
SOFTAIL EXHAUST PIPE- ソフテール用左右出しエキパイ2-1-2   2018～
　　　　　　　ソフテール用独立左右出しエキパイ　1995~2017

サポートチューブ ¥8,000（税別）/1 本 純正フマラー連結ホールキャップ(TC88B用)
¥3,800（税別）/2 個

( 純正マフラーの連結を塞ぐパーツ )

延長パイプ100mm ¥5,300（税別）

延長パイプ150mm ¥5,500（税別）

延長パイプ200mm ¥6,000（税別）

延長パイプ250mm ¥6,500（税別）

延長パイプ300mm ¥7,000（税別）

延長パイプ350mm ¥7,500（税別）

延長パイプ380mm ¥8,000（税別）

2-1-2 左右出しエキパイS/クローム
¥128,000（税別）

SOFTAIL 2018 ～  
                FLHC,FLHCS,FXBB,FLDE,
                FLSL,FLSB,FXLR

～2017 年ソフテール
エキパイに取付がオススメや必要の部品

¥18,000（税別） ¥24,000（税別）

¥25,500（税別）

Rヒートガード1

2in2 専用

クローム¥12,000（税別）

黒

Rヒートガード2

　　　 黒
クローム¥18,000（税別） 純正マフラー取付ステー/set

¥7,800（税別）

(TC88B の FLSTF 不可 )

2in2 専用

純正マフラー取付ステー
¥7,500（税別）/set

※純正マフラー取付する場合

Fヒートガード/クローム

Fヒートガード/黒

¥19,500（税別）

サポートチューブ付

この F エキパイは
純正ヒートガード使用

※取付に必要なパーツは全て含まれています
※ヒートガードは F エキパイ以外全て付属

↘

2in1 エキパイS/クローム
¥25,000（税別）

SOFTAIL                   ALL モデル 1984 ～ 2006   

2in1 エキパイS/クローム O₂ボス付き
¥29,000（税別）

SOFTAIL                   ALL モデル  2007 ～ 2017   

純正ヒードガード黒塗装　¥8,000/1 枚

F側純正のヒートガード使用可 ( FLSTN,FLSTF を除く )

2in1用ヒートガードストレート/クローム
¥9,000（税別）

¥8,000（税別）

2in1用リア側ヒートガード/クローム
20050272

¥18,000（税別）

SOFTAIL EXHAUST PIPE- ソフテール用2in1エキパイ 1984～2017

サポートチューブ別売

※黒仕様ご希望の方はお問い合わせください。

※黒仕様ご希望の方はお問い合わせください。

FLSTF,FLSTN    
 L=440mm

（全て1本の価格です）

※注文は車種、年式が必要です

※注文は車種、年式が必要です

2in2 左右独立エキパイS/クローム
¥39,000（税別）

SOFTAIL                   ALL モデル 2000 ～ 2006  

※黒仕様ご希望の方はお問い合わせください。

※注文は車種、年式が必要です

2in2 左右独立エキパイS/クローム　O₂ボス付き
¥43,000（税別）

SOFTAIL                   ALL モデル 2007 ～ 2017   

※黒仕様ご希望の方はお問い合わせください。

FXCW,FXSB,FXSEを除く 

※注文は車種、年式が必要です

ヒートガードストレート/黒

左右出しのマフラーを取付時
に必要なパーツ TC88 の純正マフラー取付る

場合に必要
マフラーを後ろにズラしたい時に

右足の火傷防止に必要
純正ヒートガードも使用可能

エンジン後部の出て
すぐの部分に使用、
見た目の向上

2in2 専用で必要なパーツ 2in2 専用で必要なパーツ

左太ももの火傷防止
に必要

火傷防止に必要、見た目
も良くなる

車検など、
純正マフラー取付時に必要

マフラーバンド付属

SOFTAIL                   ALL モデル 1995 ～ 1999  

2in2 左右独立エキパイS/クローム
¥39,000（税別）

ヒートガード3

FLSTC   L
=505mm

使用できるマフラーは
p.15 アルティメット・p.19 ブラスグライド
USA 製マフラー

 ※ 201２年以降は M12   O₂センサーアダプター 1 個 ¥1,800
    （別売 ) が 2 個必要です

 ※ 201２年以降は M12   O₂センサーアダプター 1 個 ¥1,800
    （別売 ) が 2 個必要です

左太もも下

( 車検対応時 )

FLSTS 専
用

L=440 クローム ¥8,000（税別）

 黒 ¥16,000（税別）

 黒 ¥16,000（税別）

L=505クローム ¥8,000（税別）

 黒 ¥16,000（税別）

FLSTS専用　クローム ¥8,000（税別）
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右２本出しのハーレー を左右出しに、ミルウォーキーエイトに伝統を受け継がす。
バイクの雰囲気が変わります。

右２本出しをハーレー伝統の左右出しにする、弊社以外のマフラーも取付できます。
火傷防止にRヒートガード２・ヒートガード３をオススメします、またマフラー取付時にサポートチューブが必要です。

右２本出しを１本出しにする、スタイリッシュで全体が引き締まります。

・O₂ボス付き 2-1-2 左右出しエキパイ S/ クローム
・フィッシュテール / クローム

・2in1 エキパイ S/ クローム
・フィッシュテール / クローム

使用できるマフラーは
p.15 アルティメット・p.19 ブラスグライド
USA 製マフラー

使用できるマフラーは
p.15 アルティメット・p.19 ブラスグライド
USA 製マフラー

・2in2 左右独立エキパイ S/ クローム
・グライドフィッシュテール / クローム
・ヒートガード 1/ クローム
・ヒートガード２/ クローム
・ヒートガード３ L=505/ クローム
・F ヒートガード純正品
・サポートチューブ ×2
・M12 O2センサーアダプター ×2

マフラーを取付時に必要
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