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プロト×ハチプロデザイン デカールキット　モンスター グリーン

車種：Ninja250 13　品番：PDK748M-G
価格（税込）￥23,100　価格（本体）￥22,000

プロト×ハチプロデザイン
デカールキット　
モンスター レッド

車種：Ninja250 13　
品番：PDK748M-R
価格（税込）￥23,100　
価格（本体）￥22,000

プロト×ハチプロデザイン
デカールキット　
モンスター ブルー

車種：Ninja250 13　
品番：PDK748M-B
価格（税込）￥23,100　
価格（本体）￥22,000

プロト×ハチプロデザイン デカールキット　プロトたん グリーン

車種：Ninja250 13　品番：PDK748P-G
価格（税込）￥23,100　価格（本体）￥22,000

プロト×ハチプロデザイン デカールキット　プロトたん レッド

車種：Ninja250 13　品番：PDK748P-R
価格（税込）￥23,100　価格（本体）￥22,000

プロト×ハチプロデザイン デカールキット　プロトたん ブルー

車種：Ninja250 13　品番：PDK748P-B
価格（税込）￥23,100　価格（本体）￥22,000

モンスターとソードが左右非対称でデザインされています。
Ninja250 13 専用デカールキットです。

プロトオリジナルキャラクターを配したプロト×ハチプロデザインのデカールキット。 
Ninja250 13 専用デカールキットです。

PLOT×ハチプロデザイン デカールキット登場！
プロトオリジナルキャラクター プロトたんが疾走するスピード感溢れるデザインと
モンスターのファンタジックな左右非対称デザインのラインナップ。



数量限定

新色ホワイトに
お得な

3BOXセットが
登場！！

＊ケース装着には車種専用キャリアが必要です。
＊トップケースJOURNEY TC42 品番：610085-0003　サイドケースJOURNEY SC42左右 品番：610080-0003 で単品設定もございます。

品名 品番 価格（税込）価格（本体）

バグスター&PLOT
サドルバッグサポートセット

車種
ZRX1200DAEG 10-13
NINJA1000/Z1000 10-13/NINJA400R 10-13
NINJA250R 08-12
NINJA250 13

BAPS730
BAPS733
BAPS726
BAPS748

¥27,405
¥26,271
¥25,137
¥26,271

¥26,100
¥25,020
¥23,940
¥25,020

人気のJOURNEY トップケース42、サイドケース42左右
サイドケースにもヘルメットが入る
大容量と優れたデザイン性

バグスタースプリント（グリーン限定カラー）
 ＋プロトサドルバッグサポートセット

BAGSTER サドルバッグ スプリント

左右セット　限定ライムグリーン
スタイリツシュなデザインのサドルバッグ。
サイドジッパーで21L～30Lに容量アップ。

品名 品番 価格（税込） 価格（本体）
DLCチタン フルエキゾースト

車種
Ninja250

年式
13- （型式JBK-EX250L）NT646GTD-CLK ¥113,400 ¥108,000

フルエキゾーストならではの全域でのパワーアップはもちろん、
厳しい加速騒音規制もクリアした安心のJMCA認定品です。
エントリーライダーからベテランライダーまで幅広く楽しんでいただける一本です。
集合部以降にチタンパイプを使用する事で、チタンならではの美しい焼き色と
純正マフラー約6.6kgに対しノジマは約2.9kgと軽量な為、スポーツライディングにも貢献。

ノジマDLCチタンNinja250用 好評発売中！

品名 品番カラー 価格（税込） 価格（本体）
HEPCO&BECKER JOURNEY　トップケース42+サイドケース42左右　3BOXセット ブラック×ホワイト HBS-JOU-ALL-W ¥89,040 ¥84,800

単品価格より
5,670円お得に



品名 品番重量 価格（税込）価格（本体）
マイクロレギュレーターストーブ　ウインドマスター SOD-310
パワーガス250トリプルミックス キャンペーンセット ※
SOD-310用4本ゴトク SOD-460
パワーガス250トリプルミックス SOD-725T
パワーガス105トリプルミックス SOD-710T

67g（バーナー＋3本ゴトク）

27g（4本ゴトクのみ）
NET/230g
NET/105g

備考

SOD-725T（キャンペーンセット）・3本ゴトク・専用収納ケース付

4本ゴトクのみ

成分：プロパン・イソブタン・ノルマルブタン配合のパワーガス

P055-1076

P053-5206
P043-0408
P047-0931

¥8,820

¥1,575
¥630
¥546

¥8,400

¥1,500
¥600
¥520

SOTO 
マイクロ
レギュレーター
ストーブ 
ウィンドマスター

誕生風に強く、
寒さに強いストーブ

SOD-310 標準3本ゴトク取付時

3本ゴトクサイズ
外径100mm

標準セット 別売オプション
4本ゴトクサイズ
外径144mm

内径47mm 内径47mm

SOD-310収納ケース

■標準付属品

3本ゴトク 収納時

3本ゴトク 展開時

４本ゴトク装着時

●寸　法 幅47×奥行90×高さ88mm
 幅90×奥行117×高さ100mm（バーナー＋ゴトク使用時） ※1
 幅94×奥行10×高さ35mm（ゴトクのみ収納時）

●重　量 60g＜標準セット3本ゴトク使用時＞
 67g（バーナー＋ゴトク） 7g（ゴトクのみ）

●発熱量 3.3kW（2,800kcal/h） ※2

●使用時間 約1.5時間（SOD-725T使用時）、約0.8時間（SOD-710T使用時） ※3

●材　質 バーナー・ゴトク・器具栓つまみ：ステンレス、点火スイッチ：樹脂

●付属品 3本ゴトク・専用収納ケース　【4本ゴトク別売】

※1 ゴトクの取り付け位置により若干異なります。
※2 気温25℃無風状態で点火後から5分間の燃焼データより算出。
※3 気温25℃無風状態で点火後から30分間の燃焼データより算出。

SOD-310 製品仕様

独自のバーナーヘッド構造とマイクロレギュレーター機構を融合。
風にも寒さにも耐えるストーブが誕生しました！

寒さに強い「マイクロレギュレーター搭載シリーズ」に優れた耐風性を備えたストーブが加わりました。
風防を使うことなく、風の強い場所で使用してもバーナーの炎が流れにくく短時間で水を沸騰させること
が可能です。また、寒さにも強く外気温が20℃であっても－5℃であっても変わらない2,800kcal/hの
火力を発揮します。

マイクロレギュレーターストーブ 
ウインドマスターはゴトクが着脱式です。
自分にあったストーブ選びのポイントのひとつに「ゴトクの形状」が
あります。マイクロレギュレーターストーブ ウインドマスターは、ゴト
クを着脱式にしました。本体には「小型3本ゴトク」が標準セットされ
ていますが、別売の「大型4本ゴトク」を取付けることで鍋が安定して
調理しやすくグループ山行でも使いやすいストーブとしてお使いい
ただくことができます。

SOD-310 製品概要

SOD-310キャンペーン

マイクロレギュレーターストーブ ウインドマスター 
SOD-310をキャンペーン期間中のご注文で

パワーガス250トリプルミックス 
SOD-725Tをもれなくプレゼント！

キャンペーン期間：平成25年5月20日～平成25年7月20日（受注分）

※専用品番でご注文下さい。（通常品番 P053-5205 でのご注文ではSOD-725Tはセットされません）

Wind Master
M I C R O  R E G U L A T O R  S T O V E

S O D - 3 1 0

独自のバーナーヘッド構造と
マイクロレギュレーター機構を融合。
風にもL寒さにも耐えるストーブが誕生しました。

風に強い 燃焼構造
独自のバーナーヘッド構造はフチが高く迫り上がった「すり鉢状」です。この形状によ
りバーナーヘッドの上部に横風が入り込みにくくなっています。またバーナーヘッド中
央のくぼみへ燃焼に必要な二次空気を取り込みことでガスを完全燃焼させます。

寒さに強い 燃焼構造

①側面が高い「すり鉢状」のバーナー
ヘッドにすることで、横からの風の
浸入を防ぎます。

②更にバーナーヘッドのフチをリング
状に立ち上げることで風防効果を
高めています。側面に広がらない炎
のためフチに炎が干渉しません。

③一次空気をバランスよくガスに配
合させたのちに、バーナーヘッド中
心のくぼんだスペースに二次空気
を取り込むことで、完全燃焼の炎を
作り出します。

外気温に左右されにくい火力。
マイクロレギュレーター搭載により、外気温に左右
されにくい安定した火力を発揮します。外気温が
20℃の時も - 5 ℃の時も変わらない火力
(2,800kcal/h)を維持します。また、マイクロレ
ギュレーター式バルブは従来のニードル式に比
べ、火力調整の幅が大きくアップしています。その
ため、強火～とろ火までの火力調整を繊細に行う
ことが可能です。

強風時にも炎の中心がほとんど流さ
れず、鍋底の中心を加熱し続け短時
間で水を沸騰させることができます。
風が強い山や海などでも無駄なガ
スの消費を抑えることができますの
で、パッキングするガスの量を減らし
荷物の軽量化にもつながります。

■別売オプション

SOD-460 ４本ゴトク



品名 品番仕様 価格（税込） 価格（本体） 備考

NASERT-R　Evolution　レーシングマフラー ＊

NASERT　Evolution　フルエキゾースト

NASERT　Evolution　スリップオン

ハイパーバンク　

フェンダーレスキット
ハンドルアップスペーサー
ローダウンリンクプレート
レーシングスタンドフック

TI/TI
TI/BL
TI/TI
TI/BL
TI/TI
TI/BL
固定式ステップ
可倒式ステップ

シャンパンゴールド
アルミ製
アルミ製

P055-1096
P055-1097
P055-1089
P055-1090
P055-1091
P055-1092
P032-0667
P034-1933
P055-1095
P033-0402
P033-0634
P055-1094

¥129,150

¥129,150

¥78,750

¥54,600
¥58,275
¥18,900
¥6,300
¥7,350
¥16,800

音量：5,500ｒｐｍ/96db　8,500rpm/103db
重量：2.5kg（STD6.2kg）

音量：92db(JMCA認証）
重量：2.5kg（STD6.2kg）

音量：90db(JMCA認証）
2.0kg（STD4kg）

ポジション（BACK/UP）
30/22, 42/16, 40.5/28, 52.5/25mm
純正リフレクター使用可
ハンドルポジション5～10ｍｍアップ
シート高約20mmダウン

¥123,000

¥123,000

¥75,000

¥52,000
¥55,500
¥18,000
¥6,000
¥7,000
¥16,000

＊レーシング専用サイレンサーステー付属（タンデム不可）、マフラー本体の研磨及び焼き色処理はありません。

カワサキワークスTeamGreen（ZX-10R）の
採用品と同形状のサイレンサー！
新世代Evolutionマフラー遂に始動！

車種 シリーズ フロント品番 価格（税込）価格（本体）
FLSTF FAT BOY 07-11 / FLSTN SOFTAIL DELUXE 05-11
FXDL DYNA LOW RIDER 00-06

FLHR/I ROAD KING 00-07 / FLTR/I ROAD GLIDE 00-07
FLHTCU ELECTRA GLIDE U.CLASSIC 07-08

FXDWG DYNA WIDE GLIDE 83-99
FXR1340 SUPER GLIDE 82-99 / FLSTC HERITAGE SOFTAIL 89-99

FLHR/I ROAD KING 98-99 / FXRT1340 SPORT GLIDE 87-99
FXSTS1340 SPRINGER SOFTAIL 89-99

XL883 SPORTSTER CUSTOM 04-10
XLH883 SPORTSTER 00-06 / XLH1200 SPORTSTER 00-03

XL1200L SPORTSTER LOW 07-13 / XL883L SPORTSTER LOW 11-13
XL1200 SPORTSTER N NIGHTSTER 07-13

XR1200 08-10 / XR1200X 10-13
XL883R ROADSTER 10-13

XLH1200 SPORTSTER 00-03 / XLH883 SPORTSTER 00-06
XL883 SPORTSTER CUSTOM 04-10

HUMMER

HUMMER

HUMMER

HUMMER

HUMMER

SK2

SK2

SK2

P055-1021

P055-1021
P055-1024

P055-1019

P055-1019
P055-1023

P055-1021

P055-1026

P055-1026
P055-1027

P055-1026

¥29,295

¥29,295

¥29,295

¥29,295

¥29,295

¥29,925

¥29,925

¥29,925

左
右

左
右

左
右

¥27,900

¥27,900

¥27,900

¥27,900

¥27,900

¥28,500

¥28,500

¥28,500

シリーズ リア品番 価格（税込）価格（本体）

HUMMER

HUMMER

HUMMER

HUMMER

HUMMER

W-FIX

W-FIX

W-FIX

P055-1022

P055-1022

P055-1020

P055-1020

P055-1025

P055-1028

P055-1028

P055-1029

¥29,295

¥29,295

¥29,295

¥29,295

¥29,295

¥20,895

¥20,895

¥22,995

¥27,900

¥27,900

¥27,900

¥27,900

¥27,900

¥19,900

¥19,900

¥21,900

ＢＲＡＫＩＮＧの代名詞ともなった「ＷＡＶＥディスクローター」は、独特のウェーブ形状によって、
①パッドへの面圧アップによる高い制動性能、②軽量化によるハンドリングの向上、③外周面積増による高い放熱性、
④セルフクリーニングによる安定した制動力などの効果を高い次元で実現しています。

先進のＷＡＶＥテクノロジーとカスタムデザインから生まれた
ハーレー用ブレーキディスクローターが登場！
カスタム系『HUMMER』シリーズと、パフォーマンス系『SK2 & W-FIX』シリーズで、
80年代以降の多くのモデルに適合する充実のラインアップ。

カスタム系クルーザーに最適な
ポリッシュ仕上げとウェーブ形状

フローティング構造のインナーにアウタ
ーと同じステンレス素材を使用し、両方
をポリッシュ加工によって鏡面仕上げし
ています。

◆ＨＵＭＭＥ（ハマー） シリーズ

パフォーマンスを追求した
スポーツデザイン･ディスクローター

第２世代へと進化したBRAKING 
トップモデルの高性能ディスクローター。
インナーにはアルミ合金＆高耐久性アノダイ
ズド処理を採用することで軽量化を実現。

◆ＳＫ２ シリーズ

ＷＡＶＥコンセプト採用の
リジット･ディスクローター

スタンダードなリジット構造ながら、ウェー
ブ形状によって求められる制動能力をバ
ランスよく発揮します。フロントブレーキに
ＳＫ２、リアにＷ－ＦＩＸのコンビネーション
が効果的で、デザインもマッチします。

◆Ｗ－ＦＩＸ シリーズ

ラインナップの詳細については、販売元のHP（http://www.moto-mart.co.jp/）をご覧ください。



＊ 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

メーカー 車種
品番 価格（税込） 価格（本体）

マツダ CX-5（2WD）

型式

KEEFW/KE2FW

スチール

ST4720N ￥23,625 ￥22,500
品番 価格（税込） 価格（本体）

ステンレス

SW4720N ￥31,500 ￥30,000

MAZDA CX-5（KE#FW）用
ブレーキホース発売！

品名 品番車種 価格（税込） 価格（本体）
グランドエフェクターGE1（フロント用）

メーカー
マツダ CX-5（2WD、4WD）

型式
KEE#W/KE2#W DGE4720 ￥15,750 ￥15,000

品名 品番 価格（税込）価格（本体）
NEOPLOTヘルメットバッグ リュックサックタイプ

※4WD車は未確認です

カラー
ブラック

備考
BAGSTER社とのコラボレートモデルでNEOPLOTロゴは刺繍ですNP00290 ￥4,200 ￥4,000

ステンレスメッシュ・ブレーキホース
コントロール性向上
ホースの膨張を抑えることで、
より正確なブレーキコントロールが可能に！

信頼の日本製
JIS規格（D2601）をクリアした高い安全性と
設計から生産までを国内で一貫して管理！

対応車種300車種以上
幅広いラインナップは豊富なノウハウの証！

CX5（KE##W）
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。

NEOPLOTヘルメットバッグ

＊6月初旬デリバリー開始予定

フランスBAGSTER社とのコラボレートモデルのヘルメットバッグ
です。大切なヘルメットの傷つきを防止するため内側にベロア調素
材を採用。立体的に開閉できるジッパータイプのため、ヘルメットの
出し入れが簡単にできます。またリュックサックタイプですので持ち
運びにとても便利です。

BAGSTER（バグスター）社は、オートバイ用タンクカバーやライダー用品で
実績のあるフランスのメーカーです。 
＊本製品は、フランスBAGSTER社製です。

サーキットユーザーの必需品！

＊6月初旬デリバリー開始予定



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

5月1日 ： メッツラータイヤ　5月21日 ： ヨシムラ（MJNインナーキットなど）　6月15日 ： ヨシムラ（カムシャフトなど）価格改定のお知らせ

車種 年式 品名 品番サイレンサー 価格（税込） 価格（本体）
CBR1000RR（型式：EBL-SC59） ※ABS共通  国内仕様専用 08-13 スリップオンライン JMCA認定 専用チタン S-H10SO6T-HTT/2JP ¥165,900 ¥158,000

車種 タイプ 品番カラー 価格（税込）価格（本体）
ドラッグスター400/クラシック フルシステム

年式
96-13

品名
ビッグラディウス2-1 クローム 28503 オープン

※キャブ車/インジェクション車共通 O2センサー取付口有（キャブ車へ取付の際は付属のメクラボルトを使用します。）

※排気バルブ、キャタライザー内蔵（排ガス成績証付属）　近接排気音量93db

※画像はイメージになります

BIG RADIUS 2-INTO-1（ビッグラディウス2-1）

YAMAHA ドラッグスター400（96-13）用マフラー
日本限定発売開始！

アメリカ本国では流通していないドラッグスター400インジェクションモデル用
マフラーを日本専用設計！バンス＆ハインズ総輸入元であるプロトが日本限定販
売いたします。
400ccのオートバイ用とはいえ、「バンス＆ハインズ」ブランドである以上サウ
ンド、パワーはもちろん、デザインも最高品質です。是非クルーザーの本場
「U.S.A」のクオリティーを体感して下さい

一般公道使用不可

チタンサイレンサーのみの設定です。

JMCA認定 車検対応

各国のワークスチームに採用され、世界のサーキットで戦うアクラポヴィッチエキゾースト。
その高い走行性能と、洗練されたデザインを一般公道でも存分に味わえる車検対応ラインナップに

CBR1000RR（08-13）用が新登場！

CBR1000RR用JMCAスリップオン登場！

RAM MOUNTS  ラムマウント
バイクで釣りに出かけよう！

品名 品番 備考価格（税込）価格（本体）
フィッシングロッドホルダー

車種
汎用 レールベース付きのフィッシングロッドホルダーです。　ロッドホルダー部内径φ43　レールベース部φ22.2P054-4653 ¥5,985 ¥5,700

●走行中はマウント対象物、ラムマウント製品の操作を行わないでください。　●ナビ等マウント対象物の脱落時落下防止のため、ストラップ等によりマウント対象物と車両本体をつないでください。
●装着にあたっては、各取付け部、調整部に「ゆるみ止め接着剤」等を使用するなどし確実に固定してください。　●走行前、休憩時には各部の固定にゆるみがないか点検してください。
●装着時または装着後、振動、脱落により、ナビ等マウント対象物、ラムマウント製品、車両本体が破損した場合、株式会社プロトは補償できません。ご了承ください。

注意事項

数量
限定
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