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

 警告
警告事項を守らないと、負傷または死
亡に至る可能性があります。

 注意
この表示の注意事項を守らないと、機
器が損傷したり破損したりする可能性
があります。

注記
操作や作業のために守っていただきたい
アドバイスです。

警告ラベル

お車には、このようなマークのラベルが
貼られている箇所があります。このラベ
ルは、「注意：取扱説明書を参照してく
ださい」という意味です。注意する項目
はラベルに絵や文字で表示されていま
す。
このラベルがある場合は、お車を運転し
たり調整したりする前に、必ず取扱説明
書の該当ページを参照してください。
各ラベルの位置については、本書の「警
告ラベルの貼付位置」を参照してくださ
い。この説明書の中で警告ラベルの内容
に該当するページを見ると、お車に貼っ
てある警告ラベルと同じマークが表示し
てあります。

メンテナンス
メンテナンスはTriumph正規販売店にご
依頼ください。お車を故障のない状態で
安全に末永くご利用いただけます。
必要な知識と設備と技術を持ち合わせた
Triumph正規販売店が、お客様のTriumph
モーターサイクルを適切に整備させてい
ただきます。
最寄りのTriumph正規販売店をお探しの
場合は、Triumphのウェブサイト
www.triumph.co.ukで検索していただく
か、日本国内の正規ディストリビュータ
ーにお電話ください。正規販売店等の住
所は、この取扱説明書に付属のサービス
レコードブックに記載されています。
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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。

不正とみなされる行為には以下の行為が
あります。
▼ マフラー、バッフル、ヘッダーパイ
プ、または排出ガスが通過するその他
の部品を取り外したり穴を開けたりす
ること。

▼ 吸気システムの部品を取り外したり穴
を開けたりすること。

▼ 適切なメンテナンスを怠ること。
▼ 車両の可動部品または排気システムも
しくは吸気システムの部品を、製造業
者が指定した部品以外の部品に交換す
ること。

取扱説明書

 警告
このハンドブックおよびお買い上げい
ただいたお車に付属の説明書などは、
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、このハンドブックおよびその他の
説明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。
この取扱説明書で安全な運転のしかたを
説明していますが、必要なテクニックや
スキルをすべて網羅しているわけではあ
りません。
Triumph社では、ライダーの皆様がモー
ターサイクルを安全に運転できるよう
に、必要なトレーニングを受けていただ
くことをお勧めしています。
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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
▼ アラビア語
▼ 中国語
▼ オランダ語
▼ フランス語
▼ ドイツ語
▼ イタリア語
▼ 日本語
▼ ポルトガル語
▼ スペイン語
▼ スウェーデン語
▼ タイ語
▼ フィンランド語
（www.triumphmotorcycles.comで入
手可能）

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

Triumphへのご意見
Triumphをご購入頂いた後も、当社はお
客様との関わりを大切にしています。当
社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。



はじめに06

このページは意図的に空白にしてあります
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このモーターサイクルについ
て

 警告
このモーターサイクルはオンロード走
行専用に設計されています。オフロー
ド走行には適しません。
オフロード走行をした場合、制御不能
となり人身事故を引き起こすおそれが
あります。

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

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

 警告
このモーターサイクルは1人乗り用で
す。
ライダー、アクセサリー、荷物の総重
量が「主要諸元」で指定されている重
量を超過してはなりません。



安全第一08

燃料と排ガス

 警告
ガソリンは非常に可燃性の高い物質で
す。
給油の際は必ずエンジンを止めてくだ
さい。
喫煙中または付近に火気のある所で
は、給油したりフューエルフィラーキ
ャップを開けたりしてはいけません。
給油中に、エンジンや排気管やサイレ
ンサーの上にガソリンをこぼさないよ
うに注意してください。
ガソリンを飲み込んだり吸い込んだり
した場合、またはガソリンが目に入っ
た場合は、すぐに医師の手当を受けて
ください。
ガソリンが肌に付いた場合はすぐに石
鹸水で洗い落とし、ガソリンで汚れた
衣服はすぐに脱いでください。
ガソリンに触れると、やけどや重い皮
膚疾患になる場合があります。

 警告
閉めきった場所でエンジンをかけたり
アイドリングしたりすることは絶対に
やめてください。
排出ガスは有毒です。短時間の内に意
識を失い、死に至る可能性がありま
す。
必ず屋外または換気の良い所でエンジ
ンをかけてください。

ヘルメットと服装

 警告
モーターサイクルに乗るときは、ライ
ダーもパッセンジャーもバイク用のヘ
ルメット、保護メガネ、手袋、ブー
ツ、ズボン（膝と足首まわりがぴった
りしたもの）、鮮やかな色のジャケッ
トなど、適切な服装を選んでください
（パッセンジャーを乗せることができ
るのは2人乗りが認められている車両だ
けです）。
オフロード走行用のモデルでオフロー
ドを走行するときも、ズボンやブーツ
などを含め、適切な服装をしてくだ
い。
鮮やかな色の服を着ると、他の車の運
転者がライダーやパッセンジャーに気
付きやすくなります。
適切な服装を心掛けることで、万一事
故にあった場合もけがを軽くすること
ができます。
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 警告
ライディングギアの中で最も重要なも
ののひとつが、頭部を負傷から守って
くれるヘルメットです。ライダーもパ
ッセンジャーも、自分の頭にぴったり
フィットするかぶり心地の良いヘルメ
ットを慎重に選んでください。鮮やか
な色のヘルメットを着用すると、他の
車の運転者がライダーやパッセンジ
ャーに気付きやすくなります。
事故の際、オープンフェースヘルメッ
トでも多少の保護効果はありますが、
フルフェースヘルメットの方がより安
全です。
視界を確保し目を保護するために、バ
イザーや当社認定のゴーグルなどを必
ず着用してください。

駐車のしかた

 警告
モーターサイクルから離れるときは、
必ずエンジンを止め、イグニッション
キーを抜いてください。キーを抜いて
おけば、無断でモーターサイクルを使
用されたり、運転経験の浅い人にモー
ターサイクルを使用されたりすること
を防止できます。
駐車するときは、以下の点に注意して
ください。
- 車両がスタンドから外れないようにギ
アを1速に入れます。
- 走行後は、エンジンと排気装置が熱く
なっています。歩行者や子供や動物が
モーターサイクルに触れる可能性があ
る場所に駐車してはいけません。
- 地面が柔らかい場所や急斜面に駐車し
てはいけません。そのような場所に駐
車すると、モーターサイクルが転倒す
るおそれがあります。
詳しくは、この取扱説明書の「モータ
ーサイクルの運転」の章を参照してく
ださい。
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パーツとアクセサリー

 警告
Triumph製モーターサイクルには、
Triumph社が正式に認定したパーツやア
クセサリーや改良品を正規販売店に依
頼して取り付けてもらってください。
電気系統や燃料系統を分解しなければ
パーツやアクセサリーを取り付けたり
交換したりできない場合、または電気
系統や燃料系統にパーツやアクセサリ
ーを追加する場合などは大変な危険を
伴います。そういった作業によって安
全上の問題が生じる可能性がありま
す。
当社が認定していないパーツやアクセ
サリーや改良品を取り付けると、操縦
性、安定性などの面でモーターサイク
ルの動作に悪影響が出ることがあるた
め、制御不能となって事故につながる
おそれがあります。

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

点検修理／必要装備

 警告
このTriumphモーターサイクルが正しく
安全に動作しているか不安に感じるこ
とがあれば、いつでもTriumph正規販売
店にご連絡ください。
正しく機能していないモーターサイク
ルを運転し続けると、故障が悪化し、
安全性も損なわれます。

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

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

 警告
疲れているとき、飲酒後、または眠気
を催すような薬を服用したときは、絶
対にモーターサイクルを運転してはい
けません。
アルコールや薬の影響が残っている状
態で運転するのは違法です。
疲れているときまたはアルコールや薬
の影響が残っている状態で運転する
と、ライダーが思うようにモーターサ
イクルを操作できず、制御不能となっ
て事故につながるおそれがあります。

 警告
ライダーは、モーターサイクルの運転
免許証を取得していなければなりませ
ん。
免許なしでモーターサイクルを運転す
るのは違法であり、罪に問われる可能
性があります。
免許取得の際には、正しいライディン
グテクニックについて正規のトレーニ
ングを受けることになりますが、そう
いったトレーニングを受けずにモータ
ーサイクルを運転するのは危険であ
り、モーターサイクルが制御不能とな
って事故につながるおそれがありま
す。

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

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

 警告
路面の状態、交通状況、風の状態など
の変化に常に注意し、適切に対応して
ください。二輪車は、事故を引き起こ
す可能性のある外的要因に常にさらさ
れている乗り物です。そのような外的
要因の例として以下のようなものがあ
ります。
- 通過する車からの横風
- 道路にできた穴、でこぼこ道、損傷し
た路面
- 悪天候
- ライダーのミス
この車のハンドリング特性および操作
特性に慣れるまでは、交通量の多い道
を避け、常に節度のある速度で運転し
てください。絶対に法定速度を超えて
はいけません。
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ハンドルバーとフットレスト

 警告
ライダーは、常に両手でハンドルバー
を握って運転してください。
ハンドルバーから手を離すと、操縦性
と安定性に悪影響が出るため、制御不
能となって事故につながるおそれがあ
ります。

 警告
走行中は、ライダーもパッセンジャー
も常にフットレストに足をかけてくだ
さい。
フットレストを使用することにより、
ライダー、パッセンジャーともに、お
車の部品にうっかり接触したり、服の
一部が巻き込まれて負傷したりする危
険を軽減できます。

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

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

 警告
車体をバンクしたとき、ライダーのフ
ットレストに取り付けてあるバンク角
指示器が地面に接触したら、車体はバ
ンク角の限界近くまで傾いています。
それ以上バンク角を深くすると危険で
す。
バンクしすぎると、車体が不安定にな
り、制御不能となって事故につながる
おそれがあります。
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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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警告ラベルの貼付位置
ここに図示されている警告ラベルは、安全に関する重要な説明が取扱説明書に記載さ
れていることを示すために貼られています。ライダーの皆様は、運転前にこれらの警
告ラベルに関する説明をよく理解し、順守するようにしてください。イラストは
Tiger Sportですが、Tridentもラベルの貼付位置は同じです。
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5
1. ヘッドライト（ページ 134）
2. ミラー（ページ 113）
3. 慣らし運転（ページ 71）
4. クーラント（ページ 99）

5. ギア（ページ 76）
6. タイヤ（ページ 120）
7. ドライブチェーン（ページ 105）
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警告ラベルの貼付位置（つづき）

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

DAILY SAFETY CHECKS
TÄGLICHE SICHERHEITSKONTROLLEN

CONTROLES DE SECURITE QUOTIDIENS
CHEQUEOS DE SEGURIDAD DIARIOS

VERIFICAÇÕES DIÁRIAS DE SEGURANÇA
VERIFICHE GIORNALIERE DI SICUREZZA
DAGELIJSKE VEILIGHEIDSINSPECTIES

DAGLIG SÄKERHETSKONTROLL
運行前点検

2
4

6

Pb

1

5

3

1. 日常点検（ページ 72）
2. 無鉛燃料（ページ 60）
3. ヘルメット（ページ 08）
4. ウィンドスクリーン（装着車のみ）（ペー
ジ 145）

5. エンジンオイル（ページ 95）
6. タイヤ空気圧モニタリングシステム
（TPMS）（装着車のみ） (ページ 121)
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Trident

2 3 4 5 6

12 11 9 8 714 13

1

1015
1. ヘッドライト
2. フューエルフィラーキャップ
3. 燃料タンク
4. シートロック
5. リアサスペンションユニット
6. リアライト
7. ドライブチェーンアジャスター
8. ドライブチェーン

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

5 7

111314 910

3

12

41 2 6 8

1. ライセンスプレートライト
2. リア方向指示器
3. ツールキット（シート下）
4. バッテリー（シート下）
5. リアブレーキフルードリザーバー
6. オイルフィラーキャップ
7. フロント方向指示器

8. フロントフォーク
9. クラッチケーブル
10. エンジンオイルゲージ
11. リアブレーキペダル
12. サイレンサー
13. リアブレーキディスク
14. リアブレーキキャリパー
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各部の名称
Tiger Sport

2 3 4 5 6

12 11 9 8 714 13

1

1015
1. ヘッドライト
2. フューエルフィラーキャップ
3. 燃料タンク
4. シートロック
5. リアサスペンションユニット
6. リアライト
7. ドライブチェーンアジャスター
8. ドライブチェーン

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

5 7

111314 910

3

12

41 2 6 8

1. ライセンスプレートライト
2. リア方向指示器
3. ツールキット（シート下）
4. バッテリー（シート下）
5. リアブレーキフルードリザーバー
6. オイルフィラーキャップ
7. フロント方向指示器

8. フロントフォーク
9. クラッチケーブル
10. エンジンオイルゲージ
11. リアブレーキペダル
12. サイレンサー
13. リアブレーキディスク
14. リアブレーキキャリパー
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ハンドルバー周りの各部名称
Tiger Sport

4321 5 6

789101112
1. クラッチレバー
2. ハイビーム／パッシングボタン
3. スクロールボタン
4. メーター
5. フロントブレーキフルードリザーバー
6. フロントブレーキレバー

7. エンジンスタート／ストップスイッチ
8. ハザードライトスイッチ
9. MODEボタン
10. 方向指示器スイッチ
11. ホーンボタン
12. SELECTボタン
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ハンドルバー周りの各部名称
Trident

4321 5 6

789101112

1. クラッチレバー
2. ハイビーム／パッシングボタン
3. スクロールボタン
4. メーター
5. フロントブレーキフルードリザーバー
6. フロントブレーキレバー

7. エンジンスタート／ストップスイッチ
8. ハザードライトスイッチ
9. MODEボタン
10. 方向指示器スイッチ
11. ホーンボタン
12. SELECTボタン
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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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車両識別番号（VIN）

1

1. 車両識別番号（Trident）
車両識別番号（VIN）は、フレームのステ
アリングヘッド部に刻印してあります。
また、ラジエターカウルの横のフレーム
左側にあるラベルにも記載してありま
す。
下の空欄に車両識別番号を記入しておい
てください。

エンジンシリアルナンバー

1

1. エンジンシリアルナンバー
エンジンシリアルナンバーはエンジンク
ランクケースに刻印してあります。クラ
ッチカバーのすぐ上のあたりです。
下の空欄にエンジンシリアルナンバーを
記入しておいてください。
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このページは意図的に空白にしてあります
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スイッチ等の操作方法

イグニッションスイッチ／ステアリ
ングロック

 警告
防犯および安全のため、お車から離れ
るときは、必ずイグニッションをOFFに
し、キーを抜いてください。PARKがあ
る場合は、PARKでも構いません。
お車を無断で使用されると、使用した
人や周囲の道路利用者や歩行者がけが
をしたり、お車が破損したりする可能
性があります。

 警告
イグニッションキーをLOCKにすると、
ステアリングがロックされます。PARK
がある場合は、PARKでもロックされま
す。
そのため、走行中は絶対にキーをLOCK
やPARKにしてはいけません。走行中に
ステアリングがロックされると、制御
不能となって事故につながります。

P
U

SH

P

OFF ON

3

2

1

5

4

1. PARK
2. LOCK
3. OFF
4. ON
5. イグニッションスイッチ／ステアリングロ
ック

イグニッションスイッチの操作 

イグニッションスイッチには4つのポジシ
ョンがあり、イグニッションキーで操作
します。イグニッションキーはOFF、
LOCKまたはP（PARK）のポジションにあ
るときだけ、イグニッションスイッチか
ら抜き取ることができます。
ロックするとき：ハンドルバーを左いっ
ぱいまで切り、キーをOFFまで回し、キ
ーを押してから手を離します。それから
LOCKまで回します。
駐車するとき：イグニッションキーを
LOCKからPまで回します。ステアリング
がロックされます。

注記
Pの位置でステアリングをロックしたま
ま長期間放置しないでください。 バッテ
リーが上がってしまいます。
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イグニッションキー

 警告
他のキーやキーホルダーなどがイグニ
ッションキーに付いていると、ステア
リングの邪魔になり、制御不能となっ
て事故につながるおそれがあります。
他のキーやキーホルダーなどは、走行
前に取り外してください。

 注意
他のキーやキーホルダーなどがイグニ
ッションキーに付いていると、部品の
塗装などに傷が入ることがあります。
他のキーやキーホルダーなどは、走行
前に取り外してください。

 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。

 注意
電子機器、環境電磁波ノイズ発生源、
金属体の影響によって、キーが機能し
ない場合があります。
以下のものの近くでは、キーの保管お
よび使用を避けてください。
- 電気引き込みポール、無線塔、配電イ
ンフラ
- ガレージドアオープナーデバイス
- RFID（Radio-Frequency
IDentification）用アクセスカードまた
はフォブ
- 金属、金属製カードホルダー、アルミ
ニウム製のアイテム
- 他の車両の電子キー
- パニアケースまたはトップボックス
- 携帯電話、タブレット、ノートパソコ
ン、ポータブルゲームシステム、オー
ディオプレーヤー、ラジオ、充電器な
どのワイヤレス通信デバイス

1

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

エンジンイモビライザー
イグニッションバレルハウジングは、エ
ンジンイモビライザーのアンテナとして
機能します。イグニッションスイッチを
OFFにしてイグニッションキーを抜く
と、エンジンイモビライザーが作動しま
す（ページ  38参照）。イグニッション
キーをイグニッションスイッチに差し込
んでONにすると、エンジンイモビライザ
ーが解除されます。

ブレーキレバー

 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。

ブレーキレバーにスパンアジャスターが
付いています。このアジャスターで、ハ
ンドルバーからブレーキレバーまでの間
隔をライダーの手の大きさに合わせて調
整できます。

cjev

2

1

1. アジャスターホイール
2. 矢印
ブレーキレバーの調節のしかた：
▼ ブレーキ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に合わせます。

▼ 手を離した状態のブレーキレバーとハ
ンドルバーまでの間隔は、5に合わせ
たときに一番狭くなり、1に合わせた
ときに一番広くなります。
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クラッチレバー
クラッチレバーの握り幅は固定されてい
ます。調節できません。

1

1. クラッチレバー

右側ハンドルバースイッチ

2

3
1

4

5

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

STOP
エンジンを緊急停止するときはSTOPにし
ます。エンジンを停止しなければならな
いような緊急事態が発生した場合は、エ
ンジンスタート／ストップスイッチを
STOPにしてください。
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。
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RUN
走行するときは、イグニッションスイッ
チをONにして、エンジンスタート／スト
ップスイッチをRUNにしてください。

START
STARTにすると電動スターターが作動し
ます。スターターを作動させるには、ク
ラッチレバーを握ります。
サイドスタンドが下りていてギアが入っ
ている場合には、クラッチレバーを握っ
てもスターターは作動しません。

ハザードライト
ハザードライトを点灯または消灯すると
きは、ハザードライトスイッチを押しま
す。
ハザードライトを点灯するときは、イグ
ニッションスイッチを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。

左側ハンドルバースイッチ

3

4

6

78

9

1

2

5

1. 左ボタン
2. 上ボタン
3. 右ボタン
4. 下ボタン
5. SELECTボタン
6. 方向指示器スイッチ
7. MODEボタン
8. ホーンボタン
9. ハイビームボタン

スクロールボタン
スクロールボタンは以下のように使用し
ます。
▼ 上ボタン：下から上にスクロール
▼ 下ボタン：上から下にスクロール
▼ 左ボタン：左にスクロール
▼ 右ボタン：右にスクロール
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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いずれかに押
すと、押した方向の方向指示器が点滅し
ます。
方向指示器は手動で停止することもでき
ます。方向指示器を手動で停止するに
は、方向指示器スイッチを中央の位置に
動かします。
方向指示器の自動消灯機能を使用すると
きは、[Bike Setup]の画面で設定します。
ページ 51を参照してください。
自動消灯モード中に、何らかの理由で停
車した場合は、ライダーが手動で方向指
示器を停止しない限り、指定の秒数が経
過し指定の距離を走行するまで、方向指
示器が点滅します。

MODEボタン
MODEボタンを押すと、ライディングモ
ードの画面になります。MODEボタンを
さらに押すと、ライディングモードをス
クロールできます（ページ 44参照）。

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

ハイビームボタン
ハイビームボタンを押すと、ハイビーム
が点灯します。ハイビームボタンを押す
たびに、ロービームとハイビームが切り
替わります。
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。
このモデルには、ライト用のON／OFFス
イッチは付いていません。ポジションラ
ンプ、リアライト、ライセンスプレート
ライトはすべて、イグニッションスイッ
チをONにすると自動的に機能します。
このモデルではパッシング機能は利用で
きません。
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スロットルコントロール
エンジンコントロールモジュールを介
し、電子スロットルツイストグリップで
スロットルを開閉します。このシステム
にはスロットルを直接作動するためのケ
ーブルはありません。
スロットルグリップを手前に回してスロ
ットルを開くと、スロットルグリップに
操作感が生じます。スロットルグリップ
を離すと、内部のリターンスプリングに
よってスロットルグリップがスロットル
閉位置に戻り、スロットルが閉じます。
スロットルコントロールをユーザーが調
整することはできません。

1

1. スロットル閉位置

 警告
エンジン制御システム故障表示灯
（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。

スロットルコントロールに異常がある場
合は、故障表示灯（MIL）が点灯し、エ
ンジンが以下のどれかの状態になりま
す。
▼ MILが点灯し、エンジン回転数とスロ
ットル動作が制限される

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

▼ MILが点灯し、エンジンがかからない
場合

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

ブレーキの使用について
スロットル開度が小さい場合（約20度の
場合）、ブレーキとスロットルは同時に
使用できます。
スロットル開度が大きい場合（20度より
大きい場合）、ブレーキを2秒より長くか
けると、スロットルが閉じてエンジン速
度が低下します。通常のスロットル操作
に戻るときは、スロットルグリップを離
し、ブレーキをかけるのをやめてから、
もう一度スロットルを開きます。
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Tridentのメーターディスプレイ

E F

14

13

12

11

6

7

8

9

2

3 4

5

10

1

1. アラーム／イモビライザー
2. ギアポジション
3. タコメーター
4. 燃料計
5. スピードメーター
6. アンビエントライトセンサー
7. 右側の方向指示器とハザードライト

8. ABS警告灯
9. ニュートラル表示灯
10. インフォメーショントレイ
11. 油圧低下警告灯
12. エンジン制御システム故障表示灯（MIL）
13. ハイビーム表示灯
14. 左側の方向指示器とハザードライト
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Tiger Sportのメーターディスプレイ

2

1
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1. アラーム／イモビライザー
2. ギアポジション
3. タコメーター
4. 燃料計
5. スピードメーター
6. アンビエントライトセンサー
7. 右側の方向指示器とハザードライト

8. ABS警告灯
9. ニュートラル表示灯
10. インフォメーショントレイ
11. 油圧低下警告灯
12. エンジン制御システム故障表示灯（MIL）
13. ハイビーム表示灯
14. 左側の方向指示器とハザードライト
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警告灯
イグニッションスイッチをONにすると、
メーターの各警告灯が1.5秒間点灯した
後、消灯します（エンジンをかけるまで
点灯したままになる警告灯は除きます。
それらの警告灯については次ページ以降
で説明します）。
警告の確認方法はページ  47を参照して
ください。

エンジン制御システム故障表示灯
（MIL）

イグニッションスイッチをON
にすると、エンジン制御システム故障表
示灯（MIL）が点灯しますが、これはMIL
が正常に動作していることを示すためで
す。エンジンが回転しているときにMIL
が点灯した場合は異常です。
エンジンが回転中で、エンジン制御シス
テムに故障がある場合、MILが点灯し、
警告マークが点滅します。そのような状
況になったとしても、エンジンがかから
ないような深刻な故障でなければ、エン
ジン制御システムが「リンプ・ホーム」
モードに切り替わり、走行を続けること
ができます。

 警告
MILが点灯した場合は、減速してくださ
い。そして、必要以上に走行を続けな
いでください。故障によっては、エン
ジン性能や排出ガスや燃費に悪影響が
出る可能性があります。
エンジン性能が低下すると危険な走行
状態となり、制御不能となって事故に
つながるおそれがあります。
できるだけ早くTriumph正規販売店に連
絡し、点検修理を受けてください。

注記
イグニッションをONにしたときにMILが
点滅した場合は、できるだけ早く
Triumph正規販売店に連絡し、修理を受
けてください。その場合、エンジンはか
かりません。
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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、油圧低下警告灯が点灯します。

 注意
油圧低下警告灯が点灯した場合は、す
ぐにエンジンを停止してください。異
常が解消されるまで、エンジンをかけ
てはいけません。
油圧低下警告灯が点灯しているときに
エンジンをかけると、エンジンに重大
な損傷が生じるおそれがあります。

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

イモビライザー／アラーム作動表示
灯
Triumphのこのモーターサイクルにはエ
ンジンイモビライザーが装着されていま
す。イモビライザーは、イグニッション
スイッチをOFFにすると作動します。

アラームなしの場合
イグニッションスイッチをOFFにする
と、イモビライザー作動表示灯が24時間
点滅を繰り返し、イモビライザーが作動
中であることを示します。イグニッショ
ンスイッチをONにすると、イモビライザ
ーが解除され、イモビライザー作動表示
灯が消灯します。
イモビライザー作動表示灯が点灯したま
まの場合は、イモビライザーの異常です
ので点検が必要です。できるだけ早く
Triumph正規販売店に連絡し、点検修理
を受けてください。

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

アンチロックブレーキシステム
（ABS）警告灯

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

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

ABSに異常がなければ、エンジンを切っ
てもう一度エンジンをかけるまでは、
ABS警告灯が再び点灯することはありま
せん。
ABS警告灯が走行中に点灯した場合は、
ABSの異常ですので点検が必要です。

 警告
ABSが正しく機能していない場合、ブ
レーキシステムはABS非装着のブレー
キシステムとして機能します。
ABS警告灯が点灯したままの状態で、
必要以上に走行を続けないでくださ
い。
できるだけ早くTriumph正規販売店に連
絡し、点検修理を受けてください。
ABSが機能していないときにブレーキ
を強くかけるとホイールがロックし、
車両が制御不能となって事故につなが
るおそれがあります。
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方向指示器

方向指示器スイッチを左右ど
ちらかに操作すると、方向指示器の点滅
と同じテンポでメーターの方向指示器表
示灯が点滅します。

ハザードライト
ハザードライトを点灯または消灯すると
きは、ハザードライトスイッチを押しま
す。
ハザードライトを点灯するときは、イグ
ニッションスイッチをONにしてくださ
い。
ハザードライトを点灯してからイグニッ
ションをOFFにしてもハザードライトは
点灯したままになります。ハザードライ
トスイッチをもう一度押すと消灯しま
す。

ハイビーム表示灯

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。

スピードメーター
スピードメーターは走行速度を表示しま
す。

E F

1

1. スピードメーター

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。オドメーターは[SERVICE]画面に表示
されます。

SERVICE REQUIRED BY

mi

12/2021
9611

0000689 mi

OR

1

1. オドメーター
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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。

E F

1 2

1. エンジン回転数（rpm）
2. レッドゾーン

燃料計
燃料計には、タンク内の燃料の量が表示
されます。

E F

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、燃料タンク内の燃料残量が表
示されます。
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。
推定走行可能距離と瞬間燃費は[FUEL
CONSUMPTION]画面に表示されます。 ペ
ージ 45を参照してください。
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
クーラント温度が高いという警告メッ
セージがインフォメーショントレイに
表示された場合は、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。
クーラント温度の警告メッセージが表
示され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。

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。

C H

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

クーラント温度がディスプレイの
C（Cold）とH（Hot）との間であれば問
題ありません。
エンジン回転中にクーラント温度が上昇
しすぎると、インフォメーショントレイ
に警告メッセージが表示されます。クー
ラント温度計も表示されます。
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メンテナンスインジケーター
[SERVICE]画面には次回点検までの走行距
離が表示されます。点検期日も表示され
ます。

SERVICE REQUIRED BY

mi

12/2021
9611

0000689 mi

OR

1

2

1. 点検期日
2. 次回点検までの残りの走行距離
点検期日を過ぎると、インフォメーショ
ントレイにメッセージが表示されます。
Triumph正規販売店で点検を受けると、
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や点検に関する
メッセージは、イグニッションをONにし
たときにもインフォメーショントレイに
表示されます。

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。

TRIP 1

mi29
35.0
09.25

mph

1

2

3

4

1. トリップメーター1または2
2. 走行時間
3. 平均速度
4. 総走行時間
トリップメーターの表示とリセットの方
法：
▼ 左ボタンまたは右ボタンを押して希望
のトリップメーターを表示します。

▼ 選択したトリップメーターを手動でリ
セットするときは、SELECTボタンを
押し続けます。

トリップメーターの詳細はページ  52を
参照してください。
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ライディングモード
ライディングモードを選択すると、スロ
ットルレスポンス（MAP）、アンチロッ
クブレーキシステム（ABS）、トラクシ
ョンコントロール（TC）の設定が道路状
況やライダーの好みに合わせて切り替わ
ります。
左側スイッチハウジングにあるMODEボ
タンを使い、停車中でも走行中でもライ
ディングモードを選択できます。ペー
ジ 44を参照してください。
ライディングモードにはROADモードと
RAINモードがあります。

ROADモード
ROADモードではABS、MAP、TCが通常
の走行に最適な設定になります。

Road
ABS MAP TC

ROAD ROAD ROAD

設定内容

ABS Road：通常走行に最適な
ABS設定です。

MAP Road：標準的なスロット
ルレスポンスです。

TC Road：通常走行に最適な
TC設定です。

RAINモード
RAINモードではABS、MAP、TCが雨天時
の通常走行に最適な設定になります。

Rain
ABS MAP TC

ROAD RAIN RAIN

設定内容

ABS Road：通常走行に最適な
ABS設定です。

MAP

Rain： ぬれた路面や滑り
やすい路面を走行するとき
のために、Roadに設定し
たときよりもスロットルレ
スポンスが遅くなります。

TC

Rain：雨天時の通常走行に
最適なTC設定です。リアホ
イールのスリップを最小限
に抑えます。
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ライディングモードの選択

 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
ライディングモードを選択したら、交
通のない安全な場所で運転し、新しい
設定に慣れてください。
ご所有のお車を他人に貸してはいけま
せん。ご自身が設定したライディング
モードを借り手が変更した場合、制御
不能となって事故につながるおそれが
あります。

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

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
ボタンを押してライディングモードの
選択画面にします。

▼ 現在のライディングモードのアイコン
がインフォメーショントレイに表示さ
れます。

ライディングモードの変更方法：
▼ MODEボタンを何度か押し、インフォ
メーショントレイに希望のライディン
グモードを表示します。ライディング
モードの画面になっている場合は、左
ボタンまたは右ボタンを押してライデ
ィングモードをスクロールできます。

▼ SELECTボタンを押してライディング
モードを確定します。

▼ 新しく選択したライディングモードは
以下の条件がそろうと作動します。
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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60秒以内に以下の操作を同時に行いま
す。
▼ スロットルを閉じる。
▼ ブレーキはかけない（惰性走行す
る）。

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。

燃費
[FUEL CONSUMPTION]画面で燃費等を確
認できます。

FUEL CONSUMPTION

mpg35.5
186
069

miles

1

2

3 mpg

1. 瞬間燃費
2. 推定走行可能距離
3. 平均燃費
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。
平均燃費
燃費の平均値です。ゼロにリセットして
から0.1キロ走行し終わるまでは[0.0]と表
示されます。

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

 警告
タイヤ空気圧警告灯が点灯した場合
は、停車してください。
タイヤを点検し、タイヤが冷えている
時の空気圧が推奨値でない場合、走行
してはいけません。

タイヤ空気圧モニタリングシステム
（TPMS）の画面で前後タイヤの空気圧を
確認できます。

## ##1 2

1. リアタイヤ空気圧
2. フロントタイヤ空気圧
表示されるタイヤ空気圧は、その時点で
の空気圧です。
指定タイヤ空気圧はページ  155の認定タ
イヤ一覧表を参照してください。
TPMSの詳細はページ  64を参照してく
ださい。

画面の明るさ
インフォメーショントレイの画面の明る
さを調整できます。

インフォメーショントレイの明るさの調
整方法：
▼ 左ボタンまたは右ボタンを押して明る
さを調整します。

▼ SELECTボタンを押して確定します。
明るい日中の場合は、画面を暗めに設定
していても自動的に明るめの設定に切り
替わり、画面が見やすくなります。
画面のアンビエントライトセンサーが覆
われていると、画面の明るさが正しく調
整されませんので、アンビエントライト
センサーを覆ってはいけません。
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ギアポジション
ギアポジション（1速～6速）はメーター
のメイン画面に表示されます。ニュート
ラル（ギアが入っていない状態）のとき
は[N]と表示されます。

E F

1 2

1. ギアポジションのマーク
2. ギアポジション（ニュートラルの場合）

E F

1 2

1. ギアポジションのマーク
2. ギアポジション（5速の場合）
インフォメーショントレイにシフトイン
ジケーターが表示されている場合は、ギ
アポジションは表示されません。
シフトインジケーターの詳細はペー
ジ 55を参照してください。

警告メッセージの確認
警告メッセージの画面には警告やお知ら
せが表示されます。一例を示します。

Tyre Pressure Low

1

Visit Garage Now

1/3
2

3

1. 警告メッセージカウンター（3つの内の1つ
の場合）

2. 警告メッセージのマーク
3. 警告メッセージと対処方法
警告の表示方法：
▼ 上ボタンまたは下ボタンを押してスク
ロールし、警告メッセージの画面を表
示します。

▼ 警告メッセージが複数ある場合は、左
ボタンまたは右ボタンを押して警告メ
ッセージを確認します。警告メッセー
ジカウンターには、警告メッセージの
個数が表示されます。

バッテリー低下の警告
アイドリング中にグリップヒーターなど
の電源を入れたままにしておくと、バッ
テリーが既定電圧を下回り、警告メッセ
ージが表示されることがあります。
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メインメニュー

Main Menu

メインメニューの開き方：
▼ イグニッションをONにしたまま停車
します。

▼ 上ボタンまたは下ボタンを押してイン
フォメーショントレイをスクロール
し、[Main Menu]画面を表示します。

▼ SELECTボタンを押して確定します。
続いて、[Main Menu]から希望の項目
を選択します。

Riding Modes

Bike Setup

Trip Setup

Bluetooth

Display Setup

Main Menuの各項目：

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 43を参照してください。

Bike Setup（バイクのセットアップ）
車両の各機能の設定を変更できます。詳
細はページ 49を参照してください。

Trip Setup（トリップメーター設定）
TRIP 1とTRIP 2の設定ができます。詳細
はページ 52を参照してください。

Display Setup（ディスプレイ設定）
ディスプレイの設定を変更できます。詳
細はページ 54を参照してください。

Bluetooth®（装着車のみ）
Bluetooth®接続を設定できます。詳細は
『My Triumphコネクティビティハンドブ
ック』を参照してください。
『My Triumphコネクティビティハンドブ
ック』は、https：//
www.triumphinstructions.com/で閲覧で
きます。
検索ボックスにパーツ番号[A9820200]を
入力するとハンドブックにアクセスでき
ます。

Reset to Defaults（初期設定にリセッ
ト）
メーターを初期設定に戻します。詳細は
ページ 60を参照してください。
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ライディングモード
[Riding Modes]メニューの開き方：
▼ [Main Menu]を開き、上ボタンまたは
下ボタンを押して[Riding Modes]を選
択します。

▼ 右ボタンを押すと選択項目が表示され
ます。

Rain

Road

Reset To Default

▼ 上ボタンまたは下ボタンを押して希望
のライディングモードを選択します。
SELECTボタンを押して確定します。

▼ 右ボタンを押すと、選択したライディ
ングモードの設定項目が表示されま
す。

ABS

MAP

TC

Reset To Default

ABS、MAP、トラクションコントロール
（TC）の設定変更方法：
▼ 上ボタンまたは下ボタンを押して希望
の項目を選択します。

▼ 右ボタンを押すと選択項目が表示され
ます。

▼ 上ボタンまたは下ボタンを押してスク
ロールします。

▼ SELECTボタンを押して希望の設定を
確定します。

Bike Setup
[Bike Setup]メニューでは、車両の各機能
の設定を変更できます。

TSA

Indicators

Service

TC

[Bike Setup]メニューの開き方：
▼ [Main Menu]を開き、上ボタンまたは
下ボタンを押して[Bike Setup]を選択
します。

▼ 右ボタンを押すと選択項目が表示され
ます。
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Bike Setup - TSA（装着車のみ）
Triumphシフトアシスト（TSA）によって
エンジントルクが瞬間的に調整されるの
で、スロットルを戻したりクラッチを操
作したりしなくても、ギアを入れること
ができます。シフトアップ、シフトダウ
ンの両方で作動します。
停止や発進をするときはクラッチを使用
してください。
クラッチを操作した場合またはギアが6速
に入っているときに誤ってシフトアップ
しようとした場合には、TSAが作動しま
せん。
ギアチェンジをスムーズに行うには、ペ
ダルをしっかりと踏んでください。

TSA

Indicators

Service

TC

TSAの有効／無効の選び方：
▼ [Bike Setup]を開き、上ボタンまたは
下ボタンを押して[TSA]を選択しま
す。

▼ 右ボタンを押すと選択項目が表示され
ます。

Enabled

Disabled

▼ 上ボタンまたは下ボタンを押して
[Enabled]（有効）または[Disabled]
（無効）を選びます。

▼ SELECTボタンを押して確定します。
選択した項目の横にはチェックマーク
が表示されます。

Triumphシフトアシスト（TSA）の詳細は
ページ 77を参照してください。
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Bike Setup - Indicators
方向指示器の設定モードは[Auto Basic]、
[Auto Advanced]、[Manual]の中から選択
できます。

Auto Basic

Auto Advanced

Manual

方向指示器の設定モードの選択
方向指示器の設定モードの選び方：
▼ [Bike Setup]を開き、上ボタンまたは
下ボタンを押して[Indicators]を選択し
ます。

▼ 右ボタンを押すと選択項目が表示され
ます。

▼ 上ボタンまたは下ボタンを押してスク
ロールします。
– Auto Basic：自動消灯機能がONに
なります。方向指示器が8秒間点滅
した後、65メートル走行すると消
灯します。

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

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

▼ SELECTボタンを押して確定します。
選択した項目の横にはチェックマーク
が表示されます。

Bike Setup - TC
トラクションコントロール（TC）は一時
的に解除にできます。トラクションコン
トロール（TC）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。

Enabled

Disabled

TCの無効／有効の選び方：
▼ [Bike Setup]を開き、上ボタンまたは
下ボタンを押して[TC]を選択します。

▼ 右ボタンを押すと選択項目が表示され
ます。

▼ 上ボタンまたは下ボタンを押して
[Enabled]（有効）または[Disabled]
（無効）を選びます。

▼ SELECTボタンを押して確定します。
選択した項目の横にはチェックマーク
が表示されます。
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Bike Setup - Service
点検時期を走行距離または日数で表示で
きます。
点検時期の確認方法：
▼ [Bike Setup]を開き、上ボタンまたは
下ボタンを押して[Service]を選択しま
す。

▼ 右ボタンを押すと点検時期の設定項目
が表示されます。

9611 mi

12/2021

Trip Setup
[Trip Setup]の画面でトリップメーターの
設定を変更できます。
[Trip Setup]のメニュー画面の開き方：
▼ [Main Menu]を開き、上ボタンまたは
下ボタンを押して[Trip Setup]を選択
します。

▼ 右ボタンを押すと選択項目が表示され
ます。

Trip 1 Reset

Trip 2 Reset

Trip 2 Display

[Trip 1 Reset]または[Trip 2 Reset]を選択
すると、該当のトリップメーターを手動
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リセット方法は
同じです。

Manual

Automatic

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。詳細はページ  53を参照し
てください。
自動リセットの場合は、イグニッション
スイッチを一定時間OFFにすると、該当
のトリップメーターがリセットされま
す。詳細はページ  53を参照してくださ
い。
TRIP 2は有効また無効に設定できます。
詳細はページ 54を参照してください。
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Trip Setup - Reset - Manual
手動リセットの設定方法：
▼ [Trip Setup]を開き、上ボタンまたは
下ボタンを押して[Trip 1 Reset]または
[Trip 2 Reset]を選択します。

▼ 右ボタンを押すと選択項目が表示され
ます。

▼ 希望の項目を選び、SELECTボタンを
押して確定します。

Reset now and cont.

Continue without reset

選択できる項目は2種類あります。
▼ Reset now and cont.：選択したトリ
ップメーターのデータがすべてリセッ
トされます。

▼ Continue without reset：該当するト
リップメーターがリセットされませ
ん。

Trip Setup - Reset - Automatic
自動リセットの設定方法：
▼ [Trip Setup]を開き、上ボタンまたは
下ボタンを押して[Trip 1 Reset]または
[Trip 2 Reset]を選択します。

▼ 上ボタンまたは下ボタンを押して
[Automatic]を選択します。

▼ 右ボタンを押すと選択項目が表示され
ます。

▼ 上ボタンまたは下ボタンを押してタイ
マー設定を選択します。

▼ SELECTボタンを押して確定します。
選択した項目の横にはチェックマーク
が表示されます。

▼ 選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。

1 Hour

2 Hours

4 Hours

12 Hours

8 Hours

自動リセットされるタイミングについて
は下表を参考にしてください。

イグニッシ
ョンをOFF
した時刻

タイマー設
定

リセットさ
れる時刻

10時30分 4 時間 14時30分

18時00分 16 時間 10時00分
（翌日）
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Trip 2 Display
Trip 2を表示するかしないかを選択できま
す。Trip 2を[Disabled]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。

Enabled

Disabled

TRIP 2の有効／無効の選び方：
▼ [Trip Setup]を開き、上ボタンまたは
下ボタンを押して[Trip 2 Display]を選
択します。

▼ 右ボタンを押すと選択項目が表示され
ます。

▼ 上ボタンまたは下ボタンを押して
[Enabled]（有効）または[Disabled]
（無効）を選びます。

▼ SELECTボタンを押して確定します。
選択した項目の横にはチェックマーク
が表示されます。

Display Setup
[Display Setup]メニューで画面の表示設
定を変更できます。

Brightness

Visible Trays

Gear Shift Ind.

Language

[Display Setup]メニューの開き方：
▼ [Main Menu]を開き、上ボタンまたは
下ボタンを押して[Display Setup]を選
択します。

▼ 右ボタンを押すと選択項目が表示され
ます。

▼ 希望の項目を選択します。

Display Setup - Brightness
画面の明るさは8段階に調整できます。一
番明るい設定はレベル8です。
画面の明るさの調整方法：
▼ [Display Setup]を開き、1～8から明る
さを選択します。

1

2

3

5

4

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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Display Setup - Visible Trays
[Visible Trays]で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。

Trip 1

Trip 2

Fuel Status

Service Interval

TPMS

[Visible Trays]メニューの開き方：
▼ [Display Setup]を開き、上ボタンまた
は下ボタンを押して[Visible Trays]を
選択します。

▼ 右ボタンを押すと選択項目が表示され
ます。

▼ 上ボタンまたは下ボタンを押して希望
の項目を選択します。

▼ インフォメーショントレイに表示する
かしないか、SELECTボタンを押して
選びます。

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

Display Setup - Gear Shift Ind.
[Gear Shift Ind.]ではシフトインジケータ
ーを設定できます。

Running In

Default

User Defined

Disabled

シフトチェンジを知らせるときのエンジ
ン回転数は設定またはリセットできま
す。シフトインジケーターを無効にする
こともできます。エンジンの慣らし運転
が終了すると（1,600km走行すると）、
[Running In]（慣らし運転）の項目が表示
されなくなり、[Default]（初期設定）が
表示されます。
シフトチェンジを知らせるエンジン回転
数（RPM）の変更方法：
▼ [Gear Shift Ind.]を開き、上ボタンまた
は下ボタンを押して[User Defined]
（ユーザー設定）を選び、SELECTボ
タンを押して確定します。

Shift Indicator

7
7
ENTER

85 6 9
000 RPM

▼ 以前保存したrpmまたはデフォルトの
rpmが表示されます。左ボタンまたは
右ボタンを押して消去マークまでスク
ロールします。



システムの説明56

▼ SELECTボタンを押してそれぞれの数
字を消去します。

▼ 左ボタンまたは右ボタンを押して数字
をスクロールします。

▼ SELECTボタンを押して数字を確定し
ます。「0」以外の数字を選択すると
百単位で増加します。たとえば、
「4」を選択するたびに「400」ずつ
増加します。

シフトインジケーターを無効にする方
法：
▼ 上ボタンまたは下ボタンを押して

[Disabled]を選択し、SELECTボタンを
押して確定します。

Display Setup - Language
画面の表示言語は[Language]で設定でき
ます。

English

Francais

Deutsch

Nederlands

Italiano

画面の表示言語の選び方：
▼ [Display Setup]を開き、上ボタンまた
は下ボタンを押して[Language]を選択
します。

▼ 右ボタンを押すと選択できる言語が表
示されます。

▼ 上ボタンまたは下ボタンを押して言語
を選びます。

▼ 言語を選択するかしないか、SELECT
ボタンを押して確定します。選択した
項目の横にはチェックマークが表示さ
れます。
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Display Setup - Units
[Units]メニューで使用する単位を選択で
きます。

Distance/Economy

Temperature

Pressure

単位の選び方：
▼ [Display Setup]を開き、上ボタンまた
は下ボタンを押して[Units]を選択しま
す。

▼ 右ボタンを押すと選択項目が表示され
ます。

単位の変更方法：
▼ 上ボタンまたは下ボタンを押して希望
の項目を選択します。

▼ 右ボタンを押すと選択項目が表示され
ます。

▼ 上ボタンまたは下ボタンを押して希望
の単位を選択します。

▼ SELECTボタンを押して確定します。
選択した項目の横にはチェックマーク
が表示されます。

選択できる項目：
Distance/Economy（距離と燃費）：
Miles & MPG (UK)、Miles & MPG (US)、
KM & L/100KM、KM & KM/L

Temperature（温度）：°C、°F

Pressure（圧力）：PSI、bar、KPa

Display Setup - Clock
時計を現地時間に合わせるときは[Clock]
を選択します。

12 HR

24 HR

HOURS

MINUTES

時計の合わせ方：
▼ [Display Setup]を開き、上ボタンまた
は下ボタンを押して[Clock]を選択しま
す。

▼ 右ボタンを押すと選択項目が表示され
ます。

▼ 上ボタンまたは下ボタンを押して[12
HR]または[24 HR]を選択し、SELECT
ボタンを押して確定します。選択した
項目の横にはチェックマークが表示さ
れます。

▼ 12時間表示または24時間表示で時刻が
表示されます。

「時」の合わせ方：
▼ [HOURS]を選択して右ボタンを押す
と、「時」を合わせる画面になりま
す。

HOURS

2
22

ENTER

30 1 4

▼ 左ボタンまたは右ボタンを押してスク
ロールし、希望の数字を選択します。
SELECTボタンを押して確定します。
選んだ数字が下に表示されます。同じ
方法で次の数字を選択します。



システムの説明58

▼ 「時」の数字を正しく選択できたら、
上ボタンを押して画面の一番上に戻り
ます。次に左ボタンを押して[Clock]メ
ニューを表示します。

「分」の合わせ方：
▼ [MINUTES]を選択して右ボタンを押す
と、「分」を合わせる画面になりま
す。

MINUTES

0
52

ENTER

19 2

▼ 左ボタンまたは右ボタンを押してスク
ロールし、希望の数字を選択します。
SELECTボタンを押して確定します。
選んだ数字が下に表示されます。同じ
方法で次の数字を選択します。

▼ 「分」の数字を正しく選択できたら、
上ボタンを押して画面の一番上に戻り
ます。次に左ボタンを押して[Clock]メ
ニューを表示します。

Display Setup - Date
[Date]では、日付を合わせることと日付
の表示形式の設定ができます。

Date Format

Year

Month

Day

年月日の表示方法の選び方：
▼ [Display Setup]を開き、上ボタンまた
は下ボタンを押して[Date]を選択しま
す。右ボタンを押すと選択項目が表示
されます。

▼ 上ボタンまたは下ボタンを押して
[Date Format]を選択します。右ボタ
ンを押すと選択項目が表示されます。

DD-MM-YYYY

MM-DD-YYYY

YYYY-MM-DD

▼ 上ボタンまたは下ボタンを押して希望
の表示形式を選択します。SELECTボ
タンを押して確定します。選択した項
目の横にはチェックマークが表示され
ます。

「年」の設定方法：
▼ [Display Setup]を開き、上ボタンまた
は下ボタンを押して[Date]を選択しま
す。右ボタンを押すと選択項目が表示
されます。
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▼ 上ボタンまたは下ボタンを押して
[Year]を選択します。右ボタンを押す
と[SET YEAR]の画面が表示されます。

SET YEAR

0
2020
ENTER

29 1

▼ 左ボタンまたは右ボタンを押してスク
ロールし、年の4桁の数字のうち、一
番最初の数字を選択します。

▼ SELECTボタンを押して数字を確定し
ます。同じ方法で残りの数字を選択し
ます。

「月」の設定方法：
▼ [Display Setup]を開き、上ボタンまた
は下ボタンを押して[Date]を選択しま
す。右ボタンを押すと選択項目が表示
されます。

▼ 上ボタンまたは下ボタンを押して
[Month]を選択します。右ボタンを押
すと[SET MONTH]の画面が表示されま
す。

SET MONTH

06
ENTER

5 0
▼ 左ボタンまたは右ボタンを押して数字
をスクロールし、希望の月を選択しま
す。

▼ SELECTボタンを押して月を確定しま
す。

「日」の設定方法：
▼ [Display Setup]を開き、上ボタンまた
は下ボタンを押して[Date]を選択しま
す。右ボタンを押すと選択項目が表示
されます。

▼ 上ボタンまたは下ボタンを押して
[Day]を選択します。右ボタンを押す
と[SET DAY]の画面が表示されます。

SET DAY

08
ENTER

9 0
▼ 左ボタンまたは右ボタンを押してスク
ロールし、希望の数字を選択します。

▼ SELECTボタンを押して数字を確定し
ます。
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初期設定にリセット
[Reset to Default]では、[Main Menu]の
各項目を初期設定にリセットできます。
[Main Menu]の各項目のリセット方法：
▼ [Main Menu]を開き、上ボタンまたは
下ボタンを押して[Reset To Defaults]
を選択します。

▼ 上ボタンまたは下ボタンを押して
[Confirm]（続行）または[Cancel]（中
止）を選びます。SELECTボタンを押
して確定します。

Confirm

Cancel

▼ [Confirm]：Main Menuの設定およびデ
ータが初期設定に戻ります。対象とな
るのは、ライディングモード、トリッ
プメーター、メーターの表示項目、言
語、トラクションコントロール、画面
の明るさです。

▼ [Cancel]：Main Menuの設定もデータ
もそのまま残ります。画面はひとつ前
の画面に戻ります。

燃料

RON/ROZ 95 min.91

E5 E10

3900691

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

Pb

燃料の等級
Triumphのバイクは、無鉛燃料を使うよ
うに設計されており、正しい等級の燃料
を使用するとその性能が十分に発揮され
ます。必ずオクタン価91 RON以上の無鉛
燃料を使用してください。

エタノール
ヨーロッパでは、Triumphのバイクは
E5（エタノール5％混合）とE10（エタノ
ール10％混合）の無鉛燃料に対応してい
ます。
その他の地域では、E25（エタノール
25％混合）までの燃料を使用できます。

エンジンキャリブレーション
ただし、エンジンのキャリブレーション
が必要な場合もあります。必ずTriumph
正規販売店にお問い合わせください。
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 注意
燃料の等級が適切でなかったりエンジ
ンを正しくキャリブレーションしなか
ったりすると、モーターサイクルが損
傷して修理できなくなることがありま
す。
必ず適切な等級で品質に問題のない燃
料を使用してください。
燃料の等級が適切でなかったりエンジ
ンを正しくキャリブレーションしなか
ったりすることに起因する損傷は、製
造上の欠陥ではないため、保証の対象
になりません。

 注意
このお車の排気装置には排出ガスを低
減する触媒コンバーターが取り付けて
あります。
有鉛ガソリンを使うと、触媒コンバー
ターが損傷することがあります。ま
た、燃料切れを起こしたり、燃料が極
めて少ない状態で走行したりすると、
触媒コンバーターに回復不能な損傷を
与える可能性があります。
必ず燃料を十分に補給して走行してく
ださい。

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

給油方法

 警告
給油するときは、安全のため以下の指
示にしたがってください。
- ガソリン（燃料）は非常に可燃性が高
く、特定の条件下では爆発する可能性
があります。給油するときは、イグニ
ッションスイッチをOFFにしてくださ
い。
- 喫煙はやめてください。
- 携帯電話を使用しないでください。
- 給油場所の換気が良いか、火気がない
かを確認してください。パイロットラ
ンプのついた器具も使用できません。
- 燃料がフィラーネックに達するほどタ
ンクを一杯にすることは絶対にやめて
ください。太陽熱やその他の熱源から
生じた熱で燃料が膨張してあふれ出
し、火災を引き起こすおそれがありま
す。
- 給油後は、フューエルフィラーキャッ
プをきちんと閉じてください。
- ガソリン（燃料）は非常に可燃性が高
いため、燃料が漏れたりこぼれたりし
た場合や、上述の注意事項を守らなか
ったりした場合は、火災が発生し、物
的な損害や負傷または死亡の原因とな
ることがあります。
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フューエルタンクキャップ

ckad

1 2

1. フューエルタンクキャップ
2. キー
フューエルタンクキャップの開け方：
▼ フューエルタンクキャップカバーを開
けます。

▼ フューエルタンクキャップのロックに
キーを差して時計回りに回します。

▼ フューエルタンクキャップとキーを取
り外します。

フューエルタンクキャップの閉じ方：
▼ キーを差したフューエルタンクキャッ
プを元に戻し、押し込んでロックをは
めます。

▼ キーを抜き、フューエルタンクキャッ
プカバーを閉じます。

 注意
キーを差し込まないままフューエルタ
ンクキャップをはめると、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。

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。
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、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。

 注意
雨天時やほこりっぽい状態のときは、
給油を避けてください。大気中の異物
が燃料に混入する可能性があります。
燃料に異物が混入すると、燃料システ
ムの部品が損傷する場合があります。
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給油は、燃料をこぼさないようにゆっく
りと行います。燃料がフィラーネックの
最下部を超えるほどタンクを一杯にして
はいけません。エンジンや直射日光から
の熱を吸収して燃料が膨張しても大丈夫
なように、タンク内に十分な空間を残し
ておく必要があります。

21

1. フューエルフィラーネック
2. 燃料の上限
給油後は、フューエルフィラーキャップ
をきちんと閉じてください。

トラクションコントロール
（TC）

 警告
トラクションコントロールが装着され
ていても、道路条件や気象条件に合わ
せて走行することが不要なわけではあ
りません。
以下の場合は、トラクションコントロ
ールでトラクションを回復することは
できません。
- コーナー進入時に速度が出すぎている
場合
- 車体をかなり傾けた状態で加速した場
合
- ブレーキをかけているとき
- トラクションコントロールはフロント
ホイールのスリップを抑制できない
これらの警告を無視すると、制御不能
となって事故につながるおそれがあり
ます。

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

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

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

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

トラクションコントロールの設定につい
てはページ 51を参照してください。
トラクションコントロールをOFFにする
と、TC無効警告灯が点灯します。
イグニッションをOFFにしてからもう一
度ONにしすると、トラクションコントロ
ールが復帰します。

タイヤ空気圧モニタリングシ
ステム（TPMS）（搭載車の
み）
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販売され
ていますが、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。

 警告
タイヤ空気圧モニタリングシステム
（TPMS）が搭載されていても、必ずタ
イヤ空気圧の日常点検をしてくださ
い。
正確なタイヤ空気圧ゲージを使い、タ
イヤが冷えている時に空気圧を測定し
てください（本書の「タイヤ」参
照）。
TPMSの表示を見ながらタイヤ空気圧を
調整すると正しい空気圧にならない場
合があります。そうすると、車両が制
御不能となって事故につながるおそれ
があります。

フロントホイールとリアホイールにタイ
ヤ空気圧センサーが取り付けてありま
す。これらのセンサーによってタイヤ内
部の空気圧が測定され、そのデータがメ
ーターに送信されます。ただし、走行速
度が20  km/hを超えないと、センサーか
ら空気圧のデータは送信されません。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。
タイヤ空気圧センサーはタイヤバルブの
近くに取り付けてあります。ホイールリ
ムには、センサーの取付位置を示すラベ
ルが貼ってあります。
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タイヤ空気圧

 警告
タイヤ空気圧モニタリングシステム
（TPMS）は、タイヤ空気圧を調整する
ときにタイヤ空気圧ゲージとして使用
するものではありません。
タイヤ空気圧を正しく設定するには、
必ず正確なタイヤ空気圧ゲージを使用
して、タイヤが冷えている時に空気圧
を測定してください。
TPMSの表示を見ながらタイヤ空気圧を
調整すると正しい空気圧にならない場
合があります。そうすると、車両が制
御不能となって事故につながるおそれ
があります。

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

 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。

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、タイヤが冷えているときに設定した
空気圧と表示された空気圧とが異なる場
合があります。Triumph社では、タイヤ
内の空気の膨張を考慮し、タイヤが冷え
ている時の空気圧を指定しています。
タイヤ空気圧は正確なタイヤ空気圧ゲー
ジを使用し、必ずタイヤが冷えていると
きに測定してください。空気圧ゲージの
代わりに、メーターに表示される空気圧
を見ながら空気圧の調整をしてはいけま
せん。指定空気圧は「主要諸元」を参照
してください。
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タイヤ空気圧警告灯（TPMS搭載
車）

 警告
タイヤ空気圧警告灯が点灯した場合
は、停車してください。
タイヤを点検し、タイヤが冷えている
時の空気圧が推奨値でない場合、走行
してはいけません。

タイヤ空気圧警告灯は、タイ
ヤ空気圧モニタリングシステムと連動し
て作動します。ページ  64を参照してくだ
さい。
フロントタイヤまたはリアタイヤの空気
圧が推奨値より低い場合に限り、この警
告灯が点灯します。タイヤ空気圧が推奨
値より高い場合は点灯しません。
タイヤ空気圧警告灯が点灯すると、どの
タイヤの空気圧が低下しているかが画面
に表示されます。タイヤ空気圧も表示さ
れます。

## ##1 2

1. リアタイヤ空気圧
2. フロントタイヤ空気圧

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（ペー
ジ  120参照）。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。

タイヤ空気圧センサーのバッテリー
タイヤ空気圧センサーのバッテリー電圧
が低い場合は、画面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。
その場合は、Triumph正規販売店でセン
サーを交換してもらい、新しいシリアル
ナンバーを「センサーシリアルナンバ
ー」の記入欄に記入してもらってくださ
い。
イグニッションスイッチがONになってい
るときにTPMSマークが点滅し続ける場合
またはTPMS警告灯が点灯し続ける場合
は、TPMSシステムの異常です。Triumph
正規販売店で修理してもらってくださ
い。
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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

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

サイドスタンド

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

 警告
サイドスタンドをかけているときにお
車を傾けたり、お車に跨がったりしな
いでください。
お車が倒れて損傷したり、事故につな
がる可能性があります。

1

1. サイドスタンド
このお車はサイドスタンドで駐車できま
す。
サイドスタンドを使うときは、必ずハン
ドルバーを左いっぱいまで切り、ギアを1
速に入れておいてください。
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サイドスタンドで駐車したときは、お車
にまたがったらまずサイドスタンドを上
げ、それから走行してください。
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。

シート

 注意
シートやシートカバーの損傷を防ぐに
は、シートを落とさないよう気をつけ
てください。
シートを車両に立てかけたり、シート
やシートカバーを傷つける可能性のあ
る場所に立てかけたりしてはいけませ
ん。シートは、シートカバーを上に向
けた状態にして、清潔で平らな柔らか
い布地の上に置いてください。
シートカバーを傷つけたり汚したりす
る可能性のあるものをシートの上に置
いてはいけません。

シートのお手入れについてはページ  144
を参照してください。
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シートロック

 警告
走行中にシートが外れないようにする
ため、シートを取り付けたら必ずシー
トをつかんでぐっと引っ張り上げてみ
てください。
シートがしっかりはまっていないと、
ロックから外れてしまいます。
シートがしっかり固定されていなかっ
たり外れたりすると、車両が制御不能
となって事故につながるおそれがあり
ます。

1

1. シートロック
シートロックは車体の左側、シート下方
のフレーム上にあります。
シートを取り外すと、バッテリーやヒ
ューズボックスにアクセスできます。

シートの取り外しと取り付け

 警告
走行中にシートが外れないようにする
ため、シートを取り付けたら必ずシー
トをつかんでぐっと引っ張り上げてみ
てください。
シートがしっかりはまっていないと、
ロックから外れてしまいます。
シートがしっかり固定されていなかっ
たり外れたりすると、車両が制御不能
となって事故につながるおそれがあり
ます。

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
差し込んで反時計回りに回します。そ
うすると、シートがロックから外れま
す。

▼ シートを持ち上げて後方にずらし、車
両から取り外します。

シートの取り付け方：
▼ 燃料タンクの近くにあるブラケットの
下にシートのツメをはめます。

▼ 各ヒンジの位置をそろえ、シート後部
を押し下げてロックにはめます。シー
トがロックにしっかりはまると、カチ
ッと音がします。
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ウィンドスクリーン（装着車
のみ）

 警告
走行中にウィンドスクリーンの汚れを
落とそうとすることは絶対にやめてく
ださい。
走行中にハンドルバーから手を離す
と、車体を制御できなくなります。
走行中にウインドスクリーンの汚れを
落とそうとすると、制御不能となって
事故につながるおそれがあります。

 警告
ウィンドスクリーンの位置は両側とも
そろえてください。
ウィンドスクリーンの位置をきちんと
調節しないまま走行すると、車両が制
御不能となって事故につながるおそれ
があります。

Tiger Sportに取り付けられているウィン
ドスクリーンは、ツールを使わずに手動
で位置調節できます。

1

1. 高さ調節ハンドル

ウィンドスクリーンの高さ調節方法：
▼ お車に跨がります。
▼ 高さ調節ハンドルをしっかりと握りま
す。

▼ 希望の位置までウィンドスクリーンを
上下に動かします。

ウィンドスクリーンの洗浄についてはペ
ージ 145を参照してください。
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慣らし運転

R.P.M.

新車の場合、最初の内は慣らし運転と呼
ばれる走行が必要です。
部品が新しいときは、エンジン内部の摩
擦が特に大きくなります。その後、エン
ジンを継続的に回転させることによって
部品同士がなじみ、内部摩擦が大幅に低
減します。
慎重に慣らし運転を行うことで、排ガス
量や走行性能や燃費が最適化され、エン
ジンやその他の部品も長く使用できるよ
うになります。
最初の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～1500 kmまで：
▼ 短時間であれば、エンジン速度を限界
まで徐々に上げても構いません。

慣らし運転期間中と慣らし運転終了後：
▼ エンジン冷間時は、エンジン速度を上
げ過ぎないでください。

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

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

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

走行前に必ず以下の日常点検を実施して
ください。日常点検に時間はかかりませ
んし、点検することで安全で安定した走
行が可能になります。
日常点検で異常が見つかった場合は、
「メンテナンスおよび調整」を参照する
か、Triumph正規販売店に依頼するかし
て、お車を安全な状態に戻してくださ
い。
点検項目：
燃料：タンクに燃料が適量入っているこ
と、燃料漏れがないこと（ページ 60）。
エンジンオイル: オイルゲージを見てオイ
ルが適量か確認すること。適切な仕様の
オイルを適宜補給すること。エンジンや
オイルクーラーから漏れがないこと（ペ
ージ 95）。
ドライブチェーン：正しく調整されてい
ること（ページ 106）。
タイヤ／ホイール：空気圧が適正である
こと（冷えている時）。トレッドの深さ
と摩耗状態、タイヤとホイールの損傷、
パンクなどを点検すること（ペー
ジ 120）。
ナット、ボルト、 締め具類：ステアリン
グとサスペンションの部品、アクスル、
操作レバーなどがきちんと締め付けてあ
るか目視点検すること。ゆるんだり損傷
したりしているネジがないかすべて点検
すること。

ステアリングの動き：左右にいっぱいま
でガタがなくスムーズに動くこと。コン
トロールケーブルのひっかかりがないこ
と（ページ 115）。
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 109）。
ブレーキパッド：摩擦材の厚さが適切
か、すべてのブレーキパッドを点検する
こと（ページ 109）。
ブレーキフルード量：ブレーキフルード
の漏れがないこと。両方のリザーバーと
もブレーキフルード量が上限マークと下
限マークとの間にあること（ペー
ジ 111）。
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 117）。
スロットル：スロットルグリップがスム
ーズにアイドルポジションに戻ること
（ページ 33）。
クラッチ：スムーズに操作できて、ケー
ブルの遊びが適切であること（ペー
ジ 103）。
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（エンジンが冷えている
時）（ページ 101）。
電装品：ホーンおよびライト類が正しく
機能すること（ページ 134）。
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 74）。
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 67）。
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エンジンの止め方

 注意
通常は、イグニッションスイッチをOFF
の位置に回すとエンジンが停止しま
す。
エンジンストップスイッチは緊急時に
だけ使用してください。
エンジンを止めたら、イグニッション
スイッチをONにしたまま放置してはい
けません。電気系統が損傷する場合が
あります。

P

OFF
ON

E F

1

2 3

4

1. ギアポジション（N）
2. ニュートラル表示灯
3. イグニッションスイッチのOFF位置
4. エンジンスタート／ストップスイッチの

STOP位置
エンジンの止め方：
▼ スロットルを完全に戻します。
▼ ギアをニュートラルにします。
▼ イグニッションスイッチをOFFにしま
す。

▼ ギアを1速に入れます。
▼ 安定した平らな場所で、サイドスタン
ドで駐車します。

▼ ステアリングをロックします。

エンジンのかけ方

 警告
閉めきった場所でエンジンをかけたり
アイドリングしたりすることは絶対に
やめてください。
排出ガスは有毒です。短時間の内に意
識を失い、死に至る可能性がありま
す。
必ず屋外または換気の良い所でエンジ
ンをかけてください。

 注意
スターターを5秒以上連続して作動させ
てはいけません。スターターモーター
がオーバーヒートして、バッテリーが
消耗します。
スターターを繰り返し作動させる場合
は、モーターが冷えてバッテリーのパ
ワーが回復するまで、15秒待ってから
作動させてください。
エンジンを長時間アンドリングしては
いけません。オーバーヒートしてエン
ジンが損傷することがあります。

P

OFF
ON

E F

3

4 5

1
2

1. エンジンスタート／ストップスイッチの
RUN位置

2. エンジンスタート/ストップスイッチの
START位置

3. ニュートラルインジケーター
4. ニュートラル表示灯
5. イグニッションスイッチのON位置
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エンジンのかけ方：
▼ エンジンストップスイッチがRUNにな
っていることを確認します。

▼ ギアをニュートラルにします。
▼ クラッチレバーをいっぱいまで握りま
す。

▼ イグニッションスイッチをONにしま
す。

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一旦点灯して消灯
します（エンジンをかけるまで点灯した
ままになる警告灯は除きます。ページ  37
参照）。
イグニッションキーには、エンジンイモ
ビライザーを解除するためのトランスポ
ンダーが内蔵されています。イグニッシ
ョンスイッチの近くでは常にイグニッシ
ョンキーを1本だけ持つようにしてくださ
い。そうすると、イモビライザーが正常
に解除されます。イグニッションスイッ
チの近くでイグニッションキーを2本持つ
と、トランスポンダーとエンジンイモビ
ライザーとの間の信号が正常に送受信さ
れない場合があります。その場合、どち
らかのイグニッションキーを遠ざけない
と、エンジンイモビライザーが解除され
ません。

▼ スロットルを閉じたまま、スターター
ボタンを押してエンジンをかけます。

▼ クラッチレバーをゆっくりと離しま
す。

 注意
エンジンがかかるとすぐに油圧低下警
告灯が消灯します。
エンジンをかけた後に油圧低下警告灯
が消灯しない場合は、すぐにエンジン
を止めて原因を調べてください。
油圧が低下した状態でエンジンが回転
すると、エンジンに重大な損傷が生じ
ます。

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

▼ エンジン回転中にサイドスタンドを下
ろした場合、ギアがニュートラル以外
に入っていると、クラッチの位置に関
係なくエンジンが停止します。
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発進のしかた
発進のしかた：
▼ クラッチレバーを握り、ギアを1速に
入れます。

▼ スロットルを少し開き、クラッチレバ
ーを握った手をゆっくりゆるめます。

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

ギアチェンジのしかた

 警告
低速ギアでスロットルを開きすぎた
り、急に開いたりしないように注意し
てください。そうしないと、フロント
ホイールが地面から浮き上がり（ウィ
リー走行）、リアタイヤのトラクショ
ンが失われます（ホイールスピン）。
このお車の運転に慣れていない間は、
必ずスロットルを慎重に開いてくださ
い。そうしないと、ウィリー走行やト
ラクションの低下により、制御不能と
なって事故につながるおそれがありま
す。

 警告
高速走行中は低速ギアに切り替えては
いけません。エンジン回転数（rpm）が
急激に上がってしまいます。
そうなるとリアホイールがロックし、
制御不能となって事故につながるおそ
れがあります。エンジンも損傷する可
能性があります。
シフトダウンするときは、エンジン回
転数を十分に落としてください。

Triumphシフトアシスト（TSA）搭載車の
場合はページ 77を参照してください。

1
1

2

3

4

5

6

N

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。

注記
ギアチェンジの仕組みは 「ポジティブス
トップ」式です。つまり、ギアチェンジ
ペダルを動かすたびに、シフトアップも
シフトダウンも1段ずつしか変速できませ
ん。

Triumphシフトアシスト
（TSA）（搭載車のみ）

 注意
走行中にTSAシステムに異常が発生した
場合、TSAシステムは無効になります。
通常どおり、クラッチを使用してシフ
トチェンジしてください。そうしない
と、エンジンまたはギアボックスが損
傷する可能性があります。
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。

 注意
シフトチェンジを行うときは、ペダル
をストロークいっぱいまで素早く力強
く踏んでください。
シフトチェンジするときは常に注意し
てください。シフトチェンジ後、次の
シフトチェンジを行う前にペダルを完
全に戻してください。
シフトチェンジを正しく行わないと、
エンジンとトランスミッションが損傷
する可能性があります。

Triumphシフトアシスト（TSA）によって
エンジントルクが調整されるので、スロ
ットルを戻したりクラッチを操作したり
しなくても、ギアを入れることができま
す。
TSAは、ギアを変更するための自動シス
テムではありません。ページ  76に記載の
とおり、ギアペダルを使用して通常の方
法でギアを選択する必要があります。
TSAはシフトアップ、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。ニュー
トラルからギアを選択する場合や他のギ
アからニュートラルを選択する場合に
は、必ずクラッチを使用してください。
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以下の場合はTriumphシフトアシストが
作動しません。
▼ クラッチを操作した。
▼ 6速のときに誤ってシフトアップしよ
うとした。

▼ 1速のときに誤ってシフトダウンしよ
うとした。

▼ エンジンが低速回転時にシフトアップ
しようとした。

▼ エンジンが高速回転時にシフトダウン
しようとした。

▼ オーバーラン中にシフトアップしよう
とした。

▼ トラクションコントロールが作動中。
▼ 前のギアがしっかり入っていない。
▼ シフトチェンジ中にスロットルが操作
された。

TSAが作動しない場合、クラッチを使用
して通常の方法でシフトチェンジできま
す。
TSAの有効・無効の詳細についてはペー
ジ 50を参照してください。

ブレーキの使い方

cjxh

1

1. フロントブレーキレバー

1

1. リアブレーキペダル
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 警告
ブレーキは以下のように操作してくだ
さい。
- クラッチをつなげたままスロットルを
完全に戻し、エンジンブレーキをかけ
ます。
- バイクが止まったときにギアが1速に
なるように、1段ずつシフトダウンしま
す。
- 停止するときは、必ず両方のブレーキ
を同時にかけます。通常、リアブレー
キよりもフロントブレーキをやや強め
にかけます。
- エンストしないように、必要に応じて
シフトダウンするか、またはクラッチ
を完全に切ります。
- 絶対にブレーキをロックさせてはいけ
ません。制御不能となって事故につな
がるおそれがあります。

 警告
急ブレーキをかけるときは、シフトダ
ウンはせず、横滑りしないように注意
しながら、できる限り強くフロントブ
レーキとリアブレーキをかけることに
集中してください。ライダーは、急ブ
レーキのかけ方を交通のない場所で練
習する必要があります。
Triumphでは、すべてのライダーの皆様
に教習を受けていただくことをお勧め
しています。教習では安全なブレーキ
操作も習得できます。正しいブレーキ
テクニックを習得しないと、制御不能
となって事故につながるおそれがあり
ます。

 警告
注意が散漫になると制御不能となって
事故につながるおそれがあるため、制
動時、加速時、旋回時には、安全のた
め十分に注意を払ってください。フロ
ントブレーキまたはリアブレーキのど
ちらか一方だけを使用すると、ブレー
キ性能が十分に発揮されません。ブレ
ーキを強くかけすぎると、どちらかの
ホイールがロックする場合があり、制
御不能となって事故につながるおそれ
があります（ABSに関する警告を参照
してください）。
コーナーに進入する前にできるだけ速
度を落としたりブレーキをかけたりし
てください。コーナリングの途中でス
ロットルを戻したりブレーキをかけた
りすると、スリップして制御不能とな
り事故につながるおそれがあります。
雨天時に走行する場合や舗装されてい
ない道路を走行する場合は、操縦しづ
らくなったり停止しづらくなったりし
ます。そのような状況でも、ライダー
は適切に対応しなくてはなりません。
急加速、急ブレーキ、急旋回をする
と、制御不能となり事故につながるお
それがあります。

 警告
長く急な下り坂や山道を下るときは、
シフトダウンしてエンジンブレーキを
効果的に使い、フロントブレーキとリ
アブレーキは断続的に使用してくださ
い。
連続的にブレーキをかけたり、リアブ
レーキだけをかけたりすると、ブレー
キの温度上昇の原因となり、ブレーキ
の効きが悪くなります。そうなると制
御不能となって事故につながるおそれ
があります。
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 警告
ブレーキペダルに足をかけたまま走行
したり、ブレーキレバーに手をかけた
まま走行したりすると、ブレーキライ
トが点灯することがあるので、他の人
はあなたがブレーキをかけたと勘違い
してしまいます。
また、ブレーキの温度が上昇してブレ
ーキの効きが悪くなり、制御不能とな
って事故につながるおそれもありま
す。

 警告
エンジンを切った状態で惰性走行して
はいけません。また、このお車をけん
引してもいけません。
エンジン回転中でなければ、トランス
ミッションは圧力潤滑されません。
潤滑が不十分であれば、トランスミッ
ションの損傷や焼き付きの原因とな
り、突然制御不能となって事故につな
がるおそれがあります。

アンチロックブレーキシステム（ABS）

 警告
ABSは制動時、車両を最大限にコント
ロールするためのシステムです。ABS
によって特定の状況下で制動距離が短
くなることがありますが、ABSは安全
な走行を保証する装置ではありませ
ん。
必ず法定速度以下で走行してくださ
い。
決して不注意な運転をしてはいけませ
ん。天候、路面状況、交通状況に応じ
て必ず減速してください。
コーナリング時は十分に注意してくだ
さい。コーナーに入ってからブレーキ
をかけると、ABSが車両の重量と推進
力に対応できません。そうすると、制
御不能となって事故につながるおそれ
があります。
状況によっては、ABSを装着した車両
の方が制動距離が長くなることがあり
ます。
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ABS警告灯

イグニッションをONにする
と、ABS警告灯が点滅するのは正常な状
態です。ページ  38を参照してください。
ABS警告灯が点灯したままの場合はABS
に故障があるため、ABSが作動しませ
ん。点検が必要です。

注記
ABSが作動すると、ブレーキペダルの感
触が硬くなったり、ブレーキレバーやブ
レーキペダルに振動が伝わったりする場
合があります。
ABSはブレーキシステムに一体化された
システムではなく、フロントブレーキと
リアブレーキの両方を同時に制御するも
のではないため、ブレーキレバーかブレ
ーキペダル、またはその両方から体に振
動が伝わることがあります。
突然上り坂や下り坂になると、ABSが作
動することがあります。

 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。

 警告
お車をスタンドで支えた状態で、リア
ホイールを30秒以上高速で回転させる
とABS警告灯が点灯します。これは故
障ではありません。
イグニッションスイッチをOFFにしてか
らもう一度エンジンをかけたときも、
30  km/hを超えるまではABS警告灯が点
灯したままになります。

 警告
ABSは、前輪と後輪の相対速度を比較
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
作動しないおそれがあります。そのた
め、通常ならABSが作動するはずの状
況でも、制御不能となって事故につな
がるおそれがあります。
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駐車のしかた

 警告
走行後は、エンジンと排気装置が熱く
なっています。
歩行者や子供がお車に触れる可能性が
ある場所には駐車しないでください。
熱くなったエンジンや排気装置に触れ
ると、やけどをする可能性がありま
す。

 警告
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
地面が柔らかい場所や急斜面に駐車し
てはいけません。
そうした場所に駐車すると、お車が倒
れて物が壊れたり人がけがをしたりす
るおそれがあります。

駐車のしかた：
▼ ギアをニュートラルにし、イグニッシ
ョンスイッチをOFFにします。

▼ ギアを1速に入れます。
▼ 盗難防止のために、ステアリングをロ
ックします。

▼ お車の転倒を防止するため、必ず安定
した平らな場所に駐車してください。
特に、オフロードで駐車するときは、
安定した平らな場所に駐車することが
大切です。

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

▼ 傾斜地に横方向（左右）に駐車すると
きは、サイドスタンドがお車のつっか
え棒になるように駐車します。
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▼ 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。

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

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

高速走行時の注意

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

 警告
このTriumphモーターサイクルで高速走
行できるのは、定められたコースで行
われるロードレースやサーキットだけ
です。
また、高速走行が可能なのは、高速走
行に必要とされるテクニックを修得
し、この車両のあらゆる状況における
特性を熟知しているライダーだけで
す。
その他の状況での高速走行は危険であ
り、制御不能となって事故につながる
おそれがあります。

 警告
高速走行時のハンドリング特性は、法
定速度で走行しているときの慣れたハ
ンドリング特性とは異なる場合があり
ます。
十分な訓練を受けて必要な技能を修得
するまでは、高速走行をしないでくだ
さい。誤ったハンドリングによって、
重大な事故を引き起こすおそれがあり
ます。
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 警告
以下に記載するのは大変重要な項目で
すので必ず守ってください。普通の速
度で走行しているときには気づかない
ような問題でも、高速走行時には深刻
な問題となる場合があります。

システム全般
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。

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。

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

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

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

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

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

 注意
多くの地域では、このモデルの排気装
置に排ガスを低減する触媒コンバータ
ーが取り付けてあります。
燃料切れを起こしたり、燃料が極めて
少ない状態で走行したりすると、触媒
コンバーターに回復不能な損傷を与え
る可能性があります。
必ず燃料を十分に補給して走行してく
ださい。

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。

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。

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。

タイヤ
高速走行ではタイヤに負担がかかりま
す。安全に走行するためには、タイヤの
状態が良好でなければなりません。タイ
ヤの状態を全体的に点検し、適正空気圧
にして（タイヤ冷間時）、ホイールバラ
ンスを点検します。タイヤ空気圧を点検
した後、バルブキャップをしっかりとは
めます。「メンテナンス」や「主要諸
元」に記載されているタイヤの点検方法
およびタイヤの安全についての指示にし
たがってください。
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アクセサリーを取り付けたり荷物やパッ
センジャーを乗せたりすると、ハンドリ
ング特性に影響して安定性が変化するた
め、速度を落として走行してください。
この章では、お車にアクセサリーを取り
付けたり、荷物やパッセンジャーを乗せ
たりした場合の危険性について説明しま
す。

アクセサリー

 警告
お車の制御性を損なうようなアクセサ
リーを取り付けたり、そのような荷物
を載せたりしてはいけません。
ライト類、ロードクリアランス、バン
キング性能（傾斜角度）、操作機器、
ホイールトラベル、フロントフォーク
の動き、周囲の視界等に悪影響を及ぼ
すようなものを取り付けないでくださ
い。

 警告
Triumph製モーターサイクルには、
Triumph社が正式に認定したパーツやア
クセサリーや改良品を正規販売店に依
頼して取り付けてもらってください。
電気系統や燃料系統を分解しなければ
パーツやアクセサリーを取り付けたり
交換したりできない場合、または電気
系統や燃料系統にパーツやアクセサリ
ーを追加する場合などは大変な危険を
伴います。そういった作業によって安
全上の問題が生じる可能性がありま
す。
当社が認定していないパーツやアクセ
サリーや改良品を取り付けると、操縦
性、安定性などの面でモーターサイク
ルの動作に悪影響が出ることがあるた
め、制御不能となって事故につながる
おそれがあります。

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

 警告
Triumphのモーターサイクルには
Triumph純正アクセサリーを取り付けて
ください。
Triumph純正アクセサリーに付属してい
る取付方法説明書にしたがってくださ
い。Triumph純正アクセサリーを装着可
能なお車かどうか、しっかり確認して
ください。取付方法説明書は
www.triumphinstructions.comでご覧く
ださい。
取付方法説明書に記載されていないモ
デルにはTriumph純正アクセサリーを装
着してはいけません。装着すると操縦
性や安定性などに影響する場合があ
り、車両が制御不能となって重傷事故
や死亡事故につながるおそれがありま
す。
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 警告
お車にアクセサリーが装着されている
場合または人や荷物を載せている場合
には、絶対に130  km/hを超える速度で
運転してはいけません。法定速度が
130  km/h以上であっても、130  km/hを
超えないようにしてください。
アクセサリーを取り付けたり人や荷物
を載せたりすると、お車の安定性と操
縦性が変化します。
安定性が変化することを考慮せずに運
転すると、制御不能となって事故につ
ながるおそれがあります。高速で走行
するときは、お車の状態や様々な環境
要因によって車体安定性が損なわれる
可能性があることを忘れないでくださ
い。例としては次のような場合があり
ます。
- 車体の両側に荷物を均等に載せていな
い。
- 前後のサスペンション設定が適切でな
い。
- タイヤ空気圧が適切でない。
- タイヤが摩耗しすぎている、または偏
摩耗している。
- 横風を受けたり他の車両からの風を受
けたりする。
- だぶついた服を着ている。
当社が認定していないアクセサリーを
取り付けたり、積載状態が不適切であ
ったり、タイヤが摩耗していたりする
場合、またはお車全体の状態や悪路、
悪天候などによっては、130  km/hに達
しなくても安定性や操縦性に影響があ
ることを忘れないでください。

積載について

 警告
必ず、車両の両側の荷物の重さが均等
になるように荷物を載せてください。
走行中に荷物が移動しないように、荷
物をしっかりと固定してください。
パニアに荷物を入れるときは、それぞ
れのパニアの重さが均等になるように
してください。重い荷物はパニアの底
の車体側に入れてください。
荷物が固定されているか（走行中以外
のときに）たびたび点検し、車体後部
から荷物がはみ出すことのないように
してください。
「主要諸元」で指定されている最大積
載量を絶対に超えてはいけません。
最大積載量とは、ライダーとパッセン
ジャーの体重およびアクセサリーと荷
物の重量の合計です。
サスペンションの設定を調整できるモ
デルの場合は、積載状態に合わせ、プ
リロードと減衰力の設定を前後とも適
切に調整してください。パニアの最大
積載量については、パニア内側のラベ
ルを確認してください。
荷物の載せ方を誤ると、安全に走行で
きなくなり、事故につながるおそれが
あります。
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 警告
フレームと燃料タンクとの間に、何か
物を載せることは絶対にやめてくださ
い。
ステアリングの妨げになり、制御不能
となって事故につながるおそれがあり
ます。
ハンドルバーやフロントフォークに何
か取り付けると、ステアリングアッセ
ンブリーの質量が増加し、ステアリン
グコントロールが損なわれて事故につ
ながるおそれがあります。

 警告
各パニアの最大積載量は、パニア内側
のラベルに記載してあります。
最大収納重量を超えると、車体が不安
定になり、制御不能となって事故につ
ながるおそれがあるため、絶対に最大
収納重量を超えてはいけません。

Trident

 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、3  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。
3  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。

Tiger Sport

 警告
パッセンジャーシートに荷物を載せな
いでください。
パッセンジャーシートに荷物を載せる
と、制御不能となって事故につながる
おそれがあります。
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パッセンジャー

 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、シートストラッ
プまたはライダーの胴か腰にしっかり
つかまること。
- パッセンジャーはコーナリングの際に
ライダーに合わせて体を傾けること。
ライダーが体を傾けないときはパッセ
ンジャーも体を傾けないこと。

 警告
動物を乗せて走行してはいけません。
動物が突然動いたりすると、制御不能
となり事故につながるおそれがありま
す。
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定期点検

 警告
Triumph Motorcycles社は、オーナーが
実施したメンテナンスや調整の不備に
よって損傷や負傷が生じても、一切の
責任を負いません。
不適切なメンテナンスは、危険な走行
状態を招きます。
必ず、Triumph正規販売店にて定期的に
メンテナンスを受けてください。

 警告
メンテナンス項目は重要なものばかり
ですので、どのメンテナンスも怠って
はいけません。メンテナンスや調整が
不適切だと、車両の複数の部品に異常
が生じる場合があります。そのような
状態で走行すると、制御不能となって
事故につながるおそれがあります。
天候や地形、地理的な条件によってメ
ンテナンス内容は異なります。車両を
使用する環境および個々のオーナーの
必要性に合わせ、メンテナンススケジ
ュールを調整してください。
定期点検表上のメンテナンスを正しく
実施するためには、専用工具および専
門知識や訓練が必要です。これらの知
識と工具は、Triumph正規販売店のみが
有するものです。
不適切なメンテナンスは、危険な走行
状態を招きます。必ず、Triumph正規販
売店にて定期的にメンテナンスを受け
てください。

モーターサイクルを安全で安定した状態
でお使いいただくためには、指定された
日常点検にしたがってメンテナンスや調
整を行わなければなりません。また、定
期点検表にしたがって定期点検も受けな
ければなりません。この章では、日常点
検および簡単なメンテナンスや調整のや
り方について説明します。
Triumph正規販売店が実施する定期点検
は、年間走行距離に応じて、12ｹ月点検、
一定の走行距離ごとの点検、またはその
両方を組み合わせた点検の3種類がありま
す。
1. 年間走行距離が16,000  km未満の場合
は、12ｹ月ごとに点検を受けなければ
なりません。それに加え、一定の走行
距離ごとの点検も受ける必要がありま
す。

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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メンテナンスインジケーターと警告マー
ク

メンテナンスインジケーターは、
約100 kmで定期点検が必要であることを
知らせるために、車両始動後に5秒間点灯
します。定期点検が必要な走行距離に達
すると、Triumph診断ツールを使用して
定期点検時期をリセットするまで、メン
テナンスインジケーターが点灯したまま
になります。

ABSやエンジン制御システムに異
常が発生し、ABS警告灯やMILが点灯した
場合、警告マークが点滅します。できる
だけ早くTriumph正規販売店に連絡し、
点検修理を受けてください。

注記
ここに掲載する「定期点検表」内で米印
（*）が付いた項目については、追加料金
がかかります。
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定期点検表

点検項目

オドメーターのkm表示または点検期日のいずれか先に達した方

初回点検 12ヶ月点検 走行距離ごとの点検

日常点検 1,000 km／
6ヶ月点検 年

16,000／
48,000 km
点検

32,000 km
点検

64,000 km
点検

潤滑方式

エンジンとオイルクーラーの漏れ点検 • • • • • •

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

燃料システムの漏れ点検 • • • • • •

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

スパークプラグの交換 • •

冷却システム

冷却システムの漏れ点検 • • • • • •

クーラント量の点検／補給 • • • • • •

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年毎* 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 • • • • • •

クラッチケーブルの動作点検、適宜調整（ケーブル式
クラッチの場合） • • • • • •

クラッチレバーピボットの清掃／注油 • • • •

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 • • • • • •

タイヤの摩耗／損傷点検 • • • • • •

タイヤ空気圧の点検／調整 • • • • • •

ホイールベアリングの摩耗／動作点検 • •

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 • • • • • •

前後サスペンションの損傷、漏れ、動作点検 • • • • • •

ステアリングヘッドベアリングの点検／調整 - 初回点
検時を除く • •

リアサスペンションユニットとリンケージの注油（シ
ングルリアサスペンションユニットの場合） • •

フォークオイルの交換 •

スイングアームスピンドルの注油 •

ブレーキ

ブレーキシステムの動作確認 • • • • • •

ブレーキパッドの摩耗状態点検* • • • • • •

ブレーキフルード量の点検 • • • • • •

ブレーキフルードの交換 - 走行距離に関係なく2年毎* 走行距離に関係なく2年ごと
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点検項目

オドメーターのkm表示または点検期日のいずれか先に達した方

初回点検 12ヶ月点検 走行距離ごとの点検

日常点検 1,000 km／
6ヶ月点検 年

16,000／
48,000 km
点検

32,000 km
点検

64,000 km
点検

ファイナルドライブ

ドライブチェーンの遊びの点検／調整 • • • • • •

ドライブチェーンの摩耗点検* • • • • •

ドライブチェーンの注油 • • • • •

ドライブチェーンラビングストリップの摩耗、亀裂、
損傷点検*

• • • • •

電気系統

ライト、計器類、電気系統の点検／調整 • • • • • •

全般

バンク角指示器の摩耗点検* • • • • • •

センタースタンド／サイドスタンドの摩耗点検／動作
点検 • • • • • •

メーターとエンジン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 • • • • •

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

サービスブリテンの未対応の作業および保証作業の実
施 • • • • •

ロードテストの実施 • • • • •

サービスレコードブックに記入、メンテナンスインジ
ケーターがあればリセット • • • • •
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エンジンオイル

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

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

エンジンオイル量の点検

 警告
閉めきった場所でエンジンをかけたり
アイドリングしたりすることは絶対に
やめてください。
排出ガスは有毒です。短時間の内に意
識を失い、死に至る可能性がありま
す。
必ず屋外または換気の良い所でエンジ
ンをかけてください。

 警告
エンジンを止めた直後は、排気装置の
部品が高温になっています。
高温の部品に直に触れると、やけどを
するおそれがあります。
部品が冷えるまで待ってから排気装置
の作業を行ってください。

 注意
オイルが不足した状態でエンジンが回
転すると、エンジンが損傷します。
油圧低下警告灯が点灯したまま消えな
い場合は、すぐにエンジンを止めて点
検してください。
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3

5

4

1

2

1. フィラー
2. オイルゲージ
3. クランクケース内のオイルゲージの位置
4. 上限マーク
5. 下限マーク
エンジンオイル量の点検方法：
▼ エンジンをかけ、約5分間アイドリン
グします。

▼ エンジンを止め、オイルが安定するま
で最低3分間待ちます。

注記
エンジン内のオイル量を正確に点検する
ためには、エンジンが通常の動作温度に
達していること、車両が（サイドスタン
ドを使用しないで）真っ直ぐに立ってい
ること、オイルゲージがしっかりとねじ
込んであることが必要です。
クランクケースのオイルゲージの穴から
オイルを注入しないでください。

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

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

▼ 適正なオイル量になったら、フィラー
プラグを取り付けて締めます。
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エンジンオイルとオイルフィルター
の交換

 警告
エンジンオイルに長時間触れたり繰り
返し触れたりすると、肌の乾燥、かぶ
れ、皮膚炎などを起こすことがありま
す。
使用済みのエンジンオイルには皮膚が
んの原因となる有害物質が含まれてい
ます。
必ず適切な保護服を着用し、使用済み
オイルが肌に触れないようにしてくだ
さい。

 警告
エンジンオイルは高温になっている場
合があります。
適切な保護服、手袋、保護眼鏡等を着
用し、熱いエンジンオイルに触れない
ようにしてください。
高温のエンジンオイルに触れると、や
けどをするおそれがあります。

 警告
エンジンを止めた直後は、排気装置の
部品が高温になっています。
高温の部品に直に触れると、やけどを
するおそれがあります。
部品が冷えるまで待ってから排気装置
の作業を行ってください。

エンジンオイルとエンジンオイルフィル
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。

1

2

1. オイルフィルター
2. オイルドレンプラグ
エンジンオイルとエンジンオイルフィル
ターの交換方法：
▼ エンジンを十分に暖機します。エンジ
ンを止め、平らな場所で車両を真っ直
ぐに立てます。

▼ エンジンの下にオイルドレンパンを置
きます。

▼ オイルドレンプラグを取り外します。
▼ TriumphサービスツールT3880313を使
い、オイルフィルターを回して外しま
す。取り外したオイルフィルターは、
環境に配慮した方法で処分します。

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

▼ オイルをすべて抜き取った後、ドレン
プラグに新しいシーリングワッシャー
を取り付けます。ドレンプラグを取り
付け25 Nmで締め付けます。
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▼ API規格のSH以上およびJASO規格の
MAの両方の条件を満たしているモー
ターサイクル用エンジンオイルで、
10W/40もしくは10W/50の部分合成油
または全合成油を使用してください。
例として、Castrol Power  1 Racing 4T
10W‑40（全合成油）があります。一
部の地域ではCastrol  Power  RS
Racing  4T 10W‑40（全合成油）とい
う名称で販売されています。

▼ エンジンをかけ、最低30秒間アイドリ
ングします。

 注意
オイルがエンジン各部に行き渡る前に
エンジン回転数をアイドリングよりも
上げると、エンジンが損傷したり焼き
付いたりします。
エンジン回転数を上げるのは、エンジ
ンを60秒間アイドリングしてオイルが
十分に行き渡った後にしてください。

 注意
エンジン油圧が低すぎる場合には、油
圧低下警告灯が点灯します。エンジン
が回転しているときにこの警告灯が点
灯したまま消えなくなった場合は、す
ぐにエンジンを止めて原因を調べてく
ださい。
油圧が低いままエンジンが回転する
と、エンジンが損傷します。

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

▼ エンジンを止め、オイル量をもう一度
点検します。少なければ補給します。

使用済みのエンジンオイルとオイル
フィルターの処分
エンジンオイルを地面、下水管、排水
管、水路等に流すと環境に悪影響を与え
ます。
使用済みのオイルフィルターは一般のご
みと一緒に捨ててはいけません。処分方
法がわからない場合は、お住まいの地域
の自治体にお問い合わせください。
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エンジンオイルの規格と等級
（10W/40、10W/50）
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。

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
このお車は、一年中使用可能な有機添加
剤技術（Organic Additive Technology ：
OAT）を使用したクーラント「D2053」を
充填して出荷されています。このクーラ
ントはオレンジ色で、濃度50%のモノエ
チレングリコールの不凍液を含んでいま
す。
Triumphが提供するD2053クーラントの凍
結温度はマイナス40°Cです。
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防錆剤 

 警告
D2053 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。
クーラントには人体に悪影響を及ぼす
有毒な化学物質が含まれています。
皮膚や目に付着すると炎症を起こすお
それがあります。クーラントを取り扱
うときは、手袋、保護服、保護眼鏡を
着用してください。
クーラントを吸い込んだ場合は、新鮮
な空気の場所に移動させ、呼吸しやす
い状態にしてください。症状が改善さ
れない場合は医師の診察を受けてくだ
さい。
クーラントが皮膚に付着した場合は、
すぐに水で洗い流してください。クー
ラントが付着した衣服を脱いでくださ
い。
クーラントが目に入った場合は、水で
15分以上洗い、すぐに医師の手当てを
受けてください。
クーラントを飲み込んだ場合は、口を
水ですすぎ、すぐに医師の手当てを受
けてください。
クーラントはお子さまの手の届かない
場所に置いてください。

注記
Triumphが提供するD2053 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。
種類の異なるクーラントを混ぜてはいけ
ません。種類の異なるクーラントを混ぜ
て使用すると、クーラントの性能が低下
し、寿命が短くなります。クーラントを
交換するときは、冷却システムをきれい
な水でしっかり洗い流してください。
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クーラント量の点検
注記
クーラント量はエンジンが冷えている時
に（エンジンが室温または気温と同じ温
度のときに）点検します。

3

2

4

1

1. リザーブタンクカバー
2. リザーブタンク
3. 上限マーク
4. 下限マーク
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。車両の左側から、燃料タンク前部
の下側を見るとリザーブタンクが見え
ます。

▼ リザーブタンク内のクーラント量を点
検します。上限マークと下限マークと
の間にクーラントの液面があれば適正
な量です。

▼ クーラントの液面が下限マークより下
にある場合は、クーラントを補給して
ください。

クーラントの補給

 警告
エンジンが高温のときに、リザーブタ
ンクのキャップやラジエターのキャッ
プを取り外してはいけません。
エンジンが熱いときは、ラジエター内
のクーラントも熱くなっていて加圧状
態になっています。
加圧された状態の高温のクーラントに
触れると、やけどをしたり肌を傷めた
りすることがあります。

 注意
冷却システムに硬水を使用すると、エ
ンジンやラジエターに酸化膜が堆積
し、冷却システムの冷却効率が著しく
低下します。
冷却効率が低下すると、エンジンがオ
ーバーヒートし、重大な損傷につなが
るおそれがあります。

4

3

5

1
2

1. リザーブタンクキャップ
2. リザーブタンクカバー
3. リザーブタンク
4. 上限マーク
5. 下限マーク



メンテナンス102

クーラントの補給方法：
▼ エンジンが冷えるまで待ちます。
▼ リザーブタンクキャップを取り外しま
す。

▼ MAXに達するまで、補給口からクーラ
ントを補給します。

▼ 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、できるだけ早めに推奨クーラントに
交換してください。

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

ラジエターとラジエターホース

 警告
エンジンが回転すると、ファンが自動
的に作動します。
手や衣類をファンに近づけないでくだ
さい。
回転しているファンに接触すると、事
故やけがの原因となります。

 注意
洗車場の洗浄機や家庭にあるスプレー
などで水圧の高い水をかけると、ラジ
エターフィンが損傷し、漏れが発生し
たりラジエターの効率が低下したりす
る可能性があります。
当社が認定していないアクセサリーを
ラジエターの前方や冷却ファンの後方
に取り付けて、ラジエターを通る気流
を妨げたり流路を変えたりしてはいけ
ません。
ラジエターの気流が妨げられるとオー
バーヒートにつながり、その結果エン
ジンが損傷してしまいます。

定期点検表にしたがい、ラジエターホー
スに亀裂や劣化がないか、ホースバンド
がしっかり締まっているか点検します。
問題があれば、Triumph正規販売店で交
換してもらいます。
ラジエターグリルやラジエターフィンに
虫や葉や泥などが付着していないか点検
します。異物があれば低い水圧で水をか
けて洗い流します。
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スロットルコントロール

 警告
常にスロットルコントロールの操作感
に変化がないか注意を払ってくださ
い。少しでも変化に気づいたときは、
Triumph正規販売店でスロットルシステ
ムの点検を受けてください。
変化の原因がメカニズムの磨耗であっ
た場合、スロットルコントロールが固
着する可能性があります。
スロットルコントロールが固着したり
引っ掛かったりすると、制御不能とな
り事故につながるおそれがあります。

スロットルの点検

 警告
スロットルコントロールが固着したり
損傷したりしている状態で走行する
と、スロットルが正しく動作しないた
め、制御不能となって事故につながる
おそれがあります。
そのような状態のスロットルコントロ
ールを使い続けてはいけません。必ず
Triumph正規販売店で点検を受けてくだ
さい。

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

▼ 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。

▼ 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。

クラッチ
このお車のクラッチはケーブル式です。
クラッチレバーの遊びが大きすぎると、
クラッチがきちんと切れない場合があり
ます。そうなると、ギアチェンジができ
なかったりギアをニュートラルにできな
かったりします。また、エンストしたり
お車を思うように制御できなかったりす
ることがあります。
反対にクラッチレバーの遊びが少なすぎ
ると、クラッチがきちんとつながらずに
滑ることがあり、走行性能が低下してク
ラッチの摩耗が早まります。
必ず定期点検表にしたがってクラッチレ
バーの遊びを点検してください。

クラッチの点検
クラッチレバーに2～3  mmの遊びがある
か点検します。
遊びの量が適切でない場合は調整しま
す。
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クラッチの調整
クラッチの調整のしかた：
▼ アジャスタースリーブを回し、クラッ
チレバーの遊びが適正になるように調
整します。

3
2 - 3 mm

1

2

1. クラッチレバー
2. アジャスタースリーブ（ロックナットをゆ
るめた状態）

3. 適切な2～3 mmの遊び
▼ クラッチレバーに2～3 mmの遊びがあ
るか点検します。

▼ 遊びの量が適切でない場合は調整しま
す。

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

cjxg

2

1

1. アジャスターロックナット
2. クラッチアウターケーブル
▼ ケーブルアジャスターのロックナット
をゆるめます。

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

▼ ロックナットを3.5  Nmで締め付けま
す。
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ドライブチェーン

 警告
ドライブチェーンがゆるんでいたり摩
耗していたりする場合または破損した
りスプロケットから外れたりした場
合、そのドライブチェーンがエンジン
スプロケットやリアホイールに引っ掛
かる可能性があります。
エンジンスプロケットにドライブチ
ェーンが引っ掛かるとライダーがけが
をしたり、制御不能となって事故につ
ながるおそれがあります。
ドライブチェーンがリアホイールに引
っ掛かった場合も制御不能となって事
故につながるおそれがあります。

安全を確保し、ドライブチェーンの過度
の摩耗を防止するために、定期点検表に
したがってドライブチェーンの点検、調
整、注油を実施してください。高速走行
をした場合、凍結剤をまいた道路やほこ
りっぽい道路を走行した場合など、走行
条件が過酷なときは、点検や調整や注油
をより頻繁に実施する必要があります。
ドライブチェーンの摩耗がひどかった
り、ゆる過ぎたりきつ過ぎたりすると、
ドライブチェーンがスプロケットから外
れたり破損したりする可能性がありま
す。摩耗したり破損したりしたドライブ
チェーンは、Triumph正規販売店が提供
するTriumph純正のドライブチェーンに
交換してください。

ドライブチェーンの注油
ドライブチェーンは、300  km走行する毎
に注油が必要です。また、雨天時に走行
した後、濡れた路面を走行した後、チ
ェーンが乾燥気味のときにも注油が必要
です。
ドライブチェーンの注油方法：
▼ 「主要諸元」に記載してあるチェーン
専用潤滑剤を使ってください。

▼ 各ローラーの両側に注油したら、車両
を8時間以上そのままにしてください
（一晩放置するとよいでしょう）。そ
うするとドライブチェーンのOリング
などに潤滑剤が浸み込みます。

▼ 余分な潤滑剤は走行前に拭き取ってく
ださい。

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

 注意
高圧洗浄機を使ってドライブチェーン
を洗浄してはいけません。 ドライブチ
ェーンの部品が損傷することがありま
す。
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ドライブチェーンの遊びの点検

 警告
車両をしっかりと固定し、適切に支え
てください。
車両を正しく支えると転倒防止になり
ます。
不安定な車両が転倒すると、作業員の
けがや車両の損傷につながります。

ドライブチェーンの遊びの点検方法：
▼ 平らな場所で車両を真っ直ぐに立てま
す。車体には何も載せません。

▼ 車体を押してリアホイールを回し、ド
ライブチェーンが一番ピンと張る位置
を見つけます。

▼ チェーンをぐっと押します。
▼ 図のように、スイングアームの下側か
らチェーンのピンの中心までを測定し
ます。

▼ 測定値が43〜55 mmであれば問題あり
ません。

▼ 測定値がその範囲外の場合は、チェー
ンを調整します。 ページ  106を参照
してください。

ドライブチェーンの遊びの調整

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

3

4

A

21

B

1. スピンドルアジャスター
2. リアホイールスピンドルナット
3. アジャスターナット
4. アジャスターロックナット
ドライブチェーンの遊びが適切でない場
合は、遊びを調整します。
▼ リアホイールスピンドルナットをゆる
めます。

▼ 左右両方のドライブチェーンアジャス
ターのアジャスターロックナットをゆ
るめます。

▼ 左右両方のアジャスターナットを時計
回り（A）に回すとドライブチェーン
の遊びが減り、反時計回り（B）に回
すと遊びが増えます。

▼ 左右両方のアジャスターナットは同じ
設定にします。
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▼ ドライブチェーンの遊びが正しい値
（43 mm）になったら、リアホイール
スピンドルナットを110 Nmで締め付け
ます。

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

▼ 左右両方のアジャスターナットを3
Nmで締め付けます。

▼ アジャスターナットを動かないように
押さえ、アジャスターロックナットを
15 Nmで締め付けます。

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

▼ リアブレーキの効き具合を点検しま
す。問題があれば適切に処置します。

 警告
ブレーキに欠陥があるまま走行するの
は危険です。Triumph正規販売店で点検
修理を受けてから走行してください。
点検修理を受けないと、制動効率が低
下し、制御不能となって事故につなが
るおそれがあります。

ドライブチェーンとスプロケットの
摩耗点検

 警告
ドライブチェーンのメンテナンスは絶
対に怠ってはいけません。また、ドラ
イブチェーンは必ずTriumph正規販売店
で取り付けてもらってください。
必ず、Triumphパーツカタログで指定さ
れているTriumph純正ドライブチェーン
を使用してください。
純正品以外のドライブチェーンを使用
すると、ドライブチェーンが損傷した
り、スプロケットから外れたりする可
能性があります。そうなると、制御不
能となったり事故につながったりする
おそれがあります。

 注意
スプロケットに摩耗がある場合は、ス
プロケットとドライブチェーンを必ず
両方とも交換してください。
摩耗した前後のスプロケットだけを交
換してドライブチェーンを交換しない
でおくと、新品のスプロケットの摩耗
が早まる原因となります。

1

2

1. 20環分を測定
2. おもり
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ドライブチェーンとスプロケットの摩耗
点検方法：
▼ チェーンガードを取り外します。
▼ ドライブチェーンに10～20  kgのおも
りをぶら下げ、チェーンをピンと張っ
た状態にします。

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

▼ 測定値が319  mmを超えている場合
は、必ずチェーンを交換してくださ
い。

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

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

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

▼ チェーンガードを取り付け、ネジを
4 Nmで締め付けます。

ブレーキ
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

 警告
ブレーキパッドは必ずホイール単位で
交換してください。フロントホイール
の場合、ひとつのホイールにキャリパ
ーが2つ付いていますので、それぞれの
キャリパーのブレーキパッドをすべて
交換してください。
ブレーキパッドを一度に交換しない
と、制動効率が低下し、事故につなが
るおそれがあります。
ブレーキパッドを交換したら、新しい
ブレーキパッドがなじむまでいつも以
上に慎重に走行してください。

ブレーキディスクとブレーキパッドを新
品に交換した後は、一定期間の慣らし運
転を行います。そうすることで、ブレー
キディスクとブレーキパッドの当りを最
適化し長持ちさせることができます。新
品のブレーキディスクとブレーキパッド
の慣らし運転では、300  kmほど走行する
とよいでしょう。
慣らし運転をしている間は、急ブレーキ
を避け、慎重な運転を心掛け、制動距離
を長めにとって走行してください。
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フロントブレーキの摩耗点検

 警告
適切なメーカーの新品のブレーキパッ
ドを取り付ける場合は、ブレーキパッ
ドのブレーキバッキングプレートが指
定の厚さを満たしているか確認してく
ださい。
ブレーキバッキングプレートが指定の
厚さを満たしていないと、ブレーキパ
ッドが摩耗するにつれて、ブレーキの
故障につながるおそれがあります。

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。

cbmz_1

1

2

1. キャリアプレート
2. ブレーキパッド

1

2

chbe_2

1. キャリアプレート
2. ブレーキパッドライニング

Triumphがこのモデル用に提供するブレ
ーキパッドは、キャリアプレートの厚さ
が表内の最小値以上あります。Triumph
正規販売店が提供するブレーキパッドを
その正規販売店で取り付けてもらうよう
にしてください。
どれかひとつのブレーキパッドのライニ
ングが表内の最小値より薄い場合は、そ
のホイールのブレーキパッドをすべて交
換します。

ブレーキパッドライニングの厚さ
最小値 1.5 mm

キャリアプレートの厚さ最小値 4.0 mm

使用可能な厚さ最小値
（ブレーキパッドライニングとキ
ャリアプレート）

5.5 mm
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リアブレーキの摩耗点検

 警告
適切なメーカーの新品のブレーキパッ
ドを取り付ける場合は、ブレーキパッ
ドのブレーキバッキングプレートが指
定の厚さを満たしているか確認してく
ださい。
ブレーキバッキングプレートが指定の
厚さを満たしていないと、ブレーキパ
ッドが摩耗するにつれて、ブレーキの
故障につながるおそれがあります。

2
1

1. キャリアプレート
2. ブレーキパッドライニング
Triumphが提供するブレーキパッドは、
キャリアプレートの厚さが表内の最小値
以上あります。Triumph正規販売店が提
供するブレーキパッドをその正規販売店
で取り付けてもらうようにしてくださ
い。

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

ブレーキパッドライニングの厚さ
最小値 1.5 mm

キャリアプレートの厚さ最小値 3.0 mm

使用可能な厚さ最小値
（ブレーキパッドライニングとキ
ャリアプレート）

4.5 mm

ディスクブレーキフルード

 警告
ブレーキフルードには吸湿性があるた
め、大気中の水分を吸収します。
吸収した水分によってブレーキフルー
ドの沸点が著しく低下すると、制動効
率が低くなります。
そのため、必ず定期点検表にしたがっ
てブレーキフルードを交換してくださ
い。
ブレーキフルードは必ず密閉容器に入
っている新しいものを使用してくださ
い。密閉されていない容器や開封済み
の容器に入っているブレーキフルード
は絶対に使用してはいけません。
銘柄やグレードの異なるブレーキフル
ードを混ぜて使用してはいけません。
ブレーキの取付具、シール、ジョイン
トなどの周囲にブレーキフルードの漏
れがないか点検してください。ブレー
キホースに亀裂、劣化、損傷がないか
も点検してください。
問題がある場合は、必ず走行前に修理
してください。
これらの警告にしたがわなかった場合
は、安全な走行ができず、制御不能と
なって事故につながるおそれがありま
す。
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 警告
ABSが正しく機能していない場合、ブ
レーキシステムはABS非装着のブレー
キシステムとして機能します。
そのような状況で急ブレーキをかける
と、ホイールがロックし、制御不能と
なって事故につながるおそれがありま
す。
ABS警告灯が点灯した場合は、速度を
落とし、必要以上に走行を続けないで
ください。できるだけ早くTriumph正規
販売店に連絡し、点検修理を受けてく
ださい。

両方のリザーバーのブレーキフルード量
を点検します。ブレーキフルードは定期
点検表にしたがって交換します。「主要
諸元」に記載してあるとおり、DOT  4の
フルードを使用してください。また、ブ
レーキフルードに水分やその他の異物が
混入した場合や混入した疑いのある場合
は、ブレーキフルードを交換してくださ
い。

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

フロントブレーキフルード量の点検
と補給

 警告
どちらかのリザーバーのブレーキフル
ード量が著しく低下した場合は、走行
前にTriumph正規販売店にご連絡くださ
い。
ブレーキフルードがほとんどない状態
またはブレーキフルードが漏れている
状態で走行するのは危険です。ブレー
キ性能が低下し、制御不能となって事
故につながるおそれがあります。

2

1

1. フロントブレーキフルードリザーバーの上
限ライン

2. 下限ライン
フロントブレーキフルード量の点検方
法：
▼ リザーバーの前面にある窓からブレー
キフルード量を点検します。

▼ ブレーキフルード量は、（リザーバー
を水平にした状態で）必ず上限ライン
と下限ラインとの間に液面がくるよう
にします。
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ブレーキフルードの補給方法：
▼ リザーバーのキャップのネジを取り外
し、キャップとダイアフラムシールを
取り外します。

▼ 未開封・未使用のDOT  4のブレーキフ
ルードをリザーバーの上限ラインまで
注ぎます。

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

▼ キャップのネジを1  Nmで締め付けま
す。

リアブレーキフルードの点検と補給

 警告
どちらかのリザーバーのブレーキフル
ード量が著しく低下した場合は、走行
前にTriumph正規販売店にご連絡くださ
い。
ブレーキフルードがほとんどない状態
またはブレーキフルードが漏れている
状態で走行するのは危険です。ブレー
キ性能が低下し、制御不能となって事
故につながるおそれがあります。

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

2

3

4
1

1. リアブレーキフルードリザーバー
2. リザーバーキャップ
3. 上限ライン
4. 下限ライン
リアブレーキフルード量の点検方法：
▼ リザーバー内のブレーキフルード量を
点検します。

▼ ブレーキフルード量は、（リザーバー
を水平にした状態で）必ず上限ライン
と下限ラインとの間に液面がくるよう
にします。
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リアブレーキフルードの補給方法：
▼ リザーバーのキャップを取り外し、ダ
イアフラムシールを取り外します。

▼ 未開封・未使用のDOT  4のブレーキフ
ルードをリザーバーの上限ラインまで
注ぎます。

▼ ダイアフラムシールを元通り取り付
け、キャップをはめます。

ブレーキライトスイッチ

 警告
ブレーキライトが故障したまま走行す
ることは違法であり危険です。
ブレーキライトが故障したまま走行す
ると、ライダー自身や周りの道路利用
者が負傷する事故につながるおそれが
あります。

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

ミラー

 警告
ミラーの位置をきちんと調整しないま
ま走行するのは危険です。
ミラーの位置が合っていないと後方確
認ができません。後方の視界が満足に
得られない状態で走行するのは危険で
す。
走行前にミラーの位置を調整し、しっ
かりと後方確認ができるようにしてく
ださい。

 警告
走行中にミラーの汚れを落とそうとし
たり位置を調整しようとしたりするこ
とは絶対にやめてください。走行中に
ハンドルバーから手を離すと、車体を
制御できなくなります。
運転中にミラーを掃除したり調整した
りしようとした場合、制御不能となっ
て事故につながるおそれがあります。
ミラーの汚れを落とすときや位置を調
整するときは、必ず停車してくださ
い。
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バーエンドミラー装着モデル

 警告
バーエンドミラーの位置をきちんと調
整しないと、ミラーアームが燃料タン
クやブレーキレバー、クラッチレバー
などに接触することがあります。
そうなると、ブレーキレバーやクラッ
チレバーやハンドルバーを思うように
動かせなくなり、制御不能となって事
故につながるおそれがあります。
バーエンドミラーが他の部品に接触し
ないようにミラーの位置を適宜調整し
てください。ミラーの位置を調整した
ら、ハンドルバーを左右にフルロック
まで切り、ミラーが燃料タンクやブレ
ーキレバー、クラッチレバーなどに接
触していないか確認してください。

 注意
バーエンドミラーの位置をきちんと調
整しないと、ミラーアームが燃料タン
クやブレーキレバー、クラッチレバー
などに接触することがあります。
そうなると、燃料タンクやブレーキレ
バー、クラッチレバーなどが損傷しま
す。
バーエンドミラーが他の部品に接触し
ないようにミラーの位置を適宜調整し
てください。ミラーの位置を調整した
ら、ハンドルバーを左右にフルロック
まで切り、ミラーが燃料タンクやブレ
ーキレバー、クラッチレバーなどに接
触していないか確認してください。

バーエンドミラーの位置の調整は
Triumph正規販売店で行いますので、普
段はミラーを調整する必要はありませ
ん。ミラーの位置を調整する必要がある
場合、ミラーを回すことができる角度は
ミラーアームの垂直部分から75度までの
範囲です。

75°

1

1. ミラーアームの垂直部分
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ステアリング

 注意
点検中に車両が倒れてけがをすること
がないように、車両を適切に支えてく
ださい。
ホイールに力をかけ過ぎたり、ホイー
ルを激しく揺らしたりしてはいけませ
ん。車両が倒れてけがをする可能性が
あります。
車両を支えるためのブロックは車両を
傷つけない位置に置いてください。

ステアリングの点検

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

ステアリングの遊びの点検
ステアリングの点検方法：
▼ 平らな場所で車両を真っ直ぐに立てま
す。

▼ フロントホイールを地面から浮かせて
車両を支えます。

▼ 車両の前側に立ち、フロントフォーク
のアウターチューブの下部をつかんで
前後にゆらしてみます。

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

▼ 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。

ホイールベアリングは、定期点検表にし
たがって点検しなければなりません。

ckaf

ホイールベアリングの点検
ホイールベアリングの点検方法：
▼ 平らな場所で車両を真っ直ぐに立てま
す。

▼ フロントホイールを地面から浮かせて
車体を支えます。

▼ 車体の横に立ち、フロントホイールの
上部をそっと左右にゆらします。

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

▼ ジャッキの位置を変えて、リアホイー
ルも同様に点検します。

▼ 支えのためのブロックを取り外し、車
両をサイドスタンドで立てます。

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。
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サスペンション

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

 警告
サスペンションユニットの部品は絶対
に分解してはいけません
サスペンションユニットには加圧され
たオイルが入っています。
加圧されたオイルに触れると肌や目を
傷めるおそれがあります。

フロントサスペンション
フロントサスペンションは調整できませ
ん。

フロントフォークの点検

フロントフォークの点検

フロントフォークの点検方法：
▼ 車両を平らな場所に置きます。
▼ ハンドルバーを握りフロントブレーキ
をかけながら、フォークを上下に数回
動かします。

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

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

▼ 損傷やオイル漏れが見つかった場合
は、Triumph正規販売店にご連絡くだ
さい。
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リアサスペンションの設定
このお車は、サスペンション設定一覧表
の「１人乗り」の設定にして出荷されて
います。「1人乗り」の設定にすると、1
人乗りで通常走行するときに快適な乗り
心地と優れたハンドリング特性が得られ
ます。
サスペンション設定一覧表の値はあくま
でも目安です。ライダーやパッセンジ
ャーの体重や好みに合わせて設定してく
ださい。

Tridentのプリロード設定

積載状態 プリロード1

1人乗り 1

1人乗りでアクセサリー／荷物あ
り（最大積載量以下） 1

2人乗り 7

2人乗りでアクセサリー／荷物あ
り（最大積載量以下） 7

1 時計回りに回しきった1の位置から反時計回りに
回しきった7の位置まで調整可能。

Tiger Sportのプリロード設定

積載状態 プリロード1

1人乗り 最小値

1人乗りでアクセサリー／荷物あ
り（最大積載量以下） 30

2人乗り 最大値

2人乗りでアクセサリー／荷物あ
り（最大積載量以下） 最大値

1 アジャスターを反時計回りに回しきった位置か
ら時計回りに回し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。

リアサスペンションのプリロード調
整
Trident

プリロードアジャスターはリアサスペン
ションユニットの下部にあります。
リアアジャスターの設定値は、アジャス
ターを時計回りに回しきった位置を1とし
て、そこから数えます。1に設定すると、
プリロードが最小になります。アジャス
ターの位置は1から7まであります。7に設
定すると、プリロードが最大になりま
す。

1

B

A

1.プリロードアジャスター
A. 反時計回り
B. 時計回り
リアサスペンションのプリロードの調整
方法：
▼ ツールキットからCスパナを取り出し
ます。

▼ Cスパナをプリロードアジャスターの
溝にはめます。

▼ プリロードアジャスターを反時計回り
（図のAの方向）に回すとプリロード
が大きくなります。

▼ プリロードアジャスターを時計回り
（図のBの方向）に回すとプリロード
が小さくなります。



メンテナンス 119

リアサスペンションのプリロード調
整
Tiger Sport

プリロードアジャスターはリアサスペン
ションユニット付近にあり、車体の左側
から操作できます。

1

1. プリロードアジャスター
リアサスペンションのプリロードの調整
方法：
▼ プリロードアジャスターを車体右方向
に時計回りに回すと、プリロードが大
きくなります。

▼ プリロードアジャスターを車体左方向
に反時計回りに回すと、プリロードが
小さくなります。

バンク角指示器

 警告
バンク角指示器は摩耗限度に達する前
に交換してください。
バンク角指示器が摩耗限度を超えてい
ると、車体がバンクしすぎる可能性が
あります。
バンクしすぎると、車体が不安定にな
り、制御不能となって事故につながる
おそれがあります。

バンク角指示器はライダーフットレスト
にあります。

1

1. バンク角指示器
バンク角指示器の長さが残り15  mmにな
ったら摩耗限度ですので、バンク角指示
器を交換してください。バンク角指示器
の摩耗限度は、バンク角指示器の溝を見
ると分かります。
バンク角指示器が摩耗していないか定期
的に点検してください。
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タイヤ

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

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

タイヤマークの例（チューブレスタイ
ヤ）

chrt

ホイールマークの例（チューブレスタイ
ヤ）
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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、タイヤがリムか
らずれたり外れたりすることがありま
す。また、空気圧が高すぎると不安定
な状態になり、トレッドの摩耗が早ま
ります。
空気圧は低すぎても高すぎても危険で
あり、制御不能となって事故につなが
るおそれがあります。

 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、適宜調整してください。適正なタイ
ヤ空気圧については、「主要諸元」を参
照してください。

タイヤ空気圧モニタリングシステム
（TPMS）（搭載車のみ）

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

 注意
パンク防止剤またはTPMSセンサーのオ
リフィスへのエアフローを妨げるよう
な製品は使用しないでください。走行
中にTPMSセンサーのオリフィスが詰ま
るとセンサーが動作しなくなり、TPMS
センサーアッセンブリーが損傷して使
用できなくなります。
パンク防止剤の使用や不適切なメンテ
ナンスに起因する破損は、製造上の欠
陥ではないため、保証の対象にはなり
ません。
タイヤはTriumph正規販売店に取り付け
てもらってください。その際、タイヤ
空気圧センサーがホイールに取り付け
てあることを販売店に伝えてくださ
い。
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メーターに表示されるタイヤ空気圧は、
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、タイヤが冷えている時
の空気圧を指定しています。
必ず正確なタイヤ空気圧ゲージを使い、
タイヤ冷間時に空気圧を測定してくださ
い。画面に表示されたタイヤ空気圧を見
て調整してはいけません。

タイヤの摩耗
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、トレッド寿命が残り10％と
なった以降、つまり摩耗が90％以上進ん
だときに発生すると考えられています。
タイヤはトレッド深さが最小値になる前
に交換することをお勧めします。

トレッド残り溝の規定値

 警告
摩耗が進んだタイヤで走行することは
危険です。トラクション、安定性、操
縦性に悪影響がでるため、制御不能と
なって事故につながるおそれがありま
す。
チューブなしで使用しているチューブ
レスタイヤがパンクすると、大抵の場
合、空気は非常にゆっくりと漏れてい
きます。タイヤがパンクしていないか
必ず念入りに点検してください。タイ
ヤに切り傷がないか、釘などのとがっ
たものが刺さっていないか点検しま
す。パンクしたタイヤや損傷したタイ
ヤで走行すると、安定性と操縦性に悪
影響がでるため、制御不能となって事
故につながるおそれがあります。
ホイールリムにへこみや変形がないか
点検してください。ホイールやタイヤ
に損傷や異常が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。
タイヤの交換やタイヤの安全点検につ
いては、最寄りのTriumph正規販売店に
ご連絡ください。

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

130 km/h以下 2 mm

130 km/h超
フロント：2 mm

リア：3 mm
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タイヤの交換
Triumph製モーターサイクルについて
は、さまざまな走行条件で徹底的にテス
トを行った上で、各モデルに最適な組み
合わせのタイヤが指定されています。交
換用のタイヤを購入する際は、当社が認
定したタイヤおよびインナーチューブが
必要であればインナーチューブを、正し
い組み合わせで使用しなければなりませ
ん。当社が認定していないタイヤやイン
ナーチューブを使ったり、当社認定のタ
イヤとインナーチューブを指定外の組み
合わせで使用したりすると、モーターサ
イクルが不安定になり、制御不能となっ
て事故につながるおそれがあります。
ご所有のお車で使用できる認定タイヤと
インナーチューブの一覧表はTriumph正
規販売店またはwww.triumph.co.ukでご
覧いただけます。タイヤとインナーチ
ューブの取り付けおよびバランス調整
は、Triumph正規販売店にご依頼くださ
い。トレーニングを受けたスタッフが適
切にタイヤをお取り付けします。
タイヤやインナーチューブの交換が必要
なときは、Triumph正規販売店にご連絡
ください。Triumph正規販売店にて、認
定タイヤ一覧表の中から正しい組み合わ
せのタイヤとインナーチューブを選択
し、タイヤとインナーチューブのメーカ
ーの指示にしたがって取り付けを致しま
す。
新しいタイヤやインナーチューブを取り
付けた後は、摩耗したタイヤやインナー
チューブで走行していたときとハンドリ
ング特性が異なります。ライダーが新し
いハンドリング特性に慣れるまでには、
約160 kmほど走行する必要があります。

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

 警告
インナーチューブを使用するのはスポ
ークホイールを装備した車両の場合だ
けです。必ず「TUBE TYPE」（チュー
ブタイプ）のマークがあるタイヤで使
用してください。
「TUBELESS」（チューブレス）のマー
クがある認定タイヤの中には、インナ
ーチューブを使用できるものもありま
す。その場合は、インナーチューブを
装着できることがタイヤウォールに明
記されています。
「TUBELESS」のマークがあるタイヤで
インナーチューブを装着可能であるこ
とが明記されていない場合や
「SUITABLE FOR TUBELESS TYRES」
（チューブレスタイヤ用）のマークが
あるアロイホイールの場合は、インナ
ーチューブを使用するとタイヤ空気圧
が低下し、車体が制御不能となって事
故につながるおそれがあります。
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 警告
チューブレスリムにチューブ式タイヤ
を取り付けないでください。
ビードが固定されず、タイヤがリムの
上で滑ってしまうため、タイヤ空気圧
が急速に低下し、車両が制御不能とな
って事故につながるおそれがありま
す。
インナーチューブを装着可能であるこ
とが明記されていないチューブレスタ
イヤにインナーチューブを入れること
は絶対にやめてください。インナーチ
ューブを入れるとタイヤ内部の摩擦に
よって熱が発生するため、チューブが
破裂してタイヤ空気圧が急速に低下
し、車両が制御不能となって事故につ
ながるおそれがあります。

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

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

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

 警告
ABSは、前輪と後輪の相対速度を比較
することによって作動します。
認定タイヤ以外のタイヤを使用すると
ホイール速度が変化し、ABSが正しく
作動しなくなるおそれがあります。そ
のため、通常ならABSが作動するはず
の状況でも、制御不能となって事故に
つながるおそれがあります。

 警告
安全で安定したハンドリングを確保す
るためには、正確なホイールバランス
が必要です。ホイールバランスウェイ
トを取り外したり変更したりしてはい
けません。ホイールバランスが不適切
になると、安定性が損なわれ、制御不
能となって事故につながるおそれがあ
ります。
タイヤやインナーチューブを交換した
後など、ホイールバランスの調整が必
要な場合は、Triumph正規販売店にご連
絡ください。
必ず接着式のウェイトを使用してくだ
さい。クリップ式ウェイトを使用する
とホイールやタイヤやインナーチュー
ブが損傷することがあり、タイヤ空気
圧が低下し、制御不能となって事故に
つながるおそれがあります。
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 警告
ローリングロードダイナモメーターで
使用したタイヤやインナーチューブは
損傷していることがあります。タイヤ
の外側表面からは損傷が見えないこと
もあります。
ローリングロードダイナモメーターで
使用したタイヤおよびインナーチュー
ブは必ず交換してください。損傷した
タイヤやインナーチューブをそのまま
使用すると、安定性が損なわれ、制御
不能となって事故につながるおそれが
あります。

バッテリー

 警告
バッテリーには硫酸（バッテリー液）
が含まれています。肌や目に付着する
と重度のやけどを負うことがありま
す。保護服と顔用保護具を着用してく
ださい。
バッテリー液が肌についた場合は、す
ぐに水で洗い流してください。
バッテリー液が目に入った場合は、15
分間以上水で洗い、すぐに医師の手当
てを受けてください。
バッテリー液を飲み込んだ場合は、水
を大量に飲み、すぐに医師の手当てを
受けてください。
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
特定の状況下では、バッテリーから爆
発性のガスが放出されることがありま
す。火花、炎、タバコなどをバッテリ
ーに近づけないようにしてください。
バッテリーにブースターケーブルを付
けたり、バッテリーコードを互いに接
触させたり、プラスとマイナスのコー
ドを逆に接続したりしないでくださ
い。火花が生じてバッテリーのガスに
引火し、負傷する危険があります。
閉め切った場所でバッテリーを充電し
たり使用する場合は、必ず十分に換気
してください。

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

 警告
バッテリー端子が車両フレームに触れ
ないようにしてください。
ショートや火花が発生するとバッテリ
ーのガスに引火し、けがをするおそれ
があります。

2

345

1

1. マイナスターミナル（黒）
2. バッテリー
3. バッテリーストラップ
4. プラスターミナル（赤）
5. バッテリースペーサー
バッテリーの取り外し方：
▼ シートを取り外します（ページ  69参
照）。

▼ バッテリースペーサーの近くにあるフ
ックからバッテリーストラップを外し
ます。

▼ バッテリースペーサーを取り外しま
す。

▼ マイナスケーブル（黒）、プラスケー
ブルの順でバッテリーケーブルを外し
ます。

▼ バッテリーハウジングからバッテリー
を取り出します。

Tiger Sportのバッテリーの取り外し

 警告
バッテリー端子が車両フレームに触れ
ないようにしてください。
ショートや火花が発生するとバッテリ
ーのガスに引火し、けがをするおそれ
があります。

7 6 5

2 3 41

1. バッテリーストラップのクリップ
2. 診断コネクター
3. マイナスターミナル
4. バッテリー
5. バッテリーストラップ
6. プラスターミナル（赤）
7. バッテリースペーサー
バッテリーの取り外し方：
▼ シートを取り外します（ページ  69参
照）。

▼ 診断コネクターを外します。バッテリ
ーを取り外しやすくなります。

▼ マイナスケーブル（黒）、プラスケー
ブルの順でバッテリーケーブルを外し
ます。

▼ バッテリースペーサーの近くにあるク
リップからバッテリーストラップを外
します。

▼ バッテリースペーサーを取り外しま
す。

▼ バッテリーハウジングからバッテリー
を慎重に取り出します。
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バッテリーの廃棄
バッテリーを交換する場合は、リサイク
ル業者に古いバッテリーを回収してもら
ってください。バッテリーの有害物質が
環境を汚染することのない方法でリサイ
クル業者が処理します。

バッテリーのメンテナンス

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

このバッテリーは密閉タイプですので、
メンテナンスの必要はありません。ただ
し、保管中などは電圧を点検し、定期的
に充電してください。
乾いた清潔な布でバッテリーの汚れを落
とします。ケーブル接続部の汚れをきち
んと落としてください。
バッテリー内のバッテリー液の量を調整
することはできませんので、シールスト
リップを取り外してはいけません。

バッテリーの放電

 注意
バッテリーをフル充電した状態に保つ
とバッテリーが長持ちします。
バッテリーの電圧が低下すると、バッ
テリー内部が激しく損傷する可能性が
あります。

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、週に1度、マルチメーター
でバッテリー電圧を点検します。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。

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

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

バッテリー電圧が12.7V以下になったら、
Triumph認定のバッテリーチャージャー
で充電してください。バッテリーは必ず
お車から取り外し、バッテリーチャージ
ャーの説明書にしたがって充電します。
お車を長期（2週間以上）にわたって保管
するときは、バッテリーを取り外し、
Triumph認定のメンテナンス用充電器を
使用して充電状態を保ってください。
エンジンがかからないレベルまでバッテ
リー電圧が低下した場合も、バッテリー
を取り外してから充電してください。
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Tridentのバッテリーの取り付け

 警告
バッテリー端子が車両フレームに触れ
ないようにしてください。
ショートや火花が発生するとバッテリ
ーのガスに引火し、けがをするおそれ
があります。

2

345

1

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

バッテリーの取り付け方：
▼ バッテリーをバッテリーハウジングに
入れます。

▼ バッテリースペーサーを取り付けま
す。

▼ バッテリーストラップを取り付けま
す。

▼ プラスケーブル（赤）、マイナスケー
ブルの順に接続します。

▼ バッテリーターミナルを4.5 Nmで締め
付けます。

▼ 腐食を防ぐため、各バッテリーターミ
ナルにグリースを薄く塗布します。

▼ プラスターミナルに保護キャップをか
ぶせます。

▼ シートを取り付けます（ページ  69参
照）。



メンテナンス130

Tiger Sportのバッテリーの取り付け

 警告
バッテリー端子が車両フレームに触れ
ないようにしてください。
ショートや火花が発生するとバッテリ
ーのガスに引火し、けがをするおそれ
があります。

7 6 5

2 3 41

1. バッテリーストラップのクリップ
2. 診断コネクター
3. マイナスターミナル
4. バッテリー
5. バッテリーストラップ
6. プラスターミナル（赤）
7. バッテリースペーサー

バッテリーの取り付け方：
▼ バッテリーをバッテリーハウジングに
入れます。

▼ バッテリースペーサーを取り付けま
す。

▼ バッテリーストラップを取り付けま
す。

▼ プラスケーブル（赤）、マイナスケー
ブルの順に接続します。

▼ バッテリーターミナルを4.5 Nmで締め
付けます。

▼ 腐食を防ぐため、各バッテリーターミ
ナルにグリースを薄く塗布します。

▼ プラスターミナルに保護キャップをか
ぶせます。

▼ 診断コネクターを接続します。
▼ シートを取り付けます（ページ  69参
照）。
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ヒューズ

 警告
ヒューズが切れたときは、ヒューズボ
ックス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。
定格が異なるヒューズは絶対に使用し
てはいけません。
不適切なヒューズを使用すると電気系
統に問題が生じ、車両が損傷し、制御
不能となって事故につながるおそれが
あります。

ヒューズが切れると、そのヒューズで保
護しているシステムすべてが停止しま
す。ヒューズが切れていないか点検する
ときは、ここに記載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。

Tridentの各ヒューズ
ヒューズボックス1はシートの下にありま
す。このヒューズボックスにはメインヒ
ューズが含まれています。ヒューズボッ
クスにアクセスするときは、シートを取
り外します（ページ 69参照）。

1

1. Tridentのヒューズボックス1

ヒューズボックス2はプラスチック製フ
ューエルタンクカバーの下にあり、ABS
ECUヒューズと診断ヒューズが含まれて
います。
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。
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Tridentのヒューズボックス1

15A

15A

5A

.5A

20A
10A

25A 5A

7

15A

9

1

2

3

4

5

6

7

8

Tridentのヒューズボックス1

ヒューズ
No. 保護している回路 定格（A）

1 冷却ファン 15

2 メーター 15

3
エンジン制御システム
（EMS） 15

4 ポジションライト 5

5
エンジンコントロール
ユニット（ECU） 5

6 イグニッション 7.5

7 ABSソレノイド 20

8 燃料ポンプ 10

9 ABSモーター 25

Tridentのヒューズボックス2

2A
2A OBD

1
2

Tridentのヒューズボックス2

ヒューズ
No. 保護している回路 定格（A）

1 ABS ECU 2

2 診断 2

Tiger Sportの各ヒューズ
ヒューズボックスはシートの下にありま
す。ヒューズボックスにアクセスすると
きは、シートを取り外す必要があります
（ページ 69参照）。

2

1

1. Tiger Sportのヒューズボックス1
2. Tiger Sportのヒューズボックス2

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。
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Tiger Sportのヒューズボックス1

20A

15A

10A

15A

10
A 

AC
C

15A

10A 15
A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Tiger Sportのヒューズボックス1

ヒューズ
No. 保護している回路 定格（A）

1 イグニッション 15

2
スターターモーターと
冷却ファン 15

3 メーター 10

4 燃料ポンプ 10

5 ABSソレノイド 15

6 ABSポンプ 20

7 アクセサリー 10

8
エンジン制御システム
（EMS）1

15

9 未使用 -

Tiger Sportのヒューズボックス2

USB
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3A3A

3A

3A

5A

1
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9

Tiger Sportのヒューズボックス2

ヒューズ
No. 保護している回路 定格（A）

1
メインビームとフォグ
ランプ 5

2 ディップビーム 3

3 USB 3

4 未使用 -

5 未使用 -

6 ホーン 5

7 Run/Stopスイッチ 3

8 ポジションライト 3

9 未使用 -
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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
してください。
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Tridentのヘッドライト調整
ヘッドライトは上下方向にのみ調整でき
ます。

1

1. ヘッドライトアッセンブリーのボルト
ヘッドライトの上下方向の調整方法：
▼ イグニッションスイッチをONにしま
す。エンジンをかける必要はありませ
ん。

▼ ヘッドライトのロービームを点灯しま
す。

▼ ハンドルバーをまっすぐ前向きにしま
す。

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

▼ ヘッドライトの位置を調整して、光軸
を希望の位置に設定します。

▼ ヘッドライトアッセンブリーのボルト
を26 Nmで締め付けます。

▼ ヘッドライトの光軸が適切に設定でき
たかもう一度確認します。

▼ 光軸を設定したら、ヘッドライトのス
イッチを切ります。

Tiger Sportのヘッドライト調整
ヘッドライトは左右一緒に上下方向にだ
け調整できます。左右別々の調整はでき
ません。
ヘッドライトの上下方向の調整方法：
▼ イグニッションスイッチをONにしま
す。エンジンをかける必要はありませ
ん。

▼ ヘッドライトのロービームを点灯しま
す。

▼ ハンドルバーをまっすぐ前向きにしま
す。

1

1. ヘッドライトアジャスタースクリュー
▼ シート下にある六角レンチで、コクピ
ットの下にあるヘッドライトアジャス
タースクリューを回し、ヘッドライト
の光軸を調整します。

▼ 車両の前に立ち、ヘッドライトアジャ
スタースクリューを時計回りに回すと
ヘッドライトの光軸が下がります。ヘ
ッドライトアジャスタースクリューを
反時計回りに回すとヘッドライトの光
軸が上がります。
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11

1. ヘッドライト高さ調整マーク
▼ 各ヘッドライトユニットに付いている
小さな調整マークを目安とし、ヘッド
ライトの光軸を設定します。

▼ ヘッドライトの光軸が適切に設定でき
たかもう一度確認します。

▼ ヘッドライトの光軸を設定したら、ヘ
ッドライトのスイッチを切ります。

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

方向指示器
方向指示器はメンテナンス不要の密閉式
LEDユニットです。方向指示器が故障し
たときは、方向指示器ユニットを丸ごと
交換してください。

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

ライセンスプレートライト
ライセンスプレートライトユニットはメ
ンテナンス不要の密閉式LEDユニットで
す。ライセンスプレートライトが故障し
たときは、ライセンスプレートライトユ
ニットを丸ごと交換してください。
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お手入れ
定期的に洗車することは、お車のメンテ
ナンスの基本です。定期的に汚れを落と
すことで、美しい外観を何年も保つこと
ができます。
洗車するときは必ず自動車用洗剤と冷水
を使用してください。特に、海風や海水
にさらされた後や、ほこりっぽい道やぬ
かるんだ道を走行した後、冬季に融雪剤
をまいた路面を走行した後などには、自
動車用洗剤と冷水で洗車することが大切
です。
家庭用洗剤は腐食の原因となるので使用
しないでください。
ご所有のお車の保証条件に基づき、部品
の腐食が保証対象となっている場合もあ
りますが、ご自身で上述の事項を守って
腐食を防ぎ、お車の外観を保ってくださ
い。

洗車の準備
以下の箇所には洗車の前にカバー等をか
けて、水がかからないようにします。
排気管の後部開口部：ビニール袋をかぶ
せて輪ゴムで固定します。
クラッチレバー、ブレーキレバー、ハン
ドルバーのスイッチハウジング：ビニー
ル袋をかぶせます。
イグニッションスイッチとステアリング
ロック：キーホールにテープを貼りま
す。
指輪、時計、ファスナー、ベルトのバッ
クルなどは外してください。塗装面や研
磨面にひっかき傷がつくことがありま
す。
塗装面と研磨面に使うスポンジや布とは
別にシャシーに使うスポンジや布も用意
してください。シャシー付近（マッドガ
ードの下やホイールなど）は、道路の泥
やほこりでざらついていることが多いた
め、シャシー付近に使用したスポンジや
布で塗装面や研磨面を拭くとひっかき傷
がつくことがあります。



洗車と保管 139

洗車時に注意が必要な箇所

 注意
高圧スプレー洗浄機またはスチームク
リーナーは使用しないでください。
高圧スプレー洗浄機やスチームクリー
ナーを使用するとシールが損傷し、水
や蒸気がベアリングなどの部品に入り
込み、腐食や潤滑不足によって摩耗が
早まる可能性があります。

 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。

以下の箇所周辺には水をかけないでくだ
さい。
▼ 吸気ダクト
▼ 電気部品
▼ ブレーキシリンダーとブレーキキャリ
パー

▼ ハンドルバースイッチハウジング
▼ ヘッドストックベアリング
▼ メーター
▼ オイルフィラーキャップ
▼ リアベベルボックスブリーザー（装着
車）

▼ ヘッドライトの背面
▼ シート
▼ サスペンションのシールとベアリング
▼ 燃料タンクの下
▼ 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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洗車のしかた
洗車します。
▼ エンジンが冷えていることを確認しま
す。

▼ 中性の自動車用洗剤ときれいな冷水を
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。

▼ きれいな冷水でお車を十分すすぎま
す。

洗車後の作業

 警告
ブレーキディスクにワックスをかけた
り注油したりすることは絶対にやめて
ください。
ブレーキディスクは、オイルフリーの
ブレーキディスク専用クリーナーで汚
れを落としてください。
ブレーキディスクにワックスをかけた
り注油したりすると制動力が低下し、
事故につながるおそれがあります。

洗車後の作業です。
▼ 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。
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グロスペイントのお手入れ
グロス塗装は本書の説明にしたがって洗
浄・乾燥した後、高性能な自動車用ポリ
ッシュでコーティングします。必ずメー
カーの使用方法を守り、定期的にコーテ
ィングしてお車を美しく保ってくださ
い。

マットペイントのお手入れ
マット塗装のお手入れはグロス塗装のお
手入れ方法と同じです。
▼ マット塗装にポリッシュやワックスを
使用してはいけません。

▼ 傷を消すために塗装面を磨くことは避
けてください。
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アルミ製部品（ラッカー処理
や塗装がされていないもの）
一部モデルのブレーキレバー、クラッチ
レバー、ホイール、エンジンカバー、エ
ンジン冷却フィン、トップヨーク、ボト
ムヨーク、スロットルボディ等は、その
外観を保つために正しい方法でお手入れ
を行わなければなりません。ご所有のお
車で、どの部品がラッカー処理や塗装が
されていないアルミ製部品かお分かりに
ならない場合や、そういった部品のお手
入れ方法については正規販売店にお問い
合わせください。
研磨剤や腐食性の物質が入っていないア
ルミ部品専用クリーナーを使用してくだ
さい。
アルミ部品は定期的に洗浄してくださ
い。特に、悪天候の中を走行した後は、
アルミ部品を手洗いして乾かしてくださ
い。
手入れが行き届いていない場合は、保証
の対象となりません。

クロムやステンレスのお手入
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。

洗車のしかた
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。
研磨洗浄剤は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。
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ブラッククロムのお手入れ
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。

エキゾーストシステムのお手
入れ
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。

洗車のしかた
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
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。
研磨洗浄剤は表面に傷がつくため、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
トを洗浄してはいけません。
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。

パニアケースのお手入れ（装
着車のみ）

 注意
化学薬品や高圧スプレー洗浄機でパニ
アケース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、パニアケースを傷める可能性
があります。

パニアケースは、あまり期間を空けず、
定期的に汚れを落とすことが大切です。
定期的に汚れを落とすことで、美しい外
観を何年も保つことができます。
パニアケースは以下の方法でお手入れし
てください。
▼ 汚れは、冷水とスポンジで落としてく
ださい。

▼ 温水や家庭用洗剤は劣化の原因となり
ますので使用しないでください。

▼ 海の近くや埃っぽい道、ぬかるんだ道
を走行した後、冬季に凍結防止剤をま
いた路面を走行した後などは、必ず汚
れを落としてください。

▼ ファスナー部分、ファスナーの金具、
パニアケースのロックをブラシで定期
的に掃除し、泥などを落としてくださ
い。

▼ パニアケースを直接加熱して乾かすこ
とは絶対にやめてください。

▼ パニアケースがぬれた場合は、やわら
かい清潔な布で水分を拭き取り、室温
で自然乾燥してください。



洗車と保管 145

ウィンドスクリーンのお手入
れ（装着車のみ）

 警告
走行中にウィンドスクリーンの汚れを
落とそうとすることは絶対にやめてく
ださい。ハンドルバーから手を離すと
制御不能となって事故につながるおそ
れがあります。
ウィンドスクリーンに損傷やひっかき
傷があると、前方の視界が十分に確保
できません。前方がよく見えない状態
で走行することは危険であり、制御不
能となって事故につながるおそれがあ
ります。

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

 注意
窓用クリーナー、昆虫除去剤、撥水
剤、研磨剤、ガソリンなどを使用した
り、アルコール、アセトン、四塩化炭
素など溶解力の強い液体を使用したり
すると、ウィンドスクリーンが損傷し
ます。
こうした製品をウィンドスクリーンに
かけることは絶対にやめてください。

ウィンドスクリーンは、中性石鹸または
中性洗剤ときれいな冷水を使用して洗浄
します。
洗浄後はよくすすいでから柔らかい布で
水分を拭き取ります。
ウィンドスクリーンの傷や酸化膜が除去
できず、ウィンドスクリーンの透明度が
低下した場合は、ウィンドスクリーンを
交換してください。
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皮革製品のお手入れ
レザー製品は湿らせた布で定期的に汚れ
を拭き取り、室温で自然乾燥することを
おすすめします。そうすることでレザー
の風合いが保たれ、長持ちします。
Triumphのレザー製品は天然素材を使用
しているため、お手入れをしないとレザ
ーが傷んでダメになってしまうことがあ
ります。
レザー製品を長持ちさせるため、ここで
ご説明するお手入れ方法をお守りくださ
い。
▼ レザー製品の汚れを落とすために、家
庭用の洗浄剤、漂白剤、漂白剤入り洗
剤、その他の溶剤などを使用してはい
けません。

▼ レザー製品を水に浸してはいけませ
ん。

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

▼ レザー製品を直射日光の当たる場所に
長時間放置してはいけません。

▼ レザー製品に直に熱を当てて乾かして
はいけません。

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

▼ 海水や塩水または冬季に道路にまく凍
結防止剤などの濃い塩分がレザー製品
に触れないようにしてください。

▼ 塩分がレザーについてしまった場合
は、その都度すぐに湿った布で塩分を
拭き取り、室温で自然乾燥してくださ
い。

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

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

保管のしかた
保管前の準備
保管するときの手順は次のとおりです。
▼ 丁寧に洗車し、乾かします。
▼ フューエルタンクに適正な等級の無鉛
ガソリンを給油します。燃料安定剤が
あれば、燃料安定剤メーカーの指示に
したがって加えます。

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

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

▼ エンジンオイルとフィルターを交換し
ます（ページ 97参照）。

▼ タイヤ空気圧を点検し、適宜調整しま
す（「主要諸元」参照）。

▼ 両輪が地面から浮いた状態になるよう
に、車両をスタンドで支えます。（両
輪を浮いた状態にできない場合は、フ
ロントホイールとリアホイールの下に
板を置いて、タイヤを湿気から保護し
てください。）
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▼ さびを防ぐため、塗装されていないす
べての金属面に防錆油をスプレーしま
す（いろいろな防錆油が市販されてい
るため、最寄りの正規販売店でご相談
ください）。ゴム製部品、ブレーキデ
ィスク、ブレーキキャリパーにはオイ
ルがかからないようにしてください。

▼ ドライブチェーンを点検し、適宜調整
します（ ページ 105参照）。

▼ クーラントと蒸留水を50％ずつ混ぜた
ものを冷却システムに充填します
（Triumph提供のD2053 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 99参照）。

▼ バッテリーを取り外し、直射日光や湿
気や氷点下の気温にさらされない場所
に保管します。保管中のバッテリー
は、2週間に1度、維持充電（1アンペア
以下）してください（ページ  128参
照）。

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

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

保管後の走行準備
保管していたお車に乗るための準備は次
のとおりです。
▼ バッテリーを取り外した場合は、バッ
テリーを取り付けます（ページ  129参
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 97参照）。

▼ 「日常点検」に記載されている項目を
すべて点検します。

▼ エンジンをかける前に、各シリンダー
からスパークプラグを取り外します。

▼ サイドスタンドを下ろします。
▼ スターターモーターでエンジンを数回
クランクします。

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

▼ タイヤ空気圧を点検し、適宜調整しま
す（「主要諸元」参照）。

▼ 車体全体を丁寧に清掃します。
▼ ブレーキが正常に効くか点検します。
▼ 低速で試運転します。
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このページは意図的に空白にしてあります
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Triumph保証規定
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。
このセクションには、お車の保証をはじ
めとする大切な情報が記載されていま
す。
お車に付属の「サービスハンドブック」
にオーナー情報を正しく記入しておいて
ください。
保証を受けるには、取扱説明書の定期点
検表にしたがい、きちんと点検整備を受
けておくことが大切です。
お車を売却される場合は、この取扱説明
書およびその他の必要書類を新しいオー
ナー様にお渡しください。オーナー様の
変更をTriumphに通知するには、Triumph
のウェブサイト
（www.triumphmotorcycles.com）にあ
るフォームに必要事項を記入すればよい
旨を新しいオーナー様にお伝えくださ
い。
Triumphのすべての新車には、走行距離
無制限の24ヶ月保証が付いています。新
車登録日またはお車の登録がまだの場合
は販売日から保証が開始されます。
TRIUMPH MOTORCYCLES LIMITEDはこの
保証期間中、「サービスハンドブック」
に記載されているTriumphの新車に、製
造時に使用された材料および/または製造
上の欠陥がないことを保証します。
保証期間中に欠陥が判明した部品は、
TRIUMPH MOTORCYCLES LIMITEDの裁量
により、Triumph正規販売店によって修
理または交換を行います。
保証に基づいて交換された部品は、残り
の保証期間中も保証の対象となります。

保証に基づいて交換された部品は、販売
店またはディストリビューターによって
TRIUMPH MOTORCYCLES LIMITEDに返却
され、Triumph Motorcycles Ltd.が所有す
ることとなります。
保証対象外の欠陥部品についても、
Triumphの裁量によって修理または交換
を行う場合がありますが、そのような作
業を実施しても責任を認めたものとはみ
なしません。
保証に基づいて実施された作業について
は、Triumphが作業料を負担します。
オーナーが変わる場合は、次のオーナー
が残りの保証期間を引き継ぐことができ
ます。

オーストラリアの場合
弊社製品には、オーストラリア消費者関
連法に基づく保証が付帯しています。重
大な欠陥は交換または返金の対象とな
り、その他の合理的で予見可能な損失ま
たは損害は補償の対象となります。ま
た、重大な欠陥ではないが製品が合格品
質でない場合、その製品は修理または交
換の対象となります。
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保証条件および除外事項
1. この車両を競技に使用したり、誤った
使い方をしたり1、不適切な点検整備
を行ったりしてはいけません。

2. TRIUMPH MOTORCYCLES LIMITEDが
認定していない改良、修理または交換
を行ってはいけません。

3. Triumphの取扱説明書に指定されてい
る頻度で、定期点検表にしたがって点
検整備を受け、点検整備記録を残して
おかなければなりません。

4. お車の保証開始から12ヶ月間はサイレ
ンサーも保証対象となります。12ヶ月
間の保証期間中でも、内側の腐食や内
側バッフルの変色は保証対象外です。
12ヶ月間の保証期間終了後は、本保証
の条件からサイレンサーは除外されま
す。

5. 車両購入日から12ヶ月間はバッテリー
も保証対象となります。12ヶ月間の保
証期間終了後は、本保証の条件からバ
ッテリーは除外されます。お車に装着
のバッテリーは、始動装置の操作時や
エンジン停止時の電装品の使用によっ
て低下した電圧を充電しておかなけれ
ばなりません。お車を保管する場合
は、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
場所に保管してください。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。

保証対象外：
▼ Triumph正規販売店以外が実施した誤
った調整または修理および改造に起因
する欠陥。

▼ TRIUMPH MOTORCYCLES LIMITEDが
認定していないパーツおよびアクセサ
リーの使用に起因する欠陥。

▼ パーツおよびアクセサリーの取り外し
および交換の費用。お車に元々装備さ
れている場合またはTRIUMPH
MOTORCYCLES LIMITEDが推奨する場
合を除きます。

▼ Triumph正規販売店との間の輸送費
用、または保証修理のために道路から
お車を移動するためにかかった費用。

▼ スパークプラグ、オイル、エアフィル
ターなど、通常の点検整備に含まれる
項目。同じく、タイヤ、電球、チェー
ン、ブレーキパッド、クラッチプレー
トなど、摩耗することが前提であるパ
ーツも、製造上の欠陥がない限り保証
から除外されます。

▼ フロントフォークオイルシールの不具
合は保証対象外です。フロントフォー
クオイルシールは摩耗や亀裂が生じる
ものであり、その原因には飛び石によ
るインナーフォークチューブへの損傷
が含まれますが、これに限定されませ
ん。

▼ 一般的な摩耗や亀裂、曝露または不適
切なメンテナンスに起因するシート、
ラゲッジ、塗装、クローム、ポリッシ
ュ仕上げのアルミニウム製品やトリム
の劣化。

▼ 商用利用されたモーターサイクル。
▼ 欠陥の発見から10日以内に正規販売店
に報告されなかった欠陥。

▼ 注油が不適切または誤った燃料や潤滑
剤を使用したモーターサイクル。

1  誤った使い方とは、取扱説明書の「モーターサ
イクルの運転」や取扱説明書の警告に反する使用
を含みます。加えて、道路で一般的な使用をする
以外の使用も誤った使用に含まれますが、これに
限定されるものではありません。



保証152

保証請求が必要になった場合、Triumph
Motorcyclesとその正規販売店は、使用不
能損失、不便、時間の損失、商的損失、
その他の偶発的または必然的な損失に対
して責任を負わないものとします。
この保証は英国法に従って解釈されるも
のとし、この保証に関する疑義は英国の
裁判所が管轄します。
カタログ、広告またはその他の出版物に
記載されている声明、条件、表現、説明
または保証は、ここに記載されている事
項を誇張、修正、優先するものではあり
ません。
Triumph Motorcyclesは、いかなるモデル
またはモーターサイクルにも、予告なく
変更または改良を加える権利を留保しま
す。ただし、販売済の車両にもそれを実
施するという義務はありません。
本保証はお客様の法的権利には影響しま
せん。

お車のお手入れ
Triumph Motorcyclesでは、材料の選択や
めっき技術、塗装技術にこだわり、美し
さと耐久性を兼ね備えた製品をお客様に
お届けしています。しかしながら、モー
ターサイクルは苛酷な環境で使用される
ことが多く、特に金属部品の表面はめっ
きの有無に関わらず変色しやすいため、
洗車・乾燥・注油が不可欠です。ご不明
な点がございましたら、正規販売店にご
相談ください。美しい外観を保つために
一番大切なことは、お車を正しくお手入
れすることです。
お車のお手入れについては本書の「洗車
と保管」を参照してください。
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Triumphの海外拠点
海外でTriumph正規販売店のサポートが
必要となった場合は、現地の系列販売店
またはインポーターにお問い合わせくだ
さい。
系列販売店の連絡先は以下をご覧くださ
い。
Triumph正規販売店とインポーターの一
覧は、最新のものを
www.triumphmotorcycles.co.ukでご覧頂
けます。

系列販売店

ベネルクス
Triumph Netherlands

Tel: +31 725 41 0311

Email: Benelux@Triumph.co.uk

ブラジル
Triumph Motorcycles Brazil Ltda

Tel: +55 11 3010 1010

Email: sac.triumph@europ-
assistance.com.br

中国
British Triumph (Shanghai) Trading Co., 
Ltd.

Room 302, Tower 11,
1250, Xinzha Road, Jingan District, 
Shanghai, PRC

200041
Tel: +86 21 6140 9180

Email: 

aftersales.china@triumphmotorcycles.

com

デンマーク／フィンランド／ノルウェー
／スウェーデン
Triumph Motorcycles AB

Tel: +46 8 680 68 00

Fax: +46 8 680 07 85

フランス
Triumph S.A.

Tel: +33 1 64 62 3838

Fax: +33 1 64 80 5828

ドイツ
Triumph Motorrad Deutschland GmbH

Tel: +49 6003 829090

Fax: +49 6003 8290927

インド
Triumph Motorcycles (India) Private
Limited

Tel: 1 800 3000 0051（フリーダイヤル）
Email:
customer.care@triumphmotorcycles.in

イタリア
Triumph Motorcycles srl

Tel: +39 02 93 454525

Fax: +39 02 93 582575

日本
Triumph Motorcycles Japan K.K.

Tel: +81 3 6453 9810

Fax: +81 3 6453 9811
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スペイン／ポルトガル
Triumph Motocicletas España, S.L

Tel: +34 91 637 7475

Fax: +34 91 636 1134

タイ
Triumph Thailand

Tel: +66(0)20170333

Fax: +66(0)20170330

イギリス／アイルランド
Triumph Motorcycles Ltd

Tel: +44 1455 45 5012

Fax: +44 1455 45 2211

アメリカ
Triumph Motorcycles (America) Ltd

Tel: +1 678 854 2010

Fax: +1 678 854 8740
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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でご覧いただけます。

ペイロード Trident Tiger Sport

ペイロード 205 kg 223 kg

エンジン Trident Tiger Sport

タイプ 並列3気筒 並列3気筒

排気量 660 cc 660 cc

ボアｘストローク 74.04 x 51.1 mm 74.04 x 51.1 mm

圧縮比 11:95:1 11:95:1

シリンダー番号 左から右へ 左から右へ

シリンダー順序 左側が1 左側が1

点火順序 1-2-3 1-2-3

潤滑 Trident Tiger Sport

潤滑システム ウェットサンプ ウェットサンプ

エンジンオイル容量

ドライフィル 3.20 L 3.20 L

フィルター交換時 2.80 L 2.80 L

オイルのみ交換時 2.60 L 2.60 L

冷却システム Trident Tiger Sport

クーラント種類 Triumph D2053 OATクーラ
ント（調合済み）

Triumph D2053 OATクーラ
ント（調合済み）

水と不凍液の割合 50対50（Triumphで調合済
み）

50対50（Triumphで調合済
み）

クーラント容量 2.2 L 2.2 L

サーモスタット開温度（公
称） 71°C 71°C
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燃料システム Trident Tiger Sport

タイプ 電子燃料噴射式 電子燃料噴射式

インジェクター ソレノイド式 ソレノイド式

燃料ポンプ サブマージ式電動 サブマージ式電動

燃圧（公称） 3.5 bar 3.5 bar

燃料 Trident Tiger Sport

タイプ 無鉛 91 RON 無鉛 91 RON

タンク容量（車両直立時） 14.4 L 17.5 L

イグニッション Trident Tiger Sport

点火装置 デジタル誘導式 デジタル誘導式

電子式レブリミッター 10,500 r/min 10,500 r/min

スパークプラグ NGK CR9EK NGK CR9EK

スパークプラグギャップ 0.60-0.75 mm 0.60-0.75 mm

ギャップ公差 +/- 0.075 mm +/- 0.075 mm
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トランスミッション Trident Tiger Sport

トランスミッション形式 6速、常時噛合式 6速、常時噛合式

クラッチ形式 湿式多板 湿式多板

ファイナルドライブチェー
ン

RK 520 KMW、520チェー
ン、120リンク

RK 520 KMW、520チェー
ン、122リンク

プライマリドライブ比 1.854 (41/76) 1.854 (41/76)

ギア比：

ファイナルドライブ比 3.188 (16/51) 3.188 (16/51)

1速 2.867 (15/43) 2.867 (15/43)

2速 2.053 (19/39) 2.053 (19/39)

3速 1.565 (23/36) 1.565 (23/36)

4速 1.286 (21/27) 1.286 (21/27)

5速 1.107 (28/31) 1.107 (28/31)

6速 0.967 (30/29) 0.967 (30/29)

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

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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タイヤ Trident Tiger Sport

タイヤサイズ

フロント 120/70 ZR17 58W 120/70 ZR17 58W

リア 180/55 ZR17 73W 180/55 ZR17 73W

タイヤ空気圧（冷えている時）

フロント 2.34 bar 2.3 bar

リア 2.90 bar 2.5 bar

電装品 Trident Tiger Sport

バッテリー種類 YTX9-BS YTX9-BS

バッテリー定格 12 V、8 Ah 12 V、8 Ah

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

フロントポジションライト LED LED

ヘッドライト LED LED

テールライト／ブレーキラ
イト LED LED

ライセンスプレートライト 12 V、5 W 12 V、5 W

方向指示器 12 V、10 W 12 V、10 W

フレーム Trident Tiger Sport

キャスター角 24.6° 23.1°

トレール量 107.3 mm 97.1 mm
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締付トルク Trident Tiger Sport

バッテリーターミナル 4.5 Nm 4.5 Nm

チェーンアジャスターナッ
ト 3 Nm 3 Nm

チェーンアジャスターロッ
クナット 15 Nm 15 Nm

チェーンガード 9 Nm 9 Nm

クラッチレバーナット 3.5 Nm 3.5 Nm

オイルフィルター 10 Nm 10 Nm

スパークプラグ 12 Nm 12 Nm

サンププラグ 25 Nm 25 Nm

リアホイールスピンドルナ
ット 110 Nm 110 Nm

オイル等 Trident and Tiger Sport

ベアリングとピボット NLGI 2号のグリース

ブレーキフルード DOT 4のブレーキフルード

クーラント Triumph D2053 OATクーラント（調合済み）

ドライブチェーン XWチェーンに適したチェーンスプレー

エンジンオイル

API規格のSH以上およびJASO規格のMAの両方を満たす
モーターサイクル用エンジンオイルで、10W/40もしく
は10W/50の部分合成油または全合成油。
Castrol Power 1 Racing 4T 10W‑40（全合成油）などが
ある。Castrol Power RS Racing 4T 10W‑40（全合成
油）という名称で販売されている場合もある。
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カナダでの認可
本装置には、カナダのイノベーション・
科学・経済開発省のライセンス免除RSS
に準拠するライセンス免除の送受信機が
含まれています。
本機の動作は次の2つの条件にしたがうも
のとします。
1.本機が電波障害を引き起こさないこと。
2.本機の動作に望ましくない影響が及ぶ
ような干渉を含め、本機が受信したあら
ゆる干渉を受け入れること。
電波放射の曝露について：
本機は制御されていない環境に対して規
定された電磁波曝露制限に準拠していま
す。本機はラジエターと身体との間に
20cm以上の距離を置いて設置および操作
する必要があります。

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。
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