MIRROR Line up

2018.vol.1

10-01-0051

オクタゴンミラー

ポリゴンウイングブレードミラー

カーボニッシュポリゴンミラー

ポリゴンミラー

ポリゴンラウンドミラー

スプラウドミラー

ＺⅡタイプミラー

ポリゴンハードミラー

オクタゴンミラー(左右セット)

ポリゴンウイングブレードミラー(左右セット)

ミラーのボディー形状に多角形を採用し、立体的なイメージを高めたバックミラーです。樹脂ボディー部のボ
リュームをおさえることで、ハンドル周りをスタイリッシュにまとめます。又、樹脂ボディーの一部にポリゴンメ
ッシュ状の細かな加飾を施し、
アクセントとしています。
カラーは樹脂ボディー、
アーム部、
ナットを含め、
ブラッ
クを採用。
ミラーのボディー形状とミラーの面積は新保安基準を満たしています。
■取付けネジサイズ：M10ピッチ1.25 ■左右共に正ネジを採用。

ミラーのボディー形状に立体的なスポーティーデザインを採用したバックミラーです。
シャープなミラー形
状をベースに、前方へ突き出したウイング形状が、ハンドル周りを美しく演出します。
カラーは樹脂ボディー、
アーム部、
ナットを含め、
ブラックを採用。
ミラーのボディー形状とミラーの面積は新保安基準を満たしています。
■取付けネジサイズ：M10ピッチ1.25 ■左右共に正ネジを採用。

ミラー（ネジ）
M10 正ネジ左右ミラー

ミラー（ネジ）
M10 正ネジ左右ミラー

品番
06-01-1128

約70mm

詳細寸法図

価格（税抜）
￥2,500

約40mm

詳細寸法図

価格（税抜）
￥2,500

約135mm

約150mm

約110mm

2007年保安基準適合タイプ
約200mm

2007年保安基準適合タイプ

約105mm

新保安基準
直径78mmの真円面積

新保安基準
直径78mmの真円面積

約215mm

品番
06-01-1127

約225mm

約210mm

カーボニッシュポリゴンミラー(左右セット)

ポリゴンミラー(左右セット)

ミラーのボディー形状に特徴的なエッジデザインを採用したバックミラーです。内側から外側へ広がるボデ
ィー形状がハンドル周りをシャープなイメージに演出します。更にミラーの樹脂ボディーにはカーボン調の
細かな立体成型が施され、デザイン性を高めています。
カラーは樹脂ボディー、
アーム部、
ナットを含め、
ブラ
ックを採用。
ミラーのボディー形状とミラーの面積は新保安基準を満たしています。
■取付けネジサイズ：M10ピッチ1.25 ■左右共に正ネジを採用。

特徴的なエッジデザインを採用した“ポリゴンミラー”です。多くの車両に違和感の無い装着イメージを与え
ます。
カラーは樹脂ボディー、
アーム部、
ナットを含め、
ブラックを採用。
ミラーのボディー形状とミラーの面積
は新保安基準を満たしています。
■球面タイプミラー採用 ■取付け寸法：M10正ネジ ■ネジピッチ：1.25mm

ミラー（ネジ）
M10 正ネジ左右ミラー

ミラー（ネジ）
M10 正ネジ左右ミラー

品番
06-01-1130

新保安基準
直径78mmの真円面積

新保安基準
直径78mmの真円面積

約245mm

車両をご確認の上、
ご購入下さい。

■弊社製ミラー取付けに関する注意事項

約97mm

約172mm

2007年保安基準適合タイプ
約195mm

約97mm

約172mm

2007年保安基準適合タイプ

■上記各種ミラーについて

約55mm

詳細寸法図

価格（税抜）
￥2,500

約55mm

詳細寸法図

価格（税抜）
￥2,500

約195mm

品番
06-01-1126

約245mm

■2007年1月1日以降に製造された車両には“新保安基準”が設けられています。
これに該当する車両には適合外のミラーは装着出来ません。
■新保安基準：ミラーボディーが縦120mm×横200mm以下・ミラー部分が直径78mmの真円が鏡内に収まる面積
：円形の場合、
ミラー部分が直径94mm〜150mmの真円が鏡内に収まる面積
：歩行者との接触時に障害を与えるもの（ノーマルミラーは逆ネジアダプターを使用し、衝撃緩和を図っています）
※上記製品はボディー形状、
ミラー面積は新保安基準に適合されますが、逆ネジアダプターを外して装着した場合、新保安基準外になります。
又、車検にはターナー機構（ノーマルミラーは逆ネジアダプター）が必要です。
ターナー機構を外している場合は、別途ご用意下さい。
※スクーター等、
カウルの奥まったところにミラー取付け部がある車両の場合、
ミラーを直接取付け出来ない場合があります。
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ポリゴンラウンドミラー(左右セット)

スプラウドミラー(左右セット)

ミラーのボディー形状に多角形と曲線の要素を備えたバックミラーです。なじみ易い形状の為、車両を選ば
ず多くの車両にご使用頂けます。
カラーは樹脂ボディー、
アーム部、
ナットを含め、
ブラックを採用。
ミラーの
ボディー形状とミラーの面積は新保安基準を満たしています。取付けネジサイズは、M10ピッチ1.25とM8ピ
ッチ1.25の2種類からお選び頂けます。左右共に正ネジを採用。

ミラーボディーに丸みのある形状を採用し、中央に立体的なキャラクターラインを入れデザイン性を高めたバッ
クミラーです。なじみ易い形状の為、車両を選ばず多くの車両にご使用頂けます。カラーは樹脂ボディー、
アーム
部、ナットを含め、
ブラックを採用。
ミラーのボディー形状とミラーの面積は新保安基準を満たしています。
取付けネジサイズは、M10ピッチ1.25とM8ピッチ1.25の2種類からお選び頂けます。左右共に正ネジを採用。

ミラー（ネジ）
M10 正ネジ左右ミラー
M8 正ネジ左右ミラー

ミラー（ネジ）
M10 正ネジ左右ミラー
M8 正ネジ左右ミラー

価格（税抜）
￥2,500

価格（税抜）
￥2,500

詳細寸法図

約50mm

約50mm

詳細寸法図

品番
06-01-1131
06-01-1132

約140mm

約155mm

新保安基準
直径78mmの真円面積

約100mm

2007年保安基準適合タイプ
約190mm

2007年保安基準適合タイプ

約130mm

新保安基準
直径78mmの真円面積

約215mm

約215mm

ＺⅡタイプミラー（ショート＆ミドルアーム付き）

ポリゴンハードミラー(左右セット)

ミラーケースに対して鏡面部分のみが独自に動くタイプで、取り付けた後の微調整も行い易いです。
ショートとロングの2種類のアームが付属している為、ハンドルポジションの異なる車両にご使用頂けます。
カラーは樹脂ボディー、
アーム部、
ナットを含め、
ブラックを採用。
ミラーのボディー形状とミラーの面積は
新保安基準を満たしています。取付けネジサイズは、M10ピッチ1.25になります。左右共に正ネジを採用。

品番
06-01-1124
06-01-1125

詳細寸法図

価格（税抜）
￥3,800
￥1,900

ミラーのボディーとアーム形状に多角形を採用した存在感のあるバックミラーです。大ぶりなミラーサイズと
肉抜き穴のあるハードアームが250ccクラス以上の車両やビックスクーターなどによく似合います。
カラーは樹脂ボディー、
アーム部、
ナットを含め、
ブラックを採用。
ミラーのボディー形状とミラーの面積は新保安基準を満たしています。
取付けネジサイズはM10ピッチ1.25 左右共に正ネジを採用。

ミラー（ネジ）
M10 正ネジ左右ミラー

品番
06-01-1123

詳細寸法図

価格（税抜）
￥3,800

約50mm

約30mm

ミラー（ネジ）
M10 正ネジ左右ミラー（左右1セット）
M10 正ネジ（左右兼用片側）

約205mm

品番
06-01-1134
06-01-1135

約110mm

約185mm
新保安基準
直径78mmの真円面積

約95mm

2007年保安基準適合タイプ

ミドルアーム時約200mm
ショートアーム時約170mm

■上記各種ミラーについて

車両をご確認の上、
ご購入下さい。

■弊社製ミラー取付けに関する注意事項

ミラーホールキャップ

約190mm

2007年保安基準適合タイプ

ミドルアーム時約220mm
ショートアーム時約200mm

約110mm

新保安基準
直径94mm以上～150mm以下の真円面積

約240mm

■2007年1月1日以降に製造された車両には“新保安基準”が設けられています。
これに該当する車両には適合外のミラーは装着出来ません。
■新保安基準：ミラーボディーが縦120mm×横200mm以下・ミラー部分が直径78mmの真円が鏡内に収まる面積
：円形の場合、
ミラー部分が直径94mm〜150mmの真円が鏡内に収まる面積
：歩行者との接触時に障害を与えるもの（ノーマルミラーは逆ネジアダプターを使用し、衝撃緩和を図っています）
※上記製品はボディー形状、
ミラー面積は新保安基準に適合されますが、逆ネジアダプターを外して装着した場合、新保安基準外になります。
又、車検にはターナー機構（ノーマルミラーは逆ネジアダプター）が必要です。
ターナー機構を外している場合は、別途ご用意下さい。
※スクーター等、
カウルの奥まったところにミラー取付け部がある車両の場合、
ミラーを直接取付け出来ない場合があります。
バックミラーを外した際の、ネジ穴を埋めるキャップとして使用します。
アルミ削り出しボルトはカラーアルマイトを施しています。 ※逆ネジの設定はありません。

サイズ

M8

M10

■NEW PARTS CATALOG Vol.27 2017-2018 ￥2,700（税抜）

このチラシの価格、品番等は、2017年12月1日現在のものです。
このチラシの価格は全て税抜価格です。消費税分は別途精算させて頂きます。

カラー
シルバー
ブラック
ブルー
レッド
ゴールド
シルバー
ブラック
ブルー
レッド
ゴールド

品番
価格（税抜）
06-01-0400
06-01-0401
06-01-0402 ￥450
06-01-0403
06-01-0404
06-01-0405
06-01-0406
06-01-0407 ￥450
06-01-0408
06-01-0409

お問い合わせ専用ダイアル 0721-25-8857

コレクト通販にて“お買い上げ価格が￥10,000以上”の場合、
送料、代引手数料をサービスさせて頂きます。
（北海道・沖縄県除く）

ミラーアダプター
■2個1セット ■雄ネジM8 ■雌ネジM10
■ネジピッチ：1.25mm ※ネジは全て正ネジ

品番
06-01-100

価格（税抜）
￥870

