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冒険に必要なのは限りない底力と前進の意志

アトベンチャー対応、4サイクルシンクル196cc

TW200のパワーユニットは、最高出力l6ps

/7,500r.p.m.、最大トルクl.6kg-m/6,500

r.p.m．を発揮する4サイクルOHCシングル

196c.c.。一軸式バランサーによる滑らかな匝I

転性と静粛性、各部の高効率設計やCDI

点火がもたらすパワーの伸びやかさ、 55km/e

(50km/h定地走行テスト・運輸省届出値）の

低燃費はもちろんのこと、恨性モーメントの大

きなフライホイールを採用するなど、トライアル

マシンにも匹敵する粘り強い低・中速トルクを

実現。ゆとりある大容量クラッチと相まって、

維図にない道を探して．男違は旅に出る。
急登坂・砂地・泥ねい地といった過酷な条件

・ドを、確実に前に進むための底力を身につけ

た、まさにアドベンチャー対応型エンジンだ。

そこに山があるから頂きに向かうチャレンシ魂を

サホートする、高地補正機構付キャフレター

アドベンチャー対応型エンジンならてはの

装備。それが高地補正機構付キャプレター。

これは、通常のメインエアジェットのはかに
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サプメインエアジェットを備えた、

しいわば「空燃比ワンタッチ可変式」

キャプレターだ。これに

よって、例えば標高

1000mといった高地

ても、ノプを引いて

サブメインジェットをONにすれば、薄い空

気に対応した適切な空燃比の混合気となり、

つねにスムーズてパワフルなトルクが発揮

てきると＼、うわけだ。

不安定な足場てエンシンスタート！という時も

沈着冷静、確実に対応てきるセルフスターター

大自然にアタックする以＿卜.、万全の備えが必

要となる。例えば、斜面や岩場などてもエン

ジンスタートを確実に行なうためのセルフス

ターターもそのひとつ。ラクをするためという

より、アドベンチャー・トレールには欠かせな

いサバイバル装備だ。もちろんキックスター

ターも併用てきる。

ハイトラクション超ワイドタイヤか求めた

新開発3点支持トライフアクスルシャフト

TW200のドライプアクスルシャフトは、クラ

ンクケースカバー側に3番Hの支持ベアリ

ングを設けた、新開発3点支持タイプ。これ

によって、ショートホイールベースを確保しな

がら、エンジントルクを超ワイドリヤタイヤへ

ムリなく確実に伝える適切なドライプトレーン・

レイアウトを実現している。
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大自然の中ては機敬な身のこなしか不可欠

トライアルマシン並みのハントル切れ角52

ある目的地に向かってTW

200を駆るにせよ、ハード

な路面にアタックするというそのプロセス自体

が目的てあるにせよ、大自然の中を縦横に

走破しようという以上、身のこなしは、あくまて` ―

機敏てなければならない。そこてTW200は、

1330mmのショートホイールベースとともに、 52°

というトライアルマシン並みの大きなハンドル

切れ角を身につけた。またフロントサスペン

ションは、 160mmのゆとりあるホイールトラベ

ルを確保。大地の起伏を確実にとらえなが

ら、すぐれた釆り心地を発揮するクッション

特性を実現している。

伸〇側と圧倶それそれ適切な減衰力を発＂する YZ

タイフのダンIIーを目えたモノクロスサスヘンション

リヤには、ヤマハが誇る常勝モトクロッサー

YZタイプ同様の減衰力特性を備えた独

nのモノクロスサスペンション。 ショックア



アドペンチャー•トレールTW200。
プソーバー内のオイルオリ

フィス（通路）が伸び側と圧

側て独立しているため、ショ

ックアプソーバーが~11 びる時と縮む時て、

それぞれ適切な減衰力を発揮する。リンク機

イドなサイズと、適切なプロック形状を持つ

トレッドパターンによって、砂地や泥ねい地

を確実に進む圧倒的なトラクション能力はも

ちろんのこと、岩場などもよりスムーズに通過て‘

きる、かつてない走破性を発揮する。しかもこ

の超ワイドタイヤは、オンロードのコーナリン

グやウェットな舗装路などにおいても、きわめ

て品いグリッフ゜力によって、すぐれた走行安

定性を誇る。はじめての味わいというべき、そ

の走行感覚は、地球をつかんて確実に前

進していくとても表現したいはどの頼もしさ。こ

構なしに減衰カコントロールを可能とするこ のフォワード・ポテンシャルこそ、アドベン

のサスペンションによって、 TW200は、機 チャー・バイクの原点だ。

敏な身のこなしに欠かせないショートホイー 道なき道を確実に前進し、そして帽実に止まる

ルベースとともに、すぐれた乗り心地と路面 コントローラプルな前後ドラムフレーキ

踪 菜臨認I
足着きのよい790mmの低シート高

TW200は、超ワイドタイヤとゆとりあるロードク

リアランスを備えながら、790mmという低いシート

扁を実現。ある時はトライアルのようにデリケー

●コンパクトなヘッドランプカウル内に配置

した見やすいメーターパネル●樹脂性レン

ズ採用、 軽量コンバクトな強力35/35W角

型ハロゲンヘッドランプ●TW200ならては

の悪路走破性をサポートする頑強エンジン

ガード●可倒式フートレスト●万ーの転倒

時にもタヌージを受けにくいショーターレバー、

追随性を身につけている。 トに、ある時はモトクロスのように大胆に、そして フレキシプルフラッシャーランプ。

そのグリップカは、まさに地球をつかむ感じ、

TW200の生命、超ワイト＇タイヤ

TW200の最も特徴的なフィーチャーは、な

んといってもこの超ワイドタイヤだ。フロント

130/80-18、リヤ180/80-14というきわめてワ

TW200は、フロント130mm、リヤ110mmのドラ

ム径を持つドラムプレーキを装備。トルクフ

ルなエンジンバワーに応える確かな制動力

を発揮するのはもちろんのこと、超ワイドタイ

ヤならてはの高いグリップカとのコンビネー

ションによって、ロックしにくく扱いやすいコン

トローラビリティを実現している。

ある時は、マシンとともに一歩一歩大地を踏み

しめながら。アドベンチャー・トレールの醍醐

味は、マシンとともにifをかくことにある。

リヤフェンダー上に樹詣製キャリア

軽昼てタフな樹脂製のキャリアをリヤフェン

ダー上に装備し、大自然に向かうアドベン

チャーランに備えている。また、リヤフェンダ

ー内の両側には、腕力て後輪の位躍を変

える時やマシンを起すのに便利なバーハン

ドルも用意した。

低・中連トルク重視アドペンチャー対応型4ストロークシンクル。モトクロッサーYZタイプ同様のダンバーを備えたモノクロスサスベンション。

圧倒的なハイトラクションでオフロードに新レい鱚平を拓く超ワイドタイヤ。それは冒震の日々に億えるポテンシャル。
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