
YZF-R25、R3のテールデザインにマッチした
パイプワークが魅力のスチールパイプ製マッ
トブラック塗装のリアキャリア。別売のユーロ
トップケース39L+ベースプレートが装着でき
ます。トップケース内最大積載量3kg
（取付0.3h） 
※取付けには、左右サイドカバーに20mmの
穴開け加工が必要です。※穴開けの際、カ
ラーリングによってはグラフィック部分を切り欠
きます。

Q5K-YSK-088-E01
希望小売価格 ¥25,850
（本体価格 ¥23,500）〈D5〉

リアキャリア ユーロトップケース 39L

容量39L、材質PP、BOX単体重量4.0kg、
最大積載量3kg。サイズ：400（長さ）×500
（幅）×360（高さ）。フルフェイスヘルメット1
個収納可能。（取付0.1h）

希望小売価格 ¥27,500
（本体価格 ¥25,000）〈D3〉

Q5K-YSK-069-P01

※ヘルメットの形状＆サイズによっては収納できないものもあります。
※取付けには別売のリアキャリア、ユーロトップケースユニバーサルプレート、ユーロトップケース用キーシリンダーBが必要です。
※本カタログに掲載しているトップケースを使用してください。掲載品以外のトップケースを使用しますと不具合に繋がる可能性があります。

ユーロトップケース
ユニバーサルプレート

希望小売価格 ¥8,250
（本体価格 ￥7,500）〈D3〉

Q5K-YSK-069-P05

同時装着

キーシリンダーB

ユーロトップケース用のキーシリンダーセット
です。キー2個入り。（取付0.1h）
※車両本体のキーと共通使用は出来ません。

希望小売価格 ¥3,190
（本体価格 ￥2,900）〈D3〉

Q5K-YSK-069-P04

同時装着

39L用OPTION

ユーロトップケース
インナーバック

希望小売価格 ¥8,250
（本体価格 ¥7,500）〈D6〉

Q5K-YSK-069-P08 39L用

ユーロトップケースのオプションイン
ナーバックです。

39L用

ユーロトップケースのオプションバックレ
ストです。取り付けにはトップケースに穴
あけが必要です。（取付0.1h）

Q5K-YSK-069-P06 39L用
希望小売価格 ¥7,700
（本体価格 ¥7,000）〈D6〉

ユーロトップケース
バックレスト

OPTION

商品を正しくお使いいただくため、ご使用の前に必ず取り扱いの注意事項をご確認いただき、ご不明な点はお近くのヤマハ販売店、またはワイズギアまでお問い合わせください。

テールカウルに合わせたバー形状のサイド
バッグサポートバー。サイドバッグの使用時に、
リアサイドカバーへの傷つき、フルボトム時の
バッグの巻き込みを防止します。タンデムス
テップへの取付けで簡単に着脱できます。
（取付0.2h）
※別売りのリアキャリア（Q5K-YSK-088-E01）
と同時装着可能です。

Q5K-DAY-Y01-009
希望小売価格 ¥16,500（本体価格 ¥15,000）〈D5〉

サイドバッグサポートバー

社外
品

同時装着 は装着する為に必要なパーツです。 はオプション品です。OPTION

2023年4月現在

ヘルメットのあごひもは
しっかりしめましょう。
乗車時はグローブを装着しましょう。
快適で安全なバイクライフのために。

正しく乗るから、バイクは楽しい。

●メーカー希望小売価格は消費税率10%にもとづく価格です。●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際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。
●商品は予告無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。

〒437-0061 静岡県袋井市久能3001-8
https://www.ysgear.co.jp/

株式会社ワイズギア

ヤマハアラームベーシック（A322）

正規のキー操作以外では点火回路を遮断し、
エンジン始動を防ぎます（イモビライザー機
能）。警戒中に車輌の揺れを検知したときは
大音量の警告音を発生します。（取付0.5h）

90793-67301

希望小売価格 ¥14,080
（本体価格 ¥12,800）〈D3〉

Q5K-YSK-084-U01
希望小売価格 ¥2,200
（本体価格 ¥2,000）〈D3〉

ワイヤーリード同時装着

立体大型ベンチレーション、前後アジャスト
コード、防炎加工を装備した高級タイプ。オ
リジナルスリットにより、大型ロックにも対応。
※装着オプションによっては適合しない場
合があります。

90793-64423
希望小売価格 ¥17,710
（本体価格 ¥16,100）〈G3〉

バイクカバーFタイプ カウルミラー
Q5K-YSK-084-P04 ブルー
Q5K-YSK-084-P05 ブラック
希望小売価格 各¥30,800（本体価格 ¥28,000）〈D3〉

シートバッグ

アッパー部分を樹脂にしたシングルシート風リアバッグ。縮小時は車体に
マッチしたラインでシングルシート風に演出。ポップアップさせることでバッグ
としての積載量を確保。容量は日帰りツーリングに十分の5L。サイズ
（約）：長さ最大340×幅最大250×高さ90mm（取付0.1h）

ブルー ブラック

化学合成油の性能と鉱物油のコストパ
フォーマンスの両方のメリットをバランスよく
組み合わせた部分合成油をベースオイルと
して使用することで走行シーンを問わず安定
した性能を発揮します。
●SAE粘度規格：10W-40 
●油種：部分合成油  ●JASO：MA２

90793-32160  1ℓ
希望小売価格 ¥2,552
（本体価格 ￥2,320）〈F5〉

YAMALUBEスポーツ

100V電源につないでおくだけで、バッテ
リーを最適な状態に保ちます。常にバッテ
リー容量を最適に維持できるトリクル充電機
能やLEDによる充電状況表示機能も搭載。
モーターサイクル配線、防水プラグコード、ワ
ニグチクリップをを付属しています。
※バッテリーキーパー本体は防水仕様ではあ
りません。雨水がかからないところでご使用くだ
さい。

Q5K-YSK-001-Y32
希望小売価格 ¥14,080
（本体価格 ¥12,800）〈D3〉

バッテリーキーパー



Q5K-YSK-120-T02
希望小売価格 ¥11,000（本体価格 ¥10,000）〈D3〉

駐車時の取回しや乗降時のカウリングへの傷つきを抑制するカーボン調のプロテクショングラ
フィックです。車両専用デザイン、設計でRの先進的なイメージを強調し、車体のスピード感のあ
るボディラインに合わせた形状です。フロントカウル左右、テールカウル左右の4枚セットです。
（取付0.３h）

プロテクショングラフィック

コンフォートガードキット YZF-R25/R3 '22～

立体印刷のハニカム模様でグリップ感を演出
しながらも、ニーグリップによるタンクへの傷つき
を防ぐデザイン性と機能性を両立したスタイリッ
シュなプロテクションパッド。Rの先進的なイメー
ジを表現したロゴ入り。センター、L/Rサイドの
3枚セット。（取付0.2h）

Q5K-YSK-120-T01 
希望小売価格 ¥10,450
（本体価格 ¥9,500）〈D3〉

プロテクションパッド

Q5K-YSK-120-J01

クイックシフトキット

素早いシフトアップを可能にするクイックシ
フトキット。アクセルを戻さず、クラッチも切ら
ずにシフトアップができ、公道使用において
も疲労を軽減できます。車体のプレワイヤリ
ングに接続し、装着します。車速20km/hか
つエンジン回転数2000rpm以上で加速
中のみ、クラッチを切らずにシフトアップが
可能です。（取付0.6h）
※～'21モデルには装着できません。
※シフトダウンには対応していません。

希望小売価格 ¥22,000
（本体価格 ¥20,000）〈D3〉

※装着車両は2019年モデルです。※価格は消費税10％を含みます。

車両専用設計のダブルバブル形状のスク
リーンはよりレーシーな印象を車両に与えると
共に防風効果、快適性を高い次元で両立。
街乗りからスポーツ走行まで様々な使用シー
ンで効果を発揮します。
高さ：純正スクリーン比＋50mm（取付0.3h）

Q5K-YSK-120-R01
希望小売価格 ¥15,400
（本体価格 ¥14,000）〈D3〉

スポーツスクリーン

万一のアクシデントによる車両への軽微なダ
メージを軽減しながらも、車体デザインにマッチ
したプロテクター。スタイリッシュなウイング形状
でサイド面にはRロゴ入りのアルミ調グラフィッ
クを採用。（取付0.８h）
※ライダーを保護するものではありません。

Q5K-YSK-120-E01 
希望小売価格 ¥16,500
（本体価格 ¥15,000）〈D3〉

クイックシフトキットとカウリングプロテクターをセットにしたお得なパッケージです。
※～'21モデルにはクイックシフトキットは装着できません。

Q5K-YSK-120-Z01
希望小売価格 ¥36,300（本体価格 ¥33,000）〈D3〉

カウリングプロテクター

株式会社ワイズギア・KYB株式会社 共同開発

希望小売価格 ¥49,500（本体価格¥45,000）〈D5〉

Q5K-YSK-120-F01

希望小売価格 ¥77,000（本体価格 ¥70,000）〈D5〉

Q5K-YSK-084-F03

ワイズギアKYBスペシャルインナーキット ワイズギアKYB  スペシャルサスペンション リア

ハードな走行でも安定した減衰力を発揮する｢上質な乗り心地｣を実現し、好みのセッティングが可能な
YZF-R25/R3・MT-25/03対応のフルアジャスタブルリアサスペンション。（取付1.0h）

伸減衰調整範囲20段（出荷時12段）調整場所 下側ボディ側面 
圧減衰調整範囲20段（出荷時12段）調整場所 サブタンク 
プリロード調整範囲 スプリングセット長 最強123mm～最弱129mm（出荷時127mm） 
（バネ定数160N/mm）無段階ネジ調整式  ※MFJ JP250レギュレーション対応

フロントフォークの「インナーカートリッジ/スプリング/トップ
キャップ」を取り替えるスペシャルインナーキットです。新設
計のインナーカートリッジは、スポーツ走行に適した専用
セッティングを施したもの。左側トップキャップには伸側減衰
力調整機構とプリロード調整機能を備え、市街地走行から
長距離ツーリング、タンデム走行等、様々な使用シーンに対
応可能。トップキャップは精密な切削加工仕上げ。KYBス
ペシャルインナーキットステッカー2枚同梱。（取付1.7h）

●ワイズギアKYBスペシャルサスペンション
YZF-R25/R3・MT-25/03ステッカー各1枚同梱
●タンデム走行、荷物積載にあわせた推奨セッティ
ング表付属

減衰力調整範囲15段（左側）
プリロード調整範囲15mm（左側）
（バネ定数7.4N/mm）
※MFJ JP250レギュレーションは
非対応です。

ワイズギア KYB スペシャルサスペンションSPECIAL SUSPENSION
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Q5K-YSK-120-E01 
¥16,500

カウリングプロテクター

四輪高性能車に装着され定評のある「パフォーマン
スダンパー」の二輪専用版。走行時の車体の変形
及び振動をダンパーで吸収し、乗り心地、ハンドリン
グを向上させます。（取付1.0h）

PERFORMANCE DAMPER
希望小売価格 ￥33,000（本体価格￥30,000）〈D3〉

BS7-211H0-00

パフォーマンスダンパーR3/R25

適合車両 ： YZF-R3/R25 全年式対応

Q5K-YSK-063-Y43
希望小売価格 ¥18,700
（本体価格 ¥17,000）〈D3〉

グリップウォーマー360D

スロットルチューブ一体構造により純正グリッ
プ同等の握りやすさ（太さ）を実現。直径
31.4ｍｍ。走行中に最も冷たさを感じる指先
をしっかり暖める「ヒートスポット」構造を採用。
ムラなく温まるステンレス発熱体採用。電熱
線タイプに比べ高い耐久性。出力の設定は
シンプルなH/M/Lの3段階プッシュ式ボタン。
バッテリー電圧に応じてヒーターの出力を自
動調整。バッテリーが上がりにくい安心設計。
（取付0.9h）
※ハンドルバーへの左グリップ装着時に必要
となるゴム用接着剤は別途ご用意ください。

Q5K-YSK-001-U48
希望小売価格 ¥1,100（本体価格 ¥1,000）〈D3〉

97027-10014
希望小売価格 ¥286（本体価格 ¥260）

※コントローラー用ブラケットの装着に必要です。

ＤＣジャックセットなどの電装オプションを車体
側電源カプラーに接続するためのワイヤー
リード。

ワイヤーリード スポーツ2同時装着

ボルト同時装着

DCジャックセット
Q5K-YSK-001-Y62
希望小売価格 ¥4,950
（本体価格 ¥4,500）〈D3〉

スマートフォンへの充電等、ツーリングや街
乗りに欠かせない１２Ｖ電源出力端子。DC
ジャック対応機器を接続できます。パイプハ
ンドル（22.2径＆インチバーに対応）に装着
するためのブラケット付属。最大2Aまで使
用可能。
※装着する場合はカウリング等に穴開け加工
が必要です。
※電装オプションを装着した場合は、バッテ
リーへの負荷が増えますので、バッテリーが上
がりやすくなります。
※雨天時や洗車時、未使用時はDCジャック
のふたを閉めてください。
※濡れた状態でのご使用は故障の原因となり
ます。

Q5K-YSK-001-U48
希望小売価格 ¥1,100（本体価格 ¥1,000）〈D3〉

メインスイッチに連動して電源を供給します。
（最大５A）

Q5K-YSK-001-U47
希望小売価格 ¥1,100（本体価格 ¥1,000）〈D3〉

ワイヤーリードに接続し、電源供給カプラーを
最大３つ（DCジャック分含む）に増設するワイ
ヤーリード。DCジャック、グリップウォーマー、
ETC等3種類の電装アクセサリーを同時装
着する場合に大変便利です。

ワイヤーリード スポーツ2同時装着

ワイヤーリード 3口分岐OPTION

Q5K-YSK-084-G01 ブルー（DPBMC）
Q5K-YSK-084-G03 レッド（VRC1）

希望小売価格 各¥18,150（本体価格 ¥16,500）〈D3〉

スポーツイメージを高めるウレタンパッド付きのシングルシートカウル。車体のラインと合わせたデザ
インで高い一体感を実現。車体色に合わせた5色展開。（取付0.1h）
※G03は’19モデルの車体カラーのレッドとは異なります。
※G03はWGP60th Anniversaryモデルの車体カラーのレッドとは異なります。
※YZF-R3に装着の場合、乗車定員変更に該当する為、改造申請が必要です

シングルシートカウル

ブルー

レッド

マットグレー

Q5K-YSK-084-G02 ブラック（SMX）
Q5K-YSK-084-G04 マットグレー（MNM3）

精度の高い切削加工を施し、細かな位置調整機能（ねじ式無段階）を
備えたレバーです。フォールディング（可倒式）機能を備え、転倒時レ
バー先端が倒れることで衝撃を吸収し、ホルダーの損傷を軽減します。
アルマイト仕上げ。レバー部にYAMAHAロゴ入り。（取付0.1h）

希望小売価格 ¥8,140（本体価格 ¥7,400）〈D5〉

アジャスタブルクラッチレバー

Q5K-YSK-122-L02 ブルー
Q5K-YSK-122-L04 ブラック

精度の高い切削加工を施し、細かな位置調整機能（ダイヤル式22段
階）を備えたレバーです。フォールディング（可倒式）機能を備え、転倒時
レバー先端が倒れることで衝撃を吸収し、ホルダー及びマスターシリン
ダーの損傷を軽減します。アルマイト仕上げ。レバー部にYAMAHAロゴ
入り。（取付0.1h）

希望小売価格 各¥12,100（本体価格 ¥11,000）〈D5〉

アジャスタブルブレーキレバー

Q5K-YSK-122-L01 ブルー
Q5K-YSK-122-L03 ブラック

Q5K-YSK-084-G05 マットブラック（MBL2）

９個のＬＥＤ素子を内蔵したスリムでスタイリッシュ
なクリアウインカーです。ウインカーリレー交換不
要。保安基準適合品。製品は２個入りです。材
質：ＡＢＳ（本体）（取付：本体工数に準じます。）
※車体側の配線加工が必要です。※リアに取
付する場合ハーネスの延長加工が必要です。
※付属の抵抗は使用しません。

Q5K-YSK-081-X01 ブラック
Q5K-YSK-081-X03 カーボンルック
希望小売価格 各¥9,900
（本体価格 ¥9,000）〈D5〉

LEDウインカー

レーシーなテールデザインをより一層スタイ
リッシュに演出することができるフェンダーレス
キット。ブラックアルマイト仕上げ。「R」のレー
ザー刻印入り。LEDナンバー灯、スリムリフレ
クター付属。2021年10月道路運送車両法
新基準適合品。（取付0.５h）

Q5K-ATV-Y82-286
希望小売価格 ¥19,800
（本体価格 ¥18,000）〈D5〉

フェンダーレスキット

Q5K-YSK-055-E32
希望小売価格 ¥4,290
（本体価格 ¥3,900）〈D3〉

ETC用ポーチ3

ETC車載器をシート下、カウル内に収納する
際に使用する専用ポーチです。緩衝機能を持
たせ、ETC車載器を振動やカウル類との干渉
から保護します。面ファスナーを車両本体に両
面テープで貼り付けて固定します。
※別途アンテナステーと組み合わせてご利
用ください。

※ETC機器の取付けはETC取り扱い店にご用命ください。

Q5K-YSK-055-E21
希望小売価格 ¥2,530
（本体価格 ¥2,300）〈D3〉

アンテナステーカウルマウント

ETC車載器のアンテナをタンクやカウルに固
定する専用ステーです。取付は超強力両面
テープによる貼り付け。角度調整機能付き。
配線類を保護するコルゲートチューブ、配線に
使用するインシュロックを同梱。（取付0.2h）
※別途本体用ポーチと組み合わせてご利用
ください。

装着イメージ装着イメージ



Q5K-YSK-120-T02
希望小売価格 ¥11,000（本体価格 ¥10,000）〈D3〉

駐車時の取回しや乗降時のカウリングへの傷つきを抑制するカーボン調のプロテクショングラ
フィックです。車両専用デザイン、設計でRの先進的なイメージを強調し、車体のスピード感のあ
るボディラインに合わせた形状です。フロントカウル左右、テールカウル左右の4枚セットです。
（取付0.３h）

プロテクショングラフィック

コンフォートガードキット YZF-R25/R3 '22～

立体印刷のハニカム模様でグリップ感を演出
しながらも、ニーグリップによるタンクへの傷つき
を防ぐデザイン性と機能性を両立したスタイリッ
シュなプロテクションパッド。Rの先進的なイメー
ジを表現したロゴ入り。センター、L/Rサイドの
3枚セット。（取付0.2h）

Q5K-YSK-120-T01 
希望小売価格 ¥10,450
（本体価格 ¥9,500）〈D3〉

プロテクションパッド

Q5K-YSK-120-J01

クイックシフトキット

素早いシフトアップを可能にするクイックシ
フトキット。アクセルを戻さず、クラッチも切ら
ずにシフトアップができ、公道使用において
も疲労を軽減できます。車体のプレワイヤリ
ングに接続し、装着します。車速20km/hか
つエンジン回転数2000rpm以上で加速
中のみ、クラッチを切らずにシフトアップが
可能です。（取付0.6h）
※～'21モデルには装着できません。
※シフトダウンには対応していません。

希望小売価格 ¥22,000
（本体価格 ¥20,000）〈D3〉

※装着車両は2019年モデルです。※価格は消費税10％を含みます。

車両専用設計のダブルバブル形状のスク
リーンはよりレーシーな印象を車両に与えると
共に防風効果、快適性を高い次元で両立。
街乗りからスポーツ走行まで様々な使用シー
ンで効果を発揮します。
高さ：純正スクリーン比＋50mm（取付0.3h）

Q5K-YSK-120-R01
希望小売価格 ¥15,400
（本体価格 ¥14,000）〈D3〉

スポーツスクリーン

万一のアクシデントによる車両への軽微なダ
メージを軽減しながらも、車体デザインにマッチ
したプロテクター。スタイリッシュなウイング形状
でサイド面にはRロゴ入りのアルミ調グラフィッ
クを採用。（取付0.８h）
※ライダーを保護するものではありません。

Q5K-YSK-120-E01 
希望小売価格 ¥16,500
（本体価格 ¥15,000）〈D3〉

クイックシフトキットとカウリングプロテクターをセットにしたお得なパッケージです。
※～'21モデルにはクイックシフトキットは装着できません。

Q5K-YSK-120-Z01
希望小売価格 ¥36,300（本体価格 ¥33,000）〈D3〉

カウリングプロテクター

株式会社ワイズギア・KYB株式会社 共同開発

希望小売価格 ¥49,500（本体価格¥45,000）〈D5〉

Q5K-YSK-120-F01

希望小売価格 ¥77,000（本体価格 ¥70,000）〈D5〉

Q5K-YSK-084-F03

ワイズギアKYBスペシャルインナーキット ワイズギアKYB  スペシャルサスペンション リア

ハードな走行でも安定した減衰力を発揮する｢上質な乗り心地｣を実現し、好みのセッティングが可能な
YZF-R25/R3・MT-25/03対応のフルアジャスタブルリアサスペンション。（取付1.0h）

伸減衰調整範囲20段（出荷時12段）調整場所 下側ボディ側面 
圧減衰調整範囲20段（出荷時12段）調整場所 サブタンク 
プリロード調整範囲 スプリングセット長 最強123mm～最弱129mm（出荷時127mm） 
（バネ定数160N/mm）無段階ネジ調整式  ※MFJ JP250レギュレーション対応

フロントフォークの「インナーカートリッジ/スプリング/トップ
キャップ」を取り替えるスペシャルインナーキットです。新設
計のインナーカートリッジは、スポーツ走行に適した専用
セッティングを施したもの。左側トップキャップには伸側減衰
力調整機構とプリロード調整機能を備え、市街地走行から
長距離ツーリング、タンデム走行等、様々な使用シーンに対
応可能。トップキャップは精密な切削加工仕上げ。KYBス
ペシャルインナーキットステッカー2枚同梱。（取付1.7h）

●ワイズギアKYBスペシャルサスペンション
YZF-R25/R3・MT-25/03ステッカー各1枚同梱
●タンデム走行、荷物積載にあわせた推奨セッティ
ング表付属

減衰力調整範囲15段（左側）
プリロード調整範囲15mm（左側）
（バネ定数7.4N/mm）
※MFJ JP250レギュレーションは
非対応です。

ワイズギア KYB スペシャルサスペンションSPECIAL SUSPENSION

 

Q5K-YSK-120-R01
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 ¥11,000

プロテクション
グラフィック

Q5K-YSK-120-F01
¥49,500

ワイズギアKYB
スペシャルインナーキット

Q5K-YSK-120-T01
¥10,450

プロテクションパッド

Q5K-YSK-120-T02
¥11,000

プロテクショングラフィック
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Q5K-YSK-120-E01 
¥16,500

カウリングプロテクター

四輪高性能車に装着され定評のある「パフォーマン
スダンパー」の二輪専用版。走行時の車体の変形
及び振動をダンパーで吸収し、乗り心地、ハンドリン
グを向上させます。（取付1.0h）

PERFORMANCE DAMPER
希望小売価格 ￥33,000（本体価格￥30,000）〈D3〉

BS7-211H0-00

パフォーマンスダンパーR3/R25

適合車両 ： YZF-R3/R25 全年式対応

Q5K-YSK-063-Y43
希望小売価格 ¥18,700
（本体価格 ¥17,000）〈D3〉

グリップウォーマー360D

スロットルチューブ一体構造により純正グリッ
プ同等の握りやすさ（太さ）を実現。直径
31.4ｍｍ。走行中に最も冷たさを感じる指先
をしっかり暖める「ヒートスポット」構造を採用。
ムラなく温まるステンレス発熱体採用。電熱
線タイプに比べ高い耐久性。出力の設定は
シンプルなH/M/Lの3段階プッシュ式ボタン。
バッテリー電圧に応じてヒーターの出力を自
動調整。バッテリーが上がりにくい安心設計。
（取付0.9h）
※ハンドルバーへの左グリップ装着時に必要
となるゴム用接着剤は別途ご用意ください。

Q5K-YSK-001-U48
希望小売価格 ¥1,100（本体価格 ¥1,000）〈D3〉

97027-10014
希望小売価格 ¥286（本体価格 ¥260）

※コントローラー用ブラケットの装着に必要です。

ＤＣジャックセットなどの電装オプションを車体
側電源カプラーに接続するためのワイヤー
リード。

ワイヤーリード スポーツ2同時装着

ボルト同時装着

DCジャックセット
Q5K-YSK-001-Y62
希望小売価格 ¥4,950
（本体価格 ¥4,500）〈D3〉

スマートフォンへの充電等、ツーリングや街
乗りに欠かせない１２Ｖ電源出力端子。DC
ジャック対応機器を接続できます。パイプハ
ンドル（22.2径＆インチバーに対応）に装着
するためのブラケット付属。最大2Aまで使
用可能。
※装着する場合はカウリング等に穴開け加工
が必要です。
※電装オプションを装着した場合は、バッテ
リーへの負荷が増えますので、バッテリーが上
がりやすくなります。
※雨天時や洗車時、未使用時はDCジャック
のふたを閉めてください。
※濡れた状態でのご使用は故障の原因となり
ます。

Q5K-YSK-001-U48
希望小売価格 ¥1,100（本体価格 ¥1,000）〈D3〉

メインスイッチに連動して電源を供給します。
（最大５A）

Q5K-YSK-001-U47
希望小売価格 ¥1,100（本体価格 ¥1,000）〈D3〉

ワイヤーリードに接続し、電源供給カプラーを
最大３つ（DCジャック分含む）に増設するワイ
ヤーリード。DCジャック、グリップウォーマー、
ETC等3種類の電装アクセサリーを同時装
着する場合に大変便利です。

ワイヤーリード スポーツ2同時装着

ワイヤーリード 3口分岐OPTION

Q5K-YSK-084-G01 ブルー（DPBMC）
Q5K-YSK-084-G03 レッド（VRC1）

希望小売価格 各¥18,150（本体価格 ¥16,500）〈D3〉

スポーツイメージを高めるウレタンパッド付きのシングルシートカウル。車体のラインと合わせたデザ
インで高い一体感を実現。車体色に合わせた5色展開。（取付0.1h）
※G03は’19モデルの車体カラーのレッドとは異なります。
※G03はWGP60th Anniversaryモデルの車体カラーのレッドとは異なります。
※YZF-R3に装着の場合、乗車定員変更に該当する為、改造申請が必要です

シングルシートカウル

ブルー

レッド

マットグレー

Q5K-YSK-084-G02 ブラック（SMX）
Q5K-YSK-084-G04 マットグレー（MNM3）

精度の高い切削加工を施し、細かな位置調整機能（ねじ式無段階）を
備えたレバーです。フォールディング（可倒式）機能を備え、転倒時レ
バー先端が倒れることで衝撃を吸収し、ホルダーの損傷を軽減します。
アルマイト仕上げ。レバー部にYAMAHAロゴ入り。（取付0.1h）

希望小売価格 ¥8,140（本体価格 ¥7,400）〈D5〉

アジャスタブルクラッチレバー

Q5K-YSK-122-L02 ブルー
Q5K-YSK-122-L04 ブラック

精度の高い切削加工を施し、細かな位置調整機能（ダイヤル式22段
階）を備えたレバーです。フォールディング（可倒式）機能を備え、転倒時
レバー先端が倒れることで衝撃を吸収し、ホルダー及びマスターシリン
ダーの損傷を軽減します。アルマイト仕上げ。レバー部にYAMAHAロゴ
入り。（取付0.1h）

希望小売価格 各¥12,100（本体価格 ¥11,000）〈D5〉

アジャスタブルブレーキレバー

Q5K-YSK-122-L01 ブルー
Q5K-YSK-122-L03 ブラック

Q5K-YSK-084-G05 マットブラック（MBL2）

９個のＬＥＤ素子を内蔵したスリムでスタイリッシュ
なクリアウインカーです。ウインカーリレー交換不
要。保安基準適合品。製品は２個入りです。材
質：ＡＢＳ（本体）（取付：本体工数に準じます。）
※車体側の配線加工が必要です。※リアに取
付する場合ハーネスの延長加工が必要です。
※付属の抵抗は使用しません。

Q5K-YSK-081-X01 ブラック
Q5K-YSK-081-X03 カーボンルック
希望小売価格 各¥9,900
（本体価格 ¥9,000）〈D5〉

LEDウインカー

レーシーなテールデザインをより一層スタイ
リッシュに演出することができるフェンダーレス
キット。ブラックアルマイト仕上げ。「R」のレー
ザー刻印入り。LEDナンバー灯、スリムリフレ
クター付属。2021年10月道路運送車両法
新基準適合品。（取付0.５h）

Q5K-ATV-Y82-286
希望小売価格 ¥19,800
（本体価格 ¥18,000）〈D5〉

フェンダーレスキット

Q5K-YSK-055-E32
希望小売価格 ¥4,290
（本体価格 ¥3,900）〈D3〉

ETC用ポーチ3

ETC車載器をシート下、カウル内に収納する
際に使用する専用ポーチです。緩衝機能を持
たせ、ETC車載器を振動やカウル類との干渉
から保護します。面ファスナーを車両本体に両
面テープで貼り付けて固定します。
※別途アンテナステーと組み合わせてご利
用ください。

※ETC機器の取付けはETC取り扱い店にご用命ください。

Q5K-YSK-055-E21
希望小売価格 ¥2,530
（本体価格 ¥2,300）〈D3〉

アンテナステーカウルマウント

ETC車載器のアンテナをタンクやカウルに固
定する専用ステーです。取付は超強力両面
テープによる貼り付け。角度調整機能付き。
配線類を保護するコルゲートチューブ、配線に
使用するインシュロックを同梱。（取付0.2h）
※別途本体用ポーチと組み合わせてご利用
ください。

装着イメージ装着イメージ



YZF-R25、R3のテールデザインにマッチした
パイプワークが魅力のスチールパイプ製マッ
トブラック塗装のリアキャリア。別売のユーロ
トップケース39L+ベースプレートが装着でき
ます。トップケース内最大積載量3kg
（取付0.3h） 
※取付けには、左右サイドカバーに20mmの
穴開け加工が必要です。※穴開けの際、カ
ラーリングによってはグラフィック部分を切り欠
きます。

Q5K-YSK-088-E01
希望小売価格 ¥25,850
（本体価格 ¥23,500）〈D5〉

リアキャリア ユーロトップケース 39L

容量39L、材質PP、BOX単体重量4.0kg、
最大積載量3kg。サイズ：400（長さ）×500
（幅）×360（高さ）。フルフェイスヘルメット1
個収納可能。（取付0.1h）

希望小売価格 ¥27,500
（本体価格 ¥25,000）〈D3〉

Q5K-YSK-069-P01

※ヘルメットの形状＆サイズによっては収納できないものもあります。
※取付けには別売のリアキャリア、ユーロトップケースユニバーサルプレート、ユーロトップケース用キーシリンダーBが必要です。
※本カタログに掲載しているトップケースを使用してください。掲載品以外のトップケースを使用しますと不具合に繋がる可能性があります。

ユーロトップケース
ユニバーサルプレート

希望小売価格 ¥8,250
（本体価格 ￥7,500）〈D3〉

Q5K-YSK-069-P05

同時装着

キーシリンダーB

ユーロトップケース用のキーシリンダーセット
です。キー2個入り。（取付0.1h）
※車両本体のキーと共通使用は出来ません。

希望小売価格 ¥3,190
（本体価格 ￥2,900）〈D3〉

Q5K-YSK-069-P04

同時装着

39L用OPTION

ユーロトップケース
インナーバック

希望小売価格 ¥8,250
（本体価格 ¥7,500）〈D6〉

Q5K-YSK-069-P08 39L用

ユーロトップケースのオプションイン
ナーバックです。

39L用

ユーロトップケースのオプションバックレ
ストです。取り付けにはトップケースに穴
あけが必要です。（取付0.1h）

Q5K-YSK-069-P06 39L用
希望小売価格 ¥7,700
（本体価格 ¥7,000）〈D6〉

ユーロトップケース
バックレスト

OPTION

商品を正しくお使いいただくため、ご使用の前に必ず取り扱いの注意事項をご確認いただき、ご不明な点はお近くのヤマハ販売店、またはワイズギアまでお問い合わせください。

テールカウルに合わせたバー形状のサイド
バッグサポートバー。サイドバッグの使用時に、
リアサイドカバーへの傷つき、フルボトム時の
バッグの巻き込みを防止します。タンデムス
テップへの取付けで簡単に着脱できます。
（取付0.2h）
※別売りのリアキャリア（Q5K-YSK-088-E01）
と同時装着可能です。

Q5K-DAY-Y01-009
希望小売価格 ¥16,500（本体価格 ¥15,000）〈D5〉

サイドバッグサポートバー

社外
品

同時装着 は装着する為に必要なパーツです。 はオプション品です。OPTION

2023年4月現在

ヘルメットのあごひもは
しっかりしめましょう。
乗車時はグローブを装着しましょう。
快適で安全なバイクライフのために。

正しく乗るから、バイクは楽しい。

●メーカー希望小売価格は消費税率10%にもとづく価格です。●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際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。
●商品は予告無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。

〒437-0061 静岡県袋井市久能3001-8
https://www.ysgear.co.jp/

株式会社ワイズギア

ヤマハアラームベーシック（A322）

正規のキー操作以外では点火回路を遮断し、
エンジン始動を防ぎます（イモビライザー機
能）。警戒中に車輌の揺れを検知したときは
大音量の警告音を発生します。（取付0.5h）

90793-67301

希望小売価格 ¥14,080
（本体価格 ¥12,800）〈D3〉

Q5K-YSK-084-U01
希望小売価格 ¥2,200
（本体価格 ¥2,000）〈D3〉

ワイヤーリード同時装着

立体大型ベンチレーション、前後アジャスト
コード、防炎加工を装備した高級タイプ。オ
リジナルスリットにより、大型ロックにも対応。
※装着オプションによっては適合しない場
合があります。

90793-64423
希望小売価格 ¥17,710
（本体価格 ¥16,100）〈G3〉

バイクカバーFタイプ カウルミラー
Q5K-YSK-084-P04 ブルー
Q5K-YSK-084-P05 ブラック
希望小売価格 各¥30,800（本体価格 ¥28,000）〈D3〉

シートバッグ

アッパー部分を樹脂にしたシングルシート風リアバッグ。縮小時は車体に
マッチしたラインでシングルシート風に演出。ポップアップさせることでバッグ
としての積載量を確保。容量は日帰りツーリングに十分の5L。サイズ
（約）：長さ最大340×幅最大250×高さ90mm（取付0.1h）

ブルー ブラック

化学合成油の性能と鉱物油のコストパ
フォーマンスの両方のメリットをバランスよく
組み合わせた部分合成油をベースオイルと
して使用することで走行シーンを問わず安定
した性能を発揮します。
●SAE粘度規格：10W-40 
●油種：部分合成油  ●JASO：MA２

90793-32160  1ℓ
希望小売価格 ¥2,552
（本体価格 ￥2,320）〈F5〉

YAMALUBEスポーツ

100V電源につないでおくだけで、バッテ
リーを最適な状態に保ちます。常にバッテ
リー容量を最適に維持できるトリクル充電機
能やLEDによる充電状況表示機能も搭載。
モーターサイクル配線、防水プラグコード、ワ
ニグチクリップをを付属しています。
※バッテリーキーパー本体は防水仕様ではあ
りません。雨水がかからないところでご使用くだ
さい。

Q5K-YSK-001-Y32
希望小売価格 ¥14,080
（本体価格 ¥12,800）〈D3〉

バッテリーキーパー




