
※キット付属の専用ハーネスを同時に装着しないと即破損します。
※バルブを押さえるスプリングの曲げ加工とラバーブーツ干渉部の切除加工が必要。
　加工概要は取扱説明書をご覧下さい。
※クロスカブ専用品です。スーパーカブ50/110等には使用出来ません。

φ48 スモールサイズ　汎用メーターφ48 スモールサイズ　汎用メーター

■待望のクロスカブ用 LEDヘッドライトキット新登場!!■待望のクロスカブ用 LEDヘッドライトキット新登場!!

■スピードメーター（0～199km/h）
　JISメーターケーブル用
　小型セパレートユニット採用
　ケーブル逆回転対応
　弊社製金属反応式速度センサー対応（別売）
■最高速度記録

■ニュートラル表示

■ガソリン計　11段階表示（表示無しが0）
　残り2目盛りから点滅表示になり警告

■警告表示（マーク点滅）
　オイル、FI警告のどちらか選択可能

対象車両：AC12バッテリーレス車・DC12Vバッテリー付き車対象車両：AC12バッテリーレス車・DC12Vバッテリー付き車

12Vモンキー・ゴリラ用　17Rステージ＋D キット一覧12Vモンキー・ゴリラ用　17Rステージ＋D キット一覧12Vモンキー・ゴリラ用　17Rステージ＋D キット一覧

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。

■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-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!!
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!!

■17Rステージヘッド詳細■17Rステージヘッド詳細

■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。

■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。

■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。

■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。

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。
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。

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

RPM（x1000）ダイノジェット・後輪出力
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ハイパーSステージ88cc
（DENI 18キャブレター）

旧Rステージ＋D 106cc
＋VM26キャブレター
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対象車両：12Vモンキー・ゴリラ
（Z50J-2000001～/AB27-1000001～1899999） 
対象車両：12Vモンキー・ゴリラ
（Z50J-2000001～/AB27-1000001～1899999） 

IN：24.5mmIN：24.5mm IN：26mm/EX：22.5mmIN：26mm/EX：22.5mmEX：19mmEX：19mm

ポート径の拡大と共に最適なポート形状を採用ポート径の拡大と共に最適なポート形状を採用 バルブ径の拡大バルブ径の拡大

HシリンダーHシリンダー

12Vモンキー
（キャブレター車）
12Vモンキー
（キャブレター車）

17Rステージ 好評発売中!!17Rステージ 好評発売中!!17Rステージ 好評発売中!!

排気量

106cc

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
Hシリンダー
Vシリンダー
HAシリンダー
Vシリンダー
HAシリンダー
Vシリンダー

クランクシャフト

ノーマルクランク

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）

￥77,200

￥135,000
￥129,000
￥143,000
￥137,000

付属カム

R-10E

備考

クランクケースの分解作業は必要ありません。

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）

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）

クランクケースの分解作業が必要

クランクケースの分解作業/ケース加工が必要

R-10E

R-10E

50mmストローク（2点支持）

54mmストローク（2点支持）

￥68,500

￥105,000

R-10E

R-15E

54mmストローク（3点支持） R-15E

50mmストローク（3点支持） ￥113,000

124cc

106cc

88cc

124cc124cc

3点支持クランクシャフト仕様　01-06-00163点支持クランクシャフト仕様　01-06-0016

HシリンダーHシリンダー VシリンダーVシリンダー スカットシリンダースカットシリンダー

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

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。

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

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

NEWNEWNEW

■12Vモンキー・ゴリラ用
　通常価格￥598,000（税抜）～

￥498,000（税抜）～￥498,000（税抜）～￥498,000（税抜）～

■12Vモンキー・ゴリラ用
　通常価格￥598,000（税抜）～

■モンキー（FI）用
　通常価格￥648,000（税抜）～

￥548,000（税抜）～￥548,000（税抜）～￥548,000（税抜）～

■モンキー（FI）用
　通常価格￥648,000（税抜）～

■12Vモンキー・ゴリラ用
　通常価格￥448,000（税抜）～

￥378,000（税抜）～￥378,000（税抜）～￥378,000（税抜）～

■12Vモンキー・ゴリラ用
　通常価格￥448,000（税抜）～

■モンキー（FI）用
　通常価格￥498,000（税抜）～

￥448,000（税抜）～￥448,000（税抜）～￥448,000（税抜）～

■モンキー（FI）用
　通常価格￥498,000（税抜）～

■12Vモンキー・ゴリラ用
　通常価格￥348,000（税抜）～

￥278,000（税抜）～￥278,000（税抜）～￥278,000（税抜）～

■12Vモンキー・ゴリラ用
　通常価格￥348,000（税抜）～

■12Vモンキー・ゴリラ用
　通常価格￥318,000（税抜）～

￥248,000（税抜）～￥248,000（税抜）～￥248,000（税抜）～

■12Vモンキー・ゴリラ用
　通常価格￥318,000（税抜）～

■モンキー（FI）用
　通常価格￥398,000（税抜）～

￥348,000（税抜）～￥348,000（税抜）～￥348,000（税抜）～

■モンキー（FI）用
　通常価格￥398,000（税抜）～

■コンプリートエンジンは弊社メカニックが各パーツを適切な管理の上で、組付け作業を行っております。
各種キットパーツと組付け工賃の合計金額を大きく下回るスペシャルプライスでハイスペックエンジンにすることが出来ます。

排気量：123cc/138cc/148ccの3種類　※モンキー（FI）用は148ccのみ排気量：123cc/138cc/148ccの3種類　※モンキー（FI）用は148ccのみ

排気量：124cc/125cc/138ccの3種類　※モンキー（FI）用は124cc/148ccの2種類排気量：124cc/125cc/138ccの3種類　※モンキー（FI）用は124cc/148ccの2種類

■他にApe・XR50/100 Motard用、KSR110・KLX110・KLX110L用コンプリートエンジンがあります。WEB SITEをご覧下さい。■他にApe・XR50/100 Motard用、KSR110・KLX110・KLX110L用コンプリートエンジンがあります。WEB SITEをご覧下さい。

圧倒的存在感のプレミアムシリンダーヘッド!! 　デスモドロミックツインカム4V / DOHC 4V+D  コンプリートエンジン

弊社人気NO.1 スーパーヘッド4V＋R コンプリートエンジンコストパフォーマンスに優れたスーパーヘッド+R

弊社製コンプリートエンジンをスペシャルプライスでご購入頂けます。 
期間：2016年12月1日から2017年1月31日までの注文分

■弊社製コンプリートエンジンの特徴　※詳細、対象車両仕様、注意事項等を弊社WEB SITEにて必ずご確認下さい。　
弊社オリジナル強化クランクケース、5ディスク強化クラッチ、TAF5速クロスミッション、マニホールドを採用。
更にアルミダイカスト製ジェネレーターカバー、スーパーストリートアウターローター、ハイパーC.D.I.が付属。
※モンキー（FI）はジェネレーターカバー、スーパーストリートアウターローター、ハイパーC.D.I.は付属しません。
モンキー（FI）用はビッグスロットルボディー、インジェクションコントローラー、エアフィルターが付属。
※ご購入頂く場合、オーダーシート、契約書の記入が必要です。弊社WEB SITEからPDFをダウンロード出来ます。

■モンキー/ゴリラ・モンキー（FI）用　コンプリートエンジン■モンキー/ゴリラ・モンキー（FI）用　コンプリートエンジン
対象車両：12Vモンキー・ゴリラ（Z50J-2000001～/AB27-1000001～1899999）
モンキー（FI）（AB27-1900001～）※モンキー（FI）用スーパーヘッド＋Rの設定はありません。
■カムシャフト、ミッション、クラッチの仕様変更が可能。（有料）※一部仕様変更を除く

排気量：148cc/158ccの2種類
プライマリー式キックスターター
システムのみの設定になります。

デスモドロミックツインカム4Vデスモドロミックツインカム4V

スーパーヘッド4V+Rスーパーヘッド4V+Rスーパーヘッド+Rスーパーヘッド+R

DOHC 4V+DDOHC 4V+D

汎用メーター ラインナップ汎用メーター ラインナップ汎用メーター ラインナップ 多彩なカスタム車両に対応する汎用性に優れた多機能メーター多彩なカスタム車両に対応する汎用性に優れた多機能メーター多彩なカスタム車両に対応する汎用性に優れた多機能メーター

LEDヘッドライト ラインナップLEDヘッドライト ラインナップLEDヘッドライト ラインナップ 高輝度と省電力を兼ね備えたLEDヘッドライト高輝度と省電力を兼ね備えたLEDヘッドライト高輝度と省電力を兼ね備えたLEDヘッドライト

スーパーメインハーネスキット 新登場!!スーパーメインハーネスキット 新登場!!スーパーメインハーネスキット 新登場!! 弊社カスタムパーツ装着時の配線加工や追加配線を無くし、純正品の様にカプラーオンで簡単に
装着出来るメインハーネスです。 バッテリーを外さなくても充電が出来る追加コネクターを装備!!
弊社カスタムパーツ装着時の配線加工や追加配線を無くし、純正品の様にカプラーオンで簡単に
装着出来るメインハーネスです。 バッテリーを外さなくても充電が出来る追加コネクターを装備!!

安心の1年間不点灯保証付き安心の1年間不点灯保証付き安心の1年間不点灯保証付き

指針表示

デジタル表示

■スモールDNタコメーター 05-05-0016 ￥13,000（税抜）■スモールDNタコメーター 05-05-0016 ￥13,000（税抜）

■指針式タコメーター（500～16000rpm）
C.D.I.点火からフルトランジスタ点火、クランクパルスまで
様々なRPM信号を認識します。信号回数設定が可能。

対象車両：AC12バッテリーレス車・DC12Vバッテリー付き車

■温度計（0～120°）
■ワークタイマー（エンジン稼働時間を測定）
■最高回転数記録/最高温度記録

■時計（24時間表示）

オレンジLED

指針表示

デジタル表示

■スモールDNスピードメーター 05-05-0015 ￥13,000（税抜）■スモールDNスピードメーター 05-05-0015 ￥13,000（税抜）

■指針式スピードメーター（0～160km/h）
　JISメーターケーブル用小型セパレートユニット採用
　ケーブル逆回転対応　弊社製金属反応式速度センサー対応（別売）

対象車両：AC12バッテリーレス車・DC12Vバッテリー付き車

■オドメーター（～99999km）
■トリップメーター（～999.9km）
■トリップタイマー（走行時間計測）

■時計（24時間表示）
■ガソリン計
　（100Ω・500Ω切替） オレンジLED

φ48

37

φ52

53
18

（mm）

φ55

φ61

42

18
57

指針表示

デジタル表示

■ミディアムDNスピードメーター 05-05-3209 ￥16,000（税抜）■ミディアムDNスピードメーター 05-05-3209 ￥16,000（税抜）

■ミディアムLCDスピード & タコメーター 05-05-0028 ￥18,500（税抜）■ミディアムLCDスピード & タコメーター 05-05-0028 ￥18,500（税抜）

■指針式スピードメーター（0～160km/h）
　JISメーターケーブル用　ケーブル逆回転対応

対象車両：AC12バッテリーレス車・DC12Vバッテリー付き車

■平均速度計（2～160km/h）
■オドメーター（～99999km）
■トリップメーター（～999.9km）
■トリップタイマー（走行時間計測）
■最高速度記録/最高電圧記録
※時計、電圧計機能はAC（交流）電源時では使用出来ません。

■時計（24時間表示）
■ガソリン計
　（100Ω・500Ω切替）
■電圧計（DC8V～18V）

ホワイトLED

指針表示

デジタル表示

■ミディアムDNタコメーター 05-05-3210 ￥16,000（税抜）■ミディアムDNタコメーター 05-05-3210 ￥16,000（税抜）

■NEW LEDヘッドライトキット 6000■NEW LEDヘッドライトキット 6000

■指針式タコメーター（500～16000rpm）
C.D.I.点火からフルトランジスタ点火、クランクパルスまで
様々なRPM信号を認識します。信号回数設定が可能。

■目盛り式タコメーター（～15000rpm）
■数字式タコメーター（～19900rpm）
C.D.I.点火からフルトランジスタ点火、クランクパルスまで
様々なRPM信号を認識します。信号回数設定が可能。
■最高回転数記録

■オドメーター（～99999km）
■トリップメーター（～9999.9km）
■電圧計（DC8V～18V）　■最高電圧記録
※電圧計機能はAC（交流）電源時では使用出来ません。

■温度計（0～120°）
■ワークタイマー
　（エンジン稼働時間を測定）
■最高回転数記録/最高温度記録/最高電圧記録
※時計、電圧計機能はAC（交流）電源時では使用出来ません。

■時計（24時間表示）
■電圧計（DC8V～18V）

ホワイトLED

対象車両：AC12バッテリーレス車・DC12Vバッテリー付き車

※詳細、注意事項等を弊社WEB SITEにて必ずご確認下さい。　

※各配線の詳細や注意事項はWEB SITEをご覧下さい。

■LEDテールランプ対応の接続配線を装備　■追加アース線を付属
■HONDA純正アラームキット（車両用盗難抑止装置）のカプラーオン接続が可能
■弊社製メーター類の取付けに便利な常時電源、キーON電源、アース、ターンインジケーター、タコメーター
　パルス線をヘッドライトケース内に引き出してある為、配線の加工が必要無く接続可能
　タコメーターパルス線はイグニッションコイル1次側とピックアップコイルパルスから選択可能

■バッテリーを外さなくても充電出来る追加コネクターを装備
■ハーネスネック部分にメッシュチューブを採用

価格（税抜）スーパーメインハーネスキット対象車両 品番
05-00-000212V モンキー（Z50J-2000001～/AB27-1000001～1899999） ￥8,800

価格（税抜）LEDヘッドライトキット 6000 対象車両/取付け確認済み車両 品番

05-08-0417

H4及びHS1ヘッドライトバルブ 12V DC（直流）灯火車両
※H4及びHS1ヘッドライトバルブ車であってもヘッドライトケース形状等により、取付け
　出来ない車両があります。 ■一部弊社確認済み12V AC（交流）灯火車両対応

￥12,000

■高性能LEDチップを採用（色温度6000K）
■熱対策として小型電動ファンを内蔵
■安心の1年間不点灯保証付き

■高輝度でありながら省電力を実現!!
■Lo/Hiの照射範囲切替が可能
■バルブの交換とほぼ同じ簡単作業で取付け可能!!

スーパーカブ50（FI）（AA04）・スーパーカブ110（JA10） ※プロは除く
GROM（JC61-1000001～1299999）/MSX125 ※一部加工が必要 
XR250 Motard（MD30）・CBR250R（MC41-1000001～1399999）
CBR125R（JC50）・WR250X（DG15J）・Z125 PRO

■LEDヘッドライトキット 2.0■LEDヘッドライトキット 2.0

※上記ヘッドライトバルブの詳細/寸法図、スクーターへの取付け確認車両、注意事項はWEB SITEをご覧下さい。

価格（税抜）LEDヘッドライトキット2.0 対象車両/取付け確認済み車両 品番

05-08-0220

H4及びHS1ヘッドライトバルブ 12V DC（直流）灯火車両
※H4及びHS1ヘッドライトバルブ車であってもヘッドライトケース形状等により、取付け
　出来ない車両があります。 12V AC（交流）灯火車両には使用出来ません。 ￥12,000

■CREE社とPHILIPS社製の高性能LEDチップを採用　■H4ハロゲンバルブに近い光軸を得る新構造　■Lo/Hiの照射範囲切替が可能　
■温度センサーを組込み電力制御を行うことでLEDチップの過熱を防止  ■ファンレス化とコントローラー内蔵により、コンパクト化を実現!!
■バルブの交換とほぼ同じ簡単作業で取付け可能!!　■カラーフィルムにより照射光色の変更が可能　■安心の1年間不点灯保証付き

CBR250R（MC41-1000001～1399999）・CRF250L（MD38）
XTZ125/YX125DX（中国ヤマハ）・Z125 PRO・W650・W800

小型電動ファン内蔵小型電動ファン内蔵

対象：クロスカブ（JA10-4000001～）
価格（税抜）品番

05-08-0418 ￥12,800

専用ハーネスを開発することで、今までヘットライトのLED化が出来なかったクロスカブにLEDバルブを装
着することが可能になりました。本製品を装着することで、夜間走行時の視認性向上と省電力化を実現し、
ハロゲンバルブを大幅に上回る長寿命を達成しています。又、安心の1年間不点灯保証が付いております。

LED HEADLIGHT KIT 2.0LED HEADLIGHT KIT 2.0

LED HEADLIGHT KIT 6000LED HEADLIGHT KIT 6000

φ55 ミディアムサイズ　汎用メーターφ55 ミディアムサイズ　汎用メーター

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。

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

1

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）・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・PCX・Z125 PRO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.26 2016-2017
PARTS CATALOG
10-01-0039  ￥2,300（税抜）


