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BIANCO INNOCENZA
cod. 1B00001600BR

NERO LUCIDO
cod. 1B0000160090

ROSA CORALLO
cod. CM272922

Top Box Backrest

Painted Top Box

車体と同色にペイントされたトップボックスは、Vespaの柔らかく斬新な形状と完全に調和したデザ
イン。ジェットヘルメットが1つ収納できる程の容量を確保。クロームのVespaロゴ付き。バックレス
トを取り付け可能（別売り）。

シートと同素材を使用し、実用的なトップボックスにパッセンジャーの快適性と、エレガントな印象
の外観を生み出します。

Top box chromed support  
cod. 1B000815

¥13,000 (消費税別)

クロームトップボックスサポートは機能的なア
クセサリーですが、Vespaのフォルムと完全
に調和するスタイリッシュなデザインです。 高
品質のクロム仕上げは優れた耐久性を確保し
ます。

Chromed front rack
cod. 1B000832

¥13,100 (消費税別)

リアのクロームラックと組み合わせて使用
されるこのスタイリッシュなアクセサリー
は、Vespaの外観を完成させ、さらにユニー
クなものにします。

Chromed Rear Rack
cod. 1B000789

¥23,000 (消費税別)

クロームリアラックはユニークでオリジナリテ
ィある外観を求めるVespaユーザーが昔から
好んだ定番のアクセサリー。折りたたみ式で、
優れた積載性を実現。

¥21,000 (消費税別)

¥7,900 (消費税別)

ROSSO PASSIONE
cod. 1B00001600R7

DARK BROWN
cod. CM273110

BROWN
cod. CM273113

LIGHT BROWN
cod. CM273111

BLACK
cod. CM273116

CRETA SENESE
cod. 1B00001600MD

ROSSO PASSIONE OPACO
cod. CM272928

ROSSO VIGNOLA
cod. CM272918

BEIGE SAHARA OPACO
cod. CM272929

BLU ENERGIA
cod. CM272926

BLU ENERGIA OPACO 
cod. CM272927

AZZURRO INCANTO
cod. CM272920

Side stand
cod. 1C000074

¥6,830  (消費税別)
パウダーコートサイドスタンド。 簡単で迅速な
駐停車のための部品です。 市内での使用に欠
かせません。（125cc/150ccモデルは標準装着）
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Chromed rear protection bars
cod. 1B000928

¥17,500 (消費税別)
リアプロテクションバーはVespaにユニーク
なタッチを与えながら、車両とテールライトの
側面を保護します。

Smoked flyscreen
cod. 1B000909

¥13,500 (消費税別)
衝撃に強い高品質メタクリレート製のスモー
ク フライスクリーン。ミディアムサイズのシー
ルドにより、防風効果とスポーティーなスタイ
ルを両立させます。

Windscreen
cod. 1B001042

¥19,500 (消費税別)
高品質で耐衝撃性の高いメタクリレートを採
用したウインドスクリーン。天候の影響やホコ
リ等からライダーを保護し、優れた視界を確
保します。 

Transparent flyscreen
cod. 1B000811

¥13,000 (消費税別)
衝撃に強い高品質メタクリレート製の透明フ
ライスクリーン。ミディアムサイズのシールドに
より、防風効果と美しいスタイリングを両立さ
せます。

Chromed front protection bars
cod. 1B000927

¥16,500 (消費税別)
クロームプロテクションバーは、エレガントな
デザインと保護機能を兼ね備え、ユニークな
Vespaキャラクターに強調します。

Chromed Mudguard Protection
cod. 1B000975

¥9,100 (消費税別)
シンプルでエレガントなデザインのクロームフ
ロントマッドガードプロテクションです。

Brown real leather accessories
cod. 605888M00PM (sella/saddle)

¥63,000 (消費税別)
cod. 1B00107600PB (schienalino/backrest)

¥28,900 (消費税別)
優れた品質の本物のイタリアンレザーのサドル
とバックレスト。特別な保護処理により、サドル
は長期にわたって優れた状態に保ちます。

Black real leather accessories
cod. 605888M00PN (sella/saddle)

¥63,000 (消費税別)
cod. 1B00107600PN (schienalino/backrest)

¥28,900 (消費税別)
優れた品質の本物のイタリアンレザーのサドル
とバックレスト。 特別な保護処理により、サドル
は長期にわたって優れた状態に保ちます。
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“Elegance” stickers - Silver/Gold
cod. 606077M0001 

¥8,500 (消費税別)
「Elegance」グラフィックスキットは、オーナ
ーがVespaの外観を手軽に個性化ように設
計されています。フロントシールドとリアサイド
のステッカーで構成されています。

“Elegance” stickers - Dark grey/Black
cod. 606077M0003 

¥8,500 (消費税別)
「Elegance」グラフィックスキットは、オーナ
ーがVespaの外観を手軽に個性化できるよ
うに設計されています。フロントシールドとリ
アサイドのステッカーで構成されています。

“Elegance” stickers - Silver/Dark grey
cod. 606077M0002 

¥8,500 (消費税別)
「Elegance」グラフィックスキットは、オーナ
ーがVespaの外観を手軽に個性化できるよ
うに設計されています。フロントシールドとリ
アサイドのステッカーで構成されています。

Leg Cover
cod. 605576M010

¥15,300 (消費税別)
シンプルで素早くVespaに装着できます。 寒さ
と雨からの保護に優れた防水布とサーマルライ
ニングで作られています。取り外し可能なサド
ルカバーと、イグニッションスイッチの近くにあ
る便利な開口部付き。
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Handgrip Muffs
cod. 605860M

¥7,070  (消費税別)
サーマルライニングが施されたウォータープ
ルーフハンドウォーマーは、優れた耐候性を備
え、メタルのVespaロゴで装飾されています。 
コントロールフィールと使い勝手を損なうこと
なく、寒い天候でのライディングをより快適に
します。

Indoor Vehicle cover 
cod. 606333M

¥27,000 (消費税別)
Primavera/Sprint専用のプレミアム品質の
室内用スクーターカバー。スクリーンやTop-
Boxにも対応。

Outdoor Vehicle cover 
cod. 605291M002

¥11,000 (消費税別)
高品質の材質の屋外用カバー。 ミラーや付属
品のためのスリット付き。天候や傷から車両を
保護します。

Handlebar-saddle antitheft
cod. 605537M025

¥19,000 (消費税別) 
非常にシンプルで使いやすい機械式盗難防止
システムは、ハンドルバーを締め具システムで
車体に固定します。実用的で、速く、安全です。

Vespa Disc brake lock 
cod. 606143M

¥8,900 (消費税別)
直径5mmのロックピン付きのディスクブレー
キロック、リバーシブルキー付きのロック、特
別な鋼製ドリルプルーフおよびピックプルーフ
のケーシング、キャリアバッグ付き。

Vespa Chain 
cod. 606146M001 (110 cm - 2.61 Kg)

¥9,530 (消費税別)
cod. 606146M002 (140 cm - 3.20 Kg)

¥9,530 (消費税別)
12mm径の硬化鋼のシャックル、リバーシブ
ルキー付きロック、防湿カバー。

Vespa U-Lock
cod. 606140M

¥11,000 (消費税別)
直径14mmの硬化鋼製Uバーロック、ダブル
ロックシステム、リバーシブルセキュリティキ
ー。

Rubber Footmat
cod. 1B001079

¥4,500 (消費税別)
ゴム製のマット、滑り止めと防水効果があり、 
黒いVespaロゴ付き。 優れたグリップを提供
しながら、ステップ部の塗装を保護します。
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Genuine brown leather bag 
cod. 605887M00M

¥49,000 (消費税別)
本物の革製の独占的な手作りのバッグ、イタリ
ア製です。 バイザー付きジェットヘルメットを
運ぶのに十分な大きさで、バッグは折りたた
み式の荷物ラックに固定可能です。

Genuine black leather bag
cod. 605887M00N

¥49,000 (消費税別)
本物の革製の独占的な手作りのバッグ、イタリ
ア製です。 バイザー付きジェットヘルメットを
運ぶのに十分な大きさで、バッグは折りたた
み式の荷物ラックに固定可能です。

Waterproof cover for genuine leather bag
cod. 605920M

¥2,145 (消費税別)
Vespaレザーバッグ605887M00Mと
605887M00Nの防水保護用。

Top Box Internal bag
cod. 605880M002

¥10,000 (消費税別)
トップボックス用のインナーバッグ。トップボッ
クスの中身をそのまま待ち運ぶ実用的なバッ
グとして使用できます。

Top Box Internal bag
cod. 605880M001 

¥10,000 (消費税別)
トップボックス用のインナーバッグ。トップボッ
クスの中身をそのまま待ち運ぶ実用的なバッ
グとして使用できます。
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The Luxury line is born from the research of style and quality present in the finest 
nautical finishings. Entirely designed and handmade in Italy, 
it completes the Vespa look in a very exclusive way.

LUXURY LINE



Luxury handgrips
cod. 1B005513

¥21,800 (消費税別)
クロムエンドバーの重さを備えた本物の革
のハンドグリップ。Vespaの運転中にハンド
ルバーに豊かでナチュラルな感覚を高めます
が、安全に妥協することはありません！

Luxury top box backrest
cod. CM273112

¥18,500 (消費税別)
パイピング付き本革製バックレスト。ラグジュ
アリーサドルとの完璧なコンビネーション。 
Vespa Primaveraをユニークな乗り物にす
るために、スタイル、素材、洗練の面での最高
のアクセサリーです。

Luxury saddle
cod. 1B005451

¥56,000 (消費税別)
パイピングを備えた本革製のサドル。快適さ
と乗り心地だけでなく、このトップエンド素材
のスタイルと洗練さがVespa Primaveraの
外観を完全に変えます。

Real leather handle cover
cod. 606704M

¥9,800 (消費税別)
クロームリアハンドルバーのために本革のカバー。

Luxury top box cover
cod. 1B005182
価格未定

木目調。貴重な価値を表現した個性的なこの
アクセサリーは船の装飾イメージを持ってい
ます。

COMING SOON
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Top box chromed support 
cod. 1B000815

¥13,000 (消費税別)
クロームトップボックスサポートは機能的なア
クセサリーですが、Vespaのフォルムと完全
に調和するスタイリッシュなデザインです。 高
品質のクロ－ム仕上げは優れた耐久性を確保
します。

Chromed Rear Rack
cod. 1B000789

¥23,000 (消費税別)
クロームリアラックはユニークでオリジナリテ
ィある外観を求めるVespaユーザーが昔から
好んだ定番のアクセサリー。折りたたみ式で、
優れた積載性を実現。

Chromed Front rack
cod. 1B000832

¥13,100 (消費税別)
リアのクロームラックと組み合わせて使 用
されるこのスタイリッシュなアクセサリー
は、Vespaの外観を完成させ、さらにユニーク
なものにします。

BIANCO INNOCENZA
cod. 1B00001600BR

VERDE SPERANZA
cod. CM272921

Top Box Backrest

¥7,900 (消費税別) 

Painted Top Box

¥21,000 (消費税別)
車体と同色にペイントされたトップボックスは、Vespaの柔らかく斬新な形状と完全に調和したデザ
イン。ジェットヘルメットが1つ収納できる程の容量を確保。クロームのVespaロゴ付き。バックレス
トを取り付け可能（別売り）。

シートと同素材を使用し、実用的なトップボックスにパッセンジャーの快適性と、エレガントな印象の
外観を生み出します。

ROSSO PASSIONE
cod. 1B00001600R7

NERO/BLACK
1B001189000N

VESPA SPRINT SPORT
CM273109

Chromed front protection bars
cod. 1B000927

¥16,500 (消費税別)
クロームプロテクションバーは、エレガントな
デザインと保護機能を兼ね備え、ユニークな
Vespaキャラクターに強調します。

GRIGIO MATERIA
cod. CM272930

NERO LUCIDO
cod. 1B0000160090

GRIGIO TITANIO
cod. CM272916

GIALLO GELOSIA
cod. CM272924
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Black Top box support
cod. 606002M

¥13,000 (消費税別)
マットブラックのトップボックスサポート
は、Vespaのフォルムと完全に調和するスタイ
リッシュなデザインです。

Black front rack 
cod. 606000M

¥13,100 (消費税別)
Vespa Sprintの外観の完成度を上げなが
ら、積載能力を向上させるフロント荷物ラック。

Chromed rear protection bars
cod. 1B000928

¥17,500 (消費税別)
リアプロテクションバーはVespaにユニークな
タッチを与えながら、車両とテールライトの側
面を保護します。

Black Rear sidebar
cod. 1B001279

¥17,500 (消費税別)
リアプロテクションバーはVespaにユニーク
なタッチを与えながら、車両とテールライトの
側面を保護します。

Black front sidebar
cod. 1B001271

¥15,278 (消費税別)
マットブラックフロントシールドガードは、スポ
ーティーなルックスと保護機能を兼ね備え、ユ
ニークなVespaキャラクターに強調します。 

Black mudguard protection 
cod. 1B001282

¥9,000 (消費税別)
シンプルでスポーティーなデザインのマットブ
ラックフロントマッドガードプロテクションで
す。

Chromed Mudguard Protection
cod. 1B001121

¥9,000 (消費税別)
シンプルでエレガントなデザインのクロームフ
ロントマッドガードプロテクションです。

Black rear rack
cod. 606001M

¥23,000 (消費税別)
実用的な折りたたみ式のマットブラックリアラ
ゲッジラックは、Vespa Sprintの外観にマッ
チします。
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Windscreen
cod. 1B001114

¥19,500 (消費税別)
高品質で耐衝撃性の高いメタクリレートを採
用したウインドスクリーン。天候の影響やホコ
リ等からライダーを保護し、優れた視界を確
保します。

Transparent flyscreen
cod. 1B001027

¥13,000 (消費税別)
衝撃に強い高品質メタクリレート製の透明フ
ライスクリーン。ミディアムサイズのシールドに
より、防風効果と美しいスタイリングを両立さ
せます。

Smoked flyscreen
cod. 1B001162

¥13,500 (消費税別)
衝撃に強い高品質メタクリレート製のスモー
ク フライスクリーン。ミディアムサイズのシール
ドにより、防風効果とスポーティーなスタイル
を両立させます。

Front Rim V. Sprint
cod. 605910M001

¥22,735 (消費税別)
Vespa Sprintのスポーツスピリットを高める
特別なツートーン仕上げの特別なホイール。

31Vespa Sprint30



“Sprint” Stickers - Red
cod. 605944M00R

¥7,682 (消費税別)
Vespa Sprintのスポーティーなキャラクタ
ーを強調するように設計された、洗車、天候、
日光に耐える高品質のPVCのデカールのセッ
トです。

“Sprint” Stickers - Silver
cod. 605944M00A

¥7,682 (消費税別)
Vespa Sprintのスポーティーなキャラクタ
ーを強調するように設計された、洗車、天候、
日光に耐える高品質のPVCのデカールのセッ
トです。

“Sprint” Stickers - Blue
cod. 605944M00B

¥7,682 (消費税別)
Vespa Sprintのスポーティーなキャラクタ
ーを強調するように設計された、洗車、天候、
日光に耐える高品質のPVCのデカールのセッ
トです。

“Sport” Stickers - Dark grey-Orange
cod. 606078M0002

¥4,935 (消費税別)
Vespa Sprintのスポーティーなキャラクタ
ーを強調するように設計された、洗車、天候、
日光に耐える高品質のPVCのデカールのセッ
トです。

“Sport” Stickers - Black/Red
cod. 606078M0001

¥4,935 (消費税別)
Vespa Sprintのスポーティーなキャラクタ
ーを強調するように設計された、洗車、天候、
日光に耐える高品質のPVCのデカールのセッ
トです。

“Sport” Stickers - Dark grey/Silver
cod. 606078M0003

¥4,935 (消費税別)
Vespa Sprintのスポーティーなキャラクタ
ーを強調するように設計された、洗車、天候、
日光に耐える高品質のPVCのデカールのセッ
トです。

Sprint Rear Rim (no 2T)
cod. 605910M002

¥24,160 (消費税別)
Vespa Sprintのスポーツスピリットを高める
特別なツートーン仕上げの特別なホイール。

Sprint Rear Rim (only 2T)
cod. 605910M003
未発売

Vespa Sprintのスポーツスピリットを高める
特別なツートーン仕上げの特別なホイール。
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Matt grey suspension cover
cod. 606109M

¥4,678 (消費税別)
車両の外観を向上させ、個性化します。

Matt black steering cover
cod. 606089M

¥6,798 (消費税別)
マットブラックステアリングカバーは、スポー
ティーな外観を強調します。

Matt grey steering cover
cod. 606088M

¥6,798 (消費税別)
マットグレーステアリングカバーはSprintの
外観を個性化するためのスタンダードのアク
セサリーです。

Side stand
cod. 1C000066

¥7,220 (消費税別)
パウダーコートサイドスタンド。 簡単で迅速な
駐停車のための部品です。 市内での使用に欠
かせません。
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Handgrip Muffs
cod. 605860M

¥7,070 (消費税別)
サーマルライニングが施されたウォータープ
ルーフハンドウォーマーは、優れた耐候性を備
え、メタルのVespaロゴで装飾されています。 
コントロールフィールと使い勝手を損なうこと
なく、寒い天候でのライディングをより快適に
します。

Outdoor Vehicle cover 
cod. 605291M002

¥11,000 (消費税別)
高品質の材質の屋外用カバー。 ミラーや付属
品のためのスリット付き。 天候や傷から車両
を保護します。

Indoor Vehicle cover 
cod. 606333M

¥27,000 (消費税別)
Primavera/Sprint専用のプレミアム品質の
室内用スクーターカバー。スクリーンやTop-
Boxにも対応。

Leg Cover
cod. 605576M010

¥15,300 (消費税別)
シンプルで素早くVespaに装着できます。 寒さ
と雨からの保護に優れた防水布とサーマルライ
ニングで作られています。 取り外し可能なサド
ルカバーと、イグニッションスイッチの近くにあ
る便利な開口部付き。

Handlebar-saddle antitheft
cod. 605537M025 

¥19,000 (消費税別)
非常にシンプルで使いやすい機械式盗難防
止システムは、ハンドルバーを締め具システム
で車体に固定します。 実用的で、速く、安全で
す。

Vespa Chain 
cod. 606146M001 (110 cm - 2.61 Kg)
cod. 606146M002 (140 cm - 3.20 Kg)

¥9,530 (消費税別)
12mm径の硬化鋼のシャックル、リバーシブ
ルキー付きロック、防湿カバー。

Vespa Disc brake lock 
cod. 606143M

¥8,900 (消費税別)
直径5mmのロックピン付きのディスクブレー
キロック、リバーシブルキー付きのロック、特
別な鋼製ドリルプルーフおよびピックプルーフ
のケーシング、キャリアバッグ付き。

Vespa U-Lock
cod. 606140M

¥11,000 (消費税別)
直径14mmの硬化鋼製Uバーロック、ダブル
ロックシステム、リバーシブルセキュリティキ
ー。
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Genuine brown leather bag 
cod. 605887M00M

¥49,000 (消費税別)
本物の革製の独占的な手作りのバッグ、イタリ
ア製です。 バイザー付きジェットヘルメットを
運ぶのに十分な大きさで、バッグは折りたた
み式の荷物ラックに固定可能です。

Genuine black leather bag
cod. 605887M00N

¥49,000 (消費税別)
本物の革製の独占的な手作りのバッグ、イタリ
ア製です。 バイザー付きジェットヘルメットを
運ぶのに十分な大きさで、バッグは折りたた
み式の荷物ラックに固定可能です。

Waterproof cover for genuine leather bag
cod. 605920M

¥2,145 (消費税別)
Vespaレザーバッグ605887M00Mと
605887M00Nの防水保護用。

Top Box Internal bag
cod. 605880M001 

¥10,000 (消費税別)
トップボックス用のインナーバッグ。トップボッ
クスの中身をそのまま待ち運ぶ実用的なバッ
グとして使用できます。

Top Box Internal bag
cod. 605880M002

¥10,000 (消費税別)
トップボックス用のインナーバッグ。トップボッ
クスの中身をそのまま待ち運ぶ実用的なバッ
グとして使用できます。

Sport saddle
cod. 1B001822

¥31,272 (消費税別)
撥水処理とライダーシートゾーンでダブルニー
ドルステッチが付いたスポーティーなシング
ルシーターサドル。Vespaのロゴラベルは後
部に縫い付けられています。 レインカバー付
き。 125および150ccバージョンでのみ利用
可能です。

Rubber Footmat
cod. 1B001079

¥4,500 (消費税別)
ゴム製のマット、滑り止めと防水効果があり、 
黒いVespaロゴ付き。 優れたグリップを提供
しながら、ステップ部の塗装を保護します。
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Chrome complete protection bars kit
cod. 602959M

¥52,200 (消費税別)
Vespa GTSの外見を強調しながら、車体を保
護するキット。フロントラック、リアアウトライン
ガード、フロントマッドガードバンパーが含ま
れ、すべてクローム仕上げになっています。

Top box chromed support
cod. 657081

¥13,000 (消費税別)
車両のデザインを強調するためにスタイリッシ
ュな外観でデザインされた機能的なアクセサリ
ーです。 Vespa GTSに1B000016で始まる
品番のトップボックスを取り付けることができ
ます。 高品質のクロム仕上げは優れた耐久性
を保証します。

Chromed front rack
cod. 1B001482

¥23,000 (消費税別)
リアラックと組み合わせて使用されるこのスタ
イリッシュなアクセサリーは、Vespaの外観を
さらにユニークなものにします。

Painted Top Box

¥27,000 (消費税別)

シートと同じ素材のバックレスト付きのトップボックスです。Vespaの柔らかく流れるような形にマッ
チする新鮮でモダンなデザインです。

Windscreen
cod. 1B001446

¥27,292 (消費税別)
ウインドスクリーンは高品質、耐衝撃性のメタ
クリレートで作られています。ブラケットは車両
のスタイルに合わせて仕上げています。 中型サ
イズ（1B001598、税別22,675円）もありま
す。

Transparent flyscreen
cod. 606008M

¥17,034 (消費税別)
優れた耐衝撃性のクリアフライスクリーン。 効
果的な防風効果を提供し、車両のスタイルを
完成させます。

Smoked flyscreen
cod. 1B001600

¥17,844 (消費税別)
優れた耐衝撃性のスモークフライスクリーン。 
効果的な防風効果を提供し、車両のスタイル
を完成させます。

CRETA SENESE
cod. CM273325

BEIGE ELEGANZA
cod. CM273338

NERO VULCANO
cod. CM273336

AZZURRO INCANTO
cod. CM273339

ROSSO VIGNOLA
cod. CM273340

GRIGIO DOLOMITI
cod. CM273337
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“Elegance” stickers - Silver/Gold
cod. 606079M0001

¥8,500 (消費税別)
「Elegance」グラフィックスキットは、オーナ
ーがVespaの外観をすばやく簡単にグレード
アップできるように設計されています。フロン
トシールドとリアサイド用のステッカーで構成
されています。

Real leather accessories
cod. 1B001824 sella/saddle
価格未定
cod. 1B001660D00C2 schienalino/backrest
価格未定

さらに優雅に：ダークブラウンの優れた品質の
本革イタリアンレザーのシート。 特別な保護処
理により、シートは長期にわたって優れた状態
に保ちます。Vespa GTS Superにも使用でき
ます。

“Elegance” stickers - Silver/Dark Grey
cod. 606079M0002

¥8,500 (消費税別)
「Elegance」グラフィックスキットは、オーナ
ーがVespaの外観をすばやく簡単にグレード
アップできるように設計されています。フロン
トシールドとリアサイド用のステッカーで構成
されています。

“Elegance” stickers - Dark gray/Black
cod. 606079M0003

¥8,500 (消費税別)
「Elegance」グラフィックスキットは、オーナ
ーがVespaの外観をすばやく簡単にグレード
アップできるように設計されています。フロン
トシールドとリアサイド用のステッカーで構成
されています。
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Leg cover
cod. 605994M

¥16,000 (消費税別) 
シンプルで素早くVespaに装着できます。 寒
さと雨からの保護に優れた防水布とサーマル
ライニングで作られています。取り外し可能な
サドルカバーと、イグニッションスイッチの近く
にある便利な開口部付き。

Outdoor vehicle cover
cod. 605291M001

¥12,000 (消費税別)
高品質の材料の屋外用カバー。追加の部品や
付属品のための開口部があります。 

Indoor vehicle cover
cod. 606334M

¥27,000 (消費税別)
Vespaの形状を合わせたプレミアム品質の室
内用スクーターカバー。

Rubber Footmat 
cod. 602734M

¥4,000 (消費税別)
ゴム製のマット、滑り止めと防水効果があり、 
黒いVespaロゴ付き。優れたグリップを提供
しながら、ステップ部の塗装を保護します。

Smartphone Support
cod. 605923M004 (4,3”)

¥9,264 (消費税別)
cod. 605923M005 (5,5”)

¥9,578 (消費税別)
実用的で頑丈な防水スマートフォンサポート、
衝撃を吸収する内張りを備えています。バック
ミラーステムにすばやく取り付けられ、お使い
のデバイスを最高性能で保護します。

VESPA MULTIMEDIA PLATFORM
cod. 606409M centralina / CPU

¥27,000 (消費税別)
cod. 605950M Kit installazione / Installation kit

¥12,500 (消費税別)
Vespaとスマートフォンを簡単に接続し、オン
ボードコンピューターに変換し、車両情報や
旅行情報を管理するためのデバイス。インスト
ールキットが必要です。

Luggage belts
cod. 605511M

¥1,500 (消費税別)
Vespaロゴ入りのストラップです。荷物をフロ
ントとリアの荷物ラックに固定します。弾力性
もあります。 色：紺色。 寸法：25mm×2m。

Saddle-handlebar antitheft
cod. 605537M010

¥14,000 (消費税別)
非常にシンプルで使いやすい機械式盗難防
止システムは、ハンドルバーを締め具システム
で車体に固定します。 実用的で、速く、安全で
す。
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Vespa Chain 
cod. 606146M001 (110 cm - 2.61 Kg)
cod. 606146M002 (140 cm - 3.20 Kg)

¥9,530 (消費税別)
12mm径の硬化鋼のシャックル、リバーシブ
ルキー付きロック、防湿カバー。

Vespa Disc brake lock 
cod. 606143M

¥8,900 (消費税別)
直径5mmのロックピン付きのディスクブレー
キロック、リバーシブルキー付きのロック、特
別な鋼製ドリルプルーフおよびピックプルーフ
のケーシング、キャリアバッグ付き。

Vespa U-Lock
cod. 606140M

¥11,000 (消費税別)
直径14mmの硬化鋼製Uバーロック、ダブル
ロックシステム、リバーシブルセキュリティキ
ー。

Genuine brown leather bag
cod. 605887M00M

¥49,000 (消費税別)
本物の革製の独占的な手作りのバッグ、イタリ
ア製です。バイザー付きジェットヘルメットを
運ぶのに十分な大きさで、バッグは折りたた
み式の荷物ラックに固定可能です。

Genuine black leather bag
cod. 605887M00N

¥49,000 (消費税別)
本物の革製の独占的な手作りのバッグ、イタリ
ア製です。バイザー付きジェットヘルメットを
運ぶのに十分な大きさで、バッグは折りたた
み式の荷物ラックに固定可能です。

Waterproof cover for genuine leather bag
cod. 605920M

¥2,145 (消費税別)
Vespaレザーバッグ605887M00Mと
605887M00Nの防水保護用。

Electronical antitheft
cod. 1D001770 centralina / CPU

¥12,500 (消費税別)
cod. 1D001795 kit installazione / Installation kit

¥8,700 (消費税別)
Vespa GTSの電子アラーム。 
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Chromed front rack
cod. 1B001482

¥23,000 (消費税別)
リアラックと組み合わせて使用されるこのスタ
イリッシュなアクセサリーは、Vespaの外観を
さらにユニークなものにします。

Front rack black
cod. 1B001484

¥23,000 (消費税別)
Vespa GTS Superの外観を強調しながら
積載能力を高めるマットフロント荷物ラック。

Painted Top Box

¥27,000 (消費税別)
シートと同じ素材のバックレスト付きのトップボックスです。Vespaの柔らかく流れるような形にマッ
チする新鮮でモダンなデザインです。

Chromed Rear Rack
cod. 606525M

¥23,000 (消費税別)
Vespaの定番アクセサリーです。 クロームメ
ッキのリアキャリアは、ユニークでオリジナル
のアクセアリーを求めているVespaのお客様
の間で常に好評です。 この実用的な折りたた
みキャリアは、優れた積載能力を提供します。

Chromed parts Kit
cod. 602959M

¥52,200 (消費税別)
Vespa GTSの外見を強調しながら、車体を保
護するキット。フロントラック、リアアウトライン
ガード、フロントマッドガードバンパーが含ま
れ、すべてクローム仕上げになっています。

Black Top box support
cod. 1B001909

¥13,600 (消費税別)
マットブラックトップボックスのサポートは、
車両のデザインを完成させるスタイリッシュ
な外観の機能的なアクセサリーです。それは
1B000016で始まる部品番号のトップボック
スの取り付けが可能で、マットブラック仕上げ
はVespa GTS Superのスポーティーさを高
めます。

ROSSO PASSIONE
cod. CM273335

BIANCO INNOCENZA
cod. CM273334

GIALLO GELOSIA MATT
cod. CM273341

NERO LUCIDO
cod. CM273333

GRIGIO TITANIO MATT
cod. CM273342

Top box chromed support
cod. 657081

¥13,000 (消費税別)
車両のデザインを強調するためにスタイリッシ
ュな外観でデザインされた機能的なアクセサ
リーです。 Vespa GTSに1B000016で始ま
る品番のトップボックスを取り付けることがで
きます。 高品質のクロム仕上げは優れた耐久
性を保証します。

VERDE SPERANZA
cod. CM273332
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Black mudguard protection 
cod. 1B000704

¥10,000 (消費税別)
シンプルでスポーティーなブラックマッドガー
ドプロテクションです。

Black Rear sidebar
cod. 1B000703

¥34,000 (消費税別)
ユニークなデザインで車両側面とテールライ
トを保護します。

Smoked flyscreen
cod. 1B001600

¥17,844 (消費税別)
優れた耐衝撃性のスモークフライスクリーン。 
効果的な防風効果を提供し、車両のスタイル
を完成させます。

Transparent flyscreen
cod. 606008M

¥17,034 (消費税別)
優れた耐衝撃性のクリアフライスクリーン。 効
果的な防風効果を提供し、車両のスタイルを
完成させます。

“Sport” Stickers - BlackRed
cod. 606080M0001

¥8,400 (消費税別)
Vespa GTS Superのスポーティーなキャラ
クターを強化するように設計された、洗車や
日光に耐える高品質PVCのデカールです。

“Sport” Stickers - Dark grey-Silver
cod. 606080M0003 

¥8,400 (消費税別)
Vespa GTS Superのスポーティーなキャラ
クターを強化するように設計された、洗車や
日光に耐える高品質PVCのデカールです。

“Sport” Stickers - Dark grey-Orange
cod. 606080M0002

¥8,400 (消費税別) 
Vespa GTS Superのスポーティーなキャラ
クターを強化するように設計された、洗車や
日光に耐える高品質PVCのデカールです。

Windscreen
cod. 1B001446

¥28,292 (消費税別)
ウインドスクリーンは高品質、耐衝撃性のメタ
クリレートで作られています。ブラケットは車両
のスタイルに合わせて仕上げています。中型サ
イズ（1B001598、税別22,675円）もありま
す。
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Indoor vehicle cover
cod. 606334M

¥27,000 (消費税別)
Vespaの形状を合わせたプレミアム品質の室
内用スクーターカバー。

Rubber Footmat
cod. 602734M

¥4,000 (消費税別)
ゴム製のマット、滑り止めと防水効果があり、 
黒いVespaロゴ付き。優れたグリップを提供
しながら、ステップ部の塗装を保護します。

Outdoor Vehicle cover 
cod. 605291M001

¥12,000 (消費税別)
高品質の材料の屋外用カバー。追加の部品や
付属品のための開口部があります。 

Sport saddle
cod. 1B001823

¥28,000 (消費税別)
撥水処理とライダーシートゾーンでダブルニ
ードルステッチが付いたスポーティーなシン
グルシーターサドル。Vespaのロゴラベルは
後部に縫い付けられています。レインカバー付
き。 125および150ccバージョンでのみ利用
可能です。
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Saddle-handlebar antitheft
cod. 605537M010

¥14,000 (消費税別)
非常にシンプルで使いやすい機械式盗難防止
システムは、ハンドルバーを締め具システムで
車体に固定します。実用的で、速く、安全です。

Electronical antitheft
cod. 1D001770 centralina / CPU

¥12,500 (消費税別)
cod. 1D001795 kit installazione / Installation kit

¥8,700 (消費税別)
Vespa GTSの電子アラーム。

Leg cover
cod. 605994M

¥16,000 (消費税別) 
シンプルで素早くVespaに装着できます。寒
さと雨からの保護に優れた防水布とサーマル
ライニングで作られています。取り外し可能な
サドルカバーと、イグニッションスイッチの近く
にある便利な開口部付き。

Luggage belts
cod. 605511M

¥1,500 (消費税別)
Vespaロゴ入りのストラップです。荷物をフロ
ントとリアの荷物ラックに固定します。 弾力性
もあります。 色：紺色。寸法：25mm×2m

Smartphone Support
cod. 605923M004 (4,3”)

¥9,264 (消費税別)
cod. 605923M005 (5,5”)

¥9,578 (消費税別)
実用的で頑丈な防水スマートフォンサポート、
衝撃を吸収する内張りを備えています。バック
ミラーステムにすばやく取り付けられ、お使い
のデバイスを最高性能で保護します。

Vespa Chain 
cod. 606146M001 (110 cm - 2.61 Kg)
cod. 606146M002 (140 cm - 3.20 Kg)

¥9,530 (消費税別)
12mm径の硬化鋼のシャックル、リバーシブ
ルキー付きロック、防湿カバー。

Vespa Disc brake lock 
cod. 606143M

¥8,900 (消費税別)
直径5mmのロックピン付きのディスクブレー
キロック、リバーシブルキー付きのロック、特
別な鋼製ドリルプルーフおよびピックプルーフ
のケーシング、キャリアバッグ付き。

Vespa U-Lock
cod. 606140M

¥11,000 (消費税別)
直径14mmの硬化鋼製Uバーロック、ダブル
ロックシステム、リバーシブルセキュリティキ
ー。
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VESPA MULTIMEDIA PLATFORM
cod. 606409M centralina / CPU

¥27,000 (消費税別)
cod. 605950M kit installazione / Installation kit

¥12,500 (消費税別)
Vespaとスマートフォンを簡単に接続し、オン
ボードコンピューターに変換し、車両情報や旅
行情報を管理するためのデバイス。インストー
ルキットが必要です。
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STEERING COVER
cod. 1B004737

¥23,500 (消費税別)
最高級の仕上げを施した本物のアルミニウ
ム製の「タイ」カバーは、GTSに紛れもないス
ポーツ性を表現します。レーザー加工された
Piaggioのロゴとフロントエアインテークの
個性的なデザインは外観のイメージを変えま
す。

FLYSCREEN
cod. 1B004736

¥30,000 (消費税別)
アルミニウムのフライスクリーンは、よりスポ
ーティーな外観とより良い空力的な流れを
GTSヘッドライトエリアにもたらしします。

ALUMINIUM MIRROR
cod. 606724M left mirror

¥15,000 (消費税別)
cod. 606725M right mirror

¥15,000 (消費税別)
cod. 606721M mirrors mounting kit

¥3,000 (消費税別)
このアルミミラーはGTSの運転席にスポーテ
ィーさを感じさせます。設置が簡単で、レーザ
ー加工のVespaロゴが刻まれています。アダプ
タセット606721Mが必要です。

FENDER FRIEZE
cod. 1B004745

¥6,500 (消費税別)
あなたのGTSのフロント部にスポーティーさ
と優雅さを与えるシンプルで貴重なアイテム
です。側面にレーザー加工されたVespaロゴ
があります。

BRAKE LEVELS + GRIPS + HANDLEBAR ENDS KIT
cod. 1B005149

¥55,000 (消費税別)
ハンドルバーコンポーネントキットには、CNCビレットアルミニウム製で、フロントとリアのブレーキ調
整可能なレバー、グリップ、ハンドルバーエンドが含まれています。 貴重な素材とプレミアム仕上げのこ
れらの製品は、実際の二輪車のスポーツコンポーネントを参考にし、GTSに取り付けるための適切な
寸法とデザイン、レバーからグリップまでの距離の調整、および車両に最適なバランスウェイトを備え
ています。 Vespaロゴはこれらのアクセサリ－のそれぞれにレーザー加工され、最終的にハンドルバ
ーのコントロールに個性的かつプレミアムなイメージを与えます。
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SUMP COVER
cod. 1B004743

¥6,200 (消費税別)
エンジン排気量を示すアルミカバーで性能を
アピールします。 簡単に装着出来、あなたの車
をユニークにします。

ENGINE OIL CAP
cod. 1B004752

¥9,950 (消費税別)
エンジンオイルキャップは、GTSのスポーツ性
と個性の特徴です。便利なオイルレベル測定
が可能です。

HANDLE SUPPORT COVER
cod. 1B004746

¥6,500 (消費税別)
リアハンドルカバーは、CNCビレットアルミ製
で、GTSの後部を美しく装飾します。レーザー
加工されたVespaのロゴは、個性とエレガン
スをさらに引き出します。
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Top box
cod. CM273343

¥27,000 (消費税別)
シートと同じ素材のバックレスト付きのトップ
ボックスです。Vespaの柔らかく流れるような
形にマッチする新鮮でモダンなデザインです。

Windscreen
cod. 1B003406

¥27,000 (消費税別)
衝撃に強くキズが付きにくい4mm厚のメタク
リレートのウインドスクリーン。 この大型スク
リーンは風と雨に対して究極のプロテクショ
ン効果を発揮すると共に、車体のデザインに
マッチします。

Hat
cod. 606677M

¥3,200 (消費税別)

Easy backpack
cod. 606679M

¥3,400 (消費税別)
高さ45cm 幅42cm。

T-SHIRT

¥4,800 (消費税別)
100% コットン

S 606678M02G 
M 606678M03G 
L 606678M04G 

XL 606678M05G 
XXL 606678M06G 
3XL 606678M07G 

VERDE 6 GIORNI/6 DAYS GREEN
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Chromed front rack
cod. 673717

Another must-have Vespa accessory which, when 
used in conjunction with the rear chromed luggage 
rack, completes the style of the Vespa to make it 
even more unique. 

Top box chromed support 
cod. 673716

The chromed top box mount is a functional accessory 
which, however, has been designed with stylish looks 
to complement the forms of the vehicle perfectly. The 
high quality chrome finish ensures superior durability.

Chromed Rear Rack
cod. 673718

A must-have Vespa accessory which, when used in 
conjunction with the front chromed luggage rack, 
completes the style of the Vespa to make it even 
more unique. 

Chromed front bumper
cod. 605482M

Chrome front mudguard trim with a simple but ele-
gant design.

Chromed side frame protections
cod. 673719

The chromed rear guard is the perfect complement 
for the chromed front shield guard. Protects the flanks 
of the vehicle and taillights while giving the Vespa a 
unique touch.

Painted Top Box

Painted top box, including backrest covered in the same material and finish as the saddle. Fresh, modern design 

¥21,000 (消費税別)

¥15,000 (消費税別) ¥25,000 (消費税別)

complementing the soft, flowing forms of the Vespa. It can hold one flip up helmet or two jet helmets.

ROSSO DRAGON
cod. 1B00001600R7

White wall tyres
cod. 610093M

Whitewall wheel 3.50 x 10”. Put through its paces by 
Piaggio test riders. Elegant without sacrificing 

 performance.

MONTEBIANCO
cod. 1B00001600BR

NERO LUCIDO
cod. 1B0000160090

GRIGIO SETA
cod. CM272911
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¥28,000 (消費税別) 廃番

¥23,000 (消費税別) ¥10,000 (消費税別)



Windscreen
cod. 673713

Windscreen made of high quality impact-resistant 
methacrylate. Support arms feature the same finish 
as the other styling accents of the vehicle. Superior 
protection and safety. Also available as medium sized 
version (1B001598)

Smoked flyscreen
cod. 673223

Smoked mini-windshield in superior quality impact-re-
sistant methacrylate, offering effective protection and 
complementing the style of the vehicle.

Transparent flyscreen
cod. 602956M

Clear mini-windshield in superior quality impact-resi-
stant methacrylate, offering effective protection and 
complementing the style of the vehicle.

Rubber floormat 
cod. 437941

Rubber mat anti-slip and waterproof. Black with Vespa 
logo. Protects the paintwork of the footrest while 
offering excellent grip.

Saddle-Handlebar antitheft
cod. 605537M012

Extremely simple and easy to use mechanical anti

-

theft system which locks the handlebar to the vehicle 
with a fastener system fixed to the body. Practical, 
clean, fast, safe, comfortable.

Outdoor scooter cover 
cod. 605291M002

Outdoor vehicle cover in high quality material. With 
slits for protruding parts and accessories. Protects 
the vehicle against the weather and scratches.

79Vespa PX78

¥13,000 (消費税別) ¥13,500 (消費税別) ¥14,000 (消費税別)

¥19,000 (消費税別) ¥3,500 (消費税別) ¥11,000 (消費税別)


