GROM・MSX125・MSX125SF CUSTOM PARTS

■LEDテールランプ（スモークレンズ）
05-08-0414 ￥14,800（税抜）

■リアショックアブソーバー
（車高調整機能付き）

06-04-0081 ￥17,000（税抜）
対象：GROM/MSX125/MSX125SF

カスタムエンジンにおすすめ スーパーオイルポンプキット
※R.クランクケースガスケットの別途購入が必要
弊社ではテストを繰り返し最適な吐出量を求め、ノーマルから約35％増加を採用しております。

■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

新形状アルミ削り出しクラッチカバー
■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

弊社製

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!!
■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

オイルレベル確認窓

オイルエレメント

大型オイルフィラーキャップ

プライマリードリブンギア

品番

価格（税抜）

01-16-0063

￥6,300

弊社製

ノーマル

ボディーとプレートの厚み比較
弊社製
5ヶ所

ノーマル
2ヶ所

■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
対象：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〜）
クラッチタイプ
マスターシリンダー スリッパークラッチ機構
品番
02-02-0085
有り
NEW 油圧式
付属
無し
02-02-0086

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。
(左写真のユニットは07-07-0163) 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。

価格（税抜）

￥145,000
￥128,500

プレゼントキャンペーン実施中!!

期間2017年2月1日〜2017年3月31日までの受注分
Ape用
スペシャルクラッチキット

弊社ではオイル漏れによるロスを軽減する為、プレートの厚みを増し
ボディーとプレートを結合するボルト数を増やしています。
これによりオイルポンプ本体の強度も高めることが出来ます。
ノーマルプレートの厚みとボルト数である場合のテスト結果
ノーマルオイルポンプと同形状（圧み/ボルト数）では、オイルポンプ
ボディーとプレートの間からオイル漏れロスが発生します。更に吐出
量を増加させるとオイル漏れロスも増加し、パワーロスになります。

NEW アルミ削り出しオイルレベルゲージ

■目安となるゲージ付き ■Oリング付属

ブラック
ブルー
レッド
ゴールド

NEW アルミスイングアーム（スタビライザー付き）
対象：Z125 PRO（BR125H-A02621〜）

■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。

モンキー・ゴリラ・モンキー（FI）・スーパーカブ・Ape NEW PARTS

※一部取付け出来ない車両があります。
各製品の詳細は弊社WEB SITEにてご確認下さい。

弊社製テンショナーアームは強度の高い超々ジュラルミン材を精巧に削り出
01-14-0007
￥8,800
し、厚みを増やすことでアーム本体の強度を高め、更にプッシュロッドへの接
地面積を増やしています。これによりプッシュロッド先端のゴムの陥没や破損
を軽減し、プッシュロッドの寿命が大幅に向上します。アーム中央には、テン
ショナーアームの振れを制御する専用カラーを採用している為、プッシュロッ
ドの力を正確にカムチェーンへ伝えることが出来ます。
アーム本体にはオイル穴を設けており、稼動部へオイルの潤滑を行います。
アーム表面には硬質アルマイトを施しています。
オイル潤滑を行うオイル穴を装備 ノーマルテンショナーアームでおこる変形と破損
ノーマルは板材の為、プッシュロッドへの接地面積が少なくプッシュロッド先端
のゴムが板厚の形に陥没します。長期使用時、ノーマルテンショナーアームの
変形が酷くなり、プッシュロッドヘッドが破損します。この場合、カムチェーンに
適切なテンションがかからない為、エンジントラブルの原因となります。
■ノーマルテンショナーローラーと弊社製テンショナーローラーの比較
ノーマルに比べ、ローラー本体を大径化することでカムチェーンへの適切なテ
ンションを保つと共にローラーの磨耗を軽減します。又、ノーマルには無いス
プロケット形状を採用することで、カムチェーンへの追従性を高めています。
更にローラー交換が可能な為、メンテナンス性に優れています。

モンキーでも定評のある
スプロケット形状を採用

必ず、適度なダンパー効果のあるノーマル及び、弊社製プッシュロッドヘッドをご使用頂く必要があります。

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

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

価格（税抜）

Z125 PRO CUSTOM PARTS

カラーアルマイト

■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）

プッシュロッドヘッドへの接地面積を増やし、ゴムの破損を軽減

品番

弊社製品はオイルポンププレートの厚みとボディーとプレートを
結合するボルト数を増やすことで、オイル漏れのロスを軽減

■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!!
モンキー用
スペシャルクラッチキット
TYPE-R

ノーマル

オイルポンプドリブンギア付属
トロコイドローターの厚み比較
弊社ではエンジン各部へ圧送されるオイル量、油圧、各部のオイル
レベルを適正にする為、ノーマル比約35％増加を採用しております。
適正量のオイルが循環することで、駆動部の部品負担を軽減します。
吐出量が多すぎる場合のテスト結果
テスト結果から吐出量を増加させすぎるとヘッド側へのオイルが増加
し、リターンするオイル不足でクランクケース側のオイルレベルが下
がり、エア噛みが発生する危険性を確認しました。
又、油圧の増加により、パワーロスがおこります。

■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。(左写真のユニットは07-07-0013)

※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。
17乾式クラッチキット（油圧式/スリッパークラッチ無し）

モンキー用
スペシャルクラッチキット

対象：GROM/MSX125/MSX125SF

NEW スーパーカムチェーンテンショナー
※L.クランクケースカバーガスケットの別途購入が必要
カムチェーンへの追従性と適切なテンションを保つ、高強度カムチェーンテンショナー新登場!!
3月下旬
ノーマル 弊社製
ノーマル
弊社製
発売予定

品番

価格（税抜）

07-07-0223
07-07-0224
07-07-0225
07-07-0226

￥2,500

■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）

NEW トラッカーマフラー（政府認証）

■ノーマルインナーフェンダー取付け可能

シルバー
ブラック塗装

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。スイングアーム全体にバフ
研磨、アジャスターには硬質アルマイトを施しています。
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。インナーフェンダー取付けステー付属
品番
価格（税抜）
※ノーマルインナーフェンダーの装着には、

06-03-0133

￥75,500

04-02-0243
04-02-0244

￥39,800

カラーはオレンジ、ブラック、ブルー、レッド、イエローの5種類。
コードの長さ：500mm ※インジェクション車には取付け出来ません。

NEW ミニブレイズウインカーキット（ステンレスボディー）

対象：モンキー（Z50J-2000001～/AB27-1000001～1899999） ：モンキー（FI）（AB27-1900001～）
モンキーノーマルのウインカー形状をモチーフに、よりコンパクト形状にした弊社オリジナルウインカーです。
ステンレス製ボディーを採用し、表面にバフ研磨を施しています。内部にインナーリフレクターを採用し、点灯
時ウインカーを美しく演出します。ウインカーレンズはクリア、スモーク、オレンジの3種類
クリア/スモークレンズにはオレンジ、オレンジレンズにはクリアバルブが付属。※6V車には使用出来ません。

※スパークプラグの劣化を補うパーツではありません。

レッド

3月下旬
発売予定
対象車両
モンキー・ゴリラ（Z50J-2000001～/AB27-1000001～1899999）
Ape50（AC16-1000001～1599999） XR50/100 Motard
Ape100（HC07-1000001～/HC13-1000001～）
スーパーカブ50（C50-8900015〜/C50-0200001〜のC.D.I.点火）
スーパーカブ50（AA01-1000001〜1699999）
リトルカブ（C50-4300001〜/AA01-3000001〜3999999）

ハイパーイグニッションコイル（インジェクション車専用）

カラー
オレンジ
ブラック
ブルー
レッド
イエロー

品番

純正形状のミニウインカー新登場!!

クリアレンズ

ノーマル
ズ外径約Φ50mm
レンズ約Φ46mm

ミニブレイズ
レンズ約Φ36ｍｍ
レンズ約Φ38ｍｍ

NEW ビッグフローティングディスクローターキット

干渉部分のカット加工が必要になります。

※対象車両をご確認の上、ご購入下さい。

カラー
ブルー

品番

ト

トモ

モ

車種別
チラシ請求

スモークレンズ

オレンジレンズ

メッキ
ブラック

点灯時

価格（税抜）

製品に関するお問い合わせは専用ダイアル 0721-25-8857
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。

品番

価格（税抜）

06-08-0107

￥27,000

■ボアアップ装着車に対応するスターターモーター新登場!!
対象：Z125 PRO（BR125H-A02621〜） ：KSR110（KL110D-A57002〜）
：KSR PRO（JKAKL110EEDA88121〜） ：KLX110L（LX110D-A72046〜）

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。強力な磁力の磁石を採用する
ことで、モーターサイズを大径化すること無く、ハイパワー化を実現。
品番
価格（税抜） ノーマルと同等サイズの為、ノーマル
05-00-0004
￥13,000 同様に取付け可能!!

05-08-0415
￥13,800
05-08-0416

第44回 東京モーターサイクルショー

NEW アルミ削り出しステムナット 各色￥3,000（税抜）

東京ビッグサイト

対象：GROM・MSX125/125SF・Z125 PRO・ZOOMER-X・CBR125R
：CBR250R・CB250F・CB400R・CB400F・400X
ナットカラー キャップカラー

シルバー
ブラック
シルバー
レッド
ゴールド

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。

NEW スーパースターター

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可能。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
ウインカーボディー
品番
価格（税抜）

GROM・MSX125・MSX125SF・Z125 PRO

レンズタイプ
品番
価格（税抜）
05-08-0420
クリアレンズ
スモークレンズ 05-08-0421 ￥9,800
オレンジレンズ 05-08-0422

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。

4

対象：Z125 PRO（BR125H-A02621〜）

※弊社製フェンダーレスキットの同時装着は出来ません。

05-02-0019 ￥3,800

無料チラシ

対象：Z125 PRO（BR125H-A02621〜）

■小柄で軽量なラバーマウントウインカー採用

価格（税抜）

05-02-0008
05-02-0015
05-02-0020 ￥3,300
05-02-0021
05-02-0022

モンキー(FI)・スーパーカブ50(FI)(AA01-1700001～/AA04-1000001～)
リトルカブ(FI)(AA01-4000001～)・クロスカブ・スーパーカブ110(JA07/JA10)
GROM・MSX125・MSX125SF・Z125 PRO・D-TRACKER125・KLX125

FI車用カラーはブルーのみです。
コードの長さ：500mm

NEW ストリームラインウインカーキット

※政府認証はノーマル
エンジン車に限ります。

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、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

NEW ハイパーイグニッションコイル

放電電圧がアップし、優れた燃焼効率が可能。新色登場

対象：Z125 PRO

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：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）
サイレンサー
品番
価格（税抜）

品番

06-02-0080
06-02-0081
06-02-0082
06-02-0083

ナットカラー キャップカラー

ブラック

シルバー
ブラック
レッド
ゴールド

品番

06-02-0084
06-02-0085
06-02-0086
06-02-0087

株式会社 東単 様、株式会社 造形社 様の展示ブースにて新製品、
カスタム車両の展示を行っております。是非、この機会に弊社製品、
カスタム車両をご覧下さい。無料チラシも配布しております。
展示車両 モンキー（FI） ・ GROM ・ クロスカブ

※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。

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）

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

