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ノーマルシリンダーヘッドの性能を最大限に引出し、出力アップが可能になります。
※FIコン（インジェクションコントローラー）の同時装着が必要になります。
※FIコン無しではカムシャフトの性能が発揮されず、エンジントラブルの原因になります。
対象：アドレスV125（CF46A-100001〜 / CF4EA-100001〜）
：アドレスV125S（CF4MA-100001〜）
※アドレスV125(UZ125L3)(CF4EA-142467〜)への取付けは未確認です。
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※対象車種アイコンが表示されていても一部装着出来ない
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ᵡᵣᵒᵕᵟ ίᵡᵣᵒᵕᵟᵋᵏᵎᵎᵎᵎᵏ ῍ὸ 製品があります。各製品に明記の対象を必ずご確認下さい。

■グラフデータ
10

ダイノジェットによる後輪出力データは、実走行とは異なりますので、
ご注意下さい。測定時の気温によっても大きく左右されます。
参考データとしてご覧下さい。
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テスト車両：アドレスV125（CF4EA）
■Sステージ156cc＋FIコン＋サイレントボンバーマフラー
＋ハイスピードプーリー＆トルクカムキット
■Sステージ156cc＋FIコン＋サイレントボンバーマフラー
■ノーマルエンジン＋ハイスピードプーリー＆トルクカムキット
＋ノーマルマフラー
■ノーマルエンジン＋ノーマルマフラー

6
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SステージボアアップキットにFIコン（インジェクションコントローラー）、
ウエイトローラースパークプラグが付属したキットです。
01-05-0260 ハイオクタン価ガソリン仕様のスタンダードとレギュラーガソリン対応ecoの2種類か
らキットをお選び頂けます。
“ボアアップキットについての注意事項” “FIコンについての注意事項”をご確認下さい
※アドレスV125(UZ125L3)(CF4EA-142467〜)への取付けは未確認です。
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01-05-0272 SステージボアアップキットにFIコン（インジェクションコントローラー）、ハイギア、
ウエイトローラー、
スパークプラグが付属したキットです。
ハイオクタン価ガソリン仕様のスタンダードとレギュラーガソリン対応ecoの2種類か
らキットをお選び頂けます。
“ボアアップキットについての注意事項” “FIコンについての注意事項”をご確認下さい
※アドレスV125(UZ125L3)(CF4EA-142467〜)への取付けは未確認です。
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エキゾーストパイプにはO2センサーボスを設置し、K9/SLO/SULO車にあるノーマルO2
センサーの取付けを可能としています。マフラーは耐食性に優れたステンレス材を使用
CF46A：JMCA認定品。 CE4EA/CF4MA/CE47A：政府認証品。
アドレスV125/V125S 近接排気騒音 CF46A：81dB（A）、CE4EA/CF4MA：83dB（A）
キャタライザー内蔵。 アドレス110 近接排気騒音：80dB（A）

ݣᝋɲᵍἧἾὊἲᵬᵭᵌ
ỴἛἾἋᵴᵏᵐᵓίᵡᵤᵒᵔᵟᵋᵏᵎᵎᵎᵎᵏ㛈ὸ
ỴἛἾἋᵴᵏᵐᵓίᵡᵤᵒᵣᵟᵋᵏᵎᵎᵎᵎᵏ㛈ὸ
ỴἛἾἋᵴᵏᵐᵓᵱίᵡᵤᵒᵫᵟᵋᵏᵎᵎᵎᵎᵏ㛈ὸ
ỴἛἾἋᵏᵏᵎίᵡᵣᵒᵕᵟᵋᵏᵎᵎᵎᵎᵏ῍ὸ

Լဪ

̖ίᆋ৷ὸ

ᵎᵒᵋᵎᵐᵋᵎᵏᵖᵓ

‑ᵑᵔᵊᵎᵎᵎ

ᵎᵒᵋᵎᵐᵋᵎᵐᵏᵖ

‑ᵑᵔᵊᵎᵎᵎ

ᵏᵏᵎ
ᵴᵏᵐᵓ
ᵴᵏᵐᵓ ᵴᵏᵐᵓᵱ
ᵡᵤᵒᵔᵟ ᵡᵤᵒᵣᵟ ᵡᵤᵒᵫᵟ ᵡᵣᵒᵕᵟ

ṲἅὊὅỼὊἢἽἰἧἻὊίࡅᛐᚰἰἧἻὊὸ

サイレンサーはステンレス製オーバルタイプをベースに個性的なコーン形状のマフラーエンドを採用。サイレンサー内部には特殊
構造を採用することで、経年変化による音量増加を軽減し、歯切れの良い音質で排気音を演出します。
エキゾーストパイプにはO2センサーボスを設置し、K9/SLO/SULO車にあるノーマルO2
センサーの取付けを可能としています。マフラーは耐食性に優れたステンレス材を採用
CF46A：JMCA認定品。 CE4EA/CF4MA/CE47A：政府認証品。 キャタライザー内蔵。
アドレスV125/V125S 近接排気騒音：88dB（A） アドレス110 近接排気騒音：85dB（A）
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02-01-0034 ■付属ウエイトローラー（弊社製Sステージ装着車用）
：9.5g（6個）
エンジン、マフラーがノーマルの場合は11gのウエイトローラーを別途ご用意下さい。
■ノーマルエンジン車とSステージ装着車のどちらにも対応
※アドレスV125(UZ125L3)(CF4EA-142467〜)への取付けは未確認です。
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※現在、車両にハイギアを組込んでいる場合はノーマルギアへの変更が必要です。 ※他社製品との組合わせはご遠慮下さい。
※ハイスピードプーリーとトルクカムは必ずセットでお使い下さい。後輪出力の低下や故障の原因なります。
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排気効率が向上し、エンジンが持つ本来の性能を引出す排気騒音に配慮した“パワーサイレントオーバルサイレンサー”を採用。
サイレンサー内部は特殊構造を採用することで、高い排気効率と静粛性を兼備えています。

ハイスピードプーリ−：ウエイトローラーの可動ラインとそれに伴い移動するドライブベルトのバランスを算出することで、エンジ
ンの性能を十分に引出し、安定した出力を維持しながら最高速をアップします。
プーリー本体はアルミダイカスト製を採用
トルクカム：ノーマルトルクカムでは変速中に回転が落込むことがあり、エンジンの出力を十分に伝達することが出来ません。付属の
トルクカムは変速中の回転落込みを防止し、出力を確実に伝達することで、強力な加速、又は再加速を得ることが出来ます。又、
トル
クカム本体には2種類のスリットがあり、車両の使用用途、吸排気系の変更によるトルクカムの効き具合を調整することが出来ます。
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■弊社製サイレントスポーツマフラー用マフラープロテクター（カーボンプリント）
04-00-0031 ￥3,100（税抜） 本体：ABS製カーボンプリント TAKEGAWAロゴ入り。
このカーボンプリントマフラープロテクターに変更することでドレスアップ効果を高めます。

‑ᵐᵎᵊᵖᵎᵎ

FIコンについての注意事項：他社製エンジンパーツとの併用は行わないで下さい。
社外品のイグニッションコイルやプラグコード、
スロットルポジションセンサーに割り込ませるタイプの他社製インジェクションコ
ントローラー等は誤動作や故障の原因になる場合がある為、絶対に併用しないで下さい。
社外品LED/H.I.Dヘッドライト、点火装置、ヘッドライトON/OFFスイッチの同時装着は行わないで下さい。
※アドレスV125(UZ125L3)(CF4EA-142467〜)への取付けは未確認です。

‑ᵒᵏᵊᵐᵎᵎ

ᵎᵒᵋᵎᵐᵋᵐᵕᵒᵒ

ノーマルスタイルのまま高い排気効率と静粛性を兼備えたマフラーです。O2センサー
ボスを設置し、K9/SLO/SULO/DT11A車にあるノーマルO2センサーの取付けが可能。
キャタライザー内蔵。 CF46A：JMCA認定品。 CE4EA/CF4MA/DT11A：政府認証品。
近接排気騒音 CF46A：80dB（A）、CE4EA/CF4MA：81dB（A）
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03-05-0016 ■他のFIコントローラーには無い噴射量の設定が可能!!
■弊社製カスタムパーツ装着車合わせた3種類の推奨データを内蔵!!
■1000rpm単位で燃料調整が可能!!
■走行時はドットLEDタコメーターが表示されます。 ■全消灯の設定も可能です。
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空燃比計、又は空燃比計付きメーターと同時装着することで、車両のセッティングデータを設定する場合にリアルタイムで空燃比
が表示され、セッティングの目安として使用出来ます。空燃比計付きメーターを取付けなくてもブラインドプラグが装着されている
為、マフラーは使用出来ます。■弊社製 空燃比計付きメーター：スーパーマルチLCDメーター（CF46A/CF4EA用）詳細は裏面記載
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ỴἛἾἋᵴᵏᵐᵓίᵡᵤᵒᵣᵟᵋᵏᵎᵎᵎᵎᵏ㛈ὸ
04-02-2744 ỴἛἾἋᵴᵏᵐᵓᵱίᵡᵤᵒᵫᵟᵋᵏᵎᵎᵎᵎᵏ㛈ὸ

01-05-0275 “ボアアップキットについての注意事項” “FIコンについての注意事項”をご確認下さい
※アドレスV125(UZ125L3)(CF4EA-142467〜)への取付けは未確認です。

˄ޓἦἋἚὅ

※JMCA認定/政府認証は対象車両がノーマル状態に限ります。
試験を受け、JMCA認証、又は政府認証を取得している為、安心
してマフラー交換を楽しむことが出来ます。

性能と静粛性を兼備えたサイレントボンバー。Φ90アルミ製サイレンサーとステンレス
製エキゾーストパイプを採用。エキゾーストパイプにはO2センサー装着用ボスを備え
別途弊社製空燃比計付きメーターを取付けることで、空燃比を計測出来ます。
ウエイトローラー付属 CF46A：JMCA認定品。 CE4EA/CF4MA：政府認証品。
キャタライザー内蔵。 近接排気騒音：86dB（A）

Sステージボアアップキットに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
が付属したキット。ハイオクタン価ガソリン仕様のスタンダードとレギュラーガソリン対応ecoの2種類からキットをお選び頂けます。

ݣᝋɲᵍἧἾὊἲᵬᵭᵌ
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ノーマルに比べ、約18％ハイギアになります。Sステージ、FIコントローラーと併用する事で最高速
を向上させることが出来ます。 対象：アドレスV125（CF46A-100001〜 / CF4EA-100001〜）
※ノーマル車両に装着しても最高速は向上しません。 ※アドレスV125Sは取付け出来ません。
※アドレスV125(UZ125L3)(CF4EA-142467〜)への取付けは未確認です。
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9.5gはアドレスV125/S：ハイスピードプーリー＆トルクカムキットに付属。
15.0gはアドレス用Sステージ/ハイパーSステージ/CF4EA用サイレントボンバーマフラーに付属。
12.0gはアドレス
（CF46A）用サイレントボンバーマフラーに付属。
Φ20×15 
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̖ίᆋ৷ὸ 対象
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：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125（DT11A-100001〜）
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ᵴᵏᵐᵓᵱ ỴἛἾἋ ᵴᵏᵐᵓᵱ
ᵡᵤᵒᵣᵟ ※アドレスV125(UZ125L3)(CF4EA-142467〜)への取付けは未確認 ᵡᵤᵒᵫᵟ ίᵡᵤᵒᵫᵟᵋᵏᵎᵎᵎᵎᵏ ῍ὸ

※対象車種アイコンが表示されていても一部装着出来ない
ᵏᵏᵎ ỴἛἾἋ ᵏᵏᵎ
ᵡᵣᵒᵕᵟ ίᵡᵣᵒᵕᵟᵋᵏᵎᵎᵎᵎᵏ ῍ὸ 製品があります。各製品に明記の対象を必ずご確認下さい。
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対象：アドレスV125(UZ125K5/GK5/K6/GK6/K7/GK7)(CF46A-100001〜)
：アドレスV125(UZ125K9)(CF4EA-124837〜)
：アドレスV125(UZ125GK9)(CF4EA-101607〜)
アドレスV125(UZ125L3)(CF4EA-142467〜)・アドレスV125S(CF4MA)には取付け出来
ません。
アドレスV125(UZ125L3)(CF4EA-142467〜)の車両外観はK9モデルとほぼ同じ
ですが、弊社製スーパーマルチLCDメーターは取付け出来ません。
ご注意下さい。
社外品LED/H.I.Dヘッドライト、ヘッドライトON/OFFスイッチの装着は出来ません。
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■O2センサーボス単品（ステンレス製）
（M18×10 P1.5）07-04-0022 ￥1,100（税抜）
弊社製サイレントボンバーマフラー以外のマフラーにO2センサーを取付ける場合に使用するセンサーボスです。
※取付けにはエキゾーストパイプに穴開け加工を行い、
このO2センサーボスを溶接加工にて固定します。
※O2センサーボス加工は弊社では行っておりません。

お好きな色に塗装することが出来る白ABS素材色タイプ、転写タ
イプのカーボンプリントにクリア塗装が施されたタイプ、
アルミ
色をイメージしたつや消しシルバーメッキタイプの3枚が1セッ
トになっています。インナーカバーは簡単に交換出来ます。
※スーパーマルチLCDメーター専用部品です。

Լဪ

ᵎᵓᵋᵎᵔᵋᵎᵗᵏᵑ

■O2センサー ver.3（単品）00-05-0158 ￥9,600（税抜）
空燃比計を作動させる為のセンサー。
このO2センサーを取付けるには、弊社製サイレントボンバーマフラー
を装着している又は、上記O2センサーボスが溶接加工にて取付けてあるマフラーである必要があります。

■ドレンボルト用C1アダプター 07-04-0031 ￥1,100（税抜）

̖ίᆋ৷ὸ

エンジンのドレンボルトをこのC1アダプターに変更することでスーパーマルチLCDメーター付属のM5サー
モセンサーの取付けが可能になります。
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ヘッドライトユニットが一式となっており、視認性の向上と省電力化を同時に実現します。
更に純正には無いポジションランプを使用出来ます。
■バルブには安心の1年不点灯保証付き
（購入日より）※ヘッドライトユニットは1年保証対象外。
■弊社製の各種メーター類やFIコンとの同時装着が可能。
※アドレスV125(UZ125L3)(CF4EA-142467〜)への取付けは未確認です。
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ヘッドライトユニットが一式となっており、視認性の向上と省電力化を同時に実現します。
更に純正には無いポジションランプを使用出来ます。
■バルブには安心の1年不点灯保証付き
（購入日より）※ヘッドライトユニットは1年保証対象外。
■弊社製の各種メーター類やFIコンとの同時装着が可能。
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̖ίᆋ৷ὸ 対象：アドレスV125（CF46A-100001〜）
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■NEW PARTS CATALOG Vol.27 2017-2018 ￥2,700（税抜）
このチラシの価格、品番等は、2017年12月1日現在のものです。
このチラシ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。
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ドレスアップに最適なアルミ削り出しブラックアルマイト仕上げのケーブルガイドです。
対象：アドレスV125（CF46A-100001〜/CF4EA-100001〜）
※アドレスV125(UZ125L3)(CF4EA-142467〜)への取付けは未確認です。
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ノーマルシートに被せるだけの簡単装着で、通気性とクッション性に優れたシートへ変更するこ
とが出来ます。多彩なシート形状に対応する為、
カバーのサイドには伸縮メッシュ、縫い代テープ
にはゴム製品を採用。 ※アドレス125（DT11A-100001〜）には取付け出来ません。
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̖ίᆋ৷ὸ ■ノーマルシート専用
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ノーマルフロントディスクブレーキに対応するブレーキホースキットです。ホースにはスモークPVC
コーティングがされており、
フィッティング部のアルミ材にはゴールドアルマイトを施しています。
キット付属のアルミ製バンジョーにはブルーアルマイト、
アルミ製バンジョーボルトにはゴールド
アルマイトを施しています。 ■ホース長：830ｍｍ
※バーハンドルキットなどハンドルを変更した車両には取付け出来ません。
対象：アドレスV125（CF46A-100001〜/CF4EA-100001〜） ：アドレスV125S（CF4MA-100001〜）
※アドレスV125(UZ125L3)(CF4EA-142467〜)への取付けは未確認です。

̖ίᆋ৷ὸ

本製品をグラブバー（バックレスト無し）に装着することで、バックレスト付きにバージョンアップ
することが可能。■アドレス110（CE47A-100001〜）はバックレストのみの取付けが可能。
※アドレスＶ125（CF46A/CF4EA）
・V125S（CF4MA）は弊社製グラブバー装着車が対象です。
アドレスＶ125・125Sはバックレストのみの取付けは出来ません。
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ݣᝋɲᵍἧἾὊἲᵬᵭᵌ

メインパイプは耐腐食性に優れたステンレス材を採用。
エンドキャップに弊社ロゴ入り。
取付けは対象車両により、取付け方法が異なります。
アドレスV125/V125S用は純正キャリアを取外し、同じ固定場所
を使用します。
※アドレスV125(UZ125L3)(CF4EA-142467〜)への取付けは未
確認です。
アドレス110用は純正キャリアにある4ヶ所の穴を使用

ݣᝋɲᵍἧἾὊἲᵬᵭᵌ

※アドレスV125(UZ125L3)(CF4EA-142467〜)は未確認です。
※アドレスV125S（CF4MA-100001〜）には取付け出来ません。

ノーマルブレーキアームに取付け可能なブレーキアームジョイント。中央部分に弊社製ロゴ入り。
※アドレスV125(UZ125L3)(CF4EA-142467〜)への取付けは未確認です。
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̖ίᆋ৷ὸ 対象：アドレスV125（CF46A-100001〜 / CF4EA-100001〜）

‑ᵑᵐᵊᵓᵎᵎ
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快適性の向上とデザインに拘ったステンレス製グラブバー。加減速や荒れた路面において、
タンデムライダーをサポートします。
握り心地の良いΦ28.6mmメインパイプにエンドキャップを装備することで、実用性と共にドレスアップ効果を高めております。
09-11-1154
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ノーマルエアフィルターと交換するだけで吸入効果が向上し、
ノーマルエンジンに装着した場合
でも低回転から高回転までの全回転域で出力アップが可能になります。又、弊社製Sステージボ
アアップキット装着時も、
ノーマルフィルターの吸入不足が解消されます。
■ノーマルエンジンにこのエアフィルターのみを装着してもFIコンの同時装着は必要ありません。
対象：アドレスV125（CF46A-100001〜/CF4EA-100001〜） ：アドレスV125S（CF4MA-100001〜）
※アドレスV125(UZ125L3)(CF4EA-142467〜)は未確認です。

：アドレスV125（CF4EA-100001〜）
：アドレスV125S（CF4MA-100001〜）
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ἉἽἢὊ ᵍἉἽἢὊ
ボルト用のブラインドキャップ付き ■ノーマルハンドルパイプ専用
ἉἽἢὊᴾ ᵍἨἻἕἁᴾ
対象：アドレス125（DT11A-100001〜）
ἨἻἕἁ ᵍἉἽἢὊ
ἨἻἕἁ ᵍἨἻἕἁ
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ᵍἨἻἕἁ
ἾἕἛ
ᵍἾἕἛ
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ṲἋἘὅἾἋᙌἂἻἨἢὊ

ままポジション球1個使用可能
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̖ίᆋ৷ὸ 対象：アドレスV125（CF46A-100001〜）

‑ᵖᵊᵏᵎᵎ

̖ίᆋ৷ὸ アドレス125(DT11A)ノーマルヘッドライトユニットの

‑ᵏᵊᵏᵎᵎ
‑ᵐᵊᵏᵎᵎ

更にサーモスタットの取付けが出来る特許取得構造を採用し、オーバークールを防止します。
■別売サーモスタットユニット 02-01-5052 ￥5,100（税抜）
Ｍ5温度センサーの取付けが可能。
スーパーマルチLCDメーターを装着している場合、そのまま
アダプターに接続することで、
メーターに温度が表示されます。

：アドレス125（DT11A-100001〜）

ṲᵐἦὊἋἡὅἛἽἢὊỺὅἛ

09-11-1150
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ノーマルロアレッグシールド内に収まり、車両のシルエットを崩すことなく取付け可能なオイルクーラーキットです。

■オイルダンパー式 ■スプリングプリロード：無段階調整（50mmの範囲）
■取付けピッチ：320mm（アドレスV125ノーマル：320mm/アドレスV125Sノーマル：325mm）
■取付け穴径：上 Φ10/ 下 Φ10 ■ボディー：クロムメッキ仕上げ ■アジャストレンチ付属
※アドレスV125(UZ125L3)(CF4EA-142467〜)への取付けは未確認です。
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̖ίᆋ৷ὸ 対象：アドレス110（CE47A-100001〜）
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■オイルダンパー式 ■スプリングプリロード：5段階調整 ■取付け穴径：上 Φ10/ 下 Φ8
■取付けピッチ：310mm（アドレス110（CE47A）
ノーマル：315mm）
（アドレス125（DT11A）
ノーマル：320mm 取付けピッチでノーマルより、約10mmローダウン）
■ボディー：クロムメッキ仕上げ/レッドスプリング ■アジャストレンチ付属

ᵎᵔᵋᵎᵒᵋᵎᵎᵖᵎ

ᵴᵏᵐᵓ
ᵴᵏᵐᵓ ᵴᵏᵐᵓᵱ
ᵏᵏᵎ
ᵡᵤᵒᵔᵟ ᵡᵤᵒᵣᵟ ᵡᵤᵒᵫᵟ ᵡᵣᵒᵕᵟ

電球からの交換により省電力化し、電装系の負荷を軽減します。高輝度パワーLEDと光拡散キャッ
プの組み合わせで前方全周に高輝度発光します。
アドレスV125（CF46A/CF4EA/CF4MA）の場合、
弊社製LEDヘッドライトキットの同時装着が必要です。
（ポジション球2個使用）

̖ίᆋ৷ὸ 対象：アドレス125(DT11A-100001〜)
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車両側の配線加工は必要無く、ヘッドライトバルブと付属の専用ラバーカバーへの交
換でヘッドライトをLED化出来ます。LED化により、省電力化を実現し、ハロゲンバルブ
を大幅に上回る長寿命を達成しております。
■PHILIPS社製の高性能LEDチップを採用 ■消費電力を調整する自動機能内蔵
■バルブには安心の1年不点灯保証付き
（購入日より）
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̖ίᆋ৷ὸ 対象：アドレスV125S（CF4MA-100001〜）
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：アドレスV125（CF4EA-100001〜）
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ノーマルテールランプハウジングをそのまま使用し、簡単にLEDテールランプに出来ます。
テール周りの雰囲気を一新することが出来ます。
リフレクターとナンバー照明ホワイトLED内蔵なの
で、そのまま公道で使用することが可能です。オレンジウインカーバルブ付き。
※フレームNO.CF46A-100001〜/CF46A-500001〜は取付けの際、配線加工が必要です。
※アドレスV125(UZ125L3)(CF4EA-142467〜)への取付けは未確認です。
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お問い合わせ専用ダイアル 0721-25-8857
コレクト通販にて“お買い上げ価格が￥10,000以上”の場合、
送料、代引手数料をサービスさせて頂きます。
（北海道・沖縄県除く）

̖ίᆋ৷ὸ 対象：アドレスV125（CF46A-100001〜）
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：アドレスV125（CF4EA-100001〜）

