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仕事が娃’i屯に始まる一日は酢土がいい

スーツ姿カ・フィ・J 卜する J、Llヽ 7、クイリ

ング。ビジオ、スに必＇及＇な力， i`ンや，1:tii入

れなどが収納 てきるフロン 1・トランク

(CV:illEはフロントボケット）。さらに、

人刑シートやJi、し、ステップによる‘1)し心

なライデ（ング感立なじ ベル ーガ：ょ

- FOR BUSINESSをぢえた1寸各フ、クー

クーてすこな1こよりも、こ9,ii9 | | ¥、ただきたl

のが、なめらかで、しかもノ；ワフルな'Lり

1ミ鈍(/)ヤマ 9 ・ヽメカニズムカ：、 し・ま、＼

ジオ、スの直｛しをも， 穀とスムーズ1こ

ました。アクティプなビジオ、スマンシッブ1

允揮てさる4、i各ブ、クークー(/)怜場て＇、す

新斤しし



機i9/J1’|：！こt;iむ、 2+；；； V) メリットにもこ，•；i 

IIくださし、。ベルーガなら．如虹’l卜‘h'iu)

應．＇，し、）(ni,1liv)ビジオ、ス街も7、ムーズ（こ，L

i」。';ーキングトラプルや誤滞なども館

泊てき、 イライラすることもありませんJ

ビジオ、7、'；リ）＇中；も、 グーンとアッフします。
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たシティ感党のフ、ク

イリングは` ビジ

ネスゾーンを北る
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は釆るh(I）、おf奴ヽ（こ

ー なる企光のスティ クスイ

メージをも表現する本格スクークーてす。
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咋冴、ス成さっそうと走りはじめた。



ビジネスのパートナーにふさわしい、きめ細かな配慮と充実した装備。
ピジネスをスピーディーに 一 そのメカニズム

●新設計、 3.8馬力（ベルーガ80は5.0馬力）•

2サイクル・強制空冷エンジン採用。バワフ

ルマチック (Vベルト自動無段変速）とあい

まって軽快て力強い走りを実現しています。

●スピードメーター、オドメーター、フュエル

メーター、ハイビームインジケーターランプ、

フラッシャーバイロットランプ、 オイル特告灯

などを見やすく配置したメーターパネル。パ

ネル文字は鮮やかな透過光式。フュエルメー

ターは電気式て｀スイッチを人れなくても残鼠

がわかる設計てす（写真①）

●見やすい絵文字を使い操作性が一段と

向上した新タイプのハンドルスイッチ（写真②）

●スイッチを押すだけて、エンジン始動がて‘

きる、ショックレスのセルスターター（写真③）

●エンジン始動のラクなCDI点火方式

●混合気濃度を自動調節するオートチョーク

ピジネスを安全・快適に その装備

●ゆったりとしたセミダブルシート。長時間ド

ライプも快適(CV50E、写真④）

●2人乗っても十分余裕のあるダプルシート

(CV80E、写真⑤）

●ゆとりをもって、両足が乗せられる広いステッ

プ（写貞⑥）

●上下切換えてきる25W大型ヘッドライト

●扱いやすい、前後のハンドプレーキ

●メインスイッチと—•1本化されたハンドルロッ

ク。もちろん、安全な始動を約束する「1・2ス

タート」

●被視認性の高い大型ヒうレトインフラッシャー

とビルトインテールランプ

●前輪にボトムリンク式のフロントサスペンショ

ン。リアにユニットスイング式を採用

●独特のベンチュリー形状の省エネルギー

キャプレター

ピジネスをスムーズに そのオプション

●書類などの収納に便利なビジネスボック

ス。カラーはホワイトとプラック（写真⑦）

●愛車をクゞーンとセンスアップするフェアリン

グ。色はホワイトとレッドとプルー（写真⑧）

●ベルーガラインに芙しくフィットするリアボッ

クス。色はホワイトとレッドとプルー（写真⑨）

●荷物が多いとき便利なリア大型キャリア

●お買物にも便利なリアバスケット

●リアバスケットにフィットしたバスケットバッグ。

色はホワイトとレッドとプルー

●ベルーガのマーク入り、ハンドルカバー。

色はホワイトとレッドとプルー

●サドルカバー。 CV50E用、 CV80E用の2

種。色はホワイトとレッドとプルー

●愛車を雨や露から守る車体カバー

■そのほか、 リアマッドガードやサイドキャリ

アなどオプションを問富に揃えています。

」
安全運転のポイント

スクークーは、 1史和lて安全な釆りもの。

しかし、交通ルールを無視したり、無JI!'.

な運転をすると危険て` す。運転するとき

は必ずヘルメットをかぶり、道路交通法

をよしって安全運転に心がけよしょう。

●一時停止が濯実に~I

せまい道から広い道へ出るときや兄通し

のわるい交差点ての飛び出しは大変危険

てす。いったん」卜まることをお忘れなく。

●走るコースをいきなり変えないで．~I

進路変更をするときは、必ず合［ ~`1 を出し

て、まず後方の安全を確認．Lてください。

●左折する四輪車にご注意．（I

叫輪車が左折するとき、歩道すれすれに

辿ることがあります。せiい迫や交社点な

どては、左折車には充分気をつけましょう。

仕様諸元表 ペルーガSO(CVSOE) ペルーガ80(CV80E)

全長全巾全高

軸間距離

I, HSmm 670mm I、015mm l,750mm'670mm/i,020mm 

I, 200mm I, 200mm 

シート高最低地上高

乾燥重E
燃費（定地走行テスト値）

最小回転半径

制動停止距離

エンジン種類

750"'" 105= 

75k9 

75km I (30km h) 

I,800叩

3, 5m (20km n) 

2サイクル・強制空冷
ピストンリードパルプ

気筒数配列総排気量 単気箇 49cc

内径x行程 40.0=X39 2mm 

圧縮比 7.O: I 

最高出力 3. Bps 6, OOOr.p.m. 

忌大トルク 0.57k9-m 4、SOOr,pm 

始動方式 セル、キック式

点火方式 CD.I. 

燃料タンク容旦 4,7t 

オイル容呈 1. 1 i -

莉滑方式 分離給油
（ヤマハオートループ）

1次減速機構減速比 ギヤ 2888 

2次減速機構減速比 ギャ 4.384

クラ 9チ形式 乾式内拡重錘式
変速機形式 vペルト自動無段変速
変速比 2,O ~ O. 82 

フレーム形式 鎮音アンダーボーン
キャスタトレール 27 30 64町

タイヤサイズ・前後 3,00-10-ZPR 

3, 00-10-2PR 

制動装置•前後 機械式ドラムプレーキ
パッテリー容旦形式 6V・8AH 6GM8-3B 

●本仕様は予告なく変更することがありますこ

755mm'110mm 

79kg 

65km'I (50km 1h) 

I,800mm 

8,5m(35切 'h)

49 OmmX42,0= 

J,O: I 

5.0ps 6,000r.p.m. 

O.Bkq-m 4,000rpm 

ーセル、キッ2王
CD,I 

4. 71 

I -I t 

分離給油
（ヤマハオートループ）

ギャ 2、B88

ギャ 3.357 

乾式内拡重錘式

Vペルト自動無段変速
2 O~O 82 

錆管アンダーポーン
2 7つ30.’67mn

3 50-10-4PR 

3 50-10-4PR 

機械式ドラムプレーキ
6V・ I IAH 6NI 1-2D 

●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．
・焼費は定められた試験条件のもとでの値です＝従って走行時の気象・追路・車両・整備
などの諸条件によって異なりまず ●走行後のマフラーに触れないよう注意しましょう，

●自賠百保険に加入しましょうこ ●50ccは普通免許でも乗れます。
●80ccに乗るには自動二輸小型限定以上の免許が必要です。

標準現金価格 坐 00
CV80E ¥ 176To万----

―“―•：；］を取得したいと．rど、ったら「ヤマハ

露璽覇胃 ．， 霜l』

．、、免nt教室」へいもお申込み

はヤマハ販売店へ。

巳日璽置lTま収、し1は「ヤマノL(L （クレ3lrrl から20lrrl-t1、し •U)6種類が

YAMAHA 
ヤマハ発動機株式会社

〒438静岡県磐田市新貝2500TEL 05383 (2) 1111 

●ヘルメソトをかぶり、安令運9云に心がItましょう。
●定期点検を受けiLょう。
8106-30D, @-011019 


