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モンキー・Ape50・CD50系エンジンへライトボアアップを組付けた際に、同時装着をおすすめするSP武川オリジナルTC20キャブレターです。
お求めしやすい価格に設定している為、現在ライトボアアップを装着されている方のステップアップやエンジンチューニングの入門用として最適です。
TC20キャブレター本体には、SP武川製オリジナルブロンズエッチングプレートが装着されています。
メインジェット・スロージェットはPC20用が使用可能。 出荷時の仕様 メインジェット＃85 スロージェット＃35 クリップポジション3段目
キャブレター取り付けピッチ：48ｍｍ フィルター取り付け径 Φ32mm
SP武川では専用マニホールド、
スロットルケーブル類がセットになった車種専用TC20キャブレターキットがあります。別紙参照
■オプショナルパーツ
取り扱いメインジェット：＃80 ＃85 ＃88 ＃90 ＃95 ＃100 ＃105 ＃110 ＃115 SP武川取り扱いスロージェット：＃35 ＃38
エアフィルター：ペーパーとスポンジエレメントの2種類、TYPE-1とTYPE-2形状の2種類からお選び頂けます。
エアファンネル：ビレットエアファンネルのネット有無からお選び頂けます。
アルミ削り出しアイドルアジャストスクリュー：ドレスアップ効果を高め、調整時の操作性が向上。
カラーアルマイトはシルバー、
ブラック、
ブルー、
レッドの4種類
アルミ削り出しエアスクリュー：ドレスアップ効果を高め、調整時の操作性が向上。
カラーアルマイトはシルバー、
ブラック、
ブルー、
レッドの4種類
品名
対象
品番
JANコード
価格（税抜）
発売日

装着写真（モンキー）

TC20キャブレター

大口径ビレットエアファンネル（ネット有り）

ハイフローフィルター（スポンジ）

アルミ削り出しアイドルアジャストスクリュー

品名
対象キャブレター
品番
JANコード
価格（税抜）

ブロンズエッチングプレート装着

メインジェット
TC20 / KEIHIN PC18 / KEIHIN PC20 / DENI 18
＃80 00-03-0040 4514162154533 価格￥540
＃85 00-03-0041 4514162154540 価格￥540
＃88 00-03-0042 4514162154557 価格￥980
＃90 00-03-0043 4514162154564 価格￥540
＃95 00-03-0044 4514162154571 価格￥540
＃100 00-03-0035 4514162154489 価格￥540
＃105 00-03-0036 4514162154496 価格￥540
＃110 00-03-0037 4514162154502 価格￥540
＃115 00-03-0038 4514162154519 価格￥540

スロージェット
品名
対象キャブレター TC20 / KEIHIN PC18 / KEIHIN PC20
※DENI 18取付け不可
＃35 00-03-0182 4514162155813
品番
＃38 00-03-0183 4514162155820
JANコード
価格（税抜）

ᵭᵮᵲᵧᵭᵬᵟᵪᴾᵮᵟᵰᵲᵱ

ビレットエアファンネル（ネット無し）

TC20キャブレター
汎用
03-03-0078
4514162283493
￥8,800
2020年5月中旬発売予定

ビレットエアファンネル（ネット有り）

エアフィルターTYPE-1（ペーパー）

エアフィルターTYPE-2（ペーパー）

アルミ削り出しエアスクリュー

品名
対象
キャブレター
品番
JANコード
価格（税抜）

ビレットエアファンネル
TC20
KEIHIN PC18 / KEIHIN PC20 / DENI 18
ネット無しブルー 品番：03-01-0021
ネット無しシルバー 品番：03-01-0022
ネット無しブラック 品番：03-01-1144
ネット有りブルー 品番：03-01-0023
ネット有りシルバー 品番：03-01-0024
ネット有りブラック 品番：03-01-1145
大口径/ネット有り 品番：03-01-1127

価格￥980
価格￥980

JAN：4514162279397
JAN：4514162279403
JAN：4514162273678
JAN：4514162279410
JAN：4514162279427
JAN：4514162273692
JAN：4514162201893

価格￥5,800
価格￥5,800
価格￥5,800
価格￥7,300
価格￥7,300
価格￥7,300
価格￥6,300

品名
対象キャブレター
品番
JANコード
価格（税抜）

エアフィルター
TC20 / KEIHIN PC18 / KEIHIN PC20 / DENI 18
TYPE-1
品番：03-01-104 JAN：4514162049204 価格￥2,700
TYPE-2
品番：03-01-110 JAN：4514162063842 価格￥2,700
ハイフロー 品番：03-01-1105 JAN：4514162406304 価格￥2,700

品名
対象キャブレター
品番
JANコード
価格（税抜）

アルミ削り出しアイドルアジャストスクリュー
TC20 / KEIHIN PC18 / KEIHIN PC20 / DENI 18
シルバー 品番：03-03-0005 JAN：4514162484364 価格￥2,000
ブラック
品番：03-03-0006 JAN：4514162178102 価格￥2,000
ブルー
品番：03-03-0007 JAN：4514162178119 価格￥2,000
レッド
品番：03-03-0008 JAN：4514162185827 価格￥2,000

品名
対象キャブレター
品番
JANコード
価格（税抜）

アルミ削り出しエアスクリュー
TC20 / KEIHIN PC18 / KEIHIN PC20 ※DENI 18取付け不可
シルバー 品番：03-03-0019 JAN：4514162194614 価格￥2,400
ブラック
品番：03-03-0020 JAN：4514162194621 価格￥2,400
ブルー
品番：03-03-0021 JAN：4514162194638 価格￥2,400
レッド
品番：03-03-0022 JAN：4514162194645 価格￥2,400
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ἼὊἌἜἨἽễ̖ᚨܭỉỼἼἊἜἽỿἵἨἾἑὊᵲᵡᵐᵎửဇẲẺɲݦဇỿἕἚᴾḛᵲᵡᵐᵎἥἕἂỿἵἨἾἑὊỿἕἚḜᴾૼႇئᴿᴿ
本製品はお買い求めしやすい価格設定のTC20キャブレターを採用した車両専用のビッグキャブレターキットになります。
※車両により、製品構成、付属部品が異なります。又、対象車両が同じ場合でも、エンジン仕様によりキット品番が異なります。下記各車両説明をご覧ください。
ṲἴὅỿὊὉἆἼἻẅᵱᵮന߷ᙌᶃἋἘὊἊᵖᵏᶁᶁᵍᵱἋἘὊἊἮỴỴἕἩỿἕἚᵖᵖᶁᶁᘺბဇẅᵲᵡᵐᵎἥἕἂỿἵἨἾἑὊỿἕἚ
キットには、キャブレターからインテークポートまでスムーズに吸入出来る専用マニホールドが付属。
■吸入方向：左後方吸入 ■ノーマルスロットル使用（遠心車両除く）
製品構成：TC20キャブレター、インテークマニホールド（ノーマルヘッド用）、
スロットルケーブル（710mm）、キャブレターガスケット、マニホールドガスケット、
ソケットキャップスクリュー（6X20）2個、
ソケットキャップスクリュー（6X25）2個、
メインジェット#90

03-05-0237

品名
対象車両
対象エンジン
対象シリンダーヘッド
品番/JANコード/価格（税抜）
発売日

TC20ビッグキャブレターキット
モンキー・ゴリラ
（Z50J-1300017〜） モンキー・ゴリラ
（AB27-1000001〜1899999）
eステージボアアップキット81cc / Sステージボアアップキット88cc
ノーマルシリンダーヘッド
品番：03-05-0237 JAN：4514162283738 価格￥15,800
2020年5月中旬発売予定

ṲἴὅỿὊὉἆἼἻẅᵱᵮന߷ᙌᵰἋἘὊἊἉἼὊἌᴾᵖᵖᶁᶁᵍᵏᵎᵔᶁᶁᘺბဇẅᵲᵡᵐᵎἥἕἂỿἵἨἾἑὊỿἕἚ
キットには、キャブレターからRステージヘッドのインテークポートまでスムーズに吸入出来る専用マニホールドが付属。
■吸入方向：左後方吸入 ■ノーマルスロットル使用（遠心車両除く）
製品構成：TC20キャブレター、インテークマニホールド（Rステージヘッド用）
、
スロットルケーブル（710mm）、キャブレターガスケット、マニホールドガスケット、
ソケットキャップスクリュー（6X20）2個、
ソケットキャップスクリュー（6X25）1個、
ソケットキャップスクリュー（6×60）1個

03-05-0238

品名
対象車両
対象エンジン
対象シリンダーヘッド
品番/JANコード/価格（税抜）
発売日

TC20ビッグキャブレターキット
モンキー・ゴリラ
（Z50J-1300017〜） モンキー・ゴリラ
（AB27-1000001〜1899999）
ボアアップキット88cc / ボアアップキット106ccスカット / ボア＆ストロークアップ106cc
Rステージ / RステージEM / Rステージ＋D / 17RステージE / 17Rステージ＋D
品番：03-05-0238 JAN：4514162283745 価格￥15,800
2020年5月中旬発売予定

ṲỿἕἚσᡫදॖʙ モンキー、ゴリラの排ガス規制車（フレームNO.AB27-1000001〜1899999）車はエアフィルターType-2をご使用下さい。

モンキー、
ゴリラ
（Z50J-1300017〜1510400までの車両でノーマルスロットルを使用する場合は、
スロットルパイプの一部加工が必要です。
ハイスロットルの取付けには、
ブレーキレバー＆ホルダー 06-08-300 ￥2,200（税抜）を別途取付ける必要があります。

ṲᵡᵪᵓᵎὉᵡᵢᵓᵎẅᵱᵮന߷ᙌᶃἋἘὊἊᵖᵏᶁᶁᵍᵱἋἘὊἊἮỴỴἕἩỿἕἚᵖᵖᶁᶁᘺბဇẅᵲᵡᵐᵎἥἕἂỿἵἨἾἑὊỿἕἚ
キットには、キャブレターからインテークポートまでスムーズに吸入出来る専用マニホールドが付属。
■吸入方向：後方吸入 ■ノーマルスロットル使用 ■ノーマルエアクリーナーボックス使用可能
製品構成：TC20キャブレター、インテークマニホールド（ノーマルヘッド用）、
スロットルケーブル（710mm）、マニホールドガスケット、
コネクティングチューブスペーサー、
ソケットキャップスクリュー（6X15）2個、
ソケットキャップスクリュー（6X22）2個、
メインジェット#92

03-05-0239

品名
対象車両
対象エンジン
対象シリンダーヘッド
品番/JANコード/価格（税抜）
発売日

TC20ビッグキャブレターキット
CD50（CD50-1500001〜） CD50 / CL50（CD50-4000001〜） Benly50S（C50-2200005〜）
eステージボアアップキット81cc / Sステージボアアップキット88cc
ノーマルシリンダーヘッド
品番：03-05-0239 JAN：4514162283752 価格￥15,800
2020年5月中旬発売予定

ṲᵡᵪᵓᵎὉᵡᵢᵓᵎẅᵱᵮന߷ᙌᵰἋἘὊἊἉἼὊἌᴾᵖᵖᶁᶁᵍᵏᵎᵔᶁᶁᘺბဇẅᵲᵡᵐᵎἥἕἂỿἵἨἾἑὊỿἕἚ
キットには、キャブレターからRステージヘッドのインテークポートまでスムーズに吸入出来る専用マニホールドが付属。
■吸入方向：後方吸入 ■ノーマルスロットル使用 ■ノーマルエアクリーナーボックス使用可能
製品構成：TC20キャブレター、インテークマニホールド（Rステージヘッド用）
、
スロットルケーブル（710mm）、マニホールドガスケット、
コネクティングチューブスペーサー、
ソケットキャップスクリュー（6X15）2個、
ソケットキャップスクリュー（6X22）2個、
メインジェット#92

03-05-0240

品名
対象車両
対象エンジン
対象シリンダーヘッド
品番/JANコード/価格（税抜）
発売日

TC20ビッグキャブレターキット
CD50（CD50-1500001〜） CD50 / CL50（CD50-4000001〜） Benly50S（C50-2200005〜）
ボアアップキット88cc / ボアアップキット106ccスカット / ボア＆ストロークアップ106cc
Rステージ / RステージEM / Rステージ＋D / 17RステージE / 17Rステージ＋D
品番：03-05-0240 JAN：4514162283745 価格￥15,800
2020年5月中旬発売予定

ṲᵟᶎᶃᵓᵎὉᵶᵰᵓᵎᴾᵫᶍᶒᵿᶐᶂẅᵱᵮന߷ᙌᵱἋἘὊἊἮỴỴἕἩỿἕἚᵖᵎᶁᶁᘺბဇẅᵲᵡᵐᵎἥἕἂỿἵἨἾἑὊỿἕἚ
キットには、
ノーマルエアクリナーボックスに接続する“エアフィルター無し”とSP武川製エアフィルターを使用する“エアフィルター付属”
があります。 ■吸入方向：右後方吸入 ■ノーマルスロットル使用 ■ノーマルエアクリーナーボックス使用可能
製品構成：TC20キャブレター、インレットパイプ、キャブレターインシュレーター、
スロットルケーブル（810mm）
、キャブレターガスケット、
ノールマトローバンド、
コネクティングチューブスペーサー、
インレットパイプガスケット、
フランジボルト
（6X20）2個、
ソケットキャップスクリュー（6X15）2個、
メインジェット#110、エアフィルターキット
（エアフィルター付属の場合に限ります）

03-05-0242（エアフィルター付属キット）

品名
対象車両
対象エンジン
対象シリンダーヘッド
品番/JANコード
価格（税抜）
発売日

TC20ビッグキャブレターキット
Ape50（AC16-1000001〜1599999） XR50 Motard（AD14-1000001〜）
Sステージボアアップキット80cc
ノーマルシリンダーヘッド
エアフィルター無し 品番：03-05-0241 JAN：4514162283776 価格￥16,800
エアフィルター付属 品番：03-05-0242 JAN：4514162283783 価格￥21,000
2020年5月中旬発売予定
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ἅἋἚἣἧỻὊἰὅἋỆΟủẆႆࣱޒửͳảẺḛᵏᵕᵰἋἘὊἊᴾᵣḜἉἼὅἒὊἪἕἛ
ᵏᵕᵰἋἘὊἊὺᵢἪἕἛửἫὊἋỆẆទλ̖ử৮ảẺỺὅἚἼὊἴἙἽḛᵏᵕᵰἋἘὊἊᵣḜ
ទλࢸỆݦဇỽἲἉἵἧἚỉទλỂẆἉἼὊἌἡỶỺὅἛἴἙἽḛᵏᵕᵰἋἘὊἊὺᵢḜỆἢὊἊἹὅỴἕἩầӧᏡỂẴẇ
ṲᵏᵕᵰἋἘὊἊᵣ（シリンダーヘッドは17Rステージ＋Dと同仕様）
ノーマルヘッド形状をベースに大径バルブ インテーク：26ｍｍ/エキゾースト：22.5ｍｍ を採用。
（12Vモンキーノーマルバルブ径はIN：19ｍｍ/EX：16ｍｍ）
大径バルブに併せて、最適なバルブ挟み角、燃焼室形状、ポート形状を採用した弊社オリジナルのシリンダーヘッドです。
ノーマルヘッドのポート径は、
インテーク/エキゾースト共に14ｍｍであるのに対し、17Rステージのポート径はインテーク：24.5ｍｍ/エキゾースト：19ｍｍと
大径化。又、3次元ポート形状を採用し、バルブ・ポートの大径化と相まって、
より多くの吸排気ガスをスムーズに流す事を可能としています。
バルブ：
（インテーク26ｍｍ/エキゾースト22.5ｍｍ バルブステムシャフト径4.5ｍｍ）バルブの大径化により、増加する重量をステムシャフトの細軸化とウエ
スト加工により、最小限の重量増加に留めています。
バルブスプリング：最適なスプリングレートの不等ピッチ（2段ピッチ）
シングルバルブスプリングを採用し、高回転時のサージングを抑えます。
17Rステージヘッドはノーマルヘッドに比べ、冷却フィンを大型化し、冷却効果を高めています。

༓ܴ࢟ཞ

ṲἋὊἣὊἋἯὊỽἲἉἵἧἚ
カムシャフト中央にオイルラインを設け、
カムスプロケットヘオイルを誘導し、
カムチェーンの耐久性と潤滑効果を高めます。
カムシャフトジャーナル部は両端
ボールベアリング支持を採用し、始動時や低速からのカムシャフトへの摩擦抵抗を低減します。
■別途17RステージE用デコンプカムシャフトキットをご購入頂く事で、17Rステージ＋Dにバージョンアップ出来ます。

ṲἅὅἮỿἕἚဇἮỴỴἕἩἉἼὅἒὊὶἦἋἚὅ
ἋὊἣὊἋἯὊỽἲἉἵἧἚ

■Φ52Hシリンダー（アルミ製鉄スリーブシリンダー）
カブ系エンジン純正シリンダーと外観上は同デザインです。
シリンダー側面にはM5温度センサーの接続が可能となり、別途弊社製コンパクトLCDメーター
（M5温度センサー付き）、又はサーモメーターのセンサー部分をM5温度センサーに変更することでシリンダー温度の計測が出来ます。
■Φ57 スカットシリンダー（オールアルミ製セラミックメッキシリンダー）※106ccスカット専用
スカットシリーズはクランクケースの分解作業の必要も無く、
ノーマルクランクシャフトのままで、大幅な排気量アップが可能になります。
オールアルミ製シリンダーにはセラミックメッキを施しており、耐久性、気密性、放熱性に優れております。更にシリンダースリーブ内に抜けるオイルジェットを
備えており、
シリンダー内壁、ピストンスカート部、ピストン内壁をエンジン始動中は途切れること無くオイル噴射を可能とし、効率の良い潤滑及び冷却を行うこ
とが出来ます。
シリンダー側面にはM5温度センサーの接続が可能となり、別途弊社製コンパクトLCDメーター（M5温度センサー付き）、又はサーモメーターの
センサー部分をM5温度センサーに変更することでシリンダー温度の計測が出来ます。

ṲἦἋἚὅίᵖᵖᶁᶁဇὸ
ボアアップピストン（88cc）はスカート部に初期馴染みを良好にするモリブデンコートが施されています。※106ccスカットピストンは除く

ἦἋἚὅίᵖᵖᾲᾲὸ

ṲἴὅỿὊὉἆἼἻဇẅᵏᵕᵰἋἘὊἊᵣἅὅἮỿἕἚᵖᵖᶁᶁ
コンボキット88ccは、17RステージEボアアップキット88ccにTC20キャブレター、高い排気効率の
エアフィルター、
ノーマルスロットルハウジングに取り付け可能なスロットルケーブル、
スパーク
プラグが付属
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17RステージEコンボキット88cc
モンキー・ゴリラ
（Z50J-2000001〜）
モンキー・ゴリラ
（AB27-1000001〜1899999）
01-05-0610
品番
4514162283806
JANコード
価格（税抜） ￥71,000
2020年5月中旬発売予定
発売日

SAE Power（PS）

品名
対象車両

01-05-0610
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ṲἴὅỿὊὉἆἼἻဇẅᵏᵕᵰἋἘὊἊᵣἅὅἮỿἕἚᵏᵎᵔᶁᶁᴾἋỽἕἚ
コンボキット88ccは、17RステージEボアアップキット106cc スカットにTC20キャブレター、高い
排気効率のエアフィルター、
ノーマルスロットルハウジングに取り付け可能なスロットルケーブ
ル、
スーパーオイルポンプ、
ダイハードαカムチェーン、
スパークプラグが付属

17RステージEコンボキット106ccスカット
モンキー・ゴリラ
（Z50J-2000001〜）
モンキー・ゴリラ
（AB27-1000001〜1899999）
01-05-0611
品番
4514162283813
JANコード
価格（税抜） ￥87,800
2020年5月中旬発売予定
発売日
品名
対象車両

01-05-0611
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テスト車両：モンキー
17RステージEコンボキット＋ボンバーマフラー
■106ccスカット
■88cc
■ノーマルエンジン＋ノーマルマフラー
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RPM（x1000）
ダイノジェット・後輪出力
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