを施していると、リチウムバッテリーは通常の	
AGMとは異なる特性を示す場合があります。所有する	
モーターサイクルでリチウムバッテリーが使用可能か	
どうか、正規ディーラーにてご確認ください。

#66000303

#66000302

#66000301
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ガレージ セキュリティ＆ロック

ディスクブレーキ＆ローター ロック
'83年以降各モデル（19インチスポークフロントホイール	
仕様車を除く）のフロントブレーキローターに適合。	
VRSC系モデルではリアブレーキローターに適合。	
ソリッドディスクホイールを装備したモデルのフロント	
ブレーキローターには適合不可。		

● 94868-10A　¥ 12,523 

ブレーキディスクまたはスプロケットをしっかりと固定。	
14mm径のU字部分は、本体の施錠機構と完全分離式。	
大きな内径で、施錠の際にチェーンリンクやケーブル
に干渉しにくい設計。

•	 防犯性の高いダブルデッドボルト機構と不正開錠 
に強いロックシリンダー

•	 ソフトビニールコーティングで、バイクのフィニッシュ 
へのダメージを防止

•	 優れた防錆性能

•	 標準キー×2本、照明付きキー×1本、高視認性 
リマインダーコード、ベルトクリップ付きバリスティック 
ナイロン製収納ポーチが付属

ご注意：モーターサイクルを操作する前にロックを取外し 
てください。ロックの外し忘れは死亡事故や重大な怪我 
につながる恐れがあります。

NE W PRODUC T  CATA LOG  '22

ロック



3130

ディスクブレーキ ロック  

全モデルに適合

● 94873-10A　¥ 10,436 

盗難を未然に防ぐロック。ディスクブレーキに簡単に	
取付け可能。		

•	 軽量・コンパクトで、ラゲッジやバックパックでの
持ち運びに便利

•	 フロントブレーキディスクに簡単に取付け可能

•	 高い硬度を備えた落とし鍛造スチール製。 
二重構造の補強が施されたセキュリティ性能の 
高いディスクシリンダー

•	 耐久性の高い優れた防錆性能

•	 2本のキーと高視認性リマインダーコードが付属

ご注意：モーターサイクルを操作する前にロックを取外し 
てください。ロックの外し忘れは死亡事故や重大な怪我 
につながる恐れがあります。

サイレン付ディスクブレーキ ロック

全モデルに適合

● 92800012　¥ 13,567 

盗難を未然に防ぐロック。ディスクブレーキに簡単に	
取付け可能。施錠中にモーターサイクルを移動すると	
激しいアラーム音で警告。

•	 本体を動かすと、120dBの強烈アラーム音を発し	 
盗難を二重に防止

•	 機械的な施錠のみを必要とする場合は、	  
キー操作でアラーム機能の解除が可能

•	 ロッキングピンは直径6mmの焼入鋼製

•	 優れた防錆性能

•	 2本のキー、高視認性リマインダーコード、	  
リチウム電池（CR2）が付属

ご注意：モーターサイクルを操作する前にロックを取外し 
てください。ロックの外し忘れは死亡事故や重大な怪我 
につながる恐れがあります。

ループチェーン
ディスクブレーキ＆ローター ロック

全モデルに適合

● 94869-10A　¥ 26,090  

最大限の盗難防護策。焼入れを3回施した12mm幅ボロン
系マンガン鋼の6角断面チェーン。地上設置物に固定する
ためのシンチリングが付属。

•	 ループチェーン全長：129㎝

•	 ディスクブレーキ＆ローターロックは、U字部が 
分離可能。防犯性の高いダブルデッドボルト機構、 
不正開錠に強いロックシリンダー、傷つき防止の 
ためのソフトビニールコーティングを採用

•	 優れた防錆性能

•	 14mmロック（U字部が分離可能、ダブルデッドボルト 
機構、アンチフロートディスク	ハイセキュリティ 
ロックシリンダー、モールド成形されたナイロン製の 
ダストカバーを採用）、および夜間の施錠時に便利な 
照明付きキーが付属

•	 セキュリティアンカー92800013との併用に最適

ご注意：モーターサイクルを操作する前にロックを取外し 
てください。ロックの外し忘れは死亡事故や重大な怪我 
につながる恐れがあります。

リトラクタブル ケーブルロック 

全モデルに適合

● 92800018　¥ 4,164 

多目的に活用できる巻き取り式ワイヤーロック。所有物を	
盗難から守る、ポケットやバックパックに収まるほど小さい	
ロック。ジャケットの袖やヘルメットのループに通して	
モーターサイクルや設置物に固定。

•	 ケーブルの全長は90cm。身のまわり品との固定に 
最適な長さ

•	 軽量、コンパクト、使い方も簡単。いつでも気軽に 
携帯可能

•	 4桁の暗証番号は自由に設定でき、変更も可能

ご注意：モーターサイクルを操作する前にロックを取外し 
てください。ロックの外し忘れは死亡事故や重大な怪我 
につながる恐れがあります。
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セキュリティアンカー

全モデルに適合

● 92800013　¥ 16,689  

モーターサイクルをロックダウン。防犯用のチェーンや	
ロックをつなげるための、頑強なセキュリティアンカー。	
トラックやトレーラーの荷台、あるいはガレージの床に	
設置。

•	 コンクリートに取付けるためのコンクリート用 
ドリルビットとボルトを同梱

•	 優れた防錆性能

•	 ループチェーン＋ディスクブレーキ＆ローター 
ロック94869-10Aなどのハーレーダビッドソン 
純正チェーン、ロックとの併用を推奨

•	 トレーラーやトラックの荷台に取付ける際は 
ハーレーダビッドソン純正セキュリティアンカー 
取付けキット12600354との併用を推奨   

セキュリティアンカー取付けキット

全モデルに適合

● 12600354　¥ 4,164  

ハーレーダビッドソン純正セキュリティアンカー
92800013をトレーラーやトラックの荷台に取付ける
際に必要。	

•	 防犯専用品につき、タイダウンポイントとして 
使用不可

ダブルループド セキュリティケーブル  

全モデルに適合

● 94871-10A　¥ 3,121   

•	 ジャケットなら袖、ヘルメットならストラップに通して 
バイクに固定すれば、バイクを離れる際、身軽な行動 
が可能

•	 全長213cm×太さ10mm

•	 腐食を防ぎ、ケーブルの取り扱いを容易にする、 
ビニールコーティング処理

•	 取り出しやすいようにケーブルをコイル状にまとめ 
ておけるベルクロストラップ付き

•	 ハーレーダビッドソン純正ディスクブレーキ＆ 
ローターロック94868-10Aとの併用を推奨

ご注意：モーターサイクルを操作する前にロックを取外し 
てください。ロックの外し忘れは死亡事故や重大な怪我 
につながる恐れがあります。

アーマード ケーブルロック  

全モデルに適合

● 46089-98B　¥ 13,557 

盗難防止のための鍛造スチール製ケーブルロック。	
ビニールカバーにより、フレームやホイールを傷つけない	
仕様。網線ケーブルは耐切断性が向上。ケーブルと一体化	
したロックシリンダー部分はスナップ式、ワンアクション	
で施錠でき、キーを1/4回転することで解錠。キットには	
2本のブレード型キーが付属。 

•	 ケーブル全長：183cm

•	 ケーブルを焼入鋼製リンクで覆うことで防犯性能が 
向上

•	 優れた防錆性能

ご注意：モーターサイクルを操作する前にロックを取外し 
てください。ロックの外し忘れは死亡事故や重大な怪我 
につながる恐れがあります。

NE W PRODUC T  CATA LOG  '22

ロック
NE W PRODUC T  CATA LOG  '22

ロック



3534

ユニバーサルマウント ヘルメットロック
ブラック

フレームチューブ、エンジンガード、ハンドルバー、サドル	
バッグガードを含む、直径2.2〜3.2cmのパイプに適合。	

● 92800020　¥ 7,293  

ユニバーサルマウント ヘルメットロック
クローム

フレームチューブ、エンジンガード、ハンドルバー、サドル	
バッグガードを含む、直径2.2〜3.2cmのパイプに適合。	

● 92800019　¥ 7,293 

ヘルメットもロックしよう。ヘルメットのDリングを	
モーターサイクルに直接固定できるようにする汎用性の	
高いヘルメットロック。ヘルメットの落下や盗難を防止。			

•	 使い方は簡単。フック部をカチッと閉じるだけで 
施錠完了。ヘルメットを支えながら施錠は不要

•	 取付け可能なパイプ径は2.2〜3.2cm。 
ほぼすべてのハンドルバー、エンジンガード、 
バッグガードの好みの位置に取付け可能

•	 固定用にいたずら防止ネジと標準ネジを同梱、 
必要に応じて恒久的あるいは暫定的にロックを 
取付け可能

•	 ブラック仕上げのロックは暗色のアクセサリーや 
外装アクセントに溶け込み、スッキリした外観

•	 背面（クランプ部内周）には傷防止加工が施され 
モーターサイクルのフィニッシュの損傷防止

#92800019#92800020
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重要　　必ずお読みください。
私たちは、事実に基づき理解しやすいカタログ制作に努めています。製品の説明（表現・仕様・寸法・計測値・評価・性能比較を含む）はいずれも発行日現在において入手可能な情報に
基づいています。製品説明は正確を期しておりますが、誤表記・変更等の可能性も排除しきれず、完全な正確性は保証できかねます。ハーレーダビッドソンは、本誌に記載したすべての
製品について、予告なく、またいかなる義務を負うことなく、その価格・スペックを変更、あるいは製品の変更・製造中止をする場合があります。注意：本誌に掲載する仕様の車両や
アクセサリーは、一部地域で購入又は使用ができない場合があります。製品の詳細については、お近くのハーレーダビッドソン正規ディーラーにてご確認ください。

ハーレーダビッドソン正規ディーラーにより品揃えは異なります。表示の価格は2022年1月25日現在の消費税込みメーカー希望小売価格です。なお価格は予告なく変更することが
あります。価格はハーレーダビッドソン正規ディーラーにより異なる場合があります。ハーレーダビッドソン公式オンラインショップが受けた注文はすべてHarley-Davidson Motor 
Companyが販売ディーラーのエージェントとして受理・出荷します。本カタログに記載されているすべての製品について、ハーレーダビッドソンはいつでも予告なく、また、顧客に対する
いかなる義務も負うことなく、その製造を中止、あるいはその仕様・設計を変更する権利を保持します。いずれの製品についても在庫状況・納期はハーレーダビッドソン正規ディーラーに
より異なります。

商標：All For Freedom Freedom For All、Aluminator、Badlander、Bar & Shield logo、Blackline、Boom!、Brawler、Breakout、CoolFlow、Cross Bones、
Cruise Drive、Custom Coverage、Custom Vehicle Operation、CVO、Dark Custom、Daymaker、Destroyer、Detonator、Deuce、Diamond Back、Diamondback、
Digital Technician、Disc Glide、Dominion、Dyna、Eagle Iron、Electra Glide、Electra Glo、Evolution、Fat Bob、Fat Boy、Forty-Eight、Freewheeler、Get-A-Grip、
Hard Candy Custom、Harley、Harley-Davidson、Harley-Davidson Street、Harley Owners Group、HD、HDMC、H-D、H-D1、Heritage Softail、
Heritage Springer、H.O.G.、HOG、Hog Ties、HoldFast、Hugger、Iron 883、Kahuna、Low Rider、Night Rod、Night Train、Nightster、Profile、Reach、Reflex、
Revolution、Revolution X、Road Glide、Road King、Roadster、Road Tech、Road Zeppelin、Rocker、Screamin’Eagle、Seventy-Two、Signature Series、
Softail、Softail Slim、Spectra Glo、Sport Glide、Sportster、Springer、Street、Street Bob、Street Glide、Street Rod、Street Stalker、Sturgis、Sundowner、
Sun Ray、Sunwash、Super Glide、SuperLow、SuperLow 1200T、Switchback、SYN3、Tallboy、ThunderStar、Tomahawk、Tour Glide、Tour-Pak、Tri Glide、
T-Sport、Twin Cam 88、Twin Cam 88B、Twin Cam 96、Twin Cam 96B、Twin Cam 103、Twin Cam 103B、Twin Cam 110、Twin Cam 110B、Twin-Cooled、
Ultra Classic、V-Rod、V-Rod Muscle、VRSC、Wide Glide、Willie G、XR1200、XR1200X、Harley-Davidson Genuine Motor PartsおよびGenuine Motor Accessories 
のロゴについて登録商標はH-D U.S.A., LLC.に帰属します。その他の商標の権利についてはそれぞれの所有者に帰属します。

本カタログ記載のパーツやアクセサリーを販売・使用したことで、その購入者にハーレーダビッドソンの特許に係るライセンス製造権等の権利が移譲されることはありません。

©2022 H-D or its Affiliates. H-D、Harley、Harley-Davidson、バー＆シールドロゴはいずれもH-D U.S.A., LLC.に帰属する登録商標です。
他社の商標の権利についてはそれぞれの所有者に帰属します。


