MV AGUSTAが
超お得な「モニタープライスキャンペーン」を開催中！

ツーリズモ・ベローチェ800LUSSOが 万2000円オフ
そしてストラダーレ800が 万4000円オフ
MVアグスタジャパンからのキャンペーン・リリースを見て、
正直ビックリ
そして、
リヴァーレオーナーであるモンちゃんはこのキャンペーンを知り
憧れのツーリングバイクへの乗換えを本気で検討しはじめたとのこと
では、
実際に２台に乗って相性をチェックしてもらいましょう！

TURISMO VELOCE 800 LUSSO vs STRADALE 800

「悩ましい２台……」

特別ゲスト
多聞恵美さん
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ましょう！
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N ベローチェは︑エンジンモー
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ヴ ァ ー レ 800 オ
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ツ－リングモデル
が気になっている。
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70年目の
新たなる挑戦
ストラダーレは、元気なエンジン特性でワインディングも楽しい。ベローチェは、どのエンジン
モードでもクラッチいらずのシフトダウンができ、低速コーナーもスムーズにクリアできる

責了
すべてのph、分解実画像データに 要サシカエ
すべてのph、分解実画像データに 要サシカエ
責了

責了

すべてのph、分解実画像データに 要サシカエ

すべてのph、分解実画像データに 要サシカエ

責了

TURISMO VELOCE
800 LUSSO

STRADALE 800
元気で軽快、旅までこなす！
アップライトでコンパクトなポジションを待ち、スポー
ツランからツーリングまでこなすマルチバイク。エンジン
はベローチェと同様の3気筒エンジンだが、鋭いスロッ
トルレスポンスと高い加速性能で、ワインディングが楽
しい。こちらも電子制御が満載で、4つのエンジンマッ
プ、8段階のトラクションコントロール、クイックシフ
ターなどを装備。＜全長2130 全幅890 シート高870
（各㎜）乾燥重量181㎏ 最高出力67hp/7000rpm＞

ゆったり快適の本格派ツアラー

VELOCE
vs
STRADALE
足着き比較

F3系の798㏄3気筒を低中速重視にモディファイして、
専用設計のトレリスフレームに搭載した、MVアグスタ
史上初めての本格的ツアラーバイク。4つのエンジンモ
ード切替、クラッチを握らずにアップとダウンが可能な
クイックシフター、8段階のトラクションコントロール
など電子制御機構をフル搭載。LUSSOは前後サスも電
子制御。＜全長2125 全幅900 シート高850（各㎜）
乾燥重量199㎏ 最高出力72.5hp/7000rpm＞

モンちゃんのお気に入りポイント

左右のダイヤルを緩めること
で、角度（最大5度）と高さ
（最大50㎜）を簡単に変化さ
せることができるスクリーン
を装備する

モンちゃんのお気に入りポイント

白のバックライトで非常に見
やすい、シンプルなメーター
ダッシュ。こちらも電子制御
のセッティングを画面上で確
認しながら行える

ホールド性が高く、滑らず疲
ストップランプを内蔵したサ
れないローシート。装着する
イドバッグは片側18ℓ。オプ
だけで2㎝足着きが向上する。 ションのトップケースセット
外観もゴージャス。価格は4 （ケース＋取付ステー）は14
万5360円
万540円で、容量は34ℓ

いずれもローシートとロ
ーダウンキット（両車用
とも 1 万 7280 円で 2 ㎝
ダウン）を装着していて、
写真ではあまり差が出な
いが、ストラダーレの方
が足がしっかり着き安定
感も高い。ハンドル位置
もストラダーレが低めで、
これが取回しのしやすさ
につながっている

小ぶりながら非常にウインド
プロテクション性能の高いス
クリーンは、ご覧のように手
動で簡単に高さが変えられる。
高速走行では非常に便利

5色TFTカラーディスプレイ
付メーターが、いかにもイタ
リアンな感じ。電子デバイス
の設定はすべてこのメーター
上で確認しながら行える

ゲルを入れることで厚みを削
り、足着きを1㎝向上させる
オプションのローシート（2
万9426円）
。座面形状がとて
もよく、お尻が痛くならない

メーター下には USB コネク
ターが2つ。さらに、ヘラー
ジャックが車体の右側前方と
後方に2つ標準装備。スマホ
や電熱ベストなどに完全対応

COLUMN

TURISMO VELOCE 800 LUSSO→176万5800円（限定30台）
STRADALE 800→143万1000円（限定10台）
このチャンスを逃がす手はありません！
ツーリズモ・ベローチェ・ルッソとストラダーレが
上記の超お買い得価格で購入できる「モニタープラ
イスキャンペーン」
が今年の12月31日まで開催中！
モニター条件は、①MVアグスタジャパンのホーム
ページ、facebook ページに購入後1カ月以内に2回

のレポートを提出、②自分のSNSで最低年4回レ
ポートすることのみ。購入者には、定期点検での5
万円分の純正パーツサポートと、
MOTULオイル（20
ℓ）
、チェーンルブ/クリーナー、タイヤリペアも
サポートされる。
MVアグスタディーラーへ急ごう！
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