
YAMAHA 



ライダ:....iよ可能性を手に入れたTDR250。
TZR250で実証されたハイバフォーマンス。 保している。キャブレターもTZR250と同様にフ

クランク室リードバルブ・バラレルツイン ラットバルブタイプを採用。急激なスロットルワ

2ストロークエンジ'.:/o -クにもシャープに応答するレスポンスはその

TDRに搭載されたパワーユニットは、クランク ままに、オフロードでの走行もスムーズにするた

室リードバルプ水冷2ストロークパラレルツイン。 めのセッティング変更を行なっている。また冷

それは、既にそのハイパフォーマンスを実証さ 却系では、オフロード走行時にも充分な冷却

れた、TZR250のパワーユニットそのもの。ピス 効果を得るために、ラジエター冷却面積を拡

トンの位置と関係なく、クランク室内が負圧に 大している。さらに軽量コンパクトなエンジン本

なるとただちに吸入を開始する、クランク室リ 体は、車体もスリムに仕上げることができ、良

ードパルプ。YPVS、これと連動するオートルー 好な操縦性にも貢献している。

ブポンプなど。最高出力45ps/9,500r.p.m最 フリクションを低減しさらなるバフォーマンス

大トルク3.6kg-m/8,500r.p.m．の直線的な吹 を。ドライサンプ式トランスミッション。

きあがり。全域にわたるスム＿ズでクイックなレ

スポンス。きわめて効率の高い吸排気。すぺて

はTZR250の経験にもとづいて、さらなる進化

をもとめてセッティングをつめられている。吸気

系では、エアクリ＿ナ＿

がシャシーレイアウト

にあわせて形状を変

更。充分な容量を確

/ 

エンジンがTZR250のものと同じである以上、

当然トランスミッションもドライサンプ式のもの

を採用。オイルパンが存在せず、トロコイドポン

プによってオイルを圧送して、直接ギヤシャフ

トやクラッチを潤滑するため、フリクションロス

が最小限に抑えられている。また1速のギヤ比

をTZR250よりも大きな2.571とし、さらに2次減

速比も3.286とするなと'§発進加速性能や市街

地での走行性を一層充実させている。

2ストローク初のデジタル進角CDI点火シス

テム。同様にデジタル制御となったYPVS。

ハイパフォーマンスなパワーユニットの実現の

ためには、吸排気の効率を徹底的に追求す

るとともに、回転数に応じた正確な点火時期

が求められる。TDRでは、2ストロークマシンで

は初めてのデジタル進角CDIユニットが採用

された。マイコンによって、常にそのときの回転

ーサイクルの既存の次元を越えたマシンであ

ることのひとつの証明といえる。

多段膨張型チャンバークイプ・

クロスアップマフラー。

y ＃スFア気：ご。た2つスフトイローご、::;：＿の：：

ジンに対応し、高い排気効率とクランク室リ

ードバルプのメリットをさらに活力‘すために、T

ZR250同様に多段膨張型チャンバータイプと

数にあわせて最適の点火タイミングを維持してい したマフラー。しかしその形状は大きく変化して

る。このマイコンユニットは、おなじみのYPVSのコ いる。エンジン本体前で2本のエキゾーストパ

ントロールユニットとしても機能し、かつCDIがデジ イプがクロスしてからフロントテーパ一部が上に

タル進角となったことによって、 YPVSもまた初の 向かって伸び、車体前側面のチャンバ一部に

デジタル制御となっている。すなわち回転数にあ つながり、リヤシート両脇のサテンメッキを施

わせて、排気ポートに設けられたパワーバルプを したサイレンサーヘと導かれている。さらにロー

駆動させて常に景適な排気タイミングを得るとい ドクリアランスは、 230mmという数値を誇ってい

うもの。さらにもうひとつ、このマイコンユニットはエ る。TZR250のパワーフィーリングを実現しな

ンジンのコンテ谷ィションを常にペストに保つために がら、オフロードでの走行性能も考

適量なオイルを供給するオートルーブポンプまで 慮した新設計マフラー、それが

コントロールしている。つまり全域にわたってYPVS

連動型のオートループポンフが最適オイル量を

気タイミングをつくりだし、デジタル進角C

DIユニットカミやはり最適タイミングで

点火する。そのすぺてがこのコントロー

ルユニットのマイコンで制御されている

わけだ。ヤマハ2ストロークテクノロジーを‘‘‘ 
おしげもな〈注ぎ込み、しかもそれは常にゞロa

進化した形で現れる。まさにTDRがモータ

Tlll250●ENGINE TYPE: 2-St『血，llqlil切血I

2伽 ●MAX.POWER: 45ps 9,500『.p.m. ~ 

磁 TROLCOi●TRANSMISSION : 8-speeli 

闘AKEeORYWEIGHT: 134kg●Tl証

●COLORING: Yamaha black,Farawa 



TZR250バワーユニットがそのバフォーマンスを物IIる。ストリートでそしてオフロードで妻求される剛性を充分に確保したダプルクレードルフレーム。

ストリートでそレてオフロードでしつかりとトラッキングするニューバターンタイセすべての道でTDRが疾走する。

1250 
ankcase暉位lw,Paralel twin●DISPLACEIIENT: 

~AX.TORQUE: 3馳g青／8,50llr.p. m.●0園TAL

:onslant mesh eFRONT VARIABLE TOIDI 

様々な道でハイバワーを

路面に伝える。

ニューバターンタイヤ。

ストリートはもちろんオフロードの走行にも対応

すぺく、前後スポークホイールとされたアルミリ

ムには、一般道でもオフロ＿ドでもこのマシン

のハイパフォ＿マンスを発揮すぺく開発された

ニューパターンタイヤが装藩された。フロント100

/90-18リヤ120/80-17インチのこのタイヤが高

速走行時の確かなトラクションとオフロ＿ドで

のコントローラビリティを両立させ、 TDRのオー

ルラウンドなハイバフォーマンスを物語っている。

新しい道を行くために確かな制動力を。

バリアプルタッチデスクブレーキ。

フロントスポークホイー

ルに大径ディスクプレー

キを装着したこのブレ

ーキシステムもまたオー

ルラウンドに威力を発

揮するべく進化を遂げ

ている。ディスクプレート

をフローティングマウン

トとしてTZR250と同様

にハードなブレーキング

時に安定的なストッピ '̀

ングパワーを得る。その

一方でラフロードを走

行するとき多用される軽

いタッチのプレーヤング

に対応すべく、ブレーキマスターシリンダーとブ

レーキホースの間にバルプ携構を設けて、常

にコントローラプルで優れたプレーキフィーリン

グを得ている。ハードにもソフトにも必要とされ

るストッピングパワーを確実に

生む。これがTDRに新採用

されたバリアブルタッチフ'

を装備。イニシャルとダンピングそれぞれのアシ 高速走行での高いエアプロテクト効果を誇る

ャスターの組みあわせによって、オフロードでの ハーフフェアリング。ライダーに対する空気抵抗

連続的にかかる高負荷に対しても安定したダ を抑えて、連続的な高速道路での走行なとで

ンバー効果を実現している。 すぐれた居住性を発揮する。またフレームマウ

ストリートでそしてオフロードで妻求される ントにもかかわらず、40゚ という大きなハンドル切

剛性を充分に確保。 角を確保して、その取り回しは全〈容易なものと

高張力鋼管ダブルクレードルフレーム。

レーキだ。さらにリヤホ

イールには、ヤマハ

モトクロッサーYZ

と同タイプのマ

高張力鎮管によって構成されるダブルクレー

裏 ／；フ部レ分］こ竺，斤くをイ:0;:心―呆
するメンバーとして追加することにより、オー

なっている。その機能に裏付けられたフュエル

タンクヘとつながる造形が、ストリートでオフロ

ードでTDRの存在感をゆるぎないものとしている。

さらに走りの機能と可能性を拡ける

装備の敬々。

ルラウンドに活躍するTDRにふさわしいフレ 14£の容量を確保しながら、ハーフフェアリン

を装着したディスクブレーキを採用。前後のコ ームが完成した。すなわち一般道の走行と グからの連続したサイド面のニーグリップ部の

ンピネーションがTDRのコントローラビリティを オフロードでの走行を、充分に考慮した高バ 蝠をおさえてきわめて良好なホールド感を実

一層ハイレベルなものとしている。 ランスな剛性を確保している。 現したフュエルタンク。そのキャップにはTZR

イニシャルアジャスター装偏フロントフォーク。 前方に向かうライダーの視線をとらえる。 やFZRシリーズでおなじみのエアブレーンタイ

リヤにはドカルボンタイプクッション採用。 ストレート・トリプルメーター・レイアウト。 プを採用。サイレンサー上方に設けられたグリ

リンク式モノクロスサスベンショ:,.,O フロントフェアリング内最前部にイン ップバーは、ツーリング時のパッグ類のキャリ

:;t言ー：の［ご召：フ状：／鼻ジ『：：〗：コエ喜喜：、：／； フ：／）：；：卜：：を喜：゚：；日：：口、；

亭さ：三喜喜ミ号戸 詈誓言三言豆。［豆言言号旦互三
はドカルボンタイプのサブタンク付きクッション ス-に を象徴する。フレームマウント・

を採用したリンク式モノクロスサスペンション ハーフフェアリンク；
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この見開きの写真は、ブロフェッショナルライダーのテスト走行を撮影したもので克一般公道では無理な走行をせず、安全な遥転をしましょう。

道の選択権は
ライダ:...iこある。

走り始めたときライダーには予感があった確実に、新しい自分が生まれつつ

あることをそしてひとつの決意が全く新しいマシンと共に生まれた甘い夢

を見るのはもうやめにしよう。スバルタンという言葉の意味は、いつだってど

こでだって自分をその気にさせてくれるマシンのためにあるんた自分の暮ら

しのあるこの街でいつかあいつと走った峠道で潮風を抜きさったシーサイド

ハイウェイでそしてここに向かい合う地平へと続くオフロードでモーターサ

イクルともっとリアルにつきあってみたいあの地平を越えてもっと新しい道

を見てみようじゃないか。TDR250、こいつとならストリートだろうと、オフ

ロードだろうと思いきり辛口のライディングが味わえる。ストリートで実証さ

れたTZR250バワーユニットが、ロードでもオフでも確かな走破性を誇る

シャシーがニューバターンタイヤが、あの地平を越え、そしてモーターサイク

ルの次元を越える。ヤマハTDR250、リアルハフォーマンスを今すべての道へ。



9DR250 :□烹：巴□竺□靡讐〗し
費用等は含まれていません。

●ヤマハブラック

●ファラウェーフルー

（単位 ：一1

— ::し;99：ィ：ク:買;：：(T)屯も：：ot，;；↑~'.;、；；］:：::ー：長36回までの分割払い（月々のお支払いは、 3000円

璽璽 三：fマせず竺9二十羊カーし三三ヘャ〗と便

1，恋
（軸間跨離）

呻歪歪左旦合らi号え尋ミ翌:(J)合:〗：互
お申込み、お問合せは、 YE.SSのステッカーのあるY.E.SS加盟店へどうぞ．

TDA15"士様諸元

型式 2YK 

全長／全幅／全嵩 2,0妬／785=/1.215=

紐間距離 1.385= 

シート麻／最低地上嵩 820吋／230而

乾燥重量 134kg 

撚費・定地走行テスト値 43 0km/ 9 (50km/h.） 

最小回転半径 14m 

制動停止距胄 13 5m (5Qkn/h) 

エンジン種類 2サイクル・水冷クラZ乃切ードパルプ

気筒数配列／総排気量 並列店只筍／149cc

内径x行程 56 4!l'fT1X 50.Qrrm 

圧縮Jt 6.4:1 

最高出力 4Jps/9.500r.p m, 

最大トルク 3.6k g -m /8,500『.p.m,

始動方式 キック式

点火方式 CD.I 

燃料タンク容量 1 4 0 9 

エンジンオイル容量 1.0' 

潤滑方式 分離澗滑式

ヽヽ ッテリー容量／型式 12V.4Ah (IOH)/GM4A-JB 

1次庄速機構／辰速比 ギャ／2.545156/22)

2次咸速機構／戌速比 スプロケ 9トチェーン／3 汲~146/141

クラッチ形式 湿式多板

変速機形式 リターン式6段

2 571/1750/1 315/ 
変速比

1,083/0 961 /0 851 

7レーム形式 ダプルクレードル

キrスク／トレール 27'/1 l<l吋

タイヤサイズ•前／後 100/90-18 56H/120/印-1761H

制動装置・ 前後
油庄式シングルディスクプレーキ

滋圧式シングルティスクプレー令

ヤマハTDR250エンジン性能曲線

50" 
最高出力＝45ps/9,500,pm
最大トルク＝36kg~m/8,500cprn
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ヤマハTDR250走行性能曲線
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・↑費1ょ定められた試駐条件のもとての僧てす従って志戸時の気含・直路・車忠・登潅なとの諸条件によって異なりまず

●本仕9]は予吉なく変更することかあります●イ士＇，変更なとにより写 豆や内容か一部実車と異なる場合があります

●ポティカラーは印色のため．実物と異なって見える涅合かあります

パイクライブを大きく広げるY.E.5.5．に参加しが広が。
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遣路での安全で快適な走行を生み

ヤマハライデi／グスクール(YRS)サーキッげンに参加ばせん力‘。

HAVE A NICE RIDE!ナイスライディングをよろし(.:；；；；::：〈■力~;；し；；ナこ・め'：::t：力‘をご::：：；］．：み全まの：：::ヽ ：：；-：：；三ミ:り：：；：：：i?伍竺一品;:：しり〗り；ざピ：汽詈 YAMAHA 
ヤマハ発動喰株式会社

〒438静岡県磐田市新貝2500
8801-50D,@-013015 


