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ハーレーダビッドソン®パーツ&アクセサリーが
2021 Pan America®を新たな次元に引き上げる。

Screamin� Eagle®パフォーマンスパーツ

07

セーフティ

10

ライダーの快適性

24

ガレージ

28

カスタムアソートメント

34

表示の価格は2021年2月23日時点のメーカー希望小売価格（消費税込み）です。
税抜き本体価格も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

PAN AMERICA® PARTS & ACCESSORIES

Pan America®
1250 Special MotorcycleUnlimited Trekker
どこまでも駆け抜ける。Pan America® 1250 Specialを
オフロード仕様にカスタマイズ。
頑丈なスポークホイールにノビータイヤを履かせ、
フルサイズのアルミ製スキッドプレートを装着。
ラジエーター、ヘッドライト、
マフラーをガード。
防水のアルミ製ラゲッジとロールトップのダッフルで耐久に備えたら、
あとは果てしない荒野へと走り出すだけ。
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Pan America® 1250 Special
UNL IMI T E D T RE K K E R
品名

品番

汎用携帯電話キャリア＆ハンドルバーマウント

76001072

Pan America®アルミニウムサイドケース -クリアアルマイト

90202082

Pan America®アルミニウムトップケース -クリアアルマイト

53000814

Pan America®サイドケースマウントシステム

90202087

Pan America®トップケースマウントプレート

53000800

Pan America®パッセンジャーバックレストパッド

53000847

Pan America®アドベンチャーダッフルバッグ

93300142

ラジエーターシールド

57200258

スキッドプレート

49000191

ヘッドランプガード

67700555

マフラーガード

47200732

デーメーカーLED補助ランプ（日本非導入）

68000340

補助ランプ取り付けキット - Pan America®（日本非導入）

68000343

ミシュラン アナキーワイルドオフロードフロントタイヤ - 120/70R19

43100049

ミシュラン アナキーワイルドオフロードリアタイヤ - 170/60R17

43200050

19インチ スポークホイール、フロント

43300821

17インチ スポークホイール、リア

40900814

フロントホイール取り付けキット（ABS）

42400038

リアホイール取り付けキット（ABS）

42400039

アドベンチャーウインドシールド - 11インチ（279mm）ダークスモーク

57400456

スクリーミンイーグルハイブローエアフィルターエレメント - Pan America®

29400427

スクリーミンイーグルエキゾーストシールドインサート - カーボンファイバー

65400648

スクリーミンイーグル ストリートキャノンマフラー - Pan America®

65600389

*取り付けの際に必要となる他のコンポーネントについては、ディーラーにお問い合わせいただくか、適合車両表をご覧ください。
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Pan America® 1250 Special
MotorcycleMidnight
明るい色が好みでなければ、こちらがあります。
ビビッドブラックのペイントオプションで黒をまとい、
スクリーミンイーグルエキゾーストとインテークでパフォーマンスを増強。
地面をしっかりとらえるノビータイヤがオフロードを制覇する。
丈夫なソフトラゲッジをストラップで留めたら、
夜が明ける前にLED補助ランプの照らす先へと駆け出そう。
次の冒険に向けて、動くなら今。

2 0 251

Pan America® 1250 Special
MIDNIG H T
品名

品番

Pan America® アドベンチャーソフトサドルバッグ

90202107

Pan America®サイドケースマウントシステム

90202087

Pan America® アドベンチャーダッフルバッグ

93300142

タンクバッグ - Pan America®

93300129

ミシュラン アナキーワイルドオフロードフロントタイヤ - 120/70R19

43100049

ミシュラン アナキーワイルドオフロードリアタイヤ - 170/60R17

43200050

スキッドプレート

49000191

ヘッドランプガード

67700555

マフラーガード

47200732

スクリーミンイーグルハイブローエアフィルターエレメント - Pan America®

29400427

スクリーミンイーグルエキゾーストシールドインサート - カーボンファイバー

65400648

スクリーミンイーグル ストリートキャノンマフラー - Pan America®

65600389

デーメーカーLED補助ランプ（日本非導入）

68000340

補助ランプ取り付けキット - Pan America®（日本非導入）

68000343

タンクニーパッドキット（2枚1組） - Pan America®

57300291

アドベンチャーウインドシールド - 11インチ（279mm）ダークスモーク

57400456

80グリットライダーフットペグ - ブラック

50501383

80グリットパッセンジャーフットペグ - ブラック

5050138A

80グリットシフターペグ — ブラック

33600306

リーチソロシート

52000471

*取り付けの際に必要となる他のコンポーネントについては、ディーラーにお問い合わせいただくか、適合車両表をご覧ください。
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Screamin� Eagle®パフォーマンス

スクリーミンイーグルストリートキャノン
マフラー - Pan America®
'21以降のRA1250およびRA1250Sモデルに適合。
品番：65600389
メーカー希望小売価格（税込み）207,927円
本体価格 189,025円
大幅な軽量化を成し遂げ、深くスポーティなエキ
ゾーストノートが特徴的なスクリーミンイーグルス
トリートキャノンマフラー。Pan America® 1250と
Pan America® 1250 Specialの両モデルにジャス
トフィット、魅力的なスタイリングが得られるよう
にデザインされています。
⃝標準装備のマフラーに比べて42%の軽量化。

⃝チタン製シェル、カーボンファイバー製エンドキ
ャップ、ステンレススチール製ミッドパイプを使用
した耐久性の高い構造。
⃝適度に心を掻き立てる、深くスポーティーなエキ
ゾーストノート。

⃝取り付けが簡単で、無理なくフィットする設計。

⃝スクリーミンイーグルエクストリームフローエアク
リーナーやスクリーミンイーグルハイフローエア
クリーナーを併用すると、究極のスクリーミンイ
ーグルコンボが実現。

スクリーミンイーグルエキゾーストシール
ドインサート - カーボンファイバー
'21以降のRA1250およびRA1250Sモデルに適合。
品番：65400648
メーカー希望小売価格
（税込み）
14,020円
本体価格 12,746円
軽量カーボンファイバー製エキゾーストシールドが
ライダーの脚から熱を遠ざけ、エキゾーストシール
ドをスタイリッシュにします。
⃝ハンドレイドされたカーボンファイバーは非常に
軽量で頑丈。

⃝既存のエキゾーストシールドに簡単に取り付け可
能。
⃝インサートの裏面に、熱を反射する素材を接合。

⃝スクリーミンイーグルストリートキャノンエキゾ
ーストシステムの外観をスタイリッシュにします。
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Screamin� Eagle®パフォーマンス
他のエアフィルターには戻れなくなる逸品。これらの高性能エアフィルターは洗浄と再利用が可能です。大量に溜まったほこり、汚れ、ごみをフィルターか
ら取り除き、新しい旅に再利用することができます。標準装備のフィルターの交換品として申し分なく、さらに性能を向上させる設計になっています。

スクリーミンイーグルハイブローエアフ
ィルターエレメント - Pan America®
'21以降のRA1250およびRA1250Sモデルに適合。
品番：29400427
メーカー希望小売価格（税込み）20,863円
本体価格 18,967円
オフロード環境に特化して設計された洗浄と再利
用が可能なフィルターで、オフロード専用のフィル
ターメディアを使用しています。
⃝オフロード走行用に設計されたフィルターメディ
ア。

⃝標準装備のフィルターよりエンジンへの空気流量
が9%多く、どんな走行条件下でもエンジンに空
気を供給。
⃝再利用するには、洗浄して乾燥し、油を差すだ
け。

スクリーミンイーグルハイブローエアフ
ィルターエレメント - ホームベース型
'21以降のRA1250およびRA1250Sモデルに適合。
品番：29400426
メーカー希望小売価格（税込み）16,689円
本体価格 15,172円
洗浄と再使用が可能なフィルターで、標準装備のフ
ィルターよりエンジンへの空気流量が5%多く、ど
んな走行条件下でもエンジンに空気を供給するこ
とができます。

スクリーミンイーグルハイブローエアフ
ィルターエレメント - 円型
'21以降のRA1250およびRA1250Sモデルに適合。
品番：29400428
メーカー希望小売価格（税込み）14,601円
本体価格 13,274円
洗浄と再利用が可能なフィルターで、標準装備のフ
ィルターと直接交換することができ、標準フィルタ
ーと同程度の空気流量を確保します。
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セーフティ
ラジエーターシールド
'21以降のRA1250およびRA1250Sモデルに適合。
品番：57200258
メーカー希望小売価格（税込み）31,299円
本体価格 28,454円
メッシュラジエーターシールドはラジエーター前面
に取り付け、小さな石や破片が当たらないように保
護するシールドで、特にオフロード走行時に大きな
効果を発揮します。専用デザインなので、バイクに
完璧にフィットし取り付けやすく、メッシュのデザイ
ンによってバイクの力強さが際立ちます。

スキッドプレート
'21以降のRA1250およびRA1250Sモデルに適合。
品番：49000191
メーカー希望小売価格（税込み）73,045円
本体価格 66,405円
タフなオフロード条件に自信をもって挑む。標準装
備のスキッドプレートをアクセサリーのスキッドプ
レートに交換すると、オフロード走行時に跳ねた石
や衝撃からバイクを保護する性能が向上します。
⃝高耐久性アルミ構造。

⃝専用デザインにより、完璧なフィッティングと取
り付けやすさを実現。

⃝スキッドプレートの装着でがっしりした外観にな
ります。

ブラッシュガード
’21以降のRA1250モデルに適合。
RA1250Sには標準装備。
品番：49000192
メーカー希望小売価格（税込み）62,618円
本体価格 56,926円
タフなオフロード条件に自信をもって挑む。ブラシ
ガードは、野山で藪を横切るときや転倒したときな
どにラジエーターシュラウドや他のコンポーネント
をガードします。
⃝専用デザインにより、完璧なフィッティングと取
り付けやすさを実現。

⃝力強いスチール 製の管と耐久性の高いサテン
ブラック仕上げが、バイクのフレームにマッチ。
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セーフティ
ヘッドランプガード
'21以降のRA1250およびRA1250Sモデルに適合。
品番：67700555
メーカー希望小売価格（税込み）20,863円
本体価格 18,967円
タフなオフロード条件に自信をもって挑む。丈夫な
メッシュはヘッドランプへの衝撃や異物の直撃を防
ぎ、力強い印象を与えます。専用デザインにより完
璧なフィッティングと取り付けやすさを実現しまし
た。もちろんヘッドランプの性能は落としません。

マフラーガード
'21以降のRA1250およびRA1250Sモデルに適合。
品番：47200732
メーカー希望小売価格（税込み）33,383円
本体価格 30,349円
タフなオフロード条件に自信をもって挑む。丈夫な
スチール製ガードは、転倒時にマフラーを保護しま
す。専用デザインにより、完璧なフィッティングと取
り付けやすさを実現しました。

センタースタンド
’21以降のRA1250モデルに適合。
RA1250Sには標準装備。
品番：92900066
メーカー希望小売価格（税込み）57,394円
本体価格 52,177円
センタースタンドを使うと、駐車時にバイクを直立
させることができます。
⃝リアホイールを持ち上げて地面から浮かせてお
くと、メンテナンスやタイヤ交換が容易になりま
す。
⃝センタースタンドはサイドスタンドのようにバイク
を傾けないので、省スペースでの駐車が可能。
⃝バネの付いた状態で組み立て済み。
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セーフティ

デーメーカー LED補助ランプ

’21以降のブラッシュガードを装 着したR A1250
およびRA1250Sモデルと、’14年以降のTouring
モデルに適合。RA1250はブラッシュガード（品
番：49000192）の別途購入が必要。専用取り付け
キットの別途購入が必要。
品番：68000340
日本非導入
アドベンチャーツーリング中のさまざまな状況にお
いて、3種類の機能でライダーの役に立つ頑丈な補
助LEDランプ。取り付けは左右に1つずつ。それぞ
れのランプは耐久性の高いアルミ製ハウジングに4
個のレンズを備え、3種類のビームを発します。日中
も点灯しておくと、他のドライバーやライダーに認
識されやすくなります。純正デザインなので取り付
けやすく、バイクにピッタリフィット。見た目も良く
なります。
3種類の機能：
⃝フォグランプはバイク前方を幅広く照らし、視界
が悪い場合にも道の端まで光が届きます。
⃝ドライビングランプは照明の向きを路面に傾け、
ヘッドライト性能を強化。

⃝オフロードビームは 275mの前 方 視 野と50m
の側方視野を確保し、野山を明るく照らし出しま
す（公道では使用不可）。
⃝パウダーコーティングを施した軽量のアルミ製ハ
ウジング。

⃝ハードコートと曇り止めコートを施し、耐衝撃性
に優れたアウターレンズ。
⃝2個1組。取り付けには補助ランプ取り付けキット
の別途購入が必要。

補助ランプ取り付けキット Pan America®
'21以降のRA1250およびRA1250Sモデルに適合。
品番：68000343
日本非導入
取り付けキットには、デーメーカーLED補助ランプ
の取り付けに使用するワイヤーハーネス、
マウントブ
ラケット、スイッチパックが含まれています。
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セーフティ

デーメーカーアダプティブヘッドランプア
ップグレードキット - Pan America®
’21以降のRA1250モデルに適合。
RA1250Sモデルには標準装備。
品番：69202757
メーカー希望小売価格（税込み）114,631円
本体価格 104,210円
夜道をもっと見やすく。デーメーカーアダプティブヘ
ッドランプテクノロジーは、バイクのセンサーを利
用して車両のリーンアングルを判断します。コーナ
ーでは自動的に光を追加照射し、このテクノロジー
を採用していないLEDヘッドランプでは死角になる
箇所も照らし出すことができます。
⃝メインのデーメーカーLEDヘッドランプ上部に設
置される独立した照明ユニットにLED素子を左
右3個ずつ搭載。

⃝バイクのリーンアングルが8度、15度、23度になる
と、LEDが順に点灯。

⃝個々のLEDが始動時に徐々に明るく、停止時に
徐々に暗くなり、シームレスに明かるさが変化。
⃝ヘッドランプのモードがハイビームでもロービー
ムでも、アダプティブヘッドランプは作動。

⃝Harley-Davidson ®による設計で、理想的なフィ
ッティングと機能を実現。
⃝Pan America® 1250 Specialモデルでは標準装
備。
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セーフティ

補助ランプ取り付けキット Pan America®
'21以降のRA1250およびRA1250Sモデルに適合。
品番：68000343
日本非導入
取り付けキットには、デーメーカーLED補助ランプ
の取り付けに使用するワイヤーハーネス、
マウントブ
ラケット、スイッチパックが含まれています。

補助ランプ取り付けキット - ロードグラ
イド（φ31.7mmエンジンガード)
’14以降のロードグライドモデルに適合。
’14-’16年モデルには、コネクターアダプター
（品番:69201900）が必要。
品番：68000342
日本非導入
取り付けキットには、デーメーカーLED補助ランプ
の取り付けに使用するワイヤーハーネス、
マウントブ
ラケット、スイッチパックが含まれています。

補助ランプ取り付けキット - ツーリング
（φ31.7mmエンジンガード)
ロードグライドモデルを除く’14以降のツーリング
適合。
品番：68000341
日本非導入
取り付けキットには、デーメーカーLED補助ランプ
の取り付けに使用するワイヤーハーネス、
マウントブ
ラケット、スイッチパックが含まれています。
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セーフティ
アドベンチャーウインドシールドは、専用設計で品質と際立ったスタイルを兼ね備え、取り付けが簡単。高さの異なる製品を選択することができます。
快適性を高め、風雨から身を守るために、背丈に合った高さのウインドシールドを選択してください。スタイルに適した色合いも選んでいただけます。

アドベンチャーウインドシールド 18インチ（457 mm）クリア
'21以降のRA1250およびRA1250Sモデルに適合。
品番：57400454
メーカー希望小売価格（税込み）33,387円
本体価格 30,352円
標準装備のウインドシールドより63mmほど高く、
風雨や飛来物に対する防御力が向上します。

アドベンチャーウインドシールド 11インチ（279 mm）ダークスモーク
'21以降のRA1250およびRA1250Sモデルに適合。
品番：57400456
メーカー希望小売価格（税込み）27,124円
本体価格 24,659円
標準装備のウィンドシールドより114mmほど低く、
多くのライダーの目線より下に来ます。

アドベンチャーウインドシールド 11インチ（279 mm）クリア
’21以降のRA1250およびRA1250Sモデルに適合。
品番：57400499
メーカー希望小売価格（税込み）25,048円
本体価格 22,771円
標準装備のウィンドシールドより114mmほど低く、
多くのライダーの目線より下に来ます。
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セーフティ

タンクバッグ - Pan America®
'21以降のRA1250およびRA1250Sモデルに適合。
品番：93300129
メーカー希望小売価格（税込み）52,397円
本体価格 47,634円
ライディングの間も、必需品やモバイル端末は手
近に収納。Pan America® 1250とPan America®
1250 Special専用に設計され、タンクバッグの底
部がフューエルタンク上のプラスチックカバーに合
うように一体成型されていて、しっかりフィットしま
す。
⃝上部のポケットに入れたモバイル端末は、タッチ
パネル対応ウインドウを通して操作可能。

⃝耐水性のレインカバーはバッグに合ったタッチパ
ネル対応ウィンドウ付き。

⃝デバイスポケットの下に予備のリチウムバッテリ
ーを収納するコンパートメントを確保。充電ケー
ブル用のポート付き。
⃝収容物を確認しやすいように、バッグ内壁に視認
性の高いオレンジを配色。
⃝フリース裏地のサイドポケット。

⃝上部のキャリーハンドル、ポケット、内部の仕切
り。

⃝バッグを所定の位置に取り付けないときに、車両
シート前方下部に固定して収納しておくためのス
トラップ付き。
⃝ラゲッジ 積 載 容 量 は 8 L 。積 載 重 量 の上 限 は
2kg。

17

PA N A ME RIC A ®

セーフティ

オンロードツーリング用に設計されたSportラゲッジは外観が滑らかで、バイクのシルエットがすっきりとした印象になります。マウントはラゲッジ
を簡単に 着脱できる仕 組みを 備え、ラゲッジ を外したときの見た目もスマートです。各 製 品はリッドにガスケットを 使 用し、防 水性に優れ 、
Harley-Davidson®の厳しい浸水試験に合格しています。どのラゲッジ製品にも一体型のハンドルが付いているので、バイクから外して持ち運ぶのも容易
です。イグニッションキーでロックすることができます。

Pan America®着脱式スポーツトップケ
ース
’21以降のRA1250およびRA1250Sモデルに適合。
トップケースマウントプレート（品番:53000800）
の別途購入が必要。
品番：53000751
メーカー希望小売価格（税込み）102,268円
本体価格 92,971円
乗り心地とハンドリングを損なうことなく、積載容
量を最大化するように設計されたトップケースとマ
ウント（別売り）。ラゲッジ積載容量は36L。積載
重量の上限は10kg。

Pan America®スポーツトップケースラ
イナー
'21以降のRA1250およびRA1250Sモデルに適合。
品番：53000862
メーカー希望小売価格（税込み）10,321円
本体価格 9,383円
スポーツトップケースに完璧にフィットする耐水性
のライナー。頑丈なジッパー、快適に持ち運びでき
るハンドル、オプションのショルダーストラップの取
り付けに便利なDリングを備えています。

Pan America®スポーツサイドケース
'21以降のRA1250およびRA1250Sモデルに適合。
品番：90201973
メーカー希望小売価格（税込み）174,681円
本体価格 158,801円
左右のケースを取り付けるマウントはバイクの一部
なので、ケースを取り外しても、余分なハードウェア
がバイクのスタイルを崩すことはありません。ラゲッ
ジ積載容量は右ケース30L、左ケース35L。ラゲッ
ジ積載重量の上限は各ケース10kg。

Pan America®スポーツサイドケースラ
イナー
'21以降のRA1250およびRA1250Sモデルに適合。
品番：90202220
メーカー希望小売価格（税込み）20,654円
本体価格 18,777円
バイクで運ぶ荷物の積みおろしをシンプルに。スポ
ーツサイドケースにピッタリフィットするライナー。
頑丈なジッパー、快適に持ち運びできるハンドル、
オプションのショルダーストラップの取り付けに便
利なDリングを備えています。
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頑丈なアルミニウムラゲッジはいずれも、SW-MOTECHとのコラボレーションでオンロードとオフロードの旅を想定して製作されました。どのラゲッジ
も、バイクのハンドリングやリーンアングルを損なわないように、一貫して質の高い適合性、耐久性、信頼性を確保するための設計が施され、実際の車両
で検証されています。ケースとマウントの双方が、Harley Davidson®による静止状態での転倒テストに合格しています。陽極酸化処理または塗装によ
る仕上げは、洗浄が容易で酸化を防止します。各製品はリッドにガスケットを使用し、防水性に優れ、Harley-Davidson®の厳しい浸水試験に合格して
います。ケースは一体型のハンドルとバンジーアイを備えており、各ケースのロックもケースとマウントのロックも1つのキーで対応できます。

Pan America®アルミニウム
トップケース - クリアアルマイト
'21以降のRA1250およびRA1250Sモデルに適合。
トップケースマウントプレート（品番:53000800）
の別途購入が必要。
品番：53000814
メーカー希望小売価格（税込み）110,617円
本体価格 100,561円
ラゲッジ積載容量は38L。
ラゲッジ積載重量の上限は10kg。

Pan America®アルミニウム
サイドケース - クリアアルマイト
'21以降のRA1250およびRA1250Sモデルに適合。
サイドケースマウントシステム（品番:90202087）
の別途購入が必要。
品番：90202082
メーカー希望小売価格（税込み）198,370円
本体価格 180,337円
ラゲッジ積載容量は右ケース37L、左ケース45L。
ラゲッジ積載重量の上限は各ケース10 kg。

Pan America®アルミニウム
トップケース - ブラック
'21以降のRA1250およびRA1250Sモデルに適合。
トップケースマウントプレート（品番:53000800）
の別途購入が必要。
品番：53000816
メーカー希望小売価格（税込み）110,617円
本体価格 100,561円
ラゲッジ積載容量は38L。
ラゲッジ積載重量の上限は10kg。

Pan America®アルミニウム
サイドケース - ブラック
'21以降のRA1250およびRA1250Sモデルに適合。
サイドケースマウントシステム（品番:90202087）
の別途購入が必要。
品番：90202088
メーカー希望小売価格（税込み）198,283円
本体価格 180,258円
ラゲッジ積載容量は右ケース37L、左ケース45L。
ラゲッジ積載重量の上限は各ケース10 kg。
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Pan America®サイドケースマウントシ
ステム
'21以降のRA1250およびRA1250Sモデルに適合。
品番：90202087
メーカー希望小売価格（税込み）60,522円
本体価格 55,020円
バイクへの取り付け箇所にジャストフィットする専
用デザイン。取り付けと調整は簡単で、特殊な工具
は不要です。要求の厳しいHarley-Davidson®の仕
様に準じて、過酷な条件下でもギアが保護される
ように設計されています。

Pan America®トップケース
マウントシステム
'21以降のRA1250およびRA1250Sモデルに適合。
品番：53000800
メーカー希望小売価格（税込み）36,591円
本体価格 33,265円
アルミニウム製トップケースやスポーツトップケース
の取り付けに必要。積載位置を最適化して、システ
ムの耐久性を確保します。また、ソフトラゲッジを
支えて固定する用途にも使用できます。
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アドベンチャーソフトラゲッジはハードコアなオフロードライダー向けの製品です。バイク用にデザインされた耐久性の高いバッグは、バイクが転倒した時
の衝撃に耐えます。防水素材を使用し、外側のポケットは防水ファスナー付き。ロールトップ式の開閉部は密閉性が高く、風雨から中身を守るので、どん
な条件でもギアが濡れる心配はなく、自信をもって走行することができます。ロールトップ方式と複数のコンプレッションストラップを利用すれば、荷物を
しっかり固定しつつ、ラゲッジの容量を柔軟に調節することが可能。表面に反射材を使用しているため、暗いところでも人目につきやすくなります。汎用マ
ウントストラップが付属しています。

Pan America® アドベンチャー
ソフトサドルバッグ
'21以降のRA1250およびRA1250Sモデルに適合。
サイドケースマウントシステム（品番:90202087）
の別途購入が必要。
品番：90202107
メーカー希望小売価格（税込み）99,223円
本体価格 90,203円
⃝アドベンチャーソフトサドルバッグはサイドケー
スマウントシステム（別売り）に設置。

⃝ラゲッジ積載容量は各バッグ25L。積載重量の上
限は各バッグ10kg。

⃝バッグ2 個とマウントストラップのセットで 販
売。
⃝取り付 けには サイドケースマウントシステム
（品番:90202087）の別途購入が必要。

Pan America®
アドベンチャーダッフルバッグ
'21以降のRA1250およびRA1250Sモデルに適合。
品番：93300142
メーカー希望小売価格（税込み）33,397円
本体価格 30,361円
アドベンチャーダッフルバッグは非常に容量の大き
いバッグですが、中身の量に応じて圧縮し、可能な
限りコンパクトに収めることができます。ダッフルは
シートの後方、またはハードケース前方のパッセン
ジャーピリオン上に設置したトップケースマウントプ
レート（別売り）に固定します。
⃝アドベンチャーソフトサドルバッグはサイドケー
スマウントシステム（別売り）に設置。

⃝ラゲッジ積載容量は各バッグ40L。積載重量の上
限は各バッグ10kg。

⃝バッグ2 個とマウントストラップのセットで 販
売。
⃝取り付 けには サイドケースマウントシステム
（品番:90202087）の別途購入が必要。
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Pan America®
パッセンジャーバックレストパッド
アルミニウム製トップケース（品番:53000814また
は53000816）を装備した’21以降のRA1250およ
びRA1250Sモデルに適合。
品番：53000847
メーカー希望小売価格（税込み）19,819円
本体価格 18,018円
アルミニウム製トップケースを取り付けたときの、パ
ッセンジャーの乗り心地を快適に。

Pan America®
ロック付き円形フューエルキャップ
'21以降のRA1250およびRA1250Sモデルに適合。
品番：61100188
メーカー希望小売価格（税込み）24,717円
本体価格 22,470円
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17インチスポークホイール - リア
'21以降のRA1250およびRA1250Sモデルに適合。
ホイールインストールキット（品番:42400039）の
別途購入が必要です。
品番：40900814
メーカー希望小売価格（税込み）192,660円
本体価格 175,146円

19インチスポークホイール - フロント
'21以降のRA1250およびRA1250Sモデルに適合。
フロントブレーキローター（数量2）
（品番:41500
195）、ブレーキローターハードウェア（数量10）
（品番:41500020）、ホイールインストールキッ
ト（品番:42400038）の別途購入が必要です。
品番：43300821
メーカー希望小売価格（税込み）180,618円
本体価格 164,199円

ホイールインストールキット（ABS）- フロント
'21以降のRA1250およびRA1250Sモデに適合。
品番：42400038
メーカー希望小売価格（税込み）16,689円
本体価格 15,172円

フロントスポークホイールの取り付けに使用します。

ホイールインストールキット（ABS）- リア
'21以降のRA1250およびRA1250Sモデルに適合。
品番：42400039
メーカー希望小売価格（税込み）16,689円
本体価格 15,172円

リアスポークホイールの取り付けに使用します。

タンクニーパッドキット（2枚1組）-Pan America®
'21以降のRA1250およびRA1250Sモデルに適合。
品番：57300291
メーカー希望小売価格（税込み）10,426円
本体価格 9,479円
簡単に取り付けられる粘着式のブラックラバーパッ
ド。テーパー付きの隆起がシートのスタイリングを
引き立て、ニーグリップ時の滑り止めとして快適な
乗り心地を実現します。ライダーの脚とライディン
グギアが接触するタンクの表面を保護する、左右
一対のキットです。

（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が含まれます。取付作業はHDJ正規販売網へお申
し付けください。
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ライダーの快適性
リーチソロシート Pan America® 1250
'21以降のRA1250およびRA1250Sモデルに適合。
品番：52000471
メーカー希望小売価格（税込み）52,173円
本体価格 47,430円
⃝リーチソロシートはシート高が約25mm低く、完
全な機能性を保持したまま、身長が低めのライダ
ーに最適な乗り心地を提供します。

⃝多くのライダーが停車時に安心して足をつけられ
るようにサポート。
⃝2つのシート位置を設定できる機能で、人間工学
に基づきライダーの快適性を向上。
⃝シート下部の工具収納にすばやくアクセス。

⃝ライダーのシート位置だけを変更標準装備され
ているシートのスタイルにマッチ。

トールボーイソロシート Pan America® 1250
’21以降のRA1250およびRA1250Sモデルに適合。
品番：52000472
メーカー希望小売価格（税込み）52,173円
本体価格 47,430円
股下が長いライダー向けのトールボーイシートは、
標準仕様のシート位置から座面を引き上げられる
設計により、ライダーが自然に腕と脚を伸ばして操
作できる姿勢をサポートします。トールボーイシー
トではシート高が約25mm高くなります。
⃝ライダーの腰や膝、足首の角度を開き、快適さを
保ちます。特に長距離走行時に有効。

⃝見晴らしのよい乗車姿勢をとることができ、前方
の舗装路やオフロードの視認性が向上。
⃝2つのシート位置を設定できる機能で、人間工学
に基づきライダーの快適性を向上。
⃝シート下部の工具収納にすばやくアクセス。
⃝ライダーのシート位置だけを変更。

⃝標準装備されているシートのスタイルにマッチ。
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タクティカルハンドグリップ
’21以降のRA1250モデルに適合。
品番：56100402
メーカー希望小売価格（税込み）16,689円
本体価格 15,172円
股深い溝のグリッドパターンが刻まれたブラックラ
バーのグリップは、走行条件にかかわらずライダー
に快適さと安心をもたらす優れものです。

タクティカルヒーテッドハンドグリップ
’21以降のRA1250Sモデルに適合。
品番：56100401
メーカー希望小売価格（税込み）35,471円
本体価格 32,247円
快 適さと操 作 性を向 上させるヒーテッドグリッ
プ。ミリタリーグレードのレジスターで温 度設 定
を制御し、サーモスタットにより周囲気温を基準
とした温 度の監視と調節を行います。グリップ内
部に発 熱 体が巻いてあり、全 体を均一に暖めま
す。深い溝のグリッドパターンが 刻まれたブラッ
クラバーのグリップは、走行条件にかかわらずラ
イダーに快適さと安心をもたらす優れものです。

Pan America®トールライザー - ブラック
’21以降のRA1250およびRA1250Sモデルに適合。
品番：55900241
メーカー希望小売価格（税込み）37,571円
本体価格 34,156円
ハンドルバーを標準のライザーより約50mm手前
上方に動かし、快適なポジションを実現します。
⃝腕が短めのライダーが座ってもハンドルに手が届
きやすいように調整。
⃝オフロード走行時にライダーがフットペグに立っ
た状態での操作性と快適性を向上します。

PA N A ME RIC A ®
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80グリット™コレクションのごつごつとしたフットコントロールは、オールドスクールなBMXスタイルのフットペグのフィーリングを取り入れた形状と機能
です。

80グリットライダーペグ - ブラック
’21以降のRA1250およびRA1250Sモデルのライダ
ーポジションに適合。
品番：50501383
メーカー希望小売価格（税込み）40,140円
本体価格 36,491円

80グリットライダーペグ - ロウ
’21以降のRA1250およびRA1250Sモデルのライダ
ーポジションに適合。
品番：50501390
メーカー希望小売価格（税込み）40,140円
本体価格 36,491円

80グリットパッセンジャーフットペグ ブラック
’21以降のPan America®モデルに適合。

品番：50501388A
メーカー希望小売価格（税込み）40,140円
本体価格 36,491円

80グリットパッセンジャーフットペグ ロウ
品番：50501395A
メーカー希望小売価格（税込み）40,140円
本体価格 36,491円

80グリットシフターペグ - ブラック
’21以降のRA1250およびRA1250Sモデルに適合。
品番：33600306
メーカー希望小売価格（税込み）10,426円
本体価格 9,479円
80グリット™コレクションのごつごつとしたフットコ
ントロールは、オールドスクールなBMXスタイルの
フットペグのフィーリングを取り入れた形状と機能
です。アルミ製のでこぼこしたエッジがフットペグ
のスタイリングを完成させます。

27

28

PA N A ME RIC A ®

ガレージ

ハーレーダビッドソンによるオンロードとオフロードでの耐久性試験を通過した「ノビー」タイヤ。オフロードで大きなトラクションを発揮するとともに大
胆なスタイルを演出する、アグレッシブなトレッドパターンを備えています。

ミシュランアナキーワイルドオフロード
フロントタイヤ - 120/70R19
’21以降のRA1250およびRA1250Sモデルに適合。
フロントタイヤ

品番：43100049
メーカー希望小売価格（税込み）34,960円
本体価格 31,782円

ミシュランアナキーワイルドオフロード
リアタイヤ - 170/60R17
’21以降のRA1250およびRA1250Sモデルに適合。
品番：43200050
メーカー希望小売価格（税込み）43,791円
本体価格 39,810円
⃝ダカールラリーで優勝したミシュランデザートレ
ースタイヤからインスパイアされ、新開発のコン
パウンドと革新的なトレッドパターンを組み合わ
せることで、長距離走行での卓越した耐久性を実
現。

⃝革新的なトレッドパターンがオン／オフロードで
の優れたトラクション、ハンドリング、正確なステ
アリングを実現。
⃝交互に配置されたひしゃく型のトレッドブロック
が柔らかい地形およびあらゆる状況にてトラクシ
ョンを維持。
⃝最適化されたトレッド部の溝深さと新開発のコン
パウンドにより損傷と高温に対する高い耐性を
発揮。
⃝卓越した耐久性。

⃝標準仕様のアルミキャストまたはスポークホイー
ルに取り付けることができます。
リアタイヤ

*ハーレーダビッドソン®ディーラーでのDigital Techの更新（有料）
が必要です。
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Pan America®1250モデルとPan America®1250 Specialモデルで使用するための工場検査済みの標準仕様タイヤであり、新品時のトラクションとオール
ラウンドパフォーマンスを維持します。新設計の全面に溝の付いた幾何学的なトレッドパターンが、オンロードとオフロードで最適なトラクションを提供
します。Pan America®1250モデルとPan America®1250 Specialモデルで使用するための工場検査済みであり、新品時のトラクションとオールアラウンド
パフォーマンスを維持します。新設計の全面に溝の付いた幾何学的なトレッドパターンが、オンロードとオフロードで最適なトラクションを提供します。

フロントタイヤ

ミシュランスコーチャーアドベンチャー
タイヤ、120/70R19フロント、スピードレ
ーティングV、BW
’21以降のRA1250およびRA1250Sモデルに適合。
品番：43100042
メーカー希望小売価格（税込み）31,956円
本体価格 29,051円

ミシュランスコーチャーアドベンチャー
タイヤ、120/70R19リア、スピードレーテ
ィングV、BW
’21以降のRA1250およびRA1250Sモデルに適合。
品番：43200042
メーカー希望小売価格（税込み）40,428円
本体価格 36,753円
⃝ミシュラン ブリッジブロックテクノロジー™とミシ
ュラン® 2CT+ テクノロジー™が新しいレベルのオ
ンロードパフォーマンスを提供します。

⃝ミシュランデュアルコンパウンドテクノロジーに
ユニークなトレッドパターンと最適化したプロフ
ァイルを組み合わせることで、長期間にわたって
優れたパフォーマンスを発揮します。

リアタイヤ

⃝新開発のシリカトレッドコンパウンドが卓越した
ウェットグリップを発揮してライダーの安心感を
高めます。
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ガレージ

ハーレーダビッドソンツールキット Pan America®
’21以降のRevolution Maxモデル用。
品番：14900127
メーカー希望小売価格（税込み）32,112円
本体価格 29,193円
⃝PanAmerica®1250モデル専用のツールキット。
バイクの外部点検とメンテナンスに必要な工具が
含まれています。

Pan America®エンドキャップ
スタイルフィルターレンチ
’21以降のRevolution Maxモデルに適合。
品番：14900138
メーカー希望小売価格（税込み）3,352円
本体価格 3,048円

ハーレーダビッドソン標準装備スパーク
プラグ
’21以降のRevolution Maxモデルに適合。
品番：31600190
メーカー希望小売価格（税込み）2,302円
本体価格 2,093円
標準のスパークプラグ交換品。

スクリーミンイーグル
パフォーマンススパークプラグ
’21以降のRevolution Maxモデルに適合。
品番：31600180
メーカー希望小売価格（税込み）6,506円
本体価格 5,915円
⃝標準の圧縮比のエンジン用

⃝リブド コア テクノロジー(RCT)がプラグの汚れ
を抑えます。

⃝標準仕様のノイズ除去設計がラジオや通信機器
との電気的干渉を抑えます。
⃝プレート付きジャケットが過酷な天候下や温度状
況下でも腐食を防止。
⃝スクリーミンイーグルロゴ入り。2個1組。
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ガレージ

H-D純正SYNブレンド
モーターサイクルオイル

’21以降のRevolution Maxモデルに適合。
クォート、アメリカ
品番：62600099
日本非導入

クォート、AP

品番：62600102
メーカー希望小売価格（税込み）3,769円
本体価格 3,427円
リットル 缶

品番：62600100
日本非導入

リットル EMEA/LA
品番：62600101
日本非導入

純正SYNブレンドモーターサイクルオイルはHarleyDavidson ®が開発し、最適なパフォーマンスの検
証を受けたオイルです。プレミアムベースオイルに
Harley-Davidson® 独自のプレミアム添加剤を配合
し、以下の効果をもたせています。
⃝耐久性の最適化。

⃝摩擦損失の最小化。

⃝幅広い動作周囲温度。

⃝幅広い動作範囲および動作温度でのエンジンコ
ンポーネントの優れた耐久性。

⃝エンジンの低温耐性の向上。

⃝クラッチ、エンジン、トランスミッションのパフォ
ーマンスを最適化するための配合。

⃝エキゾースト触媒を含む、排気コンポーネントの
耐用期間の改善。

ハーレーダビッドソン純正
オイルフィルター - ブラック
’21以降のRevolution Maxモデルに適合。
スピンオン

品番：62700280
メーカー希望小売価格（税込み）2,971円
本体価格 2,701円
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スクリーミンイーグルSYN3®化学合成オ
イル - 4クォートオイル交換キット
’21以降のRevolution Maxモデルに適合。
品番：62600112
日本非導入

プレミアムベースオイルにハーレーダビッドソン独
自のプレミアム添加剤を配合し、最適な耐久性、最
小限の摩擦損失、幅広い動作周囲温度を実現して
います。

Harley-Davidson®純正
SYNブレンドモーターサイクルオイル - 4
クォートオイル交換キット
’21以降のRevolution Maxモデルに適合。
品番：62600111
日本非導入

純正SYNブレンドモーターサイクルオイルはHarleyDavidson ®が開発し、最適なパフォーマンスの検
証を受けているオイルです。プレミアムベースオイ
ルにHarley-Davidson® 独自のプレミアム添加剤を
配合しています。
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屋内屋外兼用プレミアムカバー
’21以降のRA1250およびRA1250Sモデルに適合。
品番：93100070
メーカー希望小売価格（税込み）38,535円
本体価格 35,032円
Pan America®モデルにぴったりフィットするカスタ
ム防水モーターサイクルカバー。バイクにラゲッジ
を取り付け有無に応じて、大きさを調節できます。
耐久性の高い素材と構造を採用しているため、保管
場所が屋内でも屋外でも、日光や風雨などから車
両を守ります。
⃝気候の影響を受けにくいカバー上部のベントが
空気の循環を促進。湿気を逃がして腐食を最小
限に抑制。

⃝収納に便利で、ラゲッジ内でも場所をとらない、
圧縮バックル付き保管ポーチ付属。

⃝暗い場所でも周囲から車 両を見つけやすくな
る、反射素材のバー&シールドロゴ。
⃝カバーキットの前部と後部についている引きひも
でカバーをしぼり、中央のストラップで風による
膨らみを防止。

⃝フロントホイール付近には、セキュリティチェーン
やケーブルを通すことができる開口部のほか、オ
プションのカバーアラーム（品番:69000038、別
売り）を収納できる内部ポケット付き。

バイクタイヤ圧モニタリングシステム
’21以降のスポークホイールを装着したPan
America®モデル（日本を除く）に適合。
品番：42300150
日本非導入

’21以降のPan America®（日本を除く）で、TPMS
センサーの取り付けが可能な標準装備またはアク
セサリーのキャストホイールを装着した車両に適
合。
品番：42300124A
日本非導入

Harley-Davidson®タイヤ圧モニタリングシステム
（TPMS）は、画面に現在のフロントとリアのタイ
ヤ圧を表示し、タイヤ圧が低くて点検する必要があ
る場合にライダーに警告するインジケーターを表示
します。
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カスタムアソートメント
ハーレーダビッドソンがライディングのカスタマイズにおすすめの各種ア
クセサリーをテーマ別にご紹介します。

パフォーマンスの最大化

スクリーミングイーグル ストリートキャノンマフラー - Pan America® 装着

Revolution® Max 1250エンジン専用として設計
されたSCRスクリーミンイーグル ®パフォーマン
スコンポーネントが走りを強化します。大流量の
エアフィルター。軽量のストリートキャノンマフ
ラー。ストリートでもトレールでも容赦しないパ
ワー。
スクリーミンイーグル ストリートキャノンマフラ
ー - Pan America®
品番：65600389
メーカー希望小売価格（税込み）207,927円
本体価格 189,025円
スクリーミンイーグルエクストリームフローエア
フィルター - Pan America®

スクリーミンイーグル ストリート
キャノンマフラー - Pan America®
品番：65600389

品番：29400427
メーカー希望小売価格（税込み）20,863円
本体価格 18,967円

スクリーミンイーグルハイフローエアフィルタ
ー - ホームベース型
品番：29400426
メーカー希望小売価格（税込み）16,689円
本体価格 15,172円
スクリーミンイーグルハイフローエアフィルタ
ー - 円型
品番：29400428
メーカー希望小売価格（税込み）14,601円
本体価格 13,274円
スクリーミンイーグルエキゾーストシールドイン
サート - カーボンファイバー

スクリーミンイーグルエクストリーム
フローエアフィルター - Pan America®

スクリーミンイーグルハイフロー
エアフィルター - ホームベース型

品番：29400427

品番：29400426

品番：65400648
メーカー希望小売価格（税込み）14,020円
本体価格 12,746円

*取り付けに必要な他のパーツについては全製品リストをご覧く
ださい。
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グレート エスケープ
地平線に一直線。多用途のラゲッジアクセサリーは
取り付けやすく、耐水性に優れ、ギアを乾いた状態
で確実に保管できます。汎用携帯電話キャリアで
端末をバイクに固定すれば、乗車中もオンラインで
いられます。

Pan America スポーツサイドケース装着時
®

タンクバッグ - Pan America®

品番：93300129
メーカー希望小売価格（税込み）52,397円
本体価格 47,634円
汎用帯電話キャリア＆
ハンドルバーマウント

品番：76001072
メーカー希望小売価格（税込み）20,863円
本体価格 18,967円
タンクバッグ - Pan America®
品番：93300129

汎用携帯電話キャリア＆
ハンドルバーマウント
品番：76001072

Pan America® アドベンチャーダッフルバッグ
品番：93300142
メーカー希望小売価格（税込み）33,397円
本体価格 30,361円

Pan America® スポーツサイドケースライナー

品番：90202220
メーカー希望小売価格（税込み）20,654円
本体価格 18,777円
Pan America® スポーツサイドケース

品番：90201973
メーカー希望小売価格（税込み）174,681円
本体価格 158,801円
ロック付き円形フューエル
キャップ - Pan America®

Pan America®
アドベンチャーダッフルバッグ

Pan America® スポーツ
サイドケースライナー

品番：93300142

品番：90202220

品番：601100188
メーカー希望小売価格（税込み）24,717円
本体価格 22,470円
*取り付けに必要な他のパーツについては全製品リストをご覧くださ
い。
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いつも二人で

パッセンジャーフットペグ - ブラック装着時

冒険を共にしましょう。天候の影響に強いラゲッジ
で2人の大事なギアをひとまとめ。頑丈な80GRIT ™
ペグが靴底をとらえ、オンロードでもオフロードで
も確かな乗り心地を得られます。行き先を気にせ
ず、旅を楽しんでください。
Pan America® 着脱式スポーツトップケース
品番：53000751
メーカー希望小売価格（税込み）102,268円
本体価格 92,971円
80グリットシフターフットペグ - ブラック

Pan America®
着脱式スポーツトップケース

80グリットシフター
フットペグ - ブラック

品番：53000751

品番：33600306

品番：33600306
メーカー希望小売価格（税込み）10,426円
本体価格 9,479円
80グリットライダーフットペグ - ブラック

品番：50501383
メーカー希望小売価格（税込み）40,140円
本体価格 36,491円
80グリットパッセンジャーフットペグ - ブラック

品番：50501388A
メーカー希望小売価格（税込み）40,140円
本体価格 36,491円

80グリットパッセンジャーフットペグ - ロウ

品番：50501395A
メーカー希望小売価格（税込み）40,140円
本体価格 36,491円

タンクニーパッドキット（2枚1組）- Pan America®
80グリットライダー
フットペグ - ブラック

80グリットパッセンジャー
フットペグ - ブラック

品番：50501383

品番：50501388A

品番：57300291
メーカー希望小売価格（税込み）10,426円
本体価格 9,479円

*取り付けに必要な他のパーツについては全製品リストをご覧くださ
い。
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カスタムアソートメント

快適な探検
モーターサイクルは、着古したジーンズのようにし
っくりきてほしいもの。身長に合わせてシート、ラ
イザー、ウインドシールドを組み合わせれば、Pan
America®モデルは特注バイクに様変わりします。
快適に、安心に。さあ、走り出そう。

トールボーイソロシート - Pan America® 1250装着時

リーチ
タンクニーパッドキット（2枚1組）- Pan America®
品番：57300291
メーカー希望小売価格（税込み）10,426円
本体価格 9,479円
リーチソロシート - Pan America® 1250

品番：52000471
メーカー希望小売価格（税込み）52,173円
本体価格 47,430円
トール
タンクニーパッドキット（2枚1組） Pan America®

リーチソロシート Pan America® 1250

品番：57300291

品番：52000471

タンクニーパッドキット（2枚1組）- Pan America®

品番：57300291
メーカー希望小売価格（税込み）10,426円
本体価格 9,479円

トールボーイソロシート - Pan America® 1250

品番：52000472
メーカー希望小売価格（税込み）52,173円
本体価格 47,430円
Pan America®トールライザー - ブラック

品番：52000241
メーカー希望小売価格（税込み）37,571円
本体価格 34,156円
アドベンチャーウインドシールド - 18インチ（279
mm）クリア

トールボーイソロシート Pan America® 1250

Pan America®
トールライザー - ブラック

品番：52000472

品番：55900241

品番：57400454
メーカー希望小売価格（税込み）33,387円
本体価格 30,352円

*取り付けに必要な他のパーツについては全製品リストをご覧くださ
い。
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スキッドプレート装着時

防備を固めよ
厳しい現実を走り抜けるための、純正ならではの
素材、フィット感、仕 上げ。取り付けの容 易さ。
力強いスタイル。そのために作りました。
ラジエーターシールド

品番：57200258
メーカー希望小売価格（税込み）31,299円
本体価格 28,454円
ラジエーターシールド

ブラッシュガード

品番：57200258

品番：49000192

ブラッシュガード

品番：49000192
メーカー希望小売価格（税込み）62,618円
本体価格 56,926円
マフラーガード

品番：47200732
メーカー希望小売価格（税込み）33,383円
本体価格 30,349円
ヘッドランプガード

品番：67700555
メーカー希望小売価格（税込み）20,863円
本体価格 18,967円
スキッドプレート
マフラーガード

ヘッドランプガード

品番：47200732

品番：67700555

品番：49000191
メーカー希望小売価格（税込み）73,045円
本体価格 66,405円
*取り付けに必要な他のパーツについては全製品リストをご覧くださ
い。
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オフロード対応
舗装が終わるところから、冒険が始まる。自信を持って荒
野に繰り出すためのキットが揃っている。様々な要因から
のバイク保護。ひときわ明るいライト。トレール対応のホイ
ールとノビータイヤ。準備ができたら、さあ出かけよう。

ラジエーターシールド

品番：57200258
メーカー希望小売価格（税込み）31,299円 本体価格28,454円

ブラッシュガード

品番：49000192
メーカー希望小売価格（税込み）62,618円 本体価格56,926円

マフラーガード

品番：47200732
メーカー希望小売価格（税込み）33,383円 本体価格30,349円

ヘッドランプガード

品番：67700555
メーカー希望小売価格（税込み）20,863円 本体価格18,967円

スキッドプレート

品番：49000191
メーカー希望小売価格（税込み）73,045円 本体価格66,405円

デーメーカー LED補助ランプ
品番：68000340
日本非導入

補助ランプ取り付けキット - Pan America®
品番：68000343
日本非導入

ミシュラン アナキーワイルドオフロード
フロントタイヤ 120/70R19

センタースタンド装着時

品番：43100049
メーカー希望小売価格
（税込み）
34,960円 本体価格31,782円

ミシュラン アナキーワイルドオフロード
リアタイヤ - 170/60R17

品番：43200050
メーカー希望小売価格
（税込み）
43,791円 本体価格39,810円

19インチスポークホイール、フロント

品番：43300821
メーカー希望小売価格（税込み）180,618円 本体価格164,199円

17インチスポークホイール、リア

品番：40900814
メーカー希望小売価格（税込み）192,660円 本体価格175,146円

フロントホイールインストールキット（ABS）

品番：42400038
メーカー希望小売価格
（税込み）
16,689円 本体価格15,172円

デーメーカーLED補助ランプ

ハーレーダビッドソンツールキット

品番：68000340

品番：14900127

リアホイールインストールキット（ABS）

品番：42400039
メーカー希望小売価格
（税込み）
16,689円 本体価格15,172円

タンクニーパッドキット（2枚1組）Pan America®

（日本非導入）

品番：57300291
メーカー希望小売価格
（税込み）
10,426円 本体価格9,479円

Pan America®トールライザー - ブラック

品番：55900241
メーカー希望小売価格
（税込み）
37,571円 本体価格34,156円

80グリットライダーフットペグ - ブラック

品番：50501383
メーカー希望小売価格
（税込み）
40,140円 本体価格36,491円

センタースタンド

品番：92900066
メーカー希望小売価格
（税込み）
57,394円 本体価格52,177円

ハーレーダビッドソンツールキット

品番：14900127
メーカー希望小売価格
（税込み）
32,112円 本体価格29,193円

17インチスポークホイール - リア
品番：49000814

ミシュランアナキーワイルドオフロー
ドフロントタイヤ - 120/70R19
品番：43100049

*スポークホイールとノビータイヤはオフロードライディングに必要な装備
であり、Pan America 1250 Special RA1250Sでは、工場出荷時のオプ
ションとして利用可能です。
**取り付けに必要な他のパーツについては全製品リストをご覧ください。
（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が含まれます。取付作業はHDJ正規販売網へお申
し付けください。
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PA N A ME RIC A ®

カスタムアソートメント
P A N A M E R I C A® 1 2 5 0 S p e c i a l

トレイルを乗りこなす
より深く、より遠くまで。大地をとらえる装備と障害
物に対する防備があれば、タフなスタイルで自信を
もってどこにでも行ける。アクセサリーのフィット感
と品質は高水準。あとは進むだけだ。
80グリットライダーフットペグ - ブラック

品番：50501383
メーカー希望小売価格（税込み）40,140円
本体価格 36,491円
ラジエーターシールド

品番：57200258
メーカー希望小売価格（税込み）31,299円
本体価格 28,454円
スキッドプレート

品番：49000191
メーカー希望小売価格（税込み）73,045円
本体価格 66,405円
ハーレーダビッドソンツールキット

品番：14900127
メーカー希望小売価格（税込み）32,112円
本体価格 29,193円

デーメーカー LED補助ランプ（日本非導入）装着時

マフラーガード

品番：47200732
メーカー希望小売価格（税込み）33,383円
本体価格 30,349円
ヘッドランプガード

品番：67700555
メーカー希望小売価格（税込み）20,863円
本体価格 18,967円
デーメーカー LED補助ランプ
品番：68000340
日本非導入

補助ランプ取り付けキット - Pan America®

80グリットライダーフットペグ
- ブラック
品番：50501383

ラジエーターシールド
品番：57200258

品番：68000343
日本非導入

ミシュランアナキーワイルドオフロード
フロントタイヤ - 120/70R19

品番：43100049
メーカー希望小売価格（税込み）34,960円
本体価格 31,782円
ミシュランアナキーワイルドオフロード
リアタイヤ - 170/60R17

品番：4320050
メーカー希望小売価格（税込み）43,791円
本体価格 39,810円
タンクニーパッドキット（2枚1組）- Pan America®
スキッドプレート

ハーレーダビッドソンツールキット

品番：49000191

品番：14900127

品番：57300291
メーカー希望小売価格（税込み）10,426円
本体価格 9,479円

*スポークホイールとノビータイヤはオフロードライディングに必要な装備
で、Pan America 1250 Special RA1250Sで選択可能です。
**取り付けに必要な他のパーツについては全製品リストをご覧ください。
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重要事項 – ご確認ください。：事実に基づく総合的な製品カタログを作成しております。全ての製品説明(イメージ、仕様、寸法、測定、評価および比較を含む)は、発行時に入手可能な情報
に基づいています。このカタログの内容については万全を期していますが、正確性を保証するものではありません。ハーレーダビッドソンは、このカタログに記載されている価格や仕様の

変更、ならびに全ての製品の変更または製造中止を、予告なしに、いかなる義務を負うことなく、できるものとします。注意事項：このカタログに示されている車両構成や記載されているア
クセサリーは、地域によっては利用できない場合があります。製品に関する詳細や最新の情報については正規ディーラーにお問い合わせください。

品揃えは正規ディーラーによって異なります。表示価格は通常、消費税および送料抜きのメーカー希望小売価格です。予告なしに変更されることがあります。お近くの正規ディーラーでの

価格と異なる場合があります。全てのオンライン注文は、販売ディーラーの代理店としてHarley-Davidson Motor Companyによって処理・配送されます。諸税が加算されます。ハーレ

ーダビッドソンは、本カタログに記載されている製品の製造中止または仕様・デザインの変更を、予告なしに、いかなる義務を負うことなく、できる権利を有します。全ての製品は、ディーラ
ーの在庫限りで販売終了します。

商標：All For Freedom Freedom For All、Aluminator、Badlande、バー&シールドロゴ、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、Spor
tster、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
Harley-Davidson Genuine Motor Parts and Genuine Motor Accessoriesロゴは、H-D U.S.A., LLCの商標です。その他の商標はそれぞれの所有者に帰属します。

このカタログに記載されているパーツ&アクセサリーの販売または使用は、ハーレーダビッドソンの特許に基づくライセンスまたは他の権利を購入者に付与するものではありません。

©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。
無断複写・複製・転載を禁じます。

