


新しさを体感し、
スポーティな
心に触れる

モンスターならではの現代的なアイコン・デザイン。一目でモ
ンスターとわかる優美なライン、バイクの本質を追求したコン
パクトなデザインは、100％モンスター・スタイル。卓越したハ
ンドリングを実現するシャシは、街中でも郊外でも、あらゆる
シーンでエキサイティングな走りを約束します。ブレンボ製ブ
レーキとボッシュ製9.1MP ABSユニットを標準装備すること
により、最大限の安全性を確保しながらも、スポーツ・ライディ
ングの楽しさをさらなる高みへと引き上げています。扱い易
いキャラクターと直感的なコントロール。モンスター797は、
あらゆるライディングを唯一無二の体験へと変えてくれます。
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。



現代的で
上質なアイコン

モンスター797は、モンスターの伝統を受け継ぎながらも、モダンなテ
イストを追加。個性的でスタイリッシュなデザイン、LEDポジションラ
イトを組み込んだスポーティな丸型ヘッドライト、そしてスリムなテー
ルエンド。モンスターのシンボルとなっている優雅なラインを描く燃料
タンクには、初期のモデルに装着されていたアタッチメント・クリップ
が復活しています。トレリスフレームやデスモドロミックエンジンの冷
却フィンといった伝統的なエレメントを、最先端のコンポーネントと組
み合わせることにより、モンスター797を現代的なアイコンモデルへと
昇華させています。

あふれ出す
ライディング・プレジャーと
コントロール

最高出力54kW（73ps）@8,250rpm、最大トルク67Nm（6.8 
kgm）@5,750rpm。803ccのL型2気筒デスモドロミックエンジンは、
スムーズな作動とフラットなトルクカーブにより、完璧なスポーツ・ライ
ディングと走る楽しさを実現しています。最大トルクの90%は、4,000
～8,500rpmという幅広い回転域で発生。あらゆるスピードでライダ
ーの要求に応え、最大のライディングプレジャーを提供します。



モンスター797は、先進的な装備の数々を搭載していま
す。高精度な大型液晶メーターパネルには、ライディング
に必要なすべての情報が表示されます。LEDテクノロジ
ーは、フロントヘッドライトのポジションライト、リアライ
ト、ライセンスプレートライトに採用。シート下には、スマ
ートフォンなどの充電に便利なUSB電源ポートを装備し
ています。

楽しむ心が
拡散していく

スポーティで
コンパクトなデザイン

俊敏、ダイナミック、エレガント、そして力強さ。これらはす
べて、モンスター797のデザインを象徴する言葉です。この
魅力的なデザインに、幅広いハンドルバー、タンク、エンジ
ン、そして両持ち式スイングアームを見事に一体化。このモ
ーターサイクルを一目見た瞬間から、スポーティな本質と
高い安全性が伝わってきます。ドゥカティ伝統のトレリスフ
レームといったデザイン・エレメントは、他のバイクとは一
線を画する個性を見事に表現。バイクの本質を追求して洗
練させたモンスター797のあらゆるディテールは、徹底的
なスタイル＆テクニカル・リサーチから生まれたものです。
モンスター797には、スター・ホワイト・シルクとドゥカティ・
レッドのカラーが設定され、燃料タンクの新しいグラフィッ
ク、リム・ストライプ、新しいシートを特徴としています。



スポーツ・
ライディングを
楽しむ

モンスター797は、初めてモーターサイクルを購入する方や、ドゥカテ
ィ・ワールドへ足を踏み入れる最初の1台として最適なバイクです。そ
の一方で、経験豊富なエキスパート・ライダーも満足させる、本格的な
スポーツ・キャラクターも備えています。足つきのよいスリムなシート、
幅広いハンドルバー、ワイドなステアリングアングルが、市街地走行に
おける俊敏性と高速安定性を両立させています。サスペンションは、
フロントに43mm径倒立フォーク、リアにアジャスタブル・モノショッ
ク、ブレーキシステムは、ブレンボ製M4.32 4ピストン・ラジアルマウント・
モノブロック・キャリパーと320mm径セミフローティング・ダブルディ
スクを装備。ライダーの経験レベルを問わない、安定したパフォーマ
ンスを提供します。コンパクトなボディと短縮されたホイールベースに
より、車線変更やコーナー進入時における優れたハンドリングを実現
する一方で、ボッシュ製9.1MP ABSユニットを標準装備することにより、
スポーツ・ライディングをよりエキサイティングで安全なものにしてい
ます。



  
エンジン ドゥカティ・デスモドゥエ、L型2気筒、

デスモドロミック・タイミング、2バルブ、空冷

排気量 803 cc

最高出力 54 kW (73 ps) @ 8,250 rpm

最大トルク 67 Nm (6.8 kgm) @ 5,750 rpm

フレーム 鋼管トレリスフレーム

フロントサスペンション 43 mm径 倒立フォーク

フロントタイヤ 120/70 ZR17 ピレリ製ディアブロ・ロッソ2

リアサスペンション モノショック、プリロード/伸び側調整機構、
アルミニウム製両持ち式スイングアーム

リアタイヤ 180/55 ZR17 ピレリ製ディアブロ・ロッソ2   

フロントブレーキ ブレンボ製M4.32 4ピストン・ラジアルマウント・
モノブロック・キャリパー、
320mm径セミフローティング・ダブルディスク、
アキシャル・ポンプ、ボッシュ製ABS

リアブレーキ 245mm径ディスク、ブレンボ製フローティング・
キャリパー、ボッシュ製ABS

乾燥重量 175 kg

車両重量* 193 kg

シート高 805 mm

燃料タンク容量 16.5リットル

モンスター797の標準装備
LEDポジションライト＆テールライト、シート下USB電源ソケット、
パッセンジャーシート・カバー、マイクロ・ビキニカウル

カラー：ドゥカティ・レッド  
フレーム：ドゥカティ・レッド  

カラー：スターホワイト・シルク  
フレーム：チャコール・ブラック

* 車両重量とは、動作に必要なすべての液体類、標準装備品を装備し、燃料タンクを90％満
たした状態をいいます（EU規則 No.168/2013）。

テクニカルデータ

日本未導入
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1 スポーツライン・レーシング・サイレンサー（レース専用パーツ、公道使用不可）

タンク・ポケットバッグ カーボンファイバー製フロントフェンダー

アクセサリー

アクセサリー・ラインナップ、主要諸元、取扱い方法などについ
ては、最寄りのドゥカティジャパンネットワーク店にお問い合
わせいただくか、ドゥカティWEBサイトwww.ducati.comの
アクセサリー・セクションをご覧ください。



Ducati Apparel Collection designed by

アパレル

Graphic 77
ショートスリーブ Tシャツ  man

77
ショートスリーブ Tシャツ  woman

Ducati 77
レザージャケット

Ducati 77
フルフェイスヘルメット

Downtown c1
テクニカルショートブーツ

Company C3 
レザージャケット

Company C3 
ハイテクジーンズ

Company C1 

 ファブリック－レザーグローブ red-black

Urban Stripes 
レザージャケット

77 
スウェットシャツ



高度な安全システムを 
標準装備

設計および研究開発に対する継続的な努力により、ドゥカティ
の製品は、最高レベルのアクティブセーフティを特徴とする最
新鋭のモーターサイクルに仕上がっています。ドゥカティは、
ボッシュ製ABSおよびドゥカティ・トラクション・コントロール
（DTC）を統合したドゥカティ・セーフティ・パック（DSP）とい
った、ライダーのコントロール・レベルを向上させる先進テク
ノロジーの開発と進化に全力で取り組んでいます。

限界なき 
エキサイトメント

ドゥカティは、新しいモーターサイクルを設計する際に、サ
ービス面のコストをできる限り削減しながら、最大の耐久
性を実現することを目指しています。この取り組みによっ
て、モンスター797のバルブ・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、12,000kmまで延長する
ことが可能になりました。オイル交換といった簡単な点検
も、15,000km/12カ月に延長しています。ハイパフォーマン
ス・エンジンとしては異例に長いこのメンテナンスサイクル
は、素材の選択や研究開発プロセスにおいて、高い品質基準
を設定することによってのみ実現することができます。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。ドゥカティジャパン
ネットワーク店が提供する専門的なスキルによって、ドゥカテ
ィ・モーターサイクルのコンディションは完璧な状態に維持さ
れます。さらに、ドゥカティ診断システムといった先進デバイス
を使用して、ソフトウェアを最新データに更新し、モーターサ
イクルのエレクトロニクス・コントロール・システムを常に最
大限に機能させることが可能になっています。

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、*718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

延   長   保   証

サービスおよびメンテナンス



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。バイクに乗る人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。  .

注：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、翻訳の誤りに責任を負いません。本カタログは世界中で配布されるものであり、現地の法律に従い、一部製品についてご購入いただけない場合や仕様が
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。本人や道路上にいる他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。 

乾燥重量とは、バッテリー、潤滑油、クーラント (水冷式モデルの場合) を除いた重量を示します。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90％満たした状態をいいます (EU規則 No.168/2013)。詳しい情報につきまして
は、WEBサイトwww.ducati.comをご覧下さい。2019年12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

重要マーク
マット

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。

競技専用。この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、クローズド・コースでの競技に使用するレース車両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。

ブラック

シルバー
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