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KTM Japan MY2022 ストリートモデル

（TRAVEL、SUPERMOTO）を発売 
KTM Japan 株式会社（東京都江東区、代表取締役：オリバ

ー・ゴーリング）は、MY2022 ストリートモデルの TRAVEL セ

グメント 7 機種、SUPERMOTO セグメント 1 機種の発売を発表

いたします。 

 

TRAVEL 

 KTM 1290 SUPER ADVENTURE S 

 KTM 1290 SUPER ADVENTURE R 

 KTM 890 ADVENTURE 

 KTM 890 ADVENTURE R 

 KTM 390 ADVENTURE 

 KTM 250 ADVENTURE 

 KTM 690 ENDURO R 

 

SUPERMOTO 

 KTM 690 SMC R 

 

MY2022 では KTM のラリーマシンからインスピレーションを

受けてデザインされた小排気量アドベンチャーモデルの

KTM 390 ADVENTURE と KTM 250 ADVENTURE に新しいグラフィック

が採用され、スポーティな外観により磨きがかかりまし

た。 

また、リーンアングルセンサー付 ABS /トラクションコント

ロールなどクラスを超えた装備が魅力の KTM 390 ADVENTURE

には、新たにトラクションコントロールに STREETモードと

OFFROAD モードが追加されました。OFFROAD モードを選択す

ると、リアホイールのスリップ許容量が増加し、踏み固め

られていない路面や濡れた路面での走行をサポートしま

す。ホイールのデザインも一新されて剛性と耐久性を向上

させています。 

 

 

TRAVEL：7 機種 

 

■KTM 1290 SUPER ADVENTURE S  

発売予定時期    ：2022 年 5 月 

メーカー希望小売価格：2,440,000 円（消費税 10%込み） 

＜主要諸元＞ 

エンジン型式 ：水冷 4 ストローク DOHC V 型 2 気筒 

総排気量   ：1,301 cc 

最高出力   ：118 kW（160 PS）/ 9,000 rpm 

最大トルク  ：138 Nm / 6,500 rpm 

変速機    ：6 速 

タイヤ（F/R）    ：120/70 ZR-19" / 170/60 ZR-17" 

ホイールベース：1,557 mm ±15 mm 

シート高   ：849 / 869 mm（調整式） 

燃料タンク容量：約 23 ℓ 

車輌重量   ：約 227 kg（燃料除く） 

カラー    ：グレー×オレンジ 

保証期間   ：2 年間 

生産国    ：オーストリア 

 

 
KTM 390 ADVENTURE（オプション装着車） 

 

 

 
KTM 250 ADVENTURE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KTM 1290 SUPER ADVENTURE S 
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■KTM 1290 SUPER ADVENTURE R  

発売予定時期    ：2022 年 3 月 

メーカー希望小売価格：2,640,000 円（消費税 10%込み） 

＜主要諸元＞ 

エンジン型式 ：水冷 4 ストローク DOHC V 型 2 気筒 

総排気量   ：1,301 cc 

最高出力   ：118 kW（160 PS）/ 9,000 rpm 

最大トルク  ：138 Nm / 6,500 rpm 

変速機    ：6 速 

タイヤ（F/R）    ：90/90-21" / 150/70-18" 

ホイールベース：1,577 mm ±15 mm 

シート高   ：880 mm 

燃料タンク容量：約 23 ℓ 

車輌重量   ：約 228 kg（燃料除く） 

カラー    ：ブラック×ブルー×ホワイト 

保証期間   ：2 年間 

生産国    ：オーストリア 

 

■KTM 890 ADVENTURE  

発売予定時期    ：2022 年 3 月 

メーカー希望小売価格：1,695,000 円（消費税 10%込み） 

＜主要諸元＞ 

エンジン型式 ：水冷 4 ストローク DOHC 並列 2 気筒 

総排気量   ：889 cc 

最高出力   ：77 kW（105 PS）/ 8,000 rpm 

最大トルク  ：100 Nm / 6,500 rpm 

変速機    ：6 速 

タイヤ（F/R）    ：90/90-21" / 150/70-18" 

ホイールベース：1,509 mm ±15 mm 

シート高   ：830 / 850 mm（調整式） 

燃料タンク容量：約 20 ℓ 

車輌重量   ：約 200 kg（燃料除く） 

カラー    ：ブラック×オレンジ、ブラックｘグレー 

保証期間   ：2 年間 

生産国    ：オーストリア 

 

■KTM 890 ADVENTURE R  

発売予定時期    ：2022 年 3 月 

メーカー希望小売価格：1,759,000 円（消費税 10%込み） 

＜主要諸元＞ 

エンジン型式 ：水冷 4 ストローク DOHC 並列 2 気筒 

総排気量   ：889 cc 

最高出力   ：77 kW（105 PS）/ 8,000 rpm 

最大トルク  ：100 Nm / 6,500 rpm 

変速機    ：6 速 

タイヤ（F/R）    ：90/90-21" / 150/70-18" 

ホイールベース：1,528 mm ±15 mm 

シート高   ：880 mm 

燃料タンク容量：約 20 ℓ 

車輌重量   ：約 200 kg（燃料除く） 

カラー    ：ブラック×オレンジ×ホワイト 

保証期間   ：2 年間 

生産国    ：オーストリア 

 

 

 

 

 

 
KTM 1290 SUPER ADVENTURE R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KTM 890 ADVENTURE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KTM 890 ADVENTURE R 
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■KTM 390 ADVENTURE 

発売予定時期    ：2022 年 5 月 

メーカー希望小売価格：830,000 円（消費税 10%込み） 

＜主要諸元＞ 

エンジン型式 ：水冷 4 ストローク DOHC 単気筒 

総排気量   ：373.2 cc 

最高出力   ：32 kW（44 PS）/ 9,000 rpm 

最大トルク  ：37 Nm / 7,000 rpm 

変速機    ：6 速 

タイヤ（F/R）    ：100/90-19” / 130/80-17” 

ホイールベース：1,430 mm 

シート高   ：855 mm 

燃料タンク容量：約 14.5 ℓ 

車輌重量   ：約 161 kg（燃料除く） 

カラー    ：ブルー×オレンジ、ブラック×グレー 

保証期間   ：2 年間 

生産国    ：インド 

 

■KTM 250 ADVENTURE  

発売予定時期    ：2022 年 3 月 

メーカー希望小売価格：730,000 円（消費税 10%込み） 

＜主要諸元＞ 

エンジン型式 ：水冷 4 ストローク DOHC 単気筒 

総排気量   ：248.8 cc 

最高出力   ：22 kW（30 PS）/ 9,000 rpm 

最大トルク  ：24 Nm / 7,250 rpm 

変速機    ：6 速 

タイヤ（F/R）    ：100/90-19” / 130/80-17” 

ホイールベース：1,430 mm 

シート高   ：855 mm 

燃料タンク容量：約 14.5 ℓ 

車輌重量   ：約 159 kg（燃料除く） 

カラー    ：オレンジ×ホワイト、ブルー×ホワイト 

保証期間   ：2 年間 

生産国    ：インド 

 

■KTM 690 ENDURO R 

発売予定時期    ：2022 年 3 月 

メーカー希望小売価格：1,585,000 円（消費税 10%込み） 

＜主要諸元＞ 

エンジン型式 ：水冷 4 ストローク SOHC 単気筒 

総排気量   ：692.7 cc 

最高出力   ：55 kW（75 PS）/ 8,000 rpm 

最大トルク  ：73.5 Nm / 6,500 rpm 

変速機    ：6 速 

タイヤ（F/R）    ：90/90-21” / 140/80-18” 

ホイールベース：1,506 mm ±15 mm 

シート高   ：929 mm 

燃料タンク容量：約 13.5 ℓ 

車輌重量   ：約 149 kg（燃料除く） 

カラー    ：オレンジ×グレー 

保証期間   ：2 年間 

生産国    ：オーストリア 

 

 

 

 

 

 
KTM 390 ADVENTURE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KTM 250 ADVENTURE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KTM 690 ENDURO R 
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SUPERMOTO：1 機種 

 

■KTM 690 SMC R 

発売予定時期    ：2022 年 3 月 

メーカー希望小売価格：1,585,000 円（消費税 10%込み） 

＜主要諸元＞ 

エンジン型式 ：水冷 4 ストローク SOHC 単気筒 

総排気量   ：692.7 cc 

最高出力   ：55 kW（75 PS）/ 8,000 rpm 

最大トルク  ：73.5 Nm / 6,500 rpm 

変速機    ：6 速 

タイヤ（F/R）    ：120/70 ZR-17” / 160/60 ZR-17” 

ホイールベース：1,476 mm ±15 mm 

シート高   ：892 mm 

燃料タンク容量：約 13.5 ℓ 

車輌重量   ：約 150 kg（燃料除く） 

カラー    ：オレンジ×グレー 

保証期間   ：2 年間 

生産国    ：オーストリア 

 

※ 主要諸元の値は EU 仕様のものとなります。日本仕様で

は値が異なる場合があります。 

 

以上 

 

 

 

KTM 690 SMC R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本件に関するお問い合わせ 

KTM JAPAN 株式会社 Marketing & PR 担当：増岡 淳 

〒135-0063 東京都江東区有明 3-5-7 TOC 有明 EAST TOWER 9F  

TEL: 03-3527-8885 FAX: 03-3527-8890 HP: http://www.ktm.com 
※車両のほかレース画像など豊富な画像ダウンロードサイト「KTM MEDIA LIBRARY」をご利用ください。 

※REGISTERを行うことでより高解像度の画像も入手可能です。 

KTM MEDIA LIBRARY https://media.ktm.com 


