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400X用アクセサリーパーツ 早くもリリース！

品番 ： PCC196
価格（税込）¥14,700　価格（本体）¥14,000

チェーンの保護はもちろん、ドレスアップにも最適。
ステンレス/ヘアライン加工

PLOT チェーンケース

品番 ： PWP196
価格（税込）¥13,860　価格（本体）¥13,200

排泥性に優れたデザインで、安定したライディングを
サポート。3ポジション変更可能。　
ホルダー部 ： アルミ/シルバー　フットペグ ： スチール/ブラック

PLOT ワイドペグ

品番 ： PRG196
価格（税込）¥14,490　価格（本体）¥13,800

ラジエターフィンの保護はもちろん、ドレスアップにも
最適。耐久性の高いステンレス製です。

PLOT ラジエターコアガード

品番 ： PSD177
価格（税込）¥9,030　価格（本体）¥8,600

サドルバック装着時にタイヤの干渉を防ぎます。
スチール/ブラック

PLOT サドルバックサポート

品番 ： PUG196
価格（税込）￥26,040　価格（本体）￥24,800

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（サンドブラスト仕上げ）

PLOT アンダーガード 9月発売予定

車種専用キャリアとヘプコ＆ベッカ－ケースをセットにした
お得なセットです。

PLOT 車種別キャリア・ケースセット

品番 ： 501978-0001
価格（税込）¥26,775　価格（本体）¥25,500

アドベンチャー感を演出するアクセサリーパーツ。
スチール/アンサライト

HEPCO&BECKER  エンジンガード

品番 ： 502978-0001　
価格（税込）¥26,775　価格（本体）¥25,500

アドベンチャー感を演出するアクセサリーパーツ。
スチール/アンサライト

HEPCO&BECKER  タンクガード

品番 ： 630978-0001
価格（税込）¥23,625　価格（本体）¥22,500

ソフトケース装着用キャリア
＊ケースは別売りです。
　ソフトバッグセット ストリート 640600-0001
　価格（税込）￥20,475　価格（本体）￥19,500

HEPCO&BECKER  C-BOWキャリア

その他ハンドルバー・ローダウン等随時開発予定！

品名 品番 適合車種 セット品価格（税込）価格（本体）
トップケース・キャリア セット
・ JOURNEY TC42 ブラック×シルバー
・ トップケースキャリア

単品価格より 3,675円引き！HBS196-TS-SET610085-0001
650978-0101
合計

¥48,300

セット品価格（本体）

¥46,000
¥26,200
¥23,300
¥49,500

サイドケース・キャリア セット
・ JUNIOR FLASH SC30 ブラック×シルバー
・ サイドケースキャリア

単品価格より 4,095円引き！HBS196-SS-SET610233-0009
650978-0001
合計

¥91,350 ¥87,000
¥59,000
¥31,900
¥90,900

トップケース・サイドケース・キャリア セット
・ JOURNEY TC42 ブラック×シルバー
・ トップケースキャリア
・ JUNIOR FLASH SC30 ブラック×シルバー
・ サイドケースキャリア

単品価格より 13,650円引き！
HBS196-ALL-SET

610085-0001
650978-0101
610233-0009
650978-0001
合計

¥126,000 ¥120,000

¥26,200
¥23,300
¥59,000
¥31,900
¥133,000



＊ハンドガード穴加工済　＊1 スイッチ穴加工無し

品名 品番車種 年式 価格（税込） 価格（本体）

EFFEX HDバー ブラック 70mmバック
＆SWAGE-LINEブレーキホースセット

EFFEX HDバー ブラック 50mmバック
＆SWAGE-LINEブレーキホースセット

XL883STD 04-09
XL1200X 11-12
XL883N 10-13

XL883N 10-13

SWEH102-70

SWEH103-70

SWEH103-50

¥17,745 ¥16,900

スポーツスター（XL883 04-09、XL883N 10-13、
XL1200X 11-13）のＥＦＦＥＸ ＨＤバー ブラックと
交換が必要なSWAGELINE（ステンレス）ブレーキホースのセットです。

このセットはハンドル交換時に必要な
ブレーキホース（SWAGE-LINE）を入れた
便利なセットです。
単品で買うより￥2,100もお得です。

車種 品名 シルバー
カラー 寸法

価格（税込）価格（本体）

KAWASAKI Z1000
BMW R1200GS ＊
DUCATI DIAVEL
KTM 990SM/T/R

TRIUMPH TIGER800XC ＊

汎用テーパーバー ＊1
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EZ-FIT LOW
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高さB
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52
34
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35
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引きC
132
160
185
114
117
103
114

絞り角D
22°
26°
33°
20°
17°
17°
20°

立ち角E
56°
40°
30°
58°
45°
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ー

内径

14φ

EBTF737S
EBTF910S
PBTH818S
EBTF811S
EBTF820S
EBTL820S
PBTH001S

ブラック
EBTF737K
EBTF910K
PBTH818K
EBTF811K
EBTF820K
EBTL820K
PBTH001K

￥10,290
￥15,750
￥13,650
￥10,290
￥13,650
￥13,650
￥9,240

￥9,800
￥15,000
￥13,000
￥9,800
￥13,000
￥13,000
￥8,800

テーパーハンドル
車種専用タイプ

ノーマルハンドル形状をベースに、グリップ部のみをチョット手前上としま
した。これによりイメージを損なうことなく、快適なライディングポジション
にすることができます。もちろん車種専用ですのでスイッチ穴加工済みで
ブレーキホース・クラッチワイヤー等の交換も必要ありません。

ノーマル バック

ア
ッ
プ

車種専用だからボルトオン
もちろんスイッチ穴加工済

純正よりアップタイプだから
ツーリングもラクラク

テーパード形状だから
強度も抜群

シルバーとブラックの
２色から選べます。

車種専用設計 テーパードデザイン カラーリラックスポジション

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



車種 年式 品名 品番サイレンサー 価格（税込） 価格（本体）

Ｚ２５０ 13 スリップオンライン HEXAGONAL チタン
HEXAGONAL カーボン

S-K3SO1-ZT
S-K3SO1-ZC

¥65,100 ¥62,000

足つき性向上に最適！
Ninja400R/ER-4n用ローダウンリアショック登場！

車種 品番年式 価格（税込）価格（本体）
Ninja400R/ER-4n

商品名
リアショック 428シリーズ ローダウン09-13 428-1001 ¥36,750 ¥35,000

プログレッシブから高性能ながら価格を抑えたローダウンショックが新登場。
Ninja400R/ER-4nの足つきをよくしたいけれど、ショック交換は高価で手が出せなかったと言う方
にピッタリ！ルックスも高級感溢れるハードアルマイト仕上げのアルミボディーとブラックスプリングの
組み合わせでシックなイメージになります。

■ローダウン量 ： シート座面純正比-20mm　かかと位置純正比-40mm  ※身長165cm 体重57kg

純正リアショック ローダウンリアショック

数多く存在するアドベンチャーモデルの中で屈指のハンドリングを誇る V-Strom650 に待望のロー
ダウンキットがラインナップ。プロトではローダウン化によるハンドリングへの影響を考慮し、バラン
ス的にベストなマイナス 20ｍｍで設定しました。またローダウンに対応したショートサイドスタンド
も設定しているので、安心してローダウンしていただけます。

ノーマル ローダウン

車種
品番タイプ・仕様 価格（税込）価格（本体）

V-Strom650 ABS
GSR750 ABS

年式

13-
13-

ローダウン プレートタイプ
ローダウン プレートタイプ

車高変化
シート高20ｍｍダウン
シート高20ｍｍダウン

ローダウンKIT ショートサイドスタンド

PHA535D
PHA534D

品番
PHS535A
PHS534A

¥6,825
¥8,925

¥6,500
¥8,500

価格（税込） 価格（本体）
¥15,750
¥15,750

¥15,000
¥15,000

スズキ V-ストローム650 ABSモデル用 ローダウンキット発売！

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。

Ｋａｗａｓａｋｉ Ｚ２５０用 スリップオンマフラー登場！

一般公道使用不可

ローダウンキットに
対応する

ショートサイド
スタンドも発売！



キャンペーンの申し込みについて
●サイクロンマフラーとBAZZAZ（QS4 USB）は同一車種での購入の場合のみ対象となります。
●キャンペーン期間中に新品でご購入された場合のみ対象となります。
●申し込みの際には、①ヨシムラ保証書（サイクロン）　②商品ラベルシール　③購入時のレシート（コピー不可）が必要です。

品名 価格（税込） 価格（本体）

RAPIDE-IR

QUANTUM-J

カラー
フラッグ　ITALY
フラッグ　USA
フラッグ　UK
STRIPE

S（55cm～56cm）
P055-6579
P055-6571
P055-6575
P055-6583

M（57cm～58cm）
P055-6580
P055-6572
P055-6576
P055-6584

L（59cm～60cm）
P055-6581
P055-6573
P055-6577
P055-6585

XL（61cm～62cm）
P055-6582
P055-6574
P055-6578
P055-6586

¥52,500
¥52,500
¥52,500
¥47,250

¥50,000
¥50,000
¥50,000
¥45,000

RAPIDE-IRには国旗をモチーフにした“フラッグUK”、
フラッグITALY”、“フラッグUSA”の3タイプ。
QUATUM-Jは飽きのこないデザインの“ストライプ”。

QUANTUM-JとRAPIDE-IRに、
山城限定のスタイリッシュな
グラフィックモデルが登場！！

QUANTUM-J
STRIPE

UKUSAITALY



フットレストバーNEOに
追加ラインナップ！！

ドライビングポジションが決まる
ハイエース用フットレストバー発売！

●ドライビングポジションの最適化
●調整可能な3ポジション設計（AT用）
●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。オートマチック車においてもク
ルマとの一体感が味わえます。

DCUATRO フットレストバー
DCUATRO（ディーキャトロ）フットレストバーは、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。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。アクセルペダルに置いた右足と、フットレストに置いた左足
の位置関係がシンメトリーに近い状態なるため、より自然な姿勢で運転することができます。

■選べるポジション
フットレストバーの取付け位置は上下に3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。
※調整する部位と数は、モデルにより異なります。

■疲労軽減効果
フットレストバーは、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。

※特許出願済み

※特許出願済み

ポジションA

NEOPLOTフットレストバーNEO

ポジションB

ポジションC

ポジションA

ポジションB

ポジションC

メーカー品名 品番車種 価格（税込） 価格（本体）

スバル

スバル
スバル

NEOPLOT フットレストバーNEO

インプレッサ

レガシィ
フォレスター
レガシィ
エクシーガ

型式
GJ#/GP#(AT)
GH#/GE#（AT）,GRF/GVF
BL#/BP#(AT)
SJ#(AT),SH#(AT)
BM#/BR#(AT)
YA#

備考
MT車は別品番
MT車は別品番
MT車は別品番
MT車は別品番
8月8日発売予定
8月8日発売予定

NP72210

NP73210
NP74210

￥11,550

￥14,175
￥13,650

￥11,000

￥13,500
￥13,000

＊ 素材…フットレストバー本体 ： ジュラルミン（A7075）・切削ローレット化工／ベースプレート ： ステンレス・ヘアライン（SUS304）
＊ 取付け用ボルトは、トルクス(T30)です。

＊ 素材…フットレストバー本体 ： ジュラルミン（A7075）・切削ローレット化工／ベースプレート ： スチール（BRK塗装）

品名 品番車種 価格（税込） 価格（本体）
DCUATRO フットレストバー

メーカー
トヨタ ハイエース（標準幅ボディ/AT車）

型式
TRH/KDH20#

備考
MT車・ワイド幅ボディ車は不可DFRB4061 ￥9,450 ￥9,000

品番 ： NP72210



カラー ： ミリタリーブラック　品番 ： APK2053206ZC
価格（税込）¥1,680　価格（本体）¥1,600

両面テープで張り付けるタイプです。

メーターバイザー カバー

カラー ： ミリタリーブラック　品番 ： APK2064202ZC
価格（税込）¥3,150　価格（本体）¥3,000

両面テープで張り付けるタイプです。

ヘッドライト サイドカバー ガーニッシュ

カラー ： ミリタリーブラック　品番 ： APK2083202ZC
価格（税込）¥4,935　価格（本体）¥4,700

両面テープで張り付けるタイプです。

ボディカバー 左右

カラー ： ミリタリーブラック　品番 ： APK2011340ZC
価格（税込）¥3,255　価格（本体）¥3,100

両面テープで張り付けるタイプです。

クランクケースカバー

カラー ： ミリタリーブラック　品番 ： APK20A61100ZC
価格（税込）¥3,360　価格（本体）¥3,200

両面テープで張り付けるタイプです。

フロントフェンダー ガーニッシュカバー

カラー ： ミリタリーブラック　品番 ： APK20A81131ZC
価格（税込）¥1,575　価格（本体）¥1,500

両面テープで張り付けるタイプです。

インナーアッパーカバー

カラー ： スモーク　品番 ： APK20A33120ZB
価格（税込）¥3,465　価格（本体）¥3,300

純正ヘッドライトと交換するタイプです。

カラーヘッドライト

カラー ： ブルー　品番 ： APK20A33120ZA
価格（税込）¥3,465　価格（本体）¥3,300

純正ヘッドライトと交換するタイプです。

カラーヘッドライト

カラー ： スモーク　品番 ： APK20A33900ZA
価格（税込）¥2,835　価格（本体）¥2,700

純正ウインカーレンズと交換するタイプです。
2個セット。フロント、リア共通。

カラーウインカーレンズ

カラー ： ブラック　品番 ： APK20A53120ZB
価格（税込）¥3,465　価格（本体）¥3,300

カラーは、ブラック、レッド、イエローの3色

ハンドルバーパッド H2C

カラー ： ブラック　品番 ： APK20A81400TA
価格（税込）¥1,995　価格（本体）¥1,900

シート下収納の荷物の脱落防止に。

メッシュバスケット

カラー ： アルミ/シルバー　品番 ： APK20A64390TA
価格（税込）¥7,770　価格（本体）¥7,400

アルミ製　ブラックカラーも設定有

メインステップ スタント

カラー ： アルミ/シルバー　品番 ： APK20A64320TA
価格（税込）¥5,565　価格（本体）¥5,300

アルミ製

フロアパネル

カラー ： アルミ/シルバー　品番 ： APK20A19610TA
価格（税込）¥3,990　価格（本体）¥3,800

アルミ製

ファンカバー

カラー ： ブラック　品番 ： APK20A80105ZA
価格（税込）¥4,200　価格（本体）¥4,000

純正リアフェンダーと交換するタイプです。

リアフェンダー

カラー ： ブラック　品番 ： APK20A81200TA
価格（税込）¥4,515　価格（本体）¥4,300

スチール製。トップケース装着も可能です。

リアキャリア

＊写真の車両には一部HMJ専用パーツもございます。

カラー ： スモーク
品番 ： APK2633120ZA
価格（税込）¥12,915
価格（本体）¥12,300 

純正ヘッドライトと
交換するタイプです

カラーヘッドライト

カラー ： グレー
品番 ： APK2690306TA
価格（税込）¥3,150
価格（本体）¥3,000

左右セット　FR共通

アクスルスライダー

カラー ： ブラック
品番 ： APK2633190TA
価格（税込）¥4,410
価格（本体）¥4,200 

ヘッドライトガード
品番 ： APK2664100ZA
価格（税込）¥3,780
価格（本体）¥3,600

両面テープで張り付けるタイプです。

メーターバイザー

カラー ： カーボン　品番 ： APK2640510ZA
価格（税込）¥33,810　価格（本体）¥32,200

純正のフェンダーと交換するタイプです。

リアフェンダー

カラー ： カーボン　品番 ： APK2661100ZA
価格（税込）¥29,820　価格（本体）¥28,400

純正のフェンダーと交換するタイプです。

フロントフェンダー

品番 ： APK2664330ZA
価格（税込）¥8,190　価格（本体）¥7,800

両面テープで張り付けるタイプです。左右セット

シェラウドメッシュシート

品番 ： APK2686100ZA
価格（税込）¥3,150　価格（本体）¥3,000

H2Cロゴ入り

デカールキット

品番 ： APK2611370TA
価格（税込）¥26,040　価格（本体）¥24,800

アルミ製

クランクケースカバープロテクター

カラー ： グレー　品番 ： APK2690001ZA
価格（税込）¥3,360　価格（本体）¥3,200

左右セット　海外仕様MSX125のロゴが入っています。

フレームボルト

カラー ： シルバー　品番 ： APK26WASHERTA
価格（税込）¥5,040　価格（本体）¥4,800

10個セット

H2C デザインワッシャーセット

カラー ： グレー　品番 ： APK2653100TA
価格（税込）¥6,615　価格（本体）¥6,300

アルミ製

ブレースバー

カラー ： グレー　品番 ： APK2653310TA
価格（税込）¥6,825　価格（本体）¥6,500

アルミ製

ハンドルバークランプ

カラー ： グレー　品番 ： APK2645513TA
価格（税込）¥2,205　価格（本体）¥2,100

アルミ製

マスターシリンダーキャップ

カラー ： カーボン調　品番 ： APK2617540ZA
価格（税込）¥2,625　価格（本体）¥2,500

張り付けタイプ

タンク パッド

カラー ： グレー　品番 ： APK2664390TA
価格（税込）¥8,715　価格（本体）¥8,300

純正ステップと交換するタイプです。

メインステップ

カラー ： グレー　品番 ： APK2615651TA
価格（税込）¥3,675　価格（本体）¥3,500

アルミ製

オイルゲージ

カラー ： シルバー　品番 ： APK2618318TA
価格（税込）¥12,390　価格（本体）¥11,800

ステンレス　海外仕様MSX125のロゴが入っています。

マフラープロテクター

カスタムパーツ 発売開始！！



カラー ： ミリタリーブラック　品番 ： APK2053206ZC
価格（税込）¥1,680　価格（本体）¥1,600

両面テープで張り付けるタイプです。

メーターバイザー カバー

カラー ： ミリタリーブラック　品番 ： APK2064202ZC
価格（税込）¥3,150　価格（本体）¥3,000

両面テープで張り付けるタイプです。

ヘッドライト サイドカバー ガーニッシュ

カラー ： ミリタリーブラック　品番 ： APK2083202ZC
価格（税込）¥4,935　価格（本体）¥4,700

両面テープで張り付けるタイプです。

ボディカバー 左右

カラー ： ミリタリーブラック　品番 ： APK2011340ZC
価格（税込）¥3,255　価格（本体）¥3,100

両面テープで張り付けるタイプです。

クランクケースカバー

カラー ： ミリタリーブラック　品番 ： APK20A61100ZC
価格（税込）¥3,360　価格（本体）¥3,200

両面テープで張り付けるタイプです。

フロントフェンダー ガーニッシュカバー

カラー ： ミリタリーブラック　品番 ： APK20A81131ZC
価格（税込）¥1,575　価格（本体）¥1,500

両面テープで張り付けるタイプです。

インナーアッパーカバー

カラー ： スモーク　品番 ： APK20A33120ZB
価格（税込）¥3,465　価格（本体）¥3,300

純正ヘッドライトと交換するタイプです。

カラーヘッドライト

カラー ： ブルー　品番 ： APK20A33120ZA
価格（税込）¥3,465　価格（本体）¥3,300

純正ヘッドライトと交換するタイプです。

カラーヘッドライト

カラー ： スモーク　品番 ： APK20A33900ZA
価格（税込）¥2,835　価格（本体）¥2,700

純正ウインカーレンズと交換するタイプです。
2個セット。フロント、リア共通。

カラーウインカーレンズ

カラー ： ブラック　品番 ： APK20A53120ZB
価格（税込）¥3,465　価格（本体）¥3,300

カラーは、ブラック、レッド、イエローの3色

ハンドルバーパッド H2C

カラー ： ブラック　品番 ： APK20A81400TA
価格（税込）¥1,995　価格（本体）¥1,900

シート下収納の荷物の脱落防止に。

メッシュバスケット

カラー ： アルミ/シルバー　品番 ： APK20A64390TA
価格（税込）¥7,770　価格（本体）¥7,400

アルミ製　ブラックカラーも設定有

メインステップ スタント

カラー ： アルミ/シルバー　品番 ： APK20A64320TA
価格（税込）¥5,565　価格（本体）¥5,300

アルミ製

フロアパネル

カラー ： アルミ/シルバー　品番 ： APK20A19610TA
価格（税込）¥3,990　価格（本体）¥3,800

アルミ製

ファンカバー

カラー ： ブラック　品番 ： APK20A80105ZA
価格（税込）¥4,200　価格（本体）¥4,000

純正リアフェンダーと交換するタイプです。

リアフェンダー

カラー ： ブラック　品番 ： APK20A81200TA
価格（税込）¥4,515　価格（本体）¥4,300

スチール製。トップケース装着も可能です。

リアキャリア

＊写真の車両には一部HMJ専用パーツもございます。

カラー ： スモーク
品番 ： APK2633120ZA
価格（税込）¥12,915
価格（本体）¥12,300 

純正ヘッドライトと
交換するタイプです

カラーヘッドライト

カラー ： グレー
品番 ： APK2690306TA
価格（税込）¥3,150
価格（本体）¥3,000

左右セット　FR共通

アクスルスライダー

カラー ： ブラック
品番 ： APK2633190TA
価格（税込）¥4,410
価格（本体）¥4,200 

ヘッドライトガード
品番 ： APK2664100ZA
価格（税込）¥3,780
価格（本体）¥3,600

両面テープで張り付けるタイプです。

メーターバイザー

カラー ： カーボン　品番 ： APK2640510ZA
価格（税込）¥33,810　価格（本体）¥32,200

純正のフェンダーと交換するタイプです。

リアフェンダー

カラー ： カーボン　品番 ： APK2661100ZA
価格（税込）¥29,820　価格（本体）¥28,400

純正のフェンダーと交換するタイプです。

フロントフェンダー

品番 ： APK2664330ZA
価格（税込）¥8,190　価格（本体）¥7,800

両面テープで張り付けるタイプです。左右セット

シェラウドメッシュシート

品番 ： APK2686100ZA
価格（税込）¥3,150　価格（本体）¥3,000

H2Cロゴ入り

デカールキット

品番 ： APK2611370TA
価格（税込）¥26,040　価格（本体）¥24,800

アルミ製

クランクケースカバープロテクター

カラー ： グレー　品番 ： APK2690001ZA
価格（税込）¥3,360　価格（本体）¥3,200

左右セット　海外仕様MSX125のロゴが入っています。

フレームボルト

カラー ： シルバー　品番 ： APK26WASHERTA
価格（税込）¥5,040　価格（本体）¥4,800

10個セット

H2C デザインワッシャーセット

カラー ： グレー　品番 ： APK2653100TA
価格（税込）¥6,615　価格（本体）¥6,300

アルミ製

ブレースバー

カラー ： グレー　品番 ： APK2653310TA
価格（税込）¥6,825　価格（本体）¥6,500

アルミ製

ハンドルバークランプ

カラー ： グレー　品番 ： APK2645513TA
価格（税込）¥2,205　価格（本体）¥2,100

アルミ製

マスターシリンダーキャップ

カラー ： カーボン調　品番 ： APK2617540ZA
価格（税込）¥2,625　価格（本体）¥2,500

張り付けタイプ

タンク パッド

カラー ： グレー　品番 ： APK2664390TA
価格（税込）¥8,715　価格（本体）¥8,300

純正ステップと交換するタイプです。

メインステップ

カラー ： グレー　品番 ： APK2615651TA
価格（税込）¥3,675　価格（本体）¥3,500

アルミ製

オイルゲージ

カラー ： シルバー　品番 ： APK2618318TA
価格（税込）¥12,390　価格（本体）¥11,800

ステンレス　海外仕様MSX125のロゴが入っています。

マフラープロテクター

カスタムパーツ 発売開始！！



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

7月1日 ： SIMPSON（ヘルメット）　8月1日 ： RCエンジニアリング価格改定のお知らせ

優れたコンプレッション（着圧）効果が、疲労の原因である「乳酸」の
滞留を抑え、より快適なライディングを実現。

品名 MEN'S サイズ 価格（税込） 価格（本体）

TTロングスリーブシャツ
TTロングスパッツ
TTRパワーバンドシャツ
TTRパワーバンドスパッツ

カラー

ブラック

S
　　　 ー
　　　 ー
TTR-50TL-01-S
TTR-51LP-01-S

M
TT-01TL-01-M
TT-02LP-01-M
TTR-50TL-01-M
TTR-51LP-01-M

L
TT-01TL-01-L 
TT-02LP-01-L
TTR-50TL-01-L
TTR-51LP-01-L

LL
TT-01TL-01-LL
TT-02LP-01-LL 
TTR-50TL-01-LL
　　　 ー

￥5,460

￥6,930

￥5,200

￥6,600

主要部位に配置された「パワーバンド」が「筋肉・関節」を圧迫・固定。ライディ
ングパフォーマンスをＵＰ。「乳酸」の滞留を抑え、疲労軽減と持久力向上。

ライディング設計 コンプレッションアンダー “吸汗・速乾” 
オールシーズンモデル

ブレーキリザーバ―タンクステーに最適。
360°回るヘッドと４箇所の可動部で取付位置も自由自在。

暑い夏をスマートに乗り切れ!! 優れた吸汗・速乾機能が、汗をかいてもすぐに蒸散させいつでも快適！ 
風にあたると”ヒンヤリ”とし、暑い夏でも快適なライディングを実現。

プロト フレキシブルアーム

品名 カラー 価格（税込） 価格（本体）

フレキシブルアーム

ベースプレート

シルバー
ブラック
ゴールド
ブルー
レッド
グリーン
ブラック

備考

耐荷重
200ｇまで

品番
PLFA100-S
PLFA100-K
PLFA100-GD
PLFA100-B
PLFA100-R
PLFA100-GR
PLFA-BP

¥4,179

¥1,050

¥3,980

¥1,000

別売りのベースプレートを組み合わせれば、ETCアンテナの台座や小物のマウントベースとしても便利。
アイデア次第で使い方は無限に広がります。

選べる6色ヘッド部360°調整可能 別売り ベースプレート キット内容

品名 品番 サイズ価格（税込）価格（本体）
メッシュシートカバー Sサイズ
メッシュシートカバー Mサイズ
メッシュシートカバー Lサイズ
メッシュシートカバー XLサイズ
メッシュシートカバー XXLサイズ

参考サイズ ： 490Ｘ920 厚み：約6mm　
参考サイズ ： 510Ｘ930 厚み：約6mm　
参考サイズ ： 600Ｘ930 厚み：約6mm 
参考サイズ ： 590Ｘ1030 厚み：約6mm　
参考サイズ ： 580Ｘ1060 厚み：約6mm

参考適合車両
GROM/Let's4/5

W800/アドレスＶ50
アドレスＶ125/V-STROM650 13-/シグナスＸ
PCX125.150/400X

NET-XS-05-BL
NET-XS-02-BL
NET-XS-01-BL
NET-XS-03-BL
NET-XS-04-BL

¥2,625
¥2,625
¥2,625
¥2,625
¥2,625

¥2,500
¥2,500
¥2,500
¥2,500
¥2,500

■6mm厚3Ｄハニカムメッシュ構造で通気性、速乾性、クッション性に優れ
　空気が立体メッシュの中を通り抜けていく構造でお尻がムレにくい！
　もちろん排水性も高いので雨天時のレインパンツの水漏れ感を軽減！
■炎天下でのシート表面の温度上昇を防止！　■立体構造により高いフィット性を実現！
■シートに被せてベルクロで固定するだけの簡単脱着！

メッシュシートカバーメッシュシートカバー

炎天下でのシート表面の温度上昇を防止！

写真はXLサイズ
アドレスV125
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