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常に触れるところだから、
滑らかな握り心地を追求しました。

断面にこだわる
指を掛けるポイントを滑らかな曲面とすることでレバー操作時の違和感をなく
し、手の痛みを軽減します。また、レバー裏側を大きく凹ませる形状でクラッチ
レバーとグリップとのフィット感を高めています。

■好みのレバー位置に調整可能な6段階のアジャスト機能
■純正レバーと交換するだけの簡単取付
■高級感を高めるアルミ削り出し＋美しいアルマイト仕上げ

主な特徴

こだわったのは「握り心地」

カラーバリエーション

6段階レバー調整

ブレーキ/クラッチレバーセット

価格（税抜）¥8,800　※ブレーキ/クラッチレバーセット
詳細・適合車種等は下記アドレスよりご確認ください。

https://plotonline.com/motor/effex/

どの指でレバー操作するにも違和感のない曲がり形状
を追求し、確実なブレーキングはもちろん、繰り返される
クラッチ操作による手の疲れや痛みを軽減します。

曲がりにこだわる

ブラック ブルー

ゴールド レッド

※アジャストノブは全てブラックとなります。

お好みに合わせて
簡単にレバー位置が
調整可能



ミニラック

品番 ： 6609516-0101　価格（税抜）¥22,000
JAN ： 4550255138578

スタイリッシュなキャリア。小振りですがベルト
ループが空いているので積載がし易いです。
積載上限5Ｋｇ

エンジンガード

品番 ： 5019516-0001　価格（税抜）¥20,000
JAN ： 4550255138561
※本製品は車体の損傷を全て防ぐものではありません。

転倒による車両損傷を防ぐ効果が期待されます。
足つきに不安がある方にもオススメです。※ミニラックに同社製リアバッグ「ストリート」を装着しています。

　取付け用アダプタキット同梱
　品番 ： 640806-0001　価格（税抜）¥22,400
　内容量 : 7Ｌ-22L　サイズ ： 25×30×20（拡張26）cm
　JAN ： 4548916209064

CRF450L用ガード&キャリアをラインナップ

Ｚ900ＲＳ用グラブバーをラインナップ

Ｚ900ＲＳ用
レディーシートを追加ラインナップ

サイドキャリア、C-Bowサイドキャリアと同時装着が可能です。

グラブブバー Z900RS 18-19
ブラック品番 ： 42192533-0001　価格（税抜）¥15,000　　クローム品番 ： 42192533-0002　価格（税抜）¥18,000
JAN ： 4550255151478 JAN ： 4550255151485
※リアキャリア、トップケースキャリアとの同時装着不可。

タンデムや荷物を括るのに便利なグラブバー。
取付け部分まで不要な曲げを無くしたストレート形状で、後付け感のないシンプルな外観となっています。

段付き形状でカスタムスタイルを演出するコンプリートシートです。乗車時の引っ掛かりが良く、
安定感があります。丸みを帯びた淵部で足つきの向上も期待できます。

レディーシート Ｚ900ＲＳ 18-19

品番 ： 5371Ａ　価格（税抜）¥55,000
JAN ： 4550255087586

無加工のアッセンブリーシート。防水加工が施され
ていますが長時間雨天放置時は浸水の可能性が
あります。タンデムベルトが付属しないため、車検
証の乗車定員変更が必要になる場合があります。

ブラック クローム
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ＡＫＲＡＰＯＶＩＣマフラーで
BMW用新製品発売！

BMW・S1000RR 2019年モデル向けに、エヴォリューションライン・レーシングラインのフルエキゾーストシステム、およびカーボン・
チタニウム製スリップオンマフラー、チタニウム・ステンレス製のオプショナルヘッダーがリリースされました。また、2019年モデルの
R1250系車両向けにステンレス製オプショナルヘッダーもラインナップされております。

品番変更のお知らせ AKRAPOVIC社品番変更にともない、下記製品の品番およびJANを改訂いたします。
お客様には御迷惑をおかけいたしますが、何卒ご対応賜りますようお願い申し上げます。

メーカー 品番車種 価格（税抜）

BMW S1000RR

R1250R/RS/RT/GS/Adventure

年式

19

19

品名
エボリューションライン チタニウム
レーシングライン チタニウム
スリップオンライン カーボン
スリップオンライン チタニウム
オプショナルヘッダー チタニウム
オプショナルヘッダー ステンレス 
オプショナルヘッダー ステンレス

JAN
4550255140649
4550255140656
4550255140663
4550255140670
4550255140731
4550255140694
4550255140724 

備考

一般公道使用不可

S-B10E9-APLT
S-B10R4-APLT
S-B10SO10-ZC
S-B10SO11-CBT
E-B10E8
E-B10R7
E-B12H1SS

1
2
3
4

¥323,000
¥244,000
¥117,000
¥98,000
¥216,000
¥129,000
¥154,000

1 2

3 4

1 2 3

一般公道使用不可

メーカー 品番車種 価格（税抜）

Honda

BMW

Ducati

GROM/MSX125

R1250GS/Adventure

Multistrada
1200/1200S、1260/1260S

品名

レーシングラインチタニウム

オプショナルヘッダーチタン

オプショナルエンドバッフル

JAN
4550255048761
4550255134518
4550255038281
4550255140717
4549950909323
4549950241300

備考
プロトニュース278号に掲載

V-TUV227に統合

旧）S-H125R6-ASZT
新）S-H125R6-ASZT/1
旧）E-B12E5H
新）E-B12H1T
旧）V-TUV227/2
新）V-TUV227

¥100,000
¥100,000
¥194,000
¥194,000
¥7,000
¥7,000

2018年の冬より日本市場でも発売開始となった
BMW F750GS/F850GS用へ
車種専用スクリーンの新製品設定のお知らせです。

車種 品番カラー 価格（税抜）

F850GS

F750GS

年式

16-19

16-19

品名

スクリーンツーリング

VARIOツーリング

スクリーンツーリング

VARIOツーリング

クリア
スモーク
ブラック
クリア
スモーク
クリア
スモーク
ブラック
クリア
スモーク

JAN
4549950957768
4549950957782
4549950957775
4549950957805
4549950957799
4549950957850
4549950957874
4549950957867
4549950957898
4549950957881

備考

縦長:450mm 横幅:360mm
グラデーション無し(寸法:純正長 +180mm)

縦長:470mm 横幅:360mm
グラデーション無し(寸法:純正長 +200mm)

縦長:450mm 横幅:360mm
グラデーション無し

縦長:470mm 横幅:360mm
グラデーション無し

1

2

3

MT767C
MT767S
MT767K
MVT767C
MVT767
MT768C
MT768S
MT768K
MVT768C
MVT768

¥14,300

¥17,600

¥24,200

¥14,300

¥17,600

¥24,200

F850GS OEM（純正）
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FLUID TANKSFLUID TANKS

完璧なデザインには、加えるものも削るものもない
洗練された無駄のないデザイン“rizoma”

OGIO POWER SPORTS
オジオパワースポーツ取り扱い開始！

「Made in Italy」のクオリティでアルミニウムブロックから削り出された、
エレガントで洗練されたデザインのドレスアップパーツ。
それが【rizoma】リゾマブランドです。

INDICATOR LIGHTINDICATOR LIGHT

OIL  FILLER CAPSOIL  FILLER CAPS

MIRRORS & PRO GUARDMIRRORS & PRO GUARD

待望の【rizoma】の新規取り扱いを開始します。

URL www.rizoma.co.jp

1997年にアメリカで誕生したOGIO POWER SPORTSは、NFLチームのピッツバーグスティーラーズや、インディカーレースで活躍するRLL（Rahal 
LettermanLanigan）チーム、オン/オフロードのプロフェッショナルライダー達へ、ギアバッグを中心としたプロダクトでサポートしており、世界３０カ国
以上に流通しています。バイク・自転車・スキー・アウトドア・トラベル、その他アクティブスポーツを楽しむユーザーが対象です。必要な物すべてを１つの
ギアバッグに詰めてPowersports（パワースポーツ）に挑戦する人々を支えます。

今回掲載した製品以外にも様々なサイズラインアップがあります。メーカーホームページ：https://ogiopowersports.jp/も是非ご覧ください。

RIG 9800 トラベルバッグは、全てのギアを一つ
にまとめて持ち運ぶことができる、OGIO最大の
バッグの一つです。耐久性の高いファブリックに
ハードシェル素材の組み合わせ、細かく分かれた
各種スペース。抜群に使いやすいこのバッグで、
サーキット・アウトドア・トラベル、行きたい場所はど
こにでも向かうことができるでしょう。

RIG 9800 WHEELED BAG BLACK

ダカール3Lハイドレーションパックは、給水パック
や収納スペースが充実しており、持ち運びに便
利な理想のキャリーパックに設計しました。

DAKAR 3L BLACK
ライディングポジションにあった形状にデザインされた
流線形が特徴的なこのバックパックの外装は、ハード
シェル仕様で耐水性＊1があり空気の抵抗の影響も軽
減。背中と接触する面は通気性に優れたフォームを採
用しています。内部はシューズ収納スペース、ノートパソ
コンの収納スペース、給水パックの収納スペース、ヘ
ルメットバイザー用の収納スペースなど、様々なアイテ
ム・ギアを効率よく収納することが可能になっています。

NO DRAG MACH 5 PACK STEALTH

ツールパックはその名前の通り、旅行やツーリングに必要
なツールをわかりやすく収納し持ち運ぶことができる便利な
ウエストバッグ。5つに分かれた収納スペースのうち、1つは
止水ファスナー仕様になっており、またメインのコンポーネ
ントはレンチやドライバーなどを1本ずつ差し込めるループ
が内部についています。左のポーチは、上下のファスナー
を開放することで、内側の生地を外に出して広げることが
でき、ペットボトル収納スペースに変身します。

MX 450 TOOL PACK STEALTH

＊1 完全防水ではありません。雨の日に使用する場合
　  には別売りのレインカバーの併用をお勧めします。

品番 サイズ 価格（税抜）
高さ86cm 幅42cm 奥行（厚み）39cm

重量
6.1kg

容量
120LP093-9761 ¥36,000

品番 サイズ 価格（税抜）
高さ44cm 横25cm 奥行（厚み）20cm

重量
1.2kg

容量
12LP093-9770 ¥17,000

品番 サイズ 価格（税抜）
高さ10cm 横66cm 奥行（厚み）15cm

重量
0.7kg

容量
ーP093-9765 ¥8,000

品番 サイズ 価格（税抜）
高さ52cm 横37cm 厚み(奥行)18cm

重量
1.6kg

容量
24LP093-9777 ¥24,000

•取り外し可能なアクセサリーポーチ
•調整可能なディバインダー（しきり）と、複数の収納スペース
　を備えた大きなメインコンパートメント
•別売りのハイドレーション対応

•フロントフリップダウンポーチ（ポーチのファスナー部分全体をカバー）
•ヒップにあたる部分は、快適なパディング
•調整可能なウエストベルト（最小78cm 最大132cm）

•過酷な環境で使える耐久性を実現したSLEDシステム
•タフな大口ホイール
•取っ手は伸縮が可能

•給水パック内部の水をなるべく長く、
　冷たく保つためのクーラーファブリック生地
•エアーフローを備えた人間工学に基づいたパッド付き
•素早くアクセスできるジッパー式サイドメッシュポケット
•ハイドレーションパックはUSA製3L。
　プラスチック等は使わない高い抗菌仕様を備えています。



限定50個！
操作性抜群のアクセルペダル！

オプションフットバー/シルバー 55mm/フットレストバーNEO用 発売！

再販を望む要望にお応えして
スバル インプレッサ
（GD#/GG#/GC#/GF#）

レガシィ（BL#/BP#A-C/BE#/BH#/BD#/BG#）
フォレスター（SG#/SF#）用の
アクセルペダルNEOを発売！

■ NEOPLOT アクセルペダルNEO 
あらゆるシーンで操作がスムーズに行えるよう
にペダル面形状を最適化。MT車のスポーツ
走行時に行うヒール&トゥー操作もしやすくなり
ます。純正交換タイプです。 
※素材：アルミ／製法：削り出し

バー幅65mmを使用しているフットレストバーNEOで一部、履いている靴のサイズや形状、操作の仕方によってはクラッチ操作時に靴とフット
バーが干渉気味になるという方がおられます。そういった方からのご要望にお応えして65mmよりも10mm短いバー幅55mmのフットバーを
オプション品としてご用意しました。

■ NEOPLOT オプションフットバー/シルバー 55mm/フットレストバーNEO用

※サイズ55mm/φ22/ネジピッチM8×1.25/有効ネジ部15mm/アルマイト（クリア）。付属品なし。 ※2019年4月5日発売予定です。

適合 品番バー幅 価格（税抜）
バー幅65mmのフットレストバーNEO 55mm

JAN
4550255079376NP70955S ¥2,500

メーカー 品番
アクセルペダルNEO車種 価格（税抜）

SUBARU

※レガシィの型式BL#/BP5は、アプライドモデルA-Cに適合です。
　D-E型の2000ccNA車の一部にも適合します。詳細は、HPにてご確認ください。

インプレッサ

レガシィ

フォレスター

型式（年式）

GD#/GG#/GC#/GF#
BL#/BP#（2003/5-2006/5）
BE#/BH#/BD#/BG#
SG#/SF#

JAN

4548664921072NP71110 ¥17,000

※インプレッサWRX STI スペックC（型式GDB-E）装着イメージ

スピードと強度を兼ね備えた
「瞬間+エポキシ」のハイブリッド構造用接着剤

特徴
●低温での優れた硬化特性 ●研削等の機械加工可能

●優れた耐衝撃性 ●優れた耐湿、耐熱、耐油、耐ガソリン性

用途
●各種金属、ゴム、プラスチックパーツ、内装材の接着（異種材料も接着可能）
　※ガラスは適用外

●ウォッシャータンク、ラジエーターのヒビや割れの補修

●エンジンルーム内の樹脂製パーツの補修

「瞬間接着剤にもう少し接着強度が欲しい」「構造用接着剤では硬化時間が掛かりすぎる」
といった課題を解決する画期的な構造用接着剤です。

大きな隙間箇所（～5mmまで）への充填が可能なため、幅広い
補修箇所に対応します。金属・プラスチック・ゴム・木材・皮など、
様々な材質への優れた接着性を示します。混合用ガンが不要
で、メンテナンスの現場で簡便に使用可能な手混ぜタイプです。

品名 品番容量 価格（税抜）
HY 4060GY
ハイブリッド構造用
接着剤

25ｇ 2210487 ¥2,500

色
製品情報

グレー（混合後）
粘度
可使時間
最高使用温度範囲の目安

高粘度ジェルタイプ
３～５分
１５０℃※手混ぜに使用するトレイやヘラは付属しておりません。別途ご用意ください
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車種専用ブレーキホース「スウェッジラインプロ」に
Harley-Davidson XL883N ABS 16-18
ブレーキホースKITをラインナップ!

新「465 シリーズ」、始動！

ステンレス
STP906FS
143527

レッド/ブルー ステンレスブラック
SAP906FS
143497

BTP906FS
143503

メーカー 価格（税抜）

Harley-Davidson

車種

XL883N ABS

年式

16-18

タイプ
フロント・シングルタイプ
JAN ¥24,000

価格（税抜）

¥27,600

スウェッジライン プロ

■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：STPB906FS・・・ブラックホース仕様）
■表中JANは13桁のうち下6桁です。上7桁に「4550255」を付けてください。（例：STP906FS・・・4550255143527）

ダイレクトなブレーキタッチを実現することはもちろんのこと、ハンドル交換、
ブレーキマスター/キャリパー交換時にも是非お役立て下さい。

近年広がりを見せるEFIチューニング。FXDRやロードスターなど走りをイメージさせるモデルの登場。年々大排気量化し、パワーアップする車体には
足回りの強化が不可欠です。そこでオススメしたいのが、プログレッシブの新サスペンション「465シリーズ」。
ハードアルマイト仕上げの鍛造アルミボディー、プリロード、伸び側ダンピング（5段階）の調整機構をもつ高性能サスペンションです。ハーレーの本場
アメリカ製のブランドであることもポイントです。12.2インチ、12.6インチ、13.1インチ、13.5インチから選択可能。また、車種別純正シート下プリロード
調整用リモート機構の有無も選択可能です。

3月  1日 ： ACCOSSATO、ISA（スプロケット）
3月21日 ：  ヨシムラ（USヨシムラ）、ジーロット・ゾルター・ガーゴイル（ヘルメット）
4月  1日 ： アウトバーン（ミラー）

価格改定のお知らせ

PLOT 検索

https://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

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」

ブレンボ リザーバーマウンティングキットに
スモークグレータンク仕様がラインナップに追加になりました!

Reserｖoir Kit for RCS Brake/Clutch Smoke Grey

●タンク容量：45ml（ブレーキ用）/15ml（クラッチ用）※１　●重量：105g（ブレーキ用）/65g（クラッチ用）
●ステー、オイルホース、ホースバンド、ボルト、ナット、ワッシャー付
※１ クラッチ用オイルタンクの取り出し口は45°に変更になっていますのでご注意ください。

Technical spec

品名 品番 価格（税抜）
リザーバーマウンティングキット
RCSブレーキ用
リザーバーマウンティングキット
RCSクラッチ用

JAN

4550255123161

4550255123185

110.A263.85SG

110.A263.86SG

¥4,800

¥4,200

メーカー 品番車種 JAN

ハーレーダビッドソン
ソフテイルファミリー

＊1 商品により純正同等長、車高アップ・ダウンが選択できます。　注意 ： 商品には車高調整機構はついておりません。予め、純正サスペンションの自由長をご確認ください。車種によりご希望の車高UP量またはダウン量の選択が出来ない場合があります。

FXDRS/FLHC/FLHCS
FLDE/FLSL/FXLR/FXBB

FLSB/FLFB/FLFBS
FXBR/FXBRS/FXFB/FXFBS

自由長（インチ）
13.5
13.1
12.6
12.2
13.5
13.1
12.6
12.2

1

2

リモート機構

ー

有

年式

18-19

18-19

465-1184B
465-1185B
465-1186B
465-1187B
465-5043B
465-5044B
465-5045B
465-5046B

4549950860365
4549950860372
4549950860389
4549950860396
4549950860426
4549950860433
4549950860440
4549950860457

備考

＊1

オープン価格

■ プログレッシブレートスプリング（不等ピッチ）
■ プリロード調整機能（無段階）
■ 鍛造アルミボディー
■ 伸び側ダンピング調整機能（5段階）
■ 高圧ガスモノチューブダンパー

リモート式プリロードアジャスター付

1

2
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