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EFFEX イージーフィットバー アルミ

車種専用ハンドル、グリップ部分が手前に移動したリラックスポジション。4色の
カラーバリエーションがございます右の品番の＊にカラーNOを入れて下さい。
ゴールド（G）/ブラック（K）/ガンメタ（M）/シルバー（S） 

車種 ： Z800　品番 ： EBF747＊
価格（税込）￥5,565  価格（本体）￥5,300 

EFFEX ハンドルバーウエイト アルミハンドル用

グリップに伝わる細かな振動を吸収します。7色のカラーバリエーションがござい
ます。右の品番の＊にカラーNOを入れて下さい。ブルー(B)、Sゴールド(G)、ブ
ラック(K)、ガンメタ(M)、レッド(R)、シルバー(S)、ポリッシュ(T)のみ￥3,990

車種 ： アルミハンドル汎用　品番 ： EBB201＊
価格（税込）￥3,465  価格（本体）￥3,300 

エフェックスハンドル、ローダウン、ノジママフラー等
カスタムパーツ早くもリリース！

EFFEX ローダウンKIT シート高20mmダウン

車高を下げることで足つき性を改善します。別売りで起き気味になった車体を適
正化するショートサイドスタンド　PHS747A 価格（税込）￥15,750 価格（本体）
￥15,000も有ります。　スチール/亜鉛メッキ

車種 ： Z800　品番 ： PHA747D
価格（税込）￥8,925  価格（本体）￥8,500 

NOJIMA FASARM GT スリップオン DLCチタン

見る角度により様々な表情を魅せる大人の艶黒DLCチタンサイレンサーが、Z800
の質感・運動性能をより一層向上させます。安心のJMCA認証マフラーです。
（開発時の画像の為、実際の製品とは細部の仕様が異なる場合があります。）

車種 ： Z800　品番 ： NT629SGTD-CLK
予価（税込）￥81,900  予価（本体）￥78,000 

AKRAPOVIC スリップオンe1 HEXAGONALチタン

徹底した商品開発でパフォーマンスを追及しているアクラポヴィッチ。交換するこ
とで軽量化に貢献。異形ヘキサゴナルサイレンサータイプ、レース専用部品です。
＊ バッフル有　排気バルブ有　レース専用部品です。

車種 ： Z800　品番 ： S-K8SO2-HRT
価格（税込）￥92,400  価格（本体）￥88,000

MRA スクリーン レーシングネイキッド

スポーティーなデザインでヘッドライト周りのアクセントに最適。取り付けはMRA
ハンドルマウント（別売り）MV-NMK　価格（税込）￥5,040 価格（本体）￥4,800
が必要になります。　

車種 ： 汎用　品番 ： クリア RNB-C  スモーク RNB-S    
価格（税込）￥11,550  価格（本体）￥11,000

EFFEX GELZAB R ユニバーサル

座圧分散、振動軽減、ゲル内蔵のバイク用座布団。
取付は簡単ベルクロテープで巻き付けるだけ

車種 ： 汎用　品番 ： EHZ3030R
価格（税込）￥9,975  価格（本体）￥9,500 

安全ポジションカスタム  ハンドル・ステップ位置、車高等を自分に合わせることでゆとりができ安全で快適なツーリングが楽しめます。ポジション改善アイテム

ゲルザブアール、大型シールド装着で快適ツーリングリミテッドに。ツーリングアイテム

マフラー、ブレーキ等をパフォーマンスアップ。 愛車の性能をさらに引き出します。パフォーマンスアイテム

SWAGE-LINE ブレーキホース

ダイレクトなフィーリングでコントロール性が向上

●フロント（ノーマル取り回し） アルミ（各色）＊…RAF747 価格（税込）￥16,800 価格（本体）￥16,000
●フロントダイレクト＊1 アルミ（各色）＊…RAF747D 価格（税込）￥16,800 価格（本体）￥16,000
●リア アルミ（各色）＊…RAR747 価格（税込）￥7,875 価格（本体）￥7,500

＊1 「ダイレクト」は、マスターシリンダーからキャリパーへ、ダイレクトに取り廻すタイプです。

NOJIMA コアガード

走行中の飛び石や虫からラジエターのフィンを保護するコアガード。
ステンレスのハニカムメッシュで実用面だけでなくドレスアップにも最適。
中央部にNOJIMAロゴをあしらいました。

車種 ： Z800　品番 ： NSP634CG
価格（税込）￥16,800  価格（本体）￥16,000 

ドレスアップアイテム

＊その他のアルミカラーはゴールド×ブラック、メッキ×ブラック、ゴールド×ブルー、レッド×ブルー、メッキ、ブラッ
ク、ステンレスの設定もあります。（価格別）記載品番はレッド×ブラック　クリアホースです。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（STFB747・・・ブラックホース仕様）



車検も安心！
高さ・幅が変わらな

いから

構造変更は要りませ
ん。

あなたに合わせた
安心ポジション！

車種専用、日本人の体格に合わせた移動量。
驚くほど乗りやすく、扱いやすい。

2013モデルへの適合情報を更新しました！

ノーマル

車種 クローム ブラックメッキ
30mmバック品番 50mmバック品番 70mmバック品番 対応純正

ハンドル品番 価格（税込）価格（本体）

XL1200N 08-12
XL883 04-09 スタンダード ＊3
XL883N 10-13 ＊4
XL1200X 11-13 ＊3 
FXDL 08-12
FLD 12-13
FLSTN 09-13 ＊1
FLSTC 09-13 ＊1
FLSTF 07-11 ＊3
FLHX/FLHTCU 08-13 ＊1.2 
FLHR/FLHRC 08-13
FLTR/FLTRX/FLTRU 08-13 ＊1

56085-83A
55845-04

56014-09A

56004-00
56891-12
55901-05
56569-09
56886-07A
55924-08
55947-08
56751-08

EHD101-30C
EHD102-30

EHD103-30C

EHD201-30
EHD202-30
EHD301-30
EHD302-30
EHD303-30
EHD401-30
EHD402-30
EHD403-30

EHD101-30
EHD102-30B

EHD103-30

EHD201-30B
EHD202-30B
EHD301-30B
EHD302-30B
EHD303-30B
EHD401-30B
EHD402-30B
EHD403-30B

クローム ブラックメッキ
EHD101-50C
EHD102-50

EHD103-50C

EHD201-50
EHD202-50
EHD301-50
EHD302-50
EHD303-50
EHD401-50
EHD402-50
EHD403-50

EHD101-50
EHD102-50B

EHD103-50

EHD201-50B
EHD202-50B
EHD301-50B
EHD302-50B
EHD303-50B
EHD401-50B
EHD402-50B
EHD403-50B

クローム ブラックメッキ
EHD101-70C
EHD102-70

EHD103-70C

EHD201-70
　　  ー
EHD301-70
EHD302-70
EHD303-70
EHD401-70
EHD402-70
　　  ー

EHD101-70
EHD102-70B

EHD103-70

EHD201-70B
　　  ー
EHD301-70B
EHD302-70B
EHD303-70B
EHD401-70B
EHD402-70B
　　  ー

￥9,870
￥9,870
￥9,870

￥9,870
￥9,870
￥9,870
￥9,870
￥21,000
￥13,440
￥13,440
￥13,440

￥9,400
￥9,400
￥9,400

￥9,400
￥9,400
￥9,400
￥9,400
￥20,000
￥12,800
￥12,800
￥12,800

＊1 印の車両は、ブレーキホースの取付クランプの調整/ 解除が必要となります。　
＊2 50mmバック装着時クラッチホース取り回し要変更。70mm バック装着時ブレーキホース、クラッチケーブル取り回し要変更。
 フェアリング内を通さず、フェアリングの手前に取り回す必要があります。別途HD 純正パーツ「ツイストグリップセンサーキット（32310-08）」が必要です。　
＊3 70mmバック装着時のみブレーキホースの交換が必要です。
＊4 50mm/70mmバック装着時にはブレーキホースの交換及びハーネスのクランプ解除、取り回し変更が必要です。

車両購入時、ポジションに不安があるなら…EFFEX HD-BARで
自分にピッタリのライディングポジションを手に入れて下さい。

XL883N アイアン 適合確認！
スポーツスターの中でも人気の高いXL883N アイアンへの適合確認がとれました。
XL1200X フォーティーエイト用（EHD103-＊＊）と共通ですが、50mmバック、70mmバック
装着時にはブレーキホースの交換、ハーネスの取り回し変更が必要となりますのでご注意下さい。

コンパクトな車体のスポーツスターですが、肘が伸びてしまい、
着座位置もシート前方になっています。

70mm
バック

HD-BAR70mmバックを装着すると腕、肘に余裕が生まれ、着座位置も自
由度が広がります。上半身全体がリラックスしたポジションを形成することが
できました。

NEW

車種

XL883N

年式

10-13

バック

30mm

50mm

70mm

※フルステア時タンクに干渉する為、付属のハンドルスペーサーを必ず使用して下さい。
50mm(2インチ)ロングのブレーキホースが別途必要です。ハーネスのクランプ解除、又は取り回し変更が必要です。
※フルステア時タンクに干渉する為、付属のハンドルスペーサーを必ず使用して下さい。

70mm(3インチ)ロングのブレーキホースが別途必要です。ハーネスをトップブリッジ手前へ取り回し変更が必要です。
※フルステア時タンクに干渉する為、付属のハンドルスペーサーを必ず使用して下さい。

ブレーキ
ホース
○

○

×

クラッチ
ケーブル
○

○

○

スロットル
ケーブル
○

○

○

品番
クローム 備考

EHD103-30C

EHD103-50C

EHD103-70C

ブラック
EHD103-30

EHD103-50

EHD103-70

XL1200X フォーティーエイト

FLD スイッチバック

ノーマル

プルバックした形状の為、純正ハンドルでも比較的グリップ位置が手前にあ
るFLDですが、グリップ位置が高い為、肘、腕は伸び気味になってしまいます。

50mm
バック

HD-BAR50mmバックを装着すると肘、腕に十分なゆとりができ、快適なポ
ジションに変更可能です。ロングツーリングも得意とするFLDだからこそゆっ
たりとした姿勢でクルージングしたいものです。



品名

＊一般公道使用不可

品番車種 価格（税込）価格（本体）

トランスバーサルバリエーター

フルエキゾーストシステム ＊

PCX150　12-13
PCX125　12-13
PCX125　12-13

JC6424FS
JC6414FS
JC6414ES

￥18,480
￥18,480
￥43,890

￥17,600
￥17,600
￥41,800

ウェイトローラーの代わりとなるウェイトスティックが
スムーズな加速を生み出します。

PCX125/150 新型用
バリエーターと
フルエキゾースト
システム登場！！

一般公道使用不可

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。

NINJA250 2013早くもリリース！

＊1 バッフル有　＊2 スパークアレスター有、FIM2013対応　＊3 適合車種/適合年式は下の表の通りです。

メーカー 仕様 品番車種 価格（税込） 価格（本体）

カワサキ

ホンダ

ベスパ

スリップオン
スリップオン
スリップオン
レーシング
エボリューション

スリップオンe1

サイレンサー
HEXAGONAL チタン
HEXAGONAL カーボン
専用　チタン
専用　チタン
専用　チタン

HEXAGONAL ステン　マットブラック

＊1
＊1
＊2
＊2
＊2

＊1 ＊3

1
2

3

4

Ninja250

CRF250R

GTS 125ie
GTS 250
GTS 300
GTV 250
GTV 300

年式

13

13

09-13
05-13
08-13
06-13
10-13

S-K3SO1-ZT
S-K3SO1-ZC
S-H2SO3-BNTA
S-H2MR7-BNTA
S-H2MET7-BNTA

S-VE3SO3-HRBL

￥65,100
￥65,100
￥70,350
￥113,400
￥156,450

￥66,150

￥62,000
￥62,000
￥67,000
￥108,000
￥149,000

￥63,000



＊ 取り付けには配線加工が必要です。
   また、穴あけ加工等が必要になる場合があります。
＊1 露出取付用アダプタはオプションです。

NITORON NEW
FRONT FORK
NTF43
Conventional
Race Series
3way Damping Adjuster
価格（税込）¥315,000　価格（本体）¥300,000

従来のアフターマーケット正立フォークとは一線を画すスーパーハイクオリティー仕様。
「造形と仕上げ」に徹底的にこだわり、美しさとパフォーマンスを同時に追及。
抜群の初期作動と安定したダンピングレスポンスによって得られる作動感は走り出した瞬間、
ライダーに別次元の感動をもたらします。
高剛性アルミ削り出しによるアーティスティックなフォルムと
世界的な評価を獲得するNITRONリアショックで培われたテクノロジーを惜しみなく投入。
新たな世界を切り開く最新プロダクツが遂に日本上陸！

※NITRONフロントフォークは専用オーダーシートにて承ります。詳しくはお問い合わせください。

パフォーマンスと機能美が
巧みに一体化した
究極のフロントフォークが遂に完成。

www.nitoron.jp

ブロンズ
カシマルコート

×
ゴールド
コーティング

ブラック
カシマルコート

×
ブラック
コーティング

小林総研
http://ko-soken.jp

次世代トラック
荷室LED照明

◆KO灯-L
・ 蛍光灯や電球に比べて長寿命（5倍、10倍）でメンテナンスコストを削減！
・ 従来の自動車用蛍光灯と同サイズで違和感なくそのまま収まります。
・ シングルLED基盤（KO灯-LS）とダブルLED基盤（KO灯-LW）を用意。
・ 蛍光灯よりも約60％の省エネ、さらに照度も約50％アップ。

◆KO灯-S
・ 暑さ15mm、重量210gの小型軽量設計で場所を選ばず設置可能。

＜実際に使用されている例＞
ショーケース内の照明、キャンピングカー（トランポ）の室内灯、船舶用の室内灯など。

アダプタ
装着

アダプタ
装着

ほとんどの国産トラック用庫内蛍光灯と取替交換可能！！  【開口サイズ 350×138】

従来の自動車用蛍光灯と
同等サイズ

KO灯-L
リニューアルタイプ

省スペースタイプ
小型軽量・薄型設計

KO灯-S
省スペースタイプ

製品寸法品名 品番重量 価格（税込） 価格（本体）

420W×182H×23D ＊1

188W×128H×15D （アダプタ装着時寸法）

KO灯-LW
KO灯-LS
KO灯-S

610g
540g
210g

備考
12V/24V兼用
入力電圧範囲
（DC11V～32V）

P053-5102
P053-5101
P053-5100

￥15,750
￥10,500
￥6,825

￥15,000
￥10,000
￥6,500



品名 品番 備考価格（税込） 価格（本体）
U字Xグリップセット
自転車Xグリップセット
カメラマウントセット
汎用車載セット

U字クランプと標準アームとXグリップのキット
自転車や原付などにお勧めのマウント
U字クランプと標準アームとカメラマウントのキット
汎用性の高い貼り付けタイプのアーム付きベースとXグリップのキット

RAM-B-149Z-UN7U
RAP-SB-187-UN7U
RAM-B-149Z-C1U
RAP-SB-180-UN7U

￥5,460
￥3,885
￥3,885
￥3,780

￥5,200
￥3,700
￥3,700
￥3,600

ラムマウントはナビやスマートフォン、タブレットなどのマウントを生産するアメリカのメーカーです。
ラバーボールを支点にするマウントはシンプルな構造ながら頑丈で滑りにくい性質です。
製品はアメリカで生産されており、品質の高さと使いやすさが特徴です。

RAM MOUNTS ラムマウント

●走行中はマウント対象物、ラムマウント製品の操作を行わないでください。　●ナビ等マウント対象物の脱落時落下防止のため、ストラップ等によりマウント対象物と車両本体をつないでください。
●装着にあたっては、各取付け部、調整部に「ゆるみ止め接着剤」等を使用するなどし確実に固定してください。　●走行前、休憩時には各部の固定にゆるみがないか点検してください。
●装着時または装着後、振動、脱落により、ナビ等マウント対象物、ラムマウント製品、車両本体が破損した場合、株式会社プロトは補償できません。ご了承ください。

注意事項

サドルバック装着に最適!
人気のサドルバックサポートにカワサキの3機種追加です。
サドルバック装着時に巻き込みを防ぐ為のサポートです。

サドルバッグサポート
PLOT SADDLE BAG SUPPORT

■ZRX1200DAEG 10-12

■NINJA1000 11-12/Z1000 10-

■NINJA400 11-

車種適合 ZRX1200DAEG 10-12

品　　番 PSD730

価　　格 価格（税込）￥11,550
 価格（本体）￥11,000

仕　　様 スチール/ブラック塗装仕上げ

車種適合 NINJA1000 11-12/Z1000 10-

品　　番 PSD739

価　　格 価格（税込）￥11,550
 価格（本体）￥11,000

仕　　様 スチール/ブラック塗装仕上げ

車種適合 NINJA400 11-

品　　番 PSD733

価　　格 価格（税込）￥9,800　
 価格（本体）￥10,290

仕　　様 スチール/ブラック塗装仕上げ

＊装着されているのはBAGSTER サドルバッグ CRUISE 左右セット（容量25L～39L） 黒/赤　5812D　価格（税込）￥18,900です。 写真にはオプションヒートガード　4884　価格（税込）￥3,360が
装着されています。



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

3月1日 ： モーションプロ、COMETIC価格改定のお知らせ

ハーレーダビッドソン誕生の地アメリカ。大陸横断というツーリングというにはあまりにも過酷で果てしない旅。
そしてそのアメリカで鍛え抜かれたナンバー1ブランドがマスタングシートである。独自のブレンドによる高品質
ウレタンフォームと快適性を犠牲にせず高い足つき性を可能にしたシートフォルム。またシートの要となるシート
ベースは入念なフィッティングチェックを繰り返し行うことで、足つき性の妨げとなるサイドの張り出しを最小限
に抑えたスリムなシートフォルムを実現。熟練の職人達の手によって生み出されるマスタングシートは、ライダー
の走り続けたいという意志に応えられる唯一無二のシートである。

足つき性と快適性という相反する特性を高い次元で両立させているマスタングシート。そのマスタングシートをベースに、
日本人の体格やストップ＆ゴーが多い日本の道路事情などを盛り込んでプロトとマスタングが共同開発したのが、
ジャパンフィットモデルである。それは日本でハーレーを駆るライダーの為にオーダーしたフルカスタマイズシートである。

マスタングシート取扱開始

Comfort+LowDown=Mustang Seats

品名 品番車種 価格（税込） 価格（本体）
トリッパー ジャパンフィット
ロープレーン ジャパンフィット

FLHX/TR/TRX/HR
FLHT/TRU/HR

年式
08-
08-

1
2

MUS76962
MUS76961

￥51,450
￥72,450

￥49,000
￥69,000

プロト コラボレーション ジャパンフィットモデル

トリッパー ジャパンフィット ロープレーン ジャパンフィット

ノーマル マスタング ノーマル マスタング

トリッパー ジャパンフィット FLHX 2013年モデル ノーマルシート トリッパー ジャパンフィツト　装着イメージ
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