
フロントフォークFRONT FORK
 MA-27 OF:50        ¥22,050 ( 本体 ¥21,000) 

● 1-1/8” ●スレッドレスインテグラル
●アルミコラム＆アルミクラウン● 700C
● OF:50 ● 590g（コラム 300mm）
●ブレーキロングナット付

テスタッチとミズノによる共同開発モデル。貴
重なオフセット 50は小さいフレームに適して
おり、最終生産の限定数のみ。

※限定数のみとなっておりますので在庫についてはお問い合わせください
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ロード
1-1/8”
OF:50

MT-Cカンティリジッド¥18,900(本体¥18,000) MT-Dディスクリジッド  ¥18,900( 本体¥18,000)

●カーボン● 1-1/8" スレッドレス
●カーボンコラム＆アルミクラウン
●コラム :300mm
● 700C ●OF:45
● 777g ●肩下：395mm

世界選手権などで実績を積んだモデルで軽くし
かも安定感のある乗り味は一度味わうと手放せ
なくなる。 

CR-OSクロスカーボン   ¥28,350( 本体 ¥27,000)

CR-STDクロスカーボン ¥26,775( 本体¥25,500)
●カーボン●1" ITAスレッドレス
●アルミコラム＆クラウン
●コラム :300mm●700C
●830g●OF:45
●肩下：395mm

1 インチのアルミコラムで強度を重視したモデ
ル。1インチのクロスタイプはアルミが向いて
いる。 

●カラーオーダー● 1-1/8" スレッドレス●クロ
モリ
●コラム :300mm● 26” ● OF:45
● 950g ●肩下：420mm

トリプルバテッドを採用した軽量リジッド
フォーク。サスペンションフォークジオメトリー
に対応するデザインで、しなやかな乗味はリッ
チーロジックフォークゆずり。街乗りから軽い
オフロードまでこなしてくれる。
※カラーはP.10 のカラーチャートから選択可能

●カーボン● 1-1/8" スレッドレス
●カーボン＆アルミクラウン＆アルミコラム
●コラム :300mm● 26” ● OF:45
● 745g ●肩下：420mm

TESTACH デザインMTB用カーボンリジッド
フォーク。振動吸収性に優れている。　　　　
　　　　

CMT-C カーボンリジッド ¥26,775 ( 本体 ¥25,500)

ディスクカーボンクロスフォーク ¥30,450( 本体 ¥29,000)
●カーボン●1-1/8" スレッドレスノーマルクラ
ウン●アルミコラム＆クラウン●コラム :300mm
● 700C● OF:45 ● 692g ●肩下：400mm
●インターナショナルスタンダード
OTAKE FR-700(P.10掲載 )フレームに対応する
カーボンクロスフォークでディスク専用デザイン。
クロス用ながらスマートな外観で、ノーマルクラ
ウン。ディスクとカーボンによって走行感がスムー
ズで軽快且つソフト。
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●カラーオーダー
● 1-1/8" スレッドレス●クロモリ
●コラム :300mm● 26” ● OF:45
● 1090g●インターナショナルスタンダード
●肩下：405mm

TESTACH デザインのクロモリディスク専用
フォーク。 
※カラーはP.10 のカラーチャートから選択可能

R-Cr クロモリロードフォーク ¥18,900( 本体 ¥18,000)
●カラーオーダー
● 1" スレッドレス●クロモリ
●コラム :280mm● 700C● OF:47
● 890g( 生地 )

TESTACHのクロモリロードフレームなどに採
用されている専用フォーク。クラウンラグなど
美しい仕上がりのクロモリフォークは貴重品と
も言える。カラーもオーダー可能でフレームと
のコンビネーションも楽しめる。 
※カラーはP.10 のカラーチャートから選択可能
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● CP ●700C 
●1":JIS スレッドレス（コラム：250mm）
●1-1/8"スレッドレス（コラム：250mm）
●1"JIS スレッド（コラム180x60mm）
● 868g ●シングルアイレット
●肩下 :370mm

オールマイティーなロードクロモリ製 C.P
モデル。

700Cフロントフォーク       ¥5,775( 本体¥5,500)

● CP ●700C ●オフセット：45mm
●1":JIS スレッドレス（コラム：250mm）
●1-1/8"スレッドレス（コラム：250mm）
●1"JIS スレッド（コラム180x60mm）
●シングルアイレット
●肩下：405mm
● 945g

クロモリ製 700Cカンティ台座付 C.P クロス
モデル。

● CP ●700C ●オフセット：38mm
●1"JIS スレッド（コラム180x70mm）
●シングルアイレット
●肩下：365mm
●793g
クロモリ製 700Cストレートフォーク

クロスフロントフォーク  ¥5,775( 本体¥5,500)

700Cラグストレートフォーク ¥10,500( 本体¥10,000)

● CP ● 26”　●オフセット：45mm
●1":JIS スレッドレス（コラム：250mm）
●1-1/8"スレッドレス（コラム：250mm）
●1"JIS スレッド（コラム180x60mm）
●シングルアイレット
●肩下 :385mm

各種サイズのあるカンチ・Vブレーキ対応
MTB用 C.Pフォーク。 

●CP● 26”　●オフセット：45mm
● 1"JIS スレッド（コラム 180x60mm）
●シングルアイレット
●肩下 :385mm

キャリパーブレーキ対応 MTB 用 C.P
フォーク。 

MTBフロントフォーク（カンチ用）¥5,775( 本体¥5,500) MTBフロントフォーク（キャリパー用）¥5,775( 本体¥5,500)

●ポリッシュ●700C 
●オフセット：45mm
●1":JIS スレッドレス（コラム：250mm）
●1-1/8"スレッドレス（コラム：250mm）
●1"JIS スレッド（コラム180x60mm）
● 816g・778g・698g
●シングルアイレット
●キャリアダボ付き
●肩下 :390mm
アルミ製 700Cカンティ台座付 C.P モデル。

アルミクロスフロントフォーク¥11,550( 本体¥11,000)
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