
New新商品情報

リアショックの展示 サスペンション体感機 サスセッティングサービス 試乗車

オートバイに最適な季節！安全運転で楽しみましょう♪

ベルヘルメット取扱い代理店紹介コーナー♪

ベルヘルメット 限定モデル発売決定！ 

ハイパープロ フルシチュエーションサスペンション体感コーナー出現 ?!

ゲイルスピード 鍛造ラジアルマスターシリンダー関連情報 “VRCマスター専用スイッチキット”

廃盤情報
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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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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/ 

製品取扱説明書をWEBサイトにて随時更新中！
http://www.acv.co.jp/02_support/torisetsu.html

アクティブ取扱い製品を
完全網羅したフルカラー
全544ページの最新製
品カタログが、ウェブサ
イト上でもご覧いただけ
ます！詳しく見たい部分
の拡大やページ印刷など
の便利機能も搭載！ぜひ
ご利用ください！

最新総合カタログ 
デジタルカタログ版公開！

好評デリバリー中

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、世界でもっとも有名なヘルメットメーカーとして名を馳せる「BELL HELMETS」。
二輪車専用日本仕様としてアクティブがリリースする「M3J」「M5XJ」の両モデルに、プレミアムデザインのラインナップを追加設定。いずれも数量
限定での生産です！ご予約は全国のベルヘルメット取扱い代理店にて！！

先月の発売開始早々から大変好評をいただいている、ゲイルスピード 鍛造ラジアルマスターシリンダー。今号では、VRCシリーズマスターシリンダー用に
専用設計された、オプションパーツのスイッチキットをご紹介いたします。

4月初めに四国のパーツランドイワサキ様で開催された「春のキックオフフェアー」と、弊社アンテナショップのしゃぼん玉本店で開催された「サスペンションお悩
み相談会」にて、ハイパープロ フルシチュエーションサスペンションをお試しいただける体感コーナーを展開いたしました！当日の会場では、サスペンション体感機
によるデモンストレーションのほか、ハイパープロスプリング＆リアショック装着車両とノーマル車両の乗り比べ試乗会、サスセッティングサービスなどを通じて、
ハイパープロのサスペンションをご紹介。多くの来場者の方にお試しいただきました。今後さらに多くのライダーにハイパープロサスペンションを体感していただける
よう、弊社では各地のイベント会場などで体感コーナーの設置を予定しています！イベント日程や会場については、アクティブウェブサイトにて随時ご案内いたしま
す。皆様のご来場、お待ちしております！

本コーナーでは毎月ベルヘルメットの取扱い代理店をご紹介しています。今月は特大号として一挙に4店舗をご紹介！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ベルヘルメットをご用意いたします。

■ M3J LEGEND LIMITED 数量限定モデル発売決定！

■ M5XJ LIMITED GRAPHIC 限定モデル商品化プロジェクト始動！

関連商品 アクティブマインドVOL.18 P511-P516 に掲載

関連商品 アクティブマインドVOL.18 P113-P115 に掲載

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、誠にありがとうございました。

全サイズ総数150個の限定生産モデルです。ご注文数量が
各サイズの定数に達した時点で、販売終了となります。

イベント日程や会場については、アクティブウェブサイトにてご確認ください。http://www.acv.co.jp/08_news/event.html

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ください。http://www.acv.co.jp/01_product/bell.html

●完全数量限定生産！

M3J LEGEND LIMITEDシリーズ特典として、もれなくシリ
アルナンバープレートをプレゼント！
シリアルナンバープレートには、ユーザー様名などのお好き
な文字を刻印いたします。
（アルファベットまたは数字のみ、15文字以内）

●限定特典“シリアルナンバープレート”付き！

●ご予約数量100個以上で商品化！

※シリアルナンバーはオーダー順の発行となり、ご指定をお受けすることは出来ません。あらかじめご了承ください。

※ご予約数量が100個に満たないモデルは商品化中止、200個を超えた場合はご予約順での販売とさせていただきます。

※最新カタログ アクティブマインドVOL.18 P115に掲載の製品情報から、上記内容に変更しております。ご注意ください。
※VRCシリーズマスターシリンダー専用品です。RMシリーズマスターシリンダーには使用できません。

■LEGEND KAWSON 82s LIMITED
税込価格 ¥42,000 サイズ：S/M/L/XL/XXL

■NINJA RED
税込価格 ¥50,400 サイズ：S/M/L/XL/XXL

■NINJA GREEN
税込価格 ¥50,400 サイズ：S/M/L/XL/XXL

■GIXER BLUE
税込価格 ¥50,400 サイズ：S/M/L/XL/XXL

各モデルとも、オーダー期間中のご予約数量が100個以上で商品化を決定！商品化決定の場合は、全サイズ総数200個の数量限定販売となります。

ベルヘルメット取り扱い店開始以来、大変御好評いただいております。実際に手にとっ
てご覧になってください。写真では伝わらないベルの存在感を実感していただけると思
います。また、なかなか合うものが無くサイズにお困りの方も、是非お気軽にご相談く
ださい。スタッフ一同ご来店お待ちいたしております。（ヘルメット担当 佐野様）

■南海部品 新潟店様（新潟県）

BELL代理店 RSタイチ本店です。BELLはスタイルです。小難しいことは考えずに、スタ
イルを楽しみましょう。フィッティングサービスで自分だけのヘルメットを手に入れましょ
う。（ヘルメット担当 森本様、仲山様）

■アールエスタイチ 阪奈本店様（大阪府）

内装パッドを自由に交換、カスタマイズできるフィッティングサービスはベルヘルメット
の魅力の一つです。あなたにとって最適な「自分専用ベルヘルメット」を一緒に探しましょ
う！（ヘルメット担当 野呂様）

■南海部品 岐阜店様（岐阜県）

北陸唯一のBELL取扱い代理店！！北陸でBELLヘルメットのことなら南海部品 富山店
へ！（ヘルメット担当 村上様）

■南海部品 富山店様（富山県）

http://www.acv.co.jp/01_activemind/

ブランド 品名 カラー/サイズ 品番 カタログ掲載頁
#6 バンジョーボルト 12×1.5 ステンレス 14997592アクティブ

シンプソン ヘルメット SPEEDWAY RX10
ー

ガンメタリック/全サイズ P509
P173

ー

7月下旬デリバリー

■先行オーダー受付開始 ■ご予約方法

2011年5月9日（月） 13:00～
※完売次第終了となります。

※専用オーダー用紙以外でのご予約は承っておりません。

ベルヘルメット取扱い代理店店頭にて、専用オーダー用紙に
必要事項をご記入ください。

■先行オーダー期間 ■ご予約方法
現在ご予約受付中！
2011年5月31日（火）オーダー締切

左記オーダー締切までに、ベルヘルメット取扱い代理店にて
ご予約ください。

■商品化決定もしくは中止のご案内
先行オーダー締切後に集計を行い、2011年6月1日（水）に
弊社ホームページにて詳細をご案内いたします。

タイプ シリンダー径 対応マスター品番 スイッチキット品番 JAN税込価格(本体価格)

ブレーキ φ19
φ19

φ19
φ16 VRC16-17B（BT/BM）

VRC19-19C（CT/CM）
VRC16-17C（CT/CM）

VRC19-19B（BT/BM） 29000034 671208

671215

673097
673103

¥2,100(¥2,000)

¥2,100(¥2,000)

29000035

29000036
29000037

VRC19-17B（BT/BM）

φ16クラッチ

ベルヘルメットは取扱い代理店のみでご購入いただけます
取扱い代理店では、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、個々のお客様に最適な内装サイズに変更したベルヘルメットをご用意させていただきます。
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ください。 http://www.acv.co.jp/01_product/bell.html



好評デリバリー中

好評デリバリー中

ご予約受付中

好評デリバリー中

好評開催中

好評デリバリー中

人気のネオクラシックモデル W800用 最新パーツ情報 !

PCX 用フェンダーレスキット ダグアウトから新登場 !

ゲイルスピード “TYPE-R タイヤプレゼントキャンペーン” 10インチ対象の第２段スタート !!
好評開催中の“ゲイルスピード TYPE-R タイヤプレゼントキャンペーン”の対象商品に、10インチホイールが加わりました！こちらも12インチ同様に、
ホイール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）をプレゼントいたします！足回りのカスタ
ムをお考えなら、今がチャンスです！！

ダグアウト フェンダーレスキットのラインナップにPCX用が新登場！このPCX用フェンダーレスキットは、ダグアウトでは初のLEDナンバー灯付き仕様を採用。
製品ディティールにもこだわり、PCXの流麗な車体デザインを崩すことなく、リア廻りにすっきり感をプラスします！

走行シーンを問わず、純粋に走ることを楽しみたいライダーにオススメのハイパープロ リア
ショック。JAPANSPECのフルシチュエーションサスペンションが、あらゆる走行シチュエー
ションに対応します。

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。初期は柔らかく、奥で踏ん張る理想
のスプリングです。
柔らかすぎず、また硬すぎない状態を維持し、
長時間にわたるライディングでの疲労を軽減し
ます。

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。
(工数0.5h)

ディスク外周が波打った形状のガルファー 
ウェーブディスクと、炎の形状が特徴的
なモトマスター フレイムディスク。どちら
のディスクも、放熱効果に優れるだけで
なく、軽量化にも貢献します。

リアショック サスペンションスプリング

■ ブレーキホースキット ■ ディスクローター

関連商品 アクティブマインドVOL.18 P327、P328、P330 に掲載

関連商品 アクティブマインドVOL.18 P343-P345 に掲載

関連商品 アクティブマインドVOL.18 P98-P101、P106-P112 に掲載

関連商品 アクティブマインドVOL.18 P349-P355 に掲載

関連商品 アクティブマインドVOL.18 P520 に掲載

アクティブ 車種専用スロットルキットに T MAX 08-10専用品新設定 !

アクラポヴィッチ 5月登場の新ラインナップ

ガルファー ウェーブディスク GSX-R1000/GSX-R750/GSX-R600対応品 最新適合情報

アクティブ TMRキャブレターキット専用スロットルワイヤーに 1050mm追加設定 !
アクティブ TMRキャブレターキット用としてインナーワイヤーを調整した専用スロットルワイヤーに、新サイズ1050mmを追加。従来設定の
700mm、800mm、900mmと合わせて全4サイズとなります。1050mmワイヤーの新設定に伴い、TMRキャブレターキット専用スロットルキッ
トの設定も追加いたします。

ホルダータイプ、ホルダーカラー、インナー巻取り径、ワイヤー長を
豊富に設定。装着する車両やお好みに合わせてお選びいただけます。

メンテナンス性に優れる、分割タイプ
のスロットルホルダー。
（ホルダー厚み：25mm）

T MAX 08-10モデル用のハイスロットルキットを新設定。キット付属のスロットルホルダーは、T MAX専用に開発された完全専用品のため、
他のスロットルキットとは異なり、ホルダータイプはTYPE-3のみの1種類、ホルダーカラーはシルバー&ブラック二色のみの展開となります。また、
スロットルワイヤーはノーマルワイヤーを使用します。(工数：1.0h)

放熱効果とダストクリーニング効果に優れ、同時に軽量化にも一役買っているガルファー製ウェーブディスクのラインナップに、GSX-R1000 11モデル対応品が追
加されました。なお、今回の追加ラインナップに関連する車種適合において、最新カタログ アクティブマインドVOL.18 P109 ～ P111の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、登録等の変更およびお手持ちのカタログ
の修正をお願いいたします。

■ TMRキャブレターキット専用スロットルワイヤー 1050mm

■ TMRキャブレターキット専用スロットルキット

関連商品 アクティブマインドVOL.18 P364-P377 に掲載

関連商品 アクティブマインドVOL.18 P364-P377 に掲載

関連商品 アクティブマインドVOL.18 P186-P206 に掲載

関連商品 アクティブマインドVOL.18 P106-P112 に掲載

EVO：エボリューション、RC：レーシング、SO：スリップオン、e1：e1シリーズ

車種 タイプ サイレンサー
素材 品番 税込価格（本体価格） JAN

巻取径 シルバーホルダー ブラックホルダー
品番 税込価格（本体価格）

JAN 品番 JAN

カタログ掲載
修正情報 車種 仕様ディスク

径 品番
右側 左側

品番税込価格（本体価格） 税込価格（本体価格） JANJAN

カタログ掲載
修正情報 車種 仕様ディスク

径 品番
ブラックインナー メッキインナー

品番税込価格（本体価格） 税込価格（本体価格） JANJAN

掲載のマフラーはレース専用品となります

■キャンペーン期間

■キャンペーン対象商品

●車体デザインに合わせてステーを後方にセットアップ
●ウインカー装着用のφ8穴をサイドステーにデザイン

●高輝度白色LEDナンバー灯標準装備
●AC-mini LEDウインカー装着可能！
　お得なセット品もご用意

■対象車種

■対象車種

■キャンペーン対象商品

2011年6月20日（月） までの期間限定開催です！

12インチ対象のキャンペーンは、5月20日まで！！お急ぎください！

ゲイルスピード TYPE-R 10インチモデル

ゲイルスピード TYPE-R 12インチモデル
フロント：250-12 ／リア：275-12

フロント：250-10／リア：300-10、350-10
※ご注文の際は「タイヤプレゼントキャンペーンでの購入」とお伝えください。

※プレゼントタイヤ等の詳細は、アクティブ情's VOL.215
（4月号）をご参照いただくか、弊社までお問い合わせください。

※ウインカーなしタイプの装着には、ウインカーが必要です。別途ご用意ください。

※製品仕様・品番・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.18 P22-P78 に掲載

※装着には別売りの小型二輪車用汎用リフレクターキットが必要です。税込価格 ¥1,680（本体価格¥1,600）

税込価格 前後セット ¥92,400 ～ ¥134,400

NSR50/80 95-/XR50/100/NSF100/
APE50/100 TYPE-D

税込価格 前後セット ¥97,650 ～ ¥139,650
ＫＳＲ110（KSR Ⅰ/Ⅱ）

■ウェーブディスク（アクティブマインド P109掲載）※価格はディスク１枚の表記です。

※価格はディスク１枚の表記です。■グルーブディスク（アクティブマインド P111掲載）
ウェーブディスク

フレイムディスクフロント 税込価格：¥5,250 ¥7,350～¥11,025フロント 税込価格：

ピギーバック エマルジョン

税込価格 ¥11,550

※TDMRキャブレターには装着できません。

※全タイプともスロットルワイヤーは、上記の「①メッキ金具＆
　ブラックアウター」が付属されます。
※製品仕様・品番・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。

TYPE-1

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）

税込価格 ¥13,650
TYPE-2

メンテナンス性と薄さを両立した、
分割タイプのスロットルホルダー。
（ホルダー厚み：17.5mm）

税込価格 ¥11,550
TYPE-3

MONKEY
（NSRフロントフォーク、173mmピッチステムキット対応）

※別途必要パーツ等、装着に関する詳細はお問い合わせください。

税込価格 前後セット ¥81,900 ～ ¥123,900

好評デリバリー中

好評デリバリー中好評デリバリー中

LEDウィンカー同時装着 社外ウィンカー装着例

イメージ画像

イメージ画像

タイプ 品番ウインカーカラー 税込価格（本体価格） JAN 工数
AC-mini製
LEDウインカー付き

1151073
￥26,250 1.5h

1.2h

（￥25,000）
674681

1151074 674698
ウインカーなし ー

スモーク
クリア

1151072 ￥13,650（￥13,000） 672816

タイプ 品番 税込価格（本体価格） JAN 工数
タイプ 品番 税込価格（本体価格） JAN 工数

フロント
ピギーバック
エマルジョン

0.8h
0.5h

0.3h

0.3h

1.3h

22071500
22370039
22370040

￥18,900（￥18,000）
￥165,900（￥158,000） 0.2h

0.2h￥120,750（￥115,000）

673066
657936
657943

リア
コンビキット

22071371
22071502

￥21,000（￥20,000）
￥36,750（￥35,000）

360515
673080

タイプ 品番 税込価格（本体価格） JAN
①メッキ金具＆ブラックアウター 1060190 ￥2,100 （￥2,000） 670195
②ステンレス金具＆ブラックアウター
③ステンレス金具＆メッシュアウター

1060191
1060192

￥2,625 （￥2,500）
￥3,150 （￥3,000）

670201
670218

品番 税込価格（本体価格） JAN 工数
MM113023SB ￥39,900（￥38,000） 648583

品番 税込価格（本体価格） JAN 工数
DC167W ￥39,900（￥38,000） 357485

追加 GSX-R1000 09-11
GSX-R1000 05-08

φ310 F DC358CRWD
DC348CRWD
DC358CRWD
DC348CRWD

DC358CRWI
DC348CRWI
DC358CRWI
DC348CRWI

F
F
F

φ310
φ310
φ310

GSX-R750/600 08-10
GSX-R750/600 06-07

ー
追加

適合年式訂正
￥78,750（￥75,000）
￥78,750（￥75,000）
￥78,750（￥75,000）
￥78,750（￥75,000）

￥78,750（￥75,000）
￥78,750（￥75,000）

￥78,750（￥75,000）
￥78,750（￥75,000）

554945
554921
554945
554921

554938
554952

554938
554952

追加 GSX-R1000 09-11
GSX-R1000 05-08

φ310 F DC358W
DC348W
DC358W
DC348W

DC348W-M

DC348W-M

F
F
F

φ310
φ310
φ310

GSX-R750/600 08-10
GSX-R750/600 06-07

ー

ー

ー

ー

ー

ー
適合年式訂正
追加

適合年式訂正

￥39,900（￥38,000）

￥149,100（￥142,000）
￥108,150（￥103,000）
￥63,000（￥60,000）

￥63,000（￥60,000）

￥87,150（￥83,000）

￥11,550

φ28
φ32
φ36
φ40
φ42
φ44

1067602 662893
662916
662930
662954
662978
662992

1067604
1067606
1067608
1067610
1067612

1067603 662909
662923
662947
662961
662985
663005

1067605
1067607
1067609
1067611
1067613

（￥11,000）

￥39,900（￥38,000）
￥39,900（￥38,000）
￥39,900（￥38,000）

￥44,100（￥42,000）

￥44,100（￥42,000）

674193
383323 472591

472591
674193
383323

CRF250R 11

SH/PS 125/150i 06-11

GSX-R750/600 11

PIAGGIO MP3 400 LT 08-11

EVO チタン

チタン
カーボン
チタン
チタン

RC
e1RC

e1SO

e1SO

S-H2ME2-ASZT
S-H2MR2-ASZT
S-H125R1-HRSS
S-S6SO8-HZC
S-S6SO8-HZT
S-PI4SO1-HRSS

674773
674766
674728
674742
674759
674735

※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。

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。

さらにお得！

■プレゼント商品例

※タイヤサイズについては、お問い合わせください。
以下からお好きなタイヤをお選びいただけます。

D306 TT92GP

BT-39SS S1

ご予約受付中

①
②
③

GSX-R750/600

CRF250R

MP3 400LT

SH/PS 125/150i
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