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ラムマウント U字Xグリップセット

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

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。

ヘプコ&ベッカー アンダーガード

車種：R1200GS 13　シルバー 800665-0009
価格（税込）￥13,230　価格（本体）￥12,600

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。

ヘプコ&ベッカー エクスプローラー

車種：汎用　
サイドケースセット シルバー 30左右セット HBS-XPR-SS-S
 ブラック 30左右セット HBS-XPR-SS-B 
価格（税込）￥86,100 　価格（本体）￥82,000
左右･トップセット 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

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
ルミシェルには防振素材のコンビネーション。

ヘプコ&ベッカー アルエクスクルーシブ

車種：汎用
サイドケース30左右セット HBS-EXV-SS
価格（税込）￥117,600　価格（本体）￥112,000
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　価格（本体）￥160,000
サイドケース左右･トップケース45セット HBS-EXV-ALL
価格（税込）￥173,250　価格（本体）￥165,000

リモワによるカスタムメイドアイテム。

ヘプコ&ベッカー タンクガード

車種：R1200GS 13　
シルバー 502665-0009
価格（税込）￥34,440　価格（本体）￥32,800
アントラサイト 502665-0001
価格（税込）￥33,075　価格（本体）￥31,500

ヘプコ&ベッカー エンジンガード

車種：R1200GS 13　
シルバー 501665-0009
価格（税込）￥36,225　価格（本体）￥34,500
アントラサイト 501665-0001
価格（税込）￥34,755　価格（本体）￥33,100

K&N オイルフィルター

車種：R1200GS 04-13　品番：KN-164
価格（税込）￥2,100　価格（本体）￥2,000

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。

ヘプコ&ベッカー ヘッドランプガード

車種：R1200GS 13　品番：700665
価格（税込）￥13,440　価格（本体）￥12,800

ヘッドランプを虫や障害物から守り、破損によるトラブルを防止。

ヘプコ&ベッカー イオンブルーフローターフォグランプ

車種：汎用　品番：730105
価格（税込）￥38,640　価格（本体）￥36,800

エフェックス 
EZ-FITテーパーバー アルミ

車種：R1200GS 13　シルバー・ブラック
予定価格（税込）￥15,750

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。

アクラポヴィッチ スリップオン 
楕円チタン e1 

車種：R1200GS 13　品番：S-B12SO10-HAAT
価格（税込）￥122,850　　価格（本体）￥117,000

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。レース専用部品です。

ヘプコ&ベッカー ケースホルダー
車種専用ステー

車種：R1200 GS 13
サイドケースホルダー
シルバー 650665-0009　アントラサイト 650665-0001 
価格（税込）￥43,155　価格（本体）￥41,100
トップケースホルダー
シルバー 650665-0109
価格（税込）￥28,140　価格（本体）￥26,800
ブラック 650665-0101
価格（税込）￥25,830　価格（本体）￥24,600

開発中

MRA  X-creenスポイラー ユニバーサル

車種：汎用　クリア XCA-C　スモーク XCA-S
価格（税込）￥13,650　価格（本体）￥13,000

可変スポイラーを純正スクリーンやMRAスクリーンに装着するこ
とで、さらなる風防効果が得られます。取り付けはX-creenマウン
ティングキット（別売り）価格（税込）￥3,150が必要になります。

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

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。

PLOT CUSTOM DIVER

R1200GS13 カスタムパーツ デリバリー開始！



品名
サイズ

価格（税込） 価格（本体）

エアウェイブ
テキスタイル ジャケット

エアウェイブ 
テキスタイル トラウザーズ

カラー

シルバー×ブラック
シルバー×レッド
シルバー×ネオンイエロー
アンスラサイト×ブラック
ブラック
シルバー×アンスラサイト/スタンダード
シルバー×アンスラサイト/ショート ※
ブラック/スタンダード
ブラック/スタンダードショート※

S
FJT126-4050-S
FJT126-4020-S
FJT126-4120-S
FJT126-3710-S
FJT126-1010-S
FPT055-4131-STD-S

ー
FPT055-1011-STD-S

ー

M
FJT126-4050-M
FJT126-4020-M
FJT126-4120-M
FJT126-3710-M
FJT126-1010-M
FPT055-4131-STD-M
FPT055-4132-SHT-M
FPT055-1011-STD-M
FPT055-1012-SHT-M

L
FJT126-4050-L
FJT126-4020-L
FJT126-4120-L
FJT126-3710-L
FJT126-1010-L
FPT055-4131-STD-L
FPT055-4132-SHT-L
FPT055-1011-STD-L
FPT055-1012-SHT-L

XL
FJT126-4050-XL
FJT126-4020-XL
FJT126-4120-XL
FJT126-3710-XL
FJT126-1010-XL
FPT055-4131-STD-XL
FPT055-4132-SHT-XL
FPT055-1011-STD-XL
FPT055-1012-SHT-XL

XXL
FJT126-4050-S
FJT126-4020-S
FJT126-4120-S
FJT126-3710-S
FJT126-1010-S
FPT055-4131-SHT-XXL
FPT055-4132-SHT-XXL
FPT055-1011-SHT-XXL
FPT055-1012-SHT-XXL

￥21,000

￥18,900

￥20,000

￥18,000

品名
サイズ

価格（税込） 価格（本体）

エアウェイブ レディース 
テキスタイル ジャケット

エアウェイブ レディース 
テキスタイル トラウザーズ

カラー

ブラック×シルバー
ホワイト×アンスラサイト
ブラック×ホワイト
ブラック
ブラック
ホワイト×アンスラサイト

L34
FJT127-1170-L34
FJT127-3080-L34
FJT127-1600-L34
FJT127-1010-L34

FPT056-1011-STD-L34
FPT056-3081-STD-L34

L36
FJT127-1170-L36
FJT127-3080-L36
FJT127-1600-L36
FJT127-1010-L36

FPT056-1011-STD-L36
FPT056-3081-STD-L36

L38
FJT127-1170-L38
FJT127-3080-L38
FJT127-1600-L38
FJT127-1010-L38

FPT056-1011-STD-L38
FPT056-3081-STD-L38

L40
FJT127-1170-L40
FJT127-3080-L40
FJT127-1600-L40
FJT127-1010-L40

FPT056-1011-STD-L40
FPT056-3081-STD-L40

￥18,900

￥17,850

￥18,000

￥17,000

品名
サイズ

価格（税込） 価格（本体）

ギャラクティック 
レザー ジャケット

カラー

ホワイト×ブラック
ブラック×ホワイト

M46
FJL055-3050-M46
FJL055-1600-M46

M48
FJL055-3050-M48
FJL055-1600-M48

M50
FJL055-3050-M50
FJL055-1600-M50

M52
FJL055-3050-M52
FJL055-1600-M52

￥42,000 ￥40,000

※パンツのショートサイズはスタンダードに比べ、4～5cmほど短くなっています。

エアウェイブ　テキスタイルジャケット

エアウェイブ　テキスタイル トラウザーズ

AIRWAVE TEXTILE JACKET

AIRWAVE
TEXTILE TROUSERS

ブラック

シルバー×アンスラサイト

シルバー×ブラック

■表地 ： high density polyester 600D、PWR shell mesh、polyester rib、Lorica®　
■プロテクター ： Knox®CE protection、EVA　■再帰反射 ： 上腕、背中

エアウェイブ レディース　テキスタイルジャケット

エアウェイブ レディース　テキスタイル トラウザーズ

AIRWAVE LADIES’ TEXTILE JACKET

AIRWAVE LADIES’
TEXTILE TROUSERS

■表地 ： high density polyester 600D、PWR shell mesh、polyester rib、PWR shell 500D stretch　
■プロテクター ： Knox®CE protection、EVA　■再帰反射 ： 外側ふくらはぎ

ホワイト×アンスラサイト

ブラック

ブラック×ホワイト ブラックホワイト×アンスラサイト

ブラック×シルバー

■表地 ： high density polyester 600D、PWR shell mesh、polyester rib、Lorica®
■プロテクター ： Knox®CE protection、EVA　■再帰反射 ： 上腕、背中 夏

夏

夏

夏

GALACTIC LEATHER JACKET

ギャラクティック　レザー ジャケット

■表地 ： Monaco Performance Cowhide、Dynax mesh、
PWR shell 500D stretch、PWR wax 500D
■防水・透湿ライナー ： REV’IT Hydratex®3-layer　
■プロテクター ： ProLife®CE protection、EVA　■再帰反射 ： 肘、背中

ホワイト×ブラック

ブラック×ホワイト

春 夏
秋

2013-2014 S/S COLLECTION

「軽さ」「 通気性」「 耐久性」を兼ね備えたサマーメッシュモデル。

アンスラサイト×ブラック ブラックシルバー×ネオンイエローシルバー×レッド

レザーとテキスタイルを組み合わせたスタイリッシュモデル。



まずはZOOMER-Xから、GROMも引き続き発売予定！！

高さ
90mm

横 255mm

高さ
170mm

横 360mm

可変スポイラーを純正やMRAスクリーンに装着する事で、さらなる風防効果を得られます。
今まで適合スクリーンがなくて諦めていた方にお勧めです。
可変フラップは純正スクリーンや既存のMRAスクリーンに装着することが可能です。

スーパースポーツやアドベンチャー、スクーターなど様々なシールド付きタイプの車種に対応。

X-CREEN ユニバーサルから
新たにSPORTタイプが登場。

＊汎用商品です。一部取り付けできない車両がある場合がございます。

＊1 別売りのマウンティングキット（XCC)を使用することで無加工で取り付けも可能です。 スポーツ取り付け部　クリップ式で取付け簡単

品名 品番カラー 価格（税込） 価格（本体）

エックススクリーン スポーツ

エックススクリーン スポイラー
 
エックススクリーン マウンティングキット

クリア
スモーク
クリア
スモーク

備考

クリップ式

穴明け加工して取り付け ＊1

クリップ式

XCAS-C
XCAS-S
XCA-C
XCA-S
XCC

¥11,550

¥13,650

¥3,150

¥11,000

¥13,000

¥3,000

■ 新発売 エックススクリーン スポーツ サイズ ■ 従来の エックススクリーン スポイラー サイズ

品名 品番カラー 価格（税込）価格（本体）
ハンドルバーパッド H2C
メーターバイザー カバー      
ヘッドライト サイドカバー ガーニッシュ  
カラーヘッドライト
カラーウインカーレンズ
ボディカバー 左右
メッシュバスケット
リアラック
リアグリップカバー
メインステップ スタント
ファンカバー エンデューロ

ブラック
ミリタリーブラック
ミリタリーブラック
スモーク
スモーク
ミリタリーブラック
ブラック
ブラック
グレー
アルミ/シルバー
アルミ/シルバー

1
1
2
2
2
3
3
4
4
5
6

APK20A53120ZB       
APK2053206ZC        
APK2064202ZC        
APK20A33120ZB
APK20A33900ZA
APK2083202ZC        
APK20A81400TA       
APK20A81200TA
APK20A81200ZA
APK20A64390TA       
APK20A19610TA       

¥3,465
¥1,680
¥3,150
¥3,465
¥2,835
¥4,935
¥1,995
¥4,515
¥840
¥7,770
¥3,990

¥3,300
¥1,600
¥3,000
¥3,300
¥2,700
¥4,700
¥1,900
¥4,300
¥800
¥7,400
¥3,800

その他多数ラインナップ有ります。 ＊一部取扱のない商品がございます。

1 2

3 4

5 6



自動車用ライト・バルブのトップブランド
“スタンレー電気”の取扱い開始！！
スタンレーグループではお客様に高品質、高信頼性の製品を提供し、
ものづくりの会社として世界一になる目標を掲げ、
生産革新活動「SNAP」を実践しています。
*SNAP＝（Stanley New Approach for Higher Productivity）

過酷なレースフィールドから
フィードバックされた
確かな品質をあなたに・・・。スタンレーのものづくり、品質へのこだわり

マルチリフレクターヘッドライト

携帯
タイプ

品名 品番定格 価格（税込） 価格（本体）

マルチリフレクターヘッドライト

12V60/55W　丸型クリア
12V60/55W　丸型ブルー
12V60/55W　角型クリア
12V60/55W　角型ブルー

口金（ガラス球）
P43t-38改（T14.2）
P43t-38改（T14.2）
P43t-38改（T14.2）
P43t-38改（T14.2）

明るさクラス
100/90W
100/90W
100/90W
100/90W

注文単位
1
1
1
1

FB03
FB04
FB05
FB06

¥12,600
¥13,125
¥13,125
¥13,650

¥12,000
¥12,500
¥12,500
¥13,000

●RAYBRIG　マルチリフレクターヘッドライトシリーズ

品名 品番定格 価格（税込） 価格（本体）

2輪用ハロゲンバルブ

2輪用バルブ

12V60/55W（H4）
12V35/35W（HS1）
12V35/36.5W
12V40/40W
12V40/40W
12V18/5W
12V21/5W
12V18/5W
12V21W
12V10W
12V10W
12V1.7W
12V3.4W
12V8W

口金（ガラス球）
P43t-38改（T14.2）
PX43t-38（T15）
P15d-25-3（T14.7）
P15d-25-3（T15）
FF[特殊]（T15）
BAY15d（S25）
BAY15d（S25）
W3×16q（T20）
BA15s（S25）
W2.1×9.5d（T13）
BA15s（G18）
W2.1×9.5d（T10）
W2.1×9.5d（T10）
W2.1×9.5d（T10）

適用
ヘッドランプ
ヘッドランプ
ヘッドランプ
ヘッドランプ
ヘッドランプ
テール・ウインカー
テール・ウインカー
テール・ウインカー
ウインカー・ストップ
ウインカー
ウインカー・ライセンス
メーター
メーター
ライセンス

注文単位
1
1
1
1
1
10
10
10
10
10
10
10
10
10

＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊

14-0186
14-0053
14-0335
14-0348
14-0346
A4873
A4964ES
W7874
A4575B
WB001
A4125
WB121
WB125
WB131

¥2,730
¥2,625
¥2,310
¥2,205
¥2,205
¥231
¥304
¥231
¥168
¥189
¥147
¥115
¥115
¥189

¥2,600
¥2,500
¥2,200
¥2,100
¥2,100
¥220
¥290
¥220
¥160
¥180
¥140
¥110
¥110
¥180

●補修用電球シリーズ

＊ 注文単位が10個の場合、10個単位でご注文を承ります。なお、表中価格は1個の値段です。

上手く作るコツ

熱
中
症
対
策
に
！

１
秒
で
冷
え
冷
え

　

２
秒
で
カ
チ
コ
チ
！

品番:P054-9687
価格（税込）¥1,470　価格（本体）¥1,400

実用新案申請済



HIGH PERFORMANCE

FOR MOTORCYCLE

ストイックなまでに品質にこだわるKOYORADの姿勢は、
多くの四輪ドライバーの厚い信頼を得ています。
そして今、創業50余年の歴史にて培った熱交換器の
ノウハウを二輪のフィールドへ
サーキットからストリートまで、ラインナップは今後拡充予定。
愛機のポテンシャルを信じるすべてのライダーに捧げます。

高性能ラジエターの代名詞
“コーヨーラジエター”取り扱い開始!!

車種 コア厚み 価格（税込）価格（本体）
NSR250R
CB1000SF
YZF-R1
ZX-10R
ZX-10R　8耐スペシャル＊
ZX-6R
ZX-12R
ZX-12R
ZRX1100/1200R
GPZ750R/GPZ900R
Ninja250R

メーカー

＊ レース車両用　★上記ラインナップにない車種も特注対応を承ります。詳しくはお問い合わせください。

海外のISO9001認証工場で生産、
ムダを省いた簡易パッケージにより
低コストを実現！だから、高品質で低価格！

中古車両の整備・補修に最適！
コストを抑えても
安全性・耐久性に妥協無し！

安心・信頼・低価格！！
原付用ローコストワイヤー“LCシリーズ”

HONDA

YAMAHA

KAWASAKI

品名
ラウンドタイプラジエター
ラジエター
サブラジエター
サブラジエター
ラジエター/サブラジエター
サブラジエター
ラジエター　タイプA
ラジエター　タイプB
ラジエター
ラジエター
サブラジエター

仕様（付属品）

パイプ/ステー付
パイプ付
放熱塗装
パイプ付

パイプ付

品番
P055-1210           
P055-1208           
P055-1207           
P055-1201           
P055-1204           
P055-1199           
P055-1202           
P055-1203           
P055-1206           
P055-1205           
P055-1200           

36mm
36mm
25mm
25mm
36mm
36mm
36mm
36mm
36mm
36mm
25mm

¥94,500
¥79,800
¥126,000
¥126,000
¥315,000
¥126,000
¥126,000
¥126,000
¥79,800
¥79,800
¥73,500

¥90,000
¥76,000
¥120,000
¥120,000
¥300,000
¥120,000
¥120,000
¥120,000
¥76,000
¥76,000
¥70,000

NSR250R

Ninja ZX-10R

YZF-R1

ZX-10R 8耐用

品名 品番 価格（税込）価格（本体）

フロントブレーキケーブル

リアブレーキケーブル

リアブレーキケーブル

スピードメーターケーブル

フロントブレーキケーブル
リアブレーキケーブル
スピードメーターケーブル
リアブレーキケーブル
スピードメーターケーブル
フロントブレーキケーブル
リアブレーキケーブル
スピードメーターケーブル

フロントブレーキケーブル

リアブレーキケーブル
スピードメーターケーブル
リアブレーキケーブル

型式

AF18/AF27/AF34

AF18/AF27

AF34/AF35
AF18/AF27/AB28/
AF34/AF35
5AU/SA10J
5AU
5AU/SA10J
3YK/3YJ
3YK/3WF

3KJ

4JP/3YJ

CF46A

車種

※LCシリーズは汎用性を持たすため、純正品と仕様が異なる場合があります。また、生産時期によって金具部分のカラー（ブラックもしくはメッキ）が変更になる場合があります。

DIO

ビーノ

ジョグ
ジョグZ/ZR / ジョグ90

ジョグ

アプリオ / ジョグ

アドレスV125

対応純正品番
45450-GAH-000/45450-GBL-731/43450-GWO-000/
45450-GWO-730/45450-GCH-003

43450-GAH-000/43450-GAH-A01/43450-GWO-000/
43450-GWO-730/43450-GCH-003
43460-GBL-305/43460-GBL-315/43460-GBL-880
44830-GAH-700/44830-GBL-000/44830-GBL-700/
44830-GBL-870/44830-GWO-000
5AU-26341-00/5AU-26341-01
5AU-26351-00/5AU-26351-01
5AU-83550-01/5AU-83550-01
3YK-26351-00/3YK-26351-10/3YJ-26351-00
3YK-83550-00/3YK-83550-01/3RY-83550-00
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3KJ-26351-00/3KJ-26351-01
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58510-33G00

010001

010002

010003

010004

030001
030002
030003
030004
030005
030006
030007
030008

030009

030010
030011
040001

¥819

¥1,071

¥1,071

¥882

¥819
¥1,197
¥945
¥1,197
¥945
¥945
¥1,197
¥882

¥945

¥1,197
¥882
¥1,071

¥780

¥1,020

¥1,020

¥840

¥780
¥1,140
¥900
¥1,140
¥900
¥900
¥1,140
¥840

¥900

¥1,140
¥840
¥1,020



品名 品番メーカー 価格（税込） 価格（本体）

NEOPLOT フットレストバーNEO

NEOPLOT フットレストバーNEO

トヨタ
スバル

スバル

車種
86（ハチロク）
BRZ

インプレッサ

レガシィ

フォレスター

型式
ZN6(MT)
ZC6(MT)
GJ/GP(MT)
GH/GE（MT）,GRB/GVB
GD#/GG#,GC#/GF#
BM9/BR9(MT)
BL#/BP#(MT)
BE#/BH#
SJ(MT),SH(MT)
SG#/SF#

NP70210

NP71210

備考
MT車専用
MT車専用
MT車専用
MT車専用
MT/AT車共通
MT車専用
MT車専用
MT/AT車共通
MT車専用
MT/AT車共通

￥9,975

￥9,975

￥9,500

￥9,500

品名 品番メーカー 価格（税込）価格（本体）

NEOPLOT アクセルペダルNEO スバル

車種
インプレッサ

レガシィ

フォレスター

型式
GC#/GF#、GD#/GG#
BE#/BH#
BL#/BP#(アプライドA-C)
BL5/BP5(アプライドD-E)
＊2000cc NA車の一部のみ適合　
＊備考参照
SG#、SF#

NP71110

備考

D型の2000cc NA車(2.0I/2.0R)に適合。
E型の2.0RスペックB(DOHC)に適合。
上記以外のグレードは、別品番設定。

￥17,850 ￥17,000

※取付け用ボルトは、トルクス(T30)です。

※品番 NP71110 の交換作業には、ピンポンチ(φ5)を使用します。

メーカー 車種 型式 価格（税込） 価格（本体）

スバル レガシィ　2.0GT-DIT
フォレスター　2.0XT (DIT)

BMG/BRG
SJG

製品重量

約260g

エンジン型式
FA20
FA20

ピンク品番

NP11510P

シルバー品番

NP11510S

ブルー品番

NP11510L ￥19,950 ￥19,000

メーカー 車種（型式） 品番エンジン型式 価格（税込） 価格（本体）
トヨタ/スバル 86（ZN6）/BRZ（ZC6） FA20

備考
ポリカーボネート製NP18010 ¥2,625 ¥2,500

ドライビング
ポジションは
左足で決まる！

待望の追加ラインナップ！
スバル インプレッサ・レガシィ・フォレスター用

プーリーシリーズに追加ラインナップ！

●ドライビングポジションの最適化
●スムーズなクラッチワーク
●調整可能な2ポジション設計
●ロングドライブ時の疲労軽減効果
●確かなグリップ力

NEOPLOT フットレストバーNEO
NEOPLOT（ネオプロト）フットレストバーNEOは、ドライビン
グポジションを決めるうえで、最も重要な左足（軸足）を置く
“フットレストのポジションを最適化”するために開発。左足を
置いた瞬間にグリップ感が伝わり軸足を決めることができま
す。これまで左足をプレート（平面板）で受けるのが常識に
なっているフットレストを、“バー（丸棒）”で受けることで、驚く
ほど安定したドライビングポジションを実現。またフットレスト
バーNEOとクラッチペダルの位置関係も最適化していますの
で、よりスムーズなクラッチ操作が可能になります。

NEOPLOT アクセルペダルNEO
より自然なアクセルワークを実現するために、アクセルペダル
の形状を最適化。ペダルそのものを交換するタイプですので、
剛性感のあるペダルタッチとスムーズな操作フィーリングが得
られます。スポーツ走行時のヒール&トーのしやすさはもちろ
ん、一般走行時の操作性も向上します。

NEOPLOT ウォーターポンププーリーNEO
NEOPLOT（ネオプロト）ウォーターポン
ププーリーNEOは、重量物であるウォー
ターポンププーリーを軽量かつ高強度
のジュラルミン製とすることでエンジン
負荷を軽減します。別売のクランクプー
リーNEO と同時装着することで、より完
成度の高い軽量化が実現。これによりエ
ンジンレスポンスが向上します。

プーリークリアカバー/オルタネータプーリー用
軽量かつカラーバリエーションがあるNEOPLOT（ネオプロト）オルタネータープーリー
NEO を見えやすくするために透明なプーリーカバーを開発。グレー基調の純正プーリーカ
バーをNEOPLOT（ネオプロト）プーリークリアカバーに交換するだけで、オルタネーター
プーリーの存在感を高めることができます。素材には、耐熱性と耐久性を兼ね備えたポリ
カーボネートを採用しています。

■選べるフットポジション
フットレストバーNEOの取付位置は上下に2か所あり、
ドライバーの好みでポジションを調整していただくことができます。

■こだわりの作り込み
シューズが直接触れるペダルの表面処理はもとより、ペダルシャフトと連
結する裏面の造形まで、その全てにこだわりを持って作り込んでいます。
＊素材：アルミ（削り出し/アルマイト処理）

■カラーアレンジ
アクセルペダルNEOには、カラーアレンジを楽しむためにブラックとレッド
のラウンドシールを付属しています。お好みにより、アクセルペダルNEO
に貼り付けてお楽しみください。 

■カラーバリエーション
カラーは、ピンク、シルバー、ブルーの3色
からお選びいただけます。 

■疲労軽減効果
フットレストバーNEOは、シューズソールを平面で受ける一般的なフットレ
ストと違い、フットレストバーを起点に左足（首）の動きに自由度があります。
これによりドライバーにとって、もっとも自然な姿勢を維持することができま
すので、ロングドライブ時における疲労の軽減にもつながります。

■機能性とデザイン性を両立
ベースプレートには、ステンレス・ヘアライン
（SUS304）を採用。フットレストバー本体には、
ジュラルミン（A7075）を採用しグリップ力を高
めるため切削ローレット加工を施しています。

純正フットレスト （トヨタ86/スバルBRZ）

レッドブラック

※右側がウォーターポンププーリーNEO

ラウンドシール貼付けイメージシャフト取付けイメージ

品番
NP71210

品番
NP70210

純正比較

※特許出願済み

フットレストバーNEO（ポジションA）

フットレストバーNEO（ポジションB）

GDB装着例（品番：NP71210）
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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

6月1日 ： ダムトラックス（ヘルメット）　7月1日 ： ライズインターナショラル（ヘルメット）、レーザー（マフラー）、ダイマグ（ホイール）価格改定のお知らせ

RSD SLANT 2-INTO-1
FOR SPORTSTER

ハーレーカスタムのトップブランド「RSD（ローランドサンズデザイン）」とのコラボモデ
ルに新作が登場。2イン1のステンレスエキゾーストにカーボンエンドキャップを組み合わ
せたスポーティーなデザインで、サイレンサーにはRSDのロゴが光ります。溶接跡が残り
レーシーなルックスを求めるならステンレスカラーを、ブラックカスタムでまとめるならブ
ラックコーティングを。音量を抑えるクワイエットバッフルがオプション設定されています。

オールドタイプのテールランプは、オールドスクールカスタムに
は欠かせないパーツと言えます。ゼロエンジニアリングのテー
ルランプは、ロードホッパー用に開発された完全オリジナル。
レンズはガラス製で質感に拘った一品です。
テールランプ単体での販売も可能です。

テールランプ内蔵ウインカー装着の車両にリアフェ
ンダーに穴あけ加工すること無くオールドテールラン
プが取付可能なセットです。また、ナンバープレート
の取付位置が上がることで軽快な印象となります。
テールランプ内蔵ウインカー装着のスポーツスター
のテールランプ、リアウインカーカスタムでお悩みの
方へおすすめです。

車種 品名 品番カラー 価格（税込）価格（本体）

スポーツスター
RSDスラント 2-1

クワイエットバッフル

年式

04-13
ステンレス
ブラック
ー

11807
41807
26531

オープン

※ミッドコントロール車専用です。フォワードコントロール車へは適合しません。

車種 品名 品番内容 価格（税込） 価格（本体）
XL1200N/X/V/883N
汎用

年式
08-13
ー

オールドテールランプステーセット
オールドテールランプ ユニバーサル

オールドテールランプ（純正カプラーオン仕様）＋取付ステー
オールドテールランプ単体（カプラー無し）

ZTL-001
ZTL-U

¥30,450
¥14,700

¥29,000
¥14,000

・ 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。ご注意

テールランプ内蔵ウインカー装着のスポーツスターに最適！
オールドテールランプステーキットデリバリー開始！

※ウインカーは別売です。

限定
商品

品名 品番 価格（税込）価格（本体）
バグスター＆プロト スプリント＆サドルバッグサポートセット
プロトサドルバックサポート　ＮＩＮＪＡ250 13

BAPS748
PSD748

¥26,271
¥10,290

¥25,020
¥9,800

NINJA250 13用サドルバッグサポートの
お得なセット発売開始！

BAGSTER サドルバッグ スプリント
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。

スタイリッシュなデザインのバグスターサドルバッグ限定グリーン色と
サドルバッグ装着時に巻き込みを防ぐ、PLOTのサポートのお得なセットです。
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