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はじめに

取扱説明書

警告

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

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

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

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

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

Triumph 社では、ライダーの皆様がモー
ターサイクルを安全に運転できるように、
必要なトレーニングを受けていただくこ
とをお勧めしています。

この取扱説明書は以下の言語で発行され
ており、正規販売店でお求めいただけま
す。

 •	 英語

 •	 アメリカ英語

 •	 フランス語

 •	 ドイツ語

 •	 イタリア語

 •	 オランダ語

 •	 スペイン語

 •	 ポルトガル語

 •	 スウェーデン語

 •	 日本語

 •	 タイ語

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

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

Triumph チームより。
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警告・注意・アドバイス
この取扱説明書の中で特に重要な情報は、
以下のように表示してあります。

警告

警告事項を守らないと、負傷または死亡
に至る可能性があります。

注意

注意事項を守らないと、機器が損傷した
り破損したりする可能性があります。

注記 :

•	 操作や作業のために守っていただき
たいアドバイスです。

警告ラベル

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

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

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

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

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

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

オフロード走行について
このお車はオンロードおよびライトオフ
ロードでの走行に対応しています。ライ
トオフロード走行には未舗装道路や泥道
や砂利道での走行が含まれます。ただし、
モトクロスコースやオフロードレース（エ
ンデューロ）、オフロードでの 2 人乗りな
どはライトオフロード走行ではありませ
ん。

ジャンプしたり障害物を乗り越えたりす
ることもライトオフロード走行ではあり
ません。路面の隆起や障害物を飛び越え
ることはおやめください。障害物を乗り
越えることもおやめください。
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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。

イモビライザーおよびタイヤ
空気圧モニタリングシステム
この機器は FCC（Federal Communications 
Commission：連邦通信委員会）が定める
規制のパート 15 に準拠しています。

本装置の動作には次の 2 つの条件が定め
られています。

1.	 本装置が有害な電波障害を引き起こ
さないこと。

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

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

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

Tiger 800 XRX - LRH モデル
Tiger 800 XRX - LRH（ 低 車 高 モ デ
ル）に関しては、特に断りのない限
り、この取扱説明書に記載されている
Tiger 800 XRX の標準車高モデルに関す
る説明にしたがってください。
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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およびライトオフ
ロードでの走行に対応しています。ライ
トオフロード走行には未舗装道路や泥道
や砂利道での走行が含まれます。ただし、
モトクロスコースやオフロードレース
（エンデューロ）、オフロードでの 2 人乗
りなどはライトオフロード走行ではあり
ません。

ジャンプしたり障害物を乗り越えたりす
ることもライトオフロード走行ではあり
ません。路面の隆起や障害物を飛び越え
ることはおやめください。障害物を乗り
越えることもおやめください。

過酷なオフロード走行をした場合、制御
不能となって事故につながるおそれがあ
ります。

警告

Tiger XRX - LRH（低車高）モデル

Tiger 800 XRX - LRH はサスペンション
が低めの設定で、ロードクリアランスも
小さくなっています。

そのため、標準車高の Tiger 800 XRX
と比べると、Tiger 800 XRX - LRH の方
が旋回時のバンク角が浅くなります。

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

車体をバンクしすぎたり、地面にうっか
り接触したりすると、車体が不安定にな
り、制御不能となって事故につながるお
それがあります。

警告

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

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

警告

この車両は、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、荷物の重量の合計が  kg を超
えてはいけません。
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警告

このモーターサイクルのエンジンの下方
には触媒コンバーターが取り付けてあり
ます。エンジン動作中は、排気装置とと
もに触媒コンバーターも非常に熱くなり
ます。

排気装置や触媒コンバーターに、草、干
し草、わら、葉、衣類、荷物などの可燃
物が当たると発火するおそれがありま
す。排気装置や触媒コンバーターには、
絶対に可燃物を近づけないでください。

燃料と排ガス

警告

ガソリンは非常に可燃性の高い物質で
す。

給油の際は必ずエンジンを止めてくださ
い。

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

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

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

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

ガソリンに触れると、やけどや重い皮膚
疾患になる場合があります。

警告

閉め切った場所でエンジンをかけたりア
イドリングしたりしてはいけません。

排出ガスは有毒です。 短時間の内に意
識を失い、死に至る可能性があります。

必ず屋外または換気の良い所でエンジン
をかけてください。

ヘルメットと服装

警告

cbma

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

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

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

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

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

-		通過する車からの横風

-		道路にできた穴、でこぼこ道、損傷し
た路面

-		悪天候

-		ライダーのミス

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

ハンドルおよびフットレスト

警告

ライダーは、常に両手でハンドルバーを
握って運転してください。

ハンドルバーから手を離すと、車両の操
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。

警告

バンク角指示器が摩耗限度を超えて摩耗
した状態で走行すると、車体がバンクし
すぎる可能性があります。

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

20 mm - Tiger 800 XCA 以外のモデル

25 mm - Tiger 800 XCA の場合

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

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

1. バンク角指示器

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。
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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。

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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警告ラベル

警告ラベルの貼付位置

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

6
5
4
3
2
N
1

3

100 KM/H
(60 MPH)

MAXM S+
MAX LOAD
5 kg (11 lbs)R.P.M.

1

2 4 5

67

8

1.	 ヘッドライト（ページ	173）
2.	 ウィンドスクリーン（装着車のみ）（ペー

ジ	186）
3.	 慣らし運転（ページ	113）
4.	 マッド＆スノータイヤ（ページ	189）

5.	 パニア（装着車のみ）（ページ	125）
6.	 タイヤ（ページ	160）
7.	 ドライブチェーン（ページ	142）
8.	 ギアポジション (ページ	118)
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警告ラベルの貼付位置（つづき）

注意

慣らし運転のラベル以外の警告ラベルは、強力な接着剤でお車に貼り付けてあります。
場合によっては、ペイントラッカーを塗布する前にラベルが貼り付けられていること
もあります。そのため、警告ラベルをはがそうとすると、塗装面や車体を損傷するお
それがあります。

DAILY SAFETY CHECKS
TÄGLICHE SICHERHEITSKONTROLLEN

CONTROLES DE SECURITE QUOTIDIENS
CHEQUEOS DE SEGURIDAD DIARIOS

VERIFICAÇÕES DIÁRIAS DE SEGURANÇA
VERIFICHE GIORNALIERE DI SICUREZZA

DAGELIJSKE VEILIGHEIDSINSPECTIES
DAGLIG SÄKERHETSKONTROLL

運行前点検

1

32

4
56

1.	 日常点検（ページ	114）
2.	 無鉛燃料（ページ	94）
3.	 ヘルメット（ページ	7）
4.	 クーラント（ページ	137）

5.	 タイヤ空気圧モニタリングシステム（装
着車のみ）（ページ	161）

6.	 エンジンオイル（ページ	134）
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各部の名称

Tiger 800 XR モデル

2 3 4 5 6 7

14 13 12 10 915

1

11

8

1.	 ヘッドライト
2.	 フロント方向指示器
3.	 アクセサリーソケット
4.	 燃料タンクと燃料フィラーキャップ
5.	 バッテリーとヒューズボックス（ライ

ダーシート下）
6. USBソケット（パッセンジャーシート下）
7.	 ツールキット / アクセサリーの U ロッ

ク収納場所（パッセンジャーシート下）

8.	 シートロック
9.	 リアホイールアジャスター
10.	 ドライブチェーン
11.	 センタースタンド（装着車のみ）
12.	 サイドスタンド
13.	 ギアチェンジペダル
14.	 フロントブレーキキャリパー
15.	 フロントブレーキディスク
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Tiger 800 XR モデル（つづき）

2 3 6 7 84

16 15 14 13 1118 17

1

10

95

12

1.	 リアライト
2.	 リアブレーキフルードリザーバー
3.	 オイルフィラーキャップ
4.	 クーラントリザーブタンク
5.	 ハンドガード（装着車のみ）
6.	 ミラー
7.	 ヘッドライトアジャスター
8.	 ウィンドスクリーン
9.	 フォグランプ（装着車のみ）
10.	 フロントフォーク

11.	 ラジエター／クーラントプレッシャー
キャップ

12.	 クラッチケーブル
13.	 エンジンオイルレベルサイトグラス
14.	 リアブレーキペダル
15.	 リアサスペンションスプリングプリロー

ドアジャスター
16.	 リアブレーキキャリパー
17.	 リアブレーキディスク
18.	 リア方向指示器
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Tiger 800 XC モデル

2 3 4 5 6 7

13 12 11 915

1

10

8

14

1.	 ヘッドライト
2.	 フロント方向指示器
3.	 アクセサリーソケット
4.	 燃料タンクと燃料フィラーキャップ
5.	 バッテリーとヒューズボックス（ライ

ダーシート下）
6. USBソケット（パッセンジャーシート下）
7.	 ツールキット / アクセサリーの U ロッ

ク収納場所（パッセンジャーシート下）

8.	 シートロック
9.	 リアホイールアジャスター
10.	 ドライブチェーン
11.	 センタースタンド（装着車のみ）
12.	 サイドスタンド
13.	 ギアチェンジペダル
14.	 フロントブレーキキャリパー
15.	 フロントブレーキディスク
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Tiger 800 XC モデル（つづき）

2 3 6 7 84

15 14 13 12 1117 16

1

10

5

1819

9

1.	 リアライト
2.	 リアブレーキフルードリザーバー
3.	 オイルフィラーキャップ
4.	 クーラントリザーブタンク
5.	 ハンドガード
6.	 ミラー
7.	 ヘッドライトアジャスター
8.	 ウィンドスクリーン
9.	 フォグランプ（装着車のみ）
10.	 フロントフォーク
11.	 ラジエター／クーラントプレッシャー

キャップ

12.	 クラッチケーブル
13.	 エンジンオイルレベルサイトグラス
14.	 リアブレーキペダル
15.	 リアサスペンションプリロードアジャス

ター
16.	 リアサスペンション伸側減衰力アジャス

ター
17.	 リアブレーキキャリパー
18.	 リアブレーキディスク
19.	 リア方向指示器
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ハンドルバー周りの各部名称

Tiger 800 XR の場合

TC
TC

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 13 14

15

16

1920

22

23

24

21

12

17

18

1.	 クラッチレバー
2.	 ロービームスイッチ
3.	 パッシングボタン
4. SCROLL ボタン
5.	 フォグランプスイッチ（装着車のみ）
6. MODE/TRIP ボタン
7. HOME ボタン
8.	 トリップコンピューター表示部
9.	 スピードメーター
10.	 タコメーター
11.	 フロントブレーキフルードリザーバー
12.	 ライダーシートヒータースイッチ（装着

車のみ）
13.	 エンジンストップスイッチ

14.	 フロントブレーキレバー
15.	 スターターボタン
16.	 ハザードライトボタン
17.	 パッセンジャーシートヒータースイッチ

（装着車のみ）
18.	 衛星ナビゲーション用ブラケット（装着

車のみ）
19.	 イグニッションスイッチ
20.	 アクセサリーソケット
21.	 グリップヒータースイッチ（装着車のみ）
22. SET ボタン
23.	 ホーンボタン
24.	 方向指示器スイッチ
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ハンドルバー周りの各部名称

Tiger 800 XR 以外の各モデル

1 2 3 4 5 6 8 97

101112131415161718
ckec

1.	 クラッチレバー
2.	 ロービームスイッチ
3.	 シートヒータースイッチ（装着車のみ）
4.	 フォグランプスイッチ（装着車のみ）
5.	 クルーズコントロール速度調整スイッチ
6. TFT 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.	 フロントブレーキレバー
10.	 エンジンスタート／ストップボタン

11. HOME ボタン
12.	 イグニッションスイッチ
13.	 アクセサリーソケット
14. MODE ボタン
15.	 ジョイスティック
16.	 方向指示器スイッチ
17.	 ホーンボタン
18.	 デイタイムランニングライト（DRL）（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。
ヘッドストックの左側に貼ってあるラベ
ルにも記載してあります。

下の空欄に車両識別番号を記入しておい
てください。

 
 
 

エンジンシリアルナンバー

1  

1.	 エンジンシリアルナンバー

エンジンシリアルナンバーはエンジンク
ランクケースに刻印してあります。クラッ
チカバーのすぐ上のあたりです。

下の空欄にエンジンシリアルナンバーを
記入しておいてください。
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計器盤

メーターディスプレイの種類
メーターディスプレイは 2 種類あります。

Tiger 800 XR 以外の各モデル

Tiger 800 XR 以外の各モデルには、フル
カラーの TFT デジタルディスプレイが搭
載されています（TFT：薄膜トランジス
タ）。

ODOMETER

0
MILES

TFT デジタルディスプレイ

TFT デジタルディスプレイの詳細および
操作方法については、ページ	 22 を参
照してください。

Tiger 800 XR の場合

Tiger 800 XR には、LCD ディスプレイが
搭載されています（LCD：液晶）。

TC
TC

LCD ディスプレイ

LCD ディスプレイの詳細および操作方法
については、ページ	 54 を参照してく
ださい。
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TFT デジタルディスプレイ

目次

計器盤のレイアウト  23
TFT ディスプレイの操作方法  24
TFT のテーマとスタイル  24
警告灯  25
スピードメーターとオドメーター  30
タコメーター  30
ギアポジションインジケーター  30
燃料計  31
メンテナンスインジケーター  31
気温  31
ライディングモード  32
ライディングモードの選択について  33
インフォメーショントレイ  35
メインメニュー  40
計器盤の位置調整  52
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計器盤のレイアウト

Tiger 800 XR 以外の各モデルには、TFT デジタルディスプレイが搭載されています。
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。

o7:29

 17.5 8

6 N
4

2 0

12 14F

E

AM

RPM
x1000

mph

42 122 mi
RANGEmpg

10
16
15
14
13

4
5
6

7

1

1012

17

9

2 3

811

1. アラーム／イモビライザー作動表示
灯（アラームはアクセサリー）

2. 警告灯
3. スピードメーター
4. 右側方向指示器
5. デイタイムランニングライト（DRL）

（装着車のみ）
6. 油圧低下警告灯
7. エンジン制御システム故障表示灯

（MIL）
8. ギアポジションのマーク

9. 時計
10. 燃料計
11. インフォメーショントレイ
12. 気温
13. 燃料残量警告灯
14. ABS 警告灯
15. ハイビーム表示灯
16. 左側方向指示器
17. 現在のライディングモード
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TFT ディスプレイの操作方法

ディスプレイの操作には以下のアイコン
やボタンを使います。

HOME ボタン（右側スイッチハ
ウジング）

m MODE ボタン（左側スイッチハ
ウジング）

ジョイスティックを上下左右
に操作する

ジョイスティックの中央を押
す

選択の矢印（右向きの場合）

インフォメーショントレイ：
ジョイスティックで左右にス
クロール

インフォメーショントレイ：
ジョイスティックで上下にス
クロール

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

ジョイスティックの中央を短
く押す

ジョイスティックの中央を長
押しする

表示中の項目のリセット（ジョ
イスティックを長押しする）

TFT のテーマとスタイル

ディスプレイの表示スタイルは変更でき
ます。

モデルに応じ、テーマが 1 種類の場合と 2
種類の場合があります。1 つのテーマには
3 種類のスタイルがあります。

テーマおよびスタイルの選び方はペー
ジ	48 を参照してください。

スタイルは、スタイルオプショントレイ
からも選択できます。ページ	39 を参
照してください。

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

テーマ 1

o7:29

 12.5

1 9999 02:25

8

6 3
4

2 0

12 14

25.2

F

E

TRIP

mi mp/hHH:MM

PM

RPM
x1000

10

テーマ 1 スタイル 1
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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	36 を参照してくださ
い。

エンジン制御システム故障表示灯
（MIL）
   

イグニッションスイッチを ON
にすると、エンジン制御システ

ム故障表示灯（MIL）が点灯しますが、こ
れは MIL が正常に動作していることを示
すためです。エンジンが回転していると
きに MIL が点灯した場合は異常です。

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

警告

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

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

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

注記 :

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

油圧低下警告灯

   
エンジン回転中にエンジン油圧
が危険なレベルにまで低下した

場合は、油圧低下警告灯が点灯します。

注意

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

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

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。

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搭載されていま
す。イモビライザーは、イグニッション
スイッチを OFF にすると作動します。

アラームなしの場合

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

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

アラーム付きの場合

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

ABS（アンチロックブレーキシステ
ム）警告灯

   
イグニッションスイッチを ON に
したときに、ABS 警告灯が点滅す

るのは正常な状態です。エンジンをかけ
た後も ABS 警告灯が点滅を続け、走行速
度が 10 km/h を超えると消灯します。

注記 :

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

ABS に異常がなければ、エンジンを停止
して再始動するまで、ABS 警告灯が再
び点灯することはありません。ただし、
ABS を解除した場合は ABS 警告灯が点灯
します。

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

警告

ABS が正しく機能していない場合、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。
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トラクションコントロール（TC）表
示灯

   
  TC 表示灯が点灯しているとき

は、トラクションコントロール
システムが作動しています。つ

まり、急加速したり、ぬれた路面や滑り
やすい路面を走行したりしているときに
リアホイールのスリップを防止できます。

警告

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

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

TC 表示灯の動作説明

TC が ON のとき：

 •	 普通に走行している間は、TC 表示灯
は点灯しません。

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

TC が OFF のとき：

TC 表示灯は点灯しません。その代り、TC
無効警告灯が点灯します（ページ	 27
参照）。

注記 :

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

トラクションコントロール（TC）無
効警告灯

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

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

クルーズコントロールライト

   
クルーズコントロールは、走行
速度が 30 km/h から 160 km/h
の間で、ギアが 3 速以上でなけ

れば使用できません。クルーズコントロー
ルが作動すると、クルーズコントロール
ライトが点灯します（ページ	87 参照）。
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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。

方向指示器

   
方向指示器スイッチを左右どち
らかに動かすと、方向指示器の

点滅と同じテンポで計器盤の方向指示灯
が点滅します。

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。

ハイビームボタン

   
ハイビームボタンを押すと、ハ
イビームが点灯します。ハイ
ビームボタンを押すたびに、

ロービームとハイビームが切り替わりま
す。

注記 :

•	 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。

DRL スイッチを [ デイタイムランニング
ライト ] の位置に操作してからハイビー
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。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
イッチを ON にすると機能します。
スターターボタンを押してエンジン
がかかるまでの間はヘッドライトが
消灯します。

デイタイムランニングライト（DRL）
表示灯（DRL 装着車）

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

[DAYTIME RUNNING LIGHTS] にするとデ
イタイムランニングライト表示灯が点灯
します。
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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	79 を参照してください。

警告

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

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

その結果、車両が制御不能となって事故
につながるおそれがあります。

注記 :

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

•	 ハイビームを使用できる状況以外で
は、ロービームを点灯してください。

タイヤ空気圧モニタリングシステム
（TPMS）警告灯（搭載車のみ）

警告

タイヤ空気圧モニタリングシステム
（TPMS）警告灯が赤く点灯した場合は停
車してください。

タイヤを点検し、冷間時のタイヤ空気圧
が推奨値でない場合、走行してはいけま
せん。

注記 :

•	 タイヤ空気圧モニタリングシステム
（TPMS）は、一部モデルにアクセサ
リーとして搭載できます。

   
TPMS 警告灯は、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または信号

を受信できない場合に点灯します。タイ
ヤ空気圧が推奨値より高い場合は点灯し
ません。詳細はページ	91 を参照して
ください。

TPMS 警告灯が点灯すると、どちらのタ
イヤの空気圧が低いかを示す TPMS マー
クと空気圧の値が自動的に画面に表示さ
れます。
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1. MODE ボタン
2.	 ジョイスティック
3. TPMS 警告灯
4.	 フロントタイヤインジケーター
5.	 リアタイヤインジケーター

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

スピードメーターは、モーターサイクル
の走行速度を表示します。

オドメーターには積算走行距離が表示さ
れます。

タコメーター

注意

エンジンに重大な損傷を与える可能性が
あるため、エンジン回転数をレッドゾー
ンまで上げては絶対にいけません。

タコメーターは、エンジンの 1 分間当た
りの回転数（rpm）を表示します。タコメー
ターにはレッドゾーンという領域があり
ます。

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

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。
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1.	 ギアポジションインジケーター（ニュー
トラルの場合）
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場合）
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燃料計

燃料計には、タンク内の燃料の量が表示
されます。
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1.	 燃料計

イグニッションスイッチが ON になって
いるときは、燃料タンク内の燃料残量が
表示されます。

注記 :

•	 燃料計のカラーはディスプレイの
テーマまたはスタイルによって異な
ります。

E（EMPTY）と F（FULL）との間には燃
料残量の目安となる目盛りがあります。

燃料残量が約 3.5L になると燃料残量警告
灯が点灯します。できるだけ早く給油し
てください。

インフォメーショントレイには、推定走
行可能距離と瞬間燃費が表示されます。
燃料残量の警告を確認したらジョイス
ティックの中央を押します。そうすると
警告が非表示になります。

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

メンテナンスインジケーター

   
メンテナンスインジケーターは
次回点検までの走行距離または
日数を表示します。次回点検ま

での走行距離が 0 km になった場合また
は次回点検までの日数が 0 日になった場
合は、メンテナンスマークが表示された
ままになります。Triumph 正規販売店で
点検を受けてメンテナンスインジケー
ターをリセットしてもらうとこのマーク
が消えます。

点検時期を過ぎると [OVERDUE]（点検
時期超過）と表示され、メンテナンスマー
クがインフォメーショントレイに表示さ
れます。

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

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

異常が発生し、ABS 警告灯や MIL が点灯
した場合にも、メンテナンスマークが表
示されます。できるだけ早く Triumph 正
規販売店に連絡し、点検修理を受けてく
ださい。

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	50 を参照してください。
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低温警告灯

   
 
 
気温が 4° C (39° F) 以下の

場合は、低温警告灯が点灯します。

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

インフォメーショントレイにも低温の警
告が表示されます。

ACKNOWLEDGE

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

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。

警告

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

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

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

ライディングモード

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

左側スイッチハウジングにある MODE ボ
タンおよび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。ページ	33 を
参照してください。

注記 :

•	 お車の仕様によって異なりますが、
最大で 6 種類のライディングモード
を使用できます。

RIDER モード以外のライディングモード
の設定をライダーが変更した場合は、表
示されるアイコンが以下のように変わり
ます。

デフォルトの

アイコン

設定変更後のア

イコン

説明

- RIDER

RAIN

ROAD

SPORT

OFF-ROAD

OFF-ROAD PRO

各ライディングモードの設定は変更でき
ます。詳細はページ	42 を参照してく
ださい。
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ABS や MAP や TC で選択できる項目はモ
デルによって異なります。

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、クラッチレバーを
握ります。ブレーキはかけません）。

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

-	低速である

-	他の車が走っていない

-	直線で平坦な道路や場所である

-	路面状況や天候が良好である

-	少しの間安全に惰性走行できる

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

-	高速走行中

-	交通量が多い

-	コーナリング中、曲がりくねった道路
を走行中

-	急な坂道を走行中

-	路面状況や天候が悪い

-	安全に惰性走行できない

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

警告

[ メインメニュー ] で ABS か TC のどち
らか一方または両方を解除した場合、そ
れに応じてすべてのライディングモー
ドでも ABS や TC が解除されます。ABS
の設定についてはバイクのセットアッ
プ - ABS、TC の設定についてはペー
ジ 44 を参照してください。

解除した ABS や TC 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、ABS や TC が解除されたままになり
ます（ROAD モードに戻した後に停車す
ると ABS や TC が復帰します）。

ABS が解除されている場合は、ブレーキ
システムが ABS 非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。

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。
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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。

注記 :

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

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

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

現在のライディングモードはディスプレ
イの左上部に表示されます。

ライディングモードの選び方：

 •	 左側スイッチハウジングにある
MODE ボタンを押し、ディスプレイ
下部にライディングモードの選択ト
レイを表示します。

 •	 現在使用中のライディングモードの
アイコンの背景はブルーです。

ライディングモードの変更方法：

 •	 ジョイスティックを左右に操作する
か、MODE ボタンを何度か押すかし
て希望のモードをディスプレイ下部
の中央に表示します。表示された
モードの上には矢印が表示されま
す。

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

 •	 ジョイスティックを左右に操作する
か、MODE ボタンを押すかすると、
ライディングモードが以下の順序で
表示されます。

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

停車してエンジンを止めている場合

 •	 イグニッションスイッチが ON に
なっている。

 •	 エンジンストップスイッチが RUN に
なっている。

停車してエンジンがかかっている場合

 •	 ギアがニュートラルになっているま
たはクラッチレバーを握っている。

走行中の場合

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

 •	 スロットルを閉じる

 •	 クラッチレバーを握る

 •	 ブレーキはかけない（惰性走行す
る）。

注記 :

• OFF-ROAD モードか OFF-ROAD PRO
モードまたは RIDER モードの ABS
または TC の設定が [Off-Road] や 
[Off] になっている場合は、走行中
に OFF-ROAD モ ー ド や OFF-ROAD 
PRO モードや RIDER モードに切り
替えたり、それらのモードから他の
モードに切り替えたりできません。

•	 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ディスプレ
イの下部に表示され、このトレイから車
両の状態に関する様々な情報にアクセス
できます。

07:29

17.5 8

6 N
4

2 0

12 14F

E

AM

RPM
x1000

mph

o

10

59 42 12
MPG MPG RANGE

2

1

1.	 ジョイスティック
2.	 インフォメーショントレイ

インフォメーショントレイの各項目を確
認するには、ジョイスティックを左右に
操作して希望する項目を表示します。
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注記 :

•	 インフォメーショントレイにアクセ
スするときは、警告メッセージを先
に確認しておかなければなりませ
ん。ページ	36 を参照してくださ
い。

インフォメーショントレイに表示される
項目は以下のとおりです。

 •	 警告メッセージとお知らせメッセー
ジ（ページ	36 参照）

 •	 トリップメーター（ページ	37 参
照）

 •	 燃料関連データ（ページ	37 参照）

 •	 タイヤ空気圧モニタリングシステ
ム（TPMS）（搭載車のみ）（ペー
ジ	38 参照）

 •	 オドメーター（ページ	38 参照）

 •	 メンテナンスインジケーター （ペー
ジ	38 参照）

 •	 画面のコントラスト（ページ	39
参照）

 •	 スタイルオプション（ページ	39
参照）

 •	 クーラント温度（ページ	39 参照）

各項目はインフォメーショントレイに表
示するかしないかを選択できます。詳細
はページ	49 を参照してください。

警告

警告トレイには警告やお知らせメッセー
ジが表示されます。イラストに一例を示
します。

o7:29

 12.5 8

6 5
4

2 0

12 14F

E

PM

RPM
x1000

10

mph
LOW BATTERY 
CHECK MANUAL
1/2 warnings

1 3

1

2

1.	 バッテリー低下の警告
2.	 警告の個数
3.	 警告の内容

警告の表示方法：

 •	 ジョイスティックを左右に操作して
警告を再表示します。

 •	 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
リップヒーターやアクセサリーのフォグ
ランプ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、警告トレイにメッセージ
が表示されることがあります。
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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。

1 0123 02:25 42.5TRIP

mi

TRIP

HH:MM

mi

mph

HH:MM mph2 0246 04:50 42.5

インフォメーショントレイのトリップ
メーター

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、トリップメーター 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。

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。

[ メインメニュー ] からもトリップメー
ターをリセットできます。ページ	45
を参照してください。

燃料関連インフォメーション

燃料関連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。

59 42 12
MPG MPG RANGE

1 2 3 54

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

燃料インフォメーションマーク

燃料残量警告灯が点灯すると、このマー
クが点灯します。

平均燃費

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

瞬間燃費

瞬間ごとの燃費です。停車しているとき
は [--.-] と表示されます。

推定走行可能距離

タンクに残っている燃料で走行可能と思
われる距離が表示されます。

リセット

平均燃費をリセットするときは、ジョイ
スティックの中央を長押しします。

注記 :

•	 給油後しばらく走行すると、燃料計
および推定走行可能距離の表示が更
新されます。走行方法にもよります
が、表示が更新されるまで最大 5 分
かかります。
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タイヤ空気圧モニタリングシステム
（TPMS）（搭載車のみ）

TPMS インフォメーショントレイには、
前後のタイヤ空気圧と TPMS 警告灯が表
示されます。TPMS の詳細はページ	91
を参照してください。

36
PSI

RF 18
PSI

1 2 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

TPMS 警告灯

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

警告

TPMS 警告灯が点灯した場合は停車して
ください。

タイヤを点検し、冷間時のタイヤ空気圧
が推奨値でない場合、走行してはいけま
せん。

フロントタイヤ空気圧

フロントタイヤの現在の空気圧です。

リアタイヤ空気圧

リアタイヤの現在の空気圧です。

オドメーター

オドメーターは積算走行距離を表示しま
す。

9060 12/2018  0940OR
miODOdatemi

オドメーターインフォメーショントレ
イ

メンテナンスインジケーター

メンテナンスインジケーターのインフォ
メーショントレイにはメンテナンスマー
クと次回点検までの走行距離または日数、
およびオドメーターの現在の数値が表示
されます。

9060 12/2018  0940OR
miODOdatemi

メンテナンスインジケーターのイン
フォメーショントレイ

メンテナンスインジケーターの詳細は
ページ	31 を参照してください。
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画面のコントラスト

画面コントラストのインフォメーション
トレイでは画面のコントラストを調整で
きます。

ハイコントラスト

オートコントラスト

画面コントラストのインフォメーショ
ントレイ

コントラストは 2 種類あります。

 •	 [ ハイコントラスト ] にするとディ
スプレイの背景が白に固定されます
ので、非常に見やすくなります。

 •	 [ オートコントラスト ] ではメー
ターのライトセンサーが使われ、最
適なコントラストに調整されます。
明るい日中の場合は、画面を暗めに
設定していても自動的に明るめの設
定に切り替わり、画面が見やすくな
ります。

選び方：

 •	 ジョイスティックを上下に操作して
[ ハイコントラスト ] または [ オー
トコントラスト ] を選び、ジョイス
ティックの中央を押します。

ライダー自身が設定した明るさで問題な
ければ、画面の明るさは変更されません。
ページ	48 を参照してください。

注記 :

•	 ディスプレイ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。

スタイルオプション

スタイルオプションのインフォメーショ
ントレイでは、画面のスタイルを変更で
きます。

スタイル 1
スタイル 2
スタイル 33

2
1

スタイルオプションのインフォメー
ショントレイ（スタイル 2 の場合）

ディスプレイのスタイル変更方法：

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

クーラント温度

クーラント温度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。

COOLANT
C H

クーラント温度インフォメーショント
レイ

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

クーラント温度はディスプレイのC（Cold）
と H（Hot）との間に表示されます。
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エンジン回転中にクーラント温度が上昇
しすぎた場合は、ディスプレイにクーラ
ント過熱警告灯が点灯し、インフォメー
ショントレイにクーラント温度計が表示
されます。

注意

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

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

メインメニュー

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 [ メインメニュー ] をスクロール
し、希望の項目を選んだらジョイス
ティックの中央を押します。

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

終了

メインメニュー

初期設定にリセット

メインメニュー

メインメニューの項目：

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	42 を参照してください。

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	43 を参照してください。

トリップメーターの設定

TRIP 1 と TRIP 2 の設定ができます。詳細
はページ	45 を参照してください。

ディスプレイの設定

ディスプレイの設定を変更できます。詳
細はページ	47 を参照してください。

初期設定にリセット

メーターの設定を初期設定に戻します。
詳細はページ	52 を参照してください。
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ライディングモードメニュー

ライディングモードメニューからライ
ディングモードを設定できます。

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

終了

メインメニュー

初期設定にリセット

ライディングモードメニューの開き方：

 • HOME ボタンを押します。[ メイン
メニュー ]が開きます。

 •	 ジョイスティックを下に押して [ ラ
イディングモード ]を選んだら、ジョ
イスティックの中央を押します。

ライディングモードは以下のとおりです。

 • RIDER
 • RAIN
 • ROAD
 • SPORT
 • OFF-ROAD
 • OFF-ROAD PRO
 •	 初期設定にリセット

注記 :

•	 選択できるライディングモードはモ
デルによって異なります。一部モデ
ルでしか利用できないライディング
モードもあります。

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：

 •	 ライディングモードメニューを開
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ま
す。

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

終了

メインメニュー ライディングモード
ライダー

ロード
スポーツ

初期設定にリセット

レイン

すべて初期設定にリセット

OFF‑ROAD
オフロードプロ

 •	 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ます。

終了

ライディングモード

ロード
スポーツ

ABS
MAP
TC
初期設定にリセット

ライダー

レイン
ライダー

オフロードプロ
すべて初期設定にリセット

OFF‑ROAD

 •	 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
央を押します。

終了

ABS
MAP
TC

ライダー ABS

ロード

初期設定にリセット

OFF

OFF‑ROAD
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ライディングモードの設定

選択できるライディングモードはモデルによって異なります。一部モデルでしか利用で
きないライディングモードもあります。

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 OFF-ROAD OFF-ROAD 
PRO

ABS（アンチロックブレーキシステム）

Road

OFF-ROAD

Off メニューで
設定

メニューで
設定

メニューで
設定

MAP（スロットルレスポンス）

RAIN

Road

Sport

OFF-ROAD

TC（トラクションコントロール）

RAIN

Road

Sport

OFF-ROAD

Off メニューで
設定

メニューで
設定

メニューで
設定

キー

標準（初期設定）

選択可能

選択不可
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バイクのセットアップメニュー

[ バイクのセットアップ ] メニューでは、
車両の各機能の設定を変更できます。

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

終了

メインメニュー

初期設定にリセット

バイクのセットアップ

方向指示器
ABS
TC
メンテナンス

TSAS
TRIUMPHシフトアシスト
ヒルホールド

[ バイクのセットアップ ] メニューの開
き方：

 • HOME ボタンを押します。[ メイン
メニュー ]が開きます。

 •	 ジョイスティックを下に押して [ バ
イクのセットアップ ] を選んだら、
ジョイスティックの中央を押しま
す。

選択できる項目：

 •	 方向指示器

 •	 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）
 •	 メンテナンス

バイクのセットアップ - 方向指示器

方向指示器の設定は [ オートベーシッ
ク]、[オートアドバンス]、[マニュアル]
の中から選択できます。

終了

バイクのセットアップ 方向指示器

手動

自動 ベーシック
自動 アドバンスド

メンテナンス
TC
ABS
方向指示器

TSAS
TRIUMPHシフトアシスト
ヒルホールド

[ 方向指示器 ]のモードの選択

[方向指示器 ]のモードの選び方：

 •	 [ バイクのセットアップ ] メニュー
を開き、ジョイスティックを下に押
して [ 方向指示器 ] を選び、ジョイ
スティックの中央を押します。

 •	 ジョイスティックを上下に操作して
[ オートベーシック ]、[ オートアド
バンス ]、[マニュアル ]のどれかを
選びます。

 – オートベーシック：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。

 – オートアドバンス：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。

 – マニュアル：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。

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

終了

バイクのセットアップ ABS

無効
有効

メンテナンス
TC
ABS
方向指示器

TSAS
TRIUMPHシフトアシスト
ヒルホールド

設定の変更方法：

 •	 [ バイクのセットアップ ] メニュー
を開き、ジョイスティックを下に押
して [ABS] を選び、ジョイスティッ
クの中央を押します。

 •	 ジョイスティックを上下に操作して
[有効 ]または [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。

 •	 [ バイクのセットアップ ] メニュー
に戻ります。

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

終了

バイクのセットアップ TC

無効
有効

メンテナンス
TC
ABS
方向指示器

TSAS
TRIUMPHシフトアシスト
ヒルホールド

設定の変更方法：

 •	 [ バイクのセットアップ ] 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
クの中央を押します。

 •	 ジョイスティックを上下に操作して
[有効 ]または [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。

[ バイクのセットアップ ] メニューに戻
ります。
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バイクのセットアップ - メンテナン
スインジケーター

点検時期を走行距離または日数で表示で
きます。

終了

バイクのセットアップ
方向指示器
ABS

メンテナンス
5450 mi
01-01-2017（335日）

TC
メンテナンス

リセット

メンテナンスインジケーターの表示方法：

 •	 [ バイクのセットアップ ] メニュー
を開き、ジョイスティックを下に押
して [ メンテナンス ] を選び、ジョ
イスティックの中央を押します。

 •	 ジョイスティックの中央を押すと
[ メンテナンス ] データが表示され
ます。

 •	 [ リセット ] を選ぶと、指定の日数
および走行距離がリセットされま
す。カスタム設定されている日数と
走行距離もリセットされます。

 •	 [ バイクのセットアップ ] メニュー
に戻ります。

トリップメーターの設定

[ トリップメーターの設定 ] メニューで
は、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。

[ トリップメーターの設定 ] メニューの
開き方：

 • HOME ボタンを押します。[ メイン
メニュー ]が開きます。

 •	 ジョイスティックを下に押して [ ト
リップメーターの設定 ]を選んだら、
ジョイスティックの中央を押しま
す。

選択できる項目：

 • TRIP 1 のリセット

 • TRIP 2 のリセット

 • TRIP 2 の表示
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トリップメーターの設定 - 手動リ
セット

トリップメーターを手動でリセットする
ときは、ライダーが選択したトリップメー
ターだけがリセットされます。

終了

メインメニュー
手動
自動

リセットして次へ
リセットせず次へ

手動

手動リセットの設定方法：

 • HOME ボタンを押します。[ メイン
メニュー ]が開きます。

 •	 ジョイスティックを下に押して [ ト
リップメーターの設定 ]を選んだら、
ジョイスティックの中央を押しま
す。

 •	 ジョイスティックを下に押して
[TRIP 1 のリセット ] または [TRIP 2
のリセット ] を選んだら、ジョイス
ティックの中央を押します。

 •	 ジョイスティックの中央を押して
[手動 ]を選択します。

	 	 選択できる項目は 2 種類あります。

	 –	 [ リセットして次へ ] を選ぶ
と、選択したトリップメーター
のデータがすべて消去され、ト
リップメーターが手動リセット
に設定されます。

	 –	 [ リセットせず次へ ] を選ぶと、
トリップメーターはリセットさ
れません。ライダーが手動でリ
セットしたときにだけリセット
されます。

 •	 ジョイスティックの中央を押して設
定を確定します。前の画面に戻りま
す。

トリップメーターの設定 - 自動リ
セット

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

終了

TRIP 1のリセット
手動
自動

自動
1時間
2時間
4時間
8時間
12時間
16時間

自動リセットの設定方法：

 • HOME ボタンを押します。[ メイン
メニュー ]が開きます。

 •	 ジョイスティックを下に押して [ ト
リップメーターの設定 ]を選んだら、
ジョイスティックの中央を押しま
す。

 •	 ジョイスティックを上下に押して
[TRIP 1 のリセット ] または [TRIP 2
のリセット ] を選んだら、ジョイス
ティックの中央を押します。

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

 •	 ジョイスティックを上下に操作して
タイマー設定を選んだら、ジョイス
ティックの中央を押します。選んだ
タイマー設定がトリップメモリーに
保存されます。

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。
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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

TRIP 2 は [ 有効 ] または [ 無効 ] に設定
できます。TRIP 2 を [ 無効 ] に設定した
場合は、インフォメーショントレイに表
示されません。

トリップメーターの設定

終了

TRIP 1のリセット

TRIP 2の表示
TRIP 2のリセット

TRIP 2の表示
有効
無効

TRIP 2 の有効／無効の設定方法：

 • HOME ボタンを押します。[ メイン
メニュー ]が開きます。

 •	 ジョイスティックを下に押して [ ト
リップメーターの設定 ]を選びます。

 •	 ジョイスティックの中央を押しま
す。[ トリップメーターの設定 ] メ
ニューが開きます。

 •	 ジョイスティックを下に押して
[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ま
す。

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

ディスプレイの設定メニュー

[ ディスプレイの設定 ] メニューでは、
画面の表示形式を変更できます。

終了

ディスプレイの設定

言語
単位

テーマ
画面の明るさ（ハイコントラスト）

時計

画面の明るさ（ローコントラスト）
インフォメーショントレイ

日付

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

[ ディスプレイの設定 ] メニューの開き
方：

 • HOME ボタンを押します。[ メイン
メニュー ]が開きます。

 •	 ジョイスティックを下に押して
[ ディスプレイの設定 ] を選んだら、
ジョイスティックの中央を押しま
す。

選択できる項目：

 •	 スタイルとテーマ

 •	 画面の明るさ

 •	 インフォメーショントレイ

 •	 ギアインジケーター

 •	 言語

 •	 単位の設定

 •	 時刻の設定

 •	 日付の設定
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ディスプレイの設定 - テーマとスタ
イル

注記 :

•	 テーマが選択できるのは Tiger 800 
XRT および Tiger 800 XCA だけで
す。

終了

テーマ
テーマ 1
テーマ 2

テーマ 1
自動
スタイル 1
スタイル 2
スタイル 3

テーマとスタイルのメニュー画面の例

終了

スタイル
ディスプレイの設定

自動
スタイル 1

スタイル

スタイル 2
スタイル 3

スタイルのメニュー画面の例

スタイル／テーマの選び方：

 •	 [ ディスプレイの設定 ] メニューを
開き、ジョイスティックを下に押し
てテーマがあれば [ テーマ ] を選択
し、[スタイル ]を選択します。

 – Tiger 800 XRT	 および	Tiger 
800 XCA：ジョイスティックを
上下に操作して [ テーマ ] 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。

 – 各モデル共通：ジョイスティッ
クを上下に操作して [ スタイ
ル ]を選びます。

	 –	 ジョイスティックの中央を押し
てスタイルを確定します。

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

注記 :

•	 [ 自動 ] を選択すると、スタイルト
レーが表示されません。スタイル画
面はライディングモードに応じて切
り替わります。

ディスプレイの設定 - 明るさ

画面の明るさは、昼間と夜間とでコント
ラストを変えることができます。

画面の明るさ
（ローコントラスト）

9

8

7

6

5

4

3

2

1

画面の明るさ（ハイコントラス
ト）

テーマ

画面の明るさ（ローコントラス
ト）インフォメーショントレ
イ言語

単位

時計

日付

ディスプレイの設
定

画面の明るさ（ローコントラスト）

明るさの設定は 2 種類あります。

 •	 ハイコントラスト（昼間
モード）

 •	 ローコントラスト（夜間
モード）
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画面の明るさの変更方法：

 •	 [ ディスプレイの設定 ] メニューを
開き、ジョイスティックを下に押し
て [ 画面の明るさ ] 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押して [ 画
面の明るさ（ハイコントラスト）]
または [ 画面の明るさ（ローコント
ラスト）]を選びます。

 •	 ジョイスティックの中央を押し、選
んだメニューを開きます。

 •	 ジョイスティックを上下に操作して
明るさを選びます。

 •	 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。[ メイン
メニュー ]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。

ディスプレイの設定 - インフォメー
ショントレイ

インフォメーショントレイに表示する項
目を選択できます。

終了

ディスプレイの設定

言語
単位

テーマ
画面の明るさ（ハイコントラスト）

時計

画面の明るさ（ローコントラスト）
インフォメーショントレイ

日付

トリップ 1
トリップ 2
燃料の状態

コントラスト
スタイル

インフォメーショントレイ

クーラント

TPMS
メンテナンスインジケ
ーター

[ インフォメーショントレイ ] メニュー
の開き方：

 •	 [ ディスプレイの設定 ] メニューを
開き、ジョイスティックを下に押し
て [ インフォメーショントレイ ] を
選び、ジョイスティックの中央を押
します。

 •	 ジョイスティックを上下に操作して
希望の項目を選びます。

 •	 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。

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

ディスプレイで使用する言語を選択でき
ます。

終了

ディスプレイの設定

言語
単位

テーマ
画面の明るさ（ハイコントラスト）

時計

言語
ENGLISH

ESPANOL
ITALIANO
DEUTSCH
FRANCAIS

画面の明るさ（ローコントラスト）
インフォメーショントレイ

日付

NEDERLANDS

PORTUGUES
SVENSKA

言語の選び方：

 •	 [ ディスプレイの設定 ] メニューを
開き、ジョイスティックを下に押し
て [ 言語 ] を選び、ジョイスティッ
クの中央を押します。

 •	 ジョイスティックを上下に操作して
希望の言語を選びます。

 •	 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。

ディスプレイの設定 - 単位の設定

ディスプレイで使用する単位を選択でき
ます。

終了

言語
単位

テーマ
画面の明るさ（ハイコントラスト）

時計

ディスプレイの設定

画面の明るさ（ローコントラスト）
インフォメーショントレイ

日付

距離と燃費
温度
圧力

単位

単位の選び方：

 •	 [ ディスプレイの設定 ] メニューを
開き、ジョイスティックを下に押し
て [ 単位の設定 ] を選び、ジョイス
ティックの中央を押します。

 •	 ジョイスティックを上下に操作して
[ 距離と燃費 ]、[ 温度 ]、[ 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。

 – 距離と燃費：

 – MILES ＆ MPG (UK)
 – MILES ＆ MPG (US)
 – KM ＆ L/100KM
 – KM ＆ KM/L
 – 温度：

 – ° C
 – ° F
 – 圧力：

 – PSI
 – BAR
 – KPa

 •	 ジョイスティックの中央を押して確
定します。
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ディスプレイの設定 - 時計の設定

時計の設定を変更できます。

時計の合わせ方：

 •	 [ ディスプレイの設定 ] メニューを
開き、ジョイスティックを下に押し
て [ 時計の設定 ] を選び、ジョイス
ティックの中央を押します。

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

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 [ 時 ] または [ 分 ]
を選びます。

「時」の合わせ方

 •	 [ 時 ] を選び、ジョイスティックの
中央を押します。[時 ]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ます。

終了

言語
単位

テーマ
画面の明るさ（ハイコントラスト）

時計

ディスプレイの設定
12時間表示

分
時
24時間表示

時計

15:40

画面の明るさ（ローコントラスト）
インフォメーショントレイ

日付

「分」の合わせ方

 •	 [ 分 ] を選び、ジョイスティックの
中央を押します。[分 ]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ます。

終了

言語
単位

テーマ
画面の明るさ（ハイコントラスト）

時計

ディスプレイの設定
12時間表示

分
時
24時間表示

時計

15:40

画面の明るさ（ローコントラスト）
インフォメーショントレイ

日付
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初期設定にリセット

メインメニューの各項目を初期設定にリ
セットできます。

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

終了

メインメニュー 初期設定にリセット
リセットする
キャンセル

初期設定にリセット

メインメニュー項目のリセット方法：

 •	 [ メインメニュー ] を開き、ジョイ
スティックを下に押して [ 初期設定
にリセット ]を選択します。

 •	 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
[ リセットする ] または [ キャンセ
ル ] を選び、ジョイスティックの中
央を押して確定します。

 • リセットする：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、インフォメーショント
レイの表示項目、言語、ABS、トラ
クションコントロール、スタイル、
ディスプレイの明るさです。

 • キャンセル：メインメニューの設定
もデータもそのまま残ります。ディ
スプレイは前の画面に戻ります。

計器盤の位置調整

警告

メーターの位置が正しく調整されていな
いと安全に走行できません。

走行中に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位置
に調整してください。

警告

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

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

メーターの汚れを落とすときや位置を調
整するときは、必ず停車してください。
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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。

必ずメーターの調整ハンドルを使って調
整してください。

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。

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

1

1.	 調整ハンドル

メーターの位置調整方法：

 •	 調整ハンドルをメーターとは逆側に
押します。

 •	 ディスプレイが見やすい位置にメー
ターを動かします。

 •	 調整ハンドルをメーター側に引いて
元の位置に戻します。

注記 :

•	 指に力を入れ過ぎないようにして
メーターを調整してください。
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LCD ディスプレイ

目次

計器盤のレイアウト  55
警告灯  56
計器盤  61
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計器盤のレイアウト

TC
TC

25

2023 22 21 1819 17 141516 13 12

21 3 4 5 6 7 8 9 10 11

24

1.	 時計
2.	 メンテナンスインジケーター
3.	 スピードメーター
4.	 燃料計
5.	 エンジン制御システム故障表示灯
6.	 左側の方向指示灯
7. ABS 警告灯
8.	 タコメーターのレッドゾーン
9.	 タイヤ空気圧警告灯（タイヤ空気圧モニ

タリングシステム（TPMS）装着車）
10.	 右側の方向指示灯
11.	 ニュートラル表示灯
12.	 ハイビーム表示灯
13.	 燃料残量警告灯

14.	 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）

15.	 トラクションコントロール無効警告灯
16.	 トラクションコントロール表示灯
17.	 タコメーター
18.	 クーラント過熱警告灯
19.	 油圧低下警告灯
20.	 低温警告灯
21.	 タイヤ空気圧表示（タイヤ空気圧モニタ

リングシステム（TPMS）装着車）
22.	 選択ギア
23.	 クーラント温度計
24. TRIP ボタン
25. HOME ボタン
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警告灯

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）。

方向指示器

   
方向指示器スイッチを左右どち
らかに動かすと、方向指示器の

点滅と同じテンポで計器盤の方向指示灯
が点滅します。

ニュートラル表示灯

   
ニュートラル表示灯は、トラン
スミッションがニュートラル（ギ

アが選択されていない）状態であること
を示します。イグニッションスイッチが
ON の状態でトランスミッションをニュー
トラルにすると、ニュートラル表示灯が
点灯します。

ハイビーム表示灯

   
イグニッションスイッチが ON
の状態のときに、ロービームス

イッチを [HIGH BEAM] にするとハイ
ビーム表示灯が点灯します。

燃料残量警告灯

   
燃料タンク内の燃料が残り約 4.0
リットルになると、燃料残量警

告灯が点灯します。

ABS（アンチロックブレーキシステ
ム）警告灯

   
イグニッションスイッチを ON に
したときに、ABS 警告灯が点滅す

るのは正常な状態です。エンジンをかけ
た後も ABS 警告灯が点滅を続け、走行速
度が 10 km/h を超えると消灯します。

注記 :

• ABS システムに異常がある場合は、
トラクションコントロールが機能し
ません。

•	 その場合は、ABS警告灯とトラクショ
ンコントロール無効警告灯と MIL が
点灯します。

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。ただし、以下の場合を除き
ます。

 • ABS を解除した場合は、ABS 警告灯
が点灯したままになります。

 • ABS を [Off Road] に設定した場合
は、ABS 警告灯がゆっくり点滅しま
す。

上記以外の場合で、走行中に ABS 警告灯
が点灯したときは、ABS の異常ですので
点検が必要です。
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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
灯したままの状態で、必要以上に走行
を続けないでください。できるだけ早く
Triumph 正規販売店に連絡し、点検修理
を受けてください。ABS が機能していな
いときにブレーキを強くかけるとホイー
ルがロックし、車両が制御不能となって
事故につながるおそれがあります。

ABS の設定方法については以下を参照し
てください。

 •	 ページ	67 の「ABS の解除」

イモビライザー／アラーム作動表示
灯

   
Triumph のこのモーターサイク
ルにはエンジンイモビライザー

が装着されています。イモビライザーは、
イグニッションスイッチを OFF にすると
作動します。

アラームなしの場合

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

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

アラーム付きの場合

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

トラクションコントロール（TC）表
示灯

   
TC 表示灯が点灯しているとき
は、トラクションコントロール

システムが作動しています。つまり、急
加速したり、ぬれた路面や滑りやすい路
面を走行したりしているときにリアホ
イールのスリップを防止できます。

警告

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

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

TC が ON のとき：

 •	 普通に走行している間は、TC 表示灯
は点灯しません。

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

TC が OFF のとき：

TC 表示灯は点灯しません。その代り、TC
無効警告灯が点灯します（ページ	 58
参照）。

注記 :

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

トラクションコントロール（TC）無
効警告灯

   
TC 無効警告灯は、TC が OFF に
なっているときまたは TC に異常

があるときに点灯します。

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

エンジン制御システム故障表示灯
（MIL）
   

イグニッションスイッチを ON
にすると、エンジン制御システ

ム故障表示灯（MIL）が点灯しますが、こ
れは MIL が正常に動作していることを示
すためです。エンジンが回転していると
きに MIL が点灯した場合は異常です。

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

警告

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

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

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

注記 :

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

   
エンジン回転中にエンジンクー
ラントの温度が危険なレベルに

まで上昇した場合は、クーラント過熱警
告灯が点灯します。

注意

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

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

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。

タイヤ空気圧警告灯（TPMS 装着車）

   
タイヤ空気圧警告灯は、タイヤ
空気圧モニタリングシステムと

連動して作動します（ページ	59 参照）。

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

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

TC
TC

3

21 4

1. TPMS マーク
2.	 リアタイヤ
3.	 タイヤ空気圧
4.	 タイヤ空気圧警告灯

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（ペー
ジ	 160 参照）。画面に表示された空気圧
が指定空気圧またはそれに近い値であっ
たとしても、警告灯が点灯しているとい
うことはタイヤ空気圧が低いということ
であり、パンクしている可能性が高いと
考えられます。
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警告

タイヤ空気圧警告灯が点灯した場合は、
停車してください。

タイヤを点検し、冷間時のタイヤ空気圧
が推奨値でない場合、走行してはいけま
せん。

低温警告灯

   
気温が 4° C 以下の場合は、
低温警告灯が点灯します。

低温警告灯が点灯すると、気温が 4 秒間
だけ表示されます。気温の表示が消える
と、元の画面に戻ります。

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

気温表示は、左側スイッチハウジングの
SET ボタンか SCROLL ボタンを押して消
すこともできます。元の表示に戻っても、
低温表示灯は気温が 6ºC になるまで点灯
したままになります。

1 2
1.	 低温警告灯
2.	 気温

警告

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

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

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

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。
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バッテリー低下の警告表示

ヒートグリップやフォグランプなどのア
クセサリーを装着し、エンジンをアイド
リングしてそれらのアクセサリーの電源
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って、画
面に [bAt Lo] と表示されることがありま
す。

バッテリー低下の警告表示は、以下の条
件がどれかひとつあてはまると消灯しま
す。

 •	 充電システムによってバッテリーが
充電された

 •	 左側スイッチハウジングのスクロー
ルボタンまたはセットボタンを押し
た

 •	 イグニッションスイッチをオフにし
た

必要に応じ、Triumph 正規ディーラーで
バッテリーと充電システムの点検を受け
てください。

1

1.	 表示画面

計器盤

スピードメーターとオドメーター

デジタルスピードメーターは走行速度を
表示します。走行速度は 1 km/h 単位で
表示されます。

オドメーターおよび 2 種類のトリップ
メーターを表示画面に表示できます。オ
ドメーターとトリップメーターの使い方
については、ページ	64 を参照してく
ださい。

タコメーター

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、1 分間当たりのエ
ンジン回転数（rpm）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。

注意

エンジンに重大な損傷を与える可能性が
あるため、絶対にレッドゾーンまでエン
ジン回転数を上げてはいけません。
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ギアポジションインジケーター

21

1.	 ギアポジション表示（ニュートラルの場
合）

2.	 ギアポジションのマーク

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

1

1.	 ギアポジション表示（1 速の場合）

クーラント温度計

1

1.	 クーラント温度計

クーラント温度計には、エンジンクーラ
ントの温度が表示されます。

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

バーの本数が 4 ～ 6 本であれば正常な温
度です。クーラント温度が高くなり過ぎ
ると、8 本すべてのバーが表示され、点
滅し始めます。また、タコメーター内に
あるクーラント過熱警告灯も点灯します。

注意

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

1

1.	 燃料計

燃料計には、タンク内の燃料の量が表示
されます。

イグニッションスイッチが ON になって
いるときは、燃料の量を示すバーが画面
に表示されます。

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

バーの本数が 2 本になると、燃料残量警
告灯が点灯し、その 5 秒後に表示画面が
「推定走行可能距離」に切り替わります
（ページ	65 参照）。この状態のときは、
タンクに約 4.0 リットルの燃料しか残っ
ていないため、できるだけ早く給油して
ください。

給油後しばらく走行すると、燃料計およ
び推定走行可能距離の表示が更新されま
す。走行方法にもよりますが、表示が更
新されるまで最大 5 分かかります。「推
定走行可能距離」の表示が消えた場合は、
「ページ	65」で説明してあるとおり、
「走行データメニュー」で確認できること
もあります。

点検間隔インジケーター

2

1

1.	 点検マーク
2.	 点検までの走行距離

イグニッションスイッチを ON にした
ときに、次回の点検までの走行距離が
800 km を切っていると、次回点検まで
の走行距離が少しの間表示されます。点
検予定の走行距離を超えると、走行距離
がマイナス表示されます。

Triumph 正規ディーラーでメンテナンス
を受けると、メンテナンスインジケーター
がリセットされます。

点検までの走行距離が 0 km になると、
点検マークが表示されたままになります。
Triumph 正規ディーラーで点検を受けて
メンテナンスインジケーターをリセット
してもらわないと点検マークが消えませ
ん。点検予定の走行距離を超えると、走
行距離がマイナス表示されます。
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トリップコンピューター

2

1

3

1. SCROLL ボタン（上方向）
2. SCROLL ボタン（下方向）
3. SET ボタン

トリップコンピューターへのアクセス方
法：

 •	 左側スイッチハウジングにある SET
ボタンを繰り返し押し、希望する項
目を表示します。

 •	 以下の項目が順番に表示されます。

	 –	 トリップメーター 1
	 –	 トリップメーター 2
	 –	 走行データメニュー

	 –	 設定メニュー

トリップメーター

2 3

1
1.	 トリップメーター表示部
2.	 トリップメーター 1 の表示
3.	 トリップメーター 2 の表示

トリップメーターへのアクセス方法：

 •	 左側スイッチハウジングにある SET
ボタンを繰り返し押し、希望するト
リップメーターを表示します。

 •	 左側スイッチハウジングにある
SCROLL ボタンを繰り返し押します。

 •	 走行距離が表示されます。トリップ
メーターをゼロにリセットしてから
現在までの走行距離です。

トリップメーターのリセット

トリップメーターのリセット方法：

 •	 ゼロにリセットするトリップメー
ターを選びます。

 • SET ボタンを 2 秒間押します。2 秒
経過すると、選択したトリップメー
ターのすべての項目がゼロになりま
す。
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走行データメニュー

走行データメニューの開き方：

 •	 イグニッションスイッチを ON にし
ます。

 •	 左側スイッハウジングチにある SET
ボタンを繰り返し押すと、画面に
[InFo] と表示されます。

注記 :

•	 画面に [InFo] と 0.5 秒間だけ表示さ
れるので、走行データメニューが選
択されたことが分かります。その後、
画面には走行データメニューの中の
項目がどれかひとつ表示されます。

 •	 左側スイッチハウジングにある
SCROLL ボタンを繰り返し押します。
SCROLL ボタンを押してスクロール
ダウンすると、以下の項目が順番に
表示されます。（スクロールアップす
ると、以下の項目が下から順番に表
示されます。）

	 –	 推定走行可能距離

	 –	 気温

	 –	 オドメーター

	 –	 フロントタイヤ空気圧（TPMS
装着車で TPMS が ON の場合）

	 –	 リアタイヤ空気圧（TPMS 装着
車で TPMS が ON の場合）

	 –	 瞬間燃費

各項目の内容は以下のとおりです。

推定走行可能距離

タンクに残っている燃料で走行可能と思
われる距離です。

推定走行可能距離

気温

現在の気温が° C または° F で表示され
ます。

気温の単位を° C または° F に変更する
ときはページ	71 を参照してください。

気温

オドメーター

積算走行距離が表示されます。

オドメーター
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フロントタイヤおよびリアタイヤの
空気圧（TPMS 装着車で TPMS が ON
の場合）

フロントタイヤとリアタイヤの空気圧が
表示されます。

フロントタイヤ空気圧

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。

瞬間燃費

警告

走行中は、以下の状況にあてはまれば、
走行に関する各種データの表示とトリッ
プメーターの表示とを切り替えたり、ト
リップメーター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。

走行データメニューを終了するときは、
SET ボタンを繰り返し押して希望するト
リップメーターを表示します。
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設定メニュー

設定メニューの開き方：

 •	 停車し、ギアをニュートラルにしま
す。

 •	 左側スイッチハウジングにある SET
ボタンを繰り返し押し、画面に
[SEtUP] と表示します。

 • SCROLL ボタンを押して希望する項
目を表示します。

 • SET ボタンを押すと、表示した項目
を編集できます。

1

2

1. SET ボタン
2. SCROLL ボタン

SCROLL ボタンを押してスクロールダウ
ンすると、以下の項目が順番に表示され
ます。（スクロールアップすると、以下の
項目が下から順番に表示されます。）

 • [t-SEt] - 時計の調整

 • [Ind] - 方向指示器の自動消灯

 • [SIA] - 点検時期のお知らせ

 • [UnitS] - 単位の変更（イギリス式、
アメリカ式、メートル法）

 • [REtURn] - トップ画面に戻る

 • [ttc] - Triumph トラクションコント
ロール（TTC）の設定

 • [AbS] - アンチロックブレーキシス
テム（ABS）の設定

各項目の内容は以下のとおりです。

トラクションコントロール（TTC）
の解除

TTC システムは、一時的に解除できます。
TTC システムを解除したままにしておく
ことはできません。イグニッションスイッ
チを OFF にしてから再び ON にすると、
自動的に TTC システムが有効な状態に戻
ります。

警告

走行中にトラクションコントロールの設
定を変更することはやめてください。制
御不能となって事故につながるおそれが
あります。

警告

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

トラクションコントロール設定画面への
アクセス方法：

 •	 停車し、ギアをニュートラルにし、
イグニッションを ON にします。

 •	 左側スイッチハウジングにある SET
ボタンを繰り返し押し、画面に
[SEtUP] と表示します。

 • SCROLLボタンを繰り返し押し、[ttc]
と表示します。

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

 • SCROLL ボタンを押して [OFF] と表
示します。

 •	 その状態で SET ボタンを押すと TTC
システムが解除されます。[OFF] と
2 秒間表示され、TTC 無効警告灯が
点灯します。

 • HOME ボタンを押します。[Trip 1] の
表示になります。

TTC の復帰方法

TTC の復帰方法：

 • TTC の解除方法と同じように操作し、
[ON] を選択します。

 • HOME ボタンを押します。[Trip 1] の
表示になります。

 •	 または、イグニッションスイッチを
OFF にしてから再び ON にした場合
も、TTC が復帰します。

ABS の解除（Tiger XR のみ）

ABS は、一時的に解除できます。ABS を
解除したままにしておくことはできませ
ん。イグニッションスイッチを OFF にし
てからもう一度 ON にすると、ABS が自
動的に復帰します。

警告

走行中に ABS の設定を変更することは
やめてください。制御不能となって事故
につながるおそれがあります。

警告

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 の解除方法

ABS 解除画面へのアクセス方法：

 •	 停車し、ギアをニュートラルにし、
イグニッションを ON にします。

 •	 左側スイッチハウジングにある SET
ボタンを繰り返し押し、画面に
[SEtUP] と表示します。

 • SCROLL ボタンを繰り返し押し、
[AbS] と表示します。

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

 • SCROLL ボタンを押して [OFF] と表
示します。

 •	 その状態で SET ボタンを押すと ABS
システムが解除されます。[OFF] と
2 秒間表示され、ABS 警告灯が点灯
します。

 • HOME ボタンを押します。[Trip 1] の
表示になります。
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注記 :

• ABS を解除しても、トラクションコ
ントロールをOFFにしていなければ、
トラクションコントロールは機能し
ます。

ABS の復帰方法

ABS の復帰方法：

 • ABSの解除方法と同じように操作し、
[ON] を選択します。

 • HOME ボタンを押します。[Trip 1] の
表示になります。

 •	 または、イグニッションを OFF にし
てから再び ON にした場合も、ABS
が復帰します。

時計の調整 [t-SEt]

1
1. [t-SEt] の表示

時計の合わせ方：

 •	 停車し、ギアをニュートラルにし、
イグニッションを ON にします。

 •	 左側スイッチハウジングにある SET
ボタンを繰り返し押し、画面に
[SEtUP] と表示します。

 • SCROLL ボタンを繰り返し押し、
[t-SEt] と表示します。

 • SET ボタンをもう一度押すと、24 時
間表示または 12 時間表示の時計が表
示されます。

 • SCROLL ボタンを押して希望する表
示方法を選択し、SET ボタンを押し
ます。「時」の数字が点滅し、画面に
[Hour] と表示されます。
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注記 :

• SCROLL ボタンでスクロールアップ
すると「時」の表示が進み、スクロー
ルダウンすると「時」の表示が戻り
ます。

32

41

1.	 時刻表示
2.	 時
3.	 分
4. [Hour] の表示

「時」の合わせ方：

 •	「時」の数字が点滅しているか、画面
に [Hour] と表示されているか確認
します。SCROLL ボタンを押して時
刻を変更します。ボタンを 1 回押す
ごとに、1時間ずつ表示が変わります。
ボタンを押したままにすると、表示
が連続して 1 時間ずつ進みます。

 •	 正しい時刻が表示されたら、SET ボ
タンを押します。「分」の表示が点滅
し始め、画面に [Min] と表示されま
す。「時」と同じ方法で「分」を合わ
せます。

 •	「時」と「分」を両方とも設定したら、
SET ボタンを押して確定します。画
面に [t-SEt] と表示されます。

 • SCROLL ボタンを押して [REtURn]
と表示し、SELECT ボタンを押しま
す。そうするとトリップ 1 メニュー

が表示されます。

方向指示器の自動消灯 [Ind]
このお車には、方向指示器の自動消灯機
能があり、自動消灯の設定を OFF にした
り ON にしたりすることができます。

自動消灯の設定方法：

 •	 停車し、ギアをニュートラルにした
状態で、左側スイッチハウジングに
ある SET ボタンを繰り返し押し、画
面に [SEtUP] と表示します。

 • SCROLL ボタンを押して [Ind] と表
示します。

 • SET ボタンを押します。[Auto] また
は [MAnUAL] が点滅します。

 • SCROLL ボタンを押して [Auto] また
は [MAnUAL] を選択し、SET ボタン
を押します。

 – [Auto] 自動消灯機能が ON にな
ります（ページ	83 参照）。

 – [MAnUAL]　自動消灯機能が
OFF になります。方向指示器を
手動で停止してください（ペー
ジ	83 参照）。

1
1. [Auto] を選択した場合

方向指示器自動消灯メニューの終了方法：

 • SCROLL ボタンを繰り返し押して
[REtURn] と表示します。

 • SELECT ボタンを押します。トリッ
プ 1 メニューが表示されます。
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点検時期のお知らせ [SIA]
次回点検までの走行距離が表示されます
（「ページ	63」参照）。

点検時期のお知らせの表示

単位の変更 [UnitS]（イギリス式、
アメリカ式、メートル法）

選択できる単位は 4 種類です。

各項目の内容は以下のとおりです。

mpg（英ガロン）

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

mpg US（米ガロン）

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

L/100 km（メートル法）

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

km/L（メートル法）

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

単位の画面の表示方法：

 •	 停車し、ギアをニュートラルにし、
イグニッションを ON にします。

 •	 左側スイッチハウジングにある SET
ボタンを繰り返し押し、画面に
[SEtUP] と表示します。

 • SCROLL ボ タ ン を 何 度 か 押 し、
[UnitS] と表示されたら SET ボタン
を押します。

1

1.	 表示画面

 • SCROLL ボタンを押して希望する項
目を選択します。SCROLL ボタンを
押してスクロールダウンすると、以
下の項目が順番に表示されます。（ス
クロールアップすると、以下の項目
が下から順番に表示されます。）

 – [mpg]　英ガロン

 – [mpg US]　米ガロン

 – [L/100 km]　メートル法

 – [km/L]　メートル法

タイヤ空気圧の単位（TPMS 装着車）

SET ボタンを押します。[PSI] または
[bAr] と表示されるまでは、SCROLL ボタ
ンにも SET ボタンにも触れてはいけませ
ん。SCROLL ボタンを繰り返し押し、希
望するタイヤ空気圧単位を表示します。

気温の単位

SET ボタンを押します。[° C] または [°
F] が表示されるまで待ちます。SCROLL
ボタンを繰り返し押し、希望する温度単
位を表示します。SET ボタンを押します。
[UnitS] と表示されるまで待ちます。

終了するときは、SCROLL ボタンを押し
て [REtURn] の表示にし、SET ボタンを
押します。そうすると、トリップメーター
1 が表示されます。

トップ画面に戻る

トップ画面に戻ります。
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スイッチ等の操作方法

イグニッション

イグニッションキー

1

1.	 キーナンバーのタグ

イグニッションキーは、ステアリングロッ
クやイグニッションスイッチを操作する
ときだけでなく、シートロックや燃料タ
ンクキャップを操作するときにも必要で
す。

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

イグニッションキーには、エンジンイモ
ビライザーを解除するためのトランスポ
ンダーが内蔵されています。イグニッショ
ンスイッチの近くでは常にイグニッショ
ンキーを 1 本だけ持つようにしてくださ
い。そうすると、イモビライザーが正常
に解除されます。イグニッションスイッ
チの近くでイグニッションキーを 2 本持
つと、トランスポンダーとエンジンイモ

ビライザーとの間の信号が正常に送受信
されない場合があります。その場合、ど
ちらかのイグニッションキーを遠ざけな
いと、エンジンイモビライザーが解除さ
れません。

キーを交換する場合は、Triumph 正規
販売店でキーをお求めください。必ず
Triumph 正規販売店で、モーターサイク
ルのイモビライザーに新しいキーを登録
してもらってください。

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。

エンジンイモビライザー

イグニッションバレルハウジングは、エ
ンジンイモビライザーのアンテナとして
機能します。イグニッションスイッチを
OFF にしてイグニッションキーを抜くと、
エンジンイモビライザーが作動します
（ページ	 26 参照）。イグニッションキー
をイグニッションスイッチに差し込んで
ON にすると、エンジンイモビライザーが
解除されます。
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イグニッションスイッチ／ステアリ
ングロック

PU

SH
OFF

ON

3

2

1 4

1.	 ロック位置
2. OFF
3. ON
4.	 イグニッションスイッチ／ステアリング

ロック

イグニッションスイッチの各ポジ
ション

イグニッションスイッチには 3 つのポジ
ションがあり、イグニッションキーで操
作します。イグニッションキーは OFF ま
たは LOCK のポジションにあるときだけ、
イグニッションスイッチから抜き取るこ
とができます。

ロックのしかた：

 •	 ハンドルバーを左いっぱいまで切り
ます。

 •	 イグニッションキーを OFF まで回し
ます。

 •	 キーを一度押します。

 • LOCK まで回します。

警告

お車から離れる場合には、防犯のため、
必ずイグニッションスイッチを OFF に
してキーを抜いてください。

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。

警告

イグニッションキーを LOCK にすると、
ステアリングがロックされます。

そのため、走行中は絶対にキーを LOCK
まで回してはいけません。

走行中にステアリングがロックされる
と、制御不能となって事故につながりま
す。
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右側ハンドルバースイッチ

Tiger 800 XR 以外の各モデル

1

2

4
5

6

3

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

次に、ハンドルバーの各ボタンについて
説明します。

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と
メーターの表示とを切り替えます。

エンジンストップスイッチ

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

エンジンストップスイッチはエンジンを
緊急停止するときに使用します。エンジ
ンを停止しなければならないような緊急
事態が発生した場合は、エンジンストッ
プスイッチを STOP にしてください。

注記 :

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

注意

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

スターターボタン

スターターボタンによって電動スター
ターが作動します。スターターを作動さ
せるには、クラッチレバーを握ります。

注記 :

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

ハザードライトボタン

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。
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右側ハンドルスイッチ

Tiger 800 XR の場合

2

45

1 3

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

次に、ハンドルバーの各ボタンについて
説明します。

エンジンストップスイッチ

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

エンジンストップスイッチはエンジンを
緊急停止するときに使用します。エンジ
ンを停止しなければならないような緊急
事態が発生した場合は、エンジンストッ
プスイッチを STOP にしてください。

注記 :

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

注意

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

スターターボタン

スターターボタンによって電動スター
ターが作動します。スターターを作動さ
せるには、クラッチレバーを握ります。

注記 :

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

ハザードライト

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

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。
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左側ハンドルバースイッチ

Tiger 800 XR 以外の各モデル

ckdf

56

1

2

3

7

8
9

10

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.	 フロントフォグランプスイッチ（装着車

のみ）
9.	 ハイビームボタン
10.	 ライダー＆パッセンジャーシートヒー

タースイッチ（装着車のみ）

次に、ハンドルバーの各ボタンについて
説明します。

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	87 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。
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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	33
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	42 を参照してください。

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

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。
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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。

フォグランプスイッチ（搭載車のみ）

フォグランプを点灯したり消灯したりす
るときは、ヘッドライトを点灯した状態
で、フォグランプスイッチを押します。
フォグランプが点灯すると、ディスプレ
イ内のフォグランプ表示灯が点灯します。

注記 :

•	 フォグランプスイッチは、ヘッドラ
イトが点灯しているときだけ機能し
ます。

•	 イグニッションスイッチを OFF にし
てからもう一度 ON にすると、フォ
グランプスイッチがOFFに戻ります。

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。
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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。

ライダー＆パッセンジャーシート
ヒータースイッチ（装着車のみ）

ライダーとパッセンジャーのシートヒー
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。シートヒーターの
スイッチを入れると、シートヒーターの
マークがディスプレイに表示されます。
設定温度はマークの色で分かります。

詳細はページ	102 を参照してください。

左側ハンドルスイッチ

Tiger 800 XR

chxg
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1.	 ロービームスイッチ
2.	 方向指示器スイッチ
3.	 ホーンボタン
4.	 パスボタン
5. SCROLL ボタン
6. SET ボタン
7.	 グリップヒータースイッチ（装着車のみ）
8.	 フォグランプスイッチ（装着車のみ）

次に、ハンドルバーの各ボタンについて
説明します。

ヘッドライトディップスイッチ

ヘッドライトディップスイッチを使って
ハイビームとロービームの切り替えがで
きます。

ハイビームにするときは、スイッチを向
こう側に押します。

ロービームにするときは、スイッチを手
前に引きます。
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ハイビームにすると、ハイビーム表示灯
が点灯します。

注記 :

•	 このモデルには、ライト用の ON ／
OFF スイッチは付いていません。ポ
ジションランプ、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だけ機能しま
す。エンジンをかけずにヘッドライ
トを点灯するときは、クラッチレ
バーを握ってからイグニッションを
ON にしてください。ヘッドライトが
点灯し、クラッチレバーから手を離
しても点灯したままになります。ス
ターターボタンを押してエンジンが
かかるまでの間はヘッドライトが消
灯します。

方向指示器スイッチ

方向指示器は手動で消灯することもでき
ます。方向指示器を手動で消灯するとき
は、方向指示器スイッチを中央の位置に
して押します。

ホーンボタン

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

パスボタン

注意

ヘッドライトのパスボタンは、ヘッドラ
イトを一時的に点灯するためのもので
す。

パスボタンを長時間押したままにしてお
くと、ヒューズが切れてヘッドライトが
点灯しなくなることがあります。

注記 :

•	 パスボタン機能を使用できるのはエ
ンジンがかかっているときだけで
す。

パスボタンを押すと、ヘッドライトのメ
インビームが点灯します。そうすると、
ハイビームボタンを押している間はハイ
ビームが点灯したままになり、ハイビー
ムボタンを離すとすぐにハイビームが消
灯します。

SCROLL ボタン

SCROLL ボタンを押すと、画面に表示さ
れた項目をスクロールできます。

SET ボタン

SET ボタンを押すと、画面に表示された
項目を確定できます。

グリップヒータースイッチ（装着車
のみ）

グリップヒータースイッチは、左側ハン
ドルバーのスイッチハウジングの隣りに
あります（グリップヒーター装着車のみ）。

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。



装備の使い方

84

グリップヒーターの温度設定には適温と
高温があります。

スイッチの外側のリングは、設定温度に
応じて色が変わります。

 • OFF - 消灯

 •	 高温 - 赤
 •	 適温 - 黄
寒さが厳しいときは、まず OFF の位置か
らスイッチを一度押して高温（赤）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適温（黄）に切
り替えるとよいでしょう。

グリップヒーターを停止するときは、グ
リップヒータースイッチを押して消灯し
ます。

低電圧時の電源 OFF について

電圧の検出値が 11.8V を下回る状態が 5 分
以上続いた場合は、グリップヒータース
イッチの LED が 5 回点滅します。5 回点
滅した後、メインスイッチによってグリッ
プヒーターの電源が切れ、LED が消灯し
ます。

適切な電圧に戻っても、メインスイッチ
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。

電圧の検出値が 11.8V を下回ったままの場
合は、スイッチを押しても LED が再び 5
回点滅し、グリップヒーターの電源が自
動的に切れます。

グリップヒーター回路は専用のヒューズ
で保護されています。ヒューズのアンペ
ア数についてはページ	 171 を参照して
ください。

フォグランプスイッチ（装着車のみ）

フォグランプを点灯したり消灯したりす
るときは、イグニッションスイッチを ON
にした状態で、フォグランプスイッチを
押します。

フォグランプが点灯すると、フォグラン
プスイッチの外側のリングが緑色に点灯
します。

イグニッションスイッチを OFF にしてか
らもう一度 ON にすると、フォグランプ
スイッチが自動的に OFF になります。

スロットルコントロール

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。

1

2 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

スロットルグリップを手前に回してス
ロットルを開くと、スロットルグリップ
に操作感が生じます。スロットルグリッ
プを離すと、内部のリターンスプリング
によってスロットルグリップがスロット
ル閉位置に戻り、スロットルが閉じます。
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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（ク
ルーズコントロール搭載車の場合）（ペー
ジ	88 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
くなる

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

ブレーキの使用について

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

スロットル開度が大きい場合（20 度より
大きい場合）、ブレーキを 2 秒より長く
かけると、スロットルが閉じてエンジン
速度が低下します。通常のスロットル操
作に戻るときは、スロットルグリップを
離し、ブレーキをかけるのをやめてから、
もう一度スロットルを開きます。

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。

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。
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フロントブレーキレバーとクラッチレ
バーにはそれぞれアジャスターが付いて
います。このアジャスターを使い、ハン
ドルバーからレバーまでの間隔をライ
ダーの手の大きさに合わせて調節するこ
とができます。フロントブレーキレバー
では 5 段階、クラッチレバーでは 4 段階
に調節できます。

2

1

1.	 ブレーキレバーのアジャスターホイール
2.	 矢印マーク

レバーを調節するときは、レバーを前方
に押してアジャスターホイールを回し、
アジャスターホイールにある番号のひと
つをレバーホルダーにある矢印マークに
合わせます。

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

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。

Tiger 800 XR 以外の各モデル

ABS の有効・無効の設定方法については、
バイクのセットアップ - ABS を参照して
ください。

Tiger 800 XR の場合

ABS の解除方法：

 • SCROLL ボタンを押し、[ABS Off] を
選択します。

 • SET ボタンを押して確定します。

ABS の復帰方法 :

 •	 イグニッションを OFF にしてからも
う一度 ON にします。
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クルーズコントロール

Tiger 800 XR 以外の各モデル

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、高速で運転すると危険な状況
に陥る可能性があります。必ず天候や交
通状況に応じて速度を落としてくださ
い。

警告

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

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

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。

• ABS の 設 定 が [Off-Road] ま た は
[Off] になっているライディング
モードを選択した場合でも、クルー
ズコントロールは引き続き使用でき
ます。

• ABS を解除した場合でも、クルーズ
コントロールは引き続き使用できま
す。
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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	88 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を ON にするとき
は、SET/- ボタンを押します。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。クルーズコントロールの
速度が設定されていないと [--] と表示さ
れます。

以下の条件がそろえば、クルーズコント
ロールを使用できます。

 •	 走行速度が 30 ～ 160 km/h である

 •	 ギアが 3 速以上である

 •	 これらの条件がそろったとき、
SET/- ボタンを押すとクルーズコ
ントロールが作動します。TFT ディ
スプレイの場合は、クルーズコント
ロールが作動すると、クルーズコン
トロールのマークが緑色に点灯しま
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
ロールの設定速度も表示されます。クルー
ズコントロールが作動していることが分
かるように、タコメーター内のクルーズ
コントロールライトが点灯します。

o7:29

12.5

1 9999 02:25

8

6
4

2 0
25.2
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E

TRIP

mi mp/hHH:MM

PM

SET
58mp/h

1058 5
12 14

RPM
x1000

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システムによって
設定速度が維持されます。ただし、以下
の場合を除きます。

 •	 ページ	88 の方法で設定速度を変
更した場合

 •	 ページ	89 の方法でクルーズコン
トロールを解除した場合

クルーズコントロール使用中の設定
速度の変更

クルーズコントロール使用中に以下の方
法で設定速度を変更できます。

 • RES/+ ボタンで設定速度を上げる

 • SET/- ボタンで設定速度を下げる

どちらのボタンも、押すたびに 1 km/h
ずつ設定速度が変わります。ボタンを押
したままにすると、連続して 1 km/h ず
つ設定速度が変わります。

希望の設定速度が画面に表示されたら、
ボタンを離します。
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注記 :

•	 新しい設定速度が確定するまでの
間、画面に表示されている設定速度
が点滅します。

•	 急斜面を登るときなど、クルーズコ
ントロールの設定速度を維持できな
い場合は、設定速度に戻るまでの間、
画面に表示されている設定速度が点
滅します。

スロットルグリップを使用して希望する
速度まで加速してから SET/- ボタンを押
した場合も、クルーズコントロールの設
定速度を上げることができます。

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、タ
コメーター内のクルーズコントロールラ
イトは消灯しますが、[SET] の表示と設
定速度の表示はディスプレイに残ります
ので、設定速度が保存されていることが
分かります。

その設定速度でクルーズコントロールを
再開するときはページ	89 の方法にし
たがいます。ただし、イグニッションス
イッチを OFF にするとクルーズコント
ロールが解除されるので再開できません。

クルーズコントロールの設定速度の
復帰方法

警告

クルーズコントロールを再開するとき
は、交通状況が設定速度に適しているこ
とを必ず確認してください。

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。

以下のどれかの操作をすると、クルーズ
コントロールが停止します。

 •	 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。

設定速度が保存されていれば、RES/+ ボ
タンを押すとその設定速度に復帰します。

ただし、走行速度が 30 ～ 160 km/h で、
ギアが 3 速以上に入っている必要があり
ます。

設定速度が保存されている場合は、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。

イグニッションスイッチを OFF にするま
では、その設定速度がクルーズコントロー
ルのメモリーに保存されます。

注記 :

•	 車両が設定速度に達するまでの間、
画面に表示されている設定速度が点
滅します。
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トラクションコントロール
（TC）

警告

トラクションコントロールが搭載されて
いても、道路条件や気象条件に合わせて
走行することが不要なわけではありませ
ん。

以下の場合は、トラクションコントロー
ルでトラクションを回復することはでき
ません。

-	コーナー進入時に速度が出すぎている
場合

-	車体をかなり傾けた状態で加速した場
合

-	ブレーキをかけているとき

-	トラクションコントロールはフロント
ホイールのスリップを抑制できない

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。

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

注記 :

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

トラクションコントロールの設定

警告

走行中にトラクションコントロールの設
定を変更することはやめてください。制
御不能となって事故につながるおそれが
あります。

LCD ディスプレイでは、トラクションコ
ントロールは TTC と表示されます。これ
は、Triumph Traction Control の略です。
TFT ディスプレイでは、トラクションコ
ントロールはTCと表示されます。これは、
Traction Control の略です。どちらも同じ
トラクションコントロールシステムです。

Triumph トラクションコントロールの設
定は、以下から選ぶことができます。

 • On/Road：通常走行に最適な設定で
す。リアホイールのスリップを最小
限に抑えます。

 • Off Road：オフロード走行に適した
設定です。Road に設定したときよ
りもリアホイールが大きくスリップ
しないと TTC が作動しません。TTC
表示灯がゆっくり点滅します。

 • Off ：TTC が作動しません。TTC 無
効警告灯が点灯します。
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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。

LCD ディスプレイで TTC の設定をする場
合はページ	67 を参照してください。

TFT ディスプレイで TC の設定をする場合
はページ	44 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）（装着車のみ）

警告

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用して、タイ
ヤ冷間時に空気圧を測定してください
（ページ 160 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。

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
20 km/h を超えないと、センサーから空
気圧のデータは送信されません。メーター
にタイヤ空気圧の信号が送信されるまで
は、画面にダッシュ記号が 2 個表示され
ます。

タイヤ空気圧センサーはタイヤバルブの
近くに取り付けてあります。ホイールリ
ムには、センサーの取付位置を示すラベ
ルが貼ってあります。
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	タイヤ空気圧モニタリングシステムを
装着していない車両の場合：タイヤ空気
圧モニタリングシステム（TPMS）をア
クセサリーとして装着できます。必ず
Triumph 正規販売店で取り付けてもらっ
てください。TPMS を取り付けると、画
面に TPMS の表示がされます。

タイヤ空気圧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

タイヤ空気圧モニタリングシステム
（TPMS）の画面を見るときは、LCD ディ
スプレイでは「走行データメニュー」を、
TFT ディスプレイでは「インフォメーショ
ントレイ」を表示します。

TFT ディスプレイ
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1. MODE ボタン
2.	 ジョイスティック
3. TPMS 警告灯
4.	 フロントタイヤインジケーター
5.	 リアタイヤインジケーター

LCD ディスプレイ

TC
TC

1 3

2 4

5

1. TPMS マーク
2.	 タイヤ空気圧の表示
3.	 フロントタイヤ
4.	 リアタイヤ
5. TPMS 警告灯

フロントタイヤ空気圧またはリアタイ
ヤ空気圧を選択すると、走行速度が
20 km/h を超えてタイヤ空気圧の信号が
送信されるまでの間、LCD ディスプレイ
に [——	PSI] または [bAr] と表示されま
す。

タイヤ空気圧の信号が送信されると、選
択したタイヤの空気圧が表示されます。
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TPMS マーク

イグニッションスイッチが ON になって
いるとき、TPMS マークが 10 秒間点滅し
てから点灯したままとなる場合は、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 センサーのバッテリー

空気圧センサーのバッテリー電圧が低い
場合は、画面に [lo bAtt] と 8 秒間表示
されます。どちらの空気圧センサーのバッ
テリー電圧が低いのかは、TPMS マーク
を見ると分かります。バッテリーが完全
に切れている場合は、画面にダッシュ記
号が表示され、TPMS 警告灯が赤く点灯
し、TPMS マークが点滅します。その場
合は、Triumph 正規販売店でセンサーを
交換してもらい、新しいシリアルナンバー
をページ	92 の欄に記入してもらって
ください。

TPMS で表示されるタイヤ空気圧

警告

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

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
膨張を考慮して冷間時のタイヤ空気圧を
指定しています。

タイヤの交換

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

Pb

cbny

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

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

注意

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

必ず適切な等級で品質に問題のない燃料
を使用してください。

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

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。
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給油方法 

警告

給油するときは、安全のため以下の指示
にしたがってください。

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

-	喫煙はやめてください。

-	携帯電話を使用しないでください。

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

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

-	給油後は、フューエルフィラーキャッ
プをきちんと閉じてください。

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

フューエルタンクキャップ

1

2

1.	 フューエルタンクキャップ
2.	 コード

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

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

注意

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

警告

タンクに燃料を入れ過ぎると燃料がこぼ
れる可能性があります。

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

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

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

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

注意

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

燃料に異物が混入すると、燃料システム
の部品が損傷する場合があります。

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

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。
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ハンドルの調整

警告

ハンドルバーの調整は Triumph 正規販
売店に依頼することをお勧めします。

Triumph 正規販売店以外のスタッフがハ
ンドルバーを調整した場合、操縦性や安
定性などに影響する場合があり、制御不
能となって事故につながるおそれがあり
ます。

警告

作業を開始する前に、お車を固定し、適
切に支えてください。

そうすることで、作業者の負傷やお車の
損傷を防止できます。

注記 :

•	 ここでは、出荷されたときの標準的
な位置にハンドルバーがあると仮定
して調整方法を説明します。ハンド
ルバーがすでに調整してある場合
は、ボルトの前後の位置が逆になり
ます。

ハンドルバーのリーチを約 20 mm 調整
できます。

2

1

1. 10 mm のネジ
2. 8 mm のネジ

ハンドルバーの調整方法：

 •	 ハンドルバーのクランプの後方の
ネジ（8 mm）を取り外し、次に
クランプとライザーの前方のネジ

（10 mm）を取り外します。

 •	 ハンドルバーをライザーから外して
手で支えます。誰かに手伝ってもら
うとよいでしょう。

 •	 ライザーを両方とも 180 度回し、ネ
ジ穴の位置を合わせます。

 •	 ハンドルバーをライザーに戻しま
す。

 •	 アッパークランプを取り付け、後方
のネジ穴 2 箇所に 10 mm のネジを
それぞれはめます。まだ、本締めし
てはいけません。
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 •	 ハンドルバーを回し、ハンドルバー
の合わせマークがアッパークランプ
とライザーとの割れ目に一直線に並
ぶようにします。

1

2

3

1.	 アッパークランプ
2.	 クランプの割れ目
3.	 合わせマーク（Tiger 800 XRX の場合）

 • 10 mm のネジを 35 Nm で締め付け
ます。

 •	 前側のネジ穴に 8 mm のネジを取り
付け、 26 Nm で締め付けます。

衛星ナビゲーション用ブラ
ケット（装着車のみ）
衛星ナビゲーション用ブラケットに付属
のマウントプレートには、Garmin Nuvi®
の衛星ナビゲーションシステム 660 およ
び 220 を取り付けできます。

その他の衛星ナビゲーションシステムも
使用できる場合があります。

衛星ナビゲーションシステムを取り付け
るときは、メーカーの説明書を参照して
ください。

cisf

1

2

1.	 マウントプレート
2.	 ピボットボルト

マウントプレートの調整方法：

 •	 ピボットボルトをゆるめます。

 •	 マウントプレートの位置を調整しま
す。

 •	 ピボットボルトを 5 Nm で締め付け
ます。

衛星ナビゲーション用ブラケットは
Triumph 正規販売店にてアクセサリー
キットとしてお求めいただけます。
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スタンド

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。

1

cgiu

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。

サイドスタンドで駐車したときは、お車
にまたがったらまずサイドスタンドを上
げ、それから走行してください。

サイドスタンドで駐車するときは、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。

センタースタンド（装着車のみ）

1

1.	 センタースタンド

センタースタンドの使い方：

 •	 お車を真っ直ぐ立てます。

 •	 センタースタンドのフットファイン
ダーにしっかりと足をかけます。

 •	 リアグラブレールをつかみ、お車を
後方に持ち上げるようにしてセン
タースタンドをかけます。

安全に駐車する方法については「モーター
サイクルの運転」を参照してください。

注意

センタースタンドをかけるときに、ボ
ディパネルやシートをつかまないでくだ
さい。損傷の原因になります。
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シート

シートの取り扱い

シートを落としたり、シートやシートカ
バーを傷つける可能性のある場所にシー
トを立てかけたりしないように注意して
ください。

シ ー ト の お 手 入 れ に つ い て は ペ ー
ジ	180 を参照してください。

注意

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

パッセンジャーシート

警告

パッセンジャーシートを正しく取り付け
ないと、ライダーシートがしっかりと固
定されません。

パッセンジャーシートを取り外したまま
走行することは絶対にやめてください。
ライダーシートが固定されず、ずれてし
まうことがあります。

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。

警告

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

シートが適切に固定されていない場合
は、シートがロックから外れてしまいま
す。

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

シートロックはリアマッドガード上にあ
ります。リアライトユニットの下の辺り
です。

パッセンジャーシートの取り外し

1

1.	 シートロック
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パッセンジャ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
に差し込みます。

 •	 シートの後部を押しながらイグニッ
ションキーを反時計回りに回しま
す。そうするとシートがシートロッ
クから外れるので、シートを後方に
ずらすことができます。

 •	 シートヒーターが取り付けてある場
合は、シートヒーターのコネクター
を外してから、シートを車体から取
り外します。

パッセンジャーシートの取り付け

1

2

2
cgif

1.	 パッセンジャーシートブラケット
2.	 サブフレームのループ部

シートの取り付け方：

 •	 シートヒーターが取り付けてあれば
そのコネクターを接続します。

 •	 シートのブラケット 2 個をサブフ
レームのループ部にはめます。

 •	 シート後部を押して、シートロック
にはめます。

ライダーシート

警告

パッセンジャーシートを正しく取り付け
ないと、ライダーシートがしっかりと固
定されません。

絶対にパッセンジャーシートを取り外し
たまま走行してはいけません。ライダー
シートが固定されないので、ずれてしま
うことがあります。

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。

1

1.	 ライダーシート

ライダーシートの取り外し方：

 •	 パッセンジャーシートを取り外しま
す（ページ	100 参照）。

 •	 ライダーシートの両側をつかみ、後
方にずらしてから持ち上げます。

 •	 シートヒーターが取り付けてある場
合は、シートヒーターのコネクター
を外してから、シートを車体から取
り外します。
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シートの取り付け方：

 •	 シートヒーターが取り付けてあれば
そのコネクターを接続します。

 •	 シートのフロントレールを燃料タン
クの後部にあるブラケットにはめ、
リアレールをリアブラケットに合わ
せます。

 •	 ライダーシートの後部をしっかりと
押します。

 •	 パッセンジャーシートを取り付けま
す（ページ	100 参照）。

ライダーシートの高さ調整

ライダーシートの高さは約 25 mm 調整
できます。

2

4

5

3

1

1.	 ライダーシート
2.	 フロントシート高さアジャスター
3.	 パッセンジャーシート高さアジャスター
4.	 シートを低くした位置（図はリア側）
5.	 シートを高くした位置（図はリア側）

ライダーシートの高さの調整方法：

 •	 ライダーシートを取り外します
（ページ	101 参照）。

 •	 フロントとリアのシート高さアジャ
スターを動かして高さを調整します。

 •	 シートの各ブラケットにアジャス
ターレールを両方ともしっかりはめ
ます。

 •	 ライダーシートを取り付けます
（ページ	101 参照）。

警告

シート高さアジャスターは必ず両方とも
調整してください。シート高さアジャス
ターを片方だけ調整すると、シートを正
しく取り付けできません。

シートを正しく取り付けていない状態で
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。

警告

シートの高さを調整した後は、交通のな
い場所で運転し、新しいシート位置に慣
れてください。

新しいシート位置に慣れないまま走行す
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。

シートヒーター（搭載車のみ）

シートヒーターが装着されている場合は、
左側グリップにシートヒータースイッチ
があります。このシートヒータースイッ
チでライダー用とパッセンジャー用の
シートヒーターを操作できます。

1

1.	 シートヒータースイッチ
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シート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。シート
ヒーターのスイッチを入れると、ディス
プレイにシートヒーターのマークが表示
されます。各シートの設定温度はマーク
の色で分かります。

1 2

1. LOW のマーク（黄）
2. HIGH のマーク（赤）

o7:29

12.5

1 9999 02:25

8

6
4

2 0

12 14

25.2

F

E

TRIP

mi mp/hHH:MM

PM

RPM
x1000

10

1

N

2

1.	 ライダーシートヒーター（HIGH の場合）
2.	 パッセンジャーシートヒーター（LOW

の場合）

ライダーシートヒーター

 •	 シートヒータースイッチを素早く
チョンと押すと、ライダーシート
ヒーターが作動します。チョンと押
すたびに、ライダーシートヒーター
が OFF - HIGH - LOW- OFF の順で切
り替わります。

 •	 寒さが厳しいときは、まずシート
ヒータースイッチを OFF から HIGH
に切り替え、シートが十分温かく
なったらスイッチをもう一度押して
LOW に切り替えるとよいでしょう。

パッセンジャーシートヒーター

 •	 シートヒータースイッチを長めに押
すと、パッセンジャーシートヒー
ターが作動します。長めに押すたび
に、パッセンジャーシートヒーター
が OFF - ON - OFF の順で切り替わり
ます。

低電圧時の電源 OFF について

電圧低下が検出されると、シートヒーター
の電源が切れます。安全なレベルに電圧
が回復するまで、シートヒーターの電源
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。シー
トヒーターを ON にするには、イグニッ
ションスイッチを OFF にしてからもう一
度 ON にする必要があります。
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ウィンドスクリーン

警告

走行中にウィンドスクリーンの汚れを落
とそうとしたり位置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。

走行中にウインドスクリーンの汚れを落
とそうしたり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。

警告

ウィンドスクリーンの位置は両側ともそ
ろえてください。

ウィンドスクリーンの位置をきちんと調
節しないまま走行すると、車両が制御不
能となって事故につながるおそれがあり
ます。

注記 :

•	 このお車に取り付けられているウィ
ンドスクリーンは、ツールを使わず
に位置を調節できます。

ウィンドスクリーンの調節

ウィンドスクリーンの高さ調節方法：

 •	 お車の前に立ちます。

 •	 ウィンドスクリーンの左右上部を
しっかりとつかみます。

 •	 マウント部をゆるめるため、ウィン
ドスクリーンを手前に引きます。

 •	 希望の位置までウィンドスクリーン
を上下に動かします。

 •	 ウィンドスクリーンから手を離しま
す。

ウィンドスクリーンの洗浄については
ページ	186 を参照してください。
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ツールキットと取扱説明書
ツールキットはパッセンジャーシートの
下にあり、ゴムバンドで固定してありま
す。

取扱説明書一式はパッセンジャーシート
ベースのすき間に収納できます。

ヘルメット用フック

警告

ヘルメット用フックにヘルメットを固定
したまま走行することは絶対にやめてく
ださい。

ヘルメット用フックにヘルメットを固定
したまま走行すると、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。

注意

熱くなっているサイレンサーの上にヘル
メットを置かないでください。

ヘルメットが損傷します。

ヘルメット用フックがパッセンジャー
シートの下の左側にあるので、お車にヘ
ルメットを固定できます。

1

cgif

1.	 ヘルメット用フック



装備の使い方

106

ヘルメットのかけ方：

 •	 パッセンジャーシートを取り外しま
す。

 •	 ヘルメットのあごひもをフックにか
けます。

 •	 ヘルメット用フックの上にある平ら
な部分にヘルメットのあごひもをか
けてはいけません。パッセンジャー
シートがはまらなくなります。

1

cgif

1.	 ヘルメット用フックの平らな部分

シートを取り付けてロックすると、ヘル
メットを固定できます。

アクセサリーソケット

1

1.	 イグニッションスイッチソケット（各モ
デル共通）

どのモデルでも、イグニッションスイッ
チの隣りに 1 つソケットがあります。

各ソケットは 12V です。

ア ク セ サ リ ー ソ ケ ッ ト 回 路 は ペ ー
ジ	 171 のヒューズ一覧表にある専用の
ヒューズで保護されています。

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。

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。
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USB ソケット

警告

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

USB ソケットに水が入ると電気系統に問
題が生じ、お車が損傷し、制御不能となっ
て事故につながるおそれがあります。

パッセンジャーシートの下側に 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：

 •	 パッセンジャーシートを取り外しま
す。

 • USB ソケットのキャップを取り外し
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
パッセンジャーシートの下のスペー
スに収納します。

注意

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

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

 •	 デバイスや USB ケーブルを挟み込
まないように注意して、パッセン
ジャーシートを戻します。

 •	 イグニッションスイッチを ON にし、
エンジンをかけます。

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、パッ
センジャーシートを外し、デバイス
を取り外します。

 • USB ソケットにキャップをはめ、
パッセンジャーシートを戻します。

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。
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ラゲージシステム

MAX LOAD
5 kg (11 lbs)

エクスペディション・アルミパニア
（装着車のみ）

エクスペディション・アルミパニアおよ
びマウントレールはアクセサリーとして
取り付けできます。

エクスぺディション・アルミパニアおよ
びその他のラゲージシステムについては、
Triumph 正規販売店にお問い合わせいた
だくか、www.triumph.co.uk をご覧くだ
さい。

注記 :

•	 パニアの脱着方法は左右とも同じで
す。

•	 パニアのロックバレルにはロックと
ロック解除の位置があります。

2
3

1

1.	 ロックバレル
2.	 ロック位置
3.	 ロック解除位置

パニアの取り外し

2

1

1.	 ロック（左側パニアの場合）
2.	 ロック装置リリースレバー

パニアのロック解除とパニアマウントか
らの取り外し方法：

 •	 キーをロック解除位置まで回しま
す。

 •	 パニアを手で支えながら、ロック装
置リリースレバーを引きます。そう
すると上側のマウント部からパニア
が外れます。

 •	 パニアを持ち上げて下側のマウント
から外します。

パニアの取り付け

各パニアの取り付け方：

 •	 キーをロックに差し込みます。

 •	 キーをロック解除位置まで回しま
す。
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注記 :

•	 左側パニアは車体の左側に、右側パ
ニアは右側に、それぞれ間違えない
ように取り付けてください。

•	 パニアを取り付けるときは、ロック
バレルを車体の後方に向けてくださ
い。

 •	 図のように、下側のマウントにパニ
アを合わせます。

1

1.	 下側のマウント

 •	 上側のマウント部にロック装置を合
わせ、パニアを車体側に押し、ロッ
ク装置をはめます。

注記 :

•	 上側のマウント部にロック装置がは
まると、カチッと音がします。

•	 上側のマウント部にはロック装置が
はまっているかどうかを知らせるス
テータスインジケーターが 2 つあり
ます。ロック装置がしっかりとはま
ると、ステータスインジケーターが
赤から緑に変わります。

•	 ステータスインジケーターが赤色の
ままの場合は、上側のマウント部に
ロック装置がはまっていません。

2
1

4

3

1.	 パニア
2.	 上側のマウント部
3.	 ロック装置
4.	 ステータスインジケーター

 •	 キーをロック位置まで回してパニア
をレールにロックします。

 •	 キーを抜きます。
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警告

パニアを正しく取り付けないと、走行中
にパニアが外れ、危険な状態になるおそ
れがあります。

パニアが両方ともしっかりと取り付けて
あるか、走行前に必ず確認してください。
上側のマウントにあるステータスインジ
ケーターが緑色になっているか、ロッ
クバレルがロック位置になっているか、
キーが抜いてあるか確認してください。

1

2

緑
赤

1. ロック装置のステータスインジケー
ター

2. ロックバレル

走行中にパニアが外れると、車体が制御
不能となり、事故を起こしたり他人にけ
がを負わせたりするおそれがあります。

パニアの操作

パニアのロック解除と開け方：

 •	 キーを差し込み、ロック解除の位置
まで回します。

 •	 パニアリッドのラッチを外します。
これで、リッドを開けることができ
ます。

cisb

1

2

1.	 ロックバレル：ロック解除位置
2.	 パニアリッドのラッチ

 •	 パニアリッドはパニアから取り外す
こともできます。

 •	 パニアリッドを取り外すときは、図
のようにパニアのストラップを外し
ます。

cisd

1

1.	 パニアのストラップ
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 •	 パニアリッドのヒンジのところにあ
るクイックリリース装置を押し下げ
ます。

 •	 パニアリッドを下にずらしてから後
方にずらし、ヒンジから外します。
そうするとパニアリッドをパニアか
ら取り外すことができます。

cise

1

1.	 パニアリッドのヒンジのクイックリリー
ス装置

パニアリッドの取り付け方：

 •	 クイックリリース装置を押し下げ、
パニアリッドのヒンジを元通りには
めます。

 •	 クイックリリース装置から手を離
し、ヒンジがきちんとはまっている
か確認します。

 •	 パニアリッドにストラップを取り付
けます。

パニアリッドの閉じ方とロックのしかた：

 •	 リッドを閉じ、ラッチをはめます。

 •	 キーをロックの位置まで回し、抜き
ます。

cisb

1

2

1.	 ロックバレル - ロック位置
2.	 パニアリッドのラッチ

警告

各パニアの最大収納重量は 5 kg です。

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

エクスペディション・アルミパニアは 2
個セットで取り付けるものです。

パニアを片方だけ取り付けた状態で走行
することは絶対にやめてください。

パニアを片方だけ取り付けた状態で走行
すると、車両が不安定になり、制御不能
となって事故につながるおそれがありま
す。
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警告

パニアを装着した後や取り外した後は、
交通のない安全な場所で運転し、新しい
ハンドリング特性に慣れてください。

新しいハンドリング特性に慣れていない
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。

詳細はページ	 125 の「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」
を参照してください。

Triumph アクセサリー D ロッ
クの保管場所
パッセンジャーシートの下には、Triumph
のアクセサリーである D ロックを収納す
るためのスペースもあります（D ロック
は Triumph 正規販売店でお求めいただけ
ます）。

1

2

2

3

4

cgir

1. U 字部
2.	 リアマッドガードの支持具
3.	 ツールキットのバンド（ツールキットは

省略）
4. D ロック本体

D ロックの収納方法：

 •	 ツールキットのバンドを外します。

 • D ロックの U 字部の先端を車体後方
に向け、U 字部をリアマッドガード
トレイの支持部にセットします。

 •	 ツールキットのバンドで U 字部を固
定します。

 •	 リアマッドガードトレイに D ロック
本体を置きます。

 •	 ツールキットを取り付けます。

 •	 パッセンジャーシートを取り付ける
と D ロック本体が固定されます。
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慣らし運転

R.P.M.
cboa

新車の場合、最初の内は慣らし運転と呼
ばれる走行が必要です。

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

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

最初の 800 km：

 •	 フルスロットルにしないでくださ
い。

 •	 エンジン速度を高速に保つことは避
けてください。

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

 •	 緊急時以外は、急発進、急停止、急
加速を避けてください。

 •	 最高速度の 4 分の 3 を超える速度で
走行しないでください。

800 km から 1,500 km まで：

 •	 短時間であれば、エンジン速度を限
界まで徐々に上げても構いません。

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。
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日常点検

警告

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

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

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

点検項目

燃料：タンクに燃料が適量入っているこ
と、燃料漏れがないこと（ページ	94）。
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	134）。
ドライブチェーン：正しく調整されてい
ること（ページ	142）。
タイヤ／ホイール：空気圧が適正である
こと（冷間時）。トレッドの深さと摩耗状
態、タイヤとホイールの損傷、パンクな
どを点検すること（ページ	160）。
ナット、ボルト、	締め具類：ステアリン
グとサスペンションの部品、アクスル、
操作レバーなどがきちんと締め付けてあ
るか目視点検すること。ゆるんだり損傷
したりしているネジがないかすべて点検
すること。

ステアリングの動き：左右にいっぱいま
でガタがなくスムーズに動くこと。コン
トロールケーブルのひっかかりがないこ
と（ページ	151）。
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	146）。
ブレーキパッド：すべてのブレーキパッ
ドのライニングが 1.5 mm 以上残ってい
ること（ページ	146）。
ブレーキフルード量：ブレーキフルード
の漏れがないこと。ブレーキフルード
量が両方のリザーバーとも上限マーク
と下限マークとの間にあること（ペー
ジ	149）。
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	152）。
スロットル：スロットルグリップがスムー
ズにアイドルポジションに戻ること（ペー
ジ	84）。
クラッチ：スムーズに操作できて、ケー
ブルの遊びが適切であること（ペー
ジ	141）。
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	138）。
電装品：ホーンおよびライト類が正しく
機能すること（ページ	173）。
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	116）。
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	99）。
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エンジンの止め方

Tiger 800 XR の場合

PU

SH
OFF

ON

5

6

TC
TC

8

2

4

3

1 7

1.	 エンジンストップスイッチ
2. STOP
3. RUN
4.	 スターターボタン
5.	 イグニッションスイッチ
6. OFF
7. ON
8.	 ニュートラル表示灯

Tiger 800 XR 以外の各モデル

PU

SH
OFF

ON

5

6 7

8

6
4

2 0

12 14
RPM
x1000

10

N 8

2

4
3

1

1.	 エンジンストップスイッチ
2. STOP
3. RUN
4.	 スターターボタン
5.	 イグニッションスイッチ
6. OFF
7. ON
8.	 ニュートラル表示灯

エンジンの止め方：

 •	 スロットルを完全に戻します。

 •	 ギアをニュートラルにします。

 •	 イグニッションスイッチを OFF にし
ます。

 •	 ギアを 1 速に入れます。

 •	 安定した平らな場所で、サイドスタ
ンドで駐車します。

 •	 ステアリングをロックします。

注意

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

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

電気系統が損傷する場合があります。
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エンジンのかけ方

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。

注意

スターターを 5 秒以上連続して作動させ
てはいけません。スターターモーターが
オーバーヒートして、バッテリーが消耗
します。スターターを繰り返し作動させ
る場合は、モーターが冷えてバッテリー
のパワーが回復するまで、15 秒待ってか
ら作動させてください。

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

注意

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

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

エンジンのかけ方：

 •	 エンジンストップスイッチを RUN に
します。

 •	 ギアをニュートラルにします。

 •	 イグニッションスイッチを ON にし
ます。

注記 :

•	 イグニッションスイッチを ON にす
ると、タコメーターの針が一旦ゼロ
からフルスケールまで振り切り、ま
たゼロに戻ります。ディスプレイの
各警告灯は一旦点灯してから消灯し
ます（エンジンをかけるまで点灯
したままになる警告灯は除きます。
ページ	 56 参照）。エンジンをかけ
るときに、タコメーターの針がゼロ
に戻るまで待つ必要はありません。

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

 •	 クラッチレバーをいっぱいまで握り
ます。

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

発進のしかた
発進のしかた：

 •	 クラッチレバーを握り、ギアを 1 速
に入れます。

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

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

ギアチェンジのしかた

警告

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

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

警告

高速走行中は低速ギアに切り替えてはい
けません。エンジン回転数（rpm）が急
激に上がってしまいます。そうなるとリ
アホイールがロックし、制御不能となっ
て事故につながるおそれがあります。エ
ンジンも損傷する可能性があります。

シフトダウンするときは、エンジン回転
数を十分に落としてください。

1

1

2

3

4

5

6

N

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。
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ブレーキの使い方

1

1.	 フロントブレーキレバー

1

1.	 リアブレーキペダル

警告

ブレーキは以下のように操作してくださ
い。

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

お車が止まったときにギアが 1 速になる
ように、1 段ずつシフトダウンします。

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

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

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

警告

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

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

注意が散漫になると制御不能となって事
故につながるおそれがあるため、制動時、
加速時、旋回時には、安全のため十分に
注意を払ってください。フロントブレー
キまたはリアブレーキのどちらか一方だ
けを使用すると、ブレーキ性能が十分に
発揮されません。ブレーキを強くかけす
ぎると、どちらかのホイールがロックす
る場合があり、モーターサイクルが制御
不能となって事故につながるおそれがあ
ります。

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

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

警告

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

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

警告

ブレーキペダルに足をかけたまま走行し
たり、ブレーキレバーに手をかけたまま
走行したりすると、ブレーキライトが点
灯することがあるので、他の人はあなた
がブレーキをかけたと勘違いしてしまい
ます。また、ブレーキの温度が上昇して
ブレーキの効きが悪くなり、制御不能と
なって事故につながるおそれもありま
す。

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、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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ABS（アンチロックブレーキ
システム）について

警告

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

必ず法定速度以下で走行してください。

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

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

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

ABS 警告灯

   
イグニッションを ON にすると、
ABS 警告灯が点滅するのは正常

な状態です（ページ	 56 参照）。ABS 警
告灯が点灯したままの場合は、ABS が以
下の理由で無効になっています。

 •	 ライダーが ABS を解除した。

 • ABS に異常があり点検が必要。

走行中に ABS 警告灯が点灯した場合は
ABS の異常であり、点検が必要です。

注記 :

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

•	 突然上り坂や下り坂になると、ABS
が作動することがあります。

警告

ABS が停止している場合、ブレーキシス
テムは ABS 非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。

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

警告

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

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

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

柔らかい地面や急な斜面には駐車しない
でください。

そうした場所に駐車すると、お車が倒れ
て物が壊れたり人がけがをしたりするお
それがあります。

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、傾斜がサイドスタンドを押すよ
うな状態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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高速走行時の注意

警告

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

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

必ず天候や交通状況に応じて速度を落と
してください。

警告

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

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

警告

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

警告

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

全般

お車は定期点検表にしたがってメンテナ
ンスしてください。

ステアリング

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

荷物

収納ケースをすべて閉じてロックし、車
両にしっかり固定します。

ブレーキ

フロントブレーキとリアブレーキがきち
んと効くか点検します。

タイヤ

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

高速走行時は燃料消費量が増えるので、
燃料を十分補給しておいてください。

注意

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

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

必ず燃料を十分に補給して走行してくだ
さい。

エンジンオイル

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

ドライブチェーン

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

クーラント

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

電装品

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

その他

ボルト等がすべてきちんと締めてあるか
点検します。
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アクセサリー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

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

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

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

-	車体の両側に荷物を均等に載せていな
い。

-	前後のサスペンション設定が適切でな
い。

-	タイヤ空気圧が適切でない。

-	タイヤが摩耗しすぎている、または偏
摩耗している。

-	横風を受けたり他の車両からの風を受
けたりする。

-	だぶついた服を着ている。

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

荷物

警告

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

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

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

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

最大積載量は 222 kg を超えてはいけま
せん。

警告

各パニアの最大収納重量は 5 kg です。

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。
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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

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、車体の後部や脇からはみ出
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、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。

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。

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、グラブハンドルか
ライダーの腰にしっかりつかまること。

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

警告

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

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や、メンテナンス
の怠りは、危険な走行状態に繋がる可
能性があるため、定期点検は必ず毎回、
Triumph 正規販売店で受けてください。

警告

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

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

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

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

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

Triumph 正規販売店が実施する定期点検
は、年間走行距離に応じて、12 ｹ月点検、
一定の走行距離ごとの点検、またはその
両方を組み合わせた点検の 3 種類があり
ます。

1.	 年間走行距離が 10,000 km 未満の場
合は、12 ｹ月ごとに点検を受けなけ
ればなりません。それに加え、一定
の走行距離ごとの点検も受ける必要
があります。

2.	 年間走行距離が約 10,000 km の場合
は、12 ｹ月点検と一定の走行距離ご
との点検を同時に受けなければなり
ません。

3.	 年間走行距離が 10,000 km を超える
場合は、一定の走行距離に達したと
きに、指定の点検を受けなければな
りません。それに加え、12 ｹ月ごと
に点検が必要な項目についても点検
を受ける必要があります。

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

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

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

た方

初回点検 12 ｹ月点検 走行距離ごとの点検

点検間隔 500

800 1 ヶ月

年 6,000 and 

18,000

10,000 ＆ 

30,000

12,000

20,000

24,000

40,000

潤滑方式

エンジンオイルの交換 - • • • • •

エンジンオイルフィルターの交換 - • • • • •

エンジンとオイルクーラーの漏れ点検 日常 • • • • •

燃料系統とエンジン制御関係

燃料システムの漏れ、摩耗等の点検 日常 • • • • •

スロットルボディプレート（バタフライ）の点検／清
掃

- • • •

オートスキャン - Triumph 診断ツールでフルオートス
キャンを実施（印刷してお客様に提出）

- • • • • •

ABS モジュレーターの DTC 確認 - • • • • •

セカンダリーエアインジェクションシステムの点検／
清掃

- • •

エアクリーナーの交換 - • •

スロットルボディのバランス調整 - • • •

燃料ホースの交換 走行距離に関係なく 4 年ごと

蒸発ロスホースの交換 * 走行距離に関係なく 4 年ごと

点火装置

スパークプラグの点検 - •

スパークプラグの交換 - • •

冷却システム

冷却システムの漏れ点検 日常 • • • • •

クーラント量の点検／補給 日常 • • • • •

クーラントの交換 走行距離に関係なく 3 年ごと

エンジン

クラッチケーブルの点検／調整 日常 • • • • •

バルブクリアランスの点検／調整 - • •

カムシャフトタイミングの調整 初回 12,000 マイル（20,000 km）点検時のみ

ホイールとタイヤ

ホイールの損傷点検 日常 • • • • •

ホイールベアリングの摩耗／動作点検 - • • • • •

スポークの損傷、張り具合の点検（該当車のみ） 日常 • • • • •

タイヤの摩耗／損傷点検 日常 • • • • •

タイヤ空気圧の点検／調整 日常 • • • • •
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点検項目 オドメーターのマイル表示（カッコ内は km）または点検期日のいずれか先に達し

た方

初回点検 12 ｹ月点検 走行距離ごとの点検

点検間隔 500

800 1 ヶ月

年 6,000 and 

18,000

10,000 ＆ 

30,000

12,000

20,000

24,000

40,000

電気系統

ライト、計器類、電気系統の点検 日常 • • • • •

ステアリングとサスペンション

ステアリングの動作点検 日常 • • • • •

フォークの漏れ／動作点検 日常 • • • • •

フォークオイルの交換 - •

ステアリングヘッドベアリングの点検／調整 - • • • •

ステアリングヘッドベアリングの注油 - • •

リアサスペンションリンケージの点検／注油 - • •

ブレーキ

ブレーキパッドの摩耗状態点検 日常 • • • • •

ブレーキマスターシリンダーのフルード漏れ点検 日常 • • • • •

ブレーキキャリパーのフルード漏れとピストンの焼き
付き点検

日常 • • • • •

ブレーキフルード量の点検 日常 • • • • •

ブレーキフルードの交換 走行距離に関係なく 2 年ごと

ドライブチェーン

ドライブチェーンの遊びの点検／調整 日常 • • • • •

ドライブチェーンの磨耗点検 500 マイル（800 km）毎

ドライブチェーンの注油 200 マイル（300 km）毎

ドライブチェーンラビングストリップの点検 日常 • • • • •

ドライブチェーンラビングストリップの交換 - • • •

全般

ネジの締め具合を目視点検 日常 • • • • •

バンク角指示器の摩耗状態を目視点検 日常 • • • • •

アクセサリーラックスライディングキャリッジの動作
点検‡

- • • • •

サイドスタンドの動作点検 日常 • • • • •

センタースタンドの動作点検 日常 • • • • •

センタースタンドのフランジスリーブの点検／清掃／
注油

- • • • •

アクセサリーパニアリンクの動作点検／調整‡ - • • • •

* 蒸発システムは一部地域向けのモデルに搭載されています。

‡ 装着してある場合は点検します。
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エンジンオイル

cbnz

警告

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

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

オイル量の点検

警告

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。

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原因を調べ
てください。

2

3

1

4

cgii

1.	 フィラー
2.	 サイトグラス
3.	 オイル量（適量の場合）
4.	 クランクケースのオイル量ライン

オイル量の点検方法：

 •	 エンジンをかけ、約 5 分間アイドリ
ングします。

 •	 エンジンを止め、オイルが安定する
まで最低 3 分間待ちます。

 •	 サイトグラスから液面を確認しま
す。

 •	 サイトグラスから覗いたときに、ク
ランクケースの上側（上限）ライン
と下側（下限）ラインとの間にオイ
ルの液面があれば、適正なオイル量
です。
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注記 :

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

 •	 サイトグラスから覗いたときに、ク
ランクケースの上側（上限）ライン
と下側（下限）ラインとの間にオイ
ルの液面があれば、適正なオイル量
です。

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

適正なオイル量になったら、フィラープ
ラグを取り付けて締めます。

オイルとオイルフィルターの交換

警告

エンジンオイルに長時間触れたり繰り返
し触れたりすると、肌の乾燥、かぶれ、
皮膚炎などを起こすことがあります。ま
た、使用済みのエンジンオイルには皮膚
がんの原因となる有害物質が含まれてい
ます。

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

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。

12

cgip

1.	 オイルドレンプラグ
2.	 オイルフィルター

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ます。エン
ジンを止め、平らな場所で車両を
真っ直ぐに立てます。

 •	 エンジンの下にオイルドレンパンを
置きます。

 •	 オイルドレンプラグを取り外しま
す。
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警告

オイルが熱くなっている場合がありま
す。

適切な保護服、手袋、保護眼鏡等を着用
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。

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

 •	 新しいオイルフィルターのシールリ
ングにきれいなエンジンオイルを少
し塗ります。オイルフィルターを取
り付け 10 Nm で締め付けます。

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

 • API 規格の SH 以上および JASO 規
格の MA の両方を満たしているモー
ターサイクル用エンジンオイルで、
10W/40 も し く は 10W/50 の 部 分
合成油または全合成油をエンジン
に補給します。例として、Castrol 
Power 1 Racing 4T 10W-40（全合成
油）があります。

 •	 エンジンをかけ、最低 30 秒間アイ
ドリングします。

注意

オイルがエンジン各部に行き渡る前にエ
ンジン回転数をアイドリングよりも上げ
ると、エンジンが損傷したり焼き付いた
りします。

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

注意

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

油圧が低いままエンジンが回転すると、
エンジンが損傷します。

 •	 油圧低下警告灯が消灯しているこ
と、画面に油圧低下のメッセージが
表示されていないことを確認しま
す。

 •	 エンジンを止め、オイル量をもう一
度点検します。少なければ補給しま
す。

使用済みのエンジンオイルとオイル
フィルターの処分

エンジンオイルを地面、下水管、排水管、
水路等に流すと環境に悪影響を与えます。
使用済みのオイルフィルターは一般のご
みと一緒に捨ててはいけません。処分方
法がわからない場合は、お住まいの地域
の自治体にお問い合わせください。
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オイルの規格と粘度

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

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

-20 -10 0 10 20 30 40

-4 14 5032 68 86 104

(°C)

(°F)

気温 (°C)

気温 (°F)

SAE 10W/50

SAE 10W/40

オイル粘度と気温の関係

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

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

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

冷却システム

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

注記 :

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

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

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

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

クーラント量の点検

注記 :

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

1
2

3

1.	 リザーブタンク
2. MAX マーク
3. MIN マーク

クーラント量の点検方法：

 •	 平らな場所で車両を真っ直ぐに立て
ます（スタンドは使いません）。車
両の右側から、燃料タンク前部の下
側を見るとリザーブタンクが見えま
す。

 •	 リザーブタンク内のクーラント量を
点検します。

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

警告

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

エンジンが熱いときは、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。

1

2

1.	 リザーブタンク（燃料タンクは省略）
2.	 リザーブタンクのキャップ

クーラントの補給方法：

 •	 エンジンが冷えるまで待ちます。

 •	 リザーブタンクのキャップは、モー
ターサイクルの右側から燃料タンク
前部とフレームとの間に手を入れる
と取り外すことができます。

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

 •	 キャップをはめます。

注記 :

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

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

注意

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

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

クーラントの交換

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

警告

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

注意

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

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

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

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

スロットルコントロール

警告

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

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



メンテナンス

141

クラッチ

2

1

1.	 クラッチレバー
2. 2 ～ 3 mm

このモーターサイクルのクラッチはケー
ブル式です。

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

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

必ず定期点検表にしたがってクラッチレ
バーの遊びを点検してください。

クラッチの点検

クラッチレバーに 2 ～ 3 mm の遊びがあ
るか点検します。

遊びの量が適切でない場合は調整します。

クラッチの調整

クラッチの調整のしかた：

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

 •	 クラッチレバーに 2 ～ 3 mm の遊び
があるか点検します。

 •	 遊びの量が適切でない場合は調整し
ます。

12 - 3 mm

2

cggr

3

1.	 クラッチレバー
2.	 アジャスタースリーブ（ロックナットを

完全にゆるめた状態）
3.	 適切な 2 ～ 3 mm の遊び

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

 •	 アジャスターのロックナットをゆる
めます。

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



メンテナンス

142

 •	 ロックナットを 3.5 Nm で締め付け
ます。

cjxg

2

1

1.	 アジャスターナット
2.	 クラッチアウターケーブル

ドライブチェーン

cbnz

警告

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

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

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

安全を確保し、ドライブチェーンの過度
の摩耗を防止するために、定期点検表に
したがってドライブチェーンの点検、調
整、注油を実施してください。高速走行
をした場合、凍結剤をまいた道路やほこ
りっぽい道路を走行した場合など、走行
条件が過酷なときは、点検や調整や注油
をより頻繁に実施する必要があります。

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

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

ドライブチェーンの注油方法：

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

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

 •	 余分なオイルは走行する前に拭き
取ってください。

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

注意

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

ドライブチェーンの遊びの点検

警告

作業を開始する前に、お車を固定し、適
切に支えてください。

そうすることで、作業者の負傷やお車の
損傷を防止できます。

1

1.	 遊びの測定箇所

ドライブチェーンの遊びの点検方法：

 •	 平らな場所で車両を真っ直ぐに立て
ます。車体には何も載せません。

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

ドライブチェーンの遊びは 20 ～ 30 mm
の範囲にしてください。

1

3

2

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

ドライブチェーンの遊びの調整方法：

 •	 ホイールスピンドルナットをゆるめ
ます。

 •	 ドライブチェーンの左右のアジャス
ターボルトのロックナットをゆるめ
ます。

 •	 アジャスターを両方とも同じだけ動
かします。アジャスターボルトを時
計回りに回すとドライブチェーンの
遊びが大きくなり、反時計回りに回
すと遊びが小さくなります。

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

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

 •	 ドライブチェーンの遊びをもう一度
点検します。調整が必要であれば、
もう一度調整します。

警告

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

安定性や操縦性が損なわれると、制御不
能となって事故につながるおそれがあり
ます。

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

警告

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

点検修理を受けないと、制動効率が低下
し、制御不能となって事故につながるお
それがあります。
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ドライブチェーンとスプロケットの
摩耗点検

警告

ドライブチェーンのメンテナンスは絶対
に怠ってはいけません。また、ドライブ
チェーンは必ず Triumph 正規販売店で
取り付けてもらってください。

必ず、Triumph パーツカタログで指定さ
れている Triumph 純正ドライブチェー
ンを使用してください。

純正品以外のドライブチェーンを使用す
ると、ドライブチェーンが損傷したり、
スプロケットから外れたりする可能性が
あります。そうなると、制御不能となっ
たり事故につながったりするおそれがあ
ります。

注意

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

摩耗した前後のスプロケットだけを交換
してドライブチェーンを交換しないでお
くと、新品のスプロケットの摩耗が早ま
る原因となります。

2

1

1. 20 環分を測定
2.	 おもり

ドライブチェーンとスプロケットの摩耗
点検方法：

 •	 ドライブチェーンガードを取り外し
ます。

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

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

 •	 測定値が 319 mm を超えている場合
は、必ずドライブチェーンを交換し
てください。
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 •	 リアホイールを回し、ドライブ
チェーンのローラーが損傷していな
いか、ピンやリンクがゆるんでいな
いか点検します。

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

ccol

摩耗した歯
（エンジンスプロケット）

摩耗した歯
（リアスプロケット）

（イラストでは摩耗を誇張して
描いています）

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

 •	 ドライブチェーンガードを取り付
け、ネジを 9 Nm で締め付けます。

ブレーキ

ブレーキの摩耗点検

cbmz

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、つまり、
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。
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新品のブレーキパッドとブレーキ
ディスクの慣らし運転

警告

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

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

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

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

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

ブレーキパッドの摩耗補正

警告

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

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

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

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

警告

ブレーキフルードには吸湿性があるた
め、大気中の水分を吸収します。

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

そのため、必ず定期点検表にしたがって
ブレーキフルードを交換してください。

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

銘柄やグレードの異なるブレーキフルー
ドを混ぜて使用してはいけません。

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

問題がある場合は、必ず走行前に修理し
てください。

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

警告

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

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

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

注記 :

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

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量の点検
と補給

2

1

1.	 フロントブレーキフルードリザーバーの
上限ライン

2.	 下限ライン

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

フルード量の点検方法：

 •	 リザーバー本体の前面にある窓から
フルード量を点検します。

フルードの補給方法

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

 •	 未使用・未開封の DOT4 フルードを
リザーバーの上限ラインまで注ぎま
す。

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

 •	 ネジを 1 Nm で締め付けます。

リアブレーキフルード量の点検と補
給

12

3

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

車体の右側からライダーシートの下にあ
る排気管の中間パイプの前方を見るとリ
ザーバが見えます。

フルード量の点検方法：

 •	 リザーバー内のフルード量を点検し
ます。リザーバー内のフルード量は、
（リザーバーを水平にした状態で）必
ず上限ラインと下限ラインとの間に
液面がくるようにします。
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フルードの補給方法

 •	 リザーバーのキャップとダイアフラ
ムシールを取り外します。

 •	 未使用・未開封の DOT4 フルードを
リザーバーの上限ラインまで注ぎま
す。

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

リアブレーキフルードの点検と補給 
- リアブレーキアクセサリーリザー
バー（装着車のみ）

min

6

3

2

1

5

4

1.	 上限ライン
2.	 下限ライン
3.	 点検窓
4.	 ダイアフラムシール
5.	 ダイアフラムサポートリング
6.	 リザーバーキャップ

リザーバー内のフルード量は、（リザー
バーを水平にした状態で）必ず上限ライ
ンと下限ラインとの間に液面がくるよう
にします。

フルード量の点検方法：

 •	 リザーバー本体の前面にある窓から
フルード量を点検します。

フルードの補給方法

 •	 リザーバーのキャップ、サポートリ
ング、ダイアフラムシールを取り外
します。

 •	 未使用・未開封の DOT4 フルードを
リザーバーの上限ラインまで注ぎま
す。

 •	 ダイアフラムシールとサポートリン
グをリザーバーに取り付けます。

 •	 キャップを慎重にねじ込み、しっか
りと閉じたか確認します。

ブレーキライトスイッチ

警告

ブレーキライトが故障したまま走行する
ことは違法であり危険です。

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

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

警告

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。

警告

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

注記 :

•	 ステアリングのベアリングを点検す
るときは、同時にホイールベアリン
グも点検してください。

ステアリング（ステアリングヘッド）
のベアリングの遊びの点検

ステアリングの遊びの点検

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。

注記 :

•	 定期点検表にしたがい、ステアリン
グヘッドのベアリングの点検・注油
を行ってください。
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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。

ホイールベアリングの点検方法：

 •	 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。

 •	 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。

 •	 車体の横に立ち、フロントホイール
の上部をそっと左右にゆらします。

 •	 遊 び が あ る 場 合 は、 走 行 前 に
Triumph 正規販売店で点検修理を受
けてください。

 •	 ジャッキの位置を変えて、リアホ
イールも同様に点検します。

 •	 支えのためのブロックを取り外し、
車両をサイドスタンドで立てます。

フロントサスペンション

警告

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

警告

すべてのサスペンションユニットには加
圧されたオイルが入っているため、サス
ペンションユニットは絶対に分解しては
いけません。

加圧されたオイルに触れると肌や目を傷
めるおそれがあります。

フロントフォークの点検

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。

フォークの動作点検方法：

 •	 車両を平らな場所に置きます。

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

 •	 動きが滑らかでなかったり硬すぎた
りする場合は、Triumph 正規販売店
にご連絡ください。
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フロントサスペンション設定一覧表

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。

詳細についてはフロントとリアのサスペ
ンション設定一覧表を参照していただく
か、Triumph 正規販売店にお問い合わせ
ください。

このお車は、フロントサスペンション設
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。サスペンショ
ンを 1 人乗りの設定にすると、1 人乗りで
走行するときに快適な乗り心地と優れた
ハンドリング特性が得られます。

サスペンション設定一覧表の値はフロン
トサスペンションの設定の目安です。ラ
イダーの体重や好みによって設定値は異
なります。

Tiger 800 XRT

積載状態 フロントサスペンション

圧側減衰 1 伸側減衰 1

1 人乗り（ノー

マル）

6 5

1 人乗り（コン

フォート）

12 12

1 人乗り（スポー

ツ）

4 4

1 人乗り（荷物

あり）

6 5

2 人乗り 6 5

2 人乗り（荷物

あり）

6 5

 1 時計回りに回しきった位置（閉めた位置）から

反時計回りに回してカチッと音がした回数。最初

にカチッと音がした位置を 1 とする。

Tiger 800 XCX および Tiger 800 XCA

積載状態 フロントサスペンション

圧側減衰 1 伸側減衰 1

1 人乗り（ノー

マル）

12 12

1 人乗り（コン

フォート）

19 19

1 人乗り（スポー

ツ）

4 4

1 人乗り（荷物

あり）

10 10

2 人乗り 7 7

2 人乗り（荷物

あり）

6 6

 1 時計回りに回しきった位置（閉めた位置）から

反時計回りに回してカチッと音がした回数。最初

にカチッと音がした位置を 1 とする。
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フロントサスペンションの調整

Tiger 800 XR、Tiger 800 XRX、
Tiger 800 XRX - LRH
このお車のフロントサスペンションは調
整できません。

Tiger 800 XCA、Tiger 800 XCX、
Tiger 800 XRT
このお車は、フロントサスペンション設
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。フロントサス
ペンションを以下のように調整できます。

圧側減衰力の調整 - Tiger 800 XCA
および Tiger 800 XCX
圧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。

cims

+

_

2

1

1.	 圧側減衰力アジャスター（白）
2.	 フォークトップキャップ

フロントの圧側減衰力の調整方法：

 •	 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。

 •	 アジャスターを回すとカチッと音が
するので、時計回りに回しきった位
置（閉めた位置）からどれだけ回し
たか回数を数えておいてください。

圧側減衰力の調整 - Tiger 800 XRT
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。

ckeh

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

フロントの圧側減衰力の調整方法：

 •	 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。

 •	 アジャスターを回すとカチッと音が
するので、時計回りに回しきった位
置（閉めた位置）からどれだけ回し
たか回数を数えておいてください。
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伸側減衰力の調整 - Tiger 800 XCA
および Tiger 800 XCX
伸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。

cimt

+

_

1

2

1.	 伸側減衰力アジャスター（赤）
2.	 フォークトップキャップ

フロントの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。

 •	 アジャスターを回すとカチッと音が
するので、時計回りに回しきった位
置（閉めた位置）からどれだけ回し
たか回数を数えておいてください。

伸側減衰力の調整 - Tiger 800 XRT
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。

ckeg

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

フロントの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。

 •	 アジャスターを回すとカチッと音が
するので、時計回りに回しきった位
置（閉めた位置）からどれだけ回し
たか回数を数えておいてください。
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リアサスペンション

警告

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

警告

すべてのサスペンションユニットには加
圧されたオイルが入っているため、サス
ペンションユニットは絶対に分解しては
いけません。

加圧されたオイルに触れると肌や目を傷
めるおそれがあります。

リアサスペンションの調整

このお車は、リア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。

プリロードの調整 – Tiger 800 XR、
Tiger 800 XRT、Tiger 800 XRX、
Tiger 800 XRX - LRH
プリロードアジャスターは、車体右側に
あります。リアサスペンションユニット
の最上部です。

1

1.	 プリロードアジャスター

プリロードの調整方法：

 •	 溝付きプリロードアジャスターを時
計回りに回すとプリロードが増加
し、反時計回りに回すと減少します。

 •	 設定値は、時計回りに回しきった位
置（閉じた位置）から反時計回りに
回してカチッと音がした回数で示し
ます。
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プリロードの調整 – Tiger 800 XCA
および Tiger 800 XCX
プリロードアジャスターは、車体右側に
あります。リアサスペンションユニット
の最上部です。

2

1

1.	 プリロードアジャスター
2.	 リアサスペンションユニット

プリロードの調整方法：

 • 5 mm の六角アジャスターを時計回
りに回すとプリロードが増加し、反
時計回りに回すと減少します。

 •	 設定値は、アジャスターを時計回り
に回しきった位置（閉じた位置）か
ら反時計回りに回した回数です。

伸側減衰力の調整 – Tiger 800 XCA、
Tiger 800 XCX 、Tiger 800 XRT
伸側減衰力アジャスターはリアサスペン
ションユニットの下部にあり、車体の左
右どちらからでも操作できます。

ckef

1

1.	 伸側減衰力アジャスター

伸側減衰力の調整方法：

 •	 溝付きアジャスターを時計回り（H：
HARD の方向）に回すと減衰力が増
加し、反時計回り（S:SOFT の方向）
に回すと減少します。

 •	 設定値は、アジャスターを時計回り
に回しきった位置（閉じた位置）か
ら反時計回りに回した回数です。
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リアサスペンション設定一覧表

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。

詳細についてはフロントとリアのサスペ
ンション設定一覧表を参照していただく
か、Triumph 正規販売店にお問い合わせ
ください。

このお車は、リア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。サスペンションを 1
人乗りの設定にすると、1 人乗りで走行す
るときに快適な乗り心地と優れたハンド
リング特性が得られます。

サスペンション設定一覧表の値はリアサ
スペンションの設定の目安です。ライダー
の体重や好みによって設定値は異なりま
す。

プリロードを大きくすると減衰力を硬め
にする必要があります。プリロードを小
さくすると減衰力を柔らかめにする必要
があります。路面状況とプリロードに合
わせて減衰力を調整してください。

リアサスペンション設定一覧表 – 
Tiger 800 XR、Tiger 800 XRX、
Tiger 800 XRX - LRH

積載状態 プリロード 1

1 人乗り（ノーマル） 30

1 人乗りで荷物あり 0

2 人乗りまたは 2 人乗りで

荷物あり

0

 1 時計回りに回しきった位置（閉めた位置）から

反時計回りに回してカチッと音がした回数。最初

にカチッと音がした位置を 1 とする。

リアサスペンション設定一覧表 – 
Tiger 800 XRT

積載状態 プリロード 1 伸側減衰 2

1 人乗り（ノーマル） 31 1.5

1 人乗り（コンフォー

ト）

31 2.5

1 人乗り（スポーツ） 31 1

1 人乗り（荷物あり） 14 1

2 人乗り 1 0.75

2 人乗り（荷物あり） 1 0.5

 1 アジャスターを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てカチッと音が

した回数。最初にカチッと音がした位置を 1 とす

る。

 2 アジャスターを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数。
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リアサスペンション設定一覧表 – 
Tiger 800 XCA お よ び Tiger 800 
XCX

積載状態 プリロード 1 伸側減衰 1

1 人乗り（ノーマル） 9 1.5

1 人乗り（コンフォー

ト）

9 3.0

1 人乗り（スポーツ） 9 0.5

1 人乗り（荷物あり） 4.5 1

2 人乗り 時計回りに回

しきった位置

0.5

2 人乗り（荷物あり）時計回りに回

しきった位置

0.25

 1 アジャスターを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数。

バンク角指示器

警告

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

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

バンク角指示器はライダー用フットレス
トにあります。

バンク角指示器が摩耗していないか定期
的に点検してください。

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

 • 20 mm - Tiger 800 XCA 以外のモデ
ル

 • 25 mm - Tiger 800 XCA の場合

cimu_2

1

2

1.	 バンク角指示器
2.	 残りの長さ
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タイヤ

cboa

Tiger XC モデル

Tiger 800 XC にはスポークホイールが取
り付けてありますので、インナーチュー
ブを使用するタイヤを装着してください。

警告

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

T908044

タイヤのマークの例

Tiger XR モデル

Tiger 800 XR にはチューブレスタイ
ヤ、チューブレス用のバルブとホイール
リムが装着されています。「TUBELESS」
（チューブレス）のマークのあるタイヤ
およびチューブレスタイプのタイヤバル
ブを「SUITABLE FOR TUBELESS TYRES」
（チューブレスタイヤ用）のマークがある
リムに取り付けてください。

警告

チューブレスリムにチューブ式タイヤを
取り付けないでください。

ビードが固定されず、タイヤがリムの上
で滑ってしまうため、タイヤ空気圧が急
速に低下し、制御不能となって事故につ
ながるおそれがあります。

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。

タイヤマークの例（チューブレスタイヤ）

ホイールマーク - チューブレスホイール
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警告

インナーチューブを使用するのはスポー
クホイールを装着した車両だけです。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（イラスト参照）。

「TUBELESS」のマークがあるタイヤで
インナーチューブを装着できることが明
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。

ONTUBETYPE RIM

FIT A TUBE

タイヤのマークの例：インナーチュー
ブを使用可能なチューブレスタイヤ

タイヤ空気圧

警告

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

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

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

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

タイヤ空気圧モニタリングシステム
（装着車のみ）

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

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

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

トレッド残り溝の規定値

警告

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

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

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

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

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

130 km/h 以下 2 mm

130 km/h 超 フロント：2 mm

リア：3 mm

タイヤの交換

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

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

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

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

警告

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

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

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

警告

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

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

警告

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

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

警告

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

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

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

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

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

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

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

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

タイヤ空気圧モニタリングシステム
（TPMS 装着車のみ）

注意

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

注意

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

警告

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

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

バッテリー液が肌についた場合は、すぐ
に水で洗い流してください。

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

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

お子さまがバッテリー液に触れることが
ないようにしてください。

警告

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

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

バッテリーの取り外し

警告

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

バッテリーの取り外し方：

 •	 ライダーシートを取り外します。

3 21 3

L0438

1.	 バッテリーカバー
2.	 バッテリーストラップ
3.	 バッテリーストラップの固定箇所
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 •	 バッテリーストラップを取り外しま
す。

 •	 バッテリーカバーとバッテリーケー
ブルの位置を確認してから、バッテ
リーカバーを取り外します。

2

1

3

L0439

1.	 バッテリー
2.	 マイナス（－）ターミナル
3.	 プラス（＋）ターミナル

 •	 バッテリーのマイナス側（黒）から
先にコードを外します。

 •	 バッテリーケースからバッテリーを
取り出します。

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。

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

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

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

注意

バッテリーをフル充電した状態に保つと
バッテリーが長持ちします。

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

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

お車の保管時と使用頻度の低いお車
のバッテリーのメンテナンス

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

バッテリー電圧が 12.7V 以下の場合は、
バッテリーを充電します。

バッテリーの放電を防がなかったり、た
とえ短時間でも放電したまま放置したり
すると、鉛極板が硫酸化します。硫酸化
はバッテリー内部で生じる正常な化学反
応ですが、長期間続くと電極板に結晶が
付着し、バッテリーの回復が困難になっ
たり、不可能になったりします。このよ
うな回復不能な損傷は製造上の欠陥では
ないため、保証の対象になりません。

バッテリーを常にフル充電しておくと、
寒冷時に凍結しにくくなります。バッテ
リーが凍結すると、バッテリー内部が激
しく損傷する可能性があります。
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バッテリーの充電

警告

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

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

バッテリー液が肌についた場合は、すぐ
に水で洗い流してください。

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

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

お子さまがバッテリー液に触れることが
ないようにしてください。

注意

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

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

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

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

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

警告

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

バッテリーの取り付け方：

 •	 バッテリーをバッテリーケースに入
れます。

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

2

1

3

L0439

1.	 バッテリー
2.	 マイナス（－）ターミナル
3.	 プラス（＋）ターミナル

 •	 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。

3 21 3

L0438

1.	 バッテリーカバー
2.	 バッテリーストラップ
3.	 バッテリーストラップの固定箇所

 •	 バッテリーカバーを取り付けます。
バッテリーケーブルとバッテリーカ
バーを元通りに配置します。

 •	 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。
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ヒューズ

警告

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

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

ヒューズボックスの場所

L0440

1

1.	 ヒューズボックス

ヒューズボックスはライダーシートの下
にあります。

ヒューズボックスにアクセスするには、
ライダーシートを取り外す必要がありま
す（ページ	101 参照）。

注記 :

•	 スターターソレノイドには 30A の
ヒューズも取り付けられています。
このヒューズはライダーシートの下
にあり、バッテリーの下のソレノイ
ドに直接取り付けられています。

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、お車が損傷し、制御不能
となって事故につながるおそれがありま
す。

注記 :

•	 ライディングモードを設定できる車
両の場合は、バッテリーの接続を外
したりヒューズを取り外したりする
前に、ライディングモードの設定内
容をメモしておきます。ヒューズを
再取り付けした後またはバッテリー
を再接続した後に、ライディング
モードを元の設定に戻してくださ
い。

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、表を参考にしてどのヒューズが切れ
たかを突き止めてください。

表の中のヒューズ No. は、下のイラスト
のヒューズボックスカバーの番号と同じ
です。
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Tiger 800 XR

20A ABS

15A

15A

10A

10A 20A 

15A

15A

15A

9 8 7

1 2 3

456

ヒュー
ズ No.

保護している回路 定格（A）

1 ロービーム＆ハイビー
ムヘッドライト

10

2 エンジン制御システム 20

3 ABS 20

4 冷却ファン 15

5 リアライト、ポジショ
ンランプ、アクセサリー
ソケット

15

6 アラーム、メーター、
方向指示器、スターター
回路

15

7 グリップヒーター、フォ
グランプ、USB ソケッ
ト（装着車のみ）

10

8 燃料ポンプ 15

9 イグニッションスイッ
チ

15

Tiger 800 XRT および Tiger 800 XCA

20A ABS

15A

15A

15A
10A 20A 

15A

15A

10A

9 8 7

1 2 3

456

ヒュー
ズ No.

保護している回路 定格（A）

1 ヘッドライト、デイタ
イムランニングライト
（DRL）、ポジションラ
ンプ

10

2 エンジン制御システム 20

3 ABS 20

4 冷却ファン 15

5 ホーン、フォグランプ 10

6 アラーム、メーター、
方向指示器、スターター
回路

15

7 グリップヒーター、シー
トシーター、アクセサ
リーソケット

15

8 燃料ポンプ 15

9 イグニッションスイッ
チ、リアライト、USB
ソケット

15
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Tiger 800 XRX、Tiger 800 XRX - LRH、
Tiger 800 XCX

20A ABS

15A

15A

15A

15A 20A 

15A

15A

10A

9 8 7

1 2 3

456

ヒュー
ズ No.

保護している回路 定格（A）

1 ロービーム＆ハイビー
ムヘッドライト

15

2 エンジン制御システム 20

3 ABS 20

4 冷却ファン 15

5 ホーン、フォグランプ 10

6 アラーム、メーター、
方向指示器、スターター
回路

15

7 グリップヒーター、ア
クセサリーソケット

15

8 燃料ポンプ 15

9 イグニッションスイッ
チ、リアライト、USB
ソケット、デイタイ
ムランニングライト
（DRL）、ポジションラ
ンプ

15

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

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

過熱による損傷は製造上の欠陥ではない
ため、保証の対象外です。

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

ヘッドライトの調整

LED ヘッドライトユニット

ヘッドライトユニットの裏側には上下調
整ネジがあり、これらのネジで光軸を調
整できます。左右方向の調整はできませ
ん。また、荷物を載せたときなどに光軸
を上下方向に調整できる便利なアジャス
ターレバーも装着されています。

ckdt

1

2

1.	 荷物積載時用ヘッドライトアジャスター
レバー

2.	 上下調整ネジ

ヘッドライトの調整方法：

 •	 ヘッドライトのロービームを点灯し
ます。

 •	 光軸を上に向けるときはヘッドライ
トユニットの上下調整ネジを時計回
りに回し、下に向けるときは反時計
回りに回します。

注記 :

•	 ヘッドライトユニットの両側には小
さな三角マークがあります。この
マークが、ヘッドライトユニット内
のライトの高さの目安になります。

 •	 光軸を設定したら、ヘッドライトの
スイッチを切ります。
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荷物積載時の LED ヘッドライトユ
ニットの調整

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調整でき
るアジャスターレバーが付いています。

ckdt

1 2

1.	 ヘッドライトアジャスターレバー（荷物
ありの位置）

2.	 ヘッドライトアジャスターレバー（荷物
なしの位置）

荷物を載せるときは、 ヘッドライトア
ジャスターレバーを 1 の位置にします。
そうするとヘッドライトビームが約 2°
下向きになります。

荷物がないときは、ヘッドライトアジャ
スターレバーを水平（2 の位置）にします。

バルブ式ヘッドライトユニット

各ヘッドライトの裏側には上下調整ネジ
と左右調整ネジがあり、これらのネジで
光軸を調整できます。また、荷物を載せ
たときなどに光軸を上下方向に調整でき
る便利なアジャスターレバーも装着され
ています。

3

2 1

1.	 左右調整ネジ
2.	 上下調整ネジ
3.	 荷物積載時用ヘッドライトアジャスター

レバー

ヘッドライトの調整方法：

 •	 ヘッドライトのロービームを点灯し
ます。

 •	 ヘッドライトの光軸を上に向けると
きは上下調整ネジを時計回りに回
し、下に向けるときは反時計回りに
回します。

 •	 ヘッドライトの光軸を右に向けると
きは左右調整ネジを時計回りに回
し、左に向けるときは反時計回りに
回します。

 •	 光軸を設定したら、ヘッドライトの
スイッチを切ります。



メンテナンス

176

荷物積載時のバルブ式ヘッドライト
ユニットの調整

1

2
cgin

1.	 ヘッドライトアジャスターレバー（荷物
なしの位置）

2.	 ヘッドライトアジャスターレバー（荷物
ありの位置）

荷物がないときは、ヘッドライトアジャ
スターレバーを水平（1 の位置）にしてお
きます。

荷物を載せたときは、 ヘッドライトア
ジャスターレバーを下に回して 2 の位置
にします。そうするとヘッドライトビー
ムが約 2°下向きになります。

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。

ヘッドライトバルブの交換

LED ヘッドライトユニット

LED 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。

バルブ式ヘッドライトユニット

警告

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

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

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

ヘッドライトバルブの交換は、Triumph
正規販売店にご依頼ください。

ヘッドライトのバルブを交換するときに、
ヘッドライトユニットを取り外す必要は
ありません。

1

2

3

1.	 バルブリテーナー（右側）
2.	 バルブリテーナーフック
3.	 バルブ

バルブの交換方法：

 •	 ライダーシートを取り外します。

 •	 バッテリーのマイナス側（黒）から
先にコードを外します。

 •	 交換するバルブのバルブカバーを反
時計回りに回し、バルブから取り外
します。

 •	 バルブからマルチプラグを抜きま
す。

 •	 イラストのように、バルブリテー
ナーをフックから外し、バルブから
遠ざけるように回します。

 •	 バルブリテーナーからバルブを取り
外します。

 •	 バルブを取り付けるときは、取り外
したときと逆の手順になります。

ポジションランプのバルブの交換

ポジションランプはヘッドライトの中央
に取り付けてあります。

2

3

1

1

chgn

1.	 ネジ
2.	 ヘッドライトサラウンド
3.	 ポジションランプバルブ

バルブの交換方法：

 •	 ネジ 4 個を取り外します。

 •	 ヘッドライトサラウンドを取り外し
ます。

 •	 ヘッドライトからゴム製のリテー
ナーを外し、バルブをそっと抜き取
ります。

 •	 バルブを取り付けるときは、取り外
したときと逆の手順になります。
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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。

フォグランプ（装着車のみ）

フォグランプ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／ライセンスプレートラ
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。ライセンス
プレートライトは、リアライトユニット
と一体型です。

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。

バルブの方向指示器

celc

1

2

1.	 方向指示器のレンズ
2.	 ネジ

方向指示器のレンズは、レンズに付いて
いるネジで固定してあります。

バルブを交換するときは、ネジを外して
レンズを取り外します。
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洗車と保管
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洗車について
定期的に洗車することは、お車のメンテ
ナンスの基本です。定期的に汚れを落と
すことで、美しい外観を何年も保つこと
ができます。

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

家庭用洗剤は腐食の原因となるので使用
しないでください。

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

洗車の準備
以下の箇所には洗車の前にカバー等をか
けて、水がかからないようにします。

排気管の後部開口部：ビニール袋をかぶ
せて輪ゴムで固定します。

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

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

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

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

注意

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

注意

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

以下の箇所の近くに勢いよく水をかけて
はいけません。

 •	 計器類

 •	 ブレーキシリンダーとブレーキキャ
リパー

 •	 燃料タンクの下

 •	 吸気ダクト

 •	 ステアリングヘッドベアリング

 •	 ホイールベアリング

注記 :

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

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

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

冷水でお車を十分すすぎます。
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洗車後の作業

警告

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

ビニール袋やテープを取り外し、吸気口
をきれいにします。

ピボット、ボルト、ナットに注油します。

走行前にブレーキをテストします。

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

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

マット塗装のお手入れ
マット塗装のお手入れは、ハイグロス塗
装のお手入れ方法と同じです。

 •	 マット塗装にポリッシュやワックス
を使用してはいけません。

 •	 傷を消すために塗装面を磨くことは
避けてください。
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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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ウィンドスクリーンの洗浄（装
着車のみ）

 

警告

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

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

注意

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

注意

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

こうした製品をウィンドスクリーンにか
けることは絶対にやめてください。

ウィンドスクリーンは、中性石鹸または
中性洗剤と冷水を使用して洗浄します。

洗浄後はよくすすいでから柔らかい布で
水分を拭き取ります。

ウィンドスクリーンの傷や酸化膜が除去
できず、ウィンドスクリーンの透明度が
低下した場合は、ウィンドスクリーンを
交換してください。
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レザー製品のお手入れ
レザー製品は湿らせた布で定期的に汚れ
を拭き取り、室温で自然乾燥してくださ
い。そうすることでレザーの風合いを保
ち、レザー製品を長持ちさせることがで
きます。

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

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

 •	 レザー製品を水に浸してはいけませ
ん。

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

 •	 レザー製品を直射日光の当たる場所
に長時間放置してはいけません。

 •	 レザー製品を直接加熱して乾かして
はいけません。

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

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

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

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

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

保管前の準備
丁寧に清掃し、乾かします。

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

警告

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

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

エンジンオイルとフィルターを交換しま
す（ページ	135 参照）。

タイヤ空気圧を点検し、適宜調整します
（ページ	189 参照）。

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

さびを防ぐため、塗装されていないすべ
ての金属面に防錆油をスプレーします（い
ろいろな防錆油が市販されているため、
最寄りの正規販売店でご相談ください）。
ゴム製部品、ブレーキディスク、ブレー
キキャリパーにはオイルがかからないよ
うにしてください。
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ドライブチェーンを点検し、適宜調整し
ます（ ページ	142 参照）。

クーラントと蒸留水を 50％ずつ混ぜて
冷却装置に補給します（Triumph 提供の
HD4X Hybrid OAT クーラントは調合済み
ですので薄める必要はありません）（ペー
ジ	137 参照）。

バッテリーを取り外し、直射日光や湿気
や氷点下の気温にさらされない場所に保
管します。保管中のバッテリーは、2 週
間に 1 度、維持充電（1 アンペア以下）し
てください（ページ	166 参照）。

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

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

保管後の走行準備
バッテリーを取り外した場合は、バッテ
リーを取り付けます（ページ	170 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	135 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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諸元表

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 Tiger 800 XR	-	各モデル共通 Tiger 800 XC	-	各モデル共通

222 kg                                        222 kg

エンジン Tiger 800 XR	-	各モデル共通 Tiger 800 XC	-	各モデル共通

種類 並列 3 気筒 並列 3 気筒

排気量 800 cc 800 cc

ボア x ストローク 74.05 x 61.94 mm 74.05 x 61.94 mm

圧縮比 11.3:1 11.3:1

シリンダー番号 左から右へ 左から右へ

シリンダー順序 左側が 1 左側が 1

点火順序 1-2-3 1-2-3

始動方式 電動スターター 電動スターター

潤滑方式 Tiger 800 XR	-	各モデル共通 Tiger 800 XC	-	各モデル共通

潤滑方式 圧送式（ウェットサンプ） 圧送式（ウェットサンプ）

エンジンオイル容量

ドライフィル 4.1 L 4.1 L

フィルター交換時 3.6 L 3.6 L

オイルのみ交換時 3.4 L 3.4 L

冷却関係 Tiger 800 XR	-	各モデル共通 Tiger 800 XC	-	各モデル共通

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

Triumph HD4X Hybrid OAT 
クーラント

水と不凍液の割合 50 対 50（Triumph で調合済み） 50 対 50（Triumph で調合済み）

クーラント容量 2.69 L 2.69 L

サーモスタット開温
度（公称）

88° C 88° C
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燃料システム Tiger 800 XR	-	各モデル共通 Tiger 800 XC	-	各モデル共通

種類 電子燃料噴射式 電子燃料噴射式

インジェクター ソレノイド式 ソレノイド式

燃料ポンプ 電動サブマージ式 電動サブマージ式

燃圧（公称） 3.5 bar 3.5 bar

燃料 Tiger 800 XR	-	各モデル共通 Tiger 800 XC	-	各モデル共通

種類 無鉛 91 RON 無鉛 91 RON

燃料タンク容量（車
両直立時）

20.0 L 20.0 L

イグニッション Tiger 800 XR	-	各モデル共通 Tiger 800 XC	-	各モデル共通

点火装置 デジタル誘導式 デジタル誘導式

電子式レブリミッ
ター

10,000 r/min 10,000 r/min

スパークプラグ NGK CR9EK NGK CR9EK

スパークプラグ
ギャップ

0.7 mm 0.7 mm

ギャップ公差 +0.05/-0.1 mm +0.05/-0.1 mm

トランスミッション Tiger 800 XR	-	各モデル共通 Tiger 800 XC	-	各モデル共通

トランスミッション
形式

6 速、常時噛合式 6 速、常時噛合式

クラッチ形式 湿式多板 湿式多板

ファイナルドライブ
チェーン

DID O リング、124 環分 DID O リング、124 環分

プライマリドライブ
比

1.652:1 (76/46) 1.652:1 (76/46)
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トランスミッション Tiger 800 XR	-	各モデル共通 Tiger 800 XC	-	各モデル共通

ギア比：

ファイナルドライブ
比

3.125:1 (50/16) 3.125:1 (50/16)

1 速 2.615:1 (34/13) 2.615:1 (34/13)

2 速 1.857:1 (39/21) 1.857:1 (39/21)

3 速 1.500:1 (36/24) 1.500:1 (36/24)

4 速 1.285:1 (27/21) 1.285:1 (27/21)

5 速 1.136:1 (25/22) 1.136:1 (25/22)

6 速 1.043:1 (24/23) 1.043:1 (24/23)

認定タイヤ

ここに記載のモデルで使用できる認定タイヤの一覧表は Triumph 正規販売店または
www.triumph.co.uk でご覧いただけます。

オンロード／オフロード兼用認定タイヤ

各モデルのオンロード／オフロード兼用認定タイヤは Triumph 正規販売店または
www.triumph.co.uk でご覧いただけます。

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。

Tiger 800 XR	-	各モデル共通 Tiger 800 XC	-	各モデル共通

タイヤサイズ

フロントサイズ 100/90 - 19 M/C 57V 90/90 - 21 M/C 54V

リアサイズ 150/70 R 17 M/C 69V 150/70 R 17 M/C 69V

タイヤ空気圧（冷間
時）

フロント 2.5 bar 2.5 bar

リア 2.9 bar 2.9 bar
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警告

オフロード走行用にタイヤ空気圧を低めに設定したままオンロードで走行すると、安
定性が損なわれます。必ずオンロード向けの指定タイヤ空気圧にしてください。

タイヤ空気圧が不適切なまま走行すると、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

兼用タイヤを装着するとモーターサイクルの安定性が損なわれることがあります。兼
用タイヤを装着した場合は、必ず速度を落として走行してください。ライダーからよ
く見える場所に許容最高速度を記載したステッカーを貼ってください。許容最高速度
を超えると、制御不能となって事故につながるおそれがあります。

電装品 Tiger 800 XR	-	各モデル共通 Tiger 800 XC	-	各モデル共通

バッテリー種類 YTZ - 14S YTZ - 14S

バッテリー定格 12 V、11.2 Ah 12 V、11.2 Ah

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

ヘッドライト 2 x 12V、55/60W、H4 ハロ
ゲン（Tiger 800 XR および
Tiger 800 XRX）

LED（Tiger 800 XRT）

2 x 12V、55/60W、H4 ハロゲ
ン（Tiger 800 XCX）

LED（Tiger 800 XCA）

テールライト／ブ
レーキライト

LED LED

方向指示器 12V、10W（地域によって異なる）

LED

12V、10W（地域によって異なる）

LED

フォグランプ（装着
車のみ）

LED LED

フレーム Tiger 800 XR	-	各モデル共通 Tiger 800 XC	-	各モデル共通

キャスター角 23.5°

23.9° - Tiger 800 XRX - LRH

22.9°

トレール量 85.0 mm

86.6 mm - Tiger 800 XRX - 
LRH

90.0 mm
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締付トルク 各モデル共通

オイルフィルター 10 Nm

オイルドレンプラグ 25 Nm

スパークプラグ 12 Nm

リアホイールスピン
ドル

110 Nm

チェーンアジャス
ターロックナット

15 Nm

オイル等 各モデル共通

エンジンオイル API 規格の SH 以上および JASO 規格の MA の両方を
満たしているモーターサイクル用エンジンオイルで、
10W/40 もしくは 10W/50 の部分合成油または全合成油。
Castrol Power 1 Racing 4T 10W-40（全合成油）などがある。
Castrol Power RS Racing 4T 10W-40（全合成油）という名称
で販売されている場合もある。

ブレーキクラッチフ
ルード

DOT4 のブレーキクラッチフルード

クーラント Triumph HD4X Hybrid OAT クーラント

ベアリングとピボッ
ト

NLGI 2 号のグリース

ドライブチェーン O リングチェーンに適したチェーンスプレー
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クラッチ  141

調整  141
点検  141

クルーズコントロール

クルーズコントロール速度調整ボタン  79
解除  89
作動  88
設定速度の再開  89
設定速度の変更  88

け
計器盤

スピードメーター  30
タコメーター  30

警告  4

イモビライザー＆ TPMS  5
メンテナンス  4
警告ラベルの貼付位置  12, 13
警告灯  25, 58
取扱説明書  3
騒音防止システム  5

警告灯  56

こ
高速走行  123

し
潤滑方式

主要諸元  189
締付トルク  193
車両識別番号（VIN）  20
重量  189
シート  100

シートの取り扱い  100, 185
シートヒーター（装着車のみ）  102
パッセンジャーシート  100
パッセンジャーシートの取り外し  101
パッセンジャーシートの取り付け  101
ライダーシート  101
ライダーシートの高さ調整  102
ライダーシートの取り外し  101
ライダーシートの取り付け  102

シートヒーター

シートヒータースイッチ  82

す
寸法  189
スタンド  99

サイドスタンド  99
センタースタンド  99

ステアリング  152
点検  151

スロットルコントロール  84, 140

せ
性能  189
洗車

クロム製やステンレス製の部品  184
コーティング  185
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乾かし方  185
洗車の頻度  180
洗車後の作業  182
排気装置  185
排気装置の洗浄  185

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）  183
ウィンドスクリーン  186
グロス塗装  183
シートの取り扱い  185
ブラッククロム部品  184
マット塗装  182
レザー製品のお手入れ  187
洗いかた  181
洗車の準備  180
洗車時に注意が必要な箇所  181

設定メニュー  67
ABS の解除  68
ABS の復帰  69
Triumph トラクションコントロール 

（TTC）の解除  67

そ
走行データメニュー  65

た
単位の変更  71
タイヤ  5, 160

タイヤサイズ  191
タイヤの摩耗  162
タイヤ空気圧  161
タイヤ空気圧モニタリングシステム 
（TPMS）  161, 165
トレッドの残り溝最小値  162
空気圧  191
交換  162

タイヤ空気圧モニタリングシステム 
（TPMS）  91

TPMS 表示画面  92
センサーのシリアルナンバー  92
センサーバッテリー  93
タイヤの交換  93
タイヤ空気圧  93

マーク  93

ち
駐車のしかた  122

つ
ツールキット  105

て
電装品

主要諸元  192

と
時計の合わせ方  69
ドライブチェーン  142

注油  143
摩耗点検  145
遊びの調整  144
遊びの点検  143

トラクションコントロール（TC）  90
警告灯  27, 57
無効警告灯  27, 58

トランスミッション

主要諸元  190
トリップコンピューター  64

な
慣らし運転  113

に
荷物  125

ね
燃料

給油方法  95
主要諸元  190, 190
燃料タンクへの給油量  96
燃料の等級  94

は
パッセンジャー  125
バッテリー  166

メンテナンス  167
取り外し  166
取り付け  170
充電  169
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廃棄  167
保管  168
放電  168

バンク角指示器  159
ハンドルバーの調整  97

ひ
左側ハンドルバースイッチ  79, 82

MODE ボタン  80
SCROLL ボタン  83
SET ボタン  83
グリップヒータースイッチ  80, 83
シートヒータースイッチ  82
ジョイスティック  80
ハイビームボタン  28, 81
パスボタン  83
フォグランプスイッチ  81, 84
ホーンボタン  80, 83
ロービームスイッチ  82
方向指示器スイッチ  80, 83

ヒューズ  171

ふ
ブレーキ  146

ディスクブレーキフルード  148
ブレーキの使い方  119
ブレーキの摩耗点検  146
ブレーキパッドの摩耗補正  147
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  86
フロントブレーキフルード量の点検  149
ライトスイッチ  150
リアブレーキアクセサリーリザーバー  150
リアブレーキフルード量の点検  149
新品のブレーキパッドと 
ブレーキディスクの慣らし運転  147

フレーム

キャスター角  192
トレール量  192

フロントサスペンション  152
フロントフォークの点検  152
圧側減衰力の調整  154, 154
伸側減衰力の調整  155, 155
設定一覧表  153, 153

へ
ヘッドライト

LED ヘッドライトユニット  176
デイタイムランニングライト（DRL）  178
バルブの交換  176, 177
バルブ式ヘッドライトユニット  177
フォグランプ  178
ポジションランプのバルブの交換  177
調整  174, 175

ヘルメット用フック  105

ほ
保管のしかた

保管後の走行準備  188
保管前の準備  187

方向指示器  178
LED ユニット  178
バルブユニット  178

方向指示器の自動消灯  70

み
右側ハンドルバースイッチ  77, 78

HOME ボタン  77
エンジンストップスイッチ  77
スターターボタン  77
デイタイムランニングライト（DRL） 
スイッチ  28, 79
ハザードライト  77
ハザードライトスイッチ  28

め
メーター

スピードメーター  61
タコメーター  61
トリップメーター  64
説明  21

メンテナンス

定期点検  131
メンテナンスインジケーター  63

ら
ラゲージシステム

エクスペディション・アルミパニア  108
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エクスペディション・アルミパニア 
の取り外し  108
エクスペディション・アルミパニア 
の取り付け  108
エクスペディション・アルミパニア 
の操作方法  110

り
リアサスペンション  156

プリロードの調整  156, 157
伸側減衰力の調整  157
設定一覧表  158

リアライト

ライセンスプレートライト  178

れ

冷却システム  137
クーラントの交換  139
クーラントの補給  139
クーラント過熱警告灯  59
クーラント量の点検  138
主要諸元  189
防錆剤  137




