ARTICLE

CODE

PRODUCT

希望小売価格（10%
税込）

希望小売価格
（税別）

説明

DESCRIPTION

BRUTALE 1000 RR / RUSH SPECIAL PARTS

8000C9210

80A0C9212

SIDE FRAME PROTECTORS
KIT

REAR SPROCKET ALUMINIUM
NUTS RED ANODIZATION
M10 X 1,25

¥20,790

¥7,920

¥18,900

サイドフレームプロテクターセット。
MV AGUSTAロゴでパーソナライズ。 アルミニウムと
デルリンで製造されています。
転倒した場合にモーターサイクルを保護し、アスファ
ルトとの衝撃と摩擦を軽減します。

Side frame protectors set. Personalized with MV
Agusta logo. Manufactured in aluminium and
delrin. Protect the bike in case of a fall, reducing
the impact and rubbing with the asphalt

¥7,200

リアフランジアルミニウムナット、レッドアルマイトM10
x1,25。
キットは、MV AGUSTAロゴでパーソナライズされた5
つのナットで構成されています。
各ナットはオリジナルの寸法を保持しています。
F3モデルの場合、2017年以降のモデルとのみ互換
性があります。 2008年までのすべてのF4モデル。

Rear flange aluminium nuts, red anodization M10
x 1,25. The kit consists of 5 nuts personalized with
MV Agusta logo. Each nut retains the dimensions
of the originals and are therefore perfectly
interchangeable. For F3 models only compatible
with models from 2017 onwards; For all F4 models
until 2008.

Rear flange aluminium nuts, black anodization
M10 x 1,25. The kit consists of 5 nuts
personalized with MV Agusta logo. Each nut
retains the dimensions of the originals and are
therefore perfectly interchangeable. For F3 models
only compatible with models from 2017 onwards.
For all F4 models until 2008

8000C9212

REAR SPROCKET ALUMINIUM
NUTS BLACK ANODIZATION
M10 X 1,25

¥7,920

¥7,200

リアフランジアルミニウムナット、ブラックアルマイト
M10 x1,25。
キットは、MV AGUSTAロゴでパーソナライズされた5
つのナットで構成されています。
各ナットはオリジナルの寸法を保持しています。
F3モデルの場合、2017年以降のモデルとのみ互換
性があります。 2008年までのすべてのF4モデル。

80B0C6272

RIGHT CATALYST FINAL
COVER

¥59,620

¥54,200

右キャタライザーカバー。 カーボンファイバー製。

Right catalyst final cover. Produced in carbon fiber

80B0C6267

LEFT CATALYST FINAL
COVER

¥145,750

¥132,500

左キャタライザーカバー。 カーボンファイバー製。

Left side manifold protector in carbon fiber

¥110,900

カーボンファイバー製、右エキゾーストカバー。
カバーは遮音付きではありません。 ラッシュ1000モ
デルの場合、オリジナルのエキゾーストシステムと
は互換性がありません。

Right side exhaust cover in carbon fiber. Cover
not supplied with acoustic isolation. For Rush
1000 model, not compatible with original exhaust
system

¥61,500

カーボンファイバー製、左エキゾーストカバー。
Left side exhaust cover in carbon fiber. Cover not
カバーは遮音付きではありません。 ラッシュ1000モ
supplied with acoustic isolation. For Rush model,
デルの場合、オリジナルのエキゾーストシステムと
only compatible with original exhaust system
は互換性がありません。

¥26,000

黒のサイドフレームプロクターセット。
MV AGUSTAロゴでパーソナライズ。
パッド部分はブラック仕上げ。 クラッシュした場合に
バイクを保護します。 ユーロ4およびユーロ5モデル
のみ。
適切に取り付けるには、遮音カバーを取り外し、ス
プロケットカバー、パーツ№8000C2475を購入する
必要があります。

Black side frame protection set. Personalized with
Mv Agusta logo. Black finish with black pad. It
protects the bike in case of crash. Only for Euro 4
and 5 models. For a proper installation it is
necessary to remove the acoustic protection and
purchase the sprocket cover code 8000C2475
from your official Mv Agusta dealer

¥26,700

黒のサイドフレームプロクターセット。
MV AGUSTAロゴでパーソナライズ。
パッド部分はブラック仕上げ。 クラッシュした場合に
バイクを保護します。 ユーロ4およびユーロ5モデル
のみ。
適切に取り付けるには、遮音カバーを取り外し、ス
プロケットカバー、パーツ№8000C2475を購入する
必要があります。

Silver side frame protection set. Personalized with
Mv Agusta logo. Black finish with black pad. It
protects the bike in case of crash. Only for Euro 4
and 5 models. For a proper installation it is
necessary to remove the acoustic protection and
purchase the sprocket cover code 8000C2475
from your official Mv Agusta dealer

80B0C6262

80B0C6261

8A00C1331

SPPTA001RV

RIGHT EXHAUST COVER

LEFT EXHAUST COVER

SIDE FRAME PROTECTORS
KIT

SIDE FRAME PROTECTORS
KIT

¥121,990

¥67,650

¥28,600

¥29,370

80A0C9226

8000C9226

80A0C9225

8000C9225

80A0C9224

8000C9224

8000C9211

SPTA207

80A0C9347

80B0C9347

HANDLEBAR WEIGHTS KIT

HANDLEBAR WEIGHTS KIT

RED BRAKE LEVER
PROTECTION

BLACK BRAKE LEVER
PROTECTION

RED CLUTCH LEVER
PROTECTION

BLACK CLUTCH LEVER
PROTECTION

RED ENGINE OIL CAP

ENGINE OIL FILLER CAP

RED FRONT WHEEL
PROTECTORS KIT

GREY FRONT WHEEL
PROTECTORS KIT

¥13,310

¥13,310

¥25,520

¥25,520

¥25,520

¥25,520

¥5,830

¥4,950

¥16,830

¥16,830

¥12,100

ハンドルバーウェイトセット。 Ergal材で製造。 レッド
アルマイト。
MVAGUSTAロゴでカスタマイズ。
SerieOroおよび、1000RRのフレーム№000134000293と互換性があります。

Handlebar weights set. Manufactured in ergal.
Red anodizing. Customized with MV Agusta logo.
Compatible with original mirrors on Serie Oro and
1000 RR with frames between 000134-000293

¥12,100

ハンドルバーウェイトセット。 Ergal材で製造。 ブラッ
クアルマイト。
MVAGUSTAロゴでカスタマイズ。
SerieOroおよび、1000RRのフレーム№000134000293と互換性があります。

Handlebar weights set. Manufactured in ergal.
Black anodizing. Customized with MV Agusta
logo. Compatible with original mirrors on Serie Oro
and 1000 RR with frames between 000134000293

¥23,200

本体は機械加工されたビレットErgal材とプラスチック
ブラケットで作られています。
MV AGUSTAロゴでパーソナライズ。
この製品は、Moto GPの安全委員会によって課され
た破損テストに準拠しています。

Main body made of machined billet ergal and
plastic bracket. Personalized with MV Agusta logo.
This product complies with breakage test imposed
by the MotoGP safety commission

¥23,200

本体は機械加工されたビレットErgal材とプラスチック
ブラケットで作られています。
MV AGUSTAロゴでパーソナライズ。
この製品は、Moto GPの安全委員会によって課され
た破損テストに準拠しています。

Main body made of machined billet ergal and
plastic bracket. Personalized with MV Agusta logo.
This product complies with breakage test imposed
by the MotoGP safety commission

¥23,200

本体は機械加工されたビレットErgal材とプラスチック
ブラケットで作られています。
MV AGUSTAロゴでパーソナライズ。
この製品は、Moto GPの安全委員会によって課され
た破損テストに準拠しています。

Main body made of machined billet ergal and
plastic bracket. Personalized with MV Agusta logo.
This product complies with breakage test imposed
by the MotoGP safety commission

¥23,200

本体は機械加工されたビレットErgal材とプラスチック
ブラケットで作られています。
MV AGUSTAロゴでパーソナライズ。
この製品は、Moto GPの安全委員会によって課され
た破損テストに準拠しています。

Main body made of machined billet ergal and
plastic bracket. Personalized with MV Agusta logo.
This product complies with breakage test imposed
by the MotoGP safety commission

¥5,300

レッドエンジンオイルキャップ。
Ergal材で製造。 MV AGUSTAロゴでパーソナライ
ズ。
レッドアルマイト。

Red engine oil cap. Manufactured in ergal.
Personalized with MV Agusta logo. Red
anodization

¥4,500

エンジンオイルキャップ。
Ergal材で製造。 MV AGUSTAロゴでパーソナライ
ズ。
ブラックアルマイト。

Engine oil filler cap. Manufactured in ergal.
Personalized with MV Agusta logo. Black
anodization

¥15,300

フロントプロテクターキット。
MV AGUSTAロゴでパーソナライズ。 レッドアルマイ
ト、Ergal材で製造されています。
アクシデントで滑った場合にフォークを保護するため
にフロントホイールシャフト部に固定されます。

Front wheel protectors kit. Personalised with MV
Agusta logo. Manufactured in red anodized Ergal.
To be fixed on the front wheel to protect the fork in
case of accidental sliding

¥15,300

フロントプロテクターキット。
MV AGUSTAロゴでパーソナライズ。 チタニウムカ
ラーのアルマイト、Ergal材で製造されています。
アクシデントで滑った場合にフォークを保護するため
にフロントホイールシャフト部に固定されます。

Front wheel protectors kit. Personalised with MV
Agusta logo. Manufactured in red anodized Ergal.
To be fixed on the front wheel to protect the fork in
case of accidental sliding

8000C9347

8000C9602

8A00C9602

8B00C9602

8000C9603

8A00C9603

8B00C9603

8000C9225

80A0C9225

8000C9224

BLACK FRONT WHEEL
PROTECTORS KIT

BLACK BRAKE LEVER
PROTECTOR

RED BRAKE LEVER
PROTECTOR

TITANIUM BRAKE LEVER
PROTECTOR

BLACK CLUTCH LEVER
PROTECTOR

RED CLUTCH LEVER
PROTECTOR

TITANIUM CLUTCH LEVER
PROTECTOR

BLACK BRAKE LEVER
PROTECTOR

RED BRAKE LEVER
PROTECTOR

BLACK CLUTCH LEVER
PROTECTOR

¥16,830

¥26,400

¥26,400

¥26,400

¥26,400

¥26,400

¥26,400

¥25,520

¥25,520

¥25,520

¥15,300

フロントプロテクターキット。
MV AGUSTAロゴでパーソナライズ。 ブラックアルマ
イト、Ergal材で製造されています。
アクシデントで滑った場合にフォークを保護するため
にフロントホイールシャフト部に固定されます。

Front wheel protectors kit. Personalised with MV
Agusta logo. Manufactured in red anodized Ergal.
To be fixed on the front wheel to protect the fork in
case of accidental sliding

¥24,000

ブレーキレバープロテクター。
本体は機械加工されたビレットErgal材製。
チタニウムデフレクターでパーソナライズ。 ブラック
アルマイト。

Brake lever protection. Main body made of
machined billet ergal. Personalized with titanium
deflector. Titanium color anodizing

¥24,000

ブレーキレバープロテクター。
本体は機械加工されたビレットErgal材製。
チタニウムデフレクターでパーソナライズ。 レッドア
ルマイト。

Brake lever protection. Main body made of
machined billet ergal. Personalized with titanium
deflector. Titanium color anodizing

¥24,000

ブレーキレバープロテクター。
Brake lever protection. Main body made of
本体は機械加工されたビレットErgal材製。
machined billet ergal. Personalized with titanium
チタニウムデフレクターでパーソナライズ。 チタニウ
deflector. Titanium color anodizing
ムカラーアルマイト。

¥24,000

クラッチレバーレバープロテクター。
本体は機械加工されたビレットErgal材製。
チタニウムデフレクターでパーソナライズ。 ブラック
アルマイト。

Clutch lever protection. Main body made of
machined billet ergal. Personalized with titanium
deflector. Titanium color anodizing

¥24,000

クラッチレバーレバープロテクター。
本体は機械加工されたビレットErgal材製。
チタニウムデフレクターでパーソナライズ。 レッドア
ルマイト。

Clutch lever protection. Main body made of
machined billet ergal. Personalized with titanium
deflector. Titanium color anodizing

¥24,000

クラッチレバーレバープロテクター。
Clutch lever protection. Main body made of
本体は機械加工されたビレットErgal材製。
machined billet ergal. Personalized with titanium
チタニウムデフレクターでパーソナライズ。 チタニウ
deflector. Titanium color anodizing
ムカラーアルマイト。

¥23,200

ブラック、ブレーキレバープロテクター。
本体は機械加工されたビレットErgal材とプラスチック
ブラケットで作られています。
MV AGUSTAロゴでパーソナライズ。
この製品は、Moto GPの安全委員会によって課され
た破損テストに準拠しています。

Black brake lever protection. Main body made of
machined billet ergal and plastic bracket.
Personalized with MV Agusta logo. This product
complies with breakage test imposed by the
MotoGP safety commission

¥23,200

レッド、ブレーキレバープロテクター。
本体は機械加工されたビレットErgal材とプラスチック
ブラケットで作られています。
MV AGUSTAロゴでパーソナライズ。
この製品は、Moto GPの安全委員会によって課され
た破損テストに準拠しています。

Red brake lever protection. Main body made of
machined billet ergal and plastic bracket.
Personalized with MV Agusta logo. This product
complies with breakage test imposed by the
MotoGP safety commission

¥23,200

ブラック、クラッチレバープロテクター。
本体は機械加工されたビレットErgal材とプラスチック
ブラケットで作られています。
MV AGUSTAロゴでパーソナライズ。
この製品は、Moto GPの安全委員会によって課され
た破損テストに準拠しています。

Black clutch lever protection. Main body made of
machined billet ergal and plastic bracket.
Personalized with MV Agusta logo. This product
complies with breakage test imposed by the
MotoGP safety commission

80A0C9224

8000C9350

80A0C9350

80B0C9350

8000C9351

80A0C9351

80B0C9351

8000C9964

8000C9209

8000C1304

RED CLUTCH LEVER
PROTECTOR

BLACK BRAKE LEVER

RED BRAKE LEVER

TITANIUM BRAKE LEVER

BLACK CLUTCH LEVER

RED CLUTCH LEVER

TITANIUM CLUTCH LEVER

DIAGNOSTIC CABLES
PROTECTION

TYRE PRESSURE SENSOR

FOOTREST KIT

¥25,520

¥27,940

¥27,940

¥27,940

¥27,940

¥27,940

¥27,940

¥6,160

¥38,500

¥21,175

¥23,200

レッド、クラッチレバープロテクター。
本体は機械加工されたビレットErgal材とプラスチック
ブラケットで作られています。
MV AGUSTAロゴでパーソナライズ。
この製品は、Moto GPの安全委員会によって課され
た破損テストに準拠しています。

Red clutch lever protection. Main body made of
machined billet ergal and plastic bracket.
Personalized with MV Agusta logo. This product
complies with breakage test imposed by the
MotoGP safety commission

¥25,400

アジャスタブルブレーキレバー。
CNC材料で機械加工された特殊なアルミニウム合
金の使用により、人間工学的で非常に軽量です。
MV AGUSTAロゴでパーソナライズ。 レバーの長さ
は、ライダーの好みに合うように調整できます。
ブレンボ製ブレーキポンプとのみ互換性がありま
す。 適切に取り付けるには、OEMのアジャストスク
リューを使用する必要があります。

Adjustable brake lever. Ergonomic and very light
thanks to the use of special aluminum alloys
machined with CNC materials. Personalized with
MV Agusta logo. The lever length can be adjusted
to exactly fit the rider's preferences. Only
compatible with Brembo braking pump. For a
proper installation it is necessary to use the OEM
adjusting screw

¥25,400

アジャスタブルブレーキレバー。
CNC材料で機械加工された特殊なアルミニウム合
金の使用により、人間工学的で非常に軽量です。
MV AGUSTAロゴでパーソナライズ。 レバーの長さ
は、ライダーの好みに合うように調整できます。
ブレンボ製ブレーキポンプとのみ互換性がありま
す。 適切に取り付けるには、OEMのアジャストスク
リューを使用する必要があります。

Adjustable brake lever. Ergonomic and very light
thanks to the use of special aluminum alloys
machined with CNC materials. Personalized with
MV Agusta logo. The lever length can be adjusted
to exactly fit the rider's preferences. Only
compatible with Brembo braking pump. For a
proper installation it is necessary to use the OEM
adjusting screw

¥25,400

アジャスタブルブレーキレバー。
CNC材料で機械加工された特殊なアルミニウム合
金の使用により、人間工学的で非常に軽量です。
MV AGUSTAロゴでパーソナライズ。 レバーの長さ
は、ライダーの好みに合うように調整できます。
ブレンボ製ブレーキポンプとのみ互換性がありま
す。 適切に取り付けるには、OEMのアジャストスク
リューを使用する必要があります。

Adjustable brake lever. Ergonomic and very light
thanks to the use of special aluminum alloys
machined with CNC materials. Personalized with
MV Agusta logo. The lever length can be adjusted
to exactly fit the rider's preferences. Only
compatible with Brembo braking pump. For a
proper installation it is necessary to use the OEM
adjusting screw

¥25,400

アジャスタブルクラッチレバー。
CNC材料で機械加工された特殊なアルミニウム合
金の使用により、人間工学的で非常に軽量です。
MV AGUSTAロゴでパーソナライズ。 レバーの長さ
は、ライダーの好みに合うように調整できます。
ブレンボ製ブレーキポンプとのみ互換性がありま
す。 適切に取り付けるには、OEMのアジャストスク
リューを使用する必要があります。

Adjustable clutch lever. Ergonomic and very light
thanks to the use of special aluminum alloys
machined with CNC materials. Personalized with
MV Agusta logo. The lever length can be adjusted
to exactly fit the rider's preferences. Only
compatible with Brembo braking pump. For a
proper installation it is necessary to use the OEM
adjusting screw

¥25,400

アジャスタブルクラッチレバー。
CNC材料で機械加工された特殊なアルミニウム合
金の使用により、人間工学的で非常に軽量です。
MV AGUSTAロゴでパーソナライズ。 レバーの長さ
は、ライダーの好みに合うように調整できます。
ブレンボ製ブレーキポンプとのみ互換性がありま
す。 適切に取り付けるには、OEMのアジャストスク
リューを使用する必要があります。

Adjustable clutch lever. Ergonomic and very light
thanks to the use of special aluminum alloys
machined with CNC materials. Personalized with
MV Agusta logo. The lever length can be adjusted
to exactly fit the rider's preferences. Only
compatible with Brembo braking pump. For a
proper installation it is necessary to use the OEM
adjusting screw

¥25,400

アジャスタブルクラッチレバー。
CNC材料で機械加工された特殊なアルミニウム合
金の使用により、人間工学的で非常に軽量です。
MV AGUSTAロゴでパーソナライズ。 レバーの長さ
は、ライダーの好みに合うように調整できます。
ブレンボ製ブレーキポンプとのみ互換性がありま
す。 適切に取り付けるには、OEMのアジャストスク
リューを使用する必要があります。

Adjustable clutch lever. Ergonomic and very light
thanks to the use of special aluminum alloys
machined with CNC materials. Personalized with
MV Agusta logo. The lever length can be adjusted
to exactly fit the rider's preferences. Only
compatible with Brembo braking pump. For a
proper installation it is necessary to use the OEM
adjusting screw

¥5,600

診断ケーブルプロテクター。
軽量アルミニウムで製造されています。 取り付けが
非常に簡単で、バイクをモディファイする必要はあり
ません。
ほこりや偶発的な衝撃から診断ケーブルを保護しま
す。

Diagnostic cables protection. Manufactured in
lightweight aluminum. Very easy to install, no need
to modify the bike. It protects diagnostic cables
from dust and accidental impacts

¥35,000

TPMSセンサーキット（タイヤ空気圧モニタリングシス
テム）。
タイヤの空気圧力損失を自動的かつ直接表示しま
す。
前輪と後輪のセンサーと専用ECUが含まれていま
す。

TPMS sensor kit (Tyre Pressure Monitoring
System). Automatic and direct indication of a
pressure loss on tyres. Includes front and rear
wheel sensor and dedicated ECU

¥19,250

フットレストセット。 ergal T67075材で製造されてい
ます。
グリップを向上させるように設計されています。 ノー
マルのフットレストと互換性があります。 MV
AGUSTAロゴでパーソナライズ。

Footpegs set. Manufactured in ergal T6 7075.
Designed to improve grip. Perfectly compatible
with the original footrests. Personalized with MV
Agusta logo

80A0C1304

BLACK FOOTREST KIT

¥25,960

¥23,600

フットレストセット。 ergal T67075材で製造されてい
ます。
グリップを向上させるように設計されています。 ノー
マルのフットレストと互換性があります。 MV
AGUSTAロゴでパーソナライズ。

Footpegs set. Manufactured in ergal T6 7075.
Designed to improve grip. Perfectly compatible
with the original footrests. Personalized with MV
Agusta logo

Footpegs set. Manufactured in ergal T6 7075.
Designed to improve grip. Perfectly compatible
with the original footrests. Personalized with MV
Agusta logo

80B0C1304

RED FOOTREST KIT

¥14,520

¥13,200

フットレストセット。 ergal T67075材で製造されてい
ます。
グリップを向上させるように設計されています。 ノー
マルのフットレストと互換性があります。 MV
AGUSTAロゴでパーソナライズ。

8000C9327

LEFT MIRROR SUPPORT

¥9,240

¥8,400

ハイライトミラー用、左アダプターブラケット。
パーツ№ 8000C8134が必要です。

Adapter bracket for high-right mirror. Necessary
for the installation of the mirrors 8000C8134

8000C9326

RIGHT MIRROR SUPPORT

¥9,240

¥8,400

ハイライトミラー用、右アダプターブラケット。
パーツ№ 8000C8134が必要です。

Adapter bracket for high-right mirror. Necessary
for the installation of the mirrors 8000C8134

¥33,600

Ergalミラーセット。 CNC加工されています。
MV AGUSTAのロゴでパーソナライズ。 優れた視認
性と複数の調整が可能です。
スレッド部、M10ピッチ1.25。
Brutale 1000およびRushの場合、アダプター、パー
ツ№ 8000C9326 と 8000C9327も注文する必要があ
ります。
RivaleおよびDragsterMY 14-17の場合、アダプ
ター、パーツ№ SPKSA001RVB と SPKSA001RVA
も注文する必要があります。
＊公道用の認可は受けておりません。

Ergal mirrors set. Completely CNC machined.
Personalized with MV Agusta logo. Allows
excellent visibility and multiple adjustments.
Thread M10 pitch 1.25. Not homologated for
public streets. For Brutale 1000 and Rush it is
necessary to order also the adapters codes
8000C9326 + 8000C9327. For Rivale and
Dragster MY 14-17 it is necessary to order also
the adapters codes SPKSA001RVB +
SPKSA001RVA

¥7,000

エンジンオイルフィラーキャップ。 ergal材で製造され Engine oil filler cap. Manufactured in ergal with
"titanium" anodization. Personalized with MV
チタニウムカラーアルマイトされています。
MV AGUSTAロゴでパーソナライズ。
Agusta logo

¥73,000

スポーツプレートホルダー。
ブラックアルマイト。MV AGUSTAロゴでパーソナライ
ズ。ナンバープレートの傾きを調整可能。
キットには、リアインジケーターサポート、LEDライト
サポート、レトロリフレクターが含まれています。 リア
インジケーターとLEDライトは含まれていません。

Sport plate holder. Anodized in black.
Personalized with MV Agusta logo. Adjustable
license plate inclination. The kit includes the rear
indicators support, led light support and retroreflector. Rear indicators and led light are not
included

¥10,500

ビレットから機械加工されたアルミニウムシェルを備
えたLEDナンバープレートライト。
12V-3LEDデバイス。 目安寸法：幅80-50mm-高さ
29mm。
プレートホルダー、パーツ№ SPPTT001RDおよび
8000C9392用の取り付けプレートがすでに付属して
います。
オリジナルのプレートホルダーとは互換性がありま
せん 。

Led licence plate light with aluminium shell
machined from billet. 3 led device 12V. Indicative
dimensions: Width 80-50 mm - height 29 mm.
Already supplied with mounting plate for
plateholders code SPPTT001RD and 8000C9392.
Not compatible with original plateholder

¥10,500

ビレットから機械加工されたアルミニウムシェルを備
えたLEDナンバープレートライト。
12V-3LEDデバイス。 目安寸法：幅80-50mm-高さ
29mm。
プレートホルダー、パーツ№ SPPTT001RDおよび
8000C9392用の取り付けプレートがすでに付属して
います。
オリジナルのプレートホルダーとは互換性がありま
せん 。

Led licence plate light with aluminium shell
machined from billet. 3 led device 12V. Indicative
dimensions: Width 80-50 mm - height 29 mm.
Already supplied with mounting plate for
plateholders code SPPTT001RD and 8000C9392.
Not compatible with original plateholder

¥10,500

ビレットから機械加工されたアルミニウムシェルを備
えたLEDナンバープレートライト。
12V-3LEDデバイス。 目安寸法：幅80-50mm-高さ
29mm。
プレートホルダー、パーツ№ SPPTT001RDおよび
8000C9392用の取り付けプレートがすでに付属して
います。
オリジナルのプレートホルダーとは互換性がありま
せん 。

Led licence plate light with aluminium shell
machined from billet. 3 led device 12V. Indicative
dimensions: Width 80-50 mm - height 29 mm.
Already supplied with mounting plate for
plateholders code SPPTT001RD and 8000C9392.
Not compatible with original plateholder

8000C8134

8000C9348

8000C9392

8A00C9693

8B00C9693

8000C9693

MIRRORS SET

ENGINE OIL FILLER CAP

LICENSE PLATE HOLDER

RED LED LIGHT

SILVER LED LIGHT

BLACK LED LIGHT

¥36,960

¥7,700

¥80,300

¥11,550

¥11,550

¥11,550

8A00C9457

80A0C1694

8000C9346

80A0C9346

80B0C9346

8000C9345

80A0C9345

80B0C9345

8000C9325

8000C9207

QUICK RELEASE FUEL TANK
CAP

RED RACING FUEL TANK
CAP

BLACK FRONT TANK
BREMBO CAPS (BRAKE)

RED FRONT TANK BREMBO
CAPS (BRAKE)

TITANIUM FRONT TANK
BREMBO CAPS (BRAKE)

BLACK REAR BRAKE/CLUCH
TANK CAPS

RED REAR BRAKE/CLUCH
TANK CAPS

TITANIUM REAR
BRAKE/CLUCH TANK CAPS

TITANIUM DASHBOARD
COVER

FULL TITANIUM RACING
SILENCER KIT + ECU

¥25,850

¥24,750

¥9,460

¥9,460

¥9,460

¥9,460

¥9,460

¥9,460

¥30,690

¥336,930

¥23,500

レーシングフューエルタンクキャップ。
レッドアルマイトされたクロージングリングナット。
MV AGUSTAロゴでパーソナライズ。

Racing fuel tank cap. Red anodized closing ring
nut. Personalized with MV Agusta logo

¥22,500

レーシングフューエルタンクキャップ。 レッドアルマイ
ト。 Ergal材から製造。
MV AGUSTAロゴでパーソナライズ。 クロージングシ
ステムは、手袋での使用を容易にするために2つの
フランジを備えたクイックリリースタイプです。
Superveloceモデルの場合、OEMタンクレザーベルト
との互換性はありません 。

Racing fuel tank cap. Red anodization. Made from
solid in Ergal. Personalized with MV Agusta logo.
The closing system is a quick release type with
two flanges to facilitate use with gloves. For
Superveloce models, not compatible with OEM
tank leather belt

¥8,600

Bremboフロントブレーキオイルタンクキャップ。
MV AGUSTAロゴでカスタマイズ。 CNCアルミニウム
製品。
F4モデルの場合、Bremboブレーキポンプとのみ互
換性があります。

Brembo front brake oil tank cap. Customized with
MV Agusta logo. CNC aluminum product. For F4
models, only compatible with Brembo braking
pump

¥8,600

Bremboフロントブレーキオイルタンクキャップ。
MV AGUSTAロゴでカスタマイズ。 CNCアルミニウム
製品。
F4モデルの場合、Bremboブレーキポンプとのみ互
換性があります。

Brembo front brake oil tank cap. Customized with
MV Agusta logo. CNC aluminum product. For F4
models, only compatible with Brembo braking
pump

¥8,600

Bremboフロントブレーキオイルタンクキャップ。
MV AGUSTAロゴでカスタマイズ。 CNCアルミニウム
製品。
F4モデルの場合、Bremboブレーキポンプとのみ互
換性があります。

Brembo front brake oil tank cap. Customized with
MV Agusta logo. CNC aluminum product. For F4
models, only compatible with Brembo braking
pump

¥8,600

クラッチ/リアブレーキオイルタンクキャップ。
Clutch/rear brake oil tank cap. Customized with
MV AGUSTAロゴでカスタマイズ。
MV Agusta logo. For F4 models, only compatible
F4モデルの場合、Bremboポンプとのみ互換性があ
with Brembo pump
ります。

¥8,600

クラッチ/リアブレーキオイルタンクキャップ。
Clutch/rear brake oil tank cap. Customized with
MV AGUSTAロゴでカスタマイズ。
MV Agusta logo. For F4 models, only compatible
F4モデルの場合、Bremboポンプとのみ互換性があ
with Brembo pump
ります。

¥8,600

クラッチ/リアブレーキオイルタンクキャップ。
Clutch/rear brake oil tank cap. Customized with
MV AGUSTAロゴでカスタマイズ。
MV Agusta logo. For F4 models, only compatible
F4モデルの場合、Bremboポンプとのみ互換性があ
with Brembo pump
ります。

¥27,900

チタニウムダッシュボードカバー。
「Brutale1000」のロゴでカスタマイズ。
モーターサイクル使用時の偶発的な衝撃からダッ
シュボードを保護します。

Titanium dashboard cover. Customized with
"Brutale 1000" logo. Protects the dashboard from
accidental impacts when using the motorcycle

¥306,300

フルチタニウムレーシングサイレンサー。
MV AGUSTAロゴのレーザー加工でカスタマイズ。
重量：1.600g。
専用ECU付属。ハニカム構造の特徴的なフレームブ
レーカーグリッド。
＊公道用の認可を受けておりません。サーキット、ま
たはクローズドコース用です。 脱着不能のdbキラー
内臓。

Full titanium racing silencer. Customized with MV
Agusta laserized logo. 1.600 g weight. Includes
the dedicated ECU. Characteristic flame breaker
grid with honeycomb structure. Not homologated,
to be used only in closed circuits, not public roads.
Non-extractable Db-killers

8000C8084

RADIATOR SHIELD

¥18,590

¥16,900

アルミラジエーターシールド。
道路の石や破片による衝撃からラジエーターを保護
します。
ラジエーターの冷却効率を低下させません。
互換性のあるF4モデルの場合：F4 R MY10-17; F4
RC MY15-19; F4 RR MY10-19; F4MY10-19。

Aluminium radiator shield. Protects the radiator
from possible impacts with road stones or debris.
Does not reduce the efficiency of the radiator. For
F4 models compatible with: F4 R Y10-17; F4 RC
Y15-19; F4 RR Y10-19; F4 Y10-19

