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こんな、キブン。

「遊びたおせるバイク」。それがトリッカーのテーマだ。キブン

としては、BMX、スケートボード、スノーボード、サーフィン

の延長にあるエンジン付きX系スポーツギアといったところ。

バイクをコントロールする楽しさ、自分がスポーツする楽しさ

を実感できるフリーライド・ブレイバイクなわけだ。このバイ

クにはその名の通リ、たくさんのトリックがしこまれている1

トライアルバイクのおもしろさ、オフロードバイクのおもしろさ、

ストリートバイクのおもしろさ。そして、乗る人のスキルに合

わせて、いろいろなバイク遊びにチャレンジできるおもしろさ。

乗っているとそれが次々に顔を出してくる。どうです？未体験

の面白さを味わってみません？



1：L■110f　tricl《S！EveRy　i’oad
トリッカーには、トリックがいっぱい！

どんな遭だって、楽しい遊び場になる。

trick＃1タイトターン連続の細い峠道
まるでスケートボードで夕一ンするような面白さ。エン

ジンなどの重■物を車体中央にググッと集めたマスの

集中化とショートホイールベースがミソ。ハンドリング

は軽快でニュートラル。小径ホイールと専用タイヤの威

力と相まって、前後輪の接地感を常に感じながら安心し

てコーナリングが楽しめる。タイヤのグリップ感たっぷ

りにパイクがクルリと向きを変える。

trick　＃2街中の交差点
トリッカーは交差点を曲がるだけでも楽しい。ライダー

の入力に対するパイクの反応が文字過り手に取るよう

にわかるからだ。マスの集中化やショートホイールベー

スに加え、ライディングポジションやサスペンションの

初期作動にいたるまでをトータルでバランスさせた成

果といえる。極低速で自在に操る面白さは、バイク遊び

の楽しみのひとつ。スピードだけがパイクではないこと

を教えてくれるはず。

trick　＃3見晴らしのよいストレート
走っていれば思わずスロットルを開けてみたくなる道

に出会う。トリッカーはキャブレターのセッティング、

専用のカムプロファイル、ゆとりの容■を確保したエア

クリーナーやマフラーなどによって中低速トルクがた

っぷり。しかも、クランクウエイトをやや量くすることで、

パンチの効いたシングルエンジンらしい走りを楽しま

せてくれる。これはちょっと剰激的だ。

trick＃4眺めのいい道
景色を楽しみながら、風を楽しみながらといったのんび

りクルージングも堪能できてしまう。高い横爾性がもた

らす走行安定性、初期作動がおだやかなサスペンション

がもたらす快適な乗り心地。そればかりか、エンジンの

メカノイズ、タイヤのロードノイズを抑え込むことで、

心地よいエキゾーストノートがライダーに届く。
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trick＃5　ダート三昧
石ころだらけのガレ娼、わだち、泥道。そんなダー一一トでも、

気負うことなくシッティングのまま淡々と走り抜いて

しまう。それがトリッカースタイルだ。エンジンなどの

量■物を車体の申心にギュッと凝縮するマスの集中化

を徹底したことによリ、コントローラブルで安定感ある

走りを実現している。目が向いたほうにバイクが走る。

パイクとの一体感を感じながらの自然なライディング

を可能にしている。

trick＃6　急勾配の斜面
ハンドルの位置、ハンドルの形状、やや後退したステッ

プの位置など、ライディングポジションは、スタンディ

ングにも対応。立ち上がれば自然とリア荷■となるよう

に設定されている。また、斜面の登りなどトライアル的

な走りで、車体が立った状態でも混合気がエンジンに鰻

適な状態で送られるようキャブレターの搭載角度を前

傾させている。

trick＃7　オフロードパーク
スーバースポーツをサーキットで走らせるように、トリ

ッカーをオフロードパークに連れ出そう。ここなら他の

交通の心配はない。ニーパッド、エルボーパッドをすれば、

気分はさらに盛リ上がる。軽くてジャストサイズな車格

を備えたトリッカー。跨がるだけでこのバイクはその気

にさせる。マウンテンバイクを操るように自由に遊びた

おしてほしい。



tricker
メーカー希望小売価格418，950円
（本体価格399，000円、消費税19，950円）

●メーカー希望小亮価格は沖縄および…部地域を茸く債格で丁．●但格己参考優楕です●メーカー希望小亮価

格にttta費榎”含まnていま丁●メーか島冒小亮優格には但蹟‘ネ、駁金1除（A勲刻、登鎮などに＃う陥費用

U倉Stiていかfん．●詳しくば販売店にts問い合わせくださいtt

tricker　XG250仕鎌坊元

日定型式

寧体打刻型式

原動楓打溺型式

全夷／全領／全高

白間距ロ

シート高／最低地上高

乾燥重口／装但一量．．・一．

燃費・定地走行テスト値

最小働転半経

エンジン増類

気筒数配列／総排気量

内経X行程

圧縮比

最高出力

最大トルク

始助方式

潤A方式

工ンジンオイル審皿

燃科タンク容貴

キャブレター型式

点火方式

パアリー容量／型式

1次減速槌構／減速比

2次戚速檀構／減速比

クフ劫ぽ’．．1．…．…

変速機形式

変速比

フレーム形式

　　BA－DGIOJ

　　DGlOJ

　　G340E
　　1．9SOmm／800mm／1、145mm

　　t．330mm

　　790mm／2SOmm
．．一一一Vtkg／旦o㎏　　一．一・．．一＿　　．．一　＿一　一

　　50．Okm／L　（60kmth）

　　19m
　　空冷・4サイクル・SOHC・2パルプ

　　峯気筒／249cm3

キャスター／トレール

タイヤサイズ　前・後

制動装■　前・後

ヘノドライト　　　　　　　　　　　ハロゲンパルブ〔60W55W｝

乗車定員　　　　　　　　　　　2名

●ホ廿柵二予告なく蛮更することが紗腺す．●僧口U定められた以験条侍のもとでの偏でゾ従って走行時の気象・道路・皐両’

聾但などの倍条俄ユっτ賃なtret。●仕損麿更など1こより．写真や内音が一部宴阜と興なる場含があり9T、●ボディカラーO

印廟のため，買車と日なって見える場合ゲありSl。●力タロ’Jipの写田はイメージ写真のため、実鯨の車体色と輿なンτ口える噛

含〆翻厚†●本カタOク内の風景・人物写鼻の擢膨地はUSAです．

　■trickerのさらに詳しい情報は
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　セル式

　強制圧送ウエノトサンブ

　1．4L

60L

　MV33×1

CD1．式

　12V．6AH〔IOHI／YTZ7S（MF｝

　ギア／3．083（74／24｝

チェーン／3．OOOC45J15〕

湿式多板コイルスブリング

リターン式5段

2．846／1812／1318／1035／0821

鋼管セミダフルクレートル

25’10’／92mm
80／100・19MiC　49P・120／90・16MIC　63ρ駅■　一一lp

油圧式シングルティスク・油圧式シンクルティスク

●＼ ρ

www．yamaha・mOtOr．jp／mC／triCker／Style／

■ヤマハオーナーの「安心」をサポート

ヤマ八オーナーのための新しいクラブ

＝繋瓢瓢蒜課・」
X国内販売向Lt126CC以上のヤマハスポーツVイク及びコンベモデル購入者は、初年度の年会費無料
※クレジ・ント機能付きカードは別途カード年会費が必要となります。

欝しくtatttsらへwww．club－yamaha－motorcycle．com

入会に関するお問し、合わせは函0120－319－819日⇒篇9：00～17：00

マットフラック2（フラック

■アクセサリーのことなら

＼
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この他各種商晶取り揃えておりますc．詳しくは販売店およびホームページまで

蒙遠≡i蒜聯御・ズギ・

　　盈053－443－2180
〒432－8058　静岡県浜松市新橋町1103番地　FAX．053443・2187
■縄敏価桔UTべrメーカー希望小亮価格で■●掲“●格く．　N費u「fSthrL’fす●港tesrekJI賃還1消＃
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メ・一カー希望’」、ヂ卿格　V6．090

十体価格“80◇4、費幌∀2go1
●カラー　ルー．オレ／ノ

●5ぶア　ム
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ヤマハSFXジヤージ
メーカー靖望小孫債幡y8．295

「さltft唱∀ア．9CO｝肖賃rv．V39fe

●サイスS・M・L・XL

■カラー．フルーtす．tブイト

＼
L

　　HYPεR　XG
　　メーカ・・希望小売優格￥35、700

　　：泰惇優幡∀M．鰯，馬費牲∀，　アσQ

　　●カラー：ホワイト、シルハー（エO＋

　　蜘‘S2000媛格■サイズ：S・M・L・Lし
為　　●タウン8ファンライ㌢インケにヘストち打ぴ’1括L：L塘と

“　　　談全性．使用用遥に斑‥ヨ1べる3つのスタf／L

　　フリースタイルヘルメ．・ト　VPERXG：

　　◆nv年3fl舞亮予定

ヤマ八純正4サイクルオイル
エフェロスポーツ（lt缶）
メ・・カー克望小売僑桔ピ｜6e7

．Sk価raVl．530M費覗　1
●SAE：10W・鋪●半合戚功

●JASO：MA
●スギーン庄行からクウン蓬行享（マルチに

侵える二“百周オイル

YT－2　GIBSON・T
メーカー希望小売優格V17．640

ホ体領略》16，eoO酒費矩∀840
●ノ）ラー　　イトテf一ブバーブリ　ノコノルー、

プラチナ！ルハ・．

●J：S2000頬za●サイ　　　・L

●テ⊥アルペンチレーシ　　Aテム
●ダイキャストNワンタ．チハ　クル

●庇λる内碧

2004年2月現在○このカタログは再生紙を使用していますe●この印刷物を無断転叙・無断使用rrることはお断りいたします、

■車両本体へのご質問は
お近くのヤマハ販売店または下記へお間い合わせください、

ヤマ八発動機株式会社　お客様相談室函0120－090－819
　〒438．8501”pavaNNitiVi貝2500　蘇竃㌫賜；場蕊懸鰐：；潟㍑8皇7纒t利離、．．

圏　　　ヤマハスポーツパイクは、

　　　このサインのある正規取扱店で

’二，i．L；，　t　お買い求め下さい。

販売店

‖』VE川OI　R田E！ガス嚇〃“igsうしく。

●ヘルメットは正しくかぷりましょう。●技能璃習を受けましょう。●自賠責保険をお忘れなく。●点検・整備を忘れずに。

●安全のため改造はやめましょう。●安全速度で走りましょう。無理な追越しはやめましょう。●昼間のライト・オンは必ず

ロー・ピームで。●競技用に改造した車両での公道走行はできません。●ご使用前には、取扱説明書をよくお続みください。

● ●
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　　　　ヤマハ発動機販売株式会社

〒438－OO16静岡県磐田市岩井2000－1

　　　　　　　0402・D，㊦①
　　　　　　　QlK“丁PCイ〕18298


