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ローラーロッカーアーム

ハイコンプピストン

スペシャルクラッチ TYPE-R

スーパーカムチェーンテンショナー

■スペシャルクラッチキット TYPE-R

4バルブ化に伴う、センタープラグ化、バルブ挟み角、燃焼室形状、ポート形状のバランス
を図り設計されたオリジナルヘッド形状の為、
ノーマルヘッドでは得る事が出来ない高
出力を実現しました。
アルミ鍛造ローラーロッカーアームを採用
オートデコンプレッションカムシャフト
（標準10/10Dカムシャフト）
オールアルミ製セラミックメッキシリンダー、ハイコンプピストン（圧縮比12.5：1）
を採用

機能性に優れた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
スペシャルクラッチキットを装備。
クラッチカバーはワイヤー式のみの設定。
ラック＆ピニオン方式を採用。

■強化クランクシャフト
（X断面形状コンロッド採用）
■ビッグスロットルボディー（エアフィルター/大容量インジェクター付属）

ỼỶἽἁὊἻὊἣὊɟᚁ
ἓỹἕἁᴿᴿ

強化クランクシャフト

■スーパーヘッド4V＋R（1カム4バルブ）181cc

GROM・MSX125用はシュラウドステーが付属。SP武川製オイルクーラーが装着可能。

■TAF5速クロスミッションキット
（1速：2.333 2速：1.684 3速：1.272 4速：1.040 5速：0.923）
■クランクシャフトサポートアダプター（特許出願中構造）

湿式（WET）
と乾式（DRY）の2種類

・オイルエレメント、オイルレベル確認窓、大型フィラーキャップ採用
・オイルスルーナット 遠心オイルフィルター約1069g → オイルスルーナット約123g
ノーマル遠心オイルフィルターを取外すことが出来、大幅な軽量化が可能!!

・オイル取出し口 カバー本体より直接オイルクーラーへのオイル取出しが行えます。
・特許取得構造 サーモスタット取付け部とオイルライン構造を採用
※サーモスタットを装着するには、SP武川製オイルクーラーキットの同時装着が必要

・新機構 オイルラインホースの標準装備
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しています。

高回転域に起こるクランクシャフトの振れを抑え、
クランクシャフトの耐久性を高めます。 ・スペシャルクラッチインナーキット TYPE-R 詳細

■スーパーオイルポンプ
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※コンプリートエンジンを装着した場合、
スピードメーターの表示に誤差が生じ、修正するにはSP武川製
クラッチアウターなどの回転部分を小径化する事でオイル拡散によるロス馬力の減少
スピードセンサーキットの別途購入が必要です。 ※ハイオクタン価ガソリン仕様になります。
や、更なる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
※コンプリートエンジンを装着した場合、FIコン TYPE-X（インジェクションコントローラー）の同時装着が必要
無く伝達します。
コンプリートエンジンはスリッパークラッチ無しのみの設定になります。 になります。FIコン TYPE-Xをご使用の際は条件に適したパソコンもしくはスマートフォンが必要です。
ダンパー内蔵プライマリドリブンギア採用。
又、インターネットに接続されている必要があります。
アプリの場合、有料になります。予めご了承ください。

■スーパーカムチェーンテンショナー
カムチェーンへの追従性と適切なテンションを保ちます。

■マグネット付きドレンボルト
（シルバー）
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最適なオイル吐出量を求め、
ノーマルから約35％増加を採用。
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ḤᛇኬẆදॖʙሁỊᵯᵰἅὊἛ
ẦỤᵵᵣᵠᴾᵱᵧᵲᵣửắᚁɦẰẟḵ

ᵖᵌᵓᶎᶑ

10

ἠὊἰἽᵍࡴᅈᙌἙỵἋἁἿὊἑὊࣖݣᴾḤᵟᵠᵱỊӕ˄ẬЈஹộẶỮẇ

ṲἼỴἉἹἕἁỴἨἏὊἢὊ
ᵑᵑᵎᾼᾼẅӲ‑ᵗᵊᵖᵎᵎίᆋ৷ὸ
ἁἿἲἳἕỿ ᵎᵔᵋᵎᵒᵋᵎᵎᵔᵖ
ἆὊἽἛἳἕỿ ᵎᵔᵋᵎᵒᵋᵎᵎᵔᵗ
ἾἕἛرᘺ
ᵎᵔᵋᵎᵒᵋᵎᵎᵕᵎ
ἋἩἼὅἂἩἼἿὊἛᵓെ᨞ᛦૢ˄

ἰἧἻὊ
ɟᚁ
ἓỹἕἁᴿᴿ

ṲἼỴἙỵἋἁἿὊἑὊ
ίỸỹὊἨ࢟ཞὸ
ᵎᵔᵋᵎᵖᵋᵎᵏᵔᵒ ‑ᵔᵊᵖᵎᵎίᆋ৷ὸ

8

ἿὊἑὊỊἋἓὊἽᙌửဇẇ
ɦᚡἼỴỿἵἼἣὊἨἻἃἕἚ
ỿἕἚểỴἽἱἋỶὅἂỴὊἲ
ỉӷᘺბầӧᏡỂẴẇ

4
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
スーパーヘッド+Rコンボキット178cc＋別売ボンバーマフラー
■S-35Dオプショナルカムシャフト ■S-20D付属カムシャフト
スーパーヘッド+Rコンボキット138cc＋別売ボンバーマフラー
■S-20D付属カムシャフト

ṲᶀᶐᶃᶋᶀᶍᅈᙌݣӼᵐᵮỿἵἼἣὊဇἼỴỿἵἼἣὊ
ἨἻἃἕἚỿἕἚᴾᵎᵔᵋᵎᵖᵋᵎᵏᵐᵑᴾ‑ᵏᵑᵊᵖᵎᵎίᆋ৷ὸ

ᄉἇỶἾὅἇὊửဇẲẺỴἳἼỽὅἋἑỶἽ
ḛᵱᵱᵱἰἧἻὊḜίࡅᛐᚰἰἧἻὊὸẅẅẅẅẅẅẅ
ૼႇئᴿᴿ

ᵱᵮന߷ᙌᴾᵰᵌἇỶἛỽἢὊỉӷᘺბầӧᏡᴿᴿ
ṲỼỶἽỿἵἕἓἑὅἁỿἕἚίἉἼὅἒὊἑỶἩὸ
ἠὊἰἽἁἻἕἓỽἢὊဇᴾᵎᵕᵋᵎᵓᵋᵎᵎᵑᵑ
ᵱᵮന߷ᙌἋἬἉἵἽἁἻἕἓỽἢὊဇᴾᵎᵕᵋᵎᵓᵋᵎᵎᵑᵒ
Ӳ‑ᵏᵖᵊᵓᵎᵎίᆋ৷ὸẅἑὅἁܾᾉᵒᵐᵎᶁᶁ

ỺỿἐὊἋἚἣỶἩểἇỶἾὅἇὊỊσỆἋἓὊἽᙌἨἻἕἁرᘺˁɥậ
ἩἿἘἁἑὊỊἨἻἕἁرᘺểἁἿἲἳἕỿỉᵐᆔ

ḤἠὊἰἽẆỴἕἩἰἧἻὊỉӷᘺბЈஹộẶỮẇ

NEW

6

■ノーマルエンジン
＋ノーマルマフラー
ᵰᵮᵫίᶖᵏᵎᵎᵎὸἒỶἠἊỹἕἚὉࢸЈщ

ἠὊἰἽᵍࡴᅈᙌἧἿὊἘỵὅἂἙỵἋἁἿὊἑὊࣖݣ
ࡴᅈᙌἋἦὊἛἍὅἇὊӕụ˄ẬᢿửᚨẬềấụộẴẇ

ṲἧἿὊἘỵὅἂἧἿὅἚἙỵἋἁἿὊἑὊίỸỹὊἨ࢟ཞὸ
ᵎᵔᵋᵎᵖᵋᵎᵏᵔᵑᴾ‑ᵏᵗᵊᵓᵎᵎίᆋ৷ὸ ḤᵟᵠᵱỊӕ˄ẬЈஹộẶỮẇ

大径化バルブ

ローラーロッカーアーム

ἿὊἑὊஜ˳ᾉἋἘὅἾἋᙌẅἠὊἰἽỿἵἼἣὊỉộộỂᘺბӧᏡ
ἠὊἰἽᵍᵱᵮന߷ᙌἧἿὅἚỿἵἼἣὊἨἻἃἕἚࣖݣ

ἠὊἰἽἋἘἕἩʩ੭ỉỼὊἽỴἽἱЪụЈẲḛἥἾἕἚὁỶἛἋἘἕἩỿἕἚḜ ૼႇئᴿᴿ
ἓỹἕἁᴿᴿ

ἨἻἕἁرᘺ

NEW

ἠὊἰἽểӷಮỆӧ͂ನᡯửዒ১ẲềẟộẴẇἋἘἕἩể᪇ࡁỉ࢘Ẻụ᩿ửٻẨẪẲẺὁỶἛἇỶἌử
ဇẴỦẮểỂẆἻỶἙỵὅἂɶỉἭὊἽἛज़ử᭗ỜộẴẇӍẆ๖ụഥỜểẲềἋἘἕἩஜ˳ểỶὅἜὊ
ἋἘἕἩỆٶૠỉ༯ửᣐፗẴỦẮểỂἧἕἚἯἊἉἹὅầܭܤẲộẴẇᘙ᩿ỆỴἽἰỶἚửẲềẟộẴẇ
ݣᝋɲ

Լဪ

オールアルミ製メッキシリンダー ビッグスロットルボディーキット

Ṳᵬᵣᵵ ἋὊἣὊἪἕἛᵉᵰᴾἅὅἮỿἕἚί˄ޓỽἲἉἵἧἚᾉᵱᵋᵐᵎᵢὸ
ݣᝋɲ

̖ίᆋ৷ὸ

ἴὅỿὊᵏᵐᵓ
ἨἻἕἁرᘺ ᵎᵒᵋᵎᵐᵋᵎᵑᵎᵎ
ᵖᵔᾳᵠίᵟὸ
‑ᵑᵒᵊᵖᵎᵎ
ίᵨᵠᵎᵐὸ
ἁἿἲἳἕỿ ᵎᵒᵋᵎᵐᵋᵎᵑᵑᵎ

ᘺბϙჇ

ਦܭᵦᵭᵬᵢᵟኝദᢿԼᘺბϙჇίἻἢὊˁಮὸ

ỿἵἕἩἮἽἚ

ἴ

૰ἓἻἉ

Ἒἴ
Ἒ
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ᆔК
ἓἻἉᛪ൭

ఇࡸ˟ᅈẅἋἬἉἵἽἣὊന߷
ẖᵓᵖᵒᵋᵎᵎᵔᵗẅ݈ࡅ᧵ٻဋࠊጢிᵑɠႸᵓဪᵏᵔӭẅᵲᵣᵪᾉᵎᵕᵐᵏᵋᵐᵓᵋᵏᵑᵓᵕ
փಅ᧓ᵟᵫᵗᾉᵎᵎ㛈ᵮᵫᵔᵘᵎᵎẅ˞ܭଐỊᵵᵣᵠᴾᵱᵧᵲᵣửắᚁɦẰẟẇ

ᙌԼᛇኬẆ࠼ԓਫ਼᠍ˌٳỉᙌԼἻỶὅἜἕἩẆૼᙌԼऴإỆếẨộẲềỊẐᵵᵣᵠᴾᵱᵧᵲᵣẑửắᚁɦẰẟẇ

ἧἻὅἊἮἽἚ

■アルテックボルト
アルテックボルトの比重は鉄の1/3と軽量化にも抜群の効果。
アルミ素材技術の超最先端を行く素材・A7050を使用し、強度・耐久力・
腐食割れ性共に優れ、最高規格であるAL6規格相当（JISB1057）
をクリア
したアルミボルトです。
シルバー/ブルー/レッド/ゴールドの4種類
（一部カラー設定の無い製品があります。予めご了承ください）

ᙌԼἻỶὅἜἕἩ
ᛇኬẆදॖʙỊ
ᵯᵰἅὊἛẦỤ
ᵵᵣᵠᴾᵱᵧᵲᵣử
ắᚁɦẰẟ

ἓỹἕἁᴿᴿ

■モンキー125（JB02）
・スーパーカブC125（JA48）用
Lクランクケース用 ￥1,400（税抜）〜 Rクランクケース用￥1,400（税抜）〜
ᵰἁἻὅἁἃὊἋỽἢὊဇ
ίἉἽἢὊὸ

ḤἩἾὊἚᵊἋἘἕἩἻἢὊἍἕἘỵὅἂửᘺბẴỦẮểỂẆἻἢὊᵊἋἘἕἩ
ửܭẴỦẮểầЈஹộẴẇ

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。

̖ίᆋ৷ὸ

ἴὅỿὊᵏᵐᵓίᵨᵠᵎᵐὸὉᵥᵰᵭᵫὉᵫᵱᵶᵏᵐᵓᵍᵱᵤὉἋὊἣὊỽἨᵡᵏᵐᵓễỄỉᆔݦဇỿἕἚầẝụộẴẇ

ṲਦܭᵦᵭᵬᵢᵟኝദᢿԼ
ἻἢὊᵊἋἘἕἩᴾᴾᵓᵎᵔᵔᵏᵋᵩᵖᵕᵋᵟᵎᵎᴾᴾᵐ̾
ἩἾὊἚᵊἋἘἕἩἻἢὊἍἕἘỵὅἂᴾᴾᵓᵎᵔᵔᵐᵋᵩᵖᵕᵋᵟᵎᵎᴾᴾᵐ̾

ᘺბϙჇᾉἁἿἲἳἕỿ
Լဪ

Լဪ

ᵎᵏᵋᵎᵓᵋᵎᵒᵖᵔ ‑ᵏᵗᵖᵊᵎᵎᵎ
ᵎᵏᵋᵎᵓᵋᵎᵒᵖᵓ ‑ᵐᵎᵓᵊᵎᵎᵎ

ʩ੭ẴỦẻẬỂൢ᠉ỆἛἾἋỴἕἩửಏẲỜỦᴾḛỴἽἘἕἁἮἽἚỿἕἚίỿἵἕἩᵍἧἻὅἊὸḜᴾૼႇئᴿᴿ

̖ίᆋ৷ὸ

ਦܭᵦᵭᵬᵢᵟኝദᢿԼỉКᡦទλỆợụẆἻἢὊἋἘἕἩˁಮỆ
ẴỦʙầЈஹộẴẇஜᙌԼỊỶὅἜὊἋἘἕἩửӕụٳẴẮểỂẆ
ਦܭᵦᵭᵬᵢᵟኝദᢿԼỉἻἢὊểἩἾὊἚầᘺბЈஹộẴẇ

ᡈൢᬳ᪦ ἩἿἘἁἑὊ

ᵏᵑᵖᶁᶁ
ᵏᵕᵖᶁᶁ

■ビッグスロットルボディーキット Φ34（エアフィルター/大容量インジェクター付属）
■スーパーヘッド＋Rシリンダーヘッド詳細
ストレス無く回
SP武川独自の“スーパーヘッド”の技術と内部構造を取入れ、OHC最高クラスの高い出力特性と高回転域 ノーマルスロットルボディー仕様には無い、高回転域の出力性能が向上し、
るエンジン特性を得ることが出来ます。
での安定した出力特性を実現しました。
SP武川製オリジナルインレットパイプ（ユニオン付き）付属。
バルブ径 IN：30mm EX：24.5mm バルブステムシャフト径IN/EX共に4.5mm
更にシュラウドステーが付属。SP武川製オイルクーラーが装着可能。
バルブスプリング：インナーとアウターのダブルスプリングを採用（不等ピッチ）
・軽量ローラーロッカーアーム フリクションロスを低減させ、
スムーズにカムプロファイルを追従します。
■FIコン TYPE-X（インジェクションコントローラー）
・オートデコンプレッションカムシャフト
（キット付属カムシャフトS-20D）
スカットピストン
（178cc） セルモーターに負担をかけず、
スムーズなエンジン始動が可能。他にオプショナルカムシャフトが3種類が セッティング済みMAPを内蔵。純正ECUにカプラーオンで取付け可能!!
PC、又はスマートフォンを使用し、
ソフト
（アプリ）にある内蔵マップを選択し、FIコントロー
あり、使用用途に合わせて交換し、走行性能を楽しむことが出来ます。
ラーに反映させることでセッティングが完了します。又、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。
■スーパーヘッド＋Rボアアップキット詳細
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。
構成：シリンダーヘッドキット、
カムシャフト、
シリンダーキット 138cc/178ccの2種類
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
耐久性、気密性、放熱性に優れたオールアルミ製セラミックメッキシリンダーを採用。
弊社製ボアアップシリンダーにはスティック温度センサーの装着が可能な為、別途サーモメーターをご購 ※FIコン TYPE-Xをご使用の際には別紙条件に適合したパソコンもしくはスマートフォンが
入いただくことで、
シリンダー温度を計測出来ます。
必要になります。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
ピストンスカート部にモリブデンコートを施し、組付け時の初期馴染みを良好にしています。
続されている必要があります。
アプリの場合、有料となります。予めご了承下さい。
FIコン TYPE-X

ἴὅỿὊᵏᵐᵓίᵨᵠᵎᵐὸίἑỶἴἙἽὸ
ᵎᵔᵋᵏᵑᵋᵎᵎᵗᵏ ‑ᵏᵔᵊᵖᵎᵎ
ᵥᵰᵭᵫὉᵫᵱᵶᵏᵐᵓὉᵫᵱᵶᵏᵐᵓᵱᵤὉᵡᵠᵰᵐᵓᵎᵰίᵫᵡᵒᵏὸ

ݣᝋɲ

ൢ

ᵸᵏᵐᵓᴾᵮᵰᵭίᵠᵰᵏᵐᵓᵦᵋᵟᵎᵐᵔᵐᵏ῍ὸ

ᵰἁἻὅἁἃὊἋỽἢὊဇ
ίἆὊἽἛὸ

■GROM・MSX125/MSX125SF用
Lクランクケース用 ￥1,400（税抜）〜

Rクランクケース用￥1,400（税抜）〜

ḤἮỴỴἕἩỿἕἚᵍἅὅἩἼὊἚỺὅἊὅỆếẟềỉදॖʙᾉൢử٭ẲẺئӳẆவˑỆẝẾẺᢃ᠃βᚩẆ̬ᨖẆɲႇầ࣏ᙲỂẴẇ̬ᨖẆႇ૾ඥỆếẨộẲềỊࡴᅈỂỊấሉảЈஹộẶỮỉỂẆʖỜắʕ১ɦẰẟẇ

Ḥਫ਼᠍ʙỆỊᢘӳᆔὉӕ˄ẬவˑửႾဦẲềẟỦئӳầẝụộẴẇɲỉᢘӳẆᛇኬỆếẨộẲềỊᵵᵣᵠᴾᵱᵧᵲᵣỆềắᄩᛐɦẰẟẇӍẆਫ਼᠍ẰủềẟễẟՠԼờٶૠẝụộẴỉỂẆӷỆắᄩᛐ᪬ẬộẴẇ

ᙌԼ̖ẆϋܾỊʖԓễẪ٭ẴỦئӳầẝụộẴẇắʕ১ɦẰẟẇẅẮỉ࠼ԓỉ̖Ịμềᆋ৷̖ỂẴẇෞᝲᆋЎỊКᡦችምẰẶề᪬ẨộẴẇ

ỼὅἻỶὅἉἹἕἦὅἂ

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。

ἁἿἅἶἰἚỉἅἾἁἚἇὊἥἋỆềᙌԼửắទλ᪬ẬộẴẇẅද૨ӖẬ˄Ậဪӭᾉᵎᵕᵐᵏᵋᵐᵓᵋᵏᵑᵓᵕ
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）

ᵴᶍᶊᵌᵐᵗᴾᵐᵎᵏᵗᵋᵐᵎᵐᵎ
ᵮᵟᵰᵲᵱᴾᵡᵟᵲᵟᵪᵭᵥ
ᵏᵎᵋᵎᵏᵋᵎᵎᵔᵎᴾᴾ‑ᵐᵊᵖᵎᵎίᆋ৷ὸ

