XJ6 SERIES

■主要仕様諸元（仕向地：南アフリカ）

XJ6 DIVERSION F ABS XJ6 DIVERSION ABS
プレスト参考小売価格

XJ6 DIVERSION F ABS

XJ6 ABS

￥907,200（車両価格 ￥840,000） ￥864,000（車両価格 ￥800,000） ￥799,200（車両価格 ￥740,000）

XJ6 DIVERSION

XJ6 DIVERSION F

XJ6 DIVERSION F
※写真はABS仕様

￥853,200（車両価格 ￥790,000） ￥810,000（車両価格 ￥750,000）
原動機種類

4ストローク・水冷・DOHC・4バルブ

気筒数配列・総排気量

並列4気筒・600cm3
65.5×44.5mm

内径×行程

57kW（77.5PS）／10,000r/min

最高出力

ENGINE

59.7N・m（6.1kgf・m）／8,000r/min

最大トルク
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
リターン式6段

変速機形式

XJ6 DIVERSION

46／16（2.875）

二次減速比
2,120×770×1,185mm

全長×全幅×全高

2,120×770×1,210mm

2,120×770×1,085mm

785mm

シート高

ブルーイッシュホワイトカクテル１
（BWC1）

XJ6 DIVERSION ABS

チェーンドライブ

二次減速機構

※写真はABS仕様

1,440mm

軸間距離

CHASSIS

215kg〔220kg〕※

装備重量
懸架装置

マッドシルバー１
（MS1）

17ℓ

燃料タンク容量

前

210kg

※
211kg〔216kg〕

テレスコピックフォーク

後

スイングアーム

制動装置

前

油圧式ダブルディスク

後

油圧式シングルディスク

タイヤサイズ

前

120／70ZR17MC
（58W）

後

160／60ZR17MC
（69W）
※
〔

マッドシルバー１
（MS1）

ブルーイッシュホワイトカクテル１
（BWC1）

マッドシルバー１
（MS1）

ブラックメタリックX
（SMX）

〕
内はABS仕様の数値です。

XJ6 ABS
※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。
●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。
●ロケ地の写真は許可を取得して撮影したものです。
●2014年12月現在

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

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
14120512440

溢れ出すライディングプレジャー
スーパースポーツの系譜を受け継ぎながら低速から高速まで楽しめる600ccパワーユニット。

スチールフレームが生み出すしなやかなフィーリング。排気量を意識させない取り回し。
高次元のポテンシャルを扱いやすいパフォーマンスへと深化。溢れ出すライディングプレジャーは
ビッグバイク初心者からベテランライダーまで幅広いライダーを魅了する。

スポーツマインドにあふれ、
ウインドプロテクション効果も
高いフルカウル

コンパクトで軽快感あふれる
デザインながら、
長距離でも
疲労から守るハーフカウル

使いやすさに優れ、
リニ
アな操作性を引き出す
並 列４気 筒エンジン、
心地良い排気サウンド
を奏でる４−２−１ミッド
シップマフラーなど、専
用設計のパワーユニッ
トを搭載。

スリムで足付き性がよ
く、
フィット感と質感に
優れた表皮を採用した
シート。タンデムライ
ダーの快適性をサポー
トするセパレートタイプ
のグラブバーも装備。

モダンで良好な視認性
を備えるホワイトL E D
バックライト採用のメー
ターパネル
※メーター類は撮影用に
点灯したもので、実際の
走行状態とは異なります。

日常のメンテナンスに
便利なセンタースタンド
を装備。
※XJ６DIVERSION／
ABS、XJ６DIVERSION
F／ABSにのみ装備。

プレスト
オリジナルの
ローシートが
選択可能。

ノーマルシート

ローシート

スタンダードに比べ約20mm低い、
ノーマルシートを加工したローシートが
選択できる。足着き性を良好にするだ
けでなく、衝撃吸収剤（ゲル）
を挿入し
たことで快適性も確保している。
※ローシートの価格は、
プレストオフィシャル
ショップにてご確認ください。

独自の一眼へッドライ
トを持ち
スリムで凝縮間あるフロント
マスクとサイドパネル
※写真はABS仕様
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