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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。

3月
 日 月 火 水 木 金 土
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ハイパープロ 待望のフロントフォーク いよいよお披露目!!!

開催目前! 東京モーターサイクルショー2014! ぜひお越しください!

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!

社長コラム
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 ！

廃盤情報
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。

カタログ｢ACTIVE MIND｣vol.21 3月中旬発行! アクラポヴィッチ製品価格変更のお知らせ

ゲイルスピードセールスアワード2013 ホイール販売部門 トップ3発表!!

ベルヘルメット シールドプレゼントキャンペーン! まもなく終了!

関連商品 アクティブマインドVOL.20 P380-P385に掲載

M5XJ用 M3J用
クリア(標準装備) スモーク ダークスモーク シルバーミラー ブルーミラー レインボーミラー クリア(標準装備) スモーク ダークスモーク

プレゼント商品

ベルヘルメットは、取り扱い代理店のみでご購入いただけます。代理店情報はアクティブウェブサイトをご覧ください。

期間中、対象製品をおひとつお買い上げ毎に、追加でお好きなシールド1枚プレゼント! 標準装備のクリアをリペアとして
もう1枚ゲットするもよし、イメージチェンジでカラーシールドを選択するもよし! キャンペーンは3月20日まで! お急ぎください!

ハイパープロとアクティブの共同開発により、遂にフロントフォークが完成!!!同社が世界で唯一作り出せる「コンスタントライジングレート」
スプリングをベースに、アクティブ独自の「Japan Spec」で、日本のストリート走行に特化した仕様を実現しています。
待望のフロントフォークは、東京モーターサイクルショー2014にて初披露です! 今回はその一部をご紹介します。

2013年にゲイルスピードホイールをより多く販売いただいたトップ3の販売店さまに、記念品をお贈りしました!
受賞店舗のみなさま、おめでとうございます!

2014年3月28日(金)～31日(日)

■イニシャルアジャスター
調整時にアジャスターが上下しないインナー式アジャストを採用。
調整範囲は0～15mm。

“フルシチュエーション”を極めた減衰特性
スプリングの性能を最大限に引き出し、ストリートのいかなる路面をも追従する減衰特性。
伸縮の切り替わりでの違和感を極限に抑えたワンウェイバルブを装備。
減衰調整は、工具不要のハンドアジャスター。

○伸び減衰（REB） φ30大径ピストン。低速域から高速域でのストロークスピード全域を
しっかりとコントロール。30段階のワイドなクリック調整。

○圧減衰（COMP） φ25ピストン。ストロークスピードのHI、LOWに各調整機構をもつ。各30段階のワイドなクリック調整。

■トップアウトスプリング＆バンプスプリング
ストローク量に影響しにくい新設計の
「ウエーブスプリング」にて、トップアウトスプリングと
バンプスプリングを投入。
伸びきった際や急激な底付き時の衝撃を緩和。

■インナーチューブ
表面硬度と耐摩耗性を高める、チタンコートを施工。
はめあい剛性を確保したインナーチューブ長を選択。
インナーチューブカラーはブラックとゴールドを
ご用意しています。

■CB1300SF 03-07/CB1300SB 03-07 ■XJR1300 01-10 
■ZRX1200 DAEG 09-13 
■ZRX1200R 01-08/ZRX1200S 01-08 ■ZEPHYR1100

■アウターチューブ
内外部共に高精度
アルミ削り出し加工。

高強度と高精度を実現した、アルミ鍛造FOOT
高強度なアルミA6082材を、高精度アルミ削り出し
加工で成形。
ボルトオン設計で純正ホイールの装着が可能。
●コンプレッションアジャスターは、装着時に調整
しやすいよう、ほぼ垂直に設置。 
●フォークスタンドが使用可能な差し込み穴を装備。

■フェンダーブラケット
アルミ削り出しで成形された
フェンダーブラケットを付属。
各車種の純正フェンダーが
取り付け可能。

■アクスル関連パーツ
各車種の純正アクスルシャフト
が使用可能な、アルミ削り出し
保持カラーやナットを付属。

安全で快適な走行を追究した
メインスプリング
ストリート走行に最適な
「コンスタントライジングレート」
スプリング。走行テストにより導き出した、
適正な車体姿勢を可能とする
初期プリロード量をチョイス。

前売券：大人 1,200円　高校生 500円
当日券：大人 1,500円　高校生 1,000円　男女ペア 2,500円

東京ビッグサイト 西1・2ホール　東京都江東区有明3-11-1開催日

入場料

会　場

好評開催中

～2014年3月20日 ご注文分　キャンペーン期間 対象製品
ベルヘルメット全ラインナップ
(カラー・サイズ不問/クリアシールド標準装備)

M5XJ M3J

DAYTONA[全６色]
各￥38,000(税抜)

COBRA[全3色]
各￥38,000(税抜)

TRIPLE[全2色]
各￥38,000(税抜)

SOLID[全2色]
各￥36,000(税抜)

FLAT BLACK
￥36,000(税抜)

CARBON
￥56,000(税抜)

TRACKER[全2色]
各￥40,000(税抜)

LEGEND[全2色]
各￥38,000(税抜)

SOLID[全2色]
各￥34,000(税抜)

FLAT BLACK
￥34,000(税抜)

23
30
24
31

BELL シールドプレゼントキャンペーン
詳細はウェブへ!

￥320,000（税抜）
●フェンダーブラケット、アクスルナットおよびアクスルカラー、
オイル付属　●専用キャリパーサポート別途必要
ラインナップ

※掲載の写真は、実物とは異なる場合がございます。

4月上旬デリバリー

※価格は税込み、中学生以下は無料。

品名メーカー 品番

AKRAPOVIC

車種 カタログ

 P126

 P130

 P131

 P132

カーボン

チタン

チタン
チタンEVOLUTION

EVOLUTION

SPO/SLIP-ON

e1仕様 SLIP-ON アップタイプ

CRF450R 13

VFR1200F 10-13
CBR600RR 09

S-H4MET12-QTA
 P133チタンRACINGCRF450R 09-12 S-H4MR11-ZT

チタンRACINGCRF150F 07-14 S-H1MR1-MT

チタンe1仕様 SLIP-ON
20周年記念モデルZX-10R 11-14

ZX-6R/ZX-6RR 05-06

S-K10SO7T-
HASZ/1

S-H12SO2-HRC
S-H6RFT10T-ACT

SS-K6SO3-NT
カーボンEVOLUTIONBMW K1300R/S 09-13 S-B13RFT1TL-RC
カーボンEVOLUTIONAPRILIA RSV4 09-14 S-A10RFT1-ZC/1

チタンEVOLUTIONDUCATI 1098R 
08-09/1198/S 09 S-D10EFT3T-ZT

チタンEVOLUTIONDUCATI 1098/S 
07-08/848 08-10 S-D10SO3-ZT

材質

アクティブがリリースする製品情報が満載のカタログ
｢ACTIVE MIND｣。
vol.21(2014～2015版)は、3月中旬発行予定です!

品番：1990214　JAN：779430

アクラポヴィッチ全製品におきまして、円安基調の為替情勢に伴う仕入れ価格の上昇と運送費用
の増大、またメーカーからの値上げ要請に伴い、2014年3月21日受注分より、止むを得ず値上げ
をさせていただきます。(一部現行価格据え置きおよび値下げの製品もございます。)
大変お手数ですが、登録等の変更をお願いいたします。

PDF版 http://www.acv.co.jp/02_support/price_2014_01/akrapovic.pdf

EXCEL版 http://www.acv.co.jp/02_support/price_2014_01/akrapovic.xls

何卒ご理解とご協力を賜れますよう、伏してお願い申し上げます。
ご不明な点は、弊社までお問い合わせください。※写真はイメージです。

品名メーカー 品番

GILLES TOOLING

EARLS

ACTIVE

車種 カタログ

 P285
φ41

ブラック

φ50
シルバーシングルコア

GPスーパーライト

ストレートオイルクーラー ステー

ストレート
オイルクーラー
キット

ストレート
オイルクーラー
ステーセット

14055107

 P109ブラック

ブラック

14055107B
シルバー

シルバー

ツインコア

シングルコア

ツインコア

V MAX1200 96-

14055207
14055207B
14053301

GPSL-410
GPSL-500

14053301B
シルバー 14053401
ブラック 14053401B

14053021

サイズ/カラー

￥1,000（税抜）

変更内容につきましては、アクティブウェブサイトよりご確認いただけます。

1位
店長 周藤 様

2位

榎本 様

堀江 様

しゃぼん玉 本店 様

バイク7 岡山久米店 様

3位

バイク7 伊丹店 様

GALESPEEDは信頼できるブランドなので、
安心してお勧めしています。
ストリートメインのユーザーが多い当店の
ベストブランドです!
GALESPEEDはすばらしいですよ～！

当店は担当に関係なく、スタッフ全員で
GALESPEEDの販売に力を入れております。
お近くにお越しの際は是非お立ち寄り
ください。
2014年は販売数はもちろん、
アフターフォローでも1位を目指します。

各タイプ、各色を常時在庫しております。
当店では、実際に商品をご覧いただき、
お客様がご納得のホイールを
ご購入いただけます。
今年は昨年以上に売り上げます！




