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メーカー 品番タイプ・仕様 価格（税抜）
SUZUKI

車種

GSX-S1000/F

年式

15 ローダウン プレートタイプ
車両変化

ローダウンKIT ※

20ｍｍ PHA542D ¥7,000
品番 価格（税抜）
ショートサイドスタンド

PHS542A ¥15,000
※ローダウンキットには必ず別売りのショートサイドスタンドをご使用ください。

ノーマル ローダウン

GSX-S1000/Fに待望のローダウンキットが発売。
ローダウン量20ｍｍダウン、ローダウンに対応したショートサイドスタンドも同時発売。

Ninja250SL 用 
GTミドル スリップオンマフラー

品名 品番車種（型式） 価格（税抜）
GTミドルスリップオン

JMCA
○

メーカー
KAWASAKI Ninja250SL（JBK-BX250A） NMS637SGTM-CLK ¥48,000

手軽なスリップオンながら車両の長所をより引き出す設定でエントリーユー
ザーからベテランライダーまで幅広い支持を集めるGTミドルスリップオン
に、走りのライトウェイトシングルNinja250SL用が新たに登場！
低速域と高速域で上乗せされたパワーとトルクが2kg強の軽量化とも相ま
って、軽い車体をよりシャープに加速させます。もちろん各種規制をクリアし
た安心のJMCA認証マフラーです。



オープン価格

品番 ： BK-Y189-＊＊＊
※別途バーエンド品番：BK-Y180-＊＊＊が必要です。

28.6mmファットバーハンドル スイッチ穴加工済

品番 ： BK-Y188-＊＊＊

28.6mmファットバー用クランプセット

品番 ： BK-Y158-＊＊＊

ステムトップボルト

品番 ： BK-H220-＊＊＊　１ケ

ハンドルレバーホルダー右

品番 ： BK-Y153-＊＊＊

フロントブレーキフルードタンクキャップ

品番 ： BK-Y171-＊＊＊　左右２ケ

チェーンアジャスターキャップ

品番 ： BK-Y172-＊＊＊

チェーンカバー ステン/アルミ

品番 ： BK-Y160-＊＊＊　左右２ケ

リアレーシングスタンドフック

品番 ： BK-Y178-＊＊＊　左右２ケ

リアアクスルスライダー

品番 ： BK-Y180-＊＊＊　左右２ケ

バイカーズファットバーハンドル
専用バーエンド

品番 ： BK-Y173　左右２ケ

ブレーキ＆クラッチレバー
固定用ステンボルトセット

品番 ： BK-Y148-＊＊＊　※6段階調整

可倒式アジャスタブルブレーキレバー

品番 ： BK-Y149-＊＊＊　※6段階調整

可倒式アジャスタブルクラッチレバー

品番 ： BK-Y184-＊＊＊

フロントキャリパーガード

品番 ： BK-Y177-＊＊＊

フロントアクスルスライダー

品番 ： BK-Y164-＊＊＊　左右２ケ

フロントフェンダープロテクター

品番 ： BK-Y176-＊＊＊　左右２ケ

ボディプロテクターセット

品番 ： BK-Y182-＊＊＊

エンジンガード 左側

品番 ： BK-Y174-＊＊＊

スプロケットカバー

品番 ： BK-Y165-＊＊＊　１ケ

ジェネレーターカバーキャップ

品番 ： BK-Y159-＊＊＊　左右２ケ

フレームホールキャップ

品番 ： BK-Y159-＊＊＊　左右２ケ

フレームホールキャップ

品番 ： BK-K324-＊＊＊

リアリザーバータンクキャップ

品番 ： BK-Y183-＊＊＊

エンジンガード 右側

品番 ： BK-Y175-＊＊＊

クラッチケーブルガイド

品番 ： BK-Y161-＊＊＊

オイルフィラーキャップ

品番 ： BK-Y176-＊＊＊　左右２ケ

ボディプロテクターセット

品番 ： BK-Y187

ステンレスラジエターガード

品番 ： BK-Y186-＊＊＊

ステンレスラジエターガード チタンコート

※カラーにより納期が異なり、大幅に変動する場合がございますので予めご容赦下さい。　

※海外輸入品のため若干の小キズや色あいの異なる場合がありますので、
　ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズ、色あいの異なりによる返品はお受けできません。

シルバー（-SLV）・グレー（-GRY）・チタン（-TIN）・ブラッ
ク（-BLK）・グリーン（-GRN）・ブルー（-BLU）・パープル
（-PUR）・レッド（-RED）・オレンジ（-ORG）・オレンジゴー
ルド（-OGD）・ライトゴールド（-LGD）

11色のカラーから選べます。ご注文の際は、品
番の末尾-＊＊＊にカラー品番をご指定下さい。

11COLORS

バイカーズ MT-25用
 ボルトオンパーツ 続々ラインナップ
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このマークのある商品は、
YZF-R25にも
装着が可能です。

※チタンコートタイプはブラック/-BLK、ゴールド/-GLD、
ブルー/-BLUの3色での設定となります。
画像はブルーチタンコートです。

※YZF-R25用のラジエターガードは別品番となります。
ステンレス 品番 ： BK-Y155　
チタンコート 品番 ： BK-Y154-＊＊＊



品名
バックステップ（ストリート） 5ポジション
バックステップ（レースコンセプト）
セットバックプレート 4ポジション
セットバックプレート（レースシフト） 4ポジション
フロントフォーク・トップキャップ
ヘルメットロック
フレームスライダー （スポーツライド・タイプ）
フレームスライダー （シティーライド・タイプ）
レーシングフック 左側のみ
アクスルプロテクター

車種

YZF-R25

年式

15-

ブラック

3

5
6

8

P063-3523
P063-4344
P063-4462
P063-4463
P064-0674
P063-7908
P063-4620
P063-4621
P063-8361
P063-4673

ゴールド
1
2

4

7

P063-3524
P063-4451

-
-

採番中
-
-
-

P063-8362
-

ゴールド
-

P063-4452
-
-

P064-0673
-
-
-
-
-

価格（税抜）
¥50,000
¥52,000
¥10,000
¥20,000
¥13,000
¥4,000
¥22,000
¥16,500
¥3,500
¥6,000

※上記以外にも適合する部品がございます。詳しくはメーカーホームページをご覧ください。

優れた機能性とデザイン、豊富なラインナップと
開発スピードの早さで定評のベビーフェイス。
YAMAHA YZF-R25に適合する人気パーツをご紹介いたします。

http://www.babyface.co.jp/
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ブレンボ ２Ｐリアキャリパーが
新しいデザインへ変更されました

ＳuperSport Ｃａｓｔ Ｒｅａｒ Ｃａｌｉｐｅｒ ２Ｐ ３４

Ｃａｓｔ Ｒｅａｒ Ｃａｌｉｐｅｒ ２Ｐ ３2

2Pキャストリアキャリパー“120.B278.10”と“20.6951.21”はデザインの変更にともない、
それぞれ“20.B852.70”と“20.B851.11”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 ： 32mm
●材　質 ： アルミニウム（キャスト2pc）
●重　量 ： 約600g
●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

●ピストン経 ： 34mm
●材　質 ： アルミニウム（キャスト2pc）
●重　量 ： 約600g
●表面処理 ： アノダイズド（チタニウム）

●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

品名 品番 参考価格（税抜）
SuperSport Cast リア2Pキャリパー
※旧品番：120.B278.10

20.B852.70 ¥17,000

品名 品番 参考価格（税抜）
Cast リア2Pキャリパー
※旧品番：20.6951.21

20.B851.11 ¥14,000
20.B851.11

20.B852.70



エントリーユーザー向け
チェーンリベッター

AFAM

高性能エアフィルターの代名詞
K＆Nがラインナップを追加。 メーカー 品番車種 価格（税抜）

KAWASAKI
INDIAN

H2
SCOUT69

年式
15-16
15-16

KA-9915
PL-1115

￥8,300
￥9,900

KA-9915 PL-1115

一般公道使用不可 予約受付中
東京モーターショーを皮切りに、今世界で注目を集めているZX-10R 2016モデル。
その新型車輌に向けて、早くもアクラポビッチマフラーのラインナップが発表されました。
今年のSBKを2位に132ポイントと大差で制した、ジョナサン・レイとZX-10Rですが、
その車輌にもアクラポビッチマフラーが装着されており、最高峰のレースシーンで磨かれたテクノロジーが、
フルにフィードバックされております。

16’Kawasaki ZX-10Rに
アクラポビッチマフラーが新登場！

1 2 3

4

5

品名

※1.欧州の排ガス/音量規制対応品ですが、日本の規制には適合しておりません。　※2 FIM音量規制対応。

品番 価格（税抜）
スリップオンライン コニカルシェイプド チタン
スリップオンライン ヘキサゴナル カーボン ユーロ規制対応
オプションリンクパイプ チタン
レーシングライン ヘキサゴナル カーボン
エボリューションライン ヘキサゴナル カーボン
マフラーブラケット 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
レーシングライン ヘキサゴナル ステン ユーロ規制対応

車種

ZX-10R

CRF250R

PCX125/150

メーカー

KAWASAKI

HONDA

年式

16

16

14-15

備考

※1

※2
※2
※2
※1

1
2

3

4
5

S-K10SO17-ASZ
S-K10SO16-HZC
L-K10SO7T 
S-K10R9-ZC 
S-K10E9-ZC
P-MBK10E2
S-H2SO5-QTA
S-H2MR9-QTA
S-H2MET9-QTA 
S-H125R4-HRSS

¥100,000
¥123,000
¥39,000
¥241,000
¥324,000
¥32,000
¥85,000
¥125,000
¥172,000
¥73,000

品名 品番 価格（税抜）
チェーンリベッター オープン価格（参考：￥2,800-）

適合
520/525/530チェーンEASYRIV5

エントリーユーザーが自分でチェーンを交換する場合、チェーンをカットするときは、グライン
ダーなどで代用出来ます。しかしチェーンをかしめる際、プライヤーなどではかしめられず、また
専用の工具は高いものが多く、手を出しづらいのが現状でした。このチェーンリベッターは、
チェーンのコマを2枚のプレートで挟み、両側のネジを締めてかしめるという、単純な構造の為、
お買い求めやすい価格となっております。
※4-5回が使用限度数の目安となっております。　※チェーンをカットすることは出来ません。



ドライビングポジションは
左足で決まる！

ドライビングポジションを決めるうえで、最も重要な左足(軸足)を置
く"フットレストのポジションを最適化"するために開発。左足を置いた
瞬間にグリップ感が伝わり軸足を決めることができます。 これまで左
足をプレート(平面)で受けるのが常識になっているフットレストを、"
バー(棒)"で受けることで、驚くほど安定したドライビングポジション
を実現。アクセルペダルに置いた右足と、フットレストバーNEOに置
いた左足の位置関係がシンメトリーに近い状態になるため、より自然
な姿勢で運転することができます。またフットレストバーNEOとク
ラッチペダルの位置関係も最適化していますので、よりスムーズな
クラッチ操作が可能です。

汚れが堆積しやすいオートバ専用に開発され
た、燃料系統の強力クリーナーです。
燃料ラインから燃焼室内にした堆積した頑固
なカーボン・スラッジを強力に洗浄することで、
エンジン性能が大幅に回復します。

■疲労軽減効果
フットレストバーNEOは平面でワンポジションでしか安定しない一般的
なフットレストと違い、フットレストバーを起点に左足(首)の動きに自由
度を持たせることができます。これにより、体形によって変化するドライ
ビングポジションにも、違和感無く最適な姿勢を保つことができるよう
になります。無理の無い姿勢を保てるため、ロングドライブ時における
疲労の軽減につながります。

■調整可能なフットポジション
バーの位置は調整が可能です。
ドライバーの好みにあわせてご使用いただくことができます。

メーカー 品番型式 価格（税抜）

トヨタ

車種

ランドクルーザー70 GRJ76K/GRJ79K
HZJ7#　99/08-

ミッション
MT
MT/AT

バー幅

70mm NP73220 ¥9,000

※型式HZJ71/71V/74V/74K/76V/76Kは、1999年8月以降のモデルのみ適合です。

TOYOTA ランドクルーザー70
（GRJ7#、HZJ7#後期）用を発売！！

NEOPLOT フットレストバーNEO

※特許出願済み

品名

※2サイクル、4サイクル車使用可能　キャブレーター、FI車使用可能
※ガソリン30L分使用できます

品番容量 参考価格（税抜）
フュエルシステム モータークリア
フュエルシステム パワーチャージャー

150ml
150ml

P067-7762
P067-7763

¥1,800
¥1,800

フュエルシステム モーターサイクル

モータークリア

クリーナーとパワーアップ！
2つのオートバイ専用ガソリン添加剤が走りを変える。
“KURE フュエルシステム モーターサイクル”

フュエルシステム モーターサイクル

パワーチャ－ジャー

●燃料系統の汚れを除去し、
　汚れの再付着やサビの発生も防ぎます。

オートバイのエンジンは汚れやすい！

ナノサイズで機能する燃焼促進剤が燃焼室内
に瞬時に広がり、完全燃焼を促進。
すべての回転域でパワー＆トルクを最大限に
引き出すオートバイ専用の燃料促進剤です。

●俊敏なレスポンスと抜群な
　発進・加速性能を引き出します。

すべての回転域で
パワー＆トルクアップを実証！



1 2 3 4

在庫強化中！！

オープン価格

オープン価格

Indian Dark Horse用
スリップオンマフラーが新登場！

FST モノチューブフォーク カートリッジがプログレッシブより新登場！
アシンメトリーのフロントフォークキットで快適なバイクライフを手に入れる事が可能に！

ブラックアウトに統一された車体色Indian Cheif Dark Horse、その美しくクラシックに
設計された車体と111キュービックインチから生み出されるV-twinエンジン音は、
バンス＆ハインズ 製エキゾーストにより迫力のある音色を奏でます。

アシンメトリー（左右非対称）のフロントフォークキットは、
FST（FREQUENSY SENSING TECHNOLOGY（振動感知技術））を新たに採用。
左フロントフォークには、プログレッシブスプリング（不等ピッチスプリング）を採用することでコイル幅の狭いとこ
ろで初期の負荷を緩和し、コイル幅の広いところで大きな負荷を吸収します。右側フロントフォークには、FST機
構を搭載し高圧ガスが注入されたダンパーを入れる事により、加重や衝撃を感知した際に自動で調節し優れた反
発力で衝撃を吸収します。2種類のフォークを組み合わせた結果、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事が可能になりました。
未だかつてないコーナリングやハンドリングを実現することが可能になります！

一般公道使用不可

メーカー 品番タイプ
INDIAN

車種
Chief Dark Horse

年式
15 スリップオン

品名
CLASSIC

カラー
ブラック 18539

品名 品番適合/マウント方法
エレクトリカルパワーポイント パーチマウント
電源用ソケット
マルチ アクセサリーチャージャー12V
USB パワーソース

＊1 USBポート上部は2.1Amp、下部は1.0Ampとなります。1インチバー、または1インチ四方以上のスペース（例：ブレーキリザーバータンク上）に取り付ける事が可能です。

ブレーキ/クラッチマスター共締め
1インチバー汎用（ハンドルクランプ）
汎用
1インチバー汎用（貼り付け）/カウル等への貼り付け及びネジ止め ＊1

1
2
3
4

KUR-1483
KUR-1423
KUR-891
KUR-1688

年式 品番タイプ

14-16

08-16

FLT/FLHT/FLHX/FLTR

FLHTCUTG（トライク）
FXDF

車種

TOURING

DYNA
＊1 FLHR/FLHRSEへの装着不可　＊2 スタンダード長から1インチローダウンの調整が可能

スタンダード
ローダウン（1～2インチ）
スタンダード
スタンダード

価格（税抜）

￥61,500

¥49,500

＊1

＊2

31-4000
31-4001
31-4002
31-2519

スマホや携帯、GPS、MP3などあらゆるデバイスの充電に最適な
汎用エレクトリカルパワーポイントとUSBパワーソース！
『ナビ代わりにスマホを使用すると電池の減りが早い…』や
『旅先で急遽充電しなきゃいけなくなった』など、そんな事を感じた方にオススメ！

1月1日 ： コールマン　1月5日 ： ドレミコレクション（オイルフィルター）　1月15日 ： リード工業（防水ハンドルカバー）　
1月21日 ： ZETA（バーライズキット）　2月1日 ： キタコ（キャブレターキットなど）、モンベ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
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