Riding Jackets
& Gloves
Original Jackets
& Casual Wear

JET SKI ULTRA 用 TRAILER

Original
Goods

500kg までの
PWC 1 艇積

500kg までの
PWC 1 艇積

●アルティメット（JET SKI ULTRA用）
メーカー希望小売価格

本体価格￥328,000＋税

メーカー希望小売価格

本体価格￥345,000＋税

■小型車／初回2年、以後1年検査
■全長：4,500mm
■全幅：1,690mm
■全高：900mm
■重量：190kg
■最大積載量：500kg
■タイヤサイズ：225-55-12インチワイドタイヤ
■標準装備：
マグナムアブソーバー／マルチタンデムVタワー／
スチールフラットレール／ストッパートレーラージャッキ／
LEDテールランプ（レイズプラチナ）・LEDサイドマーカー／
スチールVマウント／ 225-55-12インチワイドタイヤ／
ブラックホイル／ワンハンドキャリーハンドル／
ステップフェンダー／フェンダーステッカー（グリーン）／
グリーンレール

アクセサリー＆パーツ

Accessories
& Parts

for Models

Riding Gear Autumn & Winter
& Jet Ski
Collection

■小型車／初回2年、
以後1年検査
■全長：4,000mm
■全幅：1,690mm
■全高：900mm
■重量：180kg
■最大積載量：500kg
■タイヤサイズ：225-55-12インチワイドタイヤ
■標準装備：
マグナムアブソーバー／マルチタンデムVタワー／
スチールフラットレール／ストッパートレーラージャッキ／
LEDテールランプ（レイズプラチナ）
・LEDサイドマーカー／
スチールVマウント／ 225-55-12インチワイドタイヤ／
ブラックホイル／ワンハンドキャリーハンドル／
ステップフェンダー／フェンダーステッカー（グリーン）／
グリーンレール

●アルティメットエクステンド（JET SKI ULTRA用）

※写真は「アルティメット」です。

マフラー
外装パーツ
サスペンション
ステップ
ホイール
キャブレター
ブレーキ
エンジンパーツ
スプロケット
ハンドルパーツ
チェーン
ミラー
ライト
デジタルメーター
スパークプラグ
※写真は「RR-A STEEL」です。

バッテリー
タイヤ
バッグ
スマートフォン
小物
ロック
オイル
メンテナンス用品
ジェットスキー
トレーラー
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●RR-A STEEL
メーカー希望小売価格

本体価格￥295,000＋税

■車枠／検査・軽自動車／初回 2 年、以降 2 年
■主要用途／ 350㎏までの PWC
■全長 3,400mm ■全幅 1,480mm ■全高 900mm
■重量：140kg ■最大積載量：350kg ■タイヤサイズ： 195-45-R15
■標準装備
レイズプラチナBLKテールランプ／マグナムアブソーバー／
スチールフラットレール／ストッパートレーラージャッキ／
LEDサイドマーカー／スチールVマウント／マルチタンデムVタワー／
アルミホイル／ステップフェンダー

●RR-A STAINLESS
メーカー希望小売価格

本体価格￥400,000＋税

■車枠／検査・軽自動車／ 2 年検査
■主要用途／ 350㎏までの PWC
■全長 3,400mm ■全幅 1,480mm ■全高 900mm
■重量：130kg ■最大積載量：350kg ■タイヤサイズ： 195-45-R15
■標準装備
レイズプラチナBLKテールランプ／マグナムアブソーバー／
アルミフラットレール／ストッパートレーラージャッキ／
LEDサイドマーカー／スチールVマウント／マルチタンデムVタワー／
アルミホイル／ステップフェンダー

Wear & Goods, Accessories CATALOG 2020
Riding Jackets
& Gloves
Original Jackets
& Casual Wear
Original
Goods
Autumn & Winter Riding Gear
Collection
& Jet Ski

※写真は「ADEL REVO STEEL」です。

● ADEL REVO STAINLESS

メーカー希望小売価格

本体価格￥450,000＋税

● ADEL REVO STEEL

メーカー希望小売価格

本体価格￥355,000＋税

■車枠／検査：小型車／初回2年、以降1年 ■主用途：2〜3人乗りのPWC1艇積
■全長：4,005mm ■全幅：1,690mm ■全高：850mm
■重量：190kg ■最大積載量：500kg ■タイヤサイズ：195-45-R15
■標準装備：
ウルトラコンビネーションテールランプ／マグナムアブソーバー／スチールフラットレール／
ストッパートレーラージャッキ／LEDサイドマーカー／可変マウント／可変タワー／ステップフェンダー／
マルチコネクタホルダー／ステンレスイージーカプラーピン／アルミホイル

for Models

■車枠／検査：小型車／初回2年、以降1年 ■主用途：2〜3人乗りのPWC1艇積
■全長：4,005mm ■全幅：1,690mm ■全高：850mm
■重量：180kg ■最大積載量：500kg ■タイヤサイズ：195-45-R15
■標準装備：
ウルトラコンビネーションテールランプ／マグナムアブソーバー／アルミフラットレール／
ストッパートレーラージャッキ／LEDサイドマーカー／可変マウント／可変タワー／ステップフェンダー／
マルチコネクタホルダー／ステンレスイージーカプラーピン／アルミホイル

Accessories
& Parts

アクセサリー＆パーツ

マフラー
外装パーツ
サスペンション

※写真は「LOPROSS REVO STAINLESS」です。

ステップ
ホイール
キャブレター
● LOPROSS REVO STAINLESS

メーカー希望小売価格

本体価格￥450,000＋税

■車枠／検査：小型車／初回2年、以降1年 ■主用途：2〜3人乗りのPWC1艇積
■全長：4,005mm ■全幅：1,690mm ■全高：850mm
■重量：180kg ■最大積載量：500kg ■タイヤサイズ：225-55-12インチ
■標準装備：
ウルトラコンビネーションテールランプ／マグナムアブソーバー／アルミフラットレール／
ストッパートレーラージャッキ／LEDサイドマーカー／可変マウント／可変タワー／ステップフェンダー／
マルチコネクタホルダー／ステンレスイージーカプラーピン／ブラックホイル

● LOPROSS REVO STEEL

メーカー希望小売価格

本体価格￥355,000＋税

■車枠／検査：小型車／初回2年、以降1年 ■主用途：2〜3人乗りのPWC1艇積
■全長：4,005mm ■全幅：1,690mm ■全高：850mm
■重量：190kg ■最大積載量：500kg ■タイヤサイズ：225-55-12インチ
■標準装備：
ウルトラコンビネーションテールランプ／マグナムアブソーバー／スチールフラットレール／
ストッパートレーラージャッキ／LEDサイドマーカー／可変マウント／可変タワー／ステップフェンダー／
マルチコネクタホルダー／ステンレスイージーカプラーピン／ブラックホイル

ブレーキ
エンジンパーツ
スプロケット
ハンドルパーツ
チェーン

防水型テープ SMD で、トレーラー下側部をライトアップ。

〈イメージ〉

夜間走行時もPWCとトレーラーをスタイリッシュに演出します。
（両面テープ取付け）

ミラー
ライト
デジタルメーター
スパークプラグ

〈収納時イメージ〉

バッテリー
タイヤ
バッグ
〈ブルー〉

●リアラダー 軽・小型車用
No.0707-00

メーカー希望小売価格

本体価格￥48,000＋税

ゲレンデの状況によってはトレーラーを水に浸けて艇を降ろすこともありますが、
車軸のベアリング部分への水の
侵入は、グリスの乳化
（水と混ざりクリーム状になって、グリスの役目を果たさない状態）を引き起こし、ベアリング
が焼付き、
車軸の脱落を招いたり、
テールランプなどの電装部品への水の侵入はサビによる通電不能やショートを
起こし、
牽引車側の電装部品までダメージを与えてしまうなど、
水に浸けることはトレーラーにとってマイナス要素
です。
そのためリアラダーは、
トレーラーの重要部分であるこれらの車軸、電装部品を水に浸けずに、そしてスムー
ズ且つ、
手軽に積み降ろしができるように考えられました。
※リアラダー収納後のリア部分は、
ピンで止める安全設計。
※マックストレーラー専用設計のため、
他社のトレーラ
ーについてはお問い合わせください。
※2艇積及び普通車には装着できません。

〈グリーン〉

スマートフォン
小物

●ドレスアップ SMD
No.1105-06
No.1105-07
サイズ 長さ 500㎜

（ブルー）
（グリーン）

1PC

メーカー希望小売価格

本体価格￥3,000＋税

※1本あたり￥1,000の取付工賃が別途必要になります。

その他の商品は http:www.tight.co.jp/ まで

※商品は、取り寄せになります。納期までに時間を要する場合がありますので、予めご了承ください。※表示価格は2020年2月1日現在の価格（税抜）です。商品価格は予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

ロック
オイル
メンテナンス用品
ジェットスキー
トレーラー
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Riding Jackets
& Gloves

アルミ製により軽くて錆びず、各ジョイント部は、
ボルト & ナットにて組まれ、耐久性に優れています。

トレーラーで入れない砂浜や狭い場所などでの
運搬に大変便利。
2輪に比べ持ち上げてバランスをとることなく、押す力だけで楽に移動できます。
方向転換は取っ手を持ち上げ2輪状態にて行います。

Riding Gear Autumn & Winter
& Jet Ski
Collection

Original
Goods

Original Jackets
& Casual Wear

艇長に合わせ、バランス良くフレームを長くし、
また4サイクルの重量に耐えられるよう車軸部分を強化しています。

●ジェットランチャー

SX-R 用 2 輪

●ジェットランチャー

J-150S
メーカー希望小売価格

本体価格￥76,800＋税

メーカー希望小売価格

■総重量：23.5kg
■フレーム重量：12.5㎏

本体価格￥93,200＋税

■総重量：31kg
■フレーム重量：13㎏

●従来のJ-130SXをベースにカワサキSX-R用にバージョンアップしました。
従来のJ-130SX（38角材）に比べ高強度の太く新しいオリジナル44角材を使用。艇長に合わせたバランス良くフレームを長くまた4サイクルの重量に耐える車軸部分を強化。
●取っ手部分には両サイド二人で運びやすいようにバーグリップタイプ形状に。 ●スパークにも使用可能です。 ●2輪の場合、水際の積載や砂浜の運搬には3〜4人必要です。

for Models

トレーラーにも使用している塗装で、耐食・対候性にも優れ、
メンテナンス、ディスプレーに最も適した商品です。
※ボルト組立式（4サイクルPWC対応）

アクセサリー＆パーツ

Accessories
& Parts

SX-R 用 4 輪

J-150-4S

マフラー
外装パーツ
サスペンション

●メンテナンスカートタイプⅡ

ステップ

自在キャスター× 2・固定キャスター× 2
No.0716-05

ホイール
キャブレター

No.0716-06

ブレーキ
エンジンパーツ
スプロケット
ハンドルパーツ
チェーン

メーカー希望小売価格

本体価格￥42,000＋税

メーカー希望小売価格

本体価格￥45,000＋税

自在キャスター× 4
■高さ：450mm

ワンプッシュで巻き取り可能なタイダウン
ステンレス製で腐食にも強い。
フック部分はステンレスを樹脂で
コーティング。

従来スチール製だったハンドル・フック部分
をステンレス製にしたことで、見た目の美し
さとともに、サビなどによる作動不良を解消
フックからラチェットまでの長さを伸ばすことでラチェット部
分がスポソンやハルに干渉する心配が無くなりました。

■幅：700mm

■長さ：1,400mm

フック部分を「かける」に「止める」をプラス
することにより固定する際のフック落下を防
止でき、より簡単にそして確実に縛ることが
できる新しいステンレスラチェットタイダウン

ミラー
ライト
デジタルメーター
スパークプラグ
ブルー

カモフラージュ

バッテリー
タイヤ

ブラック

バッグ
スマートフォン
小物
ロック
オイル
メンテナンス用品
ジェットスキー
トレーラー
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●コンパクト収納式タイダウン 取付キット（1 台分）
No.0706-23
メーカー希望小売価格

本体価格￥15,000＋税

カモフラージュ

●ステンレスラチェットタイダウン EX
No.0706-10
No.0706-11
No.0706-12
メーカー希望小売価格
■本体ベルト長：600mm
■ベルト長：2,900mm
■ベルト幅：25mm

ブラック

ブルー

●ストッパー付ステンレスラチェットタイダウン EX
（カモフラージュ）
（ブラック）
（ブルー）

本体価格￥3,700＋税

No.0706-13
No.0706-14
No.0706-15
メーカー希望小売価格
■本体ベルト長：600mm
■ベルト長：2,900mm
■ベルト幅：25mm

（カモフラージュ）
（ブラック）
（ブルー）
本体価格￥4,000＋税

Wear & Goods, Accessories CATALOG 2020
ピンク

グリーン

Riding Jackets
& Gloves

オレンジ

●レスキューアンカーロープ
（単体）
ホワイト
No.0715-09
イエロー

Original Jackets
& Casual Wear

No.0715-01
オレンジ
No.0715-00
ピンク
No.0715-08

Original
Goods

グリーン
No.0715-07
メーカー希望小売価格

ホワイト

イエロー

本体価格￥3,500＋税

Autumn & Winter Riding Gear
Collection
& Jet Ski

特殊ゴムが強烈な衝撃を吸収するのでスムーズな
牽引ができ、水中に投げ込んでもフロート付きな
ので浮き上がります。また、普通のロープと違い
伸縮性があるため、ポンプケースへの巻き込みも
皆無です。収納に便利なメッシュバッグ付。縮ん
だ状態2,800mm 〜最長約5,000mm

ロープ色とフローティングマーカーの
デザイン選択式

for Models

●ダウンフォース
アンカー（グリーン）
No.0730-04
メーカー希望小売価格

本体価格￥7,000＋税

●ソフトコートアンカー
レッド
レッド

No.0730-50

ピンク

グリーン

マフラー

No.0730-51
No.0730-52

No.0715-22
メーカー希望小売価格

外装パーツ

ピンク

●ソフトコートアンカーセット（ピンク）

サスペンション

イエロー

本体価格￥10,000＋税

ステップ

No.0730-53

■セット内容：アンカー、レスキューアンカーロープ、アンカーケース、
フローティングマーカー
（ロープの色、フローティングマーカーのデザインを選んで下さい）

Accessories
& Parts

イエロー

アクセサリー＆パーツ

グリーン

メーカー希望小売価格

本体価格￥5,000＋税

自分のアンカリングポジションが一目でわかり、 ロープの巻き込み防止にも役立つ、 定番商品！

ホイール
キャブレター
ブレーキ
エンジンパーツ
スプロケット
ハンドルパーツ
チェーン

●フローティングマーカー
桃

タコ 2

リアルボイン

チェッカーフラッグ

おさる

フラミンゴ

看板

肉

ブルドッグ 2

かっぱ

No.0715-79
No.0715-71
No.0715-76
No.0715-77
No.0715-74
No.0715-72
No.0715-80
No.0715-70
No.0715-82
No.0715-83
No.0715-84
No.0715-85
No.0715-88
No.0715-75
No.0715-89

桃
リアルボイン
おさる
看板
ブルドッグ2
タコ2
チェッカーフラッグ
フラミンゴ
肉
かっぱ
ハチ
力士
浮世絵
シーサー
キャップ小僧

サイズ 約250×250mm

メーカー希望小売価格 本体価格￥1,200＋税

ハチ

力士

浮世絵

シーサー

キャップ小僧

その他の商品は
http:www.tight.co.jp/ まで

※商品は、取り寄せになります。納期までに時間を要する場合がありますので、予めご了承ください。※表示価格は2020年2月1日現在の価格（税抜）です。商品価格は予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

ミラー
ライト
デジタルメーター
スパークプラグ
バッテリー
タイヤ
バッグ
スマートフォン
小物
ロック
オイル
メンテナンス用品
ジェットスキー
トレーラー
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Riding Jackets
& Gloves
Original Jackets
& Casual Wear

次世代のスタンダードモデル

Original
Goods

低重心により走行性能が良く、
積載位置も低く積み降ろしが
楽に行えます。

Riding Gear Autumn & Winter
& Jet Ski
Collection

● ESPERTO S35G
（軽）

本体価格￥248,000＋税

メーカー希望小売価格

本体価格￥272,000＋税

■用途：350kgまでのPWC1艇積
■全長：3390mm
■全幅：1470mm
■全高：860mm
■最大積載量：350kg
■標準装備：ウインチ・ジャッキ・ベアリングプロテクター・
LEDテールランプ
※S35Gは12インチガルバホイル仕様です。

▲写真はS35B（※）

for Models

超低重心のロー＆ワイドフレーム採用の
フラッグシップトレーラー
超低重心プロスタイラー 193SLがより使い易く、よりスパルタンに。

アクセサリー＆パーツ

Accessories
& Parts

メーカー希望小売価格

● ESPERTO S35B（軽）

マフラー
外装パーツ
サスペンション
●プロスタイラー 193SL
（普通）

ステップ

メーカー希望小売価格

ホイール
キャブレター

500kgまでの
PWC1艇積

ブレーキ
エンジンパーツ
スプロケット
ハンドルパーツ

次世代のスタンダードモデル500kg積載
500kg積載トレーラーが登場。

チェーン
ミラー
ライト
デジタルメーター
スパークプラグ
バッテリー
タイヤ
バッグ
スマートフォン
小物
ロック
オイル
メンテナンス用品
ジェットスキー
トレーラー
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● ESPERTO S50G（小型）
メーカー希望小売価格

本体価格￥300,000＋税

● ESPERTO S50GN（小型）
メーカー希望小売価格

本体価格￥288,000＋税

■用途：500kgまでのPWC1艇積
■全長：4,300mm
■全幅：1,690mm（1,620mm）
■全高：860mm
■最大積載量：500kg
■標準装備：ウインチ・ジャッキ・ベアリングプロテクター・
LEDテールランプ
※（ ）内の寸法はS50GN

本体価格￥366,000＋税

■用途：500kgまでのPWC1艇積
■全長：4,200mm
■全幅：1,900mm
■全高：920mm
■最大積載量：500kg
■標準装備：ウインチ・ジャッキ・ベアリングプロテクター付／ LED
テールランプ

▲写真はS50G

Wear & Goods, Accessories CATALOG 2020
荷台に雨や泥などのすべりに強いエキスパンドメタルを採用。

Riding Jackets
& Gloves

オートバイ、バギーなど何でも積めるマルチパーパストレーラー
ダンプロックシステム

荷台傾斜時に荷台が固定できる特
殊機構を採用。また荷台の固定・開
放がワンタッチで出来るダンプロッ
クの装備により、安全且つスピーデ
ィーに積み降ろしが可能です。

Original Jackets
& Casual Wear

●NF-E
（軽）
エキスパンドメタル仕様
メーカー希望小売価格

本体価格￥304,000＋税

●NF-1
（軽）
耐水合板仕様

バイク、バギー
キャンプ用品等

本体価格￥272,000＋税

Original
Goods

メーカー希望小売価格

オートバイの積載、荷物の固定
などに便利
●オートバイストッパー
メーカー希望小売価格

Autumn & Winter Riding Gear
Collection
& Jet Ski

■用途：オートバイ、バギー、
スノーモビル1台・他積
■全長：3,390mm
■全幅：1,470mm
■全高：620mm
■最大積載量：300kg（350kg）
■標準装備：ジャッキ付、エキスパンドメタル仕様（耐水合板仕様）荷台
寸法2400×1450※陸上用トレーラーのため水には浸けれません。
※（ ）内の寸法はNF-1

耐水性、視認性が高く消費電力
の少ない LED ランプユニット

本体価格￥21,000＋税

品番：SRX−021

任意の位置に取付可能

トレーラーを極力水に浸けずにPWCの積み降ろ
しが可能。電装品、車軸の痛みを低減

● LED コンビネーションランプ
ST−115

●ベアリングキット
（12インチ）
ST−006

本体価格￥45,000＋税

メーカー希望小売価格
本体価格￥5,500＋税

メーカー希望小売価格
本体価格￥2,800＋税

インナーベアリング、
アウターベアリン
グ、オイルシール、
アジャスターワッシャ
ー（1輪分）

品番 ： SRX − 017 （注文時にトレーラー
機種、 取付位置をお知らせ下さい。）

※車種により取付できない場合があります。

●トレーラー本体価格には予備検査代、連結検討代
（1台分）
は含まれておりますが、
登録諸費用、運賃は含まれておりません。

●トレーラー側配線プラグ、ボールカプラー、サイドブレーキ等車検対応部品一式は標準装備です。
●牽引免許は不要です。普通免許で運転できます。（248WKを除く。）
●牽引車にヒッチメンバー（別売）
を取り付ける必要があります。
●トレーラーを牽引するには、
トレーラー車検証に牽引車型式または牽引車車検証に牽引能力を記載
する必要があります。記載されていない状態での牽引は違法となります。
●トレーラーのタイヤサイズは145R12です。（193SL、NS、246W、248WKは除く。）

Accessories
& Parts

●フック

SRX-120

アクセサリー＆パーツ

●スロープレール
メーカー希望小売価格

for Models

メーカー希望小売価格
本体価格￥12,000＋税

スロープ長：L2,2200 × 410mm
最大許容荷重：500kg
スチール製

マフラー
外装パーツ
サスペンション
ステップ

スタイリングとクオリティの追求

ロストワックス
（精密鋳造）製法を採用し、ハイクオリティー
でスタイリッシュなフォルムを実現しました。また、メン
バー部を楕円化することで上下より前後の強度を必要と
するヒッチメンバーに最適な形状を採用
（特許出願中）
し、
ステンレスヒッチメンバーの材質には、強度、耐蝕性に優れ
たステンレススチールを採用しました。

①オーバル形ステンレスメンバー採用の
最上級モデル。

牽引時の音を低減する
Oリング付きボールマウント採用。（PAT.P)
※ステンレスヒッチメンバーと
ニューヒッチメンバー、
コンビヒッチメンバーに採用。

②オーバル形スチールメンバー採用の
スタイリッシュモデル。

Oリング

④角形のスタンダード
モデル。

⑤脱着式のボールマウント
ブラケット。

●参考登録諸費用
軽自動車規格
（2年車検）
普通自動車規格
（1年車検）

重量税
￥8,800
（2年分）
￥12,600
（2年分）

キャブレター
タイプ

メーカー希望小売価格（税抜）

①

ステンレスヒッチメンバー【A】
ステンレスヒッチメンバー【Ｂ】
（配線キット付）

￥87,200
￥81,000

②

ニューヒッチメンバー【Ａ】
ニューヒッチメンバー【B】
（配線キット付）

￥63,000
￥61,000

③

コンビヒッチメンバー【Ａ】
コンビヒッチメンバー【B】
（配線キット付）

￥68,000
￥66,000

ヒッチメンバー【角型】
（配線キット付）

￥72,000

⑤

③ニューヒッチにステンレス
ボールマウントセットを装着。

自動車税
￥4,000
（1年分）
￥10,200
（1年分）

●ヒッチメンバー

④

※ヒッチボールマウン
トは、ツヤ無しステ
ンレス

自賠責保険
￥5,010
（25 ヶ月）
￥5,010
（25 ヶ月）

ホイール

脱着ブラケット

ブレーキ
エンジンパーツ
スプロケット
ハンドルパーツ
チェーン
ミラー
ライト

￥57,000

※⑤は、配線キット及び配線ソケットは含まれておりません。
※写真は例です。車種により形状が異なります。
※外車、特殊車のヒッチメンバーは、別価格となります。
※牽引車のヒッチメンバー取付工賃は「ARK」にお尋ね下さい。
※牽引車の車検証（車両型式、型式指定No、類別区分を明確に）のコピーを添え
てご注文下さい。
※牽引車の車検証をFAXしていただければ適合ヒッチをお知らせします。
※ヒッチメンバーの価格【Ａ】又は【Ｂ】は、各牽引車毎に設定していますので指定
は出来ません。
ご注文時はFAX等にてご確認ください。
（ソレックス（株）FAX:0867-24-4455）

デジタルメーター
スパークプラグ
バッテリー
タイヤ
バッグ
スマートフォン
小物

登録代行料は「ARK」にお尋ねください。

ロック

※本体及びオプション・補用品の仕様及び価格は、予告なく変更することがあります。
※トレーラーの運賃は別途で地域によって異なります。（プレート代、自動車税は各
都道府県により異なります。）

オイル

※普通車の継続車検は、1年間です。
※他の製品
（スノーモビル、ボートトレーラー）
やオプションパーツも取り扱っております。詳しくはhttp://www.sorex.co.jpまで
※商品は、取り寄せになります。納期までに時間を要する場合がありますので、予めご了承ください。※表示価格は2020年2月1日現在の価格（税抜）です。商品価格は予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

メンテナンス用品
ジェットスキー
トレーラー

249

