


※スリッパークラッチはバックトルクを完全に逃がす事は出来ません。一部はクランクシャフトに伝達
　しますので、高回転での急激なシフトダウンは、バルブ機構への破損防止の為、行わないで下さい。
※スリッパークラッチを装着するには、SP武川製ダイカストクラッチカバーとの同時装着が必要です。

スペシャルクラッチキット
Ape50/Ape50（FI）/Ape100（全年式）　XR50/100 Motard（全年式）
CRF100F（HE03-2400001～）　XR100R（HE03-1000001～）
WET/ワイヤー式
WET/ワイヤー式
2023年 2月予定

スリッパー有り
スリッパー無し

品番：02-01-0437  JAN：4514162837467  ￥106,480
品番：02-01-0438  JAN：4514162837474  ￥86,350

品名
対象車両

品番/JANコード
価格（税込）
発売日

スペシャルクラッチカバーキット
Ape50/Ape50（FI）/Ape100（全年式）　XR50/100 Motard（全年式）
CRF100F（HE03-2400001～）　XR100R（HE03-1000001～）
品番：02-01-0435　JAN：4514162837436
￥58,080
2023年 2月予定

品名
対象車両

品番/JANコード
価格（税込）
発売日

■スペシャルクラッチカバー（アルミニウムダイカスト製）
カバー本体には、アルミニウムダイカスト製にシルバー塗装を施し、美しく仕上げられています。
ノーマルクラッチカバーとは全く異なるオリジナルカバー形状と表面処理により、エンジンにインパク
トを与え、車両を美しく演出します。クラッチカバーにはSP武川ロゴが入っております。
■ノーマルクラッチ、SP武川製5ディスク強化クラッチとの同時装着も可能です。
■専用のクラッチケーブル（900mm）が付属
■クラッチカバーの特許取得構造（サーモスタット取付け部とオイルライン構造）
サーモスタットユニット（別売）の取り付けを可能としたSP武川製だけの特許取得構造を採用。
SP武川独自のオイルライン構造にサーモスタットユニット（別売）を採用することで、SP武川製オイル
クーラーキット装着時のオーバークールを防止します。
※サーモスタットユニットはSP武川製オイルクーラーキットとの同時装着が必要になります。
■カバー本体にオイルフィルター（エレメント：ペーパータイプ）を装備。
■エンジンオイル確認窓を装備
純正クラッチカバーには無い、エンジンオイル量の確認を行える確認窓を装備。
■オイル取出し口を標準装備
クラッチカバー本体にオイル取出し口を備えている為、オイルクーラーへのオイル取り出しが可能。
オイル取出し口を使用しない場合は、付属のブラインドプラグを使用します。
■大型のフィラーキャップを装備
ブリーザーキャップ（別売）を取付けることで、SP武川製オイルキャッチタンク装着時、リターンホース
を接続出来ます。
■オリジナルラバーセパレーター付属（100ccのみ使用）
ダイカストカバーをApe100/XR100 Motard/XR100R/CRF100に装着し、クラッチカバーよりオイル取
出しを行った場合、オイルポンプからのオイルをクランク側とシリンダーヘッド側へ分割する壁が無
い為、オイルは2方向に流れる状態になり、オイルクーラー装着時、オイルクーラーへ流れるオイル量
が少なくなります。そこで、オイルの流れを分割するラバーセパレーターをクランクケースに装着する
ことで、オイルの流れが1方向になる為、オイルポンプから全量のオイルがオイルクーラー、オイルフィ
ルターへ流れ、クラッチカバーのオイルフィルターを通ってからクランクシャフト及び、クランクケース、
シリンダーへと流れます。 

ノーマルクラッチ（フリクションディスク Ape50は3枚、Ape100は4枚）に対し、フリクションディスクを
5枚にディスクに変更する事でクラッチ容量をアップし、滑りを防止します。 
ノーマルエンジンからカスタムエンジンまで対応。
又、クラッチダンパー数をノーマルの4個から6個に変更し、ダンパー容量をアップしています。
■一次減速比の変更
一次減速比を4.437から3.833に変更することで、約16％ハイギア化を行っています。これにより、ドリ
ブンスプロケットの選択幅を広げています。
■オイルポンプ減速比の変更
付属のオイルポンプドライブギアを装着することで、オイルポンプ減速比を2.187から1.833に変更で
き、エンジン1回転あたりのオイル吐出量が増大します。
■クラッチスプリングはApe100に対し、10％アップの強化タイプを使用。
■クラッチセンター及び、プレッシャープレートのフリクションディスク当たり面に鋳鉄を鋳込み、耐久
　性を高めています。
■クラッチの構造はクリッパークラッチの有り無しで2種類を設定
スリッパークラッチは、急激なエンジンブレーキ（バックトルク）が掛かるとクラッチを滑らせ、エンジン
ブレーキの利きを制御します。これにより、エンジンブレーキによる急激な姿勢変化やリアタイヤの
ホッピング、エンジンへの負担などを減少させることが出来ます。

■サーモスタットユニット 02-01-5052 ￥6,270（税込）
オイルクーラーへのオイル取出しを行い、別売のサーモスタットユニットを装着することで、オーバークールを防止する
ことが出来ます。※サーモスタットを装着するには、SP武川製オイルクーラーキットの同時装着が必要です。
■ブリーザーキャップ（90°スイベルタイプ） 07-06-0001 ￥5,280（税込）
ブリーザーキャップを取付けることで、SP武川製オイルキャッチタンク装着時、リターンホースを接続出来ます。
■コンパクトクールキット（スペシャルクラッチカバー用）ラインナップはWEB SITEをご覧下さい。



※スリッパークラッチはバックトルクを完全に逃がす事は出来ません。一部はクランクシャフトに伝達しますので、高回
　転での急激なシフトダウンは、バルブ機構への破損防止の為、行わないで下さい。
※スリッパークラッチを装着するには、SP武川製ダイカストクラッチカバーとの同時装着が必要です。

■スペシャルクラッチカバー（アルミニウムダイカスト製）
カバー本体には、アルミニウムダイカスト製にシルバー塗装を施し、美しく仕上げられています。
ノーマルクラッチカバーとは全く異なるオリジナルカバー形状と表面処理により、エンジンにインパクトを与え、車両を
美しく演出します。クラッチカバーにはSP武川ロゴが入っております。
■ノーマルクラッチ、SP武川製5ディスク強化クラッチとの同時装着も可能です。
■カバー本体にオイルフィルター（エレメント：ペーパータイプ）を装備。　■専用のクラッチケーブル（900mm）が付属
■クラッチカバーの特許取得構造（サーモスタット取付け部とオイルライン構造）
サーモスタットユニット（別売）の取り付けを可能としたSP武川製だけの特許取得構造を採用。
SP武川独自のオイルライン構造にサーモスタットユニット（別売）を採用することで、SP武川製オイルクーラーキット装
着時のオーバークールを防止します。
※サーモスタットユニットはSP武川製オイルクーラーキットとの同時装着が必要になります。
■エンジンオイル確認窓を装備　純正クラッチカバーには無い、エンジンオイル量の確認を行える確認窓を装備。
■オイル取出し口を標準装備
クラッチカバー本体にオイル取出し口を備えている為、オイルクーラーへのオイル取り出しが可能。
オイル取出し口を使用しない場合は、付属のブラインドプラグを使用します。
■大型のフィラーキャップを装備
ブリーザーキャップ（別売）を取付けることで、SP武川製オイルキャッチタンク装着時、リターンホースを接続できます。
■オリジナルラバーセパレーター付属（100ccのみ使用）
ダイカストカバーをApe100/XR100 Motard/XR100R/CRF100に装着し、クラッチカバーよりオイル取出しを行った場合、
オイルポンプからのオイルをクランク側とシリンダーヘッド側へ分割する壁が無い為、オイルは2方向に流れる状態にな
り、オイルクーラー装着時、オイルクーラーへ流れるオイル量が少なくなります。
そこで、オイルの流れを分割するラバーセパレーターをクランクケースに装着することで、オイルの流れが1方向になる
為、オイルポンプから全量のオイルがオイルクーラー、オイルフィルターへ流れ、クラッチカバーのオイルフィルターを
通ってからクランクシャフト及び、クランクケース、シリンダーへと流れます。 

ノーマルクラッチ（フリクションディスク Ape50は3枚、Ape100は4枚）に対し、フリクションディスクを5枚にディスクに変
更する事でクラッチ容量をアップし、滑りを防止します。 ノーマルエンジンからカスタムエンジンまで対応。
又、クラッチダンパー数をノーマルの4個から6個に変更し、ダンパー容量をアップしています。
■一次減速比の変更　一次減速比を4.437から3.833に変更することで、約16％ハイギア化を行っています。
これにより、ドリブンスプロケットの選択幅を広げています。
■オイルポンプ減速比の変更
付属のオイルポンプドライブギアを装着することで、オイルポンプ減速比を2.187から1.833に変更でき、エンジン1回転
あたりのオイル吐出量が増大します。
■クラッチスプリングはApe100に対し、10％アップの強化タイプを使用。
■クラッチセンター及び、プレッシャープレートのフリクションディスク当たり面に鋳鉄を鋳込み、耐久性を高めています。
■クラッチの構造はクリッパークラッチの有り無しで2種類を設定
スリッパークラッチは、急激なエンジンブレーキ（バックトルク）が掛かるとクラッチを滑らせ、エンジンブレーキの利き
を制御します。これにより、エンジンブレーキによる急激な姿勢変化やリアタイヤのホッピング、エンジンへの負担など
を減少させることが出来ます。

■サーモスタットユニット 02-01-5052 ￥6,270（税込）
オイルクーラーへのオイル取出しを行い、別売のサーモスタットユニットを装着することで、オーバークールを防止する
ことが出来ます。※サーモスタットを装着するには、SP武川製オイルクーラーキットの同時装着が必要です。
■ブリーザーキャップ（90°スイベルタイプ） 07-06-0001 ￥5,280（税込）
ブリーザーキャップを取付けることで、SP武川製オイルキャッチタンク装着時、リターンホースを接続出来ます。
■コンパクトクールキット（スペシャルクラッチカバー用）ラインナップはWEB SITEをご覧下さい。



新製品情報 / オーダーシート 2023年　5月新製品
このPDFの価格、品番等は2023年1月7日現在のものです。

■サブフレームキット（ブラック塗装）

■LEDフォグランプキット3.0（950）（2個入り）

CT125（JA65）

CT125（JA55/JA65）（SP武川製サブフレーム装着車用）

■サブフレームキット（ブラック塗装）

お得意先様名

様

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東3丁目5番16号
（株）スペシャルパーツ武川　TEL 0721-25-1357

FAX 0721-24-5059

純正アンダーカバーパイプ（パイプ径：Φ19mm）からSP武川製サブフレーム（パイプ径：Φ25.4mm）に変更することで、フレームの存在感とトレッキングスタイル
が強調されます。又、純正アンダーガードをそのまま装着出来る為、車両イメージを崩すことなく、カスタムイメージを高めることが出来ます。
更にトレッキングスタイルを高めるには、別売SP武川製サブフレーム装着車用LEDフォグランプキットの同時装着をお薦めします。
サブフレームにはスチール製パイプを採用し、表面にブラック塗装を施しています。

■LEDフォグランプキット3.0（950）（2個入り）　SP武川製サブフレーム装着車専用製品

SP武川製サブフレームキット装着車専用のLEDフォグランプキットです。
補助ランプとしてLEDフォグランプを装着することで、走行時の視認性が向上し、夜間走行の安全性を高めます。
又、高輝度により、夜間での車両の存在感を高め、他のライダーや車からの認識がしやすくなり、事故防止対策としても貢献します。
CT125専用製品につき、簡単な配線加工で取付け出来ます。
■LEDフォグランプキット3.0（950）
LEDチップは非常に高輝度ながら低消費電力(約6.5W)を実現し、発電量があまり大きくない車両であってもお使い易い仕様としました。
電源コード長は約600mmと長めに設定し、取付け位置の自由度も高めています。
※取り付けには、SP武川製サブフレームとの同時装着が必要です。　※簡単なギボシ圧着加工が必要となります。

LEDフォグランプキット（SP武川製サブフレーム装着車用）
CT125（JA55-1000001～/JA65-1000001～）
2個入り　品番：05-08-0577　JAN：4514162803073
￥28,050
発売中

品名
対象車両
品番/JANコード
価格（税込）
発売日

サブフレームキット（ブラック塗装）
CT125（JA65-1000001～）
品番：06-00-0049　JAN：4514162806098
￥23,980
2023年5月発売予定

品名
対象車両
品番/JANコード
価格（税抜）
発売日

注 文 書行

06-00-0049

05-08-0577

4514162806098

4514162803073

￥23,980

￥28,050

サブフレームキット（ブラック塗装）

LEDフォグランプキット（SP武川製サブフレーム装着車用/2個入り）

注文数品　名 品　番 価格（税込） JANコード

サブフレームキット（ブラック塗装） 装着（サブフレームキット） 装着（サブフレームキット）

LEDフォグランプキット（2個入り） 装着（サブフレームキット＆LEDフォグランプキット）装着（サブフレームキット＆LEDフォグランプキット）



■レッグバンパー＆シールドキット CT125（JA65）

強固なフレームに風防効果のあるシールドを加えた “レッグバンパー＆シールドキット” 新登場!!

Φ25.4スチール製パイプを採用した強固なサイドバンパーです。本製品を装着することで、立ちごけ等の軽度な転倒に対し、エンジンやチェンジペダルへのダメー
ジを軽減します。又、付属のレッグシールドをサイドバンパーに装着することで、風防効果を得ることができます。これにより、ライダーの疲労を軽減すると共に走行
中、フロントタイヤが巻き上げる水や泥などから自身を守ることが出来ます。レッグシールド（左右）の装着は、裏面にあるベルクロをパイプに巻きつけ、中央にある
ボスにスチール製ボルトとアルミ削り出しリテーナーでしっかりと固定します。この固定部分のボスには、フォグランプキット（別売）を装着することができます。
更にサイドバンパー本体のストレート部分には、アクションカメラやペットボトルホルダー（別売）なども装着できます。
シールドのカラーは迷彩、グレー、ブラック、グリーンの4色からお選び頂けます。
サイドバンパー本体：スチール製パイプブラック塗装仕上げ。　レッグシールド：強化ナイロン製　■純正アンダーガードをそのまま使用します。

装着（レッグバンパー+シールド/ACU）装着（レッグバンパー）

装着（レッグバンパー+シールド/GREEN）装着（レッグバンパー+シールド/BLACK）装着（レッグバンパー+シールド/GRAY）

レッグバンパー＆シールドキット（GREEN）

レッグバンパー＆シールドキット（GRAY） レッグバンパー＆シールドキット（BLACK）レッグバンパー＆シールドキット（ACU/迷彩）

レッグバンパー＆シールドキット
CT125（JA65-1000001～）
ACU（迷彩）
GRAY
BLACK
GREEN
2023年5月発売予定

品番：06-00-0050　JAN:4514162806104　￥44,880
品番：06-00-0051　JAN:4514162806111　￥44,880
品番：06-00-0052　JAN:4514162806128　￥44,880
品番：06-00-0053　JAN:4514162806135　￥44,880

品名
対象車両
品番
JANコード
価格（税込）

発売日

シールド左右セット
SP武川製レッグバンパー装着車
ACU
GRAY
BLACK
GREEN
発売中

品番：00-09-0086　JAN:4514162802212　￥7,040 
品番：00-09-0087　JAN:4514162802229　￥7,040
品番：00-09-0088　JAN:4514162802236　￥7,040
品番：00-09-0089　JAN:4514162802243　￥7,040 

品名
対象車両
品番
JANコード
価格（税込）

発売日

シールド左右セット（ACU/迷彩） シールド左右セット（GRAY） シールド左右セット（BLACK） シールド左右セット（GREEN）

新製品情報 / オーダーシート 2023年　5月新製品
このPDFの価格、品番等は2023年1月7日現在のものです。



■LEDフォグランプキット3.0(950)　レッグバンパー装着車専用製品

SP武川製レッグバンパーに装着するLEDフォグランプキットです。補助ランプとしてLEDフォグランプを装着することで、走行時の視認性が向上し、夜間走行の安全
性を高めます。又、高輝度により、夜間での車両の存在感を高め、他のライダーや車からの認識がしやすくなり、事故防止対策としても貢献します。
LEDフォグランプキットはCT125専用製品につき、簡単な配線加工で取付け出来ます。
■LEDフォグランプキット3.0(950)
　LEDチップは非常に高輝度ながら低消費電力(約6.5W)を実現し、発電量があまり大きくない車両であってもお使い易い仕様としました。
　※取り付けには、SP武川製レッグバンパー＆シールドキットとの同時装着が必要です。　※簡単なギボシ圧着加工が必要となります。
■発展性のある電源用サブコートを採用
　キットに付属の電源用サブコードには、弊社製汎用タコメーターの電源用として使用出来る専用カプラーも装備しております。
■インジケーターランプ付きON/OFFスイッチ付属
　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を確認することが可能なります。

■LEDフォグランプキット3.0(950) CT125（JA55/JA65）（SP武川製レッグバンパー装着車用）

LEDフォグランプキット3.0(950)(SP武川社製レッグバンパー装着車用)
CT125（JA55-1000001～/JA65-1000001～）
2個入り　品番：05-08-0579　JAN：4514162803097
￥19,250
発売中

品名
対象車両
品番/JANコード
価格（税込）
発売日

お得意先様名

様

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東3丁目5番16号
（株）スペシャルパーツ武川　TEL 0721-25-1357

FAX 0721-24-5059

注 文 書行

06-00-0050

06-00-0051

06-00-0052

06-00-0053

00-09-0086

00-09-0087

00-09-0088

00-09-0089

05-08-0579

4514162806104

4514162806111

4514162806128

4514162806135

4514162802212

4514162802229

4514162802236

4514162802243

4514162803097

￥44,880

￥44,880

￥44,880

￥44,880

￥7,040

￥7,040

￥7,040

￥7,040

￥19,250

レッグバンパー＆シールドキット（ACU/迷彩）

レッグバンパー＆シールドキット（GRAY）

レッグバンパー＆シールドキット（BLACK）

レッグバンパー＆シールドキット（GREEN）

シールド左右セット（ACU/迷彩）

シールド左右セット（GRAY）

シールド左右セット（BLACK）

シールド左右セット（GREEN）

LEDフォグランプキット3.0(950)(SP武川製レッグバンパー装着車用/2個入り)

注文数品　名 品　番 価格（税込） JANコード

装着（レッグバンパー+LEDフォグランプ）LEDフォグランプキット3.0(950)(2個入り) 装着（レッグバンパー+シールド/ACU+LEDフォグランプ）

装着（レッグバンパー+シールド/GREEN+LEDフォグランプ）装着（レッグバンパー+シールド/GRAY+LEDフォグランプ） 装着（レッグバンパー+シールド/BLACK+LEDフォグランプ）

新製品情報 / オーダーシート 2023年　5月新製品
このPDFの価格、品番等は2023年1月7日現在のものです。



新製品情報 / オーダーシート 2023年　6月新製品
このPDFの価格、品番等は2023年1月7日現在のものです。

■スクランブラーマフラー（政府認証） CT125（JA65）

CL72スタイルにオリジナルヒートプロテクターを採用することで、デザイン性を高めた“スクランブラーマフラー”新登場!!

お得意先様名

様

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東3丁目5番16号
（株）スペシャルパーツ武川　TEL 0721-25-1357

FAX 0721-24-5059

注 文 書行

04-02-0382 ￥86,900スクランブラーマフラー（政府認証） 4514162806159

注文数品　名 品　番 価格（税抜） JANコード

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、CT125の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。
エキゾーストパイプ、ツインテールパイプサイレンサーには耐食性に優れたステンレス材を採用。
エキゾーストパイプとサイレンサーの連結部には、ガスケットを使用し、排気漏れと振動音を軽減します。
キャタライザー内蔵。　エキゾーストパイプガスケット付属。
■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。
※政府認証は対象車両がノーマル状態に限ります。　近接排気騒音：90dB(A)以下

04-02-0382

スクランブラーマフラー（政府認証）
CT125　8BJ-JA65（JA65-1000001～）
04-02-0382
4514162806159
￥86,900
2023年6月発売予定

品名
対象車両
品番
JANコード
価格（税抜）
発売日

装着写真 装着写真



■スポーツマフラー（ノーマルルック/ステンレス製）（政府認証） CT125（JA65）

車両の純正スタイルを崩すことなく、出力性能の向上を可能とする“スポーツマフラー（ステンレス製）”新登場!!

お得意先様名

様

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東3丁目5番16号
（株）スペシャルパーツ武川　TEL 0721-25-1357

FAX 0721-24-5059

注 文 書行

04-02-0381 ￥72,380スポーツマフラー（ノーマルルック/ステンレス製）（政府認証） 4514162806142

注文数品　名 品　番 価格（税込） JANコード

純正ヒートプロテクターの装着を可能とした純正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。
エキゾーストパイプ、サイレンサーは共に耐食性・耐久性に優れたステンレス材を採用。
エキゾーストパイプとサイレンサーの連結部には、ガスケットを使用し、排気漏れと振動音を軽減します。
キャタライザー内蔵。　エキゾーストパイプガスケット付属。
■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。
※政府認証は対象車両がノーマル状態に限ります。　近接排気騒音：90dB(A)以下

04-02-0381 装着写真 装着写真

スポーツマフラー（ノーマルルック/ステンレス製）（政府認証）
CT125　8BJ-JA65（JA65-1000001～）
04-02-0381
4514162806142
￥72,380
2023年6月発売予定

品名
対象車両
品番
JANコード
価格（税抜）
発売日
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