
本製品は純正スピードメーターの横に配置出来るメーターステー、車両専用サブハーネスが付属している為、簡単な配線加工で、Φ48スモールDNタコメーター
をレブル250/500に取付け出来ます。メーターステーはスチール製ブラック塗装仕上げ
■Φ48スモールDNタコメーター詳細　DN＝デジタルニードル
指針角度をデジタル信号＆小型モーターで完全制御している為、指針保持力が高く、信頼性に優れています。
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
※レブル250/500に本製品を装着する場合、簡単な配線加工が必要になります。
※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。

ノーマルメーターの横に装着し、簡単な配線加工で取付け出来る“Φ48スモールDNタコメーターキット”新登場!!

タコメーター

〜12500rpm

■Φ48スモールDNタコメーター 12500RPM（レブインジケーター付き） レブル250（MC49）/500（PC60）

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

05-05-0121 ￥25,300Φ48スモールDNタコメーター12500RPM（レブインジケーター付き） 4514162836835

注文数品　名 品　番 価格（税込） JANコード

05-05-0121 装着写真

Φ48スモールDNタコメーター12500RPM（レブインジケーター付き）
レブル250（MC49-1000001～）　レブル500（PC60-1000001～）
05-05-0121
4514162836835
￥25,300
0.9H
2023年2月発売予定

品名
対象車両
品番
JANコード
価格（税込）
取付時間
発売日

■ボディーサイズ：Φ48ｍｍ
■ネジサイズ：M4×18mm
■取付ピッチ：37mm
■ステンレスボディー

湿気抜き穴がある為、完全防水ではありません。
作動による内部温度の変化によって発生してしまう湿気
を抜く為の穴を本体裏面に設けています。

■指定回転警告灯

■回転予備警告灯
　指定回転数の−500rpm時
　に点灯します。

ほぼ実寸

■レブインジケーター
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■Φ48スモールDNタコメーターキット（オレンジＬＥＤ） レブル250（MC49）/500（PC60）

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

05-05-0120 ￥26,400Φ48スモールDNタコメーターキット（オレンジＬＥＤ） 4514162836828

注文数品　名 品　番 価格（税込） JANコード

ノーマルメーターの横に装着し、簡単な配線加工で取り付け出来る“Φ48スモールDNタコメーターキット”新登場!!

05-05-0120 装着写真

Φ48スモールDNタコメーターキット（オレンジLED）
レブル250（MC49-1000001～）　レブル500（PC60-1000001～）
05-05-0120
4514162836828
￥26,400
0.9H
2023年2月発売予定

品名
対象車両
品番
JANコード
価格（税込）
取付時間
発売日

■ボディーサイズ：Φ48ｍｍ
■ネジサイズ：M4×18mm
■取付ピッチ：37mm
■ステンレスボディー

湿気抜き穴がある為、完全防水ではありません。
作動による内部温度の変化によって発生してしまう湿気
を抜く為の穴を本体裏面に設けています。

タコメーター

〜16000rpm

■エンジンワークタイマー
　（エンジン稼動時間を自
　動で加算するタイマー）

■温度計（～120℃）　

■時計（24時間表示）

■自動測定機能
　（最高温度/最高回転数）ほぼ実寸

■Φ48スモールDNタコメーター詳細　DN＝デジタルニードル　指針角度をデジタル信号＆小型モーターで完全制御している為、指針保持力が高く、信頼性に優れています。
メーター本体は回転数機能に加え、温度計、時計、エンジンワークタイマー、自動測定機能（最高温度記録/最高回転数記録）を兼備えています。
ブラックパネルにオレンジ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
■指針式電気式タコメーター：～16000rpm表示
■モニターには多様な機能を装備（デジタル表示）
 ・ サーモメーター（120℃まで測定可能）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。
　又、別売SP武川製マグネット付きドレンボルト（M12×P1.5）を装着することで、ドレンボルト部での温度を計測することが出来ます。
 ・ 自動測定機能：最高温度記録 / 最高回転数記録をメーター装着時自動で行います。
　走行後、メーター表示の切替えにより、記録を確認することが出来、リセットを行うまで記録が保存されます。
 ・ エンジンワークタイマー：500rpm以上のエンジン稼動時間を自動で加算するタイマー。500rpm未満になると止まります。
　最大時間：9999時間（100時間までは分単位で記録され、100時間を超えると1時間単位で記録されます。リセット可能。非表示設定有り
 ・ 時計：24時間表示　非表示設定有り

本製品は純正スピードメーター横に配置出来るメーターステー、簡単な配線加工で取付けを可能にするサブコードが付属している為、Φ48スモールDNタコメー
ター（オレンジLED）をレブル250/500に取付け出来ます。メーターステーは、スチール製ブラック塗装仕上げ

※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。　※装着時、簡単な配線加工が必要になります。
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■レッグバンパー＆シールドキット

■レッグバンパーキット　■シールド左右セット

クロスカブ50（AA06）

クロスカブ110（JA45/JA60）

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”クロスカブ50/110用が 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。アルミ製アンダーガード付属。
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

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）

シールド左右セット（GREEN） レッグバンパー＆シールドキット（BLACK）

装着（レッグバンパー）

装着（レッグバンパー）

装着（レッグバンパー+シールド/ACU）

レッグバンパーキット（シールドなし）

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
クロスカブ50（AA06-1000001～）
クロスカブ110（JA45-1000001～/JA60-1000001～）
ACU（迷彩）
GRAY
BLACK
GREEN
1.0H
2023年2月発売予定

品番：06-00-0018　JAN:4514162801529　￥54,780
品番：06-00-0019　JAN:4514162801536　￥54,780
品番：06-00-0020　JAN:4514162801543　￥54,780
品番：06-00-0021　JAN:4514162801550　￥54,780

品名
対象車両

品番
JANコード
価格（税込）

取付時間
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（迷彩）
GRAY
BLACK
GREEN
0.1H
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）

取付時間
発売日
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レッグバンパーキット（シールドなし）
クロスカブ50（AA06-1000001～）
クロスカブ110（JA45-1000001～/JA60-1000001～）
06-00-0043
4514162805725　
￥49,280
0.9H
2023年2月発売予定

品名
対象車両

品番
JANコード
価格（税込）
取付時間
発売日



■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クロスカブ50/110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キット、又はレッグバンパー＆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) クロスカブ50/110（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)
クロスカブ50（AA06-1000001～）
クロスカブ110（JA45-1000001～/JA60-1000001～）
2個入り　品番：05-08-0597　JAN：4514162805305
￥18,150
1.2H
2023年2月発売予定

品名
対象車両

品番/JANコード
価格（税込）
取付時間
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

06-00-0043

06-00-0018

06-00-0019

06-00-0020

06-00-0021

00-09-0086

00-09-0087

00-09-0088

00-09-0089

05-08-0597

4514162805725

4514162801529

4514162801536

4514162801543

4514162801550

4514162802212

4514162802229

4514162802236

4514162802243

4514162805305

￥49,280

￥54,780

￥54,780

￥54,780

￥54,780

￥7,040

￥7,040

￥7,040

￥7,040

￥18,150

レッグバンパーキット(シールドなし)

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）
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■ナックルガード（ブラック） ADV160（KF54）・ADV150（KF38）

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

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、スチール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。
■SP武川製アルミビレットレバー、マルチステーブラケットキット(08-01-0169/08-01-0170)、ヘルメットホルダー（08-01-0151）と同時装着可能。
※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。） 

小枝等から手元を守り、トレッキングイメージを高める事が出来る“ナックルガード（ブラック）” 新登場!!

09-11-0327 装着（ADV160）装着（ADV160）

注 文 書行

09-11-0327 ￥9,900ナックルガード（ブラック） 4514162805695

注文数品　名 品　番 価格（税込） JANコード

ナックルガード（ブラック）
ADV160(KF54-1000001～)
ADV150(KF38-1000001～)
09-11-0327
4514162805695
￥9,900
2023年2月発売予定

品名
対象車両

品番
JANコード
価格（税込）
発売日

新製品情報 / オーダーシート 2023年　2月新製品
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キズ・紫外線・汚れからメーターを守る“メーター保護フィルム（クリア光沢タイプ）”が新登場!!

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

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。フィルムはクリア光沢タイプを採用し、透明感を損なわず視認性を考慮しております。又優れたソフトタイプ（PET素材）を採用。
保護フィルムの表面に「SPECIAL PARTS TAKEGAWA」のロゴをプリントしています。ロゴの色はフルカラー。
メーターパネルと保護フィルムの段差を少なくする事で、取付け後もナチュラルな状態を保ちます。1枚入り

メーター保護フィルム（クリア光沢タイプ/ロゴフルカラー/1枚入り）
ADV160(KF54-1000001～)
05-06-0058
4514162838099
￥1,980
2023年2月発売予定

品名
対象車両
品番
JANコード
価格（税込）
発売日

注 文 書行

05-06-0058 ￥1,980メーター保護フィルム（クリア光沢タイプ/ロゴ フルカラー/1枚入り） 4514162838099

注文数品　名 品　番 価格（税込） JANコード

■メーター保護フィルム（クリア光沢タイプ/ロゴフルカラー/1枚入り） ADV160(KF54)用

05-06-0058 装着写真 ロゴ 拡大図

適合車種メーター
専用フィルム
適合車種メーター
専用フィルム

キズ・汚れから
メーターを保護
キズ・汚れから
メーターを保護

紫外線から守り、
メーターの劣化を防止
紫外線から守り、
メーターの劣化を防止

視認性に優れた
クリア光沢タイプを採用
視認性に優れた
クリア光沢タイプを採用

吸着面保護用フィルム吸着面保護用フィルム

本製品は、保護フィルム本体と
吸着面保護用フィルムの2層に
なっています。

本製品は、保護フィルム本体と
吸着面保護用フィルムの2層に
なっています。

保護フィルム本体保護フィルム本体

新製品情報 / オーダーシート 2023年　2月新製品
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■Φ48スモールDNタコメーター 12500RPM レブル250（MC49）/500（PC60）

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

05-05-0119 ￥26,400Φ48スモールDNタコメーター12500RPM 4514162836811

注文数品　名 品　番 価格（税込） JANコード

ノーマルメーターの横に装着し、簡単な配線加工で取り付け出来る“Φ48スモールDNタコメーターキット12500RPM”新登場!!

05-05-0119 装着写真

Φ48スモールDNタコメーター12500RPM
レブル250（MC49-1000001～）　レブル500（PC60-1000001～）
05-05-0119
4514162836811
￥26,400
0.9H / 2023年3月発売予定

品名
対象車両
品番
JANコード
価格（税込）
取付時間/発売日

■ボディーサイズ：Φ48ｍｍ
■ネジサイズ：M4×18mm
■取付ピッチ：37mm
■ステンレスボディー

湿気抜き穴がある為、完全防水ではありません。
作動による内部温度の変化によって発生してしまう湿気
を抜く為の穴を本体裏面に設けています。

ほぼ実寸

■Φ48スモールDNタコメーター詳細　DN＝デジタルニードル　指針角度をデジタル信号＆小型モーターで完全制御している為、指針保持力が高く、信頼性に優れています。
メーター本体は回転数機能に加え、温度計、時計、エンジンワークタイマー、自動測定機能（最高温度記録/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
■指針式電気式タコメーター：～12500rpm表示
■モニターには多様な機能を装備（デジタル表示）
 ・ サーモメーター（120℃まで測定可能）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。
　又、別売SP武川製マグネット付きドレンボルト（M12×P1.5）を装着することで、ドレンボルト部での温度を計測することが出来ます。
 ・ 自動測定機能：最高温度記録 / 最高回転数記録をメーター装着時自動で行います。
　走行後、メーター表示の切替えにより、記録を確認することが出来、リセットを行うまで記録が保存されます。
 ・ エンジンワークタイマー：500rpm以上のエンジン稼動時間を自動で加算するタイマー。500rpm未満になると止まります。
　最大時間：9999時間（100時間までは分単位で記録され、100時間を超えると1時間単位で記録されます。リセット可能。非表示設定有り
 ・ 時計：24時間表示　非表示設定有り

本製品は純正スピードメーター横に配置出来るメーターステー、簡単な配線加工で取付けを可能にするサブコードが付属している為、Φ48スモールDNタコメー
ター（ホワイトLED）をレブル250/500に取付け出来ます。メーターステーは、スチール製ブラック塗装仕上げ

■レブル250/500ノーマルエンジン車ではRPMゲージ（メモリ）が使いきれる12500RPMがオススメです。

※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。　※装着時、簡単な配線加工が必要になります。

■指針式タコメーター　〜12500rpm
　C.D.I.点火からフルトランジスタ点火まで様々な
　RPM信号に対応　電気式タコメーター

■最高回転数記録
　（自動測定機能/記録：指針表示）

■時計（24時間表示）

■エンジンワークタイマー　〜9999時間
エンジン稼動時間を自動で加算するタイマー
100時間までは分単位/100時間以降は時間単位

■サーモメーター （〜120℃まで測定可能）

■最高温度記録（自動測定機能）

新製品情報 / オーダーシート 2023年　3月新製品
このPDFの価格、品番等は2023年1月24日現在のものです。



■グラブバー（ブラック/ラージバックレスト付き）

加減速や荒れた路面において、パッセンジャーをサポートする“グラブバー(ブラック/ラージバックレスト付き)”新登場!!

ADV160(KF54)

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

09-11-0292 ￥21,780グラブバー（ブラック/ラージバックレスト付き） 4514162806067

注文数品　名 品　番 価格（税込） JANコード

快適性の向上とデザインに拘ったグラブバーです。加減速や悪路走行における揺れに対し、パッセンジャーの姿勢保持をサポートすることで、安全性が向上します。
握り心地とテール形状のマッチングを求めたΦ28.6mmメインパイプにエンドキャップを装備することで、実用性と共にドレスアップ効果を高めています。
又、バックレストが付属している為、ホールド感を高め、パッセンジャーの疲労を軽減すると共に快適性を与えます。
グラブバーはタフさを演出するショット後ブラック塗装です。
本製品の取付けは、純正グラブレール取付位置を使用し、グラブバーを装着する為、しっかりと固定することが出来ます。
※純正リアグリップとの同時装着は出来ません。

09-11-0292 装着写真 装着写真

新製品情報 / オーダーシート 2023年　4月新製品
このPDFの価格、品番等は2023年1月26日現在のものです。

グラブバー（ブラック/ラージバックレスト付き）
ADV160(KF54-1000001～)
09-11-0292
4514162806067
￥21,780
0.3H
2023年4月発売予定

品名
対象車両
品番
JANコード
価格（税込）
取付時間
発売日



■フロアステップサイドバー

■LEDフォグランプキット3.0(950)

ADV160

ADV160（フロアステップサイドバー装着車用）
■フロアステップサイドバー（スチール製）

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

カウルを加工することなく、装着可能なΦ25.4スチールパイプ製の強固な“フロアステップサイドバー”です。
軽度な転倒に対し、カウルのダメージを軽減します。装着時の存在感とデザイン性に優れたフォルムが車両のカスタムイメージを高めます。
取付けは、純正ステップラバーの下にあるフレームとカウルを固定している部分に、フロアステップサイドバーのステーを共締めします。カウル同士を接合する
ネジ部は使用せず、フレーム固定部にフロアステップサイドバーを装着する為、しっかりと固定出来ます。
又、装着後、フロアステップサイドバーのステー部を含む固定部分は純正ステップラバーの下に収まる為、ステップ周りがスタイリッシュにまとまります。
フロアステップサイドバーΦ25.4パイプ、ステー：スチール製ブラック塗装
フロアステップサイドバー先端部にM8サービスホールカラーを採用。　サービスホールカラー：アルミ製ブラックアルマイト仕上げ　弊社製ロゴ入り
※本製品を装着する際左右フロアマットのリブ部を一箇所加工する必要があります。
■LEDフォグランプキット3.0(950)(2個入り)　フロアステップサイドバー装着車専用製品

フロアステップサイドバーの前方先端部分にあるアルミ削り出しパーツを取外すことで、LEDフォグランプキットの装着が可能になります。
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ADV160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。
■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。
※取り付けにはSP武川製フロアステップサイドバーとの同時装着が必要です。　※取り付け時、配線を通す為フロアステップに穴あけ加工が必要になります。

注 文 書行

06-00-0044

05-08-0600

￥29,700

￥17,380

フロアステップサイドバー

LEDフォグランプキット3.0(950)(2個入り)

4514162805862

4514162805879

注文数品　名 品　番 価格（税込） JANコード

フロアステップサイドバー
ADV160（KF54-1000001～）
品番：06-00-0044　JAN：4514162805862
￥29,700
2023年5月発売予定

品名
対象車両
品番/JANコード
価格（税込）
発売日

LEDフォグランプキット3.0(950)(2個入り)
ADV160（KF54-1000001～）　ADV150（KF38-1000001～）
SP武川製フロアステップサイドバー装着車
品番：05-08-0600　JAN：4514162805879
価格：￥17,380
2023年5月発売予定

品名
対象車両

品番/JANコード
価格（税込）
発売日

フロアステップバー 装着（フロアステップバー） 装着（フロアステップバー）

LEDフォグランプキット（2個入り） 装着（フロアステップバー＆LEDフォグランプキット） 装着（フロアステップバー＆LEDフォグランプキット）

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19日現在のものです。



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

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23日現在のものです。

04-02-0385 装着写真（コーンオーバル）

04-02-0386 装着写真（パワーサイレントオーバル）

装着写真（コーンオーバル）

装着写真（パワーサイレントオーバル）装着写真（パワーサイレントオーバル）

■コーンオーバルマフラー（政府認証）
■パワーサイレントオーバルマフラー（政府認証）

PCX(JK05-1100001～)
PCX160（KF47-1100001～）

コーンオーバルマフラー（政府認証）
PCX　8BJ-JK05（JK05-1100001～）
PCX160　8BJ-KF47（KF47-1100001～）
04-02-0385
4514162836651
￥76,780
0.5H
2023年5月発売予定

品名
対象車両

品番
JANコード
価格（税込）
取付時間
発売日

パワーサイレントオーバルマフラー（政府認証）
PCX　8BJ-JK05（JK05-1100001～）
PCX160　8BJ-KF47（KF47-1100001～）
04-02-0386
4514162836668
￥74,800
0.5H
2023年5月発売予定

品名
対象車両

品番
JANコード
価格（税込）
取付時間
発売日

排気効率が向上する“オーバルマフラーシリーズ”にPCX(JK05-1100001～)・PCX160（KF47-1100001～）用が新登場!!
はぎれの良い音質の“コーンオーバル”と静粛性に優れた“パワーサイレントオーバル”の2種類からお選び頂けます。

注 文 書行

04-02-0385

04-02-0386

￥76,780

￥74,800

コーンオーバルマフラー（政府認証）

パワーサイレントオーバルマフラー（政府認証）

4514162836651

4514162836668

注文数品　名 品　番 価格（税込） JANコード

■コーンオーバルマフラー　近接排気騒音　PCX（JK05-1100001～）：90dB（A）以下　PCX160（KF47-1100001～）：94dB（A）以下
サイレンサーはオーバルタイプをベースに個性的なコーン形状のマフラーエンドを採用した“コーンオーバルマフラー”
コーンオーバルサイレンサーが車両にインパクトを与え、カスタムイメージを高めます。又、本製品を装着することで、排気効率が向上します。
サイレンサー内部には特殊構造を採用することで、経年変化による音量増加を軽減し、はぎれの良い音質で排気音を演出します。
サイレンサー、エキゾーストパイプは共に耐食性に優れたステンレス材を採用。サイレンサーの表面にはバフ研磨を施しています。　キャタライザー内蔵。
存在感のあるアルミ削り出しマフラーステーを採用。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。

■パワーサイレントオーバルマフラー　近接排気騒音　PCX（JK05-1100001～）：90dB（A）以下　PCX160（KF47-1100001～）：94dB（A）以下
排気騒音に配慮しながら排気効率を向上させる弊社独自のサイレンサー構造を採用した“パワーサイレントオーバルマフラー”
インパクトのあるオーバルサイレンサーを採用し、カスタムイメージを高めます。
又、サイレンサー内部には弊社独自の構造を採用することで、高い排気効率と静粛性を兼備えております。
サイレンサー、エキゾーストパイプは共に耐食性に優れたステンレス材を採用。サイレンサーの表面にはバフ研磨を施しています。　キャタライザー内蔵。
存在感のあるアルミ削り出しマフラーステーを採用。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。
■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。

※写真は開発中のものです

※写真は開発中のものです

※写真はイメージです

※写真はイメージです

※写真はイメージです

※写真はイメージです



■スポーツマフラー（政府認証） PCX(JK05-1100001～)
PCX160（KF47-1100001～）

純正スタイルを崩すことなく、排気効率を高め、出力性能が向上する“スポーツマフラー”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

04-02-0384 ￥58,080スポーツマフラー（政府認証） 4514162836644

注文数品　名 品　番 価格（税込） JANコード

純正マフラープロテクターとテールキャップカバ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は耐食性に優れたステンレス材を採用。サイレンサーはスチール製ブラック塗装仕上げ。
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。
近接排気騒音　PCX（JK05-1100001～）：90dB（A）以下　PCX160（KF47-1100001～）：94dB（A）以下
※政府認証は対象車両がノーマル状態に限ります。

04-02-0384 装着写真 装着写真

スポーツマフラー（政府認証）
PCX　8BJ-JK05（JK05-1100001～）
PCX160　8BJ-KF47（KF47-1100001～）
04-02-0384
4514162836644
￥58,080
0.5H
2023年6月発売予定

品名
対象車両

品番
JANコード
価格（税込）
取付時間
発売日

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23日現在のものです。

※写真は開発中のものです ※写真はイメージです ※写真はイメージです



■スポーツマフラー（政府認証） ADV160(KF54)

純正スタイルを崩すことなく、排気効率を高め、出力性能が向上する“スポーツマフラー”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

04-02-0383 ￥69,300スポーツマフラー（政府認証） 4514162806241

注文数品　名 品　番 価格（税込） JANコード

純正マフラープロテクターとテールキャップカバ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は耐食性に優れたステンレス材を採用。サイレンサーはステンレス製ブラック塗装仕上げ。
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。
近接排気騒音　94dB（A）以下
※政府認証は対象車両がノーマル状態に限ります。

装着写真装着写真

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20日現在のものです。

スポーツマフラー（政府認証）
ADV160　8BJ-KF54（KF54-1000001～）
04-02-0383
4514162806241
￥69,300
0.5H
2023年6月発売予定

品名
対象車両
品番
JANコード
価格（税込）
取付時間
発売日


