
210周年記念 50台限定 特別仕様車
「ジャンゴ 125 クラシック ABS」の受注開始

都内アパレル店で特別展示、およびプレミアムディーラーで「クラシック フェア」を実施
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aidea 株式会社（本社：東京都港区赤坂 代表取締役：池田 元英）は、プジョー
創業 210 周年を記念した 50 台限定の特別仕様車「ジャンゴ 125 クラシッ
ク ABS」の受注を、2021 年 7 月 30 日（金）より開始します。

また、2021 年 7 月 31日（土）から８月 31日（火）の期間、starblinc ラ
フォーレ原宿店、モトーリモーダ 銀座店、プジョーモトシクル赤坂ショールー
ムの 3 か所にて、「ジャンゴ 125 クラシック ABS」の特別展示を行います。

さらに同期間、全国 14 店舗のプジョープレミアムディーラーで「クラシック 
フェア」を実施します。

peugeot-motocycles.jp

今から二世紀以上も前の1810 年。プジョーブランドの象徴でもある「ライオン」マー
クを付けた製品が、世に送り出されました。その後、プジョーの製品はさまざまな分
野に広がっていきます。工具、コーヒーミル、ペッパーミル、自転車、自動車、そしてモー
ターサイクル。いずれも独創的かつ優れた品質で人々に愛された製品たちです。

プジョーが 210 年の間こだわり続けてきたものづくりへの情熱は、これからも変わ
ることはありません。プジョーブランドを愛してくださる全ての方に、感情を揺り動か
す体験をお届けします。

特設ウェブページ
https://peugeot-motocycles.jp/peugeot_210th/

【プジョー 独創と情熱の210年】
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■製品特徴

■販売台数                  限定 50 台
■国内入荷日               10 月初旬予定
■メーカー希望小売価格   437,800 円（本体金額 398,000 円 / 消費税 10% 39,800 円）

■主要諸元   ※乾燥重量は、スクリーンを装着していない状態の値を掲載しています。

ジャンゴは、1953 年に発売されたプジョー最初のスクーター「S55」を現代に復刻させたネオレトロスクーター。
エレガントなスタイリング、移動が楽しくなる乗り心地、便利で快適な装備を併せ持ち、心躍る日常をもたらすパートナー
です。

「ジャンゴ 125 クラシック ABS」は、2020 年 9 月に創業 210 年を迎えたプジョーの足跡が凝縮された特別なモデル。
伝統を感じさせるパールホワイトのボディと上質なブラウンシートのコンビネーションが、歴史あるフレンチブランドなら
ではの品格を感じさせます。

【ジャンゴ 125 クラシック ABS】

S55 ジャンゴ 125 クラシック ABS

所有する喜びを感じさせる
エクステリア
見る角度によって表情を変え
るパール塗装が、ジャンゴの
エレガントな出で立ちを彩り
ます。210 周 年 を 示す 専 用
デカールや Django メタルス
テッカーは、特別仕様車だけ
の装備です。

優れた品質感と快適性
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。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。

移動が楽しくなる乗り心地
広く厚みがある前後セパレー
トのブラウンシートが、フラ
ンス車ならではの快適な座り
心地を実現。ジェントルな特
性の空冷エンジンは、バイク
と散歩しているかのような心
地よいフィーリングをもたらし
ます。

現代のモデルらしい利便性
今やスクーターにも必須の装
備と言える ABS はもちろん、
スマートフォン用電源や十分
な広さのメットインスペースを
備え、日常的な使い勝手にも
きちんと配慮しています。
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ホイールベース

排気量
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空冷 4 ストローク SOHC2 バルブ単気筒
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1,350mm

インジェクション

129kg

9.3N･m〈0.95kgf･m〉／ 6,500rpm

52.4mm × 57.8mm

125cm³

7.8kW〈10.6PS〉／ 8,000rpm

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"
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新車登録時から 2 年間／走行距離無制限

ブレーキ
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保証
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2021年 7 月 31日（土）から８月 31日（火）の期間、以下の 3 か所で「ジャンゴ 125 クラシック ABS」の特別展示
を行います。

現在、全国に14店舗ある「プジョーモトシクル プレミアム
ディーラー」は、プジョー ジャンゴの展示車と試乗車を完
備し、ジャンゴの魅力を体感できる特別な販売店です。
2021 年 7 月 31日（土）から８月 31日（火）の期間中、
プレミアムディーラーにて「ジャンゴ 125 クラシック ABS
スペシャルリーフレット」を配布いたします。また、店頭に
設置した QR コードから「プジョーモトシクル メールニュー
ス」にご登録いただいた方に、「プジョー 210YEARS 
ステッカー」を差し上げます。
※いずれも数に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

【特別展示】

【クラシック フェア】

プジョーモトシクル
赤坂ショールーム

（港区赤坂 2-5-4 赤坂室町ビル1F）

starblinc ラフォーレ原宿店
（東京都渋谷区神宮前 1-11-6
ラフォーレ原宿 2F）

「1960 年代」というポップでキュートな
時代がコンセプト。
期間中ご来店の先着 210 名様に「プジョー
モトシクル・オリジナルカード」を差し上
げます。
※数に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

モトーリモーダ 銀座店
（東京都中央区銀座 8-16-6-1F）
バイクやクルマをエレガントに楽しむ、「大
人のためのモータースタイル」を提案する
セレクトショップ。
期間中ご来店の先着 50 名様に「ジャン
ゴ 125 クラシック ABS スペシャルリーフ
レット」と「プジョー 210YEARS ステッ
カー」を差し上げます。
※数に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

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
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

■会社概要
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

プジョーモトシクル赤坂ショールーム
プジョーモトシクル東京上野／ SCS 上野新館
プジョーモトシクル横浜青葉／ Bike Shop Loop 荏田店
プジョーモトシクル川越／スウマガゼンドゥモト
プジョーモトシクル越谷／ハラダサイクル
プジョーモトシクル岡崎／ Ito Motors - 伊藤モータース -
プジョーモトシクル京都五条／久保村モーター

プジョーモトシクル大阪淀川／スーパーバイク 大阪本店
プジョーモトシクル大阪天満／モトリーノデルベント
プジョーモトシクル大阪茨木／ティス オートサービス
プジョーモトシクル大阪枚方／フウチモーターサービス
プジョーモトシクル神戸垂水／バイクスタッフヤマダ
プジョーモトシクル神戸西／ ESCAPE MOTOR CYCLES
プジョーモトシクル広島呉／中央ホンダ

■プレミアムディーラー リスト

画像ファイルのダウンロード： https://peugeot-motocycles.jp/news/2021_07_30/


