




-興奮のさらなる解放へ。

NEO SPORTS CAFÉスタイルを纏った

コンパクトかつダイナミックなスタイリング。

648cm3直列4気筒エンジンの官能の走りと昂ぶるサウンド。

スポーツバイクの根源的な歓びを追い求めた

解放感とエキサイトメント。

それは、CBをRを名に持つ

スポーツネイキッドの醍醐味。

NEO EXCITEMENT
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シュラウド一体型チャンバーの前端より空気取り入れ

吸気ダクトの先端部2ピース化

チャンバー後部より空気取り入れ

コンパクト＆ダイナミックを追求したスタイリング
先進性を持ちながらも流行に左右されないスポーツバイクとしての普遍的な
魅力を追求し、丸型LEDヘッドライト　を装備するとともに、マスの集中化を
図った台形プロポーション。フューエルタンクは、メカニカルな印象のシュラウドと
一体化した吸気チャンバーを備え、力強く凝縮感のある造形とした。LEDテール
ランプを装備した、歯切れ良くエッジを効かせた稜線としなやかな曲面で構成
されたリアまわりは、シートカウルとリアフェンダーをよりエッジの効かせたデザ
インとすることで、シャープでスポーティーな印象を際立たせている。

官能の走りの歓びをもたらす648cm3水冷DOHC直列4気筒
648cm3水冷DOHC直列4気筒エンジン　は、ピーク回転にかけてスムーズな
トルク特性とするとともに、スロットル全閉から3,000～8,000rpm付近の
レスポンスを高め、市街地での扱いやすさとワインディングなどでのキビキビした
走りを両立。さらに7,000rpm付近からの直列4気筒ならではの吹け上がり
感は、スポーツバイクならではの興奮と充実感を満喫できる出力特性として
いる。吸気系には、シュラウド一体型チャンバー　から効率的にフレッシュ
エアを取り入れるツイン吸気ダクトを採用し、吸気効率を追求。※胸のすくような
吹け上がり感に寄与するマフラーは、テールパイプ後端をライダーが排気音を
より楽しめる角度とし、直4ならではのエキサイティングなサウンドを楽しむことが
できる。 ※特許出願中

より快適でスムーズな乗り味へ。アシスト&スリッパー®クラッチ＊

ライダーの疲労軽減と安心感に寄与するアシスト&スリッパー®クラッチ。アシスト
機構によりクラッチレバー操作荷重を軽減するとともに、シフトダウンに伴う急激
なエンジンブレーキによる後輪ホッピングを軽減するスリッパー機構を備えるこ
とで、扱いやすさに貢献するとともに、より快適でスムーズな乗り味を提供する。
＊「アシスト＆スリッパ―」は株式会社エフ・シー・シーの登録商標です。

走りにゆとりと安心感をもたらす
Honda セレクタブル トルク コントロール
リアタイヤの駆動力を制御することで、安心感のある走りを提供するHonda 
セレクタブル トルク コントロールを採用。前後輪の速度差から算出された値に
基づき、燃料噴射量調整によるエンジントルクの最適化でリアタイヤの駆動力を
制御し後輪スリップを緩和。ライダーが任意に左ハンドルのトルクコントロール
（TC）スイッチ　により設定のON/OFF選択が可能となっている。
※Honda セレクタブル トルク コントロールはスリップをなくすためのシステムではありません。あくまでもライダー
のアクセル操作を補助するシステムです。したがって、Honda セレクタブル トルク コントロールを装備していない
車両と同様に、無理な運転までは対応できません。運転するときは急なアクセル操作を避け、安全運転をお願い
します。

軽量化とマス集中化に貢献するフレーム
フレームは、スチールの持つしなやかな特性を活かしながら、高効率なダウン
ドラフト式吸気レイアウトを可能とするツインチューブ形式。スイングアーム
ピボット回りやエンジンハンガー構造、ショートシートレールの採用により、軽量
化とマスの集中化を実現。市街地からワインディングまで軽快感のあるライ
ディングを楽しむことができる。さらに、ステップへの荷重のかけやすさや前方の
見やすさに加え、取り回しでの軽快感を追求したライディングポジションとすると
ともに、前後別体式のシートはライダーの足つき性に配慮した形状としている。

走りの楽しさを支えるサスペンション&ブレーキ
フロントサスペンションには、ショーワ（日立Astemo株式会社）製SFF-BP倒立
フロントフォーク　　を採用。右側フォークに減衰機構とスプリングを装備し、左側
フォークにスプリングのみを装備したS.F.F.（Separate Function front Fork）は、摺動
抵抗の低減と車体の軽量化に貢献。リアサスペンションはスイングアームとの
締結部にピロボールを採用し、作動性と路面追従性を追求している。ブレーキは
フロントに、φ310mmフローティングディスクとラジアルマウントキャリパーを装着。
リアは、φ240mmシングルディスクとシングルポッドキャリパーを装備。また、ABSを
標準装備している。
※ABSはライダーのブレーキ操作を補助するシステムです。ABSを装備していない車両と同様に、コーナー等
の手前では十分な減速が必要であり、無理な運転までは対応できません。運転するときは急なブレーキ操作を
避け、安全運転をお願いします。ABS作動時は、キックバック（揺り戻し）によってシステム作動を知らせます。

OTHER FEATURES
●ハンドル切れ角を片側32°→35°へ変更し、Uターン時などの取り回しの向上
に寄与。 ●文字サイズを大きくし、バックライトの照射角度を見直し、様々な
シチュエーションでの視認性を追求したフル液晶デジタルメーター　。 ●ハザー
ドランプを高速点滅させて急ブレーキを後続車にいち早く伝えるエマージェン
シーストップシグナル。 ●Honda独自の盗難抑止機構「H・I・S・S（Honda Ignition 
Security System）」を搭載。
※エマージェンシーストップシグナルは急ブレーキをいち早く後続車に伝える        ためのシステムです。運転する
時は不必要な急ブレーキを避け、安全運転           をお願いします。
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＊1 燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境（気象、渋滞等）や運転方
法、車両状態（装備、仕様）や整備状態などの諸条件により異なります。＊２ 定地燃費値は、車速一定で
走行した実測にもとづいた燃料消費率です。 ＊３ WMTCモード値は、発進、加速、停止などを含んだ国
際基準となっている走行モードで測定された排出ガス試験結果にもとづいた計算値です。走行モードの
クラスは排気量と最高速度によって分類されます。

Hondaは廃棄二輪車のリサイクルを推進しています。
当社が国内に販売した二輪車はリサイクルマークの
有無にかかわらず、廃棄時にリサイクル料金のご負担は
ありません。但し、廃棄二輪車取扱店に収集・運搬を依頼
する場合の収集運搬費用はお客様のご負担となります。

マットバリスティックブラックメタリック

キャンディークロモスフィアレッド

マットジーンズブルーメタリック

メーカー希望小売価格 ¥979,000
（消費税抜本体価格 ¥890,000）

※価格はメーカー希望小売価格（消費税10%込み）で参考価格です。販売価格は販売店が独自に定めております。
※価格（リサイクル費用を含む）には保険料・税金（消費税を除く）・登録などに伴う諸費用は含まれておりません。
※詳しくはHonda Dreamネットワークにお尋ねください。

CB650RAⓂJ 

主要諸元　CB650R
ホンダ・2BL-RH03

2,120
780
1,075
1,450
150
810
201
2

31.5（60）〈2名乗車時〉
21.3（クラス 3-2）〈1名乗車時〉

2.8
RH03E

水冷4ストロークDOHC4バルブ直列4気筒
648

67.0×46.0
11.6

70［95］/12,000
64［6.5］/8,500

電子式〈電子制御燃料噴射装置（PGM-FI）〉
セルフ式

フルトランジスタ式バッテリー点火
圧送飛沫併用式

15
湿式多板コイルスプリング式
常時噛合式6段リターン

3.071
2.352
1.888
1.560
1.370
1.214

1.690/2.800
25 3゚0′
101

120/70ZR17M/C （58W）
180/55ZR17M/C （73W）
油圧式ダブルディスク
油圧式ディスク
テレスコピック式
スイングアーム式
ダイヤモンド

点火装置形式★
潤滑方式★
燃料タンク容量（L）
クラッチ形式★
変速機形式
  1速
  2速

変速比 3速
 4速
 5速
 6速
減速比（1次★/2次）
キャスター角（度）★
トレール量（mm）★

タイヤ 前
 後

ブレーキ形式 前
 後

懸架方式 前
 後
フレーム形式　

車名・型式
全長（mm）
全幅（mm）
全高（mm）
軸距（mm）
最低地上高（mm）★
シート高（mm）★
車両重量（kg）
乗車定員（人）
燃料消費率＊1
（km/L）
最小回転半径（m）
エンジン型式
エンジン種類
総排気量（cm3）
内径×行程（mm）
圧縮比★
最高出力（kW［PS］/rpm）
最大トルク（N･m［kgf･m］/rpm）
燃料供給装置形式
始動方式★

■道路運送車両法による型式指定申請書数値（★の項目はHonda公表諸元）　■製造事業者／本田技研工業株式会社

国土交通省届出値：定地燃費値＊2（ｋｍ/h）
WMTCモード値★（クラス）＊3

※本仕様は予告なく変更する場合があります。  ※写真は撮影・印刷条件等により、実際の色と多少異なる場合があります。
※本カタログ内の写真のナンバープレートは撮影のために用意したものです。
※PGM-FIは本田技研工業株式会社の登録商標です。

燃料消費率の表示について
WMTCモード測定法で排出ガス試験を行い型式申請した機種は従来の「定地燃費値」に加え、「WMTC
モード値」を記載しています。エンジンや排出ガス浄化システムなどが同じシリーズ機種においては、定地
燃費値が異なっていてもWMTCモード値が同一の場合があります。これは、型式申請時の排出ガス試験に
おいては、排出ガス中の規制物質の排出量がもっとも多い機種により試験を行い届け出をしており、この試
験結果にもとづきWMTCモード値を計算し、シリーズ機種それぞれのWMTCモード値としているためです。 
WMTCモード値については、日本自動車工業会ホームページ（https://www.jama.or.jp/motorcycle/）もご参照ください。



Honda Genuine Accessories

★印の製品は受注生産のため、納品までに時間がかかる場合がございます。  
※写真の車両は前モデル（海外仕様車）です。
※価格はメーカー希望小売価格（消費税10%込み）で参考価格です。  販売価格は販売店が独自に定めております。
※表示価格には取付工賃等は含まれておりません。 ※取付時間はあくまでも目安です。 
※仕様、価格については予告なく変更する場合があります。

Honda Genuine Accessories
タンクパッド
08P71-MKN-D50
￥3,300（消費税抜本体価格 ￥3,000）
〈取付時間0.1H〉
CBロゴ入り。
●サイズ：151 （長さ）×87 （幅）×1 （厚さ）mm
●材質：PVC ●貼り付けタイプ

アルミシュラウドカバー★

08F74-MKN-D50
￥28,380（消費税抜本体価格 ￥25,800）
〈取付時間0.3H〉
●材質：アルミニウム
　（ヘアライン仕上げ＋クリアアルマイト）

アルミフロントフェンダーパネル★

08F73-MKN-D50
￥26,400（消費税抜本体価格 ￥24,000）
〈取付時間0.1H〉
●材質：アルミニウム
　（ヘアライン仕上げ＋クリアアルマイト）

アンダーカウル
08F71-MKN-D50ZA
￥41,800（消費税抜本体価格 ￥38,000）
〈取付時間0.2H〉
●材質：ABS

アルミサイドカバー★

08F75-MKN-D50
￥26,400（消費税抜本体価格 ￥24,000）
〈取付時間0.3H〉
●材質：アルミニウム
　（ヘアライン仕上げ＋クリアアルマイト）
※取り付けには穴開け加工が必要です。

インジケーターランプ
08E71-GEE-000
￥1,320（消費税抜本体価格￥1,200）
※インジケーターランプ単体では作動しません。

アラーム
08E70-HAC-000
￥8,030（消費税抜本体価格 ￥7,300）〈取付時間1.3H〉
別売のインジケーターランプを接続すると効果的です。
※アラームの取り付けには別売のアラーム取付アタッチメント
　およびサブハーネスが必要です。
※Honda 二輪ETC2.0車載器キット（アンテナ別体タイプ）と
　同時装着の場合は、先にアラームの取り付けを行ってください。

アラーム取付アタッチメント
08E71-MKN-J50
￥990（消費税抜本体価格 ￥900）

サブハーネス
08E71-MKY-J50
￥3,300（消費税抜本体価格 ￥3,000）
※アラームの装着時にはサブハーネスが1個必要です。
※アラーム、Honda 二輪ETC2.0車載器キット、
　アクセサリーソケット、USBソケットのうち2つ以上を
　同時装着の場合、サブハーネスが1個必要です。
※アクセサリーソケットとUSBソケットの同時装着はできません。
※サブハーネスは1台につき1個で
　複数のアクセサリー装着が可能です。

Honda 二輪ETC2.0車載器キット
（アンテナ別体タイプ）

￥46,640（消費税抜本体価格 ￥42,400）〈取付時間1.1H〉
※取付費用とセットアップ費用が必要となります。
※決済用のETCカードが必要です。
※Honda二輪車ETC車載器セットアップ店のみでの取り扱いとなります。
※アクセサリーソケットまたはUSBソケットとの同時装着の場合、
　サブハーネスが1個必要です。
※アラームと同時装着の場合は、先にアラームの取り付けを行ってください。

アクセサリーソケット
08U70-MKN-D50
￥3,960（消費税抜本体価格 ￥3,600）〈取付時間0.3H〉
●使用範囲：定格24W（12V2A）まで使用できます。
※USBソケットとの同時装着はできません。
※Honda 二輪ETC2.0車載器キットとの同時装着の場合、
　サブハーネスが1個必要です。

USBソケット取付アタッチメント
08E70-MKY-L50
￥880（消費税抜本体価格 ￥800）

USBソケット（Type-C）
08E72-MKR-D10
￥6,050（消費税抜本体価格 ￥5,500）〈取付時間0.2H〉
表裏問わず挿入可能なType-Cコネクタ。接続した機器を自動判別し
最適な充電が可能です。
●使用範囲：5V-3A　●装着箇所：タンデムシート下
※取り付けには別売のUSBソケット取付アタッチメントが必要です。
※アクセサリーソケットとの同時装着はできません。
※Honda 二輪ETC2.0車載器キットとの同時装着の場合、
　サブハーネスが1個必要です。

カテゴリー・排気量別に使用条件を想定し、
お勧めオイルをご提案いたします。
詳しくは販売店または
ホームページをご覧ください。

Honda純正ウルトラオイル

■Honda Dreamネットワークよりお届けします。 ■お問い合わせ、ご相談はお近くのHonda Dreamまたは右記Hondaお客様相談センターまで。　　0120-086819（受付時間：9時～12時 13時～17時）　
■インターネットでCB650Rの情報をお伝えしております。 https://www.honda.co.jp/CB650R/　

●ヘルメットはサイズや規格のあったものを選び、正しくしっかりかぶりましょう。
●服装（長袖、長ズボン）は身体にフィットして動きやすく、よく目立つものを。手袋も忘れずに。
●心にゆとりのもてるスピードで走りましょう。

●信号のない交差点では一時停止と左右確認を忘れずに。また、大型車の左折にも注意。
●昼間はヘッドライトをロービーム点灯にしましょう。
●駐車時にはハンドルロックをかけましょう。
●自賠責保険は期限切れのないようにしましょう。
●安全で快適なバイクライフのために、日常点検、および定期点検は必ず行いましょう。

Hondaは安心・快適なバイクライフをサポートします。バイクが好きだから、セーフティライド。
●Honda Riding Adviser
●Honda Motorcyclist School
●Get License
※その他の情報も掲載しております。

スポーツ・グリップヒーター
08T70-MGE-J11
￥23,100（消費税抜本体価格 ￥21,000）〈取付時間1.1H〉
●3段階の温度設定により、幅広いシチュエーションに対応。
※取り付けには別売のスポーツ・グリップヒーター取付アタッチメント
　が必要です。
※走行時の天候状況により温度差が出る場合があります。
※使用する時は手袋を着用してください。

リアシートバッグ
08L73-MKJ-D00
￥17,820（消費税抜本体価格 ￥16,200）〈取付時間0.1H〉
バッグ左右に小物を収納可能。レインカバー同梱。
●サイズ：365（縦）×380（横）×243（高さ）mm
●容量：約15L（拡張時約22L）　
●許容積載量：4kg
●材質：バッグ本体/ポリエステル、レインカバー/
   ナイロン＋PVCコーティング
●カラー：バッグ本体/ブラック、レインカバー/ブラック
※取り付けには別売のリアシートバッグ取付アタッチメントが必要です。

スポーツ・グリップヒーター取付アタッチメント
08E70-MKN-D50
￥2,475（消費税抜本体価格 ￥2,250）

クイックシフター
08U72-MKN-D50
￥19,800（消費税抜本体価格 ￥18,000）〈取付時間0.6H〉
クラッチレバーの操作不要で、シフトアップ可能。

リアシートバッグ取付アタッチメント
08L70-MKJ-D00
￥1,760（消費税抜本体価格 ￥1,600）



■保証範囲内の不具合が発生した場合、無料修理いたします。

Honda Dreamでご購入いただいた126cc以上の新車には、
メーカー保証の2年に、プラス1年の保証をお付けいたします。

保証対象 126cc以上のHonda二輪車（新車国内モデル）
※業務用車両（営業ナンバー）および競技用車両は保証対象外となります。
※Honda Dreamで法令およびHondaが指定する点検整備の実施が必要です。メーカー保証ご購入から

Honda Dream
保証

126cc以上ご購入 24ヶ月 36ヶ月

2年 1年＋

Honda Dream  新車3年保証

保証期間 新車の登録・届け出日から3年間（走行距離の制限はございません）
※保証内容は、保証書またはHonda Dream保証書に準じます。



法的に必要な点検、Honda Dreamが推奨する点検・整備をパックに。
Honda Dreamの整備士による確かな点検・整備を実施します。

Honda Dream  メンテナンスパック

※詳しくはHonda Dreamまでお問い合わせください。

Honda Dreamのお客様だけに様々なサポート特典で、
モーターサイクルライフをより豊かに彩ります。

Honda Dream  Owner’s Card

安心の
ロードサービス

3年間会費無料
搬送距離無制限
※126cc以上のHonda二輪車（新車国内
　モデル）をご購入のお客様に限ります。
※競技用車両、業務用車両等除く

24時間緊急
サポートサービス

道路上での
クイックサービス

搬送サポート
サービスWrecker

24h

ロードサービスの自動加入で安心の
モーターサイクルライフをサポートします。

お得な
ツーリングサポート

バイクのフェリー輸送や、
ペンションやホテルなどの宿泊施設を、
特別価格でご利用できます。

楽しい
ライディングサポート

教習所やサーキットと提携し、よりバイクを
楽しんでいただくサポートを致します。

保証対象 Honda二輪車（新車国内モデル）
※業務用車両（営業ナンバー）および競技用車両は保証対象外となります。
※Honda Dreamで法令およびHondaが指定する点検整備の実施が必要です。
※車両製造から15年かつ初度登録から10年以内の車両が対象です。
※車両購入時のみ加入できます。 ※保証内容は、Honda Dream延長保証書に準じます。

■ご加入保証期間で、保証範囲内の不具合が発生した場合、無料修理いたします。
■高額な修理も保証されます。（車両本体購入金額の80%かつ350万円を上限とします。）

Honda Dreamでご購入いただいた二輪車は、
有償加入で最長2年間の保証期間延長ができます。

Honda Dream  延長保証
一定額をあらかじめ最終回に据置き、
残りの金額を分割してお支払いいただくプランです。

Honda Dream  据置クレジット

■最終回のお支払い方法を3つのプランからお選びいただけます。

■月々のご負担を軽減します。
一定額を最終回のお支払いに据え置くので、
通常クレジットより月々のお支払い金額を抑えられます。

■月々のお支払い回数は36回、48回、60回から
　お選びいただけます。

再クレジット＊2

乗り続ける乗り換える

一括お支払い車両売却＊1

月々のお支払い金額イメージ図

分割でのお支払い分 最終回お支払い分

最終回のお支払い
方法が選べる

据置額

※126cc以上のHonda二輪車（新車国内モデル）が対象となります。
※ご契約につきましては、株式会社ホンダファイナンスの審査が必要となります。審査の結果、お受けできない場合もございます。 

期間中、定期点検の
時期にご案内。
※お客様の選択したコース
　内容により異なります。

半年ごとにHonda Dreamの
整備士による確かな
点検・整備を実施します。

愛車のコンディションは
いつも快適。トラブルの
早期発見にもつながります。

※車検の対象とならない車両の場合
　24ヶ月点検となります。

安心
点検

法定
点検 車検

■半年に1回の定期点検をお得にパック。 

メンテナンスパック

点検のご案内 点検の実施 愛車はいつも元気に！

※126cc以上のHonda二輪車であれば、新車・中古車問わず条件を満たせば加入いただけます。
　（適応条件：自家用利用であること。 注：低年式または輸入車は適応外になる場合があります。）
　 店舗によりメニューおよびパックの内容が異なる場合があります。

126cc以上ご購入 24ヶ月 48ヶ月

60ヶ月

36ヶ月

メーカー保証ご購入から2年 Honda Dream保証1年
延長保証1年（有償）

延長保証2年（有償）

＊1.査定価格が最終回お支払い金額と同額という保証はございません。査定価格が
　  最終回お支払い金額を下回った場合は、別途お客様にご負担が発生いたします。
＊2.再クレジットご契約に際しては、別途条件がございます。

実質
年率3.9%



本 田 技 研 工 業 株 式 会 社
〒107-8556 東京都港区南青山2丁目1番1号
本カタログの内容は2022年10月現在のものです｡




