
街は小さな小さなク•Jレ・マがいい。



オートマチック3段変速．I

パッソルのやさしさにパワーをプラスしてデビュー。

ソフトバイクに新しい仲間が加わりました。 名づけて 走りをプラスしました。また、ちょっびりハードな走りをおの

ポエット。躍動感あふれるV字型フレームのファッショ ぞみの方には、自動遠心クラッチ式3段の〔LESO-C〕

ナブルなデザイン、ファミリーバイクては初めてのオート タイプも用意しております。ともに発進から加速にいたる

マチック3段変速など、パッソルのやさしさに、パワフルな まて、なめらかな走りをおたのしみいただけます。

●始動方式はパッゾルなどに採用されている

「ワン・ツー・スタート」。安全性にも充分配慮しています。••

●スイッチ類はハンドル周辺に集中｀

ハンドルから手を離さなくても操作することがてきます。••

●エンジンオイルの残量が少なくなると、． 
• オイル晉告灯が知らせてくれます。． ． ． ． ． ． ●●フロントバスケットは標準装備。

.. • お買物やちょっとした小物を入れるのにも便利てす。． 
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●便利なヘルメットホルダー。．．．．．．． ．

●大型のキャリアはこのクラス最大、．．

20kgまての積載が可能。

レジャーやビジネスなどに

用途も大きく拡がります。

．． ● ●●25W/25Wの大きなヘッドライト。

夜間走行時も安心てす。

・・・・・・・・・・ ●フラッシャーは「消し忘れ」を防止する

オーテ牙オパイロットつき。

作動を音て確認てき、たいへん便利て‘す。

..... .... 
・・・ ・・・・ ●盗難防止に役立つハンドルロック。

... 
●テールランプもフラッシャーランプも

すべて大型。

遠方からの確認もたしかてす。

●エンジンはこのクラスては最大のパワーをほこる

2サイクル・49c.c.3.6馬力。

メンテナンスフリーのC.D.I点火、

オートチョークの採用により、始動も確実てす。



街には数えきれないほどの暮らし方がある。夜明け

前に起き出す人がいて、夜明けとともに家路をたど

る人がいる。こんな街の暮らしの、すべての人々 に

ご満足いただけるソフトバイクとして生まれたのが、

ポエット。ファミリーバイクの理想を追求したクルマ

てす。パワーはより大きく。走りはよりなめらかに。

操作はよりやさしく、より安全に。そしてスタイリング

ファッション性と実用性のハーモニーをたいせつにした

ボエット。リヤキャリアの積載重量はこのクラスでは最大

の20kgo買物などに威力を発揮するほか、ちょっとした配達

や、ビジネス用としても十分こi'IJ用いただけます。
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l-
安全性に対しても十分に配慮しています。「ワン・ツー・

スクート」、 オー芳オパイロット、大型のバックミラー、

左手のハンドル部分に集中したスイッチ類。とりわけ25

W/25Wの大型ヘッドライトは夜間走行時にも安心てす。

はより汁皇に……。 ポエットを持ったその日から、

暮らしのリズムがかわります。お仕事のフットワーク

が拡がります。おつきあいのサークルに巾が生ま

れます。時には芝生の公園まて昼寝にゆくのもよい

てしょう。あるときは見知らぬ街へ足をのばしてみる

のもよいてしょう。：：：・家族て1台、ポエット。毎日を

より大きく暮らすための道具としてお役立てください。



1・2スタートで、さらに安心。メインスイッチには、

停止（切）・始動・走行の3段階があります。

一-
①スイッチを「始動」にして、ペタ況を

キックするとエンジンがかかります。

（「走行」の位置てはエンジンがか

かりません。また、「始動」の位置の

ままアクセルグリップを回しても、バイクは走りだしません。）

②スタンドをはずしてバイクに乗車しスイッチを「走行」に切り換えます。

（この場合、アクセルグリップは回さないて` ください。）

③始動ランプが消えたことを確認してから、アクセルグリップを回せば

走りだします。

正しく学んで安全運転

ヤマハ原付免許教室のこあんない

一一巳璽＇
●合格されるまで親身になってお手伝い。

バイクに乗るには、警察署または運転免許試験

場て行なわれる学科と適性の試験を受け、「原

動機付自転車運転免許」（通称原付免許）を

とらなければなりません。（普通免許ても運転て

きます。）免許がほしいと思ったら、「ヤマハ原付

免許教室」へ。お小造い程度の費用とわずかな時間 (4~6時間、 1日

て‘終了）て` 、免許取得をお手伝い。 16オ以上の方なら、どなたてもお

申し込みになれます。詳しくは、ヤマハ販売店におたずねください。

●自習セットをご活用ください。

免許教室に参加てきない方のために、「ヤマハ原付免許自習セット」

を用意しています。免許取得に必要な知識が、カセットテープと絵とき

テキストて` くり返し勉強てきます。免許教室に参加される方の予習復習

用にも最適。ヤマハ販売店に常備していますから、ぜひ、ご利用ください。

|1 月々 わずかなお支払いて；ムリなくおもとめいた

だける「ヤマハらくらくクレジット」。お支払い方法

は、3-6-10・12・16・20回払いの6種類。毎月均

等払いの他に、ボーナス時の増額支払いを併

用する方法もあります。手続きはかんたんてす。詳

しくは、お近くのヤマハ販売店にご相談ください。

一一一

安全運転のポイント

ソフトバイクは便利て` 安全な乗りもの。

しかし、交通ルールを無視したり、無

理な運転をすると危険て‘す。運転す

るときはヘルメットをかぶり、道路交通

法をまもって安全運転に心がけまいう。

●一時停止を確実に

せまい道から広い道へ出るときや見通

しのわるい交差点ては、いったん止ま

ることをお忘れなく。

●走るコースをいきなり変えないで

進路変更をするときは、必ず合図

を出して、後方の安全を確認してく

ださい。

●左折する四輪車にこ祖注意

四輪車が左折するとき、歩道すれす

れに通ることがあります。左折車には

充分気をつけましょう。
仕鳴鱚哭：ゞ

全 9・全巾／全高

軸間距離

シート高／最低地上高

乾燥重量

燃賣／定地走行テスト値

最小回転半径

制動停止距離

エンジン種類

気筒数配列／総排気量

内径x行程

圧姐比

最高出力

最大トルク

始動方式

点火方式

燃料タンク容量

オイル容量

潤滑方式

クラッチ形式

変速機形式

フレーム形式

キャスタ／トレール

クイヤサイズ・訂／後

制動装置•前後

パッテリー容量／型式

ヘッドランブ／ストップランプ

テールランプ／フラッシャーランプ

濠本仕様は予告なく変更することがあります。

ポエット LE5D・A[L£50•C. 

1.6D転m/640,n(C=63S.=) /975orn 

1,110..,(C=I.ID,.,,,) 

715mm/120呻

67k'I〔C=69k'I〕

75km/ l (30km/h) 

I, 700mm 

3.5m/(20km/h) 

2サイクル・ピストンリードパルプ

単気筒／49cc

40.0mmX39. 7""' 

7.1 
3.6ps S,500r.p.m 

0.56~ —m /4,000r p.m. 

キック

C.D」.

3.81 ． 

0.81 

分離給油（ヤマハオ＿トループ）

A＝湿式内拡重錘式コイルスプリング
e＝湿式多板自動遠心

A＝オートマチック3段変速
C＝ロータリー式3段

鋼管アンダーポーン

25° /45mm 

3. SO-I0-2PR/3.50-I D-2PR 

機械式ドラムプレーキ

6V-4AH/6N4-2A 

6V-25W • 25W /6V-l 7W 

6V-5.3W/6V-IOW 

濠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。

濠走行後のマフラーに触れないよう注意しましょう。

濠自賠責保険に加入しましょう。

標準現金価格 LE50-A/C ¥122,000 

YAMAHA 
ヤマハ発動機株式会社

〒438静岡県磐田市新J!l.2500TEL05383(2) 1111 
●ヘルメットをかぷり、安全遍転に心がけましょう。

●定期点検を受けましょう．

8007-1000, R-011009 


