ARTICLE

CODE

PRODUCT

希望小売価格（10%
税込）

希望小売価格
（税別）

説明

DESCRIPTION

¥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

¥18,600

強化プラスチックと軽合金で作られたリヤホイールプ Rear wheel protectors made from solid plastic and
ロテクター。
light alloy. Protects the swingarm from accidental
スイングアームを偶発的な落下や滑りから保護し、
falls or slips and gives the bike a sportier design
バイクをよりスポーティなデザインにします 。

¥13,700

強化プラスチックと軽合金で作られたフロントホイー
ルプロテクター。
フロントフォークを偶発的な落下や滑りから保護し、
バイクをよりスポーティなデザインにします 。

Front wheel protectors. Made from solid plastic
and light alloy. Protects the swingarm from
accidental falls or slips and gives the bike a
sportier design

¥26,500

クラッチカバープロテクター。 T6 7075材で製造。
レッドアルマイト。
適切に取り付けるために、Euro4モデルは遮音カ
バーを取り外すことをお勧めします 。

Clutch cover protection. Manufactured in ergal T6
7075. Red Anodization. For a proper installation it
is recommended to remove the original sound
absorbing cover

¥26,500

ピックアップカバープロテクション。 T6 7075材で製
造。レッドアルマイト。
適切に取り付けるために、Euro4モデルは遮音カ
バーを取り外すことをお勧めします 。

Pick up protection. Manufactured in ergal T6 7075.
Red Anodization. For a proper installation it is
recommended to remove the original sound
absorbing cover on Euro 4 models

¥44,800

バーエンドミラーセット。 MV AGUSTAロゴでパーソ
ナライズ。
正しく取り付けるには、スタンダードのブレーキとク
ラッチレバーのガードを取り外す必要があります。
ヨーロッパのホモロゲーションに適合。

Bar end mirrors set. Personalized with MV Agusta
logo. For proper installation, the original brake and
clutch lever guards must be removed.
Homologated for public streets in the European
countries

¥7,000

エンジンオイルフィラーキャップ。 ブラックアルマイ
ト。
アルミニウムで製造されています。 MV AGUSTAロ
ゴでパーソナライズ 。

Engine oil filler cap. Black anodization.
Manufactured in aluminium. Personalized with Mv
Agusta logo

¥7,000

エンジンオイルフィラーキャップ。 レッドアルマイト。
アルミニウムで製造されています。 MV AGUSTAロ
ゴでパーソナライズ 。

Engine oil filler cap. Red anodization.
Manufactured in aluminium. Personalized with Mv
Agusta logo

DRAGSTER SPECIAL PARTS

8A00C1331

SPPTA001RV

8000C9131

8000C9130

80A0C4687

80A0C4697

SPMAHQ018

SIDE FRAME PROTECTORS
KIT

SIDE FRAME PROTECTORS
KIT

REAR WHEEL PROTECTORS

FRONT WHEEL PROTECTORS

CLUTCH COVER
PROTECTION

PICK UP PROTECTION

BAR END MIRRORS SET

8000C8718

OIL FILLER CAP WITH LEVEL
DIPSTCK

8A00C8718

RED OIL FILLER CAP WITH
LEVEL DIPSTCK

¥28,600

¥29,370

¥20,460

¥15,070

¥29,150

¥29,150

¥49,280

¥7,700

¥7,700

8000C5063

ENGINE OIL CAP

¥9,130

¥8,300

エンジンオイルフィラーキャップ。 ブラックアルマイ
ト。
アルミニウムで製造されています。 MV AGUSTAロ
ゴでパーソナライズ。

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

Engine oil filler cap. Red anodization.
Manufactured in aluminium. Personalized with MV
Agusta logo

80A0C5063

RED ENGINE OIL CAP

¥9,130

¥8,300

エンジンオイルフィラーキャップ。 レッドアルマイト。
アルミニウムで製造されています。 MV AGUSTAロ
ゴでパーソナライズ。

SPTA206

ENGINE OIL CAP

¥4,950

¥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。

Engine oil cap. Manufactured in ergal.
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

¥23,200

レーシングフューエルタンクキャップ。 ブラックアル
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. Black 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

¥11,400

フロントマスターシリンダーキャップ。 Ergal T67075
材で製造。
レーザーセリグラフィー手法でMV AGUSTAロゴで
パーソナライズ。

Brake pump ergal cap. Manufactured in ergal T6
7075. Personalized with laser serigraphy with MV
Agusta logo

¥11,400

クラッチマスターシリンダーキャップ。 Ergal T67075
材で製造。
レーザーセリグラフィー手法でMV AGUSTAロゴで
パーソナライズ。

Clutch pump ergal cap. Manufactured in ergal T6
7075. Personalized with laser serigraphy with MV
Agusta logo

¥24,400

可倒式クラッチレバー。 CNCアルミニウムで製造さ Foldable clutch lever. Manufactured in CNC
れています。
aluminum. Personalized with MV Agusta logo.
MV AGUSTAロゴでパーソナライズ。 レッドアルマイ
Red anodisation
ト。

¥24,400

可倒式フロントブレーキレバー。 CNCアルミニウム Foldable brake lever. Manufactured in CNC
で製造されています。
aluminum. Personalized with MV Agusta logo.
MV AGUSTAロゴでパーソナライズ。 レッドアルマイ
Red anodisation
ト。

¥21,500

可倒式クラッチレバー。 CNCアルミニウムで製造さ Foldable clutch lever. Manufactured in CNC
れています。
aluminum. Personalized with MV Agusta logo.
MV AGUSTAロゴでパーソナライズ。 ブラックアルマ
Black anodisation
イト。

80A0C1694

8000C1694

8000C1696

8000C1697

80A0C1322

80A0C1313

8000C1322

RED RACING FUEL TANK
CAP

RACING FUEL TANK CAP

BRAKE PUMP ERGAL CP

CLUTCH PUMP ERGAL CUP

ARTICULATED CLUTCH
LEVER

ARTICULATED FRONT
BRAKE LEVER

ARTICULATED CLUTCH
LEVER

¥24,750

¥25,520

¥12,540

¥12,540

¥26,840

¥26,840

¥23,650

8000C1313

8000C1304

80A0C1304

ARTICULATED FRONT
BRAKE LEVER

FOOTREST KIT

BLACK FOOTREST KIT

¥23,650

¥21,175

¥25,960

¥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

¥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

¥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。

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

Silencer cover in carbon fiber. Personalized with
MV Agusta logo. Glossy finish. Compatible with
Euro 5 models

80B0C1304

RED FOOTREST KIT

SPEB00002

EXHAUST COVER IN
CARBON FIBER

¥30,800

¥28,000

カーボンファイバー製サイレンサーカバー。 MV
AGUSTAロゴでパーソナライズ。
光沢仕上げ。 Euro5モデルと互換性があります

SPEB00007

LOWER UNDERSEAT IN
CARBON FIBER

¥18,590

¥16,900

カーボンファイバー製ロワーアンダーシート。
MV AGUSTAロゴでパーソナライズ。 光沢仕上げ

Lower underseat in carbon fiber. Personalized with
MV Agusta logo. Glossy finish

¥17,000

カーボンファイバー製イグニッションロックカバー。
MV AGUSTAロゴでパーソナライズ。 光沢仕上げ。
適切に取り付けるには、OEMのガスケットを使用す
る必要があります。 ステアリングダンパーの無いモ
デルのみ 。

Ignition lock cover in carbon fiber. Personalized
with Mv Agusta logo. Glossy finish. For a proper
installation it is necessary to use the OEM gasket.
Only for models without steering damper

¥23,400

カーボンファイバー製左マニホールドカバー。
MV AGUSTAロゴでパーソナライズ。 光沢仕上げ。
Euro5モデルとは互換性がありません。 ROSSOモ
デルの場合、取り付けスクリューを購入する必要が
あります 。

Manifold left cover in carbon fiber. Personalized
with MV Agusta logo. Glossy finish. Not
compatible with Euro 5 models. For Rosso models
it is necessary to buy the mounting screws
through an official Mv Agusta dealer

¥23,400

カーボンファイバー製右マニホールドカバー。
MV AGUSTAロゴでパーソナライズ。 光沢仕上げ。
Euro5モデルとは互換性がありません。 ROSSOモ
デルの場合、取り付けスクリューを購入する必要が
あります 。

Manifold right cover in carbon fiber. Personalized
with MV Agusta logo. Glossy finish. Not
compatible with Euro 5 models. For Rosso models
it is necessary to buy the mounting screws
through an official Mv Agusta dealer

¥28,000

カーボンファイバー製ダッシュボードカバー。
MV AGUSTAロゴでパーソナライズ。 光沢仕上げ。
左右のスポイラーは別売りです（パーツ№
SPMVCARB110B、SPMVCARB110A）。 Euro5モデ
ルとは互換性がありません 。

Dashboard cover in carbon fiber. Personalized
with MV Agusta logo. Glossy finish. The left and
right spoilers are sold separately (product codes
SPMVCARB110B and SPMVCARB110A). Not
compatible with Euro 5 models

SPEB00004

SPEB00006

SPEB00005

SPMVCARB109

IGNITION COVER IN CARBON
FIBER

MAINFOLD LEFT COVER IN
CARBON FIBER

MAINFOLD RIGHT COVER IN
CARBON FIBER

DASHBOARD COVER IN
CARBON FIBER

¥14,520

¥21,500

可倒式フロントブレーキレバー。 CNCアルミニウム Foldable brake lever. Manufactured in CNC
で製造されています。
aluminum. Personalized with MV Agusta logo.
MV AGUSTAロゴでパーソナライズ。 ブラックアルマ
Black anodisation
イト。

¥18,700

¥25,740

¥25,740

¥30,800

¥9,500

カーボンファイバー製左ダッシュボードスポイラー。
光沢仕上げ。
*ユーロ5モデルとの互換性はありません

Dashboard spoiler. Left side. Produced in carbon
fiber. Glossy finish. * Not compatible with Euro 5
models

¥9,500

カーボンファイバー製右ダッシュボードスポイラー。
光沢仕上げ。
*ユーロ5モデルとの互換性はありません

Dashboard spoiler. Right side. Produced in carbon
fiber. Glossy finish. * Not compatible with Euro 5
models

SPMVCARB110B

LEFT SIDE CARBON
DASHBOARD SPOILER

SPMVCARB110A

RIGHT SIDE CARBON
DASHBOARD SPOILER

SPMVCARB111

REAR OIL TANK
PROTECTION IN CARBON
FIBER

¥16,390

¥14,900

カーボンファイバー製リヤブレーキリザーブタンクプ
Rear oil tank protection. Produced in carbon fiber.
ロテクター。
光沢仕上げ。OEMオイルタンクとのみ互換性があり Glossy finish. Only compatible with OEM oil tank
ます。

SPMVCARB112

SWITCH PROTECTION IN
CARBON FIBER

¥14,520

¥13,200

カーボンファイバー製スイッチプロテクション。
光沢仕上げ 。

Switch protection. Produced in carbon fiber.
Glossy finish

RDTL060018

UPPER CHAIN GUARD IN
CARBON FIBER

¥50,248

¥45,680

カーボンファイバー製アッパーチェーンガード。
光沢仕上げ

Upper chain guard in carbon fiber. Glossy finish

RDTL050018

LOWER CHAIN GUARD IN
CARBON FIBER

¥20,680

¥18,800

カーボンファイバー製ロワーチェーンガード。
MV AGUSTAロゴでパーソナライズされています。
光沢仕上げ 。

Lower chain guard in carbon fiber Personalized
with MV Agusta logo. Glossy finish

80A0C2459

UNDERTANK COVER LEFT IN
CARBON FIBER

¥10,450

¥9,500

カーボンファイバー製、左アンダータンクカバー

Undertank cover left side in carbon fiber

80A0C2460

UNDERTANK COVER RIGHT
IN CARBON FIBER

¥10,450

¥9,500

カーボンファイバー製、右アンダータンクカバー

Undertank cover right side in carbon fiber

80A0C2468

LOWER RADIATOR COVER IN
CARBON FIBER RIGHT SIDE

¥43,000

カーボンファイバー製、右ロワーラジエーターカ
バー。
MV AGUSTAロゴでパーソナライズ。 光沢仕上げ。

Lower radiator cover in carbon fiber right side.
Personalized with MV Agusta logo. Glossy finish

80A0C2469

LOWER RADIATOR COVER IN
CARBON FIBER LEFT SIDE

¥43,000

カーボンファイバー製、左ロワーラジエーターカ
バー。
MV AGUSTAロゴでパーソナライズ。 光沢仕上げ。

Lower radiator cover in carbon fiber left side.
Personalized with MV Agusta logo. Glossy finish

¥10,450

¥10,450

¥47,300

¥47,300

¥23,500

カーボンファイバー製、右アッパーラジエーターカ
バー。
MV AGUSTAロゴでパーソナライズ。 光沢仕上げ。

Upper radiator cover in carbon fiber right side.
Personalized with MV Agusta logo. Glossy finish

Upper radiator cover in carbon fiber left side.
Personalized with MV Agusta logo. Glossy finish

80A0C2470

UPPER RADIATOR COVER IN
CARBON FIBER RIGHT SIDE

80A0C2471

UPPER RADIATOR COVER IN
CARBON FIBER LEFT SIDE

¥25,850

¥23,500

カーボンファイバー製、左アッパーラジエーターカ
バー。
MV AGUSTAロゴでパーソナライズ。 光沢仕上げ。

80A0C2463

FUEL TANK PANEL IN
CARBON FIBER LEFT SIDE

¥30,250

¥27,500

カーボンファイバー製、左フューエルタンクパネル。
光沢仕上げ 。

Fuel tank panel. Left side. Produced in carbon
fiber. Glossy finish

80A0C2464

FUEL TANK PANEL IN
CARBON FIBER RIGHT SIDE

¥30,250

¥27,500

カーボンファイバー製、右フューエルタンクパネル。
光沢仕上げ 。

Fuel tank panel. Right side. Produced in carbon
fiber. Glossy finish

8000C5282

RIGHT AIRBOX IN CARBON
FIBER (MATT+RED GRID)

¥81,730

¥74,300

Right airbox in carbon fiber. Customized with red
カーボンファイバー製、右エアボックス。
赤いグリッドでカスタマイズ。 マットカーボン仕上げ。 grid. Matt carbon finish

8000C5281

LEFT AIRBOX IN CARBON
FIBER (MATT+RED GRID)

¥81,730

¥74,300

Left airbox in carbon fiber. Customized with red
カーボンファイバー製、左エアボックス。
赤いグリッドでカスタマイズ。 マットカーボン仕上げ。 grid. Matt carbon finish

80A0C2461

LEFT AIR INTAKE IN CARBON
FIBER (POLISH+ALLUMINIUM
GRID)

¥64,570

¥58,700

カーボンファイバー製、左エアボックス。
MV AGUSTAロゴでパーソナライズ。 光沢仕上げ。

Left airbox in carbon fiber. Personalized with MV
Agusta logo. Glossy finish

80A0C2462

RIGHT AIR INTAKE IN
CARBON FIBER
((POLISH+ALLUMINIUM GRID)

¥64,570

¥58,700

カーボンファイバー製、右エアボックス。
MV AGUSTAロゴでパーソナライズ。 光沢仕上げ。

Right airbox in carbon fiber. Personalized with MV
Agusta logo. Glossy finish

Voltage regulator cover. Produced in carbon fiber.
Glossy finish. For a proper installation it is
necessary to purchase the spare part code
8000C2475

Rear carbon mudguard. Hand painted and
personalized with MV Agusta logo. Glossy finish

¥25,850

80A0C2865

VOLTAGE REGULATOR
COVER IN CARBON FIBER

¥20,680

¥18,800

カーボンファイバー製、ボルテージレギュレーターカ
バー。光沢仕上げ。
正しく取り付けるには、パーツ№ 8000C2475を購入
する必要があります。

RDTL092018

REAR CARBON MUDGUARD

¥57,233

¥52,030

カーボン製、リアカーボンマッドガード。
MV AGUSTAロゴでパーソナライズ。 光沢仕上げ。

RDTL090018

FRONT CARBON MUDGUARD

RDTL097018A

RIGHT FRONT MUDGUARD
SUPPORT IN CARBON FIBER

RDTL097018B

LEFT FRONT MUDGUARD
SUPPORT IN CARBON FIBER

¥38,060

¥13,420

¥13,420

Front carbon mudguard. Personalized with MV
Agusta logo. Glossy finish. Does not include side
supports, part numbers RDTL097018A and
RDTL097018B

¥34,600

カーボン製、フロントマッドガード。
MVアグスタのロゴでパーソナライズ。 光沢仕上げ。
サイドサポート、パーツ№ RDTL097018Aおよび
RDTL097018Bは含まれていません。

¥12,200

カーボンファイバー製、右フロントマッドガードサポー Right front mudguard support in carbon fiber.
ト。
MV AGUSTAロゴでパーソナライズ。 光沢仕上げ。 Personalized with MV Agusta logo. Glossy finish

¥12,200

カーボンファイバー製、左フロントマッドガードサポー Left front mudguard support in carbon fiber.
ト。
MV AGUSTAロゴでパーソナライズ。 光沢仕上げ。 Personalized with MV Agusta logo. Glossy finish

RDTL095018

SWINGARM CARBON COVER

¥39,050

¥35,500

カーボン製、スイングアームカバー。 クラッシュ時に Swingarm carbon cover. It protects swingarm in
case of crash. Hand painted and personalized with
スイングアームを保護します。
MV AGUSTAロゴでパーソナライズ。 光沢仕上げ。 MV Agusta logo. Glossy finish

80A0C1910

CLUTCH COVER IN CARBON
FIBER

¥18,590

¥16,900

カーボンファイバー製、クラッチカバー。
MV AGUSTAロゴでパーソナライズ。 光沢仕上げ。

Clutch cover in carbon fiber. Personalized with MV
Agusta logo. Glossy finish

80A0C2863

UNDERSEAT COVER LEFT
SIDE IN CARBON FIBER

¥15,620

¥14,200

カーボンファイバー製、右アンダーシートカバー。
光沢仕上げ。

Underseat cover. Right side. Produced in carbon
fiber. Glossy finish

80A0C2864

UNDERSEAT COVER RIGHT
SIDE IN CARBON FIBER

¥15,620

¥14,200

カーボンファイバー製、左アンダーシートカバー。
光沢仕上げ。

Underseat cover. Left side. Produced in carbon
fiber. Glossy finish

¥4,500

カーボンルックのタンクステッカー。 UVA耐性。 オリ Carbon look tank sticker. UVA resistant. Original
ジナルデザイン。
design. Personalized with MV Agusta logo.
MV AGUSTAロゴでパーソナライズ。 寸法162,1x
Dimensions 162,1 x 117,7
117,7

¥44,900

軽合金製のスリッパークラッチプレッシャープレート。
固体から機械加工され、アルマイト処理されていま
す。 プラグアンドプレイ：OEMプレートを交換するた
めに変更は必要ありません。
MV AGUSTAロゴでパーソナライズ。 SCSシステムと
の互換性はありません。
2015年以降のDRAGSTER RRとのみ互換性があり
ます。
BRUTALE RRMY15-16とのみ互換性があります。

Slipper clutch pressure plate made in light alloy,
machined from solid and then anodized.
Plug&Play: No modification required to replace the
OEM plate. Personalized with MV Agusta logo.
Not compatible with SCS system. For Dragster
model only compatible with RR from 2015. For
Brutale model only compatible with RR MY 15-16

¥44,900

軽合金製のスリッパークラッチプレッシャープレート。
固体から機械加工され、アルマイト処理されていま
す。 プラグアンドプレイ：OEMプレートを交換するた
めに変更は必要ありません。
MV AGUSTAロゴでパーソナライズ。 SCSシステムと
の互換性はありません。
2015年以降のDRAGSTER RRとのみ互換性があり
ます。
BRUTALE RRMY15-16とのみ互換性があります。

Slipper clutch pressure plate made in light alloy,
machined from solid and then anodized.
Plug&Play: No modification required to replace the
OEM plate. Personalized with MV Agusta logo.
Not compatible with SCS system. For Dragster
model only compatible with RR from 2015. For
Brutale model only compatible with RR MY 15-16

SPADB3CAR

8000C8082

80A0C8082

TANK STICKER

SLIPPER CLUTCH PRESSURE
PLATE

RED SLIPPER CLUTCH
PLATE

¥4,950

¥49,390

¥49,390

8000C5810

SPDA385X

80A0C9212

8000C9212

TRANSPARENT HIDRAULIC
CLUTCH HOUSING

REAR SPROCKET SOLID
MACHINED IN TITANIUM gr5

REAR SPROCKET ALUMINIUM
NUTS RED ANODIZATION
M10 X 1,25

REAR SPROCKET ALUMINIUM
NUTS BLACK ANODIZATION
M10 X 1,25

SPZA701K

DUCTS COOLING SYSTEM
BRAKING IN CARBON FIBER

SPZAB09B

MOUNTING KIT FOR BRAKE
COOLING DUCTS

SPDA397R

SPCDA397B

SPDA395R

8000C9128

REAR WHEEL NUT IN ERGAL

ERGAL REAR WHEEL NUTS

FRONT WHEEL AXLE NUT

REAR BRAKE OIL TANK

¥101,530

¥32,890

¥7,920

¥7,920

¥63,580

¥10,230

¥26,400

¥21,450

¥5,610

¥40,150

¥92,300

クリアークラッチカバー。 ビレット加工アルミニウム
製。
衝撃や高温に耐性があり、特定のOリングによって
保証された油圧シール。
MV AGUSTAロゴでパーソナライズ。 ※油圧クラッチ
のみ.。

Clutch clear cover. Made of billet machined
aluminium. Resistant to shocks and high
temperatures, hydraulic seal guaranteed by
specific o-rings. Personalized with Mv Agusta
logo. * Only for hydraulic clutch

¥29,900

チタニウム GR 5 M8 x1.25のリアスプロケットソリッド
マシニングナット。
キットは、RC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。

Rear sprocket solid machined nuts in TITANIUM
GR 5 M8 x 1.25. The kit consists of five nuts
personalized with RC logo. Each nut retains the
dimensions of the originals and are therefore
perfectly interchangeable.

¥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.

¥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。

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

¥57,800

フロントブレーキシステム用の冷却エアダクト。 カー
ボンファイバーモノコック。 光沢仕上げ。
風洞設計の形状のおかげで、ブレーキディスクの冷
却に役立ちます。MV AGUSTAロゴでパーソナライ
ズ。 3気筒モデルでの組み付けには、フィッティング
ブラケット、パーツ№ SPZAB09Bを購入する必要が
あります。
Brutale 1000およびRushモデルに組み付けるには、
フィッティングブラケット、パーツ№ 8000C9227を購
入する必要があります。
F4モデルでの組み付けには、フィッティングブラケッ
ト、パーツ№ SPZAB10Bを購入する必要がありま
す。
＊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。

Cooling air ducts for front braking system. Carbon
fiber monocoque. Glossy finish. Thanks to the
wind tunnel designed shape, they help the cooling
of the brake discs. Personalized with Mv Agusta
logo. For the assembling on 3 cylinders models it
is necessary to purchase the fitting bracket code
SPZAB09B. For the assembling on Brutale 1000
and Rush models it is necessary to purchase the
fitting bracket code 8000C9227. For the
assembling on F4 models it is necessary to
purchase the fitting bracket code SPZAB10B. Not
homologated, to be used only in closed circuits,
not public roads

¥9,300

エアダクトフィッティングブラケット。
パーツ№ SPZA701YおよびSPZA701Kの組み立て
に必要です。

Air duct fitting brackets. Necessary for the
assembling of code SPZA701Y and SPZA701K

¥24,000

リヤホイールナットセット。
同じサイズと形状を維持しているため、ノーマルと互
換性があります。
ビレットからCNC機械加工。レッドアルマイト。 MV
AGUSTAロゴでパーソナライズ。

Rear wheel nut set. Perfectly interchangeable with
the original as it maintains the same size and
shape. CNC machined from billet. Red
anodization. Personalized with Mv Agusta logo

¥19,500

リヤホイールナットセット。
同じサイズと形状を維持しているため、ノーマルと互
換性があります。
ビレットからCNC機械加工。ブラックアルマイト。 MV
AGUSTAロゴでパーソナライズ。

Ergal rear wheel nuts set. Perfectly
interchangeable with the originals as they keep the
same size and shape. Manufactured from solid by
using cnc machines with black surface anodizing.
Customized with MV Agusta logo

¥5,100

フロントホイールアクスルナット。
固体軽合金からCNC機械加工。 レッドアルマイト。
寸法：M25x1.25-28 mmナット。

Front wheel axle nut. CNC machined from solid
light alloy. Red anodization. Measures: M25x1.25 Hexagonal key 28 mm

¥36,500

水平ポートホール付きリアブレーキオイルタンク
20ml。
固体からCNCマシンで機械加工され、レッドアルマイ
ト処理が施されています。
MV AGUSTAロゴでパーソナライズ。 キャップ、パー
ツ№ 8000C9129は含まれていません。別途購入が
必要です。

Rear brake oil tank 20 ml with level porthole.
Machined from solid by cnc machines with
subsequent red surface anodization. Personalized
with Mv Agusta logo. The cap code 8000c9129 is
not included, to be purchased separately

8000C9129

8000C9127

SPFL508B

SPPTT001RD

8000C4814

8000C4727

8000C4815

RDMT2C4680

8000C8203

8000C4850

REAR BRAKE FLUID
RESERVOIR CAP

RED REAR SPROCKET
FLANGE

REAR SPROCKET FLANGE

LOWER LICENSE PLATE
HOLDER

RIGHT RACING BRAKE DISC

LEFT RACING BRAKE DISC

REAR BRAKE DISC

TITANIUM SILCER

TITANIUM SILENCER

VIOLET TITANIUM

¥10,450

¥35,200

¥35,200

¥78,100

¥64,020

¥64,020

¥28,160

¥319,220

¥305,360

¥3,080

¥9,500

リアブレーキオイルタンクキャップ。
レッドアルマイト処理を施した軽合金ソリッドで作られ
ています。
キットには、組み付け用のスクリューが」含まれてい
ます。
ノーマルのオイルタンクと互換性があります。
オイルタンク、パーツ№ 8000C9128は含まれており
ません。

Rear brake oil tank cap. Made from light alloy solid
with red anodizing. The kit includes all the screws
for the application. Compatible with original tank
oil. Cap to complete the tank oil code 8000C9128

¥32,000

軽合金製のリアスプロケットフランジ。
リッドアルマイトとレッドアルマイトで機械加工されて
います。
取り付けは簡単で、OEMフランジを交換するだけで
す。
正確な互換性については、モーターサイクルに取り
付けられているフランジを確認してください。
F3モデルの場合、2017年以降のモデルと互換性が
あります。

Rear sprocket flange made in light alloy, machined
from solid and red anodization. Installation is easy
and no changes are required, simply replacing the
oem flange. For exact compatibility, please check
the drawing of the flange installed on your
motorcycle; For F3 model, compatible for models
from 2017 onwards.

¥32,000

軽合金製のリアスプロケットフランジ。
リッドアルマイトとブラックアルマイトで機械加工され
ています。
取り付けは簡単で、OEMフランジを交換するだけで
す。
正確な互換性については、モーターサイクルに取り
付けられているフランジを確認してください。
F3モデルの場合、2017年以降のモデルと互換性が
あります。

Rear sprocket flange made in light alloy, machined
from solid and red anodization. Installation is easy
and no changes are required, simply replacing the
oem flange. For exact compatibility, please check
the drawing of the flange installed on your
motorcycle; For F3 model, compatible for models
from 2017 onwards.

¥71,000

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。
この製品には、OEMリアインジケーターとLEDライト
を取り付けることができます。 リアインジケーターと
LEDライトは含まれていません。
＊公道用の認可を受けておりません。

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. OEM rear indicators and led light can be
installed on this product. Rear indicators and led
light are not included. Not homologated for public
streets

¥58,200

右フローティングフロントブレーキディスク。
外径320mm、内径80.50mm。 5穴。
ディスクの2つの表面にある交互の溝は、自己換気
メカニズムを作成します。
＊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。

Right floating front brake disc. Outer diameter
320mm and inner diameter 80.50mm. 5 Holes.
Alternating grooves on the two surfaces of the disc
create a self-ventilating mechanism. Not
homologated, to be used only in closed circuits,
not public roads

¥58,200

左フローティングフロントブレーキディスク。
外径320mm、内径80.50mm。 5穴。
ディスクの2つの表面にある交互の溝は、自己換気
メカニズムを作成します。
＊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。

Left floating front brake disc. Outer diameter
320mm and inner diameter 80.50mm. 5 Holes.
Alternating grooves on the two surfaces of the disc
create a self-ventilating mechanism. Not
homologated, to be used only in closed circuits,
not public roads

¥25,600

リアブレーキディスク。
Rear brake disc. Outer diameter 220 mm Inner
外径220mm内径108mm。 4穴。
diameter 108 mm. 4 Holes. Not homologated, to
＊公道用の認可を受けておりません。サーキット、ま
be used only in closed circuits, not public roads
たはクローズドコース用です。

¥290,200

コニカルチタニウムボディとマットカーボンファイバーボ
トムを備えたサイレンサーキットは、レーシングの側面
と、ブラケットやT.I.G.によるフィッティング溶接などの高
度な技術ソリューションを組み合わせています。非の打
ちどころのないカップリングを保証するCNCマシンによっ
て得られる技術または固体チタニウムカップリングブッ
シング。S1の円錐形の本体は、出口ポートの直径と特
別な内部防音とともに、レーシングサウンドを発揮しま
す。専用ECUを含む完全なキット。 組み立てには、適切
なフットレストサポートプロテクター、パーツ№
8000C4850が必要です。Euro5モデルとは互換性があり
ません。
＊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。

Silencer kit with conical titanium body and matt
carbon fibre bottom, it combines the racing aspect
with sophisticated technical solutions such as
bracket and fitting welds with T.I.G. technology or
solid titanium coupling bushings obtained by
means of CNC machines, which guarantee
impeccable coupling. The conical body of the S1,
together with the diameter of the outlet port and
the special internal soundproofing, gives a dark
and unmistakable sound. Complete kit with
dedicated ECU included. For the assembly, it
requires the right footrest support protection code
8000C4850. Not compatible with Euro 5 models.
Not homologated, to be used only in closed
circuits, not public roads

¥277,600

ブラックセラミックシングルサイレンサー。
カーボンファイバーエンドキャップ付きチタンマットブ
ラックコニックサイレンサー、レーシングバージョン。
追加のECUは不要で、変更なしでインストールでき
ます。 Euro4モデルとのみ互換性があります。
ヨーロッパの公道用ホモロゲーションを取得していま
す。

Black ceramic single silencer. Titanium matte
black conic silencer with carbon fiber end cap,
racing version. No additional ECU required, can
be installed without any modification. Only
compatible with Euro 4 models. Homologated for
public streets in the European Countries

¥2,800

スペシャルパーツ、エキゾーストサイレンサー用の右
フットペグヒールガード：
8000C8137、RDMT1C4680、RDMT2C4680、
RDMT3C4680。
OEMエキゾーストシステムとの互換性はありませ
ん。

Right footpeg heel guard for exhaust silencer
codes: 8000C8137, RDMT1C4680,
RDMT2C4680, RDMT3C4680. Not compatible
with OEM exhaust system

SPAIRFP08

SPAIRFP08F1

SPAIRFP037

SPORT AIR FILTER

PERFORMANCE AIR FILTER

HIGH DENSITY AIR FILTER

¥14,850

¥37,400

¥29,480

¥13,500

スポーツエアフィルター。
公道用に開発された透過性の高いポリエステルエア
フィルターで、優れた性能特性を備えています。
ポリエステル生地は、綿や紙のフィルターでは得ら
れない非常に高い気流（5.000 lit / m 2 / s）とろ過
度（80ミクロン）を保証します。
メンテナンス不要、ほこりを保持するための洗浄処
理やオイル供給は不要、エアコンプレッサーでの洗
浄用のみ。

Sport air filter.Highly permeable polyester air filter,
developed for road use but with outstanding
performance characteristics.The polyester fabric
guarantees a very high air flow (5.000 lit/m 2 /s)
and a filtration degree (80 microns) that neither
cotton nor paper filters can obtain.Zero
maintenance, no washing treatment or oil supply
required to retain dust, just compressed air for
washing

¥34,000

パフォーマンスエアフィルター。
バイクに妥協のない製品をお探しの方のために、現
在ファクトリーMotoGPとスーパーバイクのチームが
使用しています。
その特殊なポリエステル生地技術により、スロットル
ボディーセッティングをすることなく設置できます。
このような高性能エアフィルターの非常に高度なろ
過（85ミクロン）と15,000 lit / m 2 / sを超える保証さ
れた空気通過。
メンテナンス不要、ほこりを保持するための洗浄処
理やオイル供給は不要、エアコンプレッサーでの洗
浄用のみ。

Performance air filter. For those who are looking
for a product without compromise for their bike,
currently used by the teams Factory MotoGP and
Superbike. Its special polyester fabric technology
allows it to be installed without any kind of
adjustment of the carburetion. Very high degree of
filtration (85 microns) for such a high performance
air filter and guaranteed air passage of over
15,000 lit/m 2 /s. Zero maintenance, no washing
treatment or oil supply required to retain dust, just
compressed air for washing

¥26,800

高密度エアフィルター。
汚れ、水、ほこりなどの過酷な条件で使用するため
に特別に開発された、超微細ポリエステルエアフィ
ルターと撥水剤。
生地の織り方により、37ミクロンのろ過度が確保さ
れ、撥水性と相まって、このタイプのフィルターは、ス
ポーツや過酷な条件のトラックでの使用、または泥
の存在（砂がなく、 細かいほこり）での使用条件に
適しています。
保証された空気通路は4.500lit / m 2 / sです。
メンテナンス不要、ほこりを保持するための洗浄処
理やオイル供給は不要、エアコンプレッサーでの洗
浄用のみ。

High density air filter. Ultra-fine polyester air filter
and water repellent, developed specifically for use
in harsh conditions such as dirt, water and dust.
The weave of the fabric ensures a degree of
filtration of 37 microns which, combined with the
water repellent capacity, makes this type of filter
particularly suitable for use in sports and on the
track in harsh conditions or with the presence of
mud (no sand and fine dust). The guaranteed air
passage is 4.500 lit/m 2 /s. Zero maintenance, no
washing treatment or oil supply required to retain
dust, just compressed air for washing

