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はじめに

警告・注意・アドバイス

この取扱説明書の中で特に重要な情報
は、以下のように表示してあります。

警告

警告事項を守らないと、負傷または死亡
に至る可能性があります。

注意

注意事項を守らないと、機器が損傷した
り破損したりする可能性があります。

注記:

•	 操作や作業のために守っていただき
たいアドバイスです。

警告ラベル

お車には、このようなマークのラベルが
貼られている箇所があります。このラベ
ルは、「注意：取扱説明書を参照してく
ださい」という意味です。注意する項目
はラベルに絵で表示してあります。

このラベルがある場合は、お車を運転し
たり調整したりする前に、必ず取扱説明
書の該当ページを参照してください。

お車のどの箇所に警告ラベルが貼ってあ
るかについてはページ	12を参照してくだ
さい。この説明書の中で警告ラベルの内
容に該当するページを見ると、お車に貼
ってある警告ラベルと同じマークが表示
してあります。

メンテナンス

メンテナンスはTriumph正規販売店にご
依頼ください。お車を故障のない状態で
安全に末永くご利用いただけます。

必要な知識と設備と技術を持ち合わせた
Triumph正規販売店が、お客様のTriumph
モーターサイクルを適切に整備させてい
ただきます。

最寄りのTriumph正規販売店をお探しの
場合は、Triumphのウェブサイト www.
triumph.co.ukで検索していただくか、日
本国内の正規ディストリビューターにお
電話ください。正規販売店等の住所は、
この取扱説明書に付属のサービスレコー
ドブックに記載されています。

騒音防止システム

騒音防止システムの改造は禁止されてい
ます。

以下の事項は法律で禁止されている場合
があるため、オーナーの皆様はご注意く
ださい。

1.	 この車を最終的な購入者へ販売もし
くは納入する前またはこの車の使用
中に、整備、修理、交換以外の目的
で、新車に組み込まれている騒音防
止のための装置やデザイン要素を取
り外したり動作不能にしたりするこ
と、および

2.	 騒音防止のための装置やデザイン要
素が取り外してあったり動作不能に
なったりしている車を使用するこ
と。
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イモビライザーおよびタイヤ
空気圧モニタリングシステム

この機器はFCC（Federal Communications 
Commission：連邦通信委員会）が定める
規制のパート15に準拠しています。

本装置の動作には次の2つの条件が定めら
れています。

1.	 本装置が有害な電波障害を引き起こ
さないこと。

2.	 誤動作を引き起こす可能性のある電
波障害を含め、本装置があらゆる電
波障害を受け付けること。

本装置に変更や改造を加えた場合は、本
装置を利用できなくなることがありま
す。

タイヤ

Pneumatic Tyres and Tubes for Automotive 
Vehicles (Quality Control) Order, 2009
（自動車の空気式タイヤ・チューブ（品
質管理）指令2009）のCl. No. 3 (c) に従
い、Triumph Motorcycles Ltd. は、このモ
ーターサイクルに装着されているタイヤ
が IS 15627: 2005の要件を満たし、 Central 
Motor Vehicle Rules (CMVR), 1989に準拠
していることを明言します。

取扱説明書

警告

この取扱説明書およびお買い上げいただ
いたモーターサイクルに付属のすべての
解説書は、お車に必ず装備されていなけ
ればならないものです。お車を譲られる
場合も、この説明書および付属の解説書
をすべて次の方に渡してください。

このモーターサイクルの正しい取り扱い
方、安全な運転のしかた、簡単な点検の
方法などをしっかりとご理解いただくた
めに、ライダーの皆様はこの説明書とお
車に付属の解説書を必ず走行前にお読み
ください。このモーターサイクルの正し
い取り扱い方、安全な運転のしかた、簡
単な点検の方法などを知らないまま走行
すると事故につながる危険がありますの
で、お車をみだりに他人に貸すことはや
めてください。

このたびはTriumphモーターサイクル
をお買い上げいただき、誠にありがと
うございます。このモーターサイクル
は、Triumph社の定評あるエンジニアリ
ングと徹底的なテスト、そして、優れた
信頼性、安全性、高性能を追求するたゆ
まぬ努力から生まれた製品です。

実際に走行を始める前にこの取扱説明書
をお読みいただき、モーターサイクルの
正しい取り扱い方、安全な運転のしか
た、簡単な点検の方法などをしっかりと
ご理解ください。

この説明書で安全な運転のしかたを説明
していますが、必要なテクニックやスキ
ルをすべて網羅しているわけではありま
せん。

Triumph社では、ライダーの皆様がモー
ターサイクルを安全に運転できるよう
に、必要なトレーニングを受けていただ
くことをお勧めしています。
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この取扱説明書は以下の言語で発行され
ており、正規販売店でお求めいただけま
す。

	 •	 英語

	 •	 アメリカ英語

	 •	 フランス語

	 •	 ドイツ語

	 •	 イタリア語

	 •	 オランダ語

	 •	 スペイン語

	 •	 ポルトガル語

	 •	 スウェーデン語

	 •	 日本語

	 •	 タイ語

Triumphへのご意見

Triumphをご購入頂いた後も、当社はお
客様との関わりを大切にしています。当
社の製品をご購入およびご使用頂いたお
客様からのご意見やご感想は、当社の製
品開発とサービス向上において欠かすこ
とができません。

是非、Triumph正規販売店にお客様のメ
ールアドレスをご登録頂き、お客様の声
をお聞かせください。ご登録頂いたメー
ルアドレス宛てに、オンラインお客様満
足度調査のご案内を送信させていただき
ます。ご意見・ご感想をお待ちしており
ます。

Triumphチームより。
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安全第一

このモーターサイクルについ
て

警告

このモーターサイクルはオンロード走行
専用に設計されています。オフロード走
行には適しません。

オフロード走行をした場合、制御不能と
なり人身事故を引き起こすおそれがあり
ます。

警告

このお車は、トレーラーをけん引したり
サイドカーを取り付けたりするようには
設計されていません。サイドカーやトレ
ーラーを取り付けると、制御不能となり
事故につながるおそれがあります。

警告

Bonneville Bobber Black および 
Bonneville Bobber

このモーターサイクルは1人乗り用で
す。

このお車での二人乗りは危険であり、制
御不能となって事故につながるおそれが
あります。

ライダーとアクセサリーと荷物との合計
重量が、125 kgを超えてはいけません。

警告

Bonneville Speedmaster

このお車は、1人乗りまたはライダーと
パッセンジャーの2人乗りができる二輪
車です（2人乗りができるのは、パッセ
ンジャー用のシート、グラブバー、フッ
トレストを装着している場合です）。

ライダー、アクセサリー、荷物、パッセ
ンジャーの合計重量が、210 kgを超えて
はいけません。

燃料と排ガス

警告

ガソリンは非常に可燃性の高い物質で
す。

給油の際は必ずエンジンを止めてくださ
い。

喫煙中または付近に火気のある所では、
給油したりフューエルフィラーキャップ
を開けたりしてはいけません。

給油中に、エンジンや排気管やサイレン
サーの上にガソリンをこぼさないように
注意してください。

ガソリンを飲み込んだり吸い込んだりし
た場合、またはガソリンが目に入った場
合は、すぐに医師の手当を受けてくださ
い。

ガソリンが肌に付いた場合はすぐに石鹸
水で洗い落とし、ガソリンで汚れた衣服
はすぐに脱いでください。

ガソリンに触れると、やけどや重い皮膚
疾患になる場合があります。
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警告

閉め切った場所でエンジンをかけたりア
イドリングしたりしてはいけません。

排出ガスは有毒です。 短時間の内に意
識を失い、死に至る可能性があります。

必ず屋外または換気の良い所でエンジン
をかけてください。

ヘルメットと服装

警告

cbma

モーターサイクルに乗るときは、ライダ
ーもパッセンジャーもバイク用のヘルメ
ット、保護メガネ、手袋、ブーツ、ズボ
ン（膝と足首まわりがぴったりしたも
の）、鮮やかな色のジャケットを着用し
てください（パッセンジャーを乗せるこ
とができるのは2人乗りが認められてい
る車両だけです）。

鮮やかな色の服を着ると、他の車の運転
者がライダーやパッセンジャーに気付き
やすくなります。

適切な服装を心掛けることで、万一事故
にあった場合もけがを軽くすることがで
きます。

警告

ライディングギアの中で最も重要なもの
のひとつが、頭部を負傷から守ってくれ
るヘルメットです。ライダーもパッセン
ジャーも、自分の頭にぴったりフィット
するかぶり心地の良いヘルメットを慎重
に選んでください。鮮やかな色のヘルメ
ットを着用すると、他の車の運転者がラ
イダーやパッセンジャーに気付きやすく
なります。

事故の際、オープンフェースヘルメット
でも多少の保護効果はありますが、フル
フェースヘルメットの方がより安全で
す。

視界を確保し目を保護するために、バイ
ザーや当社認定のゴーグルなどを必ず着
用してください。
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駐車のしかた

警告

モーターサイクルから離れるときは、必
ずエンジンを止め、イグニッションキー
を抜いてください。キーを抜いておけ
ば、無断でモーターサイクルを使用され
たり、運転経験の浅い人にモーターサイ
クルを使用されたりすることを防止でき
ます。

駐車するときは、以下の点に注意してく
ださい。

- 車両がスタンドから外れないようにギ
アを1速に入れます。

- 走行後は、エンジンと排気装置が熱く
なっています。歩行者や子供や動物がモ
ーターサイクルに触れる可能性がある場
所に駐車してはいけません。

- 地面が柔らかい場所や急斜面に駐車し
てはいけません。そのような場所に駐車
すると、モーターサイクルが転倒するお
それがあります。

詳しくは、この取扱説明書の「モーター
サイクルの運転」の章を参照してくださ
い。

パーツとアクセサリー

警告

Triumph製モーターサイクルに
は、Triumph社が正式に認定したパーツ
やアクセサリーや改良品を正規販売店に
依頼して取り付けてもらってください。

電気系統や燃料系統を分解しなければパ
ーツやアクセサリーを取り付けたり交換
したりできない場合、または電気系統や
燃料系統にパーツやアクセサリーを追加
する場合などは大変な危険を伴います。
そういった作業によって安全上の問題が
生じる可能性があります。

当社が認定していないパーツやアクセサ
リーや改良品を取り付けると、操縦性、
安定性などの面でモーターサイクルの動
作に悪影響が出ることがあるため、制御
不能となって事故につながるおそれがあ
ります。

当社が認定していないパーツやアクセサ
リーや改良品を取り付けたことが原因の
不具合、または当社が認定したパーツや
アクセサリーや改良品を正規販売店以外
の人が取り付けたことが原因の不具合に
ついては、Triumph社は一切の責任を負
いません。
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点検修理／必要装備

警告

このTriumphモーターサイクルが正しく
安全に動作しているか不安に感じること
があれば、いつでもTriumph正規販売店
にご連絡ください。

正しく機能していないモーターサイクル
を運転し続けると、故障が悪化し、安全
性も損なわれます。

警告

法律で規定された機器をすべてきちんと
装備し、それらの機器が正しく機能して
いるか確認してください。モーターサイ
クルのライト、サイレンサー、排気装
置、騒音防止システムなどを取り外した
り、改造したりすることは、違法となる
場合があります。誤った改造や不適切な
改造を行うと、操縦性、安定性、あるい
は他の面でモーターサイクルの作動に悪
影響を及ぼし、負傷事故や死亡事故を引
き起こす危険があります。

警告

モーターサイクルが事故や衝突に巻き込
まれたり転倒したりした場合は、必ず
Triumph正規販売店で点検修理を受けて
ください。どのような事故であってもお
車が損傷しているかもしれませんので、
適切に修理しないとさらなる負傷事故や
死亡事故につながるおそれがあります。

運転について

警告

疲れているとき、飲酒後、または眠気を
催すような薬を服用したときは、絶対に
モーターサイクルを運転してはいけませ
ん。

アルコールや薬の影響が残っている状態
で運転するのは違法です。

疲れているときまたはアルコールや薬の
影響が残っている状態で運転すると、ラ
イダーが思うようにモーターサイクルを
操作できず、制御不能となって事故につ
ながるおそれがあります。

警告

ライダーは、モーターサイクルの運転免
許証を取得していなければなりません。
免許なしでモーターサイクルを運転する
のは違法であり、罪に問われる可能性が
あります。

免許取得の際には、正しいライディング
テクニックについて正規のトレーニング
を受けることになりますが、そういった
トレーニングを受けずにモーターサイク
ルを運転するのは危険であり、モーター
サイクルが制御不能となって事故につな
がるおそれがあります。

警告

常に安全を心掛けながら運転し、この「
はじめに」の中に記載されているライデ
ィングギアを必ず着用してください。モ
ーターサイクルには、自動車のように事
故の衝撃から乗員を保護してくれる装置
がないことを忘れてはいけません。
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警告

このTriumphモーターサイクルで走行す
るときは、法定速度内で運転してくださ
い。走行速度が増すにつれて周囲の交通
状況に対応できる時間がどんどん短くな
るため、高速でモーターサイクルを運転
すると危険な状況に陥る可能性がありま
す。悪天候や渋滞といった危険性の高い
走行状況では、必ず減速してください。

警告

路面の状態、交通状況、風の状態などの
変化に常に注意し、適切に対応してくだ
さい。二輪車は、事故を引き起こす可能
性のある外的要因に常にさらされている
乗り物です。そのような外的要因の例と
して以下のようなものがあります。

通過する車からの横風

道路にできた穴、でこぼこ道、損傷した
路面

悪天候

ライダーのミス

この車のハンドリング特性および操作特
性に慣れるまでは、交通量の多い道を避
け、常に節度のある速度で運転してくだ
さい。絶対に法定速度を超えてはいけま
せん。

ハンドルおよびフットレスト

警告

ライダーは、常に両手でハンドルバーを
握って運転してください。

ハンドルバーから手を離すと、操縦性と
安定性に悪影響が出るため、制御不能と
なって事故につながるおそれがありま
す。

警告

ライダーは走行中、常にフットレス
トに足をかけてください（Bonneville 
Speedmasterの場合はパッセンジャーも
常にフットレストに足をかけてくださ
い）。

フットレストを使用することにより、お
車の部品にうっかり接触したり、服の一
部が巻き込まれて負傷したりする危険を
軽減できます。
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警告

バンク角指示器が摩耗限度を超えている
と、車体がバンクしすぎる可能性があり
ます。バンク角指示器のペグが摩耗限度
に達する前にペグを交換してください。
バンクしすぎると、車体が不安定にな
り、制御不能となって事故につながるお
それがあります。バンク角指示器の摩耗
限度については、ページ	98の「メンテ
ナンスおよび調整」を参照してくださ
い。

警告

バンク角指示器は、どこまで安全にバン
クできるかを判断するためのものではあ
りません。路面、タイヤの状態、天候な
どさまざまな条件によってバンク角の限
界は変化します。バンクしすぎると、車
体が不安定になり、制御不能となって事
故につながるおそれがあります。

警告

車体をバンクしたとき、ライダーのフッ
トレストに取り付けてあるバンク角指示
器が地面に接触したら、車体はバンク角
の限界近くまで傾いています。それ以上
バンク角を深くすると危険です。バンク
しすぎると、車体が不安定になり、制御
不能となって事故につながるおそれがあ
ります。

  cjva

1

 1.	バンク角指示器
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警告ラベル

ここに図示されている警告ラベルは、安全に関する重要な説明が取扱説明書に記載さ
れていることを示すために貼られています。ライダーの皆様は、運転前にこれらの警
告ラベルに関する説明をよく理解し、順守するようにしてください。

イラストはBonneville Bobberです。

警告ラベルの貼付位置

R.P.M.

1 2 3

4

DAILY SAFETY CHECKS
TÄGLICHE SICHERHEITSKONTROLLEN

CONTROLES DE SECURITE QUOTIDIENS
CHEQUEOS DE SEGURIDAD DIARIOS

VERIFICAÇÕES DIÁRIAS DE SEGURANÇA
VERIFICHE GIORNALIERE DI SICUREZZA

DAGELIJSKE VEILIGHEIDSINSPECTIES
DAGLIG SÄKERHETSKONTROLL

運行前点検

1.	 ヘッドライト（ページ	109）
2.	 慣らし運転（ページ	53）

3.	 無鉛燃料（ページ	45）
4.	 日常点検（ページ	54）
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警告ラベルの貼付位置（つづき）

注意

慣らし運転のラベル以外の警告ラベルは、強力な接着剤でお車に貼り付けてありま
す。場合によっては、ペイントラッカーを塗布する前にラベルが貼り付けられている
こともあります。

警告ラベルをはがしてはいけません。塗装面や車体を損傷するおそれがあります。

1 2

3

4 5

1.	 ヘルメット（ページ	7）
2.	 ミラー（ページ	93）
3.	 ドライブチェーン（ページ	83）とタイ

ヤ（ページ	99）

4.	 エンジンオイル（ページ	75）
5.	 クーラント（ページ	79）
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各部の名称

イラストはBonneville Bobber

1
2

3 5

6

7

891011121314151617

4

18

1.	 フロント方向指示器
2.	 ヘッドライト
3.	 クラッチレバー
4.	 フューエルフィラーキャップ
5.	 燃料タンク
6.	 ブレーキ／リアライト
7.	 リア方向指示器
8.	 リアブレーキディスク
9.	 リアブレーキキャリパー
10.	 ヒューズボックス（サイドパネル裏側）

11.	 調整工具と点検キャップ（サイドパネル
裏側）

12.	 バッテリー（カバーパネル裏側）
13.	 サイドスタンド
14.	 ギアチェンジペダル
15.	 ホーン
16.	 ラジエター
17.	 フロントブレーキキャリパー
18.	 フロントブレーキディスク
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各部の名称 - つづき

イラストはBonneville Bobber

678 5

1 2

910

3

11

4

12

1.	 イグニッションスイッチ
2.	 フロントブレーキフルードリザーバー
3.	 フロントブレーキレバー
4.	 ステアリングロック
5.	 オイルフィラープラグ
6.	 リアブレーキペダル
7.	 オイルレベルサイトグラス

8.	 リアブレーキフルードリザーバー 
（キャップ裏側）

9.	 クーラントリザーブタンクキャップ 
（スプロケットカバー裏側）

10.	 リアサスペンションユニット
11.	 サイレンサー
12.	 ファイナルドライブチェーン
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各部の名称

Bonneville Speedmaster

1
2

3 5

7

8

9101112131415161718

4

19

6

1.	 フロント方向指示器
2.	 ヘッドライト
3.	 クラッチレバー
4.	 フューエルフィラーキャップ
5.	 燃料タンク
6. Cスパナとエクステンションハンドル（

ライダーシート裏側）
7.	 ブレーキ／リアライト
8.	 リア方向指示器
9.	 リアブレーキディスク
10.	 リアブレーキキャリパー

11.	 ヒューズボックス（サイドパネル裏側）
12.	 調整工具と点検キャップ（サイドパネル

裏側）
13.	 バッテリー（カバーパネル裏側）
14.	 サイドスタンド
15.	 ギアチェンジペダル
16.	 ホーン
17.	 ラジエター
18.	 フロントブレーキキャリパー
19.	 フロントブレーキディスク
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各部の名称 - つづき

Bonneville Speedmaster

678 5

1 2

910

3

11

4

12

1.	 イグニッションスイッチ
2.	 フロントブレーキフルードリザーバー
3.	 フロントブレーキレバー
4.	 ステアリングロック
5.	 オイルフィラープラグ
6.	 オイルレベルサイトグラス
7.	 リアブレーキフルードリザーバー 

（キャップ裏側）

8.	 クーラントリザーブタンクキャップ 
（スプロケットカバー裏側）

9.	 リアブレーキペダル
10.	 リアサスペンションユニット
11.	 サイレンサー
12.	 ファイナルドライブチェーン
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ハンドルバー周りの各部名称

イラストはBonneville Bobber

1 3
5 6 7

8 9

101113

2

15 12

4

14

1.	 クラッチレバー
2.	 ロービームスイッチ
3. SCROLLボタン
4.	 デイタイムランニングライト（DRL） 

スイッチ（装着車のみ）
5.	 スピードメーター
6.	 警告灯
7.	 オドメーター／情報表示画面
8.	 フロントブレーキフルードリザーバー

9.	 フロントブレーキレバー
10.	 エンジンスタート／ストップスイッチ
11. MODEボタン
12.	 ハザードライトスイッチ
13.	 クルーズコントロールボタン 

（装着車のみ）
14.	 方向指示器スイッチ
15.	 ホーンボタン
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シリアルナンバー

車両識別番号（VIN）

車両識別番号（VIN）は、フレームのステ
アリングヘッド部に刻印してあります。

cjwa_b

1

1. VIN

下の空欄に車両識別番号を記入しておい
てください。

 
 
 

エンジンシリアルナンバー

エンジンシリアルナンバーは、アッパー
クランクケースの後部に刻印してあり、
右側からのぞくと確認できます。

cjvw_a

1

1.	 エンジンシリアルナンバー

下の空欄にエンジンシリアルナンバーを
記入しておいてください。
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装備の使い方
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RUN  39
START  39
MODEボタン  39
ハザードライトスイッチ  39

左側ハンドルスイッチ  40
SCROLLボタン  40
ハイビームボタン  40
方向指示器スイッチ  40
ホーンボタン  40
クルーズコントロールボタン（装着車のみ）  40
デイタイムランニングライト（DRL）スイッチ（装着車のみ）  41

スロットルコントロール  41
クルーズコントロール（装着車のみ）  42

クルーズコントロールを開始する  43
クルーズコントロールの解除方法  44

ブレーキレバーアジャスターとクラッチレバーアジャスター  44
燃料  45

フューエルタンクキャップ  47
燃料タンクへの給油量  47

サイドスタンド  48
サイドパネル  49
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パッセンジャーシート  52
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慣らし運転  53
日常点検  54



装備の使い方

22

計器盤のレイアウト

注記:

•	 イラストはBonneville Bobberです。

cjux

19 18 17 16 15

11

10

9

87

5

4

3

1

12

14
13

6

2

20
21

22

1.	 スピードメーター
2.	 クルーズコントロール表示灯（クルーズ

コントロール装着の場合）
3.	 トラクションコントロール（TC）無効

警告灯
4.	 デイタイムランニングライト（DRL） 

表示灯（DRL装着の場合）
5.	 トラクションコントロール（TC） 

表示灯
6.	 燃料残量警告灯
7.	 クーラント過熱警告灯
8.	 油圧低下警告灯
9.	 エンジン制御システム故障表示灯

（MIL）
10. ABS（アンチロックブレーキシステム）

警告灯

11.	 イモビライザー作動表示灯
12.	 右側の方向指示灯
13.	 ニュートラル表示灯
14.	 情報表示画面
15.	 メンテナンスインジケーター
16.	 ライディングモード
17.	 オドメーター／トリップメーター／時計
18.	 ギアポジションインジケーター
19.	 燃料計
20.	 クルーズコントロール表示灯 

（装着車のみ）
21.	 ハイビーム表示灯
22.	 左側の方向指示灯
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計器盤の位置調整

Bonneville Bobber および Bonneville 
Bobber Blackの場合

警告

計器盤がゆるんでいたり、計器盤の位置
が不適切であったりすると安全に走行で
きません。

走行中に計器盤が見えづらいと運転に集
中できない場合があり、車両が制御不能
となって事故につながるおそれがありま
す。

走行前に必ず計器盤を適切な位置に調整
し、しっかりと固定してください。

警告

走行中にメーターの汚れを落とそうとし
たり位置を調整しようとしたりすること
は絶対にやめてください。走行中にハン
ドルバーから手を離すと、車体を制御で
きなくなります。

走行中にメーターの汚れを落とそうとし
たり位置を調整しようとしたりすると、
制御不能となって事故につながるおそれ
があります。

メーターの汚れを落とすときや位置を調
整するときは、必ず停車してください。

計器盤は位置を調整できますので、見や
すい位置に調整してください。

cjxk

1

1.	 調整レバー

メーターの位置調整方法：

	 •	 計器盤の下側にある調整レバーを引
き、計器盤のロックを外します。

	 •	 計器盤を見やすい位置まで動かしま
す。

	 •	 見やすい位置が決まったら、その位
置で調整レバーを押し、計器盤をロ
ックします。
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警告灯

エンジン制御システム故障表示灯 
（MIL）

イグニッションスイッチをONに
すると、エンジン制御システム故障表示
灯（MIL）が点灯しますが、これはMILが
正常に動作していることを示すためで
す。エンジンが回転しているときにMIL
が点灯した場合は異常です。

エンジンの回転中にMILが点灯した場合
は、エンジン制御システムによって制御
されているシステムのどれかひとつまた
はふたつ以上のシステムに異常が生じて
います。そのような状況になったとして
も、エンジンがかからないような深刻な
故障でなければ、エンジン制御システム
が「リンプ・ホーム」モードに切り替わ
り、走行を続けることができます。

警告

MILが点灯した場合は、減速してくださ
い。そして、必要以上に走行を続けない
でください。故障によっては、エンジン
性能や排出ガスや燃費に悪影響が出る可
能性があります。

エンジン性能が低下すると危険な走行状
態となり、モーターサイクルが制御不能
となって事故につながるおそれがありま
す。

できるだけ早くTriumph正規販売店に連
絡し、点検修理を受けてください。

注記:

•	 イグニッションをONにしたときに
MILが点滅した場合は、できるだけ
早くTriumph正規販売店に連絡し、
修理を受けてください。その場合、
エンジンはかかりません。

油圧低下警告灯

エンジン回転中にエンジン油圧
が危険なレベルにまで低下した場合は、
油圧低下警告灯が点灯します。

注意

油圧低下警告灯が点灯した場合は、すぐ
にエンジンを停止してください。異常が
解消されるまで、エンジンをかけてはい
けません。

油圧低下警告灯が点灯しているときにエ
ンジンをかけると、エンジンに重大な損
傷が生じるおそれがあります。

注記:

•	 エンジンをかけずにイグニッション
をONにすると、油圧低下警告灯が点
灯します。

クーラント過熱警告灯

エンジン回転中にエンジンクー
ラントの温度が危険なレベルにまで上昇
した場合は、クーラント過熱警告灯が点
灯します。
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注意

クーラント過熱警告灯が点灯したら、す
ぐにエンジンを停止してください。異常
が解消されるまで、エンジンをかけては
いけません。

クーラント過熱警告灯が点灯していると
きにエンジンをかけると、エンジンに重
大な損傷が生じるおそれがあります。

イモビライザー／アラーム作動表示
灯

Triumphのこのモーターサイクル
にはエンジンイモビライザーが装着され
ています。イモビライザーは、イグニッ
ションスイッチをOFFにすると作動しま
す。

アラームなしの場合

イグニッションスイッチをOFFにする
と、イモビライザー／アラーム作動表示
灯が24時間点滅を繰り返し、イモビライ
ザーが作動中であることを示します。イ
グニッションスイッチをONにすると、イ
モビライザーが解除され、イモビライザ
ー作動表示灯が消灯します。

イモビライザー作動表示灯が点灯したま
まの場合は、イモビライザーの異常です
ので点検が必要です。できるだけ早く
Triumph正規販売店に連絡し、点検修理
を受けてください。

アラーム付きの場合

イモビライザー／アラーム作動表示灯
は、Triumph純正アクセサリーアラーム
の説明書に記載されている条件が満たさ
れた場合だけ点灯します。

ABS（アンチロックブレーキシステ
ム）警告灯

ABS警告灯が点灯しているとき
はABSが機能しません。エンジンをかけ
てから10 km/hを超えるまでの間、ABS
警告灯が点灯しているのは正常な状態で
す。その後、故障がなければ、エンジン
を停止して再始動するまで、ABS警告灯
が再び点灯することはありません。

上記以外の場合で、走行中にABS警告灯
が点灯したときは、ABSの異常ですので
点検が必要です。

警告

ABSが停止している場合、ブレーキシス
テムはABS非装着のブレーキシステムと
して機能します。

ABS警告灯が点灯したままのときは、必
要以上に走行を続けないでください。

できるだけ早くTriumph正規販売店に連
絡し、点検修理を受けてください。ABS
が機能していないときにブレーキを強く
かけるとホイールがロックし、車両が制
御不能となって事故につながるおそれが
あります。

トラクションコントロール（TC）表
示灯

TC表示灯が点灯しているとき
は、トラクションコントロールシステム
が作動しています。つまり、急加速した
り、ぬれた路面や滑りやすい路面を走行
したりしているときにリアホイールのス
リップを防止できます。
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警告

トラクションコントロールが正しく機能
していない場合は、ぬれた路面や滑りや
すい路面で加速したりコーナリングし
たりするときに、リアホイールがスピ
ンしないように注意しなければなりま
せん。エンジン制御システム故障表示灯
（MIL）とトラクションコントロール無
効警告灯が点灯したままの場合は、必要
以上に走行を続けないでください。で
きるだけ早くTriumph正規販売店に連絡
し、故障を点検してもらってください。

そのような状態で急加速や急旋回を行う
と、リアホイールが空転し、制御不能と
なって事故につながるおそれがありま
す。

TC表示灯の動作説明

TCがONのとき：

	 •	 普通に走行している間は、TC表示灯
は点灯しません。

	 •	 急加速したり、ぬれた路面や滑りや
すい路面を走行したりしているとき
に、トラクションコントロールが作
動してリアホイールのスリップを防
止している間だけ、TC表示灯が素早
く点滅します。

TCがOFFのとき：

TC表示灯は点灯しません。その代り、TC
無効警告灯が点灯します（ページ	26参
照）。

注記:

• ABSに異常がある場合は、トラクシ
ョンコントロールが機能しません。
その場合は、ABS警告灯とトラクシ
ョンコントロール無効警告灯とMIL
が点灯します。

トラクションコントロール（TC）無
効警告灯

TC無効警告灯は、TCがOFFにな
っているときまたはTCに異常があるとき
に点灯します。

TCがOFFになっていないのに走行中にTC
無効警告灯が点灯したときは、トラクシ
ョンコントロールの異常ですので点検が
必要です。

燃料残量警告灯

燃料残量が以下の値になると、
燃料残量警告灯が点灯します。

 • 2.0L - Bonneville 
Bobber、Bonneville Bobber Black

 • 3.0L - Bonneville Speedmaster

ニュートラル表示灯

ニュートラル表示灯は、トラン
スミッションがニュートラル（ギアが選
択されていない）状態であることを示し
ます。イグニッションスイッチがONの状
態でトランスミッションをニュートラル
にすると、ニュートラル表示灯が点灯し
ます。
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方向指示器

方向指示器スイッチを左右どち
らかに動かすと、方向指示器の点滅と同
じテンポで計器盤の方向指示灯が点滅し
ます。

デイタイムランニングライト（DRL）
（装着車のみ）

イグニッションスイッチがONの
状態のときに、デイタイムランニングラ
イトスイッチを [DAYTIME RUNNING 
LIGHTS] にするとデイタイムランニング
ライト表示灯が点灯します。

デイタイムランニングライトとロービー
ムヘッドライトは、左側スイッチハウジ
ングにあるスイッチで操作します。ペー
ジ	41を参照してください。

警告

周囲が暗いときにデイタイムランニング
ライトを点灯して必要以上に長く走行す
るのはやめてください。

暗くなってからやトンネルの中など十分
な明るさがない場所で、デイタイムラン
ニングライトを点灯して走行すると、周
囲が見えづらかったり歩行者や他の車両
の迷惑となったりする可能性がありま
す。

その結果、車両が制御不能となって事故
につながるおそれがあります。

注記:

•	 日中走行時にデイタイムランニング
ライトを点灯することで、周囲に対
する自車の被視認性が高まります。

•	 ハイビームを使用できる状況以外で
は、ロービームを点灯してくださ
い。

クルーズコントロール表示灯（装着
車のみ）

クルーズコントロールは、走行
速度が30 km/hから160 km/hの間で、ギ
アが3速以上でなければ使用できません。
クルーズコントロールが作動すると、計
器盤のクルーズコントロール表示灯が点
灯します。

警告

クルーズコントロールは、一定速度で安
全に走行できる場合にだけ使用するもの
です。

渋滞中や滑りやすい路面を走行中、また
は急カーブや見通しのきかないカーブで
はクルーズコントロールを使用してはい
けません。

そのような状態でクルーズコントロール
を使用すると、車両が制御不能となって
事故につながるおそれがあります。
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計器類

スピードメーターとオドメーター

スピードメーターは、モーターサイクル
の走行速度を表示します。

オドメーターには積算走行距離が表示さ
れます。

タコメーター

注意

エンジンに重大な損傷を与える可能性が
あるため、推奨されているエンジン回転
数（7,000 rpm）を超えては絶対にいけ
ません。

タコメーターは、エンジンの1分間当たり
の回転数（rpm）を表示します。

1

1.	 エンジン回転数（rpm）

ギアポジションインジケーター

21

1.	 ギアポジションのマーク
2.	 ギアポジションインジケーター（ニュー

トラルの場合）

ギアポジションインジケーターには、何
速のギア（1～6速）に入っているかが表
示されます。トランスミッションがニュ
ートラル（ギアが入っていない状態）の
ときは、表示部に [n] と表示されます。

平均燃費

21

1.	 平均のマーク
2.	 平均燃費

燃費の平均値です。ゼロにリセットして
から0.1 miles走行し終わるまでは、ダッ
シュ記号が表示されます。
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注記:

•	 給油後しばらく走行すると、平均燃
費の表示が更新されます。走行方法
にもよりますが、表示が更新される
まで最大5分かかります。

燃料計

2
1

1.	 燃料残量警告灯
2.	 燃料計

燃料計には、タンク内の燃料の量が表示
されます。イグニッションスイッチがON
になっているときは、燃料の量を示すバ
ーが画面に表示されます。

燃料タンクが満タンの場合、8本すべての
バーが表示され、空の場合は1本も表示さ
れません。それ以外の場合は、燃料の残
量に応じてバーが表示されます。

燃料残量が以下の値になると、燃料残量
警告灯が点灯します。

 • 2.0L - Bonneville Bobber、 
Bonneville Bobber Black

 • 3.0L - Bonneville Speedmaster

注記:

•	 給油後しばらく走行すると、燃料計
および推定走行可能距離の表示が更
新されます。走行方法にもよります
が、表示が更新されるまで最大5分
かかります。

推定走行可能距離

21

1.	 推定走行可能距離のマーク
2.	 推定走行可能距離

タンクに残っている燃料で走行可能と思
われる距離が表示されます。

残っている燃料で走行可能な距離が1マイ
ル未満になると、画面に[---]と表示され
ます。

注記:

•	 給油後しばらく走行すると、燃料計
および推定走行可能距離の表示が更
新されます。走行方法にもよります
が、表示が更新されるまで最大5分
かかります。



装備の使い方

30

トリップメーター

警告

走行中は、オドメーターとトリップメー
ターの表示モードを切り替えたり、トリ
ップメーターをリセットしたりしないで
ください。制御不能となって事故につな
がるおそれがあります。

1

1.	 トリップメーターの表示（トリップ1の
場合）

トリップメーターは2種類あります。い
ずれのトリップメーターも、表示されて
いるトリップメーターを前回ゼロにリセ
ットしたときからの走行距離を表示しま
す。

希望するトリップメーターを表示すると
きは、左側ハンドルバーのスイッチハウ
ジングにあるSCROLLボタンを何度か押し
ます。

1

1. SCROLLボタン

トリップメーターのリセット

トリップメーターをリセットするときは
まず、リセットしたいトリップメーター
を選択して表示します。次に、SCROLLボ
タンを1秒間押します。1秒後、画面に表
示されているトリップメーターがゼロに
なります。
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時計

時計を表示するときは、左側ハンドルバ
ーのスイッチハウジングにあるSCROLLボ
タンを何度か押します。

1

1.	 時計

時計の合わせ方

警告

走行中に時計を合わせることはやめてく
ださい。制御不能となって事故につなが
るおそれがあります。

時計の合わせ方：

	 •	 時計を表示します。

 • SCROLLボタンを1秒間押します。
「時」の表示が点滅し始めます。 
SCROLLボタンから指を離します。

「時」の合わせ方：

	 •	 「時」の表示が点滅していること確
認してから、SCROLLボタンを繰り
返し押して数字を変えます。ボタン
を1回押すごとに、1時間ずつ表示が
変わります。

	 •	 正しい「時」が表示された
ら、SCROLLボタンを1秒間押しま
す。「時」を合わせたら、「分」の
表示が点滅し始めます。「時」の合
わせかたと同じようにして、「分」
を合わせます。

	 •	 時刻を合わせ終わったら、SCROLL
ボタンを1秒間押します。表示の点滅
が止まります。

メンテナンスインジケーター

1 2

1.	 次回点検までの走行距離
2.	 メンテナンスインジケーター

イグニッションスイッチをONにしたとき
に、次回点検までの走行距離が100 kmを
切っていると、メンテナンスインジケー
ターが5秒間点滅します。

次回点検までの走行距離が0 km以下
になった場合は、メンテナンスインジ
ケーターが表示されたままになりま
す。Triumph正規販売店で点検を受けて
メンテナンスインジケーターをリセット
してもらうと、メンテナンスインジケー
ターが消えます。
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ライディングモード

ライディングモードシステムによってス
ロットルレスポンスを調整できます。

右側ハンドルバーのスイッチハウジング
にあるMODEボタンでライディングモー
ドを選択します。

1

1. MODEボタン

MODEボタンを押し、以下のライディン
グモードから適切なものを選びます。

ROAD 標準的なスロットルレスポン
スです。

RAIN ぬれた路面や滑りやすい路
面を走行するときのため
に、ROADに設定したときよ
りもスロットルレスポンスが
遅くなります。

停止中でも走行中でも、ライディングモ
ードを選択できます。

ライディングモードの選び方（停止
時）

左側ハンドルバーのスイッチハウジング
にあるMODEボタンを何度か押します。
希望するライディングモードが画面に表
示され点滅します。

MODEボタンを1秒間押します。以下の条
件がそろえば、選択したライディングモ
ードが自動的に作動します。

エンジンがかかっていない場合

	 •	 イグニッションスイッチがONになっ
ている。

	 •	 エンジンストップスイッチがRUNに
なっている。

エンジンがかかっている場合

	 •	 ギアがニュートラルになっているま
たはクラッチレバーを握っている。
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ライディングモードの選び方（走行
中）

警告

走行中にライディングモードを選ぶとき
は、少しの間だけ惰性走行する必要があ
ります（走行しながら、エンジンをかけ
たままスロットルを閉じ、クラッチレバ
ーを握ります。ブレーキはかけません）
。

以下の状況に当てはまれば、走行中にラ
イディングモードを選択しても構いませ
ん。

- 低速である

- 他の車が走っていない

- 直線で平坦な道路や場所である

- 路面状況や天候が良好である

- 少しの間安全に惰性走行できる

以下の状況に当てはまる場合、走行中に
ライディングモードを選択することは絶
対にやめてください。

- 高速走行中

- 交通量が多い

- コーナリング中、曲がりくねった道路
を走行中

- 急な坂道を走行中

- 路面状況や天候が悪い

- 安全に惰性走行できない

この警告にしたがわないと、制御不能と
なって事故につながるおそれがありま
す。

警告

ライディングモードを選択したら、交通
のない安全な場所で運転し、新しい設定
に慣れてください。

ご所有のお車を他人に貸してはいけませ
ん。ご自身が設定したライディングモー
ドを借り手が変更した場合、制御不能と
なって事故につながるおそれがありま
す。

左側ハンドルバーのスイッチハウジング
にあるMODEボタンを何度か押します。
希望するライディングモードが画面に表
示され点滅します。

MODEボタンを押して30秒以内に以下の3
つを同時に実施してください。

	 •	 スロットルを閉じる。

	 •	 クラッチレバーを握る。

	 •	 ブレーキはかけない（惰性走行す
る）。

注記:

•	 ライディングモードは、イグニッシ
ョンをONにしたときにデフォルトで
ROADに設定されます。

ライディングモードの変更に失敗した場
合：

	 •	 安全に停車します。

	 •	 ギアをニュートラルにします。

	 •	 イグニッションスイッチをOFFにし
てからもう一度ONにします。

	 •	 希望するライディングモードを選択
します。

	 •	 エンジンをかけ、走行を続けます。
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警告

イグニッションスイッチやエンジンスタ
ート／ストップスイッチを操作して走行
中にエンジンを切ってはいけません。

必ず安全に停車し、ギアをニュートラル
にしてからエンジンを止めてください。

イグニッションスイッチやエンジンスタ
ート／ストップスイッチを操作して走行
中にエンジンを切るとリアホイールがロ
ックし、制御不能となって事故につなが
るおそれがあります。

注意

イグニッションスイッチやエンジンスタ
ート／ストップスイッチを操作して走行
中にエンジンを切ってはいけません。

イグニッションスイッチやエンジンスタ
ート／ストップスイッチを操作して走行
中にエンジンを切るとお車の部品が損傷
する場合があります。

トラクションコントロール 
（TC）

警告

トラクションコントロールが装着されて
いても、道路条件や気象条件に合わせて
走行することが不要なわけではありませ
ん。以下の場合は、トラクションコント
ロールでトラクションを回復することは
できません。

コーナー進入時に速度が出すぎている
場合

車体をかなり傾けた状態で加速した場合

ブレーキがかかっている場合

トラクションコントロールでは、フロン
トホイールのスリップを防止することは
できません。

これらの警告を無視すると、モーターサ
イクルが制御不能となって事故につなが
るおそれがあります。

トラクションコントロールは、ぬれた路
面や滑りやすい路面で加速するときにト
ラクションを確保しやすくするためのも
のです。リアホイールのトラクションが
失われた（スリップした）ことをセンサ
ーが検知すると、トラクションコントロ
ールシステムが作動し、リアホイールの
トラクションが回復するようにエンジン
出力を制御します。トラクションコント
ロールシステムが作動している間は、ト
ラクションコントロール表示灯が点滅し
ます。また、ライダーもエンジン音の変
化に気付くことがあります。
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注記:

• ABSシステムに異常がある場合は、
トラクションコントロールが機能し
ません。その場合は、ABS警告灯と
トラクションコントロール無効警告
灯とMILが点灯します。

トラクションコントロールの設定

警告

トラクションコントロールを解除した場
合、トラクションコントロールは作動し
ませんが、お車は通常どおり運転できま
す。その場合は、ぬれた路面や滑りやす
い路面で急加速をすると後輪がスリップ
し、制御不能となって事故につながるお
それがあります。

トラクションコントロールの設定は、以
下から選ぶことができます。

ON 通常走行に最適な設定です。リア
ホイールのスリップを最小限に抑
えます。

OFF トラクションコントロールを解除
します。TC無効警告灯が点灯し
ます（ページ	26参照）。

イグニッションをOFFにしてからもう一
度ONにしたとき、トラクションコントロ
ールはデフォルトでONに設定されます。

トラクションコントロールの解除方
法

トラクションコントロールの解除方法：

	 •	 お車を停止し、ギアをニュートラル
にします。

	 •	 イグニッションをONにし、エンジン
スタート／ストップスイッチをRUN
にします。

	 •	 左側ハンドルバーのスイッチハウジ
ングにあるSCROLLボタンを何度か
押し、画面に [ttcOn] と表示しま
す。

 • SCROLLボタンを1秒以上押します。
トラクションコントロールがOFFに
なります。

1

1.	 トラクションコントロール OFFの表示



装備の使い方

36

イグニッションスイッチ

警告

防犯および安全のため、お車から離れ
るときは、必ずイグニッションをOFFか
PARKにし、キーを抜いてください。

お車を無断で使用されると、使用した人
や周囲の道路利用者や歩行者がけがをし
たり、お車が破損したりする可能性があ
ります。

1

2

3

4

1.	 イグニッションスイッチ
2. OFF
3. ON
4. PARK

エンジンイモビライザー

イグニッションスイッチハウジングは、
エンジンイモビライザーのアンテナとし
て機能します。イグニッションスイッチ
をOFFかPARKにしてイグニッションキー
を抜くと、エンジンイモビライザーが作
動します。イグニッションキーをイグニ
ッションスイッチに差し込んでONにする
と、エンジンイモビライザーが解除され
ます。

イグニッションスイッチの位置

イグニッションスイッチは、燃料タンク
の後端部、車両右側にあります。

イグニッションスイッチの操作 

イグニッションスイッチには3つのポジシ
ョンがあり、イグニッションキーで操作
します。イグニッションキーはOFFまた
はP（PARK）のポジションにあるときだ
け、イグニッションスイッチから抜き取
ることができます。

イグニッションスイッチをOFFからONに
するときは、イグニッションキーを差し
込み、時計回りにONまで回します。

ONからPARKにするときは、キーバレル
をロックに押し込み、時計回りにPARK
まで回します。PARKは、お車から一時的
に離れるときにだけ使用します。その場
合、テールライト、ライセンスプレート
ライト、ポジションライトを必ず点灯し
ておいてください。

イグニッションキーをOFFに戻すとき
は、キーを反時計回りに回します。
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イグニッションキー

警告

他のキーやキーホルダーなどがイグニッ
ションキーに付いていると、運転の邪魔
になり、制御不能となって事故につなが
るおそれがあります。

他のキーやキーホルダーなどは、走行前
に取り外してください。

注意

他のキーやキーホルダーなどがイグニッ
ションキーに付いていると、部品の塗装
などに傷が入ることがあります。

他のキーやキーホルダーなどは、走行前
に取り外してください。

注意

盗難防止のため、スペアキーはお車とは
別の場所に保管してください。

1

cixj

1.	 キーナンバーのタグ

イグニッションキーは、イグニッション
スイッチやステアリングロックを操作す
るときに使用します。

お車が工場から出荷される際には、イグ
ニッションキー2本とキーナンバーを記載
した小さなタグ1個が支給されます。キー
ナンバーを書き留めたら、スペアキーと
キーナンバーのタグをお車の中ではない
安全な場所に保管してください。

各イグニッションキーには、エンジンイ
モビライザーをオフにするためのトラン
スポンダーが内蔵されています。イグニ
ッションスイッチの近くでは常にイグニ
ッションキーを1本だけ持つようにしてく
ださい。そうすると、イモビライザーが
正常に解除されます。イグニッションス
イッチの近くでイグニッションキーを2本
持つと、トランスポンダーとエンジンイ
モビライザーとの間の信号が正常に送受
信されない場合があります。その場合、
どちらかのイグニッションキーを遠ざけ
ないと、エンジンイモビライザーが解除
されません。

キーを交換する場合は、Triumph正規
販売店でキーをお求めください。必ず
Triumph正規販売店にて、お車のイモビ
ライザーに新しいキーを登録してもらっ
てください。
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ステアリングロック

警告

走行する前に必ずステアリングロックを
解除してください。ステアリングロック
をかけたままでは、ハンドルバーを操作
できません。

そのような状態で走行すると、制御不能
となって事故につながるおそれがありま
す。

cjwa_a

1

1.	 ステアリングロック

ステアリングロックには2つのポジション
があり、イグニッションキーで操作しま
す。

ステアリングロックのかけ方：

	 •	 キーを差し込みます。

	 •	 ハンドルバーを左いっぱいまで切
り、キーを時計回りに回します。

	 •	 キーを抜きます。

ステアリングロックの外し方：

	 •	 キーを差し込むと同時にハンドルバ
ーを少しだけ切ります。そうする
と、ロックにかかっている負荷が軽
くなります。

	 •	 キーを反時計回りに回します。

	 •	 キーを抜きます。

右側ハンドルスイッチ

1

5

4

3
2

6

1.	 エンジンスタート／ストップスイッチ
2. STOP
3. RUN
4. START
5. MODEボタン
6.	 ハザードライトスイッチ

STOP

エンジンを緊急停止するときはSTOPに
します。エンジンを停止しなければなら
ないような緊急事態が発生した場合は、
エンジンスタート／ストップスイッチを
STOPにしてください。

注意

エンジンがかかっているとき以外は、イ
グニッションスイッチをONにしたまま
放置することは避けてください。 電装
品が損傷したりバッテリーが上がったり
するおそれがあります。
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注記:

•	 エンジンストップスイッチでエンジ
ンを停止できますが、電気回路がす
べて遮断されるわけではありませ
ん。そのため、バッテリーが上がっ
てエンジンがかかりにくくなる場合
があります。普段は、イグニッショ
ンスイッチを使ってエンジンを止め
てください。

RUN

走行するときは、イグニッションスイッ
チをONにして、エンジンスタート／スト
ップスイッチをRUNにしてください。

START

STARTにすると電動スターターが作動し
ます。スターターを作動させるには、ク
ラッチレバーを握ります。

注記:

•	 サイドスタンドが下りていてギアが
入っている場合には、クラッチレバ
ーを握ってもスターターは作動しま
せん。

MODEボタン

MODEボタンでスロットルレスポンスを
調整できます。MODEボタンを押し、希
望するライディングモードを選びます（
詳細はページ	32参照）。

ハザードライトスイッチ

ハザードライトを点灯または消灯すると
きは、ハザードライトスイッチを左右ど
ちらかに押します。

ハザードライトを点灯するときは、イグ
ニッションをONにしてください。

ハザードライトを点灯してからイグニッ
ションをOFFにしてもハザードライトは
点灯したままになります。ハザードライ
トスイッチをOFFにすると消灯します。
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左側ハンドルスイッチ

ckdq

1

2

3

4 5

6

1.	 ホーンボタン
2.	 方向指示器スイッチ
3.	 ハイビームボタン
4. SCROLLボタン
5.	 デイタイムランニングライト（DRL）（

装着車のみ）
6.	 クルーズコントロールボタン（装着車の

み）

SCROLLボタン

SCROLLボタンは、計器盤で以下の操作を
するときに使用します。

	 •	 オドメーターの表示（ページ	30参
照）

	 •	 トリップメーターのリセット（ペー
ジ	30参照）

	 •	 時計を合わせるとき（ページ	31参
照）

	 •	 トラクションコントロールの設定 
（ページ	34参照）

ハイビームボタン

ハイビームボタンを押すと、ハイビーム
が点灯します。ハイビームボタンを押す
たびに、ロービームとハイビームが切り
替わります。

注記:

•	 このモデルには、ライト用の
ON／OFFスイッチは付いていませ
ん。ポジションライト、リアライ
ト、ライセンスプレートライトはす
べて、イグニッションスイッチをON
にすると自動的に機能します。

•	 ヘッドライトは、イグニッションス
イッチをONにすると機能します。ス
ターターボタンを押してエンジンが
かかるまでの間はヘッドライトが消
灯します。

方向指示器スイッチ

方向指示器スイッチを左右いずれかに押
すと、押した方向の方向指示器が点滅し
ます。方向指示器スイッチは操作後、自
動的に元の位置に戻ります。

方向指示器は手動で停止します。方向指
示器を停止するときは、方向指示器スイ
ッチを中央の位置で押して離します。

ホーンボタン

イグニッションスイッチがONになってい
るときにホーンボタンを押すと、ホーン
が鳴ります。

クルーズコントロールボタン（装着
車のみ）

クルーズコントロールボタンを押すと、
クルーズコントロールがONになります。
そのボタンをもう一度押してクルーズコ
ントロールをOFFにするまで、ボタンは
押した状態のままになります。
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デイタイムランニングライト（DRL）
スイッチ（装着車のみ）

イグニッションスイッチがONの
状態のときに、デイタイムランニングラ
イトスイッチを [DAYTIME RUNNING 
LIGHTS] にするとデイタイムランニング
ライト表示灯が点灯します。

デイタイムランニングライトとロービー
ムヘッドライトは、左側スイッチハウジ
ングにあるスイッチを使い手動で操作し
ます（装着車のみ）。

警告

周囲が暗いときにデイタイムランニング
ライトを点灯して必要以上に長く走行す
るのはやめてください。

暗くなってからやトンネルの中など十分
な明るさがない場所で、デイタイムラン
ニングライトを点灯して走行すると、周
囲が見えづらかったり歩行者や他の車両
の迷惑となったりする可能性がありま
す。

その結果、車両が制御不能となって事故
につながるおそれがあります。

注記:

•	 日中走行時にデイタイムランニング
ライトを点灯することで、周囲に対
する自車の被視認性が高まります。

•	 ハイビームを使用できる状況以外で
は、ロービームを点灯してくださ
い。

スロットルコントロール

2

1

1.	 スロットル開位置
2.	 スロットル閉位置

エンジンのエレクトロニックコントロー
ルモジュール（ECM）を介してスロット
ルを開閉するための電子スロットルツイ
ストグリップがすべてのモデルに装着さ
れています。このシステムにはスロット
ルを直接作動するためのケーブルはあり
ません。

スロットルグリップを手前に回してスロ
ットルを開くと、スロットルグリップに
操作感が生じます。スロットルグリップ
を離すと、内部のリターンスプリングに
よってスロットルグリップがスロットル
閉位置に戻り、スロットルが閉じます。

スロットルコントロールをユーザーが調
整することはできません。
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スロットルコントロールに異常がある場
合は、故障表示灯（MIL）が点灯し、エ
ンジンが以下のどれかの状態になりま
す。

 • MILが点灯し、エンジン回転数とス
ロットル動作が制限される

 • MILが点灯し、アイドリング回転数
が高いときだけ、リンプホームモー
ドになる

 • MILが点灯し、エンジンがかからな
くなる

このような状態になった場合は、できる
だけ早くTriumph正規販売店に連絡し、
点検修理を受けてください。

クルーズコントロール 
（装着車のみ）

警告

クルーズコントロールは、一定速度で安
全に走行できる場合にだけ使用するもの
です。

渋滞中、急カーブや見通しのきかないカ
ーブ、滑りやすい路面などを走行すると
きにクルーズコントロールを使用しない
でください。

渋滞中、急カーブや見通しのきかないカ
ーブ、滑りやすい路面などでクルーズコ
ントロールを使用すると、制御不能とな
って事故につながるおそれがあります。

警告

このTriumphモーターサイクルで走行す
るときは、法定速度内で運転してくださ
い。

走行速度が増すにつれて周囲の交通状況
に対応できる時間がどんどん短くなるた
め、高速で運転すると危険な状況に陥る
可能性があります。

必ず天候や交通状況に応じて速度を落と
してください。
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警告

このTriumphモーターサイクルで高速走
行できるのは、定められたコースで行わ
れるロードレースやサーキットだけで
す。また、高速走行が可能なのは、高
速走行に必要とされるテクニックを修
得し、この車両のあらゆる状況における
特性を熟知しているライダーだけです。

その他の状況での高速走行は危険であ
り、制御不能となって事故につながるお
それがあります。

クルーズコントロールボタンは左側スイ
ッチハウジングにあり、走行中に簡単に
操作できます。

1

1.	 クルーズコントロールボタン

クルーズコントロールはいつでもONにし
たりOFFにしたりできます。ただし、ク
ルーズコントロールを作動できるのはペ
ージ	43に記載されている条件がすべてそ
ろったときだけです。

クルーズコントロールを開始する

クルーズコントロールの作動に必要な条
件：

	 •	 車速が30 km/h～160 km/hであるこ
と。

	 •	 ギアが3速以上であること。

クルーズコントロールの作動方法：

	 •	 クルーズコントロールボタンを押
し、クルーズコントロールシステム
をONにします。ディスプレイにクル
ーズコントロールのマークが表示さ
れます。

1

1.	 クルーズコントロールのマーク
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	 •	 希望の走行速度に達したら、クルー
ズコントロールボタンをもう一度押
し、クルーズコントロールを開始し
ます。タコメーター内のクルーズコ
ントロールライトが点灯しますの
で、クルーズコントロールで定速走
行していることが分かります。

1

1.	 クルーズコントロールライト

クルーズコントロールの解除方法

クルーズコントロールは、以下のどれか
の操作をしたときに解除されます。

	 •	 スロットルグリップを前方いっぱい
まで回す。

	 •	 クラッチレバーを握る。

	 •	 フロントブレーキまたはリアブレー
キを操作する。

	 •	 スロットルグリップを使用して60秒
間以上加速する。

解除すると、タコメーター内のクルーズ
コントロールライトが消灯します。

ブレーキレバーアジャスター
とクラッチレバーアジャスタ
ー

警告

走行中にレバーの間隔を調節することは
やめてください。制御不能となって事故
につながるおそれがあります。

レバーの間隔を調節したら、交通のない
安全な場所で運転し、新しいレバーの設
定に慣れてください。

ご所有のお車を他人に貸してはいけませ
ん。ご自身が設定したレバーの位置が借
り手によって変更されていた場合、制御
不能となって事故につながるおそれがあ
ります。

1 2

1.	 クラッチレバーのアジャスターホイール
2.	 矢印マーク

フロントブレーキレバーとクラッチレバ
ーにはそれぞれアジャスターが付いてい
ます。このアジャスターを使い、ハンド
ルバーからレバーまでの間隔をライダー
の手の大きさに合わせて調節することが
できます。フロントブレーキレバーでは5
段階、クラッチレバーでは4段階に調節で
きます。
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レバーを調節するときは、レバーを前方
に押してアジャスターホイールを回し、
アジャスターホイールにある番号のひと
つをレバーホルダーにある矢印マークに
合わせます。

ハンドルバーグリップと握っていない状
態のレバーとの間隔は、4番か5番に合わ
せたときに最も狭くなり、1番に合わせた
ときに最も広くなります。

燃料

Pb

cbny

燃料の等級 

お買い上げのTriumphのエンジンは、無
鉛燃料を使うように設計されており、正
しい等級の燃料を使用するとその性能が
十分に発揮されます。必ずオクタン価
91 RON以上の無鉛燃料を使用してくださ
い。

ただし、エンジンのキャリブレーション
が必要な場合もあります。必ずTriumph
正規販売店にお問い合わせください。

注意

燃料の等級が適切でなかったりエンジン
を正しくキャリブレーションしなかった
りすると、モーターサイクルが損傷して
修理できなくなることがあります。

必ず適切な等級で品質に問題のない燃料
を使用してください。

燃料の等級が適切でなかったりエンジン
を正しくキャリブレーションしなかった
りすることに起因する損傷は、製造上の
欠陥ではないため、保証の対象になりま
せん。
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注意

このお車の排気装置には排出ガスを低減
する触媒コンバーターが取り付けてあり
ます。

有鉛ガソリンを使うと、触媒コンバータ
ーが損傷することがあります。また、燃
料切れを起こしたり、燃料が極めて少な
い状態で走行したりすると、触媒コンバ
ーターに回復不能な損傷を与える可能性
があります。

必ず燃料を十分に補給して走行してくだ
さい。

注記:

•	 一部の国や州、地域などでは、有鉛
ガソリンの使用が法律で禁止されて
います。

給油方法 

警告

給油するときは、安全のため以下の指示
にしたがってください。

- ガソリン（燃料）は非常に可燃性が高
く、特定の条件下では爆発する可能性が
あります。給油するときは、イグニッシ
ョンスイッチをOFFにしてください。

- 喫煙はやめてください。

- 携帯電話を使用しないでください。

- 給油場所の換気が良いか、火気がない
かを確認してください。パイロットラン
プのついた器具も使用できません。

- 燃料がフィラーネックに達するほどタ
ンクを一杯にすることは絶対にやめてく
ださい。太陽熱やその他の熱源から生じ
た熱で燃料が膨張してあふれ出し、火災
を引き起こすおそれがあります。

- 給油後は、フューエルフィラーキャッ
プをきちんと閉じてください。

- ガソリン（燃料）は非常に可燃性が高
いため、燃料が漏れたりこぼれたりした
場合や、上述の注意事項を守らなかった
りした場合は、火災が発生し、物的な損
害や負傷または死亡の原因となることが
あります。
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フューエルタンクキャップ

1.	 フューエルタンクキャップ

フューエルタンクキャップの開け方：

	 •	 カバーをずらすと、キーの差込口が
見えます。

	 •	 キーを差し込み、反時計回りに回し
ます。キャップを反時計回りに回
し、フィラーネックから外します。

フューエルタンクキャップの閉め方：

	 •	 フィラーネックにキャップをかぶ
せ、キャップを時計回りに回してし
っかりと閉めます。

	 •	 キャップをしっかりと閉めるとラチ
ェット機構が働き、キャップの内側
部分とは別にキャップの外側部分だ
けが回転するようになっているた
め、キャップの締めすぎを防止でき
ます。

	 •	 キーを時計回りに回してキャップを
ロックし、キーを抜きます。

	 •	 カバーを元に戻します。

燃料タンクへの給油量

警告

タンクに燃料を入れ過ぎると燃料がこぼ
れる可能性があります。

燃料がこぼれた場合は、こぼれた燃料を
すぐに拭き取り、使用した布を安全な方
法で処分してください。

エンジン、排気管、タイヤなど、お車に
燃料がかからないように注意してくださ
い。

ガソリン（燃料）は非常に可燃性が高い
ため、燃料が漏れたりこぼれたりした場
合や、上述の注意事項を守らなかったり
した場合は、火災が発生し、物的な損害
や負傷または死亡の原因となることがあ
ります。

タイヤの近くやタイヤの上に燃料をこぼ
すと、タイヤのグリップ力が低下するこ
とがあります。そうなると安全に走行で
きなくなり、車両が制御不能となって事
故につながるおそれがあります。

注意

雨天時やほこりっぽい状態のときは、給
油を避けてください。大気中の異物が燃
料に混入する可能性があります。

燃料に異物が混入すると、燃料システム
の部品が損傷する場合があります。
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給油は、燃料をこぼさないようにゆっく
りと行います。燃料がフィラーネックの
最下部を超えるほどタンクを一杯にして
はいけません。エンジンや直射日光から
の熱を吸収して燃料が膨張しても大丈夫
なように、タンク内に十分な空間を残し
ておく必要があります。

21

1.	 フューエルフィラーネック
2.	 燃料の上限

給油後は、フューエルフィラーキャップ
をきちんと閉じてください。

サイドスタンド

警告

このお車にはインターロックシステムが
あるため、サイドスタンドを下ろしたま
までは走行できません。

サイドスタンドを下ろしたまま走行した
り、インターロック装置を改造したりす
ることは絶対にやめてください。そのよ
うな行為をすると安全に走行できなくな
り、制御不能となって事故につながるお
それがあります。

cjwk

1

1.	 サイドスタンド

このお車はサイドスタンドで駐車できま
す。

注記:

•	 サイドスタンドを使うときは、必ず
ハンドルバーを左いっぱいまで切
り、ギアを1速に入れておいてくださ
い。

駐車時にサイドスタンドを下ろしたとき
は、走行前にまずサイドスタンドを上げ
てください。

安全に駐車する方法については、「モー
ターサイクルの運転」を参照してくださ
い。
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サイドパネル

左側サイドパネルを取り外すと、ヒュー
ズボックス、調整工具、点検キャップに
アクセスできます。

サイドパネルの取り外し方：

	 •	 両手でサイドパネルをしっかりとつ
かみ、サイドパネルの下の部分を引
っ張ります。そうすると、グロメッ
トからスピゴットが外れます（グロ
メットは車両側に残ります）。

	 •	 サイドパネルを車両後方に向かって
ずらしてから持ち上げ、位置決め突
起から外します。

サイドパネルの取り付け方：

	 •	 サイドパネルを車両前方に向かって
はめ、サイドパネルの位置決め溝を
車両側の位置決め突起に合わせま
す。

	 •	 スピゴットとグロメットの位置を合
わせます。

	 •	 サイドパネルを押してはめ込みま
す。

	 •	 サイドパネルをつかんでみて、しっ
かりと固定されているか確認しま
す。

cjxe

3
4

2
1

1.	 位置決め突起
2.	 位置決め溝
3.	 スピゴット
4.	 グロメット

シートの調整

Bonneville Bobber および 
Bonneville Bobber Blackの場合

注意

シートやシートカバーの損傷を防ぐに
は、シートを落とさないよう気をつけて
ください。

シートを車両に立てかけたり、シートや
シートカバーを傷つける可能性のある場
所に立てかけたりしてはいけません。シ
ートは、シートカバーを上に向けた状態
にして、清潔で平らな柔らかい布地の上
に置いてください。

シートカバーを傷つけたり汚したりする
可能性のあるものを、シートの上に置い
てはいけません。

シートを調整するときに、シートを取り
外す必要はありません。シートの位置
は、シートマウントに沿って最大30 mm
まで調整できます。
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シートの調整

	 •	 シート前方のネジを取り外します。

1

2

4

3

1.	 シート
2.	 右側のネジ
3.	 左側のネジ
4.	 前方のネジ

	 •	 左側のネジをゆるめ、シートを持ち
上げます。シート下の調整溝が見え
ます。

	 •	 シート下にあるナット2個をゆるめ
ます。ナットを取り外してはいけま
せん。

L0130

1

2

1.	 シート（イラストではシートが外れた状
態になっています）

2.	 ナット

	 •	 シートマウントに沿って、希望の位
置までシートをずらします。

	 •	 ナットを38 Nmで締め付けます。

	 •	 シートを元の位置に下ろします。シ
ートマウントの前部をフレームに当
てます。

	 •	 左側のネジを48 Nmで締め付けま
す。

	 •	 前方のネジを取り付け48 Nmで締め
付けます。
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ライダーシート

Bonneville Speedmasterの場合

注意

シートやシートカバーの損傷を防ぐに
は、シートを落とさないよう気をつけて
ください。

シートを車両に立てかけたり、シートや
シートカバーを傷つける可能性のある場
所に立てかけたりしてはいけません。シ
ートは、シートカバーを上に向けた状態
にして、清潔で平らな柔らかい布地の上
に置いてください。

シートカバーを傷つけたり汚したりする
可能性のあるものをシートの上に置いて
はいけません。

シートの取り外し方：

注記:

•	 ライダーシートは車両にひもで固定
してあります。

	 •	 ライダーシートの左前方にあるロッ
クリリースを前方に引っ張り、シー
トロックからシートを外します。

	 •	 シート後部を持ち上げ、車体フレー
ムから取り外します。
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2.	 ライダーシート

シートの取り付け方：

	 •	 シートの位置決めツメを燃料タンク
の下側にはめます。

	 •	 シートの中央をしっかりと押して、
シートロックにはめます。シートが
シートロックにはまると、カチッと
音がします。

警告

走行中にシートが外れないようにするた
め、シートを取り付けたら必ずシートを
つかんでぐっと引っ張り上げてみてくだ
さい。

シートが適切に固定されていない場合
は、モーターサイクルから外れてしまい
ます。

シートがしっかり固定されていなかった
り外れたりすると、車両が制御不能とな
って事故につながるおそれがあります。
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パッセンジャーシート

Bonneville Speedmasterの場合

注意

シートやシートカバーの損傷を防ぐに
は、シートを落とさないよう気をつけて
ください。

シートを車両に立てかけたり、シートや
シートカバーを傷つける可能性のある場
所に立てかけたりしてはいけません。シ
ートは、シートカバーを上に向けた状態
にして、清潔で平らな柔らかい布地の上
に置いてください。

シートカバーを傷つけたり汚したりする
可能性のあるものをシートの上に置いて
はいけません。

シートの取り外し方：

	 •	 ライダーシートを取り外します（ペ
ージ	51参照）。

	 •	 パッセンジャーシートがマッドガー
ドにネジで固定してあるので、その
ネジを取り外します。

	 •	 シート前部を持ち上げて後ろにずら
し、マッドガードにある位置決め突
起2箇所から外します。

ckdr
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2.	 位置決め突起

シートの取り付け方：

	 •	 シートベース後部にある穴をマッド
ガードにある位置決め突起2箇所に
合わせます。

	 •	 シートを前方に動かして位置決め突
起をシートにはめます。

	 •	 シート前部にネジをはめ9 Nmで締
め付けます。

	 •	 ライダーシートを取り付けます（ペ
ージ	51参照）。

警告

走行中にシートが外れないようにするた
め、シートを取り付けたら必ずシートを
つかんでぐっと引っ張り上げてみてくだ
さい。

シートが適切に固定されていない場合
は、モーターサイクルから外れてしまい
ます。

シートがしっかり固定されていなかった
り外れたりすると、車両が制御不能とな
って事故につながるおそれがあります。
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ツールキット

ツールキットとは、調整工具と点検キャ
ップのことです。

調整工具は、左側サイドパネルの内側に
取り付けてあります。調整工具は様々な
作業で使用します。

点検キャップはヒューズボックスに取り
付けてあります。ヒューズボックスは左
側サイドパネルの下側にあります。点検
キャップは、ブレーキフルードリザーバ
ーのフルード量を点検するため、スプロ
ケットカバーのキャップを開けるときに
使用します。

Bonneville Speedmasterの場合

Cスパナとエクステンションハンドルが
ライダーシートの裏側に収納してありま
す。リアサスペンションのプリロードを
変更するときに使用します。

慣らし運転

R.P.M.
cboa

新車の場合、最初の内は慣らし運転と呼
ばれる走行が必要です。

部品が新しいときは、エンジン内部の摩
擦が特に大きくなります。その後、エン
ジンを継続的に回転させることによって
部品同士がなじみ、内部摩擦が大幅に低
減します。

慎重に慣らし運転を行うことで、排ガス
量や走行性能や燃費が最適化され、エン
ジンやその他の部品も長く使用できるよ
うになります。

最初の800 km：

	 •	 フルスロットルにしないでくださ
い。

	 •	 エンジン速度を高速に保つことは避
けてください。

	 •	 高速、低速にかかわらず、長時間一
定速度で走行することは避けてくだ
さい。

	 •	 緊急時以外は、急発進、急停止、急
加速を避けてください。

	 •	 最高速度の4分の3を超える速度で走
行しないでください。

800 kmから1,500 kmまで：

	 •	 短時間であれば、エンジン速度を限
界まで徐々に上げても構いません。
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慣らし運転期間中と慣らし運転終了後：

	 •	 エンジン冷間時は、エンジン速度を
上げ過ぎないでください。

	 •	 エンジンにあまり負荷をかけないよ
うにしてください。必ず、エンジン
に負担がかかる前にシフトダウンし
てください。

	 •	 エンジン速度を不必要に上げて走行
しないでください。シフトアップす
ることで燃料消費量や騒音を低減す
ることができ、環境保護につながり
ます。

日常点検

警告

走行前に日常点検を実施しないと、お車
に重大な損傷が生じたり、重傷事故や死
亡事故を引き起こしたりするおそれがあ
ります。

走行前に必ず以下の日常点検を実施して
ください。日常点検に時間はかかりませ
んし、点検することで安全で安定した走
行が可能になります。

日常点検で異常が見つかった場合は、「
メンテナンスおよび調整」を参照する
か、Triumph正規販売店に依頼するかし
て、お車を安全な状態に戻してくださ
い。

点検項目

燃料：タンクに燃料が適量入っているこ
と、燃料漏れがないこと（ページ	47参
照）。

エンジンオイル: ディップスティックま
たはサイトグラスでオイル量が適正か確
認すること。適切な仕様のオイルを適宜
補給すること。エンジンやオイルクー
ラーから漏れがないこと（ページ	75参
照）。

ドライブチェーン：正しく調整してある
こと（ページ	83参照）。

タイヤ／ホイール：空気圧が適正である
こと（冷間時）。トレッドの深さと磨耗
状態、タイヤとホイールの損傷、スポー
クのゆるみや破損、パンクなどを点検す
ること（ページ	99参照）。
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ナット、ボルト、	締め具類：ステアリン
グとサスペンションの部品、アクスル、
操作レバーなどがきちんと締め付けてあ
るか目視点検すること。ゆるんだり損傷
したりしているネジがないかすべて点検
すること。

ステアリングの動き：左右にいっぱいま
でガタがなくスムーズに動くこと。コン
トロールケーブルのひっかかりがないこ
と（ページ	94参照）。

ブレーキ：ブレーキレバーを引いた感
触、ブレーキべダルを踏んだ感触が適切
であること。遊びが大きすぎる場合また
はブレーキレバーやブレーキペダルの操
作感が柔らかすぎる場合は点検すること
（ページ	89 および ページ	89）。

ブレーキパッド：摩擦材の厚さが適切
か、すべてのブレーキパッドを点検する
こと（ページ	88参照）。

ブレーキフルード量：ブレーキフルード
の漏れがないこと。ブレーキフルード量
は、両方のリザーバーとも上限マークと
下限マークとの中間あたりにあること 
（ページ	89参照）。

フロントフォーク：スムーズに動くこ
と。フォークオイルの漏れがないこと 
（ページ	96参照）。

スロットル：スロットルグリップがスム
ーズにアイドルポジションに戻ること 
（ページ	82参照）。

クラッチ：スムーズに操作できて、ケ
ーブルの遊びが適切であること（ペー
ジ	83参照）。

クーラント：クーラントの漏れがないこ
と。リザーブタンク内のクーラント量を
点検すること（エンジン冷間時）（ペー
ジ	79参照）。

電装品：ライトすべてとホーンが適切に
機能すること（ページ	40参照）。

エンジンストップスイッチ：エンジンス
タート／ストップスイッチをSTOPにする
とエンジンが停止すること（ページ	38参
照）。

スタンド：バネの力で一番上まで戻るこ
と。リターンスプリングが弱くなってい
たり、傷んだりしていないこと（ペー
ジ	48参照）。
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6

5

41

3

2

1. STOP
2. RUN
3. START
4. ON
5.	 イグニッションスイッチ
6.	 ニュートラル表示灯



モーターサイクルの運転

58

エンジンの止め方

注意

通常は、イグニッションスイッチをOFF
の位置に回すとエンジンが停止します。
エンジンストップスイッチは緊急時にだ
け使用してください。

エンジンを止めたら、イグニッションス
イッチをONにしたまま放置してはいけ
ません。

電気系統が損傷する場合があります。

エンジンの止め方：

	 •	 スロットルを完全に戻します。

	 •	 ギアをニュートラルにします。

	 •	 イグニッションスイッチをOFFにし
ます。

	 •	 ギアを1速に入れます。

	 •	 安定した平らな場所で、お車をサイ
ドスタンドで立てます（ページ	65
参照）。

	 •	 ステアリングをロックします（ペー
ジ	38参照）。

エンジンのかけ方

警告

締め切った場所でエンジンをかけたりア
イドリングしたりすることは絶対にやめ
てください。

排出ガスは有毒です。短時間の内に意識
を失い、死に至る可能性があります。

必ず屋外または換気の良い所でエンジン
をかけてください。

注意

スターターを5秒以上連続して作動させ
てはいけません。スターターモーターが
オーバーヒートして、バッテリーが消耗
します。

スターターを繰り返し作動させる場合
は、モーターが冷えてバッテリーのパワ
ーが回復するまで、15秒待ってから作動
させてください。

エンジンを長時間アンドリングしてはい
けません。オーバーヒートしてエンジン
が損傷することがあります。

注意

エンジンがかかるとすぐに油圧低下警告
灯が消灯します。

エンジンをかけた後に油圧低下警告灯が
消灯しない場合は、すぐにエンジンを止
めて原因を調べてください。

油圧が低下した状態でエンジンが回転す
ると、エンジンに重大な損傷が生じま
す。

エンジンのかけ方：

	 •	 エンジンストップスイッチをRUNに
します。

	 •	 ギアをニュートラルにします。

	 •	 イグニッションスイッチをONにしま
す。
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注記:

•	 イグニッションスイッチをONにする
と、計器盤の各警告灯が一旦点灯し
て消灯します（エンジンをかけるま
で点灯したままになる警告灯は除き
ます。ページ	24参照）。

	 •	 クラッチレバーをいっぱいまで握り
ます。

	 •	 スロットルを閉じたまま、スタータ
ーボタンを押してエンジンをかけま
す。

このお車には、スターターロックアウト
スイッチが付いています。サイドスタン
ドが下りている場合、ギアがニュートラ
ル以外に入っていると、電動スターター
が作動しないようになっています。

エンジン回転中にサイドスタンドを下ろ
した場合、ギアがニュートラル以外に入
っていると、クラッチレバーの位置に関
係なくエンジンが停止します。

発進のしかた

発進のしかた：

	 •	 クラッチレバーを握り、ギアを1速に
入れます。

	 •	 スロットルを少し開き、クラッチレ
バーを握った手をゆっくりゆるめま
す。

	 •	 クラッチがつながり始めたら、スロ
ットルをもう少し開いて、エンスト
しないようにエンジン回転数を上げ
ます。

ギアチェンジのしかた

警告

低速ギアでスロットルを開きすぎたり、
急に開いたりしないように注意してくだ
さい。そうしないと、フロントホイール
が地面から浮き上がり（ウィリー走行）
、リアタイヤのトラクションが失われま
す（ホイールスピン）。

このお車の運転に慣れていない間は、必
ずスロットルを慎重に開いてください。
そうしないと、ウィリー走行やトラクシ
ョンの低下により、制御不能となって事
故につながるおそれがあります。

警告

高速走行中は低速ギアに切り替えてはい
けません。エンジン回転数（rpm）が急
激に上がってしまいます。

そうなるとリアホイールがロックし、制
御不能となって事故につながるおそれが
あります。エンジンも損傷する可能性が
あります。

シフトダウンするときは、エンジン回転
数を十分に落としてください。
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ギアチェンジのしかた：

	 •	 クラッチレバーを握りながらスロッ
トルを戻します。

	 •	 ギアを1段上げるか、または1段下げ
ます。

	 •	 クラッチレバーを離しながら、スロ
ットルを軽く開きます。ギアチェン
ジするときは、必ずクラッチを使っ
てください。

注記:

•	 ギアチェンジの仕組みは 「ポジティ
ブストップ」式です。つまり、ギア
チェンジペダルやギアチェンジレバ
ーを動かすたびに、シフトアップも
シフトダウンも1段ずつしか変速でき
ません。

ブレーキの使い方

警告

ブレーキは以下のように操作してくださ
い：

クラッチをつなげたままスロットルを完
全に戻し、エンジンブレーキをかけま
す。

お車が止まったときにギアが1速になる
ように、1段ずつシフトダウンします。

停止するときは、必ず両方のブレーキを
同時にかけます。通常、リアブレーキよ
りもフロントブレーキをやや強めにかけ
ます。

エンストしないように、必要に応じてシ
フトダウンするか、またはクラッチを完
全に切ります。

絶対にブレーキをロックさせてはいけま
せん。制御不能となって事故につながる
おそれがあります。

警告

急ブレーキをかけるときは、シフトダウ
ンはせず、横滑りしないように注意しな
がら、できる限り強くフロントブレーキ
とリアブレーキをかけることに集中して
ください。ライダーは、急ブレーキのか
け方を交通のない場所で練習する必要が
あります。

Triumphでは、すべてのライダーの皆様
に教習を受けていただくことをお勧めし
ています。教習では安全なブレーキ操作
も習得できます。正しいブレーキテクニ
ックを習得しないと、制御不能となって
事故につながるおそれがあります。
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警告

注意が散漫になると制御不能となって事
故につながるおそれがあるため、制動
時、加速時、旋回時には、安全のため十
分に注意を払ってください。フロントブ
レーキまたはリアブレーキのどちらか一
方だけを使用すると、ブレーキ性能が十
分に発揮されません。ブレーキを強くか
けすぎると、どちらかのホイールがロッ
クする場合があり、モーターサイクルが
制御不能となって事故につながるおそれ
があります。

コーナーに進入する前にできるだけ速度
を落としたりブレーキをかけたりしてく
ださい。コーナリングの途中でスロット
ルを戻したりブレーキをかけたりする
と、スリップして制御不能となり事故に
つながるおそれがあります。

雨天時に走行する場合や舗装されていな
い道路を走行する場合は、操縦しづらく
なったり停止しづらくなったりします。
そのような状況でも、ライダーは適切に
対応しなくてはなりません。急加速、急
ブレーキ、急旋回をすると、制御不能と
なり事故につながるおそれがあります。

警告

長く急な下り坂や山道を下るときは、シ
フトダウンしてエンジンブレーキを効果
的に使い、フロントブレーキとリアブレ
ーキは断続的に使用してください。

連続的にブレーキをかけたり、リアブレ
ーキだけをかけたりすると、ブレーキの
温度上昇の原因となり、ブレーキの効き
が悪くなります。そうなると制御不能と
なって事故につながるおそれがありま
す。

警告

ブレーキペダルに足をかけたまま走行し
たり、ブレーキレバーに手をかけたまま
走行したりすると、ブレーキライトが点
灯することがあるので、他の人はあなた
がブレーキをかけたと勘違いしてしまい
ます。

また、ブレーキの温度が上昇してブレー
キの効きが悪くなり、制御不能となって
事故につながるおそれもあります。
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警告

エンジンを切った状態で惰性走行しては
いけません。また、このお車をけん引し
てもいけません。

エンジン回転中でなければ、トランスミ
ッションは圧力潤滑されません。

潤滑が不十分であれば、トランスミッシ
ョンの損傷や焼き付きの原因となり、突
然制御不能となって事故につながるおそ
れがあります。

1

1.	 フロントブレーキレバー

1

1.	 リアブレーキペダル 
（Bonneville Bobber）

ABS（アンチロックブレーキシステ
ム）について

警告

ABSはホイールのロックを防止します。
したがって、緊急時や滑りやすり路面を
走行しているときにも、ブレーキシステ
ムの効力が最大限に発揮されます。ABS
によって特定の状況下で制動距離が短く
なることがありますが、ABSは安全な走
行を保証する装置ではありません。

必ず法定速度以下で走行してください。

決して不注意な運転をしてはいけませ
ん。天候、路面状況、交通状況に応じて
必ず減速してください。

コーナリング時は十分に注意してくださ
い。コーナーに入ってからブレーキをか
けると、ABSが車両の重量と推進力に対
応できません。そうすると、制御不能と
なって事故につながるおそれがありま
す。

状況によっては、ABS搭載車の方が、同
等の機種のABS非搭載車よりも制動距離
が長くなることがあります。

ABS警告灯

ABS警告灯が点灯しているとき
はABSが機能しません。エンジンをかけ
てから10 km/hを超えるまでの間、ABS
警告灯が点灯しているのは正常な状態で
す。その後、故障がなければ、エンジン
を停止して再始動するまで、ABS警告灯
が再び点灯することはありません。
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それ以外の場合で、走行中にABS警告灯
が点灯したときは、ABSの異常ですので
点検が必要です。

	 •	 通常、ブレーキレバーやブレーキペ
ダルの感触が硬くなったり、振動
が伝わったりすることで、ABSが作
動したことがライダーに分かりま
す。ABSはブレーキシステムに一体
化されたシステムではなく、フロン
トブレーキとリアブレーキの両方を
同時に制御するものではないため、
ブレーキレバーかブレーキペダル、
またはその両方から体に振動が伝わ
ることがあります。

	 •	 突然上り坂や下り坂になると、ABS
が作動することがあります。

警告

ABSが停止している場合、ブレーキシス
テムはABS非装着のブレーキシステムと
して機能します。

ABS警告灯が点灯したままのときは、必
要以上に走行を続けないでください。

できるだけ早くTriumph正規販売店に連
絡し、点検修理を受けてください。その
ような状況で急ブレーキをかけると、ホ
イールがロックし、制御不能となって事
故につながるおそれがあります。

警告

お車をスタンドで支えた状態で、リアホ
イールを30秒以上高速で回転させると
ABS警告灯が点灯します。これは故障で
はありません。

イグニッションスイッチをOFFにして
からもう一度エンジンをかけたとき
も、30 km/hを超えるまではABS警告灯
が点灯したままになります。

警告

ABSコンピューターは、フロントホイー
ルとリアホイールの相対速度を比較する
ことによって作動します。

認定タイヤ以外のタイヤを使用するとホ
イール速度が変化し、ABSが正しく作動
しなくなるおそれがあります。そのた
め、通常ならABSが作動するはずの状況
でも、制御不能となって事故につながる
おそれがあります。

高速走行時の注意

警告

このTriumphモーターサイクルで走行す
るときは、法定速度内で運転してくださ
い。

走行速度が増すにつれて周囲の交通状況
に対応できる時間がどんどん短くなるた
め、高速でモーターサイクルを運転する
と危険な状況に陥る可能性があります。

必ず天候や交通状況に応じて速度を落と
してください。

警告

このTriumphモーターサイクルで高速走
行できるのは、定められたコースで行わ
れるロードレースやサーキットだけで
す。また、高速走行が可能なのは、高
速走行に必要とされるテクニックを修
得し、この車両のあらゆる状況における
特性を熟知しているライダーだけです。

その他の状況での高速走行は危険であ
り、制御不能となって事故につながるお
それがあります。
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警告

高速走行時のハンドリング特性は、法定
速度で走行しているときの慣れたハンド
リング特性とは異なる場合があります。
十分な訓練を受けて必要な技能を修得す
るまでは、高速走行をしないでくださ
い。誤ったハンドリングによって、重大
な事故を引き起こすおそれがあります。

警告

以下に記載するのは大変重要な項目です
ので必ず守ってください。普通の速度で
走行しているときには気づかないような
問題でも、高速走行時には深刻な問題と
なる場合があります。

全般

お車は定期点検表にしたがってメンテナ
ンスしてください。

ステアリング

ハンドルの動きがスムーズか、遊びが大
きすぎたり、動かしづらかったりしない
か点検します。コントロールケーブルが
ステアリングの邪魔になっていないか点
検します。

荷物

収納ケースをすべて閉じてロックし、車
両にしっかり固定します。

ブレーキ

フロントブレーキとリアブレーキがきち
んと効くか点検します。

タイヤ

高速走行ではタイヤに負担がかかりま
す。安全に走行するためには、タイヤ
の状態が良好でなければなりません。タ
イヤの状態を全体的に点検し、適正空気
圧にして（タイヤ冷間時）、ホイールバ
ランスを点検します。タイヤ空気圧を点
検した後、バルブキャップをしっかりと
はめます。「メンテナンス」や「主要諸
元」に記載されているタイヤの点検方法
およびタイヤの安全についての指示にし
たがってください。

燃料

高速走行時は燃料消費量が増えるので、
燃料を十分補給しておいてください。

注意

多くの地域では、このモデルの排気装置
に排ガスを低減する触媒コンバーターが
取り付けてあります。

燃料切れを起こしたり、燃料が極めて少
ない状態で走行したりすると、触媒コン
バーターに回復不能な損傷を与える可能
性があります。

必ず燃料を十分に補給して走行してくだ
さい。
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エンジンオイル

エンジンオイルの量が適正か点検しま
す。補給するときは、グレードと種類が
適切なオイルを使用してください。

ドライブチェーン

ドライブチェーンの調整・注油が適切か
点検します。チェーンに摩耗や損傷がな
いか点検します。

クーラント

リザーブタンクの上限ラインと下限ライ
ンとの間にクーラントの液面があるか点
検します。必ずエンジン冷間時に点検し
てください。

電装品

ヘッドライト、リアライト、ブレーキラ
イト、方向指示器、ホーンなどがすべて
きちんと動作するか点検します。

その他

ボルト等がすべてきちんと締めてあるか
点検します。

駐車のしかた

警告

柔らかい地面や急な斜面には駐車しない
でください。そうした場所に駐車する
と、お車が倒れて物が壊れたり人がけが
をしたりするおそれがあります。

警告

ガソリンは非常に可燃性が高く、特定の
条件下では爆発する可能性があります。
車庫など屋内に駐車する場合は、十分に
換気し、お車に火気を近づけないように
してください。パイロットランプのつい
た器具も使用できません。

この警告にしたがわないと、火災が発生
し、物が壊れたり人がけがをしたりする
おそれがあります。
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警告

走行後は、エンジンと排気装置が熱くな
っています。歩行者や子供がお車に触れ
る可能性がある場所には駐車しないでく
ださい。

熱くなったエンジンや排気装置に触れる
と、やけどをする可能性があります。

ギアをニュートラルにし、イグニッショ
ンスイッチをOFFにします。

盗難防止のために、ステアリングをロッ
クします。

お車の転倒を防止するため、必ず安定し
た平らな場所に駐車してください。

傾斜地に駐車するときは、お車がスタン
ドから外れないように、必ず傾斜に沿っ
て上に向けて駐車します。ギアを1速に入
れてお車が動かないようにします。

傾斜地に横方向（左右）に駐車するとき
は、サイドスタンドのある側を傾斜の上
側にします。

傾斜が6度以上ある斜面には横方向（左
右）に駐車してはいけません。また、下
り方向に向けて駐車することも絶対にや
めてください。

注記:

•	 夜間に道路の近くに駐車するとき
や、法律によってパーキングライト
の点灯が義務づけられている場所に
駐車するときは、イグニッションス
イッチをP（PARK）にして、テー
ルライト、ライセンスプレートライ
ト、ポジションライトを点灯したま
まにしてください。

イグニッションスイッチをP（PARK）
にしたままで長時間放置しないでくださ
い。 バッテリーが上がってしまいます。

発進する前に、必ずサイドスタンドを格
納します。
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アクセサリーの取り付けと荷物やパッセンジャーに
ついて

アクセサリーを取り付けたり荷物やパッ
センジャーを乗せたりすると、ハンドリ
ング特性に影響して安定性が変化するた
め、速度を落として走行してください。

この章では、お車にアクセサリーを取り
付けたり、荷物を載せたりした場合の危
険性について説明します。

アクセサリー

警告

お車の制御性を損なうようなアクセサリ
ーを取り付けたり、そのような荷物を載
せたりしてはいけません。

ライト類、ロードクリアランス、バンキ
ング性能（傾斜角度）、操作機器、ホイ
ールトラベル、フロントフォークの動
き、周囲の視界等に悪影響を及ぼすよう
なものを取り付けないでください。

警告

お車にアクセサリーが装着されている
場合または人や荷物を載せている場合
には、絶対に130 km/hを超える速度
で運転してはいけません。法定速度が
130 km/h以上であっても、130 km/hを
超えないようにしてください。

アクセサリーを取り付けたり人や荷物を
載せたりすると、お車の安定性と操縦性
が変化します。

安定性が変化することを考慮せずに運転
すると、制御不能となって事故につなが
るおそれがあります。高速で走行すると
きは、お車の状態や様々な環境要因によ
って車体安定性が損なわれる可能性があ
ることを忘れないでください。例として
は次のような場合があります。

-		車体の両側に荷物を均等に載せていな
い。

-		前後のサスペンション設定が適切でな
い。

-		タイヤ空気圧が適切でない。

-		タイヤが摩耗しすぎている、または偏
摩耗している。

-		横風を受けたり他の車両からの風を受
けたりする。

-		だぶついた服を着ている。

当社が認定していないアクセサリーを取
り付けたり、積載状態が不適切であった
り、タイヤが摩耗していたりする場合、
またはお車全体の状態や悪路、悪天候な
どによっては、130 km/hに達しなくて
も安定性や操縦性に影響があることを忘
れないでください。
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積載

警告

荷物の載せ方を誤ると、安全に走行でき
なくなり、事故につながるおそれがあり
ます。

必ず、車両の両側の荷物の重さが均等に
なるように荷物を載せてください。走行
中に荷物が移動しないように、荷物をし
っかりと固定してください。

パニアに荷物を入れるときは、それぞれ
のパニアの重さが均等になるようにして
ください。重い荷物はパニアの底の車体
側に入れてください。

荷物が固定されているか（走行中以外の
ときに）たびたび点検し、車体後部から
荷物がはみ出すことのないようにしてく
ださい。

最大積載量は、絶対に以下の値を超えて
はいけません。

125 kg - Bonneville Bobber、Bonneville 
Bobber Black

210 kg - Bonneville Speedmaster

最大積載量とは、ライダーとパッセンジ
ャー（2人乗りが可能な場合）の体重お
よびアクセサリーと荷物の重量の合計で
す。

警告

フレームと燃料タンクとの間に、何か物
を載せることは絶対にやめてください。
ステアリングの妨げになり、制御不能と
なって事故につながるおそれがありま
す。

ハンドルバーやフロントフォークに何か
取り付けると、ステアリングアッセンブ
リーの質量が増加し、ステアリングコン
トロールが損なわれて事故につながるお
それがあります。

警告

パッセンジャーシートに小さな荷物を載
せて運ぶ場合は、5 kg未満の荷物とし、
走行に影響しないようなものにしてくだ
さい。また、車体の横や後ろからはみ出
さない程度の大きさの荷物にしてくださ
い。荷物はしっかりと固定してくださ
い。

5 kgを超える荷物を載せたり、荷物がし
っかりと固定されていなかったり、走行
の邪魔になったり、車の横や後ろからは
み出たりしていると、制御不能となって
事故につながるおそれがあります。

小さな荷物がパッセンジャーシートに適
切に載せてある場合でも、130 km/hを
超える速度で走行してはいけません。
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パッセンジャー 
（Bonneville Speedmasterの場合）

警告

Bonneville Speedmaster

このお車は、1人乗りまたはライダーと
パッセンジャーの2人乗りができる二輪
車です（2人乗りができるのは、パッセ
ンジャー用のシート、グラブバー、フッ
トレストを装着している場合です）。

警告

Bonneville Bobber および Bonneville 
Bobber Black

このモーターサイクルは1人乗り用で
す。

このお車での二人乗りは危険であり、制
御不能となって事故につながるおそれが
あります。

警告

フットレストに足が届かない身長の人を
乗せてはいけません。

フットレストに足が届かない人は、しっ
かりと腰掛けることができないため、車
両が不安定な状態となり、制御不能とな
って事故につながるおそれがあります。

警告

パッセンジャーが乗っていると、車両の
ハンドリングやブレーキの効き具合が変
化します。パッセンジャーを乗せて運転
するとき、ライダーはそうした変化を
考慮して走行してください。2人乗りの
練習をしたことがなかったり、2人乗り
の運転に慣れていなかったりする場合
は、2人乗りをしてはいけません。

パッセンジャーがいることを考慮しない
で運転すると、制御不能となり事故につ
ながるおそれがあります。

警告

パッセンジャーが急に体を動かしたり不
適切な座り方をしたりすると、バランス
が崩れる可能性があることをパッセンジ
ャーに伝えておいてください。

ライダーはパッセンジャーに以下のよう
に説明してください。

- パッセンジャーは走行中じっと座り、
運転の邪魔をしないこと。

- パッセンジャーは、パッセンジャーフ
ットレストに足をかけ、グラブハンドル
かライダーの腰にしっかりつかまるこ
と。

- パッセンジャーはコーナリングの際に
ライダーに合わせて体を傾けること。ラ
イダーが体を傾けないときはパッセンジ
ャーも体を傾けないこと。

警告

動物を乗せて走行してはいけません。

動物が突然動いたりすると、車両が制御
不能となり事故につながるおそれがあり
ます。
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定期点検

警告

Triumph Motorcycles社は、オーナーが
実施したメンテナンスや調整の不備によ
って損傷や負傷が生じても、一切の責任
を負いません。

メンテナンスが不適切であったりメンテ
ナンスを怠ったりすると、安全に走行で
きない可能性があります。必ずTriumph
正規ディーラーで定期点検を受けてくだ
さい。

警告

メンテナンス項目は重要なものばかりで
すので、どのメンテナンスも怠ってはい
けません。メンテナンスや調整が不適切
だと、モーターサイクルの複数の部品に
異常が生じる場合があります。そのよう
な状態で走行すると、制御不能となって
事故につながるおそれがあります。

天候や地形、地理的な条件によってメン
テナンス内容は異なります。モーターサ
イクルを使用する環境および個々のオー
ナーの必要性に合わせ、メンテナンスス
ケジュールを調整してください。

定期点検表にしたがってメンテナンス
を正しく実施するためには、専用工具
や専門知識が必要であったり、トレー
ニングを受ける必要があったりしま
す。Triumph正規ディーラーでは、専門
知識のあるスタッフが専用工具を使って
メンテナンスを行います。

メンテナンスが不適切であったりメンテ
ナンスを怠ったりすると、安全に走行で
きない可能性があります。必ずTriumph
正規ディーラーで定期点検を受けてくだ
さい。

モーターサイクルを安全で安定した状態
でお使いいただくためには、指定された
日常点検にしたがってメンテナンスや調
整を行わなければなりません。また、定
期点検表にしたがって定期点検も受けな
ければなりません。この章では、日常点
検および簡単なメンテナンスや調整のや
り方について説明します。

Triumph正規ディーラーが実施する定期
点検は、年間走行距離に応じて、12ｹ月点
検、一定の走行距離ごとの点検、または
その両方を組み合わせた点検の3種類があ
ります。

1.	 年間走行距離が16,000 km未満の場
合は、12ｹ月ごとに点検を受けなけれ
ばなりません。それに加え、一定の
走行距離ごとの点検も受ける必要が
あります。

2.	 年間走行距離が約16,000 kmの場合
は、12ｹ月点検と一定の走行距離ごと
の点検を同時に受けなければなりま
せん。

3.	 年間走行距離が16,000 kmを超える
場合は、一定の走行距離に達したと
きに、指定の点検を受けなければな
りません。それに加え、12ｹ月ごとに
点検が必要な項目についても点検を
受ける必要があります。

どの場合も、指定された点検時期に達す
る前または達した時点で点検を受けてく
ださい。ご所有のモーターサイクルに最
適な点検プランについては、Triumph正
規ディーラーにご相談ください。

Triumph Motorcycles社は、メンテナン
スや調整の不備が原因で発生した損傷や
負傷については、一切の責任を負いませ
ん。
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定期点検表

点検項目 オドメーターのkm表示（カッコ内はマイル）または点検期日のいずれか先に達した方

初回点検 12ｹ月点検 走行距離ごとの点検

点検間隔 800 

1ヶ月

年 16,000と

48,000

32,000 64,000

潤滑関係

エンジンオイルの漏れ点検 日常 • • • • •

エンジンオイルの交換 - • • • • •

エンジンオイルフィルターの交換 - • • • • •

燃料系統とエンジン制御関係

オートスキャン： Triumph診断ツールでフルオー
トスキャンを実施（印刷してお客様に渡すこと）

- • • • • •

燃料システムの漏れ点検 - • • •

燃料ホースの摩耗、亀裂、損傷点検。適宜交換。 • • •

エアクリーナーの交換 - • • •

燃料フィルターの交換 - • •

スロットルボディプレート（バタフライ）の
点検／清掃

- • • •

スロットルボディのバランス調整 - • • •

燃料ホースの交換 走行距離に関係なく4年ごと

蒸発ガスホースの交換*（装着車のみ） 走行距離に関係なく4年ごと

点火装置

スパークプラグの点検 - •

スパークプラグの交換 - • •

冷却システム

冷却システムの漏れ点検 - • • • • •

クーラントホースの摩耗、亀裂、損傷点検。
適宜交換。

- • • •

クーラント量の点検／補給 日常 • • • • •

クーラントの交換 走行距離に関係なく3年ごと

エンジン

クラッチケーブルの機能点検と調整 日常 • • • • •

バルブクリアランスの点検／調整 - • •

カムシャフトタイミング - • •

ホイールとタイヤ

ホイールの損傷点検 日常 • • • • •

ホイールベアリングの摩耗／動作点検 - • • • • •

スポークの損傷、張り具合の点検 日常 • • • • •

タイヤの摩耗／損傷点検 日常 • • • • •

タイヤ空気圧の点検／調整 日常 • • • • •

ステアリングとサスペンション

ステアリングの動作点検 日常 • • • • •

前後サスペンションの損傷、漏れ、動作点検 日常 • • • • •

フォークオイルの交換 - •

ステアリングヘッドベアリングの点検／調整 - • • • • •

ステアリングヘッドベアリングの注油 - • •

リアサスペンションユニットリンケージの注油 - • •
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点検項目 オドメーターのkm表示（カッコ内はマイル）または点検期日のいずれか先に達した方

初回点検 12ｹ月点検 走行距離ごとの点検

点検間隔 800 

1ヶ月

年 16,000と

48,000

32,000 64,000

ブレーキ

ABSとイモビライザーの各ECMのDTC確認 - • • • • •

ブレーキパッドの摩耗状態点検 日常 • • • • •

ブレーキマスターシリンダーのフルード漏れ点検 - • • • • •

ブレーキキャリパーのフルード漏れとピストン
の焼き付き点検

- • • • • •

ブレーキフルード量の点検 日常 • • • • •

ブレーキフルードの交換 走行距離に関係なく2年ごと

ドライブチェーン

ドライブチェーンの遊びの点検／調整 日常 • • • • •

ドライブチェーンの摩耗点検 800 km毎

ドライブチェーンの注油 300 km毎

ドライブチェーンラビングストリップの摩耗、
亀裂、損傷点検

日常 • • • • •

電気系統

ライト類、メーター類、電気系統の点検／調整 日常 • • • • •

全般

メーター、シャシーECM（装着車のみ）、エンジ
ンECM：Triumph診断ツールで最新キャリブレー
ションのダウンロードを確認

- • • • • •

バンク角指示器の摩耗点検 日常 • • • • •

ネジの締め具合を目視点検 日常 • • • • •

センタースタンド／サイドスタンドの摩耗点
検／動作点検

• • • • • •

センタースタンドのフランジスリーブの清掃／注
油（装着車のみ）

• • • • •

サイドスタンドのピボットピンの汚れ、グリース - • • •

サービスブリテンの未対応の作業および保証
作業の実施

• • • • • •

ロードテストの実施 • • • • • •

サービスレコードブックに記入、メンテナンスイ
ンジケーターがあればリセット

• • • • • •

*蒸発システムは一部の地域向けのモデルにだけ搭載されています。
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エンジンオイル

cbnz

警告

エンジンオイルが不足していたり、劣化
していたり、異物が混ざったりしている
状態で走行すると、エンジンの摩耗が早
まり、エンジンやトランスミッションが
焼き付く可能性があります。エンジンや
トランスミッションが焼き付くと、突然
制御不能となって事故につながるおそれ
があります。

エンジン、トランスミッション、クラッ
チが正常に機能するように、エンジンオ
イルを適切な量に保ち、オイルとオイル
フィルターを定期点検表にしたがって交
換してください。

オイル量の点検

警告

締め切った場所でエンジンをかけたりア
イドリングしたりすることは絶対にやめ
てください。

排出ガスは有毒です。短時間の内に意識
を失い、死に至る可能性があります。

必ず屋外または換気の良い所でエンジン
をかけてください。

警告

エンジンを切った直後は、排気装置が熱
くなっています。

排気装置の作業を行う場合または排気装
置の付近で作業を行う場合は、排気装置
の温度が下がるまで待ってください。高
温の排気装置に触れるとやけどをする危
険があります。

注意

オイルが不足した状態でエンジンが回転
すると、エンジンが損傷します。

油圧低下警告灯が点灯したまま消えない
場合は、すぐにエンジンを止めて点検し
てください。

1
3

4
2

1.	 フィラープラグ
2.	 サイトグラス
3.	 上限マーク
4.	 下限マーク
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オイル量の点検方法：

	 •	 エンジンをかけ、約5分間アイドリ
ングします。エンジンを止め、オ
イルが落ち着くまで最低3分待ちま
す。

	 •	 サイトグラスから液面を確認しま
す。

	 •	 サイトグラスから覗いたときに、サ
イトグラスの上限マークと下限マー
クとの間に油面があれば、オイル量
は適正です。

注記:

•	 エンジン内のオイル量を正確に点検
するためには、エンジンが通常の動
作温度に達していることと、車両が
（サイドスタンドを使用しないで）
真っ直ぐに立っていることが必要で
す。

	 •	 オイルを補給するときは、フィラー
プラグを取り外し、サイトグラス内
の油面が適正な位置になるまで、少
しずつオイルを補給します。

注意

エンジンオイルの交換や補給をするとき
は、エンジンに異物が混入しないように
注意してください。

エンジンに異物が混入すると、エンジン
が損傷する場合があります。

	 •	 適正なオイル量になったら、フィラ
ープラグを取り付けて締めます。

オイルとオイルフィルターの交換

警告

エンジンオイルに長時間触れたり繰り返
し触れたりすると、肌の乾燥、かぶれ、
皮膚炎などを起こすことがあります。

また、使用済みのエンジンオイルには皮
膚がんの原因となる有害物質が含まれて
います。

必ず適切な保護服を着用し、使用済みオ
イルが肌に触れないようにしてくださ
い。

警告

オイルが熱くなっている場合がありま
す。

適切な保護服、手袋、保護眼鏡等を着用
し、熱いオイルに触れないようにしてく
ださい。

高温のオイルに触れると、やけどをする
おそれがあります。

警告

エンジンを切った直後は、排気装置が熱
くなっています。

排気装置の作業を行う場合または排気装
置の付近で作業を行う場合は、排気装置
の温度が下がるまで待ってください。高
温の排気装置に触れるとやけどをする危
険があります。

エンジンオイルとオイルフィルターは、
定期点検表にしたがって交換しなければ
なりません。
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エンジンオイルとオイルフィルターの交
換方法：

	 •	 エンジンを十分に暖機してから、エ
ンジンを停止します。お車をサイド
スタンドで立てます。

	 •	 オイルを抜く前に、オイルが安定す
るまで5分待ちます。

	 •	 エンジンの下にオイルドレンパンを
置きます。

	 •	 エンジンサンプの底部からサンププ
ラグを取り外し、オイルを抜きま
す。

cjkf
21

1.	 サンププラグ
2.	 オイルフィルター

	 •	 エンジンサンプの底部からサンププ
ラグを取り外し、オイルを抜きま
す。

	 •	 お車を平らな場所で真っ直ぐに立て
ます。

	 •	 オイルフィルターの下にオイルドレ
ンパンを置きます。

 • Triumphサービスツール T3880313 
を使い、オイルフィルターを回して
外します。取り外したオイルフィル
ターは、環境に配慮した方法で処分
します。

	 •	 新品のオイルフィルターにきれいな
エンジンオイルをしみこませます。

	 •	 新品のオイルフィルターのシールリ
ングにきれいなエンジンオイルを少
量塗布します。オイルフィルターを
取り付け10 Nmで締め付けます。

	 •	 オイルをすべて抜き取った後、サン
ププラグに新しいシーリングワッシ
ャーを取り付けます。サンププラグ
を取り付け25 Nmで締め付けます。

	 •	 オイルフィラープラグを取り外しま
す。

 • API分類のSH以上およびJASO規
格のMAの両方を満たしているモ
ーターサイクル用エンジンオイ
ルで、10W/40もしくは10W/50
の部分合成油または全合成油を
エンジンに補給します。例とし
て、Castrol Power 1 Racing 4T 
10W-40（全合成油）がありま
す。Castrol Power RS Racing 4T 
10W-40（全合成油）という名称で
販売されている場合もあります。

	 •	 「主要諸元」に記載されているオイ
ル量を超えてはいけません。

	 •	 エンジンをかけ、最低30秒間アイド
リングします。

注意

オイルがエンジン各部に行き渡る前に、
エンジン回転数をアイドリング状態より
も上げると、エンジンが損傷したり焼き
付きが発生したりします。

エンジン回転数を上げるのは、エンジン
を30秒間アイドリングしてオイルが十
分に行き渡った後にしてください。

	 •	 エンジンをかけた後すぐに、油圧低
下警告灯が消えることを確認しま
す。
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注意

エンジン油圧が低すぎる場合には、油圧
低下警告灯が点灯します。エンジンが回
転しているときにこの警告灯が点灯した
まま消えなくなった場合は、すぐにエン
ジンを止めて原因を調べてください。

油圧が低いままエンジンが回転すると、
エンジンが損傷します。

	 •	 イグニッションをOFFにして、この
章ですでに説明した要領でオイル量
を点検し、オイル量がサイトグラス
の下限ラインと上限ラインとの間に
くるまでオイルを補給します。

使用済みのエンジンオイルとオイル
フィルターの処分

エンジンオイルを地面、下水管、排水
管、水路等に流すと環境に悪影響を与え
ます。使用済みのオイルフィルターは一
般のごみと一緒に捨ててはいけません。
処分方法がわからない場合は、お住まい
の地域の自治体にお問い合わせくださ
い。

オイルの規格と粘度

Triumphの高性能燃料噴射エンジンに
は、API規格のSH以上およびJASO規格の
MAの両方の条件を満たしているモーター
サイクル用エンジンオイルで、10W/40
もしくは10W/50の部分合成油または
全合成油を使用してください。例とし
て、Castrol Power 1 Racing 4T 10W-40
（全合成油）があります。一部の地域で
はCastrol Power RS Racing 4T 10W-40
（全合成油）という名称で販売されてい
ます。

気温とオイル粘度（10W/40、10W/50）
の関係については下図を参照してくださ
い。

-20 -10 0 10 20 30 40

-4 14 5032 68 86 104

(°C)

(°F)

気温 (°C)

気温 (°F)

SAE 10W/50

SAE 10W/40

オイル粘度と気温の関係

エンジンオイルに化学添加剤を加えては
いけません。エンジンオイルでクラッチ
も潤滑しているため、添加剤を加えると
クラッチが滑る原因となります。

鉱油、植物油、ノンディタージェントオ
イル、キャスターベースオイルなど、上
記の規格を満たしていないオイルを使用
してはいけません。そのようなオイルを
使用すると、すぐにエンジンに重大な損
傷が生じる場合があります。

エンジンオイルの交換や補給をするとき
は、クランクケースに異物が入らないよ
うに注意してください。
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冷却システム

エンジンを効率的に冷却できるように、
走行前に必ずクーラント量を点検し、不
足している場合は補給してください。

注記:

•	 モーターサイクルを工場から出荷
するときには、一年中使用可能な
ハイブリッド有機酸テクノロジー
（Hybrid OATまたはHOAT）クーラ
ントが冷却システムに入れてありま
す。このクーラントは緑色をしてお
り、エチレングリコールを主成分と
する濃度50%の不凍液を含み、凍結
温度はマイナス35℃です。

防錆剤 

警告

HD4X Hybrid OATクーラントには、アル
ミ製のエンジンとラジエターに適した防
錆剤と不凍液が含まれています。このク
ーラントは必ずメーカーの指示にしたが
って使用してください。

不凍液と防錆剤を含んだクーラントに
は、人体に有害な物質が含まれていま
す。不凍液やクーラントは絶対に飲み込
まないでください。

注記:

• Triumphが提供するHD4X Hybrid 
OATクーラントは調合済みであるた
め、冷却システムに補給するときに
希釈する必要はありません。

冷却装置をさびから守るために、クーラ
ントには防錆剤が含まれていなければな
りません。

防錆剤の入っているクーラントを使用し
ないと、冷却システムのウォータージャ
ケットやラジエターにさびや酸化膜が形
成されます。そうなるとクーラントの流
路が詰まり、冷却システムの冷却効率が
著しく低下します。

クーラント量の点検

注記:

•	 クーラント量はエンジン冷間時に（
エンジンが室温または気温と同じ温
度のときに）点検します。

cjwi

2

1

1.	 上限マーク
2.	 下限マーク
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クーラント量の点検方法：

	 •	 平らな場所で車両を真っ直ぐに立て
ます。

	 •	 車両右側から、エンジン後部の方向
を見るとリザーブタンクが見えま
す。

	 •	 リザーブタンク内のクーラント量を
点検します。

	 •	 上限マークと下限マークとの間にク
ーラントの液面があれば適正な量で
す。クーラントの液面が下限マーク
より下にある場合は、クーラントを
補給してください。

クーラントの補給

警告

エンジンが高温のときに、リザーブタン
クのキャップやラジエターのキャップを
取り外してはいけません。

エンジンが熱いときは、ラジエター内の
クーラントも熱くなっていて加圧状態に
なっています。

加圧された状態の高温のクーラントに触
れると、やけどをしたり肌を傷めたりす
ることがあります。

注意

冷却システムに硬水を使用すると、エン
ジンやラジエターに酸化膜が堆積し、冷
却システムの冷却効率が著しく低下しま
す。

冷却効率が低下すると、エンジンがオー
バーヒートし、重大な損傷につながるお
それがあります。

注記:

•	 クーラントの温度が上がりすぎた場
合にクーラント量を点検するとき
は、ラジエター内のクーラント量も
点検し、不足していれば補給してく
ださい。

•	 緊急時には、冷却システムに蒸留水
を補給しても構いません。ただしそ
の場合は、できるだけ早めにクーラ
ントを抜き取り、HD4X Hybrid OAT
クーラントを補給してください。

cjwj

1
2

3

4

1.	 クーラントリザーブタンク
2.	 下限マーク
3.	 上限マーク
4.	 クーラントリザーブタンクキャップ
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クーラントの補給方法：

	 •	 平らな場所で車両を真っ直ぐに立て
ます。

	 •	 エンジンが冷えるまで待ちます。

	 •	 バッテリーコードを外します（ペー
ジ	104参照）。

	 •	 車両右側にあるスプロケットカバー
を取り外します。

	 •	 リザーブタンクのキャップを取り外
し、クーラントの液面が上限マーク
に達するまで、補給口からクーラン
トを補給します。

	 •	 キャップをはめます。

	 •	 フロントスプロケットカバーを取
り付け、ネジを9 Nmで締め付けま
す。

	 •	 バッテリーコードを接続します（ペ
ージ	107参照）。

クーラントの交換

定期点検表にしたがい、Triumph正規販
売店でクーラントを交換してもらうこと
をお勧めします。

ラジエターとホース

警告

エンジンが回転すると、ファンが自動的
に作動します。回転中のファンに触れる
とけがをするおそれがあるため、手や衣
服を決してファンに近づけないでくださ
い。

注意

洗車場の洗浄機や家庭にあるスプレーな
どで水圧の高い水をかけると、ラジエタ
ーフィンが損傷し、漏れが発生したりラ
ジエターの効率が低下したりする可能性
があります。

当社が認定していないアクセサリーをラ
ジエターの前方や冷却ファンの後方に取
り付けて、ラジエターを通る気流を妨げ
たり流路を変えたりしてはいけません。
ラジエターの気流が妨げられるとオーバ
ーヒートにつながり、その結果エンジン
が損傷してしまいます。

定期点検表にしたがい、ラジエターホー
スに亀裂や劣化がないか、ホースバンド
がしっかり締まっているか点検します。
問題があれば、Triumph正規販売店で交
換してもらいます。

ラジエターグリルやラジエターフィンに
虫や葉や泥などが付着していないか点検
します。異物があれば低い水圧で水をか
けて洗い流します。
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スロットルコントロール

警告

常にスロットルコントロールの操作感に
変化がないか注意を払ってください。少
しでも変化に気づいたときは、Triumph
正規販売店でスロットルシステムの点検
を受けてください。変化の原因がメカニ
ズムの磨耗であった場合、スロットルコ
ントロールが固着する可能性がありま
す。

スロットルコントロールが固着したり引
っ掛かったりすると、制御不能となり事
故につながるおそれがあります。

スロットルの点検

警告

スロットルコントロールが固着したり損
傷したりしている状態で走行すると、ス
ロットルが正しく動作しないため、制御
不能となって事故につながるおそれがあ
ります。

そのような状態のスロットルコントロ
ールを使い続けてはいけません。必ず
Triumph正規販売店で点検を受けてくだ
さい。

必要以上に力を入れなくてもスロット
ルがスムーズに開き、引っ掛からずに
閉じるか点検します。問題がある場合
は、Triumph正規販売店でスロットルシ
ステムの点検を受けてください。

スロットルグリップを前後に軽く回した
ときに、スロットルグリップに1～2 mm
の遊びがあるか確認します。

遊びが不適切な場合は、Triumph正規販
売店で点検を受けてください。

クラッチ

2

1

1.	 クラッチレバー
2. 2 ～ 3 mm

このお車のクラッチはケーブル式です。

クラッチレバーの遊びが大きすぎると、
クラッチがきちんと切れない場合があり
ます。そうなると、ギアチェンジができ
なかったりギアをニュートラルにできな
かったりします。また、エンストしたり
お車を思うように制御できなかったりす
ることがあります。

反対にクラッチレバーの遊びが少なすぎ
ると、クラッチがきちんとつながらずに
滑ることがあり、走行性能が低下してク
ラッチの摩耗が早まります。

必ず定期点検表にしたがってクラッチレ
バーの遊びを点検してください。
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クラッチの点検

クラッチレバーに2～3 mmの遊びがある
か点検します。

遊びの量が適切でない場合は調整しま
す。

クラッチの調整

アジャスタースリーブを回し、クラッチ
レバーの遊びが適正になるように調整し
ます。

クラッチレバーに2～3 mmの遊びがある
か点検します。

遊びの量が適切でない場合は調整しま
す。

クラッチレバー側のアジャスターを回し
ても適正な遊びにならない場合は、ケー
ブルの下端にあるケーブルアジャスター
を使います。

アジャスターのロックナットをゆるめま
す。

アウターケーブルアジャスターを回し、
クラッチレバーに2～3 mmの遊びをもた
せます。

ロックナットを3.4 Nmで締め付けます。

ドライブチェーン

cbnz

警告

ドライブチェーンがゆるんでいたり摩耗
していたりする場合または破損したりス
プロケットから外れたりした場合、その
ドライブチェーンがエンジンスプロケッ
トやリアホイールに引っ掛かる可能性が
あります。

エンジンスプロケットにドライブチェー
ンが引っ掛かるとライダーがけがをした
り、制御不能となって事故につながるお
それがあります。

ドライブチェーンがリアホイールに引っ
掛かった場合も制御不能となって事故に
つながるおそれがあります。

安全を確保し、ドライブチェーンの過度
の摩耗を防止するために、定期点検表に
したがってドライブチェーンの点検、調
整、注油を実施してください。凍結剤を
まいた道路やほこりっぽい道路など、走
行条件が過酷な場合は、点検や調整をよ
り頻繁に実施する必要があります。

ドライブチェーンの摩耗がひどかった
り、ゆる過ぎたりきつ過ぎたりすると、
ドライブチェーンがスプロケットから外
れたり破損したりする可能性がありま
す。摩耗したり破損したりしたドライブ
チェーンは、Triumph正規ディーラーが
提供するTriumph純正のドライブチェー
ンに交換してください。
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ドライブチェーンの注油

ドライブチェーンは、300 km走行する毎
に注油が必要です。また、雨天時に走行
した後、濡れた路面を走行した後、チェ
ーンが乾燥気味のときにも注油が必要で
す。

ドライブチェーンの注油方法：

	 •	 「主要諸元」に記載してあるとお
り、チェーン専用の潤滑剤を使って
ください。

	 •	 各ローラーの両側に注油したら、車
両を8時間以上そのままにしてくだ
さい（一晩放置するとよいでしょ
う）。そうするとドライブチェーン
のOリングなどにオイルが浸み込み
ます。

	 •	 余分なオイルは走行する前に拭き取
ってください。

	 •	 ドライブチェーンがひどく汚れてい
る場合は、清掃してから注油してく
ださい。

注意

高圧洗浄機を使ってチェーンを洗浄して
はいけません。 チェーンの部品が損傷
することがあります。

ドライブチェーンの遊びの点検

警告

作業を開始する前に、お車を固定し、適
切に支えてください。

そうすることで、作業者の負傷やお車の
損傷を防止できます。

1

1.	 遊びの測定箇所

ドライブチェーンの遊びの測定方法：

	 •	 平らな場所で車両を真っ直ぐに立て
ます。車体には何も載せません。

	 •	 リアホイールを回し、ドライブチェ
ーンの張りが一番きつくなる位置を
見つけ、両スプロケットの間の真ん
中あたりで遊びの量を測定します。
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ドライブチェーンの遊びの調整

ファイナルドライブチェーンには26
～33 mmの遊びをもたせてください。

cjxq

5

1
2 3

4

1.	 リアホイールスピンドルナット
2.	 アジャスターボルト
3.	 アジャスターボルトのロックナット
4.	 アジャスターの印
5.	 スピンドルアジャスター

ドライブチェーンの遊びが適切でない場
合は、遊びを調整します。

	 •	 ホイールスピンドルナットをゆるめ
ます。

	 •	 左右のアジャスターボルトのロック
ナットをそれぞれゆるめます。

	 •	 アジャスターの印を目印にして、両
方のアジャスターボルトを同じだけ
動かします。

	 •	 アジャスターボルトを時計回りに回
すとドライブチェーンの遊びが大き
くなり、反時計回りに回すと遊びが
小さくなります。

	 •	 適切な遊びになったら、ホイールを
押し、アジャスターにしっかりと当
てます。

	 •	 左右のスイングアームとも、アジャ
スターの印とスピンドルアジャスタ
ーとの位置を同じように合わせま
す。

	 •	 左右のアジャスターボルトのロック
ナットを20 Nmで締め付け、リアホ
イールスピンドルナットを110 Nmで
締め付けます。

	 •	 チェーンの遊びをもう一度点検しま
す。調整が必要であれば、もう一度
調整します。

警告

アジャスターボルトのロックナットが締
まっていなかったり、ホイールスピンド
ルがゆるんでいたりする状態で走行する
と、安定性や操縦性が損なわれる可能性
があります。安定性や操縦性が損なわれ
ると、制御不能となって事故につながる
おそれがあります。

	 •	 リアブレーキの効き具合を点検しま
す。問題があれば適切に処置しま
す。
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警告

ブレーキに欠陥があるまま走行するのは
危険です。Triumph正規販売店で点検修
理を受けてから走行してください。

点検修理を受けないと、制動効率が低下
し、制御不能となって事故につながるお
それがあります。

ドライブチェーンとスプロケットの
摩耗点検

警告

チェーンのメンテナンスは絶対に怠って
はいけません。また、チェーンは必ず
Triumph正規販売店で取り付けてもらっ
てください。必ず、Triumphパーツカタ
ログで指定されているTriumph純正のチ
ェーンを使用してください。

純正品以外のチェーンを使用すると、チ
ェーンが破損したり、スプロケットから
外れたりする可能性があります。そうな
ると、制御不能となったり事故につなが
ったりするおそれがあります。

注意

スプロケットに摩耗がある場合は、スプ
ロケットとドライブチェーンを必ず両方
とも交換してください。

ドライブチェーンを交換しないでスプロ
ケットだけを交換すると、新しいスプロ
ケットの摩耗が早まる場合があります。

10-20
KG

2

1

1. 20リンク分を測定
2.	 おもり
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チェーンとスプロケットの摩耗点検方
法：

	 •	 ドライブチェーンに10～20 kgのお
もりをぶら下げ、チェーンをピンと
張った状態にします。

	 •	 チェーンが真っ直ぐに張っている箇
所の1番目のピンの中心から21番目の
ピンの中心まで、20環分の長さを測
定します。チェーンが均一に摩耗す
るとは限らないため、数箇所で同じ
ように測定します。

	 •	 測定値が320 mmを超えている場合
は、必ずチェーンを交換してくださ
い。

	 •	 リアホイールを回し、ドライブチェ
ーンのローラーが損傷していない
か、ピンやリンクがゆるんでいない
か点検します。

	 •	 スプロケットの歯に偏摩耗や異常摩
耗がないか、損傷していないか点検
します。

ccol

摩耗した歯
（エンジンスプロケット）

摩耗した歯
（リアスプロケット）

（イラストでは摩耗を誇張して
描いています）

注記:

•	 イラストに示してあるのは、車両左
側のスプロケットが摩耗した状態で
す。

•	 車両右側のスプロケットの場合は、
スプロケットの歯の反対側が摩耗し
ます。

	 •	 ドライブチェーンやスプロケットに
異常があれば、Triumph正規販売店
で交換してもらってください。
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ブレーキ

ブレーキの摩耗点検

cbmz_2

1

2

1.	 ブレーキパッド
2.	 使用限度

ブレーキパッドは、定期点検表にしたが
って点検し、使用限度まで摩耗した場合
は交換しなければなりません。

フロントブレーキまたはリアブレーキの
いずれかのブレーキパッドのライニング
が1.5 mmより薄くなった場合、またはブ
レーキパッドが溝の底まで摩耗した場合
は、そのホイールのブレーキパッドをす
べて交換します。

新品のブレーキパッドとブレーキデ
ィスクの慣らし運転

警告

ブレーキパッドは必ずホイール単位で交
換してください。フロントホイールの場
合、ひとつのホイールにキャリパーが2
つ付いていますので、それぞれのキャリ
パーのブレーキパッドをすべて交換して
ください。

ブレーキパッドを一度に交換しないと、
制動効率が低下し、事故につながるおそ
れがあります。

ブレーキパッドを交換したら、新しいブ
レーキパッドがなじむまでいつも以上に
慎重に走行してください。

ブレーキディスクとブレーキパッドを新
品に交換した後は、一定期間の慣らし運
転を行います。そうすることで、ブレー
キディスクとブレーキパッドの当りを最
適化し長持ちさせることができます。新
品のブレーキディスクとブレーキパッド
の慣らし運転では、300 kmほど走行する
とよいでしょう。

慣らし運転をしている間は、急ブレーキ
を避け、慎重な運転を心掛け、制動距離
を長めにとって走行してください。
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ブレーキパッドの摩耗補正

警告

ブレーキをかけたときに、ブレーキレバ
ーの引き具合やブレーキペダルの踏み具
合をやわらかく感じる場合またはブレー
キレバーやブレーキペダルのストローク
が長すぎる場合は、ブレーキパイプやブ
レーキホースに空気が入っているか、ブ
レーキが故障している可能性がありま
す。

そのような状態で走行するのは危険で
す。必ずTriumph正規ディーラーに修理
してもらってから走行してください。

ブレーキが故障したまま走行すると、モ
ーターサイクルが制御不能となり事故に
つながるおそれがあります。

ブレーキディスクとブレーキパッドは、
摩耗してもすき間が自動的に調整される
ため、ブレーキレバーやブレーキペダル
の動きに影響がでることはありません。
フロントブレーキやリアブレーキのパー
ツを調整する必要はありません。

ディスクブレーキフルード

警告

ブレーキフルードには吸湿性があるた
め、大気中の水分を吸収します。

吸収した水分によってブレーキフルード
の沸点が著しく低下すると、制動効率が
低くなります。

そのため、必ず定期点検表にしたがって
ブレーキフルードを交換してください。

ブレーキフルードは必ず密閉容器に入っ
ている新しいものを使用してください。
密閉されていない容器や開封済みの容器
に入っているブレーキフルードは絶対に
使用してはいけません。

銘柄やグレードの異なるブレーキフルー
ドを混ぜて使用してはいけません。

ブレーキの取付具、シール、ジョイント
などの周囲にブレーキフルードの漏れが
ないか点検してください。ブレーキホー
スに亀裂、劣化、損傷がないかも点検し
てください。

問題がある場合は、必ず走行前に修理し
てください。

これらの警告にしたがわなかった場合
は、安全な走行ができず、制御不能とな
って事故につながるおそれがあります。
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警告

ABSが正しく機能していない場合、ブレ
ーキシステムはABS非装着のブレーキシ
ステムとして機能します。そのような状
況で急ブレーキをかけると、ホイールが
ロックし、制御不能となって事故につな
がるおそれがあります。

ABS警告灯が点灯した場合は、速度を落
とし、必要以上に走行を続けないでくだ
さい。できるだけ早くTriumph正規販売
店に連絡し、点検修理を受けてくださ
い。

両方のリザーバーのブレーキフルード量
を点検します。ブレーキフルードは定期
点検表にしたがって交換します。「主要
諸元」に記載してあるとおり、DOT4のブ
レーキフルードを使用してください。ま
た、ブレーキフルードに水分やその他の
異物が混入した場合や混入した疑いのあ
る場合は、ブレーキフルードを交換して
ください。

注記:

• ABSブレーキシステムのエア抜きに
は専用工具が必要です。ブレーキフ
ルードの交換や油圧システムの整備
が必要なときは、Triumph正規販売
店に依頼してください。

フロントブレーキフルードの点検と
補給

ここで説明する方法でブレーキフルード
量を点検し、適宜補給します。

1

2

1.	 上限ライン
2.	 下限ライン

フロントブレーキフルード量の点検方
法：

	 •	 リザーバー本体の前面にある窓から
フルード量を点検します。

	 •	 ブレーキフルード量は、（リザーバ
ーを水平にした状態で）必ず上限ラ
インと下限ラインとの間に液面がく
るようにします。

ブレーキフルードの補給方法：

	 •	 リザーバーカバーのネジを取り外
し、リザーバーカバーとダイアフラ
ムシールを取り外します。

	 •	 未開封・未使用のDOT4のブレーキフ
ルードをリザーバーの上限ラインま
で注ぎます。

	 •	 リザーバーカバーとリザーバー本体
との間にダイアフラムシールを元通
り取り付け、リザーバーカバーをは
めます。

	 •	 ネジを1 Nmで締め付けます。
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リアブレーキフルードの点検と補給

警告

どちらかのリザーバーのブレーキフルー
ド量が著しく低下した場合は、走行前に
Triumph正規販売店にご連絡ください。

ブレーキフルードがほとんどない状態ま
たはブレーキフルードが漏れている状態
で走行するのは危険です。ブレーキ性能
が低下し、制御不能となって事故につな
がるおそれがあります。

1

2
3

4

1.	 リアブレーキフルードリザーバー
2.	 下限ライン
3.	 上限ライン
4.	 キャップのネジ

リアブレーキフルードリザーバーは、車
両右側のスプロケットカバーの裏側にあ
ります。

点検

リアブレーキフルード量の点検方法：

	 •	 ヒューズボックスに取り付けてある
専用工具を使い、スプロケットカバ
ーからキャップを取り外します。

	 •	 専用工具の短い方の先端をキャップ
中央の溝に差し込み、反時計回りに
回してキャップを取り外します。

	 •	 そうすると、リアブレーキフルー
ドリザーバーが見えるようになりま
す。

	 •	 リアリザーバー内のブレーキフルー
ド量は、必ず上限ラインと下限ライ
ンとの間に液面がくるようにしま
す。

	 •	 フルード量が適正であれば、キャッ
プを元に戻します。
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調整

リアブレーキフルードの補給方法：

	 •	 バッテリーコードを外します（ペー
ジ	104参照）。

	 •	 スプロケットカバーを取り外し、リ
アブレーキフルードリザーバーにア
クセスできるようにします。

	 •	 リザーバーキャップのネジを取り外
し、ダイアフラムシールの位置を確
認してからリザーバーキャップを取
り外します。

	 •	 未開封・未使用のDOT4のブレーキフ
ルードをリザーバーの上限ラインま
で補給します。

	 •	 リザーバーのキャップとリザーバー
本体との間にダイアフラムシールを
元通り取り付け、キャップをはめま
す。

	 •	 ネジを1.5 Nmで締め付けます。

	 •	 フロントスプロケットカバーを取
り付け、ネジを9 Nmで締め付けま
す。

	 •	 バッテリーコードを接続します（ペ
ージ	107参照）。

ブレーキライトスイッチ

警告

ブレーキライトが故障したまま走行する
ことは違法であり危険です。

ブレーキライトが故障したまま走行する
と、ライダー自身や周りの道路利用者が
負傷する事故につながるおそれがありま
す。

ブレーキライトは、フロントブレーキと
リアブレーキのどちらかを操作すると点
灯します。イグニッションスイッチがON
になっている状態でフロントブレーキレ
バーを引いたときやリアブレーキペダル
を踏み込んだときにブレーキライトが点
灯しない場合は、Triumph正規販売店で
点検修理を受けてください。
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ミラー

警告

ミラーの位置をきちんと調整しないまま
走行するのは危険です。

ミラーの位置が合っていないと後方確認
ができません。後方の視界が満足に得ら
れない状態で走行するのは危険です。

走行前にミラーの位置を調整し、しっか
りと後方確認ができるようにしてくださ
い。

警告

走行中にミラーの汚れを落とそうとした
り位置を調整しようとしたりすることは
絶対にやめてください。走行中にハンド
ルバーから手を離すと、車体を制御でき
なくなります。

運転中にミラーを掃除したり調整したり
しようとした場合、制御不能となって事
故につながるおそれがあります。

ミラーの汚れを落とすときや位置を調整
するときは、必ず停車してください。

バーエンドミラー装着モデル

警告

バーエンドミラーの位置をきちんと調整
しないと、ミラーアームが燃料タンクや
ブレーキレバー、クラッチレバーなどに
接触することがあります。

そうなると、ブレーキレバーやクラッチ
レバーやハンドルバーを思うように動か
せなくなり、制御不能となって事故につ
ながるおそれがあります。

バーエンドミラーが他の部品に接触しな
いようにミラーの位置を適宜調整してく
ださい。ミラーの位置を調整したら、ハ
ンドルバーを左右にフルロックまで切
り、ミラーが燃料タンクやブレーキレバ
ー、クラッチレバーなどに接触していな
いか確認してください。

注意

バーエンドミラーの位置をきちんと調整
しないと、ミラーアームが燃料タンクや
ブレーキレバー、クラッチレバーなどに
接触することがあります。

そうなると、燃料タンクやブレーキレバ
ー、クラッチレバーなどが損傷します。

バーエンドミラーが他の部品に接触しな
いようにミラーの位置を適宜調整してく
ださい。ミラーの位置を調整したら、ハ
ンドルバーを左右にフルロックまで切
り、ミラーが燃料タンクやブレーキレバ
ー、クラッチレバーなどに接触していな
いか確認してください。
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バーエンドミラーの位置の調整は
Triumph正規販売店で行いますので、普
段はミラーを調整する必要はありませ
ん。ミラーの位置を調整する必要がある
場合、ミラーを回すことができる角度は
ミラーアームの垂直部分から75度までの
範囲です。

75°

1

1.	 ミラーアームの垂直部分

ステアリングのベアリング／
ホイールベアリング

警告

点検中にモーターサイクルが倒れてけが
をすることのないように、モーターサイ
クルを適切に支えてください。

ホイールに力をかけ過ぎたり、ホイール
を激しく揺らしたりしてはいけません。
モーターサイクルが倒れてけがをする可
能性があります。

車両を支えるためのブロックは車両を傷
つけない位置に置いてください。

ステアリングの点検

警告

ステアリングヘッドのベアリングの調整
が不適切であったりベアリングに異常が
あったりする状態で走行すると、車両が
制御不能となって事故につながるおそれ
があります。

注記:

•	 ステアリングのベアリングを点検す
るときは、同時にホイールベアリン
グも点検してください。
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定期点検表にしたがい、ステアリングヘ
ッドのベアリングの点検・注油を行って
ください。

ステアリングの遊びの点検

ステアリングの点検方法：

	 •	 平らな場所で車両を真っ直ぐに立て
ます。

	 •	 フロントホイールを地面から浮かせ
て車両を支えます。

	 •	 車両の前側に立ち、フロントフォー
クの下部をつかんで前後にゆらして
みます。

	 •	 ステアリングヘッドのベアリング
に遊びがある場合は、走行前に
Triumph正規販売店で点検修理を受
けてください。

	 •	 支えのためのブロックを取り外し、
車両をサイドスタンドで立てます。

ホイールベアリングの点検

警告

フロントホイールまたはリアホイールの
ベアリングに摩耗や損傷のある状態で走
行することは危険であり、操縦性と安定
性が損なわれて事故につながるおそれが
あります。ホイールベアリングに問題が
ありそうな場合は、走行前にTriumph正
規販売店で点検を受けてください。

フロントホイールまたはリアホイール
で、ベアリングとホイールハブとの間に
遊びがある場合、ベアリングから異音が
する場合、またはホイールがスムーズに
回らない場合は、Triumph正規販売店で
ホイールベアリングの点検を受けてくだ
さい。

ホイールベアリングは、定期点検表にし
たがって点検しなければなりません。

cjxr

ホイールベアリングの点検
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ホイールベアリングの点検方法：

	 •	 平らな場所で車両を真っ直ぐに立て
ます。

	 •	 フロントホイールを地面から浮かせ
て車体を支えます。

	 •	 車体の横に立ち、フロントホイール
の上部をそっと左右にゆらします。

	 •	 遊びがある場合は、走行前に
Triumph正規販売店で点検修理を受
けてください。

	 •	 ジャッキの位置を変えて、リアホイ
ールも同様に点検します。

	 •	 支えのためのブロックを取り外し、
車両をサイドスタンドで立てます。

フロントサスペンション - フ
ロントフォークの点検

警告

サスペンションに異常や損傷のある状態
で走行することは危険であり、制御不能
となって事故につながるおそれがありま
す。

警告

すべてのサスペンションユニットには加
圧されたオイルが入っているため、サス
ペンションユニットは絶対に分解しては
いけません。加圧されたオイルに触れる
と肌や目を傷めるおそれがあります。

フォークが損傷していないか、スライダ
ー表面に傷がないか、オイル漏れがない
か点検します。

損傷やオイル漏れが見つかった場合
は、Triumph正規販売店にご連絡くださ
い。
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フォークの動作点検方法：

	 •	 車両を平らな場所に置きます。

	 •	 ハンドルバーを握りフロントブレー
キをかけながら、フォークを上下に
数回動かします。

	 •	 動きが滑らかでなかったり硬すぎた
りする場合は、Triumph正規販売店
にご連絡ください。

リアサスペンションプリロー
ドの調整

Bonneville Speedmasterの場合

プリロードアジャスターはリアサスペン
ションユニットの上部にあり、ライダー
シートを取り外すと操作できます。

リアアジャスターの設定値は、アジャス
ターを時計回りに回しきった位置を1とし
て、そこから数えます。1に設定すると、
プリロードは最小になります。アジャス
ターの位置は1から7まであります。7に
設定すると、プリロードが最大になりま
す。

ckeb

1

A

B

1.リアサスペンションのプリロードアジャ
スターリング

A. 反時計回り

B. 時計回り
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リアサスペンションのプリロードの調整
方法：

	 •	 ライダーシートを取り外します（ペ
ージ	51参照）。

 • Cスパナをアジャスターリングの溝
に差し込みます（Cスパナとハンド
ルはライダーシート裏側にありま
す）

	 •	 アジャスターリングを車両の左側
に向かって反時計回り（図のAの方
向）に回すとプリロードが大きくな
ります。

	 •	 アジャスターリングを車両の右側に
向かって時計回り（図のBの方向）
に回すとプリロードが小さくなりま
す。

リアサスペンション設定一覧表

積載状態 リアプリロード1

1人乗り 1

1人乗りとアクセサリー／荷物 

（最大積載量以下）

3

2人乗り 7

2人乗りとアクセサリー／荷物 

（最大積載量以下）

7

1 時計回りに回しきった1の位置から反時計回りに

回しきった7の位置まで調整可能。

注記:

•	 設定一覧表の値は参考値です。ライ
ダーの体重や好みによって設定値は
異なります。

•	 この車両のプリロードアジャスター
は、1の設定で出荷されています。

バンク角指示器

警告

バンク角指示器が摩耗限度を超えている
と、車体がバンクしすぎる可能性があり
ます。

バンクしすぎると、車体が不安定にな
り、制御不能となって事故につながるお
それがあります。

バンク角指示器はライダー用フットレス
トにあります。

バンク角指示器が摩耗していないか定期
的に点検してください。

バンク角指示器の残りの長さが5 mmに
なったら摩耗限度ですので、バンク角指
示器を交換してください。

cjva

1

1.	 バンク角指示器
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タイヤ

cboa

この車両にはスポークホイールが取り付
けてありますので、インナーチューブを
使用するタイヤを装着してください。

警告

インナーチューブを使用するのはスポー
クホイールを装備した車両の場合だけで
す。必ず「TUBE TYPE」（チューブタ
イプ）のマークがあるタイヤで使用して
ください。

「TUBELESS」（チューブレス）のマー
クがある認定タイヤの中には、インナー
チューブを使用できるものもあります。
その場合は、インナーチューブを装着可
能であることがタイヤウォールに明記さ
れています（イラスト参照）。

「TUBELESS」のマークがあるタイヤで
インナーチューブを装着可能であること
が明記されていない場合や「SUITABLE 
FOR TUBELESS TYRES」（チューブレ
スタイヤ用）のマークがあるアロイホイ
ールの場合は、インナーチューブを使用
するとタイヤ空気圧が低下し、車体が制
御不能となって事故につながるおそれが
あります。

警告

スポークホイールにインナーチューブを
装着しないと、タイヤ空気圧が低下し、
車体が制御不能となって事故につながる
おそれがあります。

タイヤのマークの例

ONTUBETYPERIM
FITATUBE

タイヤのマークの例：インナーチュー
ブを使用可能なチューブレスタイヤ



メンテナンス

100

タイヤ空気圧

警告

タイヤ空気圧が不適切な場合、トレッド
が異常に摩耗し、安定性が低下するた
め、制御不能となって事故につながるお
それがあります。

空気圧が低すぎると、タイヤがリムの上
で滑ったり、リムから外れたりすること
があります。また、空気圧が高すぎると
不安定な状態になり、トレッドの摩耗が
早まります。

空気圧は低すぎても高すぎても危険であ
り、制御不能となって事故につながるお
それがあります。

タイヤ空気圧を適正にすることで、高い
安定性と快適な乗り心地がもたらされ、
タイヤも長持ちします。必ず走行前のタ
イヤ冷間時にタイヤ空気圧を点検して
ください。タイヤ空気圧は日常的に点検
し、適宜調整してください。適正なタイ
ヤ空気圧については、「主要諸元」を参
照してください。

タイヤの摩耗

タイヤのトレッドが摩耗するにつれ、タ
イヤはパンクしやすくなったり故障しや
すくなったりします。タイヤに関する問
題の90％は、トレッド深さが残り10％と
なった以降、つまり摩耗が90％以上進ん
だときに発生すると考えられています。
タイヤはトレッド深さが最小値になる前
に交換することをお勧めします。

トレッド残り溝の規定値

警告

摩耗が進んだタイヤで走行することは危
険です。トラクション、安定性、操縦性
に悪影響がでるため、制御不能となって
事故につながるおそれがあります。

チューブなしで使用しているチューブレ
スタイヤがパンクすると、大抵の場合、
空気は非常にゆっくりと漏れていきま
す。タイヤがパンクしていないか必ず念
入りに点検してください。タイヤに切り
傷がないか、釘などのとがったものが刺
さっていないか点検してください。パン
クしたタイヤや損傷したタイヤで走行す
ると、安定性と操縦性に悪影響がでるた
め、制御不能となって事故につながるお
それがあります。

ホイールリムにへこみや変形がないか点
検してください。ホイールやタイヤに損
傷や欠陥がある状態で走行するのは危険
であり、車両が制御不能となって事故に
つながるおそれがあります。

タイヤの交換やタイヤの安全点検につい
ては、最寄りのTriumph正規販売店にご
連絡ください。

定期点検表にしたがい、デプスゲージで
トレッドの残り溝を測定します。残り溝
が下表の規定値以上あるか確認し、なけ
ればタイヤを交換します。

130 km/h以下 2 mm

130 km/h超 フロント：2 mm

リア：3 mm
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タイヤの交換

Triumph製モーターサイクルについて
は、さまざまな走行条件で徹底的にテス
トを行った上で、各モデルに最適な組み
合わせのタイヤが指定されています。交
換用のタイヤを購入する際は、当社が認
定したタイヤおよびインナーチューブが
必要であればインナーチューブを、正し
い組み合わせで使用しなければなりませ
ん。当社が認定していないタイヤやイン
ナーチューブを使ったり、当社認定のタ
イヤとインナーチューブを指定外の組み
合わせで使用したりすると、モーターサ
イクルが不安定になり、制御不能となっ
て事故につながるおそれがあります。

ご所有のお車で使用できる認定タイヤと
インナーチューブの一覧表はTriumph正
規販売店またはwww.triumph.co.ukでご
覧いただけます。タイヤとインナーチ
ューブの取り付けおよびバランス調整
は、Triumph正規販売店にご依頼くださ
い。トレーニングを受けたスタッフが適
切にタイヤをお取り付けします。

当社が認定していないタイヤを取り付け
るとホイール速度の違いが生じ、ABSコ
ンピューターが正しく動作しない可能性
があります。

警告

ABSシステムは、フロントホイールとリ
アホイールの相対速度を比較することに
よって作動します。認定タイヤ以外のタ
イヤを使用するとホイール速度が変化
し、ABSが正しく作動しなくなるおそれ
があります。そのため、通常ならABSが
作動するはずの状況でも、制御不能とな
って事故につながるおそれがあります。

警告

タイヤまたはインナーチューブがパンク
した場合は、タイヤとインナーチューブ
を必ず交換してください。パンクしたタ
イヤやインナーチューブを交換しなかっ
たり、タイヤやインナーチューブのパン
クを修理して走行したりすると、安定性
が損なわれ、モーターサイクルが制御不
能となって事故につながるおそれがあり
ます。

警告

インナーチューブを使用するのはスポー
クホイールを装備した車両の場合だけで
す。必ず「TUBE TYPE」（チューブタ
イプ）のマークがあるタイヤで使用して
ください。

「TUBELESS」（チューブレス）のマー
クがある認定タイヤの中には、インナー
チューブを使用できるものもあります。
その場合は、インナーチューブを装着で
きることがタイヤウォールに明記されて
います。

「TUBELESS」のマークがあるタイヤで
インナーチューブを装着可能であること
が明記されていない場合や「SUITABLE 
FOR TUBELESS TYRES」（チューブレ
スタイヤ用）のマークがあるアロイホイ
ールの場合は、インナーチューブを使用
するとタイヤ空気圧が低下し、車体が制
御不能となって事故につながるおそれが
あります。
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警告

チューブレスリムにチューブ式タイヤを
取り付けないでください。ビードが固定
されず、タイヤがリムの上で滑ってしま
うため、タイヤ空気圧が急速に低下し、
制御不能となって事故につながるおそれ
があります。インナーチューブを装着可
能であることが明記されていないチュー
ブレスタイヤにインナーチューブを入れ
ることは絶対にやめてください。インナ
ーチューブを入れるとタイヤ内部の摩擦
によって熱が発生するため、チューブが
破裂してタイヤ空気圧が急速に低下し、
車両が制御不能となって事故につながる
おそれがあります。

警告

縁石にぶつかった後などでタイヤが損傷
した疑いがある場合は、Triumph正規販
売店でタイヤの内側と外側を点検しても
らってください。タイヤの損傷は外側か
らでは見えないことがあります。タイヤ
が損傷したまま走行すると、制御不能と
なって事故につながるおそれがありま
す。

警告

ローリングロードダイナモメーターで使
用したタイヤやインナーチューブは損傷
していることがあります。タイヤの外側
表面からは損傷が見えないこともありま
す。

ローリングロードダイナモメーターで使
用したタイヤおよびインナーチューブは
必ず交換してください。損傷したタイヤ
やインナーチューブをそのまま使用する
と、安定性が損なわれ、制御不能となっ
て事故につながるおそれがあります。

警告

安全で安定したハンドリングを確保する
ためには、正確なホイールバランスが必
要です。ホイールバランスウェイトを
取り外したり変更したりしてはいけま
せん。ホイールバランスが不適切にな
ると、安定性が損なわれ、制御不能とな
って事故につながるおそれがあります。

タイヤやインナーチューブを交換した後
など、ホイールバランスの調整が必要な
場合は、Triumph正規販売店にご連絡く
ださい。

必ず接着式のウェイトを使用してくださ
い。クリップ式ウェイトを使用するとホ
イールやタイヤやインナーチューブが損
傷することがあり、タイヤ空気圧が低下
し、制御不能となって事故につながるお
それがあります。
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警告

タイヤやインナーチューブの交換が必要
なときは、Triumph正規販売店にご連絡
ください。Triumph正規販売店にて、認
定タイヤ一覧表の中から正しい組み合わ
せのタイヤとインナーチューブを選択
し、タイヤとインナーチューブのメーカ
ーの指示にしたがって取り付けを致しま
す。

タイヤやインナーチューブを交換した後
は、タイヤやインナーチューブがリムに
固定されるまで約24時間かかります。そ
れぞれがリムに固定されるまでの間は、
慎重に走行してください。タイヤやイン
ナーチューブがしっかり固定されない
と、モーターサイクルが不安定になり、
制御不能となって事故につながるおそれ
があります。

新しいタイヤやインナーチューブを取り
付けた後は、摩耗したタイヤやインナー
チューブで走行していたときとハンドリ
ング特性が異なります。ライダーが新
しいハンドリング特性に慣れるまでに
は、約160 kmほど走行する必要があり
ます。

新しいタイヤやインナーチューブを取り
付けてから24時間後にタイヤ空気圧を
点検し、タイヤやインナーチューブがき
ちんと固定されているか確認してくださ
い。タイヤ空気圧は適宜調整してくださ
い。新しいタイヤやインナーチューブを
取り付けてから160 km走行した時点で
も、同様の点検・調整を行ってくださ
い。

タイヤやインナーチューブがきちんと固
定されていなかったり、タイヤ空気圧の
調整が不適切であったり、ハンドリング
特性に慣れていない状態で運転したりす
ると、モーターサイクルが制御不能とな
って事故につながるおそれがあります。

バッテリー

警告

バッテリーは引火性のガスを発生するこ
とがあります。火花、炎、タバコなどを
絶対に近づけないでください。閉めきっ
た場所でバッテリーを充電したり使用し
たりするときは、十分に換気してくださ
い。

バッテリーには硫酸（バッテリー液）が
含まれています。肌や目に付着すると重
度のやけどを負うことがあります。保護
服と顔用保護具を着用してください。

バッテリー液が肌についた場合は、すぐ
に水で洗い流してください。

バッテリー液が目に入った場合は、15分
間以上水で洗い、すぐに医師の手当てを
受けてください。

バッテリー液を飲み込んだ場合は、水を
大量に飲み、すぐに医師の手当てを受け
てください。

お子さまがバッテリー液に触れることが
ないようにしてください。

警告

バッテリーには有毒物質が含まれていま
す。バッテリーが車両に取り付けてある
ときも取り外してあるときも、絶対にお
子さまがバッテリーに触れないようにし
てください。

バッテリーにブースターケーブルを付け
たり、バッテリーコードを互いに接触さ
せたり、プラスとマイナスのコードを逆
に接続したりしないでください。火花が
生じてバッテリーのガスに引火し、負傷
する危険があります。
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バッテリーの取り外し

警告

作業を開始する前に、モーターサイクル
を固定し、適切に支えてください。そう
することで、モーターサイクルの転倒を
防止し、作業者が負傷したりモーターサ
イクルが損傷したりすることを防ぐこと
ができます。

警告

車両のフレームにバッテリーターミナル
が触れないように気をつけてください。
ショートしたりスパークが生じたりする
と、バッテリーのガスに引火し、けがを
するおそれがあります。

バッテリーの取り外し方：

	 •	 バッテリーカバーのストラップから
ネジを取り外し、下側のストラップ
を取り外します。

L0125

1

2

1.	 バッテリーカバー
2.	 ネジ

	 •	 バッテリーカバーを引っ張って車体
から取り外します。グロメットはバ
ッテリーカバーに付けたままにして
おきます。

	 •	 エンジンアースのブラケットからマ
イナスコード（黒）を外します。エ
ンジンからブラケットを取り外して
はいけません。

1

L0124

2

5

3
4

1.	 エンジンアース
2.	 バッテリー
3.	 バッテリーストラップガイド
4.	 バッテリーストラップ
5.	 バッテリーのプラスターミナル

	 •	 バッテリーストラップを取り外しま
す。バッテリートレイからバッテリ
ーを少しずらし、バッテリーのプラ
スコードにアクセスできるようにし
ます。

	 •	 バッテリーのプラスコードを外しま
す。

	 •	 マイナスコード（黒）の取り回しを
確認し、バッテリートレイからバッ
テリーとバッテリーストラップガイ
ドを取り外します。
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バッテリーの廃棄

バッテリーを交換する場合は、リサイク
ル業者に古いバッテリーを回収してもら
ってください。バッテリーの有害物質が
環境を汚染することのない方法でリサイ
クル業者が処理します。

バッテリーのメンテナンス

警告

バッテリー液は腐食性があり有毒なた
め、肌に付着すると肌を傷めることがあ
ります。バッテリー液が肌に付着しない
ようにしてください。また、バッテリー
液を飲み込んでもいけません。バッテリ
ーを取り扱うときは、必ず目や肌を覆う
保護具を着用し、けがを防いでくださ
い。

乾いた清潔な布でバッテリーの汚れを落
とします。ケーブル接続部の汚れをきち
んと落としてください。

このバッテリーは密閉タイプですので、
メンテナンスの必要はありません。ただ
し、保管中などは電圧を点検し、定期的
に充電してください（詳細は次項以降を
参照してください）。

バッテリー内のバッテリー液の量を調整
することはできませんので、シールスト
リップを取り外してはいけません。

バッテリーの放電

注意

バッテリーをフル充電した状態に保つと
バッテリーが長持ちします。

バッテリーの電圧が低下すると、バッテ
リー内部が激しく損傷する可能性があり
ます。

通常は、車両の充電システムによって、
バッテリーがフル充電の状態に保たれま
す。ただし、お車を放置しておくと、自
己放電という現象が生じ、バッテリーは
次第に放電していきます。時計、エンジ
ンコントロールモジュール（ECM）メモ
リー、電動式安全システム、電動式アク
セサリーまたは高い気温などによってバ
ッテリーの放電が進みます。お車を保管
するときは、バッテリーを外しておくと
放電を抑えることができます。

お車の保管時と使用頻度の低いお車
のバッテリーのメンテナンス

お車を保管している間やお車の使用頻度
が低いときは、デジタルマルチメーター
でバッテリー電圧を週に1度点検します。
デジタルマルチメーターに付属している
メーカーの説明書にしたがってくださ
い。

バッテリー電圧が 12.7V以下の場合は、バ
ッテリーを充電します。

バッテリーの放電を防がなかったり、た
とえ短時間でも放電したまま放置したり
すると、鉛極板が硫酸化します。硫酸化
はバッテリー内部で生じる正常な化学反
応ですが、長期間続くと電極板に結晶が
付着し、バッテリーの回復が困難になっ
たり、不可能になったりします。このよ
うな回復不能な損傷は製造上の欠陥では
ないため、保証の対象になりません。
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バッテリーを常にフル充電しておくと、
寒冷時に凍結しにくくなります。バッテ
リーが凍結すると、バッテリー内部が激
しく損傷する可能性があります。

バッテリーの充電

警告

バッテリーからは爆発性のガスが発生し
ます。火花、炎、タバコなどを絶対に近
づけないでください。閉めきった場所で
バッテリーを充電したり使用したりする
ときは、十分に換気してください。

バッテリーには硫酸（バッテリー液）が
含まれています。肌や目に付着すると重
度のやけどを負うことがあります。保護
服と顔用保護具を着用してください。

バッテリー液が肌についた場合は、すぐ
に水で洗い流してください。

バッテリー液が目に入った場合は、15分
間以上水で洗い、すぐに医師の手当てを
受けてください。

バッテリー液を飲み込んだ場合は、水を
大量に飲み、すぐに医師の手当てを受け
てください。

お子さまがバッテリー液に触れることが
ないようにしてください。

注意

自動車用クイックチャージャーは使用し
ないでください。充電しすぎたり、バッ
テリーが損傷したりすることがありま
す。

バッテリーチャージャーの選び方、バ
ッテリー電圧の点検方法、またはバ
ッテリーの充電方法についての詳細
は、Triumph正規販売店にお問い合わせ
ください。

バッテリー電圧が12.7V以下になった
ら、Triumph認定のバッテリーチャージ
ャーで充電してください。バッテリーは
必ずお車から取り外し、バッテリーチャ
ージャーの説明書にしたがって充電しま
す。

お車を長期（2週間以上）にわたって
保管するときは、バッテリーを取り外
し、Triumph認定のメンテナンス用充電
器を使用して充電状態を保ってくださ
い。

エンジンがかからないレベルまでバッテ
リー電圧が低下した場合も、バッテリー
を取り外してから充電してください。

バッテリーの取り付け

警告

作業を開始する前に、お車を固定し、適
切に支えてください。そうすることで車
両の転倒を防止し、作業者の負傷や車両
の損傷を防止できます。

警告

車両のフレームにバッテリーターミナル
が触れないように気をつけてください。
ショートしたりスパークが生じたりする
と、バッテリーのガスに引火し、けがを
するおそれがあります。
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バッテリーの取り付け方：

	 •	 バッテリーケージ後部のフックにバ
ッテリーストラップをきちんとかけ
ます。

	 •	 バッテリーストラップガイドとバッ
テリーをバッテリートレイに載せ、
マイナスコード（黒）を元通り取り
回します。

	 •	 プラスコード（赤）をバッテリーに
接続し4.5 Nmで締め付けます。バ
ッテリーを押してバッテリートレイ
にきちんと取り付けます。

1

L0124

2

5

3
4

1.	 エンジンアース
2.	 バッテリー
3.	 バッテリーストラップガイド
4.	 バッテリーストラップ
5.	 バッテリーのプラスターミナル

	 •	 バッテリーストラップでバッテリー
を固定します。

	 •	 マイナスコード（黒）をエンジン
アースに接続し6 Nmで締め付けま
す。

	 •	 バッテリーカバーを下側から先に取
り付けます。ラバーシールを正しい
位置に取り付けます。

	 •	 ストラップのネジを取り付け3 Nm
で締め付けます。

L0125

1

2

1.	 バッテリーカバー
2.	 ネジ
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ヒューズボックス

警告

ヒューズが切れたときは、ヒューズボッ
クスのカバーに明記されている正しい定
格の新品のヒューズに交換してくださ
い。絶対に定格を超えるヒューズを使用
してはいけません。

不適切なヒューズを使用すると電気系統
に問題が生じ、お車が損傷し、制御不能
となって事故につながるおそれがありま
す。

注記:

•	 ヒューズが切れると、そのヒューズ
で保護しているシステムすべてが停
止します。ヒューズが切れていない
か点検するときは、ここに記載され
ている表を参考にしてどのヒューズ
が切れたかを突き止めてください。

ヒューズボックスは左側サイドパネルの
裏側にあります。

ヒューズボックスにアクセスするには、
左側サイドパネルを取り外します（ペー
ジ	49参照）。

citn_dv

9
1 2

3

456
7

8

ヒューズボックス

ヒュー

ズNo.
保護している回路 定格

（A）

1 ヘッドライトのロービームと

ハイビーム

15

2 イグニッションスイッチ、ス

ターター回路

10

3 補助ライト 10

4 エンジン制御システム 15

5 アクセサリーソケット 5

6 冷却ファン 15

7 ABS 25

8 メーター 15

9 スペア 25

30Aのメインヒューズは、左側サイドパ
ネルの裏側にあるもう一つのヒューズボ
ックスにあります。
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ヘッドライト

警告

視界の状況や天候に合わせて走行速度を
調整してください。

対向車のドライバーにまぶしい思いをさ
せることなく、路面前方を十分に照らす
ことができるようにヘッドライトの光軸
を調整してください。ヘッドライトが正
しく調整されていないと、十分な視界を
確保できず、事故につながるおそれがあ
ります。

警告

走行中は、絶対にヘッドライトの光軸を
調整してはいけません。

走行中にヘッドライトの光軸を調整しよ
うとすると、制御不能となって事故につ
ながるおそれがあります。

注意

ヘッドライトレンズの通気や放熱の妨げ
になるようなものをヘッドライトやヘッ
ドライトレンズに取り付けてはいけませ
ん。

布、荷物、粘着テープ、ヘッドライトビ
ーム調整装置、純正品以外のヘッドライ
トレンズカバーなどでヘッドライトレン
ズを覆った状態で走行すると、レンズが
過熱・変形し、ヘッドライトアッセンブ
リーが修理不可能な状態になることがあ
ります。

過熱による損傷は製造上の欠陥ではない
ため、保証の対象外です。

サーキット走行をするためにヘッドライ
トレンズにテープを貼る必要がある場合
などは、ヘッドライトの配線を外してく
ださい。

ヘッドライトの調整

注記:

•	 ヘッドライトの光軸の点検や調整を
行うときは、必ずハンドルバーを真
っ直ぐ正面に向けてください。

cjwn

1

1.	 ヘッドライトアッセンブリーのボルト
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ヘッドライトアッセンブリーのボルトを
ゆるめ、ヘッドライトアッセンブリーの
位置を変更すると、ヘッドライトの光軸
を上下方向に調整できます。

調整し終わったらボルトを 26 Nmで締め
付けます。

ヘッドライト／ポジションライトの
バルブの交換

Bonneville Bobber Black および 
Bonneville Speedmaster

ヘッドライトユニットはメンテナンス不
要の密閉式LEDユニットです。

Bonneville Bobberの場合

警告

ライト点灯中はバルブが熱くなります。
必ず、バルブが十分冷えるまで待ってく
ださい。バルブのガラス部分には触れな
いでください。ガラスに触れたりガラス
が汚れたりした場合は、ガラスをアルコ
ールで拭いてください。

注意

純正品以外のヘッドライトバルブを使用
すると、ヘッドライトレンズを損傷する
場合があります。

必ずTriumph純正のヘッドライトバルブ
を使用してください。純正のヘッドライ
トバルブはTriumphパーツカタログに掲
載されています。

ヘッドライトバルブの交換は、できる
だけTriumph正規販売店にご依頼くださ
い。

cjwm

1

1.	 ヘッドライトリムのネジ
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ヘッドライトとポジションライトのバル
ブの交換方法：

	 •	 バッテリーのマイナス側（黒）から
先にコードを外します。

	 •	 ヘッドライトリムのネジを取り外し
ます。

	 •	 ヘッドライトとヘッドライトリムと
のアッセンブリーをヘッドライトボ
ウルから外します。

	 •	 ヘッドライトユニットを手で支え、
ヘッドライトバルブからマルチピン
コネクターを外し、ヘッドライトユ
ニットからポジションライトバルブ
をそっと取り外します。

	 •	 ゴム製ダストカバーを取り外しま
す。

cjwl

1
2

3

1.	 ワイヤーリテーナー
2.	 ヘッドライトバルブ
3.	 ポジションライトバルブの場所

	 •	 ヘッドライトバルブのワイヤーリテ
ーナーを外します。

	 •	 ヘッドライトバルブを取り外しま
す。

	 •	 ポジションライトバルブを交換する
場合は、ポジションライトバルブを
バルブホルダーから取り外します。

	 •	 取り付けるときは、取り外したとき
と逆の手順になります。

	 •	 ヘッドライトリムのネジを2 Nmで
締め付けます。

リアライト

LEDリアライトはメンテナンス不要の密
閉式LEDユニットです。リアライトが故
障したときは、リアライトを丸ごと交換
してください。

方向指示器のバルブの交換

方向指示器はメンテナンス不要の密閉式
LEDユニットです。
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洗車と保管

洗車について

定期的に洗車することは、お車のメンテ
ナンスの基本です。定期的に汚れを落と
すことで、美しい外観を何年も保つこと
ができます。

洗車するときは必ず自動車用洗剤と冷水
を使用してください。特に、海風や海水
にさらされた後や、ほこりっぽい道やぬ
かるんだ道を走行した後、冬季に融雪剤
をまいた路面を走行した後などには、自
動車用洗剤と冷水で洗車することが大切
です。

家庭用洗剤は腐食の原因となるので使用
しないでください。

ご所有のお車の保証条件に基づき、部品
の腐食が保証対象となっている場合もあ
りますが、ご自身で上述の事項を守って
腐食を防ぎ、お車の外観を保ってくださ
い。

洗車の準備

以下の箇所には洗車の前にカバー等をか
けて、水がかからないようにします。

排気管の後部開口部：ビニール袋をかぶ
せて輪ゴムで固定します。

クラッチレバー、ブレーキレバー、ハン
ドルバーのスイッチハウジング：ビニー
ル袋をかぶせます。

イグニッションスイッチとステアリング
ロック：キーホールにテープを貼りま
す。

指輪、時計、ファスナー、ベルトのバッ
クルなどは外してください。塗装面や研
磨面にひっかき傷がつくことがありま
す。

塗装面と研磨面に使うスポンジや布とは
別にシャシーに使うスポンジや布も用意
してください。シャシー付近（マッドガ
ードの下やホイールなど）は、道路の泥
やほこりでざらついていることが多いた
め、シャシー付近に使用したスポンジや
布で塗装面や研磨面を拭くとひっかき傷
がつくことがあります。
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洗車時に注意が必要な箇所

注意

吸気ダクトの付近には水をかけないでく
ださい。吸気ダクトはライダーシートの
下か燃料タンクの下またはステアリング
ヘッド付近にあります。吸気ダクトの周
囲に水をかけると、エアボックスやエン
ジンに水が入り、エアボックスとエンジ
ンが損傷する可能性があります。

注意

高圧スプレー洗浄機の使用はお勧めしま
せん。高圧スプレー洗浄機を使用すると
ベアリングなどの部品に水が入り、腐食
や潤滑不足によって摩耗が進行すること
があります。

以下の箇所の近くに勢いよく水をかけて
はいけません。

	 •	 計器類

	 •	 ブレーキシリンダーとブレーキキャ
リパー

	 •	 燃料タンクの下

	 •	 吸気ダクト

	 •	 ステアリングヘッドベアリング

	 •	 ホイールベアリング

注記:

•	 アルカリ性の強い洗剤を使うと塗装
面に洗剤が残り、水滴の跡が残るこ
とがあります。きれいに洗車するた
めに、弱アルカリ性の洗剤を使って
ください。

洗いかた

中性の自動車用洗剤と冷水を混ぜます。
洗車場などで一般的に使用されているア
ルカリ性の強い洗剤は使用しないでくだ
さい。表面に洗剤が残ってしまいます。

スポンジか柔らかい布で洗車します。研
磨パッドやスチールウールを使用しては
いけません。研磨パッドやスチールウー
ルを使用すると表面が傷つきます。

冷水でお車を十分すすぎます。
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洗車後の作業

警告

ブレーキディスクにワックスをかけたり
注油したりすることは絶対にやめてくだ
さい。制動力が低下し、事故の原因とな
ります。ブレーキディスクは、オイルフ
リーのブレーキディスク専用クリーナー
で拭いてください。

ビニール袋やテープを取り外し、吸気口
をきれいにします。

ピボット、ボルト、ナットに注油しま
す。

走行前にブレーキをテストします。

乾いた布かセーム皮で残った水滴を拭き
取ります。腐食の原因となるので、水滴
がついたままにしてはいけません。

エンジンをかけ、5分間アイドリングしま
す。排出ガスが出るので十分に換気して
ください。

グロス塗装のお手入れ

グロス塗装はここでご説明した方法にし
たがって洗浄・乾燥した後、高性能な自
動車用ポリッシュでコーティングしま
す。必ずメーカーの使用方法を守り、定
期的にコーティングしてお車を美しく保
ってください。

マット塗装のお手入れ

マット塗装のお手入れは、ハイグロス塗
装のお手入れ方法と同じです。

	 •	 マット塗装にポリッシュやワックス
を使用してはいけません。

	 •	 傷を消すために塗装面を磨くことは
避けてください。

アルミ製部品（ラッカー処理
や塗装がされていないもの）

一部モデルのブレーキレバー、クラッチ
レバー、ホイール、エンジンカバー、エ
ンジン冷却フィン、トップヨーク、ボト
ムヨーク、スロットルボディ等は、その
外観を保つために正しい方法でお手入れ
を行わなければなりません。ご所有のお
車で、どの部品がラッカー処理や塗装が
されていないアルミ製部品かお分かりに
ならない場合や、そういった部品のお手
入れ方法については正規販売店にお問い
合わせください。

研磨剤や腐食性の物質が入っていないア
ルミ部品専用クリーナーを使用してくだ
さい。

アルミ部品は定期的に洗浄してくださ
い。特に、悪天候の中を走行した後は、
アルミ部品を手洗いして乾かしてくださ
い。

手入れが行き届いていない場合は、保証
の対象となりません。
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クロム製やステンレス製の部
品のお手入れ

ご所有のお車のクロム製やステンレス製
の部品はすべて、劣化を防ぐために定期
的に洗浄する必要があります。

洗い方

前述のとおり洗います。

乾かし方

柔らかい布かセーム皮で水滴をできる限
り拭き取ります。

コーティング

注意

シリコンを含む製品を使用するとクロム
製やステンレス製の部品が変色すること
があるため、そういった製品は絶対に使
用しないでください。同様に、研磨洗浄
剤も表面に傷がつくため、絶対に使用し
てはいけません。

クロム製やステンレス製の部品が乾いた
ら、適切なクロムクリーナーをメーカー
の指示にしたがって塗ります。

美しさを保つため、定期的に保護剤を塗
ることをお勧めします。

ブラッククロム部品

一部モデルでは、ヘッドライトボウルや
ミラーなどのブラッククロム部品の外観
を損ねないように、正しい方法で清掃す
る必要があります。ご所有のお車で、ど
の部品がブラッククロム部品がお分かり
にならない場合は、最寄りの正規販売店
にお問い合わせください。ブラッククロ
ム部品の表面を少量の軽油で磨き、外観
を保ってください。

排気装置の洗浄

ご所有のお車の排気装置の部品はすべ
て、その外観を保つために定期的に洗浄
する必要があります。ここで説明する内
容は、クロム製部品、ブラシ仕上げのス
テンレス製部品、カーボンファイバー製
部品にも当てはまります。マット塗装の
排気装置の場合は、「マット塗装のお手
入れ」の説明に留意しつつ、前述した方
法で洗浄してください。

注記:

•	 水滴の跡が残らないように、排気装
置が冷えてから洗浄してください。

洗い方 

前述のとおり洗います。

排気装置に石鹸や水が入らないようにし
てください。

乾かし方 

柔らかい布かセーム皮でできる限り水滴
を拭き取ります。エンジンをかけて排気
装置を乾かすことはやめてください。水
滴の跡が残ってしまいます。

コーティング 

注意

クロム部品が変色することがあるため、
シリコンを含む製品は絶対に使用しない
でください。同様に、研磨洗浄剤も排気
装置を傷つけるため、絶対に使用しては
いけません。

排気装置が乾いたら、適切なモーターサ
イクル用保護スプレーをメーカーの指示
にしたがって吹付けます。

排気装置の外観を保つため、定期的に保
護剤を塗ることをお勧めします。
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シートの取り扱い

注意

化学薬品や高圧スプレー洗浄機でシート
を洗浄することは避けてください。

化学薬品や高圧スプレー洗浄機を使用す
ると、シートカバーを傷める可能性があ
ります。

シートを美しく保つためには、スポンジ
か布に石鹸水を含ませてシートの汚れを
落としてください。

ウィンドスクリーンの洗浄 
（装着車のみ）

 

警告

走行中にウィンドスクリーンの汚れを落
とそうとすることは絶対にやめてくださ
い。ハンドルバーから手を離すと制御不
能となって事故につながるおそれがあり
ます。

ウィンドスクリーンに損傷やひっかき傷
があると、前方の視界が十分に確保でき
ません。前方がよく見えない状態で走行
することは危険であり、制御不能となっ
て事故につながるおそれがあります。

注意

バッテリー液等の腐食性の化学物質は、
ウィンドスクリーンに損傷を与えます。
ウィンドスクリーンに腐食性の化学物質
がかからないようにしてください。

注意

窓用クリーナー、昆虫除去剤、撥水剤、
研磨剤、ガソリンなどを使用したり、ア
ルコール、アセトン、四塩化炭素など溶
解力の強い液体を使用したりすると、ウ
ィンドスクリーンが損傷します。

こうした製品をウィンドスクリーンにか
けることは絶対にやめてください。

ウィンドスクリーンは、中性石鹸または
中性洗剤と冷水を使用して洗浄します。

洗浄後はよくすすいでから柔らかい布で
水分を拭き取ります。

ウィンドスクリーンの傷や酸化膜が除去
できず、ウィンドスクリーンの透明度が
低下した場合は、ウィンドスクリーンを
交換してください。
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レザー製品のお手入れ

レザー製品は湿らせた布で定期的に汚れ
を拭き取り、室温で自然乾燥してくださ
い。そうすることでレザーの風合いを保
ち、レザー製品を長持ちさせることがで
きます。

Triumphのレザー製品は天然素材を使用
しているため、お手入れをしないとレザ
ーが傷んでダメになってしまうことが
あります。簡単な注意事項がありますの
で、以下の方法にしたがってレザー製品
を大切に使用してください。

	 •	 レザー製品の汚れを落とすために、
家庭用の洗浄剤、漂白剤、漂白剤入
り洗剤、その他の溶剤などを使用し
てはいけません。

	 •	 レザー製品を水に浸してはいけませ
ん。

	 •	 炎やラジエターの熱をレザーに直接
当ててはいけません。レザーがから
からに乾燥しゆがんでしまいます。

	 •	 レザー製品を直射日光の当たる場所
に長時間放置してはいけません。

	 •	 レザー製品を直接加熱して乾かして
はいけません。

	 •	 レザー製品がぬれた場合は、やわら
かい清潔な布で水滴を拭き取り、室
温で自然乾燥してください。

	 •	 海水や塩水または冬季に道路にまく
凍結防止剤などの濃い塩分がレザー
製品に付着しないようにしてくださ
い。

	 •	 レザーに塩分が付着した場合は、そ
の都度すぐに湿った布で拭き取り、
室温で自然乾燥してください。

	 •	 ちょっとした汚れは湿った布でそっ
と拭き取り、室温で自然乾燥してく
ださい。

	 •	 レザー製品は布袋か段ボール箱に入
れて保管してください。ビニール袋
に入れて保管してはいけません。

保管前の準備

丁寧に洗車し、乾かします。

燃料タンクに適正な等級の無鉛ガソリン
を給油します。燃料安定剤があれば、燃
料安定剤メーカーの指示にしたがって加
えます。

警告

ガソリンは非常に可燃性が高く、特定
の条件下では爆発する可能性がありま
す。イグニッションスイッチをOFFにし
ます。喫煙はやめてください。換気が良
く、火気がない場所であることを確認し
てください。パイロットランプのついた
器具を使用しないでください。

各シリンダーから一方のスパークプラグ
を取り外し、それぞれのシリンダーにエ
ンジンオイルを数滴（5 ml）垂らしま
す。スパークプラグの穴を布きれでふさ
ぎます。エンジンストップスイッチを
RUNの位置にした状態でスターターボタ
ンを数秒間押し、シリンダーウォールに
オイルを行き渡らせます。スパークプラ
グを取り付け、12 Nmで締め付けます。

エンジンオイルとフィルターを交換しま
す（ページ	76参照）。

タイヤ空気圧を点検し、適宜調整します
（ページ	100参照）。

両輪が地面から浮いた状態になるよう
に、車両をスタンドで支えます。（両輪
を浮いた状態にできない場合は、前輪と
後輪の下に板を置いて、タイヤを湿気か
ら保護してください。）

さびを防ぐため、塗装されていないすべ
ての金属面に防錆油をスプレーします（
いろいろな防錆油が市販されているた
め、最寄りのTriumph正規販売店でご相
談ください）。ゴム製部品、ブレーキデ
ィスク、ブレーキキャリパーにはオイル
がかからないようにしてください。
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クーラントと蒸留水を50％ずつ混ぜて
冷却装置に補給します（Triumph提供の
HD4X Hybrid OATクーラントは調合済み
ですので薄める必要はありません）（ペ
ージ	79参照）。

バッテリーを取り外し、直射日光や湿気
や氷点下の気温にさらされない場所に保
管します。保管中のバッテリーは、2週間
に1度、維持充電（1アンペア以下）して
ください（ページ	106参照）。

お車は、涼しく、乾燥していて、日光が
当たらず、一日の温度変化が小さい場所
に保管してください。

ほこりやごみが付着しないように、通気
性のある適切なカバーをかけてくださ
い。通気性がなく、熱や湿気のこもりや
すいビニール製カバーなどは使用しない
でください。

保管後の走行準備

バッテリーを取り外した場合は、バッテ
リーを取り付けます（ページ	107参照）
。

お車を4ヶ月以上保管していた場合は、エ
ンジンオイルを交換します（ページ	76
参照）。

「日常点検」に記載されている項目をす
べて点検します。

エンジンをかける前に、各シリンダーか
らスパークプラグを取り外します。

サイドスタンドを下ろします。

油圧警告灯が消灯するまで、スターター
モーターでエンジンを数回回転させま
す。

スパークプラグを取り付けて12 Nmで締
め付けます。エンジンをかけます。

タイヤ空気圧を点検し、適宜調整します
（ページ	100参照）。

ドライブチェーンを点検し、適宜調整し
ます（ページ	85参照）。

車体全体を丁寧に清掃します。

ブレーキが正常に効くか点検します。

低速で試運転します。
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主要諸元

Bonneville Bobber および Bonneville Bobber Black

寸法、重量、性能

各モデルの寸法、重量、性能についてはTriumph正規販売店にお問い合わせ頂く
か、www.triumph.co.ukでご覧ください。

ペイロード Bonneville Bobber Bonneville Bobber Black
ペイロード 125 kg 125 kg

エンジン Bonneville Bobber Bonneville Bobber Black
タイプ 水冷式並列2気筒、 

270°クランク
水冷式並列2気筒、 
270°クランク

排気量 1,200 cc 1,200 cc

ボアxストローク 97.6 x 80 mm 97.6 x 80 mm

圧縮比 10:1 10:1

シリンダー番号 左から右へ 左から右へ

シリンダー順序 1-2 1-2

点火順序 1-2 1-2

始動方式 電動スターター 電動スターター

潤滑関係 Bonneville Bobber Bonneville Bobber Black
潤滑方式 ウェットサンプ ウェットサンプ

エンジンオイル容量

ドライフィル 3.8 L 3.8 L

フィルター交換時 3.4 L 3.4 L

オイルのみ交換時 3.2 L 3.2 L

冷却関係 Bonneville Bobber Bonneville Bobber Black
クーラント種類 Triumph HD4X Hybrid 

OAT
Triumph HD4X Hybrid 
OAT

水とクーラントの割合 50対50（Triumphにて調
合済み）

50対50（Triumphにて調
合済み）

クーラント容量 1.558 L 1.558 L

サーモスタット開温度 88°C +/- 2°C 88°C +/- 2°C
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燃料系統 Bonneville Bobber Bonneville Bobber Black
燃料の種類 電子燃料噴射式 電子燃料噴射式

燃料ポンプ 電動サブマージ式 電動サブマージ式

燃圧（公称） 3.5 bar 3.5 bar

タンク容量 Bonneville Bobber Bonneville Bobber Black
タイプ 無鉛 91 RON 無鉛 91 RON

タンク容量 9.1 L 9.1 L

点火装置 Bonneville Bobber Bonneville Bobber Black
点火装置 デジタル誘導式 デジタル誘導式

スパークプラグ NGK LMAR8A-9 NGK LMAR8A-9

スパークプラグギャップ 0.9 mm +0.0/-0.1 mm 0.9 mm +0.0/-0.1 mm

トランスミッション Bonneville Bobber Bonneville Bobber Black
トランスミッション形式 6速、常時噛合式 6速、常時噛合式

クラッチ形式 湿式多板 湿式多板

ファイナルドライブチェ
ーン

EK 525 MVXZ2、108環 EK 525 MVXZ2、108環

プライマリドライブ比 93/74 (1.26) 93/74 (1.26)

ギア比

1速 49/14 (3.5) 49/14 (3.5)

2速 45/18 (2.5) 45/18 (2.5)

3速 37/20 (1.85) 37/20 (1.85)

4速 37/25 (1.48) 37/25 (1.48)

5速 35/27 (1.3) 35/27 (1.3)

6速 34/29 (1.17) 34/29 (1.17)

ファイナルドライブ比 37/17 (2.18) 37/17 (2.18)

警告

必ず、認定タイヤを指定された組み合わせで使用してください。前後に別々のメーカ
ーのタイヤを使用したり、また同じメーカー製でも仕様の異なるタイヤを前後に使用
したりしてはいけません。モーターサイクルが制御不能となって事故につながるおそ
れがあります。
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認定タイヤ

各モデルの認定タイヤ一覧表はTriumph正規ディーラーまたはwww.triumph.co.uk 
でご覧いただけます。

タイヤ Bonneville Bobber Bonneville Bobber Black
タイヤサイズ

フロント 100/90-19 MT90B16
リア 150/80 R16 150/80 R16
タイヤ空気圧（冷間時）

フロント 2.2 bar 2.8 bar
リア 2.9 bar 2.6 bar

電装品 Bonneville Bobber Bonneville Bobber Black
バッテリー種類 YTX9-BS YTX9-BS
バッテリー定格 12V、8Ah 12V、8Ah
オルタネーター 25 A ＠ 1000 rpm

46.5 A ＠ 3000 rpm

25 A ＠ 1000 rpm

46.5 A ＠ 3000 rpm
ヘッドライト 12 V、60/55 W、 

H4ハロゲン
12 V、60/55 W、 
H4ハロゲン

ポジションライト 12 V、5 W 12 V、5 W
テールライト／ブレーキラ
イト

LED LED

ライセンスプレートライト LED LED
方向指示器 LED LED

電装品 Bonneville Bobber Bonneville Bobber Black
バッテリー種類 YTX9-BS YTX9-BS
バッテリー定格 12V、8Ah 12V、8Ah
オルタネーター 25 A ＠ 1000 rpm

46.5 A ＠ 3000 rpm

25 A ＠ 1000 rpm

46.5 A ＠ 3000 rpm
ヘッドライト 12 V、60/55 W、 

H4ハロゲン
12 V、60/55 W、 
H4ハロゲン

ポジションライト 12 V、5 W 12 V、5 W
テールライト／ブレーキラ
イト

LED LED

ライセンスプレートライト LED LED
方向指示器 LED LED
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フレーム Bonneville Bobber Bonneville Bobber Black
キャスター角 25.7° 25.4°
トレール量 87 mm 92 mm

締付トルク Bonneville Bobber Bonneville Bobber Black
バッテリーターミナル 4.5 Nm 4.5 Nm
バッテリーストラップ 3 Nm 3 Nm
チェーンアジャスターロッ
クナット

20 Nm 20 Nm

チェーンガード 
（フロント）

9 Nm 9 Nm

チェーンガード（リア） 30 Nm 30 Nm
クラッチレバーナット 3.4 Nm 3.4 Nm
ヘッドライトリムのネジ 2 Nm 2 Nm
オイルフィルター 10 Nm 10 Nm
スパークプラグ 12 Nm 12 Nm
サンププラグ 25 Nm 25 Nm
リアホイールスピンドルナ
ット

110 Nm 110 Nm

シートのボルト 48 Nm 48 Nm
シートのナット 38 Nm 38 Nm

オイル等 Bonneville Bobber	および	Bonneville Bobber Black
ベアリングとピボット NLGI No.2のグリース

ブレーキフルード DOT4のブレーキフルード

クーラント Triumph HD4X Hybrid OATクーラント（調合済み）

ドライブチェーン XWチェーンに適したチェーンスプレー

エンジンオイル API規格のSH以上およびJASO規格のMAの両方を
満たしているモーターサイクル用エンジンオイル
で、10W/40もしくは10W/50の部分合成油または全合成
油。Castrol Power 1 Racing 4T 10W-40（全合成油）な
どがある。Castrol Power RS Racing 4T 10W-40（全合
成油）という名称で販売されている場合もある。
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主要諸元

Bonneville Speedmaster

寸法、重量、性能

各モデルの寸法、重量、性能についてはTriumph正規販売店にお問い合わせ頂くか、 
www.triumph.co.ukでご覧ください。

ペイロード Bonneville Speedmaster
ペイロード 210 kg

エンジン Bonneville Speedmaster
タイプ 水冷式並列2気筒、270°クランク

排気量 1,200 cc

ボアxストローク 97.6 x 80 mm

圧縮比 10:1

シリンダー番号 左から右へ

シリンダー順序 1-2

点火順序 1-2

始動方式 電動スターター

潤滑関係 Bonneville Speedmaster
潤滑方式 ウェットサンプ

エンジンオイル容量

ドライフィル 3.8 L

フィルター交換時 3.4 L

オイルのみ交換時 3.2 L

冷却関係 Bonneville Speedmaster
クーラント種類 Triumph HD4X Hybrid OAT

水とクーラントの割合 50対50（Triumphにて調合済み）

クーラント容量 1.558 L

サーモスタット開温度 88°C +/- 2°C

燃料系統 Bonneville Speedmaster
燃料の種類 電子燃料噴射式

燃料ポンプ 電動サブマージ式

燃圧（公称） 3.5 bar
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タンク容量 Bonneville Speedmaster
燃料の種類 無鉛 91 RON

タンク容量 12 L

点火装置 Bonneville Speedmaster
点火装置 デジタル誘導式

スパークプラグ NGK LMAR8A-9

スパークプラグギャップ 0.9 mm +0.0/-0.1 mm

トランスミッション Bonneville Speedmaster
トランスミッション形式 6速、常時噛合式

クラッチ形式 湿式多板

ファイナルドライブチェ
ーン

EK 525 MVXZ2、108環

プライマリドライブ比 93/74 (1.26)

ギア比

1速 49/14 (3.5)

2速 45/18 (2.5)

3速 37/20 (1.85)

4速 37/25 (1.48)

5速 35/27 (1.3)

6速 34/29 (1.17)

ファイナルドライブ比 37/17 (2.18)

警告

必ず、認定タイヤを指定された組み合わせで使用してください。前後に別々のメーカ
ーのタイヤを使用したり、また同じメーカー製でも仕様の異なるタイヤを前後に使用
したりしてはいけません。モーターサイクルが制御不能となって事故につながるおそ
れがあります。



主要諸元

125

認定タイヤ

各モデルの認定タイヤ一覧表はTriumph正規ディーラーまたはwww.triumph.co.ukで
ご覧いただけます。

タイヤ Bonneville Speedmaster
タイヤサイズ

フロント MT90B16

リア 150/80 R16

タイヤ空気圧（冷間時）

フロント 2.8 bar

リア 2.5 バール

電装品 Bonneville Speedmaster
バッテリー種類 YTX9-BS

バッテリー定格 12V、8Ah

オルタネーター 25 A ＠ 1000 rpm

46.5 A ＠ 3000 rpm

ヘッドライト 12 V、60/55 W、H4ハロゲン

ポジションライト 12 V、5 W

テールライト／ブレーキ
ライト

LED

ライセンスプレートライト LED

方向指示器 LED

フレーム Bonneville Speedmaster
キャスター角 25.3°

トレール量 91.4 mm

締付トルク Bonneville Speedmaster
バッテリーターミナル 4.5 Nm

バッテリーストラップ 3 Nm

チェーンアジャスターロ
ックナット

20 Nm

チェーンガード 
（フロント）

9 Nm

チェーンガード（リア） 30 Nm

クラッチレバーナット 3.5 Nm



主要諸元

126

締付トルク Bonneville Speedmaster
オイルフィルター 10 Nm

スパークプラグ 12 Nm

サンププラグ 25 Nm

リアホイールスピンドル
ナット

110 Nm

パッセンジャーシートの
ネジ

9 Nm

オイル等 Bonneville Speedmaster
ベアリングとピボット NLGI No.2のグリース

ブレーキフルード DOT4のブレーキフルード

クーラント Triumph HD4X Hybrid OATクーラント（調合済み）

ドライブチェーン XWチェーンに適したチェーンスプレー

エンジンオイル API規格のSH以上およびJASO規格のMAの両方を
満たしているモーターサイクル用エンジンオイル
で、10W/40もしくは10W/50の部分合成油または全合成
油。Castrol Power 1 Racing 4T 10W-40（全合成油）
などがある。Castrol Power RS Racing 4T 10W-40（全
合成油）という名称で販売されている場合もある。



索引

127

索引

あ

安全第一

このモーターサイクルについて  6
安全

パーツおよびアクセサリー  8
ヘルメットおよび服装  7
運転について  9
駐車のしかた  8
点検修理／必要装備  9
燃料および排出ガス  6

ハンドルバーおよびフットレスト  10 
アクセサリーと荷物  67
アンチロックブレーキシステム（ABS）

警告灯  25

い

イグニッション

イグニッションスイッチ  36
キー  37

イモビライザー

警告灯  25

え

エンジン

エンジンのかけ方  58
エンジンの止め方  58
シリアルナンバー  19
主要諸元  119, 123
発進のしかた  59

エンジンオイル  75
オイルとオイルフィルターの処分  78
オイルフィルターの交換  76
クーラント量の点検  76
規格と等級  78

エンジンスタート／ストップスイッチ

RUN  39
START  39
STOP  38

お

オイル等  122, 126

き

ギア

チェンジ  60

く

クラッチ  82
調整  83
点検  83

クルーズコントロール  43
クルーズコントロール（装着車のみ）

クルーズコントロールON/OFFボタン  40
警告灯  27

け

警告  3
イモビライザー＆TPMS  4
メンテナンス  3
警告ラベル  3
警告ラベルの貼付位置  12, 13
警告灯  24
取扱説明書  4
騒音防止システム  3

計器盤

ギアポジションインジケーター  28
スピードメーター  28
タコメーター  28
トリップメーター  30
時計  31
推定走行可能距離  29
平均燃費  28

こ

高速走行  64

さ

サイドパネル  49
サスペンション

フロントフォークの点検  96
リアサスペンションプリロードの調整  97

し

車両識別番号（VIN）  19



索引

128

シート

シートの取り扱い  116
調整  50

す

スタンド

サイドスタンド  48
ステアリング

ロック  38
点検  95

ステアリングのベアリング／ホイールベ 
アリング  94
スロットルコントロール  41, 82

点検  82
主要諸元  119, 119, 123, 123

せ

洗車

クロム製やステンレス製の部品  115
コーティング  115
乾かし方  115
洗車の頻度  112
洗車後の作業  114
排気装置  115
排気装置の洗浄  115

洗車について

アルミ製部品（ラッカー処理や塗装 
がされていないもの）  114
ウィンドスクリーン  116
グロス塗装  114
シートの取り扱い  116
ブラッククロム部品  115
マット塗装  114
レザー製品のお手入れ  117
洗いかた  113
洗車の準備  112
洗車時に注意が必要な箇所  113

た

タイヤ  4
サイズ  121, 125
タイヤの摩耗  100
タイヤ空気圧  100
トレッドの残り溝最小値  100

空気圧  121, 125
交換  101
主要諸元  121, 125

ち

駐車のしかた  66

つ

ツールキット  53

て

定期点検  72
点火装置

主要諸元  120, 124
電装品  121, 121, 125

主要諸元  121, 121, 125

と

時計  31
調整  31

ドライブチェーン  83
注油  84
摩耗点検  87
遊びの調整  85
遊びの点検  84

トラクションコントロール（TC）  34
解除  35
警告灯  25
設定  35
無効警告灯  26

トランスミッション

主要諸元  120, 124
トルク

締め付け  122, 125

な

慣らし運転  53

に

日常点検  54

ね

燃料  120, 124
フューエルタンクキャップ  47
給油方法  46



索引

129

主要諸元  120, 123
燃料タンクへの給油量  48
燃料の等級  45

燃料残量警告灯  26

は

ハザードライトスイッチ  39
パッセンジャーシート

取り外し  52
バッテリー  103

メンテナンス  105
充電  106
廃棄  105
保管  105
放電  105

バンク角指示器  98

ひ

左側ハンドルバースイッチ  40
SCROLLボタン  40
ハイビームボタン  40
ホーンボタン  40
方向指示器スイッチ  40

ヒューズ

ヒューズの見分け方  108
ヒューズボックスの場所  108

ふ

ブレーキ

ディスクブレーキフルード  90
ブレーキの使い方  60
ブレーキの摩耗点検  88
ブレーキパッドの摩耗補正  89
ブレーキレバーアジャスターとクラッチ 
レバーアジャスター  44
フロントブレーキフルードの点検と補給  90
ライトスイッチ  92
リアブレーキフルードの点検と補給  91
新品のブレーキパッドとブレーキディスク 
の慣らし運転  88

フレーム  122, 125

へ

ヘッドライト  109

バルブの交換  111
調整  110

ほ

ホイールベアリング

点検  95
方向指示器

バルブの交換  111
保管のしかた

保管後の走行準備  118
保管前の準備  117

み

右側ハンドルバースイッチ  38
MODEボタン  39
デイタイムランニングライト（DRL） 
スイッチ  27, 41

ミラー  93
バーエンドミラー  94

め

メーター

メーターレイアウト  22
メンテナンスインジケーター  31
燃料計  29

ら

ライダーシート

取り外し  51
ライディングモード  32

走行しているとき  33
停車しているとき  32

り

リアライト  111

れ

冷却システム  79
クーラントの交換  81
クーラント過熱警告灯  24
クーラント量の点検  79
主要諸元  119, 123
防錆剤  79



索引

130

このページは意図的に空白にしてあります


