アクセサリーパッケージ TOURING SEROW

写真はアクセサリー
（フィールドシートバッグ）
装着車です。TOURING SEROWアクセサリーセットには含まれません。

アクセサリーパッケージ TOURING SEROW

販売会社希望小売価格 619,920円
［消費税8％含む］
（本体価格 574,000円）
一部取扱いのない販 売店がございます。
TOURING SEROWは、SEROW250
（基本車）
メーカー希望小売価格 564,840円
［消費税8％含む］
（本体価格 523,000円）
に、
TOURING SEROWアクセサリーセット 販売会社希望小売価格 87,156円
［消費税8％含む］
（本体価格 80,700円）
を装着した
アクセサリーパッケージです。※TOURING SEROWアクセサリーセットは取扱い販売店での装着となります。
●価格は参考価格です。販売会社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。

SEROW250に優れた積載性と機能性を高める装備をプラスした
アクセサリーパッケージ「TOURING SEROW」
アクセサリーパッケージ

●SEROW250（基本車）は2年保証、アドベンチャースクリーン、ハンドルガード、アドベンチャーリアキャリア、アルミアンダーガードは1年保証となります。

SEROW250（基本車）主要諸元

TOURING SEROW

●下記主要諸元は、
アドベンチャースクリーン、
ハンドルガード、
アドベンチャーリアキャリア、
アルミアンダーガードを除いた数値です。

2BK-DG31J

車台打刻型式

DG31J

原動機打刻型式

G3J9E

全長／全幅／全高

2,100mm／805mm／1,160mm

軸間距離

1.360mm

シート高／最低地上高

830mm／285mm

車両重量

133kg

燃料消費率＊1

車両本体（基本車）
SEROW250

アクセサリーセット
4点

国土交通省届出値 60km/h 定地燃費値＊2 48.4ｋm/L 2名乗車時
＊3
WMTCモード値
（クラス）

販売会社希望小売価格合計 87,156円［消費税8％含む］
（本体価格合計 80,700円）

■アドベンチャースクリーン

■ハンドルガード

メーカー希望小売価格 23,436円［消費税8％含む］
（本体価格21,700円） 販売会社希望小売価格 14,040円［消費税8％含む］
（本体価格13,000円）

ハンドル向けの汎用品が装着可能な 軽量で柔軟性も兼ね備えた専用設計
マルチパーパスバー
（22.2φ）
を装備した ならではのスタイリッシュな大型ガード。
●左右セット ●材質：ポリアミド ●専用グラフィック付
大型スクリーン。
●カラー：クリア ●サイズ：300×300mm

※ハンドルガード単品でのご購入の場合は、専用グラフィックは付属し
ません。

※路面状況や天候によりハンドリングに変化が感じられる場合があり
ます。

※路面状況や天候によりハンドリングに変化が感じられる場合があり
ます。

38.7ｋm/L
（クラス2 サブクラス2-1）
1名乗車時

最小回転半径

1.9m

原動機種類

空冷･4ストローク・SOHC・2バルブ

気筒数配列／総排気量

単気筒／249cm3

内径×行程

74.0×58.0mm

圧縮比

9.7：1

最高出力

14kW
（20PS）
／7,500r/min

最大トルク

2018年7月現在

●価格は下記アクセサリー4点の合計価格です。
●アドベンチャースクリーン、
ハンドルガード、
アドベンチャーリアキャリア、
アルミアンダーガードは1年保証となります。

●販売会社希望小売価格
（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。

認定型式

TOURING SEROWアクセサリーセット

パープリッシュホワイトソリッド1
（ホワイト／グリーン）

20N･m
（2.1kgf･m）
／6,000r/min

始動方式

セルフ式

潤滑方式

ウェットサンプ

エンジンオイル容量

1.40L

燃料タンク容量

9.3L
（無鉛レギュラーガソリン指定）

吸気・燃料装置/燃料供給方式

フューエルインジェクション

点火方式

TCI
（トランジスタ式）

■アドベンチャーリアキャリア

■アルミアンダーガード

メーカー希望小売価格 30,240円［消費税8％含む］
（本体価格28,000円） メーカー希望小売価格 19,440円［消費税8％含む］
（本体価格18,000円）

バッテリー容量／型式

12V,6.0Ah
（10HR）
／YTZ7S

駆動方式

チェーン

1次減速比

3.083
（74/24）

2次減速比

3.200
（48/15）

クラッチ形式

湿式,多板

変速装置

常時噛合式5速

変速方式

リターン式

シート座面への積載も考慮したセロー 林道走行時の飛び石などからエンジン
へのダメージを軽減するアルミ製アンダー
オーナー待望の大型リアキャリア。
●重量：2.0ｋｇ ●荷台面積：約1,000cm
ガード。
2

●最大面積：約1,560cm2 ●最大積載量：6.5ｋｇ

※装着の際はハンドルスタンディングを取り外してください。※リアキャ ※オイル交換の際には取り外してください。
リアにリアボックスを装着する場合【リアボックスの自重＋荷物の重さ】
がリアキャリアの最大積載量を超えないようにしてください。

変速比

2.846/1.812/1.318/1.035/0.821

フレーム形式

セミダブルクレードル

キャスター／トレール

26°40′
／105mm

タイヤサイズ （前・後）

2.75-21 45P
（チューブタイプ）
・
120/80-18M/C 62P
（チューブレスタイプ）

パープリッシュホワイトソリッド1
（ホワイト／オレンジ）

制動装置形式 （前・後）

油圧式シングルディスクブレーキ・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,60/55W×1

乗車定員

2名

パープリッシュホワイトソリッド1
（ホワイト／ブルー）

■ アクセサリーのことなら

＊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。
WMTCモード値については、
日本自動車工業会ホームページ
（http://www.jama.or.jp/motorcycle/）
もご参照ください。
●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。●写真は撮影用のイメージです。
仕様が実際のものとは異なる場合があります。

●下記アクセサリーはTOURING SEROWの機能をさらに拡張する追加アクセサリーです。

■ SEROW250（基本車）の詳しい情報は
月曜〜金曜（祝日、弊社所定の休日を除く）
9：30〜12：00 13 : 00〜17：00

ヤマハ発動機販売株式会社
〒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

03-5713-3844
営業統括部 MC営業部
オープン時間 月曜〜金曜（祝日、弊社所定の休日等を除く）9：30〜12：30 13：20〜18：20

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。

アドベンチャーリアキャリア用
サイドバッグサポート
メーカー希望小売価格 11,880円
［消費税8％含む］
（本体価格11,000円）
●装着にはアドベンチャーリアキャリアが必要です。
※サイドバッグサポート装着時のアドベンチャーリア
キャリア最大積載量は5.5kgになります。
※バッグを装着される場合は、バッグ取扱説明書の
指示通り、正しく取り付けしてください。

LEDフォグライトキット
メーカー希望小売価格 35,794円
［消費税8％含む］
（本体価格33,143円）
●6000ケルビンの大型LEDライトが、夜間走行、
林道走行時にあなたの行く手を明るく照らし
出します。
●セローのヘビーデューティー感も大幅にUP。
●PIAAのロゴ入りストーンガードを標準装備。
※本商品は社外品です。商品詳細はPIAA（株）
までお問い合わせください。

2018年7月現在●このカタログはFSC 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。

販売店
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。

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。

このサインのある
ヤマハスポーツバイク正規取扱店で
お買い求めください。
※詳細はヤマハホームページで
ご確認ください。

アドベンチャースクリーン、ハンドルガード、アドベンチャーリアキャリア、アルミアンダーガードは1年保証となります。 TOURING SEROWはヤマハスポーツバイク正規取扱店でお買い求めください。

安全で快適なバイクライフのために。
河原・森林・山野には小動物がいます。
走行場所、走行方法には
十分気を付けて走りましょう。

●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。
O
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