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その走りは、新たな道を切り拓く。
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このバイクの名は、「パンアメリカン・ハイウェイ」に由来する。

北米から南米まで、太平洋岸に沿って走る道路網の総称である。

バイクや車で走行可能な、世界で最も長い道であり、

ジャングル、山岳、砂漠とさまざまなエリアを走り抜ける。

パンアメリカ1250／1250スペシャル。パンアメリカ1250／1250スペシャル。

ハーレーダビッドソンツアラーの伝統を受け継ぎながら、ハーレーダビッドソンツアラーの伝統を受け継ぎながら、

そのスタイリングは、どこかウィリス ジープやフォード ブロンコを思わせる。そのスタイリングは、どこかウィリス ジープやフォード ブロンコを思わせる。

古き良きアメリカンオフロードビークルへ のオマージュ。古き良きアメリカンオフロードビークルへ のオマージュ。

そう、これは紛れもない アメリカンアドべ ンチャーバ イクなのだ。そう、これは紛れもない アメリカンアドべ ンチャーバ イクなのだ。

にもかかわらず、エンジンは最新だ。にもかかわらず、エンジンは最新だ。

レボリューション マックス は、か つてない パワーと高効率を誇る。レボリューション マックス は、か つてない パワーと高効率を誇る。

堂々たるライディングポジションからは、堂々たるライディングポジションからは、

ライダーを待ち受 ける遥か彼方の地形と、最新のテクノロジーが詰まったライダーを待ち受 ける遥か彼方の地形と、最新のテクノロジーが詰まった

コントロールパネルを、無理なく視野に収めることができる。コントロールパネルを、無理なく視野に収めることができる。

このバイクに乗った 誰もが言う。スタイルもいい。性能も申し分ない 。このバイクに乗った 誰もが言う。スタイルもいい。性能も申し分ない 。

ハイウェイを 何マイルも走り続けても、砂丘の尾根を走り抜けても、ハイウェイを 何マイルも走り続けても、砂丘の尾根を走り抜けても、

浅瀬で派手に水しぶきをあげても、変わらずに快適な乗り心地だと。浅瀬で派手に水しぶきをあげても、変わらずに快適な乗り心地だと。

あなたがすでに ハ ーレーダビッドソンをよく知るライダーなら、あなたがすでに ハ ーレーダビッドソンをよく知るライダーなら、

このバイクは、あなたがまだ知らない場所へ 連れて行ってくれるだろう。このバイクは、あなたがまだ知らない場所へ 連れて行ってくれるだろう。

これから知ろうとするのなら、きっと新しい魅力を教えてくれるに違いない。これから知ろうとするのなら、きっと新しい魅力を教えてくれるに違いない。

まさにエキサイティングじゃないか！まさにエキサイティングじゃないか！

走り抜けろ、伝統と革新を超えて。

A MIXTURE OF THE FAMILIAR
AND THE REVOLUTIONARY.

PAN AMERICA®︎
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NEW  PAN AMERICA®︎ 1250

All-new レボリューションマックス 1250 エンジン

新世代アイコンとなるエンジン

デュアルパーパス パワートレイン

必要な時に引き出せるピークパワー

ハーレーダビッドソン、伝 説のＶツインエンジン。一世紀に及ぶその歴史に、

今新たなページが書き加えられた。150馬力、力強いトルク。その出力性能を

十分に発揮するパワーバ ンドは、ライダーが自在にコントロールできるように

入念にチューンされている。新しい水冷エンジン、レボリューションマックス。

レボリューションマックス1250は、シャシー構造の一部を担っているため、

〝従来のフレーム〟を必要としない。そのため、車体は大幅に軽くなり、タイトな

ハンドリングレスポンスを可能にする。乗ってみればきっと実感するはずだ、

そのパフォーマンス、低い重心、高いシャシー剛性を。

DOHCならではの高出力に加え、吸排気に独立したVVT（可変バルブタイミング

機構）を装備することで、パワーバンドが拡大し、トルク特性が向上。低速での

スムーズなローエンドトルクと、高回転域での心地よい伸びをともに手に入れる

ことができる。

数々のアイコンを生み出してきた、アメリカンオフロードビークル。そこに流れるスピリットは、無骨なまで

の機能至上主義だ。そしてそれはまさに、パンアメリカのコンセプトでもある。どこを見渡してもありふれた

バイクがひしめく中、機能そのものを削り出したような無駄のないフォルムは、一目でハーレーダビッドソン

であることを印象付ける。

Solid / Monotone
ビビッドブラック
リバーロックグレー

¥2,310,000 
¥2,339,700 

COLOR OPTIONS5

120/70R19 60V

170/60R17 72V

フロントタイヤ

リアタイヤ

TYRES4

全長

シート高1（無負荷時）

フューエルタンク容量

車両重量

2,265 mm

890 mm

21.2 ℓ

245 kg

DIMENTIONS

エンジン形式

排気量

最大トルク

Revolution® Max 1250

1,252 cc

128 Nm 

POWERTRAIN3
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革新のサスペンションシステム

セミアクティブ フロント＆リアサスペンション

アダプティブライドハイト（車高調節機能）が、パンアメリカ1250スペシャル

のみ標準装備として初登場。停止 時には車 高を下げることで 安 定し た 足

つき性 を確 保 。走行時に は入 力 さ れる荷重を検知し、サスペンションプリ

ロードを調節する ことで、最適なストローク量を維持。ライダーは常に安定し

た走行を楽しめる。

フロントサスペンションは、190mmストロークのShowa®製BFF™（バランス

フリー・フロント・フォーク）。リアは、BFRC™（バランスフリー・リアクッション・

ライト）。電 子 制 御 式 のプリロ ード 調整機構、セミ ア ク ティブダンピング

機構搭載を備えるリアサスペンションは、独自のリンケージシステムにより

スイングアームとフレームに連結。まったく新しい走行感を体験できる。

アダプティブライドハイト（車高調整機能）

NEW  PAN AMERICA®︎ 1250 SPECIAL
H-D™ツアラーのレガシーを受け継ぐパンアメリカ。たとえ最 大 積 載・最 大装 備でも、その高速走行性

能、ハンドリング性能はびくともしない。高性能なのに、直感的に操作できる、洗 練されたモーターサイ

クル。どんなにハードに乗りこなそうと落ち着きと風格を失わない、パンアメリカは頼もしいパートナーだ。

120/70R19 60V

170/60R17 72V

フロントタイヤ

リアタイヤ

TYRES4

全長

シート高（アダプティブライドハイト）

フューエルタンク容量

車両重量

2,265 mm

830 mm

21.2 ℓ

258 kg

DIMENTIONS

エンジン形式

排気量

最大トルク

Revolution® Max 1250

1,252 cc

128 Nm 

POWERTRAIN3

Solid / Monotone
ビビッドブラック
ガントグレーメタリック
デッドウッドグリーン

Two-Tone
バハオレンジ/ストーンウォッシュホワイト

※キャストホイール選択の場合
ビビッドブラック
ガントグレーメタリック
デッドウッドグリーン
バハオレンジ/ストーンウォッシュホワイト

¥2,731,300 
¥2,761,000 
¥2,761,000 

¥2,786,300

¥2,680,700 
¥2,710,400 
¥2,710,400 
¥2,735,700 

COLOR OPTIONS5



【日本非導入】
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NEW  ハーレーダビッドソン＆REV’IT! アドベンチャー パートナーシップ
パンアメリカのためのギア・コレクションは、ハーレーダビッドソンとヨーロッパのアパレルメーカー

REV’IT ! による 共同開発。REV’IT! は、アドベンチャーツーリングの分野ではグローバルリーダーだ。 

2つのブランドのデザイン哲学が融合して生まれたコレクションは、どんな状況でもしっかりと対応できる

機能性を備えている。ライダーを防御し、多機能を備え、機動的であること、そして同時にデザイン性にも

優れる。さまざまな環境、気象の中、ときには道のない荒野で、このギアはきっと役に立つ。

NEW  パッセージ アドベンチャー 
J10モジュラーヘルメット
先進の超軽量コンポジット素材・通気を自在に調整可能なモ

ジュラー式の4つの吸気ベントと2つの排気ベント・Boom!

オーディオ20Sブルートゥースヘルメットヘッドセット対応。

NEW  パッセージ アドベンチャー ジャケット
温暖期のライディングで通気性を高めるVCSアクアディフェンス

ベンチレーションシステム・取り外し可能なサーマルライ

ナー・風雨からライダーを守り高度な耐摩耗性、耐断裂性

を備えたハイドラテック3Lメンブレンテクノロジー・2ウェイ

フレキシスナップ式カラー・脱着式キドニーベルト・耐久性、

耐摩耗性、耐断裂性に優れたPWシェル500D製。

Men’s  98178-21VM 
メーカー希望小売価格（税込）158,716円 
Women’s  98184-21VW
メーカー希望小売価格（税込）176,352円

NEW  パッセージ アドベンチャー グローブ 
ベンチレーション機能付きハードシェルナックル・縫い代が

手に当たらない外縫い仕上げ・リスト／カフ調整機能・ハイ

ドラテックス防水グリップテクノロジー・手のひらと親指部を

カバーする耐摩耗TPUハードシェルスライダー。

Men’s 98182-21VM　
Women’s 98188-21VW
メーカー希望小売価格（税込）55,110円 

NEW  パッセージ アドベンチャー パンツ
温暖期のライディングで通気性を高める V C S アクアディ

フェンスベンチレーションシステム・取り外し可能なサーマル

ライナー・防風性、防雨 性に加えて高度な耐摩耗性、耐断

裂性を発揮するハイドラテック3Lメンブレンテクノロジー・

着丈調整ストラップ・臀部及び膝部にREV’IT!シーフレックス

CEレベル2プロテクターを装備・耐久性、耐摩耗性、耐断裂性

に優れたPWシェル500D素材。

Men’s 98180-21VM 
Women’s 98186-21VW
メーカー希望小売価格（税込）121,242円

NEW  グラベル アウトドライ ブーツ 
防水性と通気性を兼ね備えたラミネーテッドハイドラテックス

スフィア（H2O）構造・アドベンチャーツーリングでの酷使

に耐える頑丈な素材と高品質パーツ・高度な防護性能と

快適性を両立させたサーモフォームドシンガード、ヒール

カップ、トーキャップ・オメガレザー製アウターシェル。

【日本非導入】



重要 ‒ お読みください：

本冊子記載の情報は、発行後に変更される可能性があります。メーカーは、製品設計、材質、または製造のコンポーネント仕様を独自の判断で予告なしにいつでも変更する権利を留保します。これには、異なるブランドまたは商標名のコンポー
ネントへの置換が含まれます。特定の車両には、オプションの装備が取り付けられています(追加費用が生じます)。このパンフレットに記載されている一部のモデルは米国仕様です。どんな義務も負わされることなく、弊社は、予告なしにいつでも
モデルを廃止する、または仕様を変更する権利を留保します。本マニュアルに記載されている仕様は、マニュアルの発行時期やテストモデルの相違、車両の差異により、一部の地域において正式に認証を受けた仕様と異なる場合があります。
使用されている車両の公式に認められた規制に基づく仕様を確認されたい方は、証明書をご覧いただくか、最寄りの正規ディーラーにお尋ねください。写真に使用されている着色ヘルメットバイザーは、一部のマーケットでは販売または

使用することが合法的でない場合があります。実物と写真では色が異なる場合があります。車両およびアクセサリーの仕様は、法律によって国ごとに異なり、一部のモデルおよびアクセサリーは一部の国では入手できない場合があります。多くの
国は、国の仕様に従っていない車両およびアクセサリーの輸入、登録、および使用を禁止していることに注意してください。1.計測値は無負荷時シ ート高のものです。2.推奨燃料は91オクタンまたは(R+M)/2 以上です。標準燃料システム
とオプション燃料システムは国・地域によって異なります。3.公称値です。性能は国・地域ごとに異なります。EU Standard EC95/1. 4。標準装備のホイールとオプション装備のホイールは国・地域によって異なります。5.カラーオプション
はディーラーごとに異なります。また、事前予告なく変更される場合があります。
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【日本非導入】

走りもスタイルも、自由自在。
完璧にカスタマイズされたパンアメリカ1250スペシャルなら、どんな悪路でも走り切れる。強靭なスポーク

ホイールにノビータイヤ。前後輪の間を完全にカバーするスキッドプレート。ラジエーター、ヘッドライト、マフラ

ーを保護するガード。耐久性に優れた、耐水アルミ製ラゲッジとロールトップのダッフルバッグ。この装備な

らどこまでも行ける、たとえ終わりのない道でも。

NEW   PAN AMERICA®︎ 1250 SPECIAL
H-D™ 純正パーツ＆アクセサリー装着車

1. NEW パンアメリカ アルミ製ラゲッジ
SW-MOTECHとの共同開発から生まれた頑丈なアルミ製ラゲッジ

は、オン／オフどちらの走行にも最適だ。純正品ならではのフィット感、

耐久性、信頼性。しかもハンドリングやバンク角に影響することはない

よう、実車と合わせてデザインし、テストされている。本体にはハンドル

とラゲッジフックが装備され、1本のキーで開閉と着脱が可能。

Pan America®︎ Aluminum Top Case 
- Clear Anodized 53000814
メーカー希望小売価格（税込）110,617円
Pan America®︎ Aluminum Side Cases 
- Clear Anodized 90202082
メーカー希望小売価格（税込）198,370円
 
2. NEW スクリーミンイーグル ストリートキャノンマフラー 
パンアメリカ専用
大幅な軽量化と低くスポーティなエキゾーストサウンドを実 現

するスクリーミンイーグル・ストリートキャノンマフラー。パンアメリカ

1250／1250スペシャルにフィットするように設計された専用パーツ。

65600389　メーカー希望小売価格（税込）207,927円

3. NEW スキッドプレート 
タフな路面も自信を持って攻め込める、頑丈なスキッドプレート。

標準装備品と交換することで、オフロードライディングでの防護

性が格段に向上する。

49000191       メーカー希望小売価格（税込）73,045円

4. NEW タクティカル ヒーテッド ハンドグリップ 
より快適に、操作性を高める、ヒーテッドグリップ。温度設定回路には

ミリタリーグレード準拠の抵抗器を採用。サーモスタット機能により、

温度は外気温と連動して自動調整。

56100401　メーカー希望小売価格（税込）35,471円

5. NEW デーメーカーLEDフォワードアグジュアリーライト
3つの機能をもつ頑丈なLEDアグジュアリーライトは、アドベン

チャーツーリングのあらゆる状 況でライダーをサポートする。 



●表示の価格は2021年2月23日現在の消費税込みメーカー希望小売価格です。なお価格は予告なく変更することがあります。●本冊子に掲載した写真の車両は日本仕様と異なる場合があります。●本冊子に掲 載した車両の仕様・
デザインは改良のため予告なく変更する場合があります。●保険料、消費税以外の税金、登録に伴う諸費用は含まれておりません。詳しくは正規ディーラーにお問い合わせください。●本冊子に掲載した写真は印刷技術上、実物の色と
異なって見える場合があります。弊社は、お客様の安全を第一に考えております。ハーレーダビッドソンのモーターサイクルにお乗りの際は、安全かつ丁寧な運転を心がけ、法律と技量の範囲内でお乗りいただくようお願いいたします。
規格に適合したヘルメット、適切な眼の保護具、防護性能のあるウエアを必ずご着用ください。同乗者もまた同様の装備をご着用ください。いかなる状況でも、飲酒、過労、体調不良、薬物の影響などにより正常な運転ができない恐れが
ある場合は、運転をお控えください。オーナーズマニュアルを熟読し、その内容を把握し、ご所有のモーターサイクルについてよくご理解いただくようお願いいたします。本冊子に記載の情報は、発行後に変更される可能性があります。 
Harley-Davidson、H-D、Harley、the Ba r & Shield Logo 、Harley Owners Group、およびH.O.G.™ はH-D U.S.A.,LLC の 商標です。その 他の 商標はそれぞれの所有者に帰属します。無断複写・複製・転載を禁じます。 

DISCOVER MORE AT 
WWW.H-D.COM/PANAMERICA
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