
品名
ツーリングマルチキャリア
ベースキャリア
ツーリングマルチキャリア
サイドウイングキャリア
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備考
汎用ベースキャリアです。車体に取付の際は専用取付キットが必要となります。
製品本体重量 ： 1,500g 寸法 ： 230×300mm 厚さ20mm 材質 : スチール
ベースキャリアPF31090に適合するサイドウイングキャリアです。左右共通、1個単位での販売になります。左右に装着される
場合は2個必要となります。製品本体重量 ： 570ｇ 寸法 ： 135×215mm パイプ径Φ12 材質 ： スチール、樹脂

価格（税込）

¥19,800

¥13,750

価格（税抜）

¥18,000

¥12,500

品番

PF31090

PF31190

品名
ツーリングマルチキャリア
ベースキャリア取付キット
ツーリングマルチキャリア
コンプリートキット

3

車種

Rebel 250/500

Rebel 250/500

年式

20

20

備考
ベースキャリアPF31090を車体に取り付ける為の専用取付キット。ベースキャリアは含まれません。
製品本体重量 : 400g 材質 : スチール
ベースキャリア、サイドウイングキャリア×2個、ベースキャリア取付キットが全てセットの製品です。
製品本体重量 : 3,040g 材質 : スチール、樹脂

メーカー

HONDA

HONDA

価格（税込）

¥6,600

¥53,900

価格（税抜）

¥6,000

¥49,000

品番

PF31260

PF31360

＊サイドウイングキャリアは幅広の搭載物の左右の荷崩れを防止するサポートガイドとなりま
すので単体で荷重をかけるような固定方法、サイドウイングキャリア部分にのみ全荷重をかけ
て荷物を固定するような方法ではご使用いただけません。

※HONDA Rebel 250/500用

○安定感抜群でロングツーリングも安全・安心なツーリングキャリア
○可倒式サイドウイングキャリアにより、様々な活用シーンを創造
○取付方法はタンデムシートと交換するだけ！簡単＆安全な積載を確保※

プロフェスト ツーリングマルチキャリア新発売

■ベースキャリア+サイドウイングキャリア 【展開時】
キャンプツーリングなど、たくさんの荷物を持っていきたい時はサイド
ウイングキャリアを展開し、50～60ℓ級のツーリングバッグを安心・安
全に固定することができます。
バッグの底面が全てキャリアに設置し安定していますので、荷崩れの心
配もなく、安全に目的地まで行くことができます。

■ベースキャリア+サイドウイングキャリア 【格納時】
デイツーリングなど、荷物が少ない時はサイドウイングキャリアを格納
し、ベースキャリアに小さめのツーリングバッグ、サイドウイングキャリ
アにサイドバッグなどを装着することができます。
サイドウイングキャリアはサドルバッグサポートとしても使用可能です
ので、自由なスタイルでツーリングを楽しむことができます。

■ベースキャリアのみ
キャリアが装備されていない車輛では、シートバッグなどを固定するの
に大変苦労します。そんな時、タンデムシートと交換するだけで安定し
た積載場所を作り出すことが出来ます。
違和感のないローフォルムなデザインはもちろん、必要な時だけ装着
できるよう簡単に脱着できる設計としました。
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可倒式サイドウイングキャリアを装着可能な新構造の革新的なキャリアシステムです。
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CT125･ハンターカブのシートを楽々オープン、profest(プロフェスト)から車種専用新アイテム発売

プロフェスト プルアップシートオープナー 
CT125・ハンターカブ用

○CT125･ハンターカブ専用設計　
○シート下キーの操作のみでシートが自動オープン
○純正シートヒンジと本品を交換のみでOKの簡単装着！
※純正シート用となります。ゲルザブCと同時装着可能。

CT125･ハンターカブは給油の際、給油口がシート下にあるため、シートを
開くのにシート下のキーシリンダーにキーを挿して、キーを回しながらシー
トを持ち上げるという両手での作業が毎回必要になります。
この両手が必要な作業をシート下のキーを回すだけで自動でシートが開く、
片手で楽々シートオープン仕様にカスタマイズすることが可能です。

本製品は平たんな場所で使用されることを想定し設計されています。極端に傾斜がある場所、車体の後部が下がる場所等での使用の際は自動で開かない場合があります。本製品は純正シートで使用されることを想定して設計されています。社外品
シートについては取付が出来ない又は自動で開かない場合があります。また純正シートであってもシートカバー等を装着し純正シートとシート重量が異なる場合は自動でシートが開かない場合があります。本製品は純正シートの際はシート開閉キーの
操作のみでシートが全開になる仕様です。ゲルザブＣを本製品と同時装着されている際は約30度程度までの角度にシートが自動でゆっくりと開く仕様です。

品名
profest プルアップシートオープナー

車種
CT125･ハンターカブ 20

年式
20

備考
材質 ： スチール、樹脂

価格（税込）
¥12,100

価格（税抜）
¥11,000

品番
PF41060

メーカー
YAMAHA

品名
レーシングライン JMCA チタン

車種
XSR700

備考
＊1

年式
22

車両型式
8BL-RM41J

原動機の型式
M419E

価格（税込）
¥250,800

価格（税抜）
¥228,000

品番
S-Y7R8-HEGEHTJPP

＊1 自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書)が付属する商品です。　MT-07 21年モデル（型式：8BL-RM33J）にも適合します。

AKRAPOVICよりYAMAHA XSR700 22年モデル用のレーシングライン チタン JMCA政府認証マフ
ラーの販売を開始します！現在最も厳しい規制に適合したJMCA認証マフラーなので安心して車検を受けて
いただく事が可能です。安心・安全・快適なAKRAPOVIC製フルエキゾーストを株式会社プロトが提供します。

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。

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（エンジンガード）のライン
ナップが設定されました。アクラポビッチの新たな挑戦を援護すべく、アクラポビッチ
正規輸入販売元の使命として【特設ページ】の開設に取り組んできました。とても
カッコイイ「プロテクションバー」の専用ページになっていると自負しています。是非、
Akrapovic製プロテクションバーの特設ページに訪問して頂ければと思います！

アクラポビッチプロテクションバー特設ページ公開！！！
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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/

ヘプコ&ベッカー
公式ホームページ

XCEED 3BOXセット ブラック　品番 ： HBS-XCD-ALL-DB　価格 ： 187,000円（税抜価格170,000円）
タンクバッグ Daypack 2.0 ブラック　品番 ： 640808-0001 　価格 ： 13,750円（税抜価格12,500円）

※画像の車両には以下のケースが装着されています。
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エンジンガードやサイドキャリア
タンクバッグ用フィッティングなど新登場！

NT1100（22）用

品名
エンジンガード ブラック
タンクガード ブラック
Lock-it タンクリングフィッティング
トップケースキャリア アルラック ブラック
トップケースキャリア EASYラック ブラック
サイドキャリア ブラック

備考
純正フォグライトとの同時装着可能
取付には同社製エンジンガードが必要です
タンクバッグ用フィッティング
純正キャリアステー流用タイプ
純正キャリアステー流用タイプ

価格（税込）
￥36,850
￥38,500
￥9,790
￥25,300
￥30,250
￥44,000

価格（税抜）
￥33,500
￥35,000
￥8,900
￥23,000
￥27,500
￥40,000

品番
5019537-0001
5029537-0001
5069537-0001
6559537-0101
6629537-0101
6539537-0001

1
2
3
4
5
6
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品名
ダイレクトクール DC-B02

サイズ
フリー（S～5L相当）

品番
P110-6871

オープン価格

ダイレクトに身体を冷やし、炎天下でも快適！

従来品の大開口タイプは開口するとトレーのように
大きく開き、収納品の取り出しやすさは抜群！
新型の折りたたみタイプは人気のグレーとコヨーテ
の2カラーを採用し工具だけではなく
アウトドア用品の収納にも違和感なく使用できます。
強度も十分なので積み重ねも可能です。

真夏のレジャーや、屋内外の現場作業にもおすすめ！
DIRECT COOL（ダイレクトクール）は、凍らせたペットボトルで冷やした水を、ウエアに張
り巡らされたシリコンチューブに小型電動ポンプ（専用リチウムバッテリー付属）で循環させ
ることで、体をダイレクトに冷やす仕組みです。
凍らせたペットボトルは解けにくい為、氷を直接水に入れるよりも長持ちし、冷却効果も持続
します。ダイレクトクールは、トレイルランニング用リュックを参考に、重さを感じにくく動き
やすい設計とし、上から作業着やライディングウエアを着用することが出来るので、あらゆ
る場面で活用できます。

凍ったペットボトル（500ml目安）と水150ccを用意し、専用バッテリーを充電するだけですぐ
に使用出来ます。冷却効果が弱くなったと感じたら、ペットボトルを交換するだけで効果を持続
できます。
凍ったペットボトルはコンビニ等でも手軽に入手できるため、ツーリングの休憩でペットボトル
の交換（解けた中身は自身に給水！）も可能です。

「プロでも使える品質、アマチュアでも買える価格」を
商品開発の基本としている
藤原産業株式会社のSK11より人気の収納用品
パカットバッグに新タイプが登場。

電池容量
冷却持続時間

使用時間の目安

3.6V　5,200mAh
約3時間以上 ＊ロング運転モード
①連続運転モード ： 約10.5時間
②ミドル運転モード ： 約27時間
③ロング運転モード ： 約35時間

※ミドル運転モード ： 20秒作動し、45秒停止を繰り返します。
※ロング運転モード ： 20秒作動し、1分30秒停止を繰り返します。

品名

パカットバッグ　大開口タイプ

サイズ（幅×高さ×奥行mm）

M（260×130×130）
L（360×180×180）

特長

口が大きく開き中身が見つけやすく、
取り出しやすいです。

価格（税込）

¥1,375
¥1,815

価格（税抜）

¥1,250
¥1,650

カラー
グレー

SPB-OP260-GR
SPB-OP360-GR

ブラック
SPB-OP260
SPB-OP360

レッド
SPB-OP260-RD
SPB-OP360-RD

※オープンプライスとなりますのでプロトでは参考上代にて価格を設定しております。

品名

パカットバッグ　折りたたみタイプ

サイズ（幅×高さ×奥行mm）

S（270×120×120）
M（340×150×160）
L（440×170×160）
LL（550×190×170）

特長

コンパクトにたためます。
蓋裏内側にメッシュポケット、
側面に４つのポケット付き。

価格（税込）

¥1,595
¥1,848
¥2,090
¥2,640

価格（税抜）

¥1,450
¥1,680
¥1,900
¥2,400

カラー
グレー

SPB2-270GR
SPB2-340GR
SPB2-440GR
SPB2-550GR

コヨーテ
SPB2-270BR
SPB2-340BR
SPB2-440BR
SPB2-550BR

※オープンプライスとなりますのでプロトでは参考上代にて価格を設定しております。

ブラック
グレー

レッド

グレー

コヨーテ

真夏のライディングに

水冷式ウエア



新しいスタイル、
　新しい移動手段

脱炭素社会に対応した次世代の超小型モビリティの一つとして注目さ
れている電動キックボード。MEISER.Fの電動キックボードは液晶ディス
プレイでバッテリー残量や速度を表示、前輪ディスクブレーキ、視認性の
高いバックミラーなどの安全装備が充実しています。折り畳み式で、車へ
の積載や持ち運びに便利です。

※公道走行する場合はナンバープレートの取得と自賠責保険への加入が必要です。
※改正道路交通法が施行された場合、最高速度が時速20km以下の電動キックボードは
　「特定小型原動機付自転車」と区分されます。
※「特定小型原動機付自転車」は、公道走行において16歳以上であれば免許が不要となります。

モニモト オートバイ用盗難対策
GPSトラッカー取扱い開始

新しいパーソナルモビリティの提案、
公道走行可能な電動キックボード！

MONIMOTO本体

※スマートフォンは別途ご用意ください

MONIMOTOキー

MONIMOTOの特徴
配線不要
Monimotoは電池駆動
なので、配線や工事は不
要。本体をバイクに固定
するだけです。他のバイ
クへの載せ替えも可能。

バッテリー駆動
Monimotoは市販電
池を利用し、約1年の
長期駆動を実現。電池
残量はアプリで確認で
きます。

簡単セットアップ
アプリの指示に従ってス
マートフォン、本体、キー
をペアリング。セットアッ
プは数分で完了します。

着信でお知らせ
盗難を判断すると着信
でお知らせ。通知では
なく着信なので気づき
やすい。

内蔵GPSで追跡
アラートモードになると
定期的に位置情報を取
得して送信します。アプ
リ上の地図で現在地を
確認できます。

Monimoto（モニモト）はバイク、自動車、工事用車両、農機具等のための、
盗難防止トラッカーです。スマートフォン、Monimoto本体、キーをペアリングし、
本体をバイク等に設置します。盗難を感知するとスマートフォンに着信でお知らせし、
位置情報をスマートフォンに送信します。
車両オーナーへの「通知」と「追跡」機能を合せ持った盗難対策ガジェットです。

品名
電動キックボード　チェア付
電動キックボード

品番
P110-6792
P110-6793

注意 使用にはスマートフォン、及び、専用アプリのダウンロードが必要です。セットアップ後、SIM利用料金として年間約￥6,500(＄49/為替変動）を
ユーザーご自身でアプリ決済する必要があります（最初の2カ月のみ発生しません）。

品名
MONIMOTO 7 
盗難対策スマートGPSトラッカー

セット内容
MONIMOTO本体、MONIMOTOキー、
組込SIM、固定用バンド、電池

製品保証期間

購入後1年間

使用電池
本体 ： 単三乾電池(リチウム推奨）
キー ： CR2450ボタン電池

価格（税込）

¥26,999

価格（税抜）

¥24,545

品番

P110-4841

＊他、製品の詳しい仕様につきましてはメーカーHPをご覧ください。(MONIMOTO.JP）　＊盗難対策装置となりますが、その全てを防ぐものではないことをご理解ください。
＊iPhoneもしくはAndoroid搭載のスマートフォンに対応します

MONIMOTOの使用方法

Monimotoをバイクの見え
ない場所に設置します。
（配線不要)

振動や移動を感知するとア
ラームモードになります。

Monimotoキーの所持者
(＝オーナー)が近くにいれ
ばアラームモードは解除さ
れます。

ペアリングが完了すると
Monimotoは警戒モードに
なります。

キーが近くに見つからない
場合は盗難と判断し、着信
でお知らせ。位置情報を取
得して送信します。

オープン価格

寸法（mm）
重量

折りたたみ式
最高速度

最大移動距離
充電時間
耐荷重
対応身長
保証期間

約17.5kg
〇

19km/h
約30km
約4時間
約90kg

約155cm-200cm
購入日より6ケ月

チェア付きモデル
1130×580×1430 （折りたたみ時 ： 1200×580×500）

約15kg
〇

19km/h
約30km
約4時間
約90kg

約155cm-200cm
購入日より6ケ月

チェア無しモデル

https://meisterf.com/
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●表示されている価格は、メーカー希望小売価格です。配送料・アクセサリー取付け費用・保険料などは含まれておりま
せん。●原材料や市場の変化により予告なく、仕様・デザイン・価格などの変更または生産を中止する場合があります。
予めご了承下さい。●写真は色あいなど実際と異なる場合があります。●沖縄および離島の場合は、メーカー希望小
売価格に¥11,000（税込）が加算されます。

お買い求めは全国のベネリE-Bike販売店まで

benellibike.jp
QRコードよりホームページに

＊写真のキックスタンドはオプションです　
＊撮影協力 ： ロシャスタイルプロダクツ

●折りたたみタイプ ●変速 ： 後輪ハブ内装3段 
●アシストレベル ： 4段階 ●充電時間 ： 約4～6時間 
●タイヤ ： 16×2.25 ●重量 ： 19.5kg
●モード別走行可能距離33km～57km
●カラー ： デジタルカモフラージュ、マットブラック、ミリタリーグリーン
●BAFANGモーター
　（36V 250W）
●メーカー希望小売価格
　（税込）￥194,700
　（税抜）￥177,000

SPEC
DIRTminiFold16

スタイリッシュでコンパクトなmini Fold16にオフロード仕様のサスペンションと
ブロックタイヤを装備したカスタムライクな一台

スタイリッシュなデザインと
カゴ付きで便利な街乗りe-bike
“miniLoop20/20+”発売開始！

デジタルカモフラージュ

マットブラック

ミリタリーグリーン

さまざまなフィールドで遊べる
コンパクトE-BIKE

DIRTminiFold16

miniLoop20
●メーカー希望小売価格（税込）￥99,990
 （税抜）￥90,900

miniLoop20+
（3段ギア付き）
●メーカー希望小売価格（税込）￥115,390
 （税抜）￥104,900

街乗りに便利なカゴ、ライト、泥よけ、キックスタンド付き　 NEW

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 


