Blaster06

■適合車種 HONDA PCX125/150
■ホイールサイズ フロント：2.15×12 リア：2.50×12
■カラー ブラック / レッド、ブラック / シルバー、クロームメッキ
■メーカー希望小売価格
ブラック / レッド、ブラック / シルバー：

¥39,800-( 税込 )

クロームメッキ： ¥45,800-( 税込 )
※このホイールは JWL 基準に適合したホイールです。

SR10

■適合車種
HONDA ZOOMER-X,Click,Scoopy-i,
AIRBLADE
YAMAHA Mio FINO
■ホイールサイズ
フロント：2.15×12 リア：2.50×12
■カラー
ブラック / シルバー、ホワイト / シルバー、
レッド / シルバー、シルバー
■メーカー希望小売価格

¥36,800-( 税込 )

※このホイールは JWL 基準に適合したホイールです。

NEW
NEW

ZX09

■適合車種 ZOOMER-X
■ホイールサイズ フロント：2.15×12 リア：2.50×12
■カラー ブラック、ホワイト
■メーカー希望小売価格

¥39,800-( 税込 )

Gravity

■適合車種
KAWASAKI KSR
■ホイールサイズ
フロント：2.50×12 リア：2.75×12
■カラー
ブラック、ホワイト
■メーカー希望小売価格

¥39,800-( 税込 )

※このホイールは JWL 基準に適合したホイールです。

TT12

■適合車種
HONDA Click,Scoopy-i,AIRBLADE
YAMAHA Mio FINO
■ホイールサイズ
フロント：1.40×14 リア：1.60×14
■カラー
ブラック、ホワイト
■メーカー希望小売価格

¥29,800-( 税込 )

※このホイールは JWL 基準に適合したホイールです。

ご購入は各サイト又は販売店で！
バイク アルカディア

検索

好評発売中！

http://www.webike.net/shopping/
http://item.rakuten.co.jp/uraharastyle/c/0000000500/
http://auctions.yahoo.co.jp/
YOKO販売代理店
関東エリア

バイクショップ アルカディア
アレウス
MDモーターサイクル
ADIO

関西エリア

バイクショップジョーカー各店(関西8店舗)

株式会社

埼玉県草加市花栗1-32-16
埼玉県川口市北園町2-10
千葉県茂原市高師1700-1
神奈川県愛甲郡愛川町角田826-1

TEL
TEL
TEL
TEL

048-948-7395
048-269-8193
0475-25-2171
046-281-9581

代表 京都府宇治市小倉町西山70-6

アルカディアインタートレード

〒121-0814

FAX
FAX
FAX
FAX

048-948-7396
048-269-8194
0475-22-1137
046-281-9501

TEL 0120-39-5819

東京都足立区六月1丁目26番13号

FAX 0774-80-0557

電話:03-6869-5450 FAX:03-6869-3931

R

WATDAN 24
ノイワットダン
PCX125/150
カスタムシート
■カラー 各色
■メーカー希望小売価格

9,800 円〜 14,800 円（税込）
※タイプにより異なります。
※防水ラバーは、ご自身での装着となります。

詳しくは、Web サイトにて！

ノイワットダン
ZOOMER-X カスタムシート

■カラー 各色
■メーカー希望小売価格

9,800 円〜 14,800 円（税込）
※タイプにより異なります。
詳しくは、Web サイトにて！

ノイワットダン
MSX125 カスタムシート
■カラー 各色
■メーカー希望小売価格

9,800 円〜 14,800 円（税込）
※タイプにより異なります。
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詳しくは、Web サイトにて！
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ご購入は各サイト又は販売店で！
バイク アルカディア

検索

http://www.webike.net/shopping/
http://item.rakuten.co.jp/uraharastyle/c/0000000500/
http://auctions.yahoo.co.jp/

株式会社

アルカディアインタートレード

〒121-0814

好評発売中！

東京都足立区六月1丁目26番13号

電話:03-6869-5450 FAX:03-6869-3931

X-SPEED
PCX125/150 用
■カラー ステン、カーボン
■メーカー希望小売価格
ステン
カーボン

X-SPEED
ZOOMER-X 用
■カラー ステン、カーボン
■メーカー希望小売価格
ステン

26,800 円（税込）
29,800 円（税込）

カーボン

23,800 円（税込）
26,800 円（税込）

マフラー装着の場合リアフェンダーが
装着出来なくなります。

■RIDE IT PCX125/150LED カスタムリアウイングカバー

価格：¥12,600( 税込 )

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)
※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。

■RIDE IT ホイールリムステッカー

価格：¥2,580( 税込 )
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。
※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。

■RIDE IT PCX125/150 ボディステッカー

¥16,800( 税込 )

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

■RIDE IT タンクプロテクターパッド

価格：¥1,980( 税込 )

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。

■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
コントロール付
グリップセット 22φ用

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・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

価格：¥980( 税込 )

価格：¥1,980( 税込 )

※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。

H2C
Scoopy-i カスタムパーツ
980 円〜12,800 円（税込）
詳しくは、Web サイトにて！

H2C
ZOOMER カスタムパーツ
980 円〜14,800 円（税込）
詳しくは、Web サイトにて！

株式会社

アルカディアインタートレード

〒121-0814

東京都足立区六月1丁目26番13号

電話:03-6869-5450 FAX:03-6869-3931

