
対象車両
ダックス125（JB04-1000001～）

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、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。キャタライザー内蔵。 ガスケット付属 　近接排気騒音：90dB（A）以下

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。

対象車両
ダックス125（JB04-1000001～）

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。

18vol3_new_cross_01

DAX 125
[JB04-1000001~]
CUSTOM PARTS
2022.vol.1

DAX 125
[JB04-1000001~]
CUSTOM PARTS
2022.vol.1

DAX 125
[JB04-1000001~]
CUSTOM PARTS
2022.vol.1

このチラシの価格、品番等は、2022年10月以降の価格改定表示を含んで
おります。予めご了承ください。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.32 2022-2023 ￥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）

10-01-0077

ノーマルヒートプロテクター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仕様のアップマフラーです。SP武川独
自のサイレンサー構造とエキゾーストパイプにより、ノーマルとは全く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、サイレンサー共ステンレス製。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。サイレンサーステー部もノーマル同様、ラバーマウント。キャタライザー内蔵。ガスケット付属　近接排気騒音：90dB（A）以下

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です。
首から下の上半身をカバーする程度の中型サイズです。
ハンドルクランプタイプのステーは頑丈に固定が出来、各部の調整でお好みの位置に
取付けが可能です。スクリーンサイズ：H430mm×W440mm×t3.7mm
対象車両：ダックス125（JB04)

バイザーを装着することで、風防効果を発揮することが出来ます。これにより、走行時の
空気抵抗によるライダー疲労を軽減出来ます。純正部品のようなフィッティングの為、
車両のスタイリングを崩すことなく、取付けできます。
スクリーンはポリカーボネイト製でスモーク仕様を採用。
固定用ステーはスチール製ブラック塗装仕上げ。
対象車両：ダックス125（JB04）

ツーリング等で必要な雨具、シュラフ等を積載する事ができます。装着には加工の必要
が無く簡単に取付けが可能です。表面処理はブラック塗装を施しています。
SP武川製各種メーターキット(マルチメーター/タコメーター)、ヘッドライトガード、ヘッ
ドライトステー、ステアリングステムエンブレムキットとの同時装着が可能。
対象車両：ダックス125（JB04）　許容積載量：1.0kg
SP武川製メーターバイザーキット、スクリーンキットとの同時装着はできません。
写真は試作品につき、製品とは若干異なります。

車両イメージを崩さず、全体のバランスと実用性に優れたデザインを採用。
キャリア形状を広くすることで、ツーリングや通勤に欠かせないトップケースの取付けを
可能としています。
又、荷掛けフック付きなので、積載物をしっかりと固定することができます。
対象車両：ダックス125（JB04)

フォグランプを装着することで、視認性向上及び夜間走行時の安全性を高める事が出
来ます。本製品はカウル加工や配線加工の必要が無く、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。フォーククランプホルダーはアルミ削り出しア
ルマイト仕上げ、フォグランプステーにはアルミダイカスト製バレル研磨仕上げを採用。
インジケーターランプ付きON/OFFスイッチ付属
スイッチにインジケーターランプを内蔵することで、目視でランプ点灯のON/OFFを確
認することができます。
対象車両：ダックス125（JB04)

エンジンのパワーアップに伴うクラッチの滑りを解消し、エンジン出力を十分に伝える
ことが出来ます。ノーマルスプリングと弊社製強化クラッチスプリングを組み合わせる
事で荷重をノーマル比10％アップ、15％アップ、20％アップから選択する事が出来ます。
強化スプリングをすべて装着した場合、荷重が30％アップになります。
組み合わせ方法は説明書にてご確認ください。　対象車両：ダックス125（JB04)
取付けの際には別途R.クランクケースカバーガスケットが必要になります。

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。
ラインナップは“ダイヤモンドステッチ”と“タックロール”の2種類。表皮に耐振動性、クッション性に優れた特殊スポンジを採用。
通勤、ロングツーリング時に起こる疲労が軽減され、快適なライディングをお楽しみ頂けます。　対象車両：ダックス125（JB04)
ダイヤモンドステッチ タックロール

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。フィッティングを高める為、カバーのサイドには伸縮メッシュ、
縫い代テープにはゴム製品を採用。
適度なグリップと通気性、クッション性に優れた立体メッシュを採用。
脱落防止用ベルクロテープ、SP武川ロゴタグ付き
対象車両：ダックス125（JB04）

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

ノーマルスピードメーターの隣に固定出来るタコメーターキットです。
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：ダックス125（JB04）
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
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。

SP武川製マルチメーターに関しての注意事項　
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。ギアポジションの設定にはスピード
信号とエンジン回転信号の両方がスーパーマルチメーターに入力される必要があります。その為、“実走行”による自動読み込み作
業が必要になります。市街地では信号機や交通量が多く危険の為、ギアポジションの設定は行わないで下さい。
走行の際は見通しの良い道路を選択し、周囲の道路状況を確認した上で、注意して行って下さい。

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、パワーテスト機能等、非常に多くの機能を搭載したマルチメーターです。
視認性に優れた指針式タコメーターとTFT液晶によるデジタル表示を採用。
専用サブハーネス、専用ステーセットが付属。メーター固定部にはメーターへの振動を
和らげるラバーマウントを採用。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。
SP武川製フロントキャリア、又はメーターバイザーキットとの同時装着可能。
対象車両：ダックス125（JB04）

キズ・紫外線・汚れからメーターを保護するプロテクティブフィルムです。
本製品を貼り付ける事で、泥汚れやホコリが付着してもメーターパネル本体を傷付けずに清掃
できます。対象：SP武川製スーパーマルチTFTメーター
※左写真はイメージです。本製品にメーター本体は含まれません。

05-06-0040 ￥2,750（税込）

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。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。
SP武川製フロントキャリア、又はメーターバイザーキットとの同時装着可能。
対象車両：ダックス125（JB04）

キズ・紫外線・汚れからメーターを保護するプロテクティブフィルムです。
本製品を貼り付ける事で、泥汚れやホコリが付着してもメーターパネル本体を傷付けずに清掃
できます。メーターパネル部Φ79mm　対象：SP武川製スーパーマルチDNメーター
※左写真はイメージです。本製品にメーター本体は含まれません。

05-06-0049 ￥2,750（税込）

車両のメインフレーム部に装着する事で、カスタムイメージを高め、車両ロゴ、エンブレムを遮る事なく、取付けが可能です。
さらにセンターキャリアの実用性も考慮し、荷物の脱落を防止する為、ゴムロープ等を引っ掛ける突起を採用。
付属のゴムロープ等を使用して頂くことで、雨具や小さいカバンを積載できます。カラーアルマイト：シルバーとブラックの2種類

シルバー ブラック 対象車両：ダックス125（JB04)
許容積載量：1.0kg

シルバーシルバーシルバー ブラック アルミ材を削り出し、表面にカラーアルマイト
を施しています。
カバー中央にSP武川ロゴ入り。Oリング付属。
対象車両：ダックス125（JB04)

シルバーシルバー ブラック アルミ材を削り出し、表面にカラーアルマイト
を施しています。
カバー中央にSP武川ロゴ入り。Oリング付属。
対象車両：ダックス125（JB04)

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
しており、表面にはクロムメッキ& ブラック塗装を施しています。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：ダックス125（JB04）　■SP武川製フロントキャリアとの同時装着が可能。

SP武川製各種バッグ等の積載用具を車両に取り付け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。
車両との固定箇所を3箇所にする事で回り止めや強度を確保し純正グラブバーが同時装着が可能。
スチール製ブラック塗装仕上げ　車体の乗車時左に取り付ます。　取り付け確認バッグサイズ：約220(H)×270(W)×100(D)ｍｍ

対象車両：ダックス125（JB04)
純正グラブバー、又はSP武川製リアキャリア
との同時装着が可能。

許容積載量：2.0kg
写真は試作品につき、製品とは若干異なりま
す。リアショックナットは純正品を使用してい
ただく必要があります。

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。

SP武川独自のサイレンサー構造とパイプ径を変化させたステップ構造のエキゾーストパイプの採用により、排気効率を高め、出
力特性が向上します。サイレンサーのアルミ製アウターパイプ表面には、削り加工を行い、クリアアルマイトを施すことで美しく仕
上げています。　キャタライザー内蔵。　ガスケット付属　近接排気騒音：90dB（A）以下

対象車両
ダックス125（JB04-1000001～）

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。

対象車両
ダックス125（JB04-1000001～）

ショート管スタイルをモチーフに、出力特性の向上を図り、十分な管長を確保したエキゾーストパイプの“トルネードマフラー”です。
フラットなトルク特性を可能とする長いエキゾーストパイプはトグロを巻くことで、エンジン下にコンパクトにまとめています。
キャタライザー内蔵。ガスケット付属　近接排気騒音：90dB（A）以下

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。

スチール製ブラック塗装
肉抜き加工済み
ノーマル：34T

スチール製　15T・16T・17Tは肉抜き加工済み　熱処理を行い、耐久性を高めています。
ノーマル：15T　※16T/17T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。

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。

下記対象車両には、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。ノーマルから大きい歯数に変更する場合、
純正ガードプレートに干渉し取付け出来ない為、本製品が必要になります。
対象車両：ダックス125（JB04）　ノーマルスプロケット歯数:15T
SP武川製対応スプロケット： 17T まで装着可能



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。

ボルト用のブラインドキャップ付き　対象：ダックス125（JB04)

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。形状はプレーンタイプと8ホールタイプの2種類
対象：ダックス125（JB04）　ノーマル車の場合、アッパーマウント（L側）のみで使用

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。
対象車両：ダックス125（JB04)

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。　対象車両：ダックス125（JB04)
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

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：ダックス125（JB04）
ノーマルハンドルパイプ用

純正R.カバーアウタープロテクター部の純正ボルトと交換するだけで気軽にドレスアップを楽しめるアルテックボルトキットです。
強度・耐久力・腐食割れ性共にA7050を使用アルミボルト表面にはアルマイトを施しています。

シルバーシルバーシルバー レッドレッドレッド

対象車両：ダックス125（JB04）

ノーマルウインカーを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。取付けは配線加
工やステー追加などの作業は必要無く、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。

クリアクリアクリア

ハイパーLEDウインカーバルブ、ワイドレン
ジフラッシャーリレー付属。
対象車両：ダックス125（JB04)

本製品は純正カバーと交換するだけの簡単装着で、ドレスアップできます。
本体はアルミ材を削り出し、アルマイトを施しています。形状は“プレーンタイプ”と“フィンタイプ”の2種類

プレーンタイププレーンタイププレーンタイプ フィンタイプフィンタイプフィンタイプ

対象車両：ダックス125（JB04)

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。ボルトサイド部分にはSP武川ロゴのレーザーマーキング入り。
対象は2輪車用　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。

ボリューム感のあるノーマルヘッドライトステーから本製品に変更することで、ヘッドライト周りをスタイリッシュにまとめること
が出来ます。ソリッドイメージを強調するシャープなデザインで、アルミ材を精巧に削り出し、各種表面処理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。表面処理はカラーアルマイトとクロムメッキの全5種類。SP武川ロゴ入り
ノーマルウインカー、ウインカーマウントラバーをそのまま使用します。　ノーマルウインカー以外は取付けできません。

レッドレッドレッド

対象車両：ダックス125（JB04)

ロープロファイルタイヤやローダウン車両など幅広いカスタム車両に対応するノーマル
ステップ用アジャスト式サイドスタンドです。本製品はスタンドボルトを回転させること
で微調整が出来、車両に合わせお好みのサイドスタンド長を設定して頂けます。
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。スタンドスイッチを使用しない場合でも取付け
可能。ノーマルのスプリングは再使用します。
スタンド/固定ナットはアルミ削り出しシルバーアルマイト仕上げ。
スプリングフック、ピボットボルト、スタンドボルトには、ステンレス材を採用。
ブラックのチューブカバー付属。　対象車両：ダックス125（JB04)

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3種類
付属のマグネット付きドレンボルトはレッドアルマイトを採用
対象車両：ダックス125（JB04）

本製品はキット内にあるビレット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収納出来ます。
又、キットには配線加工の必要が無いサブハーネス、付属のスティック温度センサーの取付けを可能とするドレンボルト（レッドアル
マイト）が付属。表示： 0～120℃。温度計測は付属のドレンボルトを装着し、ドレンボルト部での温度計測を行います。

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、簡単に車両をドレスアップす
ることが出来ます。本製品は、アルミ材を削り出し、表面にアルマイトが施しています。
中央にはSP武川ロゴ入り。製品構成は、クランクシャフトを回転させる為のサービスホー
ルキャップと点火タイミング点検用のタイミングホールキャップのセット。Oリング付属

対象車両：ダックス125（JB04）
取付けにはヘキサゴンソケット10mmと6mmが必要。 

ハンドルパイプにはノーマルコンビネーションスイッチ、スロットルホルダーが使用出
来る穴加工を施した専用品です。 ハンドルパイプはアルミ製で、表面はブラスト処理後
アルマイトを施すことで、半艶出しのような独特な美しい表面に仕上げています。

対象車両：ダックス125（JB04）
純正バーエンドは取付け出来ません。
SP武川製バーエンドが必要になります。

ノーマルプロテクター（樹脂製）と交換することで、カスタムイメージを高めるドレスアップパーツです。 

レッドレッドレッド

プロテクターはアルミ材を削り出しアルマ
イトを施しています。SP武川ロゴ入り。
対象車両：ダックス125（JB04)

ノーマルステムナットと交換するだけの簡単装着で、トップブリッジ周りを美しく演出するドレスアップパーツです。ステムナットは
アルミ材を精巧に削り出し、カラーアルマイトを施しています。ステムナット（Ｍ24×P1.0）　対象車両：ダックス125（JB04）

本製品を樹脂製のノーマルメインスイッチに貼りつけることで、フロント周りを美しく演出
します。カバーはアルミ材を削り出しアルマイトを施しています。更にアルマイトの表面に
はドレスアップ効果を高めるレーザーマーキングを施しています。

対象車両：ダックス125（JB04）
SP武川ロゴのレーザーマーキング入り。

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：ダックス125（JB04）
SP武川製スクランブラーマフラー装着車
専用になります。

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。フローティング化することで、熱歪みが与える影響を最小限にし、安定したブレー
キ性能を発揮します。フローティングディスクローターはハブ部をアルミ製にし、ロー
ターを軽量化しています。更に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。フローティング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鋼を採用。ハブ部のアルミ材にはブラックアルマイトを施していま
す。 対象車両：ダックス125（JB04) ABS車用

ウェーブ形状はブレーキパッドに付着したダストや水滴を掻き出し、制動力が向上しま
す。キャリパーやキャリパーブラケットの変更が必要無く、ノーマルディスクローターと
交換するだけでお手軽にお楽しみ頂けます。
SP武川ロゴ入り　ステンレス製
対象車両：ダックス125（JB04) ABS車用

brembo社製 2Pキャリパーを装着出来るキャリパーブラケットです。
brembo社製2Pキャリパーを装着することで強力な制動力と信頼のストッピング性能を
発揮することが出来ます。ブラケットは超々ジュラルミン材を削り出し、表面にアルマイト
を施しています。ボルト付属。　対象車両：ダックス125（JB04)
■ABS車はノーマルフロントブレーキホースを使用してください。
ノーマルディスクローター、SP武川製フローティングディスクローターのどちらにも対応
brembo社製対向2Pキャリパー（20.6951又は20.B852.10）の別途購入が必要になります。
バンジョーボルト（M10×P1.0）が必要。SP武川ではキャリパーの販売は行っておりません。

本製品はフロントブレーキマスターシリンダーやクラッチマスターシリンダー、クラッチレ
バーにあるホルダー部分に装着出来るヘルメットホルダーです。ハンドル周りにヘルメッ
トを装着することで、隣接した車両への干渉防止や駐車スペースの確保などオートバイの
利便性が向上します。セキュリティーを高める為、盗難抑止対策ボルトを採用。
専用Lレンチ付属。ステーはスチール製ブラック塗装仕上げ。
SP武川オリジナルピストンキー（2個）付属。
盗難抑止対策ボルトはステンレス製黒メッキ仕上げ　対象車両：ダックス125（JB04)
海外モデルの場合、予期せぬ仕様変更が行こなわれても把握する事が出来ません。
参考情報としてお考え下さい。

低膨張率のテフロンチューブをステンレスブレードで覆われたホースを採用すること
で、ライダーのブレーキタッチをダイレクトに伝達出来、確実な制動力を得ることがで
きます。ホースにはスモークPVCコーティングを採用し、接触部の摩擦等による傷つき
を防止します。ホース長：600mm
対象車両：ダックス125（JB04)
対象仕様：ノーマルリアキャリパー用

SP武川製コンパクトLEDサーモメーターキット（05-07-0009/05-07-0010/05-07-0011）
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。キット付属品と交換して下さい。

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。

シルバーシルバーシルバー

ブラケットは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。
Φ22.2アルミ製パイプのハンドルガードはショットブラスト後、アルマイトを施しています。
対象：ダックス125（JB04）　SP武川製モバイルホルダー 08-01-0021

SP武川製コンパクトLEDサーモメーターキット（05-07-0009/05-07-0010/05-07-0011）
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。キット付属品と交換して下さい。

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。

シルバーシルバーシルバー

ブラケットは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。
Φ22.2アルミ製パイプはショットブラスト後、アルマイトを施しています。
対象：ダックス125（JB04）　SP武川製モバイルホルダー 08-01-0021

R側で使用する際ミラー、ミラーアダプターの間にブラケットステーを、取り付けラバー
ブーツをカットする必要があります。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
SP武川製マスターシリンダーと同時装着出来ません。

本製品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るブラケットキットです。これにより、簡単にモバイルホルダー等を装着する事が出来ます。

シルバーシルバーシルバー

ツーリングで便利な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事で小物を引っ掛ける事も出来ます。耐荷重：約500ｇ
対象：ダックス125（JB04）　SP武川製モバイルホルダー 08-01-0021

ノーマルの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。ノーマルとは異なり塗装剥がれや退色、錆等の心配がありません。
SP武川ロゴ入り。
対象車両：ダックス125（JB04)
ノーマルハンドルパイプ用

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。又、滑り止めとして、ステップ本体とインナーステップに多数
の爪を配置。ステップ本体、インナーステップはアルミ材を大胆に削り込み、表面にアル
マイトを施しています。　対象車両：ダックス125（JB04)
指定HONDA純正部品の別途購入により、ラバーステプ仕様にする事が出来ます。
HONDA純正部品
ラバー,ステップ  50661-K87-A00  2個
プレート,ステップラバーセッティング  50662-K87-A00  2個

ノーマルステップやSP武川製ステップキットに使用出来るステンレス削り出しステップ
ジョイントです。腐食に強いステンレス製を採用し、見た目の美しさとスムーズな摺動性
を維持します。ノーマルジョイントピンでは割ピンで抜け止めを行いますが、本製品は
フランジUナット固定とすることで整備性を向上しております。 
対象車両：ダックス125（JB04）

ノー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。
低ダメージ化を考慮したノーマル同様の可倒式や滑り止め形状に工夫を凝らしていま
す。アルミ削り出しステップバー、ブラケットにはアルマイトが施されています。
ステップの固定位置の変更により、7ポジションから選択することが可能です。

対象車両：ダックス125（JB04）

スプリング調整時は必ず、車高調整ロックナットをレンチで固定し、
調整を行って下さい。固定しないとスプリングとボディーが
供回りし、全長のみが伸びてしまいます。車高調整を行う場合は、
必ず車両からリアショックを外す必要があります。

ロングライディングに快適性を与えるバネレートを採用したオイルダンパー式リアショックアブソーバーです。
アルミ削り出しボディー（ガンメタルアルマイト）を採用。スプリングは快適性向上を目的とした2段ピッチスプリングを採用。
初期動作は柔らかく、速度の変化や路面状況に応じた追従性を発揮します。
スプリングのセット長、伸び側減衰力、取付けピッチの変更による車高調整が可能で、走行フィールドにあわせた調整が行えます。

スプリング調整：初期セット長から縮み側に27mmの範囲
　　　　　　　 でプリロード調整が可能。
減衰力調整：伸び側18段階調整が可能。 
取付けピッチ：320mm～340mm間の無段階調整が可能。
対象車両：ダックス125（JB04）

イニシャルアジャスターをモチーフにアルミを精巧に削り出し、表面にアルマイトを施したフロントフォークトップボルトです。
純正フロントフォークのトップボルトと交換するだけで簡単にドレスアップが行えます。カラーラインナップはトップボルト本体が
シルバーとブラックの2色、キャップはシルバー、ブラック、ブルー、レッド、ゴールドの5色からの組み合わせになります。
キャップはSP武川ロゴ入りです。  対象車両：ダックス125（JB04）
※フロントフォークスプリングの荷重調整ができるイニシャルアジャスターではありません。

ノーマルステアリングステムキャップ（樹脂製）と付け替えるだけで簡単にドレスアップが
可能。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。 SP武川ロゴ入り  対象車両：ダックス125（JB04）

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。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。

対象車両：ダックス125（JB04）
SP武川製ヘッドライトステーと同時装着が可能です。

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、他社製品と比べ
強度を高めています。ブラケット部は、防振性に優れたアルミ材を採用。
対象車両：ダックス125（JB04)
海外モデルの場合、予期せぬ仕様変更が行こなわれても把握する事が出来ません。
参考情報としてお考え下さい。

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。 

対象車両：ダックス125（JB04）
ネジ穴径：M6×P1.0

装着することで万が一の転倒による、マスターシリンダーの損傷を軽減することが出来ま
す。本体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。SP武川ロゴ入り

対象車両：ダックス125（JB04）


