
06-01-0071 06-01-0138 06-01-0139 装着写真（06-01-0139）

従来品ステアリングダンパーの形状、減衰力、ストローク、調整範囲すべてを見直した“新型ステアリングダンパー”登場!!

ステアリングダンパーキット
汎用
06-01-0070
4514162250174
￥28,000
2018年10月下旬発売予定

品名
対象
品番 
JANコード
価格（税抜）
発売日

ステアリングダンパーセット（ノーマルフロントフォーク用）
モンキー/ゴリラ（Z50J-1300017～2699999）
モンキー/ゴリラ（AB27-1000001～1899999）
モンキー（FI）（AB27-19000001～）　※ノーマルフロントフォーク用
06-01-0071
4514162250181
￥40,800
2018年10月下旬発売予定

品名
対象車両

品番 
JANコード
価格（税抜）
発売日

ステアリングダンパーセット（弊社製Φ27フロントフォーク装着車用）
モンキー/ゴリラ（Z50J-1300017～2699999）
モンキー/ゴリラ（AB27-1000001～1899999）
※弊社製Φ27フロントフォーク装着車用
06-01-0138
4514162251652
￥43,800
2018年10月下旬発売予定

品名
対象車両

品番 
JANコード
価格（税抜）
発売日

ステアリングダンパーセット（弊社製Φ30フロントフォーク装着車用）
モンキー/ゴリラ（Z50J-1300017～2699999）
モンキー/ゴリラ（AB27-1000001～1899999）
※弊社製Φ30フロントフォーク装着車用
■ワイドトップブリッジ/ステアリングステム対応
06-01-0139
4514162251669
￥43,800
2018年10月下旬発売予定

品名
対象車両

品番 
JANコード
価格（税抜）
発売日

■ステアリングダンパーキット　■ステアリングダンパーセット モンキー・ゴリラ・モンキー（FI）

新製品情報 / オーダーシート
2018年　10月新製品

従来品ステアリングダンパーの形状、減衰力、ストローク、調整範囲すべてを見直し、最適な仕様を求めたステアリングダンパーです。
各車種専用ステアリングダンパーステーを使用し、車両に装着することで、ハンドルの揺れや路面からのキックバックを吸収し、走安性が向上
します。減衰力特性とフリクションロス低減によりスムーズな作動を実現し、高負荷時には適切なダンピングが得られます。 
汎用性を考慮し、ストロークを125mmに設定しました。　減衰力調整はボディー一体型ダイヤル式で9段階調整を採用。
ステアリングダンパーのシェルボディーはアルミ材を精巧に削り出し、表面にシャンパンゴールドアルマイトを施しています。付属のピロボー
ル付きダンパーホルダーはアルミ削り出しシルバーアルマイトを採用。ボディー、ホルダー共に弊社ロゴのレーザーマーキング入り
※ステアリングダンパーキットのみでは車両に取付け出来ません。弊社製対象車両専用ステーキットが必要になります。
　又、弊社製旧タイプステアリングダンパー（ストローク90mm/06-01-300）用ステーキットとの同時装着は出来ません。（KSR110用を除く）

■ステアリングダンパーキット（ストローク125mm）

■ステアリングダンパーセット 詳細
　ステアリングダンパーセットはステアリングダンパーキットと各車種専用ステアリングダンパーステーキットがセットになっております。

モンキー・ゴリラ・モンキー（FI） ノーマルフロントフォーク車を対象とし、弊社製ステアリングダンパーキット（ストローク：125mm/06-01-0070）の取付けを可能とするステアリングダン
パーステーキットがステアリングダンパーキットに付属。フロントフォークに固定するダンパーステーに2ピース構造を採用することで、しっかりとホールド出来ます。
又、フレームステーの固定には、取付け位置を調整出来る様、Uボルトでの固定方法を採用。ダンパステー、フレームステーは共にアルミ材を削り出し、表面にシルバーアルマイトを施し
ています。Uボルトは耐食性に優れたステンレス製。
※モンキー・ゴリラ（AB27-1000001～1899999）のに装着する場合、弊社製フューエルコックへ変更して頂く必要があります。

■モンキー・ゴリラ・モンキー（FI）　ノーマルフロントフォーク用

モンキー・ゴリラ 弊社製Φ27フロントフォーク装着車を対象とし、弊社製ステアリングダンパー（ストローク：125mm/06-01-0070）の取付けを可能とするステアリングダンパーステー
キットがステアリングダンパーキットに付属。フレームステーの固定には、取付け位置を調整出来る様、Uボルトでの固定方法を採用。
ダンパステー、フレームステーは共にアルミ材を削り出し、表面にシルバーアルマイトを施しています。Uボルトは耐食性に優れたステンレス製。
※Φ27フロントフォーク装着車専用になります。装着されているフロントフォークをご確認の上、ご購入下さい。
※モンキー（FI）（AB27-1900001～）には取付け出来ません。
※モンキー・ゴリラ（AB37-1000001～1899999）のに装着する場合、弊社製フューエルコックへ変更して頂く必要があります。

■モンキー・ゴリラ　弊社製Φ27フロントフォーク装着車用

モンキー・ゴリラ 弊社製Φ30フロントフォーク装着車を対象とし、弊社製ステアリングダンパー（ストローク：125mm/06-01-0070）の取付けを可能とするステアリングダンパーステー
キットがステアリングダンパーキットに付属。フレームステーの固定には、取付け位置を調整出来る様、Uボルトでの固定方法を採用。
ダンパステー、フレームステーは共にアルミ材を削り出し、表面にシルバーアルマイトを施しています。Uボルトは耐食性に優れたステンレス製。
※Φ30フロントフォーク装着車専用になります。装着されているフロントフォークをご確認の上、ご購入下さい。
※モンキー（FI）（AB27-1900001～）には取付け出来ません。
※モンキー・ゴリラ（AB37-1000001～1899999）のに装着する場合、弊社製フューエルコックへ変更して頂く必要があります。

■モンキー・ゴリラ　弊社製Φ30フロントフォーク装着車用　ワイドトップブリッジ/ワイドステアリングステム対応
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減衰力調整：9段階調整
ボディー一体型ダイヤル式ストローク量：125

クランプ範囲：約140
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Ape50/100用（06-01-0158） XR50/100 Motard用（06-01-0159） DREAM50用（06-01-0167） KSR110用（06-01-0168）

Ape50/100用（06-01-0158） XR50/100 Motard用（06-01-0159） DREAM50用（06-01-0167） KSR110用（06-01-0168）

ステアリングダンパーセット（ノーマルフロントフォーク用）
Ape50（AC16-1000001～）　Ape50（FI）（AC16-1600001～/AC18-1000001～）
Ape100（HC07-1000001～/1600001～/HC03-1000001～）
※ノーマルフロントフォーク用
06-01-0158
4514162251676
￥40,800
2018年10月下旬発売予定

品名
対象車両

品番 
JANコード
価格（税抜）
発売日

ステアリングダンパーセット（ノーマルフロントフォーク用）
XR50 Motard（AD14-1000001～）
XR100 Motard（HD13-1000001～）
※ノーマルフロントフォーク用
06-01-0159
4514162251683
￥40,800
2018年10月下旬発売予定

品名
対象車両

品番 
JANコード
価格（税抜）
発売日

ステアリングダンパーセット（ノーマルフロントフォーク用）
DREAM50（AC15-1000001～）用
※ノーマルフロントフォーク用
06-01-0167
4514162251690
￥41,800
2018年10月下旬発売予定

品名
対象車両

品番 
JANコード
価格（税抜）
発売日

ステアリングダンパーセット（ノーマルフロントフォーク用）
KSR110（KL110A-000001～）
※弊社製ビッグボアキャブレター装着車用
06-01-0168
4514162251706
￥39,800
2018年10月下旬発売予定

品名
対象車両

品番 
JANコード
価格（税抜）
発売日

■ステアリングダンパーセット 詳細
　ステアリングダンパーセットはステアリングダンパーキットと各車種専用ステアリングダンパーステーキットがセットになっております。

■ステアリングダンパーセット Ape50/100・XR50/100 Motard
DREAM50・KSR110（KL110A-000001～）

Ape50/100 ノーマルフロントフォーク車を対象とし、弊社製ステアリングダンパー（ストローク：125mm/06-01-0070）の取付けを可能とするステアリングダンパーステーキットがステア
リングダンパーキットに付属しています。フレームステーの固定には、取付け位置を調整出来る様、Uボルトでの固定方法を採用。
ダンパステー、フレームステーは共にアルミ材を削り出し、表面にシルバーアルマイトを施しています。Uボルトは耐食性に優れたステンレス製。
※Ape50/100 Type Dは、純正フロントブレーキホースクランパーを外し、ブレーキホースの取り回しを変更する必要があります。

■Ape50/100用

DREAM50 ノーマルフロントフォーク車を対象とし、弊社製ステアリングダンパー（ストローク：125mm/06-01-0070）の取付けを可能とするステアリングダンパーステーキットがステアリ
ングダンパーキットに付属しています。フレームステーの固定には、取付け位置を調整出来る様、Uボルトでの固定方法を採用。
ダンパステー、フレームステーは共にアルミ材を削り出し、表面にシルバーアルマイトを施しています。Uボルトは耐食性に優れたステンレス製。

■DREAM50用

KSR110 弊社製ビッグボアキャブレターキット装着車を対象とし、弊社製ステアリングダンパー（旧06-01-300/06-01-0070）の取付けを可能とするステアリングダンパーステーキットが
ステアリングダンパーキットに付属しています。
フロントフォークに固定するダンパーステーはアウターチューブに合わせ、内径部をテーパー加工し、更に2ピース構造にすることで、しっかりとホールド出来ます。
ダンパステー、フレームステーは共にアルミ材を削り出し、表面にブラックアルマイトを施しています。
※弊社製ビッグボアキャブレターキット装着車専用になります。ノーマルキャブレター車には取付け出来ません。
※シュラウドスクリーンの一部加工が必要になります。加工方法は説明書をご覧下さい。
※KSR110（KL110CBF）（JKAKL110CCDA00058～）・KSR110（KL110DDF）（KL110D-A57002～）には取付け出来ません。

■KSR110（弊社製ビッグボアキャブレターキット装着車）用

XR50/100 Motard ノーマルフロントフォーク車を対象とし、弊社製ステアリングダンパー（ストローク：125mm/06-01-0070）の取付けを可能とするステアリングダンパーステーキットが
ステアリングダンパーキットに付属しています。フロントフォークに固定するダンパーステーに2ピース構造を採用することで、しっかりとホールド出来ます。
又、フレームステーの固定には、取付け位置を調整出来る様、Uボルトでの固定方法を採用。
ダンパステー、フレームステーは共にアルミ材を削り出し、表面にシルバーアルマイトを施しています。Uボルトは耐食性に優れたステンレス製。

■XR50/100 Motard用

新製品情報 / オーダーシート
2018年　10月新製品



■ステアリングダンパーキット
■ステアリングダンパーセット

モンキー・ゴリラ・モンキー（FI）・Ape50/100・XR50/100 Motard
DREAM50・KSR110（KL110A-000001～）

従来品ステアリングダンパーの形状、減衰力、ストローク、調整範囲すべてを見直し、最適な仕様を求めたステアリングダンパーです。各車種専用ステアリングダンパーステーを使用し、車両に装着することで、ハンドル
の揺れや路面からのキックバックを吸収し、走安性が向上します。減衰力特性とフリクションロス低減によりスムーズな作動を実現し、高負荷時には適切なダンピングが得られます。 
汎用性を考慮し、ストロークを125mmに設定しました。　減衰力調整はボディー一体型ダイヤル式で9段階調整を採用。ステアリングダンパーのシェルボディーはアルミ材を精巧に削り出し、表面にシャンパンゴール
ドアルマイトを施しています。弊社ロゴのレーザーマーキング入り　付属のピロボール付きダンパーホルダーはアルミ削り出しシルバーアルマイトを採用。弊社ロゴのレーザーマーキング入り
※ステアリングダンパーキットのみでは車両に取付け出来ません。弊社製対象車両専用ステーキットが必要になります。
　又、弊社製旧タイプステアリングダンパー（ストローク90mm/06-01-300）用ステーキットとの同時装着は出来ません。（KSR110用を除く）

■ステアリングダンパーキット（ストローク125mm）

■ステアリングダンパーセット 詳細
　ステアリングダンパーセットはステアリングダンパーキットと各車種専用ステアリングダンパーステーキットがセットになっております。

モンキー・ゴリラ・モンキー（FI） ノーマルフロントフォーク車を対象とし、弊社製ステアリングダンパー（ストローク：125mm/06-01-0070）の取付けを可能とするステアリングダンパーステーキットがステアリングダン
パーキットに付属しています。フロントフォークに固定するダンパーステーに2ピース構造を採用することで、しっかりとホールド出来ます。又、フレームステーの固定には、取付け位置を調整出来る様、Uボルトでの固
定方法を採用。ダンパステー、フレームステーは共にアルミ材を削り出し、表面にシルバーアルマイトを施しています。Uボルトは耐食性に優れたステンレス製。
※モンキー・ゴリラ（AB27-1000001～1899999）のに装着する場合、弊社製フューエルコックへ変更して頂く必要があります。

■モンキー・ゴリラ・モンキー（FI）　ノーマルフロントフォーク用

モンキー・ゴリラ 弊社製Φ27フロントフォーク装着車を対象とし、弊社製ステアリングダンパー（ストローク：125mm/06-01-0070）の取付けを可能とするステアリングダンパーステーキットがステアリングダンパー
キットに付属しています。フレームステーの固定には、取付け位置を調整出来る様、Uボルトでの固定方法を採用。
ダンパステー、フレームステーは共にアルミ材を削り出し、表面にシルバーアルマイトを施しています。Uボルトは耐食性に優れたステンレス製。
※Φ27フロントフォーク装着車専用になります。装着されているフロントフォークをご確認の上、ご購入下さい。
※モンキー（FI）（AB27-1900001～）には取付け出来ません。　※モンキー・ゴリラ（AB37-1000001～1899999）のに装着する場合、弊社製フューエルコックへ変更して頂く必要があります。

■モンキー・ゴリラ　弊社製Φ27フロントフォーク装着車用

モンキー・ゴリラ 弊社製Φ30フロントフォーク装着車を対象とし、弊社製ステアリングダンパー（ストローク：125mm/06-01-0070）の取付けを可能とするステアリングダンパーステーキットがステアリングダンパー
キットに付属しています。フレームステーの固定には、取付け位置を調整出来る様、Uボルトでの固定方法を採用。
ダンパステー、フレームステーは共にアルミ材を削り出し、表面にシルバーアルマイトを施しています。Uボルトは耐食性に優れたステンレス製。
※Φ30フロントフォーク装着車専用になります。装着されているフロントフォークをご確認の上、ご購入下さい。
※モンキー（FI）（AB27-1900001～）には取付け出来ません。　※モンキー・ゴリラ（AB37-1000001～1899999）のに装着する場合、弊社製フューエルコックへ変更して頂く必要があります。

■モンキー・ゴリラ　弊社製Φ30フロントフォーク装着車用　ワイドトップブリッジ/ワイドステアリングステム対応

Ape50/100 ノーマルフロントフォーク車を対象とし、弊社製ステアリングダンパー（ストローク：125mm/06-01-0070）の取付けを可能とするステアリングダンパーステーキットがステアリングダンパーキットに付属
しています。フレームステーの固定には、取付け位置を調整出来る様、Uボルトでの固定方法を採用。
ダンパステー、フレームステーは共にアルミ材を削り出し、表面にシルバーアルマイトを施しています。Uボルトは耐食性に優れたステンレス製。
※Ape50/100 Type Dは、純正フロントブレーキホースクランパーを外し、ブレーキホースの取り回しを変更する必要があります。

■Ape50/100用

DREAM50 ノーマルフロントフォーク車を対象とし、弊社製ステアリングダンパー（ストローク：125mm/06-01-0070）の取付けを可能とするステアリングダンパーステーキットがステアリングダンパーキットに付属して
います。フロントフォークにダンパーステーを通し、割り締めによりステーを固定する為、しっかりとホールド出来ます。又、フレームステーの固定には、取付け位置を調整出来る様、Uボルトでの固定方法を採用。
ダンパステー、フレームステーは共にアルミ材を削り出し、表面にシルバーアルマイトを施しています。Uボルトは耐食性に優れたステンレス製。

■DREAM50用

KSR110 弊社製ビッグボアキャブレターキット装着車を対象とし、弊社製ステアリングダンパー（旧06-01-300/06-01-0070）の取付けを可能とするステアリングダンパーステーキットがステアリングダンパーキットに
付属しています。フロントフォークに固定するダンパーステーはアウターチューブに合わせ、内径部をテーパー加工し、更に2ピース構造にすることで、しっかりとホールド出来ます。
ダンパステー、フレームステーは共にアルミ材を削り出し、表面にブラックアルマイトを施しています。
※弊社製ビッグボアキャブレターキット装着車専用になります。ノーマルキャブレター車には取付け出来ません。　※シュラウドスクリーンの一部加工が必要になります。加工方法は説明書をご覧下さい。
※KSR110（KL110CBF）（JKAKL110CCDA00058～）・KSR110（KL110DDF）（KL110D-A57002～）には取付け出来ません。

■KSR110（弊社製ビッグボアキャブレターキット装着車）用

XR50/100 Motard ノーマルフロントフォーク車を対象とし、弊社製ステアリングダンパー（ストローク：125mm/06-01-0070）の取付けを可能とするステアリングダンパーステーキットがステアリングダンパーキットに
付属しています。フロントフォークに固定するダンパーステーに2ピース構造を採用することで、しっかりとホールド出来ます。又、フレームステーの固定には、取付け位置を調整出来る様、Uボルトでの固定方法を採用。
ダンパステー、フレームステーは共にアルミ材を削り出し、表面にシルバーアルマイトを施しています。Uボルトは耐食性に優れたステンレス製。

■XR50/100 Motard用

新製品情報 / オーダーシート
2018年　10月新製品

注 文 書行

06-01-0070

06-01-0071

06-01-0138

06-01-0139

06-01-0158

06-01-0159

06-01-0167

06-01-0168

￥28,000

￥40,800

￥43,800

￥43,800

￥40,800

￥40,800

￥41,800

￥39,800

ステアリングダンパーキット

ステアリングダンパーセット

ステアリングダンパーセット

ステアリングダンパーセット

ステアリングダンパーセット

ステアリングダンパーセット

ステアリングダンパーセット

ステアリングダンパーセット

モンキー・ゴリラ・モンキー（FI） ノーマルフロントフォーク用

モンキー・ゴリラ Φ27フロントフォーク装着車用

モンキー・ゴリラ Φ30フロントフォーク装着車用

Ape50/100 ノーマルフロントフォーク装着車用

XR50/100 Motard ノーマルフロントフォーク装着車用

DREAM50 ノーマルフロントフォーク装着車用

KSR110

ノーマルフロントフォーク・弊社製ビッグボアキャブレター装着車用

4514162250174

4514162250181

4514162251652

4514162251669

4514162251676

4514162251683

4514162251690

4514162251706

注文数品　名 品　番 価格（税抜） JANコード

06-01-0070 06-01-0071 06-01-0138 06-01-0158 06-01-0159 06-01-0168

お得意先様名

様

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東3丁目5番16号
（株）スペシャルパーツ武川　TEL 0721-25-1357

FAX 0721-24-5059


