
■スリッパークラッチキット GROM（JC92）・モンキー125（JB03）

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

02-01-0318 ￥22,880スリッパークラッチキット 4514162838532

注文数品　名 品　番 価格（税込） JANコード

クランクシャフトとミッションの間で動力の接続を行うクラッチ部に専用のプレッシャープレートとクラッチカムを設けています。
これにより、後輪からのバックトルクがクラッチカムに伝わり、プレッシャープレートのカムとクラッチカムが作動し、プレッシャープレートを押し下げることで
半クラッチ状態にし、バックトルクを逃がします。（下写真：スリッパークラッチ作動時のクラッチカムの動き）
■SP武川製クラッチスプリング（別売）との組み合わせで、ハイパワーエンジンにも対応します。
■組付け時、エンジンを車体から降ろす必要がない為、手軽に作業が行えます。

スリッパークラッチは急激なシフトダウン時、クラッチを滑らせバックトルクを逃がします。 これにより、エンジンブレーキによる
リアタイヤのホッピングやエンジン、ミッション等、パワートレイン系にかかる負担を減少することが出来ます。
操縦性が安定するのでよりライディングに集中することが出来ます。

スリッパークラッチキット
GROM（JC92-1000001～）　MSX GROM(MLHJC92)
モンキー125(JB03-1000001～)　モンキー125タイモデル(MLHJB03)
02-01-0318
4514162838532
￥22,880
GROM（JC92）/MSX GROM(MLHJC92)
モンキー125(JB03)/タイモデル(MLHJB03)
2023年3月予定

：1.9H
：1.7H

品名
対象車両

品番
JANコード
価格（税込）
取付時間

発売日

※スリッパークラッチキットはノーマルフリクションディスク、クラッチプレート、クラッチスプリングの再使用を前提としたキットですが、摩耗や損傷がある場合は
　ホンダ純正部品を別途ご購入下さい。

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3月2日現在のものです。

02-01-0318 スリッパークラッチ作動状態イメージクラッチセンター内部作動イメージ（通常状態）



外気温の上昇に伴う、油温の上昇を抑え、安定したエンジン出力を維持する“コンパクトクールキット”新登場!!

■コンパクトクールキット（ラバーホース） ダックス125（JB04）

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

■オイルクーラー本体の取り付け位置
ノーマルシリンダーヘッドのタペットカバーに専用の取り付けブラケットを装着し、シリンダーヘッド下にオイルクーラー本体を固定します。
■オイル取り出し口
純正クラッチカバーのオイルフィルター部に専用のオイルフィルターカバーを装着し、オイルの取り出しを行います。
オイルフィルターカバーの内部にはリリーフバルブ機構を備えています。
更にネオジウムマグネットを内部に装備している為、エンジンオイルに混じった鉄粉を吸着し、オイルフィルターへの汚れを軽減します。
■コンパクトクール本体について
クーラー本体は冷却効果に優れたコンパクトクールを採用。オイルクーラーを取付けることで、エンジンの油温上昇を抑えることが出来ます。
オイルクーラープレート、ガードが標準装備。コンパクトクール本体は3フィン4オイルラインと4フィン5オイルラインからお選び頂けます。

※ノーマルシリンダーヘッド、ノーマルクラッチカバー専用です。　※フロントマッドガードの取り外しが必要です。
※悪路走行やオフロードでの使用は、行わないで下さい。
※オイル量は通常規定オイル量に4フィン：約60cc / 3フィン：約40ccを追加して下さい。

4フィン5オイルライン（07-07-0451） 装着写真（07-07-0451） 装着写真（07-07-0451）

装着写真（オイル取り出し口）

3フィン4オイルライン（07-07-0452） 装着写真（07-07-0452） 装着写真（07-07-0452）

注 文 書行

07-07-0451

07-07-0452

￥48,950

￥46,750

コンパクトクールキット（ラバーホース/4フィン5オイルライン）

コンパクトクールキット（ラバーホース/3フィン4オイルライン）

4514162836873

4514162836880

注文数品　名 品　番 価格（税込） JANコード

コンパクトクールキット（ラバーホース）
ダックス125（JB04-1000001～）
※ノーマルシリンダーヘッド、ノーマルクラッチカバー専用です。
4フィン5オイルライン　品番：07-07-0451　JAN：4514162836873　価格：￥48,950（税込）
3フィン4オイルライン　品番：07-07-0452　JAN：4514162836880　価格：￥46,750（税込）
1.0H
2023年5月予定

品名
対象車両

品番/JAN
価格
取付時間
発売日

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3月3日現在のものです。



外気温の上昇に伴う、油温の上昇を抑え、安定したエンジン出力を維持する“コンパクトクールキット”新登場!!

■コンパクトクールキット（ブレードホース♯4） ダックス125（JB04）

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

■オイルクーラー本体の取り付け位置
ノーマルシリンダーヘッドのタペットカバーに専用の取り付けブラケットを装着し、シリンダーヘッド下にオイルクーラー本体を固定します。
■オイル取り出し口
純正クラッチカバーのオイルフィルター部に専用のオイルフィルターカバーを装着し、オイルの取り出しを行います。
オイルフィルターカバーの内部にはリリーフバルブ機構を備えています。
更にネオジウムマグネットを内部に装備している為、エンジンオイルに混じった鉄粉を吸着し、オイルフィルターへの汚れを軽減します。
■コンパクトクール本体について
クーラー本体は冷却効果に優れたコンパクトクールを採用。オイルクーラーを取付けることで、エンジンの油温上昇を抑えることが出来ます。
オイルクーラープレート、ガードが標準装備。コンパクトクール本体は3フィン4オイルラインと4フィン5オイルラインからお選び頂けます。

※ノーマルシリンダーヘッド、ノーマルクラッチカバー専用です。　※フロントマッドガードの取り外しが必要です。
※SP武川製ボンバーマフラー・トルネードマフラーを装着する場合、バンジョーの取り付け変更とブレードホース320mm（1本）の別途購入が必要になります。
※悪路走行やオフロードでの使用は、行わないで下さい。　※オイル量は通常規定オイル量に4フィン：約60cc / 3フィン：約40ccを追加して下さい。

4フィン5オイルライン（07-07-0455） 装着写真（07-07-0455） 装着写真（07-07-0455）

装着写真（オイル取り出し口）

3フィン4オイルライン（07-07-0456） 装着写真（07-07-0456） 装着写真（07-07-0456）

注 文 書行

07-07-0455

07-07-0456

￥63,250

￥61,050

コンパクトクールキット（ブレードホース♯4/4フィン5オイルライン）

コンパクトクールキット（ブレードホース♯4/3フィン4オイルライン）

4514162836910

4514162836927

注文数品　名 品　番 価格（税込） JANコード

コンパクトクールキット（ブレードホース♯4）
ダックス125（JB04-1000001～）
※ノーマルシリンダーヘッド、ノーマルクラッチカバー専用です。
4フィン5オイルライン　品番：07-07-0455　JAN：4514162836910　価格：￥63,250（税込）
3フィン4オイルライン　品番：07-07-0456　JAN：4514162836927　価格：￥61,050（税込）
1.0H
2023年5月予定

品名
対象車両

品番/JAN
価格
取付時間
発売日

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3月3日現在のものです。



外気温の上昇に伴う、油温の上昇を抑え、安定したエンジン出力を維持する“コンパクトクールキット”新登場!!

■コンパクトクールキット（スリムラインホース） ダックス125（JB04）

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

■オイルクーラー本体の取り付け位置
ノーマルシリンダーヘッドのタペットカバーに専用の取り付けブラケットを装着し、シリンダーヘッド下にオイルクーラー本体を固定します。
■オイル取り出し口
純正クラッチカバーのオイルフィルター部に専用のオイルフィルターカバーを装着し、オイルの取り出しを行います。
オイルフィルターカバーの内部にはリリーフバルブ機構を備えています。
更にネオジウムマグネットを内部に装備している為、エンジンオイルに混じった鉄粉を吸着し、オイルフィルターへの汚れを軽減します。
■コンパクトクール本体について
クーラー本体は冷却効果に優れたコンパクトクールを採用。オイルクーラーを取付けることで、エンジンの油温上昇を抑えることが出来ます。
オイルクーラープレート、ガードが標準装備。コンパクトクール本体は3フィン4オイルラインと4フィン5オイルラインからお選び頂けます。

※ノーマルシリンダーヘッド、ノーマルクラッチカバー専用です。　※フロントマッドガードの取り外しが必要です。
※悪路走行やオフロードでの使用は、行わないで下さい。
※オイル量は通常規定オイル量に4フィン：約60cc / 3フィン：約40ccを追加して下さい。

4フィン5オイルライン（07-07-0453） 装着写真（07-07-0453） 装着写真（07-07-0451）

装着写真（オイル取り出し口）

3フィン4オイルライン（07-07-0454） 装着写真（07-07-0454） 装着写真（07-07-0452）

注 文 書行

07-07-0453

07-07-0454

￥51,480

￥49,280

コンパクトクールキット（スリムラインホース/4フィン5オイルライン）

コンパクトクールキット（スリムラインホース/3フィン4オイルライン）

4514162836897

4514162836903

注文数品　名 品　番 価格（税込） JANコード

コンパクトクールキット（スリムラインホース）
ダックス125（JB04-1000001～）
※ノーマルシリンダーヘッド、ノーマルクラッチカバー専用です。
4フィン5オイルライン　品番：07-07-0453　JAN：4514162836897　価格：￥51,480（税込）
3フィン4オイルライン　品番：07-07-0454　JAN：4514162836903　価格：￥49,280（税込）
1.0H
2023年5月予定

品名
対象車両

品番/JAN
価格
取付時間
発売日

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3月3日現在のものです。



■コンパクトクールキット（ラバーホース） モンキー125（JB03）・モンキー125（タイモデル/MLHJB03）
SP武川製エアフィルターキット（ノーマルスロットルボディー用）、ノーマルクラッチカバー装着車用

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

ノーマルエアクリーナーボックス、ノーマルコネクティングチューブを取り除き、ノーマルスロットルボディーに直接装着するSP武川製エアフィルターキットを取り
付けることで、装着可能となるオイルクーラーキットです。オイルクーラー本体は、ノーマルエアクリーナーボックスを取外したスペースに、付属のオイルクーラー
ステーを取り付け、フレーム下に固定します。これにより、歴代のモンキーカスタムと同じスタイルにすることが出来ます。
オイルクーラーへのオイル取出しは、ノーマルクラッチカバーにあるオイルフィルター部にキット付属のオイルクーラーユニットを装着することで、オイルクーラー
へのオイル取出しが行えます。オイルクーラーユニット装着時でも使用可能な専用オイルフィルターが付属している為、オイルフィルター機能を損なうことなく、
オイル取出しが行えます。オイルクーラーユニットは純正フィルターカバーと同様リリーフバルブ機構を備え、更にネオジムマグネットを設置していますのでエン
ジンオイルに混ざった鉄粉を吸い寄せます。オイル取出し口からオイルクーラー本体への接続には、ラバーホースを採用。
オイルクーラー本体の段数は4フィン5オイルラインと3フィン4オイルラインからお選び頂けます。
■コンパクトクール本体　クーラー本体は冷却効果に優れたコンパクトクールを採用。
オイルクーラーを取付けることで、エンジンボアアップに伴う油温上昇を抑えることが出来ます。　オイルクーラープレート、ガードが標準装備。
■ノーマルマフラー、又はSP武川製各種マフラーとの同時装着が可能です。　■SP武川製ステアリングダンパーセットとの同時装着が可能です。
■対象製品：エアフィルターキット（ノーマルスロットルボディー用）ブラックエレメント 03-01-0037　レッドエレメント 03-01-0038　各￥7,480（税込）

本製品を装着する場合、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り外し、SP武川製エアフィルターキット（ノーマルスロットルボディー用）
を取り付ける必要があります。　オイル量は通常規定オイル量に4フィン：約60cc / 3フィン：約40ccを追加して下さい。

4フィン5オイルライン（07-07-0434） 装着写真（07-07-0434） 装着写真（07-07-0434）

3フィン4オイルライン（07-07-0435） 装着写真（07-07-0435） 装着写真（オイル取り出し口）

注 文 書行

07-07-0434

07-07-0435

03-01-0037

03-01-0038

￥48,180

￥45,980

￥7,480

￥7,480

コンパクトクールキット（ラバーホース/4フィン5オイルライン）

コンパクトクールキット（ラバーホース/3フィン4オイルライン）

エアフィルターキット（ノーマルスロットルボディー用） ブラックエレメント

エアフィルターキット（ノーマルスロットルボディー用） レッドエレメント

4514162305171

4514162305188

4514162804988

4514162805664

注文数品　名 品　番 価格（税込） JANコード

コンパクトクールキット（ラバーホース）
モンキー125（JB03-1000001～）　モンキー125（タイモデル/MLHJB03）
SP武川製エアフィルターキット（ノーマルスロットルボディー用）、ノーマルクラッチカバー装着車用
4フィン5オイルライン　品番：07-07-0434　JAN：4514162305171　価格：￥48,180（税込）
3フィン4オイルライン　品番：07-07-0435　JAN：4514162305188　価格：￥45,980（税込）
1.1H
2023年5月予定

品名
対象車両
対象仕様
品番/JANコード
価格
取付時間
発売日

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3月7日現在のものです。



■コンパクトクールキット（ブレードホース＃4） モンキー125（JB03）・モンキー125（タイモデル/MLHJB03）
SP武川製エアフィルターキット（ノーマルスロットルボディー用）、ノーマルクラッチカバー装着車用

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

ノーマルエアクリーナーボックス、ノーマルコネクティングチューブを取り除き、ノーマルスロットルボディーに直接装着するSP武川製エアフィルターキットを取り
付けることで、装着可能となるオイルクーラーキットです。オイルクーラー本体は、ノーマルエアクリーナーボックスを取外したスペースに、付属のオイルクーラー
ステーを取り付け、フレーム下に固定します。これにより、歴代のモンキーカスタムと同じスタイルにすることが出来ます。
オイルクーラーへのオイル取出しは、ノーマルクラッチカバーにあるオイルフィルター部にキット付属のオイルクーラーユニットを装着することで、オイルクーラー
へのオイル取出しが行えます。オイルクーラーユニット装着時でも使用可能な専用オイルフィルターが付属している為、オイルフィルター機能を損なうことなく、
オイル取出しが行えます。オイルクーラーユニットは純正フィルターカバーと同様リリーフバルブ機構を備え、更にネオジムマグネットを設置していますのでエン
ジンオイルに混ざった鉄粉を吸い寄せます。オイル取出し口からオイルクーラー本体への接続には、ブレードホース＃4を採用。
オイルクーラー本体の段数は4フィン5オイルラインと3フィン4オイルラインからお選び頂けます。
■コンパクトクール本体　クーラー本体は冷却効果に優れたコンパクトクールを採用。
オイルクーラーを取付けることで、エンジンボアアップに伴う油温上昇を抑えることが出来ます。　オイルクーラープレート、ガードが標準装備。
■ノーマルマフラー、又はSP武川製各種マフラーとの同時装着が可能です。　■SP武川製ステアリングダンパーセットとの同時装着が可能です。
■対象製品：エアフィルターキット（ノーマルスロットルボディー用）ブラックエレメント 03-01-0037　レッドエレメント 03-01-0038　各￥7,480（税込）

本製品を装着する場合、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り外し、SP武川製エアフィルターキット（ノーマルスロットルボディー用）
を取り付ける必要があります。　オイル量は通常規定オイル量に4フィン：約60cc / 3フィン：約40ccを追加して下さい。

4フィン5オイルライン（07-07-0438） 装着写真（07-07-0438） 装着写真（07-07-0438）

3フィン4オイルライン（07-07-0439） 装着写真（07-07-0439） 装着写真（オイル取り出し口）

注 文 書行

07-07-0438

07-07-0439

03-01-0037

03-01-0038

￥62,150

￥59,400

￥7,480

￥7,480

コンパクトクールキット（ブレードホース＃4/4フィン5オイルライン）

コンパクトクールキット（ブレードホース＃4/3フィン4オイルライン）

エアフィルターキット（ノーマルスロットルボディー用） ブラックエレメント

エアフィルターキット（ノーマルスロットルボディー用） レッドエレメント

4514162305218

4514162305225

4514162804988

4514162805664

注文数品　名 品　番 価格（税込） JANコード

コンパクトクールキット（ブレードホース＃4）
モンキー125（JB03-1000001～）　モンキー125（タイモデル/MLHJB03）
SP武川製エアフィルターキット（ノーマルスロットルボディー用）、ノーマルクラッチカバー装着車用
4フィン5オイルライン　品番：07-07-0438　JAN：4514162305218　価格：￥62,150（税込）
3フィン4オイルライン　品番：07-07-0439　JAN：4514162305225　価格：￥59,400（税込）
1.1H
2023年5月予定
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対象仕様
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取付時間
発売日
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■コンパクトクールキット（スリムラインホース） モンキー125（JB03）・モンキー125（タイモデル/MLHJB03）
SP武川製エアフィルターキット（ノーマルスロットルボディー用）、ノーマルクラッチカバー装着車用

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

ノーマルエアクリーナーボックス、ノーマルコネクティングチューブを取り除き、ノーマルスロットルボディーに直接装着するSP武川製エアフィルターキットを取り
付けることで、装着可能となるオイルクーラーキットです。オイルクーラー本体は、ノーマルエアクリーナーボックスを取外したスペースに、付属のオイルクーラー
ステーを取り付け、フレーム下に固定します。これにより、歴代のモンキーカスタムと同じスタイルにすることが出来ます。
オイルクーラーへのオイル取出しは、ノーマルクラッチカバーにあるオイルフィルター部にキット付属のオイルクーラーユニットを装着することで、オイルクーラー
へのオイル取出しが行えます。オイルクーラーユニット装着時でも使用可能な専用オイルフィルターが付属している為、オイルフィルター機能を損なうことなく、
オイル取出しが行えます。オイルクーラーユニットは純正フィルターカバーと同様リリーフバルブ機構を備え、更にネオジムマグネットを設置していますのでエン
ジンオイルに混ざった鉄粉を吸い寄せます。オイル取出し口からオイルクーラー本体への接続には、スリムラインホースを採用。
オイルクーラー本体の段数は4フィン5オイルラインと3フィン4オイルラインからお選び頂けます。
■コンパクトクール本体　クーラー本体は冷却効果に優れたコンパクトクールを採用。
オイルクーラーを取付けることで、エンジンボアアップに伴う油温上昇を抑えることが出来ます。　オイルクーラープレート、ガードが標準装備。
■ノーマルマフラー、又はSP武川製各種マフラーとの同時装着が可能です。　■SP武川製ステアリングダンパーセットとの同時装着が可能です。
■対象製品：エアフィルターキット（ノーマルスロットルボディー用）ブラックエレメント 03-01-0037　レッドエレメント 03-01-0038　各￥7,480（税込）

本製品を装着する場合、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り外し、SP武川製エアフィルターキット（ノーマルスロットルボディー用）
を取り付ける必要があります。　オイル量は通常規定オイル量に4フィン：約60cc / 3フィン：約40ccを追加して下さい。

4フィン5オイルライン（07-07-0436） 装着写真（07-07-0436） 装着写真（07-07-0436）

3フィン4オイルライン（07-07-0437） 装着写真（07-07-0437） 装着写真（オイル取り出し口）

注 文 書行

07-07-0436

07-07-0437

03-01-0037

03-01-0038

￥51,150

￥48,400

￥7,480

￥7,480

コンパクトクールキット（スリムラインホース/4フィン5オイルライン）

コンパクトクールキット（スリムラインホース/3フィン4オイルライン）

エアフィルターキット（ノーマルスロットルボディー用） ブラックエレメント

エアフィルターキット（ノーマルスロットルボディー用） レッドエレメント

4514162305195

4514162305201

4514162804988

4514162805664

注文数品　名 品　番 価格（税込） JANコード

コンパクトクールキット（スリムラインホース）
モンキー125（JB03-1000001～）　モンキー125（タイモデル/MLHJB03）
SP武川製エアフィルターキット（ノーマルスロットルボディー用）、ノーマルクラッチカバー装着車用
4フィン5オイルライン　品番：07-07-0436　JAN：4514162305195　価格：￥51,150（税込）
3フィン4オイルライン　品番：07-07-0437　JAN：4514162305201　価格：￥48,400（税込）
1.1H
2023年5月予定
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