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■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6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）

10-01-0074

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。　近接排気騒音：87dB（A）

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　近接排気騒音：85dB（A）　

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　近接排気騒音：88dB（A）

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。
表面に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　タンデム走行が可能　近接排気騒音：82dB（A）

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

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、又はツーリングバッグ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。
■SP武川製P-SHOOTER、又はSSSマフラー装着車の場合、左右同時に装着可能です。
※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。

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

首から下の上半身をカバーする中型サイ
ズのクリアスクリーンを採用。
ミラー固定部にブラケットとステーを取付
け、スクリーンをしっかりと固定します。
ミラーは純正の取り付け位置からSP武川
製ブラケット取り付け位置へ変更します。
スクリーンの寸法：H430mm×W440mm
スクリーンの厚み：3.7mm
対象：スーパーカブ110（JA59-1000001～）

対象：スーパーカブ110（JA59-1000001～）

■ツーリングネット(巾着タイプ)
　08-01-0127 ￥2,178（税込）

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
対象：スーパーカブ110（JA59-1000001～）　
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。

ノーマルリアキャリア、SP武川製センターキャリアに最適な巾着タイプのネットです。
開口部はゴム紐を使用することで大きく広げることができ、開口部からの積み荷の落
下を防ぐためのレースストッパーを設けております。
SP武川ロゴ入りのタグ付き。　
■約250mm×300mm　※ネットの許容積載重量：3.0kg

フロントハンドルカバーに取付けるツーリングバッグです。メイン容量は1.1Lでスマートフォンを収納する箇所があります。
USBコードをバッグ内に取り回す事が可能で、バック内で充電する事も出来ます。
バッグ上面の特殊フィルムは、タッチパネル対応グローブであれば操作する事も可能です。
スマートフォンの保護フィルムや保護ガラスフィルムにより、バック上面の特殊フィルム上からの操作が出来ない場合があります。
ワンタッチで取り外し可能な為、ツーリング先ではウエストポーチやショルダーバッグとしてご利用頂け、貴重品等を収納するのに
最適です。■SP武川ロゴのタグ付き　■バック本体:約100(H)×240(W)×150(D)mm　■許容積載量:1.0kg

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：スーパーカブ110（JA59-1000001～）
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。

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!!
レンズはクリア、オレンジ、スモークの3種類　クリアレンズとスモークレンズにはオレンジウインカーバルブ、オレンジレンズには
クリアウインカーバルブが付属　対象：スーパーカブ110（JA59-1000001～）

※2個1セットになります。車両1台分に装
　着する場合は、2セット必要になります。

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
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。
※許容積載重量：1.0kg

耐久性の高い耐衝撃アクリルを採用。
両面テープでノーマルハンドルアッパー
カウルに簡単に取付け出来ます。
対象：スーパーカブ110（JA59-1000001～）

ハンドルアッパーカバーに簡単に取付けできる小さくて可愛いスクリーンです。

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：スーパーカブ110（JA59-1000001～）

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。

H4
30
m
m

W440mm

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

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：スーパーカブ110（JA59-1000001～）　純正リアキャリア用

簡単脱着、製品取り付け
動画はこちらのQRコード
からをご覧ください



※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。　このチラシの価格は全て税込価格です。

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：ノーマルブレーキアーム

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

リアブレーキ回りのドレスアップパーツです。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との同時装着が可能です。

■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：スーパーカブ110（JA59-1000001～）

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：スーパーカブ110（JA59-1000001～）

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：スーパーカブ110（JA59-1000001～）

アルミ材を大胆に削り込み、装着時の存在感を高めています。 又、ステップに滑止め加工を施し、フットポジションの安定を図って
います。表面はアルマイト仕上げ。ステップエンドにはSP武川ロゴ入り。対象：スーパーカブ110（JA59-1000001～）　

安定したフットポジションを得る、滑り止めのローレット、及びグルーブ加工を施したアルミ削り出しのステップです。 
表面はアルマイト仕上げ。ステップエンドにはSP武川ロゴ入り。　対象：スーパーカブ110（JA59-1000001～）

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：スーパーカブ110（JA59-1000001～）
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

168mm

189mm

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：スーパーカブ110（JA59-1000001～）
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：スーパーカブ110（JA59-1000001～）

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：スーパーカブ110（JA59-1000001～）
※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武川ではスーパーカブ110(JA59)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。

ノーマルシリンダーヘッドのタペットカバーに専用の取り付けブラケットを装着し、シリンダーヘッド下にオイルクーラー本体を固
定します。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。

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：スーパーカブ110（JA59-1000001～）
SP武川製リアショックアブソーバーとの同時装着が可能 

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：スーパーカブ110（JA59-1000001～）

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。

メッキメッキメッキブラックブラックブラック

対象：スーパーカブ110（JA59-1000001～）

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。

ミラーケースに対して鏡面部分のみが独自に動くタイプで、微調整も行い易いです。
ショートとロングの2種類のアームが付属。
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。
対象：スーパーカブ110（JA59-1000001～）
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。

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います。 
対象：スーパーカブ110（JA59-1000001～）

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

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 

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。
SP武川ロゴのレーザーマーキング入り
対象：スーパーカブ110（JA59-1000001～）

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。

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。2種類の表皮にカラーステッチ、
カラー表皮を採用したデザイン性の高いシートカバーです。　対象：スーパーカブ110（JA59-1000001～）

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。
表皮はブラウンとブラックの2種類からお選び頂けます。　対象：スーパーカブ110（JA59-1000001～）

デザイン性に優れたダイヤモンドステッチ
を採用。特殊スポンジ入り表皮の採用によ
る振動の軽減とクッション性の向上
SP武川ロゴのタグ付き

アルミ材を削り出し、表面にアルマイト処理を施したライセンスプレート用ドレスアップボルトです。
ボルトサイド部分にはSP武川ロゴがレーザーマーキングされています。
※取付けナットは、ライセンスプレートに付属しているナットを再使用します。

大サイズ：約120mm×約18mm　
　　　　：厚み約1.6mm 2個入
小サイズ：約60mm×9mm　
　　　　：厚み約1.8mm 2個入

ミラーシャフト用モバイルホルダーステーとモバイルホルダーのセット。取付け方法は
ミラーシャフトをホルダーステーで挟み込み、見やすい位置に固定します。後はハンド
ルクランプ同様にモバイルホルダーを固定します。
※ミラーシャフトが楕円形や多角形の場合は取付け出来ません。
※一部形状により、取付け出来ないスマートフォンやポータブルナビがあります。
　形状をご確認の上、ご購入下さい

■別途オプション同時装着可能なSP武川製パーツ
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）

※純正ミラーのブーツ加工が必要になる場合があります。　※L側でご使用する場合回り止めはありません。ご了承ください

マルチステーブラケットキットはミラーホルダー又はミラーアダプターのネジ部を使用し専用ステーを装着する事で、Φ22.2mm
のショートパイプ(L:100mm)が、取り付けが可能になり、簡単にモバイルホルダー等を装着する事が出来ます。
又、カラビナ等を使用する事で小物を引っ掛ける事も出来ます。耐荷重:約500g

汎用(ミラーホルダーM10サイズ用)
対象：スーパーカブ110（JA59-1000001～）

対象：スーパーカブ110（JA59-1000001～）

ノーマルシリンダーヘッド、ノーマルクラッ
チカバー専用です。悪路走行やオフロード
での使用は、行わないで下さい。

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：スーパーカブ110（JA59-1000001～）
ノーマルシート用

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。ブラックとレッドの2種類からお選びいただけます。
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230mm×横約200ｍｍ×厚さ約55ｍｍ　対象：スーパーカブ110（JA59-1000001～）　純正リアキャリア用

対象：スーパーカブ110（JA59-1000001～）
■アルミ削り出し
■Oリング付属

対象：スーパーカブ110（JA59-1000001～）

純正カバーと交換するだけの簡単装着で、ドレスアップすることができます。
オイルフィルターカバーはアルミ材を精巧に削り出し、表面にシルバーアルマイトを
施しています。カバーの形状はプレーンタイプとフィンタイプの2種類
Oリング付属

対象：スーパーカブ110（JA59-1000001～）

ノーマルジェネレーターキャップと付け替えるだけなので特別な作業の必要もなく、
簡単に車両をドレスアップすることができます。キャップは、アルミ材を美しく削り出し、
表面にアルマイトが施しています。又、中央にはSP武川ロゴ入り。Oリング付属


