
    用                    

商品名　ジャイロ用10
インチ・中反りアルミ
ホイール・バギータイ
ヤ＆スペーサー40mmセ
ット

商品名　ジャイロ用10
インチ・中反りアルミ
ホイール扁平タイヤ＆
スペーサー40ｍｍセッ
ト

商品名　ジャイロ用10
インチ・クロスアルミ
ホイール・バギータイ
ヤ＆スペーサー40mmセ
ット

商品名　ジャイロ用10
インチ・クロスアルミ
ホイール・扁平タイヤ
＆スペーサー40mmセッ
ト

価格￥２５８００ 価格￥２５８００ 価格￥２５８００ 価格￥２５８００
品番　128 品番　140 品番129 品番141

商品名　ジャイロ用10
インチブラックアウト
アルミホイールバギー
タイヤ＆スペーサー
40mmセット

商品名　ジャイロ用10
インチブラックアウト
アルミホイール扁平タ
イヤ＆スペーサー40ｍ
ｍセット

商品名　ジャイロ用10
インチ・ツートンアル
ミホイール・バギータ
イヤ＆スペーサー40mm
セット

商品名　ジャイロ用10
インチ・ツートンアル
ミホイール・扁平タイ
ヤ＆スペーサー40mmセ
ット

価格￥２５８００ 価格￥２５８００ 価格￥２５８００ 価格￥２５８００
品番131 品番149 品番155 品番152

商品名　ジャイロ用10
インチ・中反りアルミ
ホイール・引っ張りタ
イヤ＆スペーサー40mm
セット

商品名　ジャイロ用10
インチ・ツートンアル
ミホイール引っ張りタ
イヤ＆スペーサー40ｍ
ｍセット

商品名　ジャイロ用10
インチ・クロスアルミ
ホイール・引っ張りタ
イヤ＆スペーサー40mm
セット

商品名　ジャイロ用10
インチ・ブラックアウ
トアルミホイール・引
っ張りタイヤ＆スペー
サー40mmセット

価格￥２５８００ 価格￥２５８００ 価格￥２５８００ 価格￥２５８００
品番373 品番370 品番372 品番371

    用                    

商品名　ジャイロ用10
インチ・中反りアルミ
ホイール・バギータイ
ヤ＆スペーサー70mmセ
ット

商品名　ジャイロ用10
インチ・中反りアルミ
ホイール・扁平タイヤ
＆スペーサー70mmセッ
ト

商品名　ジャイロ用10
インチ・クロスアルミ
ホイール・バギータイ
ヤ＆スペーサー70mmセ
ット

商品名　ジャイロ用10
インチ・クロスアルミ
ホイール・扁平タイヤ
＆スペーサー70mmセッ
ト

価格￥２６８００ 価格￥２６８００ 価格￥２６８００ 価格￥２６８００
品番132 品番143 品番133 品番144



商品名ジャイロ用10イ
ンチブラックアウトア
ルミホイールバギータ
イヤ＆スペーサー70mm
セット

商品名ジャイロ用10イ
ンチブラックアウトア
ルミホイール扁平タイ
ヤ＆スペーサー70mmセ
ット

商品名　ジャイロ用10
インチ・ツートンアル
ミホイール・バギータ
イヤ＆スペーサー70mm
セット

商品名　ジャイロ用10
インチ・ツートンアル
ミホイール・扁平タイ
ヤ＆スペーサー70mmセ
ット

価格￥２６８００ 価格￥２６８００ 価格￥２６８００ 価格￥２６８００
品番135 品番150 品番156 品番153

商品名　ジャイロ用10
インチ・中反りアルミ
ホイール・引っ張りタ
イヤ＆スペーサー70mm
セット

商品名　ジャイロ用10
インチ・ツートンアル
ミホイール引っ張りタ
イヤ＆スペーサー70ｍ
ｍセット

商品名　ジャイロ用10
インチ・クロスアルミ
ホイール・引っ張りタ
イヤ＆スペーサー70mm
セット

商品名　ジャイロ用10
インチ・ブラックアウ
トアルミホイール・引
っ張りタイヤ＆スペー
サー70mmセット

価格￥２６８００ 価格￥２６８００ 価格￥２６８００ 価格￥２６８００
品番377 品番374 品番376 品番375

    用                     

商品名　ジャイロ用10
インチ・中反りアルミ
ホイール・バギータイ
ヤ＆スペーサー100mm
セット

商品名　ジャイロ用10
インチ・迫力中反りア
ルミホイール扁平タイ
ヤ＆スペーサー100ｍ
ｍセット

商品名　ジャイロ用10
インチ・クロスＢアル
ミホイール・バギータ
イヤ＆スペーサー100mm
セット

商品名　ジャイロ用10
インチ・クロス・アル
ミホイール扁平タイヤ
＆スペーサー100ｍｍセ
ット

価格￥29800 価格￥29800 価格￥29800 価格￥29800

品番136 品番146 品番137 品番147

商品名ジャイロ用10イ
ンチ・ブラックアウト
・アルミホイールバギ
ータイヤ＆スペーサー
100mmセット

商品名　ジャイロ用10
インチ・ブラック・ア
ルミホイール扁平タイ
ヤ＆スペーサー100ｍ
ｍセット

商品名　ジャイロ用10
インチ・ツートン・ア
ルミホイールバギータ
イヤ＆スペーサー100ｍ
ｍセット

商品名　ジャイロ用10
インチ・ツートン・ア
ルミホイール扁平タイ
ヤ＆スペーサー100ｍｍ
セット

価格￥29800 価格￥29800 価格￥29800 価格￥29800
品番139 品番151 品番157 品番154



商品名　ジャイロ用10
インチ・中反りアルミ
ホイール・引っ張りタ
イ ヤ ＆ ス ペ ー サ ー
100mmセット

商品名　ジャイロ用10
インチ・ツートンアル
ミホイール引っ張りタ
イヤ＆スペーサー100
ｍｍセット

商品名　ジャイロ用10
インチ・クロスアルミ
ホイール・引っ張りタ
イヤ＆スペーサー100mm
セット

商品名　ジャイロ用10
インチ・ブラックアウ
トアルミホイール・引
っ張りタイヤ＆スペー
サー100mmセット

価格￥２９８００ 価格￥２９８００ 価格￥２９８００ 価格￥２９８００
品番378 品番381 品番379 品番380

    用 穴  付     登録    

商品名ジャイロ用ポン
付デッシュホイール
205/30-10

商品名ジャイロ用ポン
付デッシュホイール
235/30-10

価格￥23800 価格￥23800
品番165 品番254

    用                

商品名　ミニカー登録
必需品！ジャイロ用・
純正ホイールワイド用
ホイールスペーサー40
㍉

商品名　マルチホイー
ルスペーサー４０ｍｍ
（アルミホイール用ナ
ット付き）

商品名　ジャイロ用・
マルチホイールスペー
サー４０ｍｍ（フラッ
トホイール用ボルト
付）

価格￥7980 価格￥8200 価格￥8200
品番110 品番075 品番026

    用                

商品名　ミニカー登録
必需品！ジャイロ用・
純正ホイールワイド用
ホイールスペーサー70
㍉

商品名　ジャイロ用マ
ルチホイールスペーサ
ー70ｍｍ（アルミホイ
ール用ナット付き）

商品名　ミニカー登録
必需品！ジャイロ用・
純正ホイールワイド用
ホイールスペーサー70
㍉

価格￥9600 価格￥9600 価格￥9600
品番122 品番123 品番124



    用                 

商品名　ミニカー登録
必需品！ジャイロ用・
純正ホイールワイド用
ホイールスペーサー
100㍉

商品名　ジャイロ用マ
ルチホイールスペーサ
ー100ｍｍ（アルミホ
イール用ナット付き）

商品名　ジャイロ用・
マルチホイールスペー
サー100ｍｍ（フラット
ホイール用ボルト付）

価格￥12300 価格￥12300 価格￥12300
品番125 品番126 品番127

       用                      適合

商品名　TA03.TD02 ジ
ャイロキャノピー　ジ
ャイロＸ用ホイールス
ペーサー6穴用ボルト
付き

商品名  TA03.TD02  ジ
ャイロキャノピー　ジ
ャイロＸ用ホイールス
ペーサーテーパーボル
ト付き

商品名 TA03.TD02 新型
４ストジャイロキャノ
ピー　ジャイロＸ純正
ホイール用スペーサー 

価格￥14800 価格￥14800 価格￥2980
品番225 品番219 品番220

    用   

商品名　ジャイロＵＰ
・ジャイロＸ用10イン
チ極太フロントストリ
ートタイヤ

商品名　ジャイロＵＰ
・ジャイロＸ用・極太
フロントバギータイヤ

商品名　ジャイロキャ
ノピー用ワイドフロン
トタイヤ

商品名　ＴＤ01 ジャイ
ロＸ ＴＡ０１ ジャイ
ロＵＰ
3.50-10 41J WTタイヤ

価格￥6980 価格￥6980 価格￥6800 価格￥4980
品番095 品番072 品番054 品番343

商品名　ＴＡ02ジャイ
ロキャノピー用フロン
トタイヤ4.00-12  65J 
WT　
純正タイプタイヤ

商品名　ジャイロ用純
正ホイール用リヤタイ
ヤ左右2本セット5.4-6　
130/90-6 

商品名　ＴＡ02 ジャイ
ロキャノピー フロント
タイヤ用チューブ
4.00-12　TR87Ｌ型バル
ブ

商品名　TD01ジャイロ
Ｘ、ＴＡ01ジャイロＵ
Ｐ　フロントタイヤチ
ューブ3.50-10Ｌ型バル
ブ

価格￥6980 価格￥7980 価格￥1680 価格￥1680
品番344 品番186 品番345 品番364



商品名　ジャイロ純正
リヤホイール用チュー
ブ130/90-6 TR87S
価格￥1944
品番365

         用           

商品名　ジャイロキャ
ノピー用フロントアル
ミホイール・ロードパ
ターン

商品名　ジャイロキャ
ノピー・ポン付けアル
ミホイールブロックタ
イプ

商品名　ジャイロキャ
ノピー・ポン付けフロ
ントアルミホイール(ホ
イールのみ）

価格￥16800 価格￥16800 価格￥9800
品番180 品番055 品番079

商品名　ジャイロキャ
ノピー用フロントホー
ルアルミホイール・ロ
ードパターン

商品名　ジャイロキャ
ノピー用フロントホー
ルアルミホイールブロ
ックタイプ

商品名　ジャイロキャ
ノピー用フロントホー
ルアルミホイール(ホイ
ールのみ）

価格￥16800 価格￥16800 価格￥9800

品番213 品番214 品番218

     用          

商品名ジャイロＸ用カ
スタム・ロングシート
（タンデムシート）

商品名ジャイロＸ用カ
スタム・ロングシート
（タックロール）

商品名　ジャイロＸ用
・カスタムロングシー
ト（パイピングブル
ー）

商品名　ジャイロＸ用
カスタム・ロングシー
ト（パイピングレッ
ド）

価格￥12000 価格￥12000 価格￥12000 価格￥12000

品番339 品番216 品番034 品番033



    用      

商品名　ジャイロキャ
ノピーカスタムシート
カバー（パイピング
赤）

商品名　ジャイロキャ
ノピーカスタムシート
カバー（パイピング
青）

商品名　ジャイロキャ
ノピーカスタムシート
カバー（パイピング
黄）

商品名　ジャイロキャ
ノピーカスタムシート
カバー（パイピング
黒）

価格￥3980 価格￥3980 価格￥3980 価格￥3980

品番022 品番022 品番022 品番022

商品名　ジャイロUPカ
スタムシートカバー
（パイピング赤）

商品名　ジャイロUPカ
スタムシートカバー
（パイピング青）

商品名　ジャイロUPカ
スタムシートカバー
（パイピング黄色）

商品名　ジャイロUPカ
スタムシートカバー
（パイピング黒）

価格￥3980 価格￥3980 価格￥3980 価格￥3980

品番024 品番024 品番024 品番024

商品名　ジャイロXカ
スタムシートカバー
（パイピング赤）

商品名　ジャイロXカ
スタムシートカバー
（パイピング青）

商品名　ジャイロXカス
タムシートカバー（パ
イピング黄色）

商品名　ジャイロXカス
タムシートカバー（パ
イピング黒）

価格￥3980 価格￥3980 価格￥3980 価格￥3980
品番023 品番023 品番023 品番023

    用          

商品名　ジャイロキャ
ノピー用・アルミステ
ップボード

商品名　ジャイロX用
・アルミステップボー
ド

商品名　ジャイロUP用
・アルミステップボー
ド

商品名　ジャイロＸラ
バーフロアマット

価格￥9800 価格￥7800 価格￥7800 価格￥3980
品番025 品番038 品番037 品番185



       

商品名　ジャイロＸ用　
カスタムメッキミラー

商品名　ジャイロＵＰ
用　カスタムメッキミ
ラー

商品名　ジャイロＸ用　
カスタムバレンミラー

商品名　ジャイロＵＰ
用　カスタムバレンミ
ラー

価格￥5800 価格￥4980 価格￥7800 価格￥6980

品番190 品番191 品番221 品番222

商品名　ジャイロキャ
ノピー用カスタムミラ
ー

商品名　ジャイロキャ
ノピー用カスタムルー
ムミラー

商品名　ジャイロＸ用
メッキワイドミラー左
右セット

商品名　ジャイロＵＰ
用メッキワイドミラー
左右セット

価格￥7800 価格￥7800 価格￥4280 価格￥3980

品番200 品番036 品番331 品番330

        

商品名 ジャイロ用カ
スタムメッキグリップ
・ストライプ

商品名 ジャイロ用カ
スタムメッキグリップ
・ダイヤ

商品名 ジャイロ用カス
タムスポンジグリップ

商品名 ジャイロ用カス
タムメッキグリップ・
ソリッド

価格￥2500 価格￥2500 価格￥2500 価格￥2500

品番053 品番052 品番217 品番223

商品名 ジャイロ用カ
スタムメッキグリップ
・ビレッドラバーグリ
ップ

商品名　グリップヒー
ター汎用タイプ

価格￥2500 価格￥6980

品番328 品番369

         



商品名　ジャイロキャ
ノピー・ジャイロX純
正ホイール40㍉用ワイ
ドオーバーフェンダー

商品名ジャイロキャノ
ピー・ジャイロX後期
型カスタムオーバーフ
ェンダー

価格￥6800 価格￥9800

品番181 品番176

外装       

商品名　ジャイロキャ
ノピー用カスタムイン
ナーボックス

商品名　ジャイロキャ
ノピー用メッシュイン
ナーバスケット

商品名　ジャイロＸ用
カスタムインナーボッ
クス

商品名　ジャイロＸフ
ロントバスケット

価格￥7800 価格￥6800 価格￥3980 価格￥3980

品番198 品番183 品番061 品番184

商品名　ジャイロＵＰ
用ウインドウスクリー
ン

商品名　ジャイロＸ用
ウインドウスクリーン

商品名　ジャイロキャ
ノピー用・強化フロン
トサスペンション

商品名　ジャイロ用ナ
ンバー上げブラケット

価格￥9800 価格￥9800 価格￥8600 価格￥2980
品番189 品番188 品番040 品番060

商品名　ジャイロキャ
ノピー用メッキダブル
ワイパー

商品名　ジャイロ用ダ
ミーアンテナ

商品名　ジャイロ用ダ
ミーダクト左右セット
（スモール）

商品名　ダミーダクト
左右セット（メッシュ
タイプ）

価格￥3980 価格￥2380 価格￥1280 価格￥2380
品番035 品番201 品番300 品番259

商品名　ダミーダクト
左右セット（ロングタ
イプ）

商品名　ジャイロ X　
ジャイロUP用ハントル
カバー

商品名　ジャイロキャ
ノピー用レッグガード

商品名　ジャイロキャ
ノピー用フロントカー
ル純正タイプ

価格￥2500 価格￥2980 価格￥12800 価格￥16800

品番258 品番206 品番367 品番322



商品名　ジャイロキャ
ノピー用ウィンドース
クリーン純正タイプ

価格￥9800

品番321

ライト

商品名　ジャイロに汎
用タイプ　LED内蔵ボ
ルトナンバー灯　2個
セット

商品名ホンダジャイロ　
シガーソケット＆ＵＳ
ＢソケットＫｉｔ

商品名　汎用 メッキ 
丸型ミニウインカー オ
レンジレンズ ２個セッ
ト

商品名　ジャイロキャ
ノピー用 マルチリフレ
クターヘッドライト

価格￥2980 価格￥3980 価格￥1480 価格￥9800

品番336 品番332 品番329 品番325

商品名　ジャイロＸ用 
2灯デュアルベーツラ
イトキット 

商品名　ジャイロＵＰ
用ハロゲンライトバル
ブ

商品名　ジャイロＸ用
ハロゲンライトバルブ

商品名　ジャイロキャ
ノピー用ハロゲンライ
トバルブ

価格￥16800 価格￥1480 価格￥1480 価格￥2680

品番323 品番320 品番319 品番318

ハンドル

商品名　ホンダジャイ
ロX用ハンドルポスト

商品名　汎用ハンドル 商品名　社外スピード
メーター

価格￥32800 価格￥3980 価格￥9800

品番335 品番338 品番337



エンジン関連

商品名　ホンダ　ジャ
イロキャノピー　ＴＡ
02　マフラー

商品名　ジャイロキャ
ノピー　ジャイロアッ
プ　ジャイロX 用　ス
タンダードシリンダー
キット

価格￥12800 価格￥12800

品番327 品番324

         

商品名　ジャイロUPバ
ッテリー

商品名　ジャイロX用
バッテリー

商品名　ジャイロキャ
ノピー用バッテリー

価格￥4980 価格￥4980 価格￥6980

品番168 品番167 品番166

商品名　ジャイロUPア
ップ　ブレーキシュー
セット

商品名　ジャイロXエ
ックス　ブレ―キシュ
ーセット

商品名　ジャイロキャ
ノピー　ブレーキシュ
ーセット

価格￥4280 価格￥4280 価格￥4580

品番171 品番170 品番169

    用         

商品名　ジャイロキャ
ノピー用デリバリーボ
ックス（ロングタイ
プ）

商品名　ジャイロキャ
ノピー用ワゴンタイプ
デリバリーボックス

商品名　ジャイロキャ
ノピー 用デリバリーＢ
ＯＸトランク

商品名

価格￥45800 価格￥24800 価格￥29800 価格￥
品番203 品番202 品番164 品番



        単品販売

商品名　ブラックアウ
ト・アルミホイール・
扁平タイヤ

商品名　ツートン・ア
ルミホイール・扁平タ
イヤ

商品名　クロスアルミ
ホイール・扁平タイヤ

商品名　中反アルミホ
イール・扁平タイヤ

価格￥19800 価格￥19800 価格￥19800 価格￥19800
品番92 品番91 品番089 品番088

商品名　ブラックアウ
トホイール・バギータ
イヤ

商品名　ツートン・ア
ルミホイールバギータ
イヤ

商品名　クロスアルミ
ホイールバギータイヤ

商品名　中反りアルミ
ホイールバギータイヤ

価格￥19800 価格￥19800 価格￥19800 価格￥19800
品番087 品番086 品番084 品番083

商品名　ブラックアウ
ト・アルミホイール・
引っ張りタイヤ

商品名　ツートン・ア
ルミホイール・引っ張
りタイヤ

商品名　クロスアルミ
ホイール・引っ張りタ
イヤ

商品名　中反アルミホ
イール・引っ張りタイ
ヤ

価格￥19800 価格￥19800 価格￥19800 価格￥19800
品番382 品番383 品番388 品番387

               後期型用          買 得   

商品名　オーバーフェ
ンダー9800円＋10イン
チディッシュホイール
23800＝33600円　お買
い得セット価格29800
円205/30-10タイヤ

商品名　オーバーフェ
ンダー9800円＋10イン
チディッシュホイール
23800＝33600円　お買
い得セット価格29800
円235/30-10タイヤ

価格￥29800 価格￥29800

品番174 品番256

         用 前後    買 得   



商品名　ジャイロキャ
ノピー用　前後10イン
チアルミホイールセッ
トリヤアルミホイール
23800円＋フロントア
ルミホイール16800円
＝40600円がセット価
格36800円205/30-10タ
イヤ

商品名　ジャイロキャ
ノピー用　前後10イン
チアルミホイールセッ
トリヤアルミホイール
23800円＋フロントア
ルミホイール16800円
＝40600円がセット価
格36800円235/30-10タ
イヤ

価格￥36800 価格￥36800
品番173 品番303

         用 前後          買 得 点   

商品名　フロントホイ
ール16800円＋10イン
チディッシュホイール
23800円＋オーバーフ
ェ ン ダ ー 9800 円 ＝
50400円
お買い得セット価格
45800円205/30-10タイ
ヤ

商品名　フロントホイ
ール16800円＋10イン
チディッシュホイール
23800円＋オーバーフ
ェ ン ダ ー 9800 円 ＝
50400円
お買い得セット価格
45800円235/30-10タイ
ヤ

価格￥45800 価格￥45800
品番178 品番304

     後期型       用                買 得   

商品名　ジャイロX　
ジャイロUP用リヤ10イ
ンチディッシュアルミ
ホイール＆フロント極
太タイヤセット
23800 円 ＋ 6980 円 ＝
30780円
セット特別価格26800
円205/30-10タイヤ

商品名　ジャイロ X　
ジャイロUP用リヤ10イ
ンチディッシュアルミ
ホイール＆フロント極
太タイヤセット
23800 円 ＋ 6980 円 ＝
30780円
セット特別価格26800
円235/30-10タイヤ

価格￥27800 価格￥27800
品番179 品番305



               後期型用               買 得   

商品名　
オーバーフェンダー・
6800円
ミニカー登録用ホイー
ルスペーサー40ｍｍ・
7980円
6800 円 ＋ 7980 円 ＝
14780円がセット価格
12000円 

価格￥12800
品番182

      単品販売

商品名　アルミホイー
ル用ナット形テーパー
ボルト8本セット

商品名　ジャイロ ホ
イールスペーサー用ボ
ルト12本セット【120
ｍｍ】 

商品名　ジャイロ ホイ
ールスペーサー用ボル
ト12本セット【90ｍｍ
】

商品名　ジャイロ ホイ
ールスペーサー用ボル
ト12本セット【60ｍｍ
】

価格￥1480 価格￥2100 価格￥1800 価格￥1600
品番094 品番197 品番196 品番195

商品名　ジャイロ ホ
イールスペーサー用ボ
ルト12本セット【110
ｍｍ】

商品名　ジャイロ ホ
イールスペーサー用ボ
ルト12本セット【90ｍ
ｍ】

商品名　ジャイロ ホイ
ールスペーサー用ボル
ト12本セット【50ｍｍ
】

価格￥1980 価格￥1680 価格￥1480
品番194 品番193 品番192

                            適合   



       用                      適合

商品名　TA03.TD02 ジ
ャイロキャノピー　ジ
ャイロＸ用ホイールス
ペーサー6穴用ボルト
付き

商品名  TA03.TD02  ジ
ャイロキャノピー　ジ
ャイロＸ用ホイールス
ペーサーテーパーボル
ト付き

商品名 TA03.TD02 新型
４ストジャイロキャノ
ピー　ジャイロＸ純正
ホイール用スペーサー 

価格￥14800 価格￥14800 価格￥2980
品番225 品番219 品番220

                            用             

商 品 名 　 新 型
TA03.TD02 ４ストジャ
イロキャノピー　ジャ
イロＸ用中反りホイー
ル＆スペーサーセット

商品名 新型TA03.TD02 
４ストジャイロキャノ
ピー　ジャイロＸ用ブ
ラックアウトホイール
＆スペーサーセット

商品名 新型TA03.TD02 
４ストジャイロキャノ
ピー　ジャイロＸ用ツ
ートンホイール＆スペ
ーサーセット

価格￥29800 価格￥29800 価格￥29800
品番386 品番385 品番384

商 品 名 　 新 型
TA03.TD02 ４ストジャ
イロキャノピー　ジャ
イロＸ用中反りホイー
ル＆スペーサーセット

商品名 新型TA03.TD02 
４ストジャイロキャノ
ピー　ジャイロＸ用ブ
ラックアウトホイール
＆スペーサーセット

商品名 新型TA03.TD02 
４ストジャイロキャノ
ピー　ジャイロＸ用ツ
ートンホイール＆スペ
ーサーセット

価格￥29800 価格￥29800 価格￥29800
品番224 品番227 品番226

     用          

商品名ジャイロＸ用カ
スタム・ロングシート
（タンデムシート）

商品名ジャイロＸ用カ
スタム・ロングシート
（タックロール）

商品名　ジャイロＸ用
・カスタムロングシー
ト（パイピングブル
ー）

商品名　ジャイロＸ用
カスタム・ロングシー
ト（パイピングレッ
ド）

価格￥12000 価格￥12000 価格￥12000 価格￥12000

品番339 品番216 品番034 品番033



                             用      

商品名　ジャイロキャ
ノピーカスタムシート
カバー（パイピング
赤）

商品名　ジャイロキャ
ノピーカスタムシート
カバー（パイピング
青）

商品名　ジャイロキャ
ノピーカスタムシート
カバー（パイピング
黄）

商品名　ジャイロキャ
ノピーカスタムシート
カバー（パイピング
黒）

価格￥3980 価格￥3980 価格￥3980 価格￥3980
品番022 品番022 品番022 品番022

商品名　ジャイロXカ
スタムシートカバー
（パイピング赤）

商品名　ジャイロXカ
スタムシートカバー
（パイピング青）

商品名　ジャイロXカス
タムシートカバー（パ
イピング黄色）

商品名　ジャイロXカス
タムシートカバー（パ
イピング黒）

価格￥3980 価格￥3980 価格￥3980 価格￥3980
品番023 品番023 品番023 品番023

                  用          

商品名　ジャイロキャ
ノピー用・アルミステ
ップボード

商品名　ジャイロX用
・アルミステップボー
ド

商品名　ジャイロＸラ
バーフロアマット

価格￥9800 価格￥7800 価格￥3980
品番025 品番038 品番185

                     

商品名　ジャイロＸ用　
カスタムメッキミラー

商品名　ジャイロＸ用　
カスタムバレンミラー

商品名　ジャイロキャ
ノピー用カスタムミラ
ー

商品名　ジャイロキャ
ノピー用カスタムルー
ムミラー

価格￥5800 価格￥7800 価格￥7800 価格￥7800
品番190 品番221 品番200 品番036

商品名　ジャイロＸ用
メッキワイドミラー

価格￥4280
品番331



                      

商品名 ジャイロ用カ
スタムメッキグリップ
・ストライプ

商品名 ジャイロ用カ
スタムメッキグリップ
・ダイヤ

商品名 ジャイロ用カス
タムスポンジグリップ

商品名 ジャイロ用カス
タムメッキグリップ・
ソリッド

価格￥2500 価格￥2500 価格￥2500 価格￥2500
品番053 品番052 品番217 品番223

商品名 ジャイロ用カ
スタムメッキグリップ
・ビレッドラバーグリ
ップ

商品名　グリップヒー
ター汎用タイプ

価格￥2500 価格￥6980
品番328 品番369

             外装       

商品名　ジャイロキャ
ノピー用カスタムイン
ナーボックス

商品名　ジャイロキャ
ノピー用メッシュイン
ナーバスケット

商品名　ジャイロＸ用
カスタムインナーボッ
クス

商品名　ジャイロＸフ
ロントバスケット

価格￥7800 価格￥6800 価格￥3980 価格￥3980
品番198 品番183 品番061 品番184

商品名　ジャイロＸ用
ウインドウスクリーン

商品名　ジャイロキャ
ノピー用・強化フロン
トサスペンション

商品名　ジャイロ用ナ
ンバー上げブラケット

商品名　ジャイロキャ
ノピー用メッキダブル
ワイパー

価格￥9800 価格￥8600 価格￥2500 価格￥3980
品番188 品番040 品番060 品番035



商品名　ジャイロ用ダ
ミーアンテナ

商品名　ジャイロ用ダ
ミーダクト左右セット
（スモール）

商品名　ダミーダクト
左右セット（メッシュ
タイプ）

商品名　ダミーダクト
左右セット（ロングタ
イプ）

価格￥2380 価格￥1280 価格￥2380 価格￥2500
品番201 品番300 品番259 品番258

商品名　ジャイロX　
ジャイロUP用ハントル
カバー

商品名　ジャイロキャ
ノピー用レッグガード

商品名　ジャイロキャ
ノピー用フロントカー
ル純正タイプ

商品名　ジャイロキャ
ノピー用ウィンドース
クリーン純正タイプ

価格￥2980 価格￥12800 価格￥12800 価格￥9800
品番206 品番367 品番322 品番321

商品名　ジャイロキャ
ノピー用 マルチリフ
レクターヘッドライト

商品名ホンダジャイロ　
シガーソケット＆ＵＳ
ＢソケットＫｉｔ

商品名　ジャイロに汎
用タイプ　LED内蔵ボル
トナンバー灯　2個セッ
ト

商品名　ジャイロキャ
ノピー用ハロゲンライ
トバルブ

価格￥9800 価格￥3980 価格￥2980 価格￥2680
品番325 品番332 品番336 品番318

商品名　ジャイロＸ用
ハロゲンライトバルブ

商品名ジャイロキャノ
ピー・ジャイロX後期
型カスタムオーバーフ
ェンダー

価格￥1480 価格￥12800
品番319 品番366



商品名　TD02 ジャイ
ロＸ用10インチ極太フ
ロントストリートタイ
ヤ

商品名　4ｓｔジャイ
ロ用リヤタイヤセット
130/70-8 42L 2PR TL

商品名　ＴＤ02ジャイ
ロＸ用フロントタイヤ
90/100-10 53J TL

商品名　TA03ジャイロ
キャノピー用フロント
タイヤ100/100-12 62J 
TL

価格￥6980 価格￥12800 価格￥6980 価格￥9800
品番368 品番342 品番341 品番340

商品名　TD02、4ｓｔ
ジャイロX用バッテリ
ー

商品名　TA03、4ｓｔ
ジャイロキャノピー用
バッテリー

価格￥9800 価格￥9800
品番334 品番333

                  用         

商品名　ジャイロキャ
ノピー用デリバリーボ
ックス（ロングタイ
プ）

商品名　ジャイロキャ
ノピー用ワゴンタイプ
デリバリーボックス

商品名　ジャイロキャ
ノピー 用デリバリーＢ
ＯＸトランク

価格￥45800 価格￥24800 価格￥29800

品番203 品番202 品番164




