
TIGER EXPLORER. THE NEW ADVENTURE BIKE FROM TRIUMPH.

新型タイガーエクスプローラーは、アドベンチャー・ツーリング・クラ
スに新次元の洗練をもたらすテクノロジと機能が満載です。タイガ
ーエクスプローラーは、これまでの常識を覆し、快適で安全なツーリ
ングの実現に必要な要素をすべて備えています。ひとたび工場を出
たバイクは、すぐにでもあなたを大きな旅へと連れ出してくれます。先
進のシャーシは、乗車位置を細かく調節することができ、高馬力の
1215cc 3気筒エンジンは、先進のライド・バイ・ワイヤーシステムを
搭載。そして、丈夫なシャフトドライブと切替式ABSも標準で装備し
ています。さらに、充実したトライアンフ純正アクセサリーでお客様独
自のニーズを満たすとともに、次のツーリングで遭遇するあらゆる課
題に対応します。

まったく新しいエンジン
クラス最高水準の137PSを誇る新型1215cc 3気筒エンジン
は、121Nmの高トルクを出力。無理のないオーバーテイクと、レンジ
全域でのスリル溢れるパワーの広がりを実現します。従来の設計を「
根底から」見直し、「必要に応じて」圧倒的なトルクを生み出すため
に、点火タイミング、吸排気ポートの形状、燃焼室などの関連部品を
改めて設計・製造しました。

最新のエレクトロニクス
先進のライド・バイ・ワイヤー電子スロットルシステムが、トラクション
コントロールの安全性をさらに高め、洗練されたクルーズコントロー
ルでライダーの疲労を軽減します。トラクションコントロールシステム
は、両ホイールの回転数と多数のエンジンパラメータを読み取ってホ
イールのスリップを制御可能なレベルに保ち、走行性能を調節してラ
イダーの安全なコース取りを支援します。速度を設定すれば、クルー
ズコントロールが長い高速道路走行の緊張を和らげ、燃費も最適化
するため、到着時の疲労が少なく、気持ち良く翌日のツーリングに出
ることができます。

シャフトドライブ
タイガーエクスプローラー専用に開発された丈夫なシャフトドライブ
システムは、メンテナンスがほぼ不要です。2本のシャフト間にゴム製
部品を配した2部構成の「擬似金属」シャフトが、滑らか乗り心地を提
供します。

優れた乗り心地
タイガーエクスプローラーの理念の中核を成すのは、最大限の快適
性と制御で、豊富な付属サドルを使用して810mmから880mmに
高さ調節が可能なシートによって実現しています。さらに、位置調整
が可能なスクリーンとハンドルバーが、手や腕、手首の快適性を高め
ると同時に、風の抵抗を減らします。平面状の大型荷物スペースに
は、同乗者の安全性と快適性をサポートする頑丈な手すりを始め、長
距離ツーリングに必要なあらゆる携行品を収納することができます。
さらに、貴重品を安全に保管できる収納スペースをシートの下に設
けています。

ライダーへの情報提供
タイガーエクスプローラーは、ツーリングにおけるすべての必要情報
をライダーに伝えます。2インチ x 2.5インチのLcD計器パックは、ハ
ンドルバーに用意されているサムスイッチで上下にスクロールするこ
とができ、さらには、高機能オンボードコンピュータも搭載していま
す。LcD画面には、走行距離を表示する2つのトリップメーター、走行
時間、平均燃料消費量、瞬間燃料消費量、残り走行可能距離などの
情報に加え、オドメーター値、タイヤ圧監視システム値(装着されてい
る場合)、シートヒーターパワーインジケータ、クルーズコントロール
操作情報、サービス間隔も表示されます。そして、凍結温度アラートと
外気温度の数値も併せて表示されます。

電装品
クラス最高を誇る950wジェネレーターを搭載しており、ライダーは
複数の電装品を同時に操作することができます。このジェネレーター
は、オートバイで通常用いられる磁気コイルではなく、クラッチと連
動する6つの回転式コイルによって充電される固定コイルを使用して
作動します。これにより、低回転時でも、タイガーエクスプローラーと
その装備品の電力消費量に合った電力を得ることができ、過剰に発
電して余分に排熱することもありません。その結果、エネルギーの浪
費が減り、経済性が向上。エンジンのパフォーマンスドラッグも低下
します。さらには、イグニッションの近くに電源ソケットを装備してお
り、GPSユニットや電熱ウェアへの給電に便利です。ピリオンシート
付近に装着可能な追加ソケットも、トライアンフ純正アクセサリーと
してご用意しております。

TIGER EXPLoRER 先進機能を標準装備
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タイガーエクスプローラーを世界でただひとつのバイクに。あなたのバイクを
トライアンフ純正アクセサリーでカスタマイズして、世界で唯一の個性豊かな
バイクに仕上げることができます。工場認定基準で設計、テストされたアクセ
サリーの幅広い装備とギアにより、あなたのタイガーエクスプローラーの性能
とハンドリングが完璧にまで高まります。どんなアドベンチャーでも、これで準
備万端です。

1. 空気圧監視システム （TPMS）
“タイガーEXPLoRER用オプションのタイヤ圧センサー。現在のフロントタイ
ヤとリアタイヤの圧力を計器パネルに表示し、タイヤ圧が最適なレベル未満に
なると、自動 的に警告を示します。

2. ARRoW社製エキゾースト
Arrow Special Partsと共同開発された、特注の高性能なチタン製スリップ
オンマフラーです。魅力的でパワフルな外観でありながら、ヨーロッパの騒音
規制をクリア（Ec指令97/24 chapter 9に適合）。純正カーボンファイバー
製のエンドキャップ、取り付けストラップ、最適なパフォーマンスを実現する専
用エンジン調整を装備しています。

3. 2段階温度のヒートグリップ
トライアンフのフライ・バイ・ワイヤーのスロットル用に特別設計された内部ワ
イヤー構造のヒートグリップです。搭載されたカラープッシュボタンから、2段
階でヒーターの温度設定を選択できます。これらのグリップはオリジナル装備
のパーツの直径と同じです。スイッチ取り付けキットが必要です。

4. ライダー＆同乗者用ヒートシート
トライアンフに新登場したサーモスタット制御の特注ヒートシートは、過酷な
ツーリングや寒冷気候時のマストアイテムです。選択できる温度設定と高品
質、高効率のヒーターにより、どんな気温でも快適な乗り心地を実現します。ラ
イダーと同乗者の両方に装備できます。

5. アルミニウム製ラジエーターガード
石や異物から保護する、頑丈なアルミニウム製ラジエーターガードです。新し
いタイガーエクスプローラーと並行して開発されたこのラジエーターガード
は、最大限の保護を提供するとともに、ラジエーターには不可欠なエアフロー
を確保します。エッチングされたトライアンフのロゴは、バイクをより魅力的に
彩ります。

6. cNc機械加工のGPS取り付けキット
ガーミン社製Zumo 660ナビゲーションシステム用に設計されたカスタムメ
イドのGPS取り付けブラケット。cNc機械加工、頑丈なアルミニウム構造、厳
しいテストを通過した安全な取り付けソリューションは、ブラックアルマイト仕
上げで提供されます。

7.成形ヘッドライトプロテクター
射出成形されたポリカーボネート製のヘッドライトカバーはオフロード専用で
す。フロントのヘッドライトに広範囲なプロテクションを提供します。クイックリ
リース式の取り付け機能により、道路上でも簡単に取り外せます。

TIGER EXPLoRER アクセサリー
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トライアンフ・アドベンチャー衣類
アドベンチャー用の衣類はどんな天候にも耐える耐久性が必要で、ト
ライアンフの多機能型ガーメントは、ツーリングとアドベンチャーい
ずれにおいてもライディング時の快適性とスタイリングを両立させて
います。

アドベンチャージーンズ
耐久レースをイメージしたジーンズは、擦れに強いナイロン製アウタ
ーシェルとジッパーがつき、オンロードでもオフロードでも利用でき
ます。

アドベンチャージャケット
耐久レースをイメージしたジャケットは、オンロードでもオフロードで
も利用できます。そのジャケットは、ナイロン製アウターシェルとジッ
パーによるベンチレーション機能により機能性と実用性を兼ね備え
ています。

アドベンチャーブーツ
サイズは40から47オンロードでもオフロードでも利用できる耐久レ
ースをイメージしたブーツ防水Tri-tex薄膜技術採用 

アドベンチャーグローブ
完全防水の耐久レーススタイルのグローブ
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S P E C I F I C A T I O N S  -  T I G E R  E X P L O R E R

エンジン&トランスミッション:
種類 水冷DoHc並列3気筒 12バルブ
総排気量 1215cc
ボア/ストローク 85 x 71.4mm

燃料システム ドライブ・バイ・ワイヤ採用マルチポイントシーケンシャル電子燃
料噴射

エキゾースト 3-1式ステンレス製排気システム、
ファイナルドライブ シャフト
クラッチ 湿式多板式
ギアボックス 6速
オイル容量 4.0 リットル
車体：
フレーム スチール製鋼管フレーム
スイングアーム アルミ製片持ち式

ホイール 
フロント アルミ製キャスト　10スポーク 19 x 2.5インチ
リア アルミ製キャスト　10スポーク 17 x 4.0インチ

タイヤ
フロント 110/80 R19
リア 150/70 R17

サスペンション
フロント 倒立式　46mm径 190mmトラベル

リア モノショック、リザーバータンク別体型油圧式プリロード調整機能
リバウンド減衰調整機能　リアホイールトラベル194mm

ブレーキ
フロント 305mm径　ダブルフローティングディスク　4ピストンキャリパ

ー、解除機能付ABS
リア 282mm径 片押し式2ピストンキャリパー、解除機能付ABS

フロントブレーキマスターシリ ンダ ー 16mm径

計器類/機能
アナログタコメーター一体式液晶多機能表示メーター（スピード、
トリップコンピューター、ギアポジション、燃料計、時計、点検時期、
外気温、凍結警告、ハザードランプ、タイヤ空気圧モニター*表示機
能を装備）*装着車のみ

寸法：
全長 2248mm 
全幅(ハンドルバー) 885mm 
全高 1410mm 
シート高 840mm - 860mm 
軸間距離 1530mm 
キャスター／トレール 23.9°/105.5mm
燃料タンク容量 20 リットル
車両重量 259kg 
性能: （Ec指令 95/1/Ecに基づく出力測定値） 
最大出力 137PS / 101kW @ 9000rpm
最大トルク 121Nm@ 6400rpm


