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The sound of 

the Land of Joy - playin
’ 24/7

喜びと自己表現にあふれたScrambler Ducatiの世界にようこそ!

Welcome 
to the Land 
of Joy.



enjoy the ride

1 9 6 2 年 か ら ア イ コ ン と し て 君 臨 す る
Scrambler®は、楽しむこと、個性的であるこ
と、そしてポストヘリテージスタイルの代名詞
です。様々なジャンルのクロスオーバー、クラ
シックとコンテンポラリーの融合を目指して設
計されたScrambler®は、型にはまらず自由に
自己を表現するという新しい概念に根差した独
自の世界です。象徴的で乗りやすいモーターサ
イクルの中に息づく哲学から、快適さと技術を
兼ね備えた自由にカスタマイズできるユニーク
なスタイルが生まれます。



NEWURBAN
MOTARD

REBEL
CITY



形式 
L型2気筒デスモドロミック
2バルブ 空冷

排気量 803 cc

最高出力
53,6 kW (73 ps) @ 8,250 rpm 

最大トルク 66,2 Nm (6.7 kgm)
@ 5,750 rpm

ホイール 
軽合金スポークホイール 
フロント  3,50 x 17
リア 5,50 x 17

タイヤ ピレリディアブロロッソ3
フロント 120/70 ZR17
リア 180/55 ZR17

フロント・サスペンション
KYB製41mm径倒立フォーク

リア・サスペンション
KYB製プリロード/リバウンド調整 
機構付モノショック

フロントブレーキ
ブレンボ製4ピストンラジアルマウ 
ントキャリパー、330mm径ディ 
スク、ボッシュ製コーナーリング 
ABSユニット

リアブレーキ
1ピストンフローティングキャリパ 
ー、245mm径ディスク、ボッシ 
ュ製コーナリングABS標準装備

燃料タンク容量 13.5リットル

車両乾燥重量 180 kg

シート高 805 mm

排出ガス規制 ユーロ5規制
5.2 L/100 km - 120 g/km

フラットシート

「graffiti」スタイル

ハイ・フロント・
マッドガード

ピレリ・ディアブロ
ロッソ3タイヤ

サイド・ゼッケンプレート



A RIDE IN THE NIGHT

新型スクランブラー・ナイトシフトは二人乗り仕様。
クラシックなスタイル、カフェレーサーの閃きがカス
タムを連想させます。夜はライディングの時間。新型
スクランブラー・ナイトシフト。真夜中のライディン
グを夢見るあなたへ。



スポーク・ホイール

デュアルシート

サイド・ゼッケン・プレート

ワイドなハンドルバー

形式 
L型2気筒デスモドロミック
2バルブ 空冷

排気量 803 cc

最高出力
53,6 kW (73 ps) @ 8,250 rpm 

最大トルク 66,2 Nm (6.7 kgm)
@ 5,750 rpm

ホイール 
軽合金スポークホイール 
フロント  3,00 x 18
リア 5,50 x 17

タイヤ ピレリ製MT 60 RS
フロント 110/80 R18
リア 180/55 R17

フロント・サスペンション
KYB製41mm径倒立フォーク

リア・サスペンション
KYB製プリロード/リバウンド調整 
機構付モノショック

フロントブレーキ
ブレンボ製4ピストンラジアルマウ 
ントキャリパー、330mm径ディ 
スク、ボッシュ製コーナーリング 
ABSユニット

リアブレーキ
1ピストンフローティングキャリパ 
ー、245mm径ディスク、ボッシ 
ュ製コーナリングABS標準装備

燃料タンク容量 13.5リットル

車両乾燥重量 180 kg

シート高 798 mm

排出ガス規制 ユーロ5規制
5.2 L/100 km - 120 g/km

Aviator Grey



MARK
YOUR
ROOTS

TRIBUTE PRO

コンテンポラリーで魅力的。快適であることの心地よさ。街中でも
郊外でも安心して走行できる新しいScrambler 1100 PROが、
自信に満ちた精神であなたをLand of Joyへと案内します。



TRIBUTE PRO

形式 
L型2気筒デスモドロミック 
2バルブ 空冷

排気量 1.079 cc

最高出力
63 kW (86 ps) @ 7,500 rpm 

最大トルク 88 Nm (9.0 kgm)
@ 4,750 rpm

ホイール 
軽合金スポークホイール 
フロント  3,50 x 18
リア 5,50 x 17

タイヤ ピレリ製MT 60 RS
フロント 120/70 ZR18
リア 180/55 ZR17

フロント・サスペンション
マルゾッキ製 45mm径 フルアジャ
スタブル倒立フォーク

リア・サスペンション
KYB製プリロード/リバウンド調整
機構付モノショック

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、ボッシュ製
コーナリングABS標準装備

リアブレーキ
1ピストンフローティングキャリパ
ー、245mm径ディスク、ボッシ
ュ製コーナリングABS標準装備

燃料タンク容量 15リットル

車両乾燥重量 194 kg

シート高 810 mm

排出ガス規制 ユーロ5規制
5.2 L/100 km - 120 g/km

専用シート地を備えた
ブラウンシート

丸形リアビュー
ミラー

アルミニウム製
ローハンドルバー

ブラック・スポーク
ホイール



形式 
L型2気筒デスモドロミック 
2バルブ 空冷

排気量 1.079 cc

最高出力
63 kW (86 ps) @ 7,500 rpm 

最大トルク 88 Nm (9.0 kgm)
@ 4,750 rpm

ホイール 
軽合金製10本スポーク 
フロント  3,50 x 18
リア 5,50 x 17

タイヤ ピレリ製MT 60 RS
フロント 120/70 ZR18
リア 180/55 ZR17

フロント・サスペンション
マルゾッキ製 45mm径 フルアジャ
スタブル倒立フォーク

リア・サスペンション
KYB製プリロード/リバウンド調整
機構付モノショック

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、ボッシュ製
コーナリングABS標準装備

リアブレーキ
1ピストンフローティングキャリパ
ー、245mm径ディスク、ボッシ
ュ製コーナリングABS標準装備

燃料タンク容量 15リットル

車両乾燥重量 189 kg

シート高 810 mm

排出ガス規制 ユーロ5規制
5.2 L/100 km - 120 g/km

Dark Stealth

ツイン・エグゾースト

LEDポジションランプ



アルマイト処理アルミ
ニウム製カバー

ロー・ハンド
ルバー

カフェレーサー・
バックミラー

新しいシートレザー

形式 
L型2気筒デスモドロミック 
2バルブ 空冷

排気量 1.079 cc

最高出力
63 kW (86 ps) @ 7,500 rpm 

最大トルク 88 Nm (9.0 kgm)
@ 4,750 rpm

ホイール 
軽合金製10本スポーク 
フロント  3,50 x 18
リア 5,50 x 17

タイヤ ピレリ製MT 60 RS
フロント 120/70 ZR18
リア 180/55 ZR17

フロント・サスペンション
オーリンズ製 48mm径 フル・アジ
ャスタブル倒立フォーク

リア・サスペンション
オーリンズ製プリロード/リバウン
ド調整機構付モノショック

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、ボッシュ製
コーナリングABS標準装備

リアブレーキ
1ピストンフローティングキャリパ
ー、245mm径ディスク、ボッシ
ュ製ABSユニット

燃料タンク容量 15リットル

車両乾燥重量 189 kg

シート高 810 mm

排出ガス規制 ユーロ5規制
5.2 L/100 km - 120 g/km



Style, fun,
self-expression.

ワイドなハンドルバー、シンプル
なエンジン、そして楽しみが満載
のモーターサイクル。クラシック
な「’62 Yellow」カラーとモダン
な「Ducati Red」カラーからお
選びいただけるScrambler Icon

は、まさに伝統と革新を一つに組
み合わせた最高の形です。



DRL付ヘッドライト

カスタマイズ可能

シフトポジション・
インジケーター

ボッシュ製コーナリングABS 

ドゥカティ・マルチ
メディア・システム 
(DMS) (装着可能)



何も心配することはありませ
ん！コーナリングABSを搭載
し、コーナー中でもホイールの
ロックと転倒を防止しながら、
制動時間と制動距離を最小限に
抑えます。

形式 
L型2気筒デスモドロミック 
2バルブ 空冷

排気量 803 cc

最高出力
53.6 kW (73 ps) @ 8,250 rpm 

最大トルク
66.2 Nm (6.7 kgm) @ 5,750 rpm

ホイール 
軽合金製10本スポーク 
フロント  3,00 x 18
リア 5,50 x 17

タイヤ ピレリ製MT 60 RS
フロント 110/80 R18
リア 180/55 R17

フロント・サスペンション
KYB製41mm径倒立フォーク

リア・サスペンション
KYB製プリロード/リバウンド調整
機構付モノショック

フロントブレーキ
ブレンボ製4ピストンラジアルマウ
ントキャリパー、330mm径ディ
スク、ボッシュ製コーナーリング
ABSユニット

リアブレーキ
1ピストンフローティングキャリパ
ー、245mm径ディスク、ボッシ
ュ製コーナリングABS標準装備

燃料タンク容量 13.5 リットル 

車両乾燥重量 173 kg

シート高 798 mm

排出ガス規制 ユーロ5規制*
5.2 L/100 km - 120 g/km

*ユーロ5規格が適用される国のみ。



ICON
DARK

Land of Joyの中でも本質を追
求した最も型破りなバージョンで
す。Scramblerカスタマイザー
の最大の夢にインスパイアされた
このモーターサイクルは、乗る人
の個性を際立たせ、その内に秘め
た願望を満たすために誕生しまし
た。

paint it black



交換可能なアルミニウム製
タンク・サイドパネル

新しいブラックカラーのシリンダーヘッド

マットブラックカラー

形式 
L型2気筒デスモドロミック 
2バルブ 空冷

排気量 803 cc

最高出力
53.6 kW (73 ps) @ 8,250 rpm 

最大トルク
66.2 Nm (6.7 kgm) @ 5,750 rpm

ホイール 
軽合金製10本スポーク 
フロント  3,00 x 18
リア 5,50 x 17

タイヤ ピレリ製MT 60 RS
フロント 110/80 R18
リア 180/55 R17

フロント・サスペンション
KYB製41mm径倒立フォーク

リア・サスペンション
KYB製プリロード/リバウンド調整
機構付モノショック

フロントブレーキ
ブレンボ製4ピストンラジアルマウ
ントキャリパー、330mm径ディ
スク、ボッシュ製コーナーリング
ABSユニット

リアブレーキ
1ピストンフローティングキャリパ
ー、245mm径ディスク、ボッシ
ュ製ABSユニット

燃料タンク容量 13.5 リットル 

車両乾燥重量 173 kg

シート高 798 mm

排出ガス規制 ユーロ5規制*
5.2 L/100 km - 120 g/km

*ユーロ5規格が適用される国のみ。



本質的でありながら雄大さも持ち
合わせた、オフロード魂とスクラ
ンブラー・ライフスタイルのこ
の上ない融合です。Scrambler 

Desert Sledは、アスファルトか
ら抜け出して無名の道を旅したい
と願う、そんなライダーのための
モーターサイクルです。

Off the beaten track



ピレリ製スコーピオン・
ラリーSTRタイヤ

オフロード用セッ
トアップ

補強されたフレーム

形式 
L型2気筒デスモドロミック 
2バルブ 空冷

排気量 803 cc

最高出力
53.6 kW (73 ps) @ 8,250 rpm 

最大トルク
66.2 Nm (6.7 kgm) @ 5,750 rpm

ホイール 
軽合金製10本スポーク 
フロント  3,00 x 19
リア 4,50 x 17

タイヤ ピレリ製MT 60 RS
フロント 120/70 R19
リア 170/60 R17

フロント・サスペンション
KYB製46mm径フルアジャスタブ
ル倒立フォーク

リア・サスペンション
KYB製プリロード/リバウンド調整
機構付モノショック

フロントブレーキ
ブレンボ製4ピストンラジアルマウ
ントキャリパー、330mm径ディ
スク、ボッシュ製コーナーリング
ABSユニット

リアブレーキ
1ピストンフローティングキャリパ
ー、245mm径ディスク、ボッシ
ュ製ABSユニット

燃料タンク容量 13.5 リットル 

車両乾燥重量 193 kg

シート高 860 mm

排出ガス規制 ユーロ5規制*
5.4 L/100 km - 124 g/km

Sparking 
Blue

*ユーロ5規格が適用される国のみ。



Black
 

Swag

カジュアル、アウトドアそしてオーセンティック
なスクランブラー・アパレルなら、テクニカルア
パレルとライフスタイルアパレル間の垣根を取り
払い、誰もが自分らしさを表現できます。スクラ
ンブラー・コレクションは、単なるモーターサイ
クル用品ではなく、喜び、自己表現、自由の宣言
なのです。モダンでユニークなデザインは、場所
も年齢も選びません。



Black Swag オープンフェイス・ヘルメット / Heritage キャップ /  Long Beach オープンフェイ

ス・ヘルメット /  Peak レインジャケット / Milestone Tシャツ ブラック / Field バックパック / Short 

Track ヘルメットバッグ / The Racer Tシャツ /  Black Rider テクニカルブーツ

新型スクランブラー 1100 トリビュート PROを
スタイリッシュにカスタマイズしてみましょう。
詳しくはこちらをご覧ください。



LET’S
SCRAMBLE

「 ス ク ラ ン ブ ル 」 が 英 語 で

「 混 ぜ る 」 を 意 味 す る よ う

に、Scrambler®は自分のスタ

イルと自分らしさを表現できる

バイクカスタマイズのチャンス

を与えてくれます。

sounds good



Scrambler とは創造性と人間性を意味します。
純正アクセサリーで自分だけのバイクに仕上げてください。

Customize 
your Ride

(公道走行不可)

レース用コンポーネントは、クローズド・サーキットでの使用を前提としています。
公道での使用は法律で禁止されています。

(公道走行不可)



scanme



The sound of the Land of Joy

ライダーのフェデリカ・モスキアーノとメタルガールのバレンティ
ーナ・ロケットクイーンが、バイク好きな人々の日常生活について
語り合います。

世の中には単調な生活に耐えられない人々がいます。ごく普通の人
が日常生活から脱却して、ゼロからヒーローになった本当の物語。

反逆者が語る、偉大な歴史の反骨精神。スクランブラー・ファンで
も想像できないその内容とは。

スクランブラーの乗り心地は？情熱的な本物のモーターサイクリス
トの声に耳を傾けてみましょう。

DON’T CALL ME CINDERELLA

FROM ZERO TO HERO

REBEL REBEL

SCRAMBLED FEELINGS

「自由」とは単なる言葉ではありません。スクランブラーを愛する
ライダーにとって、それはライフスタイルそのものです。フリーダ
ム・ライダーが、斬新な発想で映画について語ります。

FREEDOM RIDERS

Brand-new shows!



Trippin’ notes

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。 

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
お問い合わせ先：ドゥカティお客様相談室　フリーダイヤル：0120-030-292
https://www.ducati.com/jp/ja/company/customer-service



Trippin’ notes




