
※スーパーヘッド4V＋Rシリンダーヘッド/FI CON2の詳細・注意事項等はWEB SITEをご覧下さい。

オプショナルパーツ　ノーマルからカスタムエンジンまで幅広く対応し、エンジンの出力性能をサポートします。

GROM
（JC61-1000001～）GROM MSX125

（MLHJC618_D5000001～）
MSX
125

ノーマルから約35％吐出量を増加。大量の
オイルが循環することで、冷却性能の向上や
潤滑部の部品負担を軽減します。ポンプの強
度を高める為、プレートを厚くしました。
※R.クランクケースガスケットの別途購入が必要。

ノーマルに比べ、半分以下の重量を実現。
クランクシャフトヘの負担を軽減し、エンジ
ンレスポンスが向上します。遠心フィルター
部にポケット形状を採用することで、オイル
内のスラッジをキャッチします。
重量：ノーマル約1069g　弊社製約401g

■アルミ削り出しオイルレベルゲージ
シルバー
ブラック
ブルー
レッド
各￥3,700（税抜）

07-07-0172
07-07-0173
07-07-0174
07-07-0175

■アルミスイングアーム（バフ研磨仕上げ） 

GROM MSX125

アーム部は六角断面形状パイプ、アームブリッジには高剛性の日の字断面パイプ
を採用。チェーンアジャスターには六角レンチで簡単に調整が出来るメンテナン
ス性に優れた専用アジャスターを装備。ノーマルリアフェンダー用ステー付属。
※ノーマルに対し15mmロングになる為、ドライブチェーンの交換が必要。

06-03-0132 ￥64,800（税抜）
06-03-0131 ￥75,500（税抜）

■スタビライザー無し
■スタビライザー付き

06-13-0043
06-13-0044

シルバー
ブラック

スタビライザー付き

05-06-0017 ￥14,000（税抜）
05-06-0018 ￥11,800（税抜）

■ノーマルリアキャリパーブラケット用
■弊社製リアキャリパーブラケット用

※注意事項があります。ご購入前に必ずWEB SITEをご確認下さい。

ノーマルステップ交換型のアルミ削り出し製
ステップ。7ポジションから選択可能。

GROM MSX125 ■アジャスタブルステップキット

GROM MSX125

エンジンブレーキのショックを軽減する“スリッパークラッチキット”
急激なシフトダウン時、クラッチを滑らせバックトルクを逃がします。これにより、エンジンブレーキによる
リアタイヤのホッピングやエンジンミッション等、パワートレイン系にかかる負担を減少させます。

GROM MSX125

■フロントブレーキメッシュホース 06-08-0195 ￥8,500（税抜）

■フロントキャリパーブラケットキット（brembo社製4Pキャリパー用）

ノーマル、及び弊社製フローティングディスクローターを対象とする
brembo社製4Pキャリパー装着用ブラケットキットです。
ノーマル、弊社製ブレーキホース対応。
※選択されるブレーキホースにより、別途購入部品が異なります。 WEB SITE参照

　06-08-0079 ￥9,800（税抜）　※キャリパーは付属しません。

■リアブレーキメッシュホース brembo社製対向2Pキャリパー用
　06-08-0197 ￥8,500（税抜） 他にノーマルキャリパー用もあります。

■リアキャリパーブラケットキット（brembo社製対向2Pキャリパー用）

ノーマルリアディスクローターにbrembo社製対向2Pキャリパーを
装着出来ます。ブラケットには弊社製スピードセンサー取付け部が設
けられています。ノーマル、弊社製メッシュホース対応
※選択されるブレーキホースにより、別途購入部品が異なります。 WEB SITE参照

　06-08-0080 ￥9,800（税抜）　※キャリパーは付属しません。

02-01-0075
02-01-0076
02-01-0077
02-01-0078

シルバー
ブラック
レッド
ゴールド

02-01-0116クロムメッキ

各
￥6,300（税抜）

￥8,000（税抜）

■R.クランクケースカバープロテクター GROM MSX125

GROM MSX125

■ボンバーマフラー（政府認証）
04-02-0215 ￥48,000（税抜）

GROM

エンジンの出力性能を最大限に引出します。
近接騒音81dB（A）
他のマフラーはWEB SITEをご覧下さい。

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

■LEDヘッドライトキット
05-08-0201 ￥12,000（税抜）

スプロケット変更や弊社5速ミッションの組付けを行った際の、ノーマ
ルメーターの速度表示が可能になります。又、タイヤサイズを変更した
場合でも、表示速度をノーマル比約84％～約114％の範囲で16段
階に補正することができます。
専用取付けハーネス付属（加工すること無く、カプラーオンで取付け可能。）
ノーマルリアキャリパーブラケットと弊社製リアキャリパーブラケット（brembo社
製2Pキャリパー用）に装着するタイプの2種類があります。

■ノーマルメーター用スピードセンサーキット

リアホイール回転数を検知し、ノーマルスピードメーターを駆動します。

各
￥10,500（税抜）

■コンパクトクールキット（スリムラインホース）
■Sステージ装着車用　※eステージは取付不可
4フィン 07-07-0180 ￥26,000（税抜）
■弊社製スーパーヘッド4V＋R装着車用
4フィン 07-07-0204 ￥26,000（税抜）

シルバー
ブラック
ブルー
レッド
ゴールド
ガンメタル

09-11-0160
09-11-0161
09-11-0162
09-11-0163
09-11-0164
09-11-0165

各￥3,500（税抜）

表面はアルマイト仕上げ。ヘッドライト周りを美しく演出します。
■アルミ削り出しヘッドライトサイドカラー（4個1セット）

※ノーマルバーエンドは使用出来ません。弊社汎用バーエンド推奨

■アルミハンドルパイプ

GROM MSX125

GROM MSX125

GROM MSX125

■軽量オイルフィルターローター 02-10-0001 ￥12,000（税抜）■スーパーオイルポンプキット 01-16-0063 ￥6,300（税抜） ■オイルキャッチタンクキット 07-05-0026 ￥24,500（税抜）
装着位置は左シュラウド内に収まり外観を
崩しません。ホースを外さずブリーザーキ
ャップの脱着が可能。
弊社製スーパーヘッド4V＋Rやタペット
ブリーザーカバーに接続可能。
※要シュラウド加工（簡単な切削加工）

■スリッパークラッチキット
　02-01-0118 ￥19,800（税抜）

※ノーマルフリクションディスク、クラッチプレート、
　スプリングを再使用しますが、摩耗や損傷がある
　場合は新品を使用してください。

クラッチセンター内部作動イメージクラッチセンター内部作動イメージ

通常状態通常状態 作動状態作動状態スリッパークラッチ機構アルミダイカスト製クラッチリフタープレート

20％UP　
02-01-0131
30％UP　
02-01-0144
各￥3,300（税抜）

※ビッグスロットルボディー装着にあたり、FIコン2も専用プログラムに変更する必要があります。。ビッグスロットルボディー非対応（従来品）を
　ご使用の方に対しては対応プログラムへの書き換え作業（有料）を行っております。詳細は弊社にお問い合わせ下さい。
※MSX125用ビッグスロットルボディー対応のFIコン2は開発中です。（近日発売予定）

03-01-0004 ￥8,800（税抜）

ビッグスロットルボディー付きハイパーeステージ & ハイパーSステージキット新登場!!

■NEW ビッグスロットルボディーキット（スポーツカムシャフト/eステージ・Sステージ装着車用）

■NEWコンパクトクールキット（弊社製シュラウドステー装着車用）■NEWエアフィルターキット（ビッグスロットルボディー装着車用）

ライトチューニングエンジン用ビッグスロットルボディーキット新登場!!
スポーツカムシャフト/eステージ/Sステージ装着車が更にパワーアップ!!

吸入効率に優れたオーバルテーパーフィルター採用。付属のシュラウドステーには別売のオイ
ルクーラキット装着が可能です。（下記参照）※要シュラウド加工（簡単な切削加工）

ビッグスロットルボディーとノーマルエアクリーナーボックスに接続するコネクティングチュー
ブ付属。弊社パワーフィルター（03-01-0001 ￥4,800）、大口径エアダクト（03-01-0002 
￥3,800）の同時装着で更にパワーアップ可能。※要ノーマルエアクリーナーボックス加工

03-05-0128 ￥33,800（税抜）■NEW エアフィルター仕様

03-05-0126 ￥28,800（税抜）■NEW ノーマルエアクリーナーボックス仕様

■3フィン4オイルライン 07-07-0209 ￥24,000（税抜）
■4フィン5オイルライン 07-07-0210 ￥26,000（税抜）

ボアアップキットにスパークプラグ、燃料調整を行うFIコン2に加え、ビッグスロットルボディーと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。Sステージはレギュラーガソリン対応のecoタイプがあります。 
※MSX125用ハイパーeステージ/ハイパーSステージは近日発売予定

エアフィルターキットやビッグスロットルボディー（エアフィ
ルター付き）キットに付属する、シュラウドステーに取付け
できるオイルクーラーです。エンジン上部にクーラー本体を
装着できるのでアンダーガードやアンダーカウル装着車に
お薦めです。※弊社製オイル取出し口付きのシリンダー用

弊社製ビッグスロットルボディー専用。弊社製オイ
ルクーラーの取付けができるシュラウドステー付属。
※取付けの際、シュラウドの一部加工が必要
※ノーマルスロットルボディーには装着出来ません。

テスト車両：GROM

ノーマル排気量エンジン
■スポーツカムシャフト＋ビッグスロットルボディー
＋パワーフィルター＋サイレントオーバルマフラー
＋FIコン2
■フルノーマル

■ビッグスロットルボディー＋エアフィルター
■ビッグスロットルボディー＋パワーフィルター
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ダイノジェット後輪出力データ
は実走行とは異なります。

ハイパーSステージ181cc
（FIコン2/ビッグスロットルボディー付き）
サイレントオーバルマフラー装着

スーパーヘッド4V＋R181cc
（FIコン2/ビッグスロットルボディー付き）
■ビッグスロットルボディー＋エアフィルター
　＋ボンバーマフラー
■ビッグスロットルボディー＋パワーフィルター
　＋ボンバーマフラー

排気量
143cc

品番
01-05-0420

価格（税抜）
￥69,800

■NEW ハイパーeステージ（ビッグスロットルボディー付き）
オイルクーラーキットの設定
はありません。

タイプ
スタンダード
eco

品番
01-05-0422
01-05-0424

価格（税抜）

￥79,800

■NEW ハイパーSステージ（ビッグスロットルボディー付き）
排気量

181cc

圧縮比
11.0：1
10.5：1

03-05-0126

01-05-0422

07-07-0210

■スーパーヘッド4V＋Rコンボキット181cc
　（ビッグスロットルボディー付き）

GROM用
MSX125用

01-05-0503 ￥168,000（税抜）
01-05-0504 ￥168,000（税抜）

構成：スーパーヘッド4V＋Rボアアップキット/FI CON2・ビッグスロットルボディーキット/スパークプラグ
※弊社製強化クラッチスプリングセット 30％UP（02-01-0144）の同時装着をお薦めします。

■ノーマルエアクリーナーボックス仕様
■NEWエアフィルター仕様

03-05-0125 ￥28,800（税抜）
03-05-0127 ￥33,800（税抜）

ビッグスロットルボディーキット
（スーパーヘッド4V＋R用）発売中発売中

GROM MSX125

パワーフィルターに交換することで吸入効率が向上し、ノーマルエンジンに
装着した場合でも全回転域で出力アップが可能になります。純正エアクリー
ナーボックスをそのまま使用する為、吸入騒音を低減。また雨天時の使用に
も対応します。スポンジエレメントは粗目と細目2種類付属。

■大口径エアダクト 03-01-0002 ￥3,800（税抜）■パワーフィルター 03-01-0001 ￥4,800（税抜）
取付けることで吸入効率が向上し、ノーマルエンジンに装着した場合でも全
回転域で出力アップが可能になります。純正エアクリーナーダクト径と比較
して約30％増大。ノーマルからカスタムエンジンまで幅広く使用出来ます。
※エアクリーナーボックスのダクト取付け部の内径を拡大する加工が必要。

■4速クロスミッションギアセット

■強化クラッチスプリングセット

02-04-0292 ￥19,800（税抜）

■TAF5速クロスミッションキット 02-04-0293 ￥48,800（税抜）
エンジン回転数のパワーバンドをキープしながらスムーズに加速することが
出来ます。ノーマルエンジンにも使用可能。L/Rクランクケースガスケット付

口径の比較口径の比較

弊社製弊社製ノーマルノーマル

GROMノーマル
1st：2.500　2nd：1.550　3rd：1.150　4th：0.923
4速クロスミッション
1st：2.500　2nd：1.631　3rd：1.227　4th：1.083
5速クロスミッション
1st：2.333　2nd：1.684　3rd：1.272　4th：1.040
5th：0.923

※弊社製スピードセンサーキットの同時
　装着が必要になります。

高出力エンジンに伴うクラッチの滑りを
解消し、出力を十分に伝えることが可能

ビッグスロットルボディー付きスーパーヘッド4V＋Rコンボキット181cc好評発売中!!

弊社製スポーツカムシャフトや、eステージ・Sステージのライトボアアップキット装着車を対象としたビッグスロットルボディーです。
キットにはノーマルエアクリーナーボックス仕様と弊社製エアフィルター仕様の2種類からお選び頂けます。

GROM MSX125

GROM MSX125 GROM MSX125 GROM MSX125

GROM MSX125

シルバー
ブラック

06-01-2509
06-01-2510

ブルー
ゴールド

06-01-2511
06-01-2508

各￥6,700（税抜）

※注意事項・商品詳細等はWEB SITEをご覧下さい。 タペットブリーザーカバー（単品）もあります。

■アルミ削り出しタペットカバーセット/タペットブリーザーカバーセット（2個1セット）

カラー
レッド
ゴールド
クロムメッキ

タペットカバーセット品番/価格
01-18-1038
01-18-1039
01-18-1040

タペットブリーザーカバーセット品番/価格
07-06-0014
07-06-0015
07-06-0016

￥5,000（税抜）
￥5,000（税抜）
￥5,800（税抜）

￥6,800（税抜）
￥6,800（税抜）
￥7,800（税抜）

タペットブリーザーカバーセット

■NEW リアショックアブソーバー（車高・プリロード調整機能付き）
　06-04-0081 ￥17,000（税抜）
路面への追従性を高めながら、乗り心地を重視したリアショッ
クアブソーバー。減衰力とバネレートはマイルドに設定。荒れ
た路面でも体に伝わる衝撃を軽減します。ノーマル比：-5mm
～＋10mmの車高調整を備え、-5mmに設定するとローダウ
ンとなり、停止時の足付きを良くします。

衝撃による疲労を軽減する“車高・プリロード調整機能付きリアショックアブソーバー”新登場!!

GROM MSX125

GROM MSX125

車高・プリロード調整機能車高・プリロード調整機能
■オイルダンパー式　■スプリングプリロード：無段階調整
■ボディー：メッキ仕上げ/レッドスプリング　
■取付けピッチ：240mm～255mm（移動量15mmの車高調整）

■ローダウンフロントフォーク
　トップボルト
06-06-0031￥5,200（税抜）

取付けるだけで約10mmダウン取付けるだけで約10mmダウン

タペットカバーセットタペットカバーセット

GROM MSX125

GROM MSX125

GROM MSX125

GROM MSX125

GROM MSX125

※装着には簡単な小加工が必要です。

GROM MSX125

ライトチューニングエンジン用ビッグスロットルボディーキット新登場!!
スポーツカムシャフト/eステージ/Sステージ装着車が更にパワーアップ!!
ライトチューニングエンジン用ビッグスロットルボディーキット新登場!!
スポーツカムシャフト/eステージ/Sステージ装着車が更にパワーアップ!!

GROM MSX125 GROM MSX125

GROM

GROM

GROM MSX125

ノーマルシリンダーヘッド用。交換するだけでドレスアップ効果を高めます。

車両の外観を崩すこと無く、
エアフィルターの装着が可能!!
車両の外観を崩すこと無く、
エアフィルターの装着が可能!!

02-04-0293

商品に関するお問い合わせは専用ダイアル　0721-25-8857
Please Visit Our Web Site www.takegawa.co.jpwww.takegawa.co.jp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。 商品詳細、広告掲載以外の商品ラインナップ、新商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商品をお届け出来、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）

商品価格、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。

NEW Vol.25 2015-2016
PARTS CATALOG
10-01-0033  ￥2,000（税抜）

オンラインショッピング takegawa-online.netACCESS クロネコヤマトのコレクトサービスにて商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

12

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）・エイプ・XR50/100モタード・KSR110・スーパーカブ/リトルカブ・GROM・CBR125R・クロスカブ・アドレスV125・シグナスX・PCX
CBR250R・CRF250L/CRF250M・CBR400R/CB400F/400X・Ninja250/250R・Ninja400R・Ninja650・W400/W650/W800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。

※ボアアップキットについての注意事項：ボアアップキットで排気量を変更した場合、条件にあった運転免許、保険、車両登録が必要になります。 ※政府認証マフラーについて：政府認証マフラーはノーマルエンジンに限ります。ボアアアップ等のエンジンカスタムを行った場合、政府認証外になります。


