
※誌面に掲載されているTenere700の画像は試作車両のため、国内仕様と細部が異なります。

セットはイメージであり、アクセサリーは単品で購入可能です。

メインスタンドキット

車両メンテナンスや洗車などに便利です。車
両専用設計で安定して駐車することができ
ます。堅牢で耐久性のあるチューブ構造。
（取付0.5h）

希望小売価格 ¥45,650
（本体価格 ¥41,500）〈D5〉

Q5K-YSK-123-H01

ライセンスプレートホルダー

車体にマッチしたスタイリッシュなライセンス
プレートホルダー。LEDライセンスライト装備。
TENERE700ロゴ入り。2021年ナンバー
プレート表示に関わる新基準対応。
（取付1.0h）

希望小売価格 ¥24,200
（本体価格 ¥22,000）〈D5〉

Q5K-YSK-123-S01 Q5K-YSK-001-Y33

バッテリーキーパーⅡ

バッテリー容量を最適に維持できるトリクル
充電機能搭載。ＬＥＤモニターで充電状況
を表示します。水滴やホコリにも強いデジタ
ルスイッチング回路採用の小型軽量モデル。
モーターサイクル配線、防水プラグコードの
他、汎用ワニグチクリップも付属。
※完全防水ではありません。

希望小売価格 ¥20,900
（本体価格 ¥19,000）〈D3〉

2023年1月現在

ETC用ポーチ

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、
振動やカウル類との干渉から保護します。
別売の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

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。
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0.6h）
※取付けには別途ワイヤーリード、グリップ
ウォーマースペーサー（Q5K-YSK-123-Y01）
が必要です。

グリップウォーマー 360C

希望小売価格 ¥18,700
（本体価格 ¥17,000）〈D3〉

Q5K-YSK-063-Y42

ワイヤーリードスポーツ3同時装着

Q5K-YSK-001-U58
希望小売価格 ¥1,100（本体価格 ¥1,000）〈D3〉

グリップウォーマースペーサ―同時装着

Q5K-YSK-123-Y01
希望小売価格 ¥2,750（本体価格 ¥2,500）〈D5〉

ワイヤーリードに接続し、電源供給カプラーを
最大3つ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。

グリップウォーマ―を装着する際のグリップエ
ンド部に装着するスペーサーです。
※グリップウォーマーを装着する際に必要です。

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〉

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。

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

ブラック

カーボンルック

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

バイクカバーFタイプ
ビッグオフローダーBOX装着車
（3BOX可）

バイクカバーFタイプ
ビッグオフローダー

希望小売価格 ¥24,970
（本体価格 ¥22,700）〈G3〉

90793-64429

快適エアベンチレーション付き。 防炎素材を使用したバイクカバー。両サイドに立体大型ベンチ
レーションを設け、カバー内の湿気を効果的に逃がします。万一放火などによって火をつけられた
場合、炎が燃え広がらないように加工された防炎素材を使用しています。2色の切返しデザインに
より、装着時に前後の位置が一目でわかる。アジャストコードで前後どちらからでも簡単にしっかり
絞ることができます。オリジナルスリットにより大型ロックに対応。前輪でも後輪でも車体カバーの
上からロックできます。アジャストコードによりカバーを車体にフィットさせバタつきを抑えます。
※装着オプションによっては適合しない場合があります。

希望小売価格 ¥22,550
（本体価格 ¥20,500）〈G3〉

90793-64428

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

YAMALUBE スーパーマッドプルーフ

オフロード走行時に、前後フェンダーの裏面
や泥の付着しやすい箇所にスプレーするだ
けで、走行中の泥の付着を抑制します。また、
走行後の洗車時に泥が落ちやすくなります。
正倒立バルブの採用により缶を逆さまにし
ても使用できます。
※作業中充分な換気が必要です。ガス等を
吸い込まないように注意してください。

90793-40079  500ml缶
希望小売価格 ¥1,760
（本体価格 ￥1,600）〈F8〉



※価格は消費税10％を含みます。

パフォーマンスダンパー 
TENERE700

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）

希望小売価格 ¥33,000
（本体価格 ¥30,000）〈D3〉

BW3-211H0-00

アルミトップケース

堅牢さと利便性を併せ持つアルミ製トップケー
スです。内部に衝撃吸収性の高いマットを備
えています。YAMAHAロゴ入り。
容量：42L、最大積載量：5ｋｇ
（取付0.１h）
※装着には別売りのリアキャリアとキーシリン
ダーAまたはBが必要になります。
※アルミサイドケースとの同時装着はできません。

希望小売価格 ¥70,950
（本体価格 ¥64,500）〈D5〉

Q5K-YSK-123-P01

プロテクションパッド

立体印刷によりグリップ性を強化しながら
ニーグリップにより車体への傷つきを防ぐ。
デザイン性と機能性を両立したTénéré700
にマッチしたプロテクションパッド。Lタンク用、
Lサイドカバー用/Rタンク用、Rサイドカバー用
の4枚セット。（取付0.2h）

希望小売価格 ¥10,450
（本体価格 ¥9,500）〈D3〉

Q5K-YSK-123-T01

エンジンガード

転倒時にボディとエンジンを可能な限り保護
します。別売りのフォグライトステーエンジン
ガードを使用して別売りのLEDフォグライト
キットを装着可能。（取付0.4ｈ）
※エンジンガードは衝突や転倒からライダーを
保護するものではありません。

希望小売価格 ¥48,400
（本体価格 ¥44,000）〈D5〉

Q5K-YSK-123-E02

THE FIRST TENERE
BODY KIT

希望小売価格 ¥88,000
（本体価格 ¥80,000）〈D5〉

Q5K-YSK-123-S02

Q5K-MTC-002-524

車載工具等を収納できるツールボックスです。
別売りのスキッドプレートに装着して使用し
ます。

希望小売価格 ¥27,500
（本体価格 ¥25,000）〈F9〉

スキッドプレートツールボックス

Q5K-YSK-123-E04

小石等からラジエーターを保護するアルミ製
ラジエーターガード。耐久性を向上させる特
殊なコーティングが施されています。
Ténéré700ロゴ入り。（取付0.3h）

希望小売価格 ¥21,450
（本体価格 ¥19,500）〈D5〉

ラジエーターガード

Q5K-YSK-133-B09

アクラポビッチ社製の高品質なTénéré700
用スリップオンマフラー。Ténéré700の車体
にマッチしたラリーを彷彿とさせるデザイン。サ
イレンサーは高品質なチタン製で、アクラポ
ビッチ社ロゴとTénéréロゴレーザー刻印入り。
JMCA認証プレート付き、車検対応マフラー
です。（取付0.3h）

希望小売価格 ¥154,000
（本体価格 ¥140,000）

アクラポビッチ スリップオンマフラー

Q5K-MTC-002-525

走行時の飛び石などからエンジン・エキゾー
ストパイプ等をガードします。標準プレートと
比較して保護範囲が広くなり、プレート厚さも
4mmにアップ。装着することで、より損傷軽
減効果が高まります。アルミニウム製。
※2021年以前のモデルには装着できません。 
 

希望小売価格 ¥72,600
（本体価格 ¥66,000）〈F9〉

スキッドプレート ’22～

Q5K-YSK-123-X04

より良い視認性、安全性の確保に。明るい
青白い光線が広範囲を照らし、特に悪天候
下での視認性を向上させるPIAA製LED
フォグライトキット。オンオフスイッチ付き。
最高照度：4000ｃｄ 色温度：6400K
消費電力：12V 7.1W/個
※取付けには別売りのフォグライトステーエ
ンジンガード又は、フォグライトステーヘッド
ライトが必要です。

希望小売価格 ¥63,800
（本体価格 ¥58,000）〈D5〉

LEDフォグライトキット

Q5K-MTC-002-558

レーザーカットされたアルミ製チェーンガード。
チェーンガイドと併用することで、外装の統一
感を演出できます。Ténéré700ロゴ入り。

希望小売価格 ¥24,200
（本体価格 ¥22,000）〈F9〉

チェーンガード ブラック

Q5K-YSK-123-F01

リアサスペンションのリンク長を変更し、シー
ト高を約18mm下げるキットです。停車時の
足つき向上に貢献します。（取付0.2h）
※装着により、サスペンションの特性が変化
します。

希望小売価格 ¥16,500
（本体価格 ¥15,000）〈D5〉

ローダウンリンク

Q5K-YSK-123-G02

シートウレタンの減衰特性をグレードアップし、
長距離ツーリングに適したパッセンジャー用
シートです。（取付0.1h）
※パッセンジャーのみの設定となります。
※ラリーシートとの同時装着はできません。

希望小売価格 ¥34,100
（本体価格 ¥31,000）〈D5〉

パッセンジャーコンフォートシート

Q5K-YSK-123-P05 左

アルミサイドケース用の防水インナーバッグ。
激しい雨の中でも荷物を保護します。
YAMAHAロゴ入り。内容量：L/35L、R/32L

希望小売価格 各¥7,920
（本体価格 ¥7,200）〈D5〉

サイドケースインナーバッグ

Q5K-YSK-123-P06 右

ラリーシート

欧州ラリーを彷彿とさせるデザインのシート。
シート高+約20ｍｍ（標準比） ローダウンリ
ンクと併用することで、標準車と同等の足付
き性を再現できます。（取付0.1h）

希望小売価格 ¥41,800
（本体価格 ¥38,000）〈D5〉

Q5K-YSK-123-G03

アルミサイドケースL

Q5K-YSK-123-P03

アドベンチャーツーリングに最適なアルミ製
サイドケース。別売りのサイドケースステーか
ら簡単に着脱ができます。YAMAHAロゴ入
り。内容量：37L、最大積載量5ｋｇ
（取付0.１h）
※装着には別売りのサイドケースステーと
キーシリンダーAまたはBが必要になります。
※トップケースとの同時装着はできません。

希望小売価格 ¥68,750
（本体価格 ¥62,500）〈D5〉

Q5K-YSK-123-P04

アドベンチャーツーリングに最適なアルミ製
サイドケース。別売りのサイドケースステーか
ら簡単に着脱ができます。YAMAHAロゴ入
り。内容量35L：最大積載量5ｋｇ
（取付0.１h）
※装着には別売りのサイドケースステーと
キーシリンダーAまたはBが必要になります。
※トップケースとの同時装着はできません。

希望小売価格 ¥68,750
（本体価格 ¥62,500）〈D5〉

アルミサイドケースR

Q5K-MTC-002-520

オフロード走行時にチェーンが上下に動く
のを防ぎ、制御します。装着することで、
チェーンの脱落・手足の巻き込みリスクを軽
減できます。

希望小売価格 ¥18,700
（本体価格 ¥17,000）〈F9〉

チェーンガイド

Q5K-YSK-123-G01

スタンダードからシート高を約20mm下げる
ローシート。形状にも工夫をこらし、数値以
上の効果を発揮します。（取付0.1h）

希望小売価格 ¥30,800
（本体価格 ¥28,000）〈D5〉

ローシート

 

Q5K-YSK-123-P02
希望小売価格 ¥56,100
（本体価格 ¥51,000）〈D5〉

サイドケースステー

同時装着

Q5K-YSK-123-E01

アルミトップケース装着用のリアキャリア。
パッセンジャー用グラブバー付き。（取付0.4h）
※サイドケースステーとの同時装着は可能です。

希望小売価格 ¥44,550
（本体価格 ¥40,500）〈D5〉

リアキャリア

同時装着

同時装着

Q5K-YSK-123-X02

別売りのエンジンガードに別売りのLEDフォ
グライトキットを装着するステーです。
（取付0.6h フォグライト込）
※取付けには別売りのエンジンガードが必
要です。
※フォグライトステーヘッドライトとの同時装
着はできません。

希望小売価格 ¥12,650
（本体価格 ¥11,500）〈D5〉

フォグライトステーエンジンガード

同時装着

Q5K-YSK-123-X03

ヘッドライト下部に別売りのLEDフォグライト
キットを装着するステーです。
（取付0.6h フォグライト込）
※フォグライトステーエンジンガードとの同
時装着はできません。

希望小売価格 ¥12,650
（本体価格 ¥11,500）〈D5〉

フォグライトステーヘッドライト

同時装着

車体本体のメインキーでアルミトップ＆サイド
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

アルミトップ＆サイド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

ラリーセット
Rally set

エクスプローラーセット
Explorer set

アルミトップケースとアルミサイドケースとの併用（3ボックス）は走行風や重量バランスの影響で操縦安定性が低下しますのでお止めください。

アルミサイドケース装着用のステー。パッセ
ンジャー用グラブバー付き。（取付0.4h）
※リアキャリアとの同時装着は可能です。

左

右

80年代のXT600Ténéréを彷彿とさせる
カラーリングの外装セット。RALLYの文字
が入ったTénéré700ロゴで特別感を演出
できます。（取付1.6h）
※グラフィックは未貼付の為、貼付作業が必
要となります。※グラフィックの貼付は水貼り
を推奨します。 
 

チェーンガード ブラック
Q5K-MTC-002-558
¥24,200

チェーンガイド　　　　　　　
Q5K-MTC-002-520
¥18,700

プロテクションパッド
Q5K-YSK-123-T01
¥10,450

スキッドプレート ’22～
Q5K-MTC-002-525
¥72,600

ラジエーターガード
Q5K-YSK-123-E04
¥21,450

アクラポビッチ
スリップオンマフラー
Q5K-YSK-133-B09
¥154,000

THE FIRST TENERE
BODY KIT

¥88,000
Q5K-YSK-123-S02

※アクセサリーパッケージ Ténéré700 Rallyとは異なります。
（アクセサリーパッケージTénéré700 Rallyについては、ヤマ
ハ発動機製品ページをご確認ください。）

¥56,100

サイドケースステー
Q5K-YSK-123-P02

¥41,800

ラリーシート
Q5K-YSK-123-G03

¥63,800

LEDフォグライトキット
Q5K-YSK-123-X04

¥12,650

フォグライトステー
エンジンガード
Q5K-YSK-123-X02 ¥48,400

エンジンガード
Q5K-YSK-123-E02

¥68,750

アルミサイドケースR
Q5K-YSK-123-P04

¥68,750

アルミサイドケースL
Q5K-YSK-123-P03

¥4,950
Q5K-YSK-069-P03

キーシリンダーA
（ワンキータイプ）



※価格は消費税10％を含みます。

パフォーマンスダンパー 
TENERE700

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）

希望小売価格 ¥33,000
（本体価格 ¥30,000）〈D3〉

BW3-211H0-00

アルミトップケース

堅牢さと利便性を併せ持つアルミ製トップケー
スです。内部に衝撃吸収性の高いマットを備
えています。YAMAHAロゴ入り。
容量：42L、最大積載量：5ｋｇ
（取付0.１h）
※装着には別売りのリアキャリアとキーシリン
ダーAまたはBが必要になります。
※アルミサイドケースとの同時装着はできません。

希望小売価格 ¥70,950
（本体価格 ¥64,500）〈D5〉

Q5K-YSK-123-P01

プロテクションパッド

立体印刷によりグリップ性を強化しながら
ニーグリップにより車体への傷つきを防ぐ。
デザイン性と機能性を両立したTénéré700
にマッチしたプロテクションパッド。Lタンク用、
Lサイドカバー用/Rタンク用、Rサイドカバー用
の4枚セット。（取付0.2h）

希望小売価格 ¥10,450
（本体価格 ¥9,500）〈D3〉

Q5K-YSK-123-T01

エンジンガード

転倒時にボディとエンジンを可能な限り保護
します。別売りのフォグライトステーエンジン
ガードを使用して別売りのLEDフォグライト
キットを装着可能。（取付0.4ｈ）
※エンジンガードは衝突や転倒からライダーを
保護するものではありません。

希望小売価格 ¥48,400
（本体価格 ¥44,000）〈D5〉

Q5K-YSK-123-E02

THE FIRST TENERE
BODY KIT

希望小売価格 ¥88,000
（本体価格 ¥80,000）〈D5〉

Q5K-YSK-123-S02

Q5K-MTC-002-524

車載工具等を収納できるツールボックスです。
別売りのスキッドプレートに装着して使用し
ます。

希望小売価格 ¥27,500
（本体価格 ¥25,000）〈F9〉

スキッドプレートツールボックス

Q5K-YSK-123-E04

小石等からラジエーターを保護するアルミ製
ラジエーターガード。耐久性を向上させる特
殊なコーティングが施されています。
Ténéré700ロゴ入り。（取付0.3h）

希望小売価格 ¥21,450
（本体価格 ¥19,500）〈D5〉

ラジエーターガード

Q5K-YSK-133-B09

アクラポビッチ社製の高品質なTénéré700
用スリップオンマフラー。Ténéré700の車体
にマッチしたラリーを彷彿とさせるデザイン。サ
イレンサーは高品質なチタン製で、アクラポ
ビッチ社ロゴとTénéréロゴレーザー刻印入り。
JMCA認証プレート付き、車検対応マフラー
です。（取付0.3h）

希望小売価格 ¥154,000
（本体価格 ¥140,000）

アクラポビッチ スリップオンマフラー

Q5K-MTC-002-525

走行時の飛び石などからエンジン・エキゾー
ストパイプ等をガードします。標準プレートと
比較して保護範囲が広くなり、プレート厚さも
4mmにアップ。装着することで、より損傷軽
減効果が高まります。アルミニウム製。
※2021年以前のモデルには装着できません。 
 

希望小売価格 ¥72,600
（本体価格 ¥66,000）〈F9〉

スキッドプレート ’22～

Q5K-YSK-123-X04

より良い視認性、安全性の確保に。明るい
青白い光線が広範囲を照らし、特に悪天候
下での視認性を向上させるPIAA製LED
フォグライトキット。オンオフスイッチ付き。
最高照度：4000ｃｄ 色温度：6400K
消費電力：12V 7.1W/個
※取付けには別売りのフォグライトステーエ
ンジンガード又は、フォグライトステーヘッド
ライトが必要です。

希望小売価格 ¥63,800
（本体価格 ¥58,000）〈D5〉

LEDフォグライトキット

Q5K-MTC-002-558

レーザーカットされたアルミ製チェーンガード。
チェーンガイドと併用することで、外装の統一
感を演出できます。Ténéré700ロゴ入り。

希望小売価格 ¥24,200
（本体価格 ¥22,000）〈F9〉

チェーンガード ブラック

Q5K-YSK-123-F01

リアサスペンションのリンク長を変更し、シー
ト高を約18mm下げるキットです。停車時の
足つき向上に貢献します。（取付0.2h）
※装着により、サスペンションの特性が変化
します。

希望小売価格 ¥16,500
（本体価格 ¥15,000）〈D5〉

ローダウンリンク

Q5K-YSK-123-G02

シートウレタンの減衰特性をグレードアップし、
長距離ツーリングに適したパッセンジャー用
シートです。（取付0.1h）
※パッセンジャーのみの設定となります。
※ラリーシートとの同時装着はできません。

希望小売価格 ¥34,100
（本体価格 ¥31,000）〈D5〉

パッセンジャーコンフォートシート

Q5K-YSK-123-P05 左

アルミサイドケース用の防水インナーバッグ。
激しい雨の中でも荷物を保護します。
YAMAHAロゴ入り。内容量：L/35L、R/32L

希望小売価格 各¥7,920
（本体価格 ¥7,200）〈D5〉

サイドケースインナーバッグ

Q5K-YSK-123-P06 右

ラリーシート

欧州ラリーを彷彿とさせるデザインのシート。
シート高+約20ｍｍ（標準比） ローダウンリ
ンクと併用することで、標準車と同等の足付
き性を再現できます。（取付0.1h）

希望小売価格 ¥41,800
（本体価格 ¥38,000）〈D5〉

Q5K-YSK-123-G03

アルミサイドケースL

Q5K-YSK-123-P03

アドベンチャーツーリングに最適なアルミ製
サイドケース。別売りのサイドケースステーか
ら簡単に着脱ができます。YAMAHAロゴ入
り。内容量：37L、最大積載量5ｋｇ
（取付0.１h）
※装着には別売りのサイドケースステーと
キーシリンダーAまたはBが必要になります。
※トップケースとの同時装着はできません。

希望小売価格 ¥68,750
（本体価格 ¥62,500）〈D5〉

Q5K-YSK-123-P04

アドベンチャーツーリングに最適なアルミ製
サイドケース。別売りのサイドケースステーか
ら簡単に着脱ができます。YAMAHAロゴ入
り。内容量35L：最大積載量5ｋｇ
（取付0.１h）
※装着には別売りのサイドケースステーと
キーシリンダーAまたはBが必要になります。
※トップケースとの同時装着はできません。

希望小売価格 ¥68,750
（本体価格 ¥62,500）〈D5〉

アルミサイドケースR

Q5K-MTC-002-520

オフロード走行時にチェーンが上下に動く
のを防ぎ、制御します。装着することで、
チェーンの脱落・手足の巻き込みリスクを軽
減できます。

希望小売価格 ¥18,700
（本体価格 ¥17,000）〈F9〉

チェーンガイド

Q5K-YSK-123-G01

スタンダードからシート高を約20mm下げる
ローシート。形状にも工夫をこらし、数値以
上の効果を発揮します。（取付0.1h）

希望小売価格 ¥30,800
（本体価格 ¥28,000）〈D5〉

ローシート

 

Q5K-YSK-123-P02
希望小売価格 ¥56,100
（本体価格 ¥51,000）〈D5〉

サイドケースステー

同時装着

Q5K-YSK-123-E01

アルミトップケース装着用のリアキャリア。
パッセンジャー用グラブバー付き。（取付0.4h）
※サイドケースステーとの同時装着は可能です。

希望小売価格 ¥44,550
（本体価格 ¥40,500）〈D5〉

リアキャリア

同時装着

同時装着

Q5K-YSK-123-X02

別売りのエンジンガードに別売りのLEDフォ
グライトキットを装着するステーです。
（取付0.6h フォグライト込）
※取付けには別売りのエンジンガードが必
要です。
※フォグライトステーヘッドライトとの同時装
着はできません。

希望小売価格 ¥12,650
（本体価格 ¥11,500）〈D5〉

フォグライトステーエンジンガード

同時装着

Q5K-YSK-123-X03

ヘッドライト下部に別売りのLEDフォグライト
キットを装着するステーです。
（取付0.6h フォグライト込）
※フォグライトステーエンジンガードとの同
時装着はできません。

希望小売価格 ¥12,650
（本体価格 ¥11,500）〈D5〉

フォグライトステーヘッドライト

同時装着

車体本体のメインキーでアルミトップ＆サイド
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

アルミトップ＆サイド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

ラリーセット
Rally set

エクスプローラーセット
Explorer set

アルミトップケースとアルミサイドケースとの併用（3ボックス）は走行風や重量バランスの影響で操縦安定性が低下しますのでお止めください。

アルミサイドケース装着用のステー。パッセ
ンジャー用グラブバー付き。（取付0.4h）
※リアキャリアとの同時装着は可能です。

左

右

80年代のXT600Ténéréを彷彿とさせる
カラーリングの外装セット。RALLYの文字
が入ったTénéré700ロゴで特別感を演出
できます。（取付1.6h）
※グラフィックは未貼付の為、貼付作業が必
要となります。※グラフィックの貼付は水貼り
を推奨します。 
 

チェーンガード ブラック
Q5K-MTC-002-558
¥24,200

チェーンガイド　　　　　　　
Q5K-MTC-002-520
¥18,700

プロテクションパッド
Q5K-YSK-123-T01
¥10,450

スキッドプレート ’22～
Q5K-MTC-002-525
¥72,600

ラジエーターガード
Q5K-YSK-123-E04
¥21,450

アクラポビッチ
スリップオンマフラー
Q5K-YSK-133-B09
¥154,000

THE FIRST TENERE
BODY KIT

¥88,000
Q5K-YSK-123-S02

※アクセサリーパッケージ Ténéré700 Rallyとは異なります。
（アクセサリーパッケージTénéré700 Rallyについては、ヤマ
ハ発動機製品ページをご確認ください。）

¥56,100

サイドケースステー
Q5K-YSK-123-P02

¥41,800

ラリーシート
Q5K-YSK-123-G03

¥63,800

LEDフォグライトキット
Q5K-YSK-123-X04

¥12,650

フォグライトステー
エンジンガード
Q5K-YSK-123-X02 ¥48,400

エンジンガード
Q5K-YSK-123-E02

¥68,750

アルミサイドケースR
Q5K-YSK-123-P04

¥68,750

アルミサイドケースL
Q5K-YSK-123-P03

¥4,950
Q5K-YSK-069-P03

キーシリンダーA
（ワンキータイプ）



※誌面に掲載されているTenere700の画像は試作車両のため、国内仕様と細部が異なります。

セットはイメージであり、アクセサリーは単品で購入可能です。

メインスタンドキット

車両メンテナンスや洗車などに便利です。車
両専用設計で安定して駐車することができ
ます。堅牢で耐久性のあるチューブ構造。
（取付0.5h）

希望小売価格 ¥45,650
（本体価格 ¥41,500）〈D5〉

Q5K-YSK-123-H01

ライセンスプレートホルダー

車体にマッチしたスタイリッシュなライセンス
プレートホルダー。LEDライセンスライト装備。
TENERE700ロゴ入り。2021年ナンバー
プレート表示に関わる新基準対応。
（取付1.0h）

希望小売価格 ¥24,200
（本体価格 ¥22,000）〈D5〉

Q5K-YSK-123-S01 Q5K-YSK-001-Y33

バッテリーキーパーⅡ

バッテリー容量を最適に維持できるトリクル
充電機能搭載。ＬＥＤモニターで充電状況
を表示します。水滴やホコリにも強いデジタ
ルスイッチング回路採用の小型軽量モデル。
モーターサイクル配線、防水プラグコードの
他、汎用ワニグチクリップも付属。
※完全防水ではありません。

希望小売価格 ¥20,900
（本体価格 ¥19,000）〈D3〉

2023年1月現在

ETC用ポーチ

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、
振動やカウル類との干渉から保護します。
別売の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

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。
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0.6h）
※取付けには別途ワイヤーリード、グリップ
ウォーマースペーサー（Q5K-YSK-123-Y01）
が必要です。

グリップウォーマー 360C

希望小売価格 ¥18,700
（本体価格 ¥17,000）〈D3〉

Q5K-YSK-063-Y42

ワイヤーリードスポーツ3同時装着

Q5K-YSK-001-U58
希望小売価格 ¥1,100（本体価格 ¥1,000）〈D3〉

グリップウォーマースペーサ―同時装着

Q5K-YSK-123-Y01
希望小売価格 ¥2,750（本体価格 ¥2,500）〈D5〉

ワイヤーリードに接続し、電源供給カプラーを
最大3つ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。

グリップウォーマ―を装着する際のグリップエ
ンド部に装着するスペーサーです。
※グリップウォーマーを装着する際に必要です。

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〉

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。

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

ブラック

カーボンルック

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

バイクカバーFタイプ
ビッグオフローダーBOX装着車
（3BOX可）

バイクカバーFタイプ
ビッグオフローダー

希望小売価格 ¥24,970
（本体価格 ¥22,700）〈G3〉

90793-64429

快適エアベンチレーション付き。 防炎素材を使用したバイクカバー。両サイドに立体大型ベンチ
レーションを設け、カバー内の湿気を効果的に逃がします。万一放火などによって火をつけられた
場合、炎が燃え広がらないように加工された防炎素材を使用しています。2色の切返しデザインに
より、装着時に前後の位置が一目でわかる。アジャストコードで前後どちらからでも簡単にしっかり
絞ることができます。オリジナルスリットにより大型ロックに対応。前輪でも後輪でも車体カバーの
上からロックできます。アジャストコードによりカバーを車体にフィットさせバタつきを抑えます。
※装着オプションによっては適合しない場合があります。

希望小売価格 ¥22,550
（本体価格 ¥20,500）〈G3〉

90793-64428

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

YAMALUBE スーパーマッドプルーフ

オフロード走行時に、前後フェンダーの裏面
や泥の付着しやすい箇所にスプレーするだ
けで、走行中の泥の付着を抑制します。また、
走行後の洗車時に泥が落ちやすくなります。
正倒立バルブの採用により缶を逆さまにし
ても使用できます。
※作業中充分な換気が必要です。ガス等を
吸い込まないように注意してください。

90793-40079  500ml缶
希望小売価格 ¥1,760
（本体価格 ￥1,600）〈F8〉


