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

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 Stainless Steel  $1,599 .95  
  w/Satin Black Mufflers .
 65600330 Gloss Black $1,899 .95 
  w/Gloss Black Mufflers .   
 65600331 Chrome $1,499 .95 
  w/Chrome Mufflers .                                       
 65600332 Satin Black  $1,599 .95 
  w/Satin Black Mufflers .  

B .  MUFFLER END CAPS–4 .5"
These easy-to-install performance end caps allow you to 
finish your 4.5” Screamin’ Eagle® Street Cannon mufflers 
your way. Sold in pairs. Installation hardware included. 

Fits '17-later Touring models equipped with 4.5" 
Screamin’ Eagle Street Cannon Mufflers and 
Screamin’ Eagle High-Flow Exhaust Systems with 
4.5" Street Cannon Mufflers.

 65100196 Blunt/  $149 .95  
  Stainless Steel .
 65100205  Slash Up/Down/ $179 .95 
  Out-Gloss Black .   

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.

NEW PRODUCTS   5
A

AA

A

A	 マフラーエンドキャップ／4.5インチ
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
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。
2個セット。取り付けハードウェア同梱。
’18以降ツーリングモデルで4.5インチのスクリーミンイーグル・ストリートキャノンマフ
ラー装着車に適合。
●65100196	 ブラント／ステンレススチール	 32,112円（本体価格	29,193円）
●65100205	 スラッシュ・アップ／ダウン／アウト、グロスブラック	
	 40,458円（本体価格	36,780円）
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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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16   NEW PRODUCTS
D .  ENDGAME COLLECTION BRAKE PEDAL 

PAD - GRAPHITE
Showcasing a slotted design and graphite finish, 
these easy-to-install brake pedal pads complement 
the Endgame Collection controls to give your ride a 
custom industrial look. 

 50600386  $49 .95
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.

E .  ENDGAME COLLECTION BRAKE LEVER - 
GRAPHITE
Styled to complement the Endgame Collection controls, 
this Rear Brake Lever features a slotted design that will 
give your bike an industrial look. 

 41600298  $179 .95
Fits '18-later FL Softail® models equipped with 
Footboards.

 41600304  $179 .95
Fits '14-later Touring and Trike models.

F .  ENDGAME COLLECTION SHIFTER PEG - 
GRAPHITE
With its slotted design, this easy-to-install shifter peg 
complements the high-tech, industrial look of the 
Endgame Collection footpegs and footboards 

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

G .  ENDGAME COLLECTION SHIFT LEVER- 
GRAPHITE
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 - GRAPHITE
Push your custom style to the edge. The Endgame 
collection is defined by its slotted design and high-
tech, industrial look. The intense black rubber inserts 
on the controls are set against a matte graphite finish 
that complements black or bright finishes. 

A .  ENDGAME COLLECTION HAND GRIPS - 
GRAPHITE
Featuring raised black rubber inserts with a graphite 
surround, these 1.5" diameter grips deliver superior 
control and tough industrial styling. Easy-to-install 
glueless design allows you to remove grips for service 
without damage. 

 56100391  $129 .95
Fits ’16-’17 Dyna® FXDLS and ’16-later Softail® 
models, ’14-’15 FLSTNSE, ’11-’12 FLSTSE, ’13-’14 
FXSBSE, and ’08-later Touring (except ’18-later 
FLTRXSE) and Trike models.

B .  ENDGAME COLLECTION FOOTPEGS - 
GRAPHITE
Finish off the high-tech, industrial look with Endgame 
Footpegs. Kit includes slotted left and right footpegs 
with raised diamond-tread rubber grips to help keep 
your feet firmly in place.

 50501641 Rider . $399 .95
Fits '18-later FLSB, FXBB, FXBR, FXBRS, FXLR and 
FXLRS models.

 50501643 Passenger . $399 .95
Fits passenger position on '20-later LiveWire™ and 
'18-later Softail models.

 50501645  $399 .95
Fits models with H-D® male mount style footpeg 
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 .  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.

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

 50501649  $399 .95
Fits ‘09-later Touring models.
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エンドゲーム・コレクション／グラファイト
カスタムスタイルを極限まで追求。スロットデザインとインダストリアルで現代的な
外観がエンドゲーム・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
採用されたインテンスブラックのラバーインサートがマットグラファイト仕上げと相
まって、ブラック仕上げや明るい仕上げを引き立てます。

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
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。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。
●56100391	 	 29,211円（本体価格	26,556円）
’16～’17ダイナFXDLSおよび’16以降ソフテイルモデル、’14～’15FLSTNSE、
’11～’12FLSTSE、’13～’14FXSBSEおよび’08以降ツーリング（’18以降
FLTRXSEを除く）およびトライクモデルに適合。

B	 エンドゲーム・コレクション・フットペグ／グラファイト
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
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ラバーグリップ
により、足をしっかりとホールドします。
●50501641	 ライダー	 29,211円（本体価格	26,556円）
’18以降FLSB、FXBB、FXBR、FXBRS、FXLRおよびFXLRSモデルに適合。
●50501643	 パッセンジャー	 29,211円（本体価格	26,556円）
’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。
●50501645	 	 29,211円（本体価格	26,556円）
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～
’10XL883L、’07以降XL883N、XL1200N、XL1200V、XL1200X、’11以降
XL1200CおよびXL1200T、’18以降XL1200NSおよびXL1200XS、’09～’11XR
および‘08～’17FXCW、FXCWC、FXS、FXSB、FXSBSEおよびFXSEでのライ
ダーポジション、および’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）。

C	 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
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
るエンドゲーム・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。
キットには左右のフットボードが同梱されています。
●50501648	 	 73,045円（本体価格	66,405円）
’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）
’09以降ツーリングモデルに適合。

D	 エンドゲーム・コレクション・ブレーキペダルパッド／グラファイト
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
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
タムルックを演出します。取り付けも簡単です。
●50600386	 	 10,425円（本体価格	9,478円）
’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
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
41600304装着車に適合。

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
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
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。
●41600298	 	 40,451円（本体価格	36,774円）
’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。
●41600304	 	 40,451円（本体価格	36,774円）
’14以降ツーリングおよびトライクモデルに適合。

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・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
けも簡単です。
●33600295	 	 9,383円（本体価格	8,530円）
’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。

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
ザインにより、バイクにインダストリアルな外観が加わります。
●33600292	 	 22,468円（本体価格	20,426円）
’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。
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18   NEW PRODUCTS
D .  ENDGAME COLLECTION BRAKE PEDAL 

PAD – BLACK ANODIZED
Showcasing a slotted design and black finish, these 
easy-to-install brake pedal pads complement the 
Endgame Collection controls to give your ride a custom 
industrial look.  

 50600401  $49 .95
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.

E .  ENDGAME COLLECTION BRAKE LEVER - 
BLACK
Styled to complement the Endgame Collection controls, 
this Rear Brake Lever features a slotted design that will 
give your performance bike an industrial look. 

 41600299  $179 .95
Fits '18-later FL Softail® models equipped with 
Footboards.

 41600305  $179 .95
Fits '14-later Touring and Trike models.

F .  ENDGAME COLLECTION SHIFTER PEG – 
BLACK ANODIZED
With its slotted design, this easy-to-install shifter peg 
complements the high-tech, industrial look of the 
Endgame Collection footpegs and footboards.

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

G .  ENDGAME COLLECTION SHIFT LEVER- 
BLACK 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 - BLACK
Push your custom style to the edge. The Endgame 
collection is defined by its slotted design and high-tech, 
industrial look. The intense black rubber and matte 
black finish gives you a powerful new way to highlight 
your high-performance machine.  
 

A .   ENDGAME COLLECTION HAND GRIPS – 
BLACK ANODIZED
Featuring raised black rubber inserts with a black 
surround, these 1.5" diameter grips deliver superior 
control and tough industrial styling. Easy-to-install 
glueless design allows you to remove grips for service 
without damage. 

 56100394  $129 .97
Fits ’16-’17 Dyna FXDLS and ’16-later Softail® models, 
’14-’15 FLSTNSE, ’11-’12 FLSTSE, ’13-’14 FXSBSE, 
and ’08-later Touring (except ’18-later FLTRXSE) and 
Trike models.

B .   ENDGAME COLLECTION FOOTPEGS - 
BLACK ANODIZED
Finish off the high-tech, industrial look with Endgame 
Footpegs. Kit includes slotted left and right footpegs 
with raised diamond-tread rubber grips to help keep 
your foot firmly in place.

 50501684 Rider . $399 .95
Fits '18-later FLSB, FXBB, FXBR, FXBRS, FXLR and 
FXLRS models.

 50501644 Passenger . $399 .95
Fits passenger position on '20-later LiveWire and 
'18-later Softail models.

 50501716  $399 .95
Fits models with H-D® male mount style footpeg 
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 .   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

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

 50501680   $399 .95
Fits ‘09-later Touring models.
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エンドゲーム・コレクション／ブラック
カスタムスタイルを極限まで追求。スロットデザインとインダストリアルで現代的な
外観がエンドゲーム・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、高性能なマ
シンを一層際立たせます。

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
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。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。
●56100394	 	 29,211円（本体価格	26,556円）
’16～’17ダイナFXDLSおよび’16以降ソフテイルモデル、’14～’15FLSTNSE、
’11～’12FLSTSE、’13～’14FXSBSEおよび’08以降ツーリング（’18以降
FLTRXSEを除く）およびトライクモデルに適合。

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
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
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ラバーグリップ
により、足をしっかりとペグにホールドします。
●50501684	 ライダー	 29,211円（本体価格	26,556円）
’18以降FLSB、FXBB、FXBR、FXBRS、FXLRおよびFXLRSモデルに適合。
●50501644	 パッセンジャー	 29,211円（本体価格	26,556円）
’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。
●50501716	 	 29,211円（本体価格	26,556円）
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～
’10XL883L、’07以降XL883N、XL1200N、XL1200V、XL1200X、’11以降
XL1200CおよびXL1200T、’18以降XL1200NSおよびXL1200XS、’09～’11XR
および‘08～’17FXCW、FXCWC、FXS、FXSB、FXSBSEおよびFXSEでのライ
ダーポジション、および’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）。

C	 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
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
るエンドゲーム・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。
キットには左右のフットボードが同梱されています。
●50501679	 	 73,045円（本体価格	66,405円）
’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）
’09以降ツーリングモデルに適合。

D	 エンドゲーム・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
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
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
ルックを演出します。取り付けも簡単です。
●50600401	 	 10,425円（本体価格	9,478円）
’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
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
41600304装着車に適合。

E	 エンドゲーム・コレクション・ブレーキレバー／ブラック
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
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。
●41600299	 	 40,451円（本体価格	36,774円）
’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。
●41600305	 	 40,451円（本体価格	36,774円）
’14以降ツーリングおよびトライクモデルに適合。

F	 エンドゲーム・コレクション・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。エンドゲーム・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がさらに引き立ちます。取り付
けも簡単です。
●33600303	 	 9,383円（本体価格	8,530円）
’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。

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
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。
●33600301	 	 22,468円（本体価格	20,426円）
’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。
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20   NEW PRODUCTS
D .  STREAMLINER™ COLLECTION RIDER 

FOOTBOARDS- BLACK
Inspired by the sleek and sweeping footboard design 
from the Street Glide® model, these Rider Footboards 
add a clean yet striking look to your bike.  Kit includes 
vibration-isolation footboard pads with three polished 
chrome bands, and the complete gloss black pans that 
easily bolt in place of the Original Equipment footboards.  

 50501801   $229 .95
Fits '12-'16 FLD and '86-'17 FL Softail® (except FLS, 
FLSS, FLSTFB and FLSTFBS), '86-later Touring (except 
FLHTCUL and FLHTKL) and Trike models.

E .  STREAMLINER COLLECTION PASSENGER 
FOOTBOARD AND MOUNT KIT - BLACK
Styled to match the rider footboards on the Road King® 
Custom, Road Glide® Custom and Street Glide® models, 
these Swept Wing Passenger Footboards feature a 
Streamliner-style rubber pad with three polished chrome 
stripes surrounded by gloss black footboard pans. Designed 
for convenient bolt-on installation, the complete kit 
includes gloss black aluminum footboards, rubber pads, 
mounting hardware and passenger footboard supports..

 50501819   $399 .95
Fits ’06-’17 Dyna®, ’00-later Softail (except FXDRS) 
and ’86-later Touring and Trike models equipped with 
passenger footboard supports.

F .  STREAMLINER COLLECTION 
PASSENGER FOOTBOARD INSERT KIT – 
BLACK
Styled to match the Street Glide model’s Original 
Equipment Streamliner Rider Footboards. Featuring 
vibration-isolation rubber inserts with three polished 
chrome bands, this insert is designed to fit the Swept 
Wing shaper passenger footboard pan. Kit includes left 
and right insert. 

 50501796   $89 .95
Fits ’06-’17 Dyna, ’00-later Softail (except FXDRS) 
and ’86-later Touring models equipped with Swept 
Wing-shaped passenger footboards. Does not fit Trike 
models. If installed on models equipped with Passenger 
Footboard Support kit P/N 50399-07A, footboards will 
not remain in flipped up position.

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. 

 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.

 33600313   $29 .95
Fits all models (except ’06-’17 VRSC™ models with 
forward controls and Matte Black ’08-’13 XR models).

 STREAMLINER™ COLLECTION - BLACK
Inspired by the curved forms and long, horizontal lines of 
Streamline Moderne architecture, the Black Streamliner™ 
Collection takes a contemporary spin on this classic 
Harley-Davidson style.  Featuring polished chrome 
bands surrounded by a sea of rich black, the Black 
Streamliner Collection adds a dark and aerodynamic 
look to your bike. 

A .  STREAMLINER COLLECTION HAND 
GRIPS - BLACK
Complement the Streamliner look with these matching 
grips. The rich black rubber provides a positive grip 
when riding and the chrome tri-lines add just the right 
touch of brightness.

 56100411  $99 .95
Fits ’16-’17 Dyna® FXDLS and ’16-later Softail® 
models, ’14-’15 FLSTNSE, ’11-’12 FLSTSE, ’13-’14 
FXSBSE and ’08-later Touring (except ’18-later 
FLTRXSE) and Trike models.

B .  STREAMLINER COLLECTION  
HEATED HAND GRIPS - BLACK

 Complement the Streamliner look with these 
matching Heated Hand Grips. These grips have been 
thermally mapped to deliver more uniform heat and 
are designed to achieve a maximum operating 
temperature approximately 20° Fahrenheit warmer 
than previous accessory heated grips for added 
warmth during rides.

 56100412  $279 .95
Fits '16-'17 Dyna® FXDLS, '16-later Softail® and 
'08-later Touring and Trike models. '16-'17 Softail® 
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 .  STREAMLINER COLLECTION RIDER 
FOOTPEGS - BLACK
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 mid-
controls. Fits all models in passenger and highway 
peg position.
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ストリームライナー・コレクション／ブラック
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
水平線からインスピレーションを受けた、ブラックのストリームライナー・コレクション。
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
を想起させるリッチブラックに浮かぶ、ポリッシュされたクロームのバンド。ブラックの
ストリームライナー・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。

A	 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
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。その上に走るクロームの3本のラインが絶妙な
明るさを加えます。
●56100411	 	 20,862円（本体価格	18,966円）
’16～’17ダイナFXDLSおよび’16以降ソフテイルモデル、’14～’15FLSTNSE、
’11～’12FLSTSE、’13～’14FXSBSEおよび’08以降ツーリング（’18以降
FLTRXSEを除く）およびトライクモデルに適合。

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
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。グリップ全体がより
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
作動温度が約11℃アップ。ライディング中、今まで以上の温もりを感じることができ
ます。
●56100412	 	 58,434円（本体価格	53,122円）
’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
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ンキット69200722（別売）が必要です。’18以降ソフテイルお
よび’17以降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ンキット
69201599A（別売）が必要です。内部配線のハンドルバーが付いている’08～’13
モデルは不可。グリップの電源線は、ハンドルバーの外側に配線する必要がありま
す。適合可否の詳細はアクセサリーハンドルバーの情報を参照ください。

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
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
れています。
●50501800	 	 33,386円（本体価格	30,351円）
’03以前XLモデルでミッドコントロール装着車および’05以前ダイナモデルでミッド
コントロール装着車のライダーポジションに適合。全モデルでパッセンジャーおよび
ハイウェイペグポジションに適合。

（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。

D	 ストリームライナー・コレクション・ライダーフットボード／ブラック
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
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出
します。キットには、ポリッシュ・クロームの3本のバンドが入った防振フットボードパッ
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、簡単
にボルトオンで装着できます。
●50501801	 	 47,997円（本体価格	43,634円）
’12～'16FLD、’86～’17FLソフテイル（FLS、FLSS、FLSTFBおよびFLSTFBS
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に
適合。

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＆	
マウントキット／ブラック

ロードキングカスタム、ロー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
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
クのフットボードパンが、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
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
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
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。
●50501819	 	 84,766円（本体価格	77,060円）
’06～’17ダイナ、’00以降ソフテイル（FXDRSを除く）、’86以降ツーリングおよびト
ライクモデルでパッセンジャーフットボードサポート装着車に適合。

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
キット／ブラック

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
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
び、スウェプトウイング・パッセンジャーフットボードパンにフィットします。左右セット。
●50501796	 	 18,775円（本体価格	17,069円）
’06～’17ダイナ、’00以降ソフテイル（FXDRSを除く）、’86以降ツーリングモデル
でスウェプトウイング・パッセンジャーフットボード装着車に適合。トライクモデルは不
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。

G	 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
ストリームライナー・フットペグとフットボードを引き立たせる、取り付けが簡単なブ
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
をグロスブラックの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。
●50600417	 	 12,513円（本体価格	11,376円）
’12～'16FLD、’86～’17FLソフテイル、’80以降ツーリングおよびトライクモデル
に適合。

H	 ストリームライナー・コレクション・シフターペグ／ブラック
ブラックのストリームライナー・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。
●33600313	 	 6,251円（本体価格	5,683円）
全モデル（’06～’17VRSCモデルでフォワードコントロール装着車およびマットブ
ラック’09～’11XRモデルを除く）に適合。
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C .  HEEL SHIFT LEVER- BLACK

Add the convenience of a heel shifter to your footboard-
equipped Softail® model. This traditional Heel Shifter 
permits you to upshift with a downward tap of your 
boot heel. This easy-to-install kit includes the gloss 
black heel shift lever, extended shifter shaft, shifter 
peg and mounting hardware. 

 33600314  $84 .95
Fits ’18-later FL Softail models equipped with 
footboards.

D .  SHIFT ROD LEVER - BLACK
Complete your bike's black-out look.  This gloss black 
shift rod lever replaces the OE or Accessory chrome lever 
to create a cohesive, black-out look across your bike.

 33600318   $79 .95
Fits '18-later FL Softail models.

 80GRIT™ FOOT CONTROLS
Combine form and function with the feel of old-school 
BMX-style foot controls. The aluminum material with 
rugged styled edges is lightweight and grips the bottom of 
your foot, giving you an unmatched feeling of confidence. 
Black Anodized or Raw finishes provide customization 
options, while the HDMC dog tag-style logo adds subtle 
authenticity to the bold, stripped-down look. 

E .  80GRIT FOOTPEGS
Give your ride an aggressive look with these BMX-
inspired 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 Passenger – Raw . $399 .95
 50501605 Passenger – Black . $399 .95

A .   80GRIT™  RIDER FOOTBOARDS
When the road bites, bite back. With durable cast 
aluminum and rugged style edges this BMX-inspired 
footboard grips your boot for unmatched stability and 
traction, giving you the confidence to ride as hard as 
you like.

Fits '14-later Touring models.

 50501602 Raw . $399 .95
 50501604 Black . $399 .95

Fits ’18-later FL Softail® models equipped with rider 
footboards.

 50501612 Raw . $399 .95
 50501613 Black . $399 .95

B .   80GRIT BRAKE PEDAL PAD
This BMX-inspired brake pedal pad features rugged styled 
edges for superior grip and a bold, stripped-down look.

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.

 50600425 Raw . $64 .95
 50600424 Black . $64 .95

C D
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A	 80グリット・ライダーフットボード
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
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。
ハードなライディング時にも、別格の安心感を生み出します。
’14以降ツーリングモデルに適合。
●50501602	 ロウ	 83,491円（本体価格	75,901円）
●50501604	 ブラック	 83,491円（本体価格	75,901円）

’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。
●50501612	 ロウ	 83,491円（本体価格	75,901円）
●50501613	 ブラック	 83,491円（本体価格	75,901円）

B	 80グリット・ブレーキペダルパッド
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
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
ム・コレクション・ブレーキレバー41600299または41600298（別売）装着車、および
’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41600304（別売）装着車に適合。
●50600425	 ロウ	 13,487円（本体価格	12,261円）
●50600424	 ブラック	 13,487円（本体価格	12,261円）

C	 ヒールシフトレバー／ブラック
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
かかとを下方にタップしてシフトアップできる、トラディショナルなヒールシフター。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、シフ
ターペグおよびマウンティングハードウェアが同梱されています。取り付けは簡単で
す。
●33600314	 	 18,274円（本体価格	16,613円）
’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。

D	 シフトロッドレバー／ブラック
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
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。
●33600318	 	 16,688円（本体価格	15,171円）
’18以降FLソフテイルモデルに適合。

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
ル。軽量アルミニウム製の鋸歯状エッジがブーツをし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、
さりげない繊細さを演出します。

E	 80グリット・フットペグ
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
車で演出。鋸歯状のリッジにより、足をしっかりとペグにホールドできます。
パッセンジャーおよびハイウェイペグポジションに適合。’18以降ソフテイルモデル
のライダーおよびパッセンジャーポジションには適合不可。
●50501603	 パッセンジャー／ロウ	 35,323円（本体価格	32,112円）
●50501605	 パッセンジャー／ブラック	 35,323円（本体価格	32,112円）
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A .   BOARD-TO-PEG CONVERSION KIT

Add an aggressive look to your FL Softail® or Touring 
motorcycle. These support kits are designed to allow 
installation of mini foot boards and footpegs. Kit Includes 
left and right mounting brackets and all necessary 
installation hardware. Mini footboards and footpegs 
sold separately.

 50501640  $399 .95
Fits '18-later Softail models originally equipped with 
footboards.

 50501642  $399 .95
Fits '09-later Touring models.

B .   PASSENGER FOOTBOARD PANS – 
TRADITIONAL SHAPE –  BLACK
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. 

 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 .  HDMC™ ENGINE TRIM
Contemporary style machined to perfection. The 
HDMC™ Engine Trim showcases a subtle HDMC graphic 
logo set off with a machine-lined black anodized finish 
highlighted by raw outer trim. The sharp contrasting 
design complements both black and bright engines 
to create a cohesive look that emphasizes your high-
performance riding style. 

     25600145 Timer Cover . $169 .95
Fits '17-later Milwaukee-Eight® engine equipped   
models.

 25701086 Derby Cover . $159 .95
Fits ’16-later Touring and Trike, and ’15-later FLHTCUL 
and FLHTKL models. Also fits ’07-later Touring and 
Trike models equipped with Narrow-Profile Outer 
Primary Cover P/N 25700385 or 25700438.

 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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A	 ボード	to	ペグ・コンバージョンキット
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
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
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
ます。ミニフットボードおよびフットペグは別売りです。
●50501640	 	 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。
●50501642	 	 44,957円（本体価格	40,870円）
’09以降ツーリングモデルに適合。

B	 パッセンジャーフットボードパン／トラディショナルシェイプ、ブラック
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ショナルDシェイプ・フットボードパンが
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	 	 35,473円（本体価格	32,249円）
’06～’17ダイナ、’00以降ソフテイル（FXDRSを除く）および’86以降ツーリングお
よびトライクモデルでパッセンジャーフットボードサポート装着車に適合。

C	 HDMCエンジントリム
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
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
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
す。強いコントラストを生み出すデザインがブラック系、クローム系いずれのエンジン
も引き立て、一体感のある外観を実現。ハイパフォーマンスなライディングスタイル
をさらに強調します。
●25600145	 タイマーカバー	 12,513円（本体価格	11,376円）
’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。
●25701086	 ダービーカバー	 33,386円（本体価格	30,351円）
’16以降ツーリングおよびトライクモデル、および’15以降FLHTCULおよび
FLHTKLモデルに適合。’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
イルアウタープライマリーカバー25700385または25700438装着車に適合。
●25701088	 ダービーカバー	 33,386円（本体価格	30,351円）
’18以降FLSBおよび’19以降ソフテイルモデルに適合。’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、25700913、25700937、
25700941、25701039、25701040または25701043装着車に適合。
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26   NEW PRODUCTS

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。



A

28   NEW PRODUCTS
A .   FUGITIVE™ WHEEL

Get the leading-edge style you’ve been chasing. Featuring 
a sleek double-spoke design with 14 spokes on each 
side, the Fugitive™ Wheel delivers a refined profile that 
pops with eye-catching visual depth and dimension 
when viewed from an angle. The result is a stunning, 
one-of-a-kind look. Available in gloss black and contrast 
chrome finishes, it will give your bike the custom style 
it needs to stand out from the crowd.

 
 19” FRONT

Fits '14-later Touring models (except CVO™ models 
unless originally equipped with Fugitive wheels).

 43300668 Gloss Black . $699 .95
 43300672 Contrast Chrome . $749 .95
 
 16” REAR

Fits '14-later Touring models (except CVO™ models 
unless originally equipped with Fugitive wheels).

 40900650 Gloss Black . $699 .95
 40900660 Contrast Chrome . $749 .95

*NOTE: Requires separate purchase of model-specific 
wheel installation kit, sprocket hardware and brake rotor-
specific hardware. Installation may require separate 
purchase of wheel and model-specific tire.
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28   NEW PRODUCTS
A .   FUGITIVE™ WHEEL

Get the leading-edge style you’ve been chasing. Featuring 
a sleek double-spoke design with 14 spokes on each 
side, the Fugitive™ Wheel delivers a refined profile that 
pops with eye-catching visual depth and dimension 
when viewed from an angle. The result is a stunning, 
one-of-a-kind look. Available in gloss black and contrast 
chrome finishes, it will give your bike the custom style 
it needs to stand out from the crowd.

 
 19” FRONT

Fits '14-later Touring models (except CVO™ models 
unless originally equipped with Fugitive wheels).

 43300668 Gloss Black . $699 .95
 43300672 Contrast Chrome . $749 .95
 
 16” REAR

Fits '14-later Touring models (except CVO™ models 
unless originally equipped with Fugitive wheels).

 40900650 Gloss Black . $699 .95
 40900660 Contrast Chrome . $749 .95

*NOTE: Requires separate purchase of model-specific 
wheel installation kit, sprocket hardware and brake rotor-
specific hardware. Installation may require separate 
purchase of wheel and model-specific tire.
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HANDLEBARS
A	 フュージティブ・ホイール
追い続けてきた最先端のスタイルを実現。両側に各14本のスポークを備えた、ス
マートなダブルスポークデザインが際立つフュージティブ・ホイール。視点を変えると
浮かび上がる、人の目を惹きつける視覚的な深みや立体感。洗練されたプロファイ
ルが、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
トラストクロームから選択可能、他のバイクとは一線を画すカスタムスタイルを提供
します。

19インチ・フロント
’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
デルを除く）に適合。’20以降のTPMS装備車では、センサー32700097およびバ
ルブキャップ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。
●43300668	 グロスブラック	 157,334円（本体価格	143,031円）
●43300672	 コントラストクローム	 168,570円（本体価格	153,246円）

16インチ・リア
’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
デルを除く）に適合。’20以降のTPMS装備車では、センサー32700097およびバ
ルブキャップ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。
●40900650	 グロスブラック	 157,334円（本体価格	143,031円）
●40900660	 コントラストクローム	 168,570円（本体価格	153,246円）

（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。

（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HDJ正規
販売網へお申し付けください。 ※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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30   NEW PRODUCTS
B .   FUSED HANDLEBAR*

Combining the edgy profile of a classic Z bar with the 
knuckles-up feel of a mini-ape and the narrow width 
of a drag bar, the Fused Bar delivers a fistful of classic 
chopper attitude. And with muscular cast corners, this 
1.25” bar does it while providing increased strength 
over traditional welded bars and adds an aggressive, 
new shape. The cast elbows eliminate sharp internal 
bends to simplify the internal wiring.

Fits '18-later FLFB, FLFBS, FLSB, FXBR, FXBRS, 
FXFB, FXFBS and FXDRS, '14-later Road King®, and 
'15-later FLRT models. All models require separate 
purchase of additional components.

 55801030 Chrome . $399 .95
 55801029 Gloss Black . $399 .95

A .   FUSED HANDLEBAR*
Combining the edgy profile of a classic Z bar with the 
knuckles-up feel of a mini-ape and the narrow width 
of a drag bar, the Fused Bar delivers a fistful of classic 
chopper attitude. And with muscular cast corners, this 
1.25" bar does it while providing increased strength and 
an aggressive, new shape. The cast elbows eliminate 
sharp internal bends to simplify the internal wiring. 
The handlebar is 1.25" at the upright and handles and 
1" diameter at the base to fit with Original Equipment 
1" Handlebar Risers.

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

 55801015 Chrome . $399 .95
 55801016 Gloss Black . $399 .95

*NOTE: Installation of some handlebars and risers 
may require a change in clutch and/or throttle cable 
and brake lines for some models. Handlebar height is 
regulated in many locations. Check local laws to ensure 
your motorcycle meets applicable regulations.

*NOTE: Installation of some handlebars and risers 
may require a change in clutch and/or throttle cable 
and brake lines for some models. Handlebar height is 
regulated in many locations. Check local laws to ensure 
your motorcycle meets applicable regulations

A
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B	 ヒューズド・ハンドルバー
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を切るような感
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、クラ
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
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、内部配線も簡単です。
’18以降FLFB、FLFBS、FLSB、FXBR、FXBRS、FXFB、FXFBS、FXDRS、’14
以降ロードキングおよび’17以降FLRTモデルに適合。全モデルで、取り付け用の
追加コンポーネント（別売）が必要です。
●55801030	 クローム	 83,482円（本体価格	75,893円）
●55801029	 グロスブラック	 83,482円（本体価格	75,893円）

※写真のミラーは日本では販売しておりません。

（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±
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、スロットルケーブル、ブレーキラ
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
さい。

A	 ヒューズド・ハンドルバー
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を切るような感
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、クラ
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
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、内部配線も簡単です。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・ハンドルバー
ライザーにフィットします。
’18以降FXBB、FXLR、FXLRSモデルに適合。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。
●55801015	 クローム	 83,482円（本体価格	75,893円）
●55801016	 グロスブラック	 83,482円（本体価格	75,893円）

（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±
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、スロットルケーブル、ブレーキラ
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
さい。

※写真のミラーは日本では販売しておりません。
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32   NEW PRODUCTS

*NOTE: Installation of some handlebars and risers 
may require a change in clutch and/or throttle cable 
and brake lines for some models. Handlebar height is 
regulated in many locations. Check local laws to ensure 
your motorcycle meets applicable regulations

B .   FUSED LO HANDLEBAR*
The Fused Low Handlebar is a new take on West Coast 
style. With a low-profile and compact Z-bar design, 
it delivers the classic club look. But with muscular 
cast corners, this fat 1.25” bar does it while providing 
increased strength and an aggressive new shape. The 
cast elbows eliminate sharp internal bends to simplify 
the internal wiring.

Fits '18-later FLFB, FLFBS, FLSB, FXBR, FXBRS and 
FXDRS, '14-later Road King®, and '15-later FLRT 
models. All models require separate purchase of 
additional components.

 55801058 Chrome . $379 .95
 55801059 Gloss Black . $379 .95

A .  FUSED LO HANDLEBAR*
With a low-profile and compact Z-bar design, the Fused 
Lo Bar flexes iconic West Coast style. And with muscular 
cast corners, this fat 1.25" bar does it while providing 
increased strength over traditional welded bars and adds 
an aggressive, new shape. The cast elbows eliminate 
sharp internal bends to simplify the internal wiring. 
The handlebar is 1.25" at the upright and handles and 
1" diameter at the base to fit with Original Equipment 
1" Handlebar Risers.

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

 55801056 Chrome . $379 .95
 55801057 Gloss Black . $379 .95

*NOTE: Installation of some handlebars and risers 
may require a change in clutch and/or throttle cable 
and brake lines for some models. Handlebar height is 
regulated in many locations. Check local laws to ensure 
your motorcycle meets applicable regulations.
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B	 ヒューズド・ロー・ハンドルバー
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。
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
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
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
エルボーにより、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FLFB、FLFBS、FLSB、FXBR、FXBRSおよびFXDRS、’14以降ロード
キングおよび’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
ポーネント（別売）が必要です。
●55801058	 クローム	 79,316円（本体価格	72,106円）
●55801059	 グロスブラック	 79,316円（本体価格	72,106円）

※写真のミラーは日本では販売しておりません。

（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±
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、スロットルケーブル、ブレーキラ
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
さい。

A	 ヒューズド・ロー・ハンドルバー
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となったヒューズド・ロー・ハン
ドルバー。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べ
強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
製エルボーにより、内側の屈曲部が滑らかになり、内部配線も簡単です。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・ハンドルバーライザーにフィットします。
’18以降FLSLおよびFXLRSモデルに適合。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。
●55801056	 クローム	 79,316円（本体価格	72,106円）
●55801057	 グロスブラック	 79,316円（本体価格	72,106円）

（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±
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、スロットルケーブル、ブレーキラ
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
さい。

※写真のミラーは日本では販売しておりません。
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34   NEW PRODUCTS

*NOTE: Installation of some handlebars and risers 
may require a change in clutch and/or throttle cable 
and brake lines for some models. Handlebar height is 
regulated in many locations. Check local laws to ensure 
your motorcycle meets applicable regulations

B .   FUSED LO HANDLEBAR* - BATWING 
FAIRING*
Tuck and ride in style. With a low-slung rise, flat drag-bar 
hand position and compact Z-bar design, the Batwing 
Fused Lo Bar places the rider in an aggressive riding 
posture with optimal wrist position and elbow bend for 
supreme riding comfort. And with muscular cast corners, 
this bar does it while providing increased strength 
over traditional welded bars and an an aggressive new 
shape. The cast elbows eliminate sharp internal bends 
to simplify the internal wiring. The 1.25" bar slims down 
to 1” at the base to fit with the Original Equipment 
handlebar clamps.

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.

 55801060 Chrome . $379 .95
 55801061 Gloss Black . $379 .95

A .  FUSED HANDLEBAR – BATWING FAIRING*
Bad to the bone attitude never looked so good. Combining 
the rise of a mini-ape with the edgy profile of a classic Z 
bar, the Batwing Fused Bar delivers the renegade, fists-
in-the-wind riding style you crave. And with muscular 
cast corners, this bar does it while providing increased 
strength and an aggressive, new shape. The cast elbows 
eliminate sharp internal bends to simplify the internal 
wiring. The 1.25" bar slims down to 1” at the base to fit 
with the Original Equipment handlebar clamps.

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

 55801004 Chrome . $399 .95
 55801005 Gloss Black . $399 .95

*NOTE: Installation of some handlebars and risers 
may require a change in clutch and/or throttle cable 
and brake lines for some models. Handlebar height is 
regulated in many locations. Check local laws to ensure 
your motorcycle meets applicable regulations.
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B	 ヒューズド・ロー・ハンドルバー／バットウイングフェアリング
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。低めのライズ、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バーデザインが一体となったバットウ
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
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
す。逞しさが際立つキャスト製コーナーとバーにより、従来の溶接バーに比べ強度が
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。キャスト製エル
ボーにより、内側の屈曲部が滑らかになり、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、標準装備のハンドルバークラン
プにフィットします。
’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およびトライグライ
ドモデルに適合。FLHTKSEおよびFLHXSEモデルは不可。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。
●55801060	 クローム	 79,316円（本体価格	72,106円）
●55801061	 グロスブラック	 79,316円（本体価格	72,106円）

※写真のミラーは日本では販売しておりません。

（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±
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、スロットルケーブル、ブレーキラ
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
さい。

※写真のミラーは日本では販売しておりません。

A	 ヒューズド・ハンドルバー／バットウイングフェアリング
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
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
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
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
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、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、標準装備のハンドルバークランプにフィットします。
’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およびトライグライ
ドモデルに適合。FLHTKSEおよびFLHXSEモデルは不可。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。
●55801004	 クローム	 83,482円（本体価格	75,893円）
●55801005	 グロスブラック	 83,482円（本体価格	75,893円）

（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±
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、スロットルケーブル、ブレーキラ
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
さい。

※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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36   NEW PRODUCTS

*NOTE: Installation of some handlebars and risers 
may require a change in clutch and/or throttle cable 
and brake lines for some models. Handlebar height is 
regulated in many locations. Check local laws to ensure 
your motorcycle meets applicable regulations

B .  FUSED LO HANDLEBAR* – ROAD GLIDE®*
Tuck and ride in style. With a low-slung 9.0” rise, flat 
drag-bar hand position and compact Z-bar design, 
the Road Glide® Fused Lo Bar places the rider in an 
aggressive riding posture with optimal wrist position 
and elbow bend for supreme riding comfort. And with 
muscular cast 90° corners, this fat 1.25” bar does it 
while providing increased strength over traditional 
welded bars and an aggressive new shape. The cast 
elbows eliminate sharp internal bends to simplify the 
internal wiring.

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

 55801062 Chrome . $379 .95
 55801063 Gloss Black . $379 .95

A .  FUSED HANDLEBAR – ROAD GLIDE®*
Bad to the bone attitude never looked so good. 
Combining the rise of a mini-ape with the edgy profile 
of a classic Z bar and the wrist position of a drag bar, 
the Road Glide Fused Bar delivers the renegade, fists-
in-the-wind riding style you crave. And with muscular 
cast corners, this fat 1.25” bar does it while providing 
increased strength and an aggressive, new shape. The 
cast elbows eliminate sharp internal bends to simplify 
the internal wiring. 

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

 55801007 Chrome . $399 .95
 55801006  Gloss Black . $399 .95

*NOTE: Installation of some handlebars and risers 
may require a change in clutch and/or throttle cable 
and brake lines for some models. Handlebar height is 
regulated in many locations. Check local laws to ensure 
your motorcycle meets applicable regulations.

B

B

A

A
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B	 ヒューズド・ロー・ハンドルバー／ロードグライド
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
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
一体となったロードグライド用ヒューズド・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す。逞しさが際立つ90°の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べ強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。キャスト製エルボーにより、内側の屈曲部が滑らか
になり、内部配線も簡単です。
’15以降ロードグライドモデルに適合。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。
●55801062	 クローム	 79,316円（本体価格	72,106円）
●55801063	 グロスブラック	 79,316円（本体価格	72,106円）

（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±
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、スロットルケーブル、ブレーキラ
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
さい。

※写真のミラーは日本では販売しておりません。

A	 ヒューズド・ハンドルバー／ロードグライド
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
とミニエイプのライズ、ドラッグバーの手首のポジション。これらが融合したロードグ
ライド用ヒューズド・ハンドルバー。誰もが憧れる、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。キャスト製エルボーにより、内側の屈曲部が滑らかになり、内部配線も簡単
です。
’15以降ロードグライドモデルに適合。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。
●55801007	 クローム	 83,482円（本体価格	75,893円）
●55801006	 グロスブラック	 83,482円（本体価格	75,893円）

（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±
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、スロットルケーブル、ブレーキラ
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
さい。

※写真のミラーは日本では販売しておりません。

NEW PRODUCTS 2928 NEW PRODUCTS



38   NEW PRODUCTS
A . FXDRS SHORT BRAKELINE

 41800824 $00 .00
Fits '19-later FXDRS models.

B . DIAMONDBACK™ FRONT BRAKE LINE

 41800826 Upper . $96 .95
Fits '19-later FXDRS models.

C . BRAKE LINE – TALL HANDLEBAR

 41800828  $58 .95
Fits ‘18-later FXBB models.

D . FRONT BRAKE LINE

 41800829 Upper . $58 .95
Fits ‘18-later FXLRS models.

E .  BOOM!™ BOX GTS RADIO KIT – EXPANDED 
FITMENT 
Now available to fit model year ’14-‘18 Touring models 
with the purchase of the appropriate USB cable. 

 76000829A Batwing Fairing . $1,899 .95

Fits '19-later FLHTCU, FLHTCUTG, FLHTK, and 
FLHX models with a 4.3 Boom!™ Box Radio. Also 
fits '14-'18 FLHTCU, FLHTCUL, FLHTK, FLHTKL, 
FLHTKSE, FLHX, FLHXS, FLHXSE and FLHTCUTG, 
models with separate purchase of USB Connector 
P/N 69200031A. Also fits '19-later Electra Glide® 
Standard models with separate purchase of 
appropriate Hand Controls, Wiring, and Antenna.

 76000834A  Road Glide® Fairing . $1,899 .95
Fits '19-later Road Glide® models with a 4.3 Boom!™ 
Box Radio. Also fits '15-'18 Road Glide® models 
with separate purchase of USB Connector P/N 
76000374A.
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A	 FXDRSショート・ブレーキライン
●41800824	 	 12,185円（本体価格	11,078円）
’19以降FXDRSモデルに適合。

B	 ダイヤモンドバック・フロント・ブレーキライン
●41800826	 アッパー	 20,213円（本体価格	18,376円）
’19以降FXDRSモデルに適合。

C	 ブレーキライン／トールハンドルバー
●41800828	 	 12,185円（本体価格	11,078円）
’18以降FXBBモデルに適合。

D	 フロント・ブレーキライン
●41800829	 アッパー	 12,185円（本体価格	11,078円）
’18以降FXLRSモデルに適合。
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LOCKING QUICK-RELEASE  
MOUNTING STRAPS
Convenient straps simplify installation and 
removal and provide a secure no-shift fit.

UV-RESISTANT FINISH
Solution-dyed during fabric production for 
long-life UV-resistance even when exposed to 
the sun's harshest rays.

DURABLE BALLISTIC NYLON
1680 denier ballistic polyester material 
maintains its sturdy shape and protects your 
belongings for the long haul.

REFLECTIVE TRIM
Reflective trim adds an 
extra touch of visibility 
to other motorists.

ORANGE INTERIOR
Orange interior fabric makes it easy to 
see bag contents in almost any light.

OVERSIZE HANDLES
Soft-touch ergonomic handle is shaped 
for effortless transport to and from  
the bike.

GLOVE-FRIENDLY ZIPPER PULLS
Ergonomically contoured rubberized 
zipper pulls are large and glove-friendly 
for on-the-go bag access.

INTEGRATED RAIN COVER
Features elastic bungee cord with a  
barrel lock tensioner to keep cover  
securely fastened over the luggage.  
Cover features a refl ective Bar & Shield  
logo for enhanced visibility.

2-YEAR
HARLEY-DAVIDSON
WARRANTY

®

 ONYX™ PREMIUM LUGGAGE COLLECTION
Designed by riders for riders, the Onyx™ Premium Luggage Collection is constructed from heavy-weight, 
UV-stable ballistic nylon that will protect your belongings from the elements while maintaining their 
shape and color so they look as good off the bike as on.

SECURE MOLLE MOUNTING SYSTEM
The versatile MOLLE (Modular Lightweight 
Load-Carrying Equipment) mounting system allows 
for modular pouch attachment. Slip-resistant bot-
tom keeps the bag in place on your bike.

A .  ONYX™ PREMIUM LUGGAGE COLLECTION 
BACKSEAT ROLLER BAG
This Backseat Roller Bag has everything a solo rider 
needs to rule the road. Unmatched durability, effortless 
transport and immense storage space. With its locking 
push-button handle that extends to 20.5” and smooth-
rolling skateboard wheels, moving gear from bike to bunk 
has never been easier. The massive main compartment 
can carry weeks of clothes for your grand tour and 
features a large elastic pouch and zippered mesh 
pocket to organize the rest of your riding essentials. 
Two outer stash pockets store sunglasses, rain gear 
and electronics with ease, and the external bungee 
keeps coats and bedrolls secured. Compatible with the 
Onyx™ Premium Luggage Collection Rider Backrest 
Pad for long-haul comfort and support.

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. 

 93300126  $289 .95

A A

A

A
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A	 オニキス・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
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
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
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、スケード
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
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パー付メッシュポケットは、
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ト2個には、
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
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
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
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。
’14以降ツーリングおよびトライグライドモデルでキング・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
い。
●93300126	 	 65,178円（本体価格	59,253円）

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
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
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。

UVカット仕上げ
照りつける厳しい日差しにさらされても、製造時に施
した原液着色加工によりUVカット性能を長期にわ
たり維持します。

モールスタイルのマウントシステム
ポーチの取り付けに便利な、汎用性の高いモール
（MOLLE:Modular	 Lightweight	 Load-Carrying	
Equipment（モジュラー式軽量積載装置））マウントシス
テムを採用しています。滑り止め加工されたボトムにより、
バッグの位置ずれを防ぎます。

反射トリム
反射トリムにより、被視認性
が一段階アップしています。

耐久性に優れたバリスティックナイロン
1680デニールのバリスティックナイロンを使用。
バッグの形状が崩れず、ロングツーリングの際荷
物をしっかりと保護します。 クイックリリース・ストラップ

ワンタッチで操作可能なクリップにより簡単に
着脱することができます。

オレンジ色の内部
周囲が暗くてもバッグ内部が見やすいよう
に、内部は明るいオレンジ色を採用していま
す。

大型ハンドル
握りやすい形状の大型ハンドルは、旅先で
の荷物の移動に便利。

グローブをしたままでも開閉しやすい
ジッパープル
人間工学を基に設計され、ゴム加工を施し
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
弾力性があるバンジーコードおよびバレル
ロックテンショナーにより、バッグを覆うカ
バーをしっかりと締め付けることができます。
カバーには反射性の高いバー＆シールドロ
ゴが入り、被視認性を高めています。
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IMPORTANT--PLEASE READ: We have tried to make this catalog comprehensive and factual. All product descriptions (including depictions, specifications, 
dimensions, measurements, ratings and competitive comparisons) are based on available information at the time of publication. Although such 
descriptions are believed correct, errors and changes can occur and complete accuracy cannot be guaranteed. Harley-Davidson may make changes at 
any time to prices and specifications, and may change or discontinue any of the items depicted in this catalog, without notice and without incurring any 
obligation. ATTENTION: Vehicles in the configurations shown and the accessories described in this catalog may not be available for sale or use in some 
locations. Please check with your dealer for complete product details and the latest information.

Selection varies by dealership. Prices listed are generally the Manufacturer’s Suggested Retail Price (MSRP), excluding taxes and shipping, and are subject 
to change without notice. Prices at local dealerships may vary. All online orders will be fulfilled and shipped by Harley-Davidson Motor Company as the 
agent for the Selling Dealer. All taxes are extra. Harley-Davidson reserves the right without prior notice to discontinue at any time any of the items herein or 
change specifications or designs without incurring any obligation to the customer. All items are subject to availability and prior sale by our dealers.

TRADEMARKS: 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 and the Harley-Davidson Genuine Motor Parts and Genuine Motor Accessories Logo are among the trademarks of 
H-D U.S.A., LLC. All other trademarks are the property of their respective owners. 

The sale or use of these parts or accessories does not grant the purchaser a license or other right under any Harley-Davidson patent.

Harley-Davidson has the engineering expertise, sophisticated dyno lab, and complete testing facilities 
to provide enthusiasts with a line of performance products designed to produce reliable horsepower in 
their V-twin engines and overall improved performance in real world riding. Engine related performance 
parts are intended FOR THE EXPERIENCED RIDER ONLY.

ATTENTION
Harley-Davidson® motorcycles modified with some Screamin’ Eagle® high-performance engine parts 
must not be used on public roads and in some cases may be restricted to closed-course competition.

WARRANTY
Installation of Screamin’ Eagle products, and similar products from other manufacturers, except some 
street compliant offerings installed by authorized Harley™ dealers, may affect your H-D™ limited 
vehicle warranty. See your dealer for more information.

Throughout this catalog you will find symbols relating to the specific application of a performance 
product. Definitions for these symbols are outlined below:

CROSSED FLAGS: These products may be intended for race use only applications. They may also be certified for 
use in a 50- tate U.S. EPA compliant application or kit. Use of any incomplete combination of certified kit products 
may not be legal for sale or use on U.S. market pollution controlled vehicles and may be restricted to closed course 
competition use. See Genuine Motor Parts & Accessories or Screamin  Eagle Accessories catalog for compliance, 
fitment and warranty information. Screamin  Eagle Performance products are intended for the experienced rider only.

STOP HAND: Harley-Davidson Motorcycles modified with some Screamin  Eagle Performance products must not 
be used on public roads and, in some cases, may be restricted to closed-course competition. These performance 
parts are 49- tate U.S. EPA compliant but are NOT compliant for sale or use in California on pollution-controlled 
motor vehicles. California guidelines on tampering can also lead to substantial fines and penalties. Screamin  Eagle 
Performance products are intended for the experienced rider only.

GO LIGHT: These Screamin  Eagle products are 50- tate U.S. EPA compliant for sale and use on all applicable 
vehicles, including those that are pollution controlled. See Genuine Motor Parts and Accessories or Screamin  
Eagle Accessories catalog for fitment information. Screamin  Eagle Performance products are intended for the 
experienced rider only.

CALIFORNIA ONLY: These Screamin’ Eagle products are street compliant for sale and use on pollution controlled 
vehicles in the state of California.

IMPORTANT--PLEASE READ: We have tried to make this catalog comprehensive and factual. All product descriptions (including depictions, specifications, dimensions, measurements, 
ratings and competitive comparisons) are based on available information at the time of publication. Although such descriptions are believed correct, errors and changes can occur 
and complete accuracy cannot be guaranteed. Harley-Davidson may make changes at any time to prices and specifications, and may change or discontinue any of the items 
depicted 
in this catalog, without notice and without incurring any obligation. ATTENTION: Vehicles in the configurations shown and the accessories described in this catalog may not be available 
for sale or use in some locations. Please check with your dealer for complete product details and the latest information.

Notice: The prices appearing in this catalog are the manufacturer's suggested retail prices. Excludes taxes and shipping. Actual prices may vary.

TRADEMARKS: 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 and the Harley-Davidson Genuine Motor Parts and Genuine Motor 
Accessories Logo are among the trademarks of H-D U.S.A., LLC. All other trademarks are the property of their respective owners. 

The sale or use of these parts or accessories does not grant the purchaser a license or other right under any Harley-Davidson patent.

©2018 H-D or its affiliates. HARLEY-DAVIDSON, HARLEY, H-D, and the Bar & Shield Logo are among the trademarks of the H-D U.S.A., LLC. 
Third-party trademarks are the property of their respective owners.
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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。

重要 ― 必ずお読みください。
●掲載内容は本紙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。●本紙に掲載した商品の仕様・
デザイン・価格・適合情報などは予告なく変更することがあります。●本紙に掲載した写真は印刷技術上、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、本
紙の適合情報に従った装着ができない場合があります。●本紙に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）本紙に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Harley-Davidson	
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。

NOTES


