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PLOT CUSTOM DIVER     SPORTS TOURING スポーツ ツーリング PLOT CUSTOM DIVER     ZERO ENGINEERING×HD ゼロエンジニアリング×ハーレーダビッドソン PLOT CUSTOM DIVER     ZERO ENGINEERING×HD ゼロエンジニアリング×ハーレーダビッドソン

PLOT CUSTOM DIVER

ハードケース、大型シールド装着で快適ツーリングリミテッドに。ツーリングアイテム

ハンドル・ステップ位置、車高等を自分に合わせることでゆとりができ安全で快適なツーリングが楽しめます。ポジション改善アイテム

マフラー、ブレーキ等をパフォーマンスアップ。
愛車の性能をさらに引き出します。パフォーマンスアイテム

エフェックス イージーフィットバー アルミ

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。4色のカラーバリエーションがございます右の品番の＊にカラー
NOを入れて下さい。
ゴールド(G)/ブラック(K)/ガンメタ(M)/シルバー(S)

車種：Z800 13　品番：EBF747＊
価格（税込）￥5,565　価格（本体）￥5,300

ゼロエンジニアリング オールドプルバックバー 
スタンダード ディンプル無し　ブラックメッキ

こだわりの幅・高さでリラックスした絶妙なライディングポジションを実現。純正
スイッチボックスが装着可能なディンプル加工済タイプ（品番：Z06005DB）
も設定しています。カラーはシックなブラックメッキと美しい輝きのクロームメッ
キを設定。XL1200N/XL1200X取付確認済　ブレーキホース要交換（イー
ジーオーダーホース推奨） ホース全長：1020mm バンジョーアダプター：スト
レート（マスター側）/20°（キャリパー側）　※車検証の記載変更が必要です。

車種：汎用   品番：Z06004B
価格（税込）￥9,450   価格（本体）￥9,000

スウェッジライン フロントホースキット
レッド&ブラック/クリアホース

ダイレクトなブレーキ操作はもちろん。
カシメることで、安全性を向上させています。
その他カラーバリエーションはゴールド/ブラック、メッキ/ブラック、
ゴールド/ブルー、レッド/ブルー、メッキ、ブラックがあります。

車種：Z800 13　品番：RAF747D ダイレクトタイプ
価格（税込）￥16,800　価格（本体）￥16,000

プログレッシブ　
リアショック430シリーズ ブラック 11インチ

デザインに拘ったビレットカバー付きサスペンション。
長さは純正同等です。

車種：スポーツスター 07-12用　品番：430-4062B
価格（税込）￥69,300　価格（本体）￥66,000

MRA スクリーン レーシングネイキッド

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）MV-NMK　
価格（税込）￥5,040が必要になります。

車種：汎用　品番：クリア RNB-C　スモーク RNB-S
価格（税込）￥11,550　価格（本体）￥11,000 ゼロエンジニアリング ハンドルスイッチキット 

ハンドルスイッチをスポーツスターへカプラーオンで装着可能としま
した。スリムな形状でハンドル周りをシンプルにまとめます。また、オプ
ションのブラススイッチプレート ZSW-BP　価格(税込) ￥3,675 を
装着することでよりクラシカルな雰囲気を強調します。

車種：スポーツスター 07-12用　品番：クリア ZSW-001
価格（税込）￥44,100　価格（本体）￥42,000

エフェックス ハンドルバーウエイト アルミハンドル用

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ございます。右の品番の＊にカラーNO
を入れて下さい。ブルー(B)、Sゴールド(G)、ブラック(K)、ガンメタ
(M)、レッド(R)、シルバー(S)、ポリッシュ(T)のみ￥3,990

車種：Z800 13　品番：EBB201＊
価格（税込）￥3,465　価格（本体）￥3,300

ゼロエンジニアリング ソロシートマウントキット

スポーツスター（04- ※07-09モデル除く）へEXGEL入りソロシートが
ボルトオンで装着可能なマウントキットです。＊ソロシートは別売です。
EXGEL入りソロシート 汎用
品番：77200-88-0A    価格（税込）￥29,400

車種：XL1200/883 04-06/10-13　品番：ZSS-001 
価格（税込）￥18,900　価格（本体）￥18,000

NOJIMA DLC-チタン スリップオン

見る角度により様々な表情を魅せる大人の艶黒DLCチタンサイレン
サーが、Z800の質感・運動性能をより一層向上させます。
JMCA認証　車検対応　＊写真は試作品です。

車種：Z800 13　品番：NT629SGTD-CLK
予価（税込）￥81,900　予価（本体）￥78,000

バンス&ハインズ VO2 エアインテイク ネイキッド

オプションスカルキャップ クローム 71013　
オープン価格が装着されています。

車種：スポーツスター 04-12用　品番：71011
オープン価格

バグスター シートバッグ (15L～23L)

タンデムシートに乗せるスタイリッシュなシートバッグ。
ファスナーでサイズ変更ができヘルメットも収納可能。
ショルダーベルト付き

車種：汎用　品番：4899B1
価格（税込）￥16,800　価格（本体）￥16,000

エフェックス ゲルザブSS ユニバーサル NEW

座圧分散、振動軽減、ゲル内蔵のバイク用クッション。シート表皮をは
がし中に仕込むタイプ。小型サイズでスーパースポーツに最適。

車種：汎用　品番：EHZ2526 
価格（税込）￥7,245　価格（本体）￥6,900 ベルリンガー φ17.5 ラジアルマスター 

ストリート4フィンガー ブラック 

アルミ削り出しラジアルマスター。
非常にコンパクトな設計でハンドル周りをすっきりとさせます。
※ブレーキホース要交換（イージーオーダーホース推奨）

車種：インチバー用　品番：BROH-12-4B
価格（税込）￥57,750　価格（本体）￥55,000

エフェックス ローダウンKIT シート高20mmダウン

車高を下げることで足つき性を改善します。
別売りで起き気味になった車体を適正化するショートサイドスタンド　
PHS747A　価格（税込）￥15,750も有ります。
スチール/亜鉛メッキ

車種：Z800 13　品番：PHA747D
価格（税込）￥8,925　価格（本体）￥8,500

ゼロエンジニアリング オールドテールランプステーセット

リアフェンダーに加工無しでオールドテールランプが取付可能な車種
専用セットです。社外リアウインカーとの同時装着を前提として設計さ
れています。純正リアウインカーとの同時装着には配線加工が必要で
す。純正のリアフェンダー（ナンバー取付部分）は取外しが必要です。
別途リフレクターが必要です。

車種：XL1200N/X/V/883N 08-13　品番：ZTL-001
価格（税込）￥30,450　価格（本体）￥29,000

バンス&ハインズ RSDトラッカー 2-1

ローランサンズによるスペシャルメイドマフラー。一般公道使用不可

車種：スポーツスター 04-12用　品番：18005
オープン価格

NOJIMA ラジエータコアガード

ノジマロゴ入りステンレス製コアガード。

車種：Z800 13　品番：NSP634CG
価格（税込）￥16,800　価格（本体）￥16,000

ベルリンガー 6ピストンキャリパー ブラック

アルミ削り出し6ポッドキャリパー。車種専用でサポートを使用しない
為、軽量で高い剛性を実現しています。※ブレーキホース要交換（イー
ジーオーダーホース推奨）写真にはAERONALディスク ステン ブラッ
ク HD4L-GIB　価格(税込)￥27,300が装着されています。

車種：ハーレーダビッドソン 00- φ291　品番：HD14A-B
価格（税込）￥70,350　価格（本体）￥67,000

ドレスアップ
ドレスアップパーツで
愛車を個性的に

ドレスアップパーツで愛車を個性的にドレスアップ
ハードケース、大型シールド装着で快適ツーリングリミテッドに。ツーリングアイテム

ハンドル、車高等を自分に合わせることで
ゆとりができ安全で快適なツーリングが楽しめます。ポジション改善アイテム

マフラー、ブレーキ等をパフォーマンスアップ。
愛車の性能をさらに引き出します。パフォーマンスアイテム

ヘプコ&ベッカー エンジンガード

アドベンチャー感を演出するアクセサリーパーツ。
＊写真のプロト ラジエターコアガード ステンレスは
別売りです。 PRG181 価格（税込）￥14,490

車種：NC700X/S（ABS装着車/DCT不可）
品番：501973-0001
価格（税込）￥25,515　価格（本体）￥24,300

エフェックス ハンドルバー アルミ ガンメタ

車種：NC700X　品番：PBH181-GM
価格（税込）￥5,565　価格（本体）￥5,300

LSL クラッシュパッドマウンティングキット

LSLクラッシュパッドは、2つの異なる素材により、スライ
ダーにカスタム性がプラスされました。別売りクラッシュ
パッド（各色価格（税込）￥8,400～）が必要となります。

車種：NC700X/S 2012-13＊　品番：550H138.1
価格（税込）￥15,225　価格（本体）￥14,500

プロト アンダーガード

エンジン下部を飛び石や障害物から守り、破損によ
るトラブルを防止。 アルミ ヘアライン加工

車種：NC700X/S ※DCTを除く　
品番：PUG181
価格（税込）￥31,290　価格（本体）￥29,800

エフェックス ローダウンKIT シート高20mmダウン

車種：NC700X＊　品番：PHA181D
価格（税込）￥8,925　価格（本体）￥8,500

NOJIMA DLC-チタン スリップオン

車種：NC700X/S/INTEGRA　
品番：NT025SGTD-CLK
価格（税込）￥81,900　価格（本体）￥78,000

スウェッジライン フロントホース 
トライピース ステン/ブラックホース

車種：NC700X ABS　品番：STP181FT
価格（税込）￥23,625　価格（本体）￥22,500

ラムマウント U字Xグリップセット

ハンドルバー等に取り付けるU字クランプと電子機
器を固定するXグリップ(標準アーム)とのセット。

車種：汎用　品番：P054-1240
価格（税込）￥5,460　価格（本体）￥5,200

   SPORTS TOURING
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   ZERO ENGINEERING×HD

PDFデータ無料配布中！ > http://www.plotonline.com/catalog/

＊この車両は東京モーターサイクルショー用スペシャルの為、販売商品と異なる仕様がございます。

＊この車両は東京モーターサイクルショー用スペシャルの為、販売商品と異なる仕様がございます。 ＊この車両は東京モーターサイクルショー用スペシャルの為、販売商品と異なる仕様がございます。

＊この車両は東京モーターサイクルショー用スペシャルの為、販売商品と異なる仕様がございます。

ゼロエンジニアリング 
スプリンガーフォーク 2インチロング

それぞのハブに適合するように製作された
車種別キットです。

車種：FX SOFTAIL 84-99　
品番：55100-L5-1B
価格（税込）￥215,000　価格（本体）￥204,762

プロト フロントスプリング  ※4月発売予定

日本の道路事情に合わせた独自のセッティングで
安心感のある走りが可能です。 
＊純正スプリング 品番46235-09の車両に適合 

車種：ツーリングモデル 09-　品番：PFS401
価格（税込）￥18,900　価格（本体）￥18,000

ゼロエンジニアリング ブレーキキット
（ブレンボカニキャリパー+キャリパーサ
ポート+トルクロッド+取付ボルト）

アクスルシャフト＆カラーセット　適合ハブ：ZAC-SET-W01　
パフォーマンスフロント 
品番：0133-1522RIVS-BM　価格(税込)￥34,500　
リア 品番：0133-1523RIVS-BM　価格(税込)￥34,500

車種：ZEROスプリンガーフォーク用　
品番：ZCS-KIT
価格（税込）￥48,000　価格（本体）￥45,715

マスタング トリッパー ジャパンフィット

日本人の体格に合わせ足つき性等を重視した
スペシャルモデル。

車種：FLHX/TR/TRX/HR 08-　
品番：MUS76962
価格（税込）￥51,450　価格（本体）￥49,000

ゼロエンジニアリング アイアンマンレプリカ
ハンドル スプリンガーフォーク(インライン)用

ステム袋ナット 53220-08 価格(税込)￥2,000
ハンドルスイッチキット(左右セット)
ZSW-001 価格(税込)￥42,000

品番：ZHB-IR
価格（税込）￥9,000　価格（本体）￥8,572

エフェックス HDバー 50mmバック

ワイヤー類交換不要でハンドル位置が50mm手前
にくるリラックスポジション。

車種：FLTR/FLTRX/FLTRU 08-13
品番：EHD403
価格（税込）￥18,900　価格（本体）￥12,800

バンス＆ハインズ 
ビッグショットスタッガード クローム

TOURING 02-07, SOFTAIL 01-12, 
DYNA 99-13

車種：SOFTAIL 86-11　品番：17921
価格：オープン

バンス&ハインズ　
ツインスラッシュモンスター

FLHX 09-12(適合型式：KB4/KBM)/FLTRX 
10-12(適合型式：KH4/KHM)のみJMCA認定
＊写真はJMCAモデルではありません。
実際のものとは仕様が異なります。

車種：FLHX  09-12/FLTRX 10-12　
品番：16797　価格：オープン

プロト トップキャリア+サイドキャリア
+トップキャリアベースセット

車種専用ステーセット。

車種：NC700X/S　品番：HBS181-ALL
価格（税込）￥55,650　価格（本体）￥53,000

ヘプコ&ベッカー エクスプローラー
トップケース45・サイドケース30 左右セット

振動を制御する最先端のアルミケース。優れた耐久
性のアルミシェルに防振素材のコンビネーション。

車種：汎用
品番： シルバー HBS-XPR-ALL-S 

ブラック HBS-XPR-ALL-B
価格（税込）￥131,250　価格（本体）￥125,000 

MRA スクリーン ツーリング スモーク

純正形状をベースにロングタイプとし防風効果を高
めた、ロングツーリングに最適なデザイン。
クリアもあります。

車種：NC700X　
スモーク品番：MT064S　クリア品番：MT064C 
価格（税込）￥13,650　価格（本体）￥13,000

ヘプコ&ベッカー ジャーニー トップケース42

機能性を追及したコンフォートモデル。ヘルメット1 
個収納可能です。＊写真のジュニアフラッシュサイド
ケース30 左右セットは別売りです。
ブラック×ブラック 610233-0011　価格（税込） ¥61,950
＊取りつけには車種専用キャリア(別売り)が必要です。

車種：汎用　
品番： ブラック×シルバー 610085-0001 

ブラック×アクティック 610285-0004 
ブラック×ブラック 610285-0011 
ブラック×ホワイト 610085-0003 

価格（税込）￥27,510　価格（本体）￥26,200

車種専用アップポジションハンドル、グリップ部分が
手前8mm/上11mm移動したアドベンチャーテイ
ストポジション。その他手前7mm/上7mm移動し
たEZ-FITバーも設定あります。

車高を下げることで足つき性を改善します。
別売りで起き気味になった車体を適正化する
ショートサイドスタンド PHS181A　
価格（税込）￥15,750 価格（本体）￥15,000も
有ります。　＊除くTYPE-LD

見る角度や明るさによって、様々な表情を見せるス
リーブはDLCコーティングにより深みにある黒を
チタンで表現。より軽快に、より質感を高めるマフ
ラーです。　JMCA認定　車検対応品

スウェッジラインプロは、ダイレクトなブレーキフィーリン
グはもちろん、車種専用ステーの採用により、安全性を
向上。リア用もあります。　品番：STP181R　その他
ABS無しタイプは Swage-Lineの設定があります。
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ハードケース、ゲルザブ装着で快適ツーリングリミテッドに。ツーリングアイテム

ハンドル・ステップ位置、車高等を自分に合わせることでゆとりができ
安全で快適なツーリングが楽しめます。ポジション改善アイテム パフォーマンスアイテム

ヘプコ&ベッカー ツールケース　

軽量オフロードモデル用左側サイドケース。
キャリアはC-BOWタイプで外した後もスッキリで
す。着脱は簡単キー一本です。ケース内装クッショ
ンを自在にアレンジできるのでさまざまな用途にお
使い頂けます。

※参考出品です。

アリート グリップ トリニティ

3種類の素材で構成されたカラフルなグリップ。
エンド部は簡単にカットでき、ブッシュガードの装着
にも便利です。

品番：02614GRRN
価格（税込）￥2,625　価格（本体）￥2,500

エフェックス ハンドルバー オフロード

オフロードタイプは絞りを浅くしたワイド仕様、
ケーブル類の交換は不要です。
＊画像はオフロードタイプ（ブラック）の装着画像です。

車種：CRF250L　
品番：�ブラック� PBH187OF-K　�

ガンメタ� PBH187OF-M　�
シルバー� PBH187OF-S

価格（税込）￥5,565　価格（本体）￥5,300

スウェッジライン フロントホースキット 
ステンレス/ ブラックホース

ダイレクトなブレーキ操作はもちろん。カシメることで、
安全性を向上させています。その他カラーバリエーショ
ンはゴールド/ブラック、メッキ/ブラック、ゴールド/ブ
ルー、レッド/ブルー、メッキ、ブラックがあります。

車種：CRF250L　品番：STFB187
価格（税込）￥12,600　価格（本体）￥12,000

ヘプコ&ベッカー 
アルエクスクルーシブ トップケース 30

RIMOWA に゙よるカスタムメイド。高品質で軽量なアルミアウ
トシェル構造。防水性にも優れ雨や水の浸入を防ぎます。
※装着の際はトップケースキャリア、トップケース装着用ステー
ベース HBS181-BS 価格（税込）￥7,350 が必要です。

車種：汎用　品番：610069-0000
価格（税込）￥54,390　価格（本体）￥51,800

プロト ローダウンキット

サスペンションリンクを交換することで停車時の足
つき性が向上します。
スチール／亜鉛メッキ ベアリング内蔵。
シート高20mmダウン。

車種：CRF250L　品番：PHA187D
価格（税込）￥15,750　価格（本体）￥15,000

プロト×アファム ドライブキット

純正丁数のAFAMスプロケット フロント&リアと
チェーンをひとつにした便利なセットです。

車種：CRF250L　品番：PAD-022
価格（税込）￥17,220　価格（本体）￥16,400

プロト アンダーガード

エンジン下部を飛び石や障害物から守り、破損によ
るトラブルを防止。強固なアルミニウム板を採用。
表面にヘアライン加工を施しています。
※写真は試作品です。

車種：CRF250L　品番：PUG187
価格（税込）￥19,425　価格（本体）￥18,500

エフェックス ゲルザブ D

長距離走行を快適にするゲル内蔵座布団ゲルザ
ブD。『座圧分散』『振動軽減』というエクスジェル
の特性と、『取付け簡単』『足つき良好』といった 
ゲルザブをオフロードバイク用に特化させました。

車種：汎用　品番：EHZ2836
価格（税込）￥10,500　価格（本体）￥10,000

K&N オイルフィルター

優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィル
ターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向
上させます。

車種：CRF250L　品番：KN-112
価格（税込）￥892　価格（本体）￥850

参考出品

フォークガード
マフラーガード
バーパッド

参考出品

スプロケットガード
マスターシリンダーカバー
チェーンケース

ハードケース、大型シールド装着で快適ツーリングリミテッドに。ツーリングアイテム

ドレスアップパーツで愛車を個性的にドレスアップ

ドレスアップパーツで愛車を個性的にドレスアップ

マフラー、ブレーキ等をパフォーマンスアップ。
愛車の性能をさらに引き出します。パフォーマンスアイテム

MRA X-クリーン クリア

スクリーンエンド部分に角度、高さ調整可能な可変
フラップを装備。優れた風防効果を実現。ロング
ツーリングに最適。スモークの設定もあります。

車種：R1200GS�04-12　
品番：�クリア� XCM709C�

スモーク�XCM709S
価格（税込）￥24,150　価格（本体）￥23,000

ヘプコ&ベッカー ケースホルダー

車種専用ステー。エクスプローラーケースシルバーは別売りです。
ケースセット左右 HBS-XPR-SS-S 
価格（税込）￥86,100 
左右･トップセット HBS-XPR-ALL-S 
価格（税込）￥131,250　　

車種：R1200�GS�08-12
サイドケースホルダー�シルバー品番：650655-0009��
価格（税込）￥40,215　価格（本体）￥38,300
トップケースホルダー�シルバー品番：650655-0109
価格（税込）￥23,520　価格（本体）￥22,400�

バグスター タンクバッグ

タンクに被せるアクセサリーカバー。
イメージチャンジはもちろん、別売りで専用タンク
バッグも取り付け可能です。

車種：R1200�GS�04-07　黄/薄灰�品番：1489A��
価格（税込）￥28,644　価格（本体）￥27,280
車種：R1200�GS�08-12　黒�品番：1564U��
価格（税込）￥28,644　価格（本体）￥27,280

ヘプコ&ベッカー アンダーガード

エンジン下部を飛び石や障害物から守り、破損によ
るトラブルを防止。

車種：R1200GS�08-12　品番：810637
価格（税込）￥26,250　価格（本体）￥25,000

MRA ヴァリオスクリーン　スモーク

上下2枚のスクリーンはスライドさせることで高さ
を調整することで、空力特性をコントロール。
街乗りからツーリングまでを可能にしました。
＊スモークスクリーンのみの設定

車種：R1200GS�04-12　品番：MV709
価格（税込）￥23,100　価格（本体）￥22,000

エフェックス EZ-FITテーパーバー アルミ

車種専用ハンドル、グリップ部分が7mm手前上に移動
したリラックスポジション。※スイッチ/ハンドガード穴
加工済み、純正ハンドルガード取付が装着可能です。

車種：R1200GS�08-12　
品番：ブラック�EBTF910S　シルバー�EBTF910K�
価格（税込）￥15,750　価格（本体）￥15,000

アクラポヴィッチ スリップオン 楕円チタン e1 

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。レース専用部品です。

車種：R1200GS�10-12　
品番：S-B12SO7-HLT
価格（税込）￥103,950　価格（本体）￥99,000

ヘプコ&ベッカー タンクガード

アドベンチャー感を演出するアクセサリーパーツ。

車種：R1200GS�08-12　
シルバー品番：502926-0009
価格（税込）￥30,135　価格（本体）￥28,700
ブラック品番：502926-0001
価格（税込）￥28,665　価格（本体）￥27,300

ヘプコ&ベッカー アルエクスクルーシブ
トップケース30・サイドケース30 
左右セット シルバー

リモワによるカスタムメイドアイテム。
サイドケース左右･トップケース30セット 
HBS-EXV30-ALL　価格（税込）￥168,000 

車種：汎用　品番：HBS-EXV-SS
価格（税込）￥117,600　価格（本体）￥112,000

K&N リプレイスメント エアフィルター

純正エレメントと交換するタイプのエアフィルター。
専用ケミカルでのメンテナンスでロングライフに使
用可能です。

車種：R1200GS�04-12　品番：BM-1204
価格（税込）￥8,400　価格（本体）￥8,000

ヘプコ&ベッカー エンジンガード

アドベンチャー感を演出するアクセサリーパーツ。
ブラックの設定もございます。

車種：R1200GS�08-12　
シルバー品番：502918-0009
価格（税込）￥33,600　価格（本体）￥32,000�
ブラック品番：502918-0001
価格（税込）￥30,975　価格（本体）￥29,500

K&N オイルフィルター

優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィル
ターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向
上させます。

車種：R1200GS�04-12　品番：KN-164
価格（税込）￥2,100　価格（本体）￥2,000

サイドケース�30

トップケース�30

ポジション改善アイテム

ポジション改善アイテム

マフラー、ブレーキ等をパフォーマンスアップ。愛車の性能をさらに引き出します。パフォーマンスアイテム

プロト セパレートハンドル

サーキットライディングに最適なポジションが得られます。対ノーマル比約
55mm/50mmダウン（5mmスペーサー有）のポジションが選べ、クラン
プ部前方に2mmオフセット。ハンドルバーウエイト、ストッパー付。

車種：Ninja250R�09-12/Ninja250�13　品番：PSH726
価格（税込）￥24,150　価格（本体）￥23,000

エフェックス ローダウンキット

サスペンションリンクを交換することで停車時の足つき性が向上します。
シート高20mmダウン。

車種：Ninja250R�09-12/Ninja250�13
品番：PHA748D
価格（税込）￥8,925　価格（本体）￥8,500

NOJIMA DLCチタン フルエキゾースト

車種：Ninja250�13　品番：開発中

MRA スクリーンレーシング クリア

車種：Ninja250�13　品番：MR658C
価格（税込）￥14,700　価格（本体）￥14,000

スパイス タクティカルステップ

1ポジション　20mmバック/25mmアップ

車種：Ninja250R�08-12/Ninja250�13
品番：0102BS1K203B
価格（税込）￥33,600　価格（本体）￥32,000�

アクラポヴィッチ スリップオン ヘキサゴナルチタン

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。カーボンの設定もあります。
レース専用部品です。

大人のツヤ黒ＤＬＣチタンサイレンサーがミドルクラスに新登場！
クラスを超えた存在感がNinja250を新たなステージへ。
JMCA認定　政府認証

車種：Ninja250�13　品番：S-K3SO1-ZT
価格（税込）￥65,100　価格（本体）￥62,000

エフェックス ゲルザブ R ユニバーサル

車種：汎用　品番：EHZ3030R
価格（税込）￥9,975　価格（本体）￥9,500

スウェッジライン フロントホースキット 赤&黒/クリアホース

装着することでダイレクトなブレーキタッチを可能にします。その他カ
ラーバリエーションはゴールド/ブラック、メッキ/ブラック、ゴールド/ブ
ルー、レッド/ブルー、メッキ、ブラック、ステンレス（価格別）があります。

車種：Ninja250�13　品番：RAF748
価格（税込）￥8,925　価格（本体）￥8,500

MRA スクリーンレーシング ブラック

車種：Ninja250�13　品番：MR658K
価格（税込）￥17,850　価格（本体）￥17,000

ハードケース、大型シールド装着で快適ツーリングリミテッドに。ツーリングアイテム

ハンドル・ステップ位置、車高等を自分に合わせることでゆとりができ安全で快適なツーリングが楽しめます。

ハードケース、大型シールド装着で
快適ツーリングリミテッドに。ツーリングアイテム

ドレスアップパーツで愛車を個性的にドレスアップ

ハンドル、車高等を自分に合わせることで
ゆとりができ安全で快適なツーリングが楽しめます。ポジション改善アイテム

マフラー、ブレーキ等をパフォーマンスアップ。愛車の性能をさらに引き出します。パフォーマンスアイテム

エフェックス ローダウンキット

車高を下げることで足つき性を改善します。
Ninja1000 11 シート高 純正比15mmダウン

車種：NINJA1000�11-　品番：PHA739D
価格（税込）￥7,875　価格（本体）￥7,500

LSL アジャスタブルレバー

しっかりしたクリック感のあるアジャストシステムで、レ
バー位置の調整が可能！＊＊には色コードが入ります。

（ブラック=SW、シルバー=SI、ゴールド=GO）

車種：NINJA1000�11-/ABS
品番：�ブレーキ�200-R21＊＊�

クラッチ� 200-L17＊＊
価格（税込）￥13,440　価格（本体）￥12,800

アファム リアスプロケット 525-41T

軽量アルミスプロケット(リア)純正比重量1/3。
熱処理とハードアルマイトを施すことで表面強度を
高めると同時に高級感のある仕上がりです。

車種：NINJA1000�11-　品番：17610-41
参考価格（税込）￥9,345　参考価格（本体）￥8,900

スウェッジライン フロントホースキット 
トライピース ステン/クリアホース

スウェッジラインプロは、テフロンホース(ステンメッシュカ
バー)を採用することで、ダイレクトなブレーキタッチを可能
にします。さらに純正品と同じくカシメることはもちろん、車
種専用ステーの採用により、安全性を向上させています。

車種：NINJA1000�11-　品番：STP739FT�
価格（税込）￥23,625　価格（本体）￥22,500�

LSL マウンティングキット

LSLクラッシュパッドは、2つの異なる素材により、
スライダーにカスタム性がプラスされました。
別売りクラッシュパッド(各色価格（税込）￥8,400
～)が必要となります。

車種：NINJA1000�11-　品番：550K138.1
価格（税込）￥15,225　価格（本体）￥14,500

プロト×ブレンボ FB-KITフルキット

ブレンボキャリパー、マスターをボルトオンで取り付
けできる車種別キット。

車種：NINJA1000�11-　品番：BPF739
価格（税込）￥185,010　価格（本体）￥176,200�

NOJIMA DLCチタン 
スリップオン ツイン ローマウント

純正パニアケースに対応したローマウントタイプ。
JMCA認定　車検対応

車種：NINJA1000�11-　
品番：NT634SGTDWP-CLK
価格（税込）￥168,000　価格（本体）￥160,000

MRA スクリーンレーシング スモーク

ラウンドさせた独自のデザインで優れた空力特性
を実現。クリアもあります。

車種：NINJA1000�11-　
クリア品番：MR648C　スモーク品番：MR648S�
価格（税込）￥14,700　価格（本体）￥14,000�

NOJIMA アンダーカウル

右純正マフラーガード取り外し。左側は純正カウルに
タッピングビス固定。純正及びノジママフラー装着可。

車種：NINJA1000�11-　
FRP白ゲル仕上げ�品番：NCW634UC-WT
価格（税込）￥29,400　価格（本体）￥28,000
FRP黒ゲル仕上げ�品番：NCW634UC-BK
価格（税込）￥32,550　価格（本体）￥31,000
カーボン平織り�品番：NCW634UC-CF
価格（税込）￥50,400　価格（本体）￥48,000
カーボン綾織り�品番：NCW634UC-CFA
価格（税込）￥53,550　価格（本体）￥51,000

NOJIMA リアフェンダー

純正比約70mmロング。社外ステップ装着時は
干渉部要加工の場合があります。

車種：NINJA1000�11-　
FRP黒ゲル仕上げ�品番：NCW634RF-BK
価格（税込）￥17,850　価格（本体）￥17,000
カーボン平織り�品番：NCW634RF-CF
価格（税込）￥29,400　価格（本体）￥28,000
カーボン綾織り�品番：NCW634RF-CFA
価格（税込）￥32,550　価格（本体）￥31,000

NOJIMA フロントフェンダー

個性を主張するエアロデザインフェンダー。

車種：NINJA1000�11-　
FRP白ゲル仕上げ�品番：NCW634FF-WT
価格（税込）￥17,325　価格（本体）￥16,500
FRP黒ゲル仕上げ�品番：NCW634FF-BK
価格（税込）￥18,375　価格（本体）￥17,500
カーボン平織り�品番：NCW634FF-CF
価格（税込）￥29,400　価格（本体）￥28,000
カーボン綾織り�品番：NCW634FF-CFA
価格（税込）￥30,450　価格（本体）￥29,000

ヘプコ&ベッカー 
サイドケースホルダー ブラック

サイドケース用キャリアセット。
写真のジュニアフラッシュサイドケースは別売り
610233-0009　価格(税込)￥61,950

車種：NINJA1000�11-　品番：6502514-0001
価格（税込）￥37,065　価格（本体）￥35,300�

PLOT CUSTOM DIVER     ADVENTURE アドベンチャー PLOT CUSTOM DIVER     ADVENTURE アドベンチャー PLOT CUSTOM DIVER     SPORTS TOURING スポーツ ツーリング

＊この車両は東京モーターサイクルショー用スペシャルの為、販売商品と異なる仕様がございます。 ＊この車両は東京モーターサイクルショー用スペシャルの為、販売商品と異なる仕様がございます。 ＊この車両は東京モーターサイクルショー用スペシャルの為、販売商品と異なる仕様がございます。 ＊この車両は東京モーターサイクルショー用スペシャルの為、販売商品と異なる仕様がございます。

マフラー、ブレーキ等をパフォーマンスアップ。
愛車の性能をさらに引き出します。

ラウンドさせた独自のデザインで優れた空力特性を実現。座圧分散、振動軽減、ゲル内蔵のバイク用座布団。
取付は簡単ベルクロテープで巻き付けるだけ。

ラウンドさせた独自のデザインで優れた空力特性を実現。
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R1200GS NINJA250NINJA1000

ハードケース、ゲルザブ装着で快適ツーリングリミテッドに。ツーリングアイテム

ハンドル・ステップ位置、車高等を自分に合わせることでゆとりができ
安全で快適なツーリングが楽しめます。ポジション改善アイテム パフォーマンスアイテム

ヘプコ&ベッカー ツールケース　

軽量オフロードモデル用左側サイドケース。
キャリアはC-BOWタイプで外した後もスッキリで
す。着脱は簡単キー一本です。ケース内装クッショ
ンを自在にアレンジできるのでさまざまな用途にお
使い頂けます。

※参考出品です。

アリート グリップ トリニティ

3種類の素材で構成されたカラフルなグリップ。
エンド部は簡単にカットでき、ブッシュガードの装着
にも便利です。

品番：02614GRRN
価格（税込）￥2,625　価格（本体）￥2,500

エフェックス ハンドルバー オフロード

オフロードタイプは絞りを浅くしたワイド仕様、
ケーブル類の交換は不要です。
＊画像はオフロードタイプ（ブラック）の装着画像です。

車種：CRF250L　
品番：�ブラック� PBH187OF-K　�

ガンメタ� PBH187OF-M　�
シルバー� PBH187OF-S

価格（税込）￥5,565　価格（本体）￥5,300

スウェッジライン フロントホースキット 
ステンレス/ ブラックホース

ダイレクトなブレーキ操作はもちろん。カシメることで、
安全性を向上させています。その他カラーバリエーショ
ンはゴールド/ブラック、メッキ/ブラック、ゴールド/ブ
ルー、レッド/ブルー、メッキ、ブラックがあります。

車種：CRF250L　品番：STFB187
価格（税込）￥12,600　価格（本体）￥12,000

ヘプコ&ベッカー 
アルエクスクルーシブ トップケース 30

RIMOWA に゙よるカスタムメイド。高品質で軽量なアルミアウ
トシェル構造。防水性にも優れ雨や水の浸入を防ぎます。
※装着の際はトップケースキャリア、トップケース装着用ステー
ベース HBS181-BS 価格（税込）￥7,350 が必要です。

車種：汎用　品番：610069-0000
価格（税込）￥54,390　価格（本体）￥51,800

プロト ローダウンキット

サスペンションリンクを交換することで停車時の足
つき性が向上します。
スチール／亜鉛メッキ ベアリング内蔵。
シート高20mmダウン。

車種：CRF250L　品番：PHA187D
価格（税込）￥15,750　価格（本体）￥15,000

プロト×アファム ドライブキット

純正丁数のAFAMスプロケット フロント&リアと
チェーンをひとつにした便利なセットです。

車種：CRF250L　品番：PAD-022
価格（税込）￥17,220　価格（本体）￥16,400

プロト アンダーガード

エンジン下部を飛び石や障害物から守り、破損によ
るトラブルを防止。強固なアルミニウム板を採用。
表面にヘアライン加工を施しています。
※写真は試作品です。

車種：CRF250L　品番：PUG187
価格（税込）￥19,425　価格（本体）￥18,500

エフェックス ゲルザブ D

長距離走行を快適にするゲル内蔵座布団ゲルザ
ブD。『座圧分散』『振動軽減』というエクスジェル
の特性と、『取付け簡単』『足つき良好』といった 
ゲルザブをオフロードバイク用に特化させました。

車種：汎用　品番：EHZ2836
価格（税込）￥10,500　価格（本体）￥10,000

K&N オイルフィルター

優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィル
ターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向
上させます。

車種：CRF250L　品番：KN-112
価格（税込）￥892　価格（本体）￥850

参考出品

フォークガード
マフラーガード
バーパッド

参考出品

スプロケットガード
マスターシリンダーカバー
チェーンケース

ハードケース、大型シールド装着で快適ツーリングリミテッドに。ツーリングアイテム

ドレスアップパーツで愛車を個性的にドレスアップ

ドレスアップパーツで愛車を個性的にドレスアップ

マフラー、ブレーキ等をパフォーマンスアップ。
愛車の性能をさらに引き出します。パフォーマンスアイテム

MRA X-クリーン クリア

スクリーンエンド部分に角度、高さ調整可能な可変
フラップを装備。優れた風防効果を実現。ロング
ツーリングに最適。スモークの設定もあります。

車種：R1200GS�04-12　
品番：�クリア� XCM709C�

スモーク�XCM709S
価格（税込）￥24,150　価格（本体）￥23,000

ヘプコ&ベッカー ケースホルダー

車種専用ステー。エクスプローラーケースシルバーは別売りです。
ケースセット左右 HBS-XPR-SS-S 
価格（税込）￥86,100 
左右･トップセット HBS-XPR-ALL-S 
価格（税込）￥131,250　　

車種：R1200�GS�08-12
サイドケースホルダー�シルバー品番：650655-0009��
価格（税込）￥40,215　価格（本体）￥38,300
トップケースホルダー�シルバー品番：650655-0109
価格（税込）￥23,520　価格（本体）￥22,400�

バグスター タンクバッグ

タンクに被せるアクセサリーカバー。
イメージチャンジはもちろん、別売りで専用タンク
バッグも取り付け可能です。

車種：R1200�GS�04-07　黄/薄灰�品番：1489A��
価格（税込）￥28,644　価格（本体）￥27,280
車種：R1200�GS�08-12　黒�品番：1564U��
価格（税込）￥28,644　価格（本体）￥27,280

ヘプコ&ベッカー アンダーガード

エンジン下部を飛び石や障害物から守り、破損によ
るトラブルを防止。

車種：R1200GS�08-12　品番：810637
価格（税込）￥26,250　価格（本体）￥25,000

MRA ヴァリオスクリーン　スモーク

上下2枚のスクリーンはスライドさせることで高さ
を調整することで、空力特性をコントロール。
街乗りからツーリングまでを可能にしました。
＊スモークスクリーンのみの設定

車種：R1200GS�04-12　品番：MV709
価格（税込）￥23,100　価格（本体）￥22,000

エフェックス EZ-FITテーパーバー アルミ

車種専用ハンドル、グリップ部分が7mm手前上に移動
したリラックスポジション。※スイッチ/ハンドガード穴
加工済み、純正ハンドルガード取付が装着可能です。

車種：R1200GS�08-12　
品番：ブラック�EBTF910S　シルバー�EBTF910K�
価格（税込）￥15,750　価格（本体）￥15,000

アクラポヴィッチ スリップオン 楕円チタン e1 

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。レース専用部品です。

車種：R1200GS�10-12　
品番：S-B12SO7-HLT
価格（税込）￥103,950　価格（本体）￥99,000

ヘプコ&ベッカー タンクガード

アドベンチャー感を演出するアクセサリーパーツ。

車種：R1200GS�08-12　
シルバー品番：502926-0009
価格（税込）￥30,135　価格（本体）￥28,700
ブラック品番：502926-0001
価格（税込）￥28,665　価格（本体）￥27,300

ヘプコ&ベッカー アルエクスクルーシブ
トップケース30・サイドケース30 
左右セット シルバー

リモワによるカスタムメイドアイテム。
サイドケース左右･トップケース30セット 
HBS-EXV30-ALL　価格（税込）￥168,000 

車種：汎用　品番：HBS-EXV-SS
価格（税込）￥117,600　価格（本体）￥112,000

K&N リプレイスメント エアフィルター

純正エレメントと交換するタイプのエアフィルター。
専用ケミカルでのメンテナンスでロングライフに使
用可能です。

車種：R1200GS�04-12　品番：BM-1204
価格（税込）￥8,400　価格（本体）￥8,000

ヘプコ&ベッカー エンジンガード

アドベンチャー感を演出するアクセサリーパーツ。
ブラックの設定もございます。

車種：R1200GS�08-12　
シルバー品番：502918-0009
価格（税込）￥33,600　価格（本体）￥32,000�
ブラック品番：502918-0001
価格（税込）￥30,975　価格（本体）￥29,500

K&N オイルフィルター

優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィル
ターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向
上させます。

車種：R1200GS�04-12　品番：KN-164
価格（税込）￥2,100　価格（本体）￥2,000

サイドケース�30

トップケース�30

ポジション改善アイテム

ポジション改善アイテム

マフラー、ブレーキ等をパフォーマンスアップ。愛車の性能をさらに引き出します。パフォーマンスアイテム

プロト セパレートハンドル

サーキットライディングに最適なポジションが得られます。対ノーマル比約
55mm/50mmダウン（5mmスペーサー有）のポジションが選べ、クラン
プ部前方に2mmオフセット。ハンドルバーウエイト、ストッパー付。

車種：Ninja250R�09-12/Ninja250�13　品番：PSH726
価格（税込）￥24,150　価格（本体）￥23,000

エフェックス ローダウンキット

サスペンションリンクを交換することで停車時の足つき性が向上します。
シート高20mmダウン。

車種：Ninja250R�09-12/Ninja250�13
品番：PHA748D
価格（税込）￥8,925　価格（本体）￥8,500

NOJIMA DLCチタン フルエキゾースト

車種：Ninja250�13　品番：開発中

MRA スクリーンレーシング クリア

車種：Ninja250�13　品番：MR658C
価格（税込）￥14,700　価格（本体）￥14,000

スパイス タクティカルステップ

1ポジション　20mmバック/25mmアップ

車種：Ninja250R�08-12/Ninja250�13
品番：0102BS1K203B
価格（税込）￥33,600　価格（本体）￥32,000�

アクラポヴィッチ スリップオン ヘキサゴナルチタン

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。カーボンの設定もあります。
レース専用部品です。

大人のツヤ黒ＤＬＣチタンサイレンサーがミドルクラスに新登場！
クラスを超えた存在感がNinja250を新たなステージへ。
JMCA認定　政府認証

車種：Ninja250�13　品番：S-K3SO1-ZT
価格（税込）￥65,100　価格（本体）￥62,000

エフェックス ゲルザブ R ユニバーサル

車種：汎用　品番：EHZ3030R
価格（税込）￥9,975　価格（本体）￥9,500

スウェッジライン フロントホースキット 赤&黒/クリアホース

装着することでダイレクトなブレーキタッチを可能にします。その他カ
ラーバリエーションはゴールド/ブラック、メッキ/ブラック、ゴールド/ブ
ルー、レッド/ブルー、メッキ、ブラック、ステンレス（価格別）があります。

車種：Ninja250�13　品番：RAF748
価格（税込）￥8,925　価格（本体）￥8,500

MRA スクリーンレーシング ブラック

車種：Ninja250�13　品番：MR658K
価格（税込）￥17,850　価格（本体）￥17,000

ハードケース、大型シールド装着で快適ツーリングリミテッドに。ツーリングアイテム

ハンドル・ステップ位置、車高等を自分に合わせることでゆとりができ安全で快適なツーリングが楽しめます。

ハードケース、大型シールド装着で
快適ツーリングリミテッドに。ツーリングアイテム

ドレスアップパーツで愛車を個性的にドレスアップ

ハンドル、車高等を自分に合わせることで
ゆとりができ安全で快適なツーリングが楽しめます。ポジション改善アイテム

マフラー、ブレーキ等をパフォーマンスアップ。愛車の性能をさらに引き出します。パフォーマンスアイテム

エフェックス ローダウンキット

車高を下げることで足つき性を改善します。
Ninja1000 11 シート高 純正比15mmダウン

車種：NINJA1000�11-　品番：PHA739D
価格（税込）￥7,875　価格（本体）￥7,500

LSL アジャスタブルレバー

しっかりしたクリック感のあるアジャストシステムで、レ
バー位置の調整が可能！＊＊には色コードが入ります。

（ブラック=SW、シルバー=SI、ゴールド=GO）

車種：NINJA1000�11-/ABS
品番：�ブレーキ�200-R21＊＊�

クラッチ� 200-L17＊＊
価格（税込）￥13,440　価格（本体）￥12,800

アファム リアスプロケット 525-41T

軽量アルミスプロケット(リア)純正比重量1/3。
熱処理とハードアルマイトを施すことで表面強度を
高めると同時に高級感のある仕上がりです。

車種：NINJA1000�11-　品番：17610-41
参考価格（税込）￥9,345　参考価格（本体）￥8,900

スウェッジライン フロントホースキット 
トライピース ステン/クリアホース

スウェッジラインプロは、テフロンホース(ステンメッシュカ
バー)を採用することで、ダイレクトなブレーキタッチを可能
にします。さらに純正品と同じくカシメることはもちろん、車
種専用ステーの採用により、安全性を向上させています。

車種：NINJA1000�11-　品番：STP739FT�
価格（税込）￥23,625　価格（本体）￥22,500�

LSL マウンティングキット

LSLクラッシュパッドは、2つの異なる素材により、
スライダーにカスタム性がプラスされました。
別売りクラッシュパッド(各色価格（税込）￥8,400
～)が必要となります。

車種：NINJA1000�11-　品番：550K138.1
価格（税込）￥15,225　価格（本体）￥14,500

プロト×ブレンボ FB-KITフルキット

ブレンボキャリパー、マスターをボルトオンで取り付
けできる車種別キット。

車種：NINJA1000�11-　品番：BPF739
価格（税込）￥185,010　価格（本体）￥176,200�

NOJIMA DLCチタン 
スリップオン ツイン ローマウント

純正パニアケースに対応したローマウントタイプ。
JMCA認定　車検対応

車種：NINJA1000�11-　
品番：NT634SGTDWP-CLK
価格（税込）￥168,000　価格（本体）￥160,000

MRA スクリーンレーシング スモーク

ラウンドさせた独自のデザインで優れた空力特性
を実現。クリアもあります。

車種：NINJA1000�11-　
クリア品番：MR648C　スモーク品番：MR648S�
価格（税込）￥14,700　価格（本体）￥14,000�

NOJIMA アンダーカウル

右純正マフラーガード取り外し。左側は純正カウルに
タッピングビス固定。純正及びノジママフラー装着可。

車種：NINJA1000�11-　
FRP白ゲル仕上げ�品番：NCW634UC-WT
価格（税込）￥29,400　価格（本体）￥28,000
FRP黒ゲル仕上げ�品番：NCW634UC-BK
価格（税込）￥32,550　価格（本体）￥31,000
カーボン平織り�品番：NCW634UC-CF
価格（税込）￥50,400　価格（本体）￥48,000
カーボン綾織り�品番：NCW634UC-CFA
価格（税込）￥53,550　価格（本体）￥51,000

NOJIMA リアフェンダー

純正比約70mmロング。社外ステップ装着時は
干渉部要加工の場合があります。

車種：NINJA1000�11-　
FRP黒ゲル仕上げ�品番：NCW634RF-BK
価格（税込）￥17,850　価格（本体）￥17,000
カーボン平織り�品番：NCW634RF-CF
価格（税込）￥29,400　価格（本体）￥28,000
カーボン綾織り�品番：NCW634RF-CFA
価格（税込）￥32,550　価格（本体）￥31,000

NOJIMA フロントフェンダー

個性を主張するエアロデザインフェンダー。

車種：NINJA1000�11-　
FRP白ゲル仕上げ�品番：NCW634FF-WT
価格（税込）￥17,325　価格（本体）￥16,500
FRP黒ゲル仕上げ�品番：NCW634FF-BK
価格（税込）￥18,375　価格（本体）￥17,500
カーボン平織り�品番：NCW634FF-CF
価格（税込）￥29,400　価格（本体）￥28,000
カーボン綾織り�品番：NCW634FF-CFA
価格（税込）￥30,450　価格（本体）￥29,000

ヘプコ&ベッカー 
サイドケースホルダー ブラック

サイドケース用キャリアセット。
写真のジュニアフラッシュサイドケースは別売り
610233-0009　価格(税込)￥61,950

車種：NINJA1000�11-　品番：6502514-0001
価格（税込）￥37,065　価格（本体）￥35,300�

PLOT CUSTOM DIVER     ADVENTURE アドベンチャー PLOT CUSTOM DIVER     ADVENTURE アドベンチャー PLOT CUSTOM DIVER     SPORTS TOURING スポーツ ツーリング

＊この車両は東京モーターサイクルショー用スペシャルの為、販売商品と異なる仕様がございます。 ＊この車両は東京モーターサイクルショー用スペシャルの為、販売商品と異なる仕様がございます。 ＊この車両は東京モーターサイクルショー用スペシャルの為、販売商品と異なる仕様がございます。 ＊この車両は東京モーターサイクルショー用スペシャルの為、販売商品と異なる仕様がございます。

マフラー、ブレーキ等をパフォーマンスアップ。
愛車の性能をさらに引き出します。

ラウンドさせた独自のデザインで優れた空力特性を実現。座圧分散、振動軽減、ゲル内蔵のバイク用座布団。
取付は簡単ベルクロテープで巻き付けるだけ。

ラウンドさせた独自のデザインで優れた空力特性を実現。
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