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適合 ： MT-03/25YZF-R3/25
品番 ： PFL354　価格（税抜）¥9,800

左右のウインカーの幅を狭めたコンパクトなデザイ
ン。純正灯火類、リフレクターが流用可能な為、追加
でパーツを用意する必要なし。

プロト フェンダーレスキット　
スチール ブラック

適合 ： MT-03/25YZF-R3/25　
品番 ： PSW684　価格（税抜）¥14,800

フロント足廻りの剛性アップ。
走りのスタイルを効果的に演出できます。

プロト アジャスタブルスタビライザー　
アルミ シルバー

適合 ： MT-25/YZF-R25/R3
品番 ： S-Y2SO11-AHCSS　価格（税抜）¥36,000

Moto-GPなど各カテゴリーの最高峰レースで採用
されるアクラポビッチエキゾースト。レースシーンで
採用されたテクノロジーを余すところなくフィード
バックしております。　一般公道使用不可

アクラポヴィッチ 
スリップオン MOTO-GP STYLE ステン

適合 ： MT-25/YZF-R25/R3　
品番 ： NT217SM2B-CLK　価格（税抜）¥58,000

JMCA認定政府認証
思い切ったショートスタイルにチタンの焼け色が美し
いマフラー。軽量化にも貢献するスポーティー仕様。

ノジマエンジニアリング 
M2チタンスリップオン ブルーグラデ

適合 ： 汎用
品番 ： 5818C1　価格（税抜）¥18,200

コンパクトでスタイリッシュなタンクバッグ。ショル
ダーベルト・レインカバー付。取り付けには、別売り
タンク取り付けベルト イージーロードが必要です。
品番：1582UU　価格（税抜）￥11000

バグスター タンクバッグ ニューサイン

適合 ： 汎用
品番 ： 4899B　価格（税抜）¥16,000 

コンパクトでスタイリッシュなシートバッグ。
ショルダーベルト・レインカバー付
ブラック/ブルー　15～23L

シートバッグ スパイダー

適合 ： MT-25/03/YZF-R25/R3　
価格 オープン

品番 ： BK-Y153-＊＊＊　

フロントリザーバータンクキャップ

品番 ： BK-H220-＊＊＊　※１ケ

ハンドルレバーホルダー

品番 ： BK-Y158-＊＊＊

ステムトップボルト

品番 ： BK-Y148-＊＊＊　※6段階調整

可倒式アジャスタブルブレーキレバー 適合 ： MT-25/03/YZF-R25/R3　
価格 オープン

品番 ： BK-Y179-＊＊＊　※左右２ケ　

純正ハンドル用バーエンド

品番 ： BK-Y149-＊＊＊　※6段階調整

可倒式アジャスタブルクラッチレバー

品番 ： BK-C22-＊＊＊

クラッチケーブルアジャスター タイプ１

適合 ： MT-25/03/YZF-R25/R3　
価格 オープン

品番 ： BK-Y159-＊＊＊　※左右２ケ　

フレームホールキャップ

品番 ： BK-Y161-＊＊＊

オイルフィラーキャップ

品番 ： BK-K324-＊＊＊

リアリザーバータンクキャップ

適合 ： MT-25/03/YZF-R25/R3　
価格 オープン

※画像の商品はブルーです。品番の末尾の-＊＊＊は『-BLU』でご注文下さい。

品番 ： BK-Y164-＊＊＊　※左右２ケ

フロントフェンダープロテクター

品番 ： BK-Y160-＊＊＊　※左右２ケ

リアレーシングスタンドフック

品番 ： BK-Y165-＊＊＊

サイドスタンドフラットフット

品番 ： BK-Y165-＊＊＊

ジェネレーターカバーキャップ

適合 ： 汎用　
クリア品番 ： RNB-C 価格（税抜）￥12,100
スモーク品番 ： RNB-S 価格（税抜）￥12,100
ブラック品番 ： RNB-K 価格（税抜）￥15,100

レースで鍛え上げられた空力特性。防風効果も高い
です。（マウンティングキットを別途お求め下さい。
品番：MV-NMK　価格（税抜）￥4,800）
＊ 太陽光を集光し車体を損傷する可能性があります。
　直射日光が当たったままの駐停車をしないで下さい。

MRA レーシングネイキッド *

MT-25

SWAGE-LINEに話題のNEWモデル
ヤマハ MT-25が登場！

■表中品番はクリアーホースの品番です。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：SAFB360・・・ブラックホース仕様） 

レッド/ブラック
RAF360
RAR360

ゴールド/ブラック
GAF360
GAR360

メッキ/ブラック
NAF360
NAR360

ゴールド/ブルー
PAF360
PAR360

レッド/ブルー
SAF360
SAR360

メッキ
CAF360
CAR360

ブラック
BAF360
BAR360

メーカー
アルミ ステンレス

価格（税抜）

ヤマハ

車種

MT-03/25
ABS不可

年式

15

タイプ

フロント
リア

￥8500
￥7,500

価格（税抜）
STF360
STR360

￥10,500
￥9,500

オープン価格 11色のカラーから選べます。ご注文の際は、品番の末尾-＊＊＊にカラー品番をご指定下さい。ブラック（-BLK）・ブルー(-BLU)・グリーン(-GRN)・
グレー(-GRY)・ライトゴールド(-LGD)・オレンジゴールド(-OGD)・オレンジ(-ORG)・パープル(-PUR)・レッド(-RED)・シルバー(-SLV)・チタン(-TIN)

PLOT CUSTOM PARTS

11月末発売予定
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NEWサドルバッグ「RALLY」登場！
ラリ ー

YZF-R3 ABS/MT-03 用 
M2チタンスリップオン

＊汎用品　＊タイヤの巻込みに注意して装着してください。また、車種によってはサドルバッグサポートの
使用を推奨します。　＊操安性に変化が出る場合があります。
＊装着画像はイメージです。ウインカー等の灯火類の視認性は保安基準に準じて対策ください。

ストリ－トファイターに映えるデザイン 内容量の拡張が可能です（15⇒22.5Ｌ） 区分けされているので収納も便利

品名 品番カラー 価格（税抜）
ラリー ブラック 5882Ｎ ¥28,800

車種専用ボルトオンハンドルバー

EZ-FITテーパーバーに待望の
スズキ GSX-S1000/F用がラインナップ！
ノーマルに対して上下比1.5ｍｍアップ、前後比5ｍｍバック、ハンドル幅20ｍｍ
狭く、絞り角2°追加したオリジナルポジション。純正バーエンド装着不可。

EFFEX 汎用テーパーバーの
ラインナップにNEWモデル追加！

車種 品番カラー 価格（税抜）
GSX-S1000/F

メーカー
SUZUKI

タイプ
EZ-FITテーパー ブラック PBTF542K ¥9,800

品番カラー 価格（税抜）品名

汎用テーパーバー

タイプ

TYPE-4 ブラック
シルバー

PBTH004K
PBTH004S ¥8,800
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ノーマル EFFEX

ノーマル
EFFEX

GSX-S1000/F用テーパーハンドルをベースにスイッチ穴加工を無くした汎用タ
イプ。クランプ径φ28.6ｍｍのテーパーハンドルの車両に適合。またハンドルバー
内径φ14ｍｍとなっているので、EFFEX ハンドルバーウェイトがご使用できます。

幅A

高さB絞り角D引きC

ハンドル寸法図

ハンドル寸法データ

躍動感溢れるセミハードタイプサドルバッグが新登場。アウターシェルにカーボン調ＰＶＣを採用した欧州テ
イストを醸します。側面にはターポリン素材を使用し、耐水性も高めました。止水ファスナーを採用し、ハード
なツーリングもこなしてくれるタフなツーリングギアです。

好評のM2チタンスリップオンに、
YZF-R3 ABS & MT-03を適合追加！
小ぶりなサイレンサーながらしっかりと消
音性能を持たせる事で2気筒独特のパタ
パタ音を消し、静かで且つスポーティーな
走りを実現します。もちろんJMCA認定
政府認証の車検対応マフラーです。
この度、新しい焼き色パターンのブルーグ
ラデを追加しました。

左右セット/レインカバー＆取付ラバーコード付属

メーカー 品番車種（型式） 価格（税抜）

YAMAHA YZF-R25/ABS/MT-25（JBK-RG10J）･
YZF-R3 ABS/MT-03(EBL-RH07J)

品名
M2チタンスリップオン 
M2チタンスリップオン ブルーグラデ

NT217SM2T-CLK
NT217SM2B-CLK

¥58,000
¥58,000

1
2

JMCA

○

1 2



ここがベロフ流!! ユーザー本位の数々のスゴ技!!ここがベロフ流!! ユーザー本位の数々のスゴ技!!

乗ればわかる！ ライディングがもっと楽しくなる！
KOOD（クード）のアクスルシャフト革命

メーカー 品番
フロントアクスル

車種 価格（税抜）

HONDA

YAMAHA

SUZUKI

CB1300SF 05-14
CBR1000RR 08-15
XJR1300 07-15
MT-09
GSX1300R 08-15

P067-1030
P067-1045
P067-1063
P067-1078
P067-1116

¥30,000
¥30,000
¥30,000
¥30,000
¥30,000

品番
リアアクスル

価格（税抜）
P067-1035
P067-1047
P067-1065
P067-1080
P067-1118

¥40,000
¥40,000
¥40,000
¥40,000
¥40,000

メーカー 品番
フロントアクスル

車種 価格（税抜）
SUZUKI

KAWASAKI

GSXR1000 12-15
ZRX1200DAEG
ZEPHYER1100
Ninja1000 11-15
Z1 72-75

P067-1125
P067-1081
P067-1090
P067-1093
P067-1101

¥30,000
¥30,000
¥30,000
¥30,000
¥30,000

品番
リアアクスル

価格（税抜）
P067-1127
P067-1083
P067-1092
P067-1095
P067-1103

¥40,000
¥30,000
¥30,000
¥30,000
¥40,000

※掲載車種はラインナップの一部です。他の適合車種はお問い合わせください。

KOODアクスルシャフトを装着することにより、
車体左右の連結剛性が上がり、
ライダーの入力に対してマシンの応答が機敏になります。

製品の安全性を担保するための実践テ
スト（全日本ロードレース、鈴鹿8耐の
参戦車両に装着）のほか、強度試験を
行っております。

クロームモリブデン鋼採用
クロモリ鋼材は国内メーカーより確かな品質を保証するミルシート(鋼材検査証明書)付きで入手。
クロモリは加工前に熱処理を加えることで品質検査基準が満たされます。

逆電流防止
安全機能

これが逆電流防止安全機能と
車体バッテリー状態検出機能を
搭載したジャンパーケーブル 間違えやすいプラスマイナスの接続。高

度に電子化された最新のバイクにミスは
大敵です。誤って接続しても逆電流防止
安全機能が大切な車体を守ります。

豊富なカラーバリエーション
豊富なカラーバリエーションで、ホワイト/ブラック/ゴールド/オレンジ/イエローの
5色からお選びいただけます。

ＰＳＥマーク取得
ＰＬ保険加入済

車体バッテリー状態
検出機能
車体側のバッテリー状態を検出する機能を
備えたハイグレードモデルです。そもそもセ
ルが回らないのはバッテリー残量の問題な
のか、この機能で確認できます。

トリプルアクション
高輝度LEDライト
高輝度LEDライトを装備。通常点灯/点滅/SOS 
点滅の3つの点灯パターンで、緊急時にも活躍し
ます。単なる点灯機能モデルが多い中、緊急時に
求められる機能を本気で追求しました。

エンジンジャンプスタート
手のひらサイズのボディながら、12Vの自動車からバイクまでのエンジンスタートに使用
可能です。（ピーク電源400A) フルチャージ状態で3～4回セルモーターを回せます。

ＵＳＢ充電 スマートフォン・タブレット
大容量モバイルバッテリーとしても活躍。iPhoneなら約3～4回の充電が可能。

バッテリー残量のわかるLEDインジケーターランプ
バッテリーの残量がひと目で分かる、インジゲータを搭載。
（目盛り4つで100％、3つで75%、2つで50%、1つで25％）

信頼のブランド“ベロフ”が放つバッテリー＆モバイルチャージャーの決定版!!
突然のバッテリー上がりからスマートフォンの充電まで旅先などでのまさかのときの備えだけに、
信頼性の高い“ベロフ”をおすすめします。

全工程を国内で加工 “Maid in Japan”
NC旋盤・マシニング・センタレス研磨など様々な加工工程をえて生産されます。
特殊なガンドリルを使用した中空加工もそのひとつです。

3層メッキ処理の高い耐久性
KOOD最大のこだわりであるメッキ処理は、「銅メッキ」「ストライクメッキ」「無電解ニッケルメッキ」
の順に行います。ここまで層を重ねたメッキ処理は一般ではあまり行われませんが、
防錆や耐久性においての品質を高めるため3層メッキを採用しています。

ベロフ クイックバッテリーチャージャースリム
QUICK BATTERY CHARGER SLIM

品名 品番カラー 価格（税抜）

クイックバッテリーチャージャースリム

ブラック
ホワイト
オレンジ
イエロー
ゴールド

P067-1409
P067-1410
P067-1411
P067-1412
P067-1413

¥16,000
¥16,000
¥16,000
¥16,000
¥16,000

■製品内容
① クイックバッテリーチャージャースリム本体 ×1
② シガーソケットプラグ（12V車用車載充電器） ×1
③ ACアダプター（家庭用充電器） ×1

④ ジャンパーケーブル ×1
⑤ 取扱説明書 ×1
⑥ 収納ポーチ ×1

■製品仕様
サイズ…………… 135×77×15mm
重量 ……………………… 約285g
バッテリー容量 …………8,000mAh
出力 ………………………… 5V-2A
入力 ……………………… 15V-1A

本体充電時間 ……………約4時間
始動電流 ………………… 200A
最大出力電流 …………… 400A
使用時温度 ………… 0°C～85°C
PSEマーク取得

www.bellof.co.jp/ 

※充電に関するご注意
内蔵のリチウム電池は使用しなくても少しずつ消費されていきます。
また短寿命の原因となりますので、長期間使用しない場合でも3カ月に1度は充電をして下さい。



スナップオン ステッカー取扱開
始!

1920年にソケットレンチを最初
に発明。最高の品質と扱いやすさ

、そして美しさから

世界中の整備のプロが絶大な信
頼を寄せる世界的な工具メーカ

ー“スナップオン”。

プロトではスナップオンのオフィ
シャルステッカーの取扱いを開始

しました。

上記デザイン以外にも多数ラインナップがございます。詳しくはプロトWEB発注システムでご覧ください。

転写ステッカー

マルチステッカー 布やナイロン・革・プレーン素材に貼ることができる転写タイプのステッカー。

塩ビステッカー

スナップオン工具の取扱いはございません。あしからずご了承ください。

愛車を大切にしたいライダーの望みから生まれた
バイク用簡易車庫“バイクバーン”！

タイプ
品番
カラー
長さ
幅
高さ
重量
価格（税抜）

P066-9841
ジュニア

253cm
100ｃｍ
156ｃｍ
27kg
¥49,500

P066-9842
スタンダード

280ｃｍ
110cm
164ｃｍ
30kg
¥50,500

ライトグレー
P066-9843
ツアラー

345cm
134cm
194ｃｍ
38kg
¥60,000

※発送には別途送料が発生します。詳しくはお問い合わせください。

バイクバーンは従来のようにバイクにカバーを掛けるとき
の煩わしさをなくし、3秒でバイクを完全にカバーできる簡
易バイクガレージです。フレームは錆びにくい亜鉛メッキ
コートスチールの強固スクエアパイプ構造で、3層構造の
フルウレタン加工カバーは高い防水力を発揮します。

【バイクバーンの特徴】
●カバー内のムレを緩和する左右のベンチレーション
●前後に移動可能なクロスプレートは車種により適切な位置にセット可能
●防犯性をアップするロックは左右2箇所で可能
●替えカバーなど様々なパーツのリペア供給が可能
●サイズは3タイプ
　・ ジュニア（スーパースポーツからビッグスクーター）、
　・ スタンダード（ハーレーロードキングなどビッグバイク全般）、
　・ ツアラー（ハーレーウルトラ、トップケース付き車種など）

大切な愛車を強力に保護！ 開閉時間わずか3秒！

【バイクバーンは高品質で長持ち】
1997年の発売開始から、日本のユーザーの声を参考に絶えず改良を
重ねてきました。バイクバーンは自社開発・生産だから高品質、高寿命
で愛車を高度に保護します。替えカバー交換需要の平均は5-6年*。
バイクバーンは国内販売16年以上の実績と信頼のブランドです。
＊使用環境により交換時期は異なるため、この数字が耐用年数を補償するものではありません。



車種 品番モデル(型)/仕様 価格（税抜）

ハイエース
レジアスエース

メーカー

トヨタ

 1-2型
 3型／ディスチャージヘッドランプ(HID)ヘッドランプ仕様
 3-4型／ハロゲンヘッドランプ仕様
 4型／LEDヘッドランプ仕様　NEW

ボディタイプ

標準幅

エンジン型式

1TR

型式

TRH200V
TRH200K

DRA04061
DRA14061
DRA24061
DRA34061

¥29,000

待望のホンダ
S660用を発売！

※特許出願済み

※T20トルクスレンチ付属。

NEOPLOT フットレストバーNEO
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)で受けるのが常識になっているフッ
トレストを、“バー(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
トバーNEOに置いた左足の位置関係がシンメトリーに近い状態に
なるため、より自然な姿勢で運転することができます。またマニュア
ルトランスミッション車の場合は、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
チ操作が可能です。

■疲労軽減効果
フットレストバーNEOは平面でワンポジションでしか安定しない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)の動きに自由度を持たせることができます。これにより、体形によっ
て変化するドライビングポジションにも、違和感無く最適な姿勢を保つことができるようになりま
す。無理の無い姿勢を保てるため、ロングドライブ時における疲労の軽減につながります。

■吸入イメージ図

エア
クリーナー

エンジン

純正
エアダクト

ラムエア
インテーク
キット

エア
クリーナー

エンジン

※ ディーゼルエンジン車(KDH20#)および、ワイド幅ボディ車には取り付けできません。

純正エアダクトの吸入口は、バル
クヘッド側を向いているため効率
よく空気を取り込めない。

ラムエアインテークキットの吸入口は、フロントグリル内にあり走行風を効率よく取り込むことが可能となる。

ラムエアインテークキット
ハイエースの場合、エンジンに空気を導くためにある純正エアダクトの吸入口は
バルクヘッド側(後方)にあり、バルクヘッドとの隙間も少ないため吸入効率が悪い
状態にあります。これを改善するためにDCUATRO（ディーキャトロ）ラムエアイ
ンテークキットでは吸入口を前方に変更しフロントグリル内に配置。低速域では吸
入抵抗の低減効果により「エンジンレスポンスアップ」が、高速域ではラムエア効
果により「パワーアップ」が体感できます。

加速が気持ちいい～～！！
アクセルを踏んだときの
あの｢もたつき」を解消！！

待望の4型LEDヘッドランプ車用発売！

メーカー 品番車種 価格（税抜）
ホンダ S660

適合
JW5 NP71260 ¥9,500



在庫強化中！！

クリアキンからYAMAHA XV1300CA STRIKER & 
XVS1300A 用エアクリーナーシリーズ適合追加のご案内！

ハーレーダビッドソン ツーリングファミリー用
パワーデュアルスとドレッサーデュアルスの品番変更のご案内。

「KURYAKYN/クリアキン」
ブランドサイトリニューアル！
車両メーカー別、車種別に商品情報を
検索することが可能になりました！
ぜひ、ご覧ください。　

www.kuryakyn.co

スリップオンと組み合わせ、フルエキゾーストシステムとする為のヘッドパイプ『パワーデュアルス』は双方のパイプを連結するパワーチャンバー構造、
ヘッドパイプを連結しない独立管構造で、歯切れのいいサウンドを生み出すドレッサーデュアルス。双方ハーレーダビッドソン ツーリングファミリー09年・
10-15年用の品番が統合され、09-16年モデルまで適合が延びました。

エアクリーナーのデザイン性はもちろん、パ
フォーマンスを向上させるために吸気効率に優
れたK&N製アコーディオン構造のエアフィル
ターを採用。K&N専用のフィルターケアキット
を使用する事で、何度も洗浄し・再利用が可能
です。デザイン・パフォーマンス・経済性の全て
を兼ね備えたエアクリーナーをあなたにも！

車種 エアクリーナー品番カラー

XV1300CA　STRIKER

XVS1300A

クローム
ブラック
クローム
ブラック

年式

11-15

07-15

VELOCILAPTOR
KUR-9598
KUR-9599
KUR-9598
KUR-9599

HYPERCHAGER
KUR-9434

-
KUR-9435

-

ALLEY CAT
KUR-9594

-
KUR-9595

-

オープン価格

オープン価格

VELOCILAPTOR 
エアクリーナー

※注意  装着の際は、キャブレターまたはインジェクションセッティングを推奨します。

ドレッサーデュアルス装着例 パワーデュアルス装着例

＊1 在庫限り廃盤となります。

HYPERCHARGER 
エアクリーナー

ALLEY CAT 
エアクリーナー

カラー
ドレッサーデュアルス

09年
クローム
ブラック

16749 ＊1
-

10-15年
16829 ＊1
46829 ＊1

09-16年
16752
46752NEW

カラー
パワーデュアルス

09年
クローム
ブラック

-
-

10-15年
16849 ＊1
46849 ＊1

09-16年
16832
46832NEW

一般公道使用不可

10月30日 ： ドレミコレクション　12月1日 ： SDG（シート）価格改定のお知らせ

みんカラ＋ブログにて情報公開中

みんカラ＋ブログ
「プロト4輪パーツブログ（P4）」

facebook
「プロト オートバイパーツ・用品」

facebook
「プロト/PLOT四輪パーツ」

YouTube
「PLOT CHANNEL」

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
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