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ノーマル バック

ア
ッ
プ

車種専用ハンドルデザイン

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。

快適ツーリングの必須アイテム エフェックスシリーズに待望の汎用タイプのテーパーハンドルを発売！
レーザー加工によるポジションマーカーも入って、クランプ径Φ28.6の純正テーパーハンドルを使用している車両に適合。

車種 カラー 品番 価格（税込）価格（本体）
KTM 990ＳＭ/T/R
※スイッチ穴加工済み

寸法 上下ノーマル比
7EZ-FIT 

前後ノーマル比
15

幅A
750

高さB
51

引きC
114

絞り角D
20°

シルバー
ブラック

素材

アルミ

年式

08-12 EBTF811S
EBTF811K

￥10,290 ￥9,800

車種 カラー 品番 価格（税込）価格（本体）
汎用テーパーバー
※スイッチ穴加工無し

寸法 幅A
750TAPER BAR

高さB
51

引きC
114

絞り角D
20°シルバー

ブラック

素材

アルミ PBTH001S
PBTH001K

￥9,240 ￥8,800

車種 カラー 品番 価格（税込）価格（本体）
トライアンフ ボンネビル/T100
※インチハンドル仕様車

寸法 上下ノーマル比
21EZ-FIT High

前後ノーマル比
21

幅A
717

高さB
114

引きC
191

クロームメッキ
ブラックメッキ

素材

スチール EBH821C
EBH821KC

￥9,870
￥10,920

￥9,400
￥10,400

トラインフ ボンネビル/T100用インチハンドルが登場！
ノーマルハンドルに対して約20ｍｍ手前/上に移動するのでリラックスしたアップライトポジションでの
ライディングが可能となります。またノーマルのハンドルバーエンドが使用可能となっています。

KTM 990SM用のEZ-FIT BAR テーパーハンドルの登場です。
ノーマルハンドルに対して15mm手前/7mm
上へ移動のリラックスポジション。また、ハンド
ル内径がΦ14となっているので振動対策とし
てハンドルバーウエイト（別売り）も同時使用
で快適性がアップします。

形状はオンロードモデル用に軽く絞りを効かせた形状で、理想
のハンドルポジションを実現。￥10,000を切るお求め安い価
格でご用意いたしました。またハンドル内径がΦ14となって
いるので振動対策としてエフェックスハンドルバーウエイト
（別売り）もお使い頂くとさらに快適性がアップします。

テーパーハンドル新登場テーパー バー

アップポジションで快適ツーリング



AFAM リアスプロケット

444シリーズ適合表

944シリーズ適合表

車種 種類 品番 参考価格（税込） 参考価格（本体）

ＧＳＲ250

年式

12

純正丁数

46
アルミ
スチール

設定
44-47
46

15405
14405

￥8,295
￥5,092

￥7,900
￥4,850

アファムスプロケットに
ＧＳＲ２５０用追加。
軽量化や丁数変更による走りの
変化をお楽しみください。
純正交換用のスチールスプロケ
ットもご用意しております。

車種 年式 価格（税込） 価格（本体）

TOURING

DYNA

SPORTSTER

V-ROD

80-05

06-12

91-12

-03

04-12

02-06

07-12

年式
ブラック
クローム
ブラック
クローム
ブラック
クローム
ブラック
クローム
ブラック
クローム
ブラック
クローム
ブラック
クローム

FLH/FLT(5SPEED) ＊1

FLH/FLT

FXD/B/C/L/WG

XL/XLH883/1200

XL883/1200/C/L/N/R

VRSCA/D

VRSCAW/VRSCD/X

11.0インチ
ー
ー
ー
ー
ー
ー

444-4005B
444-4005C
444-4062B
444-4062C

ー
ー
ー
ー

11.5インチ
444-4006B
444-4006C
444-4059B
444-4059C
444-4052B
444-4052C
444-4006B
444-4006C
444-4063B
444-4063C

ー
ー
ー
ー

12.0インチ
444-4049B
444-4049C
444-4061B
444-4061C
444-4036B
444-4036C

ー

ー

444-4054B
444-4054C
444-4068B
444-4068C

12.5インチ
444-4001B
444-4001C
444-4001B
444-4001C

ー

ー

ー

444-4055B
444-4055C
444-4069B
444-4069C

￥77,700 ￥74,000

車種 年式 価格（税込） 価格（本体）

TOURING
80-05
06-12

カラー

ブラック
FLH/FLT(5SPEED) ＊1
FLH/FLT

13.0インチ ＊2

944-4020UT ￥78,750 ￥75,000

＊1 FLHR（02-05）へは取付不可　＊2 全長13インチですが、装着すると12インチになります。

登場！
440/940シリーズの後継モデルとして、プログレッシブサスペンションのハ
イエンドモデル「444/944シリーズ」が登場。
新機構「FST(Frequency Sensing Technology)」を採用し、最上級の
乗り心地を実現しています。「FST」とは、様々な路面の状況にに合わせ、適
切なダンピング効果をサスペンションが自動で調節する画期的な機構です。
この機構により不快な路面からの振動、突き上げを緩和し、より快適なツーリ
ングを実現することが可能となりました。また、サスペンション上側のカバー
を手で回すことで容易にプリロードを調整でき、好みの設定が可能です。

※440シリーズ、940シリーズはプロト在庫限り廃盤となります。
※輸入品の為、ご注文のタイミングによっては長期にわたりお待ちいただく場合がございます。
　予めご了承下さい。

純正 約980ｇ

ＡＦＡＭ（アルミ）
約380ｇ

軽量化！！
60％

＊1 FLHR(02-05)へは取付不可



• Color ： M.Black/White 
 （品番 ： P052-1276）
• Color ： M.Ivory/Black
 （品番 ： P052-1277）
• Size ： Men’ｓ Free
• Price ： ￥16,590（税込） ￥15,800（本体）

チュッパチャプス ロゴの誕生
1969年のスペイン、画家サルバドール・ダリ
によって、キャンディーのためにデージー（ヒナ
ギク）に模られたロゴが生まれました。

チュッパチャプスとモーターサイクル
二輪ロードレースの最高峰でもあるMotoGPライダーを
スポンサードしてました。スポンサードライダーが表彰台
でチュッパチャプスを舐めていたのも有名な話です。

11月発売予定

優れた配光と車体フォルムとのベストバランス！
KINGDOM（キングダム）渾身のマルチリフレクターヘッドライトに、
待望のXJR1200/1300用が追加されました！！

XJR1200/1300の純正ヘッドライトリムは、
ゼファー1100と同様にやや大きめの特殊なサイ
ズをしているため、一般に流通するφ180のマル
チリフレクターヘッドライトをそのまま装着するこ
とができません。
キングダムのマルチリフレクターヘッドライトは、純
正ライトケース、純正リムにボルトオンの完全専用
設計とすることで大柄な車体ともベストバランス！
HIDとの併用にも対応でき、ヘッドライトには重厚
な質感を演出するガラス製を採用しています。

h t t p : / /m o o n - f i e l d . n e t /

品名 品番車種 価格（税込） 価格（本体）

KINGDOM マルチリフレクターヘッドライト
XJR1200/1300
ZEPHYR1100/RS

P049-8041
P049-4820

￥18,900 ￥18,000



＊ ダウンフォースとは、単純な質量以外の要因でタイヤを地面に強く押し付ける下向きの力のこと。 ＊ 本製品は燃費向上パーツではありません。

クルマが走行する際に、走行風がボディ下面
に流れ込みます。その流れ込んだ空気がボディ
下面で乱れます。ボディ下面で乱れた空気は
クルマ自身を持ち上げるチカラになります。
クルマが持ち上がってしまうと、フラツキやフワ
フワの原因となります。

■ノーマル車
グランドエフェクター装着で車体下を流れる空気
を整流し、ダウンフォース＊を効果的に発生させ、
タイヤと路面との間の摩擦力を高めます。また、車
体重心の周囲に負圧域を形成できる為、車両の
走行状態における前後のバランスが良好となり、
車の走行安定性・操縦安定性を向上させます。

■グランドエフェクター装着車

ELGRAND
（E52系）

登場!!

走行風 走行風

ダウンフォース

メーカー 車種
品番 価格（税込） 価格（本体）

ニッサン エルグランド

型式

TE52/TNE52/PE52/PNE52

備考

2WD/4WD 共通

スチール

ST2131N ￥24,150 ￥23,000
品番 価格（税込） 価格（本体）

ステンレス

SW2131N ￥29,400 ￥28,000

NISSAN ELGRAND
E52系エルグランド用 ブレーキホース発売！

ダウンフォース

運転を楽しむ為のエアロパーツ！
高速走行時にダウンフォース＊を発生させ、
タイヤのグリップ力を大幅に向上。
より安全で快適なドライブを実現します。

品名 品番車種 価格（税込） 価格（本体）
グランドエフェクターGE1（フロント用）
グランドエフェクターGE2（リア用）

メーカー

ニッサン エルグランド

型式

TE52/TNE52/PE52/PNE52

備考

純正エアガイドは取り外す（左右）
DGE2131
DGE2131R

￥22,050
￥11,550

￥21,000
￥11,000

ステンレスメッシュ・ブレーキホース

トヨタ86/スバルBRZ用
クラッチラインNEO 発売！
クラッチラインNEO

車種 型式 品番 備考価格（税込） 価格（本体）
トヨタ86
スバルBRZ

ZN6
ZC6

ブレーキフルードBF4 DOT4（200cc）付属
フィッティング部はアルミ製NP22058 ￥8,400 ￥8,000

※NEOPLOTクラッチラインNEOは、マニュアルトランスミッション車専用品です。

NEOPLOT クラッチラインNEO は、クラッチホースの膨張を抑えることで、より正確な操作性を実現するステンレスメッシュ・クラッチホースです。
ホース膨張が原因で起こる“クラッチが切れるポイント”の変化を抑えますので、クラッチの操作フィーリングが向上します。
また、圧力損失を抑えるとともに耐久性も向上させることができますので、とくに圧着力の高い強化クラッチを採用している
車両には必須のアイテムとなります。

コントロール性向上
ホースの膨張を抑えることで、
より正確なブレーキコントロールが可能に！

信頼の日本製
JIS規格（D2601）をクリアした高い安全性と
設計から生産までを国内で一貫して管理！

対応車種300車種以上
幅広いラインナップは豊富なノウハウの証！



メーカー 品名 品番車種 価格（税込） 価格（本体）
KAWASAKI モノショックモデファイサービス　NJ-5ZRX1200DAEG

年式
ALL NJ-5 ￥598,500 ￥570,000

※フレーム加工工賃、オーリンズ製リアショック・ウイリー製スイングアーム・ノジマサスペンションリンク等のパーツ代が含まれます。（画像のスイングアームは特注仕上げです。標準はポリッシュです）
※インジェクションセッティングパーツ及びセッティング作業工賃は価格に含まれません。
※ノジマのNJシリーズはノジママフラー装着車限定のサービスです。
※車両の配送費用等及び改造申請に掛かる費用等は価格に含まれません。

品番末尾＊＊ にはカラーコードが入ります。　■ブラック ： SW　■シルバー ： SI　■ゴールド ： GO

車種 年式 品番品名 価格（税込） 価格（本体）

ドゥカティ ディアベル 11-

ブレーキレバー
クラッチレバー
ブレーキレバー（ショート）
クラッチレバー（ショート）

200-R23R＊＊
200-L25R＊＊
200SR23R＊＊
200SL25R＊＊

￥13,440 ￥12,800

ドゥカティ ディアベル用
アジャスタブルレバー登場
手の大きさの違いや、様々なシチュエーションに合わせて
レバー位置の調整が短時間で可能に！

ZRX1100ベースの初号機レーサー「NJ-1」が鈴鹿8耐を駆けてはや12年、
満を持してZRX1200DAEGベースのNJ-5が登場！
NJ-5の高次元でバランスした素直な操縦性と高い限界性能は、
DAEGを味わいつくしたヘビーユーザーはもちろん、
エントリーライダーのスキルアップにも自信をもってお勧めします。

ノジマ モノショックモデファイNJ-5登場！



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

10月1日 ： アルパインスター、シックデザイン価格改定のお知らせ

TTウォーム ロングスリーブシャツ

TTウォーム ロングスパッツ

身 

体
身 

体
放 

熱
放 

熱

保温効果 厚地起毛素材

“保温”秋・冬モデル
厚地
起毛

ライディング設計 コンプレッションアンダー

厚地
起毛 疲労軽減＆保温
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。

ブラウン ブラックブラウン ブラック

表地 ： ワックスコートコットンポプリン　撥水コート、着脱式防寒ライナー　
プロテクター ： ひじ・肩　カラー ： ブラック,ブラウン   サイズ ： S、M、L、XL、XXL

メルビル ジャケット

表地 ： ワックスコートコットンツィル　撥水コート、着脱式防寒ライナー　
プロテクター ： ひじ・肩　カラー ： ブラック、ブラウン　サイズ ： XS、S、M、L

グラシア レディス ジャケット

不朽のデザインのクラシックワックスジャケット

最上級のライディングウェア

カラー品名
品番サイズ

XS 価格（税込） 価格（本体）

0700/ブラウン
0010/ブラック
0700/ブラウン
0010/ブラック

メルビルジャケット

グラシアレディースジャケット

ー
ー

FJT137-0700-XS
FJT137-0010-XS

S
FJT136-0700-S
FJT136-0010-S
FJT137-0700-S
FJT137-0010-S

M
FJT136-0700-M
FJT136-0010-M
FJT137-0700-M
FJT137-0010-M

L
FJT136-0700-L
FJT136-0010-L
FJT137-0700-L
FJT137-0010-L

XL
FJT136-0700-XL
FJT136-0010-XL

ー
ー

XXL
FJT136-0700-XXL
FJT136-0010-XXL

ー
ー

￥27,300

￥26,250

￥26,000

￥25,000

※サイズ・カラーによっては受注発注になる場合がございます。在庫・納期をご確認の上ご注文ください。

厚地素材の裏面を起毛させることで、肌と外気の間に空気の層を作り、体から発する熱を蓄え温かさをキープ！　
吸汗・速乾機能が汗をかいてもすぐに蒸散させる為、汗冷えを防ぐ。

ロングツーリングに

TTRウォーム ロングスリーブシャツ

TTRウォーム ロングスパッツ

厚地
起毛 パフォーマンスUP＆保温
主要部位に配置された「パワーバンド」が「筋肉・関節」に
作用し、ライディング時のパフォーマンスを向上。
「乳酸」の滞留を抑えることで持久力も向上。

スポーツライディングに

品名
S

MEN'S サイズ
価格（税込） 価格（本体）

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

カラー

ブラック

TTW-01TL-01-S
TTW-02LP-01-S
TTRW-50TL-01-S
TTRW-51LP-01-S

M
TTW-01TL-01-M
TTW-02LP-01-M
TTRW-50TL-01-M
TTRW-51LP-01-M

L
TTW-01TL-01-L 
TTW-02LP-01-L
TTRW-50TL-01-L
TTRW-51LP-01-L

LL
TTW-01TL-01-LL
TTW-02LP-01-LL
TTRW-50TL-01-LL
TTRW-51LP-01-LL

￥5,985

￥7,560

￥5,700

￥7,200
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