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ピッグシングルのロ ードスポー ツとしで函肇的デビューを
果たした初代SRは、多くのバイクファンを冠了，ボアを
500と共通にし、ストロ ー ク塁を短餡することでより
磋快な走行フィーリングを実現．

躙人の手作業によるサンバ ースト塗装を施した限定モデル。
SR400S/2,000台屈定で`1日20台の生産しか行えない
希少性とサンパースト塗装の癸しさで多くのファンを蛛了。

落ち若いたレッド系の新色ダルレッド メタリックDは、SR
初のシルパー塗装フレー ム採用。また、ヤマハ創立50周年
記念モデルSR400 50th Anni⑮rsaryを限定発売。

晏初のマイナ ーチェンジモデ）レ。キャストホイー／いを採用
し．タイヤをチューブレス化．また500と400のカラ ー、装
偏を共通化。1962年には復活を望む声に応え、スポーク
ホイー）H士椋を限定発売。

1996~ 

ステンレス製フロントプレーキワイヤー 裸用で、ブレ ーキ
フィーリングを向上。ステップ位宮を前方に、ハンドルの絞
りも変更し人車一体嬢を向上。また、シャ ーブで新鮮な
シルパーカラーが涎生。

哀品箕洗辣されたイメージ、伝統的なスタイルを強潤する
新色ペリー ダー クレッドメタリック2登塩。好評のペリ ー

ダークオレンジメタ，）ック1、ヤマI\プラックは継琥設定。

時とともに熟成を重ね、こだわり続けてきたのは「SRらしさ」。

H� 

スポークホイー ル仕様を完全復活．フロントサスペン
シヨンのエアサス化｀フラッシャーステーのフレキシプル
化、ハロゲンヘッドランプ装偏、新設計ピストンリング
採など鬱能面でも進化。

SR誕生20th Anniv&rsaryを予約11'J・期問限定発売。
初代SRのカラ ーリングイメ ー ジを復刻したタンクに は
ミラクリエイト塗芸を採用 。深みのある癸しい塗装が
人気を噂した。

フし ームをシルパー塗装したプルーメタリックCが新たに
登塩個性的なスタイルをアピール．好評のベリーダーク
レッドメタリック2、ヤマIIブラックは継税設 定．また
SR400 30th Anniv●rsaryを500台限定で発売．

惑結した臓人の手作秦によるサンパースト塗装をタンク、
サイドカバ ー、シ ー トカウルに 施した7国年記念阪定
モデル登場。また、SRシIJ ーズでは初めてタンクに音叉
マークを採用．

2000~ 

掠ガス規制によりSR50＆が生正終了。400は1111糀して販
売．新色グロリアスマキシブラウンを連加。また｀フロント
ブレーキにドラムタイプを採用した塁終モデルとなる＾

新たにフュ ーエILインジェクションを採用、但れたドライ
バビリティと哀垣性能を両立。新作のサイドカバ ー、エン
ブレムなどにより、外観クオリティをlo」上．カラ ーはヤマ｝＼
ブラックとディープレッドメタ＇）ックKの2色。

ピッグマイナーチェンジを敢行。フロントホイー ルの18
インチ化，メータ ー）ロネル変更、フロントブレーキをドラ
ムプし ーキに至更、ハンドル形状変更、バ ックステップ
化などまさに全身を熟成．

SR殆まって以来のマットブラックエンジン仕様蕊場．装い
も新たな印象を受けるものの｀基本設計は苦近．2色の
継舷カラーモテルに加え蘭色・シルパー3を法加。

35th Anniversary発売。35/!l年の歴史を演出する
ポディカラ ー のダークグレ ーイッシュリ ーフグ，) ーンメタ
リック1、シルバー 迄装フしーム、ツートンシート、記念□ゴ
入りブラック文字翌メーターなどを採用。

ミラクリエイト塗装のスペシャルカラー rミヤビマルーン」
採用、SR500S/l 00台ぷR400S(I, 000台(J)阪定
モデル。発売とぼぽ同時期に完売するぽど(J)A気を集める。

盗勲抑止檬樗イモビライザー標準装偏、スロットルポ
ジションセンサ ー 付キャプ1..-タ ー 採用．またSR400
25th Anniversa”を500台限定で発売。

2016~ 

VA" 

ヤマハ創立60問年を記念した、イェロ ー 地に
ブラックの

・

スピードプロック＂

採用の限定モデル
60th Anntversa”発売。

1993~ 

小型軽量メンテナンスフリー パッテリ ー淡用、CDIユニット
イグニションコイルー訴J＼ザードスイッチ採用やヘッドラン
ブ自動昼円点灯化要舌にも応え、マイナーチェンジを実施。

訊

こ
スポーティ感あふれるブルーイッシュホワイトカクテル1
を追加． サムソンブルー｀ニュープラックブルーは継荒．

キャニスタ ー 装偏で携ガス規剥に対応復悉したSR.
メータ ー の文字盤を白へと変更。またヘッドランプもガラ
スレンズのまま法規に対応。1日来のSRらしい雰囲気を
色濃く残している。

2021~ 
シンプルでバイクらしいスタイルを際立たせる、SRらしいグラフィックパタ ーンと負販の石いダーク
グレーメタリックN。気匠さと荘快な印象、人気の宮いカラーパタ ーンに深みのあるプルーを組合せ
たダルパープリッシュプルーメタリックx．サンパースト塗装似匿きたくなる箆惑と重臣感．識人技
が感じられる織紐な作り込みのヤマハプラック。3タイプのラインナップを揃えた、Final Edition. 
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