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営業カレンダー

営業時間：9:00～18:00 土曜日も出荷いたします。
夏季休業のお知らせ：11日（日）～15日（木）

8月
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話題のNINJA250カスタムパーツ特集!

廃盤情報

夏本番! 晴れた日はカスタムした愛車で存分に走りましょう!!

下記製品は、現在の在庫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。

品番変更・適合年式変更のお知らせ
下記製品におきまして、品番変更および適合年式の変更をさせていただきます。お手数ではございますが、登録等の変更をお願いいたします。

フルモデルチェンジされた人気沸騰のNINJA250 13モデルの最新カスタムパーツが続々登場!オートバイの性能やルックスをワンランクアップさせるパーツを多くご用意しました。
早速カスタムしてみませんか？

性能・デザイン・価格が魅力的なゲイルスピードホイール。
オートバイの運動性能に多くのメリットをもたらします。

レースからツーリングまで幅広く活躍するゼログラビティのスクリーン。透視度に優れたクリアな視界をライダーへ提供します。

絶妙なスロットルワークを可能とし、あらゆる摩擦抵抗を
取り除いたハイスペックモデル。レースシーンでも活躍中。

バイクリフト 持ち運びに最適なラダーレール登場

http://www.acv.co.jp/
04_mailmagazine/

http://ameblo.jp/
activestaff/

http://ameblo.jp/
nishiyama-active/

スタッフブログ
好評更新中!

社長ブログ
好評更新中!

アクティブスタッフがオートバイに
関する熱い気持ちをお届けします！

メルマガ登録募集中
最新情報をメールでお届け！

アクティブの新製品
情報をいち早くお届け！

各ブランドの最新情報を掲載中！
ホームページよりアクセスください！

Facebookやってます ！

アクティブ brembo RCS対応ピボットピン発売! 好評デリバリー中

好評デリバリー中

好評デリバリー中NEW! アルミ鍛造ホイール

好評デリバリー中スクリーン

好評デリバリー中NEW! ブレーキホース

好評デリバリー中NEW! ハイスロットルキットEVO

※Z250 13への装着可 ※ABS車両はフロントのみの設定です。

※Z250 13への装着可 ※ABS車両はフロントのみの設定です。

MOTO GPなど、世界の有力レーシングチームが
採用する高性能マフラー。世界中のライダーに親しまれる、
クオリティとサウンドをぜひお試しください。

安全性・スタイル・コストパフォーマンスを徹底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”。ステンレスメッシュホースが
コントロールをよりダイレクトにします。品番・価格・JANにつきましては、お問い合わせください。

スタイリッシュなリア廻りを実現するフェンダーレスキット。
後方からの視認性が抜群なLEDナンバー灯が
付属しています。縦揺れを抑えるために、
装着部の左右はステーで固定する設計です。
また、フェンダーレス化によってなくなってしまう
荷掛けフックを付属しています。

好評デリバリー中マフラーNEW! フェンダーレスキット LEDナンバー灯付き

brembo製キャリパーの装着に必須となる
キャリパーサポート。

8月下旬デリバリーNEW! フロントキャリパーサポート

※12モデルにて装着の不具合が生じたため、適合年式を変更いたします。

アクティブ NINJA1000/Z1000用リアキャリパーサポート

関連商品 アクティブマインドVOL.20 P78-P85に掲載

関連商品 アクティブマインドVOL.20 P74に掲載

関連商品 アクティブマインドVOL.20 P368-P374に掲載

材質
S-H4MR12-QTA

品名
RACING CRF450R 13

変更前
742953 762920

変更後
S-H4MR13-QTAチタン

車種

巻取径：φ40/φ42

シルバー ブラック装着

■TYPE-S（F 300-17/R 400-17）
　フロント　￥81,900  （￥78,000）
　リア　　￥105,000（￥100,000）
　工数 ： 2.5h

■フロント ￥5,250(￥5,000) 〔ABS ￥10,500（￥10,000)〕
■リア 　　￥5,250(￥5,000)
■工数：フロント/0.5h　ABS/1.0h　リア/0.5h

■フロント   ￥7,350～  (￥7,000～) 〔ABS ￥14,700～(￥14,000～)〕
■リア 　　 ￥7,350～  (￥7,000～) 
■工数：フロント/0.5h　ABS/1.0h　リア/0.5h

品番カラー
クリア
スモーク
ダークスモーク
クリア
スモーク
ダークスモーク
クリア
スモーク
ダークスモーク
クリア
スモーク

0.2h

0.2h

0.2h

0.2h

タイプ

SRタイプ

スポーツ ツーリング

コルサ

NEW!
ダブルバブル

2028201
2028202
2028219
1628201
1628202
1628219
2328201
2328202
2328219
2428201
2428202

JAN 工数
761169
761176
761183
761244
761251
761268
761190
761206
761213
761220
761237

品番
1157079

JAN
764344

（本体価格）品番 税込価格ホルダーカラー JAN

￥15,750 （￥15,000）

工数

1.0hシルバー
ブラック

1065077
1065078

763804
763811

SRタイプ
￥14,700(￥14,000)

ダブルバブル
￥13,440(￥12,800)

スポーツツーリング
￥14,700(￥14,000)

コルサ
￥14,700(￥14,000)

品番材質 （本体価格）タイプ

SLIP-ON

工数

0.4hS-K3SO1-ZC
S-K3SO1-ZT

JAN

（￥62,000）カーボン
チタン

税込価格

￥65,100 746234
746241

（本体価格）
（￥13,000）

工数
0.5h

税込価格
￥13,650

品番タイプ
1473012B

JAN
764252

（本体価格）
（￥6,000）

工数
1.0hbrembo+STDローター対応

税込価格
￥6,300

仕様
29000074

品名
ピボットピン brembo RCS用 （￥1,700）

品番 税込価格 （本体価格）
761060チタンゴールドコーティング ステンレス ￥1,785
JAN

メーカー
17610307
17610308

品名 車種

DUGOUT リアショック
フロントスプリング&リアショックセット

品番 カタログ

DIO110 P392

仕様

1477012B

車種
NINJA1000 11-13(ABS)/
NINJA1000 11-13/Z1000 10-13 (￥15,000)

品番 税込価格 （本体価格）

757131brembo 2P&
STDローター径対応

カラー

ブラック

工数

1.0h￥15,750

JAN

●AKRAPOVIC品番変更

品名
フレイムディスク(フロント・右)
フレイムディスク(フロント・左)
ヘイローディスク(フロント)

YZF-R1 07-12 YZF-R1 07-11
MM112046SB
MM112045SB
112161

変更前 変更後品番
●MOTO-MASTER適合年式変更

好評デリバリー中

幅30.5x長さ200(使用時)-72(折りたたみ時)cm/耐荷重 270kg

brembo製キャリパーへ交換の際に必須となるキャリパーサポート。
NINJA1000/Z1000リア用を新たにラインナップしました。スイングアームに合わせたカラーで、
見た目を崩さずキャリパーの装着をサポートします。
brembo製キャリパーの購入をご検討中の方、必見です!

1989年に設立されたイタリアの総合プロツールメーカーのバイクリフトから、3つ折りのラダーレールが新発売です! 
コンパクトな3つ折りと、軽量なアルミ製で、持ち運びに優れ、車両運搬時のユーザーへの負担を大幅に軽減! 
　また、特殊加工された左右連結パイプは、積み込み時にタイヤをグリップさせ車体を安定。付属のタイダウンはラダーを固定させるのに大変便利です。

200cm

30.5cm

72cm

カーボン
NINJA1000装着

使用イメージ

チタン装着

展開イメージ

折りたたみイメージ

8月上旬デリバリー

アクティブ 125㏄以下対応NEWリフレクター

税込価格品番品名 カラー JAN(本体価格)
125cc以下車両用
汎用リフレクターキット
スリムタイプ

1150022
1150023

シルバー
ブラック

（¥1,600）¥1,680
762722
762739関連商品 アクティブマインドVOL.20 P302-P303に掲載

装着例

シルバー ブラック

リフレクター
スライド方式

好評デリバリー中

▼詳細はこちらから

▼詳細はこちらから

マスターシリンダーに存在感を与えるピボットピンに、
brembo RCS用が登場です。
Moto GPで人気のある配色で、お手持ちの
マスターシリンダーにも高級感を演出します。

フェンダーレスキット取り付けの際に、純正リフレクターが使用できない車両への必需品となるリフレクター。125㏄対応サイズにも、よりスタイリッシュな
スリムタイプを追加しました。リフレクター部分が上下に3mm可動する設計なので、ナンバープレートベースのサイズに合わせて調整が可能です。

カラー
RAMP-3000SIL

品名
アルミ 3段折りたたみラダー (タイダウン付き) (￥22,000)

品番 税込価格（本体価格）
757063シルバー ￥23,100
JAN

■TYPE-GP1S（F 300-17/R 450-17）
　フロント　￥87,150  （￥83,000）
　リア　　￥110,250（￥105,000）
　工数 ： 2.5h

※コルサには、ダークスモークの設定はありません。

※Z250 13への装着可 ※ABS車両への装着可 ※フローティングディスクとの同時装着不可

※Z250 13への装着可

※Z250 13への装着可

※装着には別売の汎用リフレクターが必要です。
※Z250 13への装着可

※リアのサイズは、タイプにより異なります。

掲載のマフラーは
レース専用品です



ハイパープロ 今月の最新情報

開催決定! 今年もやります! アクティブファン感謝デー2013注目のTMAX530カスタムパーツご紹介!

アブソリュート 高効率ハロゲンバルブにH11が追加

 ダグアウト フェンダーレスキットに新ラインナップ登場!

税込価格品番カラー 色温度 JAN(本体価格)
ホワイト
チタニウムコートブルー
チタニウムコートパープル
スパークリングクリア

HB43H11
HB41H11
HB48H11
HB34H11

4300K
4150K
4800K
3400K

（¥4,800）
（¥5,200）
（¥5,200）
（¥4,300）

¥5,040
¥5,460
¥5,460
¥4,515

762968
762951
762975
762944

ビンテージイエロー HB30H113000K （¥4,800）¥5,040 762937

税込価格品番
22310044

車種 タイプ

NC700S 12

独立リザーバー （¥118,000）¥123,900
JAN
763941

工数
1.0h
1.0h
1.0h
1.0h

22310043独立リザーバー/HPA付き （¥145,000）¥152,250 763934
22310042エマルジョン （¥81,000）¥85,050 763927

(本体価格)

22310041エマルジョン/HPA付き （¥108,000）¥113,400 763910
22310048

NC700X 12

独立リザーバー （¥118,000）¥123,900 765372 1.0h
1.0h
1.0h
1.0h

22310047独立リザーバー/HPA付き （¥145,000）¥152,250 765365
22310046エマルジョン （¥81,000）¥85,050 765358
22310045エマルジョン/HPA付き （¥108,000）¥113,400 765341

brembo 40mm+
STDローター対応

NEW! brembo40mm+
大径ローター対応

314952
（¥9,800）

税込価格

￥10,290

品番カラータイプ
1473005S

3087911473005B
764245

（¥9,800）

1.0h

1.0h￥10,290
1477013S

764238

シルバー
ブラック
シルバー
ブラック 1477013B

(本体価格) JAN 工数

762715（¥12,000）
税込価格
￥12,600

品番
1153040

(本体価格) JAN
0.5h
工数

brembo40mm+
大径ローター（φ298～φ300）対応

e1仕様 RACING チタン
チタンRACING

730271（￥119,000）
税込価格
￥124,950

品番材質タイプ
S-Y5R2-HCRT

730288S-Y5R2-RT （￥107,000）￥112,350

(本体価格) JAN
1.0h
1.0h

工数

■FORZA Si 13 ■GROM 13

リア廻りの印象を一新させる人気のフェンダーレスキット。純正の樹脂フェンダーと交換することで、スタイリッシュなリアビューが手に入ります。
今回新たにラインナップされた2車種は、純正ナンバー灯・純正リフレクターを流用するタイプと、LEDナンバー灯付属・汎用リフレクターを使用するタイプの2種類を
ご用意。カスタムプランに合わせてお選びください。

普段使いからツーリングまで楽しめるTMAX530 13モデル。スタイルや性能にこだわりたい方におすすめの、カスタムパーツをご用意しました。

関連商品 アクティブマインドVOL.20 P302-P303に掲載

日　時 20132013年
9月2222日(日)日(日)
午前10時～午後14時
※雨天の場合、9月23日(月・祝)に延期

2013年
9月22日(日)
午前10時～午後14時
※雨天の場合、9月23日(月・祝)に延期

場　所
天竜奥三河国定公園 
茶臼山高原 茶臼山スキー場 第二駐車場
愛知県北設楽郡豊根村坂宇場字御所平70-185
http://ｗｗｗ.chausuyama.jp/

天竜奥三河国定公園 
茶臼山高原 茶臼山スキー場 第二駐車場
愛知県北設楽郡豊根村坂宇場字御所平70-185
http://ｗｗｗ.chausuyama.jp/

純正ナンバー灯・
純正リフレクタータイプ

LEDナンバー灯付属・
別売リフレクタータイプ

純正ナンバー灯・
純正リフレクターを
そのまま使用し、
フェンダーレス化を

実現!

被視認性が抜群の
LEDナンバー灯を付属。
リフレクターは好みの
デザインのものに
カスタム可能!

アクティブ
ファン

感謝デーの
詳細は
ウェブを
チェック！

(月 祝)に延期日(月 祝)に延期

スキー場 第二駐車場スキー場 第二駐車場

入場
無料
※駐車料も無料

カスタムコンテスト ベル フィッティング交換競争 アクティブクイズ大会 じゃんけん大会

アクティブ車両試乗会 サスペンション診断

製品体感コーナー

製品体感コーナーアウトレット販売

試着コーナー 製品体感コーナー レースサポートコーナー

「アクティブ ファン感謝デー」が今年も開催決定！！「アクティブ ファン感謝デー」が今年も開催決定！！
第4回目となる今回の開催地は、第1回、第2回と同様、愛知県茶臼山高原!
オートバイのこと、カスタムのこと、アクティブのことを「楽しく学んで、オートバイのこと、カスタムのこと、アクティブのことを「楽しく学んで、
もっと好きになる」をコンセプトに、スタッフ一丸となって皆さまに楽しんで
いただけるイベントを企画中!ぜひご来場ください。いただけるイベントを企画中!ぜひご来場ください。

「アクティブ ファン感謝デー」が今年も開催決定！！
第4回目となる今回の開催地は、第1回、第2回と同様、愛知県茶臼山高原!
オートバイのこと、カスタムのこと、アクティブのことを「楽しく学んで、
もっと好きになる」をコンセプトに、スタッフ一丸となって皆さまに楽しんで
いただけるイベントを企画中!ぜひご来場ください。

場 所 茶臼山高原 茶臼山ス茶臼山高原 茶臼山ス
愛知県北設楽郡豊根村坂宇場字愛知県北設楽郡豊根村坂宇場字御
http://ｗｗｗ.chausuyama.jp/http://ｗｗｗ.chausuyama.jp/

スキー場 第二駐車スキー場 第二駐車
平70-185御所平70-185

//

入
無
※駐車料

アクティブクイズ大会 じゃんけん大会

原!

でで

h

でで 来場記念品プレゼント!来場記念品プレゼント!来場記念品プレゼント!
数量限定

関連商品 アクティブマインドVOL.20 P238-P252に掲載

ハイパープロ リアショックは、ストリートからサーキットまでシーンを問わず、走りをお楽しみいただける
「フルシチュエーションサスペンション」です。日本の路面状況や日本人の体格に適すよう、アクティブ
社内で車種別に仕様変更。日本人に最適な「JAPAN SPEC」リアショックをお届けします。

■リアショック ラインナップ追加

NC700S/エマルジョンHPA付き装着NC700S/エマルジョンHPA付き装着NC700S/エマルジョンHPA付き装着

NC700X/独立リザーバー装着NC700X/独立リザーバー装着NC700X/独立リザーバー装着

ハイパープロが独自設計する「コンスタントライジングレート」をもつフロントスプリングと、日本人向けに設定されたリアショック、
さらにオリジナルのDVDなどをセットにしたお得な「ストリートボックス」を発売! 8月20日まではさらにお得なキャンペーンを実施中です。

■手に入れるなら今! 期間限定キャンペーンまもなく終了!  
足回りのセッティングの最重要ポイント「車体姿勢と前後のバランス」をストリートボックスで手に入れよう！

ストリートボックスデビューキャンペーン
～2013年8月20日まで期間限定！全車種リアショック単品の価格でご提供！

※ラインナップ・価格・品番・JANにつきましては、ウェブをご覧ください。 http://www.acv.cojp/01_product/hyperpro_streetbox.html
※フロントスプリングまたはリアショックがラインナップされていない車種は、ストリートボックスのラインナップはございません。予め、ご了承ください。

ストリートボックスセット内容
●リアショック ●コンスタントライジングレート

　フロントスプリング
●フロントフォークオイル ●フロントフォークグリス ●各種ステッカー（計6枚）●ハイパープロバンダナ

●プリロードレンチ
●車種専用マニュアル （セッティングデータ付き）
●保証書

詳しくはWEBをチェック！

ハイパープロの
スプリングの
秘密が
わかる!

非売品

※写真は
   イメージ
　です。

DVD「ALL ABOUT
         HYPERPRO」付属!

関連商品 アクティブマインドVOL.20 P353に掲載

●チタニウムコートパープル ●スパークリングクリア ●ビンテージイエロー

※フォレストグリーンの設定はありません。

二輪車専用設計で、明るい・高耐振・超寿命を実現したアブソリュートのハロゲンバルブ。純正バルブと同等の消費
電力ながら、明るさはノーマルを上回ります。今回は、H11規格に対応のハロゲンバルブを追加しました。車両や
好みに合わせて選べる5色をご用意。H11バルブをお探しの方、いかがでしょうか？

●ホワイト ●チタニウムコートブルー

照射イメージ 照射イメージ 照射イメージ 照射イメージ

アブソリュートハロゲンバルブの特徴
ハロゲンバルブの弱点であるオートバイの振動への対策を
クリアし、長寿命のバルブが実現しました。消費電力は純正と
同等で、純正以上の明るさが手に入ります。さらに、すべて車検
対応の色度範囲で作られた多彩なカラーバリエーションを
ご用意しています。安心して、長くご愛用いただくために最適
なハロゲンバルブです。

照射イメージ

NEW! フェンダーレスキット LEDナンバー灯付き

フロント[Tタイプ]
■税込価格：￥19,425～(本体価格：￥18,000～)
■工数：1.5h
リア
■税込価格：￥10,500～(本体価格：￥10,000～)
■工数：2.5h

【年式更新】TMAX 08 -12→TMAX 08 -11/TMAX530 12-13 e1仕様 RACING装着

掲載のマフラーはレース専用品です

P4もご覧ください

※装着には別売の汎用
　リフレクターが必要です。

スタイリッシュなリア廻りを
実現するフェンダーレス
キット。後方からの視認性が
抜群なLEDナンバー灯が
付属しています。
縦揺れを抑えるために、装
着部の左右はステーで固定
する設計です。

brembo製キャリパーの装着に必須と
なるキャリパーサポート。

MOTO GPなど、世界の有力レーシングチームが採用する高性能マフラー。
世界中のライダーに親しまれる、クオリティとサウンドをぜひお試しください。

純正ナンバー灯・
純正リフレクタータイプ

LEDナンバー灯付属・
別売リフレクタータイプ

■品番 ： 1151079
■税込価格  ：  ¥9,975
　（本体価格 ： ¥9,500）
■JAN ： 751603
■工数 ： 0.5h

■品番 ： 1151080
■税込価格  ： ¥11,550
　（本体価格 ： ¥11,000）
■JAN ： 763880
■工数 ： 0.5h

■品番 ： 1151078
■税込価格  ： ¥8,400
　（本体価格 ： ¥8,000）
■JAN ： 751764
■工数 ： 0.5h

■品番 ： 1151081
■税込価格  ： ¥9,450
　（本体価格 ： ¥9,000）
■JAN ： 764009
■工数 ： 0.5h

NEW! フロントキャリパーサポート

NEW! ブレーキホース

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”。ステンレス
メッシュホースがコントロールをよりダイ
レクトにします。品番・価格・JANにつきま
しては、お問い合わせください。

マフラー

※ACパフォーマンスラインの
　設定はございません。

※別売りのリフレクターが装着されています。

好評デリバリー中

好評デリバリー中 好評デリバリー中

好評デリバリー中

8月上旬デリバリー

8月上旬デリバリー

ご予約受付中

好評デリバリー中

詳しくはWEBを
チェック！

詳しくはWEBを
チェック！


