
ネオレトロスクーター「プジョー ジャンゴ」の
2021年モデルを発売

現存する世界最古のモーターサイクルブランド「プジョー」のベストセラー

プジョー モトシクル プレスリリース
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aidea 株式会社（本社：東京都港区赤坂 代表取締役社長：池田元英）は、クラシカルなスタイルで人気を博
しているネオレトロスクーター「プジョー ジャンゴ」の 2021年モデルを発表します。2021年 2 月1日よ
り、全国のプジョーモトシクル正規販売店にて発売開始いたします。
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【モデル説明】
現存する世界最古のモーターサイクルブラン
ドであるプジョーが、1953年に発売した最
初のスクーターが「S55」。男女を問わず、
手ごろな交通手段としてヨーロッパ市場で大
いに人気を博しました。その「S55」を現代
に復刻させたネオレトロスクーターが「ジャ
ンゴ」。豊かで流麗なボディラインによるクラ
シカルなスタイルながらも現代的な装備を採
用し、新しい世代のライダーたちを満足させ
ます。

昨今では、2021 年 1月12 日（火）よりスタートした TBS 系 火曜ド
ラマ「オー！マイ・ボス！恋は別冊で」の劇用バイクとして採用されたこ
とで SNS でも話題となり、女性ユーザーも増えています。
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■ 2021年の変更点

１. 新色を追加

ジャンゴ 125 ABS [ インクブラック ]

125cc モデルに、曲線的でグラマ
ラスなジャンゴのスタイリングを強
調する、シンプルでトラディショナ
ルなカラー「インクブラック」を追
加。オンオフどちらのシーンにも似
合う、シックで上品なイメージを演
出します。

2. 新グレードを追加
ジャンゴ 125 ABS とジャンゴ 125 エバージョン ABS に、「ショートスクリーン」を
標準装備した「DX（ディーエックス）」モデルをあらたに設定。クロームメッキのステー
にマウントされたショートスクリーンは、品質感を高めるとともにスタイリングを引き立
てます。 また、ライダーの胸元にあたる風や雨を防ぎ、快適なライディングを約束します。
※ショートスクリーンのメーカー希望小売価格：¥32,780
   ( 本体：29,800 円 / 消費税 10%：2,980 円 )

[ インクブラック ] [ マットブラック ] [ マッドグレー ]
２５台限定 特別仕様車

ジャンゴ 125 エバージョン ABS DX
メーカー希望小売価格：
421,300 円

（本体：383,000 円　
消費税 10％：38,300 円）

[ドラゴンレッド ] [ サテンシルバー ]

ショートスクリーン

ジャンゴ 125 ABS DX
メーカー希望小売価格：
421,300 円

（本体：383,000 円
消費税 10％：38,300 円）

主要諸元
全長 × 全幅 × 全高

エンジン

シート高

内径 × 行程

燃料供給方式

ホイールベース

排気量

最大トルク

乾燥重量

最高出力

1,925mm × 710mm × 1,190mm

空冷 4 ストローク SOHC2 バルブ単気筒

770mm

1,350mm

インジェクション

129kg

8.9N･m〈0.9kgf･m〉／ 7,000rpm

52.4mm × 57.8mm

125cm³

7.5kW〈10.2PS〉／ 8,500rpm

セルフ式始動方式

燃料タンク容量

変速方式

8.5L

サスペンション

タイヤ

フロント 油圧式テレスコピック

フロント 120/70 ‒ 12"

オート

リア 油圧式ショックアブソーバー（５段階調整可）

リア 120/70 ‒ 12"

ディスク (ABS)

ディスク

新車登録時から 2 年間／走行距離無制限

ブレーキ
フロント

リア

保証
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会 社 名：aidea 株式会社
所 在 地：〒107-0052 東京都港区赤坂 2-5-4 赤坂室町ビル 5F
代 表 者：池田 元英
設　　立：2019 年 9 月 20 日
資 本 金：100,000,000 円
U   R   L：https://aidea.net
事業内容：aidea 製品の製造、販売
              PEUGEOT MOTOCYCLES 製品の日本総代理店
              SHIRO 製品の輸入、販売

■会社概要
aidea 株式会社
TEL：03-6427-3600
FAX：03-6427-3607
e-mail：info@aidea.net

■お問い合わせ先

４. 一部モデルの価格変更
流通コストや材料費などの高騰により、従来の価格を維持することが困難となったため、下記モデルの価格変更をさせ
ていただきます。

ジャンゴ 125 ABS、ジャンゴ 125 エバージョン ABS
旧価格：393,800 円（本体：358,000 円　消費税 10％：35,800 円）
新価格：399,300 円（本体：363,000 円　消費税10％：36,300 円）

[ サテンチェリーレッド ]

[ チョコレート ]

【その他、継続販売モデル】
ジャンゴ 50 スポーツ
メーカー希望小売価格：328,900 円

（本体価格：299,000 円
消費税 10％：29,900 円）

ジャンゴ 125 スポーツ ABS
メーカー希望小売価格：393,800 円

（本体価格：358,000 円　
消費税 10％：35,800 円）
※写真は 125cc モデル

ジャンゴ 125 アリュール ABS DX
メーカー希望小売価格：432,300 円

（本体価格：393,000 円
消費税 10％：39,300 円）

ジャンゴ 125 アリュール ABS
メーカー希望小売価格：388,300 円

（本体価格：353,000 円
消費税 10％：35,300 円）
※写真は DX モデル

[ ディープオーシャンブルー ]

３. 一部モデルの装備変更

下記モデルのミラーが、「オーバルタイプ」から、クラシカルな「ラウンドタイプ」に変更となります。
ジャンゴ 125 ABS / ジャンゴ 125 ABS DX
ジャンゴ 125 エバージョン ABS / ジャンゴ 125 エバージョン ABS DX


