
■フロントキャリア
　各￥9,800（税抜）

　クロムメッキ
　ブラック塗装

09-11-0104
09-11-0105

カスタムパーツ一覧はQRコードからご確認頂けます。カスタムパーツ一覧はQRコードからご確認頂けます。

GROM
（JC61-1300001～）

GROM
（JC61-1300001～）

GROM
（JC75-1000001～）
GROM
（JC75-1000001～）

ハイパーSステージN15ボアアップキット181ccはSステージボアアップキット181cc（Ｎ-15カムシャフト）にFIコン2（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。ビッグスロットルは更にビッグスロットルボディーキットが付属。

モンキー・Ape・GROM・Z125 PRO・各種スクーター・中排気量など数多くラインナップモンキー・Ape・GROM・Z125 PRO・各種スクーター・中排気量など数多くラインナップ

期間：2018年2月1日～2018年3月31日受注分
弊社製各種マフラーがスペシャルプライスでご購入頂けます。
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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。シリンダーにオイル
クーラーへのオイル取出し口を装備。オイルプラグボルト部に弊社製M5温度センサーの取付けが可能。
Sステージキットには、ハイオクタン価ガソリン専用の“スタンダードピストン”とレギュラーガソリンの使用
を可能とする“ecoピストン”の2種類からお選び頂けます。

高回転域までストレス無く回るエンジン特性を実現します。スロットルボディー ボア径:φ34
ノーマルエアクリーナーボックスに接続出来るコネクティングチューブ付属。

弊社製エンジンパーツに合わせてセッティングされた3次元燃料マップを内蔵。
パソコンなどは必要なく、本体のロータリースイッチの切替えで簡単に設定変更可能

■FIコン2（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（コネクティングチューブ付属）（ノーマルヘッド用）

ハイパーSステージN15キット181cc
＋ボンバーマフラー

■ビッグスロットルボディー仕様
■ノーマルスロットルボディー仕様

■ノーマルエンジン
　＋スポーツカムシャフト（N-15）
　＋FIコン2＋ボンバーマフラー
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ハイパーSステージ N15 ボアアップキット181ccハイパーSステージ N15 ボアアップキット181ccNEWNEW

スポーツカムシャフト（N-15）　01-08-0179 ￥9,800（税抜）スポーツカムシャフト（N-15）　01-08-0179 ￥9,800（税抜）NEWNEW

品番 価格（税抜）対象車両

GROM
（JC61-1000001～1299999）

GROM（JC61-1300001～）

GROM（JC75-1000001～）

MSX125SF

￥49,800

￥76,800

01-05-0360

01-05-0437

ピストン

スタンダード

スタンダード

カムシャフト

N-15

N-15

スロットルボディー仕様

ノーマル

ビッグスロットル

ノーマル

ビッグスロットル

eco
eco

￥49,800

￥76,800

01-05-0363

01-05-0440

￥49,800

￥76,800

01-05-0362

01-05-0439

スタンダード

スタンダード

ノーマル

ビッグスロットル

ノーマル

ビッグスロットル

eco
eco

￥49,800

￥76,800

01-05-0365

01-05-0442

スーパーマルチLCDメーターに待望の“シグナスX SR（FI）（SED8J）用”がスーパーマルチLCDメーターに待望の“シグナスX SR（FI）（SED8J）用”が 新登場!!新登場!!

新型クロスカブ用カスタムパーツを数多くラインナップ!!新型クロスカブ用カスタムパーツを数多くラインナップ!! 一覧はWEB SITEをご覧下さい。一覧はWEB SITEをご覧下さい。

純正メーター交換タイプ多機能メーター “スーパーマルチLCDメーター” 純正メーター交換タイプ多機能メーター “スーパーマルチLCDメーター” NEWNEW
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。

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。

CYGNUS-X SR（FI）(SEA5J/SED8J)CYGNUS-X SR（FI）(SEA5J/SED8J)

新型 クロスカブ50（AA06) ・ 110（JA45)新型 クロスカブ50（AA06) ・ 110（JA45)

エンジンカスタムをより手軽にお楽しみ頂ける様、部品構成を見直し、リーズナブルな価格を実現した
“ハイパーSステージ N15 ボアアップキット181cc
エンジンカスタムをより手軽にお楽しみ頂ける様、部品構成を見直し、リーズナブルな価格を実現した
“ハイパーSステージ N15 ボアアップキット181cc 新登場!!新登場!!

ノーマルエンジンとは異なるトルクフルな出力性能をお楽しみ頂けます。ノーマルエンジンとは異なるトルクフルな出力性能をお楽しみ頂けます。GROM ・ MSX125FGROM ・ MSX125F

シグナスＸ/SRの
カスタムパーツ一覧は
WEB SITEをご覧下さい

シグナスＸ/SRの
カスタムパーツ一覧は
WEB SITEをご覧下さい

価格（税抜）品番シグナスX/SR（FI）対象

04-02-016728S1〜9 ・ 1YP1〜5
04-02-0270SEA5J ・ SED8J

￥38,000

■コーンオーバルマフラー
（政府認証）はぎれの良い音質
排気効率が向上し出力アップ!!
オールステンレス製 台湾仕様はヘッドライトON/OFFスイッチ付き車のみ対応。※政府認証はノーマルエンジン車に限ります。

※右記各種キットはMSX125（MLHJC618_D50000001～）は取付け出来ません。WEB SITEをご覧下さい。
※ボアアップキット、FIコン2（インジェクションコントローラー）装着に関しての注意事項は、WEB SITEをご覧下さい。

価格（税抜）品番シグナスX/SR（FI）対象
05-05-0029SEA5J ・ 台湾仕様2UB1

05-05-0030NEW SED8J ￥38,000
￥29,800

■スーパーマルチLCDメーター

製品詳細
注意事項等
WEB SITEを
ご覧下さい。

NEWNEW NEWNEW

ハイパーSステージ
N15キット181ccの
詳細・ラインナップは
WEB SITEをご覧下さい

ハイパーSステージ
N15キット181ccの
詳細・ラインナップは
WEB SITEをご覧下さい

01-05-0362

ノーマルスロットルボディー仕様

NEWNEW 01-05-0439

ノーマルヘッドの性能を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。
カムシャフト（N-15）には、オートデコンプレッション取付け構造が無い為、装着時、デコンプレッ
ションレス仕様となります。ノーマルピストン、ノーマルマフラーの場合、FIコン2は必要ありません。
※FIコン2の使用条件はWEB SITEをご覧下さい。

RPM（x1000）ダイノジェット・後輪出力RPM（x1000）ダイノジェット・後輪出力

■スポーツカムシャフトのみ
　(N-15)＋ノーマルマフラー
■ノーマルエンジン
　＋ノーマルマフラー

約13.5ps約13.5ps

9ps9ps

ビッグスロットルボディー付属

■リアフェンダーガード
　各￥11,800（税抜）

■ハンドルガード
　各￥7,400（税抜）

モバイルホルダー装着可能モバイルホルダー装着可能

■スポーツマフラー（アップスタイル）（政府認証）プロテクター付き
　50用：04-02-0282　110用：04-02-0283　各￥31,000（税抜）
※政府認証はノーマルエンジンに限ります。

クロスカブ110
（JA45）用部品

クロスカブ50
（AA06）用部品
クロスカブ50

（AA06）用部品

カスタムパーツの車両別一覧、詳細は、上記QRコードからご覧頂けます

■アンダーフレーム
　各￥19,800（税抜）

　ブラック
　イエロー
　レッド

06-00-0005
06-00-0006
06-00-0007

ブラック
イエロー
レッド

09-09-0067
09-09-0068
09-09-0069

■アルミセンターキャリア
　各￥13,800（税抜）

シルバー
ブラック

09-11-0102
09-11-0103

ブラック
イエロー
レッド

08-01-0125
08-01-0123
08-01-0124 ■ヘッドライトガード

　各￥8,700（税抜）

　ブラック
　イエロー
　レッド

09-09-0072
09-09-0073
09-09-0074

■Sステージボアアップキット
■スモークテールレンズ/ブレイズウインカー
■リアショック/クッションシートカバー
■政府認証マフラー（４種類）
■アルミ削り出しドレスアップパーツ etc...

■Sステージボアアップキット
■スモークテールレンズ/ブレイズウインカー
■リアショック/クッションシートカバー
■政府認証マフラー（４種類）
■アルミ削り出しドレスアップパーツ etc...

モトチャンプ
車種別

チラシ請求

4

製品に関するお問い合わせは専用ダイアル　0721-25-8857

■Online shop会員様限定ポイント還元キャンペーン実施中!!　会員登録により、購入後ポイントが還元され、1ポイント1円で使用可能。　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、掲載されていない製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。
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

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。

■無料チラシ配布中　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・クロスカブ・GROM・MSX125・PCX・Z125 PROの無料チラシを配布しています。
右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。

NEW Vol.27 2017-2018
PARTS CATALOG
10-01-0046  ￥2,700（税抜） 無料チラシ無料チラシ


