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表示の価格は 2020 年 8 月 25 日時点の消費税込メーカー希望小売価格です。
カッコ内には本体価格が表示されております。
価格には、取付工賃は含まれておりません。

HARLEY-DAVIDSON® BY RIZOMA®

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

4 NEW PRODUCTS
HARLEY-DAVIDSON BY RIZOMA
HARLEY-DAVIDSON® BY RIZOMA
精 緻なクラフツマンシップと唯 一 無 二 のスタイルが 特 徴 の 、H A R L E Y Precision craftsmanship and unmistakable
style define
DAVIDSON BY RIZOMAコラボレーションコレクション。
ブラック・オン・ブラックの
this collaborative
collection from Harley-Davidson
and
落ち着いた仕上げに、
レーザー加工されたH-DとRIZOMAのロゴ。
ミニマルなブ
Rizoma.
Lasered H-D®
and Rizoma®
logos on a subdued
ランディ
ングが表現するのは、
機械加工の質感とパフ
ォーマンスの美学。
この洗練
されたビレ
ットアルミのアクセサリ
ーは、
H-Dモーターサイ
クルライダーのためだけに
black
on black finish
display
minimal
branding that
デザイン
された初の共同ブラン
レクションです。
lets
the machinedドコ
texture
and performance aesthetic
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A

C

Harley-Davidson by Rizoma® mirrors feature an
クアウThese
トスタイルやモータースポーツにインスパイアされたスタイルの仕上げに最適
aspherical
outer portion which shows more of the rear
です。
and peripheral
reflection
providing
a （本体価格
broader view
for
●56000263
ミラー
（左右セッ
ト）
74,613円
67,830円）
'82以降モデル
（VRSCF、
XG750A、
'14～'16
FLHR、
FLHRC、
FLHRSE、'11～
the rider
in motion.
They
complete
any
blacked-out
or
'13 FLHTCUSE、
'14以降FLHTKSE、
moto-sport
inspired look.'18以降FLTRXSE、ハンドルアンダーマ
ウントのXL1200Xを除く）
に適合。

take the lead. This sleek collection of billet aluminum

A HARLEY-DAVIDSON BY RIZOMA／ハンドグリップ
accessories is the first co-branded collection of its kind
HARLEY-DAVIDSON BY RIZOMAのハンドグリップは直径37mmで、高い質
designed
exclusively
for
H-D motorcycle
riders. れま
感のラバーグリ
ップが特徴。
ライディ
ング中のハン
ドリングに自信を与えてく
す。
●56100479
41,736円
（本体価格
37,942円）
A.
HARLEY-DAVIDSON® BY RIZOMA
'16～'17 ダイナFXDLS、'16以降ソフテイルモデル、'11～'12 FLSTSE、'14～
HAND
GRIPS
'15 FLSTNSE、'13～'14 FXSBSE、'16～'17 FXSE、'08以降ツーリング
（'18以
Harley-Davidson
handgrips are 1.44 inches
降FLTRXSEを除く）
、およびトby
ライRizoma
クモデルに適合。

56000263
Mirrors (RH/ LH Set). $279.95
Fits '82-later models (except XL models, VRSCF,
XG750A, '14-'16 FLHR, FLHRC and FLHRSE, '11'13 FLHTCUSE, '14-later FLHTKSE and '18-later
FLTRXSE). Does not fit XL1200C models with
mirrors mounted below the handlebar.

in diameter and feature a textured rubber grip to inspire

B HARLEY-DAVIDSON
BY RIZOMA／フッ
confidence in handling
while riding.トペグ
鮮烈な機械加工面がダークフィニッシュのスタイルに強烈なコントラストを加える、
56100479 BY RIZOMAフットペグ。ブーツを確実にグリ
$199.95
HARLEY-DAVIDSON
ップし、安心
感を与えてく
れます。 LiveWire, ’16-’17 Dyna FXDLS and
Fits ’20-later
●50502158
64,214円
（本体価格
58,377円）
’16-laterライダー
Softail® models, ’11-’12
FLSTSE,
’14-’15
'18以降FXFB、
FXFBS、
'19以降FXDRSのライダーポジシ
ョンに適合。
FLSTNSE,
’13-’14
FXSBSE, ’16-’17 FXSE
and ’08-later
●50502159 パッセンジャー
64,214円
（本体価格 58,377円）
Touring (except ’18-later FLTRXSE) and Trike
'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。

D. HARLEY-DAVIDSON® BY RIZOMA CHARGE DOOR LIVEWIRE®

Add a solo custom element or complete the Harley-Davidson
by Rizoma on your LiveWire motorcycle with this sleek,
sport-inspired charge door.

4 NEW PRODUCTS

NEW PRODUCTS
$199.955

models.

HARLEY-DAVIDSON® BY RIZOMA
Precision craftsmanship and
B. HARLEY-DAVIDSON®
BYunmistakable
RIZOMA - style define
this
collaborative
collection
from
Harley-Davidson and
FOOTPEGS

A
B

B

C

C
D

C. HARLEY-DAVIDSON® BY RIZOMA MIRRORS (RH/ LH SET)

56000263
Mirrors (RH/ LH Set). $279.95
Fits '82-later models (except XL models, VRSCF,
XG750A, '14-'16 FLHR, FLHRC and FLHRSE, '11'13 FLHTCUSE, '14-later FLHTKSE and '18-later
FLTRXSE). Does not fit XL1200C models with
mirrors mounted below the handlebar.

A. HARLEY-DAVIDSON® BY RIZOMA HAND GRIPS Passenger.
50502159
$249.95

Harley-Davidson
by Rizoma
handgrips
are 1.44and
inches
Fits
passenger position
on '20-later
LiveWire
in diameter
and feature
a textured rubber grip to inspire
'18-later
Softail
models.
confidence in handling while riding.

B. HARLEY-DAVIDSON® BY RIZOMA FOOTPEGS

61301193
Charge Door.
Fits '20-later LiveWire models.

These Harley-Davidson by Rizoma® mirrors feature an
aspherical outer portion which shows more of the rear
and peripheral reflection providing a broader view for
the rider in motion. They complete any blacked-out or
moto-sport inspired look.

Rizoma.
Lasered H-D®
andon
Rizoma®
logos on aby
subdued
A bright, machined
surface
Harley-Davidson
Rizoma
black on offers
black the
finish
display minimal
that
footpegs
passenger
a level ofbranding
confidence
in
lets
machined
texture
and performance
bootthe
grip
while adding
a striking
element ofaesthetic
contrast
take
the lead. Thisstyle.
sleek collection of billet aluminum
to a dark-finished
accessories is the first co-branded collection of its kind
50502158
Rider.
$249.95
designed exclusively
for H-D motorcycle riders.
Fits rider position on '20-later LiveWire, ’18-later
FXFB, FXFBS, and '19-later FXDRS models.

56100479
$199.95
Fits ’20-later LiveWire, ’16-’17 Dyna FXDLS and
’16-later Softail® models, ’11-’12 FLSTSE, ’14-’15
FLSTNSE, ’13-’14 FXSBSE, ’16-’17 FXSE and ’08-later
Touring (except ’18-later FLTRXSE) and Trike
models.

C HARLEY-DAVIDSON
BY RIZOMA／ミラー
（左右セッ
C.
HARLEY-DAVIDSON®
BY RIZOMA
- ト）
非球面の外周部分がリアビューと周囲を広範囲に映し出し、走行中のライダーに
MIRRORS (RH/ LH SET)
ワイドな後方視界を提供するHARLEY-DAVIDSON BY RIZOMAミラー。
ブラッ

D. HARLEY-DAVIDSON® BY RIZOMA CHARGE DOOR LIVEWIRE®
B

B

D

B

C

D

A bright, machined surface on Harley-Davidson by Rizoma
footpegs offers the passenger a level of confidence in
boot grip while adding a striking element of contrast
to a dark-finished style.

50502158
Rider.
$249.95
Fits rider position on '20-later LiveWire, ’18-later
FXFB, FXFBS, and '19-later FXDRS models.
50502159
Passenger.
$249.95
Fits passenger position on '20-later LiveWire and
'18-later Softail models.

B

D

Add a solo custom element or complete the Harley-Davidson
by Rizoma on your LiveWire motorcycle with this sleek,
sport-inspired charge door.
61301193
Charge Door.
Fits '20-later LiveWire models.

$199.95

SCREAMIN’ EAGLE®
PERFORMANCE PARTS

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

14 NEW PRODUCTS

NOTE

A. SCREAMIN EAGLE® TIMER COVER INSERT STAGE III

NEW
NEWPRODUCTS
PRODUCTS 15
9
A

B
A

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

A

B
A

2

A
・ヘビーブリーザーエリート
・エアクリーナー／
B. スクリーミンイーグル
SCREAMIN’ EAGLE®
HEAVY BREATHER
ミルウォーキーエイトエンジン
ELITE AIR CLEANER - MILWAUKEE-EIGHT®
大量のエアをエンジンに供給するスクリーミンイーグル・ヘビーブリーザーエリート。
ENGINE
従来のミルウォーキーエイ
ト用ヘビーブリーザーに対しエアフローを15％向上し、
Take a deep breath. るよ
This
Screamin' Eagle
Heavy
135馬力以上のエンジンにも対応でき
うに再設計されています。
前方を向いた
オイル式コ
ットンフィルターエレメ
ントを採用するアイ
大量のク
Breather
Elite picks
up where コニッ
the クなデザイン。
past generation
リーンエアをエンジンに流入させます。
、低くleft
構えた鋳造チューブが乱流
Milwaukee-Eight Heavy全長が短く
Breather
off with a 15%
を抑え、
スロットルボディに直接空気を送り込み、パワーとトルクを向上させます。
air flow improvement! Redesigned to support even
インテークチューブは、一体型ブリーザーを特徴とするカスタムバックプレートにマ
more
performance with engine builds pushing over
ウントされ、
スロットルボディの電装部品をカバーし外観の完成度を高めます。傾斜
135hp.
The iconic Heavy
Breather
Air Cleaner
features
したコンパクトフィルターがアグレ
ッシブなパフ
ォーマンスを演出し、
ロワーフ
ェアリン
a forward-facing
oiled cotton filter element that
flows
グを装備したツーリ
ングモデルにも装着可能な形状となっています。
このヘビーブ
リーザーエ
リーvolumes
トには鍛造アルミ製の一体型カバーが含まれ、
精密な機械加工がス
large
of clean air into the engine.
The short,
タイリッシュなパフ
ォーマンスルッ
ィルターの大部分を
low profile
cast tubeクを向上させると同時に、
rams the charge フ
directly
into the
露出させるこ
とで最大限のエアフローを実現しています。
throttle
body with little turbulence for仕上げはクロームまたは
increased power
グロスブラックのいずれかを選択できます。キットには、
フィルター、
カバー、
インテー
and torque, and the intake tube mounts to a custom
クチューブ、
カスタムバックプレート、取り付けに必要なすべてのハードウェアが同
back plate that features integral breathers and covers
梱されています。
the throttle
body electronics
forクモデルに適合。
a finished look. The
'18以降ソフテイル、
'17以降ツー
リングおよびトライ
slanted
compact filter
adds an aggressive
performance
ロワーフ
ェアリンググローブボッ
クスまたはロワーフ
ェアリングスピーカー装着車に
は適合不可。
look, and it is shaped to allow installation on Touring
●29400406
クローム with fairing lowers.
115,604円
（本体価格
bikes equipped
This Elite105,095円）
version
●29400407 グロスブラック
115,604円
（本体価格 105,095円）

includes an integrated cover manufactured from
forged aluminum and precision machined to further
スクリーミンイーグル・ヘビーブリーザーエリート・エアクリーナー／
enhance the stylized performance look while exposing
フィルター
a majority ofィルターエレメ
the filter ンto
maximize airflow. Available
K&N製の交換用エアフ
トはエアフローを向上させるこ
とで、パワー
アップとクイ
ックなアクセルレスポンスを実現するよ
うに設計されています。
汚れた
in your
choice of chrome or gloss
black finish, the
kit
場合は洗浄して再使用するこ
とができます。
適合するエアク
リー
includes filter, cover,
intake専用設計により、
tube, custom
back plate,
ナーに完璧にフィットします。
and all mounting hardware.

ヘビーブリーザーエリート・エアクリーナー29400406または29400407を装着した
'18以降ソフテイル、
'17以降ツー
リングおよび
トライ
クモデルに適合。
Fits '18-later
Softail®
models
and
'17-later Touring
●29400405
フィルター
12,844円
（本体価格
and Trike
models. All models require
ECM 11,677円）

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

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

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

A

B
A

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

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

WHEELS

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

12 NEW PRODUCTS
20
A シーズミック・カスタムホイール
A. SEISMIC™ CUSTOM WHEEL*
10本スポークのアグレッシブなスタイリング、
そしてアティテュードを兼ね備えたデ
This 10-spoke cast aluminum design is both aggressive
ザインが特徴の鋳造アルミニウムホイール。マシンドハイライト入りグロスブラック
in styling
and
attitude. Offered in Gloss Black with
またはマッ
トグラファイ
ト仕上げからお選びいただけます。

NEW PRODUCTS 13
21
A

B

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

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

Gloss Black Inner or Matte Graphite Inner. Installation

Machined Highlights or Matte Graphite finishes.

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

21インチ・フロント
'18以降FXBRおよびFXBRSモデルに適合。
21” FRONT
●43300597 マシンドハイライト入りグロスブラック
130,363円
（本体価格 118,512円）
Fits '18-later FXBR and FXBRS
models.
●43300598 マットグラファイト
119,779円
（本体価格 108,890円）

43300597

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

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

●43300594

マシンドハイライト入りグロスブラック
130,363円
（本体価格 118,512円）
18” FRONT
●43300595
マットグラファイト
119,779円
（本体価格 108,890円）

Fits '18-later FLFB and FLFBS models.

18インチ・リア
43300594
Gloss
Black
$624.95
'18以降FXBR、
FXBRS、FLFB、
FLFBSモデルに適合。
with
Machined
ト入りグロスブラ
ック Highlights.
●40900574 マシンドハイライ
130,363円
（本体価格 118,512円）
43300595
Matte Graphite.
$574.95
●40900575 マットグラファイト
119,779円
（本体価格 108,890円）

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

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

A

B

A

B

B

（注）
全てのアクセサリ
ーホイールには車種適合のホイールインス
ット、
スプロケッ
*NOTE: Requires
separate purchase ofトールキ
model-specific
トハードウェア、
ブレーキローター専用ハードウェアが必要です。ホイールサイズおよび車
wheel
installation
kit,
sprocket
hardware
and
brake
rotor種に適合するタイヤを使用してください。

specific hardware. Installation may require separate

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

（注）
掲載商品には、
「 分解整備」
に該当する作業内容を整備記録簿に記載する必要が
ある商品や、
「構造等変更検査」の受検が必要な商品が含まれます。取付作業はハー
レーダビッドソン正規ディーラーへお申し付けください。

NOTE

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

Ties、HoldFast、

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

Glide、Sportster、Springer、Street、

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

