
genuine motor parts & aCCessories

フロントとリア、2つのホイールの魅力について語れば、きっと
話しが尽きることはありません。クラシカルなスポークホイール
から最先端の鍛造モデルまで、そのラインナップは完璧。あなた
の個性を引き立てる理想的なホイールがきっと見つかります。
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726 WHEELS
 

表示の価格は2016年6月1日現在の消費税込希望小売価格です。なお価格は予告なく変更されることがあります。

個性を際立たせるホイール ホイール選びから装着までのステップ

コントラストクローム
丹念に磨き上げられたホイールに、グロスブラックのペイントとク
ローム処理を施すことで、美しいコントラストが生み出されていま
す。ホイールデザインの工夫により、ハイライトのクローム部分が浮か
び上がり、スポーク、リム、ハブが細く見える視覚的効果が生み出さ
れています。

カットバック
愛車にクールで先鋭的なスタイルを求めるなら、カットバックの
ホイールがおすすめです。グロスブラックペイントが施されたアル
ミホイールには、削出し加工によるアルミ地のアクセントが加えら
れています。独自の製法が可能にした個性豊かなデザインが魅力
です。

ミラークローム
見るものを一瞬にして魅了する圧倒的な輝きは、愛車のルックス
に高級感を演出します。専門のスタッフにより何時間もかけて丹念
に磨き上げられたホイールは、クローム処理が施された後も、さらに
きめ細かな研磨を繰り返すことで、その名の通り、鏡のようなに仕上
りを実現しています。

ブラックアイス
ブラックアウトされたダークカスタムスタイルの仕上げにベストマ
ッチ。独自の製法で仕上げられる“ブラックアイス”コーティング
は、通常のブラッククロームでは表現することのできない深みと
きらめきを演出。その艶やかなルックスはクロームパーツとも美し
いコントラストを演出します。

SteP1:
愛車に適合するホイールの部品番号を見つけてください。

SteP2:
モデル、年式、フロントまたはリアといった適合を確認する
ための情報を元に、適切なホイールインストールキットをお
選びください。

SteP3:
インストラクションシート（取付け要領書）を参照して、装着
するホイールの装着に、インストールキット内のどの部品が
必要となるかについてご確認ください。

SteP4:
新しいホイールに装着するタイヤはハーレーダビッドソンが
指定するものを必ずご使用ください。指定外のタイヤを装
着された場合は、走行安定性、操舵性、制動力などが損なわ
れ、死亡事故や重大な怪我を引き起こすおそれがあります。
詳しくはお近くのHDJ正規販売網へお問合せください。

ホイールインストールキット
愛車のスタイルにぴったりのカスタムホイールを選んだら、
次は適合するホイールインストールキットを探してください。
キットにはベアリング、スペーサー、および装着に必要な
ハードウェアが含まれています。

●43833-07A	 3/4インチ・アクスル。フロント。	
	 19,000円（本体価格	17,593円）
’00〜’07XLモデル、’00〜’03ダイナモデル、’00〜
’05FXDWG、’00〜’06ソフテイルモデル（FLSTS、
FLSTSCを除く）、’08以降FLSTSBに適合。
●43848-08A	 1インチ・アクスル。フロント。	
	 19,000円（本体価格	17,593円）
’02〜’07V-Rodモデル、’04〜’07ダイナモデル（’04〜
’05FXDWGを除く）、’00〜’07ツーリングモデルに適合。
●43851-11A	 25mmアクスル。フロント。	
	 16,900円（本体価格	15,649円）
’07〜’10ソフテイルモデル（FLSTSB、FLSTSC、FXCW、
FXCWC、FXSBを除く）、’08〜’13FLD、FXDF、FXDWG
に適合。
●41454-08B	 25mmアクスル。フロント。ABS装着車用。	
	 16,900円（本体価格	15,649円）
’08以降V-Rodモデル、’13FXDC110THアニバーサリー
エディション、’13FXDBA、’14以降FXDB、’14FXDC、
’16以降FXDLS、’08以降ツーリングモデルに適合。
●41455-08C	 25mmアクスル。フロント。	
	 16,900円（本体価格	15,649円）
’08〜’13ダイナモデル（FLD、FXDWG、FXDF、FXDC	
110THアニバーサリーエディション、FXDBAを除く）、’16
以降FXSE、’14以降トライグライドモデル、’09〜’11サイ
ドカーに適合。

●42400008	 25mmアクスル。フロント。	
	 16,900円（本体価格	15,649円）
’15以降XG、’08以降XLモデル（’11以降XL883Lを除く）
に適合。
●42400009A	25mmアクスル。フロント。ABS装着車用	
	 16,900円（本体価格	15,649円）
’16以降XLモデルおよび’13以降FXSB、FXSBSEに適合。
●42400010	 25mmアクスル。フロント。ABS装着車用	
	 16,900円（本体価格	15,649円）
’11以降ソフテイルモデル（FLSTSB、FXCW、FXCWC、
FXSB、FXSBSEは除く）、’14以降FLD、FXDF、FXDWGに
適合。
●43854-08A	 3/4インチ・アクスル。リア。	
	 19,000円（本体価格	17,593円）
’00〜’04XLモデル、’00〜’05ダイナモデル、’00〜’07ソ
フテイルモデル、’00〜’01ツーリングモデルに適合。
●43861-08A	 1インチ・アクスル。リア。	
	 19,000円（本体価格	17,593円）
’02〜’07V-Rodモデル、’05〜’07XLモデル、’06〜’07
ダイナモデル、’02〜’07ツーリングモデルに適合。
●43878-08B	 25mmアクスル。リア。	
	 16,900円（本体価格	15,649円）
’08以降XLモデル（’11以降XL883Lを除く）、’08〜’10
ソフテイルモデル（FXCW、FXCWCを除く）に適合。

●41451-08C	 25mmアクスル。リア。	
	 16,400円（本体価格	15,186円）
’15以降XG、’08以降ダイナモデルに適合。
●41456-08C	 25mmアクスル。リア。	
	 16,900円（本体価格	15,649円）
’08以降FXCW、FXCWCに適合。
●41453-08C	 25mmアクスル。リア。ABS装着車用	
	 16,900円（本体価格	15,649円）
’16以降XLモデルおよび’08以降V-Rodモデル、’08以降
ツーリングモデルに適合。
●43077-11	 25mmアクスル。リア。ABS装着車用	
	 16,500円（本体価格	15,278円）
’11以降ソフテイルモデルに適合。
●42400003	 25mmアクスル。リア。ABS装着車用	
	 16,900円（本体価格	15,649円）
’16以降XL1200CX、’13FXDC110THアニバーサリーエ
ディション、’13FXDBA、’14以降ダイナモデルに適合。

ホイール インストール キット それぞれのモデルにホイールを装着する際に必要です。

STRENGTH AND STYLE
カスタムスタイルにおいて、ホイール、スプロケット、ブレーキローターは、スタイリングのイメージを決定付
ける重要な要素です。純正パーツ＆アクセサリーの鍛造、キャスト、そしてワイヤースポークホイールは、そ
の洗練されたスタイリングと機能部品としての耐久性を高次元で両立しています。何時間にもおよぶ実走行
テストをクリアし、厳しい基準に合格した商品だけが、純正の名を冠してリリースされているのです。

コントラストクローム・タービンホイール

スプリット・７スポークフローティング
ブレーキローター
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 WHEELS 729
 Machete – Black Ice

728 WHEELS
 Machete – Mirror Chrome

ミラークローム／16インチ・フロントミラークローム／21インチ・フロント

ミラークローム・マチェーテ・カスタムホイール	（スポーツスター）

ブラックアイス／16インチ・フロントブラックアイス／21インチ・フロント

ブラックアイス・マチェーテ・カスタムホイール（スポーツスター）

マチェーテ・カスタムホイール	-	ミラークローム
名刀のように研ぎ澄まされたマチェーテ・ホイールには無二の鋭さがあります。目のさめるミラー
クローム仕上げのモーションスタイルデザイン。3次元の切り刃のようなスポークが光をとらえて
クッキリと鮮やかに輝きます。H-Dの高い基準によってその耐久性と仕上げはテスト済み。トラブ
ルのない走行を支えるとともに、人々の注目は絶えません。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。

21インチ・フロント
’14以降XL883N、XL1200Vに適合。’00〜’13XLモデル
（XL883R、XL1200X、’11〜’13XL883L、XL1200C、
XL1200Tを除く）にも適合。
●43300367	 ミラークローム	
	 132,000円（本体価格	122,223円）

16インチ・フロント
’07以降FLS、FLSS、FLSTC、FLSTNに適合。
●43300369	 ミラークローム	
	 132,000円（本体価格	122,223円）

’10以降XL1200Xおよび’11以降XL1200Cに適合。
●43300371	 ミラークローム	
	 132,000円（本体価格	122,223円）

16インチ・リア
’08以降FXS、’08以降FLSS、FLS、FLSTC、FLSTNに適
合。
●40900088	 ミラークローム	
	 132,000円（本体価格	122,223円）

’00以降XLモデル（’11以降XL883L、XL1200T、’16以降
XL1200CXを除く）に適合。
●40900370	 ミラークローム	
	 132,000円（本体価格	122,223円）

マチェーテ・ビレット・スプロケット
’16以降XL1200CXに適合。車種適合のスプロケットマウン
ティングハードウェアが必要です。
●42200068	 クローム	 81,700円（本体価格	75,649円）

マチェーテ・カスタムホイール	-	ブラックアイス	
秘密の戦士が振り上げた剣のような迫力のステルスブラックのマチェーテ・ホイール。濡れ
たようなブラックアイス仕上げと3次元の切り刃のようなスポークが光を受けて陽炎のよう
に揺らめいて凄みを醸し出します。H-Dの高い基準によってその耐久性と仕上げはテスト
済み。トラブルのない走行を支えるとともに、人々の注目は絶えません。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。

21インチ・フロント
’14以降XL883N、XL1200Vに適合。’00〜’13XLモデル
（XL883R、XL1200X、’11〜’13XL883L、XL1200C、
XL1200Tを除く）にも適合。
●43300368	 ブラックアイス	
	 132,000円（本体価格	122,223円）

16インチ・フロント
’07以降FLS、FLSS、FLSTC、FLSTNに適合。
●43300370	 ブラックアイス	
	 132,000円（本体価格	122,223円）

’10以降XL1200Xおよび’11以降XL1200Cに適合。
●43300372	 ブラックアイス	
	 132,000円（本体価格	122,223円）

16インチ・リア
’08以降FXS、FLS、FLSS、FLSTC、FLSTNに適合。
●40900089	 ブラックアイス	
	 132,000円（本体価格	122,223円）

’00以降XLモデル（’11以降XL883L、XL1200T、’16以降
XL1200CXを除く）に適合。
●40900371	 ブラックアイス	
	 132,000円（本体価格	122,223円）

（注）掲載商品には、「分解整備」に該当する作業内容を整備記
録簿へ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。

マチェーテ・ビレット・スプロケット
’16以降XL1200CXに適合。車種適合のスプロケットマウン
ティングハードウェアが必要です。
●42200069	 グロスブラック	
	 81,700円（本体価格	75,649円）

スプロケット、ブレーキローターについては、P744〜Ｐ746をご覧ください。スプロケット、ブレーキローターについては、P744〜P746をご覧ください。

ミラークローム・マチェーテ・ビレット・	
スプロケット

グロスブラック・マチェーテ・ビレット・
スプロケット
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 WHEELS 731
 Aggressor

730 WHEELS
 Slicer

スライサー・カスタムホイール	（ロードキング） アグレッサー・カスタムホイール	（ロードグライド）

ブラックアイス／19インチ・フロント コントラストクローム／19インチ・フロントミラークローム／19インチ・フロントミラークローム／17インチ・フロント ミラークローム／16インチ・リア ポリッシュブレーキローター

17インチ・フロント
●43300388	 クローム	
	 132,000円（本体価格	122,223円）
’14年以降ツーリングモデル（スライサーホイールを標準装備
していないCVOモデルを除く）に適合。トライグライドモデルは
不可。ポリッシュブレーキローター（別売）が必要です。

16インチ・リア
●40900332	 クローム	
	 132,000円（本体価格	122,223円）
’14年以降ツーリングモデル（スライサーホイールを標準装備
していないCVOモデルを除く）に適合。トライグライドモデルは
不可。

ポリッシュフローティングブレーキローター
スライサー・カスタムホイールとデザインマッチするフロー
ティング・ブレーキローターです。７本のスポークに合せて肉抜
きされたデザインになっています。
●41500040	 ポリッシュ	
	 29,700円（本体価格	27,500円）
’09以降ツーリングモデルでチゼルまたはスライサーカスタム
フロントホイール装着車に適合。

スライサー・カスタムホイール	
贅肉を極限までそぎ落としました。センターハブから7本のスポークが放射状に伸びてリム
と結合し、ミラークローム仕上げのファセットスポークがキラキラと輝きます。耐久性と仕上
げはH-Dの高い基準でテスト済みで、長年にわたりトラブルない走行を提供します。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。

19インチ・フロント
’09以降ツーリングモデル（アグレッサーホイールを標準装備
していないCVOモデルを除く）に適合。トライグライドモデル
は不可。アグレッサーブレーキローター41500102（左）および
41500103（右）（各々別売）が必要です。
●43300321	 クローム	
	 150,000円（本体価格	138,889円）

’09以降ツーリングモデル（アグレッサーホイールを標準装備
していないCVOモデルを除く）に適合。トライグライドモデル
は不可。アグレッサーブレーキローター41500102（左）および
41500103（右）（各々別売）が必要です。
●43300385	 コントラストクローム	
	 136,000円（本体価格	125,926円）
●43300373	 ブラックアイス	
	 155,000円（本体価格	143,519円）

18インチ・リア
’09以降ツーリングモデル（アグレッサーホイールを標準装備
していないCVOモデルを除く）に適合。トライグライドモデル
は不可。
●40900329	 クローム	
	 150,000円（本体価格	138,889円）

’09以降ツーリングモデル（アグレッサーホイールを標準装備
していないCVOモデルを除く）に適合。トライグライドモデル
は不可。
●40900390	 コントラストクローム	
	 136,000円（本体価格	125,926円）
●40900372	 ブラックアイス	
	 155,000円（本体価格	143,519円）

アグレッサー・ポリッシュフローティング	
ブレーキローター
アグレッサー・フローティングローターでカスタムルックを完璧
な仕上がりに。アグレッサー・フロントホイールを引き立てるス
タイル。そのインナースパイダーはホイール独自のスポークパ
ターンを模したカットアウトデザインです。
’09以降ツーリングモデルでアグレッサー・カスタムフロントホ
イール装着車に適合。
●41500102	 フロント／左	
	 40,900円（本体価格	37,871円）
●41500103	 フロント／右	
	 40,900円（本体価格	37,871円）

（注）掲載商品には、「分解整備」に該当する作業内容を整備記
録簿へ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。

アグレッサー・カスタムホイール	
独特の前に切り込むようなスポーク。従来の「忍者鎌」ブレードのような完璧なバランスと
リムに溶け込むシームレスなデザイン。ミラー仕上げのスリムなスポークとそれを取り巻くリ
ムは、バイク全体に明るいオープンな印象を与えます。強度および耐久性もH-Dの厳しい
テストに適合しています。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。
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 WHEELS 733
 Anarchy

732 WHEELS
 Agitator

コントラストクローム／19インチ・フロント ブラックアイス／19インチ・フロントミラークローム／19インチ・フロント

アジテーター・カスタムホイール（ストリートグライド） アナーキー・5スポークホイール（ストリートグライド）

ミラークローム／18インチ・フロント コントラストクローム／18インチ・フロント ポリッシュブレーキローターアジテーター・ポリッシュブレーキローター
フロント／左。’09以降ツーリングモデルでアジテーター・カス
タムホイール装着車に適合。
●41500007	 クローム・インナー／ポリッシュ・アウター	
	 44,200円（本体価格	40,926円）
●41500053	 	グロスブラック・インナー／	

ポリッシュ・アウター	
	 44,200円（本体価格	40,926円）

フロント／右。’09以降ツーリングモデルでアジテーター・カス
タムホイール装着車に適合。
●41500008	 クローム・インナー／ポリッシュ・アウター	
	 44,200円（本体価格	40,926円）
●41500052	 	グロスブラック・インナー／	

ポリッシュ・アウター	
	 44,200円（本体価格	40,926円）

19インチ・フロント
’09以降ロードキング、ロードグライド、ストリートグライドモデ
ル、’14以降ウルトラクラシック、ウルトラリミテッドモデルに適
合。トライグライドモデル、’12以降CVOでアジテーター・ホ
イールが標準装備されていないモデルは不可。アジテーター・
フローティング・ブレーキローター（別売）が必要です。
●55071-11	 ミラークローム	
	 149,000円（本体価格	137,963円）
●43300442	 グロスブラック	
	 109,000円（本体価格	100,926円）

’09以降ツーリングモデルに適合。トライグライドモデル、’12
以降CVOでアジテーター・ホイールが標準装備されていない
モデルは不可。アジテーター・フローティングローター（別売）
が必要です。
●55070-11	 コントラストクローム	
	 132,000円（本体価格	122,223円）
●43300115	 ブラックアイス	
	 129,000円（本体価格	119,445円）

18インチ・リア
’09以降ツーリングモデルに適合。トライグライドモデル、’12
以降CVOでアジテーター・ホイールが標準装備されていない
モデルは不可。
●47951-10	 ミラークローム	
	 149,000円（本体価格	137,963円）
●40225-10	 コントラストクローム	
	 132,000円（本体価格	122,223円）
●40900112	 ブラックアイス	
	 129,000円（本体価格	119,445円）
●40900459	 グロスブラック	
	 109,000円（本体価格	100,926円）

アジテーター・カスタムホイール
平らな7本のスポークがハブから螺旋状に広がってリムへとつながるデザイン。開放的なイ
メージはバガースタイルにベストマッチ。ミラークロームとコントラストクロームに加えて、深
い光沢が魅力のブラックアイスを用意いたしました。お好みのカスタムスタイルに合せてお
選びください。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。

アナーキー・5スポークホイール
5スポークのカスタムホイールがツーリングモデルのルックスをドラマチックに一新します。
ボールミル・スポークがセンターハブから放射線状に広がってリムと一体化し、開放的なデ
ザインは軽やかでスポーティなイメージを提供します。ミラークロームとコントラストクローム
からお選びください。どちらもホットロッドスタイルのカスタムルックを提供します。ブラックと
クロームのコントラストクロームはH-D独自の開発で、愛車に独特な雰囲気を醸し出しま
す。ポリッシュ・ミラークロームは回転しながら光の輝きを投げかけます。キャストアルミニウ
ム製。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。

18インチ・フロント
’09以降ツーリングモデル（’12以降CVOモデルを除く）、
FLHTCUTGに適合。オープン・フローティングブレーキローター
（別売）が必要です。
●55066-11	 ミラークローム	
	 132,000円（本体価格	122,223円）
●55128-11	 コントラストクローム	
	 132,000円（本体価格	122,223円）

18インチ・リア
’09以降ツーリングモデル（’12以降CVOモデルを除く）に
適合。トライグライドモデルは不可。
●55067-11	 ミラークローム	
	 132,000円（本体価格	122,223円）
●55129-11	 コントラストクローム	
	 132,000円（本体価格	122,223円）

16インチ・リア
’09以降FLHTCUTGに適合。ハブキャップと16インチタイヤ
（別売）が必要です。
●55069-11	 ミラークローム	
	 132,000円（本体価格	122,223円）
●55130-11	 コントラストクローム	
	 132,000円（本体価格	122,223円）

オープン・フローティングブレーキローター
開放的なデザインのフローティング・ブレーキローター。各種
カスタムホイールにマッチするスタイリング。ハードウェア付。
’06以降V-Rodモデルおよびダイナモデル、’08以降ツー
リングモデルおよびトライグライドモデルに適合。標準装備ま
たは6.7インチ・ボルトサークルローターマウント付きアクセサ
リホイールに対応。エンフォーサーホイールまたはインペラー
ホイール装着車は不可。
●41500012A	ポリッシュ／フロント	
	 31,600円（本体価格	29,260円）
●44553-06A	 ロウ／フロント	
	 38,200円（本体価格	35,371円）

（注）掲載商品には、「分解整備」に該当する作業内容を整備記
録簿へ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。

デザインマッチするブレーキローターは、P745をご覧ください。
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 WHEELS 735
 Enforcer

734 WHEELS
 Impeller

インペラー・カスタムホイール（ロードキング）

コントラストクローム／17インチ・フロントミラークローム／17インチ・フロント ポリッシュブレーキローター

エンフォーサー・カスタムホイール（FREEWHEELER：日本非導入モデル）

エンフォーサー・カスタムホイール
愛車の足元に輝くアクセサリーを。ツーリングモデルの独特なスタイルを変えることなく、カス
タムタッチが加わります。100%研磨加工された、ミラークロームプレートバージョンのスプリット
5スポーク純正鋳造アルミホイール。停車時も見事な輝きを放ちます。実際に何百時間にも
及ぶテストを行い、最高基準のパフォーマンスと耐久性をクリアしています。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。

ミラークローム／19インチ・フロント
トライグライドモデル用

ミラークローム／15インチ・リア
トライグライドモデル用

ミラークローム／19インチ・フロント

17インチ・フロント
●43300386	 コントラストクローム	
	 120,000円（本体価格	111,112円）
’09以降ツーリングモデル（’12以降CVOモデルは除く）に適
合。トライグライドモデルは不可。
●43300338	 ミラークローム	
	 122,000円（本体価格	112,963円）
’09以降ツーリングモデル（’12以降CVOモデルは除く）に適合。
トライグライドモデルは不可。

16インチ・リア
●40900391	 コントラストクローム	
	 120,000円（本体価格	111,112円）
’09以降ツーリングモデル（’12以降CVOモデルは除く）に適
合。トライグライドモデルは不可。
●40900348	 ミラークローム	
	 122,000円（本体価格	112,963円）
’09以降ツーリングモデル（’12以降CVOモデルを除く）に適合。
トライグライドモデルは不可。

ポリッシュブレーキローター・フロント
標準装備ホイールともカスタムホイールとも美しくマッチする
デザイン。精緻に研磨され、クローム同様の質感を実現して
います。ローターには、取り付け用ハードウェアが同梱されて
います。
●41500094	 	 40,000円（本体価格	37,038円）
’14以降ツーリングモデル（FLHRC、FLHRSE、FLHTKSEを
除く）で標準装備、エンフォーサーまたはインペラーホイール装
着車に適合。’09〜’13ツーリングモデルでエンフォーサーまた
はインペラーホイール装着車にも適合。

インペラー・カスタムホイール
ツーリングモデルの独特なスタイルを変えることなく、クロームのカスタムタッチが加わりま
す。10スポーク純正鋳造アルミホイールのカスタム仕上げバージョン。タフさとメカニカル
感を完璧に融合させ、美しさと輝きを持たせました。100%研磨加工され、輝くミラークロー
ム仕上げが施されたホイール。実際に何百時間にも及ぶテストを行い、最高基準のパ
フォーマンスと耐久性をクリアしています。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。

19インチ・フロント
●43300336	 ミラークローム	
	 122,000円（本体価格	112,963円）
’09以降ツーリングモデル（’12以降CVOは除く）に適合。ト
ライグライドモデルは不可。
●43300324	 ミラークローム	
	 120,000円（本体価格	111,112円）
’14以降のトライグライドモデルに適合。

16インチ・リア
●40900346	 ミラークローム	
	 122,000円（本体価格	112,963円）
’09以降ツーリングモデル（’12以降CVOモデルは除く）に
適合。トライグライドモデルは不可。

15インチ・リア
●40900070	 ミラークローム	
	 120,000円（本体価格	111,112円）
’14以降のトライグライドモデルに適合。

ポリッシュブレーキローター・フロント
標準装備ホイールともカスタムホイールとも美しくマッチする
デザイン。精緻に研磨され、クローム同様の質感を実現して
います。ローターには、取り付け用ハードウェアが同梱されて
います。
●41500094	 	 40,000円（本体価格	37,038円）
’14以降ツーリングモデル（FLHRC、FLHRSE、FLHTKSEを
除く）で標準装備、エンフォーサーまたはインペラーホイール装
着車に適合。’09〜’13ツーリングモデルでエンフォーサーまた
はインペラーホイール装着車にも適合。

ポリッシュブレーキローター／トライグライド
●41500107	 スプリット・7スポーク／ポリッシュ	
	 40,100円（本体価格	37,130円）
’09〜’13ツーリングモデルおよび’14以降トライグライドモデル
に適合。標準装備または3.25インチ・ボルトサークルローターマ
ウント付きアクセサリホイールに対応。

（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
簿へ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。
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C	 9スポーク・キャストホイール／クローム

B	 ブレイド・カスタムホイール／ミラークローム

 WHEELS 737
 Blade & 9-Spoke

B	 ブレイド・カスタムホイール
洗練されたカスタムホイールは、センターハブから外縁に溶け込むよ
うに螺旋状に広がる10本のスリムなスポークが特徴です。高強度の
鍛造6061アルミニウム製。輝くクローム仕上げかまたはカットバック
加工のグロスブラック仕上げのどちらかをお選びいただけます。鍛造
表面は悪天候に強く、お手入れも簡単。デザインマッチするブレイド・
ブレーキローターとともに装着すれば、完璧なカスタムルックに仕上
がります。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。

18インチ・フロント
’04以降ツーリングモデル（’12以降CVOを除く）に適合。トライグラ
イドモデルは不可。’08以降のモデルはオープンブレーキローター
（別売）が必要です。
●43300008	 ミラークローム	
	 132,000円（本体価格	122,223円）

18インチ・リア
’09以降ツーリングモデル（’12以降CVOを除く）に適合。トライグライド
モデルは不可。
●40900009	 ミラークローム	
	 132,000円（本体価格	122,223円）

C	 9スポーク・キャストホイール
トラディショナルなツーリングモデルの9スポークデザインにマッチす
るスタイル。特別に開発されたマシニング技術で高水準のクローム仕
上げを実現しました。標準仕様ホイールスポークのリブを取り除いた
滑らかなデザイン。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。

16インチ・フロント
●41880-07	 クローム	 122,000円（本体価格	112,963円）
’00以降FLS、FLSS、FLST、FLSTC、FLSTN、’00〜’06FLSTF、
’14以降FLSTNSEに適合。
●41886-07	 クローム	 122,000円（本体価格	112,963円）
’09以降FLHRCに適合。’00〜’08ツーリングモデルにも適合。

16インチ・リア
●41883-07	 クローム	 122,000円（本体価格	112,963円）
’03〜’07FLST、FLSTN、FLSTC、’03〜’06FLSTF、’03〜
’05FXST、FXSTB、FXSTSに適合。
●41889-07	 クローム	 122,000円（本体価格	112,963円）
’00以降XLモデル（XL1200CX、XL1200T、’11以降XL883を除く）、
’00〜’05ダイナモデル、’00〜’02ソフテイルモデル（FXSTDを除
く）、’00〜’08ツーリングモデルに適合。
●40789-08	 クローム	 122,000円（本体価格	112,963円）
’08以降FLS、FLSS、FLSTC、FLSTN、’14〜’15FLSTNSEおよ
び’11〜’13FXSに適合。

A	 ロードワインダー・カスタムホイール／カットバックグロスブラック

A	 ロードワインダー・カスタムホイール
開放感のあるスリムなスポークがブレーキローターやスプロケットを
引き立てます。エッジに施されたリベット風加工やバー＆シールドロゴ
により、カスタムテイストあふれる仕上り。高品質鍛造アルミニウム
製。ミラークローム仕上りとカットバックスタイルのグロスブラックをラ
インナップ。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。

18インチ・フロント
’09以降ツーリングモデル（’12以降CVOモデルを除く）に適合。トラ
イグライドモデルは不可。オープンブレーキローター（別売）が必要で
す。
●43300064	 カットバックグロスブラック	
	 132,000円（本体価格	122,223円）

18インチ・リア
’09以降ツーリングモデル（’12以降CVOモデルを除く）に適合。トラ
イグライドモデルは不可。
●40900074	 カットバックグロスブラック	
	 132,000円（本体価格	122,223円）

オープン・フローティングブレーキローター
開放的なデザインのフローティングブレーキローター。各種カスタム
ホイールにマッチするスタイリング。1個売り。
’06以降V-Rodモデルおよびダイナモデル、’08以降ツーリングモデ
ルおよびトライグライドモデルに適合。標準装備または6.7インチ・ボ
ルトサークルローターマウント付きアクセサリホイールに対応。エン
フォーサーホイールまたはインペラーホイール装着車は不可。
●41500012A	ポリッシュ／フロント	
	 31,600円（本体価格	29,260円）
●44553-06A	 ロウ／フロント	
	 38,200円（本体価格	35,371円）

’04〜’07ツーリングモデルに適合。
●44343-01	 ロウ／フロント	
	 41,000円（本体価格	37,963円）

736 WHEELS
 Road Winder™

（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へ記
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。

適合するモデルファミリー
■	SPORTSTER　■	DYNA　■	SOFTAIL　
■	TOURING	 ■	V-Rod

A B

C

ブレーキローターについては、P744〜P745をご覧ください。
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B	 スティンガー・カスタムホイール（ファットボブ）

B	 スティンガー・カスタムホイール（ファットボーイ）

 WHEELS 739
 Stinger

B	 スティンガー・カスタムホイール
人目を惹く最先端の5スポークのスティンガーホイール。美しいカーブ
を描くスポークが躍動感のあるハブから放射状にのびて、開放的で風
通しのよいスタイリングを作り出しています。リムの深い刻みがビジュ
アル効果を高めます。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。

18インチ・フロント
●47831-10	 	 132,000円（本体価格	122,223円）
’08以降FXDF、FXDF2-CVOに適合。タイヤ、車種適合のホイール
インストールキットが必要です（それぞれ別売）。
●41503-10	 	 132,000円（本体価格	122,223円）
’08以降FLSTF、FLSTFB、FLSTSB、FLSTFBSに適合。タイヤ、
車種適合のホイールインストールキットが必要です（それぞれ別売）。
FLSTSBはスペーサーキット41533-10が必要です。

18インチ・リア
●47835-10	 	 132,000円（本体価格	122,223円）
’08以降FXDF、FXDF2-CVOに適合。
●41509-10	 	 132,000円（本体価格	122,223円）
’08以降FXST、FXSTB、FXSTC、FLSTF、FLSTFB、FLSTSB、
FLSTFBSに適合。

スティンガー・カスタム・フローティングブレーキローター

フロント／左
’00〜’14ソフテイルモデルに適合。
●41500036	 クロームインナー／ポリッシュアウター	
	 52,600円（本体価格	48,704円）

’06以降ダイナモデル（FXDLSを除く）および’15以降ソフテイルモ
デル（FXSEを除く）でバレル型（3.25インチボルト径）ホイールハブ
装着車に適合。
●41500032	 クロームインナー／ポリッシュアウター	
	 52,600円（本体価格	48,704円）

フロント／右
’06以降ダイナモデル（FXDLSを除く）でダブルディスクブレーキ、バ
レル型（3.25インチボルト径）ホイールハブ装着車に適合。
●41500034	 クロームインナー／ポリッシュアウター	
	 52,600円（本体価格	48,704円）

リア
’00以降ダイナモデル、ソフテイルモデルに適合。
●41500038	 クロームインナー／ポリッシュアウター	
	 52,600円（本体価格	48,704円）

A	 タービンカスタムホイール／コントラストクローム

A	 タービンカスタムホイール／ミラークローム

A	 タービンカスタムホイール
FXSB、FXSBSE用のタービンスタイルのキャストアルミニウムホイー
ルは、リム全周に渡る21スポークが特徴的で、大径ホイールを思わせ
る雰囲気を醸し出しています。精緻な研磨加工とクロームメッキ加工
により美しい輝きを放つ、圧倒的な存在感を持つホイールです。

21インチ・フロント
’13以降FXSB、FXSBSEモデルに適合。
●43300315	 コントラストクローム	
		 136,000円（本体価格	125,926円）
●43300047	 ミラークローム	
	 159,000円（本体価格	147,223円）

18インチ・リア
’13以降FXSB、FXSBSE、’16以降FXSEモデルに適合。
●40900324	 コントラストクローム	
	 136,000円（本体価格	125,926円）
●40900057	 ミラークローム	
	 159,000円（本体価格	147,223円）

738 WHEELS
 Turbine

（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へ記
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。

A

A

B

B

ブレーキローターについては、P744〜P745をご覧ください。 スプロケット、ブレーキローターについては、P744〜P745をご覧ください。
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 WHEELS 741
 ThunderStar™ & Vapor

B	 サンダースター・カスタムホイール
スタイリングとパフォーマンスを兼ね備えた高品質キャストアルミニウ
ムホイール。魅力的なミラークロームを用意しました。スポークには
バー&シールドロゴの刻印が施されています。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。

21インチ・フロント
’00以降FXDWG、’00〜’11FXS、FXST、FXSTD、FXSTS、
FXSTC、FXSTBに適合。
●43602-07	 ミラークローム	
	 122,000円（本体価格	112,963円）

19インチ・フロント
’14以降XL883N、XL1200V、’00〜’13XLモデル（XL1200T、
XL1200X、’11〜’13XL883L、XL1200Cを除く）、’00〜’05ダイナモ
デル（FXDWGを除く）に適合。
●44282-07	 ミラークローム	
	 122,000円（本体価格	112,963円）

16インチ・フロント
’00以降FLS、FLSS、FLST、FLSTC、FLSTN、’00〜’06FLSTFに
適合。
●43609-07	 ミラークローム	
	 122,000円（本体価格	112,963円）

’00〜’08ツーリングモデルに適合。’09以降FLHRCにも適合。
●43703-08	 ミラークローム	
	 122,000円（本体価格	112,963円）

16インチ・リア
’00以降XLモデル（’16以降XL1200CX、XL1200T、’11以降
XL883Lを除く）、’00〜’05ダイナモデル、’00〜’02ソフテイルモデル
（FXSTDを除く）、’00〜’08ツーリングモデルに適合。
●43649-08	 ミラークローム	
	 122,000円（本体価格	112,963円）

’03〜’07FLST、FLSTN、FLSTC、’03〜’06FLSTF、’03〜’05	
FXST、FXSTB、FXSTSに適合。
●44544-08	 ミラークローム	
	 122,000円（本体価格	112,963円）

C	 ベイパー・5スポーク・カスタムホイール／ミラークローム
FLDスイッチバックの持つ、独特のカスタムスタイルにクロームの輝
きを与えるホイールです。ハーレーダビッドソン独自の製法により丹
念に磨き上げられる“ミラークローム”のキャストアルミニウム製ホ
イールは圧倒的な輝きを放ちます。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（それぞれ別売）。
●43300067	 18インチ／フロント	
	 102,000円（本体価格	94,445円）
’12以降FLDに適合。
●40900077	 17インチ／リア	
	 102,000円（本体価格	94,445円）
’08以降ダイナモデル（FXDF、FXDF2-CVOを除く）に適合。

A	 スロット・6スポークホイール／テクスチャーブラック

A	 スロット・6スポークホイール／ミラークローム

A	 スロット・6スポークホイール
6スポークホイールの軽やかなデザインに12スポークホイールの強度
を備えたスタイリッシュなカスタムホイール。高品質キャストアルミニ
ウムの採用により強度を損ねることなく軽量化を実現しました。ミラー
クローム、テクスチャークローム、テクスチャーブラックからお選びい
ただけます。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。

21インチ・フロント
’00以降FXDWG、’00〜’11FXS、FXST、FXSTD、FXSTS、
FXSTC、FXSTBに適合。
●43925-07	 テクスチャーブラック	
	 101,000円（本体価格	93,519円）
●43973-08	 ミラークローム	
	 122,000円（本体価格	112,963円）

’14以降XL883N、XL1200V、’00〜’13XLモデル（XL1200X、’11〜
’13XL883L、XL1200Cを除く）、’00〜’05ダイナモデル（FXDWGを
除く）に適合。
●44056-07	 テクスチャーブラック	
	 101,000円（本体価格	93,519円）

19インチ・フロント
’06以降ダイナモデル（FLD、FXDWG、FXDF、FXDF2-CVO、
FXDLSを除く）に適合。標準装備キャストホイール装着車はフロー
ティング・ブレーキローター（別売）が必要です。
●43538-09	 ミラークローム	
	 122,000円（本体価格	112,963円）
●43577-09	 テクスチャーブラック	
	 101,000円（本体価格	93,519円）

’14以降XL883N、XL1200V、’00〜’13XLモデル（XL1200X、’11〜
’13XL883L、XL1200Cを除く）、’00〜’05ダイナモデル（FXDWGを
除く）に適合。
●44057-07	 テクスチャーブラック	
	 101,000円（本体価格	93,519円）

16インチ・フロント
’00以降FLS、FLSS、FLST、FLSTC、FLSTN、’00〜’06FLSTFに
適合。
●43919-07	 テクスチャーブラック	
	 101,000円（本体価格	93,519円）

17インチ・リア
’06以降ダイナモデル（FXDF、FXDF2-CVO、FXDLSを除く）、
’00〜’07FXSTDに適合。
●43942-07	 テクスチャーブラック	
	 101,000円（本体価格	93,519円）
●43972-08	 ミラークローム	
	 122,000円（本体価格	112,963円）

16インチ・リア
’03〜’07FLST、FLSTN、FLSTC、’03〜’06FLSTF、’03〜
’05FXST、FXSTB、FXSTSに適合。
●43931-08	 テクスチャーブラック	
	 101,000円（本体価格	93,519円）

’00以降XLモデル（’16以降XL1200CX、’14以降XL1200T、’11以
降XL883Lを除く）、’00〜’05ダイナモデル、’00〜’02ソフテイルモ
デル（FXSTDを除く）、’00〜’08ツーリングモデルに適合。
●43929-08	 テクスチャーブラック	
	 101,000円（本体価格	93,519円）

740 WHEELS
 Slotted 6-Spoke

B	 サンダースター・カスタムホイール（ダイナ・ワイドグライド）

C	 ベイパー・５スポーク・カスタムホイール

（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へ記
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。

A

A

B

C

ブレーキローターについては、P744〜P745をご覧ください。 ブレーキローターについては、P744〜P745をご覧ください。
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C	 クロームディスクリアホイール
ソフテイル・デュースの個性的なスタイルにクロームの輝きを加えま
す。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（それぞれ別売）。
●41174-07	 17インチ／リア	
	 122,000円（本体価格	112,963円）
’00〜’07FXSTD、’06以降ダイナモデル（FXDF、FXDF2-CVO、
FXDLSを除く）に適合。

D	“ビッグスポーク”スプロケットカバー／クローム
太く、力強いスポークは特徴的なホットロッドスタイルを演出、小さな
台形の開口部は60年代後半のデトロイトのストリートパフォーマンス
ホイールを想起させます。クロームメッキされたスチールカバーは標
準装備のスプロケットを覆い、標準装備またはカスタムホイールを引
き立てます。取り付けが簡単なこのカバーを装着すれば、お手頃な価
格でビレットスプロケットのような外観を実現できます。
●40124-10 	 10,200円（本体価格	9,445円）
’16以降XL1200CXに適合。

E	 マグナム5・スプロケットカバー
独特のマグナム5・カスタムホイールにマッチするデザイン。お手軽に
カスタムルックをお楽しみいただけます。ミラークロームとグロスブ
ラックを用意しました。標準装備のハードウェアを使って簡単に装着
可能。クローム・ハードウェアキット94773-07（別売）をお使いいただ
くと、いっそうのカスタムルックに仕上がります。

’07以降ダイナモデル（FLDを除く）に適合。
●40120-09	 クローム	 11,800円（本体価格	10,926円）
●42200010	 グロスブラック	 11,800円（本体価格	10,926円）

’07以降ソフテイルモデル（FLSTNSE、FXCW/C、FXSB、
FXSBSE、FXSEを除く）に適合。
●40121-09	 クローム	 11,800円（本体価格	10,926円）
●42200011	 グロスブラック	 11,800円（本体価格	10,926円）

F	 クローム・スプロケットカバー
標準装備スプロケットにマッチするスタイル。ボルトオンで簡単に装
着できます。
●37757-07	 	 11,400円（本体価格	10,556円）
’07以降ソフテイルモデル（FLSTNSE、FXCW/C、FXSB、
FXSBSEを除く）に適合。
●91347-00	 	 11,400円（本体価格	10,556円）
’00〜’06ソフテイルモデルに適合。

 WHEELS 743
 Custom Wheels & Rear Sprocket Covers

A	 リーパー・カスタムホイール
シュラウドの奥から鋭く踏み出す。コンパクトなセンターハブから大き
な鋭い鎌の刃が放射状にデザインされた、輝くキャストホイール。カミ
ソリのように仕上げられた、カーブを描く5本のブレイドスポークは、リ
ムと一体化して見えます。高品質キャストアルミニウム製。ハブ、ス
ポーク、リムは鏡面状に磨きあげられ、ミラークロームで仕上げられま
した。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。

21インチ・フロント
’00以降FXDWG、’00〜’11FXS、FXST、FXSTD、FXSTS、
FXSTC、FXSTB、FXDWGに適合。
●40778-08	 ミラークローム	
	 132,000円（本体価格	122,223円）

19インチ・フロント
’06以降ダイナモデル（FLD、FXDWG、FXDF、FXDF2-CVO、
FXDLS、’14以降FXDLを除く）に適合。標準装備ワイヤースポーク
ホイール装着車は車種適合のフローティング・ブレーキローター（別
売）が必要です。
●41983-08	 ミラークローム	
	 132,000円（本体価格	122,223円）

17インチ・フロント
’08以降FLSTF、FLSTFB、FLSTFBSに適合。フローティング・ブ
レーキローター（別売）とのご使用をお薦めします。
●40779-08	 ミラークローム	
	 132,000円（本体価格	122,223円）

17インチ・リア
’08以降FXST、FXSTB、FXSTC、FLSTF、FLSTFB、FLSTSB、
FLSTFBSに適合。
●40802-08	 ミラークローム	
	 132,000円（本体価格	122,223円）
’06以降ダイナモデル（FXDF、FXDF2-CVO、FXDLSを除く）、
’00〜’07FXSTDに適合。
●41981-08	 ミラークローム	
	 132,000円（本体価格	122,223円）

B	 マグナム5・カスタムホイール
マグナムのリボルバーをモチーフにした大胆で力強いデザインの
ワンピース・キャストアルミニウムホイール。15本の細いスポークが3
本ずつに分かれて、5本の大きなスポークを形成しています。削り加
工によりスポークがリベットでリムとハブに固定されているようなルッ
クスを表現。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（それぞ
れ別売）。

21インチ・フロント
’00〜’11FXS、FXST、FXSTD、FXSTC、FXSTB、’00以降
FXDWGに適合。
●43300051	 カットバックグロスブラック	
	 82,700円（本体価格	76,575円）

19インチ・フロント
’06以降ダイナモデル（FLD、FXDWG、FXDF2-CVO、FXDLS、
’14以降FXDLを除く）に適合。標準装備ワイヤースポークホイール
装着車はフローティング・ブレーキローター（別売）が必要です。ク
ローム・フロントホイールスペーサーキット41420-08とは併用不可。
●43300049	 カットバックグロスブラック	
	 82,700円（本体価格	76,575円）

’06以降ダイナモデル（FXDF、FXDF2-CVO、FXDLSを除く）、
’00〜’07FXSTDに適合。
●40900059	 カットバックグロスブラック	
	 82,700円（本体価格	76,575円）

742 WHEELS
 Reaper & Magnum 5

A	 リーパー・カスタムホイール／ミラークローム

B	 マグナム5・カスタムホイール／カットバックグロスブラック

C	 ディスクリアホイール／クローム

E	 マグナム5・スプロケットカバー

クローム

グロスブラック

F	 クローム・スプロケットカバー

（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へ記
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。

A

B

E E

F F

ブレーキローターについては、P744〜P745をご覧ください。

C D

D	 “ビッグスポーク”スプロケットカバー／クローム
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 WHEELS 745
 Brake Rotors

744 WHEELS
 Brake Rotors

H	 フローティング・ブレーキローター
標準装備品やカスタムホイールにマッチするスタイルです。フロー
ティング・ローターのインナー・スチールキャリアーはホイールのアク
セント。美しく研磨され穴あき加工の施されたステンレススチール製ア
ウターディスクは、正確な固定感を提供します。ハードウェア付。1個
売り。

フロント
’14以降XL、’06以降ダイナモデル（FXDLSを除く）、’15以降ソフテ
イルモデル（FXSEを除く）、’08以降ツーリングモデルおよび	’14以
降トライグライドモデルに適合。標準装備または3.25インチ・ボルト
サークルローターマウント付きアクセサリホイールに対応。
●41500107	 スプリット・７スポーク／ポリッシュ	
	 40,100円（本体価格	37,130円）
●41500108	 スプリット・７スポーク／ブラック	
	 40,100円（本体価格	37,130円）
●44944-08A	 クローム	 29,400円（本体価格	27,223円）
●44942-08A	 ティアドロップ	-	クローム／ロウ	
	 29,400円（本体価格	27,223円）
●44947-08A	 ビビッドブラック	 29,400円（本体価格	27,223円）

フロント
’00〜’13XL、XRモデル、’00〜’14ソフテイルモデル（スプリンガー
モデルを除く）、’00〜’07ツーリングモデル、’00〜’05ダイナモデル
に適合。
●44360-00A	 クローム	 29,400円（本体価格	27,223円）
●44367-00A	 ティアドロップ	 29,400円（本体価格	27,223円）
●41500070	 タービン	 52,600円（本体価格	48,704円）
●44358-00A	 ビビッドブラック	 29,400円（本体価格	27,223円）

リア
’00以降ダイナモデル（FXDLSを除く）、ソフテイルモデル（FXSEを
除く）、’00〜’10XLモデル、’00〜’07ツーリングモデルに適合。
FXSTDの17インチ・ホイールに装着するにはブレーキローターハブ
プレート43837-00（別売）が必要です。
●41500109	 スプリット・７スポーク／ポリッシュ	
	 40,100円（本体価格	37,130円）
●41500110	 スプリット・７スポーク／ブラック	
	 40,100円（本体価格	37,130円）
●44359-00A	 クローム	 29,400円（本体価格	27,223円）
●44368-00A	 ティアドロップ	 29,400円（本体価格	27,223円）
●41500069	 タービン	 52,600円（本体価格	48,704円）
●44357-00A	 ビビッドブラック	 29,400円（本体価格	27,223円）

I	 アジテーター・フローティングブレーキローター
フロント／左。’09以降ツーリングモデルでアジテーター・カスタムホ
イール装着車に適合。
●41500007	 クローム・インナー	
	 44,200円（本体価格	40,926円）
●41500053	 グロスブラック・インナー	
	 44,200円（本体価格	40,926円）

フロント／右。’09以降ツーリングモデルでアジテーター・カスタムホ
イール装着車に適合。
●41500008	 クローム・インナー	
	 44,200円（本体価格	40,926円）
●41500052	 グロスブラック・インナー	
	 44,200円（本体価格	40,926円）

H	 フローティング・ブレーキローター

クローム

スプリット・７スポーク／
ブラック

スプリット・７スポーク／	
ポリッシュ

タービン

ティアドロップ

ビビッドブラック

I	 アジテーター・フローティングブレーキーローター／
グロスブラック・インナー

I	 アジテーター・フローティングブレーキーローター／
クロームインナー

ポリッシュブレーキローター
標準装備ホイールともカスタムホイールとも美しくマッチするデザ
イン。精緻に研磨され、クローム同様の質感を実現しています。ロー
ターには、取り付け用ハードウェアが同梱されています。

A	
’09以降ツーリングモデル（FLHRC、FLHRSE、FLHTKSEを除く）
でエンフォーサーまたはインペラーホイール装着車に適合。
●41500094	 フロント	 40,000円（本体価格	37,038円）

B	
’14以降XL、’06以降ダイナモデル（FXDLSを除く）、’15以降ソフテ
イルモデル（FXSEを除く）、’08以降ツーリングモデルおよび	’14以
降トライグライドモデルで標準装備または3.25インチ・ボルトサークル
ローターマウント付きアクセサリホイール装着車に適合。
●41500106	 フロント／左	 31,800円（本体価格	29,445円）

C	
’00〜’13XL、XRモデル、’00〜’14ソフテイルモデル（スプリンガー
モデルを除く）、’00〜’07ツーリングモデル、’00〜’05ダイナモデル
に適合。
●41830-05A	 フロント／左	 31,600円（本体価格	29,260円）
●41831-05A	 フロント／右	 31,600円（本体価格	29,260円）

D	
’08〜’13ツーリングモデル（FLHR4-CVO、FLTR3-CVO、
FLHXSE/2を除く）、’14以降FLHRCに適合。標準５穴ハブマウン
ト・ブレーキディスク採用の一部アクセサリー・ホイールに適合。
●44950-08	 フロント／左	 31,600円（本体価格	29,260円）
●44959-08	 フロント／右	 31,600円（本体価格	29,260円）

E	
’06以降V-Rodモデル、ダイナモデルに適合。08以降ツーリングモ
デルおよびトライグライドモデルにも適合。標準装備または6.7イン
チ・ボ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。エンフォーサーまたはインペラーホイールは不可。
●41500012A	フロント	 31,600円（本体価格	29,260円）

F	
’00以降ダイナモデル、ソフテイルモデル、’00〜’10XLモデル、’00〜
’07ツーリングモデルに適合。FXSTDSの17インチ・ホイールに装着す
るにはブレーキローターハブプレート43837-00（別売）が必要です。
●41832-05A	 リア	 31,600円（本体価格	29,260円）

G	
’09以降XR、’11以降XLモデルに適合。
●41500005	 リア	 31,600円（本体価格	29,260円）

B	 ポリッシュ・ブレーキローター／フロント	
（写真は41500106）

A	 ポリッシュ・ブレーキローター／フロント	
（写真は41500094）

F	 ポリッシュ・ブレーキローター／リア	
（写真は41832-05A）

G	 ポリッシュ・ブレーキローター／リア	
（写真は41500005）

D	 ポリッシュ・ブレーキローター／フロント	
（写真は44950-08）

E	 ポリッシュ・ブレーキローター／フロント	
（写真は41500012A）

C	 ポリッシュ・ブレーキローター／フロント	
（写真は	41831-05A）

A	 ポリッシュ・ブレーキローター／フロント	
（写真は41500094）

A

D

B

F

I

A

E

C

G

I

H

（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へ記
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。
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746 WHEELS
 Sprockets

B	 デコレイティブ・ホイールウェイト／バー＆シールドロゴ
クローム仕上げのホイールウェイト。バー＆シールドデザインをご用意。
●95615-04	 １/2オンス（約14ｇ）	 630円（本体価格	584円）

C	 ブレーキローター・ハードウェアキット／クローム
標準装備のまたはアクセサリーのフローティング・ブレーキローター
に、独自のクローム仕上げを加えます。クロームボルトの5本セット。
●91800029	 ショルダーボルト・フロント	
	 6,300円（本体価格	5,834円）
’02以降モデルでオープンブレーキローター44343-01、44553-
06A、41500012A、41500040、41500042装着車に適合。
●41500095	 ボタンヘッド・フロント	
	 8,390円（本体価格	7,769円）
’09以降ツーリングモデルでエンフォーサーまたはインペラーホイー
ル装着車に適合。
●46646-05	 ボタンヘッド・フロント	
	 2,930円（本体価格	2,713円）
’90以降モデルに適合。V-Rodモデル、’14以降ツーリングモデルお
よびトライグライドモデル、オープンブレーキローター44343-01、
44553-06A、41500012、41500040、41500042装着車は不可。
●46647-05	 ボタンヘッド・リア	 2,930円（本体価格	2,713円）
’92以降モデル（トライグライドモデルを除く）に適合。

D	 スプロケット・ハードウェア／クローム・ヘックスヘッド
クローム・スプロケットにベストマッチ。カスタムメイドのアクセントを
提供する、フィッティング性に優れたキットです。クローム・ベルトスプ
ロケットカバー、標準装備スプロケットにもどうぞ。クローム・ヘックス
ヘッドスクリュー、クローム・ワッシャーのセット。
●94773-07	 	 6,300円（本体価格	5,834円）
’07以降ダイナモデル、ソフテイルモデルに適合。
●94773-00A	 	 6,300円（本体価格	5,834円）
’00〜’06ソフテイルモデル、’00〜’05ダイナモデルに適合。
●94708-98	 	 6,300円（本体価格	5,834円）
’93〜’99ソフテイルモデル、ダイナモデル、’91以降XLモデルに
適合。

E	 クローム・ABSバルブステムキャップ
グラフィック入りのクローム・キャップ。サスペンション･エアバルブに
もお使いいただけます｡Oリング付。ペア。
全モデルに適合。
①41146-97	 	 2,110円（本体価格	1,954円）
ブラックベースにゴールド・H-Dロゴ
②41144-97	 	 1,900円（本体価格	1,760円）
カラー・バー＆シールドロゴ
③41145-97	 	 1,900円（本体価格	1,760円）
ブラックベースにホワイト・バー＆シールドロゴ
④41171-03	 	 1,900円（本体価格	1,760円）
ブラックベースにホワイト・スカル

F	 クローム・ブラス・バルブステムキャップ
耐久性に優れた真鍮製のバルブステムキャップ。トラディショナルな
フルートスタイル・シリンダー用と、アコーン型シリンダー用を用意しま
した。サスペンション・エアバルブにもお使いいただけます｡バー＆
シールドロゴ入り。Oリング付。ペア。
全モデルに適合。
①41149-98	 フルート	 2,930円（本体価格	2,713円）
②41148-98	 アコーンナット	 2,930円（本体価格	2,713円）
③41150-98	 アコーンナット／グルーブ	
	 2,930円（本体価格	2,713円）

B	 デコレイティブ・ホイールウェイト／バー＆シールドロゴ

D	 スプロケット・ハードウェア／	
クローム・ヘックスヘッド

F	 クローム・ブラス・バルブステムキャップ

C	 ブレーキローター・ハードウェアキット／	
クローム(写真は91800029)

C	 ブレーキローター・ハードウェアキット／	
クローム（写真は41500095）

E	 クローム・ABSバルブステムキャップ

C	 ブレーキローター・ハードウェアキット／	
クローム(写真は46646-05)

①
①

②

②

③

③

④

A	 ビレット・スプロケット
ホイールのスタイリングにマッチするカスタムスプロケットをお選びく
ださい。高精度マシニング技術で標準装備品にフィット。H-D独自の
工程により、クロームの美しい輝きと耐久性を同時に実現させていま
す。鍛造アルミニウム製。
’16以降XL1200CXに適合。車種適合のスプロケットマウンティング
ハードウェア（別売）が必要です。
●40418-04	 スロット・6スポーク	
	 80,000円（本体価格	74,075円）

’00〜’05ダイナモデルに適合。車種適合のスプロケットマウン
ティングハードウェア（別売）が必要です。
●40451-01	 スロット・6スポーク	
	 84,200円（本体価格	77,963円）
●40096-00	 クローム・サンダースター	
	 84,200円（本体価格	77,963円）

’00〜’06ソフテイルモデル（’06FXST、FXSTB、FXSTSを除く）に
適合。FXSTDはスペーサーキット29786-01（別売）が必要です。車種
適合のスプロケットマウンティングハードウェア（別売）が必要です。
●40447-01	 スロット・6スポーク	
	 84,200円（本体価格	77,963円）
●40126-00	 クローム・サンダースター	
	 84,200円（本体価格	77,963円）

’16以降FLS、FLSTC、FLSTF、FLSTFB、FLSTN、FXSB、FXSE
に適合。車種適合のスプロケットハードウェアが必要です（別売）。
●42200066	 マチェーテ／クローム	
	 81,700円（本体価格	75,649円）	
●42200067	 マチェーテ／グロスブラック	
	 81,700円（本体価格	75,649円）	
●40447-07	 スロット・6スポーク	
	 84,200円（本体価格	77,963円）	
●42200004A	カットバックブラック	
	 40,900円（本体価格	37,871円）	
●42200030	 スティンガー	 84,200円（本体価格	77,963円）	
●42200007	 タービン	 84,200円（本体価格	77,963円）

A	 ビレット・スプロケット
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スティンガー

マチェーテ／グロスブラック

スロット・6スポーク

マチェーテ／クローム

カットバック・ブラック タービン

クローム・サンダースター

（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へ記
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。




