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エイズ撲滅のために真紅にペイントされたベスパの
フラッグシップ限定車： VESPA 946（RED） 登場

ピアッジオグループジャパン（本社：東京都港区三田一丁目、代表取締役：フランチェスコ・ファビアーニ）は、革
新的なベスパのフラッグシップモデル「946」に、収益の一部を世界エイズ・結核・マラリア対策基金（グローバル
ファンド）に寄付することによって、 アフリカのエイズ対策プログラムを支援する仕組みである(PRODUCT)RED に
二輪業界から初めて参加した「946(RED)」（メーカー希望小売価格 1,298,000 円(消費税込）を日本国内導入し、
発表します。本日より全国のベスパ正規販売店を通じて先行受注を開始し、6 月初旬より納車開始します。
ピアッジオグループは、エイズとの戦い（RED）に参加しています
(RED)とは、グローバル消費財メーカーが、(PRODUCT)RED と
いう共通ブランドの商品を開発・販売することで挙げた収益の一
部を世界エイズ・結核・マラリア対策基金（グローバルファンド）
に寄付することによって、 アフリカのエイズ対策プログラムを支
援する仕組みです。ロックバンド「Ｕ２」のボーノと、国際 NGO で
ある DATA のボビー・シュライバーが発起人となり、 2006 年 1
月 26 日、スイスのダボスで開催された世界経済フォーラムで発
表されました。
パートナー企業による商品の販売収益の一部のほか、キャンペー
ンやイベントなどによって集められた寄付金は、(RED)よって管理費

Vespa 946 (RED)
希望小売価格： 1,298,000 円（消費税込）

を差し引かれることなく 100%の金額がグローバルファンドに送られ

ボディーカラー： ドラゴンレッド

ています。2016 年、二輪業界からピアッジオグループが参加を表

配車時期： 6 月予定

明し、（Vespa）RED としてフラッグシップモデル 946 の特別仕様 946
(RED)が登場します。

(RED)とのパートナーシップは、世界基金を支援するユニークかつ高品質な製品、
（ベスパ 946）RED を生み出しました。

ピアッジオグループと（RED）との共同提携により、エイズ、結核、マラリア対策の取り組みとして販売され
る、オールレッドのクラシックスクーター （ベスパ 946）RED が生まれました。

PRESS INFORMATION
（ベスパ 946）RED は、エイズという重大な問題に対する敏感さを表現するために、優雅さと気品を持つよう
デザインされました。それは、人類が直面している難病との戦いに加わるチャンスを象徴しています。
この独創的で価値のあるベスパは、（RED）に選ばれた自動車業界唯一の製品でもあります。これは、今ま
で一度も手を付けられて来なかった部分まで「赤色」に変えたベスパ 946 に与えられる、特別なステータス
です。（ベスパ 946）RED の勇気は、極めて高尚な目的に最大限寄与する資産でもあり、アップルやナイキ、
アメリカン・エキスプレス、スターバックス、コカ・コーラといった、他の高名な（RED）ブランドの列に加わるこ
とを可能にします。

2006 年にボーノとボビー・シュライバーによって設立された（RED）は、エイズ、結核、マラリアと戦うために、
世界基金に 3 億 6000 万ドルを寄付しました。この資金はすべて、HIV/エイズ撲滅を目的とする取り組みの
ために、アフリカ諸国、ガーナ、ケニア、レソト、ルワンダ、南アフリカ、スワジランド、タンザニア、ザンビアへ
と送られました。（RED）の世界基金への寄付は予防対策、治療、カウンセリング、HIV 検査、支援サービス
に使われ、すでに 7,000 万人以上の人々に活かされました。
ビル＆メリンダ・ゲイツ財団を擁して発展途上国の人々の健康と福祉を促進する、偉大な活動家のひとりで
あるビル・ゲイツ氏とともに、昨年 2016 年 6 月に世界基金イベントの一環としてローマで公開された（ベス
パ 946）RED 。（ベスパ 946）RED が 1 台売れるごとに、世界基金とエイズ対策に 150 ドルが寄付されます。こ
の貴重な寄付金は、HIV に対する救命治療を 500 日以上支え、ウイルスに感染した母親から胎児に感染
するのを防ぐ役割を果たします。
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その歴史の中で、ベスパはシンプルで優雅な乗り物としてモーターサイクル創世記の機能を上回る能力を
持ち、時代の大きなうねりに立ち向かい、社会の変化を読み取って進化して来ました。このような高い社会
的感受性を持つ国際的プロジェクトへの資金提供は、ベスパの価値観と DNA に完全に合致しており、すで
に慈善団体「Vespa for Children」を通じて、ハノイ（ベトナム）の小児病院で珍しい病気を患う若い患者のた
めの医療プログラムを提供しています。
現在ベスパは、子どもが HIV に感染して生まれて来ない世界を実現できるよう、（RED）に協力しています。

ベスパの究極のフラッグシップモデル、946
イタリアンエレガンスの究極のシンボルであるベスパが誕生したのが 1946 年。（ベスパ 946）RED は、その
年を記念した名前を冠する、美的、技術的に完成された専用の高品位モデル、ベスパ 946 の 2017 年バー
ジョンです。“Vespa 946”の名前は、世界で最も有名で、スクーターの代名詞となったベスパの最初のモデ
ルが誕生した 1946 年から由来します。ヨーロッパを代表するマニュファクチャーであり、二輪/三輪市場で
グローバルな存在感を発揮するピアッジオグループが、その優れたクリエイティビティを余すところなく投入
した超プレミアムスクーターです。
ベスパ 946 は、スクーターのスタイルがどのように変化して来たか、現代社会におけるその役割、そして初
期のデザインを新しいレベルのエレガンスさへと導いた新しい方向性の創造について物語っています。他
の何にも似ない独創的なデザイン、320 もの溶接工程を経て生
み出されたスチールフレーム、そして手作業によって装着される
美しいアルミパーツなど、Vespa 946 はイタリアンクラフトマンシッ
プの結晶と言って過言ではありません。開発者は未来志向です
が、ベスパ 946 では我々の壮大な過去も振り返り、細部におよ
ぶ細心の注意と環境に対する深い敬意を払いながらその美観を
新たに描き直しています。（ベスパ 946）RED は、美しさ、熱意、勤
勉さ、感度の素晴らしいストーリーに新たなページを描きます。

未来を書き換えるスタイルと技術
（ベスパ 946）RED をひと目見るだけで、ベスパの背景にある独創的な理念に注がれた、創造性の記憶を呼
び起こします。インスピレーションを引き出すMP6プロトタイプのように、（ベスパ 946）RED は現在入手できる
技術的に最も進化した製品です。
ベスパの伝統に従って、ボディ外装はスチールで作られていま
す。（ベスパ 946）RED では、フェンダーやサイドカバーといった目
を引くアルミ製パーツで飾られ、エンジンやトランスミッション、そ
の他すべてのスクーター機械部品を格納、支持しています。
フロントのアルミ製フェンダーは、時代を超越した優雅さで 12 イ
ンチホイールをカバー。リアホイールも同じサイズです。２ピース
構造のホイールはアルミ合金製です。最高の安全性を確保する
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ためにブレーキシステムには前後ともにディスクが採用され、2 チャンネル ABS システムも装備していま
す。
（ベスパ 946）RED は、リアホイールの横滑りを抑止する先進の電子装置
である、革新的なトラクションコントロールを装備しています。この技術的
改善はピアッジオグループ独自のもので、グリップ低下を防いで常に優
れたトラクションを実現します。

極めて近代的で環境に優しい心臓部
（ベスパ 946）RED の脈打つ心臓部は空冷の 4 ストローク 155 cc 3 バル
ブ単気筒エンジンで、電子制御式インジェクションシステムを備えていま
す。この極めて近代的なエンジンは、燃料消費量が少なく、騒音も大幅
に抑えられ、排出ガスレベルが極めて低いことを誇りにしています。
インジェクションシステムは、機能性と利便性の面で最高水準にあります。噴射進角、量、タイミングの 3D
カーブは、最新世代のコントロールユニットによって制御されます。

専用のアクセサリーラインアップ
ベスパの伝統に従って、多彩なライフスタイル関連部品やアクセサリーが（ベスパ 946）RED をカスタムする
ために用意されています。これらの専用ラインアップは、ピアッジオグループと（RED）のパートナーシップに
必要不可欠なものです。コラボレーションは、（ベスパ 946）RED で終わることなく、グループ内の他のブランド
や製品も含めて広がっていく予定です。
（ベスパ 946）RED は、リアラゲージラックと特製トップフェアリングにフィットするレザーケースを含む、専用
アクセサリーシリーズでも（RED）の目的をサポートしています。もちろん（RED）ヘルメット、T シャツ、トート
バッグなども忘れてはいません。
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Vespa 946 (RED): TECHNICAL SPECIFICATION
エンジン

4 ストローク空冷単気筒 SOHC 3 バルブ

排気量

155cc

ボア / ストローク

58mm / 58.6mm

最高出力

11.9HP (8.9kW ) / 8,750rpm

最大トルク

11.5Nm / 6,750rpm

燃料供給方式

電子制御式燃料噴射システム

始動方式

セルフ式

トランスミッション

自動無段階変速

クラッチ

自動遠心クラッチ

フレーム

スチールモノコックボディー

セーフティシステム

2 チャンネル ABS（アンチロック ブレーキ システム）
ASR（アンチ スリップ レギュレーション）

フロントサスペンション

片持ちリンクアームデュアルアクション油圧式サスペンション

リアサスペンション

プリロードアジャスタブルプログレッシブリンクサスペンション

フロントブレーキ

油圧式 220mm ディスクブレーキ

リアブレーキ

油圧式 220mm ディスクブレーキ

タイヤ

120/70-12（フロント）・130/70-12（リア）

全長 / 全幅 / 全高

1,965mm / 730mm / 1,170mm

ホイールベース

1,405mm

シート高

805mm

燃料タンク容量

8.5L

車両重量

147Kg

製造国

イタリア

※画像ストック：PR 用写真は下記 URL よりダウンロードください。
◆946 (RED) http://bit.ly/2oBAy88
公式サイト URL： http://vespa-japan.com/vespa946/

◇お客様お問い合わせ先： ピアッジオコール 03-3453-3903
◇報道関係者お問い合わせ先：
ピアッジオグループジャパン株式会社 〒108-0073 東京都港区三田 1-4-28 三田国際ビル 2211
○ マーケティングマネージャー： 中根 知彦 （なかねともひこ） 携帯電話：070-4111-7951
○ PR マーケティング： 河野 僚太 （こうのりょうた） 携帯電話：080-2380-9691
E-Mail press@piaggio.co.jp （共通） 代表電話 03-3454-8880

FAX 03-3454-8868

