
TASC内部イメージ
（写真はMT-09 左側）

TASCアジャスター部
（写真はCBR250R）

ノーマルフロントフォークに
ダンピングアジャスターを後付け！
 高機能カートリッジフォークへ
 アップグレード！

テクニクスアドバンスドスマートカートリッジ

こんなライダーの悩み
を・・・

が解決します！

フロントフォークのシステム自体を見直し

内部構造を大幅にアップグレードすることで

アフターメーカーフォークに迫るパフォーマンスを発揮

高コストなインナーチューブやアウターチューブに

純正品を使用することでコストダウンを実現

ダンピングアジャスターを後付けすることにより

様々なライディングシーンや

好みに合わせてジャストなセッティングが可能

アフターメーカー製高機能フロントフォークに
交換したいけど予算が・・・

街乗り～スポーツ走行などシーンによって
フロントフォークのセッティングを変更したい

手軽にフロントフォークをアップグレードして
1ランク上のライディングを楽しみたい

ノーマルフロントフォークの
乗り心地に不満がある

サスペンションスペシャリストのテクニクスが開発した、

フロントフォークアップグレードのファイナルアンサーTASC。

多くのライダーがノーマル状態で不満を持ち、

それを解消する選択肢が少ないフロントフォーク。

さらに関連する足回り機能パーツとのバランスを

維持しながらのカスタムは困難を極めます。

そこでテクニクスはノーマルフロントフォークを生かし

内部構造を大幅にアップグレードする新システム「TASC」を開発。

アウター/インナーチューブ等を流用することで、

マシンのバランスを崩すこと無く、

コストダウンとハイパフォーマンスを両立しました。

伸 / 圧ダンピング
アジャスターを後付け

左側フォークに圧側ダンピングアジャスター、
右側フォークに伸び側
ダンピングアジャスターを装備

アウターチューブは
純正品を使用

内部構造をカートリッジ化し
ダンピング性能を強化

インナーチューブは純正品を使用

コンプレッションアジャスター
コントロール部

リバウンドアジャスター
コントロール部



FEATURES

単にカートリッジフォークへとアップグレードしても、使い方や好みで求められる減衰力には幅があります。
そこで、TASC では必ずコンプレッション（縮み）とリバウンド（伸び）の作動速度を調整できるように
ダンピングアジャスターを装備。乗り心地重視でキビキビと軽快に走るシティラン。
タイヤを地面に擦り付けるかのようにグリップを引き出そうとするサーキット走行。
ダンピングの調整により幅広いライディングシーンに対応でき、好みに応じて調整可能。
どんなレベルのライダーでも体感できる的確な調整幅の広さもTASC のポイント。

新設計カートリッジフォークへと生まれ変わりパフォーマンスを大幅アップ

カートリッジフォークの利点を徹底解説

■アジャスタブルダンピング

大手アフターサスペンションメーカーに技術協力をする等、サスペンション一筋15 年の Technix が
プロデュースするTASC。簡素化された純正品を最高のパフォーマンスを持つフロントフォークへ生まれ変えるには、
時に大きな加工も必要になり、簡単にボルトオンで取付とはいきません。
しかし、卓越した技術と知識、経験に基づき分解・加工・セットアップまで一貫して作業する事で、
比較的低コストでのサービス提供が可能となりました。そして、ラインナップされる全ての車両を自社内でダイノテスト、
実走行テストを行い日本の道路を走る日本人のためのサスペンションセッティングを施しました。

■ハイテクニック

純正フロントフォークをアップグレードするTASC。性能的には、純正＜TASC＜一流アフターフォーク
（NITRON、OHLINS 等）となるでしょう。しかし、アフターマーケットフォークは高い性能なりに高価で、ラインナップが限られます。
また、ラインナップ外の車種に取り付けようとすると、ホイール、ブレーキやトリプルクランプなどの変更が必要となります。
その点 TASC は純正のインナーチューブとアウターチューブをそのまま使用。
内部構造の見直しで性能を飛躍的にあげるので、その他の部品の事を気にする必要はありません。
Technixでセットアップされる高いパフォーマンスを持つTASC は車体側を一切加工することなく、ボルトオンで装着可能です。

■ハイコストパフォーマンス

ダンパーロッド方式のデメリットを克服したカートリッジ方式

カートリッジ内部（TASC） 一般的なダンパーロッド内部

一般的なフォークの構造を大別すると、カートリッジフォーク（別名：インナーロッドフォーク）とダンパー
ロッドフォーク（別名：フローティングバルブフォーク）に大別されます。
そして、排気量問わずベーシックモデルのオートバイに使用されるのがシンプルな構造のダンパーロッド
フォークです。これは、オリフィスダンピングフォークとも呼ばれ、オリフィスと呼ばれる小さい穴をオイ
ルが通ることで減衰力を発生させる機構を持つフォークです。
シンプルな構造の為に製造コストが安いのですが、小さな穴を用いて減衰力を発生させている為に、フロ
ントフォークのストロークスピードの変化に追従しづらいのが難点です。例えば、注射器を想像してみてく
ださい。ゆっくりとプランジャーを押している時はニードルの先から液体がゆっくりと出てきます。しかし、
早くプランジャーを押そうしても、ニードルが細く液体が押せませんね。この現象がフォークの内部でも起
こるのです。例えば、ゆっくり動いている時は、オリフィスにオイルが容易に流れスカスカなダンピング、
早く動こうとすると、オイルが流れずにガチガチと言うような感じです。
そして、このオイルが流れづらくなった時に、フォーク内部のプレッシャーバランスが乱れ、内部に負圧を
生じるところが出てきます。負圧を生じると、オイル内部に混入しているエアがオイルから引っ張りだされ
オイル内に気泡を発生します。（この現象をキャビテーションと言います。）気泡が生じると当然減衰力が
不安定になります。
対して、カートリッジフォークは、比較的大きなオリフィスを持つピストンに円盤状のシムと呼ばれば金属
製の板を乗せ、オイルがシムを押し拡げオリフィスを通過する抵抗とピストンをバイパスする小さなオリフィ
スをオイルが通過する抵抗の 2つを利用して減衰力を発生させます。これにより、フォークのストローク
スピードが比較的ゆっくりな時は、小さなオリフィスを通り減衰力を発生させ、ストロークスピードが早く
なるとシムを押し拡げ速度に応じた減衰力を発生させることが可能になります。
また、小さなオリフィスにテーパー形状のニードルで流量を制御することで、低速域でのダンピングアジャ
ストが外部より可能になります。
カートリッジフォークでは、内部でのオイルの行き来がスムースな為に、フォーク内部のプレッシャーバラ
ンスも安定しており、キャビテーションを発生が抑えらるのが特徴です。
ただし、部品点数が多くなることと複雑なシステムでコスト高になり、大型車やスーパースポーツ、レース
モデルなどで採用されるフォークです。
つまり、カートリッジフォークは、ダンパーロッドフォークでの欠点である、フォークのストロークスピー
ドに対する減衰力の追従性とキャビテーションの問題を解決できるフォークなのです。

カートジッジ式の一例 ダンパーロッド式の一例

圧縮時のオイルの流れ 伸長時のオイルの流れ
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“カートリッジフォーク VS ダンパーロッドフォーク”



作業のながれ

Q&A

お近くのバイクショップ、
又は直接テクニクスまでご連絡ください。

ご自分でフォークを取り外し
発送してください。
また車両持ち込みの対応も可能です。
（脱着作業料：￥15,000 ～　
車種・作業内容等により変動します。）

お客様のフォークを丁寧に分解します。
その際内部パーツの洗浄も一通り行いますので
オーバーホール効果も期待されます。
（純正フロントフォークに損傷がある場合
修理が必要になることがあります）

サス・スペシャリストのテクニクスが一貫して全行程を担当

よく頂くご質問をまとめました

■ ご注文 ■ フォーク取り外し ■ 純正フォーク分解

熟練スタッフが的確に TASC キットを
組み込みます。見た目の変化は少ないですが、
驚くほどアップグレードされた
フロントフォークに変身します。

■ TASCカートリッジ組込

テクニクスから丁寧に梱包された
フロントフォークを返送します。
お客様にて十分ご注意の上
マシンに取り付けてください。

■ フォーク梱包

まずは同梱のセッティングガイドに合わせて
各アジャスターを合わせてください。
軽く流しただけでその違いを感じ取れるはずです。
あとは好みに合わせてセッティングを楽しんでください。

■ セッティング・試乗

Q
A

組込みを自分でするので、TASCキットのみの販売はできますか？

TASC キットはフロントフォークに関しての高い知識と技術力を要します。
ボルトオンで装着できる商品ではなく、弊社での組込みを前提としたサービス
となります。申し訳ございませんが、キット単体での販売はございません。

Q
A

組込みに掛かる時間はどれくらいですか？

納期は、概ね10日前後のお預かりとなっております。車両持込みでも作業受
付可能です。 （作業混雑具合やフロントフォークの状態により変動します。）

Q
A

メンテナンスも同時に頼みたいのですが・・

メンテナンスも同時に対応可能です。別途消耗品代を頂戴致します。

Q
A

同時にやった方が良いサービスはありますか？

SKF フォークシールの組込みや各種表面処理でフリクションを低減させることで、 
よりしなやかで理想的な作動感へと近づきます。 その他予算によりご提案させて
戴くことも可能ですので、お気軽にご相談下さい。

Q
A

自分のバイクがラインナップに無いのですが、対応できますか？

TASC は汎用性の高い部品を多用して制作されております。
価格は部品により変わりますがほぼ対応が可能です。ご相談ください。

Q
A

ライディングスキルの低い自分でも違いが体感できますか？

間違いなく体感できます。TASC キットは乗り心地面でも大きな効果があります。
しなやかに路面を捉え、追従性も高いので驚くほど乗り心地が良くなります。また、
初心者や中級者では気づきにくい不具合への不安も多いものです。
サスペンションをアップグレードすることで、安心してオートバイを走らせることが
できるようになるかもしれません。 

Q
A

組み込み後のメンテナンスはどうしたら良いの？

弊社では、1万キロ又は 2 年のどちらか早いサイクルでの定期メンテナンスを
オススメしております。また、メンテナンス時には TASC キットを良く理解し
ていることが確実な作業の大前提になりますので、弊社へご依頼下さいますよ
うお願いします。

Q
A

セッティング変更には対応できますか？

TASC キットは弊社社内で様々なスキルのライダーで評価しながら、
どのスキルのライダーが乗っても満足頂けるレベルでセットアップしております。
しかしながら、もっとこういう方向でセットしたい等があれば、お気軽にご相談下さい。
セッティングも可能です。

Q
A

レースユースで使えるの？

もちろんレースユースでも使えます。弊社でもサーキットでのテストも行っています。
ただし、出場レースのレギュレーションにより改造が制限されている場合もござい
ますので、ご自身でレギュレーションをご確認ください。



ダイノテストと実走行テストで、様々なライディングフィールドのセッティングデータをチャート化し仕様を決定しています。

90,000（税抜）

TASC 組込み時に消耗部品の交換料金 ￥7,800 （税抜上代）   　

交換部品：スライドメタル、ガイドメタル、ダストシール、

オイルシール（ダストシール、オイルシールは SKF）

TASC は部品単品での販売はしておりません。

TASC の組込みには高度な技術を要するため、

弊社にて組込み作業を行います。

表示価格には組込み工賃が含まれております。
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MT-07 TASC リバウンドの比較例
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MT-07 TASC コンプレッションの比較例

オリフィスにより減衰力を発生させるMT-07のスタンダードフォーク。

減衰力の発生を固定サイズのオリフィスとオイル粘度の依存しているために、圧側では初期からほとんど変化がないダンパーカーブを描く。

また、伸び側でも全域でダンピングが不足しがちで特に初期から中間に掛けてダンピングカーブが凹んでいる形状をしており、必要な減衰力が得られず

タイヤを押す力が弱いことが想像される。一方、TASC では、ストロークスピードの変化に応じてリニアに減衰力が変化している事が読み取れる。

また、アジャスターの使用により、幅広い減衰力を発生させる事が出来ることが伺える。
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YAMAHA MT-07 カートリッジフォークへ　走りを楽しむ MT-07 乗りに贈る逸品

ダンピングアジャスターを追加することにより高性能システムを構築

ダイノグラフ比較

ストリートからスポーツ走行まで理想的なライディングが可能に

純正フォーク VS TASC

インプレッション

セッティング

品番：TASCMT07      

ストリートセット

純正フォークにはダンパーロッドタイプフォークを採用するMT-07。このタイプのフォークのネガはフロン

トフォークストロークスピードに対するダンピングの追従性の難しさ。柔らかい設定のフロントフォークな

がらも小さな路面の凹凸でのギャップの吸収性やタイヤの接地感不足に悩まされるMT-07 乗りも多いは

ず。TASC では、それらのネガを解決すべくMT-07のフォークをカートリッジフォークへと変貌させる。

積層シム式のバルブシステムを用い、片側にコンプレッションダンパー、もう片方をリバウンドダンパーとし、

それぞれ独立したアジャストが可能。カートリッジフォークならではの高い路面追従性とワイドな調整幅を

併せ持つフォークへと生まれ変わったMT-07 TASCフォーク。TASCは、ワンランク上の走りを味わい

たい孤高のMT-07 乗りへ贈るフォークモデファイのファイナルアンサーといえよう。

MT-07 TASCパーツ一式 フォークトップボルトに設けられる伸 / 圧ダンピングアジャスター

圧側
ダンピング
アジャスター

伸側
ダンピング
アジャスター

ダンピング
アジャスター

非装備

シンプルで安価なダンパーロッドフォーク採用 アジャスタブルダンピングカートリッジを採用し、
高いフォーマンスを誇るフォークへ変貌。

ノーマル
カート
リッジ式
高性能
積層シム

ダンパー
ロッド

フォークタイプ

ワインディングセット

サーキットセット

低速、低荷重でも乗り心地を損なわないように減衰力は弱め、小さなギャップ通過時の突き上げも確実に吸収しライダーへの不快感を大幅に軽減。

フロントタイヤが路面に留まるよう伸び側減衰を若干効かせ気味にセットアップ。

積極的にバイクを旋回させるため、ブレーキを当てながらコーナにアプローチすることを前提にストリートよりも圧側減衰を掛ける。

切り返しで軽快に車体を操る為に、リバウンドを効かせ路面への追従性を上げるセットアップ。

フルバンク状態でもフロントタイヤを路面に留まらせる為にリバウンドも強めにセット。フロントタイヤにしっかりと荷重を掛け、積極的にライダーがマシンを曲げていける仕様で、

サーキット走行で「攻める」走りをするライダー向けのセットアップ。レース仕様としてレートを上げた社外スプリングでもワイドな調整幅をもつTASC なら対応可能。

TASC で最も重要視しているフィールドは、ストリートユースでの走行。MT-07の開発では、

ノーマルの柔らかさを残しつつ、ロースピード域から減衰力をしっかり効かせしっとり感をプ

ラスする方向でセットアップ。その効果は、走り出しから感じるフロントタイヤの接地感増で

すぐに感じられ、それがライディングの安心感へと繋がる。走りだしてみると、小さなギャッ

プも拾わず、路面の変化に追従し、しなやかな作動感で純正フォークで若干感じていたフロ

ント周りの不快感を感じさせない。低荷重でもしっとりとしなやかに動き、その動きの中には

無駄な動きは一切なく、その作動感は一言で言えば「上質」という言葉がマッチするだろう。

ストリートでは、しなやかさを併せ持つコンフォートな乗り味を。ワインディングでは、しっ

かりとタイヤを押し狙い通りのラインに乗せてコーナーリングを楽しむ。MT-07の走りを確

実にアップグレードさせる事ができるのが TASCといえよう。

作業完了後に同梱される車種別の

セッティングシートに、各使用フィールドに

合わせたオススメのセッティング数値を

記載しております。



YAMAHA MT-09 走りを楽しめる MT-09 へ　TASC でフルアジャスタブル化

98,000（税抜） 品番：TASCMT09

ダンピングボリュームの不足からフォークの作動スピードが速く
バタバタとした落ち着きの無い動きをし、
バネレートも低くストローク量も大きい。

バネレートの適正化とダンピングボリュームのアップにより
しなやかで落ち着きのある動きへ変貌。

圧側のダンピングアジャスターも装備し、ワイドな調整幅を確保。

ノーマル

YAMAHA YZF-R25 / R3 ストリートからサーキットまで対応！ 至極の作動感を体感せよ！

85,000（税抜） 品番：TASCR25

ダンピング
アジャスター

非装備

シンプルで安価なダンパーロッドフォークを
採用していることから、ストロークスピードが
速く安定したトラクションが得られづらい。

アジャスタブルダンピングカートリッジとなり、高いフォーマンスを誇る
フォークへ変貌。ブレーキングではしっかりと踏ん張り、高さを保つ。
加速時にはじわっと伸び車体の姿勢のコントロールが容易に。

ノーマル

HONDA CBR250R 遊べる CBR250R へ変身！ 接地感・安定感増で狙ったラインを走れる仕様に

95,000（税抜） 品番：TASCCBR250R

ノーマル

HONDA GROM 専門各誌で大絶賛！ 最強グロムフォーク誕生！

80,000（税抜） 品番：TASCGROM

ノーマル

KAWASAKI ZRX1200 DAEG 圧倒的なストローク感と踏ん張り感の両立でスポーツライドを楽しめる仕様に

95,000（税抜） 品番：TASCDAEG

ノーマル

DUCATI SCRAMBLER コンフォート＆ラグジュアリー！ ～ワンランク上の上質な乗り味へ～

120,000（予価・税抜） 品番：TASCDSCL 2 月下旬作業受付開始

ダンピング
アジャスター

非装備

フォークの動きに渋さを感じ、路面に対する
追従性が良くなく乗り心地が悪いと感じることも。

内部構造を一新し街乗りでの快適な走行を主眼にセッティング。
しなやかに路面を捉え、ライダーに不快な感覚を与えない仕様に。

ノーマル

圧側
ダンピング
アジャスター

伸側
ダンピング
アジャスター

伸 / 圧側
ダンピング
アジャスター

装備

ストロークスピードが速く大きく動き、
タイヤを上手く路面に押さえつけられず、
奥ではストロークが止まる印象が。

無駄に多い動きは消え、入力に対しての動きはしなやか。
路面の状況変化に対しての追従性が高く、しっかりと路面を捉える仕様に。

カート
リッジ式
高性能
積層シム

カート
リッジ式

セミ
カート
リッジ式

純正
スプリング
プリロード
アジャスター

圧側
ダンピング
アジャスター

伸側
ダンピング
アジャスター

カート
リッジ式
高性能
積層シム

TASC
スプリング
プリロード
アジャスター

圧側
ダンピング
アジャスター

伸側
ダンピング
アジャスター

カート
リッジ式
高性能
積層シム

ダンパー
ロッド式

ダンピング
アジャスター

非装備

スプリングレート不足、ダンピング不足から
少しスピードを出すだけで

不安定さを露呈する簡易的な構造のフォーク。

大排気量スポーツバイクと同等の部品を使用するハイパフォーマンスフォーク。
街乗りでは快適な乗り心地を。サーキットではしっかりと

フロントタイヤ・ブレーキを使えタイムアップには必須アイテム。

圧側
ダンピング
アジャスター

伸側
ダンピング
アジャスター

カート
リッジ式
高性能
積層シム

ダンパー
ロッド式

ダンピング
アジャスター

非装備

減衰力が足りず接地感が感じづらく、
高速域では不安定さを感じることも。

適切な減衰力にすることで、初期から奥まで安定したストローク感と
高い接地感を得られゆっくり走る時の乗り心地と踏ん張る足回りを両立。

圧側
ダンピング
アジャスター

専用
フォーク
スプリング

専用
フォーク
スプリング

専用
フォーク
スプリング

伸側
ダンピング
アジャスター

カート
リッジ式
高性能
積層シム

ダンパー
ロッド式

圧側
ダンピング
アジャスター

伸側
ダンピング
アジャスター

圧側
ダンピング
アジャスター

非装備

カート
リッジ式
高性能
積層シム

片側
カート
リッジ式

純正
スプリング
プリロード
アジャスター

純正
スプリング
プリロード
アジャスター

純正
スプリング
プリロード
アジャスター



は今後もラインナップを拡大して行きます

TGRTE-TA03-708

■ 作業には専用の工具を用いて細心の注意を払っておりますが、分解に際して非常に難易度の高いものがあったり、メンテナンスという作業の性質上、傷や変色が発生することがあります。また、素材の経年劣化などにより分解するという行為自体で

容易に部品が破損することもあります。弊社に著しい過失があると判断される事例以外は破損、傷又は変色などに関して一切免責とさせて頂きます。なお、その判断は弊社に一任されるものとします。

■ 万一の作業後の不具合などに対しては原則再修理で対応させて頂きます。しかし、弊社ではサスペンション脱着に伴う費用や代車費用、又は乗れないことに対する損害などサスペンション本体以外の補償は一切行いません。

サスペンション本体の補償に関しても、当初メンテナンス等で掛かった費用を限度として補償致します。それ以上の補償は致しかねます。弊社では作業完了後3ヶ月の保証期間を設けております。（レース車輌及びオフロード車のフロントフォークを除く）

期間内にシール部品よりオイル漏れを起こす不具合がある場合にはシール不良とみなし修理で対応させて頂きます。ただし、パッキン以外の部品（例：インナーチューブ）に不具合がある場合などには別途部品代を頂戴する場合もあります。

保証修理対象か否かの判断は弊社に一任されるものとします。 ■ WEB 内にご依頼の際しての注意事項が記載されております。予めご一読の上ご依頼をお願い致します。

■ サービスに関わる価格は、車種により異なります。また、社会情勢の変化などにより価格は予告なく変動する場合があります。

有限会社  テクニクス
〒344-0032　埼玉県春日部市備後東 4-5-40   TEL ：048-733-9055   FAX：048-733-9056   E-mail：shock@technix.jp

Technix ファクトリー /ショールーム
〒344-0032　埼玉県春日部市備後東 4-5-40 

TEL：048-733-9055   FAX：048-733-9056
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新社屋兼ショールームMAP
国道16 号線小渕立体から約 4km
国道 4号線下間久里陸橋から約 4km
駐車場・バイク駐車場完備

小渕立体 庄和インター

ショールームでは、他にもTGR 取扱い商品を中心にテクニクスグループで取り扱う全ての商品を手にとってご覧になれます。

TASCはフロントフォークの持ち込みはもちろん

車両をお預かりしての組込も行っております。（別途要脱着料金）

またテストライダーや専門スタッフによるセッテイングや

ライディングのご相談も承っております。

テクニクスHPにて休業日をご確認の上

ご来店お待ちしております。

MT-09 Tracer　NINJA250SL XSR900もラインナップ！

適合車種に無い車種でもお気軽にご相談下さい !
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