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カスタムのはじめの一歩はフェンダーレスから！
プロトフェンダーレスキットは、大型のリアフェンダーからの変更でリア周りがスッキリ！
ナンバープレート取付位置が上がり、ウインカーの張り出しを最小に抑えることで、リアタイヤが強調さ
れ、驚くほどスポーティーにイメージチェンジ可能です。純正ウインカー、ナンバー灯、リフレクター流用

品名 品番車種 価格（税抜）
HONDA CBR250R

品名
フェンダーレスキット

材質
FRP/スチール

カラー
ブラック

年式
14-15 PFL0014 ¥13,000

ホンダ CBR250R用
フェンダーレスキット新登場！

MRA スクリーン・エフェックス ローダウン・
スウェッジラインプロ ブレーキホース・
ヘプコ＆ベッカー キャリア・ガードがラインナップ！

ヤマハ ニューモデル MT-09 TRACER

メーカー

■表中品番はクリアホースの品番です。ブラックホース仕様の場合は品番中アルファベットと数字の間に「B」を入れてください。（例：STPB356FB・・・ブラックホース仕様）

■SWAGE-LINE PRO

ステンレス
バイピース車種 価格（税抜）

YAMAHA MT-09 TRACER ABS

タイプ

フロント
リア

年式

15 STP356FB
STP356R

レッド/ブルー
SAP356FB
SAP356R

¥22,500
¥21,000

適合車種 ： MT-09 TRACER　カラー ： スモーク
品番 ： MR265S　価格（税抜）¥15,400

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。トップスピードにおける空力の優位性はMOTO-GPで
実証済み。クリア、ブラック（価格別）の設定もあります。

MRA スクリーン レーシング

適合車種 ： 汎用　カラー ： クリア
品番 ： XCA-C　価格（税抜）¥14,300

純正スクリーンに取り付けできるショートスクリーン。
角度、高さ調整が可能で、優れた風貌効果を実現。スモー
クの設定もあります。＊取り付けにはマウントキット　
XCC-1　価格（税抜）￥3,300が必要です。

MRA X-CREENスポーツ ユニバーサル

適合車種 ： MT-09 TRACER
品番 ： PHA350D　価格（税抜）¥5,500

足つき性と操安性のベストバランス。シート高15ｍｍダ
ウン。車高を下げることで足つき性を向上させます。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 PHS350A 価格（税抜）￥15,000もあります。

エフェックス ローダウンキット

適合車種 ： MT-09 TRACER
カラー ： アンスラサイト
品番 ： 5014547-0005　価格（税抜）¥26,600

エンジン周りを保護するガード。
クラッシュパッドが付属します。 ＊1

ヘプコ&ベッカー エンジンガード

適合車種 ： MT-09 TRACER
カラー ： アンスラサイト
品番 ： 6504547-0105　価格（税抜）¥24,000

車種専用トップキャリア。最大積載量：10kg ＊1

ヘプコ&ベッカー トップケースキャリア

適合車種 ： MT-09 TRACER
カラー ： アンスラサイト
品番 ： 6504547-0005　価格（税抜）¥39,200

車種専用サイドキャリア。ワンタッチで取り外し可能な
Lock itタイプ。最大積載量：10kg（片側） ＊1

ヘプコ&ベッカー サイドケースホルダー Lock it

適合車種 ： 汎用　カラー ： イエロー
品番 ： 640620-0007　価格（税抜）¥29,000

超軽量でスタイリッシュなソフトバッグ。
容量22L　ブラックの設定もあります。
※取り付けには、C-BOWキャリア 6304547-0005　
価格（税抜）￥23,200 ＊1 が必要です。

ヘプコ&ベッカー ロイスター

適合車種 ： MT-09 TRACER　カラー ： チタン
品番 ： S-Y9R3-HAFT　価格（税抜）¥152,000

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。交換することで軽量化に貢献。
レース専用部品です。

アクラポヴィッチ レーシングライン 専用サイレンサー

＊1 仕向地の違いにより加工が必要な場合がございます。返品はお受けできませんので予めご了承下さい。

※発売は6月上旬頃となります。



メーカー 品番品名 価格（税抜）

BMW

車種

S1000RR

S1000XR

年式

15

15

スリップオンライン ヘキサゴナル チタン e1
スリップオンライン ヘキサゴナル カーボン e1
オプショナルリンクパイプ ステン
オプショナルリンクパイプ チタン
レーシングライン ヘキサゴナル チタン
エボリューションライン ヘキサゴナル チタン
マフラーブラケット カーボン
スリップオンライン 専用ブラックチタン e1
オプショナルヘッダー ステン
オプショナルヘッダー チタン

1

2

3
4

S-B10SO2-HRT
S-B10SO2-HRC
E-B10R4
E-B10E4
S-B10R3-CZT
S-B10E5-CZT
P-MBB10R3/1
S-B10SO4-HZDFT 
E-B10R5
E-B10E5

¥132,000
¥132,000
¥100,000
¥216,000
¥193,000
¥311,000
¥22,000
¥154,000
¥100,000
¥216,000

メーカー 品番品名 備考

ハーレーダビッドソン

車種

エレクトラグライド/ストリートグライド

年式
14-15/14-15
14-15/14-15
96-13/96-13
96-13/06-13
07-13/07-13
96-13/06-13
99-15

99-15
99-15/99-15
84-15/84-15
83-15/83-15

イグニッショスイッチカバ－
スイッチパネルアクセント
スピード&タコメーターアクセント
ステレオ アクセント
イグニッショスイッチカバ－
スイッチパネルアクセント
ロッカーカバーアクセント
エアクリーナーアッシー
タペットブロックアクセント
シフトリンケージカバー
シフトアーム
シフトレバー

内容
1ヶ
1ヶ
1ヶ
1ヶ
1ヶ
1ヶ
1ペア
1ヶ
1ヶ
1ヶ
1ヶ
1ヶ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
A
B

KUR-7347
KUR-6938
KUR-7238
KUR-6934
KUR-7237
KUR-6936
KUR-6920
KUR-9580
KUR-7241
KUR-1097
KUR-1096
KUR-1095

＊1
＊2
＊1

＊3

一般公道使用不可 予約受付中
Moto-GP・WSBなど、トップカテゴリーへマフラーを供給し続けているアクラポビッチ。
フルモデルチェンジしたS1000RR向けと、新たにラインナップに加わったS1000XR向けのマフ
ラーが登場しました。S1000RR向けは、サイレンサーと組合せる事で、フルエキ化出来るオプショナ
ルリンクパイプが発売されております。S1000XR向けには、専用形状かつブラックチタンのサイレ
ンサーがランナップされております。

2015年BMWラインナップに向け、
アクラポビッチマフラーが登場。

1

3

1

2

7
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　　　　　とは、カスタムコンセプトを向上させるために立ち上げられた、米国クリアキン社
内の高級志向なプライベートブランドです。パーツをクロームやブラックにするだけではなく、
高級感溢れるアルミ削りだしを採用し、今までにないスタイリッシュなデザインに仕上げてい
ます。エアクリーナー、エンジン周り、インパネ、外装、シフトペグ等のパーツが続々と登場。

※PLOTNEWSに掲載の　　　　　商品は一部です。　＊1 TWIN CAMエンジン用　＊2 CVキャブレター/Delphi製FI用　＊3 シーソー式ペダルにする場合は2ヶ必要です。

クリアキンが提案する
高級感溢れる 　　　　ブランド本格始動

オープン価格

在庫強化中！！



バイクとの一体感を高める！
“テックスペック”の取り扱い開始！！

自動車用フィルターのブランドとして
50年以上の歴史を持つ“エクセル”
人と環境のために、
確かな技術でバイク用フィルターを発売！

テックスペック・グリップスターグリップパッドは
車種別に専用設計された4種類の素材から
目的別に選択することが可能です。
ニーグリップ時の滑りやズレ、
車体へのキズの保護にも役立ちます。
また、特殊粘着素材を使用しているため
メンテナンス時に貼り直しが可能※です。
※注 ： クリアータイプは貼り直しが出来ません

LOCTITE401/454の特徴
●あらゆる素材を接着できる高機能瞬間接着剤。
●通常では接着が困難なPE、PP、シリコーンゴムも
　770プライマーを併用することで強力に接着可能。
●液状ながら多孔質材（木、紙、皮革、繊維、
　レンガ、スポンジなどの発泡体）も接着可能。
●クロムや亜鉛メッキなどの酸性面も接着可能。
●使いやすい3gチューブの3本セット。
●454（ゼリータイプ）はタレが無いので垂直面への塗布が可能。
●454（ゼリータイプ）は固着時間が長いので接着時の位置決めが容易。

国産4メーカー 570車種に適合
お得なガスケット付き ※一部除く
お求めやす価格設定　

特徴

ろ紙タイプ カートリッジタイプ
（ガスケット付 BOY-007、BOY-008は除く）

●HF（ハイフュージョン）…… サンドペーパーのようにザラついた素材。走行会向き。
●SS（スネークスキン）…… 蛇のウロコ形状の素材。街乗り～走行会向き。
●C3（コンフォート）………… 2011年登場の柔らかく柔軟な新素材。街乗り～ロングツーリング向き。
●CL（クリア） ……………… 2013年登場の透明な素材。走行会～レース向き。※貼り直し不可

HF（ハイフュージョン）

■グリップスター素材ラインナップ　全4種

SS（スネークスキン） C3（コンフォート）

あらゆる素材を接着できる
高機能瞬間接着剤 ロックタイト４０１・４５４！

エクセルオイルフィルターはプロトカタログ
2015に掲載（P886-887）しています。
カタログに掲載のない車種についてはお問
い合わせください。

品名 品番 価格（税抜）
401　高機能瞬間接着剤
454　高機能瞬間接着剤　ゼリー状
770　難接着用プライマー

容量
3g×3本
3g×3本
100ml

1243729
1243730
555115

¥1,400
¥1,800
¥2,000

LOCTITE770
オートバイの外装パーツに広く使用さ
れているPP（ポリプロピレン）、PE（ポ
リエチレン）などの接着の場合、770
プライマーを併用することで接着強度
を向上させることが可能です。



マックのレインウェアは晴れも着れるカジュアルスタイル！
バイク・自転車・アウトドア・ワーキングにも最適！

満を持してSR400用
タンクカバー登場！

1400GTR用 DLCチタン スリップオン に、
2015年モデル適合追加！

色　ジャケット/パンツ サイズ

マットイエロー/マットグレー
マットブルー/マットグレー

S
P063-4945
P063-4950

M
P063-4946
P063-4951

L
P063-4947
P063-4952

LL
P063-4948
P063-4953

EL
P063-4949
P063-4954

サイズ 標準身体寸法（ｃｍ）

S
M
L
LL
EL

適応身長
150～160
160～170
170～180
175～185
175～185

適応胸囲
76～86
84～92
90～98
96～104
102～110

適応胴囲
62～74
72～80
78～88
86～96
94～104

素　材 表 ： 表：ポリエステル100％
  PVCラミネート
 裏 ： ポリエステル100％
  マイクロメッシュ

耐水圧 ： 10,000mmH2O

参考価格（税抜） ￥５，５００

車種 品番 価格（税抜）

SR400

メーカー

YAMAHA

年式

01-14

カラー
グレー
ブラック

1
2

備考
型式RH01、RH03に適合
1JR以前は適合不可

1680A
1680U

¥24,000
¥22,000

クラシックなスタイルを盛り上げてくれるのはもちろん、
傷つきを抑え、愛車を美しく保ちます。
グレーとブラックの２色設定。

専用タンクバッグを使用できるので、ツーリング性能も向上。
※画像はNEWSIGN
品番：5818C1　価格(税抜）￥18,200

タンクキャップの逃げもピッタリなので給油時も支障がありません。
専用設計のフィッティングの高さを楽しめます。

1 2

メーカー 品番型式 価格（税抜）
KAWASAKI

車種
1400GTR/ABS

年式
08-15 ZGT40A/C/E

品名
DLCチタンスリップオン NT630SGTD-CLK ¥109,600

空力やマフラー、燃調などに変更のあった2015年モデル1400GTR ABSが、
DLCチタンスリップオンのラインナップに適合追加されました。
加速騒音試験をクリアした安心の政府認証マフラーです。



品名 品番 備考価格（税抜）
ファブレット用 U字Xグリップセット
※ファブレット用Xグリップ単体も設定あり　品番 ： P056-7068　価格（税抜）￥3,000

横幅4.5cm～11cmのファブレット端末に対応P063-8369 ¥6,000

品名 品番 価格（税抜）
RS-Fエンジンオイル

粘度
5W-30

容量
20L

※自動車用/4サイクル・ガソリンエンジン専用

＊1 ワイド幅ボディ車は取付け未確認です。

RS5W30F20 ¥84,000

U字Xグリップセットに
ファブレット用が登場

実戦から生まれたレーシングスペックエンジンオイル

大人気U字Xグリップセットにファブレット用が登場しました。
ファブレットをナビやオーディオとしてハンドルマウントできます。

ファブレット
ユーザーに朗報！！

NEOPLOTEX (ネオプロテックス) RS-F エンジンオイル 5W-30

2013年より開催されているGAZOO Racing 86/BRZ 
Race参戦車両にサポートするなかで生まれたレーシングス
ペックエンジンオイル。4サイクル・ガソリンエンジン専用の
ノンポリマーエンジンオイルで、低粘度でありながら夏期の
高温下においても長時間にわたって油圧が安定。熱ダレする
ことなくスムーズなエンジンフィーリングを実現します。

DCUATRO（ディーキャトロ）スタイリッシュアン
ダーミラーは、純正アンダーミラーを取り外して交
換するタイプの保安基準適合エアロアンダーミ
ラーです。アンダーミラーの機能を満たしつつも
NV350キャラバン（E26型）のフロントマスクを
スタイリッシュに変貌させます。カラーバリエーショ
ンは3種類、全て純正色塗装仕上げとなります。
＊ 素材：FRP

ステンレスメッシュ・ブレーキホース

HONDA フリード/フリードハイブリッド
GB#/GP3用
ブレーキホース
キット発売！

メーカー 品番
スチール駆動方式 価格（税抜）

ホンダ

車種

フリード
フリードハイブリッド 2WD/4WD

型式

GB#
GP3 ST2625N ￥26,000

品番
ステンレス

価格（税抜）

SW2625N ￥35,000

保安基準適合！DCUATRO 
スタイリッシュアンダーミラー

待望のNV350キャラバン用を発売！

車種 品番カラーコード/純正色名 価格（税抜）

NV350キャラバン
標準幅ボディ車 ＊1

メーカー

ニッサン
#QAB/ホワイトパール
#K51/ブレードシルバー
#KH3/スーパーブラック

備考

取付けにあたり純正アンダーミラーのベース穴が
空いてしまうため、別途コーナーパネルを
ご用意いただく必要があります。

￥28,000

型式
VR2E26/VW2E26
KS2E26/KS4E26
CS4E26/CW4E26
VW6E26/VW8E26

DSUME26P
DSUME26DS
DSUME26K

iPhone6P
lus

にも対応！
iPhone6P

lus
にも対応！



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

4月24日 ： PMC（旧車系パーツなど）、YSS（サスペンション）　4月26日 ： ドレミコレクション（旧車系パーツ）
5月1日 ： スタンレー（バルブ）、タンデムライダーズ（タンデムベルト）　5月9日 ： スペシャルパーツ武川　5月11日 ： デグナー（ナイロンバッグ）
6月1日 ： モトコ（キャリア）、DYMAG（ホイール）

価格改定のお知らせ

「VO2 AIR INTAKE KIT GRENADE」 が新登場！

ハーレーダビッドソン STREET 750モデル用
マスタングシート ＆ K&NオイルフィルターのNEWラインアップ！

車種 品番年式
ツーリングファミリー
ソフテイルファミリー
ダイナファミリー

ツーリングファミリー

スポーツスターファミリー

メーカー

ハーレーダビッドソン

品名

VO2 グレネイド エアクリーナー

02-07
00-15
99-15

08-15

04-15

カラー
クローム
ブラック
マットブラック
クローム
ブラック
マットブラック
クローム
ブラック
マットブラック

70045
40047
40045
70041
40043
40041
70031
40033
40031

純正エアクリーナーに比べ、吸気効率を格段にアップさせる事はもちろん、エアクリーナーカバーに高級感溢れ
るアルミ削りだしを採用しGRENADES 2-2 フルエキゾーストと同デザインとなっている為、マフラーとデザイ
ンを合わせる事も可能。カラーは「クローム」、「ブラック」、「マットブラック」の３タイプを設定。

シートカウルにかかるシートラインをテーパー形状としたスタイリッシュなデザイン。
ライダ－側の座面を純正よりも1インチ後方に広げることで、ライディングポジション
の自由度を持たせています。また、スタイリッシュなデザインとしながらもタンデムに
も十分使える機能性も持ち合わせたシートです。

ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性
能オイルフィルター。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。

1980年からの経験を生かし作られたヴィンテージツーリングシートは、座面を純正
シートより12.5インチワイドにすることにより、ライダーの姿勢を正し街乗りから高速
道路まであらゆるツーリングを快適に楽しむ事ができます。また、タンデムシートは9イ
ンチワイド化することにより臀部の接地面を増やし安心・快適に楽しめるようなデザイン
に仕上げています。

オープン価格

品番タイプ 価格（税抜）
ファストバック

ヴィンテージツーリング

オイルフィルター

1
2
3
4
5

品名

＊1 対応純正品番 ： 62700045

マスタングシート

K&N

メーカー

ハーレーダビッドソン

車種

STREET750

年式

15 バックレスト付き
ブラック
クローム ＊1

MUS76420
MUS76421
MUS79786
KN-204
KN-204C

¥52,700
¥62,600
¥95,600
¥2,200
¥2,800

ファストバック
Fastback

ヴィンテージツーリング
Vintage Touring

クローム

KN-204

バックレスト付

KN-204C

ブラック マットブラック

1 2 3

4 5

プロトカタログ2015（P360-361）に掲載しているメタリカ　ブレーキパッドのHPアドレスが間違っていました。
正しくは http://www.skill.co.jp/ になります。訂正してお詫び申し上げます。大変ご迷惑をお掛け致しました。ホームページアドレス掲載間違いのお詫び
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