New

新商品情報
ACTIVE-NET ブレーキホース当日出荷 受付時間延長です！
9/1より、ウェブオーダーシステム『ACTIVE-NET』および『ダイレクトオーダーシステム』ご利用のお客様に限り、
ブレーキホースの当日出荷分ご注文締切時間を、15時まで延長いたします。（従来は14時まで）

vol.208
SEP.2010

ますます便利になるACTIVE-NETを、ぜひこの機会にご利用ください！

■ 該当製品

■ ACTIVE-NETとは

■ACパフォーマンスライン
ブレーキホースキット

現在弊社と直接お取引のあるお客様にご利用いただける、インターネット
を利用したウェブオーダーシステムです。ご注文や在庫状況、受注情報、
注文履歴の確認が24時間行えます。

■グッドリッジ ビルドアライン
ブレーキホースキット
（オーダーホースを含む）

■ ダイレクトオーダーシステムとは

卸商様と直接取引される顧客様（販売店様）にご利用いただける、インター
ネットを利用したウェブオーダーシステムです。画面上で在庫状況の確認
ができるほか、直接注文して直接商品が届くので大変便利です。

■ 当日出荷条件

ご利用に際しましては、弊社での登録が必要となります。

ACTIVE-NETおよびダイレクトオーダーシステムからのご注文で、当日15時までにご注文いただいた場合

詳しくは弊社までお問合せください。

※FAX等、ACTIVE-NET以外からのご注文の締切時間は従来どおり14時までとなります。
※ブレーキホース制作材料の在庫がある場合に限ります。

高性能＆高信頼性のアブソリュート HID ヘッドライト 最新適合情報！

好評デリバリー中

二輪車専用HIDの世界的パイオニアであるアブソリュート社。
同社のHIDヘッドライトキットは絶大なる信頼のもと8耐やパリダカなどの過酷なレースシーンで採用されています。
今月は下記車種用のボルトオンキットが新登場！ラインナップがますます広がります！
6,500K

4,300K

■ 車種別キットで安心＆簡単な装着を実現

■ 8耐、パリダカ、BAJA2000で証明された耐久性

マウントステーを車種ごとの専用設計とし、適切な場所
への装着をサポートします。

過酷なレースシーンでの採用実績が耐久性の高さを物語
ります。

■ ETCとの同時装着での安全性を実証済み

■ 全数フォーカス試験実施により視認性の
高い配光を実現（車検対応）

ETC製造元（日本無線）との共同実験により、同時使用
での安全性を確認済み。
車種

バルブタイプ

CB400SF VTEC-3 04-07

HI/LO(S2)

品番

HR1H306

H4

CB400SB 05-07

HI/LO(S2)

H4

HR1H416

BMW K1200S/K1300S ※ 1

LO

H7

HR1B106

GSXR1000 09-10 NEW

LO

HR1S306

H11

6,500K

税込価格 ( 本体価格 )

JAN

￥77,490（￥73,800）
￥56,700（￥54,000）

日頃のご愛顧に感謝！！『アクティブ ファン感謝デー』9月5日開催です！

税込価格 ( 本体価格 )

HR1H30

429359

￥72,240（￥68,800）

HR1H41

479842

HR1S30

651507

￥51,450（￥49,000）

HR1B10

384221

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するスペシャルキャンペーン！
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のこの企画。
大変ご好評いただき、キャンペーン期間を10月20日まで延長いたします！8月20日に間に合わなかった方、再度チャンス到来です！

10 20

■ ご注意

実施期間：〜 2010年
月
日 ※8月20日より期間延長
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。

●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。
ツインショック用

配光ムラを極限まで抑え照射光度を最大限に高めるため
の試験を全数実施。

4,300K

品番

「満足できなければ返品 OK!」ハイパープロ スペシャルキャンペーン期間延長！

※1 ライトケース裏蓋の加工が必要です。

工数

JAN
429366

3.0h

480008

モノショック用

2.0h

651491

■ フロントスプリング

2.0h

384214

3.0h

関連商品 アクティブマインドVOL.17 P461-P467 に掲載

車種別スロットルキットに Z1000 10 用が新登場！

好評デリバリー中

装着に専用スロットルワイヤーが必要な車種向けの車種専用スロットルキットにZ1000 10用のラインナップが加わりました！

■ リアスプリング

税込価格： ￥18,900

税込価格： ￥21,000

NINJA250R 08-10 用ローダウンパーツ登場！

好評デリバリー中

■ ローダウンリンクキット

リアサスペンションリンク部の交換で
ノーマルサスペンション位 置を 変 更
し、ローダウンを実現します。サイド
スタンドの調整は必要ありません。
ローダウン量

■ TYPE-1

■ TYPE-2

税込価格： ￥11,550（本体価格 ￥11,000）

分割タイプのスロットルホルダーでメンテナンス性が良好な
スタンダードモデル。（ホルダー厚み：25mm）

税込価格： ￥11,550（本体価格 ￥11,000）

コンパクトに収まる薄型タイプのスロットルホルダー。
（ホルダー厚み：16mm）

メンテナンス性を考慮し、分割式ながらも薄さを追及した
スロットルホルダー。（ホルダー厚み：17.5mm）

廃盤情報
ブランド

モトマスター
アクティブ

EVOLUTION シングル カーボン

ダグアウト

スチールメッキハンドル

訂正とお詫び

SEROW250 05-10 ／ XT250X 06-08 ／ TRICKER 04-10

ストレートオイルクーラー
（車種別キット／ホースセット／ステーセット／取り出しセット）

アクラポヴィッチ
トマゼリ

車種・サイズ・カラー

品名

オンロード用フレイムディスク

ACTIVE 情 's VOL.207（8 月号）

ACTIVE情's VOL.207（8月号）におきまして、掲載内容の 一
部に誤りがございました。深くお詫び申し上げますとともに、以
下の内容に訂正させていただきます。誠にお手数ではございま
すが、お手持ちの紙面の修正をお願いいたします。

■ 表面『ゲイルスピード TYPE-Nの新製品！』

450サイズ注意事項の『GSX1100S』について下記のように訂正
いたします。

DREAM50

G-TRACKER -02 ／ BIG BOY -02

5

6

火

7

：定休日

水

木

金

土

1

2

3

4

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

【誤】スイングアームの交換が必要です。

19

20

21

22

23

24

25

【正】誤掲載につき削除

26

27

28

29

30

（スイングアームの交換必要無し）

OPEN 9:00〜18:00

P158

17616017

営業カレンダー
月

̶

̶

̶

日

カタログ掲載ページ

S-S10RFT7T-RC

全ラインナップ

9月

品番

MM110271
̶

GSXR1000 07-08

セパレートハンドル

ゲイルスピード BMW S1000RR 用 TYPE-S ホイールが新登場！

土曜日も出荷いたします。

お知らせ：9 月 5 日（日）は「アクティブファン感謝デー」です。

P107
P169

■ BMW
S1000RR 10

25mm

P525

製品取扱説明書は WEB サイトにて随時更新中！

http://www.acv.co.jp/02̲support/torisetsu.html

アクティブスタッフブログ 好評更新中！

http://ameblo.jp/activestaﬀ/

早い者勝ち！アクティブ アウトレットコーナーはこちら！

http://www.acv.co.jp/09̲outlet/

フロント

350-17

リア

600-17

税込価格：

￥228,900
■ ローダウンリンクキット専用フロントショートスプリング

品名

ローダウンリンクキット

ローダウンスプリング（フロント）

品番

22379004
22075030

税込価格（本体価格）

￥11,550 ( ￥11,000)
￥18,900 ( ￥18,000)

JAN

635941
649252

関連商品 アクティブマインドVOL.17 P292-P330 に掲載

1.0h
0.8h

キャンペーン内容の詳細や応募フォームのダウンロードはアクティブWEBサイトをご覧ください。

http://www.acv.co.jp/01̲product/dna.html

関連商品 アクティブマインドVOL.17 P338-P339 に掲載

フィルター交換しませんか？

※写真はイメージです。

工数

P203
P372

好評デリバリー中

ゲイルスピード アルミ鍛造ホイールの最高
峰モデル TYPE-S に、BMW初のスーパー
スポーツ S1000RR 10モデル用が登場！細
身で幅広の15本スポークを採用し、さらな
る軽量化と高剛性を実現したハイエンドホ
イールです。運動性能から燃費、タイヤ寿命、日常の車体の取り回しまで全て
に恩恵をもたらす軽量ホイールを、ぜひお試しください！

フロントフォークの突き出し調整ができない車種のため、専用のショートスプリングをご用意！
ローダウンリンクキットとあわせて、前後がバランス良くローダウンします。フロント、リア同時
交換がオススメです！

下記製品は在庫分を持ちまして廃盤とさせていただきます。長い間のご愛顧ありがとうございました。

税込価格： ￥36,750

※サイドスタンドの調整は必要ありません。
（車体誤差により危険と判断された場合は、
ショート加工を行ってください）

■ TYPE-3

税込価格： ￥13,650（本体価格 ￥13,000）

■ コンビキット

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。

NINJA250Rの足着きを改善し、不安を解消するローダウンパーツが新登場。
小柄な女性ライダーに特にオススメです！

関連商品 アクティブマインドVOL.17 P356-P368 に掲載

※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。

DNA モトフィルターキャンペーン

実施中！

ただいま、
「DNAモトフィルター（純正交換タイプフィルター）」をお買い上げのお客様を対象に、QUOカード（500円分）をプレゼントするキャンペーンを実施中です！
「DNAモトフィルター」は･･･
『まるでファンネルのように吸気効率アップ！バイクが持つ本来のパワーを出し切ります』
『品質永久保証！使い捨てではありません』
『メンテナンス可能！洗って何度でも使えるエコなフィルターです』
バイクにもお財布にも地球にもやさしい「DNAモトフィルター」を、この機会にぜひお試しください！

実施期間： 2010年8月21日〜 2010年11月20日
（※応募締切：2010年12月20日 当日消印有効）
対象製品： DNAモトフィルター（純正交換タイプフィルター）全品

¥500

※カスタムフィルター、クランクケースベントフィルター、メンテナンスグッズは対象外となります。

「レシート（領収書）」
応募方法： 店頭またはアクティブWEBサイトで配布中の応募フォームに必要事項を記入の上、
と「商品ラベル」を添付して弊社までご郵送ください。
（応募締切：2010年12月20日）
※応募フォームをお送りいただく際の郵送代金等はお客様のご負担とさせていただきます。

DNA フィルターのラインナップおよび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。

アクラポヴィッチ JMCA 対応第 2 弾！YZF-R1 09-10 用＆GSX1300R 08-10 用スリップオンマフラー新登場

ご予約受付中

■ YZF-R1 09-10 用スリップオン＆GSX1300R 08-10 用スリップオン新登場

アクティブ ファン感謝デー Rev & Ride It! 2010 in 茶臼山 開催！
創業22年を迎え、「もっとアクティブを知ってもらいたい！」という想いから感謝イベントを開催いたします！
古くからファンの方も、これまで全く知らなかった方も、是非ご来場ください！当日はアクティブスタッフ一丸となって、
お客様をおもてなしいたします。皆様のご来場をお待ちしております！

■ 開催日時
第 1 弾 の V-MAX1700 用 に 加 え、YZF-R1 09-10 用 と
GSX1300R 08-10 用 の ス リップ オ ン マ フ ラ ー が 新 た に
JMCA対応マフラーとして新登場！
加速騒音の新規制に適合した一般公道走行可能なマフラー
です。

（雨天の場合9月26日に延期）

猿投
グリーンロード
名古屋

イベント情報の詳細はアクティブWEBサイトをご覧ください。
YZF-R1 09-10 国内仕様 スリップオン

http://www.acv.co.jp/08̲news/img/active̲fan̲2010.pdf

GSX1300R 08-10 北米仕様スリップオン

車種

エンジン型式

YZF-R1 09-10 国内仕様
（EBL-RN24J）

N521E

GSX1300R 08-10 北米仕様
（GX72A）

X704

■ レース専用マフラー

素材

サイレンサー

品番

形状

カーボン
チタン

ヘキサゴナル

カーボン

税込価格 ( 本体価格 )

S-Y10SO9-HZCJA

￥202,650 （￥193,000）

S-Y10SO9-HZTJA

S-S13SO2-HRCJA

￥191,100 （￥182,000）

S-S13SO2-HRTJA

チタン

257

小牧JC

■ 開催場所
天竜奥三河国定公園 茶臼山高原（茶臼山高原スキー場）
第三駐車場（愛知県北設楽郡豊根村）

中 央 道

恵那

2010年9月5日（日）10：00 〜 14：00

稲武

飯田
（天竜峡）

平谷村
売木村
茶臼山高原
根羽村
阿南町
豊根村

153

茶臼山高原道路

足助町 設楽町
力石 （香嵐渓）
鳳来寺

東栄町
鳳来

豊田
岡崎

東 名
道
豊橋

151

豊川

257

浜松西

会場では、体感型イベントを多数ご用意♪その一部をご紹介します！

JAN
651583

■ カスタム車両試乗会（GSX1300R、ZRX1200DAEG、V MAX、CYGNUS-X）

655192

651606

隼とDAEGにゲイルスピードホイールを装着！軽量ホイールの走行性能を実際にお試しいただけます。

651613

下記のマフラーは全てレース専用品となります。
ゲイルスピード 鍛造ホイール

CBF600 08-10 スリップオン

VFR1200F 10 スリップオン

車種

タイプ
e1SO

CBF600 08-10

SO

VFR1200F 10

e1SO ※ 1

BANDIT1250F 10

※1 アップタイプ

カーボン
チタン

カーボン

形状

カーボンエンド
カーボンエンド

e1SO

e1SO

チタン
チタン

チタン

DL650 V-STORM 04-10 スリップオン

品番

税込価格 ( 本体価格 )

S-H6SO14-HRT

￥94,500

S-H6SO15-RT

￥84,000

S-H12SO2-HRC

カーボンエンド

カーボンエンド

カーボンエンド

（￥80,000）

￥195,300 ( ￥186,000)

S-Y8R2-RT

S-Y8SO1-HRC

￥93,450

S-Y8SO1-HRT

カーボンエンド

（￥90,000）

￥140,700 （￥134,000）

S-H12SO2-HRT

S-Y8R2-RC

チタン

カーボン

SO

APRILIA SHIVER750 10

チタン

チタン

e1SO

DL650 V-STORM 04-10

チタン

カーボン

RC

FZ-8 10

素材

FZ-8 10 スリップオン

サイレンサー

S-S65SO1-RC

( ￥89,000)

￥124,950 ( ￥119,000)

S-S65SO1-RT

S-S12SO4-HRT

￥93,450

S-A7SO3-HDT

( ￥89,000)

￥163,800 ( ￥156,000)

SO：スリップオン、RC：レーシング、e1：e1シリーズ

BANDIT1250F 10 スリップオン

JAN

V MAXにアクラポヴィッチマフラーを装着！サウンドをお聴きください。

652382

652405
652412

652337
652344

652351

APRILIA SHIVER750 10 スリップオン

■ ファスナー（サドルバッグのみ）

サドルバッグを装着した後にも
ファスナーによってバッグだけ
を取り外すことが可能です。

652320

652375

652429

好評デリバリー中

ダグアウト サスペンション

世界の名だたるレースに参戦す
る多くのトップチームが採用す
る、マフラーメーカー。V MAX
に 装 着されるマフラー は 初 の
JMCA対応バージョンです。

652313

■ サスペンション無料診断

通勤・通学で毎日運転する方に
オススメ！フロントスプリング
の強化とリアショックの高性能
化によって、今までより快 適な
走行が可能になります。

■ 洗車ケミカル体感

ハイパープロ社のノウハウで、お客様の車両のサスペンションを診断＆セッティング！
ノーマル、その他メーカー問わず、驚くほど乗り心地がよくなります。

各種クリーナーを無料でお試しいただける「洗車コーナー」を設置。「ヘルメット クリーン
サービス」や「ガラスコート施工サービス」なども行います！

ハイパープロ サスペンションスプリング

アクティブ モーターサイクルクリーナーシリーズ

■ 耐久性

UVコートが施された合成皮革、金属パーツへのメッキ、型崩
れ防止のプラスチック板によって、購入時の色艶と形状を長期
間保ちます。

■ バックル

クイックな開閉をサポートする
バックルを装備。見た目を損な
わないようにベルト裏側に配置
しています。

サスペンションの動きに合わせてバネレートが常に変化。
細かいギャップを吸収するしなやか
な動きと、
高荷重のコーナリングやフルブレーキング時でも踏ん張る強さを併せ持ちます。

■ フィルターメンテナンス実演

サドルバッグをさらに便利にするアイテムも充実！
簡単
し！
取り出

アクラポヴィッチ マフラー

652368

合成皮革ならではの耐久性・メンテナンス性・コストパフォーマンスで多くのライダーから支持を受けているウイリー＆マックス。
豊富なデザインの中から、オートバイのスタイルに合ったデザインを選ぶことができます。
日常のお手入れが不可欠な本皮製品に比べ、汚れを拭き取るだけなのでメンテナンスも簡単！
これからのツーリングシーズンにおすすめのバッグです。

撥水効果の高い合成皮革を使用。大型のバッグには、内蓋を
設け、隙間からの雨水も入りくくなっています。

CYGNUS-Xにダグアウトサスペンションを装着！通勤快速仕様をお試しください。

652399

関連商品 アクティブマインドVOL.17 P194-P214 に掲載

軽くて丈夫！伝統的スタイルを受け継ぐ ウイリー＆マックス製バッグ

■ 防水性

軽量ホイールに求められる性能、安全性、
コストパフォーマンスをバランスよくク
リア。鍛造製法によって、軽くそして強
く仕 上 げ ら れ、旋 回、加 減 速、制 動、
燃費…と、オートバイの挙動に多くのメ
リットをもたらします。

片側のみの設定もあります

車種専用タイプ

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！

アクティブオリジナルのオートバイ専用クリーナーシリーズ。プロ級の洗車を短時間で水を
使わずに行えます。各種クリーナー単品（クロス付）のほか、用途別のお得なセットもライン
ナップ。

■ ヘルメット試走コーナー

DNAフィルターに使用される専用クリーナー＆オイルを使用して、純正フィルターでもでき
るメンテナンスを実演！

被って走れるヘルメットをご用意！お客様ご自身のバイクで走行フィーリングをお試しいた
だけます。

DNA エアフィルター

ベル ヘルメット

汎用タイプ

■ インナーバッグ

ウイリー＆マックス製バッグを装着
したまま、中身を簡単に持ち運べる
インナーバッグ。サドルバッグとツ
アートランクにピッタリのサイズ。

■ サドルバッグサポート

サドルバッグのタイヤハウスへの巻
き込みを抑止します。車種専用設計
でシンプルなデザインのダグアウト
製と、汎用のウイリー＆マックス製
をご用意。

インナーバッグおよびサドルバッグサポート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。
関連商品 アクティブマインドVOL.17 P485-P492 に掲載

開発時のエアフロー計測や、フィルターメッシュの徹底追求など、あらゆる部分に独自のこ
だわりを盛り込んだエアフィルター。製品に対する絶対の自信のもとに設けられた品質保証
制度で、品質を永久（または二年間）保証します。

世界初のジェットヘルメットやフルフェイスヘルメットを作り上げた、世界で最も有名なヘル
メットメーカー「BELL HELMETS」。オートバイ専用日本モデルとして、伝統的フォルムを継
承する「M3J」と、最新テクノロジー搭載の「M5XJ」をラインナップします。

上記各製品の詳細、最新情報はアクティブWEBサイトにてご覧いただけます。

http://www.acv.co.jp

