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メーカー

■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 ： SAPB542FT…ブラックホース仕様） 

ステンレス
トライピース車種 価格（税抜）

SUZUKI GSX-S1000/F ABS

タイプ

フロント
リア

年式

15 STP542FT
STP542R

レッド/ブルー
SAP542FT
SAP542R

¥28,500
¥22,500

適合 ： GSX-S1000/F 15　
品番 ： 200-R18R＊＊　価格（税抜）¥12,800

レバー位置を６段階から調整可能。ドイツTUVによる品
質証明を受けたクオリティー。末尾の＊＊にはカラーコー
ドを入れてください。シルバー：SI、ブラック：SW。
クラッチレバー200-L20＊＊もあります。

LSL アジャスタブルレバー

適合 ： GSX-S1000/F 15　
品番 ： PBTF542K　価格（税抜）¥9,800

ノーマルに対して、上下比1.5ｍｍUP/前後比5ｍｍBACK。
ハンドル全幅が約20ｍｍ短く、絞り角2°追加した仕様。
バーエンド内径14mm　純正バーエンド使用不可。※写真に
はバーウエイトアルミビッグ（別売り）が装着されています。

エフェックス イージーフィットプラス
テーパーハンドル

適合 ： GSX-S1000/F 15　
品番 ： 6303531-0001　価格（税抜）¥26,000 

ヘプコ＆ベッカー ソフトバッグ（ロイスター・ストリー
ト）を装着できるサイドキャリア

ヘプコ＆ベッカー C-Bow

適合 ： GSX-S1000/F 15　
品番 ： 640600-0001N　価格（税抜）¥21,500 

シンプルで飽きのこないエントリーモデル　
内容量：左右計22L　
取付にはC-Bowキャリアが必要です

ヘプコ＆ベッカー ソフトバッグ ストリート

適合 ： GSX-S1000/F 15　
品番 ： 6703531　価格（税抜）¥23,700 
※積載制限：５ｋｇ　ボックスの積載用ではありません
※防水ではありませんので雨天時の走行はご注意ください

タンデムシートに荷物を積載し易くなるキャリア。
ソフトバッグなどに最適。

ヘプコ＆ベッカー スポーツラック

適合 ： GSX-S1000/F 15　
品番 ： 1691A　価格（税抜）¥24,000 

愛車のタンクを守ってくれるタンクカバー。
その他、ブルー、グレーー、ブラックが有ります。
別売り専用タンクバッグでツーリング性能もアップ＊
タンクバッグはPLOTカタログ2015P100からお
選び下さい。

バグスター タンクカバー ブルー

適合 ： GSX-S1000/F 15　
品番 ： 12815-＊＊　参考価格（税抜）￥6,000 

AFAMのスチールスプロケットは全てC45鋼より製造さ
れており、かつ歯の部分には高周波焼入れが施されており
ます。これらにより、高品質なチェーンと併用頂くことで、
驚くほどの耐久性を発揮します。フラットで真円を描くよう
に成型されたAFAM独自の歯形状は、最高品質の証です。 
フロント28401-14～17 参考価格（税抜）￥3,600の設
定も有ります。品番の＊＊に丁数を入れて下さい。

AFAM リアスチールスプロケット 525

適合 ： GSX-S1000　
品番 ： MR456S　価格（税抜）¥15,400 

レースで鍛え上げられた空力性能を提供します。
＊クリア，ブラック（価格別）も設定有り。
＊S1000F用は別途開発中

MRA レーシングスクリーン スモーク

適合 ： GSX-S1000/F 15　
品番 ： S-S10SO10-HASZ　価格（税抜）¥108,000 
 

スリップオンラインへの換装は、マフラーカスタムの
第一歩であるがゆえに、価格を抑えつつも性能が求
められます。出力を向上させると同時に、アクラポ
ビッチエキゾースト特有のサウンドを上乗せします。
一般公道使用不可

アクラポヴィッチ スリップオンライン 
コニカルチタン ユーロ規制対応

※発売は10月末頃の予定となります。

ABSモデル専用、ダイレクトな
ブレーキフィーリングを追求した、
車種専用ブレーキホースです。

GSX-S1000/F 15

11月末頃発売予定



1 2 3 4

■プロテクター ：
　肩・ヒジ（Knox® Lite CE）
　※別売り 背中（Ｓｅｅｓｏｆｔ ＴＹＰＥ ＲＶ CE）

デイトン 
テキスタイル ジャケット

品番 ： FJT200
サイズ ： S、M、L、XL
価格（税抜） ： ¥53,800

ライディング機能をプラス、
新たなアーバンスタイルを提案

■プロテクター ：
　肩・ヒジ（Knox® Lite CE）
　※別売り 背中（Ｓｅｅｓｏｆｔ ＴＹＰＥ ＲＶ CE）

ジルコン 
テキスタイル ジャケット

品番 ： FJT197
サイズ ： S、M、L、XL
価格（税抜） ： ¥50,000

古典的なスタイルに防水性と安全性を
追加したヘリテイジクラシック

■プロテクター ：
　肩・ヒジ（Knox® Lite CE）
　※別売り 背中（Ｓｅｅｓｏｆｔ ＴＹＰＥ ＲＶ CE）

ジャクソン 
テキスタイル ジャケット

品番 ： FJT198
サイズ ： S、M、L、XL
価格（税抜） ： ¥47,500

シューティングジャケットを再構築し
機能を詰め込んだネオクラシック

DAYTON
TEXTILE JACKET

NEWJACKSON
TEXTILE JACKET

NEW ZIRCON
TEXTILE JACKET

NEW

ダークグリーン×ブラック

ブラック×ブラック

ダークグリーンブラック
ダークグリーン

ブラック●防寒ライナー着脱式
●裏地に防水素材
　ハイドラテックスを使用

●防寒ライナー着脱式
●裏地に防水素材
　ハイドラテックスを使用

●防寒ライナー着脱式
●裏地に防水素材
　ハイドラテックスを使用
●フード着脱式

サンド

2015-2016 
A/W COLLECTION

ハンドカバーBOX-Rで冬支度
ハンドカバーの恋しい季節がやってきました。特有のルックスに嫌悪感を
感じていた方にも納得のスタイリッシュなバグスター製ハンドカバーを在庫強化中！

一般公道使用不可 予約受付中

先日発表された16年モデルのKX450F。ハイパワー化の為、新設計のオフセットされたエンジンに伴い一新されました。
一方で単にピークパワーを求めるのみでなく、扱い易い特性としています。また、H2/H2Rに向け、待望のフルエキゾーストが発表されました。
軽量化と高出力化はもとより、迫力のある音質はそのままに、音量のみを抑えた使用となっております。（100.3db /6,000rpm)

Kawasakiのハイパワーマシンに向けたエキゾーストマフラーが新登場！

品名 サイズカラー 価格（税抜）

ジャクソンテキスタイルジャケット

ジルコンテキスタイルジャケット

デイトンテキスタイルジャケット

ブラック×ブラック
ダークグリーン×ブラック
ブラック
ダークグリーン
サンド
ブラック
ダークグリーン

S
FJT198-1010-S
FJT198-8130-S
FJT197-0010-S
FJT197-0810-S
FJT197-0760-S
FJT200-0010-S
FJT200-0810-S

M
FJT198-1010-M
FJT198-8130-M
FJT197-0010-M
FJT197-0810-M
FJT197-0760-M
FJT200-0010-M
FJT200-0810-M

L
FJT198-1010-L
FJT198-8130-L
FJT197-0010-L
FJT197-0810-L
FJT197-0760-L
FJT200-0010-L
FJT200-0810-L

XL
FJT198-1010-XL
FJT198-8130-XL
FJT197-0010-XL
FJT197-0810-XL
FJT197-0760-XL
FJT200-0010-XL
FJT200-0810-XL

¥47,500

¥50,000

¥53,800

春
冬 秋

春
冬 秋

春
冬 秋

REV’IT! 2015-2016AWモデルではアーバンラインナップを強化しています。
アドベンチャーモデルで培われた機能性とプロテクションを、街に溶け込むスタイルに融合させました。
ストリートに調和するデザインがオートバイの新たな可能性を提案してくれます。
街乗りからツーリングまで、REV’IT!がさらに楽しみを広げてくれるでしょう。

レブイットが提案するアーバンライン

メーカー 品番品名 価格（税抜）
SUZUKI

KAWASAKI

DUCATI

車種
GSX-S1000/F
Ninja H2R

KX450F

MONSTER1200S/S
MONSTER821
Multistrada1200/S

年式
15
15

16

14-15
14
15

スリップオンライン コニカルチタン ユーロ規制対応
エボリューションライン HXサイレンサー カーボン
スリップオンライン チタン
レーシングライン チタン
エボリューションライン チタン

スリップオン HEXAGONAL e1 チタン BLK

スリップオン HEXAGONAL e1 チタン

1 2

3 4

備考

※1

※汎用品　※製品の特性上、ハンドル操作に支障が出る場合があります。取付時は十分にご注意下さい。
※防水素材（PVC）を使用しておりますが、完全防水ではありませんの雨天時はご注意下さい 

グリップにホルダーを取り付けます

※1　FIM音量規制対応品です。

カバーをグリップ＆レバーに通します 付属ビスでカバーをホルダーに固定します カバーストラップをミラーなどに結びます

S-S10SO10-HASZ
S-K10E3-HX2C
S-K4SO4-BNTA
S-K4MR7-BNTA
S-K4MET7-BNTA

S-D8SO2-HRBL

S-D12SO6-HAPT

¥108,000
¥495,000
¥77,000
¥116,000
¥160,000

¥90,000

¥106,000

品名 品番カラー 価格（税抜）
ボックス-R ブラック 6519A ¥9,100

簡単着脱＆安心固定



美しいデザインと優れた調整機構の融合、
49通りの色の組み合わせから選べる
ユーカナヤのアルミビレットレバー！

5タイプのレバー形状、2種類のレバー長
49通りの色の組み合わせ

ツーリングタイプ 左右SET
価格（税抜）￥12,800

Rタイプ 左右SET
価格（税抜）￥12,800

http://www.over.co.jp/

GPタイプ 左右SET
価格（税抜）￥11,800

ホイールタイプ 左右SET
価格（税抜）￥10,800

●レバー本体の肉抜きでモダンなデザインを追求
●使いやすいデザインのアジャスト機構は6段階
の調整が可能
●レバーエンド形状の最適化によりバーエンドへの
接触を極力抑える構造
●高強度で耐食性に優れた6061アルミ材をマジ
ニング加工後、硬質アルマイト処理を施工

品名 品番カラー 価格（税抜）
TT-Formula RS チタン スリップオン

バックステップ　4ポジション

フロントアクスルスライダー
リアアクスルスライダー
レーシングスライダー

ブラック
シルバー

備考
公道使用不可/レース専用
BACK10/20mm　UP10/20mm
BACK10/20mm　UP10/20mm
ジュラコンサイズ φ32-40x28mm
ジュラコンサイズ φ32-40x28mm
ジュラコンサイズ φ43-35x60mm

1

2
3
4
5

P066-2519
P066-2518
P066-2517
P065-6004
P051-9825
P065-6596

¥130,000
¥57,000
¥55,000
¥10,000
¥16,000
¥16,000

YZF-R1 15モデル TT-Formula RS 
チタンスリップオン新登場!!
バックステップ、スライダーも怒涛のリリース!!

1

2

3

4

5

スタンダードタイプ
左右セット
価格（税抜）￥11,000

曲面形状で握りやすく疲れにくい
※ロングレバー(177mm)仕様のみ

可倒式で転倒時のレバー破損を低減
※標準レバー（170mm）仕様のみ

風圧を逃がすスリット構造
※ロングレバー（177mm）仕様のみ

レバー位置無段階調整

CB1300SF/SB・VFR1200F・CB1100・CBR1100XX・CBR1000RR・VTR1000F・
CBR900RR・HORNET900/600/250・VFR800/F・CBR600F/RR・CB400SF/SB　etcHONDA

FJR1300・XJR1300/1200・YZF-R1・FZ1・FZ8/6・YZF-R6・XJ6　etcYAMAHA

GSX1400・GSX1300R・Bandit1200・GSXR1000/750/600・GSR750/400・GSX400S　etcSUZUKI

H2・ZX-14R・ZX-12R・ZZR1400/1200/1100/400・ZRX1200/1100/400・
ZEPHYR1100/750/400・ZX-10R・Ninja1000・Z1000/800・GPZ900R/750R・BALIUS　etcKAWASAKI

※上記車種以外にも多数のラインナップがあります。また、社外ニッシンラジアルマスター用も設定あります。

ロングレバー
173mm（4本指）
ショートレバー
143mm（3本指）
※スタンダードタイプ

2種類の
レバー長より
選択可能

アルミビレットレバー スタンダードタイプ



ブレンボ OESシリーズの２Ｐリアキャリパーが
新しいデザインへ変更されました

Ｃａｓｔ Ｒｅａｒ Ｃａｌｉｐｅｒ ２Ｐ ３４

2Pキャストリアキャリパー“20.6951.60”はデザインの変更にともない、“20.B852.10”へ品番が変更となりました。
仕様・価格については従来モデルから変更ございません。

●ピストン経 ： 34mm
●材　質 ： アルミニウム（キャスト2pc）
●重　量 ： 約605g
●表面処理 ： アノダイズド（ゴールド）
●ピストン材質 ： アルミニウム
●取付ピッチ ： 84mm
●ブレーキパッド（組み込み済）、ダストシール内蔵

Technical spec

表面

裏面

2つのイスパックWP デビュー!!
プロトニュース237号でご紹介し反響が大きかった
イスパックに新たに2つのニューデザインが登場。

CBR２50Rユーザーの要望に応え、
メタリカ・ブレーキパッドは圧倒的な性能と
信頼を誇る“Spec03”を発売！

ストリートから世界選手権まで同一のクオリティでお届けします

www.ispack.net

パイプ部分は軽くてサビにくいアルミフレームを採用。
メインボディーを超音波溶着無縫製製法で仕上げ、
メインポケット及びサイドポケットは止水ファスナーを
使用することにより、雨、雪、汚れに強い設計にしました。

ツーリング、キャンプ、旅行などに最適です。
5.5インチスマホ収納可能ネオプレーンポケット付き。

今までご好評を頂いておりますメタリカ・7522に他車種でも好評のSpec03マテリアルを追加！
これにより絶対制動力と耐摩耗性を今まで以上にアップしています。
Spec03を使用することにより、メタリカ・スタンダード材のコントロール性の良さはそのままに、
より強力なストッピングパワーを発揮します！

背負えばリュック、
降ろせばそのままイスになります。

超便利なイスパックは
このような感じで
使えます

超便利なイスパックは
このような感じで
使えます

ワンタッチ2WAYワンタッチ2WAY アドベンチャー フレームカラーバリエーションアドベンチャー フレームカラーバリエーション

このようにイス、
リュック別々にもなります。

フレームカラー 
グリーン

フレームカラー
オレンジ

＊ご注意　密閉構造ではありませんので完全防水ではございません。
●リュック容量 ： 20リットル　●イス部分耐荷重 ： 100kg
●折りたたみの時サイズ ： 高さ49×幅33×奥行10cm　●広げた時のサイズ ： 高さ42×幅33×奥行28cm

ビニールコーティングナイロンに
フォーレストカモフラージュデザイン

丈夫で超軽量なＴＰＵコーティングナイロンを
本体素材に採用。本物の帆布のような風合いを実現

品番 価格（税抜）品名

ISPACK WP アドベンチャー

ISPACK WP ネオキャンバス

フレームカラー
オレンジ
グリーン
ブラック

重量
1.8kg
1.8kg
1.6kg

P066-1241
P066-1239
P066-1242

¥14,800

¥15,800

適合車種
HONDA CBR250R（11-）、VTR250、CB400SF（ver.R）、
 HORNET600、NC700S/X、CB750（RC42）

YAMAHA WR250R/X　etc

新旧

旧 新

20.6951.60 20.B852.10

20.6951.60 20.B852.10

イスパックWP アドベンチャー イスパックWP キャンバス

品名 品番 価格（税抜）
ブレンボ 2Pキャリパー φ34 GLD 20.B852.10 ¥16,000

品名 品番 価格（税抜）
メタリカ B/PAD RACING SPEC03 7522-SPEC03 ¥9,780



■デカールキット内容
･ デカールシート 1枚
･ 取り扱い説明書
 ･貼り付けイメージ書

YZF-R25/3
貼り付けイメージ ヘルメット 貼り付けイメージ

HONDA S660（JW5）用
SUZUKI ハスラー（MR31S/MR41S）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！

メーカー 品番
スチール車種 価格（税抜）

ホンダ
スズキ

S660
ハスラー

型式

JW5
MR31S/MR41S

ST2627N
ST1417N

￥29,000
￥26,500

品番
ステンレス

価格（税抜）
SW2627N
SW1417N

￥35,000
￥32,500

品名 品番カラー 価格（税抜）

プロト×ハチプロデザイン
デカールキット　デビルプロトたん

サイズ

L

M

レッド＆ブルー
ブラック＆ホワイト
イエロー＆パープル
レッド＆ブルー
ブラック＆ホワイト
イエロー＆パープル

1
2

1
3

PDK100RB-L
PDK100BW-L
PDK100YP-L
PDK100RB-M
PDK100BW-M
PDK100YP-M

¥9,500

¥6,500

品名 品番カラー 価格（税抜）

プロト×ハチプロデザイン
デカールキット　刀ガール

サイズ

L

M

レッド
ホワイト
ブラック
レッド
ホワイト
ブラック

4

4

PDK101R-L
PDK101W-L
PDK101B-L
PDK101R-M
PDK101W-M
PDK101B-M

¥9,500

¥6,500

品名 品番カラー 価格（税抜）

プロト×ハチプロデザイン
デカールキット　セイバー

サイズ

L

M

レッド＆ゴールド
ブラック＆イエロー
ブルー＆ホワイト
レッド＆ゴールド
ブラック＆イエロー
ブルー＆ホワイト

5

5

PDK202RG-L
PDK202BY-L
PDK202BW-L
PDK202RG-M
PDK202BY-M
PDK202BW-M

¥9,500

¥6,500

プロト×ハチプロデザインから汎用デカールキットが新発売！
デザインは、デビルプロトたん・刀ガール・セイバー、
3種類の個性的なキャラクターをラインナップ。
デカールサイズは250ｃｃクラスの車両に最適なサイズのLサイズと、
ヘルメット等に最適なMサイズの2種類。

PLOT×HACHIPRO DESIGN

DECARE KIT
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ハーレーダビッドソン2016年モデル適合情報

クリアキンが提案するYAMAHA 
XVS1900CU RAIDER用カスタムパーツ。

一般公道使用不可

車種

＊1 ソフテイルは、ツーリング08-16年モデルと共通
＊2 プロトが輸入する正規品はフューエルパック FP3 代理店でのみ販売しています。

＊1 別途フットペグアダプター（KUR-8818）が必要です。　＊2 別途、リア スプラインアダプターマウント（KUR-8825）が必要です。　＊3 インジェクションセッティング推奨。

その他、詳しい適合情報・FP3代理店は www.vanceandhines.jp でご確認ください。

品名

ハーレーダビッドソン 全モデル

スリップオンマフラー
フルエキゾーストマフラー
エアクリーナー
FP3

2015-2016年適合
共通
共通
共通（一部除く）
共通

備考

＊1
＊2

ツーリング
2015年/2016年モデル共通

ソフテイル
2015年/2016年モデル共通

ダイナ
2015年/2016年モデル共通

スポーツスター
2015年/2016年モデル共通

V-ロッド
2015年/2016年モデル共通

ストリート
2015年/2016年モデル共通

品名 品番
ブレーキ＆クラッチ マスターシリンダーカバー
ワイドスタイル レバー クローム
KINETIC フットペグ クローム
フットペグアダプター スプラインタイプ
シフトペグ ｏｒ ブレーキペグ カバー
KINETIC ミニボード PREMIUM クローム／マウント無
リア スプラインアダプター マウント
リトラクタブル パッセンジャー ペグ フロアボードマウント
フォークプロテクターカバー クローム
トリセプターフェンダーアクセント
リフレクターカバー
フロントキャリパーカバーセット クローム
ブーメランフレームカバー クローム レフト
クロームメダリオン ZOMBIE 
サイドカバーアクセント ヒダリ／クローム
スウィングアーム アクスルアジャスターカバー
トップベルトガード クローム
PSEUDO PRO-R HYPERCHARGERエアクリーナー

備考

＊1

＊2

＊3

1
2
3

4

5
6
7
8
9
0
A
B
C

年式

08-15

車種

XVS1900CU
RAIDER

KUR-1745
KUR-7415
KUR-4320
KUR-8818
KUR-8851
KUR-4393
KUR-8825
KUR-4388
KUR-8699
KUR-7340
KUR-9002
KUR-8701
KUR-8943
KUR-3797
KUR-8944
KUR-8941
KUR-8940
KUR-9468

11

12

長いフロントフォークと力強さを強調するエンジン廻りの造型、
極太のリアタイヤを誇るクルーザーXVS1900CU RAIDER。
クロームメッキパーツやフットペグなど見た目と操作性・
タンデムの乗り心地を追及したカスタムパーツ。
クルーザーのカスタムに差を付けるなら、クリアキン商品で決まり！

13

10
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オープン価格

エアクリーナーはソフテイル以外2015年/2016年共通。
ソフテイルは、2016年モデルで電子スロットル化されており
ツーリング2015-16年モデルと共通化されました。

2015年/2016年モデル共通（ソフテイル除く）
エアクリーナーに関して！

9月26日 ： ケイファクトリー（フォークガード）、HJC（ヘルメット）　10月1日 ： OZ（ホイール）　
10月15日 ： TOURMASTER（電熱ジャケット）　11月4日 ： marchesini（ホイール）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

ハーレーダビッドソン2016年モデルへのバンス＆ハインズの適合情報が発表されました。
全てのバンス＆ハインズ製マフラー（2015年モデル適合品）は全2016年モデルにも取付可能です。

プロトニュースVol238の掲載訂正 ※スフィアライトLED RIZINGの価格が
　発売前に変更となりました

H4タイプ ￥19,800（税抜）⇒￥17,800（税抜）
H7・H9/H11タイプ ￥17,000（税抜）⇒￥14,800（税抜）スフィアLED RIZING ：
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