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LONGWAY DOWN / XL1000

サスペンション ハーレー / KSR モンキー 
アルミフレーム / 12インチホイール

08HAYABUSA 
リプレイスメントフィルター

クラッシュパッド
HAYABUSA / ZX-10R / B-KING

OFF TRACK イージーライズハンドルキット HAYABUSA / Z
グリップ・タンクプロテクターSPYDERバッグ

レースレポート　8/24 菅生

〒448-0001 愛知県刈谷市井ヶ谷町桜島5
TEL（0566）36-0456   FAX（0566）36-0515
E-mail:info@e-plot.co.jp

秋のツーリングシーズン到来！

1924年すべてのライダースジャケットはベルスタッフからはじまった。

2009秋冬モデル入荷！

ヘビーデューティーな本格派ジャケット。

LONG WAY DOWN

BELSTAFF  LONG WAYDOWN ジャケット　BLK S
BELSTAFF  LONG WAYDOWN ジャケット　BLK M
BELSTAFF  LONG WAYDOWN ジャケット　BLK L

品名
P032-8126           
P032-8127           
P032-8128           

品番
 

¥175,350 
 

価格（税込）
 

¥167,000 
 

価格（本体）

アウターに引き裂き強度の高いコーデュラ1000、肩・ひじにプロテクター
を装備した本格的ライダースジャケットです。

このジャケットは、“ユアン・マクレガー”の
「LONG WAY DOWN」の為に作られました。

タイトですっきりとした英国的スタイル。

XL1000

BELSTAFF  XL1000 ジャケット ベルフレックス　パール BLK S
BELSTAFF  XL1000 ジャケット ベルフレックス　パール BLK M
BELSTAFF  XL1000 ジャケット ベルフレックス　パール BLK L

品名
P032-8123           
P032-8124           
P032-8125           

品番
 

¥102,900 
 

価格（税込）
 

¥98,000 
 

価格（本体）

軽い着心地のベルフレックスを使った伝統的なジャケット。
首周り・手首・ひじ・ベルト等にレザーを使い上品に仕立てましたので、
普段使いにも最適です。裏地はコットン100％。



最上級のライディングウェア「レブイット」上陸。

1995年、オランダで誕生した「REV’IT!」。
「REV’IT!」とは、「スロットルをまわせ」の意。 
ヨーロッパ・北米において、その地位を確かなものにしてきた、
クオリティの高さ、機能性、洗練されたデザインをぜひ確かめてください。

あらゆるシチュエーションを考え、安全面・ファッ
ション性・機能性、全てにおいて徹底的にこだ
わったツアラーモデル。
耐摩耗性に優れた Kodra を採用。
C.E.規格適合のプロテクター ProLife を採用。
保温素材 Thermolite ライナーと、防水性・透湿
性に優れた Hydratex 3層ライナーが着脱可能。
反射パネルを多用することにより、夜間の安全
性を最大限にサポート。暑い時期は、両脇パネル
を外すことで、通気性を向上。
全ての環境・気候に対応する高機能モデル。

REV’IT!は、安全性とパフォーマンスを向上させるために、独自の
「Engineered skin デザイン方式」を開発しました。
Engineered skin とは、気象環境や転倒による衝撃、夜間の視認
性、着用感などすべてに対応する設計・デザイン・素材を人体工学に基
づき形成するプロダクトコンセプトです。その【ES】マークは安全性・
デザイン性・品質において最高レベルであることを保証しています。

Engineered skin ［ES］

■ OFF TRACK
品番 ： ＦＪＴ０79
価格 ： ¥52，５００ （本体価格 ¥5０，０００）

■ DAKAR
品番 ： ＦPT０３4
価格 ： ¥37，５００ （本体価格 ¥36，０００）

 heavy Kodra
表地 Kodra
 Airmesh

防寒ライナー Thermolite

防水・透湿ライナー REV'IT! Hydratex 3-layer
 membrance

プロテクター ProLife CE protection

再帰反射 Scotchlite 3M

+

OFF TRACK
オフ トラック テキスタイルジャケット

DAKAR
ダカール テキスタイルパンツ

OFF TRACK
グレー×イエロー

DAKAR
グレー×ブラック

ブラック×グレー

ブラック

グレー×ブルー グレー×レッド グレー×オレンジ



こんなに迷わなくていいアップハンドルへの
交換なんて、今まで無かった・・・。

豊富な車種設定
豊富なネイキッドタ
イプに加え、
GSX1300Rハヤ
ブサ、ZZR1400
もバーハンドル仕
様で鋭意開発中！

車種専用設計
車種専用設計だから穴加工不要、変化量もはっきりわかる！

※1 品番末尾の＊に以下のアルファベットを入れ、ハンドルの色を指定してください。 （S･･･シルバー　K・・・ブラック　B･･･ブルー　M・・・ガンメタ　G・・・ゴールド）
※2 ハンドルの詳しい寸法等は08-09PLOTカタログ　P145～P150　イージーフィットバーHighを参照ください。
※3 純正のハンドルバーエンドはご使用いただけません。別途お求めください。（推奨：EFFEX ハンドルバーウエイト　アルミハンドル用）
※4 付属するブレーキホースはブラックフィッティング/スモークコーティングホース/ダイレクト取り回しになります（一部車種除く）

EBK133＊
EBK049＊
EBK098＊
EBK155＊
EBK301＊
EBK327＊
EBK305＊
EBK501＊
開発中
開発中
EBK497＊
EBK522＊
開発中
EBK715＊
EBK646＊
EBK684＊
EBK629＊
EBK660＊
EBK690＊
EBK686＊

品番

CB1300SF/SB 03-07
CB750 01-07
CB400SF/SB99-08
HORNET250 03-07
XJR1300 00-06
FZ1 FAZER　06-08
XJR400 01-07
GSX1400 01-07
GSX1300R ハヤブサ 99-07
GSX1300R ハヤブサ 08
BANDIT1200 -05
GSR400 06-07
ZZR1400　06-07
ZRX1200R/S 01-08
ZEPHYR1100/RS 92-07
ZRX1100/2 97-00
ZEPHYR750/RS 90-07
ZEPHYR400χ 96-07
ZRX400/2 94-08
BALIUS2 97-07

適合車種

HONDA

YAMAHA

SUZUKI

KAWASAKI

メーカー

ブレーキホース
スロットルケーブル、チョークケーブル、クラッチケーブル、ブレーキホース
ブレーキホース
チョークケーブル、クラッチケーブル、ブレーキホース
スロットルケーブル、ブレーキホース、クラッチホース
クラッチケーブル、ブレーキホース
クラッチケーブル、ブレーキホース
スロットルケーブル、ブレーキホース、クラッチホース

ブレーキホース
クラッチケーブル、ブレーキホース

スロットルケーブル、ブレーキホース、クラッチホース
ブレーキホース
スロットルケーブル、ブレーキホース
ブレーキホース
ブレーキホース
ブレーキホース
チョークケーブル、クラッチケーブル、ブレーキホース

付属品類

21/21
21/21
21/21
21/21
21/17
21/21
21/21
21/21

21/21
21/21

21/21
21/21
21/21
21/21
21/21
21/21
21/21

移動量mm
（ノーマル比 上/手前）

¥18,060 
¥26,775 
¥18,060 
¥16,275 
¥29,820 
¥23,835 
¥20,475 
¥29,820 

¥18,060 
¥22,155 

¥29,820 
¥18,060 
¥22,260 
¥18,060 
¥18,060 
¥18,060 
¥16,275 

定価（税込）

¥17,200
¥25,500
¥17,200
¥15,500
¥28,400
¥22,700
¥19,500
¥28,400

¥17,200
¥21,100

¥28,400
¥17,200
¥21,200
¥17,200
¥17,200
¥17,200
¥15,500

定価（本体）

ハンドルを交換して高くしたい。しかしこの想いを実現するには様々な問題が発生してきます。

選んだハンドルはノーマルと比べてどれだけの変化量なの？ ノーマルのケーブル、ブレーキホースで届くの？

結局ハンドルを高くするのに全部でいくらお金がかかるの？

EFFEX イージーライズハンドルキットは、アップハンドルバーと交換が必要なケーブル、ホース類を全てセットにすることで、

アップハンドル交換時の「曖昧さ」「悩み」「不安」を解消します。

必要なケーブル、ホース類が
ALL IN ONE。 
ハンドルは選べる5色
ケーブル、ホース類をセットにすることで、
何が必要なのかもう迷わない！

※画像は一例です。
　車種により内容物は異なります。
　また画像のハンドルポストは
　商品に含まれません。

快適なアップライトポジション
EFFEX イージーフィットバーHigh を採用し、
理想的なアップライトポジションに！

ノーマル

ノーマル

10
発売予定！！

月
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4547567673798
4547424349514
4547567673804
4547567307518
4547567681311
4547424329257
4547567673811
4547567681298
4547567304180
4547567304197

JAN

HARRI'S ロードグリップ
バーエンド:穴あき

HARRI'S 
パズルタンクプロテクター

品名
01687HAYR
01687KAZ
01687KZV
01687KZAR
01687NJAG
01687NJ
12970-ZV
12970-ZAR
12970-NSD
12970-NV

品番
RACING 隼
Z シルバー
Z グリーン
Z オレンジ
Ninja シルバー
Ninja グリーン
Z グリーン
Z オレンジ
Ninja シルバー
Ninja グリーン

ロゴ
¥2,940
¥2,940
¥2,940
¥2,940
¥2,940
¥2,940
¥2,415
¥2,415
¥2,415
¥2,415

価格（税込）
¥2,800
¥2,800
¥2,800
¥2,800
¥2,800
¥2,800
¥2,300
¥2,300
¥2,300
¥2,300

価格（本体）
NEW！！

NEW！！

NEW！！

NEW！！

NEW！！

NEW！！

バグスター シートバック 
『スパイダー』 登場！
シートバッグでは類を見ないスタイリッシュなデザイン！
車種を選ばずほとんどの車両への装着を可能としています。

15Lから23Lに容量アップが可能！

01687HAYR 01687KAZ

01687KZV 01687KZAR

12970-ZV 12970-ZAR

12970-NSD 12970-NV

01687NJAG 01687NJ

※車体への装着は、付属のマルチラバーエクステンション、又はストラップベルトで簡単に行えます。

汎用
タイプ

品番 4899B1　価格 ¥19,950(税込)  ¥19,000(本体）　レインカバー付属

15L 23L



www.nitron. jp

w w w . o v e r . c o . j p

ナイトロン

ミニバイク用でも一切妥協しない。
ナイトロンが考える
リアルレーシングショック、デビュー。

NSF100用/KSR110用
■ RACE  シリーズ （3WAYダンピングアジャスター） 
………………税込 ¥113,400 （本体価格 ¥108,000）

■ TRACK シリーズ （2WAYダンピングアジャスター） 
………………税込 ¥102,900 （本体価格 ¥98,000）

■ STREETシリーズ （1WAYダンピングアジャスター） 
………………税込 ¥59,850 （本体価格 ¥57,000）

227mm

98mm
73mm

85mm

146mm

643mm

４ミニに最適なアルミハンドルはいかが？

OV-30 フレームキットが
完成しました。

品番 ： シルバー P032-2446
品番 ： ガンメタ P032-2448
ユニバーサルタイプ
外径φ22.2 内径φ14.6

税込価格 ¥6,300 （本体価格 ¥6,000）

適合車種 ： モンキー / XR100モタード / NSF / NSR
前後セット ： 税込価格 ¥98,700～¥126,000 （本体価格 ¥94,000～￥120,000）

品名 ： OV-30 フレームキット　　品番 ： P032-9871

税込価格 ¥168,000 （本体価格 ¥160,000）

セミアップType1
ひさびさに登場! OVERのハンドル｡

各部の構成パーツも全て削り出しで、溶接されている箇所はシート
レールのみの一箇所。溶接のヒズミがなく精度の高い仕上げ｡
３０ｍｍロング(スタンダード比)のネック長は操安性の向上に大きく貢
献｡『OVERのフレーム』この言葉には特別な重みを感じます。

軽量スポーツホイール登場!!

ＯＶＥＲのミニミニ大作戦!!

アルミ鍛造削り出しワンピース構造の
チューブレスタイヤ専用ホイールは、強度と
軽量を両立させ機能美を追及した独自の
Ｙ字スポークライン｡
2.50-10/3.00-10/3.50-10インチと
2.50-12/2.75-12/3.50-12
インチのサイズをご用意｡前後ホイール単
品販売も行ないますのでサイズの組合せ
を自由に選択することが可能です。
シルバー､ブラック､ゴールドのアルマイト処
理のほかに、ポリッシュ仕上げを設定。
さらにメッキ・鏡面仕上げの素材として最適
なプライム仕様も設定しました｡

（プライム仕様は表面の仕上げコートを施していません｡）

リーズナブルでありながら､
ツインショックに求められる基本性能を
満たしたストリート指向モデル。

Eシリーズ
もはやナイトロンではスタンダードとなるフルアルミボディ｡
ターコイズとブラックのスプリングをご用意。
1WAYダンピングアジャスター

■ 対応車種
CB1300SF（03-） / ZRX1100・1200（-08）/ ZEPHYR1100 / 
Z1 / Z1000R / GSX1400（-08） / XJR1200・1300（-08）

…………税込 ¥102,900 （本体価格 ¥98,000）
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〒448-0001 愛知県刈谷市井ヶ谷町桜島5
営　業　課 TEL 0566-36-0456   FAX 0566-36-0515
営 業 時 間 3～10月 月曜～金曜／AM9:00～PM7:00
   土曜／AM9:00～PM6:00
 11～2月 月曜～土曜／AM9:00～PM6:00
休　業　日 日曜・祝日・お盆・年末年始

h t t p : / / w w w . p l o t o n l i n e . c o m

ご好評をいただいております、
　　　　　　　  検索発注システム。
※ログインのためのIDとパスワードが必要になります。

業者様向け 検索発注システム

PLOT 検索

9月1日 ： AFAM （ドライブキット）　9月8日 ： フェニックス　9月10日 ： 藤田商会（ナンバープレート）　9月21日 ： ラフアンドロード（ラダーレール）
9月25日 ： ダンロップ　9月30日 ： キタコ （一部商品）　10月1日 ： ミシュラン、カヤバ、シェルアドバンス、マキシス

PLOTカタログ
2008-2009

好評発売中！
¥1,575（税込）

価格改定のお知らせ 〉〉〉

　秋の到来を思わせる様に冷え込み、終始不安定な天候とコンディションに悩まされた予選はST600/13番グリット　
JSB1000/21番グリットとなった。ST600決勝は経験豊富な寺本に『こんなひどい雨の決勝は初めて』と言わせるほどの豪
雨の中でスタート。寺本はスタートダッシュを決めた直後、第一コーナーでの接触で20番手近くまでポジションダウン。ペース
ダウン、転倒の続出するサバイバルレースの中、10人抜きを成功させて10位でフィニッシュ。JSB1000、雨のセッティングが
決まらない中での苦しい状況ながらも、今野は周回毎にポジションアップを成功させていく。雨足は更に強くなり、17周目に天
候悪化による赤旗中断となる。このままレースは成立、13位でフィニッシュとなる。

ST600 / 寺元幸司 10位　JSB1000 / 今野由寛 13位 詳細はプロトファローパンテーラのHP、レースレポートにて！
h t t p : / / www . p l o t o n l i n e . c o m / p l o t r a c i n g /

S P E C I A L  T H A N K S

SUZUKI

HARLEY-DAVIDSON

メーカー

GSX1300R HAYABUSA

B-KING
ダイナ系 FXD/B/C/F/L/WG 

車種
リプレイスメント/レーシング
リプレイスメント/スタンダード
リプレイスメント/スタンダード
リプレイスメント/スタンダード

タイプ
4547567684824
4547567630784
4547567705925
4547567684831

JAN

2008

-2008
2008

年式
SU-1308R
SU-1308
SU-1348
HD-9608

品番
¥13,650
¥12,600
¥12,600
¥11,550

価格（税込）
¥13,000
¥12,000
¥12,000
¥11,000

価格（本体）

発売中

NEW！！

NEW！！

NEW！！

GSX1300R HAYABUSA 08モデル用 リプレイスメントフィルターに
レーシングタイプが追加！ 又、B-KINGと
人気のハーレーダビッドソン ダイナ系 2008年モデル用も登場しました。

さらにパッドカラーも新色のホワイトが登場。08モデルのGSX1300R 隼 ホワイトカラーモデルにもベストマッチです。

LSL クラッシュパッドは、車種別マウントキットの他
に、別途パッド部分（各色あり）をお買い上げ下さい。
パッドのカラーは、ブルー/レッド/グリーン/シルバー/
ブラック/ホワイト/チタン/クローム/プラスチックが
ございます。

注）カラーによって価格は異なります。
詳しくはプロトカタログを参照下さい。

通常スタンダードフィルターは4層
構造ですが、レーシングタイプは集
塵効果より吸入効率を優先させ2
層構造としたものです。

SU-1308R HD-9608SU-1348

斬新で個性的なデザインの
LSLクラッシュパッドから新作登場！

4547567633778
4547567654667
4547567671268

JAN
GSX1300R HAYABUSA 08
B-KING
ZX-10R 08

車種
550S120
550S119
550K127.1

品番

SUZUKI

KAWASAKI

メーカー
¥4,725
¥5,460
¥13,650

価格（税込）
¥4,500
¥5,200
¥13,000

価格（本体）

4547567654544
JAN

ホワイト　2ケ入
カラー

551-001WT
品番

¥8,400
価格（税込）

¥8,000
価格（本体）

■ マウントキット

■ パッド
　 （新色）

/6th SUGO
PLOT FARO PANTHERA

※取り付けには穴あけ加工が必要です。
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