ハイパーSステージボアアップキット（ビッグスロットルボディー仕様） 新登場!!
Z125 PRO用パーツはWEB SITEをご覧下さい。
・スペシャルクラッチキット（6ディスク）
・5速/6速クロスミッションキット ・スプロケット
・スーパースターター ・各種スクリーンキット
・リアショックアブソーバー ・アルミスイングアーム
・LEDテールランプ/LEDヘッドライトキット等

視認性に優れ、省電力化を実現するLEDヘッドライトに新構造を採用した “LEDヘッドライト3.0” 新登場!!

■ハイパーSステージ 178cc（N-20カム）
ビッグスロットルボディー仕様
＋ボンバーマフラー

安心の1年間不点灯保証付き

■ハイパーSステージ 138cc（N-20カム）
ビッグスロットルボディー仕様
＋ボンバーマフラー

■ PHILIPS社製の高性能LEDチップを採用
PHILIPS社の小型LEDチップを採用し、高輝度ながら省電力を誇ります。
発光色温度は6500Kに設定することで、悪天候時などでも実用的な視認性
を確保しています。又、蒼白の光を放ち、車両をスタイリッシュに演出します。
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■ 発光部に新構造を採用
発光部に新構造を採用することで、H4ハロゲンバルブに近い光軸を得ること
が出来ます。

SAE Power（PS）

10

■ 消費電力を調整する自動機能内蔵

8

万が一電源電圧が大きく下がった場合でも、消費電力を下げる自動機能を
内蔵しています。

Z125 PRO
ノーマルエンジン
ノーマルマフラー

6

LEDヘッドライトキット3.0

4

Z125 PRO

ノーマルH4バルブ

冷却ファンレス化とコントローラーユニットを別体にすることで、バルブ本体
のコンパクト化を図り、汎用性を高めています。ヘッドライトユニット付近に
スペースがあまり無い車両への装着も可能になります。
バルブからの熱対策としては、放熱性に優れた放熱フィンを採用している為、
効果的にバルブを冷却することが出来ます。
これにより、冷却ファンレス化を実現しました。放熱フィンの表面には、特殊
コーティングを施しており、放熱性を高めています。

スポーツカムシャフト/ボアアップ車に
装着されているマフラー：ボンバー

178cc

NEW ハイパーSステージボアアップキット138cc/178ｃｃ （ビッグスロットルボディー仕様）
ハイパーSステージ（ビッグスロットルボディー仕様）はSステージボアアップキットにFIコン TYPE-e（インジェクションコントローラー）、
ビッグスロットルボディーキット、スパークプラグが付属。138ccはN-10、N-20の2種類のカムシャフトからお選び頂けます。

排気量

対象車両：Z125 PRO（BR125H-A02621〜）
※排気量が125cc以上になる為、原付二種登録では、一般公道を走行することは
出来ません。競技専用
※FIコン TYPE-e使用時、使用環境に適合したパソコン、又はスマートフォンが必要。
詳細につきましては、WEB SITEをご覧下さい。

138cc
178cc

付属カム
N-10
N-20
N-20

品番
価格（税抜）
01-05-5448
￥108,000
01-05-5449
01-05-5450 ￥116,000

2
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

RPM（x1000）ダイノジェット・後輪出力

■スポーツカムシャフト（N-10）
＋FIコン TYPE-e（インジェクションコントローラー）
＋ビッグスロットルボディーキット

NEW LEDヘッドライト3.0 DC12V車（直流）灯火車両用 安心の1年間不点灯保証付き
対象車両

新設計 弊社オリジナルビッグスロットルボディー

付属のシュラウドステーには弊社製オイルクーラーを装着出来
■ノーマルシリンダーヘッド専用インレットパイプ採用
ます。弊社製専用オイルクーラーキットは外観を損なうこと無く、
ビッグスロットルボディーからインテークポートまでスムーズに吸入出来ます。
シュラウド内に収まります。専用オイルクーラーキットがあります
チャコールキャニスターへのホース接続が可能になるユニオンが付属。
■弊社ビッグスロットルボディー用エアフィルター（ブローバイホースユニオン付き）
■シュラウドステー（スチール製ブラック塗装） 純正同様にシュラウドを固定出来ます。 ■コンパクトクールキット（スリムラインホース）
弊社製オイルクーラーキットを装着出来ます。右記装着条件参照
弊社製ビッグスロットルボディーキット＆
スペシャルクラッチカバー装着車専用
Z125 PRO （BR125H-A02621～） 対象エンジン仕様
品番
価格（税抜）
■スポーツカムシャフト+FIコン TYPE-e装着車
■ハイパーSステージボアアップキット装着車

価格（税抜）

■装着確認車両 ※車検対応は未確認になります。
CBR250R（MC41-1000001～1399999）・CRF250L（MD38/MD44）・XR250 Motrad（MD30）・LEAD125（JF45）・Dio110（JF31/JF58/2BJ-JF58）
Dunk（AF74/AF78）・シグナス X SR（SEA5J）（SED8J）・シグナス X（台湾仕様）2UB1・シグナス X（SE12J）（SE44J）「 1YP1・1YP2・1YP3・1YP5」
マジェスティ S（SG28J）・XTZ125・YB125SP・SR400・Z125 PRO・W650

4フィン 07-07-0235 ￥26,000（税抜）
3フィン 07-07-0236 ￥24,000（税抜）

03-05-0146 ￥35,000

品番

■対象車両：DC12V車（直流）灯火車両 （H4及びHS1ヘッドライトバルブ車）
※AC12V（交流）灯火車両には取り付け出来ません。
05-08-0435 ￥12,000
弊社製各種メーター、FIコン、ヘッドライトコントローラーとの同時装着が可能
※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。
※AC12V（交流）灯火車両等、灯火類が直流ではない車両に装着すると破損します。
※配線加工等は必要ありませんが、ラバーブーツやヘッドライトユニット等に一部加工の必要な車両があります。

※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続されている必要があります。アプリは有料となります。予めご了承下さい。

NEW ビッグスロットルボディーキット Φ34

■ 冷却ファンレス化と別体コントローラーユニットにより、
バルブのコンパクト化と高い汎用性を実現!!

純正メーター交換タイプ多機能メーター “シグナスX SR(FI)(SEA5J)用スーパーマルチLCDメーター” 新登場!!

ボアアップキット 同時装着推奨パーツ ■下記パーツ対象車両：Z125 PRO（BR125H-A02621〜） ※別途購入部品が必要なパーツがあります。弊社WEB SITEにてご確認下さい。

純正メーターの機能に加え、エンジン温度・空燃比・バッテリー電圧も表示が可能!!
その他にも回転数・速度・温度のピークホールド機能、前輪タイヤ外径補正、バックライト色変更など
数多くの機能を搭載。別途パワーテストモードを選択する事で、競技用機能として区間加速タイム測定
機能（グラフ表示付き）も備えております。

■スピードセンサーキット（ノーマルスピードメーター用）
05-06-0019 ￥14,000（税抜） ※詳細、注意事項はWEB SITE参照
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。

ドライブ
スプロケット

吐出量
ノーマルに比べ約30％アップ
■スーパーオイルポンプキット
01-16-0003 ￥8,500（税抜）

バネレート約12％アップ
■クラッチスプリング14ｋセット
02-01-0296 ￥3,300（税抜）

スプロケットの変更、弊社製5速/
6速クロスミッションの変更、タイヤ
銘柄やサイズを変更時に使用可能
カプラーオンで取付可能。
ノーマルスピードメーターの動作確
認が出来る自己診断モード付き

■ドライブスプロケット15T
02-05-0002 ￥1,300（税抜）
■ドリブンスプロケット28T
02-07-0020 ￥2,200（税抜）
弊社製スピードセンサーの併用が必要

■オイルキャッチタンクキット
07-05-0030 ￥19,800（税抜）

機能一覧
■スピードメーター (自動最高速度記録) ■指針式/数値式タコメーター(自動最高回転数記録)
■トリップ/オドメーター
■オイルトリップ ■オイルチェック
■ガソリン計 ■時計
■エンジン温度（追加センサー不要） ■空燃比 （追加センサー不要）
■パワーテスト機能
■各種インジケーター (温度/速度警告灯有り)
■点灯パターン選択及び消灯
RPMアラーム表示 設定値を超えると点滅

MODE-A

MODE-B

MODE-C

取付け場所はシュラウド左側の内部に収ま
り、車体の外観を崩すこと無く取付可能

■各種バックライト設定 （光度5段階/色変更9色）

12V モンキー ・ ゴリラ ノーマルクランクシャフトの耐久性を高める “クランクシャフトサポートアダプター” 新登場!!
特許出願中構造 クランクシャフトの交換も必要無く、純正部品に装着することで、クランクシャフトジャーナル部を3点支持（GROM:4点支持）に出来る組付け構造
Z125 PRO ・ GROM

■ 文字表示ネガポジ反転可

■12Vモンキー・ゴリラ・XR50R・CRF50F用 / Z125 PRO用 新登場!!
クランクシャフト末端に取付けられるフライホイールは非常に重たく、シャフト部分にねじれやたわみ等の負担が
掛かります。本製品はジェネレーターカバー内にボールベアリングを設けることで、クランクシャフトジャーナル部
の支持を2点から3点（GROM:3点から4点）にすることが出来ます。これにより、ボアアップエンジンの高回転域に
起こるクランクシャフトの振れが抑えられ、クランクシャフトの耐久性を高めることが出来ます。
12Vモンキー用

NEW スーパーマルチLCDメーター

GROM/MSX125用

Z125 PRO用

対象車両

シグナスX SR(FI)(SEA5J)専用
※2017年発売のシグナスX SR（SED8J）は取付け出来ません。
ジェネレーターガスケット付属

■クランクシャフトサポートアダプター
対象車両

装着イメージ：12Vモンキー・ゴリラ用
12Vモンキー・ゴリラ用は弊社製ジェネレーターカバーを使用
品番
価格（税抜）

12Vモンキー・ゴリラ（Z50J-2000001～2699999）（AB27-1000001～1899999）
XR50R（AE03-1000001～） CRF50F（AE03-1400001～）
Z125 PRO（BR125H-A02621～）
GROM（JC61-1000001～1299999） MSX125
GROM（JC61-1300001～ / JC75-1000001～） MSX125SF

01-10-0136 ￥16,800
01-10-0137
01-10-0134
01-10-0138

￥8,500
￥8,500
￥9,500

■NEW 12Vモンキー・ゴリラ・XR50R・CRF50F用 （2点支持 → 3点支持）

■LEDテールランプキット
シグナスX SR（FI）（SEA5J）（SED8J）用

ノーマルとは異なるブレーキランプ、常時灯の点灯スタイルとウインカーの点灯パターンにより、車両を美しく演出します。
カプラーオンの為、配線加工の必要が無く、ノーマルテールランプユニットと交換し、バッテリー電源の接続で取付け可能!!

ノーマルクランクシャフト用/ジェネレーターガスケット付属
ノーマルクランクシャフト用/ジェネレーターガスケット付属

■GROM・MSX125・MSX125SF用 （3点支持 → 4点支持） ※他社製クランクシャフトとの同時装着不可

※車両名やフレームNO.により、製品番号が異なります。※クランクシャフトに振れが発生していないか確認が必要です。

防音ラバーキャップをプレゼント!!
キャップの使用数により、音量調整が可能

期間：2017年9月1日～2017年10月31日受注分

ウインカーはイグニッションスイッチの操作により
2種類の点灯パターンから選択可能!!
タイプ1：通常点滅 タイプ2：シーケンシャルモード
シーケンシャルモードは内側から外側にかけて連
続して点灯する“流れるウインカーモード”です。

タイプ1

タイプ2

通常点滅

シーケンシャルモード

LEDテールランプキット（スモークレンズ）

流れるウインカー

対象車両

期間中、スペシャルクラッチキット TYPE-R （DRY）（乾式）を
ご購入頂くと防音ラバーキャップセットをプレゼント!!
常時点灯
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・CBR250R・CRF250L
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。

無料チラシ

モ
ト

トモ

車種別
チラシ請求

品番

価格（税抜）

シグナスX SR（FI）
（SEA5J）（SED8J） 05-08-0428 ￥34,800

モンキー・ゴリラ・モンキー（FI）用クラッチの強化をお考えのお客様は
是非、この機会に乾式クラッチの購入をご検討下さい。
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価格（税抜）

ジェネレーターガスケット付属

クランクシャフトサポートアダプター専用アルミ製ベアリング内蔵ジェネレーターカバー付属 バフ研磨クリア塗装仕上げ
ノーマルクランクシャフト、弊社製各種クランクシャフトに対応 ※3点支持クランクシャフトは取付け出来ません。
弊社製スーパーストリートアウターローター同時装着可能

■NEW Z125 PRO用 （2点支持 → 3点支持）

品番

シグナスX SR（FI）（SEA5J）
05-05-0029 ￥29,800
シグナスX（FI）（台湾仕様）（2UB1）
※2017年発売のシグナスX SR（SED8J）は取付け出来ません。
又、台湾仕様車はヘッドライトON/OFFスイッチ付きの2UB1でのみ
確認しています。他の台湾仕様車は対象外となります。

製品に関するお問い合わせは専用ダイアル 0721-25-8857

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。

ブレーキ時（上下2回点滅後点灯）

ナンバー照明（ホワイトLED）

※ワイドレンジフラッシャーリレーの別途購入が必要です。
05-08-0083 ￥1,900（税抜）
※注意事項等はWEB SITEをご覧下さい。

※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。
※Z125 PRO・GROM・MSX125・MSX125SFはノーマルクランクシャフト専用になります。
※車両名やフレームNO.により、製品番号が異なります。※クランクシャフトに振れが発生していないか確認が必要。
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

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.27 2017-2018
PARTS CATALOG
10-01-0046 ￥2,700（税抜）

