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ἘἋἚɲᾉἴὅỿὊᵏᵐᵓίᵨᵠᵎᵐὸ
ἋὊἣὊἪἕἛᵒᵴᵉᵰἅὅἩἼὊἚỺὅἊὅᵏᵖᵏᶁᶁ
ὺК٥ᵤᵧἅὅᴾᵲᵷᵮᵣᵋᵶίỶὅἊỹἁἉἹὅἅὅἚἿὊἻὊὸ
ὺК٥ἘὊἣὊἅὊὅἰἧἻὊ
ṲᵏᵓᵋᵏᵓᵢỼἩἉἹἜἽỽἲἉἵἧἚ
Ṳᵏᵎᵋᵏᵎᵢ˄ޓỽἲἉἵἧἚ

ἓỹἕἁᴿᴿ
КᡦទλᢿԼẆදॖʙሁỊ
ᵯᵰἅὊἛẦỤᵵᵣᵠᴾᵱᵧᵲᵣửắᚁɦẰẟ

ᵥᵰᵭᵫίᵨᵡᵕᵓὸဇ

NEW

燃焼室形状

ローラーロッカーアーム

強化クランクシャフト

スペシャルクラッチ TYPE-R

■スペシャルクラッチキット TYPE-R

■スーパーヘッド4V＋R（1カム4バルブ）181cc

ἴὅỿὊᵏᵐᵓ
ίᵨᵠᵎᵐὸဇ

NEW

スーパーカムチェーンテンショナー

湿式（WET）
と乾式（DRY）の2種類

Ṳᵬᵣᵵ ἋὊἣὊἪἕἛᵒᵴᵉᵰᴾἅὅἩἼὊἚỺὅἊὅᴾᵏᵖᵏᶁᶁ

機能性に優れたスペシャルクラッチカバーにハイエンドクラッチユニットを採用した
スペシャルクラッチキットを装備。
ݣᝋɲ
ἋἬἉἵἽἁἻἕἓˁಮ
Լဪ
̖ίᆋ৷ὸ
クラッチカバーはワイヤー式のみの設定。
ラック＆ピニオン方式を採用。
ᵥᵰᵭᵫίᵨᵡᵔᵏᵋᵏᵎᵎᵎᵎᵎᵏ῍ᵏᵐᵗᵗᵗᵗᵗὸ
ᵵᵣᵲ ίࡸὸ ᵎᵏᵋᵎᵎᵋᵏᵕᵎᵎ ‑ᵒᵒᵖᵊᵎᵎᵎ
・オイルエレメント、
オイルレベル確認窓、大型フィラーキャップ採用
・オイルスルーナット 遠心オイルフィルター約1069g → オイルスルーナット約123g
ᵫᵱᵶᵏᵐᵓ
ᵢᵰᵷ ίʑࡸὸ ᵎᵏᵋᵎᵎᵋᵏᵕᵎᵏ ‑ᵒᵓᵎᵊᵎᵎᵎ
ノーマル遠心オイルフィルターを取外すことが出来、大幅な軽量化が可能!!
■強化クランクシャフト
（X断面形状コンロッド採用）
ᵵᵣᵲ ίࡸὸ ᵎᵏᵋᵎᵎᵋᵏᵕᵓᵎ ‑ᵒᵒᵖᵊᵎᵎᵎ
ᵥᵰᵭᵫίᵨᵡᵔᵏᵋᵏᵑᵎᵎᵎᵎᵏ῍ὸ
・オイル取出し口 カバー本体より直接オイルクーラーへのオイル取出しが行えます。
■ビッグスロットルボディー（エアフィルター/大容量インジェクター付属）
・
特許取得構造
サーモスタッ
ト取付け部とオイルライン構造を採用
ᵥᵰᵭᵫίᵨᵡᵕᵓᵋᵏᵎᵎᵎᵎᵎᵏ῍ὸὉᵫᵱᵶᵏᵐᵓᵱᵤ ᵢᵰᵷ ίʑࡸὸ ᵎᵏᵋᵎᵎᵋᵏᵕᵓᵏ ‑ᵒᵓᵎᵊᵎᵎᵎ
GROM・MSX125用はシュラウドステーが付属。SP武川製オイルクーラーが装着可能。
※サーモスタットを装着するには、SP武川製オイルクーラーキットの同時装着が必要
■TAF5速クロスミッションキット
ᵵᵣᵲ ίࡸὸ ᵎᵏᵋᵎᵎᵋᵏᵖᵎᵎ ‑ᵒᵒᵖᵊᵎᵎᵎ
・新機構 オイルラインホースの標準装備
（1速：2.333 2速：1.684 3速：1.272 4速：1.040 5速：0.923）
ἴὅỿὊᵏᵐᵓίᵨᵠᵎᵐὸίἑỶἴἙἽὸ
ヘッド側に流れるオイルラインをオイルエレメント経由に変更しています。
ᵢᵰᵷ ίʑࡸὸ ᵎᵏᵋᵎᵎᵋᵏᵖᵎᵏ ‑ᵒᵓᵎᵊᵎᵎᵎ
■クランクシャフトサポートアダプター（特許出願中構造）
・スペシャルクラッチインナーキット TYPE-R 詳細
高回転域に起こるクランクシャフトの振れを抑え、
クランクシャフトの耐久性を高めます。
※コンプリートエンジンを装着した場合、
スピードメーターの表示に誤差が生じ、修正するにはSP武川
6ディスク
（スリッパークラッチ無し）
製スピードセンサーキットの別途購入が必要です。 ※ハイオクタン価ガソリン仕様になります。
■スーパーオイルポンプ 最適なオイル吐出量を求め、ノーマルから約35％増加を採用。 クラッチアウターなどの回転部分を小径化する事でオイル拡散によるロス馬力の減少
※コンプリートエンジンを装着した場合、FIコン TYPE-X（インジェクションコントローラー）の同時装着
■スーパーカムチェーンテンショナー
や、更なるレスポンスの向上と回転マス重量の軽減を実現し、エンジンパワーを無駄
カムチェーンへの追従性と適切なテンションを保ちます。
FIコン TYPE-Xをご使用の際は条件に適したパソコンもしくはスマートフォンが必
無く伝達します。
コンプリートエンジンはスリッパークラッチ無しのみの設定になります。 が必要になります。
要です。又、
インターネットに接続されている必要があります。
アプリの場合、有料になります。
■マグネット付きドレンボルト
（シルバー）
ダンパー内蔵プライマリドリブンギア採用。
4バルブ化に伴う、センタープラグ化、バルブ挟み角、燃焼室形状、ポート形状のバランス
を図り設計されたオリジナルヘッド形状の為、
ノーマルヘッドでは得る事が出来ない高
出力を実現しました。
アルミ鍛造ローラーロッカーアームを採用
オートデコンプレッションカムシャフト
（標準10/10Dカムシャフト）
オールアルミ製セラミックメッキシリンダー、ハイコンプピストン（圧縮比12.5：1）
を採用
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ἻỶἚἮỴỴἕἩᘺბỆấᕟỜẴỦᴾᵱᵮന߷ỼἼἊἜἽỿἵἨἾἑὊ

ḛᵲᵡᵐᵎỿἵἨἾἑὊḜ ૼႇئᴿᴿ
ἼὊἌἜἨἽễ̖ᚨܭỉໝẆྵנἻỶἚἮỴỴἕἩửᘺბẰủềẟỦ૾ỉἋἘἕἩỴἕἩở
ỺὅἊὅἓἷὊἝὅἂỉλᧉဇểẲềஇᢘỂẴẇஜ˳ỆἨἿὅἌỺἕἓὅἂἩἾὊἚửᘺბ
ỼἩἉἹἜἽἣὊᾉỺỴἧỳὅἽẆỺỴἧỵἽἑὊẆỴỶἛἽỴἊἵἋἚἋἁἼἷὊሁ
ᙌԼӸ

ἨἿὅἌ
ỺἕἓὅἂἩἾὊἚ˄Ẩ

Լဪ

̖ίᆋ৷ὸ

ᵬᵣᵵᴾᵲᵡᵐᵎỿἵἨἾἑὊίҥԼὸ
ᵎᵑᵋᵎᵑᵋᵎᵎᵕᵖ ‑ᵖᵊᵖᵎᵎ ỺἕἓὅἂἩἾὊἚỊ
ᵬᵣᵵᴾἨἿὅἌỺἕἓὅἂἩἾὊἚίᵐ̾ὸ ᵎᵖᵋᵎᵏᵋᵎᵎᵐᵑ ‑ᵗᵖᵎ
ɲ᩿ἘὊἩ˄Ẩ

Ṳ ᵲᵡᵐᵎỿἵἨἾἑὊửဇẲẺɲݦဇᴾḛᵲᵡᵐᵎἥἕἂỿἵἨἾἑὊỿἕἚḜ ૼႇئᴿᴿ
ᵎᵑᵋᵎᵓᵋᵎᵐᵒᵐ

ᵎᵑᵋᵎᵓᵋᵎᵐᵑᵕ

ݣᝋɲ

ᵱᵮന߷ᙌݣᝋἉἼὅἒὊἪἕἛᵍỺὅἊὅˁಮ

ἧỵἽἑὊ

Լဪ

ἴὅỿὊὉἆἼἻ

ݣᝋἪἕἛᾉἠὊἰἽἪἕἛ
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ᵡᵢᵓᵎίᵡᵢᵓᵎᵋᵏᵓᵎᵎᵎᵎᵏ㛈ὸ
ᵡᵢᵓᵎᵍᵡᵪᵓᵎίᵡᵢᵓᵎᵋᵒᵎᵎᵎᵎᵎᵏ㛈ὸ
ᵠᶃᶌᶊᶗᵓᵎᵱίᵡᵓᵎᵋᵐᵐᵎᵎᵎᵎᵓ㛈ὸ

ᵲᵡᵐᵎỿἵἨἾἑὊ
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̖ίᆋ৷ὸ
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ݣᝋɲ

ൢ

ᵏᵐᵴἴὅỿὊὉἆἼἻ
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Լဪ

̖ίᆋ৷ὸ
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※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。

ỼὅἻỶὅἉἹἕἦὅἂ

ACCESS

takegawa-online.net
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ᵏἯỶὅἚᵏόỂ̅ဇӧᏡẇẅᵓᵊᵎᵎᵎόˌɥỉấᝰẟɥậỂẆμᡛ૰૰ẇ

ᵴᶍᶊᵌᵐᵗᴾᵐᵎᵏᵗᵋᵐᵎᵐᵎ
ᵮᵟᵰᵲᵱᴾᵡᵟᵲᵟᵪᵭᵥ
ᵏᵎᵋᵎᵏᵋᵎᵎᵔᵎᴾᴾ‑ᵐᵊᵖᵎᵎίᆋ৷ὸ

ḤἮỴỴἕἩỆếẟềᾉἮỴỴἕἩỂൢử٭ẲẺئӳẆவˑỆẝẾẺᢃ᠃βᚩẆ̬ᨖẆɲႇầ࣏ᙲỂẴẇ
̬ᨖẆႇ૾ඥỆếẨộẲềỊࡴᅈỂỊấሉảЈஹộẶỮỉỂẆʖỜắʕ১ɦẰẟẇ
ḤᙌԼ̖ẆϋܾỊʖԓễẪ٭ẴỦئӳầẝụộẴẇ
ḤẮỉ࠼ԓỉ̖Ịμềᆋ৷̖ỂẴẇෞᝲᆋЎỊКᡦችምẰẶề᪬ẨộẴẇ

૰ἓἻἉ

■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。
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ఇࡸ˟ᅈẅἋἬἉἵἽἣὊന߷
ẖᵓᵖᵒᵋᵎᵎᵔᵗẅ݈ࡅ᧵ٻဋࠊጢிᵑɠႸᵓဪᵏᵔӭẅᵲᵣᵪᾉᵎᵕᵐᵏᵋᵐᵓᵋᵏᵑᵓᵕ
փಅ᧓ᵟᵫᵗᾉᵎᵎ㛈ᵮᵫᵔᵘᵎᵎẅ˞ܭଐỊᵵᵣᵠᴾᵱᵧᵲᵣửắᚁɦẰẟẇ

