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※写真はプロフェッショナルライダーによる海外のクローズドコースでの走行を鳩影したものです。 仕様が 国内とは一部異なります。
ライダーのヘルメット・ウェア類は 国内では販売しておリません。 走行の際はプロテクターを臼用してい

ま
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iOS版 
「POWER TUNER App」

Android版 
「POWER TUNER」

POWER TUNER
GET THE POSSIBILITY

※スマートフォンは付属いたしません。 
※画面は最新アプリver.と異なる場合があります。

アプリの特性を活かし、作成したマップなどをチーム内や友人
同士で共有できるため、情報交換によるスキルアップや、
ユーザー間のコミュニケーションに活用することができます。
また、車両ごとにレースや練習時の天候や路面状況、セットアップ
情報などを入力し、アーカイブして管理する機能も備えています。

チームで役立つ数々のメリット

パワーチューナーは、スマートフォンにダウンロードした専用アプリで
エンジン・チューニングを行うシステムです。スマートフォンを操作して好みに応じた
マップを作成し、車両にワイヤレス通信で送信します（エンジン停止時のみ送信可能）。
マップは「燃料噴射量マップ」と「進角特性マップ」のふたつ。各項目に数値を入力して
設定します。「低中速を濃くしてトルクを高めたい」「点火時期を早めてレスポンスを向上
させたい」といった好みや、コース状況に合わせて細かなセッティングが可能です。

オリジナルマップで走りの可能性に挑戦！

マップはいずれも、スロットル開度 4 ポイント（縦軸）、エンジン
回転数 4 ポイント（横軸）の組み合わせで、それぞれ 4×4=16
ポイントで調整できます。調整幅は燃料噴射（FI）が基準値（0）
を基準に‒7 から+7 までの 15 段階、点火特性（IG）は基準値

（0）に対して‒9 から +4 までの 14 段階。またマップ縦軸のスロ
ットル開度、横軸の回転数の「数値」とその「間隔」も任意に設定
でき、きめ細かなセッティングが可能です。車両側には２種類
のマップ（スタンダードマップ／セカンドマップ）を保存でき、
走行中にも手元スイッチにて切り換えることが可能です。

緻密なセッティングができる4×4マップ

※YZ450F［2018‒19］では1種類のマップのみ保持可能。

※YZ250FXは4種類

適合モデル

YZ450F   ［2018–21］
YZ250F   ［2019–21］
YZ450FX［2019–21］
YZ250FX［2020–21］

※1

※1 一部機能しないフィーチャーがあります。

マップ作成時、3Dのマップをビジュアルで確認することができる。

マップリストには、
ヤマハ発動機が推奨する3種類の
マップがデフォルト登録されている。



bLU cRU（ブルー・クルー）は、ヤマハオフロードコンペティションモデルを使用する、
アマチュアライダーを対象としたレースサポートプログラムです。 ファクトリーライダーを
目指して切磋琢磨しているアナタ、仲間たちと純粋にレースを楽しむアナタも、
今スグ web でメンバー登録しよう！ ヤマハオーナー様のオフロードライフに “ 心躍る瞬間 ”
そして “ 最高の経験 ” をお届けするために、 bLU cRU が全力でサポートいたします！

※1 bLU cRUは、ヤマハオフロードコンペティションモデル正規取扱店にて、対象の2019・2020・2021年モデルを新車でご購入されたお客様のみ
ご登録いただけます。メンバー特典には有効期限がありますが、各年式で異なりますので、詳しくはヤマハ発動機ホームページ bLU cRU オフィシャルサイトを
ご確認ください。また、正規取扱店以外でのご購入、中古車をご購入された方は対象外となります。予めご了承ください。

今スグwebで「bLU cRU」メンバーに登録しよう！ ※1

１万円分１万円分
2021 年モデル YZ シリーズをご購入いただいた

bLU cRUメンバーの方に、もれなくYAMALUBE
製品（ヤマハ純正オイル、ケミカル）の購入に

使える１万円分（税込）のクーポン券を贈呈
いたします。

クーポン
ヤマルーブ

（税込）

202１年モデル購入メンバー 限定特典

 ※202１年6月末日までに申請
　 された方が対象となります。

 ※写真はイメージです。
　予告なくデザインを変更
　する場合があります。

bLU cRU
“ブルー・クルー ”レース参戦サポートプログラム

YZシリーズ アマチュアオーナー

賞典（ｂLU cRUクーポン）

1位：3万円
2位：2万円
3位：1万円

モチベーションアップはレースにおいて重要な武器。
対象レース・クラスで表彰台（1 ～ 3 位）を獲得した
メンバーに bLU cRU 賞として bLU cRU クーポンを
贈呈します。皆さんのレース活動を支え、勝利を後押し！

bLU cRU賞特典1

リザルト掲載特典4

レーシングサービス特典2

モトクロス地方選手権、JNCC でレー
シングサービスを実施。セッティング
やライディングのアドバイスをはじ
め、メンバー 限 定 特 典として「部 品
貸 与」を行い、充 実のサポート体 制
を整えています。会場ではサービス専
用のテントを設置しています。

モトクロスライディングスクール特典3

メンバーはヤマハ主催のラ
イディングスクールに特別
価格でご参加いただけます。
本スクールは、主にモトク
ロス地 方 選 手 権 参 戦ライ
ダーを対象としております。

bLU cRU アイロンワッペン贈呈特典5

bLU cRU メンバーの「証」となる、
メンバー限定の特製アイロンワッ
ペン（1 モ デル につき2 枚）を、ご
登 録いただ いたすべての方 に贈
呈いたします。レース用ウエアな
どにご利用ください。

※写真はイメージです。

bLU cRU 賞 の 対 象 と な る 全 レ ー
ス・クラスにおいて、トップ 6 に入っ
たメンバーの順位とお名前を、bLU 
cRU オフィシャルサイトに掲載いた
します。

※賞典はすべて税込みです。
賞典成立には諸条件がござ
います。詳しくは bLU cRU 
オフィシャルサイトをご確認く
ださい。 ※写真はイメージで
す。予告なくデザインを変更
する場合があります。

bLU cRUメンバー特典

レース会場で困った時には “ レーシングサービス ” を、スキルをさらに
高めたい方には、プロフェッショナルライダーによる “ライディングスクー
ル ” をご用意しています。この他にも、モチベーションを駆り
立てる賞典制度や、メンバーだけの各種特典をご用意し、
あらゆる面からレース活動をサポートいたします。

最大の特徴は全方位サポート！

bLU cRUのさらに詳しい情報はこちら
〒144-0035 東京都大田区南蒲田2-16-2

テクノポート大樹生命ビル3階

Q1K-TPC-015106
2007‐5.5D1 I


	H1
	P01-06_Left
	P01-06_Right
	P07-12_Left
	P07-12_Right
	P13-14_Left
	P13-14_Right
	P15-22_Left
	P15-22_Right
	H4
	07201755_YZ_A4



