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ドゥカティの新車全てに下記のサービスが付帯しております。

上記価格は現金販売価格(消費税10%込)です。各種保険、税金(消費税を除く)、届出等に伴う費用は含まれておりません。表示価格・仕様等は予告なく変更される場合があります。
＊一部モデルを除く      

Ducati Warranty：2年間の走行距離無制限の新車保証　　Ducati Assistance：突然のトラブルを24時間サポート　　Ever Red 延長保証*：新車購入時に所定の保証料をお支払いいただくと、通常2年の新車保証を4年まで延長いただけます。

モデル
カラー

現金販売価格 (消費税抜き価格)タンク/ フェアリング フレーム ホイール

Multistrada 950 S
レッド レッド ブラック ¥1,999,000 (¥1,817,273)

GPホワイト レッド ブラック ¥2,070,000 (¥1,881,818)

Multistrada 950 S
Spoked Wheels  (受注生産)

レッド レッド ブラック ¥2,069,000 (¥1,880,909)

GPホワイト レッド ブラック ¥2,140,000 (¥1,945,455)

Multistrada V4 レッド グレイ ブラック 日本未発売

Multistrada V4 S
レッド グレイ ブラック ¥2,880,000 (¥2,618,182)

アビエイター・グレイ グレイ ブラック ¥2,920,000 (¥2,654,545)

Multistrada V4 S Spoked Wheels  (受注生産)
レッド グレイ ブラック ¥2,950,000 (¥2,681,818)

アビエイター・グレイ グレイ ブラック ¥2,990,000 (¥2,718,182)

Multistrada V4 S 
工場オプションパッケージ

トラベル・パッケージ ¥210,000 (¥190,909)

トラベル＆レーダー・パッケージ ¥330,000 (¥300,000)

パフォーマンス・パッケージ ¥197,000 (¥179,091)

フル・パッケージ（トラベル、レーダー、パフォーマンス） ¥527,000 (¥479,091)

Multistrada V4 S Sport
スポーツ専用カラー グレイ ブラック

¥3,470,000 (¥3,154,545)
※日本導入モデルはフル・パッケージ装着（トラベル、レーダー、パフォーーマンス）のみの設定

Multistrada V4 S Sport 
Spoked Wheels  (受注生産)

スポーツ専用カラー グレイ ブラック ¥3,540,000 (¥3,218,182)
※日本導入モデルはフル・パッケージ装着（トラベル、レーダー、パフォーーマンス）のみの設定

Multistrada 1260 Enduro  (受注生産)
レッド ブラック ブラック ¥2,880,000 (¥2,618,182)

サンド ブラック ブラック ¥2,921,000 (¥2,655,455)

Hypermotard 950  (受注生産) レッド レッド ブラック ¥1,699,000 (¥1,544,545)

Hypermotard 950 RVE (受注生産) グラフィティ（RVE専用カラー） レッド ブラック ¥1,789,000 ((¥1,626,364))

Hypermotard 950 SP SP専用カラー レッド ブラック ¥2,190,000 (¥1,990,909)

Monster  (受注生産)

レッド グレイ ブラック ¥1,445,000 (¥1,313,636)

ダーク・ステルス グレイ ブラック
¥1,465,000 (¥1,331,818)

アビエーター・グレイ グレイ レッド

Monster +
レッド グレイ ブラック ¥1,495,000 (¥1,359,091)

ダーク・ステルス グレイ ブラック
¥1,515,000 (¥1,377,273)

アビエーター・グレイ グレイ レッド

SuperSport 950 (受注生産) レッド レッド レッド ¥1,705,000 (¥1,550,000)

SuperSport 950 S
レッド レッド ブラック ¥1,899,000 (¥1,726,364)

アーキテック・ホワイト・シルク レッド レッド ¥1,929,000 (¥1,753,636)

Panigale V2
レッド ブラック ¥2,250,000 (¥2,045,455)

ホワイト・ロッソ レッド ¥2,290,000 (¥2,081,818)

Panigale V4 レッド ブラック ブラック ¥2,802,000 (¥2,547,273)

Panigale V4 S レッド ブラック ブラック ¥3,472,000 (¥3,156,364)

Panigale V4 SP ダーク・ステルス（ウインター・テストカラー） ブラック ブラック ¥4,490,000 (¥4,081,818)

Streetfighter V4  (受注生産) レッド ブラック ブラック ¥2,445,000 (¥2,222,727)

Streetfighter V4 S
レッド ブラック ブラック ¥2,809,000 (¥2,553,636)

ダーク・ステルス ブラック ブラック ¥2,850,000 (¥2,590,909)

Diavel 1260  (受注生産) ダーク・ステルス ブラック ブラック ¥2,375,000 (¥2,159,091)

Diavel 1260 S
レッド レッド ブラック

¥2,765,000 (¥2,513,636)
スリリング・ブラック/ダークステルス レッド ブラック

Diavel 1260 Lamborghini  (限定生産) ジーア・グリーン エレクトラム・ゴールド エレクトラム・ゴールド ¥3,765,000 (¥3,422,727)

XDiavel  (受注生産) ダーク・ステルス ブラック ブラック ¥2,325,000 (¥2,113,636)

XDiavel S  (受注生産) スリリング・ブラック グレイ ブラック ¥2,837,000 (¥2,579,091)

XDiavel Black Star  (受注生産) ブラック・スター専用カラー ブラック ブラック ¥2,919,000 (¥2,653,636)

Sixty2
アトミック・タンジェリン ブラック ブラック

¥920,000 (¥836,364)
オーシャン・グレイ ブラック ブラック

Icon Dark ダーク・ステルス ブラック ブラック ¥1,069,000 (¥971,818)

Icon
62 イエロー ブラック ブラック

¥1,146,000 (¥1,041,818)
レッド ブラック ブラック

Nightshift アビエーター・グレイ ブラック ブラック ¥1,349,000 (¥1,226,364)

Desert Sled  (受注生産) スパークリング・ブルー ブラック ゴールド ¥1,479,000 (¥1,344,545)

1100 Dark PRO  (受注生産) ダーク・ステルス ブラック ブラック ¥1,569,000 (¥1,426,364)

1100 PRO  (受注生産) オーシャン・ドライブ ブラック ブラック ¥1,699,000 (¥1,544,545)

1100 Sport PRO  (受注生産) オーシャン・ドライブ ブラック ブラック ¥1,954,000 (¥1,776,364)


