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説明 DESCRIPTION NOTE

2022年3月更新 価格改定

CARERED CARE KIT 価格設定中 価格設定中

モータサイクル用、ケアキット
構成：
ゴールドのMV AGUSTAロゴが入った赤い屋内用
モーターサイクルカバー。
モーターサイクルカーペット。
弾力性のある素材を使用したカバーは、バイクに完
全に適合し、保管中にほこりや汚れから保護しま
す。カーペットは、100％吸収性の繊維のおかげで、
ガソリンやオイルの飛沫からガレージの安全性と清
潔さを維持するのに役立ちます。

Turismo Veloceモデルとの互換性はありません。
Turismo VeloceモデルはCARETVREDです。

A kit for the care of your motorcycle

Consisting of:

Red indoor cover with gold MV Agusta logo

Institutional bike carpet

With its elastic material, the cover adapts perfectly

to your bike and protects it from dust and dirt

during periods of inactivity while the carpet, thanks

to its 100% absorbent fiber, helps to maintain the

safety and cleanliness of your garage from

possible splashes of gasoline and / or oil

Not compatible with Turismo Veloce models, the

correct part number is CARETVRED

CAREBLACK CARE KIT "BLACK" 価格設定中 価格設定中

モータサイクル用、ケアキット
構成：
ゴールドのMV AGUSTAロゴが入った赤い屋内用
モーターサイクルカバー。
モーターサイクルカーペット。
弾力性のある素材を使用したカバーは、バイクに完
全に適合し、保管中にほこりや汚れから保護しま
す。カーペットは、100％吸収性の繊維のおかげで、
ガソリンやオイルの飛沫からガレージの安全性と清
潔さを維持するのに役立ちます。

Turismo Veloceモデルとの互換性はありません。
Turismo VeloceモデルはCARETVBLACKです。

A kit for the care of your motorcycle Consisting of:

Black indoor cover with gold MV Agusta logo

Institutional bike carpet

With its elastic material, the cover adapts perfectly

to your bike and protects it from dust and dirt

during periods of inactivity while the carpet, thanks

to its 100% absorbent fiber, helps to maintain the

safety and cleanliness of your garage from

possible splashes of gasoline and / or oil

Not compatible with Turismo Veloce models, the

correct part number is CARETVBLACK

8000C9571 MV AGUSTA BIKE CARPET ¥27,852 ¥25,320

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

8000C9200
MV AGUSTA "ROSSO LINE"

BIKE CARPET
¥30,360 ¥27,600

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

SPBIKEMAT MV AGUSTA BIKE CARPET ¥30,360 ¥27,600

MV AGUSTA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 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

本国在庫が無くなり
次第廃番

SPWHSTICK WHEEL STICKER SET ¥6,072 ¥5,520

17インチリム用ステッカーセット。
MV AGUSTAロゴでパーソナライズ。
1袋に2枚同封（1セットに2枚）で構成されるセッ
トです。
前後ホイールに貼り付ける場合は、2セットを
購入する必要があります 。

Sticker set for 17-inch rim

Personalized with Mv Agusta logo

Set composed of 4 strips (2 on each side)

for a single rim (front or rear)

To complete a bike it is necessary to buy n°

2 set

本国在庫が無くなり
次第廃番

SP80C0C9043
INDOOR RED INSTITUTIONAL

COVER
¥36,828 ¥33,480

屋内用のレッドバイクカバー。
ゴールドのMV AGUSTAロゴでパーソナライ
ズ。
ストレッチ素材製。
モーターサイクルを覆い、ほこりや汚れから保
護します。
100％イタリア製。

Turismo Veloceモデルの場合、パーツコードは
SP80C0C9043TVです。

Indoor red cover

Personalized with gold MV Agusta logo

Made in stretch material

It covers the motorcycle, protecting it from

dust and dirt

100% Made in Italy

For Turismo Veloce models, the correct

code is SP80C0C9043TV

RIVALE 800 SPECIAL PARTS



SP80B0C9043
INDOOR BLACK

INSTITUTIONAL COVER
¥36,828 ¥33,480

屋内用のブラックバイクカバー。
ゴールドのMV AGUSTAロゴでパーソナライ
ズ。
ストレッチ素材製。
モーターサイクルを覆い、ほこりや汚れから保
護します。
100％イタリア製。

Turismo Veloceモデルの場合、パーツコードは
SP80B0C9043TVです。

Indoor black cover

Personalized with gold MV Agusta logo

Made in stretch material

It covers the motorcycle, protecting it from

dust and dirt

100% Made in Italy

For Turismo Veloce models, the correct

code is SP80B0C9043TV

SP80A0C9043
INDOOR RED INSTITUTIONAL

COVER
¥36,828 ¥33,480

屋内用のレッドバイクカバー。
グレーのMV AGUSTAロゴでパーソナライズ。
ストレッチ素材製。
モーターサイクルを覆い、ほこりや汚れから保
護します。
100％イタリア製。

TurismoVeloceモデルとの互換性はありませ
ん。

Indoor red cover

Personalized with grey MV Agusta logo

Made in stretch material

It covers the motorcycle, protecting it from

dust and dirt

100% Made in Italy

Not compatible with Turismo Veloce models

SP8000C9043 INSTITUTIONAL COVER ¥36,828 ¥33,480

屋内用のブラックバイクカバー
グレーのMV AGUSTAロゴでパーソナライズ。
ストレッチ素材製
モーターサイクルを覆い、ほこりや汚れから保
護します。
100％イタリア製。

TurismoVeloceモデルとの互換性はありませ
ん。

Indoor black cover

Personalized with grey MV Agusta logo

Made in stretch material

It covers the motorcycle, protecting it from

dust and dirt

100% Made in Italy

Not compatible with Turismo Veloce models

SPBCX001RV INDOOR BIKE COVER ¥34,320 ¥31,200

密閉された環境でも、モーターサイクルをほこ
りや湿気などから継続的に保護する必要があ
ります。そのため、モーターサイクルのカバー
を常に携帯しておくと便利です。
使用されている通気性のある生地は、湿気を
蒸発させて車両に損傷を与えず、フェアリング
と機械的および電気的コンポーネントの完全
性と機能性を維持します。例として、モーター
サイクルのカバー内の結露を回避します。
ストレッチ素材製。
側面のロゴとパッセンジャーゾーンにRIVALEロ
ゴでカスタマイズ。

Even in a closed environment, our

motorcycle needs continuous protection, for

example from dust or humidity, which is why

it’s useful to have always a motorcycle

cover with you

The breathable fabric used avoids, for

example, the condensation inside the

motorcycle cover, as it allows humidity to

evaporate and not damage the vehicle,

preserving the integrity and functionality of

the fairings and mechanical and electrical

components

Made in stretch material

Customized with a logo on the side and

Rivale logo in the passenger zone

本国在庫が無くなり
次第廃番

8000C9043 INDOOR BLACK COVER ¥55,836 ¥50,760

屋内用のブラックバイクカバー
ストレッチ素材製。
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 AGUSTAロゴでカスタマイズ。

ndoor black cover

Made in stretch material

It covers the motorcycle, protecting it from

dust and dirt

Customized with MV Agusta logo

ROG005 TANK STICKER ¥3,300 ¥3,000
タンクステッカー。
MV AGUSTAロゴでパーソナライズ 。

Tank sticker

Personalized with MV Agusta logo
本国在庫が無くなり

次第廃番

8000C1286 REAR STAND ¥69,181 ¥62,892

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
¥100,980 ¥91,800

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)
¥78,540 ¥71,400

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.

SPCAK001BF
FRONT TRIPLE CLAMP

STAND
¥46,200 ¥42,000

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



8000C9516 MEMORABILIA WOODEN BOX ¥61,644 ¥56,040

白樺の木箱
外形寸法91x42x32cm
内寸88x39x26
手描きのMV AGUSTAロゴでカスタマイズ。
専用のMV AGUSTA木製ボックスで家やガ
レージをドレスアップし、ヘルメット、オブジェク
ト、またはMV AGUSTAの衣類等、スタイリッ
シュに保管してください。

Genuine birch wood box

External dimensions 91x42x32 cm

Internal dimensions 88x39x26

Hand painted and customized with Mv

Agusta logo

Dress up your home or your garage with the

dedicated Mv Agusta wooden box and store

inside your helmet, your objects or your Mv

Agusta clothing with style

SPOP350B

HDPE (High Intensity
Polyethylene) container
resistant to solvents and

paints

¥4,752 ¥4,320

溶剤や塗料に耐性のあるHDPE（高強度ポリエ
チレン）容器。
メンテナンスでのオイル交換等に役立ちます。
（3,5L）
輸送中または移送中のこぼれを防ぐために、
スプラッシュ防止エッジを備えた排出システム
を装備。
MV AGUSTAロゴでパーソナライズ。
寸法：H90mmØ330mm

HDPE (High Intensity Polyethylene)

container resistant to solvents and paints

Necessary for the liquid recovery during the

service (3,5 L)

Equipped with a discharge system with anti-

splash edge to prevent spillage during

transport or transfer

Personalized with Mv Agusta logo

Dimensions: H90mm Ø330mm

本国在庫が無くなり
次第廃番

SPAIRFP08F1 PERFORMANCE AIR FILTER ¥44,880 ¥40,800

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

SPAIRFP08 SPORT AIR FILTER ¥17,820 ¥16,200

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

SPAIRFP037 HIGH DENSITY AIR FILTER ¥35,376 ¥32,160

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

SPBSM002RV PASSENGER BAG ¥32,208 ¥29,280

リアパッセンジャーバッグ。
ファブリック製で、ショルダーストラップが付い
ています。
パッセンジャーシート部分に直接固定でき、小
さな荷物を運ぶことができます。

Rear passenger bag

Made of fabric and equipped with shoulder

straps to turn into a comfortable backpack

It can be secured directly on the part of the

seat dedicated to the passenger and allows

to carry a small luggage

本国在庫が無くなり
次第廃番

SPBSM001RV TANK BAG ¥24,552 ¥22,320

フューエルタンクバッグ。
ショルダーストラップと防水カバー付きのファブ
リック製。
その上部は透明で、地図やGPSが見えるよう
になっています。
内側には雨具や工具一式を収納できます。
MV AGUSTAロゴでパーソナライズ。

Fuel tank bag

Made of fabric with a comfortable shoulder

strap and waterproof cover

Its upper part is transparent to allow the

visibility of maps and GPS

The inner part allows you to store rain

equipment or a set of tools

Personalized with MV Agusta logo

本国在庫が無くなり
次第廃番

SPFBM001RV TANK BASE ¥15,048 ¥13,680

フューエルタンクベース。
白いステッチが施された黒い生地で作られて
います。
バイクのタンクにフィットし、バッグの固定を確
実にします。

Fuel tank base

Made of black fabric with white stitching

It fits perfectly to the bike's tank ensuring

the fixing of the bag

本国在庫が無くなり
次第廃番



8000C1694 RACING FUEL TANK CAP ¥30,624 ¥27,840

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

80A0C1694
RED RACING FUEL TANK

CAP
¥29,700 ¥27,000

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

8000C9458
BLACK QUICK RELEASE

LEVER
¥6,996 ¥6,360

レーシングタンクキャップ用クイックリリースレ
バー。
ブラックアルマイト。
レーシングキャップ8000C1694 / 8000C9457と
互換性があります 。

Quick release lever for racing tank cap

Black anodization

Compatible with racing caps 8000C1694 /

8000C9457

80A0C9458 RED QUICK RELEASE LEVER ¥6,996 ¥6,360

レーシングタンクキャップ用クイックリリースレ
バー。
ブラックアルマイト。
レーシングキャップ8000C1694 / 8000C9457と
互換性があります 。

Quick release lever for racing tank cap

Red anodization

Compatible with racing caps 8000C1694 /

8000C9457

8000C1696 BRAKE PUMP ERGAL CP ¥15,048 ¥13,680

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

80A0C1696 BRAKE PUMP CAP ¥15,048 ¥13,680

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

8000C1697 CLUTCH PUMP ERGAL CUP ¥15,048 ¥13,680

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

80A0C1697 CLUTCH PUMP CAP ¥15,048 ¥13,680

クラッチポンプキャップ。
ergal T67075で製造。
MV AGUSTAロゴが付いたレーザーセリグラ
フィーでパーソナライズ 。

Clutch pump ergal cap

Manufactured in ergal T6 7075

Personalized with laser serigraphy with MV

Agusta logo

8000C8718
OIL FILLER CAP WITH LEVEL

DIPSTCK
¥9,240 ¥8,400

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



8A00C8718
RED OIL FILLER CAP WITH

LEVEL DIPSTCK
¥9,240 ¥8,400

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

8000C5063 ENGINE OIL CAP ¥10,956 ¥9,960

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

80A0C5063 RED ENGINE OIL CAP ¥10,956 ¥9,960

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

SPTA206 ENGINE OIL CAP ¥5,940 ¥5,400
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.

RDTL081018 EXHAUST COVER ¥24,816 ¥22,560
カーボンファイバー製、エキゾーストカバー。
100%イタリア製。 光沢仕上げ。
Euro3モデルとのみ互換性があります。

Exhaust cover in carbon fiber

Hand painted and 100 % Made in Italy

Glossy finish

Only compatible with Euro 3 models

RDTL095018 SWINGARM CARBON COVER ¥46,860 ¥42,600

カーボン製、スイングアームカバー。 クラッシュ
時にスイングアームを保護します。
100%イタリア製。 光沢仕上げ。
Euro4およびEuro5モデルにおいて、適切に組
み立てるには、スイングアーム中央のサウンド
プロテクションを取り外す必要があります。

Swingarm carbon cover

It protects swingarm in case of crash

Hand painted and 100 % Made in Italy

Glossy finish

For a proper assembly it is necessary to

remove the central sound protection on the

swingarm on Euro 4 and Euro 5 models

8AA0C1103
REAR MUDGUARD

@RDTL092018
¥39,600 ¥36,000

リアカーボンマッドガード。
ハンドペイント、100％イタリア製。
光沢仕上げ。

Rear carbon mudguard

Hand painted and 100 % Made in Italy

Glossy finish

80A0B6041
LOWER CHAIN GUARD

CARBON
@RDTL050018/8000B6101

¥25,740 ¥23,400
カーボンファイバー製、ロアチェーンガード。
100％イタリア製。
光沢仕上げ。

Lower chain guard in carbon fiber

100 % Made in Italy

Glossy finish

80A0B6044
UPPER CARBON CHAIN

GUARD
¥22,440 ¥20,400

カーボンファイバー製アッパーチェーンガード。
100％イタリア製。
光沢仕上げ。

Upper chain guard in carbon fiber

100 % Made in Italy

Glossy finish

本国在庫が無くなり
次第廃番



RDTL086018
GENERATOR COVER

PROTECTION IN CARBON
FIBER

¥27,192 ¥24,720

カーボンファイバー製、ジェネレーターカバープ
ロテクション。
100%イタリア製。
内部の保護を強化するためのカーボンケブ
ラー層。
光沢仕上げ。

Generator cover protection in carbon fiber

100 % Made in Italy

Carbon-kevlar layer inside to increase the

protection

Glossy finish

本国在庫が無くなり
次第廃番

RDTL087018
CLUTCH COVER

PROTECTION IN CARBON
FIBER

¥24,816 ¥22,560

カーボンファイバー製、クラッチカバープロテク
ション。
100%イタリア製。
内部の保護を強化するためのカーボンケブ
ラー層。
光沢仕上げ。

Clutch cover protection in carbon fiber

100 % Made in Italy

Carbon-kevlar layer inside to increase the

protection

Glossy finish

本国在庫が無くなり
次第廃番

RDTL083018 CARBON MUDGUARD ¥64,020 ¥58,200
フロントカーボンマッドガード。
100％イタリア製。
光沢仕上げ。

Front carbon mudguard

100 % Made in Italy

Glossy finish

8000C8135 REAR CARBON MUDGUARD ¥53,592 ¥48,720
カーボンナンバープレートホルダー。
100％イタリア製。

Carbon licence plate holder

100 % Made in Italy

RDTL070018A RH TANK PANEL ¥30,228 ¥27,480

カーボンファイバー製、右フューエルタンクパネ
ル。
100％イタリア製。
光沢仕上げ。

Right fuel tank panel in carbon fiber

100 % Made in Italy

Glossy finish

RDTL070018B LH TANK PANEL ¥30,229 ¥27,481

カーボンファイバー製、左フューエルタンクパネ
ル。
100％イタリア製。
光沢仕上げ。

Left fuel tank panel in carbon fiber

100 % Made in Italy

Glossy finish

RDTL068018A RH SIDE FAIRING PANEL ¥33,132 ¥30,120
カーボンファイバー製、右インサイドパネル。
100％イタリア製。
光沢仕上げ。

Right inside panel in carbon fiber

100 % Made in Italy

Glossy finish

RDTL068018B LH SIDE FAIRING PANEL ¥33,132 ¥30,120
カーボンファイバー製、左インサイドパネル。
100％イタリア製。
光沢仕上げ。

Left inside panel in carbon fiber

100 % Made in Italy

Glossy finish

RDTL084018B
LEFT INSIDE AIR

EXTRACTOR
¥27,192 ¥24,720

カーボンファイバー製、左インサイドエアエクス
トラクター。
100％イタリア製。
光沢仕上げ。

Left inside air extractor in carbon fiber

100 % Made in Italy

Glossy finish

RDTL084018A
RIGHT INSIDE AIR

EXTRACTOR
¥27,192 ¥24,720

カーボンファイバー製、右インサイドエアエクス
トラクター。
100％イタリア製。
光沢仕上げ。

Right inside air extractor in carbon fiber

100 % Made in Italy

Glossy finish



RDTL085018B
LEFT OUTSIDE AIR

EXTRACTOR
¥17,424 ¥15,840

カーボンファイバー製、左アウトサイドエアエク
ストラクター。
100％イタリア製。
光沢仕上げ。

Left outside air extractor in carbon fiber

100 % Made in Italy

Glossy finish

RDTL085018A
RIGHT OUTSIDE AIR

EXTRACTOR
¥17,424 ¥15,840

カーボンファイバー製、右アウトサイドエアエク
ストラクター。
100％イタリア製。
光沢仕上げ。

Right outside air extractor in carbon fiber

100 % Made in Italy

Glossy finish

RDTL094018 FRONT AIR INTAKE ¥37,092 ¥33,720
カーボンフロントエアインテーク。
100％イタリア製。
光沢仕上げ。

Carbon front air intake

100 % Made in Italy

Glossy finish

RDTL071018 UNDERTAIL COVER ¥54,252 ¥49,320
カーボンアンダーテール。
100％イタリア製。
光沢仕上げ。

Carbon undertail

100 % Made in Italy

Glossy finish

80A0C1304 BLACK FOOTREST KIT ¥31,152 ¥28,320

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

80B0C1304 RED FOOTREST KIT ¥17,424 ¥15,840

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

8000C1304 FOOTREST KIT ¥25,410 ¥23,100

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

8000C1313
ARTICULATED FRONT

BRAKE LEVER
¥28,380 ¥25,800

可倒式フロントブレーキレバー。 CNC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。 ブラック
アルマイト。

Foldable brake lever. Manufactured in CNC

aluminum. Personalized with MV Agusta

logo. Black anodisation



8000C1323
ARTICULATED CLUTCH

LEVER
¥37,884 ¥34,440

可倒式クラッチレバー。
CNC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。 ブラック
アルマイト。

Foldable clutch lever. Manufactured in

aluminium CNC. Personalized with MV

Agusta logo

8000C8134 MIRRORS SET ¥44,352 ¥40,320

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

8000C1309 LEFT ERGAL MIRROR ¥32,076 ¥29,160

左側Ergalミラー。 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。

Left ergal mirror

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 models it is

mandatory to order also the adapters code

8000C9326

For Rivale model it is mandatory to order

also the adapters codes SPKSA001RVB +

SPKSA001RVA

8000C1308 RIGHT ERGAL MIRROR ¥32,076 ¥29,160

右側Ergalミラー。 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。

Right ergal mirror

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 models it is

mandatory to order also the adapters code

8000C9326

For Rivale model it is mandatory to order

also the adapters codes SPKSA001RVB +

SPKSA001RVA

8000C9349 HIGH LEFT MIRROR ¥28,776 ¥26,160

左側Ergalミラー。
スクリューM10ピッチ1.25。
MV AGUSTAロゴでパーソナライズ。

公道用としての認可は受けておりません。
Brutale 1000およびRushの場合、アダプター、
コード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、コードSPKSA001RVB +
SPKSA001RVAも注文する必要があります。

High left ergal mirror

Thread M10 pitch 1.25

Personalized with MV Agusta logo

Not homologated for public streets

For Brutale 1000 and Rush it is mandatory

to order also the adapter code 8000C9327

For Rivale and Dragster MY 14-17 it is

necessary to order also the adapters codes

SPKSA001RVB + SPKSA001RVA

80A0C9349 HIGH RIGHT MIRROR ¥28,776 ¥26,160

右側Ergalミラー。
スクリューM10ピッチ1.25。
MV AGUSTAロゴでパーソナライズ。

公道用としての認可は受けておりません。
Brutale 1000およびRushの場合、アダプター、
コード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、コードSPKSA001RVB +
SPKSA001RVAも注文する必要があります。

High right ergal mirror

Thread M10 pitch 1.25

Personalized with MV Agusta logo

Not homologated for public streets

For Brutale 1000 and Rush it is mandatory

to order also the adapter code 8000C9326

For Rivale and Dragster MY 14-17 it is

necessary to order also the adapters codes

SPKSA001RVB + SPKSA001RVA

SPKSA001RVB
LEFT HIGH MIRROR FITTING

BRACKET
¥12,540 ¥11,400

左ミラーフィッティングブラケット。
Ergal T67075材で製造。
MV AGUSTAロゴでパーソナライズ。

Left mirror fitting bracket

Manufactured in ergal T6 7075

Personalized with MV Agusta logo

SPKSA001RVA
RIGHT HIGH MIRROR FITTING

BRACKET
¥12,540 ¥11,400

右ミラーフィッティングブラケット。
Ergal T67075材で製造。
MV AGUSTAロゴでパーソナライズ。

Right high mirror fitting bracket

Manufactured in ergal T6 7075

Personalized with MV Agusta logo



8A00C9693 RED LED LIGHT ¥13,860 ¥12,600

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。
3LED、デバイス12V
目安寸法：幅80-50mm-高さ29mm
プレートホルダー、コードSPPTT001RDおよび
8000C9392用のプレートに装着可能です。
オリジナル（スタンダード）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

8B00C9693 GREY LED LIGHT ¥13,860 ¥12,600

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。
3LED、デバイス12V
目安寸法：幅80-50mm-高さ29mm
プレートホルダー、コードSPPTT001RDおよび
8000C9392用のプレートに装着可能です。
オリジナル（スタンダード）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

8000C9693 BLACK LED LIGHT ¥13,860 ¥12,600

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。
3LED、デバイス12V
目安寸法：幅80-50mm-高さ29mm
プレートホルダー、コードSPPTT001RDおよび
8000C9392用のプレートに装着可能です。
オリジナル（スタンダード）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

SPPTT001RD
LOWER LICENSE PLATE

HOLDER
¥93,720 ¥85,200

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 retro-reflector. 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

8000C9696 RADIATOR SHIELD ¥26,268 ¥23,880

ラジエーターシールド。
 アルミニウムで製造されています。 MV
AGUSTAロゴでカスタマイズ。
破片やその他の衝撃からモーターサイクルを
保護します。 ラジエーターの冷却効率を低下
させません。

Radiator shield. Manufactured in aluminium.

Customized with MV Agusta logo. Protects

the bike from impact with debris or other.

Does not reduce the functionality of the

radiator.

SPPRA001RV WHEEL PROTECTORS ¥17,556 ¥15,960

フロントアクスルプロテクター。
ergal T67075で製造。
MV AGUSTAロゴでパーソナライズ。
ブラックアルマイト。

Front axel protectors

Manufactured in ergal T6 7075

Personalized with MV Agusta logo

Black anodization

8000C9130 FRONT WHEEL PROTECTORS ¥18,084 ¥16,440

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

本国在庫が無くなり
次第廃番

8000C9131 REAR WHEEL PROTECTORS ¥24,552 ¥22,320

強化プラスチックと軽合金で作られたリヤホ
イールプロテクター。
スイングアーム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 。

Rear wheel protectors made from solid

plastic and light alloy. Protects the swingarm

from accidental falls or slips and gives the

bike a sportier design

本国在庫が無くなり
次第廃番

SPPTA001RV
SIDE FRAME PROTECTORS

KIT
¥35,244 ¥32,040

フレームプロテクターセット。
ergal T67075製。
ブラックパッド付きグレー仕上げ。
クラッシュした場合にバイクを保護します。

Frame protection set

Made in ergal T6 7075

Grey finish with black pad

It protects the bike in case of crash



RRKP028 RIGHT PROTECTOR PAD ¥8,844 ¥8,040
右側の交換用パッド。
コード8000C1331、8A00C1331、80A0C2930と
互換性があります。

Right side replacement pad

Compatible with codes 8000C1331,

8A00C1331, 80A0C2930

8000C9732 RIGHT PROTECTOR PAD ¥8,712 ¥7,920
右側の交換用パッド。
コード8000C1331、8A00C1331、80A0C2930と
互換性があります。

Right side replacement pad

Compatible with codes 8000C1331,

8A00C1331, 80A0C2930

RRKP029 RIGHT PROTECTOR PAD ¥8,844 ¥8,040
左側の交換用パッド。
コード8000C1331、8A00C1331、80A0C2929と
互換性があります。

Left side replacement pad

Compatible with codes 8000C1331,

8A00C1331, 80A0C2929

8000C9731 RIGHT PROTECTOR PAD ¥8,712 ¥7,920
左側の交換用パッド。
コード8000C1331、8A00C1331、80A0C2929と
互換性があります。

Left side replacement pad

Compatible with codes 8000C1331,

8A00C1331, 80A0C2929

8000C1328 ENGINE PROTECTION ¥39,600 ¥36,000

ジェネレーターカバープロテクター。
Ergal T67075材で製造。MV AGUSTAロゴで
パーソナライズ。
適切に取り付けるために、Euro4モデルはオリ
ジナルの吸音カバーを取り外すことをお勧めし
ます。

Generator cover. Manufactured in ergal T6

7075. Personalised with MV Agusta logo.

For a proper installation it is recommended

to remove the original sound absorbing

cover on Euro 4 models

SPPCA001RV CLUTCH COVER  ¥36,960 ¥33,600
クラッチカバープロテクター。
Ergal T67075材で製造。MV AGUSTAロゴで
パーソナライズ。

Clutch protection. Manufactured in ergal T6

7075. Personalised with MV Agusta logo

SPDA385X
REAR SPROCKET SOLID

MACHINED IN TITANIUM gr5
¥39,468 ¥35,880

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.

本国在庫が無くなり
次第廃番

SPFL502R REAR SPROCKET FLANGE ¥51,744 ¥47,040

ビレットergalから機械加工されたリアスプロケットフ
ランジに、レッドアルマイトが施されています。および
カーボンインサートの処理。
目に見えるディテールの軽さ、デザイン、信頼性、
MV AGUSTAロゴでパーソナライズ。
正確な互換性については、取り付けられているオリ
ジナル（スタンダード）のフランジのパーツリストを確
認してください。
Brutale 4シリンダーとの互換性：1078 RR Y07-11 /
1090 Corsa Y13-16 / 1090 R Y12-15 / 1090 RR
Y10-17 / 1090 Y13-17 / 750 Y03-08 / 910 R
Y05-11 / 910 S Y03 -11 / 920 Y11-12 / 989 R
Y05-08 / 990 R Y09-12;
F4との互換性：F4 1000 R MY10-17 / F4 RC
MY15-18 / F4 1000 RR MY10-17 / F4
1000MY10-17。

Rear sprocket flange machined from billet ergal

with subsequent treatment of surface red

anodization and carbon inserts

Lightness, design and reliability for a very visible

detail

Personalized with MV Agusta logo

For exact compatibility check the drawing of the

original flange installed;

For Brutale 4 cylinders compatible with: 1078 RR

Y07-11 / 1090 Corsa Y13-16 / 1090 R Y12-15 /

1090 RR Y10-17 / 1090 Y13-17 / 750 Y03-08 / 910

R Y05-11 / 910 S Y03-11 / 920 Y11-12 / 989 R

Y05-08 / 990 R Y09-12;

For F4 compatible with: F4 1000 R MY10-17 / F4

RC MY15-18 / F4 1000 RR MY10-17 / F4 1000

MY10-17.

本国在庫が無くなり
次第廃番

SPDA397R REAR WHEEL NUT IN ERGAL ¥31,680 ¥28,800

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



SPCDA397B ERGAL REAR WHEEL NUTS ¥25,740 ¥23,400

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

SPDA395R FRONT WHEEL AXLE NUT ¥6,732 ¥6,120

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

8000C4814 RIGHT RACING BRAKE DISC ¥76,824 ¥69,840

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。
＊公道走行用の認可は取得しておりません。
サーキットまたはクローズドコースでご使用くだ
さい。

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

8000C4727 LEFT RACING BRAKE DISC ¥76,824 ¥69,840

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。
＊公道走行用の認可は取得しておりません。
サーキットまたはクローズドコースでご使用くだ
さい。

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

8000C4815 REAR BRAKE DISC ¥33,792 ¥30,720

リアブレーキディスク。
外径220mm内径108mm。 4穴。
＊公道走行用の認可は取得しておりません。
サーキットまたはクローズドコースでご使用くだ
さい。

Rear brake disc. Outer diameter 220 mm

Inner diameter 108 mm. 4 Holes. Not

homologated, to be used only in closed

circuits, not public roads

SP8000C912 TANK OIL SET ¥38,940 ¥35,400

レッドキャップが含まれた、リアブレーキオイル
タンク。
水平ポートホール付き付き20ml。
固体からCNCマシンで機械加工され、レッドア
ルマイトが施されています。
MV AGUSTAロゴでパーソナライズ。

Rear brake oil tank with red cap included

20 ml with level porthole

Machined from solid by cnc machines with

subsequent red surface anodization

Personalized with Mv Agusta logo

8000C9128 REAR BRAKE OIL TANK ¥48,180 ¥43,800

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
REAR BRAKE FLUID

RESERVOIR CAP
¥12,540 ¥11,400

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

SPTF451B REAR OIL TANK CAP ¥12,540 ¥11,400

リアブレーキオイルタンクキャップ。
ブラック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 fluid reservoir cap made from

light alloy solid with black surface anodising

The kit includes all the screws for the

application

Assembly is simple and does not require

any modification

SPCP153R SPROCKET COVER ¥27,984 ¥25,440

フロントスプロケットカバー。
CNC機械による固体軽合金から作られまし
た。
カーボンファイバーインサートとレッドアルマイ
ト。
DRAGSTERの場合、RR / RCモデルとの互換
性はありません 。

Front sprocket cover

Made from solid light alloy by CNC

machines

Red anodizing with carbon fiber insert

For Dragster, not compatible with RR / RC

models

適合：MY2015-
MY2016モデルのみ



SPCA301R
TRANSPARENT CLUTCH

HOUSING
¥123,816 ¥112,560

アルミニウム製で、ビレット機械加工された透
明クラッチハウジングカバー。
透明性は、耐衝撃性と耐熱性を備えたLexan
シートで得られ、その油圧シールは特定のOリ
ングによって保証されています。

Clutch transparent housing, made of billet

machined aluminium. Transparency is

obtained with a Lexan sheet, shocks and

temperatures resistant, whose hydraulic

seal is guaranteed by specific o-ring

8000C8082
SLIPPER CLUTCH PRESSURE

PLATE
¥59,268 ¥53,880

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 RR MY15-16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

SPZAB09B
MOUNTING KIT FOR BRAKE

COOLING DUCTS
¥12,276 ¥11,160

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

SPZA701Y MATTE CARBON AIR DUCT ¥80,784 ¥73,440

フロントブレーキシステム用冷却エアダクト。
カーボンファイバーモノコック。
マット仕上げ。
風洞設計の形状のにより、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、コードSPZAB09Bを購入する必要がありま
す。
Brutale 1000およびRushモデルでの組み付けには、
フィッティングブラケット、コード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、コードSPZAB10Bを購入する必要があります。
＊公道走行用の認可は取得しておりません。
サーキットまたはクローズドコースでご使用ください。

Cooling air ducts for front braking system

Carbon fiber monocoque

Matte 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

SPZA701K
DUCTS COOLING SYSTEM

BRAKING IN CARBON FIBER
¥76,296 ¥69,360

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。
風洞設計の形状により、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。
＊公道走行用の認可は取得しておりません。
サーキットまたはクローズドコースでご使用ください。

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

SPGH352R STEERING RING NUT ¥11,748 ¥10,680
ステアリングリングナット。
軽合金の固体から機械加工。 レッドアルマイ
ト。

Steering ring nut machined from solid in

light alloy. Red anodizing

SPSWM02B
RIGHT PUSH-BUTTON

PANEL
¥64,680 ¥58,800

BREMBO CNCラジアルおよび鍛造ブレーキマスター
シリンダー用、右側ハンドルスイッチ。
プッシュボタンパネル本体は7075（Ergal）アルミニウ
ムビレットから機械加工され、ハードブラックアルマ
イト処理が施されています。
バイク側は加工する必要はありません。
赤-ON / OFFスイッチ
黒-スタートボタン
グレー-ON / OFFスイッチ（自由に使用できます。）

＊公道走行用の認可は取得しておりません。
サーキットまたはクローズドコースでご使用ください。

Right hand control for Brembo CNC radial and

forged brake master cylinders

The push-button panel body is machined from

7075 (Ergal) aluminium billet and then undergoes

a hard black anodizing process

There is no need to intervene in any other way on

the bike and it is always possible to return to the

original configuration without any kind of

modification

Red - ON/OFF switch

Black - Start button

Grey - ON/OFF switch can be used at will

Not homologated, to be used only in closed

circuits, not public roads

SPSWM01B PUSH-BUTTON PANEL ¥95,964 ¥87,240

プッシュボタンパネル本体は7075（Ergal）アルミニウ
ムビレットから機械加工され、ハードブラックアルマ
イト処理が施されています。
バイク側は加工する必要はありません。

青-ハイビーム
グレー-右ウインカー
黒-OK
赤-左ウインカー
黄色-ホーン

リアボタン
緑-セット

＊公道走行用の認可は取得しておりません。
サーキットまたはクローズドコースでご使用ください。

The push-button panel body is machined from

7075 (Ergal) aluminium billet and then undergoes

a hard black anodizing process.

There is no need to intervene in any other way on

the bike and it is always possible to return to the

original configuration without any kind of

modification.

Blue - High beam

Grey - Right Arrow

Black - OK

Red - Left Arrow

Yellow - Horn

Rear button

Green - Set

Not homologated, to be used only in closed

circuits, not public roads

SPSWM04B PUSH-BUTTON PANEL ¥88,572 ¥80,520

左右のプッシュボタンパネルの機能を統合したレー
シングプッシュボタンパネル。
プッシュボタンパネル本体は7075（Ergal）アルミニウ
ムビレットから機械加工され、ハードブラックアルマ
イト処理が施されています。
バイク側は加工する必要はありません。
赤-スタートON / OFFスイッチ
グレー-ON / OFFスイッチ（自由に使用できます）
黒-モード
黄色-セット
緑-スタートボタン

＊公道走行用の認可は取得しておりません。
サーキットまたはクローズドコースでご使用ください。

Racing push button panel that integrates the

functions of the left and right push button panels

The push-button panel body is machined from

7075 (Ergal) aluminium billet and then undergoes

a hard black anodizing process

There is no need to intervene in any other way on

the bike and it is always possible to return to the

original configuration without any kind of

modification

Red - Start ON/OFF switch

Grey - ON/OFF switch can be used at will

Black - MODE

Yellow - Set

Green -Start button



SPSAM003ST SPORT SEAT ¥40,260 ¥36,600

ノンスリップスポーツシート。
ブラックレザーの側面を持つネオプレンで製
造。
白い糸のステッチでカスタマイズ。

Non-slip sport seat

Manufactured in neoprene with sides in

black leather

Customized with white thread stitching

本国在庫が無くなり
次第廃番


