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春のツーリングシーズンに備えて、愛車をカスタマイズしませんか？

営業カレンダー

OPEN 9:00～18:00　土曜日も出荷いたします。
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：定休日

アクティブメールマガジン好評配信中！
http://www.acv.co.jp/04_mailmagazine/

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/09_outlet/

vol.213vol.213
FEB.2011FEB.2011

ゲイルスピード TYPE-S 12インチホイールに関する注意事項
下記ゲイルスピード製 TYPE-S 12インチホイールと、ブレーキング社製 ソリッドディスク（品番：HO45FID）との組み合わせ使用において、ホイールが破
損する重大な事態が発生いたしました。幸い大きな事故が起こる前に発見されましたが、この組み合わせでの使用は非常に危険であるとの判断より、以下
のホイールとブレーキディスクとを組み合わせて使用されている場合につきましては、直ちに使用を中止していただきますようお願い申し上げます。
弊社では、この事態を受け、同一ロットの製品にてJWLホイールテストを再度行い、ホイール自体の安全性を確認いたしました。該当ホイールのご使用に
おかれましては、純正ディスクおよびレース用フローティングディスクなどと組み合わせられることをお勧めいたします。
ご不明な点がございましたら弊社までお問い合わせください。

■該当ホイール
ゲイルスピード アルミニウム鍛造ホイール TYPE-S
ホイールサイズ：フロント 250-12 ／265-12
対象車種： NSR50/NSR80 95- 
 XR50/XR100
 NSF100
 APE50/APE100 TYPE-D  

■該当ブレーキディスク
ブレーキング社製 ソリッドディスク φ220
品番：HO45FID

■カッパ製品の弊社取扱いについて
2月末を目途に全商品のお取扱いの終了を予定しております。また、弊社の在庫がなくな
り次第、順次供給終了とさせていただきます。

■カッパ製品のご注文受け付けについて
弊社在庫分のみご注文をお受けいたします。在庫の無い商品につきましては供給終了とさ
せていただきます。ご了承ください。

■カッパ製品のサポートについて
これまでに弊社より販売済みの製品に関しましては、従来どおり、弊社にて対応させてい
ただきます。

■弊社取扱い終了後の日本国内代理店について
新しい代理店が決定次第、弊社ウェブサイトおよびアクティブ情's、弊社営業よりご案内
させていただきます。

重要

弊社取扱い製品の一部におきまして、昨今の原材料価格の高騰
などにより、2011年3月21日受注分より以下製品の価格を改定
させていただきます。お客様には大変ご迷惑をおかけいたしま
すが、何卒ご理解とご協力を賜れますようお願い申し上げます。

■ゲイルスピードアルミ鍛造ホイール TYPE-C 全品
■ネクスレイカーボンドライ 一部製品

該当製品等の詳細情報につきましては弊社ウェブサイト 
サポートページにてご確認ください。
http：//www.acv.co.jp/02_support

一部製品価格変更のご案内

スプリングメーカーでおなじみのハイパープロから、日本のライダーが求める贅沢な悩みに応えたリアショックが 新登場です！
日本の全てのライダーのために、こだわりぬいたJAPAN SPEC仕様のサスペンションをぜひお試しください！

多くのモディファイ用パーツをアクティブで
在庫・管理

JAPAN SPEC独自の減衰幅、レートを
専属スタッフが決定

JAPAN SPEC・・・それは
車種別仕様設定の全てをアクティブが
行った証です。様々な走行シーンやカ
スタムを進めるマシンに対して、異な
るセッティングを求められる日本市場
において、基本セッティングを軸に内
部パーツまで細かく変更しました。お
客様の求める満足を具現化し、一生涯
付き合っていただける仕様です。

リアショックに貼られるこのマークは、
車種別の開発全てを国内代理店である
アクティブが行った証です。

●減衰圧調整幅が広い
走行条件に合わせてセッティングできるだけでなく、マフ
ラーやホイール交換、ブレーキ強化などのカスタム後に必
要となる再セッティングにも対応。

●基本セッティングを数値でご提供
走行シチュエーションやカスタムの進行度合いに合わせて、
どのようなセッティングをすれば良いのかを明確な数値で
示しています。難しい理論を後にして、まずは示した数値
の設定でお楽しみいただけます。

HONDA
●CB1300SF/SB 10  ●CB1300ST 10  ●CB1300SF 03-09/SB 05-09  ●CB1100 10  ●CBR1000RR 08-10  ●CB750/CB900/1100F
●CB750(RC42)  ●CBR600RR 09-10  ●NSF100  ●XR100
YAMAHA
●V MAX1700 09-  ●XJR1300  ●XJR1200 94-98  ●V MAX1200  ●FZ-1 06-11  ●YZF-R1 09-11  ●YZF-R6 08-11  ●SR400/500
SUZUKI
●GSX1400 -08  ●GSX1300R 08-  ●GSX1300R 99-07  ●GSX1100S  ●GSX-R1000 09-11  ●GSX-R1000 07-08  ●GSX-R750 11  
●GSX-R600 11  ●GSX-R600 08-09
KAWASAKI
●ZZR1400  ●ZRX1200 DAEG  ●ZRX1200R/S  ●ZRX1100  ●ZEPHPYR1100  ●Z2/Z750 I型/Z1000 Mk-Ⅱ  ●NINJA1000/SX 11
●Z1000 10  ●Z1000 07-09  ●ZX-10R 11  ●ZX-10R 06-07  ●GPZ900R A12- for17inch  ●GPZ900R -A11
●GPZ900R -A11 for17inch  ●ZEPHYR750  ●W650  ●ZX-6R 09  ●NINJA250R 08-
BMW
●S1000RR 09-10  ●R1200GS ADVENTURE 06-09  ●F800GS 08-09  ●F800S 06-09  ●F650GS 08-09
TRIUMPH
●DAYTONA675 10-11  ●DAYTONA675 06-09 
HARLEY -DAVIDSON
●1200 SPORTSTER  ●1200 DYNA 

2月下旬より順次デリバリー“日本仕様”のサスペンションがハイパープロから登場！

■ ハイパープロ リアショックの特徴

■ リアショック タイプバリエーション

■ 車種ラインナップ

ピギーバックタイプ
税込価格： ￥165,900

エマルジョンタイプ
税込価格： ￥120,750

ピギーバックタイプ
税込価格： ￥162,750

独立リザーバータイプ
税込価格： ￥123,900

エマルジョンタイプ
税込価格： ￥85,050

トータル的にフロント・リアディメンション
のサービスを行う為にフロントスプリング
を豊富に用意

リアショックは全て幾多のテストを
繰り返しラインナップ

●アイマウントベアリング
上下球面滑り軸ベアリング（スフェリカルベアリング）を採用することで
本体のフリクションロスを低減。

●HI/LOコンプレッションダンピングアジャスター
圧縮の減衰力をスピードによって各28段階でコントロール。

●アルミ削り出しトップ＆ボトムケース
●無段階プリロードアジャスター（アジャスト工具付）
●高強度・高精度シム
●高剛性メッキシリンダー
応力特性や熱影響、内部磨耗を考慮したメッキシリンダー。

●ハイパープロスプリング
基本的にてツインショックにはコンスタントライジングレートスプリング。
モノショックにはリニアスプリングを採用。

●ステンレススライドワッシャー
伸縮時に発生するねじれを軽減。

●リバウンドダンピングアジャスター
伸び側の減衰力を40段階でコントロール。

●車高調整機能
走行シチュエーションに合わせて調整可能。

ツインショック モノショック ※油圧プリロードアジャスター別設定（モノショックのみ）ご注文時に選択可能です。

CB1300SF XJR1200

GSX1100S ZEPHYR1100

ゲイルスピードアルミ鍛造ホイール 「クロームメッキホイール」について
ゲイルスピードホイール クロームメッキカラー（TYPE-C、TYPE-Rのみ）のメッキ処理は国内有数のメッキ工場にて
細心の注意を払い、丁寧に作業を行っておりますが、その性質上、小さなザラつきや粒が残ってしまう場合がござ
います。品質管理においては、弊社独自の品質基準を設定し、1本1本すべてに丁寧な検品を行ったうえで、基準を
クリアした製品のみを出荷対象としております。しかしながら、100％完璧な仕上がりは上記の理由により難しいこ
とをご理解ください。尚、完璧な仕上がりを望まれる場合は、誠に申し訳ございませんが、受注をお断りさせてい
ただいております。ご了承くださいますようお願い申し上げます。

重要

カッパ製品全品取扱い終了のご案内 
イタリア カッパ社との本年以降の正規販売代理店の契約条件につきまして、両社の折り合いがつかず、不本意ではございますが代理店の終了とカッパ社製品全
ての取扱いを終了させていただく運びとなりましたことをご案内申し上げます。弊社でのご注文受け付けおよび製品サポート等、詳細は以下の通りでございます。
ご不明な点がございましたら、弊社営業担当までお問合せください。お客様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力を賜れますよう、何卒よろ
しくお願い申し上げます。

重要

ベルヘルメット取扱い代理店紹介コーナー♪今月は「しゃぼん玉 名古屋店様」＆「パーツランドイワサキ 高松店様」
本コーナーでは毎月ベルヘルメットの取扱い代理店を2店舗ずつご紹介！各代理店ではライダーの安全を第一に考えるベルのポリシー“YOUR BEST PROTECTION”に基づき、一人一人
のお客様に最適な安全をお届けできるよう、フィッティングサービスを行います。スタッフがお客様とご相談しながらヘルメットのフィッティングを確認し、お客様に最適な内装に変更した
BELLヘルメットをご用意いたします。

ヘルメットマニア石嶌です。熱い情熱を見たい方、命を守る装備に付いて詳しく聞きたい
方、BELLフィッティングサービスの良さについて詳しく聞きたい方、当店まで。 何でも答
えます。（ヘルメット担当：石嶌様）

内装をその場で入れ替えをして、お客様にピッタリのサイズでお渡しします。四国の皆様ＢＥ
ＬＬのお求めはぜひパーツランドイワサキまで！（ヘルメット担当：山田様）

しゃぼん玉 名古屋店（愛知県） パーツランドイワサキ 高松店（香川県）

全国のベルヘルメット取扱い代理店はアクティブウェブサイトにてご確認いただけます。http://www.acv.co.jp/01_product/bell.html



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。初期はソフトに、末期は踏ん張る理想のス
プリングです。
柔らかすぎず、硬すぎない状態を維持します。

■サスペンションスプリング
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。街
乗りでのSTOP＆GOや緊急停止時の足着きを改善し、
不安を解消します。

■ローダウンリンクキット

2月末を目処に弊社でのカッパ製品の取扱いを終了させていただきます。
詳細につきましては本誌裏面をご覧ください。

■カッパ製品の取扱いについて

※1 フロントとリアのセット

※サイドスタンドのショート化が必要です。
※リア側のローダウンに合わせて、フロントフォークの突き出し量の調整が必要です（突き出し量：最大15mm）。

※フロントとリアのセット

フロントディスク（イメージ）
※車種によりインナーがブラック、またはシルバーとなります。

※S1000RR 10用はその他の車種用と価格が異なります。

※品番・価格・JANコードにつきまして
は弊社までお問い合わせください。

※品番・価格・JANコードにつきまして
は弊社までお問い合わせください。

関連商品 アクティブマインドVOL.17 P268-P280 に掲載

『もっともファンネルに近いフィルター』DNAモトフィルター ラインナップ拡大 好評デリバリー中ご予約受付中

「より高い吸気効率」「高品質」「半永久的に使用可能」をコンセプトに開発されたDNAモトフィルター。
D-TRACKER125/KLX125用が新ラインナップ、その他車種の適合年式も拡大です！
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2年間）保証します。

別売の専用クリーナー
＆オイルでメンテナンス
すれば繰り返し使用可
能です

ハイパープロ サスペンションスプリング＆ローダウンリンクキット CBR600RR 適合拡大です

D-TRACKER125/KLX125用 その他

関連商品 アクティブマインドVOL.17 P437-P444 に掲載

ゼログラビティ スクリーン 最新情報
AMAなどの様々なレースシーンで採用されているゼログラビティ スクリーン。航空機のコックピットの
スクリーンと同じ「ブローモールド製法」で、透明度に優れた歪みの無い視界をライダーに提供します。

●CBR600RR 07-11 SRタイプ／ダブルバブル／スポーツツーリング
●ZX-6R 09-11/ZX-10R 08-10 SRタイプ／ダブルバブル／コルサ

●CB1300SF/SB 10-11（ABS) NEW 
　TYPE-S／ TYPE-M ／ TYPE-N ／ TYPE-R ／ TYPE-C
●CBR600RR 07-11 
　TYPE-S／ TYPE-M ／ TYPE-R ／ TYPE-C
●NINJA250R 08-11 
　TYPE-S

■新ラインナップ  BMW S1000RR 10 クリア／スモーク：2月末デリバリー ダークスモーク：ご予約受付中

■適合年式更新ラインナップ

■BMWS1000RR10

好評デリバリー中

関連商品 アクティブマインドVOL.17 P292-P330 に掲載

関連商品 アクティブマインドVOL.17 P338-P339 に掲載
関連商品 アクティブマインドVOL.17 P106-P111 に掲載

関連商品 アクティブマインドVOL.17 P356-P368 に掲載

関連商品 アクティブマインドVOL.17 P480-P484 に掲載

関連商品 アクティブマインドVOL.17 P30-P82 に掲載

ゲイルスピード 鍛造ホイール 新ラインナップ追加 好評デリバリー中

ホイールの軽量化を魅力的なコストで実現するゲイルス
ピード鍛造ホイール。CB1300SF/SB 10-11モデル用が新
登場、その他2車種の適合年式もが拡大いたしました！高
パフォーマンスホイールを是非お試しください！

※品番・価格・JANコードにつきましては
　弊社までお問合せください。

細身の幅広15本スポークを採用
し、さらなる軽量化と高剛性を実
現したゲイルスピード アルミ最軽
量モデル。

TYPE-S

■キャンペーン期間
2011年2月21日～2011年5月20日（3ヶ月間）
■キャンペーン対象製品
ゲイルスピードアルミ鍛造ホイール TYPE-R 12インチモデル
※ご注文の際は、「タイヤキャンペーンでの購入」とお伝えください。
●NSR50/80 95-/XR50/100/NSF100/APE50/100 TYPE-D 
　前後セット税込価格￥92,400 ～￥134,400
●KSR110（KSRⅠ/Ⅱ※1）
　前後セット税込価格￥97,650 ～￥139,650
　※1 別売のKSR I/IIホイール取り付けキット（税込価格 ￥10,500）を使用することで装着可能です。

■プレゼント商品例

■新ラインナップ（一部）
YAMAHA ●XJR1300（輸出仕様） 99～05/（国内仕様） 00～09  ●ＸＪ6 DIVERSION/Ｆ/Ｎ　09-10 
SUZUKI ●BANDIT1200/S 06  ●GSX-R1000 09-10   ●GSR600 06-10（ABS専用）
KAWASAKI ●1400GTR 08-11  ●ER-4N 11  ●D-TRACKER125/KLX125 10
APRILIA ●RSV4R 10  ●SHIVER750 10   ●ＲＳ125 92-10
BMW ●S1000RR 08-10
BIMOTA ●DB7 10
DUCATI ●MULTISTRADA1200 10  ●MONSTER675 08/696 08-10  ●STREETFIGHTER 10
KTM ●RC8 08-10  ●990 SUPERDUKE/R 05-10  ●690 DUKE/R 08-10
MOTOGUZZI ●NORGE1200GT 06-10  ●BREVA 1100 07-10  ●1200SPORT  06-10
TRIUMPH ●DAYTONA675 06-10  ●STREET TRIPLE/R 07-10

■適合年式更新
CBR600RR 07-11(ABS不可)  フロント／リア
WR250R 08-11 フロント／リア
WR250X 08-11 フロント／リア
DRAG STAR 250 00-11 フロント

■適合年式更新　CBR600RR 05-11

ゲイルスピード TYPE-R 12インチ “タイヤプレゼントキャンペーン” 2/21から 好評デリバリー中 カッパからタンクバッグの新製品が登場です！ 好評デリバリー中

好評デリバリー中

モトマスター フレイムディスク ラインナップが大幅に追加です！ 好評デリバリー中

車種専用スロットルキット CBR600RR 11適合OK！ 好評デリバリー中 ブレーキホース 適合追加情報！ 好評デリバリー中

ゲイルスピード TYPE-R 12インチ 前後セットのご購入で、お好きなタイヤとゲイルスピードオリジナルカードホルダー（数量限定）をプレゼント！
2月21日から5月20日までの3ヶ月間限定キャンペーンです。この機会をぜひお見逃し無く！

初期制動力、クリーニング効果に優れるモトマスター フレイムディスク。
車種ラインナップが大幅に拡大です！新たに追加されたラインナップを一部ご紹介いたします。

CBR600RR専用 アクティブ スロットルキットの適合年式拡大です！少ない動
作で全開可能なφ44から、アクセル操作に余分な気遣いが不要なφ28まで6
種類の開度を設定。3種類のホルダータイプと全5色のホルダーカラーで幅広
いカスタムプランに対応します。

安全性、スタイル性、コストパフォーマンスを徹底的に追及したア
クティブオリジナルの“ACパフォーマンスライン”と、イギリスの
老舗ブレーキパーツメーカー グッドリッジの“ビルドアライン”。そ
れぞれ下記車種の適合年式が拡大です！ステンレスメッシュホースの
カチッとした手ごたえがブレーキング時のコン
トロール性向上や疲労軽減につながります。

アルミニウム鍛造

細く削られたT字断面10本スポーク
を採用。圧倒的な軽さを実現した
ハイエンドユーザー向けホイール。

TYPE-M マグネシウム鍛造

応力特性に優れた6本スポークを採用
し、軽 量 化 と 高 剛 性 を 両 立。
TYPE-R同等の軽さをもつ、ノスタル
ジックデザインのホイール。

TYPE-N アルミニウム鍛造
10本スポークで縦方向、横方向の応
力に対応できるように設計。TYPE-C
より約10％の軽量化を果たした軽量
ホイール。

TYPE-R アルミニウム鍛造
十分に強度のあるリムをT字断面5本
スポークで支える、ゲイルスピードホ
イールのベーシックモデル。

TYPE-C アルミニウム鍛造

※カードホルダーは規定数量に達し次第、終了とさせていただきます。ご了承ください。

さらにお
得！

数量限定！
ゲイルスピード
オリジナルカード
ホルダー付き

アルミ製のブラックボディに
ゲイルスピードのロゴがさり
げなく光ります。 記載していないタイヤもお選びいただけます！

（ホイールに適合するタイヤサイズに限ります）詳しくは弊社までお問い合わせください。

BT601SS
TT93GP

ストリート/レース

ストリート/レース

FRONT: 100/90-12 49J
REAR: 120/80-12 55J

FRONT: 100/90-12 49J
REAR: 120/80-12 55J

KR337 レース専用 ※公道不可
FRONT: 100/485-12
REAR: 120/500-12

その他のラインナップ、および品番・価格・JANコードはアクティブウェブサイトをご覧ください。 
http://www.acv.co.jp/01_product/motomaster.html

タイプ クリア スモーク ダークスモーク 税込価格（本体価格） 工数品番 JAN 品番 JAN 品番 JAN
ダブルバブル※

0.2h
1681001 662503 1681002 662510 1681019 662527 ￥14,700（￥14,000）

コルサ 2481001 662534 2481002 662541 2481019 662558 ￥14,700（￥14,000）

車種 品番 税込価格（本体価格） JAN 保証期間
CB1300SF 03-11/SB 05-11/ST 10-11/CB1100 10 RH-3104 ￥10,500  （￥10,000） 463551 永久
CBR600RR 07-11 PH-6107R ￥16,275  （￥15,500） 487625 永久
Z1000 10-11 PK-0110R ￥11,550  （￥11,000） 643038 永久
ZX-6R 09-11 PK-6109R ￥8,400  （￥8,000） 561967 永久
D-TRACKER125/KLX125 10-11 NEW RK-1010 ￥7,875  （￥7,500） 661100 2 年

車種 ローダウン長 品番 税込価格（本体価格） JAN
CBR600RR 07-11 35mm 22319001 ￥11,550  （￥11,000） 635774

車種 タイプ 品番 税込価格（本体価格） JAN

CBR600RR 07-11 
フロント 22012360 ￥18,900  （￥18,000） 655949
リア 22012361 ￥21,000  （￥20,000） 655956
コンビキット※ 1 22012362 ￥36,750  （￥35,000） 655963

●CB1300SF/SB 10-11（ABS) NEW TYPE-S／ TYPE-M ／ TYPE-N ／ TYPE-R ／ TYPE-C
●CBR600RR 07-11 TYPE-S／ TYPE-M ／ TYPE-R ／ TYPE-C
●NINJA250R 08-11 TYPE-S

関連商品 アクティブマインドVOL.17 P292-P330 に掲載

ゲイルスピード 鍛造ホイール 新ラインナップ追加 好評デリバリー中

ホイールの軽量化を魅力的なコストで実現するゲイルスピード鍛造ホイール。CB1300SF/SB 10-11モデル用が
新登場、その他2車種の適合年式もが拡大いたしました！高パフォーマンスホイールを是非お試しください！

※品番・価格・JANコードにつきましては
　弊社までお問合せください。

細身の幅広15本スポークを採用
し、さらなる軽量化と高剛性を実
現したゲイルスピード アルミ最軽
量モデル。

TYPE-S アルミニウム鍛造
細く削られたT字断面10本スポーク
を採用。圧倒的な軽さを実現した
ハイエンドユーザー向けホイール。

TYPE-M マグネシウム鍛造
応力特性に優れた6本スポークを
採用し、軽量化と高剛性を両立。
TYPE-R同等の軽さをもつ、ノス
タルジックデザインのホイール。

TYPE-N アルミニウム鍛造
10本スポークで縦方向、横方向
の応力に対応できるように設計。
TYPE-Cより約10％の軽量化を果
たした軽量ホイール。

TYPE-R アルミニウム鍛造
十分に強度のあるリムをT字断面5
本スポークで支える、ゲイルスピー
ドホイールのベーシックモデル。

TYPE-C アルミニウム鍛造

車種 タイプ 品番 税込価格（本体価格） JAN

CBR600RR 07-11 
フロント 22012360 ￥18,900  （￥18,000） 655949
リア 22012361 ￥21,000  （￥20,000） 655956
コンビキット※ 22012362 ￥36,750  （￥35,000） 655963

サイズ：縦21×横36.5×高さ21～29.5cm
容量：14～24リッター

サイズ：縦28×横35×高さ30 ～ 42cm
容量：30 ～ 40リッター

サイズ：縦28×横37×高さ3～ 8cm
容量：6リッター（容量アップ時）

品番 税込価格（本体価格） JAN
TK746 ￥11,865  （￥11,300） 654850

品番 税込価格（本体価格） JAN
TK749 ￥13,440  （￥12,800） 654843

品番 税込価格（本体価格） JAN
TK747 ￥6,300  （￥6,000） 654867

マップケース（約 30×19cm） マップケース
（約 30×19cm）

ファスナーで
リュックとベースに
分離

ベースにも
マップケース有り

マップケース
（約 18×24cm）

アウターポケット

ファスナー開放で容量UP

ベースリュック

アウターポケット

サイドポケット
（両側に有り）

脱落防止用の
トップブリッジバンド
（保護ラバー付）

脱落防止用の
トップブリッジバンド
（保護ラバー付）

止水ファスナー

本体収容部
A4サイズ収納可能

固定方法は 2通り
・4個の内蔵マグネット
・アタッチメントベルト

固定方法は 2通り
・4個の内蔵マグネット
・アタッチメントベルト

固定方法は 2通り
・4個の内蔵マグネット
・アタッチメントベルト

脱落防止用の
トップブリッジバンド
（保護ラバー付）

ファスナー開放で容量UP

ファスナー開放で容量UP

ダブルバブル コルサ

■ タンクバッグ ■ ダブルタンクバッグ

■ マップホルダー
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