
ジャイロ用アルミホイール＆40ｍｍスペーサーセット

商品名 ジャイロ用10
インチ・中反りアルミ
ホイール・バギータイ
ヤ＆スペーサー 40mm
セット

商品名 ジャイロ用10
インチ・中反りアルミ
ホイール扁平タイヤ＆
スペーサー40ｍｍセッ
ト

商品名 ジャイロ用10
インチ・クロスアルミ
ホイール・バギータイ
ヤ＆スペ ーサ ー 40mm
セット

商品名 ジャイロ用10
インチ・クロスアルミ
ホイール・扁平タイヤ
＆スペーサー40mmセッ
ト

価格￥２５８００ 価格￥２５８００ 価格￥２５８００ 価格￥２５８００
品番　128 品番　140 品番129 品番141

商品名 ジャイロ用10
インチブラックアウト
アルミホイールバギー
タイヤ＆スペーサー
40mmセット

商品名 ジャイロ用10
インチブラックアウト
アルミホイール扁平タ
イヤ＆スペーサー40ｍ
ｍセット

商品名 ジャイロ用10
インチ・ツートンアル
ミホイール・バギータ
イヤ＆スペーサー40mm
セット

商品名 ジャイロ用10
インチ・ツートンアル
ミホイール・扁平タイ
ヤ＆スペーサー 40mm
セット

価格￥２５８００ 価格￥２５８００ 価格￥２５８００ 価格￥２５８００
品番131 品番149 品番155 品番152

ジャイロ用アルミホイール＆70ｍｍスペーサーセット

商品名 ジャイロ用10
インチ・中反りアルミ
ホイール・バギータイ
ヤ＆スペーサー 70mm
セット

商品名 ジャイロ用10
インチ・中反りアルミ
ホイール・扁平タイヤ
＆スペーサー70mmセッ
ト

商品名 ジャイロ用10
インチ・クロスアルミ
ホイール・バギータイ
ヤ＆スペ ーサ ー 70mm
セット

商品名 ジャイロ用10
インチ・クロスアルミ
ホイール・扁平タイヤ
＆スペーサー70mmセッ
ト

価格￥２６８００ 価格￥２６８００ 価格￥２６８００ 価格￥２６８００
品番132 品番143 品番133 品番144

商品名ジャイロ用10イ
ンチブラックアウトア
ルミホイールバギータ
イヤ＆スペーサー70mm
セット

商品名ジャイロ用10イ
ンチブラックアウトア
ルミホイール扁平タイ
ヤ＆スペーサー 70mm
セット

商品名 ジャイロ用10
インチ・ツートンアル
ミホイール・バギータ
イヤ＆スペーサー70mm
セット

商品名 ジャイロ用10
インチ・ツートンアル
ミホイール・扁平タイ
ヤ＆スペーサー 70mm
セット

価格￥２６８００ 価格￥２６８００ 価格￥２６８００ 価格￥２６８００
品番135 品番150 品番156 品番153



ジャイロ用アルミホイール＆100ｍｍスペーサーセット

商品名 ジャイロ用10
インチ・中反りアルミ
ホイール・バギータイ
ヤ＆スペーサー100mm
セット

商品名 ジャイロ用10
インチ・迫力中反りア
ルミホイール扁平タイ
ヤ＆スペーサー100ｍ
ｍセット

商品名 ジャイロ用10
インチ・クロスＢアル
ミホイール・バギータ
イヤ＆スペーサー100mm
セット

商品名 ジャイロ用10
インチ・クロス・アル
ミホイール扁平タイヤ
＆スペーサー100ｍｍ
セット

価格￥29800 価格￥29800 価格￥29800 価格￥29800

品番136 品番146 品番137 品番147

商品名ジャイロ用10イ
ンチ・ブラックアウ
ト・アルミホイールバ
ギータイヤ＆スペー
サー100mmセット

商品名 ジャイロ用10
インチ・ブラック・ア
ルミホイール扁平タイ
ヤ＆スペーサー100ｍ
ｍセット

商品名 ジャイロ用10
インチ・ツートン・ア
ルミホイールバギータ
イヤ＆スペーサー100ｍ
ｍセット

商品名 ジャイロ用10
インチ・ツートン・ア
ルミホイール扁平タイ
ヤ＆スペーサー100ｍ
ｍセット

価格￥29800 価格￥29800 価格￥29800 価格￥29800
品番139 品番151 品番157 品番154

ジャイロ用６穴ポン付けミニカー登録ホイール

商品名ジャイロキャノ
ピー・ジャイロ UP・
ジャイロX用ポン付ミ
ニカー登録ホイール

商品名ジャイロキャノ
ピー・ジャイロ UP・
ジャイロX用ポン付ミ
ニカー登録ホイール

商品名ジャイロキャノ
ピー・ジャイロ UP・
ジャイロX用ポン付ミニ
カー登録ホイール

商品名ジャイロキャノ
ピー・ジャイロ UP・
ジャイロX用ポン付ミ
ニカー登録ホイール

価格￥23800 価格￥23800 価格￥23800 価格￥23800
品番165 品番254 品番306 品番307

ジャイロ用マルチホイールスペーサー40ｍｍ

商品名 ミニカー登録
必需品！ジャイロ用・
純正ホイールワイド用
ホイールスペーサー40
㍉

商品名 マルチホイー
ルスペーサー４０ｍｍ
（アルミホイール用
ナット付き）

商品名 ジャイロ用・
マルチホイールスペー
サー４０ｍｍ（フラッ
トホイール用ボルト
付）

価格￥7980 価格￥8200 価格￥8200
品番110 品番075 品番026



ジャイロ用マルチホイールスペーサー70ｍｍ

商品名 ミニカー登録
必需品！ジャイロ用・
純正ホイールワイド用
ホイールスペーサー70
㍉

商品名 ジャイロ用マ
ルチホイールスペー
サー70ｍｍ（アルミホ
イール用ナット付き）

商品名 ミニカー登録
必需品！ジャイロ用・
純正ホイールワイド用
ホイールスペーサー70
㍉

価格￥9600 価格￥9600 価格￥9600
品番122 品番123 品番124

ジャイロ用マルチホイールスペーサー100ｍｍ

商品名 ミニカー登録
必需品！ジャイロ用・
純正ホイールワイド用
ホイールスペーサー
100㍉

商品名 ジャイロ用マ
ルチホイールスペー
サー100ｍｍ（アルミ
ホイール用ナット付
き）

商品名 ジャイロ用・
マルチホイールスペー
サー100ｍｍ（フラット
ホイール用ボルト付）

価格￥12300 価格￥12300 価格￥12300
品番125 品番126 品番127

4ｓｔジャイロ用マルチホイールスペーサー、TA03,TD02適合

商 品 名 TA03.TD02
ジャイロキャノピー
ジャイロＸ用ホイール
スペーサー6穴用ボル
ト付き

商 品 名 TA03.TD02
ジャイロキャノピー
ジャイロＸ用ホイール
スペーサーテーパーボ
ルト付き

商品名 TA03.TD02 新型
４ストジャイロキャノ
ピー ジャイロＸ純正
ホイール用スペーサー

価格￥14800 価格￥14800 価格￥2980
品番225 品番219 品番220

ジャイロ用フロントワイドタイヤ

商品名 ジャイロＵ
Ｐ・ジャイロＸ用10イ
ンチ極太フロントスト
リートタイヤ

商品名 ジャイロＵ
Ｐ・ジャイロＸ用・極
太フロントバギータイ
ヤ

商品名 ジャイロキャ
ノピー用ワイドフロン
トタイヤ

価格￥6980 価格￥6980 価格￥6800
品番095 品番072 品番054



ジャイロキャノピー用フロントアルミホイール

商品名 ジャイロキャ
ノピー用フロントアル
ミホイール・ロードパ
ターン

商品名 ジャイロキャ
ノピー・ポン付けアル
ミホイールブロックタ
イプ

商品名 ジャイロキャ
ノピー・ポン付けフロ
ントアルミホイール(ホ
イールのみ）

価格￥16800 価格￥16800 価格￥9800
品番180 品番055 品番079

商品名 ジャイロキャ
ノピー用フロントホー
ルアルミホイール・
ロードパターン

商品名 ジャイロキャ
ノピー用フロントホー
ルアルミホイールブ
ロックタイプ

商品名 ジャイロキャ
ノピー用フロントホー
ルアルミホイール (ホ
イールのみ）

価格￥16800 価格￥16800 価格￥9800

品番213 品番214 品番218

ジャイロX用カスタムロングシート

商品名 ジャイロＸ用
ミディアムロングシー
ト

商品名ジャイロＸ用カ
スタム・ロングシート
（パイピングブラッ
ク）

商品名 ジ ャイ ロＸ
用・カスタムロング
シート（パイピングブ
ルー）

商品名 ジャイロＸ用
カスタム・ロングシー
ト（パイピングレッ
ド）

価格￥9800 価格￥12000 価格￥12000 価格￥12000

品番212 品番199 品番034 品番033

ジャイロ用シートカバー

商品名 ジャイロキャ
ノピーカスタムシート
カバー（パイピング
赤）

商品名 ジャイロキャ
ノピーカスタムシート
カバー（パイピング
青）

商品名 ジャイロキャ
ノピーカスタムシート
カバー（パイピング
黄）

価格￥3980 価格￥3980 価格￥3980

品番022 品番022 品番022



商品名 ジャイロUPカ
スタムシートカバー
（パイピング赤）

商品名 ジャイロUPカ
スタムシートカバー
（パイピング青）

商品名 ジャイロUPカ
スタムシートカバー
（パイピング黄色）

価格￥3980 価格￥3980 価格￥3980

品番024 品番024 品番024

商品名 ジャイロXカ
スタムシートカバー
（パイピング赤）

商品名 ジャイロXカ
スタムシートカバー
（パイピング青）

商品名 ジャイロXカス
タムシートカバー（パ
イピング黄色）

価格￥3980 価格￥3980 価格￥3980
品番023 品番023 品番023

ジャイロ用アルミステップボード

商品名 ジャイロキャ
ノピー用・アルミス
テップボード

商 品 名 ジ ャ イ ロ X
用・アルミステップ
ボード

商品名 ジ ャイ ロ UP
用・アルミステップ
ボード

商品名 ジャイロＸラ
バーフロアマット

価格￥9800 価格￥7800 価格￥7800 価格￥3980
品番025 品番038 品番037 品番185

カスタムミラー

商品名 ジャイロＸ用
カスタムメッキミラー

商品名 ジャイロＵＰ
用 カスタムメッキミ
ラー

商品名 ジャイロＸ用
カスタムバレンミラー

商品名 ジャイロＵＰ
用 カスタムバレンミ
ラー

価格￥5800 価格￥4980 価格￥7800 価格￥6980

品番190 品番191 品番221 品番222



商品名 ジャイロキャ
ノピー用カスタムミ
ラー

商品名 ジャイロキャ
ノピー用カスタムルー
ムミラー

価格￥7800 価格￥7800

品番200 品番036

カスタムグリップ

商品名 ジャイロ用カ
スタムメッキグリッ
プ・ストライプ

商品名 ジャイロ用カ
スタムメッキグリッ
プ・ダイヤ

商品名 ジャイロ用カス
タムスポンジグリップ

商品名 ジャイロ用カ
スタムメッキグリッ
プ・ソリッド

価格￥2500 価格￥2500 価格￥2500 価格￥2500

品番053 品番052 品番217 品番223

オーバーフェンダー

商品名 ジャイロキャ
ノピー・ジャイロX純
正ホイール40㍉用ワイ
ドオーバーフェンダー

商品名ジャイロキャノ
ピー・ジャイロX後期
型カスタムオーバー
フェンダー

価格￥6800 価格￥9800

品番181 品番176

外装カスタムパーツ

商品名 ジャイロキャ
ノピー用カスタムイン
ナーボックス

商品名 ジャイロキャ
ノピー用メッシュイン
ナーバスケット

商品名 ジャイロＸ用
カスタムインナーボッ
クス

商品名 ジャイロＸフ
ロントバスケット

価格￥7800 価格￥6800 価格￥3980 価格￥3980

品番198 品番183 品番061 品番184



商品名 ジャイロＵＰ
用ウインドウスクリー
ン

商品名 ジャイロＸ用
ウインドウスクリーン

商品名 ジャイロキャ
ノピー用・強化フロン
トサスペンション

商品名 ジャイロ用ナ
ンバー上げブラケット

価格￥9800 価格￥9800 価格￥8600 価格￥2500
品番189 品番188 品番040 品番060

商品名 ジャイロキャ
ノピー用メッキダブル
ワイパー

商品名 ジャイロ用ダ
ミーアンテナ

商品名 ジャイロ用ダ
ミーダクト左右セット
（スモール）

商品名 ダミーダクト
左右セット（メッシュ
タイプ）

価格￥3980 価格￥2380 価格￥1280 価格￥2380
品番035 品番201 品番300 品番259

商品名 ダミーダクト
左右セット（ロングタ
イプ）

商 品 名 ジ ャ イ ロ X
ジャイロUP用ハントル
カバー

価格￥2500 価格￥2980

品番258 品番206

メンテナンスパーツ

商品名 ジャイロ UP
バッテリー

商品名 ジャイロX用
バッテリー

商品名 ジャイロキャ
ノピー用バッテリー

価格￥4980 価格￥4980 価格￥6980

品番168 品番167 品番166

商品名 ジャイロ UP
ア ッ プ ブ レ ー キ
シューセット

商 品 名 ジ ャ イ ロ X
エックス ブレ―キ
シューセット

商品名 ジャイロキャ
ノ ピ ー ブ レ ー キ
シューセット

価格￥4280 価格￥4280 価格￥4580

品番171 品番170 品番169



ジャイロ用デリバリーボックス

商品名 ジャイロキャ
ノピー用デリバリー
ボックス（ロングタイ
プ）

商品名 ジャイロキャ
ノピー用ワゴンタイプ
デリバリーボックス

商品名 ジャイロキャ
ノピー 用デリバリーＢ
ＯＸトランク

商品名

価格￥45800 価格￥24800 価格￥29800 価格￥
品番203 品番202 品番164 品番

ワイドホイール　単品販売

商品名 ブラックアウ
ト・アルミホイール・
扁平タイヤ

商品名 ツートン・ア
ルミホイール・扁平タ
イヤ

商品名 クロスアルミ
ホイール・扁平タイヤ

商品名 中反アルミホ
イール・扁平タイヤ

価格￥18600 価格￥18600 価格￥18600 価格￥18600
品番92 品番91 品番089 品番088

商品名 ブラックアウ
トホイール・バギータ
イヤ

商品名 ツートン・ア
ルミホイールバギータ
イヤ

商品名 クロスアルミ
ホイールバギータイヤ

商品名 中反りアルミ
ホイールバギータイヤ

価格￥18600 価格￥18600 価格￥18600 価格￥18600
品番087 品番086 品番084 品番083

ジャイロキャノピー　ジャイロX後期型用ホイール＆フェンダー買い得セット

商品名 オーバーフェ
ンダー9800円＋10イン
チディッシュホイール
23800＝33600円 お買
い得セット価格29800
円

商品名
オーバーフェンダー
9800 円 ＋ 8 イ ン チビ
レッドブラックホイー
ル23800＝33600円お買
い得セット価格29800

商品名 オーバーフェ
ンダー9800円＋8インチ
ビレッドホイール23800
＝ 33600円 お買い得
セット価格29800円

商品名 オーバーフェ
ンダー9800円＋8イン
チディッシュホイール
23800＝33600円 お買
い得セット価格29800
円

価格￥29800 価格￥29800 価格￥29800 価格￥29800

品番174 品番311 品番310 品番256



ジャイロキャノピー用　前後ホイール買い得セット

商品名 ジャイロキャ
ノピー用 前後10イン
チアルミホイールセッ
トリヤアルミホイール
23800円＋フロントア
ルミホイール16800円
＝40600円がセット価
格36800円

商品名 ジャイロキャ
ノピー用 前後アルミ
ホイールセット 8イ
ンチビレッドブラック
リヤアルミホイール
23800円＋フロントア
ルミホイール16800円
＝40600円がセット価
格36800円

商品名 ジャイロキャ
ノピー用 前後アルミ
ホイールセット 8イン
チビレッドリヤアルミ
ホイール23800円＋フロ
ントアルミホイール
16800 円 ＝ 40600 円 が
セット価格36800円

商品名 ジャイロキャ
ノピー用 前後アルミ
ホイールセット 8イ
ンチプレーンリヤアル
ミホイール23800円＋
フロントアルミホイー
ル16800円＝40600円が
セット価格36800円

価格￥36800 価格￥36800 価格￥36800 価格￥36800
品番173 品番313 品番312 品番303

ジャイロキャノピー用　前後ホイール＆フェンダー買い得3点セット

商品名 フロントホ
イール16800円＋10イ
ンチディッシュホイー
ル23800円＋オーバー
フェンダー 9800円＝
50400円
お買い得セット価格
45800円

商品名 フロントホ
イール16800円＋8イン
チビレッドブラックホ
イール23800円＋オー
バーフェンダー9800円
＝50400円
お買い得セット価格
45800円

商品名 フ ロン トホ
イール16800円＋8イン
チビレッドホイール
23800円＋オーバーフェ
ンダー9800円＝50400円
お買い得セット価格
45800円

商品名 フロントホ
イール16800円＋8イン
チディッシュホイール
23800 円 ＋ オ ー バ ー
フェンダー 9800円＝
50400円
お買い得セット価格
45800円

価格￥45800 価格￥45800 価格￥45800 価格￥45800
品番178 品番315 品番314 品番304

ジャイロX後期型　ジャイロUP用　リヤホイール＆フロントタイヤお買い得セット

商品名 ジャイロ X
ジャイロUP用リヤ10イ
ンチディッシュアルミ
ホイール＆フロント極
太タイヤセット
23800 円 ＋ 6980 円 ＝
30780円
セット特別価格26800
円

商品名 ジャイロX・
ジャイロUP用リヤ8イ
ンチビレッドブラック
アルミホイール＆フロ
ント極太タイヤセット
23800 円 ＋ 6980 円 ＝
30780円
セット特別価格26800
円

商品名 ジャイロ X・
ジャイロUP用リヤ8イン
チビレッドアルミホ
イール＆フロント極太
タイヤセット
23800 円 ＋ 6980 円 ＝
30780円
セット特別価格26800円

商品名 ジャイロX・
ジャイロUP用リヤ8イ
ンチディッシュアルミ
ホイール＆フロント極
太タイヤセット
23800 円 ＋ 6980 円 ＝
30780円
セット特別価格26800
円

価格￥26800 価格￥26800 価格￥26800 価格￥26800
品番179 品番309 品番308 品番305



ジャイロキャノピー　ジャイロX後期型用ホイールスペーサー＆フェンダー買い得セット

商品名
オーバーフェンダー・
6800円
ミニカー登録用ホイー
ルスペーサー40ｍｍ・
7980円
6800 円 ＋ 7980 円 ＝
14780円がセット価格
12000円
価格￥12800
品番182

ボルトナット単品販売

商品名 アルミホイー
ル用ナット形テーパー
ボルト8本セット

商品名 ジャイロ ホ
イールスペーサー用ボ
ルト12本セット【120
ｍｍ】

商品名 ジャイロ ホ
イールスペーサー用ボ
ルト12本セット【90ｍ
ｍ】

商品名 ジャイロ ホ
イールスペーサー用ボ
ルト12本セット【60ｍ
ｍ】

価格￥1480 価格￥2100 価格￥1800 価格￥1600
品番094 品番197 品番196 品番195

商品名 ジャイロ ホ
イールスペーサー用ボ
ルト12本セット【110
ｍｍ】

商品名 ジャイロ ホ
イールスペーサー用ボ
ルト12本セット【90ｍ
ｍ】

商品名 ジャイロ ホ
イールスペーサー用ボ
ルト12本セット【50ｍ
ｍ】

価格￥1980 価格￥1680 価格￥1480
品番194 品番193 品番192

TA03,TD02　4ｓｔジャイロキャノピー　ジャイロX適合パーツ



4ｓｔジャイロ用マルチホイールスペーサー、TA03,TD02適合

商 品 名 TA03.TD02
ジャイロキャノピー
ジャイロＸ用ホイール
スペーサー6穴用ボル
ト付き

商 品 名 TA03.TD02
ジャイロキャノピー
ジャイロＸ用ホイール
スペーサーテーパーボ
ルト付き

商品名 TA03.TD02 新型
４ストジャイロキャノ
ピー ジャイロＸ純正
ホイール用スペーサー

価格￥14800 価格￥14800 価格￥2980
品番225 品番219 品番220

TA03,TD02　4ｓｔジャイロキャノピー　ジャイロX用ホイール＆スペーサーセット

商 品 名 新 型
TA03.TD02 ４ストジャ
イロキャノピー ジャ
イロＸ8インチビレッ
ドブラックホイール＆
スペーサーセット

商品名 新型TA03.TD02
４ストジャイロキャノ
ピー ジャイロＸ8イ
ンチビレッドホイール
＆スペーサーセット

商品名 新型 TA03.TD02
４ストジャイロキャノ
ピー ジャイロＸ8イン
チデッシュホイール＆
スペーサーセット

商 品 名 新 型
TA03.TD02 ４ストジャ
イロキャノピー ジャ
イロＸ 10インチデッ
シュホイール＆スペー
サーセット

価格￥35800 価格￥35800 価格￥35800 価格￥35800
品番317 品番316 品番301 品番302

商 品 名 新 型
TA03.TD02 ４ストジャ
イロキャノピー ジャ
イロＸ用中反りホイー
ル＆スペーサーセット

商品名 新型TA03.TD02
４ストジャイロキャノ
ピー ジャイロＸ用ブ
ラックアウトホイール
＆スペーサーセット

商品名 新型 TA03.TD02
４ストジャイロキャノ
ピー ジャ イロ Ｘ用
ツートンホイール＆ス
ペーサーセット

価格￥29800 価格￥29800 価格￥29800
品番224 品番227 品番226

4ｓｔ　TD02ジャイロX用カスタムロングシート

商品名 ジャイロＸ用
ミディアムロングシー
ト

商品名ジャイロＸ用カ
スタム・ロングシート
（パイピングブラッ
ク）

商品名 ジ ャイ ロＸ
用・カスタムロング
シート（パイピングブ
ルー）

商品名 ジャイロＸ用
カスタム・ロングシー
ト（パイピングレッ
ド）価格￥9800 価格￥12000 価格￥12000 価格￥12000

品番212 品番199 品番034 品番033



4ｓｔ TA03、TD02 ジャイロキャノピー ジャイロX用シートカバー

商品名 ジャイロキャ
ノピーカスタムシート
カバー（パイピング
赤）

商品名 ジャイロキャ
ノピーカスタムシート
カバー（パイピング
青）

商品名 ジャイロキャ
ノピーカスタムシート
カバー（パイピング
黄）

価格￥3980 価格￥3980 価格￥3980
品番022 品番022 品番022

商品名 ジャイロXカ
スタムシートカバー
（パイピング赤）

商品名 ジャイロXカ
スタムシートカバー
（パイピング青）

商品名 ジャイロXカス
タムシートカバー（パ
イピング黄色）

価格￥3980 価格￥3980 価格￥3980
品番023 品番023 品番023

4ｓｔ TA03、TD02 ジャイロ用アルミステップボード

商品名 ジャイロキャ
ノピー用・アルミス
テップボード

商 品 名 ジ ャ イ ロ X
用・アルミステップ
ボード

商品名 ジャイロＸラ
バーフロアマット

価格￥9800 価格￥7800 価格￥3980
品番025 品番038 品番185

4ｓｔ TA03、TD02 カスタムミラー

商品名 ジャイロＸ用
カスタムメッキミラー

商品名 ジャイロＸ用
カスタムバレンミラー

商品名 ジャイロキャ
ノピー用カスタムミ
ラー

商品名 ジャイロキャ
ノピー用カスタムルー
ムミラー

価格￥5800 価格￥7800 価格￥7800 価格￥7800
品番190 品番221 品番200 品番036



4ｓｔ TA03、TD02 カスタムグリップ

商品名 ジャイロ用カ
スタムメッキグリッ
プ・ストライプ

商品名 ジャイロ用カ
スタムメッキグリッ
プ・ダイヤ

商品名 ジャイロ用カス
タムスポンジグリップ

商品名 ジャイロ用カ
スタムメッキグリッ
プ・ソリッド

価格￥2500 価格￥2500 価格￥2500 価格￥2500
品番053 品番052 品番217 品番223

4ｓｔ TA03、TD02外装カスタムパーツ

商品名 ジャイロキャ
ノピー用カスタムイン
ナーボックス

商品名 ジャイロキャ
ノピー用メッシュイン
ナーバスケット

商品名 ジャイロＸ用
カスタムインナーボッ
クス

商品名 ジャイロＸフ
ロントバスケット

価格￥7800 価格￥6800 価格￥3980 価格￥3980
品番198 品番183 品番061 品番184

商品名 ジャイロＸ用
ウインドウスクリーン

商品名 ジャイロキャ
ノピー用・強化フロン
トサスペンション

商品名 ジャイロ用ナ
ンバー上げブラケット

商品名 ジャイロキャ
ノピー用メッキダブル
ワイパー

価格￥9800 価格￥8600 価格￥2500 価格￥3980
品番188 品番040 品番060 品番035

商品名 ジャイロ用ダ
ミーアンテナ

商品名 ジャイロ用ダ
ミーダクト左右セット
（スモール）

商品名 ダミーダクト
左右セット（メッシュ
タイプ）

商品名 ダミーダクト
左右セット（ロングタ
イプ）

価格￥2380 価格￥1280 価格￥2380 価格￥2500
品番201 品番300 品番259 品番258

商品名 ジャイロ X
ジャイロUP用ハントル
カバー

価格￥2980
品番206



4ｓｔ TA03 ジャイロキャノピー用デリバリーボックス

商品名 ジャイロキャ
ノピー用デリバリー
ボックス（ロングタイ
プ）

商品名 ジャイロキャ
ノピー用ワゴンタイプ
デリバリーボックス

商品名 ジャイロキャ
ノピー 用デリバリーＢ
ＯＸトランク

価格￥45800 価格￥24800 価格￥29800
品番203 品番202 品番164


