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オイル量の確認が簡単に行えます。
別売のサーモスタットユニットが取付け出来、
装着することでオーバークールを防止します。
※弊社製オイルクーラーキットの同時装着が必要。

■サーモスタットユニット 02-01-5052 ￥5,100（税抜）

■オイルラインホースキット 00-07-0095 ￥4,800（税抜）

■NEW コンパクトクールキット（エアフィルターキット装着車用）

■ブリーザーキャップ 07-06-0001 
　￥3,800（税抜）
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■NEW リアショックアブソーバー（車高・プリロード調整付き）

06-04-0049 ￥17,000（税抜）

04-02-0234 ￥49,000（税抜）

■NEW フローティングディスクローター（フロント用/純正キャリパー用）

06-08-0088 ￥18,000（税抜）

■NEW アルミステアリングハンドルパイプ

■NEW アルミ削り出しヘッドライトカウルサイドカラー

■NEW LEDテールランプキット（スモークレンズ） ■NEW フェンダーレスキット

05-08-0082 ￥7,800（税抜）

■アルミ削り出しアジャスタブルステップキット

■NEW ボンバーマフラー（政府認証）

■フロントフォークアジャスター

■NEW スクリーンキット（ロングタイプ/ショートタイプ）

■ジェネレータープラグセット（アルミ削り出し）

■NEW アルミ削り出しタペットカバー（2個）

■NEW アルミ削り出しアンダーカウルサイドカラー

排気効率と出力向上を図る、ステップ構造のエキゾーストパイプを採用。
装着することで高回転域の出力が向上し、高速域で性能を発揮します。

減衰力とスプリングバネレートを見直すことで、路面への追従性を高め、スポ
ーツ走行にも対応します。車高調整とスプリングプリロード無段階調整機能
を備えております。

■オイルダンパー式　
■スプリングプリロード：無段階調整　
■ボディー：メッキ仕上げ
　レッドスプリング
■アジャストレンチ付属

純正ハンドルより角度、絞り角を変更し、快適なライディングポジションを与
えます。各ハウジングの回り止め穴も備えており、穴あけ加工等は不要です。
クラッチワイヤー、ブレーキホース等も純正が使用可能。 表面はショットブラ
スト後アルマイトを施し、マットに仕上げました。パイプ径：φ22.2（内径：約
14mm）※純正バーエンド取付け不可。弊社製バーエンドをご使用下さい。

ノーマルステップホルダーに装着でき、ステップ位置を7ポジション選択可能
です。上下の変化量を増やし過ぎないオフセットポジション調整が可能です。
転倒時のダメージを考慮したノーマル同様の可倒式を採用。

ノーマルリアフェンダーを外し、本製品を装着することでテール周りをシャー
プなフォルムに変更出来ます。ノーマルウィンカー、ライセンスランプ、リフレ
クターをそのまま使用し、別途購入部品や加工の必要も無く装着可能。

純正テールランプユニットと交換し、テールランプの点灯スタイルを変更出
来ます。本製品はサイド部分のLEDをインナーカバーで覆い点灯する為、眩
しさを抑えながらも視認性を維持し、テール周りを美しく演出します。テール
レンズはスモークを採用。面倒な配線加工の必要も無く取付け出来ます。

純正ヘッドライトカウルのサイドボルトと交換するだけでフロント周りをドレ
スアップ出来ます。サイドカラーはアルミ削り出し。表面はアルマイト仕上げ。

アルミを削り出し、表面にアルマイトを施したアンダーカウルサイドカラー。
豊富なカラーバリエーションによりコーディネートをお楽しみ頂けます。

風防効果を発揮し、走行時の空気抵抗によるライダー疲労を軽減出来ます。スクリーン形状はスタイリッシュなショートタイプと風防効果を重視したロング
タイプの2種類。スクリーンには高品質なポリカーボネイト製を採用。ロングタイプは、透過性に優れたクリアと精悍な雰囲気が際立つスモークの2種類。
ショートタイプはスモークのみです。ロングタイプはスチール製ステーとメーターバイザー部の4点でしっかりと固定します。

※スクリーン装着にはカウルの穴あけ加工が必要。

フローティング構造により放熱性がアップし、安定したブレーキ性能を維持
します。（純正ディスクローターと比較して飛躍的に制動力が向上。）
ディスクローター摩擦面には錆に強く、耐久性に優れたステンレス鋼を採用。
インナー部は高強度のアルミ合金を使用し、剛性を高めながら軽量化を両立。
また、ゴールドアルマイトを施すことでドレスアップ効果を高めています。

ノーマルタペットカバーと交換するだけで、エンジンをドレスアップ。
アルミ削り出しのソリッド形状とカラーアルマイトが車両を美しく演出します。

純正の樹脂プラグと交換するだけで、エンジンをドレスアップ出来ます。アル
ミ材をメカニカルなデザインに削り出しました。（表面はアルマイト仕上げ）

カラー
ブルー
ガンメタル
価格 各￥3,100（税抜）

品番
05-02-0042
05-02-0043

カラー
シルバー
ブラック
ブルー
レッド
ゴールド
ガンメタル
価格 各￥2,200（税抜）

品番
09-11-0093
09-11-0094
09-11-0095
09-11-0096
09-11-0097
09-11-0098

カラー
シルバー
ブラック
ブルー
ゴールド
価格 各￥6,700（税抜）

品番
06-01-2515
06-01-2516
06-01-2517
06-01-2518

カラー
シルバー
ブラック
レッド
ゴールド
価格 各￥5,800税抜）

品番
01-18-1044
01-18-1045
01-18-1046
01-18-1047

カラー
シルバー
ブラック
ブルー
レッド
ゴールド
ガンメタル
価格 各￥3,500（税抜）

品番
09-11-0168
09-11-0169
09-11-0170
09-11-0171
09-11-0172
09-11-0173

■アルミサイレンサー採用
  （表面はアルマイト仕上げ）
■ステンレス製エキゾーストパイプ
  （表面はバフ研磨仕上げ）

一台分セット（オーリング付き）

カラー
シルバー
ブラック
価格 各￥10,500税抜）

品番
06-13-0045
06-13-0046

■アルミ削り出し
■表面アルマイト仕上げ

05-08-0404 ￥16,500（税抜）

■NEW ブレーキメッシュホースキット（フロントブレーキ用）

06-08-0195 ￥8,500（税抜）

ノーマルマスターシリンダー、キャリパーに対応するブレーキホースです。
メッシュホースに変更することで、ブレーキタッチが向上します。ホースには
コーティングを行い、干渉部の擦れ傷を防ぎます。

フィッティング部、バンジョーボルト、
バンジョーはアルマイト仕上げ

■ショートタイプ
スモーク 09-11-0008 ￥12,000（税抜）

■ロングタイプ
クリア
スモーク

09-11-0006 ￥25,000（税抜）
09-11-0007 ￥25,000（税抜）
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06-06-07 ￥7,400（税抜）

フォークスプリングをストローク量15mmの範囲内で調整出来ます。
アジャスターはアルミ材を削り出し、表面にブルーアルマイトを施すことで、
ドレスアップ効果を高めています。ノーマルハンドルパイプ用。

※弊社製ハンドルパイプとの同時装着
　は推奨しておりません。

ノーマル遠心オイルフィルターの代わりに付属のオイルスルーナットを使用します。
重量約1069gから約123gになり、大幅な軽量化となります。クランクシャフトへ
の負担が軽減され、エンジンレスポンスが向上します。またオイルスルーナットの取
付けにより、クランクシャフトへと繋がるオイルラインになり、オイルエレメントを経
由する為、常に綺麗なオイルがクランクシャフトへ流れます。

■NEW スペシャルクラッチカバーキット
GROM
MSX125
GROM
MSX125

Type-R乾式クラッチ近日発売予定

掲載されていない現在開発中のZ125 PRO用製品も多数あります。今後発売される新製品は弊社WEB SITEを要チェック!! また下記製品の詳細につきましてもWEB SITEをご覧下さい。

■NEW タックロールシート（ミドルスタイル） ※ゴリラは対象外

■モンキー（キャブレター車用）
対象：Z50J-1600008～2499999/AB27-1000001～1399999
※AB27-1400001～1899999の車両は付属のスペーサーを使用するか、
　下記①②③のいずれかの購入により取付け可能。（純正キャリア不可）

①アルミ製Zキャリア各種（商品情報はWEB SITE参照）
②グラブバー（キャブレター車用） 09-11-011 ￥9,600（税抜）
③グラブバー（FI車用） 09-11-0005 ￥12,000（税抜）
④キャリアレスキット（キャブレター車用） 09-11-010 ￥5,200（税抜）
⑤キャリアレスキット（FI車用）  09-11-0101 ￥5,200（税抜）　

09-11-0174 ￥13,800（税抜）

■モンキー（FI車用）
対象：AB27-1900001～
※バッテリーケースキット05-06-0007 ￥11,500（税抜）の同時装着が必
　要になります。また付属のスペーサーを使用するか、下記①③④のいずれか
　の同時装着が必要です。

09-11-0175 ￥13,800（税抜）

対象：AB27-1900001～ 09-11-0005 ￥12,000（税抜）

座り心地を重視したミドルスタイルシートに、タックロール表皮を採用しました。ノーマル車両から様々なカスタム
スタイルにコーディネート出来るデザインです。スポンジには弊社オリジナルスーパーウレタンスポンジを採用する
ことでクッション性を十分に確保し、快適なライディングを提供します。表皮には滑りにくい生地を採用。

■NEW グラブバー
φ19のスチール製パイプを使用することで十分な剛性を確保した、
モンキー（FI）用グラブバーです。本製品を取付けることで車両移動時の
安定保持に最適です。また美しいパイプの曲げ加工や、表面のクロムメ
ッキ処理と相まって、機能性以外にもドレスアップパーツとしてお使い頂
けます。ノーマルシート、弊社製カスタムシート対応。
弊社製バッテリーケースキット（05-06-0007）の同時装着可能。

抜群のクッション性 ロゴ入りのタグ付き

モンキー（FI）用

●機能性と発展性を追求したクラッチカバーです。●機能性と発展性を追求したクラッチカバーです。

装着により、エンジンレスポンスも向上!!

02-01-0150 ￥38,000（税抜）

ついに登場!! GROM用“スペシャルクラッチカバー” ついに登場!! GROM用“スペシャルクラッチカバー” 

対象車両：GROM（JC61-1000001～）
　　　　：MSX125（MLHJC618_D5000001～）

約85％
軽量
約85％
軽量

ノーマル
約1069g

遠心オイルフィルター
約1069g
ノーマル
約1069g

遠心オイルフィルター
約1069g

オイルスルーナット
約123g

オイルスルーナット
約123g

R.クランクケースカバーはアルミダイカスト製を採用。表面は
ブラック塗装仕上げ。ノーマルクラッチ、弊社製スリッパーク
ラッチや近日発売予定の強化クラッチに対応。
別途部品の購入でクラッチユニットのコンバージョンが可能。

1 アルミダイカスト製R.クランクケースカバー

4 サーモスタットの装着が可能  （特許取得構造）

クラッチカバーにオイルホースの接続が可能。
別売のオイルクーラーキットをご用意しております。

8 オイルクーラーへのオイル取出しが可能

別売のオイルラインホースの取付けにより、ヘッド側に流れるオイルを、オイルエレメント経由
にすることが出来ます。弊社製ボアアップシリンダー（eステージ除く）装着車対象。

7 オイルラインホースの接続が可能

6 オイルレベル確認窓付き

注油口を大きくすることでオイル交換が容易に
行えます。アルミダイカスト製クロムメッキ仕上げ

5 大型フィラーキャップ
オイル内にあるスラッジや金属摩耗
粉などの不純物をろ過します。オイル
エレメントは信頼性の高い、カートリ
ッジ式ペーパータイプを採用。

3 オイルエレメント内蔵

スムーズな操作を可能にするラック＆ピニオン方式を採用。  
表面はショットブラスト仕上げ
R.クランクケースカバーと別体構造にすることで、クラッチ
ユニットのメンテナンス時における整備性に優れます。

2 アルミ鍛造クラッチカバー（ワイヤー式）

オイルキャッチタンク装着時、リターンホースを接
続する場合はブリーザーキャップをご使用下さい。

3フィン4オイルライン 07-07-0216 ￥24,000（税抜）
4フィン5オイルライン 07-07-0215 ￥26,000（税抜）

■スリッパ－クラッチキット
 02-01-0118 ￥19,800（税抜）

■強化クラッチスプリング30％UP 
 02-01-0144 ￥3,300（税抜）

同時装着推奨パーツ
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モンキー・モンキー（FI）用 NEWパーツ “カスタムシート” “グラブバー”モンキー・モンキー（FI）用 NEWパーツ “カスタムシート” “グラブバー”
07-07-0216

NEWモデル “Z125 PRO用カスタムパーツ”が満載!!NEWモデル “Z125 PRO用カスタムパーツ”が満載!!

4ミニ NEWモデル“Z125 PRO”を対象としたカスタムパーツです。弊社既存製品から、Z125 PRO専用に開発した選りすぐりのアイテムが満載!!4ミニ NEWモデル“Z125 PRO”を対象としたカスタムパーツです。弊社既存製品から、Z125 PRO専用に開発した選りすぐりのアイテムが満載!!

商品に関するお問い合わせは専用ダイアル　0721-25-8857
Please Visit Our Web Site www.takegawa.co.jpwww.takegawa.co.jp株式会社　スペシャルパーツ武川

〒584-0069　大阪府富田林市錦織東3丁目5番16号　TEL：0721-25-1357
営業時間AM9：00～PM6:00　定休日はWEB SITEをご覧下さい。 商品詳細、広告掲載以外の商品ラインナップ、新商品情報につきましては「WEB SITE」をご覧下さい。

■Online shop会員様限定ポイント還元キャンペーン実施中!!　会員登録後、オンラインショッピングで製品を
　ご購入頂くと購入後にポイントが還元され、1ポイント1円でご使用頂けます。
■5,000円以上のお買い上げで、全国送料無料。

※掲載事項には適合車種・取付け条件を省略している場合があります。車両の適合、詳細につきましてはWEB SITEにてご確認下さい。又、掲載されていない商品も多数ありますので、同時にご確認頂けます。

コレクトサービスなら即日商品をお届け出来、到着時に代金を支払うだけの
便利なサービスです。※在庫により即日にお届け出来ない場合があります。
お買い上げ価格が合計10,000円以上の場合、送料・代引手数料をサービス
致します。（北海道/沖縄/一部離島は除く）

商品価格、内容は予告なく変更する場合があります。ご了承下さい。　この広告の価格は全て税抜価格です。消費税分は別途精算させて頂きます。

NEW Vol.25 2015-2016
PARTS CATALOG
10-01-0033  ￥2,000（税抜）

オンラインショッピング takegawa-online.netACCESS クロネコヤマトのコレクトサービスにて商品をご購入頂けます。　注文受け付け番号：0721-25-1357

車種別
チラシ請求

6

モトモト

無料チラシ

弊社ではモンキー/ゴリラ・モンキー（FI）・エイプ・XR50/100モタード・KSR110・スーパーカブ/リトルカブ・GROM・CBR125R・クロスカブ・アドレスV125・シグナスX・PCX
CBR250R・CRF250L/CRF250M・CBR400R/CB400F/400X・Ninja250/250R・Ninja400R・Ninja650・W400/W650/W800の無料チラシを配布しております。
左の点線部分を切取り、上記よりご希望の車両、郵便番号、住所、氏名と共に弊社にFAX（0721-24-5059）頂くと無料チラシをお送り致します。又、販売店様へもご請求頂けます。
※チラシの在庫状況により、発送が遅れる場合があります。


