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Warranty
保証書 sheet
様
I,お名前
______________________________________________ hereby
certify that I have taken over the Lambretta with the below mentioned
私は、以下の車両識別番号（VIN）の
Lambretta
を、製造業者の基準に従って適切な状態で購入したことを証明します。
vehicle
identification number (VIN), in
proper condition,
according to the manufacturer‘s criteria.

Iさらに私は、保証規定を読み、理解し、受け入れたことを証明します。取扱証明書の内容の明確な説明を受けました。
further confirm to have read, understood and accepted the warranty policy. The instructions in the user manual were clearly
explained to me.
私は本書に署名することで、車両を購入した際に車両販売店から説明を受けたメンテナンスを定期的に実施することを確認いたし
With
my signature, I confirm that I accept the maintenance intervals stated by the seller when taking over the vehicle. A
ます。また、現版の取扱証明書及びスペアキーを
本、ツールキットを受け取ったことを確認します。
current
version of the user manual and a spare 2key,
as well as the toolkit, were given to me.
私は全ての修理及びメンテナンス作業を
取扱店によってのみ行われることに同意します。この条件が満たされない場合、
Furthermore,
I agree to have all repairsLambretta
and maintenance
work carried out only by an authorized Lambretta dealer. Failure to
保証の喪失につながる可能性があることに同意します。
do
so, may lead to a loss of warranty.

販売店
Dealer:
車種 : type::
Vehicle

VIN :
VIN:

日付 :
Date:

店名印、担当者名を明記
Signature, seal
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Introduction
前書き
It
is with Lambretta
great pleasure
that we can announce that you have joined the family of Lambretta owners. We would like to thank
ようこそ
ファミリーへ。この度はランブレッタ製品をご購入いただき誠ににありがとうございます。
you for the trust you have placed in us.
お客様が購入された
Lambretta
Before
you took possession
ofは、我々の工場で多数の検査を受け、その品質が保証されています。
the Lambretta produced in our factories, it was subjected to countless tests, which allows us
to guarantee its quality.
お客様の
Lambretta
の使用限度は、主にその運行方法及びメンテナンスに大きく影響を受けます。そのため、本マニュアルには、
The
service
life of your
Lambretta depends largely on its use and maintenance. This is why we have summarized some advice
お客様に新しい車両をより深く知っていただき、より快適に使用していただくために役立つ複数のアドバイス及び説明がまとめら
and
instructions that should help you to get to know your new vehicle better and to make the best use of it. Remember that
れています。また、Lambretta
の機能性を確認することは、Lambretta
one
of the most important tasks
of your Lambretta dealer is to keep販売店の重要な役割の一つです。
an eye on the proper functioning of your Lambretta.
Lambretta は、熟練した技術力、専用工具及びオリジナルスペアパーツを保有するサービスパートナーの世界規模ネットワークを
Lambretta
offers you a worldwide network of service partners with a skilled workforce, specialized tools and original spare
提供いたします。必要なこと、相談がある場合は
Lambretta
parts.
In case of any needs you have, please contact
these取扱店にご連絡ください。
facilities.
それでは新しい
Lambretta
との旅をお楽しみください。
We
wish you a pleasant
journey
with your new Lambretta.
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Important
manual information
取扱説明書に関する重要な情報
In
this manual, all important informations are distinguished by the following notations:
この取扱説明書の重要な情報はすべて、次の表記法で区別されます。
!

WARNING

CAUTION

必ず従わなければならない警告です。警告に従わない場合は、運転手、同乗者が重大な傷
Is
a WARNING which has to be followed. Refusing to follow can lead to
害を受ける、または死亡する可能性があります。
severe
injury or death to the operator.
車両の損傷を防ぐための重要な情報を示します。
A
CAUTION indicates an important information to avoid damage to the vehicle.

CAUTION

・
/ 取扱店によるサービス記録の追跡のため、車両が販売された場合を含めて、この取扱説明書を
• ライダーによるメンテナンス
Please always carry this manual
with the vehicle for the rider maintenance/ dealer tracking of service records even if
常に車両と共に携行してください。
vehicle is being sold.
・
• この取扱証明書には車両に関するすべての重要な情報が含まれていますが、メーカーが車両に対し設計及び品質の継続的な改
This manual contains all of the important information regarding this vehicle, however, the maker will continually improve
善により、取扱証明書と車両間では違うところがある可能性があります。この取扱証明書に関してご質問がございましたら、
its product design and quality, which can lead to differences between the manual and vehicle. If you have any questions
車両購入店にご相談ください。
concerning this manual, please consult your dealer.
!

WARNING

FOR
YOUR OWN SAFETY, PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE OPERATING THIS VEHICLE. ONLY
お客様の安全のため、車両を操作する前にこの取扱証明書をよく読んでください。車両の制御、操作、および機能について適切
OPERATE
THE VEHICLE AFTER YOU HAVE ADEQUATE KNOWLEDGE ABOUT THE CONTROLS, OPERATION AND
な知識を習得してから操作をしてください。また、安全で適切な乗り方について運転訓練を行ってください。車両の定期点検と
FEATURES
OF THIS VEHICLE. ONLY OPERATE THE VEHICLE AFTER YOU HAVE BEEN TRAINED IN SAFE AND
メンテナンス、及び運転手の優れた運転技術は、運転手の安全性を改善し、且つ車両の信頼性を向上します。
PROPER RIDING TECHNIQUES. PERIODIC INSPECTIONS, AS WELL AS MAINTENANCE AND GOOD RIDING SKILLS,
WILL IMPROVE YOUR SAFETY WHILE RIDING AND INCEASE THE RELIABILITY OF THIS VEHICLE.
*Product
and specifications are subject to change without notice.
* 製品および仕様は予告なしに変更されることがあります。
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Safety
information
安全に関する情報
購入された
Lambretta
は二輪の車両です。
This
Lambretta
is a two
wheeled vehic安全な運転及び優れた操作は運転手の適
le.
Safe driving and good operation de切な運転技術に影響を受けます。
pends
on the proper riding technique of
運転手は、車両を利用する前に全ての必
the
operator.
要な要件を知り、理解する必要がありま
The
operator, should entirely know and
す。
understand
the requirements before riding.

He
or she should:
運転手に求められること：
•
Be well trained and familiar with all
・ 車両の操作に関する全ての技術を習得
the aspects of vehicle operation.
し、知識があること。
•
Fully read and be aware of the
・ この取扱説明書に記載されているメン
maintenance requirements that are
テナンス要件を十分に読み、理解する
noted in this user manual.
こと。
•
Obtain qualified training & a legal
・ この車両を運転するために、認可され
license for the operation of this veた訓練を受け、法律で認められた免許
hicle.
を取得すること。
•
Contact a professional and certi・ 車両の良好な状態及びその安全性を維
fied repair shop/dealer to maintain
持するためには、必要に応じて購入店
the good mechanical condition and
もしくは取扱店に問い合わせをするこ
safety of the vehicle whenever neeと。
ded.
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安全な運転：
・
• 運転手と同乗者の乗車姿勢は、車両を安
The posture of the operator and
Safe riding:
定してに制御するために重要です。運転
・
passenger is important for proper
• 車両の安全性を確認するため、出発する
Always pre-check your vehicle befo中の適切な姿勢は、車両をより良くバラ
前に必ず車両の点検をしてください。
control. A proper riding posture can
re riding to ensure the safety of the
ンスさせます。
・ 運転手は、同乗者を含めた積載制限に
keep the vehicle better balanced
vehicle.
while riding
• 従ってください。
Please follow the load limitations of ・ 運転中は両手でハンドルバーを握り、両
• 足をフットレストに置き、真っすぐに
Sit upright with both hands on the
operator and passenger.
座ってください。
handlebar and both feet on the
footrest while driving.
Many motorcycle accidents occur due ・ 同乗者は、パッセンジャーグリップを握
オートバイ事故の多くは、オートバイを
The passenger should make sure
to car drivers who fail to recognize the • るか、運転手に直接つかまること、且つ
認識できなかった自動車の運転手との間
両足がフットレストにあることを確認し
that he/she can reach the passenmotorcyclists.
で起こるものです。
なければなりません。
ger grips or hold on tho the operator
・ 飲酒後や違法薬物を使用した後の運転は
したがって：
directly, with both feet on the pasTherefore:
厳禁です。
・
senger footrests.
• 明るい色の服や保護効果のある服を着用
Wear bright colored and protective
・
してください。
• 購入された車両は、道路でのみ使用する
Driving after consuming alcohol or
clothes.
ように設計されています。オフロードで
・
illegal drugs is strictly prohibited.
• 右左折の前に方向指示器を出し、交差点
Operate the turning signals before
に近づいたら速度を下げてください。
This vehicle is designed for onroad
turning and slow down your speed • の使用には適していません。
・ 自動車の運転手から適切な距離を保ち、
use only. It is not suitable for offwhen approaching the intersection.
road use.
• その運転手にオートバイがあることを認
Keep proper distance to other Mo識させてください。
torists, and let them be aware of プロテクションウエア
Protective clothing
your presence.
・ 自分の運転能力及び自分の限界を意識し
適切な衣服は事故が起きた場合に身体を守
Proper clothing will keep you safe from
• てください。
Know your skills and limits.
ることができます。
potential
accidents:
• 運転する資格がない人に自分の車両を決
Never lend your vehicle to others ・
・
汚れや雨から目を守るようにフェイス
• シールド付きのヘルメットを必ず着用し
Always wear an approved helmet
who are not qualified for riding.
して貸してはいけません。
with face shield to protect your
• 法律で認められた速度及び交通法に必ず
Always follow the legal speed limits
・
てください。
eyes from dust and rain.
and local traffic law.
従ってください。
・ 適切なジャケット、靴、手袋などの着用
• はより優れた保護効果を提供し、事故に
The wearing of a proper jacket,
shoes, gloves etc., provides better
よるけがの程度を減らすことがあります。
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Safety
information
安全に関する情報
・サイズの合わない服を着用しないでく
protection, and can reduce the deださい。不適切な服装はコントロール
gree of injuries from accidents.
• レバーやホイールに引っ掛かり、重傷
Never wear loose clothes, otherwiまたは事故を起こす可能性があります。
se they could catch on the control
・運転中または運転後にエンジンや排気
levers or wheels and cause severe
システムに触れないでください。これ
injuries or an accident.
• らは非常に熱くなり、やけどを引き起
Never touch the engine or exhaust
こす可能性があります。常に足と足首
system during or after operation.
を覆う服を着用してください。
They become very hot and can

cause burns. Always wear protective clothing that cover your legs,
ankles, and feet.

付属品／荷物を搭載する場合は特に注意
vehicle before riding
Be
extremely cautious and follow the ・ ハンドルバー、フロントフォーク、ま
し、以下の制限に従ってください。以下は、
Never attach any large or heavy
limitations
below when equipped with • たはフロントフェンダーには、大きな
車両に荷物や付属品を追加する場合のガイ
もの、または重いものを取り付けない
items to the handlebar, front fork, or
accessories
/ cargo. Below are some
ドラインです。
でください。これらはハンドル操作が
front fender. Such items can create
guidelines
to follow if loading cargo or
不安定になり、ステアリングレスポン
unstable handling or a slow steeadding accessories to your vehicle.
スの遅れを引き起こす可能性がありま
ring response.
す。
積載
Loading
運転手、同乗者（許可される場合）
The
total weight of the operator,、付属
pas- Accessories
アクセサリー
品や荷物の最大量は、最大積載量を超えて
accessories have been specifisenger
(when allowed), accessories Genuine
はならない。
designed for the use on
this vehicand
cargo must not exceed the maxi- cally
純正アクセサリーパーツは
Lambretta
の
le.
If needed, please contact with your
mum load limit.
専用設計品です。必要な情報は取扱店に
dealer
for further detail. Since the ma詳細を問い合わせてください。純正アク
ker
can not test all other accessories,
セサリー以外のものはメーカーの検査を
最大積載量
Maximum
load
you
are personally responble for the
受けていないため、付属品の選択、取り
（車両を除く）
(not including
the ：
vehicle):
proper
selection, installation and use of
付けおよびその使用に関する責任はお客
150 kg
150
kg
non
OEM accessories.
様が負うことになります。

Modifications
変更
Modifications
made to this vehicle
メーカーが承認していない車両に対する
which
are
not
approved
by the maker, or
変更、または元の部品の取り外しは危険
the
removal
of
original
equipment,
may
であり、重大な傷害を引き起こす可能性
この重量制限内で車両に積載する際は、次
make
the
vehicle
unsafe
for
use
and
can When
loading within this weight limit,
があります。また、その変更によって車
の点に注意してください。
cause
severe
injury.
Modifications
may
keep
in
mind:
両の状態が違法になる可能性があります。
・
also make your vehicle illegal to use.
• 荷物と付属品はできるだけ低く、車両
Cargo and accessory weight should
に近づけて搭載する必要があります。
be kept as low and close to the ve積載及び付属品
不均衡または不安定を最小にするため
Loading
and accessories
hicle as possible. Make sure to disには、可能な限り車両の両側に重量を
車両に付属品や荷物を加えることは車両
Adding
accessories or cargo to your vetribute the weight as evenly as pos配分するようにしてください。
の重量配分を変え、ステアリング操作や
hicle
will cause a different weight distrisible on both sides of the vehicle to
バランスに影響を与え、事故の原因にな
bution
of the vehicle and influence the ・ 運転前に付属品と荷物が車両にしっか
minimize imbalance or instability.
る可能性があります。
steering
& balance. It may cause the • りと取り付けられていることを確認し
Make sure that accessories and
てください。
possibility of an accident.
cargo are securely attached to the
56

Keep the following guidelines in mind,
アクセサリーを取り付けるときには、次
when
mounting accessories:
•のガイドラインに注意してください。
Never install accessories or car・ 地上高、サスペンショントラベル、ス
ry cargo that would influence the
テアリングに影響を与えたり、灯火類
ground clearance, limit the suspenや反射板を隠したりするアクセサリー
sion of travel, steering, or obscure
または荷物を車両に取り付けないでく
lights or turning lights, reflectors.
ださい。

Safety
information
安全に関する情報
・
please see your doctor immedia• 燃料補給時に、エンジンまたは排気シ
Take care not to spill any gasoline ・ ガソリンが付着した場合は、付着部分を
• ハンドルバーまたはフロントサスペン
Accessories on the handlebar or ・
ションにアクセサリーを付けた場合、
ステムにガソリンをこぼさないように
水でよく洗ってください。
tely. Keep gasoline away from your
on the engine (hot) or exhaust sysfront suspension area will cause
ステアリングに悪い影響を与えます。
注意してください。
skin and if contact, wash thotoughtem when refueling.
bad influence on steering the vehicアクセサリーを取り付ける場合は重量
ly with water.
• 燃料補給時に、携帯電話を使用したり、
Do not smoke or use a Mobile phole. If you will install accessories, ple- ・
増を避け、ステアリング操作を妨害し
喫煙をしないでください。
ne while refueling.
ase keep them light in weight and
ないようにしてください。この車両は、
Other safe-riding points
• 屋内でエンジンを始動したり、短い時
Never start the engine or let it run 安全な乗り方についてのその他のポイント
not interfere on the steering of the ・
オンロード走行のみの目的としていま
間であってもエンジンを始動したまま
• 曲がる前に方向指示器を出すこと。
Activate the turning signal before
for any length of time in a closed ・
vehicle. This vehicle is for On-Road
す。横風、または車両の方向転換を不
にしたりしないでください。排気ガス
making turns.
area. The exhaust gases are poiso- ・ 雨天時または濡れた路面、滑りやすい路
transportation purpose only, please
安定にする恐れのある追加の荷物の搭
は毒性があり、短時間で意識の喪失及
When raining or riding on a wet
nous and may cause loss of con- • 面、玉石の上などを走行する際は、滑っ
do not install any of extended cargo
載はしないでください。
び死亡の原因になる可能性があります。
たり転倒したりしないように速度を落と
road or slippery surfaces or cobbsciousness and death within a
carrier which will make vehicle unし、ブレーキを軽くかけてください。
lestones keep your speed low, using
short time.
stable in cross winds and/or vehic- ・ 車両から離れる前に必ずエンジンを停
・ 電装品アクセサリーを装備する場合は、
light braking to avoid slipping or
• 止し、メインスイッチからキーを取り
Always turn the engine off before ・ 駐車車両の近くを通過する時は注意して
le turns.
車両の電気系統の最大容量を超えない
外してください。車両を駐車する時は
走行してください。駐車車両の運転手は
even falling down.
leaving the vehicle and remove the
• If equipping with electrical accesことを、取扱店、購入店に相談、確認
次の点に注意してください。
Be careful when passing parked
key from the main switch. When • オートバイが通過していることに気づか
sories, please consult qualifiled
をしてください。このような付属品が
ずドアをあけてしまう可能性がありま
cars. A driver might not see you and
parking the vehicle, please note:
stores, to make sure such items ・ エンジンと排気システムは停止後もし
正しく装備されない場合は、灯火類の
open a door into your path.
The engine and exhaust system rewill not exceed the capacity of the • ばらく高温であるため、車両を歩行者や
す。
光量の低減、エンジンの出力低下、ま
子供が触れない場所に停めてください。
main hot, therefore, park the vehicvehicle’s electrical system. Unproたは車両の損傷を引き起こす可能性が
車両は転倒しないように、斜面や柔ら
le in a place where pedestrians or
per installation of such items may
あり非常に危険です。
かい地面に停めないでください。
children are not likely to touch these
cause a dangerous loss of lights,
hot areas.
lower the engine power or even da- ・ 車両を可燃性のある場所の近くに停め
• ないでください。
Do not park the vehicle on a slope
mage the vehicle.
or soft ground, otherwise it may fall
・ ガソリンを飲み込んだり、ガソリンを
ガソリンと排気ガス
over.
Gasoline
and exhaust gas
目に入れたりした場合は、すぐに医師
・
Do not park your vehicle near to
• ガソリンは燃性の高い物質です：
GASOLINE IS HIGHLY FLAMMAB- • に相談してください。
・ 燃料補給時は、必ずエンジンを停止し
flammable place.
LE:
・ ガソリンが皮膚に直接つかないように
In case of swallowing any gasoline,
• てください。
Always turn the engine off when re- • してください。

fueling.
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or getting gasoline into your eyes,
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Description
車両の説明 of the vehicle
Side
view
側面図
1. フロントディスクブレーキ
Front disc brake
2. フロントホイール
Front wheel
3. フロントターンシグナルライト
Front turn signal light
4. ヘッドライト
Headlight
5. バックミラー
Rear view mirror
6. シート
Seat
7. ラゲッジスペース
Storage compartment
8. 燃料タンクキャップ
Fuel tank cap
9. リアキャリア
Rear Carrier
10.
Tail/brake
light
10. テール
／ ブレーキライト
11.
Rear turn signal light
11. リア方向指示ライト
12.
Air filter element
12. エアフィルターエレメント
13.
Rear disc brake
13. リアディスクブレーキ
14.
Rear wheel
14. リアホイール
15.
Mainstand
15. メインスタンド
16.
Pedal
16. パッセンジャーフットレスト
17.
Sidestand
17. サイドスタンド
18.
Battery
18. バッテリー

78

6

5
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12
13

1

14
18

17

16
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Description of the vehicle
運転操作装置とディスプレイ
運転操作装置とディスプレイ表示
Controls and instruments
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Left handlebar switches
左ハンドルバースイッチ
Rear brake lever
リアブレーキレバー
Speedometer unit
スピードメータユニット
Right handlebar switches
右ハンドルバースイッチ
Throttle grip
スロットルグリップ
Front brake lever
フロントブレーキレバー
Main switch/steering
lock
メインスイッチ
/ ステアリングロック

2

1

3

4

5

6
7

8

9

Consumer
購入者情報information
車両識別番号（VIN）
Vehicle
identification number (VIN)
交換部品を販売店に注文する際、または車両が盗まれた場合に必要となりますので、VIN（車両識別番号）を控えてください。
Please
write down the VIN (vehicle identification number) to order replacement parts from your dealer or in case the vehicle
gets stolen.
VIN はフレームにつけられ、グローブボックス（1）に配置されています。
The
VIN is stamped into the frame and located in the glove compartment (1).
エンジン番号はメインスタンドマウント（2）の近く、エンジンの下にあります。
The
engine number is located under the engine near the main stand mount (2).

1

2
CAUTION

車両識別番号は、お客様のバイクを識別するために使用され、お客様の地域で車両の登録に使用することがあります。
The
vehicle identification number is used to identify your motorcycle and may be used to register your vehicle with the licensing authority in your area.
9 10

Instrument and control functions
ディスプレイと操作機能
メインスイッチ
Main
switch

メインスイッチは始動および灯火システ
The
main switch controls the ignition
ムの制御、ステアリングロック、シート
and
lighting systems, and is also used
ロックの解錠、グローブボックスの解錠
to
lock the steering, open the seat and
に使用されます。以下は、それぞれの機
open
the glove compartment. The vari能についての説明です。
ous
functions are described as below.
オン
On
すべての電気回路に電力が供給され、エ
All
electrical circuits are supplied with
ンジンを始動することができます。キー
power,
the engine can be started. The
は取り外せません。
key
cannot be removed.
オフ
Off
すべての電気系統の機能をオフにします。
All
electrical systems are off. The key
キーが取り外せます。
can
be removed.
10

ロック
Lock
The steering is locked, and all electrical
ステアリングがロックされ、すべての電
systems are off. The key can be remo気系統がオフになります。キーが取り外
ved.
せます。

シートを開く：
Open the seat:
When in position „ “ (Off) , turn」（オフ）
the key
シートを開くには、キーが「
の位置にある時に、キーを押さず反時計回
counterclockwise without pushing it in
りに回してください。
to open the seat.

グローブボックスを開く：
ステアリングロックと、ロックの解除を
Lock and unlock the steering lock
Open the glove compartment:
する：
1. Turn the handlebar all the way to グローブボックスを開くためには、キーが
When in position „ “ (On) , turn the key
the left.
while pushing it in to open
」（オン）の位置にある時に、キーを
「clockwise
1. ハンドルバーを左側に回してください。
押しながら時計回りに回してください。
2.
Push
the
key
in
and
turn
it
to
the
pothe
glove
compartment.
2. キ ー を 押 し て、 押 し た 状 態 で「 」
“ (Lock) while still pushing
sition „ の位置まで回してください。
（ロック）
it.
3. キーを取り外してください。
ダッシュボードユニットに採用されてい
3. ステアリングロックを解除するため
Remove the key.
4.
る液晶パネルは、その特性上過度の高温
4. にはキーを押し込み、
Push the key in and 「
then 」
turn
it to
（オフ）
にさらされると一時的に真っ黒になり表
„ “ (Off) to unlock the steering
の位置まで回してください。
示が見えなくなることがあります。一般
lock.
に常温になると元の表示に戻りますが、
過度の高温や低温は寿命に影響しますの
で、お避け下さい。
! WARNING

Never turn the key to
or または
, while
車両が動いている時にキーを
the
vehicle
is
moving,
otherwise
the
の位置に回してはいけません。電源が遮
electrical
systems
will
be
switched
off,
断され、車両の制御が喪失される。また
which may result in loss of control or
は事故が発生する可能性があります。キー
an accident. Make sure that the vehicを回す前に車両が停止していることを確
le
is stopped before turning the key.
認してください。
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ダッシュボードユニット
Dashboard
unit

8

9

7

10

6
5

OIL
CHECK

4
3
2
1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1112

9. 右折用インジケーター
Turn signal indicator right
10. 燃料残インジケーター
10.
Fuel warning indicator
11. ABS
コントロールランプ（V200
のみ）
11.
Oil check
indicator
12. オイルチェックインジケーター
12.
Clock

電圧計
Voltmeter
走行距離計
Odometer
燃料計
Fuel gauge
タコメーター
Rev counter
Engine warning light (EOBD)
エンジン警告ランプ（EOBD）
スピードメーター
Speedometer
ハイビーム表示ランプ
High beam indicator lamp
左折用インジケーター
Turn signal indicator left

11

12

13. 時計

1. 電圧計
Voltmeter
The
Voltmeter shows the current volta電圧計は現在のバッテリー電圧を表示し
ge
of
ます。the battery.
2. 走行距離計
Odometer
走行距離計は、全体の走行距離（ODO）
The
odometer shows the total distance
または一回の走行距離
を示します。
traveled
(ODO) or （TRIP）
the trip
distance
ODO と TRIP
を切り替えるには、SET
ボタ
traveled
(TRIP).
To switch between
ンを短く押してください。
ODO
and TRIP, shortly press the SET
button.
TRIP の 走 行 距 離 を リ セ ッ ト す る に は、
To
the TRIP
distance, press
and
TRIPreset
モードで
SET ボタンを約
2 秒間押し
hold
the
SET
button
for
about
2
seてください。
conds
when
in
TRIP
mode.
キロメートルからマイルに切り替えるに
To
switchモードで
from kilometers
miles,
は、ODO
SET ボタンをto5 秒間押
press
the
SET
button
for
5
seconds
してください。
when in ODO mode.
3. 燃料計
Fuel gauge
The
fuel gauge shows how much fuel
燃料計は、燃料タンクにどのぐらいの燃
is
left in the fuel tank. The gauge has
料が残っているかを示します。この計器
6
bars
which are all black if the tank is
には
6 本のバーがあり、タンクが満タン
full.
As
the tank empties, each bar disの場合にはすべてのバーがブラックです。

燃料が少なくなると、各バーが上から下
appears
one by one from top to bottom.
の方に、一本ずつ消えます。最後のバー
If
only the last bar remains, it will start
だけ残る時にはそのバーが点滅しはじめ、
to
blink, to indicate that there is very
タンク中に燃料がほとんど残っていない
little
fuel remaining in the tank. Refuel
ことを示します。すぐに燃料を補給して
immediately.
ください。

4.
Rev counter
4. タコメーター
The
rev counter shows the current numタコメーターは、エンジンの現在の回転
ber
of
revolutions of the engine.
数を示します。
5. エンジン警告ランプ（EOBD）
Engine warning light (EOBD)
When
you turn on the ignition, the lamp
イグニッションスイッチをオンにすると、
lights
up. After starting the engine, it
ランプが点灯しますがエンジンの始動後
disappears.
If your vehicle detects a
に消灯します。警告ランプは、車両がシ
failure
in
the
system, the warning lamp
ステムの故障を検出した場合に点灯しま
lights
up.
Contact
a dealer to check with
す。その場合、診断ツールでの検査が必
a要になりますので購入店にご連絡くださ
diagnosis tool.
い。

6. Speedometer
6. スピードメーター
The
speedometer shows the current riding
speed.
スピードメーターは現在の走行速度を示
します。

7. High beam indicator lamp
Lights
up whenever high beam is swit7. ハイビーム表示ランプ
ched on.
ハイビームがオンの時に点灯します。

Instrument
and control functions
ディスプレイと操作機能
8. 左折用の方向指示器
ません。そのような場合は取扱店へ連絡
12. Clock
Turn signal indicator left
し、ABS
システムの点検を依頼してくだ
shows the current time.
方向指示ランプが作動中に、インジケー
This indicator light flashes when the The clock
さい。
Set
the
time:
When in ODO mode hold
ターが点滅します。
turn signal light is activated.
the
SET
button
for 2 seconds to enter
12. オイルチェック表示器
9. 右折用の方向指示器
the
clock
setting.
The digit to set will
Turn signal indicator right
この表示器は、ユーザーにオイルのレベ
blink.
Shortly
press
the SET button to go
方向指示ランプが作動中に、インジケー
This
indicator light flashes when the ルを確認し、必要に応じて補給、交換を
up
one
by
one.
When
ready with setting
ターが点滅します。
turn
signal light is activated.
注意するように、1000km ごとに点灯し
push the button for 2 seconds to go to
ます。
the next digit. When finished setting the
10. 残燃料警告表示器
10.
Fuel warning indicator
表示器をリセットするには：ODO モード
clock press the button for 2 seconds.
The
fuel warning indicator lights up if で
タンクに残っている燃料が少なくなった
SET ボタンを 5 秒間押すと、表示器が
Also the tiime will be saved if there is no
little
fuel is left in the tank. Refuel imme- リセットされます。
場合、燃料警告表示器が点灯します。す
interaction for more than 30 seconds.
diately.
ぐに燃料を補給してください。
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13. 時計
CAUTION
時計は現在の時刻を示します。
燃料タンクが完全に空にならないように
Take care that the fuel tank does not get 時間を設定するには：ODO モードで SET
注意してください。燃料タンクが完全に
completely drained. This will cause the ボタンを 2 秒間押すと設定モードとなり、
空になるとエンジンが停止し、それによ
engine to stall which can result in loss 設定される桁が点滅します。SET ボタン
り車両の制御が喪失され事故が発生する
of control or an accident.
を短く押すと桁が 1 つずつ上に移動しま
可能性があります。
す。設定ができたら SET ボタンを 2 秒間
11.
Oil
check
indicator
11. ABS コントロールランプ（V200 のみ） 押して次の桁に移動します。設定が終わっ
This indicator lights up every 1000km たら SET ボタンを 2 秒間押します。また、
イグニッションスイッチをオンにすると
to remind the user to check the oil level 30 秒以上作用がない場合も設定された時
ABS コントロールランプが点灯します。
and if needed fill it up.
スタート後、時速 5km に達すると ABS コ 刻が保存されます。
Reset the indicator: When in ODO mode,
ントロールランプは消灯します。運転中
press the SET button for 5 seconds and
にランプが点灯した場合は、ABS システ
the indicator will reset.
ムに障害が発生しています。ABS ランプ
が点灯している限り、ABS は作動してい

ハンドルバースイッチ（左側）
Handlebar switches - Left
1
2
3

1.
／ ロービームスイッチ
1. ハイビーム
High / Low
beam switch
2.
2. 方向指示器スイッチ
Turn signal switch
3.
3. ホーンボタン
Horn button

/

1.
／ ロービームスイッチ
//
1. ハイビーム
High / Low
beam switch
Set this switch to
for に設定し、ロー
the high beam
ハイビームにするには
and to
for the low
beam.
ビームにするには
に設定します。

2.

Turn signal switch

2. 方向指示器スイッチ
To indicate a right-hand turn, push the
右折を指示するには、ボタンを押してス
button and slide the whole switch right.
イッチ全体を右側に動きます。左折を指示
To indicate a left-hand turn, push the
するには、ボタンを押してスイッチ全体を
button and slide the whole switch left.
左側に動きます。方向指示器を消すには、
To deactivate the turn signal, push the
ボタンを押してスイッチを中央に戻します。

button and slide the switch back to the
middle.
13
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3.3. ホーンボタン
Horn button
5.5. エンジンスタートボタン
Electro start button
Push
this
button
to
sound
the
horn.
エンジンを始動するためにはスタートボ
ホーンを鳴らすにはホーン
のボタンを Push
this button
and pull a brake le押してください。
ver
start the engine.
タンto the
を押し、ブレーキレバーを引きます。

Handlebar
switches - Right
ハンドルバースイッチ（右側）

Brake
lever
ブレーキレバー

CAUTION

4

Before
starting the vehicle check the
車両を始動する前に、取扱説明書にて車
operation
and important riding points in
両の操作及び乗り方に関する重要なポイ
the
user
manual.
ントを確認してください。

5

Engine
start safety switch
安全スイッチ
1

The
front brake lever is located on the
フロントブレーキレバーはハンドルバーグ
right
handlebar grip. To apply the front
リップの右側にあります。フロントブレー
brake,
pull this lever
towards the handキをかけるには、
このレバーをハンドルバー
lebar
grip.
グリップの方に握ります。

SETbutton
ボタン
4.4.SET
エンジンスタートボタン
5.5.Electric
start button

4.
SET button
4. SET ボタン
The SET button is needed for several inSET ボタンは、ODO から TRIP への変更、
teractions with the dashboard unit such
時間の設定、マイルからキロメートルへ
as changing from ODO to TRIP, setting
の変更のような、ダッシュボードユニッ
the time, changing from miles to kiloトとのいくつかの操作に必要です。
meters.

Ifスイッチ（1）が「
the engine start safety
switch」の位置
(1) is in
（ロック）
the
„
“
(Lock)
position,
the
vehicle
canにあると、エンジンを始動することがで
not
be
started.
The
electrical
system
The rear brake lever is located on the
きません。
リアブレーキレバーは、左側のハンドル
won´t be deactivated.
left handlebar grip. To apply the rear
バーグリップにあります。リアブレーキ
brake, pull this lever towards the handをかけるには、このレバーをハンドルバー
lebar grip.
グリップの方に握ります。
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燃料タンクキャップ
Fuel
tank cap

燃料
Fuel

触媒コンバータ
Catalytic converter

燃料タンクキャップはシートの下にありま
The
fuel cap is located under the seat.

タンクに十分な量の燃料があることを確
Make sure that there is sufficient fuel in
認してください。燃料はタンクフィラー
the tank. Fill the fuel tank to the bottom
チューブの底部まで満タンにしてください。
of the filler tube as shown.

この車種の排気システムには触媒コンバー
This model is equipped with a catalytic
タが装備されています。
converter in the exhaust system.

す。

燃料タンクキャップを取り外す（1）
Remove
the fuel tank cap (1)
燃料タンクキャップを反時計回りに回し
Turn
the fuel tank cap counterclockwiます。その後、燃料タンクキャップが取
! WARNING
se.
Now you can remove the fuel tank
り外せます。
cap.
• 燃料タンクをいっぱいにしすぎないで
Do not overfill the fuel tank, other・
wise it may overflow when the fuel
ください。燃料タンクがいっぱいになる
Install
the fuel tank cap
warms up and expands.
燃料タンクキャップを取り付ける
と、燃料が暖められて膨張した時にこぼ
Push
the
fuel
tank
cap
into
position.
•
Avoid spilling fuel on the hot engiれる可能性があります。
燃料タンクキャップを所定の位置に置き
Turn
the
cap
clockwise
to
the
original
ne.
・
高温のエンジンに燃料をこぼさないでください。
ます。キャップを時計方向に元の位置に
position.
回します。
CAUTION

1

CAUTION

Make
sure that the fuel tank cap is pro運転前に燃料タンクキャップが正しく閉
perly
closed and locked before riding.
められ、ロックされていることを確認し

!

WARNING

The exhaust system is hot after opera排気システムは運転後に熱くなります。メ
tion. Make sure that the exhaust sysンテナンス作業を行う前に排気システムが
tem has cooled down before doing any
冷えていることを確認してください。
maintenance work.
CAUTION

火災の危険やその他の損傷を防ぐため、以
The following precautions must be ob下の注意事項を守ってください。
served to prevent a fire hazard or other

燃料は塗装面やプラスチック部品に損傷
Immediately wipe off spilled fuel with damages.
を与える可能性があるため、こぼれた燃
a clean, dry, soft cloth, since fuel may ・ 無鉛ガソリンのみ使用してください。有
料は直ちに清潔で乾いた柔らかい布で拭
damage the painted surfaces or plastic • 鉛ガソリンの使用は、触媒コンバータに
Use only unleaded gasoline. The
き取ってください。
parts.
use of leaded gasoline will cause
修復不可能な損傷を引き起こします。
unrepairable damage to the cata・ 芝生や他の燃えやすいものの近くなど、
lytic converter.
火災の危険の可能性がある場所には車両
Regular無鉛ガソリンのみ。
unleaded gasoline only.
•
Never park the vehicle near possiを駐車しないでください。
推奨燃料：95
oct 95 oct
Recommended
fuel:
ble fire hazards such as grass or
・ 長時間アイドリング状態にしないでくだ
other materials that easily burn.
さい。
！！注意！！

!!CAUTION!!

BIOETHANOL
E10 の使用はできません
BIOETHANOL
E10 IS NOT

SUITABLE

•

Do not allow the engine to idle too
long.

てください。
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Instrument
and control functions
ディスプレイと操作機能
シート
Seat

CAUTION

CAUTION

• 無理にシートを閉めると、部品が損傷す
When you close the seat by force,
・
シートを開くには
To
open the seat
parts can be damaged.
る場合があります。
1. 車両をメインスタンドで立てます。
Place the vehicle on the main stand. ・• 運転前または駐車時にはシートがロック
Make sure that the seat is locked
2. キーが「
When in „」（オフ）の位置にあると
“ (Off) position, turn
before driving or when you park the
されていることを確認してください。
きにキーを押し込むことなく反時計方
the key counterclockwise without
vehicle.
向に回します。
pushing it in to open the seat.
3. シートを上に持ち上げます。
Fold the seat up.
荷物収納ボックス
Storage
Luggage Box
1

The storage luggage box (1) is located
荷物収納ボックス（1）は、シートの下に
under the seat. When the seat is opeあります。ボックスは取外し可能です。取
ned, the storage luggage box can be
外し後はヒューズおよびスロットル・ハウ
taken out, to reach the fuses and the
ジングにアクセスが可能となります。

Do not exceed the load
limit
of 10 kg for
荷物収納ボックスは
10kg
の重量制限を超
the storage luggage box.
えないでください。
Since the storage luggage box will ac荷物収納ボックスは太陽やエンジンから
cumulate heat from the sun and engine,
の熱が溜まるため、中に熱に弱いものを入
please do not put any thing that is sentiれないでください。
tive to heat inside the box.
荷物収納ボックスには貴重品や壊れやす
Do not put anything valuable or breakaい物を入れないでください。
ble objects in the storage luggage box.

リアキャリア（オプション品）
Rear Carrier
1

throttle housing.

1

シートを閉じるには
To
close the seat
1. シートを下におろした後、シートを押
Fold the seat down, and then push
し下げて所定の位置にロックします。
it down to lock it in place.
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CAUTION

リアキャリア（1）の指定重量制限を超え
Do not exceed the load limit of 5kg for
ないでください。
the carrier (1).

Instrument
and control functions
ディスプレイと操作機能
サイドスタンド
Side
stand

メインスタンド
Main stand

前後連動ブレーキ（CBS）
Combined brake system (CBS)

（V125 モデルのみ）

The main stand (2) is located under the CBS（
The CBS
System) is
メインスタンド（2）は車両の下にありま
前 後(Combined
連 動 ブ レ Brake
ー キ、
「Combined
Vehicle.
To
engage
the
main
stand,
use
a
combined
brake
system
which
contriす。メインスタンドを立てるにはメインス Brake System」）は、オートバイの安全支
your
foot
to
step
on
the
bracket
of
the
butes
to
the
road
safety
support
of
タンドブラケットを踏み、車両を引き上げ 援に貢献するブレーキシステムです。 your
main stand and then pull the vehicle on motorcycle.
ます。
the stand.

1

2

The side stand (1) is located on the
サイドスタンド（1）は、車両の左側にあ
left side of the vehicle. Step on the braります。サイドスタンドを出すためには、
cket with your foot to slide out the side
ブラケットを足で踏み込みます。
stand.

CAUTION

・• スタンドがしっかりと機能し、車両が安
Make sure your vehicle is parked
定していることを確認してください。
well and stable enough to stand the
・ 斜面や柔らかい地面を避け平らな場所に
vehicle.
• 駐車してください。
Only park on flat ground and avoid
・ サイドスタンドはエンジンストップ機能
slopes and soft ground.
• が装備されています。スタンドが格納さ
The side stand is equipped with
れていない状態ではエンジンを始動する
an engine kill switch. If the stand
ことはできません。
is folded out the engine cannot be

この車両には
CBS が装備されています。
Your vehicle1 つの
is equipped
with a single
左のブレーキレバーを操作すると、フロン
CBS.
トブレーキとリアブレーキの両方を同時
When the left brake lever is pulled, this
車両が転倒しないようにきちんと駐車し、
Make sure your vehicle is parked well
に作動し、前後ホイールの片方がロックす
安定していることを確認してください。
and stable enough to avoid topple over. simultaneously activates both the front
る危険性を軽減します。
and rear brakes, therefore reducing the
CAUTION

risk of one of the two wheels locking.
!

WARNING

Although both brakes are activated by
リアブレーキレバーは前後両方のブレーキ
the rear brake lever, the front brake
を作動しますが、オートバイを正しく減速
still needs to be operated for a correct
するためにはフロントブレーキの操作も必
deceleration of the motorcycle.
要です。

started.
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Pre-operation checks
ディスプレイと操作機能
The
vehicle
ア
ンcondition
チ ロ ッ of
クaブ
レ ーis
キthe
ン owner’s
グ シ スresponsibility.
テ ム（ABS)The operator should check the vehicle by a simple but thorough ins-

（V200
pection,モデルのみ）
to make sure of the vehicle´s condition, checking some key and important parts, to prevent the vehicle from serious

・ ABS は、車体がまっすぐな状態でブレーキ操作
をした際、車輪のロックを防ぐことに役立ちま
ABS（アンチロックブレーキングシステム）は車輪のロッ
すが、コーナーリング中のスリップを制御する
CAUTION
クを防止するように設計されています。ブレーキを強く
ことはできません。コーナーリングでは前後両
Pre-operation checks
should be 2made
each time the vehicle is used. Such an inspection can be accomplished in a very short
操作した際、ABS
は前輪と後輪の
つの回路で動作しま
方のブレーキを軽く操作するか、もしくは全く
time; and
the added safety it assures is more than worth the time involved.
す。ABS
センサーが車輪のロックを検知した場合、再び
操作しない方が好ましいです。コーナーへ進入
ホイールが回転するまで、わずかにブレーキ圧を減少さ
する前にスピードを落としてください。
! WARNING
せます。
・ ABS に内蔵されたコンピューターは車速と車輪
If any
item in the Pre-operation check list is not working properly , have it inspected and repaired before operating
ABS
作動時、ブレーキレバーに少し振動を感じます。
の速度を比較します。推奨のタイヤ以外では車
the
vehicle.
If failed to be corrected by yourself, please return to the repair shop immediately.
ブレーキ操作は従来のオートバイと同様です。
輪速度に影響を及ぼしコンピューターが誤作動
左のブレーキレバーがリヤブレーキを、右のブレーキレ
し、制動距離が延びる可能性があります。
バーがフロントブレーキを作動させます。

failure / accident. Please carefully check the following points before each ride.

ABS はホイールのロックを防止し安定した制動力を提供
しますが、以下の特性を理解してください :
・ ABS は悪路での走行、運転手の誤った判断、不適切な
操作を補償することはできません。ABS を装備してい
ない車両同様に注意をはらわなければなりません。
・ ABS は制動距離を短くするように設計されてはいませ
ん。未舗装や、でこぼこの道、下り坂において ABS
装備のスクーターは ABS が装備されていない同等の
オートバイの制動距離よりも長くなることがありま
す。そのような道では特に注意が必要です。

1718

Pre-operation checks
運転前の確認
車両の状態を確認することはオーナーの責任です。重大な故障や事故を防止するためには、運転手が簡単でも十分に点検を行い、
The condition of a vehicle is the owner’s responsibility. The operator should check the vehicle by a simple but thorough ins状態を確認しなければなりません。運転する前には次のことを注意深く確認してください。
pection, to make sure of the vehicle´s condition, checking some key and important parts, to prevent the vehicle from serious

failure / accident. Please carefully check the following points before each ride.
CAUTION

運転前の点検は、車両を使用するたびに行う必要があります。この点検はとても短時間で行うことができます。点検を行うことで
Pre-operation checks should be made each time the vehicle is used. Such an inspection can be accomplished in a very short
得られる安全性は、点検に使った時間より価値のあるものです。
time; and the added safety it assures is more than worth the time involved.
!

WARNING

If any item in the Pre-operation check list is not working properly , have it inspected and repaired before operating
運転前確認リストのいずれかの項目が正しく機能していない場合は、車両を操作する前に修理してください。自分で修理できない
the vehicle. If failed to be corrected by yourself, please return to the repair shop immediately.
場合は直ちに取扱店もしくは購入店にお問い合わせください。
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Pre-operation
運転前の確認 checks
Pre-operation
check list
運転前の確認表
確認項目
Checkpoint

燃料

Fuel

燃料タンクの燃料レベルを点検すること。

確認すること
To verify

Check fuel level in the fuel tank.
Refuel if necessary.

必要に応じて補給すること。

燃料ラインに漏れがないか点検すること。
Check the fuel line for leakage.
オイルのレベルを点検すること。

エンジン／トランスミッションオイル

Engine / Transmission oil

Check oil level.

必要に応じて、指定されたレベルに推奨オイルを入れること。
If necessary, add recommended oil to specified level.
オイルの漏れがないか点検すること。
Check for oil leakage.

フロントブレーキ

操作を確認すること。

Front brake

Check operation.

ブレーキのタッチが曖昧またはスポンジ状の場合は、取扱店にて油圧システムのエアを抜き作業をすること。
If soft or spongy, have dealer bleed hydraulic system.
ブレーキパッドが摩耗していないか点検し、必要に応じて交換すること。
Check brake pads for wear, replace if necessary.

Check brake fluid level in reservoir, if necessary, add recommended brake fluid to specified
タンクのブレーキ液レベルを点検し、必要に応じて推奨ブレーキ液を指定のレベルまで加えること。
Check for leakage.

level.

ブレーキ液の漏れがないか点検すること。
Check operation.
操作を確認すること。

Rear brake
リアブレーキ

If soft or spongy, have dealer bleed hydraulic system.
ブレーキのタッチが曖昧またはスポンジ状の場合は、取扱店にて油圧システムのエアを抜き作業をすること。

Check brake pads for wear, replace if necessary.
Check brake fluid level in reservoir, if necessary, add recommended brake fluid to specified level.
Check for leakage.

ブレーキパッドが摩耗していないか点検し、必要に応じて交換すること。

タンクのブレーキ液レベルを点検し、必要に応じて推奨ブレーキ液を指定のレベルまで加えること。
ブレーキ液の漏れがないか点検すること。

Throttle grip

Make sure that operation is smooth.

スロットルグリップ

操作がスムーズであるか確認すること。
Check cable free play.
ケーブルの遊びを確認すること。
If necessary, have dealer adjust

Check tire condition and
損傷がないか点検すること。

ホイールとタイヤ

Check air pressure.

Make sure that operation is smooth. Lubricate lever pivoting points if necessary.
空気圧を点検すること。
Make sure that operation is smooth. Lubricate pivot if necessary.
操作がスムーズであるか確認すること。必要に応じて、レバーのピボット部を潤滑すること。

Side stand

メインスタンド／サイドスタンド
Chassis fasteners
シャシー・ファスナー
Instruments, lights, signals and

switches

メーター、ライト、ターンシグナルとスイッチ
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tread depth.

タイヤの状態と溝の深さを点検すること。

Brake levers
Main stand /
ブレーキレバー

the cable free play and lubricate cable and grip housing.

必要に応じてケーブルの遊び調整を取扱店に依頼し、ケーブルとグリップハウジングを潤滑すること。
Check for damage.

Wheels and tires

操作がスムーズであるか確認すること。必要に応じてピボット部を潤滑すること。
Make sure that all nuts, bolts and screws are properly tightened. Tighten if necessary.
すべてのナット、ボルト、ネジがきちんと締まっているか確認すること。必要に応じてこれらを締めること。
Check operation, correct if necessary
操作を確認し、必要に応じて調整すること。
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Operation
and important riding points
操作と運転の重要なポイント
!

WARNING

• 運転前には、すべての操作、機能につい
Before riding the vehicle, please
・
make sure that you are fully famiて十分に理解しているようにしてくだ
liar with all operating controls &
さい。十分な理解ができていない場合
their functions before riding. Conは、取扱店／購入店にご相談ください。
sult a dealer if you not thoroughly

1. キーを
Turn the
to ON .
ONkeyに回します。
2. 右のブレーキレバーを握ります。握ら
Pull the right brake lever otherwise
the vehicle will not start.
ないとエンジンは始動しません。
3. スタートスイッチボタン
Push the start swich button
(1)
（1）を数
for a few seconds.
秒間押します。
CAUTION

understand.
・ 排気ガスは有毒であるため、室内でエン
• エンジンを始動する時にはクランクを
Do not crank the engine more than
• ジンを始動しないでください。排気ガス
Please do not start the engine in ・
5 seconds
on any attempt.
一回に
5 秒以上回さないでください。
a closed area, the exhaust air are
を吸い込むと、意識の喪失や死亡の可能
• スタートボタンを押すと直ぐにエンジ
The engine starts immediately
poisonous, and inhaling them can ・
性があります。
upon actuation of the starter, then
ンが始動します。エンジン始動を再度
cause loss of consciousness and
wait a few seconds before you try
試みる場合は、数秒後に操作してくだ
even death within a short time.
to start it again. Each starting proさい。バッテリーとスタータの保護に
cess should be as short as possible
エンジンの始動
は、これらの操作をできるだけ短くする
Starting
the engine
in order to save the battery and the
必要があります。
CAUTION

運転する前に、以下の「エンジンのなら
Note
the point „Engine break in“ before
し運転」の内容を確認してください。
you
start riding the vehicle.

starter.

CAUTION

1. リアブレーキレバーを左手で握り、右
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Acceleration
/ Deceleration
加減速
速度はスロットルを開閉することで調整

The speed can be adjusted by opening
できます。速度を上げるには、スロット
and
closing the throttle. To increase the
ルグリップを（a）方向に回します。スピー
speed,
turn the throttle grip in direction
ドを落とすには、スロットルグリップを
(a).
To reduce the speed, turn the thrott（b）方向に回します。
le grip in direction (b).

発進するoff
Starting
エンジンの損傷を避けるために、出発前
Before
starting off, allow the engine to
にエンジンを暖気してください。
warm
up to avoid damages.

1

2.
Sit astride the seat, and then adjust
2. シートにまたがり、バックミラーを調
the rear view mirrors.
整します。
3.
Switch the turn signal on to the di3. 方向指示器を曲がる方向に出します。
rection you wish to turn.
4. 対向車を確認して、スロットルグリッ
4. プ（右手側）をゆっくりと回して発進
Check for oncoming traffic, and
then slowly turn the throttle grip (on
します。
the right) in order to take off.
5. 方向指示器のスイッチを消します。
5. Switch the turn signal off.

1. 手でシート下のグラブレールを持ちな
While pulling the rear brake lever
with your left hand and holding the
がら、車両をメインスタンドから押し
carrier with your right hand, push
出します。
the vehicle off the main stand.

(b)
(a)

Operation
and important riding points
操作と運転の重要なポイント
Braking
ブレーキ

Front

リアブレーキ

・
• スロットルを完全に閉じます。
Close the throttle completely.
・
• 徐々に圧力を上げながら、フロントブ
Apply both front and rear brakes siレーキとリアブレーキの両方を同時にか
multaneously while gradually increasing the pressure.
けます。
!

WARNING

駐車する時はエンジンを切り、メインス
When parking, stop the engine, and
イッチからキーを取り外します。
then remove the key from the main

switch.
!

• 車両が滑ることを防ぐため、強くまた
Avoid braking hard or suddenly,
・
otherwise the vehicle may skid.
は急にブレーキをかけないでください。
• Railroad crossings, streetcar rails,
・ 踏み切り、路面電車のレール、道路工 Rear
iron plates on road construction フロントブレーキ
事現場での鉄板、マンホールカバーは、
sites, and manhole covers be濡れた時に非常に滑りやすくなります。
come extremely slippery when
そのようなところを走行する時は減速
wet. Therefore, slow down when
し、十分に注意してください。
approaching such areas and cross
・ 濡れた路面での制動操作は非常に難し
them with caution.
• くなります。十分に注意してください。
Keep in mind that braking on a wet
road is much more difficult.
・ 下り坂での制動は非常に困難な場合が
• あるため、坂をゆっくりと下るように
Ride slowly down a hill, as braking
downhill can be very difficult.
してください。
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Parking
駐車

WARNING

Since the engine and exhaust system
エンジンと排気システムはエンジン停止後
can become very hot, park in a place
もしばらく高温であるため、歩行者や子供
where pedestrians or children are not
がこれら高温のところに触れない場所に車
likely to touch them. Do not park on a
両を停めてください。車両が転倒しないよ
slope or on soft ground, otherwise the
うに、斜面や柔らかい地面に車両を停めな
vehicle may overturn.
いでください。

Engine break in
エンジンのならし運転

最初の
1000km
は過度の負荷をかけない
Since the
engine
is brand new, do not
でください。エンジンを構成するの様々な
put an excessive load on it for the first
部品は、正しく調整されるまで摩耗、磨き
1000 km. The various parts in the engine wear and polish themselves to the
がかけられます。その間、長時間のフルス
correct operating clearances.
ロットル操作等、エンジンの過熱を招く恐
During this period, prolonged full-throttれのある状態を避けられなければなりませ
le operation or any condition that might
ん。

CBS（V125
モデルのみ）
CBS
車両に
が搭載されています。CBS
に result in engine overheating must be
As theCBS
vehicle
is equipped with CBS,
ついては「ディスプレイと操作機能」を参
please refer to the information regar- avoided.
照してください。
ding the CBS in „Instrument and control
CAUTION
functions“ モデルのみ）
ABS（V200
エンジンのならし運転の期間中にエンジン
If any engine trouble should occur du車両に ABS が搭載されています。ABS に
ring the engine break-in period, immeトラブルが発生した場合は、直ちに購入店
ついては「ディスプレイと操作機能」を参
diately have a dealer check the vehicle.
に車両の点検を依頼してください。
照してください。
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Periodic
maintenance and minor repair
定期メンテナンスと簡易修理
CAUTION

Owner’s
tool kit
オーナーズツールキット

CAUTION

修理をするために必要なツールや経験が
If
you do not have the tools or experiない場合は取扱店にご相談ください。
ence
required for a particular job, have

Most
of the Safety and condition of the
車両の安全性とその状態は、主に正しい
ツールキット（１）はリア荷物収入ボッ
owner’s tool kit (1) is located inside
vehicle
depend on how you do the cor- The
メンテナンス、定期点検、調整、および
クスの中にあります。
the
rear
storage luggage box.
rect
maintenance, periodic inspection,
a dealer perform it for you.
潤滑の仕方によります。以下のページは、
adjustment
and lubrication. The fol運転手がそのような技術を習得するため
! WARNING
lowing
are contents that help the opeに役立つ内容です。
1
rator to do such skills on the following
Modifications not approved by 改造は、
maker
メーカーに承認されていない装飾、
pages.
may cause loss of performance, ex過度の排出ガスの放出を引き起こす可能性
cessive emissions, and render the veがあり、また、車両の性能を著しく低下す
! WARNING
hicle unsafe for use. Consult a dealer
る可能性があります。オプション品の取り
Maintenance, replacement, or repair of
before attempting any changes.
付け、改造を行う前に取扱店にご相談くだ
排出ガス制御装置およびシステムのメンテ
the emission control devices and sysModifications without authorization of
さい。
ナンス、交換、修理は法規制に従う許可を
tems may be performed by any repair
the manufacturer cause the warranty
製造業者に許可されていない装飾、改造、
受けた整備工場または個人が行うことがで
shop or individual that is certified and
to be voided.
整備をした場合、保証は無効になります。
きます。
must follow the local law regulations.
オーナーがメンテナンス作業に詳しくない
service information included in this
このマニュアルに記載されているサービ
If you are not familiar with mainte- The
場合は取扱店に依頼してください。
manual
and the tools provided in the
ス情報とオーナーズツールキットに含ま
nance work, have a dealer do it for you.
owner’s
tool kit are intended to assist
れているツールは、予防メンテナンス及
you
in the performance of preventive
びマイナー修理の実行を支援するための
maintenance
and minor repairs. Howものです。ただし、メンテナンス作業を
ever,
additional tools such as a torque
正しく実行するためには、トルクレンチ
wrench
may be necessary to perform
などその他のツールが必要な場合があり
certain
ます。 maintenance work correctly.
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Battery
cover
バッテリー・カバー

Spark plug
点火プラグ

1

点火プラグはエンジンの重要な部品です。
The spark plug is an important engine
また、その点検が容易な部品です。点火
component, which is easy to check.
プラグは熱と析出物によって徐々に性能
Since heat and deposits will cause any
が
損 なplug
われる
め、 メerode,
ン テ ナthe
ンス
スケ
spark
to た
slowly
spark
ジュールに従い、定期的に点火プラグを
plug should be removed and checked
取り外し、点検する必要があります。さ
in accordance with the periodic mainteらに、点火プラグはエンジンの状態を表
nance and lubrication chart. In addition,
すことがあります。
the condition of the spark plug can re-

veal the condition of the engine.

この章で説明されるメンテナンス作業の
The cover (1) needs to be removed to
一部を実行するには、バッテリーカバー
perform some of the maintenance jobs
（1）を取り外す必要があります。

described in this chapter.

カバーを取り外す
Remove
the cover
ネジを外し、カバーを外します。
Remove
the screws, and then take the
cover off.

Install
the cover
カバーを取り付ける
Place
the cover in the original position,
カバーを元の位置に置き、ネジを取り付
and
then install the screws.
けます。
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カバーを取り外す
Check the spark plug
1.
1. カバーを取り外します
Remove cover
2.
2. プラグキャップを取り外します
Remove the spark plug cap
3.
3. ツールキットに入っているレンチを使
Remove the spark plug as shown,
い点火プラグを取り外します。
with the spark plug wrench inclu4. 点火プラグの中心電極付近の磁器の絶
ded in the owner’s tool kit.
4. 縁体（1）が中程度の黄褐色（車両を
Check that the porcelain insulator
正常に運転するときの理想的な色）で
(1) around the center electrode of
あることを確認します。
the spark plug is a medium-to-light

tan (the ideal color when the vehicle
is ridden normally).

1

CAUTION

If the spark plug shows a distinctly diffe点火プラグの色が明らかに異なる場合は、
rent color, the engine could be operating
エンジンが正しく作動していない可能性が
improperly. Do not attempt to diagnose
あります。問題を自分で診断しようとする
such problems yourself. Instead,
ことはせず、取扱店にて車両を点検してく
have a dealer check the vehicle.
ださい。
5.
5. 点火プラグの電極腐食や過剰なカーボ
Check the spark plug for electrode
ン等の付着がないか確認し、必要に応
corrosion and excessive carbon or
じて点火プラグを交換します。
other deposits, and replace it if ne-

cessary.

指定点火プラグ：
Specified
spark plug:
NGK-- CR7HSA
CR7HSA
NGK
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!

WARNING

Please
note that no other spark plug
他のモデルの点火プラグは使用できませ
model
is allowed. Using a different
んのでご注意ください。異なる点火プラ
spark
plug model can immediately
グのを使用すると、エンジンが損傷する
lead
to engine damage.
可能性があります。
6. 点火プラグのギャップをシックネス
Measure the spark plug gap with a
ゲージで測定し、必要に応じてギャッ
wire thickness gauge and, if necesプを規定値に合わせます。点火プラグ
sary, adjust the gap to specificaのガスケットの表面とその接合面を清
tion.Clean the surface of the spark
掃し、点火プラグのネジから汚れを拭
plug gasket and its mating surface,
き取ります。
and then wipe off any grime from
7. プラグレンチで点火プラグを取り付
the spark plug threads.
7. け、規定のトルクで締め付けます。
Install the spark plug with the spark
plug wrench, and then tighten it to
the specified torque.

2. メインスタンドを立て、オイルレベル
Open the main stand, and take out
ゲージ（1）を取り出して清掃します。
the oil level gauge (1) to clean it.
3. オイルレベルゲージ（1）を取り付け直
Reinsert oil level gauge (1), don’t
します。
screw ネジは締めこまないでください。
it. Take out the oil level gauge
オイルレベルゲージ（1）を取り出して
(1)
and
check it, the oil level should
! WARNING
確認します。オイルレベルが上限（2）
be
between
the upper (2) and lower
Please
note the max. torque when in-。
プラグ締付時のトルクにご注意ください
と下限
（3）
の間にあることを確認します。
(3)
limits.
serting
the plug.
トルク管理ができない場合は、取扱店に
If
you do not have the ability to control
点火プラグの状態確認を依頼してくださ
2
this
1
い。 you should leave control of the
spark plug to the dealer.
点火プラグギャップ：0,6
0.7mm
mm
Spark plug gap: 0,6 -〜0,7

締め付けトルク：10
Tightening
torque: 10Nm
Nm

3

エンジンオイル
Engine oil
!

WARNING

給油毎にエンジンオイルの確認をお勧め
It
is recommended to check the engine
oil
at each refuelling.
します。

CAUTION

運転前に、オイルレベルゲージが正しく取
Make
sure that the oil level gauge is proり付けられていることを確認してくださ
perly
installed
before riding the vehicle.
1. エンジンを始動し、数分間暖気します。
Start the engine and warm it up for
1.
い。
several minutes. After the engine is
エンジンが暖かくなったら、エンジン
warm, turn off 1the
ignition and let it
を止め、その後
分間冷えるのを待っ
cool down one minute before cheてから確認します。
cking.
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エンジンオイル容量：
Engine
Oil capacity:
0.7
0,7L（オイル交換時）
l at oil change
粘度：10W-30
Viscosity:
10W-30

トランスミッションオイル
Final transmission oil
運転毎にファイナルトランスミッション
The
final transmission case (1) must
ケース（1）にオイルの漏れがないか確認
be
checked for oil leakage before each
する必要があります。漏れが見つかった
ride.
If any leakage is found, have a dea場合は、取扱店に車両の点検と修理を依
ler
check and repair the vehicle. In addi頼してください。また、トランスミッショ
tion,
the final transmission oil must be
ンオイルは、定期的なメンテナンススケ
changed
at the intervals specified in the
ジュールで指定された間隔で交換する必
periodic
maintenance and lubrication
要があります。
chart.
CAUTION

車両が保証期間内の場合、トランスミッ
As
long as the vehicle is within the warションオイルの交換は販売店の責任とな
ranty
period the dealer is responsible to
ります。the gear oil.
change

トランスミッションオイルを交換する
Change the final transmission oil
1. エンジンを始動し、数分間車両に乗って
Start the engine, warm up the final
1.
締め付けトルク：10-15Nm
Tightening
torque: 10-15 Nm
transmission oil by riding the veトランスミッションオイルを暖かくして
hicle for several minutes, and then
から、エンジンを停止します。
stop the engine.
2. 車両をメインスタンドで立てます。
6.
6. 推奨のトランスミッションオイルを規
Add the requested amount of the
2. 使用済みオイルを回収するために、ト
Place the vehicle on the main stand.
3.
定量入れ、給油キャップを取り付けま
recommended final transmission
3. ランスミッションケースの下にオイル
Place an oil pan under the final
す。
oil, and then install and tighten the
transmission case to collect the
受けを置きます。
oil filler cap.
used oil.
4. トランスミッションケースからオイル
4. を排出するために給油キャップ（1）
Remove the oil filler cap (1) and
drain bolt (2) to drain the oil from
と排出ボルト（2）を取り外します。
トランスミッションオイル容量：
Transmission Oil capacity:
the final transmission case.
0,17
L オイル交換
0,17
l at
oil change
粘度：SAE
Viscosity:
SAE85W-90
85W-140

!

1
2
5.
5. トランスミッションオイルのドレンボ
Install the final transmission oil
ルトを取り付け、規定のトルクで締め
drain bolt, and then tighten it to the
付けます。
specified torque.
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WARNING

• トランスミッションンケースに異物が
Make sure that no foreign material
・
enters the final transmission case.
入らないようにしてください。
• オイルがタイヤやホイールにかからな
Make sure that no oil gets on the
・
tire or wheel.
いように注意してください。
7. オイル漏れがないかトランスミッショ
Check the final transmission case
7.
for oil leakage. If oil is leaking pleンケースを点検します。オイルが漏れ
ase contact your dealer.
ている場合は、取扱店にご連絡くださ
い。
25
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Air
filter
エアフィルター

6. エアフィルターケースカバーをネジで
Install the air filter case cover by in取り付けます。
stalling the screws.

Throttle
cable free play
スロットルケーブルの遊び
1

CAUTION

1
エ アair
フィ
ルタ
ーはメ
テナンス
スケ
The
filter
should
beンreplaced
accorジュールに従って交換する必要がありま
ding to the maintenance schedule. Reす。異常に湿度の高い場所や埃の多い場
place
the air filter more often if you drive
所で運転する場合、エアフィルターはよ
in
unusually wet or dusty areas.
り頻繁に交換してください。

・
• エアフィルターエレメントがエアフィル
Make sure that the air filter element
ターケースに正しく取り付けられている
is properly seated in the air filter
ことを確認します。
case.
・
• ピストンやシリンダが過度に摩耗するこ
The engine should never be operaとを防ぐため、エアフィルターエレメン
ted without the air filter element inトを取り付けていない状態でエンジンを
stalled, otherwise the piston and/or
始動してははいけません。
cylinder may become excessively

worn.

ECU

The
is an important part of the enECU ECU
は、エンジンおよび排気制御システ
gine
and its emission control system,
ムの重要な部分であり、非常に高度な調整
which
requires very sophisticated
adが必要です。したがって、ECU
の調整は、
Replace
the air filter
エアフィルターを交換する
justment.
Therefore,
ECU
adjustments
専門知識及び経験を有する取扱店のスタッ
1. エアフィルターケース（1）を取り外
Remove the air filter case (1).
should
be left to dealer, who has the
フに任せなければなりません。
2. します。
Pull the air filter out.
necessary
professional knowledge and
3.
Replace the filter with a new one or
2. エアフィルターを取り外します。
experience.
clean it.
3. フィルターを新しいものに交換する、
4. またはフィルターを清掃します。
Coat the mating surfaces of the air
filter case and air filter case cover
4. 密閉するため、エアフィルターケース
lightly with grease for an airtight
とエアフィルターケースカバーの接合
seal.
面にグリースを軽く塗ります。
5. エアフィルターを取り付けます。
Install the air filter.
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ス ロ ッ ト ル ケ ー ブ ル 遊 び（1） は 2 〜 6

The
throttle cable free play (1) should
mm に調整します。
measure 2 ~ 6 mm at the throttle grip.
CAUTION

スロットルケーブルの遊びを定期的に確認
Periodically
check the throttle cable free
し、必要に応じて取扱店にその調整を依頼
play
and, if necessary, have a dealer adしてください。
just
it.

タイヤ
Tires
車両の性能、耐久性、安全性を最大限に引
To
maximize the performance, durabiき出すためには、タイヤに関する次の点に
lity,
and safe operation of your vehicle,
ご注意ください。
note
the following points regarding the
specified tires.
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タイヤの空気圧
Tire
air pressure
運転前にタイヤの空気圧を確認し、必要
The
tire air pressure should be checked
に応じて調整してください。
and,
if necessary, adjusted before each
ride.
!

WARNING

The tire air pressure must be checked
タイヤの空気圧の点検と調整は、タイヤが
and adjusted on cold tires (i.e., when
冷えている時（すなわち、タイヤの温度が
the temperature of the tires equals the
周囲温度に等しい時）に行われなければな
ambient temperature).
りません。
The tire air pressure must be adjusted
タイヤの空気圧は、運転の状態に合わせて
in accordance with the riding condi調整する必要があります。このような作業
tion. If you are not familiar to this, pleに詳しくない場合は、取扱店にご相談くだ
ase ask a dealer for help.
さい。
タイヤ空気圧：
Tire
air pressure:
フロント：1,75
bar
Front: 1,75 bar
リア：2,0
bar
Rear: 2,0 bar
運転手、同乗者、荷物、アクセサリー
Total weight of rider, passenger,
の合計が総重量となります
cargo
and accessories!
!

WARNING

過大な負荷は、タイヤ、ブレーキ、ステ
sign, and may cause damge or even
アリングにかかる圧力を設計されたレベ
lead to an accident.
ル以上に増加させ、損傷や事故を引き起
Allocation of your cargo and weight of
こす可能性があります。
your vehicle is very important for your
荷物の配分と車両の重量は、お客様の安
own safety and the vehicle´s perfor全と車両の性能において非常に重要で
mance. Load your cargo only on the
す。荷物は車両のみに積み込み、最も重
vehicle and put the heaviest cargo to
い荷物を車両の中央に置き、重量を左右
the center of vehicle, then distribute
均等に分配します。これにより、積載後
the weight evenly from side to side.
にも良好なステアリングの操作確保され
This should ensure good steering after
るはずです。
loading.
最大荷重load*:
*：150150
kg kg
Maximum
* 運転手、同乗者、荷物およびアクセ
*Total
weight of rider, passenger,
サリーの合計が総重量となります
cargo and accessories

タイヤ検査
Tire inspection

1
3
2

1.
1.
2.
2.
3.
3.
!

Tire
tread depth
タイヤトレッドの深さ
Tire
sidewall
タイヤサイドウォール
Tire
wear indicator
タイヤ摩耗インジケータ
WARNING

The tires must be checked before each
出発前に毎回タイヤを点検する必要があり
ride. If a tire tread shows crosswise liます。タイヤが最小の溝の深さを示してい
nes (minimum tread depth), if the tire
る場合、タイヤに釘やガラスの破片等の異
has a nail or glass fragments in it, or if
物がある場合、またはサイドウォールにひ
the sidewall is cracked, have a dealer
びが入っている場合は、直ちに取扱店にタ
replace the tire immediately.
イヤ交換の依頼をしてください。

Do
not overload your vehicle, since
車両に過大な負荷をかけないでください。
it will increase pressure on the tire,
braking, steering than the original de27
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CAUTION

The
tread depth may vary depending on
トレッドの深さの規定は各国によって異
country.
Observe local regulations. The
なる場合がありますので地域の規制を遵
values
listed here are technical values
守してください。ここに記載されている
and
may differ from the legal values of
値は技術的な値であり、地域の法定の値
your
region.
と異なる場合があります。
タイヤトレッドの深さ：
Technical
tire tread depth:
フロント／リア：1,6mm
Front
and rear: min. 1,6 以上
mm

タイヤ／リムの寸法
Dimensions
tires / rims
フロント
Front
リム：3.0
× 12
Rim: 3,0×12
タイヤ：110
/ 70-12
Tire: 110/70-12
リア
Rear
リム：3.5
× 12
Rim: 3,5×12
タイヤ：120
/ 70-12
Tire: 120/70-12
タイヤの種類：チューブレス
Tyre type: Tubeless

!

WARNING

• 摩耗したタイヤでの運転は違法であり、
Driving with worn tires is illegal,
・
リム
reduces stability and can lead to Rims
安定性を低下し、車両の制御の喪失を
loss of control of the vehicle.
引き起こす可能性があります。
車両の性能、耐久性、安全性を最大限に引
• 摩耗したタイヤや損傷したタイヤは、
Let worn or damaged tires be re- To maximize the performance, durabili・
き出すためには、ホイールに関する次の点
ty,
and safe operation of your motorcycplaced immediately by your dealer.
すぐに取扱店に交換を依頼してくださ
にご注意ください。
le,
note the following points regarding
い。
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変形したホイールや亀裂があるホイール
cracked wheel must be replaced.
• は交換する必要があります。
The wheel should be balanced whe・ タイヤ及びホイールは、入れ替えまたは
never either the tire or wheel has
交換のたびに、ホイールバランスを取る
been changed or replaced. An un必要があります。バランスのとれていな
balanced wheel can result in poor
いホイールは、性能の低下、ハンドル特
performance, adverse handling
性の悪化、タイヤ寿命の短縮の可能性が
characteristics, and a shortened
あります。
tire life.
・
• タイヤの表面が最適な特性を発揮するた
Ride at moderate speeds after
め、最初に「ならし」を行う必要があり
changing a tire since the tire surます。タイヤ交換後には適度な速度で走
face must first be “broken in” for it
行してください。
to develop its optimal characteristics.

ブレーキレバーの遊び
Brake
lever free play
CAUTION

the specified wheels.

ブレーキレバーの端部に遊びがある場合は、
There
should be no free play at the bra取扱店へブレーキシステムの点検を依頼して
ke
lever end. If there is free play, have
aください。
dealer inspect the brake system.

• ホイールリムは、車両に乗る前に亀裂、
The wheel rims should be checked
・
for cracks, bends or warpage befo曲がり、そりがないか確認する必要があ
re each ride. If any damage is found,
ります。リムに損傷が見つかった場合は、
have a dealer replace the wheel.
取扱店に交換の依頼をしてください。多
Do not attempt even the smallest
少の修正だとしてもホイールの修正は行
repair to the wheel. A deformed or
わないでください。

A
soft or spongy feeling in the brake
ブレーキ操作時の感覚が曖昧またはスポ
lever
can indicate the presence of air
ンジ状の場合は、油圧システム内に空気
in
the
hydraulic system. If there is air
が存在する可能性があります。油圧シス
in
the
hydraulic
system, have a dealer
テム内に空気がある場合は、車両を運転
bleed
the
system
before operating the
する前に取扱店に混入した空気の抜き取

!

WARNING
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り作業を依頼してください。
motorcycle.
Air in the hydraulic system
油圧システム内の空気は制動性能を低下
will
diminish the braking performance,
し、制御の喪失および事故を招く可能性
which
may result in loss of control and
があります。
an
accident.

ブレーキパッド
Brake
pads
The
brake pads must be checked for
ブレーキパッドの摩耗は、メンテナンス
wear
at the intervals specified in the
スケジュールで指定された間隔で点検す
periodic
maintenance and lubrication
る必要があります。
chart.
1mm

ているかどうかを確認します。ほぼ接触し
キパッドの摩耗やブレーキシステムの漏
and the brake system for leakage.
dicator almost touches the brake disc.
ている場合は、取扱店にブレーキパッドをセッ
When checking the fluid level, make
In this case have a dealer replace the • れがないか点検してください。
トで交換の依頼をしてください。
・ 液面を確認するときには、ハンドルを動
sure that the top of the master cybrake pads as a set.
かしてマスタシリンダの上部が水平に
linder is level by turning the handブレーキ液
なっていることを確認してください。
Brake fluid
lebars.
・
• 推奨品質のブレーキ液のみを使用してく
Use only the recommended quaださい。推奨品以外の使用はラバーシー
! WARNING
lity brake fluid, otherwise the rubルが劣化し、漏れやブレーキ性能の低下
Insufficient
brake
fluid
may
allow
air
ber seals may deteriorate, causing
ブレーキ液が不足すると、ブレーキシス
を引き起こす可能性があります。
to
enter
the
brake
system,
possibly
leakage and poor braking perforテムに空気が入り込み、ブレーキ操作が

causing it to become ineffective.
無効になる可能性があります。
Before
riding,
check
flu運
転前に
ブレー
キ 液 that
が ミ the
ニ マbreak
ムレベ
ル
id
is
above
the
minimum
level
mark
(1)
マーク（1）を超えていることを確認し、
and refill it if necessary.
必要に応じて補充してください。

1

29

各ブレーキパッドには摩耗インジケータ
Each brake pad is provided with a wear • Low position brake fluid level may
（ノッチ）が装備されていますので、
ブレー ・ ブレーキ液の液面が低い場合は、摩耗し
indicator, a notch, which allows you to
indicate worn brake pads and/or
たブレーキパッド、またはブレーキシス
キを分解することなくブレーキパッドの
check the brake pad wear without habrake system leakage.
テムの漏れを示している可能性がありま
摩耗を点検することができます。ブレー
ving to disassemble the brake. To check • If the brake fluid level is low, be sure
す。
キパッドの摩耗を点検するには、摩耗イ
the brake pad wear, check if the wear into check the brake pads for wear
・ ブレーキ液の液面が低い場合は、ブレー
ンジケータがブレーキディスクに接触し

mance.

ブレーキ液
DOT
4 breakDOT
fluid4
（未開封のブレーキ液のみ使用してく
(Only use brake fluid out from an
ださい）
unopened
container)
・ 同じ種類のブレーキ液で補充してくださ
• Refill with the same type of brake
い。複数の液体を混ぜると、有害な化学
fluid. Mixing fluids may result in a
反応が起こり、ブレーキ性能が低下する
harmful chemical reaction and lead
ことがあります。
to poor braking performance.
・ 補充の際は水がマスターシリンダーに入
• Be careful that water does not enter
らないように注意してください。ブレー
the master cylinder when refilling.
キ液の沸点が著しく低下し、ベーパー
Water will significantly lower the
ロックを引き起こす可能性があります。
boiling point of the fluid and may
・ ブレーキ液が塗装面やプラスチック部品
result in vapor lock.
を劣化させることがあります。こぼれた
• Brake fluid may deteriorate painted
液体は直ちに取り除いてください。
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・ ブレーキパッドが摩耗すると、ブレー
surfaces or plastic parts. Always
! WARNING
キ液の液面が徐々に低下します。ただ
clean up spilled fluid immediately.
Damage
to the outer housing of cables
ケーブル外側のハウジングの損傷は内部
• し、ブレーキ液が急に低下した場合は、
As the brake pads wear, it is normal may
result in internal rusting and cause
に錆を発生させ、ケーブルの動きを妨げ
取扱店に点検を依頼してください。
for the brake fluid level to gradually interference
with cable movement.
ることがあります。
go down. However, if the brake fluid Replace
damaged cables as soon as
危険な状態を防止するために、損傷したケー
level goes down suddenly, have a possible
to prevent unsafe conditions.
ブルは早急に交換してください。

dealer check.

ブレーキ液を交換する
Changing
the brake fluid
!

WARNING

Have
a dealer change the brake fluid
メンテナンススケジュールに指定されて
at
the
intervals specified in the NOTE
いる間隔でブレーキ液の交換を取扱店に
after
the
periodic maintenance and lu依頼してください。
brication chart.

ケーブル
Cables
The
operation of all control cables
乗車の前にすべてのケーブルの動作と状
and
the
condition of the cables should
態を確認し、必要に応じてケーブルとケー
be
checked
before each ride, and the
ブルの端を潤滑してください。ケーブル
cables
and
cable
ends should be lubriが損傷している場合、またはスムーズに
cated
if
necessary.
If a cable is dama動かない場合は、取扱店に点検や交換を
ged
or
does
not
move
smoothly, have
依頼してください。
a dealer check or replace it.
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フロントブレーキレバー
Front
brake lever

Throttle
grip and cable
スロットルグリップとケーブル
The
operation of the throttle grip should
スロットル・グリップの操作は、出発する
be
checked before each ride. In additi前に毎回確認する必要があります。さらに
on,
the cable should be lubricated at the
ケーブルは、定期メンテナンススケジュー
intervals
specified in the periodic mainルで指定された間隔で潤滑する必要があり
tenance
ます。 chart.

Lubricating
the brake levers
ブレーキレバーを潤滑する
The
pivoting points of the front and rear
フロントとリアブレーキレバーのピボット
brake
levers must be lubricated at the
部は、定期メンテナンススケジュールで指
intervals
specified in the periodic main定された間隔で潤滑する必要があります。
tenance and lubrication chart.

リアブレーキレバー
Rear
brake lever
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Main
stand / Side
stand
Front fork
メインスタンド
／ サイドスタンド
フロントフォーク
CAUTION

メインスタンド
とサイドスタンド
（2）
The
operation （1）
of the
main (1) and side
の動作は、運転前に毎回確認し、必要に
(2) stand should be checked before
応じてピボットと金属の接触面を潤滑し
each
ride, and the pivots and metal-toてください。
metal
contact surfaces should be lubri-

cated if necessary.
!

フロントフォークの状態および操作は、
The condition and operation of the front
メンテナンススケジュールで指定された
fork must be checked as follows at the
間隔で次のように点検する必要がありま
intervals specified in the periodic mainす。
tenance and lubrication chart.
!

WARNING

Securely support the motorcycle so
車両が転倒する危険がないようにしっか
that there is no danger of it falling over.
りと車両を支えてください。

WARNING

• スタンドがスムーズに動かない場合は、
If one of the stands does not move
・
! WARNING
up and down smoothly, have a dea- 1.
4. 車両をメインスタンドで平らな地面に
Place the vehicle on a flat surface • When there is damage to the fork,
取扱店に点検または修理を依頼してく
・ フォークが損傷している場合は取扱店に
置きます。
ler check or repair it.
on the main stand.
ださい。
please contact your dealer.
ご連絡ください。
• サイドスタンドにはエンジンストップ
The side stand is equipped with 2.
5. インナーチューブに傷、損傷、油の漏
Check the inner tubes for scrat- • If you treat the telescopic fork with
・
・ テレスコピックフォークに洗浄剤を使用
れがないか点検します。
an engine kill switch. If the stand
ches, damage and oil leakage.
スイッチが装備されています。スタン
cleaning agents, make sure that
する場合は、洗浄剤がタイヤやブレーキ
is folded out the engine cannot be 3.
6. 車両をメインスタンドから外し、フロ
When not on the main stand, apply
ドが収納されていない時にエンジンを
they get no contact with the tires
に付着しないように注意してください。
ントブレーキをかけ、ハンドルバーを
started.
the front brake and push the hand始動することはできません。
or the brakes. This can lead to se重大な事故につながります。
数回強く押し下げて、サスペンション
lebars several times down hard to
vere accidents.
がスムーズに動くことを確認します。
verify the suspension works freely.

2
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Steering
ステアリング
!

Battery
バッテリー
このモデルはメンテナンスフリーのバッ
This
model is equipped with a mainteテリーを採用しています。電解液を点検
nance
free battery. There is no need to
したり、蒸留水を加えたりする必要はあ
check
the electrolyte or to add distilled
りません。
water.

WARNING

Worn
or loose steering bearings may
摩耗もしくは緩んだ状態のステアリング
cause
danger. Therefore, the operatiベアリングは危険です。ステアリングの
on
of the steering must be checked as
動作はメンテナンススケジュールで指定
follows
at the intervals specified in the
された間隔で次のように点検する必要が
periodic
maintenance and lubrication
あります。
chart.
1. センタースタンド／適切なオートバイ
Place the vehicle on the center
スタンドに車両を置き、フロントホ
stand/suitable motorcycle stand to
イールを地面から持ち上げます。
raise the front wheel off the ground.
2. フロントフォークの下端を持ち、前後
Hold the lower ends of the front
に動かしてみます。
fork legs and try to move them for3. がたつきを感じる場合は、取扱店に点
ward and backward.
3. 検を依頼してください。
If any free play can be felt, have a
dealer check or repair the steering.

!

ホイールベアリング
Wheel
bearings
フロントとリアのホイールベアリングは
The
front and rear wheel bearings must
メンテナンススケジュールで指定された
be
checked at the intervals specified in
間隔で点検する必要があります。
the
periodic maintenance and lubrication chart.
CAUTION

ホイールハブにがたつきある場合、また
If
there is play in the wheel hub or if the
はホイールがスムーズに回転しない場合
wheel
does not turn smoothly, have a
は、取扱店にホイールベアリングの確認
dealer
check the wheel bearings.
を依頼してください。
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WARNING

• 危険ですので、バッテリー通気シール
Do not remove the battery vent
・
seal, this can be dangerous, and
を取り外さないでください。バッテリー
the battery could be permanently
が回復不能な損傷を受ける可能性があ
damaged.
ります。
• バッテリー液は有毒で危険です。硫酸を
Battery acid is poisonous and dan・
gerous, it contains sulfuric acid
含んでおり、重度の火傷につながりま
and leads to dangerous burns.
す。
• 皮膚、目および衣類との接触を避けてく
Avoid skin, eye and clothing con・
tact. Protect your eyes always
ださい。バッテリーの近くで作業すると
when working near the battery.
きは常に目を保護してください。
• バッテリー液に触れた場合、即時応急措
Upon contact with the battery acid,
・
perform immediate FIRST AID.
置を行ってください。
• 皮膚や目がバッテリー液と触れた場合
If any skin or eye contact with the
・
battery acid, rinse the affected
は、患部を十分な水で洗い流してくださ
areas with plenty of water.
い。
• 誤ってバッテリー液を飲み込んだ場合
If accidentally swallow any battery
・
acid, drink large amounts of water.
は、多量の水を飲んでください。
• いずれの場合も、早急に医師に相談して
In all cases, as soon as possible,
・
see a doctor.
ください。

Periodic
maintenance and minor repair
定期メンテナンスと簡易修理
・
マイナスケーブルを付けます。
• バッテリーを取り付けた後、バッテリー
Fully charge the battery before insthen the positive cable.
• バッテリーは爆発性の水素ガスを発生
Batteries develop explosive hy- ・
させます。はだか火、喫煙材をバッテ
のケーブルがバッテリーの端子に正し
tallation.
drogen gas. Keep open flames,
リーから離し、室内でバッテリーを充
After installation, make sure that ヒューズ
smoking materials away from • く接続されていることを確認してくだ
Fuses
電するときに十分な通気があることを
さい。
the battery cables are properly conthe battery and make sure there
ヒューズホルダー（1）は、荷物収納ボッ
確認してください。
nected to the battery terminals.
is adequate ventilation when you
The fuse holder (1) is located under the
クスの下にあります。
・ このバッテリー及びそのほかのすべて
charge a battery indoors.
storage luggage box.
! WARNING
• のバッテリーは子供の手の届かない場
KEEP THIS AND ALL BATTERIES
所に保管してください。
OUT OF THE REACH OF CHILD- バッテリーの取り扱いに詳しくない場合
Please contact your dealer if you are
REN.
not familiar with handling the battery.
は、取扱店にご連絡ください。
1

Charge
the battery
バッテリーを充電する
バッテリーが放電した場合は、できるだ
Have
a dealer charge the battery as
soon
as possible if it seems to have diけ早くバッテリーを充電してください。
scharged.
Keep in mind that the battery
車両に電気付属品が追加されている場合、
tends
to discharge more quickly if the
バッテリーはより早くに放電する傾向が
vehicle
is equipped with optional electriありますので注意してください。
cal accessories.
バッテリーを保管する
Store
the battery
・
ヶ月以上使用しない場合は、
• 車両を
If the1 vehicle
will not be used for
バッテリーを取り出して完全に充電し、
more than one month, remove the
涼しく乾燥した場所に置きます。
battery, fully charge it, and then
ヶ月以上保管される場
・ バッテリーが
place it in a 2cool,
dry place.
• 合は、少なくとも月に一回点検し、必
If the battery will be stored for more
要に応じて完全に充電してください。
than two months, check it at least
・ バッテリーを車両に取り付ける前に完
once a month and fully charge it if
全に充電してください
necessary.
33

CAUTION

Always keep the battery charged. Stoバッテリーを常に充電した状態で保管し
ring a discharged battery can cause
ください。放電されたバッテリーを保管
permanent battery damage.
すると、バッテリーが損傷する可能性が
あります。

Clean the battery
バッテリーを清潔にする
Even though the battery is a mainteこのバッテリーはメンテナンスフリーの
nance free type, it still has to be cleaned:
タイプですが、清潔にする必要がありま
• Turn off the ignition
す：
• エンジンを停止します。
Remove the battery cover.
・
•
Remove the positive and then the
・ バッテリーカバーを取り外します。
negative cable from the battery.
・ マイナスケーブルとプラスケーブルを
• バッテリーから取り外します。
Clean the Terminals from dirt and
corrosion.
・ 端子の汚れや腐食を掃除します。
•
Put a bit of grease on the terminals
・ ケーブルを再び取り付ける前に、端子
before attaching the cables again.
にグリースを少し付けます。
•
Attach the negative cable first and
・ 最初にプラスケーブルを付け、次に

ヒューズを交換する
Replacing the fuse
1.
1. キーを「OFF」の位置に回し、すべて
Turn the key to „OFF“ and turn off all
の電気回路をオフにします。
electrical circuits.
2.
2. シートを開けて、荷物収入ボックスを
Open the seat and take out the sto取り出します。
rage luggage box.
3.
3. ヒューズを取り外し、指定されたアン
Remove the blown fuse, and then
ペア数の新しいヒューズを取り付けます。
install a new fuse of the specified

amperage.
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指定されたヒューズ：
Specified fuses:
10、15、20
10, 15, 20 AA
!

WARNING

Do
not use a fuse of a higher amperage
電気回路の重大な損傷や火災を避けるた
rating
than recommended to avoid
めに、推奨値より高いアンペア数のヒュー
causing
extensive damage to the elecズを使用しないでください。
trical system and possibly a fire.
4. キーを
Turn theの位置に回し、電気回路をオ
key to
and turn on the
ンにして、デバイスが動作しているか
electrical circuits to check if the deどうかを確認します。
vices operate.
すぐに切れる場合は、
5. ヒューズが再度、
If the fuse immediately
blows again,
取扱店に電気システムの確認を依頼し
have a dealer check the electrical
てください。
system.
Fuse回路
Circuit
ヒューズ
10AAライト
Lights
10
10AAスターターリレーヒューズ
Starter relay fuse
10
15AAEFIEFI
& main switch
15
及びメインスイッチ
20AAバッテリー
Battery
20
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Lighting
ライト
この車両のすべてのライトは
を採用
All
lights on this vehicle areLED
equipped
しています。ランプが損傷した場合は、
with LED. If a light is damaged, contact
取扱店に連絡して交換してください。
your
dealer to replace it.
ヘッドライトの調整
Headlight
adjustment

1
ヘッドライトビームを調整することがで
The
headlight beam can be adjusted.
きます。 the screw under the headlight
Unscrew
ヘッドライトの下にあるネジを緩めて調
and
adjust it. After adjusting fasten it
整します。調整後、ネジを締め直します。
again.

Troubleshooting
トラブルシューティング
全ての Lambretta
は、出荷前に徹底した検査を受けています。運用中にトラブルが発生、例えば、燃料、圧縮、または点火システ
Although
all our Lambrettas
receive a thorough inspection before the shipment from the factory, trouble may occur during
ムに問題が発生した場合に始動能力の低下や、電力が失われる可能性があります。
operation.
Any problem in the fuel, compression, or ignition system, for example, can cause poor starting ability and loss of
次のトラブルシューティングチャートは、これらの重要なシステムを自分で迅速に確認するための簡単な手順を示しています。た
power.
だし、車両の修理が必要な場合は取扱店にご相談ください。取扱店の熟練したスタッフは、車両の修理を行うための必要な工具、
The
following troubleshooting chart represents a quick and easy procedure for checking these vital systems by yourself.
経験、ノウハウを持っています。
However,
should your vehicle require any repair, consult your dealer, whose skilled technicians have the necessary tools, ex純正の交換部品のみを使用してください。模造品は本物の部品のように見えるかもしれませんが、性能が劣っていて寿命が短く、
perience,
and knowhow to service the vehicle properly.
より高価な修理が必要になる可能性があります。
Use
genuine replacement parts only. Imitation parts may look like parts, but they are often inferior have a shorter life time and
can lead to an even more expensive repair.
!

WARNING

Keep
away from open flames and do not smoke while checking or working on the fuel system.
燃料システムの点検、作業中は、はだか火を避け、喫煙はしないでください。
Troubleshooting
chart
トラブルシューティングチャート
故障
Failure

原因
Cause

するべきこと
To Do
Charge the battery
バッテリーを充電する

Battery discharged
バッテリが放電している

セルスタートボタンを押してもエンジン
Engine does not start when the electric
start button is pushed
が始動しない
A fuse is blown
ヒューズが切れている
Starter relay defective
スターターリレーが不良である
Starter motor defective
スターターモーターが不良である
A fuse is blown
ヒューズが切れている
Idle speed is not set correctly
アイドリングが正しく設定されていない
セルは回るがエンジンが始動しない、ま
Engine turns but does not start or stalls
Spark plug is contaminated
点火プラグが汚れている
たは停止する
Failure in ignition system
点火システムが故障している
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バッテリーの充電を確認する
Check the charging of the battery
Check if the generator is working correctly
ジェネレータが正しく動作しているかどうか確認する
Check the fuses
ヒューズを点検する
Check the starter relay
スターターリレーを点検する
Check the starter motor
スターターモーターを点検する

Check the fuses
ヒューズを点検する
Contact your dealer to identify the failure
原因特定のため取扱店に連絡する
Clean the spark plug
点火プラグをきれいにする
Check the ignition system
点火システムを点検する
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Troubleshooting
トラブルシューティング
トラブルシューティングチャート
Troubleshooting
chart

故障
Failure
セルは回るがエンジンが始動しない、
Engine turns but does not start or stalls
または停止する

Engine power is poor
エンジンの出力不足

Engine overheats
エンジンがオーバーヒートする
To high oil consumption
オイル消費が高すぎる
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原因
Cause

するべきこと
To Do

ワイヤーハーネスが摩耗している
Wire harness is worn

ワイヤーハーネスを点検する
Check the wiring harness

Contact problem in a plug
プラグの接触に問題がある
No gasoline in the tank
タンクにガソリンがない

Check the plugs of the wiring harness
ワイヤーハーネスの接続を点検する

Problem with the fuel pump
燃料ポンプに問題がある
Fuel leakage
燃料が漏れている

ガソリンを補充する
Check the fuel pump
燃料ポンプを点検する
Check the fuel circuit
燃料回路を点検する

エアフィルターが汚れている
Failure in fuel system
燃料システムが故障している

エアフィルターを清掃する
Check the fuel system
燃料システムを点検する

Long operating time at higher engine
エンジン回転数が高いが運転スピードが
speed but low or no driving speed
遅い
Engine oil level too high
エンジンのオイルレベルが高すぎる
Cylinder/Piston is worn
シリンダー／ピストンが摩耗している
Engine ventilation does not work correctly

Let the engine cool down, avoid such driving behavior,
エンジンを冷やして、そのような運転行動を避ける（特

Problem with the ignition system
点火システムに問題がある
Valve clearance too little
バルブクリアランスが小さすぎる

Check the ignition system, contact your dealer
点火システムを点検し、取扱店に連絡する
Contact your dealer to adjust the valve clearance
バルブクリアランスを調整するため、取扱店に連絡する

に都市部の交通において）
オイルレベルをの指定されたレベルにに調整する
Contact your dealer to replace the cylinder/ piston
シリンダー／ピストンを交換するため取扱店に連絡する
Check the engine ventilation system

Engine warning light is on
エンジン警告灯が点灯している

エンジン冷却が正しく機能しない
Failure in the fuel injection/electric system エンジン冷却システムを点検する
Contact your dealer to identify the failure
燃料噴射／電気系が故障している
不具合を特定するため取扱店に連絡する

液晶パネルが真っ黒になり見えなくなった

過度の高温や低温の状態に液晶パネルが 液晶パネルを過度の高温や低温から避け、常温に戻す
さらされた

Clean
and storage
清掃と保管
Clean
the vehicle
車両の清掃
車両を適切に清掃することは、車両の魅
Cleaning
the vehicle in a proper and sui力を上げ、その寿命を延ばし、性能を最
table
way will make it attractive, extend
適化することができます。
its
life and optimize the performance.
清掃する前に
Before
cleaning
1. エンジン／マフラーを冷やします。水
Let the engine/ muffler cool down.
が内部に入らないようにマフラーの出
Cover the muffler outlet with a plas口をキャップで覆います。
tic bag to prevent water getting in2. 内部に水が入らないようにすべての
side.
2. キャップ、カバー、及び電気コネクタ
Close all caps, covers and electrical
を覆います。
connectors so no water can get inside.
CAUTION

• 酸性の洗剤は使用しないでください。
Do not use acid-based cleaners. If
・
products need to be used for stubそのような洗剤を頑固な汚れに使用す
born stains, use them selectively,
る必要がある場合は、その製品を重点
dry it immediately afterwards and
的に使用し、終わったら直ちに乾燥さ
then apply a corrosion protection
せ、腐食保護スプレーを塗布してくだ
spray.
さい。
• ケアおよび洗浄剤に関して製造業者の
Always follow the manufacturer‘s
・
instructions on care and cleaning
指示に従ってください。
agents.
・ 損傷を防ぐため、水や中性洗剤、もし
• くは専用の洗剤を使用してください。
Use only water and mild detergents
or special cleaners from プラスチッ
the dealer
車両の傷つきやすい部品や、
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ク部分は柔らかい、乾いた布またはス
雨が降っている時や海の近く、または融
after riding in the rain, near
to the sensitive components of the Cleaning
ポンジを使用し、洗車後によく乾かし
雪剤が散布された道路を走行後の清掃
sea or on salt-sprayed roads
vehicle to prevent damage. Dry the the
てください。
plastic parts with a soft, dry cloth or
・ プ sponge.
ラ ス チ ッ ク の 部 品、 ペ イ ン ト 部 品、 CAUTION
• ヘッドライトのガラスを燃料、錆除去
Protect particularly plastic parts, 冬期に道路に散布される融雪剤は腐食性が
Since sea salt or salt sprayed on the
剤、ブレーキクリーナーなどの化学薬
paint, headlight glass from harsh 非常に高いため、乗車後に次の手順を実行
roads during winter are extremely cor品の使用は控えてください。そのよう
chemicals such as fuel, rust remo- してください。
rosive in combination with water, carry
な化学薬品の使用は車両の誤動作と損
ver, brake cleaner or similar. The ・
エンジン／エキゾーストが冷却される
out
the following steps after each ride.
傷を引き起こし、且つ安全性に影響を
use of such agents may result in • まで待ちます。
Wait until the engine / exhaust have
与える可能性があります。
malfunction, damage and affect ・ 暖かい水と中性洗剤で車両を清掃して
cooled.
・ 高圧洗浄機またはスチームクリーナー
the security itself.
• ください。
Clean the vehicle with warm water
• を使用しないでください。スチームク
Do not use a high pressure washer ・ 温水は塩分による腐食性が増しますの
and a mild detergent.
リーナーを使用すると、ベアリング、コ
or steam cleaner. This can cause • で、温水を使用しないでください。
。
Do not use hot water, which increaネクタやスイッチなどの電気部品、照
water to penetrate bearings, elec- ・ 腐食を防止するために、クロームまたは
ses the corrosive effect of the salt.
明、換気ホース、ブレーキシューとブ
trical components such as connec- • ニッケルメッキされた表面を含むすべ
Apply a corrosion protection spray
レーキライニングなどに水が浸入する
tors or switches, lighting, ventilaての金属の表面に腐食防止のスプレー
on all metal, including chrome- and
可能性があり、シール、塗料やその他
tion hoses, brake shoes and brake
を塗布してください。
nickel-plated, surfaces to prevent
の表面を損傷する可能性があります。
linings or damage, seals, paint and
corrosion.

other surfaces.

清掃後
After cleaning
通常の使用後の清掃
・
Cleaning after normal use
• 車両を乾かします。
Dry the vehicle.
暖かい水、中性洗剤と柔らかく清潔なス
Remove dirt with warm water, a mild ・
• 錆を防止するため、メーカーの指示に
To prevent rust, we recommend apポンジで汚れを取り除き、浄水で十分に
従って適切にケアすることををお勧めし
detergent, and a soft, clean sponge, and
propriate care to use according to
すすぎます。届きにくい部分には歯ブラ
ます。
then rinse thoroughly with clean water.
manufacturer‘s instructions.
シやボトルブラシを使用してください。
Use a toothbrush or bottlebrush for ・
• すべての塗装面をワックスで磨きます。
Wax all painted surfaces.

hard-to-reach areas.
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Clean
and storage
清掃と保管
!

WARNING

・
• ブレーキやタイヤにオイルやワックス
Make sure that there is no oil or
がないことを確認してください。
wax on the brakes or tires.
・
• 必要に応じて、ブレーキディスクとブ
If necessary, clean the brake discs
レand
ーキラ
イ ニ linings
ングをブ
レ ーaキregular
クリー
brake
with
brake cleaner and wash the tires
ナーで清掃し、温水と中性洗剤でタイ
with warm water and a mild deterヤを洗ってください。
gent.
・ 車両を操作する前に、ブレーキ性能と
• タイヤの性能を確認してください。
Before operating the vehicle, test

the braking performance and tires.

Storage
保管
短期間（数日間）
Short-term
(for a few days)
・
• 車両は常に涼しく乾燥した場所に保管
Always store your vehicle in a cool,
し、必要に応じて車両用のカバーで埃
dry place and, if necessary, protect
から保護してください。
it against dust with a vehicle cover.

!

WARNING

Please
store the vehicle in a well ven可能であれば、乾燥した空気が流れる換
tilated
room with dry air if possible. A
気の良い部屋に車両を保管してください。
place
with wet humidity will cause rust.
湿気のある所は錆を発生させます。
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長期間（数週間）
・
• タイヤの空気圧を点検、調整し、前後の
Check and correct the tire presLong-term
(for weeks)
・
ホイールのどちらも地面に接触しない
sure and lift the vehicle, so that
• 車両を清掃します。
Clean the vehicle.
・
ように車両を持ち上げます。それが不可
neither of the two wheels is on
• 燃料タンクを満タンに補充するか、必
Fill the fuel tank up completely or
要に応じて燃料タンクを錆から保護し、
能な場合は、タイヤがずっと同じ場所で
the ground. If this is not possible,
add if necessary a fuel stabilizer to
燃料を劣化から保護するための安定剤
接地しないように（スタンドダメージ）
turn the wheels every month a littprotect the fuel tank from rusting
を加えます。
毎月、ホイールを少し前方に回します。
le further, so they do not stand on
and the fuel from degradation.
水分の侵入を防ぐため、プラスチック製
the same area constantly (Stand
damage).
Follow
the steps below to cylinders, pis- ・ の袋を排気口の上に置きます。説明通り
錆を防止するためには、シリンダー、ピ
• にバッテリーを取り外し、充電してくだ
Slide a plastic bag over the exton
rings, etc. to prevent rusting.
ストンリングなどに以下の手順を実行し
さい。
バッテリーを冷暗所に保管し、
2ヶ
haust
to prevent moisture from
•てください。
Remove spark plug cap and the
月ごとに充電してください。過度に寒い
entering.
Remove
the
battery
and
spark
plug.
・ プラグキャップと点火プラグを取り外
場所や過度に熱い場所にバッテリーを
charge it as described. Store the
• します。
Put a teaspoon of engine oil into the
保管しないでください。
battery cool and dry （0℃未満また
and charge it
spark
plug
hole.
・ プラグホールにティースプーン 1 杯分
はevery
30℃以上）
。
2 months.
Do not store the
• のエンジンオイルを入れます。
Push the Electro start button shortbattery in excessively cold or hot
ly several times to oil the cylinder.
・ セルボタンを短く、数回押しシリンダー
areas. (Below 0° C or above 30° C).
(Only
in
short
periods!)
にオイルを注ぎます。（短時間のみ！）
•
Put
the
spark
plug
back
in
and
put
・ 点火プラグを元に戻し、プラグキャッ
CAUTION
on the spark plug cap.
プを取り付けます。
Always
perform necessary repairs befo保管の前に必ず必要な修理を行ってくだ
! WARNING
re
storage.
さい。
• この作業を行う時には、点火プラグが
Make sure that during this activity
・
the spark plug has no contact to
車両の金属部分と接触していないこと
metallic parts on the vehicle. Luを確認してください。説明されている
bricate all cables, the pivot points
ように、すべてのケーブル、レバーの
of the levers, the footrests and the
ピボット部、フットレストとキックス
kickstand as described.
タンドに油をさします。
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Specifications
Space
仕様 for notes
Dimensions
寸法
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Specifications
仕様
エンジン

／（
）内は V200 モデル
Engine

形式
Type

4
ストローク、強制空冷
4-stroke,
forced air cooled

Cylinder arrangement
シリンダー配列

Single cylinder
単気筒

Displacement
変位

124,6㎤
cm3
124,6
（168.9㎤）

Compression ratio
圧縮比

10,7:1 （10.2:1）
10,7:1

Starting system
始動システム

Electric starter
電気式始動装置

Lubrication system
潤滑システム

Wet sump lubrication
ウエットサンプ

Engine oil
エンジン・オイル

ECU
ECU
製造業者
Manufacturer

SYNERJECT
SYNERJECT

Manufacturer
製造業者

Spark plug
スパークプラグ
NGK
NGK

Type
形式

CR7HSA
CR7HSA

Spark plug gap
点火プラグギャップ

0,6--0,7
0,7mm
mm
0,6

Clutch

Clutch type

クラッチ
Dry, centrifugal automatic

Viskosity
粘度

4-stroke
engine oil 10W-30
4
ストローク・エンジン・オイル
10W-30

クラッチの形式

自動遠心、乾式

Quantity
容量

0,7 l
0.7L

変速機の形式

V ベルトオートマチック

Viskosity
粘度
Quantity
容量

Transmission oil
トランスミッション・オイル
SAE85W-90
85W-140
SAE
Fuel
燃料
Unleaded
gasoline only
無鉛ガソリンのみ

Quantity
容量

6,0 +/+/-0,2
0,2l l
6,0

CAUTION
注意

BIOETHANOL FUEL- E10
- E10
IS NOT !
!!!バイオエタノール燃料
の使用禁止！

Type

PERMITTED !!
エアフィルター

Air filter

ペーパーエレメント

Paper element

V-belt automatic

Chassis

シャシー
Steel tube backbone

Type

スチールチューブバックボーン

形式

Tire

0,17 l
0.17L

Type
形式

形式

Transmission type

タイヤ
Front
tire
フロントタイヤ

Rim

3,0×12

リム

3,0 × 12

タイヤ

110/70-12

タイヤ空気圧

1,75 bar

Tire

110/70-12

Tire air pressure

1,75 bar

Rear tire

リアタイヤ

Rim

3,5×12

リム

3,5 × 12

タイヤ

120/70-12

タイヤ空気圧

2,0 bar

Tire

120/70-12

Tire air pressure

2,0 bar

The selected tire pressure depends on the load!

負荷等、必要に応じタイヤの空気圧を調整してください！
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Specifications
仕様
ブレーキシステム／（
）内は V200 モデル
Brake system
フロントブレーキ
Front brake
形式
Type

シングル油圧ディスクブレーキ
Single Hydraulic disc brake

サイズ
Size

226mm
226mm

操作
Operation

右手／左手
（右手
Right handCBS
/ Left
handABS）
(CBS)
リアブレーキ

Rear brake

形式

シングル油圧ディスクブレーキ

サイズ

220mm

操作

左手

形式

DOT4

Type

Single Hydraulic disc brake

Size

ECU
ECU

充電システム
Charging system

ECU
ECUMagneto
Magneto

Voltage, capacity
電圧、容量

12V,V,66Ah
Ah
12

USBコネクタ
connector
USB

5V2A
2A
5V

Battery
バッテリー

220mm

Operation

Left hand

ブレーキ液

Brake fluid

Type

DOT 4

サスペンション
Suspension
フロントサスペンション

Front suspension

形式

テレスコピックフォーク

スプリング／アブソーバー形式

コイル・スプリング／油圧ダンパ

Type

形式

Tail light / Brake light
テールライト／ブレーキライト

Front turn signal light
フロントターンシグナルライト
Rear turn signal light
リアターンシグナルライト

Lamps
ランプ

LED
LED

License plate light
ナンバープレートライト

Fuses
ヒューズ

Fuse
ヒューズ
10,15,
15,20
20AA
10,

ユニットスイング
Rear
suspension

Type

2x ガス／オイルダンパー

Spring / Shock absorber
type

2x Gas / Oil damper

スプリング／アブソーバー形式

Headlight
ヘッドライト

Telescopic fork

Spring / Shock absorber Coil spring / Oil damper
リアサスペンション
type

41

電気システム
Electric
system
点火システム
Ignition system

Unit swing
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Warranty
information
保証に関する情報
車両を操作する前に取扱説明書をよく読み、
車両の取り扱いに慣れるようにしてください。
保証に対する要求が認められるためには、
Please carefully read the instruction manual
of your vehicle before operating it in order
to make yourself familiar with its
取扱説明書に記載された説明、メンテナンス、およびケアの指示に従う必要があります。取扱説明書に記載されている仕様に厳密
handling. We explicitly point out that the instruction, maintenance, and care instructions given in the operating manual have
に従うことで、お客様の車両の使用限度が長くなります。最新の基準に従い、部品および車両の正確性に対し、車両登録後、納車
日から
ヶ月間の保証が与えられています。保証に法的な規制が制限されることはありません。メンテナンス作業は、認可された
stated 12
in the
instruction manual ensures the prolonging of the natural life of your vehicle. Starting with the date of the invoice
ランブレッタ製品の取扱店によってのみで行われなければなりません。保証は一般的に、車両が購入された国でのみ実施すること
a limited warranty of 24 months is granted regarding the accuracy of the vehicle in terms of material and manufacturing acができます。不適切な使用、不適切な操作、またはメンテナンス／ケア／操作の指示の無視を原因とする損害は保証対象外となり
cording to latest standards. The legal warranty regulations will not be restricted by this limited guarantee. Maintenance work
ます。発生した損害を購入者によって購入店または他のランブレッタ製品取扱店にただちに報告された場合にのみ、保証が付与さ
has to be exclusively done by authorized workshops entitled by us. Warranty in general is bound to the region of invoicing
れます。保証請求は購入者に対し、当社の承認後に認定された取扱店により、欠陥のある製品の修理、破損された部品の修理また
and can therefore only be carried out within the country the vehicle was bought. Damages that can be traced back to inapはその交換の権利を与えます。間接的または瞬間的な損害に対する補償は認められません。購入者の事情により不動状態の車両は
propriate usage, manipulation, or neglecting of the maintenance/care/operating instructions will not be covered by warranty.
保証対象外です。保証による修理作業は保証期間を延長するものではありません。お客様はこの文章によってのみ保証サービスを
Warranty can only be granted if occurring damages are immediately reported to the seller or any other authorized workshop
受ける権利があります。したがって、購入店が完全に記入した文章をお客様に引き渡し、当社のシステムに正しく車両を登録した
とを確認してください。以下のアドバイスにもご注意ください。
part in an authorized workshop after our approval. Compensation for remote or instantaneous damages cannot be granted.

Vehicles in desolate condition will not be covered by warranty. Repair works carried out on warranty do not extend the gua-

車両は常に汚れのない状態に保管されなければなりません。高圧洗車、刺激が強く腐食性のある洗剤、または表面への傷、塗装、
rantee period. Only this document entitles you to call on warranty services. Therefore please make sure that you are delivered
腐食を起こす恐れのある洗剤は使用しないでください。保護効果のあるクリーナーの使用は不可欠です。適切な製品に関しては取
扱店にご相談ください。酸化防止のため、アルミニウムの部品、またはその他の洗練された部品（クローム部品、アルマイト部品
following advices.
またはその他の加工面）は適切なメンテナンス製品を使用する必要があります。フレームと金属部品は継続的に防錆剤で処理しな
ければなりません。
Body and panelling of the vehicle have to be kept free of dirt constantly. Do not use high pressure water blasters, strong jets
シートやプラスチック部品に、風化や亀裂が形成されることを避けるため、常に屋外に駐車される車両はその表面を覆う必要があ
of water, sharp and corrosive or other aggressive detergents which could harm surfaces and varnish permanently and foster
ります。ダッシュボードユニットに採用されている液晶パネルは、その特性上過度の高温にさらされると一時的に真っ黒になり表
corrosion. It is vital to use protecting cleansers. Please consult our dealers for the right and appropriate products. Aluminium
示が見えなくなることがあります。一般に常温になると元の表示に戻りますが、過度の高温や低温は寿命に影響します。また、こ
れに伴う液晶パネルの損壊は保証の対象外となります。オフロードやレースで車両をした場合は保証対象外となります。
maintenance products in order to prevent oxidation. Frame and metal parts are continuously to be treated with anticorrosive.

A vehicle constantly parked outside has to be covered to avoid weathering and crack formations on seat and plastic parts.

サービスおよびメンテナンス作業で使用される品目及び以下の部品は保証対象外です
：電球、ブレーキパッド、クラッチライニング、
Vehicles used off-road and for racing purposes are excluded from warranty.
フィルタエレメント、スパークプラグ、ホイールおよびアクスルやタイヤ。

Material which is to be used in the context of service and maintenance works are excluded from warranty as well as the fol4242

Service
and maintenance
サービスとメンテナンス
Important
重要な情報information
メンテナンスの実施日は、走行距離もしくは運行開始日からの経過時間のいずれか先に至った時期になります。
The
date for the implementation of maintenance depends on whichever limit is reached first. That means either the driven
kilometers or the duration from initial startup.

The
warranty can be granted only when the vehicle is serviced in accordance with this plan and was not exposed to extraorこのメンテナンススケジュールに従って整備され、異常な環境にさらされていない場合にのみ保証を付与することがきます。
dinary stress.
! WARNING

お客様の車両に必要な適切な作業
Only
appropriate works which are intended for your vehicle to perform.

CAUTION

点火プラグ、燃料フィルター、エアフィルターは
7000every
km ごとに交換する必要があります。
Spark
plug, fuel filter and air filter must be replaced
7000 km.
油圧ラインは
4
年ごとに交換する必要があります。
Hydraulic lines should be replaced every 4 years.
ブレーキ液は
2 年ごとに交換する必要があります。
The
brake fluid
should be changed every 2 years.
13000km
走行後、または
年目から少なくとも年に
1 回または
3000km
ごとに点検を実施する必要があります。
From 13000km or the 4th4 year,
the inspection should
take place
at least
once a year or every 3000km.
車両は継続的に錆がないか点検する必要があります。防錆のための作業は車両オーナーの責任となります。
The vehicle must continuously be checked for rust. The vehicle owner is responsible for rust prevention.

次のページには、メンテナンススケジュールとサービス記録について記載されています。
On
the following pages you will find the maintenance schedule and the service record.
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Service
and maintenance
サービスとメンテナンス
Maintenance
schedule
メンテナンススケジュール
点検の訪れる期間
The inspection intervals are required, these will void the warranty.

部品
Component

4000km
4000km or
または
1年
1. year

7000km
7000km or
または
2年
2. year

10000km
10000km or
または
3年
3. year

13000km
13000km or
または
4年
4. year

✓

✓


✓

✓


交換
Exchange
✓


✓
✓

✓

✓


Perform実行すること

エアフィルター
Airfilter

清掃／交換
Clean/ Exchange

ホイール／リム
Wheels, Rims

点検
Control

タイヤ
Tire

溝の深さ／空気圧の点検
Control of tread depth / Pressure

✓


✓


✓

✓


Wheel bearing
ホイールベアリング

Control/ Exchange
点検／交換

✓


✓


✓

✓


Steering bearing
ステアリングベアリング

Control/ Clean / Lubricate
点検／清掃／潤滑

✓


✓


Lubricate
潤滑

✓


Screws Coverparts
ネジのカバー部品
Brake system
ブレーキシステム

Control/ Retighten
点検／増し締め
Control/ Clean / Exchange
点検／清掃／交換


✓


✓

✓


✓


✓


✓

✓


✓

Side stand
サイドスタンド
Telescopic fork
テレスコピックフォーク

Control/ Clean / Lubricate
点検／清掃／潤滑
Control
点検


✓

✓


✓

✓

✓
✓


✓

✓


✓


✓

✓

✓


✓

✓

Shock absorber rear
リアショックアブソーバ
Oil strainer / Spin filter
オイルストレーナ／スピンフィルター

Engine oil / Oil filter
エンジン・オイル／オイルフィルター
Transmission oil
トランスミッションオイル
Valves
バルブ
Variomatic belt
バリオマチックベルト

Variomatic rolls
バリオマチックロール
Drive chain / Pinion
ドライブ・チェーン／ピニオン
Clutch
クラッチ
Cables / Bowden
ケーブル／ボーデン
Throttle
スロットル
Lights / switch
ライト／スイッチ
Fuel line / Filter
燃料ライン／フィルター
Idle speed
アイドリング回転数
Exhaust system
排気システム
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1000km
1000km

Control
点検
Clean
清掃

Exchange / Control
交換／点検
Exchange
交換
Control / Adjust
点検／調整
Control/ Exchange
点検／交換

Control/ Exchange
点検／交換
Control / Clean / Exchange
点検／清掃／交換
Control
点検
Control / Clean / Lubricate
点検／清掃／潤滑
Control / Adjust / Lubricate
点検／調整／潤滑
Control / Adjust
点検／調整
Control / Exchange
点検／交換
Control / Adjust
点検／調整
Control / Retighten
点検／増し締め

✓



✓
Exchange
交換

✓

✓


✓

✓

✓

✓

✓


✓

Exchange
交換

✓

✓

Exchange
交換

✓


✓

✓


✓
Exchange
交換
Exchange
交換

✓
✓


✓


✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓


✓

✓


✓

✓

✓
Exchange
交換

✓

✓

✓
✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓


✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Service
and maintenance
サービスとメンテナンス
Service
record
サービス記録
車両が渡される際、お客様の情報及び車両データを補記入する必要があります。
In
the delivery of the vehicle the customer data and vehicle data must be supplemented.
Maintenance
interval: Delivery inspection
メンテナンス間隔：納車点検

Maintenance
interval: 1000 km
メンテナンス間隔：1000km

Maintenance interval: 4000km
km または
or 1. year
メンテナンス間隔：4000
1年

Odometer reading:

Odometer reading:

Current odometer reading:

日付：
Date:

日付：
Date:

日付：
Date:

走行距離計の値：

走行距離計の値：

Stamp
/ Signature
スタンプ／署名

走行距離計の値：

Stamp
/ Signature
スタンプ／署名

メンテナンス間隔：7000
2年
Maintenance interval: 7000km
kmまたは
or 2. year

Stamp
/ Signature
スタンプ／署名

メンテナンス間隔：10000
3年
Maintenance interval: 10000km
km または
or 3. year

メンテナンス間隔：13000
4年
Maintenance interval: 13000km
km または
or 4. year

Odometer reading:

Odometer reading:

Odometer reading:

日付：
Date:

日付：
Date:

日付：
Date:

走行距離計の値：

走行距離計の値：

走行距離計の値：

Stamp
/ Signature
スタンプ／署名

Stamp
/ Signature
スタンプ／署名

Stamp
/ Signature
スタンプ／署名

メンテナンス間隔：16000
km
Maintenance
interval: 16000 km

メンテナンス間隔：19000
km
Maintenance
interval: 19000 km

メンテナンス間隔：22000
km
Maintenance
interval: 22000 km

Odometer reading:

Odometer reading:

Odometer reading:

日付：

Date:

日付：

Date:

走行距離計の値：

走行距離計の値：

Date:

Stamp
/ Signature
スタンプ／署名

走行距離計の値：
日付：

Stamp
/ Signature
スタンプ／署名

Stamp
/ Signature
スタンプ／署名

車両識別番号
：
Vehicle
identification
number : ____________________________________________

お客様の名前：
Name
of the customer: ____________________________________________________

モデル：
Model:
____________________________________________________________________

お客様の署名：
Signation
of the customer: _________________________________________________
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Space
メモ for notes
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ディストリビューター：

Distributed by:
KSR
GroupGmbH
GmbH
KSR Group
Im
Wirtschaftspark
Im Wirtschaftspark
1515
3494
Gedersdorf
3494 Gedersdorf
Austria
Austria

著作権は、同社／製造業者が
The copyright is owned by
所有しています：
the Company / Manufacturer:
LambrettaGmbH
GmbH
Lambretta
ImWirtschaftspark
Wirtschaftspark
Im
15 15
3494Gedersdorf
Gedersdorf
3494
Austria
Austria

Copyright©©2018
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Copyright
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著作権所有。
This user manual is copyrighted.
この取扱説明書は著作権によって保護されてい
Copying in mechanical, electronic or any
ます。製造業者の書面による許可を得ず、機械
other form without the written permission
的、電子的またはその他の形式での複製は禁止
of the manufacturer is prohibited.
されています。製品および仕様は予告なしに変
更することがあります。

製品および仕様は予告なしに変更す
Product and specifications are

subject to change without notice.
ることがあります。

