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表示の価格は 2020 年 12 月 30 日時点の消費税込メーカー希望小売価格です。
カッコ内には本体価格が表示されております。
価格には、取付工賃は含まれておりません。
販売店向けカタログ

転載禁止

SCREAMIN’ EAGLE®

※写真のモデルには、保安基準不適合部品および日本非導入商品が装着されている場合があります。

4 NEW PRODUCTS
A . SCREAMIN' EAGLE® HIGH-FLOW
EXHAUST SYSTEM WITH STREET
CANNON MUFFLERS

NEWPRODUCTS
PRODUCTS 5
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The Screamin’ Eagle® High-Flow Exhaust system
provides bolt-on performance by reducing the catalyst
restrictions and improving exhaust flow. This exhaust
system is optimized for use with Screamin’ Eagle Stage
Kit-equipped Milwaukee Eight® engines. The complete
exhaust system starts with race-shop constructed
oversized mandrel-bent and hand TIG-welded stainless
steel head pipes, and flows through a unique crossover
to improve the flow of spent cylinder gasses. The large
inlet 4.5" Street Cannon mufflers feature baffles that
are optimized for aggressive performance and sound
under acceleration, and deliver a rich mellow note. The
combination of tuned-flow headers and Street Cannon
mufflers with relocated catalyst maximizes horsepower,
maintains solid midrange torque and manages heat. The
proof is in the horsepower and torque numbers. Dial
the system to your motorcycle by using the Screamin’
Eagle Pro Street Tuner to tune your ECM specifically
to match your performance upgrades. The complete
system includes exhaust headers pre-tapped for standard
or Screamin’ Eagle wide-band O2 sensors, large 4.5"
diameter Street Cannon mufflers, and matching exhaust
heat shields. Complete the look with your choice of
custom muffler end caps (sold separately). 49-State
U.S. EPA compliant. Refer to www.H-D.com/Shop
for status.
Fits '17-later Touring models. Does not fit Trike
models. Does not fit with Dominion Transmission
Side Covers. Separate purchase of Screamin’ Eagle
4.5" endcaps required. Not for use with Screamin'
Eagle Stage IV 128CI or 131CI Kits or with Screamin'
Eagle 131CI Performance Crate Engines. All models
require ECM calibration with Screamin’ Eagle Pro
Street Tuner for proper installation. See Dealer for
details.
65600329

65600330
65600331
65600332

A
ドキャップ／4.5インチ
B . マフラーエン
MUFFLER
END CAPS–4 .5"
取り付けが簡単なパフォーマンスエンドキャップ。装着すれば、4.5インチのスクリー
These easy-to-install performance end caps allow you to
ミンイーグル・ストリートキャノンマフラーをお好みの方法で仕上げることができます。
finish your 4.5” Screamin’ Eagle® Street Cannon mufflers
2個セット。取り付けハードウェア同梱。
your way. Sold in pairs. Installation
hardware
included.
’
17以降ツーリングモデルで4.5インチスク
リーミンイーグル
・ストリートキャノ
ンマフ
ラー、
または4.5インチのス
ト
リ
ー
トキャノ
ンマフラー装着スク
リ
ー
ミ
ンイーグル
Fits '17-later Touring models equipped with 4.5"・ハイフ
ローエキゾーストシステム装備車に適合。
Screamin’ Eagle Street Cannon Mufflers and
●65100196 ブラント／ステンレススチール 32,112円
（本体価格 29,193円）
Screamin’ Eagle High-Flow Exhaust Systems with
●65100205 スラッシュ・アップ／ダウン／アウト・グロスブラック
4.5" Street Cannon Mufflers. 40,458円（本体価格 36,780円）


65100196
65100205

2
A

A
B

A
B

2
A

Stainless Steel
$1,599 .95
w/Satin Black Mufflers .
Gloss Black
$1,899 .95
w/Gloss Black Mufflers .
Chrome
$1,499 .95
w/Chrome Mufflers .
Satin Black
$1,599 .95
w/Satin Black Mufflers .

A
B

2
A

Street legal and/or street compliant statements refer to
product meeting 50-State emissions and noise standards
in the United States.
The street legal and/or street compliant statements may
not apply to markets outside of the United States.

A
B

A

2

Blunt/
Stainless Steel .
Slash Up/Down/
Out-Gloss Black .

$149 .95
$179 .95

STYLE

※写真のモデルには、保安基準不適合部品および日本非導入商品が装着されている場合があります。
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エンドゲーム
・コレクション／グラファイ
ト
ENDGAME
COLLECTION
- GRAPHITE
カスタムスタイルを極限まで追求。スロットデザイン、
インダストリアルで現代的な外
Push your custom style to the edge. The Endgame
観がエンドゲーム・コレクションならではの雰囲気を演出します。
コントロール類に採
collection is defined
by its トがマッ
slotted
design
and high用されたインテンスブラッ
クのラバーインサー
トグラファイ
ト仕上げと相まっ
tech,
industrial look. The intense black rubber inserts
て、
ブラ
ック仕上げや明るい仕上げを引き立てます。

A

D

D

on the controls are set against a matte graphite finish
that complements black or bright finishes.

A エンドゲーム・コレクション・ハンドグリップ／グラファイト
グラファイトの表面からブラックのラバーインサートが盛り上がる、1.5インチ径のグ
A .
ENDGAME
COLLECTION
HAND GRIPS
-取
リ
ップ。卓越したコン
トロール性とインダス
トリアルでタフなスタイルを実現し
ます。
り付けは簡単。
接着不要の設計により、整備時に損傷なく取り外すことができます。
GRAPHITE
●56100391
	 raised black rubber inserts
29,212円
（本体価格
26,557円）
Featuring
with a graphite
’
21以降ライブワイヤー、
’
16～’
17ダイナFXDLSおよび’
16以降ソフテイルモデ
surround, these 1.5" diameter grips deliver superior
ル、’
14～’
15FLSTNSE、’
11～’
12FLSTSE、’
13～’
14FXSBSE、’
08以降ツー
control and tough industrial styling. Easy-to-install
リング
（’
18以降FLTRXSEを除く）
、
トライクモデルに適合。

Fits '18-later FLSL, FLDE, FLFB, FLFBS, FLHC, and
FLHCS models equipped with Endgame Brake Lever
E エンドゲーム・コレクション・ブレーキレバー／グラファイト
P/N 41600299 or 41600298 and '14-later Touring
他のエンドゲーム・コレクション・コントロールを引き立たせるリアブレーキレバー。ス
models equipped
with Endgame Brake Lever P/N
ロットデザインにより、
インダストリアルな外観が加わります。
41600305
or
P/N
41600304. 40,451円（本体価格 36,774円）
●41600298	

glueless design allows you to remove grips for service
without damage.

B エンドゲーム・コレクション・フットペグ／グラファイト
56100391
$129 .95
インダストリアルで現代的な外観を完成させるエンドゲーム・フットペグ。スロット加
Fits ’16-’17 Dyna®
FXDLS and ’16-later
工が施された左右のフ
ットペグから盛り上がるダイヤモン
ドトレSoftail®
ッドのラバーグリップ
models,
’14-’15
FLSTNSE,
’11-’12 FLSTSE, ’13-’14
により、
足をしっかり
とホールド
します。
●50501641
（本体価格
26,557円）
FXSBSE,ライダー
and ’08-later Touring 29,212円
(except
’18-later
’
18以降FLSB、
FXBB、
FXBBS、
FXBRS、FXLRおよびFXLRSモデルに
FLTRXSE)
and
Trike FXBR、
models.
適合
●50501643 パッセンジャー
29,212円
（本体価格 26,557円）
B .
ENDGAME COLLECTION
FOOTPEGS ’
21以降ライブワイヤーおよび’
18以降ソフテイルモデルのパッセンジャーポジ
ションに適合。
GRAPHITE
●50501645
29,212円
（本体価格
26,557円）
Finish	
off the high-tech, industrial
look
with Endgame
H-Dオス型マウントスタイル・フットペグサポート装着車に適合
（’
15以降XG、’
07～
Footpegs. Kit includes slotted left and right footpegs
’
10XL883L、’
07以降XL883N、XL1200N、XL1200VおよびXL1200X、’
11以降
with
raised
diamond-tread
rubber
grips
to
help
keep
XL1200C、XL1200T、’
18以降XL1200NS、XL1200XS、'08～'11XR、’
08～
your feet
firmly
inFXSB、
place.FXSBSE、FXSEでのライダーポジション、
’
17FXCW、
FXCWC、
FXS、
’
18以降ソフテイルモデルでのライダー、パッセンジャーポジションを除く）
。

’
18以降FLソフテイルモデルでフットボード装着車に適合。
●
	
40,451円
（本体価格
36,774円）
E .41600304
ENDGAME
COLLECTION
BRAKE
LEVER
’
14以降ツーリングおよびトライクモデルに適合。

GRAPHITE

Styled to complement the Endgame Collection controls,
B

B

D/E

complements the high-tech, industrial look of the
Endgame Collection footpegs and footboards

B

B

E

50501648
$399 .95
Fits '18-later FL Softail models equipped with rider
footboards.
50501649
Fits ‘09-later Touring models.

$399 .95

33600295
$44 .95
Fits '86-later FL Softail®, '88-later Touring and
'08-later Trike models equipped with Endgame
Collection Shift Levers.

F

G .

ENDGAME COLLECTION SHIFT LEVERGRAPHITE

Styled to complement the Endgame Collection controls,
this Shift Lever features a slotted design that will give
your bike a high-tech, industrial look.
33600292
$99 .95
Fits '86-later FL Softail, '88-later Touring and
'08-later Trike models.

ENDGAME COLLECTION RIDER
FOOTBOARDS - GRAPHITE

With their slotted design, these Endgame Footboards add
a custom industrial look to your ride. These footboards
feature four raised rubber pads for superior grip and
Harley-Davidson script for added style. Kit includes left
and right footboards.

$179 .95

G エンドゲーム・コレクション・シフトレバー／グラファイト
他のエンドゲーム・コレクション・コントロールを引き立たせるシフトレバー。スロットデ
F .
ENDGAME
SHIFTER PEG ザインによ
り、
バイクにインダストCOLLECTION
リアルな外観が加わります。
●33600292
	
22,468円
（本体価格 20,426円）
GRAPHITE
’
86以降FLソフテイル、
’
88以降ツー
リングおよび'14以降
トライクモデルに適合。
With its slotted
design,
this easy-to-install
shifter peg

supports (except the rider position on ’15-later
XG, ’07-’10 XL883L, ’07-later XL883N, XL1200N,
XL1200V and XL1200X, ’11-later XL1200C and
XL1200T, '18-later XL1200NS and XL1200XS, ’08-’13
XR and ’08-'17 FXCW, FXCWC, FXS, FXSB, FXSBSE
and FXSE and the rider and passenger position on
'18-later Softail models).

C .

this
Rear・
Brake
Lever
features a slotted design
that will
F "エン
ドゲーム
コレクション
・シフターペグ／グラファイ
ト
スロットデザインが際立つシフターペグ。
エンドゲーム
give your bike an industrial
look.・コレクション・フットペグやフッ
トボードが演出するインダストリアルで現代的な外観をさらに引き立てます。取り付
41600298
$179 .95
けも簡単です。
Fits '18-later
FL Softail® models 9,383円
equipped
with8,530円）
●33600295
	
（本体価格
’
86以降FLソフテイル、
Footboards. ’88以降ツーリングおよび'14以降トライクモデルでエンド
ゲーム・コレクション・シフトレバー装着車に適合。
41600304
Fits '14-later Touring and Trike models.

50501641
Rider .
$399 .95
Fits '18-later FLSB, FXBB, FXBR, FXBRS, FXLR and
FXLRS
models.
エン
ドゲーム
・コレクション・ライダーフットボード／グラファイト

C
スロットデザインが際立つインダストリアルなカスタムルックをあなたの愛車に加え
Passenger .
$399 .95
るエン50501643
ドゲーム・フットボード。
フッ
トボードから盛り上がる4個のラバーパッ
ドによりグ
リップ感は秀逸。
「Harley-Davidson」
ロゴがスタイ
リ
ッシュな雰囲気を加えます。
Fits passenger position on '20-later LiveWire™ and
キットには左右のフ
ットボードが同梱されています。
'18-later Softail
models.
●50501648	
73,045円
（本体価格 66,405円）
50501645
$399 .95
’
18以降FLソフテイルモデルでライダーフ
ットボード装着車に適合。
●50501649
	
73,045円
（本体価格
66,405円）
Fits models
with H-D® male mount
style
footpeg
’
09以降ツーリングモデルに適合。

D
・コレクション
・ブレーキペダルパッド／グラファイ
ト
D .エンドゲーム
ENDGAME
COLLECTION
BRAKE PEDAL
スロットデザインとグラファイト仕上げが際立つブレーキペダルパッド。他のエンド
PAD - GRAPHITE
ゲーム・コレクション・コントロールと相まって、
あなたの愛車にインダストリアルなカス
Showcasing
a slotted design and graphite finish,
タムルッ
クを演出します。取り付けも簡単です。
these	
easy-to-install brake pedal
pads
complement
●50600386
10,426円
（本体価格
9,479円）
the Endgame
Collection
controls to give your ride
a
’
18以降FLSL、
FLDE、FLFB、
FLFBS、FLHCおよびFLHCSモデルでエン
ドゲー
ム・コレクシ
ョン・ブレーキレバー41600299または41600298装着車、
’
14以降ツー
custom
industrial look.
リングモデルでエンドゲーム・コレクション・ブレーキレバー41600305または
50600386
$49 .95
41600304装着車に適合。

C

C

F/G
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エンドゲーム
・コレクション／ブラック
ENDGAME
COLLECTION - BLACK
カスタムスタイルを極限まで追求。スロットデザイン、
インダストリアルで現代的な外
Push your custom style to the edge. The Endgame
観がエンドゲーム・コレクションならではの雰囲気を演出します。インテンスブラック
collection
is defined by its slotted design and high-tech,
のラバーとマッ
トブラック仕上げが生み出す今までにない力強さで、
ハイパフォー
industrial
look. The intense black rubber and matte
マンスバイ
クを一層際立たせます。

A

D

D

black finish gives you a powerful new way to highlight
your high-performance machine.

A エンドゲーム・コレクション・ハンドグリップ／ブラックアノダイズド
ブラックの表面からブラックのラバーインサートが盛り上がる、1.5インチ径のグリッ
A . 卓越したコン
ENDGAME
COLLECTION
HAND GRIPS
–
プ。
トロール性とインダス
トリアルでタフなスタイルを実現し
ます。
取り
付けは簡単。
接着不要の設計によ
り、整備時に損傷なく取り外すことができます。
BLACK
ANODIZED
●56100394
	 raised black rubber29,212円
（本体価格
Featuring
inserts
with a26,557円）
black
’
21以降ライブワイヤー、
’
16～’
17ダイナFXDLSおよび’
16以降ソフテイルモデ
surround, these 1.5" diameter grips deliver superior
ル、’
14～’
15FLSTNSE、’
11～’
12FLSTSE、’
13～’
14FXSBSE、’
08以降ツー
control and tough industrial styling. Easy-to-install
リング
（’
18以降FLTRXSEを除く）
、
トライクモデルに適合。

Fits '18-later FLSL, FLDE, FLFB, FLFBS, FLHC, and
FLHCS models equipped with Endgame Brake Lever
E エンドゲーム・コレクション・ブレーキレバー／ブラック
P/N 41600299 or 41600298 and '14-later Touring
他のエンドゲーム・コレクション・コントロールを引き立たせるリアブレーキレバー。ス
models equipped with Endgame Brake Lever P/N
ロットデザインにより、愛車にインダストリアルな外観が加わります。
41600305
or P/N 41600304. 40,451円（本体価格 36,774円）
●41600299
	

glueless design allows you to remove grips for service
without damage.

B エンドゲーム・コレクション・フットペグ／ブラックアノダイズド
56100394
$129 .97
インダストリアルで現代的な外観を完成させるエンドゲーム・コレクション・フットペ
Fits
’16-’17 Dyna FXDLS
and ’16-later Softail® models,
グ。スロッ
ト加工が施された左右のフ
ットペグから盛り上がるダイヤモン
ドトレッドの
’14-’15
FLSTNSE,
’11-’12
FLSTSE,
ラバーグリ
ップによ
り、足をしっかり
とホール
ドします。 ’13-’14 FXSBSE,
●50501684
ライダーTouring (except ’18-later
29,212円
（本体価格
26,557円）
and ’08-later
FLTRXSE)
and
’
18以降FLSB、
FXBB、FXBBS、FXBR、FXBRS、FXLRおよびFXLRSモデルに
Trike models.
適合。
●50501644 パッセンジャー
29,212円
（本体価格 26,557円）
B .
ENDGAME COLLECTION
FOOTPEGS ’
21以降ライブワイヤーおよび’
18以降ソフテイルモデルのパッセンジャーポジ
ションに適合。
BLACK ANODIZED
●50501716
29,212円
（本体価格
26,557円）
Finish	
off the high-tech, industrial
look
with Endgame
H-Dオス型マウントスタイル・フットペグサポート装着車に適合
（’
15以降XG、’
07～
Footpegs. Kit includes slotted left and right footpegs
’
10XL883L、’
07以降XL883N、XL1200N、XL1200VおよびXL1200X、’
11以降
with
raised
diamond-tread
rubber
grips
to
help
keep
XL1200C、XL1200T、’
18以降XL1200NS、XL1200XS、'08～'11XR、’
08～
your foot
firmly
inFXSB、
place.
’
17FXCW、
FXCWC、
FXS、
FXSBSE、FXSEでのライダーポジション、
’
18以降ソフテイルモデルでのライダーおよびパッセンジャーポジションを除く）
。

’
18以降FLソフテイルモデルでフットボード装着車に適合。
●
	
40,451円
（本体価格
36,774円）
E .41600305
ENDGAME
COLLECTION
BRAKE
LEVER
’
14以降ツーリングおよびトライクモデルに適合。

BLACK

Styled to complement the Endgame Collection controls,
B

D/E

B

complements the high-tech, industrial look of the
Endgame Collection footpegs and footboards.

B

B

E

50501679
$399 .95
Fits '18-later FL Softail models equipped with rider
footboards.
50501680
Fits ‘09-later Touring models.

$399 .95

33600303
$44 .95
Fits '86-later FL Softail®, '88-later Touring and
'08-later Trike models equipped with Endgame
Collection Shift Levers.

F

G .

ENDGAME COLLECTION SHIFT LEVERBLACK ANODIZED

Styled to complement the Endgame Collection controls,
this Shift Lever features a slotted design that will give
your bike a high-tech, industrial look.
33600301
$99 .95
Fits '86-later FL Softail, '88-later Touring and
'08-later Trike models.

ENDGAME COLLECTION RIDER
FOOTBOARDS – BLACK ANODIZED

With their slotted design, these Endgame Footboards add
a custom industrial look to your ride. These footboards
feature four raised rubber pads for superior grip and
Harley-Davidson script for added style. Kit includes left
and right footboards

$179 .95

G エンドゲーム・コレクション・シフトレバー／ブラックアノダイズド
他のエンドゲーム・コレクション・コントロールを引き立たせるシフトレバー。スロットデ
F .
ENDGAME
COLLECTION
SHIFTER
ザインによ
り、
バイクにインダスト
リアルで現代的な外観が加わり
ます。 PEG –
●33600301
	 ANODIZED
22,468円
（本体価格 20,426円）
BLACK
’
86以降FLソフテイル、
’
88以降ツー
リングおよび’
14以降トライクモデルに適合。
With its slotted
design,
this easy-to-install
shifter peg

XG, ’07-’10 XL883L, ’07-later XL883N, XL1200N,
XL1200V and XL1200X, ’11-later XL1200C and
XL1200T, '18-later XL1200NS and XL1200XS, ’08-’13
XR and ’08-'17 FXCW, FXCWC, FXS, FXSB, FXSBSE
and FXSE and the rider and passenger position on
'18-later Softail models).

C .

this
Rear・コレクション
Brake Lever
features a slotted design that will
F エン
ドゲーム
・シフターペグ／ブラックアノダイズド
スロットデザインが際立つシフターペグ。
ドゲーム
・コレクション・
フットペグやフッ
give your performance エン
bike
an industrial
look.
トボードが演出するインダストリアルで現代的な外観がさらに引き立ちます。取り付
41600299
$179 .95
けも簡単です。
Fits '18-later
FL Softail® models 9,383円
equipped
with8,530円）
●33600303
	
（本体価格
’
86以降FLソフテイル、
Footboards. ’88以降ツーリングおよび’14以降トライクモデルでエンド
ゲーム・コレクション・シフトレバー装着車に適合。
41600305
Fits '14-later Touring and Trike models.

50501684
Rider .
$399 .95
Fits '18-later FLSB, FXBB, FXBR, FXBRS, FXLR and
FXLRS
models.
エン
ドゲーム
・コレクション・ライダーフットボード／ブラックアノダイズド

C
スロットデザインが際立つ、
インダストリアルなカスタムルックをあなたの愛車に加え
Passenger .
$399 .95
るエン50501644
ドゲーム・コレクション・ライダーフ
ットボード。
フットボードから盛り上がる4個の
Fitsドにより
passenger
position
on '20-later LiveWire
and
ラバーパッ
グリップ感は秀逸。
「Harley-Davidson」
ロゴがスタイ
リッシュな
雰囲気を加えます。
キットには左右のフ
ットボードが同梱されています。
'18-later Softail
models.
●50501679	
73,045円
（本体価格 66,405円）
50501716
$399 .95
’
18以降FLソフテイルモデルでライダーフ
ットボード装着車に適合。
●50501680
	
73,045円
（本体価格
66,405円）
Fits models
with H-D® male mount
style
footpeg
‘09以降ツー
リングモデルに適合。
supports
(except the rider position on ’15-later

D
・コレクション
・ブレーキペダルパッド／ブラックアノダイズド
D .エンドゲーム
ENDGAME
COLLECTION
BRAKE PEDAL
スロットデザインとブラック仕上げが際立つブレーキペダルパッド。他のエンドゲー
PAD
–
BLACK
ANODIZED
ム・コレクション・コントロールと相まって、
あなたの愛車にインダストリアルなカスタム
Showcasing
a slotted design and black finish, these
ルックを演出し
ます。取り付けも簡単です。
easy-to-install
brake pedal pads
complement
the
●50600401
	
10,426円
（本体価格 9,479円）
Endgame
Collection
controls
to give your ride a custom
’
18以降FLSL、
FLDE、
FLFB、FLFBS、
FLHCおよびFLHCSモデルでエン
ドゲー
ム・コレクシ
ョン・ブレーキレバー41600299または41600298装着車、
’
14以降ツー
industrial
look.
リングモデルでエンドゲーム・コレクション・ブレーキレバー41600305または
50600401
$49 .95
41600304装着車に適合。

C

C

F/G
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12 NEW
NEW PRODUCTS
PRODUCTS
ストリームライナー
・コレクション／ブラック
STREAMLINER™
COLLECTION - BLACK
ストリームライン・モダン建築様式の特徴である丸みを帯びたフォルムや長く延びた
Inspired by the curved forms and long, horizontal lines of
水平線からインスピレーションを受けた、
ブラック・ストリームライナー・コレクション。
Streamline
Moderne
architecture, the Black Streamliner™
ハーレーダビッ
ドソンのクラシ
ックなスタイルに現代的な趣が加わり
ます。漆黒の海
Collection
takes
a contemporary
spinド。
onブラ
this
classic
を彷彿させる
リッチブラ
ックに浮かぶポリ
ッシュ・クロームバン
ック・
ストリーム
Harley-Davidson
style.
Featuring polished
chrome
ライナー
・コレクションにより、バイ
クにダークで流麗な印象が加わり
ます。

NEW PRODUCTS
PRODUCTS 21
13
A

D

D

bands surrounded by a sea of rich black, the Black
Streamliner Collection adds a dark and aerodynamic
ストリームライナー・コレクション・ハンドグリップ／ブラック
look to your bike.

A
ストリームライナーの外観にマッチするグリップ。
ライディング時にはリッチブラックの
ラバーが確実なグリップ感を提供。その上を走るクロームの3本のラインがが絶妙
A . さを加えます。
STREAMLINER COLLECTION HAND
な明る
●56100411
	 - BLACK
20,863円
（本体価格 18,967円）
GRIPS
’
21以降ライブワイヤー、’
16～’
17ダイナFXDLSおよび’
Complement the
Streamliner
look with16以降ソフテイルモデ
these matching
ル、’
14～’
15FLSTNSE、’
11～’
12FLSTSE、’
13～’
14FXSBSE、’
08以降ツー
grips.
The
rich
black
rubber
provides
a positive grip
リング
（’
18以降FLTRXSEを除く）
、
トライクモデルに適合。

50501801
$229 .95
Fits '12-'16 FLD and '86-'17 FL Softail® (except FLS,
E ストリームライナー・コレクション・パッセンジャーフットボード＆マウント
FLSS, FLSTFB and FLSTFBS), '86-later Touring (except
キット／ブラック
FLHTCUL and
and Trike
models.
ロードキングカスタム、
ローFLHTKL)
ドグライドカスタム、
ストリー
トグライドモデルのライダー

when riding and the chrome tri-lines add just the right
touch of brightness.

B ストリームライナー・コレクション・ヒーテッドハンドグリップ／ブラック
56100411
$99 .95
ストリームライナーの外観にマッチするヒーテッドハンドグリップ。グリップ全体より
Fits
’16-’17
Dyna®
FXDLS
and
’16-later
Softail®
均一に温まるように設計され、
これまでのアクセサリーヒーテッドグリップに比べ最高
models, ’14-’15 ライディ
FLSTNSE,
’11-’12
FLSTSE,
’13-’14
作動温度が約11℃アップ。
ング中、
今まで以上の温も
りを感じ
ることができ
ます。FXSBSE and ’08-later Touring (except ’18-later
●56100412
	 and Trike models. 60,522円
（本体価格 55,020円）
FLTRXSE)
’
16～’
17ダイナFXDLS、’
16以降ソフテイル、および'08以降ツーリングおよびトラ
イクモデルに適合。’
16～’
17ソフテイルモデルでは、
エレクトリカルコネクションキッ
B .
STREAMLINER
COLLECTION
ト72673-11
（
別売）
が必要です。’
14～’
16ツーリングおよびトライクモデルでは、エ
レクトリ
カルコネクショHAND
ンキット69200722
（ 別売）
が必要です。’
18以降ソフテイルお
HEATED
GRIPS
- BLACK
よび’
17以降ツーリング、
トライクモデルでは、
エレクwith
トリカルコネクションキッ
ト
Complement
the
Streamliner look
these
69201599A
（別売）
が必要です。内部配線のハンドルバーがついている’
08～’
13
matching Heated Hand Grips. These grips have been
モデルは不可。
グリップの電源線はハンドルバー外部に配線する必要があります。
thermally mapped
to ドルバーの情報を参照く
deliver more uniform
heat and
適合可否の詳細はアクセサリ
ーハン
ださい。

A

B

E

E

models require separate purchase of Electrical
Connection Kit P/N 72673-11. '14-'16 Touring and
Trike models require separate purchase of Electrical
Connection Kit P/N 69200722. '18-later Softail and
'17-later Touring and Trike models require Electrical
Connection Kit P/N 69201599A. Does not fit ’08-’13
models with internally wired handlebars. The power
wires for these grips must be wired external of the
handlebar. See accessory handlebars for specific
heated hand grip exclusions.

C .

び、
スウェプトウイングシェイプのパッセンジャーフットボードパンにフィットします。左
50501819
$399 .95
右セット。
Fits
’06-’17
Dyna®,
’00-later
Softail
(except
FXDRS)
●50501796	
18,775円
（本体価格
17,069円）
and
’86-later
Touring （FXFB、
and Trike
models
equipped
with
’
06～’
17ダイナ、
’
00以降ソフテイル
FXFBS、
FXDRSを除く）
および’
86
以降ツー
リングモデルでスウ
ェプトウイングシ
ェイプのパッセンジャーフットボード装
passenger
footboard
supports.
着車に適合。
トライクモデルには不可。パッセンジャーフットボードサポートキット
50399-07Aと併用する場合、
フットボードを折り畳んだ位置に保持できません。

F .

B

F

G

STREAMLINER COLLECTION
PASSENGER FOOTBOARD INSERT KIT –
ストリームライナー
・コレクション・ブレーキペダルパッド／ブラック
BLACK

G
ストリームライナー
・フッ
トペグとフッ
ドを引き立たせる、
取り付けが簡単なブ
Styled to
match
theトボー
Street
Glide model’s
Original
レーキペダルパッ
ド。
3本のポリ
ッシュ
・
クロームのバン
ドが輝く
ブラ
ックラバーパッ
ド
Equipment Streamliner Rider Footboards.
Featuring
をグロスブラック・フレームが取り囲み、
スタイルとグリップを高めています。
vibration-isolation rubber inserts with three polished
●50600417	
12,514円
（本体価格 11,377円）
chrome
bands,
this insert is designed
to
fit theトSwept
’
12～’
16FLD、’
86～’
17FLソフテイルおよび’
80以降ツーリ
ングおよび
ライクモ
Wing shaper passenger footboard pan. Kit includes left
デルに適合。

and right insert.

50501796 ・コレクション・シフターペグ／ブラック$89 .95
H ストリームライナー
Fits
Dyna,
’00-later
Softail
(except FXDRS)
ブラック
・スト’06-’17
リームライナー
・フッ
トペグとフッ
トボードを引き立たせる、
取り付けが簡
単なシフターペグ。
and ’86-later Touring models equipped with Swept
●33600313
	
６,252円
（本体価格
Wing-shaped
passenger footboards.
Does
not fit 5,684円）
Trike
全モデル
（’
06～’
ォワードコントロール装着車およびマットブ
models.
If17VRSCモデルでフ
installed on models
equipped with Passenger
ラック'08～'11XRモデルを除く）
に適合
Footboard Support kit P/N 50399-07A, footboards will
not remain in flipped up position.

STREAMLINER COLLECTION RIDER
FOOTPEGS - BLACK

G .

Complete the streamlined look with Streamliner Footpegs.
Includes left and right footpegs.
50501800
$159 .95
Fits rider positions on ’03-earlier XL models with
mid controls and ’05-earlier Dyna models with midcontrols. Fits all models in passenger and highway
peg position.

フットボードにマッチするスウェプトウイング・パッセンジャーフットボード。
グロスブラッ
クのフ
トボードパンが、
ポリッシュ・
クロームの3本線が浮かぶス
トリームライナー・ス
E . ッ
STREAMLINER
COLLECTION
PASSENGER
タイルのラバーパッドを囲みます。ボルトオンなので、取り付けも簡単。
コンプリート
FOOTBOARD
AND MOUNT KIT
- BLACK
キットには、
グロスブラック・アルミニウムフットボード、
ラバーパッド、マウンティング
Styled
to match
the
rider
footboards
on the Road King®
ハードウ
ェア、パッセンジ
ャーフ
ットボー
ドサポー
トが同梱されています。
Custom,
Street
Glide® 77,061円）
models,
●50501819
	 Road Glide® Custom and
84,767円
（本体価格
’
93以降ツー
ライクモデルには適合不可。
theseリングモデルに適合。
Swept Wing トPassenger
Footboards feature a

Streamliner-style rubber pad with three polished chrome
stripes surrounded by gloss black footboard pans. Designed
F ストリームライナー・コレクション・パッセンジャーフットボードインサート
for convenient bolt-on installation, the complete kit
キット／ブラック
includes
gloss black aluminum
footboards,
rubber
pads,
ストリー
トグライドモデルに標準装備のス
トリームライナー
・ライダーフ
ットボー
ドに
mounting hardware
and passenger
footboard supports..
マッチするデザイン。
防振ラバーインサー
トにはポリッシュクロームの3本線が浮か

are designed to achieve a maximum operating
temperature approximately 20° Fahrenheit warmer
C ストリームライナー
コレクション・ライダーフッ
トペグ／ブラック
than previous・accessory
heated grips
for added
流線的な外観を仕上げるストリームライナー・フットペグ。左右のフットペグが同梱さ
warmth during rides.

れています。
●50501800
	
33,387円
（本体価格
30,352円）
56100412
$279 .95
’
03以前XLモデルでミ
ッドコントロール装着車および’
ッド
Fits '16-'17 Dyna®
FXDLS, '16-later05以前ダイナモデルでミ
Softail® and
コントロール装着車のライダーポジションに適合。パッセンジャー、ハイウェイペグポ
'08-later Touring and Trike models. '16-'17 Softail®
ジションの全モデルに適合。

D
・コレクション・ライダーフッ
トボード／ブラック
D .ストリームライナー
STREAMLINER™
COLLECTION
RIDER
ストリートグライドのスマートでゆったりとしたフットボードからインスピレーションを受
FOOTBOARDSBLACK
けた、
ライダーフットボード。すっきりとした趣の中にインパクトを感じさせる外観を演
Inspired
byポリ
the
sleek
and sweeping
footboard ッ
design
出します。
キットには、
ッシュ
・クロームの3本のバン
ドが入った防振フ
トボード
from
the
Street
Glide®
model,
these
Rider
Footboards
パッド、
グロスブラック・パンが同梱されています。標準装備フットボードを取り外し
add a ト
clean
yet
striking look to your bike. Kit includes
て、簡単にボル
オンでき
ます。
●50501801
	
47,998円
（本体価格
43,635円）
vibration-isolation
footboard pads
with
three polished
’
12～’
16FLDおよび’
86～’
17FLソフテイル
（FLS、FLSS、
FLSTFBS
chrome
bands,
and
the complete
gloss FLSTFB、
black pans
that
を除く）
、’
86以降ツーリング
（FLHTCUL、FLHTKLを除く）
、およびトライクモデル
easily
bolt in place
of the Original Equipment
footboards.
に適合。

C

C

G

STREAMLINER COLLECTION BRAKE
PEDAL PAD - BLACK

Complement the Streamliner footpegs and footboards
with this simple-to-install Brake Pedal Pad. The gloss
black frame surrounds a black rubber pad accented
with three polished chrome bands for style and grip.

H

50600417
$59 .95
Fits ’12-’16 FLD, ’86-'17 FL Softail and ’80-later Touring
and Trike models.

H .

STREAMLINER COLLECTION SHIFTER
PEG - BLACK

Complement the black Streamliner Footpegs and
Footboards with this simple-to-install Shifter Peg.
（注）
電装系アクセサリーの取り付けは、電気系統に許容量を超える負荷がかかることで
モーターサイクルを損傷するおそれがありますので、お取り付け作業はHDJ正規販売網へ
お申し付けください。

33600313
$29 .95
Fits all models (except ’06-’17 VRSC™ models with
forward controls and Matte Black ’08-’13 XR models).
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A
ト・ライダーフッ
トボード FOOTBOARDS
A . 80グリッ
80GRIT™
RIDER
荒れた路面に対抗するグリップ感をくれる、BMXからインスピレーションを受けたフッ
When the road bites, bite back. With durable cast
トボード。キャストアルミニウム製の頑丈な鋸歯状エッジがブーツをしっかりグリップ。
aluminum
and rugged
style edgesます。
this BMX-inspired
ハードなライディ
ング時にも、
別格の安心感を生み出し
footboard
grips your boot for unmatched stability and
’
14以降ツー
リングモデルに適合。
traction,ロウ
giving you the confidence
to（本体価格
ride as hard
as
●50501602
83,492円
75,902円）
●50501604
83,492円
（本体価格 75,902円）
you like.ブラック

A

A

C

Fits '14-later Touring models.
’
18以降FLソフテイルモデルでライダーフ
ットボード装着車に適合。
ロウ
83,492円
（本体価格
75,902円）
●50501612
50501602
Raw .
$399 .95
●50501613 ブラック
83,492円
（本体価格 75,902円）
50501604

Black .

33600314

$399 .95

B
BMXからインスピレーションを受けたブレーキペダルパッド。鋸歯状エッジが抜群の
50501612
Raw .
$399 .95
グリップ力を発揮。
不要なものを大胆に排除した外観が異彩を放ちます。
’
18以降FLSL、
FLDE、FLFB、
FLFBS、FLHCおよびFLHCSモデルでエン
ドゲー
50501613
Black .
$399 .95
ム・コレクション・ブレーキレバー41600299または41600298装着車、’
14以降ツー
リングモデルでエンドゲーム・コレクション・ブレーキレバー41600305または
B .
80GRIT BRAKE PEDAL PAD
41600304装着車に適合。
●50600425
ロウ
13,487円
（本体価格
12,261円）
This BMX-inspired
brake pedal pad
features
rugged
styled
●50600424
ブラ
ック
13,487円
（本体価格 12,261円）
edges for
superior
grip and a bold,
stripped-down
look.

shift rod lever replaces the OE or Accessory chrome lever
to create a cohesive, black-out look across your bike.

A

C

D

Fits '18-later FLSL, FLDE, FLFB, FLFBS, FLHC, and
FLHCS models equipped with Endgame Brake Lever
P/N 41600299 or 41600298 and '14-later Touring
models equipped with Endgame Brake Lever P/N
41600305 or P/N 41600304.
Raw .
Black .

$84 .95

D シフ
トロッ
ドレバー／ブラック
Fits
’18-later
FL Softail models equipped with
ブラックアウ
トルックを完成させる最後のピース。標準装備またはアクセサリーのク
footboards.
ローム・レバーに代わるグロスブラック・シフトロッドレバー。一体感のあるブラックア
ウトルックを実現します。
D .33600318
SHIFT
●
	 ROD LEVER - BLACK
16,689円
（本体価格 15,172円）
’
18以降FLソフテイルモデルに適合。
Complete your bike's black-out look. This gloss black

Fits ’18-later FL Softail® models equipped with rider
80グリット・ブレーキペダルパッド
footboards.

50600425
50600424

C
C .ヒールシフ
HEELトレバー／ブラック
SHIFT LEVER- BLACK
ソフテイルモデルでフットボード装着車にヒールシフターの利便性を追加。
ブーツの
Add the convenience of a heel shifter to your footboardかかとを下方にタップしてシフトアップできる、
トラディッショナルなヒールシフター。
equipped
Softail®
model.
This
traditional
Heel
Shifter
キットには、
グロスブラック・ヒールシフトレバー、
エクステンデッドシフターシャフト、
シ
permits you to ングハー
upshift
a downward tap
of your
フターペグおよびマウンティ
ドウwith
ェアが同梱されています。
取り付けは簡単
です。boot heel. This easy-to-install kit includes the gloss
black 	
heel shift lever, extended
shifter
shaft,16614円）
shifter
●33600314
18,275円
（本体価格
’
18以降FLソフテイルモデルでフ
トボード装着車に適合。
peg and mounting ッ
hardware.

80グリット・フットコントロール
フォルムと機能性を兼備した、
オールドスクールのBMXスタイル・
フットコントロー
33600318
$79 .95
ル。軽量アルミ
ニウム製の鋸歯状エッジがブーツをし
Fits '18-later
FL Softail models. っかりグリップするため、別格
の安心感が生まれます。仕上げはブラックアノダイズドまたはロウからお選びいただ
けます。
ドッグタグスタイルのHDMCロゴが、不要なものを大胆に排除した外観にさ
80GRIT™
FOOT CONTROLS
りげない繊細さ
を演出します。

Combine form and function with the feel of old-school
BMX-style foot controls. The aluminum material with
E 80グリット・フットペグ
rugged styled edges is lightweight and grips the bottom of
BMXからインスピレーションを受けたフットペグでアグレッシブな外観をあなたの愛
your foot, giving you an unmatched feeling of confidence.
車で演出。鋸歯状リッジにより、足をしっかりとペグにホールドできます。
Black Anodized or Raw finishes
provide customization
パッセンジャーおよびハイウェイペグポジシ
ョンのモデルに適合。
’
18以降ソフテイ
options, while
the HDMC
dog
tag-style logo adds subtle
ルモデルのライダー、
パッセンジ
ャーポジシ
ョンには適合不可。
●50501603
パッセンジ
35,323円
（本体価格
authenticity
toャー／ロウ
the bold, stripped-down
look. 32,112円）

$64 .95
$64 .95

●50501605

E .

B

E

E

パッセンジャー／ブラック

80GRIT FOOTPEGS

Give your ride an aggressive look with these BMXinspired footpegs. Rugged ridges help keep your feet
firmly planted on the pegs.
Fits models in passenger and highway peg positions.
Does not fit the rider and passenger position for
'18-later Softail models.
50501603
50501605

B

B

E

E

35,323円
（本体価格 32,112円）

Passenger – Raw .
Passenger – Black .

$399 .95
$399 .95
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A
・コンバージョンキッ
ト
A . ボードtoペグ
BOARD-TO-PEG
CONVERSION
KIT
FLソフテイルまたはツーリングモデルにアグレッシブな外観を実現。
ミニフットボード
Add an aggressive look to your FL Softail® or Touring
およびフットペグの取り付けが可能になるサポートキットです。キットには、左右のマ
motorcycle.
These support kits are
designed to allow
ウンティ
ングブラケットおよび取り付けに必要なハー
ドウェアがすべて同梱されてい
installation
of miniットペグは別売りです。
foot boards and footpegs. Kit Includes
ます。
ミ
ニフットボードおよびフ
left and
and
all necessary
●50501640
	 right mounting brackets
44,957円
（本体価格
40,870円）
’
18以降ソフテイルモデルでフ
ットボード標準装備車に適合。
installation hardware.
Mini footboards and footpegs
●50501642
	
44,957円
（本体価格 40,870円）
sold separately.
’
09以降ツーリングモデルに適合。

NEW PRODUCTS
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17
A

A

C

50501640
$399 .95
Fits '18-later Softail models originally equipped with
パッセンジャーフットボードパン／トラディッショナルシェイプ／ブラック
footboards.

B
ダークなスタイルをアピール。
クロームのパッセンジャーフットボードパンをグロスブ
ラックに換装し
ます。キットには左右のトラディッショナルDシェイプ$399 .95
・フットボードパン
50501642
が同梱されており、標準装備のハードウェアを使用して取り付け可能。フットボード
Fits '09-later Touring models.
インサートおよびフットボードサポートは別売りです。
●50501799	
35,475円
（本体価格 32,250円）
’
86以降ツーリングモデルおよび
トライクモデル、’
00以降ソフテイル
（FXFB、
B .
PASSENGER FOOTBOARD
PANS
–
FXFBSおよびFXDRSを除く）
'06～'17ダイナモデルでパッセンジ
ャーフッ
TRADITIONAL モデル、
SHAPE
– BLACK
トペグサポート装着車に適合。

Showcase your sinister style. Replace your chrome
Passenger Footboard Pans with gloss black. Kit includes
left- and right-hand traditional D-shaped footboard
pans, ready to install with Original Equipment hardware.
Footboard inserts and footboard supports sold separately.

C
トリム
C .HDMCエンジン
HDMC™ ENGINE
TRIM
極限まで磨き上げたコンテンポラリースタイル。繊細なHDMCグラフィックロゴを誇
Contemporary style machined to perfection. The
らしげにアピールするHDMCエンジントリム。マシンカットラインのブラックアノダイズ
HDMC™ Engine Trim showcases a subtle HDMC graphic
ド仕上げが、処理加工をしていないアウターリムと相まってロゴをさらに際立たせま
logoトラス
set トを生み出すデザインがブラッ
off with a machine-lined
black anodized finish
す。強いコン
ク系クローム系いずれのエンジン
highlighted
by raw outer
trim.ォーマンスなライディ
The sharp contrasting
も引き立て、
一体感のある外観を実現。
ハイパフ
ングスタイル
をさらに強調し
designます。
complements both black and bright engines
●25600145
タイマーカバー
（本体価格
11,377円）
to create
a cohesive look that 12,514円
emphasizes
your
high’
17以降モデルで
ミルウォーキーエイ
ト・エンジン搭載車に適合。
performance
riding style.
●25701086 ダービーカバー
33,387円
（本体価格 30,352円）
’
16以降ツー
リングおよびトライクモデル、
’
15以降FLHTCUL、FLHTKLモデルに
25600145
Timer Cover .
$169 .95
適合。Fits
’
07以降ツーリ
ングおよび
トライクモデルでナロープロファイルアウタープラ
'17-later
Milwaukee-Eight®
engine equipped
イマリーカバー25700385または25700438装着車に適合。
models.
●25701088 ダービーカバー
33,387円
（本体価格 30,352円）
’
18以降FLSBおよび’
19以降ソフテイルモデルに適合。
25701086
Derby Cover .
$159 .95
’
18ソフテイルモデルでナロープロファイルプライマリーカバー25701077、
Fits ’16-later Touring and Trike, and ’15-later FLHTCUL
25700913、25700937、25700941、25701039、25701040および25701043装着
and FLHTKL models. Also fits ’07-later Touring and
車に適合。

Trike models equipped with Narrow-Profile Outer
Primary Cover P/N 25700385 or 25700438.

A

A

A

A

C

50501799
$169 .95
Fits ’06-’17 Dyna®, ’00-later Softail (except FXDRS)
and ’86-later Touring and Trike models equipped with
passenger footboard supports.

C

B

25701088
Derby Cover .
$159 .95
Fits '18-later FLSB and '19-later Softail® models. Also
fits '18 Softail models equipped with Narrow Profile
Primary Cover P/Ns 25701077, 25700913, 25700937,
25700941, 25701039, 25701040 and 25701043.
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※写真のモデルには、保安基準不適合部品および日本非導入商品が装着されている場合があります。
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A . FUGITIVE™ WHEEL
A
・ホイール
A . フュージティブ
FUGITIVE™
Get
the
leading-edgeWHEEL
style you’ve been chasing. Featuring

A

追い続けていきた最先端のスタイルを実現。両側に14本のスポーク備えたスマート

Getdouble-spoke
the leading-edge
style you’ve
been
chasing.
aなダブルスポークデザインが際立つフュージティ
sleek
design
with ブ14
spokes
on Featuring
eachと浮か
・ホイール。
視点を変える
athe
sleek
double-spoke
design a
with
14洗練されたプロファイル
spokes
each
び上がる、
人の目を惹きつける視覚的な深みや立体感。
side,
Fugitive™
Wheel delivers
refined
profileon
that
side,
Fugitive™ Wheel
delivers
aand
refined
profile
thatト
が、唯一無二で圧倒的な外観を生み出し
ます。
仕上げはグロスブラ
ックまたはコン
pops
withthe
eye-catching
visual
depth
dimension
pops
with
eye-catching
visual
depth
and
dimension
ラストクロームから選択可能。
他のバイクと一線を画すカスタムスタイルを提供し
when viewed from an angle. The result is a stunning, ま
す。 when viewed from an angle. The result is a stunning,
one-of-a-kind
look. Available in gloss black and contrast
one-of-a-kind
look. Available in gloss black and contrast
chrome
finishes,
19インチ・
フロント it will give your bike the custom style
chrome finishes, it will give your bike the custom style
it’14以降ツー
needs toリングモデル
stand out
from the
crowd.
（フュージティ
ブ・ホイールを標準装備していないCVOモ
it needs
to stand
out from the crowd.
デルを除く）
に適合。’
20以降のTPMS装着車ではセンサー32700097およびバル

HANDLEBARS
HANDLEBARS

A

ブステムキャップ42300093
（それぞれ別売）
とデジタルテクニシャンによる認証作
19”
FRONT
業が必要です。
（別料金）
詳細はHDJ正規販売網にお問い合わせください。
19” FRONT

●43300668
157,334円
（本体価格
143,031円）
Fits
'14-laterグロスブラ
Touringック
models (except
CVO™
models
Fits '14-later
Touring
models 168,570円
(except CVO™ models
●43300672
コントラス
トクローム
unless
originally
equipped
with Fugitive（本体価格
wheels).153,246円）
unless originally equipped with Fugitive wheels).
43300668
Gloss Black .
$699 .95
16インチ・リア
43300668
Gloss Black .
$699 .95
’
14以降ツーリングモデル
（フュージティブ・ホイールを標準装備していないCVOモ
43300672
Contrast
Chrome .
$749 .95
43300672
Contrast Chrome .
$749 .95
デルを除く）
に適合。’
20以降のTPMS装着車ではセンサー32700097およびバル
ブステムキャップ42300093
（それぞれ別売）
とデジタルテクニシャンによる認証作
16”
REAR
業が必要です。
（
別料金）
詳細はHDJ正規販売網にお問い合わせく
ださい。
16” REAR
●40900650 グロスブラック
157,334円
（本体価格 143,031円）
Fits
'14-later
Touring
models
(except
CVO™
models
Fits '14-later
Touring
models
(except
CVO™
models
●40900660
コントラス
トクローム
168,570円
（本体価格
153,246円）

unless
originally
equipped
withwith
Fugitive
wheels).
unless
originally
equipped
Fugitive
wheels).
40900650
Gloss
Black .
$699 .95
40900650
Gloss Black .
$699 .95
40900660
Contrast
Chrome .
$749 .95
40900660
Contrast
Chrome .
$749 .95

A A

A

*NOTE: Requires separate purchase of model-specific
（注）
全てのアクセサリ
ーホイールには車種適合のホイールインス
トールキット、
スプロケッ
*NOTE:
Requires
separate
purchase
of model-specific
wheel
installation
kit, sprocket
hardware
and brake rotorトハードウェア、
ブレーキローター専用ハー
ドウェアが必要です。
ホイールサイズおよび車
wheel
installation
kit,
sprocket
hardware
and
brake
rotorspecific hardware.
Installation may require separate
種に適合するタイヤを使用してく
ださい。
（注）
掲載商品には、
「of
分解整備」
に該当する作業内容を整備記録簿に記載する必要があ
specific
hardware.
Installation
may require
separate
purchase
wheel
and model-specific
tire.
る商品や、
「構造等変更検査」の受検が必要な商品が含まれます。取付作業はHDJ正規
purchase
of
wheel
and
model-specific
tire.
販売網へお申し付けください。

A

A

A

※写真のモデルには、保安基準不適合部品および日本非導入商品が装着されている場合があります。
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PRODUCTS 31
23

A
・ハン
ドルバー
A . ヒューズド
FUSED
HANDLEBAR*
クラシCombining
ックなZバーのエthe
ッジが効いた形状、
ミニエイプで味わう拳で風を切るよ
な感
edgy profile
of a classic Z bar withうthe
覚、
そしてナローなドラッグバー。
これらが融合したヒューズド・ハンドルバーが、
クラ
knuckles-up feel of a mini-ape and the narrow width
シカルなチョッパースタイルを溢れんばかりに体現します。逞しさが際立つキャスト製
of a drag bar, the Fused
Bar delivers
a fistful
classic
コーナーと1.25インチ径バーによ
り強度が向上する
と同時に、
アグレッof
シブで斬新な
chopper attitude.
And
with muscular
cast corners, this
形状を生み出しています。
キャス
ト製エルボーにより、
内側の屈曲部が滑らかにな
1.25" bar does itハン
while
providing ト部は1.25インチ径、
increased strength
and
り、内部配線も簡単です。
ドル部とアップライ
そしてベー
ス部ではバーが1インチにス
リム化しているため、
ハンドルバー
an aggressive, new
shape. The標準装備の1インチ
cast elbows・eliminate
ライザーにフ
トします。 bends to simplify the internal wiring.
sharpィッinternal
’
18以降ABS対応FXBB、FXLR、FXLRS、FXSTおよび’
21以降FXBBSモデル
The handlebar is 1.25" at the upright and
handles and
に適合。全モデルで、取り付け用の追加コンポーネント
（別売）
が必要です。
1"
diameter
at
the
base
to
fit
with
Original
Equipment
●55801015 クローム
83,482円
（本体価格 75,893円）
1"
Handlebar
Risers.
●55801016 グロスブラック
83,482円
（本体価格 75,893円）

A

B

FXFB, FXFBS and FXDRS, '14-later Road King®, and
'15-later FLRT models. All models require separate
purchase of additional components.

Fits '18-later FXBB, FXLR and FXLRS models. All
models require separate purchase of additional
components.
55801015
55801016

Chrome .
Gloss Black .

B
・ハン
ドルバー
B .ヒューズド
FUSED
HANDLEBAR*
クラシックなZバーのエッジが効いた形状。
ミニエイプで味わう拳で風邪を切るよう
Combining the edgy profile
of a classic Z bar with the
な感覚、
そしてナローなドラッグバー。
これらが融合したヒューズド・ハンドルバーが、
knuckles-up
feel
of
a
mini-ape
and the narrow width
クラシックなチョッパースタイルを溢れんばかりに体現します。逞しさが際立つキャス
of
a
drag
bar,
the
Fused
Bar
delivers
a fistful of classic
ト製コーナーと1.25インチ径バーにより、従来の溶接バーに比べ強度が向上する
と
chopper
attitude. And with muscular
cast
corners, this
同時に、
アグレッシブで斬新な形状を生み出しています。
キャス
ト製エルボーによ
り、
内側の屈曲部が滑らかになり、
1.25” bar does it内部配線も簡単です。
while providing increased strength
’
18以降ABS対応FLFB、
FXFB、
over traditional FLFBS、
weldedFXBR、
bars FXBRS、
and adds
an FXFBSおよび
aggressive,
FXDRS、
’
14～’
20ロー
ドキング、
'17～20FLRTモデルに適合。
全モデルで、
取り
new
shape.
The
cast
elbows eliminate sharp
internal
付け用の追加コンポーネント
（別売）
が必要です。
bends to simplify the internal wiring.
●55801030 クローム
83,482円
（本体価格 75,893円）
●55801029
グロスブラ
ック FLFBS, FLSB,
83,482円
（本体価格
75,893円）
Fits '18-later
FLFB,
FXBR,
FXBRS,

55801030
55801029

$399 .95
$399 .95

Chrome .
Gloss Black .

$399 .95
$399 .95

※写真のミラーは日本では販売しておりません。

A

ハンドルバー取り付け要件：

B

ハンドルバー取り付け要件：

ハンドルバー取り付け要件は、以下のH-Dサービス情報ポータル「言語：US/ENGLISH」
でご覧いただけます。
https://serviceinfo.harley-davidson.com
このポータルのホームページでVINを入力する、
または製造年、モデルファミリー、モデル
で検索してください。
検索したバイクのハンドルバー取り付け要件は、
「 車両ドキュメント」セクションの「ハンド
ルバー」
でご覧いただけます。

ハンドルバー取り付け要件は、以下のH-Dサービス情報ポータル「言語：US/ENGLISH」
でご覧いただけます。
https://serviceinfo.harley-davidson.com
このポータルのホームページでVINを入力する、
または製造年、
モデルファミリー、
モデル
で検索してください。
検索したバイクのハンドルバー取り付け要件は、
「 車両ドキュメント」セクションの「ハンド
ルバー」
でご覧いただけます。

*NOTE: Installation of some handlebars and risers

*NOTE: Installation of some handlebars and risers

（注）
ハンドルバーの交換により車検証に記載されている寸法より全高で±4ｾﾝﾁ、全幅±
may require a change in clutch and/or throttle cable
2mの範囲を超える場合は、構造変更検査を受ける必要があります。

（注）
ハンドルバーの交換により車検証に記載されている寸法より全高で±4cm、全幅±
may require a change in clutch and/or throttle cable
2cmの範囲を超える場合は、構造変更検査を受ける必要があります。

（注）
ハン
ドルバーによっては装着の際クラッチケーブル、
トルケーブル、
ブレーキラ
regulated
in many locations. Checkスロッ
local
laws to ensure
インの変更が必要な場合があります。装着の前にお近くのHDJ正規販売網でご相談くだ
your
motorcycle
meets
applicable
regulations
さい

（注）
ハン
ドルバーによっては装着の際クラッチケーブル、
トルケーブル、
regulated
in many locations. Checkスロッ
local
laws to ブレーキラ
ensure
インの変更が必要な場合があります。装着の前にお近くのHDJ正規販売網でご相談くだ
your
motorcycle
meets
applicable
regulations.
さい。 。

and brake lines for some models. Handlebar height is

and brake lines for some models. Handlebar height is

※写真のミラーは日本では販売しておりません。
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25

A
ハンドルバー
A . ヒヒューズド
FUSED・ロー
LO・HANDLEBAR*
ロープロフ
・スタイルとコンパク
トなZバーデザインが一体となったヒューズ
ド・
Withァイル
a low-profile
and compact
Z-bar design, the Fused
ロー・バー。アイコニックなウエストコーストスタイルを強烈にアピールします。逞しさ
Lo Bar flexes iconic West Coast style. And with muscular
が際立つキャスト製コーナーと太い1.25インチ径バーにより、従来の溶接バーに比
cast corners,
this
fatッ1.25"
bar does it while providing
べ強度が向上する
と同時に、
アグレ
シブで斬新な形状を生み出しています。
キャス
increased
strength
over traditional内部配線も簡単です。
welded bars and adds
ト製エルボーによ
り、
内部の屈曲部が滑らかになり、
an aggressive,
new shape.
The
cast elbows eliminate
ハンドル部とアップライ
ト部は1.25イ
ンチ径、
そ
してベース部ではバーが１
インチにス
リム化しているため、
標準装備の1インチ
ドルバーライザーにフ
ィットし
ます。
sharp internal
bends to・ハン
simplify
the internal
wiring.
’
18以降ABS対応FLSLおよびFXLRSモデルに適合。
全モデルで、
取り付け用の
The handlebar is 1.25" at the upright
and handles
and
追加コンポーネント
（別売）
1" diameter
at が必要です
the base to fit with Original Equipment
●55801056 クローム
79,317円
（本体価格 72,107円）
1" Handlebar Risers.
●55801057 グロスブラック
79,317円
（本体価格 72,107円）

A

B

B
・ロー
・ハン
ドルバー
B .ヒューズド
FUSED
LO
HANDLEBAR*
ウエストコーストスタイルに新たなトレンドをもたらすヒューズド・ロー・ハンドルバー。
The Fused Low Handlebar is a new take on West Coast
ロープロファイルでコンパクトなZバーデザインが一体になり、
クラシックなクラブ
style. With a low-profile and compact Z-bar design,
ルックを実現。逞しさが際立つキャスト製コーナーと太い1.25インチ径バーにより強
it delivers
the
classic
club look. But with muscular
度が向上する
と同時に、
アグレ
ッシブで斬新な形状を生み出しています。
キャスト製
cast り、
corners,
this fat 1.25” bar
does it while providing
エルボーによ
内側の屈曲部が滑らかになり、
内部配線も簡単です。
’
18以降ABS対応FLFB、
FLFBS、
FLSB、
FXBRSおよびFXDRS、
14以
increased strength
and
anFXBR、
aggressive
new shape.’
The
降ローcast
ドキング、
’
17以降FLRTモデルに適合。
全モデルで、
取り付け用の追加コン
elbows
eliminate sharp internal
bends
to simplify
ポーネン
ト
（別売）
が必要です。
the
internal
wiring.
●55801058 クローム
79,317円
（本体価格 72,107円）
Fits '18-later
FLFB,
FXBR,
FXBRS
and
●55801059
グロスブラ
ック FLFBS, FLSB,
79,317円
（本体価格
72,107円）

Fits '18-later FLSL and FXLRS models. All models
require separate purchase of additional components.

FXDRS, '14-later Road King®, and '15-later FLRT
models. All models require separate purchase of
additional components.

55801056
55801057

55801058
55801059

Chrome .
Gloss Black .

$379 .95
$379 .95

Chrome .
Gloss Black .

$379 .95
$379 .95

※写真のミラーは日本では販売しておりません。

A

ハンドルバー取り付け要件：

B

ハンドルバー取り付け要件：

ハンドルバー取り付け要件は、以下のH-Dサービス情報ポータル「言語：US/ENGLISH」
でご覧いただけます。
https://serviceinfo.harley-davidson.com
このポータルのホームページでVINを入力する、
または製造年、モデルファミリー、モデル
で検索してください。
検索したバイクのハンドルバー取り付け要件は、
「 車両ドキュメント」セクションの「ハンド
ルバー」
でご覧いただけます。

ハンドルバー取り付け要件は、以下のH-Dサービス情報ポータル「言語：US/ENGLISH」
でご覧いただけます。
https://serviceinfo.harley-davidson.com
このポータルのホームページでVINを入力する、
または製造年、モデルファミリー、モデル
で検索してください。
検索したバイクのハンドルバー取り付け要件は、
「 車両ドキュメント」セクションの「ハンド
ルバー」
でご覧いただけます。

*NOTE: Installation of some handlebars and risers

*NOTE: Installation of some handlebars and risers

（注）
ハンドルバーの交換により車検証に記載されている寸法より全高で±4cm、全幅±
may require a change
in clutch and/or
throttle cable
2cmの範囲を超える場合は、
構造変更検査を受ける必要があ
ります。

（注）
ハンドルバーの交換により車検証に記載されている寸法より全高で±4cm、全幅±
may require a change in clutch and/or throttle cable
2cmの範囲を超える場合は、構造変更検査を受ける必要があります。

（注）
ハン
ドルバーによっては装着の際クラッチケーブル、
トルケーブル、
ブレーキラ
regulated
in many locations. Checkスロッ
local
laws to ensure
インの変更が必要な場合があります。装着の前にお近くのHDJ正規販売網でご相談くだ
your
motorcycle
meets
applicable
regulations
さい。

（注）
ハン
ドルバーによっては装着の際クラッチケーブル、
トルケーブル、
regulated
in many locations. Checkスロッ
local
laws to ブレーキラ
ensure
インの変更が必要な場合があります。装着の前にお近くのHDJ正規販売網でご相談くだ
your
motorcycle
meets
applicable
regulations.
さい。

and brake lines for some models. Handlebar height is

and brake lines for some models. Handlebar height is

※写真のミラーは日本では販売しておりません。
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A
・ハン
ドルバー／バットウイングフェアリング
A . ヒューズド
FUSED
HANDLEBAR
– BATWING FAIRING*
骨の髄までワイル
ドなスタイルの最高峰。
クラシ
ックなZバーのエッジが効いた形状
Bad to the
bone attitude never
looked
so good. Combining
とミニエイプのライズが融合したバットウイング用ヒューズド・ハンドルバー。誰もが
the rise of a mini-ape with the edgy profile of a classic Z
憧れる、拳で風を切る大胆不敵なライディングスタイルを確立します。逞しさが際立
bar,
the Batwing Fused
Bar delivers
the renegade,
fistsつキャス
ト製コーナーとバーによ
り強度が向上する
と同時に、
アグレッシブで斬新な
in-the-wind riding
style
you crave.内側の屈曲部が滑らかにな
And with muscular
形状を生み出しています。
キャス
ト製エルボーにより、
cast corners, this
bar does it while providing increased
り、内部配線も簡単です。
1.25インチ径のバーはベース部で1インチにス
リム化して
いるため、
標準装備のハン
ィッ
トします。
strength
and anドルバークランプにフ
aggressive, new
shape.
The cast elbows
’
14～’
20ABS対応エレク
トラグライ
ド、
スbends
トリートグライ
ド、
ウルトラリ
ミテッ
ド、および
eliminate
sharp
internal
to simplify
the
internal
トライグライドモデルに適合。FLHTKSE、FLHXSEモデルには適合不可。全モデ
wiring. The 1.25" bar slims down to 1” at the base to fit
ルで、追加コンポーネント
（別売）
が必要です。
with the Original Equipment handlebar
clamps.
●55801004 クローム
83,482円
（本体価格 75,893円）
●55801005
グロスブラ
ック Glide®, Street
83,482円
（本体価格
75,893円）
Fits '14-later
Electra
Glide®,
Ultra

A

B

Limited, and Tri-Glide® models. Does not fit FLHTKSE
and FLHXSE models. All models require separate
purchase of additional components.
55801004
55801005

Chrome .
Gloss Black .

B
・ロー
・ハン
ドルバー／バットウイングフェアリング
B .ヒューズド
FUSED
LO
HANDLEBAR*
- BATWING
コンパクトでスタイリッシュなライディングスタイルを実現。低目のライズ、
フラットな
FAIRING*
ドラッグバーのハンドポジション、
コンパクトなZバーデザインが一体となったバットウ
Tuck
and
ride
in
style.
With
a
low-slung
rise,
flat
drag-bar
イング用ヒューズド・ロー・ハンドルバー。手首の位置、肘の曲げ角が最適になるアグ
hand position
and
compact Z-bar
design,
the Batwing
レッシブなライディ
ングポジシ
ョンを作り出すため、
ライディ
ング時の快適さ
が別格で
Fused
Lo Barト製コーナーとバーによ
places the riderり、
in従来の溶接バーに比べ強度が
an aggressive riding
す。逞し
さが際立つキャス
向上する
と同時に、
アグレ
ッシブで斬新な形状を生み出しています。
キャス
ト製エル
posture
with
optimal
wrist position and elbow
bend
for
ボーにより、
内側の屈曲部が滑らかになり、
ベースではバー
supreme
riding comfort. And内部配線も簡単です。
with muscular cast
corners,
が1.25"から1"にスリム化しているため、標準装備のハンドルバークランプにフィット
this bar does it while providing increased strength
します。1.25インチ径のバーはベース部で1インチにスリム化しているため、標準装
over traditional welded bars and an an aggressive new
備のハンドルバークランプにフィットします。
shape. The cast
elbows
eliminate
sharp
internal
bends
’
14以降ABS対応エレク
トラグライ
ド、
スト
リートグライド、
ウルトラ
リミテッド、
およびト
to simplify
the internal
wiring. The 1.25" bar
slims down
ライグライ
ドモデルに適合。
FLHTKSEモデルには適合不可。
全モデルで、
取り付
け用の追加コンポーネン
（別売）
が必要です。
to 1” at the ト
base
to
fit with the Original Equipment
●55801060
クローム
79,317円
（本体価格 72,107円）
handlebar
clamps.
●55801061 グロスブラック
79,317円
（本体価格 72,107円）

Fits '14-later Electra Glide®, Street Glide®, Ultra
Limited, and Tri-Glide® models. Does not fit FLHTKSE
models. All models require separate purchase of
additional components.

$399 .95
$399 .95

55801060
55801061

※写真のミラーは日本では販売しておりません。

Chrome .
Gloss Black .

$379 .95
$379 .95

※写真のミラーは日本では販売しておりません。

A

B

ハンドルバー取り付け要件：

ハンドルバー取り付け要件：

ハンドルバー取り付け要件は、以下のH-Dサービス情報ポータル「言語：US/ENGLISH」
でご覧いただけます。
https://serviceinfo.harley-davidson.com
このポータルのホームページでVINを入力する、
または製造年、モデルファミリー、モデル
で検索してください。
検索したバイクのハンドルバー取り付け要件は、
「 車両ドキュメント」セクションの「ハンド
ルバー」
でご覧いただけます。

ハンドルバー取り付け要件は、以下のH-Dサービス情報ポータル「言語：US/ENGLISH」
でご覧いただけます。
https://serviceinfo.harley-davidson.com
このポータルのホームページでVINを入力する、
または製造年、モデルファミリー、モデル
で検索してください。
検索したバイクのハンドルバー取り付け要件は、
「 車両ドキュメント」セクションの「ハンド
ルバー」
でご覧いただけます。

*NOTE: Installation of some handlebars and risers

*NOTE: Installation of some handlebars and risers

（注）
ハンドルバーの交換により車検証に記載されている寸法より全高で±4cm、全幅±
may require a change
in clutch and/or
throttle cable
2cmの範囲を超える場合は、
構造変更検査を受ける必要があ
ります。

（注）
ハンドルバーの交換により車検証に記載されている寸法より全高で±4cm、全幅±
may require a change in clutch and/or throttle cable
2cmの範囲を超える場合は、構造変更検査を受ける必要があります。

（注）
ハン
ドルバーによっては装着の際クラッチケーブル、
トルケーブル、
ブレーキラ
regulated
in many locations. Checkスロッ
local
laws to ensure
インの変更が必要な場合があります。装着の前にお近くのHDJ正規販売網でご相談くだ
your
motorcycle
meets
applicable
regulations
さい。

（注）
ハン
ドルバーによっては装着の際クラッチケーブル、
トルケーブル、
regulated
in many locations. Checkスロッ
local
laws to ブレーキラ
ensure
インの変更が必要な場合があります。装着の前にお近くのHDJ正規販売網でご相談くだ
your
motorcycle
meets
applicable
regulations.
さい。

and brake lines for some models. Handlebar height is

and brake lines for some models. Handlebar height is

※写真のミラーは日本では販売しておりません。

※写真のミラーは日本では販売しておりません。
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A
・ハン
ドルバー／ロードグライ
ド
A . ヒューズド
FUSED
HANDLEBAR
– ROAD
GLIDE®*
骨の髄まで悪に染ま
ったスタイルがさ
らに華麗に。
Bad to the
bone attitude
never looked so good.
骨の髄までワイヒューズド・ハンドルバー／ロードグライドルドなスタイルの最高峰。
Combining the rise of a mini-ape with the edgy profile
クラシックなZバーのエッジが効いた形状とミニエイプのライズ、
ドラッグバーの手首
ofョ
aン。
classic
Z bar andドグライ
the wrist
position
of a drag
bar,
のポジシ
これらが融合したロー
ド用ヒューズ
ド・ハンドルバー。
誰もが憧
the Road Glide Fused Bar
delivers the renegade,
fistsれる、拳で風を切る大胆不敵なライディ
ングスタイルを確立し
ます。逞しさが際立つ
riding style you crave. And with 内部配線も簡
muscular
キャスin-the-wind
ト製コーナーとエルボーにより内側の屈曲部が滑らかになり、
単です。
cast corners, this fat 1.25” bar does it while providing
’
15以降ABS対応ロー
ドグライドモデルおよび'17～'18FLTRXSEモデルに適合。
increased strength
and an aggressive, new shape. The
全モデルで、取り付け用の追加コンポーネント
が必要です。
cast elbows eliminate sharp（別売）
internal
bends to simplify
●55801007 クローム
83,482円
（本体価格 75,893円）
the
internal
wiring.
●55801006 グロスブラック
83,482円
（本体価格 75,893円）

A

B

Fits '15-later Road Glide® models. All models require
separate purchase of additional components.
55801007
55801006

Chrome .
Gloss Black .

B
・ロー
・ハン
ドルバー／ロードグライ
B .ヒューズド
FUSED
LO
HANDLEBAR*
–ドROAD GLIDE®*
コンパクトでスタイリッシュなライディングスタイルを実現。ライズ幅229mmの低い
Tuck and ride in style. With a low-slung 9.0” rise, flat
スタイル、
フラットなドラッグバーのハンドポジション、
コンパクトなZバーデザインが
drag-bar hand position and compact Z-bar design,
一体となったロードグライド・ヒューズド・ロー・ハンドルバー。手首の位置、肘の曲げ
the Road Glide®
Fusedングポジシ
Lo Barョンを作り出すため、
places the rider
in ング
an
角が最適になるアグレ
ッシブなライディ
ライディ
aggressive
riding
posture キャス
withト製コーナーと太い1.25インチ径
optimal wrist position
時の快適さ
が別格です。
逞しさが際立つ90°
バーにより、
と同時に、
アグレッシブで斬新
and 従来の溶接バーに比べ強度が向上する
elbow bend for supreme riding
comfort.
And with
な形状を生み出しています。
キャスト製エルボーによ
内側の屈曲部が滑らかにな
muscular cast 90°
corners, thisり、
fat
1.25” bar does it
り、内部配線も簡単です。
while providing increased strength over traditional
’
15以降ABS対応ロードグライドモデルおよび'17～'18FLTRXSEモデルに適合。
welded bars and an aggressive new shape. The cast
全モデルで、取り付け用の追加コンポーネント
（別売）
が必要です。
elbows eliminate sharp internal
bends
to simplify the
●55801062 クローム
79,317円
（本体価格 72,107円）
internal
wiring.
●55801063 グロスブラック
79,317円
（本体価格 72,107円）

Fits '15-later Road Glide® models. All models require
separate purchase of additional components.

$399 .95
$399 .95

55801062
55801063

A

Chrome .
Gloss Black .

$379 .95
$379 .95

B

ハンドルバー取り付け要件：

ハンドルバー取り付け要件：

ハンドルバー取り付け要件は、以下のH-Dサービス情報ポータル「言語：US/ENGLISH」
でご覧いただけます。
https://serviceinfo.harley-davidson.com
このポータルのホームページでVINを入力する、
または製造年、モデルファミリー、モデル
で検索してください。
検索したバイクのハンドルバー取り付け要件は、
「 車両ドキュメント」セクションの「ハンド
ルバー」
でご覧いただけます。

ハンドルバー取り付け要件は、以下のH-Dサービス情報ポータル「言語：US/ENGLISH」
でご覧いただけます。
https://serviceinfo.harley-davidson.com
このポータルのホームページでVINを入力する、
または製造年、モデルファミリー、モデル
で検索してください。
検索したバイクのハンドルバー取り付け要件は、
「 車両ドキュメント」セクションの「ハンド
ルバー」
でご覧いただけます。

*NOTE: Installation of some handlebars and risers

*NOTE: Installation of some handlebars and risers

（注）
ハンドルバーの交換により車検証に記載されている寸法より全高で±4cm、全幅±
may require a change
in clutch and/or
throttle cable
2cmの範囲を超える場合は、
構造変更検査を受ける必要があ
ります。

（注）
ハンドルバーの交換により車検証に記載されている寸法より全高で±4cm、全幅±
may require a change in clutch and/or throttle cable
2cmの範囲を超える場合は、構造変更検査を受ける必要があります。

（注）
ハン
ドルバーによっては装着の際クラッチケーブル、
トルケーブル、
ブレーキラ
regulated
in many locations. Checkスロッ
local
laws to ensure
インの変更が必要な場合があります。装着の前にお近くのHDJ正規販売網でご相談くだ
your
motorcycle
meets
applicable
regulations
さい。

（注）
ハン
ドルバーによっては装着の際クラッチケーブル、
トルケーブル、
regulated
in many locations. Checkスロッ
local
laws to ブレーキラ
ensure
インの変更が必要な場合があります。装着の前にお近くのHDJ正規販売網でご相談くだ
your
motorcycle
meets
applicable
regulations.
さい。

and brake lines for some models. Handlebar height is

and brake lines for some models. Handlebar height is

※写真のミラーは日本では販売しておりません。

※写真のミラーは日本では販売しておりません。
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A . FXDRS SHORT BRAKELINE
A
ト・ブレーキライン/デュアルディスク車用
A . フロン
FXDRS
SHORT BRAKELINE

A

12,186円
（本体価格 11,079円）
●41800824 アッパー
41800824
$00 .00
41800824
$00 .00
'18以降フロン
ト・ブレーキ/デュアルディ
Fits
'19-later
FXDRS models.スクモデルに適合。
Fits '19-later FXDRS models.

A

B

B

B ダイヤモンドバック・フロン
ト・ブレーキライン/デュアルディスク車用
B . DIAMONDBACK™
FRONT
BRAKE LINE
B .41800826
DIAMONDBACK™
FRONT20,214円
BRAKE
LINE18,377円）
●
アッパー
（本体価格

41800826
Upper . スクモデルに適合。$96 .95
'18以降フロント・ブレーキ/デュアルディ
41800826
Upper .
$96 .95
Fits '19-later FXDRS models.
Fits '19-later FXDRS models.
C ブレーキライン／トールハンドルバー

C . BRAKE
LINE – TALL HANDLEBAR
●41800828
12,186円
（本体価格 11,079円）
C . BRAKEアッパー
LINE – TALL HANDLEBAR
'18以降ソフテイルモデル、
シングルディスク車に適合。

D .

41800828
41800828
Fits ‘18-later FXBB models.
Fits ‘18-later FXBB models.

$58 .95
$58 .95

41800829
41800829 Upper .
Upper .
Fits ‘18-later
FXLRS
models.
Fits ‘18-later
FXLRS
models.

$58 .95
$58 .95

D フロント・ブレーキライン
●41800829 アッパー
12,186円
（本体価格 11,079円）
FRONT
BRAKE
LINE
'18以降ソフテイルモデル、
シングルディ
D . FRONT
BRAKE
LINEスク車に適合。

E . BOOM!™
BOXBOX
GTSGTS
RADIO
KITKIT
– EXPANDED
E . BOOM!™
RADIO
– EXPANDED
FITMENT
FITMENT

C C

Now Now
available
to fitto
model
yearyear
’14-‘18
Touring
models
available
fit model
’14-‘18
Touring
models
with the
purchase
of
the
appropriate
USB
cable.
with the purchase of the appropriate USB cable.
76000829A
Fairing .
76000829A Batwing
Batwing
Fairing .

$1,899 .95
$1,899 .95

Fits '19-later
FLHTCU,
FLHTCUTG,
FLHTK,
andand
Fits '19-later
FLHTCU,
FLHTCUTG,
FLHTK,
FLHXFLHX
models
with with
a 4.3aBoom!™
Box Box
Radio.
AlsoAlso
models
4.3 Boom!™
Radio.
fits '14-'18
FLHTCU,
FLHTCUL,
FLHTK,
FLHTKL,
fits '14-'18
FLHTCU,
FLHTCUL,
FLHTK,
FLHTKL,
FLHTKSE,
FLHX,
FLHXS,
FLHXSE
and and
FLHTCUTG,
FLHTKSE,
FLHX,
FLHXS,
FLHXSE
FLHTCUTG,
models
with with
separate
purchase
of USB
Connector
models
separate
purchase
of USB
Connector
P/N 69200031A.
AlsoAlso
fits '19-later
Electra
Glide®
P/N 69200031A.
fits '19-later
Electra
Glide®
Standard
models
separate
purchase
Standard
models
with with
separate
purchase
of of
appropriate
Controls,
Wiring,
Antenna.
appropriate
HandHand
Controls,
Wiring,
and and
Antenna.
76000834A RoadRoad
Glide®
Fairing .
$1,899 .95
76000834A
Glide®
Fairing .
$1,899 .95
Fits '19-later
Glide®
models
4.3 Boom!™
Fits '19-later
RoadRoad
Glide®
models
withwith
a 4.3a Boom!™
Box Radio.
fits '15-'18
Glide®
models
Box Radio.
Also Also
fits '15-'18
RoadRoad
Glide®
models
E E
with separate
purchase
of USB
Connector
with separate
purchase
of USB
Connector
P/NP/N
76000374A.
76000374A.

D D

LUGGAGE
LUGGAGE
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A

ONYX™ PREMIUM LUGGAGE COLLECTION

A

ライダーがライダーのためにデザイン
したオニキス
プレミアム
ラゲッジコレクシ
ョン。素材にはUV
カット仕様の強度
・耐久性に優れたバリ
スティックナイロンを使用。過酷な道路や天候条件
Designed by riders for riders,
the・
Onyx
™・
Premium
Luggage
Collection
is constructed
from heavy-weight,
でも荷物を完璧に保護するのみならず、長年使用しても本体の色や形状が変わることはありません。バイクへの搭載時はもちろん、バイクから取り外して使用するときも、
その外観が注目を
UV-stable ballistic nylon that will protect your belongings from the elements while maintaining their
集めます。オニキス・プレミアム・ラゲッジコレクションのすべてが2 年保証の対象となります。詳細はHDJ 正規販売網にお問い合わせください。

shape and color so they look as good off the bike as on.

UVカット仕上げ FINISH
UV-RESISTANT
Solution-dyed during fabric
production
for
照りつける厳しい日差しに
さらされても、
製造時に施
long-life UV-resistance
even when
exposed to
した原液着色加工によ
りUVカ
ット性能を長期にわ
the
sun's harshest
た
り維持し
ます。 rays.

モールスタイルのマウン
トシステム
SECURE MOLLE MOUNTING
SYSTEM
ポーチの
取り付けに便
利な、汎
用 性 の 高 いモール
The versatile
MOLLE (Modular
Lightweight
（MOLLE:Modular
Lightweight
Load-Carrying
Load-Carrying Equipment)
mounting
system allows
for modular
pouch attachment. Slip-resistant
botEquipment
（モジュラー式軽量積載装置）
）
マウン
トシス
tom keeps the bag in 滑り止め加工されたボ
place on your bike. トムにより、
テムを採用しています。
バッグの位置ずれを防ぎます。

A
・プレミアム
・ラゲッジコレクション
・バックシートローラーバッグ
™ PREMIUM
A .オニキス
ONYX
LUGGAGE
COLLECTION
あらゆる道を走破したいソロライダーが求めるすべてを兼ね備えたバックシートロー
BACKSEAT
ROLLER
BAG
ラーバッグ。群を抜く耐久性、優れた可搬性、
そして圧倒的な収納スペースを誇りま
This
Backseat Roller Bag
has everything a soloスケー
rider
す。ロッ
ク式プッシュボタンが付いたハン
ドルは521mmまで伸縮可能で、
ド
needs
to
rule
the
road.
Unmatched
durability,
effortless
ボードホイールはスムーズに回転。バイクからベッドまで、旅先での荷物の移動がと
transport
and
immense
storage
space. With its locking
ても簡単です。
巨大なメ
インコンパー
トメン
トは、数週間にもおよぶ長旅に必要な衣
類でも十分に収納可能。
弾力性のある大型ポーチやジ
ッシュポケッ
トは、
push-button handle
that extends toッパー式メ
20.5” and
smooth残りの荷物を整理するのに大変便利です。
アウタースタッシュポケッ
rolling skateboard wheels, moving
gear from bikeト2個には、
to bunk
サングラス、
レインギア、電子機器を簡単に収納。外側にあるバンジーコードを使っ
has never
been easier. The massive main compartment
て、
コートや寝袋等をしっかりと固定できます。オニキス・プレミアム・ラゲッジコレク
can
carry
weeks of clothes for your grand tour and
ション・ライダーバックレストパッドと併用可能なため、ロングツーリング時にも快適
features
a large elastic
pouch
and zippered mesh
性とサポー
ト性が損なわれません。
２年間のメ
ーカー保証付き。
pocket to organize
theドモデルでキング
rest of your
riding essentials.
’
14以降ツーリングおよび
トライグライ
・ツアーパッ
ク装着車に適
合。正し
く固定するには、
ツアーパッ
ク上部にラゲッジラ
ックを必ず取り付けてく
ださ
Two
outer stash
pockets
store sunglasses,
rain gear
い。 and electronics with ease, and the external bungee
●93300126
65,178円
（本体価格 with
59,253円）
keeps	
coats and bedrolls secured.
Compatible
the

Onyx™ Premium Luggage Collection Rider Backrest
Pad for long-haul comfort and support.

2-YEAR

Fits '14-later Touring and Tri Glide® models equipped
with a King Tour-Pak®. Tour-Pak must be equipped
with Luggage Rack on top for proper installation.

HARLEY-DAVIDSON ®

WARRANTY

93300126

A
反射トリム
REFLECTIVE TRIM
反射トリムにより、
被視認性
Reflective
trim adds
an
が一段階アップしています。
extra touch of visibility
to other motorists.

DURABLE
BALLISTIC NYLON
耐久性に優れたバリスティックナイロン
1680 denier ballistic polyester material
1680デニールのバリスティックナイロンを使用。
maintains its sturdy shape and protects your
バッグの形状が崩れず、ロングツーリングの際荷
belongings for the long haul.
物をしっかりと保護します。

LOCKING QUICK-RELEASE
クイックリリース
・ストラップ
MOUNTING
STRAPS リップにより簡単に
ワンタ
ッチで操作可能なク
Convenient
strapsます。
simplify installation and
着脱するこ
とができ
removal and provide a secure no-shift fit.

A

オレンジ色の内部
ORANGE INTERIOR
周囲が暗く
てもバッグ内部が見やすいよ
Orange interior
fabric makes it easy to う
see内部は明るいオレンジ色を採用していま
bag contents in almost any light.
に、
す。

大型ハン
ドル
OVERSIZE
HANDLES
握りやすい形状の大型ハン
ドルは、
旅先で
Soft-touch ergonomic handle
is shaped
for effortless transport to and from
の荷物の移動に便利。
the bike.

グローブをしたままでも開閉しやすい
GLOVE-FRIENDLY ZIPPER PULLS
ジッパープル
Ergonomically contoured rubberized
zipper pulls are large andゴム加工を施し
glove-friendly
人間工学を基に設計され、
for on-the-go
bag access.
た大型ジ
ッパープル。
くぼみがある形状によ
り、
グローブを着用したままでも簡単にバッ
グを開閉できます。

一体型レインカバー
INTEGRATED RAIN COVER
弾力性があるバンジーコー
ドおよびバレル
Features elastic bungee cord
with a
barrel lock tensioner to keep
cover
ロックテンショナーにより、
バッグを覆うカ
securely
fastened
over the luggage.
バーを
しっかり
と締め付けるこ
とができます。
Cover features a reflective Bar
& Shield
カバーには反射性の高いバー
＆シールドロ
logo for enhanced
visibility.
ゴが入り、
被視認性を高めています。

$289 .95

HARLEY-DAVIDSON® BY RIZOMA®

※写真のモデルには、保安基準不適合部品および日本非導入商品が装着されている場合があります。
写真の車両は、日本非導入モデルです。
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HARLEY-DAVIDSON BY RIZOMA
精 緻なクラフツマンシップと唯 一 無 二 のスタイルが 特 徴 の 、H A R L E Y DAVIDSON BY RIZOMAコラボレーションコレクション。
ブラック・オン・ブラック
の落ち着いた仕上げに、
レーザー加工されたH-DとRIZOMAのロゴ。
ミニマルな
ブランディングが表現するのは、機械加工の質感とパフォーマンスの美学。この
洗練されたビレットアルミのアクセサリーは、H-Dモーターサイクルライダーのため
だけにデザインされた初の共同ブランドコレクションです。

A

C

A HARLEY-DAVIDSON BY RIZOMA／ハンドグリップ
HARLEY-DAVIDSON BY RIZOMAのハンドグリップは直径37mmで、高い質
感のラバーグリップが特徴。ライディング中のハンドリングに自信を与えてくれま
す。
●56100479	
41,736円
（本体価格 37,942円）
’
21以降ライブワイヤー、’
16～’
17ダイナFXDLSおよび’
16以降ソフテイルモデ
ル、’
11～’
12FLSTSE、’
14～’
15FLSTNSE、’
13～’
14FXSBSE、’
16～
’
17FXSE、’
08以降ツーリング
（’
18以降FLTRXSEを除く）
、
トライクモデルに適
合。

B HARLEY-DAVIDSON BY RIZOMA／フットペグ
鮮烈な機械加工面がダークフィニッシュのスタイルに強烈なコントラストを加える、
HARLEY-DAVIDSON BY RIZOMAフットペグ。
ブーツを確実にグリップし、安心
感を与えてくれます。
●50502158 ライダー
64,214円
（本体価格 58,377円）
’
21以降ライブワイヤー、’
18以降FXFB、FXFBS、および’
19以降FXDRSモデル
のライダーポジションに適合。
●50502159 パッセンジャー
64,214円
（本体価格 58,377円）
’
21以降ライブワイヤーおよび’
18以降ソフテイルモデルのパッセンジャーポジ
ションに適合。

C HARLEY-DAVIDSON BY RIZOMA／ミラー（左右セット）
非球面の外周部分がリアビューと周囲を広範囲に映し出し、走行中のライダーに
ワイドな後方視界を提供するHARLEY-DAVIDSON BY RIZOMAミラー。
ブラッ
クアウトスタイルやモータースポーツにインスパイアされたスタイルの仕上げに最適
です。
●56000263 ミラー
（左右セット）

74,613円
（本体価格 67,830円）
’
82以降モデル
（XLモデル、VRSCF、XG750A、’
14～’
16FLHR、FLHRCおよび
FLHRSE、’
11～’
13FLHTCUSE、’
14以降FLHTKSE、’
18以降FLTRXSEを除
く）
に適合。ハンドルアンダーマウントのXL1200Xモデルには適合不可。

D HARLEY-DAVIDSON BY RIZOMA／チャージドア・ライブワイ
ヤーモデル
スマートでスポーティーなルックスのチャージドア。ライブワイヤーのカスタムにアク
セントを加え、HARLEY-DAVIDSON BY RIZOMAを完璧に仕上げます。
●61301193 チャージドア
44,947円
（本体価格 40,861円）
’
21以降ライブワイヤーモデルに適合。

B

B

B

C

D

D

SCREAMIN’ EAGLE®
PERFORMANCE PARTS

※写真のモデルには、保安基準不適合部品および日本非導入商品が装着されている場合があります。

NEWNEW
PRODUCTS
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14 NEW PRODUCTS
A. SCREAMIN EAGLE® TIMER COVER INSERT STAGE III

A

A
B

Showcase your bike’s performance enhancements with
the Screamin’ Eagle Stage Insert.
Fits 17-later Milwaukee-Eight® Engines equipped
with Screamin Eagle Timer Cover Base p/n
25600117. Included in Screamin Eagle Stage III 107ci
to 118ci Kits.
25600153
119 Stage III.
$14.95
25600154
122 Stage III.
$14.95

2

A
・ヘビーブリーザーエリートエアクリーナー／ミル
B. スクリーミンイーグル
SCREAMIN’ EAGLE®
HEAVY BREATHER
ウォーキーエイト・エンジン
ELITE
AIR
CLEANER
- MILWAUKEE-EIGHT®
大量のエアをエンジンに供給するスクリーミンイーグル・ヘビーブリーザーエリート。
ENGINE
従来のミルウ
ォーキーエイト・ヘビーブリーザーに対しエアフローを15%向上し、135
Take a deep breath.
This
Screamin' Eagle
Heavy
馬力以上のエンジンにも対応でき
るよう
に再設計されています。
前方を向いたオイ
ル式コッ
トンフィルターエレメン
トを採用するアイコニックなデザイン。
大量のク
Breather
Elite picks
up where the past generation
リーンエアをエンジンに流入させます。
、低くleft
構えた鋳造チューブが乱流
Milwaukee-Eight Heavy全長が短く
Breather
off with a 15%
を抑え、スロットルボディへ直接空気を送り込みパワーとトルクを向上させます。
air flow improvement! Redesigned to support even
インテークチューブは一体型ブリーザーを特徴とするカスタムバックプレートにマ
more
performance with engine builds pushing over
ウントされ、
スロットルボディの電子部品をカバーし外観の完成度を高めます。傾斜
135hp.
The iconic Heavy
Breather
Air Cleaner
features
したコンパクトフィルターがアグレ
ッシブなパフ
ォーマンスを演出し、
ロワーフ
ェアリン
a forward-facing
oiled cotton filter element that
flows
グを装備したツーリ
ングモデルにも装着可能な形状となっています。
このヘビーブ
リーザーエ
リーvolumes
トには鋳造アルミ製の一体型カバーが含まれ、
精密な機械加工がス
large
of clean air into the engine.
The short,
タイリッ
シュなパフ
ォーマンスルッ
クを実現しています。
仕上げはクロームまたはグロ
low
profile
cast tube
rams the charge
directly into the
スブラックのいずれかを選択できます。
キットには、
フィルター、
カバー、
インテーク
throttle body with little turbulence
for increased
power
チューブ、
カスタムバックプレート、取り付けに必要なすべてのハードウェアが同梱
and torque, and the intake tube mounts to a custom
されています。
back plate that features
integral breathers
and covers
’
18以降ソフテイルモデルおよび’
17以降ツーリング、
トライクモデルに適合。
ロ
throttle
bodyクスまたはロワーフ
electronics for
aングスピーカー装着車には
finished look. The
ワーフthe
ェアリ
ンググローブボッ
ェアリ
slanted compact filter adds an aggressive performance
適合不可。
●29400406
クローム
115,604円
（本体価格
look, and
it is shaped to allow
installation
on105,095円）
Touring
●29400407
グロスブラッwith
ク fairing lowers.
115,604円
（本体価格
bikes equipped
This Elite105,095円）
version

includes an integrated cover manufactured from

A

A
B

スクリーミンイーグル・ヘビーブリーザーエリートエアクリーナー／フィル
forged aluminum and precision machined to further
ター
（写真なし）
enhance the ィルターエレメ
stylized performance
look while exposing
K&N製の交換用エアフ
ントはエアフローを向上させるこ
とで、パワー
a majority
of the filter to maximize
airflow. Available
アップとクイ
ックなアクセルレスポンスを実現するよ
うに設計されています。
汚れた
場合は洗浄して再使用するこ
in your choice of とができます。
chrome or専用設計により、
gloss black適合するエアク
finish, the リー
kit
ナーに完璧にフ
ィット
します。
includes
filter,
cover, intake tube, custom back plate,
ヘビーブリーザーエリートエアクリーナー29400406または29400407を装着した
and all mounting hardware.
’
18以降ソフテイル、’
17以降ツーリングおよびトライクモデルに適合。
●29400405
フィルター
12,844円
（本体価格
11,677円）
Fits '18-later
Softail® models and
'17-later
Touring

and Trike models. All models require ECM
calibration with Screamin' Eagle Pro Street Tuner for
proper installation. Does not fit on models equipped
with fairing lower glove boxes or fairing lower
speakers.
29400406
Chrome.
$549.95
29400407
Gloss Black.
$549.95

ALSO AVAILABLE:
C. SCREAMIN’ EAGLE® HEAVY BREATHER
ELITE AIR CLEANER - FILTER

K&N® replacement air filters are engineered to improve
airflow for increased horsepower and quicker acceleration.
K&N filters provide excellent filtration, and because
they are washable and reusable, you can clean the
filter whenever conditions demand. Designed as direct
replacements for specified fitments.

A

A
B

Fits '18-later Softail® and '17-later Touring and Trike
models equipped with Heavy Breather Elite Air
Cleaner P/N 29400406 or 29400407.
29400405
Filter.
$69.95

Street legal and/or street compliant statements refer to
product meeting 50-State emissions and noise standards
in the United States.
The street legal and/or street compliant statements may
not apply to markets outside of the United States.

WHEELS

※写真のモデルには、保安基準不適合部品および日本非導入商品が装着されている場合があります。
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A シーズミック・カスタムホイール
A. SEISMIC™ CUSTOM WHEEL*
10本スポークのアグレッシブなスタイリング、
そしてアティテュードを兼ね備えたデ
This 10-spoke cast aluminum design is both aggressive
ザインが特徴の鋳造アルミニウムホイール。マシンドハイライト入りグロスブラック
in styling
and
attitude. Offered in Gloss Black with
またはマッ
トグラファイ
ト仕上げからお選びいただけます。

A

B

シーズミック・ブレーキローター
B.B SEISMIC™
BRAKE ROTOR

10本スポークのシーズミック・カスタムホイールを引き立てるデザイン。標準装備
A perfect complement to the 10 spoke Seismic Custom
ローターの交換用にも最適です。
グロスブラック・インナーまたはマットグラファイト・
Wheel or replacement of OE rotor. Offered with a
インナーからお選びいただけます。取付用ハードウェアが同梱されています。

Gloss Black Inner or Matte Graphite Inner. Installation

Machined Highlights or Matte Graphite finishes.

hardware
included.
フロン
ト
'14以降XL、'06～'17ダイナ
（FXDLSを除く）
、'15以降ソフテイル
（FXSEを除く）
、
'08以降ツーリングおよび'14以降トライクモデルで標準装備または3.25インチ・ボ
FRONT
ルトサークルローターマウン
ト付きアクセサリーホイール装着車に適合。
●41500154
グロスブラ
ック・インナー
42,609円
（本体価格
Fits '14-later
XL, '06-'17
Dyna® (except
FXDLS), 38,736円）
●41500163 マットグラファイト・インナー
42,609円
（本体価格 38,736円）

21インチ・フロント
'18以降FXBRおよびFXBRSモデルに適合。
21” FRONT
●43300597 マシンドハイライト入りグロスブラック

130,363円
（本体価格 118,512円）
Fits '18-later FXBR and FXBRS
models.
●43300598 マットグラファイト
119,779円
（本体価格 108,890円）

43300597

Gloss Black
$624.95
with
Machined Highlights.
18インチ・フロント
'18以降FLFBおよびFLFBSモデルに適合。
43300598
Matte Graphite.
$574.95

15'-later Softail® (except FXSE), '08-later Touring
and '09-later Trike models with Original equipment
リア
or accessory
wheel
with 3.25" bolt
circle rotor（FXSEを除
'00～'10
XL、'00～'17
ダイナ
（FXDLSを除く）
、'00以降ソフテイル
mount.
く）
、'00～'07 ツーリングモデルに適合。FXSTD標準装備の17インチホイールに
装着する場合は、
ト43837-00
（別売）
が必要です。
41500154ブレーキローターハブプレー
Gloss Black Inner.
$199.95
42,609円
（本体価格 38,736円）
●41500156 グロスブラック・インナー
Matte
Graphite 42,609円
Inner.（本体価格
$199.95
●41500163
ァイト・インナー
38,736円）
41500161 マットグラフ

●43300594 マシンドハイライト入りグロスブラック

130,363円
（本体価格 118,512円）
18” FRONT
●43300595
マットグラファイト
119,779円
（本体価格 108,890円）

Fits '18-later FLFB and FLFBS models.

18インチ・リア
43300594
Gloss
Black
$624.95
'18以降FXBR、
FXBRS、FLFB、
FLFBSモデルに適合。
with
Machined
ト入りグロスブラ
ック Highlights.
●40900574 マシンドハイライ

130,363円
（本体価格 118,512円）
43300595
Matte Graphite.
$574.95
●40900575 マットグラファイト
119,779円
（本体価格 108,890円）

REAR
Fits '00-'10 XL, '00-'17 Dyna® (except FXDLS),
00'-later Softail (except FXSE), '00-'07 Touring
models. Separate purchase of Brake Rotor Hub
Plate P/N 43837-00 is required when installing on
FXSTD Original Equipment 17" wheels.
41500156
Gloss Black Inner.
$199.95
41500161
Matte Graphite Inner. $199.95

18” REAR
Fits '18-later FXBR, FXBRS, FLFB, and FLFBS models.
40900574
Gloss Black
$624.95
with Machined Highlights.
40900575
Matte Graphite.
$574.95
A

A

B

A

B

B

（注）
全てのアクセサリーホイールには車種適合のホイールインストールキット、
スプロケッ
トハードウェア、
ブレーキローター専用ハードウェアが必要です。ホイールサイズおよび車
種に適合するタイヤを使用してください。

*NOTE: Requires separate purchase of model-specific

wheel installation
kit,
sprocket hardware and brake rotor（注）
掲載商品には、
「分解整備」
に該当する作業内容を整備記録簿に記載する必要があ
る商品や、
「構造等変更検査」
の受検が必要な商品が含まれます。
取付作業はハーレーダ
specific
hardware.
Installation may require
separate
ビッドソン正規ディーラーへお申し付けください。
purchase of wheel and model-specific tire.

（注）
掲載商品には、
「 分解整備」
に該当する作業内容を整備記録簿に記載する必要が
ある商品や、
「構造等変更検査」の受検が必要な商品が含まれます。取付作業はハー
レーダビッドソン正規ディーラーへお申し付けください。
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HARLEY-DAVIDSON® AUDIO POWERED BY ROCKFORD FOSGATE®
衝撃的なサウンドを体感させます。ハーレーダビッドソン・オーディオ・パワード・バイ・ロックフォード・フォズゲートはモーターサイクルにおける
オーディオパフォーマンスとカスタマイズの新たなスタンダードとして誕生しました。
ハーレーダビッドソンとロックフォード・フォズゲートが互いに手を取り合い、
ライダーが体験したことがないハイパフォーマンスオーディオシステムを開発しました。
レジェンドブランド2社が実現した真のレジェンドサウンドをお楽しみください

ステージIスピーカー

ステージIIスピーカー

ハーレーダビッドソン・オーディオ・パワード・バイ・ロックフォード・フォズゲー
ト・ステージIスピーカーはこれまでにないハイサウンドを体験できます。高
性能2ウェイスピーカーには、耐久性が高い射出成形ウーファー、
ブリッジ
マウントされたセパレートツイーターが装備されています。各スピーカーは
定格75Wまで対応。単一システムにおいて、アンプ2台、
スピーカー8台ま
で設置できます。標準装備のスピーカーハウジングに収まるように設計。
各キットには左右のスピーカー、
ブラックエンブレムが付いたカスタムグリ
ルが同梱されています。ステージIスピーカーは、標準装備のスピーカーを
大幅に超える音質とパワーを実現。
コーンには高フラックスなネオジム磁
石を採用。25mmツイーターがブリッジマウントされています。ハーレーダ
ビッドソン・パワード・バイ・ロックフォード・フォズゲート・スピーカーは2年保
証です。

究極のモーターサイクルオーディオにアップグレード。ハーレーダビッドソン・
オーディオ・パワード・バイ・ロックフォード・フォズゲート・ステージIIスピーカー
は超クリアな高音域、超クリーンな中音域、地面を叩くような低音域を実現。
高性能3ウェイスピーカーには、耐久性が高い射出成形ウーファー、
ブリッジ
マウントされたセパレートミッドレンジスピーカー、
ツイータースピーカーが装備
されています。各スピーカーユニットは定格150Wまで対応。ハイウェイでも
歪みが少ない驚異的なサウンドを実現します。単一システムにおいて、
アン
プ2台、
ステージIIスピーカー8台まで設置できます。標準装備のスピーカー
ハウジングに収まるように設計。各キットには左右のスピーカー、
アルミエン
ブレムが付いたカスタムグリルが同梱されています。

B

ステージI／IIスピーカーの機能：
Rチューン

ハーレーダビッドソン・パワード・バイ・

モーターサイクル環境専用のイコライゼーション。ロードノイズや風切
り音にかき消されないサウンドにするためにゼロから設計しました。左
右のスピーカーはライダーに直接サウンドが伝わるように設計され、
オ
ーディオエクスペリエンスを向上しています。

ロックフォード・フォズゲート・アプリ

BME（Bass Management Enhancement：低音管理増強）

ご自身でインストールしてオーディオシステムを簡単に微調整できるアプ
リです。スマートインストールにより、初回のインストールとアップグレード
を手軽に行うことができます。ハーレーダビッドソン・パワード・バイ・ロック
フォード・フォズゲート・アプリは、
オーディオシステムに新たに追加された
スピーカーにも適応して自動的に調整します。

M-DEQ（Motorcycle Dynamic EQ：
モーターサイクルダイナミックEQ）

音量に関係なくしっかりとした低音を出すように設計されています。ア
クティブアンプDSPによって、速度やロードノイズに適応します。スピ
ーカーの低音出力を最大化して、音量や速度にかかわらず強力な低
音を実現します。

スマートアンプにより、
リアルタイムでEQポイントが状況に合わせて変
化し、速度やライディング状況にかかわらず驚くべき音質を実現します。

IDHS（Inductive Damping Heat Sink：

フルレンジ・クラスDテクノロジー

インダクティブ・ダンピング・ヒートシンク）

スピーカーフィンによって、
ボイスコイルから発生する熱を取り除きま
す。スピーカー温度と歪みを低減し、
クリアな音を極限まで実現します。

よりパワフルなサウンドを実現しながら、電力負荷を軽減。高効率アンプ
により、
クラス最高のパワーを生み出しながらも、愛車の電気システムに
負担をかけることはありません。

ICC+（Integrated Concealed Crossover：イ

ブリッジマウント設計

ンテグレーテッド・コンシールド・クロスオーバー）

オフセットスピーカー設計により、音響反射を解消しオーディオ出力を
最大化します。左右の専用ツイーターをライダーの着座位置に合うよう
に配置。走行中でもサウンドがライダーに常に向かい、最適なオーディ
オエクスペリエンスを生み出します。

インテグレーテッド・コンシールド・クロスオーバーは非常に効率的で、
従来のコンポーネントスピーカーのセットアップにしかできなかった透
明感と出力を生み出します。取り付けも簡単です。

A

A ハーレーダビッドソン・オーディオ・パワード・バイ・ロックフォード・フォズ
ゲート／ステージIツアーパック／エアクールド・ロワースピーカー
標準装備のツアーパックスピーカーをアップグレードして、音量と音質を向上。現
在の2スピーカーまたは4スピーカーシステムにロワーフェアリングスピーカーを追
加。利用可能な音圧レベルが増加するため、高速走行でもリスニング音量が大きく
なり、歪みの少ないクリアな音質を実現します。振動検査済みの6.5インチ防水4
オームスピーカーには、高フラックスなネオジム磁石およびブリッジマウント25mm
ツイーターが付いた射出成形ウーファーコーンが装備されています。ハーレーダビッ
ドソン・パワード・バイ・ロックフォード・フォズゲート・スピーカーは2年保証の対象とな
ります。キットには、左右のスピーカー、
グリルが同梱されています。
●76000984 ステージI
51,691円
（本体価格 46,992円）
’
14以降ツーリングモデル
（FLHXSE、FLTRXSEを除く）
でツアーパック、
エアクー
ルド・ロワーフェアリング装着車に適合。’
14以降FLHTCUTG、FLHTCUTGSEモ
デルでツアーパック装着車に適合。適切なスピーカーインストールキット、アンプ、
アンプインストールキット
（それぞれ別売）
が必要です。FLHTKSE、FLTRUSE、
FLHTCUTGSEでは、ツアーパックスピーカーの取り付けにはCVOモデルワイ
ヤーハーネス76001100
（別売）
が必要です。
B ハーレーダビッドソン・オーディオ・パワード・バイ・ロックフォード・フォズ
ゲート／ステージIIツアーパック／エアクールド・ロワースピーカー
標準装備のツアーパックラゲッジキャリアスピーカーをアップグレードして、音量と
音質を向上。現在の2スピーカーまたは4スピーカーシステムにロワーフェアリングス
ピーカーを追加。利用可能な音圧レベルが増加するため、高速走行でもリスニング
音量が大きくなり、歪みの少ないクリアな音質を実現します。振動検査済みの6.5
インチ防水2オームスピーカーには、高フラックスなネオジム磁石、20mmツイー
ター、30mmミッドレンジスピーカーが付いた射出成形ウーファーコーンが装備され
ています。ハーレーダビッドソン・パワード・バイ・ロックフォード・フォズゲートは2年保
証の対象となります。
コンプリートキットには、左右のスピーカー、
グリルが同梱され
ています。
●76000985 ステージII
78,665円
（本体価格 71,514円）
’
14以降ツーリングモデル
（'15～’
20FLHXSE、’
18～’
20FLTRXSEを除く）
でツ
アーパックまたはエアクールド・ロワーフェアリング装着車に適合。’
14以降
FLHTCUTG、FLHTCUTGSEモデルでツアーパック装着車に適合。取り付けに
はスピーカーインストールキット、アンプ、アンプインストールキット
（それぞれ別売）
が必要です。FLHTKSEおよびFLTRUSE、FLHTCUTGSEには、
ツアーパックス
ピーカーの取り付けにCVOモデルワイヤーハーネス76001100（ 別売）
が必要で
す。
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A ハーレーダビッドソン・オーディオ・パワード・バイ・ロックフォード・フォズ
ゲート／ステージIフェアリングスピーカー
標準装備のバットウイングまたはロードグライドフェアリングスピーカーをアップグ
レードして、音量と音質を向上。振動検査済みの6.5インチ防水4オームスピーカー
には、高フラックスなネオジム磁石およびブリッジマウント25mmツイーターが付い
た射出成形ウーファーコーンが搭載されています。ハーレーダビッドソン・パワード・
バイ・ロックフォード・フォズゲート・スピーカーは2年保証の対象となります。コンプ
リートキットには、
リテイナー、ハードウェア、左右のスピーカー、
グリルが同梱されて
います。
●76000980 バットウイングフェアリング／ステージI 51,691円
（本体価格 46,992円）
’
14以降エレクトラグライド、
ストリートグライド、
ウルトラリミテッド、
トライグライドモ
デル
（FLHXSEを除く）
に適合。取り付けにはフェアリングスピーカーインストール
キット76000992、プライマリーアンプ76000997および適切なプライマリーアンプ
インストールキット
（それぞれ別売）
が必要です。FLHTKSE、FLHTCUTGSEでは、
CVOモデルワイヤーハーネス76001100
（別売）
が必要です。
●76000982 ロードグライドフェアリング／ステージI51,691円
（本体価格 46,992円）
’
15以降ロードグライドモデル
（FLTRXSEを除く）
に適合。
フェアリングスピーカー
インストールキット76000992、
プライマリーアンプ76000997、適切なプライマリー
アンプインストールキット
（それぞれ別売）
が必要です。FLTRUSEでは、CVOモデ
ルワイヤーハーネス76001100
（別売）
が必要です。

B ハーレーダビッドソン・オーディオ・パワード・バイ・ロックフォード・フォズ
ゲート／ステージIIフェアリングスピーカー
標準装備のバットウイングまたはロードグライドフェアリングスピーカーをアップグ
レードして、音量と音質を向上。振動検査済みの6.5インチ防水2オームスピーカー
には、高フラックスなネオジム磁石、20mmツイーター、30mmミッドレンジスピーカー
が付いた射出成形ウーファーコーンが装備されています。ハーレーダビッドソン・パ
ワード・バイ・ロックフォード・フォズゲートは2年保証の対象となります。
キットには、
リテイナー、ハードウェア、左右のスピーカー、
グリルが同梱されていま
す。
●76000983 ロードグライドフェアリング／ステージII 78,665円
（本体価格 71,514円）
’
15以降ロードグライドモデル
（FLTRXSEを除く）
に適合。取り付けにはフェアリン
グスピーカーインストールキット76000992、
プライマリーアンプ76000997および適
切なプライマリーアンプインストールキット
（それぞれ別売）
が必要です。FLTRUSE
では、CVOモデルワイヤーハーネス76001100
（別売）
が必要です。
●76000981 バットウイングフェアリング／ステージII78,665円
（本体価格 71,514円）
’
14以降エレクトラグライド、
ストリートグライド、
ウルトラリミテッド、
トライグライドモ
デル
（FLHXSEを除く）
に適合。取り付けにはフェアリングスピーカーインストール
キット76000992、
プライマリーアンプ76000997、適切なプライマリーアンプインス
トールキット
（それぞれ別売）
が必要です。FLHTKSE、FLHTCUTGSEでは、CVO
モデルワイヤーハーネス76001100
（別売）
が必要です。

B

D

B

C

B

D

C ハーレーダビッドソン・オーディオ・パワード・バイ・ロックフォード・フォズ
ゲート／ステージIサドルバッグスピーカー
あなたの愛車がコンサートホールに生まれ変わります。サドルバッグリッドに装着さ
れたスピーカーにより、オーディオシステム全体の音量が上がり、ライダーやパッ
センジャーをサウンドで包み込みます。振動検査済みの5×7インチ防水4オームス
ピーカーには、高フラックスなネオジム磁石およびブリッジマウント25mmツイーター
が付いた射出成形ウーファーコーンが搭載されています。ハーレーダビッドソン・パ
ワード・バイ・ロックフォード・フォズゲート・スピーカーは2年保証の対象となります。
キットには、左右のスピーカー、
グリルが同梱されています。
●76000986 ステージI
56,186円
（本体価格 51,079円）
’
14以降ツーリングモデル
（FLHXSE、FLTRXSEを除く）
に適合。取り付けにはサ
ドルバッグスピーカーインストールキット76000979、適切なアンプ、アンプインス
トールキット
（それぞれ別売）
が必要です。FLHTKSE、FLTRUSEでは、CVOモデ
ルワイヤーハーネス76001100
（別売）
が必要です。

D ハーレーダビッドソン・オーディオ・パワード・バイ・ロックフォード・フォズ
ゲート／ステージIIサドルバッグスピーカー
あなたの愛車がコンサートホールに生まれ変わります。サドルバッグリッドに装着さ
れたスピーカーにより、オーディオシステム全体の音量が上がり、ライダーやパッ
センジャーをサウンドで包み込みます。振動検査済みの5×インチ防水2オームス
ピーカーには、高フラックスなネオジム磁石、20mmツイーター、および30mmミッド
レンジスピーカーが付いた射出成形ウーファーコーンが装備されています。ハーレー
ダビッドソン・パワード・バイ・ロックフォード・フォズゲートは2年保証の対象となりま
す。キットには、ハードウェア、左右のスピーカーおよびグリルが同梱されています。
●76000987 ステージII
78,665円
（本体価格 71,514円）
’
14以降ツーリングモデル
（FLHXSE、FLTRXSEを除く）
に適合。取り付けにはサ
ドルバッグスピーカーインストールキット76000979、適切なアンプ、
アンプインス
トールキット
（それぞれ別売）
が必要です。FLHTKSE、FLTRUSEでは、CVOモデ
ルワイヤーハーネス76001100
（別売）
が必要です。
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A ハーレーダビッドソン・オーディオ・パワード・バイ・ロックフォード・フォズ
ゲート／ステージIツインクールド・ロワーフェアリングスピーカー
現在の2スピーカーまたは4スピーカーシステムにロワーフェアリングスピーカーを追
加。利用可能な音圧レベルが増加するため、高速走行でもリスニング音量が大きく
なり、歪みが少ないクリアな音質を実現します。振動検査済みの4.75インチ防水8
オームスピーカーには、高フラックスなネオジム磁石およびブリッジマウント20mm
ツイーターが付いた射出成形ウーファーコーンが搭載されています。ハーレーダビッ
ドソン・パワード・バイ・ロックフォード・フォズゲート・スピーカーは2年保証の対象とな
ります。キットには、サブアッセンブリー、ハードウェア、左右のスピーカー、
グリルが
同梱されています。
●76000988 ステージI
51,691円
（本体価格 46,992円）
’1 4 以 降 F L H T K 、F L T R K 、F L T R Uに適 合 。’1 7 以 降 F L H T K S E 、’1 5～
'16FLTRUSEモデルに適合。取り付けにはツインクールド・ロワーフェアリングス
ピーカーインストールキット76000991、適切なアンプ、アンプインストールキット
（そ
れぞれ別売）
が必要です。FLHTKSE、FLTRUSEでは、CVOモデルワイヤーハー
ネス76001100
（別売）
が必要です。

B ハーレーダビッドソン・オーディオ・パワード・バイ・ロックフォード・フォズ
ゲート／ステージIIツインクールド・ロワーフェアリングスピーカー
現在の2スピーカーまたは4スピーカーシステムにロワーフェアリングスピーカーを追
加。利用可能な音圧レベルが増加するため、高速走行でもリスニング音量が大きく
なり、歪みが少ないクリアな音質を実現します。振動検査済みの4.7インチ防水4
オームスピーカーには、高フラックスなネオジム磁石および25mmツイーターが付い
た射出成形ウーファーコーンが搭載されています。ハーレーダビッドソン・パワード・
バイ・ロックフォード・フォズゲートは2年保証の対象となります。キットには、サブアッ
センブリー、ハードウェア、左右のスピーカー、
グリルが同梱されています。
●76000989 ステージII
78,665円
（本体価格 71,514円）
’1 4 以 降 F L H T K 、F L T R K 、F L T R Uに適 合 。’1 7 以 降 F L H T K S E 、’1 5～
'16FLTRUSEモデルに適合。取り付けにはツインクールド・ロワーフェアリングス
ピーカーインストールキット76000991、適切なアンプ、アンプインストールキット
（そ
れぞれ別売）
が必要です。FLHTKSE、FLTRUSEでは、CVOモデルワイヤーハー
ネス76001100
（別売）
が必要です。

B

C

A

D

ハーレーダビッドソン・オーディオ・パワード・バイ・ロックフォード・フォズゲー
ト／アンプ
最新技術が過酷なモーターサイクル環境でも音源をパワフルに増幅します。この
新型アンプはコンパクトなため、バイクのサドルバッグに簡単に取り付けることがで
きます。
Rチューン：モーターサイクル環境専用のイコライゼーション。路面から伝わるロー
ドノイズや風切り音にサウンドがかき消されないようにするため、
ゼロから設計しまし
た。左右のスピーカーは音楽がライダーに直接伝わるように設計され、最高のサ
ウンドエクスペリエンスをもたらします。
M-DEQ（Motorcycle Dynamic EQ：モーターサイクルダイナミックEQ）
：ス
マートアンプにより、
リアルタイムでEQポイントが変化し、バイクの速度やライ
ディング状況にかかわらず驚くべき音質を実現します。
BME（Bass Management Enhancement：低音管理増強）
：音量に関
係なく低音をより多く生み出すように設計されています。アクティブアンプDSPに
よって、速度やロードノイズに対して継続的に適応します。スピーカーの低音出力
を最大化して、音量や速度にかかわらず強力な低音を実現します。
コンピューター制御デジタル信号処理：スマートな制御で機敏な調整。
このイン
テリジェントアンプは、
お使いのスピーカーセットアップに継続的に適応します。次の
オーディオステージにアップグレードしたりスピーカーを追加したりすると、
アンプが
信号と出力を調整して、求められる音質と音圧レベルを提供します。
フルレンジ・クラスDテクノロジー：よりパワフルなサウンドを実現しながら、電気
負荷を軽減。高効率アンプにより、
クラス最高のパワーを発生しながらも愛車に負
担をかけることはありません。
ありえないほど頑丈：
：今まで以上に頑丈な構造のため、行き先を問いません。高
温など過酷な環境条件下でも機能するように設計され、80時間以上のテストをクリ
アしています。
どのような環境でもこのアンプと旅に出かけられます。
定格出力：各チャンネル50W×4
（4オーム）
、各チャンネル100W×4
（2オーム）
寸法：20.7cm×13.7cm×5.1cm

C ハーレーダビッドソン・オーディオ・パワード・バイ・ロックフォード・フォズ
ゲート／アンプ400W4チャンネル／DSP付き（プライマリー）
ハーレーダビッドソン・オーディオ・パワード・バイ・ロックフォード・フォズゲート2スピー
カーまたは4スピーカーシステム向けプライマリーアンプ。
●76000997 
112,383円
（本体価格 102,167円）
’
14以降ツーリングおよびFLHTCUTGモデル
（FLHXSE、FLTRXSEを除く）
に適
合。取り付けにはアンプインストールキット
（別売）
が必要です。ハーレーダビッド
ソン・オーディオ・パワード・バイ・ロックフォード・フォズゲート・ステージI、
ステージIIス
ピーカーキットを合計2個または4個取り付けるのに必要です。

D ハーレーダビッドソン・オーディオ・パワード・バイ・ロックフォード・フォズ
ゲート／アンプ400W4チャンネル（セカンダリー）
ハーレーダビッドソン・オーディオ・パワード・バイ・ロックフォード・フォズゲート6スピー
カーまたは8スピーカーシステム向けセカンダリーアンプ。
●76000990 
112,383円
（本体価格 102,167円）
’
14以降ツーリングモデル
（'15～’
20FLHXSE、’
18～’
20FLTRXSEを除く）
に適
合。
トライクモデルには適合不可。取り付けにはセカンダリーアンプインストールキッ
ト76000975
（ 別売）
が必要です。ハーレーダビッドソン・オーディオ・パワード・バイ・
ロックフォード・フォズゲート・ステージIまたはステージIIスピーカーキットを合計6個ま
たは8個取り付けるのに必要です。必ずプライマリーアンプキット76000997のセ
カンダリーアンプとして取り付けてください。

B
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A ハーレーダビッドソン・オーディオ・パワード・バイ・ロックフォード・フォズ
ゲート／プライマリーアンプインストールキット
キットには、ハーレーダビッドソン・オーディオ・パワード・バイ・ロックフォード・フォズ
ゲート・プライマリーアンプの取り付けに必要なハードウェア、
ワイヤリングハーネス
が同梱されています。ハーレーダビッドソン・オーディオ・パワード・バイ・ロックフォー
ド・フォズゲート・スピーカーは、別売りです。
●76000974 
44,947円
（本体価格 40,861円）
’
17以降ツーリングモデル（FLHXSE、FLTRXSEを除く）
に適合。プライマリー
アンプキット76000997を取り付ける際に必要です。FLHTKSE、FLTRUSEでは、
ハーネスキット76001100
（別売）
が必要です。
●76001045 
44,947円
（本体価格 40,861円）
’
14～’
16ツーリングモデル
（FLHXSE、FLTRXSEを除く）
に適合。プライマリー
アンプキット76000997を取り付ける際に必要です。FLHTKSE、FLTRUSEでは、
CVOモデルワイヤーハーネス76001100
（別売）
が必要です。

A

C

C ハーレーダビッドソン・オーディオ・パワード・バイ・ロックフォード・フォズ
ゲート／トライクアンプインストールキット
キットには、
トライクモデルへのハーレーダビッドソン・オーディオ・パワード・バイ・ロッ
クフォード・フォズゲート・プライマリーアンプの取り付けに必要なハードウェア、
ワイ
ヤリングハーネスが同梱されています。ハーレーダビッドソン・オーディオ・パワード・
バイ・ロックフォード・フォズゲート・スピーカーは、別売りです。
●76000976
44,947円
（本体価格 40,861円）
’
17以降FLHTCUTGモデルに適合。プライマリーアンプキット76000997を取り付
ける際に必要です。
●76001046 
44,947円
（本体価格 40,861円）
’
14～’
16トライク
（フリーホイーラー）
モデルに適合。プライマリーアンプキット
76000997を取り付ける際に必要です。

D ハーレーダビッドソン・オーディオ・パワード・バイ・ロックフォード・フォズ
ゲート／フェアリングスピーカーインストールキット
キットには、ハーレーダビッドソン・オーディオ・パワード・バイ・ロックフォード・フォズ
ゲート・バットウイングまたはロードグライドフェアリングスピーカーの取り付けに必要
なワイヤリングハーネスが同梱されています。ハーレーダビッドソン・オーディオ・パ
ワード・バイ・ロックフォード・フォズゲート・スピーカーは、別売りです。
●76000992 
8,981円
（本体価格 8,165円）
’
14以降ツーリング、FLHTCUTGモデル
（FLHXSE、FLTRXSEを除く）
に適合。
ハーレーダビッドソン・オーディオ・パワード・バイ・ロックフォード・フォズゲート・ステー
ジI、
ステージIIフェアリングスピーカーキットを取り付ける際に必要です。

B ハーレーダビッドソン・オーディオ・パワード・バイ・ロックフォード・フォズ
ゲート／セカンダリーアンプインストールキット
キットには、ハーレーダビッドソン・オーディオ・パワード・バイ・ロックフォード・フォズ
ゲート・セカンダリーアンプの取り付けに必要なハードウェア、
ワイヤリングハーネス
が同梱されています。ハーレーダビッドソン・オーディオ・パワード・バイ・ロックフォー
ド・フォズゲート・スピーカーは、別売りです。
●76000975 
33,708円
（本体価格 30,644円）
’
14以降ツーリングモデル（FLHXSE、FLTRXSEを除く）
に適合。セカンダリー
アンプキット76000990を取り付ける際に必要です。FLHTKSE、FLTRUSEでは、
CVOモデルワイヤーハーネス76001100
（別売）
が必要です。

A

C

B

D
B
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A ハーレーダビッドソン・オーディオ・パワード・バイ・ロックフォード・フォズ
ゲート／ツアーパックスピーカーインストールキット
キットには、ハーレーダビッドソン・オーディオ・パワード・バイ・ロックフォード・フォズ
ゲート・ツアーパックラゲッジキャリアスピーカーの取り付けに必要なワイヤリング
ハーネスが同梱されています。ハーレーダビッドソン・オーディオ・パワード・バイ・ロッ
クフォード・フォズゲート・スピーカーは、別売りです。
●76000977 
22,468円
（本体価格 20,426円）
’
14以降ツーリング
（'15～’
20FLHXSE、’
18～’
20FLTRXSEを除く）
トライグライ
ドモデルに適合。ハーレーダビッドソン・オーディオ・パワード・バイ・ロックフォード・
フォズゲート・ステージI、
ステージIIツアーパックスピーカーキットを取り付ける際に
必要です。FLHTKSE、FLTRUSEおよびFLHTCUTGSEモデルでは、CVOモデ
ルワイヤーハーネス76001100
（別売）
が必要です。

A

D

D ハーレーダビッドソン・オーディオ・パワード・バイ・ロックフォード・フォズ
ゲート／サドルバッグスピーカーインストールキット
キットには、ハーレーダビッドソン・オーディオ・パワード・バイ・ロックフォード・フォズ
ゲート・サドルバッグスピーカーキットの取り付けに必要なハードウェア、
ワイヤリン
グハーネスが同梱されています。ハーレーダビッドソン・オーディオ・パワード・バイ・
ロックフォード・フォズゲート・スピーカーは、別売りです。左右のカラーマッチ・サドル
バッグスピーカーリッド
（別売）
が必要です。
●76000979 
15,725円
（本体価格 14,296円）
’
14以降ツーリングモデル
（FLHXSE、FLTRXSEを除く）
に適合。ハーレーダビッド
ソン・オーディオ・パワード・バイ・ロックフォード・フォズゲート・ステージI、
ステージIIサ
ドルバッグスピーカーキットを取り付ける際に必要です。CVOモデルでは、CVOモ
デルワイヤーハーネス76001100
（別売）
が必要です。
E ハーレーダビッドソン・オーディオ・パワード・バイ・ロックフォード・フォズ
ゲート／CVOモデルワイヤーハーネス
このハーネスキットを使用して、一部のCVOモデルモーターサイクルをハーレーダ
ビッドソン・オーディオ・パワード・バイ・ロックフォード・フォズゲート・システムにアップ
グレードします。ハーレーダビッドソン・オーディオ・パワード・バイ・ロックフォード・フォ
ズゲート・スピーカーは、別売りです。
●76001100 
19,267円
（本体価格 17,516円）
’
14～’
21FLHTKSE’
20以降FLHTCUTGSEモデルに適合。’
14～’
16FLHTKSE
でロワーフェアリングスピーカーには適合不可。

B ハーレーダビッドソン・オーディオ・パワード・バイ・ロックフォード・フォズ
ゲート／エアクールド・ロワースピーカーインストールキット
キットには、ハーレーダビッドソン・オーディオ・パワード・バイ・ロックフォード・フォズ
ゲート・エアクールド・ロワーフェアリングスピーカーの取り付けに必要なスピーカー
エンクロージャー、ハードウェア、ワイヤリングハーネスが同梱されています。ハー
レーダビッドソン・オーディオ・パワード・バイ・ロックフォード・フォズゲート・スピーカー
は別売りです。
●76000978 
22,468円
（本体価格 20,426円）
’
17以降ツーリング
（'15～'20FLHXSE、'18～'21FLTRXSEを除く）
に適合。ハー
レーダビッドソン・オーディオ・パワード・バイ・ロックフォード・フォズゲート・ステージI、
ステージIIエアクールド・ロワーフェアリングスピーカーキットを取り付ける際に必要
です。

B
C ハーレーダビッドソン・オーディオ・パワード・バイ・ロックフォード・フォズ
ゲート／ツインクールド・ロワースピーカーインストールキット
キットには、ハーレーダビッドソン・オーディオ・パワード・バイ・ロックフォード・フォズ
ゲート・ツインクールド・ロワーフェアリングスピーカーの取り付けに必要なスピー
カーエンクロージャー、ハードウェア、ワイヤリングハーネスが同梱されています。
ハーレーダビッドソン・オーディオ・パワード・バイ・ロックフォード・フォズゲート・スピー
カーは、別売りです。
●76000991 
6,734円
（本体価格 6,122円）
’
14以降FLHTK、FLTRK、FLTRU、FLTRUSEおよび’
17以降FLHTKSEモデル
に適合。’
14～’
16FLHTKSEには適合不可。ハーレーダビッドソン・オーディオ・パ
ワード・バイ・ロックフォード・フォズゲート・ステージI、ステージIIツインクールド・ロ
ワーフェアリングスピーカーキットを取り付ける際に必要です。FLHTKSEおよび
FLTRUSEでは、CVOモデルワイヤーハーネス76001100
（別売）
が必要です。
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Harley-Davidson® Audio powered by Rockford Fosgate®
適合ガイド

ステージⅠ

ストリートグライド／ストリートグライドスペシャルモデル（ʼ14以降）
ステージⅠ

フェアリング
サドルバッグ

ステージⅡ

部品番号

内容

部品番号

内容

76000980

ステージⅠバットウイングフェアリングスピーカー

76000981

ステージⅡバットウイングフェアリングスピーカー

76000992

フェアリングスピーカーインストールキット

76000992

フェアリングスピーカーインストールキット

76000986

ステージⅠサドルバッグスピーカー

76000987

ステージⅡサドルバッグスピーカー

76000979

サドルバッグスピーカーインストールキット

76000979

サドルバッグスピーカーインストールキット

カラーマッチ・サドルバッグスピーカーリッド
（別売）
が必要です。

ロワーフェアリング

カラーマッチ・サドルバッグスピーカーリッド
（別売）
が必要です

76000984

ステージⅠツアーパック／エアクールド・ロワースピーカー

76000985

ステージⅡツアーパック／エアクールド・ロワースピーカー

76000978

エアクールド・ロワースピーカーインストールキット

76000978

エアクールド・ロワースピーカーインストールキット

カラーマッチ・ロワーフェアリング（別売）が必要です。'21以降FLHXSにはエンジンガード（別売）が必要です。 カラーマッチ・ロワーフェアリング（別売）が必要です。'21以降FLHXSにはエンジンガード（別売）が必要です。

ツアーパック
ラゲッジキャリア

76000984

ステージⅠツアーパック／エアクールド・ロワースピーカー

76000985

ステージⅡツアーパック／エアクールド・ロワースピーカー

76000977

ツアーパックスピーカーインストールキット

76000977

ツアーパックスピーカーインストールキット

スピーカーポッド
（別売）
が必要です。

アンプ

スピーカー設置の際に必要です

セカンダリーアンプ
スピーカーを6〜8個設置の
際には必要です

ウルトラクラシック（'14〜'15）/ウルトラリミテッドモデル（'14以降）/ツインクールドエンジン

スピーカーポッド
（別売）
が必要です。

76000997

アンプ400W 4チャンネル／DSP付き／プライマリー

76000997

アンプ400W 4チャンネル／DSP付き／プライマリー

76001045

プライマリーアンプインストールキット
ʼ14〜ʼ16ツーリング
（FLHXSE／FLTRXSEを除く）

76001045

プライマリーアンプインストールキット
ʼ14〜ʼ16ツーリング
（FLHXSE／FLTRXSEを除く）

76 0 0 0 9 74

プライマリーアンプインストールキット
ʼ17以降ツーリング
（FLHXSE／FLTRXSEを除く）

76 0 0 0 9 74

プライマリーアンプインストールキット
ʼ17以降ツーリング
（FLHXSE／FLTRXSEを除く）

76000990

アンプ400W 4チャンネル／セカンダリー

76000990

アンプ400W 4チャンネル／セカンダリー

76000975

セカンダリーアンプインストールキット

76000975

セカンダリーアンプインストールキット

フェアリング
サドルバッグ

ステージⅡ

部品番号

内容

部品番号

内容

76000980

ステージⅠバットウイングフェアリングスピーカー

76000981

ステージⅡバットウイングフェアリングスピーカー

76000992

フェアリングスピーカーインストールキット

76000992

フェアリングスピーカーインストールキット

76000986

ステージⅠサドルバッグスピーカー

76000987

ステージⅡサドルバッグスピーカー

76000979

サドルバッグスピーカーインストールキット

76000979

サドルバッグスピーカーインストールキット

カラーマッチ・サドルバッグスピーカーリッド
（別売）
が必要です。

ロワーフェアリング

カラーマッチ・サドルバッグスピーカーリッド
（別売）
が必要です。

76000988

ステージⅠツインクールドエンジン・ロワーフェアリングスピーカー 7 6 0 0 0 9 8 9

™
ステージⅡツインクールドエンジン
・ロワーフェアリングスピーカー

76000991

ツインクールドエンジン・ロワースピーカーインストールキット

76000991

ツインクールドエンジン・ロワースピーカーインストールキット

ツアーパック

76000984

ステージⅠツアーパック／エアクールド・ロワースピーカー

76000985

ステージⅡツアーパック／エアクールド・ロワースピーカー

ラゲッジキャリア

76000977

ツアーパックスピーカーインストールキット

76000977

ツアーパックスピーカーインストールキット

アンプ

76000997

アンプ400W4チャンネル／DSP付き／プライマリー

76000997

アンプ400W4チャンネル／DSP付き／プライマリー

76001045

プライマリーアンプインストールキット
ʼ14〜ʼ16ツーリング
（FLHXSE／FLTRXSEを除く）

76001045

プライマリーアンプインストールキット
ʼ14〜ʼ16ツーリング
（FLHXSE／FLTRXSEを除く）

76 0 0 0 9 74

プライマリーアンプインストールキット
ʼ17以降ツーリング
（FLHXSE／FLTRXSEを除く）

76 0 0 0 9 74

プライマリーアンプインストールキット
ʼ17以降ツーリング
（FLHXSE／FLTRXSEを除く）

76000990

アンプ400W4チャンネル／セカンダリー

76000990

アンプ400W4チャンネル／セカンダリー

76000975

セカンダリーアンプインストールキット

76000975

セカンダリーアンプインストールキット

スピーカー設置の際に必要です

セカンダリーアンプ
スピーカーを6〜8個設置の
際には必要です

ロードグライド／ロードグライドスペシャルモデル（ʼ14以降）
ステージⅠ

フェアリング
サドルバッグ

ステージⅡ

部品番号

内容

部品番号

内容

76000982

ステージⅠロードグライドフェアリングスピーカー

76000983

ステージⅡロードグライドフェアリングスピーカー

76000992

フェアリングスピーカーインストールキット

76000992

フェアリングスピーカーインストールキット

76000986

ステージⅠサドルバッグスピーカー

76000987

ステージⅡサドルバッグスピーカー

76000979

サドルバッグスピーカーインストールキット

76000979

サドルバッグスピーカーインストールキット

カラーマッチ・サドルバッグスピーカーリッド
（別売）
が必要です。

ロワーフェアリング

（ノックアウト・ホイールキット
装着車は取り付け不可）

ツアーパック
ラゲッジキャリア

76000984

ステージⅠツアーパック／エアクールド・ロワースピーカー

76000985

ステージⅡツアーパック／エアクールド・ロワースピーカー

76000978

エアクールド・ロワースピーカーインストールキット

76000978

エアクールド・ロワースピーカーインストールキット

カラーマッチ・ロワーフェアリング（別売）が必要です。'21以降FLTRXSにはエンジンガード（別売）が必要です。 カラーマッチ・ロワーフェアリング（別売）が必要です。'21以降FLTRXSにはエンジンガード（別売）が必要です。
76000984

ステージⅠツアーパック／エアクールド・ロワースピーカー

76000985

ステージⅡツアーパック／エアクールド・ロワースピーカー

76000977

ツアーパックスピーカーインストールキット

76000977

ツアーパックスピーカーインストールキット

スピーカーポッド
（別売）
が必要です。

アンプ

スピーカー設置の際に必要です

セカンダリーアンプ
スピーカーを6〜8個設置の
際には必要です

カラーマッチ・サドルバッグスピーカーリッド
（別売）
が必要です。

スピーカーポッド
（別売）
が必要です。

76000997

アンプ400W4チャンネル／DSP付き／プライマリー

76000997

アンプ400W4チャンネル／DSP付き／プライマリー

76001045

プライマリーアンプインストールキット
ʼ14〜ʼ16ツーリング
（FLHXSE／FLTRXSEを除く）

76001045

プライマリーアンプインストールキット
ʼ14〜ʼ16ツーリング
（FLHXSE／FLTRXSEを除く）

76 0 0 0 9 74

プライマリーアンプインストールキット
ʼ17以降ツーリング
（FLHXSE／FLTRXSEを除く）

76 0 0 0 9 74

プライマリーアンプインストールキット
ʼ17以降ツーリング
（FLHXSE／FLTRXSEを除く）

76000990

アンプ400W4チャンネル／セカンダリー

76000990

アンプ400W4チャンネル／セカンダリー

76000975

セカンダリーアンプインストールキット

76000975

セカンダリーアンプインストールキット
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ロードグライドウルトラ／リミテッドモデル／ツインクールドエンジン（ʼ14以降）
ステージⅠ

フェアリング
サドルバッグ

ステージⅡ

ステージⅠ

部品番号

内容

部品番号

内容

76000982

ステージⅠロードグライドフェアリングスピーカー

76000983

ステージⅡロードグライドフェアリングスピーカー

76000992

フェアリングスピーカーインストールキット

76000992

フェアリングスピーカーインストールキット

76000986

ステージⅠサドルバッグスピーカー

76000987

ステージⅡサドルバッグスピーカー

76000979

サドルバッグスピーカーインストールキット

76000979

サドルバッグスピーカーインストールキット

カラーマッチ・サドルバッグスピーカーリッド
（別売）
が必要です。

ロワーフェアリング

CVOリミテッドモデル（ʼ14以降）

フェアリング

サドルバッグ

カラーマッチ・サドルバッグスピーカーリッド
（別売）
が必要です。

76000988

ステージⅠツインクールドエンジン・ロワーフェアリングスピーカー

76000989

ステージⅡツインクールドエンジン・ロワーフェアリングスピーカー

76000991

ツインクールドエンジン・ロワースピーカーインストールキット

76000991

ツインクールドエンジン・ロワースピーカーインストールキット

76000984

ステージⅠツアーパック／エアクールド・ロワースピーカー

76000985

ステージⅡツアーパック／エアクールド・ロワースピーカー

ラゲッジキャリア

76000977

ツアーパックスピーカーインストールキット

76000977

ツアーパックスピーカーインストールキット

アンプ

76000997

アンプ400W4チャンネル／DSP付き／プライマリー

76000997

アンプ400W4チャンネル／DSP付き／プライマリー

76001045

プライマリーアンプインストールキット
ʼ14〜ʼ16ツーリング
（FLHXSE／FLTRXSEを除く）

76001045

プライマリーアンプインストールキット
ʼ14〜ʼ16ツーリング
（FLHXSE／FLTRXSEを除く）

76 0 0 0 9 74

プライマリーアンプインストールキット
ʼ17以降ツーリング
（FLHXSE／FLTRXSEを除く）

76 0 0 0 9 74

プライマリーアンプインストールキット
ʼ17以降ツーリング
（FLHXSE／FLTRXSEを除く）

76000990

アンプ400W4チャンネル／セカンダリー

76000990

アンプ400W4チャンネル／セカンダリー

76000975

セカンダリーアンプインストールキット

76000975

セカンダリーアンプインストールキット

ツアーパック

スピーカー設置の際に必要です

セカンダリーアンプ
スピーカーを6〜8個設置の
際には必要です

ステージⅠ

フェアリング
ツアーパック
ラゲッジキャリア

アンプ

アンプ

スピーカー設置の際に必要です

スピーカー設置の際に必要です

セカンダリーアンプ
スピーカーを6〜8個設置の
際には必要です

部品番号

内容

部品番号

内容

76000980

ステージⅠバットウイングフェアリングスピーカー

76000981

ステージⅡバットウイングフェアリングスピーカー

76000992

フェアリングスピーカーインストールキット

76000992

フェアリングスピーカーインストールキット

76000984

ステージⅠツアーパック／エアクールド・ロワースピーカー

76000985

ステージⅡツアーパック／エアクールド・ロワースピーカー

76000977

ツアーパックスピーカーインストールキット

76000977

ツアーパックスピーカーインストールキット

76000997

アンプ400W4チャンネル／DSP付き／プライマリー

76001046

プライマリーアンプインストールキット
ʼ14〜ʼ16トライクモデル
（フリーホイーラーを除く）

76000976

プライマリーアンプインストールキット
ʼ17以降トライクモデル
（フリーホイーラーを除く）

-

*トライクモデルで最大4スピーカーセット装着車のみ

ロワーフェアリング

（'14〜'16FLHTKSEを除く）

ラゲッジキャリア

ステージⅡ

76000997

アンプ400W4チャンネル／DSP付き／プライマリー

76001046

プライマリーアンプインストールキット
ʼ14〜ʼ16トライクモデル
（フリーホイーラーを除く）

76000976

プライマリーアンプインストールキット
ʼ17以降トライクモデル
（フリーホイーラーを除く）

フェアリング

ツアーパック
ラゲッジキャリア

アンプ

スピーカー設置の際に必要です

部品番号

内容

76000980

ステージⅠバットウイングフェアリングスピーカー

76000981

ステージⅡバットウイングフェアリングスピーカー

76000992

フェアリングスピーカーインストールキット

76000992

フェアリングスピーカーインストールキット

76001100

CVOモデルワイヤーハーネス

76001100

CVOモデルワイヤーハーネス

76000986

ステージⅠサドルバッグスピーカー

76000987

ステージⅡサドルバッグスピーカー

76000979

サドルバッグスピーカーインストールキット

76000979

サドルバッグスピーカーインストールキット

76001100

CVOモデルワイヤーハーネス

76001100

CVOモデルワイヤーハーネス

サドルバッグスピーカーリッド
（別売）
が必要です。

76000988

ステージⅠツインクールドエンジン・ロワーフェアリングスピーカー

76000989

ステージⅡツインクールドエンジン・ロワーフェアリングスピーカー

76000991

ツインクールドエンジン・ロワースピーカーインストールキット

76000991

ツインクールドエンジン・ロワースピーカーインストールキット

76001100

CVOモデルワイヤーハーネス

76001100

CVOモデルワイヤーハーネス

76000984

ステージⅠツアーパック／エアクールド・ロワースピーカー

76000985

ステージⅡツアーパック／エアクールド・ロワースピーカー

76000977

ツアーパックスピーカーインストールキット

76000977

ツアーパックスピーカーインストールキット

76001100

CVOモデルワイヤーハーネス

76001100

CVOモデルワイヤーハーネス

76000997

アンプ400W4チャンネル／DSP付き／プライマリー

76000997

アンプ400W4チャンネル／DSP付き／プライマリー

76001045

プライマリーアンプインストールキット
ʼ14〜ʼ16ツーリング
（FLHXSE／FLTRXSEを除く）

76001045

プライマリーアンプインストールキット
ʼ14〜ʼ16ツーリング
（FLHXSE／FLTRXSEを除く）

76 0 0 0 9 74

プライマリーアンプインストールキット
ʼ17以降ツーリング
（FLHXSE／FLTRXSEを除く）

76 0 0 0 9 74

プライマリーアンプインストールキット
ʼ17以降ツーリング
（FLHXSE／FLTRXSEを除く）

76001100

CVOモデルワイヤーハーネス

76001100

CVOモデルワイヤーハーネス

76000990

アンプ400W4チャンネル／セカンダリー

76000990

アンプ400W4チャンネル／セカンダリー

76000975

セカンダリーアンプインストールキット

76000975

セカンダリーアンプインストールキット

76001100

CVOモデルワイヤーハーネス

76001100

CVOモデルワイヤーハーネス

CVOロードグライドウルトラモデル（ʼ15〜ʼ16）
ステージⅠ

フェアリング
-

*トライクモデルで最大4スピーカーセット装着車のみ

サドルバッグ

CVOトライグライドモデル（ʼ20〜ʼ21）
ステージⅠ

内容

サドルバッグスピーカーリッド
（別売）
が必要です。

ツアーパック

トライグライドモデル／ツインクールドエンジン（ʼ14以降）

ステージⅡ

部品番号

ステージⅡ

部品番号

内容

部品番号

内容

76000982

ステージⅠロードグライドフェアリングスピーカー

76000983

ステージⅡロードグライドフェアリングスピーカー

76000992

フェアリングスピーカーインストールキット

76000992

フェアリングスピーカーインストールキット

76001100

CVOモデルワイヤーハーネス

76001100

CVOモデルワイヤーハーネス

76000986

ステージⅠサドルバッグスピーカー

76000987

ステージⅡサドルバッグスピーカー

76000979

サドルバッグスピーカーインストールキット

76000979

サドルバッグスピーカーインストールキット

76001100

CVOモデルワイヤーハーネス

76001100

CVOモデルワイヤーハーネス

カラーマッチ・サドルバッグスピーカーリッド
（別売）
が必要です。

ロワーフェアリング

ステージⅡ

カラーマッチ・サドルバッグスピーカーリッド
（別売）
が必要です。

76000988

ステージⅠツインクールドエンジン・ロワーフェアリングスピーカー

76000989

ステージⅡツインクールドエンジン・ロワーフェアリングスピーカー

部品番号

内容

部品番号

内容

76000991

ツインクールドエンジン・ロワースピーカーインストールキット

76000991

ツインクールドエンジン・ロワースピーカーインストールキット

76000980

ステージⅠバットウイングフェアリングスピーカー

76000981

ステージⅡバットウイングフェアリングスピーカー

76001100

CVOモデルワイヤーハーネス

76001100

CVOモデルワイヤーハーネス

76000992

フェアリングスピーカーインストールキット

76000992

フェアリングスピーカーインストールキット

76001100

CVOモデルワイヤーハーネス

76001100

CVOモデルワイヤーハーネス

76000984

ステージⅠツアーパック／エアクールド・ロワースピーカー

76000985

ステージⅡツアーパック／エアクールド・ロワースピーカー

76000977

ツアーパックスピーカーインストールキット

76000977

ツアーパックスピーカーインストールキット

76000984

ステージⅠツアーパック／エアクールド・ロワースピーカー

76000985

ステージⅡツアーパック／エアクールド・ロワースピーカー

76001100

CVOモデルワイヤーハーネス

76001100

CVOモデルワイヤーハーネス

76000977

ツアーパックスピーカーインストールキット

76000977

ツアーパックスピーカーインストールキット

76001100

CVOモデルワイヤーハーネス

76001100

CVOモデルワイヤーハーネス

76000997

アンプ400W4チャンネル／DSP付き／プライマリー

76000997

アンプ400W4チャンネル／DSP付き／プライマリー

76001045

プライマリーアンプインストールキット
ʼ14〜ʼ16ツーリング
（FLHXSE／FLTRXSEを除く）

76001045

プライマリーアンプインストールキット
ʼ14〜ʼ16ツーリング
（FLHXSE／FLTRXSEを除く）

76001100

CVOモデルワイヤーハーネス

76001100

CVOモデルワイヤーハーネス

76000990

アンプ400W4チャンネル／セカンダリー

76000990

アンプ400W4チャンネル／セカンダリー

76000975

セカンダリーアンプインストールキット

76000975

セカンダリーアンプインストールキット

76001100

CVOモデルワイヤーハーネス

76001100

CVOモデルワイヤーハーネス

76000997

アンプ400W4チャンネル／DSP付き／プライマリー

76000997

アンプ400W4チャンネル／DSP付き／プライマリー

76000976

プライマリーアンプインストールキット
ʼ17以降トライクモデル
（フリーホイーラーを除く）

76000976

プライマリーアンプインストールキット
ʼ17以降トライクモデル
（フリーホイーラーを除く）

76001100

CVOモデルワイヤーハーネス

76001100

CVOモデルワイヤーハーネス

*トライクモデルで最大4スピーカーセット装着車のみ

*トライクモデルで最大4スピーカーセット装着車のみ

©2021 H-Dまたはその関連会社。HARLEY-DAVIDSON、HARLEY、H-D、およびバー＆シールドロゴは、H-D U.S.A., LLCの商標です。その他の商標は全て各所有者の資産です。

ツアーパック
ラゲッジキャリア

アンプ

スピーカー設置の際に必要です

セカンダリーアンプ
スピーカーを6〜8個設置の
際には必要です

©2021 H-Dまたはその関連会社。HARLEY-DAVIDSON、HARLEY、H-D、およびバー＆シールドロゴは、H-D U.S.A., LLCの商標です。その他の商標は全て各所有者の資産です。
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CVOストリートグライドモデル（ʼ21）
ステージⅠ

ステージⅡ

部品番号

内容

部品番号

内容

フェアリング

–

–

–

標準装備

サドルバッグ

–

–

–

標準装備

ロワーフェアリング

–

–

76000985

ステージⅡツアーパック／エアクールド・ロワースピーカー

–

–

76000978

エアクールド・ロワースピーカーインストールキット

–

–

76001100

CVOモデルワイヤーハーネス

–

–

ロワーフェアリング
（別売）
が必要です。
エンジンガード
（別売）
が必要です。

–

–

76000985

–

–

76000977

ツアーパックスピーカーインストールキット

–

–

76001100

CVOモデルワイヤーハーネス

–

–

スピーカーポッド
（別売）
が必要です。

スピーカー設置の際に必要です

–

–

–

標準装備

セカンダリーアンプ

–

–

76000990

アンプ400W4チャンネル／セカンダリー

–

–

76000975

セカンダリーアンプインストールキット

–

–

76001100

CVOモデルワイヤーハーネス

ツアーパック
ラゲッジキャリア

アンプ

スピーカーを6〜8個設置の
際には必要です

ステージⅡツアーパック／エアクールド・ロワースピーカー

CVOロードグライドモデル（ʼ21）
ステージⅠ

ステージⅡ

部品番号

内容

部品番号

内容

フェアリング

–

–

–

標準装備

サドルバッグ

–

–

–

標準装備

ツアーパック

–

–

76000985

ステージⅡツアーパック／エアクールド・ロワースピーカー

–

–

76000977

ツアーパックスピーカーインストールキット

–

–

76001100

CVOモデルワイヤーハーネス

ラゲッジキャリア

スピーカーポッド
（別売）
が必要です。

–

アンプ

スピーカー設置の際に必要です

–

セカンダリーアンプ
スピーカーを6〜8個設置の
際には必要です

標準装備

–

–

–

–

76000990

アンプ400W4チャンネル／セカンダリー

–

–

76000975

セカンダリーアンプインストールキット

–

–

76001100

CVOモデルワイヤーハーネス

©2021 H-Dまたはその関連会社。HARLEY-DAVIDSON、HARLEY、H-D、およびバー＆シールドロゴは、H-D U.S.A., LLCの商標です。その他の商標は全て各所有者の資産です。
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66 NEW PRODUCTS
フロント＆リア・シグネチャーLEDシグナルインサート
現代的なシグネチャースタイルと機能を提供するLEDターンシグナル。周囲を走る
車に対しライダーの被視認性を高めます。明るいパイプアウター「シグネチャー」
リングが被視認性や個性豊かなスタイルを追加。センターLEDエレメントの点滅シ
グナルが人の目を奪います。プラグ＆プレイ設計で標準装備のシグナルハウジング
に簡単に取り付け可能。所要時間は5分もかかりません。

A

B

A フロント・シグネチャーLEDターンシグナルインサート／アンバー／アン
バースモークレンズ
スモークレンズとアンバーカラーのターンシグナルが付いたシグネチャーLED
ターンシグナルインサート。
●67801184 ECE規格準拠 
22,950円
（本体価格 20,864円）
’
14以降ソフテイル、ダイナ、ツーリングモデルでブレットターンシグナル装着車
（CVOモデルでLEDターンシグナル装着車、プラスチックブレットターンシグナル
装着車は除く）
に適合。
●67801186 ECE規格準拠 
22,950円
（本体価格 20,864円）
’
14以降CVOモデルでLEDブレットターンシグナル装着車（プラスチックブレット
ターンシグナル装着車は除く）
に適合。

B

B

B リア・シグネチャーLEDターンシグナルキット／アンバーライト／ハウ
ジング付きスモークレンズ
現代的なシグネチャースタイルと機能を提供するLEDターンシグナル。周囲を走る
車に対しライダーの被視認性を高めます。明るいパイプアウター
「シグネチャー」
リングが被視認性や個性豊かなスタイルを追加。センターLEDエレメントの点滅シ
グナルが人の目を奪います。シグネチャーLEDターンシグナルは、
スモークレンズが
付いたコンパクトな弾丸型ハウジングに収容。ラン／ブレーキ／ターンライトが明る
いアンバーで発光します。ECE規格に準拠。
’
14以降XL、’
14以降ダイナ、’
14～’
17ソフテイルモデルでブレットターンシグナル
でリアコンビネーションランプ装着車
（プラスティックブレットターンシグナル装着車
を除く）
に適合。
●67801151 クローム 
44,947円
（本体価格 40,861円）
●67801152 ブラック 
44,947円
（本体価格 40,861円）
’
18以降ソフテイルモデルでブレットターンシグナルでリアコンビネーションランプ
装着車
（プラスティックブレットターンシグナル装着車を除く）
に適合。
●67801326 クローム 
44,947円
（本体価格 40,861円）
●67801327 ブラック 
44,947円
（本体価格 40,861円）

ACCESSORIES

70 NEW PRODUCTS

NEW PRODUCTS 71

Seats

A ハーレーダビッドソン・ハンモックヒーテッド＆クールドシート
ツーリングおよびトライクモデルのシートにクーリング＆ヒーティング技術が組み込ま
れたプレミアムシート。
ライディングシーズンはより長く、乗り心地はさらに快適になり
ます。電気ヒーティング／クーリングシステムがシートに内蔵。コードを1本外せば
シートを簡単に取り外すことができます。業界トップを誇るクーリング性能。ヒー
ティング機能は向上して、従来のヒーテッドシートに比べ倍の速さで、設定した温度
に到達します。ハンモックシートは、ロングツーリングで究極の快適さを求めるライ
ダーのために生まれた最高のプレミアムツーリングシートです。ライダースペースに
は、
シートパン上でハンモックのように機能する2インチのスリング状ファブリックサ
スペンションを内蔵。その上にはトラディッショナルな2インチのフォームクッション
が追加されています。この内部サスペンションにより、
「 底付き」
を防止。過酷な路
面で受ける衝撃からライダーを切り離し、快適性と耐久性を高めます。パッセン
ジャースペースには複数の板バネを採用したサスペンションシステムおよびトラ
ディッショナルな2インチのフォームが内蔵されています。ツーリングでの心地よさと
疲れにくさを大幅に改善したシートです。
• さらに快適に、
さらに疲れにくく。天候にかかわらずライディングシーズンをさらに長
くお楽しみいただけます。
• 気温30℃で実施した基準テストでは、
シートカバーは約30分で約４度低下、
ライ
ディング中、
クーリング機能によりライダーの身体から熱が奪われるため、涼しく感じ
ます。
• デュアルゾーンコントロール：ライダースペースとパッセンジャースペースは同じ温
度モード
（加熱または冷却）
を使用します。ただし、個々の好みに応じて温度調節し
たり、本機能をオフにすることができます。
• ヒーティングエレメントは、選択した温度にわずか7分で到達するように再設計され
ています。
• 縫い目は密閉されているため、
シートフォームへの雨水の侵入を防ぎます。水が染
み込んだシートで何時間もライディングすることはありません。
• ライダーバックレストマウンティングキット52589-09Aと併用可能です。
●52000462 
247,254円
（本体価格 224,777円）
’
14以降ツーリング、
トライグライドモデルに適合。’
14～’
16モデルには、
エレクトリ
カルハーネスエクステンション69200722（ 別売）
が必要です。’
17以降モデルに
は、
エレクトリカルハーネス69201599A
（別売）
が必要です。’
14以降トライグライド
モデルへの取り付けには、
ブラケットキット52100063
（別売）
が必要です。

Seats

A

A

B

B

B

B サンダウナー・ヒーテッド＆クールドシート
ツーリングおよびトライクモデルのシートにクーリング＆ヒーティング技術が組み込ま
れたプレミアムシート。
ライディングシーズンはより長く、乗り心地はさらに快適になり
ます。クーリング＆ヒーティング機能を組み込んでも、従来のサンダウナー・シートと
同じ取り付けサイズに設計されています。接続箇所を1つ外せばシートを簡単に取
り外すことができます。業界トップを誇るクーリング性能。
ヒーティング機能は向上し
て、従来のヒーテッドシートに比べ倍の速さで、設定した温度に到達します。ツー
アップサンダウナー・シートは、
ツーリングの際に最高に快適なライディングを提供し
ます。ツーリング中に多くのライダーが理想的な姿勢を取れる深いバケット型のデ
ザイン。パッドはゆとりがあるため、
ライダーもパッセンジャーも長距離ツーリングを
快適に楽しめます。
• さらに快適に、
さらに疲れにくく。天候にかかわらずライディングシーズンをさらに長
くお楽しみいただけます。
• 気温30度で実施した基準テストでは、
シートカバーは約30分で約4度低下、
ライ
ディング中、
クーリング機能によりライダーの身体から熱が奪われるため、涼しく感じ
ます。
• デュアルゾーンコントロール：ライダースペースとパッセンジャースペースは同じ温
度モード
（加熱または冷却）
を使用します。ただし、個々の好みに応じて温度調節し
たり、本機能をオフにしたりできます。
• ヒーティングエレメントは、選択した温度にわずか7分で到達するように再設計され
ています。
• 縫い目は密閉されているため、
シートフォームへの雨水の侵入を防ぎます。水が染
み込んだシートで何時間もライディングすることはありません。
• ライダーバックレストマウンティングキット52589-09Aと併用可能です。
●52000463 
202,297円
（本体価格 183,907円）
’
14以降ツーリングおよびトライグライドモデルに適合。’
14～’
16モデルには、
エレ
クトリカルハーネスエクステンション69200722
（別売）
が必要です。’
17以降モデル
には、
エレクトリカルハーネス69201599A
（別売）
が必要です。’
14以降トライグライ
ドモデルへの取り付けには、
ブラケットキット52100063
（別売）
が必要です。
C ヒーテッド＆クールドシートトライクサポートブラケット
ハーレー・ハンモックヒーテッドライダー＆パッセンジャーツーリングシートまたはサン
ダウナー・ヒーテッド＆クールドシートをトライクモデルに取り付けるのに必要なサ
ポートブラケットです。
●52100063 
5,201円
（本体価格 4,729円）
’
14以降トライグライドモデルに適合。ハーレー・ハンモックヒーテッドライダー＆パッ
センジャーツーリングシート52000462、サンダウナー・ヒーテッド＆クールドシート
52000463を取り付けるのに必要です。

A
C
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Color-Matched

		

A キング・ツアーパックラゲッジ／’
14以降モデル
適合モデル：
’
14以降ロードキング、
ロードグライド、
ストリートグライド、エレクトラグライド
スタンダード、一部のCVOモデルに適合。FLRTモデルには適合不可。H-D
デタッチャブル・ツーアップまたはソロツアーパック・マウンティングラック、車
種適合のドッキング・ハードウェア、ツアーパックロックキット90300030
（各
別売）
が必要です。

C

B チョップ・ツアーパックラゲッジ／’
14以降モデル
適合モデル：
’
14以降ロードキング、
ロードグライド、
ストリートグライド、エレクトラグライド
スタンダード、一部のCVOモデルに適合。FLRTモデルには適合不可。H-D
デタッチャブル・ツーアップまたはソロツアーパック・マウンティングラック、車
種適合のドッキング・ハードウェア、ツアーパックロックキット90300030
（各
別売）
が必要です。

Color-Matched

C スポーツグライドモデル・サドルバッグアウター／’
14以降モデル
スポーツグライドモデル・サドルバッグを完璧にアップグレード。他のバイクとの差
を強烈に見せつけます。プライムのスポーツグライド・サドルバッグアウターを左右
ともファクトリーペイント仕上げのビビッドブラックに交換します。カラーマッチでは
別のカラーもご利用いただけます。
適合モデル：
’
18以降FLSBモデルに適合。

チョップ・ツアーパック
’
21ブロンズアーマー／グラフィック

キング・ツアーパック
’
21グレートホワイトパール＆ブラックホール
／ウィキッドレッド

’
21スポーツグライドモデル・サドルバッグアウター
サドルバッグアウター
ソリッドカラー

キング・ツアーパック
’
21サンセットオレンジフェード＆サンセットブラック／
ライトニングシルバー

チョップ・ツアーパック
’
21ブラックホール／グラフィック

キング・ツアーパックラゲッジ
ソリッドカラー

サンセットオレンジフェード＆サンセットブラック
／ライトニングシルバー
（ロードグライド／ストリートグライド）
ブロンズアーマー
／グラフィック
（ロードグライド／ストリートグライド）
グレートホワイトパール＆ブラックホール
／ウィキッドレッド
（ストリートグライド）
ブラックホール／グラフィック
（ロードグライド）

品番

価格

チョップ・ツアーパックラゲッジ
品番

411,028円
（本体価格 373,662円） 53000835ERL

411,028円
（本体価格 373,662円）

53000833ERT

411,028円
（本体価格 373,662円） 53000830ERT

411,028円
（本体価格 373,662円）

53000653ERP

411,028円
（本体価格 373,662円） 53000650ERP

411,028円
（本体価格 373,662円）

53000833ERS

411,028円
（本体価格 373,662円） 53000830ERS

411,028円
（本体価格 373,662円）

ブラックジャックメタリック
（ブラックハードウェアのみ） 53000775ESC

202,297円
（本体価格 183,907円） 53000776ESC

202,297円
（本体価格 183,907円）

ガントレットグレーメタリック
（ブラックハードウェア）

53000775ESH

202,297円
（本体価格 183,907円） 53000776ESH

202,297円
（本体価格 183,907円）

ガントレットグレーメタリック
（クロームハードウェア）

53000399ESH

202,297円
（本体価格 183,907円） 53000402ESH

202,297円
（本体価格 183,907円）

ビリヤードティール（クロームハードウェア）

53000399ESK

202,297円
（本体価格 183,907円） 53000402ESK

202,297円
（本体価格 183,907円）

リバーロックグレー（クロームハードウェア）

53000399ENT

202,297円
（本体価格 183,907円） 53000402ENT

202,297円
（本体価格 183,907円）

スリートーンホワイトブラックCVOトランジショナル
（ス
トリートグライド）

53000653ERP

411,028円
（本体価格 373,662円）

ミッドナイトクリムゾン
（ブラックハードウェア）

53000775ESN

202,297円
（本体価格 183,907円） 53000776ESN

202,297円
（本体価格 183,907円）

ミッドナイトクリムゾン
（クロームハードウェア）

53000399ESN

202,297円
（本体価格 183,907円） 53000402ESN

202,297円
（本体価格 183,907円）

デッドウッドグリーン
（ブラックハードウェア）

53000775ESU

202,297円
（本体価格 183,907円） 53000776ESU

202,297円
（本体価格 183,907円）

デッドウッドグリーンデニム
（クロームハードウェア）

53000775ESW

202,297円
（本体価格 183,907円） 53000776ESW

202,297円
（本体価格 183,907円）

スネークヴェノム
（ブラックハードウェア）

53000775ETF

224,776円
（本体価格 204,342円）

53000776ETF

224,776円
（本体価格 204,342円）

スネークヴェノム
（クロームハードウェア）

53000399ETF

224,776円
（本体価格 204,342円） 53000402ETF

224,776円
（本体価格 204,342円）

ツートーンソリッドカラー／パネル

ビリヤードレッド
／ビビッドブラック
（ブラックハードウェア）
ビリヤードレッド
／ビビッドブラック
（クロームハードウェア）

品番

価格

価格

ビビッドブラック

90202240DH

104,364円
（本体価格 94,877円）

ミッドナイトブルー

90202240EKA

104,364円
（本体価格 94,877円）

リバーロックグレーデニム

90202240ENV

104,364円
（本体価格 94,877円）

パフォーマンスオレンジ

90202240EOE

104,364円
（本体価格 94,877円）

タヒチティール

90202240EOX

104,364円
（本体価格 94,877円）

スコーチドオレンジ

90202240ELG

104,364円
（本体価格 94,877円）

価格

53000836ERL

—

キング・ツアーパックラゲッジ

品番

D FLチンスポイラー／’
17以降モデル
適合モデル：
’
17以降ロードキング、
ストリートグライド
（FLHXSEモデルを除く）
、
ロードグライド
（FLTRXSEモデルを除く）
、エレクトラグライドスタンダードモデルに適合。
トライク
モデル、ロワーフェアリング装着車には適合不可。’
14以降ストリートグライドモデ
ルでフェアリングマウントミラー装着車に適合。

—

チョップ・ツアーパックラゲッジ
品番

価格

53000866EOU

272,955円
（本体価格 248,141円） 53000867EOU

272,955円
（本体価格 248,141円）

53000901EOU

272,955円
（本体価格 248,141円） 53000900EOU

272,955円
（本体価格 248,141円）

ガントレットグレーメタリック
／ビビッドブラック
（ブラックハードウェア）

53000866ESZ

272,955円
（本体価格 248,141円） 53000867ESZ

272,955円
（本体価格 248,141円）

ガントレットグレーメタリック
／ビビッドブラック
（クロームハードウェア）

53000901ESZ

272,955円
（本体価格 248,141円） 53000900ESZ

272,955円
（本体価格 248,141円）

E ソフテイル・クォーターフェアリングキット／’
17以降モデル
適合モデル：
'18以降FXBB、FXLR、’
20以降FXLRS、FXSTおよび'21以降FXBBSモデルに
適合。

FLチンスポイラー
’
17以降ロードキング、ストリートグライド、ロードグライド
およびエレクトラグライド・スタンダードモデルに適合。
ソリッドカラー

FLチンスポイラー
’
17以降ロードキング、ストリートグライド、ロードグライド
およびエレクトラグライド・スタンダードモデルに適合。

品番

価格

品番

価格

57200261ESC

62,609円
（本体価格 56,918円）

—

—

ガントレットグレーメタリック

—

—

57200261ESH

62,609円
（本体価格 56,918円）

ビリヤードティール

—

—

57200261ESK

62,609円
（本体価格 56,918円）

スネークヴェノム
（CPP）

—

—

57200261ETF

62,609円
（本体価格 56,918円）

デッドウッドグリーン

—

—

57200261ESU

62,609円
（本体価格 56,918円）

ミッドナイトクリムゾン

—

—

57200261ESN

62,609円
（本体価格 56,918円）

ブラックジャックメタリック

ソフテイル・クォーターフェアリングキット
ソリッドカラー

品番

価格

デッドウッドグリーン

57000981ESU

106,763円
（本体価格 97,058円）

バハオレンジ

57000981ESS

106,763円
（本体価格 97,058円）
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Color-Matched

		

A ハーレーダビッドソン・オーディオ・カラーマッチ・サドルバッグリッドス
ピーカー＆ロワーフェアリングスピーカーハウジング*
ハーレーダビッドソン・オーディオ・パワード・バイ・ロックフォード・フォズゲートまたは
ブームオーディオ・サドルバッグリッド、
ロワーフェアリングスピーカーを装着するため
のカスタムカラーマッチカバー。スピーカー用開口部の形状を利用してスピーカー
に角度をつけ、
ライダーとパッセンジャーへ最適な音を届けることができます。取り
付けには、標準装備のヒンジ、
ロック、マウンティングハードウェアを再利用します。

A

サドルバッグリッドスピーカー
適合モデル：
’
14以降ツーリングモデル
（ロードキングを除く）
でハーレーダビッドソン・オーディ
オ・パワード・バイ・ロックフォード・フォズゲートまたはブームオーディオ・サドルバッ
グ・スピーカーキットを装着する際に必要です。

B カラーマッチ・ロードグライドヘッドランプトリム
この滑らかなワンピース構造のヘッドランプカバーは、
ロードグライドモデルのノー
ズのカスタムルックをさらに引き締めます。取り付けが簡単なヘッドランプトリムは
デュアルヘッドランプを抱きかかえる構造。標準装備であるマットブラックのベゼル
をカバーし、エアロダイナミックな迫力ある印象に変えます。後方に流れるデザ
イン、ナイフのエッジを思わせる両サイドの縞は、
フェアリングの流線型を強調しま
す。
その一方でベントへのエアフローやヘッドランプの光を妨げません。ヘッドラン
プトリムは、お好みの仕上げをお選びいただけます。自己粘着式なので、ヘッドラン
プやフェアリングを取り外さずに取り付けることができます。
’
15以降ロードグライドモデルに適合。

B

*注意：このアクセサリーはご注文いただいてから塗装を行います。商品配送まで平均5週間かか
ります。

*注意：このアクセサリーはご注文いただいてから塗装を行います。商品配送まで平均5週間かか
ります。

サドルバッグリッド／左
’
14以降モデルに適合
カラー

サドルバッグリッド／右
’
14以降モデルに適合

ロワーフェアリングスピーカーハウジング
’
14以降モデルに適合

品番

価格

品番

価格

ブラック／ロイヤルブラック

90200827ERG

73,045円
（本体価格 66,405円）

90200826ERG

73,045円
（本体価格 66,405円）

—

—

ブロンズアーマー

90200827ERI

73,045円
（本体価格 66,405円）

90200826ERI

73,045円
（本体価格 66,405円）

—

—

ブラックジャックメタリック

90200827ESC

64,693円
（本体価格 58,812円）

90200826ESC

64,693円
（本体価格 58,812円）

76000497ESC

65,178円
（本体価格 59,253円）

ガントレットグレーメタリック

90200827ESH

64,693円
（本体価格 58,812円）

90200826ESH

64,693円
（本体価格 58,812円）

76000497ESH

65,178円
（本体価格 59,253円）

ビリヤードティール

90200827ESK

64,693円
（本体価格 58,812円）

90200826ESK

64,693円
（本体価格 58,812円）

76000497ESK

65,178円
（本体価格 59,253円）

ミッドナイトクリムゾン

90200827ESN

64,693円
（本体価格 58,812円）

90200826ESN

64,693円
（本体価格 58,812円）

76000497ESN

65,178円
（本体価格 59,253円）

デッドウッドグリーン

90200827ESU

64,693円
（本体価格 58,812円）

90200826ESU

64,693円
（本体価格 58,812円）

76000497ESU

65,178円
（本体価格 59,253円）

—

—

—

—

76000497ESW

65,178円
（本体価格 59,253円）

90200827ETF

76,418円
（本体価格 69,471円）

90200826ETF

76,418円
（本体価格 69,471円）

76000497ETF

67,426円
（本体価格 61,297円）

デッドウッドグリーンデニム
スネークヴェノム

Color-Matched

A カラーマッチ・スプリットストリームベントトリム／バットウイングフェア
リング
ツーリングバイクのキービジュアルとなる高性能バットウイングフェアリング。前方
中央に配置されたスプリットストリームベントが周囲の注目を集めます。標準装備の
サテンブラックソフトトリムと交換可能な形状をした、
リジッドなワンピースコンポー
ネント。アウターフェアリングのスイープに溶け込み、ベントをスタイリッシュにドレス
アップします。お好みの仕上げをお選びいただけ、利用可能なウインドシールドトリ
ムキットに完璧にマッチします。
’
14以降エレクトラグライド、
ストリートグライド、
ウルトラリミテッド、
トライグライドモ
デルでバットウイングフェアリング装着車に適合。

A

ロワーフェアリングスピーカーハウジング
適合モデル：
’
14以降ツーリングモデル（ロードキングおよび'15～'20FLHXSE、'18以降
FLTRXSEを除く）
でベンティッドロワーフェアリング、ハーレーダビッドソン・オー
ディオ・パワード・バイ・ロックフォード・フォズゲートまたはブームオーディオ・ロワー
フェアリングスピーカーキットを装着する際に必要です。’
21以降FLHXSはエンジン
ガード、'21以降FLTRXSはエンジンガード、
フェアリングマウントブラケット
（別売）
が必要です。ツインクールドエンジン搭載車には適合不可。
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品番

価格

スプリットストリームベントトリム
ソリッドカラー

品番

価格

ヘッドランプトリム
品番

価格

ブラックジャックメタリック

61300461ESC

24,717円
（本体価格 22,470円）

—

—

ガントレットグレーメタリック

61300461ESH

24,717円
（本体価格 22,470円）

61400412ESH

32,500円
（本体価格 29,546円）

ビリヤードレッド

61300461ENX

24,717円
（本体価格 22,470円）

—

—

ミッドナイトクリムゾン

61300461ESN

24,717円
（本体価格 22,470円）

61400412ESN

32,500円
（本体価格 29,546円）

スネークヴェノム

61300461ETF

28,088円
（本体価格 25,535円）

61400412ETF

36,113円
（本体価格 32,830円）

デッドウッドグリーン

61300461ESU

24,717円
（本体価格 22,470円）

—

—

ビリヤードティール

—

—

61400412ESK

32,500円
（本体価格 29,546円）

76 NEW PRODUCTS
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A カラーマッチ・インナーフェアリングキット
バイクにカスタムの雰囲気を加えるカラーマッチ・インナーフェアリングとフェアリン
グキャップ。標準装備のマットブラック・インナーフェアリングと交換できます。カラー
マッチ仕上げがゲージフェースやアクセサリーのクローム・ベゼルと素晴らしいコン
トラストを描きます。

A

B
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B カラーマッチ・インナーフェアリングキット
バイクにカスタムの雰囲気を加えるカラーマッチ・インナーフェアリングとフェアリン
グキャップ。標準装備のマットブラック・インナーフェアリングと交換できます。カラー
マッチ仕上げがゲージフェースやアクセサリーのクローム・ベゼルと素晴らしいコン
トラストを描きます。

カラーマッチ・バットウイングインナーフェアリング
適合モデル：
’
14以降エレクトラグライド、
ストリートグライド、
ウルトラリミテッドモデルでハンドル
バーマウントミラー装着車に適合。キットには、
インナーフェアリング、
フェアリング
キャップ、
メディアドアが同梱されています。
トライグライドモデルには適合不可。

カラーマッチ・ロードグライドインナーフェアリング
適合モデル：
’
15以降ロードグライドモデルに適合。キットにはカラーマッチ・インストルメントハウ
ジングが同梱されています。カラーマッチ・インナーフェアリングエアダクトは別売り
です。

’
14以降ストリートグライドモデルでフェアリングマウントミラー装着車に適合。キット
には、
インナーフェアリング、
フェアリングキャップ、
メディアドアが同梱されています。
トライグライドモデルには適合不可。

カラーマッチ・ロードグライドエアダクト
適合モデル：
’
15以降ロードグライドモデルに適合。カラーマッチ・インナーフェアリングは別売り
です。キットには、
エアダクトバッフルとアクチュエーターアッセンブリが同梱されてい
ます。

カラーマッチ・トライクインナーフェアリング
適合モデル：
’
14以降トライグライドモデルに適合。キットには、
インナーフェアリング、
フェアリン
グキャップ、
メディアドアが同梱されています。

*注意：このアクセサリーはご注文いただいてから塗装を行います。商品配送まで平均5週間かか
ります。

*注意：このアクセサリーはご注文いただいてから塗装を行います。商品配送まで平均5週間かか
ります。

バットウイングインナーフェアリング
’
14以降エレクトラグライド、ストリートグライ
ド、ウルトラリミテッドモデルでハンドルバー
マウントミラー装着車に適合
ソリッドカラー

バットウイングインナーフェアリング
’
14以降ストリートグライドモデルでフェアリン
グマウントミラー装着車に適合

バットウイングインナーフェアリング
’
14以降トライグライドモデルに適合

品番

価格

品番

価格

ビリヤードレッド

57000387ENX

168,577円
（本体価格 153,252円）

57000389ENX

168,577円
（本体価格 153,252円）

ブラックジャックメタリック

57000387ESC

168,577円
（本体価格 153,252円）

57000389ESC

168,577円
（本体価格 153,252円）

ガントレットグレーメタリック

57000387ESH

168,577円
（本体価格 153,252円）

57000389ESH

168,577円
（本体価格 153,252円）

ミッドナイトクリムゾン

57000387ESN （本体価格 153,252円）

—

—

デッドウッドグリーン

57000387ESU

168,577円
（本体価格 153,252円）

57000389ESW

168,577円
（本体価格 153,252円）

57000388ESU （本体価格 153,252円）

スネークヴェノム

57000387ETF

174,597円
（本体価格 158,725円）

57000389ETF

174,597円
（本体価格 158,725円）

57000388ETF （本体価格 158,725円）

—

—

57000389ENT

168,577円
（本体価格 153,252円）

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

リバーロックグレー

168,577円

168,577円

リバーロックグレーデニム

57000387ENV （本体価格 153,252円）

デッドウッドグリーンデニム

57000389ESW （本体価格 153,252円）

168,577円

品番

価格

168,577円
57000388ENX （本体価格 153,252円）

—

—

168,577円
57000388ESH （本体価格 153,252円）

—

—
168,577円
174,597円

ロードグライドインナーフェアリング
’
15以降モデルに適合
ソリッドカラー

ロードグライドフェアリングエアダクト
’
15以降モデルに適合

品番

価格

品番

価格

ガントレットグレーメタリック

57000482ESH

288,997円
（本体価格 262,725円）

29200102ESH

90,303円
（本体価格 82,094円）

ビリヤードティール

57000482ESK

288,997円
（本体価格 262,725円）

29200102ESK

90,303円
（本体価格 82,094円）

ミッドナイトクリムゾン

57000482ESN

288,997円
（本体価格 262,725円）

29200102ESN

90,303円
（本体価格 82,094円）

スネークヴェノム

57000482ETF

301,040円
（本体価格 273,673円）

29200102ETF

96,323円
（本体価格 87,567円）
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Color-Matched

A カラーマッチ・ベンティッドロワーフェアリングキット*
エンジンまわりのエアフローを調節し、
ライディングの快適さを最大限に高めます。
多くのツーリングモデルで標準装備されているカラーマッチ・ロワーフェアリング。
通気システムにより、エンジンまわりを循環するエアの量を調節できます。暑い日
には通気口を開けてエアをダイレクトに取り入れ、寒い日や雨の日には通気口を閉
じてライダーの足もとを快適に保ちます。ラチェットフリクションロックピボットに
より、簡単に装着できます。
コンプリートキットには、左右ロワーフェアリング、便利な
グローブボックスとリッド、必要なマウンティングハードウェアがすべて同梱されてい
ます。注意：ピンストライプなしの単色のみです。
’
14以降空冷式ツーリング（ ’
18以降FLTRXSEモデルを除く）
およびトライク
モデルに適合。ツインクールドモデルには適合不可。’
21以降FLHRXS、FLHXS、
には、エンジンガード49184-09Aまたは49050-09Aが、'21以降FLTRXSはエン
ジンガード49184-09Aまたは49050-09Aとフェアリングマウントブラケット
（別売）
が、
フリーウィラーモデルでは、エンジンガード49184-09Aまたは49050-09A、マ
ウンティングブラケット45700054（それぞれ別売）
が必要です。マスタッシュエン
ジンガード、
チョップドエンジンガード、
またはノックアウトホイールキット43300494ま
たは43300496には適合不可。

A

A

* 注意：このアクセサリーはご注文いただいてから塗装を行います。商品配送まで平均5週間かか
ります。

●57100257ESC ブラックジャックメタリック160,712円
（本体価格
●57100257ESH ガントレットグレーメタリック

160,712円
（本体価格
●57100257ESK ビリヤードブルー
160,712円
（本体価格
●57100257ESN ミッドナイトクリムゾン
160,712円
（本体価格
●57100257ESW デッドウッドグリーンデニム

160,712円
（本体価格
●57100257ETF スネークヴェノム
162,960円
（本体価格

146,102円）
146,102円）
146,102円）
146,102円）
146,102円）
148,146円）

B ロードグライドフェアリングスポイラー
バイクにカスタムの雰囲気を加えるカラーマッチ・ロードグライドフェアリングスポイ
ラー。標準装備のロードグライドフェアリングスポイラーと交換できます。
’
17以降FLTRX、FLTRXSモデルに適合。チョップドエンジンガード49000117Aま
たは49000235（ 別売）
が必要です。ヘビーブリーザー・エクストリームエアクリー
ナー29400388、29400387には適合不可。
●57001042ESH ガントレットグレーメタリック109,169円
（本体価格 99,245円）
●57001042ESK ビリヤードブルー
109,169円
（本体価格 99,245円）
●57001042ESN ミッドナイトクリムゾン
115,591円
（本体価格 105,083円）
●57001042ETF スネークヴェノム
123,297円
（本体価格 112,089円）

B

B

A カスタム・ラップ・フロントフェンダー
自慢のバイクに見せ場を作ってあげましょう。
この純スチール製フェンダーの形状に
は、19インチフロントホイール全体のフォルムを目立たせる効果があります。
フロント
タイヤの周囲をほぼ180度にわたって覆うエプロンレス・フェンダーが醸し出すク
リーンなカスタムルック。ホイールのハブからリムまでを見せるロープロファイルの
カットアウトデザインが強いビジュアルインパクトを与えます。
ミスのない取り付けを
前提に設計されたフェンダーは、標準装備のフェンダーマウンティングボスに適合
するようにドリル加工済み。余分なフェンダースペーサーやインストールキットは必
要ありません。カラーマッチのビビッドブラックまたはプライム済みの塗装可能な仕
上げをご用意しています。
’
14以降ツーリングモデルで17インチ、18インチまたは19インチホイール＆タイヤ装
備車に適合。フェンダーチップアセンブリ59600003、59600006には適合不可。
トライク、FLTRXSEモデルには適合不可。
●58900196ESC ブラックジャックメタリック 162,960円
（本体価格 148,146円）
●58900196ESH ガントレットグレーメタリック

162,960円
（本体価格 148,146円）
●58900196ESK ビリヤードブルー 
162,960円
（本体価格 148,146円）
●58900196ESN ミッドナイトクリムゾン  162,960円
（本体価格 148,146円）
●58900196ESW デッドウッドグリーンデニム

162,960円
（本体価格 148,146円）
●58900196ESU デッドウッドグリーン  162,960円
（本体価格 148,146円）
●58900196ETF スネークヴェノム 
168,579円
（本体価格 153,254円）
●58900527ESZ ガントレットグレーメタリック／ビビッドブラック

168,579円
（本体価格 153,254円）
●58900527EOU ビリヤードレッド／ビビッドブラック

168,579円
（本体価格 153,254円）
●58900360ERL スリートーンオレンジブラック

218,257円
（本体価格 198,416円）
●58900196ERI ブロンズCVOストレッチ 218,257円
（本体価格 198,416円）
●58900360ERP スリートーンホワイトブラック

218,257円
（本体価格 198,416円）

B カラーマッチ21インチフロントフェンダー
ノックアウト・カスタムホイールキットを装着する際に必要です。
’
17以降FLTRXおよびFLTRXSモデルでノックアウトホイールキット43300494、
43300496装着車に適合。
●58900336ESH ガントレットグレーメタリック

123,622円
（本体価格 112,384円）
●58900336ESK ビリヤードブルー
123,622円
（本体価格 112,384円）
●58900336ESN ミッドナイトクリムゾン  123,622円
（本体価格 112,384円）
●58900336ETF スネークヴェノム 
134,862円
（本体価格 122,602円）
●58900529ESZ ガントレットグレーメタリック／ビビッドブラック

144,496円
（本体価格 131,360円）
●58900529EOU ビリヤードレッド／ビビッドブラック

144,496円
（本体価格 131,360円）
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A

ハーレーダビッドソン・汎用携帯電話キャリア
ハーレーダビッドソン認定携帯電話マウントシステム。UV照射、粘着引き離し試
験、振動やラッチサイクル試験、空力負荷など、すべてのモーターサイクル・アク
セサリーに対して実施する同一の試験に合格しています。スマートフォンがバイク
から外れないように万全を期した設計になっています。
• 堅牢な構造：6063アルミニウムをCNC加工し軽量および高い耐久性を実現し
ています。
• 取り付けは簡単。取り付け場所はハンドルバーまたはクラッチからお選びいただ
けます。
• 専用ケースは不要：スマートフォンケースの種類を問わず、粘着式マウントアタッ
チメントポイントに取り付け可能。スマートフォンを片手でひねるだけで固定または
取り外すことができます。
• 回転可能なため縦向き横向きに対応可能です。
• ほぼすべてのスマートフォンを固定できます。

A 汎用携帯電話キャリア＆クラッチマウント
左コントロールに取り付けます。
●76001071 
20,863円
（本体価格 18,967円）
'21以降ライブワイヤー、’
02～’
17VRSC、’
15以降XG、’
04以降XL
（ XL88N、
XL1200NS、XL1200Nを除く）
、'08～'11XR、’
06～’
17ダイナ
（FXDBを除く）
、
’
00以降ソフテイル、’
09以降ツーリング（ ’
09～ ’
13FLHTCUSE、’
14～
’
16FLHTKSEを除く）
、’
14以降トライクに適合。

B

A

B 汎用携帯電話キャリア＆ハンドルバーマウント
同梱されている3個のシムを使用して、22mmから32mm径までのハンドルバーに
しっかりと固定できます。
●76001072 
20,863円
（本体価格 18,967円）
'21以降ライブワイヤー、’
02～’
17VRSC、’
15以降XG、’
04以降XL
（ XL88N、
XL1200NS、XL1200Nを除く）
、'08～'11XR、’
06～’
17ダイナ
（FXDBを除く）
、
’
00以降ソフテイル、’
09以降ツーリング
（’
09～’
13FLHTCUSEおよび’
14～
’
16FLHTKSEを除く）
、’
14以降トライクに適合。標準装備のハンドルバーが装備
されたバットウイングツーリングモデルへの使用は推奨しません。

B

ほぼすべてのスマートフォンを固定できます
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A サドルバッグガードレール
保護性能をスタイリッシュに追加します。バッグ下側の周辺を保護するサドルバッ
グガードレール。ツーリングモデルにトラディッショナルな外観を演出します。肉厚
のクロームプレートチューブと高級感溢れる鋳造マウントが純正サドルバッグガード
にしっかりと固定され、
シームレスなルックスを実現します。仕上げはクロームまたは
ブラックからお選びいただけます。バイクスタイルを問わず完璧な仕上げになりま
す。
• レールはアセンブル済みのため、取り付けが簡単です。
• キットには左右のレールおよび必要なマウンティングハードウェアがすべて同梱さ
れています。
’
14以降ツーリングモデル
（FLHRC、FLHRSE、FLHXSE、FLTRXSEを除く）
に
適合。FLHT、FLHRXS、FLTRX、FLTRXS、FLHXS、FLHXには、サドルバッグ
ガード＆サポートキット90200787または90200788
（それぞれ別売）
が必要です。スト
レッチ・サイドカバー、CVOスタイルリアフェンダーシステムには適合不可。
●90201903 クローム 
62,609円
（本体価格 56,918円）
●90201902 ブラック 
62,609円
（本体価格 56,918円）

		
B

A

※写真には保安基準不適合部品および日本非導入商品が装着されている場合があります。

A

A

B
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B チョップドエンジンガード
チョップドエンジンガードはカスタムバガーをスマートなローダウンルックに仕上げ
ます。ガードのスリムなロープロファイルデザイン。機能を損なうことなく、
スタイリン
グにユニークなひねりを加えます。
• クロームが光輝きます。
• アッパーマウントがつながる位置は標準装備のガードより11インチ低いダウン
チューブの途中です。
• ミニマルな外観がバイクの見た目の重量を削ぎ落とし、低い取り付け位置がバイ
クの見た目の重心を下げます。
• 1.25インチエンジンガードの特徴であるやや前方に湾曲した形状が、
ブレーキとシ
フトレバーの周囲に大きなゆとりをもたらします。
• 取り付けも簡単です。
• キットには、
ブラックの交換用フェアリングマウントブラケットが同梱されています。
●49000235 クローム 
62,618円
（本体価格 56,926円）
’
15以降ロードグライドモデル
（ロワーフェアリング装備車を除く）
に適合。キットに
は、
ブラックの交換用フェアリングマウントブラケットが同梱されています。
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Hand & Foot Controls

ミッドコントロール／ソフテイルモデル用
フットペグとコントロールの位置をバイクの前方から中央に移動して、アグレッシブ
なライディングポジションを作り出します。このミッドコントロールオプションはパ
フォーマンスを重視するソフテイルカスタマイズにとって最高のソリューションとなり
ます。もちろん、車両機能やハンドリングを損なうことはありません。車両のカスタマ
イズや追加アクセサリーに応じて、標準装備構成のミッドコントロールとアクセサ
リー構成のミッドコントロールを組み合わせたり揃えたりできます。

Hand & Foot Controls

A

標準装備ミッドコントロール
シフトサイドとブレーキサイドのミッドコントロールコンポーネントを標準装備構成に
配置するミッドコントロールキットです。
アクセサリーミッドコントロール
シフトサイドとブレーキサイドのミッドコントロールコンポーネントをアクセサリー構成
に配置するミッドコントロールキットです。モーターサイクルの別のコンポーネントを
変更せずに取り付けることができます。
A ●50502040 ブレーキサイド 
114,791円
（本体価格 104,356円）
’
18以降FLSB、FXFB、FXFBS、FXDRSモデルに適合。アクセサリーミッドコント
ロール／シフトサイド50502041
（別売）
が必要です。
B ●50502041 シフトサイド 
83,482円
（本体価格 75,893円）
’
18以降FLSB、FXFB、FXFBS、FXDRSモデルに適合。アクセサリーミッドコント
ロール／ブレーキサイド50502040
（別売）
が必要です。

A

B

B
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Hand & Foot Controls

A クローム・クラッチブラケット＆マスターシリンダー・リザーバーキット
標準装備の塗装したアルミ製コントロールを、輝くクロームに変えませんか？もち
ろんクオリティーを犠牲にすることはありません。標準装備のコンポーネントを使用
して製造されたキット。クローム・マスターシリンダーカバーが同梱されています。ク
ロームスイッチハウジングキット、
クロームスイッチキャップやその他のハーレーダ
ビッドソンの純正モーターアクセサリーと組み合わせればより効果的。
このフロント
コントロールキットで周囲全体の注目を浴びる完全なカスタムルックを実現できま
す。
●41701018 
87,332円
（本体価格 79,393円）
’
21以降ツーリング、
トライクモデル
（ロードグライドモデルを除く）
でケーブルクラッ
チ装着車に適合。

Hand & Foot Controls

A

B

A

B

B クローム・クラッチブラケット＆マスターシリンダー・リザーバーキット
●41701019 
87,332円
（本体価格 79,393円）
’
21以降ロードグライドモデルでケーブルクラッチ装着車に適合。

A

B

重要 ― 必ずお読みください。
●掲載内容は発行時点での最新情報に基づきます。記載の情報は、発行後に予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。●掲載した商品の仕様・デザイン・
適合情報などは予告なく変更することがあります。●掲載した写真は技術上、実物の色と異なって見える場合があります。●実車の仕様により、適合情報に従った装着ができ
ない場合があります。●掲載した商品は予告なく販売を中止する場合があります。
（注）掲載した写真の車両は日本仕様と異なる場合があります。
以下の商標は全て H-D U.S.A., LLC に帰属します。その他の商標はそれぞれの所有者に帰属します。
All For Freedom Freedom For All、Aluminator、Badlander、Bar & Shield logo、Blackline、Boom!、Brawler、Breakout、CoolFlow、Cross Bones、Cruise Drive、Custom
Coverage、Custom Vehicle Operations、CVO、Dark Custom、Daymaker、Destroyer、Detonator、Deuce、Diamond Back、Diamondback、Digital Technician、Disc
Glide、Dominion、Dyna、Eagle Iron、Electra Glide、Electra Glo、Evolution、Fat Bob、Fat Boy、Forty-Eight、Freewheeler、Get-A-Grip、Hard Candy Custom、Harley、
Harley-Davidson、Harley-Davidson Street、Harley Owners Group、HD、HDMC、H-D、H-D1、Heritage Softail、Heritage Springer、H.O.G.、HOG、Hog

Ties、HoldFast、

Hugger、Iron883、Kahuna、Low Rider、Night Rod、Night Train、Nightster、Profile、Reach、Reflex、Revolution、Revolution X、Road Glide、Road King、Roadster、
Road Tech、Road Zeppelin、Rocker、Screamin’Eagle、Seventy-Two、Signature Series、Softail、Softail Slim、Spectra Glo、Sport

Glide、Sportster、Springer、Street、

Street Bob、Street Glide、Street Rod、Street Stalker、Sturgis、Sundowner、Sun Ray、Sunwash、Super Glide、SuperLow、SuperLow 1200T、Switchback、SYN3、
Tallboy、ThunderStar、Tomahawk、Tour Glide、Tour-Pak、Tri-Glide、T-Sport、Twin Cam 88、Twin Cam 88B、Twin Cam 96、Twin Cam 96B、Twin Cam 103、Twin
Cam 103B、Twin Cam 110、Twin Cam 110B、Twin-Cooled、Ultra Classic、V-Rod、V-Rod Muscle、VRSC、Wide Glide、Willie G、XR1200、XR1200X および HarleyDavidson Genuine Motor Parts and Genuine Motor Accessories ロゴ
これらのパーツやアクセサリーの使用、販売は購入者に対し、Harley-Davidson 社の保有する全ての特許においていかなる認可または権限を譲渡するものではありません。

