
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
1609-80A1
191455

○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。

アクセサリーについてのご質問はYPJショップまたは下記へお問い合わせください。
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

0570-050814 〈オープン時間〉月曜～金曜 ※祝日、弊社所定の休日を除く 9：30～12：00、13：00～17：00

●メーカー希望小売価格には本体価格（バッテリーを含む車両価格と車両充電器価格）及び消費税が含まれています。 ●価格は参考価格で
す。詳しくはYPJショップにお問い合わせください。 ●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、写真の内容が一部実車
と異なる場合があります。 ●本体色は製造条件、印刷などにより、実際の色と異なる場合があります。 ●この印刷物を無断転載・無断使用するこ
とはお断りします。　2016年9月現在

YPJ スペシャルサイト 検  索

車両本体に関するご質問はYPJショップまたは下記へお問い合わせください。
ヤマハ発動機株式会社  〒438-8501 静岡県磐田市新貝2500

0120-090-819 〈オープン時間〉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お客様相談室

●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。

無限の可能性が交差する毎日へ。

自分の道を、自由に駆ける。

その先に何があるのか。

さぁ、駆け出そう。

日常とスポーツが、

驚きと喜びが。

無限の可能性が交差する毎日へ。

YAMAHA  YPJ-C

次の走りへ　　　。
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●メーカー希望小売価格には本体価格（バッテリーと専用充電器を含む車両価格）及び消費税が含まれています。　●価格は参考価格です。詳しくはYPJショップにお問い合わせください。

品番：QQ1-RIN-001-010
メーカー希望小売価格
4,860円（消費税8％含む）

■CATEYEオリジナル
　充電式LEDライト
　VOLT400
品番：QQ1-RIN-001-011
メーカー希望小売価格
9,180円（消費税8％含む）

■バッテリー（2.4Ah）
品番：X0N-82110-00
メーカー希望小売価格
21,600円

（消費税8％含む）

■充電器
品番：X0N-8210C-00
メーカー希望小売価格
10,800円

（消費税8％含む）

■USBアダプター

別売アクセサリーは順次更新予定です。詳しくは、YPJスペシャルサイトでご確認ください。別売アクセサリー

別売アクセサリー

■OGKカブトオリジナル
　ヘルメット
　GAIA-R M/L
品番：Q7C-OGH-535-667 
メーカー希望小売価格
12,420円（消費税8％含む）

■サギサカオリジナル
　CG大型カラビナロック
　K-6 ブラック
品番：QQ1-SGI-848-308 
メーカー希望小売価格
1,490円（消費税8％含む）

■ミノウラオリジナル
　スインググリップ
　SWG-400
品番：QQ1-RIN-001-013
メーカー希望小売価格
2,150円（消費税8％含む）

「軽さ」「デザイン」「巡航性能」

感じる瞬間「STOP & GO」の快適さ

クロスバイクの“無限の可能性”を追求したYPJ-Cを体感してください。

小型ドライブユニットとバッテリーをベースに、クロスバイクとしての機能性やデザイン性を追求。

発進から加速、止まる、そして発進する。電動アシストの機能を最大限に活かす。

あらゆるライフスタイル にフィットする。
クロスバイクのネクストステージへ。

毎日に、もっと自由を。

外装変速18段
メインコンポーネントには
SHIMANO SORAを採用

電動アシストの恩恵を受けながら、
スポーツバイクとしての性能を突き詰めた車体設計。
アルミフレーム、小型ドライブユニットで軽量化を図り、
クロスバイクとしての軽快さや快適性を目指した性能です。
フロント：46T/34T、リヤ：11T～30T

USBアダプターをバッテリーに装着することで、
モバイルバッテリーとして使用が可能です。
USBコネクタ形状：Aタイプ

USB PORT×2

発進～加速～登坂シーンで
電動アシストの魅力を発揮

アシスト機能を活かした軽やかな発進、
爽快な加速・登坂性能を発揮しながら、
アシストが切れた速度域でも快適に走行が可能。
力強いアシストとON／OFF時のスムーズさを兼ね備えた
パワーユニットを採用しました。

大型の液晶ディスプレイを搭載し、
様々なインフォメーションの表示が可能

ケイデンス・人の動力計測機能（パワーメーター）の
表示が可能な、ロード用ディスプレイ。
速度、時計、バッテリー残量メーター、消費カロリー等、
多機能性を実現しています。
液晶ディスプレイは着脱式で、主電源ON／OFFの鍵としての
役割を果たす機能を備えています。

（液晶マルチファンクションディスプレイ）

スマホ等への給電が可能に。

マイクロUSBポート装備

品番：X0N-821F0-00
メーカー希望小売価格
7,020円（消費税8％含む）

フレーム

フレームサイズ

重量

タイヤサイズ

変速機

サイズ

適応身長

アルミ製オリジナルフレーム

M size 500mm / XS size 430mm

M size 16.1kg / XS size 16.0kg

700 × 28C

外装変速18段（前2速 × 後9速）

M size  全長1,720mm 全幅590mm 全高1,000mm

XS size 全長1,720mm 全幅590mm 全高940mm

M size 164cm以上 / XS size 154cm以上

搭載バッテリー

バッテリー重量

充電時間

充電器

2.4Ahリチウムイオンバッテリー

約0.6kg

約1時間

充電器（USBアダプター別売）

メーカー希望小売価格（消費税8%含む）

［本体価格（税抜）¥185,000］
※バッテリーと専用充電器を含む車両価格

※取付けには別途スインググリップが必要です。 ※取付けには別途スインググリップが必要です。

走行モード

1充電あたりの走行距離※

4モード

※車体正立状態で、両足が地面につく目安となる身長です。

アルミ製
オリジナルフレーム

操作スイッチ＆液晶ディスプレイ
（SWにUSBポート付き）

2.4Ａｈ
小型バッテリー

リヤ9段変速

フロント2段変速

シマノ製ディレイラー（SORA）

シマノ製
キャリパーブレーキ

フラットバー＆
シマノ製ラピッドファイアシフト（SORA）

700Cホイール

シマノ製
キャリパーブレーキ

フロントクイックレリーズリヤクイックレリーズ

ハイモード

スタンダードモード

エコモード

アシストオフモード

M size：500mm / XS size：430mm

M size

XS size

PW70CM

PW70CXS

M size：500mm / XS size：430mm

A

D

D
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E

F

F

C

C

G

A

G HB

D
E
F

C

G
H

B
A TOP TUBE

ジオメトリー

SEAT TUBE
HEAD TUBE
SEAT ANGLE
HEAD ANGLE
BB DROP
WHEEL BASE
REAR CENTER

SIZE 適応身長
（cm） （mm） （mm） （mm） （度） （度） （mm） （mm） （mm）

B

H

USBポート

※適応身長はあくまでも参考値であり、適合を保証するものではありません。サイズの選定については必ずYPJ取扱店にてご相談ください。

■CATEYEオリジナル
　充電式LEDライト
　VOLT200

電源ボタン

走行モード切替ボタン

セレクトボタン

バックライトボタン

※1充電あたりの走行距離は、車種によって異なるほか、道路状況、走行モード、走り方、気温、車載
重量などによって変わります。なお、表記されている走行距離は標準パターンで測定した値であり、1充
電あたりの走行距離を保証するものではありません。目安としてご活用ください。

USBコネクタ形状：
マイクロBタイプ（USB2.0対応）

164～
154～
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バックライトボタン

※1充電あたりの走行距離は、車種によって異なるほか、道路状況、走行モード、走り方、気温、車載
重量などによって変わります。なお、表記されている走行距離は標準パターンで測定した値であり、1充
電あたりの走行距離を保証するものではありません。目安としてご活用ください。

USBコネクタ形状：
マイクロBタイプ（USB2.0対応）

164～
154～



●メーカー希望小売価格には本体価格（バッテリーと専用充電器を含む車両価格）及び消費税が含まれています。　●価格は参考価格です。詳しくはYPJショップにお問い合わせください。

品番：QQ1-RIN-001-010
メーカー希望小売価格
4,860円（消費税8％含む）

■CATEYEオリジナル
　充電式LEDライト
　VOLT400
品番：QQ1-RIN-001-011
メーカー希望小売価格
9,180円（消費税8％含む）

■バッテリー（2.4Ah）
品番：X0N-82110-00
メーカー希望小売価格
21,600円

（消費税8％含む）

■充電器
品番：X0N-8210C-00
メーカー希望小売価格
10,800円

（消費税8％含む）

■USBアダプター

別売アクセサリーは順次更新予定です。詳しくは、YPJスペシャルサイトでご確認ください。別売アクセサリー

別売アクセサリー

■OGKカブトオリジナル
　ヘルメット
　GAIA-R M/L
品番：Q7C-OGH-535-667 
メーカー希望小売価格
12,420円（消費税8％含む）

■サギサカオリジナル
　CG大型カラビナロック
　K-6 ブラック
品番：QQ1-SGI-848-308 
メーカー希望小売価格
1,490円（消費税8％含む）

■ミノウラオリジナル
　スインググリップ
　SWG-400
品番：QQ1-RIN-001-013
メーカー希望小売価格
2,150円（消費税8％含む）

「軽さ」「デザイン」「巡航性能」

感じる瞬間「STOP & GO」の快適さ

クロスバイクの“無限の可能性”を追求したYPJ-Cを体感してください。

小型ドライブユニットとバッテリーをベースに、クロスバイクとしての機能性やデザイン性を追求。

発進から加速、止まる、そして発進する。電動アシストの機能を最大限に活かす。

あらゆるライフスタイル にフィットする。
クロスバイクのネクストステージへ。

毎日に、もっと自由を。

外装変速18段
メインコンポーネントには
SHIMANO SORAを採用

電動アシストの恩恵を受けながら、
スポーツバイクとしての性能を突き詰めた車体設計。
アルミフレーム、小型ドライブユニットで軽量化を図り、
クロスバイクとしての軽快さや快適性を目指した性能です。
フロント：46T/34T、リヤ：11T～30T

USBアダプターをバッテリーに装着することで、
モバイルバッテリーとして使用が可能です。
USBコネクタ形状：Aタイプ

USB PORT×2

発進～加速～登坂シーンで
電動アシストの魅力を発揮

アシスト機能を活かした軽やかな発進、
爽快な加速・登坂性能を発揮しながら、
アシストが切れた速度域でも快適に走行が可能。
力強いアシストとON／OFF時のスムーズさを兼ね備えた
パワーユニットを採用しました。

大型の液晶ディスプレイを搭載し、
様々なインフォメーションの表示が可能

ケイデンス・人の動力計測機能（パワーメーター）の
表示が可能な、ロード用ディスプレイ。
速度、時計、バッテリー残量メーター、消費カロリー等、
多機能性を実現しています。
液晶ディスプレイは着脱式で、主電源ON／OFFの鍵としての
役割を果たす機能を備えています。

（液晶マルチファンクションディスプレイ）

スマホ等への給電が可能に。

マイクロUSBポート装備

品番：X0N-821F0-00
メーカー希望小売価格
7,020円（消費税8％含む）

フレーム

フレームサイズ

重量

タイヤサイズ

変速機

サイズ

適応身長

アルミ製オリジナルフレーム

M size 500mm / XS size 430mm

M size 16.1kg / XS size 16.0kg

700 × 28C

外装変速18段（前2速 × 後9速）

M size  全長1,720mm 全幅590mm 全高1,000mm

XS size 全長1,720mm 全幅590mm 全高940mm

M size 164cm以上 / XS size 154cm以上

搭載バッテリー

バッテリー重量

充電時間

充電器

2.4Ahリチウムイオンバッテリー

約0.6kg

約1時間

充電器（USBアダプター別売）

メーカー希望小売価格（消費税8%含む）

［本体価格（税抜）¥185,000］
※バッテリーと専用充電器を含む車両価格

※取付けには別途スインググリップが必要です。 ※取付けには別途スインググリップが必要です。

走行モード

1充電あたりの走行距離※

4モード

※車体正立状態で、両足が地面につく目安となる身長です。

アルミ製
オリジナルフレーム

操作スイッチ＆液晶ディスプレイ
（SWにUSBポート付き）

2.4Ａｈ
小型バッテリー

リヤ9段変速

フロント2段変速

シマノ製ディレイラー（SORA）

シマノ製
キャリパーブレーキ

フラットバー＆
シマノ製ラピッドファイアシフト（SORA）

700Cホイール

シマノ製
キャリパーブレーキ

フロントクイックレリーズリヤクイックレリーズ

ハイモード

スタンダードモード

エコモード

アシストオフモード

M size：500mm / XS size：430mm

M size

XS size

PW70CM

PW70CXS

M size：500mm / XS size：430mm

A

D

D

E

E

F

F

C

C

G

A

G HB

D
E
F

C

G
H

B
A TOP TUBE

ジオメトリー

SEAT TUBE
HEAD TUBE
SEAT ANGLE
HEAD ANGLE
BB DROP
WHEEL BASE
REAR CENTER

SIZE 適応身長
（cm） （mm） （mm） （mm） （度） （度） （mm） （mm） （mm）

B

H

USBポート

※適応身長はあくまでも参考値であり、適合を保証するものではありません。サイズの選定については必ずYPJ取扱店にてご相談ください。

■CATEYEオリジナル
　充電式LEDライト
　VOLT200

電源ボタン

走行モード切替ボタン

セレクトボタン

バックライトボタン

※1充電あたりの走行距離は、車種によって異なるほか、道路状況、走行モード、走り方、気温、車載
重量などによって変わります。なお、表記されている走行距離は標準パターンで測定した値であり、1充
電あたりの走行距離を保証するものではありません。目安としてご活用ください。

USBコネクタ形状：
マイクロBタイプ（USB2.0対応）

164～
154～



●メーカー希望小売価格には本体価格（バッテリーと専用充電器を含む車両価格）及び消費税が含まれています。　●価格は参考価格です。詳しくはYPJショップにお問い合わせください。

品番：QQ1-RIN-001-010
メーカー希望小売価格
4,860円（消費税8％含む）

■CATEYEオリジナル
　充電式LEDライト
　VOLT400
品番：QQ1-RIN-001-011
メーカー希望小売価格
9,180円（消費税8％含む）

■バッテリー（2.4Ah）
品番：X0N-82110-00
メーカー希望小売価格
21,600円

（消費税8％含む）

■充電器
品番：X0N-8210C-00
メーカー希望小売価格
10,800円

（消費税8％含む）

■USBアダプター

別売アクセサリーは順次更新予定です。詳しくは、YPJスペシャルサイトでご確認ください。別売アクセサリー

別売アクセサリー

■OGKカブトオリジナル
　ヘルメット
　GAIA-R M/L
品番：Q7C-OGH-535-667 
メーカー希望小売価格
12,420円（消費税8％含む）

■サギサカオリジナル
　CG大型カラビナロック
　K-6 ブラック
品番：QQ1-SGI-848-308 
メーカー希望小売価格
1,490円（消費税8％含む）

■ミノウラオリジナル
　スインググリップ
　SWG-400
品番：QQ1-RIN-001-013
メーカー希望小売価格
2,150円（消費税8％含む）

「軽さ」「デザイン」「巡航性能」

感じる瞬間「STOP & GO」の快適さ

クロスバイクの“無限の可能性”を追求したYPJ-Cを体感してください。

小型ドライブユニットとバッテリーをベースに、クロスバイクとしての機能性やデザイン性を追求。

発進から加速、止まる、そして発進する。電動アシストの機能を最大限に活かす。

あらゆるライフスタイル にフィットする。
クロスバイクのネクストステージへ。

毎日に、もっと自由を。

外装変速18段
メインコンポーネントには
SHIMANO SORAを採用

電動アシストの恩恵を受けながら、
スポーツバイクとしての性能を突き詰めた車体設計。
アルミフレーム、小型ドライブユニットで軽量化を図り、
クロスバイクとしての軽快さや快適性を目指した性能です。
フロント：46T/34T、リヤ：11T～30T

USBアダプターをバッテリーに装着することで、
モバイルバッテリーとして使用が可能です。
USBコネクタ形状：Aタイプ

USB PORT×2

発進～加速～登坂シーンで
電動アシストの魅力を発揮

アシスト機能を活かした軽やかな発進、
爽快な加速・登坂性能を発揮しながら、
アシストが切れた速度域でも快適に走行が可能。
力強いアシストとON／OFF時のスムーズさを兼ね備えた
パワーユニットを採用しました。

大型の液晶ディスプレイを搭載し、
様々なインフォメーションの表示が可能

ケイデンス・人の動力計測機能（パワーメーター）の
表示が可能な、ロード用ディスプレイ。
速度、時計、バッテリー残量メーター、消費カロリー等、
多機能性を実現しています。
液晶ディスプレイは着脱式で、主電源ON／OFFの鍵としての
役割を果たす機能を備えています。

（液晶マルチファンクションディスプレイ）

スマホ等への給電が可能に。

マイクロUSBポート装備

品番：X0N-821F0-00
メーカー希望小売価格
7,020円（消費税8％含む）

フレーム

フレームサイズ

重量

タイヤサイズ

変速機

サイズ

適応身長

アルミ製オリジナルフレーム

M size 500mm / XS size 430mm

M size 16.1kg / XS size 16.0kg

700 × 28C

外装変速18段（前2速 × 後9速）

M size  全長1,720mm 全幅590mm 全高1,000mm

XS size 全長1,720mm 全幅590mm 全高940mm

M size 164cm以上 / XS size 154cm以上

搭載バッテリー

バッテリー重量

充電時間

充電器

2.4Ahリチウムイオンバッテリー

約0.6kg

約1時間

充電器（USBアダプター別売）

メーカー希望小売価格（消費税8%含む）

［本体価格（税抜）¥185,000］
※バッテリーと専用充電器を含む車両価格

※取付けには別途スインググリップが必要です。 ※取付けには別途スインググリップが必要です。

走行モード

1充電あたりの走行距離※

4モード

※車体正立状態で、両足が地面につく目安となる身長です。

アルミ製
オリジナルフレーム

操作スイッチ＆液晶ディスプレイ
（SWにUSBポート付き）

2.4Ａｈ
小型バッテリー

リヤ9段変速

フロント2段変速

シマノ製ディレイラー（SORA）

シマノ製
キャリパーブレーキ

フラットバー＆
シマノ製ラピッドファイアシフト（SORA）

700Cホイール

シマノ製
キャリパーブレーキ

フロントクイックレリーズリヤクイックレリーズ

ハイモード

スタンダードモード

エコモード

アシストオフモード

M size：500mm / XS size：430mm

M size

XS size

PW70CM

PW70CXS

M size：500mm / XS size：430mm

A
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D
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E
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D
E
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G
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B
A TOP TUBE

ジオメトリー

SEAT TUBE
HEAD TUBE
SEAT ANGLE
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BB DROP
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REAR CENTER

SIZE 適応身長
（cm） （mm） （mm） （mm） （度） （度） （mm） （mm） （mm）

B

H

USBポート

※適応身長はあくまでも参考値であり、適合を保証するものではありません。サイズの選定については必ずYPJ取扱店にてご相談ください。

■CATEYEオリジナル
　充電式LEDライト
　VOLT200

電源ボタン

走行モード切替ボタン

セレクトボタン

バックライトボタン

※1充電あたりの走行距離は、車種によって異なるほか、道路状況、走行モード、走り方、気温、車載
重量などによって変わります。なお、表記されている走行距離は標準パターンで測定した値であり、1充
電あたりの走行距離を保証するものではありません。目安としてご活用ください。

USBコネクタ形状：
マイクロBタイプ（USB2.0対応）
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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
1609-80A1
191455

○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。

アクセサリーについてのご質問はYPJショップまたは下記へお問い合わせください。
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

0570-050814 〈オープン時間〉月曜～金曜 ※祝日、弊社所定の休日を除く 9：30～12：00、13：00～17：00

●メーカー希望小売価格には本体価格（バッテリーを含む車両価格と車両充電器価格）及び消費税が含まれています。 ●価格は参考価格で
す。詳しくはYPJショップにお問い合わせください。 ●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、写真の内容が一部実車
と異なる場合があります。 ●本体色は製造条件、印刷などにより、実際の色と異なる場合があります。 ●この印刷物を無断転載・無断使用するこ
とはお断りします。　2016年9月現在

YPJ スペシャルサイト 検  索

車両本体に関するご質問はYPJショップまたは下記へお問い合わせください。
ヤマハ発動機株式会社  〒438-8501 静岡県磐田市新貝2500

0120-090-819 〈オープン時間〉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お客様相談室

●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。

無限の可能性が交差する毎日へ。

自分の道を、自由に駆ける。

その先に何があるのか。

さぁ、駆け出そう。

日常とスポーツが、

驚きと喜びが。

無限の可能性が交差する毎日へ。

YAMAHA  YPJ-C

次の走りへ　　　。


