CT125 [ JA55 ] CUSTOM PARTS 2020.vol.1

10-01-0063

■政府認証マフラー 認証試験を受け、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。 ※政府認証は対象車両がノーマル状態に限ります。 下記マフラーは近接排気騒音90dB（A）以下になります。
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ヘッドライトの光を遮ること無く使用出来るヘッドライトガードです。装着することで、
トレッキングスタイルのイメージを高め、ヘッ
ドライト周りを引き締めます。加工の必要も無く、
ノーマルヘッドライトステーにボルトとカラーを使用し、取付けします。
スチール製ガードの表面にはカラー塗装を施しています。
シルバー、
ブラック
（半艶）の2種類からお選び頂けます。

リアフェンダーガードを装着することで、
トレッキングスタイルのイメージを高め、
リアフェンダー、テール周りの雰囲気を一新でき
ます。装着しても灯火類の視認性に影響しないように設計してます。
スチール製ガードの表面にはカラー塗装を施しています。
ブラック
（マットブラック）
とシルバーの2色からお選び頂けます。車両本体のフレームや外装を一切加工せず取付けが可能です。
ヘルメットホルダー（09-11-0424）
との同時装着が可能です。

■SP武川製フロントキャリア
（開発中）
との
同時装着が可能です。
※シルバー塗装は純正のサブフレーム色と
は若干異なります。

※リアフェンダーガードを持ちバイクを移動
しないで下さい。
※シルバー塗装は純正のサブフレーム色と
は若干異なります。
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ナックルガードを装着する事で、林道走行などでの小枝等から手元を守る事が出来ます。
ナックルガード部（樹脂部）にはアルミ材
のフレームを混入してあるので、他社製品のナックルガードに比べ強度を高める事が可能になりました。
ナックルガードブラケット
部はアルミ材を採用する事により、振動の多い車両等の防振性にも優れており、一般的なステアリングパイプのΦ22.2ｍｍに固定
出来る為、汎用性を高めています。装着する事でステアリング周りの雰囲気を一新し、
よりトレッキングイメージを高めます。
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ハンドルとシートの間にあるスペースに本製品を装着することで、
レインウェアやバックを付属のゴムロープにより固定することが
出来ます。前カゴ、
フロントキャリア、
リアキャリア、
リアボックスなど前後に荷物を置くのは、盗難が不安という方にもお薦めです。
乗車時、
シフトチェンジ、
リアブレーキ時に影響を及ぼさない範囲で、キャリア面積を大きく確保しています。又、荷物の脱落を防止
する為、下部に荷物止めとなる折り返し、
ゴムネットやゴムバンド等を引っ掛ける左右の突起、荷物フックとして使用出来る中央上
部の小型フレームを採用するなど、実用性を重視した設計になっています。
表面処理は“クロムメッキと“ブラック塗装”の2種類からお選び頂けます。 ゴムロープ付属 ※推奨積載重量:1.0kg

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）

このチラシの価格、品番等は、2021年3月1日現在のものです。
このチラシの価格は全て税込価格です。
※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。参考データとしてご覧下さい。

※各製品に明記の対象車両、注意事項等を必ずご確認下さい。
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CL72スタイルをモチーフにスクランブラースタイルに仕上げ、
レトロ感のあるオリジナルヒートプロテクターを採用したアップマ
フラーです。装着時、CT125の車両イメージを一新することが出来ます。更にツインテールパイプをサイレンサーに採用すること
で、デザイン性を高めると共に独特な音質をお楽しみ頂けます。SP武川製独自のサイレンサー構造とエキゾーストパイプにより、
ノーマルとは異なる高い排気効率が可能となり、出力性能が向上します。サイレンサーはスチール製ブラック塗装仕上げ。
エキゾーストパイプ、ツインテールパイプには耐食性に優れたステンレス材を採用。
エキゾーストパイプとサイレンサーの連結部には、
ガスケットを使用し、排気漏れと振動音を軽減します。 キャタライザー内蔵。
エキゾーストパイプガスケット付属。 近接排気騒音：85dB(A) ※政府認証は対象車両がノーマル状態に限ります。

純正ヒートプロテクターの装着を可能とした純正スタイルを全く崩さないスポーツ仕様のアップマフラーです。
SP武川製独自のサイレンサー構造とエキゾーストパイプにより、
ノーマルとは異なる高い排気効率が可能となり、出力性能が向上
します。エキゾーストパイプは耐食性に優れたステンレス材を採用。サイレンサーはスチール製ブラック塗装仕上げ。
エキゾーストパイプとサイレンサーの連結部には、
ガスケットを使用し、排気漏れと振動音を軽減します。
キャタライザー内蔵。 エキゾーストパイプガスケット付属。
近接排気騒音：86dB(A) ※政府認証は対象車両がノーマル状態に限ります。
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テスト車両：CT125（JA55）
■ノーマルエンジン
＋スクランブラーマフラー
■ノーマルエンジン＋ノーマルマフラー
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テスト車両：CT125（JA55）
■ノーマルエンジン
＋スポーツマフラー
■ノーマルエンジン＋ノーマルマフラー

4

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。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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強度の高い超々ジュラルミン材を削り出し、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。
※必ず、適度なダンパー効果のある純正品及び、弊社製プッシュロッドヘッドをご使用下さい
他社製強化プッシュロッドヘッドは、エンジントラブルの原因となる為、使用しないで下さい
※ノーマルジェネレーターカバーを外す為、別途L.クランクケースカバーガスケットが必要。
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SP武川ではエンジン各部へ圧送されるオイル量、油圧、各部のオイルレベルを適正に
する為、
ノーマル比約35%増加を採用しております。
適正量のオイルが循環することで、駆動部の部品負担を軽減します。
■スーパーオイルポンプには、オイルポンプドリブンギアが付属
ノーマルオイルポンプとは異なるスーパーオイルポンプ用弊社オリジナルのオイルポ
ンプドリブンギアを採用。
ドリブンギアはピン、ローラー共に組み込み済み
■専用ノックピン付属 ※R.クランクケースガスケットの別途購入が必要。
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高出力エンジンに伴うクラッチの滑りを解消し、出力を十分に伝えることが出来ます。
※R.クランクケースカバーガスケットが必要になります。
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※本製品は車両のカウル加工や配線加工の必要が無く、キットの構成部品
により、簡単に取付け出来ます。
フォグランプ側のギボシ取付け加工有り。
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リアキャリア下(乗車時左)に装着するヘルメットホルダーです。純正工具箱を下に移設し、その下にヘルメットホルダーが固定され
ます。又、セキュリティーを高める為、ヘルメットホルダーの固定には、盗難抑止対策ボルトを採用。それに伴い、専用Lレンチを付属
ヘルメットホルダーステーは3カ所で固定されている為、ヘルメットの重量をしっかりと支えます。
スチール製ヘルメットホルダース
テーの表面には、
ブラック塗装を施しています。SP武川ロゴ入り オリジナルピストンキーを2個付属
■純正部品を組み合わせることで、CT110スタイルにも変更出来ます。
※この製品には純正部品は付属しておりません。又、SP武川では、純正品の販売は行っておりません。予めご了承ください。
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スチール製 肉抜き加工済み 熱処理を行い、耐久性を高めています。
※16Tを装着する場合、上記スプロケットガードプレートが必要になります。
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ノーマルの歯数以外のスプロケットに交換した場合、純正スピードメーターの表示に誤
差が生じます。
（エラーコードが出ます。）又、ABS警告灯が点灯し、ABSが作動しなくなり
ます。
これらを解決するには、別途車速信号補正ユニットが必要です。SP武川では車速信
号補正ユニットの販売は行っておりません。
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本製品は純正スピードメーターの左隣に配置
出来るタコメーターキットです。
ステー、車両
専用サブハーネスが付属している為、純正部
品の加工や配線加工の必要が無く、取付け出
来ます。配線はカプラーオンで接続出来ます。
ステーはスチール製ブラック塗装仕上げ
ステンレスボディーを採用。
メーターボディーサイズ：Φ48mm
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リアキャリアに装着することでパッセンジャーへの快適性と安全性を高めることが出来ます。又、
シート本体にはパッセンジャーの
姿勢確保の為、ベルトを装備。
シート内部に耐振動性、
クッション性に優れた特殊スポンジを採用。
これにより走行中の疲労が軽減
され、快適なライディングをお楽しみ頂けます。 ■工具の必要がなく、簡単にリアキャリアに脱着可能！
！
SP武川製ピリオンシートのシートベースには、対象リアキャリアに合わせた差し込み形状と専用固定フックを採用。
これにより、工具を必要とせず、簡単にピリオンシートの脱着が可能になります。又、差し込み形状のフィット感と固定フックの張力
により、
リアキャリアに確実に固定されます。
シート表皮にはライチ柄デザインを採用。 裏面に弊社ロゴ入り。
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H.I.D.キット、他社製LEDヘッドライトやフォグ
ランプ類は、絶対に同時装着しないで下さい。
バラスト/インバーター（電圧変換装置）からデ
ジタル回路の悪影響を与える高電圧ノイズが
出る物があり、製品故障や動作不良の原因と
なります。

回転数機能に温度計、時計、エンジンワークタイマー、
自動測定機
能を兼ね備えた多機能メーターです。温度計は別途弊社ドレンボ
ルトをご購入頂くことで、
ドレンボルト部での温度を計測出来ます
カウル内に収めることで、外気温度を計測出来ます。
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CT125にはドライブチェーンによる周辺部品の破損を防ぐ為、
ガードプレートがフロント
スプロケットカバー部に存在します。SP武川製16Tドライブスプロケットを装着する場合、
純正のガードプレートに干渉し取付け出来ない為、
このスプロケットガードプレートが
必要になります。
ノーマルドライブスプロケットの歯数は14Tになります。

スチール製ブラック塗装仕上げ 肉抜き加工済み
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※ご購入前に現在使用されているノーマルクランクシャフトの確認作業が必要になります。
クランクシャフトが標準値以上に振れが発生している場合は振れ取りを行うか、
クランクシャ
フトの交換が必要です。
※フライホイールナットを取外す際に特殊工具のローターホルダー(00-01-1001)が必要です。
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継ぎ目の無い滑らかな表面と優れた真円度を有し、剛性と耐磨耗性に優れた高精度ソ
リッドブッシュチェーンです。
ソリッドブッシュはリンクプレートに圧入する際に生じる
ブッシュの樽状変形を防ぎ、ピンとブッシュ間の最適な接触軸受面を形成します。
スタンダード品と比較して磨耗寿命が1.8倍から4倍という飛躍的な性能向上を実現。
ダイハードα処理はピンの表面に非常に硬い皮膜を形成しており、皮膜は内部に、
さら
なる高硬度の炭化物を分散した形態になっています。
外部から硬い異粒子が混入したとしても負けません。

H.I.D.キット、他社製LEDヘッドライトやフォグ
ランプ類は、絶対に同時装着しないで下さい。
バラスト/インバーター（電圧変換装置）からデ
ジタル回路の悪影響を与える高電圧ノイズが
出る物があり、製品故障や動作不良の原因と
なります。設定に関する注意事項等をSP武川
WEB SITEにて必ずご確認ください
取り扱い説明書もご覧頂けます。

9

ཎᚩЈᫍɶನᡯ
クランクシャフトの交換も必要無く、純正部品に装着することで、
クランクシャフトジャー
ナル部を4点支持に出来る組付け構造

4

純正メーターと交換するだけで、一切の配線加工を必要とせず装着出来るマルチメーターです。
速度、回転数、ギアポジション、温度計、燃料計、時刻、バッテリー電圧表示やタイヤ外径補正、バックライト色変更等、非常に多くの
機能を搭載!! 又、ほぼ純正メーターと同形状で同位置に装着出来ます。温度計は別途弊社ドレンボルトをご購入頂くことで、
ドレン
ボルト部での温度を計測出来ます。
メーターサイズ：Φ94.7mm×55.5mm

4

CT125のジェネレーターはL.クランクケースカバーに装着されている為、
フライホイール取付け方向が外側(シャフト先端)寄りにな
ります。
この為に重いフライホイールの回転重量がクランクシャフト先端より外側に掛かり、ピックアップが向上したエンジンでは
加速・減速時の負担が倍増します。
これにより、
ジェネレーターとフライホイールが干渉し点火タイミングに悪影響を与えたり、最悪
の場合クランクシャフトが破損する可能性があります。本製品はステーター内にボールベアリングを設けることで、
クランクシャフト
ジャーナル部を3点支持から4点支持に変更し、ボアアップエンジンの高回転域に起こるクランクシャフトの振れを制限します。
制限することで、振れが抑えられ、
ノーマルクランクシャフトの耐久性を高めることが出来ます。

6

ノーマルヘッドライトの補助ランプとしてご使用頂く
事で、走行時の視認性が向上します。
ON/OFFスライドスイッチ付属
※SP武川製サブフレームキット装着車専用です。
※フォグランプ側のギボシ取付け加工有り。

5

ṲᵬᵣᵵᴾἁἻὅἁἉἵἧἚἇἯὊἚỴἒἩἑὊᴾᵎᵏᵋᵏᵎᵋᵎᵏᵒᵓᴾ‑ᵏᵎᵊᵒᵓᵎίᆋᡂὸ

7

Ṳᵬᵣᵵᴾᵱᵮന߷ᙌἇἨἧἾὊἲỿἕἚᘺბݦဇᵪᵣᵢἧỻἂἻὅἩỿἕἚ

フォグランプは、キット付属のアルミ削り出しカラー類を使用し、純正ヘッドライトステーに装着します。
ノーマル車両にお薦めです。
ノーマルヘッドライトの補助ランプとしてご使用頂く事で、走行時の視認性が向上します。ON/OFFスライドスイッチ付属

軽量で高強度のチタン合金を使用したタペットアジャスティングナットです。
材質の変更に加え、六角幅を9mmから8mmに変更し、軽量化を実現しました。
重量が減ることで、
カムプロファイルへのバルブの追従性が向上します。

8

ἁἿἲἳἕỿ ᵎᵔᵋᵎᵎᵋᵎᵎᵏᵏ ‑ᵏᵕᵊᵔᵎᵎίᆋᡂὸ
ἨἻἕἁرᘺ ᵎᵔᵋᵎᵎᵋᵎᵎᵏᵐ ‑ᵏᵒᵊᵑᵎᵎίᆋᡂὸ

ṲᵬᵣᵵᴾᵪᵣᵢἧỻἂἻὅἩỿἕἚẅỽỸἽьởӷᘺბᢿԼỉ࣏ᙲầễẪẆᘺბӧᏡᴿᴿ
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9

ご注意下さい。対象車両仕様は、
ノーマルピストン、
ノーマルマフラーに限ります。
カムシャフトを装着し、純正品以外のマフラー（SP武川製含む）へ交換した場合、
インジェクションコントローラーが必要になります。インジェクションコントローラー
無しで走行した場合、エンジントラブルの原因となります。
SP武川製インジェクションコントローラーは現在開発中です。

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。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。

7

ṲἓἑὅӳᙌἑἬἕἚỴἊἵἋἘỵὅἂἜἕἚᵆᵐ̾ᵇᴾᵎᵎᵋᵎᵏᵋᵎᵏᵕᵐᴾ‑ᵏᵊᵗᵖᵎίᆋᡂὸ

ノーマルピストン、
ノーマルマフラー車に装着することで、中高回転域の出力性能が向上します。
カムシャフトはデコンプ機能無し仕様の“N-15”になります。※ノーマルカムシャフトにあるデコンプ機能部品は取付け出来ません。
ノーマルピストン、
ノーマルマフラー車に装着する場合、インジェクションコントローラーは必要ありません。

テスト車両：CT125（JA55）
■ノーマルピストン＋N-15カムシャフト
＋ノーマルマフラー
■ノーマルピストン＋ノーマルマフラー

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。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。

純正アンダーカバーパイプ（パイプ径：Φ19mm）からSP武川製サブフレーム（パイプ径：Φ25.4mm）に変更することで、
フレームの
存在感とトレッキングスタイルが強調されます。又、純正アンダーガードをそのまま装着出来る為、車両イメージを崩すことなく、
カ
スタムイメージを高めることが出来ます。更にトレッキングスタイルを高めるには、別売SP武川製サブフレーム装着車用LEDフォグ
ランプキットの同時装着をお薦めします。サブフレームにはスチール製パイプを採用。
表面処理はクロムメッキとブラック塗装の2種類からお選び頂けます。
↓別売専用フォグランプの同時装着

ṲᵬᵣᵵᴾἋὊἣὊἰἽἓᵢᵬἳὊἑὊᴾᵎᵓᵋᵎᵓᵋᵎᵎᵓᵕᴾ‑ᵑᵐᵊᵕᵖᵎίᆋᡂὸ
ἁἿἲἳἕỿ ᵎᵗᵋᵏᵏᵋᵎᵐᵒᵐ
Ӳ‑ᵏᵎᵊᵕᵖᵎίᆋᡂὸ
ἨἻἕἁرᘺ ᵎᵗᵋᵏᵏᵋᵎᵐᵒᵑ
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ṲᵬᵣᵵᴾἇἨἧἾὊἲỿἕἚ

ᵐ̾ἍἕἚ ᵎᵓᵋᵎᵖᵋᵎᵓᵐᵓ ‑ᵐᵐᵊᵖᵖᵎίᆋᡂὸ
ᵏ̾
ᵎᵓᵋᵎᵖᵋᵎᵓᵐᵒ ‑ᵏᵒᵊᵎᵖᵎίᆋᡂὸ

9

9

7

ἉἽἢὼرᘺ ᵎᵗᵋᵎᵗᵋᵎᵎᵕᵎ
ἨἻἕἁرᘺ ᵎᵗᵋᵎᵗᵋᵎᵎᵕᵏ
Ӳ‑ᵗᵊᵔᵖᵎίᆋᡂὸ

メーター本体は耐震性、正確性に優れ、回転数機能にレブインジ
ケーター、最高回転数記録を兼備えています。
ブラックパネルに
ホワイトLED照明は夜間の認識性も抜群です。

ἑἅἳὊἑὊί㛈ᵏᵓᵎᵎᵎᶐᶎᶋὸ
ṲἾἨỶὅἊἃὊἑὊẅṲਦ᠃ׅܭᜩԓ
Ṳ᠃ׅʖͳᜩԓ໊ẅਦ᠃ׅܭૠỉ㘿ᵓᵎᵎᶐᶎᶋỆໜ໊ẲộẴẇ

ṲἅὅἣἁἚᵪᵣᵢἇὊἴἳὊἑὊỿἕἚ
弊社製ハンドルクランプを装着することで、ハンドルクランプ内にサーモメーターを内蔵出来ます。
これにより、
スピードメーター
を邪魔することなくサーモメーターが収まり、ハンドル周りを美しく演出します。ハンドルクランプはアルミ削り出しアルマイト仕上げ
カラーはシルバー、
ブラック、
レッドの3種類。温度計測は付属のドレンボルトを装着し、ボルトにある温度センサー取付け穴にス
ティック温度センサーを取付け、
ドレンボルト部での温度計測を行います。
ドレンボルトはレッドアルマイトが付属

ἉἽἢὊ ᵎᵓᵋᵎᵕᵋᵎᵎᵎᵗ
ἨἻἕἁ ᵎᵓᵋᵎᵕᵋᵎᵎᵏᵎ
ἾἕἛ
ᵎᵓᵋᵎᵕᵋᵎᵎᵏᵏ
Ӳ‑ᵏᵑᵊᵕᵓᵎίᆋᡂὸ

ṲᶹᵒᵖἋἴὊἽᵢᵬἑἅἳὊἑὊỿἕἚίỼἾὅἊᵪᵣᵢὸẅᵎᵓᵋᵎᵓᵋᵎᵎᵕᵓᴾ‑ᵐᵑᵊᵗᵖᵎίᆋᡂὸ
回転数機能に温度計、時計、エンジンワークタイマー、
自動測定機
能を兼ね備えた多機能メーターです。温度計は別途弊社ドレンボ
ルトをご購入頂くことで、
ドレンボルト部での温度を計測出来ます
カウル内に収めることで、外気温度を計測出来ます。

ἑἅἳὊἑὊί㛈ᵏᵔᵎᵎᵎᶐᶎᶋὸ
ṲỺὅἊὅὁὊἁἑỶἰὊίỺὅἊὅᆙѣ᧓ửᐯѣỂьምὸ
Ṳภࡇᚘί῍ᵏᵐᵎḥὸẅᴾṲᚘίᵐᵒ᧓ᘙᅆὸ
ṲᐯѣยܭೞᏡίஇ᭗ภࡇᵍᴾஇ᭗᠃ׅૠὸ

CT125 [ JA55 ] CUSTOM PARTS 2020.vol.1

※各製品に明記の対象車両、注意事項等を必ずご確認下さい。
このチラシの価格は全て税込価格です。

ᵡᵲᵏᵐᵓίᵨᵟᵓᵓᵋᵏᵎᵎᵎᵎᵎᵏ῍ὸ

ṲᵬᵣᵵᴾἁἕἉἹὅἉὊἚỽἢὊίἒỶἶἴὅἛἋἘἕἓὸ

ṲᵬᵣᵵᴾỴἽἱἓỹὊὅỾὊἛ

ノーマルシートに被せるだけの簡単装着で、デザイン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。
シートカバーの座面にはデザイン性を高め、車両に高級感を与えるダイヤモンドステッチを採用。
表皮に耐振動性、
クッション性に優れた特殊スポンジを貼り付けることで、路面から伝わる振動の軽減と優れたクッション性を兼備
えております。表皮はブラックとブラウンの2種類。弊社ロゴのタグ付き

樹脂製のノーマルドライブチェーンガードからシャープなデザイン形状のアルミチェーンガードに変更することで、
リア周りをスタ
イリッシュにまとめます。
アルミ製チェーンガードの表面には、
シルバーアルマイトを施しています。装着時、車両にインパクト与え、
ドレスアップ効果を高めます。取付けボルトには耐腐食性に優れたステンレス製を採用。弊社ロゴのレーザーマーキング入り

ṲᵬᵣᵵᴾᵪἁἻὅἁἃὊἋỽἢὊỴἽἘἕἁἮἽἚίἧἻὅἊὸ

ノーマルスイングアーム専用になります。
ノーマルリアショック、又はSP武川製対象リアショックアブソーバーの同時装着が可能。
ノーマルドライブスプロケット14T/ドリブンスプロケット39T 、
ドライブスプロケット15T(SP武川製)・ドリブンスプロケットリア39T
(純正)の同時装着が可能。別売スプロケットガードプレート装着車は、
ドライブスプロケット16T(SP 武川製)までの同時装着が可能
※クリアランスが近くなるのでチェーンの
調整幅の限度を超えない様、注意が必
要になります。

ἨἻỸὅ ᵎᵗᵋᵏᵏᵋᵎᵐᵑᵑ
ἨἻἕἁ ᵎᵗᵋᵏᵏᵋᵎᵐᵑᵒ
Ӳ‑ᵓᵊᵐᵖᵎίᆋᡂὸ

ἧἻὅἊἮἽἚ

ἨἽὊᵍἧἻὅἊ ᵎᵔᵋᵏᵏᵋᵎᵎᵒᵏ
ᵎᵔᵋᵏᵏᵋᵎᵎᵒᵐ
ἾἕἛᵍἧἻὅἊ
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Ӳ‑ᵏᵊᵓᵒᵎίᆋᡂὸ

ノーマルステップ交換型のオールアルミ削り出しワイドステップです。
ノーマルと同様に可倒構造を継承しています。
ステップと靴
底の当たり面を大きくしたワイドサイズを採用することで、
ライディング中のホールド感を高めます。又、滑り止めとして、多数の爪
を採用。
ステップ、インナーステップはアルミ材を大胆に削り込み、表面にアルマイトを施しています。
ノーマルステップラバーの装着が可能！
！インナーステップを取り外すことで、
ノーマルのラバーとプレートが装着出来ます。

ṲᵬᵣᵵᴾᵪἁἻὅἁἃὊἋỽἢὊỴἽἘἕἁἮἽἚίỿἵἕἩὸ
Lクランクケース部のノーマルボルトと交換するだけで気軽にドレスアップを楽しめる
アルテックボルトキットです。

ṲἁἕἉἹὅἉὊἚỽἢὊ

ἠὊἰἽἋἘἕἩἻἢὊᘺბ

ノーマルシートに被せるだけの簡単装着で、デザイン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。
表皮はライチ柄とディンプルの2種類。
ライチ柄表皮は、
ライチの表面をモチーフにしたデザインでカラーステッチを採用。
カラース
テッチはホワイト、
レッドの2種類。ディンプル表皮はドットの立体成型を施している個性的なデザインです。又、2種類のカラー表皮
を合わせる事でデザイン性を高めています。弊社ロゴのタグ付き
ライチ柄表皮
ホワイトステッチ

ṲᵬᵣᵵᴾἥἾἕἚὁỶἛἋἘἕἩỿἕἚᵆἉἽἢὊᵇᴾᵎᵔᵋᵏᵑᵋᵎᵎᵖᵖᴾ‑ᵏᵖᵊᵒᵖᵎίᆋᡂὸ

Lクランクケース部のノーマルボルトと交換するだけで気軽にドレスアップを楽しめる
アルテックボルトキットです。

ライチ柄表皮
レッドステッチ

ディンプル表皮
ブラック/レッド

ᵎᵗᵋᵎᵗᵋᵎᵎᵖᵎᴾ‑ᵕᵊᵏᵓᵎίᆋᡂὸ

ṲỴἽἱЪụЈẲἰἋἑὊἉἼὅἒὊỾὊἛ

ỿἵἕἩἮἽἚ
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ἉἽἢὊ
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ἨἽὊ
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ノーマルジェネレーターキャップと付け替えるだけの簡単装着で、車両をジェネレーターカバーをドレスアップすることが出来ます。
アルミ材を美しく削り出し、表面にアルマイトを施しています。 SP武川ロゴ入り Oリング付属
SP武川製クランクシャフトサポートアダプターとの同時装着が可能です。

ᵎᵔᵋᵏᵑᵋᵎᵎᵗᵎᴾ‑ᵑᵊᵎᵖᵎίᆋᡂὸ

ṲỴἽἱЪụЈẲỼỶἽἧỵἻὊỿἵἕἩ
エンジンにワンポイントのアクセントを与えるオイルフィラーキャップです。
キャップはアルミ材を削り出し、表面にアルマイトを施しています。 SP武川ロゴ入り ワイヤーロック用穴付き Oリング付属

ṲᵬᵣᵵᴾἿὊἒỸὅἼỴἉἹἕἁỴἨἏὊἢὊᵆᵐஜἍἕἚὸ
ṲἊỹἾὊἑὊἩἻἂἍἕἚίỴἽἱЪụЈẲὸ

本製品は抜け止めを割りピンではなく、
フランジナット固定とすることで整備性を
向上しています。
弊社製ロゴ入り。

純正R.カバーアウタープロテクター部の純正ボルトと交換するだけで気軽にドレスアップを楽しめるアルテックボルトキットです。
シルバー、
ブルー、
レッド、
ゴールドの4種類のカラーアルマイトからお選び頂けます。

ἉἽἢὊ ᵎᵔᵋᵎᵖᵋᵎᵏᵒᵓ
ᵎᵔᵋᵎᵖᵋᵎᵏᵒᵔ
ἾἕἛ
ἆὊἽἛ ᵎᵔᵋᵎᵖᵋᵎᵏᵒᵕ
Ӳ‑ᵑᵊᵎᵖᵎίᆋᡂὸ

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。
適度なグリップ力と通気性に優れた立体メッシュを採用。特殊製法メッシュにより、振動の軽減とクッション性が向上します。
伸縮メッシュと立体メッシュの2タイプを縫い合わせることで、デザイン性を高めています。
脱落防止用ベルクロテープ付き 弊社ロゴのタグ付き

ṲᵬᵣᵵᴾἋἘὅἾἋἋἘἕἩἊἹỶὅἚ
ノーマルのスチール製から耐腐食性に優れたステンレス製にすることで、見た目の美しさとスムーズな摺動性を維持出来ます。

装着することで万が一の転倒による、マスターシリンダーの損傷を軽減することが出来ます。
ガード本体はアルミ材を精巧に削り出
し、十分な肉厚を確保しながらも大胆な肉抜きや複雑な形状の切削を行い、マシニング加工の美しさを際立たせています。
又、表面にカラーアルマイトを施すことで、装着時のドレスアップ効果を高めています。SP武川ロゴ入り

ἻỶἓᘙႝᵍἭὁỶἚἋἘἕἓ ᵎᵗᵋᵏᵏᵋᵎᵏᵖᵏ
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ἙỵὅἩἽᘙႝἨἻἕἁᵍἾἕἛ ᵎᵗᵋᵏᵏᵋᵎᵏᵖᵐ
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装着時、
シート高が約25mm下がり、乗車時の足付き性が向上することで、街乗りでの信号待ちやタンデム時の安定性を高めます。
さらに、減衰力とバネレートを見直すことで、路面への追従性を高め、安定した走行をお楽しみ頂けます。本体はスチール製を採用
し、
シリンダーにはクロムメッキを施しています。
スプリングはレッド塗装、イエロー塗装、
クロムメッキ、
ブラック塗装の4種類。
CT125用に取付け位置をオフセットした専用設計。オイルダンパー式 取付けピッチ:345mm スプリングプリロード:5段階調整
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スプリング仕様↓
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ṲᵬᵣᵵᴾἡὅἛἽỾὊἛ
本製品はハンドルガードにΦ22.2パイプを採用している為、ハンドルクランプタイプのモバイルホルダー等が装着出来、
スマート
フォンやナビゲーションの固定が可能になります。又、
カラビナ等を使用することで、小物を引っ掛けることも可能です。
ブラケット
は、
アルミ材を精巧に削り出し、表面にアルマイトを施しています。Φ22.2アルミ製パイプのハンドルガードは、表面にショットブラ
スト後、
アルマイトを施しています。
シルバーとブラックの2種類からお選び頂けます。
アルミ削り出しのブラケットとアルミパイプに
より、
ドレスアップ効果を高め、ハンドル周りを美しく演出します。
ブラケット、
アルミパイプ共に弊社ロゴのレーザーマーキング入り

ṲἼỴἉἹἕἁỴἨἏὊἢὊᵆᵐஜἍἕἚὸ
ṲỴἁἍἇἼὊἢὊỺὅἛᵆἋἘὅἾἋᙌᵇ
ノーマルのウェイト効果の継続を図りなが
らステンレスの質感と造形が美しいバーエ
ンドです。
ノーマルとは異なり塗装剥がれ
や退色、錆等の心配がありません。
SP武川ロゴ入り

弊社製コンパクトLEDサーモメーターキット
（シルバー：05-07-0009/ブラック：05-07-0010/レッド：05-07-0011）
と同時装着する場
合、別途カラー（シルバー：00-00-2835/ブラック：00-00-2836）
とソケットキャップスクリュー8×60（00-00-0812）が必要になります。

ἉἽἢὊᴾᵎᵖᵋᵎᵏᵋᵎᵏᵓᵐ⍤ἨἻἕἁᴾᵎᵖᵋᵎᵏᵋᵎᵏᵓᵑẅӲ‑ᵖᵊᵐᵓᵎίᆋᡂὸ

ṲỴἽἱЪụЈẲἑἬἕἚỽἢὊἍἕἚίἆὊἽἛὸ
ノーマルタペットカバーと交換するだけの簡単装着で、
ノーマルシリンダーヘッドをドレ
スアップ出来ます。
アルミ材を精巧に削り出し、表面にカラーアルマイトを施しています。

モバイルホルダー

スプリング仕様↓

ᵎᵔᵋᵎᵒᵋᵎᵎᵖᵒ
ἾἕἛرᘺ
ỶỺἿὊرᘺ ᵎᵔᵋᵎᵒᵋᵎᵎᵖᵓ
ἁἿἲἳἕỿ ᵎᵔᵋᵎᵒᵋᵎᵎᵖᵔ
ἨἻἕἁرᘺ ᵎᵔᵋᵎᵒᵋᵎᵎᵗᵏ
Ӳ‑ᵏᵐᵊᵔᵓᵎίᆋᡂὸ

■別途オプション同時装着可能な弊社パーツ
モバイルホルダー 08-01-0021 ￥2,530（税込）
ヘルメットホルダーセット 08-01-0109 ￥5,390（税込）
ヘルメットホルダーセット
（タイプ2/シルバー）08-01-0131 ￥4,180（税込）
ヘルメットホルダーセット
（タイプ2/ブラック）08-01-0132 ￥4,180（税込）

ṲᵐἦὊἋἢὊỺὅἛίἠὊἰἽἡὅἛἽဇὸίᵐ̾ἍἕἚὸẅӲ‑ᵒᵊᵐᵗᵎίᆋᡂὸ
バーエンドとバーエンドカバーからなる2ピース構造とすることで、一体成型では難しい複雑な形状が可能になり、立体感を際立た
せています。装着はノーマルバーエンドと交換するだけなので、手軽に車両のドレスアップをお楽しみ頂けます。
ボルト用のブラインドキャップ付き 2個1セット ■ノーマルハンドル用

ỽἻὊίỺὅἛᵍỽἢὊὸ
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ỽἻὊἻỶὅἜἕἩ

ᵎᵏᵋᵏᵖᵋᵏᵎᵑᵗᴾ‑ᵓᵊᵓᵎᵎίᆋᡂὸ

ṲỴἽἱЪụЈẲἉἼὅἒὊἪἕἛᵪᵌἇỶἛỽἢὊίἠὊἰἽἉἼὅἒὊἪἕἛဇὸ
ṲᵬᵣᵵᴾἪἽἳἕἚἭἽἒὊᵆẟẳụ᧸ഥἮἽἚ˄ޓᵇ
フロントブレーキマスターシリンダーにあるホルダー部分に装着出来る“ヘルメットホルダー”です。ハンドル周りにヘルメットを装
着することで、隣接した車両への干渉防止や駐車スペースの確保など、オートバイの利便性が向上します。セキュリティーを高める
為、盗難抑止対策ボルトを採用。製品構成には専用Lレンチが付属しています。又、SP武川オリジナルピストンキー(2個)付属。
ステーはスチール製ブラック塗装仕上げ。
盗難抑止対策ボルトはステンレス製黒メッ
キ仕上げ

ノーマルシリンダーヘッドL.サイドカバーと交換するだけの簡単装着で、
ノーマルシリン
ダーヘッドをドレスアップ出来ます。
ソリッドイメージを強調したデザインとドレスアッ
プ効果に優れた表面処理がノーマルシリンダーヘッドを美しく演出します。
カバーはアルミ材を精巧に削り出し、
クロムメッキを施しています。
中央に弊社ロゴの切削加工を施しています。
シリンダーヘッドL.サイドカバー用Oリング付属

ἁἿἲἳἕỿᴾᵎᵏᵋᵏᵖᵋᵏᵎᵒᵑᴾ‑ᵖᵊᵓᵖᵎίᆋᡂὸ

ṲἁἿἲἳἕỿἾἢὊίἨἾὊỿἾἢὊὸίἠὊἰἽἧἿὅἚἰἋἑὊἉἼὅἒὊဇὸ
レバータッチと実用性に優れた純正レバー形状を採用し、表面にクロムメッキを施す
ことで装着時のドレスアップ効果を高めています。
レバーには切削加工によりSP武川ロゴを配しています。

ṲἋἘἲἜἕἚίᵫᵐᵒᶣᵮᵏᵌᵎὸẅᵐἦὊἋನᡯᵍỴἽἱЪụЈẲᴾӲ‑ᵑᵊᵑᵎᵎίᆋᡂὸ
ᵎᵖᵋᵎᵏᵋᵎᵏᵓᵏᴾ‑ᵑᵊᵗᵔᵎίᆋᡂὸ

デザイン性に優れた2ピース構造とアルミ削り出しカラーアルマイトの採用によ
り、
ドレスアップ効果を高める“ステムナット”ノーマルステムナットと交換するだ
けの簡単装着で、
トップブリッジ周りを美しく演出するドレスアップパーツです。

ṲἳỶὅἋỶἕἓỽἢὊίỴἽἱЪụЈẲὸ
本製品を樹脂製のノーマルメインスイッチに貼りつけることで、
アルミ質感とデザイン性を高めたレーザーマーキングにより、
フロ
ント周りを美しく演出します。
カバー本体はアルミ材を精巧に削り出しカラーアルマイトを施しています。
更にアルマイトの表面には視認性に優れ、
ドレスアップ効果を高めるレーザーマーキングを施しています。SP武川ロゴ入り
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ṲἛἻỶἨἓỹὊὅỴἊἵἋἚἜἕἚίỴἽἱЪụЈẲὸ
ドライブチェーンの遊び調整とドレスアップ効果を高めるアジャストナットです。ボリュームのあるデザインが指先での回しやすさ
を可能とし、調整時に工具を必要としないことから整備性にも優れます。
アルミ材を削り出し、
アルマイトを施しております。
SP武川ロゴ入り ネジ穴径:M6×1.0
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ṲᵬᵣᵵᴾἤὊἚἂἼἕἩᴾᵲᵷᵮᵣᵋᵏᴾᵎᵓᵋᵏᵐᵋᵎᵎᵎᵏᴾ‑ᵏᵐᵊᵔᵓᵎίᆋᡂὸ
スロットルパイプ一体形状の採用により、
グリップ直径はΦ32と通常のグリップ径
とほぼ同等です。又、
スイッチ部分は薄型円形状の採用により、
スタイリッシュなイ
メージと操作性を両立しています。
■かんたん操作と取り付け作業
ボタン1つで、出力を5段階のヒートレベルに切り替え出来ます。
スロットルパイプ
一体の為、取付けの際に面倒なスロットルパイプの加工、交換、接着の必要があり
ません。配線接続はキーON電源とアースの接続のみ。
■バッテリー保護機能付き
車両のバッテリーの電圧を検知していますので低電圧(11.5V以下)時はヒーター
を自動で遮断。12V以上で自動復旧します。

ṲỴἽἱЪụЈẲἻỶἍὅἋἩἾὊἚἮἽἚίᵐ̾ἍἕἚὸ
アルミ材を削り出し、表面にアルマイト処理を施した2輪車ライセンスプレート用ドレ
スアップリテーナーです。
ライセンスプレートのボルトと交換するだけの簡単装着で、
ライセンスプレートをドレスアップすることが出来ます。SP武川ロゴ入り
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ṲᵸἱἻὊἍἕἚᵆἉἹὊἚᵄἱἛἽỴὊἲ˄ᵇᴾᵫᵏᵎᴾᵮᵏᵌᵐᵓ
取付けネジサイズは、M10ピッチ1.25。逆ネジを採用。
ネジサイズが適応する、車両に備え付けのミラーアダプターを流用することにより、新保
安基準に適合。歩行者衝突緩和機構が備わります。
ミラーケースの中で鏡面部分のみを
動かすことが出来ます。
ショートとロングの2種類のアームが付属。
カラーは樹脂ボディー、
アーム部、
ナットを含め、
ブラックを採用。
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ṲỴἽἱἥἾἕἚἾἢὊίӧ͂ࡸὸίἨἾὊỿἾἢὊὸίἠὊἰἽἧἿὅἚἰἋἑὊἉἼὅἒὊဇὸ
転倒の際、
レバーを折損しにくくする為、
レバー部分が折れ曲がる可倒式のレバーです。
レバーには手のひらのサイズに合わせ、
レバーの位置が調整出来るアジャストレバー
が装備され、6段階の範囲で調整することが出来ます。
レバー本体はアルミ削り出しアルマイト仕上げ。
レバー：ガンメタル アジャストレバー：レッド ホルダー：ブラック
SP武川ロゴのレーザーマーキング入り

ᵎᵔᵋᵎᵖᵋᵎᵐᵏᵖᴾ‑ᵏᵒᵊᵎᵖᵎίᆋᡂὸ

ṲᵬᵣᵵᴾᵰἁἻὅἁἃὊἋỽἢὊỴἽἘἕἁἮἽἚίἧἻὅἊὸ
Rクランクケース部のノーマルボルトと
交換するだけで気軽にドレスアップを
楽しめるアルテックボルトキットです。
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※スパークプラグの劣化を補うパーツではありません。必ず状態の良い物を使用して下さい。

減衰力とバネレートを見直すことで、路面への追従性を高め、安定した走行をお楽しみ頂けます。本体はスチール製を採用し、
シリ
ンダーにはクロムメッキを施しています。
スプリングはレッド塗装、イエロー塗装、
クロムメッキ、
ブラック塗装の4種類。
CT125用に取付け位置をオフセットした専用設計。オイルダンパー式 取付けピッチ:370mm スプリングプリロード:5段階調整

ᵎᵔᵋᵎᵏᵋᵎᵎᵓᵗᴾ‑ᵒᵊᵏᵖᵎίᆋᡂὸ

ṲἡỶἣὊỶἂἝἕἉἹὅἅỶἽ
全回転域の放電電圧が向上し、最適な燃焼状態になります。
コード長：500mm

ἉἽἢὊᵍἧἻὅἊ ᵎᵔᵋᵏᵏᵋᵎᵎᵑᵓ
ἨἽὊᵍἧἻὅἊ ᵎᵔᵋᵏᵏᵋᵎᵎᵑᵔ
ἆὊἽἛᵍἧἻὅἊ ᵎᵔᵋᵏᵏᵋᵎᵎᵑᵖ

ἧἻὅἊἮἽἚ
Ӳ‑ᵏᵊᵓᵒᵎίᆋᡂὸ

ṲᵬᵣᵵᴾỴἊἵἋἑἨἽἋἘἕἩᵆἉἽἢὊᵇᴾᵎᵔᵋᵏᵑᵋᵎᵎᵖᵔᴾ‑ᵏᵓᵊᵏᵖᵎίᆋᡂὸ
ノーマルステップ交換型のオールアルミ削り出しアジャスタブルステップキットです。
ライディングシューズの収まる幅を確保しなが
ら大胆に削り込んだステップバーと、上下の変化量を増やし過ぎないオフセットポジション調整が可能です。
低ダメージ化を考慮したノーマル同様の可倒式や滑り止め形状に工夫を凝らすなど、機能の隅々まで追求しています。
ステップの固定位置の変更により、7ポジションから選択可能。
シューズのサイズや操作性に応じて選択することが出来ます。

ṲỽὊἮἝἕἉἷἯἼἆὅἱἻὊἍἕἚᴾᵫᵏᵎᴾᵮᵏᵌᵐᵓ
取付けネジサイズは、M10ピッチ1.25。逆ネジを採用。
ネジサイズが適応する、車両に備え付けのミラーアダプターを流用することにより、新保
安基準に適合。歩行者衝突緩和機構が備わります。
ミラーの樹脂ボディーにはカーボン調の細かな立体成型が施され、デザイン性を高めて
おります。
カラーは樹脂ボディー、
アーム部、
ナットを含め、
ブラックを採用。

ᵎᵔᵋᵎᵏᵋᵏᵏᵑᵕᴾ‑ᵐᵊᵕᵓᵎίᆋᡂὸ

ṲἰἂἕἚ˄ẨἛἾὅἮἽἚίᵫᵏᵐᶣᵮᵏᵌᵓὸ
エンジンオイルに混ざった鉄粉をドレンボルトに設けたマグネットが強力な磁力で吸
着します。
これにより、オイル内にある鉄粉が減少し、エンジンオイル本来の安定した潤
滑性能を発揮することが可能となります。更にSP武川製アルミドレンボルトには、脱落
防止としてワイヤーロックが行えるワイヤーロック穴とSP武川製スティック温度センサー
差込穴を備えております。SP武川製コンパクトLEDサーモメーター(スティック温度セン
サー付き)、又はサーモメーター付き各種メーターを別途ご購入頂くことでドレンボルト
部での温度を計測することが出来ます。

ἉἽἢὊ ᵎᵐᵋᵎᵗᵋᵎᵎᵐᵐ
ἨἻἕἁ ᵎᵐᵋᵎᵗᵋᵎᵎᵐᵑ

ἨἽὊ
ἾἕἛ

ᵎᵐᵋᵎᵗᵋᵎᵎᵐᵒ
ᵎᵐᵋᵎᵗᵋᵎᵎᵐᵓ

Ӳ‑ᵏᵊᵗᵖᵎ
ίᆋᡂὸ

ṲᵬᵣᵵᴾᵰἁἻὅἁἃὊἋỽἢὊỴἽἘἕἁἮἽἚίỿἵἕἩὸ
ἉἽἢὊ ᵎᵔᵋᵎᵑᵋᵎᵎᵏᵓ
ᵎᵔᵋᵎᵑᵋᵎᵎᵏᵔ
ἨἽὊ
ἆὊἽἛ ᵎᵔᵋᵎᵑᵋᵎᵎᵏᵕ
ᵎᵔᵋᵎᵑᵋᵎᵎᵏᵖ
ἾἕἛ
Ӳ‑ᵐᵊᵒᵐᵎίᆋᡂὸ

Rクランクケース部のノーマルボルトと
交換するだけで気軽にドレスアップを
楽しめるアルテックボルトキットです。

ἉἽἢὊᵍỿἵἕἩ ᵎᵔᵋᵏᵏᵋᵎᵎᵑᵏ
ἨἽὊᵍỿἵἕἩ ᵎᵔᵋᵏᵏᵋᵎᵎᵑᵐ

ỿἵἕἩἮἽἚ
Ӳ‑ᵏᵊᵓᵒᵎίᆋᡂὸ

ṲἧἻỶἭỶὊἽἩὊἻὊᴾᵎᵎᵋᵎᵏᵋᵏᵔᵕᵏᴾ‑ᵒᵊᵖᵒᵎίᆋᡂὸ
ノーマルフライホイールに対応したプーラーです。
エンジン分解時に必要不可欠な工具になります。

