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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

このモーターサイクルには、このような
マークの付いたラベルが貼ってある箇所
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12 ページを参照してくだ
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。

Street Triple R - LRH（低車
高）モデル
Street Triple R - LRH（低車高）に関して
は、特に断りのない限り、この取扱説明
書に記載されているStreet Triple Rの標準
車高モデルに関する説明にしたがってく
ださい。
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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、 Tr iumph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。

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。
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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。

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

Street Triple - LRHモデル

Street Triple R - LRH（低車高）はサス
ペンションが低めの設定で、ロードクリ
アランスも小さくなっています。

そのため、標準車高のStreet Triple Rと
比べると、Street Triple R - LRH（低車
高）の方が旋回時のバンク角が浅くなり
ます。

ロードクリアランスの小さい車両である
ことに留意して走行してください。ロー
ドクリアランスとバンク角に慣れるため
に、安全な場所で走行の練習をしてくだ
さい。

車体をバンクしすぎたり、地面にうっか
り接触したりすると、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

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

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（パッセンジ
ャー用のシートとフットレストを装着し
ている場合）ができる二輪車です。

ライダー、パッセンジャー、アクセサリ
ー、荷物の重量の合計が、以下の重量を
超えてはいけません。

Street Triple S - 195 kg

Street Triple S 660cc - 195 kg

Street Triple R - 195 kg

Street Triple R - LRH（低車高）-  
170 kg

Street Triple RS - 195 kg

警告

このモーターサイクルのエンジンの下方
には触媒コンバーターが取り付けてあり
ます。エンジン動作中は、排気装置とと
もに触媒コンバーターも非常に熱くなり
ます。排気装置や触媒コンバーターに、
草、干し草、わら、葉、衣類、荷物など
の可燃物が当たると発火するおそれがあ
ります。排気装置や触媒コンバーターに
は、絶対に可燃物を近づけないでくださ
い。
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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。

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
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。モー
ターサイクルは必ず、屋外または換気の
良い所で操作してください。

ヘルメットと服装

警告

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。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。

cbma
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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。

モーターサイクル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。
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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。

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。
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ハンドルバーとフットレスト

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

走行中は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。

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、160 ページの「メンテ
ナンス」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。

  cjxz
2

1

 1.	フットレスト

 2.	バンク角指示器
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警告ラベル

警告ラベルの貼付位置

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。
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N
1

1

5

4

6 7

R.P.M.

32

1.	 ヘッドライト（171ページ）
2.	 ミラー（146 ページ）
3.	 慣らし運転（104 ページ）
4.	 ギア（110 ページ）

5.	 クーラント（130 ページ）
6.	 タイヤ（160 ページ）
7.	 ドライブチェーン（135 ページ）
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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。そのため、警告ラベルをはがそうとすると、塗装面や車体を損傷す
るおそれがあります。

4

Pb

1
2 3

5

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.	 日常点検（105 ページ）
2.	 無鉛燃料（90 ページ）
3.	 ヘルメット（7 ページ）

4.	 エンジンオイル（127 ページ）
5.	 タイヤ空気圧モニタリングシステム 

（装着車のみ）（161 ページ）
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各部の名称

各部の名称

2 3 4 5 6

12 11 9 8 714 13

1

1015

1.	 ヘッドライト
2.	 フューエルフィラーキャップ
3.	 燃料タンク
4.	 リアサスペンションユニット
5.	 シートロック
6.	 リアライト
7.	 ドライブチェーンアジャスター
8.	 ドライブチェーン

9.	 ギアチェンジペダル
10.	 サイドスタンド
11.	 クーラントリザーブタンク
12.	 オイルフィルター
13.	 フロント方向指示器
14.	 フロントブレーキキャリパー
15.	 フロントブレーキディスク
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各部の名称（つづき）

5 76

111314 8910

3

12

2 41

1.	 ライセンスプレートライト
2.	 リア方向指示器
3.	 ツールキット（シート下）
4.	 バッテリー（シート下）
5.	 リアブレーキフルードリザーバー
6.	 ラジエター／クーラントプレッシャーキ

ャップ
7.	 フロントフォーク

8.	 クラッチケーブル
9.	 エンジンオイルゲージ
10.	 オイルフィラーキャップ
11.	 リアブレーキペダル
12.	 サイレンサー
13.	 リアブレーキディスク
14.	 リアブレーキキャリパー
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Street Triple S、Street Triple S 660cc

17 15 14 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9

16

10 1211

1.	 クラッチレバー
2.	 ハイビームボタン
3. TRIPボタン
4. SCROLLボタン
5. SETボタン
6.	 計器盤（液晶）
7.	 トリップコンピューター表示部
8.	 スピードメーター
9.	 タコメーター

10.	 フロントブレーキフルードリザーバー
11.	 エンジンスタート／ストップスイッチ
12.	 フロントブレーキレバー
13.	 ハザードライトスイッチ
14.	 イグニッションスイッチ
15. MODEボタン
16.	 ホーンボタン
17.	 方向指示器スイッチ



各部の名称
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Street Triple R、Street Triple R - LRH（低車高）、 
Street Triple RS

cjwr

16 15 14

1 2 3 7 8 9 10

17

11 13124 5 6

1.	 クラッチレバー
2.	 ハイビーム／パッシングボタン
3.	 デイタイムランニングライト（DRL） 

スイッチ（装着車のみ）
4. MODEボタン
5.	 方向指示器スイッチ
6.	 計器盤（TFT）
7.	 インフォメーショントレイ／モード表示
8.	 スピードメーター

9.	 タコメーター
10.	 フロントブレーキフルードリザーバー
11.	 エンジンスタート／ストップスイッチ
12.	 ハザードライトスイッチ
13.	 フロントブレーキレバー
14. HOMEボタン
15.	 イグニッションスイッチ
16.	 ジョイスティック
17.	 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）

cjxv

1

1.	 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。
また、ラジエターカウルの横のフレーム
左側にあるラベルにも記載してありま
す。

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

cjxp

1

1.	 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エンジンク
ランクケースに刻印してあります。クラ
ッチカバーのすぐ上のあたりです。

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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計器盤

計器盤について
Street Triple R、Street Triple R - LRH（低
車高）、Street Triple RSには、フルカラ
ーのTFTデジタルディスプレイが搭載さ
れています（TFT：薄膜トランジスタ）
。

Street Triple SとStreet Triple S 660ccには
液晶ディスプレイの計器盤が搭載されて
います。

TFTデジタルディスプレイの操作方法は
20	ページを参照してください。

TFTデジタルディスプレイ

液晶ディスプレイの操作方法は57 ページ
を参照してください。

TC
TC

液晶ディスプレイ
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TFTデジタルディスプレイ

目次

計器盤のレイアウト  21
警告灯  22
警告メッセージとお知らせメッセージ  26
スピードメーターとオドメーター  28
タコメーター  28
燃料計  28
気温  29
メンテナンスインジケーター（SIA）  29
ギアポジションインジケーター  30
TFTディスプレイの操作方法  30
TFTのテーマとスタイル  31
ライディングモード  32
ライディングモードの選択について  33
インフォメーショントレイ  35
メインメニュー  41
計器盤の位置調整  55
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計器盤のレイアウト

o7:29

 17.5 8

6 N
4

2 0

12 14F

E

AM

RPM
x1000

mph

42 122 mi
RANGEmpg

10

17
16

15

14

5
6

7

8

1

1113

18

10

2 3 4

912

1.	 アラーム／イモビライザー作動表示灯 

（アラームはアクセサリー）

2.	 警告灯

3.	 スピードメーター

4.	 タコメーターのレッドゾーン

5.	 右側の方向指示器とハザードライト

6.	 デイタイムランニングライト（DRL） 

（装着車のみ）

7.	 油圧低下警告灯

8.	 エンジン制御システム故障表示灯

（MIL）

9.	 ギアポジションのマーク

10.	 時計

11.	 燃料計

12.	 インフォメーショントレイ

13.	 気温

14.	 燃料残量警告灯

15. ABS警告灯

16.	 ハイビーム表示灯

17.	 左側の方向指示器とハザードライト

18.	 現在のライディングモード
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警告灯

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1.5秒間点灯
した後、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。それらの警告灯につい
ては次ページ以降で説明します）。

警告メッセージやお知らせメッセージに
ついては26 ページを参照してください。

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。
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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

イグニッションスイッチをONにし
たときに、ABS警告灯が点滅するのは正
常な状態です。エンジンをかけた後も
ABS警告灯が点滅を続け、走行速度が
10 km/hを超えると消灯します。

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。

ABSに異常がなければ、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。ただ
し、ABSを解除した場合はABS警告灯が
点灯します。

ABSを解除していないのにABS警告灯が
走行中に点灯した場合は、ABSの異常で
すので点検が必要です。

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。ABS警告灯が
点灯したままの状態で、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。

ABSの設定方法については「ライディン
グモード」、32 ページを参照してくださ
い。

111 ページも参照してください。
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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。

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（24 ページ参
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。

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。
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ハザードライト

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
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
トスイッチをもう一度押すと消灯しま
す。

ハイビームスイッチ

イグニッションスイッチがONの
状態のときに、ロービームスイッチを 
[HIGH BEAM] にするとハイビーム表示灯
が点灯します。

デイタイムランニングライト
（DRL）

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。86 ペ
ージ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。

燃料残量警告灯

燃料タンク内の燃料が残り約 
4.5 Lになると、燃料残量警告灯が点灯し
ます。
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タイヤ空気圧警告灯（TPMS装着車）

注記:

•	 どのモデルにもTPMSをオプション
で取り付けることができます。

タイヤ空気圧警告灯は、タイヤ
空気圧モニタリングシステムと連動して
作動します。100 ページを参照してくだ
さい。

フロントタイヤまたはリアタイヤの空気
圧が推奨値より低い場合に限り、この警
告灯が点灯します。タイヤ空気圧が推奨
値より高い場合は点灯しません。

タイヤ空気圧警告灯が点灯すると、どち
らのタイヤの空気圧が低いかを示すTPMS
マークと空気圧の値が自動的に画面に表
示されます。

o7:29

12.5

1 9999 02:25
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1. TPMSマーク
2.	 フロントタイヤインジケーター
3.	 リアタイヤインジケーター
4. MODEボタン
5.	 ジョイスティック

タイヤ空気圧警告灯が点灯するときのタ
イヤ空気圧は、20°Cでの空気圧に補正
された値ですが、画面に表示される空
気圧は補正された値ではありません。 
161 ページを参照してください。画面に表
示された空気圧が指定空気圧またはそれ
に近い値であったとしても、警告灯が点
灯しているということはタイヤ空気圧が
低いということであり、パンクしている
可能性が高いと考えられます。

警告

タイヤ空気圧警告灯が点灯した場合は、
停車してください。タイヤを点検し、冷
間時のタイヤ空気圧が推奨値であること
を確認するまでは、走行しないでくださ
い。

警告メッセージとお知らせメッセー
ジ

注記:

•	 異常が発生した場合は、警告メッセ
ージやお知らせメッセージが複数表
示されることがあります。その場
合、警告メッセージはお知らせメッ
セージよりも優先的に表示され、警
告マークもディスプレイに表示され
ます。

•	 警告メッセージが複数ある場合は、
インフォメーショントレイに警告メ
ッセージの個数が表示されます。
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車両の異常が検出された場合に表示され
る警告メッセージとお知らせメッセージ
は以下のとおりです。

LOW OIL PRESSURE - CHECK 
MANUAL（油圧低下、マニュア
ル参照）

（赤色マーク）

CHECK ENGINE（エンジン異
常）

（黄色マーク）

ABS SYSTEM DISABLED - 
CHECK MANUAL（ABS停止、マ
ニュアル参照）

（黄色マーク）

BATTERY LOW - 
CHECK MANUAL（バッテリー
低下、マニュアル参照）

（赤色マーク）

SENSOR SIGNAL FRONT/REAR 
TYRE – CHECK MANUAL（フロ
ント／リアのタイヤセンサー信
号異常、マニュアル参照）

（赤色マーク）

BATTERY LOW FRONT/REAR 
TYRE - CHECK MANUAL（フロ
ント／リアのタイヤセンサー電
池切れ、マニュアル参照）

（黄色マーク）

TC-SYSTEM DISABLED - CHECK 
MANUAL（TC停止、マニュアル
参照）

（黄色マーク）

SERVICE OVERDUE - CONTACT 
DEALER（点検時期超過、販売
店に連絡）

（黄色マーク）

BULB FAULT LEFT/RIGHT 
FRONT/REAR INDICATOR - 
CHECK MANUAL（方向指示器の
バルブ切れ、マニュアル参照）

（黄色マーク）

CAUTION: LOW AIR 
TEMPERATURE - RISK OF 
SURFACE ICE（気温低下：路面
凍結注意）

メッセージが複数ある場合は、下向きの
矢印が表示されますので、ジョイスティ
ックを下側に操作して残りのメッセージ
を表示できます。

メッセージをひとつ確認したらジョイ
スティックの中央を押します。そうす
ると、そのメッセージが非表示になりま
す。

バッテリー低下
マニュアル参照

確認
警告1/3

バッテリー低下の警告

ジョイスティックを左右に操作すると、
すでに確認した警告を再表示できます。

確認済みの警告は、該当する異常が解消
されると表示されなくなります。

確認済みの警告は、インフォメーション
トレイに表示されます。35 ページを参照
してください。

警告メッセージやお知らせメッセージが
発生すると、インフォメーショントレイ
に警告マークまたはお知らせマークが表
示されます。
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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、エンジン回転数をレッドゾー
ンまで上げ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。タコメ
ーターにはレッドゾーンという領域があ
ります。

レッドゾーンは、エンジン回転数が推奨
領域の上限を超えていること、つまりエ
ンジン性能を十分に発揮できる領域を超
えていることを示します。

燃料計
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1.	 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、燃料タンク内の燃料残量が黒
いバーで表示されます。

注記:

•	 燃料計の表示カラーはTHEME（テー
マ）とSTYLE（スタイル）の設定に
よって異なります。

燃料が満タンの場合は、黒のバーが表示
され、空の場合はグレーのバーが表示さ
れます。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。

燃料タンク内の燃料が残り約4.5 Lになる
と、燃料残量警告灯が点灯します。でき
るだけ早く給油してください。インフォ
メーショントレイには、推定走行可能距
離と瞬間燃費が表示されます。燃料残量
の警告を確認したらジョイスティックの
中央を押します。そうすると警告が非表
示になります。

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。
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気温

気温はoC または oF で表示されます。

停車しているときは、エンジンの熱のせ
いで気温が正確に表示されないことがあ
ります。

しばらく走行すると、気温が正常に表示
されます。

気温の単位を°C または °F に変更するとき
は51 ページを参照してください。

低温警告灯

気温が4°C (39°F)	以下の場合
は、低温警告灯が点灯します。

低温警告灯は、気温が6°C (42°F) に上昇
するまで点灯したままになります。

インフォメーショントレイにも低温の警
告が表示されます。

ACKNOWLEDGE

CAUTION: LOW AIR TEMPERATURE
RISK OF SURFACE ICE
1/3 warnings

警告

氷点下（0°C [32°F]）より少し高めの気
温でも、橋の上や日陰では道路が凍結す
る場合があります。

気温が低いときは十分に注意して走行し
てください。また、天候が悪いときの走
行は危険ですので速度を落としてくださ
い。

滑りやすい路面でスピードを出しすぎた
り急加速や急旋回をしたりすると、制御
不能となって事故につながるおそれがあ
ります。

メンテナンスインジケーター（SIA）

メンテナンスインジケーター
（SIA）は次回点検までの走行距離を表示
します。次回点検までの走行距離が0 km
になった場合または次回点検までの日数
が0日になった場合は、メンテナンスマー
ク 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
してもらうとこのマークが消えます。

点検時期を過ぎると [OVERDUE]（点検
時期超過）と表示され、メンテナンスイ
ンジケーターがインフォメーショントレ
イに表示されます。

Triumph正規販売店でメンテナンスを受
けると、メンテナンスインジケーターが
リセットされます。

次回点検までの走行距離と [OVERDUE] 
のメッセージは、イグニッションをONに
したときに計器盤のスタートアップ画面
にも表示されます。

異常が発生し、ABS警告灯やMILが点灯
した場合にも、メンテナンスインジケー
ターが表示されます。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。
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ギアポジションインジケーター
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1.	 ギアポジション表示（ニュートラルの場
合）

ギアポジションインジケーターを見る
と、何速のギア（1～6速）に入っている
かが分かります。ニュートラル（ギアが
入っていない状態）のときは [N] と表示
されます。
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1.	 ギアポジション表示（3速の場合）

TFTディスプレイの操作方法

ディスプレイの操作には以下のアイコン
やボタンを使います。

HOMEボタン（右側スイッチハ
ウジング）

MODEボタン（左側スイッチハ
ウジング）

ジョイスティックを上下左右
に操作する

ジョイスティックの中央を押す

選択の矢印（右向きの場合）

インフォメーショントレイ：
ジョイスティックで左右にス
クロール

インフォメーショントレイ：
ジョイスティックで上下にス
クロール

インフォメーショントレイに他
のお知らせあり：ジョイステ
ィックで上下にスクロール

ジョイスティックの中央を短
く押す

ジョイスティックの中央を長
押しする

表示中の項目のリセット（ジ
ョイスティックを長押しする）
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TFTのテーマとスタイル

Street Triple R および Street Triple R - 
LRH（低車高）では、テーマ 1種類
（THEME 1）に3種類のスタイルがありま
す。

Street Tr ip le RSにはテーマ 2種類
（THEME 1とTHEME 2）があり、それぞ
れに3種類のスタイルがあります。

テーマの選択方法（Street Triple RSの場
合）またはスタイルの選択方法は48 ペー
ジを参照してください。

スタイルは、スタイルオプショントレイ
からも選択できます。40 ページを参照し
てください。

この取扱説明書では、テーマ1とスタイル
1の組み合わせをイラストに使用していま
す。

テーマ 1
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テーマ	1	スタイル	1

5
1 9999 02:25

327 8 9
10

11
12

13
14

4

25.2

3
4

TRIP

mi mp/hHH:MM

mp/h

o8:29

 12.5

F

E

AM

RPM x1000

11

65
4

3
2

1
0

テーマ	1	スタイル	2

RPM x1000

5

1 9999 02:25

326
5

4

3

2

1

11

0

4

25.2

3
TRIP

mi mp/hHH:MM

mp/h

o7:29

 12.5

F

E

AM

 

12

13

14

7 8
9

10

11

テーマ	1	スタイル	3
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テーマ 2

Street Triple RSの場合
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テーマ 2 スタイル 1
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テーマ 2 スタイル 2
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テーマ 2 スタイル 3

ライディングモード

ライディングモードを選択すると、スロ
ットルレスポンス（MAP）、アンチロッ
クブレーキシステム（ABS）、トラクシ
ョンコントロール（TC）を道路状況やラ
イダーの好みに合わせて設定できます。

左側スイッチハウジングにあるMODEボ
タンを使い、停車中でも走行中でもライ
ディングモードを簡単に選択できます。 
33 ページを参照してください。

仕様によって異なりますが、最大で5種
類のライディングモードを使用できま
す。RIDERモード以外のライディングモ
ードで、ライダーが好みに合わせて設定
を変更した場合は、表示されるアイコン
が以下のように変わります。

デフォル

トのアイ

コン

設定変更

後のアイ

コン

解説

RAIN

ROAD

SPORT

TRACK 
（Street Triple RSの場合）

- RIDER

各ライディングモードには設定を変更で
きる項目があります。43 ページを参照し
てください。

ABSやMAPやTCの設定で変更可能な項目
はモデルによって異なります。
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ライディングモードの選択について

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ます）。

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

MAIN MENUでABSかTCのどちらか一方
またはその両方を解除した場合、それに
応じてすべてのライディングモードでも
ABSやTCが解除されます。ABSの設定に
ついては44 ページ、TCの設定について
は45 ページを参照してください。

ABSやTCを復帰させるか、イグニッショ
ンスイッチをOFFにしてからもう一度ON
にするかするまで、どのライディングモ
ードでもABSやTCが解除されたままにな
ります。

ABSが解除されている場合は、ブレーキ
システムがABS非装着のブレーキシステ
ムとして機能します。その場合、ブレー
キを強く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。

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、リアホイール
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。

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。
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注記:

•	 前回イグニッションスイッチをOFF
にしたときのライディングモードが
TRACKモードかRIDERモードになっ
ていて、そのライディングモードで
ABSまたはTCが [Track] か [Off] に設
定してあった場合、次にイグニッ
ションスイッチをONにしたときは
ROADモードになります。

•	 それ以外の場合は、イグニッション
スイッチをOFFにしたときのライデ
ィングモードが保存され、イグニッ
ションスイッチをONにするとそのラ
イディングモードが作動します。

•	 イグニッションスイッチがONになっ
ているときにライディングモードの
マークが表示されない場合は、エン
ジンストップスイッチがRUNになっ
ているか確認してください。

現在のライディングモードはディスプレ
イの左上部に表示されます。

ライディングモードを選択するときは、
左側スイッチハウジングにあるMODEボ
タンを押し、ディスプレイ下部にライデ
ィングモードの選択トレイを表示しま
す。

現在使用中のライディングモードのアイ
コンの背景はブルーです。

ライディングモードを変更するときは、
ジョイスティックを左右に操作する
か、MODEボタンを何度か押すかして希
望のモードをディスプレイ下部の中央に
表示します。表示されたモードの上には
矢印が表示されます。

そのモードでよければジョイスティック
の中央を短く押します。ディスプレイの
左上部のアイコンが変わります。
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1. MODEボタン
2.	 新しいライディングモード
3.	 現在のライディングモード

ジョイスティックを左右どちらかにさら
に動かすか、MODEボタンをさらに押す
かすると、以下の順番でライディングモ
ードをスクロールできます。

 • RAIN
 • ROAD
 • SPORT
 • TRACK（Street Triple RSの場合）

 • RIDER
新しく選択したライディングモードは以
下の条件がそろうと作動します。

停車してエンジンを止めている場合

	 •	 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。

停車して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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走行中の場合

新しいライディングモードを選択してか
ら30秒以内に以下の操作を同時に行いま
す。

	 •	 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:

• TRACKモードやRIDERモードでABS
またはTCが [Rider] や [Off] に設定
してある場合は、走行中にTRACKモ
ードやRIDERモードを選択すること
はできません。

•	 その場合は停車してからライディン
グモードを選択してください。

新しく選択したライディングモードへの
切り替えが完了していない場合は、切り
替えが完了するか、切り替えをキャンセ
ルするかするまで、現在のライディング
モードのアイコンと新しいライディング
モードのアイコンが交互に表示されま
す。

ライディングモードの変更はこれで完了
です。通常の走行に戻ってください。

インフォメーショントレイ

概要

警告

走行中は以下の状況にあてはまれば、イ
ンフォメーショントレイの表示を切り替
えたり、燃料に関するデータをリセット
したりしても構いません。

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

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。

各項目を表示するときは、イグニッショ
ンスイッチをONにし、ジョイスティック
を左右に操作して表示項目をスクロール
します。詳細は50 ページを参照してくだ
さい。
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注記:

•	 インフォメーショントレイにアクセ
スするときは、警告メッセージを先
に確認しておかなければなりませ
ん。26 ページを参照してください。
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1.	 ジョイスティック
2.	 インフォメーショントレイ

インフォメーショントレイの表示項目：

	 •	 警告メッセージとお知らせメッセー
ジ（26 ページ参照）

	 •	 トリップメーター（38 ページ参照）

	 •	 燃料関連データ（38 ページ参照）

	 •	 タイヤ空気圧モニタリング 
（装着車のみ）（100 ページ参照）

	 •	 オドメーター（39 ページ参照）

	 •	 メンテナンスインジケーター 
（39 ページ参照）

	 •	 画面のコントラスト 
（40 ページ参照）

	 •	 スタイルオプション 
（40 ページ参照）

	 •	 ラップタイマー（Street Triple RSの
場合）（40 ページ参照）

	 •	 クーラント温度計（37 ページ参照）

インフォメーショントレイの表示は以下
の順番で切り替わります。

警告の確認
（警告が

ある場合）

トリップ 1 トリップ 2

燃料 TPMS（装着車のみ）
メンテナンス／
オドメーター

コントラスト

スタイル

ラップタイマー

クーラント
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警告の再表示

警告を再表示するときは、イグニッショ
ンスイッチをONにし、ジョイスティック
を左右に操作して表示項目をスクロール
します。
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1.	 バッテリー低下の警告
2.	 警告の個数
3.	 警告の内容

警告が複数ある場合はジョイスティック
で上下にスクロールします。

インフォメーショントレイに戻るとき
は、ジョイスティックを左右に操作しま
す。35 ページを参照してください。

クーラント温度計

COOLANT
C H

クーラント温度計には、エンジンクーラ
ントの温度が表示されます。

エンジンが冷えているときにエンジンを
かけると、グレーのバーがディスプレイ
に表示されます。クーラント温度が上昇
するにつれて、点灯するバーの本数が増
えていきます。エンジンが温まっている
ときにエンジンをかけると、そのときの
クーラント温度に応じた本数のバーが点
灯します。

ク ー ラ ン ト 温 度 が デ ィ ス プ レ イ の
C（Cold）とH（Hot）との間であれば問
題ありません。

クーラント温度計を表示するときは、イ
グニッションスイッチをONにし、ジョイ
スティックを左右に操作して表示項目を
スクロールします。

エンジン回転中にクーラント温度が上昇
しすぎた場合は、ディスプレイにクーラ
ント過熱警告灯が点灯し、インフォメー
ショントレイにクーラント温度計が表示
されます。

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。
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トリップメーター

トリップメーターを表示するときは、イ
グニッションスイッチをONにし、ジョイ
スティックを左右に操作して表示項目を
スクロールします。

1 9999 02:25 25.2

2 9999 04:45 42.5

mi HH:MM mph

mi HH:MM mph

注記:

•	 トリップメーター2を表示・非表示
するときは、MODEボタンを押し、 
MAIN MENUからTRIP SETUPを選ん
でください（48 ページ参照）。

ジョイスティックを上下に操作して
TRIP 1 または TRIP 2 を選びます。

トリップメーターのリセット方法：

	 •	 リセットするトリップメーターを選
びます。

	 •	 ジョイスティックの中央を1秒以上押
します。

	 •	 選択したトリップメーターがリセッ
トされます。

MAIN MENUからもトリップメーターをリ
セットできます。46 ページを参照してく
ださい。

燃料関連データ

燃料関連データを表示するときは、イグ
ニッションスイッチをONにし、ジョイス
ティックを左右に操作して表示項目をス
クロールし、燃料関連データのトレイを
表示します。

59 42 12
MPG MPG RANGE

1 2 3 4 5

1.	 燃料データマーク
2.	 平均燃費
3.	 瞬間燃費
4.	 推定走行可能距離
5.	 リセット

燃料データマーク

燃料残量警告灯が点灯するとこのマーク
が点灯します。

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キロ（0.1マイル）走行し終わるま
では、ダッシュ記号が表示されます。

瞬間燃費

瞬間ごとの燃費です。停車しているとき
は [--.-] と表示されます。

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。

リセット

平均燃費をリセットするときは、ジョイ
スティックの中央を長押しします。

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。
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タイヤ空気圧モニタリング（装着車
のみ）

タイヤ空気圧を表示するときは、イグニ
ッションスイッチをONにし、ジョイステ
ィックを左右に操作して表示項目をスク
ロールし、タイヤ空気圧モニタリングト
レイを表示します。

36
PSI

F R18
PSI

1 2 3
1.	 タイヤ空気圧警告灯
2.	 フロントタイヤ空気圧
3.	 リアタイヤ空気圧

タイヤ空気圧警告灯

フロントタイヤまたはリアタイヤの空気
圧が推奨値より低い場合に限り、この警
告灯が点灯します。タイヤ空気圧が推奨
値より高い場合は点灯しません。26 ペ
ージおよび100 ページを参照してくださ
い。

警告

タイヤ空気圧警告灯が点灯した場合は、
停車してください。タイヤを点検し、冷
間時のタイヤ空気圧が推奨値であること
を確認するまでは、走行しないでくださ
い。

フロントタイヤ空気圧

フロントタイヤの現在の空気圧が表示さ
れます。

リアタイヤ空気圧

リアタイヤの現在の空気圧が表示されま
す。

オドメーター

オドメーターには積算走行距離が表示さ
れます。

5060 12/2026  0940OR
miODOdate

オドメーター

メンテナンスインジケーター（SIA）
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800 km
を切っている場合または日数が30日を切
っている場合、メンテナンスマークと次
回点検までの走行距離または日数が3秒間
表示されます。

メンテナンスインジケーターを表示する
ときは、イグニッションスイッチをONに
し、ジョイスティックを左右に操作して
表示項目をスクロールします。

5060 12/2026  0940OR
miODOdate

メンテナンスインジケーター

メンテナンスインジケーターの詳細は
29 ページを参照してください。
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画面のコントラスト

画面のコントラスト設定を表示するとき
は、イグニッションスイッチをONにし、
ジョイスティックを左右に操作して表示
項目をスクロールし、画面コントラスト
のアイコンを表示します。

ハイコントラスト

オートコントラスト

ジョイスティックを上下に操作してHIGH 
CONTRAST（ハイコントラスト）または 
AUTO CONTRAST（オートコントラスト）
を選び、ジョイスティックの中央を押し
ます。

HIGH CONTRASTにするとディスプレイの
背景が白に固定されますので、非常に見
やすくなります。

AUTO CONTRASTでは計器盤のライトセン
サーが使われ、最適なコントラストに調
整されます。明るい日中の場合は、画面
を暗めに設定していても自動的に明るめ
の設定に切り替わり、画面が見やすくな
ります。

ライダー自身が設定した明るさで問題な
ければ、画面の明るさは変更されませ
ん。49 ページを参照してください。

注記:

• TFTデジタルディスプレイにカバー
等をかけてはいけません。計器盤の
ライトセンサーを覆ってしまうと、
画面のコントラストが適切に調整さ
れません。

スタイルオプション

スタイルオプションを表示するときは、
イグニッションスイッチをONにし、ジョ
イスティックを左右に操作して表示項目
をスクロールします。

スタイル 1
スタイル 2
スタイル 33

2
1

スタイル2を選択した場合

ジョイスティックを上下に操作して希望
のスタイルを選び、ジョイスティックの
中央を押します。

ラップタイマー

Street Triple RSの場合

ラップタイマーを表示するときは、イグ
ニッションスイッチをONにし、ジョイス
ティックを左右に操作して表示項目をス
クロールします。

今回のラップ 前回のラップ mph
03:59 04:02.9 60.0

ジョイスティックを上下に短く押すか、
中央を短く押すとTHIS LAP（今回のラッ
プ）のカウンターがスタートし、1周目の
タイムが計測されます。ジョイスティッ
クを上下にもう一度押すか、または中央
をもう一度押すと次のラップの計測が始
まり、今回のラップタイムの横に前回の
ラップタイムと平均速度がPREV.LAPとし
て表示されます。

ジョイスティックを上下に長押し（2秒以
上）するか、中央を長押し（2秒以上）す
ると、計測が停止し、記録されたデータ
が消去され、新しいセッションがスター
トします。
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記録されたラップデータはMAIN MENUか
ら確認できます。54 ページを参照してく
ださい。

メインメニュー

概要

MAIN MENUにアクセスするときは、右側
スイッチハウジングのHOMEボタンを押
します。

	 •	 イグニッションスイッチをONにしま
す。

 • HOMEボタンを押します。

	 •	 ジョイスティックを上下に操作して
MAIN MENUをスクロールし、希望の
項目を選んだら、ジョイスティック
の中央を押します。

ライディングモード
バイクのセットアップ
トリップメーターの設定
ディスプレイの設定

終了

メインメニュー

初期設定にリセット
ラップタイマー

メインメニュー

MAIN MENUの各項目：

ライディングモード

RIDING MODEを設定できます。

43 ページを参照してください。

 • RIDER（ライダー）

 • RAIN（レイン）

 • ROAD（ロード）

 • SPORT（スポーツ）

 • TRACK（トラック）
（Street Triple RSの場合）

 • RESET TO DEFAULTS（初期設定にリ
セット）

バイクのセットアップ

BIKE SET UPでは、方向指示器やメンテ
ナンスインジケーター（SIA）を設定でき
ます。

INDICATORS（方向指示器）：43 ページ
参照。

SERVICE（メンテナンスインジケータ
ー）：45 ページ参照。

ABS（ABSの解除）：44 ページ参照。

TC（TCの解除）：45 ページ参照。

トリップメーターの設定

TRIP SET UPでは、TRIP 1 とTRIP 2の設定
ができます。

46 ページを参照してください。

 • TRIP 1 RESET（TRIP 1のリセット）

 • TRIP 2 RESET（TRIP 2のリセット）

 • TRIP 2 DISPLAY（トリップ2の表示）

ディスプレイの設定

DISPLAY SET UPでは、ディスプレイの設
定を変更できます。

 • THEME（テーマ） と STYLE 
（スタイル）：48 ページ参照。

 • BRIGHTNESS（明るさ）：49 ページ
参照。

 • VISIBLE TRAY（インフォメーション
トレイ）：50 ページ参照。

 • LANGUAGE（言語）：50 ページ参
照。

 • SET UNITS（単位の設定）： 
51 ページ参照。

 • SET CLOCK（時計の設定）： 
51 ページ参照。

 • SET DATE（日付の設定）： 
52 ページ参照。
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ラップタイマー（Street Triple RSの
場合）

LAP TIMERの設定とラップデータの表示
ができます。

START SESSION（セッション開始）： 
53 ページ参照。

REVIEW（レビュー）（ラップデータが
記録されている場合のみ）：54 ページ参
照。

初期設定にリセット

RESET TO DEFAULTSでは、計器盤の設定
を初期設定に戻します。

CONFIRM（リセットする）：55 ページ参
照。

CANCEL（キャンセル）：55 ページ参
照。

ライディングモード

ライディングモードメニューへのアクセ
ス方法：

 • HOMEボタンを押します。 
MAIN MENUが開きます。

	 •	 ジョイスティックを下に押して
RIDING MODESを選んだら、ジョイ
スティックの中央を押します。

ライディングモード
バイクのセットアップ
トリップメーターの設定
ディスプレイの設定

終了

メインメニュー

初期設定にリセット
ラップタイマー

ジョイスティックを操作して上下にスク
ロールし、希望のライディングモードを
選んだらジョイスティックの中央を押し
ます。

ライディングモード
バイクのセットアップ
トリップメーターの設定
ディスプレイの設定

終了

メインメニュー ライディングモード
ライダー

ロード
スポーツ
トラック

初期設定にリセット

レイン

ラップタイマー
すべて初期設定にリセット

ジョイスティックを上下に操作してサブ
メニューをスクロールし、希望の項目を
選んだらジョイスティックの中央を押し
ます。

終了

ライディングモード

ライダー

ロード
スポーツ

ABS設定
地図設定
TC設定
初期設定にリセット

ライダー

レイン

トラック
すべて初期設定にリセット

注記:

•	 選択した項目の横にはチェックマー
クが表示されます。
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設定を変更するときは、ジョイスティッ
クを上下に操作してサブメニューをスク
ロールし、希望の項目を選んだらジョイ
スティックの中央を押します。

終了

ABS設定
地図設定
TC設定

ライダー ABS設定

ロード
トラック

初期設定にリセット

OFF

ABSのRoad設定を選んだ場合

ライディングモードの設定

各 ラ イ デ ィ ン グ モ ー ド に 対 し て
ABS、MAP、TCをどのように設定できる
かは下表を参照してください。

ライディングモード

RAIN ROAD SPORT TRACK RIDER

ABS（アンチロックブレーキシステム）

ロード

トラッ

ク1

Off MENU
で設定

MENU
で設定

MENU
で設定

MAP（スロットルレスポンス）

レイン

ロード

スポー

ツ

トラッ

ク1

TC（トラクションコントロール）

レイン

ロード

スポー

ツ

トラッ

ク1

Off MENU
で設定

MENU
で設定

MENU
で設定

1 Street Triple RSの場合

説明

標準（初期設定）

選択可能

選択不可

バイクのセットアップ - 方向指示器

方 向 指 示 器 の 自 動 消 灯 機 能 を
AUTOMATIC（自動停止）またはMANUAL 
（手動停止）に設定できます。

手動

自動消灯機能がOFFになります。方向指
示器スイッチを操作して方向指示器を停
止してください。
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自動

自動消灯機能がONになります。

方向指示器が8秒間点滅した後、65メー
トル走行すると消灯します。

希望の設定の選びたかた：

 • HOMEボタンを押します。 
MAIN MENUが開きます。

	 •	 ジョイスティックを下に押してBIKE 
SET UPを選んだら、ジョイスティッ
クの中央を押します。

	 •	 ジョイスティックの中央を押して
INDICATORSを選択します。

	 •	 ジョイスティックを上下に操作して
AUTOMATIC または MANUALを選び
ます。

	 •	 ジョイスティックの中央を押して希
望の設定を確定します。

終了

バイクのセットアップ

メンテナンス
TC
ABS
方向指示器

方向指示器

手動
自動

設定が完了すると、BIKE SET UPの画面に
戻ります。

バイクのセットアップ - ABS
ABSは一時的に解除できます。ABSを解
除したままにしておくことはできませ
ん。イグニッションスイッチをOFFにし
てからもう一度ONにすると、ABSが自動
的に復帰します。

希望の設定の選びたかた：

 • HOMEボタンを押します。 
MAIN MENUが開きます。

	 •	 ジョイスティックを下に押してBIKE 
SET UPを選んだら、ジョイスティッ
クの中央を押します。

	 •	 ジョイスティックの中央を押して
ABSを選択します。

終了

バイクのセットアップ

メンテナンス
TC
ABS
方向指示器

メインメニュー
ライディングモード
バイクのセットアップ
トリップメーターの設定
ディスプレイの設定
ラップタイマー
初期設定にリセット

	 •	 ジョイスティックを上下に操作
してENABLED（有効）または
DISABLED（無効）を選びます。

終了

バイクのセットアップ

メンテナンス
TC
ABS
方向指示器 有効

無効

ABS

	 •	 ジョイスティックの中央を押して希
望の設定を確定します。

設定が完了すると、BIKE SET UPの画面に
戻ります。
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バイクのセットアップ - トラクショ
ンコントロール（TC）
トラクションコントロールは一時的に解
除できます。トラクションコントロール
を解除したままにしておくことはできま
せん。イグニッションスイッチをOFFに
してからもう一度ONにすると、トラク
ションコントロールが自動的に復帰しま
す。

希望の設定の選びたかた：

 • HOMEボタンを押します。 
MAIN MENUが開きます。

	 •	 ジョイスティックを下に押してBIKE 
SET UPを選んだら、ジョイスティッ
クの中央を押します。

	 •	 ジョイスティックの中央を押してTC
を選択します。

ライディングモード
バイクのセットアップ
トリップメーターの設定
ディスプレイの設定

終了

メインメニュー

ラップタイマー

バイクのセットアップ

メンテナンス
TC
ABS
方向指示器

初期設定にリセット

	 •	 ジョイスティックを上下に操作
してENABLED（有効）または
DISABLED（無効）を選びます。

終了

バイクのセットアップ

メンテナンス
TC
ABS
方向指示器 有効

無効

TC

	 •	 ジョイスティックの中央を押して希
望の設定を確定します。

設定が完了すると、BIKE SET UPの画面に
戻ります。

バイクのセットアップ - メンテナン
スインジケーター

点検時期を走行距離または日数で表示で
きます。

メンテナンスインジケーターの表示のし
かた：

 • HOMEボタンを押します。 
MAIN MENUが開きます。

	 •	 ジョイスティックを下に押してBIKE 
SET UPを選んだら、ジョイスティッ
クの中央を押します。

	 •	 ジョイスティックを下に押して
SERVICEを選択します。

	 •	 ジョイスティックの中央を押すと
SERVICEのデータが表示されます。

終了

バイクのセットアップ

メンテナンス
方向指示器

メンテナンス

5450 mi
01-01-2017（335日）
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トリップメーターの設定

トリップメーターの各項目を設定できま
す。

設定できる項目は3種類です。

 • TRIP 1のリセット

 • TRIP 2のリセット

 • TRIP 2の表示

どちらのトリップメーターも手動または
自動でリセットできます。

どちらのトリップメーターでも設定方法
は同じです。

TRIP 2は有効また無効に設定できます。 
TRIP 2を無効に設定した場合は、インフ
ォメーショントレイに表示されません。

手動でリセットするときは、ライダーが
選択したトリップメーターだけがリセッ
トされます。トリップメーターのリセッ
ト方法は38 ページを参照してください。

自動リセットの場合は、イグニッション
スイッチを一定時間OFFにすると、各ト
リップメーターがリセットされます。

手動リセットの設定方法は46 ページを参
照してください。

自動リセットの設定方法は47 ページを参
照してください。

TRIP 2の有効・無効の設定方法は48 ページ
を参照してください。

トリップメーターの設定	-	手動リセ
ット

手動リセットの設定方法：

TRIP SET UPメニューにアクセスするとき
は必ず停車し、イグニッションスイッチ
はONにしておいてください。

 • HOMEボタンを押します。 
MAIN MENUが開きます。

	 •	 ジョイスティックを下に押して
TRIP SET UPを選んだら、ジョイス
ティックの中央を押します。

	 •	 ジョイスティックを下に押して
TRIP 1 RESET または TRIP 2 RESET
を選んだら、ジョイスティックの中
央を押します。

	 •	 ジョイスティックの中央を押して
MANUALを選択します。

	 	 選択できる項目は2種類あります。

 –  RESET NOW AND CONTINUE 
（リセットして次へ）

 –  CONTINUE WITHOUT RESET 
（リセットせず次へ）

終了

メインメニュー
手動
自動

リセットして次へ
リセットせず次へ

手動

RESET NOW AND CONTINUEを選ぶと、選
択したトリップメーターのデータがすべ
て消去され、トリップメーターが手動リ
セットに設定されます。

CONTINUE WITHOUT RESETを選んでも、
選択したトリップメーターのデータはす
ぐには消去されません。ライダーが手
動でリセット操作を行ったときに、選択
したトリップメーターがリセットされま
す。
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手動リセットの設定を変更するときは、
ジョイスティックを上下に操作してサブ
メニューをスクロールし、希望の項目を
選んだら、ジョイスティックの中央を
押します。画面は前のメニューに戻りま
す。

注記:

•	 選択した項目の横にはチェックマー
クが表示されます。

トリップメーターの設定	-	自動リセ
ット

TRIP SET UPメニューにアクセスするとき
は必ず停車し、イグニッションスイッチ
はONにしておいてください。

 • HOMEボタンを押します。 
MAIN MENUが開きます。

	 •	 ジョイスティックを下に押してTRIP 
SET UPを選んだら、ジョイスティッ
クの中央を押します。

	 •	 ジョイスティックを上下に押して
TRIP 1 RESET または TRIP 2 RESETを
選んだら、ジョイスティックの中央
を押します。

	 •	 ジョイスティックを上下に押して
AUTOMATICを選んだら、ジョイステ
ィックの中央を押します。

ジョイスティックを上下に操作してタイ
マー設定を選んだら、ジョイスティック
の中央を押します。

選んだタイマー設定がトリップメモリー
に保存されます。

注記:

•	 選択した項目の横にはチェックマー
クが表示されます。

イグニッションスイッチをOFFにした
後、タイマー設定で選んだ時間が経過す
ると、トリップメーターがゼロにリセッ
トされます。

終了

TRIP 1のリセット
手動
自動

自動
1時間
2 時間
4 時間
8 時間
12 時間
16 時間

自動リセットされるタイミングについて
は下表を参考にしてください。

イグニッシ
ョンをOFFし
た時刻

タイマー
設定

リセットさ
れる時刻

10時30分 4 時間 14時30分

18時00分 16 時間 10時00分 
（翌日）
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トリップ2の有効／無効の設定

TRIP SET UPメニューにアクセスするとき
は必ず停車し、イグニッションスイッチ
はONにしておいてください。

 • HOMEボタンを押します。 
MAIN MENUが開きます。

	 •	 ジョイスティックを下に押してTRIP 
SET UPを選択します。

	 •	 ジョイスティックの中央を押して
TRIP SET UPメニューを表示しま
す。

	 •	 ジョイスティックを上下に押して
TRIP 2 DISPLAYまでスクロールし、
ジョイスティックの中央を押しま
す。

	 •	 ジョイスティックを上下に押
してENABLED（有効）または 
DISABLED（無効）を選び、ジョイ
スティックの中央を押します。

注記:

•	 選択した項目の横にはチェックマー
クが表示されます。

トリップメーターの設定

終了

TRIP 1のリセット

TRIP 2の表示
TRIP 2のリセット

TRIP 2の表示

有効
無効

ディスプレイの設定 - テーマとスタ
イル

注記:

•	 テーマが選択できるのは
Street Triple RSだけです。

テーマやスタイルを選択するときは必ず
停車し、イグニッションスイッチはONに
しておいてください。

 • HOMEボタンを押します。 
MAIN MENUが開きます。

	 •	 ジョイスティックを下に押して
DISPLAY SET UPを選んだら、ジョイ
スティックの中央を押します。

	 •	 ジョイスティックの中央を押して
STYLEの種類を表示します。THEME
を選択できるモデルもあります。

 • Street Triple RS：ジョイスティッ
クを上下に操作してTHEME 1または
THEME 2を選びます。

	 •	 希望のTHEMEを選んだらジョイステ
ィックの中央を押します。

 • 各モデル共通：ジョイスティックを
上下に操作してSTYLEの種類をスク
ロールします。
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	 •	 希望のSTYLEを選んだらジョイステ
ィックの中央を押します。

終了

テーマ

テーマ 1
テーマ 2

テーマ

自動
スタイル 1
スタイル 2
スタイル 3

テーマとスタイルのメニュー 
（Street Triple RS）

終了

スタイル

ディスプレイの設定

自動
スタイル 1

スタイル

スタイル 2
スタイル 3

スタイルのメニュー 
（Street Triple R、 

Street Triple R (LRH)）

注記:

•	 選択した項目の横にはチェックマー
クが表示されます。

選択したテーマまたはスタイルが保存さ
れます。HOMEボタンを押して終了しま
す。

ディスプレイの設定 - 明るさ

明るさの設定は2種類あります。

 • HIGH CONTRAST（昼間モ
ード）

 • LOW CONTRAST（夜間モ
ード）

 • HOMEボタンを押します。 
MAIN MENUが開きます。

	 •	 ジョイスティックを下に押して
DISPLAY SET UPを選んだら、ジョイ
スティックの中央を押します。

	 •	 ジョイスティックを下に押して
BRIGHTNESS (High Contrast) または 
BRIGHTNESS (Low contrast) のメニ
ューを開きます。

	 •	 ジョイスティックの中央を押して希
望の設定を選びます。

BRIGHTNESS
(LOW CONTRAST)

9

8

7

6

5

4

3

2

1

BRIGHTNESS (Low contrast)の場合

ジョイスティックを上下に操作して明る
さを調整します。

希望の明るさになったらジョイスティッ
クの中央を押します。

HOMEボタンを押すとMAIN MENUに戻り
ます。

注記:

•	 明るい日中の場合は、画面を暗めに
設定していても自動的に明るめの設
定に切り替わり、画面が見やすくな
ります。



計器盤

50

ディスプレイの設定 - インフォメー
ショントレイ

VISIBLE TRAYのメニューを開くと、イン
フォメーショントレイに表示する項目を
選択できます。

VISIBLE TRAYメニューにアクセスすると
きは必ず停車し、イグニッションスイッ
チはONにしておいてください。

 • HOMEボタンを押します。 
MAIN MENUが開きます。

	 •	 ジョイスティックを下に押して
DISPLAY SET UPを選んだら、ジョイ
スティックの中央を押します。

	 •	 ジョイスティックを下に押して
VISIBLE TRAYを選択します。

	 •	 ジョイスティックの中央を押すと選
択できる項目が表示されます。

	 •	 ジョイスティックを上下に操作して
希望の項目を選びます。

	 •	 インフォメーショントレイに表示す
るかしないか、ジョイスティックの
中央を押して選びます。

	 	 チェックマークが付いている項目は
インフォメーショントレイに表示さ
れます。チェックマークが外れてい
る項目はインフォメーショントレイ
に表示されません。

終了

ディスプレイの設定

言語
単位の設定

テーマ
画面の明るさ（ハイコントラスト）

時刻の設定

画面の明るさ（ローコントラスト）
インフォメーショントレイ

日付の設定

トリップ 1
トリップ 2
燃料の状態
オドメーター メンテナンス
コントラスト
スタイル

インフォメーショントレイ

ラップタイマー
クーラント

ディスプレイの設定 - 言語

希望の言語を設定できます。

LANGUAGEメニューにアクセスするとき
は必ず停車し、イグニッションスイッチ
はONにしておいてください。

 • HOMEボタンを押します。 
MAIN MENUが開きます。

	 •	 ジョイスティックを下に押して
DISPLAY SET UPを選んだら、ジョイ
スティックの中央を押します。

	 •	 ジョイスティックを下に押して
LANGUAGESを選択します。

	 •	 ジョイスティックの中央を押すと選
択できる項目が表示されます。

	 •	 ジョイスティックを上下に操作して
希望の項目を選びます。

	 •	 希望の言語に設定するかしないか、
ジョイスティックの中央を押して選
びます。

ジョイスティックの中央を押して希望の
設定を確定します。

注記:

•	 選択した項目の横にはチェックマー
クが表示されます。

終了

ディスプレイの設定 言語

ENGLISH

ESPANOL
ITALIANO
DEUTSCH
FRANCAIS

テーマ
画面の明るさ（ハイコントラスト）
画面の明るさ（ローコントラスト）
インフォメーショントレイ
言語
単位の設定
時計の設定
日付の設定

NEDERLANDS
PORTUGUES
SVENSKA
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ディスプレイの設定 - 単位の設定

希望の単位を設定できます。

SELECT UNITSメニューにアクセスすると
きは必ず停車し、イグニッションスイッ
チはONにしておいてください。

 • HOMEボタンを押します。 
MAIN MENUが開きます。

	 •	 ジョイスティックを下に押して
DISPLAY SET UPを選んだら、ジョイ
スティックの中央を押します。

	 •	 ジョイスティックを下に押して
SELECT UNITSを選んだら、ジョイス
ティックの中央を押します。

単位を変更するときは、ジョイスティッ
クを上下に操作して希望の項目（燃費、
温度、圧力）を選び、ジョイスティック
の中央を押します。ジョイスティックを
上下に操作して希望の単位を選び、ジョ
イスティックの中央を押します。

注記:

•	 選択した項目の横にはチェックマー
クが表示されます。

選択できる項目：

燃費：

 • MPG (UK)
 • MPG (US)
 • L/100KM
 • KM/L
温度：

 • °C
 • °F
圧力：

 • PSI
 • bar
 • KPa

ディスプレイの設定 - 時計の設定

時計を現地時間に合わせることができま
す。

SET CLOCKメニューにアクセスするとき
は必ず停車し、イグニッションスイッチ
はONにしておいてください。

 • HOMEボタンを押します。 
MAIN MENUが開きます。

	 •	 ジョイスティックを下に押して
DISPLAY SET UPを選んだら、ジョイ
スティックの中央を押します。

	 •	 ジョイスティックを下に押してSET 
CLOCKを選択します。

	 •	 ジョイスティックの中央を押すと選
択できる項目が表示されます。

ジョイスティックを上下に操作して12 HR 
または 24 HRを選び、ジョイスティック
の中央を押します。この時計は12時間表
示と24時間表示に対応しています。時間
の表示方法を確定すると、SET CLOCKメ
ニューに戻ります。

注記:

•	 選択した項目の横にはチェックマー
クが表示されます。

時計を合わせるときは、ジョイスティッ
クを上下に操作してHOUR（時）または
MINUTE（分）。
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「時」の合わせ方

 • HOUR（時）を選び、ジョイスティ
ックの中央を押します。HOURの横
にチェックマークが表示され、図の
ように「時」の数字が点滅します。

	 •	 ジョイスティックを上下に操作して
「時」を合わせたら、ジョイスティ
ックの中央を押して確定します。

終了

言語
単位の設定

テーマ
画面の明るさ（ハイコントラスト）

時刻の設定

ディスプレイの設定

12時間表示

分
時
24時間表示

時刻の設定

15:40

画面の明るさ（ローコントラスト）
インフォメーショントレイ

日付の設定

「分」の合わせ方

 • MINUTE（分）を選び、ジョイステ
ィックの中央を押します。MINUTE
の横にチェックマークが表示され、
図のように「分」の数字が点滅しま
す。

	 •	 ジョイスティックを上下に操作して
「分」を合わせたら、ジョイスティ
ックの中央を押して確定します。

終了

言語
単位の設定

テーマ
画面の明るさ（ハイコントラスト）

時刻の設定

ディスプレイの設定
12時間表示

分
時
24時間表示

時刻の設定

15:40

画面の明るさ（ローコントラスト）
インフォメーショントレイ

日付の設定

ディスプレイの設定 - 日付の設定

日付の表示方法を選択し、日付を合わせ
ることができます。

SET DATEメニューにアクセスするときは
必ず停車し、イグニッションスイッチは
ONにしておいてください。

 • HOMEボタンを押します。 
MAIN MENUが開きます。

	 •	 ジョイスティックを下に押して
DISPLAY SET UPを選んだら、ジョイ
スティックの中央を押します。

	 •	 ジョイスティックを下に押してSET 
DATEを選んだら、ジョイスティック
の中央を押します。

	 •	 ジョイスティックの中央を押して
DATE FORMATを表示します。

ジョイスティックを上下に操作してDD-
MM-YYYY（日／月／年）、MM-DD-
YYYY（月／日／年）、YYYY-MM-DD（
年／月／日）のどれかを選び、ジョイス
ティックの中央を押します。日付の表示
方法が確定すると、SET DATEメニューに
戻ります。

注記:

•	 選択した項目の横にはチェックマー
クが表示されます。

日 付 を 合 わ せ る と き は 、 ジ ョ イ
ス テ ィ ッ ク を 上 下 に 操 作 し て
DAY、MONTH、YEARを選びます。

 • YEARを選び、ジョイスティックの
中央を押します。YEARの横にチェ
ックマークが表示され、YEARの表
示が点滅します。

	 •	 ジョイスティックを上下に操作して
YEARを合わせたら、ジョイスティ
ックの中央を押して確定します。

同様に、MONTHとDAYも合わせます。
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ラップタイマー（Street Triple RSの
場合）

LAP TIMERにアクセスするときは必ず停
車し、イグニッションスイッチはONにし
ておいてください。

 • HOMEボタンを押します。 
MAIN MENUが開きます。

	 •	 ジョイスティックを下に押してLAP 
TIMERを選んだら、ジョイスティッ
クの中央を押します。

選択できる項目：

 • START SESSION（セッション開始）

 • REVIEW（レビュー）

ラップタイマー - セッション開始

ラップタイマーの各項目を設定できま
す。

AUTO LAP DISTANCE（ラップ距離自動算
出） または FIXED LAP DISTANCE（ラッ
プ距離手動設定）を選択できます。

AUTO LAP DISTANCEでは車両のオドメー
ターを使い、ラップの距離と平均速度が
算出されます。ラップ距離の誤差は+/-50
メートルです。

FIXED LAP DISTANCEでは正確なラップ距
離をヤードまたはメートルでライダー自
身が設定できます。設定された距離を基
に、AUTO LAP DISTANCEよりも正確に平
均速度が算出されます。

FIXED LAP DISTANCEの設定は、ラップ毎
の平均速度を算出するときに利用されま
す。各ラップの終了ごとに設定距離と実
際の距離とが比較され、最も正確な距離
に基づいてラップタイムと平均速度が算
出されます。

ラップ距離自動

ジョイスティックを上下に操作してAUTO 
LAP DISTANCEを選びます。ジョイスティ
ックの中央を押し、セッションを開始し
ます。

終了

ラップタイマー

レビュー
セッション開始

セッション開始

ラップ距離自動
ラップ距離手動

ラップ距離手動

ジョイスティックを上下に操作して
FIXED LAP DISTANCEを選び、ジョイステ
ィックの中央を押します。UNIT（単位） 
と SET DISTANCE（距離設定）のメニュー
が表示されます。

単位

終了

セッション開始

ラップ距離手動

ラップ距離手動

メートルラップ距離自動
ヤード
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距離設定

ラップ距離を入力できます。

	 •	 ジョイスティックを上下左右に操作
し、ラップ距離をメートルまたはヤ
ードで入力します。

	 •	 ジョイスティックの中央を押して確
定します。

終了

距離設定

ラップ距離手動

単位

距離設定

メートル
ヤード

ラップタイマーの開始方法は40 ページペ
ージを参照してください。

ラップタイマー - レビュー

ラップタイマーの記録データを確認でき
ます。53 ページを参照してください。

LAP TIMERのREVIEWメニューにアクセ
スするときは必ず停車し、イグニッショ
ンスイッチはONにしておいてください。

 • HOMEボタンを押します。MAIN 
MENUが開きます。

	 •	 ジョイスティックを下に押してLAP 
TIMERを選んだら、ジョイスティッ
クの中央を押します。

	 •	 ジョイスティックを下に押して
REVIEWを選択します。

ライディングモード
バイクのセットアップ
トリップメーターの設定
ディスプレイの設定

終了

メインメニュー ラップタイマー

セッション開始
レビュー

ラップタイマー
初期設定にリセット

ラップタイマーのレビュー

	 •	 ジョイスティックの中央を押すと記
録データが表示されます。

	 •	 ジョイスティックを上下に操作して
希望のセッションを選びます。

	 •	 ジョイスティックの中央を押して選
択を確定し、ジョイスティックを上
下に操作して記録データを確認しま
す。

	 	 各セッションは日付順、時間順に表
示されます。

レビュー

スタート 08:43 31/01/17
スタート 09:52 31/01/17
スタート 10:12 31/01/17

ラップ 1 05.05 58.1 mph
ラップ 2 04.59 61.2 mph

セッション 1

終了

セッションのデータ
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注記:

•	 ラップタイマーには最大5つのセッ
ションと、各セッションに最大24ラ
ップのデータが保存できます。デー
タがいっぱいになると、古いセッシ
ョンのデータから順に上書きされま
す。

•	 ラップタイマーに記録されたセッシ
ョンデータをすべて消去するときは
55 ページを参照してください。

初期設定にリセット

MAIN MENUに表示される項目を初期設定
に戻すことができます。

MAIN MENUを設定するときは必ず停車
し、イグニッションスイッチはONにして
おいてください。

 • HOMEボタンを押します。MAIN 
MENUが開きます。

	 •	 ジョイスティックを下に押して
RESET TO DEFAULTSを選んだら、ジ
ョイスティックの中央を押します。

選択できる項目：

リセットする

 • MAIN MENUの設定およびデータが
初期設定に戻ります。対象となるの
は、ライディングモード、方向指示
器の設定、トリップメーター、イン
フォメーショントレイの表示項目、
言語、ABS、トラクションコントロ
ール、スタイル、ディスプレイの明
るさ、ラップタイマーの設定と記録
データです。

キャンセル

 • MAIN MENUの設定もデータもそのま
ま残ります。ディスプレイは前の画
面に戻ります。

ライディングモード
バイクのセットアップ
トリップメーターの設定
ディスプレイの設定

終了

メインメニュー 初期設定にリセット

リセットする
キャンセル

ラップタイマー
初期設定にリセット

計器盤の位置調整

警告

計器盤の位置が正しく調整されていない
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、計器盤を見やすい位置に
調整してください。

警告

走行中に計器盤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。

走行中に計器盤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。

計器盤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。
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注意

計器盤のディスプレイを直に押してはい
けません。

必ず計器盤の調整ハンドルを使って調整
してください。

計器盤のディスプレイを直に押すと、デ
ィスプレイが損傷します。

計器盤は位置を調整できますので、ディ
スプレイが見やすいように調整してくだ
さい。

計器盤の位置の調整方法：

注記:

•	 指に力を入れ過ぎないようにして計
器盤を調整してください。

調整ハンドルを使い、ディスプレイが見
やすい位置に計器盤を動かします。

1

1.	 調整ハンドル
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液晶ディスプレイ
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計器盤のレイアウト

TC
TC

2022 19 18 17 16

14

15

13

122 3 4 5 6 7 8 9 10 11

21232425

26

27

1

1.	 時計
2.	 メンテナンスインジケーター
3.	 スピードメーター
4.	 燃料計
5.	 エンジン制御システム故障表示灯

（MIL）
6.	 ギアチェンジライト
7.	 左側の方向指示灯
8. ABS警告灯
9.	 タコメーターのレッドゾーン
10.	 タイヤ空気圧警告灯（タイヤ空気圧モニ

タリングシステム（TPMS）装着車）
11.	 右側の方向指示灯
12.	 ニュートラル表示灯
13.	 ハイビーム表示灯
14.	 燃料残量警告灯
15.	 アラーム／イモビライザー作動表示灯 

（アラームはアクセサリー）

16.	 トラクションコントロール（TC） 
無効警告灯

17.	 トラクションコントロール（TC） 
表示灯

18.	 タコメーター
19.	 クーラント過熱警告灯
20.	 油圧低下警告灯
21.	 トリップメーターインジケーター
22.	 ライディングモードインジケーター
23.	 タイヤ空気圧表示（タイヤ空気圧モニタ

リングシステム（TPMS）装着車）
24.	 ギアポジションのマーク
25.	 クーラント温度ディスプレイ
26. SETボタン
27. SCROLLボタン
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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。

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。
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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

イグニッションスイッチをONにし
たときに、ABS警告灯が点滅するのは正
常な状態です。エンジンをかけた後も
ABS警告灯が点滅を続け、走行速度が
10 km/hを超えると消灯します。

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。

ABSシステムに異常がなければ、エンジ
ンを切ってもう一度エンジンをかけるま
では、ABS警告灯が再び点灯することは
ありません。

ABS警告灯が走行中に点灯した場合
は、ABSの異常ですので点検が必要で
す。

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。ABS警告灯が
点灯したままの状態で、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。

111 ページも参照してください。
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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。

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（61	ページ参
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。

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。
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ハザードライト

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PARK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
イトスイッチをもう一度押すと消灯しま
す。

ハイビームスイッチ

イグニッションスイッチがONの
状態のときに、ロービームスイッチを 
[HIGH BEAM] にするとハイビーム表示灯
が点灯します。

燃料残量警告灯

燃料タンク内の燃料が残り約
4.5 Lになると、燃料残量警告灯が点灯し
ます。

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。

タイヤ空気圧警告灯（TPMS装着車）

注記:

•	 どのモデルにもTPMSをオプション
で取り付けることができます。

タイヤ空気圧警告灯は、タイヤ
空気圧モニタリングシステムと連動して
作動します。100 ページを参照してくだ
さい。

フロントタイヤまたはリアタイヤの空気
圧が推奨値より低い場合に限り、この警
告灯が点灯します。タイヤ空気圧が推奨
値より高い場合は点灯しません。

タイヤ空気圧警告灯が点灯すると、どち
らのタイヤの空気圧が低いかを示すTPMS
マークと空気圧の値が自動的に画面に表
示されます。

1 2 3 4

5

1. TPMSマーク
2.	 フロントタイヤインジケーター
3.	 リアタイヤインジケーター
4.	 タイヤ空気圧警告灯
5.	 タイヤ空気圧
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タイヤ空気圧警告灯が点灯するときのタ
イヤ空気圧は、20°Cでの空気圧に補正さ
れた値ですが、画面に表示される空気圧
は補正された値ではありません（160 ペ
ージ参照）。画面に表示された空気圧が
指定空気圧またはそれに近い値であった
としても、警告灯が点灯しているという
ことはタイヤ空気圧が低いということで
あり、パンクしている可能性が高いと考
えられます。

警告

タイヤ空気圧警告灯が点灯した場合は、
停車してください。タイヤを点検し、冷
間時のタイヤ空気圧が推奨値であること
を確認するまでは、走行しないでくださ
い。

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、エンジン回転数をレッドゾー
ンまで上げ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。タコメ
ーターにはレッドゾーンという領域があ
ります。

レッドゾーンは、エンジン回転数が推奨
領域の上限を超えていること、つまりエ
ンジン性能を十分に発揮できる領域を超
えていることを示します。

ギアポジションインジケーター

1

1.	 ギアポジション表示（ニュートラルの場
合）

ギアポジションインジケーターを見る
と、何速のギア（1～6速）に入っている
かが分かります。ニュートラル（ギアが
入っていない状態）のときは [N] と表示
されます。

1

1.	 ギアポジション表示（1速の場合）
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クーラント温度計

1

1.	 クーラント温度計

クーラント温度計には、エンジンクーラ
ントの温度が表示されます。

イグニッションスイッチをONにすると、
温度計のバーが8本すべて表示されます。
エンジンが冷えている状態でエンジンを
かけると、バーが1本だけ表示されます。
温度が上昇するにつれて、表示されるバ
ーの本数も増えます。エンジンが温まっ
ているときにエンジンをかけると、その
ときのエンジン温度に応じた本数のバー
が表示されます。

バーの本数が3～5本であれば正常な温度
です。

クーラント温度が高くなりすぎると、8本
すべてのバーが表示され、点滅し始めま
す。また、タコメーター内にあるクーラ
ント過熱警告灯も点灯します。

注意

クーラント温度計のバーやクーラント過
熱警告灯が点滅したりした場合は、エン
ジンに重大な損傷が生じるおそれがある
ため、エンジンを止めてください。

燃料計

1

2

1.	 燃料計
2. SETボタン

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。

バーが2本になると、燃料残量警告灯が
点灯します。この状態のときは、タン
クに約4.5 Lの燃料しか残っていないた
め、できるだけ早く給油してください。
トリップメーターが表示されている場合
は、SETボタンを何度か押して走行可能
距離を表示できます。

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。
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SCROLLボタンとSETボタン

SCROLLボタン

SCROLLボタンを押すと、計器盤の画面に
表示された項目をスクロールできます。

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。

	 •	 セットアップ [SEtUP]
	 –	 	トラクションコントロール 

[ttc]：65 ページ参照

	 –	 	時計の設定 [t-SEt]：66 ページ
参照

	 –	 	メンテナンスインジケーター 
[SIA]：67 ページ参照

	 –	 	ギアチェンジライト [SHIFt]： 
67 ページ参照

	 –	 	単位 [UnitS]：69 ページ参照

	 •	 戻る [REtURn]

SETボタン

SETボタンを押すと、計器盤の画面に表
示された項目を確定できます。

トラクションコントロール（TC） 
の解除

トラクションコントロール（TC）は一時
的に解除できます。TCシステムを解除し
たままにしておくことはできません。イ
グニッションスイッチをOFFにしてから
もう一度ONにすると、TCシステムが自動
的に復帰します。

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、リアホイール
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解除 
方法

TC解除画面を表示するときは、まず停車
し、ギアをニュートラルにし、イグニッ
ションスイッチをONにしておきます。

SCROLLボタンを何度か押し、画面に 
[SEtUP] と表示されたらSETボタンを押
します。

画面に [ttc] と表示されます。

SETボタンを押すと、[ON] か [OFF] のど
ちらかが表示されます。

SCROLLボタンを押して [OFF] の表示に
します。
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SETボタンを押すとTCシステムが解除さ
れます。[TTC OFF] と2秒間表示され、TC
無効警告灯が点灯します。

トラクションコントロール	OFFの表示

トラクションコントロールの作動方
法

TCシステムを作動させるときは、TCを解
除するときと同じ手順にしたがいます。
ただし、[ON] を選択してください。ま
たは、イグニッションスイッチをOFFに
してから再びONにした場合も、TCが復帰
します。

時計の設定	[t-SEt]

警告

走行中に時刻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。

時刻を設定するときは、まず停車し、ギ
アをニュートラルにし、イグニッション
スイッチをONにしておきます。SCROLL
ボタンを何度か押し、[SEtUP] と表示し
ます。[t-SEt] と表示されるまでSETボタ
ンを押します。

SETボタンをもう一度押すと、[24 Hr] ま
たは [12 Hr] と表示されます。SCROLL
ボタンを押して希望する表示方法を選択
し、SETボタンを押します。「時」の数
字が点滅し、画面に [Hour] と表示され
ます。

「時」を設定するときは、まず「時」の
数字が点滅しているか、画面に [Hour] 
と表示されているか確認します。SCROLL
ボタンを押して「時」を変更します。ボ
タンを1回押すごとに、1時間ずつ表示が
変わります。ボタンを押したままにする
と、表示が連続して1時間ずつ進みます。

正しい「時」が表示されたら、SETボタ
ンを押します。「分」の数字が点滅し
始め、画面に [Min] と表示されます。 
「時」と同じ手順で「分」を合わせま
す。

「時」と「分」を両方とも設定した
ら、SETボタンを押して確定します。画
面に [t-SEt] と表示されます。SCROLL
ボタンを何度か押して [REtURn] と表示
し、SETボタンを押します。

3

4

5 1 2

1.	 時
2.	 分
3.	 表示画面（[Hour]の場合）
4. SETボタン
5. SCROLLボタン
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メンテナンスインジケーター（SIA）
メンテナンスインジケーター（SIA）は次
回点検までの走行距離を表示します。次
回点検までの走行距離が0 kmになった場
合は、メンテナンスマークが表示された
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このマークが
消えます。

点検予定の走行距離を超えると、走行距
離がマイナス表示されます。

1

2

1.	 メンテナンスマーク
2.	 次回点検までの走行距離

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800 km
を切っていると、メンテナンスマークが3
秒間表示され、次回点検までの走行距離
が表示されます。

ギアチェンジライトの設定

注記:

•	 ギアチェンジライトは3,500 rpm以
下では動作しません。これは、アイ
ドリング時にギアチェンジライトが
点灯しないようにするためです。

ギアチェンジライトモードを変更すると
きは、停車し、ギアをニュートラルに
し、イグニッションスイッチをONにして
おきます。

SCROLLボタンを何度か押し、画面に 
[SEtUP] と表示されたらSETボタンを押
します。

SCROLLボタンを何度か押して [SHIFt] と
表示し、SETボタンを押します。現在の
モードが表示され、そのモードに応じて
ギアチェンジライトが点灯します。

SCROLLボタンを何度か押し、希望するギ
アチェンジライトモードが表示されたら
SETボタンを押します。以下の項目が順
番に表示されます。

 • 6（6 LEDモード）

 • 3（3 LEDモード）

 • SE（シーケンシャルモード）

 • OFF（ギアチェンジライトがオフに
なる）
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注記:

•	 この車両のギアチェンジライト
は、3,500 rpmで6個のライトが点灯
する6 LEDモードに設定して出荷さ
れています。

1

4 2

3

1.	 ギアチェンジライト
2.	 表示画面（6 LEDモードの場合）
3. SCROLLボタン
4. SETボタン

ギアチェンジライトモードを決定する
と、新たに設定したエンジン速度までタ
コメーターの針が移動します。表示画面
にはエンジン速度（rpm）が表示され、
数値が点滅します。

TC
TC

2

3 1

1.	 新しく設定したエンジン速度
2. SCROLLボタン
3. SETボタン

指定エンジン速度の変更方法

エンジン速度の設定値を変更するとき
は、SCROLLボタンを押します。最高回転
数に達するまでは、SCROLLボタンを押す
ごとに500 rpmずつ数値が増加します。
最高回転数に達すると、3,500 rpmに戻
ります。

希望の回転数が表示されたら：

SETボタンを押して確定します。画面に 
[SHIFt] と表示され、ギアチェンジライ
トがすべて点滅します。

SCROLLボタンを何度か押し、画面に 
[REtURn] と表示されたらSETボタンを押
します。

ギアチェンジライトをオフにする方
法

ギアチェンジライトをオフにするとき
は、SELECTボタンを何度か押して[OFF]
と表示し、SETボタンを押します。

SETボタンを押すと画面に [SHIFt] と表示
されます。

SCROLLボタンを何度か押し、画面に 
[REtURn] と表示されたらSETボタンを押
します。

1

4 2

3

1.	 ギアチェンジライト
2.	 表示画面（OFFモードの場合）
3. SCROLLボタン
4. SETボタン
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単位の変更	[UnitS]（イギリス式、
アメリカ式、メートル法）

選択できる単位は4種類です。

各項目の内容は以下のとおりです。

mpg（英ガロン）

スピードメーターとオドメーターがマイ
ル表示になります。燃費は英ガロンで表
示されます。

mpg US（米ガロン）

スピードメーターとオドメーターがマイ
ル表示になります。燃費は米ガロンで表
示されます。

L/100 km（メートル法）

スピードメーターとオドメーターがキロ
メートル表示になります。燃費は100 km
の走行で何リットルの燃料を消費したか
の値で表示されます。

km/L（メートル法）

スピードメーターとオドメーターがキロ
メートル表示になります。燃費は燃料1
リットル当たりの走行キロで表示されま
す。

警告

走行中に単位を変更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。

単位の画面を表示するときは、停車し、
ギアをニュートラルにし、イグニッショ
ンスイッチをONにしておきます。

SCROLLボタンを何度か押し、画面に 
[SEtUP] と表示されたらSETボタンを押
します。

SCROLLボタンを何度か押し、[UnitS] と
表示されたらSETボタンを押します。

3

1

2

1. SCROLLボタン
2. SETボタン
3.	 表示画面

SCROLLボタンを何度か押して希望する単
位を表示します。SCROLLボタンを押して
スクロールダウンすると、以下の項目が
順番に表示されます。（SCROLLボタンを
押してスクロールアップすると、以下の
項目が下から順番に表示されます。）

 • [mpg]　英ガロン

 • [mpg US]　米ガロン

 • [L/100 km]　メートル法

 • [km/L]　メートル法
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タイヤ空気圧の単位（TPMS装着車）

1 2

4

3

5

6

1. TPMSマーク
2.	 フロントタイヤインジケーター
3.	 リアタイヤインジケーター
4.	 タイヤ空気圧の表示
5. SCROLLボタン
6. SETボタン

タイヤ空気圧を表示するときは、まずイ
グニッションをONにします。

SCROLLボタンを何度か押し、[SEtUP] と
表示します。

SETボタンを押します。

SCROLLボタンを何度か押し、[UnitS] と
表示します。

SETボタンを押して圧力の表示を選びま
す。

SCROLLボタンを押して	[BAR]	または 
[PSI] を選びます。

SETボタンを押して [BAR] または [PSI] 
を確定します。

タイヤ空気圧モニタリングシステムを選
択すると、走行速度が20 kmを超えてタ
イヤ空気圧の信号が受信されるまでの
間、画面に [—— PSI] または [bAR] と表示
されます。

タイヤ空気圧の画面を終了するとき
は、 SCROLLボタンを何度か押して 
[REtURn] と表示します。

SETボタンを押してTRIPの画面に戻りま
す。

トップ画面に戻る

トップ画面に戻るときは [REtURn] を選
択します。

トリップメーター

1

1.	 トリップメーター表示部

警告

走行中は、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。
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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TRIPボタンを何度か押し、希望の表
示を選びます。

cjxy

1

1. TRIPボタン

以下の項目が順番に表示されます。

	 •	 走行時間

	 •	 平均燃費

	 •	 瞬間燃費

	 •	 平均速度

	 •	 オドメーター

	 •	 フロントタイヤ空気圧 
（TPMS装着車）

	 •	 リアタイヤ空気圧（TPMS装着車）

	 •	 走行距離

	 •	 推定走行可能距離

どの項目も、該当するトリップメーター
を前回ゼロにリセットした後から現在ま
での数値です。

走行時間

走行した総時間です。

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キロ（0.1マイル）走行し終わるま
では、ダッシュ記号が表示されます。

瞬間燃費

瞬間ごとの燃費です。

平均速度

トリップメーターを前回リセットしたと
きからの平均速度が計算されます。ゼロ
にリセットしてから1キロ（1マイル）走
行し終わるまでは、ダッシュ記号が表示
されます。

オドメーター

オドメーターには積算走行距離が表示さ
れます。

フロントタイヤ空気圧

フロントタイヤの現在の空気圧が表示さ
れます。

リアタイヤ空気圧

リアタイヤの現在の空気圧が表示されま
す。

走行距離

走行した総距離です。

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。

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、リセットしたいトリップメーターを
表示し、TRIP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。

注記:

•	 画面に表示されているトリップメー
ターをゼロにリセットすると、その
トリップメーターの走行時間、平均
燃費、平均速度もゼロになります。
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ライディングモードの選択について

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。

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。

MODEボタンを押すと、ライディングモ
ードが以下の順番で表示されます。

 • RAINモード

 • ROADモード

MODEボタンを押してから 1秒待たない
と、次のモードへスクロールできませ
ん。

ライディングモードを選択してから1秒待
ち、ライディングモードを切り替えるた
めに必要な条件が満たされると、表示さ
れているライディングモードが自動的に
作動します。

注記:

•	 最後に選択したライディングモード
が保存され、次にイグニッションス
イッチをONにしたときにそのライデ
ィングモードが作動します。

RAINモード

RAINモードでは、MAP、ABS、TCが雨天
時の通常走行に最適な設定になっていま
す。

設定内容

MAP 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。

ABS Road：通常走行に最適なABS
設定です。

TC Rain：雨天時の通常走行に最
適なTC設定です。リアホイー
ルのスリップを最小限に抑え
ます。

ROADモード

ROADモードは、MAP、ABS、TCが通常
の走行に最適な設定になっています。

設定内容

MAP Road：標準的なスロットルレ
スポンスです。

ABS Road：通常走行に最適なABS
設定です。

TC Road：通常走行に最適なTC設
定です。
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ライディングモードの選び方 
（停車時）

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、希望
するライディングモードを表示します。
ライディングモードの表示が点滅しま
す。

21

1.	 選択したライディングモード 
s（点滅する）

2.	 現在のライディングモード

注記:

• MODEボタンを押して 1秒待ち、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。

MAP、ABS、TTCの設定変更が完了する
と、選択したライディングモードが画面
に表示され、以前のライディングモード
の表示が消えます。

1

1.	 選択したライディングモード
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ライディングモードの選び方 
（走行時）

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。

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、希望す
るライディングモードを表示します。ラ
イディングモードの表示が点滅します。

21

1.	 選択したライディングモード 
（点滅する）

2.	 現在のライディングモード

MODEボタンを押してから30秒以内に以
下の動作を同時に行うと、選択したライ
ディングモードが自動的に作動します。

	 •	 スロットルを閉じる

	 •	 クラッチを握る

	 •	 ブレーキはかけない（惰性走行する）

MAP、ABS、TTCの設定変更が完了する
と、選択したライディングモードが画面
に表示され、以前のライディングモード
の表示が消えます。

1

1.	 選択したライディングモード
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通常の運転に戻ってください。

注記:

• MAP、ABS、TTCのどれかの設定が
選択したライディングモードの設定
どおりに変更されなかった場合は、
以前のライディングモードのマーク
と今回選択したライディングモード
のマークが両方とも点滅します。

1

1.	 一部の設定が変更されなかった場合（点
滅）

ライディングモードのマークが両方とも
点滅しているときは、選択したライデ
ィングモードの中で、MAP、ABS、TTC
の設定が間違っているものがあるとい
うことです。その場合、MIL、ABS警告
灯、TTC無効警告灯も各システムの状態
に応じて点灯することがあります。

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。

警告

イグニッションスイッチやエンジンスト
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

走行中にイグニッションスイッチをOFF
にしてエンジンを切ることは避けてくだ
さい。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。

走行中にエンジンを切ると車両の部品が
損傷する場合があります。

注記:

•	 イグニッションスイッチがONになっ
ているときにライディングモードの
マークが表示されない場合は、エン
ジンストップスイッチがRUNになっ
ているか確認してください。
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装備の使い方
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スイッチ等の操作方法
スロットルコントロール

エンジンコントロールモジュールを介
し、電子スロットルツイストグリップで
スロットルを開閉します。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。

cjxh

1

1.	 スロットル閉位置

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。

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。

ブレーキの使用について

スロットル開度が小さい場合（約20度の
場合）、ブレーキとスロットルは同時に
使用できます。

スロットル開度が大きい場合（20度より
大きい場合）、ブレーキを2秒より長くか
けると、スロットルが閉じてエンジン速
度が低下します。通常のスロットル操作
に戻るときは、スロットルグリップを離
し、ブレーキをかけるのをやめてから、
もう一度スロットルを開きます。
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イグニッションスイッチ／ステアリ
ングロック

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。

警告

イグニッションキーをLOCKまたはPにす
ると、ステアリングがロックされます。

そのため、走行中は絶対にキーをLOCK
やPにしてはいけません。走行中にステ
アリングがロックされると、制御不能と
なって事故につながります。

P
U

S H

P

OFF               ON

3

4

5
1

2

1.	 イグニッションスイッチ／ステアリング
ロック

2. ON
3. OFF
4. LOCK
5. PARK

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4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、LOCK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。

ロックするとき：ハンドルバーを左いっ
ぱいまで切り、キーをOFFまで回し、キ
ーを押してから手を離します。それから
LOCKまで回します。

駐車するとき：イグニッションキーを
LOCKからPまで回します。ステアリング
がロックされます。

注記:

• Pの位置でステアリングをロックし
たまま長期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。

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、ステアリン
グの邪魔になり、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。
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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
ときだけでなく、シートロックや燃料タン
クキャップを操作するときにも必要です。

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。

ブレーキレバーとクラッチレバーの
各アジャスター

Street Triple RS

警告

走行中にレバーの間隔を調整することは
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。

レバーの間隔を調整したら、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。

フロントブレーキレバーとクラッチレバ
ーにはそれぞれスパンアジャスターが付
いています。このアジャスターを使っ
て、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整
できます。

フロントブレーキレバーにはレシオアジ
ャスターがありますので、ライダーの好
みや路面状況、天候などに合わせ、レバ
ーストロークを短めにして硬めの感触に
したり、レバーストロークを長めにして
やわらかめの感触にしたりできます。
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フロントブレーキレバー

ブレーキレバーにはアジャスターが2つ付
いています。

cjxm

3

1

2

1.	 ブレーキレバー
2.	 スパンアジャスター
3.	 レシオアジャスター

スパンアジャスターを使って、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整できます。

スパンアジャスターを反時計回りに回す
とハンドルバーまでの間隔が狭くなり、
時計回りに回すと広くなります。

スパンアジャスターを反時計回りにいっ
ぱいまで回すと、手を離した状態のレバ
ーからハンドルバーまでの間隔が一番狭
くなります。

レシオアジャスターを操作すると、ブレ
ーキマスターシリンダーのプッシュロッ
ドが19 mmから21 mmまで、左右に1 mm
ずつ移動します。19 mmに設定すると、
レバーストロークが長めになってやわら
かめの感触となり、21 mmに設定すると
レバーストロークが短めになって硬めの
感触となります。

レシオアジャスターをライダーの好みの
位置に回してフロントブレーキレバーを
調整してください。レシオアジャスター
を回すと、カチッと音がする位置で止ま
ります。

レシオアジャスターには3種類の設定があ
ります。

 • 19 (19 mm) にするとレバーストロー
クが長くなりやわらかめの感触にな
ります。

 • 20 (20 mm) にするとレバーストロ
ークが少し短くなりやや硬めの感触
になります。

 • 21 (21 mm) にするとレバーストロ
ークが短くなり硬めの感触になりま
す。

注記:

•	 レシオアジャスターが所定の位置に
はまるとカチッと音がします。

•	 レシオアジャスターを回すと数字が
19 - 20 - 21 - 20の順に見えます。

•	 レシオアジャスターは時計回りにも
反時計回りにも回転できます。
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クラッチレバー

クラッチレバーにはスパンアジャスター
が付いています。スパンアジャスターを
使って、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
調整できます。

cjxn
1

2

1.	 スパンアジャスター
2.	 クラッチレバー

スパンアジャスターを反時計回りに回す
とハンドルバーまでの間隔が狭くなり、
時計回りに回すと広くなります。

スパンアジャスターを反時計回りにいっ
ぱいまで回すと、手を離した状態のレバ
ーからハンドルバーまでの間隔が一番狭
くなります。

ブレーキレバーとクラッチレバーの
各アジャスター

Street Triple R、Street Triple R - 
LRH（低車高）

警告

走行中にレバーの間隔を調整することは
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。

レバーの間隔を調整したら、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。

フロントブレーキレバーとクラッチレバ
ーにはそれぞれスパンアジャスターが付
いています。このアジャスターを使っ
て、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整
できます。
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フロントブレーキレバー

cggq

1

2

1.	 ブレーキレバー
2.	 調整ネジ

ブレーキレバーからハンドルバーまでの
間隔を広げるときは、レバーを前方に押
し、調整ネジを内側に回します。間隔を
狭くするときは、調整ネジを外側に回し
ます。

クラッチレバー

1

3 2

4

1

2

cggr_1

3

1.	 クラッチレバー
2.	 アジャスターホイール
3.	 三角マーク

レバーを調整するときは、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三角マークに
合わせます。

注記:

•	 手を離した状態のクラッチレバーと
ハンドルバーまでの間隔は、4に合
わせたときに一番狭くなり、1に合わ
せたときに一番広くなります。
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ブレーキレバーとクラッチレバーの
各アジャスター

Street Triple S、Street Triple S 660cc

警告

走行中にレバーの間隔を調整することは
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。

レバーの間隔を調整したら、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。

フロントブレーキレバーとクラッチレバ
ーにはそれぞれスパンアジャスターが付
いています。このアジャスターを使っ
て、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整
できます。

1

3 2
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1.	 クラッチレバーの場合
2.	 アジャスターホイール
3.	 三角マーク

各レバーを調整するときは、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三角マー
クに合わせます。

注記:

•	 手を離した状態のクラッチレバーと
ハンドルバーまでの間隔は、4に合
わせたときに一番狭くなり、1に合わ
せたときに一番広くなります。

•	 手を離した状態のブレーキレバーと
ハンドルバーまでの間隔は、5に合
わせたときに一番狭くなり、1に合わ
せたときに一番広くなります。

右側ハンドルバースイッチ

Street Triple R、Street Triple R - 
LRH（低車高）、Street Triple RS

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

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。

ハザードライト

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
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
トスイッチをもう一度押すと消灯しま
す。

HOMEボタン

HOMEボタンは計器盤のメインメニュー
にアクセスするときに使用します。

HOMEボタンを押してメインメニューと
計器盤の表示とを切り替えます。
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右側ハンドルバースイッチ

Street Triple S、Street Triple S 660cc

cite_1

4 1

5

2

3

1.	 エンジンスタート／ストップスイッチ
2. STOP
3. RUN
4. START
5.	 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。

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。

ハザードライト

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PARK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
イトスイッチをもう一度押すと消灯しま
す。
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左側ハンドルバースイッチ	-	カナ
ダ、日本、アメリカを除く地域

Street Triple R、Street Triple R - 
LRH（低車高）、Street Triple RS

3 2

4

1
5

6

1. MODEボタン
2.	 ジョイスティック
3.	 ホーンボタン
4.	 方向指示器スイッチ
5.	 ハイビームボタン
6.	 ロービーム／デイタイムランニングライ

ト（DRL）スイッチ（装着車のみ）

MODEボタン

MODEボタンを押すと、マルチファンクシ
ョンディスプレイのライディングモード
選択メニューが開きます。MODEボタンを
さらに押すと、ライディングモードをス
クロールできます（33 ページ参照）。

ジョイスティック

ジョイスティックは、計器盤で以下の操
作をするときに使用します。

	 •	 上に押す：下から上にスクロール

	 •	 下に押す：上から下にスクロール

	 •	 左に押す：左にスクロール

	 •	 右に押す：右にスクロール

	 •	 中央を押す：選択を確定

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。

方向指示器スイッチ

方向指示器スイッチを左右どちらかに押
すと、押した方向の方向指示器が点滅し
ます。

方向指示器は手動で停止することもでき
ます。方向指示器を手動で停止するに
は、方向指示器スイッチを中央の位置に
動かします。

方向指示器の自動消灯機能を使用すると
きは、バイクのセットアップの画面で設
定してください。43 ページを参照してく
ださい。

2種類の設定から選択できます。

手動

自動消灯機能がOFFになります。方向指
示器を手動で停止してください。

自動停止

自動消灯機能がONになります。

方向指示器が8秒間点滅した後、65メー
トル走行すると消灯します。

注記:

•	 何らかの理由で停車した場合は、ラ
イダーが手動で停止しない限り、指
定の秒数が経過し指定の距離を走行
するまで、方向指示器が点滅しま
す。
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デイタイムランニングライト
（DRL）

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。86 ペ
ージ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。

ハイビームボタン

デイタイムランニングライト（DRL）ス
イッチが「ロービーム」に設定してある
場合にハイビームボタンを操作すると、
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。

DRLスイッチが「デイタイムランニング
ライト」に設定してある場合は、ハイビ
ームボタンを長押しするとハイビームが
点灯します。そうすると、ハイビームボ
タンを押している間はハイビームが点灯
したままになり、ハイビームボタンを離
すとすぐにハイビームが消灯します。

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。
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左側ハンドルバースイッチ	-	カナ
ダ、日本、アメリカ

Street Triple R、Street Triple R - 
LRH（低車高）、Street Triple RS

3 2

4

1
5

1. MODEボタン
2.	 ジョイスティック
3.	 ホーンボタン
4.	 方向指示器スイッチ
5.	 ハイビームボタン

MODEボタン

MODEボタンを押すと、マルチファンクシ
ョンディスプレイのライディングモード
選択メニューが開きます。MODEボタンを
さらに押すと、ライディングモードをス
クロールできます（33 ページ参照）。

ジョイスティック

ジョイスティックは、計器盤で以下の操
作をするときに使用します。

	 •	 上に押す：下から上にスクロール

	 •	 下に押す：上から下にスクロール

	 •	 左に押す：左にスクロール

	 •	 右に押す：右にスクロール

	 •	 中央を押す：選択を確定

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。

方向指示器スイッチ

方向指示器スイッチを左右どちらかに押
すと、押した方向の方向指示器が点滅し
ます。

方向指示器は手動で停止することもでき
ます。方向指示器を手動で停止するに
は、方向指示器スイッチを中央の位置に
動かします。

方向指示器の自動消灯機能を使用すると
きは、バイクのセットアップの画面で設
定してください。43 ページを参照してく
ださい。

2種類の設定から選択できます。

手動

自動消灯機能がOFFになります。方向指
示器を手動で停止してください。

自動停止

自動消灯機能がONになります。

方向指示器が8秒間点滅した後、65メー
トル走行すると消灯します。

注記:

•	 何らかの理由で停車した場合は、ラ
イダーが手動で停止しない限り、指
定の秒数が経過し指定の距離を走行
するまで、方向指示器が点滅しま
す。

ハイビームスイッチ

イグニッションスイッチがONの
状態のときに、ロービームスイッチを 
[HIGH BEAM] にするとハイビーム表示灯
が点灯します。
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左側ハンドルバースイッチ

Street Triple S、Street Triple S 660cc

cjxy

3

4
1

2

5

1. MODEボタン
2. TRIPボタン
3.	 方向指示器スイッチ
4.	 ホーンボタン
5.	 ハイビームボタン

MODEボタン

MODEボタンを押すと、マルチファンク
ションディスプレイのライディングモー
ド選択メニューが開きます。MODEボタ
ンをさらに押すと、ライディングモード
をスクロールできます。72 ページを参照
してください。

TRIP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。

	 •	 トリップメーター

	 •	 オドメーター

	 •	 タイヤ空気圧モニタリングシステム
（装着車のみ）

方向指示器スイッチ

方向指示器スイッチを左右どちらかに押
すと、押した方向の方向指示器が点滅し
ます。

方向指示器は手動で停止することもでき
ます。方向指示器を手動で停止するに
は、方向指示器スイッチを中央の位置に
動かします。

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。

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。

•	 このモデルではパッシング機能は利
用できません。

•	 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。
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燃料

燃料の条件／給油

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。

注意

このモーターサイクルの排気装置には排
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。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。
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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。

フューエルタンクキャップ

ckad

1 2

1.	 フューエルタンクキャップ
2.	 説明

フューエルタンクキャップを開けるとき
は、ロック部を覆っているカバーを持ち
上げます。次に、キーをロックに差し込
んで時計回りに回します。

フューエルタンクキャップを閉じてロッ
クするときは、キーを差し込んだままキ
ャップを押します。ロックするとカチッ
と音がします。キーを抜き、カバーを閉
じます。

注意

キーを差し込まずにキャップを閉じる
と、キャップやタンクやロック装置が損
傷することがあります。
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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。

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。

cbnm

2 1

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。
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スタンド

サイドスタンド

cjxj

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。

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。

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。

サイドスタンドで駐車したときは、乗車
後まずサイドスタンドを格納し、それか
ら発進します。

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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シート

シートの取り扱い

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。シートをお車に立てかけた
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。

シートのお手入れについては180 ページ
を参照してください。

ライダーシート

cjxd

1

1.	 ライダーシートの固定具

ライダーシートを取り外すときは、まず
パッセンジャーシートまたはシートカウ
ルを取り外します（95 ページ参照）。

シートパッドの後部にある固定具を取り
外します。ライダーシートを持ち上げて
後方にずらし、車両から取り外します。

シートを再び取り付けるときは、シート
のツメを燃料タンクの下側にはめ、固定
具を取り付けて9 Nmで締め付けます。パ
ッセンジャーシートまたはシートカウル
を取り付けます（95 ページ参照）。

警告

固定具を正しく取り付けて締め付けない
と、ライダーシートがしっかりと固定さ
れません。固定具を取り付けなかったり
固定具がゆるんでいたりする状態で走行
しては絶対にいけません。ライダーシー
トが固定されず、ずれてしまいます。

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。



装備の使い方

95

パッセンジャーシートとシートカウ
ル

注記:

•	 ここで説明する内容はパッセンジャ
ーシートにもシートカウルにも当て
はまります。シートカウルは一部の
モデルにだけ装着されています。ア
クセサリーとして取り付けることも
できます。

cjxc
1

2

1.	 シートロック
2.	 パッセンジャーシート

パッセンジャーシートロックは、車体後
部の左側にあり、フットレスト取り付け
レールと並んで取り付けてあります。パ
ッセンジャーシートを取り外すときは、
シートロックにイグニッションキーを差
し込み、シートの前部を押しながらキー
を反時計回りに回します。そうするとパ
ッセンジャーシートがロックから外れる
ので、シートを前方にずらして車両から
取り外すことができます。

警告

パッセンジャーシートを取り付けないま
ま走行しては絶対にいけません。

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、シートがロックから外れてしま
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。

パッセンジャーシートを取り付けるとき
は、シートのツメをブラケットの下には
め、位置決めペグをロックに当てて下に
押し、シートロックにはめ込みます。シ
ートがシートロックにしっかりはまる
と、カチッと音がします。

1.	 位置決めペグ
2.	 ロック
3.	 ブラケット
4.	 ツメ
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取扱説明書とツールキット
パッセンジャーシートを取り外すと取扱
説明書を取り出すことができます。

ツールキットはパッセンジャーシートの
下にあります。

ツールキットの中身は以下のとおりで
す。

Street Triple S、Street Triple S 660cc
	 •	 ドライバー

	 •	 リアサスペンションユニットのプリ
ロード調整ツール（ツールキットと
は別の場所に収納）

	 •	 エクステンションハンドル（ツール
キットとは別の場所に収納）

 • 4 mmの六角レンチ

 • 5 mmの六角レンチ

Street Triple R - LRH（低車高）

	 •	 ドライバー

	 •	 リアサスペンションユニットのプリ
ロード調整ツール（ツールキットと
は別の場所に収納）

	 •	 エクステンションハンドル（ツール
キットとは別の場所に収納）

 • 4 mmの六角レンチ

 • 5 mmの六角レンチ

	 •	 フロントフォークアジャスターツー
ル

Street Triple R
	 •	 ドライバー

 • 4 mmの六角レンチ

 • 5 mmの六角レンチ

	 •	 フロントフォークアジャスターツー
ル

Street Triple RS
	 •	 ドライバー

 • 3 mmの六角レンチ

 • 4 mmの六角レンチ

 • 5 mmの六角レンチ

	 •	 フロントフォークアジャスターツー
ル
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USBソケット

警告

防水キャップが付いていない場合、USB
ソケットに防水性はありません。そのた
め、雨天時はUSBソケットにデバイスを
接続しないでください。

USBソケットに水が入ると電気系統に問
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。 バッ
テリーが上がるおそれがあります。

注意

走行前に、ご使用のデバイスとUSBケー
ブルをパッセンジャーシートの下にしっ
かりと収納してください。

パッセンジャーシートを閉じるときにデ
バイスや車体が損傷しないように、デバ
イスの周りに十分なすき間をもたせてく
ださい。

cjao

USBソケット

このUSBソケットは5V電源で、携帯電話
やカメラやGPS機器を充電できます。

最大出力は2Aです。

USBソケットを使用するときは、パッセ
ンジャーシートまたはシートカウルを取
り外します。95 ページを参照してくださ
い。
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USBソケットはシートロックの右側にあ
ります。

cjxf

1

USBソケット

キャップを外します。

USBアダプターケーブルを差し込みま
す。

注記:

•	 このお車にアダプターケーブルは付
属していません。

Triumph純正アクセサリーの
ディスクロックの収納
パ ッ セ ン ジ ャ ー シ ー ト の 下 に
は、Triumphの純正アクセサリーであ
るディスクロックを収納するためのス
ペースもあります（ディスクロックは
Triumph正規販売店でお求めいただけま
す）。

ディスクロックの固定方法：

ディスクロックを収納ケースに入れ、そ
のケースをリアマッドガードにセットし
ます。

面ファスナーで固定します。

パッセンジャーシートを取り付けます。 
95 ページを参照してください。

cjwt

1

2

3

1.	 ディスクロック
2.	 リアマッドガードトレイ
3.	 ストラップ
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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、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。

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。
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トラクションコントロールの
設定

警告

走行中にトラクションコントロールの設
定を変更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。

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、リアホイール
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方
法は、32 ページ（Street Triple R、 
Street Triple R - LRH（低車高）、  
Street Triple RS）または65 ページ 
（Street Triple S、 Street Triple S 660cc）  
を参照してください。

注記:

•	 トラクションコントロールを解除し
た場合：TC無効警告灯が点灯します
（26 ページまたは24 ページ参照）。

イグニッションをOFFにしてからもう一
度ONにしすると、トラクションコントロ
ールが復帰します。

タイヤ空気圧モニタリングシ
ステム（TPMS）（装着車の
み）

注記:

•	 どのモデルにもTPMSをオプション
で取り付けることができます。

警告

TPMSが装着されていても、必ずタイヤ
空気圧の日常点検をしてください。正確
なタイヤ空気圧ゲージを使用して、タイ
ヤが冷えているときに空気圧を測定して
ください。161 ページを参照してくださ
い。

TPMSの表示を見ながらタイヤ空気圧を
調整すると正しい空気圧にならない場合
があります。そうすると、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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機能説明

フロントホイールとリアホイールにタイ
ヤ空気圧センサーが取り付けてありま
す。これらのセンサーによってタイヤ内
部の空気圧が測定され、そのデータが計
器盤に送信されます。ただし、走行速度
が20 km/hを超えないと、センサーから
空気圧のデータは送信されません。計器
盤にタイヤ空気圧の信号が送信されるま
では、画面にダッシュ記号が2個表示され
ます。

タイヤ空気圧センサーはタイヤバルブの
近くに取り付けてあります。ホイールリ
ムには、センサーの取付位置を示すラベ
ルが貼ってあります。

タイヤ空気圧モニタリングシステムを装
着していない車両の場合：タイヤ空気
圧モニタリングシステム（TPMS）をア
クセサリーとして装着できます。必ず
Triumph正規販売店で取り付けてもらっ
てください。タイヤ空気圧モニタリング
システムを取り付けると、画面にTPMSの
表示がされます。

タイヤ空気圧警告灯（TPMS装着車）

注記:

•	 どのモデルにもTPMSをオプション
で取り付けることができます。

タイヤ空気圧警告灯は、タイヤ
空気圧モニタリングシステムと連動して
作動します。100 ページを参照してくだ
さい。

フロントタイヤまたはリアタイヤの空気
圧が推奨値より低い場合に限り、この警
告灯が点灯します。タイヤ空気圧が推奨
値より高い場合は点灯しません。

タイヤ空気圧警告灯が点灯すると、どち
らのタイヤの空気圧が低いかを示すTPMS
マークと空気圧の値が自動的に画面に表
示されます。
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タイヤ空気圧警告灯が点灯するときのタ
イヤ空気圧は、20°Cでの空気圧に補正さ
れた値ですが、画面に表示される空気圧
は補正された値ではありません（160ペー
ジ参照）。画面に表示された空気圧が指
定空気圧またはそれに近い値であったと
しても、警告灯が点灯しているというこ
とはタイヤ空気圧が低いということであ
り、パンクしている可能性が高いと考え
られます。

警告

タイヤ空気圧警告灯が点灯した場合は、
停車してください。タイヤを点検し、冷
間時のタイヤ空気圧が推奨値であること
を確認するまでは、走行しないでくださ
い。

タイヤ空気圧センサーのシリアルナ
ンバー

タイヤ空気圧センサーに貼り付けてある
ラベルには、センサーのシリアルナンバ
ーが印刷されています。Triumph正規販
売店で点検や故障診断を行うとき、この
シリアルナンバーが必要になることがあ
ります。

Triumph正規販売店でタイヤ空気圧モニ
タリングシステムを取り付けてもらうと
き、フロントとリアのタイヤ空気圧セン
サーのシリアルナンバーを以下の空欄に
記入してもらってください。

フロントタイヤ空気圧センサー

 
 
 

リアタイヤ空気圧センサー
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タイヤ空気圧

計器盤に表示されるタイヤ空気圧は、タ
イヤ空気圧表示を選択した時点の空気圧
です。走行中にタイヤが温まるとタイヤ
内の空気が膨張して空気圧が上がるた
め、タイヤが冷えているときに設定した
空気圧と表示された空気圧とが異なる場
合があります。Triumph社では、タイヤ
内の空気の膨張を考慮して冷間時のタイ
ヤ空気圧を指定しています。

タイヤ空気圧は、正確なタイヤ空気圧ゲ
ージを使用して必ず冷間時に調整してく
ださい（161 ページ参照）。計器盤に表示
された空気圧を見て調整してはいけませ
ん。

警告

タイヤ空気圧モニタリングシステムは、
タイヤ空気圧を調整するときにタイヤ空
気圧ゲージとして使用するものではあり
ません。タイヤ空気圧を正しく設定する
には、必ず正確なタイヤ空気圧ゲージを
使い、タイヤ冷間時に空気圧を測定して
ください（161 ページ参照）。

TPMSの表示を見ながらタイヤ空気圧を
調整すると正しい空気圧にならない場合
があります。そうすると、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。

注意

パンク防止剤またはTPMSセンサーのオ
リフィスへのエアフローを妨げるような
製品は使用しないでください。走行中に
TPMSセンサーのオリフィスが詰まると
センサーが動作しなくなり、TPMSセン
サーアッセンブリーが損傷して使用でき
なくなります。

パンク防止剤の使用や不適切なメンテナ
ンスに起因する破損は、製造上の欠陥で
はないため、保証の対象にはなりませ
ん。

タイヤはTriumph正規販売店に取り付け
てもらってください。その際、タイヤ空
気圧センサーがホイールに取り付けてあ
ることを販売店に伝えてください。

タイヤの交換

タイヤを交換するときは、必ずTriumph
正規販売店にタイヤを取り付けてもらっ
てください。また、タイヤ空気圧センサ
ーがホイールに取り付けてあることを販
売店に伝えてください。
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センサーのバッテリー

タイヤ空気圧センサーのバッテリー電
圧が低い場合、液晶ディスプレイには 
[LO bAt] と表示されます。TFTディスプ
レイには [BATTERY LOW FRONT/REAR 
TYRE] と表示されます。どちらの空気
圧センサーのバッテリー電圧が低いの
かは、TPMSマークかメッセージを見る
と分かります。バッテリーが完全に切
れている場合は、画面にダッシュ記号
が表示され、TPMS警告灯が赤く点灯
し、TPMSマークが点滅します。その場合
は、Triumph正規販売店でセンサーを交
換してもらい、新しいシリアルナンバー
を102 ページの記入欄に書いてもらって
ください。

イグニッションスイッチがONになってい
るときにTPMSマークが点滅し続ける場合
またはTPMS警告灯が点灯し続ける場合
は、TPMSシステムの異常です。Triumph
正規販売店で修理してもらってくださ
い。

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。

安全点検

日常点検

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」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。

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。

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（90 ページ）。

エンジンオイル: オイルゲージを見てオ
イルが適量か確認すること。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 
（127 ページ）。

ドライブチェーン：正しく調整されてい
ること（136 ページ）。

タイヤ／ホイール：空気圧が適正である
こと（冷間時）。トレッドの深さと摩耗
状態、タイヤとホイールの損傷、パンク
などを点検すること（160 ページ）。
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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
したりしている固定具がないかすべて点
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（149 ページ）。

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
はレバーやペダルの操作感が柔らかすぎ
る場合は、ブレーキレバーやブレーキペ
ダルを点検すること（139 ページ）。

フロントブレーキパッド：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（139 ページ）。

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が
両方のリザーバーとも上限マークと下限
マークとの間にあること（143 ページ）。

フロントフォーク：スムーズに動くこ
と。フォークシールから漏れがないこと
（148 ページ）。

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 
（77 ページ）。

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（134 ペー
ジ）。

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）（131 ペ
ージ）。

電装品：ホーンおよびライト類が正しく
機能すること（171 ページ）。

エンジンストップスイッチ：エンジンス
トップスイッチでエンジンが停止するこ
と（108 ページ）。

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（93 ペー 
ジ）。
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エンジンの止め方

P

OFF
ON

1
2

3

5

4

1.	 エンジンストップスイッチ 
（Street Triple Sの場合）

2. START（Street Triple Sの場合）
3.	 ニュートラル表示灯（計器盤）
4. OFF
5.	 イグニッションスイッチ

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、サイドスタンド
で駐車します。

ステアリングをロックします。

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。

エンジンのかけ方

P

OFF
ON

1
2

3

5

4

1.	 エンジンストップスイッチ 
（Street Triple Sの場合）

2. START（Street Triple Sの場合）
3.	 ニュートラル表示灯（計器盤）
4. ON
5.	 イグニッションスイッチ

エンジンストップスイッチがRUNになっ
ていることを確認します。

ギアをニュートラルにします。

クラッチレバーをいっぱいまで握りま
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、タコメーターの針が一旦ゼロか
らフルスケールまで振り切り、また
ゼロに戻ります（液晶ディスプレイ
の場合）。計器盤の各警告灯は一旦
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。TFTディスプレイの
場合は22 ページ、液晶ディスプレイ
の場合は59 ページを参照してくださ
い。）エンジンをかけるときに、タ
コメーターの針がゼロに戻るまで待
つ必要はありません（液晶ディスプ
レイの場合）。

•	 イグニッションキーには、エンジン
イモビライザーを解除するためのト
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。

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。

クラッチレバーをゆっくりと離します。

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。モーターサイクルは必ず、屋外
または換気の良い所で操作してくださ
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

エンジンをかけた後に、油圧低下警告灯
や警告メッセージが表示された場合は、
すぐにエンジンを止め、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。

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、クラッチの位置に関係なく
エンジンが停止します。
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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

1.	 ギアチェンジペダル

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:

•	 クイックシフター付きのモデルの場
合は111 ページを参照してください。

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。

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。

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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クイックシフター

Street Triple RS
このモデルには、レースで使用されてい
るクイックシフターが装着されているた
め、スロットルを絞ったりクラッチを操
作したりしなくても、瞬間的にエンジン
の点火をカットしてギアを入れることが
できます。

クイックシフターは、シフトアップする
ときだけ作動します。また、エンジン回
転数が2,500 rpmを超えていなければ作
動しません。その他のギアチェンジの場
合には、停止や発進をするときを含め、
クラッチを使用してください。

クラッチを操作した場合またはギアが6速
に入っているときに誤ってシフトアップ
しようとした場合には、クイックシフタ
ーは作動しません。ギアチェンジをスム
ーズに行うには、ペダルをしっかりと踏
んでください。

ブレーキの使い方

cjxh

1

1.	 フロントブレーキレバー

cjxz

1

1.	 リアブレーキペダル
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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、ギアを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。

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、制御不能となって事
故につながるおそれがあります（本書に
記載されているABSに関する警告を参照
してください）。

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。
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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。

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。

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を装着した車両の
方が制動距離が長くなることがありま
す。
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ABS警告灯

イグニッションスイッチをONにし 
たときに、ABS警告灯が点滅するのは正常 
な状態です。23 ページ（Street Triple R、 
Street Triple R - LRH（低車高）、 
Street Trip le RS）または 60ページ
（Street Triple S、Street Triple S 660cc）
を参照してください。ABS警告灯が点灯
したままの場合は、ABSが以下の理由で
無効になっています。

	 •	 ライダーがABSを解除したため。 
33 ページ（ Street Tr ip le R、 
Street Triple R - LRH（低車高）、 
Street Triple RS）を参照してくださ
い。

 • ABSに異常があり点検が必要なた
め。

走行中にABS警告灯が点灯した場合は
ABSの異常であり、点検が必要です。

注記:

•	 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。異常がある場合は、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。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。
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駐車のしかた

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。

ギアを1速に入れます。

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。特
に、オフロードで駐車するときは、安定
した平らな場所に駐車することが大切で
す。

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。

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。

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。
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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。

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。
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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。

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。
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アクセサリー、パッセンジャー、荷物

アクセサリーと荷物
アクセサリーを取り付けたり荷物を載せ
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、パッセ
ンジャーや荷物を載せたりした場合の危
険性について説明します。

警告

荷物を適切に載せないと、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。

警告 つづき

最大積載量は、絶対に以下の値を超えて
はいけません。

Street Triple S - 195 kg

Street Triple R - 195 kg

Street Triple S 660cc - 195 kg

Street Triple R - LRH（低車高）-  
170 kg

Street Triple RS - 195 kg

最大積載量とは、ライダーとパッセンジ
ャーの体重およびアクセサリーと荷物の
重量の合計です。

サスペンションの設定を調整できるモデ
ルの場合は、プリロードと減衰力の設定
を積載状態に合わせて前後とも調整して
ください（サスペンションの調整方法に
ついては該当ページを参照してくださ
い）。

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。
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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。

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、シートストラップ
またはライダーの胴か腰にしっかりつか
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

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。
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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

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

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、制御不能と
なり事故につながるおそれがあります。

警告

パッセンジャーシート等に小さな荷物
を載せて運ぶ場合は、荷物の総重量が
3 kgを超えないようにしてください。

荷物の重みによって走行に支障がでない
ようにしてください。荷物はしっかりと
固定し、車体の後部や横からはみ出さな
いようにしてください。

上記の重量を超えるような荷物を載せた
り、荷物をしっかりと固定していなかっ
たり、荷物が走行の邪魔になったり、車
の後部や横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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メンテナンス
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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。

不適切なメンテナンスや、メンテナン
スの怠りは、危険な走行状態に繋がる
可能性があるため、定期点検は必ず毎
回、Triumph正規販売店で受けてくださ
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、車両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。車両を使用
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。

定期点検表上のメンテナンスを正しく実
施するためには、専用工具および専門知
識や訓練が必要です。これらの知識と工
具は、Triumph正規販売店のみが有する
ものです。

不適切なメンテナンスや、メンテナン
スの怠りは、危険な走行状態に繋がる
可能性があるため、定期点検は必ず毎
回、Triumph正規販売店で受けてくださ
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正規販売店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10,000 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10,000 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10,000 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
規販売店にご相談ください。

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）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 一定の走行距離ごとの点検

点検間隔 800 
1ヶ月

年 10,000 & 
30,000

20,000 40,000

潤滑関係

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 - • • • • •

エンジンとオイルクーラーの漏れ点検 日常 • • • • •

燃料系統とエンジン制御関係

燃料システムの漏れ、摩耗等の点検 日常 • • • • •

スロットルボディプレート（バタフライ） 
の点検／清掃

- • • •

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（印刷してお客様に提出）

- • • • • •

ABSモジュレーターのDTC確認 - • • • • •

セカンダリーエアインジェクションシステムの点
検／清掃

- • •

エアクリーナーの交換 - • •

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

蒸発ロスホースの交換 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 日常 • • • • •

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点検／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の調整 初回20,000 km 点検時のみ

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 - • • • • •

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 • • • • •
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点検項目 オドメーターのkm表示）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 一定の走行距離ごとの点検

点検間隔 800 
1ヶ月

年 10,000 & 
30,000

20,000 40,000

電気系統

ライト類、計器類、電気系統の点検 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 • • • • •

フォークの漏れ／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リンケージの点検／注油 - • •

ブレーキ

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 日常 • • • • •

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

日常 • • • • •

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磨耗点検 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点検 日常 • • • • •

全般

固定具の締め具合を目視点検 日常 • • • • •

バンク角指示器の摩耗状態を目視点検 日常 • • • • •

サイドスタンドの動作点検 日常 • • • • •
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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

2
cdlq

5

4

1

3

1.	 フィラー
2.	 クランクケース内のオイルゲージの位置
3.	 オイルゲージ
4.	 上限マーク
5.	 下限マーク

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。モーターサイクルは必ず、屋外
または換気の良い所で操作してくださ
い。

注意

オイルが不足したままの状態でエンジン
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原因を
調べてください。

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、オイルが安定するまで
最低3分間待ちます。
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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、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、オイルゲ
ージがしっかりとねじ込んであるこ
とが必要です。

•	 クランクケースのオイルゲージの穴
からオイルを注入しないでくださ
い。

オイルゲージを抜きます。

オイル量はオイルゲージに付着したオイ
ルの位置で分かります。オイルゲージの
上限マークの位置にオイルが付いてい
れば、オイルがいっぱいまで入っていま
す。

オイルが下限マークよりも少ない場合
は、フィラープラグを取り外し、クラッ
チカバーにあるフィラープラグの穴から
オイルを少しずつ補給し、適正なオイル
量にします。

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

cjxt

1

2

1.	 オイルドレンプラグ
2.	 オイルフィルター

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。

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な物質が含まれて
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。

エンジンを十分に暖機します。エンジン
を止め、平らな場所で車両を真っ直ぐに
立てます。

エンジンの下にオイルドレンパンを置き
ます。
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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、保護メガネな
どを着用し、熱いオイルに触れないよう
にしてください。熱いオイルに触れる
と、やけどをするおそれがあります。

オイルドレンプラグを取り外します。

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。

新しい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し塗りま
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、ドレンプ
ラグに新しいシーリングワッシャーを取
り付けます。ドレンプラグを取り付け
25 Nmで締め付けます。

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。

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よりも上げ
ると、エンジンが損傷したり焼き付いた
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。

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。

油圧低下警告灯が消灯していること、計
器盤の画面に油圧低下のメッセージが表
示されていないことを確認します。

エンジンを止め、オイル量をもう一度点
検します。少なければ補給します。

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。
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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。

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°Cです。
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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。

cjxo

2

1

3

4

1.	 リザーブタンク
2.	 フィラーキャップ
3.	 上限マーク
4.	 下限マーク

平らな場所で車両を真っ直ぐに立てま
す。車両の左側から、燃料タンク前部の
下側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。
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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。エンジンが高
温のときは、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。

cjxo

2

1

3

4

1.	 リザーブタンク
2.	 フィラーキャップ
3.	 上限マーク
4.	 下限マーク

エンジンが冷えるまで待ちます。

リザーブタンクのキャップは、車両左側
から取り外すことができます。

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。

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。

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。

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。
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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。

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。
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クラッチ

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。

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。

12 - 3 mm

2

cggr

3

1.	 クラッチレバー
2.	 アジャスタースリーブ（ロックナットを

完全にゆるめた状態）
3.	 適切な2～3 mmの遊び

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。
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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3.5 Nmで締め付けます。

cjxg

2

1

1.	 アジャスターナット
2.	 クラッチアウターケーブル

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。高速走行
をした場合、凍結剤をまいた道路やほこ
りっぽい道路を走行した場合など、走行
条件が過酷なときは、点検や調整や注油
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正規販売店が提供
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。

「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

1

1.	 遊びの測定箇所

警告

作業を開始する前に、車両を固定し、適
切に支えてください。そうすることで、
作業者が負傷したりお車が損傷したりす
ることを防ぐことができます。

平らな場所に車両を置き、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。

ドライブチェーンの遊びは20～30 mmに
してください。
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ドライブチェーンの遊びの調整

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。

アジャスターを両方とも同じだけ動かし
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。

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

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。

ドライブ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。

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、
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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ドライブチェーンとスプロケットの
摩耗点検

2

1

1. 20リンク分を測定
2.	 おもり

チェーンガードを取り外します。

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リンク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319 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）

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。

チェーンガードを取り付け、固定具を
4 Nmで締め付けます。

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。
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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。

ブレーキ

フロントブレーキの摩耗点検

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。

1.	 キャリアプレート
2.	 ブレーキパッド

モデル キャリアプ

レートの厚

さ最小値

ライニング

の厚さ最

小値

ライニング

とキャリア

プレートを

合わせた厚

さ最小値

Street 
Triple S、 
Street 
Triple S 
660cc

4.0 mm 1.5 mm 5.5 mm

Street 
Triple R、 
Street 
Triple R - 
LRH 
（低車高）

4.0 mm 1.5 mm 5.5 mm

Street 
Triple RS

4.8 mm 1.0 mm 5.8 mm
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どれかひとつのブレーキパッドのライニ
ングが表内の最小値より薄い場合は、そ
のホイールのブレーキパッドをすべて交
換します。

警告

適切なメーカーの新品のブレーキパッド
を取り付ける場合は、キャリアプレート
の厚さが表内の最小値以上あるか確認し
てください。

キャリアプレートの厚さが表内の最小値
より薄いと、ブレーキパッドが摩耗によ
って薄くなるにつれてブレーキの故障を
引き起こすおそれがあります。

Triumphがこのモデル用に提供するブレ
ーキパッドは、キャリアプレートの厚さ
が表内の最小値以上あります。Triumph
正規販売店が提供するブレーキパッドを
その正規販売店で取り付けてもらうよう
にしてください。

1

2

chbe_1

1.	 キャリアプレート
2.	 ブレーキパッドライニング

リアブレーキの摩耗点検

どれかひとつのブレーキパッドのライニ
ングが表内の最小値より薄い場合は、そ
のホイールのブレーキパッドをすべて交
換します。

警告

適切なメーカーの新品のブレーキパッド
を取り付ける場合は、キャリアプレート
の厚さが表内の最小値以上あるか確認し
てください。

キャリアプレートの厚さが表内の最小値
より薄いと、ブレーキパッドが摩耗によ
って薄くなるにつれてブレーキの故障を
引き起こすおそれがあります。

モデル キャリアプ

レートの厚

さ最小値

ライニング

の厚さ最

小値

ライニング

とキャリア

プレートを

合わせた厚

さ最小値

各モデル

共通

3.0 mm 1.5 mm 4.5 mm
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Triumphが提供するブレーキパッドは、キ
ャリアプレートの厚さが表内の最小値以
上あります。Triumph正規販売店が提供す
るブレーキパッドをその正規販売店で取
り付けてもらうようにしてください。

2
1

1.	 キャリアプレート
2.	 ブレーキパッドライニング

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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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。

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、DOT 4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。
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フロントブレーキフルードの点検と
補給

Street Triple R、Street Triple R - 
LRH（低車高）、Street Triple RS

1

2

jajc_2 3

1.	 フロントブレーキフルードリザーバー
2.	 上限ライン
3.	 下限ライン

リザーバー内のブレーキフルード量は、
（リザーバーを水平にした状態で）上限
ラインと下限ラインとの間にあるように
してください。

ブレーキフルードを補給するときは、ネ
ジを取り外し、リザーバーのキャップと
ダイアフラムシールを取り外します。

密閉容器から新品のDOT 4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。

キャップのネジを0.7 Nmで締め付けま
す。

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。
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フロントブレーキフルードの点検と
補給

Street Triple S、Street Triple S 660cc

2

1

1.	 フロントブレーキフルードリザーバーの
上限ライン

2.	 下限ライン

リザーバー内のブレーキフルード量は、
（リザーバーを水平にした状態で）上限
ラインと下限ラインとの間にあるように
してください。

ブレーキフルードを補給するときは、ネ
ジを取り外し、リザーバーのキャップと
ダイアフラムシールを取り外します。

密閉容器から新品のDOT 4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。

キャップのネジを1 Nmで締め付けます。

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。
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リアブレーキフルードの点検と補給

chrk

1

2

1.	 リアブレーキフルードリザーバー
2.	 上限ライン
3.	 下限ライン

車体の右側からサイレンサーの前方を見
ると、ライダーシートの下にリザーバー
があります。

リザーバー内のフルードの量を点検して
ください。リザーバー内のフルードの液
面が（リザーバーを水平にした状態で）
上限ラインと下限ラインとの間にあれば
適切な量です。

フルードを補給するときは、リザーバー
キャップを取り外し、ダイアフラムシー
ルを取り外します。

密閉容器に入っている新品のDOT 4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。

ダイアフラムシールを元通り取り付け、
リザーバーキャップをはめます。

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。

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。

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

サスペンションとステアリン
グの点検

ステアリングのベアリング／ホイー
ルベアリング

警告

点検中に車両が倒れてけがをすることの
ないように、車両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。
車両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。

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。
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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。

ckaf

ホイールベアリングの点検

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。

Street Triple Sの場合

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：

	 •	 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。

ステアリングの点検

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。

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。

ステアリング（ステアリングヘッ
ド）のベアリングの遊びの点検

ステアリングの遊びの点検

点検

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
アウターチューブ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。

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。

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。
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サスペンションの調整

フロントサスペンションの設定

警告

フロントとリアのサスペンションのバラ
ンスを適切な状態に保ってください。サ
スペンションのバランスが悪いとハン
ドリング特性が著しく変化し、制御不
能となって事故につながるおそれがあ
ります。詳細は設定一覧表を参照する
か、Triumph正規販売店にご相談くださ
い。

サスペンションをノーマル設定にする
と、1人乗りで走行するときに快適な乗り
心地と優れたハンドリング特性が得られ
ます。ここで紹介する表の値を目安とし
てフロントサスペンションを設定してく
ださい。

注記:

•	 このお車は、該当するサスペンショ
ン設定一覧表の1人乗りのロードに設
定して出荷されています。

フロントサスペンション設定一覧表

Street Triple RS

フロント

積載状態 スプリ

ング 

プリロ

ード1 

伸側減衰

力2

圧側減衰

力2

1人乗り トラック 3.5 2 1

スポーツ 3.5 2 2

ロード 3.5 4 5

コンフォ

ート

3.5 5.5 7

2人乗り 3.5 4 5

1 アジャスターを反時計回りに回しきった位置から

時計回りに回した回数。

2 アジャスターを時計回りに回しきった位置から

反時計回りに回した数。

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。サスペンションの調整
方法については、該当ページを参照
してください。
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フロントサスペンションプリロード
の調整

Street Triple RS

ciys

1

1.	 フロントサスペンションプリロードアジ
ャスター（右側）

プリロードアジャスターは左右ともフロ
ントフォークの下部にあります。

プリロードを変更するときは、パッセン
ジャーシートに取り付けてある六角レン
チを使います。アジャスターを時計回り
に回すとプリロードが増加し、反時計回
りに回すと減少します。

反時計回りに回しきった位置から時計回
りに回した数を必ず数えてください。

注記:

•	 このお車のプリロードアジャスター
は、該当するサスペンション設定一
覧表のロードに設定して出荷されて
います150 ページ。

フロントサスペンションの伸側減衰
力と圧側減衰力の調整

Street Triple RS

cjyf 1

2

1.	 圧側減衰力アジャスター
2.	 伸側減衰力アジャスター

伸側減衰力アジャスターと圧側減衰力ア
ジャスターは、各フォークの最上部にあ
ります。

TEN側（伸び側）のアジャスターを時計
回りに回すと伸側減衰力が増加し、反時
計回りに回すと減少します。

COM側（圧側）のアジャスターを時計回
りに回すと圧側減衰力が増加し、反時計
回りに回すと減少します。

時計回りに回しきった位置からアジャス
ターを回した回数を数えてください。

注記:

•	 このお車の伸側減衰力アジャスター
と圧側減衰力アジャスターは、該当
するサスペンション設定一覧表のロ
ードに設定して出荷されています。 
150 ページを参照してください。
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フロントサスペンション設定一覧表

Street Triple R

フロント

積載状態 スプリ

ング 

プリロ

ード1 

伸側減衰

力2

圧側減衰

力2

1人乗り トラック 5 1 1.5

スポーツ 5 1 2

ロード 5 2.5 5

コンフォ

ート

5 5.5 7

2人乗り 5 2.5 5

1 アジャスターを反時計回りに回しきった位置から

時計回りに回した回数。

2 アジャスターを時計回りに回しきった位置から

反時計回りに回した数。

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。サスペンションの調整
方法については、該当ページを参照
してください。

フロントサスペンション設定一覧表

Street Triple R - LRH（低車高）

フロント

積載状態 スプリ

ング 

プリロ

ード1 

伸側減衰

力2

圧側減衰

力2

1人乗り トラック 5 1 1

スポーツ 5 2 2

ロード 5 2.5 5

コンフォ

ート

5 5.5 7

2人乗り 5 2.5 5

1 アジャスターを反時計回りに回しきった位置から

時計回りに回した回数。

2 アジャスターを時計回りに回しきった位置から

反時計回りに回した数。

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。サスペンションの調整
方法については、該当ページを参照
してください。
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フロントサスペンションプリロード
の調整

Street Triple R、Street Triple R - 
LRH（低車高）

cjyc

1

1.	 アジャスタースクリュー

アジャスタースクリューを時計回りに回
すとプリロードが増加し、反時計回りに
回すと減少します。

反時計回りに回しきった位置から時計回
りに回した数を必ず数えてください。

注記:

•	 このお車のプリロードアジャスター
は、該当するサスペンション設定一
覧表のロードに設定して出荷されて
います。152 ページ（Street Triple R） 
または152 ページ（Street Triple R - 
LRH（低車高））を参照してくださ
い。

フロントサスペンションの伸側減衰
力と圧側減衰力の調整

Street Triple R、Street Triple R - 
LRH（低車高）

1.	 圧側減衰力アジャスター（COM）
2.	 伸側減衰力アジャスター（TEN）

伸側減衰力アジャスターと圧側減衰力ア
ジャスターは、右側フォークの最上部に
あります。

TEN側（伸び側）のアジャスターを時計
回りに回すと伸側減衰力が増加し、反時
計回りに回すと減少します。

COM側（圧側）のアジャスターを時計回
りに回すと圧側減衰力が増加し、反時計
回りに回すと減少します。

時計回りに回しきった位置からアジャス
ターを回した回数を数えてください。

注記:

•	 このお車の伸側減衰力アジャスター
と圧側減衰力アジャスターは、該当
するサスペンション設定一覧表の
ロードに設定して出荷されていま
す。152 ページ（Street Triple R）ま
たは152 ページ（Street Triple R - LRH
（低車高））を参照してください。
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リアサスペンションの設定

警告

サスペンションは前後のバランスが崩れ
ないように調整してください。サスペン
ションのバランスが悪いとハンドリング
特性が著しく変化し、制御不能となって
事故につながるおそれがあります。詳細
はフロントとリアのサスペンション設定
一覧表を参照していただくか、正規販売
店にお問い合わせください。

サスペンションをノーマルの設定にする
と、1人乗りで走行するときに快適な乗り
心地と優れたハンドリング特性が得られ
ます。ここで紹介する表の値を目安とし
てリアサスペンションを設定してくださ
い。

注記:

•	 このお車は、該当するサスペンショ
ン設定一覧表の1人乗りのロードに設
定して出荷されています。

リアサスペンション設定一覧表

Street Triple RS

警告

ライダーがリアサスペンションユニット
のプリロードを調整することはできませ
ん。

プリロードを調整しようとすると、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。

リア

積載状態 伸側減衰力1 圧側減衰力1

1人乗り トラック 8 7

スポーツ 10 10

ロード 14 20

コンフォ

ート

20 20

2人乗り 9 9

1 時計回りに回しきった位置から反時計回りに回し

てカチッと音がした回数。最初に止まった位置 

（カチッと音がした位置）を1とする。

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。サスペンションの調整
方法については、該当ページを参照
してください。
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リアサスペンションの伸側減衰力の
調整

Street Triple RS
伸側減衰力アジャスターは車両の左側、
リアサスペンションユニットの最下端に
あります。

アジャスタースクリューを時計回りに回
すと伸側減衰力が増加し、反時計方向に
回すと減少します。

cjyd

1

1.	 アジャスタースクリュー

注記:

•	 このお車の伸側減衰力アジャスター
と圧側減衰力アジャスターは、該当
するサスペンション設定一覧表のロ
ードに設定して出荷されています。 
154	ページを参照してください。

リアサスペンションの圧側減衰力の
調整

Street Triple RS
圧側減衰力アジャスターは、リアサスペ
ンションユニットのリザーバーの隣りに
あります。

アジャスタースクリューを時計回りに回
すと圧側減衰力が増加し、反時計回りに
回すと減少します。

cjyp

1

1.	 アジャスタースクリュー

注記:

•	 このお車の伸側減衰力アジャスター
と圧側減衰力アジャスターは、該当
するサスペンション設定一覧表のロ
ードに設定して出荷されています。 
154	ページを参照してください。
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リアサスペンション設定一覧表

Street Triple R

警告

ライダーがリアサスペンションユニット
のプリロードを調整することはできませ
ん。

プリロードを調整しようとすると、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。

リア

積載状態 伸側減衰力1 圧側減衰力1

1人乗り トラック 1.25 1.5

スポーツ 1.5 2

ロード 2.5 2

コンフォ

ート

3 2.75

2人乗り 1.5 1.5

1 アジャスターを時計回りに回しきった位置から反

時計回りに回した数。

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。サスペンションの調整
方法については、該当ページを参照
してください。

リアサスペンションの伸側減衰力の
調整

Street Triple R
伸側減衰力アジャスターは車両の左側、
リアサスペンションユニットの最下端に
あります。

溝付きアジャスターを時計回りに回すと
伸側減衰力が増加し、反時計方向に回す
と減少します。

cjye

1

1.	 溝付きアジャスター

注記:

•	 このお車の伸側減衰力アジャスター
と圧側減衰力アジャスターは、該当
するサスペンション設定一覧表のロ
ードに設定して出荷されています。 
156	ページを参照してください。
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リアサスペンションの圧側減衰力の
調整

Street Triple R
圧側減衰力アジャスターは、リアサスペ
ンションユニットのリザーバーの隣りに
あります。

溝付きアジャスターを時計回りに回すと
圧側減衰力が増加し、反時計回りに回す
と減少します。

cjxu

1

1.	 溝付きアジャスター

注記:

•	 このお車の伸側減衰力アジャスター
と圧側減衰力アジャスターは、該当
するサスペンション設定一覧表のロ
ードに設定して出荷されています。 
156 ページを参照してください。

リアサスペンション設定一覧表

Street Triple R - LRH（低車高）

リア

積載状態 スプリング 

プリロード

圧側減衰力1

1人乗り トラック 最小値 0.25

スポーツ 最小値 0.75

ロード 最小値 2

コンフォ

ート

最小値 2.75

2人乗り 最大値 0.25

1 アジャスターを時計回りに回しきった位置から反

時計回りに回した数。

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。サスペンションの調整
方法については、該当ページを参照
してください。
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リアサスペンションのプリロードの
調整

Street Triple R - LRH（低車高）

リアサスペンションのプリロードを調整
するときは、ツールキットに入っている
調整ツールをアジャスターリングの溝に
当てます。アジャスターリングを時計方
向に回すとプリロードが増加し、反時計
方向に回すと減少します。このお車のプ
リロードアジャスターは、該当するサス
ペンション設定一覧表のロードに設定し
て出荷されています。

3

1

2

1.	 ペグ
2. 1の位置（最小値）
3.	 調整ツール

アジャスターの設定値は、アジャスター
を時計方向にいっぱいまで回した位置を1
として、そこから数えます。1に設定する
と、プリロードが最小になります。

注記:

•	 このお車のプリロードと圧側減衰力
アジャスターは、該当するサスペン
ション設定一覧表のロードに設定し
て出荷されています。157 ページを
参照してください。

リアサスペンションの圧側減衰力の
調整

Street Triple R - LRH（低車高）

リアサスペンションの圧側減衰力を調整
できます。

圧側減衰力アジャスターは、リアサスペ
ンションユニットのリザーバーの隣りに
あります。

溝付きアジャスターを時計回りに回すと
圧側減衰力が増加し、反時計回りに回す
と減少します。

1

1.	 溝付きアジャスター

注記:

•	 このお車のプリロードと圧側減衰力
アジャスターは、該当するサスペン
ション設定一覧表のロードに設定し
て出荷されています。157	ページを
参照してください。
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リアサスペンション設定一覧表

Street Triple S、Street Triple S 660cc

リア

積載状態 プリロード

1人乗り 最小値

2人乗り 最大値

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。サスペンションの調整
方法については、該当ページを参照
してください。

リアサスペンションのプリロードの
調整

Street Triple S、Street Triple S 660cc
リアサスペンションのプリロードを調整
できます。

プリロードを調整するときは、ツールキ
ットに入っている調整ツールをアジャス
ターリングの溝に当てます。アジャスタ
ーリングを時計方向に回すとプリロード
が増加し、反時計方向に回すと減少しま
す。このお車のプリロードアジャスター
は、該当するサスペンション設定一覧表
の1人乗りに設定して出荷されています。

cjxi

3

1

2

1.	 ペグ
2. 1の位置（最小値）
3.	 調整ツール

アジャスターの設定値は、アジャスター
を時計方向にいっぱいまで回した位置を1
として、そこから数えます。1に設定する
と、プリロードが最小になります。

注記:

•	 このお車のプリロードアジャスター
は、該当するサスペンション設定一
覧表にある通り最小値に設定して出
荷されています。159 ページを参照
してください。
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バンク角指示器

警告

バンク角指示器が以下に述べる摩耗限度
を超えていると、バンク角が深くなりす
ぎる危険性があります。

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以下の値
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。

モデル バンク角指示器
の残りの長さ

Street Triple S、 
Street Triple S 660cc、 
Street Triple R - LRH 
（低車高）

15 mm

Street Triple R、 
Street Triple RS

5 mm

2

1

1.	 バンク角指示器
2.	 残りの長さ

タイヤ

タイヤ

このモデルにはチューブレスタイヤ、チ
ューブレス用のバルブとホイールリムが
装着されています。「TUBELESS」（チ
ューブレス）のマークのあるタイヤおよ
びチューブレスタイプのタイヤバルブを
「SUITABLE FOR TUBELESS TYRES」（チ
ューブレスタイヤ用）のマークがあるリ
ムに取り付けてください。

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。
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タイヤマークの例－チューブレスタイ
ヤ

chrt

ホイールマークの例－チューブレスタ
イヤ

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。

タイヤ空気圧モニタリングシステム
（装着車のみ）

計器盤に表示されるタイヤ空気圧は、タ
イヤ空気圧表示を選択した時点の空気圧
です。走行中にタイヤが温められるとタ
イヤ内の空気が膨張して空気圧が上がる
ため、表示された空気圧がタイヤ冷間時
に設定した空気圧と異なる場合がありま
す。Triumph社では、タイヤ内の空気の
膨張を考慮して冷間時のタイヤ空気圧を
指定しています。

必ず正確なタイヤ空気圧ゲージを使い、
タイヤ冷間時に空気圧を測定してくださ
い。画面に表示されたタイヤ空気圧を見
て調整してはいけません。
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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、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。

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正規ディーラー
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

警告

サーキット以外の場所では、法定速度を
超えるスピードでこのTriumphモーター
サイクルを運転してはなりません。

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、このモーターサイクルのあらゆる状
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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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
定したタイヤを正しい組み合わせで使用
しなければなりません。認定されていな
いタイヤを使ったり、認定タイヤを間違
った組み合わせで使ったりすると、車両
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。

各モデルの認定タイヤ一覧表は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

パンクしたタイヤは交換してください。
パンクしたタイヤを交換しなかったり、
パンクを修理したタイヤで走行したりす
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

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上で
使用したタイヤ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上で
使用したタイヤは必ず交換してくださ
い。損傷したタイヤをそのまま使用する
と、安定性が損なわれ、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

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
イールやタイヤが損傷することがあり、
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

タイヤ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
正規販売店が認定タイヤの中から正しい
組み合わせでタイヤを選択し、タイヤメ
ーカーの指示にしたがってお取り付けし
ます。

タイヤを交換したあとは、タイヤがリム
に固定されるまで時間がかかります（約
24時間）。タイヤがリムに固定されるま
では慎重に走行してください。タイヤが
きちんと固定されないと、車両が不安定
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。

タイヤ交換直後のハンドリングは、摩耗
したタイヤのハンドリングとは異なりま
す。ライダーが新しいハンドリング特性
に慣れるためには、十分な走行距離（約
160 km）が必要です。

新しいタイヤを取り付けてから24時間後
にタイヤ空気圧の点検・調整を行い、タ
イヤ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。

タイヤがきちんと固定されていなかった
り、タイヤ空気圧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、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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タイヤ空気圧モニタリングシステム
（TPMS装着車のみ）

注意

タイヤ空気圧センサーの取付位置を示す
ラベルがホイールリムに貼ってありま
す。タイヤを交換するときは、タイヤ空
気圧センサーを傷つけないように注意し
てください。タイヤはTriumph正規販売
店に取り付けてもらってください。その
際、タイヤ空気圧センサーがホイールに
取り付けてあることを販売店に伝えてく
ださい。

注意

パンク防止剤またはTPMSセンサーのオ
リフィスへのエアフローを妨げるような
製品は使用しないでください。走行中に
TPMSセンサーのオリフィスが詰まると
センサーが動作しなくなり、TPMSセン
サーアッセンブリーが損傷して使用でき
なくなります。パンク防止剤の使用や不
適切なメンテナンスに起因する破損は、
製造上の欠陥ではないため、保証の対象
にはなりません。タイヤはTriumph正規
販売店に取り付けてもらってください。
その際、タイヤ空気圧センサーがホイー
ルに取り付けてあることを販売店に伝え
てください。

電装システム

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。
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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。

バッテリーの取り外し

cjws

1

4 2

3

1.	 バッテリー
2.	 プラスターミナル（赤）
3.	 マイナスターミナル（黒）
4.	 バッテリーストラップ

パッセンジャーシートとライダーシート
を取り外します（94 ページ参照）。

バッテリーストラップを取り外します。

バッテリーのマイナス側（黒）から先に
コードを外します。

バッテリーハウジングからバッテリーを
取り出します。

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。
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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。

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。
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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。
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バッテリーの取り付け

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。

バッテリーをバッテリーハウジングに入
れます。

cjws

1

4 2

3

1.	 バッテリー
2.	 プラスターミナル（赤）
3.	 マイナスターミナル（黒）
4.	 バッテリーストラップ

バッテリーのプラス側（赤）から先にコ
ードを接続します。バッテリーターミナ
ルを4.5 Nmで締め付けます。

腐食を防ぐため、各バッテリーターミナ
ルにグリースを薄く塗布します。

プラスターミナルに保護キャップをかぶ
せます。

バッテリーストラップを取り付けます。

ライダーシートとパッセンジャーシート
を取り付けます。

ヒューズボックス

cjwu

2

1

1.	 ヒューズボックス
2.	 メインヒューズ（30A）

ヒューズボックスはライダーシートの下
にあります。

ヒューズボックスにアクセスするとき
は、ライダーシートを取り外します。 
94 ページを参照してください。

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、車両
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。
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ヒューズの見分け方

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、ここに記載の表を参考にしてど
のヒューズが切れたかを突き止めてくだ
さい。

表の中のヒューズNo.は、下のイラストの
ヒューズボックスカバーの番号と同じで
す。スペアヒューズはメインヒューズに
対して直角に置かれています。スペアヒ
ューズを使った場合は新しいスぺアヒュ
ーズを取り付けてください。

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、車両が損傷し、制御不能
となって事故につながるおそれがありま
す。

10A

5A

20A10A
10A

10A

25A15A

20A

citn_HD_TFT

9

1 2 3 4 5 6

78

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 アクセサリーソケット 10

2 燃料ポンプ 10

3 グリップヒーター 5

4 イグニッションスイッチ、ス

ターター回路

15

5 補助ライト、計器盤 10

6 冷却ファン 10

7 ABS 25

8 エンジン制御システム 20

9 ヘッドライトのロービームと

ハイビーム

20
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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。

対向車の運転者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。
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ヘッドライトの調整

光軸を上下方向に調整するときは、左右
のヘッドライトを同時に調整することし
かできません。左右別々の調整はできま
せん。

L0037

1
2

3

1.	 ボルト
2.	 フロントサブフレームの位置合わせ印
3.	 ヘッドライトブラケット

ヘッドライトのロービームを点灯しま
す。

ヘッドライトブラケットをフロントサブ
フレームに固定しているボルト2個をゆる
め、ヘッドライトをある程度動かせるよ
うにします。

ヘッドライトブラケットに付いている印
とフロントサブフレームに付いている印
の位置を確認しながらヘッドライトを動
かし、光軸の位置を調整します。フロン
トサブフレームに付いている印は1目盛り
が1度の角度です。

ヘッドライトブラケットを前方に動かす
と、ヘッドライトが上向きになります。
ヘッドライトブラケットを後方に動かす
と、ヘッドライトが下向きになります。

ヘッドライトブラケットのボルトを7 Nm
で締め付けます。

ヘッドライトの光軸が適切に設定できた
かもう一度確認します。

光軸を設定したら、ヘッドライトのスイ
ッチを切ります。

ヘッドライトバルブの交換

ヘッドライトバルブは以下の手順で交換
できます。

警告

ライト点灯中はバルブが熱くなります。
必ず、バルブが十分冷えてから取り扱っ
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
いてから使用してください。

警告

取り付け作業が完了する前にバッテリー
を接続してはいけません。取り付けが完
了する前にバッテリーを接続すると、バ
ッテリーから発生したガスに引火し、け
がをする危険があります。

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、Triumph
正規販売店にご依頼ください。

ライダーシートを取り外します。

バッテリーのマイナス側（黒）から先に
コードを外します。
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位置決めペグの向きを確認します。ヘッ
ドライトアッセンブリーの後部にあるヘ
ッドライトバルブカバーを回し、ガスケ
ットと一緒に取り外します。

L0038

1

2

1.	 ヘッドライトアッセンブリー
2.	 ヘッドライトバルブカバー

ヘッドライトバルブからマルチピンコネ
クターを外します。

L0039

1

2

3

1.	 ヘッドライトアッセンブリー
2.	 ヘッドライトバルブ
3.	 マルチピンコネクター

ワイヤーリテーナーをクリップから外し
ます（ネジは取り外しません）。ヘッド
ライトバルブをライトユニットから取り
外します。

cgfn_2

2

1

3

1.	 ワイヤーリテーナー
2.	 ネジ
3.	 ヘッドライトバルブ

バルブを取り付けるときは、取り外した
ときと逆の手順になります。バルブの位
置決めペグをヘッドライトアッセンブリ
ーの溝に合わせてください。

バッテリーのプラス側（赤）から先にコ
ードを接続します。バッテリーターミナ
ルを4.5 Nmで締め付けます。

デイタイムランニングライト
（DRL）とLEDポジションライト

このモデルにはデイタイムランニング
ライト（DRL）かLEDポジションライト
のどちらかが装着されています。DRLま
たはLEDポジションライトはヘッドライ
トアッセンブリーの中にあります。メ
ンテナンス不要の密閉式LEDユニットで
す。DRLまたはLEDポジションライトが
故障したときは、ヘッドライトユニット
を交換してください。
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方向指示器のバルブの交換

バルブ装着モデル

1.	 レンズ
2.	 方向指示器レンズのネジ

方向指示器のレンズは、方向指示器の本
体に付いているネジで固定してありま
す。

バルブを交換するときは、そのネジを外
してレンズを取り外します。

注意

レンズを取り付けるときは、方向指示器
の本体に位置決め突起をきちんと合わせ
てください。

バルブを交換し、レンズを取り付け、ネ
ジを1 Nmで締め付けます。

LED装着モデル

LED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。方向指示器が故
障したときは、方向指示器を丸ごと交換
してください。

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。

ライセンスプレートライト

バルブの交換

ネジを取り外し、ライセンスプレートラ
イトのレンズを取り外します。

chrs_1

3

2

1

1.	 ネジ
2.	 レンズ
3.	 バルブ

バルブを交換し、レンズを取り付け、ネ
ジを1 Nmで締め付けます。
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洗車と保管
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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
をつけ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。
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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。

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。
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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。

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。
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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。



洗車と保管

182

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 cc）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（128 ページ参照）。

タイヤ空気圧を点検し、適宜調整します
（184 ページ参照）。

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、フロン
トホイールとリアホイールの下に板を置
いて、タイヤを湿気から保護してくださ
い。）
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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。

ドライブチェーンを点検し、適宜調整し
ます（135 ページ参照）。

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）
（130 ページ参照）。

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（168 ページ参照）。

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（169 ページ参照）。

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（128 ページ
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。

スターターモーターでエンジンを数回ク
ランクします。

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
（184 ページ参照）。

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

Street Triple S、Street Triple R - LRH（低車高）

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 Street Triple S Street Triple R - LRH 
（低車高）

ペイロード 195 kg 170 kg

エンジン

タイプ 直列3気筒 直列3気筒

排気量 765 cc 765 cc

ボアxストローク 79.994 x 53.58 mm 79.994 x 53.38 mm

圧縮比 12.66:1 12.66:1

シリンダー番号 左から右へ 左から右へ

シリンダー順序 左側が1 左側が1

点火順序 1-2-3 1-2-3

潤滑方式

潤滑関係
圧力潤滑 
（ウェットサンプ方式）

圧力潤滑 
（ウェットサンプ方式）

エンジンオイル容量

ドライフィル 3.48 L 3.48 L

フィルター交換時 3.08 L 3.08 L

オイルのみ交換時 2.88 L 2.88 L

冷却関係

クーラント種類
Triumph HD4X 
Hybrid OAT クーラント

Triumph HD4X 
Hybrid OAT クーラント

水と不凍液の割合
50対50 
（Triumphで調合済み）

50対50 
（Triumphで調合済み）

クーラント容量 2.13 L 2.13 L

サーモスタット開温度 
（公称）

71°C 71°C
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燃料システム Street Triple S Street Triple R - LRH 
（低車高）

タイプ 電子燃料噴射式 電子燃料噴射式

インジェクター ソレノイド式 ソレノイド式

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

燃料

タイプ 無鉛 91 RON 無鉛 91 RON

燃料タンク容量 
（車両直立時）

17.4 L 17.4 L

イグニッション

点火装置 デジタル誘導式 デジタル誘導式

電子式レブリミッター 12,650 r/min 12,650 r/min

スパークプラグ NGK CR9EIA9 NGK CR9EIA9

スパークプラグギャップ 0.9 mm 0.9 mm

ギャップ公差 +0.00/-0.1 mm +0.00/-0.1 mm

トランスミッション Street Triple S Street Triple R - LRH 
（低車高）

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

RK XW、118リンク RK XW、118リンク

プライマリドライブ比 1.85:1 (85/46) 1.85:1 (85/46)

ギア比：

ファイナルドライブ比 2.88:1 (46/16) 2.88:1 (46/16)

1速 2.62:1 (34/13) 2.62:1 (34/13)

2速 1.95:1 (37/19) 1.95:1 (37/19)

3速 1.57:1 (36/23) 1.57:1 (36/23)

4速 1.35:1 (27/20) 1.35:1 (27/20)

5速 1.24:1 (26/21) 1.24:1 (26/21)

6速 1.14:1 (25/22) 1.14:1 (25/22)
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タイヤ Street Triple S Street Triple R - LRH 
（低車高）

Triumph推奨タイヤサイズ：

フロントサイズ 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W

リアサイズ 180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W

タイヤ空気圧（冷間時）：

フロント 2.34 bar 2.34 bar

リア 2.90 bar 2.90 bar

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、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。制御不能となって事故につながるおそれがあります。

認定タイヤ 
各モデルの認定タイヤ一覧表はTriumph正規販売店またはwww.triumph.co.ukでご覧く
ださい。

電装品 Street Triple S Street Triple R - LRH 
（低車高）

バッテリー種類 YTX-9BS YTX-9BS

バッテリー定格 12 V、8 Ah 12 V、8 Ah

オルタネーター 14 V、34 A @ 5,000 rpm 14 V、34 A @ 5,000 rpm

フロントポジションライト LED LED

ヘッドライト
2 x 12 V、55/60 W、 
H4ハロゲン、タイプ2

2 x 12 V、55/60 W、 
H4ハロゲン、タイプ2

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 12 V、5 W 12 V、5 W

方向指示器 12 V、10 W 12 V、10 W

LED方向指示器装着車 - LED
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フレーム Street Triple S Street Triple R - LRH 
（低車高）

キャスター角 24.7° 24.9°

トレール 104.2 mm 105.6 mm

締付トルク 各モデル共通

オイルフィルター 10 Nm

オイルドレンプラグ 25 Nm

スパークプラグ 12 Nm

リアホイールスピンドル 110 Nm

チェーンアジャスターロッ
クナット

20 Nm

オイル等

ベアリングとピボット NLGI 2号のグリース

ブレーキフルード DOT 4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。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

Street Triple S 660cc

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 Street Triple S 660cc 

ペイロード 195 kg 

エンジン Street Triple S 660cc 

タイプ 直列3気筒

排気量 660cc

ボアxストローク 75 x 48.48 mm

圧縮比 12.47:1

シリンダー番号 左から右へ

シリンダー順序 左側が1

点火順序 1-2-3

潤滑方式 Street Triple S 660cc 

潤滑関係
圧力潤滑 
（ウェットサンプ方式）

エンジンオイル容量

ドライフィル 3.48 L

フィルター交換時 3.08 L

オイルのみ交換時 2.88 L

冷却関係

クーラント種類
Triumph HD4X  
Hybrid OAT クーラント

水と不凍液の割合
50対50（Triumphで調合
済み）

クーラント容量 2.13 L

サーモスタット開温度 
（公称）

71°C
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燃料システム Street Triple S 660cc 

タイプ 電子燃料噴射式

インジェクター ソレノイド式

燃料ポンプ 電動サブマージ式

燃圧（公称） 3.5 bar

燃料

タイプ 無鉛 91 RON

燃料タンク容量 
（車両直立時）

17.4 L

イグニッション

点火装置 デジタル誘導式

電子式レブリミッター 12,650 r/min

スパークプラグ NGK CR9EIA9

スパークプラグギャップ 0.9 mm

ギャップ公差 +0.00/-0.1 mm

トランスミッション Street Triple S 660cc 

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

RK XW、118リンク

プライマリドライブ比 1.85:1 (85/46)

ギア比：

ファイナルドライブ比 2.88:1 (46/16)

1速 2.62:1 (34/13)

2速 1.95:1 (37/19)

3速 1.57:1 (36/23)

4速 1.35:1 (27/20)

5速 1.24:1 (26/21)

6速 1.14:1 (25/22)
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タイヤ Street Triple S 660cc 

Triumph推奨タイヤサイズ：

フロントサイズ 120/70ZR17 58W

リアサイズ 180/55ZR17 73W

タイヤ空気圧（冷間時）：

フロント 2.34 bar

リア 2.90 bar

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、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。制御不能となって事故につながるおそれがあります。

認定タイヤ 
各モデルの認定タイヤ一覧表はTriumph正規販売店またはwww.triumph.co.ukでご覧く
ださい。

電装品 Street Triple S 660cc 

バッテリー種類 YTX-9BS

バッテリー定格 12 V、8 Ah

オルタネーター 14 V、34 A @ 5,000 rpm

ヘッドライト
2 x 12 V、55/60 W、 
H4ハロゲン、タイプ2

フロントポジションライト LED

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 12 V、5 W

方向指示器 12 V、10 W
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フレーム Street Triple S 660cc 

キャスター角 24.7°

トレール 104.2 mm

締付トルク Street Triple 660cc 

オイルフィルター 10 Nm

オイルドレンプラグ 25 Nm

スパークプラグ 12 Nm

リアホイールスピンドル 110 Nm

チェーンアジャスターロッ
クナット

20 Nm

オイル等

ベアリングとピボット NLGI 2号のグリース

ブレーキフルード DOT 4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。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

Street Triple R、Street Triple RS

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 Street Triple R Street Triple RS

ペイロード 170 kg 170 kg

エンジン Street Triple R Street Triple RS

タイプ 直列3気筒 直列3気筒

排気量 765 cc 765 cc

ボアxストローク 79.994 x 53.58 mm 79.994 x 53.38 mm

圧縮比 12.665:1 12.665:1

シリンダー番号 左から右へ 左から右へ

シリンダー順序 左側が1 左側が1

点火順序 1-2-3 1-2-3

潤滑方式 Street Triple R Street Triple RS

潤滑関係
圧力潤滑 
（ウェットサンプ方式）

圧力潤滑 
（ウェットサンプ方式）

エンジンオイル容量

ドライフィル 3.48 L 3.48 L

フィルター交換時 3.08 L 3.08 L

オイルのみ交換時 2.88 L 2.88 L

冷却関係

クーラント種類
Triumph HD4X  
Hybrid OAT クーラント

Triumph HD4X  
Hybrid OAT クーラント

水と不凍液の割合
50対50 
（Triumphで調合済み）

50対50 
（Triumphで調合済み）

クーラント容量 2.13 L 2.13 L

サーモスタット開温度 
（公称）

71°C 71°C
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燃料システム Street Triple R Street Triple RS

タイプ 電子燃料噴射式 電子燃料噴射式

インジェクター ソレノイド式 ソレノイド式

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

燃料

タイプ 無鉛 91 RON 無鉛 91 RON

燃料タンク容量 
（車両直立時）

17.4 L 17.4 L

イグニッション

点火装置 デジタル誘導式 デジタル誘導式

電子式レブリミッター 12,650 r/min 12,650 r/min

スパークプラグ NGK CR9EIA9 NGK CR9EIA9

スパークプラグギャップ 0.9 mm 0.9 mm

ギャップ公差 +0.00/-0.1 mm +0.00/-0.1 mm

トランスミッション Street Triple R Street Triple RS

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

RK XW、118リンク RK XW、118リンク

プライマリドライブ比 1.85:1 (85/46) 1.85:1 (85/46)

ギア比：

ファイナルドライブ比 2.88:1 (46/16) 2.88:1 (46/16)

1速 2.62:1 (34/13) 2.62:1 (34/13)

2速 1.95:1 (37/19) 1.95:1 (37/19)

3速 1.57:1 (36/23) 1.57:1 (36/23)

4速 1.35:1 (27/20) 1.35:1 (27/20)

5速 1.24:1 (26/21) 1.24:1 (26/21)

6速 1.14:1 (25/22) 1.14:1 (25/22)
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タイヤ Street Triple R Street Triple RS

Triumph推奨タイヤサイズ：

フロントサイズ 120/70 ZR17 M/C (58W) 120/70 ZR17 M/C (58W)

リアサイズ 180/55 ZR17M/C (73W) 180/55 ZR17M/C (73W)

タイヤ空気圧（冷間時）：

フロント 2.35 bar 2.35 bar

リア 2.9 bar 2.9 bar

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、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。制御不能となって事故につながるおそれがあります。

認定タイヤ 
各モデルの認定タイヤ一覧表はTriumph正規販売店またはwww.triumph.co.ukでご覧く
ださい。

電装品 Street Triple R Street Triple RS

バッテリー種類 YTX-9BS YTX-9BS

バッテリー定格 12 V、8 Ah 12 V、8 Ah

オルタネーター 14 V、34 A @ 5,000 rpm 14 V、34 A @ 5,000 rpm

ヘッドライト
2 x 12 V、55/60 W、 
H4ハロゲン、タイプ2

2 x 12 V、55/60 W、 
H4ハロゲン、タイプ2

フロントポジションライト LED LED

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 12 V、5 W 12 V、5 W

方向指示器 12 V、10 W 12 V、10 W

LED方向指示器装着車 LED LED
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フレーム Street Triple R Street Triple RS

キャスター角 23.8° 23.9°

トレール 99 mm 100.8 mm

締付トルク 各モデル共通

オイルフィルター 10 Nm

オイルドレンプラグ 25 Nm

スパークプラグ 12 Nm

リアホイールスピンドル 110 Nm

チェーンアジャスターロッ
クナット

20 Nm

オイル等

ベアリングとピボット NLGI 2号のグリース

ブレーキフルード DOT 4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。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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メインメニュー - 初期設定にリセット  55
メインメニューの概要  41
メンテナンスインジケーター（SIA）  29
ライディングモード  32
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