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SUPERVELOCE SPECIAL PARTS

2022年3月更新 価格改定

Rossoモデル共通の専用キット。
専用ボックスには以下の商品が含まれています。：

8000C9126

8000C7335

8000D0110

ROSSO KIT

TANK BELT

YELLOW CARBON BELT

¥220,836

¥77,484

¥86,064

¥200,760

¥70,440

¥78,240

リヤホイールプロテクション。
フロントホイールプロテクション。
リアブレーキリザーバーキャップ。
ergalリアスプロケットフランジ。
レッド、バイクカバー。
専用の赤いボックス 。

タンクキャップセットには下記が吹く荒れます：
タンクフック
ブラウンレザーベルト
フューエルキャップリングナット
クイックリリースフューエルキャップ

カーボンファイバー、スペシャルタンクベルト
「Superveloce」セリグラフィーでパーソナライズされ
たカーボンファイバー製フューエルキャップリング。
黄色のステッチとカーボンソフト生地を使用したパー
ソナライズされたベルト。
プラグアンドプレイ、アセンブリの変更は必要ありま
せん。
オリジナル(STD)のフューエルキャップと互換性があ
ります。

A dedicated kit to make unique your Brutale
Rosso.
Dedicated box with attention to detail that
includes:
Rear wheel protection
Front wheel protection
Rear brake reservoir cap
Ergal rear sprocket flange
Red bike cover
Dedicated red box

Special tank cap set that includes:
Tank hooks
Brown leather belts
Fuel cap ring nut
Quick release fuel cap

Carbon fiber special tank belt
Carbon fiber fuel cap ring personalized with
"Superveloce" serigraphy
Personalized belt with yellow stitching and carbon
soft fabric
Plug and play, does not require any modification
for the assembly
Compatible with the original fuel cap

クイックリリースフューエルキャップはベルトに含まれ The quick release fuel cap is not included in the
ていません。
belt

8A00D0110

RED CARBON BELT

¥86,064

¥78,240

カーボンファイバー、スペシャルタンクベルト
「Superveloce」セリグラフィーでパーソナライズされ
たカーボンファイバー製フューエルキャップリング。
赤色のステッチとカーボンソフト生地を使用したパー
ソナライズされたベルト。
プラグアンドプレイ、アセンブリの変更は必要ありま
せん。
オリジナル(STD)のフューエルキャップと互換性があ
ります。

Carbon fiber special tank belt
Carbon fiber fuel cap ring personalized with
"Superveloce" serigraphy
Personalized belt with red stitching and carbon
soft fabric
Plug and play, does not require any modification
for the assembly
Compatible with the original fuel cap

クイックリリースフューエルキャップはベルトに含まれ The quick release fuel cap is not included in the
ていません。
belt

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。

CAREBLACK

CARE KIT "BLACK"

価格設定中

価格設定中

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

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。

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

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。

Not compatible with Turismo Veloce models, the
correct part number is CARETVBLACK

NOTE

8000C9571

8000C9200

MV AGUSTA BIKE CARPET

MV AGUSTA "ROSSO LINE" BIKE
CARPET

¥27,852

¥30,360

¥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 nonslip rubber back surface. Dimensions 80 x 250 cm

¥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 nonslip rubber back surface. Dimensions 80 x 250 cm

MV Agusta bike carpet

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。

100% absorbent fiber, no problem with oil or
gasoline, washable, UV-resistant, shock-resistant
and non-slip rubber back surface

本国在庫が無くなり
次第廃番

Dimensions 80 x 250 cm

Sticker set for 17-inch rim

SPWHSTICK

WHEEL STICKER SET

¥6,072

¥5,520

17インチリム用ステッカーセット。
Personalized with Mv Agusta logo
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。
Set composed of 4 strips (2 on each side) for a
前後ホイールに貼り付ける場合は、2セットを購入す single rim (front or rear)
る必要があります 。
To complete a bike it is necessary to buy n°2 set

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。

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。

SP80A0C9043

SP8000C9043

8000C9043

SPADF3CAM

INDOOR RED INSTITUTIONAL
COVER

INSTITUTIONAL COVER

INDOOR BLACK COVER

CAMOUFLAGE FUEL TANK
STICKER

¥36,828

¥36,828

¥55,836

¥5,940

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

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

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。

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

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。

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

TurismoVeloceモデルとの互換性はありませ
ん。

Not compatible with Turismo Veloce models

¥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

¥5,400

カモフラージュ、フューエルタンクステッカー。
UVA耐性。
オリジナルデザイン。
MV AGUSTAロゴでパーソナライズ。
寸法108,7x 145,6

Camouflage fuel tank sticker
UVA resistant
Original design
Personalized with MV Agusta logo
Dimensions 108,7 x 145,6

¥33,480

¥33,480

本国在庫が無くなり
次第廃番

SPADF3CAR

8000C1286

CARBON LOOK FUEL TANK
STICKER

REAR STAND

8000C3396

REAR STAND IN BOXED STEEL

8000C9256

REAR STAND IN BOXED STEEL
(ROSSO LINE)

SPCAK001BF

8000C9516

W266-0049

W266-0050

8000D0148

SPOP350B

FRONT TRIPLE CLAMP STAND

MEMORABILIA WOODEN BOX

SPECIAL SCREW FOR PLATE

"OTTOCENTO" plate

FRONT HEADLIGHT RING NUT

HDPE (High Intensity Polyethylene)
container resistant to solvents and
paints

¥5,940

¥69,181

¥100,980

¥78,540

¥46,200

¥61,644

¥924

¥9,636

¥20,460

¥4,752

¥5,400

カーボンルック、フューエルタンクステッカー。
UVA耐性。
オリジナルデザイン。
MV AGUSTAロゴでパーソナライズ。
寸法108,7x 145,6

Carbon look fuel tank sticker
UVA resistant
Original design
Personalized with MV Agusta logo
Dimensions 108,7 x 195,2

¥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

¥91,800

ボックスタイプ、スチール製のリアスタンド。粉体塗 Rear stand made in boxed steel. Powder coated.
装。 側面にMV AGUSTAロゴでカスタマイズ。バイク Customized with MV Agusta Logo on the side.
の重量を支えるように設計されています。
Designed to support the weight of the bike

¥71,400

ボックスタイプ、スチール製のリアスタンド。粉体塗 Rear stand made in boxed steel. Powder coated.
装。 MV AGUSTAとROSSOのロゴでカスタマイズ。メ Customized with MV Agusta and ROSSO logo. It
ンテナンス中に最適な安定性を提供します。
grants an optimum stability during maintenance.

¥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。

¥56,040

Genuine birch wood box
白樺の木箱
External dimensions 91x42x32 cm
外形寸法91x42x32cm
Internal dimensions 88x39x26
内寸88x39x26
Hand painted and customized with Mv Agusta
手描きのMV AGUSTAロゴでカスタマイズ。
logo
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 Dress up your home or your garage with the
AGUSTAの衣類等、スタイリッシュに保管してくださ dedicated Mv Agusta wooden box and store inside
your helmet, your objects or your Mv Agusta
い。
clothing with style

¥840

¥8,760

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

SUPER VELOCEプレートコードW266-0050の専用ス
クリュー。
バイクにプレートを組み付ける必要があります。
※単品販売の商品ですので、プレートを組み付ける
には2本のスクリューを購入する必要があります 。

Dedicated screw for Superveloce plate code
W266-0050
It is necessary to assemble the plate on the bike
* Product sold individually, to complete a plate it is
necessary to purchase n° 2 screws

SUPER VELOCEプレート。
「Ottocento」の刻印でパーソナライズ。
ビレットからの機械加工。
パッセンジャーフットペグの取り外しが必要です。

Superveloce plate
Personalized with "Ottocento" engraving
Entirely machined from billet
Required for removal of passenger footpegs

正しく取り付けるには、別売りの専用スクリュー、
コードW266-0049を使用することをお勧めします。
プレートは個別に販売

For a proper installation, it is recommended to use
the dedicated screw code W266-0049 sold
separately
＊自動車検査証の乗車定員を変更する構造等変更
Plate sold individually
検査を実施ください。

¥18,600

¥4,320

フロントヘッドライトリングナット。
固体から機械加工。
オリジナルデザイン。
変更なしでスタンダードと互換性があります。
MV AGUSTAロゴでパーソナライズ。

Front headlight ring nut
Machined from solid
Original design
Perfectly compatible without any modification
Personalized with Mv Agusta logo

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)
本国在庫が無くなり
Equipped with a discharge system with anti-splash
次第廃番
edge to prevent spillage during transport or
transfer
Personalized with Mv Agusta logo
Dimensions: H90mm Ø330mm

80A0C9606

8000C9208

SPAIRFP08F1

SPAIRFP08

SPAIRFP037

BLACK REAR SEAT COVER

RETRÒ WINDSCREEN

PERFORMANCE AIR FILTER

SPORT AIR FILTER

HIGH DENSITY AIR FILTER

¥42,768

¥16,104

¥44,880

¥17,820

¥35,376

¥38,880

シングルシートテールキット。
バイクにレーシングルックを与えます。
キットに含まれるもの：
シングルシートテール
サドルパッド
取り付けスクリュー
取り付けには、オリジナルのサドルロックを使用する
だけです。

Single seat tail kit
Gives the bike a racing look
The kit includes:
Single seat tail
Saddle pad
Mounting screws
For the installation simply use the original saddle
＊自動車検査証の乗車定員を変更する構造等変更 lock
検査を実施ください。

イエローレトロウインドスクリーン
組付けにバイクの変更は必要ありません。

¥14,640

Yellow retrò windscreen
The installation does not require any modification
of the bike

公道用としての認可を取得しておりません。
Super veloce Agoモデルとの互換性はありません。 Not homologated for public streets
Not compatible with Superveloce Ago model

＊供給会社の事情に
より、納期がかかる
場合がございます。

＊供給会社の事情に
より、納期がかかる
場合がございます。

¥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

¥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

¥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

Fuel tank plane bag
Convertible into a backpack
For fixing it is necessary to use with fuel tank bag
base code SPFBM001B4 sold separately

本国在庫が無くなり
次第廃番

SPBSM004BF

FUEL TANK BAG

¥19,800

¥18,000

フューエルタンクバッグ。
バックパックにコンバーチブル
固定には別売りのフューエルタンクバッグベース、
コードSPFBM001B4のご購入が必要です。

SPFBM001B4

TANK BAG BASE

¥13,728

¥12,480

ロゴが刺繍されたフューエルタンクバッグベース

Fuel tank bag base with embroided logo

本国在庫が無くなり
次第廃番

¥18,000

フューエルタンクスモールバッグ。
固定には別売りのフューエルタンクバッグベース、
コードSPFBM001B4のご購入が必要です。

Fuel tank small bag
For fixing it is necessary to use with fuel tank bag
base code SPFBM001B4 sold seperately

本国在庫が無くなり
次第廃番

SPBSM005BF

FUEL TANK SMALL BAG

¥19,800

SPBSM006BF

8000C9542

8000C1694

80A0C1694

8000C9458

80A0C9458

FUEL TANK 24 HOURS BAG

RACING FUEL TANK CAP

RACING FUEL TANK CAP

RED RACING FUEL TANK CAP

BLACK QUICK RELEASE LEVER

RED QUICK RELEASE LEVER

8000C8718

OIL FILLER CAP WITH LEVEL
DIPSTCK

8A00C8718

RED OIL FILLER CAP WITH LEVEL
DIPSTCK

8000C5063

ENGINE OIL CAP

¥24,816

¥40,656

¥30,624

¥29,700

¥6,996

¥6,996

¥9,240

¥9,240

¥10,956

¥22,560

フューエルタンク24時間バッグ。
15インチモニターのポータブルPCを入れることが可
能です。
固定には別売りのフューエルタンクバッグベース、
コードSPFBM001B4のご購入が必要です。

Fuel tank 24 hours bag
It allows you to carry a portable pc of 15'' monitor
For fixing it is necessary to use with fuel tank bag
base code SPFBM001B4 sold seperately

¥36,960

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。
SERIE OROモデルのOEMタンクベルトと互換性があ
ります。

Racing fuel tank cap. 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. Compatible with OEM
tank belt of Serie Oro model

¥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

¥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

¥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

¥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

¥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

¥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

¥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

本国在庫が無くなり
次第廃番

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。

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。

8000C9991

BLINKER CAPS SET

¥14,784

¥13,440

フロントウインカーキャップセット。
固体アルミニウムから機械加工。
変更なしでスタンダードのフェアリングに組み付け可
能。
MV AGUSTAロゴでパーソナライズ 。
＊サーキット、またはクローズドコース専用。

8000C8935

ABS MODULE COVER IN CARBON
FIBER

8000C8936

UNDERTAIL COVER IN CARBON
FIBER

8000C8941

REAR MUDGUARD IN CARBON
FIBER

8000C8938

RDTL087018

8000C8939

HEADLIGHT SUPPORT COVER

CLUTCH COVER PROTECTION IN
CARBON FIBER

LEFT AIR INTAKE

¥36,960

¥49,104

¥34,320

¥26,004

¥24,816

¥38,016

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

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

Front blinker caps set
Machined from solid aluminum
Perfectly applicable on the original fairing without
any modification
Personalized with Mv Agusta logo

¥33,600

ABSモジュールカバー。
カーボンファイバー製。
つや消し横糸の特殊カーボンファイバー。

ABS module cover. Produced in carbon fiber.
Special carbon fiber with matte weft

¥44,640

アンダーテールカバー。
カーボンファイバー製。
つや消し横糸の特殊カーボンファイバー。

Undertail cover. Produced in carbon fiber. Special
carbon fiber with matte weft

¥31,200

リヤマッドガード。
カーボンファイバー製。
つや消し横糸の特殊カーボンファイバー。

Rear mudguard. Produced in carbon fiber. Special
carbon fiber with matte weft

¥23,640

ヘッドライトサポートカバー。
カーボンファイバー製。
つや消し横糸の特殊カーボンファイバー。

Headlight support cover. Produced in carbon fiber.
Special carbon fiber with matte weft

¥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

¥34,560

左エアインテーク。
カーボンファイバー製。
つや消し横糸の特殊カーボンファイバー。

Right air intake. Produced in carbon fiber. Special
carbon fiber with matte weft

8000C8940

8000C8934

8000C7344

8000C9599

80A0C1304

80B0C1304

8000C1304

8000C9228

RIGHT AIR INTAKE

CARBON SPOILER

RACING SILENCER KIT NOT
HOMOLOGATED (+ECU)

STREET LEGAL SILENCER

BLACK FOOTREST KIT

RED FOOTREST KIT

FOOTREST KIT

ADJUSTABLE FOOTPEGS SET

¥38,016

¥70,224

¥450,120

¥404,976

¥31,152

¥17,424

¥25,410

¥138,336

¥34,560

右エアインテーク。
カーボンファイバー製。
つや消し横糸の特殊カーボンファイバー。

Left air intake. Produced in carbon fiber. Special
carbon fiber with matte weft

¥63,840

フロントマッドガードスポイラー。
カーボンファイバー製。
つや消し横糸の特殊カーボンファイバー。

Front mudguard spoiler
Produced in carbon fiber
Special carbon fiber with matte weft
100% made in Italy

¥409,200

レーシングサイレンサーキット。
右側に2本、左側に1本のサイレンサーがあり、歴史
的なバイクを想起させることでレトロな魅力を与えて
います。Superveloceロゴでカスタマイズ。
サーキット、クローズドコース専用ECU付属。
Dbキラーの脱着はできません。
EURO4モデル専用。

Racing silencer kit. Customized with Superveloce
logo. Includes the dedicated ECU. Two silencers
on the right side and one on the left side, it gives a
retro charm by recalling historic motorbikes. Not
homologated, to be used only in closed circuits,
not public roads. Non-extractable Db-killers

この商品は受注生産
であり、供給会社の
事情により納品まで
に数か月を要する場
合があります。

¥368,160

Racing homologated silencer
Two silencers on the right side and one on the left
side, with a special black ceramic paint and
公道用レーシングタイプサイレンサー。
customized with MV Agusta and Superveloce
右側に2本のサイレンサー、左側に1本のサイレン
サー、特別な黒いセラミックペイントを使用し、MV
logos
AGUSTAとSuperveloceのロゴでカスタマイズ。
The kit includes the additional ECU with dedicated
キットには、サーキット専用マッピングを備えた追加 mapping
のECUが含まれています。（ECUは公道での使用は
Please note that the delivery time of this item is 1
できません。）
この商品の納期はご注文日より1ヶ月でメーカーへ month from the date of order
納品されますのでご注意ください。
European homologation for public street
ヨーロッパでの公道使用の認可を取得しています。 Only compatible with E4 models
EURO4モデルとのみ互換性があります。
This accessory is a bespoke product and only built
per order. Please allow up to 1 month for
processing and delivery.

この商品は受注生産
であり、供給会社の
事情により納品まで
に数か月を要する場
合があります。

¥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

¥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

¥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

ビレットから完全に機械加工されたレーシングアジャ
スタブルフットペグセット。
調整可能なブレーキとギアシフトペダル。
関節式フットレスト。
MV AGUSTAロゴでパーソナライズ。

Set of racing adjustable footpegs entirely
machined from billet
Adjustable brake and gearshifts pedals
Articulated footrest
Personalized with MV Agusta logo

リバースギアボックス（逆シフト）との互換性はありま
せん。
ユーロ4/5モデルのみ。
公道用の認可は取得しておりません。
Superveloceレーシングエキゾースト8000C7344と
8000C9599は互換性がありません。

Not compatible with reverse gearbox
Only for Euro 4 /5 models
Not homologated
Not compatible with Superveloce racing exhaust
8000C7344 and 8000C9599

¥125,760

8000D0150

8000C9446

8000C9445

8A00C9693

8B00C9693

8000C9693

SPPTT001RD

RACING LEVERS SET

RIGHT END BAR MIRROR

LEFT END BAR MIRROR

RED LED LIGHT

GREY LED LIGHT

BLACK LED LIGHT

LOWER LICENSE PLATE HOLDER

¥120,120

¥11,880

¥11,880

¥13,860

¥13,860

¥13,860

¥93,720

Articulated levers set
Composed of clutch and brake levers
Manufactured in CNC aluminum
Personalized with MV Agusta logo

¥109,200

可倒式レバーセット。
クラッチレバーとブレーキレバーで構成。
CNCアルミニウムで製造。
MV AGUSTAロゴでパーソナライズ。

¥10,800

右エンドバーミラー。
Right end bar mirror. Machined from solid.
固体から機械加工。 MV AGUSTAロゴでパーソナラ
Personalized with MV Agusta logo. * Not
イズ。
homologated for public street
＊公道用としての認可は取得しておりません。

¥10,800

左エンドバーミラー。
Left end bar mirror. Machined from solid.
固体から機械加工。 MV AGUSTAロゴでパーソナラ
Personalized with MV Agusta logo. * Not
イズ。
homologated for public street
＊公道用としての認可は取得しておりません。

¥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

¥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

¥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

¥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 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

SPPRA001RV

8000C9347

80A0C9347

80B0C9347

8000C8249

WHEEL PROTECTORS

BLACK FRONT WHEEL
PROTECTORS KIT

RED FRONT WHEEL PROTECTORS
KIT

GREY FRONT WHEEL PROTECTORS
KIT

CLUTCH LEVER PROTECTION

¥17,556

¥20,196

¥20,196

¥20,196

¥5,676

¥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

¥18,360

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

¥18,360

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

¥18,360

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

クラッチレバープロテクション。
アルミニウム製。オリジナル（スタンダード）のバック
ミラーアームに適合。偶発的な転倒等の場合にレ
バーを保護します。適切に組み付けるために、別売
りの専用スクリュー、コード8B0090901（x 2個）を購
入することをお勧めします。BrutaleRRモデルにおい
て、フレームナンバーが000134から00293までは互
換性がありません。SuperveloceとSerieOroモデルに
おいて、フレームナンバーが001722から001821まで
は互換性がありません 。

Clutch lever protection
Manufactured in aluminum
Fits the original rearview mirror arm
Protects the lever in case of accidental fall
For a proper assembly is recommended to
purchase the dedicated screw code 8B0090901 (
x 2 ) sold separately
Not compatible with Brutale RR model with frame
between 000134 / 00293 included
Not compatible with Superveloce Serie Oro model
with frame between 001722 / 001821 included

ブレーキレバープロテクション。
アルミニウム製。オリジナル（スタンダード）のバック
ミラーアームに適合。偶発的な転倒等の場合にレ
バーを保護します。適切に組み付けるために、別売
りの専用スクリュー、コード8B0090901（x 2個）を購
入することをお勧めします。BrutaleRRモデルにおい
て、フレームナンバーが000134から00293までは互
換性がありません。SuperveloceとSerieOroモデルに
おいて、フレームナンバーが001722から001821まで
は互換性がありません 。

Brake lever protection
Manufactured in aluminum
Fits the original rearview mirror arm
Protects the lever in case of accidental fall
For a proper assembly is recommended to
purchase the dedicated screw code 8B0090901 (
x 2 ) sold separately
Not compatible with Serie Oro model with frame
between 000134 / 00293 included
Not compatible with Superveloce Serie Oro model
with frame between 001722 / 001821 included

¥5,160

8000C8250

BRAKE LEVER PROTECTION

¥5,676

¥5,160

8B0090901

LEVER PROTECTION DEDICATED
SCREW

¥290

¥264

80A0C2870

RED BRAKE LEVER PROTECTION
(IS NECESSARY TO REMOVE THE
ORIGINAL MIRROR)

80A0C2869

RED CLUTCH LEVER PROTECTION
(IS NECESSARY TO REMOVE THE
ORIGINAL MIRROR)

¥37,884

¥37,884

レバーガード、コード8000C8250および8000C8249に Dedicated screw to fit the lever guards code
適合する専用スクリュー。
8000C8250 and 8000C8249

¥34,440

ブレーキレバープロテクション。アルミニウム製造。
MV AGUSTAロゴでパーソナライズ。 レッドアルマイ
ト。
DragsterおよびSuperveloceモデルの場合、オリジナ
ル（スタンダード）のミラーとは互換性がありません。

Brake lever protection. Manufactured in
aluminium. Personalized with MV Agusta logo.
Red anodisation. For Dragster and Superveloce
models, not compatible with the original mirror

¥34,440

クラッチレバープロテクション。アルミニウム製造。
MV AGUSTAロゴでパーソナライズ。 レッドアルマイ
ト。
DragsterおよびSuperveloceモデルの場合、オリジナ
ル（スタンダード）のミラーとは互換性がありません。

Clutch lever protection. Manufactured in
aluminium. Personalized with MV Agusta logo.
Red anodisation. For Dragster and Superveloce
models, not compatible with the original mirror

8000C2870

BRAKE LEVER PROTECTION (IS
NECESSARY TO REMOVE THE
ORIGINAL MIRROR)

8000C2869

CLUTCH LEVER PROTECTION (IS
NECESSARY TO REMOVE THE
ORIGINAL MIRROR)

8000C9342

HANDLEBAR WEIGHTS SET

¥38,016

¥38,016

¥10,956

¥34,560

ブレーキレバープロテクション。 アルミニウム製。
MV AGUSTAロゴでパーソナライズ。 ブラックアルマ
イト。
DragsterおよびSuperveloceモデルの場合、オリジナ
ル（スタンダード）のミラーとは互換性がありません。

Brake lever protection. Manufactured in
aluminium. Personalized with MV Agusta logo.
Black anodisation. * For Dragster and
Superveloce models, not compatible with the
original mirror

¥34,560

クラッチレバープロテクション。 アルミニウム製。
MV AGUSTAロゴでパーソナライズ。 ブラックアルマ
イト。
DragsterおよびSuperveloceモデルの場合、オリジナ
ル（スタンダード）のミラーとは互換性がありません。

Clutch lever protection. Manufactured in
aluminium. Personalized with MV Agusta logo.
Black anodisation. For Dragster and Superveloce
models, not compatible with the original mirror

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。
MV AGUSTAロゴでカスタマイズ。

Handlebar weights set
Manufactured in ergal
Black anodizing
Customized with MV Agusta logo

¥9,960

Brutale 1000モデルの場合、オリジナル（スタンダー For Brutale 1000 model, not compatible with the
ド）のミラーとは互換性がありません。
original mirrors

80A0C9342

HANDLEBAR WEIGHTS SET

¥10,956

¥9,960

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。
MV AGUSTAロゴでカスタマイズ。

Handlebar weights set
Manufactured in ergal
Red anodizing
Customized with MV Agusta logo

Brutale 1000モデルの場合、オリジナル（スタンダー For Brutale 1000 model, not compatible with the
ド）のミラーとは互換性がありません。
original mirrors

80B0C9342

HANDLEBAR WEIGHTS SET

¥10,956

¥9,960

ハンドルバーウェイトセット。
ergal材で製造。
チタニウムカラー、アルマイト。
MV AGUSTAロゴでカスタマイズ。

Handlebar weights set
Manufactured in ergal
"Titanium" anodizing
Customized with MV Agusta logo

Brutale 1000モデルの場合、オリジナル（スタンダー For Brutale 1000 model, not compatible with the
ド）のミラーとは互換性がありません。
original mirrors

8000C1329

8000C9212

80A0C9212

SPDA385X

CLUTCH PROTECTION

REAR SPROCKET ALUMINIUM
NUTS BLACK ANODIZATION M10 X
1,25

REAR SPROCKET ALUMINIUM
NUTS RED ANODIZATION M10 X
1,25

REAR SPROCKET SOLID
MACHINED IN TITANIUM gr5

¥52,668

¥9,504

¥9,504

¥39,468

¥47,880

クラッチプロテクション。
Clutch protection
エルガルT67075材で製造。
MV AGUSTAロゴでパーソナライズ。
Manufactured in ergal T6 7075
適切に取り付けるために、Euro4モデルはオリジナル Personalised with MV Agusta logo
の吸音カバーを取り外すことをお勧めします。

¥8,640

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

¥8,640

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.

¥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.

8000C9127

SPFL508B

8000C9538

RED REAR SPROCKET FLANGE

REAR SPROCKET FLANGE

REAR SPROCKET (IN ERGAL WHIT
BLACK HARD ANODIZATION)

¥42,240

¥42,240

¥105,204

¥38,400

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.

¥38,400

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.

¥95,640

リアスプロケットキット：
Ergal材リアスプロケット、耐性と耐久性を保証するた
めのブラックハードアルマイト50ミクロン、Ergalアル
マイトブロンズスプロケットホルダー、Ergalグレーア
ルマイトフランジ、5ピンと5ポリゴンチタニウムナッ
ト、Z41-チェーンサイズ525。

Rear sprocket kit with: Rear sprocket in Ergal with
black hard anodization 50 micron for guarantee
resistance and durability, Ergal anodized bronze
sprocket holder, Ergal grey anodized flange, 5
pins and 5 polygonal titanium nuts, Z 41 - Pitch525

＊公道走行用の認可は取得しておりません。
Not homologated, to be used only in closed
サーキットまたはクローズドコースでご使用ください。
circuits, not public roads

8000C9598

SPDA397R

SPCDA397B

RACING REAR SPROCKET KIT

REAR WHEEL NUT IN ERGAL

ERGAL REAR WHEEL NUTS

SPDA395R

FRONT WHEEL AXLE NUT

SPZAB09B

MOUNTING KIT FOR BRAKE
COOLING DUCTS

SPZA701Y

SPZA701K

MATTE CARBON AIR DUCT

DUCTS COOLING SYSTEM
BRAKING IN CARBON FIBER

¥67,584

¥31,680

¥25,740

¥6,732

¥12,276

¥80,784

¥76,296

¥61,440

リアスプロケットキット。
チェーンサイズ 525 Z41。機械加工されたergalリア
スプロケット。ブラックアルマイト。
ビレットフランジから機械加工された軽合金で、オリ
ジナルのサイレントブロックを使用して変更なしで取
り付けることができます。
*Euro4/5モデルのみ適合。

Rear sprocket kit with: Ergal rear sprocket
machined from billet pitch 525 Z41, black
anodized. Light alloy machined from billet flange, it
can be installed without any modification and with
the use of original silent blocks. * Only for Euro 4 /
5 models

¥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

¥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

¥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

¥11,160

エアダクトフィッティングブラケット。
Air duct fitting brackets. Necessary for the
パーツ№ SPZA701YおよびSPZA701Kの組み立てに
assembling of code SPZA701Y and SPZA701K
必要です。

¥73,440

Cooling air ducts for front braking system
Carbon fiber monocoque
Matte finish
フロントブレーキシステム用冷却エアダクト。
Thanks to the wind tunnel designed shape, they
カーボンファイバーモノコック。マット仕上げ。風洞設
help the cooling of the brake discs
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 Personalized with Mv Agusta logo
モデルでの組み付けには、フィッティングブラケット、
For the assembling on 3 cylinders models it is
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、 necessary to purchase the fitting bracket code
フィッティングブラケット、コード8000C9227を購入す SPZAB09B
る必要があります。F4モデルでの組み付けには、
For the assembling on Brutale 1000 and Rush
フィッティングブラケット、コードSPZAB10Bを購入す models it is necessary to purchase the fitting
る必要があります。
bracket code 8000C9227
＊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。 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

¥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

8000C4814

8000C4727

8000C4815

SP8000C912

8000C9128

8000C9129

SPTF451B

SPSE501R

SPPST06B

8000C9533

RIGHT RACING BRAKE DISC

LEFT RACING BRAKE DISC

REAR BRAKE DISC

TANK OIL SET

REAR BRAKE OIL TANK

REAR BRAKE FLUID RESERVOIR
CAP

REAR OIL TANK CAP

OIL TANK

HIGH TRIPLE CLAMP

UPPER STEERING PLATE

¥76,824

¥76,824

¥33,792

¥38,940

¥48,180

¥12,540

¥12,540

¥27,852

¥105,864

¥64,812

¥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

¥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

¥30,720

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。 be used only in closed circuits, not public roads

¥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

¥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

¥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

¥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

¥25,320

フロントブレーキオイルタンク。
CNCマシンによってビレットから機械加工され、それ
に続く品質と耐久性を保証するレッドアルマイト。
キットには、3つの出力（垂直、45°および90°の傾
斜）、2つの金属ブラケット、およびガスケットが含ま
れています。
＊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。

Front brake oil tank machined from billet by cnc
machines with subsequent red surface
anodization that guarantees quality and durability.
The kit includes three outputs (vertical, 45° and
90° inclination), two metal brackets and complete
gaskets. Not homologated, to be used only in
closed circuits, not public roads

¥96,240

固体軽合金製のハイトリプルクランプはアルマイトが
施されています。
形状はオリジナル（スタンダード）のプレートと同じ傾
斜角度です。
プレートには、軽量化されたステンレス鋼スク
リュー、Ø50mmが付属しています。

High triple clamp made from solid light alloy with
subsequent surface anodising
The geometry respects the angle of inclination of
the original plates
The plate is supplied with lightened stainless steel
screws Ø 50 mm

¥58,920

ハイトリプルクランプ。
しっかりとした作りで、オリジナルに比べて軽量化さ
れています。
機械加工されたCNCアルミニウム製で、フロントホ
イールのフィーリングを向上させます。

High triple clamp. Made from solid and lightened
compared to the original one. Made of machined
cnc aluminium, improves the feeling with the front
wheel

本国在庫が無くなり
次第廃番

8000C8082

80A0C8082

SP80A0C8082

SPCA301R

SPCP153R

MD400

SLIPPER CLUTCH PRESSURE
PLATE

RED SLIPPER CLUTCH PLATE

EURO 5 CLUTCH PRESSURE PLATE

TRANSPARENT CLUTCH HOUSING

SPROCKET COVER

SPOKE WHEELS SET

¥59,268

¥59,268

価格設定中

¥123,816

¥27,984

価格設定中

¥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

¥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

EURO5用スリッパークラッチプレッシャープレート
軽合金製。
レッドアルマイトで固体から機械加工。
プラグアンドプレイ、OEMプレートからの交換に変更
は必要ありません。
MV AGUSTAロゴでパーソナライズ。

Slipper clutch pressure plate
Made in light alloy
Machined from solid with red anodization
Plug&Play, no modification required to replace the
OEM plate
Personalized with MV Agusta logo

価格設定中

¥112,560

¥25,440

価格設定中

SCSシステムと互換性がありません。
EURO4モデルとの互換性はありません。

Not compatible with SCS system
Not compatible with E4 models

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

フロントスプロケットカバー
Front sprocket cover
CNC機械による固体軽合金から製造。
カーボンファイバーがインサートされたレッドアルマイ Made from solid light alloy by CNC machines
Red anodizing with carbon fiber insert
ト。

適合：EURO3モデル
がベースになってい
ドラッグスターの場合、RR / RCモデルとは互換性が For Dragster, not compatible with RR / RC models
ます。
ありません。
For F3 and Superveloce models, not compatible
F3およびSuperveloceモデルの場合、EURO5とは互 with E5
換性がありません。

"Spoke wheels set, front and rear
Front spoke wheel 17"" x 3.5""
フロントとリアのスポークホイールセット。
Rear spoke wheel 17"" x 5.5""
フロントスポークホイール17 "" x 3.5 ""
リアスポークホイール17 "" x 5.5 ""
The same installed on Superveloce Serie Oro and
SuperveloceSerie Oroにインストールされ、次の特 characterized by:
徴があります。
rigidity of the central channel and flexibility of the
中央チャンネルの剛性とエッジの柔軟性がハンドリ
edges that translate in handling and feeling
ングとフィーリングにつながります。
ホイールリムに貫通させない、チューブレススポ＾九 non through spokes, unperforated circle for a
tubeless birth
ホイールです。
軽量ですが、衝撃や変形に対する高い耐性がありま self-recording and self-centering beam solution
す。
light weight, but high resistance to shocks and
インストールに変更は必要ありません。
deformations
no modification required for installation"

8000C7443

ALCANTARA RIDER SADDLE

¥29,040

¥26,400

ライダーサドルコンプリート。
Complete rider saddle. Manufactured in red
レッドアルカンターラ表皮。 白いキルティングでカス
alcantara. Customized with white quilting
タマイズ。

8000C7446

ALCANTARA PASSENGER SEAT

¥36,300

¥33,000

アルカンターラ表皮パッセンジャーシート。
白いキルティングでカスタマイズ。

Passenger saddle in alcantara. Customized with
white quilting

