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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

F4RC MY15以降 SPECIAL PARTS EURO3



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。

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

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

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

ROG035 TANK STICKER ¥5,148 ¥4,680

フューエルタンクステッカー。黒、つやあり。
UVA耐性。
オリジナルデザイン。
MV Corseロゴでパーソナライズ。

Fuel tank sticker black glossy
UVA resistant
Original design
Personalized with MV Corse logo

本国在庫が無くなり
次第廃番

SPADR006F4 TANK STICKER ¥5,663 ¥5,148

フューエルタンクステッカーカー。
UVA耐性。
オリジナルデザイン。
MV Corseロゴでパーソナライズ。

Fuel tank sticker Carbon look
UVA resistant
original design
personalized with MV Corse logo

本国在庫が無くなり
次第廃番

SPADF4RES TANK STICKER ¥5,280 ¥4,800

ブラックレジン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 197,5

Black resin fuel tank sticker
UVA resistant
Original design
Personalized with MV Agusta logo
Dimensions 108,7 x 197,5

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.

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

80A0C9345
RED REAR BRAKE/CLUCH

TANK CAPS
¥11,352 ¥10,320

クラッチ/リアブレーキオイルタンクキャップ。
MV AGUSTAロゴでカスタマイズ。
F4モデルの場合、Bremboポンプとのみ互換性
があります。

Clutch/rear brake oil tank cap. Customized
with MV Agusta logo. For F4 models, only
compatible with Brembo pump

8000C9345
BLACK REAR BRAKE/CLUCH

TANK CAPS
¥11,352 ¥10,320

クラッチ/リアブレーキオイルタンクキャップ。
MV AGUSTAロゴでカスタマイズ。
F4モデルの場合、Bremboポンプとのみ互換性
があります。

Clutch/rear brake oil tank cap. Customized
with MV Agusta logo. For F4 models, only
compatible with Brembo pump

80B0C9345
TITANIUM REAR

BRAKE/CLUCH TANK CAPS
¥11,352 ¥10,320

クラッチ/リアブレーキオイルタンクキャップ。
MV AGUSTAロゴでカスタマイズ。
F4モデルの場合、Bremboポンプとのみ互換性
があります。

Clutch/rear brake oil tank cap. Customized
with MV Agusta logo. For F4 models, only
compatible with Brembo pump

80A0C9346
RED FRONT TANK BREMBO

CAPS (BRAKE)
¥11,352 ¥10,320

Bremboフロントブレーキオイルタンクキャップ。
MV AGUSTAロゴでカスタマイズ。 CNCアルミ
ニウム製品。
F4モデルの場合、Bremboブレーキポンプとの
み互換性があります。

Brembo front brake oil tank cap.
Customized with MV Agusta logo. CNC
aluminum product. For F4 models, only
compatible with Brembo braking pump

8000C9346
BLACK FRONT TANK

BREMBO CAPS (BRAKE)
¥11,352 ¥10,320

Bremboフロントブレーキオイルタンクキャップ。
MV AGUSTAロゴでカスタマイズ。 CNCアルミ
ニウム製品。
F4モデルの場合、Bremboブレーキポンプとの
み互換性があります。

Brembo front brake oil tank cap.
Customized with MV Agusta logo. CNC
aluminum product. For F4 models, only
compatible with Brembo braking pump

本国在庫が無くなり
次第廃番

80B0C9346
TITANIUM FRONT TANK
BREMBO CAPS (BRAKE)

¥11,352 ¥10,320

Bremboフロントブレーキオイルタンクキャップ。
MV AGUSTAロゴでカスタマイズ。 CNCアルミ
ニウム製品。
F4モデルの場合、Bremboブレーキポンプとの
み互換性があります。

Brembo front brake oil tank cap.
Customized with MV Agusta logo. CNC
aluminum product. For F4 models, only
compatible with Brembo braking pump



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

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

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

8000C9211 RED ENGINE OIL CAP ¥6,996 ¥6,360

レッド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。
レッドアルマイト。

Red engine oil cap. Manufactured in ergal.
Personalized with MV Agusta logo. Red
anodization

SPTA207 ENGINE OIL FILLER 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。
ブラックアルマイト。

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

MAHQ040 ENGINE OIL FILLER CAP ¥9,240 ¥8,400
エンジンオイルキャップ。
Ergal材で製造。ブラックアルマイト。
 MV AGUSTAロゴでパーソナライズ。

Engine oil filler cap
Manufactured in ergal with black
anodization
Personalized with MV Agusta logo

8000C9348 ENGINE OIL FILLER CAP ¥9,240 ¥8,400

エンジンオイルフィラーキャップ。 ergal材で製
造されチタニウムカラーアルマイトされていま
す。
MV AGUSTAロゴでパーソナライズ。

Engine oil filler cap. Manufactured in ergal
with "titanium" anodization. Personalized
with MV Agusta logo



SPTSA001BF RACING TANK CAP ¥20,856 ¥18,960

スクリュータイプ、レーシングフューエルタンク
キャップ。
ergalで製造。
MV AGUSTAロゴでパーソナライズ。

Screw-type racing fuel tank cap
Manufactured in ergal
Personalized with MV Agusta logo

本国在庫が無くなり
次第廃番

SPKTA001F4 MIRROR CAPS SET ¥10,560 ¥9,600

ミラーキャップセット。
Ergal T67075材で製造。
MV AGUSTAロゴでパーソナライズ。
オリジナル（スタンダード）のミラーを取り外す
ために使用できます。
*互換性：F4 1000 Y10-Y18、F4 1000 R Y12-
Y15 F4 1000 RR Y11-Y18

Mirror caps set
Manufactured in ergal T6 7075
Personalized with MV Agusta logo
Can be used to remove the original mirrors
* COMPATIBLE WITH: F4 1000 Y10-Y18,
F4 1000 R Y12-Y15 F4 1000 RR Y11-Y18

RDTL048018T REAR MUDGUARD ¥56,338 ¥51,216
リアカーボンマッドガード
光沢仕上げ。
100％イタリア製。

Rear carbon mudguard
Glossy finish
100% made in Italy

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

SPKPA005BF
ADJUSTABLE FOOTPEGS

SET
¥86,064 ¥78,240

ブラックアルマイト処理された ergal T67075で
作られた、調整可能なフットペグセット。
ロゴ入りで、MV AGUSTA独自のデザインで
す。
6つの異なる位置の間で調整可能。
足の圧力で曲がらないカーボンファイバーヒー
ルガード。
乗り心地を大幅に向上させ、ライダーの位置を
カスタマイズする可能性を提供します。
*BRUTALE MY13-18の場合、エキゾーストプ
ロテクションを取り外すことで組み付け可能で
す。

Set of adjustable footpegs, made in black
anodised ergal T6 7075 to an exclusive MV
Agusta design with printed logo
Adjustable between six different positions
Carbon fiber heel guard that do not bend
under foot pressure
Significantly improve the riding feeling and
offer the possibility to customize the rider
position
* For brutale MY13-18 they fit without the
exhaust protection

SPKPA003BF
ADJUSTABLE FOOTPEGS

SET
¥73,920 ¥67,200

ブラックアルマイト処理された ergal T67075で
作られた、調整可能なフットペグセット。
ロゴ入りで、MV AGUSTA独自のデザインで
す。
6つの異なる位置の間で調整可能。
足の圧力で曲がらないカーボンファイバーヒー
ルガード。
乗り心地を大幅に向上させ、ライダーの位置を
カスタマイズする可能性を提供します。
*BRUTALE MY13-18の場合、エキゾーストプ
ロテクションを取り外すことで組み付け可能で
す。

Set of adjustable footpegs, made in black
anodised ergal T6 7075 to an exclusive MV
Agusta design with printed logo
Adjustable between six different positions
Carbon fiber heel guard that do not bend
under foot pressure
Significantly improve the riding feeling and
offer the possibility to customize the rider
position
* For brutale MY13-18 they fit without the
exhaust protection



8000C3153
ADJUSTABLE FOOTPEGS

SET
¥203,280 ¥184,800

調整可能なフットペグセット。ergal T67075ブ
ラックアルマイト、CNC機械加工、MV AGUSTA
ロゴでパーソナライズ。
スクリーン印刷されたロゴを備えたMV
AGUSTA専用に設計されています。
キットには、アップシフトおよびダウンシフト用
のEASクイックシフターセンサー2.0が含まれて
います。
F4 MY13-18と互換性があります。
適切なECU構成を有効にするために、MV
AGUSTAディーラーでご購入、組み付けをして
ください。
この商品は受注発注品であり、注文ごとにの
み製造されます。 納期は最大3か月かかる場
合がございます。

Adjustable footpegs set ergal T6 7075 black
anodised, CNC machined and personalised
with MV Agusta logo
Designed exclusively for MV Agusta with
screen-printed logo
The kit include the EAS quick shifter sensor
2.0 for upshift and downshift
COMPATIBLE WITH F4 MY 13-18
IT IS NECESSARY TO CONTACT AN
OFFICIAL MV AGUSTA DEALER TO
ENABLE THE RIGHT ECU
CONFIGURATION
This accessory is a bespoke product and
only built per order. Please allow up to 3
months for processing and delivery.

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

80A0C1313
ARTICULATED FRONT

BRAKE LEVER
¥32,208 ¥29,280

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。 レッドア
ルマイト。

Foldable brake lever. Manufactured in CNC
aluminum. Personalized with MV Agusta
logo. Red anodisation

8000C1322
ARTICULATED CLUTCH

LEVER
¥28,380 ¥25,800

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 CNC
aluminum. Personalized with MV Agusta
logo. Black anodisation

80A0C1322
ARTICULATED CLUTCH

LEVER
¥32,208 ¥29,280

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。 レッドア
ルマイト。

Foldable clutch lever. Manufactured in CNC
aluminum. Personalized with MV Agusta
logo. Red anodisation

SPPTT001F4 PLATEHOLDER ¥24,024 ¥21,840

MV AGUSTAロゴでパーソナライズされたプ
レートホルダー。
アルミニウム製。
ヨーロッパのナンバープレート規格と互換性が
あります。
キットにはLEDプレートライトが含まれていま
す。
スタンダードのディレクションライトに適合しま
す。
F4 1000 Y10、1000 R Y12、1000 RR Y11 /
Y12と互換性があります。

Plate holder personalised with MV Agusta
logo
Aluminium made
Compatible with European license plate
standards
The kit includes the LED plate light
It fits for the standard direction lights
Compatible with F4 1000 Y10, 1000 R Y12,
1000 RR Y11/Y12.

SPPTT002F4 PLATEHOLDER ¥29,304 ¥26,640

MV AGUSTAロゴでパーソナライズされたプ
レートホルダー。
アルミニウム製。
ヨーロッパのナンバープレート規格と互換性が
あります。
キットにはLEDプレートライトが含まれていま
す。
スタンダードのディレクションライトに適合しま
す。
互換性：F4 1000 Y13-Y18; F4 1000 R Y13-
Y15; F4 1000 RR Y13-Y18; F4 RCY15-Y18。

Plate holder personalised with MV Agusta
logo
Aluminium made
Compatible with European license plate
standards
The kit includes the LED plate light
It fits for the standard direction lights
COMPATIBLE WITH: F4 1000 Y13-Y18 ; F4
1000 R Y13-Y15 ; F4 1000 RR Y13-Y18 ; F4
RC Y15-Y18.



8000C9342 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。
ブラックアルマイト。
MV AGUSTAロゴでカスタマイズ。

Brutale 1000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。

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

For Brutale 1000 model, not compatible with
the 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。

Brutale 1000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。

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

For Brutale 1000 model, not compatible with
the 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。

Brutale 1000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。

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

For Brutale 1000 model, not compatible with
the original mirrors

8000C9347
BLACK FRONT WHEEL

PROTECTORS KIT
¥20,196 ¥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

80A0C9347
RED FRONT WHEEL
PROTECTORS KIT

¥20,196 ¥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

80B0C9347
GREY FRONT WHEEL

PROTECTORS KIT
¥20,196 ¥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

8000C8084 RADIATOR SHIELD ¥22,308 ¥20,280

アルミラジエーターシールド。
道路の石や破片による衝撃からラジエーター
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。
互換性のあるF4モデルの場合：F4 R MY10-
17; F4 RC MY15-19; F4 RR MY10-19;
F4MY10-19。

Aluminium radiator shield. Protects the
radiator from possible impacts with road
stones or debris. Does not reduce the
efficiency of the radiator. For F4 models
compatible with: F4 R Y10-17; F4 RC Y15-
19; F4 RR Y10-19; F4 Y10-19

8000C2870 BRAKE LEVER PROTECTION ¥38,016 ¥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SUPER VELOCE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

80A0C2870 BRAKE LEVER PROTECTION ¥37,884 ¥34,440

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。
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

8000C2869
CLUTCH LEVER
PROTECTION

¥38,016 ¥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SUPER VELOCEモデルの
場合、オリジナル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



80A0C2869
CLUTCH LEVER
PROTECTION

¥37,884 ¥34,440

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。
レッドアルマイト。
DRAGSTERおよびSUPER VELOCEモデルの
場合、オリジナル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

8000C9212

REAR SPROCKET ALUMINIUM
NUTS BLACK ANODIZATION

M10 X 1,25
¥9,504 ¥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

80A0C9212

REAR SPROCKET ALUMINIUM
NUTS RED ANODIZATION

M10 X 1,25
¥9,504 ¥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.

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

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

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

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



SPZAB10B
AIR DUCT FITTING

BRACKETS
¥12,540 ¥11,400

エアダクトフィッティングブラケット。
コード、SPZA701YおよびSPZA701Kの組み付
けに必要です。

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

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

SPSE501R OIL TANK ¥27,852 ¥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

SPSE500R OIL TANK ¥27,852 ¥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。
ブレンボポンプとのみ互換性があります。
＊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。

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
Compatible only with Brembo pump
Not homologated, to be used only in closed
circuits, not public roads

SPVBE001F4 BRAKE OIL TANK ¥27,852 ¥25,320

フロントブレーキオイルタンク、ブラックアルマ
イト。
MV AGUSTA CORSEロゴでパーソナライズ。
互換性：F4 RC MY 15-18 / F4 RR MY 10-15
＊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 black anodized
Personalized with MV Agusta Corse logo
Compatible with: F4 RC MY 15-18 / F4 RR
MY 10-15
Not homologated, to be used only in closed
circuits, not public roads

SPSGM004F4 PASSENGER SEAT ¥15,708 ¥14,280

ノンスリップネオプレンパッセンジャーシート。
側面、グレーレザー。
赤い刺繍と耐水性の縫い目。
シートのグリップを向上させ、運転の快適性を
高めるように設計されています。
互換性：F4 1000 Y10-Y18、F4 1000 R Y12-
Y15、F4 1000 RR Y11-Y18 F4 RC Y15-Y18

Non-slip neoprene passenger seat
Grey leather sides
Red embroidered and water resistant seams
Designed to improve grip on the seat and
increase driving comfort
COMPATIBLE WITH: F4 1000 Y10-Y18, F4
1000 R Y12-Y15, F4 1000 RR Y11-Y18 F4
RC Y15-Y18

本国在庫が無くなり
次第廃番

SPSGM002F4 PASSENGER SEAT ¥15,708 ¥14,280

ノンスリップネオプレンパッセンジャーシート。
側面、ダークグレー。
赤い刺繍と耐水性の縫い目。
シートのグリップを向上させ、運転の快適性を
高めるように設計されています。
互換性：F4 1000 Y10-Y18、F4 1000 R Y12-
Y15、F4 1000 RR Y11-Y18 F4 RC Y15-Y18

Non-slip neoprene passenger seat
Dark grey leather sides
Red embroidered and water resistant seams
Designed to improve grip on the seat and
increase driving comfort
COMPATIBLE WITH: F4 1000 Y10-Y18, F4
1000 R Y12-Y15, F4 1000 RR Y11-Y18 F4
RC Y15-Y18
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