新設計 路面からの衝撃吸収と共に路面の追従性を高め、安定した走行をお楽しみ頂ける
モンキー・ゴリラ 8インチホイール用 “Φ27フロントフォークキット（タイプ2）” 新登場!!

待望のZ125 PRO用ボアアップキット “ハイパーSステージキット” 新登場!!

8インチホイール車のホイールベースとスポーツ走行での操作性を考慮し、8インチに最適な
フォーク長、ストローク量、ダンパー構造を追求した新設計オリジナルフロントフォークです。
減衰力の発生機構にフリーバルブタイプを採用し、リバウンド時のショックを低減しています。

■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

12

8インチホイール用

SAE Power（PS）

10

モンキー・ゴリラ
モンキー（FI）
8インチホイール車用

8

6
Z125 PRO
ノーマルエンジン
4

06-01-0114

ステアリングロックブラケット付属

2
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

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!!

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

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 ■Sステージボアアップキット138cc/178ccスカット 詳細
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。 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。
対象車両：Z125 PRO（BR125H-A02621〜）
※下記注意事項を必ず、ご確認下さい。

排気量

付属カムシャフト
N-10
N-20
N-20

138cc
178cc

品番
01-05-5445
01-05-5446
01-05-5447

価格（税抜）
￥78,000
￥86,000

※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。

138cc

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。
カムシャフトの仕様 N-10：低中速カム N-20：高速カム

※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。

■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。

トップブリッジ（シルバー）

FIコン TYPE-eの使用環境

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。

ダイカスト製軽量ホイールハブとステンレス製ディスクローターを採用 ホイールハブ表面にはバレル研磨を施しております。
1ピースタイプのディスクローターは錆に強く、耐久性に優れたステンレス鋼を採用。

NEW モンキー・ゴリラ 8インチホイール用Φ27フロントフォークキット（タイプ2）
■対象車両：モンキー・ゴリラ（Z50J-1300017～/AB27-1000001～1899999） ：モンキー（FI）（AB27-1900001～）

モンキー ノーマル折りたたみハンドル用

NEW オイルキャッチタンクキット（372cc）

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）

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

品番

価格（税抜）

06-08-0107

￥27,000

対象車両：Z125 PRO（BR125H-A02621〜）
：Z125 PRO（タイ仕様）

■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。

品番

価格（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）

07-05-0030

￥19,800

弊社製スピードセンサーの併用が必要

NEW ストリームラインLEDウインカーキット

対象車両：Z125 PRO（BR125H-A02621〜）

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

モンキー
ゴリラ

弊社製
フェンダーレスキット同時装着可能

ト

トモ

モ

無料チラシ

ディスクブレーキホイールハブ

モンキー ノーマル折りたたみハンドル用（ドラムブレーキ）

品番
06-01-0076
06-01-0077
06-01-0078
06-01-0114
06-01-0115
06-01-0116
06-01-0079
06-01-0080
06-01-0081
06-01-0117
06-01-0118
06-01-0119

価格（税抜）
￥66,000

￥124,500

￥66,000

￥124,500

※フロントフォークキットを装着する際、レバーやヘッドライトステーなどの別途購入部品があります。又、選択されて仕様により、ご購入頂く部品が異
なります。弊社WEB SITE、又はWEBカタログにて別途購入部品をご確認下さい。
※対応する8インチホイールにつきましては、ドラムブレーキ仕様の場合、ノーマル、弊社製アルミホイール（2.5J/3.5J）が対応します。
ディスクブレーキ仕様の場合、フロントに弊社製8インチアルミホイール（3.5J）は取付け出来ません。ご注意下さい。

期間：2017年7月1日～2017年8月31日受注分
期間中、各種コンプリートエンジンがスペシャルプライスでご購入頂けます。

品番

05-08-0429

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 “スーパーカムチェーンテンショナー” 新登場!!

NEW

ノーマル

弊社製

ノーマル

弊社製

モンキー用
写真はモンキー用

写真はモンキー用

価格（税抜）

■トラッカーマフラー
シルバー
04-02-0243
ブラック塗装 04-02-0244
各￥39,800（税抜）

￥29,500

※政府認証はノーマルエンジンに限ります

オイル潤滑を行うオイル穴を装備

イメージ図はGROM用

写真はモンキー用

■NEW GROM・MSX125・MSX125SF用についての詳細
アーム中央にプッシュロッドの力を正確にカムチェーンへ伝えるカラーを採用。更にローラー本体の大径化とスプ
ロケット形状を採用することで、カムチェーンへの適切なテンションを保つと共に追従性を高めます。

写真はGROM用

対象車両
モンキー・ゴリラ（Z50J-1000001～/AB27-1000001～1899999）
モンキーR/RT・モンキー（FI）・シャリー・DAX50/70・MAGNA50
スーパーカブ（C50-N0000002～/AA01-1000001～）・リトルカブ
スーパーカブ（AA04、JA07以降は除く）等のカブ系エンジン
GROM/MSX125/MSX125SF

品番

価格（税抜）

01-14-0008

￥8,800

01-14-0007

￥8,800

GROM用はモンキーでも定評のあるスプロケット形状と大径化 ※各車両すべて必ず、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。
※GROM・MSX125・MSX125SFに装着する際、L.クランクケースカバーガスケットの別途購入が必要になります。
を採用し、カムチェーンへの追従性を高めております。

※政府認証はノーマルエンジンに限ります

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。

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。
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。
■NEW モンキー/スーパーカブ系エンジン用についての詳細
ノーマルテンショナーアームが約37gに対し、弊社製テンショナーアームは約28gとなり、約24％の軽量化が可能。

写真はモンキー用

■ボンバーマフラー
04-02-0234 ￥49,000（税抜）

製品に関するお問い合わせは専用ダイアル 0721-25-8857

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。アーム本体にオイル穴を設けており、可動部へオイ
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。
ノーマルテンショナーアームでおこる変形と破損

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 長期使用すると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。

GROM用

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。

06-01-0077

NEW

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。

車種別
チラシ請求

ブレーキ仕様 オフセット長 トップブリッジ＆ステム
シルバー
40ｍｍ
40ｍｍ
ブラック
ドラム
ノーマル折りたたみ
60ｍｍ
シルバー
40ｍｍ
シルバー
ハンドル
40ｍｍ
ブラック
ディスク
60ｍｍ
シルバー
シルバー
40ｍｍ
ブラック
40ｍｍ
ドラム
シルバー
60ｍｍ
バーハンドル
モンキーはハンドルパイプ
40ｍｍ
シルバー
が必要になります。
40ｍｍ
ブラック
ディスク
60ｍｍ
シルバー

モンキー
専用

政府認証 Z125 PRO用マフラーラインナップ

存在感のあるノーマルウインカーから本製品に変更することで、コンパクトにまとめながら、シャープな車両イメージへ変更出来ます。
取付けに必要となるサブコードやステー類を付属している為、配線加工の必要も無く、ボルトオン、カプラーオンで取付け出来ます。
純正リアフェンダー車はもちろん、弊社製フェンダーレスキット（05-08-0082）装着車にも対応。弊社製フェンダーレスキットとの同時装着がお薦めです。
ウインカーはアルミボディーを採用し、ラバーマウントにより耐久性と耐振性を両立。高輝度LEDを5灯内蔵し、昼夜を問わず被視認性が向上します。

高輝度LEDを5灯内蔵

ハンドル

モンキー・ゴリラ・モンキー（FI）・Ape・KSR110のエンジンカスタムをお考えのお客様は是非、この機会に
エンジンの組付け工賃が必要無いお買い得なコンプリートエンジンの購入ををご検討下さい。

ドリブン
スプロケット

装着写真（シュラウド左側の内部に収まります）

対象車両

8インチホイール用

ブレーキパネル/アーム

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。

本製品はエンジン内の圧力を逃がすことで、各部品にかかる負担を軽減します。これにより、安定したエンジン
性能を発揮することが出来ます。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
け出来ます。アルミ製タンク表面はバフ研磨仕上げ 接続ホースにはクリアブラックブリーザーホースを採用。

8

モンキー・ゴリラ バーハンドル用

■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。

吸入効率が向上
■パワーフィルター
03-01-0006 ￥2,000（税抜）

■ドラムブレーキ仕様

■ディスクブレーキ仕様

NEW ビッグフローティングディスクローターキット

アルミボディーにラバーマウントを採用

ステアリングステム（シルバー）

スマートフォンの場合 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。

Sステージボアアップキット 同時装着推奨パーツ

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）

トップブリッジ（ブラック）

トップブリッジ、ステアリングステム：ジュラルミン削り出しアルマイト仕上げ。 裏面には軽量肉抜き加工を施しています。
ステアリングステムにはノーマルフロントフェンダーの装着が可能。ステアリングロックブラケット付き。
40mmオフセットと60mmオフセットの2種類。60mmオフセットタイプは大排気量に対応する最適なホイールベースに出来ます
40mmオフセットにはシルバーとブラックの2種類、60mmオフセットはシルバーのみの設定
モンキー専用 ノーマル折りたたみハンドルはノーマルスタイルを重視する方用にノーマル折りたたみハンドル/ハンドルホル
ダーが装着出来る専用トップブリッジが付属。モンキー・ゴリラ用のバーハンドル専用は、モンキーの場合、ノーマル折りたた
みハンドルを取外し、別途ハンドルパイプの購入が必要になります。ゴリラはノーマルハンドルをご使用頂けます。
ノーマルドラムブレーキハブ、ブレーキシュ−をそのまま使用し、ブレーキパネル、ブレーキアームはオリジナルパーツを使用
ブレーキパネルはアルミ鋳造バレル仕上げ、ブレーキアームはアルミ鍛造バフ仕上げを採用。フロントブレーキケーブル付属

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。 ■FIコン TYPE-e(インジェクションコントローラー) 05-04-0101 ￥36,800（税抜）
パソコンの場合

モンキー・ゴリラ バーハンドル用（ディスクブレーキ）

■Φ27フロントフォークキット（タイプ2）（8インチホイール用）付属パーツ詳細

RPM（x1000）ダイノジェット・後輪出力

※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）

