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メーカー 品番車種 価格（税抜）

ヤマハ

カワサキ

NIKEN

Z900

品名

レーシングライン チタニウム JMCA政府認証モデル

スリップオンライン カーボン JMCA政府認証モデル

1 2 3

4 5 6

年式

18-19

17-19

JAN

4550255049393

4549950521280 

備考
対応型式：2BL-RN58J 付属のキャタライザー
装着時のみJMCA政府認証モデルとなります。
純正オプションセンタースタンドにも対応。
対応型式：ZR900B/2BL-ZR900B

S-Y9R10-HEGEHTJPP

S-K9SO3-HZCJPP

¥182,000

¥106,000

ＡＫＲＡＰＯＶＩＣマフラーで
JMCA政府認証取得！

レース専用マフラー

ヤマハ NIKEN 18年モデルで新たにJMCA政府認証を取得いたしました。
また、このたびカワサキ Z900 19年モデルは国内・輸入仕様ともに車検対応となりました！
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メーカー 品番車種 価格（税抜）
スズキ

カワサキ

BMW

ホンダ

GSX-S1000/F

ZX-6R

R1250GS
Adventure

GROM/MSX125

品名
スリップオンライン チタニウム ECE/EC認証モデル
レーシングライン カーボン
スリップオンライン カーボン ECE/EC認証モデル
スリップオンライン カーボン
スリップオンライン チタニウム ECE/EC認証モデル
スリップオンライン チタニウム ブラック ECE/EC認証モデル
オプショナルヘッダー チタニウム

オプショナルヘッダー ECE/EC認証モデル

レーシングライン チタニウム

年式
15-19

09-19

19

16-19

JAN
4550255048792
4550255048785 
4550255007713
4550255007720
4550255038298
4550255038304
4550255038274

4550255038281

4550255048761

備考
一般公道使用不可。EC/ECE認証モデル。
一般公道使用不可。
一般公道使用不可。EC/ECE認証モデル。
一般公道使用不可。
一般公道使用不可。ECE/EC認証モデル。
一般公道使用不可。ECE/EC認証モデル。
一般公道使用不可。
一般公道使用不可。付属のキャタライザー
装着時のみECE/EC認証モデルとなります。
一般公道使用不可。

S-S10SO15-HAPT
S-K6R11-RC
S-K6SO7-HZC
S-K6SO7-ZC
S-B12SO23-HAAT
S-B12SO23-HAATBL
E-B12E4

E-B12E5H

S-H125R6-ASZT

¥108,000
¥208,000
¥137,000
¥106,000
¥140,000
¥148,000
¥166,000

¥194,000

¥100,000

一般公道使用不可



ヘプコ＆ベッカー サイドバッグ レガシーシリーズ
クラシックなグリーンとブラックの2色のラインナップ！

C-Bowサイドキャリアに簡単搭載＆確実固定が可能、且つオートバイ用
とは思えないスマートなデザインが人気の「レガシーシリーズ」。
レザーでも化繊でも出すことのできない独特な風合いを楽しめます。
またショルダーベルト付属で持ち運びも可能。
街や観光地でも違和感なく持ち歩けます。

C-Bowサイドキャリアに簡単搭載＆確実固定が可能、且つオートバイ用
とは思えないスマートなデザインが人気の「レガシーシリーズ」。
レザーでも化繊でも出すことのできない独特な風合いを楽しめます。
またショルダーベルト付属で持ち運びも可能。
街や観光地でも違和感なく持ち歩けます。

品名 品番サイズ 価格（税抜）

レガシーサイドバッグ C-Bow用

サイズ　8Ｌ：38ｘ22ｘ11cm、11L：38ｘ29ｘ11cm、ショルダーベルト付属　完全防水ではありません。レインカバーの設定がございます。　Mサイズ1個 品番：700435 ¥7,000、Lサイズ1個 品番：700436 ¥7,000
車両への取付けは車種専用C-Bowサイドキャリアが別途必要です。

8L

11L

8L

11L

個数
1個
2個
1個
2個
1個
2個
1個
2個

カラー JAN
4549950200390
4549950464983
4549950464952
4549950464969
4550255042011
4550255042035
4550255041991
4550255042004 

6451976-0008M
6451976-0008MM
6451976-0008L
6451976-0008LL
6451976-0001M
6451976-0001MM
6451976-0001L
6451976-0001LL

¥28,000
¥59,500
¥32,000
¥64,000
¥28,000
¥59,500
¥32,000
¥64,000

背面にはＣ-Ｂｏｗ対応用アダプタが標準装備 取付けには別途Ｃ-Ｂｏｗサイドキャリアを
お求めください

簡単に着脱ができ、
鍵付きで確実に固定も可能

Ｃ-Ｂｏｗはメーカー＆排気量を問わず
多車種でラインナップ

ＭサイズとＬサイズの２サイズ
Ｍは8Ｌ、Ｌは11Ｌ相応。

フラップと別にファスナーで開口。
こだわりレザーの味わい。

小物用ポケット付きで便利。 ショルダーベルト付属で街でも使い易い。

グリーン

ブラック

※画像の車両にはC-Bowサイドキャリアを装着しています。
　XL1200X用 品番 ： 630718-0002 価格￥37,000（税抜）
　Scrambler1100用 品番 ： 6307566-0001 価格￥26,000（税抜）
　Z900RS用 品番 ： 6302533-0001 価格￥31,000（税抜）
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HONDA CB250R 18、
CB125R 18用ローダウンキット追加！

エフェックスから
熱収縮グリップチューブが新登場！

足つき性の改善で、停車時や乗降時の不安を解決！リアサスエンドアイの交換でカンタンにローダウン。

ローダウンキットとショートサイドスタンドがセットになったお得なCOMPキットもラインナップ！

ノーマル ローダウン

メーカー 品番車種 価格（税抜）

HONDA

年式

18

タイプ/車高変化

エンドアイ/-20mmCB250R/125R

JAN
4550255036065
4550255036072

ローダウンキット
ショートサイドスタンド

PHA0040D
PHS0040

¥5,500
¥15,000

車種 品番年式 タイプ/車高変化 価格（税抜）
CB250R/
125R ローダウンCOMPキット エンドアイ/-20mm

JAN

4550255036089

備考

PHA0040DとPHS0040のセット品18 PHA0040D-SET ¥18,450

足つき比較画像はCB250R 18です。モデルは身長172cm 体重62kg です。

装着には必ずヒートガンを使用してください。 グリップ長に合った長さでカットしてお使いください。 シンプルなデザインは車体に馴染みます。

品名 品番サイズ 価格（税抜）
熱収縮グリップ保護チューブ 内径φ40 × 全長105mm（収縮前）

カラー
ブラック

JAN
4549950956235EGT001 ¥900

※ 画像は試作品のため実際の製品と異なる場合があります。

グリップヒーターの摩耗防止に
大活躍のグリップ用熱収縮チューブが
エフェックスから新登場。
滑り止め加工済みで装着後の
操縦性も損ないません。
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スリーエムのねじゆるみ止め用嫌気性接着剤

特徴
製品名
品番
液色
推奨ネジ径
破壊/脱出トルク（N･m）
温度範囲
容量
参考価格（税抜）

中強度
TL42J

P092-7242
青

M20以下
17/5

-54～150℃
10ml
¥600

中強度（後浸透）
TL90J

P092-7245
緑

M2-M12
7/30

-54～200℃
10ml
¥600

高強度
TL62J

P092-7243
赤

M20以下
22/12

-54～150℃
10ml
¥600

高強度（耐熱）
TL72J

P092-7244
赤

M36以下
20/30

-54～230℃
10ml
¥600

固定するねじを締めた後、隙間に充満させるように流し込みます。
浸透固定タイプを使用することで作業効率がアップします！

嫌気性接着剤は、金属同士の接合の際に金属イオンを利用して、
酸素を遮断することにより硬化します。
スリーエムの嫌気性接着剤（ねじゆるみ止め用）はアクリル系の
1液タイプで、塗布の作業性や自動化が用意です。

フッ素系ドライ被膜でホコリを寄せ付けず、ベタつきを
嫌う様々な整備箇所にマルチに使える潤滑剤。
鍵穴・ドアヒンジ・スライドレール・ダンパーシャフトなど
金属摺動部の潤滑・防錆におすすめ！

マルチクリーナーブラシを愛用している、ベテラン整備士、熟練鈑金塗装職人、プロディティーラー、レストア
職人、自動車ガラス店など様々な現場の方より、「これは使える！」「使い勝手がよく、重宝している！」「耐久性抜
群で永く使えて経済的」との言葉が届いています。
まだ使われていない方は、ぜひ使ってみてください。必ず役に立ちます！

TL90J ねじゆるみ止め用後浸透タイプ

溶剤・薬品に強く、耐久性抜群の特殊素材洗浄清掃刷毛ブラシ！
マルチクリーナーブラシ

品名 品番容量 価格（税抜）
ドライ潤滑剤 Bannou 200ml TAC-114 ￥1,500

品名 品番サイズ 価格（税抜）
マルチクリーナーブラシ　3本セット 幅：30mm、25mm、15mm P092-7264 オープン

●用途：蝶番・鍵穴などの金属摺動部の潤滑。無メッキ・黒染め工具などの防錆。
●成分：防錆剤、石油系溶剤、フッ素化合物、ブタン
●生産国：日本

【主な用途】
●灯油・溶剤・薬品などを使用してのエンジン廻りやキャブレター、各パーツなどの洗浄作業。
●自動車内装、シート、カーペットなどの細かい部分の清掃、エンブレム廻りの汚れ落としなど。
●特殊素材・特殊形状毛なので薬品を使用しての洗浄作業に優れた耐久性があり、
　適度なコシでエアコンクリーニングや生産ラインのメンテ、家庭での洗浄清掃作業におすすめ。



DLCコーティングインナー
チューブ＆アウターチューブ
DLCコーティングインナー
チューブ＆アウターチューブ プリロード＆伸び側1系統アジャスタープリロード＆伸び側1系統アジャスター

圧側2系統の
減衰力アジャスター
圧側2系統の
減衰力アジャスター ラジアルマウント仕様キャリパーブラケットラジアルマウント仕様キャリパーブラケット

KG-Series 武将・影武者フロントフォークのご注文はセミオーダーシステムとなります。
詳しくは、メーカーホームページ：http://www.win-pmc.com/yss/products/kg-fork/kg308.htmlをご確認頂くか、弊社営業部までお問い合わせ下さい。

威圧的な鈍い光沢を放つボトムケース
は、まるで武将が鎧を纏ったかのよう
にドライカーボンで完全武装し、未知
の合成アップを併せもった究極の
機能美。ドライカーボンの外観に合わ
せ、トップキャップ、アクスルクランプ
エンド・キャリパーブラケットはマット
ブラックのアルマイト仕上げ。

マットブラックで仕上げられたボトム
ケースを装備し、重量級の車体でさ
えもまるで影武者の如く、ライダーの
一瞬の判断に敏速かつ正確に、しか
も思い通りに操る役割を果たします。
オープンカートリッジでは成し得ない
安定した減衰を実現し、ストリート、
ワインディング、サーキットどのような
シチュエーションにおいても、かつて
味わったことのない異次元のフィー
リングを約束します。

■ インナーチューブ径 ： φ43ｍｍ DLCコーティング仕上げ　　　　　 ■ フォークレングス ： 770ｍｍ/113ｍｍ または 800ｍｍ/123ｍｍ
■ スプリングプリロード ： +15ｍｍ　　■ 伸び側減衰力 ： 30段階　　■ 圧側減衰力 ： 高速30段/低速30段基本スペック

●クローズドカートリッジは減衰力を発生させるピストン・シリンダー
部分を完全に密閉しシリンダー内の空気を排除する事で、ピストン
を通過する物質が純粋にオイルだけとなりどのような速度でスト
ロークしても気泡が発生することなく安定した減衰特性を実現。さら
に、オイルと外気を隔てる事でオイルの劣化を抑え、一般的な
フォークと比較してもオーバーホールのタイミングが長くなります。

●リザーブタンクにはオイルと窒素ガスを隔てるフリーピストンを
内蔵し、低圧ガスによってオイルを加圧する事で、オイルの密度
を上げて気泡の発生を抑制します。フリーピストンはストローク時
の圧力変化に合わせて常にスムースに作動します。

主な特徴  リザーブタンク＆クローズドカートリッジKG308S『影武者』
価格(税抜)￥380,000

KG308R『武将』
価格(税抜)￥580,000

YSS SUSPENSION KG-SeriesYSS SUSPENSION KG-Series
クローズドカートリッジガスフォーク 新登場 クローズドカートリッジガスフォーク 新登場 

サイズ 品名（検索用品番） 価格（税抜）色

520
525
530

排気量

～650cc
～900cc
～1100cc

100L
¥12,150
¥14,000
¥16,800

110L
¥13,365
¥15,400
¥18,480

120L
¥14,580
¥16,800
¥20,160

＊同梱ジョイントはいずれもカシメ式（MLJ）タイプ
※ご注文時は品名の後にリンク数をご指定ください（例：110L ⇒ 520SRX2-BK/BK-110）
※表中以外に2リンク刻みでご注文が可能です（設定リンク数：90-150L）

ブラック＆ブラック
520SRX2-BK/BK
525SRX2-BK/BK
530SRX2-BK/BK

カラーチェーン/シールチェーンのパイオニアだからこそ成し得た
プレート表面への黒色カラー塗装。 そしてピン・ローラーへの黒色処理。
※内プレートのスプロケットへ干渉する面には黒色塗装はされていません。
※ピン・ローラーの黒色処理はチェーンを使用することで色落ちする可能性があります。
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1月1日 ： APレーシング、ARROW、VENTURA、Nプロジェクト（USBチャージャー）
2月1日 ： エンドレス（ブレーキパッド）価格改定のお知らせ

PLOT 検索

https://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

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」

4 550255 026974

車種専用ブレーキホース「スウェッジライン」「スウェッジラインプロ」に

HONDA モンキー125/ABS
ブレーキホースKITをラインナップ!

スウェッジライン プロ
メーカー 車種 価格（税抜）

HONDA

メーカー

HONDA

タイプ
フロント
JAN

ステンレス
STP0042FS
061920

ステンレスブラック
BTP0042FS
061845

レッド/ブルー
SAP0042FS
061883

■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：STPB0042FS・・・ブラックホース仕様）
■表中JANは13桁のうち下6桁です。上7桁に「4550255」を付けてください。（例：STP0042FS・・・4550255061920）

モンキー125 ABS

年式

18 ¥21,000

価格（税抜）

¥10,500

¥9,500

価格（税抜）

¥12,300

¥11,300

価格（税抜）

¥24,600

スウェッジライン
車種 タイプ

フロント
JAN
リア ※2
JAN

ステンレス
STF0041
061753
STR0041
061791

ステンレスブラック
BTF0041
061692
BTR0041
061739

■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：STFB0041・・・ブラックホース仕様）
■表中JANは13桁のうち下6桁です。上7桁に「4550255」を付けてください。（例：STF0041・・・4550255061753）
※１ ステンレス/ステンレスブラックのみ設定。(アルミ不可)　※２ ABS車両 装着可

モンキー125 ※1

年式

18

PLOT ブレーキキャリパーサポートに
YAMAHA MT-07 ABS 14-16用が新登場！

ブレンボキャリパー装着時の
必需品「キャリパーサポート」
Brembo製4POTキャスティングキャリ
パー・CNCレーシングキャリパーをベース
に設計。材質はA2017材を使用し強度を
確保、フロントフォークの色合いに馴染む
アルマイト加工。

●ホース❷（ABSユニット～左キャリパー）
ホース長 ： +30mmロング/バンジョーボルト ねじピッチ変更[左キャリパー側]

●ホース❸（左キャリパー～右キャリパー）
ホース長 ： +45mmロング/バンジョーボルト ねじピッチ変更[右キャリパー側]

装着イメージ 装着イメージ

単品イメージ

※MT-07 ABS無し車両/MT-07 17年・18年モデル 未確認

メーカー 品番車種 価格（税抜）
YAMAHA MT-07 ABS

年式
14-16

品名
キャリパーサポート

材質
アルミニウム

カラー
ブラック

JAN
4550255021153PCS353 ¥11,000

SWAGE-LINE PRO ホースKIT延長データ
[ブレンボキャリパー ブリーダーボルト上側装着時]
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