モンキー125（JB02）用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。

クロスカブ

クロスカブ110

（JA10-1000001～）

（JA45-1000001～）

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。

モンキー125専用から従来品の適合まで、数多くのパーツをQRコードからご覧頂けます。
クロスカブ50

モンキー125（JB02）用エンジンパーツ 続々登場!!
“FIコン TYPE-e（インジェクションコントローラー）”採用!!
14

NEW ハイパーSステージN-15ボアアップキット181cc

12

オールアルミ製セラミックメッキシリンダー（オイル取出しボス付）採用
ビッグスロットルボディー付属￥112,400（税抜）～ 無し￥83,600（税抜）～

10

8

NEW ハイパーeステージN-15ボアアップキット143cc

NEW ハイパーチューニングキット

A
B

ノーマルエンジンには無い、トルクフルな出力性能をお楽しみ頂けます。
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にはセッティング済みMAP内蔵 50用のみドライブスプロケット15T付属
対象車両

■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
3

4

5

6

7

8

9 10

排気量

品番

■レブインジケーター
A ：指定回転警告
B ：回転予備警告灯
（指定回転数の−500rpm時に点灯）

価格（税抜）

NEW Φ48スモールDNタコメーターキット

クロスカブ50（AA06） 81cc 01-05-0129 ￥42,800
クロスカブ110（JA45） 125cc 01-05-0127 ￥47,800

レブインジケーター、最高回転数記録内蔵。接続配線付き

11

対象車両

ハイパーSステージキット181cc

排気量を変えずに出力アップが可能!! アルミ鍛造ピストン
ビッグスロットルボディー付属￥97,200（税抜） 無し￥60,400（税抜）

近日発売予定

rpm
000
15
〜

NEW ハイパーSステージボアアップキット

4

2
2

クロスカブ50用

8.5ps

6

リーズナブルな価格設定のライトボアアップキットです。
ビッグスロットルボディー付属￥101,100（税抜）～ 無し￥64,300（税抜）～

フォグランプキット

クロスカブ110（JA45）用

約14.2ps

タコメータ
ー
：

セッティング済みMAP内蔵

SAE Power（PS）

ハイパーシリーズ ボアアップキット新登場!!

クロスカブ50/110用カスタムパーツ 新登場!!

（AA06-1000001～）

価格（税抜）

05-05-0044 ￥15,800

■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

■FIコン TYPE-e
カプラーオンで取付け可能!!

■メッシュシートカバー

品番

クロスカブ50（AA06）
クロスカブ110（JA10/JA45）

（N15カムシャフト）＋ベーシックマフラー

（Mサイズ/ノーマルシート用）

タコメータ
ー
：

09-11-0090 ￥2,500（税抜）

rpm
000
15
〜

■レブインジケーター
A ：指定回転警告
B ：回転予備警告灯（指定回転数の−500rpm時に点灯）

NEW Φ48スモールDNメーターキット
A
B

付属の専用ステーで違和感無く、スピードメーターの横に
取付け出来ます。配線はカプラーオンにて取付け可能!!
対象車両

品番

モンキー125(JB02)

価格（税抜）

05-05-0045 ￥16,800

■メインスイッチカバー 各￥980（税抜）
シルバー 05-09-0036
ブラック 05-09-0037
ブルー
05-09-0038
レッド
05-09-0039
ゴールド 05-09-0040

NEW アップマフラー（政府認証 ※ノーマルエンジン車に限ります）

NEW フォグランプキット（SP武川製アンダーフレーム装着車用）

トレッキングスタイルをイメージしたアップタイプのスポーツマフラー
スチール製ブラック塗装のマフラー本体にドレスアップ効果に優れ
たオリジナルプロテクターを採用。タンデム走行可能
排気効率が向上し、中高回転域の出力性能が向上します。

視認性と夜間走行の安全性が向上します。ON/OFFスイッチ付属
付属の電源用サブコードには、フォグランプの追加やグリップヒーター
用に使用出来るギボシを装備。更にSP武川製汎用タコメーターの電源
用として使用出来る専用カプラーも装備。フォグランプは1個入りです

対象車両

品番

対象車両

価格（税抜）

NEW

NEW

品番

クロスカブ50（AA06）
クロスカブ110（JA10/JA45）
※SP武川製アンダーフレーム装着車用

クロスカブ50（AA06） 04-02-0268
クロスカブ110（JA45） 04-02-0269 ￥34,800

2本1セット NEW

NEW

価格（税抜）

05-08-0470 ￥11,800

スーパーカブC125（JA48）用カスタムパーツ 新登場!!
■eステージ143cc/Sステージ181ccボアアップキット 開発中!!

NEW コンパクトLEDサーモメーターキット
視認性を優れたコンパクトLEDサーモメーターにサーモ
メーターが収納出来るビレットハンドルクランプを付属。
ドレンボルト付属。ドレンボルト部の温度計測が可能
対象車両：モンキー125(JB02)・GROM・MSX125
ハンドルクランプカラー
品番
価格（税抜）

05-07-0009
05-07-0010 ￥12,500
05-07-0011

シルバー
ブラック
レッド

NEW スペシャルクラッチカバーキット

クラッチタイプ

品番

ワイヤー式
油圧式（マスター付）

■R.クランクケースカバー ■リアショックアブソーバー
レッド塗装
06-04-0099 ■アクセサリーバーエンド
プロテクター
イエロー塗装 06-04-0100 耐腐食性に優れたステンレス材
アルミ削り出しクリア塗装
02-01-0044 ￥7,480（税抜） クロムメッキ 06-04-0101 を精巧に削り出しています。
06-01-0059 ￥3,800（税抜）
■モンキー125（JB02）取付可能 各￥12,500（税抜）

NEW

■メーターバイザーキット
風防効果を発揮し、空気抵抗に
よるライダーの疲労を軽減

09-11-0089 ￥16,500（税抜）

NEW

NEW

■ジェネレータープラグセット
アルミ削り出しカラーアルマイト
シルバー 05-02-0051
ブラック 05-02-0052
レッド
05-02-0053
各￥4,200（税抜）

■クッションシートカバー
■ピリオンシート
■クロムメッキレバー
ブラック 09-11-0215
（ダイヤモンドステッチ）
12月上旬発売予定
ノーマルブレーキマスター
レッド 09-11-0216
09-11-0217
シリンダー用 弊社ロゴ入
各￥6,800（税抜）
06-08-0113 ￥3,980（税抜） ※純正シート色とは若干異なります ￥4,800（税抜）

12月上旬発売予定

■NEW Zミラー（左右1セット）
備え付けのミラーアダプターを
流用することで保安基準に適合

06-01-1129 ￥3,800（税抜）

NEW

モンキー125（JB02）用

ノーマルクラッチのまま装着出来る機能性と
発展性に優れたクラッチカバー。
オイルクーラーへのオイル取り出し口を装備。
又オイルクーラーを装着することで、サーモ
スタットの装着が可能になります。機能詳細はWEB SITE参照
オイルエレメント内蔵

スーパーカブC125（JA48）のカスタム
パーツ一覧はWEB SITEをご覧下さい

価格（税抜）

02-01-0204 ￥41,000
02-01-0205 ￥54,000

※カバー購入後、ノーマルクラッチから“スペシャルクラッチ”へのステップアップが可能!!

NEW

スペシャルクラッチカバーにハイエンドクラッチユニットを採用した
モンキー125（JB02）用“スペシャルクラッチキット” 新登場!!

NEW

■WET（湿式） ￥126,000～ ■DRY（乾式） ￥128,000～

■イメージ写真
“油圧式 乾式クラッチ”

オイル取出し口装備 オイルクーラー
装着時、サーモスタットの取付が可能

NEW

人気製品

使用するミッション、スリッパークラッチ有無により、対象キット、価格が異なります。
QRコート、WEB SITEにてキット内容、詳細、注意事項をご覧下さい。

NEW

LEDオレンジバルブ採用
4個1セット
リア周りをスタイリッシュにまとめます
無点灯/点灯時共に車両を美しく演出します
NEW
■ブレイズウインカー（ワイドレンジフラッシャリレー付）
■フェンダーレスキット 05-08-0459 ￥7,800（税抜）
■アルミスイングアーム（バフ研磨仕上げ） 純正ボルト、ナンバー照明を流用。純正インナーフェ クリアレンズ
05-08-0465
ンダー取付け可能!! スチール製ブラック塗装ステー オレンジレンズ 05-08-0466 各￥15,800（税抜）
06-03-0134 ￥68,800（税抜）
一般公道走行で必要になるリフレクターキットが付属 スモークレンズ 05-08-0467
オリジナル六角断面形状パイプ採用

2本1セット
2本1セット ■リアショックアブソーバー
車高・減衰力・スプリング調整付 スプリング表面処理

■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

■オイルフィラーキャップ
アルミ削り出しカラーアルマイト
シルバー 07-06-0008
オールドスタイルの造形美を再現
排気効率と出力性能の向上を実現
レッド
07-06-0009
■P-SHOOTER（キャブトンスタイル）
■ボンバーマフラー
ブラック 07-06-0010
政府認証 オールステンレス製バフ研磨仕上げ 政府認証 Φ90アルミサイレンサーを採用
各￥2,200（税抜）
04-02-0301 ￥38,000（税抜）/タンデム可能 ステンレス製エキゾーストパイプ/タンデム可能
12月上旬発売予定
04-02-0307 12月上旬発売予定

クロムメッキ 06-04-0068
ゴールドメッキ 06-04-0069
レッド塗装
06-04-0070
各￥9,800（税抜）

政府認証マフラー

その他カスタムパーツ
■リアブレーキアジャストナット/ブレーキアームジョイント
■シリンダーヘッドサイドカバー/タペットキャップ/リアクッションマウントナット

■新型 フォルツァ（MF13）用グラブバー登場!!

フォルツァ （MF13）
フォルツァ(MF13)のパーツ一覧は
WEB SITEをご覧下さい

NEW

NEW

コーンオーバル

■ハイパーイグニッションコイル
オレンジ 05-02-0023
ブラック 05-02-0024
ブルー
05-02-0025
レッド
05-02-0026
イエロー 05-02-0027
各￥3,800（税抜）

ABS製メッキフィルム

ABS製カーボンプリント

ダウンマフラー装着時、フレームや配線類が露出を補います
■R.サイドカバーキット
ブラック
09-11-0190 ￥14,800（税抜）
カーボンプリント
09-11-0191 各￥16,800（税抜）
メッキフィルム
09-11-0192

オールドスタイルの造形美を再現
排気効率に優れたストリートスタイル ■P-SHOOTER

■ベーシックマフラー

ダートトラッカーを彷彿させるスタイル 純正マフラープロテクター装着
スタイル維持のまま、排気効率アップ 排気効率に優れたコンパクトスタイル
■トラッカーマフラー

（キャブトンスタイル）

シルバー
04-02-0296 ■スポーツマフラー
■テーパーコーンマフラー
政府認証 ステンレス製EXパイプ 政府認証 オールステンレス製 ブラック塗装 04-02-0297 （ノーマルルックスタイル）政府認証 政府認証 オールステンレス製
04-02-0293 ￥39,800（税抜） 04-02-0294 ￥34,800（税抜） 各￥39,800（税抜） 政府認証 04-02-0295 ￥33,000（税抜） 04-02-0298 ￥49,800（税抜）
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。

モ

無料チラシ

ト

トモ
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車種別
チラシ請求

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。

パワーサイレントオーバル

各マフラー共に耐食性に優れたオールステンレス製を採用。
存在感のあるアルミ削り出しマフラーステー、各部リテーナーを採用。
■スリップオンタイプ コーンオーバルとパワーサイレントオーバルの2種類

対象
フォルツァ
(MF13)

マフラーの種類
品番
価格（税抜）
04-02-0290 ￥42,000
コーンオーバル
パワーサイレントオーバル 04-02-0291 ￥39,800

■政府認証マフラーはノーマルエンジンに限ります。

ノーマルハンドル用

オールステンレス製グラブバー：加減速や荒れた路面において、
パッセンジャーをサポートします。バックレスト有無の2種類。
グラブバー装着後、バックレストキットによりバージョンアップが可能

仕様
対象
品番
価格（税抜）
09-11-0109 ￥17,800
フォルツァ バックレスト無し
(MF13)
ラージバックレスト付き 09-11-0110 ￥23,800

■NEW バーエンド
シルバー
06-01-0124
ブラック
06-01-0125
レッド
06-01-0126
各￥5,200（税抜）
ステンレス製 06-01-0127
￥5,800（税抜）

※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。

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

