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ブラック品番  ： 501994-0001　価格（税抜）￥30,300
ステンレス品番  ： 501994-0022　価格（税抜）￥39,400

エンジン下部へのダメージを軽減させます

ヘプコ＆ベッカー エンジンガード

品番 ： 4212994-0001　価格（税抜）¥18,200

純正ハンドガードを更に守るガードパイプ

ヘプコ＆ベッカー ハンドガード

品番 ： 810994-0012　価格（税抜）¥33,500

飛び石や悪路走破によるエンジンダメージを軽減させます

ヘプコ＆ベッカー スキッドプレート

ブラック品番  ： 502994-0001　価格（税抜）￥33,500
ステンレス品番  ： 502994-0022　価格（税抜）￥40,800

シュラウド部分の転倒ダメージを軽減させます

ヘプコ＆ベッカー タンクガード

品番 ： S-H10SO15-HWT　価格（税抜）￥107,000
※日本の規制には対応しておりません。　一般公道使用不可

サイレンサーのみを交換するスリップオンマフラー。
手軽に交換することができ、出力向上はもちろんの
こと、軽量化にも貢献します。また交換することで、
レースシーンで培ったアクラポビッチのレーシング
サウンドを堪能出来ます。

アクラポビッチ スリップオンライン チタン 
ユーロ規制対応※

品番 ： クリア MP108C　価格(税抜）￥12,100
 スモーク MP108S　価格(税抜）￥12,100
 ブラック MP108K　価格(税抜）￥15,400

純正よりも短めで軽快なスクリーン。

MRA スクリーン スポーツ

品番 ： クリア MT108C　価格(税抜）￥14,300
 スモーク MT108S　価格(税抜）￥14,300
 ブラック MT108K　価格(税抜）￥17,600

純正よりも長い形状で風防効果を高めます。

MRA スクリーン ツーリング

品番 ： クリア MVT108C　価格(税抜）￥24,200
 スモーク MVT108S　価格(税抜）￥24,200

可変フラップ付でより風防効果を高めます。

MRA スクリーン ヴァリオツーリング

品番 ： 653994-0001　
価格（税抜）¥29,700

別売りの汎用サイドケースから選べるスタンダードタイプの
キャリアセット。ケースは右側30L、左側40Lを推奨。

ヘプコ＆ベッカー サイドキャリア

品番 ： 800994-0001　
価格（税抜）¥13,700

純正キャリアを拡張するプレート。
ドラムバッグが積載し易くなります。

ヘプコ＆ベッカー エンラージメント

品番 ： 651994-0022　
価格（税抜）¥194,000

マフラー部分を逃がした専用形状の
サイドキャリア＆左右ケースのセット。

ヘプコ＆ベッカー 
エクスプローラーカットアウトセット

品番 ： 655994-0101　価格（税抜）¥20,600
EASYラックの設定もあります
品番 ： 662994-0101　価格（税抜）￥25,700

トップケース取付に必要です。
純正キャリアを流用します。

ヘプコ＆ベッカー アルラック

品番 ： 700994-0001　価格（税抜）¥15,300
＊取付にはタンクガード若しくは専用アダプタが必要です。
ヘッドライトグリルアダプタ
品番 ： 4213994-0001　価格（税抜）￥4,600

道無き道を目指す冒険者向け

ヘプコ＆ベッカー ヘッドライトグリル

CustomDiver

CRF1000LAfricaTwin



マフラー背面

公道走行可能な国内基準適合マフラーには、
サイレンサー背面に「政府認証プレート」が付きます。

アクラポヴィッチのRACING専用マフラーを一般公道で使用
することは法律で禁止されています。一般公道で使用した場
合、法律により厳重に処罰される場合がございます。

その他RACING専用マフラーについて

予約受付中
年齢を問わず注目を集める250ccスポーツモデル。その中でも、特に高い人気を誇る2車種、
ヤマハ・YZF-R25と、カワサキ・NINJA250用に向け、JMCA対応モデルが登場しました。
アクラポビッチらしい造詣やレーシングサウンドを損なうことなく、規制内に音量を抑えた仕様となっており、
かつパフォーマンスは従来と同等の仕様です。

注目を集める250cc車輌に向け、
アクラポビッチがJMCA対応モデルを発表！

1 2

3 4

メーカー 品番車種 価格（税抜）
YAMAHA
KAWASAKI

YZF-R25/MT-25
NINJA250/Z250

品名
スリップオンライン Moto－GPスタイル ステン JMCA対応
スリップオンライン ヘキサゴナル カーボン JMCA対応

1 2
3 4

年式
14-16
14-16

S-Y2SO11-AHCSSJPP
S-K3SO1-HZCJPP

￥38,000-
￥71,000-

BAGSTERシート 取扱開始
快適性が追求されたコンプリートシート。刺繍＆パイピングが施されカスタム感を強調します。
アッセンブリーなので気軽にイメージチェンジが楽しめます。
上質な乗り心地と洗練されたデザインがツーリングの楽しみを変えてくれるでしょう。

仕向け地の違いにより加工が必要な場合がございますが、返品はお受けできませんので予めご了承くだ
さい。タンデムベルトが付属しないため、車種によっては車検証の乗車定員変更が必要になる場合があり
ます。製品は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。

ホールド力の高い段付形状。
110PSの加速を受け止めます。

方向性を問わず様々なカスタムに
対応可能なデザイン。

他ラインナップはPLOTカタログ2016 P105をご確認ください
1車種：MT-09　品番：5349A
　価格（税抜）￥55,000

■レディーシート

2車種：MT-07　品番：5353A
　価格（税抜）￥55,000

1 2MT-09 14-16 MT-07 14-16



AIRWAVE 2　　 TEXTILE JACKET

価格（税抜） ： ￥25,800

エアウェイブ2　テキスタイルジャケット

アドベンチャーメッシュジャケットの新作。
■品番：FJT201
■表地：high density polyester 600D PWRshell mesh Lorica®
■プロテクター：肩、ひじ（Knox® CE-Level1）　※別売 背（Seesoft CE-Level2）
■再帰反射：胸、腰　■調整機能：えり、腰、腕、袖口
■ベンチレーション：メッシュ生地
■その他：トラウザー接続用ファスナー（ショート） ジーンズループ 

夏

夏

200系ハイエース用

スパークリングブラックパールクリスタルシャイン(カラーコード：220)

DCUATRO スタイリッシュアンダーミラー

スタイリッシュアンダーミラーに

新色追加！
DCUATRO(ディーキャトロ)スタイリッシュアンダーミラー
は、純正アンダーミラーを取り外して交換するタイプの保安
基準適合エアロアンダーミラーです。これまでに展開してき
たカラーバリエーションは8種類でしたが、このたび4型の
特別仕様車スーパーGL“DARK PRIME”に採用されてい
る外装色「スパークリングブラックパールクリスタルシャイ
ン(カラーコード：220)」を追加し全9色としました。

カラー／純正色番号 品番 車種/型式/グレード価格（税抜）
スパークリングブラックパール/220　NEW
パールホワイト/070
ホワイト/058
ブラック/209
シルバー/1E7
グレーメタリック/1E2(1型)
グレーメタリック/1G3(2型-)
ダークブルー/8P4
ボルドーマイカ/3R9

ハイエースバン/レジアスエースバン
TRH/KDH20#　標準幅ボディ車

備考

標準幅ボディ車の1型-4型まで装着可能。
ワイド幅ボディ車は未確認。
フェンダーミラー車は取付不可。
純正アンダーミラーを取り外すため
別途コーナーカバーが必要となります。

DSUM200PK
DSUM200P
DSUM200W
DSUM200K
DSUM200S
DSUM200G
DSUM200GM
DSUM200B
DSUM200BM

￥28,000

保安基準適合

2016 S/S

NEW

AIRWAVE 2　　 TEXTILE TROUSERS

価格（税抜） ： ￥23,400

エアウェイブ2　テキスタイルトラウザーズ

アドベンチャーの入門モデル
■品番：FPT072
■表地：high density polyester 600D PWRshell mesh PWRshell 500D stretch 
■プロテクター：ひざ（Knox® Flexiform CE protection）　腰（SEESMART™ CE-level 1 protection） 
■再帰反射：ふともも　■調整機能：腰、裾
■ベンチレーション：メッシュ生地
■その他：ジャケット接続用ファスナー（ショート）

NEW

TRACER　　 OVERSHIRT

価格（税抜） ： ￥26,800

トレーサー　オーバーシャツ

ライディングシャツという新ジャンル
■品番：FSO002
■表地：11oz Cordura® denim
■プロテクター：肩、ひじ（SEESMART™ CE-Level 1）

※別売 背（Seesoft CE-Level2）
■その他：トラウザー接続用ファスナー（ショート） ジーンズループ

NEW

新型プロテクター「ＳＥＥＳＭ
ＡＲＴ」を標準装備。装着感を
極力無くしながらも、ＣＥ規格
をクリア。

オリジナルコーデュラデニムは
レザーを超える耐摩擦性能。

シルバー×ブラック

シルバー×レッド シルバー×ネオンイエロー

ブラック×ホワイト

春 夏
秋

ブラック

ブラックシルバー×アンスラサイト

ダークブルー

新作追加

品番・サイズ等その他ラインナップについてはPLOTカタログ2016 P162～をご参照下さい

※取付けにあたり純正アンダーミラーのベース穴が空いてしまうため、
　別途コーナーパネルをご用意いただく必要がございます。



今回ご紹介するブランドはすべて2016年版プロトカタログに掲載されています

2016年版カタログに新規掲載ブランド多数！
1,100ページを越える圧倒的ボリューム！ バイク用品総合カタログの決定版！！ 品番：PLC27

オールカラー 
1,168ページ

価格（税抜）
￥2,000

アコサット

ww.twobros-japan.com

P323

イスパック

www.ispack.net

P118

エーレーサー

www.poltonline.com

P534-535

オーファ

www.ofa-titanium.com

P703

オールステート

www.allstate-tires.jp

P854

クード

kouwaind.web.fc2.com

P701

クラウザー

www.motoco.co.jp

P91

クールライド

ｗｗｗ.cooride.com

P913

クロスプロ

www.poltonline.com

P936-937

コダック

www.maspro.co.jp

P146

香三堂

komido-web.com

P189

シールズ

www.grand-prix.co.jp

P183

シンコー

www.shinko-ltd.co.jp

P850-852

スティンキー

stinky.jp

P730

スナップオン

P705

スラクストン

www.thruxton.jp

P728

ティムソン

www.timsun-japan.com

P855

テックスペック

www.techspec-jp.com

P631

デルスラーラ

www.dell-sara1995.com

P729

東洋化学商会

www.tksc.jp

P906

バイカーズ

www.poltonline.com

P664-667

ビーエムシー

garuda.ws

P480

ファイト

www.faito.co.jp

P1028

フレイム

flamesvillage.com

P1112

プロボルト

www.pro-bolt.jp

P704

ベロフ

bellof.co.jp

P578

山城

www.kkyamasiro.co.jp

P213

ユーカナヤ

www.uchishokai.com

P322

ロードロック

www.zero-g-moto.com/roadlok/

P151

ワイルドウイング

P190

オートデュアルヘッドライトキット
業界初オートライト機能を搭載し、
昼間の2灯同時点灯を実現するヘッドライトキット
業界初オートライト機能を搭載し、
昼間の2灯同時点灯を実現するヘッドライトキット
デュアルヘッドライトのオートバイが昼間走行中の場合、LOビームで走
行するため片側しか点灯していません。しかしこれは対向車から見ると、
片側のライトが切れているように見えて大変カッコ悪い。だからといっ
て、HIビームで走行すれば対向車に迷惑になります。
そこで考えられたのが、HIビームとLOビームを対向車に迷惑にならな
い程度に減光して同時に点灯させるこのシステムです。HIビームを点灯
させることで遠くの対向車への視認性が向上し、しかもこの減光システ
ムにより、2灯同時点灯時の消費電流はLOビーム1灯時の3分の2に減
らせことができます。さらに、オートライトセンサーが光を感知し、自動で
2灯（昼間）⇔1灯（夜間・トンネルなど）を切り替えるため、わずらわしい
操作は不要です。
※HIビームを通常点灯させる場合はライトスイッチでの操作が必要です。

オートライトセンサーユニットは光を感知する箇所に設
置してください。オートライトが正常に作動している場合
はセンサーランプが点灯します。

【特 徴】
●昼間のHIビームとLOビームの2灯同時点灯
（減光）を実現
●オートライト機能で2灯から1灯への切り替え
操作不要
●昼間はHIビームを点灯することで対向車からの
視認性・安全性向上
●消費電力を約30％削減する省エネ設計
※昼間の2灯同時点灯時

●消費電流を減らすことでオルタネーターや
ヘッドライトバルブの劣化を抑えます

※車検場での光軸検査の際はオートライトセンサーに
目張りをしてください。
※HIDやLEDバルブ装着車は未対応です。

※写真の製品は試作品です

※直流12Vオートバイ（ハロゲンバルブ）専用です。

品名 品番適合 価格（税抜）
オートデュアルヘッドライトキット 汎用　13V-3.8A SODL1 ¥5,800

なによりも、
2灯点灯している

ことが

カッコイイ！！

LO  BEAM

HI  BEAM

ロービーム側から電源を取り
ハイビームの＋側へ電気を
配給します。

LO BEAM

HI  BEAM カプラ

カプラ

配線タップ

H7バルブ

H7バルブ

配線図

PLOT CATALOG 2016



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。

イタリアの電装部品メーカー・PZRacingより、
GPSラップタイマーセンサーが新登場！

品番メーカー 価格（税抜）
HARLEY DAVIDSON

年式
14-15

車種
スポーツスターシリーズ RK-3943 ￥49,000

メーカー ステンレス 価格（税抜）
HARLEY DAVIDSON

車種
XL1200X ABS

タイプ
フロント

年式
16 STP830FS

レッド/ブルー
SAP830FS ¥24,000

■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：STPB830FS・・・ブラックホース仕様）

プロトニュース2016/3月号（Vol.243）にてご案内しました
ブレーキホースキットにて、商品内容が一部変更になりましたのでご案内します。
（SWAGE-LINEとしてご案内しておりましたが、SWAGE-LINE PROへ変更となりました）

ハーレーダビッドソン用
車種別ハンドルバー

車種専用 日本人の体格に合わせた3種類の移動量。驚くほど乗りやすく、扱いやすい。

XL1200X フォーティーエイト 
2016年モデル用追加ラインナップ！

メーカー
HARLEY DAVIDSON

車種
XL1200X

カラー
ブラックメッキ

年式
16

30mmバック品番
EHD104-30

50mmバック品番
EHD104-50

70mmバック品番
EHD104-70

ご注意！  50mmバック装着時は、ブレーキホース（50mmロング）の交換が必要です。70mmバック装着時は、ブレーキホース(70mmロング)の交換が必要です。
            交換用ブレーキホースにはSWAGE-LINE PRO XL1200X 16 ABS用をご使用下さい。 フルステア時ミラーが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。

純正ハンドル形状をベースにグリップ位置が手前にくるように設計した車種専用ハンドルです。
30mm/50mm/70mmバックの3サイズを設定しお好みのポジションへ変更可能です。
純正ハンドルスイッチ取付用のディンプル加工済みでボルトオンで装着できます。

純正メーターパネル内に、ラップタイム計測機能を備えた車輌に対して、GPS受信機を取り付けることで、
計測のボタン操作が不要になります。通常サーキット走行でラップタイム計測する場合、ラップタイマーと、
別途計測センサーが必要ですが、純正モニターを使用出来るため、フロント周りが煩雑にならず、
面倒な配線処理も必要ありません。
車輌への接続はカプラーオンなので、ご使用される時のみ、簡単に着脱することが出来ます。

コンパクトな車体のフォーティーエイトですが、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。

ノーマル 70mmバック
70mm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。

車検対応 高さ・幅が変わらないから
構造変更は要りません。

品名 車種 価格（税抜）

B-Tronic  

Desmo-Tronic

メーカー

BMW

Ducati

S1000RR
S1000R
1198/S/R
1098S/R
999/S/R
848EVO
749/S/R

年式
08-16
14-16
09-11
07-09
02-06
07-13
03-07

備考

・50Hz GPS
・防水機能
・カプラーオン設計
・40×30×15mm
・58ｇ

￥23,200

￥17,400



メーカー 品番カラー 備考

DYNA

SPORTSTER

年式

06-16

14-16

品名

アップスイープ2-1

アップスイープ2-1

クローム
ブラック
クローム
ブラック

17622
46722
17624
47624

＊1

＊2

オープン価格

2-1集合ヘッドパイプにアップタイプのメガフォンサ
イレンサーを採用したデザインは、シンプルながら
どんなカスタムスタイルにもマッチします。ヘッドパ
イプ・コレクター部にヒートシールドを採用すること
により、マフラー焼けのない美しい外観を保ちます。
カラーはクロームとブラックから選択可能です。

S&Sは、ハーレーダビッドソンのカスタムシーンにおいて、50年以上の歴史を持つ老舗パーツメーカーです。カス
タムエアクリーナーの定番である「ティアドロップエアクリーナー」や、「スーパーEキャブレター」、「スーパーGキャ
ブレター」、最新モデルにも対応する「ステルスエアクリーナーキット」等、ハーレー乗りなら誰もが一度は耳にした
ことのある人気商品を多数ラインナップしています。車種別のエアクリーナーキットや、キャブレターキット、キャブ
レターリペアパーツを中心に弊社で在庫することで、スピーディーなデリバリーを目指して参ります。

ビンテージスタイルエンジン
P-SERIES パンヘッドスタイル

S&Sの代名詞ともいえる
クラシックディアドロップエアクリーナーキット

純正エアクリーナーカバーもしくは、7種類のデザインのからカバーを選択可能なステルスエアクリーナーキット。
S&S独自の構造である「スティンガーコーン」によりエアクリーナーの空気の流れを整え吸気効率をアップ！

チューンドエンジンにも対応する
シングルボアチューンドインダクションシステム

一般公道使用不可

＊1 FLD（スイッチバック）/FXDL（ローライダー15-16）へは取付不可　
＊2 フォワードコントロール車への取付不可

3月26日 ： PMC　
4月1日 ： MRS、トレーディングガレージナカガワ、FERODO（ブレーキパッド）、アドバンテージ（SHOWAサス）、GSユアサ（バッテリー）価格改定のお知らせ

UPSWEEP 2-INTO-1
アップスイープ 2-1

S&Sサイクルの輸入販売を開始します！

S&S商品の詳細はPLOTホームページをご確認下さい！

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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