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PLOT サドルバッグサポート
PSD533価格（税込）￥10,290  価格（本体）￥9,800

サドルバックの巻き込みを防ぐ為のサポートです。

PLOT トップケースキャリア
HBS533-TS価格（税込）￥19,740  価格（本体）￥18,800

キャリアとして使えることはもちろん、HEPCO&BECKER,GIVIのトップケース
が装着可能。HEPCO&BECKERトップケース装着の際は別途、
PLOTステーベースHBS181-BS 価格(税込)￥7,350価格（本体）￥7,000、
もしくはHEPCO&BECKER汎用ベースが必要です。

HEPCO&BECKER JOURNEYトップケース 42
価格（税込）￥27,510  価格（本体）￥26,200

機能性を追及したコンフォートモデル。
容量：42L、本体重量：3.9kg、サイズ：300×500×290mm

ブラック/シルバー 汎用 ……………………………………… 610085-0001
ブラック/アークティック 汎用………………………………… 610285-0004
ブラック/ブラック 汎用 ……………………………………… 610285-0011

EFFEX GELZAB R
EHZ3030R価格（税込）￥9,975  価格（本体）￥9,500

長距離走行を快適にするゲル内蔵座布団ゲルザブR。
『座圧分散』『振動軽減』というエクスジェルの特性と、ベルクロテープにより
『取付け簡単』、厚さ12mm『足つき良好』です。

MRA RACING NAKEDスクリーン
価格（税込）￥11,550  価格（本体）￥11,000

スポーティーなデザインでヘッドライト周りのアクセントに最適。
取り付けはMRAハンドルマウント（別売り）、PLOTハンドルバー（別売り）が必要になります。

クリア…RNB-C スモーク…RNB-S

●MRAマウントKIT ……MV-NMK　価格（税込）￥5,040  価格（本体）￥4,800
●PLOT MRAマウントハンドルバーキット
………………… PSH533　予定価格（税込）￥5,229  予定価格（本体）￥4,980

BAGSTER サドルバッグ SPRINT
価格（税込）￥18,900  価格（本体）￥18,000

取付は左右をベルクロベルト、更にエクステンションコードで固定。
防水カバー付き / 容量21L～30L

黒…5812B　黒/赤…5812D　黒/青…5812E

SWAGELINE ブレーキホース
ダイレクトなブレーキフィーリングでコントロール性が向上！

●ステンレス…… STF533　価格（税込）￥11,025　価格（本体）￥10,500
●アルミ（各色）
………………… RAF533　価格（税込）￥8,925　価格（本体）￥8,500

フ
ロ
ン
ト

●ステンレス…… STR533　価格（税込）￥9,975  価格（本体）￥9,500
●アルミ（各色）
………………… RAR533　価格（税込）￥7,875  価格（本体）￥7,500

リ
　
ア

VALENTI  LEDバルブ　
オートバイ専用開発された車検対応/防振設計の純正交換タイプLEDバルブ

●スモール＆ストップ（テール） LED27chip レッド 
………………… B11-S25WR-1 価格（税込）￥3,990  価格（本体）￥3,800

●ターンシグナル LED27chip アンバー
………………… B06-S25SA-1 価格（税込）￥3,990  価格（本体）￥3,800
●ハイフラッシュ制御リレー 2LED/4LED両対応 防水タイプ
………………… B09-FR3-1 価格（税込）￥3,150  価格（本体）￥3,000
●ポジション LED15chip クールホワイト
………………… B01-T10SW-1 価格（税込）￥2,100  価格（本体）￥2,000

EFFEXハンドルバーウエイト スチールハンドル用
グリップに伝わる細かな振動を吸収します。7色のカラーバリエーションがあります。

●ステンレス………… EBB211T  価格（税込）￥4,200  価格（本体）￥4,000
●アルミ（各色）……………………… 価格（税込）￥3,675  価格（本体）￥3,500

＊アルミカラー ： レッド×ブラック、ゴールド×ブラック、メッキ×ブラック、ゴールド×ブルー、レッド×ブルー、ブラック、メッキ

＊アルミカラー ： 
ブルー EBB211B　S.GLD EBB211G　ブラック EBB211K
ガンメタ EBB211M　レッド EBB211R　シルバー EBB211S

ツーリングならトップケース＆サドルバッグ

アクセサリー

プロトがおススメするボルトオンカスタムパーツで
GSR250を個性的に仕上げます。

＊写真にはPLOTステーベースHBS181-BS（別売り）が装着されています。



■ 価格 フロント ……アルミ 価格（税込） ￥16,800　価格（本体） ￥16,000 / ステンレス 価格（税込） ￥21,525　価格（本体） ￥20,500
■ 価格 リア …………アルミ 価格（税込） ￥ 7,875　価格（本体） ￥ 7,500 / ステンレス 価格（税込） ￥ 9,975　価格（本体） ￥ 9,500

※表中品番はクリアホース仕様の品番です。ブラックホース仕様の場合は品番中アルファベットと数字の間に「B」を入れてください。（例STPB341FT・・・ブラックホース仕様）

※表中品番はクリアホース仕様の品番です。ブラックホース仕様の場合は品番中アルファベットと数字の間に「B」を入れてください。（例STFB341D・・・ブラックホース仕様）

プロトスウェッジラインプロはダイレクトな
ブレーキタッチはモチロン、車種専用の取り回しを
図ることで安全性を向上させています。

スウェッジラインはダイレクトな
ブレーキタッチを実現しつつ、
車検・JIS規格対応の高い品質を誇ります。

タイプ車種 価格（税込）価格（本体）
フロント　トライピース
フロント　バイピース

ステンレス

FAZER8
STP341FT
STP341FB

¥23,625
¥22,050

¥22,500
¥21,000

価格（税込）価格（本体）レッド/ブルー
SAP341FT
SAP341FB

¥23,625
¥22,050

¥22,500
¥21,000

タイプ車種

フロント　ダイレクト 
リア

レッド/ブラック
アルミ

FAZER8
RAF341D
RAR341

ゴールド/ブラック
GAF341D
GAR341

メッキ/ブラック
NAF341D
NAR341

ゴールド/ブルー
PAF341D
PAR341

レッド/ブルー
SAF341D
SAR341

メッキ
CAF341D
CAR341

ブラック
BAF341D
BAR341

ステンレス

STF341D
STR341

品名 品番 価格（税込） 価格（本体）
CLIF

タイプ
リュックサック

容量
20L

サイズ
420×270×120mm 5840CU ¥8,925 ¥8,500

品名 品番車種 価格（税込） 価格（本体）
PLOT HEPCO&BECKER装着用キャリア

備考
スチール/ブラックBENLY50/110

年式
12 HBS192 ￥13,125 ￥12,500

BENLY 50/110 2012

画像はALU EXCLUSIV TC45 装着例

CLIF
フランスのBAGSTERより、
フルフェイスヘルメットも持ち運べる
リュックサックが登場！
ヘルメットをリュックサックに外付けできます。

● リュックサック
● 容量：20L
● レインカバー付属（ヘルメット装着状態では使用できません）
● サイズ：420×270×120mm
● 材質：ナイロン

HEPCO&BECKER トップケース 装着用キャリア登場！

ヘルメット未装着状態 ヘルメット装着状態

スウェッジラインにFAZER8用登場！



メーカー 品名 品番車種 価格（税込）価格（本体）

HARLEY DAVIDSON

STAINLESS HI-OUTPUT DUALS

STAINLESS HI-OUTPUT 2-INTO-1

TOURING

SOFTAIL
DYNA

年式

09-12

86-12
06-12

タイプ

FULL SYSTEM

備考

＊1

＊1、2

26457
27533
27521
27523

オープン

※1 O2センサー取付口有（12mm/18mm対応）　※2 FLD（スイッチバック）へは取付不可

NEW LINE-UP
 STAINLESS HI-OUTPUT 登場！

バンス＆ハインズホームページ リニューアル！
www.vanceandhines.jp

ドラッグレースで培ったテクノロジーが凝縮されたエキゾーストシステム。
テーパー形状のヘッドパイプに専用段付きサイレンサーを組み合わせ、高
出力エンジンにも対応可能な仕様となっています。ステンレス製で軽量化
を実現するとともに、見た目にもレーシーなイメージを印象付けます。

ハーレーダビッドソンから、国産アメリカン、国産スーパースポーツまで幅広いラインナップをそろえるバンス＆ハインズのホームページを
リニューアルしました。お好みのデザイン、カラー等数あるラインナップから、あなたにぴったりのマフラーを見つけて下さい！

適合車種ラインナッ
プ一覧

マフラー詳細ページ

DUALS（2-INTO-2） 
for TOURING

2-INTO-1 for DYNA

2-INTO-1 for SOFTAIL2-INTO-1 for TOURING

一般公道使用不可



モトクロスレースで実績のある特殊断面を使用し剛性を向上、
リム表面に鏡面加工処理後、ワークスカラーアルマイトを施した
高級感溢れる仕上がりはドレスアップパーツとしても最適です。
リム側面には「D.I.D DirtStar」の転写ロゴ（白文字）が入ります。

※装着には純正のハブ・スポークをご使用ください。

ヘルメットソフトトップのリア・ウィンドウバイクスクリーン

雨・砂・油などの
汚れ、静電気、酸化、
UVもカット！

傷を埋め、雲が取れて
透明度とツヤが増す！

使用前 使用後 使用前 使用後 使用前 使用後

ＣＲＦ２５０Ｌ、ＷＲ２５０R用
Ｄ.Ｉ.Ｄ Ｄｉｒｔ Ｓｔａｒリム発売!!

車種 色 品番リムサイズ 価格（税込） 価格（本体）

CRF250L (12-)

WR250R (08-12)

レッド

ブルー

21×1.60
18×2.15
21×1.60
18×2.15

CRF-21160
CRF-18215
WR-21160
WR-18215

￥18,900
￥19,950
￥18,900
￥19,950

￥18,000
￥19,000
￥18,000
￥19,000

品名 品番容量 価格（税込）価格（本体）

クリーナーポリッシュ
198g
368g

P023-0299
P023-0300

￥2,730
￥3,885

￥2,600
￥3,700

◆プレクサス驚きの効果！ 小さな傷を隠し、透明度を回復し艶を出します。
【強力コーティング・艶出し効果】
表面にプロテクタントの保護層（撥水加工・防汚・加工・
UV保護加工、静電気防止加工）を形成し、大気を遮断
するもので、その後のお手入れが簡単。プラスチック
表面のミクロな凹凸や傷をプロテクタントで埋めて平
滑化し、光の乱反射を抑えることで透明度を回復し、
光沢を蘇らせます。

【高級洗浄効果】
油、ブレーキダスト、チェーン、グリス、虫、ホコリ、排気
ガス等の汚れに最適！ プレクサスが汚れの下に浸透し
て浮かび上がらせ、抜群の洗浄効果を発揮します。

プレクサス クリーナーポリッシュ１本に１枚
専用マイクロファイバークロスが付いてくる！

※クロス付きの画像は368gのサイズになります。

▼キャンペーン概要
● 対象 ： クリーナーポリッシュ198g、368g
● 準備数 ： 合計1,200本
● 期間 ： 9月1日より （専用クロス付きプレクサスの準備数がなくなり次第終了となります）

専用クロス付き
 キャンペーン！！

数量
限定



MOTO-GP、WSB等ヨーロッパ各国の主要ワークスチームに採用される高い走行性能。
ヨーロッパでは純正オプションとしても採用される信頼の品質。

メーカー

＊1 バッフル付き　＊2 ラムダセンサー取付口あり　＊3 キャタライザーが内臓されていますが、日本国内での使用や法規に基づいたものではありません。

品番車種 価格（税込） 価格（本体）

YAMAHA

SUZUKI

BMW

TRIUMPH

WR450F 12-13

V-Strom 650 -12

C600 Sport
C600 GT
Tiger800/800XC

仕様
SLIP-ON
RACING
SLIP-ON
SLIP-ON
SLIP-ON
SLIP-ON
SLIP-ON

サイレンサー
オフロード　チタン
オフロード　チタン
HEXAGONAL　チタン
HEXAGONAL　カーボン
HEXAGONAL　チタン
HEXAGONAL　チタン
CONICAL　チタン

備考
＊1
＊1
＊1.2
＊1.2
＊1.3
＊1.3
＊1.3

S-Y4SO9-DTA
S-Y4MR12-DTA
S-S65SO3-RT
S-S65SO3-RC
S-B6SO2-HZSS
S-B6SO1-HZSS
S-T800SO1-HZAAT

￥67,200
￥100,800
￥103,950
￥103,950
￥69,300
￥69,300
￥110,250

￥64,000
￥96,000
￥99,000
￥99,000
￥66,000
￥66,000
￥105,000

一般公道使用不可

PLOTオリジナルスリムレバー

品名 品番適合 価格（税込）価格（本体）
PLOT オリジナルスリムレバー ブレンボRCS　ブレーキ/クラッチマスターに適合 BPL001 ￥3,990 ￥3,800

※ハーフレバー　ブレンボ品番　110.A263.98/94と同適合　

ZRX1200DAEG、CB1300SF等のネイキッドモデルに
ブレンボRCSマスターを取付ける際のレバーの干渉を防ぎます。

ブレンボRCS ブレーキ/クラッチマス
ターに対応、レバーの指が掛かる箇所
の曲面を上下同じ形状としました。
ブレーキ/クラッチレバーのどちらも
違和感なく使用していただけます。

CB1300SFやZRX1200DAEG等の大型スイッチBOXを採用しているネイキッドバイクにブレンボRCSラジアル 
ブレーキ／クラッチマスターを装着した際生じるレバーのスイッチボックスへの干渉を避ける形状としています。
またブレンボRCSラジアル ブレーキ/クラッチマスターシリンダーに対応、さらにレバーの指が掛かる箇所の曲面を
上下同じ形状とすることでブレーキ/クラッチレバーのどちらも違和感なくお使い頂けます。

プロトオリジナル

ブレンボ製

＊装着画像はZRX1200DAEG

V-Strom 650 C600 Sport C600 GT Tiger800/800XC



PLOT 検索

http://www.plotonline.com
0566（36）0456お問合せ・通販・業販ダイヤル

〒448-0001 愛知県刈谷市井ヶ谷町桜島5　FAX （0566）36-0515　E-mail info@e-plot.co.jp
■営業時間 : 月曜～土曜／AM9：00～PM6：00　■休業日 : 日曜・祝日・お盆・年末年始

9月1日 ： ドレミコレクション　10月1日 ： ミシュランタイヤ価格改定のお知らせ

品名 品番車種 価格（税込） 価格（本体）
モノショックモデファイサービス NJ-4

メーカー
KAWASAKI ZEPHYR1100

年式
ALL NJ-4 ￥598,500 ￥570,000

品名 品番車種 価格（税込） 価格（本体）
FASARM S-TITAN 4-2-1 Tiサイレンサー

メーカー
KAWASAKI GPZ900R

年式
ALL NJ604VTI ￥144,900 ￥138,000

※オートバイ販売店様からの注文のみの受付となります。詳細はPLOTカタログ2012-2013 P329をご覧下さい。
※フレーム加工工賃、オーリンズ製リアショック・ウイリー製スイングアーム・ノジマサスペンションリンク等のパーツ代が含まれます。
※車両の配送費用等及び改造申請に掛かる費用等は価格に含まれません。　※画像のマフラーはワンオフ品です。通常販売は行っておりません。

※受注生産の為、長期間お待ちいただく場合があります。　※通常製品と仕切り体系が異なります。ご注意下さい。

NJ-2(ZRX1100/1200）/NJ-3（XJR120/1300）に続く
ノジマのモノショックモデファイ第三弾NJ-4がZEPHYR1100
ベースで登場！ネイキッドならではの親しみ易さと
スーパースポーツにも劣らないスポーツ性能を実現します。

モノショックモデファイ
NJ-4 登場！

アンダーカウル装着派のNinja乗りからの再生産
を希望する多くの声に応え、GPZ900R用 
4-2-1集合チタンフルエキゾースト復刻受注生産
開始！全域に渡るパワー＆トルクアップとチタンフ
ルエキゾーストならではの軽さで、Ninja本来の
運動性能を余すことなく引き出します。
又、4-2-1集合ならではの取り廻しにより、4-1集
合では不可能な場合の多い純正アンダーカウル
の装着が可能で、最近増えつつあるポイントを押
さえた派手過ぎないカスタムにもお勧めです。

復刻 FASARM S-TITAN 4-2-1 GPZ900R
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