
対象車両：Z125 PRO（BR125H-A02621〜）
※下記注意事項を必ず、ご確認下さい。

■FIコン TYPE-e（インジェクションコントローラー）　※各種機能の詳細は弊社WEB SITEをご覧下さい。※下記FIコン TYPE-eの使用環境が必要になります。

■Sステージボアアップキット138cc/178ccスカット　詳細

シリンダーとピストンの交換で排気量を138cc、又は178ccに変更出来るボアアップキット。
耐久性、気密性、放熱性に優れたオールアルミ製セラミックメッキシリンダーを採用。
シリンダーにはスティック温度センサーの取付けが可能です。弊社製コンパクトLCDサーモ
メーター スティック温度センサー付きをご購入頂くことで、シリンダー温度を計測出来ます。
ピストンのスカート部には初期馴染みを良好にする為、モリブデンコートを施しています。
■ボア径　138cc  59mm / 178cc  67mm
■圧縮比　138cc  12.3：1 / 178cc  11.5：1　■ストローク50.6mm（ノーマル）
■スポーツカムシャフト
ノーマルヘッドの性能を最大限に引出す最適なプロファイルにより、出力性能が向上します
ノーマルカムシャフト同様、デコンプレッション機能を内蔵しています。

純正ECUにカプラーオンで取付け可能なインジェクションコントローラーです。エンジン仕様に合わせたセッティング済みの燃料マップを複数内蔵。
パソコン、スマートフォンを使用し、セッティングマップの選択、変更、修正が手軽に行えます。最大5000μｓの燃料増量が可能。
セッティングに便利なエンジン回転数、エンジン温度、スロットル開度、インジェクターの開閉率のモニタリング機能を搭載。
※各種機能の詳細は弊社WEB SITEをご覧下さい。

品番付属カムシャフト 価格（税抜）排気量

138cc
N-10

N-20

N-20

￥78,000

￥86,000

01-05-5445

01-05-5446

01-05-5447178cc

対象：Z125 PRO（BR125H-A02621〜）5速
6速

ギアレシオ 1速：2.692　2速：2.000　3速：1.579　4速：1.333　5速：1.238
1速：2.692　2速：2.000　3速：1.579　4速：1.333　5速：1.182　6速：1.087

5・6速クロスミッションを装着するにはカワサキ純正部品13151-0055（スイッ
チCOMP.ニュートラル）の別途購入が必要。取付けにはカプラーの交換作業
が必要。ノーマルメーターのシフトインジケーターの表示が出来なくなります。
5・6速クロスミッションを装着するには、左クランクケースの加工が必要。
ノーマルスピードメーターを正常に作動させる為、弊社製スピードセンサー
キットの別途購入が必要。詳細、注意事項につきましてはWEB SITE参照。

■スーパーオイルポンプキット
　01-16-0003 ￥8,500（税抜）

■ハイパーイグニッションコイル
　05-02-0019 ￥3,800（税抜）

■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

コード長
500mm
コード長
500mm 吸入効率が向上吸入効率が向上

吐出量
ノーマルに比べ約30％アップ

品番

02-01-0382

02-01-0168

価格（税抜）

￥53,000

￥74,000

操作機構

ワイヤー式

油圧式

プライマリードライブギア

付属

付属

品番

02-04-0297

02-04-0298

価格（税抜）

￥49,800

￥59,800

ミッションの種類

5速クロスミッション

6速クロスミッション

※スペシャルクラッチキットに関する詳細、注意事項等はWEB SITE参照。

ノーマルクラッチカバーのは無い、カバー構造を備えたスペシャルクラッチカバーと6ディスク強化クラッチ
キットが一つになったオールインパッケージです。 お買い得なセット価格を設定しました。

■スペシャルクラッチキット（アルミ製バフ研磨クリア塗装カバー）

　ノーマルカバーには無いオイル点検窓やオイルクーラーへの
　オイル取出し口、オーバークールを防止するサーモスタットの
　取付けが可能（特許構造）なクラッチカバーに、6ディスク強化
　クラッチが付属しています。
　スロットルレスポンスが向上するプライマリドライブギア付属。

■パワーフィルター
　03-01-0006 ￥2,000（税抜）

■ボンバーマフラー
　04-02-0234 ￥49,000（税抜）
※政府認証はノーマルエンジンに限ります

■トラッカーマフラー
　シルバー
　ブラック塗装
　各￥39,800（税抜）
※政府認証はノーマルエンジンに限ります

04-02-0243
04-02-0244

■スーパースターター
　05-00-0004 ￥13,000（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

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。
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です。
専用の取付けハーネスが付属し、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 

■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を
　ご覧下さい。

■スペシャルクラッチキット ワイヤー式と油圧式の2種類■スペシャルクラッチキット ワイヤー式と油圧式の2種類
エンジン回転数の落ち込みを少なくし、パワーバンドをキープ出来るので、スムーズに加速することが出来
ます。ノーマルエンジンからカスタムエンジンまで幅広く使用出来ます。　■クラッチカバーがスケット付属

対象：Z125 PRO（BR125H-A02621〜）

■クロスミッションキット 5速クロスと6速クロスの2種類■クロスミッションキット 5速クロスと6速クロスの2種類

ドリブン
スプロケット

■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。

油圧式

待望のZ125 PRO用ボアアップキット“ハイパーSステージ”待望のZ125 PRO用ボアアップキット“ハイパーSステージ” 発売開始!!発売開始!!

138cc138cc

ハイパーSステージは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）、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。性能は参考グラフをご覧下さい。

※FIコン TYPE-eをご使用の際には下記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。下記FIコン TYPE-eの使用環境をご用意頂けない場合はご使用になれません。
　又、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。

パソコンの場合 対象OS：Windows 7/8/10　（RT/MOBILEは除く）　弊社専用ソフト（無料）のインストールには、インターネットに接続されている必要があります。
パソコンにBluetoothが内蔵されているか、別途外付けBluetoothアダプタが必要です。

対象：iPhone4s以降 iPad第3世代以降 iOS8以上　弊社専用アプリ（有料）のインストールには、AppStoreに接続する必要があります。
対象：Andoroid、Andoroid端末　Bluetooth内蔵　バージョン4.2.2以降　弊社アプリ（有料）のインストールには、Google playに接続する必要があります。

スマートフォンの場合
FIコン TYPE-eの使用環境

注意事項

※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。競技専用になります。

Z125 PRO用ハイパーSステージボアアップキット138cc/178ccスカットZ125 PRO用ハイパーSステージボアアップキット138cc/178ccスカット 新登場!!新登場!!

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
　対象：Z125 PRO（BR125H-A02621〜） 

NEW ビッグフローティングディスクローターキット

価格（税抜）品番

06-08-0107 ￥27,000

ハイパーSステージボアアップキット138cc
＋ボンバーマフラー
■N-20カムシャフト　　■N-10カムシャフト

RPM（x1000）ダイノジェット・後輪出力
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Z125 PRO
ノーマルエンジン

■ハイパーSステージボアアップキット178cc
　 （N-20付属カムシャフト）＋ボンバーマフラー

約12ps約12ps

Sステージボアアップキット　同時装着推奨パーツ

■ボンバーマフラー
　04-02-0228 ￥41,200（税抜）

CROSS
CUB

CUB
JA10 近接騒音82dB近接騒音82dB

■P-SHOOTERマフラー
　04-02-0224 ￥36,800（税抜）

CROSS
CUB

CUB
JA10 近接騒音81dB近接騒音81dB

■スポーツマフラー
　04-02-0156 ￥30,500（税抜）

CROSS
CUB 近接騒音82dB近接騒音82dB

■コーンオーバルマフラー
　04-02-0147 ￥39,000（税抜）

CROSS
CUB 近接騒音88dB近接騒音88dB

■パワーサイレントオーバルマフラー
　04-02-0180 ￥36,800（税抜）

CROSS
CUB 近接騒音82dB近接騒音82dB

■ステアリングハンドルパイプ
　06-01-2009 ￥4,900（税抜）
※ノーマルメーターを装着する場合、
　別途弊社製ハンドルガードが必要。

■LEDヘッドライトキット
　05-08-0418 ￥12,800
※スーパーカブ50/110（JA07/JA10）には
　取付け出来ません。
※バルブを押さえるスプリングの曲げと
　ラバーブーツ干渉部の切除加工が必要

■フロントキャリアキット
　ブラック塗装
　マットメッキ
　各￥9,800（税抜）

09-11-0139
09-11-0143

06-09-0009
06-09-0006

■D.I.D社製17インチアルミワイドホイールリム（フロント/リアセット）
　シルバー
　ブラック
　各￥34,800（税抜）

※フロントとリアでスポーク穴サイズが異なります。スーパーカブ110（JA07）取付不可

■ビレットスーパーオイルポンプ
　01-16-0064 ￥8,500（税抜）
オイルポンプトロコイドギアの厚みは純
正比約1.7倍を採用。大量のオイルが
循環し、潤滑部の部品負担を軽減
R.クランクケースカバーガスケット必要

■ハイパーイグニッションコイル
　05-02-0019 ￥3,800（税抜）

■フロント強化ブレーキアーム
　06-08-0076 ￥6,300（税抜）

■リア強化ブレーキアーム
06-08-0077 ￥3,800（税抜）

■エアフローシートカバー（Sサイズ）
　09-11-0099 ￥2,500（税抜）

R.クランクケースカバーガスケット必要
■クラッチ強化プレート
　02-01-0381 ￥2,200（税抜）

　30％軽量化
ノーマルから27mm延長

　30％軽量化
ノーマルから27mm延長

■ドリブンスプロケット（スチール製）

　30T
　34T
　37T
　各￥2,800（税抜）

02-07-0021
02-07-0022
02-07-0023

06-13-0064
06-13-0065
06-13-0066

■リアブレーキピボットキャップ
プレーン ブラック
プレーン ブルー
プレーン レッド
各￥2,000（税抜）

06-13-0067
06-13-0068
06-13-0069
06-13-0070

■リアブレーキピボットキャップ
8ホール シルバー
8ホール ブラック
8ホール ブルー
8ホール レッド
各￥2,000（税抜）

アルミ鍛造製アルミ鍛造製

CROSS
CUB

CUB
110

CROSS
CUB

CUB
110

CROSS
CUB

CUB
110

CROSS
CUB

CUB
JA10

CROSS
CUB

CROSS
CUB

■ハンドルガード（スチール製）
イエロー
レッド
メッキ 08-01-0120 ￥10,800（税抜）

08-01-0114
08-01-0115

CROSS
CUB

CROSS
CUB

CROSS
CUB

■オイルレベルゲージ（シルバー）
　07-07-0111 ￥3,700（税抜）

NEWNEW NEWNEWNEWNEW NEWNEW

コード長
500mm
コード長
500mm

ブラックブラックシルバーシルバー

ノーマル
D.I.D製
対象：クロスカブ　：スーパーカブ110（JA10）

フロント：1.40×17　リア：1.60×17
フロント：1.60×17　リア：1.85×17

■クロスカブ用ハーフカバーセット 09-11-0077 ￥31,500（税抜）
※ハーフカバーセットを装着する場合、別途弊社製アンダーフレームセットが必要。
※取付けにはフロントカバーに加工が必要。　※純正ラギジフック取付不可。

■アンダーフレームセット
イエロー塗装 06-00-0001　レッド塗装 06-00-0002 各￥19,500（税抜）

クロムメッキ 06-00-0003 ￥25,000（税抜）
※アンダーフレームセットを装着する場合、別途弊社製ハーフカバーセットが必要。
※ノーマルレッグシールド取付不可。

CROSS
CUB

ブラックブラック

CROSS
CUB

NEWNEW

1年間不点灯保証付き

■ヘッドライトガード（スチール製）
　イエロー塗装
　レッド塗装
　各￥8,700（税抜）

　クロムメッキ
　￥10,000（税抜）

05-08-0198
05-08-0199

05-08-0202
CROSS
CUB

■リアフェンダーガードセット
イエロー
レッド
メッキ
※弊社対象ウインカーキットの同時装着
　が必要。ノーマルウインカー取付不可

09-09-0056
09-09-0057
09-09-0058

■ハイパーSステージキット125cc
　01-05-0092 ￥47,800（税抜）

CROSS
CUB

CROSS
CUB

弊社製スポーツマフラー装着車用弊社製スポーツマフラー装着車用
弊社製スポーツマフラー装着車用弊社製スポーツマフラー装着車用

■ヘッドライトカウルサイドカラー
　シルバー
　ブラック
　ブルー
　レッド
　ゴールド
　ガンメタル

09-11-0093
09-11-0094
09-11-0095
09-11-0096
09-11-0097
09-11-0098

各（2個入）￥2,200（税抜）各（2個入）￥2,200（税抜）

CROSS
CUB

CROSS
CUB

■クロスカブ用政府認証マフラー　ラインナップ　※政府認証はノーマルエンジンに限ります。

■ハイパーSステージキット125cc
　＋スポーツマフラー

RPM（x1000）ダイノジェット・後輪出力
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■クロスカブ
　ノーマルエンジン
　＋ノーマルマフラー

約10ps約10ps

NEWNEWNEWNEW

NEWNEW

■リアショックアブソーバー（2本）
　レッド塗装
　イエロー塗装
　メッキ
　各￥11,500（税抜）

　オイルダンパー式/ノーマル同寸
　スプリングプリロード5段階調整

06-04-0084
06-04-0085
06-04-0086

CROSS
CUBNEWNEW

CROSS
CUB

CUB
JA10

■ウインカーセット（丸型M）
丸型Mオレンジレンズ

丸型Mスモークレンズ

丸型Mクリアレンズ

各￥9,600（税抜）

05-08-0306
05-08-0307
05-08-0308

CROSS
CUB

弊社製リアフェンダーガード装着車用弊社製リアフェンダーガード装着車用

￥13,800（税抜）

￥18,000（税抜）

￥7,400（税抜）

■NEW スーパーカブ50/70/90・リトルカブ（遠心クラッチ車）用スーパーオイルポンプキット

排気量をアップすることで、発熱量が多くなったエンジンに大量の
オイルを循環させることでエンジンをより一層冷却させます。
吐出量は約1.3倍を実現。キットにはクランクケース（オリフィス部）
加工用工具付きと無しの2種類があります。※オリフィス部の加工が必要

■対象スーパーカブ50/70/90・リトルカブ　遠心クラッチ車　　　　　　　　　　　スーパーカブ50（FI）（AA01-1700001〜）　

スーパーカブ50（C50-8000026〜0095210）（C50-0200001〜0999999）（C50-2100001〜2299999）（AA01-1000001〜1699999）

リトルカブ（C50-4300001〜/AA01-3000001〜3999999）　リトルカブ（FI）（AA01-4000001〜）
スーパーカブ70（C70-8000035〜8680116）（C70-1000001〜1699999）　スーパーカブ90（HA02-1000004〜2899999）

品番 価格（税抜）加工用工具

付属

無し

01-16-0057

01-16-0056

￥4,900

￥4,200

NEWNEW

■2ピースハンドルバーエンド
　（シルバー）豊富なカラーラインナップ

　06-01-0376 ￥3,800（税抜）

CROSS
CUB

クロスカブ スーパーカブ110
（JA10）

CUB
JA10

スーパーカブ110
（JA07/JA10）

CUB
110

近日発売予定

CROSS
CUB

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。

■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）

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 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

車種別
チラシ請求
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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・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。
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