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〒448-0001　愛知県刈谷市井ヶ谷町桜島 5
お問い合せ窓口　TEL ： 0566（36）0456　FAX ： 0566（36）0515

○営業時間 ……月曜～土曜／AM9：00～PM6：00
○定休日 ………年末年始、お盆、日曜・祝日 （詳細は巻末のプロトカレンダーにてご案内）
○E-Mail ………info@e-plot.co.jp

www.plotonline.com
業者様向けサイト
order.e-plot.co.jp/html/

みんカラ＋ブログにて情報公開中

海外拠点

PLOT USA Inc.
5151 W.Oquendo Rd. Las Vegas, NV 89118 U.S.A.
TEL ： ＋1-702-798-7504　FAX ： ＋1-702-798-7506

PLOT Thailand CO.,LTD.
23/75 (1F&MF) Soi Soonvichai, Rama 9 Rd. Bangkapi, Huaykhang, Bangkok 10310
TEL : +66(0)2641-4831　FAX : +66(0)0641-4833

for English Service

PLOT Inc. International Business Division
5,Sakurajima,Igaya-cho,Kariya-shi,Aichi-ken, 448-0001 JAPAN
TEL ： ＋81-566-36-8080　FAX ： ＋81-566-35-0199

ＳＮＳサイト、公式アカウントのご紹介

●プロト オートバイパーツ・用品
●プロト/ＰＬＯＴ　四輪パーツ
●ゼロエンジニアリング

●zero_engineering_jp●プロトチャンネル

●@plot_p2
●@plot_p4
●@zero_roadhopper

●プロト オリジナルパーツ

Facebook instagram

Twitter



2016年1月31日現在▼会社概要

■ 商　　号 

■ 創　　業 1981年4月1日

■ 設　　立 1984年2月24日

■ 資 本 金  9,800万円

■ 事業内容 1） オートバイ、四輪等の部品、用品の企画開発、製造・卸販売 
 2） オートバイの輸入販売 
 3） 新興用品メーカーのプロデュース及びジョイント展開 
 4） その他上記に関わる全ての事項 

■ 決 算 期 1月

■ 代 表 者 代表取締役　近藤 芳光

■ 従 業 員 100名（他にパート・アルバイト 45名）
  （2017年2月1日現在、グループ会社含む）

■ 所 在 地 ●  本社 ………………… 〒448-0001　愛知県刈谷市井ヶ谷町桜島5
 TEL 0566-36-0456（代）　FAX 0566-36-0515（代）
 ●  リグニス …………… 〒448-0001　愛知県刈谷市井ヶ谷町桜島5
 ●  配送センター ……… 〒448-0001　愛知県刈谷市井ヶ谷町桜島62
 ●  MC開発センター …… 〒473-0936　愛知県豊田市西岡町二本木11

■ 関連会社 株式会社野島エンジニアリング
 二輪用マフラー・エンジンパーツ企画・製造

 株式会社リグニス東京
 二輪車の輸入・卸販売・小売

 PLOT USA Ｉｎｃ．
 アメリカ合衆国 ネバダ州 現地法人

 PLOT THAILAND Co.,LTD.
 タイ王国 現地法人

■ 取引銀行 ● みずほ銀行 ……………… 名古屋支店

 ● 三菱東京UFJ銀行 ………… 刈谷支店

 ● 三井住友銀行 …………… 刈谷支店

 ● 十六銀行 ………………… 刈谷支店

 ● 三重銀行 ………………… 知立支店

 ● 百五銀行 ………………… 刈谷支店

 ● 愛知銀行 ………………… 刈谷支店
 ● 名古屋銀行 …………… 一ツ木支店
 ● 岡崎信用金庫 …………… 東郷支店
 ● 豊田信用金庫…………… 刈谷北支店
 ● 碧海信用金庫 ……………みよし支店
 ● 西尾信用金庫 ………… 富士松支店

 ● 京都銀行 ………………… 刈谷支店

ＰＬＯＴは、時代とともに変化し続けるバイクユーザーのニーズ・ウォンツを
敏感にとらえ良質な商品を国内外より厳選して、ご提供してまいりました。

「ＰＬＯＴが扱っている商品であれば、安心」と
バイクユーザーに感じていただけることが私たちにとっての喜びです。

従来から得意分野としてきた「ハードパーツ」をさらに充実させ
「アパレル」「ツーリング用品」はもちろん「アウトドア」までサポート。
また、愛車のメンテナンスに欠かせないチェーン・バッテリー等の
消耗品から純正部品、ケミカルまで幅広く取りそろえています。

「世界から選ばれたモノたちを」
「PLOTで、すべてがそろう」

ONE STOP
DISTRIBUTOR
ワンストップディストリビューター

HONDA、YAMAHA、SUZUKI、KAWASAKIの純正部品は
便利なWEB発注システムによりご注文いただけます。

2017 PLOT

二輪車ETC、二輪車ETC2.0セットアップ店を
ご希望のお客様は、プロトよりお申し込みいただけます。

在庫強化
実施中

お客様のニーズに対応する為に在庫強化！
オリジナル、専売商品に限定することなく実施しています。



▼ 沿  革

１９８０年	 ▪オフロード車用パリダカール風ビッグタンク発売	
	 ▪原付スクーター用ベスパ風カウルキット発売

１９８４年	 ▪有限会社プロト設立	
	 ▪ブレーキホース輸入、APブレーキキャリパー発売	
	 ▪PLOTオリジナル「FRP製シート＆カウル」発売

１９８８年	 ▪オーヴァー・プロトレーシングで鈴鹿８時間耐久レース参戦

１９９１年	 ▪斎藤　明選手（GPライダー）のサポート開始	
	 ▪「プログレッシブ」正規輸入販売元として発売開始

１９９２年	 ▪マリン事業部創設	
	 ▪	岡崎市にビンテージバイクのカスタムショップ、	

ゼロエンジニアリング設立

１９９３年	 ▪業界初	車検対応ブレーキホースシステム発売	
	 ▪業界初	車検対応クラッチホースシステム発売	
	 ▪野島エンジニアリングと	
	 	 ｢NOJIMAエキゾーストシステム｣プロデュース
	 ▪配送センター設立

１９９４年	 ▪業界初	車検対応オイルクーラー発売	
	 ▪「K&N」二輪用フィルターの正規輸入販売元として発売開始	
	 ▪東京モーターサイクルショー出展開始

１９９５年	 ▪プロトダイバーFRPシリーズ発売	
	 ▪上田	昇選手（GPライダー）のサポート開始

１９９７年	 ▪PLOTオリジナル「ラウンドオイルクーラー」発売

１９９８年	 ▪PLOTオリジナル「ラウンドラジエター」発売	
	 ▪「アクラポヴィッチ」正規輸入販売元として発売開始

１９９９年	 ▪新社屋へ移転		有限会社より株式会社へ組織変更	
	 ▪PLOTオリジナル	ブレーキホースシステム「スウェッジライン」発売	
	 ▪PLOTプロデュース「プロトクアンタムリアショック」発売開始	
	 ▪「MRA」正規輸入販売元として発売開始	
	 ▪リグニス設立

２０００年	 ▪野島エンジニアリングとＺＲＸ１１００で	 	
	 　２年連続鈴鹿８時間耐久レース参戦	
	 ▪四輪用オリジナルブレーキホースシステム「スウェッジライン」発売	
	 ▪四輪用オリジナルオイルクーラー「クールギア」発売

２００１年	 ▪プロトプロデュース、ゼロエンジニアリングデザイン	
	 	 市販車輌「ロードホッパー」発表	
	 ▪	「バグスター」正規輸入販売元として発売開始

２００２年	 ▪国内取り扱いメーカー拡大	
	 ▪米国	ネバダ州ラスベガスに現地法人PLOT	USA	Inc.設立	
	 ▪RoadHopper北米仕様が現地公的検査機関の認証を取得	
	 ▪「ロードホッパーType	1,Type	2」発売開始

２００３年	 ▪愛知県豊田市にMC開発センター開設	
	 ▪オリジナルブレーキホ－ス「スウェッジライン・プロ」を発売開始	
	 ▪｢PLOT	RACING	TEAM｣	DUCATI	999RでJSBに参戦開始

２００４年	 ▪｢PLOT	RACING	TEAM｣	DUCATI999RでJSB全日本選手権にフル参戦	
	 ▪｢ロードホッパーType	5｣	発売開始	
	 ▪「LSL」正規輸入販売元として発売開始

２００５年	 ▪｢ＴEAM	ＰＡＮＴＨＥＲＡ	PLOT」にチーム名を変更	 	
	 	 DUCATI999RでJSB参戦ランキング１３位を獲得	
	 ▪WEB発注システム導入	
	 ▪ポジションパーツを主とするプロトオリジナルブランド｢エフェックス｣を発売開始

２００６年	 ▪｢ＴEAM	PANTHERA	PLOT｣	
	 	 DUCATI999RでJSBに参戦　ランキング１０位を獲得

２００７年	 ▪｢DEOTEX	PANTHERA	PLOT」にチーム名を変更	
	 	 GSXR1000でJSBに参戦　ランキング１４位を獲得

	 ▪｢DEOTEX	PANTHERA	PLOT」	 	
	 			“コカ・コーラ	ゼロ”鈴鹿8時間耐久ロードレース	 	
	 	 第30回記念大会』にGSXR1000で参戦		完走	
	 ▪｢エフェックス」ブランドより「ゲルザブ」を発売開始	
	 ▪	三重大学と、人間工学に基づくライディングポジションの研究を開始

２００８年	 ▪株式会社デイトナより四輪パーツブランド「ディーキャトロ」を	
	 	 引き継ぎ、製造販売元として発売開始	
	 ▪アパレルブランド「REV'IT!」正規輸入販売元として発売開	
	 ▪「PLOT	FARO	PANTHERA」にチーム名を変更し、GSXR1000・	
	 	 GSXR600での2台体制で全日本ロードレース選手権に参戦	
	 	 JSB1000	チームランキング13位			ST600	チームランキング11位	
	 	 鈴鹿8時間耐久ロードレース参戦2年目にして決勝7位シングルフィニッシュ	
	 ▪｢SAMURAI	CHOPPER」としてロードホッパーシリーズを	
		 	 EICMA/イタリア・ミラノショーに出展	
	 ▪	Type	9-Shogun-を発表

２００9年	 ▪｢ベルリンガー」正規輸入販売元として発売開始	
	 ▪｢PLOT	FARO	PANTHERA」	ライダーを3人体制に	
	 	 チームを拡大して全日本ロードレース選手権に参戦	
	 	 鈴鹿8時間耐久ロードレースに参戦5位入賞	
	 ▪岡崎市のカスタムショップ、ゼロエンジニアリングを譲渡

2010年	 ▪	｢ロードホッパー	インジェクションモデル	Type5i	EVO」発売開始

	 ▪｢PLOT	FARO	PANTHERA」		
	 	 全日本ロードレース選手権にJSB1000とST600の2クラスに	
	 	 参戦JSB1000には最新型GSXR1000を使用し参戦	
	 	 表彰台獲得を目標に、鈴鹿8時間耐久ロードレース4位入賞	
	 ▪ISO9001取得（MC開発センター内MC事業部）	
	 ▪国内第5のメーカーとして、ロードホッパー・ヨーロッパ　	
	 	 仕様が現地公的検査機関の認可を取得	

2010年	 ▪｢ヘプコ＆ベッカー」正規輸入販売元として発売開始	
	 ▪国産4メーカー純正部品取扱い開始	
	 ▪｢ロードホッパー	Type	5、Type	7、Type	8」ヨーロッパ仕様販売開始	
	 ▪オリジナルチェーン「PBチェーン」発売開始

2011年	 ▪｢ロードホッパー	Type	9	-Shogun-」	ヨーロッパ仕様が	
	 	 現地公的検査機関の認証を取得	
	 ▪｢アファム」正規輸入販売元として発売開始	
	 ▪｢バンス＆ハインズ」正規輸入販売元して発売開始	
	 ▪四輪オリジナルブランド「NEOPLOT」立ち上げ

2012年	 ▪｢Type	9	-Shogun-」オーストラリア仕様が	
	 	 現地公的検査機関の認証を取得	
	 ▪｢Type	9	-Shogun-」タイ仕様が	
	 	 現地公的検査機関の認証を取得	
	 ▪｢Type	9	-Shogun-」台湾仕様が	
	 	 現地公的検査機関の認証を取得	
	 ▪四輪プレミアムオイル「NEOPLOTEX」発売開始

2013年	 ▪｢ラムマウント」正規輸入販売元として発売開始	
	 ▪｢マスタング」正規輸入販売元として発売開始	
	 ▪｢H2C」正規輸入販売元として発売開始	
	 ▪｢X-SPEED」正規輸入販売元として発売開始	
	 ▪｢シリウス」正規輸入販売元として発売開始	
	 ▪	｢Type	5ショベル（1520cc）」をリリース

2014年	 ▪第４１回東京モーターサイクルショーに正会員として出展	
	 ▪「Type2i	ZEROFIGHTER」発売開始	
	 ▪｢ゼロエンジニアリング」の派生ブランド	
	 			「ゼロデザインワークス」発売開始	
	 ▪東京都墨田区に株式会社リグニス東京設立	
	 ▪｢愛知ブランド企業」認定	
	 ▪｢クリアキン」正規輸入販売元として発売開始	
	 ▪タイ王国バンコク市に現地法人	
		 	 PLOT	THAILAND	Co.,LTD.設立

2015年	 ▪ＥＴＣセットアップ事業開始	
	 ▪「バイカーズ」正規輸入販売元として発売開始	
	 ▪「aRacer」正規輸入販売元として発売開始	
	 ▪「ゼロデザインワークス」から	
	 	 コンプリートバイク｢ZDC-80B｣を発売開始

2016年	 ▪JAIA正会員	
	 ▪「S&S」正規輸入販売元として発売開始	
	 ▪ETC2.0セットアップ事業開始	
	 ▪オリジナルブランド「プロフェスト」発売開始	
	 ▪「ローランドサンズデザイン」アパレルの正規輸入販売元として発売開始	
	 ▪「クロスプロ」正規輸入元として発売開始

2017年	 ▪「SITTA」正規輸入販売元として発売開始	
	 ▪「PRINT」正規輸入販売元として発売開始	
	 ▪「no	noise」正規輸入販売元として発売開始

ナンバーワン商品

オンリーワン商品

「SWAGE-LINE」ブランドは	 		ＪＩＳ規格クリアの高い安全性を誇り、	
	 		ステンメッシュブレーキホースの代名詞ともいえる商品です。	
	 		車検対応。製品保証付き。

「ＥＦＦＥＸ」ブランドは	 「安心、安全、快適」というコンセプトに基づき、	
	 「ゲルザブ」に続くヒット商品を生み出します。

「ゼロデザインワークス」は	 「ゼロエンジニアリング」のコンセプトを踏襲し、	
	 		ハーレーを始めとする幅広い車両を対象として	
	 		その魅力を引き立てます。

「プロフェスト」は	 		オートバイを大切にするすべての人に向けて	
	 		開発していく「プロテクションガード」

今後も、既存のブランドの拡販はもちろんのこと、	
新たなコンセプトのブランドも立ち上げていきます。

「安心」「安全」「快適」を
コンセプトに世界をリードする商品

ＰＬＯＴオリジナルバイクである「ロードホッパー」は、
唯一無二の境地を開拓しました。
「ZERO	ENGINEERING」ブランドの名の元で、
新たな歴史のページを重ねます。

国内はもとより、海外の販路を拡大し
より多くのファンのご要望にお応えしてまいります。

感動と満足を与える商品を生み出します。

No.1 PRODUCTS

ONLY ONE PRODUCTS
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ロードホッパーに関する詳しい情報は、
公式WEBサイトをご覧ください。

ロードホッパー 検索 www.roadhopper.com

始まりは、改造車だった。
Roadhopperの起源は、フルカスタムバイクであった。
PLOT渾身のプロジェクトとして始まったハーレーカスタム界での活動は、 
1990年代初頭より数々のカスタムバイクショーで高い評価を獲得し、
ZERO Engineeringのブランドを世界中に知らしめるに至った。
そして2003年、次の領域へ進むためのアクションこそが、カスタムテイスト
をキープしながら信頼性と乗り味の徹底追求、そして安定した品質を 
実現するための量産化である。
試作段階で「実際に壊す」までのテストを行い、二次、三次と試作を繰り
返すというプロセスを経て世に放たれたのが、Roadhopperである。

S&S-SHOVEL 1520cc
グースネックリジッドフレーム

Type5 SHOVEL
メーカー希望小売価格（税込） ￥3,661,200
Type5 SHOVEL Openprimary
メーカー希望小売価格（税込） ￥3,834,000

Type5 SHOVEL

ダークグリーンメタリック ブラックメタリック

Color

HDSPORTS 1200cc
グースネックリジッドフレーム

メーカー希望小売価格（税込） ￥2,570,400

Type2i 
ZERO FIGHTER

ブラックメタリック 
/ 無垢ポリッシュ

Color

生産終了モデル

生産終了モデル
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Facebookは twitterは
ロードホッパーの
公式Facebook、Twitter、
Instagraｍ もございます。

※価格は2017年1月31日現在のメーカー希望価格です。沖縄および離島の場合は、メーカー希望価格に￥32,400が加算されます。
※価格には登録や納車にともなう諸費用、保険料などは含まれません。仕様、デザイン、価格は改良のため予告なく変更することがあります。

メーカー希望小売価格（税込） ￥2,862,000

信頼性の高さと独自のエンジンフィーリングが
特徴のS&S社製EVOエンジンを搭載。
カラーリングには、イエローラインと、
ピンストライプ調のロゴにより、
“走り”を感じさせる一台となった。

S&S-EVO 1340cc
グースネックリジッドフレーム

Type5 EVO

ブラックメタリック
/ ガンメタルグレー

NEW

Color

ブラックメタリック
/シルバーライン

（生産終了カラー）

Type9 EVO
S&S-EVO 1340cc
ドラゴンネックフレーム/マルチアームサスペンション

メーカー希望小売価格（税込） ￥3,402,000

信頼性の高さと独自のエンジンフィーリング
が特徴のS&S社製EVOエンジンを搭載。
カラーリングには、イエローラインと、
ピンストライプ調のロゴにより、
“走り”を感じさせる一台となった。

ブラックメタリック
/ ガンメタルグレー

NEW

Color

ブラックメタリック
/ゴールドライン

（生産終了カラー）

メーカー希望小売価格（税込） ￥2,462,400

HD-SPORTS 1200cc　
グースネックリジッドフレーム

Type2i

ダークグリーンメタリック
/ センターストライプ

ブラックメタリック

Color

生産終了モデル

■NEW COLOR

■NEW COLOR

※生産終了モデル、生産終了カラーについては、
　販売店在庫限りとなります。ご了承ください。

Instagramは



リグニス愛知
〒448-0001　愛知県刈谷市井ヶ谷町桜島５
TEL 0566-36-3737 リグニス東京

〒130-0022　東京都墨田区江東橋５－８－７
TEL 03-5669-0550

プロトが提案する新しい中古車のカタチ
Motorcycle Renovation ZDCシリーズ

エンジンについては安心して乗って頂けるよう、全車フルオーバーホールを施します。作業は、エボハーレー専門店「リグニス」が行います。
専門店ならではの技術とノウハウを製作にも反映しています。 ※新車同様に慣らし運転が必要です

ゼロデザインワークスによる拘りのオリジナルパーツで、クラシカルなディテールを演出。

理屈や数値では伝わらない、モーターサイクルマニアの潜在意識に植え付けられた五感で感じるテイスト。
心地よい排気音や力強い鼓動感、メカニカルな造形美。
テイストと信頼性が最も高次元でバランスしていた
９０年代の良質な中古ハーレーをベースに、
ZEROスタイルを投影したボバースタイルに仕立て直すことで、
新たな中古車のカタチを創造します。

エンジンリフレッシュの主なメニュー
■ オーバーサイズピストン組み込み
■ シリンダーボーリング＆ホーニング加工
■ バルブすり合わせ
■ バルブフェイス研磨
■ バルブシートカット

ZDC-80B　車両本体価格 ￥2,786,400（税込）　　2017年生産予定台数10台

■ 各部カーボン除去
■ オイルポンプオーバーホール
■ キャブレターオーバーホール
■ クランクシャフト分解・バランス取り
■ コンロッドラッピング　など

！ 事前にご了承ください
ZDC-80Bはハーレーダビッドンの中古車をベースに製作しますので、ベースの仕様をそのまま
引き継ぐ部位、加修整備による部品交換等の事情で車両ごとに仕様が異なる箇所がございます。
仕様が異なる例：ホイールハブ、リアマスターシリンダー、エンジン及びプライマリー部のカバー類、

ドライブプーリーカラー等

ご購入に関して ZDC-80Bはリグニス愛知・リグニス東京を中心に販売しております。詳しくは各店舗までお問合せください。

WEB ページ▶ZDCシリーズ：http://www.plotonline.com/motor/zero/lineup08　リグニス：http://www.rignise.com

4
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エボリューションハーレーの魅力

プロト 直輸入ハーレー業販の特徴

プロトが本場USAから直輸入する
希少なエボリューションハーレーを貴社の商材としてご活用ください

人生を共に駆け抜ける。 EVOLUTION HARLEY

プロト 直輸入ハーレー 業販サービスのご案内

エボリューションハーレーは、鼓動感、太い
排気音、三拍子のリズムに加え、現行モデ
ルに匹敵する高い信頼性を兼ね備えた、
ハーレー至上最もバランスのとれたモデ
ルであると私たちは考えています。
路面を蹴飛ばすような怒涛の加速感は、
まさに「鉄馬」と呼ぶに相応しいもので、
「これぞハーレー」という乗り味をご提供
できると考えております。

在庫リスクなし  常時70台以上の豊富な在庫からセレクト

プロトの直営ショップであるリグニス愛知はエボリューションハーレーにこだわり、長年
直輸入ハーレーの販売を行ってきました。エンジンの分解整備などオリジナルメニュー
の確立にも努め、ユーザー様には地元愛知はもとより全国的にご愛顧いただいており
ます。2015年4月にはグループ店として東京都墨田区にリグニス東京をオープン。
リグニス愛知で培ったノウハウを反映した関東地区の販売拠点として活動しています。
リグニス愛知/東京にて展示販売しているエボリューションハーレーは常時70台以上と
国内屈指のストック量を誇ります。
もちろん、店舗へご来店いただければ現車を実際に確認していただくことが可能です。

お客様のニーズに合った仕様で販売します

リーズナブルな未整備現状販売から信頼性を高めたエンジン分解整備まで、お客様のニーズに合わせた仕様で
販売できます。未整備車両については、24ヶ月点検整備相当の基本整備からエンジンのフルオーバーホールま
で、ご要望に沿ったメニューで追加整備も承ります。オリジナルメニューのエンジンリフレッシュは実績豊富。
専任担当者が責任を持って仕上げます。

本場USA ラスベガスの現地法人スタッフによる直接買い付け

ネバダ州ラスベガスに現地法人を持つ強みを生かし、現地スタッフが直接買い付けを行います。
日本人スタッフも多数在籍しておりますので、日本人の感度に合った車両を厳選することが可能です。
買い付けは本拠地のネバダ州はもちろん、アリゾナ州やカリフォルニア州など周辺の乾燥地帯を中心に行います。
湿気の影響を受けにくいため、錆びが少なく、メッキや塗装の質もよい車両が手に入ります。外観クオリティーの高さは、
最終年式でも15年以上経過する車両とは思えないほど。
中古車を仕上げる工程の中でも、手間とコストがかかるのが外観に関わる加修。外観クオリティーの高さは日本国内で年
を重ねた車両との決定的な違いであり、直輸入にこだわる大きなメリットです。

専用WEBページで業販情報が閲覧できます （※事前にお申し込みが必要です）

ご登録いただいた業者様だけが閲覧できる「業者様専用WEBページ」をご用意してお
ります。ご登録いただきますとプロトWEB発注システムにてご利用いただいておりま
すログイン用のIDとパスワードで閲覧が可能。
業販価格の表示に加え、業者様だけに開示する車両の特記情報や、買い付けが確定し
た国内入荷待ち車両の情報などもご確認いただけます。

業者様専用ページの閲覧には事前申込が必要です。
リグニスWEBページの問い合わせフォームよりお問合せください。

車両に関するお問い合わせはWEBページにて在庫店をご確認の上、各店舗へお問い合わせください。

リグニス愛知

TEL：0566-36-3737
リグニス東京

TEL：03-5669-0550
リグニスWEBページ

http://www.rignise.com

リグニス愛知 リグニス東京
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本場ヨーロッパのE-Bikeがイタリアから初上陸
イタリアブランド「BENELLI」2017初春発売開始

本格的なトレイル走行を楽しむための電動アシストMTBが「TAGETE27.5」です。軽量化と堅牢性を両立した最新のアルミフレームに、
ハイパワーを発揮する電動アシストユニットを搭載。大容量のバッテリーを組み合わせることで、最長100kmのアシスト距離を実現しました。
余裕のショック修正を誇るフロントサスペンション、高い制動力を全天候で得られる油圧式ディスクブレーキという、本格的なMTBスペックと
パワフルな電動アシスト力が相まって、かつてないレベルで快適なトレイル走行を楽しめます。

◦メーカー希望小売価格（バッテリー、充電器含む）
　初回特別価格※…………………198,000円（税抜）
　※日本初上陸記念　100台限定特別価格

◦基本仕様
　適応身長……………………………… 165～185cm
　変速…………………………………………… 外装10段
　車両重量（バッテリーを含む）………………22.0kg
◦電動アシスト
　補助速度範囲… ……………………… 24km/h未満
　充電走行距離… ……………………… 最長100km
　アシストレベル…………………………………… 6段階
　充電時間………………………………………… 約7時間

街乗りからトレイルでもしっかりと止まることの
できる、油圧制御式ディスクブレーキ

トレイルでも高い走破性と操作性を生み出す、
27.5インチのタイヤと、サスペンション

テーパードヘッドチューブを採用し、強度、剛性
を確保したオリジナルアルミフレーム　　　

バックライト付のモニターに、速度、距離、
アシストレベル（6段階）、電池残量を表示

電動アシストモーターは、トレイルでもハイパ
ワーを発揮する36V/250Wの高スペック

10段変速のシマノ「デオーレ」を採用し、
本格的なオフロードでも正確な変速を実現

TAGETE 27.5
タジェーテ 27.5
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イタリアで、古くからオートバイを製造していた老舗メーカー

「BENELLI」のE-Bike（電動アシスト自転車）が、日本にて発売開始。

発売タイプは、E-Bikeの本場ヨーロッパにて高いシェア率を誇る、MTBタイプ。

電動ドライブユニットがアシストすることで、トレイルや通勤がより快適に。

普段は通勤ライドや街中の移動手段として、休日は郊外へのサイクリングや山道のポタリングに最適
なMTBが「ALPAN 27.5TS」です。速度を維持しやすい27.5インチホイール、ハイパワーを生む
電動アシストユニット、大容量バッテリーが効率性に優れる走りを提供します。
最長100kmのアシスト距離は、ロングライドも不安のない充実のスペック。雨天時でも確実な制御
力の油圧式ディスクブレーキ、歩道の段差やオフロードの衝撃を的確に吸収するサスペンションも搭
載して、多様なライドシーンで快適な走りをサポートします。

◦メーカー希望小売価格（バッテリー、充電器含む）
　初回特別価格※…………………168,000円（税抜）
　※日本初上陸記念　100台限定特別価格

◦基本仕様
　適応身長……………………………… 165～185cm
　変速………………………………………………外装8段
　車両重量（バッテリーを含む）…………… 22.5kg
◦電動アシスト
　補助速度範囲… ………………………24km/h未満
　充電走行距離… ……………………… 最長100km
　アシストレベル…………………………………… 5段階
　充電時間…………………………………………約7時間

アルパン 27.5TS
ALPAN 27.5TS

油圧制御式のブレーキ性能により、雨の日や
通勤時の街乗りでも、高い安全性を確保

発進時や上り坂ではペダルを強く踏まずとも、
驚くほど軽くバイクが進むアシスト力

1充電あたりの走行距離が最長100kmを実現
する、大容量リチウムバッテリーを採用

バックライト付のモニターに、速度、距離、
アシストレベル（5段階）、電池残量を表示

サスペンションが、歩道の段差や路側帯と
歩道を行き交う街乗りのストレスを軽減
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PLOT WEB発注システムは弊社と取引契約を結んで
頂いているお客様に向けたインターネット上でご利用
いただける発注情報管理サービスです。
会員登録は無料です。年会費など一切かかりません。

WEB発注システム用のID、パスワードをお持ちでない方は下記のいずれかの方法でお問い合わせ下さい。

もしくは

TEL : 0566-36-0456 e-mail : sales@e-plot.co.jp
新規お取引申請、WEB発注システムに関するお問い合わせ先

■プロトと直接お取引させていただいていないお客様

sales@e-plot.co.jpに、お客様社名、
お客様コード、電話番号、ご担当者名を
ＷＥＢ会員登録の旨を添えてお送り下さい。

申　請

①
メール確認後、登録いたします。
ご担当者様が複数いても登録可能です。

登　録

②
ＩＤ、パスワードと登録案内を
メールにてお送りいたします。

登録完了

③

WEB会員登録前に
お電話にてお問い合せ下さい。

TEL 0566-36-0456

電話にてお問い合せ
卸販売サービスのご案内と
新規お取引き申請は
ホームページからできます。

ホームページから申請

■プロトと直接お取引いただいているお客様

PLOT WEB発注システムの管理機能紹介

登 録 手 順

アフターパーツ、
純正パーツを含めた
過去の注文履歴の
全てを閲覧可能です。

履歴
発注処理の済んだ商品は

「まとめ出荷」の指示を
行うことが可能です。
指定した商品が全て
揃った時点で自動的に
出荷処理が行われます。

まとめ出荷

出荷前の商品
（バックオーダー）を
閲覧、出荷を止める
指示も簡単に行えます。

プロトから配達された
商品の配達状況、
配達会社、送り状Noを
確認できます。

出荷止め 配達状況
4/1配達予定

プロトビジネス 検索
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プロトの運営するホームページのご紹介

www.kuryakyn.co

プレミアムアクセサリーパーツ

Kuryakyn  クリアキン

www.exhaust.jp

世界最高峰のエキゾースト

Akrapovic  アクラポヴィッチ

www.vanceandhines.jp

アメリカンエキゾースト

VANCE & HINES  バンス＆ハインズ

www.plotonline.com order.e-plot.co.jp/html

プロトの扱う主要ブランドの商品紹介 業者様向けサービス案内

PLOT  プロト PLOT Business  プロトビジネス

www.hepco-becker.jp

最高峰のハードケース

Hepco & Becker  ヘプコ&ベッカー

www.revit.jp

最上級ライディングウェア

REV'IT!  レブイット

www.afam.jp

世界基準スプロケット

AFAM  アファム

SNSサイト紹介

www.nojima-japan.co.jp

珠玉のエキゾースト

NOJIMA ENGINEERING  ノジマエンジニアリング

www.roadhopper.com

PLOTオリジナルバイク

ZEROENGINEERING  ゼロエンジニアリング

www.neoplotex.com

四輪用 高性能オイル

NEOPLOTEX  ネオプロテックス

www.rignise.com

エボリューションハーレーの専門店

Rignise  リグニス

www.benellibike.jp

電動アシストマウンテンバイク

BENELLI E-BIKE  ベネリ Eバイク

Facebook

@plot_p2 @plot_p4 @zero_roadhopper プロト チャンネル プロト オリジナルパーツ zero_engineering_jpプロト オートバイパーツ・用品 プロト/ＰＬＯＴ 四輪パーツ ゼロ エンジニアリング

みんカラ＋ブログにて情報公開中
Twitter

www.rolandsands.jp

カスタムビルダーズアパレル

RolandSandsDesign  ローランドサンズデザイン
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日頃、お客様から頂くニーズに対応する為、
ご要望の多いブランドを中心に在庫強化を実施しました！

特にご要望の多かった消耗品の「特別強化/消耗品ブランド」は是非ご注目ください。

在庫強化のご案内

「明日欲しい！」「ピットの常時在庫してる消耗品を補充しないと」など、カスタムパーツ以上に早期作業を求められる消耗品はい
つも悩みの種ではないでしょうか？そんな悩みを解決する為、バッテリー、プラグ、ブレーキパッド、ヘッドライトバルブ、オイル
フィルター、プーリーベルトを特別強化！即日発送ができる状態を保つ為、常時在庫※をしております。

※メーカー欠品、廃盤商品となった物は対象外となります。

もちろん、PLOTオリジナル商品、輸入専売品なども在庫強化中です！
在庫強化対象となっているブランドページには 在庫強化商品！！  のアイコンが表示されています。

ご注文はWEB発注システムにて、在庫状況もリアルタイムに確認できます！ 発注後も作業タイミングに合わせて出荷をコントロール！
お客様のご都合に合わせて活用頂ければ、更に利便性がアップします。是非ご利用ください！！

在庫強化ブランド

特別強化/消耗品ブランド

P370
レジンパッド

P560
掲載品番全て

P1006
マッシーモ Vベルト

P518
掲載品番全て

P558
掲載品番全て

P547
標準プラグ

P870
掲載品番全て

アールズ
アールズギア
アクラポヴィッチ
アファム
アリート
インターセプト
ヴァレンティ
ヴュープレクス
ヴリッツ
エアロファースト
エイチツーシー
エクセル
エスアンドエス サイクル
エスイーシー
エックススピード
エヌジーケー
エフェックス
エムアールエー
エムシーシグナル
エルエスエル
エルモ
クイックス

クラフトマン
クリアキン
クロスプロ
グロンドマン
ケーアンドエヌ
ケーヒン
コバヤシソウケン
シェルアドバンス
シッタ
シリウス
スウェッジライン
スウェッジラインプロ
スタンレー
ステディー
スフィアライト
ゼロエンジニアリング
ゼロデザインワークス
タンデムライダーズ
ディーキャトロ
テイラー
デブコン
デンソー

ニホンムセン
ネオプロテックス
ネオプロト
ネバーダル
ノーノイズ
ノジマエンジニアリング
ハードラインプロダクツ
バイカーズ
ハイドロタック
バグスター
パムス
バンスアンドハインズ
ビーエスバッテリー
ピーゼットレーシング
フリッツ
フルカワバッテリー
ブルフロッグ
プレクサス
ブレンボ
プログレッシブサスペンション
プロゴールドエーアール
プロト

プロト クアンタム
プロト ブレンボ
プロフェスト
ベスラ
ヘプコアンドベッカー
ベルファスト
ベルリンガー
ホワイトダイヤモンド
マスタング
マック
ミッドランド
ミツバ
ミツバサンコーワ
メタリカ
ヨシムラジャパン
ライディングスポット
ラムマウント
レグラス
ロックタイト

カナ順

■在庫強化ブランド一覧

■特別強化/消耗品ブランド一覧

P838【PLOTピックアップアイテム】として、タイヤ周辺
商品を在庫強化しております。タイヤチューブ、リ
ムバンド、バルブ、パッチ、タイヤレバー、ビード落と
し、ホイールバランサーなどなど、パンク修理、タ
イヤ交換に必要なアイテムの在庫を強化、対象品
番の特集ページを設けています。

ブレーキパッド

バッテリー

ドライブベルト

ヘッドライトバルブ

バッテリー

プラグ

オイルフィルター



12 カタログ未掲載のメーカー、ブランドでも取扱可能な商品が多数あります。詳しくは「主な取り扱い商品一覧表」をご覧下さい。 22ページへ

カテゴリー別INDEX

CRF1000L AFRICA TWIN …… カスタムダイバー 28
CB1300SF/SB …………………… カスタムダイバー 29
CB1100/EX ……………………… カスタムダイバー 30
NC750X/S、NC700X/S ……… カスタムダイバー 31
CB400SF/SB …………………… カスタムダイバー 32
400X/CBR400R/CB400F …… カスタムダイバー 33
GROM …………………………… カスタムダイバー 34
BOLT ……………………………… カスタムダイバー 35
MT-09 …………………………… カスタムダイバー 36
MT-09 TRACER ………………… カスタムダイバー 37
XSR900 …………………………… カスタムダイバー 38
MT-07 …………………………… カスタムダイバー 39
MT-25/03 ……………………… カスタムダイバー 40
YZF-R25/R3 …………………… カスタムダイバー 41
GSX1300R HAYABUSA ……… カスタムダイバー 42
GSX-S1000/F …………………… カスタムダイバー 43
SV650 …………………………… カスタムダイバー 44
ZX-14R …………………………… カスタムダイバー 45
ZRX1200 DAEG ……………… カスタムダイバー 46
NINJA1000 ……………………… カスタムダイバー 48
NINJA250 ……………………… カスタムダイバー 50
NINJA400/R …………………… カスタムダイバー 52

ハードケース、ソフトバッグ、キャリア … ヘプコアンドベッカー 54
ハードケース ……………… エスダブリューモーテック 75
ハードケース ……………………………… クラウザー 75
ハードケース ……………………………………… ジビ 76
トップケース ……………………………… クーケース 78
キャリア ……………………………… ラフアンドロード 80
キャリア ………………………… ライディングスポット 81
ウインカー移設キット ………………………… プロト 81
サドルバッグサポート ………………………… プロト 82
サドルバッグサポート ………………………… キジマ 84
ネット、コード（汎用） ………………………… モトフィズ 85
ツーリングバッグ（ナイロン）、タンクカバー …バグスター 86
ツーリングバッグ（ナイロン） …………ゴールドウイン 102
ツーリングバッグ（ナイロン） ……………… モトフィズ 104
ツーリングバッグ（ナイロン） ……………… デグナー 106
ツーリングバッグ（レザー） ………………… デグナー 108
ツーリングバッグ（ナイロン） ………………クリアキン 110
ツーリングバッグ（PVC） …… ケープラスディビジョン 112
リュックサック …………………………………イスパック 114

シートクッション …………………………… エフェックス 116
マウント（汎用） ……………………………ラムマウント 120
マウント（汎用） ………………………… サインハウス 126
給電システム（汎用） ……………… エムシーシグナル 128
給電システム（汎用） …………………… サインハウス 129
ETC……………………………………ミツバサンコーワ 130
ETC……………………………………… ニホンムセン 131
ETCステー（汎用） ……………………………… プロト 132
ステー（汎用） …………………………………… プロト 134
ETCステー（汎用） …………………………… モトフィズ 134
ETCケース（汎用） …………………………… デグナー 135
ヘルメットスピーカー ……………………… ウインズ 135
インターカム ……………………………… ミッドランド 136
インターカム ………………………………… ビーコム 138
インターカム ………………………… セルラーライン 139
耳栓………………………………………… ノーノイズ 140
貼るリーディングレンズ ……………… ハイドロタック 141
ビデオカメラ ………………………………… ゴープロ 142
ビデオカメラ …………………………………… エルモ 143
ナビゲーションシステム ………アールダブリューシー 144

メッシュシートカバー（汎用） ………… エックススピード 145
非常信号灯……………………………コバヤシソウケン 145
タンデムツーリングベルト …… タンデムライダーズ 146
ヘルメットロック ………………………ベビーフェイス 147
ヘルメットロック ……………………………… キジマ 147
バイクロック ……………………… ユニカーコウギョウ 148
バイクロック …………………………………… ミツバ 148
バイクロック ……………………………………… ゼナ 149
マルチロック …………………………………クロップス 149
バイクセキュリティ ……………………… プロテクタ 150
キャンプ用品 …………………………………ダンロップ 150
キャンプ用品 …………………………………… ロゴス 151
キャンプ用品 ………………………………… モンベル 152
キャンプ用品 ……………………………… コールマン 154
キャンプ用品 ……………………………………… ソト 156

ライディングウェア、グローブ … ローランドサンズデザインAPPAREL 158
ライディングウェア、グローブ ……………… レブイット 166
ライディングウェア ……………………ゴールドウイン 181
ライディングウェア ……………… ロッソスタイルラボ 181
ライディングウェア ……………………… ダイネーゼ 182
レインウェア、ライディングウェア ………………マック 184
レインウェア ……………………… アールエスタイチ 186
レインウェア ……………………………ゴールドウイン 187
レインウェア ………………………… ラフアンドロード 187
警告灯付きベスト …………………………エストリプル 188
プロテクター …………………………………… コミネ 188
エアーバッグジャケット …………………… ヒットエアー 189
ライディンググローブ ……………… ラフアンドロード 190
ライディンググローブ ……… ジェイアールプロダクツ 191
ライディンググローブ ………………………コウミドウ 192
ライディンググローブ …………………ゴールドウイン 193
ライディンググローブ ……………… イエローコーン 193
ライディンググローブ ………………………… バギー 194
ライディングブーツ ……………………ゴールドウイン 194
ライディングブーツ ………………… ワイルドウイング 195
ライディングブーツ ……………… アールエスタイチ 196
ライディングブーツ …………………スティルマーチン 196
防水スプレー ……………………………… ロックタイト 197
ヘルメットスタンド …………………………… プロト 197
ヘルメット ……………………………………… リード 198
ヘルメット …………………………………… ヤマシロ 198
ヘルメット ……………………………………… アライ 199
ヘルメット ……………………………………ショーエイ 205
ヘルメット …………………………オージーケーカブト 211
ヘルメット ……………………………………… ライズ 213
ヘルメット …………………………………… ウインズ 215
ヘルメット ……………………………… エージーブイ 216
ヘルメット ……………………………エイチジェーシー 217
ヘルメット …………………………… ナナニージャム 218
ヘルメット ………………………………… シンプソン 220
ヘルメット ……………………………… ダムトラックス 221
ヘルメットシールド ………………………… ヤマシロ 222

ハンドルバー ……………………………… エフェックス 224
ハンドルバー（セパレート） ……………… エフェックス 235
ハンドルバー（テーパー） ………………… エフェックス 236
ハンドルバー（汎用） ……………………… エフェックス 237
ハンドルバーウエイト（汎用） …………… エフェックス 238
ワイドフットペグ ……………………………… プロト 239
ハンドルバー ……………………………… ハリケーン 240
ハンドルバー（汎用） ……………………… ハーディー 242
ハンドルバー（汎用） ………………… ポッシュフェイス 243
ハンドルバー（セパレート）、ステムキット ……オーヴァーレーシング 244
ハンドルバー（汎用セパレート） … バトルファクトリー 246
バーエンド、トップブリッジ ………………… アグラス 247
ハイスロットルキット（汎用） …………………アクティブ 248

グリップ（汎用） ………………………………… ドミノ 249
グリップ、ハンドルブレース …………アルキャンハンズ 250
ステムベアリング ……… アールシーエンジニアリング 251
グリップ（汎用） …………………………………アリート 252
ステアリングダンパー …………………… オーリンズ 256
ステアリングダンパー ………………… ハイパープロ 257
ステアリングダンパー … アールシーエンジニアリング 258
バックステップ ………………………… ビートジャパン 259
バックステップ、タンデムキット …………… スパイス 260
バックステップ ………………… オーヴァーレーシング 262
バックステップ ………………………… ウッドストック 266
バックステップ ……………………………… アグラス 268
バックステップ ……………………………ストライカー 270
バックステップ …………………………ベビーフェイス 272
バックステップ …………………… バトルファクトリー 275
バックステップ ……………………… ダブルアールズ 276
ハンドルバー、バックステップ … ツルノテクニカルサービス 277
バックステップ ………………………… エヌエーオー 278
ハンドルバー、バックステップ ………………… アエラ 278

スウェッジライン製品保証制度について …スウェッジライン 280
ブレーキホース ………………… スウェッジラインプロ 283
ブレーキホース、クラッチホース …… スウェッジライン 288
ブレーキホース（汎用） ……………… スウェッジライン 307
イージーオーダーシステム（汎用） … スウェッジライン 308
ブレーキホースパーツ（汎用） ……… スウェッジライン 310
ブレーキホースパーツ（汎用） ……………… アールズ 313
リキッドプレッシャースイッチ ………………… プロト 314
ブレーキスイッチ（ブレンボ用、汎用） …… クラフトマン 315
コントロールケーブル …………………… エフェックス 315
コントロールケーブル ………………アルキャンハンズ 316
ブレーキ（汎用） ………………………… ベルリンガー 320
ブレーキキット ……………………… プロト ブレンボ 327
ブレーキ（汎用） ……………………………… ブレンボ 330
ブレーキレバー、クラッチレバー（ブレンボ用） …プロト 339
ブレーキスイッチキット（ブレンボ用） … ブライトロジック 339
ブレーキキャリパー、ブレーキマスターシリンダー（汎用） ……エーピーレーシング 340
ブレーキマスターアクセサリー …………… コーケン 341
ブレーキマスターシリンダー（汎用） … デイトナ ニッシン 342
ブレーキマスターシリンダー（汎用） …ゲイルスピード 343
ブレーキマスターアクセサリー ……… アントライオン 344
ブレーキマスターアクセサリー（汎用） … ウッドストック 344
ブレーキレバー、クラッチレバー ………… ユーカナヤ 345
ブレーキレバー、クラッチレバー ……… エルエスエル 346
ブレーキレバー、クラッチレバー ……… アントライオン 350
ブレーキレバー、クラッチレバー …………… アコサット 352
ブレーキレバー、クラッチレバー ……………… ジータ 353
ブレーキキャリパーサポート ………………アクティブ 354
ブレーキキャリパーサポート ………………… プロト 356
ブレーキディスク ……………………… ブレーキング 357
ブレーキディスク ………………………… サンスター 358
ブレーキパッド …………………………………メタリカ 360
ブレーキパッド ………………………カーボンロレーヌ 362
ブレーキパッド ………………………………エンドレス 365
ブレーキパッド ………………………………フェロード 366
ブレーキパッド …………………… プロジェクトミュー 368
ブレーキパッド ………………………………… ベスラ 370

交換用マフラー装着にあたってのご注意 … ノジマエンジニアリング 374
マフラー（スポーツ） ………… ノジマエンジニアリング 376
マフラー（レーシング） ……………… アクラポヴィッチ 396
マフラー ………………………… バンスアンドハインズ 406
マフラー（スポーツ） ………………… ヨシムラジャパン 410
マフラー（スポーツ） …………………… アールズギア 418
マフラー（スポーツ） …………… オーヴァーレーシング 422
マフラー（スポーツ） ……… モリワキエンジニアリング 426
マフラー（スポーツ） ………………………… モトギア 431

CUSTOM DIVER

カスタムダイバー

BRAKE & CLUTCH

ブレーキ ＆ クラッチ

ＣＡＳＥ & ＢＡＧ ＆ ＣＡＲＲＩＥＲ

ケース・バッグ ＆ キャリア

WEAR & HELMET

ウェア ＆ ヘルメット

HANDLE & STEP

ハンドル ＆ ステップ

TOURING & CAMPING

ツーリング & キャンプ用品

EXHAUST

マフラー
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カスタムダイバー
CUSTOM DIVER P27

ケース・バッグ ＆ キャリア
ＣＡＳＥ & ＢＡＧ ＆ ＣＡＲＲＩＥＲ P53

ツーリング & キャンプ用品
TOURING & CAMPING P115

ウェア ＆ ヘルメット
WEAR & HELMET P157

ハンドル ＆ ステップ
HANDLE & STEP P223

ブレーキ ＆ クラッチ
BRAKE & CLUTCH P279

マフラー
EXHAUST P373

吸気・エンジン・冷却関連
ＡＩＲ INTAKE & ENGINE & COOLING SYSTEM P459

電装関連
ELECTRICAL P499

スクリーン ＆ ビキニカウル
ＷＩＮＤＳＨＩＥＬＤＳ ＆ ＢＩＫＩＮＩ ＦＡＩＲＩＮＧＳ P567

ガード ＆ スライダー
ＣＲＡＳＨ ＰＲＯＴＥＣＴＯＲＳ P593

車体関連
BODY PARTS P643

サスペンション ＆ ローダウン
SUSPENSION ＆ HEIGHT ADJUSTERS P717

駆動関連
DRIVE LINE P755

タイヤ ＆ ホイール
TIRE & WHEEL P809

ケミカル ＆ メンテナンス
CHEMICAL & MAINTENANCE P863

オフロード
OFF ROAD P913

ミニ ＆ スクーター
ＭＩＮＩ ＆ ＳＣＯＯＴＥＲ P941

ハーレー
ＨＡＲＬＥＹ ＤＡＶＩＤＳＯＮ P1009

四輪パーツ
ＡＵＴＯＭＯＴＩＶＥ ＰＡＲＴＳ P1085

マフラー（スポーツ） ………………………ストライカー 432
マフラー（スポーツ） ………………… アールピーエム 436
マフラー（スポーツ） …………………… ビートジャパン 438
マフラー（スポーツ） …………………… トリックスター 442
マフラー（スポーツ） …………スペシャルパーツタダオ 444
マフラー（スポーツ） ………………… ケイファクトリー 446
マフラー（スポーツ） …………………… マーヴェリック 447
マフラー（スポーツ） …………………ティーエスアール 448
マフラー（スポーツ） ……………… ヤマモトレーシング 449
マフラー（スポーツ） ………………… ダブルアールズ 450
マフラー（スポーツ） ………………………テックサーフ 451
マフラー（スポーツ） ………………… ケイツー･テック 452
マフラー（スポーツ） …………………… ピーエムシー 453
マフラー（スポーツ） ………………ダイシンレーシング 453
マフラー（スポーツ） ……………………… ダブルエム 454
マフラー(スポーツ) ……………… ツキギレーシング 454
マフラー（レーシング） …………………テルミニョーニ 455
マフラー（レーシング） ……………………… レーザー 455
マフラー（レーシング） ……………………… カーカー 455
マフラー（スポーツ） ……………アールシーコウシエン 456
マフラー（レーシング） ……ツーブラザーズレーシング 456
マフラー（アメリカン） ………… イージーライダース 456
マフラー（アメリカン） ……… アメリカンドラッガーズ 457
アルミバッフル ……………………… エヌプロジェクト 457
マフラー（汎用） …………………… ナイトロレーシング 458

エアフィルタークリーナー、オプション（K&N用） … ケーアンドエヌ 460
カスタムエアフィルター ……………… ケーアンドエヌ 462
リプレイスメントエアフィルター ……… ケーアンドエヌ 464
カスタムエアフィルター（汎用） ……… ケーアンドエヌ 469
エアフィルター ……………………… パイパークロス 472
エアフィルター ……………………………… ラムエア 473
エアフィルター ………………………… ビーエムシー 473
キャブレター ………………………… ヨシムラジャパン 474
キャブレター ………………………………… ケーヒン 476
キャブレターリペアキット ……………………… ナプコ 478
クランクケース減圧バルブ ………………… テラモト 479
クランクケース減圧バルブ …………ナグエスイーディ 480
ピストン ……………………………………… ワイセコ 481
ピストン、カムシャフト ……………… ヨシムラジャパン 482
ピストン …………………………… ジェイイーピストン 484
オイルクーラーキット ………………………アクティブ 485
オイルクーラー（汎用） ………………………… プロト 486
オイルクーラーキット ………………………… プロト 487
オイルクーラーパーツ（汎用） ……………… アールズ 490
オイルクーラーパーツ（汎用） … プロゴールドエーアール 492
ラジエターキャップ（汎用） …………………… プロト 493
ラジエター ……………………… コーヨーラジエター 493
ラジエターキット ……………………………… プロト 494
ラジエター（汎用） ……………………………… プロト 496
ラジエターホース …………… ネックスパフォーマンス 498

LED補助ライト（汎用） ……………………… シリウス 500
ウインカー、テールランプ（汎用） ……… エスイーシー 502
ウインカー、テールランプ ……… モトエルイーディー 505
LEDテールランプ …………………… ヴァレンティ モト 506
ウインカー …………………………………… ボスコム 507
ウインカー …………………………… ポッシュフェイス 508
LEDバルブ（汎用） ………………………… ヴァレンティ 510
LEDバルブ（汎用） ………… エムアンドエイチマツシマ 512
LED/HIDヘッドライトバルブ（汎用） … デルタダイレクト 513
LEDヘッドライトバルブ（汎用）………… スフィアライト 514
ヘッドライトバルブ（汎用） ……………………… ピア 516
ヘッドライトバルブ（汎用） … エムアンドエイチマツシマ 517
ヘッドライトバルブ（汎用） ……………… スタンレー 518
ヘッドライトブースター（汎用）………………… パムス 519
ヘッドライト（汎用） ……………………… マーシャル 519

ヘッドライト（汎用） ………………………ブライテック 520
ラップカウンター（汎用） …………… エヌプロジェクト 520
ラップカウンター（汎用） …………… キュースターズ 521
ラップカウンター（汎用） ……………… エーアイエム 522
サブコンピューター …………………… ラピッドバイク 523
サブコンピューター …………………… エーレーサー 524
サブコンピューター ………………………… バザーズ 526
サブコンピューター … ブルーライトニングレーシング 528
ELメーター ……………………………………オダックス 529
ギアインジケーター …………… ピーゼットレーシング 530
マルチデジタルメーター（汎用） ……… エースウェル 535
デジタルフューエルメーター、ギアインジケーター … プロテック 536
デジタルメーター（汎用） ……………………アクティブ 537
デジタルテンプメーター（汎用） …… ヨシムラジャパン 538
メーターステー ………………………… ウッドストック 540
イグナイター ……………………… エーエスウオタニ 541
点火チューニングパーツ ………… オカダプロジェクツ 542
電圧安定パーツ ………………………… トリックスター 543
リミッターカット ……………………… ポッシュフェイス 543
プラグコード（汎用） ………………………… ノロジー 544
プラグコード（汎用） ………………………… テイラー 546
プラグ …………………………………… エヌジーケー 547
プラグ（レーシング） ………………………… デンソー 550
プラグ ………………………………………… デンソー 552
バッテリー ………………………… ビーエスバッテリー 558
バッテリー ………………………… フルカワバッテリー 560
バッテリー …………………………… ジーエスユアサ 564

スクリーン …………………………… エムアールエー 568
スクリーン ………………………………ゼログラビティ 584
スクリーン ……………………………………… プーチ 586
スクリーン ……………………………… アクリポイント 588
スクリーン ………………………………シックデザイン 589
ビキニカウル ……………………………シックデザイン 590
ビキニカウル ………………………………ガルクラフト 591
ビキニカウル ………………………… エヌプロジェクト 592

エンジンガード …………………………… プロフェスト 594
ガード …………………………… ヘプコアンドベッカー 598
アンダーガード、ラジエターガード（オフロード） … クロスプロ 602
ラジエターコアガード ………………………… プロト 606
チェーンケース ………………………………… プロト 606
アンダーガード ………………………………… プロト 607
タンクパッド ……………………………………アリート 607
タンクパッド ……………………………………プリント 608
スライダー ……………………………… エルエスエル 610
スライダー …………………………………… アグラス 616
スライダー ………………………………ベビーフェイス 620
スライダー ……………………… オーヴァーレーシング 624
スライダー ………………… モリワキエンジニアリング 628
スライダー …………………………… ケイファクトリー 629
スライダー ……………………………… アントライオン 630
スライダー ………………………… バトルファクトリー 631
エンジンカバー …………………… バトルファクトリー 632
エンジンカバー ………………… ジービーレーシング 633
エンジンガード …………………………ゴールドメダル 634
トラクションパッド …………………… ストンプグリップ 636
タンクプロテクター ……… クレバーウルフレーシング 637
タンクパッド …………………………… テックスペック 638
タンクパッド ……………………… モトグラフィックス 639
タンクパッド ……………………………………ケイティ 639
ラジエターコアガード ………………アールアンドジー 640
ラジエターコアガード ……… エッチングファクトリー 642

ELECTRICAL

電装関連

ＡＩＲ INTAKE & ENGINE & COOLING SYSTEM

吸気・エンジン・冷却関連

ＷＩＮＤＳＨＩＥＬＤＳ ＆ ＢＩＫＩＮＩ ＦＡＩＲＩＮＧＳ

スクリーン ＆ ビキニカウル

ＣＲＡＳＨ ＰＲＯＴＥＣＴＯＲＳ

ガード＆スライダー
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カテゴリー別INDEX

カスタムパーツ ………………………………クリアキン 644
シート ……………………………………… マスタング 650
シート ……………………………………… バグスター 651
カスタムパーツ（BOLT） ………ゼロデザインワークス 652
カスタムパーツ ……………………… エイチツーシー 653
カスタムパーツ …………………………… バイカーズ 654
グラフィックデカール ………………………… プロト 656
インジェクションカバー（W800） …………… プロト 657
外装パーツ …………………… ノジマエンジニアリング 658
フェンダーレスキット…………………………… プロト 663
フェンダーレスキット、リアフェンダー ……… スパイス 664
フェンダーレスキット…………………………アクティブ 666
フェンダーレスキット…………………アールアンドジー 668
フェンダーレスキット、リアフェンダー … エヌエーオー 669
フェンダーレスキット………………………… コワース 670
外装パーツ …………………… サイタニヤファクトリー 671
外装パーツ ………………… クレバーウルフレーシング 672
外装パーツ ……………………………… トリックスター 675
外装パーツ …………………………マジカルレーシング 676
外装パーツ ……………………………………エーテック 678
外装パーツ ………………………………… プレジャー 680
グラフィックデカール …………………エムディーエフ 681
アクスルシャフト ……………………………… クード 682
ミラー …………………………………… トリックスター 683
ミラー（汎用） …………………………………… タカツ 684
ミラー（汎用） …………………………………… キジマ 685
ミラー（汎用） ……………………………… ナポレオン 686
ミラー（汎用） ………………………マジカルレーシング 688
チタンボルト（汎用） ……………… ベータチタニウム 689
チタンボルト（汎用） ……………………… プロボルト 690
チタンボルト（汎用） ………………………… オーファ 691
ステッカー …………………………………スナップオン 691
カスタムパーツ ………………… オーヴァーレーシング 692
スイングアーム ………………… オーヴァーレーシング 695
ビレットパーツ …………………………………ウィリー 696
カスタムパーツ（Z、ZEPHYR、W系） …ドレミコレクション 698
カスタムパーツ（Z系） ………………… ピーエムシー 702
カスタムパーツ（Z系） … サンクチュアリーリアライズ 705
カスタムパーツ（絶版車系） ………………シャボンダマ 706
カスタムパーツ（ZEPHYR系） …………… キングダム 708
カスタムパーツ（ZEPHYR系） …バグースモーターサイクル 709
カスタムパーツ（Z系、CB750K） …… エムアールエス 710
カスタムパーツ（絶版車系） … トレーディングガレージナカガワ 711
カスタムパーツ（ZEPHYR1100、GPZ900R） … スペックエンジニアリング 712
カスタムパーツ（KATANA）………ユニコーンジャパン 713
カスタムパーツ（絶版車系） …………… マッドマックス 714
カスタムパーツ ………………………… デルスラーラ 714
カスタムパーツ ……………………………スティンキー 715
カスタムパーツ（SR系） …………………… ボアエース 715
カスタムパーツ（SR、W系） ……………… ダブルエム 716

サスペンション ……… プログレッシブサスペンション 718
リアサスペンション ……………… プロト クアンタム 722
リアサスペンション ……………………… クアンタム 724
サスペンション …………………………… オーリンズ 726
サスペンション ………………………… ハイパープロ 732
サスペンション ………………………………ナイトロン 736
サスペンション …………… ダブルピーサスペンション 741
リアサスペンション …………ワイエスエスレーシング 742
サスペンション …………… ビトーアールアンドディー 744
サスペンション …………………………………ショーワ 745
アジャスターダイヤル …………………エムディーエフ 746
フロントフォーク延長キット ………… ウイニングラン 747
ストロークセンサー ………… ネックスパフォーマンス 747
フォークスタビライザー ……………………… プロト 748
車高調整パーツ …………………………… エフェックス 750
車高調整パーツ ………………………… ハイパープロ 754

スプロケット …………………………………… シッタ 756
スプロケット ……………………………………アファム 758
ドライブキット ………………………………… プロト 777
スプロケット ……………………………… サンスター 778
スプロケット ……………………………………… ザム 786
チェーン ………………………………………… プロト 794
チェーン …………………………………エヌマチェーン 798
チェーン ……………………………… ディーアイディー 802
チェーン ……………………………アールケージャパン 804
強化クラッチキット ……………………アドバンテージ 806
強化クラッチキット …………………………バーネット 807
スリッパークラッチ ……………………エスティーエム 808

タイヤ ……………………………………… ブリヂストン 810
タイヤ …………………………………………ダンロップ 814
タイヤ …………………………………………ミシュラン 818
タイヤ …………………………………………… ピレリ 822
タイヤ ………………………………… アイアールシー 825
タイヤ …………………………………………メッツラー 828
タイヤ ………………………………………… シンコー 830
タイヤ  …………………………………シーエスティー 833
タイヤ ………………………………………… ナンカン 834
タイヤ ……………………………オールステートタイヤ 834
タイヤ …………………………………………ティムソン 835
タイヤ ………………………………… コンチネンタル 836
エアバルブ（汎用） ………………………………アリート 837
エアバルブ（汎用） …………… ネックスパフォーマンス 837
タイヤ周辺商品（プロトピックアップ商品） …… プロト 838
タイヤ（ミニ） ……………………………… ステディー 842
タイヤ（スクーター） ……………………インターセプト 842
タイヤマーカー ………………………… タイヤペンズ 843
空気圧モニター …………………………… プロテクタ 843
ホイール ………………………………… マルケジーニ 844
ホイール …………………………………ゲイルスピード 848
ホイール ……………………………………… ダイマグ 854
ホイール ……………………………………… マグタン 856
ホイール ………………………… オーゼットレーシング 858
ホイール ……………………………………ラヴォランテ 860
アルミリム …………………………… ディーアイディー 861
ホイールデカール ………………………エムディーエフ 862

オイルフィルター ……………………… ケーアンドエヌ 864
オイルフィルター …………………………… エクセル 870
オイル ……………………………… フックスシルコリン 872
オイル ………………………………… シェルアドバンス 873
オイル ………………………………………… レプソル 874
オイル …………………………………………… エルフ 875
オイル、オイル添加剤 ………………………… オメガ 876
オイル添加剤 ………………………… スーパーゾイル 877
フォークオイル ……………………ホンダアクセサリー 878
フォークオイル ……………………ヤマハアクセサリー 878
フォークオイル ……………………スズキアクセサリー 879
フォークオイル …………………カワサキアクセサリー 879
フォークオイルシール、テレレバーブーツ ……アリート 880
フォークオイルシール ………………… エスケーエフ 883
メンテナンス用ケミカル …………………… レグラス 884
キャブレタークリーナー … トーヨーカガクショウカイ 884
メンテナンスツール ………………………… デブコン 885
防錆剤、サビ取剤 …………………………ブルフロッグ 886
メンテナンス用ケミカル ………………… ロックタイト 888
瞬間接着剤…………………………………… アルテコ 890
洗車用ケミカル、サビ取剤 …………… ハナサカジー 890
キズ取剤 ………………………………………クイックス 891

液体フィルムスプレー …………………ティーエスエム 891
クリーナー ………………………………………ヴリッツ 892
メタルポリッシュ ……………… ホワイトダイヤモンド 893
メタルポリッシュ …………………………… ラスター 893
メタルポリッシュ ………………………… ネバーダル 893
メタルポリッシュ ………………………………フリッツ 894
洗車用ケミカル …………………………………フリッツ 895
ウェットシート …………………………… リドフワイプス 895
洗車用ケミカル …………………………ヴュープレクス 896
洗車用ケミカル …………………………… プレクサス 896
洗車用ケミカル、塗装塗料 …………………カーベック 897
バイクカバー ……………………… ユニカーコウギョウ 898
バイクカバー ………………………………クールライド 901
メンテナンススタンド ………………… ジェイトリップ 902
メンテナンススタンド、レースツール … バトルファクトリー 904
メンテナンススタンド …………………エトスデザイン 905
メンテナンスツール ………… ハードラインプロダクツ 905
タイダウンベルト …………………… エアロファースト 906
レーシングフック（汎用） ………………ベビーフェイス 906
ラダーレール …………………………………… プロト 907
ラダーレール ……………………………ファイブスター 907
レーシングパーツ ……………………………… プロト 908
オイルキャッチタンクキット（汎用） …………… プロト 908
シールチェーンクリーナー …………………… プロト 909
表面保護フィルム ………………… サンクスギヴィング 909
ブレーキロック、マフラープラグ ………………アリート 909
メンテナンスツール ……………………モーションプロ 910
メンテナンスツール ……………… ディーアールシー 911
メンテナンスツール ………………………… エーモン 912
メンテナンスツール ……………………ケーティーシー 912

シートクッション（オフロード） …………… エフェックス 914
車高調整パーツ（オフロード） …………… エフェックス 915
アンダーガード（オフロード） ………………… プロト 915
アンダーガード、ラジエターガード（オフロード） … クロスプロ 915
ブレーキホース、クラッチホース（オフロード） … スウェッジライン 916
カスタムパーツ（オフロード） ……… エイチツーシー 918
グリップ（オフロード） …………………………アリート 920
マフラー（オフロードレーシング） … アクラポヴィッチ 920
ガード（オフロード） …………… ヘプコアンドベッカー 921
リプレイスメントエアフィルター（オフロード） …ケーアンドエヌ 921
オイルフィルター（オフロード） ……… ケーアンドエヌ 921
ハンドルバー、クランプ（オフロード） ………… ジータ 922
ブレーキレバー、クラッチレバー（オフロード） ジータ 924
カスタムパーツ（オフロード） ………………… ジータ 926
アンダーガード（オフロード） ………………… ジータ 927
ハンドルバー（オフロード） ……………… ハーディー 927
キャリア（オフロード） ……………… ラフアンドロード 928
マフラー（オフロード） ……………… ラフアンドロード 929
エアフィルター（オフロード） ………………エアテック 930
エアフィルター（オフロード） ………… ツインエアー 931
マフラー（オフロード） ……………… ヨシムラジャパン 931
マフラー（オフロード） …………… プロスキルパーツ 932
アンダーガード（オフロード） …… プロスキルパーツ 933
シート（オフロード） ……………………… スパイラル 933
マフラー（オフロード） ………………………… デルタ 934
マフラー（オフロード） ………………… ディービーズ 935
カスタムパーツ（オフロード） ……………… ゼロジー 936
外装パーツ（オフロード） ……………… アチェルビス 937
グラフィックデカール（オフロード） ……エムディーエフ 938
ホイール、タイヤデカール（オフロード） … エムディーエフ 939
キャリア（オフロード） ………… ライディングスポット 940
キャリア（オフロード） ……………クラブグリーンサム 940

ブレーキホース（ミニ、スクーター） … スウェッジライン 942
ブレーキ（ミニ、スクーター汎用） …………… ブレンボ 944
キャリパーサポート（ミニ） ………………ジークラフト 945

SUSPENSION ＆ HEIGHT ADJUSTERS

サスペンション ＆ ローダウン

DRIVE LINE

駆動関連

TIRE & WHEEL

タイヤ ＆ ホイール

OFF ROAD

オフロード

ＭＩＮＩ ＆ ＳＣＯＯＴＥＲ

ミニ ＆ スクーター

CHEMICAL & MAINTENANCE

ケミカル ＆ メンテナンス

BODY PARTS

車体関連
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カスタムダイバー
CUSTOM DIVER P27

ケース・バッグ ＆ キャリア
ＣＡＳＥ & ＢＡＧ ＆ ＣＡＲＲＩＥＲ P53

ツーリング & キャンプ用品
TOURING & CAMPING P115

ウェア ＆ ヘルメット
WEAR & HELMET P157

ハンドル ＆ ステップ
HANDLE & STEP P223

ブレーキ ＆ クラッチ
BRAKE & CLUTCH P279

マフラー
EXHAUST P373

吸気・エンジン・冷却関連
ＡＩＲ INTAKE & ENGINE & COOLING SYSTEM P459

電装関連
ELECTRICAL P499

スクリーン ＆ ビキニカウル
ＷＩＮＤＳＨＩＥＬＤＳ ＆ ＢＩＫＩＮＩ ＦＡＩＲＩＮＧＳ P567

ガード ＆ スライダー
ＣＲＡＳＨ ＰＲＯＴＥＣＴＯＲＳ P593

車体関連
BODY PARTS P643

サスペンション ＆ ローダウン
SUSPENSION ＆ HEIGHT ADJUSTERS P717

駆動関連
DRIVE LINE P755

タイヤ ＆ ホイール
TIRE & WHEEL P809

ケミカル ＆ メンテナンス
CHEMICAL & MAINTENANCE P863

オフロード
OFF ROAD P913

ミニ ＆ スクーター
ＭＩＮＩ ＆ ＳＣＯＯＴＥＲ P941

ハーレー
ＨＡＲＬＥＹ ＤＡＶＩＤＳＯＮ P1009

四輪パーツ
ＡＵＴＯＭＯＴＩＶＥ ＰＡＲＴＳ P1085

ハードケース、キャリア（ミニ、スクーター） … ヘプコアンドベッカー 946
スクリーン（ミニ、スクーター） ……… エムアールエー 948
チェーン（ミニ） ………………………………… プロト 949
マフラー（レーシング ミニ、スクーター） …… アクラポヴィッチ 950
エアフィルター（ミニ、スクーター） …… ケーアンドエヌ 950
外装パーツ（ミニ） …………… ノジマエンジニアリング 951
マフラー（ミニ） ……………… ノジマエンジニアリング 951
カスタムパーツ …………………………… バイカーズ 952
カスタムパーツ（GROM、ZOOMER-X、PCX） …エイチツーシー 954
エンジンパーツ（ミニ） ……………… ヨシムラジャパン 957
マフラー（ミニ、スクーター） ………… ヨシムラジャパン 960
エンジンパーツ（ミニ） …… スペシャルパーツタケガワ 962
カスタムパーツ（ミニ、スクーター） …スペシャルパーツタケガワ 966
マフラー（ミニ、スクーター） …スペシャルパーツタケガワ 968
カスタムパーツ（ミニ） ………… オーヴァーレーシング 970
マフラー（ミニ、スクーター） …… オーヴァーレーシング 974
エンジンパーツ（ミニ） ………………………… キタコ 977
カスタムパーツ（ミニ、スクーター） …………… キタコ 978
カスタムパーツ（ミニ） ……………………ジークラフト 980
エンジンパーツ（ミニ） …………………… シフトアップ 982
電圧安定パーツ（ミニ、スクーター） … トリックスター 983
CDI（ミニ、スクーター） ……………… シーエフポッシュ 983
マフラー（ミニ、スクーター） …モリワキエンジニアリング 984
マフラー（ミニ、スクーター） ………………… ビームス 986
マフラー（ミニ、スクーター） ……リアライズレーシング 990
マフラー（スクーター） ……………………………ロッソ 993
マフラー（スクーター） …………………ウイルズウィン 994
マフラー（スクーター） ………スペシャルパーツタダオ 997
マフラー（ミニ、スクーター） ……… エヌアールマジック 998
マフラー（ミニ、スクーター） ……………… ホットラップ 998
カスタムパーツ（ミニ） ………………………… ファイト 999
カスタムパーツ（スクーター） ……… ジョウショウワン 999
カスタムパーツ（スクーター） ……………… アディオ 1000
カスタムパーツ（スクーター） ……………… ベリアル 1001
電装パーツ（スクーター） ……………………… リブレ 1001
グラフィックデカール（ミニ、スクーター） … エムディーエフ 1002
サスペンション（ミニ、スクーター） ……… オーリンズ 1003
サスペンション（ミニ） ………………………ナイトロン 1004
駆動パーツ（スクーター） ………………………マロッシ 1005
駆動パーツ（スクーター） …………………グロンドマン 1006
スクリーン（ミニ、スクーター） … エーエフアサヒ(アサヒフウボウ) 1008

ハンドルバー（ハーレー） ………………… エフェックス 1010
ブレーキホース（ハーレー） …… スウェッジラインプロ 1014
ブレーキホース（ハーレー） ………… スウェッジライン 1015
ブレーキ（ハーレー汎用） ……………… ベルリンガー 1018
ブレーキ（ハーレー汎用） …………………… ブレンボ 1020
カスタムパーツ（ハーレー） ……………… ベルファスト 1021
カスタムパーツ（ハーレー） ……ゼロデザインワークス 1022
スプリンガーフォーク（ハーレー） ……ゼロデザインワークス 1026
アパレル、グッズ（ハーレー） ……ゼロエンジニアリング 1029
エンジンパーツ（ハーレー） …… エスアンドエス サイクル 1030
マフラー、エアクリーナー（ハーレー） … バンスアンドハインズ 1034
カスタムパーツ（ハーレー） …………………クリアキン 1046
エアフィルター（ハーレー） …………… ケーアンドエヌ 1054
オイルフィルター（ハーレー） ………… ケーアンドエヌ 1056
オイル（ハーレー） ……………………………レブテック 1057
フォークオイルシール（ハーレー） ……………アリート 1057
シート（ハーレー） ………………………… マスタング 1058
スクリーン（ハーレー） ……………… エムアールエー 1062
サスペンション（ハーレー）……プログレッシブサスペンション 1064
サスペンション（ハーレー） ……………… オーリンズ 1072
サスペンション（ハーレー） …………… ハイパープロ 1073
マフラー（ハーレー） ……………… モーターステージ 1074
キャリア（ハーレー） …………………………… キジマ 1076
カスタムパーツ（ハーレー） …… パフォーマンスマシン 1076
カスタムパーツ（ハーレー） … ローランドサンズデザイン PARTS 1076
カスタムパーツ（ハーレー） ………………… デイトナ 1077
カスタムパーツ（ハーレー） …… グリーミングワークス 1078
カスタムパーツ（ハーレー） ………………… ドライブ 1079
カスタムパーツ（ハーレー） …… イージーライダース 1079

カスタムパーツ（ハーレー） ……………… サンダンス 1080
ミラー（ハーレー） …………………………アウトバーン 1081
カスタムパーツ（ハーレー） ……………… ディバイス 1081
ホイール（ハーレー） ………………………… グライド 1082
ブレーキローター（ハーレー） … ミスミエンジニアリング 1084
バッテリー（ハーレー） …………… エムケーバッテリー 1084

エンジンオイル（四輪） ……………… ネオプロテックス 1086
フットレストバー（四輪） ………………………ネオプロト 1088
アクセルペダル（四輪） ………………………ネオプロト 1094
マスターシリンダーストッパー（四輪） ………ネオプロト 1097
プーリー（四輪） ………………………………ネオプロト 1098
アクセサリーパーツ（四輪） …………………ネオプロト 1100
サスペンション 86、BRZ（四輪） ……………ネオプロト 1101
ブレーキホース（四輪） ……………… スウェッジライン 1102
ブレーキパーツ（四輪） ……………… スウェッジライン 1116
オーダーブレーキホース（四輪） …… スウェッジライン 1117
フットレストバー（四輪） ………………… ディーキャトロ 1118
アンダーミラー（四輪） ………………… ディーキャトロ 1119
ハイエース カスタムパーツ（四輪） …… ディーキャトロ 1120
エアロパーツ（四輪） …………………… ディーキャトロ 1121

ＨＡＲＬＥＹ ＤＡＶＩＤＳＯＮ

ハーレー

ＡＵＴＯＭＯＴＩＶＥ ＰＡＲＴＳ

四輪パーツ
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掲載メーカー別INDEX（カナ順）
メーカー
(カナ)

掲載商品
(カナ)

掲載
ページ

イ イエローコーン ライディンググローブ 193

イスパック リュックサック 114

インターセプト タイヤ（スクーター） 842

ウ ヴァレンティ LEDバルブ（汎用） 510

ヴァレンティ モト LEDテールランプ 506

ウイニングラン フロントフォーク延長キット 747

ウィリー ビレットパーツ 696

ウイルズウィン マフラー（スクーター） 994

ウインズ ヘルメットスピーカー 135

ウインズ ヘルメット 215

ウッドストック バックステップ 266

ウッドストック ブレーキマスターアクセサリー（汎用） 344

ウッドストック メーターステー 540

ヴュープレクス 洗車用ケミカル 896

ヴリッツ クリーナー 892

エ エアテック エアフィルター（オフロード） 930

エアロファースト タイダウンベルト 906

エイチジェーシー ヘルメット 217

エイチツーシー カスタムパーツ 653

エイチツーシー カスタムパーツ 918

エイチツーシー カスタムパーツ（GROM、ZOOMER-X、PCX） 954

エーアイエム ラップカウンター（汎用） 522

エーエスウオタニ イグナイター 541

エーエフアサヒ(アサヒフウボウ) スクリーン（ミニ、スクーター） 1008

エージーブイ ヘルメット 216

エースウェル マルチデジタルメーター（汎用） 535

エーテック 外装パーツ 678

エーピーレーシング ブレーキキャリパー、ブレーキマスターシリンダー（汎用） 340

エーモン メンテナンスツール 912

エーレーサー サブコンピューター 524

エクセル オイルフィルター 870

エスアンドエス サイクル エンジンパーツ（ハーレー） 1030

エスイーシー ウインカー、テールランプ（汎用） 502

エスケーエフ フォークオイルシール 883

エスダブリューモーテック ハードケース 75

エスティーエム スリッパークラッチ 808

エストリプル 警告灯付きベスト 188

エックススピード メッシュシートカバー（汎用） 145

エッチングファクトリー ラジエターコアガード 642

エトスデザイン メンテナンススタンド 905

エヌアールマジック マフラー（ミニ、スクーター） 998

エヌエーオー バックステップ 278

エヌエーオー フェンダーレスキット、リアフェンダー 669

エヌジーケー プラグ 547

エヌプロジェクト アルミバッフル 457

エヌプロジェクト ラップカウンター（汎用） 520

エヌプロジェクト ビキニカウル 592

エヌマチェーン チェーン 798

エフェックス シートクッション 116

メーカー
(カナ)

掲載商品
(カナ)

掲載
ページ

ア アールアンドジー ラジエターコアガード 640

アールアンドジー フェンダーレスキット 668

アールエスタイチ レインウェア 186

アールエスタイチ ライディングブーツ 196

アールケージャパン チェーン 804

アールシーエンジニアリング ステムベアリング 251

アールシーエンジニアリング ステアリングダンパー 258

アールシーコウシエン マフラー（スポーツ） 456

アールズ ブレーキホースパーツ（汎用） 313

アールズ オイルクーラーパーツ（汎用） 490

アールズギア マフラー（スポーツ） 418

アールダブリューシー ナビゲーションシステム 144

アールピーエム マフラー（スポーツ） 436

アイアールシー タイヤ 825

アウトバーン ミラー（ハーレー） 1081

アエラ ハンドルバー、バックステップ 278

アクティブ ハイスロットルキット（汎用） 248

アクティブ ブレーキキャリパーサポート 354

アクティブ オイルクーラーキット 485

アクティブ デジタルメーター（汎用） 537

アクティブ フェンダーレスキット 666

アグラス バーエンド、トップブリッジ 247

アグラス バックステップ 268

アグラス スライダー 616

アクラポヴィッチ マフラー（レーシング） 396

アクラポヴィッチ マフラー（オフロードレーシング） 920

アクラポヴィッチ マフラー（レーシング ミニ、スクーター） 950

アクリポイント スクリーン 588

アコサット ブレーキレバー、クラッチレバー 352

アチェルビス 外装パーツ（オフロード） 937

アディオ カスタムパーツ（スクーター） 1000

アドバンテージ 強化クラッチキット 806

アファム スプロケット 758

アメリカンドラッガーズ マフラー（アメリカン） 457

アライ ヘルメット 199

アリート グリップ（汎用） 252

アリート タンクパッド 607

アリート エアバルブ（汎用） 837

アリート フォークオイルシール、テレレバーブーツ 880

アリート ブレーキロック、マフラープラグ 909

アリート グリップ（オフロード） 920

アリート フォークオイルシール（ハーレー） 1057

アルキャンハンズ グリップ、ハンドルブレース 250

アルキャンハンズ コントロールケーブル 316

アルテコ 瞬間接着剤 890

アントライオン ブレーキマスターアクセサリー 344

アントライオン ブレーキレバー、クラッチレバー 350

アントライオン スライダー 630

イ イージーライダース マフラー（アメリカン） 456

イージーライダース カスタムパーツ（ハーレー） 1079



17カタログ未掲載のメーカー、ブランドでも取扱可能な商品が多数あります。詳しくは「主な取り扱い商品一覧表」をご覧下さい。 22ページへ

メーカー
(カナ)

掲載商品
(カナ)

掲載
ページ

エ エフェックス ハンドルバー 224

エフェックス ハンドルバー（セパレート） 235

エフェックス ハンドルバー（テーパー） 236

エフェックス ハンドルバー（汎用） 237

エフェックス ハンドルバーウエイト（汎用） 238

エフェックス コントロールケーブル 315

エフェックス 車高調整パーツ 750

エフェックス シートクッション（オフロード） 914

エフェックス 車高調整パーツ（オフロード） 915

エフェックス ハンドルバー（ハーレー） 1010

エムアールエー スクリーン 568

エムアールエー スクリーン（ミニ、スクーター） 948

エムアールエー スクリーン（ハーレー） 1062

エムアールエス カスタムパーツ（Z系、CB750K） 710

エムアンドエイチマツシマ LEDバルブ（汎用） 512

エムアンドエイチマツシマ ヘッドライトバルブ（汎用） 517

エムケーバッテリー バッテリー（ハーレー） 1084

エムシーシグナル 給電システム（汎用） 128

エムディーエフ グラフィックデカール 681

エムディーエフ アジャスターダイヤル 746

エムディーエフ ホイールデカール 862

エムディーエフ グラフィックデカール（オフロード） 938

エムディーエフ ホイール、タイヤデカール（オフロード） 939

エムディーエフ グラフィックデカール（ミニ、スクーター） 1002

エルエスエル ブレーキレバー、クラッチレバー 346

エルエスエル スライダー 610

エルフ オイル 875

エルモ ビデオカメラ 143

エンドレス ブレーキパッド 365

オ オーヴァーレーシング ハンドルバー（セパレート）、ステムキット 244

オーヴァーレーシング バックステップ 262

オーヴァーレーシング マフラー（スポーツ） 422

オーヴァーレーシング スライダー 624

オーヴァーレーシング カスタムパーツ 692

オーヴァーレーシング スイングアーム 695

オーヴァーレーシング カスタムパーツ（ミニ） 970

オーヴァーレーシング マフラー（ミニ、スクーター） 974

オージーケーカブト ヘルメット 211

オーゼットレーシング ホイール 858

オーファ チタンボルト（汎用） 691

オーリンズ ステアリングダンパー 256

オーリンズ サスペンション 726

オーリンズ サスペンション（ミニ、スクーター） 1003

オーリンズ サスペンション（ハーレー） 1072

オールステートタイヤ タイヤ 834

オカダプロジェクツ 点火チューニングパーツ 542

オダックス ELメーター 529

オメガ オイル、オイル添加剤 876

メーカー
(カナ)

掲載商品
(カナ)

掲載
ページ

カ カーカー マフラー（レーシング） 455

カーベック 洗車用ケミカル、塗装塗料 897

カーボンロレーヌ ブレーキパッド 362

ガルクラフト ビキニカウル 591

カワサキアクセサリー フォークオイル 879

キ キジマ サドルバッグサポート 84

キジマ ヘルメットロック 147

キジマ ミラー（汎用） 685

キジマ キャリア（ハーレー） 1076

キタコ エンジンパーツ（ミニ） 977

キタコ カスタムパーツ（ミニ、スクーター） 978

キュースターズ ラップカウンター（汎用） 521

キングダム カスタムパーツ（ZEPHYR系） 708

ク クアンタム リアサスペンション 724

クイックス キズ取剤 891

クーケース トップケース 78

クード アクスルシャフト 682

クールライド バイクカバー 901

グライド ホイール（ハーレー） 1082

クラウザー ハードケース 75

クラブグリーンサム キャリア（オフロード） 940

クラフトマン ブレーキスイッチ（ブレンボ用、汎用） 315

クリアキン ツーリングバッグ（ナイロン） 110

クリアキン カスタムパーツ 644

クリアキン カスタムパーツ（ハーレー） 1046

グリーミングワークス カスタムパーツ（ハーレー） 1078

クレバーウルフレーシング タンクプロテクター 637

クレバーウルフレーシング 外装パーツ 672

クロスプロ アンダーガード、ラジエターガード（オフロード） 602

クロスプロ アンダーガード、ラジエターガード（オフロード） 915

クロップス マルチロック 149

グロンドマン 駆動パーツ（スクーター） 1006

ケ ケイツー･テック マフラー（スポーツ） 452

ケイティ タンクパッド 639

ケイファクトリー マフラー（スポーツ） 446

ケイファクトリー スライダー 629

ゲイルスピード ブレーキマスターシリンダー（汎用） 343

ゲイルスピード ホイール 848

ケーアンドエヌ エアフィルタークリーナー、オプション（K&N用） 460

ケーアンドエヌ カスタムエアフィルター 462

ケーアンドエヌ リプレイスメントエアフィルター 464

ケーアンドエヌ カスタムエアフィルター（汎用） 469

ケーアンドエヌ オイルフィルター 864

ケーアンドエヌ リプレイスメントエアフィルター（オフロード） 921

ケーアンドエヌ オイルフィルター（オフロード） 921

ケーアンドエヌ エアフィルター（ミニ、スクーター） 950

ケーアンドエヌ エアフィルター（ハーレー） 1054

ケーアンドエヌ オイルフィルター（ハーレー） 1056



18 カタログ未掲載のメーカー、ブランドでも取扱可能な商品が多数あります。詳しくは「主な取り扱い商品一覧表」をご覧下さい。 22ページへカタログ未掲載のメーカー、ブランドでも取扱可能な商品が多数あります。詳しくは「主な取り扱い商品一覧表」をご覧下さい。 16ページへ

メーカー
(カナ)

掲載商品
(カナ)

掲載
ページ

ケ ケーティーシー メンテナンスツール 912

ケーヒン キャブレター 476

ケープラスディビジョン ツーリングバッグ（PVC） 112

コ コウミドウ ライディンググローブ 192

コーケン ブレーキマスターアクセサリー 341

ゴープロ ビデオカメラ 142

コーヨーラジエター ラジエター 493

ゴールドウイン ツーリングバッグ（ナイロン） 102

ゴールドウイン ライディングウェア 181

ゴールドウイン レインウェア 187

ゴールドウイン ライディンググローブ 193

ゴールドウイン ライディングブーツ 194

ゴールドメダル エンジンガード 634

コールマン キャンプ用品 154

コバヤシソウケン 非常信号灯 145

コミネ プロテクター 188

コワース フェンダーレスキット 670

コンチネンタル タイヤ 836

サ サイタニヤファクトリー 外装パーツ 671

サインハウス マウント（汎用） 126

サインハウス 給電システム（汎用） 129

ザム スプロケット 786

サンクスギヴィング 表面保護フィルム 909

サンクチュアリーリアライズ カスタムパーツ（Z系） 705

サンスター ブレーキディスク 358

サンスター スプロケット 778

サンダンス カスタムパーツ（ハーレー） 1080

シ シーエスティー タイヤ 833

ジーエスユアサ バッテリー 564

シーエフポッシュ CDI（ミニ、スクーター） 983

ジークラフト キャリパーサポート（ミニ） 945

ジークラフト カスタムパーツ（ミニ） 980

ジータ ブレーキレバー、クラッチレバー 353

ジータ ハンドルバー、クランプ（オフロード） 922

ジータ ブレーキレバー、クラッチレバー（オフロード） 924

ジータ カスタムパーツ（オフロード） 926

ジータ アンダーガード（オフロード） 927

ジービーレーシング エンジンカバー 633

ジェイアールプロダクツ ライディンググローブ 191

ジェイイーピストン ピストン 484

ジェイトリップ メンテナンススタンド 902

シェルアドバンス オイル 873

シックデザイン スクリーン 589

シックデザイン ビキニカウル 590

シッタ スプロケット 756

ジビ ハードケース 76

シフトアップ エンジンパーツ（ミニ） 982

シャボンダマ カスタムパーツ（絶版車系） 706

ジョウショウワン カスタムパーツ（スクーター） 999

メーカー
(カナ)

掲載商品
(カナ)

掲載
ページ

シ ショーエイ ヘルメット 205

ショーワ サスペンション 745

シリウス LED補助ライト（汎用） 500

シンコー タイヤ 830

シンプソン ヘルメット 220

ス スウェッジライン スウェッジライン製品保証制度について 280

スウェッジライン ブレーキホース、クラッチホース 288

スウェッジライン ブレーキホース（汎用） 307

スウェッジライン イージーオーダーシステム（汎用） 308

スウェッジライン ブレーキホースパーツ（汎用） 310

スウェッジライン ブレーキホース、クラッチホース（オフロード） 916

スウェッジライン ブレーキホース（ミニ、スクーター） 942

スウェッジライン ブレーキホース（ハーレー） 1015

スウェッジライン ブレーキホース（四輪） 1102

スウェッジライン ブレーキパーツ（四輪） 1116

スウェッジライン オーダーブレーキホース（四輪） 1117

スウェッジラインプロ ブレーキホース 283

スウェッジラインプロ ブレーキホース（ハーレー） 1014

スーパーゾイル オイル添加剤 877

スズキアクセサリー フォークオイル 879

スタンレー ヘッドライトバルブ（汎用） 518

スティルマーチン ライディングブーツ 196

スティンキー カスタムパーツ 715

ステディー タイヤ（ミニ） 842

ストライカー バックステップ 270

ストライカー マフラー（スポーツ） 432

ストンプグリップ トラクションパッド 636

スナップオン ステッカー 691

スパイス バックステップ、タンデムキット 260

スパイス フェンダーレスキット、リアフェンダー 664

スパイラル シート（オフロード） 933

スフィアライト LEDヘッドライトバルブ（汎用） 514

スペシャルパーツタケガワ エンジンパーツ（ミニ） 962

スペシャルパーツタケガワ カスタムパーツ（ミニ、スクーター） 966

スペシャルパーツタケガワ マフラー（ミニ、スクーター） 968

スペシャルパーツタダオ マフラー（スポーツ） 444

スペシャルパーツタダオ マフラー（スクーター） 997

スペックエンジニアリング カスタムパーツ（ZEPHYR1100、GPZ900R） 712

セ ゼナ バイクロック 149

セルラーライン インターカム 139

ゼロエンジニアリング アパレル、グッズ（ハーレー） 1029

ゼログラビティ スクリーン 584

ゼロジー カスタムパーツ（オフロード） 936

ゼロデザインワークス カスタムパーツ（BOLT） 652

ゼロデザインワークス カスタムパーツ（ハーレー） 1022

ゼロデザインワークス スプリンガーフォーク（ハーレー） 1026

ソ ソト キャンプ用品 156
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メーカー
(カナ)

掲載商品
(カナ)

掲載
ページ

タ ダイシンレーシング マフラー（スポーツ） 453

ダイネーゼ ライディングウェア 182

ダイマグ ホイール 854

タイヤペンズ タイヤマーカー 843

タカツ ミラー（汎用） 684

ダブルアールズ バックステップ 276

ダブルアールズ マフラー（スポーツ） 450

ダブルエム マフラー（スポーツ） 454

ダブルエム カスタムパーツ（SR、W系） 716

ダブルピーサスペンション サスペンション 741

ダムトラックス ヘルメット 221

タンデムライダーズ タンデムツーリングベルト 146

ダンロップ キャンプ用品 150

ダンロップ タイヤ 814

ツ ツインエアー エアフィルター（オフロード） 931

ツーブラザーズレーシング マフラー（レーシング） 456

ツキギレーシング マフラー(スポーツ) 454

ツルノテクニカルサービス ハンドルバー、バックステップ 277

テ ディーアールシー メンテナンスツール 911

ディーアイディー チェーン 802

ディーアイディー アルミリム 861

ティーエスアール マフラー（スポーツ） 448

ティーエスエム 液体フィルムスプレー 891

ディーキャトロ フットレストバー（四輪） 1118

ディーキャトロ アンダーミラー（四輪） 1119

ディーキャトロ ハイエース カスタムパーツ（四輪） 1120

ディーキャトロ エアロパーツ（四輪） 1121

ディービーズ マフラー（オフロード） 935

デイトナ カスタムパーツ（ハーレー） 1077

デイトナ ニッシン ブレーキマスターシリンダー（汎用） 342

ディバイス カスタムパーツ（ハーレー） 1081

ティムソン タイヤ 835

テイラー プラグコード（汎用） 546

デグナー ツーリングバッグ（ナイロン） 106

デグナー ツーリングバッグ（レザー） 108

デグナー ETCケース（汎用） 135

テックサーフ マフラー（スポーツ） 451

テックスペック タンクパッド 638

デブコン メンテナンスツール 885

テラモト クランクケース減圧バルブ 479

デルスラーラ カスタムパーツ 714

デルタ マフラー（オフロード） 934

デルタダイレクト LED/HIDヘッドライトバルブ（汎用） 513

テルミニョーニ マフラー（レーシング） 455

デンソー プラグ（レーシング） 550

デンソー プラグ 552

ト トーヨーカガクショウカイ キャブレタークリーナー 884

ドミノ グリップ（汎用） 249

ドライブ カスタムパーツ（ハーレー） 1079

メーカー
(カナ)

掲載商品
(カナ)

掲載
ページ

ト トリックスター マフラー（スポーツ） 442

トリックスター 電圧安定パーツ 543

トリックスター 外装パーツ 675

トリックスター ミラー 683

トリックスター 電圧安定パーツ（ミニ、スクーター） 983

トレーディングガレージナカガワ カスタムパーツ（絶版車系） 711

ドレミコレクション カスタムパーツ（Z、ZEPHYR、W系） 698

ナ ナイトロレーシング マフラー（汎用） 458

ナイトロン サスペンション 736

ナイトロン サスペンション（ミニ） 1004

ナグエスイーディ クランクケース減圧バルブ 480

ナナニージャム ヘルメット 218

ナプコ キャブレターリペアキット 478

ナポレオン ミラー（汎用） 686

ナンカン タイヤ 834

ニ ニホンムセン ETC 131

ネ ネオプロテックス エンジンオイル（四輪） 1086

ネオプロト フットレストバー（四輪） 1088

ネオプロト アクセルペダル（四輪） 1094

ネオプロト マスターシリンダーストッパー（四輪） 1097

ネオプロト プーリー（四輪） 1098

ネオプロト アクセサリーパーツ（四輪） 1100

ネオプロト サスペンション 86、BRZ（四輪） 1101

ネックスパフォーマンス ラジエターホース 498

ネックスパフォーマンス ストロークセンサー 747

ネックスパフォーマンス エアバルブ（汎用） 837

ネバーダル メタルポリッシュ 893

ノ ノーノイズ 耳栓 140

ノジマエンジニアリング 交換用マフラー装着にあたってのご注意 374

ノジマエンジニアリング マフラー（スポーツ） 376

ノジマエンジニアリング 外装パーツ 658

ノジマエンジニアリング 外装パーツ（ミニ） 951

ノジマエンジニアリング マフラー（ミニ） 951

ノロジー プラグコード（汎用） 544

ハ ハーディー ハンドルバー（汎用） 242

ハーディー ハンドルバー（オフロード） 927

ハードラインプロダクツ メンテナンスツール 905

バーネット 強化クラッチキット 807

バイカーズ カスタムパーツ 654

バイカーズ カスタムパーツ 952

ハイドロタック 貼るリーディングレンズ 141

パイパークロス エアフィルター 472

ハイパープロ ステアリングダンパー 257

ハイパープロ サスペンション 732

ハイパープロ 車高調整パーツ 754

ハイパープロ サスペンション（ハーレー） 1073

バギー ライディンググローブ 194



20 カタログ未掲載のメーカー、ブランドでも取扱可能な商品が多数あります。詳しくは「主な取り扱い商品一覧表」をご覧下さい。 22ページへ

メーカー
(カナ)

掲載商品
(カナ)

掲載
ページ

ハ バグースモーターサイクル カスタムパーツ（ZEPHYR系） 709

バグスター ツーリングバッグ（ナイロン）、タンクカバー 86

バグスター シート 651

バザーズ サブコンピューター 526

バトルファクトリー ハンドルバー（汎用セパレート） 246

バトルファクトリー バックステップ 275

バトルファクトリー スライダー 631

バトルファクトリー エンジンカバー 632

バトルファクトリー メンテナンススタンド、レースツール 904

ハナサカジー 洗車用ケミカル、サビ取剤 890

パフォーマンスマシン カスタムパーツ（ハーレー） 1076

パムス ヘッドライトブースター（汎用） 519

ハリケーン ハンドルバー 240

バンスアンドハインズ マフラー 406

バンスアンドハインズ マフラー、エアクリーナー（ハーレー） 1034

ヒ ピア ヘッドライトバルブ（汎用） 516

ビーエスバッテリー バッテリー 558

ビーエムシー エアフィルター 473

ピーエムシー マフラー（スポーツ） 453

ピーエムシー カスタムパーツ（Z系） 702

ビーコム インターカム 138

ピーゼットレーシング ギアインジケーター 530

ビートジャパン バックステップ 259

ビートジャパン マフラー（スポーツ） 438

ビームス マフラー（ミニ、スクーター） 986

ヒットエアー エアーバッグジャケット 189

ビトーアールアンドディー サスペンション 744

ピレリ タイヤ 822

フ ファイト カスタムパーツ（ミニ） 999

ファイブスター ラダーレール 907

プーチ スクリーン 586

フェロード ブレーキパッド 366

フックスシルコリン オイル 872

ブライテック ヘッドライト（汎用） 520

ブライトロジック ブレーキスイッチキット（ブレンボ用） 339

ブリヂストン タイヤ 810

フリッツ メタルポリッシュ 894

フリッツ 洗車用ケミカル 895

プリント タンクパッド 608

ブルーライトニングレーシング サブコンピューター 528

フルカワバッテリー バッテリー 560

ブルフロッグ 防錆剤、サビ取剤 886

ブレーキング ブレーキディスク 357

プレクサス 洗車用ケミカル 896

プレジャー 外装パーツ 680

ブレンボ ブレーキ（汎用） 330

ブレンボ ブレーキ（ミニ、スクーター汎用） 944

ブレンボ ブレーキ（ハーレー汎用） 1020

プログレッシブサスペンション サスペンション 718

プログレッシブサスペンション サスペンション（ハーレー） 1064

メーカー
(カナ)

掲載商品
(カナ)

掲載
ページ

フ プロゴールドエーアール オイルクーラーパーツ（汎用） 492

プロジェクトミュー ブレーキパッド 368

プロスキルパーツ マフラー（オフロード） 932

プロスキルパーツ アンダーガード（オフロード） 933

プロテクタ バイクセキュリティ 150

プロテクタ 空気圧モニター 843

プロテック デジタルフューエルメーター、ギアインジケーター 536

プロト ウインカー移設キット 81

プロト サドルバッグサポート 82

プロト ETCステー（汎用） 132

プロト ステー（汎用） 134

プロト ヘルメットスタンド 197

プロト ワイドフットペグ 239

プロト リキッドプレッシャースイッチ 314

プロト ブレーキレバー、クラッチレバー（ブレンボ用） 339

プロト ブレーキキャリパーサポート 356

プロト オイルクーラー（汎用） 486

プロト オイルクーラーキット 487

プロト ラジエターキャップ（汎用） 493

プロト ラジエターキット 494

プロト ラジエター（汎用） 496

プロト ラジエターコアガード 606

プロト チェーンケース 606

プロト アンダーガード 607

プロト グラフィックデカール 656

プロト インジェクションカバー（W800） 657

プロト フェンダーレスキット 663

プロト フォークスタビライザー 748

プロト ドライブキット 777

プロト チェーン 794

プロト タイヤ周辺商品（プロトピックアップ商品） 838

プロト ラダーレール 907

プロト レーシングパーツ 908

プロト オイルキャッチタンクキット（汎用） 908

プロト シールチェーンクリーナー 909

プロト アンダーガード（オフロード） 915

プロト チェーン（ミニ） 949

プロト クアンタム リアサスペンション 722

プロト ブレンボ ブレーキキット 327

プロフェスト エンジンガード 594

プロボルト チタンボルト（汎用） 690

ヘ ベータチタニウム チタンボルト（汎用） 689

ベスラ ブレーキパッド 370

ベビーフェイス ヘルメットロック 147

ベビーフェイス バックステップ 272

ベビーフェイス スライダー 620

ベビーフェイス レーシングフック（汎用） 906

ヘプコアンドベッカー ハードケース、ソフトバッグ、キャリア 54

ヘプコアンドベッカー ガード 598

ヘプコアンドベッカー ガード 921

ヘプコアンドベッカー ハードケース、キャリア（ミニ、スクーター） 946
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メーカー
(カナ)

掲載商品
(カナ)

掲載
ページ

ヘ ベリアル カスタムパーツ（スクーター） 1001

ベルファスト カスタムパーツ（ハーレー） 1021

ベルリンガー ブレーキ（汎用） 320

ベルリンガー ブレーキ（ハーレー汎用） 1018

ホ ボアエース カスタムパーツ（SR系） 715

ボスコム ウインカー 507

ポッシュフェイス ハンドルバー（汎用） 243

ポッシュフェイス ウインカー 508

ポッシュフェイス リミッターカット 543

ホットラップ マフラー（ミニ、スクーター） 998

ホワイトダイヤモンド メタルポリッシュ 893

ホンダアクセサリー フォークオイル 878

マ マーヴェリック マフラー（スポーツ） 447

マーシャル ヘッドライト（汎用） 519

マグタン ホイール 856

マジカルレーシング 外装パーツ 676

マジカルレーシング ミラー（汎用） 688

マスタング シート 650

マスタング シート（ハーレー） 1058

マック レインウェア、ライディングウェア 184

マッドマックス カスタムパーツ（絶版車系） 714

マルケジーニ ホイール 844

マロッシ 駆動パーツ（スクーター） 1005

ミ ミシュラン タイヤ 818

ミスミエンジニアリング ブレーキローター（ハーレー） 1084

ミッドランド インターカム 136

ミツバ バイクロック 148

ミツバサンコーワ ETC 130

メ メタリカ ブレーキパッド 360

メッツラー タイヤ 828

モ モーションプロ メンテナンスツール 910

モーターステージ マフラー（ハーレー） 1074

モトエルイーディー ウインカー、テールランプ 505

モトギア マフラー（スポーツ） 431

モトグラフィックス タンクパッド 639

モトフィズ ネット、コード（汎用） 85

モトフィズ ツーリングバッグ（ナイロン） 104

モトフィズ ETCステー（汎用） 134

モリワキエンジニアリング マフラー（スポーツ） 426

モリワキエンジニアリング スライダー 628

モリワキエンジニアリング マフラー（ミニ、スクーター） 984

モンベル キャンプ用品 152

ヤ ヤマシロ ヘルメット 198

ヤマシロ ヘルメットシールド 222

ヤマハアクセサリー フォークオイル 878

ヤマモトレーシング マフラー（スポーツ） 449

メーカー
(カナ)

掲載商品
(カナ)

掲載
ページ

ユ ユーカナヤ ブレーキレバー、クラッチレバー 345

ユニカーコウギョウ バイクロック 148

ユニカーコウギョウ バイクカバー 898

ユニコーンジャパン カスタムパーツ（KATANA） 713

ヨ ヨシムラジャパン マフラー（スポーツ） 410

ヨシムラジャパン キャブレター 474

ヨシムラジャパン ピストン、カムシャフト 482

ヨシムラジャパン デジタルテンプメーター（汎用） 538

ヨシムラジャパン マフラー（オフロード） 931

ヨシムラジャパン エンジンパーツ（ミニ） 957

ヨシムラジャパン マフラー（ミニ、スクーター） 960

ラ ライズ ヘルメット 213

ライディングスポット キャリア 81

ライディングスポット キャリア（オフロード） 940

ラヴォランテ ホイール 860

ラスター メタルポリッシュ 893

ラピッドバイク サブコンピューター 523

ラフアンドロード キャリア 80

ラフアンドロード レインウェア 187

ラフアンドロード ライディンググローブ 190

ラフアンドロード キャリア（オフロード） 928

ラフアンドロード マフラー（オフロード） 929

ラムエア エアフィルター 473

ラムマウント マウント（汎用） 120

リ リアライズレーシング マフラー（ミニ、スクーター） 990

リード ヘルメット 198

リドフワイプス ウェットシート 895

リブレ 電装パーツ（スクーター） 1001

レ レーザー マフラー（レーシング） 455

レグラス メンテナンス用ケミカル 884

レブイット ライディングウェア、グローブ 166

レプソル オイル 874

レブテック オイル（ハーレー） 1057

ロ ローランドサンズデザイン PARTS カスタムパーツ（ハーレー） 1076

ローランドサンズデザインAPPAREL ライディングウェア、グローブ 158

ロゴス キャンプ用品 151

ロックタイト 防水スプレー 197

ロックタイト メンテナンス用ケミカル 888

ロッソ マフラー（スクーター） 993

ロッソスタイルラボ ライディングウェア 181

ワ ワイエスエスレーシング リアサスペンション 742

ワイセコ ピストン 481

ワイルドウイング ライディングブーツ 195
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主な取り扱い商品一覧表（メーカー名・ブランド名・俗称名混在）
（カナ） （英文）

エヌマチェーン ENUMA CHAIN 

エフイーティー FET

エフェクト EFFECT

エフェックス EFFEX

エフエムエフ FMF

エムアンドエイチマツシマ M&H MATSUSHIMA 

エムアールエス MRS

エムアールエー MRA

エムケーバッテリー MK BATTERY 

エムシーシグナル MC SIGNAL 

エムシーピー MCP

エムソウル M SOUL 

エムダブルアール MW-R

エムティーエックスアール MTXR

エムディーエフ MDF

エムファクトリー M-FACTORY

エルイーディーツイスター LED TWISTER 

エルエスエル LSL

エルエルエス LLS

エルフ ELF

エルモ ELMO

エンジンヤシコウ ENGINE YA SHIKOU

エンドレス ENDLESS

エーアイエム AIM

エーエスウオタニ AS UOTANI 

エーエスシー ASC

エーエフアサヒ(アサヒフウボウ) AF-ASAHI

エーエーアール A.A.R

エーシーデルコ ACDELCO

エーシーパフォーマンスライン AC PERFORMANCE LINE

エージーブイ AGV

エーシーミニ AC-MINI

エース ACE

エースウェル ACEWELL

エーゼットバッテリー AZ BATTERY 

エーツーフォルム A2 FORM 

エーディーエーレーシング ADA RACING 

エーテック A-TECH

エーピーイー AMERICAN PERFORMANCE ENGINEERI

エーピーレーシング AP RACING 

エーモン AMON

オ
オエティカ OETIKER

オオニシヒートマジック OHNISHI HEAT MAGIC

オカダプロジェクツ OKD

オキツモ OKITSUMO

オグショー OGU SHOW 

オシリス OSIRIS

オダックス ODAX

オベロン OBERON

オメガ OMEGA

オーヴァーレーシング OVER RACING 

オージーケーカブト OGK KABUTO 

オーゼットレーシング OZ RACING 

オートクラフト AUTO CRAFT 

オービック O BIC 

（カナ） （英文）

イワタニ･プリムス IWATANI-PRIMUS

インターセプト IN-TER-CEPT

イントラーダ INTRADA

イージーライダース EASYRIDERS

イーピーアイガス EPIGAS

イーブイエス EVS

ウ
ヴァレンティ VALENTI

ヴァレンティ モト VALENTI MOTO 

ウィズミー WITH ME 

ウイニングラン WINNINGRUN

ヴィプロス VIPRO'S

ウィリー WHEELIE

ウイリーアンドマックス WILLIE&MAX

ウイルズウィン WIRUSWIN

ウインズ WINS

ウェブカム WEB-CAM

ヴォーグ VORGUE

ウォーム&セーフ WARM&SAFE

ウチ カスタムパーツ UCHI CUSTOM PARTS

ウッドストック WOODSTOCK

ヴュープレクス VUPLEX

ヴリッツ VRITZ

エ
エアテック AIRTEC

エアロファースト AEROFAST

エイチジェーシー HJC

エイチツーシー H2C

エイボン AVON

エクスジェル EXGEL

エクストラ EXUSTAR

エクセル EXCEL

エコー ECHO

エスアンドエス パワーフィルター S&S POWER FILTER

エスイーシー SEC

エスエックスピー SXP

エスオーエービー S.O.A.B

エスケーエフ SKF

エスダブリューモーテック SW-MOTECH

エスティーエム STM

エスデージー SDG

エストリプル S-TRIPLE

エスピーアイ SPI

エックススピード X-SPEED

エックスソックス X-SOCKS

エックスバイオニック X-BIONIC

エックスピーディー XPD

エッチングファクトリー ETCHING FACTORY 

エトスデザイン ETHOS DESIGN 

エヌアールマジック NR MAGIC 

エヌエーオー NAO

エヌジーケー NGK

エヌティービー NTB

エヌプロジェクト N PROJECT 

エヌマ EK

（カナ） （英文）

ア
アイアールシー IRC

アイエスエー ISA

アイエムエス IMS

アイオーエス I.O.S

アイケース EYECASE

アイコン IKON

アイマジック I-MAGIC

アウトバーン AUTBAHN

アエラ AELLA

アクティブ ACTIVE

アクティーニ ACTINI

アグラス AGRAS

アクラポヴィッチ AKRAPOVIC

アクリポイント ACRY POINT 

アコサット ACCOSSATO

アチェルビス ACERBIS

アディオ ADIO

アテナ ATHENA

アドバンテージ ADVANTAGE

アニーズ ANNY'S

アファム AFAM

アブス ABUS

アブソリュート ABSOLUTE

アメリカンドラッガーズ AMERICAN DRAGERS 

アライ ARAI

アラゴスタ ARAGOSTA

アリア ARIA

アリート ARIETE

アルキャンハンズ ALCANHANDS

アルテコ ALTECO

アルテック ALTECH

アルト ALTH

アルバ ALVA

アルパインスター ALPINESTARS

アルファプログレス ALPHA PROGRESS 

アルファライン ALPHA LINE 

アルファレイズ ALFA RAYS 

アルマックス ERMAX

アレンネス ARLEN NESS 

アロー ARROW

アントライオン ANT LION 

アーバニズム URBANISM

アールアンドジー R&G

アールエスタイチ RS TAICHI 

アールケージャパン RK JAPAN 

アールシーエンジニアリング RC ENGINEERING 

アールシーコウシエン RC KOSHIEN 

アールシーコンポーネンツ RC COMPONENTS 

アールズ EARL`S

アールズギア R`S GEAR 

アールダブルリューシー RWC

アールピーエム RPM

イ
イエローコーン YELLOW CORN 

イブシドコロ IBUSIDOKORO
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主な取り扱い商品一覧表（メーカー名・ブランド名・俗称名混在）
（カナ） （英文）

オーファ OFA

オーリンズ OHLINS

オールボールズ ALL BALLS 

カ
ガエルネ GAERNE

カザン KAZAN

カストロール CASTROL

カムストック CAMSTOCK

カモス CAMOS

カヤバ KAYABA

ガリンド GALINDO

ガルクラフト GULL CRAFT 

カルドシステム CARDO SYSTEM 

カルトスピード CULT SPEED 

ガルファー GALFER

ガルーダ GARUDA

カワヨロイ KAWAYOROI

カーカー KERKER

カーベック CARVEK

カーボンロレーヌ CARBONE LORRAINE 

キ
キウイ KIWI

キジマ KIJIMA

キタコ KITACO

キットクロス KIT CROSS 

キディモト KIDDIMOTO

キブルホワイト KIBBLEWHITE

キャズモト CATZ MOTO 

キャノピー CANOPY

キャメルバック CAMELBAK

キャラコレクション CARACOLLECTION

キュースターズ QSTARZ

ギルズツーリング GILLES TOOLING 

ギルドデザイン GILD DESIGN 

キングダム KINGDOM

ク
クアンタム QUANTUM

クイックス QUIXX

クイックストラップ QUICK STRAP 

クイックツイスト KWIKTWIST

クイックリフター QUICK LIFTER 

クイックルーフ QUICK ROOF 

グッズ GOODS

クッチョロ CUCCIORO

グッドリッジ GOODRIDGE

グライド GLIDE

クラブアメリカン CLUB AMERICAN 

クラブグリーンサム CLUB GREEN THUMB

クラフトマン CRAFTMAN

クリアオルタネイティブ CLEAR ALTERNATIVES 

クリアキン KURYAKYN

クリプトナイト KRYPTONITE

グリメカ GRIMECA

グリーミングワークス GLEAMING WORKS 

（カナ） （英文）

ザックスパフォーマンス ZAKS PERFORMANCE 

ザップヘルメット ZAP HELMET 

ザム XAM

サムコ SAMCO

サンクスギヴィング THANKSGIVING

サンクチュアリーリアライズ SANCTUARY REALIZE

サンジドウシャコウギョウ SUN AUTOMOBILE INDUSTRY

サンスター SUNSTAR

サンセイデビル DEVIL BY SANSEI

サンセイレーシング SANSEI RACING 

サンダンス SUNDANCE

サントレックス SUNTREX

サーティーズデザイン 30`S DESIGN 

シ
ジェイアールプロダクツ JRP

ジェイイーピストン JE PISTONS 

ジェイエム JM

ジェイエムシー JMC

ジェイトリップ J-TRIP

ジェイピーモトマート JP Moto-Mart 

ジェットボイル JETBOIL

ジェニックス GENIX

シェルアドバンス SHELL ADVANCE 

ジェークルー J-CREW

ジクー ZCOO

シックス SIXS

シックスシックスワン SIXSIXONE

シックデザイン CHIC DESIGN 

シッタ SITTA

シディー SIDI

シナノトレーディング SHINANO TRADING 

ジビ GIVI

シビエ CIBIE

シフト SHIFT

シフトアップ SHIFT UP 

シムズクラフト SYM`Z CRAFT 

シャッド SHAD

シャボンダマ SHABON DAMA 

ジャム JAM

シュアラスター SURLUSTER

ジュクー JUQUE

ジョウショウワン JOSHO1

ショーエイ SHOEI

ショーワ SHOWA

シリウス SIRIUS

ジンガー ZINGER

シンプソン SIMPSON

ジーアールピー GRP

シーエスティー CST

ジーエスユアサ GS-YUASA

シーエヌシーレーシング CNC RACING

シーエフポッシュ CF POSH 

シーエムピー CMP

ジークラフト G CRAFT 

シージーシー CGC

ジーズ G'Z

（カナ） （英文）

クリーム KREEM

クルーズツール CRUZ TOOL 

クレバー CLEVER

クレバーウルフレーシング CLEVER WOLF RACING

クロスヨーロッパ X EUROPE 

グロンドマン GRONDEMENT

クーケース COOCASE

クード KOOD

グーリー GULLY

クールライド COORIDE

ケ
ケイツー･テック K2-TEC

ケイティ KEITI

ケイティーシー KTC

ケイファクトリー K FACTORY 

ゲイルスピード GALESPEED

ケイワイティ KYT

ケブコ KEVCO

ケンソー KENSO

ケンドン KENDON

ケーアンドエヌ K&N

ケーアンドピー K&P

ゲージフェイス GAUGE FACE 

ケーツー K2

ケーディーシー KDC

ケーヒン KEIHIN

ケープラスディビジョン K PLUS D

コ
コバヤシソウケン KOBAYASHI SOKEN 

コブージー COBOO-G

コミネ KOMINE

コムテック COMTEC

コメティック COMETIC

コメティック(ハーレー) COMETIC

コワース COERCE

コンチネンタル CONTINENTAL

コンツアー CONTOUR

コーケン KOHKEN

コーケン KOKEN

ゴープロ GO PRO 

コーヨー KOYO

コーヨーラジエター KOYORAD

ゴールドウイン GOLDWIN

ゴールドメダル GOLD MEDAL 

コールマン COLEMAN

サ
サイクラ CYCRA

サイクラム CYCLEAM

サイタニヤファクトリー SAITANIYA FACTORY 

サインハウス SYGN HOUSE 

サウンドテック SOUND TECH

サクラコウギョウ SAKURA KOUGYOU 

サクラメディカル SAKURA MEDICAL 

ササキスポーツ SASAKI SPORTS CLUB

青文字はカタログに掲載されているメーカー、ブランドです。
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主な取り扱い商品一覧表（メーカー名・ブランド名・俗称名混在）
（カナ） （英文）

シースリーフィット C3FIT

ジータ ZETA

ジータンク G TANK 

ジービーレーシング GBRACING

ジーフォース Z-FORCE

シールズ SEAL'S

ス
ズィーウィール Z-WHEEL

ズィーカーボン Z-CARBON

スウェッジライン SWAGE-LINE

スウェッジラインプロ SWAGE-LINE PRO 

スオーミー SUOMY

スクリーンクラフト SCREEN CRAFT 

スコット SCOTT

スタック STACK

スタマタキス STAMATAKIS

スタンレー STANLEY

スティルマーチン STYLMARTIN

スティンキー STINKY

ステディー STEADY

ストライカー STRIKER

ストンプグリップ STOMPGRIP

ストークエア STORK AIR 

ストーブリ STAUBLI

スナップオン SNAP ON 

スパイ SPY

スパイス SPICE

スパイラル SPIRAL

スパイロン SPIRON

スピーディー SPIDI

スピードブレーキ SPEED BRAKES

スフィアライト SPHERELIGHT

スプリットファイアー SPLIT FIRE 

スプリントフィルター SPRINT FILTER 

スプーン SPOON

スペシャルエージェント SPECIAL AGENT 

スペシャルパーツタケガワ SPECIAL PARTS TAKEGAWA

スペシャルパーツタダオ SPECIAL PARTS TADAO

スペックエンジニアリング SPEC ENGINEERING 

スミス SMITH

スリード THREED

スリーマイルズ THREE MILES 

スリーワン THREE ONE 

スワンズ SWANS

スーパーサウンド SUPERSOUND

スーパーゾイル SUPERZOIL

スーパートラップ SUPERTRAPP

スーパーマグ SUPER MAG 

セ
セトラブ SETRAB

セナ SENA

ゼナ XENA

ゼファクター ZEFACTOR

セプトゥー CEPTOO

セルラーライン CELLULAR LINE 

（カナ） （英文）

ディライト DELIGHT

テイラー TAYLOR

ディーアイディー DID

ティーアールエフ TRF

ディーアールシー DRC

ディーアールシー/イーケーチェーン DRC/EK

ティーエスアール TECHNICAL SPORTS RACING

ディーエヌエー DNA

ティーエヌケーモータース TNK MOTORS 

ディーエフジー DFG

ディーエムブイアルバ DMV-ALBA

ディーキャトロ D-CUATRO

ティーズ TS

ディービーズ dB's

ディーブロス DBROS

デグナー DEGNER

テクニクス TECHNIX

テクノリサーチ TECHNO RESEACH 

テックサーフ TECHSERFU

テックスペック TECHSPEC

テックマウント TECH MOUNT 

テックメイト TECH MATE 

デブコン DEVCON

デュラボルト DURA BOLT 

デューロ DURO

テラモト TERAMOTO

デルタ DELTA

デルタダイレクト DELTA DIRECT 

テルミニョーニ TERMIGNONI

デロルト DELLORTO

デンソー DENSO

テーシーエックス TCX

ト
トゥーホイールクール TWO WHEEL COOL

ドグフィッシュ DOG FISH 

ドミノ DOMINO

ドライブ DLIVE

トラックテック TRAKTEK

トリックスター TRICK STAR 

ドリームタイマー DREAMTIMER

トルクマスター TORQUE MASTER 

トレックフィールド TREK FIELD 

ドレミコレクション DOREMI COLLECTION 

トレーディングガレージナカガワ TRADING GARAGE NAKAGAWA

トロイリーデザイン TROYLEE DESIGNS 

トーヨーカガクショウカイ TOYOCHEMISTRY

ナ
ナイトロヘッズ NITRO HEADS 

ナイトロレーシング NITRO RACING 

ナイトロン NITRON

ナグエスイーディ NAG

ナセル NACELL

ナナニージャム 72JAM

ナプコ NAPCO

ナポレオン NAPOLEON

（カナ） （英文）

ゼログラビティ ZERO GRAVITY 

ゼロジー ZERO-G

ゼロデザインワークス ZERO DESIGN WORKS

ゼロポイント ZERO POINT 

ソ
ソアー THOR

ソト SOTO

ソード SWORD

ソーラム SOLAM

タ
ダイイチ DAIICHI

タイクーン TYCOON

ダイシンレーシング DAISHIN RACING 

ダイナテック DYNATEK

ダイネーゼ DAINESE

ダイマグ DYMAG

タカツ TAKATSU

ダグ DUG

ダグアウト DUGOUT

タグパーツサービス TAGU PARTS SERVICE

タグマスター TUG MASTER 

タナックス TANAX

タニオショウカイ TANIO

タフジャグ TUFFJUG

ダブルアールズ WRS

ダブルアールピー WRP

ダブルエックス WX

ダブルエム WM

ダブルピーサスペンション WP SUSPENSION 

ダブルヘッド DOUBLEHEAD

ダムトラックス DAMMTRAX

ダメージ DAMAGE

タロン TALON

タンデムライダーズ TANDEM RIDERS 

ダンロップ DUNLOP

ダンロパッド DUNLOPAD

ダートスコート DIRTSQUIRT

ダートフリーク DIRT FREAK 

チ
チタニック TITANIC

チャックボックス CHUCK BOX 

チャフト CHAFT

ツ
ツアーマスター TOURMASTER

ツインエアー TWIN AIR 

ツルノテクニカルサービス TSURUNO TECHNICAL SERVICE

ツーブラザーズレーシング TWO BROTHERS RACING

テ
ディジークラブ DIZZY CLUB 

デイトナ DAYTONA

ディバイス DEVICE

ティムソン TIMSUN
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主な取り扱い商品一覧表（メーカー名・ブランド名・俗称名混在）
（カナ） （英文）

ナンカン NANKANG

ニ
ニコクドウ NIKOKUDOU

ニューイング NEWING

ニューカーカー NEW KERKER 

ニュートン NEWTON

ネ
ネオプロテックス NEOPLOTEX

ネオプロト NEOPLOT

ネクサス NEXXS

ネクスレイ NEXRAY

ネックスパフォーマンス NEX PERFORMANCE 

ネバーダル NEVR-DULL

ノ
ノジマエンジニアリング NOJIMA ENGINEERING 

ノックス KNOX

ノロジー NOLOGY

ノートイル NO-TOIL

ノーノイズ NONOISE

ノーフィアー NOFEAR

ハ
バイオプロテック BIO PRO TECH

バイクプロジェクトヤマト BIKE PROJECT YAMATO

バイクリフト BIKE-LIFT

ハイドロタック HYDROTAC

パイパークロス PIPERCROSS

ハイパープロ HYPERPRO

パインバレー PINEVALLEY

バギー BUGGY

バグスター BAGSTER

バクスレイ BAXLEY

バグースモーターサイクル BAGUS MOTORCYCLE 

バザーズ BAZZAZ

バッドダッド BADDAD

バトルファクトリー BATTLE FACTORY 

ハナサカジー HANASAKA G 

バネ BA2NE

パノリン PANOLIN

パフォーマンスマシン PERFORMANCE MACHINE 

パムス PAMS

ハリケーン HURRICANE

バルターモトコンポーネンツ VALTERMOTO COMPONENTS 

パワー POWER

パワービュー POWERVIEW

パワーブロンズ POWER BRONZE 

パワーレット POWERLET

バンスアンドハインズ VANCE&HINES

パンテーラ PANTHERA

ハンマーヘッド HAMMERHEAD

パーカル PERCUL

バークバスターズ BARKBUSTERS

ハーディー HARDY

ハードラインプロダクツ HARDLINE PRODUCTS 

（カナ） （英文）

ブレイド BLADE

ブレイブエックス BRAVE-X

プレクサス PLEXUS

プレジャー PLEASURE

ブレンボ BREMBO

ブレーキング BRAKING

プログリップ PROGRIP

プログレッシブサスペンション PROGRESSIVE SUSPENSION 

プロゴールドエーアール PRO GOLD AR

プロサーキット PRO CIRCUIT 

プロジェクトサイエンス PROJECT SCIENCE 

プロジェクトミュー PROJECTμ

プロスキルパーツ PRO SKILL PARTS

プロスタッフ PROSTAFF

プロセレクト PRO SELECT

プロックス PROX

プロテクタ PRO-TECTA

プロテック PROTEC

プロテーパー PRO TAPER 

プロト クアンタム PLOT QUANTUM 

プロト ブレンボ PLOT BREMBO 

プロフィ PROFI

プロフェスト PROFEST

プロボルト PROBOLT

プロモジーンズ PROMO JAENS 

プロモンテ PUROMONTE

プーチ PUIG

へ
ヘイゴン HAGON

ペイトンプレイス PEYTONPLACE

ベスラ VESRAH

ベネテック BENETEC

ベネリ BENELLI

ベビーフェイス BABYFACE

ヘプコアンドベッカー HEPCO&BECKER

ベリアル BURIAL

ベルファスト BEL-FAST

ベルリンガー BERINGER

ベルレイ BEL RAY 

ベルー BERU

ベンチュラ VENTURA

ヘンリービギンズ HENLY BEGINS 

ベータチタニウム βTITANIUM

ホ
ボアエース BORE-ACE

ボイセン BOYESEN

ポジポリーニ POGGIPOLINI

ボスコム BOSSCOM

ポッシュフェイス POSH FAITH 

ホットボディーズ HOT BODIES 

ホットラップ HOTLAP

ホットワイヤード HOTWIRED

ポリスポーツ POLISPORT

ポリーニ POLINI

ホルディット HOLD IT 

（カナ） （英文）

バーネット BARNETT

パーフェクトショウジ PERFECT SHOJI 

パーマテックス PERMATEX

ヒ
ピア PIAA

ビチューボ BITUBO

ビッグシーダー BIG CEDAR 

ピッコ PICCO

ヒットエアー HIT-AIR

ピットギア PITGEAR

ビトーアールアンドディー BITO R&D 

ピナスコ PINASCO

ビルドアライン BUILD A LINE

ピレリ PIRELLI

ピンゲル PINGEL

ビーエスティー BST

ビーエスバッテリー BS-BATTERY

ピーエフシー PFC

ビーエムシー BMC

ピーエムシー PMC

ピーオーディーエムエックス POD MX 

ビーコム B+COM

ピージェーワン PJ1

ピーゼットレーシング PZRACING

ビートジャパン BEET JAPAN 

ビーボックス B-VOX

ビームス BEAMS

ビームーンファクトリー B-MOON FACTORY 

フ
ファイト FAITO

ファイブ FIVE

ファイブスター FIVE STAR 

ファクトリーエフェックス FACTORY-EFFEX

ファナティック FANATIC

ブイツイン V TWIN 

フィノア FINOA

フェネック FENNEC

フェロード FERODO

フォックス FOX

フォーク FORK

フォーマ FORMA

フックスシルコリン FUCHS SILKOLENE 

ブライテック BRIGHTEC

ブライトロジック BRIGHT LOGIC 

ブラストマニア BLASTMANIA

プラスミュー PLUSμ

ブリヂストン BRIDGESTONE

フリッツ FLITZ

プリント PRINT

フリーフロー FREEFLO

ブルオリジナル BULL ORIGINAL 

フルカワバッテリー FURUKAWA BATTERY 

ブルックランズ BROOKLANDS

ブルフロッグ BULLFROG

ブルーライトニングレーシング BLUE LIGHTNING RACING

青文字はカタログに掲載されているメーカー、ブランドです。
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主な取り扱い商品一覧表（メーカー名・ブランド名・俗称名混在）
（カナ） （英文）

ホワイトダイヤモンド WHITE DIAMOND 

ホーネット HORNET

マ
マイクロロン MICROLON

マイティーバック MITY VAC 

マキシス MAXXIS

マキシマ MAXIMA

マグアイアーズ MEGUIARS

マグタン MAGTAN

マグナム MAGNUM

マグラ MAGURA

マザーズ MOTHERS

マジカルレーシング MAGICAL RACING 

マスタング MUSTANG

マック MAKKU

マッコイ MCCOY

マッシーモ MASSIMO

マッドオフ MUD OFF 

マッドマックス MADMAX

マトリス MATRIS

マルケジーニ MARCHESINI

マルニ MARUNI

マロッシ MALOSSI

マーヴェリック MAVERICK

マーシャル MARCHAL

マーリンズ MARIN`S

ミ
ミカロール MIKALOR

ミクニ MIKUNI

ミシュラン MICHELIN

ミスティー MISTY

ミズノチェン MIZUNO

ミスミエンジニアリング MISUMI ENGINEERING 

ミタカ MITAKA

ミタニコーポレーション MITANI

ミッシングリンク MISSING LINK 

ミッドランド MIDLAND

ミツバ MITSUBA

ミューディメンション μ-DIMENSION

ミューラー MUELLER

ム
ムサシ MUSASHI

メ
メタリカ METALLICO

メタルドラッグ METALDRUG

メッツラー METZELER

メナカイト MENACHITE

モ
モタック MOTACC

モチュール MOTUL

モトエルイーディー MOTOLED

モトギア MOTOGEAR

（カナ） （英文）

リード LEAD

ル
ルイモト LUI MOTO 

ルッツ LUTZ

ルーク LUKE

ルーマ LUMA

レ
レイブリック RAYBRIG

レオビンチ LEOVINCE

レグラス REGULUS

レジーナ REGINA

レッドイーグル RED EAGLES 

レッドバロンレーシング RED BARON RACING

レブイット REV`IT

レプソル REPSOL

レブテック REVTECH

レンサル RENTHAL

レンテック RENNTEC

レーザー LASER

ロ
ロゴス LOGOS

ロックス ROX

ロックタイト LOCTITE

ロッソ ROSSO

ロッソスタイルラボ ROSSO STYLELAB 

ロデオ RODEO

ロビーモト ROBBY MOTO ENGINEERING

ロードロック ROADLOK

ローランドサンズデザイン(アパレル) ROLAND SANDS DESIGN(APPAREL)

ローランドサンズデザイン(パーツ) ROLAND SANDS DESIGN(PARTS)

ロールアンドコード ROLE AND CODE

ワ
ワイアールピー YRP

ワイエスエスレーシング YSS RACING 

ワイセコ WISECO

ワイポイント WAI-POINT

ワン ONE

ワークスクオリティー WORKS QUALITY 

ワークスコネクション WORKS CONECTION 

ワークスパフォーマンス WORKS PERFORMANCE 

青文字はカタログに掲載されているメーカー、ブランドです。
＊2017年3月時点の内容となります。

（カナ） （英文）

モトグラフィックス MOTO GRAFIX 

モトコ MOTOCO

モトコルセ MOTO CORSE 

モトバイパー MOTOVIPER

モトフィズ MOTO FIZZ 

モトプラス MOTOPLUS

モトベローチェ MOTO VELOCE 

モトマスター MOTOMASTER

モトレックス MOTOREX

モリワキエンジニアリング MORIWAKI ENGINEERING 

モンベル MONT-BELL

モーション MOTION

モーションプロ MOTION PRO 

モータウン MOTOWN

モーターステージ MOTORSTAGE

モーターファクトリー MOTOR FACTORY 

ヤ
ヤザワ YAZAWA

ヤマモトレーシング YAMAMOTO RACING 

ユ
ユニカーコウギョウ UNICAR

ユニコーンジャパン UNICORN JAPAN 

ユニット UNIT

ユーフォー UFO

ヨ
ヨシムラジャパン YOSHIMURA JAPAN 

ラ
ライズ RIDEZ INTERNATIONAL 

ライディングスポット RIDINGSPOT

ライディングハウス RIDING HOUSE 

ライトスピード LIGHT SPEED 

ライトンマックスドライカーボン LIGHTMAX-DRYCARBON

ラヴォランテ LAVORANTE

ラジアルビット RADIAL BIT 

ラスター LUSTER

ラッセル RUSSELL

ラップ WRAP

ラピッドバイク RAPID BIKE

ラフアンドロード ROUGH&ROAD

ラベン LAVEN

ラムエア RAMAIR

ラムマウント RAM MOUNTS 

ランブル RUMBLE

リ
リアットブレイス LEATT BRACE 

リアライズレーシング REALIZE RACING 

リスキービー RISKY BEE 

リズム RHYTHM

リッチー RITCHIE

リドフワイプス RIDOF WIPES

リブレ RIBLE

リンクスフックス LYNXHOOKS


