
参考出力データは
上記スーパーヘッド4V+Rをご覧下さい

付属のFIコン TYPE-e”をご使用の際には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。
又、ソフトやアプリのダウンロードが必要です。アプリは有料。必ず、詳細等をWEB SITEにてご覧下さい。

付属のFIコン TYPE-eにはセッティング済みマップが内蔵されている為、PCやスマートフォンで
選択するだけでセッティングが行えます。独自のマップ作成も可能。カプラーオンで装着可能

付属のFIコン TYPE-eにはセッティング済みマップが内蔵されている為、PCやスマートフォンで
選択するだけでセッティングが行えます。独自のマップ作成も可能。カプラーオンで装着可能

付属のFIコン TYPE-e”をご使用の際には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。
又、ソフトやアプリのダウンロードが必要です。アプリは有料。必ず、詳細等をWEB SITEにてご覧下さい。

付属のFIコン TYPE-e”をご使用の際には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。
又、ソフトやアプリのダウンロードが必要です。アプリは有料。必ず、詳細等をWEB SITEにてご覧下さい。

■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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※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（税込）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）

※必ず、適度なダンパー効果のある純正品及び、SP武川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。

■テストを繰り返し最適な吐出量を求め、ノーマルから約35％増加を採用。
大量のオイルが循環することで、冷却性能の向上や潤滑部の部品負担を軽減します。
ポンプ自体の強度を高める為、プレートの厚みと結合するボルト数を増やしています。
※R.クランクケースガスケットの別途購入が必要。

Sステージボアアップキットに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。ビッグスロットルボディー有無の2種類

オールアルミ製メッキシリンダー採用。■オイルクーラーへのオイル取り出しボス付き

ダートトラッカースタイルをモチーフにショートタイプを採用したダウンタイプマフラー。サイレンサーエンドにはアルミ削り出し
エンドディッシュを採用。アルミ製サイレンサーは本体にブラック塗装を施し、マフラーエンドにブラックアルマイトを施しています。

ノーマルマフラーからダウンタイプのマフ
ラーへ変更した場合、右サイドのになるフ
レームや配線類が露出する為、SP武川製
R.サイドカバーキットの同時装着をお薦め
します。装着することで、フレームや配線類
の露出を補うことが出来ます。

ステンレス製エキゾーストパイプの表面
にはポリッシュ研磨を行っています。

ノーマルヒートプロテクターとマフラーエ
ンドの装着を可能としたノーマルスタイル
を全く崩さないスポーツアップマフラー。
エキゾーストパイプ、サイレンサー共にス
チール製耐熱ブラック塗装仕上げ。
振動に配慮した2ピース構造で、ジョイン
ト部はノーマル同様ガスケットを使用し、
排気漏れと振動音を軽減してます。
サイレンサーステー部もノーマル同様、
ラバーマウント。

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。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。
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。

エンジン性能を引き出すエキゾーストパイプとサイレンサー構造を図り、マフラーをコンパクトにまとめたダウンマフラー。
エキゾーストパイプとサイレンサーは共にステンレス材を採用。又、表面にバフ研磨を施すことで、車両を美しく演出します。

サイレンサーにはラウンド形状からオー
バル形状になるテーパーサイレンサー。
マフラーエンドはコーン形状を採用。
ノーマルマフラーからダウンタイプのマフ
ラーへ変更した場合、右サイドのになるフ
レームや配線類が露出する為、SP武川製
R.サイドカバーキットの同時装着をお薦め
します。装着することで、フレームや配線類
の露出を補うことが出来ます。

ノーマルマフラーからダウンタイプのマフ
ラーへ変更した場合、右サイドのになるフ
レームや配線類が露出する為、SP武川製
R.サイドカバーキットの同時装着をお薦め
します。装着することで、フレームや配線類
の露出を補うことが出来ます。

ハーレーダビッドソン ロードスターやストリートボブの純正マフラーをモチーフに、砲弾型サイレンサーを採用したアメリカンス
タイル“SSSマフラー（スポーツ・スター・スペシャル）”です。エキゾーストパイプとサイレンサーは共にスチール製ブラック塗装仕上げ。

プロテクターはブラック塗装とクロムメッ
キの2種類。

歴代モンキーのカスタムスタイルを彷彿させるダウンマフラー。サイレンサー：アルミ製アウターパイプ表面に削り加工を行い、
クリアアルマイトで仕上げています。エキゾーストパイプ：ステンレス製。アルミサイレンサーステー（ラバーマウント仕様）が付属。

ノーマルマフラーからダウンタイプのマフ
ラーへ変更した場合、右サイドのになるフ
レームや配線類が露出する為、SP武川製
R.サイドカバーキットの同時装着をお薦め
します。装着することで、フレームや配線類
の露出を補うことが出来ます。

サイレンサーステーには更にポリッシュ
加工を施しています。

eステージボアアップキットに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。ビッグスロットルボディー有無の2種類 ビッグスロットルボディー用エアフィルター付

ハイパーe-Stageボアアップキット143cc
（N-15カム）＋ベーシックマフラー
■ビッグスロットルボディー仕様
■ノーマルスロットルボディー仕様
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■ノーマルエンジン
＋ノーマルマフラー

ハイコンプピストンキットにスポーツカムシャフト（N-15）、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。ビッグスロットルボディー有無の2種類

ハイパーチューニングキット（N-15カム）
＋ベーシックマフラー
■ビッグスロットルボディー仕様
■ノーマルスロットルボディー仕様

SA
E 
Po
w
er（
PS
）

2

4

6

8

10

12

14

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

■ノーマルエンジン
＋ノーマルマフラー

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

※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。

RPM（x1000）ダイノジェット・後輪出力RPM（x1000）ダイノジェット・後輪出力RPM（x1000）ダイノジェット・後輪出力

RPM（x1000）ダイノジェット・後輪出力RPM（x1000）ダイノジェット・後輪出力RPM（x1000）ダイノジェット・後輪出力

付属のFIコン TYPE-eにはセッティング済みマップが内蔵されている為、PCやスマートフォンで
選択するだけでセッティングが行えます。独自のマップ作成も可能。カプラーオンで装着可能

付属のFIコン TYPE-X”をご使用の際には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。
又、ソフトやアプリのダウンロードが必要です。アプリは有料。必ず、詳細等をWEB SITEにてご覧下さい。

付属のFIコン TYPE-Xにはセッティング済みマップが内蔵されている為、PCやスマートフォンで選択
するだけでセッティングが行えます。独自のマップ作成も可能。カプラーオンで装着可能

コンボキットはスーパーヘッド4V＋Rボアアップキット181ccにFIコンTYPE-X（インジェク
ションコントローラー）、ビッグスロットルボディーキット、大容量インジェクター、スパーク
プラグが付属。キットにはエアフィルター、センサーステーが付属。

更なる高回転域での出力向上を求め、最適なインテークポート形状が図られ、5軸マシニングセンタにより、ポート加工を施しました。
3次元プログラムにより、精巧に加工されたインテークポートは美しくスムージングされ、高い吸入効率を実現します。

5軸加工されたインテークポートへスムーズに吸入を行える様、マニホールドにも5軸加工が施されています。
3次元プログラムにより、精巧に加工されたマニホールドは美しくスムージングされ、吸入効果を高めます。

参考出力データは
上記グラフをご覧下さい

コンボキットはスーパーヘッド4V＋Rボアアップキット181ccにFIコンTYPE-X（インジェク
ションコントローラー）、ビッグスロットルボディーキット、大容量インジェクター、スパーク
プラグが付属。キットにはエアフィルター、センサーステーが付属。

付属のFIコン TYPE-X”をご使用の際には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。
又、ソフトやアプリのダウンロードが必要です。アプリは有料。必ず、詳細等をWEB SITEにてご覧下さい。

付属のFIコン TYPE-Xにはセッティング済みマップが内蔵されている為、PCやスマートフォンで選択
するだけでセッティングが行えます。独自のマップ作成も可能。カプラーオンで装着可能

インテーク/エキゾーストバルブを各2本ずつにすることでバルブカーテン面積を拡大し、
高い吸排気効率を実現しました。燃焼室はNC加工により、高精度に仕上げました。

バルブ径　IN：25mm×2 / EX：21.5mm×2　バルブステムシャフト径：IN、EX共に4.5mm　
不等ピッチバルブスプリングを採用。高回転時のサージングを抑制します。

セルモーターに負担をかけず、スムーズなエンジン始動が可能。

カムシャフトとの摩擦抵抗を低減し、スムーズな動作を実現!!

高性能と耐久性を追求し、圧縮比12.5：1を採用したハイコンプピストン。
ピストントップはNC加工により、高精度に仕上げています。

オールアルミ製セラミックメッキシリンダーは耐久性、気密性、放熱性に優れており、
オイルクーラーへのオイル取出し口を装備しています。表面は無塗装仕上げ。

スーパーヘッド4V＋Rヘッドの性能を最大限に引出し、高出力化を実現します。
高回転域までストレス無く回るエンジン特性をお楽しみ頂けます。ボア径：Φ34
ビッグスロットルボディーキットにはエアフィルター、センサーステーが付属。

参考出力データは
上記グラフをご覧下さい

※SP武川製エンジンパーツ装着車用。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。
※FIコン TYPE-e、FIコン TYPE-X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。
■SP武川製ハイパーイグニッションコイルの同時装着は可能。

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。SP武川製FIコン TYPE-e・FIコン TYPE-Xには、SP武川製エンジンパーツに合わせてセッティング
したデータを複数内蔵しています。SP武川製エンジン、マフラーの仕様を選択するだけで、セッティングが完了します。

※本製品は弊社製ビッグスロットルボディー付きボアアップキット装着車が対象です。※ノーマルエアクリーナーボックスとの同時装着は出来ません。
※eステージに採用のシリンダーに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。
※ラバーホース仕様に関しましては、弊社製アップマフラー（スポーツマフラー）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。

※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
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※H.I.D.や他社製LEDヘッドライト、フォグランプ類との同時装着は出来ません。
　バラスト/インバーター（電圧変換装置）からデジタル回路に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になります。
※各設定に関する注意事項等を弊社WEB SITEにて必ずご確認ください。
　弊社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
に装着出来る為、純正メーターと同時に装着していた外装品（スクリー
ン等）がそのまま使用出来ます。モンキー125 用の基本機能（速度/ 温
度単位・純正タイヤ外周・点火設定・燃料）はプリセットされています。

ノーマルアップマフラーからダウンタイプのマフラーへ変更した場合、右サイドにあるフレームや配線類が露出する為、その部分
を補うサイドカバーです。左サイドカバーをモチーフに、乗車時のスペース確保とクリアランスを考慮し、スタイリッシュにデザイ
ン設計を行っています。その為、装着時に違和感無く、純正部品のようにご使用頂けます。

■サイドカバーにはABS製を採用 ABS製は、FRP製やカーボン製
　に比べ割れにくく、無塗装でもそのままご使用頂けます。

本製品は純正ハンドルに対応するクランプステー、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。配線はメインハーネスにあるサービスカプラーに専
用サブハーネスを使用し、カプラーオンで接続します。
※社外品の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。

※対象エンジン仕様はSP武川製Sステージボアアップキット181cc、及びスーパーヘッド
　4V+Rボアアップキット181cc装着車になります。ノーマルシリンダー及びe-ステージ
　ボアアップキット143ccのシリンダーを使用する場合、コンロッドとシリンダースカート
　が干渉します。シリンダースカートを加工して回避して下さい。エンジン仕様をご確認
　の上、ご購入下さい。
※クランクシャフト組付け時、純正部品に劣化や破損が確認された場合は、必ず新品部
　品へ交換して下さい。

弊社製高出力ボアアップキット装着車にお薦めの“強化クランクシャフト”です。X断面形状コネクティングロッドを採用することで、
高強度と共に軽量化を実現します。これにより、ノーマルクランクシャフトに比べ、大幅な強化仕様となり、高排気量Sステージボア
アップキット181cc装着車やスーパーヘッド4V+R装着車などのハイスペックエンジンに対応します。 ■X断面形状コンロッド採用

SP武川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

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。シルバーとブラックの2種類からお選び頂け
ます。■SP武川製ヘッドライトステーと同時装着が可能。

※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。キット付属品と交換して下さい。
■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/ブラック 08-01-0132） 各￥4,180（税込）

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る実用性に優れたハンド
ルガード です。

シングルブラケットにショートパイプを採用し、コンパクトにまとめたマルチステーブ
ラケットキットです。

※H.I.D.や他社製LEDヘッドライト、フォグランプ類との同時装着は出来ません。バラスト
　/インバーター（電圧変換装置）からデジタル回路に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になります。
※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。

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。

2021年秋発売予定
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