新製品情報 / オーダーシート
■ハイパーチューニングセット
■ハイコンプピストンキット

2016年

11月新製品

シグナスX/SR（SE12J）5UA
シグナスX/SR（FI）
（SE44J）28S/1YP
シグナスX SR（FI）
（SEA5J）BF91
シグナスX（FI）2UB1

排気量は変えずにピストンとカムシャフトを交換することで、
出力アップが可能になる “ハイパーチューニングセット”

■ハイコンプピストン

ピストンの高圧縮化、高効率燃焼化、低フリクション化を実現する為に細部にこだわり、最適なピストン形状を追求したピストンです。高剛性アルミ鍛造製を採用
ボア径52.4mm（ノーマルと同じボア径） 圧縮比 ハイコンプピストン 12.5：1 （ノーマル圧縮比 5UA・28S・1YP 9.5：1 / BF91・2UB1 10.0：1）
※ハイコンプピストン単品での使用は出来ません。弊社製スポーツカムシャフト、FIコン
（FI車のみ）、
スパークプラグ
（CR8E相当）
の同時装着が必要になります。
※ハイオクタン価ガソリン仕様になります。
レギュラーガソリンは使用出来ません。
※シグナスX/SR（SE44J）28S用FIコン
（03-05-0015）
との同時装着は出来ません。FIコン
（03-05-0015）
の方はFIコン
（05-04-0001）
へのプログラム書き換え作業（有料）
が
必要になります。書き換え作業（有料）
につきましては、弊社にお問い合わせ下さい。FIコン
（05-04-0001）、FIコン2（05-04-0030）
をお持ちの方は、
そのままご使用頂けます。

■スポーツカムシャフト

ノーマルシリンダーヘッドの性能を最大限に引出す最適なカムプロファイルを追求したカムシャフトです。
ハイコンプピストンと同時装着することで、全回転域の出力アップが可能になります。

■ハイパーチューニングセット

ハイコンプピストンキットにスポーツカムシャフト、FIコン2（インジェクションコントローラー/FI車のみ）、
スパークプラグが付属したお買い得セットです。
■FIコン2（インジェクションコントローラー） ※FI車のみ同時装着が必要です。 ※各対象車両専用品になります。詳細はWEB SITE、又はWEBカタログをご覧下さい。

パソコンなどによる面倒なデータ入力の必要が無く、
スイッチで簡単に設定変更ができる弊社独自開発の燃料噴射量補正を行うコントローラーです。
弊社製カスタムパーツに合わせてセッティングされた3次元補正マップを各種内蔵しており、仕様に合わせて設定が行えます。
追加機能として内蔵の補正マップをロータリースイッチにより、全体的に濃い目・薄い目に微調整出来る機能とレブリミット回転数を約11000rpmまで引き上げる機能を備えています。
専用ハーネスを付属している為、最小限の配線加工で取付け出来ます。
※社外品のLED/H.I.D.ヘッドライト、点火装置、
ヘッドライトON/OFFスイッチの同時装着は行わないで下さい。
誤作動や故障の原因になります。
■弊社製LEDヘッドライト、
ハイパーイグニッションコイルは同時装着可能です。
※純正ECUのレブリミット回転数を越えることが出来ますが、
メーカー純正のレブリミットを超える使用方法になる為、
自己責任でご使用下さい。
■同時装着推奨パーツ ハイスピードプーリー 02-01-7014 ￥5,200（税抜）
弊社製各種マフラー（サイレントスポーツマフラー/サイレントオーバルマフラー/コーンオーバルマフラー） 弊社WEB SITE、又はWEBカタログをご覧下さい。

ハイパーチューニングセット
（01-02-0009） シグナスX/SR（SE12J）5UA用

高剛性アルミ鍛造ピストン

ハイコンプピストンキット
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ハイパーチューニングセット
（01-02-0012） シグナスX/SR（SEA5J）BF91用

品名
対象車両
品番
JANコード
価格（税抜）
発売日

ハイパーチューニングセット
シグナスX/SR（SE12J）5UA1〜B
01-02-0009
4514162236321
￥27,600
11月中旬発売予定

品名
対象車両
品番
JANコード
価格（税抜）
発売日

ハイパーチューニングセット
シグナスX/SR（FI）
（SE44J）28S1〜9
01-02-0010
4514162236338
￥42,800
11月中旬発売予定

品名
対象車両
品番
JANコード
価格（税抜）
発売日

ハイパーチューニングセット
シグナスX/SR（FI）
（SE44J）1YP1〜5
01-02-0011
4514162236345
￥42,800
11月中旬発売予定

高剛性アルミ鍛造ピストン

ハイパーチューニングセット
シグナスX SR（FI）
（SEA5J）BF91
シグナスX（FI）台湾モデル 2UB1
01-02-0012
品番
JANコード 4514162236352
価格（税抜） ￥42,800
11月中旬発売予定
発売日
品名
対象車両

ハイコンプピストンキット
シグナスX/SR（SE12J）5UA1〜B
シグナスX/SR（FI）
（SE44J）28S1〜9
シグナスX/SR（FI）
（SE44J）1YP1〜5
01-02-0008
品番
JANコード 4514162236116
価格（税抜） ￥12,800
11月中旬発売予定
発売日
品名
対象車両
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テスト車両：シグナスX（FI）
（SE44J）1YP
ハイパーチューニングセット
（ハイコンプピストンキット＋スポーツカムシャフト＋FIコン2）
＋ハイスピードプーリー（ウエイトローラー6.0g 6個）
■サイレントスポーツマフラー ■ノーマルマフラー
■ノーマルエンジン＋ノーマルマフラー
※ダイノジェット後輪出力データは、実走行とは異なります。

シグナスX SR（FI）
（SEA5J）BF91
シグナスX（FI）台湾モデル 2UB1
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￥27,600 4514162236321
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〒584-0069 大阪府富田林市錦織東3丁目5番16号
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スペシャルパーツ武川

注文数

お得意先様名

TEL 0721-25-1357

FAX 0721-24-5059

様

