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「ドゥカティを一言で説明すると、ユニークなブラン
ドという言葉で表現できると思います。私たちは、た
だ単にモーターサイクルを製造しているのではなく、
ドゥカティを象徴するレッド・カラーと、そのエンジン
が奏でる独特のサウンドを備えた芸術作品を作って
いるのです。私たちは、世界中でドゥカティならでは
のユニークな体験を提供し、ベンチマークにもなって
います。2年に一回開催されるWorld Ducati Weekに
は、世界中から何万もの人々が来場して、ドゥカティへ
の情熱を共有します。

私たちは、イタリアの企業として、モーターバレーの創
設メンバーの一員であることを誇りに思っています。 
私たちの行動の原動力とは、モーターサイクルに対す
る情熱であり、ブランド・バリューの“スタイル、洗練
性、パフォーマンス、信頼”です。 
ドゥカティの歴史は、ほぼ1世紀にも及んでいます。そ
の間、数多くの偉業を達成し、世界最高峰のレースで
幾多の輝かしい勝利を収めてきました。 

私たちの今日があるのは、ドゥカティのために情熱的
に、そして献身的に働いてきた従業員のおかげです。 

私たちは、ドゥカティの輝かしい過去の歴史に目を向け、
そこから多くのことを学ぶことによって、素晴らしい未来
を構築しようとしています。
私たちは、ライディング・プレジャーとパフォーマンス
を完璧に融合するために、革新的な技術に投資してい
ます。 
最先端のテクノロジーを使用して最大限の安全性を確保
し、ライダーに最高の信頼性を提供します。 

また、ヨーロッパの免許制度に対応した出力制限モデル
を導入することによって、若いライダーの方々にもドゥカ
ティ・ワールドの扉を開いています。 

ドゥカティは、これからも情熱的なブランドであり続け
ます。私たちは、素晴らしい未来の夢を描いています。
そうすることによって、皆さまがドゥカティをライディン
グする夢を実現することができるからです」

クラウディオ・ドメニカーリ、ドゥカティ・モーター・ホー
ルディング最高経営責任者（CEO）

ドゥカティをライディングする夢

ドゥカティ・ラインナップの紹介は、次のページから始まります。各モデルの詳細は、ウェブサイト（ducati.com）をご覧ください。
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美しいスタイル、ハイパフォーマンス、そして優れたコ
ントロール性。ドゥカティ・スーパーバイクのエッセンス
を凝縮した新型パニガーレV2は、その名称を見ただけ
で、このモーターサイクルが、955cc 90°V2スーパーク
アドロ・エンジンを搭載していることが分るでしょう。

ユーロ5規制に適合したスーパークアドロは、155ps@ 
10,750rpmの最高出力と104Nm@9,000rpmの最大
トルクを発生します。最先端の電子制御システムによ
り、公道では安全で楽しいライディングを実現する一
方で、サーキットではそのパフォーマンスをフルに引き
出すことが可能です。

パニガーレV2は、モノコックフレームを包む込むエレガ
ントでスポーティなフォルムを特徴とし、視覚的にコン
パクトなバイクに仕上がっています。シャシは片持ち式
スイングアームを採用する一方で、エンジン下には片側
出しのサイレンサーを設置して、クリーンなサイドビュ
ーを演出しています。
ドゥカティのスポーツ・キャラクターは、伝統的なドゥ
カティ・レッドのカラーと、ブラック仕上げの5スポー
ク・ホイールの組み合わせによって、さらに強調され
ています。

The Red Essence 
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The Science  
of Speed 

新型パニガーレV4は、レーシングバイクの遺伝子にさら
に磨きをかけ、さらに乗りやすいモーターサイクルへと
進化を遂げています。それにより、プロのライダーでも、
一般のライダーでも、ラップタイムをさらに短縮すること
が可能になっています。エアロパックは、スーパーバイク
世界選手権のマシンを彷彿とさせるスタイルを備えて
います。優れたエアロダイナミクスにより、最小限のエ
ネルギーで空気の壁を切り裂き、エンジン、ブレーキ、
シャシの性能を最大限に活用することができるダウン
フォースを生み出します。

ドゥカティコルセと協力して、シャシ、電子制御システ
ム、ライド・バイ・ワイヤ・システムを見直したことによ
り、安定性とコーナーへの進入速度が向上し、コーナ
リングでより理想的なラインをトレースすることが可
能になり、より自信を持ってスロットルを開けることが
できるようになりました。パニガーレV4の“S”バージョ
ンでは、オーリンズ製Smart EC 2.0システムを備えた
サスペンションとステアリング・ダンパー、新しいキャ
リブレーションが施されたオーリンズ製TTX 36ショッ
ク、マルケジーニ製鍛造アルミホイール、リチウムイオ
ン・バッテリー、専用ハンドグリップが装備されます。
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パニガーレV4 Rは、ドゥカティの「スタイル、洗練性、
パフォーマンス、信頼」を象徴しています。このモデル
は、ドゥカティのレーシングDNAを明確に示すことに
より、スーパーバイク世界選手権に参戦しているレーシ
ングバイクにもっとも近い存在となっています。目に見
えない魔法のセーフティネットとして機能するエアロダ
イナミクスやエレクトロニクス・システムにより、未来を
見据えたこのモーターサイクルは、サーキットのコーナ
ーやストレートにおいて、異次元の走りを実現します。

221psの最高出力と193kgの車両重量により、カテゴリ
ー最高のパワー・ウェイト・レシオを誇るパニガーレV4 
Rは、公道走行可能なレーシングバイクです。乾式クラ
ッチを標準装備したパニガーレV4 Rは、エモーショナ
ルな感動をライダーに提供します。その走りは、ライダ
ーの経験レベルを問わず、加速、ブレーキ、ラップタイ
ムだけでなく、安全性と乗りやすさの点においても、
パフォーマンスの概念に革新をもたらします。パニガ
ーレV4 Rは、優れたトータル・バランスを備えた、純
粋なレーシングバイクです。

The sound  
of Excellence
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1  左から、 Ducati Corse K1 レーシング・スーツ

Speed Evo フルフェイス・ヘルメット

Ducati Corse C4 レーシング・スーツ

Ducati Corse V3 フルフェイス・ヘルメット

Ducati Corse |D |air® C2 エアバッグ搭載レーシング・スーツ

Ducati Corse Carbon 2 フルフェイス・ヘルメット

Ducati Corse |D |air® K1 エアバッグ・搭載レーシング・スーツ

Ducati Corse Speed 2 フルフェイス・ヘルメット

Ducati Corse V5 Air レーシング・ブーツ

SuMisuraは、オーダーメイドのレーシング・スーツを作成する

ことができるプログラムです。 

www.ducatisumisura.com/jp/

 

2. アルミニウム製アジャスタブル・ライダー・フットペグ  

カーボン製ヒールガード 

3. 乾式クラッチ・キット

アルミニウム製乾式クラッチ・カバー    

4. チタニウム製コンプリート・エグゾースト・システム (公道走行不可)

テクニカル・ファブリック製レーシング・シート

マグネシウム製ホイール（1名乗車専用）

Pro Gripハンドグリップ・セット  

このモデル専用のアクセサリーを見る。
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新型ストリートファイターV4は、戦うための方程式から
生み出されました。その方程式とは、パニガーレV4から
フェアリングを取り除き、高いポジションのハンドルバ
ーを装着、208PSを発生するデスモセディチ・ストラダ
ーレを搭載、洗練された電子制御システムと“バイプレ
イン”ウイングを装着して、俊敏性を失うことなく強大
なパワーをコントロールできるようにすること。これ
が“Fight Formula”です。新しいドゥカティのスーパー
ネイキッドは、このセグメントでライバルの追随を許さ
ないエキサイティングで、強い存在感を主張し、あらゆ
る瞬間を特別な体験へと変化させます。

ストリートファイターV4のファイティング・スピリット
は、フルLEDヘッドライトのアグレッシブなデザイン、
フェアリングを取り去ったことにより目視可能になっ
た美しいメカニカルパーツに現れています。ストリート
ファイターV4の“S”バージョンでは、マルケジーニ製鍛
造ホイール、第二世代のオーリンズ製Smart EC 2.0シ
ステムをベースにしたオーリンズ製電子制御サスペンシ
ョンとステアリング・ダンパーを標準装備しています。

The Fight Formula



modelyear2020   |   2120   |   Streetfighter V4

1

4

D
uc

at
i A

pp
ar

el
 C

ol
le

ct
io

n 
de

si
gn

ed
 b

y

2 3

  

   

  

  

  

 

     

     

1. Ducati Corse V3 フルフェイス・ヘルメット

Ducati Corse |D |air® C2 エアバッグ搭載レーシング・スーツ

Ducati Corse C3 レザー・グローブ

2. アルミニウム製アジャスタブル・ライダー・フットペグ  

カーボン製ヒールガード   

3. カーボン製タンクカバー 

ビレット・アルミニウム製タンクキャップ 

  

4. マグネシウム製ホイール（1名乗車専用）

乾式クラッチ・キット

カーボン製乾式クラッチカバー.    

このモデル専用のアクセサリーを見る。
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Sport, made light.

美しいスタイル、ファン・トゥ・ライド、そして多用途性。
スーパースポーツは、週末のツーリング、日常ユース、そ
してワインディングロードまで、どのような状況でもス
ポーツライディングの楽しさとエキサイティングな感動
を提供するスポーツバイクです。

“S”バージョンには、このモーターサイクルのキャラク
ターを強調し、スポーティな走りをさらに高めるテク
ノロジーが装備されています。標準装備には、ドゥカ
ティ・クイック・シフト・アップ／ダウン、パッセンジャ
ー・シートカバー、TiNコーティングが施されたオーリ
ンズ製48mmフォーク、リザーバーを一体化したシン
グル・ショック（ともにフルアジャスタブル・タイプ）
が含まれます。

Sport, made light.
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1. Red Shock Tシャツ

Red Line Tシャツ

Graphic 77 Tシャツ

Vertical Tシャツ

2. Flow C3 ファブリック・ジャケット 

Speed 3 ファブリック・ジャケット

Company C3 テクニカル・ジーンズ

Dark Rider V2 フルフェイス・ヘルメット

3. サイド・パニア   

このモデル専用のアクセサリーを見る。
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一目でモンスターと分かるデザイン、コンパクトでクリ
ーンなデザイン。モンスターは、現在的なアイコン・モデ
ルです。優れたハンドリングを実現するシャシのおかげ
で、あらゆる状況に対応した走りが可能です。モンスタ
ー797は、モンスターのエントリーモデルとして、スポー
ティなアクセントを配して、スタイルを更新しています。
真のドゥカティ・スタイルで楽しむ、ピュア・スポーツの
世界へようこそ。

(日本未導入)

Fresh Vibes.  
Sporty Soul.
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俊敏、多用途、そしてスポーティなパフォーマンス。
モンスター821は、1993年に登場したアイコン・モデル、
初代モンスターのオリジナル・ラインを忠実に受け継
ぎながら、最高のライディング・プレジャーを実現する
ために設計されています。

マットブラックのカラー、新しい専用グラフィック、マイ
クロビキニ・カウルが、モンスター821ステルスにユニー
クで独自のキャラクターを与えています。その一方で、
アジャスタブルタイプのフォークとドゥカティ・クイッ
ク・シフト・アップ／ダウンを標準装備することにより、
さらに効率的な走りを実現しています。

That’s why 
#welovemonster
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100％モンスター。 
この現代的なアイコン・モデルは、モンスターならでは
のユニークな価値観を忠実に守りながら、進化を続け
ています。高度なテクノロジーとバイク本来のスタイル。
モンスター1200は、そのデザインとスポーティな走りで
ライダーを魅了します。 

“S”バージョンの新しい「Black on Black」カラーは、光
沢ブラックとつや消しブラックを印象的に組み合わせ、
鮮やかなレッドのアクセントによって、モンスターのキ
ャラクターをさらに引き上げ、よりスポーティなスタイ
ルを実現しています。 

モンスター1200 Sには、フルアジャスタブル・タイプの
オーリンズ製サスペンション、ドゥカティ・クイック・
シフト・アップ／ダウンを標準装備し、優れたパフォ
ーマンス、安全性、ライディング・プレジャーを実現し
ています。

#I am a Monster
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1. アルミニウム製リアビュー・ミラー 

Logo C1 レザー・グローブ

2. 燃料タンク・ポケットバッグ

3. Ducati 77 レザー・ジャケット 

Ducati 77 フルフェイス・ヘルメット

77 Tシャツ

4. Heritage C1 レザー・ジャケット 

Company C3 レザー・ジャケット

Dark Rider V2 フルフェイス・ヘルメット

Downtown C1 テクニカル・ブーツ

このモデル専用のアクセサリーを見る。
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パワフル、そしてマッスル。コーナーを俊敏に駆け抜
け、最高のライディング・プレジャーを提供。ディアベル
1260は、大型ネイキッド・バイクのパフォーマンスと、
大型クルーザー・モデルのエルゴノミクスを巧みに組
み合わせています。その現代的なデザインには、159PS
を発生する1262ccテスタストレッタDVTエンジンが完
全に一体化されています。

さらに、“S”バージョンには、オーリンズ製サスペンシ
ョンをはじめとして、ディアベル1260のキャラクター
をさらに際立たせる装備により、パフォーマンスが強
化されています。

So good to be bad



3 4

1 2
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1. セミリジッド・サイド・パニア（左右セット） 

パッセンジャー用バックレスト 

2. ブレーキ＆クラッチ・フルード・リザーバー・カバー  

3. ビレット・アルミニウム製クラッチカバーガード  

4. Black Rider レザー・ジャケット

Black Steel フルフェイス・ヘルメット

Company C3 テクニカル・ジーンズ

このモデル専用のアクセサリーを見る。





46   |   XDiavel   |   XDiavel S

一見正反対に見える世界。リラックスしてゆっくりと
走ることを得意とする本格的クルーザー・モデルと、
ドゥカティ・スポーツバイクならではのエキサイティン
グな走り。この2つの世界を融合して、Xディアベルが
誕生しました。

“S”バージョンには、M50ブレーキ・キャリパー、ダイ
ヤモンド・ライク・カーボン（DLC）コーティングが施
されたフォーク、ライダーのスマートフォンとモーター
サイクルを接続するBluetoothモジュールが標準装備
されています。

Xディアベル Sの魅力は、専用デザインのホイール、研
磨加工が施されたエンジンカバー、ソリッド・アルミ
ニウム削り出しのリアビュー・ミラー、デュアル・クッ
ション・シート、マシン加工を施したアルマイト仕上げ
の鍛造アルミニウム製スイングアーム＆プレートによ
ってさらに強化されています。

Are you ready to 
change position?
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1. Merge オープンフェイス・ヘルメット

2. レーシング・サイレンサー   

3. ビレット・アルミニウム製クラッチカバーガード  

4. “プレミアム”ライダーシート

このモデル専用のアクセサリーを見る。
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ムルティストラーダ950で日々の旅の美しさを体験してく
ださい。ドゥカティならではのライディング・プレジャーと
多用途性を組み合わせたこのモデルは、オンロードから
オフロードまで、あらゆる用途で最適なパートナーとな
ります。比較的軽量な車重、840mmのシート高が、俊敏
性と乗りやすさを実現する一方で、最先端のエレクトロ
ニクスが、最高レベルの安全性と快適性を提供します。

ムルティストラーダ950の“S”バージョンには、ドゥカテ
ィ・スカイフック・サスペンションEVOに加え、ドゥカテ
ィ・クイック・シフト・アップ／ダウン、ドゥカティ・コーナ
リング・ライト付フルLEDヘッドライト、5インチTFTカ
ラー液晶ディスプレイ、ハンズフリー・システム、クルー
ズ・コントロール、バックライト付ハンドルバー・スイッチ
が装備されています。

また、ムルティストラーダ950 Sは、ノビータイヤ（ブロ
ックパターン・タイヤ）の装着に最適な、スポークホイー
ルをアクセサリーオプション設定しています。

Your Extraordinary 
Journey
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ムルティストラーダ1260は、ツーリングの良きパート
ナーとなり、旅の体験と走る喜びのあらゆる瞬間をラ
イダーと共有します。1262ccのドゥカティ・テスタスト
レッタDVTエンジンは、中/低回転から力強いトルク
を発生するため、日々のライディングを存分に楽しむ
ことができます。 

ムルティストラーダ1260は、 最先端のエレクトロニク
スによって、技術的なベンチマークを設定しています。

広範囲な装備を誇る“S”バージョンは、ドゥカティ・ク
イック・シフト・アップ/ダウン、5インチTFTカラー液
晶ディスプレイ、電子制御式サスペンションのドゥカ
ティ・スカイフック・サスペンションEVOを標準装備し
ています。

Expand your 
comfort zone
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かつてのヨーロッパで、新たな発見と文化を求めて若
者が大陸を旅したグランド・ツアーに触発された新型
ムルティストラーダ1260 Sグランド・ツアーは、ドゥカ
ティならではのスポーツ・ライディングを楽しみなが
ら、忘れがたい体験と見果てぬ大地を目指して旅す
るライダーの理想的なツーリング・コンパニオンです。

新型ムルティストラーダ1260 Sグランド・ツアーは、
エレガントでスポーティな専用カラーを纏い、ムルテ
ィストラーダならではの快適なツーリング体験を実現
するために設計された、幅広い標準装備を特徴とし
ています。 

ムルティストラーダ1260 Sグランドツアーは、大容量サ
イド・パニア、グリップ・ヒーター、センター・スタンド、
ハンズフリー燃料キャップ、補助LEDライト、タイヤ空
気圧モニタリング・システムを備え、プレミアムスポー
ツの新たなコンセプトを具現しています。

(日本未導入)

Destination: 
everywhere



59   |   Multistrada 1260 Pikes Peak

The King of  
every mountain

米国コロラド州ロッキー山脈で毎年開催されている世
界的に有名なレース、パイクスピーク・インターナショ
ナル・ヒルクライムからインスピレーションを得たこ
のモーターサイクルは、究極のスポーツ・パフォーマ
ンス、コントロール性、精度を実現することを目指し
て設計されました。

1262ccのドゥカティ・テスタストレッタDVTは、低回転
域から力強いパワーを発生し、ドゥカティ・クイック・
シフト・アップ／ダウンとの組み合わせにより、あらゆ
るコーナーをアドレナリン全開で駆け抜けることが
できます。

ムルティストラーダ1260パイクスピークは、“S”バージ
ョンの装備に加えて、型式認証済みのテルミニョーニ
製ドゥカティ・パフォーマンス・エグゾースト、鍛造ホイ
ール、オーリンズ製サスペンション、カーボン製パーツ
（スポーツ・ウィンドスクリーン、フロント・フェンダー、
ラテラル・エアコンベア・カバー、ハンズフリー・キー・
ブロックカバー）、プレキシガラス製のウィンドスクリー
ンを標準装備しています。



60   |   Multistrada 1260 Enduro

ムルティストラーダ1260エンデューロは、あらゆる境
界を越えて旅するライダーのためのモーターサイクル
です。高度なテクノロジー、優れた快適性、そして高い
パフォーマンスにより、どのような路面状況でもライ
ディングを楽しむことができます。このモーターサイ
クルは、すべての旅を唯一無二の体験へと変えます。

158psを発生する1262ccドゥカティ・テスタストレッタ
DVTエンジンは、最高のパフォーマンスを発揮し、ワイ
ンディングロードではエキサイティングな走りを実現す
る一方で、エルゴノミクスが見直されたことにより、低
速域でのライディングと取り回し性が向上、30リットル
の燃料タンクにより、さらに快適に長距離ツーリングを
楽しむことができます。

そして道路が途切れたとき、エキサイティングな冒険
が始まります。19インチ・フロントホイール、エルゴノ
ミクス、ロングストロークの電子制御式サスペンショ
ンを備えたシャシは、非常に過酷な地形でもライダー
を適切にサポートします。

Beyond 
Boundaries
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1. グランツーリズモ・ウィンドスクリーン 

アルミニウム製リアビュー・ミラー

2. サイド・パニア＆カバー（左右セット）

3. Ducati Zumo 396サテライト・ナビゲーション・キット（日本未導入） 

4. Strada C4 ファブリック・ジャケット＆パンツ

5.Tour C3 ファブリック・ジャケット＆パンツ

このモデル専用のアクセサリーを見る。
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1. Atacama C1 ファブリック・ジャケット

2. Tour C3 ファブリック・ジャケット

アルミニウム製サイド・パニア（左右セット） 

Redline P1 ツール・パック

3. Explorer フルフェイス・ヘルメット

Explorer ゴーグル

4. Atacama C1 ファブリック・ジャケット＆パンツ

このモデル専用のアクセサリーを見る。
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アグレッシブでスポーティなデザイン、大胆不敵なキ
ャラクター。ハイパーモタード950は、スポーツバイク
の本質を一切損なうことなく、伝統的なモタード・レー
シングスタイルを新たに解釈して誕生しました。幅広い
ハンドルバー、スリムなサイド・エリア、そして軽量化に
より、切り返しにおける俊敏性が高まっています。114ps
を発生するテスタストレッタ11°エンジンは、新型ハイ
パーモタード950 SPに無限のエキサイトメントと走る
喜びをもたらします。

ハイパーモタード950は、バイク本来のスタイル、アグレ
ッシブなデザイン、“ファン・バイク”のイメージに、ドゥ
カティの最先端テクノロジーを組み合わせています。

Game on!
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Hyper adrenaline

ハイパーモタード950 SPは、レーストラックでスリリン
グな走りを実現します。スポーティな専用カラー、カー
ボンファイバー製パーツ、スポーツ走行に最適なフラッ
トで高いシートにより、紛れもないモタード・キャラク
ターとスタイルが生み出されています。

両バージョンともに、最新の進化を遂げた937ccドゥカ
ティ・テスタストレッタ11°エンジンを搭載しています。
このエンジンは、従来型よりも1.5kg軽量化され、圧縮
比を高め、エグゾースト・カムシャフトのプロファイル
を変更し、サイレンサーをシート下への配置すること
で、4psのパワーアップを達成しています。ハイパーモタ
ードは、ライダーのアドレナリンを限界まで高めます。
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1. カーボン製リアフェンダー  

2. ビレット・アルミニウム製タンクキャップ   

3. コンプリート・エグゾースト・システム（公道走行不可）   

4. Explorer フルフェイス・ヘルメット

Explorer ゴーグル 

Ducati Corse K1 レーシング・スーツ

このモデル専用のアクセサリーを見る。
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高度な安全システムを標準装備

継続的な研究開発により、ドゥカティ・モーターサイク
ルは、常に最先端のテクノロジーを搭載し、最高レベ
ルのアクティブ・セーフティを実現しています。
これにより、繊細なライディングが必要とされる限界走
行においても、高度な電子制御システムがライダーをサ
ポートし、コントロール性を引き上げます。

限界なきエキサイトメント

ドゥカティは、各モーターサイクルの設計において、最
大限の信頼性を確保し、メンテナンスコストを削減す
るという目標を掲げています。

この取り組みによって、バルブクリアランスの点検と調
整を含むデスモ・サービスの間隔を、さらに延長するこ
とが可能になりました。サービス間隔は、高性能なエン
ジンとしては、極めて長く設定されています。
ドゥカティは、ドゥカティジャパン ネットワーク店のテ
クニカル・トレーニングにも継続的に力を入れていま
す。豊富なノウハウと専門知識により、お客様のモー
ターサイクルを常に完璧な状態に保つことが可能に
なります。

情熱を価値あるものに

Ever Redをご利用いただくと、時間が経っても変わら
ぬパートナーとして、ドゥカティ・ブランドの高い品質
と信頼性をそのままに維持していただくことができま
す。Ever Redは、ドゥカティが特別にご提供する延長
保証プログラムです。本延長保証プログラムをご購入
いただきますと、ドゥカティのメーカー保証（24カ月）
が過ぎた後も、12カ月もしくは24カ月の期間、保証を
継続することができます。Ever Redでは、走行距離に
関わらず、全保証期間を通じてロードサービスをご利
用いただけます。そのため、何処へでも、安心してドゥ
カティと旅することができるのです。

詳細情報につきましては、お近くのドゥカティジャパン  
ネットワーク店までお問い合わせいただくか、ドゥカテ
ィ公式WEBサイト www.ducati.co.jp をご覧ください。

安心はいつもあなたの側に

ドゥカティの大きな目標のひとつは、すべてのドゥカテ
ィスタに、世界中どこへ行っても、限界のない楽しさや
安全なライディングをお届けすることです。ドゥカティ
は、この目標を達成するため、事業を展開している地域
の85％で、純正スペアパーツを24/48時間以内に届ける
「ファスト・デリバリー」システムを提供しています。86
カ国以上を網羅する販売ネットワーク、766カ所のドゥ
カティネットワークおよびサービスポイント*によって、
世界中どこでも心配することなしにツーリングを十分
に楽しむことができます。たとえその道があなたをど
こへ連れて行こうとも、ドゥカティ・クオリティによるプ
ロフェッショナルなサポートを受けることができます。

*2019年7月時点

サービスおよびメンテナンス

延    長    保    証
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ドゥカティ・ワールド

ドゥカティが追求するバイクの本質とは、デザイン、安
全性、パフォーマンスの点で最先端のユニークな製品
を生み出すだけでなく、すべてのエンスージアストの方
々にドゥカティならではの体験と最大限の走る楽しさ
を提供することです。

ドゥカティ・ライディング・エクスペリエンスとトラベ
ル・ワールドは、オンロード、サーキット、オフロード
におけるライディングの楽しみを、さらなる高みへと
引き上げます。 

ドゥカティ・グランドスタンドでは、MotoGPのスリリ
ングなバトルを特設の観戦席で楽しむことができま
す。デスモ・オーナーズ・クラブのメンバーになると、世
界でもっとも情熱的なコミュニティの一員として迎え
入れられます。 

さらに、ドゥカティの過去、現在、未来を体験できるド
ゥカティ・ミュージアムやファクトリーの見学、世界中
から集結したファンとともに情熱を共有することがで
きるドゥカティ最大の祭典、World Ducati Weekなど、
ドゥカティならではの一大イベントも開催しています。
ドゥカティは、ドゥカティスタの夢をサポートする様々
な体験を提供しています。

その理由は、ドゥカティはいつの時代もエモーショナル
で、情熱に溢れたブランドだからです。

Borgo Panigale Experience



Ducati Riding Experience



Ducati Grandstands



World Ducati Week



@ducatijapan  

@Ducati_japan  

@ducatijapan  

Ducati Motor Holding

すべてのソーシャルメディアに課せられた使命。それは、革新的で情熱的なメッセ
ージを常に発信すること。 
ここでは、エモーショナルな体験が、魅了的なコンテンツへと変換されています。
ぜひクリックしてください。 

フォローする：

アスファルトからウェブサイトへ 
ドゥカティのデジタル・エクスペリエンス



Panigale V2

Panigale V4 R

Panigale V4 S

Streetfighter V4 S

Panigale V4

Streetfighter V4

955 cc 1,103 cc

114 kW (155 ps) @ 10,750 rpm 157.5 kW (214 ps) @ 13,000 rpm

104 Nm (10.6 kgm) @ 9,000 rpm 122 Nm (12.4 kgm) @ 10,000 rpm

176 kg 175 kg 174 kg

840 mm 835 mm

排気量

最高出力

最大トルク

乾燥重量

シート高

排気量

最高出力

最大トルク

乾燥重量

シート高

998 cc 1,103 cc

162 kW (220 ps) @ 15,250 rpm * 153 kW (208 ps) @ 12,750 rpm

112 Nm (11.4 kgm) @ 11,500 rpm* 123 Nm (12.5 kgm) @ 11,500 rpm

172 kg 180 kg 178 kg

830 mm 845 mm

テクニカルデータ  

ドゥカティ・レッド ドゥカティ・レッド ドゥカティ・レッド

ドゥカティ・レッド ドゥカティ・レッド ドゥカティ・レッド



Monster 821 stealthSupersport (日本未導入)

Monster 1200 S

Monster 1200 SSupersport S

Monster 821

Monster 1200Supersport S

Monster 797 (日本未導入) Diavel 1260

937 cc

81 kW (110 ps) @ 9,000 rpm

93 Nm (9.5 kgm) @ 6,500 rpm

184 kg

810 mm

排気量

最高出力

最大トルク

乾燥重量

シート高

821 cc 1,198cc

80 kW (109 ps) @ 9,250 rpm 108 kW (147 ps) @ 9,250 rpm

86 Nm (8.8 kgm) @ 7,750 rpm 124 Nm (12.6 kgm) @ 7,750 rpm

180 kg 187 kg 185 kg

可変式：785～810 mm 可変式：795～820 mm

排気量

最高出力

最大トルク

乾燥重量

シート高

803 cc 821 cc

54 kW (73 ps) @ 8,250 rpm 80 kW (109 ps) @ 9,250 rpm

67 Nm (6.8 kgm) @ 5,750 rpm 86 Nm (8.8 kgm) @ 7,750 rpm

175 kg 180 kg

805 mm 可変式：785～810 mm

排気量

最高出力

最大トルク

乾燥重量

シート高

排気量

最高出力

最大トルク

乾燥重量

シート高

1,198 cc 1,262 cc

108 kW (147 ps) @ 9,250 rpm 117 kW (159 ps) @ 9,500 rpm *

124 Nm (12.6 kgm) @ 7,750 rpm 129 Nm (13.2 kgm) @ 7,500 rpm

185 kg 218 kg

可変式：795～820 mm 780 mm

ステルス専用カラー ドゥカティ・レッド ドゥカティ・レッド

Black on Black専用カラー サンドストーン・グレイ ダーク・ステルス

チタニウム・グレイ

ドゥカティ・レッド 

ドゥカティ・レッド

スターホワイト・シルク

スターホワイト・シルク

ドゥカティ・レッド  



Diavel 1260 S XDiavel

XDiavel S Multistrada 950 SMultistrada 950

Multistrada 950 S

Multistrada 1260 Multistrada 1260 S

937 cc

83 kW (113 ps) @ 9,000 rpm

96 Nm (9.8 kgm) @ 7,750 rpm

207 kg 212 kg

840 mm

排気量

最高出力

最大トルク

乾燥重量

シート高

排気量

最高出力

最大トルク

乾燥重量

シート高

1,262 cc

116 kW (158 ps) @ 9,500 rpm

128 Nm (13.1 kgm) @ 7,500 rpm

209 kg 212 kg

可変式：825～845 mm 

Multistrada 950 S Spoked Wheels

1,262 cc 1,262 cc

117 kW (159 ps) @ 9,500 rpm * 112 kW (152 ps) @ 9,500 rpm

129 Nm (13.2 kgm) @ 7,500 rpm 126 Nm (12.8 kgm) @ 5,000 rpm

218 kg 220 kg

780 mm 755 mm

排気量

最高出力

最大トルク

乾燥重量

シート高

1,262 cc 937 cc

112 kW (152 ps) @ 9,500 rpm 83 kW (113 ps) @ 9,000 rpm

126 Nm (12.8 kgm) @ 5,000 rpm 96 Nm (9.8 kgm) @ 7,250 rpm

220 kg 204 kg 207 kg

755 mm 840 mm

排気量

最高出力

最大トルク

乾燥重量

シート高

ダーク・ステルス/スリリング・ブラックドゥカティ・レッド マット・リキッド・コンクリート・グレイ

スリリング・ブラック ドゥカティ・レッド ドゥカティ・レッド

グロッシー・グレイ ドゥカティ・レッド グロッシー・グレイ

ドゥカティ・レッド ドゥカティ・レッド ボルケーノ・グレイ

(スポークホイールはアクセサリーオプション設定) (スポークホイールはアクセサリーオプション設定)



Multistrada 1260 S Grand Tour (日本未導入) Multistrada 1260 Pikes PeakMultistrada 1260 S D|air (日本未導入)

Hypermotard 950Multistrada 1260 Enduro

Hypermotard 950 SP

1,262 cc

116 kW (158 ps) @ 9,500 rpm

129 Nm (13.2 kgm) @ 7,500 rpm

215 kg 213 kg 206 kg

可変式：825～845 mm 

排気量

最高出力

最大トルク

乾燥重量

シート高

1,262 cc 937 cc

116 kW (158 ps) @ 9,500 rpm 84 kW (114 ps) @ 9,000 rpm

128 Nm (13.1 kgm) @ 7,500 rpm 96 Nm (9.8 kgm) @ 7,250 rpm

225 kg 178 kg

860 mm 870 mm

排気量

最高出力

最大トルク

乾燥重量

シート高

937 cc

84 kW (114 ps) @ 9,000 rpm

96 Nm (9.8 kgm) @ 7,250 rpm

176 kg

890 mm

排気量

最高出力

最大トルク

乾燥重量

シート高

グランド・ツアー専用カラー ドゥカティ・レッド パイクスピーク専用カラー

ドゥカティ・レッド サンド ドゥカティ・レッド

SP専用カラー



Star White Silk

モーターサイクルのライディングを心ゆくまで楽しんでいただくため、ドゥカティは、ライダーに最大限の安全性を提供することに全力を注いでいます。ドゥカティは、乗りやすさと高い信頼性を追求し、ライディングがさらに楽しいものにな
るよう最高のアクティブセーフティを確保する装備を搭載しています。テクニカルウェアは、常に最先端の素材を採用し、十分な保護性能と高い視認性を確保します。モーターサイクリストの安全を守るのがドゥカティの使命です。詳しい情
報につきましては、WEBサイトwww.ducati.comの安全に関するセクションをご覧ください。  .

警告：本カタログに掲載されている写真および技術情報は、試作品のものである場合があり、生産段階で変更される場合があります。これらは、例示および参考のために掲載されているものであり、Ducati Motor Holding S.p.A. - 単独株
主企業 Audi AG の管理運営会社 (以下、「ドゥカティ」) を拘束するものではありません。ドゥカティは、翻訳の誤りに関して、いかなる責任も負いません。本カタログは、世界各国で配布されるため、各国の法規制によっては、一部の製品は販
売されていないか、装備の内容が異なる場合があります。国によっては、お取り扱いしていないカラーやバージョンがございます。ドゥカティは、事前の予告なしにあらゆる製品に変更および改良を加える権利を保有し、それらの導入に先
立って販売された製品に同様の変更および改良を施す義務を一切負いません。製品の詳しい仕様は、各製品のオーナーズマニュアルに記載されています。掲載されている製品は最終バージョンではなく、事前の予告なしにドゥカティの
裁量で変更される場合があります。本カタログに掲載されている写真は、管理された道路条件でプロのライダーのみを写しています。本人や他の通行人を危険に巻き込むおそれがありますので、プロライダーによるライディングのまねを
しないでください。本カタログは、本書内のブランド、ロゴ、テキスト、イメージ、グラフィック、目次を含め、ドゥカティの知的財産権を構成するものであり、ドゥカティは複製の権利を保有しています。事前にドゥカティの書面による許可を得
ずに、カタログやその内容の全部または一部の複製、変更、インターネット上での公開を含むその他の使用は禁止されています。 

実際の燃費は、ライディングスタイル、メンテナンスの状態、天候、路面の状況、タイヤ空気圧、積載量、ライダーやパッセンジャーの体重、アクセサリーなど（ただし、これらに限定されません）、多くの要素によって変化します。 

モーターサイクルの乾燥重量に、バッテリー、油脂類、冷却水（水冷モデルの場合）の重量は含まれていません。車両重量とは、動作に必要なすべての液体類を装備し、燃料タンクを満タンにした状態をいいます (EU規則 No.168/2013)。
詳細はドゥカティ公式ウェブサイト（www.ducati.com）を参照してください。2020年1月

ドゥカティジャパン株式会社　神奈川県横浜市港北区新横浜3-13-9

ducati.com

レッド

ブラック
米国

ヨーロッパ

アルマイト

マット

ティンテッド

シルバー

競技専用。このシンボルマークが付いた製品は、競技用車両にのみ使
用することができます。本製品を装着したモーターサイクルで、競技
用コース以外を走行することは、法律で禁止されています。制約に関
する詳細は、各競技用コースにお問い合わせください。本製品を装着
したモーターサイクルで、公道を走行することは禁止されています。

本製品は、公道で使用するための型式認証を受けていません。

本製品は、クローズド・サーキットを走行するレース用バイ
ク専用に設計されています。公道で本製品を使用すること
は、法律で禁止されています。

重要マーク

レッド-ブラック

Ducati Corseとの協力により実現したアクセサリー。

本製品は、ヨーロッパにおいて公道で使用するための型式認証を受けています。

注意: エグゾースト・システムの型式認証は、一部の国にのみ適
用されます。それ以外の国において、これらのエグゾースト・シス
テムは“レース用”であり、サーキットといったクローズド・コース
で使用するために設計されています。これらのエグゾースト・シ
ステムを装着した状態で公道を走行することは、法律で禁止さ
れています。
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