MARKING TIRE
《タイヤマークのはり方》
タイヤマークは保護紙、マークが印刷された
マーク紙、台紙からなっています。
①マークをはる部分のほこりや油分などをぬ
らした布でふきとってください。
②保護紙を取り去ります。マーク面を汚さな
いように、マークより少し大きめにカッターな
どで切れ目を入れ、台紙からマークをはがし
ます。
③文字が正しく読めるようにマーク紙を裏返
しにしてタイヤに合わせ、指でこすってはりつ
けます。
④マーク紙の上から水をつけた指で、マーク
部をなでるようにします。
⑤しばらくしてマークがタイヤにはりついたら、
ゆっくりマーク紙をはがします。
⑥マークをはがしたあとは、水気をやわらか
い布などでふきとってください。

PAINTING
《ヤマハYZR-M1 バレンシア No.46》
2005年の２輪ロードレース世界選手権最終
戦バレンシアGPに参戦したヤマハYZR−M1
は、それまでのメタリックブルーから一転、
1970年代から使われてきたヤマハのファクト
リーカラーといえる、ホワイトをベースにレッ
ドのブロックパターンを配したカラーをまとっ
て登場しました。ゼッケンやスポンサーロゴ、
さらにレッドのブロックラインなどのスライド
マークは別紙を参考に貼ってください。また、
エンジンや足まわりなどの細部の塗装は説明
図中に示しました。

●HOW TO APPLY TIRE DECALS
Tire decals have an adhesive surface, and
are covered by thin protective paper.
①Wipe tire surface with a damp cloth.
②Remove protective paper. Be careful not
to soil the adhesive surface. Cut out decal
and peel off the lining using edge of a knife
blade.
③Place decal into position and rub lightly
with your finger.
④Apply moisture with a wet finger.
⑤Carefully remove the paper.
⑥Wipe off excess moisture with a soft cloth.
●ANBRINGEN DER REIFEN-ABZIEHBILDER
Die Reifen-Abziehbilder haben eine
Klebeschicht.
①Die Reifenoberäche mit feuchtem Tuch
abwischen.
②Das Schutzpapier entfernen. Vorsicht,
keinen Schmutz auf die Klebefläche bringen.
Das Abziehbild mit Modelliermesser ausschneiden und mit der Messerkante abziehen.
Painting the Yamaha YZR-M1 Valencia
The YZR-M1 which raced at Round 17
Valencia during the 2005 MotoGP season
featured the Yamaha factory team livery
from the 1970s, which differed from the
bike’s normal metallic blue livery. This
special scheme featured a red strobe
pattern on the white body fairings, and was
only used at the race in Valencia.
Lackierung der Yamaha YZR-M1 Valencia
Die YZR-M1, welche beim 2005er MotoGP
Runde 17 in Valencia fuhr, wies das Outfit
des Yamaha Werksteams ab den 1970ern
auf, welches sich von dem normalen,
metallicblauen Stil unterschied. Dieses
spezielle Lackierungs-Schema zeigte ein
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アッパーカウル
（Ｇ1）
･･･････283円（
Aパーツ･･････････････････787円（
Gパーツ･･････････････････609円（
Jパーツ･･････････････････787円（
Kパーツ･･････････････････294円（
タイヤ袋詰
（ﾎﾟﾘｷｬｯﾌﾟ含む）
･･493円（
ポリキャップ
（8個）
････････210円（
マーク･･･････････････････609円（
エンブレムステッカー･････220円（
タイヤマーク･････････････199円（
説明図･･･････････････････336円（

10

270円）19331147
750円）19001876
580円）19001906
750円）10111260
280円）19111108
470円）19401329
200円）10446168
580円）11401271
210円）11421495
190円）11401220
320円）19808300

③Das Abziehbild an richtigem Platz anbringen und mit dem Finger leicht andrücken.
④Mit naßem Finger Feuchtigkeit auftragen.
⑤Das Papier vorsichtig abziehen.
⑥Überschüssige Feuchtigkeit mit weichem
Tuch wegwischen.
●COMMENT POSER LES TRANSFERTS
SUR LES PNEUS
Les inscriptions à poser sur les pneus sont
présentées sous forme de transferts dont
l’une des faces est adhésive.
①Nettoyer le pneu avec un chiffon humide.
②Enlever le papier de protection. Attention
à ne pas salir la surface adhésive. Découper les décalcomanies et détacher suivant
la ligne en utilisant la pointe d’un couteau.
③Mettre la décalcomanie en place et
frotter légèrement avec le doigt.
④Humidifier avec un doigt mouillé.
⑤Enlever le papier avec précaution.
⑥Enlever l’excès d’humidité avec un
chiffon séchage.
rotes Rautenmuster auf weißer Verkleidung
und wurde ausschließlich beim Rennen in
Valencia verwendet.
Décoration de la Yamaha YZR-M1 Valencia
La YZR-M1 qui participa au GP de Valence,
17ème manche du championnat MotoGP
2005 portait la légendaire livrée usine
Yamaha des années 1970, différente de la
décoration bleu métallisé habituelle. Cette
livrée spéciale était blanche, et noire avec
des pointillés rouges. Elle ne fut utilisée
que lors du GP de Valence.

AFTER MARKET SERVICE CARD

When purchasing replacement parts, please take or
send this form to your local Tamiya dealer so that
the parts required can be correctly identified.
Please note that specifications, availability and
price are subject to change without notice.

Parts code
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19331147･････････････････････････Upper Cowling
19001876･･･････････････････････････････A Parts
19001906････････････････････････････････G Parts
10111260････････････････････････････････J Parts
19111108･･･････････････････････････････K Parts
19401329･･･････････････････････････････Tire Bag
10446168･･･････････････････････Poly Cap (8 pcs.)
11401271･････････････････････････････････Decal
11421495･･･････････････････････････････Emblem
11401220･････････････････････････････Tire Decal
19808300････････････････････････････Instructions

