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Z125 PRO

■クランクシャフトサポートアダプター

クランクシャフトジャーナル部を2点支持から3点支持に変更し、高回転域に起こるクランクシャフトの振れを抑え、
ノーマルクランクシャフトの耐久性を高める“クランクシャフトサポートアダプター”新登場!!

特許出願中構造

Z125 PROのジェネレーターはL.クランクケースカバーに装着されている為、
フライホイール取付け方向が外側（シャフト先端）寄りになります。
この為に重いフライホイールの回転重量がクランクシャフト先端より外側に掛かり、ピックアップが向上したエンジンでは加速・減速時の負担が倍増します。
これにより、
ジェネレーターとフライホイールが干渉し点火タイミングに悪影響を与えたり、最悪の場合クランクシャフトが破損する可能性があります。
本製品はステーター内にボールベアリングを設けることで、
クランクシャフトジャーナル部を2点支持から3点支持に変更し、ボアアップエンジンの高回転域に起こ
るクランクシャフトの振れを制限します。制限することで、振れが抑えられ、
ノーマルクランクシャフトの耐久性を高めることが出来ます。

■特許出願中構造：クランクシャフトの交換も必要無く、純正部品に装着することで、クランクシャフトジャーナル部を3点支持に出来る組付け構造
※ご購入前に現在使用されているノーマルクランクシャフトの確認作業が必要になります。
クランクシャフトが標準値以上に振れが発生している場合は、振れ取りを行うか、
クランクシャフトの交換が必要です。
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■クランクシャフトサポートアダプター装着イメージ図 3点支持
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クランクシャフトサポートアダプター
品名
Z125 PRO（BR125H-A02621〜）
対象車両
01-10-0137
品番
JANコード 4514162241653
価格（税抜） ￥8,500
8月中旬発売予定
発売日
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注文書

品 名
クランクシャフトサポートアダプター Z125 PRO用

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東3丁目5番16号

品 番
01-10-0137

価格（税抜）
JANコード
￥8,500 4514162241653

注文数

お得意先様名

（株）スペシャルパーツ武川 TEL 0721-25-1357

FAX 0721-24-5059

様

Z125 PRO

■Crankshaft support adapter

New introduced “Crankshaft support adapter” changed from 2 point support to 3 point support, suppressing runout
of crankshaft occurring in high rpm range, "crankshaft support adapter" got the durability of stock crankshaft !!

Patent pending structure

Since the generator of Z125 PRO is mounted on the L. crankcase cover, the direction of attachment of the flywheel is toward the outside (the tip of the shaft)
For this reason, the rotation weight increases of the flywheel hangs outside the tip of the crankshaft, and especially modified engine doubles the burden
during acceleration and deceleration.
This may affect the ignition timing that the generator and flywheel interfere, in the worst case the crankshaft may be damaged.
By providing ball bearings inside the stator, this product changes the crankshaft journal portion from 2 point support to 3 point support, and restricts
crankshaft runout occurring in the high rpm region of the bore-up engine.

■Patent pending structure
There is no need to replace the crankshaft, and just by installing it on stock parts, the structure that can support the crankshaft journal
part at 3 points
※If your crankshaft is shaking beyond the service limit, it is necessary to perform correction or replace the crankshaft.

Name
Applicable model
Item number

Crankshaft support adapter
Z125 PRO（BR125H-A02621〜）
01-10-0137

■Crankshaft support adapter（3 point support）

■Stock(2 point support)
Fly-wheel

Fly-wheel

Generator cover

Generator cover
Bearing

Bearing

