
Arcadia Import Scooter Custom

THAI MODEL SCOOTER LINE UP

Scoopy-i110 CustomScoopy-i110 Custom

110cc（インジェクション )
14inc/メットイン
カラー：白・黒

110cc（インジェクション )
14inc/メットイン
カラー：白・黒

■カスタムポイント■カスタムポイント
スクリーン・ファンカバー・マフラーエンド・
マフラーカバー・フロントバッグ・リアバッグ・
フロントサイドバー・etc
※各種パーツ販売も御座います。詳しくはお電話にて！

スクリーン・ファンカバー・マフラーエンド・
マフラーカバー・フロントバッグ・リアバッグ・
フロントサイドバー・etc
※各種パーツ販売も御座います。詳しくはお電話にて！

¥238,000-( 税込 )

THAI HONDATHAI HONDA

MIO GTX125 CustomMIO GTX125 Custom

125cc（キャブレター )
14inc/メットイン
カラー：黒 /紫・黒 /赤

125cc（キャブレター )
14inc/メットイン
カラー：黒 /紫・黒 /赤

■カスタムポイント■カスタムポイント
シート・マフラーカバー・エアクリーナーカバー・
マフラーエンド・グリップエンド・サイドスタンド・
フットレスト
※各種パーツ販売も御座います。
詳しくはお電話にて！

シート・マフラーカバー・エアクリーナーカバー・
マフラーエンド・グリップエンド・サイドスタンド・
フットレスト
※各種パーツ販売も御座います。
詳しくはお電話にて！

¥228,000-( 税込 )

■RIDE IT PCX125/150ボディステッカー■RIDE IT PCX125/150ボディステッカー

RIDE ITオリジナルデザイン！RIDE ITコンプリートをあなたの手で！
お手軽にボディカスタムが可能です！
RIDE ITオリジナルデザイン！RIDE ITコンプリートをあなたの手で！
お手軽にボディカスタムが可能です！

※画像と商品の色は若干異なりますのでご了承お願いします。
※この商品は海外からの輸入品となりますので、輸送時の小キズ等が御座います。
また、社外品となりますので取り付けの際は加工等が必要になる場合が御座います。予めご了承下さい。

※画像と商品の色は若干異なりますのでご了承お願いします。
※この商品は海外からの輸入品となりますので、輸送時の小キズ等が御座います。
また、社外品となりますので取り付けの際は加工等が必要になる場合が御座います。予めご了承下さい。

【適合型式】PCX125(JF28-1000001)、PCX125(JF28-1100001)、PCX150(KF12)【適合型式】PCX125(JF28-1000001)、PCX125(JF28-1100001)、PCX150(KF12)

¥16,800( 税込 )¥16,800( 税込 )

■RIDE IT PCX125/150LEDカスタムリアウイングカバー ■RIDE IT PCX125/150LEDカスタムリアウイングカバー 

カラー：黒
リアウイングのドレスアップカスタムにオススメです！
流れるようにLEDが点滅します。

カラー：黒
リアウイングのドレスアップカスタムにオススメです！
流れるようにLEDが点滅します。
【適合型式】PCX125(JF28-1000001)、PCX125(JF28-1100001)、PCX150(KF12)【適合型式】PCX125(JF28-1000001)、PCX125(JF28-1100001)、PCX150(KF12)
※この商品は海外からの輸入品となりますので、輸送時の小キズ等が御座います。
また、社外品となりますので取り付けの際は加工等が必要になる場合が御座います。予めご了承下さい。
※この商品は海外からの輸入品となりますので、輸送時の小キズ等が御座います。
また、社外品となりますので取り付けの際は加工等が必要になる場合が御座います。予めご了承下さい。

価格：¥12,600( 税込 )価格：¥12,600( 税込 )

■RIDE IT タンクプロテクターパッド■RIDE IT タンクプロテクターパッド

カラー：黒・白・赤・グレー
4ピースタンクプロテクターお好きなカラーをどうぞ！
RIDE ITオリジナルキーホルダー付き！

カラー：黒・白・赤・グレー
4ピースタンクプロテクターお好きなカラーをどうぞ！
RIDE ITオリジナルキーホルダー付き！
※この商品は海外からの輸入品となりますので、
輸送時や製造時の小キズ等がある場合がございます。
※この商品は海外からの輸入品となりますので、
輸送時や製造時の小キズ等がある場合がございます。

価格：¥1,980( 税込 )価格：¥1,980( 税込 )

■RIDE IT ホイールリムステッカー ■RIDE IT ホイールリムステッカー 

カラー：赤
ホイールリムステッカー
カラー：赤
ホイールリムステッカー
適合ホイールサイズ：１２・１４・１７インチ用 /汎用品です。
サイズによりステッカーの重なり具合は変わります。
適合ホイールサイズ：１２・１４・１７インチ用 /汎用品です。
サイズによりステッカーの重なり具合は変わります。
※この商品は海外からの輸入品となりますので、
輸送時や製造時の小キズ等がある場合がございます。
※この商品は海外からの輸入品となりますので、
輸送時や製造時の小キズ等がある場合がございます。

価格：¥2,580( 税込 )価格：¥2,580( 税込 )

■RIDE IT スロットルパドルコントロール■RIDE IT スロットルパドルコントロール

カラー：黒
グリップを握らず手のひらで、スロットルコントロールができます。
ロングツーリングやハイウェイでの、クルージングが劇的に楽になります。
取付けは簡単、ワンタッチでOK!!
注意：本品がブレーキレバーと干渉しない様、使用をお願いします。
スロットルがスムーズに動く事を安全な場所でご確認の上ご使用下さい。

カラー：黒
グリップを握らず手のひらで、スロットルコントロールができます。
ロングツーリングやハイウェイでの、クルージングが劇的に楽になります。
取付けは簡単、ワンタッチでOK!!
注意：本品がブレーキレバーと干渉しない様、使用をお願いします。
スロットルがスムーズに動く事を安全な場所でご確認の上ご使用下さい。
※ご使用の際は自己責任でお願いします。
※取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のある方が行う様、お願い致します。
※この商品は海外からの輸入品となりますので、輸送時や製造時の小キズ等がある場合がございます。

※ご使用の際は自己責任でお願いします。
※取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のある方が行う様、お願い致します。
※この商品は海外からの輸入品となりますので、輸送時や製造時の小キズ等がある場合がございます。

価格：¥980( 税込 )価格：¥980( 税込 )

■RIDE IT スロットルパドル
コントロール付
グリップセット  22φ用 

■RIDE IT スロットルパドル
コントロール付
グリップセット  22φ用 

カラー：黒・赤・グレー
非貫通グリップ /パドルコントロール付
全長：約１１５ｍｍ
２２．２Φ（７/８）用

カラー：黒・赤・グレー
非貫通グリップ /パドルコントロール付
全長：約１１５ｍｍ
２２．２Φ（７/８）用
※取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のある方が行う様、
　お願い致します。
※この商品は海外からの輸入品となりますので、輸送時や製造時
　の小キズ等がある場合がございます。

※取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のある方が行う様、
　お願い致します。
※この商品は海外からの輸入品となりますので、輸送時や製造時
　の小キズ等がある場合がございます。

価格：¥1,980( 税込 )価格：¥1,980( 税込 )

THAI YAMAHATHAI YAMAHA

Scoopy-i110Scoopy-i110

110cc（インジェクション )
14inc/メットイン
カラー：白・黒

110cc（インジェクション )
14inc/メットイン
カラー：白・黒

¥188,000-( 税込 )¥188,000-( 税込 )

THAI HONDATHAI HONDA
Scoopy-i110 S12Scoopy-i110 S12

110cc（インジェクション )
12inc/メットイン
カラー：黒

110cc（インジェクション )
12inc/メットイン
カラー：黒

¥208,000-( 税込 )¥208,000-( 税込 )

THAI HONDATHAI HONDA
MIO GTX125MIO GTX125

125cc（キャブレター )
14inc/メットイン
カラー：黒 /赤・黒 /紫

125cc（キャブレター )
14inc/メットイン
カラー：黒 /赤・黒 /紫

¥198,000-( 税込 )¥198,000-( 税込 )

THAI YAMAHATHAI YAMAHA
Click-i 125Click-i 125

125cc（インジェクション )
14inc/メットイン
カラー：黒 /金

125cc（インジェクション )
14inc/メットイン
カラー：黒 /金

¥198,000-( 税込 )¥198,000-( 税込 )

THAI HONDATHAI HONDA
PCX150PCX150

150cc（インジェクション )
14inc/メットイン
カラー：黒 /赤・白 /赤

150cc（インジェクション )
14inc/メットイン
カラー：黒 /赤・白 /赤

¥279,000-( 税込 )¥279,000-( 税込 )

THAI HONDATHAI HONDA

■Custom.Part2■Custom.Part2

■Custom.Part1■Custom.Part1

株式会社 Arcadia Inter Trade 〒107-0062　東京都港区南青山2丁目2番15号 ウィン青山1403　電話:03-6869-5450 FAX:03-6893-3931


