
車名 ﾒｰｶｰ希望価格 本体価格 車名 ﾒｰｶｰ希望価格 本体価格 車名 ﾒｰｶｰ希望価格 本体価格
ダンク　2022　 ¥229,900 ¥220,000 ダックス125　2022　*7月下旬発売 ¥440,000 ¥430,000 レッツ 2021 ¥166,100 ¥157,000
タクト　2022 ¥192,500 ¥183,000 グロム125　2021 ¥385,000 ¥374,000 レッツ　バスケット 2021 ¥185,900 ¥176,000
タクトベーシック　2022 ¥179,300 ¥169,800 モンキー125　2021 ¥440,000 ¥430,000 アドレスＶ50  2021 ¥182,600 ¥173,000
ジョルノ　2022　 ¥209,000 ¥199,000 CB125R　2021 ¥473,000 ¥459,000 アドレス110　2022 ¥225,500 ¥216,000
ジョルノ　くまもんver  2022　*5月下旬発売 ¥217,800 ¥207,000 ズーマーX　現行モデル *タイホンダ ¥330,000 ¥320,000 ジクサー　2021 ¥352,000 ¥334,400
クロスカブ50　2022 ¥308,000 ¥293,000 WAVE125i　ｷｬｽﾄﾎｲｰﾙ　 現行モデル　*タイホンダ ¥335,500 ¥326,000 GSX-R125　ABS　2021 ¥415,800 ¥395,000
クロスカブ50　くまもんver 2022 ¥319,000 ¥304,000 スーパーカブC125　2022 ¥440,000 ¥410,000 GSX-S125　ABS　2021 ¥382,800 ¥364,000
スーパーカブ50  2022 ¥247,500 ¥236,000 CT125・ハンターカブ　現行モデル ¥440,000 ¥430,000 バーグマン200 ABS 2021 ¥571,340 ¥543,000
スーパーカブ110　2022 ¥302,500 ¥294,000 PCX160　2021 ¥407,000 ¥395,000 V-Strom250　ABS　2021 ¥613,800 ¥584,000
スーパーカブ110 プロ　2022　*5月中旬発売 ¥346,500 ¥337,000 PCX　e:HEV 2021 ¥448,800 ¥436,000 GSX250R　2021 ¥536,800 ¥510,000
クロスカブ110　2022 ¥363,000 ¥353,000 ADV150　現行モデル ¥451,000 ¥438,000 GSX250R　GPカラー 2021 ¥548,900 ¥522,000
クロスカブ110　くまもんver 2022 ¥374,000 ¥363,000 レブル250　現行モデル ¥599,500 ¥589,000 GSX250R　ABS 2021 ¥569,800 ¥542,000
Dio110　現行モデル ¥242,000 ¥230,000 レブル250　Sエディション　現行モデル ¥638,000 ¥628,000 GSX250R　GPカラー 2021 ¥581,900 ¥553,000
Dio110　マットブラック　現行モデル ¥245,300 ¥234,000 CRF250L/S　現行モデル ¥599,500 ¥589,000 ジクサーSF250　2021 ¥481,800 ¥458,000
スーパーカブC125　2021 ¥440,000 ¥430,000 CRF250 RALLY /S　現行モデル ¥741,400 ¥731,000 ジクサー250　2021 ¥448,800 ¥427,000
スーパーカブ125　TYPE-X　現行モデル　*ﾀｲﾎﾝﾀﾞ ¥322,300 ¥313,000 CB250R　現行モデル ¥564,300 ¥554,000 バーグマン400　ABS  現行モデル ¥847,000 ¥822,000
リード125　2022 ¥324,500 ¥315,000 CBR250RR　現行モデル ¥821,700 ¥810,000 V-Strom650　ABS　2022 ¥957,000 ¥929,000
リード125　ツートン　2022 ¥330,000 ¥320,000 CBR250RR　ストライプ 現行モデル ¥854,000 ¥840,000 V-Strom650　XT ABS　2022 ¥1,001,000 ¥971,000
PCX125　2021 ¥357,500 ¥347,000 フォルツァ　2021 ¥658,900 ¥648,000 SV650　ABS　2022 ¥803,000 ¥779,000

車名 ﾒｰｶｰ希望価格 本体価格 車名 ﾒｰｶｰ希望価格 本体価格 車名 ﾒｰｶｰ希望価格 本体価格
SV650X　ABS　2022 ¥847,000 ¥822,000 JOG　現行モデル ¥170,500 ¥162,000 BOLT-R  ABS  2021 ¥1,045,000 ¥1,024,000
GSX-S750 ABS　2021 ¥987,800 ¥959,000 ビーノ　現行モデル ¥203,500 ¥194,000 FJR1300A　現行モデル ¥1,540,000 ¥1,510,000
V-Strom1050　ABS　2021 ¥1,430,000 ¥1,388,000 アクシスZ　2022 ¥271,700 ¥264,000 FJR1300AS　現行モデル ¥1,870,000 ¥1,833,000
V-Strom1050 XT　ABS　2021 ¥1,518,000 ¥1,473,000 シグナスX125  現行モデル ¥335,500 ¥319,000 FJR1300A　20thアニバーサリーエディション ¥1,650,000 ¥1,633,000
GSX-S1000 GT　2022 ¥1,595,000 ¥1,579,000 シグナス　グリファス　2022 ¥357,500 ¥347,000 FJR1300AS　20thアニバーサリーエディション ¥1,980,000 ¥1,960,000
GSX-S1000　2022 ¥1,430,000 ¥1,388,000 NMAX125　2021 ¥368,500 ¥357,000
カタナ　2022 ¥1,606,000 ¥1,558,000 NMAX155　2022 ¥407,000 ¥395,000

トリシティ125　2021 ¥423,500 ¥410,000
トリシティ125 ABS　2021 ¥462,000 ¥449,000
トリシティ155 ABS　現行モデル ¥484,000 ¥470,000
マジェスティS　現行モデル ¥379,500 ¥369,000

車名 ﾒｰｶｰ希望価格 本体価格 XMAX　2021 ¥654,500 ¥635,000
ジャンゴ125　ABS ¥429,000 ¥429,000 YZF-R3　ABS　2021

ジャンゴ150 ABS ¥462,000 ¥462,000 YZF-R25　ABS　2022 ¥668,800 ¥649,000
MT-25　ABS　2022 ¥632,500 ¥614,000
MT-03　ABS　2021

トリシティ300　ABS　現行モデル ¥957,000 ¥929,000
XSR700 ABS　2022 ¥935,000 ¥925,000
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バイクのことなら信頼のモトパークへ！新車特価販売中！！
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