
DUCATI
２０１０年モデル価格表

MONSTER

タンク・フェアリング フレーム ホイール

レッド レッド ブラック

パールホワイト マットブラック ブラック

マットブラック マットブラック ブラック

レッド レッド ブラック

パールホワイト マットブラック ブラック

マットブラック マットブラック ブラック

レッド レッド シルバー

シルバー レッド シルバー

グロスブラック マットブラック シルバー

レッド レッド レーシングゴールド

パールホワイト マットブラック レーシングゴールド

SPORTCLASSIC

レッド ブラック クロームスチール B

ブラックxホワイトストライプ ブラック クロームスチール B

STREETFIGHTER

レッド レーシングブラック グラファイトグレイ

パールホワイト レーシングブラック グラファイトグレイ

レッド ブロンズ ブロンズ

ミッドナイトブラック ブロンズ ブロンズ

SUPERBIKE

848 Black マットブラック レーシングブラック ブラック A 1,690,000 車両本体　1,609,524
消費税　80,476

2010年4月

レッド レッド ブラック

パールホワイト レーシンググレイ ブラック

レッド レーシングブラック グラファイトグレイ

パールホワイト レーシングブラック グラファイトグレイ

レッド レッド ブラック

パールホワイト レッド ブラック

ミッドナイトブラック レッド ブラック

1198 S CORSE Special Edition ドゥカティコルセ特別色
（レッド/ホワイト/ブラック）

レッド ブラック A 2,999,000 車両本体　2,847,620
消費税　142,380

2010年4月

1198 R CORSE Special
Edition

ドゥカティコルセ特別色
（レッド/ホワイト/ブラック）

レッド ブラック A 4,990,000 車両本体　4,752,381
消費税　237,619

2010年4月

MULTISTRADA

レッド レーシンググレイ ブラック

アークティックホワイト レーシンググレイ ブラック

レッド レーシンググレイ ブラック

アークティックホワイト レーシンググレイ ブラック

ダイヤモンドブラック レーシンググレイ ブラック

レッド レーシンググレイ ブラック

アークティックホワイト レーシンググレイ ブラック

ダイヤモンドブラック レーシンググレイ ブラック

HYPERMOTARD

マットブラック ブラック ブラック

マットホワイト ブラック ブラック

レッド レッド ブラック C 1,190,000 車両本体　1,133,334
消費税　56,666

レッド レッド ブラック

ブラック レーシングブラック ブラック

コルセ・レッド レッド ブラック

コルセ・ホワイト レッド ブラック

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。

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

EVERRED 　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３年まで延長いただけます。

セットA　（４バルブエンジン搭載車）　￥６１,１５２.-　/　セットB　（２／３バルブ　９００cc以上）　￥４８,１３２.-　/　セットC　（２/３バルブ　９００ｃｃ未満）　￥３４,９０２.-

　　   　DUCATI CREDIT   ４ . ５%( 実質年率)の新車ローン・ドゥカティクレジットをご用意しております。

　　　　　　低額な月々のお支払いでドゥカティにお乗りいただける残価設定ローンもございます。　２年と３年の２コースをご選択いただけます。 （実質年率４．５％、買取保証はいたしません。）

上記価格には自賠責保険、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。

表示の価格・仕様等は予告なく変更される場合があります。

http//www.ducati.co.jp

2009年11月11日現在

A 2,350,000 車両本体　2,238,096
消費税　111,904

2010年6月

車両本体　1,571,429
消費税　78,571

ABS装着車
１,７５０,０００円

モデル
カラ- 延長

保証
セット

現金販売価格 (\) 内訳(\)

GT 1000

MONSTER 1100 S B 1,650,000

MONSTER 1100 B

MONSTER 696 C

MONSTER 696 + C

1198 A 2,240,000

オプション装着車
（消費税込価格）

1,400,000 車両本体　1,333,334
消費税　66,666

1,040,000 車両本体　990,477
消費税　49,523

ABS装着車
１,１４０,０００円

1,400,000 車両本体　1,333,334
消費税　66,666

ABS装着車
１,５００,０００円

998,000 車両本体　950,477
消費税　47,523

HYPERMOTARD 1100 EVO

SP
B 1,790,000 車両本体　1,704,762

消費税　85,238

HYPERMOTARD 1100 EVO B 1,490,000 車両本体　1,419,048
消費税　70,952

車両本体　1,095,239
消費税　54,761

1198 S A 2,740,000 車両本体　2,609,524
消費税　130,476

HYPERMOTARD 796
C 1,150,000

A 1,850,000 車両本体　1,761,905
消費税　88,095MULTISTRADA 1200

MULTISTRADA 1200 S
Sport Edition

A 2,350,000 車両本体　2,238,096
消費税　111,904

MULTISTRADA 1200 S
Touring Edition

2010年4月

2010年4月

2010年4月

導入済み

ABS装着車
１,９６５,０００円

日本導入予定時期

車両本体　2,133,334
消費税　106,666

導入済み

2009年11月10日

2010年1月

2010年4月

2009年11月10日

STREETFIGHTER A 1,890,000 車両本体　1,800,000
消費税　90,000

A848 1,890,000 車両本体　1,800,000
消費税　90,000

STREETFIGHTER S A 2,450,000 車両本体　2,333,334
消費税　116,666

2010年4月

2010年6月

2010年3月

2009年11月10日

2010年9月

2010年6月


