


■クラッチタイプはワイヤー式と油正式の2種類からお選び頂けます。
■ダイカストアルミ製R．クランクケースカバー（ブラック塗装）
クラッチ部は別室構造になっており、 エンジンオイルとクラッチオイルを分けることが
出来ます。（銘柄、 オイル粘度等），_ ■オイルスルーナット大幅な軽呈化が可能となリ、 エンジンレスポンスが向上します。
又、 取｛寸けによりオイルエレメントを通る綺麓なオイルがクランクシャフトヘ流れます。
■オイルエレメント内蔵：オイル内のスラッジや金腐摩耗粉などの不純物をろ過します。
■オイルレベル確認窓 ■大容量フィラーキャップ
■オイル取出し口：オイルクーラーヘのオイル取出しが行えます。
■特許取得構造 サーモスタット侶り売）の取付けが可能？ オーバークールを防止します。
※サーモスタットを装肴するには、弊杜製クラッチカバー用オイルクーラーキットの同時装着が必要。
■新機構 オイルラインホースキット⑤」売）を装着することで、シリンダーヘッドに流

れるオイルラインをオイルエレメント経由に変更出来ます。
※新機構を使用するには，弊社製オイル取出しロボス付きポアアップシリンダーの同時装着が必要。
塁閉井閉計弓三閉i瓢＇iり蔀怜牙3研1,_

クラソチアウターなどの回転部分を,J溶蚤化する事でオイル拡散によるロス馬力の減少
や更なるレスポン入の向上と回転マス重塁の軽減を実現しエンジンパワーを無駄無
く伝達します。6ディスク化によリクラッチ容塁がアップし,/\イパワーエンジンに対応］

クラッチの横造はスリッパー クラッチ有無の2種類からお選び頂けます。
スリッパークラッチは高回転時のシフトダウンによる急激なエンジンブレーキのショッ
クを緩和します。ダンパー内蔵プライマリドリブンギアを採用。

レミッション用）
＇―'‘ ^ スリッパー無し 02-01-0275 I ¥152,900 

TAF5速クロスミッション
2-04-0293 油圧式

スリッバー有り 02-01-0276 I ¥190,300 
スリッパー無し 02-01-0211 I ¥ 112,100 

レクラッチ専用 スリッパー有り 02-01-0278 ¥171,600 
ワイヤー式

ロスミッション用
AF5速クロスミッション
2-04-0295 油圧式

ンクケースカ／

スリッパー無し 02-01-0219 I ¥ 152,900 
スリッパー有り 02-01-02ao I ¥190,300 
スリッパー無し 02-01-0286 I ¥172,700 

ステー ター内にポー 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の支
持を3点支持から4点支持にすることが出来ます。これによリ、 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、 クランクシャフトの耐久性を高めることが出来ます。
■SP武川製ジェネレータープラグ (05-02-0051•05-02-0052•05-02-0053) は同時装着が可能です。

レバー タッチと実用性に優れた純正レバー形状を採用1.....表面にクロムメッキを掩す
ごとで装若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弊社ロゴを配しています。
1ノーマルフロントブレーキマスターシリンダー用 06-08-0113 ¥ 4,378（税込）

ノーマルクラッチレバーホルダー用 02-01-0222 ¥ 4,928（税込）

疇」の際、 レバーを折損しにくくする為、 レバ一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、 レバーの佐霊が調整出来るアジャ入トレバー

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肖I」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
■下記（ ）の数字はレバー固定佐麿の中心からレバーの先端までの長さです。

ブレーキレバー(168) 06-08-0229 ¥ 16,280（税込）
06-08--0229 I クラッチレバー(182) 02-01-0069 ¥1§,_280（税込）

本製品は純正Lシリンダーヘッドサイドカ
バーをアルミ削リ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抱
しています。SP武川ロゴ入り0リング付屈

シルバー 01-18-1048
ブラック 01-18-1049 

サイドバッグ等の積載用具を取り付ける際に車両とのクリアランスを保持し、 巻き込みを防止するサポートです。
車両との固定を2箇所にすることで回り止めや強度を確保しています。車両専用のデザインによリイメージを崩さず、 しっか，)と積
載用具の取り付けが可能です。W300mmx H220mm x 0130mm程度のバッグまでサポート可能3

く〉
09-11-0270 ¥9,680（税込）

� I 下記SP武川製各種バッグの同時装着が
おすすめです！
サイズ：約220(H)X270(W) x 100(D)mm 
■2WAYマルチバッグ

ブラック 08-01-0166
DWL 08-01--0168 

■NEW ツーリングパッグS
ブラック 08-01-0173
ACU 08-01-01 7 4 

各¥3,850（税込）

各¥5,280（税込）

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
→‘“'さ"や→＝•,．→心 L L下＾示』レー七．四�, •aギ和ヽオっャットボジション調整が可能です。低ダメージ化を考慮し

しています。
ップの固定位世の変更によリ、 7ポジションか

可能。
時アップステップにはなりません。

レバー 06-13-0094|
ぅック 06-13-0095 ¥15,180（税込）

ット(4ポジション）

トからスポーツ走行衷で幅広いシチュ土 ーションにおいて、 快適なボジショ
頂ける機能性に優れたバックステップキットです。ボジションの変更はフ:

を移動できる4ポジションのプレートと、 プレー キやギアチェンジ時のつ
文できる2ポジションの左右ペダルアームを採用。これらを変更するこ

イディングボジションを設定するごとが出来ます。

ルリアキャリパ ー用 06-13-0084 ¥ 69,080（税込

2Pキャリパ ー用 06-13-0085 ¥ 69,080（税

の入力は、 シリンダーヘッドとクランクケー

のオイルリターンとストレージタンク、 又は
ッチタンク内には、セパレー ターが内蔵；
（ルを押え、 クラッチカバーヘオイルを戻
■SP武川製R．サイドカバーの同時装着て

タイプのオイルキャッチタンクがあリます。

ノーマルフロントキャリパーのままで取付け出来るフローティングディスクローターです。
ローターハブと摩擦面を切り離すことで熱変形を最小限に押さえ、安定したブレー キ性能を維持
するごとが出来ます。ディスクローターの摩擦面には錆に強く、 耐久性に優れたステンレス鑽を
採用。 ※ABS室には取付け出来ません。

06-08-0163 ¥ 21,450（税込）

ノーマルリアキャリパーのままで取付け出来るリアディ入クローターです。ウェーカl社犬はブレー

キパッドに付着したダストや水滴を怪き出し、 告」動力が向上します。弊社ロゴ入リ。入テンレス製。
■SP武川製リアキャリパーブラケットキットとアルミスイングアームの同時装着が可能です。

brembo社製 2Pキャリパーを装若出来るキャリパーブラケットです。ノーマルディスクロー ター
、

弊社製フロー ティングディスクローター (06--08--0163) 、 どちらにも対応します。
※brembo社製対向2Pキャリパー (20.6951又は20.B852.10) が別途必要。
※ABS無しの車両はブレーキホース及びバンジョー／バンジョーボルトが別途必要です。
※ABS車両は純正ブレーキホースの使用が可能。別途バンジョーボルトが必要です。

ABS車の場合、 純正フロントディスクローターのみの対応。同梱取扱説明言に刷途必要部品記載

brembo社製対向2Pキャリパーが装着出来るキャリパーブラケットです。
弊社製レーザー マーキングロゴ入り。キャリパー及びセンサー取リ付けボルト付属。
※brembo社製対向2Pキャリパー (20.6951又は20.B852.10) が別途必要になります。又、 brembo

社製キャリパー使用時、 ブレーキホース (500mm) 、 バンジョーボルト (MlOXl.25/MlOXl.0) 、

バンジョー（サイド45口／ストレート）、 ブレーキフルードの別途購入が必要になります。

06-08-0123 ¥ 15,180（税込）

SP武川製ピyグスロットルボディー裟這車を対象としたステアリングダンパーセット。
ステアリングダンパーを装店することで、 走行時ハンドルの揺れや路面からのキックバ
ックを吸収出来、 安定した走行をお楽しみ頂けます。ステアリングダンパーセットは、 ス
テアリングダンパーキット（ストローク125mm) とステアリングダンパーステーキットが
セットしています。フコントフォークに固定するダンパーステーは2ピース構造を採用す
ることで、 しっかリとホールドしメンテナンス性を向上させています。
06-01-0187 ¥44,880（税込） 1※SP武川製ビッグスロットルボディー装君車用

■アルミ削り出しリアショックアブソーバー

あらゆるライディングスタイルに対応する各闘整機能と軽皿アルミ削り出しボディーを
採用。スプリングのセット長、伸び側減衰力 (18段階）、車高 (320mm-340mm) 、 調整
が可能です。

らら ■リアショックアブソーバー 各 ¥16,500（税込）
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■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 の10 ／ 下の10 ■取付けピッチ：330mm
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■ニー グリッブパッド09-15-0020 ¥3,828（税込）

旋回時のひざの接地部、 直進やブレーキ時のニーグリップ部に貼り付けることで、 フュ
ーエルタンクの傷防止として使用出来ます。又、 適度なグリップカを確保している為、

快適なライディングをサポートします。ラバーを立体成型により製作している為、 仕上
りも美しく装善時のカスタムイメージを高めます。装着はフューエルタンクのサイドに
付属の両面テープにて貼り付けます。（サイズ：lllmmX180mm SP武川ロゴ入り）

ゞワーフィルター 03-01-0009 ¥ 5,830（税込）

ノーマルエアフィルターと交換することで吸入効率が向上しノーマルエンジンに装着
した場合でも低回転から高回転までの全域で出カアップが可能になります。ノーマル
フィルターの吸入不足が解消されるので、SP武川製エンジンパーツ装若車は更に出力
を引出すことが出来ます。ノーマルエアクリーナーボックスをそのまま使用する為、

吸気騒音や雨天時の問題も無く、 ノーマル同様にご使用頂けます。
本裟品には粗目と細目の2種類のフィルターが付属しております。
※ノ ーマルエンジンに本製品を使用する場合、インジェクションコントローラーの同時

甚恙は必要ありません。

本製品はノ ーマルエアクリーナーボックスを取外しノー マルスロットルボディーに直
接装君出来るエアフィルターキットです。 ※ダウンマフラー装著車専用
ノーマルエンジン車に弊社梨ダウンマフラーを取付けし本製品を装若することで、 マ
フラー交換時よリ更に悪回転域の出カアップが可能となります。キットにはテストデー

タに基づき吸入効果に影密を与えない適切な長さと位置関係を求めたノ ーマルスロ
ットルボディー専用コネクティングチコーブが付厩しております。エアフィルタ一本体に
はブローバイユニオンがついている為付属のユニオンやホースを用いてブローバイ
ホースに接続出来ます。キットにはノ ーマルエアクリーナーボックスに装若されている
センサーを固定出来るセンサーステーが付厩。本製品を装著することで、 ノ ーマルエア
クリーナーボックスの取外しが可能となる為、 オイルクーラ一本体をフレームに国定す
るSP武／ l|製オイルクーラーキットの装君が可能となります。

※ノーマルマフラー
、SP即 II裂アップマフラー 以ポーツマフラー/RSスポーツマフラー）との同時装君は出来ません。

※SP武／ 1|製各種ニンジンパーツと同時装著する場合は、 Flコン1YPE-e または1YPE-Xでセッティングを行う必要があります。
各種エンジンパーツとエアフィルターキットの組み合わせや別途購入部品に関しましてはWEB SITEにてご確認下さい。

■アルミスイングア ーム 06-03-0134 ¥ 75.680（税込）

ァーム部はSOmmX28mmの六角断面形状パイプを使用。アームブリッジには剛性の
高い日の字断面パイプを採用。アームにバフ研磨を施し、 装恙時の存在感を高め車両
を美しく演出します。チェー ンアジャスタ一 部分には六角レンチで蘭単に調整が出来、

メンテナンス性に優れた専用アジャスターを装備。胃ノーマルチェーンガード用のステーが付属。
裟着写真は、 SP武)II製アルミチェー ンガード (09-09-0076) を装恙しています。

ご口9

ミチェーンガー ド 09-09-0081 ¥7,150（税込）

シャープなデザインのアルミ製チェーンガード。 表面にはシルバーアルマイトが施され
ています。ボルト類には耐腐食性に倭れたステンレス製。ノ ーマルスイングアームと弊
社袈アルミスイングアームに対応。
■ノーマルリアショック、又はSP武川製リアショックアブソーバー

、 アルミ削り出しリア
ショックアブソーバーの同時装着が可能です。

■シ ートフレ ー ムキャップ 09-11-0144 ¥ 4,620（即I,)

パイプシートフレー ム部に取り付けるドレスアップパーツです。キャップはアルミ材を
削り出し、表面にブラックアルマイトを施しています。中央に弊社ロゴのレーザー マー

キング入り。取り付け方法はラバーストッパーとなっており、梵単に取リ付ける事が出
来ます。

レバー 05-09-0043 レッド 05-09-0046 
ック 05-09-0044 ゴールド 05-09-0047 I ¥1,650 

- 05-09-0045 | （税込）

純正フロントフTンダーを下げる事で泥はねを抑えると共に車両をスタイリッシュにま
とめます。又、クロムメッキ処理ステーとアルミ削り出しセンタープレートの存在感が装
若時に車両を美しく演出し、ドレスアップ効果を高めます。
■ステロスチール（クロムメッキ）
■センタープレート：アルミ削り出し（ショットブラスト＋シルバーアルマイト）
■クランプ部品：アルミ削り出し（シルバーアルマイト）

ット 05-08-0459 ¥ 8,580（税込）

ノーマルリアフェンダーを外し本製品を装若する事でリア周りをシャープなフォルム
に変更する事が出来ます。ノーマルウインカー

、 テールランプはそのままで、 ノー マル
ライセンスランプ等を流用する為、 別途賂入部品が無く簡単に装若出来ます。
リフレクターキットが付属し、道路連送車両法に違反することはありません。
※リアインナーフェンダーを取付ける際に、 一部箇単な加工が必要です。

シートベースから製作したSP武川オリジナル製品で、全体をコンパクトにまとめ、ノ ー

マルはもちろん、 様々なカスタムスタイルにコーディネート出来るデザインです。シートI
ペースは樹脂製とすることで軽量化を実現3 シート表皮には滑りにくい生地を採用し、

ホー ルド感を高め衷す。 シートスボンジにはSP武川オリジナルスーパーウレタンスポ
ンジを採用しロースタイルシートでもクッション性を十分に確保しており、快達なライ
ディングをお楽しみ頂け衷究 ■SP武川製グラブバー

、 リアキャリアの同時装着が可

ブラック 09-11-0219 | プラウン 09-11-0250

ッションシ ート-'- ·.• ―ッチ）

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
えておリます。SP武川ロゴのタグ付き。※取り付けの際紐を締め上げ衷すが、 必要以上

09-11-0229 ¥ 5,280（税込）
に引っ張るとシートカバーが破損します。

スタイリッシュにまとまるキャリア形状 装菩時純正スタイルになる様、フレーム・シー

トに対して違和感なく取付け出来るフィッティング形状を採用。キャリアの固定はフレー

ムにある2ケ所の穴とリアショック固定部を利用しますので、加工の必要がなく筒単に
取付け出来ます。 許容租載量：1.0kg

CD22.2スチール製パイプを使用することで、 十分な剛性と握リやすさを追求したグラブ
バーです。本毅品を取付けることで車両移動時の安定保持に最適です。
■純正シートとの同時装恙が可能。

クロムメッキ09-11-0218 I 各 ¥10.450（税込）
ブラック塗装 09-11-0220

ロープロファイルタイヤやローダウン車両なと瀬i広いカスタム車両に対応するノ ーマ
ル入テップ用アジャスト式サイドスタン凡又、 ノ ーマルサイドスタンドスイッチが取付
け可能な為、 サイドスタンドの戻し忘れ防止機能をそのまま使用することが出来ます。
入タンド本体や固定ナットはアルミ材を削り出しスプリングフック、 ピボットボルト、
入タンドボルトにステンレス材を採用。汚れを防止するチューブカバーが付属。

06-13-0078 ¥17,380（税込）1調整範囲：ノーマルより勾mm短縮～15mm延長

レ (4個 1 セット）

ブレイズウインカーに変更することで、 無点灯時、 及び点灯時共に車両を美しく演出し
ます。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するこ
とで、ノーマルとは異なる反射が可能となり、 車両のドレ入アップ効果を高めます。
取付けは配線加工やステー追加などの作業は必要批く、 ノー マルウインカーユニット、
バルブ、ソケットハー ネスを交換します。ハイパー LEDウインカー バルブが付属。
※ウインカーユニットを装着するスクリューは、 ノ ーマルを再使用します。

クリアレンズ 05-08-0465 
オレンジレンズ 05-08-0466 各 ¥17,380（税込）
スモークレンズ 05-08-0467 

イリッシコ1シルバー 05-08-0460 
プ効果を高めブラック 05-08-0461 I ¥ 12,98 

雰レド 腐：腐：！翡土 I
（税込）

クロムメッキ05-08-0464 I ¥ 14,080 

ノ＿ マルプロテクター （樹脂製）と交換することで、R．クランクケースカバーのカスタムイ
メージを帯めるドレスアップパーツです。

シルバー 02-01-0119 レッド 02-01-0121 I ¥6,380 
ブラック 02-01-0120 ゴールド 02-01-0122 | （税込）

ノー マル遠心オイルフィルターに比べ、 重塁を半分以下に減らすことが出来、 クランク
シャフトヘの負担を軽減します。Lれにより、 エンジンレスポンスの向上が可能になり
ます。SP武JIIではオイルフィルター機能のある遠心フィルタ一部にポケット形状を採用
している為、 遠心力で外側に追いやられたオイル内に含まれるスラッジなどを確実に
キャッチ出来ます。 ノー マル約1069g→
02-10-0001 ¥ 14,520（税込） I SP武川製約401g （約60％軽量化）

Ilーバーエンド（ノーマルI

を図りながらスデノレスの質感と造形が美しいバーエンドで
マーキング入リ


