New
Style

NEW マジェスティー（4Ｄ9）

カーボンケプラーのエアロは価格未定です。詳しくはお問い合わせください。

NewStyle

フォルツァ X/Z（MF08）

06・07フォルツァX/Z（MF08）
フェイスマスク TYPE-A

① 05 FORZA X/Z（MF08）
フェイスマスク TYPE-A（〜05対応）
未塗装
¥26,250（税込）
純正色
¥36,750（税込）
② サイドアーマー TYPE-A
未塗装
¥36,750（税込）
純正色
¥53,350（税込）
③ リアスポイラー TYPE-A
未塗装
¥28,350（税込）
純正色
¥39,900（税込）

05 FORZA X/Z（MF08）
フェイスマスク TYPE-A

05 FORZA X/Z（MF08）
①＋②＋③ 3点スペシャルプライス
未塗装
￥89.250（税込）
純正色
￥126,000（税込）

フェイスマスク TYPE-A（チョップタイプ）
■ フェイスマスク TYPE-A（チョップタイプ）
未塗装
¥24,150（税込）
純正色
¥34,650（税込）
■ フェイスマスク TYPE-B
未塗装
¥26,250（税込）
純正色
¥36,750（税込）

■ フロントフェンダー ＴＹＰＥ-Ａ
未塗装
¥12,600
（税込）
純正色
¥23,100
（税込）
■ サイドアーマー ＴＹＰＥ-Ａ
未塗装
¥36,750
（税込）
純正色
¥53,550
（税込）

■ サイドエフェクト ＴＹＰＥ-Ａ
■ シーシーバー
未塗装
¥14,700
（税込） ■ フェンダーレス
純正色
¥23,100
（税込）
未塗装
■ リアスポイラー ＴＹＰＥ-Ａ
未塗装
¥28,350
（税込）
純正色
¥39,900
（税込）

¥42,000
（税込）
¥6,300
（税込）

オプション塗装：
スポットグラデーション仕様あり
詳しくはお問い合せ下さい。

■ 06・07フォルツァX/Z（MF08）
フェイスマスク TYPE-A
未塗装
¥24,150（税込）
純正色
¥34,650（税込）
カーボン
￥46,200（税込）
■ 05 FORZA X/Z（MF08）
フェイスマスク TYPE-B
未塗装
¥19,950（税込）
純正色
¥30,450（税込）
カーボン
￥42,000（税込）
■ サイドエフェクト ＴＹＰＥ-Ａ
未塗装
¥13,650
（税込）
純正色
¥22,050
（税込）
■ アンダーカウル ＴＹＰＥ-Ａ
未塗装
¥15,750
（税込）
純正色
¥26,250
（税込）
■ フロントフェンダー TYPE-A
未塗装
¥12,600（税込）
純正色
¥23,100（税込）
■ シーシーバー
¥42,000
（税込）

スカイウエーブ（44A.45A）

スカイウェイブ（43A）

■ フェイスマスク
（TYPE-A）
未塗装
¥19,950（税込）
純正色
¥30,450（税込）
カーボン ￥42,000（税込）
■ フェイスマスク
（TYPE-B）
※スムージングタイプ
未塗装
¥19,950（税込）
純正色
¥30,450（税込）
カーボン ￥42,000（税込）
■ サイドアーマー（TYPE-A）
未塗装
¥34,650（税込）
純正色
¥51,450（税込）
カーボン ￥84,000（税込）

■ フェイスマスク TYPE-A
未塗装 ￥19,950（税込）
純正色 ￥30,450（税込）
■ サイドアーマー TYPE-A
未塗装 ￥36,750（税込）
純正色 ￥53,550（税込）
■ リアスポイラー TYPE-A
未塗装 ￥28,350（税込）
純正色 ￥39,900（税込）
■ フロントフェンダー TYPE-A
未塗装
￥14,700（税込）
純正色
￥23,100（税込）
■ リアアンダースポイラー TYPE-A
未塗装
￥18,900（税込）
純正色
￥29,400（税込）
■ アンダーパネル TYPE-A
未塗装
￥10,290（税込）
純正色
￥20,790（税込）

■ リアスポイラー（TYPE-A）
未塗装
¥26,250（税込）
純正色
¥37,800（税込）
カーボン
￥73,500（税込）
■ リアアンダースポイラー(TYPE-A)
未塗装
¥18,900（税込）
純正色
¥29,400（税込）
カーボン
￥61,950（税込）
■ フロントフェンダー（TYPE-A)
未塗装
¥14,700（税込）
純正色
¥23,100（税込）
カーボン
￥34,650（税込）

オプション塗装：スポットグラデーション仕様あり
詳しくはお問い合せ下さい。

グランド マジェスティ 専用パーツ

シグナス-X 専用パーツ

■ フェイスマスク TYPE-A
未塗装
¥28,350（税込）
純正色塗装済
¥38,850（税込）
■ サイドアーマー TYPE-A
未塗装
¥38,850（税込）
純正色塗装済
¥54,600（税込）

■ フロントフェイス
未塗装
純正色塗装済
■ サイドアーマー
未塗装
純正色塗装済
■ リアスポイラー
未塗装
純正色塗装済

■ リアスポイラー TYPE-A
未塗装
¥30,450（税込）
純正色塗装済
¥42,000（税込）
■ フェンダーレスキット TYPE-A
未塗装
¥13,650（税込）
純正色塗装済
¥24,150（税込）

■ ロー＆ワイド フロントフォークカバー（R.Lセット） ■ サイドエフェクト TYPE-A
未塗装
¥14,700（税込）
純正アウターチューブより下面約2cmダウン、
純正色塗装済
¥23,100（税込）
上面 約1cm up、幅約1cmワイドに全体的に
ボリュームのあるバイクにみせます。
■ アンダーカウル TYPE-A
未塗装
¥14,700（税込）
未塗装
¥14,700（税込）
純正色塗装済
¥25,200（税込）
純正色塗装済
¥23,100（税込）
メッキ仕上げ
¥16,800（税込）
■ フロントフェンダー TYPE-A
■ アルミライセンスプレート ¥1,890（税込）
未塗装
¥13,650（税込）
カラー：ブルー、
レッド、シルバー、ゴールド、
純正色塗装済
¥24,150（税込）
ブルーベリー、ブラック

05 FORZA X/Z（MF08）
フェイスマスク TYPE-B

オプション塗装：スポットグラデーション仕様あり
詳しくはお問い合せ下さい。

アドレス-V125 専用パーツ

¥18,900（税込）
¥29,400（税込）
¥33,600（税込）
¥45,150（税込）
¥23,100（税込）
¥33,600（税込）

（塗装は純正色の白、黒のみになります。）

New
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■ ナックルプロテクター
■ フロントフェイスマスク
未塗装
¥18,900（税込） タッピングビス4本止め
純正色塗装済
¥29,400（税込） 50mm高さUPしつつシャープな
(キャンディー色は34,650円)
形状にしております。
未塗装
¥12,600（税込）
■ サイドアーマー
¥23,100（税込）
未塗装
¥33,600（税込） 純正色塗装済
純正色塗装済
¥45,150（税込） (キャンディー色は28,350円)
(キャンディー色は53,550円)
■ リアスポイラー
未塗装
¥23,100（税込）
純正色塗装済
¥33,600（税込）
(キャンディー色は38,850円)

New
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■ クランクケースカバー
（カーボンケプラー）
¥12,600（税込）

■ GRIP R7 マフラー ¥42,000（税込）

オプション塗装：スポットグラデーション仕様あり
詳しくはお問い合せ下さい。

ハート コンポジットライン
発売元（有）サイタニヤファクトリー
〒５９０-０５０４ 大阪府泉南市信達市場１０１４ー１ FAX.０７２-４８５-２９０１
商品のご注文・お問い合わせ

TEL:072-485-2130

NEWホームページ www.saitaniya-f.com/
最新情報はこちらから→http://blog.livedoor.jp/saitanya̲f/
プロダクツご注文方法
●通信販売をご利用の方は、TELにて在庫をご確認の上、商品代金に送料を加算し、
住所・氏名・電話番号・商品名を明記の上、現金書留にて、お申し込み下さい。また、代引システムによる電話注文も可能です。
●業者販売も承っております。詳しくはTELにてお問い合わせ下さい。

