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MUSIC PHONE NAVITALK

ブルートゥース ヘッドセット
MOTORCOM

キャンペーン T-MAX 08用マフラー
ZX-6R 09/G650X 09/
CRF450R 09/YZ450F 09

OFF TRACK
カラーコーディネイト

ローダウン/ショートサイドスタンド/
セパレートハンドル

SWAGE-LINE PRO
CBR1000RR 08

フロントエアダムパネル
レースレポート

リモートアジャスター
アルファレイズ
72Jam jet helmet

〒448-0001 愛知県刈谷市井ヶ谷町桜島5
TEL（0566）36-0456   FAX（0566）36-0515
E-mail:info@e-plot.co.jp

新商品 続々登場！

Ver.2.0

Class1

約100m（障害物の無い場合）

+17dBm typ

2CH

リチウムポリマー3.7V　容量650mAh　内蔵　

約3時間

約90時間（スタンバイ時） ※使用状況や環境によります。

約7時間（最大通話時間） ※使用状況や環境によります。

ステレオ

A2DP、HSE

2.4 GHz ISM Band （2.4 ～ 2.4835 GHz）　

本体のみ防滴 （IPX4相当）

ー20℃～50℃　

84（W）×44.5（H）×20.5（D） mm 

50g （本体のみ）

Mini USB

TELEC

Bluetooth

レンジ

電波到達距離

送信出力

チャンネル

バッテリー

充電時間

稼動時間

サウンド

対応プロトコル

電波仕様

防水

動作可能温度

外形寸法

重量

本体コネクター

認証

・ ペアで使用する場合は２セット必要です。
・ 防水性能は「防滴」レベル（IPX4）です。「完全防水」ではありませんので、
雨の中での長時間使用は控えて下さい。

・ ハーフキャップタイプ（耳が露出するタイプ）のヘルメットには非対応です。
・ 仕様・規格等は、予告なく変更される場合がございます。

■ カモス/モーターコム BTS-300シリーズ 仕様

ジェットタイプ

フルフェイスタイプ

イヤホン ×1モーターコム本体 ×1 ブラケットＡ
（両面テープ式）×1

ブラケットＢ
（クリップ式）×1

充電用
ACアダプター ×1

スピーカー用
ベルクロ ×2 配線用ステッカー ×1 取扱説明書 ×1

（BTS-310の場合はＡタイプ、BTS-330の場合はＢタイプが同梱されます。）

Ｂ.ジェット
　ヘルメット用or

マイク ×1

Ａ.フルフェイス
　ヘルメット用

フルフェイス用 1SET
ジェットタイプ用 1SET
フルフェイス用 １ケ
ジェットタイプ用 １ケ
両面テープ式 １ケ

タイプ
4547567712145
4547567712152
4547567712176
4547567712183
4547567712169

JAN
ブルートゥース ヘッドセット MOTORCOM 
ブルートゥース ヘッドセット MOTORCOM 
オプション　マイクA
オプション　マイクB
オプション　ブラケットA

品名
BTS-310
BTS-330
BTS-MC-A
BTS-MC-B
BTS-BR-A

品番
¥27,300
¥27,300
¥1,575
¥1,575
¥525

価格（税込）
¥26,000
¥26,000
¥1,500
¥1,500
¥500

価格（本体）

mobile communication & entertainment

BTS-310

BTS-330

カモス　モーターサイクル　ブルートゥースシステム　モーターコム BTS-300 series （class 1/2ch）

バイク間通話の基本性能を最優先に開発しました。

● 充電式バッテリー内臓　● ２スピーカー 高音質ステレオ対応　● IPX4の防滴仕様
● 本体重量50gクラス最軽量（バッテリー内臓タイプ）　● 通話可能距離100m対応のClass1
● モーターコムモードで連続最大通話時間 約7時間
● 新開発のノイズキャンセルマイクで、100km/hでもクリアな会話を実現。
● 取付簡単！ブラケットAの場合貼るだけ、マイクも貼るだけ、スピーカーも貼るだけ！
● ヘルメットタイプに合わせた2タイプを設定。ハーフキャップ以外のあらゆるヘルメットに対応。
● 2ＣＨ仕様　モーターコムモード以外にミュージック、携帯電話、ナビ音声　にも対応。
　 （但し、ブルートゥース機能内蔵の機器でどれか1機器/1CHに限ります。）
● オプションのマイクA or Bで簡単にヘルメットタイプの仕様変更が可能。
● ブラケットAと併用すれば、異なるヘルメットをお持ちの方にはその時々の気分で使用するヘルメットに簡単対応できます。

■主な機能

キット内容



HIACE 〈200SERIES〉 
New Style Parts

製品ラインナップ

4547567745921
4547567746027
4547567746034
4547567746010
4547567746003
4547567745990

JAN
ホワイト/０５８
ブラック/２０９
シルバー/１E７
グレーメタリック/１E２
ダークブルー/８P４
未塗装

仕様

バン/DX、
フェンダーミラー装着車不可
スーパーGLのみ

備考

ハイエース

適合車種

200系

型式
DFAP２００W
DFAP２００K
DFAP２００S
DFAP２００G
DFAP２００B
DFAP２００A

品番
¥31,290
¥31,290
¥31,290
¥31,290
¥31,290
¥24,990

価格（税込）
¥29,800
¥29,800
¥29,800
¥29,800
¥29,800
¥23,800

価格（本体）

CBR1000RR 08 
適合パーツ 続々登場！！

CBR1000RR 08用 スウェッジラインプロも大好評発売中！

お待たせしました！ホンダスーパースポーツの旗艦 
CBR1000RR 08モデル適合パーツの登場です。
ローダウンキット、ショートサイドスタンドを新規開発、
イージーフィットバーセパレートは～07モデル用が適
合することが確認できました。

ローダウンキット
ショートサイドスタンド
イージーフィットバーセパレート

品名
シート高約20mmダウン 三角プレートタイプ
ノーマル比20mmショート

備考
4547567745488
4547567745488
4547424662262

JAN
PHA162D
PHS162A
EBS143S

品番
¥9,975
¥15,750
¥27,090

価格（税込）
¥9,500
¥15,000
¥25,800

価格（本体）

※イージーフィットバーセパレートの取付けには、ブレーキホース、タンクカバーの脱着を伴います。

フロント　トライピース
フロント　バイピース

品名
STP162FT
STP162FB

ステンレス
¥23,625
¥22,050

価格（税込）
¥22,500
¥21,000

価格（本体）
SAP162FT
SAP162FB

レッド/ブルー
¥23,625
¥22,050

価格（税込）
¥22,500
¥21,000

価格（本体）

※表記の品番はクリアホース仕様の品番です。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）STPB162FT・・・ブラックホース仕様

フロントエアダムパネル
DCUATROから新提案の商品がいよいよリリース！！ ２００系用コーナーパネルが数多くの種類がある中、
他メーカーとの違いを出しました。　それは・・・。
スムージングでもなく、ダクト付きでもない、整流効果を持ったコーナーパネルです。昔のロボットアニメを連想させるダクトの中
にフィンを装備したフロントパネルで前から来る走行風をフィンで整流し、ボディ側面に流す事で走行抵抗を軽減し、同時にダ
ウンフォース効果も得られ、安定した走行を可能にします。本体はABS素材を使用し、純正塗装色と未塗装をラインナップ。
左右セットでの販売となります。体感して下さい。走行安定性。

ノーマル
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2009モデル用 NEWラインナップ 続々登場！ 一般公道使用禁止

HEXAGONALカーボン
HEXAGONALチタン
HEXAGONALカーボン
HEXAGONALチタン
HEXAGONALカーボン
HEXAGONALチタン
HEXAGONALカーボン
HEXAGONALチタン
コニカルシェイプド チタン
HEXAGONALカーボン
HEXAGONALチタン

サイレンサー

排気バルブ、
カーボンヒートガード付

備考
S-K6SO6-ZC
S-K6SO6-ZT
S-K6SO6-HZC
S-K6SO6-HZT
S-K6R6-ZC
S-K6R6-ZT
S-K6RFT6T-ZC
S-K6RFT6T-ZT
S-K6RFT6T-XT
S-K6RFT6T-ZC/3
S-K6RFT6T-ZT/3

品番

スリップオン

スリップオン e1

4-2-1ステン

4-2-1チタン

4-2-1チタン

仕様

SLIP-ON

RACING-LINE

EVOLUTION-LINE

EVOLUTION-LINE
（For ｒace-kit）

タイプ

ZX-6R 09

車種
¥102,900
¥102,900
¥134,400
¥134,400
¥198,450
¥198,450
¥311,850
¥311,850
¥321,300
¥330,750
¥330,750

価格（税込）
¥98,000
¥98,000
¥128,000
¥128,000
¥189,000
¥189,000
¥297,000
¥297,000
¥306,000
¥315,000
¥315,000

価格（本体）

HEXAGONALチタン
HEXAGONALチタン
HEXAGONALチタン
HEXAGONALチタン
HEXAGONALチタン
HEXAGONALチタン
HEXAGONALチタン
HEXAGONALチタン

サイレンサー
ヒートガード別売

※1
キャタライザー付 ※2
※1
キャタライザー付 ※2

備考
S-H4MR10-ZT
S-H4MET10-ZT
S-Y4MR9-QT
S-Y4MET9-QT
S-B6SO1C-LT
S-B6SO1C-HLT
S-B6MET2-LT
S-B6MET2-HLT

品番
1-1チタン
1-1ステン
1-1チタン
1-1ステン
スリップオン
スリップオン e1
1-1チタン
1-1チタン ｅ1

仕様
RACING-LINE
EVOLUTION-LINE
RACING-LINE
EVOLUTION-LINE

SLIP-ON

EVOLUTION-LINE

タイプ

CRF450R 09

YZ450F 09

G650X 09

車種
¥119,700
¥172,200
¥124,950
¥172,200
¥139,650
¥236,250
¥207,900
¥304,500

価格（税込）
¥114,000
¥164,000
¥119,000
¥164,000
¥133,000
¥225,000
¥198,000
¥290,000

価格（本体）

KAWASAKI ZX-6R 09

オフロードプログラム

※1 サイレンサーエンド側上部のヒートシールドはありません。　※2 日本国内の使用や法規に基づいたものではございません。キャタライザーはサイレンサーに内蔵されています。

エボリューションライン
コニカルチタンサイレンサー

エボリューションライン

HONDA
CRF450F 09

THE FIRST NAME IN BRAKES
FERODO ブレーキパッド販売強化キャンペーン！！

YAMAHA
YZ450F 09

BMW
G650X 09

エボリューションライン

スリップオン　e1モデル

コニカルチタン登場！

4-2-1 エボリューションライン スリップオン
スリップオン e1モデル
排気バルブ付き

エボリューションライン ｅ1 モデル

フ ェ ロ ー ド

キャンペーン期間

2008年12月20日（土）
～2009年1月30日（金）

プラチナム
（ロード/オフロード）

シンターグリップ
（ロード）

シンターグリップ
（オフロード）

シンターグリップ
（レーシング）

CP211/CP911
（レーシング） スクーター

特典のブレーキ＆パーツクリーナーおよびステッカーの仕様につきましては変更となる場合がございます。ブレーキシューのご注文はキャンペーンの対象外となります。ご了承下さい。

キャンペーン期間中、
FERODO製ブレーキパッドの
ご注文1ケにつきブレーキ＆パーツクリーナー
1缶をもれなくプレゼントさせていただきます。

★キャンペーン特典
ブレーキ＆パーツクリーナー
ジャンボサイズ（840ｍｌ相当）をプレゼント!!

FERODOステッカー(非売品)2枚も
もれなくプレゼント! この機会をお見逃しなく!!さらに!!



発売開始以来反響が大きいT-MAX 08年式適合マフラーをご紹介!!
JMCA/排ガス成績証明書付、対応型式EBL-SJ08J

アルファレイズデザインがプロデュース!! 
待望のデザイナーズヘルメット登場!!

SG規格･排気量無制限｡ヘルメット帽体の中央部にさりげなくリフレクター（反射材）を装備し夜間の安全性も確保｡アゴ紐ワンタッチホルダー装備｡汚れが目立ちにくいブラウン内装｡

オーヴァーレーシング

チタンオーバルマフラー
品番 ： P033-7704
税込価格 ¥126,000 （本体価格 ¥120,000）

■ ステンレスエキパイ 32 / テールパイプ 50.8
■ チタン楕円サイレンサー 129/90×450ｍｍ
■ JMCA認定品
■ 排ガス成績証明書付き（対応型式EBL-SJ08J）
■ 音量89ｄｂ（バッフル有）/重量4.5kg（STD8.6kg）
■ ドレン○ / フィルター○ / センスタ○ / タンデム○
■ エンドバッフル標準装備

GP PERFORMANCE チタン/カーボン
品番 ： P033-7688
税込価格 ¥168,000 （本体価格 ¥160,000）

■ チタンエキパイφ32 / テールパイプφ50.8
■ カーボンサイレンサーφ113×450ｍｍ
■ JMCA認定品
■ 排ガス成績証明書付き(対応型式EBL-SJ08J)
■ 音量90ｄｂ(バッフル有)/重量2.7kg(STD8.6kg)
■ ドレン○ / フィルター○ / センスタ○ / タンデム○
■ インナーバッフル標準装備

GP PERFORMANCE フルチタン
品番 ： P033-7689
税込価格 ¥168,000 （本体価格 ¥160,000）

■ チタンエキパイφ32/テールパイプφ50.8
■ チタンサイレンサー113φ×450ｍｍ
■ JMCA認定品
■ 排ガス成績証明書付き(対応型式EBL-SJ08J)
■ 音量90ｄｂ(バッフル有)/重量2.7kg(STD8.6kg)
■ ドレン○ / フィルター○ / センスタ○ / タンデム○
■ インナーバッフル標準装備

税込価格 ¥9,975
（本体価格 ¥9,500） フリーサイズ

コンビニエントベース 税込価格 ¥2,205 （本体価格 ¥2,100）
サイドの吸盤によりガッチリとベース､シールドをホールド｡
クリア品番 P034-0367 / ブラック品番 P034-0363

ガールズチークパッド 税込価格 ¥735 （本体価格 ¥700）
女の子にもジャストフィット。

BOOT
品番 ： P034-0364　
シャイニングシルバー仕上げ

SPIKE
品番 ： P034-0362
最新ガラスフレーク材使用

ROCK&ROLL BK
品番 ： P034-0346
プロテインブラック仕上げ

ROCK&ROLL WH
品番 ： P034-0349
パールゴールドベース

RODKIN
品番 ： P034-0360
パールゴールド/キャンディレッド

SPEED SOUND
品番 ： P034-0350
アイボリーベース

J&A
品番 ： P034-0366
パールゴールドベース

FBI
品番 ： P034-0358
パールゴールドベース

ソリッドクリア

品番 ： P034-0353
税込価格 ¥1,575
　（本体価格 ¥1,500）

フラッシュクリア

品番 ： P034-0361
税込価格 ¥2,625
　（本体価格 ¥2,500）

フラッシュグラデ
ライトスモーク
品番 ： P034-0352
税込価格 ¥3,150
　（本体価格 ¥3,000）

フラッシュグラデ
スモーク
品番 ： P034-0356
税込価格 ¥3,150
　（本体価格 ¥3,000）

フラッシュグラデ
ブルー
品番 ： P034-0357
税込価格 ¥3,150
　（本体価格 ¥3,000）

フラッシュグラデ
オレンジ
品番 ： P034-0355
税込価格 ¥3,150
　（本体価格 ¥3,000）

フラッシュグラデ
ブラウン
品番 ： P034-0354
税込価格 ¥3,150
　（本体価格 ¥3,000）

シールド 安全性と美しさを両立!! 薄めのミラーがポイント!
グラデーション境目を若干上部に移動させたことで路面がよりクリアーに見えます｡
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最上級のライディングウェア「レブイット」

● 耐摩耗性に優れた耐久ナイロンを採用。
● C.E規格適合のプロテクター「ProLife®」を採用。
● 保温性に優れた中綿「Thermolite®」を装備。
● 防水性・透湿性に優れた「Hydratex®3層ライナー」を装備。
● 反射パネルが、夜間の安全性を最大限にサポート。

OFF TRACK
オフトラック ライディング ジャケット

Grey - yellowGrey - redGrey - blue Grey - orange Black - grey

モーターサイクルと合わせられる豊富なカラー展開

全ての環境・気候に対応する高機能モデル

レブイット ジャケット オフトラック

品名
FJT079-3540-（S/M/L/XL）
FJT079-3520-（S/M/L/XL）
FJT079-3530-（S/M/L/XL）
FJT079-3550-（S/M/L/XL）
FJT079-1150-（S/M/L/XL）

品番
GRY/YEL
GRY/RED
GRY/BLU
GRY/ORG
BLK/GRY

カラー

¥52,500

価格（税込）

¥50,000

価格（本体）

多数のご参加、
ありがとうございま

した！！

レース結果、写真等は、
PLOTホームページにて！
レース結果、写真等は、
PLOTホームページにて！
レース結果、写真等は、
PLOTホームページにて！ お客様の写真点数を大幅に増やしました！！



〒448-0001 愛知県刈谷市井ヶ谷町桜島5
営　業　課 TEL 0566-36-0456   FAX 0566-36-0515
営 業 時 間 3～10月 月曜～金曜／AM9:00～PM7:00
   土曜／AM9:00～PM6:00
 11～2月 月曜～土曜／AM9:00～PM6:00
休　業　日 日曜・祝日・お盆・年末年始

h t t p : / / www. p l o t o n l i n e . c om

業者様向け 検索発注システム

PLOT 検索

12月8日 ： サイクラム　12月21日 ： アクティブ （オイルクーラー、DUGOUT）

ご好評をいただいております、　　　　　　　　　検索発注システム。
※ログインのためのIDとパスワードが必要になります。

4 547424 755216

価格改定のお知らせ 〉〉〉

平成18年・19年 排ガス規制に関して
新規型式認定車両においては平成19年10月1日以降の車両（例：CB1300SF 08モデル､CB400SF VTEC Revo、FZ1国内仕様、他）、継続生産車及び輸入車・逆輸入車においては平成20年9月1日以
降生産（通関）車より、新しい平成18年・19年排ガス規制（以降「新規制」と表記）が適用されています。（従来の規制は平成10年・11年規制。以降「旧規制」と表記。）

国内仕様車に関しては、車両の登録型式の先頭の文字でどちらの規制が適用されるのかを判別できますが、輸入車・逆輸入車に関しては、通関時期の違いで全く同じ車両型式でも新規制と旧規制、両方の車
両が存在します。又、およそ09モデルとして認識されている車両には新規制が適用となりますが、09モデルでも入荷の早かった一部の車両（例：Z1000、ZZR1400、他）に関して、旧規制で登録されているものも
確認されています。これらを確実に判別するには車検証をご確認いただく他方法がありません。（車検証の備考欄に適用される規制が記載されています）

08モデル以降の車両用のマフラーをお選びいただく際は、必ず以上の点にご注意下さい。
ノジマのマフラーに関しましては、ノジマホームページ及びPLOT WEBシステムの商品詳細に、どの規制に対応しているか表記しております。

ST600 
寺本 幸司

JSB1000 
今野 由寛

PLOT FARO PANTHERA  今野 由寛 / 寺本 幸司

2008 PLOT FARO PANTHERAへの
ご声援、誠にありがとうございました。
来シーズンも変わらぬ皆様のご声援、

宜しくお願いします。

SPEC IAL
THANKS

Suzuka 8hours
World Endurance 
Championship Race7位

JSB1000
2008
Rider Point 
Standing 13位

2008
Team Point 
Standing 12位

ST600
2008
Rider Point 
Standing 11位

2008
Team Point 
Standing 11位

4547567745549
4547567745556

JAN
455mmまで延長可能
485mmまで延長可能

備考
ブレンボ ラジアルマスターシリンダー Φ19　RCS
【ブレンボ品番 ： 110.A263.10】

対応マスター
PRT006
PRT007

品番
430mm
460mm

ワイヤー全長

¥13,440

価格（税込）

¥12,800

価格（本体）

※本製品はサーキットでの使用を前提としたレース専用部品です。一般公道での使用はできません。　※ワイヤー全長は装着される車輌をご確認いただいてからお選び下さい。

レースで培われた、高い技術力、
信頼性を市販品にフィードバック!!

今話題のハイパフォーマンスブレーキマスター
【ブレンボ ： 110.A263.10】用のリモートアジャスター発売開始。
フェードによって変化するブレーキレバーの握り代を
走行中に左手で調整する事が出来ます。

■ 仕様　・ ノブ/アルミ製　　・ クランプ/ジュラコン製　・ クランプ幅/12mm　・ ハンドルからノブまでのクリアランス35mm　・ ワイヤー全長+25mmまで調整可能
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