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はじめに

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

警告

警告事項を守らないと、負傷または死亡
に至る可能性があります。

注意

注意事項を守らないと、機器が損傷した
り破損したりする可能性があります。

注記:

•	 操作や作業のために守っていただき
たいアドバイスです。

警告ラベル

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

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

お車のどの箇所に警告ラベルが貼ってあ
るかについては、ページ	 14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 、 Tr i u m p h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
各モデルとも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 1200 XRx-LRH 
(Low Ride Height：低車高)
Tiger 1200 XRx-LRH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 1200 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。

注記:

• Tiger 1200 XRx-LRH にセンタース
タンドを取り付けることはできませ
ん。
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取扱説明書

警告

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

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

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

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

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

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

	 •	 英語

	 •	 アメリカ英語

	 •	 フランス語

	 •	 ドイツ語

	 •	 イタリア語

	 •	 オランダ語

	 •	 スペイン語

	 •	 ポルトガル語

	 •	 スウェーデン語

	 •	 日本語

	 •	 タイ語

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

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

Triumphチームより。
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安全第一

このモーターサイクルについ
て

警告

各モデルとも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 1200 XRx-LRH（Low Ride Height：
低車高）

Tiger 1200 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 1200 XRxと
比べると、Tiger 1200 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。



安全第一

8

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、以下の重量を
超えてはいけません。

Tiger 1200 XR - 230 kg (507 lb)

Tiger 1200 XRx - 228 kg (502 lb)

Tiger 1200 XRx-LRH - 230 kg (507 lb)

Tiger 1200 XRT - 228 kg (502 lb)

Tiger 1200 XCx - 223 kg (491 lb)

Tiger 1200 XCA - 224 kg (493 lb)

警告

このお車のエンジンの下方には触媒コン
バーターが取り付けてあります。エンジ
ン動作中は、排気装置とともに触媒コン
バーターも非常に熱くなります。

排気装置や触媒コンバーターに、草、
干し草、わら、葉、衣類、荷物などの
可燃物が当たると発火するおそれがあ
ります。

排気装置や触媒コンバーターには、絶対
に可燃物を近づけないでください。

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。
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ヘルメットと服装

警告

モーターサイクルに乗るときは、ライダ
ーもパッセンジャーも、バイク用のヘル
メット、保護メガネ、手袋、ブーツ、ズ
ボン（膝と足首まわりがぴったりしたも
の）、鮮やかな色のジャケットを着用し
てください。

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

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

警告

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

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

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

cbma

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。



安全第一

10

警告

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

警告

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

通過する車からの横風

道路にできた穴、でこぼこ道、損傷した
路面

悪天候

ライダーのミス

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

ハンドルバーとフットレスト

警告

ライダーは、常に両手でハンドルバーを
握って運転してください。

ハンドルバーから手を離すと、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。
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駐車のしかた

警告

車両から離れるときは必ずエンジンを
切り、キーを携帯してください。キー
を抜いておけば、車両を無断で使用さ
れたり、運転経験の浅い人に運転され
たりすることを防止できます。

駐車するときは、以下の点に注意してく
ださい。

モーターサイクルがスタンドから外れな
いようにギアを1速に入れます。

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

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

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

パーツとアクセサリー

警告

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

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

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

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

警告

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

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

警告

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

警告

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

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

イラストはTiger 1200 XRです。

警告ラベルの貼付位置

MAX LOAD
5 kg (11 lbs)

6
5
4
3
2
N
1

1
2

R.P.M.

3 4

5 6

100 KM/H
(60 MPH)

MAXM S+

7

1.	 ヘッドライト（ページ	202）
2.	 クーラント（ページ	173）
3.	 スノー＆マッドタイヤ（ページ	215）
4.	 慣らし運転（ページ	141）

5.	 ギアポジション(ページ	149)
6.	 タイヤ（ページ	189）
7.	 パニア（装着車のみ）（ページ	135）
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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。

Pb

1 2 3 4

5
6

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.	 エンジンオイル（ページ	170）
2.	 無鉛燃料（ページ	121）
3.	 ヘルメット（ページ	9）
4.	 ウィンドスクリーン（ページ	124）

5.	 日常点検（ページ	141）
6.	 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	117)
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各部の名称

1 2 3 4 5 6 9 10

20 19 18 17 16 15 13 12 11

8

14

7

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.	 ライダーシートヒータースイッチ 

（Tiger 1200 XRのみ）
6.	 バッテリーとヒューズボックス（シート

下）
7.	 パッセンジャーシートヒータースイッチ

（装着車のみ）
8. USBソケット（シート下）
9.	 アクセサリーソケット（装着車のみ）
10.	 リア方向指示器

11.	 リアブレーキキャリパー
12.	 リアブレーキディスク
13.	 センタースタンド（装着車のみ）
14.	 リアサスペンション減衰力アジャスター

（Tiger 1200 XRのみ）
15.	 サイドスタンド
16.	 ギアチェンジペダル
17.	 クーラントリザーブタンク
18.	 ラジエターカウル
19.	 フロントブレーキキャリパー
20.	 フロントブレーキディスク



各部の名称

17

各部の名称（つづき）

1 2 3 4 76

13 12 11 10 9 814

5

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.	 ミラー
5.	 フロントサスペンション減衰力アジャス

ター（Tiger 1200 XRのみ）
6.	 ウィンドスクリーン
7.	 ヘッドライトアジャスター

8.	 フロントフォグランプ（装着車のみ）
9.	 フロントフォーク
10.	 エンジンオイルレベルサイトグラス
11.	 リアブレーキペダル
12.	 リアサスペンションプリロードアジャス

ター（特定モデル）
13.	 サイレンサー
14.	 シートロック
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ハンドルバー周りの各部名称

Tiger 1200 XRの場合

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15161718192021

1.	 クラッチレバー
2. SELECTボタン
3.	 ロービームスイッチ
4. SCROLLボタン
5.	 フォグランプスイッチ（装着車のみ）
6.	 クラッチフルードリザーバー
7.	 マルチファンクションディスプレイ
8.	 タコメーター
9.	 イグニッションスイッチ
10.	 ステータスディスプレイ
11.	 フロントブレーキフルードリザーバー

12.	 エンジンストップスイッチ
13.	 クルーズコントロール速度調整ボタン
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.	 アクセサリーソケット
18.	 グリップヒータースイッチ 

（装着車のみ）
19. MODEボタン
20.	 ホーンボタン
21.	 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 1200 XR以外の各モデル

ckcx

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12

17181920 1316 14

8

15

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.	 フロント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. MODEボタン
7.	 クラッチフルードリザーバー
8.	 マルチファンクションディスプレイ
9.	 マスターイグニッションスイッチ 

（装着車のみ）
10.	 フロントブレーキフルードリザーバー

11.	 ハザードライトスイッチ
12.	 フロントブレーキレバー
13.	 エンジンスタート／ストップスイッチ
14. HOMEボタン
15.	 ジョイスティック
16.	 アクセサリーソケット
17.	 方向指示器スイッチ
18.	 ホーンボタン
19.	 デイタイムランニングライト（DRL） 

スイッチ（装着車のみ）
20.	 グリップヒータースイッチ 

（装着車のみ）
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シリアルナンバー

車両識別番号（VIN）

1

2

1.	 車両識別番号（VIN）
2.	 ラベル

車両識別番号（VIN）は、フレームのステ
アリングヘッド部に刻印してあります。
また、フロントサブフレームの右側に貼
ってあるラベルにもVINが記載してありま
す。

下の空欄に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

エンジンシリアル番号は、ギアボックス
のすぐ下のエンジンクランクケースに刻
印されています。

下の空欄にエンジンシリアルナンバーを
記入しておいてください。
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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 1200 XR以外の各モデル

Tiger 1200 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 1200 XRの場合

Tiger 1200 XRには、LCDディスプレイが
搭載されています（LCD：液晶）。

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	59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  31
ギアポジションインジケーター  31
燃料計  32
メンテナンスインジケーター  32
気温  32
ライディングモード  33
ライディングモードの選択について  34
インフォメーショントレイ  36
メインメニュー  42
計器盤の位置調整  58
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計器盤のレイアウト

Tiger 1200 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	52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	41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	37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。

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。

ABSの設定方法についてはページ	33
を参照してください。
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トラクションコントロール（TC）表
示灯

   
TC表示灯が点灯しているときは、
トラクションコントロールシステ

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

警告

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

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

TC表示灯の動作説明

TCがONのとき：

	 •	 普通に走行している間は、TC表示灯
は点灯しません。

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

TCがOFFのとき：

TC表示灯は点灯しません。その代り、TC
無効警告灯が点灯します（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	111参照）。
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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。

Triumphセミアクティブサスペンシ
ョン（TSAS）警告灯

   
イグニッションスイッチをONにす
ると、TSAS警告灯が1.5秒間点灯し

た後、消灯します。

その他の場合は以下のように動作しま
す。

キャリブレーション 
TSASシステムによって調整モーターの再
キャリブレーションが実施されることが
あります。

	 •	 何らかの理由でバッテリーの接続を
外した場合

 • TSASシステムに異常が発生した場合

再キャリブレーションの実施中は、TSAS
警告灯が毎秒2回点滅し、ディスプレイに
メッセージが表示されます。

再キャリブレーション中は、停車してい
なければなりません。走行すると再キャ
リブレーションが中断され、TSAS警告灯
が点灯したままになります。

異常が発生した場合 
以下にあてはまる場合は、TSAS警告灯が
点灯したままになります。

	 •	 再キャリブレーションが中断された
場合。再キャリブレーションが完了
するまで待ってください。

 • TSASシステムに異常があり、点検修
理が必要な場合。ディスプレイに警
告メッセージが表示されます。再キ
ャリブレーションが完了するまで待
ってください。再キャリブレーショ
ンが終了しても異常が解消しない場
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。

Triumphセミアクティブサスペンション
（TSAS）およびシステムのキャリブレー
ションの詳細はページ	 114を参照して
ください。

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。
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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）

   
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  [DAYT IME 
RUNNING LIGHTS] にするとデイタイムラ
ンニングライト表示灯が点灯します。

デイタイムランニングライトとロービー
ムヘッドライトは、左側スイッチハウジ
ングにあるスイッチで操作します。ペー
ジ	104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。
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燃料残量警告灯

   
燃料タンク内の燃料が残り約3.5リ
ットルになると、燃料残量警告灯

が点灯します。

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、各モデルにアクセサ
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	117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. TPMS警告灯
2.	 フロントタイヤインジケーター
3.	 リアタイヤインジケーター
4. MODEボタン
5.	 ジョイスティック

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	190
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。

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。
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タコメーター

注意

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

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

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

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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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	55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

警告

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

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

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

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	34を
参照してください。

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（レイン）

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	44を参照してく
ださい。

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。
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ライディングモードの選択について

警告

走行中にライディングモードを選ぶとき
は、少しの間惰性走行する必要がありま
す（走行しながら、エンジンをかけたま
まスロットルを閉じ、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
ついてはページ 48、TCの設定につい
てはページ 49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。

警告

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

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

•	 前回イグニッションスイッチをOFF
にしたときのライディングモードが
OFF-ROADモードかRIDERモードに
なっていて、そのライディングモー
ドでABSまたはTCが [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。

注記:

•	 バッテリーの接続を外すと、RIDER
モードの設定が初期設定に戻りま
す。

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。

o7:29

12.5 8

6 N
4

2 0

12 141F

E

2 3 4 5 6

PM

RPM
x1000

mph

m

10

3

2

2

1

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（ライダー）

 – RAIN（レイン）

 – ROAD
 – SPORT
 – OFF-ROAD
 – OFF-ROAD PRO

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。
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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RIDERモード
に切り替えたり、OFF-ROADモード
やRIDERモードから他のモードに切
り替えたりはできません。

•	 その場合は停車してからライディン
グモードを選択してください。

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

ライディングモードの変更はこれで完了
です。通常の走行に戻ってください。

インフォメーショントレイ

警告

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

•	低速である

•	他の車が走っていない

•	直線で平坦な道路や場所である

•	路面状況や天候が良好である

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

インフォメーショントレイはディスプレ
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。
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1.	 ジョイスティック
2.	 インフォメーショントレイ

インフォメーショントレイの各項目を確
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	 3 7 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	37参照）

	 •	 燃料関連データ（ページ	38参照）

	 •	 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	39参照）

	 •	 オドメーター（ページ	39参照）

	 •	 メンテナンスインジケーター （ペー
ジ	39参照）

	 •	 画面のコントラスト（ページ	40
参照）

	 •	 スタイルオプション（ページ	41
参照）

	 •	 クーラント温度（ページ	41参照）

	 •	 ウィンドスクリーン高さ調整（ペー
ジ	42参照）

 • Triumphセミアクティブサスペンシ
ョン（TSAS）（ページ	39参照）

	 •	 トリップメーター（ページ	38参
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	54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。
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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	5 1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	50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	117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	32を参照してください。

Triumphセミアクティブサスペンシ
ョン（TSAS）
Triumphセミアクティブサスペンション
（TSAS）のインフォメーショントレイで
はTSASの設定を変更できます。

COMFORT
AUTO ON-ROAD

NORMAL
SPORT

TSASインフォメーショントレイ 
（SPORTを選択した場合）
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TSAS設定の変更方法：

	 •	 ジョイスティックを左右に操作して
項目をスクロールし、TSAS設定画面
を表示します。

	 •	 ジョイスティックの中央を押し、
TSAS変更モードにします。

注記:

• TSASシステムがライディングモード
とリンクされていない場合は、TSAS
の減衰力の設定を変更すると、ライ
ディングモードに関わらず、変更後
の設定が有効になります。

• TSASシステムがライディングモード
とリンクされている場合は、TSASの
減衰力の設定を変更すると、変更し
た設定がその時のライディングモー
ドに保存されます。その後、減衰力
の設定を変更したときのライディン
グモードを選択すると、自動的に変
更後の減衰力の設定が読み込まれま
す。そのライディングモードでは、
変更前のTSASの設定が上書きされ、
残りません。

• TSASシステムがライディングモー
ドとリンクされている場合に、別の
ライディングモードを選択した場合
は、選択したそのライディングモー
ドのTSAS設定が自動的に有効にな
ります。

 • TSASでは、[COMFORT]（ソフト）
から[SPORT]（ハード）まで9種類
の減衰力を選択できます。

	 •	 ジョイスティックの中央を押して9
種類の中から希望する設定を選択し
ます。

	 •	 ジョイスティックを長押しすると、
あ ら か じ め 設 定 さ れ て い る
[COMFORT]、[NORMAL]、[SPORT]
のどれかをすぐに選択できます。

	 •	 選択した設定が有効になるまでには
少し時間がかかるので、その間に次
の項目にスクロールできます。少し
時間をおくと、選択した設定が自動
的に有効になり、ホーム画面に戻り
ます。また、ジョイスティックの中
央を押して設定を確定した場合も、
ホーム画面に戻ります。

Triumphセミアクティブサスペンション
（TSAS）の詳細はページ	114を参照し
てください。

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。
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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	53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。

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

注意

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

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

ウィンドスクリーン高さ調整のインフォ
メーショントレイではウィンドスクリー
ンの高さを調整できます。

ウィンドスクリーン高さ調整モード

ウィンドスクリーンの高さ調整方法：

	 •	 ジョイスティックを左右に操作して
ウィンドスクリーン調整の項目をハ
イライト表示します。

	 •	 ジョイスティックを上下に操作して
ウィンドスクリーンを希望の高さに
調整します。

	 •	 ジョイスティックを左右に操作する
と、他の項目に移動できます。

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	44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	45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	50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	52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	57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。

モデルに応じて以下のライディングモー
ドを選択できます。

	 •	 ライダー

	 •	 レイン

 • ROAD（ロード）

 • SPORT（スポーツ）

 • OFF-ROAD（オフロード）

 • OFF-ROAD PRO（オフロードプロ）

	 •	 初期設定にリセット

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設定
地図設定
TC設定
初期設定にリセット

ライダー

レイン
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設定
地図設定
TC設定

ライダー ABS設定

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

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 
(ライダー)

RAIN 
(レイン)

ROAD SPORT OFF-ROAD OFF-ROAD 
PRO

ABS（アンチロックブレーキシステム）

Road

Off-Road1

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）

レイン

Road

Sport1

Off-Road1

TC（トラクションコントロール）

レイン

Road

Sport1

Off-Road1

Off メニューで
設定

メニューで
設定

メニューで
設定

1特定モデルのみ

記号

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：

 • Triumphセミアクティブサスペンシ
ョン（TSAS）

 • TRIUMPHシフトアシスト

	 •	 ヒルホールド

	 •	 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 - TSAS
Triumphセミアクティブサスペンション
（TSAS）システムでは、フロントとリア
のサスペンションの減衰力の設定および
リアサスペンションのプリロードの設定
を変更できます。TSASの詳細はペー
ジ	114を参照してください。

TSAS
TRIUMPHシフトアシスト
ヒルホールド
方向指示器

終了

バイクのセットアップ

ABS

TSAS

モード
設定（オンロード）
設定（オフロード）

ライディングモードリンク

TC
メンテナンス
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ライディングモードリンク

ライディングモードリンクでは、TSASと
ライディングモードとのリンクを有効ま
たは無効に設定できます。

TSASシステムがライディングモードとリ
ンクされていない場合は、TSASの減衰力
の設定を変更すると、ライディングモー
ドに関わらず、変更後の設定が有効にな
ります。

TSASシステムがライディングモードとリ
ンクされている場合は、TSASの減衰力の
設定を変更すると、変更した設定がその時
のライディングモードに保存されます。そ
の後、減衰力の設定を変更したときのライ
ディングモードを選択すると、自動的に変
更後の減衰力の設定が読み込まれます。そ
のライディングモードでは、変更前の
TSASの設定が上書きされ、残りません。

TSASシステムがライディングモードとリ
ンクされている場合に、別のライディン
グモードを選択した場合は、選択したそ
のライディングモードのTSAS設定が自動
的に有効になります。

TSASライディングモードリンクの有効／
無効の設定方法：

	 •	 ジョイスティックの中央を押し、 
[ライディングモードリンク]を選び
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。

モード

伸側および圧側の減衰力をソフトからハ
ードまでの希望の設定に変更できます。

[自動]を選ぶと、TSASシステムが路面の
状態（オンロードかオフロードか）を自
動的に検出し、検出結果に応じて伸側と
圧側の減衰力を調整します。

オンロード設定

オンロード走行に最適なTSAS設定とな
り、その設定に応じて、伸側および圧側
の減衰力が調整されます。

オフロード設定

オフロード走行に最適なTSAS設定とな
り、その設定に応じて、伸側および圧側
の減衰力が調整されます。
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バイクのセットアップ - Triumphシ
フトアシスト（搭載車のみ）

Triumphシフトアシストによってエンジ
ンの点火が瞬間的にカットされるので、
スロットルを戻したりクラッチを操作し
たりしなくても、ギアを入れることがで
きます。シフトアップ、シフトダウンの
両方で作動します。

停止や発進をするときはクラッチを使用
してください。

クラッチを操作した場合またはギアが6速
に入っているときに誤ってシフトアップ
しようとした場合には、Triumphシフト
アシストは作動しません。

ギアチェンジをスムーズに行うには、ペ
ダルをしっかりと踏んでください。

TSAS
TRIUMPHシフトアシスト
ヒルホールド
方向指示器

終了

バイクのセットアップ

ABS

TRIUMPHシフトアシスト

無効
有効

TC
メンテナンス

Triumphシフトアシストの有効／無効の
設定方法：

	 •	 [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[TRIUMPHシフトアシスト]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 - ヒルホール
ドコントロール（搭載車のみ）

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

TSAS
TRIUMPHシフトアシスト
ヒルホールド
方向指示器

終了

バイクのセットアップ

ABS

ヒルホールド

無効
有効

TC
メンテナンス

ヒルホールドコントロールの有効／無効
の設定方法：

	 •	 [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[ヒルホールド]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。

ヒルホールドコントロールの詳細はペー
ジ	156を参照してください。
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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

メンテナンス
TC
ABS
方向指示器

方向指示器

手動

自動 ベーシック
自動 アドバンスド

[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
スイッチを短く素早く押すと、
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。

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。

方向指示器

終了

バイクのセットアップ

ABS

ABS

無効
有効

TC
メンテナンス

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

方向指示器

終了

バイクのセットアップ

ABS

TC

無効
有効

TC
メンテナンス

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。

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。
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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

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。
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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。

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。
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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
単位の設定

テーマ
画面の明るさ（ハイコントラスト）

時刻の設定

画面の明るさ（ローコントラスト）
インフォメーショントレイ

日付の設定

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

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 1200 
XRT および Tiger 1200 XCAだけで
す。

終了

テーマ
テーマ 1
テーマ 2

テーマ
自動
スタイル 1
スタイル 2
スタイル 3

テーマとスタイルのメニュー画面の例

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上下に押し
て[スタイル]または[テーマ]を選択
します。

 – Tiger 1200 XRT	および	Tiger 
1200 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。
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	 –	 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

単位の設定

時刻の設定

日付の設定

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）

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。
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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
単位の設定

テーマ
画面の明るさ（ハイコントラスト）

時刻の設定

画面の明るさ（ローコントラスト）
インフォメーショントレイ

日付の設定

トリップ 1
トリップ 2
燃料の状態

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。

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
単位の設定

テーマ
画面の明るさ（ハイコントラスト）

時刻の設定

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

日付の設定

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。
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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
単位の設定

テーマ
画面の明るさ（ハイコントラスト）

時刻の設定

ディスプレイの設定

画面の明るさ（ローコントラスト）
インフォメーショントレイ

日付の設定

距離と燃費
温度
圧力

単位の設定

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。

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
単位の設定

テーマ
画面の明るさ（ハイコントラスト）

時刻の設定

ディスプレイの設定
12時間表示

分
時
24時間表示

時刻の設定

15:40

画面の明るさ（ローコントラスト）
インフォメーショントレイ

日付の設定
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「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
単位の設定

テーマ
画面の明るさ（ハイコントラスト）

時刻の設定

ディスプレイの設定
12時間表示

分
時
24時間表示

時刻の設定

15:40

画面の明るさ（ローコントラスト）
インフォメーショントレイ

日付の設定

ディスプレイの設定 - 日付の設定

日付の表示方法を選択し、日付を合わせ
ることができます。

終了

言語
単位の設定

テーマ
画面の明るさ（ハイコントラスト）

時刻の設定

ディスプレイの設定

画面の明るさ（ローコントラスト）
インフォメーショントレイ

日付の設定

日付の設定
日付の表示方法
年
月
日

日付の表示方法の選び方：

	 •	 [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
[日付の設定]を選び、ジョイスティ
ックの中央を押します。

	 •	 ジョイスティックの中央を押して 
[日付の表示方法]を選択します。

	 •	 ジョイスティックを上下に操作して 
[日／月／年]、[月／日／年]、[年／
月／日]のどれかを選び、ジョイステ
ィックの中央を押します。日付の表
示方法が確定すると、[日付の設定]
メニューに戻ります。

終了

言語
単位の設定

テーマ
画面の明るさ（ハイコントラスト）

時刻の設定

ディスプレイの設定

画面の明るさ（ローコントラスト）
インフォメーショントレイ

日付の設定

日付の設定
日付の表示方法
年
月
日
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日付を合わせるときは、ジョイスティッ
クを上下に操作して[日]、[月]、[年]を
選びます。

	 •	 [年]を選び、ジョイスティックの中
央を押します。[年]の横にチェック
マークが表示され、[年]の表示が点
滅します。

	 •	 ジョイスティックを上下に操作して
数字を変更し、ジョイスティックの
中央を押します。

	 •	 同様に、[月]と[日]も合わせます。
日付を合わせ終わると、[日付の設
定]メニューに戻ります。

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。
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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。

走行中にメーターを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。

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：

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。

調整ハンドルを使い、ディスプレイが見
やすい位置にメーターを動かします。
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LCDディスプレイ

目次

計器盤のレイアウト  60
警告灯  61
警告メッセージとお知らせメッセージ  68
タコメーター  69
ステータスディスプレイ  69
マルチファンクションディスプレイ  74
設定メニュー  78
ライディングモード  85
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計器盤のレイアウト

LCDディスプレイが搭載されているのはTiger 1200 XRだけです。

cisz

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12

1314151617181920

8

1.	 マルチファンクションディスプレイ
2.	 エンジン制御システム故障表示灯（MIL）
3.	 バッテリー警告灯
4.	 左側の方向指示灯
5.	 クーラント過熱警告灯
6. ABS警告灯
7.	 タコメーターのレッドゾーン
8.	 右側の方向指示灯
9.	 ニュートラル表示灯
10.	 フォグランプ表示灯
11.	 ハイビーム表示灯
12.	 ステータスディスプレイ

13.	 トラクションコントロール表示灯
14.	 燃料残量警告灯
15.	 アラーム／イモビライザー作動表示灯 

（アラームはアクセサリー）
16.	 トラクションコントロール無効警告灯
17.	 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）搭載車のみ）
18.	 クルーズコントロールライト
19.	 油圧低下警告灯
20.	 タコメーター
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警告灯

注記:

•	 イグニッションスイッチをONにする
と、計器盤の各警告灯が1.5秒間点灯
した後、消灯します（エンジンをか
けるまで点灯したままになる警告灯
は除きます。それらの警告灯につい
ては次ページ以降で説明します）。

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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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、タコメーター内の油圧低下警告
灯が点灯し、マルチファンクションディ
スプレイに[WARNING - OIL PRESSURE 
LOW]（警告：油圧低下） と表示されま
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。

OFF-ROAD

WARNING

OIL PRESSURE
LOW

CHECK MANUAL
PRESS SELECT

TO CLEAR

12

1.	 油圧低下警告灯
2.	 メッセージ

油圧低下警告灯は、エンジンをかけなく
ても、イグニッションスイッチをONにす
ると点灯します。

クーラント過熱警告灯

   
エンジン回転中にエンジンクー
ラントの温度が危険なレベルに

まで上昇した場合は、クーラント過熱警
告灯が点灯します。

注意

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

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

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。
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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。

ABS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。

	 •	 ライダーがABSを解除した場合：
ABS警告灯が点灯したままになりま
す（ページ	80の「バイクのセット
アップ」またはページ	90の「ライ
ディングモードの設定」参照）。

 • ABSが[Off-Road]に設定してある場
合：ABS警告灯がゆっくり点滅しま
す（ページ	90の「ライディング
モードの設定」参照）。

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とクルー
ズコントロールも機能しなくなりま
す。その場合は、ABS警告灯に加え、
トラクションコントロール無効警告灯
やMILが点灯する可能性があります。

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。以下のメッセージが表
示されることがあります。

 • WARNING - ABS SYSTEM DISABLED
（警告：ABS無効）

各メッセージについての説明は以下のと
おりです。

WARNING - ABS SYSTEM DISABLED
（警告：ABS無効）

OFF-ROAD

WARNING

ABS SYSTEM
DISABLED

CHECK MANUAL
PRESS SELECT

TO CLEAR

12

1. ABS警告灯
2.	 メッセージ

[WARNING - ABS SYSTEM DISABLED] 
（警告：ABS無効）のメッセージが表示さ
れた場合は、ABSが機能していません。
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警告

ABSが機能していない場合やライダー
がABSを解除した場合は、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。（詳細はペー
ジ  80の「バイクのセットアップ」ま
たはページ  90の「ライディングモー
ドの設定」参照）。

ABS警告灯が点灯したままの状態で、必
要以上に走行を続けないでください。異
常がある場合は、できるだけ早く
Triumph正規販売店に連絡し、点検修理
を受けてください。

そのような状況で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。

ページ	150の「ブレーキの使い方」も
参照してください。

トラクションコントロール（TC）表
示灯

   
TC表示灯は、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TCが作動して後輪
のスリップを防止していることを示しま
す。

TC表示灯の動作説明

TCがONのとき（Rain、Road、Sport
の設定のとき）

	 •	 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、TCシステムが作動して後輪のス
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ONのとき（Off-Roadの設定の
とき）

	 •	 普通に走行している間は、TCシステ
ムが[Off Road]の設定になっている
ことが分かるようにTC表示灯がゆっ
くり点滅します。

	 •	 急加速時またはぬれた路面や滑りや
すい路面でTCシステムが作動し、後
輪のスリップが抑えられている間は
TC警告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。

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警告灯に
加え、TC無効警告灯とMILが点灯す
る可能性があります。
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トラクションコントロール（TC）無
効警告灯

   
ライダーがTCを解除した場合を
除き、通常はTC無効警告灯が点

灯することはありません（ページ	80
の「バイクのセットアップ」またはペー
ジ	90の「ライディングモードの設定」
参照）。

TCを解除していないのに、TC無効警告
灯が走行中に点灯した場合は、TCシステ
ムの異常ですので点検が必要です。以下
のメッセージが表示されることがありま
す。

 • WARNING - TC SYSTEM DISABLED 
（警告：TCシステム無効）

各メッセージについての説明は以下のと
おりです。

[WARNING - TC SYSTEM DISABLED]（警
告：TCシステム無効）のメッセージが表
示された場合は、TCシステムが機能して
いません。

警告

TCシステムが機能しない場合は、ぬれ
た路面や滑りやすい路面で加速したりコ
ーナリングしたりするときに、後輪が空
転しないように注意しなければなりませ
ん。

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

これらの警告灯が点灯したままの状態
で、必要以上に走行を続けないでくだ
さい。できるだけ早くTriumph正規販売
店に連絡し、点検修理を受けてくださ
い。

警告 つづき

そのような状態で急加速や急旋回を行う
と後輪が空転し、車両が制御不能となっ
て事故につながるおそれがあります。

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、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 （ ペ ー
ジ	111参照）。

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。
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方向指示器

   
方向指示器スイッチを左右どち
らかに動かすと、方向指示器の

点滅と同じテンポで計器盤の方向指示灯
が点滅します。

ハイビームスイッチ

   
イグニッションスイッチがONの
状態のときに、ロービームスイ

ッチを [HIGH BEAM] にするとハイビー
ム表示灯が点灯します。

フォグランプ（搭載車のみ）

   
イグニッションスイッチをONにし
てフォグランプを点灯すると、フ

ォグランプ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3.5リ
ットルになると、燃料残量警告灯

が点灯します。

ニュートラル表示灯

   
ニュートラル表示灯は、トラン
スミッションがニュートラル 

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

バッテリー警告灯

   
イグニッションスイッチをONに

したときにバッテリーの異常が検出され
た場合は、バッテリー警告灯が点灯しま
す。

エンジンが動いているときにバッテリー
電圧が低下した場合は、バッテリー警告
灯が点灯するとともに、マルチファンク
ションディスプレイに[WA R N I N G  - 
BATTERY LOW]（警告：バッテリー低
下）と表示されます。

バッテリーを充電すると、バッテリー警
告灯とメッセージが消えます。

バッテリー警告灯が点灯したままの場合
は、故障が生じているため点検が必要で
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。
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タイヤ空気圧警告灯（TPMS搭載車）

   
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 

（TPMS）と連動して作動します（ペー
ジ	117参照）。

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。

この警告灯が点灯すると、マルチファン
クションディスプレイに[TPMS - FRONT/
REAR TYRE LOW PRESSURE]（TPMS：
フロント／リアのタイヤ空気圧不足）と
表示されます。

メッセージを確認した後、SELECTボタン
を押せばホーム画面に戻ります。

SELECTボタンを押すと、ホーム画面にタ
イヤ空気圧が自動的に表示されます。

OFF-ROAD

AUTO
OFF-ROAD

MPG

MI

PSI
PSI

C N S

1

2

36
42

F
R

47
121

1.	 タイヤ空気圧の表示

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	 1 17参照）。画面に表示された空気

圧が指定空気圧またはそれに近い値であ
ったとしても、警告灯が点灯していると
いうことはタイヤ空気圧が低いというこ
とであり、パンクしている可能性が高い
と考えられます。

警告

タイヤ空気圧警告灯が点灯し、[TPMS - 
FRONT/REAR TYRE LOW PRESSURE]と
表示されたら停車してください。

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

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。

   
気温が4°C以下の場合は、低温
警告灯が点灯します。
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低温警告灯は、気温が6°Cに上昇するま
で点灯したままになります。

1 2

1.	 気温
2.	 低温警告灯

警告メッセージとお知らせメッセー
ジ

警告メッセージ

異常が検出された場合に表示される警告
メッセージは以下のとおりです。

 • OIL PRESSURE LOW（油圧低下） 
（ページ	62参照）

 • BATTERY LOW（バッテリー低下）
（ページ	66参照）

 • ABS SYSTEM DISABLED（ABS無効） 
（ページ	63参照）

 • TC SYSTEM DISABLED（TC無効） 
（ページ	65参照）

 • FRONT/REAR TYRE PRESSURE LOW
（フロント／リアのタイヤ空気圧不
足）（ページ	67参照）

 • SENSOR SIGNAL FRONT/REAR TYRE
（フロント／リアのタイヤセンサー
信号異常）（ページ	117参照）

お知らせメッセージ

お知らせメッセージは以下のとおりで
す。

 • TPMS - BATTERY LOW FRONT/REAR 
TYRE（TPMS：フロント／リアのタ
イヤセンサーバッテリー低下）（ペ
ージ	67参照）

警告メッセージやお知らせメッセージが
表示されると、マルチファンクションデ
ィスプレイの左側に警告マークまたはお
知らせマークが表示されます。

異常が発生した場合は、警告メッセージ
やお知らせメッセージが複数表示される
ことがあります。その場合、警告メッセ
ージはお知らせメッセージよりも優先的
に表示され、警告マークがマルチファン
クションディスプレイの左側に表示され
ます。

警告メッセージやお知らせメッセージが
複数ある場合は、警告マークやお知らせ
マークの上側にメッセージの個数が表示
されます。

OFF-ROAD

WARNING

TTC SYSTEM

3

1

2

1.	 マーク（警告マークの場合）
2.	 メッセージの個数

各メッセージをスクロールするときは、
SCROLLボタンを使います。
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メッセージをひとつ確認したら、SELECT
ボタンを押すとそのメッセージが非表示
になります。

注記:

•	 少し時間がたつと自動的に非表示に
なるメッセージもあります。

•	 警告メッセージやお知らせメッセー
ジは、一旦非表示になっても、その
メッセージの原因となっている状況
が解消されない限り、イグニッショ
ンスイッチをONにするたびに再表示
されます。

•	 メッセージが非表示になっても警告
マークまたはお知らせマークおよび
メッセージの個数を示す数字は、マ
ルチファンクションディスプレイに
表示されたままになります。

•	 非表示になった警告メッセージやお
知らせメッセージは、ページ	78
の「設定メニュー」にある「メッセ
ージの表示」を選択すると表示され
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。

ステータスディスプレイ

1

1.	 ステータスディスプレイ

ステータスディスプレイに表示されるも
のは以下のとおりです。

	 •	 スピードメーター

	 •	 燃料計

	 •	 クーラント温度計

	 •	 ギアポジションインジケーター

	 •	 クルーズコントロール設定速度

	 •	 メンテナンスインジケーター

	 •	 時計

	 •	 気温と低温警告灯
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スピードメーター

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。

1

1.	 スピードメーター

燃料計

燃料計には、タンク内の燃料の量が表示
されます。

1

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。

燃料タンク内の燃料が残り約3.5リットル
になると、燃料残量警告灯が点灯します
（ページ	66参照）。燃料残量警告灯
が点灯すると、燃料計のバーは2本だけに
なり、マルチファンクションディスプレ
イが推定走行可能距離の表示に切り替わ
ります。

OFF-ROAD

AUTO
OFF-ROAD

MPG

MI

C N S

1

2

47
12

MI120.1

1

1.	 推定走行可能距離

燃料残量警告灯が点灯したら、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。
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クーラント温度計

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。

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。
冷間時にエンジンをかけると、バーは1本
も表示されません。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すぎると、8本
すべてのバーが表示され、点滅し始めま
す。また、タコメーター内にあるクーラ
ント過熱警告灯も点滅します。

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。

1 2

1.	 ギアポジションのマーク
2.	 ギアポジションインジケーター 

（ニュートラルの場合）



計器盤

72

クルーズコントロール設定速度

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をONにすると、ス
テータス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を設定する
までは、設定速度表示部に[--]と表示さ
れます。

速度を設定すると、クルーズコントロー
ルのマークの下に[SET]と表示されます。
設定速度も表示され、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。

クルーズコントロールをOFFにすると、
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、ステータスディ
スプレイには設定速度が表示されたまま
になります。

詳細は、ページ	 1 1 1の「クルーズコン
トロール」を参照してください。

メンテナンスインジケーター

イグニッションスイッチをONにしたとき
に、次回のメンテナンスまでの走行距離
が800 kmを切っていると、マルチファ
ンクションディスプレイのスタートアッ
プ画面に次回メンテナンスまでの走行距
離が少しの間表示されます。

SERVICE DUE
365 MI

ODOMETER
135 MI

1

1.	 次回メンテナンスまでの走行距離

次回メンテナンスまでの走行距離をオーバ
ーすると、距離がマイナス表示になり、ス
テータスディスプレイにメンテナンスイン
ジケーターが表示されます。

1

1.	 メンテナンスインジケーター

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。
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異常が発生し、ABS警告灯やMILが点灯し
た場合にも、メンテナンスインジケータ
ーが表示されます。できるだけ早く
Triumph正規販売店に連絡し、点検修理
を受けてください。

時計

1
1.	 時計（12時間表示）

時計は12時間表示または24時間表示にで
きます。

時計の合わせ方についてはページ	83の
「画面の表示設定」を参照してください。

気温

1 2
1.	 気温（°C）
2.	 低温警告灯

気温は℃または℉で表示されます。

気温が4°C以下の場合は、低温警告灯が
点灯します（ページ	68参照）。

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	83の「画面の表示設定」
を参照してください。
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マルチファンクションディスプレイ

OFF-ROAD

AUTO
OFF-ROAD

MPG

MI

PSI
PSI

C N S

1

2

36
42

F
R

F
R

47
12

1

1.	 マルチファンクションディスプレイ

マルチファンクションディスプレイでは、
各種項目の確認、選択、設定ができます。

	 •	 ライディングモード

	 •	 ウィンドスクリーンの位置

	 •	 トリップメーター

	 •	 走行に関する各種データ

	 •	 走行に関する各種設定

	 •	 画面の表示設定

マルチファンクションディスプレイには
警告メッセージやお知らせメッセージも
表示されます。

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	68を参照してください。

ホーム画面

マルチファンクションディスプレイのホ
ーム画面には、現在のライディングモー
ド、ウィンドスクリーン調整モード、ト
リップメーター、走行に関する各種デー
タが表示されます。

OFF-ROAD

AUTO
OFF-ROAD

MPG

MI

PSI
PSI

C N S

1

2

36
42

F
R

47
12

1

2

3

4

5

6

1.	 現在のライディングモード
2.	 ウィンドスクリーン高さ調整モード
3.	 トリップメーター1
4.	 トリップメーター2（トリップメーター

2がONの場合）
5.	 タイヤ空気圧モニタリングシステム 

（TPMS）のデータ（搭載車のみ）
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初期設定では、ホーム画面に表示される
トリップメーターはひとつだけですが、
トリップメーターをふたつ表示すること
も可能です。トリップメーターの設定の
詳細はページ	79を参照してください。

7

8

1 2

1. SCROLLボタン
2. SELECTボタン

ホーム画面に表示する項目の選び方：

 • SCROLLボタンを押して希望する項
目を選択します。

 • SELECTボタンを押し、希望する項目
のサブメニューまたは変更画面を開
きます。

 • SELECTボタンを長押しして設定メニ
ュ ー を 開 き ま す 。 詳 細 は ペ ー
ジ	78を参照してください。

ライディングモードの表示

OFF-ROAD

AUTO
OFF-ROAD

MPG

MI

PSI
PSI

C N S

1

2
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42
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1

1.	 現在のライディングモード

現在のライディングモードが表示されま
す。ライディングモードの詳細はペー
ジ	85を参照してください。

ウィンドスクリーンの高さ調整

OFF-ROAD

AUTO
OFF-ROAD

MPG

MI

PSI
PSI

C N S

1

2

36
42
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1

1.	 ウィンドスクリーン高さ調整モード
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ウィンドスクリーン高さ調整モードの開
き方：

 • SCROLLボタンを押し、ウィンドス
クリーンの高さ調整を選択します。

 • SELECTボタンを押すと、ウィンドス
クリーンの高さが調整できるように
なります。

 • SCROLLボタンを操作してウィンド
スクリーンを希望の高さに合わせま
す。

	 •	 ウィンドスクリーンの高さ調整の画
面が自動的に終了するまでには少し
時間がかかりますので、さらに高さ
を調整したい場合はその間に調整で
きます。

 • SELECTボタンを押せばいつでもウィ
ンドスクリーンの高さ調整を終了で
きます。

ウィンドスクリーンの高さ調整の詳細は
ページ	124を参照してください。

トリップメーター

OFF-ROAD

AUTO
OFF-ROAD

MPG

MI

PSI
PSI

C N S

1

2

36
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1.	 トリップメーター1の表示
2.	 トリップメーター2の表示（トリップメ

ーター2が有効の場合）

初期設定では、ホーム画面にトリップメ
ーター1が表示されますが、トリップメー
ターをふたつとも表示することも可能で
す。トリップメーターの設定の詳細はペ
ージ	79を参照してください。

走行距離

トリップメーターをゼロに設定してから
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1または2をリセットす
るときは、ホーム画面でリセットしたい
トリップメーターを選択してから、
SCROLLボタンを上側か下側に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。

トリップメーター2の場合は、一定の時間
が経過した後に自動的にリセットするこ
ともできます。リセットする時間は1時間
～ 8時間の間で選択できます。ペー
ジ	79の「トリップメーターの設定」
を参照してください。

走行に関する各種データ

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。

走行に関する各種データの表示項目は選
択できます。
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注記:

• TPMSが搭載されている場合は、タ
イヤ空気圧を表示できます。

•	 燃料残量警告灯が点灯すると、走行
に関する各種データの表示から推定
走行可能距離の表示に自動的に切り
替わります。

走行に関する各種データのメニューの開
き方：

 • SCROLLボタンを押し、走行に関す
る各種データのメニューを選択しま
す。

 • SELECTボタンを押します。走行に関
する各種データのメニューが開きま
す。

走行に関する各種データのメニュー

どれかひとつの項目をホーム画面に表示
できます。

OFF-ROAD

MI120.1
MPG48

MI1892ODO

PSI42R
PSI36F

1
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1.	 推定走行可能距離
2.	 瞬間燃費
3.	 オドメーター
4.	 フロントタイヤとリアタイヤの空気圧 

（TPMS搭載車）

ホーム画面に表示する項目の選び方：

 • SCROLLボタンを押し、希望する項
目を選択します。

 • SELECTボタンを押して選択を確定す
るとホーム画面に戻ります。

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。

タンク内の燃料とライダーのライディン
グスタイルを基に、走行可能距離が表示
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。

オドメーター

積算走行距離が表示されます。

フロントタイヤとリアタイヤの空気
圧（TPMS搭載車）

タイヤ空気圧モニタリングシステム 
(TPMS)を搭載している場合は、前後のタ
イヤ空気圧が表示されます。

走行速度が20 km/hに達するまではダッ
シュ記号が表示されます。
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設定メニュー

設定メニューの開き方：

	 •	 左側スイッチハウジングにある
SELECTボタンを長押しします。そう
すると、マルチファンクションディ
スプレイに[SETTINGS]メニューが表
示されます。

SETTINGS

EXIT

SHOW WARNINGS

RIDING MODES
TRIP SETUP

BIKE SETUP

DISPLAY SETUP

設定メニュー

選択できる項目は以下のとおりです。

 • EXIT（終了）

 • SHOW WARNINGS（メッセージの表
示）（ページ	78参照）

 • RIDING MODES（ライディングモー
ド）（ページ	78参照）

 • TRIP SETUP（トリップメーターの設
定）（ページ	79参照）

 • BIKE SETUP（バイクのセットアッ
プ）（ページ	80参照）

 • DISPLAY SETUP（画面の表示設定）
（ページ	83参照）

次に、各項目の内容について説明しま
す。

EXIT（終了）

[EXIT]を選択するとホーム画面に戻りま
す。

メッセージの表示

[SHOW WARNINGS]（メッセージの表示）
を選ぶと、[SETTING]メニューが閉じ、マ
ルチファンクションディスプレイに警告
メッセージまたはお知らせメッセージが
表示されます。

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	68を参照してくださ
い。

ライディングモード

[SETTINGS]メニューを開き、[RIDING 
MODES]を選び、各ライディングモード
に対してABS、MAP、TCを設定します。

ラ イ デ ィ ン グ モ ー ド の 詳 細 は ペ ー
ジ	90を参照してください。
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トリップメーターの設定

[SETTINGS]メニューを選び、[TRIP SET 
UP]を選んでトリップメーターを設定ま
たはリセットします。

TRIP SETUP

EXIT

TRIP 1 RESET

TRIP 2 RESET
TRIP 2 DISPLAY

AUTO RESET

トリップメーターの設定画面

選択できる項目は以下のとおりです。

 • EXIT（終了）

 • TRIP 1 RESET（トリップメーター1
のリセット）

 • TRIP 2 RESET（トリップメーター2
のリセット）

 • TRIP 2 DISPLAY（トリップメーター
2の表示）

 • AUTO RESET（自動リセット）

EXIT（終了）

[EXIT]を選択すると[SETTINGS]メニュー
に戻ります。

トリップメーター1と2のリセット

TRIP 1 RESET
CONFIRM

TRIP 1のリセット 
（リセット確定の場合）

TRIP 1またはTRIP 2のリセット方法：

 • SCROLLボタンを押して[TR IP  1 
RESET]または[TRIP 2 RESET]のど
ちらかを選びます。

 • SCROLLボタンで[CONFIRM]を選
び、SELECTボタンを押します。

	 •	 選択したトリップメーターのすべて
の項目がゼロにリセットされ、[TRIP 
SETUP]のメニューに戻ります。

TRIP 2の表示

TRIP 2 DISPLAY
ENABLE

TRIP 2の表示（有効の場合）

TRIP 2の有効・無効の選び方：

 • SCROLLボタンで[TRIP 2 DISPLAY]
を選び、SELECTボタンを押します。

 • SCROLLボタンで[ENABLE]（有効）
または[DISABLE]（無効）を選びま
す。

 • SELECTボタンを押して選択を確定す
ると[TRIP SETUP]のメニューに戻り
ます。
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自動リセット

[AUTO RESET]の機能を使用できるの
は、トリップメーター 2 だけです。
TRIP 1は、[TRIP 1 RESET]を使って手
動でリセットしてください。

AUTO RESET
4 HRS

自動リセット（4時間の場合）

トリップメーターの自動リセット方法：

 • SCROLLボタンで[AUTO RESET]を選
び、SELECTボタンを押します。

	 •	 スクロールボタンを押して[OFF]、
[1 HR ]（1時間）、[2 HRS]（2時
間 ） 、 [ 4  H R S ] （ 4 時 間 ） 、 
[8 HRS]（8時間）のどれかを選択
します。

 • SELECTボタンを押して選択を確定す
ると[TRIP SETUP]のメニューに戻り
ます。

	 •	 イグニッションスイッチをOFFにし
た後、指定した時間が経過すると、
TRIP 2のすべての項目がゼロにリセ
ットされます。

バイクのセットアップ

[SETTINGS]メニューを開き、[BIKE SET 
UP]を選んでアンチロックブレーキシス
テム（ABS）およびトラクションコント
ロール（TC）の設定を変更します。

BIKE SETUP

EXIT

ABS

TC

バイクの設定メニュー

選択できる項目は以下のとおりです。

 • EXIT（終了）

 • ABS
 • TC

EXIT（終了）

[EXIT]を選択すると[SETTINGS]メニュー
に戻ります。

アンチロックブレーキシステム 
（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。
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警告

ABSを[DISABLE]（無効）に設定する
と、アンチロックブレーキシステムが
効かなくなります。

各ライディングモードに保存されてい
るABSの設定も、ABSの元の設定が
[Road]、[Off-Road]、[Off]のどれであ
っても関係なく上書きされます。

ABSおよびライディングモードのABSを
作動可能な状態に戻すには、ABSメニュ
ーで[ENABLE]（有効）を選択するか、
また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。

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。

ABSの有効・無効の選び方：

 • SCROLLボタンで[ABS]を選び、
SELECTボタンを押します。

 • SCROLLボタンで[ENABLE]（有効）
または[DISABLE]（無効）を選びま
す。

ABS
ENABLE

ABS（有効の場合）

 • SELECTボタンを押して選択を確定す
ると[BIKE SETUP]のメニューに戻り
ます。

 • [DISABLE]を選択した場合は、ABS
警告灯が点灯し、マルチファンクシ
ョンディスプレイに[WARNING - 
ABS SYSTEM DISABLED]（警告：
ABS無効）と少しの間だけ表示され
ます。

 • ABSが復帰するまでは、ABSおよび
各ライディングモードのABSが解除
された状態になります。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、ABSがすべて自動
的に復帰します。

注記:

•	 ライダーがABSを解除しても、トラ
クションコントロールおよびクルー
ズコントロール（搭載車のみ）は解
除されません。
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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（TC）は一時
的に解除できます。TCシステムを解除し
たままにしておくことはできません。イ
グニッションスイッチをOFFにしてから
もう一度ONにすると、TCシステムが自動
的に復帰します。

警告

TCを[DISABLE]（無効）に設定すると、
トラクションコントロールシステムが効
かなくなります。

各ライディングモードに保存されている
TCの設定も、TCの元の設定が[Rain]、
[Road]、[Sport]、[Off-Road]、[Off]
のどれであっても関係なく上書きされま
す。

TCおよびライディングモードのTCを作
動可能な状態に戻すには、TCメニュー
で[ENABLE]を選択するか、またはイグ
ニッションスイッチをOFFにしてからも
う一度ONにします。

TC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通常どおり運
転できます。その場合は、ぬれた路面や
滑りやすい路面で急加速をすると後輪が
スリップし、制御不能となって事故につ
ながるおそれがあります。

TCの有効・無効の選び方：

 • S C R O L Lボタンで[TC ]を選び、
SELECTボタンを押します。

 • SCROLLボタンで[ENABLE]（有効）
または[DISABLE]（無効）を選びま
す。

TC
ENABLE

TC（有効の場合）

 • SELECTボタンを押して選択を確定す
ると[BIKE SETUP]のメニューに戻り
ます。

 • [DISABLE]を選択した場合は、TC警
告灯が点灯し、マルチファンクショ
ンディスプレイに[WARNING - TC 
SYSTEM DISABLED]（警告：TCシス
テム無効）と少しの間だけ表示され
ます。

 • TCが復帰するまでは、TCおよび各ラ
イディングモードのTCが解除された
状態になります。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、TCがすべて自動的に復帰
します。
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画面の表示設定

[SETTINGS]メニューを開き、[DISPLAY 
SETUP]を選びます。

DISPLAY SETUP

EXIT

LANGUAGE

SET UNITS
SET CLOCK

BRIGHTNESS

DISPLAY SETUPのメニュー

選択できる項目は以下のとおりです。

 • EXIT（終了）

 • LANGUAGE（言語）

 • SET UNITS（単位の設定）

 • SET CLOCK（時刻の設定）

 • BRIGHTNESS（画面の明るさ）

EXIT（終了）

[EXIT]を選択すると[SETTINGS]メニュー
に戻ります。

言語

LANGUAGE
ENGLISH

言語メニュー（英語の場合）

選択できる言語：

	 •	 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

	 •	 スウェーデン語

	 •	 ブラジル語

言語の選び方：

 • SCROLLボタンで[LANGUAGE]を選
び、SELECTボタンを押します。

 • SCROLLボタンを押して希望の言語
を選択し、SELECTボタンを押して確
定します。[DISPLAY SETUP]のメニ
ューに戻ります。

注記:

• SELECTボタンを押すと、画面に表示
されるメニューの項目がすべて、選
択した言語で表示されるようになり
ます。
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単位の設定

DISTANCE
MILES

距離のメニュー（マイルの場合）

単位の設定方法：

 • SCROLLボタンで[SET UNITS]を選
び、SELECTボタンを押します。

 • [DISTANCE]メニューが開きます。
SCROLLボタンを押して[MILE]また
は[KM]を選び、SELECTボタンを押
します。

注記:

• [DISTANCE]を[MILE]に設定した場
合は、[MPG (UK)]（イギリスの
mpg）または[MPG (US)]（アメリ
カのmpg）のどちらかを選択できま
す。

• [DISTANCE]を[KM]に設定した場合
は、[KM/L]または[L/100 KM]のど
ちらかを選択できます。

 • SCROLLボタンを押して希望の単位
を選び、SELECTボタンを押します。

注記:

• [DISTANCE]を[MILE]に設定した場
合は、[TEMP]（温度）が表示され
ます。SCROLLボタンを押して[°F]
または[°C]を選び、SELECTボタン
を押します。

• [DISTANCE]を[KM]に設定した場合
は、温度の単位が自動的に[°C]に
設定されます。

 • TPMS搭載車の場合は、[PRESSURE]
（圧力）が表示されます。

 • SCROLLボタンを押して[PS I]、
[BAR]、[kPa]のどれかを選びま
す。

 • SELECTボタンを押して選択を確定す
ると[DISPLAY SETUP]のメニューに
戻ります。

時刻の設定

SET CLOCK
24 HR

時刻の設定（24時間表示の場合）

時計の合わせ方：

 • SCROLLボタンで[SET CLOCK]を選
び、SELECTボタンを押します。

 • SCROLLボタンを押して[12 HR]また
は[24 HR]のどちらかの表示方法を
選び、SELECTボタンを押して確定し
ます。

 • [SET HOUR]（「時」の設定）の画
面になります。SCROLLボタンを押
して数字を合わせ、SELECTボタンを
押します。

 • [SET MINUTE]（「分」の設定）の
画面になります。SCROLLボタンを
押して数字を合わせ、SELECTボタン
を押して確定すると、[DISPLAY 
SETUP]のメニューに戻ります。
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画面の明るさ

BRIGHTNESS

画面の明るさのメニュー

画面の明るさの変更方法：

 • S C R O L L ボ タ ン を 押 し て
[BRIGHTNESS]を選び、SELECTボタ
ンを押します。

 • SCROLLボタンを押してスライダー
のレベルを1（暗い）から10（明る
い）の間で調整します。

 • SELECTボタンを押すと設定が保存さ
れ、[DISPLAY SETUP]のメニューに
戻ります。

ライディングモード

ライディングモードシステムでは路面状
況やライダーの好みに応じて、アンチロ
ックブレーキシステム（ABS）、スロッ
トルレスポンス（MAP）、トラクション
コントロール（TC）の設定を変更できま
す。

左側のスイッチハウジングにあるMODE
ボタンとSCROLLボタンを使い、停車中で
も走行中でも、ライディングモードを選
択できます。

2

1

1. MODEボタン
2. SCROLLボタン

選択できるライディングモード：

 • RAIN（レイン）

 • ROAD
 • OFF-ROAD
ABS、MAP、TCでどんな項目を設定でき
るかは、ライディングモードによって異
なります。ライディングモードの詳細は
ページ	90を参照してください。



計器盤

86

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

[BIKE SETUP]メニューでABSかTCのど
ちらか一方またはその両方を解除した場
合、ABSとTCのどちらか一方またはその
両方の設定がすべてのライディングモー
ドで解除されます。

ABSやTCを復帰させるか、イグニッショ
ンスイッチをOFFにしてからもう一度ON
にすると、各ライディングモードのABS
やTCも復帰します。

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。

警告

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

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

ライディングモードの選び方：
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左側スイッチハウジングにあるMODEボ
タンを押し、マルチファンクションディ
スプレイにライディングモードの選択メ
ニューを表示します。

OFF-ROAD
OFF-ROAD

OFF-ROAD

OFF-ROAD

OFF-ROAD

C N S

MAP

ライディングモードの選択メニュー

MODEボタンを押し続けると、以下の順
番でライディングモードをスクロールで
きます。

 • RAIN（レイン）

 • ROAD
 • OFF-ROAD
SCROLLボタンを押してライディングモー
ドを上下にスクロールすることもできま
す。

注記:

•	 選択したライディングモードが自動
的に有効になるまでには少し時間が
かかるため、その間に次のライディ
ングモードにスクロールできます。

希望するライディングモードのところま
で太枠を移動します。

太枠で囲まれたライディングモードの名
称と、そのライディングモードに保存さ
れているABS、MAP、TCの設定がマルチ
ファンクションディスプレイの左側に表
示されます。

現在のライディングモードは細枠で囲ま
れます。

OFF-ROAD
OFF-ROAD

OFF-ROAD

OFF-ROAD

OFF-ROAD

C N S

MAP

1

2 3

1.	 選択したライディングモード
2.	 選択したライディングモードのABS、

MAP、TCの設定
3.	 現在のライディングモード

ライディングモードを太枠で選択して少
し時間をおくと、そのライディングモー
ドが自動的に作動しますが、そのために
は以下の条件を満たす必要があります。

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）。
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注記:

• ABSまたはTCが[Off-Road]や[Off]に
設定してある場合は、走行中に
OFF-ROADモードを選択することは
できません。

•	 その場合は停車してからライディン
グモードを選択してください。

ABS、MAP、TCの設定を変更し終わる
と、マルチファンクションディスプレイ
がホーム画面に戻り、選択したライディ
ングモードが表示されます。

OFF-ROAD

AUTO
OFF-ROAD

MPG

MI

PSI
PSI

C N S

1

2

36
42

F
R

47
12

2

1

1.	 選択したライディングモード
2.	 ホーム画面

これでライディングモードが変更されま
したので、通常どおり走行できます。

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モードになっていて、
OFF-ROADモードでの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にしたときのライディング
モードはROADモードになります。

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

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

ライディングモードの変更が正常に完了
しない場合は、前のライディングモード
と新しく選択したライディングモードの
両方が点線で囲まれます。これは、新し
く選択したライディングモードに設定さ
れているABS、MAP、TCのどれかが正常
に作動しなかったことが原因です。

OFF-ROAD
OFF-ROAD

OFF-ROAD

OFF-ROAD

OFF-ROAD

C N S

MAP
1

1.	 ライディングモードの変更に失敗したと
き

その場合、MIL、ABS警告灯、TC警告灯も
各システムの状態に応じて点灯すること
があります。

ライディングモードの変更に失敗した場
合：

	 •	 安全に停車します。

	 •	 ギアをニュートラルにします。

	 •	 イグニッションスイッチをOFFにし
てからもう一度ONにします。

	 •	 希望するライディングモードを選択
します。

	 •	 エンジンをかけ、走行を続けます。

警告

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

必ず安全に停車し、ギアをニュートラル
にしてからエンジンを止めてください。

イグニッションスイッチやエンジンス
トップスイッチを操作して走行中にエ
ンジンを切ると後輪がロックし、制御
不能となって事故につながるおそれが
あります。

注意

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

必ず安全に停車し、ギアをニュートラル
にしてからエンジンを止めてください。

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。
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ライディングモードの設定

各ライディングモードに対してABS、
MAP、TCをどのように設定できるかは次
の表を参照してください。

ライディングモード

RAIN 
(レイン)

ROAD OFF-ROAD

ABS（アンチロックブレーキシステム）

Road

Off-Road

Off

MAP（スロットルレスポンス）

レイン

Road

Off-Road

TC（トラクションコントロール）

レイン

Road

Off-Road

Off

記号

標準（初期設定）

選択可能

選択不可

ABSの設定項目について

警告

ABSの[Off-Road]設定は、通常のオンロ
ード走行で使用するためのものではあり
ません。

このような状況でリアブレーキペダルを
使用してブレーキを強くかけると、後輪
がロックする可能性があります。

ABSを[Off-Road]設定にしてオンロード
を走行し、ブレーキをかけると車両が不
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。

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。

 • Road：通常走行に最適なABS設定で
す。

 • Off-Road：オフロード走行に最適な
ABS設定です。

 • フロントブレーキレバーの操作：フ
ロントブレーキレバーだけでブレー
キをかけると、ページ	150の「ブ
レーキの使い方」に記載してあるよ
うに、前後連動ブレーキシステムに
よって後輪にも軽くブレーキがかか
ります。その場合のABSの介入レベ
ルは、前輪後輪ともオフロード走行
に最適な設定です。
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 • リアブレーキペダルの操作：リアブ
レーキペダルの踏力が直接リアの制
動力に影響します。前後連動ブレー
キによってフロントブレーキレバー
と連動してかかるリアブレーキより
も、リアブレーキペダルを踏んでか
けるブレーキの方が優先されます。
その場合のABSの介入レベルは、前輪
はオフロード走行に最適ですが、後
輪はブレーキを強くかけるとロック
します。リアブレーキペダルだけで
ブレーキをかけると、リアブレーキ
しかかかりません。リアブレーキを
強くかけると後輪がロックします。
ABS警告灯はゆっくり点滅します。

 • Off：ABSは作動しません。ABS警告
灯が点灯します。

MAPの設定項目について

 • Rain：ぬれた路面や滑りやすい路面
を走行するときのために、[Road]に
設定したときよりもスロットルレス
ポンスが穏やかになります。

 • Road：標準的なスロットルレスポン
スです。

 • Off-Road：オフロード走行に最適な
スロットルレスポンスです。

TCの設定項目について

警告

TCの[Off-Road]設定は、通常のオンロ
ード走行で使用するためのものではあり
ません。

TCを[Off-Road]設定にすると後輪のス
リップが一定限度まで許容されるため、
そのままオンロードを走行した場合、加
速時に車体が不安定になる可能性があり
ます。

後輪がスリップして車体が不安定になる
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

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。

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

 • Road：通常走行に最適な設定です、
後輪のスリップが少しだけ許容され
ます。

 • Off-Road：オフロード走行に適した
設定です。[R a i n ]、[R o a d ]、
[Sport]に設定したときよりも後輪が
大きくスリップしないとTCが作動し
ません。TC表示灯がゆっくり点滅し
ます。

 • Off：TCは作動しません。TC無効警
告灯が点灯します。
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注記:

• OFF-ROADモードやRIDERモードの
ライディングモードを設定するとき
は、ABSおよびTCを作動可能な状態
に設定するかまたは解除するかを選
ぶことができます。

•	 現在使用中のライディングモードで
ABS、MAP、TCの設定を変更する
と、その変更がすぐに有効になりま
す。

•	 現在使用していないライディングモ
ードでABS、MAP、TCの設定を変更
すると、変更内容が保存され、その
ライディングモードを選択したとき
に変更後の設定が有効になります。

ライディングモードの設定方法：

停車し、SELECTボタンを長押しします。
[SETTINGS]メニューが開きます。

SCROLLボタンで[RIDING MODES]を選択
し、SELECTボタンを押します。

RIDING MODES

EXIT

RAIN

ROAD

OFF-ROAD

ライディングモードメニュー

SCROLLボタンで希望するライディングモ
ードを選び、SELECTボタンを押すと、ラ
イディングモード設定メニューになりま
す。

以下の画面が表示されているときに、
MODEボタンを長押ししてライディング
モード設定メニューを開くこともできま
す。

ホーム画面から

ホーム画面が表示されているときに
MODEボタンを長押しすると、現在使用
中のライディングモードの設定メニュー
が開きます。

ライディングモードメニューから

ライディングモードメニューが表示され
ているときにMODEボタンを長押しする
と、選択したライディングモードの設定
メニューが開きます。

OFF-ROAD

EXIT

ABS

MAP
TC

RESET

OFF-ROADモード設定メニュー（MAPの
場合）

ライディングモード設定メニューが表示
されたら、SCROLLボタンを押して希望す
る項目を選びます。SELECTボタンを押し
ます。設定項目が表示されます。

EXIT（終了）

[EXIT]を選択すると[RIDING MODES]メ
ニューに戻ります。
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ABS

ABS
ROAD

ABSの画面（Roadの場合)

ABSの設定変更方法：

 • [A B S ]の画面が表示されたら、
SCROLLボタンを押して希望の設定
を選びます。SELECTボタンを押して
選択を確定するとライディングモー
ド設定メニューに戻ります。

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。

MAP

MAP
ROAD

MAPの画面（Roadの場合)

MAPの設定変更方法：

 • [M A P ]の画面が表示されたら、
SCROLLボタンを押して希望の設定
を選びます。SELECTボタンを押して
選択を確定するとライディングモー
ド設定メニューに戻ります。
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TC

TC
ROAD

TCの画面（Roadの場合)

TCの設定変更方法：

 • [ T C ] の画面が表示されたら、
SCROLLボタンを押して希望の設定
を選びます。SELECTボタンを押して
選択を確定するとライディングモー
ド設定メニューに戻ります。

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。

リセット

RESET
CONFIRM

リセットメニュー（リセットする場合）

ライディングモードのリセット方法：

 • [RESET]メニューを開き、SCROLLボ
タンを押して[CONFIRM]を選びます
。選択したライディングモードが初
期設定に戻ります。

	 •	 各ライディングモードの出荷時の初
期設定についてはページ	90の表
を参照してください。
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スイッチ等の操作方法

キーレスイグニッション 
(搭載車のみ)

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

お車にはキーが3個付属しています。スマ
ートキー1個と通常のキー2個です。

スマートキー

注記:

•	 スマートキーがもう1個必要な場合、
Triumph正規販売店でお求めいただ
けます。ただし、お車に登録できる
キーは3個までです。スマートキー
と通常のキーを合わせて3個までで
す。

スマートキーの使い方

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

スマートキーのボタンを短く押すと、ス
マートキーの状態が分かります。赤色に
点灯したらOFF、緑色に点灯したらONで
す。ボタンを長押しすると、長押しする
前のスマートキーの状態に応じた色で点
灯し、その後OFFまたはONに切り替わり
ます。

スマートキーはシステムセンサーの近く
（1メートル以内）に置いてください。
センサーは車両左側にあります。スマー
トキーがシステムセンサーの検知エリア
外にあると、スマートキーが反応せず、
キーレスイグニッションを使用できませ
ん。

スマートキーのバッテリーがきれた場合
は、通常キーを使うときと同じようにス
マートキーを使用してください。

1

1.	 システムセンサーの位置

キーレスイグニッションでのエンジンの
かけ方の詳細はページ	148を参照して
ください。
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通常キーの使い方

通常キーでエンジンをかけるときは、車
両左側にあるシステムセンサーに通常キ
ーを当てます。通常キーをシステムセン
サーに当てたまま、エンジンスタート／
ストップスイッチをQUICK STARTまたは
Power ON/OFFにします（ページ	101参
照）。

注意

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

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

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

注意

スマートキーに異常がある場合または
スマートキーのバッテリーがきれた場
合は、Triumph正規販売店にスマートキ
ーをお持ちください。

マスターイグニッションスイッチ 
（装着車のみ）

ckde

マスターイグニッションスイッチ

マスターイグニッションスイッチは、ア
メリカおよびカナダ向けの車両に装着さ
れています。メーターパネルの右側にあ
ります。

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

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

イグニッションキー

Tiger 1200 XRの場合

警告

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

他のキーやキーホルダーなどは、走行前
に取り外してください。



装備の使い方

99

注意

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

他のキーやキーホルダーなどは、走行前
に取り外してください。

注意

盗難防止のため、スペアキーはお車とは
別の場所に保管してください。

1

cixj

1.	 キーナンバーのタグ

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

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

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

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

イグニッションスイッチ／ステアリ
ングロック

Tiger 1200 XRの場合

PU

SH

P

OFF               O
N

3

2

5
1

4

1.	 イグニッションスイッチ／ステアリング
ロック

2. LOCK
3. OFF
4. ON
5. PARK
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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。イグニッシ
ョンキーをイグニッションスイッチに差
し込んでONにすると、エンジンイモビラ
イザーが解除されます。

イグニッションスイッチの各ポジシ
ョン

イグニッションスイッチには4つのポジシ
ョンがあり、イグニッションキーで操作
します。イグニッションキーはOFF、
LOCKまたはP（PARK）のポジションにあ
るときだけ、イグニッションスイッチか
ら抜き取ることができます。

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

駐車するとき：イグニッションキーを
LOCKからPまで回します。ステアリング
がロックされ、ポジションライトが点灯
します。

注記:

• Pの位置でステアリングをロックし
たまま長期間放置しないでくださ
い。 バッテリーが上がってしまい
ます。

警告

防犯および安全のため、車両から離れる
ときは、必ずイグニッションスイッチを
OFFかLOCKかPARKにし、キーを抜いて
ください。

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

警告

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

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

Tiger 1200 XR以外の各モデル

ckdp

1

3

4
5

7

6

2

8

1. HOMEボタン
2.	 エンジンスタート／ストップスイッチ
3. QUICK START
4. RUN
5. STOP
6.	 パワーON/OFF
7.	 ハザードライトスイッチ
8.	 ステアリングロックボタン

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。

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

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

詳細はページ	148を参照してください。

RUN
走行するには、エンジンスタート／スト
ップスイッチをRUNにしてください。

STOP
STOPにすると、エンジンが停止します。

注記:

• STOPにするとエンジンは停止します
が、電気回路がすべて遮断されるわ
けではありません。そのため、バッ
テリーが上がってエンジンがかかり
にくくなる場合があります。

パワーON/OFF
パワーON/OFFにすると、電気回路とメー
ターディスプレイのONとOFFが切り替わ
ります。ONにすると、エンジンをかけな
くてもメーターディスプレイにアクセス
できます。

注意

エンジンスタート／ストップスイッチを
パワーONにしたまま放置することは避
けてください。 電装品が損傷したりバ
ッテリーが上がったりするおそれがあり
ます。

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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ステアリングロックボタン

お車をロックするときは、ハンドルバー
を左にいっぱいまで切り、ステアリング
ロックボタンを押します。

イグニッションをOFFにすると、エンジ
ンイモビライザーが作動します。イグニ
ッションをONにすると、エンジンイモビ
ライザーが停止します。

警告

お車から離れるときは、安全のため、
必ずステアリングロックをかけてくだ
さい。

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

右側ハンドルバースイッチ

Tiger 1200 XRの場合

RES /+

SET /-

4

3

1

5

ON

2

1.	 エンジンストップスイッチ：STOP
2.	 エンジンストップスイッチ：RUN
3.	 クルーズコントロール速度調整ボタン
4.	 スターターボタン
5.	 ハザードライトボタン

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。
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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（ページ	111参照）。

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。

左側ハンドルバースイッチ

Tiger 1200 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.	 ライダーシートヒータースイッチ（装着

車のみ）

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	111を参照してください。
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デイタイムランニングライト（DRL）
スイッチ（装着車のみ）

   
イグニッションスイッチがONの
状態のときに、デイタイムラン

ニングライトスイッチをDRLモードにす
ると、デイタイムランニングライト表示
灯が点灯します。

デイタイムランニングライトとロービー
ムヘッドライトは、DRLスイッチで操作
します。DRLスイッチの上半分を押すと
DRLモード、下半分を押すとロービーム
です。

警告

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

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

その結果、車両が制御不能となって事故
につながるおそれがあります。

注記:

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

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

MODEボタン

MODEボタンを押すと、ライディングモ
ード選択メニューが開きます。MODEボ
タンを繰り返し押すと、ライディングモ
ー ド を ス ク ロ ー ル で き ま す （ ペ ー
ジ	86参照）。

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	90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
押しすると、該当する側の方向指示器が
点滅し、以下のように消灯します。

方向指示器を操作してから8秒たつと、
方向指示器自動消灯システムが作動しま
す。方向指示器が作動してから8秒が経
過し、そこからさらに65メートル走行す
ると、方向指示器自動消灯システムによ
って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	48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。
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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。

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。
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デイタイムランニングライト（DLR）
がある場合

DRLスイッチを [デイタイムランニング
ライト（DRL）] の位置にしてからハイ
ビームボタンを長押ししてハイビームを
点灯します。そうすると、ハイビームボ
タンを押している間はハイビームが点灯
したままになり、ハイビームボタンを離
すとすぐにハイビームが消灯します。

DRLスイッチを [ロービーム] の位置にし
てからハイビームボタンを押すと、ハイ
ビームが点灯します。ハイビームボタン
を押すたびに、ロービームとハイビーム
が切り替わります。

注記:

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

•	 ヘッドライトは、イグニッションス
イッチがONになっていて、エンジン
がかかっているときに機能します。

デイタイムランニングライト（DLR）
がない場合

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

注記:

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

•	 ヘッドライトは、イグニッションス
イッチがONになっていて、エンジン
がかかっているときに機能します。

ライダーシートヒータースイッチ 
（装着車のみ）

ライダー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。ライダーシートヒーターをONに
すると、ディスプレイにライダーシー
トヒーターのマークが表示されます。
設定温度はマークの色で分かります。

詳細はページ	131を参照してください。
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左側ハンドルバースイッチ

Tiger 1200 XRの場合

4

5
1

2

3 6

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. SELECTボタン
5. SCROLlボタン
6. MODEボタン

ヘッドライトスイッチ

ヘッドライトスイッチでハイビームとロ
ービームを切り替えます。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
チを手前に押します。ハイビームにする
と、タコメーター内のハイビーム表示灯
が点灯します。

パッシング機能

ヘッドライトスイッチをロービーム側に
した状態で、ヘッドライトスイッチの下
側を押すとパッシング機能を使用できま
す。

ヘッドライトスイッチを押している間だ
け、ハイビームになります。ヘッドライ
トスイッチから手を離すと、ハイビーム
が消灯します。

注記:

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

•	 ヘッドライトは、イグニッションス
イッチが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。

エンジンをかけずにヘッドライトを点灯
する方法が2つあります。

	 •	 クラッチレバーを握り、イグニッシ
ョンスイッチをONにします。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。

	 •	 イグニッションスイッチをONにし、
ヘッドライトスイッチをロービーム
側にした状態で、ヘッドライトスイ
ッチの下側を押すとヘッドライトが
点灯します。ヘッドライトスイッチ
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。
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方向指示器スイッチ

方向指示器スイッチを左右どちらかに押
すと、押した方向の方向指示器が点滅し
ます。方向指示器を消灯するときは、方
向指示器スイッチを中央の位置に動かし
ます。

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。

SELECTボタン

SELECTボタンを押すと、マルチファンク
ションディスプレイで選択した項目を確
定できます。

停車した状態でSELECTボタンを長押しす
るとマルチファンクションディスプレイ
の[SETTINGS]メニューにアクセスできま
す（ページ	78の「設定メニュー」参
照）。

SCROLLボタン

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

MODEボタン

MODEボタンを押すと、マルチファンク
ションディスプレイのライディングモー
ド選択メニューが開きます。MODEボタ
ンを繰り返し押すと、ライディングモー
ドをスクロールできます（ページ	86
参照）。

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（ペー
ジ	90の「ライディングモードの設定」
参照）。

スロットルコントロール

2

1

3

1.	 スロットル開位置
2.	 スロットル閉位置
3.	 クルーズコントロールが解除される位置

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

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

ツイストグリップをスロットル閉位置か
らさらに3～4 mm前方に回すと、クルー
ズコントロールを解除できます（ペー
ジ	113参照）。

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。
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スロットルコントロールに異常がある場
合は、故障表示灯（MIL）が点灯し、エン
ジンが以下のどれかの状態になります。

 • MILが点灯し、エンジン回転数とス
ロットル動作が制限される

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

 • MILが点灯し、エンジンがかからな
くなる

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

ブレーキの使用について

警告

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

エンジン性能が低下すると危険な走行状
態となり、制御不能となって事故につな
がるおそれがあります。

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

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

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

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。

2 1

chdd_2

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

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

	 •	 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。

クルーズコントロール

警告

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

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

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

警告

このTriumphモーターサイクルで走行す
るときは、法定速度内で運転してくださ
い。走行速度が増すにつれて周囲の交通
状況に対応できる時間がどんどん短くな
るため、高速で運転すると危険な状況に
陥る可能性があります。必ず天候や交通
状況に応じて速度を落としてください。

警告

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

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

Tiger 1200 XRの場合

クルーズコントロールのボタンは右側ス
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。

RES /+

SET /-
ON

2

1

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

Tiger 1200 XR以外の各モデル

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	 1 1 1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。
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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。

Tiger 1200 XRの場合

4

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
4.	 クルーズコントロールライト

Tiger 1200 XR以外の各モデル
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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	 1 12の方法で設定速度を変
更した場合

	 •	 ページ	 1 13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。

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。
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クルーズコントロールの解除方法

クルーズコントロールは、以下のどれか
の操作をしたときに解除されます。

	 •	 スロットルグリップを前方いっぱい
まで回す。

	 •	 クラッチレバーを握る。

	 •	 フロントブレーキまたはリアブレー
キを操作する。

	 •	 スロットルグリップを使用して60秒
間以上加速する。

クルーズコントロールを解除すると、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	 113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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Triumphセミアクティブサスペ
ンション(TSAS)(搭載車のみ)

注記:

• Tiger 1200 XR以外の各モデルには、
Triumphセミアクティブサスペンシ
ョン（TSAS）が搭載されています。

警告

サスペンションの設定を変更したら、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。ご自身が設定したサスペンショ
ン設定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。

Triumphセミアクティブサスペンション
（TSAS）システムでは、フロントとリア
のサスペンションの減衰力の設定および
リアサスペンションのプリロードの設定
を変更できます。

走行中でも停車中でも、TSASモードや減
衰力の設定をディスプレイから簡単に変
更できます。

新しいTSASモードを選択したり減衰力の
設定を変更したりした場合、エンジンが
かかっているときはその新しい設定がす
ぐに反映されます。

TSASモード

選択できるTSASモード：

 • Auto（自動）：TSASシステムが路
面の状態（オンロードかオフロード
か）を自動的に検出し、検出結果に
応じて伸側と圧側の減衰力を調整し
ます。

 • Off-Road：オフロード走行に最適な
TSAS設定です。

TSASの減衰力の設定

TSASでは、[COMFORT]（ソフト）から
[SPORT]（ハード）まで9種類の減衰力
を選択できます。その中でも主要な設定
項目は以下の3種類です。

 • COMFORT
 • NORMAL
 • SPORT
TSASの設定方法の詳細はページ	45を
参照してください。

キャリブレーション

TSASシステムによって調整モーターの再
キャリブレーションが実施されることが
あります。

	 •	 何らかの理由でバッテリーの接続を
外した場合

 • TSASシステムに異常が発生した場合

再キャリブレーションの実施中は、TSAS
警告灯が毎秒2回点滅します。

再キャリブレーションが正しく行われる
ように、以下の手順にしたがってくださ
い。

	 •	 イグニッションスイッチをONにし
ます。エンジンはかけないでくださ
い。

 • TSAS警告灯の点滅が止まるまで待ち
ます。調整モーターのキャリブレー
ションが終了すると点滅が止まりま
す。

	 •	 エンジンをかけます。TSAS警告灯が
再び点滅した場合は、調整モーター
が再キャリブレーション中となって
います。これはバッテリーの電圧低
下が原因です。

 • TSAS警告灯の点滅が消えるまで待っ
てから、走行してください。

この手順にしたがわないと、再キャリブ
レーションが中断され、TSAS警告灯が点
灯したままになります。
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その場合は、次の機会に再キャリブレー
ションを完了すると、TSAS警告灯が消灯
します。

トラクションコントロール 
（TC）

警告

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

•	コーナー進入時に速度が出すぎている
場合

•	車体をかなり傾けた状態で加速した場
合

•	ブレーキをかけている場合

トラクションコントロールおよびコーナ
リングトラクションコントロールで、前
輪のスリップを防止することはできませ
ん。

これらの警告を無視すると、制御不能
となって事故につながるおそれがあり
ます。

トラクションコントロール（TC）は全車
に搭載されています。

トラクションコントロールは、ぬれた路
面や滑りやすい路面で加速するときにト
ラクションを確保しやすくするためのも
のです。リアホイールのトラクションが
失われた（スリップした）ことをセンサ
ーが検知すると、トラクションコントロ
ールシステムが作動し、リアホイールの
トラクションが回復するようにエンジン
出力を制御します。

トラクションコントロールシステムが作
動している間は、トラクションコントロ
ール表示灯が点滅します。また、ライダ
ーもエンジン音の変化に気付くことがあ
ります。
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トラクションコントロール表示灯の詳細
についてはページ	 2 7  および  ペー
ジ	64を参照してください。

コーナリングトラクションコントロ
ール（搭載車のみ）

注記:

• Tiger 1200 XR以外のモデルにはコー
ナリングトラクションコントロール
（TC）が搭載されています。

コーナリングTCは、カーブで車体を傾け
ているときにトラクションコントロール
が介入した場合にも、ライダーが安心し
てコーナリングできるようにするシステ
ムです。

コーナリングTCが車体の傾きを常に監視
し、トラクションコントロールを最適な
レベルで効かせ、カーブ走行中の後輪の
トラクションを確保します。

警告

TCシステムが機能しない場合は、ぬれ
た路面や滑りやすい路面で加速したりコ
ーナリングしたりするときに、後輪が空
転しないように注意しなければなりませ
ん。

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

これらの警告灯が点灯したままの状態
で、必要以上に走行を続けないでくだ
さい。できるだけ早くTriumph正規販売
店に連絡し、点検修理を受けてくださ
い。

そのような状態で急加速や急旋回を行う
と後輪が空転し、車両が制御不能となっ
て事故につながるおそれがあります。

警告

コーナリングTCに異常がある場合は、
TC無効警告灯が点灯し、ディスプレイ
にメッセージが表示されます。

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

• TCシステムにその他の異常がない

•	ライダーがTCを解除していない（ペ
ージ  49の「バイクのセットアップ」
またはページ  44の「ライディングモ
ードの設定」参照）。

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は、後輪
が空転しないように注意してください。

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

これらの警告灯が点灯したままの状態
で、必要以上に走行を続けないでくだ
さい。できるだけ早くTriumph正規販売
店に連絡し、点検修理を受けてくださ
い。

そのような状態で急加速や急旋回を行う
と後輪が空転し、車両が制御不能となっ
て事故につながるおそれがあります。

注記:

• ABSに異常がある場合、TCとコーナ
リングTC（搭載車のみ）も機能しな
くなることがあります。その場合は
、ABS警告灯に加え、TC無効警告灯
とMILが点灯する可能性があります。

TC無効警告灯および表示されるメッセー
ジの詳細はページ	27を参照してくだ
さい。
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トラクションコントロールの設定

警告

トラクションコントロールを解除した場
合、トラクションコントロールは作動し
ませんが、お車は通常どおり運転できま
す。

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

TCの解除方法はページ	49の「バイク
のセットアップ」を参照してください。
TCの設定方法はページ	44の「ライデ
ィングモードの設定」を参照してくださ
い。

タイヤ空気圧モニタリングシ
ステム(TPMS)(搭載車のみ)

警告

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 190参照）。

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、走行速度が約
20 km/hにならないと、センサーから空気
圧のデータが送信されません。タイヤ空気
圧のデータが送信されるまでの間は、画面
にダッシュ記号が2個表示されます。

停車した後も約7分間は、センサーから空
気圧のデータが送信され、その後センサ
ーがOFFになります。センサーがOFFにな
るまでの間は、画面にタイヤ空気圧が表
示されます。

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

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

• TPMSを取り付けると、画面にTPMS
の表示がされます。

タイヤ空気圧センサーのシリアルナ
ンバー

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

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

フロントタイヤ空気圧センサー

 
 
 

リアタイヤ空気圧センサー

 
 
 

TPMS表示画面

   
TPMSと連動してタイヤ空気圧
警告灯が作動します。

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

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

Tiger 1200 XRの場合
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OFF-ROAD

MPG

MI

PSI
PSI

C N S

1

2

36
42

F
R

47
12

1 2
3

1. TPMSマーク
2.	 フロントタイヤ空気圧
3.	 リアタイヤ空気圧
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Tiger 1200 XR以外の各モデル
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1.	 警告灯
2.	 フロントタイヤ空気圧
3.	 リアタイヤ空気圧

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

警告

タイヤ空気圧警告灯が点灯した場合は、
停車してください。

タイヤを点検し、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。

タイヤ空気圧が不足していることが検出
されると、走行に関する各種データの表
示がタイヤ空気圧の表示に自動的に切り
替わります。

走行速度が20 km/hに達するまではダッ
シュ記号が表示されます。

センサーバッテリー

タイヤ空気圧センサーのバッテリー電圧
が低い場合は、ディスプレイにメッセー
ジが表示されます。TPMSマークかメッ
セージを見れば、どちらの空気圧センサ
ーのバッテリー電圧が低いかが分かりま
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。ディスプレイに警告メッセージも
表示されます。

Triumph正規販売店でセンサーを交換して
もらい、新しいシリアルナンバーをペー
ジ	118に記入してもらってください。

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

TPMSシステムの異常

TPMSシステムに異常がある場合は、
TPMS警告灯が赤く点灯し、[SENSOR 
SIGNAL FRONT/REAR TYRE]（フロント
／リアのタイヤセンサー信号）とディス
プレイに表示されます。Triumph正規販
売店で修理してもらってください。

タイヤ空気圧

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。
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タイヤ空気圧は、正確なタイヤ空気圧ゲ
ージを使用して必ず冷間時に調整してく
ださい（ページ	190参照）。ディスプ
レイに表示された空気圧を見て調整して
はいけません。

警告

タイヤ空気圧モニタリングシステム 
（TPMS）は、タイヤ空気圧を調整する
ときにタイヤ空気圧ゲージとして使用す
るものではありません。タイヤ空気圧を
正しく設定するには、必ず正確なタイヤ
空気圧ゲージを使い、タイヤ冷間時に空
気圧を測定してください（ページ 190
参照）。

TPMSの表示を見ながらタイヤ空気圧を
調整すると正しい空気圧にならない場合
があります。そうすると、車両が制御不
能となって事故につながるおそれがあり
ます。

注意

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

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

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

タイヤ空気圧不足

警告

タイヤ空気圧警告灯が点灯した場合は、
停車してください。

タイヤを点検し、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。

タイヤ空気圧が低いことが検知されると、
タイヤ空気圧警告灯が点灯し、ディスプレ
イにメッセージが表示されます（ペー
ジ	67 または ページ	30参照）。
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燃料

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

cbmm_2

1

2

1.	 フューエルタンクキャップ
2.	 キー

フューエルタンクキャップの開け方：

	 •	 ロック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の閉じ方：

	 •	 キーを差し込んだままキャップを押
します。ロックするとカチッと音が
します。

	 •	 キーを抜き、カバーを閉じます。

注意

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

警告

タンクに燃料を入れ過ぎると燃料がこぼ
れる可能性があります。

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

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

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

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

注意

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

燃料に異物が混入すると、燃料システム
の部品が損傷する場合があります。

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

cbnm

2 1

1.	 フューエルフィラーネック
2.	 燃料の上限

給油後は、フューエルフィラーキャップ
をきちんと閉じてください。



装備の使い方

124

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
とそうとすることは絶対にやめてくださ
い。

走行中にハンドルバーから手を離すと、
車体を制御できなくなります。

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

ウィンドスクリーンの洗浄についてはペ
ージ	212を参照してください。

ウインドスクリーンの調整

警告

ウィンドスクリーンの高さを調整中に、
衣服の一部や指などをウィンドスクリー
ンに近づけることは絶対にやめてくださ
い。

衣服の一部や指などがウィンドスクリー
ンと車体との間にはさまって、けがをす
るおそれがあります。

ウィンドスクリーンは電動で調整されま
す。

Tiger 1200 XRの場合

ウィンドスクリーンの高さ調整方法：

	 •	 イグニッションスイッチをONにしま
す。停車中でも走行中でもウィンド
スクリーンの高さを調整できます。

	 •	 ウィンドスクリーンの高さ調整モー
ドにアクセスするときは、ホーム画
面を開き、SCROLLボタンを押して
ウィンドスクリーンの高さ調整を選
択します。

OFF-ROAD

AUTO
OFF-ROAD

MPG

MI

PSI
PSI

C N S

1

2

36
42

F
R

47
12

1

1.	 ウィンドスクリーン高さ調整モード

 • SELECTボタンを押すと、ウィンドス
クリーンの高さが調整できるように
なります。

 • SCROLLボタンを操作してウィンド
スクリーンを希望の高さに合わせま
す。

	 •	 ウィンドスクリーンの高さ調整の画
面が自動的に終了するまでには少し
時間がかかりますので、さらに高さ
を調整したい場合はその間に調整で
きます。

 • SELECTボタンを押せばいつでもウィ
ンドスクリーンの高さ調整を終了で
きます。
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Tiger 1200 XR以外の各モデル

ウィンドスクリーンの高さ調整方法：

	 •	 イグニッションスイッチをONにしま
す。停車中でも走行中でもウィンド
スクリーンの高さを調整できます。

	 •	 ウィンドスクリーンの高さはディス
プレイ下部のインフォメーショント
レイからのみ調整できます。

	 •	 ジョイスティックを左右に操作して
ウィンドスクリーン調整の項目をハ
イライト表示します。

ウィンドスクリーン高さ調整モード

	 •	 ジョイスティックを上下に操作して
ウィンドスクリーンを希望の高さに
調整します。

	 •	 ジョイスティックを左右に操作する
と、他の項目に移動できます。

ハンドルバーの調整

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正規販売店以外でハンドルバー
を調整した場合、操縦性や安定性などに
影響することがあり、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、
作業者が負傷したりお車が損傷したりす
ることを防ぐことができます。

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された
状態の場合は、ボルトの位置が逆
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。
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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ボ
ルト（8 mm）を取り外し、次にク
ランプとライザーの前方のボルト 
（10 mm）を取り外します。

2

1

chiv_3

1. 10 mmボルト
2. 8 mmボルト

	 •	 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。

	 •	 両方のライザーを180度回してボル
ト穴に合わせます。

	 •	 ハンドルバーをライザーに戻しま
す。

2
3

1

chiu_2

1.	 左側アッパークランプ
2.	 クランプ前側の割れ目
3.	 ハンドルバーの合わせ印

	 •	 アッパークランプを取り付け、
10 mmのボルト2個を後方側にはめ
ます。まだ、ボルトを本締めしては
いけません。

	 •	 ハンドルバーに刻印された合わせ印
がクランプの前側にある割れ目の左
端と合うようにハンドルバーを回し
ます。

 • 10 mmボルトをそれぞれ35 Nmで締
め付けます。

 • 8  m mボルトを前側に取り付け
26 Nmで締め付けます。
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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

chde 2

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。

お車にまたがったらまず、サイドスタン
ドを上げてください。

注記:

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

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）

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。

1

chdf_1

1.	 センタースタンド

センタースタンドをかけるときは、セン
タースタンドのフットファインダー部を
しっかりと踏み、リアラックをつかんで
車体を後ろ方向に持ち上げます。

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

シートの取り扱い

注意

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

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

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

シ ー ト の 洗 浄 方 法 に つ い て は ペ ー
ジ	212を参照してください。

リアシート

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。

1

1.	 シートロック

シートの取り外し方：

	 •	 イグニッションキーをシートロック
に差し込み、シートの後部を押しな
がらキーを反時計回りに回します。
そうすると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。
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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。パッ
センジャーシートの外側のブラケッ
ト2個をサブフレームにあるループ
部の下にはめ、内側のブラケット2
個をライダーシートのブラケットに
はめます。

	 •	 パッセンジャーシートを前方にそっ
と押してからシート後部を押してシ
ートロックにはめます。

1

2

3
1

4

1.	 パッセンジャーシートの外側ブラケット
2.	 サブフレームのループ部
3.	 パッセンジャーシートの内側ブラケット
4.	 ライダーシートのブラケット

警告

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

シートが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。

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。

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。

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	128参照）。

	 •	 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。

	 •	 ライダー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	128参照）。

ライダーシートの高さ調整

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。

4
4

2

5

3 1

chdi_2

1.	 ライダーシート
2.	 シート高さフロントアジャスター
3.	 シート高さリアアジャスター
4.	 シートを低くしたときの位置 

（フロント）
5.	 シートを高くしたときの位置 

（フロント）

ライダーシートは20 mmほど高さを調整
できます。

ライダーシートの高さ調整方法：

	 •	 ライダーシートを取り外します（ペ
ージ	129参照）。

	 •	 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	129参照）。
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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、車体左側にシートヒータースイッ
チがあります。

1

2

1.	 ライダーシートのヒータースイッチ
2.	 パッセンジャーシートのヒータースイッ

チ

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。

温度設定は低と高の2種類です。

1 2

1.	 低のマーク（黄）
2.	 高のマーク（赤）
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1.	 ライダーシートヒーター（低の場合）
2.	 パッセンジャーシートヒーター 

(高の場合)

ライダーシートヒーター

	 •	 寒さが厳しいときは、まずライダー
シートヒーターのスイッチをOFFの
位置で一度押して高に設定し、シー
トが十分温かくなったらスイッチを
もう一度押して低に切り替えるとよ
いでしょう。

	 •	 ライダーシートヒーターの電源を切
るときは、ライダーシートヒーター
のマークが消えるまでスイッチを何
度か押します。
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パッセンジャーシートヒーター

	 •	 寒さが厳しいときは、まずパッセン
ジャーシートヒーターのスイッチを
高に設定し、パッセンジャーシート
が十分温かくなったらスイッチを低
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の
電源を切るときは、スイッチを中
央の位置に動かします。しばらく
すると、ディスプレイからパッセ
ンジャーシートヒーターのマーク
が消えます。

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、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。

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、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。

ヘルメット用フックがライダーシートの
下の左側にあるので、ヘルメットをかけ
ることができます。

ciuw

1

1.	 ヘルメット用フック

ヘルメットのかけ方：

	 •	 ライダーシートを取り外します（ペ
ージ	129参照）。次に、ヘルメッ
トのあごひもをフックにかけます。

	 •	 ライダー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
（ページ	129参照）。
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ツールキットと取扱説明書と
TriumphアクセサリーDロック
ツールキットと取扱説明書は、パッセン
ジャーシートの下に保管されています。

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）。

Dロックの収納方法：

	 •	 パッセンジャーシートを取り外しま
す（ページ	128参照）。

	 •	 ストラップを外して取扱説明書とツ
ールキットを取り出します。

 • DロックのU字部の先端を車体前方に
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。

	 •	 図のように、Dロック本体をリアマ
ッドガードトレイにセットします。

cjhl

2

1

3

1. U字部
2. Dロック本体
3.	 ストラップ

	 •	 ツールキットと取扱説明書をDロッ
クの上に収納し、ツールキットのス
トラップで固定します。

	 •	 パッセンジャーシートを取り付けま
す（ページ	128参照）。

アクセサリーソケット

注意

エンジンがかかっていないときに、フロ
ントアクセサリーソケットに電装品を接
続したまま放置することは避けてくださ
い。 バッテリーが上がるおそれがあり
ます。

1

2

1.	 フロントアクセサリーソケット
2.	 リアアクセサリーソケット 

（装着車のみ）
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各モデル共通

燃料タンクの前方にアクセサリーソケッ
トがあります。

このソケットからは常に12Vの電源が供給
されます。

フロントアクセサリーソケットの回路は
No.7のヒューズで保護されています。ヒ
ューズのアンペア数はヒューズボックス
のふたのラベルに記載してあります。

Tiger 1200 XR以外のモデル

車体の後方左側にアクセサリーソケット
がもうひとつあります。

Tiger 1200 XRにアクセサリーソケットを
もうひとつ取り付ける場合は、アクセサ
リーソケットキットをTriumph正規販売
店でお求めください。

エンジンがかかっているときは、このア
クセサリーソケットから12Vの電源が供給
されます。

リアアクセサリーソケットはシャシー
ECMで保護されています。リアアクセサ
リーソケットが過負荷になると、シャシ
ーECMによってリアアクセサリーソケッ
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
にしたときにリアアクセサリーソケット
の電源が入ります。

注記:

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

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

USBソケット

警告

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。

cjhl_1

1

1. USBソケット

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。
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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。

エクスペディション・アルミ
パニア（装着車のみ）

MAX LOAD
5 kg (11 lbs)

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
びその他の荷物収納方法の詳細は、
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。

警告

車両の移動やリフトアップのためにパニ
アやマウントレールやラゲッジシステム
を利用してはいけません。

車両の損傷やけがにつながる場合があり
ます。
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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

各パニアの取り外し

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

	 •	 キー穴にキーを差し込みます。

	 •	 キーをロック解除位置まで回しま
す。

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

	 •	 パニアのロック装置を上側のマウン
トにセットします。

	 •	 パニアを内側に押し、ロック装置を
はめます。
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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。

21

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。

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

 

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、制御不能
となって事故につながるおそれがあり
ます。
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パニアの操作

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_2

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

1.	 パニアのストラップ

	 •	 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

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。
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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_4

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

各パニアの最大積載量は、パニア内側の
ラベルに記載してあります。

最大積載量を超えると、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、絶対に最大積載量を
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、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。

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モーターサイク
ルを運転し、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、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

荷物を正しく載せないと安全に走行でき
ず、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。

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

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

荷物が固定されているか（走行中以外の
ときに）たびたび点検し、車体後部から
荷物がはみ出すことのないようにしてく
ださい。最大積載量は、絶対に以下の値
を超えてはいけません。

Tiger 1200 XR - 230 kg (507 lb)

Tiger 1200 XRx - 228 kg (502 lb)

Tiger 1200 XRx-LRH - 230 kg (507 lb)

Tiger 1200 XRT - 228 kg (502 lb)

Tiger 1200 XCx - 223 kg (491 lb)

Tiger 1200 XCA - 224 kg (493 lb)

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

サスペンションの設定を手動で調整でき
るモデルの場合は、プリロードの設定と
減衰力の設定を積載状態に合わせて前後
とも調整してください（ページ 186参
照）。

パニアの最大積載量については、パニア
内側のラベルを確認してください。

警告

サーキット以外の場所では、法定速度を
超える速度で走行してはいけません。

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

車両にアクセサリーを装着している場合
や、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、
または車両全体の状態や悪路、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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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。

日常点検

cboc

警告

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

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

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

点検項目

燃料：タンクに燃料が適量入っているこ
と、燃料漏れがないこと（ページ	 121
参照）。

エンジンオイル: サイトグラスから見え
るオイル量が適切であること。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	170参照）。

ファイナルドライブ：オイル漏れがない
こと（ページ	177参照）。
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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	189参照）。

ナット、ボルト、ネジ類：ステアリング
とサスペンションの部品、アクスル、操
作レバーなどがきちんと締め付けてある
か目視点検すること。ゆるんだり損傷し
たりしているネジがないかすべて点検す
ること。

ステアリングの動き：左右にいっぱいま
でガタがなくスムーズに動くこと。コン
トロールケーブルのひっかかりがないこ
と（ページ	183参照）。

ブレーキ：ブレーキレバーを引いた感
触、ブレーキべダルを踏んだ感触が適
切であること。遊びが大きすぎる場合
またはレバーやペダルの操作感が柔ら
かすぎる場合は、ブレーキレバーやブ
レーキペダルを点検すること（ペー
ジ	178参照）。

ABS：発進後、速度が10 km/h を超えた
ときにABS警告灯が消灯すること（ペー
ジ	153参照）

ブレーキパッド：すべてのパッドのライ
ニングが1.5 mm以上残っていること（ペ
ージ	178参照）。

ブレーキフルード量：フルードの漏れが
ないこと。ブレーキフルード量は、両方
のリザーバーとも上限マークと下限マー
クとの中間あたりにあること（ペー
ジ	181参照）。

フロントフォーク：スムーズに動くこ
と。フォークシールから漏れがないこ
と（ページ	184参照）。

スロットル：スロットルグリップの遊び
が 2～3 mmであること。スロットルグリ
ップがスムーズにアイドルポジションに
戻ること（ページ	108参照）。

クラッチフルード量：フルードの漏れが
ないこと。クラッチフルード量がリザー
バーのMAXとMINとの間であること（ペ
ージ	176参照）

クーラント：クーラントの漏れがないこ
と。リザーブタンク内のクーラント量を
点検すること（エンジン冷間時）（ペー
ジ	173参照）。

電装品：ライト類とホーンが正しく機能
すること（ページ	 9 8  および  ペー
ジ	97参照）。

エンジンストップスイッチ：エンジンス
トップスイッチでエンジンが停止するこ
と（ページ	144参照）。

スタンド：バネの力で一番上まで戻るこ
と。リターンスプリングが弱くなってい
たり、傷んだりしていないこと（ペー
ジ	127参照）。
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エンジンの止め方

Tiger 1200 XRの場合

PU

SH

P

OFF

ON

RES /+

SET /-
ON

3

421

1.	 ニュートラル表示灯
2. OFF
3.	 イグニッションスイッチ
4.	 エンジンストップスイッチ：STOP

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
ンドかセンター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。電気的異常の原因となります。
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エンジンの止め方

Tiger 1200 XR以外の各モデル

25

8

6
4

2 0

12 14

25.2
mp/hMM

RPM
x1000

10

N

321

1.	 ニュートラル表示灯
2.	 エンジンストップスイッチ：STOP
3.	 マスターイグニッションスイッチ：OFF

（装着車のみ）

エンジンの止め方：

	 •	 スロットルを完全に戻します。

	 •	 ギアをニュートラルにします。

	 •	 エンジンストップスイッチをSTOPの
位置にします。

	 •	 マスターイグニッションスイッチが
ある場合はOFFにします。

	 •	 ギアを1速に入れます。

	 •	 安定した平らな場所で、サイドスタ
ンドかセンタースタンドで駐車しま
す。

	 •	 ステアリングをロックします。

注意

エンジンを止めたら、イグニッションス
イッチをONにしたまま放置してはいけ
ません。電気的異常の原因となります。
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エンジンのかけ方

Tiger 1200 XR

PU

SH

P

OFF

ON

3

5

4

RES /+

SET /-
ON

2

1

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

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。メーターの各警告
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	61の「警告灯」を参照してくだ
さい）。エンジンをかけるときに、
タコメーターの針がゼロに戻るまで
待つ必要はありません。

•	 イグニッションキーには、エンジ
ンイモビライザーを解除するため
のトランスポンダーが内蔵されて
います。イグニッションスイッチ
の近くではイグニッションキーを1
本だけ持つようにしてください。
イグニッションスイッチの近くで
イグニッションキーを2本持つと、
トランスポンダーとエンジンイモ
ビライザーとの間の信号が正常に
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。
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	 •	 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。

警告

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

排出ガスは有毒です。短時間の内に意識
を失い、死に至る可能性があります。

必ず屋外または換気の良い所でエンジン
をかけてください。

注意

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

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

注意

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

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

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

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

Tiger 1200 XR以外の各モデル

02:25
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1.	 マスターイグニッションスイッチ 
(装着車のみ)

2.	 エンジンスタート／ストップスイッチ：
QUICK START

3.	 ニュートラル表示灯

エンジンのかけ方：

	 •	 マスターイグニッションスイッチが
ある場合は O N にします。ペー
ジ	98を参照してください。

	 •	 クラッチレバーをいっぱいまで握り
ます。

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

	 •	 ギアをニュートラルにします。

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

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

警告

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

排出ガスは有毒です。短時間の内に意識
を失い、死に至る可能性があります。

必ず屋外または換気の良い所でエンジン
をかけてください。

注意

エンジンをかけた後に油圧低下警告灯が
点灯した場合は、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。
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注記:

•	 イグニッションキーには、エンジ
ンイモビライザーを解除するため
のトランスポンダーが内蔵されて
います。イグニッションスイッチ
の近くではイグニッションキーを1
本だけ持つようにしてください。
イグニッションスイッチの近くで
イグニッションキーを2本持つと、
トランスポンダーとエンジンイモ
ビライザーとの間の信号が正常に
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。

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

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。

警告

トラクションコントロールが作動してい
ると、前輪の浮き上がりと後輪のスリッ
プが抑えられます。

トラクションコントロールが機能してい
ない場合や解除されている場合は、低速
ギアでスロットルを開きすぎたり、急に
開いたりすることは避けてください。 
そうしないと、前輪が地面から浮き上
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。

1

6
5
4
3
2
N
1

1.	 ギアチェンジペダル
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ギアチェンジのしかた：

	 •	 クラッチレバーを握りながらスロッ
トルを戻します。

	 •	 ギアを1段上げるか、または1段下げ
ます。

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

	 •	 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。

ブレーキの使い方

chex_1

1

1.	 フロントブレーキレバー

1
1.	 リアブレーキペダル

すべてのモデルに前後連動ブレーキとア
ンチロックブレーキシステム（ABS）が
搭載されています。

前後連動ブレーキはライダーが効率的に
ブレーキをかけることができるようにサ
ポートするシステムです。

ライダーがフロントブレーキをかけると、
リアブレーキもわずかにかかるため、バラ
ンスよくブレーキが効きます。

リアホイールにかかる制動力は、ライダ
ーがフロントブレーキレバーでかけた制
動力に応じて変化します。

リアブレーキペダルを踏んだ場合は、リ
アブレーキしか効きません。
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制動力を最大限に発揮する必要があると
きには、必ずフロントブレーキレバーと
リアブレーキペダルを一緒に操作してく
ださい。

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、必ずフロントブレーキ
とリアブレーキを両方かけてください。
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。

ABSが機能していない場合や解除されて
いる場合は、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（本書に記載されているABSに
関する警告を参照してください）。

警告 つづき

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

警告

注意が散漫になると制御不能となって
事故につながるおそれがあるため、 
（ABSの有無にかかわらず）制動時、加
速時、旋回時には、安全のため十分に
注意を払ってください。フロントブレ
ーキまたはリアブレーキのどちらか一
方だけを使用すると、ブレーキ性能が
十分に発揮されません。ブレーキを強
くかけすぎると、どちらかのホイール
がロックする場合があり、制御不能と
なって事故につながるおそれがありま
す（本書に記載されているABSに関する
警告を参照してください）。

コーナーに進入する前にできるだけ減
速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。

コーナリングABSの詳細はページ 153
を参照してください。
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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、制御不能となって事故
につながるおそれがあります。

注意

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

警告

ABSはホイールのロックを防止します。
したがって、緊急時や滑りやすい路面を
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。

警告

ABSが機能していない場合やABSを解除
した場合は、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。（詳細はページ  80の「バイクの
セットアップ」またはページ  9 0の 
「ライディングモードの設定」参照）。

ABS警告灯が点灯したままの状態で、必
要以上に走行を続けないでください。異
常がある場合は、できるだけ早く
Triumph正規販売店に連絡し、点検修理
を受けてください。

警告 つづき

そのような状況で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。

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。

•	 突然上り坂や下り坂になると、ABS
が作動することがあります。

コーナリングABS

注記:

• Tiger 1200 XR以外のモデルにはコー
ナリングABSが搭載されています。

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

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

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

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

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

警告

必ず法定速度以下で走行してください。

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

コーナリング時は十分に注意してくださ
い。

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

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

警告

コーナリングABSが機能していない場合
は、ABS警告灯が点灯し、マルチファン
クションディスプレイに[ABS SYSTEM 
- CORNERING ABS DISABLED]と表示さ
れます。

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

• ABSにその他の異常がない

•	ライダーがABSを解除していない（ペ
ージ  80の「バイクのセットアップ」
またはページ  90の「ライディングモ
ードの設定」参照）。

ABS警告灯が点灯したままの状態で、必
要以上に走行を続けないでください。異
常がある場合は、できるだけ早く
Triumph正規販売店に連絡し、点検修理
を受けてください。

そのような状況でコーナリング中にブ
レーキを強くかけるとホイールがロッ
クし、制御不能となって事故につなが
るおそれがあります。
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ABS警告灯

イグニッションスイッチをONに

したとき、ABS警告灯が一旦点灯してか
ら消灯するのが正常な状態です。

ABS警告灯が点灯したままの場合は、
ABS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（ペー
ジ	80の「バイクのセットアップ」
またはページ	90の「ライディング
モードの設定」参照）。

 • ABSに異常があり点検が必要

走行中にABS警告灯が点灯したときは、
ABSの異常ですので点検が必要です。以下
のどちらかのメッセージがマルチファン
クションディスプレイに表示されます。

 • WARNING - ABS SYSTEM DISABLED
（警告：ABS無効）

 • ABS SYSTEM - CORNERING ABS 
DISABLED（ABS：コーナリングABS
無効）（コーナリングABS搭載車の
み）

ABS警告灯の詳細はページ	63を参照
してください。

警告

車両をスタンドで立てた状態で後輪を
回すと、3分後にABS警告灯が点灯しま
す。

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

これは故障ではありません。

イグニッションスイッチをOFFにしてか
らもう一度発進したときも、走行速度が
10 km/hを超えるまではABS警告灯が点
灯します。

警告

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

認定タイヤ以外のタイヤを使用すると
ホイール速度が変化し、ABSが正しく作
動しなくなるおそれがあります。その
ため、通常ならABSが作動するはずの状
況でも、制御不能となって事故につな
がるおそれがあります。
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ヒルホールドコントロール 
（搭載車のみ）
ヒルホールドコントロールで坂道発進を
サポートします。このシステムが作動す
るとリアブレーキがかかり、車両の後退
を防ぎます。発進しようとすると、シス
テムがそれを感知し、リアブレーキが自
動的に解除されます。

警告

滑りやすい路面でヒルホールドコントロ
ールを使用するのは避けてください。

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

そのような路面でヒルホールドコントロ
ールを使用すると車両がずり下がり、制
御不能となって事故につながるおそれが
あります。

警告

サイドスタンドを下ろすか、イグニッシ
ョンスイッチをOFFにするか、エンジン
ストップスイッチをSTOPにするかした
場合または何らかの理由でエンジンが止
まった場合は、ヒルホールドコントロー
ルが解除されます。

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

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

そうしないと、制御不能となって事故に
つながるおそれがあります。

注意

ヒルホールドコントロールはパーキング
ブレーキとして使用するものではありま
せん。

ヒルホールドコントロールを10分以上続
けて使用しないでください。

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

作動方法

注記:

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

ヒルホールドコントロールを作動すると
きは、まず停車します。

ヒルホールドコントロールの作動条件：

	 •	 エンジンがかかっている

	 •	 サイドスタンドが上がっている

	 •	 停車している

上記の条件がすべてそろったら、フロン
トブレーキレバーを素早くしっかりと握
ってから離します。フロントブレーキレ
バーを離すとマルチファンクションディ
スプレイに[HILL HOLD ACTIVATED]（ヒ
ルホールドコントロール作動）と表示さ
れます。

これでヒルホールドコントロールが作
動し、リアブレーキが自動的にかかり
ます。

マルチファンクションディスプレイに表
示された[HILL HOLD ACTIVATED]は、ヒ
ルホールドコントロールが解除されるま
で消えません。
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以下のどちらかに当てはまるまでは、リ
アブレーキがかかったままになります。

	 •	 ライダーが発進しようとしているこ
とをヒルホールドコントロールが感
知したとき

	 •	 ライダーがヒルホールドコントロー
ルを解除したとき

解除方法

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

フロントブレーキレバーをもう一度しっ
かり握った場合も、ヒルホールドコント
ロールが解除されます。

マルチファンクションディスプレイに
[HILL HOLD DEACTIVATED]（ヒルホール
ドコントロール解除）と少しの間表示さ
れます。

ヒルホールドコントロール作動不可

ヒルホールドコントロールを作動しようと
したときに、[HILL HOLD UNAVAILABLE - 
CHECK MANUAL]（ヒルホールドコントロ
ール作動不可、取扱説明書参照）と表示さ
れた場合は、以下の原因が考えられます。

	 •	 ページ	156の作動条件が満たされ
ていない。

 • ABSまたはエンジン制御システムに
異常があり、ABS警告灯またはMILが
点灯している。ページ	6 1の「警
告灯」を参照してください。

ヒルホールドコントロールは設定画面で
作動または解除することができます（ペ
ージ	47の「バイクのセットアップ」
参照）。

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。
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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。

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。

注記:

• Tiger 1200 XRの場合、夜間に道路
の近くに駐車するときや、法律によ
ってパーキングライトの点灯が義務
づけられている場所に駐車するとき
は、イグニッションスイッチをP 
（PARK）にして、テールライト、
ライセンスプレートライト、ポジシ
ョンライトを点灯したままにしてく
ださい。

Tiger 1200 XRの場合は、イグニッション
スイッチをP（PARK）にしたまま長時間
放置しないでください。 バッテリーが上
がってしまいます。

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。
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警告

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

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

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

警告

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

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

荷物

収納ケースをすべて閉じてロックし、車
両にしっかり固定します。

ブレーキ

フロントブレーキとリアブレーキがきち
んと効くか点検します。

タイヤ

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

燃料

高速走行時は燃料消費量が増えるので、
燃料を十分補給しておいてください。
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注意

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。

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

必ず燃料を十分に補給して走行してくだ
さい。

エンジンオイル

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

ファイナルドライブオイル

ファイナルドライブのオイル量が適切か
点検します。補給するときは、グレード
と種類が適切なオイルを使用してくださ
い。

クーラント

リザーブタンクの上限ラインと下限ライ
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、ホーン等がすべて正
しく作動するか点検します。

その他

ボルト等がすべてきちんと締めてあるか
点検します。
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アクセサリーの取り付けと荷物やパッセンジャーに
ついて

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

警告

サーキット以外の場所では、法定速度を
超える速度で走行してはいけません。

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

車両の移動やリフトアップのためにラゲ
ッジシステムやアクセサリー装備を利用
してはいけません。

車両の損傷やけがにつながる場合があり
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。

ライト類やフロントフォークの働き、各
種装備の操作、ロードクリアランス、ホ
イールトラベル、バンキング性能（傾斜
角度）、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

車両にアクセサリーを装着している場合
や、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。
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警告 つづき

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、
または車両全体の状態や悪路、悪天候な
どによっては、130 km/hに達しなくて
も安定性や操縦性に影響があることを忘
れないでください。

警告

Tr iumph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。

警告 つづき

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。

積載

警告

荷物を正しく載せないと安全に走行でき
ず、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。

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。
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警告 つづき

荷物が固定されているか（走行中以外の
ときに）たびたび点検し、車体後部から
荷物がはみ出すことのないようにしてく
ださい。最大積載量は、絶対に以下の値
を超えてはいけません。

Tiger 1200 XR - 230 kg (507 lb)

Tiger 1200 XRx - 228 kg (502 lb)

Tiger 1200 XRx-LRH - 230 kg (507 lb)

Tiger 1200 XRT - 228 kg (502 lb)

Tiger 1200 XCx - 223 kg (491 lb)

Tiger 1200 XCA - 224 kg (493 lb)

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

サスペンションの設定を手動で調整でき
るモデルの場合は、プリロードの設定と
減衰力の設定を積載状態に合わせて前後
とも調整してください（ページ 186参
照）。

パニアの最大積載量については、パニア
内側のラベルを確認してください。

警告

各パニアの最大積載量は、パニア内側の
ラベルに記載してあります。

最大積載量を超えると、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、絶対に最大積載量を
超えてはいけません。

警告

トップボックスの最大積載量は、トップ
ボックス内側のラベルに記載してありま
す。

最大積載量を超えると、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、絶対に最大積載量を
超えてはいけません。

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。

XX
 

警告

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

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

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

注記:

•	 パッセンジャーや荷物を載せる場合
は、ヘッドライトの光軸を調整して
ください（ページ	203参照）。

パッセンジャー

警告

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

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

警告

フットレストに足が届かない身長の人を
乗せてはいけません。

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

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、車両が制御
不能となり事故につながるおそれがあり
ます。
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定期点検

警告

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

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

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

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

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

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

点検項目

オドメーターのkm表示または点検期日のいずれか先に達した方

初回点検 12ｹ月点検 走行距離ごとの点検

点検間
隔

800 

1ヶ月
年

16,000および
48000 32,000 64,000

潤滑方式

エンジンオイルの漏れ点検 日 • • • • •

エンジンオイルの交換 - • • • • •

エンジンオイルフィルターの交換 - • • • • •

燃料系統とエンジン制御関係

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

- • • • • •

燃料システムの漏れ、摩耗等の点検 日 • • • • •

エアクリーナーの交換 - • • •

スロットルボディプレート（バタフライ）の点検／清掃 - • • •

スロットルボディのバランス調整 - • • •

セカンダリーエアインジェクションシステムの点検 - • •

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 • • • • •

クーラント量の点検／補給 日 • • • • •

クーラントホースの摩耗、亀裂、損傷点検。適宜交換。 - • • •

クーラントの交換 走行距離に関係なく3年ごと

エンジン

クラッチの動作点検 日 • • • • •

クラッチマスターシリンダーの漏れ点検 - • • • • •

クラッチフルード量の点検 日 • • • • •

クラッチフルードの交換 走行距離に関係なく2年ごと

バルブクリアランスの点検／調整 - • •

カムシャフトタイミングの点検／調整 - • •

ホイールとタイヤ

ホイールの損傷点検 日 • • • • •

ホイールベアリングの摩耗／動作点検 - • • • • •

スポークの破損、損傷、ゆるみの点検（スポークホイー
ル装着モデルのみ）

- • • • • •

タイヤの摩耗／損傷点検 日 • • • • •

タイヤ空気圧の点検／調整 日 • • • • •
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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 • • • • •

前後サスペンションの損傷、漏れ、動作点検 日 • • • • •

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 • • • • •

ブレーキマスターシリンダーのフルード漏れ点検 日 • • • • •

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 • • • • •

ブレーキフルード量の点検 日 • • • • •

ブレーキフルードの交換 走行距離に関係なく2年ごと

ファイナルドライブ

ファイナルドライブのオイル漏れ点検 日 • • • • •

ファイナルドライブのオイル量点検 - • • • •

ファイナルドライブオイルの交換：初回点検のみ - •

電気系統

ライト類、計器類、電気系統の点検 日 • • • • •

全般

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

- • • • • •

バンク角指示器の摩耗点検 日 • • • • •

ネジの締め具合を目視点検 日 • • • • •

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‡ - • • • •

サイドスタンドの摩耗点検／動作点検 日 • • • • •

サイドスタンドのピボットピンの汚れ、グリース - • • •

センタースタンドの摩耗点検／動作点検 日 • • • • •

センタースタンドのフランジスリーブの点検／清掃／注
油

- • • • •

ギアチェンジペダルのブッシュ清掃 - • • • •

‡ 該当す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、車両が突然制御不能となって事故
につながるおそれがあります。

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

エンジンオイル量の点検

警告

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

排出ガスは有毒です。短時間の内に意識
を失い、死に至る可能性があります。

必ず屋外または換気の良い所でエンジン
をかけてください。

注意

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

4 3

1

chgz_1

1.	 フィラープラグ
2.	 サイトグラス
3.	 エンジンオイル量（適量の場合）
4.	 クランクケースのエンジンオイル量ライ

ン

エンジンオイル量の点検方法：

	 •	 車両をサイドスタンドから外して真
っ直ぐに立てた状態で、クランクケ
ースの上側（上限）ラインと下側 
（下限）ラインとの間に液面がある
か、サイトグラスから確認します。

	 •	 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。オイル
を補給したら、フィラープラグをは
めて締め付けます。
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注記:

•	 エンジン内のオイル量を正確に点検
するためには、エンジンが通常の動
作温度に達していることと、車両が
（サイドスタンドやセンタースタン
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。

	 •	 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。

	 •	 オイル量が適切であれば、クランク
ケースの上側（上限）ラインと下側
（下限）ラインとの間に液面がある
のがサイトグラスから見えます。

	 •	 オイルが不足している場合は、前述
の手順にしたがって補給します。

	 •	 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。

エンジンオイルとオイルフィルター
の交換

警告

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

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、使用済みの
エンジン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。

chgy_1

1

2

1.	 エンジンオイルドレンプラグ
2.	 オイルフィルター

エンジンオイルとオイルフィルターの交
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。

	 •	 エンジンオイルドレンプラグを取り
外します。
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警告

エンジンオイルは高温になっている場合
があります。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。

必ず適切な保護服、手袋、保護眼鏡を着
用し、エンジンオイルが肌に触れないよ
うにしてください。

 • 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。

	 •	 エンジンオイルをすべて抜き取った
後、エンジンオイルドレンプラグに
新しいシーリングワッシャーを取り
付けます。

	 •	 エンジンオイル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の両方に適合するモーターサイク
ル用エンジンオイルで、10W/40も
しくは10W/50の部分合成油または全
合成油をエンジンに補給します。例
として、Castrol Power 1 Racing 4T 
10W-40（全合成油）があります。
Castrol Power RS Racing 4T 10W-
40（全合成油）という名称で販売さ
れている場合もあります。

	 •	 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。

	 •	 エンジンをかけた後に油圧低下警告
灯が消灯し、メーターの画面に
[WARNING - OIL PRESSURE LOW] 
（警告：油圧低下） と表示されてい
ないことを確認します。

	 •	 エンジンを停止し、エンジンオイル
の量を再点検します。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。



メンテナンス

173

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。

2
3

1

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（センタースタンドは使いませ
ん）。車両の左側から見ると、リザ
ーブタンクの位置が分かります。

	 •	 リザーブタンク内のクーラント量を
点検します。上限マークと下限マー
クとの間にクーラントの液面があれ
ば適正な量です。クーラントの液面
が下限マークより下にある場合は、
クーラントを補給してください。

クーラントの補給

警告

エンジンが熱いときにリザーブタンクの
キャップを取り外さないでください。

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。

2

1

1.	 リザーブタンクのキャップ
2.	 リザーブタンク



メンテナンス

175

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、車両
左側から取り外すことができます。

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

	 •	 リザーブタンクのキャップをはめま
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。

ラジエターとホース

警告

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

注意

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

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

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

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

警告

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

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

点検

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

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

遊びが不適切な場合は、Triumph正規販
売店で点検を受けてください。

クラッチ
この車両には油圧クラッチが装備されて
おり、調整は必要ありません。

クラッチフルード量の点検と調整

警告

本書の「主要諸元」に記載してあるとお
り、必ずDOT 4のブレーキクラッチフル
ードを使用してください。「主要諸元」
に記載されているDOT 4以外のブレーキ
クラッチフルードを使用すると、クラッ
チシステムの効率が低下して事故につな
がるおそれがあります。

定期点検表にしたがってブレーキクラッ
チフルードを交換しなかった場合、クラ
ッチが正しく動作しなくなって事故につ
ながるおそれがあります。
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リザーバー内のブレーキクラッチフルー
ドの量を点検します。交換時期は定期点
検表にしたがいます。「主要諸元」に記
載してあるとおり、DOT 4のフルードを
使用してください。ブレーキクラッチフ
ルードに水分などの異物が混入した場合
や混入した疑いのある場合も、フルード
を交換してください。

2

3

4

5

1 1

1.	 リザーバーカバーのネジ
2.	 リザーバーカバー
3.	 ダイアフラムシール
4.	 上限ライン
5.	 下限ライン

ブレーキクラッチフルードの量は、（リ
ザーバーを水平にした状態で）必ず上限
ラインと下限ラインとの間に液面がくる
ようにします。

ブレーキクラッチ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、ダイアフラムシールの位置を
確認しながらリザーバーカバーを
取り外します。

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

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

	 •	 リザーバーカバーのネジを1.5 Nmで
締め付けます。

ファイナルドライブユニット
ファイナルドライブユニットでユーザー
が点検できるのは、オイル量だけです。
ファイナルドライブユニットに異常があ
る場合は、Triumph正規販売店にユニッ
ト全体を交換してもらわなければなりま
せん。

ファイナルドライブユニットのオイル漏
れは、定期点検表にしたがって点検して
ください。

ファイナルドライブのオイル補給

警告

ファイナルドライブユニットは絶対に分
解してはいけません。

この警告にしたがわなかった場合、ファ
イナルドライブユニットが故障して後輪
がロックし、車両が制御不能となって事
故につながるおそれがあります。

1

1.	 フィラープラグ
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ファイナルドライブユニットのオイル量
の点検方法：

	 •	 フィラープラグを取り外します。

 • APIサービス分類のGL5に適合する
75W/90の全合成油のハイポイドギ
アオイル（Castrol SAF-XOハイポイ
ドギアオイル、全合成油など）を補
給し、ユニット内の油面がフィラー
の下部と同じ高さになるようにしま
す。

	 •	 フィラープラグを取り付け25 Nmで
締め付けます。

ブレーキ

ブレーキの摩耗点検

cbmz_2

1

2

1.	 ブレーキパッド
2.	 使用限度

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

フロントブレーキまたはリアブレーキの
いずれかのブレーキパッドのライニング
が1.5 mmより薄くなった場合、またはブ
レーキパッドが溝の底まで摩耗した場合
は、そのホイールのブレーキパッドをす
べて交換します。
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ブレーキディスクとブレーキパッド
を新品に交換した後の慣らし運転

警告

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

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

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

警告

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

ブレーキパッドが摩耗した状態で走行す
ると、制動効率が低下し、モーターサイ
クルが制御不能となって事故につながる
おそれがあります。

Triumphでは、ブレーキディスクとブレ
ーキパッドを新品に交換した後は、一定
期間の慣らし運転をしていただくことを
お勧めしています。そうすることで、ブ
レーキディスクとブレーキパッドの当た
りが最適化され、長持ちします。

新品のブレーキディスクとブレーキパッ
ドの慣らし運転として、300 kmほど走行
するとよいでしょう。

慣らし運転をしている間は、ブレーキを
強くかけることを避け、慎重な運転を心
掛け、制動距離を長めにとって走行して
ください。

ブレーキパッドの摩耗補正

警告

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

そのような状態で走行するのは危険で
す。必ずTriumph正規ディーラーに修理
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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フロントブレーキフルードの点検と
補給

警告

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

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。

2

1

1.	 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。

フロントブレーキフルード量の点検方
法：

	 •	 リザーバー本体の前面にある窓から
ブレーキフルード量を点検します。

フロントブレーキフルードの補給方法：

	 •	 リザーバーカバーのネジを取り外
し、ダイアフラムシールの位置を
確認しながらリザーバーカバーを
取り外します。

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

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

	 •	 リザーバーカバーのネジを1.5 Nmで
締め付けます。
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リアブレーキフルードの点検と補給

警告

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

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。

chgp_3

2

1

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

リアブレーキフルード量の点検方法：

	 •	 車体の左側で、ライダー用ヒールガ
ードにある点検窓を見ると、フルー
ド量を確認できます。

リアブレーキフルードの補給方法：

	 •	 ネジを取り外し、ヒールガードを取
り外します。

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

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

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

	 •	 リザーバーカバーのネジを1.5 Nmで
締め付けます。

	 •	 ヒールガードを取り付け、ネジを 
7 Nmで締め付けます。

ブレーキライト

警告

ブレーキライトが故障したまま走行する
ことは違法であり危険です。

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

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

注意

点検中に車両が倒れてけがをすることの
ないように、車両を適切に支えてくださ
い。

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

車両を支えるためのブロックはサンプを
傷つけない位置に置いてください。

ステアリングの点検

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

注記:

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

ステアリングヘッドベアリングの点
検

警告

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

ステアリングの遊びの点検

ステアリングベアリングの点検方法：

	 •	 平らな場所で車両を真っ直ぐに立て
ます。

	 •	 フロントホイールを地面から浮かせ
て車両を支えます。

	 •	 車両の前側に立ち、上のイラストの
ようにフロントフォークのアウター
チューブの下側を握り、前後にゆら
します。

	 •	 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。
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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。

注記:

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

ホイールベアリングは、定期点検表にし
たがって点検しなければなりません。

ホイールベアリングの点検方法：

	 •	 平らな場所で車両を真っ直ぐに立て
ます。

	 •	 フロントホイールを地面から浮かせ
て車両を支えます。

	 •	 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

フロントフォークの点検

警告

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

警告

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

加圧されたオイルに触れると肌や目を傷
めるおそれがあります。

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

損傷やオイル漏れが見つかった場合は、
Triumph正規販売店にご連絡ください。

フォークの動作状態の点検方法：

	 •	 車両を平らな場所に置きます。

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

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

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、正規販売店にお問い合わせく
ださい。

Tiger 1200 XR以外の各モデルには、
Triumphセミアクティブサスペンション
（TSAS）が搭載されています。

TSASの設定および調整についてはペー
ジ	114を参照してください。

Tiger 1200 XR
Tiger 1200 XRでは、フロントフォーク
の圧側減衰力と伸側減衰力を調整できま
す。

注記:

• Tiger 1200 XR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（ページ	186参照）。

圧側減衰力の調整

civj

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

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。

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

注記:

•	 アジャスターの設定値は、アジャ
スターを時計回りに回しきった位
置（閉じた位置）から反時計回り
に回したときにカチッと音がした
回数です。
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伸側減衰力の調整

civk

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

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。

赤色のアジャスターを時計回りに回すと
伸側減衰力が増加し、反時計回りに回す
と減少します。

注記:

•	 アジャスターの設定値は、アジャ
スターを時計回りに回しきった位
置（閉じた位置）から反時計回り
に回したときにカチッと音がした
回数です。

フロントサスペンション設定一覧表

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

積載 圧側減衰力¹
（左側フォ
ーク）

伸側減衰力¹
（右側フォ
ーク）

1人乗り（ノ
ーマル）

17 17

1人乗り（コ
ンフォート）

25 25

1人乗り（ス
ポーツ）

4 4

1人乗り（オ
フロード）

25 25

1人乗り（荷
物あり）

13 13

2人乗り 12 12

2人乗り（荷
物あり）

11 11

¹ 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。最初に止まった位置（カチ
ッと音がした位置）を1とする。

注記:

•	 設定一覧表の値は参考値です。ライ
ダーの体重や好みによって設定値は
異なります。サスペンションの調整
方法については、該当ページを参照
してください。
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リアサスペンション

リアサスペンションの調整

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、正規販売店にお問い合わせく
ださい。

Tiger 1200 XR以外の各モデルには、
Triumphセミアクティブサスペンション
（TSAS）が搭載されています。

TSASの設定および調整についてはペー
ジ	114を参照してください。

Tiger 1200 XR
Tiger 1200 XRでは、リアサスペンション
ユニット（RSU）のプリロードと伸側減
衰力を調整できます。

注記:

• Tiger 1200 XR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（ページ	188参照）。

プリロードの調整

civl

1

1.	 プリロードアジャスター

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。

プリロードを強くするときは、5 mmの
六角アジャスターを時計回りに回し、弱
くするときは反時計回りに回します。

注記:

•	 プリロードの設定値は、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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伸側減衰力の調整

civm

1

1.	 伸側減衰力アジャスター

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
左側から操作できます。

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

注記:

•	 アジャスターの設定値は、アジャ
スターを時計回りに回しきった位
置（閉じた位置）から反時計回り
に回したときにカチッと音がした
回数です。

リアサスペンション設定一覧表

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

スプリングプリロードを上げれば硬めの
減衰力が必要となり、スプリングプリロ
ードを下げれば軟らかめの減衰力が必要
となります。

路面状況とスプリングプリロードに合わ
せて減衰力を調整してください。

積載 スプリング
プリロード¹

伸側減衰力²

1人乗り（ノ
ーマル）

17 8

1人乗り（コ
ンフォート）

17 12

1人乗り（ス
ポーツ）

17 4

1人乗り（オ
フロード）

17 4

1人乗り（荷
物あり）

6 5

2人乗り 0 4

2人乗り（荷
物あり）

0 3

¹ 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。

² 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。最初に止まった位置（カチ
ッと音がした位置）を1とする。

注記:

•	 設定一覧表の値は参考値です。ライ
ダーの体重や好みによって設定値は
異なります。サスペンションの調整
方法については、該当ページを参照
してください。
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タイヤ

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

警告

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

cfhb_1

タイヤマークの例 
（チューブレスタイヤ）

1

chez_2

タイヤマークの例－キャストホイール

TUBELESS

タイヤマークの例－スポークホイール
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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。

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「主要諸元」に記載されている
オンロード向けのタイヤ空気圧にし
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。

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、必要に応じて調整してく
ださい（指定空気圧は「主要諸元」参
照）。Triumph正規販売店でホイールと
タイヤの点検を受けていただくことも
できます。

タイヤ空気圧モニタリングシステム
（TPMS）（搭載車のみ）

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

タイヤ空気圧は、正確なタイヤ空気圧ゲ
ージを使用して必ず冷間時に調整してく
ださい。メーターに表示された空気圧を
見て調整してはいけません。

タイヤの摩耗

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

トレッド残り溝の規定値

定期点検表にしたがい、デプスゲージで
トレッドの残り溝を測ります。残り溝が
下表の規定値以上あるか確認し、なけれ
ばタイヤを交換してください。

130 km/h以下 2 mm

130 km/h超 リア 3 mm、フロン
ト 2 mm

警告

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

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

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

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

警告

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

パンクしても、ほとんどの場合、空気は
非常にゆっくりと漏れていきます。タイ
ヤがパンクしていないか必ず念入りに点
検してください。タイヤに切り傷がない
か、釘などのとがったものが刺さってい
ないか点検してください。パンクしたタ
イヤや損傷したタイヤで走行すると、安
定性と操縦性に悪影響がでるため、制御
不能となって事故につながるおそれがあ
ります。

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

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

タイヤの交換

Triumph製モーターサイクルについては、
さまざまな走行条件で徹底的にテストを
行った上で、各モデルに最適な組み合わ
せのタイヤが指定されています。交換用
のタイヤを購入する際は、当社が認定し
たタイヤを正しい組み合わせで使用しな
ければなりません。認定されていないタ
イヤを使ったり、認定タイヤを間違った
組み合わせで使ったりすると、車両が不
安定になり、事故につながるおそれがあ
ります。ABS搭載モデルの場合は、認定
され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。

認定タイヤの詳細については、「主要諸
元」を参照してください。タイヤの取り
付けおよびバランス調整は、Triumph正
規販売店にご依頼ください。トレーニン
グを受けたスタッフが適切にタイヤをお
取り付けします。

タイヤ空気圧モニタリングシステム
（TPMS）（搭載車のみ）

警告

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、Triumphトラクシ
ョンコントロール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Triumphトラクションコントロールが
作動するはずの状況でも、制御不能とな
って事故につながるおそれがあります。
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警告

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

警告

パンクしたタイヤは交換してください。
パンクしたタイヤを交換しなかったり、
パンクを修理したタイヤで走行したりす
ると、安定性が損なわれ、制御不能とな
って事故につながるおそれがあります。

警告

チューブレスリムにチューブ式タイヤを
取り付けないでください。ビードが固定
されず、タイヤがリムの上で滑ってしま
うため、タイヤ空気圧が急速に低下し、
制御不能となって事故につながるおそれ
があります。

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。

警告

縁石にぶつかった後などでタイヤが損傷
した疑いがある場合は、Triumph正規販
売店でタイヤの内側と外側を点検しても
らってください。タイヤの損傷は外側か
らでは見えないことがあります。

タイヤが損傷したまま走行すると、制御
不能となって事故につながるおそれがあ
ります。

警告

タイヤの交換が必要なときは、Triumph
正規販売店にご連絡ください。Triumph
正規販売店が認定タイヤの中から正しい
組み合わせでタイヤを選択し、タイヤメ
ーカーの指示にしたがってお取り付けし
ます。

タイヤを交換したあとは、タイヤがリム
に固定されるまで時間がかかります（約
24時間）。タイヤがリムに固定されるま
では慎重に走行してください。タイヤが
きちんと固定されないと、車両が不安定
になり、制御不能となって事故につなが
るおそれがあります。

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

新しいタイヤを取り付けてから24時間後
にタイヤ空気圧の点検・調整を行い、タ
イヤがきちんと固定されているか確認し
てください。タイヤ空気圧は適宜調整し
てください。
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警告 つづき

新しいタイヤを取り付けてから160 km
走行した時点でも、空気圧を点検してく
ださい。

タイヤがきちんと固定されていなかった
り、タイヤ空気圧が不適切であったり、
ハンドリング特性に慣れていない状態で
運転したりすると、制御不能となって事
故につながるおそれがあります。

警告

ローリングロードダイナモメーター上で
使用したタイヤは損傷していることがあ
ります。タイヤの外側表面からは損傷が
見えないこともあります。

ローリングロードダイナモメーター上
で使用したタイヤは必ず交換してくだ
さい。損傷したタイヤをそのまま使用
すると、安定性が損なわれ、車体が制
御不能となって事故につながるおそれ
があります。

警告

タイヤがきちんと固定されていなかった
り、タイヤ空気圧が不適切であったり、
ハンドリング特性に慣れていない状態で
運転したりすると、制御不能となって事
故につながるおそれがあります。

警告

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

タイヤを交換した後など、ホイールバラ
ンスの調整が必要な場合は、Triumph正
規販売店にご連絡ください。

必ず接着式のウェイトを使用してくださ
い。クリップ式ウェイトを使用するとホ
イールやタイヤが損傷することがあり、
タイヤ空気圧が低下し、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

タイヤ空気圧センサーの取付位置を示
すラベルがホイールリムに貼ってあり
ます。タイヤを交換するときは、タイ
ヤ空気圧センサーを傷つけないように
注意してください。

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

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

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

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

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。

子供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、絶対に子
供がバッテリーに触れないようにしてく
ださい。

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

警告

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。

	 •	 蝶ナットを取り外し、シャシーECM
のカバーを取り外します。

1 2

1.	 シャシーECMカバー
2.	 蝶ナット

	 •	 バッテリーストラップとバッテリー
カバーを取り外します。

	 •	 バッテリーのマイナス側（黒）から
先にコードを外します。

1 2

3

45

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

	 •	 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。
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バッテリーのメンテナンス

警告

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

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

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

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

バッテリーの放電

注意

バッテリーをフル充電した状態に保つと
バッテリーが長持ちします。

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

通常は、車両の充電システムによって、
バッテリーがフル充電の状態に保たれま
す。ただし、お車を放置しておくと、自
己放電という現象が生じ、バッテリーは
次第に放電していきます。時計、エンジ
ンコントロールモジュール（ECM）メモ

リー、電動式安全システム、電動式アク
セサリーまたは高い気温などによってバ
ッテリーの放電が進みます。お車を保管
するときは、バッテリーを外しておくと
放電を抑えることができます。

お車の保管時と使用頻度の低いお車
のバッテリーのメンテナンス

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

バッテリー電圧が 12.7V以下の場合は、バ
ッテリーを充電します。

バッテリーの放電を防がなかったり、た
とえ短時間でも放電したまま放置したり
すると、鉛極板が硫酸化します。硫酸化
はバッテリー内部で生じる正常な化学反
応ですが、長期間続くと電極板に結晶が
付着し、バッテリーの回復が困難になっ
たり、不可能になったりします。このよ
うな回復不能な損傷は製造上の欠陥では
ないため、保証の対象になりません。

バッテリーを常にフル充電しておくと、
寒冷時に凍結しにくくなります。バッテ
リーが凍結すると、バッテリー内部が激
しく損傷する可能性があります。
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バッテリーの充電

警告

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

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

バッテリー液が肌についた場合は、すぐ
に水で洗い流してください。

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

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

お子さまがバッテリー液に触れることが
ないようにしてください。

注意

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

バッテリーチャージャーの選び方、バッ
テリー電圧の点検方法、またはバッテリ
ー の 充 電 方 法 に つ い て の 詳 細 は 、
Triumph正規販売店にお問い合わせくだ
さい。

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

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

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

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。

	 •	 プラス（赤）のコードから先に、バ
ッテリーに再接続します。

	 •	 腐食を防ぐため、各バッテリータ
ーミナルにグリースを薄く塗布し
ます。

	 •	 プラスターミナルに保護キャップを
かぶせます。

	 •	 バッテリーストラップを取り付けま
す。

	 •	 シャシーECMカバーを元の位置に戻
し、蝶ナットを取り付けます。蝶ナ
ットを1.25 Nmで締め付けます。

	 •	 ライダーシートを取り付けます。

注記:

•	 バッテリーを再接続した後、TSAS搭
載車の場合はTSASの再キャリブレー
ションが終了するまで待ちます。ペ
ージ	114を参照してください。



メンテナンス

198

ヒューズボックス

警告

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

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

メインヒューズ

40Aのメインヒューズは、ライダーシー
トの下のシートブリッジの後方にありま
す。

メインヒューズにアクセスするときは、
ライダーシートを取り外してください。

1

1.	 メインヒューズ

ABSヒューズ

40AのABSヒューズは、ライダーシート
の下のメインヒューズボックスの後方に
あります。

ABSヒューズボックスにアクセスすると
きは、ライダーシートとシャシーECMカ
バーを取り外してください。

1

1. ABSヒューズボックス

ヒューズボックス

1

1.	 ヒューズボックス

他のすべてのヒューズが入っているヒュ
ーズボックスは、ライダーシートの下に
あります。
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このヒューズボックスにアクセスすると
きは、ライダーシートとシャシーECMカ
バーを取り外してください。

ヒューズの見分け方

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

表の中のヒューズNo.は、下のイラストの
ヒューズボックスカバーに印刷されてい
る番号と同じです。

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

Tiger 1200 XRの場合

ヒューズボックスとそのカバー

ヒューズ
No.

保護している回路 定格 
（A）

1 PS1 20

2 PS2 25

3 PS3 15

4 PS4 25

5 PS5 25

6 イグニッション 5

7 フロントアクセサリ
ーソケット

10

8 エンジン制御 20

9 メーター 5

注記:

• PS1ヒューズからPS5ヒューズまでが
どのシステムを保護しているかにつ
いてはページ	200の表を参照して
ください。
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Tiger 1200 XR以外の各モデル

ヒューズボックスとそのカバー

ヒューズ
No.

保護している回路 定格 
（A）

1 PS1 10

2 PS2 10

3 PS3 30

4 PS4 25

5 PS5 25

6 ヘッドライト 10

7 フロントアクセサリ
ーソケット

10

8 エンジン制御 20

9 メーターおよびエ
レクトロニックス
テアリングロック
（ESL）

5

注記:

• PS1ヒューズからPS5ヒューズまでが
どのシステムを保護しているかにつ
いてはページ	200の表を参照して
ください。

シャシー・エレクトロニック
・コントロール・モジュール
（シャシーECM）

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。

モーターサイクルの多くの電装システム
（ライト、TSAS、ホーン、冷却ファン、
燃料ポンプ、アクセサリーのグリップヒ
ーターやシートヒーター等）は、シャシ
ー・エレクトロニック・コントロール・
モジュール（シャシーECM）によって制
御されています。

これらの電装システムの一次側を保護す
るのがシャシーECMです。異常が検出さ
れると、該当するシステムへの電源がシ
ャシーECMによって自動的に遮断されま
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、シャシーECMを
リセットできます。そのときに異常の原
因が解消されていれば、遮断された電源
が回復します。

シャシーECMによって制御されている各
システムの二次側は、メインヒューズボ
ックスにあるPS1ヒューズからPS5ヒュー
ズまでによって保護されています（ペー
ジ	199参照）。どれかのヒューズが保
護しているシステムすべてが停止した場
合、そのヒューズが切れている可能性が
あります。
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シャシーECMによって制御されているシ
ステムとそのシステムを保護しているヒ
ューズについては、以下の表を参照して
ください。

電装システム ヒ ュ ー
ズ

左側ヘッドライトメインビーム
（Tiger 1200 XRのみ）

PS1

左側ヘッドライトロービーム 
（Tiger 1200 XRのみ）

フロント左側方向指示器

リア左側方向指示器

リアポジションライト

RSUポジションセンサー 
（TSAS搭載車のみ）

右側ヘッドライトメインビーム
（Tiger 1200 XRのみ）

PS2

右側ヘッドライトロービーム 
（Tiger 1200 XRのみ）

フロント右側方向指示器

リア右側方向指示器

フロントポジションライト 
（Tiger 1200 XRのみ）

ブレーキライト

イグニッション 
（Tiger 1200 XR以外）

電装システム ヒューズ

ウィンドスクリーン調整モーター PS3

RSUプリロード調整モーター（TSAS搭
載車のみ）

RSUダンパーソレノイド（TSAS搭載車

のみ）

フロントサスペンション圧側減衰力調

整モーター（TSAS搭載車のみ）

フロントサスペンション伸側減衰力調

整モーター（TSAS搭載車のみ）

フォグランプ（装着車のみ）

USBコネクター

シートヒーター（装着車のみ） PS4

グリップヒーター（装着車のみ）

リアアクセサリーソケット（装着車の

み）

トップボックスアクセサリーソケット

（装着車のみ）

冷却ファン PS5

燃料ポンプ

スターターソレノイド

ホーン

ソフトウェア自動保護システムをリセッ
トしたり切れたヒューズを交換したりし
て も 異 常 が 解 消 さ れ 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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ヘッドライト

警告

視界の状況や天候に合わせて走行速度を
調整してください。

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

警告

走行中は、絶対にヘッドライトの光軸を
調整してはいけません。

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

注意

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

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

過熱による損傷は製造上の欠陥ではない
ため、保証の対象になりません。

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

Tiger 1200 XR以外の各モデル

注意

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

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

デイタイムランニングライト（DRL）
（装着車のみ）

デイタイムランニングライト（DRL）は
ヘッドライトアッセンブリーの中にあ
ります。メンテナンス不要の密閉式LED
ユニットです。DRLが故障した場合は、
ヘッドライトユニットを交換してくだ
さい。
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ベンドライト（装着車のみ）

ベンドライトは、左右のコーナリング
時に前方を照らすLEDライトです。ロー
ビームを点灯してコーナリングすると
きに、車体のバンク角に応じて前方を
照らします。

コーナーで車体を傾けると、ベンドライ
トが自動的に点灯・消灯します。左右の
ベンドライトは、4つのライトで構成され
、車体の傾き角度に応じて点灯し、明る
さが増します。停車してるときは、ベン
ドライトは点灯しません。

ヘッドライトの調整

Tiger 1200 XRの場合

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。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便利なアジャスタ
ーレバーも付いています。

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。

	 •	 光軸を上に向けるときはヘッドライ
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。

	 •	 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。

荷物積載時用ヘッドライトアジャス
ターレバー

1

2

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。
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Tiger 1200 XR以外の各モデル

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。

荷物積載時のヘッドライトの調整

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。

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。
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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

Tiger 1200 XR以外の各モデル

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。

Tiger 1200 XRの場合

警告

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

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

cgjn

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。
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フロントフォグランプ（搭載車のみ）

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_2

12

1.	 方向指示器のレンズ
2.	 ネジ

方向指示器のレンズはネジで固定してあ
ります。

バルブを交換するときは、そのネジを外
してレンズを取り外します。
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洗車と保管
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洗車の準備
以下の箇所には洗車の前にカバー等をか
けて、水がかからないようにします。

排気管の後部開口部：ビニール袋をかぶ
せて輪ゴムで固定します。

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

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

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

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

洗車時に注意が必要な箇所

注意

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

注意

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

以下の箇所の近くに勢いよく水をかけて
はいけません。

	 •	 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。
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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。

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。

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

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

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

手入れが行き届いていない場合は、保証
の対象となりません。

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

洗い方

前述のとおり洗います。

乾かし方

柔らかい布かセーム皮で水滴をできる限
り拭き取ります。

コーティング

注意

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

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

美しさを保つため、定期的に保護剤を塗
ることをお勧めします。

ブラッククロム部品
一部モデルでは、ヘッドライトボウルや
ミラーなどのブラッククロム部品の外観
を損ねないように、正しい方法で清掃す
る必要があります。ご所有のお車で、ど
の部品がブラッククロム部品がお分かり
にならない場合は、最寄りの正規販売店
にお問い合わせください。ブラッククロ
ム部品の表面を少量の軽油で磨き、外観
を保ってください。
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排気装置の洗浄
ご所有のお車の排気装置の部品はすべて、
その外観を保つために定期的に洗浄する必
要があります。ここで説明する内容は、ク
ロム製部品、ブラシ仕上げのステンレス製
部品、カーボンファイバー製部品にも当て
はまります。マット塗装の排気装置の場合
は、「マット塗装のお手入れ」の説明に留
意しつつ、前述した方法で洗浄してくださ
い。

注記:

•	 水滴の跡が残らないように、排気装
置が冷えてから洗浄してください。

洗い方 
前述のとおり洗います。

排気装置に石鹸や水が入らないようにし
てください。

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

コーティング 

注意

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

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

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

注意

化学薬品や高圧スプレー洗浄機でシート
を洗浄することは避けてください。

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

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

ウィンドスクリーンの洗浄 
（装着車のみ）

 

警告

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

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

注意

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

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

エンジンオイルとフィルターを交換しま
す（ページ	171参照）。

タイヤ空気圧を点検し、適宜調整します。

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

さびを防ぐため、塗装されていないす
べての金属面に防錆油をスプレーしま
す（いろいろな防錆油が市販されてい
るため、最寄りの正規販売店でご相談
ください）。ゴム製部品、ブレーキデ
ィスク、ブレーキキャリパーにはオイ
ルがかからないようにしてください。

クーラントと蒸留水を50％ずつ混ぜて冷
却装置に補給します（Triumph提供の
HD4X Hybrid OATクーラントは調合済み
ですので薄める必要はありません）（ペ
ージ	173参照）。

バッテリーを取り外し、直射日光や湿気
や氷点下の気温にさらされない場所に保
管します。保管中のバッテリーは2週間に
1度ほど、維持充電（1アンペア以下）し
てください（ページ	194参照）。

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	197参照）。

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	171参照）。

「日常点検」に記載されている項目をす
べて点検します。

エンジンをかける前に、各シリンダーか
らスパークプラグを取り外します。

サイドスタンドを下ろします。

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

スパークプラグを取り付けて12 Nmで締
め付けます。エンジンをかけます。

タイヤ空気圧を点検し、適宜調整します。

車体全体を丁寧に清掃します。

ブレーキが正常に効くか点検します。

低速で試運転します。
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主要諸元

寸法、重量、性能

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

ペイロード

Tiger 1200 XR 230 kg (507 lb)

Tiger 1200 XRx 228 kg (502 lb)

Tiger 1200 XRx-LRH 230 kg (507 lb)

Tiger 1200 XRT 228 kg (502 lb)

Tiger 1200 XCx 223 kg (491 lb)

Tiger 1200 XCA 224 kg (493 lb)

エンジン

種類 並列3気筒

排気量 1,215 cc

ボア	x	ストローク 85 x 71.4 mm

圧縮比 11:1

シリンダー番号 左から右へ

シリンダー順序 左側が1

点火順序 1-2-3

始動方式 電動スターター

潤滑方式

潤滑方式 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 4.5 L

フィルター交換時 4.0 L

オイルのみ交換時 3.85 L

冷却関係

クーラント種類 Triumph HD4X Hybrid OAT クーラント

水と不凍液の割合 50対50（Triumphで調合済み）

クーラント容量 2.8 L

サーモスタット開温度（公称） 88°C（公称）
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燃料系統

種類 電子燃料噴射式

インジェクター ソレノイド式

燃料ポンプ 電動サブマージ式

燃圧（公称） 3.5 bar

燃料

種類 無鉛 91 RON

タンク容量 20.0 L

イグニッション

点火装置 デジタル誘導式

電子レブリミター（r/min） 9,500 r/min

スパークプラグ NGK CR8EK

スパークプラグギャップ 0.7 mm

ギャップ公差 +0.05/-0.1 mm

トランスミッション

トランスミッション形式 6速、常時噛合式

クラッチ形式 湿式多板

ファイナルドライブ比 2.557:1

ギア比：

フロントベベルボックス 1.042:1 (24/25)

リアベベルボックス 2.455:1 (11/27)

1速 2.846:1 (13/37)

2速 2.056:1 (18/37)

3速 1.583:1 (24/38)

4速 1.2916:1 (24/31)

5速 1.138:1 (29/33)

6速 1.037:1 (27/28)

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。
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警告

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

認定マッド＆スノータイヤおよび認定デュアルパーパスタイヤ

各モデルの認定マッド＆スノータイヤおよび認定デュアルパーパスタイヤの一覧表
はTriumph正規販売店またはwww.triumph.co.ukでご覧いただけます。

警告

マッド＆スノータイヤやデュアルパーパスタイヤを使用すると車両の安定性が損なわ
れることがあります。

マッド＆スノータイヤやデュアルパーパスタイヤを使用する場合は、必ず速度を落と
して走行してください。これらのタイヤで走行可能な最高速度は110 km/hです。走行
可能な最高速度が記載されたステッカーが車体に貼ってあります。

その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。

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「主要諸元」に記載されているオンロード向けのタイヤ空
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。

タイヤ

タイヤ空気圧（冷間時）：

フロント 2.2 bar

リア 2.7 bar

タイヤサイズ

フロントサイズ 120/70 R19

リアサイズ 170/60 R17
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電装品

バッテリー種類 YTZ14S

バッテリー定格 12 V、11.2 Ah

オルタネーター 12 V、70 A＠4,000 rpm

ヘッドライト 2 x 12 V、55/60 W、H4ハロゲン 
(Tiger 1200 XRのみ)

LED

テールライト／ブレーキライト LED

パーキングライト LED

フォグランプ（装着車のみ） LED

方向指示器 RY10W、12 V、10 W、黄色

LED（特定モデルのみ）

フレーム

キャスター角 23.1°

トレール量 99.2 mm

締付トルク

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

リアホイールナット 70 Nm

オイル等

エンジンオイル API規格のSH以上およびJASO規格のMA
の両方に適合するモーターサイクル用エ
ンジンオイルで、10W/40もしくは
15W/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。

ブレーキクラッチフルード DOT 4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

ファイナルドライブユニット Castrol SAF-XO（ハイポイドギアオイ
ル、全合成油）
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