
Q5K-YSK-001-Y33

バッテリーキーパーⅡ

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。水滴や埃に
も強い（完全防水ではありません）、小型軽
量モデル。デジタルスイッチング回路搭載。
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付属して
います。

希望小売価格 ¥20,900
（本体価格 ¥19,000）〈D3〉

バイクカバーEタイプ 2L

ぴったりフィットでとても使いやすいバイク
カバー。のぞかれにくい深いかぶりとスソ絞
り。前後にロック用の大型スリットがついて
るので盗難抑止対策に最適。ハンドルロッ
ク状態（左側）に合わせた立体裁断。風を
巻き込みにくいスソ絞りタイプなのでぴっ
たりフィット。
※装着オプションによっては適合しない場
合があります。※トップケース装着車には適
合しません。

希望小売価格 ¥11,330
（本体価格 ¥10,300）〈E4〉

90793-64398

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。
※取付けには別売のワイヤーリードスポーツ
2が必要です。

DCジャックセット

希望小売価格 ¥4,950（本体価格 ¥4,500）〈D3〉

Q5K-YSK-001-Y62

※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。

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（MAX2A）。
※グリップヒーターの電源供給には使用で
きません。※電装オプションを装着した場合
は、バッテリーへの負担が増えますので、バッ
テリーが上がりやすくなります。

ワイヤーリード スポーツ2

希望小売価格 ¥1,100（本体価格 ¥1,000）〈D3〉

Q5K-YSK-001-U48

希望小売価格 ¥1,100（本体価格 ¥1,000）〈D3〉

Q5K-YSK-001-U47

ワイヤーリードスポーツ2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、ナビ、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。

同時装着

OPTION ワイヤーリード 3口分岐

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

業界最高の防水性能IP66／IP67を実現。
振動が気になる二輪専用にフルシールド・ハウ
ジング機構を開発、振動による読取ミスを回避。
また、新開発の大型シールドロックを採用、グ
ローブをしたままでの開閉しやすさを実現。二
輪車でのハンドル周りのスペースを考慮し、
ETCとGPSアンテナを一体型にし、小型化を
実現。高輝度LEDインジケータで、ETC2.0
情報と車載器の動作状態を表示。また、ETC
インジケーター表示機能も備えている。

希望小売価格 ¥26,180
（本体価格 ¥23,800）

QQ1-JRM-001-001

※ETC車載器は、二輪車ＥＴＣ車載器取扱
店のみでの取り扱いとなります。※二輪車用
ETC車載器アンテナ分離型JRM-21を装着
し、車両に装備されているETCコネクターに接
続すると、メーター内のETCインジケーター表
示機能を使用できます。

二輪車用ETC車載器
アンテナ分離型 JRM-21（ETC2.0）

標準グリップと同等のサイズを維持しながら
全周360°の加熱が可能です。車両スイッチ
でON/OFFの切り替えと10段階の温度調
節が可能。作動状況はメーターディスプレイ
で確認できます。（取付0.5h）
※Q5K-YSK-128-Y02はナックルガード
（Q5K-YSK-127-R03）との同時装着はで
きません。

グリップウォーマー

希望小売価格 各¥27,500
（本体価格 ¥25,000）〈D5〉

Q5K-YSK-127-Y01 STD車両適合
Q5K-YSK-128-Y02 SP車両適合

2022年6月現在

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
※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

P E R F O R M A N C E  D A M P E R

バイクカバーFタイプ 2L

エアベンチレーション、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。リアキャ
リア、ソフトサイドケース装着車適合。
※トップケース装着車には適合しません。
※装着オプションによっては適合しない場合
があります。

希望小売価格 ¥17,710
（本体価格 ¥16,100）〈G3〉

90793-64373 Q5K-YSK-001-T92 クローム
Q5K-YSK-001-T94 レッド
Q5K-YSK-001-T95 ブルー

幅6mm、18枚入り。17インチホイールに片
側4枚使用（1台分16枚、予備2枚）〈適合ホ
イール〉12インチ～19インチ。伸びて曲がる
素材で貼り付け簡単。薄いフィルムを使用し
ておりますので、貼り付け後にはまるで塗装し
たかの様な仕上がりです。ステッカーが完全
に固着するまでは走行はお控え下さい。
※在庫無くなり次第販売を終了いたします。

希望小売価格 各¥4,180
（本体価格 ¥3,800）〈D3〉

リムライングラフィック メタルクローム

※装着イメージ

ETCポーチ3

ETC車載器をシート下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車載器を振動や車体との干渉から保護
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。

希望小売価格 ¥3,410
（本体価格 ¥3,100）〈D3〉

Q5K-YSK-055-E32 JRM-11/21対応

大排気量モデルでの夏場の渋滞運転など
エンジンには過酷な状況に強いオイル。高
温高負荷状況下で蒸発が少なく、高い油
膜保持性能を発揮します。
●SAE粘度規格：10W-40 
●油種：化学合成油  ●JASO：MA２

90793-32161  1ℓ
希望小売価格 ¥2,827
（本体価格 ￥2,570）〈F5〉

YAMALUBEプレミアムシンセティック

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0.3h）

パフォーマンスダンパー TRACER9GT/MT-09

適合車両 ： MT-09（2021～）、TRACER9 GT
希望小売価格 ￥39,600（本体価格￥36,000）〈D3〉

B7N-211H0-00

YAMALUBE  RS4GP

レースで培われた技術を高次元でフィード
バック。低摩擦特性・高い油膜保持性によ
り、優れたスロットルレスポンスとシフトフィー
リングを長時間安定して発揮します。ハイパ
フォーマンスモデルに最適のオイルです。
●SAE粘度規格：10W-40 
●油種：化学合成油  ●JASO：MA2

90793-32155  1ℓ缶
希望小売価格 ¥3,872
（本体価格 ￥3,520）〈F8〉

アクセサリーを
ワイズギアHPでチェック

※誌面に掲載されている画像は試作車両になります。



※価格は消費税10％を含みます。

※必ず掲載のリアボックスを使用して下さい。掲載品以外のリアボック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 50L

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）mm。
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 ¥25,300 （本体価格 ¥23,000）〈D3〉

Q5K-YSK-069-P01

容量50L、材質PP、BOX単体重量4.5kg、最大積載量
5kg。サイズ：460（長さ）×617（幅）×375（高さ）mm。
フルフェイスヘルメット2個収納可能。（取付0.1h）

希望小売価格 ¥36,300（本体価格 ¥33,000）〈D3〉

Q5K-YSK-069-P02

※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
ケース用キーシリンダーAまたはBが必要です。

39L用OPTION

50L用OPTION

ユーロトップケース
インナーバック

希望小売価格 ¥7,590
（本体価格 ¥6,900）〈D3〉

Q5K-YSK-069-P08 39L用

希望小売価格 ¥9,460
（本体価格 ¥8,600）〈D3〉

Q5K-YSK-069-P09 50L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

50L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 ¥6,820
（本体価格 ¥6,200）〈D3〉

Q5K-YSK-069-P07 50L用
希望小売価格 ¥7,700
（本体価格 ¥7,000）〈D3〉

ユーロトップケース
バックレスト

OPTION

OPTION

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。

キーシリンダーB

希望小売価格 ¥3,190（本体価格 ￥2,900）〈D3〉

Q5K-YSK-069-P04

同時装着
または

 

エンジンプロテクター

希望小売価格 ¥28,600（本体価格 ¥26,000）〈D5〉

Q5K-YSK-127-E03

ラジエターカバー

希望小売価格 ¥18,700（本体価格 ¥17,000）〈D5〉

Q5K-YSK-127-E05

ソフトサイドバッグステー

希望小売価格 ¥15,400（本体価格 ¥14,000）〈D5〉

Q5K-YSK-127-P01

トランクマウントプレート

希望小売価格 ¥18,700（本体価格 ¥17,000）〈D5〉

Q5K-YSK-127-E01

リアキャリアベース

希望小売価格 ¥22,000（本体価格 ¥20,000）〈D5〉

Q5K-YSK-127-E02

サイドプロテクター

万一のアクシデント時に車体を保護するサイド
プロテクター。外観にもこだわり、車体をより魅
力的に演出することができます。左右のアーム
部に8mm径の孔が2か所あり、アクションカメラ
等の汎用アクセサリーを装着することができます。
（取付0.4h）
※ライダーを保護するものではありません。

希望小売価格 ¥35,200（本体価格 ¥32,000）〈D5〉

Q5K-YSK-127-E04

コンフォートシート

長距離走行時の快適性を追求するためシー
トウレタン形状を最適化。表皮にもこだわり、
ニーグリップ面は操作性の高いレザー、シート
面は高品質のスエード風レザーを採用し機能
性と高級感を演出しています。シート表皮に
MT-09ロゴ入り。
（取付0.1h）

希望小売価格 ¥33,000（本体価格 ¥30,000）〈D5〉

Q5K-YSK-127-G01

フライスクリーン

効果的にウインドプロテクション性能を発揮
する形状とスリットを組み合わせ、機能美を追
求したフライスクリーン。シャープなフロントま
わりのスタイリングをより引き立てるデザイン
です。右端部にMT-09ロゴ配置。材質：ポリ
カーボネート カラー：ダークスモーク（透過率
7-10％）（取付0.2ｈ）
※画像は開発時のものになります。実際の
商品とは一部異なります。

希望小売価格 ¥17,600（本体価格 ¥16,000）〈D5〉

Q5K-YSK-127-R01

ミドルスクリーン

ダブルバブル形状を採用しスポーティな車両
イメージを演出しながら高い防風効果を発揮
します。高強度樹脂素材を採用したステー中
央部にMT-09ロゴを配置しています。材質：
ポリカーボネート（ハードコート） カラー：クリア
（透過率70％以上）（取付0.3ｈ）

希望小売価格 ¥23,100（本体価格 ¥21,000）〈D5〉

Q5K-YSK-127-R02

メンテナンススタンド リア ロングセット

軽い力でリアタイヤを持ち上げられ、車体を
垂直に立てた状態で車両のメンテナンスを
安全に行えます。左右V受け付属。V受け部
分は幅調節が可能。カラーはクリア塗装（溶
接時の焼け色はあえて残しています）
※使用時には別売のスイングアームスプール
が必要です。※高さは固定式（17インチ車
専用）

希望小売価格 ¥17,600（本体価格 ¥16,000）〈D5〉

Q5K-YSK-001-H23

ユーロテイストの大型タンクバッグです。すば
やく簡単に着脱ができるquick-lockシステ
ムを採用、付属ベルトで肩掛けできます。
容量１６Ｌ→２２Ｌ拡張機能、マップホルダー装
備、レインカバー付属。長さ410×幅310×
高さ250ｍｍ （取付0.2h）
※最大積載重量３ｋｇ。※取り付けには別売
のタンクバッグマウントリングが必要です。※ナ
ビステーを使用したナビとの同時装着は干渉
する為できません。

希望小売価格 ¥25,300（本体価格 ¥23,000 ）〈D5〉

Q5K-YSK-081-P03

タンクバッグ ツアー LEDウインカー

9個のＬＥＤ素子を内蔵したスリムでスタイリッ
シュなデザインのクリアウインカーです。ボディ
カラーはブラック、カーボンルックの2タイプ。
ウインカーリレー交換不要で取り付けできます。
保安基準適合。製品は2個入りです。本体材
質：ＡＢＳ（取付：本体工数に準じます。）
※車両側の配線加工が必要です。※１台分 
２セット必要です。※付属の抵抗は使用しません。

希望小売価格 各¥8,800（本体価格 ¥8,000）〈D5〉

Q5K-YSK-081-X01 ブラック
Q5K-YSK-081-X03 カーボンルック

3気筒をイメージした3爪形状で最も損傷を受
けやすいクランクケース周りを保護。アルミ素
材にスピンドルパターンを施し、車両コンセプ
トの機能的な美しさをより引き立てます。
MT-09ロゴ入り。材質：ポリエチレン、アルミ
ニウム
（取付0.4h）

ナックルガード

希望小売価格 ¥33,000（本体価格 ¥30,000）〈D5〉

Q5K-YSK-127-R03

車両デザインとマッチしたデザインのナックル
ガード。ハンドル周りをスタイリッシュに演出。
ウィンドディフレクター形状でライダーの手元
に当たる走行風を低減します。（取付0.4h）
※グリップウォーマー（Q5K-YSK-128-Y02）
との同時装着はできません。

ラジエターを走行中の小石等による損傷から
保護します。軽量・高強度なアルミ素材に耐
久性を向上させるコーティングが施されていま
す。MT-09ロゴ入り
（取付0.3h）

別売りのソフトサイドバッグ装着用ステー。
バッグを使用しないときはサポートバーを簡単
に取外すことができます。
（取付0.4h）

ソフトサイドバッグ

希望小売価格 ¥29,700（本体価格 ¥27,000）〈D5〉

Q5K-YSK-081-P01

デザインにこだわったシンプルで機能的なサイ
ドバッグです。１４／２１Ｌ（片側）容量可変、小
ポケット、防水インナーバッグ装備。長さ４４０ｍ
ｍ×幅１６０ｍｍ×高さ３１０ｍｍ（１４Ｌ時／片
側）　最大積載量５ｋｇ（片側）（取付0.1h）
※取付けには別売りのソフトサイドバッグス
テーが必要です。

リアキャリアベースと組合せてユーロトップ
ケース39L、50Lを直接装着ができます。材
質：アルミニウム カラー：マットブラック 最大
積載量：通常荷物5Kg 推奨リアボックス使
用時は各ボックスの許容重量まで可能。
（取付0.1h）

トランクマウントプレートと組合せてユーロトッ
プケース39L、50Lを直接装着できます。車
両イメージにマッチする軽量、コンパクトなデ
ザインを実現。
材質：アルミニウム　カラー：マットブラック
（取付0.2h）

希望小売価格 ¥236,500（本体価格 ¥215,000）〈D5〉

Q5K-YSK-133-B01

アクラポビッチ社製の高品質なMT-09用フルエキゾーストマフラー。
MT-09の車体にマッチしたスポーティーさを強調するデザイン。サイレン
サーは高品質なチタン製で専用のアクラポビッチ社ロゴと車両モデル名の
レーザー刻印入り。（工数0.6h）

プロテクションパッド

希望小売価格 ¥9,900（本体価格 ¥9,000）〈D3〉

Q5K-YSK-127-T01

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。センター部に3枚、
L/Rサイド部各1枚の計5枚
（取付0.2h）

タンクバッグマウントリング

タンクバッグツアーを装着する際に必要なマ
ウントです。quick-lockシステムですばやく
簡単に着脱ができます。（取付0.2h）

希望小売価格 ¥3,850（本体価格 ¥3,500）〈D5〉

Q5K-YSK-081-P05

同時装着 同時装着 同時装着

ヤマハモーターヨーロッパで企画された堅牢な作りとシャープなデザインが魅力のトップケース。EURO TOPCASE

Q5K-YSK-127-E04
¥35,200

サイドプロテクター

Q5K-YSK-127-R01
¥17,600

フライスクリーン

Q5K-YSK-127-E01
¥18,700

トランクマウントプレート Q5K-YSK-127-R03
¥33,000

ナックルガード

B7N-211H0-00
¥39,600

パフォーマンスダンパー
MT-09

Q5K-YSK-127-E03
¥28,600

エンジンプロテクター

¥33,000

コンフォートシート
Q5K-YSK-127-G01

¥9,900

プロテクションパッド
Q5K-YSK-127-T01

Q5K-YSK-081-X01
¥8,800

LEDウインカー

Q5K-ATV-Y82-285
¥36,300

フェンダーレスキット

メッキプラグセット（10コ入り）

希望小売価格 ¥770（本体価格 ¥700）〈D3〉

Q5K-YSK-001-T23（6mm）

ボルト頭部にレンチを差し込む六角穴がある
ソケットボルトの装飾キャップ。10個セット。
六角穴の二面幅サイズに合わせて取付くだ
さい。ABS樹脂＋クロームメッキ仕上げ。

希望小売価格 ¥880（本体価格 ¥800）〈D3〉

Q5K-YSK-001-T24（8mm）

Q5K-YSK-084-T13 シルバー　Q5K-YSK-084-T15 ゴールド

スイングアームスプール

フック式レーシングスタンドを利用する為のアルミビレットのスプール。他ビレットアイテムと連
動したデザイン。4色展開し、他ビレットアイテムと組み合わせることで個性を演出。２個セット
（取付０．１ｈ）※在庫無くなり次第販売を終了いたします。

希望小売価格 各¥4,950（本体価格 ¥4,500）〈D3〉

※装着イメージ※装着イメージ ゴールド

シルバー

フェンダーレスキット

希望小売価格 ¥36,300（本体価格 ¥33,000）〈D5〉

Q5K-ATV-Y82-285

シャープなテールデザインをよりスタイリッシュ
に演出するフェンダーレスキット。高品質なア
ルミを使用したステー両側面にMT-09ロゴを
配置。LEDライセンスライト、スリムリフレク
ター付属。
（取付1.2h） ●仕様／フルエキゾーストマフラー、JMCA認証

●材質／サイレンサー：チタン、エンドキャップ：カーボン、
　　　　エキゾーストパイプ：ステンレス
●適合車両年式/2021～
※TRACER9GTには装着できません。

アクラポビッチ フルエキゾーストマフラー



※価格は消費税10％を含みます。

※必ず掲載のリアボックスを使用して下さい。掲載品以外のリアボック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 50L

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）mm。
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 ¥25,300 （本体価格 ¥23,000）〈D3〉

Q5K-YSK-069-P01

容量50L、材質PP、BOX単体重量4.5kg、最大積載量
5kg。サイズ：460（長さ）×617（幅）×375（高さ）mm。
フルフェイスヘルメット2個収納可能。（取付0.1h）

希望小売価格 ¥36,300（本体価格 ¥33,000）〈D3〉

Q5K-YSK-069-P02

※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
ケース用キーシリンダーAまたはBが必要です。

39L用OPTION

50L用OPTION

ユーロトップケース
インナーバック

希望小売価格 ¥7,590
（本体価格 ¥6,900）〈D3〉

Q5K-YSK-069-P08 39L用

希望小売価格 ¥9,460
（本体価格 ¥8,600）〈D3〉

Q5K-YSK-069-P09 50L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

50L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 ¥6,820
（本体価格 ¥6,200）〈D3〉

Q5K-YSK-069-P07 50L用
希望小売価格 ¥7,700
（本体価格 ¥7,000）〈D3〉

ユーロトップケース
バックレスト

OPTION

OPTION

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。

キーシリンダーB

希望小売価格 ¥3,190（本体価格 ￥2,900）〈D3〉

Q5K-YSK-069-P04

同時装着
または

 

エンジンプロテクター

希望小売価格 ¥28,600（本体価格 ¥26,000）〈D5〉

Q5K-YSK-127-E03

ラジエターカバー

希望小売価格 ¥18,700（本体価格 ¥17,000）〈D5〉

Q5K-YSK-127-E05

ソフトサイドバッグステー

希望小売価格 ¥15,400（本体価格 ¥14,000）〈D5〉

Q5K-YSK-127-P01

トランクマウントプレート

希望小売価格 ¥18,700（本体価格 ¥17,000）〈D5〉

Q5K-YSK-127-E01

リアキャリアベース

希望小売価格 ¥22,000（本体価格 ¥20,000）〈D5〉

Q5K-YSK-127-E02

サイドプロテクター

万一のアクシデント時に車体を保護するサイド
プロテクター。外観にもこだわり、車体をより魅
力的に演出することができます。左右のアーム
部に8mm径の孔が2か所あり、アクションカメラ
等の汎用アクセサリーを装着することができます。
（取付0.4h）
※ライダーを保護するものではありません。

希望小売価格 ¥35,200（本体価格 ¥32,000）〈D5〉

Q5K-YSK-127-E04

コンフォートシート

長距離走行時の快適性を追求するためシー
トウレタン形状を最適化。表皮にもこだわり、
ニーグリップ面は操作性の高いレザー、シート
面は高品質のスエード風レザーを採用し機能
性と高級感を演出しています。シート表皮に
MT-09ロゴ入り。
（取付0.1h）

希望小売価格 ¥33,000（本体価格 ¥30,000）〈D5〉

Q5K-YSK-127-G01

フライスクリーン

効果的にウインドプロテクション性能を発揮
する形状とスリットを組み合わせ、機能美を追
求したフライスクリーン。シャープなフロントま
わりのスタイリングをより引き立てるデザイン
です。右端部にMT-09ロゴ配置。材質：ポリ
カーボネート カラー：ダークスモーク（透過率
7-10％）（取付0.2ｈ）
※画像は開発時のものになります。実際の
商品とは一部異なります。

希望小売価格 ¥17,600（本体価格 ¥16,000）〈D5〉

Q5K-YSK-127-R01

ミドルスクリーン

ダブルバブル形状を採用しスポーティな車両
イメージを演出しながら高い防風効果を発揮
します。高強度樹脂素材を採用したステー中
央部にMT-09ロゴを配置しています。材質：
ポリカーボネート（ハードコート） カラー：クリア
（透過率70％以上）（取付0.3ｈ）

希望小売価格 ¥23,100（本体価格 ¥21,000）〈D5〉

Q5K-YSK-127-R02

メンテナンススタンド リア ロングセット

軽い力でリアタイヤを持ち上げられ、車体を
垂直に立てた状態で車両のメンテナンスを
安全に行えます。左右V受け付属。V受け部
分は幅調節が可能。カラーはクリア塗装（溶
接時の焼け色はあえて残しています）
※使用時には別売のスイングアームスプール
が必要です。※高さは固定式（17インチ車
専用）

希望小売価格 ¥17,600（本体価格 ¥16,000）〈D5〉

Q5K-YSK-001-H23

ユーロテイストの大型タンクバッグです。すば
やく簡単に着脱ができるquick-lockシステ
ムを採用、付属ベルトで肩掛けできます。
容量１６Ｌ→２２Ｌ拡張機能、マップホルダー装
備、レインカバー付属。長さ410×幅310×
高さ250ｍｍ （取付0.2h）
※最大積載重量３ｋｇ。※取り付けには別売
のタンクバッグマウントリングが必要です。※ナ
ビステーを使用したナビとの同時装着は干渉
する為できません。

希望小売価格 ¥25,300（本体価格 ¥23,000 ）〈D5〉

Q5K-YSK-081-P03

タンクバッグ ツアー LEDウインカー

9個のＬＥＤ素子を内蔵したスリムでスタイリッ
シュなデザインのクリアウインカーです。ボディ
カラーはブラック、カーボンルックの2タイプ。
ウインカーリレー交換不要で取り付けできます。
保安基準適合。製品は2個入りです。本体材
質：ＡＢＳ（取付：本体工数に準じます。）
※車両側の配線加工が必要です。※１台分 
２セット必要です。※付属の抵抗は使用しません。

希望小売価格 各¥8,800（本体価格 ¥8,000）〈D5〉

Q5K-YSK-081-X01 ブラック
Q5K-YSK-081-X03 カーボンルック

3気筒をイメージした3爪形状で最も損傷を受
けやすいクランクケース周りを保護。アルミ素
材にスピンドルパターンを施し、車両コンセプ
トの機能的な美しさをより引き立てます。
MT-09ロゴ入り。材質：ポリエチレン、アルミ
ニウム
（取付0.4h）

ナックルガード

希望小売価格 ¥33,000（本体価格 ¥30,000）〈D5〉

Q5K-YSK-127-R03

車両デザインとマッチしたデザインのナックル
ガード。ハンドル周りをスタイリッシュに演出。
ウィンドディフレクター形状でライダーの手元
に当たる走行風を低減します。（取付0.4h）
※グリップウォーマー（Q5K-YSK-128-Y02）
との同時装着はできません。

ラジエターを走行中の小石等による損傷から
保護します。軽量・高強度なアルミ素材に耐
久性を向上させるコーティングが施されていま
す。MT-09ロゴ入り
（取付0.3h）

別売りのソフトサイドバッグ装着用ステー。
バッグを使用しないときはサポートバーを簡単
に取外すことができます。
（取付0.4h）

ソフトサイドバッグ

希望小売価格 ¥29,700（本体価格 ¥27,000）〈D5〉

Q5K-YSK-081-P01

デザインにこだわったシンプルで機能的なサイ
ドバッグです。１４／２１Ｌ（片側）容量可変、小
ポケット、防水インナーバッグ装備。長さ４４０ｍ
ｍ×幅１６０ｍｍ×高さ３１０ｍｍ（１４Ｌ時／片
側）　最大積載量５ｋｇ（片側）（取付0.1h）
※取付けには別売りのソフトサイドバッグス
テーが必要です。

リアキャリアベースと組合せてユーロトップ
ケース39L、50Lを直接装着ができます。材
質：アルミニウム カラー：マットブラック 最大
積載量：通常荷物5Kg 推奨リアボックス使
用時は各ボックスの許容重量まで可能。
（取付0.1h）

トランクマウントプレートと組合せてユーロトッ
プケース39L、50Lを直接装着できます。車
両イメージにマッチする軽量、コンパクトなデ
ザインを実現。
材質：アルミニウム　カラー：マットブラック
（取付0.2h）

希望小売価格 ¥236,500（本体価格 ¥215,000）〈D5〉

Q5K-YSK-133-B01

アクラポビッチ社製の高品質なMT-09用フルエキゾーストマフラー。
MT-09の車体にマッチしたスポーティーさを強調するデザイン。サイレン
サーは高品質なチタン製で専用のアクラポビッチ社ロゴと車両モデル名の
レーザー刻印入り。（工数0.6h）

プロテクションパッド

希望小売価格 ¥9,900（本体価格 ¥9,000）〈D3〉

Q5K-YSK-127-T01

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。センター部に3枚、
L/Rサイド部各1枚の計5枚
（取付0.2h）

タンクバッグマウントリング

タンクバッグツアーを装着する際に必要なマ
ウントです。quick-lockシステムですばやく
簡単に着脱ができます。（取付0.2h）

希望小売価格 ¥3,850（本体価格 ¥3,500）〈D5〉

Q5K-YSK-081-P05

同時装着 同時装着 同時装着

ヤマハモーターヨーロッパで企画された堅牢な作りとシャープなデザインが魅力のトップケース。EURO TOPCASE

Q5K-YSK-127-E04
¥35,200

サイドプロテクター

Q5K-YSK-127-R01
¥17,600

フライスクリーン

Q5K-YSK-127-E01
¥18,700

トランクマウントプレート Q5K-YSK-127-R03
¥33,000

ナックルガード

B7N-211H0-00
¥39,600

パフォーマンスダンパー
MT-09

Q5K-YSK-127-E03
¥28,600

エンジンプロテクター

¥33,000

コンフォートシート
Q5K-YSK-127-G01

¥9,900

プロテクションパッド
Q5K-YSK-127-T01

Q5K-YSK-081-X01
¥8,800

LEDウインカー

Q5K-ATV-Y82-285
¥36,300

フェンダーレスキット

メッキプラグセット（10コ入り）

希望小売価格 ¥770（本体価格 ¥700）〈D3〉

Q5K-YSK-001-T23（6mm）

ボルト頭部にレンチを差し込む六角穴がある
ソケットボルトの装飾キャップ。10個セット。
六角穴の二面幅サイズに合わせて取付くだ
さい。ABS樹脂＋クロームメッキ仕上げ。

希望小売価格 ¥880（本体価格 ¥800）〈D3〉

Q5K-YSK-001-T24（8mm）

Q5K-YSK-084-T13 シルバー　Q5K-YSK-084-T15 ゴールド

スイングアームスプール

フック式レーシングスタンドを利用する為のアルミビレットのスプール。他ビレットアイテムと連
動したデザイン。4色展開し、他ビレットアイテムと組み合わせることで個性を演出。２個セット
（取付０．１ｈ）※在庫無くなり次第販売を終了いたします。

希望小売価格 各¥4,950（本体価格 ¥4,500）〈D3〉

※装着イメージ※装着イメージ ゴールド

シルバー

フェンダーレスキット

希望小売価格 ¥36,300（本体価格 ¥33,000）〈D5〉

Q5K-ATV-Y82-285

シャープなテールデザインをよりスタイリッシュ
に演出するフェンダーレスキット。高品質なア
ルミを使用したステー両側面にMT-09ロゴを
配置。LEDライセンスライト、スリムリフレク
ター付属。
（取付1.2h） ●仕様／フルエキゾーストマフラー、JMCA認証

●材質／サイレンサー：チタン、エンドキャップ：カーボン、
　　　　エキゾーストパイプ：ステンレス
●適合車両年式/2021～
※TRACER9GTには装着できません。

アクラポビッチ フルエキゾーストマフラー



Q5K-YSK-001-Y33

バッテリーキーパーⅡ

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。水滴や埃に
も強い（完全防水ではありません）、小型軽
量モデル。デジタルスイッチング回路搭載。
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付属して
います。

希望小売価格 ¥20,900
（本体価格 ¥19,000）〈D3〉

バイクカバーEタイプ 2L

ぴったりフィットでとても使いやすいバイク
カバー。のぞかれにくい深いかぶりとスソ絞
り。前後にロック用の大型スリットがついて
るので盗難抑止対策に最適。ハンドルロッ
ク状態（左側）に合わせた立体裁断。風を
巻き込みにくいスソ絞りタイプなのでぴっ
たりフィット。
※装着オプションによっては適合しない場
合があります。※トップケース装着車には適
合しません。

希望小売価格 ¥11,330
（本体価格 ¥10,300）〈E4〉

90793-64398

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。
※取付けには別売のワイヤーリードスポーツ
2が必要です。

DCジャックセット

希望小売価格 ¥4,950（本体価格 ¥4,500）〈D3〉

Q5K-YSK-001-Y62

※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。

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（MAX2A）。
※グリップヒーターの電源供給には使用で
きません。※電装オプションを装着した場合
は、バッテリーへの負担が増えますので、バッ
テリーが上がりやすくなります。

ワイヤーリード スポーツ2

希望小売価格 ¥1,100（本体価格 ¥1,000）〈D3〉

Q5K-YSK-001-U48

希望小売価格 ¥1,100（本体価格 ¥1,000）〈D3〉

Q5K-YSK-001-U47

ワイヤーリードスポーツ2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、ナビ、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。

同時装着

OPTION ワイヤーリード 3口分岐

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

業界最高の防水性能IP66／IP67を実現。
振動が気になる二輪専用にフルシールド・ハウ
ジング機構を開発、振動による読取ミスを回避。
また、新開発の大型シールドロックを採用、グ
ローブをしたままでの開閉しやすさを実現。二
輪車でのハンドル周りのスペースを考慮し、
ETCとGPSアンテナを一体型にし、小型化を
実現。高輝度LEDインジケータで、ETC2.0
情報と車載器の動作状態を表示。また、ETC
インジケーター表示機能も備えている。

希望小売価格 ¥26,180
（本体価格 ¥23,800）

QQ1-JRM-001-001

※ETC車載器は、二輪車ＥＴＣ車載器取扱
店のみでの取り扱いとなります。※二輪車用
ETC車載器アンテナ分離型JRM-21を装着
し、車両に装備されているETCコネクターに接
続すると、メーター内のETCインジケーター表
示機能を使用できます。

二輪車用ETC車載器
アンテナ分離型 JRM-21（ETC2.0）

標準グリップと同等のサイズを維持しながら
全周360°の加熱が可能です。車両スイッチ
でON/OFFの切り替えと10段階の温度調
節が可能。作動状況はメーターディスプレイ
で確認できます。（取付0.5h）
※Q5K-YSK-128-Y02はナックルガード
（Q5K-YSK-127-R03）との同時装着はで
きません。

グリップウォーマー

希望小売価格 各¥27,500
（本体価格 ¥25,000）〈D5〉

Q5K-YSK-127-Y01 STD車両適合
Q5K-YSK-128-Y02 SP車両適合

2022年6月現在

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
※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

P E R F O R M A N C E  D A M P E R

バイクカバーFタイプ 2L

エアベンチレーション、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。リアキャ
リア、ソフトサイドケース装着車適合。
※トップケース装着車には適合しません。
※装着オプションによっては適合しない場合
があります。

希望小売価格 ¥17,710
（本体価格 ¥16,100）〈G3〉

90793-64373 Q5K-YSK-001-T92 クローム
Q5K-YSK-001-T94 レッド
Q5K-YSK-001-T95 ブルー

幅6mm、18枚入り。17インチホイールに片
側4枚使用（1台分16枚、予備2枚）〈適合ホ
イール〉12インチ～19インチ。伸びて曲がる
素材で貼り付け簡単。薄いフィルムを使用し
ておりますので、貼り付け後にはまるで塗装し
たかの様な仕上がりです。ステッカーが完全
に固着するまでは走行はお控え下さい。
※在庫無くなり次第販売を終了いたします。

希望小売価格 各¥4,180
（本体価格 ¥3,800）〈D3〉

リムライングラフィック メタルクローム

※装着イメージ

ETCポーチ3

ETC車載器をシート下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車載器を振動や車体との干渉から保護
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。

希望小売価格 ¥3,410
（本体価格 ¥3,100）〈D3〉

Q5K-YSK-055-E32 JRM-11/21対応

大排気量モデルでの夏場の渋滞運転など
エンジンには過酷な状況に強いオイル。高
温高負荷状況下で蒸発が少なく、高い油
膜保持性能を発揮します。
●SAE粘度規格：10W-40 
●油種：化学合成油  ●JASO：MA２

90793-32161  1ℓ
希望小売価格 ¥2,827
（本体価格 ￥2,570）〈F5〉

YAMALUBEプレミアムシンセティック

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0.3h）

パフォーマンスダンパー TRACER9GT/MT-09

適合車両 ： MT-09（2021～）、TRACER9 GT
希望小売価格 ￥39,600（本体価格￥36,000）〈D3〉

B7N-211H0-00

YAMALUBE  RS4GP

レースで培われた技術を高次元でフィード
バック。低摩擦特性・高い油膜保持性によ
り、優れたスロットルレスポンスとシフトフィー
リングを長時間安定して発揮します。ハイパ
フォーマンスモデルに最適のオイルです。
●SAE粘度規格：10W-40 
●油種：化学合成油  ●JASO：MA2

90793-32155  1ℓ缶
希望小売価格 ¥3,872
（本体価格 ￥3,520）〈F8〉

アクセサリーを
ワイズギアHPでチェック

※誌面に掲載されている画像は試作車両になります。


