
GENUINE MOTOR PARTS & ACCESSORIES

その存在は、まさにレジェンドのなかのレジェンド。1957年以来、
二輪だけが持つ自由と冒険の歴史を築き上げ、長年にわたって愛
され続けるスポーツスターモデル。究極のカスタムのために、新た
なラインナップが続々と登場し、出発点は無限大。

SPORTSTER®
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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。



SUPERLOW®

MODEL: XL883LSPORTSTER®

PRODUCTION COLOR: CRUSHED ICE / FROSTED TEAL
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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。

INSPIRATION GALLERY



IRON 883™

MODEL: XL883NSPORTSTER®

PRODUCTION COLOR: OLIVE GOLD
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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。

INSPIRATION GALLERY



1200 CUSTOM
MODEL: XL1200CSPORTSTER®

PRODUCTION COLOR: BLACK QUARTZ
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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。

INSPIRATION GALLERY



SUPERLOW® 1200T
MODEL: XL1200TSPORTSTER®

PRODUCTION COLOR: VELOCITY RED
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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。

INSPIRATION GALLERY



SEVENTY-TWO®

MODEL: XL1200VSPORTSTER®

PRODUCTION COLOR: HARD CANDY GOLD FLAKE
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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。

INSPIRATION GALLERY



FORTY-EIGHT®

MODEL: XL1200XSPORTSTER®

PRODUCTION COLOR: BILLET SILVER
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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。

INSPIRATION GALLERY



このタフでコンパクトなブローラーに跨るだけで、圧倒的な存在感
を放ちます。そこはかとないカフェレーサーの面影。それは思い過
ごしではありません。クラブマンハンドルバーやカフェソロシート、
チャコールデニムの塗装が、大都会のジャングルを縦横無尽に駆
けまわる姿を引き立てます。

その他にも、レッドのブレーキキャリパーやレールコレクション・エ
ンジンカバー、新設計のスクリーミンイーグル®・パフォーマンスエ
アクリーナーキット、ダイヤモンドブラックのケーブル類など、スタ
イルをさらにクールにする魅力には事欠きません。このしなやかで
軽快なモーターサイクルが、至福のひと時を約束します。

2016 XL883N Iron 883™ 

WHEN THE LIGHTS GO DOWN IN THE CIT Y
T H E  T R A N S F O R M A T I O N

PERFORMANCE

スクリーミンイーグル®・レールコレクショ
ンエアクリーナーがフュエル＆エアフロー
効率をアップし、スムーズな走行性能を確
保。

STYLE

ブラックアウトフィニッシュが豊富に組み合
わせられたアイアン883™こそ、ダークカ
スタムスタイルの本質を表すモーターサ
イクル。さらにレールコレクションのカスタ
ムエンジンカバーと、異彩を放つレッドのブ
レーキキャリパーがスタイルを引き立てま
す。

F IT

タンクに密着するようなアグレッシブ
なライディングポジションに、レーン
を切り裂くようなナロープロファイル
を組み合わせた、クラブマンハンドル
バー。さらに流線型のロープロファイ
ルなカフェソロシートを組み合わせれ
ば、荒れたストリートにもひるまないア
イアン883™モデルが完成します。

FUNCT ION

実用性とスタイルの両立。毎日の通
勤には、H-Dデタッチャブル・ウィンド
シールドとラゲッジラックを。夜の街に
繰り出すときは、簡単に取り外しが可
能。街中の混雑をスムーズに走り抜け
るには欠かせないアイテムです。

53

タンクニーパッド

クラブマンハンドルバー

デーメーカー LED ヘッドランプ

ターンシグナルリロケーションキット

カフェソロシート

デジタルスピード／
タコメーター

スクリーミンイーグル・レールコレクション・ 
エアクリーナー

レールコレクション・ 
エンジンカバー フロントスポイラー

レッドブレーキキャリパ―

※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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 Windshields

54 SPORTSTER®

 Windshields

C	 クイックリリース・コンパクト・ウインドシールド（写真はグロスブラック・ブレース）

D	 クイックリリース・ツーリング・ウインドシールド

C	 クイックリリース・コンパクト・ウインドシールド
クラシックなフォルムと斬新なマウンティングシステムを備えたウイン
ドシールド。クイック・レバーリリースクランプでフォークチューブに直
接装着します。ハードウェアを使わないのですっきりしたカスタムルッ
クを実現します。工具なしでスピーディに着脱できます。

’88以降XLモデル（XL1200T、XL1200X、’11以降XL883L、
XL1200Cを除く）に適合。
●58063-04	 クリア／ポリッシュ・ブレース	
	 67,200円（本体価格	62,223円）
ヘッドライト上端からの高さ457mm。H681×W500mm。
●58706-09	 クリア／グロスブラック・ブレース	
	 70,800円（本体価格	65,556円）
ヘッドライト上端からの高さ457mm。H681×	W500mm。
●58601-04	 ライトスモーク／ポリッシュ・ブレース	
	 69,600円（本体価格	64,445円）
ヘッドライト上端からの高さ457mm。H681×W500mm。
●58602-04	 ライトスモーク／ポリッシュ・ブレース	
	 66,100円（本体価格	61,204円）
ヘッドライト上端からの高さ356mm。H579×W495mm。
●58703-09	 ライトスモーク／グロスブラック・ブレース	
	 69,600円（本体価格	64,445円）
ヘッドライト上端からの高さ356mm。H579×W495mm。

’14以降XL1200Tおよび’11以降XL883L、XL1200Cに適合。
●57801-11	 クリア／ポリッシュ・ブレース	
	 64,400円（本体価格	59,630円）
ヘッドライト上端からの高さ457mm。H681×W500mm。
●57802-11	 ライトスモーク／ポリッシュ・ブレース	
	 69,100円（本体価格	63,982円）
ヘッドライト上端からの高さ356mm。H579×W495mm。

’11〜’15XL1200Xに適合。
●58053-10	 クリア／グロスブラック・ブレース	
	 66,100円（本体価格	61,204円）
ヘッドライト上端からの高さ483mm。H610×	W495mm。
●57682-10	 ライトスモーク／グロスブラック・ブレース	
	 67,000円（本体価格	62,038円）
ヘッドライト上端からの高さ381mm。H508×W495mm。

’16以降のXL1200Xに適合。
●57400318	 クリア／ブラック・ブレース	
	 69,600円（本体価格	64,445円）
ヘッドライト上端からの高さ483mm。
●57400319	 ライトスモーク／ブラック・ブレース	
	 70,500円（本体価格	65,278円）
ヘッドライト上端からの高さ381mm。

D	 クイックリリース・ツーリング・ウインドシールド
ロングツーリングをより快適にするエアロダイナミクスデザイン採用。
エレガントなダイキャスト製レバーロッキングクランプでフォークチュー
ブにマウントするので、ウインドシールドを取り外した際にもフォーク
側にドッキングハードウェアが残りません。着脱はとても簡単で、取り
付けには工具も必要ありません。装着のために必要なパーツは全て
付属しています。シールドは丈夫なハードコーティング・ポリカーボネー
ト製。ブレースは美しいクローム仕上げ。
●58158-08	 クリア	 79,900円（本体価格	73,982円）
ヘッドライト上端からの高さ483mm。’88以降XLモデル（XL1200T、
XL1200X、’11以降XL883L、XL1200Cを除く）に適合。H719×
W561mm。

B	 クイックリリース・スーパースポーツ・ウインドシールド

A	 コンパクト・スポーツ・ウインドデフレクター

A	 コンパクト・スポーツ・ウインドデフレクター
ヘッドランプとハンドルバーマウントゲージ周辺の風の流れをスムーズ
にする形状のコンパクトビキニスクリーン。より一層快適な乗り心地を
実現します。デフレクターは、クリーンなカスタムルックを実現しながら
も、余分なものを削ぎ落としたスポーツスターモデル独特の美しいスタ
イルを崩しません。ポリカーボネート製ダークスクリーンは、フォーク
チューブにクロームプレートアジャスタブルクランプで取り付けるだけで
す。キットにはマウント用ハードウェアが全て含まれています。
●57400184	 	 45,500円（本体価格	42,130円）
’04以降XLモデル（’11以降XL1200C、’12以降XL1200V、’16以
降XL1200Xを除く）に適合。

B	 クイックリリース・スーパースポーツ・ウインドシールド
滑らかな輪郭はフロントヘッドライトを包み込みスポーティーなルック
スに仕上げます。エレガントなダイキャスト製レバーロッキングクラン
プでフォークチューブにマウントするので、ウインドシールドを取り外し
た際にもフォーク側にドッキングハードウェアが残りません。着脱はと
ても簡単。取り付けには工具も必要ありません。装着に必要なパー
ツは全て付属しています。
●57838-08	 ライトスモーク	 59,000円（本体価格	54,630円）
ヘッドライト上端からの高さ483mm。’88以降XLモデル（XL1200T、
XL1200X、’11以降XL883L、XL1200Cを除く）に適合。XLカスタム
はフロントターンシグナルリロケーションキット68517-94Aが必要で
す。H635×W511mm。

483mm

381mm

表示の価格は2015年10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。

NEW
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 SPORTSTER® 57
 Windshields

56 SPORTSTER®

 Windshields

D	 H-Dデタッチャブル・クォーターフェアリングキット
スマートでレーシーなフォルムのクォーターサイズ・フェアリング。デ
タッチャブルシステムによりスピーディに着脱が可能です。プライムと
ビビッドブラックを用意しました。装着にはデタッチャブル･ドッキング
ハードウェアキット58164-96Aが必要です。
’88以降XLモデル（XLカスタム、XL1200V、XL1200X、XL1200N、
XL1200T、XL883N、’11以降XL883Lを除く）に適合。
●57070-98	 プライム	 87,300円（本体価格	80,834円）
●57070-97DH	 ビビッドブラック	
	 80,000円（本体価格	74,075円）

E	 ヘッドライトバイザー
標準装備のヘッドライトにレーシーなフォルムを提供するスマートな
バイザー。プライムとビビッドブラックを用意いたしました。
’95以降XLモデル（XLカスタム、XL1200V、XL1200Xを除く）に
適合。
●68129-97	 プライム	 37,400円（本体価格	34,630円）
●68129-98DH	 ビビッドブラック	
	 47,400円（本体価格	43,889円）

F	 フロントターンシグナルリロケーションキット
標準装備バレットターンシグナルライトをトリプルツリー上部から下部
へ移動し、ロープロファイルのスラマールックを演出します。スポーツ
スターXL1200Xモデルにスポーツスタードラッグハンドルバーを取り
付ける際には、この位置変更が必要です。キットには左右マウントが
同梱されています。
’11〜’15XL1200Xモデルに適合。
●67800489	 クローム	 7,990円（本体価格	7,399円）
●67800452	 ブラック	 7,990円（本体価格	7,399円）

’16以降のXL1200Xに適合。
●67800557	 	 20,000円（本体価格	18,519円）

G	 フロントターンシグナル・リロケーションキット
フロントターンシグナルをハンドルバーからロワートリプルクランプに
移設するためのキット。ハードウェア、ワイヤー付。
’88以降XLモデル（XL1200T、XL1200X、’11以降XL883L、
XL1200Cを除く）に適合。
●68517-94A	 クローム	 8,220円（本体価格	7,612円）
●68643-09	 グロスブラック	 7,210円（本体価格	6,676円）

H	 ロッキング・クイックリリース・ウインドシールドクランプ
簡単着脱が便利なクイックリリース・ウインドシールドを盗難から守り
ます。クランプの１ヵ所をクローム仕上げのロック機構付きに交換し
て使用します。バレルタイプの専用キーが１個付属。
●57400006	 	 4,400円（本体価格	4,075円）
39mm。’88以降XLモデルでクイックリリースタイプのデタッチャブ
ル・ウインドシールド装着車に適合。’16以降XL1200Xは不可。
●57400008	 	 7,620円（本体価格	7,056円）
49mm。’16以降のXL1200Xで、クイックリリースタイプのデタッチャ
ブル・ウインドシールド装着車に適合。

D	 H-Dデタッチャブル・クォーターフェアリングキット E	 ヘッドライトバイザー

F	 フロントターンシグナルリロケーションキット

A	 H-Dデタッチャブル･コンパクト・ウインドシールド／	
補助ライト装着車用

補助ライトキット装着のXLモデルにフィットするようにデザインされた
コンパクトなウインドシールド。デタッチャブルシステムにより着脱は
簡単です。
●57400053	 クリア	 52,700円（本体価格	48,797円）
ヘッドライト上端からの高さ457ｍｍ。’11以降XL883L、XL1200Cで
補助ライトキット装着車に適合。’11以降XL1200Cで69284-05、
6800010補助ライト装着車は不可。ドッキングハードウェア58164-
96A、ターンシグナルリロケーションキット68603-01が必要です（それ
ぞれ別売）。H577mm×W495mm。
●57716-01	 クリア	 52,700円（本体価格	48,797円）
ヘッドライト上端からの高さ457mm。’88以降XLモデル（XL1200T、
XL1200X、’11以降XL883L、XL1200Cを除く）で補助ライト装着車
に適合。ドッキングハードウェアキット58164-96A、ターンシグナルリ
ロケーションキット68603-01が必要です（それぞれ別売）。H681×
W500mm。

写真の製品:
H-Dデタッチャブル・ウインドシールド・ドッキングハードウェア
H-Dデタッチャブル・ウインドシールドを’88以降XLモデル（XL1200X、
’11以降XL1200Cを除く）に装着する際に必要です。フロントターンシ
グナルがアッパートリプルクランプに標準装着されているXLモデルは
ターンシグナルワイヤーキット72389-96（別売）が必要です。ポリッ
シュ・クランプ、ハードウェアのセット。
●58164-96A	 	 16,500円（本体価格	15,278円）

B	 スポーツ・ウインドシールド・キット
ポリカーボネート製でハードコーティングが施された、傷に強いウイン
ドシールドです。色はライトスモークで、曲線の形状がヘッドライトに
フィット。調整可能な取り付け位置が4箇所あります。機能的なスタイ
リングによって風の巻き込みが抑えられ、ライダーの上半身の疲労を
軽減します。
●58192-87A	 ライトスモーク	 30,000円（本体価格	27,778円）
ヘッドライト上端からの高さ432mm。’88以降XLモデル（’96〜
’10XLカスタム、’11以降XL1200C、XL1200T、XL1200X、’11以
降XL883Lを除く）に適合。ブラック・ハードウェア付。H470×
W414mm。
●58024-96A	 ライトスモーク	 31,900円（本体価格	29,538円）
ヘッドライト上端からの高さ432mm。’96〜’10XLカスタム、’11〜
’15XL1200Xに適合｡H485×W414mm。

C	 クイックリリース・スーパースポーツ・ウインドシールド
風による振動を抑え、虫などの飛散物からライダーを保護しながら
も、風が髪を揺らす爽快感は失われません。スーパースポーツ・ウイン
ドシールドは、涼しい朝の走行に最適のウインドシールドで、フロント
ヘッドランプを包み込む滑らかな輪郭がスポーティーなスタイルに仕
上げます。エレガントなダイキャスト製レバーロッキングクランプで
フォークチューブにマウントするので、ウインドシールドを取り外した際
にもドッキングハードウェアが残りません。着脱はとても簡単で、すっ
きりとしたカスタムルックになります。ウインドシールドの取り付けには
工具は不要で、装着に必要なものは全て付属しています。
●57262-08	 グラデーション	 62,700円（本体価格	58,056円）
ヘッドライト上端からの高さ279mm。’09〜’11XR1200、XR1200X
に適合。H351×W325mm。
●57260-08	 ライトスモーク	 62,700円（本体価格	58,056円）
ヘッドライト上端からの高さ330mm。’09〜’11XR1200、XR1200X
に適合。H475×W351mm。

A	 H-Dデタッチャブル・コンパクト・ウインドシールド／補助ライト装着車用

C	 クイックリリース・スーパースポーツ・	
ウインドシールド／279mm

B	 スポーツ・ウインドシールドキット	
（写真は58192-87A）

B	 スポーツ・ウインドシールドキット	
（写真は58024-96A）

C	 クイックリリース・スーパースポーツ・	
ウインドシールド／330mm

G	 フロントターンシグナル・リロケーションキット H	 ロッキング・クイックリリース・ウインドシールド	
クランプ

67800489

67800557

67800452

NEW NEW
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 Seating — Low Profile

58 SPORTSTER®

 

A	 カフェソロシート
カフェソロシートが可能にするライダーのポジションは他のシートでは
得られません。一歩先を行くデザインとハイバックパッドがライダーを
確実にホールドし、一体となるような感覚を生み出します。シートに
ぴったりはまるように座ると、手と足が自然にコントロール類に届きま
す。着座位置の低い、ブラックビニールカバーパッド、幅の絞られた
先端部、テール方向へなだらかに下がる後端部がスポーティーなシ
ルエットをさらに際立てており、象徴的なカフェレーサースタイルとい
う伝統がしっかりと受け継がれています。
●52000260	 	 61,700円（本体価格	57,130円）
’04〜’06および’10以降のXLモデルに適合。シート幅244mm

B	 タンクニーパッド・キット
伝統的なスタイルを感じさせる、粘着式のラバーニーパッド。この高
級感のあるブラックラバーパッドの特徴は、ライダーの足が接触する
タンク表面を保護するためのテーパー型リブと浮き彫りの「バー&
シールド」のロゴです。178mm×70ｍｍのコンパクトなサイズで、多く
のタンクに適合する柔軟性を備えています。左右に装着できるよう、
2個1組での販売です。フュエルタンクのグラフィックの一部にかかる
場合があります。接着する前に外観を確認してください。
●57300065	 	 7,990円（本体価格	7,399円）
多くのXLモデルのフュエルタンクに適合。

A	 カフェソロシート

B	 タンクニーパッド・キット

A	 カフェソロシート

ロープロファイルシート
斬新なスタイルのサドルで「バイクに沈み込む」よ
うなライディングポジションを実現。
細長いバッドランダー・シートでは、他のシートと
比べて低めの着座位置を実現します。

ツーリングシート
快適性を重視したサンダウナー・シートとシグネ
チュアシリーズ・シートは幅広の座面で圧力を分
散。くぼんだシェイプはライダーをしっかりと固定
し、バックサポートとして機能します。

リーチシート
ハンドコントロールやフットコントロールに確実に
届くようライダーの位置を前方および下方に移動。
ノーズの幅を狭くすることで両足の間隔が近づき
足つき性が向上し、深く包み込むようなバケット形
状でライダーが加速時に後方にスライドするのを
防ぎます。

ENJOY THE RIDE
正しいシート位置を設定することは、人間工学的にもライディングの快適
性にも関わるとても重要な要素です。乗車位置を決定付け、足つき性やコ
ントロールまでの距離を左右します。そしてパッドが尾骨やお尻にかかるス
トレスや疲れを和らげることができます。ライダー、そしてパッセンジャー
に適したシートをお選びください。

シートの交換

シートの交換は簡単。ライディングによって求めら
れるスタイルは異なるため、用途に合わせて複数
のシートを使い分けるライダーもいます。長距離
には快適性、サポート性の高いシートを取り付け、
夜のストリートではロープロファイルのシートに交
換できます。
シートの着脱方法については、オーナーズマニュ
アルをご覧ください。

サンダウナー・シート

ロングライドでの快適性を最大限に高めます。深いバケットデザインを採用することでライダーを
しっかりとサポートし、「バイクに沈み込む」ような低いライディングポジションを実現します。

幅の狭いノーズが両足の間隔
を近づけ足つき性を向上

シェイプとフォーム密度のテスト
を重ねて最大限の快適性を実現

耐久性に優れた
UVカットビニールカバー

スポーツスター・シートタイプ

ソロ／ツーアップ、快適性重視／スタイル重視など、目的に合わせたシートをご用意しています。

（注）シートの変更により乗車定員に変更が生じた場合は、構造変更検査
を受ける必要があります。

NEW

NEW
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 SPORTSTER® 61
 Seating — Reach & Tallboy

60 SPORTSTER®

 Seating —Low Profile

D	 スーパーリーチ・ソロシート
少し近づくだけでその違いを大きく感じさせてくれるスーパーリーチ・
フォワードポジションシート。股下が短めのライダーをコントロールへ
近づけ、両脚の間隔が狭くなるように設計されているため、地面に
しっかりと両足を着けることができます。身長が152cmから162cmの
ライダーにとって理想的なシートポジションになるように、何百時間に
およぶ路上テストと人間工学に基づくテストを経てシートの形状と
フォーム密度を選択。スーパーリーチ・シートを装着すると、標準仕様
シートに比べてXL883Lモデルでは約38mm前方へ、XL1200Cモデ
ルでは51mm前方かつ13mm下方へライディングポジションが移動
します。ノーズの幅は標準仕様シートに比べて約25mm狭くなってお
り、そのルックスはスポーツスターのあらゆるサイズのフューエルタン
クと見事にマッチします。シートの滑らかなビニール表面には上質な
テクスチャード加工が施され、チャコールグレーのステッチと浮き彫り
のバー&シールドロゴとの組み合わせにより、シートを一段と引き立た
せます。ソロツーリングを極めるにはクイックリリース・ライダーバック
レスト52300245を併せて装着することをお勧めします。
ツーアップなら、パッセンジャーピリオン52400125との併用がお勧め
です。
●52000207	 	 42,400円（本体価格	39,260円）
’04〜’06および’10以降のXLモデルに適合。シート幅241mm。

E	 リーチシート
快適さを損なわないまま、ハンドルバーに近づいたライディングポジ
ションを望むライダーのためのデザインです。このシートを装着する
と、ライディングポジションが前方に13mm、ハンドコントロールとフッ
トコントロールに近づきます。前方の幅が狭くなっていることで両脚の
間隔が狭くなり、地面にしっかりと両足を着けることができます。わず
かなバケット形状がライダーの腰部をサポートするほか、乗車時に滑
ることがないようテクスチャー加工のインサートも備えています。
●51738-07	 	 52,900円（本体価格	48,982円）
’07以降XLモデルで17.0ℓフュエルタンク装着車に適合。パッセン
ジャーフットペグが装着されていないモデルは別途パッセンジャー
フットペグキット（’04〜’13モデル用	50203-04、’14以降モデル用
50500270）が必要です。シート幅356mm、ピリオン幅254mm。
●51737-07	 	 52,900円（本体価格	48,982円）
’07以降XLモデルで7.9ℓまたは12.5ℓフュエルタンク装着車に適
合。パッセンジャーフットペグが装着されていないモデルは別途パッ
センジャーフットペグキット（’04〜’13モデル用	50203-04、’14以降
モデル用	50500270）が必要です。XL883N、XL1200N、XL1200X
はリテンションワッシャー7487（別売）も必要です。’08以降
XL883N、XL1200N、XL1200Xに装着する場合は54704-07ツー
アップ・プロファイルロー・リアショックへの変更が必要となります。
シート幅356mm、ピリオン幅254mm。

F	 トールボーイ・ソロシート
脚はスタイリッシュに伸ばすもの。手足の長いライダーでも脚と腕の
動きに余裕が生まれるトールボーイ・ソロシートは、座席が長く、オー
プンロードの走行中でも前後方向の移動が楽にできます。トール
ボーイ・ソロシートでは、ライディングポジションがXL883Lモデルの標
準装備シートに比べて64mm後方かつ51mm上方、XL1200Cモデ
ルの標準仕様シートに比べて51mm後方かつ24mm上方に移動しま
す。シートの形状とフォーム密度は、身長が約180cmから186cmのラ
イダーにとって理想的になるように、何百時間におよぶ実際のテスト
を経て慎重に選択。無駄のないテーパー型のテールも特長で、表面
は上質なビニールで加工されているため耐久性にも優れています。
●52000209	 	 44,100円（本体価格	40,834円）
’04〜’06および’10以降のXLモデルに適合。ライダーバックレスト
52300245と併用不可。シート幅318mm。

D	 スーパーリーチ・ソロシート

F	 トールボーイ・ソロシート

A	 レザーバッドランダー・シート
バッドランダーの伝統的な低く引き締まったスタイルは、ミニマリスト
のカスタムライドには欠かせません。フレームを包み込むライダーシー
トとスリムなテーパー型パッセンジャーピリオンが、バイクの魅力を最
大限に引き出して低めの外観を強調します。しなやかなトップグレ
インレザーに包まれ、荒々しい道にも果敢に挑めるシートはハーレー
ダビッドソンロゴの刺繍入り。レザーグラブストラップ、マウンティング
ハードウェア付き。
●52000259	 	 58,200円（本体価格	53,889円）
’10以降のXLモデルに適合。パッセンジャーペグ非装備車はパッ
センジャーフットペグキット50203-04（’10〜’13モデル）または
50500270（’14以降モデル）が必要（別売）。’08以降XL883N、
XL1200N、XL1200Xに装着する場合は54704-07ツーアップ・プロ
ファイルロー・リアショックへの変更が必要となります（別売）。シート
幅292mm、ピリオン幅140mm。

B	 バッドランダー・カスタムシート
はめをはずすのも悪くない。愛車にグローブのようなフィット感をもら
らす、低く引き締まったバッドランダー・カスタムシート。フューエルタン
クからリアフェンダーまでローダウンなクルーザースタイルで統一され
たバックランダーシートに腰を下ろせば、バイクに「乗る」のではなく
「包み込まれる」感覚を覚えるはずです。上質なテクスチャー加工の
ビニールに覆われた着座面は耐久性に優れ、チャコールブラックのレ
ザーサイドパネルとダークグレーのステッチ、ハーレーダビッドソン・ロ
ゴの刺繍がスタイルの良さを感じさせます。ノーズの幅を狭くすること
により、スポーツスターのあらゆるサイズのフューエルタンクにジャスト
フィットします。
●52000211	 	 44,100円（本体価格	40,834円）
’10以降のXLモデルに適合。パッセンジャーペグ非装備車はパッ
センジャーフットペグキット50203-04（’10〜’13モデル）または
50500270（’14以降モデル）が必要（別売）。’08以降XL883N、
XL1200N、XL1200Xに装着する場合は54704-07ツーアップ・プロ
ファイルロー・リアショックへの変更が必要となります（別売）。シート
幅292mm、ピリオン幅140mm。

C	 バッドランダーシート
街中のクルージングには申し分ない着座面。低めのシートが、すっきり
としたカスタムルックを生み出します。滑らかなカバーと控えめなトップ
ステッチには、「ハーレーダビッドソン」のロゴが2つ刺繍されています。
●51749-07	 	 43,600円（本体価格	40,371円）
’0７〜’09XLモデルで17.0ℓフュエルタンク装着車に適合。パッセン
ジャーフットペグが装着されていないモデルは別途パッセンジャー
フットペグキット50203-04が必要です。シート幅305mm、ピリオン幅
127mm。
●51747-07	 	 43,600円（本体価格	40,371円）
’07〜’09XLモデルで7.9ℓまたは12.5ℓフュエルタンク装着車に適
合。パッセンジャーフットペグが装着されていないモデルは別途パッ
センジャーフットペグキット50203-04が必要です。XL883N、
XL1200Nはリテンションワッシャー7487（別売）も必要です。’08以降
XL883N、XL1200Nに装着する場合は54704-07ツーアップ・プロ
ファイルロー・リアショックへの変更が必要となります。シート幅
305mm、ピリオン幅127mm。
●52296-94B	 	 43,600円（本体価格	40,371円）
’83〜’03XLモデルに適合。シート幅305mm、ピリオン幅127mm。

B	 バッドランダー・カスタムシート

A	 レザーバッドランダー・シート

C	 バッドランダーシート（写真は51749-07）

NEW

NEW

E	 リーチシート

（注）シートの変更により乗車定員に変更が生じた場合は、構造変更検査
を受ける必要があります。

（注）ツーアップシート、パッセンジャーピリオン付シートの装着にはグラブスト
ラップが必要です。シートキットに含まれていない場合、適合するグラブスト
ラップの部品番号についてはお近くのHDJ正規販売網にご確認ください。

（注）ハーレーダビッドソンのシートにはレザーを使用しているものがありま
す。レザーおよび自然素材は使用するに従いしわなど自然の風合いを帯
びてきます。年を経るに従って現れるこれらの古びた味わいはシートやバッ
クレストが極めて高質の素材を使用していることの証です。高品質のレ
ザーを永くお楽しみいただくためにハーレーダビッドソン・レザープロテクタ
ント93600080のご使用をお勧めいたします。

NEW

NEW

NEW
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 SPORTSTER® 63
 Seating —Pillion

62 SPORTSTER®

 Seating — Comfort & Touring

D	 シグネチュアシリーズ・パッセンジャーピリオン
二人で旅を楽しむときだけ、簡単に追加することができるパッセン
ジャーピリオンです。シグネチュアシリーズ・ソロシートにマッチするデ
ザイン。幅広の座面がパッセンジャーに快適な時間を提供します。
●52400053	 	 26,500円（本体価格	24,538円）
’07以降XLモデルでシグネチュアシリーズ・ソロシート&ライダーバッ
クレスト52000034、52000062装着車に適合。’08以降XL883N、
XL1200N、XL1200Xに装着する場合は54704-07ツーアップ・プロ
ファイルロー・リアショックへの変更が必要となります。ピリオン幅
254mm。

E	 サンダウナー・パッセンジャーピリオン
ソロのスタイルをそのままに、二人でいっしょに出かけましょう。スポー
ツスター・サンダウナー・ソロシートにマッチするように丁寧にスタイ
リングされたこのピリオンに乗れば、パッセンジャーもライダーといっ
しょに最高に快適なサンダウナーの魅力を楽しめます。長距離のラ
イディングでも疲れを感じさせない形状で、上質なフォーム素材とテ
クスチャー加工のビニールにより、何年も愛用できる逸品に仕上がっ
ています。
●52400121	 	 26,500円（本体価格	24,538円）
’04〜’06および’10以降のXLモデルで、サンダウナー・ソロシート
52000203装着車に適合。パッセンジャーペグ非装備車はパッセン
ジャーフットペグキット50500270（’14以降モデル）または50203-04
（’04〜’13モデル）が必要（別売）。ピリオン幅279mm。

F	 パッセンジャーピリオン
ソロシート装備のスポーツスター・モデルでタンデムライディングを。
ソロシートを引き立てるカバーとステッチが特徴のパッセンジャーピリ
オン。キットにはグラブストラップとマウンティングハードウェアが付属
しています。
●52400130	 ’16XL883Lスタイル	
	 22,900円（本体価格	21,204円）
’16以降XL883Lモデルで標準装備のソロシート装着車に適合。
パッセンジャーペグ非装備車はパッセンジャーフットペグキット
50500270が必要（別売）。ピリオン幅229mm。
●52400127	 ’16XL883Nスタイル	
	 21,200円（本体価格	19,630円）
’16以降XL883Nモデルで標準装備のソロシート装着車に適合。
パッセンジャーペグ非装備車はパッセンジャーフットペグキット
50500270が必要（別売）。ピリオン幅191mm。
●52400125	 ’16XL1200Xスタイル	
	 22,900円（本体価格	21,204円）
’16以降XL1200VおよびXL1200Xモデルで標準装備のソロシート
またはスーパーリーチ・ソロシート52000207装着車に適合。パッセン
ジャーペグ非装備車はパッセンジャーフットペグキット50500270が必
要（別売）。ピリオン幅191mm。

G	 パッセンジャーピリオン
グレーのステッチがXL1200XやXL1200Vに標準装備のソロシートと
マッチ。ハードウェア、グラブストラップ付。
●51734-10	 	 23,600円（本体価格	21,852円）
’11〜’15XL1200V、XL1200Xで標準装備のソロシート装着車に適
合。パッセンジャーフットペグ（別売）が必要です。XL1200Xに装着す
る場合は54704-07ツーアップ・プロファイルロー・リアショックへの変
更が必要となります。ピリオン幅197mm。

H	 パッセンジャーピリオン
ソロシート装備のスポーツスターモデルでタンデムライディングを。
標準装備のソロシートやリーチ・ソロシートを引き立てる滑らかなカ
バーとトップステッチが特徴のパッセンジャーピリオン。キットにはグラ
ブストラップとマウンティングハードウェアが付属しています。
●51744-07A	 	 21,200円（本体価格	19,630円）
’07〜’15XLモデルで、標準装備のシートまたはリーチ・ソロシート装
着車に適合。XL1200X、XL1200Vの標準装着シートには取付不
可。パッセンジャーフットペグ（別売）が必要です。XL883Nと
XL1200Nはリテンションワッシャー7487（別売）も必要です。’08以
降XL883N、XL1200Nに装着する場合は54704-07ツーアップ・プロ
ファイルロー・リアショックへの変更が必要となります。ピリオン幅
254mm。

E	 サンダウナー・パッセンジャーピリオン

F	 パッセンジャーピリオン（写真は52400130） F	 パッセンジャーピリオン（写真は52400125）

H	 パッセンジャーピリオン

A	 シグネチュアシリーズ・ソロシート&ライダーバックレスト
形状とフォーム密度の完璧なバランスを追求し、ロングツーリングで
優れた快適性を提供するシートが生まれました。幅の広い座面でライ
ダーをしっかりと受け止め、シート先端部の絞り込まれた形状は足つ
き性を高め駐停車時に安心感をもたらします。
ライダーバックレストは、38mmの範囲で5段階の高さ調整が可能な
うえ、コントロールノブを回すだけで前方／後方へ幅広い角度で簡
単に調整可能。シートにマッチしたパッセンジャーピリオン52400053
を併せて装備すれば多様性が高まります。
●52000034	 	 90,700円（本体価格	83,982円）
’07以降XLモデルで17.0ℓフュエルタンク装着車に適合。シート幅
381mm。
●52000062	 	 90,700円（本体価格	83,982円）
’07以降XLモデルで7.9ℓまたは12.5ℓフュエルタンク装着車に適合。
シート幅381mm。

B	 サンダウナー・ソロシート
一日中、快適かつスタイリッシュなライディングを。サンダウナー・ソロ
シートの形状とフォーム密度は、何百時間にもおよぶテスト走行と人
間工学に基づくテスト経て開発され、洗練されてきました。深いバケッ
ト形状でライダーの尾骨部分を受け止めるとともに、腰部もしっかり
とサポートする独特の設計。ノーズの幅を狭くすることで両脚の間隔
が近づき、そのルックスはスポーツスターのあらゆるサイズのフューエ
ルタンクと見事にマッチします。シート表面には上質なテクスチャー
加工のビニールが使用され、優れた快適性と耐久性を両立。バー&
シールドロゴの刺繍がスタイルを引き立てます。サンダウナー・パッ
センジャーピリオン52400121を併せて装備するだけで、快適なタン
デムライディングを楽しめます。
●52000203	 	 44,100円（本体価格	40,834円）
’04〜’06および’10以降のXLモデルに適合。ライダーバックレスト
52300245と併用不可。シート幅381mm。

C	 サンダウナー・シート
サンダウナー・シートは、長距離ツーリングで最高の快適さを発揮しま
す。深いバケット形状によって正しいツーリングポジションに身体が
保たれるため、走行距離が増すほどに、ライダーにもパッセンジャーに
も快適なこのシートの魅力を感じるとることができます。このくぼんだ
形状はライダーの腰部のサポートとしても機能。パッセンジャーピリ
オンの幅広の形状はパッセンジャーにかかる圧力を分散させます。
●51739-07	 	 56,400円（本体価格	52,223円）
’07〜’09XLモデルで17.0ℓフュエルタンク装着車に適合。パッセン
ジャーフットペグが装着されていないモデルは別途パッセンジャー
フットペグキット50203-04が必要です。シート幅368mm、ピリオン幅
305mm。
●51736-07	 	 56,400円（本体価格	52,223円）
’07〜’09XLモデルで7.9ℓまたは12.5ℓフュエルタンク装着車に適
合。パッセンジャーフットペグが装着されていないモデルは別途パッ
センジャーフットペグキット50203-04が必要です。XL883N、
XL1200Nはリテンションワッシャー7487（別売）も必要です。’08以
降XL883N、XL1200Nに装着する場合は54704-07ツーアップ・プロ
ファイルロー・リアショックへの変更が必要となります。シート幅
368mm、ピリオン幅305mm。
●51507-04	 	 56,400円（本体価格	52,223円）
’04〜’06XLモデルで17.0ℓフュエルタンク装着車に適合。パッセン
ジャーフットペグが装着されていないモデルは別途パッセンジャー
フットペグキット（’04〜’13モデル用	50203-04）が必要です。シート
幅381mm、ピリオン幅318mm。
●51544-01A	 	 56,400円（本体価格	52,223円）
’83〜’03XLモデルに適合。シート幅381mm、ピリオン幅318mm。

B	 サンダウナー・ソロシート

A	 シグネチュアシリーズ・ソロシート&ライダーバックレスト

C	 サンダウナー・シート（スムーズ・バケット・ローバックレストパッドと）

D	 シグネチュアシリーズ・パッセンジャーピリオン

G	 パッセンジャーピリオン

NEW

NEWNEWNEW

NEW

F	 パッセンジャーピリオン（写真は52400127）
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シーシーバーアップライト
＆バックレストパッド

クイックリリースカムロックラッチ付きサイドプレート

HDデタッチャブル・ドッキングハードウェア

A A

B

C D

 SPORTSTER® 6564 SPORTSTER®
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A	 クイックリリース・ライダー・バックレスト
オープンロードの走行や街乗りを最高に快適にしてくれるバックレス
ト。取り外しが可能なうえ、ライダーの腰部を最大限にサポートする形
状によって適切なライディングポジションがキープされるため、サドル
前方に滑ってしまうこともありません。標準装備とアクセサリーのどち
らのソロシートも引き立つデザインで、前後方向の位置はシンプルな
ワンタッチ操作で約120mmまでの範囲で調整が可能。折りたたみ
式のパッドを倒せば、バイクをまたぐ動作を邪魔することもありま
せん。バックレスト本体は、エレガントな2点のドッキング位置の裏にあ
るボタンを押すだけでバイクから取り外しが可能。アップライト、パッ
ド、フェンダーストラットブラケットのほか、必要な全てのハードウェア
がキット一式に含まれています。
●52300245	 	 51,500円（本体価格	47,686円）
’04以降XLモデルでソロシート装着車に適合。ブローラーソロシート
52940-04B、52941-04B、52000118、52000119、カフェ・ソロシート
52000260、サンダウナーソロシート52000203、トールボーイソロシー
ト52000209、ソロリジッドまたはスプリングシートマウンティングキッ
ト、’16以降XL883N標準装着ソロシートには適合不可。H-Dデタッ
チャブル・ソロ・ラゲッジラックを併用する場合は別途ボルト（3584）
が4本必要です（別売）。

B	 サーキュレーター・シートパッド
通気性に優れたシートとバックレストパッドが夏のロングツーリングを
快適にします。3D構造によりライダーとシートの間に空気の流れを生
み出すことで、熱気が溜まるのを抑えます。衝撃を吸収するクッション
素材により長時間のライディングも快適。伸縮性のあるアンダーシー
トストラップと滑り止め加工が施されたベースで着脱も簡単です。
●51074-10	 	 16,500円（本体価格	15,278円）
ミディアムシートパッド。幅368mm。XLモデルで、標準装備のシート
またはアクセサリーのシート装着車に適合。
●51078-10	 	 14,500円（本体価格	13,426円）
パッセンジャーピリオンパッド。幅330mm。標準装備のパッセン
ジャーピリオン、アクセサリーのパッセンジャーピリオンに適合。

C	 リアフェンダービブ
ソロライディングをさらにスタイリッシュに。リアフェンダーを包み込む
ようなフォルムのデコラティブなフェンダーカバー。ソロシート着用時
に見えてしまうシートのマウンティングホールを隠してくれます。標準
装備とアクセサリーのどちらのソロシートにもマッチする滑らかなビ
ニールに包まれたフェンダービブのスタイルは、エンボス加工のバー&
シールドロゴによっていっそう引き立っています。成形されたベースの
裏地には、フェンダーの塗装面を保護する柔らかいフェルトを使用。
●52017-08	 	 12,400円（本体価格	11,482円）
’04以降XLモデル（XL883N、XL1200T、XL1200V、XL1200Xを除
く）で、標準装備のソロシートまたはリーチ・ソロシート51750-07または
51751-07装着車に適合。ボブテイル・リアフェンダー装着車は不可。

D	 クイックリリース・シートハードウェアキット
ワンピースタイプのシートを手早く簡単に着脱できるようにするハード
ウェアのキット。
●51676-97A	 	 4,120円（本体価格	3,815円）
’97以降XLモデルに適合｡ソロ・スプリングサドル54672-10とは併
用不可。

（写真なし）
リジッドマウントサドルインストールキット
無駄を排したガレージビルドのルックスが特徴。ソロサドルキット
（52000180、54072-10、54373-10、52000114、52000113）の装
着に必要。マウンティングブラケットとハードウェアのセット。
●52100016	 	 47,500円（本体価格	43,982円）
’10以降XLモデルに適合。（’10モデルのツートンカラーは除く）

（写真なし）
スプリングサドルインストールキット
スプリングサスペンションとサポートのバランスが最適に保たれるよう
に設計されたトーションスプリング。ソロスプリングサドルキット
（52000180、54072-10、54373-10、52000114、52000113）の装
着に必要。スプリング、マウンティングブラケット、フレームカバー、
ハードウェアのセットです。
●54074-10A	 	 47,500円（本体価格	43,982円）
’04〜’06および’10以降XLモデル（’10モデルのツートーンカラー
は除く）に適合。

A	 クイックリリース・ライダー・バックレスト

B	 サーキュレーター・シートパッド

D	 クイックリリース・シートハードウェアキットC	 リアフェンダービブ

COMFORT ON THE GO
着脱可能なバックレストとラゲッジラックを装着すれば、シンプルなクルー
ザーから完全装備のツーアップツーリングマシンに簡単に変身。快適性と
便利性を重視したアクセサリーでストレスのかからないライディングをお楽
しみください。

あなただけの一台を
デタッチャブルシーシー
バーアップライトとバックレ
ストパッドがツーリングマ
シンを作る出発点になりま
す。以降のページで、あなた
の愛車に必要なパーツをす
べてお選びいただけます。

ソロでシンプル、ツーアップで完全装備、またはその中間。ハーレーダビッドソンのモデルはライディング
スタイルのニーズに合わせて調整できます。

ベーシック
必要なものだけに絞り込んだシンプルなスタイル
は、通勤や夜のストリートでの走行向け。着脱可
能なアクセサリーで、その日のライディングに必要
なギアを取り付け、取り外すことができます。

ツーリング
旅に出ましょう。サドルバッグに着替え、レイン
スーツ、旅行用品を収納。ソロラックとソフトバッ
グを加えれば旅行中のお土産も持ち運べます。

ソロツーリング
究極のロードトリップを。着脱可能なサドルバッグ
とツアーパックがあれば収納スペースの心配は無
用。ソロマウンティングラックを装着すればツアー
パックパッドがライダーのバックサポートとして多
いに役立ちます。

ツーアップデイツーリング
友達と一緒に。サドルバッグには着替えや必需品
を入れ、ラゲッジラックとダッフルバッグには他の
ものを収納。パッセンジャーバックレストで長時間
のライディングも快適に楽しめます。

装備で差を付ける
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バックレストの装着
デタッチャブル・タイプのシーシーバー・アップライトとバックレストの装着はツーリング・スタイルへの第一歩。
バックレストはパッセンジャーの快適性を格段に向上させるとともに、大きな安心感をもたらします。車体に
ドッキング・ハードウェアキットを取り付けておけば、シーシーバー本体は簡単に着脱できます。ライディング
スタイルに合わせてお選びください。

③

④

①

②

リジッド・サイドプレート

デタッチャブル・サイドプレート

ドッキングハードウェアの選択

ボルトオンで固定式のリジッドマウントタイプと工具なしで着脱が容
易なデタッチャブルタイプ。どちらも、各種シーシーバーアップライト、
バックレストパッド、ラゲッジラックとご使用いただけます。
①53925-04	 	 20,700円（本体価格	19,167円）
リジッドマウント。クローム。’04以降XLモデル（XL1200Tを除く）に適
合。LEDランプ装着車は適合不可。
②52806-94B	 	 20,700円（本体価格	19,167円）
リジッドマウント。クローム。’94〜’03XLモデルに適合。

高さの選択

スタンダード	 ロー	 ショート

スタンダードシーシーバー
アップライト

お好きなバックレストパッド（別売）
とのご使用でパッセンジャーに一
層の快適さを。

ロー・シーシーバー
アップライト

ツーリングスタイル、カスタムスタ
イル、どちらにも適した高さのアッ
プライト。

ショート・シーシーバー
アップライト

標準的なローシーシーバーアップ
ライトより低いスタイリング。バック
レストパッドマウントを隠したスッキ
リしたデザインです。

スタイルの選択

ロースクエアバー
メダリオンスタイル
3-ボルトパッドマウント

ローラウンドバー
ミニメダリオンスタイル
3-ボルトパッドマウント

スタンダードラウンドバー
ミニメダリオンスタイル
3-ボルトパッドマウント

ショートスクエアバー
インサートスタイル

シーシーバーアップライトは様々な形状とスタイ
ルからお選びいただけます。スクエアバーアップ
ライトはトラディショナルなデザインでフラットプ
レート部分にお好みのメダリオンを組合わせるこ
とができます。ラウンドバーアップライトはミニメ
ダリオンとエンボス加工されたバー&シールドロ
ゴのインサートが特徴です。
また各種バックレストパッドがボルト3本、もしくは
ボルト2本で取り付けられるようになっています。

ボルトオンで固定式のリジッドマウントタイプと工具なしで着脱が容
易なデタッチャブルタイプ。どちらも、各種シーシーバーアップライト、
バックレストパッド、ラゲッジラックとご使用いただけます。ロッキング・
HDデタッチャブルラッチキット90300086/90300087とは併用不
可。
③53913-04	 	 28,800円（本体価格	26,667円）
デタッチャブル。クローム。’04以降XLモデルに適合。
④52710-07	 	 28,800円（本体価格	26,667円）
デタッチャブル。グロスブラック。’04以降XLモデルに適合。
●53545-95A（写真なし）	 29,100円（本体価格	26,945円）
デタッチャブル。クローム。’94〜’03XLモデルに適合。

（注）デタッチャブルタイプはドッキングハードウェアキット（XL1200Tを除く	
別売）が必要です。適合するハードウェアとアクセサリーについては適合表
をご覧ください。

シーシーバーアップライト適合表／スポーツスターモデル用

’82〜’03XLモデル
’04以降XLモデル

（リジッド・サイドプレート装着車）
’04以降XLモデル

（H-Dデタッチャブル・サイドプレート装着車）高さ バー スタイル 仕上げ

ショート スクエア インサート	 クローム	 — — 52737-94A
20,000円（本体価格	18,519円）

ショート スクエア インサート	 グロスブラック	 — — 52706-07
14,500円（本体価格	13,426円）

ロー スクエア メダリオン	 クローム	 52655-84
20,000円（本体価格	18,519円）

52909-02
20,000円（本体価格	18,519円）

52754-04
20,700円（本体価格	19,167円）

ロー スクエア メダリオン	 グロスブラック	 — — 51851-09
20,700円（本体価格	19,167円）

ロー ラウンド ミニ	メダリオン	 クローム	 — — 52300022
20,700円（本体価格	19,167円）

ロー ラウンド ミニ	メダリオン	 グロスブラック	 — — 52300024
20,700円（本体価格	19,167円）

スタンダード ラウンド ミニ	メダリオン	 クローム	 — — 52300018
20,700円（本体価格	19,167円）

スタンダード ラウンド ミニ	メダリオン	 グロスブラック	 — — 52300020
20,700円（本体価格	19,167円）

H-Dデタッチャブル・ラックおよびサイドプレート・ドッキングハードウェアの装着に使用するスポーツスター・ドッキングハードウェアは、	
車両モデルやサドルバッグの構成によって異なります。

’04以降XLモデル用H-Dデタッチャブルアクセサリー 適合モデル ドッキングハードウェア
デタッチャブル・サイドプレート、デタッチャブル・ソロラック53494-04、53512-07、
ワンピース・デタッチャブルシーシーバーアップライト51146-10、52300040Aまたはデタッチャブ
ル・ソロツアーパックラック53655-04Aにレザー・サドルバッグ90330-08を同時使用の場合。

’04以降XLモデル 53544-04 8,220円（本体価格	7,612円）

デタッチャブル・サイドプレート、デタッチャブル・ソロラック53494-04、53512-07、
ワンピース・デタッチャブルシーシーバーアップライト51146-10、52300040Aまたはデタッチャブ
ル・ソロツアーパックラック53655-04Aにレザー・サドルバッグ53050-10、90201321、90201325、	
88312-07Aのいずれかを同時使用の場合。

’04以降XLモデル 53544-04 8,220円（本体価格	7,612円）

デタッチャブル・サイドプレート、デタッチャブル・ソロラック53494-04または53512-07、
シーシーバーアップライト51146-10、52300040Aでレザー・サドルバッグを使用しない場合。 ’04以降XLモデル 53529-04 8,220円（本体価格	7,612円）

デタッチャブル・サイドプレートまたはデタッチャブル・ソロラック53494-04または53512-07
を取り付け、シーシーバーアップライト51146-10、52300040Aまたはソロツアーパック・マウンテ
ィングラック53655-04にハードサドルバッグ91412-04（カラーにより品番が異なります。P73を
参照）を同時使用の場合。

’04以降XLモデル 53529-04 8,220円（本体価格	7,612円）

デタッチャブル・サイドプレート53545-95A、53609-01またはデタッチャブル・ソロラック
53495-95とレザー・サドルバッグ90598-04、90342-04A、90201329または90330-08を同時使
用の場合。

’94〜’01XLモデル 90465-98A 14,500円（本体価格	13,426円）
’02〜’03XLモデル
（XL1200Sを除く） 53532-02 14,500円（本体価格	13,426円）

デタッチャブル・サイドプレート53545-95A、53609-01またはデタッチャブル・ソロラック
53495-95でレザーバッグを使用しない場合。 ’94〜’03XLモデル 53528-95B 8,220円（本体価格	7,612円）



S
P

O
R

T
S

T
E

R

A A

B

B

C

D

E

F F

G G

 SPORTSTER® 69
 Backrests & Racks

68 SPORTSTER®

 Backrests & Racks

E	 バックレストパッド
メダリオンスタイルとミニメダリオンスタイルのシーシーバーアップライ
トにフィットするバックレストパッドです。パッドはセンターのスクリュー
1本とマウンティングストラップで取付けます。キットにはクロームプ
レートの取付けハードウェアが含まれています。

ローメダリオンスタイル・シーシーバーアップライト52655-84、52909-
02、52754-04、51851-09、スタンダードメダリオンスタイル・シーシー
バーアップライト52735-85または52877-08、スタンダードスクエア
バー・ミニメダリオンスタイル・シーシーバーアップライト53281-06、
53407-06、スタンダードヘリテイジスタイル・シーシーバーアップライ
ト52731-00、スタンダードラウンドバー・シーシーバーアップライト
52300018、52300020に適合。
①52612-95	 トップステッチ／スムーズ	
	 14,500円（本体価格	13,426円）
②52412-79A	 エンボス・バー＆シールドロゴ	
	 16,000円（本体価格	14,815円）
③52348-97	 ヘリテイジソフテイルクラシックスタイル	
	 22,800円（本体価格	21,112円）
④52347-97	 ファットボーイ・バケット	
	 22,100円（本体価格	20,463円）
⑤51132-98	 スムーズ・バケット	
	 20,000円（本体価格	18,519円）

F	 エアフォイル・プレミアム・ラゲッジラック・	
ラバーグリップ・ストリップ付き

このラゲッジラックのルックスを引き立てるのは、空気力学を考慮し
た低めのスタイル。仕上げには、ミラークロームとリッチグロスブラッ
クの2パターンを用意。目をくぎ付けにするダイキャスト製リア「エア
フォイル」とともに、バー&シールドのインサートが独特のタッチを演出
します。エレガントなラウンドチューブラックには、グリップ力を高める
はめ込み型のラバーランナーと、荷物を簡単に縛り付けられる専用
のバンジー取り付け位置を装備。キットには必要なマウンティング
ハードウェアが全て含まれています。
’04以降XLモデルでデタッチャブル・サイドプレート装着車に適合。
●54290-11	 クローム	 43,300円（本体価格	40,093円）
●54291-11	 グロスブラック	 43,300円（本体価格	40,093円）

G	 カスタム・テーパード・スポーツラゲッジラック
滑らかなカーブと、ブリリアントクロームまたはグロスブラック仕上げ
のルックスが特徴的なスポーツラゲッジラック。ラウンドバーとスクエ
アバーのどちらのシーシーバーアップライトも引き立つ滑らかなデザ
インで、飾らないスタイリッシュなタッチがモーターサイクルに加わりま
す。
’04以降XLモデルでH-Dデタッチャブル・サイドプレート装着車に
適合。
●50300030	 クローム	 28,800円（本体価格	26,667円）
●50300031	 グロスブラック	 28,800円（本体価格	26,667円）

A	 ワンピース・H-Dデタッチャブル・シーシーバーアップライト
スリムで大胆な形状のシーシーバーはXL1200NやXL883Nのクラ
シックなボバールックにベストマッチ。簡単着脱機能の備えたサイドプ
レート一体型のワンピースタイプで、バックショットスタイルのホール
加工が施されています。頭頂部のスタイリッシュなアッパーキックアン
グルは’50年代や’60年代のシーシーバーをモチーフにしています。
パッセンジャーバックレストパッドは52631-07、52300366/52300364
の3種類からお選びください。クールなグロスブラックと美しい輝きを
放つクロームをラインアップ。90300086/90300087ロッキング・HD
デタッチャブルラッチキットとは併用不可。
’04以降XLモデルに適合。車種適合のドッキング・ハードウェアキット
（XL1200Tを除く	別売）が必要です。ロッキング・HDデタッチャブル
ラッチキット90300086/90300087とは併用不可。
●51146-10	 グロスブラック	 41,300円（本体価格	38,241円）
●52300040A	クローム	 42,100円（本体価格	38,982円）

パッセンジャーバックレストパッド
ワンピース・H-Dデタッチャブル・パッセンジャーシーシーバーアップ
ライト52729-08、51853-07、51849-07、51146-10、51161-10A、
52300040A、52300042A、52300044Aまたは52300046装着車に
適合。
●52631-07	 スムーズブラック	 14,500円（本体価格	13,426円）

B	 パッセンジャーバックレストパッド
ツーリングシートやカスタムシートを引き立てるスタイル。
ワンピース・HDデタッチャブル・シーシーバーアップライト52729-08、
51853-07、51849-07、51146-10、51161-10A、52300040A、
52300042A、52300044Aおよび52300046に適合。
●52300366	 ’16XL883Nスタイル	
	 16,000円（本体価格	14,815円）
●52300364	 ’16XL1200Xスタイル	
	 16,000円（本体価格	14,815円）

パッセンジャーバックレストパッド
お望みの快適さやスタイルに合わせて、幅広いサイズと形状から最
適なバックレストパッドをお選びください。標準装備とアクセサリーの
どちらのシートも引き立つデザインのパッドは、シーシーバーアップラ
イトのタイプそれぞれにフィットするように作られています。

C	 ショート・バックレストパッド
クローム仕上げのプレートとハードウェアで飾られたつや消しステン
レススチールのインサートが特徴の画期的なバックレストパッドマ
ウンティングシステム。
●52517-94	 	 12,400円（本体価格	11,482円）
ショートレール・インサートスタイル・シーシーバーアップライト51513-
02、52737-94Aまたは52706-07に適合｡

D	 バックレストパッド
メダリオンやミニメダリオンスタイルのシーシーバーアップライトにジャ
ストフィットするサイズのバックレストバッド。センタースクリュー1本と
ボルトオンマウンティングストラップで取り付けます。クロームメッキの
マウンティングハードウェア付き。
ロー・メダリオンスタイル・シーシーバーアップライト52754-04、
51851-09、ロー・スクエアバー・ミニメダリオンスタイル・シーシーバー
アップライト53282-06、スタンダード・スクエアバー・ミニメダリオンス
タイル・シーシーバーアップライト53281-06、53407-06、スタンダー
ド・メダリオンスタイル・シーシーバーアップライト52735-85、53007-
98、52655-84、52909-02、51517-02、スタンダード・バー＆シールド
スタイル・シーシーバーアップライト52739-83、51514-02、スタンダー
ド・ヘリテイジスタイル・シーシーバーアップライト52731-00、ロー・ラ
ウンドバー・シーシーバーアップライト52300022または52300024に
適合。
①52652-04	 スムーズ	 14,500円（本体価格	13,426円）
②52626-04	 スムーズ／トップステッチ	
	 14,500円（本体価格	13,426円）

D	 バックレストパッド

B	 パッセンジャーバックレストパッド／	
’16	XL1200Xスタイル

C	 ショート・バックレストパッド

A	 ワンピース・H-Dデタッチャブル・シーシーバー
アップライト／グロスブラック	
（パッセンジャーバックレストパッドと）

A	 ワンピース・H-Dデタッチャブル・シーシーバー
アップライト／クローム	
（パッセンジャーバックレストパッドと）

① ②

E	 バックレストパッド

①

④ ⑤

② ③

NEW

NEW

B	 パッセンジャーバックレストパッド／	
’16	XL883スタイル

F	 エアフォイル・プレミアム・ラゲッジラック／	
クローム

F	 エアフォイル・プレミアム・ラゲッジラック／	
グロスブラック

G	 カスタム・テーパード・スポーツラゲッジラック／	
クローム

G	 カスタム・テーパード・スポーツラゲッジラック／	
グロスブラック

警告

ラゲッジラックをシート代わりに使用したり、許容重量を超える
重量物を積載しないでください。このような使い方をした場合、
ハンドリングに悪影響を与え、コントロール不能となり、ライダー
及びパッセンジャーに死亡事故や重大なケガを引き起こすおそ
れがあります。



S
P

O
R

T
S

T
E

R

A

B

D

A

C

D

E E

F G

G

 SPORTSTER® 71
 Backrests, Racks, Saddlebags & Luggage

70 SPORTSTER®

 Backrests & Racks

A	 テーパード・ラゲッジラック
愛車のラインをいっそう引き立たせる滑らかでコンパクトなテーパー
型のラック。職場までランチを載せて走っても、荷物を載せてカント
リーロードを走っても、エレガントなスタイルが魅力的です。
’04以降XLモデルでH-Dデタッチャブル・サイドプレート装着車に
適合。
●53718-04	 クローム	 24,800円（本体価格	22,963円）
●53510-07	 グロスブラック	 24,800円（本体価格	22,963円）

B	 スポーツ・ラゲッジラック／4バー
滑らかなスタイルのラックが愛車のラインを引き立てます。H-Dデ
タッチャブルまたはリジッドマウント・シーシーバーサイドプレートとご
使用いただけます。
’04以降XLモデルでリジッド・サイドプレート53925-04装着車に適
合。
●53899-02	 クローム	 24,800円（本体価格	22,963円）

’90〜’03XLモデルでH-Dデタッチャブル・サイドプレートキット
53545-95A装着車、’82〜’03XLモデルでリジッドマウント・サイドプ
レートキット52806-94Bまたは52782-82B装着車に適合。
●53711-96A	 クローム	 24,800円（本体価格	22,963円）

C	 スポーツ・ラゲッジラック／5バー
街乗りにもロングツーリングにもフレキシブルにお使いいただける機
能的で美しいデザインのラゲッジラック。
’04以降XLモデルでH-Dデタッチャブル・サイドプレート装着車に
適合。
シーシーバーアップライト（ラウンドバー）52300018、52300020、
52300022、52300024には取り付け不可。
●53862-00	 クローム	 28,800円（本体価格	26,667円）

D	 チョップ・フェンダーラゲッジラック
街中のクルージングにも長距離ライディングにも最適なデザインの
ラゲッジラック。リアのチョップドフェンダーに合うようにデザインされ
たシンプルなラックで、外観を損なうことなく実用的なラゲッジスペー
スを提供します。リアサポートをフェンダーストラットに取り付け、ラック
はリアフェンダーのパッセンジャーピリオン取り付け位置に固定しま
す。仕上げはクロームとグロスブラックを用意。H-Dデタッチャブル・
アップライトやドッキングハードウェアと併用可能です。
’09以降XL883N、’09以降XL1200N、’11以降XL1200X、’12以降
XL1200Vに適合。
●50300040	 クローム	 28,800円（本体価格	26,667円）
●54250-10	 グロスブラック	 28,800円（本体価格	26,667円）

A	 テーパー・ラゲッジラック／クローム A	 テーパー・ラゲッジラック／グロスブラック

B	 スポーツ・ラゲッジラック／4バー C	 スポーツ・ラゲッジラック／5バー

D	 チョップ・フェンダーラゲッジラック／	
グロスブラック

D	 チョップ・フェンダーラゲッジラック／	
クローム

警告

ラゲッジラックをシート代わりに使用したり、許容重量を超える
重量物を積載しないでください。このような使い方をした場合、
ハンドリングに悪影響を与え、コントロール不能となり、ライダー
及びパッセンジャーに死亡事故や重大なケガを引き起こすおそ
れがあります。

E	 H-Dデタッチャブル・ソロラック
わずか60秒でソロシートのスポーツスター・モデルに取り付け可能な
デタッチャブル・ソロラック。パッセンジャーピリオンを使わないときに
フェンダーの上に取り付けて使用します。ハンドポリッシュ仕上げで
真鍮溶接されたチューブは、クロームメッキとグロスブラックを用意。
スタイリッシュな魅力をいっそう高めます。装着にはドッキングハード
ウェア（別売）が必要です。
’04以降XLモデルでソロシート装着車に適合。デタッチャブル・ドッ
キングハードウェア（XL1200Tを除く	別売）が必要です。ロッキング・
HDデタッチャブルラッチキット90300086/90300087とは併用不可。
●53494-04	 クローム	 37,000円（本体価格	34,260円）
●53512-07	 グロスブラック	 37,000円（本体価格	34,260円）

F	 H-Dデタッチャブルラッチキット／クローム
デタッチャブル・アクセサリーの外観を完璧に仕上げるなら、このデコ
レイティブなクロームラッチが最適。細心の注意を払って磨き上げら
れたクロームメッキのロータリーラッチで、取り付けも簡単。標準装備
のサテンブラックパーツとそのまま交換でき、手軽に最後のひと仕上
げを加えることができます。手が届きにくい部分でも簡単に操作でき
るように、引き出しやすいフィンガーリリースを装備。
●12600036	 	 10,300円（本体価格	9,538円）
デタッチャブル・サイドプレート、ワンピース・シーシーバーアップライト、
ラック、ツアーパック・ラゲッジマウンティングラック装着車の全てのモ
デルに適合。

G	 H-Dデタッチャブル・ロッキング・レザー・サドルバッグ
バイクのすっきりとした外観はそのままに、大通りのクルーズにもよく
似合う大容量のロック付きデタッチャブル・サドルバッグ。内側のハン
ドルを引くだけで、簡単に取り外しが可能です。傾斜を帯びたスタイ
ルの洗練されたレザーバッグは、クラシックな荷締めストラップとブ
ラックのバックルが印象的。その裏にクイックリリースクリップが隠さ
れています。大容量のバッグを取り外しても、シンプルで目立たない2
つのドッキング位置しか残りません。ドッキングハードウェアキットの
組み合わせで固定式のアクセサリーにもH-Dデタッチャブル・アクセ
サリーにも併用することができます。容量39ℓ。
●90201328	 	 156,000円（本体価格	144,445円）
’04以降のXLモデル（XL883N、XL1200N、XL1200T、XL1200Xお
よびXL1200Vを除く）に適合。ドッキングハードウェアキット90201424
が必要（別売）。パッセンジャーペグ非装着車はパッセンジャーフットペ
グキット50203-04（’04〜’13モデル）または50500270（’14以降モデ
ル）が必要（それぞれ別売）。XL883N、XL1200NまたはXL1200Xは
ターンシグナルリロケーションキット67800075が必要。’11以降
XL1200Cはターンシグナルリロケーションキット67800077が必要。
他のモデルはターンシグナルリロケーションキット68733-02Aまたはレ
イバックライセンスプレートキット60215-06が必要（別売）。リアアクス
ルカバーおよびボブテイルフェンダーとの併用は不可。

ドッキングハードウェアキット
H-Dデタッチャブル・サドルバッグ90201328の装着に必要。サドル
バッグのみ、または追加のデタッチャブル・アクセサリー装備のサドル
バッグに必要な全てのハードウェアが付属しています。
●90201424	 	 17,100円（本体価格	15,834円）
’04以降XLモデル（XL883N、XL1200N、XL1200T、XL1200X、
XL1200Vを除く）に適合。

E	 H-Dデタッチャブル・ソロラック／	
クローム

E	 H-Dデタッチャブル・ソロラック／	
グロスブラック

F	 H-Dデタッチャブルラッチキット／	
クローム

G	 H-Dデタッチャブル・ロッキング・レザー・	
サドルバッグ

NEW

G	 H-Dデタッチャブル・ロッキング・レザー・サドルバッグ（サドルバッグを取り外した状態）
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D	「エクスプレスライダー」ラージキャパシティ・レザー・	
サドルバッグ

伝統的な「ポニーエクスプレス」のスローオーバーバッグのスタイル
に、最新式の堅牢な取り付け構造を採用することで、どこから見ても
洗練さを感じるレザー・サドルバッグに仕上げました。このラージキャ
パシティ・スポーツスター・サドルバッグの伝統的なバックルの下に
は、使いやすさを重視した便利なクイックリリースクリップを使用。
エンボス加工のバー&シールドロゴが施されたリベット止めレザー
パッチにより、時代を超越したスタイルが引き立ちます。容量：39ℓ。
●90201325	 	 106,000円（本体価格	98,149円）
’04以降XLモデルに適合。XL1200T、XL1200V、XL883N、
XL1200NおよびXL1200Xは不可。’11以降XL1200Cはターンシグ
ナルリロケーションキット67800077が必要（別売）。他モデルは
ターンシグナルリロケーションキット68733-02Aまたはレイバックライ
センスプレートキット60215-06が必要（別売）。HDデタッチャブルア
クセサリー装備車はドッキングハードウェアキット53544-04が必要
（別売）。リアアクスルカバーまたはボブテイルフェンダーとは併用不
可。

E	 シンセティックレザー・サドルバッグ
街乗りにもロングツーリングにも活躍する大容量サドルバッグ。なめ
らかなラインがスポーツスターのフェンダーとマッチ。硬質プラスチッ
クのシェルを合成レザーが包み、耐久性に優れています。クローム・
バックルの付いたトラディショナルなストラップの下にはクイックディ
スコネクト機構を採用し、開閉もスムーズです。容量33ℓ。
●90330-08	 	 78,100円（本体価格	72,315円）
’04以降XLモデル（’02〜’03XL883R、XL883N、XL1200N、
XL1200T、XL1200X、XL1200Vでリアアクスルナットカバーまたは
フラットレンズ・ターンシグナル装着車、2in1エグゾースト装着車を除
く）に適合。’04以降モデルはターンシグナルリロケーションキット
68733-02Aまたはレイバック・ライセンスプレートキット60215-06が必
要です（それぞれ別売）。’11以降XL1200Cに取り付ける場合は、
ターンシグナルリロケーションキット67800077が必要。またレイバッ
ク・ライセンスプレートキット60215-06は不要です。

F	 ハードサドルバッグ
スポーツスターにベストマッチのスポーティーなデザイン。ロック機構
付。射出成形法でつくられているので継ぎ目のないスタイルで、標準
装備のカラーに合わせてペイントされています。ターンシグナルリロ
ケーションハードウェア付。容量41ℓ。
’04以降XLモデル（XL883N、XL1200N、XL1200S、XL1200T、
XL1200X、XL1200V、’02〜’03XL883Rを除く）に適合。H-Dデ
タッチャブル・シーシーバーまたはラゲッジラック装着車に取り付ける
場合、’94〜’03XLモデルはハードウェアキット91385-00（別売）が
必要で、’04以降XLモデルはハードウェアキット91405-04（別売）が
必要です。
●91412-04BDK	 プライム	 258,000円（本体価格	238,889円）
●91412-04AV	 バーチホワイト	
	 309,000円（本体価格	286,112円）
●91412-04DH	 ビビッドブラック	
	 309,000円（本体価格	286,112円）

A	 ディストレストブラックレザー・サドルバッグ
アンティーク調のレザーとダイキャストのバックルが、丈夫さと機能性
を兼ね備えたサドルバッグに、若 し々さを醸し出す独特で最先端のス
タイルを与えます。ラゲッジ容量は、いつでも必要なものを持ち運べ
る49ℓ。頑丈なバックルの下にはクイックディスコネクトクリップが装
備されており、ハイセンスなスタイルを常に維持しながら、バッグの中
に簡単に手が届くようにデザインされています。
●90201306	 	 117,000円（本体価格	108,334円）
’94以降XLモデルに適合。’02〜’03XL883R、XL1200S、
XL1200Tおよびリアアクスルカバー、フラットレンズターンシグナル、
アクセサリーブレットスタイル・ターンシグナル68005-99、68637-99
装備車または’04以降でボブテイルフェンダーまたはデタッチャブル
サイドプレート装着車は不可。’04以降モデルはターンシグナルリロ
ケーションキット68474-04B（クローム）または73281-10（ブラック）が
必要（別売）。XL883N、XL1200N、XL1200VおよびXL1200Xは
ターンシグナルリロケーションキット67800075が必要。’11以降
XL1200Cはターンシグナルリロケーションキット67800077が必要
（別売）。’94〜’03モデルはターンシグナルリロケーションキット
68485-04が必要（別売）。’94〜’03モデルでHDデタッチャブル・ア
クセサリー装備車はドッキングハードウェアキット90465-98Aまたは
53532-02が必要（別売）。

B	 リジッド・レザー・ロッキング・サドルバッグ
遠距離のツーリングに最適な高品質テクスチャー加工レザー・サドル
バッグ。プッシュボタン開閉式のリッドは片手で簡単に開け閉めでき、
きめ細かいレザーの表面とつや消しクロームのメダリオンがエレガン
トな趣を感じさせます。ハードシェルに型くずれしにくい全天候耐性の
レザーを使用してトラディショナルスタイルに仕上げました。リッドに
は便利で安全な最新式のロッキングヒンジを使用。しなやかで細身
のスポーツスターを引き立てるそのスタイルからは想像もつかないく
らい、街乗りにもロングツーリングにも十分な収納スペースが確保さ
れています。キットにはリフレクターが付属。容量：39ℓ。
●90201321	 	 129,000円（本体価格	119,445円）
’04以降XLモデルに適合。XL1200T、XL1200V、XL883N、
XL1200NおよびXL1200Xは不可。’11以降XL1200Cはターンシグ
ナルリロケーションキット67800077が必要（別売）。他モデルは
ターンシグナルリロケーションキット68733-02Aまたはレイバックライ
センスプレートキット60215-06が必要（別売）。HDデタッチャブルア
クセサリー装備車はドッキングハードウェアキット53544-04が必要
（別売）。リアアクスルカバーまたはボブテイルフェンダーとは併用不
可。

C	 スポーツスター・レザー・サドルバッグ
型くずれしにくいように裏面が熱成形された、9オンスレザー使用のサ
ドルバッグ。エンボス加工の「Sportster」のロゴがスタイルを引き立
てます。バッグの中にすぐに手が届くように、トラディショナルなクロー
ム・バックルの下にクイックディスコネクトクリップを採用。容量：49ℓ。
●90201329	 	 117,000円（本体価格	108,334円）
’94以降XLモデルに適合。’02〜’03XL883R、XL1200S、
XL1200Tおよびリアアクスルカバー、フラットレンズターンシグナル、
アクセサリーブレットスタイル・ターンシグナル68005-99、68637-99ま
たは’04以降でボブテイルフェンダーまたはデタッチャブルサイドプ
レート装着車は不可。’04以降モデルはターンシグナルリロケー
ションキット68474-04B（クローム）または73281-10（ブラック）が必要
（別売）。XL883N、XL1200N、XL1200VおよびXL1200Xはターンシ
グナルリロケーションキット67800075が必要。’11以降XL1200Cは
ターンシグナルリロケーションキット67800077が必要（別売）。’94〜
’03モデルはターンシグナルリロケーションキット68485-04が必要
（別売）。’94〜’03モデルでHDデタッチャブル・アクセサリー装備車
はドッキングハードウェアキット90465-98Aまたは53532-02が必要
（別売）。

A	 ディストレストブラックレザー・サドルバッグ

B	 リジッド・レザー・ロッキング・サドルバッグ

C	 スポーツスター・レザー・サドルバッグ

D	 「エクスプレスライダー」ラージキャパシティ・レザー・サドルバッグ

E	 シンセティックレザー・サドルバッグ

F	 ハードサドルバッグ

NEWNEW

NEW

NEW
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E	 ツアーパックラゲッジ
長距離を走破するツーリストに大容量の収納スペースを提供するツ
アーパック・ラゲッジ。フルフェースヘルメット（ハーフヘルメットなら2
個）を収納できる余裕のサイズ。キットにはバックレストパッド、イン
ナーラバーマット、ハードウェアが付属。容量：41ℓ。
●53690-06A	 	 103,000円（本体価格	95,371円）
’04以降XLモデル（XL883N、XL1200N、XL1200X、XL1200C、
XL1200Vを除く）でソロ・ツアーパックラック装着車に適合。

F	 スポーツ・ツアーパックラゲッジ
スポーツスターのハードサドルバッグにマッチ。ほとんどのフルフェー
ス・ヘルメットが収納できる余裕のサイズ。ロングツーリングにも最適
です。ラバーマット、ロック機構付。パッセンジャーバックレストパッド
52872-01は別売です。W440×D400×H230mm。容量37ℓ。
’04以降XLモデル（XL883N、XL1200N、XL1200X、XL1200C、
XL1200Vを除く）でソロ・ツアーパックマウンティングラック装着車に
適合。ラック、ドッキングキットはそれぞれ別売です。
●53929-12BDK	 プライム	 119,000円（本体価格	110,186円）
●53929-06AV	 バーチホワイト	
	 145,000円（本体価格	134,260円）
●53929-06DH	 ビビットブラック	
	 145,000円（本体価格	134,260円）

G	 バックレストパッド／スポーツ・ツアーパックラゲッジ用
標準装備、カスタムを問わず各種シートのスタイルを引き立てるス
ポーツ・ツアーパック・バックレストパッドで、パッセンジャーに快適な
サポートを提供します。
●52872-01	 	 20,700円（本体価格	19,167円）
カラーマッチ・スポーツ・ツアーパックラゲッジ装着車に適合。

H	 H-Dデタッチャブル・ソロツアーパック	
マウンティングラック

ソロツアーパックラックを使ってスポーツ・ツアーパックを最適なバッ
クサポート位置に設置することができます。ツアーパックを取り外し
パッセンジャーピリオンを装着すれば2人乗りに早変わり。着脱は簡
単です。ツアーパック、パッセンジャーバックレスト、ハードウェアはそ
れぞれ別売です。
●53655-04A	 	 28,000円（本体価格	25,926円）
’04以降XLモデル（XL883N、XL1200N、XL1200X、XL1200C、
XL1200Vを除く）でソロシート装着車に適合。カラーマッチ・スポー
ツ・ツアーパック53929-XX（カラーにより品番が異なります。上記F
を参照）、レザー・ツアーパック53147-98C、53690-06Aと併用可。
ロッキング・HDデタッチャブルラッチキット90300086/90300087と
は併用不可。ドッキングハードウェア（別売）が必要です。

A	 レザー・スローオーバー・サドルバッグ
トラディショナルなスタイリングのレザー・サドルバッグ。マチ部分を大
きく取り、余裕ある収納力。ワンタッチクリップの採用で開閉もスムー
ズです。
●91008-82C	 	 67,200円（本体価格	62,223円）
’82以降XLモデル（XL1200Tを除く）でクローム・サドルバッグサポー
ト装着車に適合。

B	 シンセティックレザー・スローオーバー・	
アジャスタブル・サドルバッグ

イーグルウイングロゴ入り。279×254×95mm。
●90570-86TA	 	 20,100円（本体価格	18,612円）
’82〜’03XLモデルでサドルバッグサポート装着車に適合。

C	 クローム・サドルバッグサポート
スローオーバースタイルのサドルバッグがホイールやスイングアー
ム、ブレーキキャリパーと接触するのを防ぎます。エレガントなクロー
ムメッキのフープはアッパーショックマウントとフェンダーストラットに
取り付ける構造で、リジッドマウント・シーシーバーサイドプレートおよ
びアップライト装備モデルに装着できます。
●90201324	 	 20,000円（本体価格	18,519円）
’00以降XLモデルに適合。XL1200S、XL1200Tおよび’02〜
’03XL883Rは不可。HDデタッチャブルと併用不可。
●90799-94D	 	 20,700円（本体価格	19,167円）
’94〜’15XLモデルに適合。XL1200S、XL1200Tおよび’02〜
’03XL883Rは不可。HDデタッチャブルと併用不可。（クロームアッ
パーショックカバー54711-94を含む）

D	 タンクバッグ
いっしょに旅するアクセサリーとしては申し分ない、フューエルタンク
の形状に合わせたバリスティックナイロン製のUVカット／耐候性
タンクバッグ。バッグの上面にはクリアポーチが付いており、地図や
道順をひと目で確認することができます。硬質素材により、荷物が
入っていなくても型くずれしません。大きく2方向に開くジッパーは、荷
物の出し入れに最適です。内部には、大型アイテムを収納するため
の大型センターキャビティを中心に、ジッパー付きメッシュポーチ2つ
とクイックアクセスナイロンポーチ1つが装備されています。中のトッ
プポーチには、追加収納スロット3つとペンホルダー3つが備わってい
ます。大切なオーディオ機器をバッグの中に入れたままプラグを押し
込めるように、ヘッドフォンポートも装備されています。タンクバッグに
は、反射テープが装着された一体型レインカバーが付いています。
バッグ底面に内蔵されたマグネットによってバッグはタンクに確実に
固定されますが、底面が柔らかいためタンクの塗装を傷めません。ク
イックリリースクリップを使えばすぐに取り外せるため、燃料給油口を
簡単に開くことができるほか、持ち運びに便利な取っ手も付いていま
す。
●93300040	 	 25,500円（本体価格	23,612円）
’04以降XLモデルに適合。

A	 レザー・スローオーバー・サドルバッグ

B	 シンセティックレザー・スローオーバー・
	 アジャスタブル・サドルバッグ

C	 クローム・サドルバッグサポート

D	 タンクバッグ H	 H-Dデタッチャブル・ソロツアーパック	
マウンティングラック

G	 バックレストパッド／スポーツ・	
ツアーパックラゲッジ用

F	 スポーツ・ツアーパックラゲッジ（H-Dデタッチャブル・ソロツアーパック＆バックレストパッドと）

E	 ツアーパックラゲッジ（H-Dデタッチャブル・ソロツアーパックマウンティングラックと）

NEW

警告

ラゲッジラックをシート代わりに使用したり、許容重量を超える
重量物を積載しないでください。このような使い方をした場合、
ハンドリングに悪影響を与え、コントロール不能となり、ライダー
及びパッセンジャーに死亡事故や重大なケガを引き起こすおそ
れがあります。
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I	 USBチャージングアダプター

E	 タンクブラ

H	 補助パワーポート／サドルバッグマウント

D	 サドルバッグトラベルパック	
（写真は91959-97）

G	 補助パワーポート／ホーンマウント

D	 サドルバッグトラベルパック
取付が簡単な防水性ライナー。インナーポケット付。
●91959-97	 	 11,500円（本体価格	10,649円）
W305×H254×D127mm
●91486-01	 	 11,100円（本体価格	10,278円）
XLモデルでカラーマッチ・ハードサドルバッグ装着車に適合。

E	 タンクブラ
キーやベルトバックルなどによるタンクのすり傷を防ぎます。タンクや
シートを取り外さずに簡単に装着できます。バー&シールドロゴの刺
しゅう入り。フリース裏地付ビニール製。
●62027-04	 	 8,840円（本体価格	8,186円）
’04以降XLモデルで17.0ℓフュエルタンク装着車に適合。
●62030-04	 	 8,590円（本体価格	7,954円）
’04以降XLモデルで12.5ℓフュエルタンク装着車に適合。
●61929-98	 	 8,590円（本体価格	7,954円）
’97〜’03XLモデルで12.5リットル・フュエルタンク装着車に適合。

補助パワーポート
携帯電話、GPS、ポータブルオーディオプレーヤー、またはタイヤイン
フレーターに電力を供給する携帯型12Vパワーポート。エレガントな
キャストハウジングには、ほとんどの自動車用12V電源アダプターの
プラグに対応する標準電源出力と、使用しないときにポートを保護す
る引き上げ式カバーが付いています。

F	 補助パワーポート／ハンドルバーマウント
ハンドルバーに取り付けたアクセサリーの充電に最適。高級感のあ
る鋳造ハウジングでハンドルバーにしっかりと固定し、手の届く場所
にパワーポートを配置できます。
’14以降XLモデルで7/8インチまたは1インチ径ハンドルバー装着車
に適合。
●69200971	 クローム	 18,100円（本体価格	16,760円）
●69200970	 ブラック	 18,100円（本体価格	16,760円）

G	 補助パワーポート／ホーンマウント
ホーンマウントブラケット付近のアクセスしやすい位置に配置できる
便利なヒューズ保護付きパワーポート。
●69201136	 ホーンマウント	 16,000円（本体価格	14,815円）
EFI装備車でサイドマウントホーン装着車に適合。

H	 補助パワーポート／サドルバッグマウント
サドルバッグの内側に取り付ける便利なパワーポートで、外からは見
えない場所で携帯電話やオーディオプレーヤーの充電が可能。プラ
グはクイックディスコネクト式で、デタッチャブル・サドルバッグとも併
用できます。
●69200091	 	 8,220円（本体価格	7,612円）
’04以降モデルでハーレーダビッドソン・サドルバッグ（スローオー
バースタイルまたはスイングアームバッグを除く）装着車に適合。バッ
テリーチャージングハーネス94624-97B（別売）が必要です。

I	 USBチャージングアダプター
携帯電話、MP3プレイヤー、その他の携帯機器を充電できます。12
ボルトのパワーポートに差し込めば、USB電源ポートとして使用する
ことができます。
●69200357	 	 4,120円（本体価格	3,815円）
12V補助パワーポートで使用可能。

A	 シングルサイド・スイングアームバッグ
必要にして十分なサイズ。このスイングアームバッグはジャケットのポ
ケットに詰め込んでいた小物やパッセンジャーシートに括りつけていた
荷物をスマートに収納します。スポーツスターのスタイリングを崩すこ
となく、絶妙にフィットするデザインは、同時にオールドスクールのカス
タムテイストを演出します。素材は耐久性の高いヘビーウェイトレ
ザー。クラシカルなバックルが施されたストラップの裏には、ワンタッチ
で開閉できるクイッククリップが装備されています。半硬質のバックプ
レートと専用ブラケットにより装着も簡単です。容量7ℓ。
’04以降XLモデルでソロシート装着車に適合。装着にはパッセン
ジャーフットペグを取り外す必要があります。XL1200Tは不可。
●90201326	 ブラックレザー	 35,300円（本体価格	32,686円）
●90201327	 ディストレストブラウンレザー	
	 35,300円（本体価格	32,686円）

B	 ダウンチューブバッグ
車載工具やディスクロックなど常時携行したいアイテムの収納に適
したバッグです。ヘビーウエイトレザー製で、型崩れを抑える硬質バッ
クプレートと、トラディショナルなバックル＆レザーストラップが特徴。
装着は簡単です。キットには取付けに必要なハードウェアが全て含ま
れています。
’04以降XL、XRに適合。XLモデルでエンジンガード、フロントスポイ
ラー、およびブームオーディオ・クルーザー・アンプ＆スピーカー・キット
76262-08Aまたは76320-08Aとは併用不可。
●93300044	 ブラックレザー	 26,500円（本体価格	24,538円）
●93300045	 ディストレストブラウンレザー	
	 26,500円（本体価格	24,538円）

C	 ユニバーサル・サドルバッグロックキット
既存のソフトサイド・サドルバッグに入った荷物を盗難から守るロック
キット。キットに付属の超小型バレルロック2個を既存のサドルバッグ
の留め金と取り替えて使用します。ロックとして使用する以外にも、
バッグをロックする必要がないときは留め金としても使用できます。2
個1組での販売です。
ほとんどのレザーおよびビニール・ソフトサイド・サドルバッグに適合。
●90300017	 ランダムキーコード	
	 10,300円（本体価格	9,538円）

B	 ダウンチューブバッグ／	
ブラックレザー

B	 ダウンチューブバッグ／	
ディストレストブラウンレザー

A	 シングルサイド・スイングアームバッグ／	
ブラックレザー

A	 シングルサイド・スイングアームバッグ／	
ディストレストブラウンレザー

C	 ユニバーサル・サドルバッグロックキット

F	 補助パワーポート／ハンドルバーマウント

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW
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A	 コンビネーション・デジタルスピードメーター&	
アナログタコメーター／4インチ

4インチゲージの中にデジタル表示のスピードメーターとアナログタコ
メーターを組み合わせたスタイリッシュなコンビネーションメーターで、
ハンドルバーマウント周辺をクリーンな外観に。このユニークなコンビ
ネーションメーターはエンジン回転数、オド＆トリップメーター、フュエル
ゲージ、ギアポジション、時刻表示などの多彩な情報を表示すること
が可能。デジタル表示の速度計も視認性が高く、走行中でも素早く
目視することができます。また液晶パネルはお好みで600種類ものカ
ラーに変更可能。標準装備のメーターと付替えるだけで、ゲージ交換
後約50km走行すると自動的に交換前のトリップメーターが反映され
ます。
（注）ギアポジションは’04〜’07モデルでは表示されません。またレン
ジとフュエルレベルは’04〜’06XLモデルでは表示されません。
●70900100C		 64,900円（本体価格	60,093円）
’14以降XLモデルに適合。装着には別途、フュエルレベルセンサー
61200008A（別売）が必要です。
●70900274	 	 63,000円（本体価格	58,334円）
’04〜’13XL（XRモデル、’04〜’08XL1200R、およびXL50を除く）
に適合。’07〜’13XLモデルにはフュエルレベルセンサー61200008A
（別売）が必要です。XL883モデルでスクリーミンイーグル・スポーツ
スター883cc／1200cc・ステージⅠ・コンバージョンキット装着車には
適合不可。

フュエルレベルセンサー（写真なし）
フュエルタンク内のセンサーから情報を拾い、コンビネーションメー
ターへ送り込むためのアクセサリー。フュエルレベルのほかにスピー
ド＆タコメーター、液晶ディスプレイ表示などの情報も送信します。
キットには装着に必要なハードウェアが全て含まれています。
●61200008A		 28,900円（本体価格	26,760円）

B	 スポーツスター・フュエルゲージキット
走行距離を気にすることなく、スポーツスター・モデルの燃料レベル
がひと目でわかります。容量検出テクノロジーを採用したタンク内の
センディングユニットが燃料レベルを正確にモニターし、ハンドル
バーに装着したLEDインジケーターに情報を送り、残量がひと目でわ
かるように表示されます。LEDディスプレイが組み込まれた独特のハ
ウジングを右のハンドルコントロールのブレーキマスターシリンダーカ
バーと交換して使用します。LEDの各セグメントは、満タンのときには
全て点灯し、燃料レベルが下がるごとに1個ずつ消えていきます。キッ
トにはセンディングユニット、LEDマスターシリンダーカバー、ワイヤー
ハーネスおよび装着に必要なハードウェアが全て含まれています。
’07以降XLモデル、’09〜’11XRに適合。’14以降XLはエレクトリカ
ルコネクションキット72673-11が必要です。
●75031-09	 ブラック	 61,700円（本体価格	57,130円）

C	 フュエルタンクトリムパネルキット／クローム
愛車のフューエルタンクをひときわ輝かせるミラークロームのフュー
エルタンクトリムパネル。標準装備のフューエルキャップにぴったり
フィットするデザインで、裏面は粘着式。
●61653-04	 	 25,800円（本体価格	23,889円）
’04〜’10XL883C、XL1200L、XL1200C、’08〜’09XL1200Rに適
合。’04以降XLモデルでスポーツスター・ラージキャパシティ・フュエ
ルタンクおよびインストールキット62999-04または62999-07装着車
にも適合。

B	 スポーツスター・フュエルゲージキット／ブラック

A	 コンビネーション・デジタルスピードメーター&アナログタコメーター／4インチ	
（注）写真は米国仕様のためマイル仕様になっています。

C	 フュエルタンクトリムパネルキット／クローム

モデル名 サスペンション シート ハンドルバー フットポジション

XL883N ロー・サスペンション標準装備 カフェシート
バッドランダーシート
リーチ＆トールボーイシート
サンダウナーシート
シグネチュアシリーズシート

クラブマン・ハンドルバー
ドラッグバー
ミニエイプ・ハンドルバー

ミッドコントロール標準装備
ファーザーフォワードミッドコントロール
スタンダードフォワードコントロール
アジャスタブルハイウェイペグ

XL883L
XL1200T

ロー・サスペンション標準装備 カフェシート
バッドランダーシート
リーチ＆トールボーイシート
サンダウナーシート
シグネチュアシリーズシート

アイアン883・ハンドルバー
ミニエイプ・ハンドルバー

ファーザーフォワードミッドコントロール標準装備
スタンダードフォワードコントロール
アジャスタブルハイウェイペグ

XL1200C ロー・サスペンション標準装備 カフェシート
バッドランダーシート
リーチ＆トールボーイシート
サンダウナーシート
シグネチュアシリーズシート

アイアン883・ハンドルバー
クラブマン・ハンドルバー
リーチ・ハンドルバー

フォワードコントロール標準装備
ファーザーフォワードミッドコントロール
リーチフォワードコントロール
エクステンデッドリーチフォワードコントロール

XL1200V ロー・サスペンション標準装備 カフェシート
バッドランダーシート
リーチ＆トールボーイシート
サンダウナーシート
シグネチュアシリーズシート

ドラッグバー
アイアン883・ハンドルバー
クラブマン・ハンドルバー
ミニエイプ・ハンドルバー

フォワードコントロール標準装備
ファーザーフォワードミッドコントロール
リーチフォワードコントロール
エクステンデッドリーチフォワードコントロール

XL1200X ロー・サスペンション標準装備 カフェシート
バッドランダーシート
リーチ＆トールボーイシート
サンダウナーシート
シグネチュアシリーズシート

ドラッグバー
クラブマン・ハンドルバー
ミニエイプ・ハンドルバー
ハリウッド・ハンドルバー

フォワードコントロール標準装備
ファーザーフォワードミッドコントロール
リーチフォワードコントロール
エクステンデッドリーチフォワードコントロール

2016年モデル・ポジション調整パーツリスト

FINDING THE RIGHT FIT

ESTABLISH YOUR POSITION

サスペンション
サスペンションの高さで乗車高を調整することが、車両を身体にフィットさせるための第1歩です。停車時の足つき性がよければ、
安心感が高まります。

ハンドルバー
ハンドルバーと腕、手、手首との位置関係は、乗り心地に直接影響
します。
手にすっぽりと収まり、操作の際にシートから乗り出す必要がない
ハンドルバーをお選びください。

フットコントロール
フットポジションを変更すると、筋肉の張りが和らぎ、尾骨にかか
る圧力が減るため、ライダーの疲労が緩和されます。ライディングポ
ジションが正しければ、普段のサドルで長時間、長距離走行しても
快適性が持続します。

シート
シートの高さと形状は、ライダーの快適性、フィット感、安心感に影
響します。シートとフットコントロール、ハンドコントロール、地面と
の位置関係は乗り心地を決める大きな要因となります。

シート、ハンドルバー、フットコントロールの関係は、ライディング時の快適性、コントロー
ル感、安心感に大きく影響します。バイクを手に入れたら、自分の体格にマッチさせるた
めのオプションをお選びください。
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ショックマウントブッシュ

ショックキャップ

ネジ式プリロードアジャスタ―

ピストン

リバウンドバルブ
スタック

圧縮バルブスタック

バリアブルレートスプリング

バンパー

窒素ガス封入

高性能オイル

フォークパイプ

メインスプリング

ダストシール

フォークパイプ

オイルシールオイルシール

メインスプリング

リバウンドスプリング

シートパイプ
オイルロックバルブ

オイルロック
ピース

カートリッジ

ロワーフォーク
スライダー

ダストシール

リバウンドスプリング

リバウンドピストン

リバウンドバルブ
スタック

オイルロックバルブ

圧縮バルブスタック

圧縮ピストン

リバウンドバンパー

A A

B B

C C

B	 プレミアムライドエマルジョンリアショック／スポーツスター・モデル

A	 プレミアムライドシングルカートリッジフォークキット／スポーツスターモデル

A	 プレミアムライドシングルカートリッジフォーク
キット／スポーツスターモデル（スタンダード高）

A	 プレミアムライドシングルカートリッジフォーク
キット／スポーツスターモデル（ロープロファイル）

B	 プレミアムライドエマルジョンリアショック／スポーツスター・モデル
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A	 プレミアムライドシングルカートリッジフォークキット／	
スポーツスターモデル

タイヤが路面に接地した状態を維持することで、ハンドリング性能を
向上させるシングルサイドカートリッジフォーク。プレミアムエマル
ジョンリアショックとの組み合わせで最適に機能するようにチュー
ニングされており、特別にキャリブレーションされたピストンとバルブス
タックでフォークの減衰力が制御されます。一般的なオリフィスダン
パーと異なり、このカートリッジフォークのピストン／バルブシステムは
減衰力カーブをリニアにし、フロントサスペンションの安定した圧縮と
伸張を実現します。荒れた路面にすばやく対応し、連続するワイン
ディングでもライダーが自信を持って走り切ることができます。圧縮ピ
ストンが低速域での減衰性能を大幅に向上させることでライダーへ
の衝撃が低減され、リバウンドスプリングによりトッピングがよりス
ムーズに感じられます。このカートリッジフォークはボトミングやダイブ
を防ぐ構造になっており、トリプルレートスプリングとオイルロックによ
り、ハードブレーキング時にもフォークが凹凸を吸収し、コントロール
性の向上とホイールホップの抑制を同時に実現しています。クロー
ムまたはグロスブラック・ロアフォークスライダー取り付け時の追加ア
クセサリーとして最適です。キットにはフォークパイプ、カートリッジ、
フォークボルト、メインスプリング、オイルシールが同梱されています。
●45400091	 スタンダード高	 70,000円（本体価格	64,815円）
’04〜’15XL883、XL883C、XL883R、XL1200R、XL1200Vおよび
’04〜’10XL1200Cモデルに適合。
●45400090	 ロープロファイル	61,700円（本体価格	57,130円）
’11〜’15XL883L、XL1200C、XL1200Tおよび’06〜’11XL1200L
モデルに適合。

B	 プレミアムライドエマルジョンリアショック／	
スポーツスター・モデル

路面舗装の状態に関わらず、快適で確実なライドを体験できるハー
レーダビッドソン・プレミアムライドエマルジョンショック。高速で動作
するこのショックにより、一般的なツインチューブショックアブソーバー
と比較して圧縮とリバウンドの減衰制御性が向上しています。窒素
ガス封入ショックはオイルへの空気の混入を防ぎ、内部バルブスタッ
クとの組み合わせにより、ワインディングでの秀逸な減衰制御を実現
します。大径のピストンと低粘度高性能オイルを使用することで、衝
撃に対するショックの応答性とタイヤによる路面の追従性が向上し
ています。ウレタンバンパーが追加されたことにより乗り心地が安定
し、ボトミングの衝撃を最小限に抑えられます。ロック式の調整ネジが
装備されており、郊外路のソロライドや荷物を満載した高速道路で
の長距離タンデム走行まで、スプリングのプリロードをライディング
条件に合わせて微調整することができます。キットには左右ショック
と、プリロード調整用スパナレンチが同梱されています。
●54000076	 スタンダード高（アイエンド約34cm）	
	 120,000円（本体価格	111,112円）
’04〜’15XLモデルに適合。XL883C、XL1200T、’11〜’15XL883L、
’04〜’11XL1200C、’06〜’07XL1200Lは不可。
●54000077	 ロープロファイル（アイエンド約30cm）	
	 106,000円（本体価格	98,149円）
’04〜’15XLモデルに適合。XL883、XL883R、XL1200R、XL1200T
は不可。

C	 ツーアップ・プロファイルロー・リアショックキット
ペアライドを楽しんだり、サドルバッグに荷物を詰め込んで走るライ
ダーのためにチューニングされたヘビーデューティー・ショック。ショッ
クの長さとスプリング弾性は工場出荷時のローシートの高さを維持す
るように設計されています。ボディは美しいクロームです。
●54704-07	 アイエンド約30cm	
	 40,800円（本体価格	37,778円）
’07〜’15XL883L、XL883N、XL1200N、XL1200X、XL1200V、
’11〜’15XL1200Cに適合。

新型のハーレーダビッドソン・プレミアムライド・シングルカートリッジ
フォークとプレミアムライド・エマルジョンショックで、大きなカーブから
悪路まで楽に走行できるようになります。ライダーとパッセンジャーの
どちらも安心して、より快適に走行できるよう設計されています。

コンプリートサスペンションシステムとして設計開発されたこのパ
フォーマンスコンポーネントは、実績のある自社性能試験施設でノン
ストップ試験実施済み。実際の道路状況をシミュレートし、路面の穴
やさまざまな凹凸、踏切やマンホールの蓋など、想定しうるすべての
路面状況でバイクを検証します。
そのような試験に加え、ラボではパーツに負荷をかけ、サスペン
ションの寿命を通して信頼の置ける性能を維持できることを確認しま
す。

プレミアムライド・シングルカートリッジフォークの特徴：
•	ライダーの快適性と車両の操作性を向上
•	フォークの安定した圧縮と伸張を実現
•	低速および高速時のショックのダンピングを改善
•	ブレーキ時の沈み込みを軽減

プレミアムライド・エマルジョンショックの特徴：
•	路面の凹凸をすばやく吸収することでタイヤと路面の接触を維持
•	小さな状況変化や細かな凹凸への感度を向上
•		ワインディングロードやカーブで優れたダンピングにより操作性を
向上
•	調整範囲を広げることで幅広い負荷に対応

C	 ツーアップ・プロファイルロー・リアショックキット

NEW

NEW

NEW

NEW

警告

アクセサリーのサスペンションパーツを装着するとコーナリング
時に車体が地面に接触しやすくなったり、またスタンドの操作
にも影響を及ぼす場合があります。これによりライダーがコント
ロールを失い、死亡事故や重大なケガを引き起こすおそれがあ
ります。

（注）掲載商品には、「分解整備」に該当する作業内容を整備記録簿に記
載する必要がある商品や、「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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フォワードコントロール

リーチフォワードコントロール

エクステンデッドリーチ	
フォワードコントロール

ミッドコントロール

ファーザーフォワード	
ミッドコントロール

51mm76mm

89mm

251mm

A A

A A

B B

C C

D D

D D
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B	 エクステンデッドリーチフォワードコントロール	
コンバージョンキット／スポーツスターモデル

背の高いライダーに足を伸ばした快適なライディングポジションを提
供するキット。ライダーフットコントロールを標準位置より約89mm前
方、23mm外、10mm上方に移動します。キットには装着に必要な全
てのパーツが付属。ブレーキとシフターのマウンティングブラケット、
ブレーキレバー、ブレーキとシフターのリンケージ、交換用ウェアペグ
および必要な全てのハードウェアが付属しています。標準装備また
はアクセサリーのフットペグ、シフターペグおよび小型ブレーキペダ
ルパッドと互換性があります。
●50700030	 	 80,000円（本体価格	74,075円）
’14以降のXLモデル（フォワードコントロール装着車）に適合。取り付
けには、標準装備ライダーフットペグ（ウェアペグ付き）の再使用また
はアクセサリーフットペグ（ウェアペグ付き、別売）の購入が必要です。

C	 リーチ・フォワードコントロール・コンバージョンキット
フォワードコントロール標準装備モデルのフットペグとフットコント
ロールをライダー側に2インチ近づけることで、ライディングポジション
にゆとりを与えるキットです。足元のスペースにゆとりを与えるために、
フットペグの取付け位置が外側へオフセットされます。キットにはス
チールマウント、ショートブレーキロッドが含まれています。コントロー
ルサポート、ブレーキ＆シフトレバーは標準装着されているものをその
ままご使用ください。（本キットを装着するとフットペグの位置だけでな
くブレーキペダルの角度も変わります。）
●50700010	 	 35,100円（本体価格	32,500円）
’04〜’13XLモデルでフォワードコントロール装着車に適合。プレミ
アム・オイルクーラー62996-07Aとは併用不可。
●50700026	 	 51,700円（本体価格	47,871円）
’14以降のXLモデル（フォワードフットコントロール装着車）に適合。

D	 ファーザーフォワード・ミッドコントロールキット
標準位置のミッドコントロールに足を置くと、窮屈に感じませんか？	こ
のキットを使用すると、ミッドコントロールが標準位置よりも3.0インチ
前方に移動し、スポーティでアップライトなライディングポジションは
そのままに「膝位置が高すぎる」ライディングポジションが解消されま
す。ミッドコントロールの位置が前方に移動することで、ライダーは障
害物に妨げられることなく足を地面に付けることができます。これによ
り、駐車時のバイクの取り回しが楽になり、背の低いライダーでもジ
フィースタンドを簡単に足で操作できます。キットには、ミッドまたは
フォワードコントロールを装備するスポーツスターモデルのスタイル
を変更するためのコントロールマウント、ブレーキ／シフトレバー、ブ
レーキロッド、ミニフットボード（ウェアペグ付）、必要なすべてのハード
ウェアが同梱されています。
’14以降のXLモデルに適合。
●50700027	 クローム		 96,900円（本体価格	89,723円）
●50700028	 グロスブラック	 82,500円（本体価格	76,389円）

スポーツスター　フットコントロール
コントロールまでが遠く足を長く伸ばすスタイルや、膝が立つような
窮屈なライディングポジションでは、短いライドの後でさえ身体には
負担がかかります。コントロール上のフットポジションを変更すると、
筋肉の張りが和らぎ、尾骨にかかる圧力が減るため、ライダーの疲労
が緩和されます。足とコントロールの接触する位置が一日の走行距
離を決めることも珍しくありません。

多くのスポーツスター・モデルでは次のフットコントロールを装備でき
ます。

ミッドコントロール：	
一部モデルで標準装備。膝の下に足が位置するスポーティーなライ
ディングスタイル向け。

ファーザーフォワードミッドコントロール：	
背の高いライダー向けの快適なフットダウンのライディングポジ
ション。

リーチ・フォワードコントロール：	
負担なくコントロールまで足が届き、フットフォワードのブルバードスタ
イルを演出。

スタンダードフォワードコントロール：	
足を伸ばして風を感じるリラックスした姿勢を生み出します。

エクステンデッドリーチ・フォワードコントロール：	
約89mm前方に足を伸ばすことで背の高いライダーに対応。

A	 スタンダードフォワードコントロールキット
愛車をさらにスタイリッシュにカスタマイズ。ライディングポジションを
前方に引き延ばし快適なロングツーリングを提供します。ブラック、ポ
リッシュ、クロームからお選びください。ミッドコントロ−ルからフォワー
ドコントロールへ変換するために必要なハードウェアは全てセットされ
ています。フットペグ、シフターペグは付属していません。
’14以降XLモデルに適合。
●50700020	 クローム（ブラックペグブラケット付き）	
	 94,000円（本体価格	87,038円）
●50700021	 ブラック	 82,500円（本体価格	76,389円）

’06〜’13XLモデルでミッドコントロ−ル装着車に適合。XL1200Lは
フットペグ（別売）33134-07CAZ、33135-07CAZが必要です。
●33395-06A	 クローム	 92,600円（本体価格	85,741円）
●33398-06A	 ポリッシュ	 74,100円（本体価格	68,612円）
●33397-07A	 ブラック	 82,500円（本体価格	76,389円）

’04〜’05XLモデルに適合。
●33398-04	 ポリッシュ	 74,100円（本体価格	68,612円）

’91〜’03XLモデル（883Rを除く）に適合。初期型エンジンガード装
着車は不可。エンジンガード49018-88A、49018-88B装着車はブラ
ケット49014-86A（別売）が必要です。アジャスタブル・ハイウェイペ
グサポート装着車はエンジンガードキット49018-88Cが必要です。
●33891-98	 クローム	 99,900円（本体価格	92,500円）
●33892-98	 ポリッシュ	 80,000円（本体価格	74,075円）

A	 スタンダードフォワードコントロールキット／クローム	
（写真は50700020）

A	 スタンダードフォワードコントロールキット／ブラック	
（写真は33397-07A）

NEW NEW

警告

アクセサリーのフォワードコントロールキットを装着するとコーナ
リング時に車体が地面に接触しやすくなる可能性があります。
これによりライダーがコントロールを失い、死亡事故や重大な
ケガを引き起こすおそれがあります。

C	 リーチ・フォワードコントロール・コンバージョンキット（写真は50700026）

D	 ファーザーフォワード・ミッドコントロールキット／グロスブラック

B	 エクステンデッドリーチフォワードコントロールコンバージョンキット／スポーツスターモデル

D	 ファーザーフォワード・ミッドコントロールキット／クローム

フットコントロール位置の比較
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D	 アジャスタブル・ハイウェイペグサポートキット
美しい曲線のクローム仕上げハイウェイペグ・サポート。3段階に高さ
調節が可能です。オス型・スモールフットペグ（別売）をご使用くださ
い。ハードウェア付。
●49053-04A	 	 41,300円（本体価格	38,241円）
’04以降XLモデルでミッドコントロール装着車に適合。

E	 カスタム・ギアシフトリンケージ
あなたのカスタムを最高に仕上げる高品質カスタム・シフトリンケー
ジのコレクション。愛車のスタイルにマッチするバラエティに富んだデ
ザインが用意されています。航空機品質のロッドエンドが容易な調整
とスムーズな操作性を実現。装着も簡単なリンケージキットには、カス
タムルックを完璧に仕上げるトランスミッションカバーとデコラティブ・
アコーンナット、ボルトが付属。
’04以降XLモデルでフォワードコントロール標準装備車に適合。
①34840-09	 スカル	 22,800円（本体価格	21,112円）
②33778-09	 ブラックアノダイズ・スロット・リンケージ	
	 22,100円（本体価格	20,463円）

F	 ジフィースタンドエクステンション
ジフィースタンドの出し入れを簡単にできるよう、人間工学に基づい
て設計されたエクステンション。足でスタンドタブの位置を確認してジ
フィースタンドを格納位置に戻すことが簡単にできます。自然に操作
でき、狭い場所に駐車するときでも安心感があります。キットは標準
装備のジフィースタントに装着。必要なマウンティングハードウェアが
全て付属しています。
①50462-11	 	 7,210円（本体価格	6,676円）
ブラックサイドスタンド装着のXLモデルに適合。’07以降XLモデル、
’09以降XRに適合。XL50、XL883C、XL1200C、XL1200L、
XL1200T、XL1200V、’07〜’08XL883、XL883R、XL1200Rは
不可。
②50250-04	 	 9,270円（本体価格	8,584円）
’04〜’09XL883C、’04〜’10XL1200C、’04〜’13XL1200L、’12
以降XL1200Vに適合。

D	 アジャスタブル・ハイウェイペグサポートキット

A	 パッセンジャーフットペグマウントキット／ブラック
ソロシートのスポーツスターをツーアップ仕様のタンデムライディン
グにコンバートする際に必要です。キットにはブラックマウンティング
ブラケット、標準装備スタイルのフットペグのほか、必要なマウン
ティングハードウェアが全て付属しています。
●50500270	 	 22,800円（本体価格	21,112円）
’14以降XLモデルに適合。
●50203-04	 	 22,800円（本体価格	21,112円）
’04〜’13XLモデルに適合。

B	 パッセンジャーフットペグマウントキット／クローム
あらゆるパッセンジャーフットペグキットを見事に引き立てます。製品
の品質を確保するため標準装備のブラック塗装コンポーネントをポ
リッシュし、クロームメッキ加工を施して洗練されたルックスに仕上げ
ています。フットペグは別売です。
●49322-04	 	 23,100円（本体価格	21,389円）
’04〜’13XLモデルに適合。XL883、XL883L、XL883N、
XL1200N、XL1200X、XL1200Vはスクリュー（品番：4748	別売）が
4本必要です。
●50610-86T	 	 6,170円（本体価格	5,713円）
’82〜’03XLモデルに適合。

C	 アジャスタブル・パッセンジャーフットペグマウントキット
パッセンジャーに最高に快適な乗り心地を。フットポジションを適切な
位置に設定できるため、近すぎたり遠すぎたりした感覚が軽減され、
膝や尾骨にかかる圧力から解放されます。パッセンジャーの背丈に合
わせて、パッセンジャーフットペグの高さ調整が可能。マウントは、一
般的な工具を使って360°（車種によって異なります）の範囲で前後、
上下に簡単に調整できます。キットには左右アジャスタブル・サポート
アセンブリーと必要な全てのマウンティングハードウェアが付属。フッ
トペグは別売です。
●50763-09	 	 30,900円（本体価格	28,612円）
オス型マウントスタイル・パッセンジャーフットペグサポート装着車に
適合。ライダーフットペグサポートは不可。ヒールライザー・フットペグ
キット50178-09とは併用不可。

D	 アジャスタブル・ハイウェイペグサポートキット

F	 ジフィースタンドエクステンション／クロームF	 ジフィースタンドエクステンション／ブラック

E	 カスタム・ギアシフトリンケージ

1

2

A	 パッセンジャーフットペグマウントキット／ブラック

B	 パッセンジャーフットペグマウントキット／	
クローム（写真は49322-04）

B	 パッセンジャーフットペグマウントキット／	
クローム（写真は50610-86T）

C	 アジャスタブル・パッセンジャーフットペグマウントキット

警告

ハイウェイペグは発進、停止を繰り返す通常の走行時には使用
しないでください。場合によっては死亡事故や重大なケガを引
き起こす原因となります。
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B	 ソフトロワー

A	 エンジンガード
機能性にスタイルをプラスする独特の柔らかな曲線。スポーツス
ター・モーターサイクルのラインを引き立てるワンピースエンジンガー
ドで、絶妙な仕上げにより、完璧な仕上り感を出すことができます。長
距離のライディングには、エンジンガード・ハイウェイペグ（別売）を同
時に装着してフットポジションを調整することをお勧めします。
’04以降XLモデル、’09以降XRに適合。（XL1200T、’11以降
XL883L、’16以降XL1200Xを除く）フロントスポイラーとは併用不可。
●49060-04	 クローム	 39,100円（本体価格	36,204円）
●49215-07	 グロスブラック	 39,100円（本体価格	36,204円）

’11以降XL883L、’14以降XL1200Tに適合。フロントスポイラーとは
併用不可。
●49287-11	 クローム	 39,100円（本体価格	36,204円）

B	 ソフトロワー
ライディングシーズンをより長く楽しむためのアクセサリー。風や泥は
ねなどからライダーの膝下全体を保護し、冬場は足元への冷たい風
を最小限に止めます。エンジンガードにぴったりとフィットする形状に
よりバタつきが最小限に抑えられるうえ、天候が急変してもクリップで
すぐに装着することができます。外側部分のジッパーは2方向に開閉
できるため、ガードにマウントするハイウェイペグもほとんどの位置で
使用可能です。視認性を高める反射素材のパイピングや、地図や小
物を入れておける便利なジッパー付きポケットも機能的です。
●57100211	 	 18,600円（本体価格	17,223円）
’04以降のXLモデル（’11以降XL883Lおよび’14以降XL1200Tを
除く）でエンジンガード49060-04、または49215-07装着車に適合。
マスタッシュエンジンガードには不可。

B	 ソフトロワー

A	 エンジンガード／グロスブラック

A	 エンジンガード／クローム

D	 エンジンガード／クローム

C	 マスタッシュ・エンジンガード
クラシックな形状と現代的な機能を融合した、これまでにないユニー
クなエンジンガード。エンジンガードの流れるようなラインがバイクの
伝統的なスタイルを強調すると同時に、優美な曲線のアッパーセク
ションには形状に合わせたハイウェイペグが組み込まれています。一
体型ラバーパッドは、郊外路をツーリングする際に足を乗せる快適で
滑らないクッションとして機能します。ワンピース構造のエンジンガー
ドキットには必要なマウンティングハードウェアが全て付属していま
す。
’04以降XL、XRモデルに適合。フロントスポイラーとは併用不可。
●49000005	 クローム	 47,200円（本体価格	43,704円）
●49000006	 グロスブラック	 47,200円（本体価格	43,704円）

D	 エンジンガード／クローム
美しいクローム仕上げのエンジンガード。標準装備のパーツやフォ
ワードコントロールとマッチして、抜群のカスタムルックを演出します。
●49018-88C	 	 39,900円（本体価格	36,945円）
’82〜’03XLモデルに適合。’82〜’84前期モデルはブラケット
49014-85が必要です。フロントスポイラーとは併用不可。C	 マスタッシュ・エンジンガード／クローム

C	 マスタッシュ・エンジンガード／グロスブラック

警告

エンジンガードは停車時や超低速走行時での転倒などの状況
下で足や車の塗装を護ることがありますが、他の車との接触事
故やその他の衝突事故で乗員や車両を保護する目的では作ら
れておりません。
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 Chassis Trim — Front End

C	 フロントアクスルナットカバー
フロントアクスルをスタイリッシュに保護するカスタム・アクスルナット
カバーです。標準装備のサテン仕上げフォークスライダーと組み合わ
せてルックスがいっそう引き立たせることも、完全なクロームまたはブ
ラックアウトのフロントエンドの最後の仕上げに加えることも、お好み
のスタイルに合わせてお選びいただけます。取り付けは簡単で、必要
なマウントハードウェア一式が付属しています。2個1組での販売で
す。
●44117-07A	 	 5,990円（本体価格	5,547円）
クローム	-	ダイキャスト。’08以降XLモデルに適合。
●43000026	 	 5,990円（本体価格	5,547円）
グロスブラック	-	ダイキャスト。’08以降XLモデルに適合。
●44116-07A	 	 8,840円（本体価格	8,186円）
クローム	-	ビレット。’08以降XLモデルに適合。
●43428-09	 	 8,840円（本体価格	8,186円）
グロスブラック	-	ビレット。’08以降XLモデルに適合。
●43899-86A	 	 5,990円（本体価格	5,547円）
クローム	-	ダイキャスト。’88〜’07XLモデルに適合。

D	 H-D	MOTOR	CO.ロゴ・	
フロントアクスルナットカバーキット

輝くクロームにH-D	MOTOR	CO.ロゴのブラックが映えるデザ
イン。スクリュー、アレンレンチ付。
●44148-07A	 	 6,390円（本体価格	5,917円）
’08以降XLモデルに適合。

E	 バーストコレクション・フロントアクスルナットカバー
ブラックアウトのフォークをスタイリッシュに仕上げます。深いブラック
とプリズムのような加工の表面がコントラストを生み、レーストラック
型のリッジとインナースパイダーのデザインが視線を釘づけにしま
す。簡単に装着できるキットにはマウンティングハードウェアが付属し
ています。
●43000031	 	 14,600円（本体価格	13,519円）
’08以降XLモデルに適合。

F	 ウィリーＧ.・スカル・フロントアクスルナットカバー
ライディングの雰囲気が一味変わるフロントアクスルナットカバー。
ハーレーダビッドソン・スカルのアクセサリーアイテムを引き立てるス
タイルで、クローム地に浮き彫りになった真っ黒な目で威嚇するスカ
ルが印象的。周りの「HARLEY-DAVIDSON	MOTORCYCLES」
のロゴと完璧にマッチしています。取り付けは簡単で、必要なマウン
ティングハードウェアが全て付属しています。2個1組での販売です。
●43163-08A	 	 7,210円（本体価格	6,676円）
’08以降XLモデルに適合。

G	 フォークアクスルリテーナーナットキット／クローム
クローム・フォークスライダーの仕上げにどうぞ。ディテールにこだ
わったスタイリッシュなカスタムルックが実現します。標準装備のハー
ドウェアと交換してお使いください。クローム・ナット、クローム・ロック
ワッシャーのセット。
●45802-03	 	 1,640円（本体価格	1,519円）
’88以降XLモデルに適合。

フォークスライダードレインスクリューキット／クローム
キットにはクロームのドレンスクリュー2個、シール2枚が含まれています。
標準装備のハードウェアと交換してご使用ください。
●45815-03	 	 820円（本体価格	760円）
’73〜’13XLモデル（XL1200S、XL883L、XL1200X、’11以降
XL1200Cを除く）に適合。

C	 フロントアクスルナットカバー／クローム C	 フロントアクスルナットカバー／グロスブラック

D	 H-D	MOTOR	CO.ロゴ・フロントアクスルナット
カバー

E	 バーストコレクション・フロントアクスルナットカバー

F	 ウィリーＧ.・スカル・フロントアクスルナットカバー G	 フォークアクスルリテーナーナットキット／クローム	
（クローム・ドレインスクリューキットと）

B	 ロワーフォークスライダー／クローム	
（写真は’14以降XL1200C用）

A	 ロアフォークスライダー	／グロスブラック
グロスブラックコーテッド・スライダーは、バイクの「ダークサイド」を拡
張する究極のアクセサリーです。また、ブラックアウトしたスタイルに
完璧なカスタム感を提供します。標準装備で製造された耐久性に優
れたブラックコーティングは、他のH-Dブラックコンポーネントともよく
マッチします。
●45500261	 	 88,600円（本体価格	82,038円）
’14以降XL883LおよびXL1200Tモデルに適合。

B	 ロワーフォークスライダー／クローム
機能性、フィッティング性に優れたクローム・フォークスライダー｡フロン
トの足回りが美しく映える印象的なアクセサリーです｡H-Dロゴ入り｡
●45500258	 	 88,600円（本体価格	82,038円）
’14以降XL883LおよびXL1200Tモデルに適合。
●45500226	 	 88,500円（本体価格	81,945円）
’11以降XL1200Cモデルに適合。
●45500238	 	 88,500円（本体価格	81,945円）
’14以降XL1200Vモデルに適合。
●46562-04A	 	 88,500円（本体価格	81,945円）
’08〜’11XL1200L、’12〜’13XL1200V、’08〜’10XLモデル
（XL883R、XL883N、XL1200N、XL1200R、XL1200Xを除く）に適合。

A	 ロワーフォークスライダー／グロスブラック

（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。



S
P

O
R

T
S

T
E

R

A B

C C

D D

E E

F F

G G

H I

 SPORTSTER® 91
 Chassis Trim — Brakes

90 SPORTSTER®

 Chassis Trim — Front End

C	 アッパーフォークステムカバー／クローム

F	 ブレーキキャリパーキット／レッド
最新のハイパフォーマンスルックでバイクをドレスアップ。ブリリアント
レッドのキャリパーがパワフルな視覚効果を演出、他のバイクとはひ
と味違うテイストを楽しめます。標準装備のコンポーネントを使用して
いるため、性能は実証済み。標準仕様のバイクはスタイリッシュに、ク
ロームまたはブラックアウトホイール、ローター、フォークスライダーを
装着するコンプリートカスタムバイクには完璧な仕上げ感を与えてく
れます。
●41300134	 フロント／リアキット	
	 82,500円（本体価格	76,389円）
’14以降のXLモデルでシングルディスクフロントブレーキ装着車に
適合。キットにはフロント／リアキャリパー（各1個）が同梱されていま
す。ブレーキパッド同梱。
●41300131	 フロント／リアキット	
	 82,500円（本体価格	76,389円）
’11〜’13XLモデルでシングルディスクフロントブレーキ装着車に適
合。キットにはフロント／リアキャリパー（各1個）が同梱されています。
ブレーキパッド同梱。
●41300142	 フロント／リアキット	
	 82,500円（本体価格	76,389円）
’08〜’10XLモデルでシングルディスクフロントブレーキ装着車に適
合。キットにはフロント／リアキャリパー（各1個）が同梱されています。
ブレーキパッド同梱。
●41300126	 フロント	-	シングルディスク	
	 51,700円（本体価格	47,871円）
’00〜’03XLモデルでシングルディスクフロントブレーキ装着車に適
合。ブレーキパッドは別売です。
●41300120	 フロント	-	デュアルディスク	
	 82,500円（本体価格	76,389円）
ツーリングモデルでデュアルディスクフロントブレーキ装着車に適
合。ブレーキパッドは別売です。

G	 フロントキャリパーキット／クローム
フロントまわりに美しいクロームの輝きを添えるブレーキキャリパーキッ
ト。クローム・ホイール、ローター、クローム・フォークスライダーとご使
用になると美しいカスタムルックが実現します。ブレーキパッド、パッド
ピンは付属しておりません。
●44395-00A	 	 80,400円（本体価格	74,445円）
’00〜’03XLモデルでシングルディスク・フロントブレーキ装着車に
適合。
●44392-00A	 	 165,000円（本体価格	152,778円）
’00〜’03XLモデルでダブルディスク・フロントブレーキ装着車に適合。

H	 スプロケット・ハードウェア／クローム・ヘックスヘッド
高度に磨きこまれたグレード8のクローム・ヘックスヘッドスクリューと
クローム・ワッシャーのセットで、カスタムメイドのアクセントを追加しま
す。クローム・スプロケットとの相性は完璧。標準装備のボルトと同じ
規格を使用して統一感を実現しました。クロームベルトスプロケット
カバーや標準装備スプロケットと組み合わせてご使用いただけます。
●94708-98	 	 6,170円（本体価格	5,713円）
’91以降XLモデルに適合。

I	 リアスプロケットボルトカバーキット
内部にスプリングクリップの付いたクローム・カバーで、標準装備の
スプロケットボルトを隠してすっきりとしたカスタムルックに仕上げま
す。5個セット。
●43876-04	 	 8,030円（本体価格	7,436円）
’04以降XLモデルで、標準装備の7/16インチ・ヘックスヘッド・スプ
ロケットマウンティングボルト装着車に適合。

B	 クラシッククローム・ステアリングステム	
ボルトカバーキット

A	 スクリーミンイーグル･フォークブレース／	
クローム

A	 スクリーミンイーグル･フォークブレース／クローム
ビレットアルミニウム製のフォークブレース。フロントフォークの剛性を
高めてハンドリングの向上に貢献。取付は簡単です。クローム仕上
げ。
●46192-99A	 	 45,400円（本体価格	42,038円）
39mm。’87以降XLモデル（XL883N、XL883L、XL1200N、
XL1200T、XL1200X、’11以降X1200Cを除く）で39mmフロント
フォーク装着車に適合。クローム・フォークスライダーとは併用不可。

B	 クラシッククローム・ステアリングステムボルトカバーキット
アッパーフォーククランプのステムボルトに美しいクロームの輝きを。
●48329-90A	 	 8,220円（本体価格	7,612円）
XLモデルで39mmフォーク装着車に適合。

C	 アッパーフォークステムカバー／クローム
クロームの輝きがさりげなくこだわりを映し出すナットカバー｡アッパー
フォークにスッキリしたカスタムルックを提供します。バー＆シールドロ
ゴ入り。カバー3個、ハードウェア、レンチのセット。
●46129-98B	 	 12,400円（本体価格	11,482円）
’88〜’13XLモデルに適合。XL883C、XL1200C、XL1200Sは不
可。’10以降モデルにはアッパーブラケットのワッシャー（品番：
6655）、ボルト（品番：4453XL1200L用）（品番：4460	その他のXL用）
が必要です（それぞれ別売）。

D	 ブレーキキャリパーインサート
簡単に装着できるインサートで、フロントとリアのブレーキキャリパー
に最後のひと仕上げを。あなたが目指すカスタムにぴったりのスタイ
ルをお選びください。裏側は粘着式です。1個売り。
’14以降のXLモデルのフロント／リアブレーキキャリパーに適合。
●61400306	 ウィリーGスカル	 3,400円（本体価格	3,149円）
●61400307	 Live	to	Ride	-	ゴールド&クローム	
	 3,400円（本体価格	3,149円）
●61400308	 H-D	Motor	Co.	 3,400円（本体価格	3,149円）

E	 ブレーキキャリパーインサート
ブレーキキャリパーのフロント、リアにお使いいただけます。お好きな
デザインをお選びください。粘着式で装着は簡単です。
’04〜’13XLモデルのフロント、リアキャリパーに適合。
①42070-07	 ウィリーＧ.・スカル・コレクション	
	 3,280円（本体価格	3,038円）
②44622-04	 LIVE	TO	RIDEロゴ・コレクション	
	 3,280円（本体価格	3,038円）

E	 ブレーキキャリパーインサート

①

②

F	 ブレーキキャリパーキット／レッド	
(写真は41300134)

F	 ブレーキキャリパーキット／レッド	
(写真は41300134)

G	 ブレーキキャリパーキット／クローム	
（写真は44395-00A）

G	 ブレーキキャリパーキット／クローム	
（写真は44392-00A）

H	 スプロケット・ハードウェア／	
クローム・ヘックスヘッド

I	 リアスプロケットボルトカバーキット

D	 ブレーキキャリパーインサート

61400306

61400308

61400307

NEW NEW

（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。



S
P

O
R

T
S

T
E

R

A

B C

D

E E

F F

G G

H I

 SPORTSTER® 93
 Chassis Trim — Rear End

92 SPORTSTER®

 Chassis Trim — Rear End

F	 ショックボルトカバー
細部にまでこだわってカスタムルックを仕上げるためのカバーキット。リ
アショックのアッパーマウントボルトをバー&シールドロゴが施された美
しい仕上げのカバーで覆うことができます。装着は簡単です。キットに
は左右のカバーと装着に必要なハードウェアが全て含まれています。
’04〜’15XLに適合。
●54000016	 クローム	 8,220円（本体価格	7,612円）
●54000017	 グロスブラック	 8,220円（本体価格	7,612円）

G	 スイングアーム・ピボットボルトカバー
スイングアームピボットボルトをクラシックスタイルでカバー。装着は
簡単です。左右ダイキャスト・ピボットボルトカバー、ハードウェアの
キット。
●43580-04	 クローム	 6,390円（本体価格	5,917円）
’04〜’13XLモデルに適合。
●47625-09	 グロスブラック	 6,580円（本体価格	6,093円）
’04〜’13XLモデルに適合。

H	 スイングアーム・ピボットボルトカバー／	
ウィリーＧ.・スカル・コレクション

アウトローのイメージを演出するユニークなコレクションです。クロー
ム地にブラックアイ・スカルが彫り込まれたデザイン。まわりを取り囲
むH-Dロゴがカスタムルックをいっそう引き立てています。装着は簡
単です。左右ペア。ハードウェア付。
●42072-07	 	 6,580円（本体価格	6,093円）
’04〜’13XLモデルに適合。

I	 リアブレーキ・リザーバーカバー
リアブレーキフルード・リザーバーにクロームの装いを。トップカバー
のバー＆シールドメダリオンが人目を惹きます。取付は簡単です。ク
ローム・トップカバー、リザーバー・サイドカバー、クローム・ハードウェ
ア、トルクレンチのセット。
●45424-08	 	 7,400円（本体価格	6,852円）
’07〜’13XLモデルに適合。

A	 アッパーベルトガード／クローム
リアまわりに高品質クロームの輝きを。標準装備のブラック・ベルト
ガードと交換してお使いください。取付は簡単です。
●60402-04A	 	 18,600円（本体価格	17,223円）
’04以降XLモデルに適合。

B	 ロワーベルトガード／クローム
クローム・アッパーベルトガードと組み合わせて、美しいクロームのカ
スタムルックをお楽しみください。標準装備のブラック・プラスチック
カバーと交換して使います。取付は簡単です。
●57100226	 	 20,700円（本体価格	19,167円）
’04以降XLモデルに適合。

C	 スイングアーム／クローム
確かな品質と優れたフィッティング性を誇るアクセサリー｡愛車をいっ
そう輝かせる最高級クローム仕上げ。面倒な部品交換も必要ありま
せん。バー＆シールドロゴ入り。
●48434-05A	 	 51,500円（本体価格	47,686円）
’05以降XLモデル（XL1200Tを除く）に適合。

D	 バックショット・アッパーベルトガード／グロスブラック
愛車にXL1200Nのブラックアウトルックを。穴のあいたバックショット
デザインはベルトガードを軽快にみせます。
●60379-09A	 	 27,300円（本体価格	25,278円）
’04以降XLモデルに適合。XL1200Nには標準装備。

E	 バックショットロワーベルトガード／グロスブラック
標準装備のプラスチック製デブリデフレクターと交換できるスタイ
リッシュなグロスブラックスチールガード。リッチでスムーズな表面を
持ち、アッパーベルトガードとスイングアームにも合うデザインです。
穴のあいたバックショットデザインにより、開放的なルックスが得ら
れ、同時にベルトを石や異物から守ります。
●57100297	 	 20,000円（本体価格	18,519円）
’04以降のXLモデルに適合。

G	 スイングアーム・ピボットボルトカバー／	
グロスブラック

H	 スイングアーム・ピボットボルトカバー／
	 ウィリーＧ.・スカル・コレクション

G	 スイングアーム・ピボットボルトカバー／クローム

F	 ショックボルトカバー／グロスブラックF	 ショックボルトカバー／クローム

I	 リアブレーキ・リザーバーカバー

C	 スイングアーム／クロームB	 ロワーベルトガード／クローム

A	 アッパーベルトガード／クローム（ロワーベルトガード／クローム＆スイングアーム／クロームと）	
※写真のマフラーは保安基準不適合部品です。

D	 バックショット・アッパーベルトガード／グロスブラック	
※写真のスプロケットは日本仕様と異なります。

E	 バックショットロワーベルトガード	-	グロスブラック

NEW NEW
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B	 リンクルブラックエンジンカバー
パワートレインを魅力的なリンクルブラックのルックスにコンバートす
るには、パウダーコーティング仕上げのこのブラック・エンジンカバー
が最適。このエンジンカバーは標準装備のコンポーネントを基に製造
されているので、調和のとれたリンクルブラックまたはテクスチャーブ
ラック仕上げと完璧なフィット感が得られるように、工場の生産塗装
ラインでマスクと塗装が行われます。さらに、このエンジンカバーに
マッチするプライマリーカバーやロッカーハウジング、ロッカーカバー、
カムカバー、トランスミッションカバー（それぞれ別売）を加えれば、完
璧な「ブラックアウト」のルックスが完成します。
①ギアケースカバー
●25486-05	 	 117,000円（本体価格	108,334円）
’04以降XLモデルに適合。
②トランスミッション・スプロケットカバー
●34943-05	 	 25,600円（本体価格	23,704円）
’04以降XLモデルに適合。
③ロッカーボックス・ロワーハウジング（1個売り）
●17645-07A	 	 28,100円（本体価格	26,019円）
’07以降XLモデルに適合。
●17645-06A	 	 28,100円（本体価格	26,019円）
’86〜’06XLモデルに適合。
④ロッカーボックスカバー（1個売り）
●17655-05	 	 23,400円（本体価格	21,667円）
’04以降XLモデルに適合。
⑤プライマリーカバー
●25307-06	 	 84,100円（本体価格	77,871円）
’06以降XLモデルに適合。
⑥プライマリーチェーン・インスペクションカバー
●34794-05A	 	 6,220円（本体価格	5,760円）
’04以降XLモデルに適合。
⑦ダービーカバー
●34790-05	 	 12,500円（本体価格	11,575円）
’04以降XLモデルに適合。

（注）エンジンカバーの取り外しおよび取り付けを行うには、新品のガ
スケットの購入が必要になることがあります。詳細についてはHDJ正
規販売網にお問い合わせください。

A	 レールコレクション・エンジンカバー
タフで肩幅が広く、それでいてエッジの効いたスタイル。レールコレク
ションはあなたの愛車にそんなスタイルをもたらします。フィット感と機
能性を完璧に仕上げるため、工場で生産されるコンポーネントの一
つひとつから着手しました。バイクの心臓部には、見る人を魅了する
リッチで耐久性に優れたグロスブラック仕上げを採用。さらに機械加
工の縦通材を加えることで、パワートレインを長く見せています。その
結果生まれたルックスには、カフェやアーバンの攻撃的なスタイルの
どちらにもマッチする、男性的な力強さとアグレッシブさが備わりまし
た。まずは気に入ったアイテムからでもよし、一気にコレクションで統
一してしまうのもよし。それはあなた次第です。
①ギアケースカバー
●25700533	 	 55,000円（本体価格	50,926円）
’04以降XLモデルに適合。
②トランスミッション・スプロケットカバー
●34800032	 	 34,100円（本体価格	31,575円）
’04以降XLモデルに適合。
③ロッカーボックス・ロワーハウジング
●25700600	 	 32,000円（本体価格	29,630円）
’04以降XLモデルに適合。ペア。
④ロッカーボックスカバー／アッパー
●25700531	 	 56,000円（本体価格	51,852円）
’04以降XLモデルに適合。ペア。
⑤プライマリーカバー
●25700532	 	 52,000円（本体価格	48,149円）
’06以降XLモデルに適合。チェーンインスペクションカバー／グロス
ブラック（写真なし）を含む。
⑥タイマーカバー
●25600060	 	 13,100円（本体価格	12,130円）
’04以降XLモデルに適合。クロームマウンティングハードウェアを含
む。
⑦ダービーカバー
●25700541	 	 30,100円（本体価格	27,871円）
’04以降XLモデルに適合。クロームマウンティングハードウェアを含
む。

（注）エンジンカバーの取り外しおよび取り付けを行うには、新品のガ
スケットの購入が必要になることがあります。詳細についてはHDJ正
規販売網にお問い合わせください。

B	 リンクルブラックエンジンカバー

B	 リンクルブラックエンジンカバーA	 レールコレクション・エンジンカバー

A	 レールコレクション・エンジンカバー

②②
①

①

⑦
⑦

④
④

③③

⑥⑥

⑤

⑤

NEW



S
P

O
R

T
S

T
E

R

A

A

B B

B B

C D

E F

 SPORTSTER® 97
 Engine & Transmission Trim

96 SPORTSTER®

 Engine & Transmission Trim

B	 プライマリー&シリンダーベースカバートリム
アウタープライマリーとエンジンクランクケースをつなぐラインを覆う
カスタムカバー。リブ加工によるデザインはエンジンケースに力強さ
を演出します。フロントとリアのシリンダー間を埋めるカバーとアウ
タープライマリーカバーに沿ったカバーのセット。キットには必要な
ハードウェアが全て含まれており装着は簡単です。
’04以降XLモデルに適合。プライマリーカバートリム25233-04とは
併用不可。
●25700196	 クローム	 22,800円（本体価格	21,112円）
●25700194	 リンクルブラック	 22,800円（本体価格	21,112円）

C	 タペットブロックアクセント
リブ状デザインがポイントの高強度ダイキャスト製カバー。リブ加工に
より施されたデザインがエボリューションエンジンに新たなアクセント
を加えます。キットには必要なハードウェアが全て含まれており装着
は簡単です。
’04以降XLモデルに適合。
●25700197	 クローム	 12,400円（本体価格	11,482円）

D	 タペットブロックカバーキット
バー＆シールドロゴが型押しされたワンピーススタイルのクローム・カ
バー。ギアケースカバーからプッシュロッドチューブまでリフターブロッ
クエリアをカバーし、愛車にすっきりしたカスタムルックを提供します。
ハードウェア付。露出するハードウェアは全てクローム仕上げです。
●18241-04	 	 13,500円（本体価格	12,500円）
’04以降XLモデルに適合。

E	 スターターカバー
スターターモーターとリアのシリンダー周りをカバーするアイテムで
す。リブ加工に加えてスリット加工も施され、クリーンなカスタムルック
を演出します。キットには必要なハードウェアが全て含まれています。
’04以降XLモデルに適合。
●34800008	 クローム	 12,400円（本体価格	11,482円）

F	 スターター・ソレノイドカバーキット／クローム
ちょっと見逃しそうなところにもクロームの輝きを。ディテールへのこ
だわりが人目を引きます。
●31783-00	 	 6,850円（本体価格	6,343円）
’94以降モデルに適合。

A	 クロームエンジンカバー

A	 クロームエンジンカバー
スポーツスターモデルのエンジンをクロームでドレスアップ。ポリッ
シュされたクローム・コンポーネントは、絶妙なフィット感と仕上がり感
のために標準装備の仕様に従って製造されます。
①プライマリーカバー
●25460-06	 	 109,000円（本体価格	100,926円）
’06以降XLモデルに適合。
●25460-04	 	 109,000円（本体価格	100,926円）
’04〜’05XLモデルに適合。
●25460-94	 	 113,000円（本体価格	104,630円）
’94〜’03XLモデルに適合。
②ギアケースカバー
●25213-04	 	 139,000円（本体価格	128,704円）
’04以降XLモデルに適合。
③トランスミッション・スプロケットカバー
●34932-04	 	 39,400円（本体価格	36,482円）
’04以降XLモデルに適合。
④ロッカーボックス・ロワーハウジング（1個売り）
●17537-07A	 	 35,900円（本体価格	33,241円）
’07以降XLモデルに適合。
●17537-96C	 	 35,900円（本体価格	33,241円）
’86〜’06XLモデルに適合。
⑤ロッカーボックスカバー（1個売り）
●17551-04	 	 30,800円（本体価格	28,519円）
’04以降XLモデルに適合。
⑥プライマリーチェーン・インスペクションカバー
●34761-04A	 	 7,770円（本体価格	7,195円）
’04以降XLモデルに適合。
⑦ダービーカバー
●34760-04	 	 21,800円（本体価格	20,186円）
’04以降XLモデルに適合。
●34760-94	 	 28,100円（本体価格	26,019円）
’94〜’03XLモデルに適合。

クローム・エンジンキット／スポーツスターモデル用（写真なし）
輝くクローム・エンジンパーツで愛車をアップグレード。ギアカバー、ト
ランスミッション・スプロケットカバー、プライマリーチェーン・インスペ
クションカバー、ダービーカバー、インナー＆アウターロッカーカバー、
ガスケットのセット。
●16295-07A	 	 191,000円（本体価格	176,852円）
’07以降XLモデルに適合。’07以降XL1200C、XL1200L、XL1200T、
XL1200V、XL50には標準装備。

A	 クロームエンジンカバー

B	 プライマリー&シリンダーベースカバートリム／リンクルブラック

B	 プライマリー&シリンダーベースカバートリム／クローム

D	 タペットブロックカバーキットC	 タペットブロックアクセント／クローム

E	 スターターカバー／クローム F	 スターター・ソレノイドカバーキット／クローム

②①

⑦

④

③

⑥

⑤
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D	 エアフロー・コレクション
風をうまく逃がすデザイン。ポリッシュされたミラークロームのエアフ
ロー・コレクションに浮き彫りされたブリッジは、くぼんだパネルの上を
横切る3本の溝付き。光と影をとらえる層状の表面には、繊細なタッ
チのHARLEY-DAVIDSONのシグネチャー入り。あなただけのカス
タムライドを引き立てる魅力的なコレクションです。クロームメッキの
マウンティングハードウェア付き。
①25700506	 ダービーカバー	 16,000円（本体価格	14,815円）
’04以降XLモデルに適合。
②25600047	 タイマーカバー	 5,990円（本体価格	5,547円）
’04以降XLモデルに適合。

E	 ウィリーＧ.・スカル・コレクション
アウトローのイメージを演出するスカル・コレクション。クロームをベー
スにブラックアイ・スカルが浮かびあがるデザイン。まわりを囲むH-D
ロゴがカスタムルックをいっそう引き立てます。
①25440-04A	 ダービーカバー	 13,500円（本体価格	12,500円）
’04以降XLおよびXRモデルに適合。クローム・ステンレススチール・
ハードウェア付。
②32972-04A	 タイマーカバー	 5,970円（本体価格	5,528円）
’04以降XLおよびXRモデルに適合。取付穴が横列の全モデルにも
適合。クローム・ステンレススチール・ハードウェア付。
③29416-04	 エアクリーナートリム	
	 9,050円（本体価格	8,380円）
’04以降XLモデル（XL1200Vを除く）で、標準装備のエアクリーナー
カバー装着車に適合。

F	 HARLEY-DAVIDSON	MOTOR	CO.コレクション
H-Dスタイルを象徴するコレクション。H-D	MOTOR	CO.のロゴが
全てを物語っています。
①25130-04A	 ダービーカバー	 9,980円（本体価格	9,241円）
’04以降XLおよびXRモデルに適合。クローム・ステンレススチール・
ハードウェア付。
②32668-98A	 タイマーカバー	 5,350円（本体価格	4,954円）
’04以降XLおよびXRモデルに適合。取付穴が横列の全モデルにも
適合。クローム・ステンレススチール・ハードウェア付。

C	 ナンバーワンスカル・コレクション

A	 レール・コレクション
タフで肩幅が広く、それでいてエッジの効いたスタイル。レールコレク
ションはあなたの愛車にそんなスタイルをもたらします。フィット感と機
能性を完璧に仕上げるため、工場で生産されるコンポーネントの一
つひとつから着手しました。バイクの心臓部には、見る人を魅了する
リッチで耐久性に優れたグロスブラック仕上げを採用。さらに機械加
工の縦通材を加えることで、パワートレインを長く見せています。その
結果生まれたルックスには、カフェやアーバンの攻撃的なスタイルの
どちらにもマッチする、男性的な力強さとアグレッシブさが備わりまし
た。まずは気に入ったアイテムからでもよし、一気にコレクションで統
一してしまうのもよし。それはあなた次第です。
①25700541	 ダービーカバー	 30,100円（本体価格	27,871円）
’04以降XLモデルに適合。クロームマウンティングハードウェアを含
む。
②25600060	 タイマーカバー	 13,100円（本体価格	12,130円）
’04以降XLモデルに適合。クロームマウンティングハードウェアを含
む。

B	 ダークカスタムロゴ・コレクション
ダークカスタムにマッチするようデザインされ、人気の高い#1ロゴが
あしらわれています。アルミニウム製。ドーム形の表面は、磨き上げ、
サテンの輝きをもたらす陽極酸化処理したブラックです。アルミニウ
ムは削り出し加工されています。対照性の高いデザインは、つや出し
仕上げにもペイント仕上げにも適しています。
①25563-09	 ダービーカバー	 28,800円（本体価格	26,667円）
’04以降XLおよびXRに適合。
②32415-09	 タイマーカバー	 13,500円（本体価格	12,500円）
’04以降XLおよびXRモデルに適合。取付穴が横列の全モデルにも
適合。
③61300055	 エアクリーナートリム	
	 23,700円（本体価格	21,945円）
’04以降XLモデル（XL1200Vを除く）で標準装備のエアクリーナー
カバー装着車に適合。

C	 ナンバーワンスカル・コレクション
夜の街に似合う#1スカルロゴ。ダイキャストアルミニウム製。磨きあ
げられたクロームの輝きとスカルロゴのブラックのコントラストが印象
的なコレクションです。クローム・ハードウェア付。
①25333-10	 ダービーカバー	 15,500円（本体価格	14,352円）
’04以降XLモデルに適合。
②32520-10	 タイマーカバー	 5,970円（本体価格	5,528円）
’04以降XLおよびXRモデルに適合。取付穴が横列の全モデルにも
適合。

A	 レール・コレクション D	 エアフロー・コレクション

B	 ダークカスタムロゴ・コレクション

①

② ③

②

② ②

①

① ①

E	 ウィリーＧ.・スカル・コレクション

②
③

①

F	 HARLEY-DAVIDSON	MOTOR	CO.コレクション

①

②

NEWNEW NEWNEW
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E	 フィン・ヘッドボルトブリッジ
ヘッドボルトとスパークプラグをカバーしてスッキリした外観を提供。
ユニークなヘッドボルトマウントスタイルで装着は簡単です。ダイキャ
ストアルミニウム製。バー＆シールドロゴ入り。ハードウェア付。ペア。
●44296-04	 ブラックハイライト	
	 11,100円（本体価格	10,278円）
’04以降XLモデルに適合。
●61400176	 ソリッドブラック	
	 11,100円（本体価格	10,278円）
’04以降XLモデルに適合。

F	 ヘッドボルトブリッジ／クローム
ヘッドボルトとスパークプラグをクロームでカバー。スッキリした外観
を提供します。ユニークなヘッドボルトマウントスタイルで装着は簡単
です。バー＆シールドロゴ入り。ハードウェア付。ペア。
●44432-04	 	 12,400円（本体価格	11,482円）
’04以降XLおよびXRモデルに適合。

G	 スパークプラグ＆ヘッドボルトカバー／クローム
ヘッドボルトカバーからスパークプラグまでをクロームでドレスアッ
プ。工具なしで簡単に装着できます。
●43835-98	 	 12,400円（本体価格	11,482円）
’85〜’03XLモデルに適合。スクリーミンイーグル・エボリューション・
シリンダーヘッド装着車は不可。

H	 ヘッドボルトカバー
高品質アルミニウム製のヘッドボルトカバー。ハンドポリッシュによる
クロームとグロスブラックの2種類からお選びください。装着は簡単で
す。4個セット。スクリュー、アレンレンチ付。
’86以降XLモデル、’09〜’11XRモデルに適合。
●43822-01	 クローム	 8,840円（本体価格	8,186円）
●43896-99	 グロスブラック	 8,590円（本体価格	7,954円）

A	 フレイム・コレクション／ゴールド&クローム
①25125-04A	 ダービーカバー	 14,500円（本体価格	13,426円）
’04以降XLおよびXRモデルに適合。クローム・ステンレススチール・
ハードウェア付。
②32571-98A	 タイマーカバー	 5,970円（本体価格	5,528円）
’04以降XLおよびXRモデルに適合。取付穴が横列の全モデルにも
適合。取付穴が横列の全モデルに適合。クローム・ステンレススチー
ル・ハードウェア付。

B	 HARLEY-DAVIDSON	“LIVE	TO	RIDE”・	
コレクション／ゴールド

①25127-04A	 ダービーカバー	 14,500円（本体価格	13,426円）
’04以降XLおよびXRモデルに適合。クローム・ステンレススチール・
ハードウェア付。
②32585-90T	 タイマーカバー	 7,820円（本体価格	7,241円）
取付穴が縦列の全モデルに適合。
●32581-90TB	 タイマーカバー（写真なし）	
	 7,820円（本体価格	7,241円）
’04以降XLおよびXRモデルに適合。取付穴が横列の全モデルにも
適合。クローム・ステンレススチール・ハードウェア付。
③29823-04	 エアクリーナートリム	
	 9,050円（本体価格	8,380円）
’04以降XLモデル（XL1200Vを除く）で、標準装備エアクリーナーカ
バー装着車に適合。

C	 クラシッククローム・カバー
シンプルなデザインは美しい、というハーレーダビッドソンの設計哲
学から生まれました。スッキリしたカスタムスタイルを提供するコレク
ションです
①34760-04	 ダービーカバー	 21,800円（本体価格	20,186円）
’04以降XLモデルに適合。
②32584-88TA	 タイマーカバー	
	 5,350円（本体価格	4,954円）
’04以降XLおよびXRモデルに適合。取付穴が横列の全モデルにも
適合。クローム・ステンレススチール・ハードウェア付。
●34761-04A	 チェーン・インスペクションカバー（写真なし）	
	 7,770円（本体価格	7,195円）
’04以降XLモデルに適合。

D	 リンクルブラック・ダービーカバー
●34790-05	 	 12,500円（本体価格	11,575円）
’04以降XLモデルに適合。

C	 クラシッククローム・カバー D	 リンクルブラック・ダービーカバー

A	 フレイム・コレクション／ゴールド&クローム

②

①

B	 HARLEY-DAVIDSON	“LIVE	TO	RIDE”・コレクション／ゴールド

①

② ③

①

②

E	 フィン・ヘッドボルトブリッジ／ソリッドブラック

G	 スパークプラグ＆ヘッドボルトカバー／クローム

E	 フィン・ヘッドボルトブリッジ／ブラックハイライト

H	 ヘッドボルトカバー／クローム H	 ヘッドボルトカバー／クローム

H	 ヘッドボルトカバー／グロスブラック H	 ヘッドボルトカバー／グロスブラック

F	 ヘッドボルトブリッジ／クローム
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E	 液晶油量油温計付オイルディップスティック
新しく改良された油量レベル検出テクノロジーにより、正確さと耐久
性が格段に向上しています。ボタンを押すだけで油量と油温をチェッ
クできるディップスティックで、仕上げにはクロームとブラックを用意。
標準仕様のディップスティックを高機能なこのディップスティックに
交換するだけで、機能性とスタイルの良さが同時に手に入ります。ボ
ロボロの布で高温のディップスティックを引き上げる必要はもうあり
ません。油がパイプやガレージの床に落ちることももうありません。ス
タイリッシュで機能的なディップスティックはボタンを押すだけで油量
と油温をチェックできます。ボタンを押すとバックライトが点灯し、油温
が表示されます。油量は4段階で表示されます。容量レベル検出テク
ノロジーにより、正確さと耐久性が格段に向上。防水LCD（液晶ディ
スプレイ）の計測値表示には、長持ちする交換可能なコインタイプの
リチウム電池を使用しています（CR2032）。ディスプレイには、バッテ
リー残量低下インジケーターと長押しで華氏（°F）と摂氏（°C）を切り
替える機能が装備されています。
’04以降XLおよびXRモデルに適合。
●62700009	 クローム	 30,100円（本体価格	27,871円）
●62700011	 グロスブラック	 30,100円（本体価格	27,871円）

F	 油温計付きオイルディップスティック
標準装備のディップスティックと差し替えるだけで、油温計の機能が
加わります。表示は読み取りやすいデザイン（華氏表示）。装着は簡
単です。
●63023-05	 	 12,400円（本体価格	11,482円）
’04以降XL、XRモデルに適合。
●62667-87TA	 	 7,210円（本体価格	6,676円）
’82〜’03XLモデルに適合。
（注）華氏のため一般的な温度表記（摂氏）とは数値が異なります。

G	 ライトサイド・オイルタンクカバー／クローム
クロームのなめらかな光沢が美しいオイルタンクカバー。フレームの曲
線にぴったりとフィットし、ディップスティックと一体化します。取付けは
簡単です。クローム・レフトサイド・バッテリカバー66261-04とマッチ。
●66262-04	 	 21,700円（本体価格	20,093円）
’04〜’09XLモデルに適合。

H	 レフトサイド・バッテリーカバー／クローム
愛車の左サイドにクロームの輝きを添えるバッテリーカバー。フレー
ムの曲線にぴったりとフィット。取付けは簡単です。クローム・オイル
タンクカバー66262-04とご一緒にどうぞ。
●66261-04	 	 22,800円（本体価格	21,112円）
’04〜’13XLモデルに適合。

I	 サイドカバーウイングチップ
スポーツスターのサイドカバーにクラシックなアクセントを添えるアク
セサリー。光のコントラストを演出する立体的なトリムが個性を放ちま
す。左右ペア。粘着式で取付けは簡単です。
●66264-04	 	 8,220円（本体価格	7,612円）
’04〜’13XLモデルに適合。

J	 イグニッションモジュールカバー／クローム
●66328-82T	 	 5,750円（本体価格	5,325円）
’82〜’03XLモデルに適合。

A	 フロントエンジンマウントブラケット
クロームを愛するライダーにとってはマストアイテム。誰にも真似でき
ないあなただけのカスタムが生まれるクロームメッキのフロントエン
ジンマウントブラケットです。高品質な6061-T6アルミニウムを機械
加工したクローム・ブラケットで、標準装備のアッパーブラケットと交
換して直接ボルト締めします。標準仕様のスタビライザーリンクと使
用したり、オプションのクローム・フロントエンジンマウントスタビライ
ザーリンク16400020でドレスアップしたりできます。キットにはクロー
ム・マウンティングハードウェアが含まれています。
●16400022	 	 26,900円（本体価格	24,908円）
’04以降XLモデルに適合。

B	 フロントエンジンマウントスタビライザーリンク
輝くようなクロームプレート処理を施したエンジンマウントスタビライ
ザーリンクがフロントエンドにカスタムスタイルを加えます。エンジンを
エンジンマウントブラケットに接続するよう設計されているカスタム風
のハイムジョイントアッセンブリーで、標準装備のアッパーまたはロ
ワーフロントタイリンクの代わりに使用することができます。完璧なカ
スタムルックを手に入れるためには、スタビライザーリンクを2個、そし
てそれにマッチするクロームビレット・フロントエンジンマウントブラケッ
ト16400022を併せて装着することをお勧めします。スタビライザー
リンク1個とクローム処理されたマウンティングハードウェアが付属し
ています。
●16400020	 	 10,300円（本体価格	9,538円）
’04以降XLおよびXRモデルに適合。

C	 プレミアム・オイルクーラーキット
このオイルクーラーはハーレーダビッドソンのために特別に設計されま
した。冷却チェンバーを通ってオイルを分配する独自のタービュレイ
ターシステムが特徴的です。エアーフィンは熱を効率的に散らすため
に設計されています。簡単に取り付けられ、性能を強化します。大きな
ヒート・エクスチェンジャーは優れた冷却効率をもたらします。マウン
ティング・ハードウェア、プレカット・オイルライン付。このオイルクー
ラーにはサーモスタットは付いておりません。
●62700082	 	 54,400円（本体価格	50,371円）
’04以降XLモデルに適合。

D	 クロームオイルクーラーカバー／スポーツスター用
●63087-07	 	 8,220円（本体価格	7,612円）
’04以降XLモデルでプレミアムオイルクーラーキット62996-07A、
62700082装着車に適合。

C	 プレミアム・オイルクーラーキット

A	 フロントエンジンマウントブラケット

D	 オイルクーラーカバー／スポーツスター用

B	 フロントエンジンマウントスタビライザーリンク

C	 プレミアム・オイルクーラーキット

フロントエンジンマウントブラケット＆
スタビライザーリンク

H	 レフトサイド・バッテリーカバー／クロームG	 ライトサイド・オイルタンクカバー／クローム

F	 油温計付きオイルディップスティック	
（’82〜’03スポーツスターモデル用）

E	 液晶油量油温計付オイルディップスティック／	
グロスブラック

F	 油温計付きオイルディップスティック	
(’04以降スポーツスターモデル用)

E	 液晶油量油温計付オイルディップスティック／	
クローム

I	 サイドカバーウイングチップ J	 イグニッションモジュールカバー／クローム
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G	 フラッシュマウント・フュエルキャップ
フュエルタンクをよりスマートなルックスに。ポップアップ方式でグ
ローブを着用したままでも、簡単に給油が可能。装着も簡単です。ね
じ込み式のマウント、ポップアップキャップ、トリムリングのセット。
’98以降XLモデルで12.5Lフュエルタンク装着車に適合。
●63133-10A	 クローム	 16,500円（本体価格	15,278円）
●63134-10A	 グロスブラック	 16,500円（本体価格	15,278円）

’98以降XLモデルで7.9Lまたは17Lフュエルタンク装着車に適合。
’04〜’10XL1200Cを除く。
●63139-10A	 クローム	 16,500円（本体価格	15,278円）
●63140-10A	 グロスブラック	 16,500円（本体価格	15,278円）

G	 フラッシュマウント・フュエルキャップ／クローム G	 フラッシュマウント・フュエルキャップ／	
グロスブラック

A	 イグニッションスイッチカバー／クローム
標準装備のブラック・イグニッションスイッチカバーと交換して使いま
す。ABSプラスチック製。スイッチポジションデカール付。
●71527-04	 	 4,530円（本体価格	4,195円）
’04〜’13XLモデルに適合。

B	 バッテリーサイドカバー／クローム
ハーレーダビッドソン・AGM密閉型メンテナンスフリーバッテリーと使
用できるクローム・カバーで、バッテリートップカバー（66367-97また
は66368-97）との併用も可能です。
●66718-01	 	 10,300円（本体価格	9,538円）
’97〜’03XLモデルに適合。

C	 バッテリーカバー／U.S.A.イーグル
バッテリーの液量を目で見てチェックできる便利な窓の付いたクロー
ムメッキのバッテリーカバー。簡単に取り付けられます。
●66358-83	 	 12,400円（本体価格	11,482円）
USAイーグル。’82〜’03XLモデルに適合。

（注）H-D・AGMバッテリー65989-97C、65991-82B搭載のXLモデルは、
サイズが合わないため、これらのバッテリーサイドカバーを装着できない場
合があります。

D	 サイドマウント・ホーンキット／クローム
スポーツスターにビッグツインのルックスを提供するクローム・ホーン
キット。
●69112-95E	 	 20,000円（本体価格	18,519円）
’92以降XL883、XL883C、XL883H、XL883L、XL833R、XL833N、
XL1200、XL1200L、XL1200N、XL1200R、XL1200V、XL1200X
’09〜’11XRに適合。

E	 ラウドホーンキット
標準装備ホーンよりも3dbの音量アップを実現。市街地など騒音の
多い場所でも、音が届きやすいように音質も調整されています。取付
けは標準装備のホーンと付け替えるだけで簡単です。クロームとブ
ラックの2種類からお選びください。
’96以降XL、’09〜’11XRモデルでフロントマウント車に適合。
●69000007	 クローム	 6,170円（本体価格	5,713円）
●69000009	 グロスブラック	 6,170円（本体価格	5,713円）

F	 ラウドサイドマウントホーンキット
ホーンの音が際立ちます。大音量のホーンが周囲の注意を惹き、ラ
イディング時の安心感が増します。’13以前の標準装備サイドマウン
トホーンより5dB（2m離れた場所で測定）音量が大きくなるよう設計
されています。ラウドホーンは、’14以降のモデル（サイドマウント
ホーン装着車）に標準装備です。プラグインで交換できるようになっ
ており、取り付けも簡単です。全てのH-Dサイドマウントホーンカバー
に適合。
●69060-90H	 	 14,200円（本体価格	13,149円）
’96〜’10XL1200C、’12〜’13XL1200Vに適合。’14以降のサイド
マウントホーン装着車に標準装備。

B	 バッテリーサイドカバー／クロームA	 イグニッションスイッチカバー／クローム

C	 バッテリーカバー／U.S.A.イーグル

E	 ラウドホーンキット／グロスブラックE	 ラウドホーンキット／クローム

F	 ラウドサイドマウントホーンキット

D	 サイドマウント・ホーンキット／クローム




