
スズキ車をお買いあげいただきありがとうございます。

車は取扱いを誤ると事故や故障の原因となります。正しい取扱いをご理
解いただくため運転する前に、必ず取扱説明書をお読みください。そ
して安全で快適なバイクライフをお楽しみください。
またメンテナンスノートもぜひお読みください。

● この取扱説明書には、お車の正しい取扱い方、安全な運転のしかた、簡
単な点検、整備の方法などについて説明してあります。

●「必読！安全運転のために」および次のシンボルマークで示した所は重要
ですので、しっかりお読みください。

お車受け取りの際は、お買いあげいただいたスズキ販売店よ
り取扱説明書、メンテナンスノートを受け取り、下記の説明
を受けてください。

◇ お車の正しい取扱い方法
◇ 日常点検、定期点検
◇ 保証内容と保証期間
◇ 保証書の発行 《保証書登録票の記入・捺印》

● お車を譲られる時は、次に所有される方のためにこの取扱説
明書とメンテナンスノートをお渡しください。

● 仕様の変更などにより、この取扱説明書の内容とお車が一致
しない場合があります。ご了承ください。

☆この車は、平成18年排出ガス規制適合車です。

取扱いを誤った場合、死亡または重大な傷害を生じる可能
性がある危害の程度を示しています。

取扱いを誤った場合、傷害を負う可能性がある危害の程
度を示しています。

取扱いを誤った場合、物的損害の発生する危害の程度を
示しています。

お車のために守っていただきたいこと、知っておくと便
利なことを示しています。アドバイス 
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必読！安全運転のために

■安全な運転は正しい服装から
● ヘルメットを必ず着用してください。
頭にしっくり合ったS、SGまたはJIS
マークのある二輪車用ヘルメットをかぶ
り、あごひもをしっかり締めましょう。

● ヘルメットシールドまたはゴーグルを使
用してください。

● グローブを着用してください。グローブ
は摩擦に強い皮製が適しています。

● 服装は明るく目立ち、体の露出の少ない
長袖、長ズボンを着用してください。万
一の時、身体への衝撃を軽減します。

● 運転を阻害するような服装はやめましょ
う。そで口の広い服や、すそ広のズボン
などは運転操作の邪魔になります。

● 運転操作のしやすいくるぶしまで覆う靴
をはいてください。

運転の前に

この章にあげた、日常走行する上での基本
的な注意事項を守り、安全運転を心がけて
ください。

車の購入当初は、誰でも細心の注意をは
らって運転しますが、慣れるに従い注意を
怠ってしまいます。事故防止のため、いつ
も細心の注意をはらって運転しましょう。

重要な事項を書いたラベルが車に貼られて
います。これらの注意をいつもお守りくだ
さい。

◇取扱説明書をよく読んで安全な運転をし
ましょう。

◇ヘルメットを正しくかぶりましょう。
　不適切な着用は転倒時などにヘルメット
が脱げてけがをするおそれがあります。

◇マフラは熱くなります。
人が触れることのない場所に駐車するな
どの配慮をしましょう。

◇ヘッドランプを昼間はロービーム点灯し
ましょう。

◇安全運転、迷惑防止のため不正改造は行
わないようにしましょう。

◇定められた点検整備をメンテナンスノー
トに従って励行しましょう。

ラベル
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■点検整備をしましょう
事故や故障を未然に防ぐため、日常点検と
定期点検を必ず実施してください。
いつもと違う音や臭いがしたり、液漏れし
た場合などは、スズキ販売店で点検を受け
てください。

必読！安全運転のために

● ヘルメットを正しくかぶってください。
正しくかぶらないと事故の際重大な傷害
を負う可能性が高くなります。

● 運転者と同乗者は、必ずヘルメットをか
ぶり正しい服装で乗車してください。

操作しやすい靴

明るい服装

グローブ

ヘルメット
● うしろの席に乗る人は、背丈の長いジャ
ケットやコートを着用しないでくださ
い。テールランプやターンシグナルラン
プが覆い隠されて、後続の車に見落とさ
れるおそれがあります。
やむを得ず着用する場合は、ジャケット
やコートのすそをお尻の下に敷くなどし
て、テールランプやターンシグナルラン
プが覆い隠されないようにしてくださ
い。
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■荷物
● 荷物を積むと、積まない時に比べ操縦
性・安定性が変わります。

● 荷物の積載は下記重量までです。積み過
ぎないようにしてください。

● 荷物は下記以外の場所に積まないでくだ
さい。

必読！安全運転のために

運転の前に

トランク
最大10kg

フロント
ボックス
最大3kg

■ 給油する時は
ガソリンを給油する時は、エンジンを停め
て火気を近づけないでください。

■乗車定員は2名
二人乗りでは通行できない道路区分もあり
ます。また、二人乗りは年令や経験年数の
制限もあります。二人乗りに関する条件や
交通規制をしっかり守り、マナーのよい運
転を心がけましょう。

ミニボックス（左右）
0.5kg以下

排気ガスには一酸化炭素などの有害な成
分が含まれています。閉めきったガレー
ジの中など、風通しの悪い場所では、エ
ンジンをかけないでください。排気ガス
により、ガス中毒を起こすおそれがあり
ます。

■エンジンをかける時は
風通しの良い場所でエンジンをかけてくだ
さい。
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必読！安全運転のために

■ 風が強い日は
横風が強い時、トンネルの出口や橋の上、
あるいは大型トラックに追い越されたり追
い越したりする時は、横風を受けて車が流
されることがあります。
スピードを抑え、ハンドルをしっかり握っ
て運転しましょう。

■雨の日、雪の日は
● 路面が滑りやすいので急加速、急減速、
急ブレーキは避けてください。

● 普段よりスピードを落として、早めにブ
レーキをかけてください。

運転中は

■乗り方
● 運転中は両手でハンドルを握り、足をス
テップボードに置いてください。同乗者
には両手で身体をしっかり固定させ、足
は後席用ステップボードに乗せさせてく
ださい。

● 急激なハンドル操作や片手運転は絶対に
しないでください。横滑りや転倒の原因
となります。
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必読！安全運転のために

● 他の人がマフラ、エンジンなどに触れる
ことのない場所に駐車してください。

● エンジン回転中および停止後しばらくの
間は、マフラ、エンジンなどに触れない
でください。

■駐車する時は
車から離れる時は、盗難抑止のためハンド
ルロックをかけ、携帯機を持った状態で離
れてください。この時、必ずハザードラン
プが2回点滅しメインスイッチノブの照明
が消えたことを確認してください。

 36ページの「ハンドルロック」参照
● 交通の邪魔にならない場所に駐車してく
ださい。

● 違法駐車はしないでください。
● 車は平らな場所に、ハンドルを左にきっ
て駐車してください。ハンドルを右に
きった状態での駐車は避けてください。

● やむをえず傾斜地、砂利の上、でこぼこ
な所、やわらかい地面などの不安定な場
所に駐車する時は、車が転倒したり、動
いたりしないように十分注意してくださ
い。

運転中は

エンジン回転中および停止後しばらくの
間は、マフラ、エンジンなどが熱くなっ
ています。この時に触れると火傷を負う
おそれがあります。
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必読！安全運転のために

■ 不正改造はやめましょう
車の構造や機能に関係する改造は、操縦性
を悪くしたり、排気音を大きくしたり、ひ
いては車の寿命を縮めることになります。
このような改造は法律に触れるばかりでな
く、他の人の迷惑となります。
車の改造は保証の適用を除外されますので
ご了承ください。

● マフラには、スズキ純正部品を示す
“SUZUKI”マークが刻印されています。

車の整備など

● 自己流のエンジン調整、部品の取外しは
行わないでください。エンジン調整はス
ズキ販売店にご相談ください。

● あなたのお車に適したスズキ純正部品お
よび指定・推奨油脂類をお使いいただく
ことをおすすめします。純正部品は厳し
く検査し、スズキ車に適するように作ら
れています。純正部品には下記の表示が
あります。

● この車は、排出ガス規制適合車です。
マフラには排気ガスを浄化する触媒装置
が内蔵されています。
マフラを変更すると、排出ガス規制に適
合しなくなるおそれがありますので、マ
フラを交換する場合はスズキ販売店にご
相談ください。
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取扱いの方法

各部の名称

トランク(P.38)

マフラ

フロントブレーキレバー

エンジンオイル注入口

スロットルグリップ

フロントブレーキリザーバタンク

リヤショックアブソーバ（Ｐ.42）

ヒューズ（Ｐ.63）

メインヒューズ（Ｐ.63）

フロントフォーク

シート（Ｐ.37）

バックレスト（Ｐ.44）

－－－部は見えない部分を示します。
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取扱いの方法

ブレーキロックレバー（Ｐ.43）

－－－部は見えない部分を示します。

バッテリ（Ｐ.64）

メインスイッチノブ（Ｐ.30）
ハンドルロック（Ｐ.36）

フューエルタンク
キャップ

エアクリーナ（Ｐ.62）

サイドスタンド

リヤブレーキレバー

フロントボックス（Ｐ.39）

メインスタンド

ヘルメットホルダ（Ｐ.37）

リヤブレーキリザーバタンク

冷却水リザーバタンク

ミニボックス（Ｐ.40）

スタンドグリップ

スロットルケーブル（Ｐ.55）
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取扱いの方法

メータの見かた

メインスイッチノブをONにすると
　　　20ページの「キーレススタートシス
テムの操作」参照
● スピードメータ、タコメータの指針が最
大まで振れて、“0”に戻ります。

● フューエルメータの指針がFまで振れて、
Eに戻った後に燃料の残量を示します。

● 水温計の指針がHまで振れて、Cに戻っ
た後に現在の水温を示します。

● FI警告灯が3秒間点灯します。
● 液晶ディスプレイが3秒間次
のように表示します。

＜指針の補正＞
指針が“0”に戻らない場合、補正すること
ができます。
1.アジャストスイッチを押したまま、メイ
ンスイッチノブをONにします。

2.1.の状態のままアジャストスイッチを約
3秒以上押し続けます。

温度計/燃費計

スピードメータ

フューエル
メータ

オドメータ/トリップメータ

ターンシグナル
インジケータ

ターンシグナル
インジケータ 時計

ブレーキロック
インジケータ

水温計

セレクトスイッチ

タコメータ

アジャストスイッチ

ハイビーム
インジケータ

FI警告灯

キーレスインジケータオイルチェンジ
インジケータ

レッドゾーン

■タコメータ
エンジンの回転速度を示します。

■スピードメータ
車の走行速度をkm/hの単位で示します。

エンジン回転速度がレッドゾーンに入ら
ないように注意して走行してください。

アドバイス 

＜レッドゾーン＞
レッドゾーンとは、エンジンの許容回転
速度を超えた回転域を示します。レッド
ゾーン以上で使用すると、エンジンが円滑
に回転しなくなり、エンジン寿命に悪影響
を与えます。

スロットルシフト
インジケータ

走行中にスイッチ操作を行なうと危険で
す。停止中に操作してください。
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取扱いの方法

＜トリップメータA＞

＜トリップメータB＞

＜オドメータ＞

＜FI警告表示＞
● 燃料噴射機構に異常が起きると、オド
メータにFIと表示します。同時にFI警告
灯が点滅または点灯します。

■オドメータ/トリップメータ
/FI警告表示

メインスイッチノブをONにするとチェック
パターンを約3秒表示後、オドメータもし
くはトリップメータAまたはBを表示しま
す。
● セレクトスイッチを押すと下図のように
切り換わります。

● メインスイッチノブをOFFにした時点の
設定が記憶されます。

＜オドメータ＞
● 走行した総距離をkmの単位で示します。
● オイル交換や定期点検の目安となります。
● オドメータの表示範囲は、0～999999km
です。999999kmを超えると、オドメー
タは999999kmを表示し続けます。

＜トリップメータ＞
● TRIP　 ,　 2つのモードがあります。
表示範囲は0.0～9999.9kmです。
9999.9kmを超えると0.0に戻ります。

● アジャストスイッチを約2秒間押すとリ
セットされ、“0.0”を表示します。
リセットされるのは表示している TRIP
　 または　 だけで、表示していない方
はそのままです。

● TRIP　 または 　をリセットすると、そ
れに対応する燃費計もリセットされま
す。一定距離を走行するまで燃費計は
“－－.－”を表示します。

● FIと表示されFI警告灯が点滅している場
合は、始動ができません。

● FI警告灯が点灯していて走行できない
場合もあります。

● 次の表示が出た場合は、エンジンが始動
できません。同時に水温計の針がH側に
振り切れます。

以下の点検を行ってください。

● エンジンストップスイッチが に
なっていないか

● サイドスタンドが出ていないか
● ヒューズが切れていないか
● ワイヤハーネスに異常がないか

CHEC表示が消えないときは、スズキ販売
店で点検を受けてください。

アドバイス 

● FIの表示が出たまま運転しないでくださ
い。エンジンが損傷するおそれがありま
す。

● FIが表示されたら、すぐにスズキ販売店
で点検を受けてください。
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取扱いの方法

メータの見かた

■ フューエルメータ
フューエルタンク内のガソリン残量の目安
を示します。レッドゾーンを指しかけたら
ガソリンを補給してください。レッドゾー
ンを指しかけた時の予備燃料容量は約3L
です。 ● 赤マークを示したまま運転しないでくだ

さい。エンジンが損傷するおそれがあり
ます。

● 赤マークを示したら、エンジンをとめ、
エンジンが冷えてからリザーバタンク内
の冷却水量を点検してください。

● 高温下での長時間にわたるアイドリング
により、指針が赤マークを指す場合があ
ります。この場合は、走行してエンジン
を冷やすか、冷えるまでエンジンを停止
してください。

■時計
12時間表示、時分を表示します。

＜調整のしかた＞
1.メインスイッチノブをONにして、時計
を表示させます。セレクトスイッチ、ア
ジャストスイッチを同時に約2秒間押す
と表示が点滅します。

2.セレクトスイッチで時表示、アジャスト
スイッチで分表示を調整します。

3.セレクトスイッチ、アジャストスイッチ
を同時に約2秒間押し通常表示に戻しま
す。

アドバイス 
メインスイッチノブがOFFでも、メータ
には微少電流が流れ、電力を消費してい
ます。長時間（2か月以上）乗らない場合
は、バッテリを外しておいてください。
詳細はP.70のアドバイスをご覧くださ
い。

ターンシグナル
インジケータターンシグナル

インジケータ

ブレーキロック
インジケータ FI警告灯

ハイビーム
インジケータオイルチェンジ

インジケータ
セレクトスイッチ

アジャストスイッチ

キーレス
インジケータ

温度計/燃費計

フューエル
メータ

時計

水温計

スロットルシフト
インジケータ

■水温計
● エンジン冷却水の温度を表示します。
● 走行中は赤マークより下を示すのが正常
です。

サイドスタンド状態では、フューエル
メータはガソリンの量を正しく表示でき
ません。車体を垂直にした状態でメイン
スイッチノブをONにし確認してくださ
い。

アドバイス 
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取扱いの方法

■ 温度計/燃費計/オイルチェンジ
インジケータ

＜温度計＞
メインスイッチノブをONにすると、外気温
度または燃費計を表示します。
　　

● アジャストスイッチを押すと、切り替り
ます。

● 温度表示範囲は、-10℃から50℃です。
-10℃より低温の場合、表示はLOを表示
し、50℃より高温の場合、表示はHIを表
示します。

＜ 燃費計＞
● TRIP　 ,　 各々の走行距離に対する平均
燃費を表示します。燃費計をリセットす
るには、トリップメータをリセットして
ください。オドメータ表示中は、TRIP
　 の燃費を表示します。

● 表示には、1Lあたりの走行距離を示す
“km/L”と100km走行するのに必要な燃
料を示す“L/100km”があり、セレクト
スイッチを約2秒以上押すと切り換わり
ます。

●“km/L”の表示範囲は0.1～99.9で、これ
以外の時は表示しません。

●“L/100km”の表示範囲は2.0～99.9で、
これ以外の時は表示しません。

アドバイス 
温度表示は目安としてください。停止中
や低速走行中は正しく表示しないことが
あります。

アドバイス 
燃費計は、おおよその値を示したもので
す。実際の値とは異なります。
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取扱いの方法

メータの見かた

オイル交換時期の設定

1.メインスイッチノブをONにし、メータを
オドメータ表示とします。アジャストス
イッチを約2秒以上押して “INTERVAL”
と“OIL CHANGE”インジケータを点滅さ
せます。このときオドメータは、前回
リセット時のオドメータの数字を3回点
滅表示したあと、現在のインターバル
設定値を点灯表示します。

2.セレクトスイッチを押すと500kmずつダ
ウンし、アジャストスイッチを押すと
500kmずつアップします。

6,000→5,500→5,000・・・・・・　500  ←     ←

3.セレクトスイッチとアジャストスイッチ
を約2秒間押して設定完了です。

ターンシグナル
インジケータ

ターンシグナル
インジケータ

ブレーキロック
インジケータ

FI警告灯

ハイビーム
インジケータ

オイルチェンジ
インジケータ

セレクトスイッチ
アジャストスイッチキーレス

インジケータ スロットルシフト
インジケータ

● 距離設定は、オドメータが1,000kmに
達したあとに調整可能となります。

● オイルチェンジインジケータはオイル交
換時期の目安を示します。
メンテナンスノートに従って正しい時期
にオイル交換をしてください。

● オイル交換のインターバルは、交換時期
の設定をしてからではなく、リセットし
てからの距離を示します。

アドバイス 

＜オイルチェンジインジケータ＞
エンジンオイルの交換時期をお知らせしま
す。
初回は1,000kmで表示、以降は6,000kmご
とに表示します。初回の1,000kmを過ぎる
と、6,000 ←→ 500kmの範囲で任意に設定
することができます。

リセットのしかた
1.メインスイッチノブをOFFにします。
2.セレクトスイッチを押したままメインス
イッチノブをONにしそのままセレクト
スイッチを約3秒間押し続けます。“OIL
CHANGE”が点滅して消え、リセットさ
れます。このとき、オドメータの数値が
記憶され、6,000km（または設定値）走行
後に再び表示します。● 表示が出たらオイルを交換し、リセット

してください。これにより次回オイル交
換時期を表示することができます。

● 表示前にオイルを交換した場合にも次回
のオイル交換時期を正しく表示させるた
めリセットしてください。

● オドメータ表示が1,000kmを超えるまで
はリセットすることはできません。

アドバイス 



15

取扱いの方法

1,000km 
 
 
 

1,033km 
 
 
 

7,033km 
 
 
 

7,048km 
 
 
 

13,048km

↓ 
OIL CHANGE 

↓ 
オイル交換 
↓ 

リセット 
↓ 

自動設定（6,000km） 
↓ 

OIL CHANGE 
↓ 

オイル交換 
↓ 

リセット 
↓ 

自動設定（6,000km） 
↓ 

OIL CHANGE 
↓ 
 
 

点灯 
 
 
 
消灯 
 
 
 
点灯 
 
 
 
消灯 
 
 
 
点灯 

 
 

 

5,033km 
 
 
 

5,048km 
 
 
 

9,048km

↓ 
4,000kmに設定 

↓ 
OIL CHANGE 

↓ 
オイル交換 
↓ 

リセット 
↓ 

自動設定（4,000km） 
↓ 

OIL CHANGE 
↓ 
 

点灯 
 
 
 
消灯 
 
 
 
点灯 

 
 

 

 

10,048km

↓ 
5,000kmに設定 

↓ 
OIL CHANGE 

↓ 
 

点灯 

 

 

q特に設定しない場合は、初回1,000kmのあとは6,000km走行 
 　後にOIL CHANGEが点灯するように自動設定されています。 
w任意に設定するとその距離を走行後に表示、以降はその距離 
　が自動設定となります。 
eさらに途中で設定距離を変更することもできます。 

オイル交換時期 設定例 

q

w

e

アドバイス ＜キーレス＞
キーレススタートシステムの作動に応じて点
灯します。インジケータが点滅し続けてエン
ジンがかからないときは、下記の事項を確認
してください。

走行する前にブレーキロックレバーを解
除してください。そのまま使用すると、
過熱してブレーキが効かなくなるおそれ
があります。

＜ハイビーム＞
ヘッドランプが上向きの時に点灯します。

● バッテリの電圧が低下しています。バッ
テリを充電するか、スズキ販売店にご相
談してください。

● メカニカルキーを使用してメインスイッ
チノブをONにしています。キーレスシ
ステムを使用してください。

＜スロットルシフトインジケータ＞
スロットルシフトシステムが作動すると点
灯します。

＜ターンシグナル＞
ターンシグナルランプが作動すると点滅し
ます。

■インジケータ
＜ブレーキロック＞
ブレーキロックレバーを引くと点灯します。
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■警告灯
＜FI警告灯＞ 
燃料噴射装置に異常が起きると点灯します。

● FI警告灯が点灯したまま運転しないでく
ださい。エンジンが損傷するおそれがあ
ります。

● FI警告灯が点灯したら、すぐにスズキ販
売店で点検を受けてください。

取扱いの方法

メータの見かた
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スイッチの使い方

■キーレススタートシステム
キーレススタートシステムとは、キーを使
用せずに携帯機と車本体で通信を行いなが
ら、ID番号の認証を行うことです。ポケッ
トやバッグから携帯機を取り出すことな
く、下記の操作が行えます。

取扱いの方法

● メインスイッチノブ操作によるステアリ
ングロックおよびメインスイッチのオ
ン、オフ。

● シートロック、フロントボックスロッ
ク、フューエルリッドロックの解除。

キーレススタートシステムは、フロント
ボックス内に設置されたアンテナを使用
して、微弱電波を発信しています。電波
により埋込み型心臓ペースメーカーや埋
込み型除細動器などの医療機器へ影響を
与えるおそれがあります。車両に搭載さ
れているアンテナから22cm以内に埋込
み型心臓ペースメーカーおよび埋込み型
除細動器が近づかないようにしてくださ
い。その他の医療電気機器をご使用のお
客様は、医師や医療機器製造業者などの
関係者に確認してからご使用ください。

解錠

施錠

シート

フロントボックス

フューエルリッド

携帯機

携帯機

アンテナ

ロックの解除が正常に行なわれない時
は、キーレスインジケータが5秒間点滅
します。

アドバイス 
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取扱いの方法

スイッチの使い方

＜携帯機の通信モード切り換え＞
携帯機のスイッチを2秒以上押して携帯機
の通信モードを切り換えます。

通信モード: 赤色の表示灯が点灯し、キーレ
ススタートシステムを使用でき
ます。

   ※通信モード中は短押しすると
赤色点灯します。

停止モード: 赤色の表示灯が消灯し、キーレ
ススタートシステムを使用でき
ません。

   ※停止モード中は短押ししても
赤色点灯しません。

携帯機には信号を発信するための精密な電
子部品が内蔵されています。故障を防ぐた
めに、取り扱いには以下のことをお守りく
ださい。
● 携帯機を無理に曲げたり、強い衝撃を与
えたりしないでください。

● 直射日光のあたる場所、高温、多湿にな
る所には置かないでください。

● 削ったり、穴を開けないでください。
● 磁気を帯びたキーホルダなどを付けない
でください。

● パソコン、テレビなどの電化製品、低周
波治療器などの医療用電気機器の近くに
置かないでください。

● 水に濡らさないでください。
● 火であぶったりしないでください。
● 超音波洗浄器などで洗浄しないでくださ
い。

● 燃料やツヤ出し剤、油脂類が付着する
と、本体が変形したり、ひび割れの原因
となるおそれがあります。

● 電池交換のときや暗証番号を確認すると
き以外は、分解しないでください。本体
のカバー以外の箇所は、分解しないでく
ださい。

● 携帯機は運転者が必ず身につけてください。
● 携帯機が作動範囲にあると、携帯機を身
に付けていない人でもエンジンの始動や
メインスイッチノブの操作、シートロッ
ク、フロントボックスロック、フューエ
ルリッドロックの解除が可能なのでご注
意ください。

● トランク内は携帯機の通信電波が届きませ
ん。携帯機をトランクに置き忘れないよう
にしてください。

● 携帯機が金属製の物に接したり、覆われ
ていると、通信不良の原因になることが
あります。

● 電池の寿命は、使用状況によりますが、
約2年です。強い電波を受信し続けた場
合、電池を著しく消耗することがありま
すので、パソコンやテレビなどの電化製
品の近くには置かないでください。

● 携帯機の紛失に備えて、予備の携帯機を
作成することをおすすめします。予備の
携帯機の作成については、システムの再
登録が必要になりますので、お買い上げ
のスズキ販売店にご相談ください。

● キーレススタートシステムは、携帯機を
4個まで登録できます。

● 携帯機を航空機内に持ち込むときは、携
帯機の通信モードを停止モードにしてく
ださい。

アドバイス 

携帯機

携帯機
通信/停止表示灯

携帯機スイッチ
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取扱いの方法

＜携帯機の暗証番号＞
携帯機の内部には、生産時にあらかじめ登
録された暗証番号が貼られています。携帯
機を紛失したり電池が切れた場合に、暗証
番号を入力することで、メインスイッチノ
ブを操作することができます。
　　　24ページの「携帯機を使用できない
時の操作」参照

作動範囲内
作動範囲外

<携帯機の作動範囲>
携帯機は、半径約0.8ｍの範囲において作動
します。

アドバイス 

約 0.8 m

暗証番号メカニカルキー

● 暗証番号は携帯機の紛失や電池切れなど
に備えて、メカニカルキーとともに携帯
してください。

● メカニカルキーは、同時紛失を避けるた
めに、携帯機とは別に携帯してくださ
い。

● 紛失に備えて、暗証番号を控えて保管し
てください。

● スペアを含めた全ての携帯機を紛失した
場合でも、メカニカルキーと暗証番号を
使用して新規に携帯機を登録できます。

アドバイス 
● 携帯機は微弱電波を使用しているため、
周囲の状況により作動範囲が広くなった
り、狭くなったりすることがあります。

● 携帯機の電池が消耗しているときや、強
い電波、ノイズのある場所などでは、作
動範囲が狭くなったり、作動しないこと
があります。

● 他の車の電子通信ID番号認証システム機
器を同時に持った場合は、キーレスス
タートシステムが正常に作動しないこと
があります。

● トランク内は携帯機の作動範囲外となり
ます。携帯機は必ず身につけて使用して
ください。携帯機をトランクに置き忘れ
ないようにしてください。
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取扱いの方法

スイッチの使い方

<通信モード>
1.通信モードに設定した携帯機を携帯して
乗車します。

2.メインスイッチノブがOFFまたはLOCK
の位置であることを確認しメインスイッ
チノブを押して放します。

■キーレススタートシステムの操作
● メインスイッチノブを押して放した後、
30秒以内にメインスイッチをONにしな
い、もしくは車から離れた場合は、メイ
ンスイッチノブの照明が消灯し、ハザー
ドランプが2回点滅してメインスイッチ
ノブが施錠されます。

● 盗難やいたずら目的でメインスイッチノ
ブを回そうとすると、メインスイッチノ
ブが空回りする構造となっています。い
たずらなどで、メインスイッチノブが
OFFまたはLOCK以外の位置にある場合
は、OFFまたはLOCKの位置に戻してか
らメインスイッチノブを押して放してく
ださい。

アドバイス 3.携帯機のID番号が認証されると、メータ
のキーレスインジケータが携帯機の登録
個数分点滅し、メインスイッチノブの照
明が点灯します。シートロック、フロン
トボックスロック、フューエルリッド
ロックが解除できます。

4.メインスイッチノブをONにします。

メインスイッチノブキーレスインジケータ

携帯機

押す
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＜停止モード＞
1.メインスイッチノブをOFFまたはLOCK
に回します。メインスイッチノブの照明
が点灯します。

2.携帯機を携帯して作動範囲から離れると
メインスイッチノブの照明が消灯し、ハ
ザードランプが2回点滅してメインス
イッチノブが施錠されます。

3.シートロック、フロントボックスロッ
ク、フューエルリッドロックが施錠され
ます。

取扱いの方法

アドバイス 

お店のガラス越しや家の塀越しなどの隔て
た場所に駐車した場合、車が携帯機の作動
範囲内にあると、他の人でもメインスイッ
チの解錠およびエンジン始動が可能となり
ます。このような時は、携帯機を停止モー
ドにしてください。
　　　18ページの「携帯機の通信モード切
り換え」参照

● 車から離れる時は、盗難防止のためにメ
インスイッチノブをLOCKの位置にし
て、必ずメインスイッチノブを施錠して
ください。

● 携帯機を停止モードにする際は、必ず携
帯機のLEDが消灯したのを確認してか
ら、車から離れてください。

アドバイス 

携帯機

● メインスイッチノブをONからOFFまた
はLOCKに回してから、30秒経過すると
携帯機が作動範囲以内にあってもメイン
スイッチノブが施錠されます。

● メインスイッチノブをONからOFFまた
はLOCKに回してから、携帯機を停止
モードにすると作動範囲であってもメイ
ンスイッチノブの照明が消灯し、ハザー
ドランプが2回点滅してメインスイッチ
ノブが施錠されます。



22

取扱いの方法

スイッチの使い方

電子基板係止部

　　　　　電子基板

＜ボタン電池消耗時の表示＞
携帯機のボタン電池が消耗している場合、
メインスイッチノブを押して放すと、メイ
ンスイッチの照明が5回点滅します。新しい
ボタン電池と交換してください。

5回点滅

携帯機の電池交換
メインスイッチの照明が5回点滅した場合や
作動が不安定になった場合は、早めに電池
を交換してください。

使用電池：ボタン電池CR2032

電池交換のしかた
1.携帯機のモードスイッチを下に向けた状
態で携帯機本体を保持します。

2.本体下部にある溝に、傷付き防止のため
のウエスをあてたマイナスドライバなど
を差し込み、本体を分解します。

3.古いボタン電池を取り出し、新しいボタ
ン電地の ＋ 側が見えるようにしてはめ
込みます。

4.電子基板が防水シールの5ケ所のツメに
収っていることを確認します。

5.防水シールがケースに収っていることを
確認します。

6.本体を組み付けるときは、カバー内側に
あるツメを本体の合わせ部に合わせるよ
う組み付けます。

カバー

スリット

ボタン電池

防水シール

スイッチ操作部

LED表示部

防水シール爪部

＜本体から防水シール、電子基板が外れた
場合の組立＞

電池交換後、
1）本体に防水シールをセットします。
● 防水シール上部2ヶ所の爪をケースの凹
部に確実に入れてください。

● スイッチ操作部、LED表示部が陥没
していないことを確認します。

本体

2）電子基板を防水シールにセットします。
● 防水シールの電子基板係止部5ヶ所が
セットした状態で見えること、かみ込
みがないことを確認します。
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取扱いの方法

＜バッテリが上がった時＞
バッテリが上がった時は、メカニカルキー
を使用してフロントボックスを開けること
ができます。充電したバッテリを取り付け
れば、キーレススタートシステムは通常に
使用できます。

1.メンテナンスリッドを外し、メカニカル
キーを差し込み、押しながら右に回しま
す。

フック

メンテナンスリッド

メカニカルキー

　 本ケース組み付け時に、防水シール及び電
子基板にズレが生じると、防水性能が劣化
し、携帯機故障の原因となります。

● ボタン電池の＋極と－極は必ず正しく取
り付けてください。

● 携帯機の内部回路に触れないでくださ
い。故障の原因となります。

　 ボタン電池および取り外した部品は小さ
いため、子供が誤って飲み込み、傷害を
受ける可能性があります。ボタン電池お
よび取り外した部品を子供の手の届く所
に置かないでください。

押しながら
右に回す

4）カバー組み付け後、カバーが浮きなく固定
されていることを確認します。
スイッチ操作部、ＬＥＤ表示部の陥没が
ないことを確認します。

3）カバーを組み付ける時は、カバー内側に
あるツメを本体の合わせ部に合わせるよ
うに組み付けます。
● カバー組み付け前に、防水シール部（全
周）が本体にかみ込みなく変形していな
いこと、また異物の付着がないことを
確認します。
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取扱いの方法

スイッチの使い方

<携帯機を使用できない時の操作>
携帯機の紛失や電池切れなど、携帯機を使
用できない時には、メカニカルキーと暗証
番号の入力でエンジンを始動することがで
きます。
q メンテナンスリッドを外し、メカニカル
キーを差し込み、押しながら右に回しま
す。     　　23ページの「バッテリが上
がった時」参照

w メインスイッチノブをＯＦＦ→ＯＮ→
ＯＦＦ→ＯＮ→ＯＦＦと回します。

e キーレスインジケータが5秒間点灯して
消えます。

rキーレスインジケータが1回点滅します。
t メインスイッチノブを暗証番号の1番目
の数字の回数分押します。ノブを押すと
ノブの照明が点灯します。

y キーレスインジケータが2秒点灯して消
えます。

uキーレスインジケータが2回点滅します。
i メインスイッチノブを暗証番号の2番目
の数字の回数分押します。ノブを押すと
ノブの照明が点灯します。

oキーレスインジケータが2秒点灯して消
えます。

!0以下、4番目まで同様に暗証番号を入力
します。

● メカニカルキーを抜き忘れた場合は、
キーレススタートシステムで施錠して
も、メインスイッチノブは施錠されませ
ん。また、エンジンを始動できなくなる
こともあります。作業終了後は、必ずメ
カニカルキーを抜き取ってください。

● 暗証番号が認証されなかった場合は、
メータ内のキーレスインジケータが3秒
間点滅します。

● 暗証番号入力中に5秒以内にメインス
イッチノブが押されないと、キーレスイ
ンジケータが3秒間点滅し、入力作業は
キャンセルされます。最初から入力しな
おしてください。

● 暗証番号入力中に10回以上メインス
イッチノブを押すと、キーレスインジ
ケータが3秒間点滅し、入力作業はキャ
ンセルされます。最初から入力しなおし
てください。

アドバイス 

!1

!2

!3

暗証番号の認証が確認されると、ハザー
ドランプが2回点滅し、ノブの照明が点
灯してエンジン始動可能状態になりま
す。
ハザードランプが2回点滅してから、30
秒以内にエンジンを始動します。
メカニカルキーを抜き、メンテナンス
リッドを取り付けます。

2.メインスイッチノブを押しながら右に回
して、シートロック解除の操作をし、フ
ロントボックスを開けます。フロント
ボックスロックとシートロックが解除さ
れます。

バッテリ

バッテリトレー

押しながら右に回す

メイン
スイッチノブ

リッド

レバー

3.バッテリを取り出して充電します。
           64ページの「バッテリ」参照
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取扱いの方法

（携帯機を使用できないときの操作、暗証番号2341の場合）

!1

q

t

!0

r

i

!2

!1

メカニカルキー キーレスインジケータ
（入力指示）

●メインスイッチノブ
●ノブ照明

キーレスインジケータ
（入力確認）

ハザード
ランプ

1番目

2番目

3番目

4番目

1         2

1        2        3

1         2        3        4

1          2

u o

y

e

2秒

2秒

2秒

5秒

2秒

!3

ON

OFF

1

1         2

1         2        3

1         2         3        4

1

w ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

押しながら
右に回す
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取扱いの方法

スイッチの使い方

<暗証番号の確認>
メータ内のキーレスインジケータの点滅回
数にて4桁の暗証番号が確認できます。

暗証番号の確認終了後、5秒以内にメイ
ンスイッチノブを押して放すと暗証番号
変更モードに移ります。何もしない場合
は通常モードに戻ります。

アドバイス 

q

w

e

r

t

携帯機を通信モードにします。
メインスイッチノブをOFFの状態で押
し、押し続けた状態を保持します。5秒
後にキーレスインジケータが点灯しま
す。キーレスインジケータの点灯を確認
したらメインスイッチノブを放します。
キーレスインジケータが暗証番号の1番
目の数字の回数分点滅します。
3秒間消灯した後、キーレスインジケー
タが暗証番号の2番目の数字の回数分点
滅します。
以下、4番目まで同様に表示されます。
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取扱いの方法

（暗証番号の確認、暗証番号2341の場合）

q

t

w

e

r

3秒消灯

3秒消灯

3秒消灯

3秒消灯

5秒

1          2

1          2         3

1          2         3         4

1

携帯機 キーレスインジケータ
（入力指示）

●メインスイッチノブ
●ノブ照明

キーレスインジケータ
（入力確認）

ハザード
ランプ

赤

OFF
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取扱いの方法

スイッチの使い方

<暗証番号の変更>
暗証番号を1から9までの数を組み合わせて
4桁の任意の数字に変更することができま
す。

q 暗証番号を確認した後、5秒以内にメイ
ンスイッチノブを押して放します。5秒
以内にノブが放されない場合は、暗証番
号変更モードには入りません。

w メータ内のキーレスインジケータが10秒
間点灯し、消灯します。

e キーレスインジケータが1回点滅します。
rメインスイッチノブを登録する数字の回
数分押して1番目を入力します。

t 入力回数の確認のために、メインスイッ
チノブの照明が、登録した回数分点滅し
ます。

y メータのキーレスインジケータが3秒間
点灯し消灯します。

uキーレスインジケータが2回点滅しま
す。

i メインスイッチノブを登録する数字の回
数分押して2番目を入力します。

o 以後4番目まで同様に入力します。
!0 暗証番号が正しく更新されるとハザード
ランプが2回点滅します。

● 暗証番号が認証されなかった場合は、
メータ内のキーレスインジケータが3秒
間点滅します。

● 暗証番号入力中に5秒以上メインスイッ
チノブが押されないと、キーレスインジ
ケータが3秒間点滅し、入力作業はキャ
ンセルされます。最初から入力しなおし
てください。

● 暗証番号入力中に10回以上メインス
イッチノブを押すと、キーレスインジ
ケータが3秒間点滅し、入力作業はキャ
ンセルされます。最初から入力しなおし
てください。

アドバイス 
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取扱いの方法

q w

o

!0

y

e r

u i

（暗証番号の変更、2341から3412に変更する場合）

メカニカルキー キーレスインジケータ
（入力指示）

●メインスイッチノブ
●ノブ照明

キーレスインジケータ
（入力確認）

ハザード
ランプ

t
1番目

2番目

3番目

3秒

10秒

3秒

3秒

3秒

暗証番号確認

1        2        31

1         2

1          2

4番目

5秒

1         2　　  3

1         2  3        4

1         2  3        4

1        2

1
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取扱いの方法

スイッチの使い方

ON
● エンジンの始動、走行ができます。
● 次のランプが点灯します。
［ヘッド、テール、メータ、ポジション］
● スイッチ、ランプ類が使えます。
［ターンシグナル、ホーン、ハザード、
スタータ、パッシング］

■メインスイッチノブ
キーレススタートシステムの操作を行いま
す。　　　20ページの「キーレススタート
システムの操作」参照
メインスイッチノブを回して次の操作を行
います。

● 走行中はメインスイッチノブを操作しな
いでください。思わぬ事故につながるこ
とがあります。メインスイッチノブは停
車後に操作してください。

● 衝突やスリップにより転倒した場合は、
車両に想定できない異常が発生する可能
性があります。車両の異常により火災が
発生したり、リアホイールなどの回転す
る部品に巻き込まれる可能性がありま
す。
転倒した場合は、すぐにメインスイッチ
ノブをオフにして、全ての装置を停止さ
せます。転倒した時に、見えない部分に
損傷を受けている可能性があるので、ス
ズキ販売店にて点検を受けてください。

● メインスイッチノブをONにするとヘッ
ドランプなどが点灯するため、エンジン
をかけずにONのままにしておくとバッ
テリあがりの原因となります。

● 車から離れるときは、盗難抑止のために
ハンドルをロックし、必ずメインスイッ
チノブを施錠してください。メインス
イッチノブが施錠されると、ハザードラ
ンプが2回点滅しメインスイッチノブの
照明が消えます。

● メインスイッチノブをＯＦＦにしてから
30秒後にメインスイッチノブが施錠さ
れます。携帯機をフロントボックスやト
ランクに入れたままメインスイッチノブ
をＯＦＦにしないでください。

アドバイス 

OFF

ON

LOCK

SEAT
OPEN

OFF
● エンジンが停止します。
● スイッチ、ランプ類が使えません。

LOCK
● ハンドルがロックします。
● ランプ類が使えません。

SEAT OPEN
● シートロックが解除されます。
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■ターンシグナルスイッチ
右折または左折する時や進路変更などの合
図に使います。

右折
スイッチを  側に押すと、右側ターンシ
グナルランプが点滅します。

スイッチを前に押してランプを消します。

左折
スイッチを  側に押すと、左側ターンシ
グナルランプが点滅します。

スイッチを前に押してランプを消します。

それぞれのスイッチはメインスイッチノブが ON の時に作動します。

ターンシグナルランプの電球（バルブ）
に、正規ワット数以外の物を使用すると
ターンシグナルが正しく作動しません。
必ず正規ワット数の物を使用してくださ
い。

ターンシグナルスイッチは自動的に解除
されません。使用後は、必ずスイッチを
前に押して解除してください。点滅した
ままにしておくと周囲の誤判断を招き、
事故を起こすおそれがあります。

■ディマスイッチ
ヘッドランプの向きを切り換えます。

ハイビーム
スイッチを  側に押すと、ヘッドランプ
が上向きになります。

ロービーム
スイッチを  側に押すと、ヘッドランプ
が下向きになります。

■ホーンスイッチ
スイッチを押すとホーン（警音器）が鳴り
ます。

■パッシングスイッチ
追い越しの時などに、自車の存在を知らせ
ます。
スイッチを押すとヘッドランプのハイビー
ムが点灯します。ハイビーム点灯中は作動
しません。

　 対向車や先行車があるときはロービーム
で走行してください。

アドバイス 

アドバイス 

取扱いの方法

パッシングスイッチ ディマスイッチ

ターンシグナルスイッチ

ホーンスイッチ

ヘッドライトにはテープ類を貼らないで
ください。
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それぞれのスイッチはメインスイッチノブが ON の時に作動します。

■スタータスイッチ
ブレーキレバーを握り、スイッチを押すと
スタータモータが回転し、エンジンが始動
します。サイドスタンドが出ているとき
は、エンジンがかかりません。詳細はP45
のアドバイスをご覧ください。

■エンジンストップスイッチ
転倒などの非常時に、ただちにエンジンを
停止させます。
スイッチを 側に押すとエンジンが停
止します。通常は にしておきます。

● スタータモータを連続して回転させない
でください。消費電力が多いためバッテ
リあがりの原因となります。

● エンジンストップスイッチが のとき
は作動しません。

ハザードスイッチ
スタータスイッチ

エンジンストップスイッチ

アドバイス 

■ハザードスイッチ
故障などの非常時に、停車するとき使用し
ます。
スイッチを 側に押すと、すべてのターン
シグナルランプが点滅します。通常は●に
しておきます。

　 非常時以外は、使用しないでください。
エンジン停止状態での使用は、バッテリ
あがりの原因となります。

アドバイス 

　 走行中にエンジンストップスイッチを
→ → にしないでください。

エンジンが円滑に回転しなくなり、走行
不安定の原因となります。またエンジン
に悪影響を与えます。

スイッチの使い方

取扱いの方法

　 エンジンストップスイッチでエンジン
を停止したときは、必ずメインスイッ
チをOFF にしてください。ON のまま
にしておくとバッテリあがりの原因と
なります。

アドバイス 
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＜シフトモードの説明＞

● CVTドライブモード

主に車速に応じて自動的に連続的な変速をしま
す。燃費を重視した通常走行のモードです。

モードインジケータは表示されません。

● CVTパワーモード

主に車速に応じて自動的に連続的な変速をし
ます。より大きな駆動力を得られ、坂道や2人
乗などに有効です。より大きなエンジンブ
レーキが効きます。「POWER」が表示されま
す。

取扱いの方法

● 7ATドライブモード

主に車速に応じて自動的に段階的な変速をし
ます。7MT-ASTモードと同じ変速比で、1～
7速の間で、自動的に変速します。燃費を重視
した通常走行に適します。「7AT」が表示され
ます。

● 7ATパワーモード

主に車速に応じて自動的に段階的な変速をし
ます。7MT-ASTモードと同じ変速比で、1～
7速の間で、自動的に変速します。より大きな
駆動力を得られ、坂道や2人乗などに有効で
す。より大きなエンジンブレーキが効きま

す。「7AT」と「POWER」が表示されます。

● シフトアップ操作およびシフトダウン
操作が不適切な場合は、シフトインジ
ケータが点滅して変速しません。

● 7MT-ASTモードにはパワーモードは
ありません。

● 車速が低くなると自動的にシフトダウ
ンします。

アドバイス 

● 7MT-ASTモード

車速に応じて、1～7速の間で、任意の変更が
できます。スポーツ的な走行に適します。
「7MT-AST」が表示されます。エンジン回転
数が設定以上に高くなると、自動的にシフト
アップするアシスト機能が作動します。

シフトの方法
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シフトの方法

取扱いの方法

＜スイッチの説明＞ ■セレクトスイッチ
走行モードがCVTドライブモード、7AT
ドライブモード、7MT-ASTモードの順に
切り換わります。メインスイッチを入れた
ときは、CVTドライブモードになります。
CVTパワーモードからスイッチを押した場
合は、7ATドライブモードとなります。
7ATパワーモードからスイッチを押した場
合は、7MT-ASTモードとなります。

■パワーモードスイッチ
CVTドライブモードまたは7ATドライブ
モードのとき、スイッチを押すとパワー
モードに切り換わります。パワーモードの
ときにスイッチを押すと、ドライブモード
に戻ります。

■チェンジスイッチ
7MT-ASTモードのとき、UPスイッチを
押すとシフトアップします。DOWNス
イッチを押すとシフトダウンします。

シフトアップ
1→2→3→4→5→6→7

シフトダウン
7→6→5→4→3→2→1

セレクトスイッチ パワーモードスイッチ 

チェンジスイッチ 

CVT

7AT

7MT-AST

CVTドライブ 

CVTパワー 

7ATドライブ 

7ATパワー 

1⇔2⇔3⇔4⇔5⇔6⇔7

セレクトスイッチ

チェンジスイッチ

パワーモードスイッチ

スロットルシフトスイッチ

■スロットルシフトスイッチ
スロットルシフトスイッチを押し、メータ
内のスロットルシフトインジケータが点灯
した状態（スロットルシフトスイッチON）
で、スロットルシフトが使用できます。ス
イッチを再び押すと、スロットルシフトが
使用できなくなります。

＜スロットルシフト＞
スロットルシフトとは、スロットルシフト
スイッチをONにしてブレーキを掛けた状
態でスロットルを開閉すると、シフトダウ
ンする機能です。スロットルシフトは車速
度が約30km/h以上で作動します。

スロットルシフト
インジケータ
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取扱いの方法

● スロットルシフトは、交通量の少ない
道路や広く安全な場所で練習してか
ら、使用してください。

● ホールド状態で、エンジン回転数が設
定以上に高くなると自動的にシフト
アップします。

● ホールド状態で、エンジン回転数が設
定以下に低くなると自動的にシフトダ
ウンします。

● ホールド状態で、エンジン回転速度が
高く、シフトダウンによりエンジン回
転リミットを超える場合はシフトダウ
ンできません。

● 車両がほぼ停止状態（約5km/h以下）に
なると、ホールド状態は解除されま
す。

アドバイス スロットルシフトの内容は下記の通りです。

1.CVTモード、CVTパワーモード、7ATモード、7AT
パワーモードからスロットルシフトを行った場合

スロットルシフトを行うには、下記の
要領でスロットルの開閉を行います。
● スロットルシフトは、ブレーキを掛け
ているときに、ブレーキを掛けながら
スロットルの開閉操作を行います。

● スロットルシフトのスロットル開閉操
作は、スロットル開度1/2以下から開始
します。

● スロットルシフトのスロットル開閉操
作は約9度以上必要です。

● スロットルシフトのスロットル開閉操
作は0.2秒以内で行います。

● 7ATモードのとき、走行状態に合わせ
て適切なエンジンブレーキがかかる変
速比へシフトダウンし、その変速比に
固定されます。7MT-ASTモードのとき
は、1速分シフトダウンします。

全開

全閉
1/2

0.2秒
以内
約9°

2.ホールド状態でスロットルシフトを行った場合
さらに一段下の変速比へ、シフトダウンし
ます。

3.ホールド状態を解除する場合
ブレーキを掛けずにスロットルを開閉する
か、セレクトスイッチ、パワーモードス
イッチ、チェンジスイッチ、スロットルシ
フトスイッチのいずれかを押す事でホール
ド状態は解除され、ホールド状態になる前
のモードに戻ります。

4.7MT-ASTモードでスロットルシフトを
行った場合
1速分シフトダウンします。

走行状態に合わせて設定したエ
ンジンブレーキがかかる変速比
へシフトダウンし、変速比が固
定されます。この状態をホール
ド状態といいます。シフトイン
ジケータと「H」が表示されます。

● モードを切り替えるときに、速度に合っ
た変速比になるためにエンジン回転数が
変化する場合があります。

● メインスタンドをたてた状態では変速し
ません。

アドバイス 

　 滑り易い路面などで、必要以上にシフト
ダウンを行うと、安定性を失い尻振りなどの
原因となります。
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取扱いの方法

ハンドルロック

車から離れる時は、盗難抑止のためにハン
ドルをロックし、必ずメインスイッチノブ
を施錠してください。メインスイッチノブ
が施錠されると、ハザードランプが2回点
滅しメインスイッチノブの照明が消えま
す。チェーンロックなどの併用もおすすめ
します。

＜かけかた＞

1.携帯機が通信モードの状態で作動範囲内
に入り、メインスイッチノブを押して放
します。メインスイッチノブの照明が点
灯したことを確認します。

2.ハンドルを左へいっぱいにきります。
3.メインスイッチノブを押しながらOFFか
らLOCKまで回します。

＜外しかた＞

1.携帯機が通信モードの状態で作動範囲内
に入り、メインスイッチノブを押して放
します。メインスイッチノブの照明が点
灯したことを確認します。

2.メインスイッチノブを押しながらOFFま
で回します。

いっぱいにきる

　 走行前にハンドルを左右に動かして、切
れ角が左右均等かを確認してください。

　 ハンドルを左右に動かして、確実にロッ
クされているか確認してください。

アドバイス 

アドバイス 

押しながら左に回す

ハンドルロックのかけかた
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● シートを軽く持ち上げ、ロックがかかっ
たことを確認してください。

● 携帯機やメカニカルキーをトランクの中
に入れないでください。閉じ込めやキー
レススタートシステムが作動しないこと
があります。

● シートが開きにくい場合は、シートの後
部を押しながらメインスイッチノブを回
してください。

アドバイス 

ヘルメットホルダ

ヘルメットの盗難抑止のため、ヘルメット
ホルダを使いましょう。

1.シートを開けます。
　　　　37ページの「シート」参照
2.ヘルメットホルダにヘルメットの金具を
かけます。

3.シートを閉じます。

シートはロックしたことを確認してくだ
さい。シートロックがかからない状態で
運転すると、走行に支障をきたすことが
あります。またシートを開けたままにし
ておくと、バッテリあがりの原因となり
ます。

トランクの使用はシートを開けて行いま
す。
1.携帯機が通信モードの状態で作動範囲内
に入り、メインスイッチノブを押して放
します。メインスイッチノブの照明が点
灯したことを確認します。

2.メインスイッチノブをＯＦＦから、押し
ながら右に回してシートロックを解除し
ます。

3.シート後部を持ち上げ、シートを開けま
す。

● シート後部を押し下げるとシートロック
がかかります。

シート

押しながら右に回す

取扱いの方法

シートロックの外しかた

ヘルメットホルダ

シートをつけ終ったところ

ヘルメットによっては、ヘルメットの形
状やあごひもの長さにより、ヘルメット
ホルダに取り付けできないことがあります。

アドバイス 

ヘルメットホルダにヘルメットをつけた
まま走行しないでください。運転の妨げ
になります。またヘルメットに損傷を与
え保護機能を低下させます。
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トランク

シートを開けるとトランクがあります。
荷物の積載は最大10 kgです。
● サービス工具は、袋に入れてからバンド
で固定してください。

● 携帯機やメカニカルキーをトランクの中
に入れないでください。閉じ込めやキー
レススタートシステムが作動しないこと
があります。

● 壊れやすい物は入れないでください。
● 車から離れる時は貴重品を入れたまま
にしないでください。

● 雨や洗車時などトランク内に水が入るこ
とがあります。大切な物を入れる場合
は、ご注意ください。

● ヘルメットは、その形状や大きさによ
り、トランクに入らない場合がありま
す。

ヘルメットは下図のように入れてくだ
さい。

アドバイス 

トランク内はエンジンの熱や直射日光な
どで温度が高くなります。熱の影響を受
けやすい物、食料品、可燃性の物は入れ
ないでください。

メンテナンスノート

ヘルメット

● メンテナンスノートは、ビニール袋に入
れてトランク前側に保管してください。

トランク

サービス工具

取扱いの方法

バンド

トランク
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＜トランクランプスイッチ＞

トランクランプのON-OFFができます。
シートを開けてスイッチを切り換えてくだ
さい。

シートを閉じると電源が切れますので、
スイッチは常時ONでもかまいません。

アドバイス 

OFF
ON

OFF

フロントボックス

小物などを収納するボックスを装備してい
ます。荷物の積載は最大3 kgです。

1.携帯機が通信モードの状態で作動範囲内
に入り、メインスイッチノブを押して放
します。メインスイッチノブの照明が点
灯したことを確認します。

2.フロントボックスのロックが解除されま
す。

3.レバーを引いてリッドを開けます。

リッド

レバー

● 携帯機やメカニカルキーをフロントボッ
クスの中に入れないでください。閉じ込
めや置き忘れの原因となります。

● 完全防水構造ではありません。雨や洗車
時などボックス内に水が入ることがあり
ます。大切な物を入れる場合は、ご注意
ください。

● 携帯機が停止モードの時に、レバーを引
いたままの状態にしておくと、通信モー
ドの時にリッドが開くことがあります。

アドバイス 

取扱いの方法

スイッチONの状態で長時間シートを開
けたままにしておくと、バッテリあがり
の原因となります。長時間シートを開け
たままにする場合はスイッチをOFFにし
てください。
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＜アクセサリソケット＞

フロントボックス中央にアクセサリソケッ
トがあります。

アクセサリソケット

カバー

● バッテリあがりを防ぐため、エンジンが
かかっている状態でご使用ください。

● 使わない時は、異物の侵入を防ぐためカ
バーを閉めてください。

● シガーライタは使用しないでください。
● 差し込みプラグが長い場合、リッドは閉
じないでください。

● 定格値(12V120W)は一時的な容量で
す。バッテリあがりを防ぐため長時間の
使用は避け、不要な時はアクセサリの電
源を切ってください。

アドバイス 

90mmまでOK

フロントボックス左右にミニボックスが
あります。荷物の積載は最大0 . 5 k gで
す。

ミニボックス

リッド
2.回す

● 携帯機やメカニカルキーをミニボックス
の中に入れないでください。置き忘れの
原因となります。

● 車から離れる時は貴重品を入れたまま
にしないでください。

● ミニボックスにはキーロックがありませ
ん。貴重品などは入れないでください。

● 洗車時などに水が入ることがあります。
大切な物を入れる場合は、ご注意くださ
い。

アドバイス 

1.押す

取扱いの方法

フロントボックス
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ガソリンの給油

5.ガソリンを給油口の下端まで入れます。
指定燃料：無鉛レギュラーガソリン

6.フューエルタンクキャップを、“カチッ”
という音が2回以上するまで右に回し確実
に取り付けます。

7.フューエルリッドを閉じます。

1.携帯機が通信モードの状態で作動範囲内
に入り、メインスイッチノブを押して放
します。メインスイッチノブの照明が点
灯したことを確認します。

2.ボタンを押して、フューエルリッドを開
けます。

3.フューエルタンクキャップを左に回して
外します。

フューエルリッド

フューエルタンクキャップ

押す

4.フューエルタンクキャップをキャップホ
ルダに差し込みます。フューエルタンク
キャップをキャップホルダに差し込んだ
ままでは、フューエルリッドが閉まらな
い構造になっています。

フューエルタンクキャップ

ガソリンは引火性が高く取扱いを誤ると
火災を起こすおそれがあります。

● ガソリンを給油するときは、エンジンを
とめて火気を近づけないでください。

● 給油は、必ず屋外で行ってください。
● フューエルタンクキャップを開ける前に
車体や給油機などの金属部分に触れて身
体の静電気を除去してください。
静電気を帯びていると、放電の火花でガ
ソリンに引火するおそれがあります。

● 給油操作は、一人で行い他の人を近づけ
ないでください。

● ガソリンは給油口下端より上に入れない
でください。キャップからガソリンがに
じみ出ることがあります。

● 給油後、フューエルタンクキャップを確
実に閉めてください。

● こぼれたガソリンは、布などで完全にふ
き取ってください。

ボタン

取扱いの方法

キャップホルダ

給油口下端

ガソリン

携帯機が停止モードの時に、ボタンを押
したままの状態にしておくと、通信モー
ドの時にフューエルリッドが開くことが
あります。

アドバイス 
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取扱いの方法

スプリングの強さの調整ができます。
1.車を左に倒し、リッドを開きます。

リヤショックアブソーバ

1 2 3   標準4 5 6 7

     弱い 強い 

リッド

弱

アジャスタ

2.サービス工具のクランプレンチでアジャ
スタを回します。

● 手前に回すと強く、反対に回すと弱くな
ります。

強

リヤショックアブソーバには、高圧の窒素
ガスが封入されています。

● 火の中に入れたり、高熱にさらしたり、
分解したりすると、爆発や破裂が起こる
おそれがあります。

● 廃却する場合は、スズキ販売店へご相談
ください。

ガソリンの給油

走行中、給油口付近より“ピー”という音
がする場合があります。これはフューエ
ルタンクの内圧調整バルブの作動音で、
異常ではありません。

必ず無鉛ガソリンを使用してください。
　有鉛ガソリンや粗悪ガソリン､その他アル
コール系の燃料､軽油などは､エンジンや
燃料系統を損傷する原因となります。

アドバイス 

クランプレンチ
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ブレーキロックレバー

ブレーキロックレバーを引くと、リヤブ
レーキがかかります。料金所などで一時停
止する際、両手を使うことができます。

＜ロックのしかた＞

ブレーキロックレバーを手前に引きます。

＜解除のしかた＞

リヤブレーキレバーを握り、ブレーキロッ
クレバーを“カチッ”というまで引き、ゆっ
くり戻します。

● 走行する前にブレーキロックレバーを必
ず解除してください。（ブレーキロック
インジケータの消灯確認）そのまま使用
すると過熱し、ブレーキが効かなくなる
おそれがあります。

● 走行中は、片手運転になりますのでブ
レーキロックレバーを操作しないでくだ
さい。

● ブレーキロックをかける時は、レバーを
一気に引いて2度引きをしないでくださ
い。2度引きするとレバーが戻ってブ
レーキロックが解除されてしまいます。

● ブレーキパッドの摩耗などにより、ブ
レーキロックの効き具合が変わってきま
す。効き具合が弱くなってきたらスズキ
販売店で点検を受けてください。

● ブレーキロックをより効かせたい時は、
リヤブレーキレバーを握りブレーキロッ
クレバーを引いてください。

アドバイス 
ブレーキロックレバー

取扱いの方法
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バックレスト

シートのバックレスト位置を5段階（最大約
5cm)調整することができます。
シートを開け、トランク下にあるレバーを
引きながらバックレストを任意の位置に移
動させます。

バックレストとシートの間に水が侵入す
ることがありますので、雨天や洗車後に
走行する場合はご注意ください。

アドバイス 

レバー

バックレスト

取扱いの方法
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正しい運転操作

● ガソリン、オイル量を確認します。
● サイドスタンドを外し、メインスタンド
を立ててください。

● 車の左側に立ってください。

エンジンのかけ方

1.携帯機が通信モードの状態で作動範囲内
に入り、メインスイッチノブを押して放
します。メインスイッチノブの照明が点
灯したことを確認します。

2.エンジンストップスイッチが になっ
ていることを確認します。

3.メインスイッチノブをONにします。排気ガスには一酸化炭素などの有害な成
分が含まれています。閉めきったガレー
ジの中など、風通しの悪い場所では、エ
ンジンをかけないでください。排気ガス
により、ガス中毒を起こすおそれがあり
ます。

飛び出し防止のため、エンジンをかける
ときは必ずリヤブレーキレバーを握って
ください。

メインスタンドを立てる時は、必ずサイ
ドスタンドを外しておいてください。

● サイドスタンド外し忘れ防止装置によ
り、サイドスタンドが出ている時はエン
ジンがかかりません。またサイドスタン
ドを出すとエンジンは停止します。

● サイドスタンドがスムーズに作動しない
時は、取り付け部へ注油してください。

アドバイス 

ON

4.FI警告灯の消灯を確認します。

5.リヤブレーキレバーを握ります。
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正しい運転操作

● 2～3回スタータスイッチを押してもエン
ジンがかからない時は、スロットルグ
リップを1/8～1/4ほど回し、スタータ
スイッチを押します。

エンジンのかけ方

● スタータスイッチを押して5秒以内にか
からない時、又はスタータスイッチを押
してキーレスインジケータが点滅してエ
ンジンがかからない時は、バッテリ電圧
を回復させるため、メインスイッチノブ
を一旦OFFにして、10秒くらい休んで
ください。

● エンジンがかかったらスタータスイッ
チ、スロットルグリップを戻してくださ
い。

● 長期間エンジンをかけなかった時や、ガ
ス欠をし、ガソリンを給油した時は、エ
ンジンがかかりにくいことがあります。
このような時はスロットルグリップを回
さないで、スタータスイッチを通常より
多く使ってください。

● スタータスイッチを押している間は、
ヘッドランプが消灯します。

● 不必要な空吹かしはしないでください。
ガソリンの無駄使いになるばかりでなく
エンジンに悪影響を与えます。

アドバイス 6.スロットルグリップは回さずに、スター
タスイッチを押します。

1/2

全開

1/81/4
全閉

● 転倒した場合は、自動的にエンジンが停
止するシステムが作動し、 同時にFIラン
プが点灯します。エンジンを再始動する
には、車両を起こしたあと、 メインス
イッチノブを 一旦OFFにして、再びON
にしてください。FIランプが消灯する
と、 エンジンの再始動が可能になりま
す。FIランプが点灯したままスターター
スイッチを押し続けないでください。
バッテリ上がりの原因となります。

アドバイス 
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発進のしかた

1.メインスタンドを外します。
左手でリヤブレーキレバーを握り、右手で
スタンドグリップを持ち、車を押してメイ
ンスタンドを外します。

2.乗車します。
両手でハンドルを握ります。車の左側から
乗車し、シートに腰をおろします。左足は
地面につけて倒れないようにします。

　 メインスタンドを立てたり、外したり
する時は必ずスタンドグリップを持っ
てください。シートは持たないでくだ
さい。

アドバイス 
　 飛び出し防止のため、リヤブレーキレ
バーは発進するまでしっかりと握ってい
てください。

　 走り出すまではむやみにエンジン回転を
上げないでください。

アドバイス 

スタンドグリップ

正しい運転操作

7.エンジンが冷えている時は、しばらく暖
機運転をします。

バッテリ充電などのために、長時間のア
イドリングはしないでください。
オーバーヒートなどによる不具合の原因
となります。
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スロットルグリップでスピードを調整し
ます。

＜手前に回す＞
● スピードが速くなります。
● ゆっくり回しましょう。

＜戻す＞
● スピードが遅くなります。
● すばやく戻しましょう。

　 走行中サイドスタンドを操作しないでく
ださい。エンジンが停止し、思わぬ事故
の原因となるおそれがあります。

戻す

手前に回す

4.発進します。
リヤブレーキレバーを放して、スロットル
グリップをゆっくり手前に回すと車は走り
出します。

　 スロットルグリップを急激に回すと、
急発進して事故を起こすおそれがあり
ます。

　 発進したらすみやかにターンシグナルラ
ンプを消灯してください。

ゆっくり

アドバイス 

正しい運転操作

発進のしかた

3.安全を確認します。
発進の合図（右側ターンシグナルラン
プの点滅）をし、前後の安全を確認し
ます。

● 近くに人がいる場合、交通量の多い道
路、夜間などでの発進には十分注意して
ください。

● 後方の車には特に注意しましょう。

アドバイス 
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ブレーキの使い方

ブレーキは、前後同時に使いエンジンブ
レーキを併用します。

● スロットルグリップを素早く戻してか
ら、ブレーキレバーを握りましょう。

● 徐々にブレーキをかけ、スピードを落と
していくのが上手なかけ方です。

＜エンジンブレーキ＞

スロットルグリップを戻すことによってエ
ンジンブレーキが働きます。

リヤ
ブレーキ
レバー

フロント
ブレーキ
レバー

＜慣らし運転＞

慣らし運転を行うと、お車の寿命を延ばし
ます。

● 最初の1,000kmを走行するまでは、ス
ロットル開度1/2以下で走行してくだ
さい。

● 新しいタイヤはスリップしやすいので、
車を深く倒さないでください。倒す角度
は徐々に大きくしてタイヤを慣らしてく
ださい。

● 不必要な空吹かしや急加速、急減速、
急ハンドル、急ブレーキは避けてくだ
さい。

正しい運転操作

● 急激なシフトダウンは走行安定性を失
い、尻振りの原因となる事があります。
速度に合わせたギヤを選んでください。

● フロントブレーキレバーまたはリヤブ
レーキのみ使うと、車が横滑べりして
転倒するおそれがあります。

● 濡れた路面や雪道、凍った路面は、乾い
た路面より制動距離が長くなります。早
めにブレーキをかけてください。

● 長い下り坂などでは、エンジンブレーキ
を併用し、連続的なブレーキ操作は避け
てください。ブレーキの効きが悪くなる
おそれがあります。

● 不必要な急ブレーキは避けましょう。急
ブレーキは横滑りや転倒の原因となりま
す。

● むやみにエンジンの回転を上げないで
ください。エンジン寿命に悪影響を与
えます。

● スピードは控えめにしましょう。
● 走行中に異常を感じたら、すぐにスズキ
販売店で点検を受けてください。

「感情的な走りはいけません
心のブレーキを忘れずに！」

アドバイス 
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3.スタンドを立てます。
交通の邪魔にならない平らな場所でメイン
スタンドを立てます。

● 左手でハンドルをまっすぐにし、右手は
スタンドグリップを持ちます。

● メインスタンドの足かけに右足をかけて
体重をのせ、スタンドグリップを引き上
げます。

1.合図を出します。
● 早めにターンシグナルランプを点滅させ
他の車に注意しながら、徐々に左に寄り
ます。

● スロットルグリップを戻して前後ブレー
キをかけます。ストップランプが点灯し
後車への合図にもなります。

2.メインスイッチノブをOFFにします。
車が完全に止まったら、ターンシグナル
ランプを消し、メインスイッチノブをOFF
にします。

止まり方

OFF

　 走行中はメインスイッチノブを操作しな
いでください。走行中にメインスイッチ
ノブを操作すると思わぬ事故につながる
おそれがありますので必ず停車してから
操作してください。

正しい運転操作

ブレーキの使い方

● 濡れた路面ではスリップしやすいので
急激なブレーキは避け、スピードを落と
して余裕をもったブレーキ操作をしま
しょう。

● 洗車後や水たまり走行後は、ブレーキの
効きが悪くなる場合があります。効きが
悪い場合は、前後の車に十分注意して低
速で走行しながら、効きが回復するまで
ブレーキを軽く作動させてください。

アドバイス 
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アドバイス 

　 エンジン回転中および停止後しばらくの
間は、マフラ、エンジンなどが熱くなっ
ています。この時に触れると火傷を負う
おそれがあります。他の人がマフラ、エ
ンジンなどに触れることのない場所に駐
車してください。

　 メインスタンドを立てる時は、必ずサイ
ドスタンドを外しておいてください。

正しい運転操作

4.ハンドルロックをします。
車から離れる時は、盗難抑止のためハンド
ルロックをかけ、携帯機を持った状態で離
れてください。この時、必ずハザードラン
プが2回点滅しメインスイッチノブの照明
が消えたことを確認してください。

 36ページの「ハンドルロック」参照

LOCK

● やわらかい路面や坂道などでは車が倒れ
ないよう注意してください。

● 盗難抑止のために、必要に応じてU字
ロック、ブレーキディスクロックや
チェーン等の盗難抑止ロックをしてくだ
さい。盗難抑止ロックは、車両を動かす
前に、必ず外してください。

　 上り坂などで、アクセル操作でバランス
を取るなどして車を停止させようとしな
いでください。クラッチが過熱し、故障
の原因となります。
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メ モ
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日常点検、定期点検

お車を快適に使用し、事故を未然に防ぐた
め、道路運送車両法で日常点検と定期点検
を行うことが義務づけられています。必ず
実施してください。

＜日常点検＞

日常の車の使用状況に応じて、お客様の判
断で適時行う点検です。
この車に適用される日常点検の項目は次
ページをご覧ください。

＜定期点検＞

車を使用する人自身の責任において定期的
に行う点検です。

● 定期点検結果は、別冊「メンテナンス
ノート」に記録する必要があります。ご
自身で点検できない項目については、ス
ズキ販売店で点検を受けて記録してくだ
さい。

● 点検内容など、詳しくは別冊「メンテナ
ンスノート」の“日常点検の方法”“定期点
検の解説”をご覧ください。

● 初期（1か月）点検はお買いあげいただい
たスズキ販売店が無料で実施します。た
だし他店では有料となります。また油脂
代、部品代およびその交換工賃は有料で
す。

点検は、安全に十分注意してください。

● 平坦な足場のしっかりした場所で、メイ
ンスタンドを立ててください。

● エンジン回転中および停止後しばらくの
間は、マフラ、エンジンなどが熱くなっ
ています。このとき触れると火傷を負う
おそれがあります。

● 排気ガスには一酸化炭素などの有害な成
分が含まれています。閉めきったガレー
ジの中や風通しの悪い場所でエンジンを
かけての点検はやめてください。

● 点検、整備を行う時は火気厳禁です。
● 走行して点検する場合は、周囲の交通事
情に十分注意してください。

● 異常が認められた時は、ご自身またはス
ズキ販売店で確実に整備してからお乗り
ください。

　 日常点検や定期点検を怠ると、事故や故
障の原因となることがあります。

● お車を使用しない時も定期点検は実施し
てください。

● お車を長期間休ませた後に使い始める時
は入念に点検することが大切です。

お車の点検

アドバイス 



54

日常点検項目

＜日常点検・部品配置＞

ヘッドランプ

フロントタイヤ

リヤタイヤ
リヤターン
シグナルランプ

フロント
ブレーキレバー

フロント
ターンシグナルランプ

リヤブレーキレバー

お車の点検

テール/ブレーキランプ

リヤブレーキ
リザーバタンク

フロントブレーキ
リザーバタンク

オイルレベルゲージ

ブレーキ
● ブレーキレバーの遊び
● きき具合
● ブレーキ液の量

タイヤ
● 空気圧
● 亀裂、損傷、異物、異常摩耗
● 溝の深さ

エンジン
● 冷却水の量
● エンジンオイルの量
● かかり具合、異音
● 低速、加速の状態

灯火装置、方向指示器（ランプ）
運行において異常が認められた箇所
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ここでは、通常行われることが多い簡単な
点検、整備の方法を説明しています。

簡単な整備

簡単な整備

● 整備はエンジンを停止した状態で行って
ください。

● 適切な工具を使用しましょう。
● スイッチにグリスを塗ったり、油を注し
たりしないでください。故障の原因とな
ります。

● 整備は、安全のためご自身の知識・技量
の範囲で行ってください。難しいことは
スズキ販売店にご相談ください。

● 平坦な足場のしっかりした場所で、メイ
ンスタンドを立ててください。

● エンジン回転中および停止後しばらくの
間は、マフラ、エンジンなどが熱くなっ
ています。このとき触れると火傷を負う
おそれがあります。

● 点検、整備を行うときは火気厳禁です。

　 油脂類の廃液は、法令で適切な処理を行
うことが義務づけられています。廃液の
処理はスズキ販売店にご相談ください。

アドバイス 

スロットルケーブル

■ スロットルケーブルの遊びの点検

スロットルケーブルブーツ

アジャスタ

ロックナット

遊びが多くなる

■ スロットルケーブルの遊びの調整
1. アジャスタにより遊びを調整します。
スロットルケーブルブーツをずらし、
ロックナットをゆるめます。アジャスタ
を右に回すと遊びが少なく、左に回すと
遊びが多くなります。

2～3mm

遊びが少なくなる

スロットルケーブルブーツ

スロットルグリップを操作し、スロットル
ケーブルの遊びの量が、2～3ｍｍの範囲内
にあるかを確認します。遊びの量が範囲か
ら外れている場合は、調整してください。

2. 調整後は、スロットルケーブルブーツを
かぶせてください。
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簡単な整備

● ブレーキ液の減りが著しい時はブレー
キ系統の液漏れが考えられます。スズキ
販売店で点検を受けてください。

● ブレーキ液を取り扱う前に、容器に記
載されている注意文をよく読んでくだ
さい。

● 化学変化を防止するため、銘柄の異なる
ブレーキ液を使用しないでください。

● リザーバタンク内にゴミや水などが混入
しないよう注意してください。

● ブレーキ液の入れ過ぎに注意してくださ
い。あふれ出るおそれがあります。

● ブレーキ液は塗装面やプラスチックおよ
びゴム類を損傷させます。付着したらす
ぐに拭き取ってください。

● ブレーキ液面はブレーキパッドの摩耗と
共に、下がっていきます。

アドバイス 

ブレーキ

■ブレーキ液の量の点検
平坦地で車体を垂直にし、ハンドルを直進
状態にして、リザーバタンクの液面がロア
レベルより上にあるかを点検します。
液面がロアレベル以下の場合はブレーキ
パッドの摩耗点検を行ってください。

＜フロントブレーキ＞

ロアレベル

　 ブレーキ液は安全のため2年毎の交換を
してください。
指定ブレーキ液：
　スズキブレーキフルードDOT4
　（JIS BF-4） 運転席から見たところ

＜リヤブレーキ＞
ロアレベル

運転席から見たところ



57

■ブレーキパッドの摩耗の点検
ブレーキキャリパをのぞいて、パッドの摩
耗を点検します。
摩耗限度溝がディスクプレートまで達した
ら（パッドの厚さが約1mmになったら）、
パッドを交換してください。

ディスク
プレート

摩耗
限度溝

ディスク
プレート

摩耗
限度溝

  ＜フロントブレーキ＞

  ＜リヤブレーキ＞

前から
のぞく

パッド

うしろから
のぞく

パッド

簡単な整備

　 ブレーキパッド交換後、ブレーキレバー
を、正規のタッチになるまで、数回スト
ロークしてください。

アドバイス 
● ブレーキパッドは左右同時に交換してく
ださい。

● 新しいブレーキパッドは、効き具合が
違います。慎重な運転を心がけてくだ
さい。

● ブレーキパッドの交換は、スズキ販売店
にご相談ください。
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簡単な整備

■ エンジンオイルの補給
1.平坦地でエンジンを3分間アイドリング
運転し、エンジンを停止します。

2.3分後、キャップを外します。
3.車体を垂直にして、アッパレベルまでオ
イルを注入します。

4.キャップを確実に取り付けます。

キャップ

　 エンジン回転中および停止後しばらくの
間は、マフラ、エンジンなどが熱くなっ
ています。このとき触れると火傷を負う
おそれがあります。

　 エンジンオイルの点検、補給は、前後輪
が接地した状態で行ってください。メイ
ンスタンド状態では、正しいオイル量が
測定できません。

ロアレベル

エンジンオイル

■エンジンオイル量の点検
1.平坦地でエンジンを3分間アイドリング
運転し、エンジンを停止します。

2.車体を垂直にして、3分後オイルが点検
窓のアッパレベルとロアレベルの間にあ
るかを点検します。
オイル量がロアレベルに近い場合は、
アッパレベルまで補給します。

�

�

アッパレベル
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　 エンジンオイルを取り扱う前に、容器に
記載されている注意文をよく読んでくだ
さい。

● 銘柄やグレードの違うオイルを混用した
り、低品質オイルを使用しないでくださ
い。変質して故障の原因となることがあ
ります。

● オイル注入口からゴミなどが入らないよ
うにしてください。

推奨オイル：
スズキ純正オイル

推奨オイルが入手できない場合は、次の規
格を満足するエンジンオイルを使用してく
ださい。

エンジンオイル交換時期：
初回1か月または1,000km

　 以降6,000kmまたは1年ごと
オイルフィルタ交換時期：

初回1か月または1,000km
　 以降18,000kmごと

オイル      規格 SAE API

エクスターオイル 10W-40 SJTYPE 04 MA

エクスターオイル 10W-40 SEスーパーデラックス

SAE API  JASO

10W-40 SG以上  MA

簡単な整備

● SAE10W-40のオイルが入手できない場
合は、次の表を参考に使用環境に合うオ
イルを選んでください。

● オイルをこぼした時は、完全に拭き取っ
てください。

● オイルは規定量より多くても少なくて
も、エンジンに悪影響を与えます。

アドバイス 
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簡単な整備

■ 冷却水の量の点検
1.ボタンを押して、フューエルリッドを
開けます。

　　　　41ページの「ガソリンの給油」参照

冷却水

フューエルリッド

押す

2.平坦地で車体を垂直にして冷却水がリ
ザーバタンクのアッパレベルとロアレベ
ルの間にあるかを点検します。
冷却水がロアレベルに近い場合は、アッ
パレベルまで補給してください。

ロアレベル

アッパレベル

ボタン

冷却水の量の点検は、エンジンが冷えた
時に行ないます。

アドバイス 

JASO規格について
● JASO T903は、4サイクル二輪車のエ
ンジンオイルを選ぶ際の指針となる規格
です。

● 二輪車は四輪車と異なりエンジンオイル
がクラッチやトランスミッションも潤滑
しています。JASO T903はこれらク
ラッチやトランスミッションが要求する
オイル性能について規定しています。

● MAとMBの分類があり、本規格に適合
するエンジンオイルの容器には、次の表
示があります。

オイル販売会社の
整理番号

性能分類の表示
MA分類を示す

JASO T903適合品
本MA性能の品質保証者
スズキ株式会社

M081SMC004

MA

アドバイス 

エンジンオイル
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リザーバタンク
キャップ

■冷却水の補給
1.ボタンを押して、フューエルリッドを
開けます。

2.リザーバタンクキャップを外します。
3.アッパレベルまで冷却水を注入します。
指定液：スズキスーパーロングライフクー

ラントまたはスズキクーラント

アッパレベル

● 冷却水の減りが著しいときはラジエータ
本体、ホースなどからの漏れが考えられ
ます。スズキ販売店で点検を受けてくだ
さい。

● リザーバタンクが空の場合は、ラジエー
タ内の冷却水も不足している可能性があ
ります。

アドバイス 

簡単な整備

冷却水は、人体に有害です。冷却水を取り
扱うときは、十分注意してください。
● 冷却水を補給するときは、換気のよい
場所で行ってください。

● 飲んだ場合は、無理に吐かずに、すみやか
に医師の診察を受けてください。

● 目に入った場合は、きれいな流水で十分に
洗ったあと、医師の診察を受けてくださ
い。

● 皮膚や衣服に付いた場合は、水と石鹸を
使って洗い落としてください。

● クーラントを取り扱う前に、容器に記
載されている注意文をよく読んでくだ
さい。

● 冷却水の補給はリザーバタンクキャップ
から行い、ラジエータキャップは外さな
いでください。
エンジンが熱い時にラジエータキャップ
を外すと、高温の冷却水が噴き出し、火
傷を負うおそれがあります。

● 補給する水は水道水を使用し、井戸水や
天然水は使用しないでください。

● 冷却水の交換はスズキ販売店にご相談く
ださい。

● 冷却水交換時はスズキクーラントと水道
水を１：１で混合したものを使用してく
ださい。

● スズキスーパーロングライフクーラント
は水で希釈する必要はありません。

アドバイス 
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簡単な整備

クリップ

エアクリーナ

カバー

3.スクリュを外し、エアクリーナキャップ
とエアクリーナエレメントをセットの状
態で取り外します。

スクリュ

エアクリーナキャップ

4.エアクリーナエレメントを目視により点
検します。汚れ、詰まりや損傷がある場
合は新品と交換します。

エアクリーナエレメント

■エアクリーナエレメントの点検
1年毎に点検してください。
ほこりが多い場所を走行する機会が多い場
合は、6か月毎に点検してください。

1.シートを開けます。
            37ページの「シート」参照
2.クリップを外し、カバーを取り外しま
す。

　 エアクリーナエレメントを取り付ける際
は、前もってエアクリーナキャップにエ
アクリーナエレメントをはめ込み、セッ
トの状態にしてから取り付けて下さい。

アドバイス 

エアクリーナキャップ

エアクリーナエレメント

● エアクリーナエレメントが破損している
時は交換してください。

● エアクリーナエレメントおよびエアク
リーナカバーの取付けが不完全な場合、
ゴミやほこりを吸入しエンジンに悪影響
を与えます。

● 洗車時、エアクリーナエレメントに水が
かからないようにしてください。また、
エアクリーナボックス内に水が入らない
ようにしてください。
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ヒューズ

■ヒューズの点検
1.メインスイッチノブをOFFにします。
2.メンテナンスリッドを取り外します。

フック

メンテナンスリッド

簡単な整備

10 15

15 15 10 15

10 10

30

30

＜メインヒューズ＞
1.ヒューズカバーを外します。
2.ヒューズを引き出し、点検します。
切れている場合は原因を調べ、直してか
ら指定アンペアのスペアヒューズと交換
します。原因がわからないときは、スズ
キ販売店で点検を受けてください。

＜ヒューズ＞
1.ヒューズカバーを開けます。
2.ヒューズを引き出し、点検します。
切れている場合は原因を調べ、直してか
ら指定アンペアのスペアヒューズと交換
します。原因がわからないときは、スズ
キ販売店で点検を受けてください。

ヒューズカバー

スペアヒューズ

ヒューズ

スペアヒューズ ヒューズ
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■バッテリの点検
この車は密閉式のメンテナンスフリーバッ
テリを使用しています。バッテリ液の点
検、補給は必要ありません。
ターミナル部に汚れや腐食がある場合は、
取り外して清掃してください。

● バッテリを取り扱う前に、バッテリに貼
付されている注意文をよく読んでくださ
い。

● バッテリには、希硫酸が含まれていま
す。希硫酸が身体に付着すると重い火傷
を負うおそれがあります。

● バッテリは引火性ガスを発生します。火
気を近づけないでください。

● バッテリは、子供の手の届くところに置
かないでください。

● 乾いた布でバッテリをふかないでくださ
い。静電気が発生して引火するおそれが
あります。

＜バッテリ液が付着した場合は・・・＞

● 目に入った場合は、すぐに多量の水で15
分以上洗い医師の診察を受けてくださ
い。

● 皮膚や衣服に付いた場合は、衣服を脱ぎ
多量の水で洗い流してください。

● 万一飲み込んだ場合は、すぐに多量の水
を飲んで医師の診察を受けてください。

簡単な整備

　 指定容量を超えるヒューズは配線の過
熱、焼損の原因となるので使用しないで
ください。針金、銀紙などを使用する
と、配線が焼損したり火災が発生したり
する原因となります。

ヒューズ バッテリ

● 電装品類（ランプ、計器など）を取り付け
る時はスズキ純正用品をご使用くださ
い。それ以外のものを使用するとヒュー
ズが切れたり、バッテリあがりを起こす
ことがあります。

● 洗車時、ヒューズのまわりに水を強く吹
きつけることは避けてください。

　 ヒューズが切れたときは原因を調べ、直
してから指定アンペアのスペアヒューズ
と交換します。原因がわからないとき
は、スズキ販売店で点検を受けてくださ
い。

アドバイス 
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5.バッテリトレーを引き、バッテリを取り
出します。

4.-側バッテリコード、+側バッテリ
コードの順に外します。

簡単な整備

6.ターミナル部に白い粉が付いている時
は、ぬるま湯を注いで拭きます。
腐食が著しい時は、ワイヤブラシかサン
ドペーパで磨いてください。

7.清掃後、ターミナル部にグリスを薄く塗
り、バッテリを取り付けます。

バッテリ

バッテリトレー

バッテリ
密閉栓

-側バッテリコード

バッテリ

+側バッテリコード

　 バッテリコードを無理に引っ張り出さな
いでください。コードが断線したり、
バッテリを正しい位置に戻せなくなりま
す。

■バッテリターミナル部の清掃
1.メインスイッチノブをOFFにします。
2.フロントボックスを開けます。
　　　39ページの「フロントボックス」参照
3.バッテリカバーを外します。

バッテリ

スクリュ

バッテリカバー

�������
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175kPa

200kPa

175kPa

250kPa　

　 不適正な空気圧での使用や、すり減っ
たタイヤの使用は、転倒事故などの原
因となります。適正な空気圧を守り、
すり減ったなら交換してください。

1人乗車時

2人乗車時

前

後

前

後

● バッテリコードを外す時は、必ずメイン
スイッチをOFFにし、-側を先に外し
てください。取り付ける時は+側を先
に取り付けます。

● ターミナル部にゆるみが生じないように
締め付け、+側ターミナルカバーを確
実に取り付けてください。

● 密閉栓は取り外さないでください。
● バッテリを交換する時は、同一型式のメ
ンテナンスフリーバッテリと交換してく
ださい。

● 長期間使用しない場合は、3か月ごとに
補充電してください。詳細はP.70のア
ドバイスをご覧ください。

アドバイス 

簡単な整備

バッテリ

■ 空気圧の点検
タイヤ接地部のたわみ状態を見て、空気圧
が不足していないかを点検します。
たわみ状態が異常な場合は、タイヤが冷え
ているときにタイヤゲージを使用して空気
圧を点検し、適切な空気圧にしてくださ
い。

タイヤ空気圧

■亀裂、損傷、異物の点検
タイヤの接地面および側面の全周に、亀裂
や損傷が無いかを確認します。
また、釘や石などの異物が刺さったり、か
み込んだりしていないかを確認します。

■異常摩耗の点検
タイヤの接地面が、異常に摩耗していない
かを確認します。異常に摩耗している場合
は、スズキ販売店へご相談ください。

亀裂、損傷

異物

タイヤ
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■溝の深さの点検

　 コーナリングや操縦安定性などの安全走
行のために、早めのタイヤ交換をおすす
めします。溝の深さは、前1.6mm、後
2.0mm以上が望ましいです。

アドバイス 

ウエアインジケータが表れていないかを点
検します。
ウエアインジケータが表れたときは、タイ
ヤを交換してください。

ウエアインジケータ
表示マーク

ウエア
インジケータ

簡単な整備

　 指定外のタイヤの使用は、安全走行に
悪影響を与える場合があります。必ず
指定タイヤを取り付けてください。

■タイヤの交換
タイヤを交換する場合は、必ず指定タイヤ
を使用してください。

指定タイヤ

サイズ

種　類

サイズ

種　類

前

後

120/80―14M/C　58S

ブリヂストン HOOP B03 G

150/70―13M/C　64S

ブリヂストン HOOP B02 G

　 新しいタイヤはスリップしやすいので、
車を深く倒さないでください。倒す角度
は徐々に大きくしてタイヤを慣らしてく
ださい。

アドバイス 
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お車の手入れ

お車を長持ちさせるため常に清掃をしま
しょう。泥道やホコリの多いところを走
行した後は、すみずみまで洗車しましょ
う。異常などが早く発見でき、故障予防に
もなります。海水に含まれる塩分や融雪剤
は金属を錆びやすくします。海岸付近や融
雪剤を使用した道路を走行した後は、必ず
洗車してください。

1.冷水をかけながら、スポンジまたはやわ
らかい布で汚れを落とします。

2.ひどい汚れは、中性洗剤を使用して水で
洗い流します。

3.乾いたやわらかい布で、水分を拭き取り
ます。

洗車

● コンパウンド入りワックスなどで、塗装
面や樹脂部品を強く磨くと色むらが生じ
る場合があります。

● 洗車後や雨天走行後にヘッドライトのレ
ンズが曇ることがあります。この場合
は、ヘッドライトを点灯することで曇り
は徐々に消えます。バッテリ上がりを防
ぐために、エンジンを掛けながらヘッド
ライトを点灯させてください。

● 海岸や凍結防止剤をまいた道路などを走
行した後は、直ちに冷水で水洗いをして
乾いた布で水分を拭き取ってください。
温水で洗うと塩の腐食が進行するので、
必ず冷水で洗ってください。

アドバイス 

● 洗車はエンジンが冷えているときに行っ
てください。

● 高圧洗車機やスチーム洗車機は使用しな
いでください。可動部や電装部品の作動
不良や故障の原因となる事があります。

● 洗車時、マフラ、エアクリーナや電装品
に水が入らないよう注意してください。
水が入ると始動不良や錆発生の原因とな
ります。

● ラジエータに高圧の水をかけないでくだ
さい。冷却フィンが損傷する場合があり
ます。

● 洗車後はブレーキの効き具合が悪くなる
場合があります。
この場合は、前後の車に十分注意して低
速で走行しながら、効きが回復するまで
ブレーキを軽く作動させてください。

下記の場所には水を噴射したり流したり
しないでください。
●メインスイッチノブ
●スパークプラグ
●フューエルタンクキャップ
●フューエルインジェクションシステム
●ブレーキマスターシリンダ
●スロットルケーブルのブーツ

アドバイス 
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フェアリング

フェアリング、スクリーンは傷つきやす
いので中性洗剤または石けん水で洗った
後、水洗いし柔らかい布で拭いてくだ
さい。

お車の手入れ

フェアリングとハンドルの間に物を置か
ないでください。ハンドル操作に悪影響
を与えます。

ブレーキ液、ガソリン、ベンゼンなどの
化学物質がフェアリング、スクリーン、
ヘッドライトなどのプラスチック部品に
かかると亀裂などが発生する場合があり
ます。

スロットルケーブルブーツ

スロットルケーブルには、ブーツが取り付
けられています。ブーツが確実に取り付け
られていることを確認してください。洗車
時には、ブーツに直接水をかけないように
してください。ブーツが汚れている場合
は、水で濡らした布でふき取ってくださ
い。

ブーツ

アルミホイール

アルミホイールは塩分などの汚れを嫌い
ます。アルミホイールの美しさを保つた
め、定期的に（週に一度くらい）清掃しま
しょう。

1.中性洗剤をスポンジに含ませて、汚れを
落とします。

2.十分に水洗いをして、乾いた布で水分を
拭き取ります。

● アルミホイールは傷がつきやすいため、
みがき粉、硬いブラシや金属タワシなど
の硬いものでこすったり、当てたりしな
いでください。

● 海岸や凍結防止剤をまいた道路などを走
行した後は、直ちに冷水で水洗いをして
乾いた布で水分を拭き取ってください。
温水で洗うと塩の腐食が進行するので、
必ず冷水で洗ってください。

アドバイス 
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お車の手入れ

長期間乗らない場合は、次の事項をお守り
ください。

● 保管前に各部のワックスがけを行ってく
ださい。錆を防ぐ効果があります。

● バッテリは、自己放電と電気漏れを少な
くするため、車から外し完全補充電して
風通しの良い暗い場所に保存してくださ
い。車に積んだまま保存する場合は、
-側ターミナルを外してください。

※補充電は、スズキ販売店にご相談くださ
い。

アドバイス 

保管のしかた

できるだけご自宅の敷地内に保管し、屋外
の場合は、ボディカバーをかけるようにし
てください。

ボディカバー

　 ボディカバーは、エンジンやマフラが冷
えてからかけてください。

アドバイス 

つや消し塗装

つや消し塗装の車両は、次の注意事項をお
守りください。

● コンパウンド入りワックスなどで、塗装
面や樹脂部品を強く磨くと色むらが生じ
る場合があります。

● 固形ワックスは、拭き取りが困難になる
ことがあります。

● 使用中の摩擦や、表面を擦り過ぎたり強
く磨くと、つや消し表面が変化すること
があります。
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将来、車両を廃棄する場合や使用済みバッ
テリ、エンジンオイルなどを廃棄する場合
は、地球環境を守るため、むやみに捨てな
いでください。お車を廃棄する場合はお近
くの「廃棄二輪取扱店」にご相談ください。

◆ 廃棄二輪取扱店とは
廃棄二輪取扱店とは（社）全国軽自動車協会
連合会の加盟販売店で廃棄二輪取扱店とし
て登録されている、廃棄二輪車を適正処理
するための窓口です。
廃棄二輪取扱店には「廃棄二輪取扱店の証」
が表示されています。

廃棄二輪取扱店の証

◆ 二輪車リサイクルマークとリサイクル
料金

この車には二輪車リサイクルマークが貼り
付けられています。二輪車リサイクルマー
クが貼り付けられている二輪車は、適正な
処理を行い再資源化するための、リサイク
ル費用がメーカー希望小売価格および車両
本体価格に含まれています。お車を廃棄す
る場合には、リサイクル料金はいただきま
せん。ただしお車の運搬、収集費用はお客
様のご負担となります。運搬、収集費用に
つきましては、お近くの「廃棄二輪取扱店」
にご相談ください。

◆ 二輪車リサイクルマークの取扱い
お車を廃棄する場合には、二輪車リサイク
ルマークが必要となります。マークは車体
からはがさないでください。紛失、破損に
よる再発行および部品販売の取扱いはあり
ません。
リサイクルマーク対象車両かどうか不明の
場合は、下記のホームページおよびコール
センターでご確認ください。

◆ 廃棄二輪車に関するお問合せについて
廃棄二輪車に関するお問合せは、お近くの
廃棄二輪取扱店または下記までお問合せく
ださい。
（財）自動車リサイクル促進センター
　ホームページ：http://www.jarc.or.jp/

環境を保護するために

お車の手入れ
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主要諸元

サービスデータ

 JBK-CJ45A

2,270mm

760mm

1,225mm

1,585mm

125mm

221kg

2人

120/80―14M/C  58S

150/70―13M/C  64S

2.7m

4サイクル・単気筒

水冷

フューエルインジェクション

249cm3

69.0×66.8mm

11.3

1,450rpm

19kW/7,500rpm

25N･m/6,000rpm

項　　　目

型　式

長　さ

幅

高　さ

軸　距

最　低　地　上　高

車　両　重　量

乗　車　定　員

タ イ ヤ サ イ ズ

最　小　回　転　半　径

エ　ン　ジ　ン　形　式

冷　却　方　式

燃　料　供　給　方　式

総　排　気　量

内　径　×　行　程

圧　縮　比

ア イ ド リ ン グ 回 転 速 度

最　高　出　力

最　大　ト　ル　ク

前

後

諸　　　　　元

ク　ラ　ッ　チ　形　式

トランスミ ッション

減　速　比

変　速　比

キ ャ ス タ ー

ト レ ー ル

ブ レ ー キ 形 式

フ ュ ー エ ル タ ン ク 容 量

点　火　方　式

点　火　時　期

諸　　　　　元項　　　目

1次

2次

3次

前

後

乾式シュー・自動

ベルト・自動

1.000

2.714

2.928

2.480～0.814

25°20’

102mm

 シングルディスク

 シングルディスク

13L

フルトランジスタ式・バッテリ点火

10°BTDC/1,450rpm
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サービスデータ 車台番号

アフターサービスなどを的確に行うため、お車の車台番号を記
入しておいてください。

車台番号は右フレームボディチューブ上面に打刻してあります。

項　　　目 調　　　整　　　値

CR7EK

U22ETR

0.6～0.7mm

種　類
NGK

DENSO

ギャップ

スパーク
プラグ

FTZ9-BS メンテナンスフリー

12V－9Ah

種　　類

容　　量
バッテリ

12V 60/55W

12V 21/5W

12V 27/8W

12V 21W

12V 5W

ヘッドランプ　H/L

ストップ／テール
ランプ ターン

シグナル

ポジションランプ

175kPa

200kPa

175kPa

250kPa

タ イ ヤ

空 気 圧

1人
乗車時

2人
乗車時

前

後

前

後

オイル交換時

オイルフィルタ交換時

全 　容　 量

1.2L

1.3L

1.5L

エンジン
オイル量

前

後

　　 機　　種　　　     スカイウェイブ250タイプM

車台番号 CJ45A-

サービスデータ

10A,15A,30Aヒューズ
車台番号打刻位置

シートを開けて
上から見たところ
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再生紙、植物油インクを使用しています。

お客様のご相談に対して的確な判断と迅速な処
理をするために次の事項を必ずご確認のうえ、
ご相談ください。

q 機種、型式、車台番号

w 購入年月日   r 相談事項

e 走行距離     t ご住所、お名前、電話番号

こんなときは、スズキ販売店に持ち込む前
に次のことを調べてみてください。

エンジンがかからない
● かけかたは取扱説明書どおりですか
● ガソリンは入っていますか

ブレーキが効かない
● ディスクブレーキはブレーキパッドの摩
耗、ドラムブレーキはブレーキレバーの遊
びを点検してください

ランプ類が点灯しない
● ヒューズが切れていないかを点検してくだ
さい

お車やサービスなどについてのご相談、ご意見がございましたら、お買いあげのスズキ販売店また
はメンテナンスノート巻末に記載されている、お近くのスズキ二輪代理店にお申しつけください。

ち

きゅ
うにやさしい

み
どりをまもるリサ

イク
ル

お買いあげの販売店

［TEL］

弊社お客様相談室におけるお客様の個人情報の取扱いにつきましては、
スズキ株式会社ホームページに掲載していますのでご覧ください。
(http://www.suzuki.co.jp)

スズキ株式会社の窓口は…

〒432-8611　浜松市南区高塚町300

お客様相談室　

◆ フリーダイヤル        0120-402253

受付時間 9:00～12:00　13:00～17:00
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