
ライディングウェア「レブイット」。2008年  秋、プロトよりリリース。

1996年、オランダで誕生した「REV’IT!」（レブイット）。 「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。
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カイエンプロ 4輪 新ラインナップ

新規取扱い開始
VINTAGEグリップ WEBサイト更新のご案内ツーリング サマーパック

キャンペーン

CB1300SF 08 / 
CB400SF REVO /NINJA250

タクティカルステップ
NINJA250R グランドエフェクター夏の新作登場

レースレポート
鈴鹿8耐 鈴鹿8耐テスト

〒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

最上級ライディングウェア 「REV’IT！」上陸間近。



Ninja250R

Z1000/750 07-08

車種
4547567668305
4547567673842
4547567673859

車種
シルバー
シルバー
ブラック

カラー
0102BS1K203B
0102BS1K112B
0102BSB1K112B

品番
¥31,500
¥44,625
¥46,725

価格（税込）
¥30,000
¥42,500
¥44,500

価格（本体）

■ 仕　様
・ 1ポジション 〈BACK/UP〉 20/25　
・ タンデムSTD装着可
・ 逆チェンジ不可
・ 鍛造ペダル
・ ドライメタルベアリング採用
・ メインプレート一体成型ヒールガード

KAWASAK I

Ninja250R
■ 仕　様
・ 3ポジション
 〈BACK/UP〉 5/30 5/40 15/40
・ タンデムSTD装着可
・ 逆チェンジ不可
・ ドライメタルベアリング採用
・ 綾織ドライカーボンヒールガード

KAWASAK I

Z1000/750 07-08

Tactical Step

Ninja250R 08
車種

NEW LOCK-ON
TYPE

機械曲げステン
エキパイ

チタン
サイレンサー

4547567683582
JAN

NMS626LC-CL
品番

¥99,750
価格（税込）

¥95,000
価格（本体）

92db
音量

8/末
発売

■ ドレン○/フィルター○/センタースタンド-/タンデム○　　※国内仕様（JBK-EX250K）のみ適合　　※開発中の画像の為、詳細が実際の商品と異なる場合があります。

Ninja250R 08 NEW LOCK-ON

08 CB1300SF用 ・ CB400SF/SB/ABS 08 
ファサームが遂に登場！

CB1300SF/SB/ABS 08

車種

FASARM PRO TITAN TYPE-SC

FASARM S TITAN TYPE-SC

TYPE

手曲げチタン

機械曲げチタン

エキパイ
チタン
カーボン
チタン
カーボン

サイレンサー
4547567683551
4547567683544
4547567683575
4547567683568

JAN
NMTX027VZ-CL
NMTX027VT-CL
NTX027VTI-CL
NTX027VC-CL

品番
¥246,750
¥243,600
¥179,550
¥176,400

価格（税込）
¥235,000
¥232,000
¥171,000
¥168,000

価格（本体）

90db

音量

8/末

発売

■ ドレン○/フィルター○/センタースタンド○/タンデム○　　※国内仕様（EBL-SC54）のみ適合　　※画像はS TITAN です。開発中の画像の為、詳細が実際の商品と異なる場合があります。

CB400SF/SB/ABS 08  VTEC Revo
車種

FASARM S2-JMCA
TYPE

機械曲げステン
エキパイ

カーボン
サイレンサー

4547567661221
JAN

NMB015-CL
品番

¥100,800
価格（税込）

¥96,000
価格（本体）

90db
音量

8/末
発売

■ ドレン○/フィルター○/センタースタンド-/タンデム○　（純正OPセンタースタンド不可）　　※国内仕様（EBL-NC42）のみ適合　　※開発中の画像の為、詳細が実際の商品と異なる場合があります。

分厚いトルクと突き抜けるピークパワー
に定評のあるFASARM TYPE-SC｡
高性能ハニカム触媒を使用する事で、
排気効率やサウンドを犠牲にする事無
く厳しい新排ガス規制をクリアしました。
もちろん安心のJMCA認定。

CB1300SF/SB/ABS 08
FASARM PRO TITAN TYPE-SC/
FASARM S TITAN TYPE-SC

RevoとなったVTECエンジンの素性
の良さをさらに引き出すNOJIMA 
FASARM！ 排ガス・騒音共にクリア
しつつ、突き抜ける様なパワーフィー
ルと伝統のノジマサウンドは健在！

待望のNinja250R用ノジママフラーがNEW LOCK-ONで登場！
NEW LOCK-ONのデザインがNinjaのスタイルに誂えたかの様なマッチングを見せます。
もちろんパワーとサウンドは折り紙つき。安心のJMCA認定です。

「ポジション」、「シフトフイール」、「ルックス」、「耐久性」、「プライス」
これら全てのニーズを高次元でバランスされた『スパイスタクティカルステップ』に

KAWASAKI用ニューモデルが登場！

CB400SF/SB/ABS 08  
VTEC Revo
FASARM S2-JMCA
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．．．スロットルをまわせ！ モーターサイクルの息づかいを感じるはず．．．

最高の性能を追及した最上級モデル。

ボディには、耐磨耗性に優れたコーデュラ®を採用。
また、先端技術 Superfabric®（セラミックコート）
を肘と膝に配置することで、完全な耐摩耗性を実現。

強烈な衝撃に対し、C.E.基準を50％超える
衝撃吸収力のプロテクターSAS TEC®を採用。

ユーロ圏の厳寒地帯で厚い信頼をうける、
保温素材 Exkin® ライナーを使用。

防水性・透湿性に優れた ＲＥＶ’ＩＴ！ Hydratex®

3層ライナーも装備。

ライディングポジションから考えられた、
ベンチレーション機能と反射パネル。

全ての環境・気候に対応するオールシーズンモデル。

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。

■ Ｊａｃｋｅｔ

品番 ： ＦＪＴ０９０

価格 ： ¥７３，５００ （本体価格 ¥７０，０００）

■ Ｐａｎｔｓ

品番 ： ＦＪＴ０３８

価格 ： ¥５２，５００ （本体価格 ¥５０，０００）

CAYENNE PRO

Engineered skin ［ES］

カイエン プロ

 ＣＯＲＤＵＲＡ® 500D
表地 ＣＯＲＤＵＲＡ® 1000D
 SuperFabric®

防寒ライナー Ｅｘｋｉｎ®

防水・透湿ライナー REV'IT! Hydratex®

プロテクター SAS TEC® CE protection

再帰反射 Scotchlite 3M

ＦＪＴ０９０
ダークグリーン×グレー

ＦＪＴ０38
ダークグリーン×グレー

オレンジ×グレー ブラック ブラックグレー×ブラック ライトグレー×レッド
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CBR1000RR 08

CBR1000RR 08 スリップオン CBR1000RR 08 スリップオン e1モデル

GSR600 スリップオン

GSX1300R 08 
レーシングライン 
4-2-1

GSX1300R 08 
レーシングライン 
4-2-2

GSX1300R Hayabusa 08

GSX1300R 08 
スリップオン

GSX-R600/750 08
GSＸ-R600/750 08 
スリップオン

GSＸ-R600/750 08 
エボリューションライン

GSX-R600/750 08 エボリューションライン
コニカルシェイプドチタン

GSR600

GSＸ-R600 08 
エボリューションライン 2

ZX-10R 08

ZX-10R 08 エボリューションライン 
コニカルシェイプドチタン

A K R A P O V I C  夏 の 新 作 登 場！

スリップオン

スリップオン e1

スリップオン e1

スリップオン

4-2-1ステン

4-2-2ステン e1

4-2-2ステン 

スリップオン e1

4-2-1ステン

4-2-1チタン

4-2-1ステン

4-2-1チタン

4-2-1ステン

4-2-1チタン

スリップオン e1

スリップオン e1

4-2-1チタン

仕様
専用カーボン
専用チタン
専用カーボン
専用チタン
HEXAGONALカーボン
HEXAGONALチタン
HEXAGONALカーボン
HEXAGONALチタン
HEXAGONALカーボン
HEXAGONALチタン
HEXAGONALカーボン
HEXAGONALチタン
HEXAGONALカーボン
HEXAGONALチタン
HEXAGONALカーボン
HEXAGONALチタン
HEXAGONALカーボン
HEXAGONALチタン
HEXAGONALカーボン
HEXAGONALチタン
コニカルシェイプド チタン
専用カーボン
専用チタン
専用カーボン
専用チタン
専用カーボン
専用チタン
専用カーボン
専用チタン
専用ステンレス
HEXAGONALカーボン
HEXAGONALチタン
コニカルシェイプド チタン

サイレンサー

SLIP-ON

SLIP-ON

RACING-LINE 

SLIP-ON

RACING-LINE

EVOLUTION-LINE

RACING-LINE 2

EVOLUTION-LINE 2

RACING-LINE 2

EVOLUTION-LINE 2

SP-SERIES SLIP-ON

SLIP-ON

EVOLUTION-LINE

タイプ

CBR1000RR 08

GSX1300R 08

GSXR600 08           
GSXR750 08共通

GSXR600 08

GSXR750 08

GSR600 06-08

ZX-10R 08

車種

HONDA

SUZUKI

KAWASAKI

メーカー
S-H10SO6T-TC
S-H10SO6T-TT
S-H10SO6T-HTC
S-H10SO6T-HTT
S-S13SO2-HRC
S-S13SO2-HRT
S-S13SO2-RC
S-S13SO2-RT
S-S13R2-RC
S-S13R2-RT
S-S13R2-HRC/1
S-S13R2-HRT/1
S-S13R2-RC/1
S-S13R2-RT/1
S-S6SO6-HZC
S-S6SO6-HZT
S-S6R7L-ZC
S-S6R7L-ZT
S-S6RFT7TL-ZC
S-S6RFT7TL-ZT
S-S6RFT7TL-XT
S-S6R8-TC
S-S6R8-TT
S-S6RFT8-TC
S-S6RFT8-TT
S-S7R8-TC
S-S7R8-TT
S-S7RFT8-TC
S-S7RFT8-TT
SS-S6SO7-HHAH
S-K10SO4-HZC
S-K10SO4-HZT
S-K10RFT5T-XT

品番
¥124,950
¥124,950
¥169,050
¥169,050
¥187,950
¥187,950
¥187,950
¥187,950
¥187,950
¥187,950
¥282,450
¥282,450
¥282,450
¥282,450
¥102,900
¥102,900
¥198,450
¥198,450
¥311,850
¥311,850
¥321,300
¥187,950
¥187,950
¥302,400
¥302,400
¥187,950
¥187,950
¥302,400
¥302,400
¥126,000
¥134,400
¥134,400
¥321,300

価格（税込）
¥119,000
¥119,000
¥161,000
¥161,000
¥179,000
¥179,000
¥179,000
¥179,000
¥179,000
¥179,000
¥269,000
¥269,000
¥269,000
¥269,000
¥98,000
¥98,000
¥189,000
¥189,000
¥297,000
¥297,000
¥306,000
¥179,000
¥179,000
¥288,000
¥288,000
¥179,000
¥179,000
¥288,000
¥288,000
¥120,000
¥128,000
¥128,000
¥306,000

価格（本体）

排気バルブ付き

純正排気バルブを移設

備考

一般公道使用禁止



4547567501121
JAN

F/-35mm R/-30ｍｍダウン 新型ノア/ヴォクシー用入荷
備考

¥58,800
価格（税込）

¥56,000
価格（本体）

ZRR70W
型式

Σβ180サス
品名

NEW VOXY 2WD
適合車種

51530
品番

TOYOTA
メーカー

グランドエフェクターで解決！グランドエフェクターで解決！グランドエフェクターで解決！

ふらふら、フワフワ感が少なくなります！つまり… もっと詳しく知りたい方はHPへ！ PLOT　グランドエフェクター 検索

ディーキャトロ

車の「下」に入り込む
風を外に逃がして、
車の「上」を通る
風の力を強くします。

子供がクルマに酔いやすくて…
　　高速道路を走るとふらふらする…

NEW アルファード / ヴェルファイア

ランサーエボリューション１０

車種

ANH/GGH20W

CBA-CZ4A

型式
4547567674184
4547567674191
4547567681670
4547567681687

JAN
ステンレス
スチール
ステンレス
スチール

SWAGEタイプ
4WD車未確認
８月中旬発売予定
純正ブレンボキャリパー車用
８月中旬発売予定

備考
SW4027N
ST4027N
SW2215
ST2215

品番
¥48,825
¥40,740
¥25,725
¥19,950

価格（税込）
¥46,500
¥38,800
¥24,500
¥19,000

価格（本体）

スウェッジライン

人気のアルファード/ヴェルファイア/
ランサーエボリューションXが追加になりました！

新規発売予定車種

仕様変更後品番

グランドエフェクター 適合表 （新規車種入荷）

新ラインナップ登場

ハイエースパーツ 仕様変更のお知らせ

新規車種入荷！
乗り心地に不満があったら、シグマベータ１８０サス

Σβ

ご好評頂いております、200系ハイエース用の減衰力調整式ショックが、仕様変更により「4WD車共通」とな
ります。つきましては、現在の品番は在庫が無くなり次第、廃盤とさせて頂きます。新製品の価格も旧製品同
様、従来価格のままで変更ありません。下記の品番となります。

4547567663270
4547567663287
4547567661627

JAN
GFS4061L
GFS4061R
GRS4061

品番
¥19,425
¥19,425
¥38,850

価格（税込）
¥18,500
¥18,500
¥37,000

価格（本体）

9月末発売予定

備考
ショックアブソーバー(Fミギ)  ゲンスイツキ
ショックアブソーバー(Fヒダリ) ゲンスイツキ
ショックアブソーバー(Rセット)  ゲンスイツキ

品名

TOYOTA

メーカー

200系ハイエース
（TRH/KDH系）

適合車種（型式）
51533
51534
51535

品番

デリカ D：5 4WD
ウィッシュ
エリシオン 2WD

適合車種
CV5W
ZNE10G
RR1/3/5  

型式
グランドエフェクターGE1
グランドエフェクターGE2
グランドエフェクターGE2

品名
4547567501251
4547567501190
4547567501206

JAN
ROADEST未確認　新規入荷
ZNE11W不可　新規入荷
2WD　新規入荷

備考
MITSUBISHI
ＴＯＹＯＴＡ
HONDA

メーカー
51543
51537
51538

品番
¥16,275
¥11,550
¥12,600

価格（税込）
¥15,500
¥11,000
¥12,000

価格（本体）

SX4
パレット

適合車種
YA11S/YB11S
DBA-MK21S

型式
グランドエフェクターGE1
グランドエフェクターGE1

品名
4547567648772
4547567660286

JAN
２/４ＷＤ共通　８月上旬発売
２ＷＤターボ　８月中旬発売

備考
SUZUKI
SUZUKI

メーカー
DGE1413
DGE1414

品番
¥16,275
¥13,125

価格（税込）
¥15,500
¥12,500

価格（本体）

NEWエスティマ
適合車種

ACR/GSR50/55W 
型式

グランドエフェクターGE2
品名

4547567499978
JAN

４WD車適合確認取れました
備考

TOYOTA
メーカー

51410
品番

¥10,290
価格（税込）

¥9,800
価格（本体）

NEWアルファード/
ヴェルファイア

適合車種

ANH/GGH20W

型式
グランドエフェクターGE1
グランドエフェクターGE2

品名
4547567681168
4547567687702

JAN

4WD車未確認　８月末頃発売予定

備考

ＴＯＹＯＴＡ

メーカー
DGE4027
DGE4027R

品番
¥16,275
¥10,290

価格（税込）
¥15,500
¥9,800

価格（本体）



P032-7710 P032-7709 P032-7711 P032-7708

PLOTだけのセット価格 ¥48,300（税込）
通常合計セット価格 ¥54,701（税込）

Mio C323

Mio 
タンクポーチ
（タンクバッグ）

Mio C523

品番：C323　
価格：オープンプライス
市場参考価格 ¥46,800（税込）

Mio C323とタンクポーチ（タンクバッグ）と専用トレーの3点セット商品です。

Mio ツーリングサマーパック

（本体 ￥46,000）★セット品番 ： SET4-C323でご注文下さい。

★セット品番 ： SET4-C523でご注文下さい。

なんと！ ¥6,401（税込）も
お買い得！

C323

PLOTだけのセット価格 ¥57,750（税込）
通常合計セット価格 ¥64,701（税込）品番：C523　価格：オープンプライス

市場参考価格 ¥56,800（税込）

品番:MIO-TANKPOC
価格:¥7,195（税込）

強力マグネットでタンクに装着
液晶画面が見やすいシェードつき

Mio 
タンクポーチ
トレー

Mio 
タンクポーチ
（タンクバッグ）

Mio 
タンクポーチ
トレー

品番:MIO-TPTRC3235
価格:¥706（税込）

収まりのよい専用トレー

品番:MIO-TANKPOC
価格:¥7,195（税込）

強力マグネットでタンクに装着
液晶画面が見やすいシェードつき

品番:MIO-TPTRC3235
価格:¥706（税込）

収まりのよい専用トレー

Mio C523とタンクポーチ(タンクバッグ)と専用トレーの3点セット商品です。

Mio ツーリングサマーパック

（本体 ￥55,000）

なんと！ ¥6,951（税込）も
お買い得！

C523

PLOTだけの Mioツーリングサマーパック
キャンペーン!!

これはお得！！
道に強い。

道に強い。+ ワンセグ。

※ご用意できる数量には限りがございます｡
　あらかじめご了承下さい｡

h t t p : / / w w w . r c - t a g u . c o m /

※ここに掲載した製品はTaGuパーツサービス製品の一部に過ぎません。その他にもラインナップがございます。

TaGu Parts Service（タグ パーツサービス）製品の
取扱いを開始しました!!
ラジコンのアフターパーツ業界ではあまりにも有名なTaGu Parts Service（タグパーツサービス）｡
精度を要求されるRCの世界で認められた高い技術力は､MCパーツにも活かされています｡
ユーザー目線の発想から生まれる優れものパーツをご紹介します｡

税込 ¥52,080 (本体 ¥49,600)

強度・剛性を重視した30mmバック･27mm
アップのポジション｡1ポジションならではのシン
プルでシャープなデザイン｡
サーキット・ストリート用の2種類のステップバー
を付属｡正チェンジ・逆チェンジとも､純正チェン
ジロットで対応｡

バックステップキット
■ 車種 ： CBR1000RR 04-07　
■ 品番 ： P032-7645

タンデムスライダー
■ 車種 ： XR100MOTARD/APE100　■ 品番 ： P032-7641

税込 ¥9,450 （本体 ¥9,000）

税込 ¥3,150 （本体 ¥3,000）

レースレギュレーションではタンデムステップの取り外しが定められていますが構造上突起物
が残ります｡タンデムスライダーの装着で安全を確保し、スライダーとしても効果があります。

ヘルメットホルダー
■ 車種 ： FZ-1 08　■ 品番 ： P032-7712

リアアクスルスライダー
■ 車種 ： FZ-1 08/YZF-R1 07-08　■ カラー ： ブラック､ゴールド､レッド､ブルー 

税込 ¥2,625 （本体 ¥2,500）

ヘルメットホルダーが使用しづらいFZ-1｡純正ホルダーを移設して使用するプレートを製品
にしました｡専用ステンレスボルト､ユニクロナット付属。

転倒の際に効果発揮､ドレスアップとしても注目度あり｡スライダー部分はジュラコンとアルミ材を使用｡
アルミ部分を大きく露出させて滑走スピードを抑えます｡CBR1000RR 04-07の設定もございます｡
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PLOTカタログ 2008-2009 正誤表 お届けいたしました弊社カタログに下記の記載ミス、追加がございました。
大変お手数ですが、訂正のほどよろしくお願いいたします。ご迷惑をおかけいたしましたことをお詫び申し上げます。

71

106

198

231

257

445

529

P

AKRAPOVIC

J-TRIP

PLOT

BREMBO

PROJECT μ

ドレミコレクション

ZERO ENGINEERING

メーカー

品番

品番

写真番号

年式

品番

備考

写真番号

内容
S-S6S05-TT
S-S6S05-TC
P020-2186
8番
9番
10番
04&06
05
BP-130
タンクキャップ、タンク、サイドカバーエンブレム付
タンクキャップ、エンブレム別売り
タンクキャップ、タンクエンブレム付
タンクキャップ、エンブレム別売り
2番
3番

誤
S-S6S05-TC
S-S6S05-TT
P030-2877
9番
10番
8番
04-08
04-08
BP-113
タンクキャップ、タンクエンブレム、サイドカバーエンブレム付

タンクキャップ付属、エンブレム別売り

3番
2番

正
SLIP-ON2　スリップオン
GSXR600/700 06-07
ミニローラースタンド8-18
ラバーブッシュ
ホースクランプ
ケーブルクリップ

ディスクキット（2枚組）

SUZUKI GSXR1100

ZEPHYR750/400/Χ　
ZⅡタイプスチールタンクSET

オリジナルサイドバッグ

HEXAGONALカーボン
HEXAGONALチタン
白
１ヶ入
１ヶ入
2ヶ入
ZX6R/RR/ZX10R
ZX10R
86-88 W

ZEPHYR750/RS

ZEPHYR400

茶
タン

EAP290-1
SLP491-1
SLP490-2
P019-7502
P019-7510

Z06000B
Z06000C

品番

ご好評いただいております、
PLOT Web発注・管理システム、
コンテンツ追加のご案内！
今回のリニューアルで、新商品・キャンペーン・お買い得・廃盤の情
報を追加し、更に使いやすくなりました。今後もサービス向上に努
めてまいりますので、ご活用の程よろしくお願い致します。

イタリア製アリートグリップから、W650/W400用に最適なグリップ
『VINTAGE』が登場！　純正ハンドル/スロットルに対応し、素材は防振
効果で定評のある「SUPER SOFT」を採用。

キャンペーン情報
毎月開催！キャンペーン中はまとめてお買い得！

お買い得情報
在庫限りのバーゲンプライス！ 商品分類別で、探しやすくなりました。

お知らせ情報
新規取り扱いブランド、価格改定など重要な情報をご提供いたします。

廃盤情報
通常商品検索で表示されない商品は廃盤の可能性があります。
その際は廃盤情報をご覧下さい。

4547567477877
JAN

VINTAGE
品名

SUPERSOFT
素材

130mm
サイズ

穴無し
エンド

01612/SS
品番

¥2,079
価格（税込）

¥1,980
価格（本体）



〒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

7月21日 ： マジカルレーシング　8月1日 ： デイトナ　8月21日 ： キタコ　9月1日 ： ブリヂストン、DID、アルパインスター、XPD、タカツ　9月21日 ： OGK　9月22日 ： キジマ

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〉〉〉

今年で２回目の出場となる鈴鹿８時間耐久レース。その目標は完走を果たした直後から掲げられた。「次回はシングルフィニッシュ」
その目標を達成する為の布陣は今野 由寛、寺本 幸司と、予定通りプロトファローパンテーラのダブルエースで望む。
16番グリットからのスタートを失敗し、オープニングラップで24位まで落ち込むが、今野の怒涛の走りで12位までポジションアップ
に成功。その後安定した走りをする今野、寺本は、突然の豪雨でもトラブルを起こす事無く走り続け、コンスタントに順位を上げてい
く。プロトファローパンテーラ２年目の8耐挑戦は、目標通りシングルフィニッシュ ７位を達成する。

皆様のおかげで目標通りのシングルフィニッシュ ７位を達成することが出来ました。ご声援有難うございました！

鈴鹿8時間耐久ロードレース　決勝　7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 /

/5th “Coca-Cola Zero”Suzuka 8hours
PLOT FARO PANTHERA

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

レースとプロト商品の切っても切れない関係。
みなさんこんにちは。暑い夏、暑い鈴鹿で暑い服着て熱く仕事してきました。EFFEX商品担当者が
レースとプロトオリジナルパーツの熱い関係をレポートします。いや、ホントに何もかもがアツイです！

マフラーはノジマエンジニアリング製です。
現在市販はされておらず、この車両に合わせた特注品です。軽量・ハイパ
ワーはもちろんの事、３次元的なサイレンサーはデザインも秀逸です。

早速見つけました！ EFFEXハンドルバーウエイト！
ハンドルに伝わる振動軽減を主目的とし、いわゆる一般の「バーエンド」
とは一線を画した機能パーツです。１時間走り続けると振動の多い少な
いは大きな差になるのでしょう。

チーフメカニックはスイングアームやリンク、
ステップも設計、開発しています。
そしてEFFEXパーツの開発にも関わっています。
レースの第一線での高い技術力、信頼性、安全性がEFFEXパーツにも
フィードバックされているのですね。

ハンドルをよく見てみると・・・
イージーフィットバー セパレートに似てますね！ ハンドルバーの高さや
角度は違えど、EFFEX技術とレース技術の熱い関係が見えます！

続いてスウェッジライン！
おや？見慣れない色のホースですね。通常商品はステンメッシュですが、レースの世
界ではさらなる軽量化を求めてケブラーメッシュのホースを使用しているのです。
ステンメッシュとケブラーメッシュ、手で持つだけで重さの違いは歴然なんですよ。

命を守るヘルメットは大切に管理したいですね。
今回、ヘルメットスタンドを作製し、ライダー
に使って頂きました。風通しが良い為内装の
乾きも早く、好評です。家でヘルメットを保管
する時にこんなスタンドがあれば大切に、
かっこよく保管できると思いませんか？

EFFEX 担当 I
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