
タンクサイドパッド

XSR700にマッチしたデザイン専用設計のタ
ンクサイドパッド。装着することでタンクへの傷
を防止するだけでなく、ニーグリップ感が向上し
ます。材質：NBR（ニトリルゴム）。左右セット。
（取付0.2h）

希望小売価格 ¥8,800
（本体価格 ¥8,000）〈D3〉

Q5K-YSK-112-T01

Q5K-YSK-112-F04

フォークチューブを保護すると共に、バイクを
クラシカルなスクランブラー風に仕立てるこ
とが出来ます。（取付1.6h）

希望小売価格 ¥10,450
（本体価格 ¥9,500）〈D5〉

フォークカバー

サイドスライダー

車体デザインにマッチする専用設計。転倒時
のエンジンへのダメージを軽減します。耐衝撃
性・耐摩耗性に優れた超高分子量ポリエチ
レン樹脂製。YAMAHAロゴ入り。（取付0.3ｈ）
※ライダーを保護するものではありません。

希望小売価格 ¥28,600
（本体価格 ¥26,000）〈D5〉

Q5K-YSK-083-E14

2022年11月発売予定
XSR700専用設計のスタイリッシュなナック
ルガード。ウインドディフレクターが風を防ぎ、
長距離ツーリングに最適です。（取付0.3h）

希望小売価格 ¥30,800
（本体価格 ¥28,000）〈D5〉

Q5K-YSK-112-R07

ローダウンシート

Q5K-YSK-112-G03

XSR700用の純正シートをベースに座面のウレタンを低反発性ウレタンへ変更。見た目は
純正と変わりませんが、着座時の沈み込み量を純正比で約20mmダウンし、足つき性を向
上します。（取付0.1h）
※使用者の体重により沈み込み量は変化します。

希望小売価格 ¥46,200
（本体価格 ¥42,000）〈D5〉

Q5K-YSK-112-S01

高品質なアルミニウム製のサイドカバーで車
両のオリジナル感を出します。左右セット。
（取付0.２h）
※在庫無くなり次第販売を終了致します。

希望小売価格 ¥27,500
（本体価格 ¥25,000）〈D5〉

サイドカバー

ヘッドライトグリル

Q5K-YSK-135-E03

車両デザインにマッチしたヘッドライトグリル
です。純正ヘッドライトリングと取り替えるだけ
の簡単装着で車両のカスタム感を演出でき
ます。（取付0.1h）

希望小売価格 ¥16,500
（本体価格 ¥15,000）〈D5〉

メーターバイザー

Q5K-YSK-112-R06

黒色のメーターバイザーを装着することで
ヘッドライト上部からメーター周りが引き締まり、
スポーティーな印象を与えることができます。
（取付0.2h）

希望小売価格 ¥25,300
（本体価格 ¥23,000）〈D5〉

Q5K-YSK-112-G02

独特な形状の高品質なフラットシートです。車両をスクランブラー風に演出することが出来
ます。（取付0.1h）

希望小売価格 ¥41,800
（本体価格 ¥38,000）〈D5〉

フラットシート

Q5K-YSK-112-G01

スタイリッシュで快適なシングルシートです。
車両がヴィンテージな雰囲気になります。別
売りのリアラックと組合せることで、軽量な荷
物の積載が出来るようになります。（取付0.1h）
※１名乗車となる為、車検証の記載変更が必
要です。※リアラックとの同時装着が必要です。

希望小売価格 ¥37,400
（本体価格 ¥34,000）〈D5〉

シングルシート

ナックルガード

リアラック

車両デザインにマッチしたリアラック。軽量な
荷物を載せるのに最適です。最大積載量
1.5Kg（取付0.2h）
※この製品はシングルシートと組み合わせ
て取り付ける必要があります。

希望小売価格 ¥19,800
（本体価格 ¥18,000）〈D5〉

Q5K-YSK-112-E01

同時装着
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2022年10月現在

※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

YAMALUBEプレミアムシンセティック

90793-32161  1ℓ缶

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、高い酸化
安定性能と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

希望小売価格 ¥2,827
（本体価格 ￥2,570）〈F5〉

DCジャックセット

Q5K-YSK-001-Y62

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。

希望小売価格 ¥4,950（本体価格 ¥4,500）〈D3〉

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

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。
※グリップウォーマ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。

ワイヤーリード スポーツ2同時装着

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。

ワイヤーリード 3口分岐OPTION

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

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。

希望小売価格 ¥1,320
（本体価格 ¥1,200）〈D3〉

Q5K-YSK-055-E13

ETCブラケット3

分離型汎用ETC車載器を車両右サイドに
スマートに固定できる専用ブラケットです。収
納スペースのないXSR 7 0 0専用設計。
ETC2.0モデル対応（取付0.2h）
※タンデム乗車時に右くるぶし辺りがカバー
ロックASSYと干渉します。

希望小売価格 ¥7,700
（本体価格 ¥7,000）〈D3〉

Q5K-YSK-055-E34

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。
※セット内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

アクセサリーを
ワイズギアHPでチェック >

「上質な乗り心地」を基本としながら、
様々な走行状況・好みに合わせ調整が可能な
高品質サスペンション。

〈主な仕様〉減衰力を伸側へ変更可能。スプリング塗装色変更。油圧式プリロー
ドアジャスター追加。ダンパー本体色変更。専用ブラケット付属。XSR700ステッ
カー１枚同梱（取付0.6h） ※画像は、MT-07への装着例です。

KYB スペシャルサスペンション リア

希望小売価格 ¥87,780（本体価格 ¥79,800）〈D5〉Q5K-YSK-112-F03

SPECIAL
SUSPENSION

PERFORMANCE DAMPER

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0.2h）

適合車両 ： XSR700 全年式対応
希望小売価格 ￥33,000（本体価格￥30,000）〈D3〉B34-211H0-00

パフォーマンスダンパー XSR700

さらなる上質さと快適な走りを実現

ワイヤーリードスポーツ3

グリップウォーマー等の電源オプションを車体
側電源カプラーに接続するためのワイヤー
リード。

希望小売価格 ¥1,100
（本体価格 ¥1,000）〈D3〉

Q5K-YSK-001-U58

同時装着

グリップウォーマー360 C

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0.6ｈ）
※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。
※別途ワイヤーリードスポーツ３
（Q5K-YSK-001-U58）が必要です。

希望小売価格 ¥18,700 
（本体価格 ¥17,000）〈D3〉

Q5K-YSK-063-Y42

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。

希望小売価格 ¥11,880
（本体価格 ¥10,800）〈E4〉

90793-64398


