視認性の良さと高い耐久性で好評のLEDヘッドライトシリーズ
DC12V（直流点灯車）
用

一部弊社確認済みAC12V（交流）灯火車両対応

■高性能LEDチップを採用
（色温度6000K）
■熱対策として小型電動ファンを内蔵
■高輝度でありながら省電力を実現

安心の1年間不点灯保証付き

■Lo/Hiの照射範囲切替が可能
■安心の1年間不点灯保証付き

H4及びHS1ヘッドライトバルブ
12V DC
（直流）灯火車両用

■LEDヘッドライトキット2.0 DC12V（直流点灯車）専用

価格（税抜）
￥12,000

■アルミ鍛造製ハイコンプピストン

弊社取付け確認車両：リード125（JF45）
・Dio110（JF31/JF58）
・TACT（AF58）
Dunk（AF74）
・ジョルノ
（AF77）
・トリシティ
（SE82J）
・マジェスティS（SG28J）
シグナスX（SE12J）
（SE44J 28S/1YP1〜5）
・アドレス110（CE47A）

弊社取付け確認車両：リード125（JF45）
・Dio110（JF31/JF58）
・TACT（AF75）
Dunk（AF74）
・ジョルノ
（AF77）
・トリシティ
（SE82J）
・マジェスティS（SG28J）
シグナスX（SE44J 1YP1〜5）
・シグナスX SR（SEA5J）

■NEW アドレスV125用LEDヘッドライトキット

アドレスV125S/SS（CF4MA）
用ヘッドライト
ユニットにLEDヘッドライトキット2.0が付属
弊社製各メーター類やFIコンの同時装着が可能

アドレスV125（CF46A-100001〜）
アドレスV125（CF4EA-100001〜）

アドレスV125S （CF4MA-100001〜）
アドレスV125SS（CF4MA-140509〜）

価格（税抜）
￥19,800

ノーマルヘッドライトバルブ

品番
05-08-0410

LEDヘッドライトバルブ

2

弊社製スポーツカムシャフト、FIコン
（FI車のみ）
をお持ちの方専用

ハイコンプピストンキットにスポーツカムシャフト、FIコン2（インジェクションコントローラー/FI車のみ）、
スパークプラグが付属。弊社製マフラーと同時装着することで、更に出力アップが可能です。
（右グラフ参照）

シグナスX（FI）
（1YP）
ノーマルエンジン＋ノーマルマフラー

0
0

対象車両
シグナスX/SR5UA1〜B
シグナスX/SR（FI）
1YP1〜5
シグナスX/SR（FI）
28S1〜9
シグナスX SR（FI）
BF91/2UB1

対象車両
品番
価格
（税抜）
01-02-0009 ￥27,600
シグナスX/SR 5UA1〜B
01-02-0010
シグナスX/SR
（FI）28S1〜9
01-02-0011 ￥42,800
シグナスX/SR
（FI）1YP1〜5
シグナスX SR
（FI）BF91/2UB1 01-02-0012

Kilometers per Hour
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ハイコンプピストン＋スポーツカムシャフト
＋ハイスピードプーリー（6.0g 6個）
＋FIコン2
■サイレントスポーツマフラー ■ノーマルマフラー

品番
価格（税抜） ■シグナスX/SR（FI）28S1〜9用FIコンをお持ちの方へ
28S用FIコンは、
ご購入されたFIコンにより、
ハイコンプピストンキッ
01-02-0008 ￥12,800 トに対応していない製品があります。
（FI車のみ） 非対応FIコン品番03-05-0015 非対応品番であっても弊社にて
※ピストンキットのみの取付けは出来ません。
スポーツカムシャフトとFIコン
書き換え作業
（有料）
を行うことで、
対応FIコンに出来ます。
の同時装着が必要です。 注意事項、詳細情報はWEB SITEをご覧下さい。

注意事項、詳細情報はWEB SITEをご覧下さい。

価格（税抜）
￥19,800

4

■NEW ハイコンプピストンキット

■NEW ハイパーチューニングセット

■NEW アドレスV125S用LEDヘッドライトキット

アドレスV125（CF46A/CF4EA）用ヘッドライト
ユニットにLEDヘッドライトキット6000が付属
弊社製各メーター類やFIコンの同時装着が可能

6

高圧縮化、高効率燃焼化、低フリクション化を実現する為
に細部にこだわり、最適なピストン形状を追求しました。
圧縮比 12.5：1

H4及びHS1ヘッドライトバルブ車であってもヘッド
ライトケース形状等により、取付け出来ない車両が
あります。12V AC
（交流）灯火車両は使用不可。

H4及びHS1ヘッドライトバルブ車であってもヘッドライ
トケース形状等により、取付け出来ない車両があります。

品番
05-08-0419

8

H4及びHS1ヘッドライトバルブ
12V DC（直流）灯火車両専用
品番
価格（税抜）
05-08-0220
￥12,000

弊社確認済み12V AC（交流）灯火車両対応

品番
05-08-0417

10

■CREE社とPHILIPS社製の高性能LEDチップを採用
■H4ハロゲンバルブに近い光軸を得る新構造 ■Lo/Hiの照射範囲切替が可能
■温度センサーを組込み電力制御を行うことでLEDチップの過熱を防止
■ファンレス化とコントローラー内蔵により、
コンパクト化を実現!!
■カラーフィルムにより照射光色の変更が可能 ■安心の1年間不点灯保証付き

SAE Power
（PS）

■NEW LEDヘッドライトキット6000

排気量は変えずにピストンとカムシャフトを交換することで、
出力アップが可能
シグナスX/SR用 “ハイパーチューニングセット” 新登場!!

※上記ヘッドライトバルブの詳細/寸法図、
スクーターへの取付け確認車両、注意事項は弊社WEB SITE、又は弊社WEB SITE 取扱い説明書pdfをご覧下さい。

政府認証マフラーラインナップ

思い通りに操れる高性能が手に入るオールインワンパッケージ!!

高い排気効率により、
エンジン本来の性能を引出すことが出来ます。

■Sステージボアアップキット シリンダーとピストンの変更で排気量アップを行い、弊社製スポーツカムシャフトにより高い出力特性を得られます。
■FIコン / FIコン2（インジェクションコントローラー） FIコン/FIコン2は、エンジンパーツ装着時の燃調の狂いを解消し、性能を最大限に引出します。

■政府認証マフラーはキャタライザーを内蔵。 ※政府認証はノーマルエンジンの場合に限ります。 ※一部の車両につきましては、取付け可能ですが政府認証適合を取得していない為、
ノーマルエンジンであっても競技専用品になります。

セッティングが簡単

又、弊社製エンジンパーツに合わせたセッティング済みの燃料マップも内蔵しており、
PC接続が必要無く本体スイッチの切替だけで簡単に設定が行えます。

※必ず、各キットの詳細、注意事項等をWEB SITE、又はWEBカタログにてご確認下さい。

PCX / PCX150 / Dio110

SAE Power（PS）

01-05-0337

部品詳細
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。 ボア径：61mm

■Dio110用キット内容
Sステージ124ccにFIコン（インジェクションコントローラー）
ハイスピードプーリー、
ウエイトローラーが付属。

（JF52-1000001〜）

Dio110（JF31-1000001〜）
Dio110（JF58-1000001〜）
Today（AF67）/ Dio（AF68）

パワーサイレントオーバル
パワーサイレントオーバル
パワーサイレントオーバル
コーンオーバル
パワーサイレントオーバル

近接騒音
品番
86dB（A） 04-02-0055
82dB（A） 04-02-0050
88dB（A） 04-02-0171
82dB（A） 04-02-0163
82dB（A） 04-02-0170
91dB（A） 04-02-0171
85dB（A） 04-02-0163
83dB（A） 04-02-0170
88dB（A） 04-02-0152
84dB（A） 04-02-0153
86dB（A） 04-02-0145
81dB（A） 04-02-0151
82dB（A） 04-02-0058
79dB（A） 04-02-0208
85dB（A） 04-02-0207
81dB（A） 04-02-0057

価格（税抜） 車種（フレームNO.）
￥36,000
ジョルノ（AF77-1000001〜）
￥20,800
Dunk（AF74）/ TACT（AF75）
￥38,000
シグナスX（SE44J・28S/1YP）
￥36,000
￥20,800
￥38,000
マジェスティS（SG28J）
￥36,000
￥20,800
トリシティ125（SE82J）
￥38,000
BWʼs125（X）
（5S9）
￥36,000
アドレスV125（CF46A/CF4EA）
￥38,000
アドレスV125S（CF4MA
￥36,000
￥36,000
アドレス110（CE47A）
￥36,000
￥38,000
￥25,000

ステンレス製グラブバー＆バックレスト
PCX

トリシティ

アドレスV125S

車種

ステンレス製エンドキャップ

アドレスV125/S用
樹脂製メッキエンドキャップ

グラブバー
（ラージバックレスト付き）

グラブバー
（スモールバックレスト付き）

バックレストキット

■ステンレスグラブバーのラインナップはバックレストの有・無でお選び頂けます。
■バックレストキットはステンレス製グラブバー未装着車でも取付け可能です。
■バックレスト無し購入後、
バックレストキットをご購入頂くことで、
バックレスト付き仕様に変更可能

株式会社 スペシャルパーツ武川

パワーサイレントオーバル
コーンオーバル
パワーサイレントオーバル
コーンオーバル
サイレントスポーツ
コーンオーバル
パワーサイレントオーバル
サイレントスポーツ
パワーサイレントオーバル
コーンオーバル

近接騒音
83dB（A）
80dB（A）
88dB（A）
84dB（A）
83dB（A）

品番

価格（税抜）

04-02-0221

￥28,000

04-02-0167
04-02-0184
04-02-0048

￥38,000
￥36,000
￥20,800

84dB（A） 04-02-0205
91dB（A） 04-02-0204
84dB（A） 04-02-0210
90dB（A） 04-02-0209
80dB（A） 04-02-0059
88dB（A） 04-02-0168
83dB（A） 04-02-0185
81dB（A） 04-02-0049
80dB（A） 04-02-0218
85dB（A） 04-02-0217

〒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
定休日はホームページをご覧下さい。

品名
品番
グラブバー（バックレスト無し）
09-11-0056
グラブバー（ラージバックレスト付き） 09-11-0137
PCX（JF28/JF56）
PCX150（KF12/KF18） グラブバー（スモールバックレスト付き） 09-11-0057
バックレストキット（ラージタイプ） 09-11-0138
グラブバー（バックレスト無し）
09-11-0075
FORZA Si（MF12）
グラブバー（ラージバックレスト付き） 09-11-0076
グラブバー（バックレスト無し）
09-11-1148
LEAD125（JF45）
グラブバー（ラージバックレスト付き） 09-11-1147
Dio110（JF31/JF58）
バックレストキット（ラージタイプ） 09-11-1149
グラブバー（バックレスト無し）
09-11-1144
トリシティ125（SE82J） グラブバー（ラージバックレスト付き） 09-11-1145
バックレストキット（ラージタイプ） 09-11-1146
グラブバー（バックレスト無し）
09-11-1151
アドレス110
グラブバー（ラージバックレスト付き） 09-11-1150
バックレストキット（ラージタイプ） 09-11-1152
グラブバー（バックレスト無し）
09-11-1154
アドレスV125
（CF46A/CF4EA）
グラブバー（ラージバックレスト付き） 09-11-1153
グラブバー（バックレスト無し）
09-11-1158
アドレスV125S
（CF4MA）
グラブバー（ラージバックレスト付き） 09-11-1157

￥36,000
￥38,000
￥36,000
￥38,000
￥20,800
￥38,000
￥36,000
￥20,800
￥36,000
￥38,000

アドレスV125/V125S
01-05-0275

商品に関するお問い合わせは専用ダイアル 0721-25-8857

Please Visit Our Web Site

www.takegawa.co.jp

商品詳細、広告掲載以外の商品ラインナップ、新商品情報につきましては
「WEB SITE」
をご覧下さい。

■キット内容
Sステージ161ccにFIコン（インジェクションコントローラー）
ハイスピードプーリー＆トルクカムキット、
スパーク
プラグが付属。
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20

■ノーマルエンジン＋ハイスピードプーリー
＋ノーマルマフラー

■ノーマルエンジン
＋ノーマルマフラー

1
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■PCX用のeco仕様はレギュラーガソリン対応

車種（型式）

シグナスX（FI）
（SE44J）28S
シグナスX（FI）
（SE44J）1YP

■ノーマルエンジン
＋ノーマルマフラー

シグナスX SR（FI）
（SEA5J）BF91
シグナスX（FI）台湾モデル2UB１

2
0

0

Kilometers per Hour
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■ハイパー
Sステージα 161cc
＋サイレントオーバルマフラー

6

■ノーマルエンジン
＋ノーマルマフラー

4
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V125（CF46A-100001〜）

V125S
（CF4MA-100001〜）

Kilometers per Hour
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■eco仕様はレギュラーガソリン対応

マジェスティS用

品番
価格（税抜）
02-01-0025
02-01-0129
02-01-0063 ￥6,300
02-01-0130
02-01-0064
02-01-7016 ￥3,500
02-01-7014 ￥5,200
02-01-7017 ￥10,500
02-01-7010 ￥4,600

■コンパクトクールキット
（ラバーホース）07-07-0150 ￥32,500（税抜）
対象車種：アドレスV125（CF46A/CF4EA）
装着箇所はロアレッグシールド内に収まり、車両の外観を損い
ません。
オイル取出しには専用のアダプターを採用。
M5温度センサーの取付けや、別売のサーモスタットの取付け
も可能。温度の計測には、別途弊社製メーターが必要です。
別売サーモスタットユニット 02-01-5052 ￥5,100（税抜）
※詳細、注意事項等はWEB SITEをご覧下さい。

圧縮比 eco PCX：11.2：1

PCX150：10.6：1

ピストン仕様
スタンダード
ハイコンプ
スタンダード
ハイコンプ
スタンダード
ハイコンプ

品番
01-05-4401
01-05-4403
01-05-4479
01-05-4480
01-05-4482
01-05-4483

圧縮比 スタンダード：11.4：1 ハイコンプ：13.6：1

ピストン仕様
スタンダード
eco
スタンダード
eco
スタンダード
eco

品番
価格
（税抜）
01-05-0264
01-05-0273
01-05-0261
￥71,200
01-05-0274
01-05-0263
01-05-0275

圧縮比 スタンダード：11.5：1

eco：10.5：1

※製品によっては上記ハイパーSステージキットに付属しています。

■アドレスV125/V125S用ハイスピードプーリー＆トルクカムキット

ハイスピードプーリーはエンジン性能を引出し、安定した出力を維持しながら最高速がアップ
します。
トルクカムは変速中の回転の落ち込みを防止し、
出力を確実に伝達することで強力な
加速を得ることが出来ます。
※ハイスピードプーリーとトルクカムは必ず同時装着する必要があります。
02-01-0034

品番
価格
（税抜）
車種（フレームNO.）
02-01-0034
V125（CF46A）
￥17,500
V125（CF4EA）
02-01-0380
V125S（CF4MA）

■強化クラッチセンタースプリング 強いバネレートにより、鋭い加速力を得ます。

02-01-7018

品番
価格
（税抜）
車種（フレームNO.）
02-01-0026
PCX・PCX150
￥2,200
02-01-7018
シグナスX

ボアアップによる熱量増加対策に最適なオイルクーラーキット
■スリムクールキット
（スリムラインホース）
07-07-0178 ￥30,500（税抜）

対象車種：シグナスX（SE12J）
（SE44J・28S・1YP）
装着箇所はサイドカバー内に収まり、車両の外観を損いま
せん。
クーラー本体は数多く設けたオイルラインにより冷却
効果に優れます。又、本体は変形に強く丈夫です。

※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。

商品価格、
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

■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。 オンライン限定商品があります。
■5,250円以上のお買い上げで、全国送料無料。

価格
（税抜）
￥60,500
￥63,800
￥60,500
￥63,800
￥60,500
￥63,800

ハイパーSステージαボアアップキット 161cc
車種（フレームNO.）

V125
（CF4EA-100001〜）

2
0
0

■ハイコンプは中高速域の出力が更に向上

テスト車両：アドレスV125S

8

01-05-0157
01-05-0098 ￥48,000

■下記エンジン仕様はすべてデコンプ無しカムシャフト、
ノーマルロッカーアーム仕様になります。
※他の仕様につきましては、弊社WEBカタログをご覧下さい。

■ハイパーSステージ156cc
＋サイレントオーバルマフラー

4

124cc

品番
価格
（税抜）
01-05-0337
01-05-0065
￥64,800
01-05-0153

ハイパーSステージボアアップキット 156cc

テスト車両：シグナスX（1YP）

車種（フレームNO.）
PCX（JF28）
・PCX150（KF12/18）
PCX（JF56）
Dio110（JF31）
LEAD125（JF45）
ZOOMER-X（JF52）
Today（AF61/67）
・Dio（AF62/68）
ジョルノ（AF70）
・ZOOMER・Dunk
シグナスX（SE12J・28S・1YP・BF91）
マジェスティS（SG28J）
Letʼs 4（CA41A・FK7迄）

PCX用

4

0
0

60

■ハイスピードプーリーキット 大径化されたプーリーフェイスにより、最高速がアップします。

5

2

40

スムーズな加速と安定した出力性能、最高速アップが可能になる“駆動系パーツ”

6

3

Dio110（JF31-1000001〜）

Kilometers per Hour
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部品詳細
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。 ボア径：61mm
ノーマルヘッドの性能を最大限に引き出す最適なプロファ
イルを追求したスポーツカムシャフト付属
ハイスピードプーリー
使用例グラフ テスト車両：Dio110

価格（税抜）
￥13,800
￥19,800
￥19,800
￥9,800
￥14,800
￥26,800
￥13,800
￥19,800
￥9,800
￥13,800
￥19,800
￥9,800
￥13,800
￥19,800
￥9,800
￥13,800
￥19,800
￥13,800
￥19,800

■ノーマルエンジン
＋ノーマルマフラー

4

14

部品詳細
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。 ボア径：58.5mm
ノーマルヘッドの性能を最大限に引き出す最適なプロファ
イルを追求したスポーツカムシャフト付属

快適性の向上とデザインに拘った高剛性オールステンレス製グラブバー。
バックレストはクッション性に優れております。

※アドレスV125/S用は除く

グラブバー（バックレスト無し）

マフラーの種類
コーンオーバル
コーンオーバル
コーンオーバル
パワーサイレントオーバル
サイレントスポーツ

6

12
■キット内容
Sステージ156ccにFIコン2（インジェクションコントローラー）
ハイスピードプーリー、強化クラッチセンタースプリン 10
グ、
ウエイトローラー、
スパークプラグが付属。
8
スタンダードピストンとハイコンプピストンの2種類
からお選び頂けます。
6

01-05-4482

車種（フレームNO.）
ピストン/排気量
PCX（JF56-1000001〜1021668） eco / 170cc
PCX（JF28-1000001〜1099999） eco / 170cc
PCX（JF28-1100001〜1299999） eco / 170cc
PCX150
eco / 170cc
（KF12-1000001〜1199999）

8

SAE Power（PS）

マフラーの種類
パワーサイレントオーバル
（JF28-1000001〜1099999）
サイレントスポーツ
PCX
コーンオーバル
（JF28-1100001〜）
パワーサイレントオーバル
（JF56-1000001〜）
サイレントスポーツ
PCX150
コーンオーバル
（KF12-1000001〜）
パワーサイレントオーバル
（KF18-1000001〜）
サイレントスポーツ
LEAD125（JF45-1000001〜） コーンオーバル
パワーサイレントオーバル
ZOOMER-X（国内）
コーンオーバル

シグナスX
（FI）
（28S・1YP・BF91・2UB1）

ノーマルマフラーのイメージを損なわずに
パワーアップと静粛性を追求したマフラー。

■ハイパーSステージ170cc
＋コーンオーバルマフラー

SAE Power（PS）

高い静粛性を備えたオーバルサイレンサーを採用
マフラーは耐食性に優れたステンレス材を採用

車種（フレームNO.）
PCX

■サイレントスポーツマフラー

個性的なコーン形状のマフラーエンドを採用
特殊構造を採用し、歯切れの良い音質で排気音を演出します。
マフラーは耐食性に優れたステンレス材を採用

PCX（125cc）
用は、
ウォータージャケットの固体差により、取付け出来ないシリンダーヘッドが存在し
ます。
この場合、
ボアアアップキットを装着するには弊社製シリンダーヘッドセットの購入が必要です。
購入前にヘッドをご確認下さい。確認方法は弊社WEBカタログP73をご覧下さい。

2

アルミ製鉄スリーブシリンダーを採用。 ボア径：53.5mm

■コーンオーバルマフラー

■パワーサイレントオーバルマフラー

ハイパーSステージボアアップキット

（JF56）
14 テスト車両：PCX

■PCX/PCX150用キット内容
12
Sステージ170ccにFIコン2（インジェクションコントローラー）
ハイスピードプーリー、強化クラッチセンタースプリン 10
グ、
ウエイトローラーが付属。

クロネコヤマトのコレクトサービスにて商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商品をお届け出来、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）

2016-2017.Vol.26 カタログ 10-01-0039 ￥2,300（税抜） 発売中

