


サドルバッグを安全に！ ハーレー用サドルバッグサポート新登場満足できなければ返品OK! ハイパープロ スプリング スペシャルキャンペーン 実施中！8/20まで

ツーリングのお供に♪ウイリー＆マックス インナーバッグ＆サドルバッグ片側のみ

グッドリッジ バンジョーアダプターのひねりタイプにブラックバージョン追加！

国内外の多数のレースチームが採用する“DNAモトフィルター” 新ラインナップ情報

雨でも安心！ 防水タイプのソフトバッグがカッパから新登場

サドルバッグがタイヤハウスに巻き込まれてしまうのを抑えるサドルバッグサポートにハーレー用が新登場！
車体側フレーム部に合わせた車種専用設計で、バッグ未装着時でも車両のイメージを壊さないシンプルなデザインです。
また、サドルバッグのバタつきを抑えるのに役立つループフックも標準で付属。
ぜひお試しください！

●車種専用設計、ステンレス製（バフ仕上げ）
●キャップボルトがサポート本体のボルト穴におさまり、見た目もスッキリ！
●ウイリー＆マックス製サドルバッグの装着に最適なサイズと形状
●サドルバッグ固定用ループフック 4ヶ付属
紐やタイラップを使用してサドルバッグのバタつきを抑えるフックです。
左右、下側問わず、ステーのお好きな位置にクランプ可能です。

好評デリバリー中

好評デリバリー中

ハイパープロスプリングをお使いいただき、その性能にご満足いただけない場合は返品をお受けします！
レートの設計、素材の選択、製法、検査全てに自信と拘りをもって作られるスプリングだからこそできる企画です。
キャンペーン対象は8月20日のご購入分まで。この機会にぜひお試しください！

●返品の際は、ご購入店または弊社までお問合せください。 
   ※「スプリング返品依頼用紙」へのご記入と、レシートなどのご購入店および購入金額が証明できるものが必要となります。 
●「スプリング返品依頼用紙」の内容が不十分な場合、およびキャンペーン期間終了後の返品はお受けできません。
●装着工賃、返品送料はお客様の全額ご負担とさせていただきます。
●クレジット等でご購入いただいた場合の利息および手数料は返金の対象外となります。
●転倒などの事故、製品に加工を施した物、設定以外の車種に取り付けた物は、全て返品の対象外となります。
※キャンペーンの詳細は弊社までお問合せください。

期間：  2010年6月21日～ 8月20日（2ヶ月間）
対象製品 ： ハイパープロ スプリング全品
必要条件 ： 期間内に該当製品をご購入いただき、
  1ヶ月以内に装着していただくこと。 

ひねりタイプを使用することで、より純正に
近いスムーズな取り廻しが可能になります。

ご予約受付中

お客様からの多くのご要望に応え、“片側のみ”のラインナップ復活が決定！サドルバッグが片側にしか装着できない場合や、積載量が少なくても問題がない場合にオススメです。

■ 復活！サドルバッグ“片側のみ”

【訂正とお詫び】
アクティブ情's VOL.206（7月号）におきまして、注釈部分に「製品の仕様変更の
ため、写真の持ち手部分は製品に含まれません」と記載しておりましたが、記載は
間違いであり、写真の持ち手部分は製品に含まれます。深くお詫び申し上げます
とともに、お手持ちの紙面を修正いただけますようお願いいたします。

税込価格： ￥18,900

税込価格：￥9,975～

■ フロントスプリング

■ ご注意

税込価格： ￥21,000
■ リアスプリング

税込価格： ￥36,750
■ コンビキット

フィルターを構成するあらゆる部分に拘り、まるでファンネルのように吸気効率を高めるDNAモトフィルター。製品に対する絶対の自信のもと、
品質を永久（または2年間）保証する制度を設けているのも大きな特徴です。下記のラインナップが新しく追加となりました！

ハイパープロ スプリング各製品の詳細につきましてはアクティブマインドVOL.17 P340 ～ P347またはアクティブWEBサイトをご覧ください。

※お手持ちのバッグのサイズをご確認ください。

※写真は45°のタイプです。

※1 装着にはウインカー移設ステーが別途必要です。（品番：11209004、税込価格：￥4,725）

ループフックは単品設定もあり！
もちろん、国産車用サドルバッグサポートにもお使いいただけます！

関連商品 アクティブマインドVOL.17 P492に掲載

関連商品 アクティブマインドVOL.17 P268-P280に掲載

ラインナップの詳細につきましてはアクティブWEBサイトをご覧ください。

http://www.acv.co.jp/01_product/w_m.html

アクティブマインドvol.17 P486-P491参照

関連商品 アクティブマインドVOL.17 P77-P82に掲載

ウイリー＆マックス製バッグを車体に装着したまま、中身を簡単に持ち運べるインナーバッグ。
2サイズのサドルバッグと、ツアートランクにピッタリのサイズです。

好評デリバリー中

ビルドアライン ブレーキホースの装着に必要となるステンレスバンジョーアダプター。
車両の純正部品でも使用されている“ひねり”形状のラインナップにブラックカラーが追加です！
従来のストレート、20°、45°、サイド20°と下記4タイプのひねり形状からブレーキホースの取り回しにあわせてお選びください。

45°（従来タイプ） 純正でヒネリが入っている車両への装着例45°左ヒネリ 45°右ヒネリ

45°の角度を保ったまま
左右にヒネリを加えています

従来タイプを使用した場合
のホースライン

ヒネリタイプを使用した場合の
ホースライン

吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分

SPORTSTER 04-09

コンパクトサドルバッグライナー ラージサドルバッグライナー トランクライナー

DYNA 06-09 SOFTAIL 03-09 SOFTAIL 84-02

ループフック フック使用例

材質 タイプ 品番 税込価格 (本体価格 ) JAN

ステンレス／ブラック NEW

20°左ヒネリ B593L-03CBK

￥3,675（￥3,500）

648156
20°右ヒネリ B593R-03CBK 648163
45°左ヒネリ B594L-03CBK 648170
45°右ヒネリ B594R-03CBK 648187

ステンレス

20°左ヒネリ B593L-03C

￥3,465（￥3,300）

356266
20°右ヒネリ B593R-03C 356280
45°左ヒネリ B594L-03C 588360
45°右ヒネリ B594R-03C 588377

個数 対応パイプ径 品番 税込価格（本体価格） JAN
2個入り φ 10 11200002 ￥630 （￥600） 649993
4 個入り 11200004 ￥1,260（￥1,200） 650005

好評デリバリー中

●防水素材（PVC）を使用
●縫い目の溶着技術とローリングクロージングシステムの
採用により、ほぼ100%の防水能力を実現。
●付属の伸縮ベルトで車種を問わない装着が可能。

●防水素材（PVC）を使用
●バックの開閉には、ロールトップスタイルを採用
●着脱可能なクッションパッドで腰を保護

●耐久性を考慮し、内部にPVC素材を使用。
●防水ジッパーとダブルステッチ製法で優れた耐水性、耐塵性
●容量アップ構造で荷物が増えても安心
●レインカバー、タイダウンベルト付属

サイズ：
29（幅）×28（縦）×58（高さ）cm
容量：
30リッター

サイズ：
20（幅）×29（縦）×58（高さ）cm
容量：
30リッター

サイズ：
23.5（幅）×28（縦）×12～17（高さ）cm
容量：
5～7リッター

税込価格： ￥5,250 税込価格： ￥7,350 税込価格： ￥4,725

機能性に富んだデザインだけでなく、生地選びから縫製まですべてがオートバイ用として作られるカッパ ソフトバッグ。
防水性能に優れた3タイプのバッグが、この夏の新製品として登場します。

■ 防水テールバックローラー ■ 防水バックパック ■ ミニテールバッグ

関連商品 アクティブマインドVOL.17 P480-P484に掲載
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品番 税込価格（本体価格） JAN
TKW744 ￥5,250（￥5,000） 587080

品番 税込価格（本体価格） JAN
TKW745 ￥7,350（￥7,000） 587097

※モノショック用はパープル、
ツインショック用はブラッ
クとなります。

モノショック用

ツインショック用

品番 税込価格（本体価格） JAN
TK742 ￥4,725（￥4,500） 587073

簡単 
取り出し！

スッキリ収納！

車種 品番 税込価格（本体価格） JAN 工数
SPORTSTER 04-09 ※ 1 11209003

￥9,975（￥9,500）

650852 0.3h
DYNA 06-09 11209002 650845 0.3h
SOFTAIL 03-09 11209001 650838 0.3h
SOFTAIL 84-02 11209005 650876 0.3h

車種 品番 税込価格（本体価格） JAN 保証期間
HONDA NC110 AIRBLADE PH-1310 ￥9,450 （￥9,000） 648842 永久
YAMAHA T135 06-10 PY-11010 ￥8,400 （￥8,000） 648835 永久
BMW K1300R/S/GT 09-10 RB-3110 ￥12,600（￥12,000） 648859 永久
BMW K1200S 05-08 RB-31102 ￥25,200（￥24,000） 648866 永久
HARLEY XR1200 08-10 PH-2108 ￥11,550（￥11,000） 648828 永久

品名 容量 対応バッグサイズ ※ 品番 税込価格 (本体価格 ) JAN
コンパクトサドルバッグライナー 5L（片側） 約 305x241x140mm WM003407 ￥2,625（￥2,500） 643618
ラージサドルバッグライナー 9L（片側） 約 406x280x165mm WM003408 ￥2,940（￥2,800） 643625
トランクライナー 11.5L 約 303x241x254mm WM003409 ￥2,100（￥2,000） 643601
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