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Sports　models Fun＆Exciting！
野生動物のような機敏さ、しなやかさを備えた

スポーツライディングを楽しむためのATV．

Fl＆lSC採用のエンジン、アルミフレーム

すべてを一新したピュアスーパースポーツ
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〈Sports＞■■E　　1■

●カラー：ディーフハーフリッシュブルーソリッドE

●メーカー希望小売価格：1，102，500円（本体価格：1，050，000円）

「YFZ450R一は、スホーツライディングの理想を徹底的に追求エンジンやフレーム、足まわりまですべてを一新

したヒュアスーハースホーツた

449〔・DOH⊂・5バルブ・単気筒エンジンは、クランクケース、クランクシャフト、シリンダーなど全面的な変更に

よって中低速トルクを向上さらに始動性、燃料供給精度、燃焼効率を高めるISC（アイドルスヒードコントロー

ル’．機構付きFl‘フユーエルインジェクシ⊇ンを採用し、よりスムースてコントロールしやすいスロットルレスホ

ンスとダイレクトな瞬発力、フラットな加速性能を獲得した

低重心設計の車体は、アルミ製メインフレームと高張力鋼管製アンダーフレームを組み合わせたハイブリッド

構造で、強靱さと軽さを両立足まわりは、フロントに伸圧減衰力調整機構付きヒギーパック型ショックユニッ

トを備えた新設計タブルウィッシュボーンサスヘンション、リアにリンク式モノクロスサスヘンションを採用し、

フロント1，055・’・’リア990叩のワイドトレッド、フロント250’－A’リア280叩のロンクホイールトラベルを実

現軽快で安定した操縦性と滑らかなギャップ走破性を発揮する

また4段階位置調整式ハンドル、ホールド性に優れたT字形状シートとサイドハネル、ワイドフートレストなど、

ライターとマシンの一体感を高める工夫も随所に凝らしたヤマハスホーツATVの頂点に立つ圧倒的なパフ

ォ．一マンスを思う存分お楽しみいただきたい
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＜Uti■ity＞

●カラー：ハステルディーフグリーン

●メーカー希望小売価格：869，400円（本体価格：828，000円）

GRIZZLY700FIの利点を扱いやすいパワーで
引き出したバリエーションモデル

　『グリスリー550Fl．は、558〔ぺ・水冷・SOH⊂・4ハルブ・単気筒エンジンに、IS⊂機構付きFl、ttオンコマ

　ントM－’7ステムごウルトラマチックttトランスミッシ⊇ンを装備より扱いやすいパワーで、シリーズ最

　上位機種・ア00Flと同等のフレキシブルな機動力を実現したモテルた

車体についても、外観はかりでなく、軽量・高同1」性の高張力銅管製フレームや基本レイアウト、前後

　大型キャリアなど700Flの特長を数多く受け継ぎ、足まわりには四輪独立懸架の前後ダブルウィッ

　シコホーンサスヘンションと25［：＾、径シリンターの専用ショックユニットを採用558（ゴエンジンの

ク優れた9路走破性を発揮するそのほか多機能L⊂Dデシタ

アなど利便性の高い装備も充実ユーティリ

スを追求した
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＜Sports＞

パワフルなエンジンと充実した足まわり

走行環境を選ばないオールラウンドスポーツ

一フハーフリッシュブルーソリッドE

望小売価格：606，900円（本体価格：578，000円）

1

高張力鋼管製フレームに、BSR36キャブレター装備の349〔m＼

気筒エンジンを搭載する［YFM350R」は、粘り強いトルクとシ

ンスを生かしたキレのいい走りが魅力足まわりは、フロントに

ウィッシュホーンサスヘンション、リアにヒギーハック型ショック

ニット装備のリンク式モノクロスサスヘンシコン、フロントとリ

アの油圧式ティスクブレーキを組み合わせ、ダートや砂地など

　走行環境を選はない軽快なフットワークを実現している

　　また始動がラクなセルスターター、車両の出し入れに便

　　利なリバースギア、傾斜地ても駐車可能なハーキングブ

　　レーキも装備し、気軽にスホーツライディングを楽しめる

　　マシンだ
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Useful＆Comfortable！

扱いやすさと実用性を兼ね備えた

ワーク＆レジャーの定番モデル

スポーツライディングの醍醐味を

軽量・コンパクトなボディに凝縮！

Utility　modelS
　　　　倒木や岩場、ぬかるみもスムーズに走破する

アウトドアレジャーやフィールドワークのため0）ATV。

〈Utility＞

●カラー：ハステルディーフグリーン

●メーカー希望小売価格：386，400円（本体価格：368，000円）

「グリズリー1251は、小回リか利く軽iかコンパクトな車体に、粘り強く扱

いやすいパワーの124（・・㌔・4ストローク・単気筒エンジンを搭載操作が

容易な前進　後進切替式Vヘルト無段オートマチックトランスミッショ

ン、乗り降リしやすいワイドなフットホードと685Tircのシート高によリ、

快適なオフロード走行が気軽に楽しめるまた、実用性に優れた前後キ

ャリア、シリース共通のヘビーテユーティな外装を備え、キャンプやバー

ドウォッチング、牧場の保守・管理など幅広い用途て活躍するワーク＆

レジャーの定番モデルた

●カラー：ディーフハーフリッシュブルーソリッドE

●メーカー希望小売価格：501，900円

　（本体価格：478，000円）

ATVライディングの楽しさ、胸か躍る興奮をてきるたけ多くの人に

味わってほしい……そんな思いをストレートにカタチにしたライ

トウェイトスホーツが一YFM250R．．た

モーターサイクルで実績のある249cmi・4スト〔コーク・単気筒エン

ジンを、ATV向けにモディファイスムーズで扱いやすく、低回転か

ら高回転まてメリハリのあるトルク、パワー特性に仕上けた専用

設計の高張力銅管製フレームは、全体をできるかぎりコンパクト

にまとめ、優れた剛性・強度と軽量さを両立さらにエンシンやラ

イダーなど重量物の積載位置を低く抑え、スホーツライディングに

最適な車体バランスを追求したまた足まわりは、フロントのダブ

ルウィッシュボーンサスヘンションとリアのモノクロスサスヘンシ

ョン、バネ下荷重を軽減するアルミホイールと小径タイヤを組み

合わせ、ホイールアライメントやサスヘンションシオメトリーも最

上位モデルYFZ450Rに準じて設定俊敏で軽快なフットワークと

スホーティなハンドリングを実現している

初心者からベテランまで、幅広いレベルのライダーにお奨めした

い1台だ

YFM350Rイメージのスタイルと質感
12歳から乗れる1’ATVエントリーモデル
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〈Sports＞
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●カラー：ディープハーフリッシュブルーソリッドE

●メーカー希望小売価格：344，400円（本体価格：328，000円）

全長1，490rr，m・シート高654mmのコンパクトなボディにYFM350Rゆずりのス

ポーティなスタイリングを施した「YFM90R」は、12歳からライディングを楽し

めるATVエントリーモデルだ

セルスターター、Vベルト無段オートマチックトランスミッションを備えた

88⊂n”・単気筒エンジンは、ゆとりのあるパワー感と操作しやすさが魅力、足ま

わりには、快適な乗リ心地のダブルウィッシュボーン・フロントサスヘンション

と油圧式ディスク・リアブレーキを採用

し、スホーツイメーシ演出にも貢献さら

に、足もとの自由度か高く乗降しやすい

フットボード、移動・運搬に便利なハー

キングブレーキや樹脂製フロントパーキ

ャリーなどを装備し、気軽なアウトドア派

のための1台に仕上がっている
スホーノ’なダ観～快適な壷リ．L　に白献する

タフルつ・ノ　．．ノソスヘンノ・／



Useful＆Comfortable！ Utility　modelS
　　　　倒木や岩場、ぬかるみもスムーズに走破する

アウトドアレジャーやフィールドワークo）ためのATV

＜Uti■ity＞

●カラー：ハステルディーフグリーン

●メーカー希望小売価格：1，032，150円（本体価格：983．000円）

EPSなどヤマハ独自の技術とノウハウを結集し

性能・機能・快適性を極めたフラッグシップ

優れた機動性、実用性に快適な乗り心地と操縦性をプラスしたヤマハユー

ティリティATVのフラッグシップモテルそれカ’グリズリーア00FLた

回転軸受けロッカーアーム、一軸パランサー採用の686（・水冷・SOH⊂・

4バルブ・単気筒エンジンは、低フリクション・低振動・コンパクトサイスが

特長さらに高度差・温度差の影響を最小限に抑えるIS⊂（アイトルスヒー

ドコントロール）機構付きFl（フユーエルインジェクション1、3タイフの駆動

方式〔4WD　2WD／デフロック4WD）がワンタッチで選択できるttオンコマ

ンド”t／ステム、下リ坂でも安定したエンジンブレーキ効果が得られるttウル

トラマチック”トランスミッションを装備地形・地質・天候など走行環境の

変化にも幅広く対応し、優れた機動力を発揮する

高張力銅管製フレームの車体は、燃料タンクをシート下に配置し、最適な

重量バランスを実現足まわりにはラウンド型Aアーム採用の四輪独立懸

架ダブルウィッシュボーンサスヘンションを装備し、最低地上高275a）r、フ

ロント180m／リア230m［のホイールトラベルを確保したまた、EPS（電動

ハワーステアリング）が軽快でスムースな操縦性をサホートし、木の根や倒

木が横たわる山道、ゴツゴツと起伏の険しい岩場ても難なく走破てきる

さらにハロゲンヘッドライト、アクセサリー用直流電源ソケソト、防水収納

ボックス、前後大型キャリアなと実用機能・装備も充実さまざまなアウト

ドアレジャーや屋外施設での荷物運搬、パトロール業務に幅広く活躍する

タフな1台だ
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Uti‖ity　modelS

1．ド’ 　，　　　・liSbl’　　遁　　　s

　　　水冷・4ストローク

　SOHC・4バルブ・単気筒

　　　　　686cm3

　　　102．Omm×84．Omm

　　　　　9．2：1

　フユー一エルインジェクション

　　　　T．C．1．式

　　　　　セル式

　強制圧送ウエットサンプ

　　　　　2．42

　　Vベルト式無段変速

　　左手動前後進切替

　　　　　シャフト

2，065mm／1，180mm／1，240mm

　　　　　1，250mm

　　　　　275mm

　　　　　905mm

　　　　　294kg

　　　　　20．02

　　　940mm／915mm
ダブルウィッシュボーン（独立）

ダブルウィッシュボーン（独立）

　　油圧式ディスク×2

　　油圧式ディスク×2

AT25×8－12／AT25×1〔F12

　　12V、35W／35W×2

±　　　　L　〆

　　　種　　類

　　　総排気量

　　内径x行程

　　　圧縮比

　　　気化器
　　　点火方式

　　　始動方式

　　　潤滑方式

エンジンオイル容量

　　　変速機

　　　駆動方式

全長／全幅／全高

　　　軸間距離

　　最低地上高

　　　シート高

　　　車両重量

　燃料タンク容量

　トレッド（前／後）

　　　　　　　　前
　サスペンション
　　　　　　　　後

　　　　　　　　前
　　　ブレーキ
　　　　　　　　後

タイヤサイズ（前／後）

　　ヘッドライト

　　　水冷・4ストローク

　SOHC・4バルブ・単気筒

　　　　　558cm3

　　　92．Omm×84．Omm

　　　　　9．3：1

　フユーエルインジェクション

　　　　T．C．1．式

　　　　　セル式

　強制圧送ウエットサンプ

　　　　　2．42

　　Vベルト式無段変速

　　左手動前後進切替

　　　　　シャフト

2，065mm／1，180mm／／1，240rnm

　　　　　1，250mm

　　　　　275mm

　　　　　905mm

　　　　　294kg

　　　　　20．田

　　　940mm／915mm
ダブルウィッシュボーン（独立）

ダブルウィッシュボーン（独立）

　　油圧式ディスク×2

　　油圧式ディスク×2

AT25×8－12／AT25×1〔ト12

　　12V、35W／35W×2

　　　　空冷・4ストローク

　　SOHC・2バルブ・単気簡

　　　　　　124cm3

　　　　49，0mm×66．Omm

　　　　　　9．0：1

　　　　　VM18SH
　　　　　　C．D．1．式

　　　　　　セル式

　　強制圧送ウエットサンプ

　　　　　　t．452

　　　Vベルト式無段変速

　　　右手動前後進切替

　　　　　　チェーン

　　1，700mm／990mm／980mm

　　　　　　1，080rnm

　　　　　　145mm

　　　　　　685mm

　　　　　　152k9

　　　　　　7．02

　　　　695mm／710mm
　　スイングアクスル（独立）

スイングアーム（モノクロス・非独立）

　　　　機械式ドラム×2

　　　　機械式ドラム×1

　　AT20x78／AT22×10－8

　　　12V、30W／30W×2

Sports　models

　　種　　類

　　総排気量

　内径×行程

　　圧縮比

　　気化器
　　点火方式

　　始動方式

　　潤滑方式

エンジンオイル容量

　　変速機

　　駆動方式

全長／全幅ノ全高

　　軸間距離

　最低地上高

　　シート高

　　車両重量

燃料タンク容量

トレッド（前／後）

・・ペンシ・橿

　　　　　　　　前
　　　ブレーキ
　　　　　　　　後

タイヤサイズ（前／後）

　　ヘッドライト

γ

　　　水冷・4ストローク

　　DOHC・5バルブ・単気筒

　　　　　　449cm3

　　　　95．《㎞×63．4rma

　　　　　11．6：1

　フユーエルインジェクション

　　　　　T℃．t式

　　　　　　セル式

　　強制圧送ドライサンプ

　　　　　　1．4β

　　　リターン式前進5段

　　　　　チェーン

　1，795mm／1，240mm／1，065mm

　　　　　1，290㎜

　　　　　　235mm

　　　　　810mm

　　　　　　184kg

　　　　　　lO．02

　　　1，055mm／990mm

ダブルウィッシュボーン（独立）

　　　　スイングアーム
　（リンク式モノクロス・非独立）

　　　油圧式ディスク×2

　　　油圧式ディスクxl

　AT21x7．10／AT20×10－9

　　　12V、30W／30W×2

　　　空冷・4ストローク

　SOHC・2バルブ・単気筒

　　　　　349cm3

　　　83．Omm×64．5mm

　　　　　9．2：i

　　　　　BSR36

　　　　C．D．1．式

　　　　　セル式

　強制圧送ウエットサンプ

　　　　　3．22

リターン式前進6段／後進1段

　　右手動前後進切替

　　　　　チェーン

1，780mm／1，095mm／1，080mm

　　　　　1，210mm

　　　　　115mm

　　　　　820mm

　　　　　180kg

　　　　　9．田

　　　810mm／840mm

ダブルウィッシュボーン（独立）

　　　スイングアーム
（リンク式モノクロス・非独立）

　　油圧式ディスク×2

　　油圧式ディスク×1

AT21×7－10／AT20×10－9

　　12V、30W／30W×2

　　　　　　n　Y．；I
　r÷　L

　　　　空冷・4ストローク

　　SOHC・2バルブ・単気筒

　　　　　　249cm3

　　　　74．mm×58．Cinntn

　　　　　　9．5：1

　　　　　　BSR29

　　　　　　C．D」．式

　　　　　　セル式

　　強制圧送ウエットサンプ

　　　　　　　1．62

　　　リターン式前進5段

　　　　　　チz・一ン

　1，625mm／／1，070mm／1，040mm

　　　　　　t，110rm

　　　　　　lOOmm

　　　　　　730mm

　　　　　　150kg

　　　　　　　9．02

　　　　826mm／824mm

　ダブルウィッシュボーン（独立）

スイングアーム（モノクロス・非独立）

　　　　油圧式ディスク×2

　　　　油圧式ディスク×I

　　AT20×7－10／AT19xICト9

　　　12V、30W／30W×2

　　　　空冷・4ストローク

　　SOHC・2バルブ・単気筒

　　　　　　88cm3

　　　　47．Omm×51．Omm

　　　　　　10．2：1

　　　　　　SVR22
　　　　　　C．D」．式

　　　　　　セル式

　　強制圧送ウエットサンプ

　　　　　　O．82

　　　Vベルト式無段変速

　　　　　　チェーン

　　1，490mm／885mm／910mm

　　　　　　1，010mm

　　　　　　lOOmm

　　　　　　654mm

　　　　　　120kg

　　　　　　4．82

　　　　710mm／655mm

　ダブルウィッシュポーン（独立）

スイングアーム（モノクロス・非独立）

　　　　機械式ドラム×2

　　　　油圧式ディスク×1

　　AT18×7－8／AT18×駅∋

●メーカー希望小売価格には消費税が含まれています。●価格は参考価格です。詳しくはヤマハATVショップにお問い合わせください。●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。●車体色は撮影条件、印刷などにより実際の色と異なる場合があります。●ご使用前に取扱説明書をよくお読みください。●YFM90Rはヤマハ海外工場

Yamaha　Motor　Taiwan　Company．，　Ltd，（ヤマハモーター台湾）にて日本向け仕様として生産されたものです。●走行写真の車両は海外向けモデルです。本カタログの掲載モデルとは一部仕様が異なります。

ATV‘こお乗りいただくときのご注意●ヤマハATVは、国土交通省の認可を受けていませんので、ナンバープレートを取得することはできません。●ヤマハATVは道路を走行できません。道路を走行しますと、

道路交通法および道路運送車両法の違反となります。●私道、社寺の境内、公園、堤防上、農道、林道など道路の形態を整えていないところでも、人や車が自由に出入りできるところは、道路とみなされます。●舗装

された道路では乗らないでください。舗装路で乗るとハンドル操作が著しく異なり、大変危険です。●ヘルメット、ゴーグル、長袖、畏ズボン等の保護具を着用し、正しい服装で還転しましょう。●乗車定員は1名です。他

の人を乗せて走らないようにしましょう。●ATVに乗るときは、自然保護に努め、動植物を大切にしましょう。原生自然環境保全地域、国立・国定公園の特別地区、県などが指定している乗り入れ規制地域では走行でき

ません。●実質排気量90cm3以上のモデルは16歳以上の方のみを対象としております。年齢制限をお守りください。88cm3のYFM90Rは12歳以上の方が対象ですが、必ず大人の方の管理下で使用してください。

2009年9月現在　※この印刷物を無断転載、無断使用することはお断りします。　※このカタログはFSC認旺用紙を使用しています。
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　　　　　　　アーバンネット三田ビル8階

0909⑥A・QIK－TPC－113219


