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最新N MAX＆BW'’Sをはじめ、全15台の実力を斬る！
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注目マシ
ンの

辛口通信
簿！
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取材協力：コネクティングロッド　f︎0120-819-117（ベスパ）

今や、125ccス
クーター（

110ccス
クーター

を含む）がスト

リート最強の存在だという
ことは紛れもない

事実だ。軽快

かつストレス
のない走行性能、日常ユースで

頼りにな
るユ

ーティリ
ティ、それでいて手軽に乗れてラン

ニングコ
ストも

リーズナブルなのだから、125ccス
クーター

に乗らない手

はない！　今回は、そのなかでも人気のモデルに焦点を

当てて、そのポテンシ
ャルを徹底解剖。カタログ

スペック

では決してわからない
、真の実力が丸ハダカになった

！

【車両に関する問い合わせ】ヤマハお客様相談室　f︎0120-090-819／スズキお客様相談室　f︎0120-402-253
ホンダお客様相談センター　f︎0120-086819／キムコジャパン　☎03-6404-6102／
エムズ商会 http://www.sym-jp.com/（SYM）／ナーベルフォース　☎048-449-0021（PGO）／
ピアジオコール　☎03-3453-3903（ベスパ）／エンデュランス　☎049-226-2900（タイホンダ）
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サ：1921×683×1095mm　
シ：767mm　重：110kg（乾燥重量）　
エ：水冷4ストローク SOHC2バルブ　
馬：未公表　ト：未公表　
ガ：5.5ℓ　ブ：ディスク・ドラム　
タ：80/90-14・90/90-14

160km/hまで表示した速度計をメインに据え
たメーターパネル。燃料計と距離計はコンパ
クトなデジタルディスプレイにまとめられて
いる。左レバーにはパーキングロックも装備。

キャストタイプの14インチホイールには、同
モデルで初めてチューブレス式タイヤを採用。
バネ下重量の軽減によってさらにスポーティ
な走りに。コンビブレーキも装備している。

車体後部に配置されたシンプルな給油口。
キーシリンダー横にあるスイッチを操作して
シートをオープンすればアクセスすることが
できる。

PCXやリード125と同系のeSPエンジンを
搭載。加えてキックスターターも装備してい
るから、バッテリーが弱った時も安心。もち
ろんアイドリングストップ機能も標準装備。

前モデルよりやや拡大された収納スペース。
フルフェイスヘルメット一つでスペースに余
裕はないが、アドレスV125Sと同様に二つ
のヘルメット用ホルダーも備えている。

軽
快
感
と
パ
ワ
フ
ル
さ
を
両
立

THAI HONDA

CLICK 125i
タイホンダ
クリック125i

日本でもかねてから人気が高いタイ
ホンダのマシン。eSPエンジンと安
定性の高い14インチホイールの組
み合わせはPCXと同様ながら、タ
イ仕込みの強力なパワーが魅力だ。

VESPA

PRIMAVERA125
ベスパ
プリマべーラ125

ベスパでもっとも歴史あるプリマ
ベーラの名を受け継いだモデル。
クラシック基調としながら、LED
ポジションランプやデジタルメー
ターなどの現代的な装備も。

KYMCO 

K-XCT125i
キムコ
K-XCT125i

オフセットシリンダーやローラーロッ
カーアームを採用した4バルブ水
冷エンジンによるスポーツ性能と、
LEDを多用した外観が織り成すラ
グジュアリー感をミックス。

SYM

Z1 125
SYM
Z1 125

アドレスV125Sに迫るコンパクト
ボディに、12psのハイパワー空冷
エンジンを搭載。尖ったデザイン
ながら十分な収納力や折り畳み式
ミラーなど便利な装備も充実。

PGO

TIGRA125
PGO
ティグラ125

PGO独自の冷却機構を備えたエン
ジンは、高強度のワンピースシリン
ダーヘッドや、素早いバルブの開閉
を可能にする変形カムシャフトも
採用してハイレベルな走りを披露。

HONDA

DIO110
ホンダ
ディオ 110

2015年3月にモデルチェンジし、
eSPエンジンの空冷108㏄版を新
搭載。さらに3kgの軽量化とホイー
ルデザインの変更などが施された。

SUZUKI 

ADDRESS110
スズキ
アドレス 110

スズキの低燃費エンジン「SEP」を、
原二スクーター・クラスでは最軽量
のボディに搭載。同サイズのホイー
ル&タイヤを履くなど、Dio110と
はガチンコなライバル関係だ。

サ：1800×700×1095mm　
シ：760mm　重：115kg（乾燥重量）
エ：空冷4ストローク SOHC2バルブ　
馬：12／8500　ト：1.1／7000　
ガ：6ℓ　ブ：ディスク・ドラム　
タ：110/90-10・110/90-10

赤のモールと青のグラデーションのタコメー
ターでライダーをその気にさせてくれる仕上
がり。速度計、燃料計、時計、距離計を備える
モニターはブルーのバックライトを採用。

10インチの小径ホイールにφ205mmの大径
ディスクの組み合わせ。高い旋回性と制動力
を発揮し、混雑した街でも俊敏に走り抜ける
ことができる。タイヤは前後ともも同サイズ。

500㎖ペットボトルと350㎖の缶コーヒーが
収納できるフロントポケット。給油口は逆サ
イドの給油しやすい位置に配置。キーシリン
ダー部でオープンできるのでスムーズだ。

放熱性や耐摩耗性に優れるセラミックコート
シリンダーを採用。3段階イニシャル調整機
構付きリヤショックを2本装備した、本格的
な足周りにも注目だ。

車格のわりにはシート下の収納は必要にして
十分なサイズを確保。シート下後端の黄色い
スイッチは、高い防犯効果を持つ点火カット
機能を作動させるためのもの。

小
柄
な
車
体
に
強
心
臓
を
搭
載

サ：1852×680×1145mm　
シ：780mm　重：130kg　
エ：空冷4ストローク SOHC3 バルブ
馬：9.7／7750　ト：0.96／6000
ガ：8.5ℓ　ブ：ディスク・ドラム
タ：110/70-11・120/70-11

指針式の速度計はkm/h表記の他に、外車の
雰囲気を味わえるmph（マイル）表記も。デジ
タルディスプレイには燃料計、距離計、時計
を採用して、利便性もバッチリ。

片持ち式サス（プリロードアジャスタブルデュ
アルクッション油圧式モノショック）は、急制
動時に起こるノーズダイブを緩和。フロント
ブレーキはφ200㎜ディスクを採用。

シートをオープンすると後端に給油口が現れ
る。周辺のパネルはエンボス加工が施されて
高級感漂う仕上がり。メッキ仕上げのグラブ
バーはタンデムしなくても主張できる部分だ。

最新3バルブヘッドを採用したエンジンを搭
載。リンク式としたエンジンマウント方法や
多段式イニシャル調整機構を持つリヤショッ
クで、細かい振動などを吸収する。

先代よりも拡大され、フルフェイスヘルメッ
トが無理なくすっぽりと収まるように。底面
にはフェルトの中敷きが標準装備されている
から、荷物に傷が付きにくいのがうれしい。

女
子
ウ
ケ
度
は
ナ
ン
バ
ー
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サ：1865×710×1140mm　
シ：未公表　重：128kg（乾燥重量）　
エ：水冷4ストローク SOHC4バルブ
馬：13.5／8750　ト：1.14／7500　
ガ：6.8ℓ　ブ：ディスク・ディスク　
タ：110/70-12・130/70-12

38万4480円

1万2000rpmまで目盛りを設けたタコメー
ターが刺激的な走りを物語る。デジタルディ
スプレイは速度計、時計、燃料計、水温計、距
離計などを網羅する。

φ245㎜のウエーブディスクと2ポットキャ
リパーで高い制動力を確保。メッシュホース
によりコントロール性も非常に高い。リヤに
はφ220㎜のディスクを装備している。

フロントポケットは500㎖ペットボトル2本
と350㎖缶コーヒー2本が同時に収納でき
る大容量。フューエルリッドはキーシリンダー
での操作でポップアップするタイプだ。

通常は3ピースとされるクランクケースだが、
こちらは剛性を求めて2ピース式に。形状を
徹底研究し高い吸気効率を実現したインテー
クマニホールドも採用している。

開口部は広いものの、底面にある傾斜のため
にフルフェイスヘルメットの収納は1個が限
界。しかし、DCソケットと点火カットスイッ
チが設けられ利便性の高さは申し分なし。

徹
底
し
た
走
り
志
向
が
痛
快

サ：2200×800×1150mm　
シ：810mm　重：172.4kg　
エ：水冷4ストローク OHC4バルブ　
馬：14.4／9000　ト：1.2／7000　
ガ：12.5ℓ　ブ：ディスク・ディスク　
タ：120/80-14・150/70-13

速度計と燃料計、および水温計を大きくレイ
アウト。速度計の左側に設けられたバーグラ
フ式のタコメーターは、目盛りが1万rpmま
で刻まれたスポーティな設定。

フロントにφ260㎜ウエーブディスク（リヤ
はφ240㎜）を装備。ホースにはメッシュタ
イプを用いてフィーリングに優れたタッチを
提供する。フロントフォークはφ37㎜。

ステップボード中央に配置された給油口。キー
で直接オープンするのが少し手間ではある
が、燃料タンクは12.5ℓと大容量なので、他
モデルより給油回数は少なくて済むはず !?

20km/hほどまでは大人しいが、それ以上は高
回転をキープしつつ一気に速度を増していく
特性。ダブルクレードルフレームによる剛性
の高さは、高速走行時の安心感に繋がる。

フルフェイスヘルメットにレインウエアやグ
ローブなどの用具が一通り収まる大容量。セ
ンサー式のLED灯やシートダンパーも配す
るなど、収納スペースの使い勝手はピカイチ。

ビ
ッ
グ
な
ス
ポ
ー
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ザ
ー

サ：1870×690×1085mm　
シ：750mm　重：100kg　
エ：空冷4ストローク SOHC2バルブ　
馬：9／7500　ト：0.95／5500　
ガ：5.2ℓ　ブ：ディスク・ドラム　
タ：80/90-14・90/90-14

指針式の速度計と燃料計によるシンプルな
構成。それでいて、立体的な形状やシボが施
されたパネル素材でスポーティな印象に。距
離計にはオイル交換時期を知らせるマークも。

大径の 14インチホイールだが同サイズの
PCXよりも細いタイヤをセット。フロントブ
レーキはφ190㎜のディスクローターと1ポッ
トキャリパーの組み合わせとしている。

シート下収納スペースの後部に給油口を配
置。他のホンダ車と同様に、シートはキーシ
リンダー横のスイッチで簡単にオープンす
ることができる。

eSPエンジン初となる空冷式を採用。アイドリ
ングストップ機構も備わり、57.9km/ℓという
驚異的な燃費性能を誇る。キックスターター
が標準装備されているのもうれしい。

フルフェイスがちょうど収まるサイズ。別に
ヘルメットホルダーが 2か所あるので収納
に困ることは少ない。リヤキャリアはシート
と同じ高さなので大きな荷物の積載も楽だ。

大
径
タ
イ
ヤ
な
ら
で
は
の
余
裕

サ：1845×665×1095mm　
シ：755mm　重：97kg　
エ：空冷4ストローク SOHC2バルブ
馬：9.1／8000　ト：0.88／6000　
ガ：5.2ℓ　ブ：ディスク・ドラム　
タ：80/90-14・90/90-14

Dio110と同様、140km/hの速度計と燃料計
のコンビによるシンプルなメーターパネル。
逆三角形を基調としたデザインもDio110と
雰囲気が似ている部分。

アルミ鋳造ホイールとφ190㎜ディスク＆1
ポットキャリパーブレーキを採用。長いスト
ロークを持つフロントフォークは、街乗りに
マッチするようセッティングされたもの。

キーシリンダーで左に捻ればシートオープン
するので、面倒なキーの抜き差しは必要なし。
近くにドレンが設置されているので、ガソリ
ンが溢れても車外に排出されるので安心。

ピストンの軽量化、ローラーロッカーアー
ムの採用などにより、フリクションロスを低
減。その一方、高回転型カムの採用により、
125ccクラスに匹敵する最高速を発揮する。

フルフェイスヘルメットを収納しても余裕が
残る容量。また、フロントポケットを左右に
備えるが、左側は600㎖のペットボトルが入
る珍しいサイズ設定となっている。

コ
ス
ト
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
抜
群
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SUZUKI 

ADDRESS V125S
スズキ
アドレス V125S

軽量・コンパクトな車体にパワフル
な 2バルブエンジンを搭載。軽快
な切り返しを実現する10インチホ
イールはストリートバトルで大きな
武器になる。

サ：1780×635×1035mm　
シ：745mm　重：101kg　
エ：空冷4ストローク SOHC2バルブ　
馬：9.9／7500　　ト：1.0／6000　
ガ：6.3ℓ　ブ：ディスク・ドラム　
タ：90/90-10・100/90-10

デジタルディスプレイに表示されるエンジン
オイル交換時期インジケーターは、任意でタ
イミング（距離）を設定可能。15台中で唯一、
イモビアラームを標準装備している。

低速域でのクイックなハンドリングを実現す
る小径ホイール（10インチ）。フロントブレー
キはφ160㎜のディスクと1ポットキャリパー
だが、軽量な車体には十分のスペック。

給油口は真上を向いているので、給油時に内
容量が確認しやすいのがポイント。トルクリ
ミッター式のキャップは、しっかしり締まっ
た時にカチッと音が鳴るのでわかりやすい。

FIシステムに、インジェクターとポンプを一
体式としたディスチャージポンプ式を採用。
エンジン周りのコンパクト化、省電力化、低コ
スト化に寄与している。

50㏄スクーター並みの車格ながら、横向き
でフルフェイスヘルメットが一つ入るスペー
スを確保。さらにタンデムライダー用ヘルメッ
トを掛けられるホルダーも二つ装備している。

元
祖
通
勤
快
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ス
ペ
シ
ャ
ル

20.3

28万7280円22万8960円20万5200円

20.6

GOODGOOD

GOODGOOD

GOODGOOD GOODGOOD

GOODGOOD GOODGOOD

GOODGOOD

42万8000円51万8400円 30万7800円 26万8920円

GOODGOOD
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RIDINGTEST
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3

走行性能をガチ検証！

順位 メーカー 車名 タイム（秒）最大トルク（kgm）回転数（rpm）車重（kg）
1位 SYM Z1 125 8.386 1.1 7000 115
2位 ホンダ リード 125 8.411 1.2 5000 114
3位 タイホンダ クリック 125i 8.416 ― ― 110（乾燥）
4位 ヤマハ シグナス X SR 8.720 1.0 6000 118
5位 ヤマハ BW'S125 8.771 1.0 6000 119

6位 PGO ティグラ 125 8.835 1.14 7500 128（乾燥）
7位 ホンダ PCX 8.849 1.2 5000 130
8位 スズキ アドレス V125S 8.930 1.0 6000 101
9位 ヤマハ NMAX 8.956 1.2 7250 127
10位 ヤマハ トリシティ125 ABS 9.313 1.0 5500 156
11位 ベスパ プリマベーラ 125 9.924 0.97 6000 130
12位 ヤマハ アクシストリート 10.09 0.91 6000 110
13位 キムコ K-XCT125i 10.21 1.2 7000 172.4

100mまでで速いのは、シグナスX、BW’

S125、リード、クリック、Z1 125、の5台。

1秒の間に12台がひしめく大接戦！　軽

さがキーポイントだ。最高速はeSPエン

ジン採用のホンダ勢が強くて、パワーで海外

組が迫る！　ちなみにパワーの低い110cc

モデルでは伏せないと最高速が8km/hもダ

ウンした。空気抵抗ってバカにできない。

最後のひと伸びは空力性能の良さ
2015年全日本モタード選手権ランキング 3 位の国際 A級ライダー。Zではマフラーテストをはじめ活躍中。現役レーサーならではの鋭いコメントに注目。

ソードー

ライダー'sコメント
「燃費だけでなく加速性能にも優
れる eSPエンジンとカウル形状

による空力の良さで、高速域に入っても
加速の鈍化が少ない。また車体剛性の
高さとこのクラスでは大径の 14インチ
ホイールのおかげで、安心してアクセル
を開けていける。（ケニー佐川）」

KYMCO

K-XCT 125i巨体をものともしない俊足！

ライダー'sコメント
「70km/hまでの
加速は圧倒的。さ

すがスクーター大国の
台湾メーカーといえる
ポテンシャルの高さ。そ
の気になればウイリーで
きそうなほど。高回転で
変速するセッティング
でうまくパワーを引き出
している（ケニー佐川）」

加速TEST0-100m

駆動系の味付けと車体の軽さが
ダッシュ力に大きく影響する！
　シグナルダッシュを想定してアタックした100m地点の到達タイム計測では、
Z1 125、リード125、クリック125iが他を0.3秒以上も引き離す結果となった。
これら3台のタイムは非常に接近しており、条件次第では順位が入れ替わる
こともあり得るだろう。
　それとは別に注目したいのはシグナスXだ。最高出力9.8ps、最大トルク
1.0kgmとスペックは凡庸なのだが、実際に走らせてみると、駆動系セッティ
ングの妙で低中速域でのパンチ力を発揮。結果、4位に入る健闘ぶりを見
せた。
　最高速テストの結果も踏まえて総括すると、走行性能の違いはカタログデ
ータだけでは推し量ることができない、ということがおわかりいただけるだろう。
エンジン性能に加えて駆動系のセッティング、車体構成、さらには足周りとい
った様々な要素が、走りの特性を大きく左右するのである。

パワーの数字だけがすべてではない！
PCXが台湾勢を押しのけてトップに
　1000m到達地点での最高速を計測したところ、ナンバーワンの座に輝いた
のはPCX。意外にも……というと失礼だが、PCXの最高出力は12ps。
14.4psのK-XCT、13.5psのティグラ125といった台湾メーカーの力自慢たち
にはさすがに敵わないのではないか、という下馬評を覆す見事な結果だ。
　また、僅差で2位となったK-XCTの記録も素晴らしい。172.4kgという超重
量級ボディが災いして、加速テストでは最下位だったのだから。7500rpmで変

速する高回転型エンジンの本領が、ここで発揮されたというわけだ。

1位
最高速最高速
最高速105.87km/h

110ccモデルはどうなの？

0-1000m 最高速TEST
順位 メーカー 車名 最高速（km/h）最高出力（ps）回転数（rpm）車重（kg）
1位 スズキ アドレス 110 95.58 9.1 8000 97
2位 ホンダ Dio110 93.79 9.0 7500 100

加速TEST0-100m
順位 メーカー 車名 タイム（秒）最大トルク（kgm) 回転数（rpm）車重（kg）
1位 スズキ アドレス 110 9.051 0.88 6000 97
2位 ホンダ Dio110 9.204 0.95 5500 100

劣性と思われていた Dio110とアドレス 110のフェザー級スクーターが
大健闘。最高速TESTではアドレス110が総合で9位に相当する記録をマー
クした。125ccスクーターを選ぶ際も、候補に入れたい。

順位 メーカー 車名 最高速（km/h）最高出力（ps）回転数（rpm）車重（kg）
1位 ホンダ PCX 105.87 12.0 8500 130
2位 キムコ K-XCT125i 104.24 14.4 9000 172.4
3位 PGO ティグラ 125 103.54 13.5 8750 128（乾燥）
4位 ホンダ リード 125 101.12 11.0 8500 114
5位 ヤマハ NMAX 99.05 12.0 7500 127
6位 タイホンダ クリック 125i 97.97 ― ― 110（乾燥）
7位 SYM Z1 125 96.74 12.0 8500 115
8位 ヤマハ BW'S125 96.60 9.8 7500 119
9位 ベスパ プリマベーラ 125 95.24 9.8 7750 130
10位 スズキ アドレス V125S 93.39 9.9 7500 101
11位 ヤマハ シグナス X SR 92.24 9.8 7500 118
12位 ヤマハ アクシストリート 91.53 8.1 7000 110
13位 ヤマハ トリシティ125 ABS 90.42 11.0 9000 156

0-1000m

125㏄スクーターの主戦場はストリート。複雑なコーナーや信号によるストップ＆ゴーなどなど……一筋
縄では攻略できないステージが待ち構える、実にサバイバルな環境だ。そこで勝ち抜くために重要と
なってくるのが、最高速と加速力。カタログでは記載されていないこれらのデータを分析することで、
通勤マシンとしての実力を評価することが可能だ。そこで今回は、GPSロガー（デジスパイス）を各
車に搭載し、同一条件のもとで計測してみた。果たして、その結果は!?

0-100m0-1000m

 ポテンシャルを暴く！
最高速＆加速力実走TESTで

国際A級ライダーが斬る！

最高速TEST

2位

最高
速最高
速

最高速

104.24km/h

1位

8秒386

加速力加速力
加速力

SYM

Z1 125軽
さ
と
パ
ワ
ー
の

絶
妙
な
バ
ラ
ン
ス

ライダー'sコメント
「とにかく駆動系セッテ
ィングがスパルタン。高

回転をキープしたまま加速して
いき 60km/hを超えた辺りか
らこのエンジンの本領を発揮。
9000rpmを超える伸びの良さ
で距離があればもう少し伸び
たね（キッシー岸田）」

 PCXHONDA

完全無欠のSPEEDSTER
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全国25万人（勝手に推測）の通勤ライダーのみなさんこんにちは。自宅（横浜市）から編
集部（新宿区）まで約70kmの道のりを毎日飽きずに2種スクで通勤しているZサンタサン
です。このたび、通勤ソムリエの称号を授かり、個人的に気になっていたモデルを通勤
のアシとして乗り比べてみました。実際のフィールドで見えてきたキャラクターとはいかに？

ジムカーナ
TEST
順位 メーカー 車名 タイム（秒）MCシモのコメント
1位 スズキ アドレス 110 17.447 倒し込みが軽くて足もしっかり
2位 SYM Z1 125 17.867 10インチならではの高い旋回性
3位 ヤマハ シグナス X SR 18.299 バランス良好でスポーティ
4位 ホンダ リード 125 18.408 出足が良く扱いやすい
5位 ホンダ Dio110 18.419 ストップ &ゴーの加速が良い
6位 ヤマハ BW'S125 18.494 ハンドルが高く操作しやすい
7位 ヤマハ NMAX 18.668 とにかくパワーがある

順位 メーカー 車名 タイム（秒）MCシモのコメント
8位 スズキ アドレス V125S 18.815 50cc感覚で乗りこなせる
9位 ベスパ プリマベーラ 125 18.819 意外と足周りは硬め
10位 ヤマハ アクシストリート 18.848 取り回しが軽く挙動もマイルド
11位 PGO ティグラ 125 19.108 エンジン特性的に低速は苦手
12位 ホンダ PCX 19.451 シートのグリップ力が良い
13位 タイホンダ クリック 125i 19.699 加速の鋭さはピカイチ
14位 キムコ K-XCT125i 21.289 深いバンク角が魅力
15位 ヤマハ トリシティ125ABS 21.445 トリシティには罰ゲーム（笑）

アドレス 110が真価を発揮！
125ccスクーターを全台抜き

※誠に勝手ながら、ここでは始動性や燃費などの基本性能については触れておりません。

PART.

3
RIDING
TEST

走行性能を

ガチ検証！

ヤ
マ

ハ シ
グ

ナ
ス

X
 S

R

セミバンクでも良く曲がる
アクセル開度が1/4程度（6500rpm）で
も十分に流れに乗れるし、エンブレの効
きが弱いのでスムーズな減速も可能だ。
交差点にスッと進入するようなセミバ
ンクでの旋回性が高いから、いつも通り
に走っても速く走れちゃう♪　ライトが
明るいので夜間の裏道も安心だった。

ヤ
マ

ハ N
M

A
X

先を急ぐならこのエンジン
エンジンがトルクフルなので、遅刻しそ
うな時は強い味方になってくれるはず。
心地良いビート感はマフラーを換えた
ら相当楽しいことになりそうだ。常に視
界に入るハンドル周りは、素材や模様を
変えた凝ったつくりになっていて、ほか
にない高級感がある。

ス
ズ

キ ア
ド

レ
ス

V
125S

渋滞路ならコイツで決まり
元祖通勤快速の名は伊達ではなく、ラッ
シュ時はあっという間に後続を置き去
りにできる。反面、高速度域の安定感は
いまひとつ。ただしこれは、タイヤとリ
ヤショックを変えれば改善できそうなレ
ベル。特筆すべきはウインカーの出しや
すさ。地味だけど大事な性能だよね。

ヤ
マ

ハ B
W

'S
12

5

極太タイヤで乗り味がグー
前後タイヤがシグナスXより太く、車体
は共通ながら乗り味は別モノ。軽快なハ
ンドリングが楽しめる。陸橋の上りで
40km/hまで減速してから加速したんだ
けど、平地と変わらず加速したのには驚
いた。特徴的なハンドガードは雨の日に
グローブが濡れにくいので便利。

ホ
ン

ダ P
C

X

上質な軽快さが味わえる
エンジンは静かで振動が少なく、上質と
いう言葉にピッタリ。とにかく転がりが
軽い。ポジションはハンドル形状が良く、
直進時もフルロックでのUターンでも
窮屈さを感じない。PCX特有のリヤシ
ョックの突き上げが気になるけど、それ
以外は非の打ちどころがないな。

ホ
ン

ダ D
io110

コンビブレーキのバランスが絶妙
前後連動ブレーキはリヤが先にロック
してくれるのでコントロールしやすい。
エンジンは、ここ一発の速さこそないが

「これで十分」と思えるレベル。またアイ
ドリングストップ機能は、燃費面だけで
なくエンジン停止時の静けさがストレ
ス軽減にも効果アリ。

ヤ
マ

ハ
 ト

リ
シ

テ
ィ

1
2

5
A

B
S

抜群の安定感で疲れ知らず
当たり前だけど、フロント２輪の走破性
はバツグン。ブレーキも良く効きジャッ
クナイフも可能なほど。ハンドルにまっ
たく力が入らずに乗れるので、疲労の少
なさはナンバーワンだ。コンビニフック
がボディとツライチに格納でき、引っ掛
かりもなく乗り降りがしやすい。

ホ
ン

ダ リ
ー

ド
12

5

尖ったところがないのが魅力
コンパクトで速いし燃費もいいと、通勤
オンリーならリードの右に出るものはい
ない。とにかくシート下スペースが深く
て広く、入らないかな？　と思う荷物も
すっぽり。特化した部分を作らないのが
特徴だ。弱点は硬めのシート。1時間以
上乗る人は対策をした方がいいと思うな。

ス
ズ

キ ア
ド

レ
ス

110

125ccに付いていける力強さ
排気量が4cc大きいこともあるけれど、
エンジンはDio110よりトルクフル。信
号待ちからのスタートダッシュでは
125ccに付いていけるほど。軽さが不
安定な方向にいかずに乗りやすさに繋
がっているのはお見事。パーキングロッ
ク機構は駐車時に重宝したよ。

特設ジムカーナ対決で

コーナリング性能をチェック！

タイトターンが続く難コース
5本のパイロンを 5m間隔に配置し、さらに横方向にパイロンを 1本追加したターンと
切り返しが連続する難コース。エンジン特性や運動性能だけでなく、シートやハンド
ル位置といったポジションの良し悪しもタイムを左右する。

G
O
A
L

ST
A
R
T

4m

25m
5m

1位

17秒447
2

位

17秒867

比べ
てわかった

通勤号としての実力

通勤ソムリエ70km徹底検証！Zサンタサンの

コーナーでの旋回性に加えて、ブレーキ時のコントロール性や
車体剛性、切り返し時の軽快さなども街乗りでの戦闘力を

吟味するのに大事な要素。それらを把握するために
ジムカーナコースでタイムアタック！

ライダー'sコメント「エンジンパワーに応える車体剛性の高

さで、オーバースピードでコーナーに

突っ込んでも、しっかりとタイヤを路面に押

し付けてくれるからグリップを失わずにクリア

できる。バンク角があと少しあれば最速の座を

獲れたかも（キッシー岸田）」

ライダー'sコメント「ハードなブレーキングをしてもフレーム

が負けないし、大径ホイールだからコーナー

でふらつかず安定感もあった。無理をしなくても

自然と速く走れたよ（OGAちゃん）」

SYM

Z1 125パワーと車体の

バランスが秀逸！

SUZUKI

ADDRESS 110
125ccをカモる
軽快フットワーク！

ここも

お気に入り

ここも

お気に入り

ここも

お気に入り

ここも

お気に入り

ここも

お気に入り

ここも

お気に入り

ここも

お気に入り

ここも

お気に入り

ここも

お気に入り

キビキビ走れる 10インチ勢の圧勝かと思ったら違ったね。
一番速かったのは 12インチ車でもなく、まさかの 14イン
チ車（アドレス 110）だった。ライバルより排気量が小さい

（112cc）にもかかわらず、14インチ車得意のコーナー進入
の倒し込みの速さを武器に、パワフルなZ1を破ってみせた。
2位の Z1はエンジン特性がフラットで扱い易く、3位のシ
グナスX SRはエンジンと足周りのバランスの良さが光った。

排気量カンケーなしの結果に驚き

走り屋のカリスマが斬る！
ジムカーナラ
イ ダーを 担
当。イベント
の MCはもち
ろん、ミニか
ら ロード
までレー
スでも活
躍中。

MCシモ
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ヤマハ
シグナスX SR

ヤマハ
BW'S125

ヤマハ
アクシストリート

ヤマハ
トリシティ125 ABS

ヤマハ
NMAX

ホンダ
PCX

ホンダ
リード125

身長や体重、さらにはライディングのクセ……。乗り手によ
ってバイクに対する評価は変わってくるはず。ということで、
それぞれプロフィールが違う4名のライダーに独断で「個人
的お気に入り度」を採点してもらいましょう！

から揚げが大好物という“ゆっこ”こと祐美子
ちゃんが、シートの乗り心地、掴みやすさ、視
線の高さなど快適度をわがままチェック！

マシンの使い勝手で重視した
いのが足着き性。カタログ上
のシート高は同じでも、ショッ
クの硬さやシート幅によってか
なり差が出るぞ。

全身スポーティ

エンジンは低中速型で、鼓動感
を楽しめる。サスペンションも
剛性感がありハンドリングは
シュア。給油口のデザインなど
にもこだわりを感じる。リヤブ
レーキがドラムからディスク
になり制動力は増したが、ロッ
クしやすいのが難点か。

ツーリング向きだ

三輪ならではのフロントの安
心感は抜群で、防風性も高く、
ツーリングには最適。ただ、車
体は重く加速はゆったりだ。高
速域では安定感と引き換えに
素早いレーンチェンジなどは
苦手だが、ワダチ通過時の安定
感は二輪とは別次元。

デザインが新鮮

基本的にシグナス Xと同じ
フィーリング。エンジンは低中
速トルクがあり、しっかりとし
た車体とスポーティな足周り、
オフロードテイストを感じるな
外観もあって、ちょっとしたダー
トも走れそう。ハンドガードや
メーターデザインも新鮮だ。

NO.1は？タンデム

足着きバツグンを探せ

男子必見

2位

3位

2位

トリシティ125ABS

NMAX

アドレスV125S

アクシスリート

PCX

ソフトな乗り心地

10インチホイールのおかげで
足着きが良い。別売りのフロン
トバスケットを装着すれば、お
買いものにも便利だ。サスペン
ションは前後共に柔らかめな
ので、速度が出る場所ではライ
バルに比べて安定感にやや劣
る場面があるかも。

「タンデムステップが大き
くて平らなので、スニー
カーじゃなくても安定感
がありました。グラブバー
も掴みやすい位置にあ
るから安心です。乗り
降りもしやすかった」

「シートのクッション性が
良く座り心地もマル。フラ
フラしなくて怖くない」

「前の人との距離が適度に
あって窮屈感がない。視
線が被らないのもいい」

「シート高は 735mm。
座った瞬間に大き
くリヤとシートが沈
み込む」

「シート高は 745mmで 2
位のトリートより 10mm

高い。しかし幅がスリム
で形状も考えられて

いるから、足着き
性はこっちが上」

乗り手が違えば意見も変わる!?

3233

ぶっちゃけ　 クロスレビュー
イイとこワルイとこ

300車以上のインプレ歴を持
つ二輪ジャーナリスト。的確
かつ繊細なインプレに注目だ。

完成度高し！　　

125ccクラスで随一の速さ。
高速域でも大柄な車体を活か
して安定感もいい。センターフ
レームが通っているので跨り
にくいが、その分剛性感はピカ
イチ。足周りもしっとりとして
いて乗り心地が良く、ツーリン
グでも快適だ。

PCXの好敵手

最新の水冷エンジンは静かで
パワーもあり、ABSも標準装
備されるなど高級感のある仕
上がり。車体中央にフレーム
が通る構造なので剛性が高く、
ハンドリングにもしっかり感
がある。洗練されたデザインも
魅力の一つだ。

お気に入りいろいろ便利だね

コンパクトでとにかく加速が
いい。前12インチ、後ろ 10イ
ンチホイールで直進安定性と
ヒラリ感を両立し、小回りも得
意。フラップ開閉式のグロー
ブボックスや給油口は高級感
があり、大容量のシート下ス
ペースは便利この上ない。

WINNER

WINNER

キッシー
岸田の

コーナーのヤマハ

ギヤ比が低速側に振られてい
るおかげで、ゼロ発進からの加
速は強烈。その反面、高回転の
パンチと伸びがいま一つになっ
てしまったのは残念。車体剛
性が高く、姿勢はリヤ上がりだ
から、いつでもクイックなコー
ナリングが楽しめる。

路面を選びません

どんな路面状況でも同じよう
に走れるのがいいね。コーナー
ではフロントタイヤが自然に
バンクするから、バイク感覚で
乗れるのも気に入った。ゼロ
発進こそもたつくけど、加速の
落ち込みもなく、スピードの伸
び方もスムーズだ。

力強いダッシュ

広めのハンドル幅と高めのポ
ジションで、ジムカーナでの扱
いやすさはマル。高回転でク
ラッチミートするから加速力
にもパンチがある。惜しいのは
シグナス Xと同様、高速域での
伸びの不足。俺ならハイギヤ
入れちゃうね。

軽快感が楽しい

フロントが軽いから扱いやす
い。ブレーキの効き具合も、ロッ
クしない程度でこのマシンに
はちょうどいいとみた。加速は
いいとは言えないが、中速から
の伸びはなかなか。50ccの原
チャリ感覚で乗れる、数少ない
125ccモデルだね。

優勝経験数知れずのワールド
ミニバイクレーサー。マシン
の限界を探る才能はピカイチ。

加速感がスムーズ

癖のないハンドリングは乗り
やすく、”操ってる”感もあって
とても気に入った。駆動系の
セッティングも絶妙で、ムラも
なく最高速まで伸びていく。あ
えて気になる点を挙げるとす
れば、硬めのシートと跳ねるリ
ヤショックかな。

パワフルエンジン

癖もなくニュートラルで乗り
やすい。シグナス Xよりパワー
もトルクも出ているエンジン
は、スタート時からグイグイと
加速していき高速域まで一気
に回る。エンジンはとにかく良
い！　 足周りはダンピングが
弱いのが気になったかな。

シートだけが問題

eSPエンジンを採用していて、
80km/hからの伸びが良いね！
車体は特にリヤ周りの剛性が
ガッチリしていて、スラローム
はリヤを支点にクイックに走
ることができる。影のトップラ
ンカー的存在だ。ただ、シート
が硬いんだよな～。

ザ・優等生！

エンジンは高回転をキープす
るタイプで加速がいい。個人
的にとても気になるスロット
ルのレスポンスも良くて乗り
やすかった。ハンドリングはク
イックさが魅力で、細かいター
ンも得意。高速までよく加速し
てくれる通勤仕様車って感じ。

違和感は全然ない

バンクして曲がるのは普通の
二輪と同じ感覚だから、すぐに
慣れた。車体のサイズが大き
いわりには、コーナーでグイグ
イ立ち上がっていけるほどの
パワーがある。前後連動ブレー
キの効きとコントロール性も
素晴らしい（スタントは無理）。

扱いやすさが光る

高回転をキープするエンジン
は気分もアガる。こういう演
出は嫌いじゃないな～。加速
と最高速のバランスも取れて
いる印象だ。独特なアップハ
ンドルは、マシンの扱いを楽に
してくれるから、ウイリーもし
やすかったぞ。

ゆっくり乗りたい

俊敏な走りが好きな人には向
いていないけど、125ccのト
ルクを活かしてゆっくりのん
びり走るのにはちょうどいい
キャラじゃないかな。「マイル
ド」という表現がぴったり。ト
ライしたけど残念ながら、ウイ
リーはできませんでした（涙）。

本場アメリカで表彰台を獲得
するプロスタントライダー。
バランス感にこだわりあり。

安定感がバッチリ！

走り出してからの安定感とい
う面では、ある程度車重が重い
方がいいんだけど、車両のバラ
ンスが悪いと低速でふらつい
たりする。それがまったくない
のが PCXだ。誰にでもオスス
メできる、乗りやすくて速い素
晴らしいマシンだね、これは。

安心のABS付き

ホイールベースの長さが効い
ていて、どんな速度域でも安定
感がある。ブレーキは ABSが
効いた時の制動力が秀逸だ。
雨の日は、とてもありがたい装
備だと思う。機動力にも優れて
い良いんだけど、もうちょっと
尖っててもいいかな。

ダッシュ力が続く

コンパクトで軽い車体のおか
げで、キビキビと走らせること
ができた。エンジンもトルク感
があり、グイグイと加速してい
く。最高速に到達するまでの距
離も短い。ノーマルの 2種ス
クでウイリーをするなら、コレ
で決まりだね。

ポジションが自然

乗車姿勢は遠すぎず近すぎず、
シートとハンドルの位置関係
が自然で私は好きです（告白）。
ただ、問題はスタート。クラッ
チミートの回転数が高いから

（シモさんに教えてもらった）、
アクセルを開けるのがちょっ
と怖いかも。

楽しいな！　

フロントタイヤが二つあるの
で、安心感がたっぷり。コーナー
ではバイクが勝手に曲がって
いってくれる不思議な感じで
した。エンジンはマイルドなの
で、怖くてアクセルをあまり開
けられない私でも普通に走れ
ました（笑）。

小回りも効くよ

アップめなポジションで、小回
りも効くから乗りやすかった
な。私の身長だと、足着き性も
まったく問題ありませんでし
た。ブレーキの効きも自然で止
まりやすかったです。でも重心
が高いから、ゆっくり走るのは
向いてないかも !?

発進が恐くない

出足がスムーズなので、アクセ
ルを開けてもドンッと前に出
ません。私のような初心者でも
安心してスタートすることが
できました。小回りも効くので、
近所へのお買い物や散策に向
いていると思います。直進安定
性は今ひとつ !?

モデルの世界大会“Super 
Model Award”でグランプリ獲
得。ビギナー代表として登場。

乗りやすいです

スクーターに慣れていない私
にとって、難関なのが発進（笑）。
でも、PCXはスムーズにこな
せて一安心です。ジムカーナ
も遅いなりに楽しく走れたし、
コーナーも曲がりやすかった
です。乗りやすさならばナン
バーワンかも。

パワーがスゴい

大きさのわりには小回りが効
くので、どんなシチュエーショ
ンにも気負うことなく扱えそう
な気がします。 エンジンは
125ccとは思えないほどのパ
ワーがあってビックリ！　初
めはガクンガクンしちゃいま
した（笑）。修行します！

ポジションが好き

パワーの出方がフラット（でい
いんですよね？）だから、初心
者の人でも大丈夫（ドーンと飛
び出しません）。姿勢良く乗れ
るポジションは私好みでした。
足着き性も良くて、振動も少な
いから、乗っていて楽。ちょっ
ぴりお尻が痛いかも。

お気に入り

ケニー佐川
179cm 73kg

170cm 70kg

キッシー岸田

172cm 68kg

174cm

OGAちゃん

中村祐美子

形
状
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妙
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1
位
に
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三輪ならではの信頼度！

安心感を生む極太ステップ！

二人乗りが似合う！
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タイホンダ
クリック125i

ベスパ
プリマベーラ125

キムコ
K-XCT125i

SYM
Z1 125

PGO
ティグラ125

ホンダ
Dio110

スズキ
アドレス110

まさしくパワーの塊

発進加速が俊敏でダントツ
に速い。前後14インチでハ
ンドリングもしっとり感があ
り安定している。eSPエンジ
ンにアイドリングストップ、
コンビブレーキなど充実装
備も魅力だ。顔立ちは好み
が分かれそう。

スポーツスクーター

外観がスポーティ。走りも
70㎞ /hまでの加速はトップ
クラスだ。ハンドリングは
10インチとは思えないほど
ニュートラルで、コーナリン
グも安定している。ブレーキ
も剛性感があって、通常のバ
イクのような乗り味だ。

女性におすすめ

ハンドルとシートが高く、背
筋をピンと伸ばして乗るヨー
ロピアンタイプのライディ
ングポジションが独特。エン
ジンはマイルドで静か。エレ
ガントな外見とキーを押す
とゆっくり開くダッシュボー
ドなどお洒落感は満点。

シート形状が独特

大柄で見た目はカッコいい。
まるでステルス戦闘機のよ
うだ。ただ、車体が重くトッ
プスピードに達するまでが
少し距離が必要な印象が
あった。300cc版と基本設
計が同じなため足周りが硬
めなのが少々気になった。

全体的にシンプル

前後14インチで走破性に優
れているのを実感。軽くてス
リムでコンパクトな作りも好
印象だ。ただ、加速は排気量
なりで125ccクラスには劣
る。全体的にシンプルだが、
アイドリングストップ機能
付きなのはさすがホンダ。

パワーがモリモリ

これは速い！　高回転型の
エンジンフィールで、自分の
テストではトップクラスの最
高速だった。軽量な車体を
活かして切り返しは俊敏で、
安定感もある。ブレーキタッ
チもカッチリしていて全体
的にスパルタンな印象だ。

コーナリングマシン

スリムで軽いが前後14イン
チの安定感もある。コーナリ
ングでは前輪の自然な切れ
込みを活かして素直に曲が
れる。左右に500mℓボトル
が余裕で収納できるグロー
ブボックスやリヤキャリア
など、実用的な装備も充実。

パワー感がある

エンジンの振動が少なく、全
域でよく走るね。高速域では
風の抵抗を感じるけど、エン
ジンが力強いから速度はグ
イグイ乗っていく。ハンドル
が体に近く、前後のサスも柔
らかいので、スポーティな走
りはちょっと苦手かも。

攻めたくなる車体

10インチタイヤなんだけど、
車体剛性が高いからハード
に走ることができた。パワー
も十分で、ゼロから加速力は
かなりのもの。最高速も申し
分ない。街中では楽しく走れ
るだろうね。バランスが非常
に良いバイクだ！

実はスポーティ

シートは硬くてサスもリジッ
ドみたいに動かないんだけ
ど、そのおかげで路面を蹴り
出すように加速するという、
独特な乗り味。EU車両なの
で背が高く、お洒落な雰囲気
とは裏腹に、意外とスポー
ティなキャラクターだ。

超高回転エンジン

125ccとは思えない大柄な
車格で、ゆったり走ることが
できる。シート形状もいいか
ら、すごく乗りやすいんだ。
エンジンは高回転をキープ
したまま気持ちよく回って
くれて、60km/hを超えてか
らの伸びもいいね。

軽いから乗りやすい

ハンドリングはフロントの
キャスターが立っているせ
いでクイックな印象。エンジ
ンの伸びはアドレス 110と
比べてしまうと一歩譲るけ
ど、振動が少ないところはさ
すがホンダらしいと思った
な。優秀なエンジンだ。

高回転維持が正解

ラジエターがフロントカウ
ル内にあって重量バランス
が前寄りのせいか、フロント
の接地感が高いね。直進安
定性もグッドで、乗り心地の
良いシートのおかげもあっ
て楽チン。高回転でのパワー
はクラスで一番かも !?

本当に 110cc？

ニュートラルなハンドリン
グは、ゆっくり流しても攻め
てもグッド。110ccとは思え
ない、力強いエンジンも魅力
で、高速でも十分な伸びを披
露してくれた。排気量以上の
パワー感とスリムさ。今回の
個人的なベストはこれ！

ウイリーも楽々

軽い車体でキビキビと走る
ことができた。特にコーナー
からの脱出でしっかりと加
速してくれるから、メリハリ
のある走りが楽しめた。パ
ワーもあるから全域でしっ
かり加速してくれて、ストレ
スなし！

振り回せる感じ

ぐいぐい加速していって、最
高速もかなり出るな〜。パイ
ロンを使ったスラロームで
も、足周りがしっかりしてい
るからキビキビ走れた。すべ
ての性能が高い次元にある
よ。見た目もアグレッシブで
カッコいいね！

注目度は高そう

見た目がとにかくお洒落！
小径ホイールのため、足周り
は安定感重視というよりも
運動性重視に感じられた。ブ
レーキは急激に効かないの
で、初心者でも安心。基本的
にはのんびり乗って楽しむ
マシンだね。

存在感がパない

安定感がある上に、最高速も
かなり速い。ただ車体が大き
いので、機敏とは言えない。
ジムカーナではおもわず足
を着きそうになっちゃった。
ビッグスクーターのように
クルージングするのが似合
うバイクだ。

14インチ、いいね

コーナリングがとても安定
しているから、恐怖感がまっ
たくなかった。これが14イ
ンチタイヤの恩恵なんだね。
加速力はそこそこだけど、街
乗りならこれで十分かな。
とってもバランスがいいバ
イクだと思う。

ピックアップ良好

かなりの短時間で最高速に
達する加速を発揮するなど、
エンジン性能はトップクラ
スなのでは？　高回転域が
特に元気が良くて、アクセル
のレスポンスもバッチリ。反
面、低速域は少し苦手な印象
があるね。

高剛性が効いてる

少し乗っただけで、かなりの
コーナリングマシンというこ
とがわかった。ハードなブ
レーキングにも耐える剛性
の高いフレームがいいね。エ
ンジンは高回転を維持して、
どこからでもしっかり加速し
てくれるぞ。

自転車みたい

とってもスリムなポジショ
ンなので、まるで自転車に
乗っているみたい（笑）。車
体の長さはあるはずなんだ
けど、シートやハンドル位置
が全体的にぎゅっと詰まっ
ていて、数値以上にコンパク
トに感じました。

ギクシャクしない

エンジンはかなり速いみた
いだけど、ゆっくり開けたら
スムーズに発進できました。
スクーターに慣れていない
私でもぎくしゃくしなかった
から、乗りやすいんだと思い
ます。元気いっぱいのカラー
も嫌いじゃないです！

デザインが素敵！

これが最新式のベスパなん
ですね。特に顔周りが可愛
い！　でも、実際に乗ってみ
るとシートの硬さにびっくり
しちゃいました。これが文化
の違いなのでしょうか。カ
ラーが6色もあるので、どれ
にするか迷っちゃいそう。

休日のお出かけに

初めて乗る前は、車体が大き
いので緊張しちゃいました。
でも、いざ走り出すと安定感
があって気持ち良かったで
す。タンデムで出かけたら楽
しいかも。リヤブレーキが良
く効いて、止まりやすかった
のもマルです。

スタンド掛けが楽

取り回しが楽なので、緊張し
ないで走れます。裏道をちょ
こちょこと移動するのに良
さそう。スタンドも掛けやす
いし、女性でも扱いやすいで
すよ。ただ車体が軽いからか、
直進はちょっとふらふらし
ちゃいました。

エンジン速すぎ

角ばっていて、これぞ男のバ
イクっていう印象です。走り
出すとエンジンが回ってい
る感じが伝わってきますが、
キビキビとしすぎていて、私
には扱いにくかったな（ゴメ
ンナサイ）。ただブレーキは
良く効くし、足着き性もマル。

ポジションが楽

またがった印象はDio110と
同じ感じですね。走り出すと
こっちのほうが前に進んで
行く印象でした。乗りにくい
感じはまったくありません。
気になるとしたら、エンジン
の振動が少しあるかな、とい
う程度ですね。

スズキ
アドレスV125S

ジャストサイズ

ポジションがスリムで、軽く
て扱いやすいのがいいね。
エンジン出力とのバランス
もよく、機敏に運転できる。
エンジンは全域で変速フィー
ルに優れているんだけど、中
速の力強さがもう少しある
といいかな。

乗りやすさ抜群

車体が軽いので、とてもコン
トロールしやすい。軽快に乗
ることができるぞ。Uターン
の時も不安感が一切なく、取
り回し性能もハイレベル。低
速から 40km/hぐらいまで
はトルク感もあって、加速も
良かったよ。

押し歩きも軽々

101kgの軽量ボディは、私が
乗ってもすぐわかるほど。バ
イクを降りて駐車場に停め
る時は、この軽さが活きそう。
身長の低い人にもオススメ。
アクセルも開けやすく安定
感があって、走りやすかった
ですね。

軽快な走りが魅力

コンパクトな車体を活かし
て小回りは抜群。とにかく軽
快でスタートダッシュも弾
かれたように加速する。ブ
レーキも扱いやすく、フット
スペース前部にゆとりがあ
るのもうれしい。混雑路での
機動力はナンバーワン。

2016年度はヨーロッパを中心に最高峰の大会へ
参戦予定の、日本を代表するスタントライダー
OGA。彼がウイリーしやすいスクーターはどれだ！？

免許を取って数か月のため、恐る恐る乗っていたゆっこちゃん。
そんなビギナー&女子目線からお気に入りを選んでもらいました。

TOP OF PERFORMANCE

リード125

Z1 125

WINNER

SECOND

女子が乗りやすいマシン

ウイリー検定

トリシティ125ABSWINNER

WINNER アドレスV125S
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お気に入り

3435

「３輪だからやっぱりやっ
ぱり他のスクーターとは
安心感が段違い。エンジ
ンがマイルドなのも私の
好みですね」

「走り出した瞬間から一体感を感じられたので２位に。おそら
くサイズが私にピッタリなんだと思います」

「軽量で低速トルクがあるため、ボディアクションだけでウイリー
ができる。フロントが落ち始めてもアクセルで立ち直せるんだ。
ひょっとしてeSPエンジンってウイリー向きかも！？」

「アクセルの応答性が良く
全域で加速してくれるの
で、コントロールしやすい。
フロントが上がると安定感
があって乗りやすかった」

ゆっこが

選ぶ

レベルも好みもスキルも　違う 4 名のライダーが、注目 15 車を一気乗り！ ぶっちゃけクロスレビ
ューイイとこワ

ルイとこエクストリーマー

OGAの

ど
こ
か
ら
で
も

ツ
イ
て
く
る
！

※�各ライダーには、独断と偏見で「個人的お気に入り度」を採点してもらいました。
評価コメントと合わせてチェックしてみてね。

お気に入り
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