MV AGUSTA STYLE COLLECTION 20_21 価格表 2021年7月
写真

PARTS No.

PARTS NAME

希望小売価格
(10%税込)

希望小売価格
(税別)

説明

Description

¥1,100

MV Agustaカーボンルックペンは、自宅でも職場でも、毎日の執筆に適し
た美しく軽量なペンです。
カーボンファイバー調のデザインで、クリップに白のMV Agustaロゴが
入っています。
インクの色：青。

The MV Agusta Carbon Look Pen is a beautifully lightweight pen for
everyday writing, whether it's at home or meetings at work. Detailed
with a carbon fiber look to it and personalized with a white MV Agusta
logo on the clip. Ink colour: blue.

¥2,100

MV Agustaレザーキーチェーンで鍵をつなぐことができます。
中央にメダルプリントのMV Agustaロゴが入ったレザーキーホルダー。
MV Agustaロゴでパーソナライズされています。

Secure your keys with the MV Agusta Leather Keyсhain. A leather
keychain with a medal-printed MV Agusta logo in the center. Equipped
with a steel keyring personalized with MV Agusta logos.

¥1,600

ヴィンテージロゴマグネットでMV Agustaの歴史の一部を表現していま
す。
このマグネットは、50年代にレースやストリートを支配したモーターサイク
ルのフロントパネルに配置され、MV Agustaによって作成されたロゴを使
用しています。

Attach a piece of MV Agusta history with the Vintage Logo magnet.
This magnet uses the logo created by MV Agusta which was placed on
the front panel of scooters that dominated races and streets in the
'50s.

¥1,600

ヴィンテージ「ウィング」ロゴマグネットでMV Agustaの歴史の一部を表現
しています。
これは、1946年に製造された最初のMV Agustaモデルである、98
Turismo Lussoに採用されたMV Agusta最初のロゴです。
MV Agustaロゴで最初に使用されたオリジナルカラーで、このデザインは
タンクの側面に使用されました。

Attach a piece of MV Agusta history with the Vintage "Wing" Logo
magnet. This is the very first logo of MV Agusta which was adopted in
1946 on the first MV Agusta ever produced, the 98 Turismo Lusso.
Showcasing the original colours initially used on an MV Agusta logo,
this design was used on the side of the tank.

¥3,700

MV Agustaペンシル ボックスは、優れた筆記や描画体験を求めるプロ
や愛好家向けの優れた鉛筆セットです。 鉛筆セットは、ゴールドの MV
Agustaロゴが入ったマットな黒の鉛筆 3 本が入ったオールブラックの
ケースに入っています。

The MV Agusta Pencil Box is a superior pencil set for professionals
and enthusiasts that appreciate an exceptional writing or drawing
experience. The pencil set comes packaged in an all-black case with 3
matte black pencils personalized with a gold MV Agusta logo.

¥3,700

MV Agusta QS ストーン ペンは、並外れた書き心地を求める人のため
に設計されました。 この素晴らしい黒のペンには、クリップにゴールドの
MV Agustaロゴが付いています。 カスタムの光沢のある黒のボックス
で、自分や大切な人へのギフトに最適です。

The MV Agusta QS Stone Pen was designed for those who appreciate
an exceptional writing experience. This stunning black pen comes
personalized with a gold MV Agusta logo on the clip. With a custom
black shiny box, it makes a perfect gift for yourself or anyone else.

MV Agusta Superveloce にインスパイアされた専用グラフィックをあし
らった、軽量でスタイリッシュなシルク スカーフ。 大きなサイズにより、
オートバイでの使用が可能になり、高い保護が保証されます。 シルク
100% で作られています。

Lightweight and stylish silk foulard with dedicated graphics inspired by
the MV Agusta Superveloce. The large size allows motorcycle use
guaranteeing high protection. Made from 100% silk.

STYLE COLLECTION 20_21 2021年7月追加

M20EBPENSFE

M20RWKEYRM

M20RWMAGN1

M20RWMAGN2

Carbon Look Pen

Leather Keyсhain

Magnet With Vintage Logo

Magnet With "Wing" Vintage
Logo

¥1,210

¥2,310

¥1,760

¥1,760

STYLE COLLECTION 20_21 2021年6月追加

M20EBPENCIL

M20EBPENSTO

M20GMFOUL3

MV Agusta Pencil Box

MV Agusta QS Stone Pen

Foulard Superveloce

¥4,070

¥4,070

¥9,020

¥8,200

62cm×62cm

M20GMFOUL2

M20GMFOUL1

Foulard MV 98

Foulard Emmevi

¥9,020

¥9,020

¥8,200

¥8,200

62cmx62cm

史上初の歴史的な MV Agustaプロダクション バイクである MV 98 にイ
ンスパイアされた専用グラフィックが施された、軽量でスタイリッシュなシ
ルク スカーフです。大きなサイズにより、モーターサイクルでの使用が
可能で、高い保護を保証します。 シルク 100% で作られています。

Lightweight and stylish silk foulard with dedicated graphics inspired by
the first-ever historic MV Agusta production bike, the MV 98. The large
size allows motorcycle use guaranteeing high protection. Made from
100% silk.

62cm×62cm

62cmx62cm

MVAgustaのロゴが繊細なパターンでデザインされた、軽量でスタイリッ
Lightweight and stylish silk foulard designed with a delicate pattern of
シュなシルクのスカーフです。 大きなサイズにより、オートバイでの使用
MV Agusta logos. The large size allows motorcycle use guaranteeing
が可能になり、高い保護が保証されます。 シルク 100% で作られていま
high protection. Made from 100% silk.
す。
62cm×62cm

62cmx62cm

M20EBSEATO

M20EBUMBRE

MV Agusta Microfibre Sea
Towel

MV Agusta Umbrella

¥8,250

¥11,990

¥7,500

¥10,900

特大の MV Agustaマイクロファイバー シー タオルは、ビーチで 1 日を
過ごしたり、プールサイドでリラックスするのに理想的なタオルです。 タ
オルの片面に専用画像をプリントしたディテール。

The oversized MV Agusta Microfibre Sea Towel is the ideal towel to
relax on when heading for a day at the beach or just hanging by the
pool. Detailed with a dedicated image printed on one side of the towel.

寸法: 110x180cm

Dimensions: 110x180 сm

雨の日も濡れず、MV Agusta Umbrella の下で炎天下から身を守りま
Stay dry on rainy days or protected from the blazing sun under the MV
す。 スロットルグリップにインスパイアされたハンドルが特徴のゴルフ傘 Agusta Umbrella. A golf umbrella with a stunning detailed gas throttle
です。
inspired handle.
Ø 119 cm - 高さ 97 cm - 重量 550 g

M20EBPINMV

M20EBTOWER

M20EBTOWEL

MV Agusta Metallic Pin

MV Agusta Microfibre Towel
Red

MV Agusta Microfibre Towel
Black

¥1,100

¥3,630

¥3,630

¥1,000

¥3,300

¥3,300

Ø 119 cm - Height 97 cm - Weight 550 g

MV Agustaのメタリックピンには専用グラフィックがデザインされていま
す。

Put a pin on it! The MV Agusta metallic pin comes designed with
dedicated graphics.

寸法: 15x20mm

Dimension: 15x20 mm

エンボス加工の MV Agusta ロゴをあしらった、オールレッドのマイクロ
ファイバー タオル。 ジムに行くときも、スポーツ活動に参加するときも、
体をドライに保つのに最適なタオルです。 黒い袋と赤い紐が付いていま
す。

An all-red microfibre towel detailed with an embossed MV Agusta logo.
The perfect towel to keep you dry whether you're heading to the gym
or participating in any sports activities. Comes with a black sac and red
cords.

寸法: 50x100cm

Dimensions: 50x100 сm

エンボス加工の MV Agusta ロゴをあしらった、オールブラックのマイクロ
ファイバータオル。 ジムに行くときも、スポーツ活動に参加するときも、
体をドライに保つのに最適なタオルです。 黒のサックと黒のコードが付
属しています。

An all-black microfibre towel detailed with an embossed MV Agusta
logo. The perfect towel to keep you dry whether you're heading to the
gym or participating in any sports activities. Comes with a black sac
and black cords.

寸法: 50x100cm

Dimensions: 50x100 сm

MV Agusta と Movitra のコラボレーションによる限定版サングラスは、ま
さに芸術作品です。 このサングラスは 100% 手作りで、イタリアでデザイ
ンされています。 フレームはステンレススチールとベータチタンテンプル
で作られています。 特許取得済みの回転システムと傷防止レンズを搭
載。 Revolutionary フレームはそれ自体で回転するため、ヒンジがレンズ
を完全に覆い、レンズを保護することができます。 100% UV プロテクショ
ンにより、紫外線が目に到達するのを防ぎます。 バルベリーニ調光専
用。

The limited-edition sunglasses by MV Agusta in collaboration with
Movitra are truly a piece of art. These stunning sunglasses are 100%
handmade and designed in Italy. The frame is made from stainless steel
and Beta titanium temples. Featuring a patented rotation system and
scratch-proof lenses. The Revolutionary frame can rotate on itself,
allowing the hinges to fully cover the lenses and protect them. 100% UV
Protection blocks the ultraviolet light from reaching your eyes.
Barberini photochromic exclusive

STYLE COLLECTION 20_21 2020年12月告知済

MVSVGLASS

M20TMKARDIM

Superveloce Limited Edition
Sunglasses

Carbon Suitcase Cabin Medium

¥76,450

¥580,250

¥69,500

¥527,500

TecknoMonsterとのコラボレーション商品。
本物の完全オートクレーブカーボンファイバーキャビンサイズのトロ
リー。 （ミディアム）
ボールベアリングで支持された4つのアルミホイール。
統合されたTSAロック付きジッパー式開口部。
キルトアルカンターラとフロントジッパーポケット。
4コーナーの保護レザー。
3段階の伸縮機構。
手縫いのプレミアムイタリアンレザー。
内部は二重の分離コンパートメントで裏地はイタリア製ジャガード。
MvAgustaブランドの外装ナイロンカバー。
本商品は受注生産です。受注から商品生産に3週間を要します。

Travel in style with the exclusive medium cabin-sized Carbon Suitcase
by MV Agusta in collaboration with TecknoMonster. A real fully carbon
fiber cabin-sized trolley built with protective corners to provide the
ultimate strength and durability. The inside is separated into two
spacious compartments and lined with the finest Italian jacquard. Keep
everything secured inside with a zippered pocket that features an
integrated TSA-approved lock and store your essentials close within
the front zippered pocket in luxurious quilted Alcantara. Four aluminum
wheels with ball bearings will allow you to move the trolley easily from
place to another. The handle features a telescopic mechanism with two
stages to provide the comfortable length desired. Beautiful handstitched premium Italian leathers. The trolley comes with a branded MV
Agusta exterior nylon cover to protect from any exterior damage when
stored away.
This Carbon Suitcase is a bespoke custom-made product. Please allow
3 weeks for processing and delivery.

M20TMKARDIL

Carbon Suitcase Cabin Large

¥627,000

¥570,000

TecknoMonsterとのコラボレーション商品。
本物の完全オートクレーブカーボンファイバーキャビンサイズのトロ
リー。 （ラージ）
ボールベアリングで支持された4つのアルミホイール。
統合されたTSAロック付きジッパー式開口部。
キルトアルカンターラとフロントジッパーポケット。
4コーナーの保護レザー。
3段階の伸縮機構。
手縫いのプレミアムイタリアンレザー。
内部は二重の分離コンパートメントで裏地はイタリア製ジャガード。
MvAgustaブランドの外装ナイロンカバー。
本商品は受注生産です。受注から商品生産に3週間を要します。

Travel in style with the exclusive large cabin-sized Carbon Suitcase by
MV Agusta in collaboration with TecknoMonster. A real fully carbon
fiber cabin-sized trolley built with protective corners to provide the
ultimate strength and durability. The inside is separated into two
spacious compartments and lined with the finest Italian jacquard. Keep
everything secured inside with a zippered pocket that features an
integrated TSA-approved lock and store your essentials close within
the front zippered pocket in luxurious quilted Alcantara. Four aluminum
wheels with ball bearings will allow you to move the trolley easily from
place to another. The handle features a telescopic mechanism with two
stages to provide the comfortable length desired. Beautiful handstitched premium Italian leathers. The trolley comes with a branded MV
Agusta exterior nylon cover to protect from any exterior damage when
stored away.
This Carbon Suitcase is a bespoke custom-made product. Please allow
3 weeks for processing and delivery.

M20TMKAREML

M20TMKAREMM

CARBON SUITCASE CABIN
LARGE LOGO EMBROIDERED

CARBON SUITCASE CABIN
MEDIUM LOGO
EMBROIDERED

¥627,000

¥580,250

¥570,000

¥527,500

TecknoMonsterとのコラボレーション商品。
本物の完全オートクレーブカーボンファイバーキャビンサイズのトロ
リー。 （ラージ）
ボールベアリングで支持された4つのアルミホイール。
統合されたTSAロック付きジッパー式開口部。
キルトアルカンターラとフロントジッパーポケット。
4コーナーの保護レザー。
3段階の伸縮機構。
手縫いのプレミアムイタリアンレザー。
内部は二重の分離コンパートメントで裏地はイタリア製ジャガード。
MvAgustaブランドの外装ナイロンカバー。
本商品は受注生産です。受注から商品生産に3週間を要します。

TecknoMonsterとのコラボレーション商品。
本物の完全オートクレーブカーボンファイバーキャビンサイズのトロ
リー。 （ミディアム）
ボールベアリングで支持された4つのアルミホイール。
統合されたTSAロック付きジッパー式開口部。
キルトアルカンターラとフロントジッパーポケット。
4コーナーの保護レザー。
3段階の伸縮機構。
手縫いのプレミアムイタリアンレザー。
内部は二重の分離コンパートメントで裏地はイタリア製ジャガード。
MvAgustaブランドの外装ナイロンカバー。
本商品は受注生産です。受注から商品生産に3週間を要します。

Travel light and in-style with this exclusive cabin-sized trolley specially
produced by TecknoMonster for the MV Agusta collection. Entirely
made of carbon fibre with hand-stitched Italian leather details, it has
reinforced corners for extra protection and durability and a TSAapproved lock for complete peace-of-mind. The two spacious internal
compartments are lined with the finest Italian Jacquard and the
zippered outside pocket, featuring an oversized, embroidered MV
Agusta logo, is in premium quilted Alcantara. Four aluminum wheels
with ball bearings and a three-stage telescopic handle ensure
comfortable and easy handling. The trolley comes with an MV Agustabranded nylon cover for storage.
This exclusive suitcase is made to order. Please allow 3 weeks for
processing and delivery.

Travel light and in-style with this exclusive cabin-sized trolley specially
produced by TecknoMonster for the MV Agusta collection. Entirely
made of carbon fibre with hand-stitched Italian leather details, it has
reinforced corners for extra protection and durability and a TSAapproved lock for complete peace-of-mind. The two spacious internal
compartments are lined with the finest Italian Jacquard and the
zippered outside pocket, featuring an oversized, embroidered MV
Agusta logo, is in premium quilted Alcantara. Four aluminum wheels
with ball bearings and a three-stage telescopic handle ensure
comfortable and easy handling. The trolley comes with an MV Agustabranded nylon cover for storage.
This exclusive suitcase is made to order. Please allow 3 weeks for
processing and delivery.

M20TMSTATIK

Aluminum Suitcase With Flap

¥167,200

¥152,000

Introducing the Aluminum Suitcase with Flap by MV Agusta in
collaboration with TecknoMonster. A real aluminum cabin-sized trolley
assembled with carbon fiber support, which is fixed with rivets to
TecknoMonsterとのコラボレーション商品。
provide the ultimate strength and durability. The inside is separated
カーボンファイバーサポートをリベットで固定して組み立てられた、実際 into two spacious compartments and lined with the finest Italian
のアルミキャビンサイズのトロリー。
jacquard. Keep everything secured inside with a zippered pocket that
ボールベアリングで支持された4つのアルミホイール。
features an integrated TSA-approved lock and store your essentials
統合されたTSAロック付きジッパー式開口部。
close within the front zippered pocket in technical nylon. Four
テクニカルナイロンのフロントジッパー付きポケット。
aluminum wheels with ball bearings will allow you to move the trolley
2段階の伸縮機構。
easily from place to another. The handle features a telescopic
手縫いのプレミアムイタリアンレザー。
mechanism with two stages to provide the comfortable length desired.
内部は二重の分離コンパートメントで裏地はイタリア製ジャガード。
Beautiful hand-stitched premium Italian leathers. The trolley comes
MvAgustaブランドの外装ナイロンカバー。
with a branded MV Agusta exterior nylon cover to protect from any
本商品は受注生産です。受注から商品生産に3週間を要します。
exterior damage when stored away.
This Aluminum Suitcase is a bespoke custom-made product. Please
allow 3 weeks for processing and delivery.

M20TMDYNAMF

Titanium Suitcase With Flap

¥501,600

¥456,000

Introducing the Titanium Suitcase with Flap by MV Agusta in
collaboration with TecknoMonster. A real titanium cabin-sized trolley
assembled with carbon fiber support, which is fixed with rivets to
TecknoMonsterとのコラボレーション商品。
provide the ultimate strength and durability. The inside is separated
世界で唯一本物のチタンキャビンサイズのトロリーで、リベットとカーボン into two spacious compartments and lined with the finest Italian
ファイバーで組み立てられています本物のカーター。 ボールベアリング jacquard. Keep everything secured inside with double mechanic
で支持された4つのアルミニウムホイール。
closures with the possibility of lock fixing and store your essentials
本物のソフトカーボンファイバーのフロントジッパー式ポケット。
close within the front zippered pocket in real soft carbon fiber. Four
3段階の伸縮機構。
aluminum wheels with ball bearings will allow you to move the trolley
ロックを固定できるダブルメカニカルクロージャー。
easily from place to another. The handle features a telescopic
手縫いのプレミアムイタリアンレザー。
mechanism with three stages to provide the comfortable length desired.
内部は二重の分離コンパートメントで裏地はイタリア製ジャガード。
Beautiful hand-stitched premium Italian leathers. The trolley comes
MvAgustaブランドの外装ナイロンカバー。
with a branded MV Agusta exterior nylon cover to protect from any
本商品は受注生産です。受注から商品生産に3週間を要します。
exterior damage when stored away.
This Titanium Suitcase is a bespoke custom-made product. Please
allow 3 weeks for processing and delivery.

M20TMDYNAML

Titanium Suitcase

¥454,850

¥413,500

Introducing the Titanium Suitcase by MV Agusta in collaboration with
TecknoMonster. A real titanium cabin-sized trolley assembled with
carbon fiber support, which is fixed with rivets to provide the ultimate
TecknoMonsterとのコラボレーション商品。
strength and durability. The inside is separated into two spacious
世界で唯一の本物のチタンキャビンサイズのトロリーで、リベットとカー
compartments and lined with the finest Italian jacquard. Keep
ボンファイバーで組み立てられています本物のカーター。 ボールベアリ
everything secured inside with double mechanic closures with the
ングで支持された4つのアルミニウムホイール。
possibility of lock fixing. Four aluminum wheels with ball bearings will
3段階の伸縮機構。
allow you to move the trolley easily from place to another. The handle
ロックを固定できるダブルメカニカルクロージャー。
features a telescopic mechanism with three stages to provide the
手縫いのプレミアムイタリアンレザー。
comfortable length desired. Beautiful hand-stitched premium Italian
内部は二重の分離コンパートメントで裏地はイタリア製ジャガード。
leathers. The trolley comes with a branded MV Agusta exterior nylon
MvAgustaブランドの外装ナイロンカバー。
cover to protect from any exterior damage when stored away.
本商品は受注生産です。受注から商品生産に3週間を要します。
This Titanium Suitcase is a bespoke custom-made product. Please
allow 3 weeks for processing and delivery.

M20PQCTROLB

M20TMTORKYO

M20TMNARDIK

PIQUADRO CABIN TROLLEY
BLACK

Carbon Small Backpack

Carbon Roll Backpack

¥42,900

¥69,850

¥116,600

Introducing the MV Agusta Piquardo Veloce Cabin Trolley. Travel
compacted and in style with the ultra-slim 4 wheeled cabin-sized
trolley finished in a black colourway. Featuring a spacious main
compartment to store all your belongings and a quick access front
pocket to keep your essentials close. Personalized with the MV Agusta
logo.

¥39,000

MV Agusta Piquardo ヴェローチェ キャビントロリーのご紹介です。 ブ
ラックカラーで仕上げられた超スリムな 4 輪キャビンサイズのトロリー
で、コンパクトにスタイリッシュに旅行しましょう。 すべての持ち物を収納
できる広々としたメイン コンパートメントと、必需品を収納できるクイック
アクセス フロント ポケットが特徴です。 MV Agustaのロゴ入り。

¥63,500

Introducing the Carbon Backpack by MV Agusta in collaboration with
TecknoMonster. A super light small backpack made with aerospace
TecknoMonsterとのコラボレーション商品。
material and handmade Italian calf leather. This stunning backpack
非常に軽量なバックパック。
features double exterior pockets to hold small essentials and one main
航空宇宙素材とイタリア製カーフレザーをハンドメイドステッチで100％イ
compartment to store all your belongings. Keep everything dry and
タリア製。
secured inside with a rubber water-resistant zip. Carefully store your
外側にダブルポケットがあり、メインのコンパートメントはゴム製のジッ
items within the inner organizer or inner zippered pocket. Adjust the
パー付きです。
length of the backpack for your comfort with adjustable straps. If
調整可能なストラップ、内側オーガナイザと内側ファスナー付きポケット
travelling with luggage, easily secure the backpack with the rear trolley
が付いています。
sleeve. Made in Italy.
リアトロリースリーブ。
本商品は受注生産です。受注から商品生産に3週間を要します。
This Carbon Small Backpack is a bespoke custom-made product.
Please allow 3 weeks for processing and delivery.

¥106,000

TecknoMonsterとのコラボレーション商品。
非常に軽量なバックパック。100％イタリア製。
航空宇宙素材とイタリア製カーフレザーを手作りで縫製。
前面の外ポケットとメインのコンパートメント1つ、ダブルマグネット式ク
ロージャーとセキュリティフック。
調節可能なストラップ、内側のオーガナイザー、内側のジッパー付きポ
ケット。
側面にジッパー付きのリア補強コンパートメント。
本商品は受注生産です。受注から商品生産に3週間を要します。

Introducing the Carbon Roll Backpack by MV Agusta in collaboration
with TecknoMonster. Travel stylish and compact with the super-light
backpack made from aerospace materials and hand-stitched Italian calf
leather. The backpack features a front exterior pocket to store
essentials close and one main compartment with double magnetic
closure and security hook. Carefully store your items within the inner
organizer or inner zippered pocket. Adjust the length of the backpack
for your comfort with adjustable straps. Add any extra items for travel
into the rear reinforced compartment with lateral zip opening. Made in
Italy.
This Carbon Roll Backpack is a bespoke custom-made product. Please
allow 3 weeks for processing and delivery.

M20ARLAPFO

M20PQLBACKP

MVPQ00001

14'' LAPTOP FOLDER

PIQUADRO LEATHER PC
BACKPACK

PIQUADRO SUPERVELOCE
LIMITED EDITION BACKPACK

¥17,600

¥108,900

¥48,400

¥16,000

¥99,000

¥44,000

TecknoMonsterとのコラボレーション商品。
そのままでも別のバッグに入れても、スリムで軽量なTecknoMonster MV
Agustaラップトップフォルダーは、洗練されたデザインで最大限の保護を
提供します。 ラップトップフォルダーは、最大14インチのラップトップを収
納でき、ファスナー付きのフロントコンパートメントにすばやくアクセスで
きるため、必要なアクセサリーを収納できます。レザーとソフトカーボン
のインサートを備えたナイロン製のシンプルで独占的なデザインです。
イタリア製のハンドメイドです。

Whether on its own or slipped into another bag, the slim and lightweight
TecknoMonster MV Agusta Laptop Folder provides maximum protection
in a sleek design. The Laptop Folder can hold laptops up to 14" and
features a quick access zipped front compartment to hold essential
accessories. A simple and exclusive design made out of nylon with
leather and soft carbon inserts.
Handmade in Italy.

Introducing the MV Agusta Piquardo Laptop Leather Backpack. A
stunning spacious leather backpack in a black colourway featuring
Piquardoとのコラボレーション商品。
multiple compartments to store all your personal belongings and a
RFID不正防止システム搭載のPC / iPad 10,5 "/ iPad 9,7"用レザーバッ protected pocket to secure a laptop or tablet up to 15,6". Quick
クパック。
access front zippered pocket to keep your essentials close with a side
最大15,6インチのコンピュータが収納可能。
pocket to hold an umbrella on rainy days. Keep all your pens stored
傘ポケット。
nicely with a dedicated pen compartment. A bottle pocket is included
容量30リットル。
on the side to store your drink while travelling. Equipped with RFID
MV Agustaのロゴ入り。
anti-fraud system to keep your items safe from any theft when on the
go. A cover is included to keep your leather backpack protected when
stored away. Personalized with MV Agusta logo.

Piquardoとのコラボレーション商品。
ブレードの耐衝撃保護機能を備えたロールトップPCバックパック。
最大15,6インチのコンピュータが収納可能。
バッグのサイド部にSuperveloceのロゴが入ります。
300個限定

With a stylish and modern design, the Piquadro Superveloce Limited
Edition Backpack is suitable for exploring the world as well as hitting
the roads on your MV Agusta bike. The roll-top PC backpack with
Blade shockproof protection features a well-padded sleeve to fit a
laptop up to 15.6" and multi-functional interior/exterior pockets to hold
all your necessary goods. The roll-top design allows the backpack to
offer more space if needed for extra items during your travels. Detailed
with Superveloce exclusive graphics and a silicone injected logo on the
side.
Limited to 300 pieces.

M20PQRTOPBB

PIQUADRO ROLL TOP
BACKPACK BLACK

¥38,500

¥35,000

Piquardoとのコラボレーション商品。
ブレードの耐衝撃保護機能を備えたロールトップPCバックパック。
最大15,6インチのコンピュータが収納可能。
MV Agustaのロゴ入り。

Introducing the MV Agusta Piquardo Nautico Roll Top Backpack. A
stylish and modern design, the roll-top backpack finished in a black
colourway with Blade shockproof protection features a well-padded
sleeve to fit a laptop up to 15.6" and multi-functional interior/exterior
pockets to hold all your necessary goods. The roll-top design allows
the backpack to offer more space if needed for extra items during your
travels. Detailed with MV Agusta logo.

SACMV2019

M20PQCOINHB

M20PQCARDHB

M20PQLWALLB

M20PQLWALLS

M20PQWALLEB

M20TMMVAT2R

Eco-leather bag

PIQUADRO COIN HOLDER
BLACK

PIQUADRO CARD HOLDER
BLACK

PIQUADRO LEATHER
WALLET BIG

PIQUADRO LEATHER
WALLET SMALL

PIQUADRO WALLET BLACK

CARBON CARD HOLDER RED

¥3,300

¥11,000

¥8,800

¥22,000

¥17,600

¥10,450

¥9,350

¥3,000

¥10,000

デイリーユースのエコレザーバッグ。
MV Agustaのロゴ入り。

Store all your essentials in style when on the go with the MV Agusta
Eco Leather Drawstring Bag. The perfect bag for extra storage when
needed with super easy access. Made from black-finished eco-leather
and detailed with a gold outlined traditional MV Agusta logo.

Introducing the MV Agusta Piquardo Clip Pocket Organizer, a functional
Piquardoとのコラボレーション商品。
and slim pocket organizer finished in a black colourway featuring
クレジットカードとクリップホルダー付きコインホルダー、ジッパー付きポ multiple card slots to store all your credit cards and ID for quick
ケット。
access secured with a clip closure and large zippered pocket to hold all
MV Agustaのロゴ入り。
your coins in place. Made from fine quality leather and fabric to
guarantee durability. Personalized with the MV Agusta logo.

Piquardoとのコラボレーション商品。
クレジットカードとポケット付きコインホルダー。
MV Agustaのロゴ入り。

Introducing the MV Agusta Piquardo Lusso Card Holder, a slim and
compact card holder finished in a black colourway featuring multiple
card slots to store all your credit cards and ID for quick access and a
large zippered pocket to hold all your coins in place. Made from fine
quality leather and fabric to guarantee durability. Personalized with the
MV Agusta logo.

Piquardoとのコラボレーション商品。
ドキュメントホルダー、小銭入れ、クレジットカードホルダー、不正防止
RFID付きメンズウォレット。
MV Agustaのロゴ入り。

Introducing the MV Agusta Piquardo 1000 HP Leather Wallet. A
spacious functional and compact wallet finished in a black colourway
with tan accents featuring multiple card slots to store all your credit
cards and ID for quick access, a large money note compartment, a
removable document holder, and a coin pocket to keep all your coins in
place. Keep all your cards protected with RFID anti-fraud protection.
Made out of premium leather to guarantee durability. Personalized with
the MV Agusta logo.

¥16,000

Piquardoとのコラボレーション商品。
取り外し可能なドキュメントホルダーとRFID不正防止保護付きメンズ財
布。
MV Agustaのロゴ入り。

Introducing the MV Agusta Piquardo 800 HP Leather Wallet. A small
functional wallet finished in a black colourway with tan accents
featuring multiple card slots to store all your credit cards and ID for
quick access, a large money note compartment, and a removable
document holder. Keep all your cards protected with RFID anti-fraud
protection. Made out of premium leather to guarantee durability.
Personalized with the MV Agusta logo.

¥9,500

Piquardoとのコラボレーション商品。
レザーとブレード生地のメンズウォレット。
引き裂きに強いテクニカルファブリックは、2種類の革、植物性なめしの
フルグレインカーフスキンと滑らかな植物性なめしのレザーを組み合わ
せています。
MV Agustaのロゴ入り。

Introducing the MV Agusta Piquardo Elegante Wallet consisting of
leather and Blade fabric. A functional compact wallet finished in a black
colourway featuring multiple card slots to store all your credit cards
and ID for quick access, a large money note compartment and a coin
pocket to keep all your coins in place. The wallet is made out of tearresistant technical fabric which is a combination of two types of
different leather, vegetable-tanned full-grain calfskin and smooth,
vegetable-tanned leather. Personalized with the MV Agusta logo.

¥8,000

¥20,000

¥8,500

Introducing the TecknoMonster MV Agusta Carbon Card Holder, a slim
and bold card holder in a red colourway with stunning black contrast
stitching. Features card slots to hold all your credit cards and IDs
TecknoMonsterとのコラボレーション商品。
securely with easy access when needed. Made from the most premium
プレミアム素材のカーフレザーと本物のカーボンファイバーソフトで製作
calf leather and carbon fiber to ensure durability. Detailed with an
されたクレジットカードスロット付きカードケース。（レッド）
embossed MV Agusta logo on the front and a carbon fiber overlay on
MV Agustaのロゴ入り。
the back.
本商品は受注生産です。受注から商品生産に3週間を要します。
This exclusive card holder is custom-made product. Please allow 3
weeks for processing and delivery.

M20TMMVAT1B

CARBON WALLET BLACK

¥23,650

¥21,500

Introducing the TecknoMonster MV Agusta Carbon Card Holder, a slim
and stylish card holder in a black colourway with remarkable red
contrast stitching. Features card slots to hold all your credit cards and
TecknoMonsterとのコラボレーション商品。
IDs securely with easy access when needed. Made from the most
プレミアム素材のカーフレザーと本物のカーボンファイバーソフトで製作
premium calf leather and carbon fiber to ensure durability. Detailed with
されたクレジットカードスロット付きカードケース。（ブラック）
an embossed MV Agusta logo on the front and a carbon fiber overlay
MV Agustaのロゴ入り。
on the back.
本商品は受注生産です。受注から商品生産に3週間を要します。
This exclusive card holder is custom-made product. Please allow 3
weeks for processing and delivery.

M20ARLOOPS

M20PQKEYHOL

MV AGUSTA LOOP SCARF

PIQUADRO KEYHOLDER
LEATHER

¥2,310

¥8,800

¥2,100

縫い目のないループで織られた多機能スカーフ。
全体にプリント。

The MV Agusta Loop Scarf is a perfect touch of style at any time of
year. Multi-purpose scarf featuring an allover print. 100% cotton.

¥8,000

Piquardoとのコラボレーション商品。
植物タンニンでなめされたフルグレイントスカーナレザー。
その不均一な外観は、オリジナルの職人技の結果です。
MV Agustaのロゴ入り。

Introducing the MV Agusta Piquadro Arte Leather Keyholder made out
of full-grain Tuscan leather, tanned with vegetable tannins. Quick and
easy to attach all your keys while keeping them secured. Integrated
Connequ System allows you to track your keyholder and stay
connected. Detailed with metal MV Agusta logo.

M20TMMASKUN

M20VLBLOCK

M20VLMOLES

MV AGUSTA FACE MASK

MV AGUSTA BLOCK NOTES

MV AGUSTA NOTEBOOK

8000C5751

MV AGUSTA CREDIT CARD
HOLDER CARBON

8000C5742

MV AGUSTA CREDIT CARD
HOLDER ALUMINIUM

¥11,550

¥4,950

¥2,750

¥7,700

¥6,050

¥10,500

MV AGUSTAフェイス マスクは 100% イタリア製で、イタリア国内で製造さ
れています。 当社のマスクは、100% 純チタンの鼻中隔調整プレートを
備えており、化学薬品や水との接触による破損と酸化の両方を保証しま
す。 マスクは 100% ネオプレン製で、温度耐性、非常に弾力性のある素
材、切断や摩耗に対する非常に強いという 3 つの基本的な特性を備え
ています。 これらの特性により、マスクは簡単に洗ったり消毒したりでき
るため、長期間使用できます。 ロゴは、手作業で縫製された本物の
Made in Italyカーフスキンで作られています。 MV AGUSTAフェイス マス
クには、撥水加工された洗浄済みの TNT フィルターと、分解して洗浄お
よび消毒できる N02 バルブが装備されています。 マスクは、このプロセ
ス専用に特別に調整された5本針のミシンで縫製されています。
これらのマスクは医療機器ではありません。。
28cm×14cm

The MV Agusta Face Mask is 100% Made in Italy with internal Italian
manufacturing. Our mask features a 100% pure titanium nasal septum
adjustment plate to guarantee from both breakage and oxidation by
coming into contact with chemical agents and water. The mask is made
from 100% neoprene which has three fundamental characteristics:
temperature resistance, very elastic material, and extremely resistant
to cutting and abrasions. These properties allow our masks to be used
for a long time being easily washable and disinfected. The logo is made
from genuine Made in Italy calfskin which has been sewn by hand. The
MV Agusta Face Mask is equipped with a water-repellent and cleansed
TNT filter and N02 valves that can be dismantled to be washed and
disinfected. The mask is sewn with a 5-needle machine specially
calibrated only and exclusively for this process.
These masks are not to be considered as medical devices.
28cm x 14cm

¥4,500

Elegant MV Agusta block notes notebook in black with opaque gold foil
エレガントなMV Agustaブロックノートノート（黒）、1.5 mmのカードボード
edges. Featuring a 1.5 mm cardboard cover with a bossed MV Agusta
カバーには、MV Agustaのロゴが金色で仕上げられています。 歴史的な
logo in a gold finishing. Historic MV Agusta photos printed on front and
MV Agustaの写真が内部のページに印刷されています。 MV Agustaブ
back internal pages. The MV Agusta block note stays secured with a
ロックノートは、ブロンズメタルスパイラルで固定されています。
bronze metal spiral. Contains 96 sheets. Each sheet weighs 90 grams.

¥2,500

柔らかなタッチの黒いカバーと丸みを帯びたコーナーを備えた完璧な旅
行またはビジネスに適したノートブック。 ゴールドでMV Agustaロゴをプ
リントしたスタイル。 歴史的なMVAgustaの写真がページ内部に印刷さ
れています。 使用しないときは、MV Agusta Notebookを伸縮性のある
留め具でしっかりと固定ができます。 日常使いに最適です！

Perfect travel or business notebook with a soft touch black cover and
rounded corners. Styled with a printed gold outline MV Agusta logo.
Historic MV Agusta photos printed on front and back internal pages.
Keep your MV Agusta Notebook secured with the elastic closure while
travelling. A great choice for everyday use!

¥7,000

個性的でスタイリッシュなデザインです。
MV Agustaカーボンファイバーカードホルダーにクレジットカードなどを保
管できます。 マットブラック仕上げで、レーザーにより、MVaGUSTAロゴ
が施されたディテール。 紙幣などを挟んでおけるクリップを備えていま
す。

Stylish and discrete, store all your credit cards in the MV Agusta
carbon fiber card holder. Matte black finishing and detailed with a
lasered MV Agusta logo. Featuring a clip to store any extra money
notes.

¥5,500

コンパクトでスリムなデザインです。
Compact and slim, store all your credit cards in the MV Agusta
MV Agustaアルミニウムカードホルダーにクレジットカードなどを保管で
aluminium card holder. Matte black finishing and detailed with a lasered
きます。 マットブラック仕上げで、レーザーにより、MV Agustaロゴが施さ
MV Agusta logo. Featuring a clip to store any extra money notes.
れたディテール。 紙幣などを挟んでおけるクリップを備えています。

