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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。
ビジネススタイルのスーパーカブ110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種類からお選びいただけます。 キャタライザー内蔵。
ガスケット付属。
■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。
近接排気騒音 : 88dB(A)
※政府認証は対象車両がノーマル状態に限ります。

04-02-0371

装着写真（メッキプロテクター）

SSSマフラー（政府認証）
スーパーカブ110 8BJ-JA59（JA59-1000001〜）
ブラックプロテクター 品番：04-02-0371 JAN：4514162801598
メッキプロテクター
品番：04-02-0372 JAN：4514162801604
各￥47,080
2022年10月発売予定
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7

SAE Power（PS）

品名
対象車両
品番
JANコード
価格（税込）
発売日

装着写真（ブラックプロテクター）

6

5

4

3

3

4

5

6

7

RPM（x1000）
ダイノジェット・後輪出力

8

9

テスト車両：クロスカブ110（JA60）
■ノーマルエンジン+SSSマフラー
■ノーマルエンジン+ノーマルマフラー
ダイノジェットによる後輪出力データは、実走行とは異なります。測定時
の気温によっても大きく左右されます。参考データとしてご覧下さい。
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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110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種類からお選びいただけます。 キャタライザー内蔵。
ガスケット付属。
■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。
近接排気騒音 : 87dB(A)
※政府認証は対象車両がノーマル状態に限ります。

04-02-0373

装着写真（メッキプロテクター）

SSSマフラー（政府認証）
クロスカブ110 8BJ-JA60（JA60-1000001〜）
ブラックプロテクター 品番：04-02-0373 JAN：4514162801611
メッキプロテクター
品番：04-02-0374 JAN：4514162801628
各￥47,080
2022年10月発売予定
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7

SAE Power（PS）

品名
対象車両
品番
JANコード
価格（税込）
発売日

装着写真（ブラックプロテクター）

6

5

4

3

3

4

5

6

7

RPM（x1000）
ダイノジェット・後輪出力

8

9

テスト車両：クロスカブ110（JA60）
■ノーマルエンジン+SSSマフラー
■ノーマルエンジン+ノーマルマフラー
ダイノジェットによる後輪出力データは、実走行とは異なります。測定時
の気温によっても大きく左右されます。参考データとしてご覧下さい。
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ἢἕἂሁỉᆢ᠍ဇφỉࠇẨᡂỚử᧸ഥẴỦḛἇỶἛἢἕἂἇἯὊἚḜૼႇئᴿᴿ
SP武川製2WAYマルチ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りイメージを崩さず、
しっかりと積載用具の取り付けが可能です。
■5L程度（W300mm×H220mm×D130mm程度）のバッグまでサポート可能。 ※許容積載量:1.5kg
■SP武川製各種バッグ（2WAYマルチバッグ/ツーリングバッグS）の同時装着可能。 ■タンデムステップの使用が可能です。
※SP武川製バッグ以外を装着した際、
タンデムステップ使用できない場合があります。
※サイドバッグサポート R は、
アップタイプのマフラーやリアショックマウントにステーやサイレンサーを取り付けるタイプのマフラーとは同時装着できません。
クロスカブ50（AA06）
・スーパーカブ50（AA09）の場合、P-SHOOTERのみ同時装着可能
クロスカブ110（JA45/JA60）
・スーパーカブ110（JA44/JA59）の場合、SSSマフラー、又はP-SHOOTERのみ同時装着可能
■サイドバッグサポートにはブラケット固定用の穴を設けている為、別売SP武川製ブラケット
（開発中）を装着することで、飲料用タンクや携行缶の固定など、
工夫次第でいろいろ取り付けできます。下装着例写真

サイドバッグサポートL（09-11-0319）

サイドバッグサポートL装着（スーパーカブ110）

サイドバッグサポートR（09-11-0320）

サイドバッグサポートR装着（スーパーカブ110）

別売ブラケット
（開発中）を装着したタンク取付け例

SP武川製ツーリングバッグSの同時装着

サイドバッグサポート
（ブラック）
スーパーカブ50（FI）
（AA09-1000001〜） スーパーカブ110（JA44-1000001〜/JA59-1000001〜）
クロスカブ50（AA06-1000001〜） クロスカブ110（JA45-1000001〜/JA60-1000001〜）
L（乗車時左）
品番
品番：09-11-0319 JAN：4514162801307 ￥13,200
R（乗車時右）
JANコード
品番：09-11-0320 JAN：4514162801314 ￥13,200
（左右セット） 品番：09-11-0324 JAN：4514162804841 ￥26,400
価格（税込） LRセット
2022年10月発売予定
発売日
品名
対象車両
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ࢍщễἋἚἕἦὅἂἣὁὊửႆੱẴỦἧἿὊἘỵὅἂἙỵἋἁἿὊἑὊẆἛἾἋỴἕἩјௐ৷፭ỉỴἽἱЪụЈẲἡἨἋἬὊἇὊửဇ
ḛᶹᵑᵎἧἿὅἚἧỻὊἁỿἕἚίἑỶἩᵏᵍὁỶἛἋἘἲᵍᵔᵎᾼᾼỼἧἍἕἚᵍἙỵἋἁἨἾὊỿὸḜᴾૼႇئᴿᴿ

A

■10インチ用Φ30フロントフォーク
フォーク長A：564mm フォークオイル量：128cc フォークオイル粘度：＃15
■Φ30フロントフォーク
インナーチューブ径Φ30のオリジナルフロントフォークは、
フリーバルブタイプの減衰力発生機構によりストロークの安定性を向上させ、
リバウンド時のフロントにかかるショックを軽減します。
又、DUメタルの採用により作動性を大幅に向上させ、
レーシングユースにおいてもハイポテンシャルな構造となっています。
■オリジナルワイドフロントフェンダー ※キットにはフロントフェンダーが付属していません。
ワイドフロントフェンダーは別途お買い求め頂く必要があります。材質：ABS製 4種類の製品設定からお選び頂けます。

30mmの板厚と固定ボルト

肉抜き加工

Φ220フローティングディスクローター

ディスクブレーキハブ

■アルミ削り出しトップブリッジ、
ステアリングステム：アルミ材を削り出すことで高精度に製作され、表面にシルバーアルマイトを施すことで耐腐食性を向上させています。
60mmオフセットタイプステアリングステムには剛性アップを図る為、板厚を従来品の20mmから30mmに変更し、ネジ止め固定ボルトをM8ボルトを2本からM6ボルト4本に変更しました。
又、剛性アップを図りながら肉抜き加工を施すことで軽量に仕上げられています。
ステアリングロックブラケットが付属している為、
ノーマルハンドルロックをそのまま使用することが出来ます。
ステアリングステム部に固定するSP武川製オイルクーラーブラケット、
メーターステーを使用されている方もそのまま使用出来ます。
現在、
■Φ220ステンレス製フローティングディスクローター
オール鋳鉄で作られた1ピースタイプのディスクローターに比べ、
フローティングディスクローターはホイールハブ装着部をアルミ製にすることでローター本体を軽量化しています。
又、1ピースタイプのディスクローターは、
ブレーキング時、ローター本体に熱が生じると摩擦面の精度が低下し、ディスクブレーキの性能低下を引き起こすことがあります。
フローティングディスクローターの場合、
ホイール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ことが出来ます。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鋼を採用。
■ディスクブレーキ用ダイカストアルミ製軽量ホイールハブ：ダイカスト製により強度と剛性を高めると共に軽量化実現。バレル研磨を施すことでドレスアップ効果を高め、ホイールを美しく演出します。
■キットにはディスクブレーキに必要となるフロントマスターシリンダー、
フロントキャリパー、ホイールハブ、
ブレーキホースが付属。
■購入後に付属のディスクローターをそのまま使用し、brembo社製2Pキャリパー、又はbrembo社製4Pキャリパーへのステップアップも可能です。その際、SP武川製brembo 2Pキャリパー用、又はbrembo 4Pキャリ
パー用ブラケット、バンジョー、
アダプター等をご購入いただく必要があります。brembo社製キャリパーへのステップアップに関しましては、WEBカタログをご覧ください。
■キット設定はバーハンドル用です。
※モンキーの場合、
ノーマル折りたたみハンドルを取外し、ハンドルパイプの購入が必要になります。
ゴリラの場合、
ノーマルハンドルを取付け出来ます。
■フォークピッチ：198mm ■ホイール取付け幅：160mm ■ステアリングロックブラケット付属
※Φ30フロントフォーク
（タイプ1）はSP武川製Φ30フロントフォーク用イニシャルアジャスターキットの装着が出来ません。

Φ30フロントフォークキット
（タイプ1/ワイドステム/60mmオフセット/ディスクブレーキ）
モンキー・ゴリラ
（Z50J-1300017〜 / AB27-1000001〜1899999）
モンキー（FI）
（AB27-1900001〜）
SP武川製10インチアルミホイール（2.5J、又は3.5J）車
対象仕様
JAN：4514162291252
品番/JANコード 品番：06-01-0193
￥184,800
価格（税込）
2022年10月予定
発売日
品名
対象車両

■別途購入部品 ※各製品につきましては、仕様やカラーラインナップ等がある為、SP武川WEBカタログにてご確認の上、
ご購入ください。
■ランプ関連製品 マルチリフレクターヘッドライトキット 05-08-0488 ￥10,780（税込）、
ステーキット
（ワイドステム用）05-08-0513 ￥6,380（税込）、Φ30フォーク用ウインカーステー 05-08-0003 ￥4,730（税込）を
ご購入ください。
ウインカーステーはノーマル、SP武川製カスタムウインカーのどちらも取付け可能。
■ステアリング関連製品 モンキー、及びゴリラで純正ハンドルを使用しない場合はハンドルパイプの別途購入が必要です。形状、
カラー等からお選びいただけます。
10インチアルミホイール（2.5J）
（チューブタイプ）1輪分 ￥13,200（税込） ケミカルポリッシュ 06-09-033 ブラック 06-09-0217 の2種類からお選びいただけます。
10インチアルミホイール（3.5J）
（チューブタイプ）ケミカルポリッシュ 1輪分 06-09-0223 ￥21,780（税込） ブラック 1輪分 06-09-0224 ￥22,880（税込）の2種類からお選びいただけます。
■ディスクブレーキ用のフロントマスターシリンダーを装着する為、
ノーマルスロットルホルダーの使用が出来ません。車両、キャブレターの仕様により購入部品が異なります。
モンキー/ゴリラ
（キャブレター車）
でノーマルキャブレターの場合：汎用スイッチ付きスロットルホルダー 09-02-0302 ￥1,650（税込）
モンキー/ゴリラ
（キャブレター車）
でSP武川製キャブレターの場合：スタンダードハイスロットル 710mm：09-02-0222 810mm：09-02-0221 各￥4,620（税込）
モンキー（インジェクション車）
でノーマルスロットルボディーの場合：ハイスロットル（ケーブル無し）09-02-0223 ￥3,850（税込）
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■Φ30フロントフォーク
インナーチューブ径Φ30のオリジナルフロントフォークは、
フリーバルブタイプの減衰力発生機構によりストロークの安定性を向
上させ、
リバウンド時のフロントにかかるショックを軽減します。又、DUメタルの採用により作動性を大幅に向上させ、
レーシング
ユースにおいてもハイポテンシャルな構造となっています。
■オリジナルワイドフロントフェンダー ※キットにはフロントフェンダーが付属していません。
ワイドフロントフェンダーは別途お買い求め頂く必要があります。材質：ABS製 4種類の製品設定からお選び頂けます。

30mmの板厚と固定ボルト

肉抜き加工

A

■10インチ用Φ30フロントフォーク
フォーク長A：564mm フォークオイル量：128cc フォークオイル粘度：＃15

ディスクブレーキハブ

Φ220フローティングディスクローター

■アルミ削り出しトップブリッジ、
ステアリングステム：アルミ材を削り出すことで高精度に製作され、表面にシルバーアルマイトを施すことで耐腐食性を向上させています。
60mmオフセットタイプステアリングステムには剛性アップを図る為、板厚を従来品の20mmから30mmに変更し、ネジ止め固定ボルトをM8ボルトを2本からM6ボルト4本に変更しました。
又、剛性アップを図りながら肉抜き加工を施すことで軽量に仕上げられています。
ステアリングロックブラケットが付属している為、
ノーマルハンドルロックをそのまま使用することが出来ます。
現在、
ステアリングステム部に固定するSP武川製オイルクーラーブラケット、
メーターステーを使用されている方もそのまま使用出来ます。
■Φ220ステンレス製フローティングディスクローター
オール鋳鉄で作られた1ピースタイプのディスクローターに比べ、
フローティングディスクローターはホイールハブ装着部をアルミ製にすることでローター本体を軽量化しています。
又、1ピースタイプのディスクローターは、
ブレーキング時、ローター本体に熱が生じると摩擦面の精度が低下し、ディスクブレーキの性能低下を引き起こすことがあります。
フローティングディスクローターの場合、
ホイール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ことが出来ます。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鋼を採用。
■ディスクブレーキ用ダイカストアルミ製軽量ホイールハブ：ダイカスト製により強度と剛性を高めると共に軽量化実現。バレル研磨を施すことでドレスアップ効果を高め、ホイールを美しく演出します。
■キットにはディスクブレーキに必要となるフロントマスターシリンダー、
フロントキャリパー、ホイールハブ、
ブレーキホースが付属。
■購入後に付属のディスクローターをそのまま使用し、brembo社製2Pキャリパー、又はbrembo社製4Pキャリパーへのステップアップも可能です。その際、SP武川製brembo 2Pキャリパー用、又はbrembo 4Pキャリ
パー用ブラケット、バンジョー、
アダプター等をご購入いただく必要があります。brembo社製キャリパーへのステップアップに関しましては、WEBカタログをご覧ください。
■キット設定はバーハンドル用です。 ※モンキーの場合、
ノーマル折りたたみハンドルを取外し、ハンドルパイプの購入が必要になります。
ゴリラの場合、
ノーマルハンドルを取付け出来ます。
■フォークピッチ：198mm ■ホイール取付け幅：160mm ■ステアリングロックブラケット付属
※Φ30フロントフォーク
（タイプ1）はSP武川製Φ30フロントフォーク用イニシャルアジャスターキットの装着が出来ません。
■別途購入部品 ※各製品につきましては、仕様やカラーラインナップ等がある為、SP武川WEBカタログにてご確認の上、
ご購入ください。
■ランプ関連製品
マルチリフレクターヘッドライトキット 05-08-0488 ￥10,780（税込）、
ステーキット
（ワイドステム用）05-08-0513 ￥6,380（税込）
、
Φ30フォーク用ウインカーステー 05-08-0003 ￥4,730（税込）をご購入ください。
ウインカーステーはノーマル、SP武川製カスタムウインカーのどちらも取付け可能。
■ステアリング関連製品
モンキー、及びゴリラで純正ハンドルを使用しない場合はハンドルパイプの別途購入が必要です。形状、
カラー等からお選びいただけます。
10インチアルミホイール（2.5J）
（チューブタイプ）1輪分 ￥13,200（税込） ケミカルポリッシュ 06-09-033 ブラック 06-09-0217 の2種類。
10インチアルミホイール（3.5J）
（チューブタイプ）ケミカルポリッシュ 1輪分 06-09-0223 ￥21,780（税込） ブラック 1輪分 06-09-0224 ￥22,880（税込）の2種類。
■ディスクブレーキ用のフロントマスターシリンダーを装着する為、
ノーマルスロットルホルダーの使用が出来ません。
車両、キャブレターの仕様により購入部品が異なります。
モンキー/ゴリラ
（キャブレター車）
でノーマルキャブレターの場合：汎用スイッチ付きスロットルホルダー 09-02-0302 ￥1,650（税込）
モンキー/ゴリラ
（キャブレター車）
でSP武川製キャブレターの場合：スタンダードハイスロットル 710mm：09-02-0222 810mm：09-02-0221 各￥4,620（税込）
モンキー（インジェクション車）
でノーマルスロットルボディーの場合：ハイスロットル（ケーブル無し）09-02-0223 ￥3,850（税込）
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SP武川製Φ30フロントフォークキット
（ワイド/ノーマルドラムブレーキ仕様）を装着している方がディスクブレーキ化する場合、本製品を購入することでディスク
ブレーキにステップアップすることが出来ます。
対象キット品番：06-01-0729/06-01-0095

品名
対象
品番/JANコード
価格（税込）
発売日

フロントフォークディスクブレーキキット
モンキー・ゴリラ・モンキー（FI） SP武川製Φ30フロントフォークキット ワイド/ドラムブレーキ装着車用
品番：06-08-0172
JAN：4514162291870
￥96,580
2022年10月予定
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■Φ30フロントフォーク
インナーチューブ径Φ30のオリジナルフロントフォークは、
フリーバルブタイプの減衰力発生機構によりストロークの安定性を向
上させ、
リバウンド時のフロントにかかるショックを軽減します。又、DUメタルの採用により作動性を大幅に向上させ、
レーシング
ユースにおいてもハイポテンシャルな構造となっています。
■オリジナルワイドフロントフェンダー ※キットにはフロントフェンダーが付属していません。
フロントフェンダーを別途お買い求め頂く必要があります。
材質の種類はFRP製、
カーボン製、ABS製の3種類。ABS製は4種類の製品設定からお選び頂けます。

トップブリッジ

ステアリングステム

A

■10インチ用Φ30フロントフォーク
フォーク長A：564mm フォークオイル量：128cc フォークオイル粘度：＃15

ディスクブレーキハブ

Φ220フローティングディスクローター

■Φ220ステンレス製フローティングディスクローター
オール鋳鉄で作られた1ピースタイプのディスクローターに比べ、
フローティングディスクローターはホイールハブ装着部をアルミ製にすることでローター本体を軽量化しています。
又、1ピースタイプのディスクローターは、
ブレーキング時、ローター本体に熱が生じると摩擦面の精度が低下し、ディスクブレーキの性能低下を引き起こすことがあります。
フローティングディスクローターの場合、
ホイール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ことが出来ます。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鋼を採用。
■ダイカストアルミ製軽量ホイールハブ：ダイカスト製により強度と剛性を高めると共に軽量化を実現。バレル研磨を施すことでドレスアップ効果を高め、ホイールを美しく演出します。
■トップブリッジ、
ステアリングステム：ジュラルミン削り出しシルバーアルマイト仕上げ。裏面には軽量肉抜き加工が施されています。
ステアリングロックブラケット付き。
42mmオフセットを採用：ステアリングステムの中心部から42mmオフセットしています。
■キットにはディスクブレーキに必要となるフロントマスターシリンダー、
フロントキャリパー、ホイールハブ、
ブレーキホースが付属。
■購入後に付属のディスクローターをそのまま使用し、brembo社製2Pキャリパー、又はbrembo社製4Pキャリパーへのステップアップも可能です。その際、SP武川製brembo 2Pキャリパー用、又はbrembo 4Pキャリ
パー用ブラケット、バンジョー、
アダプター等をご購入いただく必要があります。brembo社製キャリパーへのステップアップに関しましては、WEBカタログをご覧ください。
■キット設定はバーハンドル用です。※モンキーの場合、
ノーマル折りたたみハンドルを取外し、ハンドルパイプの購入が必要になります。
ゴリラの場合、
ノーマルハンドルを取付け出来ます。
■フォークピッチ：172mm ■ホイール取付け幅：134mm ■ステアリングロックブラケット付属
Φ30フロントフォーク(タイプ1)はSP武川製Φ30フロントフォーク用イニシャルアジャスターキット(06-06-0001/06-06-0002)の装着が出来ません。

品名
対象車両
対象仕様
品番/JANコード
価格（税込）
発売日

Φ30フロントフォークキット
（タイプ1/42mmオフセット/ディスクブレーキ）
モンキー・ゴリラ
（Z50J-1300017〜 / AB27-1000001〜1899999） モンキー（FI）
（AB27-1900001〜）
SP武川製10インチアルミホイール（2.5J）車 ※3.5Jアルミホイールとの同時装着はできません。
品番：06-01-0192
JAN：4514162291238
￥173,800
2022年10月予定

■別途購入部品 ※各製品につきましては、仕様やカラーラインナップ等がある為、SP武川WEBカタログにてご確認の上、
ご購入ください。
■ランプ関連製品 マルチリフレクターヘッドライトキット 05-08-0488 ￥10,780（税込）、
ステーキット 05-08-0288 ￥4,950（税込）、Φ30フォーク用ウインカーステー 05-08-0003 ￥4,730（税込）を
ご購入ください。
ウインカーステーはノーマル、SP武川製カスタムウインカーのどちらも取付け可能。
■ステアリング関連製品 モンキー、及びゴリラで純正ハンドルを使用しない場合はハンドルパイプの別途購入が必要です。形状、
カラー等からお選びいただけます。
10インチアルミホイール（2.5J）
（チューブタイプ）1輪分 ￥13,200（税込） ケミカルポリッシュ 06-09-033 ブラック 06-09-0217 の2種類からお選びいただけます。 ※3.5Jアルミホイールは取り付けできません。
■ディスクブレーキ用のフロントマスターシリンダーを装着する為、
ノーマルスロットルホルダーの使用が出来ません。車両、キャブレターの仕様により購入部品が異なります。
モンキー/ゴリラ
（キャブレター車）
でノーマルキャブレターの場合：汎用スイッチ付きスロットルホルダー 09-02-0302 ￥1,650（税込）
モンキー/ゴリラ
（キャブレター車）
でSP武川製キャブレターの場合：スタンダードハイスロットル 710mm：09-02-0222 810mm：09-02-0221 各￥4,620（税込）
モンキー（インジェクション車）
でノーマルスロットルボディーの場合：ハイスロットル（ケーブル無し）09-02-0223 ￥3,850（税込）
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