
車種 年式 品名 仕様 サイレンサー 品番 価格(税抜) 備考

クローム/クロームエンド S-HDTOSO1-HC

クローム/ブラックエンド S-HDTOSO1-HB

オプション排気バルブ スリップオンライン用 P-HDV4/1 ¥59,000 ＊2

クローム S-HDTOR1-C

ブラック S-HDTOR1-B

オプションバッフル(1ヶ) オープンライン用 V-TUV118 ¥5,000

＊1 オプション排気バルブ設定有(P-HDV4/1)　＊2 手元で調節可能なダイヤル付バルブです。　＊3 オプションバッフル設定有(V-TUV118)

車種 年式 品名 仕様 サイレンサー 品番 価格(税抜) 備考

クローム S-HDTOR-C

ブラック S-HDTOR-B

オプションバッフル(1ヶ) オープンライン用 V-TUV118 ¥5,000

クローム S-HDSTSO1-HC

ブラック S-HDSTSO1-HB

クローム S-HDSTSO2-HC ＊3,4,5

P-HDV5/1 ＊6,7

P-HDV6/1 ＊6,8

クローム S-HDSTSO3-HC

ブラック S-HDSTSO3-HB

クローム S-HDSTSO4-HC ＊3,9,10

＊1 オプションバッフル設定有(V-TUV118)　＊2 FLSTF/FLSTFB/FXSTDのみ取付可 ＊3 FXST/FLSTC/FXSTB/FXSTCのみ取付可　＊4 オプション排気バルブ設定有(P-HDV5/1)

＊5 オプション排気バルブ設定有(P-HDV6/1)　＊6 手元で音量調節可能なダイヤル付排気バルブです。　＊7 S-HDSTSO1-HC、S-HDSTSO1-HB用　＊8 S-HDSTSO2-HC用

＊9 オプションキャタライザー(P-KAT-029)価格（税抜）￥42,000を使用時のみe1仕様 ＊10 オプションキャタライザー(P-KAT-029)は日本国内での仕様や法規に基づいたものではありません。

車種 年式 品名 仕様 サイレンサー 品番 価格(税抜) 備考

オープンライン 2-2 ステンレス クローム S-HDDYR1-C ¥96,000 ＊1

オプションバッフル(1ヶ) オープンライン用 V-TUV117/1 ¥6,000

オプション排気バルブ スリップオンライン用 P-HDV3/1 ¥59,000 ＊2

スリップオンライン スリップオン e1 クローム S-HDDYSO1-HC ¥139,000 ＊3,4

オプション排気バルブ スリップオンライン用 P-HDV2/1 ¥59,000 ＊2

クローム S-HDDYSO3-HC ＊5,7,8

クローム S-HDDYSO4-HC ＊6,7,8

クローム S-HDTOR1-C

ブラック S-HDTOR1-B

オプションバッフル(1ヶ) オープンライン用 V-TUV118 ¥5,000

＊1 オプションバッフル設定有(V-TUV117/1)　＊2 手元で音量調節可能なダイヤル付排気バルブです。 ＊3 FXDF(08-14)/FXDWG(10-14)のみ取付可　＊4 オプション排気バルブ設定有(P-HDV2/1)

＊5 FXD(06-10)/FXDB(06-15)/FXDC(06-14)/FXDL(06-09)/FXDWG(06-08)のみ取付可　＊6 FXDF(08-15)/FXDWG(10-15)のみ取付可

＊7 オプションキャタライザー(P-KAT-029)価格（税抜）￥42,000を使用時のみe1仕様　＊8 オプションキャタライザー(P-KAT-029)は日本国内での仕様や法規に基づいたものではありません。

＊9 FLD(12-15)のみ取付可　＊10 オプションバッフル設定有り(V-TUV118)

車種 年式 品名 仕様 サイレンサー 品番 価格(税抜) 備考

クローム S-HDSPSO1-HC ＊1

ブラック S-HDSPSO1-HB

オプション排気バルブ スリップオンライン用 P-HDV1/1 ¥59,000 ＊2

クローム S-HDSPR1-C ¥87,000 ＊3,4

クローム S-HDSPR2-C ＊3,5

ブラック S-HDSPR2-B

オプションバッフル(1ヶ) オープンライン用 V-TUV117/1 ¥6,000

クローム S-HDSPSO3-HC

ブラック S-HDSPSO3-HB

スリップオンライン スリップオン e1 クローム S-HDSPSO4-HC ¥132,000 ＊6,8,9

オプション排気バルブ スリップオンライン クローム用 P-HDV7C ¥109,000 ＊2

スリップオンライン スリップオン e1 ブラック S-HDSPSO4-HB ¥132,000 ＊7,8,9

オプション排気バルブ スリップオンライン ブラック用 P-HDV7BL ¥109,000 ＊2

クローム S-HDSPR4-C

ブラック S-HDSPR4-B

＊1 オプション排気バルブ設定有(P-HDV1/1)　＊2 手元で音量調節可能なダイヤル付排気バルブです。　＊3 オプションバッフル設定有(V-TUV117/1)

＊4 ミッドコントロール車専用、タンデムステップ同時装着不可　＊5 フォワードコントロール車専用、タンデムステップ同時装着不可　＊6 オプション排気バルブ設定有(P-HDV7C)

＊7 オプション排気バルブ設定有(P-HDV7BL)　＊8 オプションキャタライザー(P-KAT-029)価格（税抜）￥42,000を使用時のみe1仕様

＊9 オプションキャタライザー(P-KAT-029)は日本国内での仕様や法規に基づいたものではありません。　＊10 タンデムステップ同時装着不可

車種 年式 品名 仕様 サイレンサー 品番 価格(税抜) 備考

ブラック チタン S-HDRODR1-BAVTBL ¥146,000

チタン S-HDRODR1-BAVT ¥139,000

オプションバッフル(1ヶ) オープンライン用 V-TUV103 ¥7,000

＊1 VRSCDXとVRSCFのみ適合　＊2 オプションバッフル設定有(V-TUV103)
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