待望の “17R-Stage” 遂に発売開始!!

新型GROM/MSX125 SF（ʼ16モデル）
カスタムパーツ

約14ps
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■下記カスタムパーツ対象車両：GROM（JC61-1300001〜）・ MSX125SF
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※一部MSX125SF対象外パーツがあります。
ご注意下さい。

17R-Stage＋Dヘッドの性能を最大限に引出す、専用オートデコンプレッションカムシャフトを採用。
新ポート形状と新プロファイルのカムシャフトの採用により、
旧Rステージ＋Dヘッドに比べ、更に高回転域の出力アップを実現!!
ポート径の拡大と共に最適なポート形状を採用

IN：24.5mm
新型バルブスプリング

■17Rステージヘッド詳細（17Rステージ＋D/17RステージE共通仕様）

バルブ径の拡大

■3点支持クランクシャフト キット設定は2点支持と3点支持の2種類があります。
クランクケース内の2ヶ所に加え、
キット付属のジェネレーターカバーに内蔵された
ベアリングに連結し、3点で支持します。※クランクケースへのベアリング圧入が必要。

17Rステージ専用

Hシリンダー

NEW

8

6
ハイパーSステージ88cc
（DENI 18キャブレター）

2

■ポート径＝IN：24.5ｍｍ / EX：19ｍｍ
（ノーマルシリンダーヘッドはIN/EX共に14mm）
■バルブ径＝IN：26ｍｍ/EX：22.5ｍｍ バルブステム径：4.5ｍｍ
■バルブスプリング（不等ピッチ）
＝高回転時、
バルブサージング発生を抑えます。

■17Rステージ＋D用オートデコンプレッションカムシャフト
ヘッドの性能を最大限に引き出し、高回転域の出力アップを可能とします。ボアアップ
により圧縮が高くなったエンジンでも、軽いキック力でエンジン始動が行えます。

旧Rステージ＋D 106cc
＋VM26キャブレター

4

ノーマルシリンダーヘッド形状をベースにポート径、及びバルブ径を拡大。
最適なバルブ挟み角、燃焼室形状、
ポート形状を採用し、高出力化を実現。

EX：19mm
IN：26mm/EX：22.5mm
新型デコンプカムシャフト 3点支持クランクシャフト

17Rステージ専用

SAE Power
（PS）

10

0

各￥5,800（税抜）
スモークスクリーン
MSX125SF対象外
■スクリーンキット
（ショート）
■ストリームライン
■フロントフォークトップボルト
09-11-0009 ￥16,500（税抜）
LEDウインカーキット
シルバー 06-02-0065
※穴開け加工が必要になります。
05-08-0405 ￥29,500（税抜）
ブラック 06-02-0066
ブルー 06-02-0067
レッド
06-02-0068
NEW
ゴールド 06-02-0069

12Vモンキー
ノーマルエンジン
3

4

5
6
7
8
9 10 11 12 13
RPM（x1000）
ダイノジェット・後輪出力

17Rステージ＋Dボアアップキット106ccスカット
＋MIKUNI VM26キャブレター
＋ボンバーマフラー
■キット付属カムシャフト：R-10E
■オプショナルカムシャフト：R-15E

Hシリンダー

Vシリンダー

コード長
500mm
■フローティングディスクローター
■ハイパーイグニッションコイル
06-08-0060 ￥16,200（税抜） 05-02-0019 ￥3,800（税抜）

スカットシリンダー

■brembo社製4Pキャリパー用フロントキャリパーブラケット
06-08-0079 ￥9,800（税抜）■ノーマル、弊社製ブレーキホース対応

■トラッカーマフラー（政府認証）各￥39,800（税抜）
ブラック04-02-0238 シルバー04-02-0235

※別途購入部品は使用するブレーキホースにより異なります。
又、対象brembo社製4Pキャリパーがあります。WEB SITE参照

■フロントブレーキホースセット 06-08-0195 ￥8,500（税抜）

※政府認証はノーマルエンジンに限ります。

各種シリンダー一覧

弊社製ボアアップシリンダーには温度センサーの取付けが可能です。
別途弊社製温度計をご購頂くことで、
シリンダー温度を計測出来ます。
シリンダーにより、温度センサーの種類が異なります。

H/HAシリンダー

M5温度センサー対応
カブ系エンジンの純正スタイルシリンダー
HAはオールアルミ製セラミックメッキシリンダー

NEW クラッチキットTYPE-R ＆ 5速クロスミッションキット
スペシャルクラッチ
（湿式）・ 乾式クラッチキットの2種類
02-03-0119

Vシリンダー スティック温度センサー対応

縦と横のフィンを配置し、低速時の冷却効果を高めたシリンダー

スカットシリンダー M5温度センサー対応

クランクケース加工の必要が無く、大幅な排気量アップを可能とする
シリンダー。
ピストン内壁にオイルを噴射するオイルジェット加工済み

124cc 12Vモンキー・ゴリラ用 17R-Stage＋D キット一覧
排気量

3点支持クランクシャフト仕様

01-06-0016

製品に関する注意事項、別途購入部品など、詳細はWEB SITE
をご覧下さい。88cc/106ccスカットに関しましては、
キャブレ
ター、
エアフィルター等が付属した“コンボキット”もあります。

クランクシャフト

シリンダータイプ
Hシリンダー
88cc
ノーマルクランク
Vシリンダー
スカットシリンダー
106cc
Hシリンダー
50mmストローク
（2点支持）
Vシリンダー
106cc
Hシリンダー
（3点支持）
50mmストローク
Vシリンダー
HAシリンダー
54mmストローク
（2点支持）
Vシリンダー
124cc
HAシリンダー
（3点支持）
54mmストローク
Vシリンダー

品番
01-05-0505
01-05-0506
01-05-0508
01-06-0008
01-06-0009
01-06-0012
01-06-0011
01-06-0013
01-06-0014
01-06-0015
01-06-0016

価格（税抜）

対象車両：12Vモンキー・ゴリラ
（Z50J-2000001〜/AB27-1000001〜1899999）
付属カム 備考

￥68,500

R-10E

￥77,200

R-10E

￥105,000

R-10E

クランクケースの分解作業が必要

￥113,000

R-10E

クランクケースの分解作業が必要
ベアリングの圧入作業が必要（特殊工具必要）

R-15E

クランクケースの分解作業/ケース加工が必要

R-15E

クランクケースの分解作業/ケース加工が必要
ベアリングの圧入作業が必要（特殊工具必要）

￥135,000
￥129,000
￥143,000
￥137,000

クランクケースの分解作業は必要ありません。

■17RステージE（エントリーモデル）
ヘッドチューニングの入門用として低価格に設定致しました。
ノーマルヘッドには無い出力性能を体感して頂けます。
ヘッドの仕様は上記17Rステージ＋Dと同じです。
■スーパースポーツカムシャフト採用
ライトボアアップキットに付属のカムシャフト
を採用することで、低価格化を実現しました。

106cc

17R-Stage E（エントリーモデル）キット一覧

対象車両

排気量

12Vモンキー・ゴリラ

88cc

（Z50J-2000001〜/AB27-1000001〜1899999）
01-06-0529

6Vモンキー・ゴリラ
（Z50J-1300017〜1510400）
6V DAX50（ST50-1000001〜6346265）

106cc
88cc

スーパースポーツ
カムシャフト

12Vモンキー
12Vゴリラ 専用

SAE Power（PS）
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スカットシリンダー

品番
01-05-0527
01-05-0533
01-05-0529
01-05-0528
01-05-0534

価格（税抜）

￥52,800
￥61,500
￥60,500

R-10

ト
モ
ト
モ

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。

ントを通過することが出来ます。
これにより、
オイルスラッジなどによるエンジンダメージを防止します。

7ポジション調整機構

■アジャスタブルステップキット
シルバー 06-13-0043
ブラック 06-13-0044
各￥10,500（税抜）

8

※アップステップにはなりません。

6

対象車両
ビッグスロットルボディー
（ノーマルスロットルボディー使用）
GROM（JC61-1300001〜） 無し
MSX125SF
有り
同時装着推奨パーツ

品番
価格（税抜）
01-05-0522 ￥148,000
01-05-0523 ￥168,000

■スーパーオイルポンプキット
01-16-0063 ￥6,300（税抜）

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。

■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）
03-01-0004 ￥8,800（税抜）

オイルクーラーの取付けが可能 高い吸入効率を得ることで、
出力性能が向上します。

■ジェネレータープラグセット
シルバー 05-02-0044
ブラック 05-02-0045
レッド
05-02-0046
各￥4,200（税抜）

NEW

各￥6,700（税抜）
■ステアリングハンドルパイプ
マットシルバー 06-01-2519
マットブラック 06-01-2520
マットブルー 06-01-2521
マットゴールド 06-01-2522

NEW

2

0

12Vモンキー
ノーマルエンジン
3

4

5
6
7
8
9 10 11 12 13
RPM（x1000）
ダイノジェット・後輪出力

■17RステージEボアアップキット106ccスカット
＋KEIHIN PC20キャブレター＋ボンバーマフラー
■17RステージEボアアップキット88cc
＋KEIHIN PC20キャブレター＋ボンバーマフラー

製品に関する注意事項、
別途購入部品など
詳細情報はWEB SITEをご覧下さい。
キャブレター、
エアフィルター等が付属した
“コンボキット”もあります。

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

■キット構成
スーパーヘッド4V＋Rヘッドキット
シリンダーキット・オートデコンプカムシャフト
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
上記に加え、
ビッグスロットルボディーキットの
有無をお選び頂けます。
ビッグスロットルボディーを装着することで、
スーパーヘッドの性能を最大限に引き出すこと
が出来ます。
出力データはWEB SITE参照

寸法図はWEB SITE参照

ハイパーSステージ88cc
（DENI 18キャブレター）

4

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。
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価格（税抜）
￥179,000
￥165,000
￥177,000
￥163,000

■サーモスタットユニット 02-01-5052 ￥5,100（税抜）※装着には弊社製オイルクーラーキットの同時装着が必要

■グラブバー（ブラック塗装）
09-11-1156 ￥8,800（税抜）

■フェンダーレスキット
05-08-0411 ￥9,800（税抜）

www.takegawa.co.jp

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。

スモークレンズ

■LEDテールランプキット
05-08-0414 ￥14,800（税抜）
■brembo対向2Pキャリパー用
リアキャリパーブラケット
06-08-0080 ￥9,800（税抜）

■ノーマル、弊社製ブレーキホース対応
※別途購入部品、対象brembo社製
対向2Pキャリパーがあります。
WEB SITE参照

付属カム

スーパースポーツ

品番
02-03-0119
02-03-0120
02-03-0121
02-03-0122

FIコン2（インジェクションコントローラー）が
付属したコンボキットがお薦めです!!

同時装着推奨パーツ
■オイルラインホースキット 00-07-0095 ￥4,800（税抜） 装着することで、ヘッド側に流れるオイルもオイルエレメ

クランクケースの分解作業は必要ありません。

シリンダータイプ
Hシリンダー
Vシリンダー
スカットシリンダー
Hシリンダー
Vシリンダー

無料チラシ

スリッパークラッチ
有り
無し
有り
スペシャルクラッチ
（湿式）
無し

クラッチタイプ

GROM（JC61-1000001〜） 乾式クラッチ
（JC61-1300001〜）
MSX125・MSX125SF

01-05-0522

約12ps
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コストパフォーマンスに優れ、発展性を備えたボアアップキットです。
リーズナブルな価格でヘッドチューニングを行えます。
スーパースポーツカムシャフトを採用。
購入後、“17Rステージ＋D”へのバージョンアップも可能です。

対象車両

NEW スーパーヘッド4V＋R コンボキット181cc

スペシャルクラッチカバー（又は乾式クラッチカバー）、
スペシャルクラッチインナーキットTYPE-R、TAF5速
クロスミッションキットがセットになったフルキット。
お買い得なセット価格を設定致しました。
※このセットは相互に取付けを必要とする専用品です。
ノーマルクラッチ、
ミッションには取付け出来ません。
※弊社製TAF5速クロスミッションキットの装着に伴い、
スピードメーター表示の誤差を補正する弊社製ノーマ
ルスピードセンサーキットが必要になります。
ノーマルキャリパーブラケット用と弊社製brembo社
製対向2Pキャリパー リアキャリパーブラケット用の
2種類があります。WEB SITEをご覧下さい。

■スーパークールキット
（4段）
（スリムラインホース）
弊社製エアフィルターキット/
弊社製クラッチカバー装着車用
07-07-0233 ￥26,000（税抜）

■brembo対向2Pキャリパー用
リアブレーキホースセット
■アルミスイングアーム
■リアショックアブソーバー
06-08-0201 ￥8,500（税抜）
（スタビライザー付き）
（車高調整機能付き）
■他にノーマルキャリパー用もあります
06-03-0131 ￥75,500（税抜） 06-04-0081 ￥17,000（税抜）

ノーマルマフラー取付不可

■ボンバーマフラー（政府認証）

04-02-0237 ￥48,000（税抜）
※政府認証はノーマルエンジンに限ります。

※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。

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。

オンラインショッピング

ACCESS

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商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）

NEW Vol.26 2016-2017
PARTS CATALOG
10-01-0039 ￥2,300（税抜）

