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Special Edition Red/Black White/Red Black/Red

ワイドタイヤ採用でクラスを越えた
迫力のリアビュー

各種調整機構付きの
リアサスペンション

249Sの質感の
高さと個性を演出する
低い排気音のマフラー

41mm倒立フォーク採用で見た目の迫力
はもちろん、安定したコーナリングを実現

ユニークなデザインのLEDヘッドランプ

フルカラーTFT液晶ディスプレイを採用する
フルデジタルメーター。
ギアポジション表示機能も装備。

デザインアイコンでもある高強度でありな
がら、力を分散するトレリスフレームを採用

大容量16Lタンクは
滑らかでダイナミックなライン

大型車並みのフロント120/ 
70ZR17およびリア160/ 
60ZR17タイヤを採用

初心者でも扱いやすいエンジン
特性で、市街地からツーリング
まで快適に走行可能です

4ポッド対抗ピストンキャリパー+
ダブルディクス+ABSで安心のブレーキング

ライトウェイトスポーツカテゴリーにおけるベネリの意欲的な提案。Casa del Leoncinoで
生み出されるデザインはモダンでスタイリッシュ。このモデルの特徴の一つであるLEDヘッドライト、
テールランプ、LCDメーター等、最新のコンポーネンツを採用。
また、新設計の4ストローク4バルブDOHC二気筒エンジンは、ダイナミックでありながら扱いやすく、
街乗りからスポーツ走行までオールラウンドにお楽しみいただけます。 車名（型式）

TNT249S （P10)
全長×全幅×全高
2130mm×800mm×1120mm
軸間距離
1410mm
最低地上高
140mm
シート高
795mm
車両整備重量
204kg
エンジン種類
水冷4ストロークパラレル2気筒
弁方式
DOHC8バルブ
総排気量
250ｃｃ
内径×行程/圧縮比
Φ61.0×42.7/12.0：1
最高出力
22kw/11000rpm
最大トルク
21.0Nm/9000rpm
最高速度
140km/h
始動方式
セルフスターター
点火方式
トランジスタ（TLI）
潤滑方式
圧送飛沫併用型
燃料供給方式
フューエルインジェクション

トランスミッション形式
常時噛合6速リターン
クラッチ形式
湿式多板
2次減速方式
チェーン式
フレーム形式
トリレス（格子）フレーム
懸架方式 
前 ： 倒立テレスコピック
後 ： スイングアーム

ホイールトラベル 
前 ： 135mm
後 ： 45mm

タイヤサイズ 
前 ： 120/70ZR17
後 ： 160/60ZR17

ブレーキ形式/径 
前 ： 油圧デュアルデイスク/260mｍABS
後 ： 油圧デイスク/240mｍABS

燃料タンク容量
16.0L

使用燃料
無鉛プレミアムガソリン指定
（指定オクタン価95以上）
燃費（WMTCモード）
30.3km/L
乗車定員
2名
【製造国 ： 中国】

BENELLI 249S TECHNOLOGY

ベネリモーターサイクル日本輸入発売元

https://www.plotonline.com/benellimotorcycle/

〒448-0001 愛知県刈谷市井ケ谷町桜島5二輪車課 0566（36）0557

Asymmetric Dash

Transparent LED Headlight

Agile by Design

High-Spec ABS Brakes
Pirelli-Shod Cast
Aluminum Alloy Wheels

Pure Potency

16-Liter Tank

All Revved Up

Laterally Mounted
Rear Shock

Acoustic Excellence

Full-Sized Ergos

MOVING TARGET
Update your expectations with Benelli’s game-changing 249S

Benelli_249S_オモテ



ベネリ249Sはオールランドに使える
 イタリアンテイストのモーターサイクルのベーシックモデル

走る歓びに応える249Ｓ
高い操縦安定性と鋭いレスポンスで、

走りなれたいつもの道がもっと楽しくなる

デザイン性の高いスタイリングは、細部にまで至ります。
その躍動感のあるデザインはあなたの走りへの心に火をつけます。

デザインアイコンともいえる
近代的LEDヘッドランプ

フルカラーTFT液晶ディスプレイはDay/Night
二つのデザインを持ち、ビジュアル的にも楽しいデザイン。

アクセサリーパーツの日本取り扱いは未定です

RENAISSANCE
MACHINESTYLE TO BURN

EYE ON
THE FUTURE

AVANT-GARDE
TFT LCD DISPLAY

ADVANCED
TP-03 GLOVES
Rugged, durable, and 
breathable riding gloves 
constructed of mesh fabric 
and leather with carbon 
�ber protection

AIR FLOW
JACKET
Style that makes it 
more than just a 
riding jacket 
without sacri�cing 
comfort, durability, 
or protection

HP Parts
Benelli High Perfor-
mance Parts augment 
fashion and function to 
make your 249S a truly 
unique extension of 
your style and soul

GRUNT
FORCE

Benelli_249S_ウラ
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