NEW

約5.5ps

Monkey・Gorilla・Monkey(FI)

カブ50
AA09

5

■スーパーカブ50/110用政府認証マフラー ラインナップ ※政府認証はノーマルエンジンに限ります。
排気効率と出力性能に優れたマフラー

オールドスタイルの造形美を再現 静粛性に優れたオーバルサイレンサー トレッキングスタイルのアップタイプ

SAE Power（PS）

4

3
モンキー（FI）の
カスタムパーツ一覧は
WEB SITEをご覧下さい

2

ベーシックマフラー（ポリッシュ）
04-02-2305 ￥30,500（税抜）

■ハイパーSステージ81cc
＋ボンバーマフラー
エキゾーストパイプ：ステンレス製

ノーマルエンジンとは異なるトルクフルな
出力性能をお楽しみ頂けます。

スーパーカブ50（AA09）
ノーマルエンジン
ノーマルマフラー

1
4

RPM（x1000）ダイノジェット・後輪出力
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7

8
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■NEW スーパーカブ50（AA09）用
ハイパーSステージボアアップキット81cc
01-05-0128 ￥42,800（税抜）

NEW

カブ50 50プロ カブ110 110プロ
AA09 AA07 JA44 JA42

オールステンレス製ポリッシュ

NEW

■ボンバーマフラー
各￥41,200（税抜） 政府認証
50（AA07/AA09）用 04-02-0259
110（JA42/JA44）用 04-02-0260

カブ50 50プロ カブ110 110プロ
AA09 AA07 JA44 JA42

ステンレス製

NEW

■P-SHOOTER（キャブトンスタイル）
各￥34,800（税抜） 政府認証
50（AA07/AA09）用 04-02-0257
110（JA42/JA44）用 04-02-0258

カブ50 50プロ カブ110 110プロ
AA09 AA07 JA44 JA42

オイルエレメント内蔵

オイルレベル確認窓

オプショナルパーツ
オイルクーラーユニット（07-07-0163）

スペシャルクラッチカバー：カバー本体にオイルエレメントを内蔵し、オイルレベル確認窓を採用
更にオプショナルパーツ別途購入することで、オイルクーラーへのオイル取出しやサーモスタッ
トの取付けが可能。油圧式：レバーの遊びが変化しにくく、クラッチ操作に優れています。
スペシャルクラッチインナーキット（6ディスク）：レスポンスの向上と回転マス重量の軽減を実現
し、エンジンパワーを無駄無く伝達します。クラッチはスリッパークラッチの有無で2種類。
スリッパークラッチは高回転時のシフトダウンによる急激なエンジンブレーキのショックを緩和
クラッチユニットの変更：ノーマルクランクシャフト（1次側）からミッションのメインシャフト（2次側）
に変更することで、クランクシャフトの耐久性やスロットルレスポンスが向上
対象ミッションは、ノーマルメインシャフト用とスペシャルクラッチ用クロスミッション用の2種類

ブレイズウインカー

NEW スペシャルクラッチキット TYPE-R （WET/油圧式）
スーパーカブ50
（AA09）用部品

02-01-0185 対象：6Vモンキー・ゴリラ（Z50J-1300017〜） ：モンキー（FI）
：12Vモンキー・ゴリラ（Z50J-2000001〜/AB27-1000001〜1899999）

対象ミッション
クラッチ仕様
ノーマルメインシャフト スリッパー有
（ノーマルミッション） スリッパー無
スリッパー有
弊社製WET対応
クロスミッション
スリッパー無

品番
02-01-0185
02-01-0186
02-01-0187
02-01-0188

価格（税抜）
￥105,500
￥89,000
￥105,500
￥89,000

バルブを包み込むようにリフレクターを追加し、車両
を美しく演出。無点灯時でもドレスアップ効果抜群!!
■ブレイズウインカー
クリアレンズ
05-08-0440
オレンジレンズ 05-08-0441
スモークレンズ 05-08-0442
各2個1セット ￥3,500（税抜）
カブ50 カブ110
AA09 JA44

他に“12V DAX50用”と“MAGNA50用”のスペシャルクラッチキットがあります。WEB SITEをご覧下さい。

GROM・MSX125・MSX125SF

GROM（JC75）の
カスタムパーツ一覧は
WEB SITEをご覧下さい

09-09-0020 ￥5,400（税抜）

カブ50 カブ110
AA09 JA44

両面テープ貼付/耐衝撃アクリル

カブ50 スーパーカブ50
AA09 （AA09）

各種カスタムパーツの詳細につきましては、
上記QRコードから各製品ページをご覧頂けます。

50プロ スーパーカブ50プロ
AA07 （AA07）
カブ110 スーパーカブ110
JA44 （JA44）
110プロ スーパーカブ110プロ
JA42 （JA42）

ＬＥＤウインカーバルブ

消費電力を大幅に削減し、レスポンスの良い発光が可能

■ハイパーLEDウインカーバルブキット
05-08-0448 ￥12,800（税抜）
■上記ブレイズウインカーとの同時装着も可能です。

トラッカーマフラー（シルバー）
04-02-0263 ￥39,800（税抜）

カブ50 50プロ カブ110 110プロ
AA09 AA07 JA44 JA42

スペシャルクラッチカバー（油圧式）：カバー本体にオイルエレメントを内蔵し、クランクシャ
フトにかかる重量を大幅に軽量化出来るオイルスルーナット、オイルレベル確認窓を採用
更にオイルクーラーへのオイル取出し口、サーモスタット取付け部（特許取得構造）、ヘッ
ド側に流れるオイルラインをオイルエレメント経由に変更出来る新機構を採用
油圧式：レバーの遊びが変化しにくく、クラッチ操作に優れています。
スペシャルクラッチカバーキットは、ノーマルクラッチのまま装着することが出来ます。
詳細、注意事項は
又、弊社製スリッパークラッチ（02-01-0118）との同時装着も可能です。
WEB SITEをご覧下さい
02-01-0200

02-01-0181

品番

スペシャルクラッチ用
クロスミッション（弊社製）

価格（税抜）

02-01-0200 ￥58,000
弊社製スリッパークラッチ（02-01-0118）

詳細、注意事項は
WEB SITEをご覧下さい

実用性抜群!!

荷物止めとなる折り返しとネットや
バンドを引っ掛ける突起を採用

NEW スペシャルクラッチキット TYPE-R （WET/油圧式）
対象ミッション
ノーマルメインシャフト
（ノーマルミッション）

NEW スペシャルクラッチカバーキット （油圧式）
対象クラッチ
ノーマルクラッチ

■スモーククリアテールレンズ
(赤塗装バルブ付き)
05-08-0077 ￥1,700（税抜）
テール周りを美しく演出します

■スペシャルクラッチキットは、クラッチカバーにインナーキット、セパレーターキットが付属。
スペシャルクラッチインナーキット（6ディスク）：レスポンスの向上と回転マス重量の軽減を実
現し、エンジンパワーを無駄無く伝達します。クラッチはスリッパークラッチの有無で2種類。
スリッパークラッチは高回転時のシフトダウンによる急激なエンジンブレーキのショックを緩和
対象ミッションは、ノーマルメインシャフト用とスペシャルクラッチ用クロスミッション用の2種類

対象：GROM（JC61-1000001〜） ：GROM（JC75-1000001～）
：MSX125（MLHJC618_D5000001〜） MSX125SF

クラッチ仕様
スリッパー有
スリッパー無
スリッパー有
スリッパー無

品番
02-01-0181
02-01-0182
02-01-0183
02-01-0184

価格（税抜）
￥154,000
￥139,000
￥154,000
￥139,000

■センターキャリアキット
クロムメッキ 09-11-0046
ブラック塗装 09-11-0047
各￥9,800（税抜）

カブ50 50プロ カブ110 110プロ
AA09 AA07 JA44 JA42

ステップバーキット ￥6,300（税抜） アルミ削り出し
シルバー 06-13-0072 ブラック 06-13-0073

カブ50 50プロ カブ110 110プロ ■ツーリングネット 08-01-0116 ￥2,000
AA09 AA07 JA44 JA42

ノーマルクラッチのまま、弊社製TAF5速クロスミッションキット（02-04-0293）を装着されている方もノーマルメインシャフト用が対象
弊社製TAF5速クロスミッション（スペシャルクラッチ用/02-04-0295）を装着する場合、スペシャルクラッチ用クロスミッションが対象

NEW 純正メーター交換タイプ多機能メーター “スーパーマルチLCDメーター”
純正メーターの機能に加え、エンジン温度・空燃比・バッテリー電圧も表示が可能!!
その他にも回転数・速度・温度のピークホールド機能、前輪タイヤ外径補正、バックライト色変更など
数多くの機能を搭載。別途パワーテストモードを選択する事で、競技用機能として区間加速タイム測定
機能（グラフ表示付き）も備えております。

■ ハイパーSステージボアアップキット（ビッグスロットルボディー仕様）

Z125 PRO

対象：Z125 PRO（BR125H-A02621〜）

138cc(N-10カム付属) 01-05-5448
138cc(N-20カム付属) 01-05-5449

Ｚ125 ＰＲＯの
カスタムパーツ一覧は
WEB SITEをご覧下さい

純正メーターのシフト表示を有効にする専用スイッチを付属した “クロスミッションキット” 新登場!!

02-04-0019

05-06-0019

00-02-0412

NEW クロスミッションキット （ギアポジションスイッチ付き）
02-04-0112

ミッションの種類
5速クロスミッション
6速クロスミッション

■NEW 弊社製クロスミッション装着車用ギアポジションスイッチ
02-04-0019 ￥9,800（税抜） ※他社製クロスミッションは同時装着不可。

対象：Z125 PRO（BR125H-A02621〜）

引張りスプリング（強化タイプ）付属
引張りスプリング（強化タイプ）付属

品番
価格（税抜）
02-04-0111 ￥49,800
02-04-0112 ￥59,800

5速クロスミッションの
詳細はWEB SITEを
ご覧下さい

■スピードセンサーキット 05-06-0019 ￥14,000（税抜）
リアホイール回転数を検知し、純正メーターを正常に表示することが出来ます。

■NEW 引張りスプリング（強化タイプ） 00-02-0412 ￥500（税抜）
チェンジシフトレバー部のスプリングを強化出来、ノーマルレブリミット以上の高回転
使用時でも振動による悪影響を押さえ、有効にシフトチェンジが行えます。

期間：2018年2月1日～2018年3月31日受注分

無点灯

ホワイト ブルー

グリーン

レッド

スカイ
ブルー

イエロー

モンキー・Ape・GROM・Z125 PRO・各種スクーター・中排気量など数多くラインナップ!!

対象：シグナスX SR（FI）
（SEA5J）（SED8J）
※台湾仕様 2UB1は対象外

品番

05-08-0439

弊社ではモンキー/ゴリラ・モンキー（FI）
・Ape・XR50/100モタード・KSR110・スーパーカブ/リトルカブ・GROM・MSX125・クロスカブ・Z125 PRO・CBR250R・CRF250L
PCX・CRF250M・CBR400R・CB400F・400X 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。予めご了承下さい。

ト
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モ

製品詳細、広告掲載以外の製品ラインナップ、新製品情報につきましては「WEB SITE」をご覧下さい。

株式会社 スペシャルパーツ武川

製品に関するお問い合わせは専用ダイアル 0721-25-8857

ピンク

ノーマルウインカーユニットと本製品を交換し、
カプラーを差し替えるだけで
簡単に取付け出来ます。イグニッションスイッチの操作により、
ウインカーの
点灯パターンを通常モードと流れるウインカーモードの2種類から選択可能。
配線接続により、
アクセサリーランプを点灯可能（無点灯を含む7種類）
アクセサリーランプ（レッド）は一般公道では使用出来ません。
ワイドレンジフラッシャーリレー 05-08-0083 ￥1,900（税抜）が必要。
製品詳細
注意事項等
WEB SITEを
ご覧下さい。

弊社製各種マフラーがスペシャルプライスでご購入頂けます。

〒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。

NEW LEDフロントウインカーキット（スモークレンズ）

NEW LEDテールランプキット（スモークレンズ）

価格（税抜）

シグナスX/SR（FI）対象
品番
価格（税抜）
■コーンオーバルマフラー
（政府認証）はぎれの良い音質 28S1〜9 ・ 1YP1〜5
04-02-0167
￥38,000
排気効率が向上します。
04-02-0270
SEA5J ・ SED8J

■サイレントスポーツマフラー（政府認証）
ノーマルスタイルのまま高い排気効率と静粛性を兼備
えています。武川ロゴ入りサイレンサープロテクター付

純正メーターのシフト表示を“1速・ニュートラル・2速・3速・4速”まで表示出来ます。

クロスミッションを装着する場合、L.クランクケースの加工が必要です。WEB SITEをご覧下さい。
クロスミッション装着時、弊社製スピードセンサーキットを同時装着しなければ、純正メーターが正常に作動しません。

無料チラシ

台湾仕様はヘッドライトON/OFFスイッチ付き車のみ対応。

ノーマルとは異なる点灯パターンにより、ドレスアップ効果を高めるランプパーツ

弊社製クロスミッションはエンジンのパワーバンドをキープし、エンジンの性能を有効に使用することが出来ます。
付属のギアポジションスイッチを装着することで、純正メーターのシフト表示を“1速・ニュートラル・2速・3速・4速”まで
表示することが出来ます。※純正メーターのインジケーターを使用する為、シフト表示は4速までになります。予めご了承下さい。

シグナスＸ/SRのカスタムパーツ一覧は
WEB SITEをご覧下さい

■スーパーマルチLCDメーター
シグナスX/SR（FI）対象
品番
価格（税抜）
SEA5J ・ 台湾仕様2UB1 05-05-0029 ￥29,800
05-05-0030 ￥38,000
NEW SED8J

ボアアップキットの
詳細はWEB SITEを
ご覧下さい

ボンバーマフラー
04-02-0234 ￥49,000（税抜）

CYGNUS-X/SR・CYGNUS-X/SR （FI）

製品詳細
注意事項等
WEB SITEを
ご覧下さい。

各￥108,000(税抜)

178cc(N-20カム付属) 01-05-5450
￥116,000(税抜)

車種別
チラシ請求

ミニライトスクリーン（スモーク）

※車両1台分は2セット必要

NEW

3

スーパーカブ110
（JA44）用部品

カブ50
AA09
カブ110
JA44

スモークレンズ

詳細、注意事項は
WEB SITEを
ご覧下さい

カブ50 50プロ カブ110 110プロ
AA09 AA07 JA44 JA42

■スポーツマフラー（アップスタイル)
各￥31,000（税抜） 政府認証
50（AA07/AA09）用 04-02-0255
110（JA42/JA44）用 04-02-0256

ZIIミラーセット（左右セット）ショート＆ミドルアーム付き
06-01-1124 ￥3,800（税抜） 人気の丸型ミラー（Ｍ10）

新製品 ドレスアップ効果に優れたランプパーツ
NEW

NEW

■パワーサイレントオーバルマフラー
各￥36,800（税抜） 政府認証
50（AA07/AA09）用 04-02-0261
110（JA42/JA44）用 04-02-0262

常時点灯

ノーマルテールランプユニットと交換し、バッテリー電源の接続で取付可能。
イグニッションスイッチの操作により、
ウインカーの点灯パターンを通常モー
ドと流れるウインカーモードの2種類から選択可能。
ブレーキランプはブレーキ時、上下2回点滅後に点灯する為、後方へ存在感
をアピール出来ます。
ナンバー照明にはホワイトLEDを採用。
ワイドレンジフラッシャーリレー 05-08-0083 ￥1,900（税抜）が必要。
点灯動画
注意事項等
WEB SITEを
ご覧下さい。

￥23,000

シグナスX/SR（FI）対象
品番
価格（税抜）
04-02-0048 ￥20,800
28S1〜9 ・ 1YP1〜5
04-02-0272 ￥21,800
SEA5J ・ SED8J
※政府認証は対象車両がノーマル状態に限ります。

■ハイパーSステージボアアップキット156cc ￥60,500（税抜）～

対象：シグナスX SR（FI）
（SEA5J）（SED8J）
※台湾仕様 2UB1は対象外

品番

05-08-0428

価格（税抜）

￥34,800

ボアアップキットにインジェクションコントローラー、
強化クラッチセンタースプリング、ハイスピードプー
リー、
スパークプラグが付属したお買い得セットです。
※各対象車両（型式）により、キット品番が異なります。
WEB SITEでご確認の上、
ご購入下さい。

シグナスX/SR用
エンジンパーツ一覧は
WEB SITEをご覧下さい。

※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、掲載されていない製品も多数ありますので、同時にご確認頂けます。

製品価格、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。

オンラインショッピング

takegawa-online.net

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。

クロネコヤマトのコレクトサービスにて製品をご購入頂けます。 注文受け付け番号：0721-25-1357
コレクトサービスなら即日製品をお届け出来、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）

NEW Vol.27 2017-2018
PARTS CATALOG
10-01-0046 ￥2,700（税抜）

