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必読！安全運転のために
運転の前に

注意 : DR-Z50をお持ちの方へ
この車は特定の状況でのみ使用できるよ
う設計されております。 この取扱説明書を
しっかりお読みいただき、次の点に御注意
下さい。

◇この車はオフロード用ですので、公道及
び一般交通の場所では使用できません。

◇この車は一人乗りです。二人乗りはやめ
ましょう。

◇対象年令7才以上、重量制限：40kg以下
◇お車の運転の際は「運転前点検」の項目
を実行してください。

◇この取扱説明書で推奨される定期点検
を実行してください。

◇運転者は必ず正しい服装で、ヘルメット
やゴーグル等の保護具を正しく着用し
て運転をしてください。

◇他の運転者にも気を配った安全な運転
をしてください。

◇乗車前に｢正しい運転操作｣の章をお読
み下さい。

◇お子様が使用されるときは、事前にこの
ラベル及び取扱説明書に記載された注
意事項を理解させると共に使用中は常
に大人が監視してください。

■お車のならし運転の情報
最初の10時間がお車にとって最も大切で
す。 この間に適切にならし運転をすれば新
しいお車の性能を最大限引き出し、寿命を
長くできます。 部品は高品質の材料ででき
ていて、加工も厳密な公差で仕上げられて
います。 適切にならし運転をすると加工面
が互いに磨かれスムーズになじみます。お
車の信頼性と性能は、ならし期間の細心の
注意と抑制にかかっています。 特に大切な
ことはエンジン部品を過度の熱にさらす運
転は避けることです。
ならし運転の詳細については｢ならし運転｣
の章を参照下さい。

■ 警告/注意/注記/アドバイス
この取扱説明書を注意深く読み、指示事項
をお守りください。特に重要な情報を強調
するために、警告、注意、注記、 アド
バイスで示した所は特別な意味で用いられ
ておりますので、しっかりお読みください。

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。



必読！安全運転のために
■まえがき
お車の運転は最も爽快なスポーツの一つ
です。運転を満喫いただくために、この車
にご乗車いただく前に、この取扱説明書の
全ての内容をしっかりお読みください。

この車に必要な適切な点検がこの取扱説
明書に記載されています。 こうした注意事
項をしっかりお守りいただくことで、長期
間問題なくお乗りいただくことができま
す。スズキ代理店には、適した設備を備え、
お車に適したサービスを提供できる整備
士がいます。

この取扱説明書に記載の全ての情報、イラ
ストおよび仕様は出版時の最新の情報に
基づいております。 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。 御了承ください。

複製不可 スズキ株式会社 2018
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必読！安全運転のために
アクセサリの取り付けと安全運転のアクセサリの取り付けと安全運転の注意

お車には様々な種類のアクセサリがあり
ます。 お客様がご所望の全てのアクセサリ
の質と適正に付いて弊社が直接管理する
ことはできません。 不適切なアクセサリを
付けると不安定な運転状態になります。 弊
社が市場の各アクセサリや全ての組合せ
をテストすることは不可能ですが、販売店
で上質なアクセサリを選び適切に取り付
けるお手伝いが可能です。 アクセサリの選
択および取り付けには細心の注意をお願
いいたします。お車に合うものの取り付け
の概略をいくつか御紹介いたします。

● アクセサリによっては運転者が運転位
置を通常の位置からずらさなくてはな
りません。 このため運転者の動きの自
由がきかなくなり、運転能力が制限され
る場合があります。

● 電気付属品を追加すると、既存の電気系
統が過負荷になるおそれがあります。
過度の過負荷はワイヤハーネスを傷め
たり、運転中の電力不足による危険な状
況を生み出すおそれがあります。

■改造
お車の改造や部品の取外しは、お車の安全
性に影響を与えたり、法律に触れる可能性
があります。

不適切なアクセサリや改造はお車の安全
性を下げ、事故の原因となります。 不適切
なアクセサリや不十分な取り付けによる
改造は決して行わないでください。 アク
セサリおよび改造に関するこの取扱説明
書の全ての内容に従ってください。あなた
のお車に適するようテストされたスズキ
純正アクセサリまたは相当のものをお使
いください。 御質問がございましたらス
ズキ販売店にご相談ください。
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必読！安全運転のために
安全運転のおすすめ

■安全運転のおすすめ
お車の運転はとても楽しく面白いスポー
ツですが、お車の運転には運転者の安全確
保のため、細心の注意を払う必要がありま
す。 以下の注意をお守りください。

■ ヘルメットを着用してください
お車の安全装備の第一は、高品質のヘル
メットです。起こり得る最も重大な負傷
は、頭部の損傷です。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。また、適切なヘルメットシー
ルドもしくはゴーグルも使用してくださ
い。

■運転用服装
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。 お車の運
転の際は良質の二輪車運転用の服を着用
してください。 グローブ、くるぶしまで覆
う頑丈な靴、長ズボンと長袖シャツまたは
ジャケットを着用ください。

■運転前の点検
この取扱説明書の「運転前点検」の章の注
意事項をしっかり読み直してください。 運
転者の安全確保のために全ての安全点検
項目を忘れずに実施してください。

■お車になれてください
運転技術と機械の知識が安全運転の実践
の基礎となります。 安全に車と制御になれ
るまで、障害物のない開けた安全な場所で
あなたのお車を練習することをお勧めし
ます。 ｢習うよりなれよ｣です。

■限界を知ってください
いつも御自分の技術の範囲内でご乗車く
ださい。 こうした限界を知り、限度を超え
ないことで事故を防ぐことができます。

■天候の悪い日には、特に安全
意識を高めてください

天候の悪い日、特に雨の日には、充分に注
意する必要があります。雨の日にはブレー
キの制動距離が二倍になります。路面の状
態が疑わしい場合にはスピードを落とし
てください。

■改造
お車の改造や部品の取外しは、お車の安全
性に影響を与えたり、法律に触れる可能性
があります。

この車は一人乗りです。

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。
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必読！安全運転のために
保護者への大切な情報保護者への大切な情報

この車は以下の状況でのみ使用できるよ
う設計されております。

● この取扱説明書をしっかりお読みくだ
さい。

● この車はオフロード用ですので、決して
公道で使用しないでください。

● この車は一人乗りです。重量制限は
40kgです。

● 7歳未満のお子様が乗車することのない
ようにしてください。

● 操作時は保護者の監督が必要です。
● 保護者と乗員で「運転前検査」の項目
（この取扱説明書の関連する章を参照く
ださい）を日々実行してください。

● この取扱説明書で推奨される定期点検
を実行してください。

● エンジン、駆動チェーン、排気系などの
可動部品や熱い部分を決して触らない
でください。

● 乗員はヘルメット、目を守るもの（ゴー
グルや、フェイスシールド）および保護
用の服装（グローブ、皮か厚い布のズボ
ン、長袖シャツまたはジャケット、くる
ぶしまで覆うブーツ）を必ず着用して乗
車してください。

● 乗員は常に安全運転をし、周囲の人に配
慮しなければなりません。

● お車を運ぶ前には、燃料タンクとキャブ
レータの燃料を抜いてください。

スズキDR-Z50は子供用に設計されてい
ますが、この取扱説明書はお子様を監督す
る大人の方のためのものです。そのため、
この取扱説明書の全ての記載をお子様と
一緒に熟読されることを弊社は強くお勧
めいたします。お子様が理解できるよう
に、記載内容で要求されること、およびこ
の取扱説明書に含まれる注意事項をお子
様に注意深く説明してください。取扱説明
書を読み進める中で、お子様に質問をし
て、説明されていることを理解しているか
を確認してください。この車の適切かつ安
全な乗車と整備を確実にするのはお客様
の責任です。お子様によって、技量、力や
判断能力に差がありますので、お車を安全
に操作することのできないお子様もい
らっしゃいます。常にお子様がお車を使用
する際は監督してください。お子様がお車
を安全に操作できる能力があると、お客様
が判断した場合のみ、継続的に使用するこ
とを許可してください。お子様は興奮しす
ぎたり、我慢できなくなって安全事項の重
要さを忘れることがあることにご留意く
ださい。
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必読！安全運転のために
■ お子様を監督するためのヒント

お子様の安全は、お客様が十分な時間をか
けてDR-Z50の適切な操作をお子様に完
全に教育できるかどうかにかかっていま
す。乗車前にお子様に適切な指示を与える
ことは、乗車中の適切な指示や監督と同じ
くらい大切であることにご留意ください。

■運転用服装
視界や路面の状態は場所や時期によって
大きく変わります。身に着けるものの中で
ヘルメットが最も大切な道具です。視界や
路面の変化は時には予測不可能で、熟練し
た乗員も事故を起こすことがあります。ヘ
ルメットによって、視覚や聴覚が損なわれ
ることはありません。もし衝突した場合、
一般にヘルメットが原因で怪我をしたり
怪我を大きくしたりすることはありませ
ん。ヘルメットはお子様の頭の知性、記憶、
人格と命を守る働きをします。同様に、お
子様の視界も同様に大切です。目を守るも
のを身につけることで、お子様の視覚が風
でぼやけることを防ぎ、枝や空中の虫、埃、
タイヤにはじかれた小石などから目を
守ってくれます。毎回乗車時にはお子様に
ヘルメットと目を守るものを装着させて
ください。乗車時にはお子様に適切な衣服
を装着させてください。ゆるい服装やス
カーフは、可動部に挟まれることがあるた
め避けてください。

また、グローブ、くるぶしまで覆う頑丈な
靴、長ズボンと長袖シャツまたはジャケッ
トなどの保護具を着用することにより、擦
り傷を最小限に食い止めることができま
す。熟練した乗員は更なる快適と安全のた
めにウエストベルトや、胸や背中の保護具
を装着します。

■ DR-Z50になれる
お子様が全ての装置の名前と機能に完全
に精通するようにしてください。お子様を
エンジンを切った状態でDR-Z50に座ら
せ、それぞれの装置を操作させてくださ
い。その装置の適切な操作を実演してあげ
てください。お子様にブレーキを掛けさせ
たり、エンジンストップスイッチ、チェン
ジペダル等を操作させてください。お子様
が全ての装置を躊躇なく手元や足元を見
ることなく操作できるようになるまで練
習をさせてください。お車を初めて使用す
る際は、装置、操作及びお車の運転特性に
お子様がなれることができるように、安全
で平らな広い場所をお勧めします。

● 大人の監視なしにお子様にお車を操作
させると非常に危険です。監視なしで
は、お子様が限度を超えた乗車をしてお
車のバランスをくずすことがあります。

● 監視する大人が近くにいないときに、お
子様がお車に乗車することが決してな
いようにしてください。もしもお子様が
限度を超えた運転をし始めたときは、や
めさせてください。新しい段階を徐々に
踏んで行き、乗車の段階がお子様の技量
に合うようにしてください。
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必読！安全運転のために
保護者への大切な情報

「運転前点検」の章を、お子様が確認すべ
き全ての項目と確認方法を分かるまでお
子様と読み返してください。確認する例を
みせて実演してあげてください。毎回、使
用前に大人の方が乗員と点検を行ってく
ださい。

■発進と停止
お子様が取扱いの自信を深めていけるよ
うに、最初は下記のようにエンジンを切っ
て練習してください。
1. お車の上にお子様を座らせて、保護者

はバランスを取りお車を後ろから押
してください。

2. 保護者がDR-Z50 を押している間に、
前記の通りにお子様に装置を操作す
るよう指示してください。お子様は装
置ではなく真っ直ぐに前を見なけれ
ばいけません。

エンジンを切った状態でお子様が装置を
見たり戸惑うことなく操作ができるまで
練習をしてください。それからエンジンを
始動し、お子様に発進させ、真っ直ぐに1
速で乗車し、完全に停止させてください。
お車と並んで歩いてください。お子様が下
記の操作を行うよう、近くで見守ってくだ
さい。
1. スロットルをなめらかに操作し、徐々

に発進する。
2. スロットルを放してから前後のブ

レーキを均等に掛けてニュートラル
にして停止する。

お子様が発進、加速、停止を確実に自信を
持ってできるまでこの練習をしてくださ
い。お子様がお車になれてくるにつれて、
この一連の操作に、曲がったり、素早く停
止したりなど、新しい操作を徐々に導入し
てください。

■ 乗車前にお車を点検してください
この取扱説明書の「運転前点検」の記載を
読み返してください。出発前にお子様と運
転前点検を行ってください。お車の準備に
数分時間を割くことでお車の不具合によ
る事故や、費用のかかる故障を避けること
ができます。
特に考慮すべき、さらなる安全項目の中に
は下記があります。

● このお車の操作を常時監督してくださ
い。

● お子様がお車を限度の範囲を超えて操
作することのないようにしてください。

● お車の使用は乗員の年齢（7歳以上）、体
格、操作能力及び熟練度との関連で保護
者により許可されなければなりません。

● 危険な状況を知り、乗員に危険な状況を
理解するよう指導してください。

● お車を最初に使用する前に、この取扱説
明書を注意深く読み、お車の特徴、安全
性、整備に必要な事項になれ、お子様に
これらの項目を教え、お子様と一緒に読
み返してください。
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必読！安全運転のために
お客様の助けと監督で、お子様が熟練した
ライダーになることを忘れないでくださ
い。

お子様への指導

■運転技能
子供は気がはやることがあります。新しい
車が子供の想像力をかきたて、興奮のあま
り安全注意事項の大切さを忘れてしまう
ことがあります。 
この取扱説明書をお子様と1ページ1ペー
ジご覧いただき、お子様が仕組みだけでな
く運転の礼儀や安全注意事項も理解する
ようにしてください。練習を始める前にお
子様に理解していただきたい6つのルール
を次に記します。

● お子様がお車を限度の範囲を超えて操
作することのないようにしてください。

● お車の使用は乗員の年齢（7歳以上）、体
格、操作能力及び熟練度との関連で保護
者により許可されなければなりません。

● 危険な状況を知り、お子様に危険な状況
を理解するよう指導してください。

● お車を最初に使用する前に、この取扱説
明書を注意深く読み、お車の特徴、安全
性、整備に必要な事項になれ、お子様に
これらの項目を教え、お子様と一緒に読
み返してください。

● 車の操作の理解が不十分だと非常に危
険です。お車の操作が適切でないと事故
につながります。

● お子様が完全に習得したかを必ず確認
して下さい。保護者が実演して、その後
でお子様に実演させてください。
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必読！安全運転のために
お子様への指導

■ 最初に乗車する前に
最初に乗車する前に繰り返し練習してく
ださい。
お子様を車の上に乗せ、エンジンを切った
状態で繰り返し練習してください。お子様
がヘルメット、目を守るもの（ゴーグルや、
フェイスシールド）および保護用の服装
（グローブ、皮か厚い布のズボン、長袖シャ
ツまたはジャケット、くるぶしまで覆う
ブーツ）を必ず着用するようにしてくださ
い。.お子様の装置の操作（特にスロットル
とブレーキ）を注意深く見てください。レ
バー切り替えの手順を完全に覚えている
ようにしてください。フロントとリヤのブ
レーキをなめらかに同時にかけることは
特に大切です。

■スタンディングスタートと両
ブレーキをかけた停止の仕方

習うよりなれろです。お子様が技術を習得
したと保護者が確信できるまで、お子様に
必要なだけ繰り返させてください。

■服装
前記の通り乗車時に最低限必要な装備は、
ヘルメット、目を守るもの及び保護用の服
装です。保護用の服装を選ぶ基準の内いく
つかを記します。

飾らない服装にしてください。

垂れたベルト、スカーフ、リボンのような
装飾品などは可動部に絡まるおそれがあ
り、非常に危険です。

全身を覆う服装にしてください。

腕や足をさらしたまま乗車しないでくだ
さい。手足を完全に覆う服装にすることで
擦り傷を最小限にすることができます。オ
フロード用グローブとくるぶしを覆う
ブーツは手足を守ります。風で体温が奪わ
れると乗車中に体力を消耗します。適切な
服装はお子様を温かく機敏なままでいる
ことを助けます。

柔軟な服装にしてください。

乗車時の服装は、ひざ、ひじ、腰の動きを
制限しないようにしてください。安全運転
には、体の動きが制限されないことが非常
に大切です。

● 適切な指導なしにお車を操作すると非
常に危険です。異なった状況や違う種類
の路面で車をどう操作するかを教えな
いと、事故を起こす危険が非常に増しま
す。

● 装置の操作や車の運転特性にお子様が
なれることができるように、車の通らな
い平らで広い場所でお子様を練習させ
てください。
10



必読！安全運転のために
● 適切な指導なしにお車を操作すると非
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12
取扱いの方法
各部の名称

1右ハンドルスイッチ
2フロントブレーキレバー
3チョークノブ
4フューエルタンクキャップ
5スロットルグリップ



取扱いの方法
6スロットルストップスクリュ
7フューエルコック
8エアクリーナ
9バッテリ
0チェンジペダル
Aサイドスタンド

Bスパークアレスタ
Cキックレバー
Dエンジンオイル注入口キャップ
Eメインスイッチ
Fリヤブレーキペダル
Gエンジンオイルドレンプラグ
Hスパークプラグ

ーーー部は見えない部分を示します。
13



取扱いの方法
キーキー

この車にはキーが２個付いています。

メインスイッチ

OFF

全ての電気回路がオフになります。 エンジ
ンが停止します。 キーが抜けます。

ON

イグニッション回路が作動しエンジンを
かけることができます。 キーが抜けませ
ん。

スペアキーは大切に保管してください。

● 走行中はキー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。
キーは停車後、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
チをオフにして、すべての装置を停止
させます。転倒したときに、見えない
部分に損傷を受けている可能性がある
ので、スズキ販売店で点検を受けてく
ださい。
14



取扱いの方法
ハンドルバー

■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1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。

■フロントブレーキレバー
ブレーキレバー2をゆっくりとスロット
ルグリップの方に握るとフロントブレー
キがかかります。

■スロットルグリップ
スロットルグリップ4でエンジンスピー
ドを制御します。手前に回すとエンジンス
ピードが上がります。奥に回すとエンジン
スピードが下がります。

■スタータスイッチ“”
スタータスイッチ3を使用してスタータ
モータを作動させます。エンジンを始動す
るにはメインスイッチをONの位置にし、
ギヤがニュートラルに入った状態で、ス
タータスイッチを押してください。詳細
は、P.26「エンジンのかけかた」の項をご
覧ください。

■フロントブレーキレバー位置
の調整

フロントブレーキレバーの位置はライ
ダーの手の大きさに合うように調整でき
ます。次のように位置を調整してくださ
い。
1. ロックナット1をゆるめます。
2. アジャスタ 2 を左右どちらかに回し

て適切な位置にしてください。
3. ロックナット1を締めます。スタータモータを一度に 5秒間以上作動

させないでください。オーバーヒートして
スタータモータおよび配線の損傷の原因
になったり、バッテリあがりの原因になり
ます。数回試みてもエンジンが始動しない
場合は、燃料供給系統および点火系統を確
認してください。P.58の「トラブルシュー
ティング」の章をご覧ください。

エンジンストップスイッチがのとき
は作動しません。 ブレーキレバー位置の調整によりブレー

キレバーの遊びが変化します。ブレーキレ
バー位置の調整後にブレーキレバーの遊
びを再確認及び調整してください。
15



取扱いの方法
フューエルタンクキャップハンドルバー

■ スロットルリミッタ
スロットルリミッタを用いてスロットル
開度を制限してエンジンの最高出力を制
限してください。ライダーの技術や経験に
応じてこのスロットルリミッタを調整し
てください。

スロットルリミッタの調整：

1. ロックナット1をゆるめます。
2. 最高出力を制限するにはスロットル

リミッタ2を右に回し、最高出力を増
やすには左に回してください。

3. ロックナット1を締めます。

フューエルタンクキャップ

フューエルタンクキャップを開けるには、
ハンドルバークランプからベントチュー
ブの先端を外し、キャップを左に回しま
す。キャップを閉めるには、右に回して、
しっかりと締め付けます。ベントチューブ
を元のように取り付けた後、しっかりと接
続され、適切な経路を通っているか確認し
てください。

1 フューエルレベル
2 給油口

スロットルリミッタは初期設定では制限
位置に設定されています。

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。

必ず無鉛レギュラー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。
16



取扱いの方法
フューエルコック

この車には手動式フューエルコックが備
わっています。 ON、RES、OFFの3つの位
置に切り替えできます。

ON

エンジンをかける時のレバー位置です。
ONの位置では、キャブレータの燃料レベ
ルが下がると常に燃料バルブからキャブ
レータにガソリンが流れます。

RES

フューエルタンクの燃料レベルが低くな
りすぎたら、フューエルコックをRESの位
置にして約0.8 Lの予備燃料を使用できま
す。

OFF

数分以上エンジンを停止する場合は必ず
フューエルコックをOFFの位置にしてく
ださい。

FUEL

RES

OFF

ON

ON
RESに切り替えたら、できるだけ早めに給
油してください。給油後は必ずフューエル
コックをONにしてください。

RES

FUEL

RES

OFF

ON

エンジン停止時にフューエルコックをON
やRESにしておくとキャブレータからガ
ソリンがあふれてエンジン内に流れるお
それがあります。 その場合、エンジンをか
ける時に火災や重大な被害が生じること
があります。 エンジン停止後は必ず
フューエルコックをOFFにしてください。

OFF

FUEL

RES

OFF

ON
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取扱いの方法
チョークノブチョークノブ

キャブレータにはチョークシステムが備
わっていて、冷えている時でも簡単にエン
ジンをかけることができます。 冷えている
エンジンをかける時は、チョークノブを
いっぱいまで手前に引きます。 スロットル
が最も閉じた状態のときにチョークが最
も良く作動します。 暖まっている時は、
チョークシステムを使用する必要はあり
ません。

キックレバー

ギヤがニュートラルに入った状態で、キッ
クレバーを押し下げるとエンジンが始動
します。

キックレバーを、エンジン圧縮圧が感じら
れるまで最上位置からゆっくりと押し下
げ、この位置からキックレバーを放して最
上位置まで戻します。スロットルを閉じた
状態で、キックレバーをフルストロークで
力強く踏み込みます。

エンジンをかける手順に関してはこの取
扱説明書の｢正しい運転操作｣の章を参照
してください。

キックレバーが完全に収納されていない
場合には、運転が阻害される場合がありま
す。エンジンを始動した後に、キックレ
バーが元の位置に戻っているか確認して
ください。
18



メ　モチェンジペダル

ギヤチェンジは図のように3段式です。適
切にギヤを切り替えるには、チェンジペダ
ルを操作するのと同時にスロットルを閉
じてください。シフトアップするにはチェ
ンジペダルを上げて、シフトダウンするに
はチェンジペダルを踏んでください。

リヤブレーキペダル

リヤブレーキペダルを踏むとリヤブレー
キが掛かります。

サイドスタンド

サイドスタンドが装着されています。サイ
ドスタンドで車を立てるには、右足をサイ
ドスタンドの先端に乗せ、止まるまで確実
にサイドスタンドを押し下げます。

サイドスタンドを完全に外していない状
態で運転すると、左折時に事故を起こす可
能性があります。発進する前に必ず、サイ
ドスタンドを外してください。

転倒防止のため、固い平坦な場所に駐車し
てください。斜面に駐車しなければならな
いときは、車の前側を上り坂に向け、ギヤ
を1速に入れます。 これにより、車が動き
出してサイドスタンドが外れる可能性を
少なくします。
19
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燃料、エンジンオイル
燃料

指定燃料：無鉛レギュラーガソリン
無鉛レギュラーガソリンを使用してくだ
さい。無鉛ガソリンはスパークプラグと排
気系部品の寿命を延ばすことができます。

エンジンオイル

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。

ガソリンがこぼれると、車の塗装面に損傷
を与える場合があります。ガソリンを給油
するときには、こぼさないように注意して
ください。こぼれたガソリンはすぐに拭き
取ってください。

規格
オイル SAE API

エクスター
R9000 MA2

10W-40

エクスターオイル
TYPE 04 MA

10W-40 SJ

エクスターオイル
スーパーデラックス

10W-40 SE

SAE API JASO

10W-40 SG, SH, SJ, 
SL, SM, SN

MA

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。

● 摩擦低減剤を必要以上に多く含むエン
ジンオイルは使用しないでください。ま
た摩擦を低減する添加物は加えないで
ください。クラッチは、エンジンオイル
に浸されています。摩擦低減剤を含むエ
ンジンオイルはクラッチのすべりなど
の原因となる場合があります。

● 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。

● 作業前にオイルジョッキの内部等に
ホコリや泥、異物等が付着していないこ
とを確認し、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。



燃料、エンジンオイル
● 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。

● オイルをこぼしたときは、完全にふき
とってください。

● 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。

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。
21



22
ならし運転と運転前点検
ならし運転

前項では、あなたの車の寿命と性能を最大
限にするための正しいならし運転の大切
さを述べています。以下のガイドライン
で、正しいならし運転の手順について説明
します。

■推奨最大スロットル開度
下表は、ならし運転期間中の推奨最大ス
ロットル開度です。

■ エンジン回転数に変化をつける
エンジン速度は変えなければならず、一定
の速度のままではいけません。 速度を変え
ることで部品に負荷をかけたり、負荷を取
り除いて部品を冷やすことができます。 こ
うすることで部品のかみ合わせ過程を促
進できます。このかみ合わせ過程を確実に
するために、ならし運転中のエンジン部品
にある程度の負荷を加えることは重要で
す。ただし、エンジンに過度な負荷は加え
ないでください。

最初の10時間 スロットル開度
1/2未満

20時間まで スロットル開度
3/4未満



ならし運転と運転前点検
■低速での一定運転をさける
低速での一定運転（低負荷）は、部品の当
たりが落ち着かずならし運転になりませ
ん。 推奨最大スロットル開度を超えない範
囲で、ギヤを選択しながら、エンジンを自
由に加速させるようにしてください。ただ
し、最初の20時間はスロットルを全開にし
ないでください。

■十分に暖機運転を
エンジンの暖機または冷機始動後、エンジ
ンに負荷をかけたり回転を上げたりする
前に、十分なアイドリングの時間をとって
ください。そうすることで、エンジンオイ
ルがエンジン全体に潤滑されます。

■初回の最重要点検を行う
1か月点検は、あなたのお車にとって最も
大切です。ならし運転中に、すべてのエン
ジン部品は互いにすり合わされ、落ち着い
ていきます。すべての調整を再度行い、汚
れたオイルおよびオイルフィルタは交換
されます。初期の整備を適時に実施するこ
とによって、エンジンの寿命および性能を
最大限引き出します。

この取扱説明書の「点検と整備」の章に記
載されているように、1か月点検を実施す
ることが必要です。同章に書かれている注
意と警告に特に注意を払ってください。
23



ならし運転と運転前点検
運転前点検運転前点検

乗車前に、以下の項目を必ず確認してくだ
さい。これらの確認の重要性を決して軽く
見ないでください。乗車前に、すべての項
目を実行してください。

運転前点検と適切な整備を怠ると、事故や
故障の可能性が増します。毎回乗車前に必
ず点検し、安全な状態であることを確認し
てください。この取扱説明書にある「点検
と整備」の章を参照してください。

すり減ったり、指定外のタイヤや不適切な
空気圧での使用は安定性を損ね、事故の原
因となります。この取扱説明書に指定され
ているサイズと種類のタイヤを必ず使用
してください。「点検と整備」の章に記述
されている適切なタイヤ空気圧を常に維
持してください。

エンジン始動中に点検を行うことは危険
です。エンジンの可動部品に手や服がはさ
まれると、重傷を負うおそれがあります。
点検を行うときは、エンジンストップス
イッチ、およびスロットルの点検以外は、
エンジンを止めてください。

点検対象 点検事項：

ハンドル ●なめらかさ
●動きに制限がないこと
●遊びやゆるみがないこと

スロットル ●スロットルケーブルの正規
の遊び

●スロットルグリップのなめ
らかな作動と全閉位置への
戻り

チェンジペダル ●損傷がないこと
●なめらかで段階的な操作

ブレーキ ●正しいペダルおよびレバー
操作

●正規のペダルとレバーの遊
び

●ブレーキシューの残量があ
ること

●ブレーキの引きずりがない
こと

燃料タンク ●計画した運転距離に対し、
十分なこと

●タンクキャップがしっかり
しまっていること
24



ならし運転と運転前点検
ドライブ
チェーン

●適切な張りまたはたるみ
●適切な潤滑
●損傷がないこと

タイヤ ●空気圧
●溝の深さ
●亀裂やキズがないこと

エンジンオイル 適切な量

エンジン
ストップ
スイッチ

正常な機能

全体 ●ボルトとナットの締め付け
●エンジン作動中にカラカラ
と音を立てないこと

●視認できる損傷
25
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正しい運転操作
エンジンのかけかた

■エンジンのかけ方
エンジンをかける前に以下を確認してく
ださい。
1. ギヤをニュートラルにする。
2. フューエルコックを ON の位置にす

る。
3. エンジンストップスイッチをの位

置にする。

■エンジンが冷えているとき
1. チョークノブをいっぱいまで引きま

す。
2. フロントブレーキレバーを握ります。
3. スロットルグリップを閉じ、スタータ

スイッチを押すかキックレバーを押
し下げます。

4. エンジンが始動したらすぐにチョー
クノブを半分戻し、エンジンを暖めま
す。

5. チョークノブを完全に戻します。

この車はギヤを入れてエンジンをかける
とすぐに動き始めることがあります。不意
に動き出すと、車の制御ができなくなるこ
とがあります。エンジンをかける前にギヤ
をニュートラルにしてください。

排気ガスには無色、無臭であるため検出が
難しい一酸化炭素が含まれています。一酸
化炭素を吸い込むと、死亡または重傷を負
う可能性があります。室内、換気が悪い場
所、および換気されていない場所では、エ
ンジンを始動したり、作動を続けたりして
はなりません。

長時間のアイドリングは、オーバーヒート
やバッテリあがりの原因になります。オー
バーヒートはエンジン部品の損傷を招き、
エキゾーストパイプを変色させます。すぐ
に乗らないときは、エンジンを止めてくだ
さい。

● スタータスイッチを押してもエンジン
が、かからない場合には、数秒間待って
から、もう一度かけてください。バッテ
リ上がりを防止するため、それぞれの始
動の試みは、できる限り短くします。一
度に 10 秒間以上エンジンをかけない
でください。スタータスイッチでエンジ
ンがかからない場合には、キックレバー
を使用してください。

● スタータスイッチを押してもスタータ
モータが回転しない場合は、すぐにス
イッチを押すのをやめて、キックレバー
でエンジンを始動し、モータへの負荷を
避けてください。

● 不必要な空ふ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。



正しい運転操作
■ エンジンが暖まっているとき
1. フロントブレーキレバーを握ります。
2. スロットルグリップを閉じ、スタータ

スイッチを押すかキックレバーを押
し下げます。

走り方

1. サイドスタンドを完全に上げます。
2. チェンジペダルを操作してギヤを1速

に入れ、静かに発進します。
3. 車のスピードに応じてギヤを切り替

えます。

エンジンが暖まっている場合には、チョー
クノブを操作する必要はありません。

● 同乗者を乗せるとバランスと車の操縦
性が大きく損なわれるため、制御できな
くなり、運転者も同乗者も重傷を負う可
能性があります。 決して同乗者を乗せ
ないでください。

● この車を公道で運転すると大変危険で
す。この車は公道用の安全基準を満たし
ていないため、いかなる道路、高速道
路、土や砂利道などでもこの車を運転す
ることはできません。この車を公道で運
転することは違法となります。

● 速度を上げすぎると車を制御できなく
なる危険性が増します。 それにより事
故につながることがあります。御自分の
運転技量とお車、そして乗車条件の範囲
内で常にご乗車ください。

● 乗車中にハンドルバーから手を放した
り、フットレストから足を放すと非常に
危険です。 片手や片足でも車から放す
と、車の制御能力が減少します。乗車中
は常に両手をハンドルバーに、両足を
フットレストに置いてください。

● サイドスタンドが降りた状態で車を運
転することは非常に危険です。 サイド
スタンドが降りた位置だと左折時に運
転の邪魔になります。発進前にサイドス
タンドが完全に上がった位置に戻って
いることを確認してください。
27



正しい運転操作
変速の方法変速の方法

トランスミッションは、エンジンが常に通
常回転域内でスムーズに運転できるよう
するために設けられたものです。ギヤ比は
エンジンの特性に合うように注意深く選
定されています。運転者は常に、走行条件
に最も適したギヤを選択しなければなり
ません。エンジン回転が通常運転域内に入
るようシフトダウンしてください。チェン
ジ操作は、つま先で軽く行ない、ペダルに
コツンと感じるまで確実に行なってくだ
さい。

坂道での走行

● 急な上り坂を上るときに、車の速度が落
ちたり、パワー不足になることがありま
す。 このようなときは、低いギヤにシフ
トすることが必要です。それにより、エ
ンジンは再び正常なパワーレンジで運
転できるようになります。車の勢いが落
ちないうちに素早くシフトしてくださ
い。

● 下り坂を走行する場合、低いギヤにシフ
トしてエンジンをブレーキとして用い
ることができます。

● エンジン回転が上がり過ぎないように
気をつけてください。あまり高い回転数でシフトダウンを行う

と、エンジン回転が上がりすぎてエンジン
やトランスミッションが故障したり、走行
安定性を失い、尻振りなどの原因となりま
す。

コーナリングで車を傾けているときにシ
フトダウンすると、後輪が横滑りしコント
ロールを失うことがあります。コーナーに
入る前にスピードを落としてください。

チェンジペダルの不適切な操作によって、
トランスミッションに損傷を与える可能
性があります。

● チェンジペダルに足を乗せたままにし
ないでください。

● 無理なギヤチェンジは避けてください。

● チェンジ操作はコツンと感じるまで確
実に行ってください。

● 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。

● 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。
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正しい運転操作
停止、駐車

1. スロットルグリップを戻してスロッ
トルを完全に閉じます。

2. フロントとリヤブレーキを均等にま
た同時にかけます。

3. 走行速度に応じてシフトダウンしま
す。

4. 車が停止する寸前にギヤをニュート
ラルにしてください。

5. 車が倒れないよう、固い平坦な路面で
駐車します。

6. メインスイッチをOFFにします。
7. フューエルコックを OFF の位置にし

ます。

運転になれていない方はフロントブレー
キをあまり使わない傾向があります。この
場合、制動距離が長くなり、衝突の可能性
があります。 フロントブレーキまたはリ
ヤブレーキのみ使うと、車が横すべりして
制御できなくなるおそれがあるため、両方
のブレーキは均等にまた同時に使ってく
ださい。

曲がりながら急にブレーキをかけると、ス
リップしたり制御できなくなることがあ
ります。曲がり始める前にブレーキを使っ
てください。

湿った路面、やわらかい路面、でこぼこし
た路面、またその他の滑りやすい路面で強
いブレーキをかけるとホイールが横すべ
りしコントロールを失います。すべりやす
い路面や不整地では、ブレーキは軽くまた
注意深く使用してください。

エンジン回転中および停止後しばらくの
間は、マフラ、エンジンなどが熱くなって
います。このとき触れるとやけどを負うお
それがあります。車は、歩行者や幼児がマ
フラを触ることのない場所に駐車してく
ださい。

ゆるい坂にサイドスタンドで駐車する場
合は、傾斜により前進してサイドスタンド
が外れることの無い様に、車の前側を傾斜
の上の方に向けてください。 車のギヤを1
速にいれることで、前進してサイドスタン
ドが外れることを防ぐことができます。エ
ンジンをかける前にはギヤをニュートラ
ルにしてください。
29
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点検と整備
日常点検、定期点検

定期点検表は点検項目と点検間隔を示し
てあります。必ず指示通りに行ってくださ
い。継続的にスロットルを全開にするな
ど、過酷な条件で車を使用したり、荒天下
で走行した場合などは、お手入れの回数を
増やし、点検と整備の章の説明に従い、確
かな性能を確保するために、より頻繁に点
検しないといけない項目があります。詳し
くはスズキ販売店にご相談ください。ステ
アリング、サスペンション、ホイール部品
は、特に注意深い点検、整備が必要です。
これら項目の点検、整備は、スズキ販売店
にご相談ください。

点検を適切に行なわなかったり、推奨の整
備を怠ることは、事故につながる可能性が
あります。車を、常に良好な状態に維持し
てください。この印(*)のある整備項目を
実施するためには、スズキ販売店または認
定整備員にお問い合わせください。ご自身
で整備経験を持っている場合、この印（*）
のない項目の点検、整備を、この項に書か
れている指示を参照しながら行うことが
できます。作業方法がはっきり分からない
場合は、スズキ販売店にご相談ください。

排気ガスには無色、無臭であるため検出が
難しい一酸化炭素が含まれています。一酸
化炭素を吸い込むと、死亡または重傷を負
うおそれがあります。室内、換気が悪い場
所、および換気されていない場所では、エ
ンジンを始動したり、作動を続けたりして
はなりません。



点検と整備
メインスイッチがONの状態で電気部品の
整備をすると、電気回路がショートしたと
きに電機部品に損傷を与えるおそれがあ
ります。ショートによる損傷を避けるた
め、電機部品を整備する前にメインスイッ
チをOFFにしてください。

定期点検表は、最低限必要な整備について
記載したものです。あなたの車が過酷な条
件下で使用されているなら、この点検表よ
りさらに頻繁に整備を実施してください。
整備期間に関して疑問な点がありました
ら、スズキ販売店または認定整備員にご相
談ください。

品質の悪い部品を使用すると、車の寿命を
早める原因となります。部品を交換する際
には、スズキ純正部品または互換品を使用
してください。
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点検と整備
日常点検、定期点検

■ 定期点検表

※ I：必要に応じて検査、清掃、調整、交換または注油、R：交換、T：締め付け、C：清掃を表します。

点検時期
最初の1か月 6 か月ごと 12 か月ごと

項目
エアクリーナ 乗車の度に検査、必要に応じて清掃
排気パイプボルトとマフラの取付ボルト T T T
*バルブクリアランス I I I
スパークプラグ ― I R
スパークアレスタ ― C C
フューエルホース I I I
エンジンオイル R R R
スロットルケーブル I I I
クラッチ I I I
アイドルスピード I I I
ドライブチェーン 乗車の度に清掃および検査
*ブレーキ I I I
タイヤ ― I I
スポークニップル 乗車の度に点検
*ステアリング I I I
*フロントフォーク I I I
*リヤサスペンション I ― I
*シャシボルトとナット T T T
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点検と整備
注油箇所

なめらかな操作と車の作動部品を長持ち
させるため、また安全運転のためには適切
な注油が大切です。長いでこぼこ道や、雨
に濡れたり洗車した後は車への注油を習
慣づけましょう。主な注油箇所は次の通り
です。

1フロントブレーキレバー軸
2リヤブレーキペダル軸
3サイドスタンド軸、スプリングフック
4ドライブチェーン

グリス
ドライブチェーン潤滑油

電気系統のスイッチに注油すると故障の
原因となります。スイッチにはグリスやオ
イルを注油しないでください。

D
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点検と整備
バッテリバッテリ

密閉式のメンテナンスフリーのバッテリ
を使用しています。スズキ販売店で定期的
に充電状態を確認してください。標準充電
率は0.3Aで8～10時間、最大充電率は3A
×30分間です。

■バッテリの取り外し
バッテリを取り外すためには次の手順に
従ってください。
1. サイドスタンドを立てます。
2. メインスイッチをOFFにします。
3. ボルトをゆるめ、シートを取り外しま

す。
4. ボルトをゆるめ、カバーを取り外しま

す。

バッテリの電極、端子、および関連する部
品には鉛や鉛合金が含まれています。鉛が
血液中に入ると健康に有害です。鉛を含有
する部品を取り扱った後には手を洗って
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やけ
ど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。

最大充電率を超えるとバッテリの寿命を
短くします。決してバッテリの最大充電率
を超えないでください。
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点検と整備
5. バッテリを取り外します。

バッテリを取り付けるには、
1. 取り外しとは逆の手順でバッテリを

取り付けます。
2. バッテリコードをしっかり接続しま

す。

バッテリには希硫酸や鉛といった毒性の
ある物質が含まれています。人を負傷させ
たり、環境を破壊したりする可能性があり
ます。使用済みのバッテリは法律に従って
廃棄またはリサイクルし、一般家庭ごみと
して廃棄しないようにする必要がありま
す。バッテリを車から取り外すときに、
バッテリを倒さないようにしてください。
希硫酸があふれ出て、負傷するおそれがあ
ります。

バッテリコードを逆に接続すると充電系
統およびバッテリが損傷します。赤のバッ
テリコードはプラス（＋）端子に、黒（ま
たは黒に白のストライプ）のバッテリコー
ドはマイナス（－）端子に接続します。
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点検と整備
エアクリーナバッテリ

バッテリのラベルにあるシンボルAは、使
用済みバッテリを一般家庭ごみとは別に
回収する必要があることを示しています。
化学記号PbBはバッテリに0.004 %を超
える鉛が含まれていることを示していま
す。

使用済みバッテリを正しく廃棄またはリ
サイクルすることにより、バッテリを誤っ
て廃棄処理したときに発生するおそれの
ある環境や人体の健康への悪影響を防止
することができます。資源のリサイクルは
天然資源の節約になります。使用済みバッ
テリの廃棄やリサイクルに関する詳細情
報についてはお知りになりたい場合は、廃
棄二輪取扱店にご相談ください。

エアクリーナ

エアクリーナに汚れが詰まると、吸気しに
くくなり、燃料消費が増えます。エアク
リーナエレメントの汚れは乗車の度に点
検し、必要に応じて清掃してください。ほ
こりの多い条件下で運転する場合は、もっ
と頻繁に清掃と交換を行ってください。点
検・清掃は次の手順で行います。

● バッテリを交換する際には、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には、1 か月に一
回は補充電してください。

Pb

エアクリーナエレメントを取り外した状
態でエンジンを作動させるとエンジンか
らエアインテークボックスへ火花が吹き
出す場合があります。また、エアクリーナ
エレメントなしでエンジンを作動させた
ことが原因でエンジンにほこりが侵入す
ると、エンジンに重大な損傷を与える場合
があります。エアクリーナエレメントを所
定の位置に取り付けないでエンジンをか
けることは決してしないでください。
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点検と整備
■エアクリーナエレメントの
取り外し

以下の手順でエアクリーナエレメントを
取り外します。
1. スクリュをゆるめ、クリーナキャップ

を取り外してください。

2. ポリウレタン製のエアクリーナエレ
メントを取り外してください。車をほこりや湿気の多い場所、ぬかるみの

ある場所で使用する場合、エアクリーナエ
レメントが詰まる場合があります。エアク
リーナを点検、清掃することを怠ると車に
損傷を与えるおそれがあります。条件の厳
しい場所で走行した後には、必ずエアク
リーナを点検してください。必要に応じて
エアクリーナエレメントを清掃または交
換します。エアクリーナケースに水が入っ
た場合には、すぐにエアクリーナエレメン
トおよびケース内部を清掃してください。

● 清掃中にポリウレタン製のエアクリー
ナエレメントに損傷を与えないよう注
意してください。

● エアクリーナエレメントを取り外した
状態でエアクリーナケース内にほこり
が入った場合には、エアクリーナケース
を清掃してください。
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点検と整備
エアクリーナ

■ エアクリーナエレメントの清掃
以下の手順で洗浄します：
1. エアクリーナエレメントより大きな

洗面器に、不燃性の洗浄溶剤 A を入
れます。エアクリーナエレメントを溶
剤に浸して洗浄します。

2. 両手の手のひらに入れて握り、余分な溶
剤を絞り出します。エレメントをひねっ
たり、ねじったりしないでください。

3. エアクリーナエレメントを乾燥させ
ます。

4. エアクリーナエレメントをビニール
袋に入れます。少量のエアフィルタオ
イル B を入れて、オイルをエアク
リーナエレメントに浸透させます。

5. エアクリーナエレメントを握って余
分なオイルを絞り出します。

6. エアクリーナケース内のほこりやゴ
ミを清掃します。

7. きれいになったエアクリーナエレメ
ントを取り外しの逆の手順で取り付
けます。エアクリーナエレメントが正
しい位置で適切に隙間の無いように
なっているかを必ず確認してくださ
い。

エアクリーナエレメントが破れると、ほこ
りがエンジンに入り、エンジンが損傷する
おそれがあります。エアクリーナエレメン
トが破れた場合には新品と交換してくだ
さい。エアクリーナエレメントに破れがな
いか注意深く点検してください。
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点検と整備
■エアクリーナドレンプラグ
定期点検時に、ドレンプラグを取り外し、
水やオイルを抜き取ってください。

新しいオイル、使用済みのオイル、および
溶剤は有害です。子供やペットがこれらを
飲み込むことによって、傷害を負う可能性
があります。使用済みのエンジンオイルに
繰り返し触れたり、長時間触れると皮膚が
んになるおそれがあります。使用済のオイ
ルや溶剤に短時間接触すると、皮膚に炎症
を起こすおそれがあります。

● 新しいオイル、使用済みのオイル、およ
び溶剤は、子供やペットに近づけないよ
うにしてください。

● 長袖の上着および防水性の手袋を着用
してください。

● オイルや溶剤が皮膚に付いたら石鹸で
洗ってください。

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。

エアクリーナエレメントが所定の位置に
無いと、汚れがエアクリーナを通らずに
入ってしまうことがあります。これにより
エンジンに損傷が生じることがあります。
エアクリーナエレメントは必ず所定の位
置に取り付けてください。

清掃する際に、エアクリーナケースに水を
かけないよう注意してください。
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点検と整備
スパークプラグスパークプラグ

1. スパークプラグキャップを取り外し
ます。

2. スパークプラグをスパークプラグレ
ンチを使用して取り外します。

ススだらけになったり汚れたスパークプ
ラグは強いスパークを発生することがで
きません。付着物を取り、シックネスゲー
ジで測定してスパークプラグの隙間を0.6
～0.7mmの間に調整してください。付着物
を取るときはいつも、スパークプラグの電
極部の色を必ず確認してください。この色
で標準的なスパークプラグが使用に適し
たものかが分かります。標準的なスパーク
プラグがウェットに見えたり、暗い色の場
合は、ホットタイプのスパークプラグの方
が適しています。正常に作動しているス
パークプラグは明るい茶色です。

標準プラグ

不適切なスパークプラグはサイズが合わ
なかったりエンジンの熱範囲と異なるこ
とがあります。これによりエンジンに大き
な損傷が生じることがあります。次のス
パークプラグのいずれか、または相当のも
のをご使用ください。ご使用に合ったス
パークプラグが分からない場合は、スズキ
販売店へご依頼ください。

NGK DENSO
CR7HSA U22FSR-U

電子部品に干渉しない様に、この車は抵抗
型スパークプラグを使用しています。ス
パークプラグの選択が不適切だと車の点
火系統に電気的に干渉し、車の性能に問題
が発生するおそれがあります。推奨のス
パークプラグのみを用いてください。
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点検と整備
スパークプラグを取り付けるには、手でで
きる限り回してから、スパークプラグレン
チで締め付けます。

エンジンオイル

エンジンの寿命を長持ちさせるには、質の
良いオイルを定期的に交換していただく
ことが大切です。毎日オイルレベルを確認
し、定期的に交換することは、整備項目の
中でも重要項目となります。

■エンジンオイル量の点検
オイルレベルゲージでオイル量を確認し
てください。図の通りにオイルレベルゲー
ジはオイル注入口キャップと一緒に外れ
ます。

オイル量の確認は、次の手順に従ってくだ
さい。
1. サイドスタンドを立てます。お車を垂

直に保持してください。
2. オイル注入口キャップのネジ部分を

締めずにキャップが給油口の上部に
触れる状態まで差し込みます。

3. オイルがオイルレベルゲージのアッ
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F(アッパレベル)以上またはL(ロア
レベル)以下の場合は、F(アッパレベル)とL(ロ
アレベル)の間になるよう調整してください。
● オイル量が L( ロアレベル ) 以下の場合
は、オイルを補給してください。

● オイル量がF(アッパレベル)以上の場合
は、オイルを抜くなどして調整してくだ
さい。オイルを抜く方法については、ス
ズキ販売店にご相談ください。

スパークプラグの取り付けが不適切な場
合には、車に損傷を与える可能性がありま
す。スパークプラグを締め付けすぎたり、
直角にねじ込まなかったりすると、シリン
ダヘッドのネジ山が損傷します。スパーク
プラグを手で慎重に回してネジ山に挿入
します。スパークプラグが新品の場合は、
指で締め付けた後レンチで約1/2回転締
め付けます。プラグを再使用する場合は、
指で締め付けた後レンチで約1/8回転締
め付けます。

汚れがスパークプラグの開いた穴に入る
とエンジンに損傷を与えるおそれがあり
ます。スパークプラグを外す度にスパーク
プラグの穴を覆ってください。

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。このとき触れるとやけどを負うお
それがあります。
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点検と整備
エンジンオイル

■ エンジンオイルの交換
エンジンオイルは定期的に交換してくだ
さい。エンジンオイルを簡単に抜くことが
できるように、エンジンオイル交換の際は
エンジンが温かい状態で常に行ってくだ
さい。手順は以下の通りです。
1. サイドスタンドを立てます。
2. オイル注入口キャップを外します。

3. ドレンプラグの下にドレンパンを置
いてください。

4. ドレンプラグおよびガスケットをエ
ンジン下部から外してドレンパン内
にエンジンオイルを抜き取ります。

5. ドレンプラグおよびガスケットを取
り付けてしっかり締めてください。新
しいオイルを給油口から注いでくだ
さい。約550ml のオイルが必要です。
（「推奨燃料、エンジンオイル」の章を
参照ください。）

6. オイル注入口キャップを締めてくだ
さい。

7. エンジンをかけ、数分間アイドリング
します。オイルフィルタカバーからの
オイル漏れが無いことを確認してく
ださい。

8. 「オイル量の確認」の手順の通りにオ
イル量を確認してください。

エンジンオイルとエキゾーストパイプは
熱くなっているため、やけどを負うおそれ
があります。オイルを抜き取る前に、オイ
ルドレンプラグとエキゾーストパイプが
素手で触ることができる程度まで冷まし
てください。
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点検と整備
キャブレータ

キャブレータは工場出荷時に最高の性能
になるように設定されています。設定を変
更しないでください。ただし、調整項目が
２つあります。アイドリング回転速度の調
整とスロットルケーブルの遊びの調整で
す。

■アイドリング回転速度調整
エンジンが通常運転温度の状態で、エンジ
ンアイドリング回転速度を定期的に調整
してください。アイドリング回転速度をき
ちんと調整するためには、タコメータが必
要です。お持ちで無い場合は、アイドリン
グ回転速度の調整をスズキ販売店へご相
談ください。

アイドリング回転速度を調整するには：
1. エンジンを始動して暖機します。
2. アイドルスクリュを右または左に回

して、エンジンのアイドリング回転速
度が 1600～1800rpm になるよう調
整します。

子供やペットがオイルを飲み込むことに
よって危害を生じさせることがあります。
使用済みのエンジンオイルに繰り返し触
れたり、長時間触れると皮膚がんの原因に
なるおそれがあります。オイルとの短時間
の接触は、皮膚に炎症を起こすおそれがあ
ります。新しいオイル、使用済みのオイ
ル、およびオイルフィルタは、子供やペッ
トに近づけないようにしてください。使用
済オイルとの接触を最小限にするために、
オイル交換の際には長袖シャツと防水手
袋（食器洗い用手袋など）を着用してくだ
さい。オイルが皮膚に付着した場合には、
石けんと水で洗浄してください。オイルが
染み付いた衣服やウェスは洗濯します。使
用済のオイルおよびフィルタは、リサイク
ルするか適切な方法で処分してください。

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。
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点検と整備
フューエルホースキャブレータ

■ スロットルケーブルの調整
スロットルグリップを回してスロットル
ケーブルの遊びを測定します。スロットル
グリップには 2.0～4.0mm の遊びが必要
です。

スロットルケーブルの遊びの調整
1. ブーツ1をずらします。
2. ロックナット2をゆるめます。
3. アジャスタ3を右または左に回し、適

切な遊びになるよう調整します。
4. ロックナット2を締め付けます。
5. スロットルケーブルの遊びを、もう一

度確認します。適切な範囲に入ってい
ない場合には再調整します。

6. ブーツ 1 をずらし、元の状態にしま
す。

フューエルホース

フューエルホースに損傷や燃料漏れが無
いことを確認してください。異常があれば
フューエルホースを交換してください。

スロットルケーブルの遊びが不適切だと、
ハンドルバーを回すと突然エンジンス
ピードが上がることがあります。そうなる
と運転制御ができなくなることがありま
す。ハンドルバーの動きによってエンジン
アイドル回転速度が上がらないようにス
ロットルケーブルの遊びを調整してくだ
さい。
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点検と整備
ドライブチェーン

毎回乗車前にドライブチェーンのゆるみ
を点検してください。ドライブチェーンの
ゆるみが図示のように25～35mmになる
ように、調整してください。（図は次頁）

定期点検時に、以下の状態についてドライ
ブチェーンを点検する必要があります：
● ピンのゆるみ
● ローラーの損傷
● 繋ぎ目の乾燥またはサビ
● 曲がりや固着
● 異常摩耗
● 調整不良

ドライブチェーンがいずれかの状態に
なっている場合は、スプロケットにも何ら
かの損傷がある可能性があります。スプロ
ケットは下記について点検してください。

1. 歯の異常摩耗
2. 歯の欠損または損傷
3. スプロケットマウントナットのゆるみ

良 不良

ドライブチェーンの状態や調整に関して
不具合がある場合、ご自分で整備方法を理
解しているなら整備してください。必要で
あれば、スズキ販売店にご相談ください。

ドライブチェーンの状態が不適切または
調整不良のまま運転すると、事故を起こす
可能性があります。この項の説明に従っ
て、毎回運転前に、ドライブチェーンを点
検、調整、整備してください。

新品のドライブチェーンを取り付ける場
合は、両方のスプロケットの摩耗を調べ、
必要なら交換してください。
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点検と整備
ドライブチェーン

■ ドライブチェーンの清掃と
給油

1. ドライブチェーンにほこりや泥など
が付着しているときは汚れを取り除
きます。

2. 洗浄はシールチェーン専用クリーナ
または、水や中性洗剤などで行いま
す。
推奨クリーナ：スズキチェーンクリーナ

3. やわらかいブラシを使用します。
4. 水や洗浄剤を綺麗に拭き取ります。
5. 給油は２輪シールチェーン専用オイ

ルもしくは粘度の高いオイル（＃80～
90）を使用します。
推奨オイル：スズキチェーンオイルＲ

6. オイルがチェーン各部によく行きわ
たるように、チェーンの手前と奥の両
側に給油します。

7. 全周に給油した後、外側の余分な
チェーンオイルを乾いたウェスで拭
き取ります。

■ドライブチェーンの調整
前後スプロケットの中央を手で上下に動
かし、チェーンの緩みが規定の範囲内にあ
るかを点検します。規定の範囲を越えてい
る場合は、調整してください。

25～35mm

車に乗車する前に必ずドライブチェーン
のゆるみを点検してください。図に示すよ
うに、25～35mm のゆるみができるよう
にドライブチェーンを調整します。

不適切な清掃をすると、ドライブチェーン
に傷がついたり壊れたりすることがあり
ます。

● シンナー、灯油、ガソリン等の揮発性溶
剤を使用しないでください。

● スチーム洗車機を使用しないでくださ
い。

● ワイヤーブラシを使用しないでくださ
い。

オイルを注油しすぎると、飛び散って衣服
や車を汚します。注油しすぎないようにし
てください。

ドライブチェーンのゆるみが大き過ぎる
とスプロケットから外れ、事故や重大な損
傷につながります。毎回運転前にドライブ
チェーンのゆるみを点検してください。
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点検と整備
ドライブチェーンの調整は下記の手順で
行ってください。
1. サイドスタンドを立てます。

2. アクスルナット1をゆるめます。
3. 左右のアジャスタナット2を回して、

エンジンスプロケットとリヤスプロ
ケットの中間で、ドライブチェーンの
ゆるみが 25～35mm になるように調
整します。

4. 同時に、リヤスプロケットの位置はフ
ロントスプロケットに対し、完全に一
直線上にあるようにしなければなり
ません。この調整を容易にするため
に、スイングアームの合わせマーク3

があり、これらは左右のチェーンア
ジャスタに対して同じ位置になるよ
うにしなければなりません。

5. アクスルナット 1 をしっかり締め付
けます。

6. 締め付け後にドライブチェーンのゆ
るみを再点検し、必要に応じて再調整
します。

リヤアクスルナットの締め付けトルク：
54N・m (5.4kgf-m)

左右同じ目盛りに合わせてください。
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点検と整備
ブレーキブレーキ

ブレーキはドラムブレーキです。 ■フロントブレーキの調整
次のようにフロントブレーキレバーを調
整してください。フロントブレーキレバー
の遊びは、レバーを軽くスロットルグリッ
プ側に引いたときにブレーキレバーの端
から測って15～25mmになるようにして
ください。遊びを毎回乗車前に確認して、
必要であれば次のように調整してくださ
い。

1. フロントブレーキアジャスタを左右
いずれかに回して、適切な遊びになる
ようにします。アジャスタを右に回す
と遊びが減ります。

2. 遊びの調整後に、前輪を浮かせて前輪
を回したときに抵抗がなく、フロント
ブレーキレバーをしっかり握ったと
きにフロントブレーキレバーとス
ロットルグリップの間に十分なすき
間があることを確認します。

● ブレーキを点検しなかったり適切に整
備を行わなかったりすると事故を起こ
す可能性が増えます。

●「運転前点検」の章の記載通りに、毎回
乗車前にブレーキを点検してください。
定期点検表の記載通りにブレーキを保
守してください。

● フロントブレーキレバーやリヤブレー
キペダルの遊びを適切に調整しないと
事故や車の損傷につながります。遊びが
多すぎると、ブレーキをかけても車が止
まりません。このため事故につながるこ
とがあります。遊びが少なすぎると、ブ
レーキをかけていないのにブレーキ
シューがドラムに擦れて、シューとドラ
ムが損傷します。

泥、水、砂や、その他過酷な状況で使用す
るとブレーキの磨耗が加速します。こうし
た状況で操作する場合、定期点検表の記載
以上に頻繁にブレーキを点検してくださ
い。
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点検と整備
■リヤブレーキの調整
図のようにペダルの遊びが約15～20mm
となるようにリヤブレーキペダルを調整
してください。アジャスタ2を回してリヤ
ブレーキペダルの遊びを調整してくださ
い。調整ナットを右に回すと遊びの量が減
ります。

アジャスタ凹部をピンに合わせてくださ
い。適切に合っていない場合、走行中にブ
レーキの遊びが変化することがあります。

アジャスタ凹部をピンに合わせてくださ
い。適切に合っていない場合、走行中にブ
レーキの遊びが変化することがあります。
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点検と整備
ブレーキ

■ ブレーキライニング磨耗限度
この車には前後のブレーキにブレーキラ
イニング磨耗限度表示があります。次のよ
うにブレーキライニングの磨耗を確認し
てください。

＜フロントブレーキ＞

図A

＜リヤブレーキ＞

図A

インデックスマークが限度マーク内にあ
ります。

1. ブレーキ系統が適切に調整されてい
るか確認します。

2. ブレーキをかけ、インデックスマーク
が図Aのようになっているかを確認し
ます。

摩耗したブレーキシューのまま乗車する
とブレーキ性能が落ち、事故の確率が増し
ます。

毎回乗車前にブレーキシューの摩耗を点
検してください。シューが摩耗していた
ら、スズキ販売店へシューの交換をご依頼
ください。
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点検と整備
タイヤ

定期点検でタイヤの空気圧と溝の状態を
確認してください。安全性を上げて、タイ
ヤの寿命を延ばすためには、より頻繁に空
気圧を測定してください。

■空気圧の点検
空気圧が十分でないとタイヤの摩耗を早
めるだけでなく車の安定性に大きな影響
をおよぼします。十分に膨らんでいないタ
イヤではなめらかなコーナリングが難し
く、膨らみすぎたタイヤは地面と接する面
積が少なくなり、スリップしたり制御でき
なくなったりします。常にタイヤの空気圧
が規定範囲内になるようにしてください。
タイヤの空気圧の測定はタイヤが冷えて
いる時にのみ調整ください。

■タイヤの溝の点検
過度にすり減ったタイヤで車を運転する
と安定性が損なわれ、制御できなくなるお
それがあります。溝の深さが4ｍｍ以下に
なったらタイヤ交換をおすすめします。タ
イヤの交換時には必ず以下の表に記載さ
れるサイズと種類のタイヤに交換してく
ださい。違うサイズや種類のタイヤを用い
ると、ハンドリングに悪影響を与え、車を
制御できなくなるおそれがあります。

タイヤはあなたのお車と路面間を連結す
るきわめて重要な連結部です。以下の注意
事項に従わなかった場合には、タイヤ不良
により事故が起きるおそれがあります。

● 毎回運転前にタイヤの状態を確認し、必
要に応じて空気圧を調整してください。

● 過積載は避けてください。
● 規定限界まで摩耗したり、切れ目や割れ
のような損傷が見つかったらタイヤを
交換してください。

● 取扱説明書に指定されているサイズと
種類のタイヤを必ず使用してください。

● タイヤの取り付け後は、バランスをとっ
てください。

● 取扱説明書のこの項を注意深く読んで
ください。

前 後

タイヤ空気圧 100ｋPa 125ｋPa
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点検と整備
スポークニップルの締め具合タイヤ スポークニップルの締め具合

スポークの張りを確認してスポークニッ
プルの締まり具合を確かめてください。ス
ポークの張りはスポークを指で握って確
かめてください。スポークニップルがゆる
いと、そのスポークは他のスポークより簡
単に曲がります。小さな金属の棒でスポー
クを叩くことによっても張りを確認する
ことができます。スポークニップルがゆる
いと、鈍い音がします。

スポークニップルを適度に締めるには、規
定のトルクで全てのスポークニップルを
均等に締めてください。ゆるんだり、きつ
く締めすぎたスポークニップルではス
ポークの張りが不均一になり、ホイールリ
ムが歪むおそれがあります。この作業はス
ズキ販売店へご依頼ください。

フロントフォーク

フロントフォークにグリスを注油してく
ださい。

推奨グリス：スズキ スーパーグリス“Ａ”

指定タイヤ
前 2.50-10 33J

IRC  MOTOCROSS  iX07S

後 2.50-10 33J
IRC  MOTOCROSS  iX07S

修理、取り付けやバランスの不適切なタイ
ヤでは車を制御できなくなったりタイヤ
の寿命を縮めるおそれがあります。

● タイヤの修理、交換、バランス調整には
適した工具と経験が必要なため、スズキ
販売店か資格のある整備士へご依頼く
ださい。

● 各タイヤの側壁に矢印で示される回転
方向に合わせてタイヤを取り付けてく
ださい。
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点検と整備
でこぼこ道などの悪路を走行したときに、
ダストシール1からインナーチューブ2

にグリスがにじむことがあります。そのと
きは、ダストシールとフロントフォークが
損傷していないかを確認してください。損
傷していないときは、にじんだグリスを柔
らかい布で拭き取ってください。損傷して
いるときは、スズキ販売店にご相談くださ
い。

スパークアレスタ

マフラ内に装備しているスパークアレス
タは、性能を保つために定期的に清掃が必
要です。6か月毎に清掃してください。

1. ボルト1を外し、スパークアレスタを
引き抜きます。

2. 網を傷つけないように注意して、ブラ
シでスパークアレスタの網に堆積し
たカーボンを清掃します。もし、網に
穴や裂け目がある場合は、交換してく
ださい。

3. スパークアレスタを取り外しと逆の
手順で装着します。

マフラが熱いときは、やけどを負うおそれ
があります。マフラは、エンジンを止めて
からでも、しばらくの間、やけどする程度
に熱くなっています。やけどを避けるた
め、マフラが冷えるまで待ってください。
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点検と整備
ホイールホイール

■前輪の取外し
1. サイドスタンドを立てます。
2. ボルトを外します。左右のフロント

フォークカバーを外します。

3. ブレーキアジャスタナット 1 を外し
ます。

4. アクスルナット2を外します。
5. 車の前部を持ち上げて、エンジンか

シャシチューブの下にジャッキか台
の代りになるものを置いてください。

6. アクスルを引き抜いてください。

7. 前輪を前にずらしてください。
8. ホイールの再取り付けは、上記の手順

を逆に行ってください。

フロントアクスルナットの締め付けトルク：
53N・m (5.3kgf-m)

● ボルトやナットを適切なトルクで締め
ないと事故につながるおそれがありま
す。

● ボルトとナットを規定のトルクで締め
てください。トルクレンチが無い場合や
適切な手順が分らない場合は、スズキ販
売店へご相談ください。

アジャスタ凹部をピンに合わせてくださ
い。適切に合っていない場合、走行中にブ
レーキの遊びが変化することがあります。
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点検と整備
■後輪の取外し
1. サイドスタンドを立てます。
2. ブレーキアジャスタナット 1 を外し

ます。

3. アクスルナット2を外します。

4. 車の後部を持ち上げて、エンジンか
シャシフレームの下にジャッキか台
の代りになるものを置いてください。

5. アクスルを引き抜いてください。

6. 車輪を前へ動かした状態で、チェーン
をスプロケットから外してください。

7. リヤホイールアセンブリを後ろに引
いてください。

8. 後輪の取り付けは、取外しの全手順を
逆に行ってください。

9. 車輪の取り付け後に、ブレーキを何回
かかけてから、車輪が自由に回転する
か確認してください。

リヤアクスルナットの締め付けトルク：
54N・m (5.4kgf-m)

マフラが熱いときは、やけどを負うおそれ
があります。マフラは、エンジンを止めて
からでも、しばらくの間、やけどする程度
に熱くなっています。やけどを避けるた
め、マフラが冷えるまで待ってください。

アジャスタ凹部をピンに合わせてくださ
い。適切に合っていない場合、走行中にブ
レーキの遊びが変化することがあります。
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点検と整備
ヒューズホイール ヒューズ

ヒューズがバッテリカプラに付いていま
す。ヒューズは電気系統に過負荷が加わる
と切れるよう意図されたものです。電気系
統のいずれかが作動不良となった場合は
ヒューズを確認してください。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。

ドライブチェーンの調整を怠ったり、ボル
トやナットを適切なトルクで締めないと
事故につながるおそれがあります。

● リヤホイールの取り付け後に「ドライブ
チェーンの調整」の項に記載した通りに
ドライブチェーンを調整してください。

● ボルトとナットを規定のトルクで締め
てください。トルクレンチが無い場合や
適切な手順が分からない場合は、スズキ
販売店へご相談ください。

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。

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。
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トラブルシューティング
燃料供給チェック

このトラブルシューティングガイドは、よ
くある質問の原因を見つけやすくするた
めのものです。

エンジンがかからない場合、原因を突き止
めるために次の点検を行ってください。
1. フューエルタンクに十分な燃料があ

るかを確認してください。
2. フューエルコックがONの位置にある

ことを確認してください。
3. フューエルコックからキャブレータ

に十分な燃料が届いているかを確認
してください。
a.フューエルコックを OFF の位置に
してください。

b.キャブレータの下のドレンボルト
をゆるめてください。空の容器を
キャブレータの下に置き、燃料を抜
いてください。

c.ドレンボルトを締めてください。
d.空の容器をキャブレータの下に置
いてください。フューエルコックを
ONの位置にしてください。   数秒
後にフューエルコックを OFFの位
置にしてください。

e.ドレンボルトをゆるめてキャブ
レータに十分な燃料が届いている
かを確認してください。

f. ドレンボルトを締めてください。
4. 燃料がキャブレータに届いていれば、

次はイグニションシステムをチェッ
クしてください。

問題の解決を正しく行わないと車を損傷
するおそれがあります。また、不適切な修
理や調整は、車を傷めてしまうおそれがあ
ります。問題の適切な処置が分らない場
合、スズキ販売店にご相談ください。

ガソリンとその蒸気はとても引火性が高
く、有毒です。燃料を取扱う時にやけどや
中毒になる可能性があります。キャブレー
タから燃料を抜く時は、以下の項目を守っ
てください。

● エンジンを停めて、炎、火花、熱源等の
火気を近づけないでください。

● 燃料は必ず屋外か換気の良い場所で抜
いてください。

● 喫煙しないでください。
● こぼれたガソリンは、すぐに拭き取って
ください。

● ガソリンの蒸気を吸わないでください。
● 子供やペットを近づけないでください。
● 抜いた燃料は適切に処理してください。



トラブルシューティング
点火系統の確認

症状：エンジンが始動しにくい、または
まったく始動しないとき
1. スパークプラグを取り外し、スパーク

プラグキャップに接続します。
2. エンジンストップスイッチをの位

置にします。
3. メインスイッチを ON にし、ギヤを

ニュートラルに入れます。スパークプラ
グを金属のパーツにしっかりと押し付
けた状態で、スタータスイッチを押しま
す。点火系統が正常であれば、スパーク
プラグの隙間から青白い火花が飛びま
す。

4. 火花が出ない場合は、スパークプラグを
清掃します。必要に応じて交換してくだ
さい。清掃または交換したプラグで、も
う一度上記の方法で確認します。

5. 火花が出ない場合は、スズキ販売店に
お持ちください。

症状：エンジンストールするとき
1. フューエルタンクに燃料が入ってい

るか確認します。
2. 点火系統を点検し火花が連続してい

るかどうか確認します。

不適切な方法で点火系統の確認を実施す
ると危険な場合があります。

● 手順になれていない場合には、高電圧で
感電するおそれがあります。

● 手順になれていない場合には、点火系統
の確認を実施しないでください。

● 確認作業中には、スパークプラグをス
パークプラグの穴に近づけないでくだ
さい。

● 心臓疾患の問題がある、またはペース
メーカーを使用している場合には、この
作業を実施しないでください。
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お車の手入れ
洗車

■車体の清掃
洗車する場合は、下記の指示に従ってくだ
さい。
1. 冷水をかけながら、スポンジまたは柔

らかい布で汚れを落とします。かたい
素材のものを使用すると塗装面に傷
を付けますので使用しないでくださ
い。

2. ひどい汚れは中性洗剤を使用して洗
い流します。

3. 汚れが完全に取れたら水道水で洗剤
を洗い流します。

4. 乾いた柔らかい布で、水分をふき取り
ます。車体を乾燥させた後、ブレーキ
レバーやスタンドの取り付け部へグ
リースなどを注油し、サビ予防のため
にワックスがけを行ってください。

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
● スパークプラグ
● フューエルタンクキャップ
● キャブレータ
● エアクリーナ
● マフラ
● スロットルケーブルのラバーブーツ

● 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。

● 洗車はエンジンが冷えているときに
行ってください。

● 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サビ発生の原因
となります。

● 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。

● 洗車後はブレーキのきき具合が悪くなる
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、ききが
回復するまでブレーキを軽く作動させて
ください。

アルカリ性や強酸性のクリーナや、ガソリ
ン、ブレーキ液、その他の溶剤は車のパー
ツを損傷します。ぬるま湯で溶かした中性
洗剤を用いてやわらかい布で清掃してく
ださい。



お車の手入れ
■ワックスがけ
洗車後は、塗装面の保護と外観向上のため
ワックスをかけて磨くことをお勧めしま
す。
● ワックスや光沢剤等は良質のものだけ
を使用してください。

● ワックスや光沢剤等は、そのメーカーの
指示事項に従って行ってください。

清掃後の点検

車の寿命を延ばすために、「注油箇所」の
項に従って注油してください。

「運転前点検」の項に従い、前回運転時に
生じた不具合がないか確認してください。

● 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。

● 海岸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。

ブレーキが濡れた状態で車を操作すると
危険な場合があります。濡れたブレーキ
は、乾いたブレーキよりも制動力が低下す
る可能性あるため事故に至ることがあり
ます。車を洗車した後は、低速で走行して
ブレーキのテストをしてください。必要な
場合は、数回ブレーキをかけて摩擦によっ
てブレーキ内面を乾燥させます。
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お車の手入れ
保管のしかた保管のしかた

長期間使用しない場合は、適切な材料、設
備、技術の伴う特別な作業が必要です。そ
のため、スズキ販売店への作業のご依頼を
お勧めいたします。ご自身で行う場合は、
下記に従ってください。

■車体
お車全体を冷水で洗ってください。お車が
倒れないような固い平坦地にサイドスタ
ンドでお車を立ててください。

■燃料
市販のハンドポンプかサイフォンを用い
てフューエルタンクの燃料を排出してく
ださい。キャブレータドレンスクリュを用
いてキャブレータの燃料を排出してくだ
さい。

■エンジン
1. スパークプラグ穴から大さじいっぱ

いのモータオイルを注入します。ス
パークプラグを取り付け、エンジンを
数回クランキングします。

2. エンジンオイルを排出し、新しいオイ
ルを注入口までいっぱいに入れます。

3. エアクリーナの入口とマフラの出口
をオイルで湿らせたウェスで塞いで、
湿気が入るのを防止します。

ガソリンとその蒸気はとても引火性が高
く、有毒です。燃料を取扱う時にやけどや
中毒になる可能性があります。燃料排出時
には：

● エンジンを停めて、炎、火花、熱源等の
火気を近づけないでください。

● 燃料の排出は必ず屋外か換気の良い場
所で行ってください。

● 喫煙しないでください。
● こぼれたガソリンは、すぐに拭き取って
ください。

● ガソリンの蒸気を吸わないでください。
● 子供やペットを近づけないでください。
● 排出した燃料は適切に処理してくださ
い。

フューエルコックが OFFの位置にあるこ
とを確認してください。そうしないと燃料
がエンジン内に漏れるおそれがあります。
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お車の手入れ
■バッテリ
1. 「バッテリ」の項を参照して、車から

バッテリを取り外します。
2. バッテリ外部を中性洗剤で洗浄し、

ターミナルおよびワイヤハーネスの
接続部からサビを取り除きます。

3. バッテリを氷点下にならない室内に
保管します。

■タイヤ
タイヤを正規の空気圧にします。

■車両外部
● ビニールおよびゴム部品に劣化防止剤
を吹き付けます。

● 塗装されていない面にはサビ止めを吹
き付けます。

● 塗装面にはワックスを塗ります。

■保管中に行うこと
毎月バッテリの充電を行います。標準充電
率は、0.3A×8～10時間です。

■保管後の手順
1. お車全体を清掃します。
2. エアクリーナ吸気口およびマフラ排

気口からオイルで湿らせたウェスを
取り除きます。

3. エンジンオイルを全て排出します。こ
の取扱説明書に書かれている手順で、
エンジンに新しいオイルを充てんし
ます。

4. スパークプラグを取り外します。エン
ジンを数回クランキングします。ス
パークプラグを取り付けます。

5. 「バッテリ」の項を参照して、バッテ
リを取り付けます。

6. 車が適切に潤滑されていることを確
認します。

7. 取扱説明書に記載されている「運転前
点検」を実施します。

8. 取扱説明書に書かれているようにし
て車を始動します。
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お車の手入れ
環境を保護するために環境を保護するために

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。

◆ 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/
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サービスデータ
主要諸元

項　　　目 諸　　　　　元
長　さ 1,320mm

幅 580mm

高　さ 790mm

車　両　重　量 54kg

軸　距 935mm

最　低　地　上　高 135mm

シ　ー　ト　高 560mm

タ イ ヤ サ イ ズ
前 2.50-10 33J iX07S

チューブ式

後 2.50-10 33J iX07S
チューブ式

最　小　回　転　半　径 1.4m

エ　ン　ジ　ン　形　式 4サイクル・単気筒OHC
冷　却　方　式 空冷
燃　料　供　給　方　式 キャブレータ/MIKUNI VM13
エ　ア　ク　リ　ー　ナ ポリウレタンフォームエレメント
始　動　シ　ス　テ　ム セルフ式・キック式
潤　滑　シ　ス　テ　ム ウエットサンプ
総　排　気　量 49cm3

内　径　×　行　程 39.0×41.8mm
ア イ ド リ ン グ 回 転 速 度 1,700rpm

項　　　目 諸　　　　　元
ク　ラ　ッ　チ　形　式 湿式シュー、湿式多板

ト ラ ン ス ミ ッ シ ョ ン 常時噛合式3段リターン

減　速　比
1次 3.823

2次 2.833

変　速　比
1速 3.400

２速 1.812

３速 1.200
ドライブチェーン D.I.D428,78リンク
フロントサスペンション テレスコピック、コイルスプリング
リヤサスペンション スイングアーム型、コイルスプリング
フロントサスペンション行程 96mm
リヤホイールトラベル 76mm

ブ レ ー キ 形 式
前 リーディングトレーリング
後 リーディングトレーリング

フ ュ ー エ ル タ ン ク 容 量 3L

点　火　方　式 CDI式
バッテリ点火



サービスデータ
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。

車台番号はフレームヘッドパイプ右側に打刻してあります。

項　　　目 調　　　整　　　値
ドライブチェーンのゆるみ 25～35mm

タイヤ
空気圧

1人乗車時
前 100kPa
後 125kPa

エンジン
オイル量

オイル交換時 0.55L
全　容　量 0.7L

スパーク
プラグ

種類
NGK CR7HSA

DENSO U22FSR-U

ギャップ 0.6～0.7mm

バッテリ
種　　類 YT4B－BS メンテナンスフリー
容　　量 12V―2.3Ah

ヒューズ 10A

機　　種 DR-Z50

車台番号
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