BW’S125

BW’S125

メーカー希望小売価格329,400 円［消費税8％含む］
（本体価格 305,000円）

●価格は参考価格です。
メーカー希望小売価格は消費税率8％にもとづく価格です。詳しくは、販売店にお問い合わせください。
●メーカー希望小売価格（リサイクル費用含む）には保険料、税金（消費税除く）、登録などに伴う諸費用は含まれていません。

YW125X ビーウィズ
（BWʼS125）主要諸元

認定型式

車台打刻型式

SED9J

原動機打刻型式

E31CE

全長／全幅／全高

1,910mm／765mm／1,125mm

軸間距離

1,305mm

シート高／最低地上高

780mm／145mm

車両重量
国土交通省届出値
60km/h 定地燃費値 ＊2

燃料消費率＊1

WMTCモード値
＊3
（クラス）

最小回転半径

2BJ-SED9J

原動機種類

119kg
40.4km/ L 2名乗車時
37.3km/L（クラス1）1名乗車時
2.0m

マットチタン 1（マットチタン）

空冷・4ストローク・SOHC・4バルブ

気筒数配列／総排気量

単気筒／124cm

最高出力

3

7.2kW(9.8PS)／7,500r/min

最大トルク

9.9N･m（1.0kgf･m）／6,000r/min

始動方式

セルフ式

エンジンオイル容量

0.90L

燃料タンク容量
吸気・燃料装置/燃料供給方式
点火方式

TCI（トランジスタ式）

バッテリー容量／型式
タイヤサイズ

12V,6.5Ah（10HR）／GT7B-4

前・後

懸架方式

（前後チューブレス）

120/70-12 51L・130/70-12 56L

前・後

テレスコピック
・ユニットスイング

前

制動装置形式

6.5L（「無鉛レギュラーガソリン」指定）

フューエルインジェクション

油圧式シングルディスクブレーキ

後

油圧式シングルディスクブレーキ

ヘッドランプ

ハロゲンバルブ（12V,55W×2）

乗車定員

2名

＊1：燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境（気象、渋滞等）や運転方法、車両状態（装備、
仕様）や整備状態などの諸条件により異なります。
＊2：定地燃費値は、車速一定で走行した実測にもとづいた燃料消費率です。

＊3：WMTCモード値は、発進、加速、停止などを含んだ国際基準となっている走行モードで測定された排出ガス試験結果に
もとづいた計算値です。走行モードのクラスは排気量と最高速度によって分類されます。

ビビッドイエローソリッド 2（イエロー）

●本仕様は予告なく変更することがあります。●仕様変更などにより、写真や内容が一部実車と異なる場合があります。
●車体色は撮影条件、印刷などにより実際の色と異なる場合があります。

2018年1月現在

●YW125X ビーウィズ（BWʼS125）はヤマハ海外工場Yamaha Motor Taiwan Company,Ltd.（ヤマハモーター台湾）にて

日本向け仕様として生産されたものです。

YJ-14 ZENITH
メーカー希望小売価格 14,580円
［消費税8％含む］
（本体価格 13,500円）

●規格：ＪＩＳ２種・ＳＧ ●カラー／パールホワ
イト、
クリスタルシルバー、メタルブラック、
ラバー
トーンブラック、キャンディレッド ●サイズ／Ｍ、
Ｌ ●開閉式サンバイザー ●ワンタッチバックル ●
ベンチレーションシステム ●ワンタッチシールド着
脱システム ●洗える内装（フル着脱内装） ※車種
によってはシート下トランクに収納できない場合が
あります。

■125ccスクーターの魅力を紹介！
走りも
サイズも
丁度いい

詳しい情報は

TT-419 ウォッシャブルグローブ
メーカー希望小売価格 6,372円
［消費税8％含む］
（本体価格 5,900円）

style125

www.yamaha-motor.co.jp/mc/life/125cc/

●カラー：ブラック、
ブラウン●サイズ：メンズ／Ｓ、
Ｍ、Ｌ、ＬＬ、３Ｌ レディース／Ｍ、Ｌ●汚れた
ら洗濯が可能な天然皮革ウォッシャブルレザーを
採用●シンプルなデザインの定番レザーグロー

バイクカバーＦタイプ ミドルスクーター
メーカー希望小売価格 13,176円
［消費税8％含む］
（本体価格 12,200円）
バイクカバーＦタイプ ミドルスクーター
BOX付き
メーカー希望小売価格 15,012円
［消費税8％含む］
（本体価格 13,900円）

●防炎素材を採用した高機能バイクカバーです。●前後が
わかりやすく装着しやすいデザイン●ハンドルロック対応
立体裁断●立体大型ベンチレーション、前後大型ロックスリ
ット、ボトム部とセンター部にバタつきを抑えるアジャスト
コードを装備。
※装着オプションによっては適合しないことがあります。

この他各種商品取り揃えております。詳しくは販売店およびホームページまで

■ BWʼS125 のさらに詳しい情報は

www.yamaha-motor.co.jp/mc/
月曜〜金曜（祝日、弊社所定の休日を除く）
9：30〜12：00 13：00〜17：00

ヤマハ発動機株式会社 カスタマー コミュニケーション センター
〒438 -8501 静岡県磐田市新貝2500

受付時間 月曜〜金曜（祝日、弊社所定の休日等を除く） 9：00〜12：00

13：00〜17：00

◎一般の固定電話の場合、全国一律市内通話料でご利用いただけます。
◎IP電話や電話機の設定によってはご利用いただけません。

株式会社ワイズギア 〒432 -8058 静岡県浜松市南区新橋町1103番地

●メーカー希望小売価格は消費税率 8％にもとづく価格です。●掲載価格には工賃、
送料等は含まれていません。
●商品の仕様及び価格は予告なく変更される場合があります。●詳しくは販売店にお問い合わせください。

2018年1月現在 ●このカタログはFSC R認証用紙を使用しています。●この印刷物を無断転載・無断使用することはお断りいたします。

ヤマハでは、廃棄二輪車のリサイクルを推進しています。※リサイクルマークが
ついていない車両であっても、廃棄時にリサイクル 料金のご負担はありません。
※但し、廃棄二輪取扱店に収集・運搬を依頼する場合の収集運搬費用はお客
様 のご負担となります。詳しくは、廃棄二輪取扱 店にお問い 合わせください。

●交通ルールを遵守し、思いやり運転で走りましょう。●運転者と同
乗者（乗車定員2名の場合）は適切な規格やサイズのヘルメットを選
び、正しくかぶりましょう。●自賠責保険は必ず加入、更新をしましょう。
●違法改造はやめましょう。●駐車の際は交通ルールとマナーを守り
ましょう。●日常点検、定期点検整備は必ず行いましょう。●急発進
や長時間のアイドリングはやめましょう。●昼間はヘッドライトを下
向きにしましょう。●ご使用前には、取扱説明書を必ず読みましょう。

ご 購入のヤマハ 二 輪車
（新車）
には 2 年保証 が適用
されます。対象はヤマハ発 動 機 販 売
（株）
が販売する
二 輪車です。
（ 競技用モ デル・電 動 アシスト自転車
＜PAS＞を除く）※ 詳しくは取扱説明書をご覧くだ
さい。日常点検、定 期点検を必ず 実施してください。

〒144-0035 東京都大田区南蒲田2-16-2
テクノポート三井生命ビル 3階
I
1801-28D1
Q1K-TPC-012163

アソビゴコロは忘れない。少年ゴコロも失わない。
そんな大人たちが夢中になれるスクーターがコレ。
立体的なフォルムと個性あるカラーリングは、
タフな印象かつオシャレ。
気分を上げてくれるから、
毎日がもっと楽しくなる。
（ビーウィズ）
さあ、
BW S
と一緒に、
今日はどこ行く？

アソビゴコロ全開の
クロスオーバーデザイン

CROSSOVER
STYLE

非対称デュアルヘッドランプが精悍
でアクティブなイメージを印象づ
けます。テ ー ルランプ に は 、多 辺
形の立体的な造形を施しました 。
また、サイドビューからのデザイン
を印象付ける、立体的なフォルムの
センターカバーを採用し、
アソビゴ
コロを表現しています。スタイルで
選べる２タイプのボディカラーを

ワクワクを加速する
オフロードテイストのハンドルまわり

TOUGH AND SMART!

スタイリッシュなバーハンドルとオフロードテイス
トなブラッシュガード。液晶マルチファンクション
メーターや個性を主張するセンター配置のメイン
スイッチ。
また、使いやすいフロント給油口や、折り
たたみ式コンビニフック ※ 1 を 装 備 。開 口 が 広く
使 い や す いフロントポケット※2 には500mlのペ
ットボトルが入ります。

※メーターパネルは撮影用に点灯したもので、
実際の走行状態を示すものではありません。

※1 コンビニフックに掛けられる重さは1kgまで。

※2 フロントポケット容量は1.4ℓ。内容品は付属されておりません。

※3 シート下トランクには熱の影響を受けやすいもの、
こわれやすいもの、貴重品は
入れないでください。
また、収納物の形状・大きさにより収納できない場合が

あります。
ご購入の際、
ご確認ください。収納部内の内容品は付属されて
おりません 。掲 載 の ヘ ルメットは Y J - 1 4（ジェットタイプ ）で す。

シートは手を添えて開閉してください。

※4 キーシャッターはあくまで盗難を抑止することを目的

とした装備であり、盗難を完全に防止するものでは
ありません。

走りの楽しさと、
乗り心地の良さを満喫

RIDE QUALITY
発進からストレスなく加速し、
エンジン音
も静かな空冷・4ストローク・4 バルブ・
FI（フューエルインジェクション）採用の
エンジンを搭載。また、
グリップ特性に
優れ 、存在感・タフネス感を醸し出す
幅広オフロード風ブロックタイヤを装備。
2 4 5 m m 径ウェーブ 形 状 のフロント
ディスクブレーキは、
リアディスクブレーキ
の採用と相まって優れたブレーキタッチ
と軽快な走りをサポートします。さらに、 使いやすさと
余裕あるフットスペースがもたらす乗り 便利さを、
毎日実感
心地の良さも魅力です。

EQUIPMENT

シート下のトランク※3 は、容量
約29ℓ。また、タンデムグリッ
プ付きリアキャリヤも装備して
いるので 街 乗りからツーリン
グまで幅広く楽しめます。さら
に、鍵穴へのイタズラを困難に
するキーシャッター ※ 4 が盗難
を抑止。毎日を楽しくするスタ
イルと便利な機能を両立しま

アソビゴコロは忘れない。少年ゴコロも失わない。
そんな大人たちが夢中になれるスクーターがコレ。
立体的なフォルムと個性あるカラーリングは、
タフな印象かつオシャレ。
気分を上げてくれるから、
毎日がもっと楽しくなる。
（ビーウィズ）
さあ、
BW S
と一緒に、
今日はどこ行く？

アソビゴコロ全開の
クロスオーバーデザイン

CROSSOVER
STYLE

非対称デュアルヘッドランプが精悍
でアクティブなイメージを印象づ
けます。テ ー ルランプ に は 、多 辺
形の立体的な造形を施しました 。
また、サイドビューからのデザイン
を印象付ける、立体的なフォルムの
センターカバーを採用し、
アソビゴ
コロを表現しています。スタイルで
選べる２タイプのボディカラーを

ワクワクを加速する
オフロードテイストのハンドルまわり

TOUGH AND SMART!

スタイリッシュなバーハンドルとオフロードテイス
トなブラッシュガード。液晶マルチファンクション
メーターや個性を主張するセンター配置のメイン
スイッチ。
また、使いやすいフロント給油口や、折り
たたみ式コンビニフック ※ 1 を 装 備 。開 口 が 広く
使 い や す いフロントポケット※2 には500mlのペ
ットボトルが入ります。

※メーターパネルは撮影用に点灯したもので、
実際の走行状態を示すものではありません。

※1 コンビニフックに掛けられる重さは1kgまで。

※2 フロントポケット容量は1.4ℓ。内容品は付属されておりません。

※3 シート下トランクには熱の影響を受けやすいもの、
こわれやすいもの、貴重品は
入れないでください。
また、収納物の形状・大きさにより収納できない場合が

あります。
ご購入の際、
ご確認ください。収納部内の内容品は付属されて
おりません 。掲 載 の ヘ ルメットは Y J - 1 4（ジェットタイプ ）で す。

シートは手を添えて開閉してください。

※4 キーシャッターはあくまで盗難を抑止することを目的

とした装備であり、盗難を完全に防止するものでは
ありません。

走りの楽しさと、
乗り心地の良さを満喫

RIDE QUALITY
発進からストレスなく加速し、
エンジン音
も静かな空冷・4ストローク・4 バルブ・
FI（フューエルインジェクション）採用の
エンジンを搭載。また、
グリップ特性に
優れ 、存在感・タフネス感を醸し出す
幅広オフロード風ブロックタイヤを装備。
2 4 5 m m 径ウェーブ 形 状 のフロント
ディスクブレーキは、
リアディスクブレーキ
の採用と相まって優れたブレーキタッチ
と軽快な走りをサポートします。さらに、 使いやすさと
余裕あるフットスペースがもたらす乗り 便利さを、
毎日実感
心地の良さも魅力です。

EQUIPMENT

シート下のトランク※3 は、容量
約29ℓ。また、タンデムグリッ
プ付きリアキャリヤも装備して
いるので 街 乗りからツーリン
グまで幅広く楽しめます。さら
に、鍵穴へのイタズラを困難に
するキーシャッター ※ 4 が盗難
を抑止。毎日を楽しくするスタ
イルと便利な機能を両立しま

BW’S125

BW’S125

メーカー希望小売価格329,400 円［消費税8％含む］
（本体価格 305,000円）

●価格は参考価格です。
メーカー希望小売価格は消費税率8％にもとづく価格です。詳しくは、販売店にお問い合わせください。
●メーカー希望小売価格（リサイクル費用含む）には保険料、税金（消費税除く）、登録などに伴う諸費用は含まれていません。

YW125X ビーウィズ
（BWʼS125）主要諸元

認定型式

車台打刻型式

SED9J

原動機打刻型式

E31CE

全長／全幅／全高

1,910mm／765mm／1,125mm

軸間距離

1,305mm

シート高／最低地上高

780mm／145mm

車両重量
国土交通省届出値
60km/h 定地燃費値 ＊2

燃料消費率＊1

WMTCモード値
＊3
（クラス）

最小回転半径

2BJ-SED9J

原動機種類

119kg
40.4km/ L 2名乗車時
37.3km/L（クラス1）1名乗車時
2.0m

マットチタン 1（マットチタン）

空冷・4ストローク・SOHC・4バルブ

気筒数配列／総排気量

単気筒／124cm

最高出力

3

7.2kW(9.8PS)／7,500r/min

最大トルク

9.9N･m（1.0kgf･m）／6,000r/min

始動方式

セルフ式

エンジンオイル容量

0.90L

燃料タンク容量
吸気・燃料装置/燃料供給方式
点火方式

TCI（トランジスタ式）

バッテリー容量／型式
タイヤサイズ

12V,6.5Ah（10HR）／GT7B-4

前・後

懸架方式

（前後チューブレス）

120/70-12 51L・130/70-12 56L

前・後

テレスコピック
・ユニットスイング

前

制動装置形式

6.5L（「無鉛レギュラーガソリン」指定）

フューエルインジェクション

油圧式シングルディスクブレーキ

後

油圧式シングルディスクブレーキ

ヘッドランプ

ハロゲンバルブ（12V,55W×2）

乗車定員

2名

＊1：燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境（気象、渋滞等）や運転方法、車両状態（装備、
仕様）や整備状態などの諸条件により異なります。
＊2：定地燃費値は、車速一定で走行した実測にもとづいた燃料消費率です。

＊3：WMTCモード値は、発進、加速、停止などを含んだ国際基準となっている走行モードで測定された排出ガス試験結果に
もとづいた計算値です。走行モードのクラスは排気量と最高速度によって分類されます。

ビビッドイエローソリッド 2（イエロー）

●本仕様は予告なく変更することがあります。●仕様変更などにより、写真や内容が一部実車と異なる場合があります。
●車体色は撮影条件、印刷などにより実際の色と異なる場合があります。

2018年1月現在

●YW125X ビーウィズ（BWʼS125）はヤマハ海外工場Yamaha Motor Taiwan Company,Ltd.（ヤマハモーター台湾）にて

日本向け仕様として生産されたものです。

YJ-14 ZENITH
メーカー希望小売価格 14,580円
［消費税8％含む］
（本体価格 13,500円）

●規格：ＪＩＳ２種・ＳＧ ●カラー／パールホワ
イト、
クリスタルシルバー、メタルブラック、
ラバー
トーンブラック、キャンディレッド ●サイズ／Ｍ、
Ｌ ●開閉式サンバイザー ●ワンタッチバックル ●
ベンチレーションシステム ●ワンタッチシールド着
脱システム ●洗える内装（フル着脱内装） ※車種
によってはシート下トランクに収納できない場合が
あります。

■125ccスクーターの魅力を紹介！
走りも
サイズも
丁度いい

詳しい情報は

TT-419 ウォッシャブルグローブ
メーカー希望小売価格 6,372円
［消費税8％含む］
（本体価格 5,900円）

style125

www.yamaha-motor.co.jp/mc/life/125cc/

●カラー：ブラック、
ブラウン●サイズ：メンズ／Ｓ、
Ｍ、Ｌ、ＬＬ、３Ｌ レディース／Ｍ、Ｌ●汚れた
ら洗濯が可能な天然皮革ウォッシャブルレザーを
採用●シンプルなデザインの定番レザーグロー

バイクカバーＦタイプ ミドルスクーター
メーカー希望小売価格 13,176円
［消費税8％含む］
（本体価格 12,200円）
バイクカバーＦタイプ ミドルスクーター
BOX付き
メーカー希望小売価格 15,012円
［消費税8％含む］
（本体価格 13,900円）

●防炎素材を採用した高機能バイクカバーです。●前後が
わかりやすく装着しやすいデザイン●ハンドルロック対応
立体裁断●立体大型ベンチレーション、前後大型ロックスリ
ット、ボトム部とセンター部にバタつきを抑えるアジャスト
コードを装備。
※装着オプションによっては適合しないことがあります。

この他各種商品取り揃えております。詳しくは販売店およびホームページまで

■ BWʼS125 のさらに詳しい情報は

www.yamaha-motor.co.jp/mc/
月曜〜金曜（祝日、弊社所定の休日を除く）
9：30〜12：00 13：00〜17：00

ヤマハ発動機株式会社 カスタマー コミュニケーション センター
〒438 -8501 静岡県磐田市新貝2500

受付時間 月曜〜金曜（祝日、弊社所定の休日等を除く） 9：00〜12：00

13：00〜17：00

◎一般の固定電話の場合、全国一律市内通話料でご利用いただけます。
◎IP電話や電話機の設定によってはご利用いただけません。

株式会社ワイズギア 〒432 -8058 静岡県浜松市南区新橋町1103番地

●メーカー希望小売価格は消費税率 8％にもとづく価格です。●掲載価格には工賃、
送料等は含まれていません。
●商品の仕様及び価格は予告なく変更される場合があります。●詳しくは販売店にお問い合わせください。

2018年1月現在 ●このカタログはFSC R認証用紙を使用しています。●この印刷物を無断転載・無断使用することはお断りいたします。

ヤマハでは、廃棄二輪車のリサイクルを推進しています。※リサイクルマークが
ついていない車両であっても、廃棄時にリサイクル 料金のご負担はありません。
※但し、廃棄二輪取扱店に収集・運搬を依頼する場合の収集運搬費用はお客
様 のご負担となります。詳しくは、廃棄二輪取扱 店にお問い 合わせください。

●交通ルールを遵守し、思いやり運転で走りましょう。●運転者と同
乗者（乗車定員2名の場合）は適切な規格やサイズのヘルメットを選
び、正しくかぶりましょう。●自賠責保険は必ず加入、更新をしましょう。
●違法改造はやめましょう。●駐車の際は交通ルールとマナーを守り
ましょう。●日常点検、定期点検整備は必ず行いましょう。●急発進
や長時間のアイドリングはやめましょう。●昼間はヘッドライトを下
向きにしましょう。●ご使用前には、取扱説明書を必ず読みましょう。

ご 購入のヤマハ 二 輪車
（新車）
には 2 年保証 が適用
されます。対象はヤマハ発 動 機 販 売
（株）
が販売する
二 輪車です。
（ 競技用モ デル・電 動 アシスト自転車
＜PAS＞を除く）※ 詳しくは取扱説明書をご覧くだ
さい。日常点検、定 期点検を必ず 実施してください。

〒144-0035 東京都大田区南蒲田2-16-2
テクノポート三井生命ビル 3階
I
1801-28D1
Q1K-TPC-012163

