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ナックルガードを装着する事で、林道走行時の小枝等から手元を守る他、風防効果もあり雨風から手元をカバーする事が出来ます。
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、防振性にも優れております。
装着する事でステアリング周りの雰囲気を一新し、
よりトレッキングイメージを高める事が出来ます。ナックルガード回り止め用ステー付属。
※ナックルガードが汚れた際は、大量に水をかけながら柔らかいスポンジで拭いて下さい。
（キズの原因になります。
）
※SP武川製マルチステーブラケットキット
（08-01-0169/08-01-0170）/SP武川製ヘルメットホルダー（08-01-0151）
との同時装着は出来ません。

09-11-0303

装着（ダックス125）

装着（クロスカブ110）

寸法図（mm）
230
191

151
13.2

51

75

115

106

ᘍ

ナックルガード
（ブラック）
クロスカブ110（JA60-1000001〜）
ダックス125（JB04-1000001〜）
09-11-0303
品番
4514162800737
JANコード
価格（税込） ￥8,580
発売中
発売日
品名
対象車両
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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。
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、車両のドレス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。
ウインカーレンズは、
クリアレンズ、オレンジレンズ、
スモークレンズの3種類からお選び頂けます。
ハイパーLEDウインカーバルブが付属。
製品構成：ブレイズウインカー4個、ハイパーLEDウインカーバルブ4個、
ソケットハーネス、
ワイドレンジフラッシャーリレー、
リレーコード、結束バンド
※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

ノーマル

オレンジレンズ

クリアレンズ装着

オレンジレンズ装着

スモークレンズ

スモークレンズ装着

カラーラインナップ

ブレイズウインカー（4個1セット）
ダックス125(JB04-1000001〜)
モンキー125（JB02-1000001〜/JB03-1000001〜）
モンキー125タイモデル(MLHJB02/MLHJB03)
品番
クリアレンズ
品番：05-08-0456 JAN：4514162804100
オレンジレンズ 品番：05-08-0457 JAN：4514162804117
JANコード
スモークレンズ 品番：05-08-0458 JAN：4514162804124
価格（税込） 各￥19,580
発売日
2022年9月予定
品名
対象車両
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ノーマルスロットルボディーからコネクティングチューブを取外し、
ノーマルスロットルボディーに直接装着するエアフィルターキットです。
本製品を装着することで吸入効率が向上し、
ノーマルエンジン、又はカスタムエンジンのどちらのエンジン仕様であっても出力アップが可能です。
テストデータに基づき、吸入効果に影響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ューブを採用。
エアフィルター本体にはブローバイユニオンがついている為、
ブローバイホースに接続できます。
エアフィルターはブラックエレメントとレッドエレメントの2種類からお選びいただけます。
本製品はエンジン周辺にコンパクトに収めることができ、車両のシルエットを崩すこと無く、取付け出来ます。
■ノーマルマフラー、又はSP武川製各種マフラーの同時装着が可能です。
※本製品を装着する場合、
シュラウド固定部分が必要になる為、
ノーマルエアクリーナーボックスを取り外さず、残す必要があります。
SP武川製各種エンジンパーツと同時装着する場合は、FIコンTYPE-e またはTYPE-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にある本製品番号の取扱い説明書にてご確認下さい。
※エアフィルタータイプの為、オフロード走行を行うことは出来ません。

エアフィルターキット
（ブラックエレメント）

装着写真（GROM）

エアフィルターキット
（レッドエレメント）

装着写真（GROM）

品名
対象車両
品番
JANコード
価格（税込）
発売日

エアフィルターキット
（ノーマルスロットルボディー用）
GROM（JC92-1000001〜） MSX GROM（MLHJC92）
ブラックエレメント 品番：03-01-0039 JAN：4514162836507
レッドエレメント 品番：03-01-0040 JAN：4514162836514
各￥4,180
2022年10月発売予定
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ノーマルエアクリーナーボックス、
コネクティングチューブを取外し、
ノーマルスロットルボディーに直接装着するエアフィルターキットです。
本製品を装着することで吸入効率が向上します。
ノーマルエンジン、
カスタムエンジンのどちらのエンジン仕様でも対応します。
テストデータに基づき、吸入効果に影響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ューブを採用。
エアフィルター本体にはブローバイユニオンがついている為、
ブローバイホースに接続できます。
キットにはノーマルエアクリーナーボックスに装着されているセンサーを固定できるセンサーステーが付属。
エアフィルターはブラックエレメントとレッドエレメントの2種類からお選びいただけます。
本製品はエンジン周辺にコンパクトに収めることができ、車両のシルエットを崩すこと無く、取付け出来ます。
■ノーマルマフラー、又はSP武川製各種マフラーの同時装着が可能です。
■本製品を装着した場合、
オイルクーラー本体をフレームに固定することが可能になります。
本製品を装着することで、
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、
オイルクーラー本体をフレームに固定するSP武川製オイルクーラーキットの
装着が可能となります。SP武川では、エアフィルターキット装着車用のオイルクーラーキットを販売しております。
※SP武川製各種エンジンパーツと同時装着する場合は、
インジェクションコントローラーにより、セッティングを行う必要があります。
SP武川製FIコン TYPE-X（インジェクションコントローラー）はモンキー125（JB03）専用となります。
モンキー125（タイモデル/MLHJB03）用のインジェクションコントローラーはSP武川では、販売しておりません。予めご了承ください。
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にある本製品番号の取扱い説明書にてご確認ください。
※エアフィルタータイプの為、オフロード走行を行うことは出来ません。

エアフィルターキット
（ブラックエレメント）

装着写真（モンキー125）

エアフィルターキット
（レッドエレメント）

装着写真（モンキー125）

品名
対象車両
品番
JANコード
価格（税込）
発売日

エアフィルターキット
（ノーマルスロットルボディー用）
モンキー125（JB03-1000001〜） モンキー125（タイモデル/MLHJB03）
ブラックエレメント 品番：03-01-0037 JAN：4514162804988
レッドエレメント 品番：03-01-0038 JAN：4514162805664
各￥7,480
2022年10月発売予定
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スペシャルパーツ武川製品のすべてが掲載された総合カタログです。
（総ページ数676ページ）
カタログ前半部分にはカテゴリー別INDEX、
カテゴリー別商品一覧（ピックアップ車両）が掲載されています。
総合カタログのカテゴリーはエンジン、
オイルクーラー、
クラッチ、
ミッション、キャブレター、FIコントローラー
マフラー、
ステアリング、
ブレーキ、エクステリア、
ランプ、
メーター、
ガレージ、
リペアパーツの各パーツに分け
られています。
総合カタログのご購入について
カタログをご購入については、お近くのバイクショップやバイク用品販売店へご注文頂くか、又は弊社へ直接
電話にてご注文頂くことでご購入頂けます。弊社オンラインショップからもご購入頂けます。

品名
品番
JANコード
価格（税込）
発売日

2022-2023 スペシャルパーツ武川
10-01-0075
4514162806012
￥3,080
2022年 10月下旬予定
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