XVS1300CA

XVS1300CA（XVS1300CE）
プレスト参考小売価格 ＤＲＭＫ・ＶＰＢＣ5 ￥1,207,500（車両価格 ￥1,150,000）
ＭＮＭ3
￥1,186,500（車両価格 ￥1,130,000）
※プレスト参考小売価格
（リサイクル費用含む）
には、
保険料・税金
（消費税を除く）
配送料・
排出ガス試験結果成績表等、登録に伴う諸費用は含まれておりません。
※詳しくはプレストオフィシャルショップまでお問い合わせください。

■主要仕様諸元（仕向地：カナダ）
ENGINE
原動機種類

4ストローク・水冷・SOHC・4バルブ

気筒数配列・総排気量

V型2気筒・1,304cm 3

内径×行程

100.0×83.0mm

最高出力

N/A

最大トルク

107N・m(10.9kgf・m）／3,500/min

燃料供給

電子制御フューエルインジェクション

始動方式

セル式

燃料タンク容量

15ℓ

変速機形式

リターン式5段

二次減速機構

ベルトドライブ

二次減速比

70/31（2.258）

マットグレーメタリック3
（MNM3）

CHASSIS
全長×全幅×全高

2,530×860×1,130mm

シート高

670mm

軸間距離

1,750mm

装備重量
懸架装置
制動装置
タイヤサイズ

293kg
前

テレスコピックフォーク

後

スイングアーム

前

油圧式シングルディスク

後

油圧式シングルディスク

前

120/70-21M/C（62H）

後

210/40R18M/C（73H）

ディープレッドメタリックK
（DRMK）

●本仕様は予告なく変更することがあります。●仕様変更などにより写真や内容が一部実車と異
なる場合があります。●ボディーカラーは印刷の為、実車と異なって見える場合があります。●諸条
件により取扱い商品が変更になる場合もあります。●ご使用前には取扱い説明書をよくお読み下
さい。●このリーフレット紙面に記載されている内容は予告なく変更することを予めご了承願います。

安心・満足の「製品保証」＆「購入特典」。
プレスト独自のプレミアムパッケージ ※1！
！
「PRESTO OFFICIAL SHOP」でプレスト取扱モデルをご
購入のうえ保証登録していただくと、2 年間（126cc 以上）
または 1 年間（125cc 以下※2）の「製品保証」が受けら
れます（法定定期点検の実施が必要）。納車時にはプレス
トオリジナルの「ライセンスブラケット」
「日本語版オーナーズマニュアル」、保
証登録の手続き完了後には車検証などの保管に便利な「ドキュメントフォルダ」、
機能性抜群のマルチツール
「レザーマン ウイングマン」
を差し上げます。
※1 プレミアムパッケージの商品は、
一部変更になる場合があります。
※2 コンペティションモデルを除く

製品保証カード

ビビッドパープリッシュブルーカクテル5
（VPBC5）

ドキュメントフォルダ
（プレストロゴ入り）

ウイングマン
（プレストロゴ入り）

ライセンスブラケット
（プレストロゴ入り）

日本語オーナーズ
マニュアル

モーターサイクル
アクセサリカタログ
当社が国内販売した車両は、
リサイクル
マークの有無にかかわらず廃棄時にリサ
イクル費用のご負担はありません。但し、
廃棄二輪車取扱店に収集・運搬を依頼
する場合の収集運搬費用はお客様のご
負担になります。

株式会社プレストコーポレーション
〒105-0014 東京都港区芝1-4-7 ニチガビル 3F
１３０９０１１２２５０

ワイルドに自分流。熱い魂をクールなスタイルに秘める。
流れるような美しいシェイプに秘められたチョッパースピリッツ。
挑むように前に向かうスタイリング、身構えるファイティングポーズを想起するライディングポジション。
自由を体現する熱い魂とアグレッシブさを秘めたクルーザー、XVS1300CA。
2014モデルではワイルドな魅力を放つマットグレーが新登場。
独自の存在感に新たな世界が広がる。

ビビッドパープリッシュブルーカクテル5+ホワイトピンストライプホイール

ディープレッドメタリックK＋レッドピンストライプホイール

チョッパースタイルと優れた
ハンドリングを両立
フロントフォークはステアリングヘッドに対して6度のヨーク角を
付け、低く長いチョッパースタイルを生み出しながらも素直なハ
ンドリング特性を実現。最新スポーツマシンの技術を取り入れ
た車体ディメンションを持つスチール性ダブルクレードルフレー
ムはチョッパースタイルと優れたハンドリングを両立している。

※メーター類は撮影用に点灯したもので、実際の走行状態と異なります。

挑むようなワイルドさを表現する
洗練されたフォルム
長いフロントフォークと水平基調で構成された前後フェンダー。
洗練された
「カスタム」
スタイル。デザインコンセプトは
「Lunging
Movement」。チョッパーのリヤからフロント上方に伸びる自由
な流れをヘッドライトマウント部で強引に押し下げ、拳を前に突
き出す
（lunging）様な前方への流れに変えることで、抑圧をシ
ンボライズしている。

流れるような美しいシェイプのフューエルタンク
前方は豊かな張りを持たせながら後方を絞り込んだフューエルタンク。流れるような美しいシェイプを保つためにタンク・オン・メー
ターは採用せず、
ホルダーレス溶接タイプのハンドルバー基部に多機能スピードメーターを低くマウントしている。

パルス感を感じられる60度Vツイン
80cubic-inchエンジンを搭載
水冷4ストローク4バルブ1304cc（ 80cubic-inch）
の60度
Vツインは、進角マップとF.I.（フューエルインジェクション）噴射
マップを専用設計。
トルクピークをやや低速側に振ることで
パルス感を感じられるエンジンに仕上げ、優れた動力性能と
アグレッシブな走りを両立している。
3タイプのタンクカラーとグラフィック。EIGHTY INCHと
80のロゴは排気量の80cubic-inchを表す。
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