
FIコン TYPE-eの取付けの際、メインハーネスとの配線加工が必要。FIコン TYPE-eをご使用の際、使用条件に適合したパソコンもしくはスマートフォンが必要です。使用環境をご用意頂けない場合はご使用になれません。
又、ソフトやアプリのダウンロードが必要になる為、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、有料となります。予めご了承下さい。

■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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CT125 [ JA55 ] CUSTOM PARTS 2021.vol.3CT125 [ JA55 ] CUSTOM PARTS 2021.vol.3CT125 [ JA55 ] CUSTOM PARTS 2021.vol.3

※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、品番等は、2021年7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。

■PARTS CATALOG Vol.31 2021-2022 ￥3,080（税込） コレクト通販にて“お買い上げ価格が￥11,000以上（税込）”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）

※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。

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。

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。

※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。

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。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。

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

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。
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。

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。

10-01-0063

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
SP武川WEB SITEでは、取り扱い説明書もご覧頂けます。

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

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
SP武川WEB SITEでは、取り扱い説明書もご覧頂けます。

純正メーターから本製品に変更することで、速度、回転数、オド/トリッ
プメーターに加え、ギアポジション、温度計、バッテリー電圧表示やタ
イヤ外径補正、パワーテスト機能等、非常に多くの機能を搭載するこ
とが出来ます。外部スイッチにより、表示の切り替えや機能の設定が
行えます。メーターにはスティック温度センサーが付属している為、SP
武川製マグネット付きドレンボルトを装着することで、ドレンボルト部
での温度測定が可能になります。
メーターサイズ：約141mm×約91mm 厚み約34.3mm

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。メーターステー、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。
メーターステーはスチール製ブラック塗装仕上げ
メーターボディーサイズ：Φ48mm
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。

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。ステンレスボディ
ーを採用。ラバーマウントタイプステー付属

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。

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。

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。

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

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。

本製品は、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

※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。

純正仕様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“N-15”です。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。

テスト車両：CT125（JA55）
■Sステージαボアアップキット181cc
■eステージαボアアップキット143cc
■ハイパーチューニングセット
↑全てスポーツマフラーを使用
■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。

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（右記）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。
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スチール製ブラック塗装仕上げ　肉抜き加工済み

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。

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。

軽度な転倒に対し、エンジンやチェンジペダルへのダメージを軽減します。又、付属のシールドをレッグバンパーに装着することで、
風防効果を得ることができます。これにより、ライダーの疲労を軽減すると共に走行中、フロントタイヤが巻き上げる水や泥などから
自身を守ることが出来ます。レッグバンパーには専用フォグランプキット950（別売）の装着が可能です。更にレッグバンパーのスト
レート部分には、アクションカメラやペットボトルホルダー（別売）なども装着できます。レッグバンパー：スチール製ブラック塗装
シールド：強化ナイロン製デジタル迷彩　純正アンダーガードをそのまま使用します。

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
SP武川製 レッグバンパー＆シールドキット装着車
専用。フォグランプ側のギボシ取付け加工有り

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。

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。

↓別売専用フォグランプの同時装着

強力なマグネットにより、エンジンオイル内の鉄粉を吸着します。脱落防止用ワイヤーロッ
ク穴とSP武川製スティック温度センサー差込穴を装備。SP武川製サーモメーター、又はサー
モメーター付き各種メーター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。

FIコン TYPE-eの取付けの際、メインハーネスとの配線加工が必要。
FIコン TYPE-eをご使用の際、使用条件に適合したパソコンもしくは
スマートフォンが必要です。使用環境をご用意頂けない場合はご使用
になれません。又、ソフトやアプリのダウンロードが必要になる為、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、有料となります。予めご了承下さい。

ボアアップ等、エンジンパーツを取り付ける事で理想的な空燃比から大きく外れてしまう為、FIコンで燃料噴射時間を補正する必要
があります。FIコン TYPE-eにはSP武川製エンジンパーツに合わせ、SP武川でセッティングしたデータを複数内蔵しておりますので、
エンジン仕様に合わせてパソコン又はスマートフォンを用いて手軽にセッティングデータの選択、変更、修正を行えます。噴射時間
の調整は増量最大5000μs、減量最大7500μsとなっておりノーマル排気量からボアアップ車両まで幅広くご利用頂けます。

パソコン、スマートフォンを用いてエンジン回転数、エンジン温度、スロットル開度、イン
ジェクター開閉率のモニタリング機能を搭載していますのでセッティング時にも非常に
便利に使用して頂けます。※機能の詳細、使用環境情報はWEB SITEをご覧下さい。
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スープアップにより大排気量化し、トルクフルな出力特性を実現します。
オールアルミ製セラミックメッキシリンダー（無塗装）
■Sステージ181cc用シリンダーには、オイルクーラーへのオイル取出し口を装備
N-20デコンプカムシャフト採用　N-20カムシャフトに関しましては、純正カムシャフトから
デコンプパーツを取外し、N-20カムシャフトに組付けることで、オートデコンプレッション
機能にすることができます。
Sステージαボアアップキットは、SステージボアアップキットにN-20スポーツカムシャフト、
FIコンTYPE-e（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。
■SP武川製Sステージ装着車用オイルクーラーキット販売中（下記）。
※オイルクーラーキットを装着する場合、SP武川製マフラーの同時装着が必要です。

排気量125ccのままで、出力アップが可能になります。
高剛性アルミ鍛造ピストンを採用。
ハイパーチューニングセットは、ハイコンプピストンにN-15スポーツカムシャフト
（デコンプレス）、FIコンTYPE-e（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。

リーズナブルな価格で排気量アップと出力アップをお楽しみ頂けます。
アルミ製鉄スリーブシリンダー採用。シリンダー表面：ブラック塗装仕上げ
eステージαボアアップキットは、eステージボアアップキットにN-15カムシャフト
（デコンプレス）、FIコンTYPE-e（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。
※eステージ143cc採用のボアアップシリンダーにはオイル取出し口が無い為、オイル
　クーラーキットの取付けはできません。
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※本製品はSP武川製Sステージボアアップキット181ccを装着した車両が対象となります。(ノーマル/eステージシリンダーは取付け出来ません。)
※SP武川製マフラーの同時装着が必要になります。ノーマルマフラーとの同時装着は出来ません。
※オイル量は通常規定オイル量に3フィン:約40cc/4フィン:約60ccを追加して下さい。

シリンダーヘッド上部にブラケットを装着し、オイルクーラー本体を固定します。
オイルクーラーへのオイル取出しは、SP武川製Sステージ181ccのボアアップシリンダーにあるオイル取出しボスを使用します。
※本製品を装着するには、SP武川製Sステージボアアップキット181cc、SP武川製マフラーの同時装着が必要になります。
※eステージはオイル取出し口が無い為、オイル取出し口がボアアップシリンダーのキットとの同時装着は出来ません。

本製品は純正L.シリンダーヘッドサイドカ
バーをアルミ削り出し部品へ変更するドレ
スアップパーツ。カバーはアルミ材を精巧
に削り出し、表面にカラーアルマイトを施
しています。SP武川ロゴ入り  Oリング付属
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