Z900RS Z1Style
Customized Parts
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他カラーもあり
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【 COLOR : FIRE BALL 】

商品No.35065

Z1タイプ LEDウインカー
（オレンジ）
1個
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商品No.35402

Z900RS Z1タイプサイドカバー
フロントセクション
（左）

Z900RS Z1タイプサイドカバー（左）
(2018-19ブラウン)

¥8,800（税込）

¥16,500（税込）

ABSプラスチック製。左側。
カーボンプリント仕上げ。
右側は
（商品No.35064）
でラインナップ。

Z900RS専用。ABSプラスチック製。2018-19MODEL
Z900RS。
キャンディートーンブラウン
（火の玉カラー）
の純正
塗装に合わせカラーリングした塗装済みサイドカバー。
右側は
（商品No.35401）
でラインナップ。
●他の色（メタリックスーパーブラック、
ヴィンテージライムグリーン、
メタリックディアブロブラック、
キャンディートーングリーン）
もあり。

¥6,050（税込）
※ポジションは点灯できません。
※別途ウインカーステーが必要となります。
※配線の加工が必要な場合がございます。
※リレーはワイドワットウインカーリレー（商品No.35087）
への交換が必要となります。

商品No.11310

900サイドカバーエンブレム 両面テープ

¥2,750（税込）
アルミダイキャスト製。Z1（'72-'74年初期タイプ）型。
エンブレム1枚。両面テープ貼り付け。
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クリアレンズもあり

商品No.35702
商品No.11307

Z900RS フレームプラグ M
（フレーム中間部）シルバー
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¥4,180（税込）
国産ジュラルミンから高精度削り出しで製作。
材質：AL2017。表面仕上げは、
アルマイト仕上げをしてい
ます。
フレーム中間部左右。外径：38mm/内径：34ｍｍ。
2個セット
（Oリング付）
ブラックもあり
商品No.20282
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Z2タイプウインカーステー（ショート）

¥1,430（税込）

商品No.11158

ウインカーアースグロメット

1本。
メッキ仕上げ。
本体長：58mm。
スタッドボルト長：32mm。
Z900RSのフロントに使用する場合は、
ウインカー
アースグロメット
（商品No.11158）
で穴埋めをして
ご使用ください。

商品No.35701

ロングタイプもあり

Z900RS フレームプラグ L
（ステップ前）シルバー

¥1,100（税込）
ボルト差し込み穴10φ。
ライトケースマウントダ
ンパーセット1個。Z1 LEDウインカーに交換時、
付属のハーネスを取り除きフロントウインカー取
付部に使用できます。
（1台に2個使用します。）

¥6,380（税込）
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材質：AL2017。
ロゴマーク入り。
ステップ前左右（外径：42ｍｍ/内径：36ｍｍ）
2個セット
（Oリング付）
ブラックもあり
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Z900RS
エンジンスライダー
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商品No.35102

¥16,500（税込）
商品No.35714

オフィシャルサイト

お問い合わせ
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¥12,980（税込）

Z900RS フロントフェンダー
純正フロントフェンダーステーを使用してお手軽フェンダー交
換。
ホースブレースは純正を移植してご使用ください。
本体：ABS樹脂製、
メッキ仕上げ
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www.doremi-co.com

本体には、衝撃を滑らせて分散させる、摩
擦係数の少ない ジュラコン 使用。ベー
スとの間に 硬質ゴム をサンドする、2重
構造で衝撃吸収率をUP!
●フレームプラグSも選択できます。
（シルバー:商品No.35703/ブラック:
商品No.35707）

ショッピングサイト

shop.doremi-co.com

商品No.35709

商品No.35203

商品No.35204

ドレミコレクション本社

ドレミコレクション 東京営業所

Z900RS ライディングステップ
（ブラック）

Z900RS 4本マフラー JMCA公認 ストリート4(メッキ)

Z900RS フェイクツインショック

〒712-8043 岡山県倉敷市広江1-2-22
TEL.086-456-4004 FAX.086-456-4007

〒131-0034 東京都墨田区堤通1-11-23
TEL.03-5631-8228 FAX.03-5631-8227

¥68,970（税込）

¥341,000（税込）

¥24,200（税込）

4パターンのポジション変更が可能。ブレーキスイッチには、ノーマルの機械式ス
イッチではなく、油圧式のオイルプレッシャースイッチとすることでリヤマスターシ
リンダー周りをシンプルにしました。ステップラバー（商品No.10721）もあり。

Z900RS用 4本マフラー。JMCA公認マフラー。意匠登録済み商品。本体スチール
製。音量89db。バッフル溶接固定。O2センサー
（ラムダセンサー）
はノーマル
（車体
についている物）
を使います。

Z900RS4本マフラーオプションアイテム。4本マフラー取り付けステーと
して使用することでまるでツインショックに早変わり。

■ 営業時間／10:00 - 19:00
■ 定休日／毎週土曜日・第二日曜日・祝祭日および GW、
お盆、年末年始休業日

商品のご購入はショッピングサイトもご利用ください。

シルバーもあり

ブラックもあり

NORMAL
Z900RS 2019

他カラーもあり
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NEXT PRODUCTS

NEW

印象を一変させるタンク。
色々な形状に対応するFRP樹脂製タンクカバー。
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他Z1タイプカラーもあり

商品No.35000

商品No.35403

Z900RS Z1タイプテールカウル(2018-19火の玉)

¥38,500（税込）
Z900RS専用。Z1スタイル用テールカウル。ABSプラスチック製。
オレンジライ
ンは転写ステッカーを使用してクリアを上塗りしております。
テールカウルは純
正カウル同様７点止めでガッチリ固定。2018-19MODEL Z900RSキャン
ディートーンブラウン×キャンディートーンオレンジ
（火の玉カラー）
の純正塗装
に合わせカラーリングした塗装済みテールカウル
※純正フェンダーのまま使用はできません。
（ウインカーが干渉するのとテール
ランプが完全に隠れてしまうため）
また、純正オプションのグラブバー、
サイドグ
リップとの併用はできません。
●他の色（メタリックスーパーブラック、
ヴィンテージライムグリーン、
メタリック
ディアブロブラック、
キャンディートーングリーン）
もあり。

キャンディトーンブラウン× キャンディトーンオレンジ

商品No.35011

Z900RSスチールインナータンク

商品No.35331

Z900RS Z1 火の玉STYLEタンクカバーセット

¥54,780（税込）

Z900RS Dコンチハンドル
（メッキ）/
グリップヒーターセット

¥170,500（税込）

タンクキャップ、燃料ポンプはZ900RS/CAFEの純正
品を移植してご使用いただけます。
このタンクを用いる
ことで様々な仕様変更が可能となります。
スチール製インナータンク
内容量14リットル、
コーティング無し
※使用前に表面コーティングを行ってご使用ください。

インナータンクと一緒に使用するZ1 Style スリムタンクカバーを含む、オリジナ
ルのZ1に近づけたカラーリングの外装カバーセット。
セット内容：タンクカバー、専用取り付けステー、サイドカバーフロントセクション
（左右）、サイドカバー（左右）、テールカウル
※インナータンクは別途ご注文ください。
※車両画像に装着のタンクは、Z900RS純正タンクです。

¥15,400（税込）
ハンドルバー鉄製インチバー。DOREMIオリジナル。
汎用グリップヒーター付属。
※純正バーエンドはご利用いただけません。
ブラックもあり

Z1/2タイプミラー ブラック
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¥1,980（税込）
取り付けピッチM10×1.25。
ロング、
ショートステー2種付属。凸レンズ
※1本販売です。1台分（左右）必要な
場合はご注文数量「2」
となります。
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メッキもあり
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商品No.11305
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商品No.35120

Z900RS Z1Style グラブバー
商品No.35114

¥14,300（税込）
Z900RSノーマルウインカー使用不可。Z1ウインカーの
み対応。
ご注文前に必ずご確認ください。
●サイドグリップ
（商品No.35121）
￥13,200もあり。

Z900RS Z1 STD鉄メッキリアフェンダー
赤ランプセット

¥43,780（税込）

商品No.35089

Z1スタンダードタイプ。
セット内容：Z1スタンダードタイプメッキフェンダー
（鉄製）、
テールラン
プブラケット、Z1タイプウインカーステー用ブラケット、LEDテールラン
プ赤、他取り付けボルト、各種ダンパー付属。
※純正テールカウルでのご利用はいただけません。
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Z900RS フォークカバーエンブレム
(メッキ)DOREMI ステー付き

¥3,740（税込）

クリアランプやノーマルウインカーブラケット対応のセットもあり

Z900RS専用。
メッキ。
セット内容：フォークカバーエンブレム本体、文字「DOREMI」
※はめ込み式、専用ステー、
エンブレム固定ボルト本体文字
盤は新デザインカーボン柄

フェンダーレスキットもあり
商品No.20282

Z2タイプウインカーステー（ショート）

¥1,430（税込）

ブラックもあり

1

1本。
メッキ仕上げ。
本体長：58mm。
スタッドボルト長：32mm。
Z900RSのフロントに使用する場合は、
ウインカー
アースグロメット
（商品No.11158）
で穴埋めをして
ご使用ください。
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ロングタイプもあり

商品No.11307

¥6,050（税込）
※ポジションは点灯できません。
※別途ウインカーステーが必要となります。
※配線の加工が必要な場合がございます。
※リレーはワイドワットウインカーリレー（商品No.35087）への交換が必要と
なります。
クリアレンズもあり

商品No.96101

商品No.35087

Z1タイプ LEDウインカー（オレンジ）1個

ワイドワットウインカーリレー

¥2,750（税込）
1個。12.8Ｖ、85Ｃ/Ｍ、1Ｗ-100Ｗ。
LEDウインカーの交換時に必要となります。
１台で１個
必要でシート下のバッテリー付近のリレーと交換しま
す。

商品No.35262

Z900RS 油温計

Z900RS Z1 STYLEポイントカバーセット

¥4,950（税込）

¥21,450（税込）

取り付けピッチM20×2.5。
芯棒の長さ15ｍｍ。
●本商品はセンサー部が直接オイルに浸る
ものではありません。
エンジン始動中、高温飛
散オイルが充満するクランクケース内の温度
を示します。

セット内容：ポイントカバー、
ポイントカバーガスケット、
ポイントカバーベース、取り付けボルト。
Z1用ポイントカバーが装着できるだけでなく、
エンジン
に厚みを持たせるべく高さにもこだわりました。

商品No.35719
商品No.35717

Z900RS ラジエター
サイドアクセサリー

Z900RS コアガード(シルバー)

¥5,280（税込）

¥16,500（税込）

ラジエター横にワンポイントアクセント、純正部品
を取り換えるだけの簡単取り付けです。
2017年〜2020年モデル対応。
※2021年モデルはラジエターサイズ変更のため
使用できません。

冷却効果と経年変化を十二分に考慮したステンレス製でエッチング加
工によるDOREMIの「D」
をイメージした高精度メッシュコアガードです。
※2018年〜2020年モデルまで対応。2021〜モデル対応品もあり。
ブラックもあり

2

2

