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はじめに

警告・注意・アドバイス

この取扱説明書の中で特に重要な情報は、
以下のように表示してあります。

 警告
警告事項を守らないと、負傷または死
亡に至る可能性があります。

 注意
注意事項を守らないと、機器が損傷し
たり破損したりする可能性があります。

注記

操作や作業のために守っていただきたい
アドバイスです。

警告ラベル

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

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。

各ラベルの位置については、本書の「警
告ラベルの貼付位置」を参照してくださ
い。この説明書の中で警告ラベルの内容
に該当するページを見ると、お車に貼っ
てある警告ラベルと同じマークが表示し
てあります。

メンテナンス

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

必要な知識と設備と技術を持ち合わせ
た Triumph 正 規 販 売 店 が、 お 客 様 の
Triumph モーターサイクルを適切に整備
させていただきます。

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

騒音防止システム

騒音防止システムの改造は禁止されてい
ます。

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

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

2. 騒音防止のための装置やデザイン要
素が取り外してあったり動作不能に
なったりしている車を使用すること。
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不正とみなされる行為には以下の行為が
あります。

• マフラー、バッフル、ヘッダーパイプ、
または排出ガスが通過するその他の
部品を取り外したり穴を開けたりす
ること。

• 吸気システムの部品を取り外したり
穴を開けたりすること。

• 適切なメンテナンスを怠ること。

• 車両の可動部品または排気システム
もしくは吸気システムの部品を、製
造業者が指定した部品以外の部品に
交換すること。

イモビライザーおよびタイヤ
空気圧モニタリングシステム

こ の 機 器 は F C C （ F e d e r a l 
Communications Commission：連邦通信
委員会）が定める規制のパート 15 に準拠
しています。

本装置の動作には次の 2 つの条件が定め
られています。

1. 本装置が有害な電波障害を引き起こ
さないこと。

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

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

タイヤ

P n e u m a t i c  Ty r e s  a n d  Tu b e s  f o r 
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。
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このたびは Triumph モーターサイクル
をお買い上げいただき、誠にありがとう
ございます。このモーターサイクルは、
Triumph 社の定評あるエンジニアリング
と徹底的なテスト、そして、優れた信頼性、
安全性、高性能を追求するたゆまぬ努力
から生まれた製品です。

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

この取扱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

• 中国語

• オランダ語

• フランス語

• ドイツ語

• イタリア語

• 日本語

• ポルトガル語

• スペイン語

• スウェーデン語

• タイ語

モデルや地域によっては、取扱説明書が
ご希望の言語で発行されていない場合が
あります。

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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このページは意図的に空白にしてあります
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安全第一

このモーターサイクルについ
て

 警告
このお車はオンロード走行専用に設計
されています。オフロード走行には適
しません。

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

 警告
このお車は、トレーラーをけん引した
りサイドカーを取り付けたりするよう
には設計されていません。

サイドカーやトレーラーを取り付ける
と、制御不能となり事故につながるお
それがあります。

 警告

このお車は、1 人乗りまたはライダーと
パッセンジャーの 2 人乗りができる二
輪車です。

ライダー、パッセンジャー、アクセサ
リー、荷物の総重量が、「主要諸元」で
指定されている重量を超過してはなり
ません。

 警告
このお車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
閉めきった場所でエンジンをかけたり
アイドリングしたりすることは絶対に
やめてください。

排出ガスは有毒です。短時間の内に意
識を失い、死に至る可能性があります。

必ず屋外または換気の良い所でエンジ
ンをかけてください。

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な
ど、適切な服装を選んでください（パッ
センジャーを乗せることができるのは
2 人乗りが認められている車両だけで
す）。

オフロード走行用のモデルでオフロー
ドを走行するときも、ズボンやブーツ
などを含め、適切な服装をしてくだい。

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。



安全第一

9

 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。

運転について

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

アルコールや薬の影響が残っている状
態で運転するのは違法です。

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

 警告
ライダーは、モーターサイクルの運転
免許証を取得していなければなりませ
ん。

免許なしでモーターサイクルを運転す
るのは違法であり、罪に問われる可能
性があります。

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

 警告
常に安全を心掛けながら運転し、この
「はじめに」の中に記載されているライ
ディングギアを必ず着用してください。

モーターサイクルには、自動車のよう
に事故の衝撃から乗員を保護してくれ
る装置がないことを忘れてはいけませ
ん。
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 警告

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

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

悪天候や渋滞といった危険性の高い走
行状況では、必ず減速してください。

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

-  通過する車からの横風

-  道路にできた穴、でこぼこ道、損傷し
た路面

-  悪天候

-  ライダーのミス

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

ハンドル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、ライダーもパッセンジャー
も常にフットレストに足をかけてくだ
さい。

フットレストを使用することにより、
ライダー、パッセンジャーともに、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。
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 警告
バンク角指示器は摩耗限度に達する前
に交換してください。

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

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

 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。

1. バンク角指示器

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。
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駐車のしかた

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

駐車するときは、以下の点に注意して
ください。

-  車両がスタンドから外れないようにギ
アを 1 速に入れます。

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

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

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

パーツとアクセサリー

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

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

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

当社が認定していないパーツやアクセサ
リーや改良品を取り付けたことが原因の
不具合、または当社が認定したパーツや
アクセサリーや改良品を正規販売店以外
の人が取り付けたことが原因の不具合に
ついては、Triumph 社は一切の責任を負
いません。
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このページは意図的に空白にしてあります
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警告ラベル

ここに図示されている警告ラベルは、安全に関する重要な説明がこの取扱説明書に記載
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。

警告ラベルの貼付位置

6
5
4
3
2
N
1

1

R.P.M.

3

6 5

2

8

4

7

MAX LOAD
5 kg (11 lbs)

9

1. ヘッドライト（ページ 142）
2. ウィンドスクリーン（ページ 83）
3. 慣らし運転（ページ 85）
4. パッセンジャーフットレスト（ペー

ジ 81）

5. パニア（装着車のみ）（ページ 103）
6. タイヤ（ページ 133）
7. エンジンオイル（ページ 113）
8. ギアポジション（ページ 92）
9. クーラント（ページ 118）
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 注意
慣らし運転とパッセンジャーフットレスト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。

Pb

1 2 4

6 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

3

RON/ROZ 95 min. 91

E5 E10

3900691

Unleaded fuel only
Carburant sans plomb
Gasolina sin plomo
Bleifreies Benzin
Endast blyfri bensin
Benzina senza piombo
Ongelode Brandstof
Combustival sem schumbo

1. 日常点検（ページ 86）
2. 無鉛燃料（ページ 73）
3. E5、E10 燃料（対応車）（ページ 73）

4. ヘルメット（ページ 8）
5. タイヤ空気圧モニタリングシステム

（TPMS）（装着車のみ）（ページ 70)
6. パッセンジャーフットレスト（ペー

ジ 81）
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各部の名称

1 2 3 4 6 7

101117 15 14 1316 9

5 8

12

1. ヘッドライト

2. フロント方向指示器

3. フューエルフィラーキャップ

4. 燃料タンク

5. シートロック

6. バッテリー（シート下）

7. リアライト

8. ナンバープレートライトと方向指示器

9. リアブレーキキャリパー

10. リアブレーキディスク

11. リアサスペンションプリロードアジャス
ター

12. サイドスタンド

13. オイルフィラーキャップ

14. ギアチェンジペダル

15. ラジエターキャップ

16. フロントブレーキキャリパー

17. フロントブレーキディスク
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各部の名称（つづき）

1 2 4

913

5

610 781112

3

14

1. USB ソケット（シート下）

2. ヒューズボックス（シート下）

3. フロントブレーキフルードリザーバー

4. フロントサスペンションアジャスター

5. ステアリングロック

6. フロントフォーク

7. クーラントリザーブタンク

8. クーラントリザーブタンクキャップ

9. リアブレーキペダル

10. リアブレーキフルードリザーバー

11. ツールキット（サイドパネル裏側）

12. リアサスペンション伸側減衰力アジャス
ター（サイドパネル裏側）

13. サイレンサー

14. リアサスペンション圧側減衰力アジャス
ター



各部の名称

18

ハンドルバー周りの各部名称

1. クラッチレバー

2. ハイビームボタン

3. デイタイムランニングライト（装着車のみ）

4. クルーズコントロール速度調整ボタン

5. クラッチフルードリザーバー

6. マルチファンクションディスプレイ

7. フロントブレーキフルードリザーバー

8. ハザードライトボタン

9. ステアリングロックボタン

10. フロントブレーキレバー

11. エンジンスタート／ストップスイッチ

12. HOME ボタン

13. MODE ボタン

14. ジョイスティック

15. 方向指示器スイッチ

16. ホーンボタン

17. グリップヒータースイッチ（装着車のみ）
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シリアルナンバー

車両識別番号（VIN）

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、フロントサブフレームの右側に貼っ
てあるラベルにも VIN が記載してありま
す。

下の空欄に VIN を記入しておいてくださ
い。

 
 
 

エンジンシリアルナンバー

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クランク
ケース下部に刻印されています。

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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このページは意図的に空白にしてあります
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メーター
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メーターレイアウト

このディスプレイには「テーマ」と呼ばれる 2 種類のレイアウトがあります。モデルに
よっては、ディスプレイの一部の機能を使用できない場合があります。

テーマ「Quartz」（クオーツ）

25:20

hh:mm
02:55

9999

15:53

mph9 9 7 4 8 2

Trip 1

HOLD TO RESET

N

12.4 °C

13

14

15

4 5 6 7 8

23

3 91 2 10

1819

22

21

20

16

12

17

11

1. 気温

2. 警告灯

3. 燃料計

4. エンジン制御システム故障表示灯（MIL）
5. 燃料残量警告灯

6. 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）

7. ABS 警告灯

8. 油圧低下警告灯

9. インフォメーショントレイのマーク／ライ
ディングモードのマーク

10. 警告灯

11. 時計

12. 右側ディスプレイパネル

13. 右側方向指示器表示灯

14. デイタイムランニングライト（DRL） 
（装着車のみ）

15. ハイビーム表示灯

16. スピードメーター

17. ギアポジションのマーク

18. インフォメーショントレイ

19. クルーズコントロールの設定表示

20. グリップヒーターの状態

21. 現在のライディングモード

22. タコメーター／左側ディスプレイパネル

23. 左側方向指示器表示灯
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テーマ「Chronos」（クロノス）

N

12.4°C

25:20

hh:mm
02:25

0145

15:53
1 2 3

4

5

6

7

8

0

000 60

mph

Trip 1
E

F

mph

Odometer: 763 miles

HOLD TO RESET

13

14

15

5 6 7

8

23

4

9

1 3

10

22

19
16

12

18

11

24

21

2

20

17
1. ギアポジションのマーク

2. グリップヒーターの状態

3. エンジン制御システム故障表示灯（MIL）
4. 燃料残量警告灯

5. 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）

6. ABS 警告灯

7. 油圧低下警告灯

8. 時計

9. 気温

10. 右側ディスプレイパネル

11. 右側方向指示器表示灯

12. デイタイムランニングライト（DRL） 
（装着車のみ）

13. ハイビーム表示灯

14. タコメーター

15. 警告灯

16. 警告灯

17. クルーズコントロールの設定表示

18. インフォメーショントレイ

19. スピードメーター

20. インフォメーショントレイのマーク

21. 左側ディスプレイパネル

22. 燃料計

23. 左側方向指示器表示灯

24. 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、
メーターの各警告灯が 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
ついてはページ 34 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。

エンジンが回転中で、エンジン制御シス
テムに故障がある場合、MIL が点灯し、
警告マークが点滅します。そのような状
況になったとしても、エンジンがかから
ないような深刻な故障でなければ、エン
ジン制御システムが「リンプ・ホーム」モー
ドに切り替わり、走行を続けることがで
きます。

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

エンジン性能が低下すると危険な走行
状態となり、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。

アンチロックブレーキシステム
（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。
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 に異常がある場合も ABS 警告灯が点
灯し、警告マークが点滅します。

 警告
ABS が停止している場合、ブレーキシ
ステムは ABS 非搭載のブレーキシステ
ムとして機能します。

ABS 警告灯が点灯したままのときは、
必要以上に走行を続けないでください。

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

トラクションコントロール（TC）表
示灯

トラクションコントロール
（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
ルシステムが作動可能です。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すること
ができます。
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 警告
トラクションコントロールが機能しな
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。

トラクションコントロールを ON にした
場合：

• 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。

トラクションコントロールを OFF にした
場合：

• 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。

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
らかに操作すると、方向指示器
の点滅と同じテンポでメー
ターの方向指示器表示灯が点滅

します。

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
ニッションスイッチを 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。

ハイビーム表示灯

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

デイタイムランニングライト装着車の場
合は、ハイビームボタンにもうひとつ別
の機能があります。
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DRL スイッチを [ デイタイムランニング
ライト ] の位置に操作し、ハイビームボ
タンを押してハイビームを点灯します。
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。イグニッショ
ンスイッチが ON になっているときは、
リアライトとライセンスプレートライト
が自動的に作動します。

イグニッションスイッチが ON になって
いるときは、ヘッドライトも作動します。
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。

デイタイムランニングライト（DRL）
（装着車のみ）

イグニッションスイッチが ON
の状態のときに、デイタイムラ
ンニングライトスイッチを ON
にすると、デイタイムランニン

グライト表示灯が点灯します。

デイタイムランニングライトとロービー
ムヘッドライトは、左側スイッチハウジ
ングにあるスイッチで操作します。ペー
ジ 62 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（DRL）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。
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燃料残量警告灯

燃料タンク内の燃料が残り約 4
リットルになると、燃料残量警告
灯が点灯します。

警告マーク

ABS やエンジン制御システムに
異常が発生し、ABS 警告灯や MIL
が点灯した場合、この警告マーク

がインフォメーショントレイに表示され
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。

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
きはページ 51 を参照してください。

スピードメーターとオドメー
ター

スピードメーターはお車の走行速度を表
示します。

オドメーターは積算走行距離を表示しま
す。

A15:5312.4 °C

10k

00 560 7

3443 mi
OR APR 2019

Service In

mi70

N

21

1. スピードメーター

2. オドメーター

インフォメーショントレイに表示されま
す。
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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。

12.4 °C

0 0 7 4 8 2

Trip 1

mi0

31

1. エンジン回転数（rpm）

テーマを[Chronos]にすると、中央のメー
ターにタコメーターが表示されます。

燃料計

燃料計には、タンク内の燃料の量が表示
されます。

A15:53

1/3

OK

12.4 °C

Low Fuel

mi
42.2

mpg RANGE
38+

N

1 2

3

1. 燃料計

2. 燃料残量警告灯

3. インフォメーショントレイの燃料残量警告

テーマを [Chronos] にすると、左側ディ
スプレイパネルに燃料計が表示されます。

メニューから[Fuel]（燃料）を選択すると、
右側ディスプレイパネルに推定走行可能
距離と瞬間燃費が表示されます。

燃料計に燃料残量が表示されるのは、イ
グニッションスイッチが ON になってい
るときです。

燃料計には燃料残量の目安となる目盛り
があります。

燃料残量が約 4L 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燃料残量
警告メッセージが表示されます。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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ギアポジションインジケー
ター

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。トランスミッションがニュー
トラル（ギアが入っていない状態）のと
きは [n] と表示されます。

A

25:20

hh:mm
02:25

0145

mph

mi

15:5312.4 °C

0 0 7 4 8 2

Trip 1

mi0

N

1

1. ギアポジションインジケーター（ニュート
ラルの場合）

A

25:20

hh:mm
02:25

0145

mph

mi

15:5312.4 °C

0 0 7 4 8 2

Trip 1

mi0

3

1

1. ギアポジションインジケーター（3 速の場
合）

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）の設定が道路状況やラ
イダーの好みに合わせて切り替わります。
使用できるライディングモードはお車の
仕様によって異なります。

左側スイッチハウジングにある MODE ボ
タンとジョイスティックを使い、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。

各ライディングモードの設定内容は変更
できます。ABS、MAP、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。
詳細はページ 41 を参照してください。
ライディングモードの設定内容を変更す
ると、表示されるアイコンが以下のよう
に変わります（Rider モード以外）。

デフォルト
のアイコン

設定変更後
のアイコン

説明

- Rider

Rain

Road

Sport
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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。ブレー
キはかけません）。

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

-  低速である

-  他の車が走っていない

-  直線で平坦な道路や場所である

-  路面状況や天候が良好である

-  少しの間安全に惰性走行できる

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

-  高速走行中

-  交通量が多い

-  コーナリング中、曲がりくねった道路
を走行中

-  急な坂道を走行中

-  路面状況や天候が悪い

-  安全に惰性走行できない

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

 警告

ページ 44 の方法にしたがい、[MAIN 
MENU] からトラクションコントロール
の解除を選んだ場合、すべてのライディ
ングモードでトラクションコントロー
ルが OFF に設定されます。

トラクションコントロールを復帰する
か、イグニッションを OFF にしてから
再度 ON にするか、または MODE ボタ
ンを長押ししてデフォルトの Road モー
ドにするまでは、どのライディングモー
ドを選んでも、トラクションコントロー
ルは解除されたままです（Road モード
に戻した後に停車すると TC が復帰しま
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後輪
がスリップし、制御不能となって事故
につながるおそれがあります。

 警告
ABS が解除されている場合は、ブレー
キシステムが ABS 非搭載のブレーキシ
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。
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 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。

ライディングモードの表示方法：

• 左側スイッチハウジングにあるMODE
ボタンを押します。インフォメーショ
ントレイとディスプレイパネルがラ
イディングモードの表示になります。

• メーターの中央には、現在のライディ
ングモードのアイコンが表示されま
す。

ライディングモードの切り替え方：

• 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、
メーター中央に希望のライディング
モードを表示します。または、ライ
ディングモード選択パネルで希望の
ライディングモードを選択します。

• そのライディングモードでよければ、
ジョイスティックの中央を短く押し
ます。

A15:53

Road

ROAD

MAP
ROAD

ROAD

TC

N

5

2

4

1

3

1. MODE ボタン

2. 現在のライディングモード

3. ジョイスティック

4. インフォメーショントレイのライディング
モード表示

5. ライディングモード選択パネル

• ライディングモードをスクロールす
るときは、ジョイスティックを左右
に操作するか、MODE ボタンを押し
ます。

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。

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。

• ブレーキはかけない（惰性走行する）。
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注記

RIDER モードで ABS または TC の設定
が [OFF] になっている場合は、走行中に
RIDER モードに切り替えたり、RIDER モー
ドから他のモードに切り替えたりはでき
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

 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。

インフォメーショントレイはメーターの
下部に表示されます。インフォメーショ
ントレイでは車両に関する様々な情報を
確認できます。

インフォメーショントレイの表示切替方
法：

• ジョイスティックを左右に操作して
希望の項目を表示します。

注記

警告メッセージがある場合は、インフォ
メーショントレイに希望の項目を表示す
る前に、警告メッセージを確認してくだ
さい。ページ 34 を参照してください。

インフォメーショントレイの表示内容：

• Warning（警告とお知らせ）、ペー
ジ 34 参照

• Contrast（ コ ン ト ラ ス ト ）、 ペ ー
ジ 34 参照

• Theme（テーマ）、ページ 35 参照

• Detail（表示画面選択）、ページ 36
参照

• Trip（ ト リ ッ プ メ ー タ ー）、 ペ ー
ジ 36 参照
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• Fuel（ 燃 料 関 連 デ ー タ ）、 ペ ー
ジ 37 参照

• Coolant（クーラント温度）、ペー
ジ 37 参照

• Service In（メンテナンスインジケー
ターとオドメーター）、ページ 38
参照

• TPMS（タイヤ空気圧モニタリングシ
ステム、搭載車のみ）、ページ 39
参照

インフォメーショントレイに表示する項
目は選択できます。詳細はページ 49
を参照してください。

Warning（警告とお知らせ）

警告やお知らせがあると、インフォメー
ショントレイに表示されます。イラスト
に一例を示します。

A15:5312.4 °C

PREV

NEXT

1/3
Warning

Tyre Pressure Low
Visit Garage Now

N

1

2 3

1. 警告マーク（TPMS の警告の場合）

2. 警告やお知らせの内容

3. 警告やお知らせの数

警告やお知らせの表示方法：

• ジョイスティックを左右に操作して
警告を表示します。

• 警告が複数ある場合は、ジョイス
ティックを上下に操作して各警告を
確認します。警告の個数も表示され
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。

バッテリー低下の警告

エンジンをアイドリングした状態でグ
リップヒーターなどの電源を入れた場合、
しばらくするとバッテリー電圧が既定の
電圧よりも低くなり、インフォメーショ
ントレイに警告が表示されることがあり
ます。

Contrast（コントラスト）

インフォメーショントレイのメニューか
ら [Contrast] を選ぶと、画面の明るさを
調整できます。

A15:53

Contrast

SELECT

H I G H
A U T O L O W

N

1

2

3

4

5

1. Contrast のマーク

2. HIGH 設定

3. AUTO 設定

4. LOW 設定

5. インフォメーショントレイの Contrast 表
示

3 種類の設定から選択できます。

• HIGH：ディスプレイの背景が白にな
ります。
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• AUTO：メーターのライトセンサーで
周囲の明るさを感知し、最適なコン
トラストに調整します。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。

• LOW：夜間でも見やすいように、ディ
スプレイの背景が暗めになります。

選び方：

• ジョイスティックを上下に操作して
[HIGH]、[AUTO]、[LOW] のどれか
を選び、ジョイスティックの中央を
押して確定します。

• ライダー自身が設定したコントラス
トで問題なければ、そのコントラス
トが適用されます。ページ 48 を参
照してください。

注記

左側ディスプレイパネルのライトセン
サーを覆うと画面のコントラストがおか
しくなりますので、センサーを覆っては
いけません。

Theme（テーマ）

インフォメーショントレイのメニューか
ら [Theme] を選ぶと、表示レイアウトを
切替えできます。

A15:53

SELECT

2

1

12.4 °C

2. Quartz

Theme

N

1

32

1. Theme のマーク

2. インフォメーショントレイの Theme 表示

3. Theme 切替バー

テーマの切替方法：

• ジョイスティックを上下に操作して
希望のテーマを選び、ジョイスティッ
クの中央を押して確定します。

• 右側ディスプレイパネルにある切替
バーでもテーマを切替できます。
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Detail（表示画面選択）

インフォメーショントレイのメニューか
ら [Detail] を選ぶと、左右のディスプレ
イパネルとインフォメーショントレイに
情報を表示するかしないかを設定できま
す。

1. Detail のマーク

2. 左側ディスプレイパネル

3. インフォメーショントレイ

4. 右側ディスプレイパネル

3 種類の設定から選択できます。

• Auto Hide All（すべて非表示）：左側
ディスプレイパネル、右側ディスプ
レイパネル、インフォメーショント
レイに何も表示されません。

• Auto Hide Info（左右非表示）：左側
ディスプレイパネルと右側ディスプ
レイパネルに何も表示されません。
インフォメーショントレイには表示
されます。

• Show All（すべて表示）：左側ディス
プレイパネル、右側ディスプレイパ
ネル、インフォメーショントレイに
表示されます。

選び方：

• ジョイスティックを上下に操作して
[Detail] から希望の設定を選びます。

注記

ジョイスティックで希望の設定を選んだ
後、その設定がディスプレイに反映され
るまで少し時間がかかります。選択した
設定がディスプレイに反映されるまでの
間は、ジョイスティックを押さないでく
ださい。ジョイスティックを押してしま
うと、選択した設定に切り替わりません。

• 希望の設定を選択したら、ジョイス
ティックの中央を押して確定します。

• 右側ディスプレイパネルにも [Detail]
の各設定が番号で表示されます。

Trip（トリップメーター）

インフォメーショントレイに表示できる
トリップメーターは 2 種類あります。ト
リップメーターのリセットもできます。

A

25:20

hh:mm
02:25

0145

mph

mi

15:53

0 0 7 4 8 2

Trip 1

HOLD TO RESET

mi0

N

1

2

3

4

5

1. Trip のマーク

2. 走行距離

3. 経過時間

4. 平均速度

5. インフォメーショントレイの Trip 表示

トリップメーターの選び方：

• ジョイスティックを左右に操作して
インフォメーショントレイの項目を
スクロールし [Trip 1] を表示します。

• 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。
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注記

[Trip 2] は、インフォメーショントレイ
での表示・非表示を選択できます。詳細
はページ 47 を参照してください。

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。ページ 46 を参
照してください。

Fuel（燃料関連データ）

[Fuel] のインフォメーショントレイには
燃費等のデータが表示されます。

A15:53
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Fuel

HOLD TO RESET

mi

35.8
mpg

42.2
mpg

RANGE

22.8

N
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1. Fuel のマーク

2. 平均燃費

3. 瞬間燃費

4. 推定走行可能距離

5. インフォメーショントレイの Fuel 表示

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。

Coolant（クーラント温度）

[Coolant] のインフォメーショントレイ
にはエンジンクーラントの温度が表示さ
れます。

A15:5312.4 °C

H

C

Coolant

Temperature OK
 68°C

N

1
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1. Coolant のマーク

2. インフォメーショントレイの Coolant 表示

3. クーラント温度計
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インフォメーショントレイには、クーラ
ントの温度とその温度に関するメッセー
ジが表示されます。右側ディスプレイパ
ネルにはクーラント温度計が表示されま
す。クーラント温度は [C]（コールド）
と [H]（ホット）の間で表示されます。
エンジンが冷えているときにエンジンを
かけると、クーラント温度計にグレーの
バーが表示されます。クーラント温度が
上昇するにつれて、バーの本数が増えて
点灯していきます。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。

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、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
メッセージが表示されます。

 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。

Service In（メンテナンスインジケー
ターとオドメーター）

[Service In] を選択すると、メンテナン
スのマーク、次回点検までの走行距離ま
たは日数、オドメーターの現在の数値が
表示されます。オドメーターは積算走行
距離を表示します。

A15:5312.4 °C

10k

00 560 7

3443 mi
OR APR 2019

Service In

mi70
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1. メンテナンスインジケーターのマーク

2. インフォメーショントレイのメンテナンス
インジケーター表示

3. メンテナンスインジケーターゲージ

メンテナンスインジケーターの詳細は
ページ 44 を参照してください。
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タイヤ空気圧モニタリングシステム
（TPMS）（搭載車のみ）

[TPMS] のインフォメーショントレイに
は、前後のタイヤ空気圧が表示されます。
TPMS の詳細はページ 70 を参照して
ください。

A15:53

FRONT

REAR

1.9

 2.9

bar

barFront Tyre
 Low

TPMS

2

2

1

4

3

1. TPMS のマーク

2. フロントタイヤ空気圧

3. リアタイヤ空気圧

4. インフォメーショントレイの TPMS 表示

メインメニュー

MAIN MENU（メインメニュー）の開き方：

• イグニッションを ON にしたまま停車
します。

• 右側ハンドルバーのスイッチハウジ
ングにある 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
の中央を押して確定します。

MAIN MENU の各項目：

Riding Modes（ライディングモード）

ライディングモードを設定できます。詳
細はページ 40 を参照してください。

Bike Setup（バイクのセットアップ）

車両の各機能の設定を変更できます。詳
細はページ 42 を参照してください。

Trip Setup（トリップメーター設定）

Trip 1 と Trip 2 の設定ができます。詳細は
ページ 46 を参照してください。

Display Setup（ディスプレイ設定）

ディスプレイの設定を変更できます。詳
細はページ 48 を参照してください。
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Reset To Defaults（初期設定にリ
セット）

メーターを初期設定に戻します。詳細は
ページ 53 を参照してください。

ライディングモード

ライディングモードの設定変更方法：

• [Riding Modes] のメニューを開き、
ジョイスティックを上下に操作して
ライディングモードを選び、ジョイ
スティックの中央を押して確定しま
す。

• ジョイスティックを上下に操作して
設定したい項目を選び、ジョイス
ティックの中央を押して確定します。

• ジョイスティックを上下に操作して
設定を選び、ジョイスティックの中
央を押して確定します。
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ライディングモードの設定

使用できるライディングモードはお車の仕様によって異なります。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次の表を参照してください。

ライディングモード

Rider Rain Road Sport

アンチロックブレーキシステム（ABS）

Road

MAP（スロットルレスポンス）

Rain

Road

Sport

トラクションコントロール（TC）

Rain

Road

Sport

Off MENU で設定 MENU で設定 MENU で設定

マークの意味

標準（初期設定）

選択可能

選択不可
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ABS の設定項目

 警告
ABS が解除されている場合は、ブレー
キシステムが ABS 非搭載のブレーキシ
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。

ABS の設定項目の内容

Road ／ Sport：通常走行に最適な ABS
設定です。

Rain：雨天時の通常走行に最適な設定で
す。

MAP の設定項目

MAP の設定項目の内容

Road：標準的なスロットルレスポンスで
す。

Rain：濡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穏
やかになります。

Sport：[Road] に設定したときよりもス
ロットルレスポンスが良くなります。

TC の設定項目

 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、濡れた路面や滑りやすい
路面で急加速をすると後輪がスリップ
し、制御不能となって事故につながる
おそれがあります。

TC の設定項目の内容

Road：通常走行に最適な TC 設定です後
輪のスリップが若干許容されます。

Rain：濡れた路面や滑りやすい路面に最
適な TC 設定です。[Road] 設定よりも後
輪のスリップを抑えます。

Sport：[Road] 設定よりも後輪のスリッ
プ量が大きくなります。

Bike Setup（バイクのセットアップ）

[MAIN MENU] から [Bike Setup] を選び、
ジョイスティックを押して確定します。

Bike Setup の項目：

• Indicators（方向指示器）

• TC（トラクションコントロール）



メーター

43

• Service（メンテナンスインジケー
ター）

• Hill Hold Control（ヒルホールドコン
トロール）

• TSA（シフトアシスト）

Bike Setup - Indicators（方向指示器）
方向指示器の設定モードは[Auto Basic]、
[Auto Advanced]、[Manual] の中から選
択できます。

方向指示器の設定モードの選び方：

• [Bike Setup] の メ ニ ュ ー を 開 き、
ジョイスティックを下に押して
[Indicators] を選び、ジョイスティッ
クの中央を押して確定します。

• ジョイスティックを上下に操作して
[Auto Basic]、[Auto Advanced]、
[Manual] のどれかを選びます。

– Auto Basic：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。

– Auto Advanced：自動消灯機能が
ONになります。方向指示器スイッ
チを短く押すと、方向指示器が 3
回点滅します。長めに押すと、方
向指示器が 8 秒間点滅し、さら
に 65 メートル走行すると消灯し
ます。

– Manual：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。

• 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。

• [Bike Setup] のメニュー画面に戻り
ます。
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Bike Setup - TC（トラクションコン
トロール）
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。または、MODE ボタンを長押しして
デフォルトのライディングモードにした
ときも、トラクションコントロールが自
動的に復帰します。

設定の変更方法：

• [Bike Setup] のメニューを開き、ジョ
イスティックを下に押して [TC] を選
び、ジョイスティックの中央を押し
て確定します。

• 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。

• 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。

• [Bike Setup] のメニュー画面に戻り
ます。

Bike Setup - Service（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。

点検時期の確認方法：

• [Bike Setup] のメニューを開き、ジョ
イスティックを下に押して [Service]
を選び、ジョイスティックの中央を
押して確定します。

• 次回点検日と点検までの走行距離が
表示されます。
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バイクのセットアップ - ヒルホール
ドコントロール（搭載車のみ）
ヒルホールドコントロールは坂道発進を
アシストします。このシステムが作動す
るとリアブレーキがかかり、車両の後退
を防ぎます。発進しようとすると、シス
テムがそれを感知し、リアブレーキが自
動的に解除されます。

ヒルホールドコントロールの有効／無効
の設定方法：

• [Bike Setup] のメニュー画面を開き、
ジョイスティックを下に押して [Hill 
Hold Control]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下に操作して
[Enabled]（有効）または [Disabled]
（無効）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。

• [Bike Setup] メニューに戻ります。

ヒルホールドコントロールの詳細はペー
ジ 98 を参照してください。

バイクのセットアップ - TSA（シフ
トアシスト）（搭載車のみ）
Triumph シフトアシスト（TSA）によっ
てエンジントルクが瞬間的に調整される
ので、スロットルを戻したりクラッチを
操作したりしなくても、ギアを入れるこ
とができます。シフトアップ、シフトダ
ウンの両方で作動します。

停止や発進をするときはクラッチを使用
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、TSA が作動し
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。

TSA の有効／無効の選び方：

• [Bike Setup] メニューを開き、ジョ
イスティックを下に押して [TSA 
(Shift Assist)] 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下に操作して
[Enabled]（有効）または [Disabled]
（無効）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。

• [Bike Setup] メニューに戻ります。

Triumph シフトアシスト（TSA）の詳細
はページ 92 を参照してください。
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Trip Setup（トリップメーター設定）

[Trip Setup] を選ぶと、トリップメーター
の設定を変更できます。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 Setup] のメニュー画面の開き方：

• 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 
Setup] を選び、ジョイスティックの
中央を押して確定します。

選択できる項目：

• Trip 1 Reset（トリップメーター 1 の
リセット）

• Trip 2 Reset（トリップメーター 2 の
リセット）

• Trip 2 Display（トリップメーター 2
を表示）

トリップメーターの設定 - 手動リ
セット
それぞれのトリップメーターを手動でリ
セットできます。

手動リセットの選択方法：

• 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 [Trip 
Setup] を選び、ジョイスティックの
中央を押して確定します。

• 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
び、ジョイスティックの中央を押し
て確定します。

• ジョイスティックの中央を押して
[Manual] を選びます。

次のどちらかを選択できます。

– Reset Now and Continue： 選 択
したトリップメーターのデータが
すべてリセットされます。

– Continue without Reset：トリッ
プメーターはリセットされませ
ん。

• ジョイスティックの中央を押して選
択を確定します。前の画面に戻りま
す。
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トリップメーターの設定 - 自動リ
セット
イグニッションスイッチを一定時間 OFF
にすると、トリップメーターがリセット
されます。

自動リセットの選択方法：

• 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 [Trip 
Setup] を選び、ジョイスティックの
中央を押して確定します。

• ジョイスティックを上下に押して
[Trip 1 Reset] ま た は [Trip 2 Reset]
を選び、ジョイスティックの中央を
押して確定します。

• ジョイスティックを上下に押して
[Automatic] を選び、ジョイスティッ
クの中央を押して確定します。

• ジョイスティックを上下に操作して
希望のタイマー設定を選び、ジョイ
スティックの中央を押して確定しま
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。

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。

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）

トリップ 2 の有効／無効の設定
トリップメーター 2 を表示するかしない
かを選択できます。[Disabled]（無効）
に設定すると、Trip 2 が画面に表示され
ません。

Trip 2 の有効／無効の選び方：

• 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 
Setup] を選びます。

• ジョイスティックの中央を押します。
[Trip Setup] のメニューが開きます。

• ジョイスティックを上下に押して
[Trip 2 Display]（TRIP 2 の表示）ま
でスクロールし、ジョイスティック
の中央を押して確定します。
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• ジョイスティックを上下に押して
[Enabled]（有効化）または [Disabled]
（無効化）を選び、ジョイスティック
の中央を押して確定します。

Display Setup（ディスプレイ設定）

[MAIN MENU] から [Display Setup] を選
び、ジョイスティックを押して確定しま
す。

Display Setup のメニューの項目：

• Theme（テーマ）

• Brightness (High Contrast)（明るさ：
ハイコントラスト）

• Brightness (Low Contrast)（明るさ：
ローコントラスト）

• Visible Tray（メーターの表示項目）

• Shift Indicator（シフトインジケー
ター）

• RIDER NAME（ライダーの名前）

• Language（言語）

• Units（単位）

• Clock（時計）

• Date（年月日）

Display Setup - Theme（テーマ）
テーマの選び方：

• [Display Setup] メ ニ ュ ー を 開 き、
ジョイスティックの中央を押して
[Theme] を選びます。

• 希望のThemeを選び、ジョイスティッ
クの中央を押して確定します。

選択した Theme に切り替わります。
HOME ボタンを押して終了します。

Display Setup - Brightness（明るさ）
昼間と夜間とで画面の明るさ（コントラ
スト）を変えることができます。

[High Contrast]（ハイコントラスト）ま
たは [Low Contrast]（ローコントラスト）
を選択できます。
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画面の明るさの変更方法：

• [Display Setup] メ ニ ュ ー を 開 き、
ジョイスティックを下に押して
[Brightness (High Contrast)] または
[Brightness (Low Contrast)] を選び
ます。

• ジョイスティックの中央を押して確
定します。

• 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。

• ジョイスティックの中央を押し、選
んだ明るさを確定します。

• HOME ボ タ ン を 押 し ま す。[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。

Display Setup - Visible Tray（メー
ターの表示項目）
メーターに表示する項目を選択できます。

[Visible Tray] のメニューの開き方：

• [Display Setup] を開き、ジョイス
ティックを下に押して [Visible Tray]
を選び、ジョイスティックの中央を
押して確定します。

• 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
中央を押して決定します。

選択できる項目：

– Trip 1（トリップメーター 1）

– Trip 2（トリップメーター 2）

– Fuel Status（燃料関連データ）

– Service Interval（メンテナンスイ
ンジケーター）

– Theme（テーマ）

– Detail（表示画面選択）

– Contrast（コントラスト）

– Coolant（クーラント温度）

• チェックマークが付いている項目は
メーターに表示されます。チェック
マークが外れている項目はメーター
に表示されません。

Display Setup - Shift Indicator 
（シフトインジケーター）
シフトインジケーターの設定画面です。

シフトインジケーターを有効にすると、
指定したエンジン回転数に達したときに
タコメーターがオレンジ色に変わり、シ
フトチェンジが必要であることをライ
ダーに知らせます。



メーター

50

シフトチェンジを知らせるときのエンジ
ン回転数は設定またはリセットできま
す。シフトインジケーターを無効にする
こともできます。エンジンの慣らし運転
が終了すると（1,000 マイル走行すると）、
[Running In]（慣らし運転）の項目が表
示されなくなり、[Default]（初期設定）
が表示されます。

[Shift Indicator] のメニュー画面を開き、
ジョイスティックを下に押して [User 
Defined]（ユーザー設定）を選び、ジョ
イスティックの中央を押して確定します。

シフトチェンジを知らせるエンジン回転
数（RPM）の変更方法：

• ジョイスティックを左右に操作して
個々の数字を選択します。

• ジョイスティックを上下に操作して
数字を変更します。

• ジョイスティックの中央を押して確
定します。

• この手順を繰り返して希望の RPM を
設定します。

シフトインジケーターのリセット方法：

• ジョイスティックを上下に操作して
[Reset] を選び、ジョイスティックの
中央を押して確定します。RPM が初
期設定の [07000] になります。

Display Setup - Rider Name（ライ
ダーの名前表示）
ライダーの名前をメーターシステムに入
力し、スタートアップ画面に表示するこ
とができます。

ライダーの名前の入力方法：

• [Display Setup] を 開 き、 ジ ョ イ
スティックを下に押して [RIDER 
NAME] を選び、ジョイスティックの
中央を押して確定します。

• ジョイスティックを使い、キーボー
ドからライダーの名前の最初の文字
を選びます。ジョイスティックを押
して確定します。選んだ文字はキー
ボードの上部に表示されます。

• 同じようにして残りの文字も選択し
ます。最大 13 文字まで選択できます。

• [ ？ 123] を選ぶと、記号と数字のキー
ボードが表示されます。

• ライダーの名前を入力し終えたら、
[Enter] を選び、ジョイスティックを
押して確定します。

• 次回からは、メーターのスタートアッ
プ画面にライダーの名前が表示され
ます。
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Display Setup - Language（言語）
メーターで使用する言語を選択できます。

言語の選び方：

• [Display Setup] を開き、ジョイス
ティックを下に押して [Language]
を選び、ジョイスティックの中央を
押して確定します。

• ジョイスティックを上下に操作して
希望の言語を選びます。

選択できる項目：

– 英語

– フランス語

– ドイツ語

– イタリア語

– オランダ語

– ポルトガル語

– スペイン語

– スウェーデン語

• ジョイスティックの中央を押し、選
んだ言語を確定します。

Display Setup - Units（単位）
メーターで使用する単位を選択できます。

単位の選び方：

• [Display Setup] を開き、ジョイス
ティックを下に押して [Units] を選
び、ジョイスティックの中央を押し
て確定します。

• ジョイスティックを上下に操作して
[Distance/Economy]（距離と燃費）、
[Temperature]（温度）、[Pressure]
（圧力）の中から希望の項目を選択し
ます。

• ジョイスティックを上下に押して単
位を選択します。選択できる単位は
以下のとおりです。

– Distance/Economy（距離と燃費）：

– Miles and MPG (UK)

– Miles and MPG (US)

– KM and L/100KM

– KM and KM/L

– Temperature（温度）：

– °C

– °F

– Pressure（圧力）：

– PSI

– Bar

– KPa
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• ジョイスティックの中央を押して確
定します。

Display Setup - Clock（時計）
時計の設定を変更できます。

時計の合わせ方：

• [Display Setup] を開き、ジョイス
ティックを下に押して [Clock] を選
び、ジョイスティックの中央を押し
て確定します。

• ジョイスティックを上下に操作して
[12 Hr]（12 時間表示）または [24 
Hr]（24 時間表示）を選び、ジョイ
スティックの中央を押して確定しま
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、[Clock] のメ
ニュー画面に戻ります。

時間を合わせるときは、ジョイスティッ
クを上下に操作して [Hours]（時）また
は [Minutes]（分）を選びます。

「時」の合わせ方：

• [Hours] を選び、ジョイスティック
の中央を押します。[Hours] 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」の数字を変更し、ジョイスティッ
クの中央を押して確定します。

「分」の合わせ方：

• [Minutes] を選び、ジョイスティッ
クの中央を押します。[Minutes] 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」の数字を変更し、ジョイスティッ
クの中央を押して確定します。

Display Setup - Date（年月日）
年月日の表示方法を選択し、日付を合わ
せることができます。

年月日の表示方法の選び方：

• [Display Setup] を開き、ジョイス
ティックを下に押して [Date] を選
び、ジョイスティックの中央を押し
て確定します。

• ジョイスティックの中央を押して
[Date Format]（年月日の表示方法）
を選択します。
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• ジョイスティックを上下に操作して、
希望の表示形式を選択します。

選択できる項目：

– DD-MM-YYYY（日／月／年）

– MM-DD-YYYY（月／日／年）

– YYYY-MM-DD（年／月／日）

ジョイスティックの中央を押して選
択を確定します。年月日の表示方法
を確定すると、[Date] のメニュー画
面に戻ります。

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 [Year]、[Month]、
[Day] を選んで合わせます。

• [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
数字を変更し、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。日付を合わせ終わると、[Date]
のメニュー画面に戻ります。

初期設定にリセット

[MAIN MENU] の各項目を初期設定にリ
セットできます。

MAIN MENU 項目のリセット方法：

• 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
[Reset To Defaults] を選び、ジョイ
スティックの中央を押して確定しま
す。

選択できる項目：

– Confirm：メインメニューの設定
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、メーターの表示
項目、言語、ABS、トラクション
コントロール、テーマ、画面の明
るさです。

– Cancel：メインメニューの設定も
データもそのまま残ります。画面
はひとつ前の画面に戻ります。

• 希望の項目を選び、ジョイスティッ
クを押して確定します。
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計器盤の位置調整

 警告
メーターを見やすい角度に調節してお
かないと安全に走行できません。

走行中にメーターが見づらいと運転に
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、メーターを見やすい角
度に調節してください。

 警告
走行中にメーターの汚れを落とそうと
したり角度を調節しようとしたりする
ことは絶対にやめてください。走行中
にハンドルバーから手を離すと、車体
を制御できなくなります。

走行中にメーターの汚れを落とそうと
したり角度を調節しようとしたりする
と、制御不能となって事故につながる
おそれがあります。

メーターの汚れを落とすときや角度を
調節するときは、必ず停車してくださ
い。

 注意
メーターのディスプレイを直に押して
はいけません。

必ずメーターの調節レバーを持って調
節してください。

メーター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。

メーターは、見やすい角度に調節できま
す。

1

1. 調節レバー

メーターの角度調節方法：

• 調節レバーを使い、見やすい角度に
メーターを動かします。

注記

メーターを動かすときは、指に力を入れ
過ぎないようにしてください。
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キー

お車にはキーが 3 個付属しています。ス
マートキー 1 個と標準キー 2 個です。

 警告
このお車のキーに他のキーやキーホル
ダーなどが付いていると、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
このお車のキーに他のキーやキーホル
ダーなどが付いていると、部品の塗装
やポリッシュ仕上げなどに傷が入るこ
とがあります。

他のキーやキーホルダーなどは、走行
前に取り外してください。

 注意
シートロックにキーを差し込んだまま
走行してはいけません。

必ずシートをロックし、シートロック
からキーを抜いてから走行してくださ
い。

 注意
盗難防止のため、スペアキーはお車と
は別の場所に保管してください。

スマートキー

お車にはスマートキーが 1 個付属してい
ます。

 注意
お車に付属しているキーはすべて、そ
のお車限定で使用するものです。他の
車両では使用できません。

すべてのキーを紛失した場合またはす
べてのキーが損傷した場合は、シャシー
コントロールユニットを交換する必要
があります。

無駄な費用や時間をかけないためにも、
スペアキーはすべて安全な場所に保管
してください。

 注意
スマートキーに異常がある場合または
スマートキーの電池がきれた場合は、
Triumph 正規販売店にスマートキーをお
持ちください。

注記

スマートキーがもう 1 個必要な場合、
Triumph 正規販売店でお求めいただけま
す。ただし、お車に登録できるキーは 3
個までです。スマートキーと標準キーを
合わせて 3 個までです。

3

2

1

1. スマートキーブレード

2. ステータスシンボル

3. ON/OFF ボタン
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スマートキーを携帯していると、キーレ
スイグニッションシステムを使用できま
す。スマートキーブレードはシートロッ
ク、ステアリングロック、フューエルタ
ンクキャップに使用できます。

注記

使用しないときはスマートキーを OFF に
しておくと安心です。

スマートキーの電池交換

 警告
適切な電池を使用しないと爆発のおそ
れがあります。

必ず、サイズ・タイプとも正しい電池
を使用してください。

 警告
電池には有毒物質が含まれています。

お子様の誤飲を防ぐため、電池はお子
様の手の届かない場所に保管してくだ
さい。

誤って飲み込んでしまった場合は、す
ぐに医師の診察を受けてください。

 注意
電池の接点面に触れないでください。
電池を持つときは、電池の端を持って
ください。

肌が触れることで腐食が発生し、電池
の寿命が短くなる可能性があります。

スマートキーの電池交換方法：

• スマートキーをパッシブモードにし
ます（赤色の LED が点滅します）。

• 1.5 mm AF 六角レンチを使い、電池カ
バーのネジを取り外します。

• バッテリーカバーを取り外します。

• 電池の取付向きを確認し、電池を取
り出します。

• 新品の 3V CR2032 リチウム電池をは
め込みます。

• 電池カバーをスマートキーに合わせ
ます。

• 電池カバーにネジを取り付け、0.3 Nm
で締め付けます。

電池の廃棄

使用済みの電池はリサイクル業者に回収
してもらってください。電池の有害物質
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。

標準キー

お車には標準キーが 2 個付属しています。
標準キーはシートロック、ステアリング
ロック、フューエルタンクキャップに使
用できます。

1

1. キーナンバーのタグ

標準キーにはキーナンバーが記載された
小さなタグが 1 つ付いています。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。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。
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キーレスイグニッション

キーレスイグニッションシステムでは、
メカニカルキーを使わずにエンジンをか
けることができます。

スマートキーの使い方

キーレスイグニッションでイグニッショ
ンを ON にする方法：

• キーレスイグニッションシステムの
センサーの近く（1m 以内）にスマー
トキーがなければいけません。セン
サーはお車の左側にひとつと前側に
ひとつあります。スマートキーがシ
ステムセンサーの検知エリア外にあ
ると、スマートキーが反応せず、キー
レスイグニッションを使用できませ
ん。

• スマートキーのボタンを押すとス
マートキーが ON になります。ボタン
が少しの間だけ緑色に点灯しますの
で、スマートキーが作動しているこ
とが分かります。

スマートキーのボタンを短く押すと、
スマートキーの状態が分かります。
赤色に点灯したら OFF、緑色に点灯
したら ON です。

ボタンを長押しすると、長押しする
前のスマートキーの状態に応じた色
で点灯し、その後 OFF または ON に
切り替わります。

• スマートキーの電池がきれた場合は、
標準キーを使うときと同じようにス
マートキーを使用してください。

キーレスイグニッションでのエンジンの
かけ方の詳細はページ 90 を参照して
ください。

標準キーの使い方

標準キーで（または電池切れのスマート
キー）でイグニッションをONにする方法：

• お車の左側にあるセンサーに標準
キーを当てます。

1

1. システムセンサーの位置

• 標準キーをシステムセンサーに当
てたまま、エンジンスタート／ス
トップスイッチを QUICK START ま
たは Power ON/OFF にします（ペー
ジ 60 参照）。

マスターイグニッションスイッチ（装
着車のみ）

マスターイグニッションスイッチは、ア
メリカおよびカナダ向けの車両に装着さ
れています。車両左側にあります。

マスターイグニッションスイッチ
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キーレスイグニッションでエンジンをか
ける場合は、マスターイグニッションス
イッチを ON の位置にしてください。

マスターイグニッションスイッチが OFF
になっていると、キーレスイグニッショ
ンを使用できず、エンジンがかかりませ
ん。

右側ハンドルバースイッチ

8

7

6
5

1

4

3

2

1. ハザードライトボタン

2. ステアリングロックボタン

3. エンジンスタート／ストップスイッチ

4. パワー ON/OFF
5. STOP
6. RUN
7. QUICK START
8. HOME ボタン

ハザードライトボタン

ハザードライトを点灯または消灯すると
きは、ハザードライトボタンを押します。

ハザードライトを点灯するときはイグ
ニッションスイッチを ON にする必要が
ありますが、点灯した後はイグニッショ
ンスイッチを OFF にしてもハザードライ
トが点滅を続けます。ハザードライトボ
タンをもう一度押すと消灯します。

ステアリングロックボタン

お車をロックするときは、ハンドルバー
を左にいっぱいまで切り、ステアリング
ロックボタンを押します。
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 警告
お車から離れるときは、安全のため、
必ずステアリングロックをかけてくだ
さい。

お車を無断で使用されると、ライダー
や周囲の道路利用者や歩行者がけがを
したり、お車が損傷したりする可能性
があります。

パワー ON/OFF
パワー ON/OFF にすると、電気回路とメー
ターディスプレイの ON と OFF が切り替
わります。エンジンをかけなくてもメー
ターディスプレイを操作できます。

 注意
エンジンスタート／ストップスイッチ
をパワー 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。

STOP
STOP にすると、エンジンが停止します。

注記

STOP にするとエンジンは停止しますが、
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。

RUN
走行するには、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。

QUICK START
QUICK START のポジションにすると、電
動スターターでクイックイグニッション
スタートができます。

イグニッションを OFF にし、エンジン
スタート／ストップスイッチを QUICK 
START にしてそのまま保持します。必要
な条件がそろえば、エンジンがかかりま
す。

詳細はページ 90 を参照してください。

HOME ボタン

HOME ボタンはメーターのメインメ
ニューを開くときに使用します。

HOME ボタンを押して、メインメニュー
を開いたり閉じたりできます。
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左側ハンドルバースイッチ

5
6

1

2

3

7

8

4

1. クルーズコントロール速度調整スイッチ

2. デイタイムランニングライト（DRL）スイッ
チ（装着車のみ）

3. MODE ボタン

4. 方向指示器スイッチ

5. ジョイスティック

6. ホーンボタン

7. グリップヒータースイッチ

8. ハイビームボタン

クルーズコントロール速度調整ボタ
ン

クルーズコントロール速度調整ボタンは
上半分に RES/+、下半分に SET/- と表示
してあります。

クルーズコントロールの詳細はペー
ジ 66 を参照してください。

デイタイムランニングライト（DRL）
スイッチ（装着車のみ）

イグニッションスイッチが ON
の状態のときに、デイタイムラ
ンニングライトスイッチを
DRL モードにすると、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、DRL スイッチで操作
します。DRL スイッチの上半分を押すと
DRL モード、下半分を押すとロービーム
です。

 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。

MODE ボタン

MODE ボタンを押すと、ライディングモー
ド選択メニューが開きます。MODE ボタ
ンを繰り返し押すと、ライディングモー
ドをスクロールできます（ページ 31
参照）。

ライディングモードを選んで MODE ボタ
ンを長押しすると、ライディングモード
設定メニューが開きます。

ライディングモードの選択方法と設定方
法はページ 41 を参照してください。
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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。方向指示器を消灯するときは、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があるモ
デル

方向指示器スイッチを左右どちらかに
チョンと押すと、該当する側の方向指示
器が 3 回点滅し、消灯します。

方向指示器スイッチを左右どちらかに長
めに押して離すと、該当する側の方向指
示器が点滅します。

8 秒が経過し、さらに 65 メートル走行す
ると、方向指示器が自動的に消灯します。

方向指示器自動消灯システムが作動しな
いようにしたいときはページ 43 の「バ
イクのセットアップ」を参照してくださ
い。

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。

ジョイスティック

ジョイスティックは、メーターで以下の
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。

グリップヒータースイッチ（装着車
のみ）

グリップヒーターが使用できるのはエン
ジンがかかっているときだけです。

グリップヒーターを ON にすると、ディ
スプレイにグリップヒーターのマークと
選択した温度設定が表示されます。

温度設定は低、中、高の 3 種類です。温
度設定に応じ、ディスプレイに表示され
るマークの色が変わります。

1 2 3

1. 低のマーク（黄）

2. 中のマーク（オレンジ）

3. 高のマーク（赤）

寒さが厳しいときは、まずスイッチを
OFF の位置で一度押して高に設定し、グ
リップが十分温かくなったらスイッチを
もう一度押して低に切り替えるとよいで
しょう。

グリップヒーターの電源を切るときは、
グリップヒーターのマークが消えるまで
スイッチを何度か押します。

低電圧時の電源 OFF について

電圧が低下したことが検出されると、グ
リップヒーターの電源が切れます。安全
なレベルに電圧が回復するまで、グリッ
プヒーターの電源は切れたままになりま
す。

安全なレベルに電圧が回復しても、ヒー
ターの電源は自動的には入りません。グ
リップヒーターを使いたいときは、もう
一度スイッチを押してください。
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ハイビームボタン

ハイビームボタンの機能は、デイタイム
ランニングライト（DLR）が装着されて
いるかいないかによって異なります。ハ
イビームを点灯すると、ディスプレイ内
の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（DLR）
がある場合

DRL スイッチを [ デイタイムランニング
ライト（DRL）] の位置にしてからハイ
ビームボタンを長押ししてハイビームを
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。

DRL スイッチを [ ロービーム ] の位置に
してから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。リアライト
とライセンスプレートライトは、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
チが ON になっていて、エンジンがかかっ
ているときに機能します。

デイタイムランニングライト（DLR）
がない場合

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

注記

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

ヘッドライトは、イグニッションスイッ
チが ON になっていて、エンジンがかかっ
ているときに機能します。
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スロットルコントロール

2

1

3

1. スロットル開位置

2. スロットル閉位置

3. クルーズコントロールが解除される位置

この Triumph モデルには、エンジンコン
トロールユニットを介してスロットルを
開閉するための電子スロットル用ツイス
トグリップが装着されています。このシ
ステムにはスロットルを直接作動するた
めのケーブルはありません。

ツイストグリップを手前に回してスロッ
トルを開くと、ツイストグリップに操作
感が生じます。ツイストグリップを離す
と、内部のリターンスプリングによって
ツイスト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。

ツイストグリップをスロットル閉位置か
らさらに 3 ～ 4 mm 前方に回すと、ク
ルーズコントロールを解除できます（ペー
ジ 68 参照）。

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。

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い
場合

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

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

エンジン性能が低下すると危険な走行
状態となり、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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ブレーキレバーアジャスター
とクラッチレバーアジャス
ター

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

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

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

フロントブレーキレバーとクラッチレ
バーにはそれぞれアジャスターが付いて
います。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。

1

2

1. ブレーキレバー

2. アジャスター

レバーの調節のしかた：

• レバーを前方に押し、調節ネジを内
側に回すと間隔が広くなり、外側に
回すと間隔が狭くなります。

クルーズコントロール

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

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

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

 警告

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

走行速度が増すにつれて周囲の交通状
況に対応できる時間がどんどん短くな
るため、高速で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。
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 警告

この Triumph モーターサイクルで高速
走行できるのは、定められたコースで
行われるロードレースやサーキットだ
けです。

また、高速走行が可能なのは、高速走
行に必要とされるテクニックを修得し、
この車両のあらゆる状況における特性
を熟知しているライダーだけです。

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

注記

ABS に異常があり ABS 警告灯が点灯して
いる場合、クルーズコントロールを使用
できないことがあります。

クルーズコントロールのボタンは左側ス
イッチハウジングにあり、ライダーが簡
単に操作できるようになっています。

1

2

1. クルーズコントロールの RES/+ ボタン

2. クルーズコントロールの SET/- ボタン

クルーズコントロールはいつでも ON に
したり OFF にしたりできます。ただし、
クルーズコントロールを作動できるのは
ページ 67 に記載されている条件がす
べてそろったときだけです。

クルーズコントロールを開始する

クルーズコントロールの作動に必要な条
件：

• 車速が 30 km/h ～ 160 km/h である
こと。

• ギアが 3 速以上であること

mi
30

25:20

hh:mm
02:25

0143

15:53

mph0 0 7 4 8 2

Trip 1

HOLD TO RESET

4

12.4 °C

1 2 3

1. クルーズコントロールのマーク

2. SET の表示

3. クルーズコントロール設定速度

クルーズコントロールの作動方法：

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

• 希望の走行速度に達したら、クルー
ズコントロールボタンをもう一度押
します。クルーズコントロールが作
動します。

• クルーズコントロールのマークの横
に [SET] と表示されます。クルーズ
コントロールの設定速度が表示され
ます。

• 設定速度は、ページ 68 に記載の方
法でクルーズコントロールを解除す
るまで、クルーズコントロールシス
テムに保存されます。
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クルーズコントロールの解除方法

クルーズコントロールは、以下のどれか
の操作をしたときに解除されます。

• スロットルグリップを前方いっぱい
まで回す。

• クラッチレバーを握る。

• フロントブレーキまたはリアブレー
キを操作する。

• スロットルグリップを使用して 60 秒
間以上加速する。

クルーズコントロールを解除すると、ク
ルーズコントロールのマークは消えます
が、[SET] の表示と設定速度の表示は消
えませんので、設定速度が保存されてい
ることが分かります。

トラクションコントロール
（TC）

 警告
トラクションコントロールシステムお
よびコーナリングトラクションコント
ロールシステムは、通常の路面状況や
良好な天候の下で、トラクションの確
保を保証するものではありません。こ
れらのシステムが搭載されていてもト
ラクションを確保できない場合があり
ます。

-  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

-  ブレーキをかけているとき

トラクションコントロールおよびコー
ナリングトラクションコントロールで、
前輪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、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無効にし
てオフロード走行をした後は、一般道
に戻るときに必ずトラクションコント
ロールを有効にしてください。

トラクションコントロールを無効にし
たまま一般道を走行し、濡れた路面や
滑りやすい路面で急加速した場合、後
輪が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。
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トラクションコントロール（TC）は全車
に搭載されています。トラクションコン
トロールは、濡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、エンジン
音が変化することがあります。

コーナリングトラクションコント
ロール

 警告
TC システムが機能しない場合は、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、後輪
が空転しないように注意しなければな
りません。

TC システムに異常がある場合は、TC 無
効警告灯に加え、MIL や ABS 警告灯が
点灯することがあります。

これらの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。

そのような状態で急加速や急旋回を行
うと後輪が空転し、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
コーナリングトラクションコントロー
ルに異常がある場合は、TC 無効警告灯
が点灯し、ディスプレイにメッセージ
が表示されます。

コーナリングTCが機能しない場合でも、
以下の条件にあてはまれば TC は通常ど
おり機能します。

-  TC システムにその他の異常がない

-  ライダーが TC を無効にしていない
（「ライディングモードの設定項目」を
参照）。

濡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は、
後輪が空転しないように注意してくだ
さい。

TC システムに異常がある場合は、TC 無
効警告灯に加え、MIL や ABS 警告灯が
点灯することがあります。

これらの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。

そのような状態で急加速や急旋回を行
うと後輪が空転し、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。

注記

ABS に異常がある場合は、コーナリング
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 警告灯に加え、TC
無効警告灯と MIL が点灯する可能性があ
ります。

コーナリング TC は、カーブで車体を傾け
ているときにトラクションコントロール
が介入した場合にも、ライダーが安心し
てコーナリングできるようにするシステ
ムです。
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コーナリング TC が車体の傾きを常に監視
し、トラクションコントロールを最適な
レベルで効かせ、カーブ走行中の後輪の
トラクションを確保します。

TC 無効警告灯および表示されるメッセー
ジの詳細はページ 26 を参照してくだ
さい。

トラクションコントロールの設定

 警告
トラクションコントロールを解除した
場合、トラクションコントロールは作
動しませんが、お車は通常どおり運転
できます。

その場合は、ぬれた路面や滑りやすい
路面で急加速をすると後輪がスリップ
し、制御不能となって事故につながる
おそれがあります。

TC の解除方法はページ 44 の「バイク
のセットアップ」を参照してください。
TC の設定方法はページ 41 の「ライディ
ングモードの設定」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（TPMS）（搭載車のみ）

 警告
タイヤ空気圧モニタリングシステム
（TPMS）が搭載されていても、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い、タ
イヤが冷えている時に空気圧を測定し
てください（本書の「タイヤ」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。

注記

タイヤ空気圧モニタリングシステム
（TPMS）は、アクセサリーとして搭載で
きます。TPMS は、必ず Triumph 正規販
売店で取り付けてもらってください。

TPMS を取り付けると、画面に TPMS の
表示がされます。

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、そのデータがメーター
に送信されます。ただし、走行速度が約
20 km/h にならないと、センサーから空
気圧のデータが送信されません。タイヤ
空気圧のデータが送信されるまでの間は、
画面にダッシュ記号が 2 個表示されます。
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停車した後も約 7 分間は、センサーから
空気圧のデータが送信され、その後セン
サーが OFF になります。センサーが OFF
になるまでの間は、画面にタイヤ空気圧
が表示されます。

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、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

 
 
 

TPMS 表示画面

TPMS と連動してタイヤ空気
圧警告灯が作動します。

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は、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 マークとその空気圧の値が自動的
にディスプレイに表示されます。

A15:53

FRONT

REAR

1.9

 2.9

bar

barFront Tyre
 Low

TPMS

2

2

1

4

3

1. TPMS 警告灯

2. フロントタイヤ空気圧

3. リアタイヤ空気圧

4. インフォメーショントレイの TPMS メッ
セージ

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℃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。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、タイヤが冷えている
時の空気圧が推奨値でない場合、走行
してはいけません。
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タイヤ空気圧が不足していることが検出
されると、タイヤ空気圧の表示に自動的
に切り替わります。

走行速度が 20 km/h に達するまではダッ
シュ記号が表示されます。

センサーバッテリー

タイヤ空気圧センサーのバッテリー電圧
が低い場合は、TPMS マークが黄色で表
示されます。どの空気圧センサーのバッ
テリー電圧が低いかは、メッセージで表
示されます。

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ます。ディスプレイ
に警告メッセージも表示されます。

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ペー
ジ 71 に記入し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。

TPMS システムの異常

TPMS システムに異常が発生すると、
TPMS 警告灯が赤色に点灯しまので、タ
イヤ空気圧を表示できないか、タイヤ空
気圧が低いかのどちらかであることが分
かります。TPMS 警告灯が黄色に点灯し
ている場合は、バッテリー電圧が低下し
ていますが、タイヤ空気圧は表示されま
す。インフォメーショントレイにはメッ
セージが表示されます。Triumph 正規販
売店で修理してもらってください。

タイヤ空気圧

 警告
タイヤ空気圧モニタリングシステム
（TPMS）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用
して、タイヤが冷えている時に空気圧
を測定してください。

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。

 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。
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メーターに表示されるタイヤ空気圧は、
TPMS 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
冷間時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、
タイヤが冷えている時の空気圧を指定し
ています。

タイヤ空気圧は、正確なタイヤ空気圧ゲー
ジを使用して必ずタイヤが冷えている時
に調整してください（ページ 134 参照）。
ディスプレイに表示された空気圧を見て
調整してはいけません。

タイヤ空気圧不足

 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、タイヤが冷えている
時の空気圧が推奨値でない場合、走行
してはいけません。

タイヤ空気圧が低いことが検知されると、
タイヤ空気圧警告灯が点灯し、ディスプ
レイにメッセージが表示されます（ペー
ジ 71 参照）。

燃料

RON/ROZ min. 95

E5 E10

3900695

Unleaded fuel only
Carburant sans plomb
Gasolina sin plomo
Bleifreies Benzin
Endast blyfri bensin
Benzina senza piombo
Ongelode Brandstof
Combustival sem schumbo

Pb

燃料の等級

Triumph のバイクは、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 95 RON 以上の無
鉛燃料を使用してください。

エタノール

ヨーロッパでは、Triumph のバイクは E5
（エタノール 5％混合）と E10（エタノー
ル 10％混合）の無鉛燃料に対応していま
す。

その他の地域では、E25（エタノール
25％混合）までの燃料を使用できます。

エンジンキャリブレーション

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

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

必ず燃料を十分に補給して走行してく
ださい。

注記

一部の国や州、地域などでは、有鉛ガソ
リンの使用が法律で禁止されています。

給油方法 

 警告
給油するときは、安全のため以下の指
示にしたがってください。

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

-  喫煙はやめてください。

-  携帯電話を使用しないでください。

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

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

-  給油後は、フューエルフィラーキャッ
プをきちんと閉じてください。

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

1

2

1. フューエルタンクキャップ

2. キー

フューエルタンクキャップの開け方：

• フューエルタンクキャップカバーの
フックを外します。

• フューエルタンクキャップカバーを
開けます。

• フューエルタンクキャップのロック
にキーを差し込みます。

• フューエルタンクキャップを動かさ
ないように、キーを反時計回りに回
します。ロックが解除されます。

• キーを抜きます。

• フューエルタンクキャップを反時計
回りに回します。フューエルタンク
キャップを取り外します。

フューエルタンクキャップの閉じ方：

• フューエルタンクキャップをはめ、
カチッと音がするまで時計回りに回
します。

• フューエルタンクキャップのロック
にキーを差し込みます。

• フューエルタンクキャップを動かさ
ないように、キーを時計回りに回し
ます。キャップがロックされます。

• キーを抜きます。

• フューエルタンクキャップカバーを
しっかりと閉じます。

燃料タンクへの給油量

 警告
タンクに燃料を入れ過ぎると燃料がこ
ぼれる可能性があります。

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

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

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

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

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

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

21

1. フューエルフィラーネック

2. 燃料の上限

給油後は、フューエルフィラーキャップ
をきちんと閉じてください。

サイドパネル

右側サイドパネルを取り外すとツール
キットを取り出せます。また、リアサス
ペンションの伸側減衰力も調整できます。

2

3

4

1

1. スピゴット

2. グロメット

3. 位置決め突起

4. 位置決め溝

サイドパネルの取り外し方：

• サイドパネルを両手でしっかりとつ
かみ、サイドパネル上部をそっと引っ
張ります。そうすると、上側のスピ
ゴットがグロメットから外れます（グ
ロメットは車両側に残ります）。

• サイドパネルを上方にずらし、位置
決め突起から外します。

サイドパネルの取り付け方：

• サイドパネルを下方に向かってはめ、
サイドパネルの位置決め突起を車両
側の位置決め溝に合わせます。

• 上側のスピゴットとグロメットの位
置を合わせます。

• サイドパネルを押してはめ込みます。

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

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

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

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

シ ー ト の 洗 浄 方 法 に つ い て は ペ ー
ジ 154 を参照してください。

シートロック

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

シートがしっかりはまっていないと、
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。

 注意
シートロックにキーを差し込んだまま
走行してはいけません。

必ずシートをロックし、シートロック
からキーを抜いてから走行してくださ
い。

シートロックは車体の左側、シート下方
にあります。オイルフィラーキャップの
近くです。

1

1. シートロック

シートを取り外すと、バッテリー、ヒュー
ズ、収納ボックス、USB ソケットにアク
セスできます。

ライダーシート

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

シートがしっかりはまっていないと、
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。

ライダーシートの取り外し方：

• イグニッションキーをシートロック
に差し込み、シートの後部を押しな
がらキーを反時計回りに回します。

• そうすると、ライダーシートがロッ
クから外れます。
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• シート後部を持ち上げて後方にずら
し、車両から取り外します。

4

3 2

1

1. 位置決めペグ

2. 位置止めペグのロック

3. シートブラケット

4. 燃料タンクのヒンジ

ライダーシートの取り付け方：

• シートのフロントブラケットを燃料
タンクのヒンジの下に合わせます。

• 位置決めペグをロックに合わせます。

• シートを押し下げて、位置決めペグ
をロックにはめます。シートがしっ
かりはまるとカチッと音がします。

タンデムシート

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

シートがしっかりはまっていないと、
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。

ライダーシートとパッセンジャーシート
が一体化したタンデムシートは、取り外
しも取り付けも簡単にできます。

タンデムシートの取り外し方：

• イグニッションキーをシートロック
に差し込み、シート後部を押しなが
らキーを反時計回りに回します。

• そうすると、シートがロックから外
れます。

• シート後部を持ち上げて後方にずら
し、車両から取り外します。

4

3 2

1

1. 位置決めペグ

2. 位置止めペグのロック

3. シートブラケット

4. 燃料タンクのヒンジ

タンデムシートの取り付け方：

• シートのフロントブラケットを燃料
タンクのヒンジの下に合わせます。

• 位置決めペグをロックに合わせます。

• シートを押し下げて、位置決めペグ
をロックにはめます。シートがしっ
かりはまるとカチッと音がします。
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シートのオプション

ライダーシートとパッセンジャーシート
は取り付け方を選べます。パッセンジャー
シートはシートブラケットを使用してラ
イダーシートに取り付けできます。パッ
センジャーシートの代わりに、ライダー
インフィルセクションをライダーシート
に取り付けることもできます。どちらも
取り付け方は同じです。

5
4

1
3

2

2

1. パッセンジャーシート

2. パッセンジャーシートストラップ

3. ライダーシート

4. シートストラップのワッシャーとナット

5. シートのナット

パッセンジャーシートまたはライダーイ
ンフィルセクションをライダーシートか
ら取り外す方法：

• シートストラップがある場合は、シー
トストラップのワッシャーとナット
を取り外します。

• シートのナットを取り外します。

• パッセンジャーシートまたはライ
ダーインフィルセクションを取り外
します。

パッセンジャーシートまたはライダーイ
ンフィルセクションをライダーシートに
取り付ける方法：

• パッセンジャーシートまたはライ
ダーインフィルセクションをシート
ブラケットに合わせます。

• シートストラップがある場合は、シー
トストラップの位置を合わせます。

• シートストラップにワッシャーと
ナットをはめます。シートストラッ
プのナットを 3 Nm で締め付けます。

• シートにナットを取り付け、3 Nm で
締め付けます。

シートバックレスト（装着車のみ）

 警告
走行中にバックレストが外れないよう
にするため、バックレストを調節した
後は、必ずバックレストをつかんでぐっ
と引っ張り上げてみてください。

適切に固定されていない場合は、バッ
クレストがロックから外れてしまいま
す。

バックレストがゆるんでいたり外れた
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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パッセンジャーシートのバックレストは
調節できます。

1

1. バックレスト調節レバー

バックレストの調節方法：

• レバーを車両前方に向かって押し、
そのまま保持します。

• パッセンジャーに合うように、バッ
クレストパッドを上下に動かします。

• バックレストが適切な位置になった
ら、レバーを離します。

シートカバー

このお車には、雨、鳥のフン、樹液、日光、
霜などからレザーシートを保護するため
のシートカバーが付属しています。ライ
ダーシート用カバーとタンデムシート用
カバーがあります。

シートカバーの取り付け方：

• シートを車両から取り外します。

• シートカバーは小さな袋の中に入っ
ています。袋からシートカバーを取
り出します。

• シートカバーに付いている Triumph
ロゴがシート後部にくるようにして、
シートカバーを被せます。

• シートカバーをしっかりと被せます。

• 車両にシートを取り付けます。

収納スペース

 注意
収納スペースに保管してある物が不安
定に移動すると、その物自体が損傷し
たり、お車が損傷したりする可能性が
あります。

ふたを閉じるときは、デバイスや小物
やお車が損傷しないように、デバイス
や小物の周りに十分なすき間をもたせ
てください。

デバイス、ケーブル、その他の小物な
どを収納スペースに安全に保管してか
ら運転してください。

 注意
シートを取り付けるときは、収納スペー
スのふたをしっかり閉じてから取り付
けてください。そうしないと、収納ス
ペースのふたが損傷します。

シートの下側、リアホイール寄りの場所
に収納スペースがあります。USB 電源ソ
ケットを使用しているときにデバイスを
保管したり、走行中に小物を保管したり
できます。
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パッセンジャーフットレスト

 警告
パッセンジャーを乗せるときは、必ず
パッセンジャーフットレストを下ろし
ておいてください。

パッセンジャーフットレストを使わな
いままパッセンジャーを乗せてはいけ
ません。

フットレストを使わないと足の位置が
定まらず、以下のような問題が生じる
可能性があります。

-  パッセンジャーの足や着衣が巻き込ま
れる。

-  パッセンジャーが高温の排気管に接触
する。

フットレストを使わないと足の位置が
定まらず、以下のような問題が生じる
可能性があります。

-  パッセンジャーが重傷を負う。

-  車両が不安定になり事故につながる。

-  車両が損傷する。

-  着衣が傷む。

 警告
パッセンジャーフットレストを上げ下
ろしするときは、指や着衣が挟まれな
いように注意してください。

パッセンジャーフットレストは、ケガ
をしないように、また着衣や車両を傷
つけないように気を付けてご使用くだ
さい。

パッセンジャーフットレスト

ライダーシート下方を見るとお車の両側
にパッセンジャーフットレストが付いて
います。使わないときは格納できるよう
になっています。

1

1. パッセンジャーフットレストの格納場所

格納されたパッセンジャーフットレスト
の下ろし方：

• パッセンジャーフットレストの格納
場所の上部をそっと引っ張り、止ま
る位置まで下に降ろします。

• フットレストを持ち上げ、止まる位
置まで開きます。

開いた状態のパッセンジャーフットレス
ト

パッセンジャーフットレストの格納方法：

• フットレストを所定の位置に折りた
たみます。
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• 折りたたんだフットレストを格納場
所に戻し、しっかりと押し込みます。

調節式フットレスト

このお車のライダーフットレストとパッ
センジャーフットレストは調節式ですの
で、足を載せやすい位置までフットレス
トを伸ばすことができます。延長ソケッ
トは、左側サイドパネルの下にあるツー
ルキットに入っています。ページ 83
を参照してください。

フットレストの調節は Triumph 正規販売
店にご依頼ください。

サイドスタンド

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

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

 警告
サイドスタンドをかけているときにお
車を傾けたり、お車に跨がったりしな
いでください。

お車が倒れて損傷したり、事故につな
がる可能性があります。

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。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。

お車にまたがったらまず、サイドスタン
ドを上げてください。

安全に駐車する方法については「モーター
サイクルの運転」を参照してください。
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ウィンドスクリーン（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。

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。

走行中にウインドスクリーンの汚れを
落とそうとすると、制御不能となって
事故につながるおそれがあります。

ウィンドスクリーンの洗浄については
ページ 156 を参照してください。

ウィンドスクリーンは調節できません。

ツールキットと取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書は別途お渡しいたします。

ツールキット

ツールキットは右側サイドパネルの裏側
にあります。

2
3

1

1. フットレスト、ギアペダル、ブレーキペダ
ルの延長ソケット

2. 6 mm の六角レンチ

3. 5 mm の六角レンチ

フットレスト、ブレーキペダルまたはギ
アペダルの調節は、Triumph 正規販売店
にご依頼ください。ツールキットの中に
は空いているスペースがありますので、
別の延長ソケットも収納できます。
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アクセサリーソケット

 注意
エンジンがかかっていないときに、フ
ロントアクセサリーソケットに電装品
を接続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。

燃料タンクの前方にアクセサリーソケッ
トがあります。

このソケットからは常に 12V の電源が供
給されます。

アクセサリーソケットの回路は専用の
ヒューズで保護されています。「ヒューズ
一覧表」を参照してください。

注記

電装品を使っているときにバッテリーが
過放電しないようにするため、フロント
とリアのアクセサリーソケットで使用可
能な電流は合わせて 5A となっています。

このアクセサリーソケットに適したプラ
グは、Triumph 正規販売店でお求めいた
だけます。

USB ソケット

 警告
USB ソケットは防水仕様ではありませ
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。

シート下の収納スペースに USB ソケット
があります。携帯電話やカメラ、GPS 装
置などのデバイスの充電に適した 5V、2A
の電源が供給されます。

USB ソケットの利用方法：

• シートを取り外します。

• 収納スペースを開けます。収納スペー
スの背面に USB ソケットがあります。

• 適切な USB ケーブルを使ってお手持
ちのデバイスを USB ソケットに接続
し、そのデバイスと USB ケーブルを
収納スペースに収納します。

 注意

走行前に、ご使用のデバイスと USB ケー
ブルをリアシートの下にしっかりと収
納してください。

リア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。

• デバイスや USB ケーブルを挟み込ま
ないように注意して、シートを戻し
ます。

• イグニッションスイッチを ON にし、
エンジンをかけます。
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 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。

• デバイスの充電が終了したら、シー
トを取り外し、デバイスを取り外し
ます。

• 収納スペースを閉じ、シートを取り
付けます。

注記

USB ソケットはシャシー ECM で保護され
ています。USB ソケットが過負荷になる
と、シャシー ECM によって USB ソケッ
トの電源が自動的に切れます。

過負荷の状態が解消されれば、イグニッ
ションスイッチを OFF にしてもう一度
ON にしたときに USB ソケットの電源が
入ります。

慣らし運転

R.P.M.

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 1000 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。

1000 km ～ 1500 km まで：

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

• エンジン冷間時は、エンジン速度を
上げ過ぎないでください。

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

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

日常点検

cboc

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

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

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

点検項目

燃料：タンクに燃料が適量入っているこ
と、燃料漏れがないこと（ページ 73
参照）。

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
（ページ 113 参照）。

ファイナルドライブ：オイル漏れがない
こと（ページ 122 参照）。

タイヤ／ホイール：空気圧が適正である
こと（冷えている時）。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（ページ 133
参照）。
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ナット、ボルト、ネジ類：ステアリング
とサスペンションの部品、アクスル、操
作レバーなどがきちんと締め付けてある
か目視点検すること。ゆるんだり損傷し
たりしているネジがないかすべて点検す
ること。

ステアリングの動き：左右にいっぱいま
でガタがなくスムーズに動くこと。コン
トロールケーブルのひっかかりがないこ
と（ページ 127 参照）。

ブレーキ：ブレーキレバーを引いた感触、
ブレーキべダルを踏んだ感触が適切であ
ること。遊びが大きすぎる場合またはレ
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（ページ 123 参照）。

ABS：発進後、速度が 10 km/h を超えた
ときに ABS 警告灯が消灯すること（ペー
ジ 96 参照）

ブレーキパッド：すべてのパッドのラ
イニングが 1.5 mm 以上残っていること
（ページ 123 参照）。

ブレーキフルード量：フルードの漏れが
ないこと。ブレーキフルード量は、両
方のリザーバーとも上限マークと下限
マークとの中間あたりにあること（ペー
ジ 125 参照）。

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（ペー
ジ 129 参照）。

スロットル：スロットルグリップの遊び
が 2 ～ 3 mm であること。スロットルグ
リップがスムーズにアイドルポジション
に戻ること（ページ 65 参照）。

クラッチフルード量：フルードの漏れが
ないこと。クラッチフルード量がリザー
バーの MAX と MIN との間であること
（ページ 121 参照）

クーラント：クーラントの漏れがないこ
と。リザーブタンク内のクーラント量を
点検すること（エンジン冷間時）（ペー
ジ 118 参照）。

電装品：ライト類とホーンが正しく機能
すること（ページ 59 参照）。

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（ページ 90 参照）。

スタンド：バネの力で一番上まで戻るこ
と。リターンスプリングが弱くなってい
たり、傷んだりしていないこと（ペー
ジ 82 参照）。
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このページは意図的に空白にしてあります
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エンジンの止め方

0 0 7 4 8 2

Trip 1

mi0

N

3
21

1. ニュートラル表示灯

2. エンジンストップスイッチ：STOP
3. マスターイグニッションスイッチ：OFF（装

着車のみ）

エンジンの止め方：

• スロットルを完全に戻します。

• ギアをニュートラルにします。

• エンジンストップスイッチを STOP の
位置にします。

• マスターイグニッションスイッチが
ある場合は 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
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。電気的異常の原因となりま
す。

エンジンのかけ方

0 0 7 4 8 2

Trip 1

mi0

N2

1

3

1. マスターイグニッションスイッチ（装着車
のみ）

2. エンジンスタート／ストップスイッチ：
QUICK START

3. ニュートラル表示灯

エンジンのかけ方：

• マスターイグニッションスイッチ
がある場合は ON にします。ペー
ジ 59 を参照してください。

• クラッチレバーをいっぱいまで握り
ます。

• エンジンスタート／ストップスイッ
チを QUICK START にしたまま保持す
るとエンジンがかかります。

• ギアをニュートラルにします。

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。

 警告
閉めきった場所でエンジンをかけたり
アイドリングしたりすることは絶対に
やめてください。

排出ガスは有毒です。短時間の内に意
識を失い、死に至る可能性があります。

必ず屋外または換気の良い所でエンジ
ンをかけてください。
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 注意
エンジンがかかるとすぐに油圧低下警
告灯が消灯します。

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

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

注記

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。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
ザーとの間で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。

発進のしかた

発進のしかた：

• クラッチレバーを握り、ギアを 1 速に
入れます。

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

• クラッチがつながり始めたら、スロッ
トルをもう少し開いて、エンストし
ないようにエンジン回転数を上げま
す。
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ギアチェンジのしかた

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

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

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

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

シフトダウンするときは、エンジン回
転数を十分に落としてください。

1

1. ギアチェンジペダル

ギアチェンジのしかた：

• クラッチレバーを握りながらスロッ
トルを戻します。

• ギアを 1 段上げるか、または 1 段下げ
ます。

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

注記

ギアチェンジの仕組みは ポジティブス
トップ式です。つまり、ギアチェンジペ
ダルを動かすたびに、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。

Triumph シフトアシスト（TSA）（搭
載車のみ）

 注意
Triumph シフトアシスト（TSA）はオン
ロードで使用してください。

オフロードやサーキットで使用しては
いけません。

Triumph シフトアシスト（TSA）によっ
てエンジントルクが調整されるので、ス
ロットルを戻したりクラッチを操作した
りしなくても、ギアを入れることができ
ます。

シフトアップ、シフトダウンの両方で作
動します。

停止や発進をするときはクラッチを使用
してください。

以下の場合は TSA が作動しません。

• クラッチを操作した。

• 6 速のときに誤ってシフトアップしよ
うとした。
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• 1 速のときに誤ってシフトダウンしよ
うとした。

• エンジンが低速回転時にシフトアッ
プしようとした。

• エンジンが高速回転時にシフトダウ
ンしようとした。

• スピードリミッターが作動中。

• クルーズコントロールが作動中。

TSA に異常があると、走行中に TSA が作
動しません。

ギアチェンジペダルをしっかりと操作し
て、シフトチェンジのたびにペダルから
足を離し、スムーズなギアチェンジを心
掛けてください。

TSA の有効・無効の詳細についてはペー
ジ 45 を参照してください。

ブレーキの使い方

すべてのモデルに前後連動ブレーキとア
ンチロックブレーキシステム（ABS）が
搭載されています。これにより、優れた
制動効率が発揮されます。

フロントブレーキをかけると、リアブレー
キもわずかにかかるため、バランスよく
ブレーキが効きます。リアホイールにか
かる制動力は、ライダーがフロントブレー
キレバーでかけた制動力に応じて変化し
ます。リアブレーキペダルを踏んだ場合
は、リアブレーキしか効きません。

制動力を最大限に発揮する必要があると
きには、必ずフロントブレーキレバーと
リアブレーキペダルを一緒に操作してく
ださい。

1

1. フロントブレーキレバー

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。

-  バイクが止まったときにギアが 1 速に
なるように、1 段ずつシフトダウンし
ます。

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

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

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

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

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

 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。

 警告
舗装されていない路面、濡れた路面、
ぬかるんだ路面などを走行すると、ほ
こりや泥や湿気がブレーキに付着し、
ブレーキの効きが悪くなります。

そのような状況では、制動作用によっ
てブレーキ表面の汚れが落ちるように、
必ず早めにブレーキをかけてください。

ブレーキにほこりや泥や湿気が付着し
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。

 注意
前後連動ブレーキでは、フロントブレー
キをかけているときに後輪を空転（バー
ンアウト）させようとすると、ブレー
キシステムやドライブトレーンが損傷
します。
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アンチロックブレーキシステ
ム（ABS）

 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。

 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。

 警告
ABS を無効にしてオフロード走行をし
た後は、一般道に戻るときに必ず ABS
を有効にしてください。

ABS を無効にしたまま一般道を走行し、
急ブレーキをかけた場合、ホイールが
ロックして制御不能となり、事故につ
ながるおそれがあります。

注記

ABS が作動すると、ブレーキペダルの感
触が硬くなったり、ブレーキレバーやブ
レーキペダルに振動が伝わったりする場
合があります。

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。

コーナリング ABS
コーナリング ABS は、カーブで車体を傾
けているときに ABS が介入した場合に、
ライダーが安心してブレーキングできる
ようにするシステムです。

車体の傾きはセンサーによって常に監視
されています。カーブで車体を傾けてい
るときに ABS が介入した場合、コーナリ
ング ABS が車体の傾き角度に応じて最適
なレベルで ABS を効かせ、ライダーが安
心してブレーキングできるようにします。
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 警告

コーナリング ABS は、急ブレーキをか
けるような状況においてライダーをサ
ポートします。

このシステムは、カーブで車体を傾け
ているときに ABS が介入した場合に、
ライダーが安心してブレーキングでき
るようにするシステムです。

特定の状況下では、コーナリング ABS
によって適切なブレーキングが可能と
なりますが、ライディングテクニック
を習得する必要がなくなるわけではあ
りません。

 警告
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。

カーブで車体を傾けているときに ABS
が介入した場合、コーナリング ABS が
センサーから受信した車体の傾き角度
に応じて最適なレベルで ABS を効かせ、
ライダーが安心してブレーキングでき
るようにします。ただし、コーナリン
グ ABS が車体の重量や運動量に対応で
きないこともあるため、コーナリング
中にブレーキを強くかけすぎると制御
不能となって事故につながる可能性が
あります。

状況によっては、同等の機種の ABS 非
搭載車や ABS が搭載されていてもコー
ナリング ABS が搭載されていない車両
と比べて、コーナリング ABS 搭載車の
方が制動距離が長くなることがありま
す。

 警告

コーナリング ABS が停止している場合
は、ABS 警告灯が点灯し、画面に警告
メッセージが表示されます。

コーナリング ABS が機能しない場合で
も、以下の条件にあてはまれば ABS は
通常どおり機能します。

-  ABS にその他の異常がない

-  ライダーが ABS を解除していない

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。
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。

そのような状況でコーナリング中にブ
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。

ABS 警告灯

イグニッションスイッチを ON
にしたとき、ABS 警告灯が一
旦点灯してから消灯するのが正
常な状態です。

ABS 警告灯が点灯したままの場合は ABS
に故障があるため、ABS が作動しません。
点検が必要です。

走行中に ABS 警告灯が点灯したときは、
ABSの異常ですので点検が必要です。ディ
スプレイに警告メッセージが表示される
場合があります。
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 警告
車両をスタンドで立てた状態で後輪を
回すと、3 分後に ABS 警告灯が点灯し
ます。

車両をスタンドで立てる前に走行して
いた場合は、1 分後に ABS 警告灯が点灯
し、MIL も点灯します。

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
からもう一度発進したときも、走行速
度が 10 km/h を超えるまでは ABS 警告
灯が点灯します。

 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。

ヒルホールドコントロール

ヒルホールドコントロールで坂道発進を
サポートします。このシステムが作動す
るとリアブレーキがかかり、車両の後退
を防ぎます。発進しようとすると、シス
テムがそれを感知し、リアブレーキが自
動的に解除されます。

 警告
滑りやすい路面でヒルホールドコント
ロールを使用するのは避けてください。

タイヤのグリップ力が低い路面でヒル
ホールドコントロールを使用しても車
両のずり下がりを防止できません。

そのような路面でヒルホールドコント
ロールを使用すると車両がずり下がり、
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
サイドスタンドを下ろすか、イグニッ
ションスイッチを OFF にするか、エン
ジンストップスイッチを STOP にするか
した場合または何らかの理由でエンジ
ンが止まった場合は、ヒルホールドコ
ントロールが解除されます。

MIL が点灯するような異常が発生した場
合もヒルホールドコントロールが解除
されます。

ヒルホールドコントロールを使用でき
ない場合は、ライダー自身がフロント
ブレーキをかけ、車両の後退を防がな
ければなりません。

そうしないと、制御不能となって事故
につながるおそれがあります。
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 注意
ヒルホールドコントロールはパーキン
グブレーキとして使用するものではあ
りません。

ヒルホールドコントロールを 10 分以上
続けて使用しないでください。

ヒルホールドコントロールを 10 分以上
続けて使用すると、ABS システムが損
傷します。

作動方法

ヒルホールドコントロールを作動させる
には次の条件を満たす必要があります。

• エンジンがかかっている

• サイドスタンドが上がっている

• 停車している

上記の条件がすべて満たされているとき
に以下を行ってください。

• フロントブレーキレバーを素早く
しっかりと握り込んで離します。

• レバーを離すと画面にメッセージが
表示され、ヒルホールド警告灯が緑
色に点灯します。これでヒルホール
ドコントロールが作動し、リアブレー
キが自動的にかかります。

• ヒルホールドコントロールが停止す
るまでメッセージは表示されたまま
となり、ヒルホールド警告灯も緑色
に点灯したままになります。

• 発進しようとしていることが検出さ
れるか、ヒルホールドコントロール
が手動で解除されるまで、リアブレー
キがかかったままになります。

注記

ABS またはエンジン制御システムに異常
があり、ABS 警告灯または MIL が点灯し
ている場合は、ヒルホールドコントロー
ルが作動しません。

解除方法

発進しようとすると、ヒルホールドコン
トロールが自動的に解除されます。ライ
ダーの発進操作をサポートするため、ヒ
ルホールドコントロールによってリアブ
レーキが徐々に解除されます。

フロントブレーキレバーをもう一度しっ
かり握った場合も、ヒルホールドコント
ロールが解除されます。画面に少しの間
だけメッセージが表示され、ヒルホール
ド警告灯の色が黄色に変わります。

ヒルホールドコントロール作動不可

ヒルホールドコントロールを作動しよう
としたときに、ヒルホールドコントロー
ルが作動不可であることを示す黄色のラ
ンプが点灯した場合は、以下の原因が考
えられます。

• ページ 99 の作動条件が満たされ
ていない。

• ABS またはエンジン制御システムに
異常があり、ABS 警告灯または MIL
が点灯している。詳細はページ 24
の「警告灯」を参照してください。

ヒルホールドコントロール作動不可の
メッセージもディスプレイに表示されま
す。

ヒルホールドコントロールは設定画面で
作動または解除できます（ページ 45
参照）。
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駐車のしかた

 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。

 警告
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。

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。

• 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、サイドスタンドがお車のつっ
かえ棒になるように駐車します。

• 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。
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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、
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。

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。

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

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。
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 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

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

荷物

収納ケースをすべて閉じてロックし、車
両にしっかり固定します。

ブレーキ

フロントブレーキとリアブレーキがきち
んと効くか点検します。

タイヤ

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

燃料

高速走行時は燃料消費量が増えるので、
燃料を十分補給しておいてください。

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

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

必ず燃料を十分に補給して走行してく
ださい。

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。

ファイナルドライブオイル

ファイナルドライブのオイル量が適切か
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。

クーラント

リザーブタンクの上限と下限の間にクー
ラントの液面があるか確認します。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、ホーン等がすべて正
しく作動するか点検します。

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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アクセサリーの取り付けと荷物やパッセンジャーに
ついて

アクセサリーを取り付けたり荷物やパッ
センジャーを乗せたりすると、ハンドリ
ング特性に影響して安定性が変化するた
め、速度を落として走行してください。
この章では、お車にアクセサリーを取り
付けたり、荷物やパッセンジャーを乗せ
たりした場合の危険性について説明しま
す。

アクセサリー

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

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

 警告
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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 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。

積載について

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

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

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

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

「主要諸元」で指定されている最大積載
量を絶対に超えてはいけません。

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、積載状態に合わせ、プ
リロードと減衰力の設定を前後とも適
切に調整してください。パニアの最大
積載量については、パニア内側のラベ
ルを確認してください。
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 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
各パニアの最大積載量は、パニア内側
のラベルに記載してあります。

最大収納重量を超えると、車体が不安
定になり、制御不能となって事故につ
ながるおそれがあるため、絶対に最大
収納重量を超えてはいけません。

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

5 kg を超える荷物を載せたり、荷物が
しっかりと固定されていなかったり、
走行の邪魔になったり、車の後部や横
からはみ出したりしていると、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。

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。

注記

パッセンジャーや荷物を載せる場合は、
ヘッドライトの光軸を調整してください
（ページ 143 参照）。

パッセンジャー

 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
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。
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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は、危険な走行
状態を招きます。

必ず、Triumph 正規販売店にて定期的に
メンテナンスを受けてください。

 警告
メンテナンス項目は重要なものばかり
ですので、どのメンテナンスも怠って
はいけません。メンテナンスや調整が
不適切だと、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は、危険な走行
状態を招きます。必ず、Triumph 正規販
売店にて定期的にメンテナンスを受け
てください。

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

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



メンテナンス

110

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

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

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

メンテナンスインジケーターと警告
マーク

メンテナンスインジケーターは、
約 100 km で定期点検が必要であ
ることを知らせるために、車両始

動後に 5 秒間点灯します。定期点検が必
要な走行距離に達すると、Triumph 診断
ツールを使用して定期点検時期をリセッ
トするまで、メンテナンスインジケーター
が点灯したままになります。

ABS やエンジン制御システムに
異常が発生し、ABS 警告灯や MIL
が点灯した場合、警告マークが点

滅します。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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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 ヶ月点検 走行距離ごとの点検

点検間
隔

1,000
6 ヶ月

年
16,000 
48,000

32,000 64,000

潤滑関係

エンジンオイルの漏れ点検 日常 • • • • •

エンジンオイルの交換 - • • • • •

エンジンオイルフィルターの交換 - • • • • •

燃料系統とエンジン制御関係

オートスキャン： Triumph 診断ツールでフルオートス
キャンを実施（控えを印刷すること）

- • • • • •

燃料ホースの摩耗、亀裂、損傷点検。適宜交換。 日常 • • • • •

エアフィルターの交換（濡れた路面やほこりっぽい路面
を走行する機会が多い場合は頻繁に交換すること） - • • •

燃料フィルターの交換 - • • •

スロットルボディのバランス調整 - • • •

点火装置

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 • • • • •

クーラントホースの摩耗、亀裂、損傷点検。適宜交換。 - • • •

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

クラッチの動作点検 日常 • • • • •

クラッチフルード量の点検 日常 • • • • •

クラッチフルードの交換 走行距離に関係なく 2 年ごと

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点検／調整 - • •

ホイールとタイヤ

ホイールベアリングの摩耗／動作点検 30,000 マイル毎

リアホイールニードルローラーベアリングの注油（左外
側のみ） - • • •

タイヤの摩耗／損傷点検 日常 • • • • •

タイヤ空気圧の点検／調整 日常 • • • • •

ステアリングとサスペンション

ステアリングの動作点検 日常 • • • • •

前後サスペンションの損傷、漏れ、動作点検 日常 • • • • •

フォークオイルの交換 30,000 マイル毎

ステアリングヘッドベアリングの点検 - •

ステアリングヘッドベアリングの注油 30,000 マイル毎

スイングアームスピンドルの注油 30,000 マイル毎

リアサスペンションリンケージの注油 30,000 マイル毎

ブレーキ

ブレーキシステムの動作確認 日常 • • • • •

ブレーキパッドの摩耗状態点検 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
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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 ヶ月点検 走行距離ごとの点検

点検間
隔

1,000
6 ヶ月

年
16,000 
48,000

32,000 64,000

ファイナルドライブ

ファイナルドライブのオイル漏れ点検 日常 • • • • •

ファイナルドライブのオイル量点検 - • • • •

ファイナルドライブオイルの交換 • •

電気系統

ライト類、メーター、電気系統の点検 日常 • • • • •

全般

メーター、シャシー ECM、エンジン ECM：Triumph 診断
ツールで最新キャリブレーションのダウンロードを確認

- • • • • •

バンク角指示器の摩耗点検 日常 • • • • •

サイドスタンドの動作点検 日常 • • •

サイドスタンドのピボットピンの清掃 - • • •

バックレスト動作確認（装着車のみ） 日常 •

アクセサリーパニアレールの動作確認 日常 •

サービスブリテンの未対応の作業および保証作業の実施 - • • • • •

ロードテストの実施 - • • • • •

サービスレコードブック記入、メンテナンスインジケー
ターのリセット - • • • • •
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エンジンオイル

 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、車両が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。

エンジンオイル量の点検

 警告
閉めきった場所でエンジンをかけたり
アイドリングしたりすることは絶対に
やめてください。

排出ガスは有毒です。短時間の内に意
識を失い、死に至る可能性があります。

必ず屋外または換気の良い所でエンジ
ンをかけてください。

 警告
エンジンを切った直後は、排気装置が
熱くなっています。

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

 注意
エンジンが熱いときにエンジンオイル
の点検や補給をしてはいけません。

エンジンが熱いときにエンジンオイル
の点検や補給をすると、エンジンオイ
ルの不足につながり、エンジンが損傷
することがあります。

エンジンオイルの点検や調整は、必ず
エンジンが冷えているときに行ってく
ださい。

 注意
オイルが不足した状態でエンジンが回
転すると、エンジンが損傷します。

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

注記

エンジンオイルは、お車をサイドスタン
ドで立て、エンジンが冷えていていると
きでないと正確に点検できません。

このモデルのエンジンにはドライサンプ
が採用されているため、エンジンオイル
量が適正かどうか正しく点検することが
大変重要です。ここに記載する方法で点
検しないと、エンジンオイル量を正確に
点検できません。

エンジンオイル量の点検方法：

• エンジンが冷えていることを確認し
ます。
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• エンジンをかけ、60 ～ 90 秒ほどア
イドリングします。

注記

アイドリング中にスロットルを操作して
はいけません。操作すると、オイルゲー
ジで正確にオイル量を点検できません。

• エンジンを止め、オイルが落ち着く
まで最低 3 分待ちます。

• オイルフィラーキャップを反時計回
りに回して取り外します。

B00096

1

1. オイルフィラーキャップ

• オイルフィラーチューブからオイル
ゲージを抜き、オイルゲージをきれ
いに拭いたら、オイルフィラーチュー
ブに戻します。オイルゲージを奥ま
でしっかり差し込みます。

• オイルゲージをもう一度抜きます。

• オイルゲージの上限マークと下限
マークとの間にオイルが付いていれ
ば、オイル量は適正です。

B00098

3

2

1

1. オイルゲージ

2. 上限マーク

3. 下限マーク

• 下限マークの近くか、それより下に
オイルが付いている場合は、推奨エ
ンジンオイルをオイルゲージの上限
マークまで少しずつ補給します。

注記

エンジンオイルの交換や補給をするとき
は、エンジンに異物が混入しないように
注意してください。エンジンに異物が混
入すると、エンジンが損傷する場合があ
ります。

• 適正なオイル量になったら、オイル
ゲージとオイルフィラーキャップを
取り付けます。
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エンジンオイルとオイルフィルター
の交換

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

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

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

 警告
オイルが熱くなっている場合がありま
す。

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

高温のオイルに触れると、やけどをす
るおそれがあります。

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。

エンジンオイルとオイルフィルターの交
換方法：

• エンジンを十分に暖機してから、エ
ンジンを停止します。平らな場所に
サイドスタンドで駐車します。

• エンジンの下にオイルドレンパンを
置きます。

• エンジンサンプの底部からサンププ
ラグ 3 個を取り外し、エンジンオイ
ルを抜きます。ワッシャーは廃棄し
ます。

1

1. エンジンオイルドレンプラグ

• ネジを取り外し、ラジエターロアカ
ウルを前方にずらして上側のクリッ
プを外し、ロアカウルを取り外しま
す。

B00139 1

2

3

1. ネジ

2. ロアカウル

3. クリップ

• オイルフィルターの下にオイルドレ
ンパンを置きます。

注記

オイルフィルターにアクセスするには、
ラジエターロアサラウンドを少し前方に
回転させる必要があります。

• ラジエターロアサラウンドをブラ
ケットに固定しているネジ 2 個を取
り外します。
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• ラジエターロアサラウンドを回転
させます。Triumph サービスツール 
T3880313 を使い、エンジンオイル
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。

1

3

2

4
1

1. ネジ

2. ブラケット

3. オイルフィルター

4. ラジエターロアサラウンド

• 新品のオイルフィルターにきれいな
エンジンオイルをしみこませます。

• 新品のオイルフィルターのシールリ
ングにきれいなエンジンオイルを少
量塗布します。

• オイルフィルターを取り付け 10 Nm
で締め付けます。

• ラジエターロアサラウンドをブラ
ケットに固定し、ネジを 5 Nm で締め
ます。

• エンジンオイルをすべて抜き取った
後、サンププラグ 3 個に新しいシー
リングワッシャーを取り付けます。

• サンププラグを取り付け、25 Nm で
締め付けます。

注記

エンジンオイルは、お車をサイドスタン
ドで立て、エンジンが冷えていていると
きでないと正確に点検できません。

このモデルのエンジンにはドライサンプ
が採用されているため、エンジンオイル
量が適正かどうか正しく点検することが
大変重要です。ここに記載する方法で点
検しないと、エンジンオイル量を正確に
点検できません。

• 適切なじょうごを使い、API 規格の
SH 以上および JASO 規格の MA の両
方に適合する新品のモーターサイク
ル用エンジンオイルで、15W/50 の部
分合成油もしくは全合成油をエンジ
ンに補給します。補給する量は 4.6L
です。例として、Castrol Power 1 4T
があります。

• オイルゲージを差し込み、エンジン
をかけ、60 ～ 90 秒間アイドリング
します。

注記

アイドリング中にスロットルを操作して
はいけません。操作すると、オイルゲー
ジで正確にオイル量を点検できません。

• 油圧低下警告灯が消灯していること、
画面に警告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、オイルが落ち着く
まで最低 3 分待ちます。推奨エンジ
ンオイルをオイルゲージの上限マー
クまで少しずつ補給します。
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 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 60 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。

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。

エンジンオイルの規格と等級
（15W/50）
このモデルの高性能燃料噴射エンジンは、
API 規格の SH 以上および JASO 規格の
MA に適合するモーターサイクル用エン
ジンオイルで、15W/50 の部分合成油もし
くは全合成油を使用するように設計され
ています。例として、Castrol Power 1 4T
があります。

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

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

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

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

注記

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

防錆剤 

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

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

注記

Triumph が 提 供 す る HD4X Hybrid OAT
クーラントは調合済みであるため、冷却
システムに補給するときに希釈する必要
はありません。

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

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

クーラント量の点検

クーラントリザーブタンクは車両右側、
ラジエターロアカウル内にあります。

クーラントリザーブタンク内のクーラン
ト量は、カバーを取り外さなくても点検
できます。

1

2

1. MAX マーク

2. MIN マーク

クーラント量の点検方法：

• エンジンが冷えるまで待ちます。クー
ラント量はエンジンが冷えている時
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。

• 平らな場所で車両を真っ直ぐに立て
ます。



メンテナンス

119

• クーラントリザーブタンク内のクー
ラント量を点検します。クーラント
の液面は MAX（上限ライン）と MIN
（下限ライン）との間になければいけ
ません。

• クーラントの液面が MIN より下にあ
る場合は、クーラントを補給してく
ださい。詳細はページ 119 を参照し
てください。

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。

クーラントの補給

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

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

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

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

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

2

1

3

1. クーラントリザーブタンクキャップ

2. MAX マーク

3. MIN マーク

クーラントの補給方法：

• エンジンが冷えるまで待ちます。クー
ラントはエンジンが冷えているとき
補給します。

• 平らな場所で車両を真っ直ぐに立て
ます。

• クーラント量は、リザーブタンクに
ある MAX（上限ライン）と MIN（下
限ライン）との間になければいけま
せん。

• クーラントリザーブタンクから
キャップを取り外します。

• MAX に達するまで、補給口からクー
ラントを補給します。

• クーラントリザーブタンクのキャッ
プをはめます。
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クーラントの交換

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

ラジエターとラジエターホース

 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。

手や衣類をファンに近づけないでくだ
さい。

回転しているファンに接触すると、事
故やけがの原因となります。

 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。

 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。

スロットルの点検

スロットルの点検方法：

• 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。
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クラッチ

この車両には油圧クラッチが装備されて
おり、調整は必要ありません。

クラッチフルード量の点検と補給

 警告
クラッチフルードリザーバーのフルー
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。

クラッチフルードがほとんどない状態
またはクラッチフルードが漏れている
状態で走行するのは危険です。制御不
能となって事故につながるおそれがあ
ります。

クラッチフルードリザーバーは左側ハン
ドルバーにあります。

6
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1

2

3

4

1. リザーバーキャップのネジ

2. リザーバーキャップ

3. プラスチックプレート

4. ダイアフラムシール

5. MAX（上限）ライン

6. MIN（下限）ライン

クラッチフルード量の点検方法：

• リザーバー側面にある窓からクラッ
チフルード量を点検します。

• リザーバー内のクラッチフルード量
は、リザーバーを水平にした状態で、
MAX（上限）と MIN（下限）との間
に液面がくるようにします。

クラッチフルードの補給方法：

• リザーバーキャップの汚れを拭いて
からキャップを取り外します。ほこ
りがリザーバーに入るのを防ぐため
です。

• リザーバーキャップのネジを取り外
します。

• リザーバーキャップ、プラスチック
プレート、ダイアフラムシールを取
り外します。

• 未開封・未使用の DOT4 のフルード
をリザーバーの MAX ラインまで補給
します。

• ダイアフラムシールを元通り取り付
けます。

• プラスチックプレートを取り付けま
す。

• リザーバーキャップをはめます。

• リザーバーキャップのネジを 1.5 Nm
で締めます。

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。
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ファイナルドライブユニット

ファイナルドライブユニットにオイル漏
れがないか、定期点検表にしたがって点
検してください。

ファイナルドライブユニットのオイルは、
定期点検表にしたがって交換してくださ
い。

ファイナルドライブユニットのオイ
ル補給

 警告
ファイナルドライブユニットは絶対に
分解してはいけません。

この警告にしたがわなかった場合、ファ
イナルドライブユニットが故障して後
輪がロックし、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。

1

1. フィラープラグ

ファイナルドライブユニットのオイル補
給方法：

• フィラープラグを取り外します。

• API サービス分類の GL5 に適合する
75W/90 の全合成油のハイポイドオ
イル（Castrol SAF-XO ハイポイドオ
イル、全合成油など）を補給し、ファ
イナルドライブユニット内の油面が
フィラー下部と同じ高さになるよう
にします。

• フィラープラグを取り付け、25 Nm
で締め付けます。
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ブレーキ

ブレーキの摩耗点検

B00124

1 2

1. ブレーキパッド

2. 使用限度

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

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

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。

 警告
オフロードを頻繁に走行すると、ブレー
キパッドの摩耗が進みます。オフロー
ドで使用する場合は、ブレーキパッド
を頻繁に点検し、摩耗が使用限度に達
する前にブレーキパッドを交換して下
さい。

ブレーキパッドが摩耗した状態で走行
すると、制動効率が低下し、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。

Triumph では、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
間の慣らし運転をしていただくことをお
勧めしています。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たりが
最適化され、長持ちします。

新品のブレーキディスクとブレーキパッ
ドの慣らし運転として、300 km ほど走行
するとよいでしょう。
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慣らし運転をしている間は、ブレーキを
強くかけることを避け、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。

ブレーキパッドの摩耗補正

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

そのような状態で走行するのは危険で
す。必ず Triumph 正規販売店に修理し
てもらってから走行してください。

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

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

ディスクブレーキフルード

 警告
ブレーキフルードには吸湿性があるた
め、大気中の水分を吸収します。

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

そのため、必ず定期点検表にしたがっ
てブレーキフルードを交換してくださ
い。

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

銘柄やグレードの異なるブレーキフ
ルードを混ぜて使用してはいけません。

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

問題がある場合は、必ず走行前に修理
してください。

これらの警告にしたがわなかった場合
は、安全な走行ができず、制御不能と
なって事故につながるおそれがありま
す。
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 警告
ABS が正しく機能していない場合、ブ
レーキシステムは ABS 非装着のブレー
キシステムとして機能します。

そのような状況で急ブレーキをかける
と、ホイールがロックし、制御不能と
なって事故につながるおそれがありま
す。

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

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

注記

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

フロントブレーキフルードの点検と
補給

 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。

フロントブレーキフルードリザーバーは
右側ハンドルバーにあります。

6

5
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4

1. リザーバーキャップのネジ

2. リザーバーキャップ

3. プラスチックプレート

4. ダイアフラムシール

5. MAX（上限）

6. MIN（下限）

フロントブレーキフルード量の点検方法：

• 平らな場所で車両を真っ直ぐに立て
ます。

• リザーバー側面にある窓からブレー
キフルード量を点検します。
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• 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
常に MIN（下限）より上に液面がく
るようにします。

フロントブレーキフルードの補給方法：

• 平らな場所で車両を真っ直ぐに立て
ます。

• リザーバーキャップの汚れを拭いて
からキャップを取り外します。ほこ
りがリザーバーに入るのを防ぐため
です。

• リザーバーキャップのネジを取り外
します。

• リザーバーキャップ、プラスチック
プレート、ダイアフラムシールを取
り外します。

• 未開封・未使用の DOT4 のフルード
をリザーバーの MAX ラインまで補給
します。

• ダイアフラムシールを元通り取り付
けます。

• プラスチックプレートを取り付けま
す。

• リザーバーキャップをはめます。

• リザーバーキャップのネジを 1.5 Nm
で締めます。

リアブレーキフルードの点検と補給

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

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

リアブレーキリザーバーは、ライダーフッ
トレストの近く、車両右側のヒールガー
ドの後ろにあります。

2

3

4

6

5 1

1. リザーバーキャップのネジ

2. リザーバーキャップ

3. ダイアフラムシール

4. フロート

5. MAX（上限）ライン

6. MIN（下限）ライン

リアブレーキフルード量の点検方法：

• 平らな場所で車両を真っ直ぐに立て
ます。

• リザーバー本体の前面にある窓から
ブレーキフルード量を点検します。

• 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
常に MIN（下限）より上に液面がく
るようにします。

リアブレーキフルードの補給方法：

• 平らな場所で車両を真っ直ぐに立て
ます。

• リザーバーキャップの汚れを拭いて
からキャップを取り外します。ほこ
りがリザーバーに入るのを防ぐため
です。

• リザーバーキャップのネジを取り外
し、キャップを取り外します。

• ダイアフラムシールとフロートを取
り外します。
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• 未開封・未使用の DOT4 のブレーキ
フルードをリザーバーの MIN と MAX
の間まで注ぎます。

• フロートを取り付けます。

• リザーバー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
通り取り付けます。

• リザーバーキャップをはめます。

• リザーバーキャップにネジを取り付
け、2 Nm で締め付けます。

ブレーキライト

 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。

ステアリング

 注意
点検中に車両が倒れてけがをすること
がないように、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。

ステアリングの点検

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

ステアリング（ステアリングヘッド）ベ
アリングは定期点検表にしたがって注油
と点検を行ってください。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。

ステアリングの遊びの点検
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ステアリングの点検方法：

• 平らな場所で車両を真っ直ぐに立て
ます。

• フロントホイールを地面から浮かせ
て車両を支えます。

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

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

• 支えのためのブロックを取り外し、
車両をサイドスタンドで立てます。

ホイールベアリングの点検

 警告
フロントホイールまたはリアホイール
のベアリングに摩耗や損傷のある状態
で走行することは危険であり、操縦性
と安定性が損なわれて事故につながる
おそれがあります。

ホイールベアリングに問題がありそう
な場合は、走行前に Triumph 正規販売
店で点検を受けてください。

注記

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

ホイールベアリングは、定期点検表にし
たがって点検しなければなりません。

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
サスペンションユニットの部品は絶対
に分解してはいけません

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ます。

加圧されたオイルに触れると肌や目を
傷めるおそれがあります。

フロントフォークの点検
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フォークの点検方法：

• 車両を平らな場所に置きます。

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

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

• 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。

フロントサスペンション

 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。

詳細については設定一覧表を参照する
か、または Triumph 正規販売店にご相
談ください。

フロントサスペンションの設定

このお車は、サスペンション設定一覧表
の「1 人乗り、ノーマル」の設定にして出
荷されています。

設定一覧表の値はあくまでも目安です。
ライダーやパッセンジャーの体重や好み
に合わせて設定してください。

サスペンションの設定

積載状態 圧側減衰力 1 伸側減衰
力 1

1 人乗り

ノーマル 2 2

コン
フォート
（ソフト）

2 2

スポーツ
（ハード）

1 0.5

1 人乗り + 荷物 2 2

2 人乗り 2 2

2 人乗り + 荷物 2 2
1 時計回りに回しきった位置（最大）から反時計回
りに回してカチッと音がした回数。
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フロントサスペンションの圧側減衰
力の調整

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。

1

2

1. 圧側減衰力アジャスター

2. フォークトップキャップ

圧側減衰力の調整方法：

• 溝付きの圧側減衰力アジャスターを
時計回りに回すと減衰力が増加し、
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反時
計回りに回した数を必ず数えてくだ
さい。

フロントサスペンションの伸側減衰
力の調整

伸側減衰力アジャスターは左側フォーク
の最上部にあります。

1

2

1. 伸側減衰力アジャスター

2. フォークトップキャップ

伸側減衰力の調整方法：

• 伸側減衰力アジャスターを時計回り
に回すと減衰力が増加し、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反時
計回りに回した数を必ず数えてくだ
さい。
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リアサスペンション

リアサスペンション設定一覧表

設定一覧表の値はあくまでも目安です。
ライダーやパッセンジャーの体重や好み
に合わせて設定してください。

プリロード設定

積載状態 リアのプリロード 1

1 人乗り

ノーマル
反時計回りに回し
きった位置（最小）

コンフォート
（ソフト）

反時計回りに回し
きった位置（最小）

スポーツ 
（ハード）

反時計回りに回し
きった位置（最小）

1 人乗り + 荷物 9

2 人乗り 0（最大）

2 人乗り + 荷物 0（最大）

1 時計回りに回しきった位置（最大）から反時計
回りに回してカチッと音がした回数。

減衰力設定

積載状態
リアの伸側
減衰力 1

リアの圧側
減衰力 1

1 人乗り

ノーマル 3 3

コン
フォート
（ソフト）

反時計回り
に回しきっ
た位置

反時計回り
に回しきっ
た位置

スポーツ
（ハード）

2 2

1 人乗り + 荷物 2 2

2 人乗り 0.25 0

2 人乗り + 荷物 0.25 0
1 時計回りに回しきった位置（閉めた位置）から
反時計回りに回した回数。1 回転目を 1 と数える。

リアサスペンションのプリロード調
整

プリロードアジャスターはリアサスペン
ションユニットの隣りにあります。

1

1. プリロードアジャスター

プリロードの調整方法：

• プリロードアジャスターの下側から
見て時計回りにアジャスターを回す
とプリロードが大きくなり、反時計
回りに回すと小さくなります。

• 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回数
またはカチッと音がした回数を数え
ておいてください。

注記

このお車は、スプリングプリロードを反
時計回りに回しきった位置にして出荷さ
れています。
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リアサスペンションの伸側減衰力の
調整

伸側減衰力アジャスターは車両右側のサ
イドパネルの後ろにあります。

1

1. 伸側減衰力アジャスター

伸側減衰力の調整方法：

• 右側サイドパネルを取り外します
（ページ 76 参照）。

• 溝付の伸側減衰力アジャスターにマ
イナスドライバーを差し込みます。

• 伸側減衰力アジャスターを時計回り
に回すと減衰力が増加し、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反時
計回りに回した数を必ず数えてくだ
さい。

リアサスペンションの圧側減衰力の
調整

圧側減衰力アジャスターは車両右側、リ
アサスペンションユニットの最下端にあ
ります。

1

1. 圧側減衰力アジャスター

圧側減衰力の調整方法：

• 溝付の圧側減衰力アジャスターにマ
イナスドライバーを差し込みます。

• 圧側減衰力アジャスターを時計回り
に回すと減衰力が増加し、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反時
計回りに回した数を必ず数えてくだ
さい。
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バンク角指示器

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

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

バンク角指示器はライダー用フットレス
トにあります。

1. バンク角指示器

バンク角指示器が摩耗していないか定期
的に点検してください。

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

タイヤ

cboa
このモデルにはチューブレスタイヤおよ
びチューブレス用のバルブとホイール
リムが装備されています。「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。
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 警告
チューブレスリムにチューブ式タイヤ
を取り付けないでください。ビードが
固定されず、タイヤがリムの上で滑っ
てしまうため、タイヤ空気圧が急速に
低下し、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。

チューブレスタイヤの内側にインナー
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。

cfhb_1

タイヤマークの例（チューブレスタイヤ）

1

chez_2

タイヤマークの例－キャストホイール

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、タイヤがリムか
らずれたり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
（TPMS）（搭載車のみ）

 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。
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 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。

メーター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。

タイヤの交換

Triumph 製モーターサイクルについては、
さまざまな走行条件で徹底的にテストを
行った上で、各モデルに最適な組み合わ
せのタイヤが指定されています。交換用
のタイヤを購入する際は、当社が認定し
たタイヤおよびインナーチューブが必要
であればインナーチューブを、正しい組
み合わせで使用しなければなりません。

当社が認定していないタイヤやインナー
チューブを使ったり、当社認定のタイヤ
とインナーチューブを指定外の組み合わ
せで使用したりすると、モーターサイク
ルが不安定になり、制御不能となって事
故につながるおそれがあります。

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

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

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

新しいタイヤやインナーチューブを取り
付けてから 24 時間後にタイヤ空気圧を点
検し、タイヤやインナーチューブがきち
んと固定されているか確認してください。
タイヤ空気圧は適宜調整してください。
新しいタイヤやインナーチューブを取り
付けてから 160 km 走行した時点でも、同
様の点検・調整を行ってください。
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 警告
インナーチューブを使用するのはス
ポークホイールを装備した車両の場合
だけです。必ず「TUBE TYPE」（チュー
ブタイプ）のマークがあるタイヤで使
用してください。

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

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

 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、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。

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
タイヤまたはインナーチューブがパン
クした場合は、タイヤとインナーチュー
ブを必ず交換してください。

パンクしたタイヤやインナーチューブ
を交換しなかったり、タイヤやインナー
チューブのパンクを修理して走行した
りすると、安定性が損なわれ、モーター
サイクルが制御不能となって事故につ
ながるおそれがあります。

 警告
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
タイヤやインナーチューブがきちんと
固定されていなかったり、タイヤ空気
圧の調整が不適切であったり、ハンド
リング特性に慣れていない状態で運転
したりすると、モーターサイクルが制
御不能となって事故につながるおそれ
があります。
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 警告
ABS システムは、フロントホイールと
リアホイールの相対速度を比較するこ
とによって作動します。

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

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

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

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

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

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

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

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ります。残り溝が
下表の規定値以上あるか確認し、なけれ
ばタイヤを交換してください。

130 km/h 以下 2 mm

130 km/h 超
リア 3 mm、 
フロント 2 mm

 警告
サーキット以外の場所では、法定速度
を超える速度で走行してはいけません。
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 警告

この Triumph モーターサイクルで高速
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
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。

パンクしても、ほとんどの場合、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。

リムにへこみや変形がないか、スポー
クにゆるみや損傷がないか点検してく
ださい。ホイールやスポークやタイヤ
に損傷や欠陥がある状態で走行するの
は危険であり、制御不能となって事故
につながるおそれがあります。

タイヤの交換またはホイールやスポー
クやタイヤの安全点検については、
Triumph 正規販売店にご連絡ください。

ヒューズ

ライダーシートの下にはヒューズが配置
されています。ヒューズにアクセスする
ときは、ライダーシートを取り外してく
ださい。

21

1. メインヒューズ

2. ヒューズボックス

ヒューズの見分け方

 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。

ヒューズが切れると、そのヒューズで保
護しているシステムすべてが停止します。
ヒューズが切れていないか点検するとき
は、ここに記載されている表を参考にし
てどのヒューズが切れたかを突き止めて
ください。
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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に印刷されて
いる番号と同じです。

スペアヒューズはヒューズボックスカ
バーの内側にあります。スペアヒューズ
を使った場合はカバーの内側に新品のス
ペアヒューズを取り付けてください。

5A

20A

20
A

25
A

.5A7

.5A7

ACC20
A

.5A7

.5A7

1

3

2
6

4

5

7

8

9

ヒュー
ズ No. 保護している回路 定格（A）

1 イグニッション 7.5
2 ライト 7.5
3 燃料ポンプ 7.5
4 メーター 5
5 バッテリー 7.5
6 アクセサリー 20
7 冷却ファン 20

8 アンチロックブレーキシステ
ム（ABS） 25

9 エンジン制御システム 20

メインヒューズ

ライダーシートの下にもうひとつヒュー
ズボックスがあり、その中にメインヒュー
ズがあります。ヒューズが切れた場合は、
必ず 40A の新品のヒューズを取り付けて
ください。

バッテリー

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

バッテリー液が肌についた場合は、す
ぐに水で洗い流してください。

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

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

お子さまがバッテリー液に触れること
がないようにしてください。

 警告
特定の状況下では、バッテリーから爆
発性のガスが放出されることがありま
す。火花、炎、タバコなどをバッテリー
に近づけ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。

閉め切った場所でバッテリーを充電し
たり使用する場合は、必ず十分に換気
してください。

 警告
バッテリーには有毒物質が含まれてい
ます。お子さまがバッテリーに近づか
ないようにしてください。
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バッテリーの取り外し

 警告
バッテリー端子が車両フレームに触れ
ないようにしてください。

ショートや火花が発生するとバッテ
リーのガスに引火し、けがをするおそ
れがあります。

4

5

1 2 3

1. バッテリー

2. バッテリーストラップ

3. マイナスターミナル（黒）

4. ヒューズボックス

5. プラスターミナル（赤）

バッテリーの取り外し方：

• シートを取り外します。

• バッテリーストラップを取り外しま
す。

• バッテリーボックスの側面から
ヒューズボックスを慎重に取り外し
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。

• バッテリーを取り外します。

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。

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。

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。

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。

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。
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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。

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

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

バッテリーの取り付け

 警告
バッテリー端子が車両フレームに触れ
ないようにしてください。

ショートや火花が発生するとバッテ
リーのガスに引火し、けがをするおそ
れがあります。

バッテリーの取り付け方：

• バッテリーをバッテリーケースに入
れます。

• バッテリーボックスの側面にヒュー
ズボックスを取り付けます。

• プラス（赤）のコードから先に、バッ
テリーに再接続します。

• 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。

• ライダーシートを取り付けます。

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。
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 注意
ヘッドライトレンズの通気や放熱を妨
げ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、保証の対象になりません。

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。

 注意
ヘッドライトユニットに異常が生じた
場合は、ディスプレイにメッセージが
表示され、ロービームしか点灯しなく
なります。

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。

デイタイムランニングライト（DRL）
（装着車のみ）

デイタイムランニングライト（DRL）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 が故障した場合は、ヘッ
ドライトユニットを交換してください。

ヘッドライトの調整

ヘッドライトユニットは上下方向にだけ
調整できます。左右方向の調整はできま
せん。

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。

ヘッドライトユニットには、荷物を載せ
たときなどに光軸を上下方向に簡単に調
整できるアジャスターレバーボルトが付
いています。

1

1. ヘッドライトブラケットのボルト

ヘッドライトの上下方向の調整方法：

• イグニッションスイッチを ON にしま
す。エンジンをかける必要はありま
せん。

• ヘッドライトのロービームを点灯し
ます。
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• ヘッドライトユニットをヘッドライ
トブラケットに固定しているボルト
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。

1

2

1. フロントサブフレームの合わせ印

2. ヘッドライトブラケットの印

• ヘッドライトユニットを上下に動か
し、ヘッドライトの光軸を調整しま
す。

• ヘッドライトの光軸を出荷時の設定
に戻す場合は、ヘッドライトユニッ
トを動かして、フロントサブフレー
ムの合わせ印とヘッドライトブラ
ケットの印の位置を揃えます。

• ヘッドライトブラケットのボルトを
15 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。

バルブの交換

 注意
当社が認定していないバルブを使用す
ると、ヘッドライトのレンズ等が損傷
する場合があります。

また、ワット数を守らないと、シャシー
ECM によって該当回路への電源が遮断
される場合があります。

Triumph パーツカタログに掲載されてい
る Triumph 純正バルブを使用してくだ
さい。

バルブの交換は、必ず Triumph 正規販
売店にご依頼ください。

ヘッドライト

ヘッドライトユニットはメンテナンス不
要の密閉式 LED ユニットです。ヘッドラ
イトが故障した場合は、ヘッドライトユ
ニットを丸ごと交換してください。

方向指示器

このお車の方向指示器には LED またはバ
ルブが使用されています。

LED 方向指示器

方向指示器はメンテナンス不要の密閉式
LED ユニットです。
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バルブの方向指示器

celc_2

12

1. 方向指示器のレンズ

2. ネジ

方向指示器のバルブの交換方法：

• 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。

• 方向指示器のレンズからネジを取り
外します。

• レンズを取り外します。

• バルブを交換します。

• レンズを取り付けます。方向指示器
の本体に位置決め突起をきちんと合
わせます。

• レンズのネジを 1 Nm で締め付けま
す。

ライセンスプレートライト

ライセンスプレートライトユニットはメ
ンテナンス不要の密閉式 LED ユニットで
す。

リアライト

リアライトユニットはメンテナンス不要
の密閉式 LED ユニットです。

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。
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 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。

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
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ジャッキポイント

 警告
このお車は、エンジンサンプにジャッ
キポイントがあります。

ジャッキはジャッキポイントにかけて
ください。

ジャッキポイントにジャッキをかけな
かったり、ジャッキを使用せずにお車
を持ち上げようとしたりするとお車が
倒れ、ケガやお車の損傷につながりま
す。

お車のジャッキアップは Triumph 正規
販売店にご依頼ください。正しい訓練
を受けたスタッフが適切な設備で安全
にジャッキアップ致します。

ジャッキポイントはエンジンサンプにあ
ります。

1. フロントジャッキポイント

2. リアジャッキポイント
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このページは意図的に空白にしてあります
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洗車と保管
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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。

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。

• メーター

• 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

• サスペンションのシールとベアリン
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。
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洗いかた

洗車します。

• 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。

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。

ブレーキディスクにワックスをかけた
り注油したりすると制動力が低下し、
事故につながるおそれがあります。

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汚
れを落としてください。

洗車後の作業です。

1. 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。

2. ピボット、ボルト、ナットに注油し
ます。

3. 走行前にブレーキをテストします。

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

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

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。

アルミ製部品（ラッカー処理
や塗装がされていないもの）

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

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

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

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

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

洗い方

前述のとおり洗います。

乾かし方

柔らかい布かセーム皮で水滴をできる限
り拭き取ります。

コーティング

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

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

美しさを保つため、定期的に保護剤を塗
ることをお勧めします。

ブラッククロム部品

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

 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。

レザーシートは湿らせた布で定期的に汚
れを拭き取り、室温で自然乾燥すること
をおすすめします。そうすることでレザー
の風合いが保たれ、シートが長持ちしま
す。

Triumph のレザーシートは天然素材を使
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。レザーシートを長持ちさせる
ため、ここでご説明するお手入れ方法を
お守りください。

• レザーシート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。

• レザーシート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。

• レザーシート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。

• レザーシートに熱を直に当てて乾か
してはいけません。

• レザーシートがぬれた場合は、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
シートに触れないようにしてくださ
い。

• レザーシートに塩分が付いてしまっ
た場合は、その都度すぐに湿った布
で塩分を拭き取り、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。

• 保管するときは、レザーシートにシー
トカバーを被せてください。ビニー
ル袋に入れて保管してはいけません。
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レザー製品のお手入れ

レザー製品は湿らせた布で定期的に汚れ
を拭き取り、室温で自然乾燥することを
おすすめします。そうすることでレザー
の風合いが保たれ、長持ちします。

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。

レザー製品を長持ちさせるため、ここでご
説明するお手入れ方法をお守りください。

• 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。

• レザー製品に直に熱を当てて乾かし
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
製品に触れないようにしてください。

• 塩分がレザーについてしまった場合
は、その都度すぐに湿った布で塩分
を拭き取り、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。

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。
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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。

保管前の準備

保管するときの手順は次のとおりです。

• 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 ml）垂らし
ます。スパークプラグの穴を布きれ
でふさぎます。エンジンストップス
イッチを RUN の位置にした状態でス
ターターボタンを数秒間押し、シリ
ンダーウォールにオイルを行き渡ら
せます。スパークプラグを取り付け、
12 Nm で締め付けます。

• エンジンオイルとフィルターを交換
します（ページ 115 参照）。

• タイヤ空気圧を点検し、適宜調整し
ます。

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

• クーラントと蒸留水を 50％ずつ混ぜ
て冷却装置に補給します（Triumph
提供の HD4X Hybrid OAT クーラント
は調合済みですので薄める必要はあ
りません）（ページ 118 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 度ほど、維持充電（1
アンペア以下）してください（ペー
ジ 139 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

保管していたお車に乗るための準備は次
のとおりです。

• バッテリーを取り外した場合は、バッ
テリーを取り付けます（ページ 142
参照）。

• お車を 4 ヶ月以上保管していた場
合は、エンジンオイルを交換します
（ページ 115 参照）。

• 「日常点検」に記載されている項目を
すべて点検します。

• エンジンをかける前に、各シリンダー
からスパークプラグを取り外します。

• サイドスタンドを下ろします。

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

• スパークプラグを取り付けて 12 Nm
で締め付けます。エンジンをかけま
す。

• タイヤ空気圧を点検し、適宜調整し
ます。

• 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

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 Rocket 3 TFC
ペイロード 208 kg (458 lb)

エンジン Rocket 3 TFC
タイプ 水冷並列 3 気筒

排気量 2458 cc
ボア x ストローク 110.2 x 85.9 mm
圧縮比 10.9:1
シリンダー番号 前から後ろへ

シリンダー順序 前側が 1
点火順序 1-3-2
始動方式 電動スターター

潤滑関係 Rocket 3 TFC
潤滑システム ドライサンプ

エンジンオイル容量

ドライフィル 5.2 L
フィルター交換時 4.6 L
オイルのみ交換時 4.4 L

冷却関係 Rocket 3 TFC
クーラント種類 Triumph HD4X Hybrid OAT
水とクーラントの割合 50 対 50（Triumph にて調合済み）

クーラント容量 2.6 L
サーモスタット開温度 88°C +/- 2°C

燃料系統 Rocket 3 TFC
タイプ 電子燃料噴射式

燃料ポンプ サブマージ式電動

燃圧（公称） 3.5 bar

燃料 Rocket 3 TFC
タイプ 無鉛 95 RON
タンク容量 19 L
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イグニッション Rocket 3 TFC
点火装置 デジタル誘導式

スパークプラグ NGK LMAR8A-9
スパークプラグギャップ 0.9 mm +0.0/-0.1 mm

トランスミッション Rocket 3 TFC
トランスミッション形式 6 速、常時噛合式

クラッチ形式 湿式多版

ファイナルドライブチェーン ベベルギア式クラウンホイール＆ピニオン

プライマリドライブ比 1.246:1 (71/57)
ギア比

1 速 2.389:1 (43/18)
2 速 1.840:1 (46/25)
3 速 1.414:1 (41/29)
4 速 1.121:1 (37/33)
5 速 0.972:1 (35/36)
6 速 0.838:1 (31/37)
ファイナルドライブ比 2.846:1 (37/13)

 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 正規ディーラーまたは www. triumph. co. uk で
ご覧いただけます。

タイヤ Rocket 3 TFC
タイヤサイズ

フロント 150/80 R17
リア 240/50 R16
タイヤ空気圧（冷間時）

フロント 2.9 bar
リア 2.9 bar



主要諸元

161

電装品 Rocket 3 TFC
バッテリー種類 YTX20CH-BS
バッテリー定格 12 V、18.9 Ah
オルタネーター 14 V、45 A ＠ 3,000 rpm
方向指示器 LED
ヘッドライト LED
ライセンスプレートライト LED
テールライト／ブレーキライト LED

フレーム Rocket 3 TFC
キャスター角 28°
トレール量 135.4 mm

締付トルク Rocket 3 TFC
バッテリーターミナル 4.5 Nm
クラッチレバーナット 3.5 Nm
クラッチフルードリザーバーキャップのネ
ジ

1.5 Nm

フロントブレーキフルードリザーバー
キャップのネジ

1.5 Nm

ファイナルドライブユニットのオイルフィ
ラープラグ

25 Nm

オイルフィルター 10 Nm
ラジエータキャップのネジ 1 Nm
ラジエターロアサラウンド 5 Nm
リアブレーキフルードリザーバーキャップ
のネジ

2 Nm

リアホイールナット 110 Nm
スパークプラグ 12 Nm
サンププラグ 25 Nm
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オイル等 Rocket 3 TFC
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 DOT4 のブレーキフルード

クーラント
Triumph HD4X Hybrid OAT クーラント 
（調合済み）

エンジンオイル

API 規格の SH 以上および JASO 規格の MA
に適合するモーターサイクル用エンジンオ
イルで、15W/50 の部分合成油もしくは全
合成油。例えば、Castrol Power 1 4T。

ファイナルドライブオイル

API サービス分類の GL5 に適合する
75W/90 の全合成油のハイポイドオイル
（Castrol SAF-XO ハイポイドオイル、全合
成油など）



索引

163

索引

H
HOME ボタン  61

T
TC（トラクションコントロール）  69

コーナリングトラクション 
コントロール  69
設定  70
有効／無効  44

TPMS（タイヤ空気圧モニタリングシステム）

システムの異常  72
センサーバッテリー  72
タイヤ空気圧  135

Triumph シフトアシスト（TSA）  92

U
USB ソケット  84

あ
アクセサリーソケット  84
アクセサリー  103
安全

駐車のしかた  12
点検修理／必要装備  11

安全

運転について  9
日常点検  86
燃料および排出ガス  8
ハンドルバーとフットレスト  11
パーツおよびアクセサリー  12
ヘルメットおよび服装  9
モーターサイクル  7

アンチロックブレーキシステム（ABS）  96
ABS 警告灯  97
警告灯  25
コーナリング ABS  96

い
イグニッション

キーレス  59
主要諸元  160
スマートキー  57

イモビライザー

警告灯  25

う
ウィンドスクリーン  83

え
エンジン

発進のしかた  91
エンジンオイル

オイルとオイルフィルターの処分  117
規格と等級  117
油圧低下警告灯  24

エンジンオイル  113
エンジンオイルの交換  115
オイルフィルターの交換  115
オイル量の点検  113

エンジンスタート／ストップスイッチ

RUN  61
STOP  61

エンジンスタート／ストップスイッチ

QUICK START  61
エンジン

エンジンのかけ方  90
エンジンの止め方  90
主要諸元  159
シリアルナンバー  19

お
お手入れ

レザーシートのお手入れ  155
オドメーター  38

か
各部の名称

ハンドルバー周り  18
左側  16
右側  17
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き
ギア

ギアチェンジのしかた  92
ギアポジションインジケーター  30
シフトインジケーター  49

キーレスイグニッション  59
キー  57
気温

警告灯  28

く
クラッチ

点検  121
クラッチ  121

フルードの補給  121
フルード量の点検  121

クルーズコントロール

解除  68
クルーズコントロール速度調整ボタン  62
作動  67

け
警告  3

警告ラベル  3
警告ラベルの貼付位置  14
警告灯  24
取扱説明書  5
イモビライザー＆ TPMS  4
メンテナンス  3
騒音防止システム  3

こ
高速走行時の注意  102

さ
サイドスタンド  82
サイドパネル  76
サスペンション

フロントサスペンション設定  129
リアサスペンション設定  131

し
シート

シートの取り扱い  154

シート

カバー  80
シートの取り扱い  77
シートロック  77
収納スペース  80
設定  79
タンデムシート  78
取り付け  78, 78
取り外し  77, 78
バックレスト  80
ライダー  77

ジャッキポイント  147
車両識別番号（VIN）  19
収納スペース

保管後の走行準備  158
保管前の準備  157

潤滑関係

主要諸元  159
ジョイスティック  63

す
ステアリングロック

ステアリングロックボタン  60
ステアリング

点検  127
フロントフォークの点検  129

スマートキー  57
操作方法  59
電池の交換  58

スロットルコントロール  120
ブレーキの使用について  65

スロットルコントロール  65, 120

せ
積載について  104
洗車

クロム製やステンレス製の部品  153
コーティング  154
乾かし方  154
洗車のしかた  151
洗車後の作業  151
洗車時に注意が必要な箇所  150
排気装置  154
排気装置の洗浄  154
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洗車について

アルミ製部品（ラッカー処理や 
塗装がされていないもの）  152
ウィンドスクリーン  156
グロス塗装  152
シートの取り扱い  154
ブラッククロム部品  153
マット塗装  152
洗車の準備  150

た
タイヤ  4

タイヤの摩耗  137
トレッド残り溝の規定値  137

タイヤ空気圧モニタリングシステム（TPMS）
  70

タイヤ空気圧警告灯  71
タイヤ空気圧不足  73
タイヤ空気圧  73
メーター  39

タイヤ  133
主要諸元  160
タイヤ空気圧不足  73
タイヤ空気圧  73

タイヤ空気圧モニタリングシステム（TPMS）
センサーのシリアルナンバー  71

トラクションコントロール（TC）
表示灯  25

タイヤ

交換  135
タイヤ空気圧  134

ち
駐車のしかた  100

つ
ツールキット  83

て
定期点検

メンテナンスインジケーター  38
デイタイムランニングライト（DRL）  27
テーマ

設定  48

電装品

主要諸元  161

と
トラクションコントロール（TC）

無効警告灯  26
トランスミッション

主要諸元  160
取扱説明書  83
トリップメーター  36

自動リセット  47
手動リセット  46
設定  46
Trip 2 の有効化／無効化  47

トルク

主要諸元  161

な
慣らし運転  85

ね
燃料

関連データ  37
給油方法  74
ゲージ  29
主要諸元  159, 159
燃料残量警告灯  28
燃料の等級  73
燃料タンクへの給油量  76
フューエルタンクキャップ  75

は
ハイビーム表示灯

警告灯  26
ハザードライト

警告灯  26
バックレスト  80

調節  80
パッセンジャー  105
バッテリー

廃棄  140
保管  141

バッテリー  140
取り付け  142
取り外し  140



索引

166

バルブの交換  144
バッテリー

充電  141
放電  141
メンテナンス  140

ひ
左側ハンドルバースイッチ  62

MODE ボタン  62
方向指示器スイッチ  63
グリップヒータースイッチ  63
ハイビームボタン  64
ホーンボタン  63

ヒューズ  138
見分け方  138
メインヒューズ  139

ヒルホールドコントロール

解除方法  99
ヒルホールドコントロール  98

作動不可のメッセージ  99
作動方法  99

ふ
ファイナルドライブユニット  122

オイルの補給  122
フットレスト

調節可能  82
パッセンジャー  81

フューエルタンクキャップ  75
フルード

主要諸元  162
ブレーキ

ブレーキディスクとブレーキパッドを 
新品に交換した後の慣らし運転  123

ブレーキ  66, 123
アンチロックブレーキシステム（ABS）  96
コーナリング ABS  96
ブレーキの使い方  93
ブレーキライト  127
フロントブレーキフルードの補給  126
フロントブレーキフルード量の点検  125
摩耗点検  123
リアブレーキフルードの補給  126
リアブレーキフルード量の点検  126

フレーム

主要諸元  161
フロントサスペンション

圧側減衰力の調整  130
伸側減衰力の調整  130

フロントフォークの点検  129
ブレーキ

ディスクブレーキフルード  125
ブレーキパッドの摩耗補正  124

へ
ペイロード

主要諸元  159
ヘッドライト

デイタイムランニングライト（DRL）  143
ヘッドライト

交換  144
調整  143

ほ
ホイールベアリング

点検  128
方向指示器  144

交換  144
モード選択  43

方向指示器

警告灯  26

ま
マスターイグニッションスイッチ  59

み
右側ハンドルバースイッチ  60

デイタイムランニングライト（DRL） 
スイッチ  62
ハザードライト  60

ミラー

バーエンドミラー  146
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め
メーター

インフォメーショントレイ  33
オドメーター  28, 38
画面の明るさ  48
ギアポジションインジケーター  30
クーラント温度  37
警告とお知らせ  34
言語  51
コントラスト  34
シフトインジケーター  49
初期設定にリセット  53
スピードメーター  28
タイヤ空気圧モニタリングシステム 
（TPMS）  39
タコメーター  29
単位  51
ディスプレイ設定  48
テーマ  35, 48
時計  52
トリップメーター  36
年月日  52
燃料関連データ  37
燃料計  29
表示画面選択  36
メインメニュー  39
メーターディスプレイ  22
メーターの角度調節  54
メーターの表示項目  49
メンテナンスインジケーター  38
ライダーの名前表示  50
ライディングモード  30

メンテナンスインジケーター

点検時期の設定  44
メンテナンス

定期点検表  111
メーター

警告灯  24
メンテナンス

定期点検  109

ら
ライセンスプレートライト  145
ライディングモード  30

設定  40, 41
選択  31

り
リアサスペンション

伸側減衰力の調整  132
プリロードの調整  131

リアライト  145

れ
お手入れ

レザー製品のお手入れ  156
冷却システム  118

クーラント温度  37
クーラントの補給  119
クーラントの交換  120
クーラント量の点検  118
主要諸元  159
防錆剤  118
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認証情報

取扱説明書に記載することが定められている認証情報です。

スマートキーレスシステムの認証

R 205-170299

スマートキーレスシステムの認証情報は、スマートキーの電池の下にあるラベルに記載
されています。電池の取り外し方は「スマートキーの電池交換」を参照してください。

The smart keyless system approval information is located on a sticker underneath 
the battery in the smart key. For more information on accessing the battery, see the 
‘Smart Key Battery Replacement’ section.
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