
品名 セット品番
トップケース・キャリアセット
JOURNEY TC42 
リアキャリア　ALURACK 

サイドケース・キャリアセット
JUNIOR FLASH SC30 
サイドキャリア　LOCK IT 

トップケース・サイドケース・キャリアセット
JOURNEY TC42 
リアキャリア　ALURACK 
JUNIOR FLASH SC30 
サイドキャリア　LOCK IT 

カラー 品番

ブラック×シルバー
アンスラサイト

ブラック×シルバー
アンスラサイト

ブラック×シルバー
アンスラサイト
ブラック×シルバー
アンスラサイト

610085-0001
6504536-0105

610233-0009
6504536-0005

610085-0001
6504536-0105
610233-0009
6504536-0005

HBS349-TS-SET

HBS349-SS-SET

HBS349-ALL-SET

単品価格（税抜）

¥26,200
¥26,700

合計 　￥52,900

¥64,900
¥38,700

合計 ￥103,600

¥26,200
¥26,700
¥64,900
¥38,700

合計 ￥156,500

セット価格(税抜）

￥50,000

￥94,000

￥138,000

単品価格より ￥2,900引き

単品価格より ￥9,600引き

単品価格より ￥18,500引き

MT-09 にお得な
ケース+キャリアセット品が登場！

ドイツが誇る最高峰のツアーケース、ヘプコ＆ベッカー。

PLOT 検索バイク・クルマのカスタムパーツ企画・製造・輸入・販売をトータルカバー
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PDFデータ
無料配布中！

バグスタータンクカバー専用タンクバッグを、ノーマルタンクに取り付けするための汎用ベース。
タンクバッグを外しても、違和感の無いスタイル。マグネットタンクバッグの使用に不安がある方に最適！汎用品なのでＭＴ-09以外の車両にも装着可能。

※上記３点のタンクバッグの取付にはＥＡＳＹシステム,若しくはタンクカバーをお求め下さい。

品名 品番カラー 価格（税抜）
イージーロード
イージートレイル 黒

車両
タンク長　60ｃｍ以上（ＭＴ-07等）
タンク長　52ｃｍ～59ｃｍ（MT-09推奨）

1582UU
1583UU ¥9,350

MT-09にバグスターツーリングバッグが適合
もっとツーリングを楽しみたいライダーのマストアイテム！
マグネット式タンクバッグがフィットし難いＭＴ-09でもバグスターなら安心固定。
汎用品なのでMT-09以外の車両にも確実にフィット！タンクバッグ

ＥＡＳＹシステム

ヨーロッパで鍛え上げられた
センスが光るシートバッグ！

スパイダー

品名

＊汎用品　＊レインカバー、ショルダーストラップ付属

品番カラー 価格（税抜）

スパイダー

黒/白
黒/赤
黒/青
黒/緑
黒/黄

サイズ（cm）

縦44×横30×高さ17

容積（L）

15-23
（可変式）

4899B1
4899R
4899B
4899V
4899J

¥16,000

品番 ： 5818C1　価格（税抜）￥16,500
スタイリッシュなデザインでスポーツ車にもマッチ！
ショルダーストラップ、レインカバー付属。容量11L

タンクバッグ NEWSIGN

品番 ： 5830CU　価格（税抜）￥16,000
スマホを収納すればナビとして使用可能。
ショートツーリングに最適。レインカバー付属。容量3L

タンクバッグ B-COMPAS

品番 ： 5841CU　価格（税抜）￥18,500
一泊程度をこなすツアラーモデル。レインカバー、
ショルダーストラップ付属。容量15-24L(可変式）

タンクバッグ DRIVER

品番 ： 1661U　価格（税抜）￥22,800
ＭＴ-09専用タンクカバー。冒険心を駆り立てるヘビー
デューティーなスタイル。もちろんタンクの保護も。
灰/黒 ： 1661Ｂ 価格（税抜）￥23,800
橙/黒 ： 1661C 価格（税抜）￥30,000
紫/黒 ： 1661D 価格（税抜）￥30,000

タンクカバー ＭＴ-09用（黒）

黒×赤

黒/白 黒×青 黒×緑 黒×黄



世界のサーキットで活躍するアクラポヴィッチより、ソフテイル・ダイナファミリー用新型スリッ
プオンエキゾーストが登場。クラシックなデザインの車体に似合うオーソドックスで高級感のあ
るラウンドスラッシュカットサイレンサーは車種によりクロームとブラックを設定。
レースで培った技術はハーレーダビッドソン用モデルにもフィードバックされています。

ツーリングファミリー用新型スリップオン登場！

OverSized 450 Slip-ons
純正サドルバッグエクステンション
に対応するギリギリの4.5インチ大
口径サイレンサーは、シンプルなラ
ウンド形状ながら圧倒的な迫力で
ツーリングモデルを引き立てます。
エンドキャップはアルミ削りだしの
高級感溢れるデザイン。カラーはボ
ディーとエンドキャップの組み合わ
せで3種類を設定。

一般公道使用不可

HD ツーリングファミリー 14モデル用
ハイパフォーマンスフォークスプリング

ハーレーダビッドソン

車種 品番年式 価格（税抜）

ツーリングファミリー

※バネレート0.80-1.15Kｇ/mm　※ローダウンタイプではありません。

14-15

品名
ハイパフォーマンス
フォークスプリング 11-1567 ￥14,000

備考

スプリング長457mm

一般公道使用不可

オープン価格

21 3

21 3

年式 品番車種

＊1 クワイエットバッフル設定有 （品番 ： 21905 1台分2個必要）

＊1 オプションのキャタライザー（P-KAT-029）使用時のみ e1仕様。　＊2 オプションのキャタライザー（P-KAT-029）は日本国内での仕様や法規に基づいたものではありません。

95-15

タイプ

スリップオン

品名

オーバーサイズ450

備考

＊1

カラー
クローム/クロームエンドキャップ
クローム/ブラックエンドキャップ
ブラック/ブラックエンドキャップ

1
2
3

ツーリングファミリー
16549
16551
46549

ハーレーダビッドソン2015年モデル適合情報更新！ 全ファミリー2014年モデル用が2015年モデルへ適合します。

品名 品番 価格（税抜）
スリップオン e1 クローム
スリップオン e1 ブラック
スリップオン e1 クローム
スリップオン e1 クローム
スリップオン e1 クローム

車種

FLSTF 07-15/FXSTD 07/FLSTFB 10-15

FLSTC 07-15/FXST 07/FXSTB 07-09/FXSTC 07-10
FXD 06-10/FXDB 06-15/FXDC 06-14/FXDL 06-09/FXDWG 06-08
FXDF 08-15/ FXDWG 10-15

ファミリー

ソフテイルファミリー

ダイナファミリー

1
2

3

備考

＊1.2

S-HDSTSO3-HC
S-HDSTSO3-HB
S-HDSTSO4-HC
S-HDDYSO3-HC
S-HDDYSO4-HC

¥128,000

巡航時は快適なツーリングファミリーですが、「ブレーキング時の沈み込み」
が不安要素でもありました。特にストップ＆ゴーの多い日本の道路事情では、
乗るのが億劫になるという話を耳にします。プログレッシブハイパフォーマン
ススプリングは、剛性感のあるフロント回りを手に入れることができます。ブ
レーキング時も粘りのあるストロークで気持ちのいい疾走りを実現。ツーリン
グファミリーの快適さをスポイルすることなく、スポーティーな乗り心地を実
現しました！コストパフォーマンスも魅力！

不等間隔ピッチを採用したプログレッシブスプリング。
スプリングコイル幅の狭いところでは初期の負荷を緩
和、コイル幅の広いところで大きな負荷を吸収する優
れた構造。これにより、初動ではしなやかに沈み込み、
力がかかるにつれ反発力を増します。スムーズでソフ
トな乗り心地を実現。

通常のスプリング プログレッシブ
スプリング

予約受付中！



手に装着する
だけ。

手肌をしっか
り守りながら

、

　　　　　　
　ラクラクお

掃除！
●指先でピンポイントに洗える
●面倒な洗車の効率アップ
●防水だから手肌にやさしい
●水洗いで繰り返し使える
※左右兼用・裏表使用可

重量 ： 約40g　サイズ：フリー　材質 ： ポリエステル・ナイロン・塩化ビニル樹脂・ポリウレタン

品名 品番入数 価格（税抜）
マジックハンズ 片手用　MC-111
マジックハンズ 両手用　MC-112

1枚
2枚

P061-4636
P061-4637

¥850
¥1,600MC-111 MC-112

錆びたボルト・ナットに
スプレーします。

ボルト・ナットのサイズと錆の度合いを
見て5～15秒塗布します。

30～5分間浸透させると、ボルト・
ナットがより緩めやすくなります。

5～15秒塗布 30秒～5分間
浸透させる

使用方法 2wayノズルは、
他のスプレー缶にも
流用可能

拡散または集中照射で
狙ったポイントに
無駄なく使用できます。

品名 品番容量 価格（税抜）
ラストブリザード 550ml TAC-208 ￥1,500

キーンと冷却！！
  ズバッと浸透！

レグラス
ラストブリザード
-42℃の冷却剤と
高性能浸透オイルが
錆びたボルト・ナットを
ゆるめやすくします！
ラストブリザードは、-42℃の冷却剤が
錆びたボルト・ナットを瞬間収縮させると同時に
高性能浸透オイルがミクロの隙間に流れ込んで
ボルト・ナットを緩めやすくします。

●ボルト・ナットのなめ防止
●水置換性浸透・防錆効果
●2wayノズル採用で作業効率向上
●逆さ使用可能

用途 ： 自動車、バイク、自転車、船舶、工作機械、
 設備配管などの錆びたボルト・ナット・チェーン

東洋化学商会

※大型車、船舶、油圧ショベル等の太いボルト・ナットには多めに塗布してください。　※錆・腐食の状態によっては緩まない場合がありますので予めご了承ください。



ダイレクトなブレーキフィーリング 機能的なデザイン

トッキクーテンイアエムラ ： 線赤
トクダアエ正純 ： 線黄

エンジン出力特性図（イメージ）

3000
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m

4000 5000 3000
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110.0
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S

4000 5000

トルク曲線 パワー曲線
ラムエアインテークキットに待望の3型/4型ハイエース用を追加！！

DCUATRO
ラムエアインテークキット
エンジンに空気を導くためにある純正エアダクトの吸
入口はバルクヘッド側（後方）にあり、バルクヘッドとの
隙間も少ないため吸入効率が悪い状態にあります。
これらを改善するためにラムエアインテークキットで
は吸入口を前方に変更しフロントグリル内に配置。
低中速域では吸入抵抗の低減効果により「エンジンレ
スポンスアップ」が、高速域ではラムエア効果により
「パワーアップ」が体感できます。

エンジンレスポンスアップ パワーアップ

＊ ダウンフォースとは、単純な質量以外の要因でタイヤを地面に強く押し付ける下向きの力のこと。　＊ 本製品は燃費向上パーツではありません。

クルマが走行する際に、走行風がボディ下面
に流れ込みます。その流れ込んだ空気がボディ
下面で乱れます。ボディ下面で乱れた空気は
クルマ自身を持ち上げるチカラになります。
クルマが持ち上がってしまうと、フラツキやフワ
フワの原因となります。

■ノーマル車
グランドエフェクター装着で車体下を流れる空気
を整流し、ダウンフォース＊を効果的に発生させ、
タイヤと路面との間の摩擦力を高めます。また、車
体重心の周囲に負圧域を形成できる為、車両の
走行状態における前後のバランスが良好となり、
車の走行安定性・操縦安定性を向上させます。

■グランドエフェクター装着車

走行風 走行風

ダウンフォース

mm単位を制しダイレクト感アップ！

BM/BR型
レガシィ用を追加！

NEOPLOT マスターシリンダーストッパーNEO
NEOPLOT(ネオプロト)マスターシリンダーストッパーNEOは、ブレーキマスターシリ
ンダーの不要な動きを抑える補強アイテムです。
ブレーキマスターシリンダーはブレーキブースターとともにバルクヘッドに固定されて
いますが、ブレーキペダルを踏み込むと、その力でバルクヘッドが数mm単位でたわみ
ブレーキにかかる力が逃げてしまいます。その数mmのたわみ(不要な動き)を抑えるこ
とでダイレクト感のあるブレーキフィーリングを実現することが可能になります。

ピンク ： BR9（ターボ）装着イメージ

品番メーカー 価格（税抜）

スバル

車種

レガシィB4
レガシィツーリングワゴン

型式

BM9/BMM/BMG
BR9/BRM/BRG

ピンク

NP12610P

シルバー

NP12610S

ブルー

NP12610L ¥18,000

＊カラーバリエーション ： ピンク、シルバー、ブルー　
＊素材／製法 ： アルミ削り出し・アルマイト処理

ブルー シルバー

※ディーゼルエンジン車、およびワイド幅ボディ車には装着できません。 4型のLEDヘッドランプ車は未確認です。 　＊1 品番 DRA04061は10/20より価格改定となり定価が32,000円となります。

ノア/ヴォクシー
（ZRR80#/ZWR80G）

登場!!

ダウンフォース

運転を楽しむ為のエアロパーツ！
高速走行時にダウンフォース＊を発生させ、
タイヤのグリップ力を大幅に向上。
より安全で快適なドライブを実現します。

メーカー 車種

トヨタ ノア / ヴォクシー
ノアハイブリッド / ヴォクシーハイブリッド

型式

ZRR80W/ZRR80G
ZWR80G

備考

2WD車用。4WD車は未確認

価格（税抜）品番
GE1（フロント用）

DGE4068 ¥15,500

価格（税抜）品番
GE2（リア用）

DGE4068R ¥11,500

メーカー 品番車種 価格（税抜）

トヨタ

型式

TRH200V
TRH200K

ハイエース 1-2型(04/8-10/6) 標準幅ボディ/ガソリンエンジン車
ハイエース 3型(10/7-13/11) ディスチャージ(HID)ヘッドランプ/標準幅ボディ/ガソリンエンジン車
ハイエース 3-4型(10/7-) ハロゲンヘッドランプ/標準幅ボディ/ガソリンエンジン車

DRA04061
DRA14061
DRA24061

備考

＊1¥32,000



フェンダーレスキットの特徴
●バッテリーケース下部の出っ張りを極力抑えたスッキリ設計
●バッテリーケースの小型化によりバッテリーや電装系をコンパクトに収納
●シート下スペースはノーマル同等容量を確保
●別売り小物入れとの同時装着可　※エアクリーナーボックス要取外し

品名 品番車種 価格（税抜）

一体型
フェンダーレスキット

小物入れ　＊3

ZEPHYER1100

ZEPHYER750

ZRX1200DAEG

ZEPHYER1100

ZEPHYER750

ZRX1200DAEG

ZEPHYER400/χ

色

シルバー

ブラック

シルバー

ブラック

シルバー ＊2
ブラック
シルバー
ブラック
シルバー
ブラック
シルバー
ブラック
シルバー
ブラック

タイプ
STD
Z2　＊1
STD
Z2　＊1
STD
Z2　＊1
STD
Z2　＊1

STD

P061-4763
P061-4781
P061-4785
P061-4786
P061-4782
P061-4783
P061-4787
P061-4788
P061-4784
P061-4789
P061-4790
P061-4795
P061-4791
P061-4796
P061-4793
P061-4798
P061-4792
P061-4797

¥23,800

¥33,800

¥23,800

¥33,800

¥32,800
¥42,800
¥5,800
¥6,800
¥5,800
¥6,800
¥5,800
¥6,800
¥5,800
¥6,800

＊1 Z2テールランプ仕様用　＊2 ナンバー灯ステーのみブラックアルマイト
＊3 小物入れの単独使用可　装着にはエアクリーナーボックスの取り外しが必要です

『Bagus！』とはインドネシア語で
『最高』を意味します。
その言葉のとおり、『最高』なバイクライフを提供する事。
それがバグースモーターサイクルのコンセプトです。

ボルトオンハンドルバー
EZ-FIT BARに、ホンダ CB1300SB、CB400SF/ABS用が登場
少し手前にくるポジションで安心、安全、快適ライディング！
車種専用設計なので、スイッチ穴加工済でブレーキホース・クラッチワイヤーの交換も必要ありません。
※CB400SF/ABS用のEZ-FIT Highはブレーキホースの交換が必要となります。

幅A

引きC
絞り角D

高さB

上下ノーマル比

前後ノーマル比

立ち角E

ハンドル寸法図

車種 タイプ 品番カラー 価格（税抜）

CB1300SB

品名

EFFEX EZ-FITバー

年式

14 EZ－FIT
ブラック
シルバー
ゴールド

EBF0006K
EBF0006S
EBF0006G

¥5,300

寸法 幅 A
EZ-FIT

上下ノーマル比
6

前後ノーマル比
7 712

引き C
155

絞り角 D
24°

立ち角 E
54°

高さ B
81

HONDA  CB1300SB

車種

※EZ-FIT　Highについては、ブレーキホースの交換が必要となります。ホースは「30ｍｍロング」でご指定ください。

タイプ 品番カラー 価格（税抜）

CB400SF/ABS

品名

EFFEX EZ-FITバー

年式

14

EZ－FIT

High　※

ブラック
シルバー
ゴールド
ブラック
シルバー
ゴールド

EBF0005K
EBF0005S
EBF0005G
EBH0005K
EBH0005S
EBH0005G

¥5,300

¥5,800

寸法 幅 A
EZ-FIT
High

上下ノーマル比
7
21

前後ノーマル比
7
21

669
669

引き C
130
145

絞り角 D
22°
22°

立ち角 E
60°
57°

高さ B
72
86

HONDA  CB400SF/ABS

EZ-FIT
ノーマル

High
EZ-FIT
ノーマル

※表中の単位はｍｍ（絞り角Dを除く）となります。



MT-07 プロトカスタムパーツ MT-07

品番 ： EBF352S　価格（税抜）¥5,300

車種専用ハンドル、グリップ部分が手前に移動したリラックスポジション。
ブラックもあります。 ABSモデル可

エフェックス イージーフィットバー シルバー

品番 ： EBB301R　価格（税抜）¥3,800

内部のバランサーがハンドルに伝わる細かな振動を吸収します。
6色のカラーバリエーションがございます。

エフェックス バーウエイト ビッグ アルミハンドル用 レッド

品番 ： 02615-AG　価格（税抜）¥2,700

ソフトな握り心地と、ワンポイントロゴが特徴です。

アリート エストリルグリップ ホワイト

品番 ： 200-L20SW　価格（税抜）¥12,800

手の大きさに合わせ6段階調整付きビレットレバー
です。4色のカラバリから選べます。ブレーキの設定もあります。

LSL アジャスタブル ショートレバー クラッチ ブラック

品番 ： PFL352　価格（税抜）¥11,000

ウインカーの幅を最小限に抑えたスタイリッシュなデザイン。
純正ウインカー、純正ナンバー灯、リフレクターを使用。

プロト フェンダーレスキット

品番 ： MR260S　価格（税抜）¥15,400

ロングタイプで、優れた風防効果を実現。
ツーリングに最適。クリア MR260C の設定もあります。

MRA レーシングスクリーン スモーク

品番 ： 1681Ａ　価格（税抜）¥22,800

ＭＴ-07専用タンクカバー。色はもちろん、
センタープロテクターも忠実に再現し違和感のない仕上がり。
その他、赤/黒、灰/黒があります。

バグスター タンクカバー 白/黒

品番 ： PSD352　価格（税抜）¥14,000

サドルバッグ装着時にタイヤへの巻き込みを防ぐことはもちろん、シート
カウルとバッグの干渉もしっかり防ぎます。MT-07にあわせたスタイリッ
シュなデザイン。

プロト サドルバックサポート

品番 ： 4899B1　価格（税抜）¥16,000

スタイリッシュなシートバッグ、リュックにもなるマルチタイプ。
レインカバー付（容量 15-23L）その他、黒/赤、黒/青、黒/緑、
黒/黄があります。

バグスター シートバッグ スパイダー 黒/白

品番 ： 5814A　価格（税抜）¥13,000

スタイリッシュなサドルバッグ、レインカバー付（容量 18-28L）
左右セット。プロトサドルバッグサポートとの同時装着がお勧めです。

バグスター サドルバッグ エスケープ

品番 ： SAPB353FB　価格（税抜）¥22,500

ABSモデル専用/リアの設定もあります。ダイレクトなブレーキフィーリング
と確かな安全性を実現。リニアなブレーキタッチがあなたの走りを変える。
ABS無しモデル用もフロント/リア共に設定あります。

スウェッジラインプロ ブレーキホースキット
バイピース　レッド/ブルー　ブラックホース　

※写真の車両にはバグスターサドルバッグエスケープ、
　プロトサドルバッグサポート、
　アクラポヴィッチ レーシングラインが装着されています。



メーカー 品番車種 価格（税抜）
YAMAHA
KAWASAKI

MT-07
Ninja 250

年式
14-
13-15

品名

フェンダーレスキット

材質

スチール

カラー

ブラック PFL352
PFL748

¥11,000
¥9,800

カスタムのはじめの一歩は
フェンダーレスから！

YAMAHA MT-07/KAWASAKI Ninja250用フェンダーレスキット新登場！

YAMAHA MT-07 14 KAWASAKI Ninja 250 13-15

リアフェンダーを取り外すことで、リア周りが
スッキリ！ナンバープレート取付位置が上が
ることで、リアタイヤが強調され、驚くほどス
ポーティーにイメージチェンジ可能です。
PLOTのフェンダーレスキットはウインカー
の張り出しを最小に抑えることで、純正ウイ
ンカーとナンバー灯を使用しながらもコンパ
クトなデザインを実現。
また純正リフレクターが使用可能なステー
もセットになっています。お好みによって社
外リフレクターも使用できるようにステーは
取り外し可能です。

品名 セット品番
トップケース・キャリアセット
ジャーニートップケース42 ブラック×シルバー
リアキャリア　アルラック アンスラサイト

サイドケース・キャリアセット
ジュニアフラッシュ30 ブラック×シルバー
サイドキャリア　LOCK IT アンスラサイト

トップケース・サイドケース・キャリアセット
ジャーニートップケース42 ブラック×シルバー
リアキャリア　アルラック アンスラサイト
ジュニアフラッシュ30 ブラック×シルバー
サイドキャリア　LOCK IT アンスラサイト

610085-0001
6504537-0105

610233-0009
6504537-0005

610085-0001
6504537-0105
610233-0009
6504537-0005

HBS352-TS-SET

HBS352-SS-SET

HBS352-ALL-SET

単品価格（税抜）

¥26,200
¥26,700

合計　￥52,900

¥64,900
¥35,000

合計　￥99,900

¥26,200
¥26,700
¥64,900
¥35,000

合計 ￥152,800

セット価格(税抜）

￥50,000

￥90,000

￥135,000

単品価格より
￥2,900引き

単品価格より
￥9,900引き

単品価格より
￥17,800引き

写真はトップケース・サイドケース・キャリアセット ※サイドケース取り付けの場合、ヘプコ&ベッカー パッセンジャーフットレスト リアリングキット 7004536-0105　価格(税抜)￥23,700との同時装着をお勧めいたします。

※プロトサドルバッグサポートとの同時装着は可能ですが、取付するバッグによってはウインカーの視認性が確保できなくなります。

ドイツが誇る最高峰のツアーケース｢ヘプコ＆ベッカー｣ 
プロトだけのお得なケース+キャリアセット品が登場！ もちろんセイムキーです。 11月下旬デリバリー予定

品番 ： 5014537-0005　価格（税抜）¥27,100

エクストリーム感を演出するエンジンガード、
転倒の際のダメージを軽減します。

ヘプコ&ベッカー エンジンガード

品番 ： S-Y7R1-HAFT　価格（税抜）¥120,000

徹底した商品開発でパフォーマンスを追及しているアクラポヴィッチ。
交換することで軽量化に貢献。　一般公道使用不可

アクラポヴィッチ レーシングライン チタン

品番 ： PHA352D　価格（税抜）¥15,000

シート高を18mm下げることで足つき性を改善します。
別売りショートサイドスタンド　品番 ： PHS352A
価格（税抜）￥15,000の設定もあります。

エフェックス ローダウン シート高18mmダウン



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

12月1日 ： ＲＣエンジニアリング（ステアリングダンパー用ブラケット）価格改定のお知らせ

ジュピター テキスタイル ジャケットJUPITER TEXTILE JACKET

乗るバイクを選ばないオーソドックスなテキスタイルジャケット。
フィット感のある細身なシルエット。
ベンチレーションと防水性を備えた全天候型。
ビギナーからベテランまでオススメできるモデルです。

品名 カラー 価格（税抜）

ジュピター テキスタイルジャケット

ブラック
ブラック × ネオンイエロー
ブラック × ホワイト
ブラック × レッド

S
FJT155-1010-S
FJT155-1450-S
FJT155-1600-S
FJT155-1200-S

M
FJT155-1010-M
FJT155-1450-M
FJT155-1600-M
FJT155-1200-M

L
FJT155-1010-L
FJT155-1450-L
FJT155-1600-L
FJT155-1200-L

XL
FJT155-1010-XL
FJT155-1450-XL
FJT155-1600-XL
FJT155-1200-XL

¥29,500

・ 防寒ライナー着脱式
・ プロテクター　肩/ヒジ(背中は別売り ※）
・ ベンチレーション　袖/背中
・ フロントＷファスナー、腰部ジーンズループ
 

※バックプロテクター
サイズS・M
品番 FPB003-04 ￥5400(税抜）
サイズL・XL
品番 FPB003-05 ￥5400(税抜）

NEWジャケット販売開始

21 3

＊1 装着には、別途オプションリンクパイプ（L-D12SO1HまたはL-D12SO2）、またはヘッドパイプ（E-D12E1）が必要です。
＊2 オプションリンクパイプ（L-D12SO1H）使用時のみe1仕様。　＊3 キャタライザーが内臓されていますが、日本国内の法規に基づいたものではございません。

品名 品番 価格（税抜）
スリップオンライン Moto-GPスタイルサイレンサー ステン
スリップオンライン HEXAGANAL チタン e1
スリップオンライン HEXAGONAL チタン ブラック e1
スリップオン HEXAGONAL チタン e1
オプション リンクパイプ ステン ＋キャタライザー
オプション リンクパイプ チタン
オプション ヘッドパイプ チタン

車種
YZF-R25
V-STROM
R1200GS/ADVENTURE

MONSTER1200/S

車種
14
14
13-15/14-15

14

メーカー
YAMAHA
SUZUKI
BMW

DUCATI

1
2
3

備考

＊1,2
＊3

S-Y2SO11-AHCSS
S-S10SO9-HAFT
S-B12SO10-HAABL 
S-D12SO3-HRT 
L-D12SO1H 
L-D12SO2 
E-D12E1 

¥35,000
¥113,000
¥128,000
¥83,000
¥49,000
¥23,000
¥104,000

一般公道使用不可

予約受付中！

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。集合部から後ろを交換し、
軽量化とパフォーマンスを向上。速さを求めるﾚｰｽ志向なライダーのために作られた高性能なエキゾーストシステムは、
デザインだけでなく品質や軽量化を追及することにより、常に最高のパフォーマンスを発揮します。

レンタル申込書に、必要事項をご記入頂き、FAXでお申し込みください。
当日もしくは翌日に送料無料で発送させていただきます。

QBiC MS-1 無料レンタルキャンペーン中！

●キャンペーン期間 ： ～2014年12月27日まで
●申込方法 ： まずはプロトまでご連絡ください！ TEL 0566-36-0456

●キャンペーン対象 ： QBiC MS-1

ブラック ブラック×ネオンイエロー ブラック×ホワイト ブラック×レッド

“最も小さい”超広角ムービーカメラ
「QBiC MS-1」を持って出かけよう！

★気になっているが、購入の決め手にかける方
★購入前に、一度ツーリングに使ってみたい方
★使い勝手、画質、音声は使ってみないとちょっとという方
★お客様から問い合わせを受けたが、
　操作の仕方がわからない方
このような販売店様に「一度使って頂き、体感して頂く」
キャンペーンをエルモ QBiC MS-1で行います。

こんな方にオススメ!

※個人ユーザー様は、
　最寄りの販売店様を通じて
　お申込みください。

レンタル期間は商品到着後最大１週間まで！
この機会にぜひQBiCの画質、音声を体感ください！

Ｆ2.0の最大対角画角185°レンズが動
画・静止画撮影時に被写体を明るくとらえ
ます。手ブレ補正、自動画像回転機能、ス
テレオマイクを搭載。スマートホンとWiFi
で接続することで、離れた場所からでも、
リアルタイムに動画・静止画を記録可能。 

無料レンタル中は、QBiC MS-1本体、ラムマウント製 U字クランプ・標準アーム・
カメラマウント（台座付）、SDカードを付属しますので届き次第すぐにご使用いただけます。
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