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品名 品番車種 価格（税込） 価格（本体）
DLC-TITAN スリップオンNC700X/S/INTEGRA

年式
12 NT025SGTD-CLK ￥81,900 ¥78,000

サイレンサースリーブはDLC加工で深みのあるブラック、しかも傷に強く美しい仕上げです。
NC700S/X純正オプションセンタースタンド及びインテグラ純正センタースタンド対応

減速比や変速方法の違いなどから、見た目は似ていても認証上は
NC700X/Sとは別モデルとみなされる各DCTモデル。
NOJIMA DLC-TITAN S/O は、
NC700X ABS DCTによる加速騒音試験を無事クリアし、
ここにNC700シリーズ全てへの法的な適合が完了いたしました。

NC700X/S、各DCTモデルへの適合完了！

品番品名 価格（税込） 価格（本体）
ブラック
カーボンルック
イエロー
ゴールド
オレンジ
ホワイト
クローム

クラッシュパッド

550-002SW
550-002CA
550-002GE
550-002GO
550-002OR
550-002WT
550-002CR

￥8,400

￥12,600

￥8,400

￥12,000

品番品名 価格（税込） 価格（本体）
NC700X/S 2012-13＊
ブルー
レッド
ソリッドレッド
グリーン
シルバー
チタン

マウンティングキット

クラッシュパッド

550H138.1
550-002BL
550-002RT
550-002SR
550-002GR
550-002SI
550-002TI

￥15,225

￥8,400

￥14,500

￥8,000

NC700X/S用登場！
カラバリが選べるユニークなスライダー“LSL”。
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小林総研

＊NC700X用PLOTアンダーガード PUG181 との同時装着はできません。

※取り付けにはマウンティングキット+クラッシュパッドが必要です。

実用域のトルクアップにより、
DCTミッションとの相性も抜群！



品名 品番 価格（税込） 価格（本体）
Radial CNC Caliper KIT  GP4 RX 220.B010.20 ¥176,400 ¥168,000

● ピストン径 ： 32/32ｍｍ
● 材　　質 ： アルミニウム合金（CNC削り出し2ｐｃ）
● 重　　量 ： 約1000ｇ（片側）
● 表面処理 ： ニッケルコーティング

● ブリーダーボルト　P/No.105.2087.12 ………………………価格（税込）　¥630 価格（本体）　¥600
● オイルボルト（バンジョーボルト）　P/No.06.2228.38 …………価格（税込）　¥630 価格（本体）　¥600
● パッドスプリング　P/No.120.2255.79 ………………………価格（税込）　¥840 価格（本体）　¥800
● パッド　P/No.107.9882.10 ………………………………… 価格（税込）¥8,400 価格（本体）¥8,000

● ピストン材質 ： アルミニウム
● ダストシール内臓
● 取付ピッチ ： 100ｍｍ
● キット内容 ： キャリパー左右、パッド（組み込み済み）
  ステッカー、サーモラベル

● ピストン径 ： 30/34ｍｍ
● 材　　質 ： アルミニウム（キャスト2ｐｃ）
● 重　　量 ： 約880ｇ
● 表面処理 ： アナダイズド（チタニウムカラー）

● ブリーダーボルト　P/No.105.3387.60 ………………………価格（税込）　¥840 価格（本体）　¥800
● パッドスプリング（ピン無し）　P/No.120.4196.85 ……………価格（税込）　¥525 価格（本体）　¥500
● パッドピン　P/No.120.3204.33 ………………………………価格（税込）　¥840 価格（本体）　¥800
● パッド（標準）　P/No.107.4426.45 ………………………… 価格（税込）¥5,250 価格（本体）¥5,000
● パッド（鋳鉄ローターにも使用可）　P/No.107.4426.50…………… 価格（税込）¥6,300 価格（本体）¥6,000

● ピストン材質 ： アルミニウム
● ダストシール内臓
● 取付ピッチ ： 40ｍｍ
● 付 属 品 ：  パッド組み込み済み

品名 品番使用箇所 価格（税込） 価格（本体）

Axial Cast Caliper  P4 30/34 左
右

20.5165.79
20.5165.89

¥26,250 ¥25,000

品名 品番 価格（税込） 価格（本体）
Super Sport CNC Rear Caliper KIT P2 34 120.A441.40 ¥71,400 ¥68,000

● ピストン径 ： 34ｍｍ
● 材　　質 ： アルミニウム合金（CNC削り出し2ｐｃ）
● 重　　量 ： 約580ｇ
● 表面処理 ： ニッケルコーティング

● ブリーダーボルト　P/No.105.3387.52 ………………………価格（税込）　¥420 価格（本体）　¥400
● パッドピンセット　P/No.122.5089.40…………………………価格（税込）　¥840 価格（本体）　¥800
● パッド　P/No.107.6949.10 ………………………………… 価格（税込）¥3,150 価格（本体）¥3,000

● ピストン材質 ： アルミニウム
● ダストシール内臓
● 取付ピッチ ： 84ｍｍ
● キット内容 ： パッド（組み込み）、ステッカー

品名 品番 価格（税込） 価格（本体）
Super Sport CNC Rear Caliper KIT P2 34 120.A441.30 ¥65,100 ¥62,000

● ピストン径 ： 34ｍｍ
● 材　　質 ： アルミニウム合金（CNC削り出し2ｐｃ）
● 重　　量 ： 約580ｇ
● 表面処理 ： ブラックアルマイト

● ブリーダーボルト　P/No.105.3387.52 ………………………価格（税込）　¥420 価格（本体）　¥400
● パッドピンセット　P/No.122.5089.40…………………………価格（税込）　¥840 価格（本体）　¥800
● パッド　P/No.107.6949.10 ………………………………… 価格（税込）¥3,150 価格（本体）¥3,000

● ピストン材質 ： アルミニウム
● ダストシール内臓
● 取付ピッチ ： 84ｍｍ
● キット内容 ： パッド（組み込み）、ステッカー



1969年創業のイタリアACCOSSATO(アコサット)社は、エンデューロレースなどコンペティションの世界で
数々の輝かしい成績を収めモーターサイクル史にその歴史を刻みました。

ACCOSSATOのパーツの多くは、その信頼性を高く評価されイタリアンメーカーに数多く純正採用されております。

Two Brothers Racing は、クレイグ・エリオンによって1987年アメリカに設立されました。
少年時代より熱狂的なバイクファンであった彼は1987年にWillow Springs国際レースで
レース活動を始め、そのハードウエアとスピードにかける情熱を製品へ注いでいきました。
現在も、数多くの国内・国際チャンピオンを含む全米のロードレーサーと、
ドゥカティ、カワサキ、スズキ、ヤマハ、ホンダ等数多くのメーカーのバイクを支援しています。

1980年から20年間のF-1のサスペンションチームで培われた技術と経験を基に、2000年イタリアvicentinoにMatris社を設立。
歴史あるイタリアが育んだ多くの高い技術力、優れたデザインを受け継ぎ、

Matrisは美しいインダストリアルデザイン、少人数のマイスターによる徹底的な組み上げと品質管理が大量生産では成しえない高い製品精度を保ちます。

Robby Moto Engineering社の製品の特徴は 「エレガント」で「軽く」、 そして「斬新」であることです。
創設以来、今日では１７品目、ハンドルバー、バックステップ、トリプルクランプといった各種パーツや、 

ピストンやカムシャフトを繋ぐチタン製のコネクティングロッド なども製造しています。

松本エンジニアリング  新規取り扱いを開始！！

www.twobros-japan.com



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。

車種 カラー 品番 価格（税込）価格（本体）
TRIUMPH
TIGER800XC
※スイッチ/ハンドガード穴
　加工済み

寸法 上下ノーマル比
7
-7

EZ-FIT
EZ-FIT LOW

EZ-FIT

EZ-FIT LOW

前後ノーマル比
7
-7

幅A
751
751

高さB
50
35

引きC
118
98

絞り角D
18°
18°

シルバー
ブラック
シルバー
ブラック

素材 品名

アルミ

年式

11-12

EBTF820S
EBTF820K
EBTL820S
EBTL820K

￥13,650 ￥13,000

TRIUMPH TIGER800XC用 EZ-FIT BAR テーパーハンドルが登場です。＊ 写真の車両にはHEPCO&BECKER
　パーツが装着されています。

※純正ハンドルガード取付が装着可能です。

EZ-FIT BAR  ノーマル比 約7ｍｍ手前上

EZ-FIT BAR LOW  ノーマル比 約7ｍｍ手前下

価格（税込）：¥998　価格（本体）：¥950

品番 P053-0123

●9個の高輝度ダイオードの協力な光が、あなたのクルマの存在を示します。
●長時間点滅20時間以上（新品電池使用時）。
　発炎筒に比べて圧倒的な長時間発光。
●底部マグネットにより、クルマのボディにピタリと取り付けOK。
●全車種の発炎筒取り付け金具に対応。
●雨天使用可能。
●単四電池2個使用。
※注意：付属の乾電池はモニター用です。作動テストをして、電池容量不足の場合は交換してください。

車載発炎筒の代替装備として車検対応。電子の光で夜間の大きな安全性を追及！

・ 乾電池の漏電確認、点灯（点滅）確認を定期的にしてください。
・ 底部の設置マグネットで車体に傷が生じる恐れがあります。
  着脱時や接地後はこすらないでください。
・ 本体を分解したり、強い衝撃を与えないように注意してください。

使用上のお願い

小林総研 http://ko-soken.jp

ノーマル バック

ア
ッ
プ



＊ 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。

N BOX（JF1）
登場!!

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

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）

ホンダ N BOX

型式

JF1

備考

2WD用。4WDは未確認です。

スチール

ST2626N ￥26,250 ￥25,000
品番 価格（税込） 価格（本体）

ステンレス

SW2626N ￥31,500 ￥30,000

HONDA N BOX（JF1）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）

メーカー
ホンダ N BOX

型式
JF1

備考
2WD用。4WDは未確認です。DGE2626 ￥13,125 ￥12,500

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！

品名 品番 価格（税込）価格（本体）
ステッカー 丸型
ステッカー 転写

カラー
ゼロエンジニアリンググリーン
ホワイト（文字抜き）

サイズ
φ62
16×110

ZST-R
ZST-T-W

¥525
¥840

¥500
¥800

「零」の文字が美しい丸型ステッカーと、フレーム等黒い部分へ
の貼り付けに適した白文字転写ステッカーの2種類を設定。
あなたのオートバイのワンポイントとして、そしてもちろん、
オートバイ以外にも。

ゼロエンジニアリング

転写タイプ  ロードホッパー タイプ5i　フレーム貼り付け例



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

2月1日 ： RCエンジニアリング（NHKステアリングダンパー）価格改定のお知らせ

一般公道使用不可

メーカー 車種 品番年式 価格（税込） 価格（本体）

KAWASAKI

BMW
PIAGGIO

Z800

F800R
Beverly350 Sport Touring

13

09-13
12-13

仕様

SLIP-ON e1

SLIP-ON e1
SLIP-ON e1

サイレンサー
HEXAGONAL チタン
HEXAGONAL カーボン
SS 楕円 チタン
HEXAGONAL ステン

※バッフル有り

S-K8SO2-HRT
S-K8SO2-HRC
S-B8SO3-HLT
S-PI3SO3-HRSS

¥92,400

¥91,350
¥61,950

¥88,000

¥87,000
¥59,000

メーカー 車種 品番年式 価格（税込） 価格（本体）
Ducati 1199 Panigale/S 12-13

仕様
EVOLUTION LINE

サイレンサー
専用 チタン

※詳細はお問合せください。

S-D11E1-T ¥535,500 ¥510,000

MOTO-GP、WSB等ヨーロッパ各国の
主要ワークスチームに純正採用される高い走行性能。
ヨーロッパでは純正オプションとしても採用される信頼の品質。

Evolution Full Titanium Sytem
DUCATI 1199 Panigale/S

メーカー 年式 品番車種 価格（税込） 価格（本体）

DUCATI 121199 Panigale

品名

オリジナル

レーシング

カラー
クリア
スモーク
ブラック
クリア
スモーク
ブラック

MO818C
MO818S
MO818K
MR818C
MR818S
MR818K

￥11,550
￥11,550
￥14,700
￥14,700
￥14,700
￥17,850

￥11,000
￥11,000
￥14,000
￥14,000
￥14,000
￥17,000

ドイツのMRAより、
DUCATI Superbike 
1199 Panigale 
スクリーンが登場！

レーシング クリア スクリーン レーシング スモーク スクリーン レーシング ブラック スクリーン

オリジナル
ブラック スクリーン
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