
ユーロトップケース 39L

容量39 L、材質PP、BOX単体重量
4.0kg、最大積載量3kg。サイズ：400mm
（長さ）×500mm（幅）×360mm（高さ）。
フルフェイスヘルメット1個収納可能。
（取付0.1h）
※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。※装着には別
売のユーロトップケースユニバーサルプ
レートとキーシリンダーAまたはBとボックス
ステーが必要です。

希望小売価格 ¥27,500
（本体価格 ¥25,000）〈D3〉

Q5K-YSK-069-P01

ユーロトップケース用のユニバーサルプレート
です。ボックスステーにユーロトップケースを
装着する場合に必要です。重量約1.0kg。
（取付0.1h）

希望小売価格 ¥8,250
（本体価格 ¥7,500）〈D3〉

Q5K-YSK-069-P05

ユーロトップケース
ユニバーサルプレート

同時装着

ユーロトップケース 39L
バックレスト

ユーロトップケース 39L
インナーバッグ

ユーロトップケースのオプションインナー
バッグです。

希望小売価格 ¥8,250
（本体価格 ¥7,500）〈D3〉

Q5K-YSK-069-P08 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。（取付0.1h）
※取付けにはトップケースに穴あけが必要
です。

希望小売価格 ¥7,700
 （本体価格 ¥7,000）〈D3〉

Q5K-YSK-069-P06 39L用　

OPTION OPTION

ボックスステー

トップケース装着専用ステー。３９Ｌまでの
ユーロトップケース、ワイズギアリアボック
スを装着可能。材質：スチール
（取付0.2h）
※取付けにはテールカバーに穴あけが必
要です。※バックレスト、ミニキャリアとの
同時装着はできません。

希望小売価格 ¥6,600
（本体価格 ￥6,000）〈D3〉

Q5K-YSK-082-E01

車体本体のメインキーでユーロトップ
ケースの開閉及び取り外しができるキー
シリンダーです。キーシリンダーのタンブ
ラーを車両メインキーと合わせる作業が
必要となります。（取付0.2h）

希望小売価格 ¥4,950
（本体価格 ¥4,500）〈D3〉

Q5K-YSK-069-P03

キーシリンダーA（ワンキータイプ）

同時装着

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

キーシリンダーB

または

同時装着

本体のメインキーで開閉するための
キーシリンダーです。

トップケースの開閉だけをする
キーシリンダーです。

同時装着

E37リアボックス

容量３９L、専用ワンタッチステープレート、ソフト
パッド付属。材質PP、BOX単体重量3.8kg。最
大積載量３ｋｇ。サイズ：415mm（長さ）×480mm
（幅）×325mm（高さ）。
※ソフトパッドを取付ける場合、ボックスに穴あけ加工
が必要です。※別売りのボックスステーが必要です。

希望小売価格 ¥23,100（本体価格 ¥21,000）〈D3〉

Q5K-YSK-045-001

リアボックス E300NY

ワンタッチステープレート付き。フルフェイスヘルメッ
ト1個収納可能（ヘルメットによっては収納できない
ものもあります）容量：30 L、BOX単体重量：
2.8kg。最大積載量３ｋｇ。サイズ：400mm（長さ）
×410mm（幅）×300mm（高さ）。
※別売りのボックスステーが必要です。

希望小売価格 ¥13,750（本体価格 ¥12,500）〈D3〉

Q5K-YSK-001-P48

※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39L、E３７リアボックス、E300NYリアボックス取付けに必要です。

メーターバイザー

スポーツイメージを高めるデザインでメーター
周りをスタイリッシュに演出。材質：２.５ｍｍＰＣ
カラー：スモーク（透過率３０％）（取付0.1h）
※在庫無くなり次第販売終了致します。

希望小売価格 ¥11,000
（本体価格 ￥10,000）〈D3〉

Q5K-YSK-082-R02

ナックルバイザー

ライディングの快適性を向上させるナックル
バイザー。走行中手元にあたる風や雨を軽
減し、毎日のライディングを快適にサポートし
ます。左右2点セット。（取付0.3h）

希望小売価格 ¥14,300
（本体価格 ￥13,000）〈D5〉

Q5K-YSK-082-R12

ハイスクリーン タイプ2

モダンなシティコミューターであるトリシティを
さらに快適に。日本の走行環境にマッチし
たハイスクリーン。ＳＴＤ比：高さ最大+200mm、
スクリーン上端部幅+100mm 材質：3.0ｍｍ
ＰＣ サイズ：高さ54０mm×幅４２０ｍｍ
ナックルバイザーとの同時装着可（取付0.2h）

希望小売価格 ¥31,350
（本体価格 ￥28,500）〈D3〉

Q5K-YSK-082-R04

シートカバー

TR IC ITY155をよりスマートに演出する
ブラック/グレーのツートンカラーのシート
カバー。材質：ＰＶＣ。前端面にＹＡＭＡＨＡ
ホットプレスロゴ。（取付0.1h）

希望小売価格 ¥5,940
（本体価格 ￥5,400）〈D3〉

90793-63180

シートインナーケース

登録書類などの収納に便利なシート裏面に装
着するインナーケース。マジックテープ（粘着
タイプ）で簡単に装着できます。（取付0.1h）
※収納したヘルメットに干渉する場合があり
ます。※取説、整備手帳は入りません。

希望小売価格 ¥3,080
（本体価格 ￥2,800）〈D3〉

Q5K-YSK-001-P76

ミニキャリア

荷物を固定するフックつきのミニキャリア。
最大積載量３ｋｇ。サイズ：左右３００ｍｍ×前
後１８０ｍｍ。（取付0.2h）
※リアボックスの取付けはできません。※
テールカバーに穴あけが必要です。※バックレ
スト、ボックスステー同時装着不可です。

希望小売価格 ¥9,900
（本体価格 ￥9,000）〈D3〉

Q5K-YSK-082-E02



※価格は消費税10％を含みます。
※画像は125ccモデルです。
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※同時装着できないパーツ等がございますので購入時に必ずご確認下さい。
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。

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

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

90793-64434  標準車用

専用設計のFタイプバイクカバー。ハンドル
ロック対応立体裁断。充実装備の防炎・
ベンチレーション仕様です。
※タンデムバックレスト装着車は標準タイプで
対応可能です。※装着オプションによっては
適合しない場合があります。※ハイスクリー
ン・リアボックス装着車用はハイスクリーン、
ユーロトップケース３９L、またE37リアボッ
クスを取付けた車両を基準としております。

バイクカバー Fタイプ

希望小売価格 ¥18,920（本体価格 ￥17,200）〈G3〉

90793-64435
ハイスクリーン・リアボックス取付車用
希望小売価格 ¥22,000（本体価格 ￥20,000）〈G3〉

バイクカバー Fタイプアンテナステーミラーマウント

ETC車載器のアンテナをミラー取付け部を使
用して固定します。ネジ径10mmに適合。角
度調整可能。配線保護用コルゲートチューブ、
インシュロック同梱。別売のETC用ポーチと組
み合わせてご利用ください。（取付0.2h）

希望小売価格 ¥1,320（本体価格 ¥1,200）〈D3〉

Q5K-YSK-055-E13

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。緩衝材機能を
持たせ、ETC車載器を振動やカウル類との緩
衝から保護します。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。
（取付0.1h）
※別途アンテナステーと組み合わせてご利用く
ださい。

希望小売価格 ¥3,410（本体価格 ¥3,100）〈D3〉

Q5K-YSK-055-E32 トリシティ専用

車両保管中につないでおくだけで常にバッ
テリーを最適な状態に維持できます。LED
による充電状態表示機能。車両側防水コ
ネクトセット同梱。
※バッテリー上がりの充電には使用できません。
※バッテリーキーパー本体は防水仕様では
ありません。雨水の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

ワイヤーリードビッグスクーター3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。

グリップウォーマー360 C

冬季の快適性と握りやすさを追求！車両の
配線を加工せずスマートに取り付けが可能
なヤマハ車専用設計。（取付0.5h）
※別途ワイヤーリードが必要です。

希望小売価格 ¥18,700
（本体価格 ¥17,000）〈D3〉

Q5K-YSK-063-Y42

ワイヤーリード ビッグスクーター3同時装着

Q5K-YSK-001-U54
希望小売価格 ¥1,100（本体価格 ¥1,000）〈D3〉

ワイヤーリード3口分岐OPTION

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

ヤマルーブ ブルーバージョン
For スクーター

高回転かつ高温で運転される二輪車エンジ
ン特有の要求性能に合わせて開発された
部分合成ベースオイルに、摩擦低減剤を多
く配合した4サイクルスクーター向けエンジン
オイルです。摩擦低減剤の作用により、アイ
ドリング安定性・省燃費・出力向上などの効
果が期待できます。
SAE粘度規格：10W-40
油種：部分合成油　JASO：MB

90793-32157 1ℓ
希望小売価格 ¥2,552
（本体価格 ¥2,320）〈F8〉

ETC機器の取付はETC取扱店にご用命ください。

USBソケット

5V/2.0A電源が取り出せるUSBソケットで
す。（type-A）スマホの充電等に使用でき、
使用しない時はゴムキャップによりUSBソ
ケットをカバーします。（取付0.5h）
※取付には別途ワイヤーリードUSBソケット
が必要です。※Tricity155にUSBソケット
を装着する場合は標準装備のDCジャックを
取り外す必要があります。

希望小売価格 ¥4,400
（本体価格 ¥4,000）〈D5〉

Q5K-YSK-105-Y01

装着イメージ装着イメージ

ワイヤーリード USBソケット同時装着

希望小売価格 ¥1,100（本体価格 ¥1,000）〈D3〉

Q5K-YSK-001-U59

アクセサリーを
ワイズギアHPでチェック

※画像は試作車両のため、生産仕
様と細部が異なる場合があります。


