
 ¥1,036,800（車両価格 ￥960,000）

ENGINE
原動機種類

気筒数配列・総排気量

内径×行程

最高出力

最大トルク

燃料供給

始動方式

燃料タンク容量

変速機形式

二次減速機構

二次減速比

CHASSIS
全長×全幅×全高

シート高

軸間距離

装備重量

懸架装置　　　前

　　　　　　　後

制動装置　　　前

　　　　　　　後

タイヤサイズ　前

　　　　　　　後

プレスト参考小売価格

■主要仕様諸元（仕向地 ： カナダ）

XVS950A

※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。

4ストローク・空冷・SOHC・4バルブ

V型2気筒・942cm3

85.0×83.0mm

N/A

78.9N・m（8.0kgf･m)／3,500r/min

電子制御フューエルインジェクション

セル式

17ℓ

リターン式5段

ベルトドライブ

70/30（2.333）

2,435×1,000×1,080mm

675mm

1,685mm

278kg

テレスコピックフォーク

スイングアーム

油圧式シングルディスク

油圧式シングルディスク

130/70-18MC（63H）

170/70B16MC（75H）
●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。●写真は特別に許可を頂いて撮影したものです。●2014年9月現在

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

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）

モーターサイクル
アクセサリカタログ

ウイングマン
（プレストロゴ入り）

「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 

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！！

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

14080113350

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。

ブラックメタリックX（SMX）

XVS950A

ダルイエロイッシュレッドカクテル4（DYRC4）



心を解放するシーンと
出会うために
伸びやかな回転と心地よいパルス感。

クラシカルでボリューム感のあるスタイリング。

そのフォルムに秘められた軽快さと足つき性の良さが

初めてクルーザーに乗るライダーさえも遠くへと誘う。

スポーティ＆ネオクラシッククルーザーXVS950A。

思い立ったら、走り出そう。

挟角60°Vツインエンジンはバランサーを廃止し、ダイレクト感の
ある力強さと独自のパルス感を実現。ウエイトの集中化により、
軽快な走行フィーリングを生み出す。

心地良いパルス感を生み出す
空冷60°Vツインエンジン

足付きの良いシートは女性ライダーや初めてクルーザーに乗る
ライダーにも安心感を与え、ハンドル、フットレストの位置と共
に快適なライディングポジションを実現している。

安心感と快適性をもたらす
セパレートタイプのシート

景色の映り込みも美しいクロームメッキカバーの大径タンクオ
ンメーター。ハンドルスイッチでトリップ・時刻・光度調整など
LCD表示の切替え操作が可能な機能も搭載。

美しさと機能を凝縮した
大径タンクオンメーター

2015年モデルを主張するニューカラー＆グラフィック

低いシルエットを強調する
ストリームライン

サイドビューのボリューム感を抑えて後端を絞ったティアドロ
ップ型フューエルタンク。繊細な曲面で包まれた流れるような
ラインがクルーザーらしい美しさを演出する。

ネオクラシッククルーザーを象徴する
フューエルタンク
　　　

スポーティーで軽快な走りを生む
18インチフロントタイヤ
フロントに18インチ、リヤにファットな16インチタイヤを組み合
わせ、クルーザーのフォルムをバランス良くデザインしながら、
スポーティで軽快なハンドリングを与えている。

ヘッドライトからフューエルタンク、シート、
リヤフェンダーへと流れる様につながるス
トリームライン。クラシッククルーザーのフ
ォーマットをベースとした低いシルエットが
見る者を魅了する。

2015年モデルは流
れる様なニューグラ
フィックを採用。ボデ
ィカラーには精悍さ
を強調するクルーザ
ーモデル定番の「ブ
ラックメタリックX」と
華やかさをシックに
演出する深い色合い
の「ダルイエロイッシ
ュレッドカクテル4」
の2カラーを設定。
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