




ヤマハワークスYZF400の
デイメンションを踏襲。
高性能マシン“ダブルアール’'誕生。
サーキットで常に一歩先を行く高性能。そこにはテクノロジーやスベックだけでは計り知れないフィ

ロソフィーが注入されている。マン＆マシンの完全なる融合3すなわちライダーの意思に鋭く感応す

る高次元のコントローラピリティの実現である。レーサーの持つ驚異的／＼ワーを操るのは、あくまで

も人であるのだから。その設計患想の結晶とも言えるのがヤマハワークスレーサーYZF400である。

'88年全日本A級TT-F3クラスを制するという実績がトータルバランスの高さを実証。

た操縦性能はJ走りを美しく｛そしてしなやかな次元へと導いていく。このワークスの培っ

デイメンションをダイレクトに継承することのできる希有なマシンが出現した。それがFZR400R

“ダブルアール＂と呼ぶ。 YZFのテクノロジーと同等の設定が随所に施され、スロットルに敏感に呼

応しライダーの意思を後輪へとリニアに伝達させるという関係を高次元で達成させている。次代を

見通すようなアグレッシブなフォルムからは、新しい走りの印象が鮮烈に放たれる。ひと足先に、その

最新テクノロジーを操ることのできるよろこびを分かちあいたいと恩う。





ワークステクノロジ一の結鼻。 厚みを薄くするといった徹底的な軽量化とレ

高次元のコントローラピ1）ティ スポンス向上が図られた。バルプ狭み角を

実現のための輌殷計エンジン。 小さくすることでよりコンパクトな燃焼室形状

ヤマハワークスで培われた技術の蓄積は、よ と高圧縮比化、よりストレートなポートを実現。

り速く走るために、全域で最良のパワーを発 F.A.l.(Fresh Air Intake)とも相まって、一層

屋'llt:111鵬＇ 揮するエンジンに、そしてライダーの意思に の燃焼効率向上を果たし、高速域でのさら

マン＆マシンのリニアな関録を
つながる鋭いレスポンスの実現に、注がれ なるパワーの伸びと、中低速域でのトルクフ

高次元で結びつける最新の

ワークスバフォーマンス。

ストレート化された

吸・排気ポートと相まって

鐵いレスポンスを覧揮する

ニュー・エンジンを搭載。

ている。要求どおりのパワーが、アクセルを ルな特性を生み出している。その性能は、最

開けた瞬間にリアタイヤを駆動させる、リニ 高出力59ps/12,000rpm、最大トルク4.0kg-

アなトラクションを可能にするカタチをここに m/9,500rpmを発生させる。新設計エンジンの

集約した。 DOHC4バルプ・並列4気筒エ 特性に合わせたEXUPとのバランスも良く、ス

ンジンを採用。一層の軽量コンバクト化と性 トレート化された吸・排気ポートによる全回転

能向上を同時に実現させた、 YZFのディメ 域での確かな手応えをクイックにライダーへ

ンションを受け継ぐ。往復重量、回転重量の 伝達。YZFのパワーフィールを忠実に再現する

低減化によるエンジンピyクアップの向上と、 ことを目指Lた独自の新設計である。

クランクのウェープ形状変更による軽量化と F.A.I．が導く畷気効率の

低振動化など、随所に新設計が施されてい ハイバフォーマンス。成畢は確実に．

る。パルプのステム径を小さく、コンロッドとカ 走りヘフィードパックされる。

ムチェーンをそれぞれ短く、またヘッドシリン マシンの高いトータルバランスは、吸気、燃

ダー前後長の短縮及ぴシリンダー高さの短 焼、排気の効率の良いマッチングから生まれ

縮、新設計ピストンの採用とオイルリングの る。 FZR400RRは、エンジンのポテンシャ

最新技術が投入される
新設計エンジン。

新設計エンジンの性能をフルに発揮させるために
改良された新しいEXUP搭載。

400ccモデルの頂点を目指し、YZFの設計

思想が集約されたニューエンジン誕生。全

パ＿ツの董底的な見直しが図られた。シリン

ダー剪傾角を45度からお度に、また全高を短

纏してショーけホイールペースに。パルプ挟み

角とシリンダーヘット変更によU長・携気効事

の一層の向上、熾鏡室のコンパクHt、高圧

編比化を実現。ビスドン全高、コンロッドの長

FZR400RRのマフラー設計思想は、エンジンの最高出力時の回転数に合

わせたエキゾーストパイプの径と管長を設定。そして、ヤマハが世界に先

駆け開発したEXUPの搭戟により中低速回転域をカバーしている。

EXUPは作動性向上と軽量化を図るとともに、パルプ開閉クイミング

をエンジン性縫に合わせて設定。

この結景、仝回転域にお19る

;} I 
しー さの短編、シリンダ一高さの短編、クランクシ

ャフKの見直し等でさらに軽量化へ。使用条

件の異なるあらゆるライタ・-に快遍な走りを

与えるレスポンスを高次元で獲得している。

エンジンをスロットルに
鋭く感応させる、
新設計キャプレターを搭載。
ダウンドラフトキャプレクーを採用。フ

リービストンパルプをセミフラッ”クイブ

にしスロットルレスポンスの向上を図

る。またペンチュリ一部の形状を真円

にして混合気の澳れをスムーズにし燃

焼室の充填効寧も高めている。

ルを最大限に引き出すため、吸気システムに

もワークスの設計フィロソフィーを投入してい

る。アンダーカウルに装着されたF.A.I．により、

常にクールで高密度な空気をダウンドラフト

タイプ・キャプレターに送り込み、充填効率を

高めることを実現。そして、キャプレターは取

付位置、角度の見直しによりぎりぎりまでヘッ

ドに近づけ、20mm以上管長を短縮し、吸気効

率の向上を図った。エアクリーナーは大容量

で、新型F.A.I．と組み合わせた構造とし、ストレ

-Htされた吸気ポートは、吸気効率を一段と

向上させ、マシンの心臓部へとダイレクトに息を

吹き込んでいく。エアクリーナーからキャプレター

へ、そしてシリンダーヘと、ロスが少ないこのス

トレートな吸気方式は、まさにYZFディメンショ

ンを継承するカタチであり、スロットルに敏感に

反応する高次元のレスポンスを獲得した。

縛気効率を遍求するとEXUPに至る。

すべてのIゞ ワーバンドで

曇良のレスポンスを重得。

YZFの排気システムは、ライダーの意思に

強烈なフォルムが放つ
爽快なサウンド。

感応するテクノロジーを内包している。常に最

適なレスポンスを得るために、フィードパック

された最新技術、それがEXUPである。コン

ピュータ制御により、イグナイターユニットがエ

ンジンの回転数を感知L、サーポモータ＿で

可変パルプを駆勤させ、排気効率を全回転

域において向上させる排気デパイス。エキゾ

ーストパイブの長さを変更したのと同じ効果を

発揮。中低速回転域では、エキゾーストパイ

プの後端部を閉じ、力強いトルクを発生させ、

高速域では全開とし、胸のすくような高回転

パワーを発揮。これらバルプの開閉操作がア

クセルに敏感に反応。FZR400RRのEXUP

は、新設計エンジンの持つパワーを存分に活

かせるよう、開閉特性も変更。高いトータルパラ

ンス獲得のために細部にわたる徹底改良がな

された。どこからでもクイックに、ライダーの意思

を再現する。マフラーに添えられたカーボンサイ

レンサーが、高周波を抑えた心地よいサウンド

を生み、よりアグレッシフな゚スタイリングを創出

している。

寓周波を拘え心地良いサウン

ドを生み出すカーポンサイレン

サー。クオリティの墓い仕上げ

が、アグレッシブで迫力あるスタ

イリングを鯖り出Lている。

F.A.1．が実現する
吸気効率の新次元。
アンダーカウルの中央に鰻

気タウtの入り口を設定。畷

入される空気を常にクール

で高密度にキ＿ブし、エア

クリーナーヘストレーtに送

り込む。

高性能エンジンのための
大害量アルミクロスフロー
ラジエターを新採用。
スボーツ走行でも安定Lた性麓を

得るため、役来よI)放熟性簸を一

氏と向上させたアルミクロスフロー

ラジエターを採用。過酷な条件下

でも満足のいく冷却性餡を実現

した。
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コントローラピィリティの

高いマシンの走りは美しい。

しなやかにライダーの意思に

感応するレスポンスと信頼度の

高い強靭な骨格を持つ。

このマシンは、次代を予告する

新しいフォルムをまとっている。

世界初．デュアルピーム・

プロジェクターヘッドライトが．

次世代スポーツを創遣。
美しく、しなやかに、サーキットでラインを描

いてい〈YZFのフォルム。それが映し出され

るようなスラントノーズ化されたポディライ

ンを、さらに精憚に引き締める新たな顔が

登場した。世界初の試み「デュアルビ＿

ム・プロジェクタ＿ヘッドライト」をダプルで

装備。ハイ・ロ一切り換え式の2灯ハロゲ

ンランプで、コンパクトながら配光の優れ

た遠方照射性能を発揮する。ダブルア＿

ルのエンプレムにふさわしいアグレッシブ

なフェイスは、新しい走りのカタチを予感

させる。ライディングポジションは、ローポジ

ションを確保するとともに、ハンドル位置を

ライダーに近づけ自由度を向上、高い操縦

性を実現している。 F.A.I.もアンダーカウル

に配置しCdA値が向上。カウル内から

の熱風もインナーパネルにより抑えられた。

YZFゆずりの取り回しの良さを確保し、

新設計ライトが放つ
精悸なフェイス。
デュアルビ＿ムのプロジェ

ククー式ハロゲンヘッドラ

イトをダプルで装箔。ライト

形状を小さ〈できることで

フロントビューのテザイン

性を向上。ハイ・ロー切り

換え式のダブルフィラメン

トパルブ2灯で構成された

世界初のプロジェクター

ヘッドライトが新しい光り

を放射する。

優れた路面追従性と高い

バンク角も52度を実現。リアビューではワ

ークス耐久レーサーYZF750と同タイプの角型

2灯ランプが存在を主張する。エアロダイナ

ミクスを獲得したボディシルエットが放つスタ

ィリッシュな印象は、次世代ピュアスポーツ

ワールドの到来を鮮烈に告げる。

NEWアルミ殉タポックス・フレームと
NEWリアアームが達成する．

は別体式を採用。さらに、シリンダーサイス＼構

造の変更等により、リニアなブレーキング特性

を獲得した。そしてフロントブレ＿キレバーには、握

り幅を4段階に調整できるアジャスタを採用し、ラ

イダ＿が最良のブレーキングフィールを得られ

るように操作性の向上を図った。

高剛性．大口径フロントフォークと

リンク式モノクロス

YZFディメンションの

その高い操縦性能を支える骨格には新設計

されたアルミデルタボックス・フレームとアルミ

デルタボソクス・リアアームがセットアップされ、

大幅な高剛性化とともに徹底した軽量化が区l

られた。エンジンを剛性部材として利用し、シ

リンダヘッド懸架にしたフレームは、ねじり剛

性も従来モデルに比ぺ75％アップ。そして、前

後17インチ中空アルミホイールと60シリーズ

のラジアルタイヤを採用している。操縦安定性

能の向上とともに、鋭い路面追従性能をも獲

得している。YZFの設計思想によるコントロー

ラブルな新しい走りを実現した。

リアサスベンションを採用。

高次元コントローラビリティ。

ライダーの意思と直結する

ベースをYZFとする高性能マシンの骨格には

相応の高剛性化と軽量化が施される。高次

元のコントローラビリティを発揮するYZFのディ

メンションを忠実に再現し、ライダーの意思を

リニアに路面に伝達するFZR400RRのポディ

は、YZFの設計思想に基づき、シリンダー前傾

角を10度起こし、エンジン取付位置を前方へ

移動するという変更がなされた。これにより前

輪荷重をややアップさせ、前後輪の重量配分

を変更。高い操縦性を実現する、絶妙なマシ

ン・パランスを獲得しているのである。そして、

高感度なプレーキング・フィールで．

ワークスの信頼性を実現
フロントにタフル、リアにシングルの油圧式ディ

スクブレーキを採用。フロント・ディスクは、過酷

な条件にも耐え得るフローティングマウント式と

し、パッド面の圧力配分を均等にする異径4ポ

ット対向ピストンキャリパーとの組み合わせに

より、高い制動能力を実現。マスターシリンダー

軽量・高剛性、
新設計アルミデルタポックスフレームを採用。
ライダーの意思に対する忠実さ、コントローラプルなマシンづくり

の核として採用された新設計のアルミデルクポックスフレ＿ムで

ある。エンジンを剛性部材として活用。フレームのねじり剛性を

向上させながら、軽量化を実現している。4点リジット方式による

ヘッド懸架でエンジンをマウントする。

さらにリニアなプレーキング特性を実現。
フロントプレーキには、大径のフローティング・ディスクをダプルで

装殖。異径ピストン4ポットキャリパーとの組み合わせで強カ力‘

つスムーズなストッピングパワーを発揮。マスターシリンダーは、

リザーバータンク別体式を採用。人間の感性に呼応するかのよ

うに、入力に比例して効くタイプにした。リアには、2ポットキャリパ

ーのシングルディスクプレーキを採用。優れた制動性能を発揮

する。

スイッチ類の
デザインを一新、
操作性も
大幅に向上。
ツーリングからスポーツ走

行まてワイトな使用を考

慮したセパレートハンドル

を採用。右ハンドルにスタ

ークースイッチとエンジン

ストップスイッチ、左ハンド

ルにはライト、 パッシング、

フラッシャー、ホーンスイッ

チの集中化を図り、デサ

インの一新と、操作性の

＼向上を実現した。

フロントフォークのインナーチューブ径は、FZR

1000と同様の</>43mmを新採用。高剛性化と、

より確かなハンドリング特性を獲得している。ま

たリアには、路面状況やライダーの好みに応じ

て9段階の調整ができるスプリング初期荷重

調整機構を搭載したリンク式モノクロスサスペン

ションを装備した。新設計デルタボyクスリアア

ームとの絶妙なコンビネーションにより優れた

路面追従性と高いトラクションを実現。腰の

ある、しなやかな走り。YZFを踏襲する高次元

のコントロ＿ラビリティと、クイックなハンドリン

グフィールを獲得している。

耐久レーサーを1方彿
とさせるリアピュー。
テールランプには、8時間

耐久レースのファクトリー

マシンYZF750と同じタイ

プの角型2灯式を採用。

リアも精憚に、美し〈一新

された。

トラクションを実現したリアサスペンション。

スポーツフィールの
高いメータ一回り。
スピード、タコ、テンプの3
連メ＿ターを採用。タコメ

ーター、テンプメーターを

リンク式モノクロスサスベンションを採用。リアアームは、新

設計テルタホックス形状を採用し、高い剛性を確保。また

路面状況、ライダーの好みで9段陪の調整がてきるスプリ

ング初期荷重調整機構を装備している。

硬質スポンジ材で覆い、

スポーツ性を追求したレ

イアウトと高い視認性を

誇っている。



●シルキーホワイト／アッブルレッド

FZR400RR メーカー希望小売価格¥739,000（北海道・沖縄および
＿部離烏匂余く）●価格には保険料、税金（含む消費税）．登鉢などに伴
う費用穿は含まれていません。●消費税額は別逢計算の上．申し受けま

FZR400RR仕様諸元 屯●メーカーオプションで速度警告灯装后仕様(¥10，叩o,:;）もあります．
型式•... ． ．．． ．.． .．.． .．.. .． ． . ．．．．．．．．．．．． . ．.． .．．．． ．．．．．．，．... ..... ． .． .....．．. ．． ． ．．． ． . .．．． ． ． ． ．．． ．． ．． .．． ，． ． ． ．．．．． . .． ． •3TJ

全長／全輛／全面・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ． ..… ••1,975mm/705mm/ 1,0901001

蝕間距離.......................................................................….....．．．,....．...．．．．．..1,365mm 

シート高／蘇低地上裔••••••• •••….....• •……•.... ．．.. ...．．．．．．．．．．..................... .. ... 760mm/125mm 
乾煤露塁・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．................ ....... ....... ,..…•••160kg 
燃費・定地走行テスト値·……................…………………………………•• •• ••• 50km/t(60km/h) 

=~::::::::::: :::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ;~泣i（羞五げ悶
エンジン種類...………………………………………… , . . . . ...．．．．． 4サイクル・水冷•DOHC•4J く）レプ

気筒数配列 ／総排気置・…．．．． ． ． ．．． ． ．． ．．．． ．響•• •• •…• •……·… . ......，. . . … …， ．． ．．． ．．．．．並列4気筒 1399cc

塁:,~'.~:~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :翌•U匹？．．4『点冒
：：閃レぢ．．．．；．．：二．． ；．ご．．：： ．．：．．：ご．．：：．．．．3．．． ：．旦．．．．．．．:::：.. .. .. ..........:••ここ．． ．． ．．．．．．．．．．： ．． ．．：：．．： ：：：： ．．：•口．．．．·•. i虚悶；＿S;悶岱33悶悶

HAVE A NICE RIDE!ナイスライテわングをよろしく。

■ヘルメットを正しくかぷりましょう。●パイクは昼問もライト・オン。●点検・整備を忘れずに。

■安全のため改造はやめましょう。●騒音防止のため不必要なからぷかしはやめましょう。

●安全速度で走りましょう。撫理な追越しはやめましょう。●よく見る、よく見られることに努めましょう。

●昼間のライト・オンはかならずロー・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e●カープ・交差点ではスローイングダウン。●YRSで正しいライディングテクニックをマスターしましょう，

点火方式•••••• .． . .． ．. ..... .．．．. . ．..．．．. .. .．．． . . ．． ． . ． ． ． ..． ．． ．．． ．． ．． ．． ．．． ．． . .. ． .．． ．．．． ．.. .. .．.． ．． ． . •フルトランジスタ

始動方式・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・セル式

竺 了ン了芯五．．．．．．．． ：； ．．． ：；ご．．．．．．．．．．．．．．．．． 悶．．． 悶．9．．．． ：； ....... ：........ .. 9:.... ... ： ... T .... ： ．． ： .. : ．．．． ： .. :;...... .. ` ．．．．．． :;•: ... ．̀．．．．．9 ... ：．ご．芯：

潤滑方式••.． ．．. .． ．．． . . ． ．． ．．．．．．．．．．．．．．． ． ．．.. ... .．.. . ． ． ． ． ． . ． .． ..． .. ． ． ． ．． ． .. . .. ． ．．．．．．．. •強開圧送ウェットサンプ

パッテリー容景／型式 12V-8Ah (10)/YTX9-BS 
1次減速機構／減速比●●9. .....• 9. 9.．．．. 9....．．．．．．．・ • 9. : ::::....9. .. .9::：: : : ::: ．9 ：ご．．．．．．．．．．．．．．．．．． ． ．．．．．・ ギャ／2 1 70 (89/4 1) 

2次注速機揖／沫速比••,.. . ...… …••• ・ ••…••…• • • •••……• , ．．． ． ,……•……•••• チェ＿ン/2.894(55/19)
クラッチ形式・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・湿式多板
変速機形式• • • •,... ... .... ................ ........ ...... ... ............................. .. ... ... 9・リターン式6役

変速比・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．........................3.307 /2.222/1.714/1.434/1.272/1.173 
フレーム形式...........................…...........................….....................プレスIゞ ックポーン
キャスター（トレール・．．．．．．．．………．．．．．．．．．．．．．．雪．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．”．．..．．．..．．．．．24"00'/92mm

タイヤサイズ前・後・……….. •…•,．．． ． ． ． ．．．． ． ．．．… .. .... ... . .. . . . . . ,• 120/60Rl7 55H・160/60Rl769H 

制動装否前・後• • • •• •••, . .. .. ....... .. . . ....………••••• 油圧式ダプルディスク・油圧式シングルディスク

●燃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・道祁・車両・整懺などの諸条件によって異な
ります。●本仕様は予告なく変更することがあります。●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●●ボディカラーは印副のため、実物と異なって見える場合がありま屯

呻 霜嘉芸隣江
●Y.E.S.S.（イエス）とは、YAMAHAEARTHLY 

SPORTS STAFFの略。パイクを核にした福広い

楽しみを提供する、まったく新しいクラプです。●

特典もいろいな入会のお申し込み、お問合せは、

Y.E.S.S．のステッカーのあるY.E.S.S加盟店へどうぞ。

ヤマ9ヽ FZR400RRエンジン性尾曲線

I 
．墓出力＝”mJ12.anrpm

U9 ●実1鼻？• ‘....,.,“”•’’ 

!,:ロロ；”
ヤマハライテインクスクール

参加しません力し
INFORMATION SHOP 

国際A級ライダーやヤマハのインストラクターが、

理論と実践の両面からライディングテクニッ

クを伝授，クローズドコースでのサーキットランが、

日常の走りを大きく飛躍させます。お問合せ、

お申し込みは、このマークのヤマハ販売店へ。

ヤマハFZR4ll0RR走行性能曲緯
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•三

一・• 一
あ手軽なパイクの買い方で究

ー〗〗t迄翌？fぷ麿畠悶安贔悶
ーナスでの一括払いや2回払いなど、ご希望に

合わせていくつものコースから選択できる便利

なクレジットです。販売店でおたずねください。
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見3•見られ3•じじ運転

バイクは襲閻もうイト・オとIO YAMAHA ヤマハ発動機株式会社

〒438~,岡県磐田市新貝2500
891 I-SOD,@-018!08 


