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PLOT 検索バイク・クルマのカスタムパーツ企画・製造・輸入・販売をトータルプロデュース

その他ラインナップや製品情報など詳しくは公式ホームページをご覧ください！
URL ： https://www.plotonline.com/motor/hepcobecker/
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Hayabusa（21）用
各種パーツが新登場！

ソフトバッグ Roysterネオ グレーZip 左右セット C-Bowキャリア用　品番 ： 640622-0001　価格 ： 55,000円（税抜価格 50,000円）
タンクバッグ Royster ブラックZip　品番 ： 640810-0001　価格 ： 29,700円（税抜価格 27,000円）
※Roysterネオは5月頃本国発売予定です。

※画像の車両には以下のケースが装着されています。

C-Bow サイドキャリア

C-Bow専用ソフトバッグが取付可能。
バッグを外した時も車体のスタイルを
崩さないキャリア形状 。
※XトラベルC-Bowバッグ装着不可

品番 ： 6303545-0001　
価格 ： 35,750円（税抜価格 32,500円）

トップケースキャリア イージーラック

ガイド部分を折りたたむことができるので、
ドラムバッグ等も積載可能。

品番 ： 6613545-0101
価格 ： 44,000円（税抜価格 40,000円）

トップケースキャリア アルラック

ガイド部分固定式のトップケースキャリア。

品番 ： 6523545-0101
価格 ： 37,400円（税抜価格 34,000円）

ミニラック

ツーリングバッグの積載に適したキャリア。
リアバッグが装着可能。
※トップケース装着不可

品番 ： 6603545-0101
価格 ： 36,850円（税抜価格 33,500円）

Lock-it タンクリングフィッティング

タンクバッグ用取付アタッチメント。
※ストリートエンデューロMおよびストリートツア
ラーエンデューロタンクバッグは装着不可

品番 ： 5063545-0001
価格 ： 8,140円（税抜価格 7,400円）



YZF-R7 Z650RS
各種スクリーンを新発売！

品名
profest RotopaXサイドマウントキット 

車種
CT125･ハンターカブ 20

年式
20

価格（税込）
¥18,700

価格（税抜）
¥17,000

品番
PFRX1060

■材質：スチール

車種

YZF-R7

Z650RS

品名

スクリーン レーシング

スクリーン ツーリング

1
2
3
4
5
6

備考

長さ：380mm 幅：300mm 純正長+40mm

長さ：320mm 幅：380mm 専用取付ステー付属

カラー
スモーク
クリア
ブラック
スモーク
クリア
ブラック

価格（税込）

¥16,940

¥19,800

¥17,600

¥20,900

価格（税抜）

¥15,400

¥18,000

¥16,000

¥19,000

品番
MR283S
MR283C
MR283K
MT690S
MT690C
MT690K

アメリカで人気を博しているクル
マやバイク、ATVなどに搭載可能
な携行コンテナRotopaX(ロト
パックス)を搭載することが可能に
なるサイドマウントキットです。

プロフェスト RotopaXサイドマウントキット 
CT125・ハンターカブ用新発売

RotopaX携行コンテナは、水等を運搬することに適したアイテムですのでCT125･ハンターカブ
でツーリングキャンプや釣り等のアウトドアレジャーを楽しむ際に活躍します。profest（プロフェス
ト）RotopaXサイドマウントキットを使用すれば、リヤキャリアの上部スペースを使用することなく、
車体サイドに携行コンテナを搭載して運搬できますので積載スペースを効率良く活用できます。
また片側用の汎用サイドバッグホルダーとして使用することも可能です。
フェンダーと車体を接続するステーは、profestの「P」ロゴがデザインされた形状となりますが、こ
の部位はデザインだけの形状でなく万が一の転倒等のアクシデントの際に車体側へのダメージを
軽減できるように変形して衝撃を吸収する構造として設計されています。

RotopaX（ロトパックス)携行コンテナをマウントする際は本品以外にRotopaX標準パックマウント(PRX-PM)、デラックスパックマウント(PRX-DLX-PM)、ロックスパックマウン
ト(PRX-LOX-PM)のいずれかが必要となりますので別途お求めください。本製品にRotopaX携行コンテナは付属しません。 汎用サイドバッグホルダーとして使用する場合は
本品のみで装着、ご使用いただけます。 RotopaXエクステンション(PRX-EXT、PRX-1.75EXT、PRX-3EXT等)を使用した搭載は不可となります。

■耐荷重：10kgまで 
■推奨装着RotopaX 携行コンテナ： 
　RotopaX レッドコンテナ 1ガロン (PRX-1G)、
　RotopaX レッドコンテナ 1.75ガロン (PRX-1.75G) 等

スクリーンツーリングスクリーンレーシング Screen TouringScreen Racing

幅広でロングツーリングに最適なスクリーン。
レトロデザインにマッチする丸みを帯びた形状を採用。

中央部分がドーム状に盛り上がったレース直系のスクリーン。
アグレッシブなデザインでフロントフェイスを引き締め、
街乗りやツーリングでも効果を発揮。
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グロム用 ハイアウトプットフーリガン

グロム用 アップスウィープスリップオン

モンキー125用ハイアウトプットスリップオン

1

2

3

メーカー

Honda

車種

グロム

モンキー125

1
2
3

品名
ハイアウトプットフーリガン　フルエキゾースト
アップスウィープ　スリップオン
ハイアウトプット　スリップオン

年式

2021年

2019-2021年

品番 
14239
48237
14243 注

一般公道使用不可

オープン価格

Honda コンパクトバイク用
マフラー続々登場！

バンスアンドハインズからグロム用とモンキー125用マフラーが発売となりました。近年アメリカでも、コンパクトバイクは
「miniMOTO(ミニモト)」というジャンルで呼ばれ通勤・通学、ちょっとしたお出かけなどで活躍しています。ハーレーエキゾース
トカスタム定番メーカーであるバンスアンドハインズも、その人気に呼応するように専用マフラーを開発。小排気量のバイクを
もっと楽しくするマフラーですので、是非チェックしてみてください。

●ステンレスヘアライン加工
●フルエキゾースト
●CNC削り出しエンドキャップ
●レーザー刻印ロゴプレート

特徴

●メガホン型サイレンサー
●マットブラック塗装
●CNC削り出しエンドキャップ
●レーザー刻印ロゴプレート
●純正より約0.9kg軽量

特徴

●ステンレスヘアライン加工
●ミドルパイプとサイレンサー交換タイプ
●CNC削り出しエンドキャップ
●レーザー刻印ロゴプレート
●純正より約1.3kg軽量
●フレームガード付属

特徴

『マフラー音と一緒に、楽しさもレベルアップ』

『グロム＋アミューズメント＝グロミューズメントを
  体現するパフォーマンスと排気音』

『パンチの効いたマフラーで
  クラシカルリバイバルスタイルをより個性的に』

注 ： エキゾーストパイプが足に接触する可能性がありますので、エキゾーストラップ（品番 ： 26523）使用を推奨します。
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30年間に渡ってハイエンドエキゾーストを開発・販売してきたアクラポビッチか
ら、新たな挑戦としてプロテクションバーをラインナップ。素材はチタンを採用
し、通常ステンレススチールで製造されるプロテクションバーに比べ、約40％も
軽く作り上げることが出来ました。最高峰のアドベンチャーモデルに最高峰の技
術と素材を盛り込み設計されたAkrapovic製プロテクションバーを貴方にも！

YAMAHA 新型車種Ténéré700と
XSR700 2022年モデル用
エキゾーストシステムの販売を早くも開始！

また、アクラポビッチの新たなプロジェクト
「プロテクションバー」のラインナップを
BMW R1250GS用として販売開始しました！

1

3

メーカー

YAMAHA

BMW

車種

Tenere700

XSR700

R1250GS

年式

22

22

19-22

品名
スリップオンライン チタン EC/ECE
オプショナルヘッダー ステン
レーシングライン チタン EC/ECE
レーシングライン カーボン
プロテクションバー アッパーサイド チタン
プロテクションバー ダウンサイド チタン

1

2

3

備考

＊1,2

価格（税込）
¥140,800
¥106,700
¥221,100
¥136,400
¥169,400
¥231,000

価格（税抜）
¥128,000
¥97,000
¥201,000
¥124,000
¥154,000
¥210,000

品番
S-Y7SO3-HGJT
E-Y7R2
S-Y7R8-HEGEHT
S-Y7R2-AFC
CB-B12T1U
CB-B12T1D

＊1 画像はアッパーサイドとダウンサイドの同時装着例となります。
＊2 本製品は車体の損傷を完全に防ぐものではありません｡製品に起因する車体への損傷・人的損害の保証は対象外となります｡

一般公道使用不可

ブランドサイトがリニューアル！
国内最多ラインナップが一覧できます！

商品検索機能

カテゴリ別一覧

スマホホルダーやタブレットホルダー、
カメラマウントなど商品のジャンルごと
に商品を探すことができます

セット品やマウントパーツ単品など、
探したいパーツ区分ごとに商品を一覧できます

コンテンツ順次追加予定！ ▼ ▼ ▼ ▼
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Hayabusaアルティメットスポーツ

マシンベンド チタンフルエキゾーストを採用し、大幅な軽量化
「約マイナス13㎏」を実現。低回転域から、全回転域のパワー
＆トルクアップを達成。特に低中回転域では、ビッグトルク＆フ
ラットなエンジン特性により、抜群のコントロール性を可能にし
ました。超軽量で、乗り手に忠実なビッグトルクのエンジン特性
により、コントロールしやすく刺激的な加速性能を体感出来ま
す。新型《Hayabusa》登場に合わせて、ニューデザインの2
ポートエンドのサイレンサーを採用し、高級感あふれる外観と、
図太い重低音サウンドを実現した「政府認証、車検対応」マフ
ラーが完成しました。

「超軽量」チタンフルエキゾーストシステム

■政府認証品
■令和 2年排出ガス規制適合
■オイル交換可　■オイルフィルター交換可
■重　　量：約 7.2kg（STD 約 20.0kg）
■最大出力：175.6ps（STD 170.2ps）
■最大トルク：14.5kg-m（STD 14.1kg-m）
■集合方式：4-2-2

車種

Hayabusa

サイレンサー
チタンポリッシュ
チタンドラッグブルー

品名
GT SPEC
チタンフルエキゾーストマフラー　ツイン

年式（型式）

21-22（8BL-EJ11A）

価格（税込）
¥385,000
¥396,000

価格（税抜）
¥350,000
¥360,000

品番
P108-5957
P108-5958

BOGO（ボゴ）はオートバイ用ヘルメットの世界有名
ブランドに様々なバイザーを供給する年間100万
枚以上の出荷実績を誇るバイザー製造メーカーで
す。1997年に設立されたBOGOオプティカル社
は、バイザー・シールドの製造において10年以上の
実績があり、高品質のバイザーとシールドを生産す
る先進的な製造施設があります。光学的に完璧な視
界、高衝撃強度、UV安定化特性を実現するため、高
精度のコンピューター制御成形機で製造されてい
ます。BOGOオプティカル社は、機能的、安全、スタ
イリッシュ、経済的、そして使いやすく革新的なデザ
インのバイザー技術の研究開発を続けています。

オートバイ用ヘルメットの世界有名ブランドに様々なバイザーを提供
耐衝撃性に優れたエンジニアリングプラスチック
「ポリカーボネート」素材のバブルシールド

色
クリア
スモーク
イエロー
ターコイズ
オレンジ
イリジウムシルバー
グレー　グラディエント

価格（税込）
¥2,200
¥2,420
¥2,420
¥2,420
¥2,420
¥2,970
¥2,970

価格（税抜）
¥2,000
¥2,200
¥2,200
¥2,200
¥2,200
¥2,700
¥2,700

品番
BG09-B2
BG09-B3
BG09-B7
BG09-B8
BG09-B21
BG09-B12
BG09-G2

世界生産
１００万枚
突破

BG09-B2 バブルバイザー

GTSPECTWIN 
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PLOT 検索

https://www.plotonline.com

SOC IAL  MED IA

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～金曜／AM9：30～PM5：30　■休業日 : 土日・祝日・お盆・年末年始

みんカラ＋ブログにて情報公開中

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」

Benelliモーターサイクル販売店募集中
Benelli Motorcycle 遂に日本上陸！販売店募集中です。詳しくはWEBページでご確認ください。

ベネリE-BIKE・ベネリモーターサイクル・ゴッチアGEV600のお問い合わせはプロト車両事業部まで ☎0566-36-0557 

鈴鹿サーキットの参加型イベント

自分のバイクで鈴鹿サーキットを走ろう！
ホームストレートでの「ル・マン式キャンプ」や、レーシングコースを使った
最新マシンの大試乗会！ 注目のライダーズビレッジに出展社、続々決定！

４月２９日（金・祝）は
鈴鹿サーキットで一日楽しもう！

※安心、安全にイベントを、お楽しみいただくため各種感染防止対策を実施いたします。

商品名

NETCUBEチェストGT レディース

サイズ
S/M
L/XL

色

ブラック

価格(税込)
¥10,230
¥10,230

価格(税抜)
¥9,300
¥9,300

品番
7073LGTBKUNBK
7074LGTBKUNBK

CE規格/JMCA推奨取得の
胸部プロテクターに
レディースモデルが新登場！

CE規格EN1621-3 Level2認証取得！柔軟なニトリルショックゴムを主素材に、特許取
得の独自成形技術「NetCube Technology」を用いることで快適な装着感と高い保護
性能を両立することに成功しています。体型に合わせた2サイズがラインナップ。

日本の二輪交通死亡事故の致命傷部位は1位の頭部に続き、胸部によるものも大きな割合を占めており、全体
の約3～4割にもなると言われています。ヘルメット・胸部プロテクターを正しく着用し安全運転でオートバイライ
フを楽しみましょう！ (警視庁HPよりデータ一部抜粋、グラフ作成)

頭部
46.3%胸部

31.5%

腹部
9.4%

その他 
12.8%
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