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正規ディーラーネットワークについては下記をご覧ください。 

 

 

 

 

 

ORANGE SHOP  
KTM 札幌 北海道 http://ktm.sapporo-cyclone.com/ 

KTM 群馬 群馬 http://www.ktm-gunma.jp/ 

KTM 東京東 東京 http://www.huckleberry.jp/ 

KTM 世田谷 東京 http://www.ktm-liberta.com/ 

KTM 中野 東京 http://www.ktm-nakano.com/ 

KTM Japan 株式会社（所在地: 東京都江東区有明、代表取締役社長:  

ブラッドリー・ヘイギ）は、 KTM Factory Racing Team が 2017 年シーズン

中に達成したダカールラリーでの 16 連覇を含む数々のワールドチャンピオ

ンシップの栄冠を記念し、2018 年 1 月 1 日(月)から 3 月 31 日(土)までの

間、2017 年モデル以前のストリートモデルをご成約されたお客様を対象

に、金利 0%のクレジットを提供する「KTM 金利 0％ CAMPAIGN!」を実施

します。 

 

【キャンペーン実施期間】 

・2018 年 1 月 1 日（月）から 2018 年 3 月 31 日（土）まで 

※期間中のクレジット申し込み、2018 年 4月 13 日までの登録が条件です。 

 

【キャンペーン内容と対象車種】 

・KTM ファイナンスを 0％金利でご利用いただけます。 

・2017 年モデル以前の新車で以下のストリートモデルが対象となります。 

・クレジット回数は単気筒モデルが 60 回まで、2 気筒モデルが 84 回まで 

となります。 

 

 

 

 

KTM Japan 

『KTM 金利 0%CAMPAIGN!』を実施 

 

単気筒モデル 

• RC 125    (   530,000円) 

• RC 250    (   599,000円) 

• RC 390    (   662,600円) 

• 125 DUKE    (   510,000円) 

• 250 DUKE    (   570,000円) 

• 390 DUKE    (   620,000円) 

• 690 DUKE    (   960,000円) 

• 690 DUKE R   (1,220,000円) 

• 690 SMC R    (1,250,000円) 

• 690 ENDURO R   (1,250,000円) 
 
2 気筒モデル 

• 1090 ADVENTURE   (1,450,000円) 

• 1090 ADVENTURE R   (1,699,000円) 

• 1290 SUPER ADVENTURE S  (1,990,000円) 

• 1290 SUPER ADVENTURE R  (2,100,000円) 

• 1290 SUPER ADVENTURE T  (2,300,000円) 

• 1290 SUPER DUKE R  (1,960,000円) 

• 1290 SUPER DUKE GT  (2,132,000円) 
 
※（ ）内はメーカー希望小売価格（消費税込み） 



   

 

KTM 埼玉 埼玉 http://www.ktm-saitama.com/ 

KTM 川崎中央 神奈川 http://ktm-kawasakichuo.com/ 

KTM 山梨 山梨 http://mcs-inoue.jp/ 

KTM 富士 静岡 http://www.gunbike.com/ 

KTM 名古屋 愛知 http://www.dockers.co.jp/nagoya/ 

KTM 東海 三重 http://www.ktm-tokai.jp/ 

KTM 大阪北 大阪 http://ktm-osakakita.com/ 

KTM 神戸 兵庫 http://ktm-impala.com/ 

KTM 福山 広島 http://www.uzushio-racing.com/ktm/ 

KTM 広島東 広島 http://www.orangepit-hiroshima.com/ 

KTM 福岡 福岡 http://www.ktm-fukuoka.jp/ 

KTM 大分 大分 http://www.ktm-oita.com/ 

 

MULTI SHOP 
ジップ    北海道 http://www1.odn.ne.jp/zip/ 

ライディング ビレッジ  岩手 https://sites.google.com/site/ridingvillage/home 

モト・プロ仙台   宮城 http://mp-sendai.com/ 

ﾊﾔｶﾜｻｲｸﾙ ﾓｰﾀｰｽﾃｰｼﾞ大手町 宮城 http://www.hayasaka.co.jp/shop/ootemachi_m.html 

カワサキオート山形  山形 http://www.kawasakiauto.com/ 

モト・ビルドカンバラ  茨城 http://blog.goo.ne.jp/ktm-kanbara 

ウエストウッド井原商会  茨城 http://westwoodmoto.jp/ktm/index.html 

バイクショップ K's  埼玉 http://www.bikeshop-ks.com/ 

ケンツ スポーツ   埼玉 http://www.kenz-pro.com/ 

オレンジカウンティー幕張 千葉 http://www.ockame.com/ktm/ 

ライダースランドヨーヨー 東京 http://www.rlyoyo.co.jp/ 

馬力屋    東京 http://www.bariqiya.com/ 

モーターフィールドフロンティア 東京 http://www.mff-frontier.org/ 

フリーダムナナ   東京 http://freedom7-kw.com/ 

フリーダムナナ 東村山  東京 http://freedom7-kw.com/ 

丸富オート販売   神奈川 http://www.marutomiauto.co.jp/brand/ktm/ 

ベースキャンプ   神奈川 http://www.basecamp1990.co.jp/ 

U-MEDIA 湘南   神奈川 http://www.u-media.ne.jp/ 

ブライトン   新潟 http://www.kk-brighton.co.jp/ 

川島モータース 元浜  静岡 http://www.kawashima-motors.co.jp/ 

赤い3輪車   福井 http://www.aka3.jp/ 

バイクショプ トライ  岐阜 http://bike-try.com/ 

トリックスター名古屋  愛知 http://www.trueblue.co.jp/ 

ナカキホンダ   滋賀 http://www.nakakihonda.com/ 

ベイシストオート  京都 http://www.basist.jp/ 

スーパーバイク   大阪 http://www.eonet.ne.jp/~super-bike/sell_new/ktm.html 

アルト    大阪 http://ktm-alt.com/ 

ライドオンプロダクト Side-B 島根 http://www.side-bjp.com/ 

オレンジパワーUBE  山口 http://orangepower-ube.jp/ 

CSスタンス   愛媛 http://cs-stance.co.jp/ 

ダートバイクZIM   福岡 http://www.dirtbike-zim.com/ 

スティーブMCサプライ  福岡 http://www.steve-ms.com/ 

オートハウスアツ  長崎 http://atsu.co.jp/ 

コウヤマモータース  熊本 http://recado.co.jp/kouyama/index.html 

フレックス   鹿児島 http://www.ktm-k.com/ 

モトサウンド   沖縄 http://okinawa.o-cross.net/shop/000383 

メディア関係者各位 

この件に関するお問い合わせ： KTM Japan 株式会社 増岡 

〒135-0063 東京都江東区有明 3-5-7 TOC 有明 EAST TOWER 9F  

TEL: 03-3527-8885 FAX: 03-3527-8890 
HP: http://www.ktm.com 


