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T H E  S H O C K S  C O M P A N Y  T E C H N I X

2 1 世 紀を駆け抜けるテクニクス
21 世紀の幕開けとなった 2001年、テクニクスは産声をあげました。

それは小さな産声ではありましたが、当時としては珍しく車輌の販売も一般修理もしない「サスペンション専門店」として開業し、

オンロード・オフロード問わずあらゆるカテゴリーでチャレンジを繰り返し、日本のオートバイサスペンション業界に新風を巻き起こしてきました。

近年では、ロードレース、モトクロス、エンデューロ、スーパーモタードの各カテゴリーでレーシングサポートを続け、データと経験値を蓄積。

それを一般ライダーにフィードバックするシステムを構築し、弊社オリジナルのサービスである「TASC」など、

多くのお客様の要望に応える一歩進んだサービスの確立を目指して日々精進しております。

そして 2016年。東南アジア地域のお客様のリクエストを受け、同地域のより良いサスペンションサポートを開始すべく「Technix Asia」を

タイ・バンコクにオープンします。安全で楽しく速く、そして快適に走れるサスペンションを求めて・・・テクニクスはさらに疾り続けます。



SUSPENSION SERVICE サスペンション
サービス

匠 の 技 が 活 き る
「フロントフォーク」と「リアショック」の役割は大きく分けて二つ。マシンを安定して支えること。

そしてタイヤを路面に押し付けライダーに「トラクション」をリニアに伝えること。

テクニクスのサスペンションサービスは豊富な経験と技術、最新専用機器を駆使して

それらのパフォーマンスを維持すると共に最大限に引き出します。

テクニクスでは、国産 4メーカー純正フロントフォークを始め、欧州車に多く使われる

MARZOCCHI や WPといった外国製フロントフォーク。そして、OHLINS/NITRON/HYPERPROなどの

アフターマーケットフロントフォークなど、車種やカテゴリーを問わず幅広くメンテナンス対応可能。

テクニクス最大の特長の一つがリアショックメンテナンスサービス。純正でリペア部品の設定が無いモデルでも純正又は純正同等部品を使用して

メンテナンス対応が可能。またテクニクスならではの技術も駆使することで、信頼性を保ちつつパフォーマンスも最大限に引き出します。

国内 4メーカー、外車、アフターマーケットリアショックなど多くのモデルに対応可能です。（一部構造などの理由により対応できないモデルもございます。）

一切の妥協を排した
徹底的なメンテナンス

驚くほどスムーズな動きを取り戻す

1本あたり数十点に及ぶこともあるフロントフォークの

内部パーツ。シール部品、摺動部品、そしてバルブ部品と

その役割は様々ですが、それは使用状況、

年数に応じて正常な役割を果たさなくなってきます。

単に分解して組み立てるのではなく、その部品一つ一つの

役割・動作を把握。そして最大限の性能回復を目指し、

最適な部品により最適な作業を施します。

その結果、フォークはスムースな動きを取り戻し

ライダーに快適性と安心感を与えることが可能となります。

その感覚は、あたかもグレードアップされたフォークを

使用しているかのように感じられるかもしれません。

スタンダード＋αを求める。

それがTechnixフロントフォークサービスです。

全てのフロントフォークサービスは、自社サスペンションサービ

ス専用ファクトリーにて作業されます。受け入れから全ての工程

を熟練したメカニックが対応し。オイル、ブッシュ、シールなどの

消耗部品は常時大量に在庫され、迅速で確実なサービスをお約

束いたします。通常純正部品では手に入れることができない消

耗品も在庫。細部まで一切の妥協を廃した徹底的なメンテナン

スは価格を超えた価値を提供します。

フォークの作動感を大幅に向上させるSKFフォークシールへの

アップグレードも対応可能。SKFのパフォーマンスを

多くのライダーに感じてもらいたいのでキャンペーンを継続中！

アップグレード追加料金

3,000（左右セット1台分/税抜）
KIT43O、ハイプロテクション仕様は追加料金　￥4,000（同）

￥

2016 
SKFフォークシール
アップグレード
キャンペーン

アップグレードは、フルメンテナンスをご依頼頂いた際のみ適用できます。
パーフェクトなエア抜きを可能とするショックバキュームポンプ

まずは異物混入を根本的に排除する
超音波洗浄機から

酷使されたショックの性能を匠の技で回復

油温は最大で120℃、作動スピードは5m/s を超え、

オイル量は200cc程という厳しい作動条件にさらされている

リアショック。従来は定期的なメンテナンス対象として

見られることが少なく、性能回復にはアッセンブリー交換を

強いられることも少なくありませんでした。

しかし、リアショックの役割はバイクの操安性や安定性に対して

非常に重要な役割を果たします。

定期的なメンテナンスを施すことにより得られる効果は

非常に高く、驚くほどバイクの動きが変わります。

Technixでは、ストリートユースで１万キロ又は

2年に一回程度のメンテナンスをお奨めしております。

従来の手作業にて行われるエア抜きではショック内部に残るエアを

排除することは不可能に近く、中には手作業によるエア抜き自体不可能

に近いものもあります。そこでこのショックバキュームポンプを使うこと

によりショック内部を真空にし、真空状態の中にオイルを送り込め、

内部のエア混入は

ほぼ皆無となります。

このバキュームポンプに

よりエア抜きされたリア

ショックの作動感は秀逸の

一言に尽きます。

精密なサスペンションの大敵は内部へのゴミ・異物の混入です。

それを防ぐために分解工程の前に大型の超音波洗浄機により手や

ブラシが届かない細部に渡り洗浄します。これにより、分解工程で

内部に異物を混入させることもなく、クリーンな状態で分解・点検等

次の工程へ移ることができます。クリーンな状態だからこそできる

質の高い作業。サスペンションビルダーとしてのこだわりです。

Front Fork Service フロントフォーク
サービス Rear Shock Service リアショック

サービス
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フロントフォークフルメンテナンス時の標準交換部品

車種により異なります。

フロントフォークフルメンテナンス
オンロードバイク全般

モトクロス・エンデューロ・モタード

24,000～40,000（税抜）￥

18,000～30,000（税抜）￥

O N - R O A D

O F F - R O A D

価格は車種により異なります。又、弊社価格設定済み車種以外の特殊な車輌は

別途お見積りとなります。価格には弊社設定の標準交換部品が全て含まれます。

大きな不具合が無ければ標準交換部品内で弊社オススメの

メンテナンスの対応ができますが、

標準交換部品以外に交換部品が発生した場合は別途頂戴致します。

リアショックフルメンテナンス
オンロードバイク全般

モトクロス・エンデューロ・モタード

16,000～40,000（税抜）￥

13,000～25,000（税抜）￥

O N - R O A D

O F F - R O A D

価格は車種により異なります。又、弊社価格設定済み車種以外の特殊な車輌は

別途お見積りとなります。価格には弊社設定の標準交換部品が全て含まれます。

大きな不具合が無ければ標準交換部品内で弊社オススメの

メンテナンスの対応ができますが、

標準交換部品以外に交換部品が発生した場合は別途頂戴致します。

熟練の技により可能となるサービスの数々 最新・最良の機器からベストサービスが生まれる

リアショックフルメンテナンス時の標準交換部品

車種により異なります。

エアが混入するスペースを完璧に排除する

SKFリアショックシールヘッドへの

アップグレードも対応可能。

フォークシールで大好評のSKFクオリティーを

リアショックでも体感して下さい！

アップグレード追加料金 5,000（税抜）￥

2016
SKFリアショック
シールヘッド 
アップグレード
キャンペーン

アップグレードは、フルメンテナンスをご依頼頂いた際のみ適用できます。
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Features Of Technix Suspension Service テクニクス
サスペンションサービスの特長

Suspension Service Workf low 作業工程の
主な流れ

SUSPENSION SERVICE

サスペンション専門エンジニアによる的確な作業
サスペンション専門で15年。世界9カ国のサスペンションチューニング専門店やメーカーと技術提携や情報交換をし、

最新の情報、技術を常にアップデートしています。蓄積された専門の知識を駆使する作業はまさにプロフェッショナル。

その技術力は多くのオートバイ専門店やプロフェッショナルライダーからも高い信頼を受けています。

サスペンションメンテナンスに欠かせない専用機器
確実な作業をサポートするのがサスペンション専用の最先端機器。

テクニクスでは、用途に応じて使い分ける2台のショックダイノと3台のスプリングテスターと

3台のショックバキュームポンプと最先端の機器を完備。また、それ以外にもショックを隅々まで綺麗にする

大型超音波洗浄機、旋盤、フライス盤、TIG溶接機などを保有しあらゆるサスペンションサービスに対応可能。

多くの繊細な部品で構成されるサスペンションパーツ。特にリアショックでは100点以上にも及ぶこともあります。

オーバーホールと言うとオイルシールだけを交換と考えがちですが、本当に大事なものはピストン運動をサポートする

摺動部品であることを忘れられがちです。テクニクスでは原則的に全ての消耗品を価格に含むことで

100%の完成度を追求すると共に追加費用の発生しづらい安心価格でサスペンションサービスを提供。

圧倒的な標準交換部品点数と部品代込みの安心価格

確実でスピーディーな作業をお約束する為にもっとも重要な消耗品群。

テクニクスでは、400種類以上、数にして40,000個以上に及ぶ消耗品を自社倉庫にて在庫。

お客様のニーズに応えるスピーディーで確実な作業を約束します。

国内最大級のサスペンションパーツ在庫数

1 受入れ

作業後には、アジャスター値などを

記したWORK REPORTを

作業担当が記載し梱包担当スタッフが、

最後の確認をしながら丁寧に

梱包させて頂きます。

2 分解

3 洗浄 4 研磨

5 組立て 6 梱包

受入れ時にはアジャスター値など

状態を確認するとともに、

写真撮影を行い入庫時の

状態を記録します。

専任のスタッフがお客様の不満点や

不具合の原因を探りながら丁寧に

分解していきます。不具合の原因は

この段階で発見される事が多いです。

超音波洗浄機と手作業で外観は

もちろんの事ながら、時には非分解とされる

箇所も分解し、内部を徹底的に洗浄します。

綺麗に洗浄された部品をよく確認する

ことで不具合が無いかより

詳しく確認します。

インナーチューブやリアショックロッドには、

摺動により薄っすらと傷が付いていきます。

傷を綺麗にするとともに、インナーチューブ

表面にマイクロスクラッチを加える事で、

オイルシールの張り付きを低減させ、スムースな

作動感を生み出します。また、曲がりが無いか

などインナーチューブ自体の点検も行います。

組立て時には、テクニクスが

長い経験から培ったノウハウと

専用工具を用いて、最大限フリクションを

減らせるよう細心の注意を払いながら

組み上げます。組み上げには、用途に適した

テクニクスオリジナルオイルを用います。

お客様からお預かりしたサスペンションは専門スタッフの手により、的確で丁寧なメンテナンス作業を経てお客様にお戻しします。

サスペンション専門ショップならではの実績と信頼、

充実した最新の専用機器とメンテナンスパーツによりハイクオリティーなサービスを提供します。
ON-ROAD BIKE MODIFICATION オンロード

バイク
モディファイ

テ ク ニ ク ス の 技 術 力 を 総 結 集

サーキットで１秒でも速く走りたい、峠道を軽快に疾走したい、ツーリングや街乗りを快適に楽しみたい。

オンロードバイクへの要求はライダーにより様々に変化します。

果たして、それらの要求にスタンダード状態のサスペンションが全て応えてくれるでしょうか。

テクニクスのサスペンションモディファイメニューは、そんな疑問に応えるファイナルアンサー。
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TASC内部イメージ
（写真はMT-09）

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！

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

■ ノーマルフロントフォークの乗り心地に不満がある
■ 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
■ 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

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

TASC - Technix Advanced Smart Cartridge - 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
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FEATURES 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。）

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。

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）

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

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■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

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。

カートリッジ内部（TASC） 一般的なダンパーロッド内部

■ 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

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。

カートリッジ式の一例 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

スプリング

1

2 2

3

5

6

8

9

10

7

4

3

1

1

インナーチューブ2

アウターチューブ3

伸び側バルブシム4

圧側バルブシム5

カートリッジ6

ダンパーロッド7

チェックバルブ8

伸び側オリフィス9

圧側オリフィス10

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。

“カートリッジフォーク VS ダンパーロッドフォーク”
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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

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

90,000（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

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

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。

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

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。

純正
スプリング
プリロード
アジャスター
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Coming Soon！  MT-09 Tracer　NINJA250SLテスト中 適合車種に無い車種でもお気軽にご相談下さい !



誰もが憧れるOHLINS/NITRONといったアフターマーケットリアショック。その魅力の一つがスタンダードサスペンションより

理想のダンピング特性が得やすく、それによるスムーズな作動感とタイヤから伝わるダイレクトな接地感ではないでしょうか。

テクニクスのリアショックリバルビングサービスは、スタンダードサスペンションのバルブシステムを見直し、

アフターマーケットリアショックのパフォーマンスを追求する、純正アップグレードの最上級メニューです。

ワンウェイバルブを内蔵させ、ロースピード域での

ダンピングバランスを安定させると共に

リバウンドアジャスターを独立作動とすることで

大幅にアジャスタビリティを向上。抜群のトラクションを

生み出すリアショックに生まれ変わります。

スタンダードと比較し、コンプレッションダンピングを全域で落とすと共にグラフの傾きを和らげ

初期から奥までスムースな作動感を獲得。リバウンドダンピングはワンウェイバルブを導入し

コンプレッション側に影響を与えない単独の調整を可能としながら全域でのボリュームをアップ。

コンプレッションとリバウンドダンピング特性の両方を見直すことで、しなやかな作動感とトラクション向上を狙う。

リアショックでは、トラクションに最も影響する

ストロークスピード100mm/s 以下のスピードレンジを特に意識。

ダイノでのテストの際は、その領域でのダンピング特性を徹底的にデータ取りし、

しなやかな乗り心地と安定したトラクションの両立を目指す。

Rear Shock Revalving リアショック
リバルビング
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車種・用途により異なります。また、価格には消耗品は含まれません。

弊社設定モデルで無い車種は別途お見積り致します。

リアショックリバルビング

OHLINS OEM フォークリバルビング

NSF100 リアショックリバルビング

35,000～40,000（税抜）￥
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ショックDYNOシステム

CBR1000RR リアショックリバルビング ダンパー特性比較例

1413

純正のカートリッジシステムを使用し、ピストンやアジャスターニードルの形状を見直し、

ライダーがよりライディングを楽しめるダンピング特性を生み出す。テクニクスでは特に低速～中速域での

ストロークスピードでのダンピングボリュームに拘り、動きすぎず適度な作動感としなやかさの両立を目指す。

リバルビングメニューでは、ピストンを変更する場合も多数あり。
拘りのアルミマシンド（左）を採用し、マテリアルもスタンダードに比べ大幅アップ。
ピストンを変更しないモデルでは、スタンダードのピストンにモデファイを
加えるなどピストンのポート形状が肝になる。

ベースは問題ない OHLINSフォーク。
日本の道路事情に合わせるのがポイント。

写真左がコンプレッション側、右側がリバウンド側にバルブ。

リバルビング作業は、この 2 つのバルブ両方に手を加え最適な減衰特性を目指す。

Front Fork Revalving フロントフォーク
リバルビング

ダンパーとスプリングに大別することのできる

サスペンション。とりわけタイヤの接地の安定性と

乗り心地に最も影響を与えるダンパーを完全に

見直すのがTechnix流リバルビング。

ダンパーは完全に分解され、コンプレションバルブピストン、

リバウンドバルブピストンを始めとする

全てのバルブ及び調整機構を一から見直し変更します。

外観こそあまり変わりありませんが、その作動フィーリングの

変化は非常に大きく、しっとりと上質に動いていることが

走り出した瞬間から感じとることができるでしょう。

オンロードに必要な作動感を徹底追及
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写真左の純正に比べ大きく形状変更されたテクニクス製

アルミマシンドピストン（右側）。

リニアなダンピング特性をもたらすダンピングの要。

リバウンドダンピングが増した事で、高速コーナーでの安定感が抜群に良くなり、安全にタイムアップが狙える仕様に。

CBR1000RR・CBR600RR・CB1300SF・ZX-10R・ZX-6R・

ZRX1100/1200R・NINJA1000・GSXR1300・GSXR1000

GSXR600・YZF-R1・YZF-R6・DAYTONA675など

スポーツバイク全般その他車種でも対応可能です。お気軽にご相談下さい。

オンロードリバルビング ダンパー特性比較例

リバルビング作業例

リバルビング作業例

ショックDYNOシステム

主な適合機種

車種・用途により異なります。また、価格には消耗品は含まれません。
弊社設定モデルで無い車種は別途お見積り致します。
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オンロードリバルビング 70,000～100,000（税抜）￥

DUCATIなどOHLINS（OEM）43Φフォーク全般

主な適合機種

88,000（税抜）￥

NSF100主な適合機種

38,000（税抜）￥

ツーリングマシンとして使われるVFR1200F。

急激に立ち上がるコンプレッションダンピングによりフォークの作動感に渋さや

跳ねを感じることもある。そこでテクニクスでは、ピストン形状を見直し高速域での

ダンピングボリュームを押さえてフラットな特性とし、中間～高速域でフォークの

動きが渋くなることを抑え全域でのしなやかさを目指す。

注目すべきは純正ショックの最強アジャスト（ノーマル3）です。

落ち着いた動きと安定感を求めて減衰を掛けても、本当に欲しいリバウンドダンピングは全然でません。

その一方、コンプレッションダンピングを大きく発生しているのがわかります。

リバルビングの最強アジャスト（TECHNIX3）を見てみると、極々低速域からしっかりとリバウンドダンピングを発生し、

コンプレッションダンピングは、急激な変化は無く速度変化に応じてリニアにダンピングを発生しているのが読め取れます。

DUCATIなどの車両メーカーに純正採用されるOHLINSフォーク。スタンダードはコンプレッション側のグラフの角度が急で

ストロークスピードが上がるとコンプレッションダンピングが急激に立ち上がる特性で、中間以降から硬さとゴツゴツ感生む。

対して、リバルビングは、コンプレッション側のグラフの傾きを緩和し、ストロークスピードが上がっても

減衰力が急激に立ち上がる事を抑えて、ストロークが止まるの防ぐことで、しなやかさを追求。リバウンド側では特に

低速域でのリバウンドダンピングをしっかりと付けて、バタバタする様な動きを抑えしっとりとしたフォークの動きを目指す。

しなやかさと充分なストローク感を確保し日本での使用状況に合わせたコンフォート仕様へと変貌させる。

レース入門に最適なNSF100。しかし、サスペンションの性能不足に頭を悩ますライダーも多い。

特にリアショックに関しては、ダンピング不足は否めず、落ち着いた動きを求めてダンピングアジャスターを締めていくとリアショックが入らなくなると言うジレンマを生じる。

テクニクスでは純正ショックのディグレッシブピストンから、テクニクス製リニアピストンへ変更し、何度もテストを繰り返し最適なシム設定を施し、

ブリードポート付きのワンウェイバルブを備え、アジャスト機構をより有効に使える仕様に変貌させた。

ゴツゴツ感や路面の変化をハンドルバーを通じてダイレクトに感じるフロントフォーク。

低速域からブレーキング時の中～高速域までスムースな繋がりを持つ減衰特性を目指す。

ダイノでは最大750mm/s程度の高速域までテスト可能で実走行前の貴重なデータ取りとテストが可能。
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OFF-ROAD BIKE MODIFICATION

フォークリバルビング

リアショックリバルビング

レ ース シ ー ン か ら の フィード バ ッ ク

モトクロス、エンデューロ、スーパーモタード・・オフロードマシンの楽しみ方は千差万別。

使用用途とライダーの好みに合わせて減衰特性やシステム全体をも再考し、理想のサスペンションを追求する。

その作動フィーリングは秀逸で走りのレベルをワンランク引き上げる。

コンプレッション、リバウンドの両バルブシムを

理想の減衰特性を求めてモデファイ。

テクニクスが多用するのはSCMV（ソリッド・クランプ・ミッドバルブ）方式。

バルブシムの持つ力を最大限に活用し、低速域から全域に渡りダンピングを

積極的にコントロール。またリフト量を1/100mm単位で調整することで、

オフロードで最も大事な極低速域からのビギニングの動きの良さも追求。

また、車輌によってはバルブシステム以外にも手を入れ理想の作動感も追求。

ライダーのニーズに併せて幾多ものシムセッティングのバリエーションから、チューナーとしての経験と
アイデアでベストな設定を探りだす。独創的なアイデアでスタンダードでは味わえない至高の乗り味を目指す。

ピストンロッド右端にシャフトジェットを装備。数多くのダイノテストと実走行テストでシャフトジェットに合わせて
メインのバルブの設定も大幅に変更。締め付けには必ずトルクレンチを用いトルク管理する事で、
締め付けトルクによるダンピングフォースの変動を最小限にし均一化される。

様々な路面状況下で応答性の高いレスポンスが求められ、

ライダーのマシンコントロールにもリニアなレスポンスが要求されるリアショック。

メインピストンシムのリバルビングにて減衰特性を変更する以外にも、

フリクションを徹底的に排除しショックをダンピングフォースによって

確実にコントロールする事を可能とするローフリクションピストンバンドを採用。

また、車体の安定性とトラクションをも大幅に向上させ、ロースピード域での

ダンピングコントロールを格段に向上させるシャフトジェットを採用。

これによりリバウンドアジャスターがロースピードコンプレッション領域に

及ぼす影響を最低限に抑える。従来のスタンダードリアショックでは得られない、

スムース且つダンピングの効いたリアショックはマシンを確実に前へ押し出す。

リバルビング・・・  それはスタンダードのシステムを活かしながら、用途やライダーの要求に応じた適切なダンピングへと

減衰特性を変化させる作業である。テクニクスでは、多くのレースシーンから得たデータを基に

専任スタッフが1/100mm単位でバルブを調整し、テクニクスが考える理想のダンピング特性を実現する。

エンデューロリバルビング
エンデューロにはエンデューロのサスペンションがある。近年流行しているJNCCを始めとするエンデューロレース。

クローズドコースを使用している事が多いために、マシンを見るとモトクロッサーを使われること多い。

しかし、モトクロス向けのサスペンションでは、スピードレンジも遅く、路面変化も激しく、長時間の走行を強いられる

エンデューロでは戦えない。スプリングレート、プリロード、ダンピング特性、システムの改善など

JNCCトップライダーからフィードバックを得られるテクニクスには“エンデューロサスペンション”のノウハウがある。

スーパーモタードリバルビング
モトクロッサーをベースに改造を施し、ターマックと呼ばれるロードセクションとダートセクションが混在するスーパーモタード。

コースはターマック8割、ダート2割程度が基本。タイヤはレーシングスリックが使われることが多い。

その要件の中で、モトクロス向けのサスペンションで戦えるのか・・。答えは「NO」。大径化されたブレーキに耐え、

サスペンションの作動量を抑えるスプリングの選定。そして、グリップの高いタイヤをしっかりと路面に押しつけることが出来る

減衰特性が求められる。ターマックでの安定感とダートでの作動感の両立。それが、テクニクスが求めるリアルモタードサスペンション。

オフロード
バイク
モディファイ

OFF-ROAD Bike Revalving オフロードバイク
リバリビング
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Technixが考えるベストなサスペンションは、

初期の初期から作動性を重視し小さなギャップでも

確実にサスペンションが動くことと、

踏ん張り感を両立させたものです。

これによりライダーはいかなる状況でも

サスペンションの能力を最大限に

発揮することができます。

そして、特に重視するのは低速域での

サスペンションの動きです。

それはトラクションの得にくいセクションでも

確実にバイクを前に進め、

あたかも後ろから押されているようにさえ

感じるかもしれません。

個々のライダーに合せて組上げるワンランク上の走りへ
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荒れた路面への追従性を上げるためにロースピード域から減衰力が低めに設定され

速く動くサスペンションのモトクロッサ－に対して、モタードではサスペンションを

ゆっくり動かし路面へしっかりとタイヤを押し付ける必要がある。

テクニクスでは、極低速域からコンプレッション・リバウンドの

ダンピングボリューム上げてトラクションを掛けられるサスペンションを目指す。

ピュアエンデューロマシンとして登場したYZ250FX。

しかし、世界各国の需要やあらゆるシチュエーションに対して対応する

必要がある事からか、日本のエンデューロに必要な特性に必ずしも

マッチするわけではない。そこで、テクニクスでは全域で減衰力を落として、

よりしなやかな足回りを追求。楽に、速く、そして確実にバイクを前に進める

100％日本仕様のエンデューロサスペンションを目指す。

国産・輸入オフロードバイク全般

価格は車種により異なります。消耗品、スプリング代などは含まれておりません。
必要の際は別途頂戴致します。

フロントフォークリバルビング

リアショックリバルビング

￥

￥38,000～53,000（税抜）
30,000～48,000（税抜）

YZ250FX エンデューロリバルビング

対応機種

1615

YZ250FX エンデューロ リアショックリバルビング

KTM250SXF スーパーモタードフォークリバルビング

グラフは一例です

グラフは一例です

2015 JSM S2 CLASS CHAMPION
RYOSUKE NAKAKI



OFF ROAD SUSPENSION MODIFICATION
スタンダードを活かしながらのサスペンションモデファイに限界がある場合、システム自体を根本的に見直しパフォーマンスを追求。

システム全体をブラッシュアップし、サスペンションストロークのスピード変化に対してリニアに追従し、広いアジャスタビリティを獲得する。

ここでは、そんなスペシャルメニューの一例を紹介する。（モデファイは多くの車種で対応可能です。ご相談下さい。）

SHOWA SFF AIR OFF-ROAD モディファイ
“TAC-R  Front fork system”

TAC-Rフロントフォークシステムには
SKFグライドキットが組み込まれています。
詳しくはTGR（テクニクスギア）カタログP19をご覧ください。

90,000（税抜）

120,000～（税抜）

OFF-ROAD Bike Special Modif  ication オフロードバイク
スペシャルモディファイ

MXT SFF CONVERSION

■ コイルスプリングならではのリニアな作動感

■ スピードセンシティブボトミングコントロール（SSBCV）

■ ダンピング側もリバルビングし用途に合わせてセッティング可能

■ 初期から奥までリニアな作動感

■ SKFグライドキットを標準作業に加え、初期からスムースな作動感

■ 3つのチャンバーのエア圧をトップキャップで変更可能とし、セッティングの幅を拡大

■ 専用エアチャージデバイス付属
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CRF250　2015-2016 / CRF450R 2015-2016 / 

KX450F 2015-2016 /RMZ450 2015-2016

SFF-AIRフォークは、3つのエアチャンバー（Triple Air Chamber）を持ち、

主にインナーチャンバーに封入されるエアにより従来のメインスプリングの役割を果たす。

これはストローク量の変化に応じでエア室の量が変化し、エア圧が高まることを意味し、

スプリングとしてはハイパープログレッシブレートと言える。

奥に行けば行くほどエア圧は高まり奥でエアスプリングが

強くなりストロークを止めてしまいかねない。

そこで、インナーチャンバーの内のフリーピストンで仕切られたもう１チャンバーを持たせ、

高圧で加圧しある一定のストロークまでは、従来のエアチャンバーでマシンを支え、

それ以上のストロークになるとフリーピストンが動きエア室の容量をあげ、

エア圧の上昇を抑えよりリニアな作動感を求めたのがこの「TAC-R」である。

WP-4CS アップグレードモデファイ
WPのユニークなシステムを使用した4CSフォーク。難点としてはボトミングコントロールにエアスプリングの

効果を大きく期待する為に中間ストローク以降から立ち上がりストロークが止まりがちになることと、

アジャスターの効きが悪くソフトに振るとソフト過ぎ、強めると強すぎになってしまう

傾向にあります。そこで、ボトミングコントロールにスピードセンシティブボトミング

コントロール（SSBCV）を使用しより繊細なボトミングコントロールを可能とし、

さらに従来のコンプレッションアジャスターを中間スピード域のアジャスターとして使用し、

低速、高速側のアジャスターを追加することで速度変化に応じた多様なセッティングを可能とした。

近年のモトクロッサーのフォークに採用されるエアスプリング。従来の金属製スプリングに変わる

エアは重量的なメリットも高くバネレートの変更も容易である。しかし、エアスプリングの難点は

エアであるが故に中間ストローク域までは反力が弱く、中間ストローク以降から急激に

プログレッシブに反力が立ち上がる。また、温度変化にも敏感でセッティングが難しいと感じるライダーも多いと聞く。

そこで、コントロールが難しいエアスプリングを廃し従来のコイルスプリングに変更し初期から中間域以降まで

リニアな作動感を目指し、奥ではスピードセンシティブボトミングコントロール機構を追加し、

速度変化に応じたボトミング反力を生み出す事を可能としたのが、「MXT SFF CONVERSION KIT」。

このKITが生み出すリニアな作動感は、オフロードはもちろん、スーパーモタードにもオススメします。

適合機種

CRF250R 2015-2016 / KX450F 2015-2016 / RMZ450 2015-2016適合機種

1817

SKF GLIDE KIT
for SHOWA SFF-AIR TAC

R

組込み作業料込。価格は仕様により異なります。

MACHINE:HUSQVARNA TE250 2016　　
RIDER:JNCC-AA CLASS　MASAMI ISHI

MACHINE:HONDA CRF250R-SM 2015　　
RIDER:JSM PRO CLASS　NAOTO TAKAYAMA

90,000（税抜）

■ 低速、高速側ダンピングアジャスターを追加による広いアジャスタビリティ

■ スピードセンシティブボトミングコントロール（SSBCV）によるボトミングコントロール

■ 全域に渡ってしなやかでリニアな作動感を実現

■ リバウンドダンピングアジャスタブル機構を追加

■ シム式バルブにより安定したダンピングを実現

■ クリック付きリバウンドアジャスターを採用

KTM / HUSQVARNA 4CS車全般適合機種

KLX250 / SR /

R・D-TRACKER・D-TRACKER X  全年式

適合機種

組込み作業料込。

組込み作業料込。

D-TRACKER/KLX250 フルアジャスタブルダンピングKIT

60,000（税抜）左右セット

人気のD-TRACKER/KLXシリーズのフロントフォークパフォーマンスを最大限に引き上げる為に

開発されたリバウンドアジャストシステム。古いシステムであるリバースベンドバルブシステムから最新式の

シムバルブシステムへバルブシステムを一新し、リバウンドニードルを新設計しアジャストシステムを追加。

使用目的に合わせてのカスタムバルビングの効果とアジャストシステムによる高い

アジャスタビリティーを獲得することで、作動スピードに対する

ダンピングレスポンスの大幅な向上とダンピングの安定を同時に確保。

組込み作業料込。

FEATURES

FEATURES

FEATURES

FEATURES



TECHNIX SPECIAL MENU テクニクス
スペシャルメニュー

機 能 と 美 し さ の 両 立 を 目 指 す

Special Coating スペシャル

コーティング

Lowdown ローダウン
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スプリングの製作が必要になるなど、

別途費用が掛る場合がございます。

フロントフォークインナーチューブ

リアショックダンパーロッド

30,000（税抜）ゴールド

35,000（税抜）DLCブラック

スタンダードカシマ

アルマイト加工 メッキ加工 パウダーコーティング

スタンダードカシマ

アルマイト加工

写真左上施工後
写真右下施工前

メッキ加工

黒カシマ

リアショックダンパーロッド
チタンコートゴールド

チタンコーティング
ブルーチタン

黒カシマ

23,000（税抜）
25,000（税抜）

35,000（税抜）
グリーンレインボー /ブルーチタン

ゴールド

DLCブラック

グリーンレインボー /ブルーチタン
25,000（税抜）

10,000（税抜）～ /1本
10,000（税抜）～ /1本

10,000（税抜）～

5,000（税抜）～ 15,000（税抜）～ 13,000（税抜）～

14,000（税抜）～

12,000（税抜）～

リバルビングと各種表面処理を組み合わせることにより性能はもちろんのこと、

外観もまさにワークスサスペンションへと変貌を遂げます。最適化されたダンパーと各種表面処理により

極限まで抑えたフリクション。その作動フィーリングはスムースでしなやかであり、

厳しい状況下でも勝負を仕掛けられる懐の広さを感じさせてくれるはずです。

チタンコーティング / DLCコーティング

ショックアウターコーティング

アクスルブラケットコーティング

ローダウン加工

スプリングパウダーコーティング

フォークアウターコーティング
専門の提携工場で処理されたカシマコート処理により摺動時の

フリクションを低減。さらにTechnixでは自社工場内で内面を

ホーニング加工し、更なる低フリクションを狙います。

作動感向上のためには労力を惜しまないのがTechnix流です。

モタードバイク製作、ダートトラックバイク製作時など
以外にも、近年ローダウンを望むライダーが増えて
参りました。Technixでは、前後サスペンション単体での
ローダウンをお客様個々の要求にあう最適な方法で
対応いたします。

常に縦方向・ねじり方向での動作を余儀なくされるショックスプリング。

スプリング表面の塗装がはげて錆が発生する

場合があります。そんな傷んだスプリングもブラストで

塗装を剥離後に粉体塗装で綺麗に仕上げることが可能です。

アルマイト・メッキ・塗装と３種類の表面処理から車体のイメージ、お客様の要望に合わせてチョイスし施工する事が可能です。

施工にはアクスルブラケット単体にする必要がありますので、チタンコート処理などインナーチューブ表面処理と同時施工が

お奨めです。足元のワンポイントアクセントとしていかがでしょうか？

Photo: HONDA CRF450R 
            LOWDOWN FOR SUPERMOTO
            Technix Shock Outer Coating
            +Fork Outer Coating "Standard KASHIMA"

価格は１個あたりの最低価格です。車種、状態又は仕様により異なります。 各種コーティングに関しての注意事項はWEBに記載されております。必ずご一読下さい。

もはや低フリクションコーティングの定番とも言えるカシマコート処理により、
摺動時のフリクションを低減。さらに倒立フォークアウターであれば、外観の向上にも一役買います。
Technixでは専門工場と提携し、ハイクオリティーなコーティングを安定して供給します。

チタンコーティング
グリーンレインボー

チタンコーティング
グリーンレインボー

従来一般的では無かった、グリーンレインボー、ブルーチタンも新たにラインナップ。 ファクトリーマシンも採用する
クールな色あいはマシンのカスタマイズに最適。（耐久性は従来品よりも落ちます。予めご了承下さい。）

表面強度のアップとローフリクション、そして外観をもランクアップすることが
できるコーティング。Technixでは、チタンコートとしてゴールド、
そしてDLCコーティングのブラックをラインナップ。
また、グリーンレインボーやブルーチタンもラインナップ。
（コーティングには新品、又は新品同等品のチューブ・ロッドが必要です。）

2019



TECHNIX ADVANTAGE SERVICE テクニクス
アドバンテージ
サービス

ワ ン ラ ン ク上 の アド バ ン テ ー ジ サ ー ビ ス
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千差万別なライダーのニーズやマシンの個性に応えるために、車両をお預かりしつつメカニックが直接ライダーからヒアリングし

その対話を通じて理想的な足回りを追求する“テクニクスサスペンションモディファイ+セットアップ”を展開。

またテクニクスの細やかなテストや、ライダーにいち早く効果を実感していただくための自社管理モトクロスコースを運営。

テクニクスはプロライダーから街乗りメインのライダーまで、より快適でエキサイティングなバイクライフを楽しんで頂けるよう

常にお客様目線での“アドバンテージサービス”を追求して行きます。

遠方のお客様に朗報！陸送便で楽 ！々 Technix のサスペンションセットアップを車両持込で体感！

2221

“万人”向けにそしてコストダウンを要求される純正サスペンション・・・それは必ずしも全てのライダーを満足させるとは言えない。

テクニクスでは、純正サスペンションのネガを解決すべくTASC キットの開発やリバルビングサービスの提供を行っている。

しかし、100% のパフォーマンスを発揮するには個々の車体の状況や用途に応じたセットアップが必要になる場合も多い。

テクニクスでは車体をお預かりし（裏表紙を参照）、モデファイからセットアップまで一貫したソリューションをご提供。

車体の前後バランスを確認し、お客様の使用用途を想定したスプリングプリロードとダンピングを調整し最高の状態でお客様へ。

テクニクスサスペンションモディファイ+セットアップはテクニクスのサスペンションテクノロジーとセットアップ技術が融合した究極のサービス。

弊社指定陸送便業者（往復）をご利用の上、前後サスペンションモデファイ作業をご依頼頂いたお客様に限り、

前後サスペンション脱着作業料＋車体セットアップ作業料（通常 30,000 円～ 難易度や作業時間により異なります）を

一律10,000 円（税別）と特別料金でお引き受け致します。

オフロードスペシャリストのテクニクスが運営するテクニクスイワイモトクロスコース。

仕上がったテクニクスサスペンションをいち早くリーズナブルに体感できるトラックです。

1周約700mのトラックで気軽にエンジョイモトクロス！

受付時に現状感じている不満点やお客様の理想とする乗り味など、

要望をヒヤリングさせて頂きます。

不明な点などあれば、お気軽にお尋ね下さい。

実走行テストやショックダイノや専用機器で現在感じている不満と

純正サスペンションの特性などを検討します。

TASCキットの組込みやリバルビングなど車種に応じた

最適なサービスを選択し、モデファイします。

テクニクスサスペンションモディファイ
+セットアップTechnix Suspension Modify + Setup

テクニクス
イワイモトクロスコースTECHNIX IWAI MOTOCROSS COURSE

千葉県、埼玉県との県境にほど近い茨城県坂東市にあるイワイサーキット内モトクロスコースが、

弊社管理運営の下「TECHNIXイワイモトクロスコース」としてリニューアル OPENしました。

立地的に3県の県境付近で関東圏の中心位置にあり、アクセスも良好です。

初心者から中級者レベルのモトクロスの練習、そしてナンバー付きトレールでのオフロード走行の練習に最適な1周約 700mのコンパクトなトラックです。

販売店様イベント向け貸し切りも大歓迎です。

Technixイワイモトクロスコース好評営業中

コース設備

コースレイアウト

コース走行料

Technix 特典

コース営業日

アクセス

・水洗トイレ  ・水道  ・自動販売機（ミニバイクコース施設と共用です。）　

2,500 円 /1日
走行時間　9：00－17：00（4月－10月末） /  9：00－16：00（11月－3月末） 
12：00－13：00 は昼休みとし全車エンジン停止です。ただし、キッズ練習時間として、
PWや QR 等で走行のキッズのみ走行可能です。（販売店様イベント向けのコース貸切大歓迎です。ご相談下さい。）

Technix でオフロードバイクのサスペンションメンテナンスを行うと
当コースを¥1,000（1日）で走れるサービス券をプレゼント中！
　（東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬、山梨の関東圏にお住まいの個人のお客様限定のサービスです。）

2016 シーズン特別企画

茨城県坂東市矢作 655-5　GOOGLE MAP で「岩井サーキット」で検索！

ご注意 近隣への騒音防止の為、マフラーは純正又は同等レベルの音量のモノに限ります。
コースまでの道路及びパドックが狭い為、コースターなどハイエースクラスを超える車は入場できません。
パドックが狭い為、混雑状況によっては入場を制限する場合もございます。ご了承ください。

初心者から中級者レベルのモトクロスの練習、そしてナンバー付きトレールでの
オフロード走行の練習に最適な1周約 700mのコンパクトなトラック

イワイサーキット（ミニバイクコース）営業日に準じます。原則無休ですが、平日に関しては念のため
イワイサーキットへお問い合わせの上ご来場ください。（イワイサーキット電話：0297-38-1385）

一般道でのテストやミニサーキット、時には本格的なサーキットへ

車体を持込みテストライダーによる実走行テストを行い、

個々にお客様専用にセットアップを施します。

■ TASCキットの組込みやリバルビングだけででは味わえない車体トータルセットアップ

■ 個別の車体や個別の要求に合わせたカスタムセットアップが可能

■ 経験豊富なプロライダー / プロメカニックによる的確なセットアップ

FEATURES

■ スポーツ走行でタイムアップを図りたい  ■ 狙ったラインをトレースできない

■ 自己流のセットアップで限界を感じている

■ 純正サスペンションに不満があるが改善できない   ■ 乗り心地が悪いのを何とかしたい

■ 安全に気持ちよく走りたい  ■ セッティングってよくわからない

・陸送便の費用に関しては、弊社までお問い合わせ下さい。 ・対象車両は、オンロード・オフロード問いませんが、公道走行可能な車両に限ります。
・テストは公道及びミニサーキット等で行います。 ・作業料は原則一律としておりますが、一部の外車や特殊な車両は別途お見積り致します。
・販売店様からのご依頼も歓迎致します。ご相談下さい。 ・詳しくは、お気軽にお問い合わせ下さい。
 

こんなライダーにオススメします

30,000～（税抜）

オンオフ問わず。公道走行可能な車両であれば対応可能です。（一部車種は対応できな場合もございます。）適合機種

難易度等により変わります。別途車種に応じたサスペンションモデファイ費用が必要になります。
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■ 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下さい。

■ 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

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

よく頂くご質問をまとめましたQ&A
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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。

サスペンションサービスは車両お持ち込みでも受け付けております。

また併設のテクニクスショールームで商品もご覧いただけます。

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。

テクニクスってどんな会社ですか？

サスペンションメンテナンスとモデファイをメインの事業としている会社で、国内外のレースシーンでレーシングサービス等も行っております。

NITRONとWILBERS 製品に関しては日本で唯一のオフィシャルサービスセンターでもあります。

また、高性能が支持されている SKF フォークシールの輸入元であったり、自社ブランドのTGR 製品の展開も新規事業として

行っており足回り関連の総合ブランドを目指しております。

 

どんなサスペンションでもメンテナンス、モデファイ可能ですか？

多くの車種・メーカーで対応可能ですが構造上作業できないものもございます。お問い合わせ頂ければ対応の可否をお答え可能です。

 

作業を依頼したいのですが、どのように依頼すればいいですか？

ホームページ内にオーダーフォームをご用意しているほか、お電話でもご依頼頂けます。サスペンションは宅急便でお送りいただくか、

弊社までお持ち込み下さい。車両ごとのお持込も歓迎します。また、ご依頼の際の注意事項が WEBに記載されております。必ずご一読下さい。

 

作業納期はどれくらい掛かりますか？

作業混雑具合により納期が変動します。弊社 HP 内に納期情報を掲載しておりますのでご参照ください。

また、納期はサスペンションの状態により大きく変動しますので余裕を持ってご依頼をお願い致します。

 

メンテナンス費用以外に費用は掛りませんか？

メンテナンス等は消耗品を含めたパッケージ価格です。弊社規定の消耗品以外に不具合がなければ、追加費用は掛りませんが、

送料（3万円以上サービス）・代引き手数料（5 万円以上サービス）は別途頂戴します。また、追加費用がある場合には事前にご相談させて頂きます。

 

お支払いはどのようにすればいいですか？

店頭では、現金、又はクレジットカードで作業完了後にお支払いをお願いしております。通販ですと、宅急便の代金引換便のサービスを

利用（クレジットカード可）又はお振込でお願いをしております。　代金引換便には手数料￥600 を別途頂戴致します。

また、お振込の際の振込手数料はお客様負担でお願い致します。

 

メンテナンス後僅かな期間でオイル漏れした場合に保証期間はありますか？

作業には万全を期しておりますが、万一オイル漏れなどありましたら弊社までご連絡下さい。作業完了日から 3ヶ月間を保証期間として設けております。

1回を限度としてシール不良として無償で修理させて頂きます。ただし、シャフトに錆や傷があるなどの理由で保証対象外となることもございます。

保証修理に関しての判断は弊社の判断を最終判断とさせて頂きます。

何度修理しても漏れるような場合はシールでは無く相手側のシャフトに問題があります。別途費用で再メッキ又は交換作業を行います。
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