
ARTICLE CODE PRODUCT
希望小売価格（10%

税込）
希望小売価格

（税別）

8000C9200
MV AGUSTA "ROSSO LINE"

BIKE CARPET
¥25,300 ¥23,000

MV AGUSTA「ROSSO」バイクカーペット。100％
吸収性繊維、油やガソリンに問題なし。洗浄可
能。UV耐性、耐衝撃性、ゴム裏面には滑り止め
付き。 寸法80x250cm。

MV Agusta "ROSSO" bike carpet. 100%

absorbent fiber, no problem with oil or

gasoline, washable, UV-resistant, shock-

resistant and non-slip rubber back surface.

Dimensions 80 x 250 cm

8000C9571 MV AGUSTA BIKE CARPET ¥23,210 ¥21,100

MV AGUSTAロゴバイクカーペット。100％吸収
性繊維、油やガソリンに問題なし。洗浄可能。
UV耐性、耐衝撃性、ゴム裏面には滑り止め付
き。 寸法80x250cm。

MV Agusta institutional bike carpet. 100%

absorbent fiber, no problem with oil or

gasoline, washable, UV-resistant, shock-

resistant and non-slip rubber back surface.

Dimensions 80 x 250 cm

8000C9043 INDOOR BLACK BIKE COVER ¥46,530 ¥42,300

室内用、バイクカバー。ストレッチ素材で作られ
ています。 モーターサイクルを覆い、ほこりや
汚れから保護します。MVアグスタのロゴでカス
タマイズ。

Indoor black cover. Made in stretch material.

It covers the motorcycle, protecting it from

dust and dirt. Customized with MV Agusta

logo

SPCAK001BF
FRONT TRIPLE CLAMP

STAND
¥38,500 ¥35,000

フロントトリプルクランプスタンド。スチール製で
と粉体塗装されています。シリコンホイール。重
要なメンテナンス作業中にバイクをサポートする
ように設計されています。高さ調節可能で折り
たたみ可能。

Front triple clamp stand. Manufactured in

steel and powder coated. Silicone wheels.

Designed to support the bike during

important maintenance operations. Height

adjustable and foldable

SPCAI001BF FRONT STAND ¥20,680 ¥18,800

スタンダードフロントスタンド。シリコンホイール
付き。パウダーコーティングされたステンレス鋼
で、スチールのMV AGUSTAタグでパーソナライ
ズされています。レースなどの激しい過酷な状
況でバイクとライダーの体重を支えるように設
計されています。高品質の構造により、スタンド
は技術的および設計的品質を長期間維持しま
す。

Standard front stand with silicone wheels

Powder coated stainless steel and

personalised with metal MV Agusta tag.

Designed to support the weight of the bike

and the rider in intense and demanding

situations such as competitions. Thanks to

the high quality construction, this stand

maintains its technical and design qualities

for a long time

8000C1286 REAR STAND ¥57,651 ¥52,410

リアスタンド。シリコンホイール付き。パウダー
コーティングされたステンレス鋼で、スチールの
MV AGUSTAタグでパーソナライズされていま
す。ベアリングに取り付けられた交換可能なナ
イロンピンを装備。レースなどの激しい過酷な
状況でバイクとライダーの体重を支えるように
設計されています。高品質の構造により、スタン
ドは技術的および設計的品質を長期間維持し
ます。

Rear stand with silicone wheels powder

coated stainless steel personalised with

metal MV Agusta logo. Equipped with

interchangeable nylon pin mounted on

bearings. Designed to support the weight of

the bike and the rider in competitions. Thanks

to the high quality construction, this stand

maintains its technical and design qualities

for a long time

8000C3396
REAR STAND IN BOXED

STEEL
¥84,150 ¥76,500

ボックスタイプ、スチール製のリアスタンド。粉体
塗装。 側面にMV AGUSTAロゴでカスタマイ
ズ。バイクの重量を支えるように設計されてい
ます。

Rear stand made in boxed steel. Powder

coated. Customized with MV Agusta Logo on

the side. Designed to support the weight of

the bike

8000C9256
REAR STAND IN BOXED

STEEL (ROSSO LINE)
¥65,450 ¥59,500

ボックスタイプ、スチール製のリアスタンド。粉体
塗装。 MV AGUSTAとROSSOのロゴでカスタマ
イズ。メンテナンス中に最適な安定性を提供し
ます。

Rear stand made in boxed steel. Powder

coated. Customized with MV Agusta and

ROSSO logo. It grants an optimum stability

during maintenance.

ACCESSORIES

説明


