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ソフトバック専用キャリア。

ヘプコ&ベッカー C-BOW

本体重量：1.5ｋｇ（片側）　容量：21-23Ｌ

ヘプコ&ベッカー 
ストリートソフトバッグ 左右セット

最大積載量：10ｋｇ

ヘプコ&ベッカー リアキャリア

本体重量：3.9ｋｇ　容量：42Ｌ　最大積載量：5.0ｋｇ

ヘプコ&ベッカー JOURNEY TC42

最大積載量：10ｋｇ（片側）

ヘプコ&ベッカー 
サイドキャリア （LOCK IT）

スウェッジライン プロ フロントホースキット
トライピース ステン/ブラックホース

スウェッジライン プロ リアホースキット
ステン/ブラックホース

本体重量：3.5ｋｇ（片側）　容量：30Ｌ　
最大積載量：10ｋｇ（片側）

ヘプコ&ベッカー 
JUNIOR FLASH SC30 左右セット

エンジンをガードする実用性はもちろんの事、
ファッション性にも優れています。

ヘプコ&ベッカー エンジンガード
クラッシュパッド付属

MRA　ツーリングタイプは、ライディング時の空気抵抗
による疲労を軽減。クリア（MT259C）も設定有り

MRA ツーリングタイプ スモーク

品番 価格（税抜）品名
HEPCO&BECKER
C-BOW
ストリートソフトバッグ 左右セット
リアキャリア
JOURNEY TC42
サイドキャリア （LOCK IT）

カラー

アンスラサイト
ブラック
アンスラサイト
ブラック×ブラック
アンスラサイト

6304536-0005
640600-0001
6504536-0105
610285-0011
6504536-0005

¥23,500
¥21,500
¥26,700
¥26,200
¥38,700

ステンレス
トライピース バイピース

価格（税抜）車種

※表中品番はクリアーホース仕様の品番です。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 STPB350FT・・・ブラックホース仕様）

MT-09　ABS

MT-09　ABS不可

タイプ

フロント
リア
フロント
リア

　　ー
STP349R
STP350FT
STP350R

レッド/ブルー
　　ー
SAP349R
SAP350FT
SAP350R

¥21,000
¥22,500
¥12,000

ステンレス 価格（税抜）
STP349FB
　　ー
STP350FB
　　ー

レッド/ブルー
SAP349FB
　　ー
SAP350FB
　　ー

¥22,500

¥21,000

品番 価格（税抜）品名
HEPCO&BECKER
JUNIOR FLASH SC30 左右セット
エンジンガード

MRA
ツーリング

カラー

ブラック×ブラック
アンスラサイト

スモーク

610233-0011
5014536-0005

MT259S

¥64,900
¥27,100

¥14,300

スウェッジラインプロは、ダイレクトなブレーキフィーリングは
もちろん、車種専用設計により安全性も向上します。

※写真のMRAスクリーンは試作品です。



ゼロデザインワークスロゴステッカー販売開始

スピードメーターをエンジン横に移設！
ハンドル周りをスッキリさせます。

スポーツスター2014モデル用
BIG RADIUS 2-2登場！

文字が残る転写式のステッカーです。2タイプのロゴをワンシートにしています。
貼り付けたい方のロゴ部分だけを剥がして転写できるハーフカット仕様です。
オートバイ、ヘルメット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。

ハンドルの中央部に鎮座する純正メーター・・・。
BOLTに跨って、最初にメーター取付位置に違和感を覚えた方も多いのではない
でしょうか？そんな方におススメしたいのがメーターの移設！純正メーターをエン
ジン横へ移設するだけでハンドル周りがスッキリ！
純正のスタイリッシュなメーターデザインや、燃料警告灯、トリップ機能等を犠牲に
することなくカスタム可能です。取付も純正防振ラバーを再利用する安心設計。
また、延長ハーネス付属で、配線加工することなく取付できます。

大きなカーブを描くアグレッシブなデザインが、車両の
イメージを大きく変えます。その芸術品のような美しい
デザインだけでなくパフォーマンスアップ、エキゾースト
サウンドもしっかりとバンス＆ハインズクオリティーで仕
上げられています。フルカバーヒートシールドでマフ
ラー焼けが無く美しい外観を保ちます。

ハンドルとブレーキホースを
別々に買うよりも
￥2,600（税抜）お得です！！

品名 品番カラー 価格（税抜）
ステッカー 転写 ホワイト/グレー

サイズ
W68mmxH16mm/W30mmxH16mm ZST-DW ¥500

品名 品番車種 価格（税抜）
メーター移設キット BOLT/Rスペック

年式
14 ZMS-002 ¥15,000

車種

＊1 ハンドルスイッチハーネスの取り回し変更が必要です。　＊2 ブレーキマスターシリンダーからABSユニット接続パイプまでのホース1本を交換するタイプです。

＊ABS不可

※ブラックの装着画像は04-13用です。

品番年式 価格（税抜）

BOLT/Rスペック ABS車専用

品名

EFFEX EZ-FIT BAR 30mmバック ブレーキホースセット

キット内容
イージーフィットバー 30mmバック ＊1
スウェッジラインプロ フロントホースキット ＊2
（ステンフィッティング/ブラックホース）

14 PBHK348K ¥18,800

30mm
バック

ABS車用
ブレーキホース

付属

車種 品番品名 価格（税抜）

スポーツスターファミリー

タイプ

フルシステム

カラー
クローム
ブラック

年式

14 バンス&ハインズ ビッグラディウス2-2 26067
46067 オープン

BOLT用イージーフィットバーと
ABS車対応のブレーキホースをセットにしました！

純正ハンドルの高さ幅はそのままに、グリップ位置
を手前に30mm手前に平行移動させることでゆと
りのあるポジションを実現するBOLT用イージー
フィットバー・・・ですが、ABS車に取り付けする際は
ブレーキホースの交換が必要となります。そこで、
ハンドル交換用ブレーキホースをセットにしました！

BOLT用メーター
移設キット登場！

グリップが

30mm手前に！

一般公道使用不可

エフェックスイージーフィットバー 30mmバック
品番 ： PBH347K　価格（税抜）¥9,400

スウェッジラインプロ 
フロントホースキット
品番 ： STP348FM
価格（税抜）¥12,000



品名 品番 価格（税抜）
レーシングライン　専用サイレンサー チタン e1
レーシングライン　専用サイレンサー チタン e1
レーシングライン　専用サイレンサー カーボン
スリップオンライン　コニカルチタン e１
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　チタン
オプショナルマフラーブラケット　カーボン
スリップオンライン 専用サイレンサー　チタン

車種
MT-09

MT-07

S1000R 

1199/899　Panigale

メーカー

＊1 S-Y9R1-HAFTより品番変更　＊2 オプショナルキャタライザー（P-KAT-039）有り　＊3 S-B10SO1-HASZと併用する事でフルエキゾースト（レーシングライン）となります。
＊4 S-B10SO1-HASZと併用する事でフルエキゾースト（エボリューションライン）となります。　＊5 タンデムステップを取り外し時のみ使用可能

YAMAHA

BMW

DUCATI

年式
14

14

14

14

備考
＊1
＊2

＊3
＊4
＊5

S-Y9R2-HAFT         
S-Y7R１-HAFT
S-Y7R2-AFC
S-B10SO1-HASZ
E-B10R2
E-B10E3
P-MBB10R1/2
S-D9SO4-T

¥141,000
¥120,000
¥98,000
¥116,000
¥97,000
¥209,000
¥25,000
¥360,000

ツーリングシーズンに向けて、
便利な期間限定セットをご用意。

ZRX1200DAEG  カーボン製外装パーツ価格改定のお知らせ

Ninja1000/ABS 11-14用 
NOJIMAステップが登場！

一般公道使用不可

2 3 41

スマートフォンをマウント出来るラムマウントと
電源供給可能な、DCステーションのスマートフォンセット。
ライディングや、ツーリングでの思い出の
風景撮りに便利なELMOカメラセット。

ノジマエンジニアリングの量産品としては初となるバックステップ
がNinja1000/ABS用で登場！街乗りからスポーツ走行まで様々
なシーンを念頭にて開発を行い、無理無くしっくりくるポジション、
スムーズな踏み変え、高い剛性感を実現しました。体格や好みに応
じて4つのポジションから選択いただけます。

原材料価格の高騰により、勝手ながら下記ZRXDAEG用外装パーツ（カーボン製のみ）に関して、
7月1日受注分より価格を改定させていただきます。大変ご迷惑をお掛けしますが何卒宜しくお願いします。

品番 価格（税抜）品名
ラムマウント　Ｕ字Ｘグリップ
エムシーシグナル DCステーション USB+
バイク用シガーライター/シングルタイプ

P054-1240

P041-7927

¥5,200

¥2,380

品番 価格（税抜）品名
フロントフェンダー
アンダーカウル社外エキパイ用
アンダーカウル純正エキパイ用
タンクプロテクター
インジェクターカバー
ラジエターシュラウド
テールカウルカバー

NCW618FF-CF
NCW618UC-CF
NCW618UCA-CF
NCW618TP-CF
NCW618IC-CF
NCW618RS-CF
NCW618TC-CF

¥17,000
¥47,000
¥47,000
¥7,800
¥24,000
¥18,000
¥6,800

車種 品番 価格（税抜）
Ninja1000/ABS　'11-14

品名
バックステップ 4ポジション

移動量(BACK/UP)mm
0/10 0/20 10/10 10/20 NJ-BS634B ¥58,000

MOTO-GP、WSB等ヨーロッパ各国の
主要ワークスチームに採用される高い走行性能。
新型車種用エキゾーストシステムが続々と登場！

品番 価格（税抜）品名
ラムマウント カメラマウントセット
エムシーシグナル DCステーション USB+ 
バイク用シガーライター/シングルタイプ
ＥＬＭＯカメラ Q-BIC MS-1

P054-1245

P041-7927 

2497

¥3,700

¥2,380

¥24,570

■スマートフォンセット　品番 ： PSET541240 ■カメラセット　品番 ： PSET2497

通常価格（税抜） ￥7,580
期間限定セット価格（税抜） ￥6,980 通常価格（税抜） ￥30,650

期間限定セット価格（税抜） ￥29,800

販売期間  5月12日～6月20日までの注文分 ※装着画像にはDCステーションの取り付けにフレキシブルアームとベースプレートを使用しています。
　カメラセットで使用されているラムマウントのベースはセット画像の「円形ベース付き」になります。

■ご注意■　装着されるスマートフォンやカメラには脱落防止の為、ストラップ等でバイクにつなげた状態でご利用ください。



カタログ掲載商品以外にもお取
扱い可能です。お問い合わせ下

さい。

品名 品番仕様 価格（税抜）
モンベル ダウンハガー900 #3
小川キャンパル ステイシーST
ヘリノックス チェア エリート

ダンロップ コンパクトアルパインテント VS20

コールマン ワイドツーリング/130
ロゴス neos ツールームトレッカー
ソト ミニポップアップテーブル フィールドホッパー

コンフォート温度 ： 3℃ / リミット温度 ： -2℃

2人用

1-2人用
1人用

収納サイズ
φ13×26cm(2.8L)
幅52×奥行19×高さ19cm
幅35×奥行10×高さ12cm
本体 ： 25×φ15cm
ポール ： 37×φ5.4cm
約φ21×60cm
長さ30×幅22×奥行22cm
幅297×奥行110×高さ19mm

重量
540g
2.7+1.2kg
約900g

1910g

約4.8gk
約4.7kg
395g

カラー
バルサム
ブラウン×サンドxレッド
ダークシアン

ブルー（フライシート）

グリーン×ブラウン
（ライトモスグリーン）

P057-8495
P057-6737
P057-6749

P053-0982

P057-7770
P057-8523
P057-7669

¥41,500
¥38,000
¥10,000

¥39,000

¥31,500
¥19,800
¥4,600

※プロトカタログにおいては、使用サイズに加え、収納サイズを明記しています。バイクツーリングにふさわしいキャンピングギアは、軽量・コンパクトであることが必須条件です。
※表中の収納サイズの赤数字はサイズ寸法(幅×奥行×高さ)のうちの最大寸法です。トップケース・パニアケース・防水バッグ等に収納する際の参考にしてください。

モンベル スリーピングバッグ ダウンハガー900FP #3

2014年新製品

2014 プロトカタログ P.135

世界最軽量モデル。900FPの最高
級グースダウンを使用し、軽量コンパ
クト収納ながら高い保温力を発揮し
ます。夏の北海道、秋の高原キャンプ
ツーリングに最適なモデルです。

小川キャンパル ステイシーST

2014-2015カタログより取扱いスタート

2014 プロトカタログ P.136

軽量化と居住性を高め、さらにスピー
ディな設営を実現。広い前室スペー
スも確保され、ツーリングからペア
キャンプにピッタリなテントです。

ヘリノックス チェア エリート

2014-2015カタログより取扱いスタート

2014 プロトカタログ P.137 2014 プロトカタログ P.138

計量・コンパクト　ヘリノックスシリー
ズ。小さく運んで、ゆったりくつろぐ。
くつろぎに差をつけます。

ダンロップ コンパクトアルパインテント

山岳用Vシリーズより受け継いだ耐
久性を重視しつつ、シンプルで計量、
コンパクトを追求した個人ユース向
けのオールシーズン用テントです。
とにかく収納サイズが小さい。

コールマン ワイドツーリング/130

2014年新製品

2014 プロトカタログ P.141

全室スペースゆったり。
解放感抜群のコンパクトドーム。

■出入りしやすいサイドドアを設置

■ドアを開けてもフラップが
　地面につかない便利な仕様　

■フロントスペースに広い空間を確保

■グランドシート＋スランディング
　テープでポールのみ自立可能　

■トップベンチレーション

ミニ・ポップアップテーブル フィールドホッパー ST-630

2014年新製品

2014 プロトカタログ P.152

A4ハーフサイズに小さく畳めるソロテーブル。独自構造により、パッと開くだけの
ワンアクションで4本の脚が飛び出します。ギミックな動きは感動もの！

neos ツールームトレッカー

2014年新製品

2014 プロトカタログ P.146

寝室はゆったりサイズ、ベンチ
レーション付き。大型ラゲッジ
スペース装備。7075超々ジュ
ラルミン使用（リッジフレー
ム）。neosダイヤパネルタープ
（P057-8525）と連結可能。

2014年  アウトドアページ新商品・
注目商品のご紹介
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＊ 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。

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

N-ONE（JG#）、N-WGN（JH#）
登場!!

NISSAN NV350キャラバン
HONDA N-ONE/N-WGN
SUBARU フォレスター
MITSUBISHI デリカD:5
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！

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。

メーカー 品番
スチール

価格（税抜）

ニッサン

ホンダ

スバル

ミツビシ

車種

NV350キャラバン （2WD）

N-ONE （2WD）
N-WGN （2WD）

フォレスター

デリカ D:5 （ディーゼル）

型式

VR2E26/VW2E26
KS2E26/KS4E26
CS4E26/CW4E26
JG1
JH1
SJ5（-2013/1/13生産車）
SJG（-2013/3/31生産車）
SJ5（2013/1/14生産車-）
CV1W

ST2134N

ST2626N

ST4823

ST4824
ST4225N

￥21,500

￥25,000

￥24,500

￥24,500
￥35,500

品番
ステンレス

価格（税抜）

SW2134N

SW2626N

SW4823

SW4824
SW4225N

￥30,000

￥30,000

￥30,000

￥30,000
￥42,500

備考

4WD車は未確認

4WD車は未確認

メーカー 品番
GE1（フロント用）

価格（税抜）

ニッサン

ホンダ

ミツビシ

車種

NV350キャラバン（2WD）

N-ONE
N-WGN
デリカ D:5 （4WD）

型式

VR2E26/VW2E26
KS2E26/KS4E26
CS4E26/CW4E26
JG1/JG2
JH1/JH2
CV1W/CV5W

DGE2134

DGE2626

51543

￥17,000

￥12,500

￥15,500

品番
GE2（リア用）

価格（税抜）

DGE2134R

　　ー

DGE4223R

￥11,500

ー　 

￥9,800

備考

4WD車は未確認
6月10日発売予定

2WD車およびローデストは未確認

NV350
キャラバン（#E26）
デリカD：5（CV1W）
登場!!



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

5月1日 ： マロッシ、ドレミコレクション（スポーク類）　5月6日 ： フルカワバッテリー価格改定のお知らせ

品名 品番車種 価格（税抜）

プーリーキット
HYPER REV CVT

HYPER REV RACING BELT

HYPER REV クラッチ

トルクカム

Colpend Exｈaust

PCX125
シグナスX 
シグナスX 
アドレスV125
PCX125
シグナスＸ
PCX125
シグナスX
シグナスX

PCX125

PCX125
eSPエンジン

PCX150

アドレスV125

年式

-12
13-

-11

12-

12-

備考

ウェイトローラー：7.5ｇ×3個＋8.5ｇ×3個
ウェイトローラー：6.5ｇ×3個＋8.5ｇ×3個

ステンポリッシュ
ブラックステン
ステンポリッシュ
ブラックステン
ステンポリッシュ
ブラックステン
ステンポリッシュ
ブラックステン

P060-1646
P060-1645
P060-1648
P060-1647
P060-1682
P060-1681
P060-1672
P060-1671
P060-1677
P060-1700
P060-1701
P060-1702
P060-1703
P060-1706
P060-1707
P060-1704
P060-1705

¥14,800
¥14,800
¥14,800
¥14,800
¥6,800
¥6,800
¥14,800
¥14,800
¥12,800
¥35,000
¥37,000
¥35,000
¥37,000
¥37,000
¥39,000
¥35,000
¥37,000

バイクいじりを 楽しく！！もっと

誰でもデキル！ D.I.Yを強力サポートする便利グッズ
“エーモン工業”の取り扱い開始！！

ＨＹＰＥＲ ＲＥＶ ＣＶＴ

日本・台湾でWチャンピオンの実績！
ＪＯＳＨＯ1の取り扱い開始！！

端子・配線

スイッチ

接着・固定 取付・金具 はがし剤

ターミナルセット
Ｅ１
価格（税抜）￥1,600

超強力両面テープ
（極うす）
Ｎ８７９
価格（税抜）￥450

取付金具（黒）
Ｇ２４３
価格（税抜）￥250

両面テープ
はがし剤
１６９１
価格（税抜）￥940

【スイッチの基本知識】
形状は、トグルスイッチ・プッシュスイッチ・ロッカスイッチと大きく3つの種類）。
分類としてON-OFF・ON-ON・ON-OFF-ON・PUSH-ON(自動もどり)といった4パターン。
スイッチには様々な種類がありますので、用途によって使い分けしましょう。

藤永優が長年のレース経験を活かし、立ち上げたブランド
“ＪＯＳHO1（ジョウショウワン）” すべては実戦で勝つために、
日本の技術力と海外の生産能力を活かしたものづくり。

2種類のローラーガイド
角度を組み合わせること
で、低速から高速まで谷
の無いスムーズでパワ
フルな加速を実現。

★上記表中以外のラインナップについてはメーカーHP（http://www.josho1.com/）をご覧ください。
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