
開発中製品につき、製品構成が若干
異なる場合があります。

■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：90（A）以下になります。
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このチラシの価格、品番等は、2022年5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。
※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。

■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）

10-01-0073

トレッキングスタイルをイメージしたマフラー形状をベースに、レトロ感のあるスクランブラースタイルに仕上げたマフラーです。
オリジナルヒートプロテクターを採用することで、サイレンサーとエキゾーストパイプにインパクトを与え、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。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。

開発中製品につき、製品構成が若干
異なる場合があります。

トレッキングスタイルをイメージしたマフラー形状をベースに、レトロ感のあるスクランブラースタイルに仕上げたマフラーです。
オリジナルヒートプロテクターを採用することで、サイレンサーとエキゾーストパイプにインパクトを与え、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。エキゾーストパイプ、サイレンサーはスチール製ブラック塗装仕上げ。

開発中製品につき、製品構成が若干
異なる場合があります。

経年変化が少なく、騒音レベルを抑えるΦ90アルミサイレンサーに排気効率と出力性能の向上を図る、ステップ構造のエキゾー
ストパイプを採用したダウンタイプマフラーです。タンデムステップ用ガードが付属している為、タンデム走行が可能
エキゾーストパイプ：ステンレス製　サイレンサー：アルミ製シルバーアルマイト仕上げ　

開発中製品につき、製品構成が若干
異なる場合があります。

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
タイルマフラー。トレッキングスタイルのクロスカブに装着することで、ハードなカスタムイメージへ変更出来、車両スタイルが一
新します。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。ブラック塗装はマフラーと同色の為、オールブラック仕様になりシックなイメージにまとまります。クロムメッキはブラッ
クサイレンサーにインパクトを与え、華やかさを演出します。　タンデム走行が可能

本製品はサイドバッグ装着時におこるリアホイールへの巻き込みを防止し、安全性を高めます。スチール製ブラック塗装仕上げ
サイドバックサポート本体:約160(H)mm×140(W)mm　※許容積載量：1.5kg以下
■SP武川製2WAYマルチバッグ、ツーリングバッグSの同時装着をお薦めします。
■SP武川製ピリオンシート、リアショックアブソーバー、アルミチェーンガードの同時装着が可能です。
※乗車時右を装着する場合、SP武川製スクランブラーマフラー、ボンバーマフラーとの同時装着はできません。

開発中製品につき、製品構成が若干
異なる場合があります。

往年の英国車や60's国産車にあった造形美を再現しました。 特徴的なサイレンサー部の曲面の美しさや、ステンレス材を採用し
ポリッシュ仕上げを施すことで見た目にも美しく、雨天走行による腐食を抑える耐候性に優れたマフラーです。 
エキゾーストパイプ・サイレンサー：オールステンレス製ポリッシュ　　クロスカブ110はタンデム走行が可能

約5Lの容量の1ホール構造。バッグを覆う様にセットされた補強板により強度を持たせ、積載時も形状が崩れにくくしっかりとした
作りになっています。バッグ内部に3箇所のネット小物入れを装備。ショルダースリング付属　雨除けキャップ付属
SP武川ロゴのタグ付き　バッグ本体：約220(H)×270(W)×100(D)mm　許容積載量：1.5kg

2.4Lのメインと0.7Lのサブ2個の構成。0.7Lのサブは2つ綴りになっており、トップフラップ内に折り込んで収納します。
又、ショルダースリングが付属している為、ショルダーバッグとしても使用可能。背面にはスナップ付き固定ベルトがあるので、キャ
リアなどに装着しやすい仕様です。バッグ：約220（H）×270（W）×100（D）mm   SP武川ロゴのタグ付き

曲面を多用したシンプルな形状のスクリーン。首から下の上半身をカバーする中型サ
イズのスクリーンに頑丈に固定できるハンドルクランプタイプのステーを採用。

ステーには固定位置、角度のレーザーマー
キングが施されている為、取付けが容易に
行えます。取付け位置からの微調整も可能。
対象：クロスカブ110（JA60-1000001～）

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ます。
対象：クロスカブ110（JA60-1000001～）
SP武川製Φ48スモールDNタコメーターキットとの同時装着は
できません。

通勤・通学時に使用する鞄や、ツーリング等で必要なシュラフや雨具等を積載することができます。キャリア中央部はバインダーに
なっており、地図やツーリングネット等を挟むことで、万が一の急な脱落を防止できます。

装着には加工の必要が無く取付け可能。
SP武川製ヘッドライトガードの同時装着が
可能です。※許容積載量：1.0kg以下
対象：クロスカブ110（JA60-1000001～）

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オリジナルクッションラバーを使用し、取付けします。

スチール製ガードの表面にはブラック塗
装（半艶）を施しています。
SP武川製フロントキャリアとの同時装着が
可能です。
対象：クロスカブ110（JA60-1000001～）

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。

HONDA純正グリップヒーターとの同時装
着は出来ません。
対象：クロスカブ110（JA60-1000001～）
■モバイルホルダー
　08-01-0021 ￥2,530（税込）

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とゴムネットやゴムバンドを引っ掛ける突起を採用し、実用性を重視しております。

対象：クロスカブ110（JA60-1000001～）
※許容積載重量：1.0kg
■ツーリングネット(巾着タイプ)
　08-01-0127 ￥2,178（税込）

実用性とデザイン性を高めたロッド径と曲げ形状を採用。アルミ製ショットブラストアルマイト仕上げ。
対象：クロスカブ110（JA60-1000001～）
※許容積載重量：1.0kg
■ツーリングネット(巾着タイプ)
　08-01-0127 ￥2,178（税込）

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。インジケーター
ランプ付きON/OFFスライドスイッチ付属。
目視でランプ点灯のON/OFFを確認できます。
※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。

本製品はクランクケース保護とフレーム補強を兼備えたアンダーフレームに脱着式のアンダープレートを採用した無加工で装着
出来るアンダーフレームです。装着することで、トレッキングスタイルを強調することが出来ます。又、SP武川製各種パーツを同時
装着することで、更にカスタムイメージを高めることが出来ます。スチール製アンダーフレームの表面にはブラック塗装が施され
ています。SP武川オリジナルアンダープレートはアルミ製、表面にシルバーアルマイトを施しています。

対象：クロスカブ110（JA60-1000001～）
ノーマルマフラー/SP武川製各種マフラー
の同時装着が可能です。
SP武川では、アンダーフレーム装着車用
LEDフォグランプキットがあります。

開発中製品につき、製品構成が若干異な
る場合があります。

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。
本製品は、ヘッドライトステー部に製品同梱のホルダーとクランプを用いてフォグランプを固定します。又、配線接続はサブハーネ
ス類が付属している為、フォグランプ側の簡単なギボシ加工で車体ハーネスに接続出来ます。純正車両にお薦めです。

対象：クロスカブ110（JA60-1000001～）
■SP武川製ステアリングエンブレムキット、及びコン
　パクトクールキットとの同時装着が可能です。
※SP武川製レッグバンパー＆シールドキット、及び
　サブフレームキットとの同時装着はできません。

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。
インジケーターランプ付きON/OFFスライドスイッチ付属。
目視でランプ点灯のON/OFFを確認できます。
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

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。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。 対象：クロスカブ110（JA60-1000001～）
レッグバンパー：スチール製ブラック塗装　SP武川オリジナルアンダープレート：アルミ製シルバーアルマイト
シールド：強化ナイロン製　シールドのカラーは4色　ノーマルマフラー/SP武川製各種マフラーの同時装着が可能です。

ステアリングステムにTAKEGAWA ロゴ入りのエンブレムを取り付けるキットです。エンブレムのデザインはネオレトロをイメージ
し、表面にクロムメッキ& ブラック塗装を施しています。又、ホンダ純正品のエンブレム(61401-KB4-000) が取り付け出来る様、ス
テーを設計してある為、エンブレムを気分で変更する事も可能です。※ホンダ純正品のエンブレムは付属しておりません。
対象：クロスカブ110（JA60-1000001～）　※SP武川製オイルクーラーキットとの同時装着はできません。

本製品は全回転域の放電電圧を向上させ、最適な燃焼状態になります。
ノーマルと交換するだけなので、簡単に装着出来ます。　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。スパークプラグは状態の良い
物を使用して下さい。

ノーマルフロントキャリパーのままで、取付けできます。熱変形を最小限におさえ、安定したブレーキ性能を発揮します。
ローターにウェーブ形状を採用することで、
軽量化と放熱性を高めています。
ローターの摩擦面にはステンレス鋼を採用。
対象：クロスカブ110（JA60-1000001～）

本製品はクランクケース、シリンダーヘッドを保護する為のエンジンガードにアルミ製パンチングガードを加え、デザイン性を高め
ています。又、パンチングガードを採用することでエンジンを保護しながら、エンジンとエキゾーストパイプの冷却効果を犠牲にし
ません。エンジンガード：スチール製クロムメッキ及びブラック塗装、アルミ製パンチングプレート：ブラックアルマイト

対象：クロスカブ110（JA60-1000001～）
ノーマルマフラー/SP武川製各種マフラー
の同時装着が可能です。
SP武川製アンダーフレームキット、レッグ
バンパー＆シールドキット同時装着不可。



SP武川製ピリオンシート（09-11-0244）専用設計の“エアフローシートカバー”です。
ピリオンシートに被せるだけの簡単装着で、通気性に優れたシートへ変更する事が
できます。SP武川ロゴのタグ付き

ボルト用のブラインドキャップ付　■SP武川製ステアリングハンドルパイプ装着車用 

※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。

ノーマルシートに被せることで、クッション性が向上し、
快適なライディングをサポートします。

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。特殊製法メッシュによる振動の軽減とクッション性が向上し
ます。　対象：クロスカブ110（JA60-1000001～）　※純正シート用

ボルト用のブラインドキャップ付き　対象：クロスカブ110（JA60-1000001～）

フロント/リアブレーキ回りのドレスアップパーツです。
形状はスマートな2Pタイプと存在感の高い3Pタイプの2種類。
対象ブレーキアーム：ノーマルブレーキアーム/SP武川製リアブレーキアーム

ツインショック固定部分に取付けるドレスアップナット。ナットはアルミ材を削り出し、表
面にカラーアルマイトが施されています。ナットの形状はプレーンタイプと8ホールタイプ
の2種類。対象：ツインショック車、リアショックの取付けネジ径がM10 ピッチ1.25の車両

ノーマルブレーキアームやSP武川製ブレーキアームに取付け可能なドレスアップ
パーツです。フロント、リア共に使用出来ます。素材はステンレス製とアルミ製の2種
類から選択可能。アルミ製はアルミ材を削り出しカラーアルマイトが施されています。
SP武川製ブレーキアジャストナット、リアブレーキアームとの同時装着が可能です。

対象：クロスカブ110（JA60-1000001～）　■アルミ削り出し　■Oリング付属

対象：クロスカブ110（JA60-1000001～）
■アルミ削り出し　■Oリング付属

対象：クロスカブ110（JA60-1000001～）
■アルミ削り出し
■Oリング付属

快適なライディングポジションへ変更し、疲労感を軽減出来ます。スチール製。
ハンドルパイプには、純正コンビネーションスイッチ、スロットルホルダーの位置決め
ボスをそのまま使用できる穴加工を施している為、加工の必要も無く、取付けできます。　
純正ハンドルパイプ内にある純正ウエイトの装着が可能な為、純正バーエンドが取
付けできます。下記SP武川製ハンドルパイプ用2ピースバーエンドの取付けも可能。
外径：Φ22.2　内径：約Φ19 　対象：クロスカブ110（JA60-1000001～）　

純正サイドカバー取付けボルトと交換することで、簡単にドレスアップ出来ます。アルミ材を精巧に削り出し、表面にアルマイトを
施しています。形状は、初代モデルC100をイメージにした“TYPE-1”とオリジナル形状を採用した“TYPE-2”の2種類
SP武川ロゴ入り　対象：クロスカブ110（JA60-1000001～）

■取付け位置をオフセットした専用設計　■減衰特性を向上させ、安定した走行を実現　■スプリングプリロード：5段階調整
■オイルダンパー式　■本体：スチール製　■シリンダー（クロムメッキ）　

■取付け穴径：上 Φ12 / 下Φ10
■取付けピッチ：370mm
対象：クロスカブ110（JA60-1000001～）　　

■シート高が約25mmダウン　■取付け位置をオフセットした専用設計　■減衰特性を向上させ、安定した走行を実現　
■スプリングプリロード：5段階調整　■オイルダンパー式　■本体：スチール製　■シリンダー（クロムメッキ）

■取付け穴径：上 Φ12 / 下Φ10
■取付けピッチ：345mm
対象：クロスカブ110（JA60-1000001～）　　

アルミ削り出しパーツがエンジン周りを美しく演出します。シルバーアルマイト仕上げ　構成：カバー・Ｏリング・スクリュー×2個

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。表皮はブラックを採用。
SP武川ロゴのタグ付き。

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

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。
対象：クロスカブ110（JA60-1000001～）

※SP武川製ナックルガードとの同時装着はできません。
※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。スティック温度センサーが付属している為、温度センサーをカウル内に
収めると外気温度を計測出来ます。

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
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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
できます。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！！
シート表皮にはライチの表面をモチーフにデザインを採用。裏面にSP武川ロゴ入り。
サイズ：縦約300mm×横約300ｍｍ×厚さ約55ｍｍ
対象：クロスカブ110（JA60-1000001～）

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。
対象：クロスカブ110（JA60-1000001～）

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。
対象：クロスカブ110（JA60-1000001～）　

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削り出し、表面にアルマイトを施しています。
対象：クロスカブ110（JA60-1000001～）　

ノーマルブレーキアームより長さを延長することで、軽いタッチでブレーキングが出来ます。又、大幅な軽量化が可能です。
SP武川製ブレーキアームジョイント、ブレーキアジャストナットとの同時装着が可能です。

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材を削り出し、カラーアルマイトが施されています。　対象：クロスカブ110（JA60-1000001～）　
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
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ウインカーバルブを包み込む様、立体的に構成されたリフレクターを採用。点灯時、無点灯時どちらでも、ドレスアップ効果抜群!!
対象：クロスカブ110（JA60-1000001～）

ノーマルバーエンドと付け替えるだけで簡単にドレスアップすることが出来ます。バーエンドは材質がアルミ材とステンレス材の
2種類あります。各材料を精巧に削り出すことで高級感を与え、ドレスアップ効果を高めます。SP武川ロゴのレーザーマーキング入り
アルミ材は表面にアルマイトが施されています。カラーはシルバー、ブラック、レッドの3種類からお選び頂けます。

対象：クロスカブ110（JA60-1000001～）

車両には、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。　対象：クロスカブ110（JA60-1000001～）
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　肉抜き加工済み　対象：クロスカブ110（JA60-1000001～）

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。
対象：クロスカブ110（JA60-1000001～）
※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、スピードメーターコントローラーが必要になります。
SP武川ではクロスカブ110(JA60)用スピードメーターコントローラーの販売は行ってお
りません。予めご了承ください。

付属のオイルクーラーステーにより、ヘッドライト下に外観を外すことなく取付けできます。又、オイル取出し口は純正オイルフィ
ルター部にオイルクーラーユニットを装着することで、オイルクーラーへのオイル取出しが行えます。オイルクーラーユニット装着
時でも使用可能な専用オイルフィルターが付属している為、オイルフィルター機能を損なうことなくオイル取出しが行えます。

オイルクーラーユニットは純正フィルター
カバーと同様リリーフバルブ機構を備え、
更にネオジムマグネットを設置しています
のでエンジンオイルに混ざった鉄粉を吸
い寄せます。
対象：クロスカブ110（JA60-1000001～）
オイルホースが干渉する為、フロントカバー
を一部加工する必要があります。

アルミ鍛造製バフ研磨仕上げ。
対象：クロスカブ110（JA60-1000001～）　

ノーマルとは異なるシャープなデザインを採用。チェーンガードとしての役割を重視しながら、スタイリッシュにまとめます。
アルミ表面にはアルマイトを施しています。ステンレス製ボルトを採用　対象：クロスカブ110（JA60-1000001～）
SP武川製ローダウンリアショックアブソーバー（25mmダウン）との同時装着可能 

ノーマルテールランプレンズと付属バル
ブに交換する事で、テールランプ周りの
スタイルを変更できます。
対象：クロスカブ110（JA60-1000001～）
SP武川製テールライトバルブ(05-08-0038)
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
対象：クロスカブ110（JA60-1000001～）

シルバーシルバーシルバーブラックブラックブラック

汎用性の高い丸みのあるクラシカルな形状を採用。ミラーのボディー形状とミラーの面積は新保安基準を満たしています。
■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。

ブラックブラックブラックメッキメッキメッキ

対象：クロスカブ110（JA60-1000001～）

純正ミラーアダプター、ゴムキャップを使用
する場合、ミラー付属のナットを取り外し、
純正ナットに変更する必要があります。


