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カラー サイズ/丈 価格（税抜）

ブラック
ブラック × ホワイト
ブラック × オレンジ
ホワイト × レッド
ブラック × ネオンイエロー

品名

シールド
テキスタイルジャケット

S
FJT189-1010-S
FJT189-1600-S
FJT189-1500-S
FJT189-3200-S
FJT189-1450-S

M
FJT189-1010-M
FJT189-1600-M
FJT189-1500-M
FJT189-3200-M
FJT189-1450-M

L
FJT189-1010-L
FJT189-1600-L
FJT189-1500-L
FJT189-3200-L
FJT189-1450-L

XL
FJT189-1010-XL
FJT189-1600-XL
FJT189-1500-XL
FJT189-3200-XL
FJT189-1450-XL

¥37,400

カラー サイズ/丈 価格（税抜）

ホワイト × レッド
ブラック × レッド
ブラック × ネオンイエロー
ブラック × ホワイト
ホワイト × ブルー

品名

レースウェイ
テキスタイルジャケット

S
FJT190-3200-S
FJT190-1200-S
FJT190-1450-S
FJT190-1600-S
FJT190-3300-S

M
FJT190-3200-M
FJT190-1200-M
FJT190-1450-M
FJT190-1600-M
FJT190-3300-M

L
FJT190-3200-L
FJT190-1200-L
FJT190-1450-L
FJT190-1600-L
FJT190-3300-L

XL
FJT190-3200-XL
FJT190-1200-XL
FJT190-1450-XL
FJT190-1600-XL
FJT190-3300-XL

¥31,900

カラー サイズ/丈 価格（税抜）

ホワイト × ブラック
ブラック × ネオンイエロー
ブラック × ホワイト
ホワイト × レッド

品名

エアフォース
テキスタイルジャケット

S
FJT188-3050-S
FJT188-1450-S
FJT188-1600-S
FJT188-3200-S

M
FJT188-3050-M
FJT188-1450-M
FJT188-1600-M
FJT188-3200-M

L
FJT188-3050-L
FJT188-1450-L
FJT188-1600-L
FJT188-3200-L

XL
FJT188-3050-XL
FJT188-1450-XL
FJT188-1600-XL
FJT188-3200-XL

¥27,500

■表地 ： polyester 600D｜
 Polyester 450D EN471（in color 1450 only）｜Lorica®

■防寒ライナー ： thermal liner
■防湿・透湿ライナー ： hydratex G-liner
■プロテクター ： 肩・ヒジ（KNOX CE protection） ※背中は別売
■再帰反射 ： ヒジ　　■ベンチレーション機能 ： 腕、背
■その他 ： ジーンズループ、フロントWファスナー、
 防寒ライナー着脱式、トラウザー脱着用ファスナー

■表地 ： polyester 600D｜
 Polyester 450D EN471（in color 1450 only)｜Lorica®

■プロテクター ： 肩・ヒジ（KNOX CE protection） ※背中は別売
■再帰反射 ： ヒジ、背中　　
■ベンチレーション機能 ： 肩、背
■その他 ： ジーンズループ、フロントWファスナー、
 トラウザー脱着用ファスナー

■表地 ：  polyester 600D  PWR｜shell mesh｜
 Polyester 450D EN471（in color 1450 only) ｜Lorica® 
■プロテクター ： 肩・ヒジ（KNOX CE protection） ※背中は別売
■再帰反射 ： ヒジ、背中
■ベンチレーション機能 ： 胸、袖、背（メッシュ部分）
■その他 ： ジーンズループ、トラウザー脱着用ファスナー

SHIELD TEXTILE JACKET  シールド テキスタイル ジャケット

スポーティなデザインながらも広い守備範囲を誇るモデル。
ベンチレーションと防水性を揃えた全天候型。
着脱可能な防寒ライナーで冬もOK！

2015 S/S COLLECTION

2015SS  スポーティーデザイン
REV'IT 2015SSモデルではアグレッシブなスポーティーデザインを追加ラインナップ。
レーシングウエアのような佇まいをテキスタイルで楽しむことができます。
拘りのレースフィット採寸なので、一度腕を通すと走りたい衝動に駆られるでしょう。

ブラック×ネオンイエローブラック ブラック×ホワイト ブラック×オレンジ ホワイト×レッド

AIR FORCE TEXTILE JACKET  エアフォース テキスタイル ジャケット

メッシュジャケットにも余すことなくレーシングテイストを採用。
耐摩耗性に優れた素材を使用。薄着になりがちな
真夏にオススメのモデル。

RACE WAY TEXTILE JACKET  レースウェイ テキスタイル ジャケット

気分を盛り上げるレーシングなデザインとカット。
ベンチレーションで通気性をコントロールできます。
ツーリングシーズンを快適に走るならこのモデル。

ホワイト×ブルーホワイト×レッド ブラック×レッド ブラック×ネオンイエロー ブラック×ホワイト

ホワイト×レッドホワイト×ブラック ブラック×ネオンイエロー ブラック×ホワイト

春 夏
秋

夏

春
冬 秋



一般公道使用不可

オープン価格

年式 品番車種

※クワイエットバッフル設定無し　※フューエルパックFP3適合
15

タイプ
スリップオン

品名
コンペティションシリーズ

カラー
ブラックSTREET750

メーカー
HARLEY DAVIDSON 47937

ハーレーダビッドソン話題の新型車、

「STREET750」用
スリップオンマフラー登場！
ステンレス製メガホンサイレンサーを採用し、
STREET750をスポーティーにイメージチェンジ！
純正エキパイにフィットする形状は、
スリップオンマフラーとは思えない一体感。
本場アメリカのルックスとサウンドを体感して下さい。

メーカー

※シート着脱用キーシリンダーを雨水から守るゴムキャップ付属。

品番車種 価格（税抜）
YAMAHA MT-09

材質
スチール

カラー
ブラック

品名
フェンダーレスキット

年式
14 PFL350 ¥13,000

カスタムのはじめの一歩は
フェンダーレスから！
リアフェンダーを取り外すことで、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。PLOTの
フェンダーレスキットはウインカーの張り出しを最小に抑えることで、純正ウインカーとナン
バー灯を使用しながらもコンパクトなデザインを実現。
また純正リフレクターが使用可能なステーもセットになっています。お好みによって社外リフ
レクターも使用できるようにステーは取り外し可能です。

MT-09のスパルタンなイメージを強調するならフェンダーレスキット！
純正のウインカー、ナンバー灯、リフレクターを流用しながらも、MT-09に合わせて最良のバランスで配置することで
軽快な後姿を実現。また、純正パーツが流用可能な為、別途ウインカーやリフレクターを購入する必要がなく、リーズナ
ブルな価格でフェンダーレス化が可能です。

MT-09
フェンダーレスキット 
販売開始！



JEWEL LED TAIL LAMP.
ジュエルＬＥＤテールランプに
待望の追加ラインナップが登場！

GROM

点灯パターン

参考価格（税抜） ￥15,000 
※株式会社PLOTにて独自に設定した価格です（オープンプライス）

スモーク クリア

※点灯サンプル写真はCBR250Rです。

CBR400R/CB400F/400X

スモーク クリア

CBR600RR

スモーク クリア

FZ8/FAZER8

スモーク クリア

※FZ1は別途設定有り
　スモーク ： MTY-06FZ1-SC　クリア ： MTY-06FZ1-CC

Z800/ZX-6R

スモーク クリア

MONSTER1100/796/696

スモーク クリア

ブレーキ点灯
スイッチの切替により、『ブレーキフラッシュ機能』が選択可能。
＊ブレーキ操作時、3回点滅し、常灯します。 
※この機能は走行中点灯できる状態で取り付けた場合、
　保安基準不適合となります。 

流れるウィンカー機能*
ウインカー配線への接続により、
テールランプの『流れるウインカー』が可能になります。 
※この機能は走行中点灯できる状態で取り付けた場合、
　保安基準不適合となります。

消灯
消灯時も煌びやかに存在をアピールします。 

スモール点灯
高精度LEDが後続車を釘付けにします。 

車種 品番カラー
CBR400R
CB400F/400X

年式

13 スモーク
クリア

MTH-1340R-SC
MTH-1340R-CC

車種 品番カラー

GROM

年式

13-14 スモーク
クリア

MTH-14GRM-SC
MTH-14GRM-CC

車種 品番カラー
MONSTER1100
MONSTER796
MONSTER696

年式
09-13
10-13
08-13

スモーク
クリア

MTD-09MT6-SC
MTD-09MT6-CC

車種 品番カラー
Ｚ800
ＺＸ-6Ｒ

年式

13-14 スモーク
クリア

MTK-13ZX6-SC
MTK-13ZX6-CC

車種 品番カラー
ＦＺ8
ＦＡＺＥＲ8

年式

11-14 スモーク
クリア

MTY-11FZ8-SC
MTY-11FZ8-CC車種 品番カラー

ＣＢＲ600ＲＲ

年式

13-14 スモーク
クリア

MTH-13RR6-SC
MTH-13RR6-CC

宝石を散りばめたような鮮烈な輝きが、見る人を
魅了するジュエルＬＥＤテールランプ。
ワイルドな印象を与えるスモークと、シャープさ
が際立つクリアの２色を新たに６車種へ展開。

大人気発売中！
・ ＣＢＲ1000ＲＲ（08-14）
・ ＣＢＲ600ＲＲ（03-06）
・ ＣＢＲ250Ｒ（11-13）

・ ＹＺＦ-Ｒ1（09-14）
・ ＦＺ1（06-14）
・ Ｎｉｎｊａ1000/Ｚ1000（11-13）

・ Ｎｉｎｊａ400（14）
・ Ｎｉｎｊａ400Ｒ（10-13）

・ Ｎｉｎｊａ250Ｒ（08-12）
・ Ｎｉｎｊａ250（13-15）

『ブレーキフラッシュ機能』と
『流れるウインカー機能』について

これらの機能は、本体のスイッチ切り替えとウインカーの配線を行う事で可能ですが、一般公道では絶対に使用しないで下さい。
一般公道では、必ず通常ブレーキ点灯モードで、ウインカー機能の配線をしないでご使用ください。ご注意



www.bs-battery.com

BSチャージャー“BS15”

それはオートバイの一部になり愛車を守る盗難防止ロック！

毎年2,000台以上の盗難被害が発生し、約25%は自宅やガレージ、70%は路上（出先）での盗難になります。
ロードロックはオートバイへ取付けることで車両の一部となり、見た目もほとんど変わりません。
携帯性、安全性をコンセプトに、外観を損なうことなく、愛車を守るように設計された盗難防止ロックです。

ＲＯＡＤLＯＫ（ロードロック）

効率的な充電を行う全自動バッテリー充電器
常にバッテリーを良好な健康状態に保ちます！

●バッテリー再生機能（特許）
●マイクロプロセッサー制御
●逆接続通知機能
●オーバーヒート保護
●着脱可能なワニ口クリップとリング端子を同梱
●収納式マルチフック

①バッテリー状態チェック
②バッテリー回復（特許）
③ソフトスタート
④バルク充電
⑤吸収充電
⑥電圧保持状態のチェック
⑦フロートモード
⑧長期メンテナンス用パルス充電

ロードロックのピン（ブレーキボルト）を差し込むことでブレーキローターを固定します。ピンを抜かない限り車両は
2cmも動きません。もし、ライダーがロックの解除を忘れて走行しようとしても、その場でエンジンがストールする
だけで、ブレーキローターに傷が付くことも、立ちゴケする心配もありません。バイクを運転する時は、小さなピンを
携帯するだけ。まさにロードロックはバイクの一部となって盗難から愛車を守ります。

ロードロックは3年間の商品保証付（保証条件あり）

※ピンを抜いて走行する際は、付属のメクラボルトを差し込んで穴をふさぐことができます。

タイプ 品番
ブラック適合 価格（税抜）

XRA-307
XRA-308
XRA-310
XDA-102
XDA-302

ラジアル100mm
ラジアル108mm
ラジアル130mm
DYNA/SOFTAIL/SPORT
TOURING/V-ROD

主な適合車種

RSV4/S1000RR 09-14/R1200RT/1199panigale/DIAVEL/F4 etc
CBR1000RR 04-14/MT-09/GSX1300R/ZX-14R etc
YZF-R1 07-14/V-MAX 07-14
FXDL 00-13/FLSTF 00-14/XL883C 00-09/XL1200 00-10 etc
FLHTC 00-13/FLHR 00-15/FLHX 06-15/VRSCA 07-10 etc

P063-2755
P063-2745
P063-2753
P063-2757
P063-2759

ゴールド
P063-2756
P063-2752
P063-2754

-
-

クローム
-
-
-

P063-2758
P063-2760

¥39,500

8ステージの高機能充電器

■BSチャージャー BS15の主な機能

■付属品
ワニ口クリップコード（24cm）
丸型端子コード（24cm）

■付属品
ワニ口クリップコード（24cm）
丸型端子コード（24cm）

入力 ： AC100-200V 50/60Hz
出力 ： DC12V 1500mA
寸法 ： 149（奥行）×71（幅）×32（高さ）mm ※本体部
重量 ： 450g
承認 ： PSE,CE,UL,cUL,AS/NZS
12V鉛蓄電池用 ： 開放、SLA、MF、GEL

価格（税抜）￥12,000
品番 ： BS15BS15使い勝手のよい収納式マルチフックを装備



TOYOTA ランドクルーザー70
GRJ76K/79K用
ブレーキホース発売！ 

ステンレスメッシュ・ブレーキホース
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！

改廃・新品番の
お知らせ

NEOPLOT アクセルペダルNEO

価格改定のお知らせ
DCUATRO スタイリッシュアンダーミラー

メーカー 新品番車種 価格（税抜）
トヨタ

スバル

備考

・ペダルストッパーを付属品と交換して装着。
＊1

＊1

・D型の2000cc NA車(2.0I/2.0R)は別品番(NP71110)。
・E型の2.0RスペックB(DOHC)は別品番(NP71110)。
＊1
・ペダルストッパーを付属品と交換して装着。
＊1

＊1

86(ハチロク)
BRZ
WRX STI/S4
インプレッサG4
インプレッサスポーツ
インプレッサ

レガシィ

レヴォーグ

フォレスター

エクシーガ

型式
ZN6
ZC6
VAB/VAG
GJ#
GP#
GR#/GV#/GH#/GE#
BM#/BR#
BL#/BP#(アプライドD-F)
　＊2000cc NA車の一部は別品番
　＊備考参照
VM4/VMG
SJ#
SH#
YA#

NP70111

旧品番
NP70110
NP70110
NP70110
―
―

NP72110
NP72110

NP72110

NP70110
NP70110
NP72110
NP72110

¥18,000

メーカー 品番車種 新価格（税抜）

トヨタ

備考

純正アンダーミラーを取り外すため
別途コーナーパネルが必要となります。

ハイエース 標準幅ボディ車
レジアスエース 標準幅ボディ車

型式

TRH20#
KDH20#

カラー
パールホワイト/070
ホワイト/058
ブラック/209
シルバー/1E7
グレーメタリック/1E2(1型)
グレーメタリック/1G3(2型-)
ダークブルー/8P4
ボルドーマイカ/3R9

DSUM200P
DSUM200W
DSUM200K
DSUM200S
DSUM200G
DSUM200GM
DSUM200B
DSUM200BM

¥28,000

旧価格（税抜）

¥24,800

メーカー 品番
スチール

価格（税抜）
トヨタ

車種

ランドクルーザー70

駆動方式

4WD

型式

GRJ76K/GRJ79K ST4069 ￥35,000
品番

ステンレス
価格（税抜）

SW4069 ￥45,000

備考

2014/8-

＊1 品番 NP70111 の交換作業には、ピンポンチ(φ4)を使用します。

【ご注意】リフトアップに伴う延長指定について
・ リフトアップに伴う延長指定の場合、延長数の合計が500mmまでは同価格にて対応させていただきます。500mmを超える延長指定の場合は、500mm毎に￥1,000(税抜)アップとなります。
・ 延長指定は、お客様からの指定に基づいて製作いたしますので長さ指定間違いによるトラブルは保証対象外とさせていただきます。
・ 延長指定をされる場合は、必ずどの部分のホースを何mm延長するのかをご指定下さい。
・ 延長指定をされる場合は、製品保証対象外となりますのであらかじめご了承ください。

このたび品番NP70110とNP72110のNEOPLOTアクセルペダルNEOを廃番し、
新品番（仕様変更品）にて発売いたしますのでご案内申しあげます。
仕様変更の内容は、構成部品の追加となります。これにより適合車種の幅を広げています。
品番NP70110、NP72110は無くなりしだい廃番とし、
新品番NP70111に移行させていただきます。

ご好評いただいております「DCUATRO スタイリッシュアンダーミラー」ですが、2015年2月1日
に価格改定を実施しましたので、あらためてご案内申しあげます。価格は下記のとおりです。



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

1月21日 ： AIRTEC、BOYESEN、CYCRA、DELTA、DRC、ZETAほか多数
2月1日 ： STOMPGRIP（タンクプロテクター）、ダムトラックス（ヘルメット）、GBレーシング、PERFORMANCEMACHINE、RSD
3月1日 ： アクラポヴィッチ、ゴジラロック（チェーンロック）、才谷屋ファクトリー（FRP外装）、GIVI（トップケース）、イージーライダース
4月1日 ： MOTOFIZZ（バッグetc）、NAPOLEON（ミラー）

価格改定のお知らせ

SWAGE-LINE に
スズキ GSR250F用がラインアップ！

スウェッジライン ブレーキホースパーツにNEWアイテム
「ホース＆ハーネスクリップ」登場！

＊シングルディスク ABSモデルの為、トライピース/バイピース構成ではありません。
CBR1000RR SP ABSモデル用の発売予定は２月下旬頃となります。ZX-6R ABS/CBR250R ABSモデル用の発売予定は３月中旬頃となります。
■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：ＳＴＰＢ0012ＦB・・・ブラックホース仕様）

品名 形状・規格 価格（税抜）

ホース＆ハーネスクリップ 内径φ6.3+内径φ4.3～4.8

仕様
5ヶ入り
10ヶ入り

品番
SLP492-5
SLP492-10

¥500
¥1,000

■ステンメッシュホース（♯3）と各社ABSケーブル（内径4.3～4.8）に適合します。

■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：SAFB540・・・ブラックホース仕様）

SWAGE-LINE/PRO車種別ホースキットにブレーキホースとABSセンサーケーブルを
スッキリまとめるための、NEWアイテムを設定。2015年以降の新たに設定する
車種別ブレーキホースキットに順次採用していきます。

過去に販売させていただきましたマフラーの一部に、JMCAプレートの刻印表記に誤りのあるものが存在する事が判明致しました。
当該製品をご利用いただいておりますユーザーの皆様におかれましては、サイレンサー部のプレートの刻印をご確認いただき、誤表記のプレートが装着
されております場合は大変お手数をお掛け致しますが、サイレンサーを下記住所まで着払いにてお送りいただけます様、ご協力の程何卒宜しくお願い致
します。現品がノジマエンジニアリングに到着次第、正しいプレートに張替えの上で返送させていただきます。

品番：NT618SGTD-CLK　
JMCA番号：1111064030
内容：最上段のJMCAの刻印が抜けている
　　 正しくは「JMCA1111064030」

JMCAプレートの誤表示について重要なお知らせ

誤プレート 正プレート

品番：NTX618LC-CLK及びNMTX618LC-CLK　
JMCA番号：1109064002
内容：最下段の触媒番号「0640014」が誤表記
　　 正しくは「0640013/14」

誤プレート 正プレート

ZRX1200DAEG DLCチタン スリップオン ZRX1200DAEG ロックオンフルエキゾースト

〒513-0825　三重県鈴鹿市住吉町7265-7　株式会社野島エンジニアリング業務部宛　TEL ： 059-378-3505送付先住所

SWAGE-LINE PROに
ホンダ CBR1000RR SP ABS/CBR250R ABS　
カワサキ ZX-6R ABSモデル用がラインナップ！

レッド/ブラック
RAF540
RAR540

ゴールド/ブラック
GAF540
GAR540

メッキ/ブラック
NAF540
NAR540

ゴールド/ブルー
PAF540
PAR540

レッド/ブルー
SAF540
SAR540

メッキ
CAF540
CAR540

ブラック
BAF540
BAR540

車種 年式 価格（税抜）

CBR1000RR SP ABS

CBR250R ABS

ZX-6R ABS

車種

HONDA

KAWASAKI

14

14-15

13-15

タイプ
フロント
リア
フロント＊
リア
フロント
リア

ステンレス
STP0012FB
STP0012R
STP0014FS
STP0014R
STP756FB
STP756R

レッド/ブルー
SAP0012FB
SAP0012R
SAP0014FS
SAP0014R
SAP756FB
SAP756R

バイピース

¥26,500
￥22,500
¥22,500
￥22,500
¥22,500
￥21,000

車種
アルミ ステンレス

価格（税抜）

GSR250F

メーカー

SUZUKI

年式

15

タイプ

フロント
リア

￥8,500
￥7,500

価格（税抜）
STF540
STR540

￥10,500
￥9,500
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