
ステンレス製ステンレス製

■レブインジケーター

■指定回転警告灯

■回転予備警告灯
　指定回転数の−500rpm時に点灯

■レブインジケーター

■指定回転警告灯

■回転予備警告灯
　指定回転数の−500rpm時に点灯

タコメーター：〜15000rpmタコメーター：〜15000rpm

Φ48スモールDNメーターキットΦ48スモールDNメーターキットNEWNEW

車高・減衰力・スプリング調整付

■アルミ削り出し
　リアショックアブソーバー
06-04-0038 ￥41,200（税抜）

ハイクォリティリアショック

安定したブレーキ性能を維持

■フローティングディスクローター
06-08-0060￥16,200（税抜）

※ABS車は取付け出来ません

各キャンペーン品番、製品詳細は
こちらのQRコード、又はWEB SITE
からご覧頂けます。

各キャンペーン品番、製品詳細は
こちらのQRコード、又はWEB SITE
からご覧頂けます。

各製品詳細は、
こちらのQRコード、
又はWEB SITEから
ご覧頂けます

各製品詳細は、
こちらのQRコード、
又はWEB SITEから
ご覧頂けます

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キット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

キャンペーン期間 2018年7月10日～2018年9月30日受注分
リニューアルされたコンプリートエンジンがスペシャルプライスでご購入頂けます。

コンプリートエンジン　スペシャルプライスキャンペーンコンプリートエンジン　スペシャルプライスキャンペーン

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。

カスタムパーツを数多くラインナップ!!　QRコード、又はWEB SITEからご覧頂けます。カスタムパーツを数多くラインナップ!!　QRコード、又はWEB SITEからご覧頂けます。

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）・スーパーカブ110（JA44）用クロスカブ110（JA45）・スーパーカブ110（JA44）用NEWNEW

NEWNEW

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。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　※詳細、注意事項はWEB SITEをご覧下さい。3
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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

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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約9.9ps約9.9ps

7.2ps7.2ps

品番 価格（税抜）対象車両

￥47,80001-05-0127クロスカブ110(JA45-1000001～) ・ スーパーカブ110(JA44-1000001～)

品番 価格（税抜）対象車両

￥15,80005-05-0044
クロスカブ50(AA06)
クロスカブ110(JA45)

スーパーカブ110
（JA44-1000001～）
スーパーカブ110
（JA44-1000001～）

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

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。

　　　　　アップマフラー（政府認証）　　　　　アップマフラー（政府認証）

クロスカブ110用

クロスカブ50用

クロスカブ110用

クロスカブ50用

04-02-0269

04-02-0268

04-02-0269

04-02-0268
各￥34,800

（税抜）
各￥34,800

（税抜）

新規コンプリートエンジンの変更と追加内容　※エンジンの標準仕様や詳細につきましてはWEB SITEをご覧下さい。
■スーパーヘッド4V+R / DOHC4V+D / DESMO4Vヘッドキットに加え、17Rステージ+D（88cc/106ccのみ）が追加
■2点支持クランクシャフトにクランクシャフトサポートアダプターが付属し、3点支持仕様に変更
■スペシャルクラッチキット TYPE-R が標準装備（DRYの選択購入が可能）　■強化カムチェーンテンショナー追加

新規コンプリートエンジンの変更と追加内容　※エンジンの標準仕様や詳細につきましてはWEB SITEをご覧下さい。
■スーパーヘッド4V+R / DOHC4V+D / DESMO4Vヘッドキットに加え、17Rステージ+D（88cc/106ccのみ）が追加
■2点支持クランクシャフトにクランクシャフトサポートアダプターが付属し、3点支持仕様に変更（セカンダリー式）
■スペシャルクラッチキット TYPE-R が標準装備（DRYの選択購入が可能）　■強化カムチェーンテンショナー追加

クロスカブ
50（AA06）

クロスカブ
110（JA45）

排気効率に優れたレーシングスタイル

■テーパーコーンマフラー 政府認証

　04-02-0298 ￥49,800（税抜）

純正スタイルのまま、排気効率アップが可能

■スポーツマフラー 政府認証

　（ノーマルルックスタイル）
　04-02-0295 ￥33,000（税抜）

ダートトラッカーを彷彿させるショートタイプ

■トラッカーマフラー　政府認証

シルバー
ブラック塗装
各￥39,800（税抜）

オールドスタイルの造形美を再現

■P-SHOOTER
 （キャブトンスタイル）　政府認証

 04-02-0294 ￥34,800（税抜）

オールステンレス製オールステンレス製

減衰特性が向上し、安定した
走行を実現します

■リアショックアブソーバー
スプリング表面処理
クロムメッキ
ゴールドメッキ
レッド塗装
各￥9,800（税抜）

全回転域の放電電圧が向上
最適な燃焼状態になります。

■ハイパーイグニッションコイル
05-02-0025 ￥3,800（税抜）

コード長：500mm
※プラグの劣化を補うパーツで
　はありません。

シューズや操作性に応じて
7ポジションから選択可能

■アジャスタブルステップ
シルバー
ブラック
各￥10,500（税抜）

06-13-0043
06-13-0044

排気効率に優れたストリートスタイル

■ベーシックマフラー　政府認証

　04-02-0293 ￥39,800（税抜）

■リアショックマウントナット
8ホールタイプ/4個1セット
シルバー
ブラック
ブルー
レッド
各￥5,200（税抜）

06-06-0017
06-06-0018
06-06-0019
06-06-0020

06-04-0068
06-04-0069
06-04-0070

ワンポイントドレスアップパーツ

■ジェネレータープラグセット
シルバー
ブラック
レッド
各￥4,200（税抜）

05-02-0051
05-02-0052
05-02-0053

■タペットカバーセット
レッド
ゴールド
各￥5,000（税抜）

クロムメッキ
￥5,800（税抜）

01-18-1038
01-18-1039

01-18-1040

■ヘッドL.サイドカバー
レッド
ゴールド
各￥7,300（税抜）

クロムメッキ
￥7,800（税抜）

01-18-1041
01-18-1042

01-18-1043

04-02-0296
04-02-0297

ABS製カーボンプリントABS製カーボンプリント

■モンキー125（JB02）用政府認証マフラー　ラインナップ　■政府認証を取得している為、安心してマフラー交換をお楽しみ頂けます。※政府認証はノーマルエンジンに限ります。

純正マフラープロテクター装着純正マフラープロテクター装着

NEWNEW

オールステンレス製オールステンレス製

ブレーキタッチをダイレクトに伝達 耐腐食性に優れたステンレス製

■ステップジョイント
　（ノーマルステップ用）

06-13-0075 ￥2,200（税抜）

通気性とクッション性抜群!!

■メッシュシートカバー
（Ｍサイズ/ノーマルシート用）

09-11-0090 ￥2,500（税抜）

ドレスアップ効果抜群の光沢

クロムメッキレバー
■クラッチレバー）
02-01-0222 ￥4,480（税抜）

■ブレーキレバー
06-08-0113 ￥3,980（税抜）

ブレーキタッチをダイレクトに伝達

■フロントブレーキホースキット
06-08-0114 ￥8,500（税抜）

※ABS車は取付け出来ません

ステンレスの質感と美しい造形

■アクセサリーバーエンド
06-01-0099 ￥3,800（税抜）

耐腐食性に優れたステンレス
を精巧に削り出しています。

■リアブレーキホースキット
06-08-0111 ￥8,500（税抜）

NEWNEW NEWNEW NEWNEW NEWNEW NEWNEW

無点灯/点灯時共に
車両を美しく演出します

■ニーグリップパッド
09-15-0020 ￥3,480（税抜）

2個1セット
ラバーを立体成型により製
作し、美しく仕上げています

クラッチカバーを美しく演出
フロント周りを美しく演出

■ヘッドライトステー
シルバー
ブラック
レッド
ゴールド
各￥11,800（税抜）

クロムメッキ
各￥12,800（税抜）

ダウンマフラー装着時の必須製品

■R.サイドカバーキット
ブラック
￥14,800（税抜）

カーボンプリント
メッキフィルム
各￥16,800（税抜）

マスターシリンダーをガード
しながらドレスアップが可能!!

リア周りをシャープなフォルム
に変更し、車両をスタイリッシュ
にまとめます。

フューエルタンクの傷を防止し
車両をヴィンテージスタイルに
出来ます。

■フェンダーレスキット
05-08-0459 ￥7,800（税抜）

ステーはスチール製ブラッ
ク塗装。純正ボルトを流用
リフレクターキットが付属

フロント周りを美しく演出します

■メインスイッチカバー
シルバー
ブラック
ブルー
レッド
ゴールド
各￥980（税抜）

NEWNEW NEWNEW NEWNEW NEWNEW NEWNEW NEWNEW NEWNEW NEWNEW

■R.クランクケースカバー
　プロテクター
シルバー
ブラック
レッド
ゴールド
各￥5,800（税抜）

02-01-0119
02-01-0120
02-01-0121
06-08-0122

アルミ削り出しアルミ削り出し
アルミ削り出しアルミ削り出し

05-08-0460
05-08-0461
05-08-0462
05-08-0463

05-08-0464

09-11-0190 

09-11-0191
09-11-0192

ABS製メッキフィルムABS製メッキフィルム 4個1セット4個1セット

LEDオレンジバルブ採用LEDオレンジバルブ採用

■ブレイズウインカー
クリアレンズ
オレンジレンズ
スモークレンズ
各￥15,800（税抜）

ワイドレンジフラッシャリレー付

05-08-0465
05-08-0466
05-08-0467

05-09-0036
05-09-0037
05-09-0038
05-09-0039
05-09-0040

アルミ削り出しアルミ削り出し アルミ削り出しアルミ削り出し

アルミ削り出しアルミ削り出し アルミ削り出しアルミ削り出し

2本1セット2本1セット

2本1セット2本1セット

アルミ削り出しアルミ削り出し
アルミ削り出しアルミ削り出し

■マスターシリンダーガード
シルバー
レッド
ゴールド
各￥2,800（税抜）

06-08-0145
06-08-0146
06-08-0147

マットシルバー
マットブラック
マットブルー
マットゴールド
各￥6,700（税抜）

06-01-2511
06-01-2512
06-01-2513
06-01-2514

■アルミハンドルパイプ
スロットルホルダー、コンビネー
ションスイッチ用穴あけ加工済

■NEW Zミラーセット （ショート＆ミドルアーム付き）

（左右1セット） 06-01-1129 ￥3,800（税抜）

純正ミラーアダプターを流用することで新保安基準適合

■メッシュシートカバー
（Sサイズ/ノーマルシート用）
09-11-0099 ￥2,500（税抜）

開発中製品/近日発売予定製品
■スーパーヘッド4V+R181cc
■オイルクーラーキット
■スペシャルクラッチキット
■スピードセンサーキット
■アルミスイングアーム
■バックステップキット
■グラブバー
■タックロールシート
■ダウンフェンダーステー
■サイドスタンドキット
■コンパクトLEDサーモメーター

他の発売中製品
■4速クロスミッションギアセット
■5速クロスミッションキット
■スリッパークラッチキット
■ドライブ/ドリブンスプロケット
■ステムナット
■オイルフィラーキャップ

■インジェクションコントローラー付きボアアップキット
　ハイパーeステージ143cc/ハイパーSステージ181cc
　　9月中旬発売予定

■コンパクトLEDサーモメーターキット
ハンドルクランプビルトイン 近日発売予定

■スモールDNタコメーターキット
    レブインジケーター、最高温度記録

　9月中旬発売予定

モンキー125モンキー125（JB02） カスタムパーツ一覧（JB02） カスタムパーツ一覧

モンキー125
カスタムパーツ一覧

モンキー125
カスタムパーツ一覧

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

スティック
温度センサー

ラバーホースラバーホース ラバーホースラバーホース

アダプター

内径Φ8
本製品に付属のアダプター（ホース内径Φ8用）をオイル
取り出し口とオイルクーラーを繋いでいるラバーホース
の間に取り付け、付属のスティックセンサーを装着する
ことで、アダプター部での温度を計測します。
オイルクーラーの戻り側のオイルラインにて計測。

■コンパクトLEDサーモメーター
　 油温計アダプターφ8付きセット 05-07-0008 ￥9,600（税抜）

05-07-0003 ￥22,000（税抜）

※使用するには、エキゾーストパイプへの穴あけ加工とO2センサーボスの溶接取付け加工が必要

コンパクトLEDサーモメーターコンパクトLEDサーモメーターNEWNEW

DC12V車用

DC12V車用
コンパクトLED A/Fメーター（空燃比計） （外部電源駆動式） （DC12V車用）コンパクトLED A/Fメーター（空燃比計） （外部電源駆動式） （DC12V車用）NEWNEW

■クリアブラックパネルにホワイトLEDデジタル表示を採用
■メーターサイズ：約57mm×約29mm×約12mm　■メーター作動電圧範囲はDC10V～DC16V
数値データにより、キャブレターやインジェクションコントローラーのセッティングを行えます。
エキゾーストパイプに取り付けたセンサーにより、リアルタイム空燃比をデジタル数字で表示する
為、セッティングの目安として使用して頂けます。又、空燃比の変化を数値で確認できる為、希薄
燃焼の早期発見に最適です。※O2センサーの取付け位置、加工、注意事項等は弊社WEB SITE参照

■ブラックパネルにホワイトLEDデジタル表示を採用　
■温度計の表示範囲は 0～120℃

■メーター作動電圧範囲はDC10V～DC16V
■メーターサイズ：約57mm×約29mm×約12mm

ボディーに軽量なスリム形状を採用。更にブラックメーターパネルにホワイトLED表示を採用することで、視認性を高めております。ボディーに軽量なスリム形状を採用。更にブラックメーターパネルにホワイトLED表示を採用することで、視認性を高めております。

新登場!!新登場!!新型形状採用し、視認性を高めた“コンパクトLED サーモメーター ・ A/F（空燃比）メーター”新型形状採用し、視認性を高めた“コンパクトLED サーモメーター ・ A/F（空燃比）メーター”

新登場!!新登場!!クロスカブ50/110用“Φ48スモールDNタコメーターキット”クロスカブ50/110用“Φ48スモールDNタコメーターキット”

スティックセンサーは弊社オリジナル形状。スティックセンサー差込口のある弊社製アダプターやボ
アアップシリンダーにスティックセンサーを差込み、温度を計測します。
■弊社対象ボアアップシリンダー（スティック温度センサー）
　モンキー/カブ系　Vシリンダー/VAシリンダー　　Ape・XR50/100 Motard・KSR110・Z125 PRO用シリンダー

■コンパクトLEDサーモメーター
　スティック温度センサー付きセット 05-07-0004 ￥7,100（税抜）

DC12V車用

スティック温度センサー

M5温度センサー

お客様でセンサー取付け部を自作し易い、M5ボルト形状を採用。
弊社製対象ボアアップシリンダーへはそのまま装着出来、シリンダー温度が計測可能
■弊社対象ボアアップシリンダー（M5 温度センサー）
　モンキー/カブ系　H/HAシリンダー/SCUTシリンダー　アドレスV125/125S用シリンダー

■コンパクトLEDサーモメーター
　M5 温度センサー付きセット 05-07-0006 ￥7,100（税抜）

DC12V車用

水温計、又は水温警告灯付き車両で純正水温センサーと交換して使用します。
ラジエター、シリンダーヘッド、サーモスタットケースのいずれかにある純正水温センサーと付属の
PT1/8センサーを交換し、温度を計測します。

DC12V車用■コンパクトLEDサーモメーター
　PT1/8 温度センサー付きセット 05-07-0005 ￥7,100（税抜）

PT1/8温度センサー

本製品に付属のドレンボルトを対象車両に装着し、ドレンボルトにある温度センサー
取付け穴にスティック温度センサーを取り付けることで、ドレンボルト部での温度が
計測出来ます。

■ドレンボルト確認車両
12Vモンキー・ゴリラ・モンキー（FI）/GROM・MSX125
スーパーカブ110（JA07/10）・レブル250（MC49）
PCX・NMAX・シグナスX・KSR110・KSR PRO等

■コンパクトLEDサーモメーター
 　マグネット付きドレンボルトセット 05-07-0007 ￥7,900（税抜）

DC12V車用

スティック温度センサー

ドレンボルト（M12×P1.5）

DC12V車用

Windows PCの場合 対象OS：Windows 7/8/10　（RT/MOBILEは除く）　弊社専用ソフト（無料）のインストールには、インターネットに接続されている必要があります。
パソコンにBluetoothが内蔵されているか、別途外付けBluetoothアダプタが必要。Windows 標準のMicrosoft 社製Bluetooth ドライバー以外は接続できません。

対象：iPhone4s以降 iPad第3世代以降 iOS9以上　弊社専用アプリ（有料）のインストールには、AppStoreに接続する必要があります。
対象：Android、Android端末　Bluetooth内蔵　バージョン4.2.2以降　弊社アプリ（有料）のインストールには、Google playに接続する必要があります。

スマートフォンの場合

FIコン TYPE-X
使用環境

※FIコン TYPE-Xをご使用の際には下記使用環境に適合したパソコン、又はスマートフォンが必要です。
　下記FIコン TYPE-Xの使用環境をご用意頂けない場合はご使用になれません。
　又、ソフトやアプリのダウンロードが必要になる為、インターネットに接続されている必要があります。
　アプリは有料となります。予めご了承下さい。※各種機能の詳細は弊社WEB SITEをご覧下さい。

純正ECU にカプラーオンで取付け可能なインジェクションコントローラーです。 各エンジン仕様に合わせた各MAPをプリセットしていますので、エンジン仕様に合ったMAPを選択
するだけで走行出来ます。また点火時期、加速ポンプ、ドエルタイム、無効噴射時間、点火時期温度補正、エンジン温度補正、気化時間を設定する事が出来ます。既存のMAPを
元にしたセッティングや新規MAP作成など上級者の方にもお楽しみ頂けます。エンジン始動状態でもPCやスマートフォンと接続可能な為、タコメーター、スロットル開度グラフ、
エンジン温度のモニタリングが可能です。点火モードはEASYとEXPERTの2種類から選択可能 他にレブリミット、ピットレーンリミッター、リアルタイムMAPチェンジ機能を搭載

品番 価格（税抜）対象車両　※車両により、品番が異なります。

GROM（JC61-1000001～1299999）（JC61-1300001～）

MSX125・MSX125SF ￥48,000
05-04-0102

05-04-0103GROM（JC75-1000001～）

新登場!!新登場!!“ ＦＩコン TYPE-X （インジェクションコントローラー） ”“ ＦＩコン TYPE-X （インジェクションコントローラー） ”

パソコン、スマートフォンを使用し、セッティング済み内蔵MAPの選択、変更、修正が手軽に行え、ビギナーからプロフェッショナルな方まで幅広くご使用頂けるパソコン、スマートフォンを使用し、セッティング済み内蔵MAPの選択、変更、修正が手軽に行え、ビギナーからプロフェッショナルな方まで幅広くご使用頂ける

純正ECUにカプラーオンで簡単に装着可能!!純正ECUにカプラーオンで簡単に装着可能!!GROM ・ MSX125 ・ MSX125SFGROM ・ MSX125 ・ MSX125SF

各製品詳細は、
こちらのQRコード、
又はWEB SITEから
ご覧頂けます

各製品詳細は、
こちらのQRコード、
又はWEB SITEから
ご覧頂けます

回転数機能に加え、レブインジケーター、最高回転数
記録を兼ね備えています。配線加工無しの簡単装着

NEWNEW

クロスカブ50 （AA06）
クロスカブ110 （JA45）
クロスカブ50 （AA06）
クロスカブ110 （JA45）

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

9

モ
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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


