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ADVANCE ADVENTURE ADV150

タイ AP.HONDA発 H2C ADV150専用アクセサリー
一歩上を駆ける、独創的な攻めのカスタム！
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品名
ウインドスクリーン
ヘッドライトガード
フロントキャリパーガード
マスターシリンダーカバーセット
フロアパネル
サイドファッションバー
ラジエターカバー
リアキャリパーガード
リアキャリア

材質/カラー
ポリカーボネート/ダークスモーク
スチール/ブラック
アルミ/シルバー
アルミ/シルバー
ラバー/ブラック＆アルミ/シルバー
スチール/ブラック
ステンレス/シルバー
アルミ/シルバー
スチール/ブラック

1
2
3
4
56
78
9
0
AB

品番
0WFK67101ZA
0WFK64130TA
0WFK45150TA
0WFK45513TA
0WFK64325TA
0WFK64433TA
0WFK19122TA
0WFK43150TA
0WFK77340TA

価格
（税抜）
¥6,800
¥14,800
¥8,000
¥6,600
¥14,000
¥16,400
¥7,400
¥8,000
¥10,200

JAN
4550255358846
4550255358815
4550255358792
4550255358808
4550255358822
4550255358839
4550255358778
4550255358785
4550255358853

備考
純正と同サイズ同形状になります。

前後ブレーキマスター用2個入り
別途フロアパネルとの同時装着が必要となります。 注１）

最大積載量5kg トップケースは30Lサイズまで 注２）

注１）単品では装着できません。 装着には別途品番 0WFK64325TA フロアパネルが必要で、同時装着が条件となります。
注２）使用できるトップケースのサイズは３０Ｌまでとなります。
３０Ｌを超える大きさのトップケースは絶対に使用しないで下さい。又、
トップケースのベース取付には、
メーカーによっては加工が必要な場合がございます。

バイク・クルマのカスタムパーツ企画・製造・輸入・販売をトータルカバー

PLOT

検索
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CRF1100L Africa Twin
Adventure Sports/DCT 用
パーツをリリース

※こちらに掲載の商品はラインナップの一部となります。
詳しくは弊社、ヘプコ＆ベッカーWEBページにてご覧ください。

https://www.plotonline.com/motor/hepcobecker/

エンジンガード

タンクガード

サポートバータンクガード用

ハンドガード

転倒時破損しやすいエンジンカバーを覆う
バンパーパイプ。立ちゴケ対策にも。

シュラウド回りを覆うパイプ。
デザインをカウル形状に併せ洗練された造形。

タンクガードの左右パイプを連結。
応力分散により車両ダメージ低減。

純正樹脂カバーを更に上から覆うパイプガード。
左右セット。

品番：5019522-0001 価格
（税抜）
¥34,000
JAN：4549950966500

品番：5029522-0001 価格
（税抜）
¥39,000
JAN：4549950966524

品番：42229522-0001 価格
（税抜）
¥14,500
JAN：4549950966494

品番：42129521-0001 価格
（税抜）
¥22,000
JAN：4550255353759

※車体の保護を目的としていますが、
全ての損傷を防げるものではございません。
※純正オプションのDCTチェンジペダルキットと
本製品の同時装着不可。

※車体の保護を目的としていますが、
全ての損傷を防げるものではございません。

※車体の保護を目的としていますが、
全ての損傷を防げるものではございません。
※本製品単体では取付ができません。装着には
タンクガードが装着されている事が必要条件となります。

※社外ハンドル装着不可

アルミケースのトップグレードシリーズXCEEDのラインナップに新色が加わりました。
XCEED
アルミケースのトップグレードモデル。左右両開きの蓋を採用。
強化樹脂やエレガントな質感など各部をアップグレード。

シルバー

トップケース45L
品番：610224-0009
JAN:4550255353896
価格
（税抜）
￥59,000

ブラック

シルバー

ブラック
※画像の商品はトップケース45Lです。

トップケース45L
品番：610224-0011
JAN:4550255353902
価格
（税抜）
￥60,000

サイドケース38L右側
品番：610223-0009
JAN：4550255353872
価格
（税抜）
￥59,000

サイドケース38L左側
品番：610222-0009
JAN：4550255353858
価格
（税抜）
￥59,000

サイドケース38L右側
品番：610223-0011
JAN：4550255353889
価格
（税抜）
￥60,000

サイドケース38L左側
品番：610222-0011
JAN：4550255353865
価格
（税抜）
￥60,000

汎用オイルタンクステーキット新登場!!
ブレンボ ラジアルマスターシリンダーを取り付け時に必要なオイルタンク、
オイルホース、タンクステー等を必要なパーツをキット化！
！
ステーのカラーは選べる3色、オイルタンク(ブレンボ製)は2色と1形状
6パターンから選択可能。
3月末頃 発売予定
詳細はホームページにてご確認ください。

キット内容例
ポリッシュステー+S50タンク(白)

ブラックステー+S15Bタンク(黒)

チタン色ステー+S15Bタンク(白)
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2020 SPRING/SUMMER
新作デリバリー開始

TARGET H2O

TARGET AIR

ターゲットH2O

ターゲットAIR

品番：FJL112 価格
（税抜）
¥53,000

品番：FJL111 価格
（税抜）
¥48,000

ダークサイドシリーズ。レーススポーツとアーバンの融合。レザーと強化ツイルのハイブ
リット構造は安全性を機能を両立。ジャンレスな世界観を演出します。

ダークサイドシリーズ。レザーとメッシュ素材のハイブリット構造。
3Dメッシュ素材を採用し、通気性が良く黒くても暑さに適応した構造です。

TORNADO 3

AIRWAVE 3

トルネード3

エアウエイブ3

品番：FJT275 価格
（税抜）
¥42,000

品番：FJT273 価格
（税抜）
¥27,000

防水性と防寒性を持ったインナーを装備したモデル。インナーを外すとメッシュジャケット
として使用できるので、1着で長いシーズンをカバーできます。

レブイットらしい冒険心を駆り立たせるデザインのメッシュジャケット。
耐久性の高いメッシュを採用し、通気性はもちろんのことクオリティにも自信があります。

他ラインナップはWEBで
ご確認いただけます
レブイット

検 索

家庭用高圧洗浄機 ヴィットリオ
業務品質を家庭用に
Vittorio(ヴィットリオ)は長年、業務用の洗浄機器・清掃機器を販売しております蔵王産業株式会社が一般家庭用に企画・開発した製品です。
業務用の掃除機は、あらゆる場所で使用され、ありとあらゆるヨゴレに対応しなければなりません。
Vittorio(ヴィットリオ)は業務用で培ったノウハウを活かして『家庭用に作られた製品』です。

商品特長
使いやすい 2種類のノズル(バリオジェット
ノズル＋サイクロンノズル) を標準付属

■バリオジェットノズル

アルミダイキャスト製ポンプヘッド

アルミ製カプラ

水道ホースセット標準付属

ポンプヘッドは高圧洗浄機で最も圧がかか
る部分です。頑丈なアルミダイキャストのポ
ンプヘッドを採用しており、より長く商品を
お使いいただけます。

頑丈なアルミ製のカプラを採用していま
す。使用中本機カプラ部分に不意の衝撃が
加わっても壊れにくいです。

ご購入後すぐお客様にご使用いただけるよ
う水道ホース、ホースバンド、カプラを標準
付属しています。

■サイクロンノズル

商品ラインナップ
小型・計量モデル

収納・移動性抜群モデル

自吸機能付き

ヘビーユーザー向け

オープン価格
品番
最大許容圧力
常用圧力
最大吐出水量
常用吐出水量
電源
定格電流
消費電力
取水方式
許容水温
本体寸法
本体質量
電源コード長
本体絶縁方式
定格使用時間
標準付属品
JAN

Z1-655-5
9.0MPa

6.5MPa

490L/h

300L/h

Z2-655-10
10.0MPa

Z3-755-20

470L/h

420L/h
310L/h

単相100V 50/60Hz

10A
1010W
水道直結※
410×310×200mm
4.2kg

645×310×300mm
4.9kg

ガン・バリオジェットノズル・サイクロン
ノズル・接続ランス・高圧ホース5m・給
水ホース3m・オスカプラ・メスカプラ
4977292401050

40℃以下

13.0MPa
7.5MPa

Z4-755-20R

410L/h
320L/h

13A
1250W
水道直結※・自吸(自吸用ホース別売・最大吸入揚程0.5m)

790×350×310mm
9kg

830×370×330mm
12.7kg

ガン・バリオジェットノズル・サイクロン
ノズル・接続ランス・高圧ホース10m・
給水ホース3m・オスカプラ・メスカプラ

ガン・バリオジェットノズル・サイクロン
ノズル・高圧ホース10m・高圧延長ホー
ス10m・給水ホース3m・オスカプラ・メ
スカプラ

ガン・バリオジェットノズル・サイクロン
ノズル・高圧ゴムホース10m・高圧延長
ゴムホース10m・給水ホース3m・オス
カプラ・メスカプラ

4977292401067

4977292401074

4977292401081

5m
二重絶縁方式
60分

※供給水量が毎分10L以上ある上水道を使用してください。水道の供給水量が少ないと吐出圧力が十分に上がらないなど、故障の原因になります。

スマホなど電子機器の充電におすすめ
独立スイッチ付きUSB充電器が登場！
英国生まれの全天候型ハードスマホケース＆マウントをラ
インナップする UA（ユーエー） から、電子機器の充電に
便利な防水キャップ付きのUSB充電器が発売されました。
付属の調整ゴムを使用して、19.0mm〜28.0mmまでの
ハンドル径に取付可能です。
USB2ポート＋シガーソケットタイプは、独立スイッチ付き
で電力消費を0にすることが可能。予期せぬバッテリー上
がりを回避します。
USB2ポートタイプは、差し込み口に夜間使用時に便利な
青色LED点灯機能付き。
品名
バイク用電源デュアル充電器

ポート
USB2ポート＋シガーソケット
USB2ポート

付属品：ハンドル固定用クランプ、
スペアヒューズ、貼付け用両面テープマウント
（P098-9073）

USB2ポート
出力
5V/3.1A
5V/3.1A

取付方法
ハンドルクランプ/貼付け式
ハンドルクランプ

USB2ポート＋シガーソケット
品番
P098-9073
P098-9074

価格
（税抜）
¥2,900
¥2,500
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リフトアップの強い味方！
スワンクロスメンバー登場！
！

■ NEOPLOT スワンクロスメンバー
ジムニー/ジムニーシエラの場合、
リフトアップの度合いやショックアブソーバー
の仕様などにより、プロペラシャフトが純正フロントクロスメンバーに干渉してし
まいます。これを回避するために純正フロントクロスメンバーを単純に下げると
地上高が確保できなくなり走破性に影響がでてきます。
そこでNEOPLOTでは、フロントクロスメンバーのレイアウトを大幅に変更した
スワンクロスメンバーを開発。
リフトアップをしてもプロペラシャフトとの干渉が
無く、かつ地上高が十分に確保できるため、
ノーマルはもちろんのこと、あらゆる
リフトアップに対応できる画期的なフロントクロスメンバーになります。
※AT車専用品です。 ※素材…スチール
（ブラック/カチオン塗装）
メーカー
SUZUKI

車種
ジムニー
ジムニーシエラ

型式
JB64W
JB74W

ミッション
AT

品番

JAN

価格
（税抜）

NP31270

4550255350741

¥25,000

※2インチ以上のリフトアップ車に推奨。ダンパー最大長
（フロント）500mm以下対応。 ※MT車用は、別品番
（NP30270）
です。

※2020年3月31日発売予定

デュアルカメラで前後同時撮影！
バイク乗りが考えたドライブレコーダー！
デュアルカメラなら前はもちろん後方からのアクシデントもしっかり記録！
高感度CMOSセンサー採用で録画映像もクッキリ！
あおり運転対策にも最適、使いやすさを考えたバイク乗りの為の専用設計！
高画質 フルHD1080p

液晶画面 ２．
７インチ

衝撃録画 Ｇセンサー

防水・防塵カメラＩ
Ｐ６７

広角レンズ 対角136°
最大記録SD 256G

●対角136°
のデュアルカメラ
（防水・防塵IP67相当）
を標準装備
●本体画面2.7インチフルカラーLCD
（シリコン製保護カバー付属）
●最大256GBのmicroSDカード対応
（テスト用8GBmicroSDカード付属）
●外部コントローラー標準装備
（手元で録画切り替えや静止画撮影可能）
●ループ式録画、
ファイルの長さを設定可能
●後方撮影時にはカメラフリップ
（左右反転）
機能でバックミラー感覚
●マイクロピックアップマイクで音声録音可能
（オン/オフ切り替え有）

★PC不要な手元で楽々セッティング

品名
ドライブレコーダー 1080J
表示容量
実際容量
最高記録時間※

8GB
7.2GB
45分

16GB
14.4GB
1時間30分

32GB
28.8GB
3時間

＊上記は単眼撮影時の場合です。2眼同時撮影時は約半分の記録時間となります。

64GB
57.6GB
6時間

品番
P097-0362

価格
（税抜）
¥30,000

128GB
115.2GB
12時間

256GB
230.4GB
24時間

鈴鹿サーキットの参加型イベント
ホームストレートでのル・マン式キャンプや、
モトブロガー、バイク芸人によるステージイベント！
国際レーシングコースを使った最新マシン大試乗会！
注目のライダーズビレッジに出展社、続々決定！

4月29日（水・祝）は

鈴鹿サーキットで一日楽しもう！

自分のバイクで鈴鹿サーキットを走ろう！
国際レーシングコースのクルージング走行やステージイベントなど
盛りだくさんのコンテンツで毎年好評のGWバイクの祭典「BIKE！BIKE！BIKE！」。
昨年はついにエントリー台数が5,200台を超え、過去最大となりました！
今年もプロトと鈴鹿サーキットのコラボにより、GPスクエアイベントがさらにパワーアップ！
注目の有名アフターパーツメーカーがこのイベントに一大集結して盛り上げます。
2020ライダーズビレッジ出展社
阿部商会
アールズギア
江沼チエン製作所
ブレイブオート
キジマ
クラフトアルマジロ

ゴッドブリンク
ダートフリーク
トリックスター
ダンロップタイヤ
富士精密工業
ピーエムシー

※2月27日時点

ブリジストンタイヤ
松本エンジニアリング
ミツバサンコーワ
モトサロン
レッドアンドイエロー
プロト （敬称略）

イタリアのボディプロテクター専門メーカー
ZANDONAより2020新商品発売開始
二輪車死亡事故の要因の損傷部位は頭部に次いで多い部位は胸部となっています。
万が一に備えヘルメットの装着と同時に胸部プロテクターの装着で胸部を保護しましょう。
NETCUBEチェストGTはモーターサイクル乗車時のアクシデントからライダーの胸部を保護する
為に開発されたNet3テクノロジーで構成された欧州CE規格Lv.2のプロテクターです。装着ベル
トが備わっている為、単体で装着可能です。また、スポーツプロテクター製造のノウハウを生かし、
高いプロテクションを保持しながらライダーの身体の動きを阻害しない装着感の良い軽量で柔らか
な素材で出来ています。
【JMCA推奨胸部プロテクター レベル2取得済】
品名
NETCUBE チェストGT 7075GT
NETCUBE チェストGT 7076GT

サイズ
S/M
L/XL

カラー
BK/BK

品番
7075GTBKUNBK
7076GTBKUNBK

価格
（税抜） JAN
4549950965985
¥8,700
4549950966005

NETCUBEバックプロは欧州CE規格Lv.2
（EN 1621-2）のバックプロテクターです。
ZANDONAが特許を取得した高い衝撃吸収力を備えた独自の構造のNet3テクノロジーで構成さ
れています。厚さは、わずか20mmと薄く、重量も約650g（x7モデルの例）
と軽量です。また、ス
ポーツプロテクター製造のノウハウから高いプロテクションと動きやすさ、装着した際のライダーの
快適さを両立しています。柔らかさの恩恵から、収納の際にコンパクトに折り畳むことも可能です。
サイズ

カラー

x6 1406

x7 1407

業者様向け 販売支援システム

24時間365日利用可能な

BK/BK

0566（36）0456

ウエストサイズ
品番
価格
（税抜）
XS（70-77cm） 1406BKXSBK
1406BKSBK
S（78-85cm）
M（86-93cm） 1406BKMBK
L（94-101cm） 1406BKLBK
XL（102-114cm）1406BKXLBK
XS（70-77cm） 1407BKXSBK
1407BKSBK
S（78-85cm）
¥15,700
M（86-93cm） 1407BKMBK
L（94-101cm） 1407BKLBK
XL（102-114cm）1407BKXLBK
XS（70-77cm） 1408BKXSBK
1408BKSBK
S（78-85cm）
M（86-93cm） 1408BKMBK
L（94-101cm） 1408BKLBK
XL（102-114cm）1408BKXLBK

JAN
4549950964667
4549950964643
4549950964636
4549950964629
4549950964650
4549950964711
4549950964698
4549950964681
4549950964674
4549950964704
4549950964766
4549950964742
4549950964735
4549950964728
4549950964759

商品・販促等の最新情報を提供、発注や納期を一元管理

ご利用には
登録が
必要です

SOCIAL MEDIA
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https://www.plotonline.com

168-177cm

178-187cm

PLOT WEB発注システム
PLOT

お問合せ・通販・業販ダイヤル

158-167cm

x8 1408

コンパクトに
折り畳み可能！

身長

二輪事業

四輪事業

電動モビリティ事業

YouTube公式チャンネル

「PLOT CHANNEL」

みんカラ＋ブログにて情報公開中

〒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

4 550255 361044

