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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

品名
クラッシュパッド ブラック
C-Bow ブラック
トップケースキャリア EASYラック ブラック
トップケースキャリア アルラック ブラック
ミニラック ブラック
Lock-it タンクリングフィッティング
サイドスタンド エンラージメント

備考

C-Bowサイドケース専用キャリア

トップケース積載不可

1
2
3

4

価格（税込）
￥22,550
￥36,850
￥43,450
￥38,500
￥37,400
￥8,360
￥8,470

価格（税抜）
￥20,500
￥33,500
￥39,500
￥35,000
￥34,000
￥7,600
￥7,700

品番
5073547-0001
6303547-0001
6613547-0101
6523547-0101
6603547-0101
5063547-0001
42113531-0091

5

6

1 2 3 4

サイドバッグ ロイスターネオ C-Bowキャリア用 グレージップ　品番 ： 640622-0001　価格 ： 55,000円（税抜価格50,000円）
タンクバッグ ロイスター ブラックジップ　品番 ： 640810-0001 　価格 ： 29,700円（税抜価格27,000円）

※画像の車両には以下のバッグが装着されています。

5

6

C-Bowやクラッシュパッドなど新登場！
GSX-S1000GT（22）



※入荷までお時間がかかりますが、初回ロットに限りがありますので早めのご注文をお待ちしております。

メーカー
HONDA

品名
スリップオンライン カーボン JMCA

車種
CBR400R

年式
21-22

車両型式
8BL-NC56

原動機の型式
NC56E

価格（税込）
¥97,900

価格（税抜）
¥89,000

品番
S-H5SO4-HRC/1JPP

＊マスター～ABS接続パイプまでの1本構成です。
■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 ： STPB0049FS・・・ブラックホース仕様）

メーカー

HONDA

車種

Rebel250
レブル250

タイプ
フロント
フロントマスター側のみ＊
リア

年式

20

価格（税込）
¥35,640
¥22,440
¥30,360

価格（税抜）
¥32,400
¥20,400
¥27,600

スウェッジライン プロ
価格（税込）
¥29,700
¥18,700
¥25,300

価格（税抜）
¥27,000
¥17,000
¥23,000

ステンレスブラック
BTP0049FS
BTP0049FM
BTP0049R

レッド/ブルー
SAP0049FS
SAP0049FM
SAP0049R

ステンレス
STP0049FS
STP0049FM
STP0049R

品名
EFFEXスムースフィットレバー
(ブレーキ/クラッチ左右セット)

車種

XSR700

年式

18-22

備考

発売中

メーカー

YAMAHA

価格（税込）

¥9,900

価格（税抜）

¥9,000

ブラック品番

EAL010K

レッド品番

EAL010R

ゴールド品番

EAL010G

ブルー品番

-

AKRAPOVICのテクノロジー。 
それは最高級クオリティーのマフラーを作り出すこと…

アクラポビッチのマフラー動画や社員の日常の様子をゆる～く配信中！是非、チャンネル登録・高評価をお願いします。

車種専用ブレーキホース「スウェッジラインプロ」に
HONDA Rebel250 レブル250 2020年モデル
ブレーキホースKITをラインナップ

■好みのレバー位置に調整可能な6段階のアジャスト機能
■純正レバーと交換するだけの簡単取付
■高級感を高めるアルミ削り出し+美しいアルマイト仕上げ

こだわったのは「握り心地」

新型車輛YAMAHA XSR700 22モデルへの適合を確認いたしました。

HONDA CBR400R用JMCA認証ス
リップオンマフラーの販売を開始！ レー
シングマシンのDNAを継承し、速さを
視覚化するスタリングの車両にヘキサ
ゴナルシェイプのカーボンサイレンサー
を装着することで更なるレーシーさを与
えます。もちろん、JMCA認証マフラー
なので車検対応・一般公道でも安心して
ご使用いただけます。
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※柔らかい足場へ設置の際は、サイドスタンド沈み込みによるバイクの転倒に十分ご注意ください。
※全てのバイクを格納できるわけではありません。商品サイズをご参照ください。

フライシートのみでも使用可能。

コットを使用したキャンプスタイ
ルにも。インナーテントの出入口と天井部

は

メッシュ仕様で蒸し暑さを軽減。

ロッドホルダー＆魚探マウント
釣り具アイテム取扱い開始！

ラムマウントのレールシステムに対応する
トラックレールベース付きのロッドホルダー

品番 : P088-9731
価格 4,840 円（税抜価格 4,400 円）

ロッドホルダー Tube Jr.

品番 : P109-7974
価格 3,190 円（税抜価格 2,900 円）

スピニング/ベイトロッド対応の
1.5インチボール付きロッドホルダー
使い勝手の良い角度調節機能付き

ロッドホルダー Rod.

品番 : P109-7987
価格 7,150 円（税抜価格 6,500 円）

GARMINや LOWRANCE製をはじめとした
魚群探知機に対応する1.5インチ
ボールサイズの汎用マウントセット

魚探マウントセット 1.5インチボール

品番 : P109-7985
価格 16,060 円（税抜価格 14,600 円）

9～ 12インチの重量デバイスに対応する
汎用魚探マウントセット

魚探マウントセット 2.25インチボール

◀その他のロッドホルダーはこちら

バイクも一緒に入れる大きな前室、
モトテント登場！
自然の中で愛車を眺めながら
愛車と共に眠りにつく。
そんなシーンを実現する
テントです。

今夜は愛車と、ひとつ屋根の下で…

品　番 ： PLG0001　　品　名 ： モトテント　
価　格 ： 36,300円（税抜価格 33,000円）
サイズ ： 長さ440cm×幅250cm×高さ185cm（設営時外寸）
　　　　長さ200cm×幅200cm×高さ175cm（インナーテント）
　　　　60cm×30cm×20cm　8kg（収納時）
内容物 ： フライシート、インナーテント、グランドシート、ペグ、
　　　　ガイライン、ポール

その他の魚探マウントセットはこちら▶
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品名

AirStinger アルミリング エアクリーナーキット
(ブラック、ブルー、ゴールド、オレンジ、レッド)

AirStinger アルミリング単体

適合
ミルウォーキーエイト
ツインカム電子スロットル
ツインカムケーブル二本引き
XLスポーツスター
ステルスおよびエアスティンガーエアクリーナー

年式
2017-2022年
2008-2017年
1999-2017年
2007-2022年

品番
170-0714-＊
170-0715-＊ 
170-0716-＊ 
170-0724-＊
170-0502-＊

＊にはカラーコードは入ります。ブラック=B、ブルー=BL、ゴールド=G、オレンジ=OR、レッド=R
リング単品購入の場合でステルスからエアスティンガーへ変更する際は、カバー側フィルター(170-0723A)と取付ボルト(500-0657)が別途必要です。

オープン価格

オープン価格
品名
Grand National
スリップオン

適合

HONDA グロム

年式

2021年－

品番

550-1072

一般公道使用不可

メーカー

HONDA

品名

GTミドルスリップオン

サイレンサー
DLCチタン
HEATチタン
SUS

車種（型式）

CBR250RR　（2BK-MC51）

年式

17-21

価格（税込）
￥80,300
￥74,800
￥52,800

価格（税抜）
￥73,000
￥68,000
￥48,000

1
2
3

品番
NMS032SGTMD-CLK
NMS032SGTMH-CLK
NMS032SGTM-CLK

S&SエアクリーナーAirStinger
PLOTオリジナルカラー発売！

2021年に発売されたS&Sの人気エアクリーナーAirStingerアルミリングタイプ
のPLOTオリジナルカラーバージョンを発売します。本国設定はシルバーのみです
が、この度PLOTオリジナルカラーとしてハーレー車両にマッチする5色を追加。粉
体塗装によるカラーリングは個性を出したいユーザーへ選択肢を提供し、また耐久
性にも優れています。ハイフローエアクリーナーでパフォーマンスを向上させつつ、
ワンポイントカラーで車両をよりシックに、スタイリッシュに引き立てます。リング単
品購入も可能です。輸入業者でありながら自社商品の製造を行うPLOTだからこそ
ご提案できる商品です。ミンナと違うカスタムに是非ご活用ください！

21年グロム用スリップオンが登場！
ハーレーカスタム定番カスタムメーカーである
S&Sから何と!?、GROM用スリップオンが発売
されました。ハーレー向けでもお馴染みの
Grand Nationalシリーズのスリップオンで、
フラットトラックレース仕様マフラーからインス
パイアされたデザインとなります。見た目は純
正よりスリムな印象です。少し低音の聞いたマ
フラー音で、音量的にもマイルドな仕様。価格
的にも非常にお手頃ですので、一風変わったカ
スタムをしたいユーザーは要注目の一品です。

CBR250RR用 NOJIMA GTミドルスリップオンシリーズ、
41PSとなった20～モデルもJMCA政府認証となりました。

・ 3.5インチ径ヘアライン加工
  ステンレスサイレンサー
・ アルミエンドキャップ
・ 着脱式バッフル仕様



メーカー

ヤマハ

カワサキ

車種
MT-09
MT-09Tracer
XSR900
MT-09
Tracer9GT

MT-07

Z900RS
Z900RSCafé

Z900RS
Z900RSCafé

カラー
ソリッド

ブルーグラデーション
ソリッド
ブルーグラデーション
ソリッド
ブルーグラデーション
ソリッド
ブルーグラデーション
ピンクゴールド
グリーン
ソリッド
ブルーグラデーション
ピンクゴールド

年式
14-20
15-20
16-20

21-22

21-22
21-22

17-20

21-22

価格（税込）
￥32,450

￥36,850
￥32,450
￥36,850
￥32,450
￥36,850
￥32,450
￥36,850
￥36,850
￥36,850
￥32,450
￥36,850
￥36,850

価格（税抜）
￥29,500

￥33,500
￥29,500
￥33,500
￥29,500
￥33,500
￥29,500
￥33,500
￥33,500
￥33,500
￥29,500
￥33,500
￥33,500

品番
P110-9990

P110-9991
P110-9988
P110-9989
P110-9992
P110-9993
P110-6516
P110-6517
P110-6518
P110-6519
P110-6513
P110-6514
P110-6515

セット名
Bike-1セット
Bike-1Lセット
Bike-2セット
Bike-2Lセット

サイズ
1,090×2,410mm
1,420×2,740mm
2,080×2,410mm
2,410×2,740mm

セット内容
テックタイル21枚/エッジ20枚/コーナー4枚
テックタイル32枚/エッジ24枚/コーナー4枚
テックタイル47枚/エッジ26枚/コーナー4枚
テックタイル56枚/エッジ30枚/コーナー4枚

品番
garage0001 - ＊＊＊＊ - ＊＊＊＊
garage0002 - ＊＊＊＊ - ＊＊＊＊
garage0003 - ＊＊＊＊ - ＊＊＊＊
garage0004 - ＊＊＊＊ - ＊＊＊＊

価格（税込）
¥30,470
¥43,120
¥53,900
¥69,520

価格（税抜）
¥27,700
¥39,200
¥49,000
¥63,200

※ご注文時には組み合わせる2色を選択ください。品番末＊＊＊＊に選択された2色の色コードが入ります。

機能と造形を両立させたスペシャルパーツ
チタンラジエターコアガード取扱い開始

クールなフロアがガレージを変える！
テックタイルで多彩な
フロア演出ができます。

テックタイル（樹脂製連結パネル）を敷
くことで、デザイン性に優れたフロア
を簡単に作ることができます。
機能面では滑りにくく、既存床の保護
にもなります。

ソリッド カラー・ブルーグラデーション

カラー・ピンクグラデーション カラー・グリーン

So Cool!　縞鋼板デザイン11色
テックタイルの縞目模様は、頑丈且つ洗練されたイメージが
あり、場所を選ばず飽きのこないデザインです。 カラーは11色
あり、お好みの組合せでフロアを作り上げることができます。

So Easy!　設置・外し簡単

So Tough!　丈夫で安全
テックタイルは、丈夫で耐久性に優れた合成樹脂で作られてお
り、元の床の保護にも貢献します。また、適度な突起は滑り止
め効果があり、安全性の高いフロアを実現する事が可能です。

軽量　一枚490g
1枚約490gと軽量で、持ち運びも可能。ガレージや店舗など
の据え置き設置だけでなく、展示会やイベントなど様々な場所
に持ち出してお使い頂けます。

防炎物品
テックタイルは防炎性能基準の条件を満たした【防炎物品】と
して登録されておりますので、消防法で定められている防炎物
品の使用と表示が義務付けられている施設や建物においても
安心してご使用いただけます。
※防炎ラベルは【展示会セット】貼付希望のみ

組み立て動画 片付け動画

前輪の飛石が当たり易い
中央部は目を細かくする
ことで保護性能を向上。
横部分は目を大きくする
ことで冷却効果を優先さ
せています。チタンならで
はの素材感で定番カスタ
ムをさらに一歩上の舞台
に引き上げます。

カラーバリエーション
全11色

●BLACK　●DARK GRAY　●LIGHT GRAY　●WHITE 　●CREAM　
●RED　●BLUE　●YELLOW　●GREEN　●ORANGE　●NABY BLUE

テックタイルの設置や取り外しは超簡単！工具無し、誰でもワ
ンタッチ感覚で高機能フロアが完成します。
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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」

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/car/jassperformance/

ジャスパフォーマンス
公式ホームページ

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/car/ilmotorsport/

I.L.モータースポーツ
公式ホームページ

ブルガリアに拠点を置く、ロードスターパーツを設計・製造・販売を行うメー
カー。主にNA/NBロードスターをメインとし、ステンレスパーツをはじめと
した外装・内装品を販売。旧車としての雰囲気を保ちつつ、よりスタイリッ
シュに、ラグジュアリーな装いへと変化させます。

ブルガリア発ロードスターパーツ
「ジャスパフォーマンス」取り扱い開始！

さりげないカスタムこそオシャレの第一歩
「I.L.モータースポーツ」取扱い開始！

高級感漂うオーナメントパーツ
アイエルモータースポーツはドイツ・ヒュルトに拠点を置くレース活
動等を行うロードスター専門メーカー。エクステリア・インテリア
パーツをはじめとし幅広いカスタムパーツを製造・販売しています。
知る人ぞ知るI.L.モータースポーツが日本上陸！

4 550255 713058

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 


