
※政府認証はノーマルエンジン車に限ります。

■NEW ハイパーSステージボアアップキット80cc■NEW ハイパーSステージボアアップキット80cc■NEW ハイパーSステージボアアップキット80cc

弊社オリジナル強化クランクケースにRステージボア＆ストロークアップキット106cc、スペシャルクラッチ（湿式/5ディスク/スリッパー
クラッチ機構無し）、クランクシャフトホールドプレート、TAF5速クロスミッション（Sツーリング）が組込まれています。更にFIコンPLUS
（インジェクションコントローラー）、弊社オリジナルZスタイルヘッドカバー、ローハイトヘッドカバーボルト、ブリーザーホースが付属。 
■オーダーシステム（有料）にて、クラッチ（スリッパークラッチ機構有り）、ミッション（スーパーストリート）への仕様変更が可能。

■モンキー（FI）用弊社製コンプリートエンジン　※エンジンの詳細、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。

■NEW Rステージ106cc コンプリートエンジン（標準仕様）
※ご購入頂く場合、オーダーシート、契約書の記入が必要になります。 弊社WEB SITEからダウンロードが可能です。

※点火系部品はノーマルパーツを使用します。尚、他社製品は取付け出来ません。　※他社製H.I.D./LEDヘッドライトの同時装着はできません。
※弊社製モンキー（FI）用各種マフラー、キックスタータアームの同時装着が必要です。　※高出力エンジンへの変更につき、弊社では足回り、ブレーキの強化をお薦めしております。

価格（税抜）品番
01-00-1502

キックスターターシステム
プライマリー式クランクケース

対象車両
モンキー（FI）（AB27-1900001～） 

排気量
106cc ￥348,000

対象車両：6Vモンキー/ゴリラ（Z50J-1300017～1805927）
　　　　：12Vモンキー・ゴリラ（Z50J-2000001～/AB27-1000001～1899999）
　　　　：モンキー（FI）（AB27-1900001～）

新形状アルミ削り出しクラッチカバー採用“17乾式クラッチ（TYPE-R）（油圧式）”新登場!!新形状アルミ削り出しクラッチカバー採用“17乾式クラッチ（TYPE-R）（油圧式）”新登場!!新形状アルミ削り出しクラッチカバー採用“17乾式クラッチ（TYPE-R）（油圧式）”新登場!!

モンキー（FI）用Rステージ106ccコンプリートエンジン新登場!!モンキー（FI）用Rステージ106ccコンプリートエンジン新登場!!モンキー（FI）用Rステージ106ccコンプリートエンジン新登場!!

オプショナルパーツ
■オイルクーラーユニット
オイルエレメント部に装着することで、オイルクー
ラーへのオイル取出しが行えます。弊社製乾式ク
ラッチ装着車用オイルクーラーキットがあります。

■インラインサーモユニット
オイルラインに弊社製インラインサーモユニット
を装着することで、オーバークールの防止が可能
になります。

■NEW アルミ削り出しクラッチカバー
　ブリーダーバルブ部とホースフィッティング装着部に新形状を採用し、冷却効果を高めるベンチレーション
　ホールを複数配置しています。更にクラッチ操作の向上を図る為、レリーズピストン径を従来品φ29.5から
　φ33に拡大し、クラッチレバーの操作を軽くしています。 弊社製防音ラバー装着可能
■アルミダイカスト製右クランクケースカバー（バフ研磨クリア塗装仕上げ）
■オイルエレメントはカートリッジ式ペーパータイプ。　■オイルレベル確認窓付き
■大型オイルフィラーキャップ：別売ブリーザーキャップを装着することで、オイルキャッチタンクに接続可能
■6ディスク仕様（ジャダー軽減ディスクを含め6ディスク化）
　従来品に比べ、ダウンサイジングを図り、回転マス重量を約12％軽減。
　クラッチ容量が従来品に比べ約20％アップし、ハイパワーエンジンに対応。
■スリッパークラッチ機構：急激なエンジンブレーキのショックを緩和します。
■プライマリードリブンギア：クラッチ接続時のショック軽減を図り、ラバーダンパーを内蔵

■NEW 17乾式クラッチキット（TYPE-R）（油圧式）　5・6速クロスミッション（乾式クラッチ用）装着車■NEW 17乾式クラッチキット（TYPE-R）（油圧式）　5・6速クロスミッション（乾式クラッチ用）装着車■NEW 17乾式クラッチキット（TYPE-R）（油圧式）　5・6速クロスミッション（乾式クラッチ用）装着車

※5・6速クロスミッション装着車用の為、弊社製乾式クラッチ用5・6速クロスミッションの装着が必要になります。 
※スリッパークラッチ機構有りを選択する場合、必ずデコンプレッション機能付きボアアップキットと併用して頂く必要
　があります。（弊社製デスモヘッドは除く） 
※Z50J-1300017～1600007の車両に取付ける場合、付属のクラッチケーブルがノーマルクラッチホルダーに対
　応していない為、ハンドルパイプを交換し、弊社クラッチレバー、コンビネーションスイッチをご使用下さい。

品番マスターシリンダークラッチタイプ 価格（税抜）

NEW 油圧式 付属
スリッパークラッチ機構

有り
無し

02-02-0085
02-02-0086

￥145,000
￥128,500

■強化クラッチ6ディスク仕様
ケブラー配合フリクションディスク5枚、ジャダー
の軽減を図る専用フリクションディスク1枚採用

■スリッパークラッチ機構
急激なエンジンブレーキのショックを緩和します。

冷却効果を高めるベンチレーションホールを配置した新形状を採用
更にクラッチ操作の向上を図り、レリーズピストン径を従来品より拡大

新形状アルミ削り出しクラッチカバー新形状アルミ削り出しクラッチカバー新形状アルミ削り出しクラッチカバー

17乾式クラッチキット（油圧式/スリッパークラッチ無し）

品番対象車両 価格（税抜）
Ape50（FI）（AC16-1600001～）
Ape50（FI）Type D（AC18-1000001～）

01-05-0121
01-05-0122 ￥46,000

オイルエレメント

大型オイルフィラーキャップ大型オイルフィラーキャップ

オイルレベル確認窓オイルレベル確認窓

プライマリードリブンギアプライマリードリブンギア

プレゼントキャンペーン実施中!!プレゼントキャンペーン実施中!!
■キャンペーン期間中、対象のスペシャルクラッチキット/乾式クラッチキットをご購入頂くとジェネレーターカバーをプレゼント!!■キャンペーン期間中、対象のスペシャルクラッチキット/乾式クラッチキットをご購入頂くとジェネレーターカバーをプレゼント!!

モンキー・ゴリラ用対象クラッチキット

Ape・XR50/100 Motard用対象クラッチキット

■スペシャルクラッチキット（5ディスク）
■スペシャルクラッチキット TYPE-R（6ディスク）
■17乾式クラッチキット TYPE-R（6ディスク）

■スペシャルクラッチキット（ダイカストクラッチカバー付属）
プレゼントキャンペーン専用品番があります。
クラッチキットの品番では、キャンペーンは適応されません。
WEB SITEにてキャンペーン専用品番をご確認下さい。

期間2017年2月1日～2017年3月31日までの受注分期間2017年2月1日～2017年3月31日までの受注分

Rステージ106cc 強化クランクケース クランクシャフトサポートプレート

モンキー（FI）ノーマル足回りにエンジン搭載可能!!モンキー（FI）ノーマル足回りにエンジン搭載可能!!
高出力エンジンへの変更につき、弊社では足回り、ブレーキの強化をお薦めしております。

■コンプリートエンジン　同時装着推奨パーツ

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リーズナブルな価格でハイスペックエンジンにすることが出来ます。
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リーズナブルな価格でハイスペックエンジンにすることが出来ます。
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。

TAF5速クロスミッション スペシャルクラッチキット インジェクションコントローラー

クロムメッキ
ブラックメッキ
各￥6,300（税抜）

02-08-0052
02-08-0048

■Rステージ106cc コンプリートエンジン
（ノーマルスロットルボディー）＋ボンバーマフラー
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ハイパーSステージ88cc

Rステージ106cc
コンプリートエンジン

モンキー（FI）ノーマル
RPM（x1000）ダイノジェット・後輪出力

ダイノジェットによる後輪出力データは、実走行とは異なります。
RPM（x1000）ダイノジェット・後輪出力

ダイノジェットによる後輪出力データは、実走行とは異なります。
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■Rステージ106ccコンプリートエンジン
　＋別売ビッグスロットルボディーキット
　＋ボンバーマフラー

■ボンバーマフラー
　04-02-0211 ￥39,800（税抜）
φ90アルミサイレンサー（シルバーアルマイト）
エキゾーストパイプはオールステンレス製で
ステップ構造を採用することで、出力アップ
を可能としています。表面はポリッシュ研磨

■ビッグスロットルボディーキット
　03-05-0097 ￥26,800（税抜）
Rステージヘッドの性能を最大限に引出
し大幅な出力アップが可能になります。
上記参考グラフデータにて、出力変化を
ご確認下さい。

■スチール鍛造
　キックスタータアーム

モンキー用
スペシャルクラッチキット
モンキー用
スペシャルクラッチキット

Ape用
スペシャルクラッチキット
Ape用
スペシャルクラッチキット

モンキー用
スペシャルクラッチキット
TYPE-R

モンキー用
スペシャルクラッチキット
TYPE-R

ハイパーSステージはSステージボアアップキット80ccに、排気量アップに伴う燃調の狂いを補正するFIコン2（インジェクションコントローラー）、
ドリブンスプロケット35T、スパークプラグが付属しています。ノーマルエンジンとは全く異なるエンジン出力とトルクフルな走りを実現します。

FIコン2採用により、レブリミット回転数を約11500rpmまで使用可能!!FIコン2採用により、レブリミット回転数を約11500rpmまで使用可能!!NEW FIコン2 採用 “Hyper S-Stage” 新登場!!NEW FIコン2 採用 “Hyper S-Stage” 新登場!!NEW FIコン2 採用 “Hyper S-Stage” 新登場!!

Ape50（FI）Ape50（FI）Ape50（FI）

■NEW FIコン2（インジェクションコントローラー） 05-04-0037 ￥15,200（税抜）

対象：Ape50（FI）（AC16-1600001～/AC18-1000001～） 
弊社製エンジンパーツの仕様違いに合わせた3次元燃料マップを内蔵
内蔵の補正マップを全体的に濃い目・薄い目に微調整出来る増減機能
を備えています。設定は本体のロータリースイッチだけで設定可能。
レブリミット回転数：約11500rpm ※注意事項はWEB SITE参照Ape50（FI）Ape50（FI）

煩わしいPC接続は必要ありません。 最小限の配線加工で取付け可能。 ハイパーSステージ付属品

RPM（x1000）ダイノジェット・後輪出力
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■下記パーツ対象車両：Z125 PRO（BR125H-A02621～）
※一部加工の必要なパーツ、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。

■スクリーンキット（ショート）スモーク
　09-11-0008 ￥12,000（税抜）
　※穴開け加工が必要になります。

■LEDヘッドライトキット2.0
05-08-0220 ￥12,000（税抜）
ファンレス化と高性能LEDチップ採用

■LEDテールランプ（スモークレンズ）
　05-08-0404 ￥16,500（税抜）

■リアショックアブソーバー（車高調整機能付き）
　06-04-0049 ￥17,000（税抜）

トルクが大幅にアップし、ボアアップエンジンの高圧縮・大径
ピストンでもエンジン始動をスムーズに行えます。スターター
の始動時間を短縮し、バッテリーへの負担を軽減します。
強力な磁力を発生する磁石を採用することで、モーターサイ
ズを大径化すること無く、ハイパワー化することを実現しまし
た。ノーマルと同等のサイズの為、ノーマル同様に取付け可能

対象：Z125 PRO（BR125H-A02621～） ：KSR110（KL110D-A57002～）
　　：KSR PRO（JKAKL110EEDA88121～） ：KLX110L（LX110D-A72046～）

価格（税抜）品番
05-00-0004 ￥13,000

価格（税抜）品番
04-02-0243

サイレンサー
シルバー

04-02-0244ブラック塗装 ￥39,800

排気効率が向上し、中回転から高回転域にかけて
出力アップが可能。サイレンサー本体はシルバーア
ルマイトとブラック塗装（エンド：ブラックアルマイト）

対象：Z125 PRO（BR125H-A02621～） ノーマルローター外径φ200に対し、ローター外
径φ225を採用することで、ブレーキ性能が大幅
に向上します。外周にウェーブ形状を採用するこ
とで円形状に比べ、冷却効果が向上します。ロー
ターの摩擦面には錆に強く、耐久性のあるステン
レス鋼を採用。ハブ装着部、ノーマルキャリパーブ
ラケットにはアルマイトを施しています。

■ノーマルフロントキャリパー専用
対象：Z125 PRO（BR125H-A02621～）

Z125 PRO NEW PARTS

NEW スーパースターター

NEW トラッカーマフラー（政府認証）

■ボアアップキット装着車に対応するスターターモーター新登場!!

ノーマルのウインカーベースをそのまま使用し、配線加工の必要が無くボル
トオンで取付け出来ます。大型なノーマルから小柄な本製品に変更すること
で、車両をスタイリッシュにまとめることが出来ます。アルミ削り出しウイン
カーマウント（ブラックアルマイト）、サブハーネス付属。

対象：Z125 PRO（BR125H-A02621～） 
NEW ストリームラインウインカーキット ■小柄で軽量なラバーマウントウインカー採用

※弊社製フェンダーレスキットの同時装着は出来ません。

価格（税抜）品番
05-08-0415

ウインカーボディー
メッキ

05-08-0416ブラック ￥13,800

対象：Z125 PRO（BR125H-A02621～）
NEW アルミスイングアーム（スタビライザー付き） ■ノーマルインナーフェンダー取付け可能

独自の断面形状とスタビライザーの付きのスイングアーム形状によりスイングアー
ムに求められる剛性と軽量化を両立。チェーンアジャスター部分には六角レンチで
簡単に調整が出来るメンテナンス性に優れたアルミ削り出しアジャスターを採用。
アジャスターには硬質アルマイトを施しています。スイングアーム全体にバフ研磨を
施すことで、アルミスイングアームの存在感とカスタムイメージを高めます。
ノーマルチェーンスライダーをそのまま使用可能。アーム長はノーマルと同じです。
インナーフェンダー取付けステー付属

※ノーマルインナーフェンダーの装着には、干渉部分
　のカット加工が必要になります。

価格（税抜）品番
06-03-0133 ￥75,500

価格（税抜）品番
06-08-0107 ￥27,000

NEW ビッグフローティング
ディスクローターキット（ウェーブ形状）
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■Ape50（FI）
ノーマルエンジン＋ノーマルマフラー

■ハイパーSステージ80cc
　（NEW FIコン2採用）
　＋ボンバーマフラー

約6.5ps約6.5ps

マグネシウムクラッチカバー採用マグネシウムクラッチカバー採用

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

3

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）


