
■クロスカブ50（AA06）・クロスカブ110（JA45）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

※ハイパーSステージボアアップキット、FIコン2（インジェクションコントローラー）に関しての詳細、注意事項は
　WEB SITE（新製品案内）をご覧下さい。左上にあるQRコードにてWEB SITE（新製品案内）をご覧頂けます。

軽量化を実現!! バネ下重量の
軽減により、乗り心地が向上

ハイパーSステージボアアップキット 81cc　　　　クロスカブ50（AA06）用ハイパーSステージボアアップキット 81cc　　　　クロスカブ50（AA06）用NEWNEW

■ハイパーSステージボアアップキット81cc

　01-05-0129 ￥42,800（税抜）

クロスカブ
50（AA06）

クロスカブ110 （JA45-1000001～）クロスカブ110 （JA45-1000001～）

クロスカブ50 （AA06-1000001～）クロスカブ50 （AA06-1000001～）

弊社製オイルキャッチタンクキットは、シュラウド右側（乗車時）の内部に収まり、車両の外観を崩すこと無く取付け出来ます。
又、タンク内にセパレーターを内蔵することで、オイル排出を抑えています。タンクはアルミ製バフ研磨仕上げ　タンク容量：260cc
耐屈曲性に優れたクリアブラックブリーザーホースを採用。キットはノーマルクラッチカバー用と弊社製クラッチカバー用の2種類

弊社製オイルキャッチタンクキットは、シュラウド右側（乗車時）の内部に収まり、車両の外観を崩すこと無く取付け出来ます。
又、タンク内にセパレーターを内蔵することで、オイル排出を抑えています。タンクはアルミ製バフ研磨仕上げ　タンク容量：260cc
耐屈曲性に優れたクリアブラックブリーザーホースを採用。キットはノーマルクラッチカバー用と弊社製クラッチカバー用の2種類

■ハイコンプピストン　　高圧縮比化に耐えうるように高剛性アルミ鍛造材を採用

■FIコン2とビッグスロットルボディーキット（ノーマルヘッド用）の詳細は上記eステージをご覧下さい。

排気量は変えず、ノーマルシリンダーヘッド、シリンダーを使用し、ピストンを交換することで出力アップが可能。
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ています。
圧縮比 ハイコンプピストン 12.5:1（ノーマルピストン 9.3：1） アルミ鍛造材を採用

※ハイコンプピストンを装着するとハイオクタン価ガソリン仕様となります。
※FIコン2（インジェクションコントローラー）、ビッグスロットルボディーキット装着に関しての詳細、注意事項はWEB SITEをご覧下さい。

排気量は変えずにピストンを交換するだけで出力アップが可能となる排気量は変えずにピストンを交換するだけで出力アップが可能となる “ハイパーチューニングキット”“ハイパーチューニングキット” 新登場!!新登場!!

ハイパーチューニングキットハイパーチューニングキット ハイパーチューニングセットに弊社製各種マフラーを装着することで、“他のメーカーには無い高い出力性能を発揮”します。ハイパーチューニングセットに弊社製各種マフラーを装着することで、“他のメーカーには無い高い出力性能を発揮”します。NEWNEW
ハイパーチューニングキットは、ハイコンプピストンキットにスポーツカムシャフト（N-15）、FIコン2（インジェクションコントローラー）が付属。
ビッグスロットル仕様には更にビッグスロットルボディーキットが付属。　　　　　

エンジンの高出力化に伴う
クラッチの滑りを防止します

クロスカブ
50（AA06）

クロスカブ
110（JA45）

トレッキングスタイルのアップタイプ
05-08-0440
05-08-0441
05-08-0442

■ブレイズウインカー
　各2個1セット ￥3,500（税抜）

　クリアレンズ
　オレンジレンズ
　スモークレンズ

※車両1台分は2セット必要です。

バルブを包み込むようにリフレクターを追加し、車両を美しく演出します。
無点灯時でもドレスアップ効果抜群!!

クロスカブ
50（AA06）

クロスカブ
110（JA45）

D.I.D社製
（日本製）

06-09-0009
06-09-0006

17インチアルミワイドホイールリム
(Ｆ1.60×17/Ｒ1.85×17)
各￥34,800（税抜）

シルバー
ブラック

04-02-0282
04-02-0283

■スポーツマフラー（アップスタイル)
　各￥31,000（税抜）　政府認証
クロスカブ50（AA06）用
クロスカブ110（JA45）用

クロスカブ
50（AA06）

クロスカブ
110（JA45）

静粛性に優れたオーバルサイレンサー

04-02-0286
04-02-0287

■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
クロスカブ50（AA06）用
クロスカブ110（JA45）用

オールステンレス製オールステンレス製クロスカブ
50（AA06）

クロスカブ
110（JA45）

オールドスタイルの造形美を再現

04-02-0280
04-02-0281

■P-SHOOTER（キャブトンスタイル）
　各￥34,800（税抜）　政府認証
クロスカブ50（AA06）用
クロスカブ110（JA45）用

クロスカブ
50（AA06）

クロスカブ
110（JA45）

排気効率と出力性能に優れたマフラー

■ボンバーマフラー
　各￥41,200（税抜）　政府認証
クロスカブ50（AA06）用
クロスカブ110（JA45）用

オールステンレス製オールステンレス製

04-02-0284
04-02-0285

■クラッチ強化プレート
02-01-0401 ￥2,200（税抜）

取り付けの際、クランクケース
カバーガスケットの別途購入が
必要になります。

滑り止めローレット加工を採用

クロスカブ
50（AA06） 50用/アルミ削り出し50用/アルミ削り出し

06-13-0072
06-13-0073

■ステップバーキット
　各￥6,300（税抜）

　シルバー
　ブラック

フットポジションの安定性抜群

クロスカブ
50（AA06） 50用/アルミ削り出し50用/アルミ削り出し

■ビレットステップバーキット
　シルバー 06-13-0071
　￥8,100（税抜）

各パーツの詳細は車種別QRコード、又はWEB SITEからご覧頂けます。各パーツの詳細は車種別QRコード、又はWEB SITEからご覧頂けます。

各パーツの詳細は車種別QRコード、又はWEB SITEからご覧頂けます。各パーツの詳細は車種別QRコード、又はWEB SITEからご覧頂けます。

GROM ・ MSX125 ・ MSX125FGROM ・ MSX125 ・ MSX125F

各種カスタムパーツ　オーダー受付中!!各種カスタムパーツ　オーダー受付中!!

クロスカブ
50（AA06）

クロスカブ
110（JA45）

クッション性が向上し、快適なライディングをサポート!!

09-11-0185 09-11-0188

ライチ柄表皮
レッドステッチ

ディンプル表皮■クッションシートカバー　各￥3,800（税抜）

■クロスカブ110（JA45）用
　ライチ柄表皮/ブラックステッチ
　ライチ柄表皮/イエローステッチ
　ライチ柄表皮/レッドステッチ
　ライチ柄表皮/グリーンステッチ
　ディンプル表皮ブラック/イエロー
　ディンプル表皮ブラック/レッド

09-11-0189
09-11-0185
09-11-0184
09-11-0186
09-11-0188
09-11-0187

クッション性が向上し、快適なライディングをサポート!!

09-11-0181 09-11-0182

ライチ柄表皮
レッドステッチ

ディンプル表皮■クッションシートカバー　各￥3,800（税抜）

■クロスカブ50（AA06）用
　ライチ柄表皮/ブラックステッチ
　ライチ柄表皮/ホワイトステッチ
　ライチ柄表皮/レッドステッチ
　ディンプル表皮ブラック/レッド

09-11-0183
09-11-0181
09-11-0180
09-11-0182

ハイパーSステージは、ボアアップキット
にFIコン2(インジェクションコントローラー）

スプロケットガードプレート、ドライブスプ
ロケット15Tが付属

FIコン2は弊社製エンジンパーツに合わせて
セッティングされた3次元燃料マップを内蔵。
パソコンなどは必要なく、本体のロータリー
スイッチの切替えで簡単に設定変更可能。
キット装着時のレブリミット回転数：9500rpm

※詳細、注意事項はWEB SITEをご覧下さい。

ハイパーSステージボアアップキット 125cc　　 クロスカブ110（JA45）用ハイパーSステージボアアップキット 125cc　　 クロスカブ110（JA45）用NEWNEW

■ハイパーSステージボアアップキット125cc　01-05-0127 ￥47,800（税抜）

ハイパーSステージは、ボアアップキット
にFIコン2(インジェクションコントローラー）が
付属。弊社製マフラーとの同時装着で、
更に出力性能が向上します。

FIコン2は弊社製エンジンパーツに合わせて
セッティングされた3次元燃料マップを内蔵。
パソコンなどは必要なく、本体のロータリー
スイッチの切替えで簡単に設定変更可能。
キット装着時のレブリミット回転数：10500rpm

クロスカブ50（AA06）
カスタムパーツ一覧
クロスカブ50（AA06）
カスタムパーツ一覧

■ハイパーチューニングキット
　＋ビッグスロットルボディー仕様＋ボンバーマフラー

ハイパーチューニングキット
＋ノーマルスロットルボディー仕様＋ボンバーマフラー
■製品ピストン　圧縮比12.5:1
■比較テスト用ピストン　圧縮比12.0:1

クランクケースの分解作業の必要が無く、ノーマルクランクシャフトのままで大幅な排気量アップが可能!!
又、スカット構造と専用クランクシャフトを組合わせることで、クランクケースの加工無しで大排気化が可能!!

メーターは“汎用品”と車両専用のメーターステーが付属した“各種車両専用品”からお選び頂けます。
各種車両専用品の主な車両：モンキー・カブ50・Ape・XR50/100 Motard・KSR110・シグナスX・アドレスV125

スカットキャンペーン期間：2018年5月1日～2018年8月31日受注分
全スカットシリーズボアアップキットがスペシャルプライスでご購入頂けます。

メーターキャンペーン期間：2018年5月1日～2018年7月31日受注分
汎用、各車両専用の全メーターがスペシャルプライスでご購入頂けます。

スカットシリーズ　スペシャルプライスキャンペーンスカットシリーズ　スペシャルプライスキャンペーン カスタムメーター　スペシャルプライスキャンペーンカスタムメーター　スペシャルプライスキャンペーン
キャンペーン

詳細・専用品番
キャンペーン

詳細・専用品番

期間中にキャンペーン品番にてご注文頂くと、お安くご購入頂けます期間中にキャンペーン品番にてご注文頂くと、お安くご購入頂けます

ノーマルヘッド
別売タペットブリーザーカバー装着時

ノーマルヘッド
別売タペットブリーザーカバー装着時

スーパーヘッド4V+R
　ヘッドキット付属タペットカバー

スーパーヘッド4V+R
　ヘッドキット付属タペットカバーアルミ製バフ研磨仕上げアルミ製バフ研磨仕上げ

本キットを装着する場合、弊社製ビッグスロットルボディーキット（エアフィルター付属）の同時装着
が必要です。ビッグスロットルボディーをコネクティングチューブ仕様で装着している場合は、エア
フィルターキット（03-01-0007）の別途購入が必要です。

シュラウドの内部に収まり、車両の外観を崩しません。シュラウドの内部に収まり、車両の外観を崩しません。

GROM（JC61-1300001～/JC75-1000001～）
弊社製ビッグスロットルボディーキット（エアフィルター付属）装着車

￥24,500
07-05-0029

07-05-0031

ノーマル

弊社製スペシャル

品番 価格（税抜）対象車両/対象仕様 対象クラッチカバー

ノーマルヘッドの場合、別売タペットブリーザーカバーをご購入頂くことで、キャッチタンクへのホー
ス接続が可能となります。上写真 タペットブリーザーカバー（レッド）07-06-0017 ￥4,500（税抜）

他にゴールド/メッキ、又はタペットセットがあります。詳細はWEB SITEをご覧下さい。
スーパーヘッド4V+R装着車の方は付属のタペットカバー使用することでホース接続が可能。

GROM（JC61-1300001～/JC75-1000001～）

MSX125SF N-15
￥36,800

￥64,800

01-02-0019

01-02-0022

ノーマル

ビッグスロットル

品番 価格（税抜）対象車両

GROM（JC61-1000001～1299999）
￥36,800

￥64,800

01-02-0017

01-02-0020

カムシャフト

N-15

スロットルボディー仕様

ノーマル

ビッグスロットル

ノーマル

ビッグスロットル

￥36,800

￥64,800

01-02-0018

01-02-0021N-15MSX125（MLHJC618_D50000001～）

ビッグスロットルボディー仕様ビッグスロットルボディー仕様

ノーマルスロットルボディー仕様ノーマルスロットルボディー仕様

エンジン内の圧力を逃がし、部品にかかる負担を軽減します。エンジン内の圧力を逃がし、部品にかかる負担を軽減します。待望の待望の “GROM用オイルキャッチタンクキット”“GROM用オイルキャッチタンクキット” 新登場!!新登場!!

※eステージシリンダーには、オイルクーラーへのオイル取出し口がありません。
　弊社製スペシャルクラッチカバー装着し、オイル取り出しを行って下さい。
※ボアアップキット、FIコン2（インジェクションコントローラー）装着に関しての
　詳細、注意事項は、WEB SITEをご覧下さい。

GROM（JC61-1300001～/JC75-1000001～）

MSX125SF N-15
￥39,800

￥66,800

01-05-0359

01-05-0436

ノーマル

ビッグスロットル

品番 価格（税抜）対象車両

GROM（JC61-1000001～1299999）
￥39,800

￥66,800

01-05-0357

01-05-0434

カムシャフト

N-15

スロットルボディー仕様

ノーマル

ビッグスロットル

ハイパーeステージN15ボアアップキット143ccはeステージキット143cc（Ｎ-15カムシャフト）にFIコン2（インジェクション
コントローラー）、スパークプラグが付属。ビッグスロットルは更にビッグスロットルボディーキットが付属。

ハイパーeステージ N15 ボアアップキット143ccハイパーeステージ N15 ボアアップキット143ccNEWNEW

■eステージボアアップキット143ｃｃ

■FIコン2（インジェクションコントローラー）

弊社製エンジンパーツに合わせてセッティングされた3次元燃料マップを内蔵。
パソコンなどは必要なく、本体のロータリースイッチの切替えで簡単に設定変更可能。

■ビッグスロットルボディーキット（ノーマルヘッド用）　ボア径：Φ34

高回転域までストレス無く回るエンジン特性を実現します。ビッグスロットルボディー
からノーマルエアクリーナーボックスに接続出来るコネクティングチューブ付属。

アルミ製鉄スリーブシリンダーを採用。表面にブラック塗装を施しています。
ピストンスカート部に初期馴染みを良好にする為、モリブデンコートを施しています。
アルミ製鉄スリーブシリンダーを採用。表面にブラック塗装を施しています。
ピストンスカート部に初期馴染みを良好にする為、モリブデンコートを施しています。 スポーツカムシャフト（N-15）　01-08-0179 ￥9,800（税抜）スポーツカムシャフト（N-15）　01-08-0179 ￥9,800（税抜）NEWNEW

エンジンカスタムをより手軽にお楽しみ頂ける様、部品構成を見直し、リーズナブルな価格を実現したエンジンカスタムをより手軽にお楽しみ頂ける様、部品構成を見直し、リーズナブルな価格を実現した

“ハイパーeステージ N15 ボアアップキット143cc“ハイパーeステージ N15 ボアアップキット143cc 新登場!!新登場!!

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。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。

NEWNEW

ハイパーeステージ N15ボアアップキットの
詳細・ラインナップはWEB SITEをご覧下さい。
ハイパーeステージ N15ボアアップキットの
詳細・ラインナップはWEB SITEをご覧下さい。

GROM
（JC61-1300001～）
GROM
（JC61-1300001～）

GROM
（JC75-1000001～）
GROM
（JC75-1000001～）

ノーマルヘッドの性能を引出す最適なプロファイルにより、出力性能が向上します。カムシャフト（N-15）
には、オートデコンプレッション取付け構造が無い為、装着時、デコンプレッションレス仕様となります。
ノーマルピストン/マフラーの場合、FIコン2は必要ありません。※FIコン2の使用条件はWEB SITEをご覧下さい。

各種パーツの詳細は、
上記QRコードからご覧頂けます。

■テーパーコーンマフラー 
（政府認証） 近日発売予定

NEWNEW 01-05-0359

ノーマルスロットルボディー仕様

NEWNEW 01-05-0436

ビッグスロットルボディー付属

GROM ・ MSX125 ・ MSX125FGROM ・ MSX125 ・ MSX125F

ハイパーeステージN15キット143cc
＋ボンバーマフラー

■ビッグスロットルボディー仕様
■ノーマルスロットルボディー仕様

■ノーマルエンジン
　＋スポーツカムシャフト（N-15）
　＋FIコン2＋ボンバーマフラー
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RPM（x1000）ダイノジェット・後輪出力RPM（x1000）ダイノジェット・後輪出力

■スポーツカムシャフトのみ
　＋ノーマルマフラー
■ノーマルエンジン
　＋ノーマルマフラー
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GROM
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07-05-003107-05-0031

クロスカブ110（JA45）
カスタムパーツ一覧

クロスカブ110（JA45）
カスタムパーツ一覧
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クロスカブ110（JA45）
ノーマルエンジン
ノーマルマフラー

■ハイパーSステージキット125cc
　＋ボンバーマフラー
■ノーマルエンジン＋スポーツカム
　＋ノーマルマフラー

RPM（x1000）ダイノジェット・後輪出力RPM（x1000）ダイノジェット・後輪出力
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クロスカブ50（AA06）
ノーマルエンジン
ノーマルマフラー

RPM（x1000）ダイノジェット・後輪出力RPM（x1000）ダイノジェット・後輪出力
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■ハイパーSステージ81cc
　＋ボンバーマフラー

約5.4ps約5.4ps

2.9ps2.9ps

排気量を81ccに変更出来、FIコン2と同時装着することで、全回転域での出力アップが可能。排気量を81ccに変更出来、FIコン2と同時装着することで、全回転域での出力アップが可能。

新登場!!新登場!!“ハイパーSステージボアアップキット81cc”“ハイパーSステージボアアップキット81cc”クロスカブ50（AA06）用クロスカブ50（AA06）用

排気量を125ccに変更出来、FIコン2と同時装着することで、トルクフルな出力特性を発揮します。排気量を125ccに変更出来、FIコン2と同時装着することで、トルクフルな出力特性を発揮します。

新登場!!新登場!!“ハイパーSステージボアアップキット125cc”“ハイパーSステージボアアップキット125cc”クロスカブ110（JA45）用クロスカブ110（JA45）用

クロスカブ
110（JA45）

クロスカブ
110（JA45）

クロスカブ
110（JA45）

■ピストンスカート部には初期馴染みを良好にする為、
　モリブデンコートを施しています。
■ピストンスカート部には初期馴染みを良好にする為、
　モリブデンコートを施しています。

■ノーマルヘッドの性能を最大限に引き出す最適なプロファイルを採用。■ノーマルヘッドの性能を最大限に引き出す最適なプロファイルを採用。

他のカスタムパーツ
ヘッドライトガード ・ ハンドルガード
アンダーフレーム ・ リアフェンダーガード
フロントキャリア ・ センターキャリア
リアショックアブソーバー
アルミ削り出しアクセサリーパーツ
強化ブレーキアーム ・ テールレンズ

他のカスタムパーツ
ヘッドライトガード ・ ハンドルガード
アンダーフレーム ・ リアフェンダーガード
フロントキャリア ・ センターキャリア
リアショックアブソーバー
アルミ削り出しアクセサリーパーツ
強化ブレーキアーム ・ テールレンズ

他のカスタムパーツ
ヘッドライトガード ・ ハンドルガード
アンダーフレーム ・ リアフェンダーガード
フロントキャリア ・ センターキャリア
リアショックアブソーバー
アルミ削り出しアクセサリーパーツ
強化ブレーキアーム
テールレンズ

他のカスタムパーツ
ヘッドライトガード ・ ハンドルガード
アンダーフレーム ・ リアフェンダーガード
フロントキャリア ・ センターキャリア
リアショックアブソーバー
アルミ削り出しアクセサリーパーツ
強化ブレーキアーム
テールレンズ
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RPM（x1000）ダイノジェット・後輪出力RPM（x1000）ダイノジェット・後輪出力

■ノーマルエンジン
　＋ノーマルマフラー

圧縮比
比較テスト
■製品
　12.5 ： 1■
■テスト品
　12.0 ： 1■
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クロスカブ50（AA06）
シートカバー一覧

クロスカブ50（AA06）
シートカバー一覧

クロスカブ110（JA45）
シートカバー一覧

クロスカブ110（JA45）
シートカバー一覧

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。

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。

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）

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 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

車種別
チラシ請求

7

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）・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。

NEW Vol.28 2018-2019
PARTS CATALOG
10-01-0056  ￥2,800（税抜）

takegawa-online.net


