


暮しのエリアを拡げるボヒ訊惟代を超えて走る。

新登場。

あなたの生活を、もっと快適にもっと豊かに……。

明るい期待に応えてくBOBBY〉が生まれました。

よりSPEEDYに、よりSTEADYに……。

暮しの中に「利便性」と 「経済性」をさわやかにおとどけしたいのて‘`す。

ご闊巴9i贔、二；ニイテ；）レで竺[Oのしめる

ロードホールテ冴ング

夜間走行にも安全

らくな姿勢て‘‘乗れ4 

フレッシュなボ

テ汀ラインにゆとり

;-― を秘めて、あなたの1T動エリ

をぐんぐ‘ん拡げます。

ウィークデイには

通勤・通学などの生活の足として、

休日には郊外まて‘‘足を伸ばして、

走る楽しさを満喫する。

すぐれた実用性からさわやかな

スポーツ性まて‘‘巾広い魅力に・

あふれたタウンバイク・ボヒ冴。

暮しの中をいきいきと走るボ、ヒ冴は、

“バイクを持つ＂ことの索晴らしさを

きっと教えてくれるて‘‘しょう。

のよいブロックパターンのタイヤ。

な非常に明るい25Wヘッドライト。



●ヤマハ独自のトルクインダクション（ヒス ゆったりとした感じて釆れるV)もクウン

トンリードノゞルプ）を採14)した2サイクル バイク・ボビfり）魅｝」。シート高はもちろん

ユニット C 高速から1|9・低辿まて粘り，；犯、 両足がひったりと地1(1iにつく安令，ぬtて`す。

性能を発揮、 2サイクルな らては(/)スムー

ズな発進、 /111.i出力汁サられます。

●ホーンボクン、フラッ

シャースイッチ、ヘッドライト切挽えスイッ

チはすべて左手に集 l|」 し まこ••つきま せん 4

●フューエルクンク3.41、オイルクンク

●非常にIIJjるし、25Wヘッドライトと大型 1. 3（と、ともに大邸。しかもオイルクンクは

フラソシャーとクウンバイクの広し、l|lj金を オイル残贔がひとHてわかる透l1JIプラスチ

●新，，知1(J）大きく児やすし、fり1¥9)スピード ぢえた安令北it1•てす； ソク製です。

メークー。安令．速度を示す法出速1虻 ●フロントサスペンシ ョンは、オイルダン

●ボビィのミッションは、スポーティてし 椋示付きて‘す3 またオイルが ノ←一・コイルスプリング併用の

セリアーニクイプ。またプレ

ーキは、ヤマハ・オリ ジナル

の防／k|み限ドラムプレーキ。

かも扱いやすいロークリー式4i如実）I・l

性からスポーツ性まで巾広くfi!fiJJエリ ア

を拡げます。

大型マフラーとフレーム1)、j側の1坊脊対染，

どこても気にせす，Lれる静かさてす。

またシャープなマフラーフロテク ターは、

マフラーとの核触を防ぎ安令t'卜も確か、．

● フレームは流れるラ インのモ Jコック

フレ ームこリヤフェンダーも兼ねたシンプル

な構成て＇すC フートレフ、卜は低めにとり、

残り少なくなると (0.31)T:11らせてくれる

オイルコージョンランプと、ニュートラル

ランフもi：Ilみ込まれています。

● テールラ ンプ、サイドリフレ ククーも

視，；忍 •!'I(/），訊、大烈サイフ：。ここにも安仝 ·

,UJ(/）ための配1.もがなされています.

確実なli,lj動効果と耐久性

常点検の容易な横1}flき式，またヘルメッ

トハンガーと兼IIl(/）シートロックを採Illッ

キーはシートロック(/)はかに、メインス

ィッチ、 ハンドルロックのてきる1キー3ロ

ック式てす。

●H常の足として、 よたちょっとした辿釆り

などに使利なサフ＇キャリ アとフ？ン トキャ

リア、フロント 9ゞスケット、サイドスクンド

はオプションて取りつけられますし
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全長／全巾/全高 Io /Oenパ70叩 9ノ96,'i.. 

軸間距翡 IO5599m 

シート高 最低地上高 740T>n,1 |55f" 

乾燥重凰 72 >、 f([J3~n

誦装平坦枯燃賣 751.,>,／ i •,30沖I il) ［ 55 km/ , t50.9,9/h、]

登坂能力 20．ぐ【23ぶ ］

最小回転キ径 I JOO= 

制動停止距懇 l1,5m/(20f,c;JJ¥)(10,5r,¥ し351厨．か）］

エンジン種類 ：サイ) J I, • 控，9；； 9 卜） l •'i インダク仁ゾ

気筒数記列／絡梼気量 逗気．百 ・,tjfJ</49に (7叫,:]

内径X行程 40m X39.7r邸 (47'巾99X,・12；珈,]

圧縮此 6,3(5 8] 

爵高出力 3．朽t/6000「p:,,【ヽI.9 ぃ s/6500•·•~· 】

鐙＊卜）しク 0 . 45 陀 • la/ Sooor;ri [ O. 57 !1[ • "1 、·' 4000rp 111 ]

始動万式 キ・い タ

点火方式 マグネトー

燃枯クンク容量 3,1i 

エンジンオイル容量 I.3 4 

潤滑万式 今R牡合がi,（・ヤマハ；；Fート ）し●一ープ、

パ ッテリー容量 々型式 6\」 •4 ふ 日 ‘叩4-2 ;,-2

1次減速橙捐／減速比 ・じヤ ，，3,578(63、|9,

2次減速携捐 ／減速比 ナ-::-:, 2.538(33/13)(2.11,仔31 |l1] 

クラッチ形式 湿弐；打E

変速憬形式 ロー一勺リ → 闊段

亥速且 3.250/2.000/ 1.428/ I. 125 

フレーム汗わ弐 註板／ ぐ，＇クホ＿：＇

キャ 7、 -7 ／ 卜し• -） 9 27./60「ヽl

タイヤサ1',;.祖］／校 4.oo・ 10・2P8. 4,00-I0-2f屯

制忍り芸濯 ，訂 内拡式 ド⇒ ムフ・し•ーキ

f分 内j広弐ドラム:'レーキ

【 】 円 はホピ—• 80の仕，ほ て・す ．

·すイナ9ふi予告なく 立吏 がも ことカ ，j•, ります●圭行 ft． て乃 マ フ・う一に角含れないよ •j 戸章しまし し ·j ,

?．，．,．
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利しし、メぐ．ィt1立）＼肖し、方です．im・単な手

利きとわすかな同冷 (25%）かあれは

衷長201山まで0)ゥ叶IIれ、し、ておク［ふIJ）

， ．，· ·イ クカ；すぐ：「• しこ ．へ心しく み • /'I •• (j） 

支加ヽ占社、もお！il'が次 郎、投；迅りも ご）

コー7、か'..,亡|1|4に芸 べる iiunIさです｀

ヤマハ歪夏咬株式祭せ ギj4383亨県和田門うi貝2500 丁EL05383(2)1111 
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