
スポーツバイク パーツ＆アクセサリーカタログ

地球を楽しくしたいライトウェイプロダクツジャパン株式会社
〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-18-34 池袋シティハイツ102

TEL 03-5950-6002　FAX 03-5956-8028

■ このカタログの価格・仕様は予告なく変更されることがあります。
■ カラーは印刷のため実際と多少異なることがあります。
■ 表示は全て税抜きの価格になります。
　カタログ頒価 ￥3,000（税抜）
　発注番号 016547

地球を楽しくしたい

ライトウェイプロダクツジャパン（株）は国際標準化機構（ISO）が定める
「環境マネジメントシステム規格」ISO14001認証取得企業です。

http://www.riteway-jp.com
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パーツ&アクセサリーの保証について
・一部商品をのぞき、保証は1年間です。ただし電池やゴム類などの消耗品は補償の対象になりませんので、保
証書を確認ください。万が一不具合が発生した場合はお買い上げいただいた販売店様へご相談ください。保証
を受けるには、購入を証明する書類（領収書など）が必要です。

・不具合商品の交換は同じ性能の代替品となる場合がありますのでご了承ください。
・保証の際の工賃、輸送料、出張費はお客様負担とさせていただきます。
・本カタログのスペック、カラー、重量、価格は予告なく変更され、カタログと異なる場合があります。
・お買い上げ店以外での保証、修理については保証期間内でも有償となります。
・パーツを変更した場合、自転車の改造に該当し、自転車の保証が無効になる場合があります。お手持ちの保証
書にてご確認ください。

・保証は商品を他人から譲渡された場合、オークションや海外個人売買で入手された場合には適用されません。
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代表作であるペダル eggbeater をはじめとする総合MTB
パーツブランド。世界のトッププロも使用する機能性と、そ
の美しいデザインがMTBの可能性を広げていきます。

常に新しい技術とアイデアで、より快適なライディングを実
現するライフスタイルパーツブランド。スポーツバイクの最
先端を行くアメリカカリフォルニアから続々と生まれる高品
質なパーツコレクションを提案し続けています。

卓越したデザイン・マテリアル・テクノロジーを誇る、靴づ
くりの本場、イタリアのバイクシューズブランド。抜群の履
き心地をもたらす「袋縫い」と呼ばれる独自の技法をハイエ
ンドモデルからエントリーモデルに至るまで採用しています。

アメリカ生まれの環境を大切にするバイクケアブランド。プ
ロメカニックから圧倒的な支持を受ける品質にこだわったケ
ミカルとツールは世界中のレースシーンで使用されています。

マグネシウム合金やアルミニウム合金を活用しエントリーモ
デルからレーシングモデルまでラインナップ。年間 1000 万
本を生産する世界最大のサスフォークブランド。

パフォーマンスを劇的に改善する積極的な水分補給。ハイド
レーションシステムのパイオニアとして、キャメルバックは
快適なライディングに貢献し続けます。

すべてはライダーのパフォーマンスを高めるため。パワー、
快適性、そしてライドインフォメーション。サイクリングに
とって最重要なこの３つの要素を創造する独創的なプロダク
トをイタリアから届けます。

金属加工技術の限界を追求し、世界最高水準のCNC技術を誇
る軽量パーツブランド。スプロケットやプーリーなどのレー
シングパーツから、ボトルケージボルトなどの小物まで、あ
なたのバイクをレベルアップさせる高品質なプロダクトを提
案しています。

世界No,1 シェアを誇り、最先端の素材と製造技術を追求し続
ける、世界屈指の高品質リムブランド。プロライダーが満足
する製品をホビーレーサーへ届ける開発を行っています。

サイクリストの目線で革新的なパーキングエクイップメント
を開発する Made in USA ブランド。製品はすべて、オフィ
スに隣接するファクトリーで製造・管理。細かな改良を重ね
ることで、誰にでも使いやすく高品質な製品を提供し、すべ
ての人の豊かなサイクルライフを夢見ています。

あなたの潜在力を最大化するトレーニングエクイップメント。
静粛性だけでなく、限りない実走感を誇るMade in USA ホー
ムトレーナーを提供しています。

明るさと環境性能を両立させたライトブランド。夜も安心し
て走れる大容量電池、高輝度バルブ、高効率回路、高性能レ
ンズをバランスよく組み合わせた最先端のプロダクトを提案
しています。

BASILはオランダで1970年代初頭から様々なバスケットを制
作し、ヨーロッパ全土に届けていました。ヨーロッパでの生
活には欠かせない存在であるパニアバッグ、バスケットを製
作し、そのライフスタイルを支えています。BASILに荷物を
積み込んで、もっと素敵で快適なライフスタイルを。

空白時間を守る日本のセキュリティブランド。日本の自転車
盗難事情を研究し、なめらかなシリンダーやディンプルキー
を採用した高性能なロックを可能な限りリーズナブルに提供
し、自転車の盗難が世界からなくなる日を目指します。

“If people say it's impossiblle… Then we have to prove 
themwrong.”そう語るのは、スウェーデンの大学生だった
Anna と Terese。彼女たちの卒業研究から開発がスタートし
た革新的な自転車用のエアバッグがHovding です。

その日の気分やファッションに合わせて着せ替えが楽しめ
るヘルメット。帽子のデザイン性とヘルメットの安全性が
ひとつになりました。街を歩くときは、オシャレな帽子と
して自転車に乗るときは安全で快適なヘルメットとして使
用できます。

革新的な技術とデザイン性をあわせもつバイクアクセサ
リーメーカー。Clite フェンダーは、ハイテク複合材料を使
用し、すべての既存の製品よりも軽量で強く、ファッショ
ナブル。自国ベルギーの工場で最高品質のフェンダーを製
造しています。

大切なものを安全に、手軽に、そしてスタイリッシュに運
ぶために役立つ手段を提供するスウェーデンのブランド。
高い機能性と安全性を両立させたプロダクトは世界中から
信頼されています。

新しい物作りに励む自転車ベルのパイオニア。機能と音色
を追求するベルブランド。

GPS ツールで世界トップの技術力を持つアメリカのナビ
ゲーションブランド。位置情報と心拍やパワーなどの情報
を組み合わせてライダーのパフォーマンスを最大化するた
めの総合トレーニング環境を提案しています。

常に高いパフォーマンスを求められる、トップアスリート
のために生まれた、新しいサプリメントブランド。スポー
ツ医学により検証され、高い効果を実証された製品は、あ
らゆるアスリートに最高のコンディションの維持を約束し
ます。

Venex（ベネクス）という社名の由来は、"Creative 
Next"。着て休むだけで人間が本来持っている自己回復力を
最大限に発揮させるリカバリーウェアなど、これまでにな
い斬新な商品、斬新なサービスを創造します。

スポーツ中に感じるストレスを極限まで無くしアスリート
に勝利をもたらすために、さまざまな角度から考えてスト
レスフリーとなるサービスと商品を提供。すべてのアスリー
トに勝利の架け橋を。

ライダーのパフォーマンスを回復させるセルフコンディ
ションマネジメントツールのブランド。いつでも簡単に全
身をリフレッシュさせることができる環境を提案していま
す。

痛みを解消し理想的なペダリングを実現する画期的なサド
ル。常識にとらわれない新しい可能性を追求します。

イギリスの新鋭バイクブランドが開発するパーツは、卓越
したデザイン性を評価され海外で数々の賞に輝いています。
ジャンルを問わず、あなたのバイクに現代的で機能的なス
タイルを提供します。

常にユーザー目線で使いやすいアクセサリーを開発するブ
ランド。スポーツバイク生産の中心地である台湾に拠点を
持つ強みを活かして快適なライディングをサポートする商
品を提案しています。

ヨーロッパで育ち、世界中で支持されるオランダの総合パー
ツブランド。全てのライダーに高品質な製品を届けるため
にプロチームと共同で商品を開発し、流行に左右されない
本物の価値を提案しています。その性能は本場のヨーロッ
パで認められています。

クランクブラザーズ
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一般車パーツ

candy collection
最も多目的なペダル。オールラウンダーのCandy。

クランクブラザーズ本社訪問レポート

アメリカ西海岸ラグナビーチにあるクランクブラザ
ーズ本社を訪問してきました。
まず出迎えてくれるのはコンセプトストアとプレス
ルームを兼ねたウィンドウです。

ショップ内にあるクランクブラザーズカラーに塗っ
た冷蔵庫を見せてくれたのは日本を担当しているピ
ーターさんです。

彼らの目の前で3Dプリンターが新商品のテストサ
ンプルを出力しています。
グリップの数倍はあるペダルは遊びで作ったそうで
す。

修理を対応するカスタマーサービスルーム。
日本でも彼らのアドバイスを受けながらライトウェ
イプロダクツジャパンが対応しています。

最後はクランクブラザーズ特製のビアサーバーが見
送ってくれました。クランクブラザーズの本社は製
品アイデア、サンプル製造、テスト、デザインが１
つに凝縮されていました。
毎日ランチを食べたら会社の裏にあるトレイルで
MTBに乗り、アイデアを考え続けてきたことが今
の美しい製品につながっていると感じられました。

ピーターさんたちセールスサポートチームの部屋。
ここだけでなく、オフィスの至る所にMTBが置か
れています。

奥に座っていたのが創業者のカールさんとフラン
ク さ ん。CARL ＋ FRANK を 足 し て CRANK 
BROTHERSというブランド名になっています。
美しいMTBを作るというコンセプトを支える製品
開発の中枢です。

クランクブラザーズの全モデルを触れて、詳しく説
明を聞くことができます。

さらにこのショップ限定でペダルのカスタマイズも
対応してくれます。スプリングやボディの色を選ん
で注文すれば、純正品から奥のピットで交換して、
販売してくれます。
日本でもスプリングやボディカラーをコーディネー
トしている人が増えてきました。

品番 016372 
ペダル エッグビーターペダル エッグビーター

発注番号

574608 ゴールド /ゴールドスプリング
¥65,000（税抜）
●チタニウム部品で強度を最大限向上し重量を最低限ま
で減少。●トラクションパッド付でフィット感、乗り心
地とパワー伝達を最適化。●4面キャッチで最適な泥の
排出が可能。●フィット調節可能。
●耐荷重量：90kg

candy 11 キャンディ 11（v2）

54
価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

発注番号

574601 レッド
574602 ブルー
574603 ブラック
¥17,000（税抜）
●ステンレスボディとニードルベアリングの耐久力。●4面キャッ
チで最適な泥の排出が可能。●調節可能なリリースアングル。

発注番号

574606 レッド
574607 ブラック
¥7,800（税抜）
●エッグビーターのポテンシャルを余すことなく体感できるバ
リューモデル。●4面キャッチで最適な泥の排出が可能。●調節
可能なリリースアングル。

発注番号

574600 ゴールド
¥65,000（税抜）
●チタン素材を使用した超軽量モデル。●4面キャッチ
で最適な泥の排出が可能。●調節可能なリリースアング
ル。
●耐荷重量：90kg

発注番号

574605 グリーン
¥12,000（税抜）
●ステンレスボディ採用のスタンダードモデル。●4面
キャッチで最適な泥の排出が可能。●調節可能なリリー
スアングル。

美しいスポーツバイクをめざす、アメリカのドリームブランド

ダイビング用品の開発をしていたカール・ウィンフォードナーとフラン
ク・ハーマンセンはデザインパートナーであり、大のサイクリングファン
でもありました。2人はサイドビジネスとしてバイクパーツのデザインを
始めました。
クランクブラザーズというブランド名は、カールとフランクが親友であ
りとても良いデザインパートナーであったことから（Carl＋Frank＝
Crank) 生まれました。
機能の刷新だけでなく、美しいプロダクト創りとバイクデザインを美しく
したいというサイクリングとデザインに対する彼らの情熱が、これまでの
常識を覆すプロダクトを生み出したのです。すべてゼロから考えはじめる
彼らの独特のスタイルは、MTBペダルに関して、シューズとクランクを
いかにしてシンプルにつなぐか、ということからスタートしました。
シンプルでかつ軽量、どこからでも踏めてキャッチしやすい、しかも泥詰
まりしない、エッグビーターが誕生しました。素早くキャッチでき、泥詰
りがまったくしない画期的なMTBペダルが出現。とたんに世界中のバイ
クライダーが絶賛しビッグヒットになったのです。

クランクブラザーズ

eggbeater collection
コンパクトで軽量なクロスカントリー及びトレイルライディング用ペダル。

eggbeater 11 エッグビーター 11（v2）

eggbeater 2 エッグビーター 2（v2）

eggbeater 3 エッグビーター 3（v2）

eggbeater 1 エッグビーター 1（v2）

モデル 11 3 2 1
スピンドル素材 64チタン合金製 鍛造SCM 435(クロムモリブデン鋼)製 鍛造SCM 435(クロムモリブデン鋼)製 鍛造SCM 435(クロムモリブデン鋼)製
ボディ素材 64チタン合金製 鋳造ステンレススチール製 鋳造ステンレススチール製 プレス加工スチール製
ウィング素材 64チタン合金製 17-4PH（析出硬化型ステンレス鋼)製 プレス加工スチール製 プレス加工スチール製
スプリング素材 300番台ステンレススチール製 300番台ステンレススチール製 300番台ステンレススチール製 300番台ステンレススチール製
リリースアングル 15度/20度 15度/20度 15度/20度 15度/20度
q-ファクター 52mm 52mm 52mm 52mm
インナーベアリング igus LLグライドベアリング igus LLグライドベアリング igus LLグライドベアリング igus LLグライドベアリング
アウターベアリング エンデューロカートリッジベアリング エンデューロカートリッジベアリング エンデューロカートリッジベアリング エンデューロカートリッジベアリング
クリート 高級ブラス仕様クリート（シムを含む） 高級ブラス仕様クリート（シムを含む） 高級ブラス仕様クリート（シムを含む） 高級ブラス仕様クリート（シムを含む）
重量（ペア） 179g 280g 285g 290g
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一般車パーツ

76
価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

発注番号

574613 ブラック
574594 レッド
¥17,000（税抜）
●シクロクロス、XC、トレイルライドに最適なケージ付きモデル。●軽量で高強度な6061
T6アルミボディ。●4面キャッチで最適な泥の排出が可能。●Igusとenduro社のプレミ
アムベアリング仕様で高い耐久性と低フリクション。●調節可能なリリースアングル。
●参考重量：325g

発注番号

574609 ブラック /ブラック
574610 レッド /レッド
574611 ピンク /ブラック
¥21,000（税抜）
●最上級ステンレススチール製の新しい形状のボディとアルミニウム製の部品、トラクショ
ンパッド付でフィット感、乗り心地とパワー伝達を最適化。●リブ構造のボディと面取り加
工のエッジが、ペダルヒットへの耐久性を向上。● 4面キャッチで最適な泥の排出が可能。
●調節可能なリリースアングル。

発注番号

574616 ブラック
574617 ネオングリーン
574618 レッド
574619 ホワイト
¥7,800（税抜）
●コンポジットボディの軽量エントリーモデル。●4面キャッチで最適な泥の排出が可
能。●調節可能なリリースアングル。

モデル 11 7 3 2 1
スピンドル素材 64チタン合金製 鍛造SCM 435(クロムモリブデン鋼)製 鍛造SCM 435(クロムモリブデン鋼)製 鍛造SCM 435(クロムモリブデン鋼)製 鍛造SCM 435(クロムモリブデン鋼)製
ボディ素材 6061-T6アルミニウム製 6061-T6アルミニウム製 6061-T6アルミニウム製 6061-T6アルミニウム製 1ピースコンポジット素材製
ウィング素材 64チタン合金製 17-4PH（析出硬化型ステンレス鋼)製 17-4PH（析出硬化型ステンレス鋼)製 プレス加工スチール製 プレス加工スチール製
スプリング素材 300番台ステンレススチール製 300番台ステンレススチール製 300番台ステンレススチール製 300番台ステンレススチール製 300番台ステンレススチール製
リリースアングル 15度/20度 15度/20度 15度/20度 15度/20度 15度/20度
q-ファクター 52mm 52mm 52mm 52mm 52mm
インナーベアリング igus LLグライドベアリング igus LLグライドベアリング igus LLグライドベアリング igus LLグライドベアリング igus LLグライドベアリング
アウターベアリング エンデューロカートリッジベアリング エンデューロカートリッジベアリング エンデューロカートリッジベアリング エンデューロカートリッジベアリング エンデューロカートリッジベアリング
クリート 高級ブラス仕様クリート（シムを含む） 高級ブラス仕様クリート（シムを含む） 高級ブラス仕様クリート（シムを含む） 高級ブラス仕様クリート（シムを含む） 高級ブラス仕様クリート（シムを含む）
重量（ペア） 249g 320g 325g 327g 282g

mallet collection
オールマウンテン用クリップレスプラットフォームペダル。

candy collection
最も多目的なペダル。オールラウンダーのCandy。

candy 3 キャンディ 3（v2）

candy 1 キャンディ 1（v2）

candy 7 キャンディ 7（v2）

candy 2 キャンディ 2（v2）

発注番号

574615 シルバー /ブラック
¥12,000（税抜）
●造形の美しい高強度アルミボディ。
●4か所の面/最適な泥の排出が可能。
●調節可能なリリースアングル。

new

new

new

new

品番 016373  
ペダル キャンディペダル キャンディ

POP

単なる新グレード追加じゃない！
CRANKBROTHERS キャンディー7 ビンディングペダル

　こんにちは！MTB担当のケイです。
　ビンディングペダルの定番、キャンディーシリーズに新しい
グレード「7」が加わりました。今までは「11」「3」「2」「1」
という展開でしたのでその間に入ってきたグレードで、形状と
しては「11」と同じ形状です。ちなみにボクは今までキャンデ
ィー3 を愛用していたので、その比較からのお話しになります。
まずはスペック表を見ると・・・スペック表の範囲では1 つも
違いがありませんーーーーーーー！！！！

　実は今までの「3」などはベアリングが違ったのですが、今回のマイナーチェンジに
より igus 製のブッシュベアリングに変更になったのでありました。唯一違う重量です
が、形状の違いで325g→ 320g と 5g の軽量化がされたとしか判断できません。
　実は大きな違いはこちら、ペダルとシューズの設置面の密着度を変更するためのスペ
ーサーが交換できます。
　説明書にあるようにスライドさせて着脱することができ
ますが、かなり固く挿入されているのでチカラとコツが必要
です。そうすると、このような感じで密着度バッチリになり
ます！
　crankbrothers のペダルは良くも悪くもカッチリ感が無
かったのでそこが不満の方も多いようですが、そこが改良さ
れたのは良いですね！

社員ブログ

モデル DH RACE E 11 E ls E 3 2 1
スピンドル素材 鍛造SCM 435(クロムモリブデン鋼)製 鍛造SCM 435（クロモリブデン鋼）製 鍛造SCM 435（クロモリブデン鋼）製 鍛造SCM 435(クロムモリブデン鋼)製 鍛造SCM 435(クロムモリブデン鋼)製 鍛造SCM 435(クロムモリブデン鋼)製 鍛造SCM 435(クロムモリブデン鋼)製
ボディ素材 6061-T6/A380アルミニウム製 6061-T6アルミニウム製 6061-T7アルミニウム製 6061-T6/A380アルミニウム製 6061-T6/A380アルミニウム製 6061-T6/A380アルミニウム製 2ピースコンポジット素材製
ウィング素材 17-4PH（析出硬化型ステンレス鋼)製 64チタン合金製 17-4PH（析出硬化型ステンレス鋼）製 17-4PH（析出硬化型ステンレス鋼）製 17-4PH（析出硬化型ステンレス鋼）製 プレス加工スチール製 プレス加工スチール製
スプリング素材 300番台ステンレススチール製 300番台ステンレススチール製 300番台ステンレススチール製 300番台ステンレススチール製 300番台ステンレススチール製 300番台ステンレススチール製 300番台ステンレススチール製
リリースアングル 15度/20度 15度/20度 15度/20度 15度/20度 15度/20度 15度/20度 15度/20度
q-ファクター 57mm 52mm 57mm 52mm 52mm 52mm 52mm
インナーベアリング igus LLグライドベアリング igus LLグライドベアリング igus LLグライドベアリング igus LLグライドベアリング igus LLグライドベアリング igus LLグライドベアリング igus LLグライドベアリング
アウターベアリング エンデューロカートリッジベアリング エンデューロカートリッジベアリング エンデューロカートリッジベアリング エンデューロカートリッジベアリング エンデューロカートリッジベアリング エンデューロカートリッジベアリング エンデューロカートリッジベアリング
クリート 高級ブラス仕様クリート（シムを含む） 高級ブラス仕様クリート（シムを含む） 高級ブラス仕様クリート（シムを含む） 高級ブラス仕様クリート（シムを含む） 高級ブラス仕様クリート（シムを含む） 高級ブラス仕様クリート（シムを含む） 高級ブラス仕様クリート（シムを含む）
重量（ペア） 468g 385g 424g 419g 499g 508g 408g

発注番号

574624 ロウ / ブラック - ライトブルー
574625 ロウ / レッド - レッド
¥17,000（税抜）
●igusとenduro社のプレミアムベアリング仕様で高い耐久
性と低フリクション。●フラットペダルのフィール/クリッ
プインコントロール。●4面キャッチで最適な泥の排出が可
能。●調節可能なリリースアングル。

発注番号

571378 ブラック /アイアン
¥6,600（税抜）
●旧型ベアリング仕様。●コンポジット
素材製ボディと鋳造スチール製のウィン
グ。●4面キャッチで最適な泥の排出が
可能。●調節可能なリリース。

発注番号

574620 レッド
574621 ブラック
¥21,000（税抜）
●くぼんだ大きなプラットフォームで足をホールド、リブ構造のボディと面取り加工の
エッジは取り外し時の牽引力を向上。●4面キャッチで最適な泥の排出が可能。●調節
可能なリリースアングル。

発注番号

574626 ブラック /シルバー
574627 ブラック /グリーン
¥12,000（税抜）
●igusとenduro社のプレミアムベアリング仕様で高い耐久
性と低フリクション。●新しくなったボディは、アルミニ
ウムプラットフォームで耐久性が向上。●4面キャッチで最
適な泥の排出が可能。●調節可能なリリースアングル。

UCIのトップクラスのダウンヒル選手10人中7人が選んだペダル。

mallet 3 マレット 3（v2） mallet 2 マレット 2（v2） mallet 1 マレット 1

mallet DH RACE マレット DH レース

品番 016376  
ペダル マレットペダル マレット

POP

発注番号

574622 ブラック
574623 ライトブルー
¥21,000（税抜）
●くぼんだプラットフォームで足をホールドし内蔵のトラクションパッド技術でシューズとペダル
間のインタフェースを最適化。●リブ構造のボディと面取り加工のエッジが、ペダルヒットへの耐
久性を向上。●4面キャッチで泥の排出が可能。●調節可能なリリースアングル。

究極のエンデューロ用ペダル。

mallet E 11 マレット E 11

mallet E ls マレット E ls mallet E マレット E

発注番号

574640 
¥44,800（税抜）
●エンデューロレースに求められる踏み面の広さと軽さを両立。●スムーズ
なステップイン。●Igusとenduro社のプレミアムベアリング仕様で高い耐久
性と低フリクション。●6本の調整可能なトラクションピン。●チタンウィン
グとCNC加工により最高レベルの軽量性。
●参考重量：385g

ウルトラライトエンデューロペダル。

発注番号

574641 ブラック＆ブルー
¥21,000（税抜）
●ロングスピンドルを採用しQファクター57mm(ノーマルモデル
は52mm)。●エンデューロレースに求められる踏み面の広さと軽さ
を両立。●スムーズなステップイン。●Igusとenduro社のプレミ
アムベアリング仕様で高い耐久性と低フリクション。●6本の調整
可能なトラクションピン。
●参考重量：424g

エンデューロ用ロングスピンドル仕様



一般車パーツ

stamp collection
ペダルとシューズ間の最適なインターフェースを実現。

プロダクトマネージャーのアンディさんにフラットペダル
モデルのスタンプを紹介してもらいます。

Q.スタンプの特徴は？
●A  徹底的な薄型化です。
ペダルが薄いと軸に足が近くなり、ペダルが回しやすくな
ります。さらに、岩にヒットする可能性が減るのでトレイ
ルを走っていても安全性が高まります。見た目も非常にス
マートです。
｠
Q.なぜ2つのサイズがあるのですか？
●●A  足のサイズは人それぞれでシューズはたくさんのサイズがありますが、ペダルは1サイズ
しかありませんでした。より良いグリップを得るために、2サイズ用意しました。目安として
は、43サイズの人はLサイズ、42以下の人はＳサイズとして設定しています。

Q.開発が難しかった点は？
●A  極限まで薄くするためのベア
リング配置です。通常はカートリ
ッジベアリングを使います
が、スタンプの厚みだとベアリン
グを入れる余地がありませんでし
た。そこで、igusブランドのグラ
イドベアリングを2か所に使用で
きるデザインにしました。igusの
グライドベアリングは非常に高品質で、価格は高いですが、長期間高い回転性能を維持してく
れます。さらに耐久性を高めるために、二重のシール構造にしています。

Q.メンテナンスは？
●A  スタンプはグリスアップ用の穴を先端に設けていま
す。
ここのネジを取ってグリスガンでグリスを注入するとシ
ャフト全体にグリスが広がります。
｠薄型でスタイリッシュで機能性も高いクランクブラザー
ズのスタンプペダルを是非使ってみてください。A.足の
サイズは人それぞれでシューズはたくさんのサイズがあ
りますが、ペダルは1サイズしかありませんでした。よ

り良いグリップを得るために、2サイズ用意しました。目安としては、43サイズの人はLサイ
ズ、42以下の人はＳサイズとして設定しています。

クランクブラザーズのスタンプ開発者インタビュー

98
価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

doubleshot collection
片面フラット、片面ビンディングのハイブリッドペダル。

5050 collection
マウンテンアドベンチャー用のクラシックなデザインのプラットフォームペダル。

doubleshot ダブルショットdoubleshot 3 ダブルショット 3

発注番号

574635 ブラック/ロウ-ブルー
574636 オレンジ/ブラック-オレンジ
574637 ブルー/ブラック
¥11,000（税抜）
●リブ構造により
頑丈でトラク
ションを逃が
さない。

発注番号

574643 ブラック
574644 レッド /ブラック
¥15,800（税抜）
●片側ビンディング、片側フラットペダルのハイブリッドペダ
ル。●8本の調整可能なトラクションピンで安定したペダリン
グ。●スタンダードモデルより5mm長いロングスピンドルで踏
み面の自由度が向上。●Igusとenduro社のプレミアムベアリン
グ仕様で高い耐久性と低フリクション。
●参考重量：403g

発注番号

574631 ブラック
574632 レッド
¥19,000（税抜）
●トップブランド製のMTB用シューズのアウトソールを分析し、あらゆ
るサイズのシューズとのインターフェースの最適化。●くぼんだ面により
安定したシューズコンタクトを実現。

発注番号

574633 ブラック
574634 レッド
¥19,000（税抜）
●トップブランド製のMTB用シューズのアウトソールを分析し、あらゆ
るサイズのシューズとのインターフェースの最適化。●くぼんだ面により
安定したシューズコンタクトを実現。 

stamp large スタンプ ラージ

stamp small スタンプ スモール

品番 016570  
ペダル 5050ペダル 5050

POP

モデル stamp large stamp small 5050 3 5050 2
スピンドル素材 鍛造SCM 435(クロムモリブデン鋼)製 鍛造SCM 435(クロムモリブデン鋼)製 鍛造SCM 435(クロムモリブデン鋼)製 鍛造SCM 435(クロムモリブデン鋼)製
ボディ素材 6061-T6アルミニウム製 6061-T6アルミニウム製 6061-T6アルミニウム/コンポジット素材製 6061-T6アルミニウム/コンポジット素材製
インナーベアリング igus LLグライドベアリング igus LLグライドベアリング igus LLグライドベアリング igus LLグライドベアリング
アウターベアリング エンデューロカートリッジベアリング エンデューロカートリッジベアリング エンデューロカートリッジベアリング エンデューロカートリッジベアリング
フットプリント 114mm×111mm 100mm×100mm 102mm×96mm 102mm×96mm
ピンの調節 片側ごとに10 片側ごとに10 片側ごとに10 片側ごとに10
シューズのサイズ（欧州） 43-49 37-43
重量（ペア） 405g 375g 461g 480g
クリート 高級ブラス仕様クリート（シムを含む） 高級ブラス仕様クリート（シムを含む） 高級ブラス仕様クリート（シムを含む） 高級ブラス仕様クリート（シムを含む）
重量（ペア） 249g 320g 325g 327g

発注番号

574629 レッドブラック
¥11,000（税抜）
●igusとenduro社のプレミアムベアリング
仕様で高い耐久性と低フリクション。

発注番号

574630 ブラックシルバー
¥9,000（税抜）
●igusとenduro社のプレミアムベアリング
仕様で高い耐久性と低フリクション。

5050 3 5050 3（v2） 5050 2 5050 2（v2）

発注番号 

571209
¥3,500（税抜）
フローティングモード：6°
リリースアングル：15°/20°
適合ペダル：クランクブラザーズのすべての4面
　　　　　　ビンディングペダル。
参考重量：30ｇ/組
●SPD2ホールシューズに対応。●クリートの位置
は“前後”に加えて“左右”にも調整可能。●左右
2.2mm、合計5mmの調整ができます。●クリートシ
ム付属。

発注番号 

574566 レフト
574567 ライト
¥3,500（税抜）
●ロングマレットDSレース用。

発注番号 

574571 10mm
574572 8mm
ブラック
¥1,500（税抜）

発注番号 

574564
¥2,100（税抜） 
●candy、eggbeater用リビルドキット。●2003-
2009年の全グレードに対応。●ベアリング、ブッ
シュ、シール、キャップが含まれています。

発注番号 

574570
¥3,300（税抜）
●すべての2010年以降のペダルに対応。●ベアリ
ングは、igusLLグライドベアリングとエンデューロ
カートリッジベアリング。

発注番号 

574565
¥3,500（税抜）
リリースアングル：15°
参考重量：30ｇ/組
●ペダルとシューズ固定力を高めるクリート。●フ
ローティング(足首の可動域)が0度でダイレクト感が
向上。●ペダリングスキルが高いXCライダーに最
適。●左右2.2mm、合計5mmの調整ができます。

発注番号 

570350
¥200（税抜）
●軽量さを追求したクランクブラザーズ全モデルに
使えるシューズのソールとクリートの間に入れてク
リアランスを調整するプラスチック製調整板。●2枚
1組。

発注番号 

570351
¥1,300（税抜）
参考重量：8g/組
●SPD2ホールシューズに対応。●シューズのソー
ルがペダルのウイングでキズ付けられるのを防止。
●ステンレススチール製。

発注番号 

571210 ブラック
¥3,500（税抜）
フローティングモード：6°
リリースアングル：15°/20°
参考重量：86ｇ/組
●LOOK3ホールロードシューズに対応。●ロード
シューズでクランクブラザーズペダルを使用できる
クリート。

発注番号 

571180 エッグビーター2/3/11 に対応
571181 キャンディ 2/3に対応
¥1,300（税抜）
●ペダルボディにはめ込んでシューズと最適なコン
タクトを調整するためのスペーサー。 classic candy リビルドキット

プレミアムクリート ゼロフロートクリート 3ホールクリートキット ロードクワトロ

クリートシムシューシールド

トレッドコンタクトスリープ

発注番号

570393 
¥6,300（税抜）
●セット内容：スピンドル 2本、リフレッシュキッ
ト ( ベアリング、シール、ナット、ベアリングリムー
バー )1セット ● Qファクター：57mm
●対応モデル：エッグビーター、キャンディ、マレッ
ト、ダブルショット、50/50
●参考重量：112g( ペア )

発注番号

570394 
¥19,000（税抜）
●セット内容：スピンドル 2本、リフレッシュキッ
ト ( ベアリング、シール、ナット、ベアリングリムー
バー )1セット ● Qファクター：52mm
●ライダー体重制限：90kg
●対応モデル：エッグビーター、キャンディ、マレッ
ト、ダブルショット、50/50
●参考重量：60g( ペア )

発注番号

570391 キャンディ7/11交換用
570392 マレットE交換用
¥1,900（税抜）
●交換用トラクションパッド。

2010年以降のigusベアリング採用モデル
に使用できるクロモリロングスピンドル

2010年以降のigusベアリング採用
モデルに使用できるチタンスピンドル

long spindle 
ロングスピンドル

traction pad 
トラクションパッド

mallet DH long spindle 
マレット DH レース用ロングスピンドル

titan spindle 
チタンスピンドル

pedal refresh kit 
ペダル リフレッシュ キット

5050 pedal set screw pin kit

new new

new

pedal accessories

new

※43以上の方はL、42以下の人はSサイズを推奨しております。

モデル doubleshot 3 doubleshot
スピンドル素材 鍛造SCM 435（クロモリブデン鋼）製 鍛造SCM 435(クロムモリブデン鋼)製
ボディ素材 アルミニウム製 A380アルミニウム製
ウィング素材 ステンレス鋳造製 17-4PH（析出硬化型ステンレス鋼)製
スプリング素材 300番台ステンレススチール製 300番台ステンレススチール製
リリースアングル 15度/20度 15度/20度
q-ファクター 57mm 52mm
インナーベアリング igus LLグライドベアリング igus LLグライドベアリング
アウターベアリング エンデューロカートリッジベアリング エンデューロカートリッジベアリング
クリート 高級ブラス仕様クリート（シムを含む） 高級ブラス仕様クリート（シムを含む）
重量（ペア） 403g 395g



一般車パーツ

cobalt collection
リム形状を変更し、剛性が大幅に向上したMTBホイール。

cobalt collection
リム形状を変更し、剛性が大幅に向上したMTBホイール。

1110
価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

アクスルベアリング

ラチェット数　21T→ 39T＝
ラチェット数が多いことによ
って、フリーのかかりが速い

エンド
キャップ

エンド
キャップ

ハブシェル

フリーハブ

主要パーツを見直し軽量になった新型ハブ

ラチェット数が増えた新型フリーボディ（11グレードのみ）

27.5mm

cobalt 

cobalt // 1.8 - 2.3 inches

32.5mm

iodine

23mm 28mm

iodine // 2.3 - 2.8 inches

リム幅

対応タイヤ幅

低い回転惰性
前ハブは 2個のシールドカートリッジ
ベアリング、後ハブは 4個のシールド
カートリッジベアリング。軽量であり
ながら十分な強度を備え、回転は驚く
ほど円滑です。

チューブレスレディ
リムから垂直にリブを取り付けてスポ
ークを通ることでリムに穴が無い構造。
リブによる補強効果と合わせて、究極
の高剛性を実現。常識では考えられな
いダイレクト感をライダーにもたらし
ます。リムテープも必要ありません。

ツインペアスポーク
今までのスポーク＆ニップル方式では実現
できなかった、左右完全対称のツインペア
スポーク。強さと堅さを最大化するために、
最も強い形状であるトライアングルを用い
てデザインされています。完璧なまでのホ
イールバランスを実現し、全方向からの入
力に対して理想的な剛性を保ちます。

7075アルミ合金製特殊ニップル
ニップルをハブ側に配置することで重量物
を回転中心に集めるレイアウトで、圧倒的
な踏み出しの軽さを実現しています。さら
に大径かつスポークとほぼ同じ長さを持つ
7075アルミ製ニップルの組み合わせは強
度に優れ軽量です。

発注番号

826164 29"
826165 27.5" ブースト
¥298,000（税抜）
カラー：ブラック/ゴールド

●39ノッチのフリーハブで素早い反応。●スポークとニップ
ルを反転させてホイール外周を軽量化。●ロングニップルで高
剛性。●左右完全対象のスポークデザインで高強度。●ニップル
ホールを設けない構造により、チューブレスタイヤの装着にキッ
トを使用する必要が無く、軽量かつ簡単なセットアップが可能。

超軽量XCレーシングカーボンホイール

●超軽量XCホイール。●リムの内部構造を見直し軽量化と剛性アップを実現。●2mm横幅をワイド化。●リム高を大きく、リムウォールをテーパー構造にして軽量
化。●タイヤビードフックを低くすることでタイヤのよじれを軽減し、チューブレスタイヤの密着性も向上。●様々なフレーム規格に対応するエンドキャップが付属。

cobalt 11コバルト11

cobalt 3 コバルト 3

発注番号

826169 29"
826170 29" ブースト
826171 27.5" ブースト
¥92,800（税抜）
カラー：ブラック /ホワイト

●スポークとニップルを反転させてホイール外周を軽量化。●
ロングニップルで高剛性。●左右完全対象のスポークデザイン
で高強度。●ニップルホールを設けない構造により、チューブ
レスタイヤの装着にキットを使用する必要が無く、軽量かつ簡
単なセットアップが可能。

軽量XCレーシングアルミホイール

cobalt 2 コバルト 2

cobalt 1 コバルト 1

●スポークとニップルを反転させてホイール外周を軽量化。●
ロングニップルで高剛性。●左右完全対象のスポークデザイン
で高強度。●ニップルホールを設けない構造により、チューブ
レスタイヤの装着にキットを使用する必要が無く、軽量かつ簡
単なセットアップが可能。

発注番号

826172 29"
826173 29" ブースト
826174 27.5" ブースト
¥69,800（税抜）
カラー：ブラック /グレー

XCレーシングアルミホイール

ツインペアスポークデザインの強度、剛性を獲得したエントリーモデル

発注番号 

826161 27.5
826163 29
¥55,000（税抜）

リム幅
21mm

cobalt 1 
weight 27.5" 1900g

29" 1975g
rim material 6061-t6 aluminum

width (int /ext) 21mm
depth 21.1mm

spokes material stainless steel
butting 2.3 bladed
length (27.5/29) 279mm / 298mm
spoke pins n/a

hubs front hub 6061-t6 aluminum
front hub end caps 9mm クイックリリース、15mmスルーアクスル
rear hub 6061-t6 aluminum

rear end caps
10×135mm クイックリリース、12×135mmスルー
アクスル

freehub 3-pawl, 21T, steel

xd freehub compatible,(発注番号826176)

cobalt 11
weight 27.5" 1454g

29" 1562g
rim width 21mm(内側)、28mm(外側)

spokes
butting 1.8/2.0
length 140mm(27.5"ブースト)、159mm(29")

hubs

front hub end caps

【29"規格】15mmスルーアクスル仕様
(OLD100mm)、9mmハブアダプター(別売り）
（※ クイックリリースレバーは付属しません。）

【27.5"ブースト規格】ブースト15mm
スルーアクスル(OLD110mm)

rear hub end caps

【29"規格】12×142mmスルーアクスル仕
様、10×135mmハブアダプター（別売り）、
12×135mmスルーアクスル(別売り)　
（※クイックリリースレバーは付属しません）

【27.5"ブースト規格】ブースト12×
148mmスルーアクスル

free hub 39T、アルミボディ

cobalt 3
weight 27.5" 1650ｇ

29" 1735ｇ
rim width 23mm(内側)、27.5mm(外側)

spokes

butting
1.8/2.0(27.5"ブースト)、2.0(29"、29"ブー
スト)

length
147mm(27.5"ブースト)、166mm(29"、
29"ブースト）

hubs

front hub end caps

【29"規格】15mmスルーアクスル仕様
(OLD100mm)、9mmハブアダプター(別売
り）（※ クイックリリースレバーは付属しません。）

【29"/27.5""ブースト規格】ブースト
15mmスルーアクスル(OLD110mm)

rear hub end caps

【29"規格】12×142mmスルーアクスル
仕様、10×135mmハブアダプター（別売
り）、12×135mmスルーアクスル(別売り)　
（※クイックリリースレバーは付属しません。）

【29"/27.5"ブースト規格】ブースト12×
148mmスルーアクスル

free hub 21T、アルミボディ

cobalt 2
weight 27.5" 1710ｇ

29" 1790ｇ
rim width 23mm(内側)、27.5mm(外側)

spokes

butting
1.8/2.0(27.5"ブースト)、2.0(29"、29"ブー
スト)

length
147mm(27.5"ブースト)、166mm(29"、
29"ブースト）

hubs

front hub end caps

【29"規格】15mmスルーアクスル仕様
(OLD100mm)、9mmハブアダプター(別売
り）（※クイックリリースレバーは付属しません。）

【29”/27.5”ブースト規格】ブースト
15mmスルーアクスル(OLD110mm)

rear hub end caps

【29"規格】12×142mmスルーアクスル
仕様、10×135mmハブアダプター（別売
り）、12×135mmスルーアクスル(別売り)　
（※クイックリリースレバーは付属しません。）
【29"/27.5"ブースト規格】ブースト
12×148mmスルーアクスル

free hub 21T、スチールボディ

new

new

new

wheels
ホイールの特徴

※シマノ／スラム ロード用 11Sカセットには対応しません。



一般車パーツ

zinc collection
シクロクロス/ディスクロード用ホイール。
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iodine 3 アイオダイン 3

iodine 2 アイオダイン 2

zinc ジンク

発注番号

826195 29"
¥92,800（税抜）
カラー：ブラック /ホワイト

●スポークとニップルを反転させてホイール外周を軽量化。
●ロングニップルで高剛性。●左右完全対象のスポークデザイ
ンで高強度。●ニップルホールを設けない構造により、チュー
ブレスタイヤの装着にキットを使用する必要が無く、軽量かつ
簡単なセットアップが可能。●ロード、MTB 7～11Sカセット
対応（フリーボディスペーサーは付属しません）。

●オールマウンテンにも対応した軽量ホイール。●リムの内部構造を見直し軽量化と剛性アップを実現。●2mm横幅をワイド化。●リム高を大きく、リムウォールをテーパー構
造にして軽量化。●タイヤビードフックを低くすることでタイヤのよれを軽減し、チューブレスタイヤの密着性も向上。●様々なフレーム規格に対応するエンドキャップが付属。

発注番号

826191 27.5"
826192 27.5" ブースト
¥92,800（税抜）
カラー：ブラック /シルバー

●スポークとニップルを反転させてホイール外周を軽量化。●
ロングニップルで高剛性。●左右完全対象のスポークデザイン
で高強度。●ニップルホールを設けない構造により、チューブ
レスタイヤの装着にキットを使用する必要が無く、軽量かつ簡
単なセットアップが可能。

軽量エンデューロ用ホイール

発注番号

826193 27.5"
826194 27.5" ブースト
¥69,800（税抜）
カラー：ブラック /グレー

●スポークとニップルを反転させてホイール外周を軽量化。●
ロングニップルで高剛性。●左右完全対象のスポークデザイン
で高強度。●ニップルホールを設けない構造により、チューブ
レスタイヤの装着にキットを使用する必要が無く、軽量かつ簡
単なセットアップが可能。

エンデューロ用ホイール

発注番号 

442123 ゴールド
442124 レッド
442125 シルバー
¥3,000（税抜）
材質：フォームラバー
長さ：130mm
参考重量：67g/1本
●ソフトなタッチの超軽量グリップ。●ロックオンタイプのグリップでは最軽量クラス。

発注番号 

442126 ブラック
¥3,000（税抜）
材質：クレイトンラバー
長さ：130mm
参考重量：95g/1本
●ハードなライディングに対応するDH用グリッ
プ。●高い固定力と抜群のグリップ感覚。

発注番号 

473740
¥12,000（税抜）

●素材：7075アルミニウム合金
●バックスィープ：６°
●クランプ径：31.8mm
●ライズ：8mm
●幅：680mm
●参考重量：225g

発注番号 

473750
¥12,000（税抜）

handlbars

cobalt
コバルト

cobalt 3 コバルト 3

cobalt 11 コバルト 11

iodine
アイオダイン

iodine 11 アイオダイン 11

iodine 2 アイオダイン 2

opium 3 オピウム 3

●ライズ：30mm
●幅：780mm
●参考重量：215g

●素材：カーボン
●バックスイープ：9°
●クランプ径：31.8mm

発注番号

473746 
¥19,800（税抜）

発注番号

473747 
¥6,300（税抜）

●ライズ：30mm
●幅：780mm
●参考重量：360g

●素材：アルミニウム合金
●バックスイープ：9°
●クランプ径：31.8mm

●ライズ：15mm
●幅：780mm
●参考重量：295g

●素材：アルミニウム合金
●バックスイープ：9°
●クランプ径：31.8mm

●ライズ：30mm
●幅：780mm
●参考重量：285g

●素材：アルミニウム合金
●バックスイープ：9°
●クランプ径：31.8mm

発注番号

473751
¥12,000（税抜）

超軽量エンデューロレース用カーボンハンドル

軽量エンデューロレース用アルミハンドル

軽量ダウンヒルレース用アルミハンドル

発注番号　　　　 ライズ

473741 8mm
473742 15mm
¥19,800（税抜）

●素材：カーボン
●バックスイープ：9°
●クランプ径：31.8mm
●幅：780mm
●参考重量：155g

発注番号

473743 
¥12,000（税抜）

●素材：アルミニウム合金
●バックスイープ：9°
●クランプ径：31.8mm
●ライズ：8mm
●幅：780mm
●参考重量：225g

超軽量XCレース用カーボンハンドル

軽量XCレース用アルミハンドル

MTB grips

MTB用ハンドルステム

発注番号             エクステンション 

680551 90mm
680552 80mm
¥13,000（税抜）
カラー：ブラック/レッド
参考重量：148g（サイズ100mm）
クランプ径：31.8mm
ライズ：6°
●XC用ステム。●独自のクランプシステムにより高剛性かつ軽量。

cobalt 3 コバルト 3

iodine collection
リム幅を広げ強度も向上させたオールマウンテン用軽量ホイール。

MTBホイールセットタイヤ適合表

幅
1.9” 2.0” 2.1” 2.2” 2.3” 2.4” 2.5” 2.6” 2.7” 2.8”
48.5mm 51mm 53.5mm 56mm 58.5mm 61mm 63.5mm 66mm 68.5mm 71mm

cobalt
iodine

スポークテンションチャートは
RPJ WEBサイトの規格表ペー
ジにあります。

new

new

new new

new

new

new

new

iodine 3
weight 27.5" 1760g
rim width 28mm(内側)、32.5mm(外側)

spokes
butting 2.0
length 147mm

hubs

front hub end caps

【27.5"規格】15mmスルーアクスル仕様
(OLD100mm)、9mmハブアダプター(別売
り）（※ クイックリリースレバーは付属しません。）

【27.5”ブースト規格】ブースト15mm
スルーアクスル(OLD110mm)

rear hub end caps

【27.5"規格】12×142mmスルーアクスル
仕様、10×135mmハブアダプター（別売
り）、12×135mmスルーアクスル(別売り)
（※クイックリリースレバーは付属しません。）
【27.5”ブースト規格】ブースト12×
148mmスルーアクスル

free hub 21T、アルミボディ

iodine 2
weight 27.5" 1830g
rim width 28mm(内側)、32.5mm(外側)

spokes
butting 2.0
length 147mm

hubs

front hub end caps

【27.5"規格】15mmスルーアクスル仕様
(OLD100mm)、9㎜ハブアダプター(別売り)
（※クイックリリースレバーは付属しません。）

【27.5”ブースト規格】ブースト15mm
スルーアクスル(OLD110mm)

rear hub end caps

【27.5"規格】12×142mmスルーアクス
ル仕様、10×135mmハブアダプター(別
売り)、12×135mmスルーアクスル(別売り)
（※クイックリリースレバーは付属しません。）

【27.5”ブースト規格】ブースト12×
148mmスルーアクスル

free hub 21T、アルミボディ

zinc
weight 27.5" 1645ｇ
rim width 21mm(内側)、25.5mm(外側)

spokes
butting 2.0
length 166mm

hubs

front hub end caps
15mmスルーアクスル仕様(OLD100mm)、
9㎜ハブアダプター付属（※クイックリリー
スレバーは付属しません。）

rear hub end caps

12×142mmスルーアクスル仕様、10×
135mmハブアダプター付属、12×135mm
スルーアクスル(別売り)（※クイックリリー
スレバーは付属しません。）

free hub 21T、アルミボディ



一般車パーツ

tire lever
新しい引っ張るタイプのタイヤレバー。

b-series

f-series
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発注番号             ポスト径 

656394 30.9mm
656395 31.6mm
￥46,000（税抜）
●ポストスペック
・7075-T6 アルミニウム
・125mmトラベル量
・ポスト径：30.9mm、31.6mm
・長さ：400mm
・最少スタックハイト：50mm 
・ケーブルの取り付けが容易なクイックコネクト機構
・2-ボルトサドルクランプで簡単にサドルの取付が可能
・Jagwire elite ultra-slick cable、lex-sl housing
・igus LL-glide ベアリング
・Trelleborg シール
・重量：580g（レバー、ケーブル等含む）
●レバースペック
・微調整が可能なピボット構造のリモートレバー
・方向：360度、傾き：22度の調整が可能
・ボルト１個による固定でハンドル周りがスッキリするヒンジ構造
・ハンドルの左右、上下を選択可能なユニバーサルマウント

highline dropper seatpost
ハイライン ドロッパーシートポスト

方向：360度、傾き：22度の
調整が可能

リモートケーブルの接続が容易

素早くサドルを脱着できる構造 厳選したベアリングやシール、
ケーブルを採用

カートリッジシステム採用の
シンプルな構造で、信頼性が
高くメンテナンスも容易

発注番号 

102003
単品 ¥1,000（税抜）
MTBやクロスバイクのタイヤが簡単に脱着できます。
①ビードを落とす。②本体穴に指を通す。③先端を一般的なタイヤレバーのように
差し込んでビードを外す。④そのまま本体をリムに沿って引っ張る。⑤タイヤを取
り付ける時は反対側をリムに引っ掛けて引っ張ります。

発注番号 

015803
¥18,250（税抜）
24コ（ディスプレイ付）

speedier lever
スピーディア レバー

品番 016374  
ツール 
スピーディアレバー

品番 016569 
ツール スピーディアレバーツール スピーディアレバー

POP

POP

スチール製で高い耐久性

使用頻度の高い
サイズに絞り
コンパクト

滑り止め加工

専用ケースが付属

発注番号 

17115027 ブラック
115300   　ゴールド
115340 　  ブラック＆ピンク
¥4,500（税抜）
●19機能。●専用ケース付。

発注番号 

17115023 ブラック
115302 　  ゴールド
115342 　  ブラック＆ピンク
¥2,700（税抜）
●10機能。

発注番号 

17115021 ブラック
115303   　ゴールド
115343 　  ブラック＆ピンク
¥1,700（税抜）
●5機能。

発注番号 

17115025 ブラック
115301 　  ゴールド
115341 　  ブラック＆ピンク
¥3,700（税抜）
●17機能。

モデル 19 17 10 5
チェーンツール（8/9/10/11速に対応） ● ●
スポークレンチ 0 ● ●

1 ● ●
2 ● ●
3 ● ●

ヘックスレンチ 2 ● ● ●
2.5 ● ● ●
3 ● ● ● ●
4 ● ● ● ●
5 ● ● ● ●
6 ● ● ● ●
8 ● ● ●

オープンレンチ 8mm ● ●
10mm ● ●

スクリュードライバー プラス1 ●
プラス2 ● ● ● ●
マイナス2 ● ● ●

トルクス T10 ●
T25 ● ● ● ●

全長 89mm 89mm 89mm 89mm
重量 175g 168g 124g 85g

multi 19

multi 17

multi 10

multi 5
品番 016375 
ツール マルチツール マルチ

POP

●頑丈でしっかりと収納する高張力鋼製のマルチツール。
●グローブ使用でもしっかり握れるサイドグリップ仕様。

発注番号 

102005
¥4,500（税抜）
●17機能。

発注番号 

102006
¥3,800（税抜）
●14機能。

発注番号 

102007
¥2,700（税抜）
●8機能。

モデル b19 b14 b8
チェーンツール（8/9/10/11速に対応） ●
スポークレンチ 0 ●

1 ●
ヘックスレンチ 1.5 ● ●

2 ● ●
2.5 ● ● ●
3 ● ● ●
4 ● ● ●
5 ● ● ●
6 ● ● ●
8 ● ●

スクリュードライバー プラス1 ● ● ●
プラス2 ● ●
マイナス1 ● ● ●
マイナス2 ● ●

トルクス T10 ● ●
T25 ● ● ●

全長 95mm 95mm 65mm
重量 230g 206g 144g

b17

f15 f10+ f10

b14 b8

モデル f15 f10+ f10
チェーンツール（8/9/10/11/12速に対応） ●
スポークレンチ 0=3.23mm ●

1=3.30mm ●
2=3.45mm ●
3=3.96mm ●

ヘックスレンチ 2 ● ● ●
2.5 ● ● ●
3 ● ● ●
6 ● ● ●
8 ● ● ●

ドライバー プラス ● ● ●
マイナス ● ● ●

トルクスレンチ T25 ● ● ●
全長 - - -
重量 164g 121g 94g

発注番号

115344
¥5,400（税抜）
●専用マグネットケース付属。
●ケースをエクステンションとし
て使用して軽い力で作業可能。

発注番号

115345
¥4,400（税抜）
●専用マグネットケース付属。
●ケースをエクステンションとし
て使用して軽い力で作業可能。

発注番号

115346
¥3,800（税抜）

チェーンカッター付き ケース付き

seatpost
走行中でも簡単にサドル高の調整が可能なドロッパーシートポスト。

m-series
究極のトレイルライド用ツール。

MTB用シートポスト

発注番号

656352
656353
¥14,000（税抜）
カラー：ブラック/レッド
材質：7075アルミニウム合金
外径：31.6mm
サドルレール径：7mm
全長：400mm
参考重量：260g
●軽量で十分な強度を備え、シンプル構造のMTB用シートポ
スト。●負荷を加えた苛酷な強度テストを10万回パス。●サ
ドルポジションによってダイレクトタイプとオフセットタイ
プの選択が可能。●ボルト1本でサドルを簡単に着脱できる独
特のクランプ。

cobalt 3 コバルト 3

656352 656353
オフセット：20mm

new

new

発注番号 

656539
¥7,600（税抜）
ハイライン用16066

リモートキット



一般車パーツ

mini pomps
アルマイトカラーが美しい軽量スタンダードモデル。

sterling pumps
インフレーションを美しくするプレミアムポンプ。

1716
価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

材質：6061アルミニウム
100＋psi/7＋bar
●エアーボリューム切り替えスイッチ付。●米、仏バルブ対応。

発注番号 

046550 シルバー
046552 レッド
046560 アーミーグリーン
¥2,600（税抜）
046556 グリーン
¥2,400（税抜）
●コンパクトな長さ。●太いボディでポンピングは大容量。●ロックレバーで確実な固
定。●内部パッキンの入れ替えで米仏バルブに対応。●エアーボリューム切り替えスイッ
チ付。●フレーム取付ブラケット付属。
●参考重量：128g　●長さ：176mm　●材質：6061アルミニウム
●100＋psi/7+bar 

発注番号 

046543 シルバー
¥6,300（税抜）

参考重量：173g　
長さ：276mm

046541 シルバー
¥5,000（税抜）

参考重量：143g　
長さ：250mm

046542 シルバー
¥5,800（税抜）

参考重量：141g　
長さ：198mm

参考重量：116g　
長さ：171mm

046540 シルバー
¥4,400（税抜）

発注番号 

046557
¥3,000（税抜）
参考重量：45g
本体：亜鉛ダイキャスト
対応ボンベ：ねじ切りの12g、16g、20g
対応バルブ：米式、仏式
●16gのカートリッジが2本付属（ボンベ1本で700×23c約1本分)。●本体にボン
ベをねじ込んで、バルブに押し込むだけでエアが簡単に入ります。

発注番号 

046558
¥350（税抜）
●16gカートリッジ（ボンベ1本で700×23c約1本分）。●ねじ切りタイプ。

ネジ切りタイプで
確実なインフレーション

注入量をコントロール

カートリッジを
サポートするガイド

コンパクトでスタイリッシュなCo2インフレーター

品番 016370 
ポンプ スターリング

品番 016568 
ポンプ スターリングﾞ CO2

品番 016371 
ポンプ ジェム

ポンプ スターリング ポンプ スターリングﾞ CO2

ポンプ ジェム

POP POP

POP

発注番号

046565
¥4,700（税抜）
参考重量：115g

●付属のホースでバルブを傷めることなく簡単にポンピング。●内部
の汚れを防ぐダストカバー。●マグネット式ホースアタッチメントで
簡単にホースと本体をセットアップ。●折り畳み式T型ハンドルで力
強いストローク操作が可能。●米、仏バルブ対応。●フレーム固定用
ブラケット付属。●収納時長さ：220mm

●付属のホースでバルブを傷めることなく簡単にポンピング。●内部の汚れを防ぐダス
トカバー。●マグネット式ホースアタッチメントで簡単にホースと本体をセットアッ
プ。●折り畳み式T型ハンドルで力強いストローク操作が可能。●米、仏バルブ対応。
●フレーム固定用ブラケット付属。●空気圧表示機能。●収納時長さ：260mm

発注番号

046566
¥4,700（税抜）
参考重量：124g

ロード用

ロード用

ロード用

MTB用

MTB用

MTB用

発注番号

046561
¥7,100（税抜）
参考重量：170g

●付属のホースでバルブを傷めることなく簡単にポンピング。●内部の汚れを防ぐダス
トカバー。●マグネット式ホースアタッチメントで簡単にホースと本体をセットアッ
プ。●折り畳み式T型ハンドルで力強いストローク操作が可能。●米、仏バルブ対応。
●フレーム固定用ブラケット付属。●CO2ボンベアダプター付属。●空気圧表示機能。
●収納時長さ：260mm

発注番号

046562
¥7,100（税抜）
参考重量：186g

発注番号

046563
¥5,800（税抜）
参考重量：142g

発注番号

046564
¥5,800（税抜）
参考重量：150g

●ロードバイクに最適な1回のストロークのエアボリュームが少
なく、高圧が楽に入るシリンダー。●最大気圧：9.6気圧

●ロードバイクに最適な1回のストロークのエアボリュームが少
なく、高圧が楽に入るシリンダー。●最大気圧：9.6気圧

●ロードバイクに最適な1回のストロークの
エアボリュームが少なく、高圧が楽に入るシ
リンダー。●最大気圧：9.6気圧

●マウンテンバイクに最適な1回のストロークのエアボリューム
が多く、素早く空気が入るシリンダー。●最大気圧：7.6気圧

●マウンテンバイクに最適な1回のストロークのエアボリューム
が多く、素早く空気が入るシリンダー。●最大気圧：7.6気圧

●マウンテンバイクに最適な1回のスト
ロークのエアボリュームが多く、素早く空
気が入るシリンダー。●最大気圧：7.6気圧

発注番号

046567 シルバー
046568 レッド　
046569 グリーン
¥3,500（税抜）
●コンパクトな長さ。太いボディでポンピングは大容量。●ロックレバー
で確実な固定。●内部パッキンの入れ替えで米仏バルブに対応.。●エアー
ボリューム切り替えスイッチ付。
●参考重量：155g　●長さ：205mm　●材質：6061アルミニウム
●100＋psi /7+bar

gem l ジェム L gem s ジェム S

sterling co2 スターリング co2

sterling lg スターリング lg

sterling l スターリング l

sterling sg スターリング sg

sterling s スターリング s

sterling co2 cartridge スターリング co2 カートリッジ

“パンク”はチャンス !!! 
「スターリングＣＯ２」

　こんにちは、倉庫スタッフSHOGO です。”CO2 ボンベ”使ったことありますか？出
先でパンク！新しいチューブに入れ替えて・・・いざ空気入れ。手押しの携帯ポンプだと
適正気圧まで上げるのに、時間かかるし、ものすごく疲れるんですよね。。。

　私はこれを使ってラクしてます。クランクブラザーズ「スタ
ーリングCO2」。CO2 ボンベを使用した携帯ポンプです。
　インフレーター（本体）は45g でコンパクト。仏式（フレン
チ）＆米式（アメリカン）バルブに対応。ボンベ2本入り。
　ボンベ(16g)で約700×23c のタイヤ1本分。
　ボンベは使い捨て。純正のボンベもご用意してますが、ネジ
が切ってある携帯ポンプ用ボンベなら他メーカーのボンベでも
大丈夫！そんなに頻繁にパンクすることもないでしょうし、1
コ300円～400円前後の値段なのでコスパは悪いような気は
しません。おやつをガマンしましょう。。。いざ、空気充填！
ボンベを本体にクルクル…。バルブを開放して差し込みます。
　ハンカチなどでポンプを包んでプッシュ！以上！！！とって
も簡単じゃないですか？今まで使っていた手押しの携帯ポンプ
の苦労はなんだったのか。。。
～注意点～
①空気充填中はボンベの温度が急激に下がり、低温やけどのキ
ケンがあります。絶対に布などでポンプを覆ってから使ってく

ださい。
②空気を入れ終わってボンベを取り外す際、必ずボンベ内のエアーが抜け切った状態で取
り外して下さい。
③１～２日経過すると、CO2 の特性でタイヤの空気が抜けます。お家に帰ってきたらタイ
ヤの空気を抜いてフロアポンプで入れなおしましょう。1day 仕様！
　意外と敬遠されがちなCO2 ボンベ携帯ポンプ。使い方さえマスターすれば、かなり頼も
しいアクセサリですよ＾＾
　パンクするのが楽しみになる予感・・・（笑）　

社員ブログ

new

klic gauge w/co2 infl ator クリック ダブルゲージ co2 インフレーター

klic gauge クリック ゲージ

klic クリック

klic hp

klic hp gauge

klic hv gauge

klic hv

klic hp gauge w/co2 infl ator

klic hv gauge w/co2 infl ator

new

new

new

mini pomps
ハイファンクション、ハイデザインのミニポンプ。

hp

hp

hp

hv

hv

hv

photo by cyclowired

マグネットタイプで簡単に固定可能

ハンドルにはCO2インフレーターが収納されてい
る（klic gauge w/co2 infl ator のみ）

エアゲージ付きのため、空気圧管理も可能

ハンドル先端部からホースを引き出す



一般車パーツ

1918
価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

明るいカリフォルニアテイストのライフスタイルパーツブランド

サーファスヒストリー
　サーファスは1993年にカリフォルニアで生まれました。創設者のレイ・カイパーとドミノ・カイ
パーは夫婦であると同時にビジネスパートナーでした。サイクリングのファンであった二人は、自分た
ちの求めるサドルが見つけられなかったことがそもそもの始まりでした。満足するサドルの開発に着手
した二人は、やがてソフトで快適な乗り心地のジェルサドルを開発し、同じように快適さの追求をして
いた人々のために売り出しました。これがスタートとなり、現在はアメリカのゲルサドル市場で圧倒的
な支持を得ています。
　サーファスのコンセプトは“ デュアルデンシティテクノロジー”。異なる密度をもつ2種類の素材を
使用し、しっかりとしていながら柔らかでソフトな使い心地を基本としています。
サーファスの名前は、いつも二人が通勤途中に通っていた通りの名前がその由来です。

サーファス

インタビュー

SERFASがアメリカで熱狂的な支持を受ける
人気の秘密は本社にありました。

SERFAS INSIDE

タイヤ、ライトの開発を担当するエリックさん

製品の品質管理を担当するマイクさん。生
産の大部分は海外で行われているが、新商
品開発や品質管理はアメリカ本社で厳密に
行われている。 

自転車への真摯な情熱で革新的な商品開発
を続けるSERFASチーム。サイクリングを
楽しく、快適にしてくれる新商品をこれか
らも期待したい。

製品の正確な明るさを計測する装置

タイヤの耐パンク性を計測 

創業者のレイ・カイパーさんとドミノ・カイパーさ
ん。名前からも分かるように、二人は夫婦でありビジ
ネスパートナーでもあります。

Q. どうやって SERFASはスタートしたので
すか？
●A 私たちは元々オークリーで働いてゲルのパッドを
作っていました。1993年にブランドを立ち上げてお
尻に優しいゲルサドルを発表しました。それまでサドルは硬くて当たり前だった時代を変えた
のです。その後人間工学に基づいたRXサドルを開発し、アメリカのソフトサドルのトップラン
ナーとして存在感を高めています。 
 

Q. SERFASはどんな会社ですか？
●A アメリカトップのパーツブランドで、90%の店が私たちの商品を取り扱っています。
MTB、ロード、トライアスロンなど店のタイプは様々ですが、創業以来、高性能な商品と万全
のアフターケアを重視して、息の長い関係を築いてきました。 
 

Q. どんなチームですか？
●A 営業、商品開発、物流、カスタマーサービスに大きく分かれています。40人の営業が全米
を回り、商品を販売しながら新商品のヒントを集めてきます。それを商品開発チームが実現し
ます。サイクリストが求める必要な性能をリーズナブルな価格で提供できることが強みです。
社員全員が家族のような存在で、誕生日やクリスマスになるとパーティーを楽しみます。みん
なでサイクリングを楽しみ、出かけることもあります。良い製品を開発するためにはフィール
ドに出ることが一番です。今も2人でMTBに乗ってトレイルを楽しみます。 

メンズサドル

RX-RR レースレディ

サドル

MH-RX ハイパフォーマンス

発注番号 

651500
¥8,800（税抜）
参考重量：320ｇ 
サイズ：270×158mm
長距離・ツーリング向き

発注番号 

651435 ブラック
￥8,800（税抜）
サイズ：279×152mm
参考重量：430g
長距離・ツーリング向き

●レース用コンフォートサドル。●ペダリングを妨げないスリム形状と快適性を両立
させた理想のサドル。●サドルが2つに分割されたツインバーデザインでライダーの痛
みを軽減。●耐久性の高いLORICAレザー素材。●クロモリレール。●雨も安心の防
水。

●スピードバイク/ロードバイク向け。●RXサドルシリーズの最高峰。●2時間以上の
サイクリング、レースに最適。●RX-アドバンスを前傾姿勢に対応させた細身のデザ
イン●複数の素材を内部で使い分けることで最高レベルのクッション性を実現したス
ポーツ医学に基づくRXテクノロジー。●サドルを2つに分ける大きな溝は局部への痛
みを大幅に低減し、通気性を確保。●最高のフィット感と防水性を実現するマイクロ
ファイバー表面素材。●剛性の高いベース上に衝撃吸収性の高いソフトゲルを配置。
●中空クロモリレールでさらに軽量化。

スポーツ医学に基づく形状で
どこまでも楽に速く走れる。
左右が独立して動く
究極のフィット感。

RXデザインサドルは、スポーツ医学に基づいた理想
の形状を追求しています。サドルの左右が完全に分か
れた形状により、尿道付近の圧迫をゼロにしていま
す。さらに左右が独立してライダーの動きに合わせて
動くことでおしりの痛みを大幅に軽減します。

お尻にフィットする2段階
ステップシステム

コンピューター解析され
た圧力分散形状

表面は柔らかく、芯は
硬めの素材

左右が独立して動き、摩擦に
よる痛みを軽減

Doctor

Model

Doctor

Model
スポーツ医学形状
カリフォルニア大学ケネスタイラー博士と
の痛みの研究結果に基づく形状。ライダー
の筋肉、骨格、神経、全ての負担を軽減す
るドクターモデル。

I.C.S.
お尻へのの負担を劇的に減らす圧縮性の異
なる2種類のパッドの組み合わせ。

Reactive Gel
加重に反応して不快な振動を吸収する新素
材。

Dual Density
地面からの衝撃をサドルフレームの特殊ラ
バーがしなる事で吸収する技術。

長距離
ツーリング向き

長距離
ツーリング向き
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SERFAS サドル開発ストーリー

SERFASのサドル開発を担当してい
るブラクストンさんに、どのように
して高性能なサドルが生まれるのか
をインタビュー。 

Q. SERFASサドルの歴史は？
●A ソフトサドルのパイオニアとして、創業時から長時間乗っても痛くない形状を目指してきま
した。初期モデルは今までサドルに使用されてこなかったゲルを使って、圧力を効果的に分散
することに成功しました。硬いプラスチックや皮などが主流だったサドルマーケットを根本か
ら変えるコンセプトで、全米で大ヒットしたのです。その時から我々は快適なサドルを求めて
研究開発を続けてきました。

Q. アメリカではどのような評価を受けていますか？
●A お尻の痛くならないサドルのパイオニアとして、研究開発を続けてきました。たくさんの種
類を販売していますが、新しい技術を用いて価格以上の価値を提供するブランドとして支持を
受けています。

Q. 重要なテクノロジーは？
●A SERFASのサドルをさらに進化させたのはRXとデュアルデンシティの２つのキーテクノロ
ジーです。

・RX テクノロジー
 お尻の形とペダリングの動きに最大限フィットする形状を追求しています。例えば想定する
ライダーの前傾姿勢の角度に合わせて、お尻が座る部分とノーズの部分の高さを調整していま
す。

楽な前傾姿勢のサドルの場合、骨盤が立ってい
るのでサドル先端への荷重が少ない。ノーズを
高めに設定することで、ホールド性を高めて
コーナリング時に安定感が増します。

ロングライド向けのサドルは強めの前傾姿勢を
想定してノーズを低めに設定しています。尿道
などに集中しやすい負荷を抑えて、サドルの
ホールド感も適度に確保しているのです。 

さらに、サドルを2分割し左右が独立して動きま
す。ペダルを回すと左右にかかる圧力が交互に
強くなり ます。サドルがペダリングに合わせて
動くことで圧力を逃がして痛みを軽減します。

・デュアルデンシティテクノロジー
サドル内部のクッション素材はウレタンフォー
ムを使用しています。このウレタンフォームが
柔らかいと痛みは少ないですが、お尻が沈み込
んでしまいペダリングが不安定になります。そこで、あえて硬いフォームをベースに配置し
て、表面は柔らかいフォームを使いました。この結果、適度に沈み込んだ後はお尻が落ち着い
て、長時間走っても疲れにくいサドルが完成したのです。

 

黄色がソフトフォーム、赤色がハード
フォーム。

実際に圧力を計測しながら最適な形状を
追求。左右の圧力分散と圧力の最大値を
計測。

ブラクストンのキャビネットには数えきれ
ないほどのテスト用サドル。トライ&エラー
を繰り返して理想のフィット感を追求する
開発姿勢が高品質な製品を生み出します。 

ペダリングに合わせて
左右がしなる
ツインバーデザイン

2種類のフォームを使った
デュアルデンシティ

局部への痛みを低減

メンズサドル

RXアドバンス RX921V

メンズサドル

VARIANT バリアント

発注番号

651436 ブラック
￥5,500（税抜）
サイズ：267×187mm
参考重量：485g

レディースサドル

RXアドバンス レディース RX922V

651437 ブラック
￥5,500（税抜）
サイズ：254×187mm
参考重量：495g
女性に合わせたサドル形状

●2時間以上のサイクリングに最適。●複数の素材を内部で使い分けることで最高
レベルのクッション性を実現したスポーツ医学に基づくRXテクノロジー。スポー
ツ医学に基づくRXテクノロジー。●サドルを2つに分ける大きな溝は局部への痛
みを大幅に低減し、通気性を確保。●最高のフィット感と防水性を実現するマイ
クロファイバー表面素材。●剛性の高いベース上に衝撃吸収性の高いソフトゲル
を配置。

防水カバー

2種類のフォームを使った
デュアルデンシティゲル30％＋

中距離
サイクリング向き

近距離サイクリングや
街乗り向き

完全防水と快適性を両立
落ち葉を敷き詰めたような柔らかさ

圧倒的な快適性。
アメリカNo.1のゲルサドルテクノロジー

雨の日も安心の防水素材。

E-GELシリーズはSERFASの他のモデルより
30%ゲルの量を多くしたソフトモデル。
360°伸縮するソフレックス素材はおしりの形
に完全にフィット。

メンズサドル

E-GEL デュアルデンシティ 
DDMD-200
発注番号

651426 ブラック
¥3,400（税抜）
サイズ：280×172mm
参考重量：575g

レディースサドル

E-GEL デュアルデンシティ レディース DDLD-200

651425 ブラック
¥3,400（税抜）
サイズ：260×178mm
参考重量：585g

●1～2時間のサイクリングに最適。●おしりの形にぴったりフィットする衝撃吸収用
リアクディブゲル。●30%ゲルを増量。●局部の痛みを軽減するエルゴノミックデザイ
ン。●伸縮性の高いソフレックス表面素材はゲルの性能を最大限発揮。＊ソフレックス
素材は長時間の紫外線を受けると劣化が早まるので、直射日光が当たる場所での長時間
の放置はおやめください。

メンズサドル

E-GEL MSD-100

レディースサドル

E-GEL LSD-100

発注番号

651429 ブラック
¥3,800（税抜）
サイズ：267×165mm
参考重量：620g

651428 ブラック
¥3,800（税抜）
サイズ：260×178mm
参考重量：625g

●水を弾き、柔軟性の高い表面素材。●お尻に吸い付くようなタッチを実現する最高ク
ラスの柔軟性を持つリアクティブゲル。●局部の痛みを低減するエルゴノミックデザイ
ン。●伸縮性の高いソフレックス表面素材はゲルの性能を最大限発揮。＊ソフレックス
素材は長時間の紫外線を受けると劣化が早まるので、直射日光が当たる場所での長時間
の放置はおやめください。

Womens
W

品番 016380 
サドル RXアドバンス

品番 016381 
サドル イーゲル

品番 016392 
サドル RXデュアルデンシティ

サドル RXアドバンス

サドル イーゲル

サドル RXデュアルデンシティ

POP

POP

POP

発注番号 

652075
¥7,800（税抜）
参考重量：254g
サイズ：272mm×145mm 
●バリアントサドルは、快適性を追求するために革新的なカスタマイズが可能で
す。●5つのインサートパーツから1つを選んで装着することで、サドルのしなり
具合を微調整し、個人にあった座り心地を実現。●圧力を分散させる凹面構造。
●しなやかなクロモリ製レール。●防水・抗菌仕上げ。

長距離
ツーリング向き

NEW
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2つの硬さのクッションを
組み合わせ快適

水・汚れに強い
エレメントカバー

水・汚れに強い
エレメントカバー

水・汚れに強い
エレメントカバー

内部にいくほど
固い特殊フォーム

圧迫を防ぐ形状

圧迫を防止する
カットアウト

2種類のクッションを
組み合わせ快適

サドル

ELEMENTS DUAL DENSITY 
MEDICAL CUT エレメント デュアルデンシティ メディカルカット
発注番号 

651441
¥5,200（税抜）
●全天候対応の穴あき快適サドル。●雨、雪、泥、紫外線に耐えるエレメントカ
バー。●スポーツ医学に基づいた穴あきデザイン。●1～2時間のサイクリングに
最適。●おしりの形にぴったりフィットする衝撃吸収用リアクディブゲル。●2種
類の多孔質フォーム、ゲルを重ね合わせたICSシステム。●サドルベースに穴を開
けて衝撃を逃がすデュアルデンシティシステム。●局部の痛みを軽減するエルゴノ
ミックデザイン。●完全防水。
サイズ：279×171mm
参考重量：565g

サドル

ELEMENTS DUAL DENSITY 
DDM-200E エレメント デュアルデンシティ

発注番号 

651440
¥4,500（税抜）
●全天候対応の快適サドル。●雨、雪、泥、紫外線に耐えるエレメントカバー。●
1～2時間のサイクリングに最適。●おしりの形にぴったりフィットする衝撃吸収用
リアクディブゲル。●2種類の多孔質フォーム、ゲルを重ね合わせたICSシステム。
●サドルベースに穴を開けて衝撃を逃がすデュアルデンシティシステム。●局部の
痛みを軽減するエルゴノミックデザイン。●完全防水。
サイズ：279×171mm
参考重量：565g

サドル

REACTIVE GEL YOUTH 
KS-264E リアクティブ ジェル ユース

発注番号 

651445
¥2,800（税抜）
●ジュニアサイズ。●全天候対応のゲルサド
ル。●雨、雪、泥、紫外線に耐えるエレメン
トカバー。●近距離サイクリングや街乗りに
最適。●おしりの形にぴったりフィットする
衝撃吸収用リアクディブゲル。●完全防水。
サイズ：229×140mm
参考重量：400g

サドル

ELEMENTS REACTIVE GEL
LS-100E エレメント リアクティブジェル

サドル

ELEMENTS REACTIVE GEL
MSC-226E エレメント リアクティブジェル

発注番号 

651444
¥3,500（税抜）
●全天候対応のゲルサドル。●雨、雪、泥、紫外線に耐えるエレメントカバー。●
近距離サイクリングや街乗りに最適。●おしりの形にぴったりフィットする衝撃吸
収用リアクディブゲル。●完全防水。
サイズ：260×178mm
参考重量：555g

発注番号 

651443
¥3,500（税抜）
●全天候対応のゲルサドル。●雨、雪、泥、紫外線に耐えるエレメントカバー。●
近距離サイクリングや街乗りに最適。●おしりの形にぴったりフィットする衝撃吸
収用リアクディブゲル。●完全防水。
サイズ：267×165mm
参考重量：555g

サドル

E-GELカットアウト EG-8240C

発注番号

651427 ブラック
¥4,200（税抜）
サイズ：279×171mm
参考重量：627g
●防水性の高いソフレックス表面素材。●お尻に吸い付くようなタッチを実現する最
高クラスの柔軟性を持つリアクティブゲル。●局部の痛みを低減するエルゴノミック
デザイン。●伸縮性の高いソフレックス表面素材はゲルの性能を最大限発揮。＊ソフ
レックス素材は長時間の紫外線を受けると劣化が早まるので、直射日光が当たる場所
での長時間の放置はおやめください。

サドル

MSC-226 リアクティブジェル

発注番号 

651403 ブラック
¥4,000（税抜）
サイズ：267×165mm
参考重量：555g
●ライダーのお尻の形に柔軟に変形するリアクティブジェル。●ライクラ素材のカ
バーはスーツなどデリケートな素材へのダメージを低減。●深い溝が痛みを軽減。

サドル

EX-2600 EXERCISER エクササイザー

発注番号 

650713 ブラック
¥5,800（税抜）
サイズ：324×311mm
参考重量：1230g
●超ワイドタイプのクルーザーサドル。●ゲル入りクッション素材。●肌触りの良い
ライクラ表面素材。

ジュニアサドル

KS-264 YOUTH ユース

発注番号 

652071 ブラック
¥3,100（税抜）
サイズ：229×140mm
参考重量：420g
●キッズ用コンパクトサドル。●ゲル入りクッション素材。●深い溝が痛みを軽減。

サドルスペック表
パフォーマンス エレメント E-GEL シティバイクCB

RX-RR MH-RX RXアドバンス デュアルデンシティ リアクティブゲル デュアルデンシティ200 リアクティブゲル100

推奨用途

レース ◎

ロングライド ◎ ◎

通勤 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

買い物 ☆☆

性能

衝撃吸収性 瞬間的なお尻の痛さを軽減する性能。 ☆ ☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆ ☆☆

血流量 血流量が多いほど、長時間走行した時のお尻の痛みが少ない。 ☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆☆☆

耐久性 紫外線による劣化や擦過傷に対する強さ。 ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆☆☆

防水性 雨天時に水分を寄せ付けない性能。 ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ☆☆

カバー素材

マイクロファイバー 通気性と防水性に優れた高密度のカバー。 ○ ○ ○

エレメント 雨、雪、泥を完全に防ぐ耐久性の高いカバー。 ○ ○

ソフレックス 最も伸縮性に優れるソフトな素材。 ○ ○

ビニール 完全防水だが柔軟性がやや下がる。 ○

形状
ツインバーデザイン サドルの左右が完全に独立して動く形状。 ○ ○ ○

2ステップシステム サドルの上面を2段にして圧力を軽減。 ○ ○

プレッシャー分散チャネル 体重を適切に分散してサドルに伝える技術。 ○ ○

内部構造
ICS 硬さの異なる多孔質フォームで作られたクッション材。 ○ ○ ○ ○ ○

プログレッシブフォーム 表面から徐々に柔らかさが異なるクッション材。 ○ ○

ゼロフリクションゲル 体のわずかな動きを吸収して摩擦を減らすゲル。 ○ ○ ○ ○ ○＋30% ○＋30%

ベース デュアルデンシティ ベースに穴をあけることで衝撃を優しく吸収。 ○ ○ ○ ○

近距離サイクリングや
街乗り向き

近距離サイクリングや
街乗り向き

近距離サイクリングや
街乗り向き

近距離サイクリングや
街乗り向き

穴あき+ラバースプリング

品番 016594 
サドル リアクティブジェルサドル リアクティブジェル

POP
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サドル

CLASSIC CRUISER
CC-100 クラッシッククルーザー

発注番号 

650712 ブラック
651442 ブラウン
¥4,200（税抜）
サイズ：267× 248mm
参考重量：840g
●クラシックタイプのクルーザーサドル。●クロームリアスプリング。●防水ビ
ニール表面素材。

サドル

CB-200 シティバイクサドルM

サドル

CB-300 シティバイクサドルL

発注番号 

651505
¥3,500（税抜）
参考重量：466ｇ
サイズ：282×175mm
●自転車通勤に最適なハンドグリップ付きサドル。●ハンドグリップはこんな時に
役立ちます。・駐輪場での出し入れ・狭い場所での方向転換・歩道を押して歩く
時。●スポーティにペダルを回せる細身タイプ。●アップライトなポジションで最
も快適に座れる設計。●スチールレール。●完全防水のビニール素材。

発注番号 

651506
¥3,500（税抜）
参考重量：485ｇ
サイズ：265×192mm
●自転車通勤に最適なハンドグリップ付きサドル。●ハンドグリップはこんな時に
役立ちます。・駐輪場での出し入れ・狭い場所での方向転換・歩道を押して歩く
時。●ゆったり座れる幅広タイプ。●アップライトなポジションで最も快適に座れ
る設計。●スチールレール。●完全防水のビニール素材。

駐輪や輪行に便利なグリップ付き

駐輪や輪行に便利なグリップ付き

サドル

TRI PRO トライ プロ チタニウム レイルズ

発注番号 

651446
¥12,000（税抜）
参考重量：225g
サイズ：279×148mm
●トライアスロン用レースサドル。●長時間のライディングでも快適なデザイン。
●トランジション時に便利なノーズフック。
レール素材：ステンレスカバー：ウルトラソフト防水マイクロファイバー
ベース：コンポジットカーボン

サドル

VISTOSO ビストソ

発注番号 

651488 ブラック
651489 ホワイト
¥5,300（税抜）
サイズ：295×135mm
参考重量：260g
●快適スタイリッシュサドル。●座り心地の良いロングシートのロード用。●細身
の形状ながら厚めのパッドで高いクッション性。●防水マイクロファイバー素材。

軽さを求める
レース向き

かぶせるだけでふわふわサドル！
ハイブリッドゲルサドルパッド

使えば分かる高性能

ストレッチ素材

股ずれを防ぐゲル内臓

局部への圧迫を低減する
ディープグルーブデザイン

サドルパッド

BMP-SP ハイブリッドGEL

発注番号 

654500 ブラック
¥2,900（税抜）
サイズ：280×205mm
参考重量：306g

細身のレーシングサドル用
サドルパッド

BMP-AT スリムライン
発注番号 

654503 ブラック
¥2,700（税抜）
サイズ：260X147mm
●リアクティブジェル内蔵のアナトミックデザインでサドルをよりソフトな乗り心
地に改造。●一般的なサドルカバーより30%ゲルを増量し高い衝撃吸収性。●ライ
クラ素材で伸縮が容易。

ゲル＋ウレタンフォームの2重構造

たっぷりゲル＋人間工学デザイン
最も多い部分で何と3cm厚みのゲルを使
用。痛みの原因になりやすい中央部分をく
ぼませる事でさらなる快適さを追求。ス
ポーツ医学博士による人間工学デザイン。

柔軟性に優れるウレタンフォームの上に衝
撃吸収性の高いリアクティブゲルを配置。
serfas 独自の2 重構造により圧倒的な衝
撃吸収性能を有します。

取り付け方法

カバーの裏面は滑り止め素材に
なっており、取り付ける時はサ
ドル全体を覆うようにします。

サドル後方までカバーを引っ張
り、付属のひもでずれないように
締めつけて下さい。

取り付けが完了するとこのように
なります。2重構造のハイブリッ
ドサドルパッドで快適サイクリン
グが楽しめます。

サドル先端にカバーを引っ掛け
ます。

ウレタンフォーム リアクティブゲル

高い耐久性

伸縮性が高く
様々なサドルに対応

雨の内部への侵入を防ぐ

サドルカバー

WATERPROOF SCB-1 ウォータープルーフ

発注番号 

654501 ブラック
¥1,100（税抜）
サイズ：240×130mm
参考重量：16g
●雨の浸入を防ぐ、伸縮性の高い高性能スポー
ツバイク用サドルカバー。●防水式で伸縮が容
易。●内側がすべりにくくなっているので、カ
バーがずれることがありません。●MTBやク
ロスバイクサドル用。

サドルカバー

WATERPROOF 
CRUISER 
ウォータープルーフ クルーザー

発注番号 

654502 ブラック
¥1,400（税抜）
●サドルに取り付ける防水カバー。●伸縮性が高く様々なサドルにフィット。●幅
190mm以上のサドル用。●裏面は滑り止め加工。

様々なサドルに対応 使い方は簡単

大きなコンフォートサドルから細身
のレーシングサドルまで、高い伸縮
性を活かして対応します。

サドルの先端からカバーを
重ねます。

後ろの部分まで引っ張ってサドルの全体を覆わせ
て完成。1.5 倍に伸びる伸縮性防水素材がサドル
への水の浸入を防ぎます。

裏面の白い部分は滑り止め素材に
なっていて、激しいペダリング時
もずれにくいようになっています。

品番 016388 
サドル サドルパッド

品番 016667 
サドルカバー ウォータープルーフ

品番 016386 
サドルカバー ウォータープルーフ

サドルカバー ウォータープルーフ

サドルカバー ウォータープルーフ

POP

POP

POP
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驚くほど軽いポンピングが支持されて
愛用者はのべ50万人以上

FP200はSERFASだけの独占販売。
フロアポンプ

FP-200
発注番号

046711 ブラック
046712 レッド
046714 ブルー
046715 ホワイト
046719 イエロー
046798 ステルスブラック（オールブラック）
046725 フラッシュピンク
046726 シャンパンゴールド

¥3,800（税抜）
参考重量：1.6kg　
高さ：670mm　
最大11気圧/160PSI●高性能の大型メーター装置。●シ
ンプルバルブで切替なしに仏式と米式バルブに対応。●
英式バルブ用アダプター付。●握りやすいエルゴノミッ
クグリップ。●ボールなどにも空気を入れられるアタッ
チメント付。

高圧まで軽々

ロングホース

高性能圧力メーター

本体内部のシリンダーを
先に置いたディスプレイ
の文字が反射するまで磨
き上げる事で摩擦抵抗を
極限まで低減。

11気圧/160psiまで軽々と
ポンピングする事が可能。

ホースの長さは90cm。前後タイヤまで楽々バルブヘッドを持って行
く事が可能。タイヤ毎にポンプを移動させる必要がありません。

切替なしで
仏・米バルブに対応

さらに高性能になったFP200の上位モデル
フロアポンプ

FP-200SE
発注番号 

046791 ブラック
046792 レッド
046795 ホワイト

¥4,400（税抜）
最大11気圧/160PSI
●FP-200のポンピングの軽さはそのままに、使いやすさを追求した上
位モデル。●丈夫なメタル製バレルとベース●握りやすいエルゴノミッ
クハンドル●ベースにグリップテープを施し、クリート付きのシューズ
でも使いやすい●見やすい直径6cm大型空気圧ゲージ●持ち運びに便利
なハンドルロック●仏式、米式はアタッチメント不要のシンプルバルブ
ヘッド。英式は付属のアダプターで対応。●ボールなどにも空気を入れ
られるキット付き。

見やすい直径6cm
大型空気圧ゲージ

これで完成車とフロアポンプを
一緒に販売しても持って帰る
ことができます。

1本に無償で1枚。
FP-200SEには￥300相当の
ポンプ専用SERFASバッグが
無償で付属！！

持ち運びに便利な
ハンドルロック

ベースにグリップテープを施し、クリ
ート付きのシューズでも使いやすい

ポンプ

FP-200SE 
DIGITAL GAUGE 

発注番号 

047009 レッド
047010 イエロー
047011 クローム
047016 ブラック
¥5,600（税抜）

参考重量：1658g
最大11気圧/160PSI
●デジタルゲージを装備した先進のフロアポンプ。●±1%の精度を有す
る大型デジタルゲージを装備。●ゲージの位置が高く、ポンピング中も
確認しやすい。●力の入れやすいエルゴノミックグリップ。●持ち運び
の時にスマートなハンドルロック機構。●ボールなどに空気を入れられ
るアタッチメント付。●デジタルゲージは簡単に電池交換可能。

品番 016396 
ポンプ FP-200ポンプ FP-200

POP

FP-200 補修パーツ

③のプラスチック部品はかしめてあるため使用できません。
Oリングの補修用として準備しております。

　  発注番号
①046694 ゲージカバーシルバー
②046695 ゲージカバーブラック
③046696 シリンダーパッキン
④046697 ヘッドパッキンOリング
⑤046698 バルブヘッドアダプター
　　　　　　（FMP－500にも対応）
⑥046710 スマートバルブ／ホース
⑦046692 バルブヘッドキャップグレー
　　　　　　（FMP－500にも対応）
046699 ダンロップアダプター

¥200（税抜）
¥200（税抜）
¥400（税抜）
¥200（税抜）
¥100（税抜）

¥1,500（税抜）
¥100（税抜）

¥300（税抜）

上部に付いた
見やすいメーター

磨き上げたバレルで
軽いポンピング

①

①

②

②

③

③

④

④

⑤

⑤

⑥

⑥

⑦

⑦

FP-200SE 補修パーツ

ハンドル
アッセンブリー
発注番号 

046688
¥1,000（税抜）
①ハンドル、
②ハンドルフック、
③シャフト、
④ラバーストラップ、
⑤ゲージベース、
⑥ピストン、
⑦ピストンバルブ

ハンドルストラップ
発注番号 

047001
¥100（税抜）

バルブヘッドアダプター
発注番号 

046691
¥200（税抜）
バルブヘッド用パッキン

ゲージカバー
発注番号 

046689
¥200（税抜）

スマートヘッドキャップ
発注番号 

047002
¥100（税抜）

スマートヘッド
発注番号 

046701
¥600（税抜）

サーファスのデジタルゲージ フロアポンプをインプレッション

　こんにちは、自転車通勤担当のサキです。
　ロードバイク、クロスバイクに乗るうえで欠かせないのがフロアポンプですね。今回はデジ
タルゲージ(圧力計)を装備した最新のフロアポンプ「FP200SE DIGITAL」を紹介します。

デジタルゲージのメリット
・圧力が正確
・文字が大きくて今の数値が見やすい
・暗い所でも見やすい
　普通のフロアポンプだと、小さな数字が集まっていて、老眼
でなくても見づらいですね。
　ポンピング中は左写真のように表示されます。
　ボタンを押して、ディスプレイを起動。ボタンを押して、

BARやPSIの単位を切り替えができます。見ての通りの大型文字で、一目で今の空気圧が分か
ります。起動中はバックライトが光るので、かなり視認性が高いです。電池はCR2032×1

で動作します。ポンピングを進めていくと、数字がグイグイと
上がっていき、今の空気圧が一目で分かります。FP200SEと
同じ高圧対応バレルなので、9気圧までは余裕で入れられますの
で、ロードバイク、クロスバイクどちらも使えます。
　細かな所の配慮もされたフロアポンプバルブを固定するため
のポンプヘッドの使いやすさにも配慮されています。フレンチ
バルブ、アメリカンバルブ両方に対応。
　ベースの部分も金属＋滑り止めの樹脂加工が施されているの
で、ロードバイクシューズでも滑りにくいようになっていま
す。
　表示が見やすいデジタルゲージのフロアポンプ、ロードバイ
ク、クロスバイクのメンテナンスにおすすめです。

社員ブログ



Womens
W

一般車パーツ

NEW NEW

2928
価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

社員ブログ

フロアポンプ

FMP-500

フロアポンプ

TCPG 

発注番号

046709 オレンジ
¥7,800（税抜）
参考重量：1.5kg

●本体はアルミニウム合金製、ホースはステン
レスで補強。●最大18気圧/260PSI、高性能の
大型メーター装置。●シンプルバルブで切替な
しに仏式と米式バルブに対応。●握りやすいエ
ルゴノミックデザインのハンドル。●ボールな
どにも空気を入れられるアタッチメント付。

発注番号

047008 グレー
047020 ブラック
¥2,980（税抜）

●グリップが握りやすく、ポンピングが容易に可能。●高圧も簡単に入れられ
ます。●米仏バルブに対応。●アルミバレルと樹脂ベースの組み合わせ。●見
やすい大型空気圧ゲージ。●ボールなどにも空気を入れられるアタッチメント
付。●最大160PSI。●英式トンボ付属。

※FP-200よりも格段に長いバレル
が入れやすさの特徴

フロアポンプ

FP-35 

発注番号

046704 ブラック
¥2,200（税抜）

●米仏バルブに対応。●アルミバレルと樹脂
ベースの組み合わせ。●見やすい大型空気圧
ゲージ。●最大160PSI。

フロアポンプ

WFP-200
女性必見！使いやすくてかわいい☆
SERFASのレディースポンプ 
WFP-200

普通サイズのFP-200SEと比べる
と、高さが約10センチ違います。

低いから力がいれやすい！
だから疲れない！

発注番号

046708 ピンク
¥4,200（税抜）
参考重量：1.5kg

●女性がデザインしたレディースモデル。●最
大11気圧/160PSI、高性能の大型メーターで
確認が容易。●シンプルバルブで切替なしに仏
式と米式バルブに対応。●英式バルブ用アダプ
ター付。●ボールなどにも空気を入れられるア
タッチメント付。●女性に対応するために高さ
は低く565mm。

　倉庫スタッフとして働いていたシミズと申します。さて、自転車のメンテナンスで最初
に覚えることといえば空気入れですよね。でも、ポンプが大きくて力を入れにくいなぁと
思った方、いらっしゃいませんか？身長150センチ未満の私は、持ち手を上げると胸の高
さまでくるので、そこから力を入れにくいのです。一回一回体を反らす形になるので、す
ぐに疲れてしまいます。

ミニフロアポンプ

MP-04G 

発注番号 

046797
¥3,600（税抜）
参考重量：179g
全長：290mm

●コンパクトに折りたためるミニフロアポンプ1本の棒になるので、持ち運びや
収納が簡単。●エアゲージ内蔵。●仏式と米式両方に対応。●美しいアルミポ
リッシュ仕上げ。●最大8気圧/120PSI 

ミニポンプ

MP-03G GRIFTER w/GAUGE 
グリフター w/ゲージ

ポンプ

AF-1 
エアフォースワン チューブレス エアボンベ

発注番号

046899 シルバー
¥3,900（税抜）
参考重量：315g
全長：300mm
最大空気圧：7気圧/100psi
●フットポンプにもなるハンディポンプ。●太くて長い胴体で十分な空気を充
填。●切替なしに仏式と米式バルブに対応するデュアルヘッド。●折りたたみ式
で握り易いハンドル。●プレッシャーゲージ付。●フレーム用ブラケットが付属。

発注番号 

047007
¥6,800（税抜）
参考重量：2,313ｇ
高さ：約52ｃｍ
●チューブレスタイヤのビードを上げるための専用ポンプ。●全ての
チューブレスタイヤに対応。●持ち運びも使い方も簡単仕様。●キャ
ニスターの過度な膨張を防ぐブローオフバルブ。●米仏バルブに対
応。●最大160PSI。

ミニポンプ

RP-1

発注番号

046926 シルバー
¥1,800（税抜）
参考重量：95g

最大空気圧：7気圧/100psi
●アルミ製コンパクトポンプ。●ジャージのポケットに入るほどコンパクト。
●仏式と米式バルブに対応。●フレーム用ブラケットが付属。

仏・米対応

ホース式

140psiまで対応の高精度アルミボディ

ミニポンプ

ROAD MISSILE MP-7 ロード ミサイル

発注番号 

047006
¥2,900（税抜）

●ロードバイクタイヤに最適な最大140PSI対応のミニポンプ。●ホース式で力
が入れやすく、バルブにも優しい。●高圧がスムーズにストローク可能な高精
度アルミボディ。●仏式と米式バルブに対応。
サイズ：23cm（伸長時36cm）
最大空気圧：9.6気圧/140PSI
参考重量：100g

2,100円もお得!! 人気のスタートセット
サイクリングに必要なアイテム
¥5,900分のお買得セット。

サドルバッグ ¥1,800
ポンプ ¥2,000
工具 ¥1,300
タイヤレバー ¥300
パンク修理パッチセット ¥500

ミニポンプ

CK-1 コンボキットワン

発注番号 

102071
¥3,800（税抜）
参考重量：473g

●大容量サドルバッグ、ミニポンプ、
6機能ミニツール、パンク修理セット
がパッケージになったセット。

日本語のプラスチック台紙に切り取って
サドルバッグに入れられるパンク修正
マニュアルが付属! 初心者でも安心です。

品番 016382 
サドルバッグ CK-1 コンボキット1サドルバッグ CK-1 コンボキット1

POP

グリップが握りやすく、ポンピングが容易に可能。

※
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ケーブルロック

12MM CABLE LOCKCL-301 12mm ケーブルロック

●8mmの硬化スチール製ワイヤー。●4桁の番号を自由
に設定。●耐久性の高いラバーコーティング仕上げ。

コンビネーションロック

COMBO LOCK コンボロック

長さ：1800mm
巻き取り時の直径：135mm
●フレームに優しいソフトビニールコーティング。
●4ケタの番号を自由に設定。●フレーム用取り付
け用ブラケット付き。●自然とコンパクトになるセ
ルフコイリングシステム。

ケーブルロック

KEY CABLE LOCK 
キー ケーブルロック

CL-15
発注番号

030179　
¥2,400（税抜）
太さ：15mm

CL-301
発注番号

030164　
¥2,200（税抜）
太さ：12mm
長さ：1600mm

CL-501
発注番号

030172
¥2,100（税抜）
太さ：12mm

番号設定ができるナンバー式ロック

防犯性の高いディンプル式ロック
KL-15
発注番号

030173
¥2,200（税抜）
太さ：15mm

KL-501
発注番号

030171　
¥1,800（税抜）
太さ：12mm長さ：1800mm

巻き取り時の直径：135mm
●フレームに優しいソフトビニールコーティング。
●防犯性の高いディンプルキー。●フレーム用取り
付け用ブラケット付き。●自然とコンパクトになる
セルフコイリングシステム。

12mm

12mm

12mm

15mm

15mm

サドルバッグ

RD-2 MEDIUM 
シートロード ミディアム

ステムバッグ

SCP-1Phone Case 
Water Resistant
SCP-1フォーンケースウォーターレジスタント

発注番号

012985 ブラック
¥3,000（税抜）
大きさ：191×57×51mm
参考重量：99g
●防水表面加工。●夜間の安全を確保する後側のリフレク
ター付。●ストラップはテールライトのホルダーも兼用。
●キーリング収納。●最大容量：86.4㎤

発注番号

013228
¥2,900（税抜）
カラー：ブラック
●耐水性の素材でスマートフォンを確実にバイクに取り付け。●4.3インチ以内の画
面サイズを持つスマートフォンに適合(はっ水目安として65mm×129mm程度)。●
雨を弾く防水素材。●使いやすい透明のスクリーンカバーでタッチスクリーン操作
が可能。●裏側に現金・カード等の貴重品を入れられるポケット付き。●SCP/SC
共通ステムマウント付き（1個）布や携帯を入れておくのに便利。

フォーンケース用ブラケット

MTB シューズ

SINGLE TRACK MTB シングルトラック

ROAD シューズ

PACELINE ROAD ペースライン

MTB シューズ

TRAX ティーラックス

発注番号 

160265 41
160266 42
160267 43
160268 44
ブラック

発注番号 

160273 41
160274 42
160275 43
160276 44
ブラック

¥8,000（税抜）
●ゆったり履ける幅広ロードシューズ●微調整がしやすく、固定力の高い3スト
ラップ式。●つま先部分は幅広形状で日本人にフィット。(EE～EEEサイズ)●軽
量で通気性の高いアッパー素材。●クッション性があり疲れにくいインソール。
●コンポジットソール。
対応クリート：SPD-R、SPD-SL、LOOK、SPEEDPLAY

¥9,800（税抜）
●幅広タイプのMTBシューズ。●レースアップ(紐)タイプ。●ブラック・ネオン
イエロー・オレンジの3色の靴紐が付属。●日本人向けの幅広形状な爪先部分。●
丈夫なサイド素材。●スエード調合成皮革アッパー。●高い通気性で足ムレを防
止。●ソフトなクッション性を持つインソール。
対応クリート：SPD

発注番号 

160269 41
160270 42
160271 43
160272 44
ブラック

¥8,000（税抜）
●ゆったり履ける幅広MTBシューズ●微調整がしやすく、固定力の高い3スト
ラップ式。●つま先部分は幅広形状で日本人にフィット。(EE～EEEサイズ)●軽
量で通気性の高いアッパー素材。●2種類の素材を使用したグリップ力の高いソー
ル。●クッション性があり疲れにくいインソール。●コンポジットソール。
対応クリート：SPD

シューズパーツ

ニューバックルペア

サドルバッグ

MONSOON WATERPLOOF
モンスーン ウォータープルーフ

フレームバッグ

AERO TOP TUBE BAG
エアロ トップ チューブバッグ

フレームバッグ

SMART PHONE 
TOP TUBE BAG
スマートフォン トップ チューブバッグ

フレームバッグ

SMART PHONE 
TOP TUBE BAG
スマートフォン トップ チューブバッグ

発注番号 

160240 ブラック
160241 ホワイト
160242 シルバー
¥1,000（税抜）
●1ボタンリリースタイプ。●ペア。
PILOT、PODIUM、ASTRO用。

発注番号 

013233 ブラック
013234 レッド
013235 ブルー
¥3,400（税抜）
大きさ：奥行き16.5cm×高さ6.4cm×幅11.4cm
容量1.19リットル
●完全防水のモンスーンバッグは持ち物を安全に、ドライに保ちます。●ロールトップと
ゴムを組み合わせた開口部で出し入れがラクラク。●バイクを離れる場合にも、簡単に取
り外しができるクイックリリースブラケットが付属。●反射ロゴでナイトライドも安心。

発注番号 

013940
¥2,800（税抜）
サイズ：奥行き16.5cm×高さ7.6cm×幅8.9cm
容量：1.11リットル
●エアロダイナミクスと利便性を追求したトップ
チューブバッグ。●空気抵抗を削減し、ダンシン
グ時にも脚に干渉しにくい形状は、補給食の携帯
が必須になるトライアスロンから日常のライディ
ングまで幅広く対応する設計。●二重構造のコラ
ムベルトを採用し、激しいハンドリングや路面の
凹凸に対しても安定した固定が可能。●表面仕上
げになめらかな黒の反射素材を採用。●安全性の
高い２箇所のマジックテープ固定。●内張りにソ
フトな布地を採用し、ガジェットのキズを防ぐ。

発注番号 

013941
¥2,800（税抜）
サイズ：幅10cm×高さ8cm×奥行き18cm
容量： 0.4リットル
●上部にスマートフォンを固定し、下部に収納を
備えたチューブバッグ。●バイクから取り外しを
しなくても、スマートフォンのタッチパネル操
作が可能な設計。●下部の収納はクッションを
備え、補給食はもちろん、バッテリー・ライト・
チューブ・工具などを収納可能なゆったりとした
容量。●タッチパネル操作部分は取り外して交換
が可能。●5.5インチのスマートフォンまで対応す
るゆとりのあるサイズ。●コラム＋トップチュー
ブ2箇所の合計3箇所での固定。

発注番号 

013942
¥1,300（税抜）
●スマートフォントップチューブカバーの
交換用トップパネル。●長期の利用で汚れ
やキズなどが付いた場合、トップパネルだ
けを交換可能。

シューズパーツ

マイクロバックルペア

発注番号 

160243 グレー
160244 ホワイト
¥1,000（税抜）
●2ボタンリリースタイプ。●ペア。
PILOT、PODIUM、ASTRO用。
※固定用ネジは付属しません。

シューズパーツ

バックルベルト 
マイクロニュー用

発注番号 

160245
¥600（税抜）
カラー：ブラック
●1ボタン、2ボタン共用
PILOT、PODIUM、ASTRO用。

サイズ換算表

サイズ cm

41 26

42 26.5

43 27.5

44 28
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立体分割RXゲルパッドにより
80％以上の人の手の痛みが改善

スポーツ医学に基づき
痛みの研究から生まれた
ドクターグローブ

フルフィンガーグローブのサイズ目安
①中指の先端から手首まで長さ
②中指と薬指の付け根から1.25cm下方の幅

2つの神経
圧迫を軽減

正中神経

尺骨神経

ショートフィンガーグローブのサイズ目安
①中指の第二関節から手首まで長さ
②中指と薬指の付け根から1.25cm下方の幅

SERFASはカリフォルニア大学のケネス・テイラー博士は共同でグローブを研究し、多くのライダーが
経験する手の痺れを軽減するRXグローブを開発しました。
RXグローブは手の平部分の形状を見直すことで、2つの神経への圧迫を軽減することで大幅に痺れを
軽減し、長時間の走行でも快適なグリップを提供します。ドロップハンドルのフラット部とブラケット
部、フラットハンドルのグリップ部の全てに対応しています。

軽量、速乾、柔らかな素材、痛みの軽減すべてを実現した最高グレード

メンズ・ショートフィンガーグローブ

RX
発注番号 

151430 S
151431 M
151432 L
151433 XL
ブラック

151434 S
151435 M
151436 L
151437 XL
ブルー/ブラック

151438 S
151439 M
151440 L
151441 XL
レッド/ブラック

151442 S
151443 M
151444 L
151445 XL
ホワイト/ブラック

外しやすいフィンガー
ストラップ付。

¥3,800（税抜）
●メンズショートフィンガーグローブ。●RXグローブ技術が手の痺れを軽減。●
柔軟性、快適さと耐久性を高めるパッド配置と2重縫製加工。●外しやすいフィン
ガーストラップ。●マイクロファイバーを親指部分に使用。●通気性が良く、丈
夫なストレッチメッシュ素材。

Doctor

Model

メンズ・ショートフィンガーグローブ

ZEN ゼン
発注番号 

151450 S
151451 M
151452 L
ブラック

151454 S
151455 M
151456 L
151457 XL
ブルー/ブラック

151458 S
151459 M
151460 L
151461 XL
レッド/ブラック

151462 S
151463 M
151464 L
151465 XL
ホワイト/ブラック

¥3,400（税抜）
●軽量、速乾、柔らかな素材、痛みの軽減すべてを実現した指切りグローブ。●柔
軟性、快適さと耐久性を高めるパッド配置と2重縫製加工。●通気性が良く、丈夫な
ストレッチメッシュ素材。●マイクロファイバーを親指部分に使用。●外しやすい
フィンガーストラップ。

メンズ・ショートフィンガーグローブ

STARTER スターター

メンズ・ショートフィンガーグローブ

VIGOR ビガー

メンズ・ショートフィンガーグローブ

DOMINION ドミニオン

メンズ・ショートフィンガーグローブ

TYRO タイロ

発注番号

151330 S
151331 M
151332 L
151333 XL
ブラック

発注番号

153700 S
153701 M
153702 L
153703 XL
ブラック

発注番号

153712 S
153713 M
153714 L
153715 XL
ブラック

発注番号

153724 S
153725 M
153726 L
153727 XL
ブラック

151334 S
151335 M
151336 L
レッド/ブラック

153704 S
153705 M
153706 L
153707 XL
レッド

153716 S
153717 M
153718 L
153719 XL
レッド

153728 S
153729 M
153730 L
153731 XL
レッド

151338 S
151339 M
151340 L
ホワイト/ブラック

153708 S
153709 M
153710 L
153711 XL
ブルー

153720 S
153721 M
153722 L
153723 XL
ブルー

153732 S
153733 M
153734 L
153735 XL
ブルー

¥2,200（税抜）
●耐久性を高める為に手のひら部分と親指部分をパッドで補強。●通気性が良く、
丈夫なストレッチメッシュ素材。●外しやすいフィンガーストラップ。●マイクロ
ファイバーを親指部分に使用。

¥3,800（税抜）
●ライド時の疲労を減少する立体分割ゲルパッドを採用。●手
のひら部分の摩耗を防ぐ合成皮革を使用。●外しやすいシリコ
ンタブ付き。●耐久性を高めるダブルステッチ。●グリップ力
に最適化された手のひら部分のシリコンコーティング。●ベン
チレーションホールで汗を逃す。●通気性の高いメッシュ素材
と、伸縮性のある合成繊維。●ベルクロクロージャーストラッ
プ採用。●親指部分にタオル素材。

¥3,400（税抜）
●ライド時の疲労を減少する合成素材を採用。●グローブの柔
軟性が増す立体分割パッド。●手のひら部分の摩耗を防ぐ合成
皮革を使用。●外しやすいシリコンタブ付き。●耐久性を高め
るダブルステッチ。●グリップ力に最適化された手のひら部分
のシリコンコーティング。●ベンチレーションホールで汗を逃
す。●通気性の高いメッシュ素材と、伸縮性のある合成繊維。
●ベルクロクロージャーストラップ採用。●親指部分にタオル
素材。

¥2,400（税抜）
●ライド時の手の痺れを減少するパッドを採用。●外しやすい
シリコンタブ付き。●耐久性を高めるダブルステッチ。●ベン
チレーションホールで汗を逃す。●通気性の高いメッシュ素材
と、伸縮性のある合成繊維。●ベルクロクロージャーストラッ
プ採用。●親指部分にタオル素材。

NEW

NEW

NEW

社員ブログ
SERFAS の新グローブを使い比べ！

　坂バカプロモーションスタッフRYO です。高い
コスパで人気、サーファスのグローブがリニュー
アルしました。が、正直に言うと3 種類あるグ
レードの違いが分からない…！(笑)というわけで、
実際に使って比較です！一番の違いはズバリ！こ
だわりのパッドです！

　まずは末っ子、一番お
手頃なタイロ。ほぼ全面
にパッドがはいってるの
が特長です。ゆっくり走
りたい人や長距離を走り
たい人に適しています。
個人的にはパッドがフカ

フカしないダイレクト感のあるグローブが好きな
のですが、これはパッドが硬めでコシがあるので
アリだなと思いました。

　次男はバランスが良
いドミニオン。ちょっ
とパッドの面積が減り
ましたね。ダイレクト感
とクッション性のバラン
スが良いです。パッドが
７つに分割されているの

で、ハンドルを握った時にシワが出来づらくなって
います。さらにシリコンの滑り止めも付いています
ね！

　長男、価格を超えるパ
フォーマンスのビガー。
パッドがゲルになりま
す！指の付け根のパッド
は無いので、ダイレクト
感が欲しい人はコレで

すね。ハンドルを引き付けるような場面で力が逃
げません。手首側のパッドは神経を守る位置に配
置されています。もちろん滑り止めシリコンも付
いています。モコモコしないレーシーなパッドで
す！

　〈サイズ感に注意！〉
　Sを選んだ私。（手の
大きさは画像をご参照く
ださい。）最初にはめた
時はかなーりきつく感じ
ました。でも使っている
うちに馴染んできて、今

ではイイ感じです。小さめを選ぶのがオススメ。
（ドミニオンだけM を選んだのですが、使ってい
るうちに大きくなって、今ではSにしておけば良
かったと後悔しています。）またタイロは少しゆ
とりのあるサイズ感です。リラックスした使い方
を想定しているからでしょうね。で、どれを選べ
ばいいの？基本的にはどのグレードも間違いない
ので、お財布に応じて選んでもらえばOKです。
・レース志向の人
　→ダイレクト感のあるビガー一択です！
・リラックスして走りたい人、長距離を走破した
　いツーリング派
　→手を優しく守ってくれゆとりのあるタイロが
　オススメ。
・タイロの頼もしいパッドは捨てがたいけど、耐
　久性がほしい人
　→バランスの良いドミニオンがオススメ。

バーテープ

TWO TONE STITCHED 2トーンスティッチ
発注番号

474242 レッド
¥2,600（税抜）
●2色のカラーパターンが楽しめる。●上品なレザー風素材。
●高い衝撃吸収性。●滑り止め表面加工。●裏面の粘着テー
プで取り付けが簡単。●洗濯可能。 

バーテープパッド

REACTIVE BAR GEL リアクティブ バージェル
発注番号

447299 クリア
¥1,900（税抜）
参考重量：36g（片側）
●バーテープの内側に巻き込むリアクティブジェルのパッ
ド。●ショックの吸収の強化。●4枚のパッドでハンドルバー
の上側と下側にセット。

バーテープ

ECHELON SYNTHETIC 
CORK BAR TAPE 
エセロン シンセティック コルク バーテープ

バーテープ

CARBON LOOK BAR TAPE カーボンルック バーテープ

長さ：1850mm
●触り心地が良く、耐久性の高いバーテープ●裏側の特殊な両
面テープで簡単な取り付け。●薄く、軽く、伸縮性に優れる人
口素材。●ショックを吸収するエシュロン製コルクタイプ。

発注番号

474260 シルバー
¥2,000（税抜）
●光沢のあるカーボン柄バーテープ。●衝撃吸収素材をベー
スに使用して高い快適性。●裏面の粘着テープで取り付けが
簡単。●洗濯可能。

発注番号

447281 ブラック
447286 チェレステ
447285 ホワイト
¥1,300（税抜）
474276 ダークブラウンマーブル
474280 グレーカモ
474281 レッド/グリーン/イエロー
¥1,600（税抜）
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グローブ

WINTER PEAK SUBPOLAR 
ウィンターピークサブポーラー

発注番号 

153680 XS
153681 S
153682 M
153683 L
153684 XL
153685 XXL

¥4,800（税抜）
●高い防寒性の0度対応グローブ。●厳寒期に使用できる防寒性の高い
ウィンターグローブ。●高い撥水性と防風性。●余分な湿気を逃がすソフ
トシェルアウター。●内側はフリース素材で高い保温性。●手の平はゲル
パッドを配置して衝撃を吸収。●手首はベルクロストラップで確実な固
定。●推奨使用気温　0度～5度

グローブ

HOT GLOVE GALE 
ホットグローブゲル

発注番号 

153686 XS
153687 S
153688 M
153689 L
153690 XL
153691 XXL

¥3,400（税抜）
●高い柔軟性のウィンターグローブ。●初冬や春先に使用できるウィン
ターグローブ。●高い撥水性と防風性。●手首は長いネオプレン素材で保
温性をアップ。●シリコンプリントでグリップ力を向上。●手の平はゲル
パッドを配置して衝撃を吸収。●手首はベルクロストラップで確実な固
定。●推奨使用気温　5度～10度

グローブ

HIDEAWAY MITTEN COVER 
ハイドアウェイミトンカバー

発注番号 

153692 XS
153693 S
153694 M
153695 L
153696 XL
153697 XXL

¥2,800（税抜）
●指先を寒さから守るミトンカバー付きウィンターグローブ。●風や雨か
ら指先を守る着脱式カバーを装備。●通気性の高いマイクロファイバー素
材で高い操作性。●シリコンプリントでグリップ力を向上。●初冬や春先
に便利な簡単に温度調整が可能なウィンターグローブ。
●推奨使用気温　5度～10度

滑りにくい
クレイトンラバー

ゲル内臓

落な姿勢を
実現する設計

バーエンド

STABILIZER AL 
スタビライザーAL

発注番号

474010 アルミ/ブラック
474011 ブラック
474012 レッド
474014 ブルー
474015 ホワイト

¥2,000（税抜）
参考重量：110g（ペア） 
長さ：100mm
幅：34mm
厚み：20mm 

●アルミ素材に握りやすいクレイトンラバーを融合させ
たバーエンド。●ハンドルの上下に本体が取り付くの
で、前傾姿勢になりすぎることがなく、自然にバーエン
ドを握る事が可能。●バイス構造により、4mmボルト1
本でカーボンハンドルにも確実な取り付けが可能。●左
右の形状は同一です。

血流を改善するプロフローテクノロジー

グリップ

PRO-FLO LOCK ON 
プロフロー ロックオン

発注番号

441421 ブラック
441422 レッド
441424 ブルー
441425 グレー

¥2,900（税抜）
参考重量：91g 
長さ：145mm

●プロフローテクノロジーによる手のひらへの圧力軽
減。●手に完全にフィットするエルゴノミックデザイ
ン。●手と指への疲労を軽減。●デュアルデンシティに
よるショックの吸収。●強力に固定するロックオンクラ
ンプを採用。

手の骨格、筋肉、血管の位置から最適なグリップ形状を追求したスポーツ医学に基づく設計。

プロフローテクノロジー１
指の付け根と親指の付け根にかけて
圧力を分散。

プロフローテクノロジー２
親指の付け根が当たる部分の厚みを
限界まで薄型化。グリップで最も大
事な人差し指と親指のホールド感が
大きく向上。

グリップ先端のスタビライザー
先端の小さな突起に小指を軽く当て
る事で驚くほど手の安定性が向上。
長時間のライディングに効果を発
揮。

最新技術が生きる高性能グリップ
serfasの研究成果を最大限に活かし
た手に優しいプロフローグリップで
す。

握りやすさNO.1

社員ブログ
サーファス プロフローグリップインプレッション

　サーファスからリリースされている、ちょっとおかしな形
のグリップのご紹介です。

　ほかにこんな形のグリップを見た
ことがありません。
　グリップの部分にゲルが付いてい
ます。手のひらの正中神経、尺骨神
経を守るように配置されているの
で、長時間のライドでも手がしび
れません。実際にMTB に装着して
SDA王滝100キロに参加したことが
ありますが、これを使っていた時だ
けゴール後の手のしびれがありませ
んでした。手の指にフィットするよ
うに波型になっています。

　ネジでハンドルに装着するロックオンタイプなので、装着
も簡単で、固定力もばっちりです。端っこに突起が出ていま
すが、私はバーエンド代わりにつかっています。
　突起の突出しが少ないので、バーエンドとしてはちょっと

ものたりないかもしれないですが、
握りに変化を持たせることが出来る
ので、疲労を軽減できると思ってい
ます。
　注意したいのは手のひらが当たる
ゲル部分が熱や紫外線の影響を受け
やすい点です。真夏の炎天下の中に

毎日毎日放置すると、劣化を早めます。グリップは消耗品で
すので、取扱を工夫することで寿命を延ばすことができると
思いますよ。以上、グリップ選びの参考になれば幸いです。

グリップ

DUAL ROCK-ON 
デュアルロックオン

グリップ

CONNECTORS® LOCK-ON
コネクター・ロックオン

グリップ

CONNECTORS® SL 
コネクターSL

グリップ

CONNECTORS® SR 
コネクター SR

●究極の薄型グリップ。●ハンドルとの圧倒的な一体感
を実現。●薄いグリップでありながら、衝撃吸収ゲルを
使用し、高い快適性。●ボルト固定式で装着が簡単。

発注番号 

441515 ブラック
441516 ブルー
¥2,800（税抜）

441517 グリーン
441518 グレー
441519 レッド

発注番号

441407 ブラック
¥2,200（税抜）
●ショックを吸収するジェル内蔵。●3重構造のトリ
プルデンシティ。●強力に固定するロックオンクラン
プを採用。

発注番号

441406 ブラック
¥1,600（税抜）
参考重量：42g
長さ：127mm
●ショックを吸収するジェル内蔵。

発注番号

441500 ブラック
441501 ホワイト
¥2,900（税抜）
●ボルトで固定するロックオンタイプ。●人間工学に
基づいて設計されたデュアルデンシティ。

発注番号 

441405 ブラック
¥1,400（税抜）
参考重量：76g
長さ：130mm

●人間工学に基づいて設計されたデュアルデンシティで
ショックを吸収するソフトジェルタッチ。●手のひらと
指の疲労を軽減するアナトミックデザイン。●ノンスリッ
プタイプの表面処理。●エルゴノミック RXデザイン。

発注番号

441503 ブラック
¥1,400（税抜）
●人間工学に基づいて設計されたデュアルデンシ
ティ。

グリップ 

CONNECTOR SHIFT
コネクター シフト

グリップ

RX-DUAL DENSITY 
RXデュアルデンシティ

グリップ

CONNECTORS® SX MTB
コネクターSXロック

グリップ

CONNECTORS® DIAMOND 
PLATE LOCK ON
コネクターダイヤモンドプレート ロックオン

発注番号 

441511 ブラック
¥3,100（税抜）
●ボルトで固定するロックオンタイプ。●人間工学に
基づいて設計されたデュアルデンシティ。

発注番号 

441415 ブラック
¥3,100（税抜）
●硬質の内部シェルと2重の外部ケーシングのトリプ
ル・デンシティ・デザイン。●シングル・カラー・
ロックオン。

発注番号

11441401 ブラック
¥1,400（税抜）
●人間工学に基づいて設計されたデュアルデンシティ
でショックを吸収。●少し細いスリムデザイン。●
ハードインナーとソフトアウター。

グリップ 

PRO プロ

グリップ

SWIFT LOCK ON
スウィフトロックオン

発注番号

441513 グレー/ピンク
¥2,900（税抜）
●ボルトで固定するロックオンタイプ。●人間工学に
基づいて設計されたデュアルデンシティ。

参考重量：45g
長さ：130mm

参考重量：52g
長さ：130mm

品番 016389 
グリップ スタピライザーグリップ スタピライザー

POP
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社員ブログ
28Cでも23Cタイヤに劣らない走りの軽さ！!

　坂バカプロモーションスタッフRYOです。ここ数年、
ちょっとした荒れ道もこなせるロードバイク「グラベルロー

ド」が増えてきましたね。そこで手
持ちの700Cツーリングバイクに、
28Cタイヤを入れてみることにしま
した！
　セカの特長としては、230gと

軽量ながらとにかく耐パンク性能が高いということ。防弾
チョッキの素材としても使われるバリスティックナイロンを
使用しています。また、タイヤサイドのひび割れが発生しに
くいということで、ショップの方にも好評なんです！
　完成車付属のタイヤと比べると、しなやかで乗り心地がイ
イ！というのも特長です。秘密は「120TPI」。数字が大きけ
れば大きいほど細くてしなやかな繊維を使用していることを
示しています。
　で、グラベルロード用タイヤとしてはどうなのか？まず
は、アプローチの舗装路。最高です！正直、23Cのレーシン
グタイヤとほとんど変わらない軽快感です。少なくとも、今
まで使っていた完成車付属の25Cタイヤと比べると圧倒的に
軽快です！！それでいて、乗り心地は23C、25Cとは比較に
ならないシルキーさ！そして、未舗装路。砂利道の林道はイ
ケます！腐葉土の積もったトレイルはテクニック次第です。
舗装路での走行を重視したグラベルライドにオススメです。　　
　ロードレーサーに限界まで太いタイヤをつけて未舗装路を
攻めるなんて使い方も楽しそうですね。

バリスティックナイロンをトレッド下に
挟み込むことでパンクの原因となる異物
からタイヤを守る。

FPS（FLAT PROTECTION SYSTEM）はパンクと引き裂きに対
して高い耐久性を持ちながら、柔軟性、軽量性を持つSERFAS独自
の技術。

SERFASでは各モデルの使用用途に
最適なTPIを採用。

FPSレイヤー

ケーシング

本
国
ア
メ
リ
カ
で

圧
倒
的
な
人
気
を
誇
る

レ
ー
シ
ン
グ
タ
イ
ヤ
。

SECA＆TUONO シリーズ

コーナリング時に安定感のある
ハイグリップコンパウンド

直線は抜けるように軽い
低抵抗コンパウンド

パンクを防ぐ
FPSレイヤー

レースに最適な軽量フォールディングビード

トレーニング、通勤におすすめのワイヤービード

タイヤ

SECA RACING RS セカレーシング RS

ロード用タイヤ

SECA セカ
¥2,200（税抜）
ケーシング：60tpi
ビード：ワイヤー
空気圧：125psi
参考重量：300g（23C）、315g（25C）、330g（28C）
●排水性の高い溝によりウェット時のグリップが向上。●貫通パンク、スネークバイトを予防
するフラットプロテクションシステム。●長寿命と転がり抵抗の軽減を実現するため、セン
ター部分には68デュロメーター（硬さの単位）のコンパウンド、サイドにはコーナリング性能
を高める60デュロメーターのコンパウンド使用、ハイスピードを維持しながら安定したコーナ
リングが可能。

¥3,800（税抜）
ケーシング：120tpi
ビード：ケブラー
空気圧：130psi
参考重量：210g（23C）、220g（25C）、230g（28C）
●理想のレーシングタイヤ。●軽さ、快適性、低抵抗、グリップ力の全てが高レベル。●軽量
耐パンクシールド素材内蔵。●センター部分は68デュロメーターハードゴムで耐久性と転が
り抵抗の軽さを追求。●サイド部分は柔らかい58デュロメーターのソフトゴムで高いグリップ
力。●軽量なフォールディングビード。●しなやかで路面追従性の高い120TPIケーシング。 

品番 016383 
タイヤ セカ

品番 016391 
タイヤ セカレーシング

品番 016384 
タイヤ セカ

品番 016385 
タイヤ セカ

タイヤ セカ

タイヤ セカレーシング

タイヤ セカ

タイヤ セカ

POP

POP

POP

POP

カラー 23C 25C 28C

グレー/ブラック 728015 728052 728053
ブラック/ブラック 728012
ブルー/ブラック 728043
ブルー/ブラック 728065 728067
オレンジ/ブラック 728046
ピンク/ブラック 728047 728058
レッド/ブラック 728048 728068
ホワイト/ブラック 728049 728069
グリーン/ブラック 728062
オールブラック 728066

カラー 23C 25C 28C

ブラック/ブラック 728010 728070 728642
グレー/ブラック 728020 728033 728038
ブルー/ブラック 728021 728034 728039
ピンク/ブラック 728022 728035 728040
レッド/ブラック 728023 728036 728041
ホワイト/ブラック 728024 728037 728042
グリーン/ブラック 728630 728635 728640
パープル/ブラック 728631 728636 728641
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クロスバイクの走りを変えるレーシング性能

センターは軽い転がり

ハイグリップ素材

耐パンク素材

ハイスピード&
長寿命素材

フォールディングビードで軽量

サイドはハイグリップ

タイヤ

SECA SPORTS セカスポーツ

クロスバイク用

TUONO HYBRID ツオーノハイブリッド

700×38C
発注番号

728450 ブラック／ブラック
700×32C
728451 ブラック／ブラック
728645 グレー／ブラック
728646 ブルー／ブラック
728647 レッド／ブラック
728648 ホワイト／ブラック
728649 ピンク／ブラック
728650 グリーン／ブラック
728651 パープル／ブラック

¥2,600（税抜）
ケーシング：60tpi
ビード：ワイヤー
空気圧：7気圧/100psi
参考重量：390g（32C）、420g（38C）
●パンクに強いフラットプロテクションシステム。●スリックタイプのト
レッドで低い走行抵抗。●特殊なコンパウンドラバーですぐれた耐磨耗性。
●濡れた路面に強いセミブロックパターン。●長寿命と転がり抵抗の軽減を
実現するため、センター部分には68デュロメーター（硬さの単位）のコンパ
ウンド、サイドにはコーナリング性能を高める60デュロメーターのコンパウ
ンド使用、ハイスピードを維持しながら安定したコーナリングが可能。

発注番号 

728655 700×23C
728656 700×25C
728657 700×28C
¥3,000（税抜）
ビード：フォールディング
最大空気圧：130PSI
参考重量：230g(23C)、260g(25C)、300g(28C)
●しなやかで軽量なフォールディングビード。●レーシングスリックトレッ
ド。●センター部分は転がり抵抗の低い65aデュロメーターのハードコンパ
ウンド。●サイド部分は柔らかい58aデュロメーターのハイグリップコンパ
ウンド。

センターとサイドで
コンパウンドを使い分け
長寿命

走行抵抗の軽い
トレッドパターン

耐パンクレイヤー

耐パンクレイヤー

滑りにくい
セミブロック
パターン

センターと
サイドで
コンパウンドを
使い分け

クロスバイク（700C）/MTB用（26＆29インチ）

DRIFTER CITY 
ドリフターシティ

クロスバイク用

VIDA HYBRID 
ヴィダハイブリッド

タイヤ

LESTO GRAVEL GRIP 
レスト グラベル グリップ

タイヤ

ROOST ルースト

発注番号　　　　　　　　　　　　　　　参考重量

728445      700×32C 500g
14730055 26×1.5 　600g
14730051 26×2.0 　850g
729015      29×2.0 　950g

発注番号

728444 700×32C
14727031 700×38C

¥2,600（税抜）
カラー：ブラック
ビード：ワイヤー
空気圧：5.5気圧/80psi
参考重量：475g（32C）、495g（38C）
●パンクに強いフラットプロテクションシステム。●低い走行抵抗で耐磨耗
性にすぐれている。●濡れた路面に強いセミブロックパターン。

発注番号 

728658 700×23C
728659 700×25C
728660 700×28C
728661 700×32C
¥5,500（税抜）
ケーシング：120TPI
ビード：フォールディング
最大空気圧：130PSI
参考重量：205g(23C)、215g(25C)、225g(28C)、250g(32C)
●転がり抵抗を最小限にするボルカニックシリカコンパウンド。●センター
トレッドはスリック、サイドトレッドはマイクロブロックで高速走行と悪路
のグリップ力を両立。●ガレ場での耐パンク性能を最大化するFPS-RPOと
FPSの2層構造。(FPS-PRO：フラットプロテクションプロ。高密度で織り込
まれた軽量な防弾繊維の耐パンクベルト。FPS：フラットプロテクション。
標準的な密度で織り込まれた防弾繊維の耐パンクベルト。)

発注番号 

729025 27.5×2.2
¥5,500（税抜）
ビード：フォールディング
最大空気圧：65PSI
参考重量：650g
●パンクのリスクを軽減する防弾素材のFPSシステム。●センター部分は転
がり抵抗の低い68デュロメーターのハードコンパウンド。●サイド部分は柔
らかい58デュロメーターのハイグリップコンパウンド。

¥2,800（税抜）
カラー：ブラック
ビード：ワイヤー
空気圧：4.5気圧/65psi
●パンクに強いフラットプロテクションシステム。●センターリッジのト
レッドデザインで走行抵抗の減少。●トレッド部は硬いコンパウンドですぐ
れた耐磨耗性。●69デュロメーターのスーパーハードコンパウンドを使用し
て超寿命＆転がり抵抗軽減。

729026 27.5×2.0/650B
729013 27.5×1.5

品番 016608
タイヤ ツオーノ

品番 016559
タイヤ ツオーノ

品番 016560
タイヤ ツオーノ

品番 016561
タイヤ ツオーノ

タイヤ ツオーノ タイヤ ツオーノ

タイヤ ツオーノ

POP POP POP

POP

シンプルで軽量なレーシングタイヤ 超耐久ハードコンパウンド

ツーリングに最適なトレッド

SERFAS最強の耐パンクグラベルタイヤ

走行抵抗の少ないミニブロックパターンタイヤ

NEW
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MTB XC用（26インチ）

HP

MTB XC用

VERMIN バーミン

FRONT フロント

MTB オールマウンテン用（26＆29インチ）

KREST クレスト

BMX用

TRACKER トラッカー

発注番号

726012 26×2.0
ワイヤー
¥3,600（税抜）

発注番号

726016 26×2.1  830g
ワイヤー
¥3,600（税抜）
729010 29×2.1 940g
ワイヤー
¥3,800（税抜）

発注番号

720083
¥1,800（税抜）
カラー：ブラック
サイズ：20×2.3（ETRTO406）
ビード：ワイヤー
空気圧：65psi
参考重量：568g
●グリップ力の高いブロックパターン。●長寿命コンパウンド。

カラー：ブラック
空気圧：65psi
●センタートレッドはハイスピード走行が可能なタイトパターン。●全天候
対応。●パンクに強いフラットプロテクションシステム。

726017 26×2.1  750g
フォールディング
¥4,300（税抜）
726713 26×2.35 1050g
ワイヤー
¥3,600（税抜）

●パンクに強いフラットプロテクションシステム。●走行抵抗を減少させた
トレッドデザインはオンロードにも性能を発揮。●フロントは走行性、リア
は駆動性を重視したトレッドデザイン。

発注番号

14730081 ワイヤー
¥2,900（税抜）
カラー：ブラック
サイズ：26×1.90
空気圧：4.5気圧/65psi
参考重量：715g

カラー：ブラック
空気圧：65psi
参考重量：720g（ワイヤー）、650g（ケブラー）
●ドライな路面の高速走行に最適なブロックの低いトレッドパターン。●パ
ンクに強いフラットプロテクションシステム。

726013 26×2.0
フォールディング
¥4,700（税抜）

トレーニングに最適なMEOシリーズ　耐パンク層を省いて高いコストパフォーマンスを実現

CHASE チェイス DEPUTY デプティ SHERIFF シェリフ

タイヤレバー

TLV

発注番号

728455 ワイヤー
¥1,800（税抜）

発注番号

726725
ワイヤー
¥1,800（税抜）

発注番号

115130 
¥400（税抜）
長さ：106mm
参考重量：30ｇ
●硬くて丈夫なナイロンを使用。●スポークフッ
クが一体化。●タイヤへの差し込み部は薄くて広
く作業が簡単。●3枚/組。

発注番号 

726726 26×2.1
¥2,000（税抜）
729014 27.5×2.0
¥2,900（税抜）
729016 29×2.1
¥2,500（税抜）

●オールラウンドなロード用タイヤ。●30TPIの
ケーシングを3つ重ねて90TPIにした長寿命構造。
●フラットプロテクションなし。●転がり面のト
レッドゴムを厚くした長寿命構造。

●なめらかなロードタイプのパターン。●30TPI
のケーシングを3つ重ねて90TPIにした長寿命構
造。●フラットプロテクションなし。

●オールマウンテン用のトレッドパターン。●
30TPIのケーシングを3つ重ねて90TPIにした長
寿命構造。●フラットプロテクションなし。

カラー：ブラック
サイズ：700×23
空気圧：120psi

カラー：ブラック
サイズ：26×1.95
空気圧：50psi

カラー：ブラック
ワイヤー
空気圧：65psi

品番 016670 
チューブチューブ

POP

タイヤスペック表 LESTO SECA RS SECA スポーツ SECA TUONO VIDA DRIFTER CHASE

スペック

グリップ力 ☆☆☆☆ ☆☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆ ☆☆ ☆☆

耐摩耗性 ☆☆ ☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆☆ ☆☆☆☆ -

フォールディング ○ ○ ○

推奨用途 120 120 60 60 60 - - -

推奨用途

レース ○ ○ ○

トレーニング ○ ○ ○ ○

耐パンクベルト ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

耐パンクベルト
FPS-PRO ○

FPS ○ ○ ○ ○ ○ ○

サイズ

23C ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

28C ○ ○ ○ ○

32C ○ ○ ○ ○

38C ○ ○

発注番号
フレンチバルブ アメリカン

外径 サイズ 肉厚mm 参考重量 FV33mm FV48mm FV60mm FV80mm AV33mm 税抜価格

12" 12×1.5/2.2 0.9 762880 ￥800

16" 16×1.5/2.2 0.9 762881 ￥800

20" 20×1.5/2.2 0.9 762882 ￥800

24"
24×1.5/2.2 0.9 762883 ￥800

24×1.90/2.125 0.9 762431 ￥800

26"

26×1.0/1.25 0.9 160g 762937 ￥800

26×1.25/1.75 0.9 160g 762938 762884 ￥800

26×1-3/8 0.9 762885 ￥800

26×1.50/1.75 762630 ￥2,000

26×1.75/2.2 0.9 190g 762939 762886 ￥800

26×1.90/2.125 762631 ￥2,000

26×2.2/2.5 0.9 235g 762940 762887 ￥800

26×4.0/4.9 762931 762934 ￥1,600

27.5"

27.5×1.25/1.5 762932 ￥800

27.5×1.75/2.3 0.9 762852 ￥800

27.5×2.5/3.0 762942 ¥1,200

29" 29×1.75/2.35 0.9 235g 762941 762899 ￥800

700C

700×18/25C 0.9 105g 762894 762853 762895 ￥800

700×28/38C 0.9 140g 762896 762888 ￥800

700×35/50C 762933 ￥800

安心のSERFASチューブ
圧倒的に低い不良率!

●耐久性の高い チューブ素材。
●仏式全てねじ切り。
●バルブコアは取り外し不可。

STANDARD TUBES 
スタンダードチューブ 

BULK PACK バルク パック
50本セットのショップ用ボックス。

発注番号 サイズ 商品名 税抜価格

762935 26×1.75/2.2 MTBタイヤAVバルク(50チューブ) ¥24,000
762936 700×18/25 ロードタイヤFVバルク(50チューブ) ¥26,000

舗装路での軽い走りを
実現するセンタートレッド

長寿命
コンパウンド

ダートで安心な
サイドノブ

REAR リア
発注番号

14730082 ワイヤー
¥2,900（税抜）
カラー：ブラック
サイズ：26×1.90
空気圧：4.5気圧/65psi
参考重量：750g



一般車パーツ
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価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

品番 016679  
ライト アポロ USBライト アポロ USB

POP

ヘッドライト

TSL-2500

ヘッドライト

USL-1500
ヘッドライト

USL-1100

ヘッドライト

USL-850

発注番号

028975 ブラック
¥47,300（税抜）
参考重量：540g(バッテリー込み)
●明るさ2500ルーメンのヘッドライト。●4時間急速充電。●RAMエアクーリング機能で明るさ
とLED持続点灯時間が長持ち。●クイックリリース・ハンドルバー・マウント付。●簡単に取り付
けられるヘルメット・マウント付属。●1.5mの延長コードを付属。●ケーブル式リモートスイッ
チ付属。●5モード：オーバードライブ、ハイ、ミディアム、ローとフラッシュ。●点灯時間：
1.75時間(オーバードライブ/2500ルーメン)。

ヘッドライト

TSL-1000
発注番号

028974 ブラック
¥35,200（税抜）
参考重量：315g(バッテリー込み)
●明るさ1000ルーメンのヘッドライトと35ルーメンのテイルライトのセット。●サンダーボルト
テイルライトをバッテリーに内蔵。●RAMエアクーリング機能で明るさとLED持続点灯時間が長
持ち。●クイックリリース・ハンドルバー・マウント付。●簡単に取り付けられるヘルメット・マ
ウント付属。●1.5mの延長コードを付属。●ケーブル式リモートスイッチ付属。●5モード：オー
バードライブ、ハイ、ミディアム、ローとフラッシュ。●点灯時間：1.5時間(オーバードライブ＋
テイルライト※1000ルーメン)。

ヘッドライト

TSL-750
発注番号

028973 ブラック
¥17,600（税抜）
参考重量：235g(ブラケット込み)
●明るさ750ルーメン。●USB急速充電により3時間30分
で満充電。●クイックリリース・ユニバーサルハンドルバー
マウント付き。●充電ケーブルとAC/USB変換アダプター付
属。●モード: オーバードライブ、ハイ、ミディアム、ロー
とフラッシュ。●交換用レンズ付属(ワイド照射とノーマル照
射の2種類)。●点灯時間：1.5時間(750ルーメン)、7.5時間
(160ルーメン)。

発注番号

029300
￥14,800（税抜）
●1500ルーメン。●サイドライト搭載。●IPX6レベルの防水仕
様。●重量：ブラケット込みで240ｇ。●3時間で満充電（USBの
アンペア数により変動します）。●3段階で充電残量を表示。●点
灯モード（点灯時間の目安）：オーバードライブ（1.5時間）、ハイ
（2.5時間）、ミディアム（4.5時間）、ロー（6.5時間）、デイタ
イムフラッシュ（35時間）、ローフラッシュ（20時間）。

ヘッドライト

USL-600

発注番号

029303
￥7,800（税抜）
●600ルーメン。●IPX6レベルの防水仕様。●重量：ブラケット込
みで162ｇ。●2.75時間で満充電（USBのアンペア数により変動し
ます）。●3段階で充電残量を表示。●点灯モード（点灯時間の目
安）：オーバードライブ（1.5時間）、ハイ（2.5時間）、ミディア
ム（4.5時間）、ロー（8.25時間）、デイタイムフラッシュ（60時
間）、ローフラッシュ（28時間）。

ヘッドライト

USL-450

発注番号

029304
￥3,900（税抜）
●450ルーメン。●IPX4レベルの防水仕様。●重量：ブラケット込
みで162ｇ。●3.25時間で満充電（USBのアンペア数により変動
します）。●3段階で充電残量を表示。●点灯モード（点灯時間の
目安）：オーバードライブ（2.5時間）、ハイ（3.5時間）、ミディ
アム（7時間）、ロー（14.5時間）、デイタイムフラッシュ（25時
間）、ローフラッシュ（20時間）。

ヘッドライト

USL-200

発注番号

029305
￥2,900（税抜）
●200ルーメン。●IPX4レベルの防水仕様。●重量：ブラケット込
みで142ｇ。●2.5時間で満充電（USBのアンペア数により変動し
ます）。●3段階で充電残量を表示。●点灯モード（点灯時間の目
安）：ハイ（2時間）、ミディアム（4.25時間）、ロー（7時間）、
デイタイムフラッシュ（50時間）、ローフラッシュ（18時間）。

発注番号

029301
￥11,800（税抜）
参考重量：235g(ブラケット込み)
●1100ルーメン・サイドライト搭載。●IPX6レベルの防水仕様。
●重量：ブラケット込みで240ｇ。●2.5時間で満充電（USBのア
ンペア数により変動します）。●3段階で充電残量を表示。●点灯
モード（点灯時間の目安）：オーバードライブ（1.5時間）、ハイ
（2.5時間）、ミディアム（4.5時間）、ロー（9.5時間）、デイタ
イムフラッシュ（30時間）、ローフラッシュ（40時間）。

発注番号

029302
￥9,800（税抜）
●850ルーメン。●IPX6レベルの防水仕様。●重量：ブラケット
込みで162ｇ。●2時間で満充電（USBのアンペア数により変動し
ます）。●3段階で充電残量を表示。●点灯モード（点灯時間の目
安）：オーバードライブ（1.5時間）、ハイ（2.5時間）、ミディ
アム（3.5時間）ロー（6.5時間）、デイタイムフラッシュ（50時
間）、ローフラッシュ（30時間）。

品番 016592  
ライト TSL-750ライト TSL-750

POP

品番 016679  
ライト アポロ USBライト アポロ USB

POP

ライト

APOLLO USL-10 アポロ

ライト

APOLLO SL-10 アポロ

ライト

APOLLO SL-10 BULK24 アポロ

発注番号 

028991
¥1,980（税抜）
●ワンタッチで取り付けられるUSB充電式フロントライト。●高輝度ホワイト
LED。●点灯モード(点灯時間の目安)：点灯ハイ(3時間)、点灯ロー(6時間)、
点滅(50時間)、高速点滅(50時間)。●高品質なアルミボディ。●自由度の高い
ストラップ固定式でハンドルやフレームに取り付け可能。●雨でも安心の防滴
仕様。●240度の視認性で高い安全性。●リチウムイオンバッテリーを内蔵し
たUSB充電式。

発注番号 

028992
¥980（税抜）
●ワンタッチで取り付けられる乾電池式フロントライト。●高輝度ホワイト
LED。●点灯モード(点灯時間の目安)：点灯(50時間)、点滅(150時間)。●高
品質なアルミボディ。●自由度の高いストラップ固定式でハンドルやフレーム
に取り付け可能。●雨でも安心の防滴仕様。●240度の視認性で高い安全性。
●テスト用CR2032ボタン電池2個付属。

発注番号 

028993
¥19,800（税抜）
●SL-10アポロ フロントが24個入ったお得なバルクボックス。●ワンタッチ
で取り付けられる乾電池式フロントライト。●高輝度ホワイトLED。●点灯
モード(点灯時間の目安)：点灯(50時間)、点滅(150時間)。●高品質なアルミ
ボディ。●自由度の高いストラップ固定式でハンドルやフレームに取り付け可
能。●雨でも安心の防滴仕様。●240度の視認性で高い安全性。●テスト用
CR2032ボタン電池2個付属。

ライト

APOLLO UTL-10 アポロ

ライト

APOLLO TL-10 アポロ

ライト

APOLLO TL-10 
BULK24 アポロ

発注番号 

028994
¥1,980（税抜）
●ワンタッチで取り付けられるUSB充電式リアライト。●高輝度レッド
LED。●点灯モード(点灯時間の目安)：点灯ハイ(3時間)、点灯ロー(6時間)、
点滅(50時間)、高速点滅(50時間)。●高品質なアルミボディ。●自由度の高い
ストラップ固定式でシートポストやフレームに取り付け可能。●雨でも安心の
防滴仕様。●240度の視認性で高い安全性。●リチウムイオンバッテリーを内
蔵したUSB充電式。

発注番号 

028995
¥980（税抜）
●ワンタッチで取り付けられる乾電池式リアライト。●高輝度レッドLED。●
点灯モード(点灯時間の目安)：点灯(50時間)、点滅(150時間)。●高品質なア
ルミボディ。●自由度の高いストラップ固定式でシートポストやフレームに取
り付け可能。●雨でも安心の防滴仕様。●240度の視認性で高い安全性。●テ
スト用CR2032ボタン電池2個付属。

発注番号 

028996
¥19,800（税抜）
●TL-10アポロ リアが24個入ったお得なバルクボックス。●ワンタッチで取
り付けられる乾電池式リアライト。●高輝度レッドLED。●点灯モード(点灯
時間の目安)：点灯(50時間)、点滅(150時間)。●高品質なアルミボディ。●自
由度の高いストラップ固定式でシートポストやフレームに取り付け可能。●雨
でも安心の防滴仕様。●240度の視認性で高い安全性。●テスト用CR2032
ボタン電池2個付属。

アルミボディ

取付自在のストラップ

USB充電

ボタン電池で
コンパクト

NEW NEW

NEWNEW

NEWNEW
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USBヘッドライト

USL-5
USBシリコンライト

USL-S

ライト

THUNDER BLAST REAR 
サンダーブラスト リア

テールライト

RED EYE TL-415 レッドアイ

ライト

STARTER COMBO KIT CP-N4 

スターターコンボキツト

ヘッドライト

USL-1LED

テールライト

USL-R1LED

発注番号

028936 ブラック
028938 レッド
028939 ホワイト
¥2,500（税抜）
●USB充電式。●充電表示ライト。●イン
テグレーテッド・ブラケット付。
明るさ：25ルーメン
3モード：ハイ、ロー、フラッシュ
点灯時間：8時間

発注番号 

028271
¥2,500（税抜）
点灯時間：6.5時間（LOW）

発注番号 

028272
¥2,900（税抜）
点灯時間：6.5時間（LOW）

発注番号

028935 ブラック
¥4,000（税抜）
●70ルーメン。●180度の視界。●
USB充電式。●充電表示ライト。●イ
ンテグレーテッド・ブラケット付。●
3モード：ハイ、ロー、フラッシュ。
●点灯時間：6.5時間

発注番号 

028989
¥5,800（税抜
●電池の消耗を自動で通知するテイルライト。●リア用ライトは電池が切れて
も乗車中のライダーからは見えません。消灯状態での走行を防止するため、電
池が切れる約10分前に走行中でも聞こえる85デシベルの大きな警告音を発し
ます。●エアロシートポストにも対応するストラップ固定式。●最長約15時
間のロングライフ。●リチウムイオンバッテリーを内蔵したUSB充電式。
点灯モード(点灯時間の目安)：ハイ点灯40ルーメン(2.25時間)、ロー点灯10
ルーメン(7.75時間)、ハイ点滅(4時間)、ロー点滅(15.25時間)
参考重量：48g

発注番号 

028990
¥850（税抜）
●3LEDの高輝度リアライト。●500m後方からも確認できる明るさ。●最長
200時間の長寿命設計。●点灯モード(点灯時間の目安)：点灯(140時間)、点
滅(200時間)●テスト用単4電池2本付属。●ベルトやバッグに取り付けられ
るクリップを本体に内蔵。●フレーム取付用ブラケット付属。
参考重量：50g

発注番号 

028997
¥2,900（税抜）
●150ルーメンの明るいフロントライトとテールライトのセット。●テスト用
単3電池3本付属。●テールライトはレッドアイが付属。
フロントライト：最大150ルーメンの高輝度ホワイトLED。
最長点灯時間：30時間
点灯モード：点灯、点滅

●USB充電式1LEDライト。●本体を直接USBポートに接続可能。●どこに
でも取り付け可能なシリコンブラケット。●12ルーメン。●Hi/Low/点滅
モード。

電池の消耗を
音で通知

USB充電

取付位置が自在の
ストラップ

電池の消耗を自動で通知

”BLAST”

明るくてコンパクトなUSBフロントライト 明るくてコンパクトなUSBテイルライト
ライト

USL-4BK
ライト

UTL-4BK

発注番号

028983
¥19,800（税抜）
TSL-2500用交換バッテリー

発注番号

028981
¥4,400（税抜）
TSL-350/750用交換バッテリー

発注番号

028933
¥3,300（税抜）
TSL交換バッテリー

発注番号

028934 
¥9,900（税抜）
TSL-1500、1000専用バッテリー

発注番号

028982 
¥12,100（税抜）
TSL-1000用交換バッテリー

発注番号

028945 USL-1/3/5/R用
028946 リアユニバーサル
¥200（税抜）
028980 USL-6用
¥300（税抜）

発注番号

028956
¥580（税抜）

発注番号

028957 
¥680（税抜）

発注番号

028958 
¥680（税抜）

発注番号

028959 
¥480（税抜）
●ヘルメット上部へのアクションカメラ
の取り付けや、ハンドルバーへの取り付
けが可能。●全てのサーファスのライト
が装着可能。●GoPro

®

への互換性あり。

発注番号

028960 
¥680（税抜）
●長いベルクロストラップでヘルメット
への装着が可能。

発注番号 

028950
¥500（税抜）
TL-ONE、TL-SSR、TL-411に対応。

発注番号 

028949
¥500（税抜）
TSL-100、TSL-150、TSL-200、TSL-250、
TSL-500、TSL-1000、TSL-1500、SL-
30WP、HL 1.1に対応。

発注番号 

028948
¥500（税抜）
TSL-150、TSL-250、TSL-
500、TSL-1000、TSL-1500、
SL-30WP、HL 1.1に対応。

発注番号 

028998 UNI-RACK 
¥500（税抜）
●キャリアのねじ穴に取り付けら
れるリアライト用ブラケット。

発注番号 

028987
¥2,800（税抜）
参考重量：46g
●マイクロUSB充電(充電時間3.5時間)●一体型リチウムイ
オンバッテリー●シリコンストラップでハンドルバーやフロ
ントフォークなどに取り付け可能。●サドルバッグやバック
パックに引っ掛けられるクリップ機能。●ストラップと本体
が回転して縦横どちらでもセットできます。
点灯時間の目安：ハイ(2.3時間)/ロー(5時間)/点滅(5時間) 
明るさ：70ルーメン

発注番号 

028988
¥2,800（税抜）
参考重量：46g
●マイクロUSB充電(充電時間3.5時間)●一体型リチウムイ
オンバッテリー●シリコンストラップでエアロシートポスト
やシートステーなどに取り付け可能。●サドルバッグやバッ
クパックに引っ掛けられるクリップ機能。●ストラップと本
体が回転して縦横どちらでもセットできます。
点灯時間の目安：ハイ(2.5時間)/ロー(5時間)/点滅(3時間)
明るさ：25ルーメン

明るい面発光

バッグに引っかける
クリップ付き

場所を選ばない
シリコンストラップ縦・横に回転

TSL用バッテリー

ライト用ブラケット

マウンティング
ブラケット

ユニバーサルリア

ユニバーサルフロント TSLライト用
ヘルメットブラケット

QR ラックブラケット
ユニバーサル

ヘッドライト

SL-150
テールライト

UTL-15

発注番号

029307
￥2,600（税抜）
●150ルーメン。●高輝度ホワイトLED。●重量：ブラケット込み
で133ｇ。●点灯モード（点灯時間の目安）：ハイ（30時間）、点
滅（85時間）。

発注番号

029306
￥2,900（税抜）
●15ルーメン。●5つの高輝度LED。●ＩＰＸ3レベルの防水仕
様。●重量：ブラケット込みで56ｇ。●2時間で満充電。●点灯
モード（点灯時間の目安）：ハイ（2時間）、ロー（4.5時間）、点
滅（4時間）。

ブレーキシユー

V-TYPE BPV-10
Vタイプ BPV-10

ブレーキシユー

ROAD BP-10 
ロード BP-10

バイクケース

SBC BIKE CASE
SBC バイク用ケース

ブレーキシユー

CANTILEVER 
BPC-10 
カンチレバー BPC-10

ブレーキシユー

V-TYPE  BPS-300 
Vタイプ BPS-300

ブレーキパッド

V-TYPE BP-35 
V-タイプ BP-350

ボトルケージ

NC-300 
SWITCH-HITTER 
NYLON CAGE
NC-300スイッチヒッターナイロンケージ

ディスクブレーキパッド

MTB DBPM-1 

MTB DBPS-3

MTB DBPM-2 

ロード用シュー 

BPS-100UL ROAD 
ロードBPS-100UL 

Vブレーキ用シュー

BP-300UL MTB 
V-STYLE CARTRIDGE
BP-300UL MTB Vスタイルカートリッジ

発注番号 

205203
¥500（税抜）（2個1組）
適合：SHIMANO
●一般リム用コンパウンド。

耐久性の高い
キャスター2個。

バイクを優しく包む
フォーム素材。

ダイヤルを回転さ
せて4カ所で固定
させます。

横置きに便利な
ストッパーゴム。

移動時に引っ張る
ためのベルト。

内部は4カ所スト
ラップを固定する
フックがあり、バイ
クを確実に固定可能。

ケース全体を立体
加工し軽量ながら
高い耐久性。

発注番号 

18199222 
¥74,800（税抜）
サイズ：外側：114cm×71.1cm×25.4cm
        　 内側：110cm×67.3cm×23.5cm
参考重量：14.06kg
●2輪の丈夫なキャスター付で楽に移動でき
る。●頑丈なポリエチレン製の外ケース。
●4つのステンレススチール製ラッチ（掛け
金）で究極の固定力。●3層のフォーム素材
で保護。内部の固定用ストラップ付き。

発注番号 

205214
¥700（税抜）（2個1組）
●全天候型コンパウンド。●Vタイプ
カートリッジ。●パッドピン付属。

発注番号 

062141 ブラック
062144 ブルー
062145 ホワイト
¥1,600（税抜）

発注番号 

205300
¥950（税抜）（2個1組）
適合：MAGURA Julie

205305
¥1,100（税抜）（2個1組）
適合：SHIMANO Deore(BR-M555)

205301
¥950（税抜）（2個1組）
適合：MAGURA Louise、Louise FR

発注番号 

205202
¥1,400（税抜）（2個1組）
●一般リム用コンパウンド。
●Vタイプカートリッジ。
＊シューの色はブラックとなります。

発注番号 

205205
¥750（税抜）（2個1組）
●一般リム用コンパウンド。
●カンチブレーキレバータイプ。

発注番号 

205220
¥800（税抜）
＊シマノ互換のシューのみ

発注番号 

205221
¥800（税抜）
＊シマノ互換のシューのみ

発注番号 

205204
¥750（税抜）（2個1組）
●一般リム用コンパウンド。
●スタンダードVタイプ。

発注番号 

115420
¥9,800（税抜）（2個1組）
●25セット入りバルクパッケージ。

究極の輪行キャスターケース

品番 016589  
ライト USL-5ライト USL-5

POP 品番 016587  
ライト USL-Sライト USL-S

POP

品番 016680  
ライト クエーサーライト クエーサーライト クエーサー

POP

NEW

NEW

NEW

NEW

●ユニークなデザインで縦、右、左の3方
向から引き出せる構造。●超軽量なナイロ
ンコンポジット素材製。●ロードとMTB
に適合。●フレキシブルなボトル固定シス
テムでボトルをしっかりキープし、簡単に
取り出しやすい。重量：38g

●サーファス製ヘッドライトをハン
ドルバーに固定できるブラケット。
●31.8mmまでの縦・横のバーに固
定が出来ます。●工具不要で簡単に
取り付け・取り外しが出来ます。
対応機種
TSL-100、TSL-150、TSL-200、
TSL-250、TSL-500、TSL-750、
TSL-1000、TSL-1500、TSL-
2500、HL-1.1、SL-30WP

●エアロハンドルバーブラケット。
●サーファス製ヘッドライト・テー
ルライトを扁平なエアロ形状のハン
ドルバー・シートポストに固定する
ためのブラケット。●長さ2cmから
10cmまで対応する3種類のゴムベ
ルトが付属。

スタンダードユニバーサル エアロバーユニバーサル ヘルメット/エアロバー
ユニバーサル

ヘルメットユニバーサル

ライトアタッチメント

●マルチライトブラケット。●
サーファス製ヘッドライト・テー
ルライトを円形のハンドル・シー
トポスト、扁平のエアロハンド
ル・シートポスト、ヘルメットな
ど、いろいろなものに固定が出来
るブラケット。●長さ2cmから
10cmまで対応する3種類のゴム
ベルトが付属。●120gまでのラ
イトに対応。

BPV-10 BULK PACK
BPV-10 バルクパック



一般車パーツ

　リオオリンピックのトラック競技
（オムニアム）にて、DMTのP1を使用
して見事金メダリストに輝いた、Team 
Sky（チームスカイ）のELIA VIVIANI
選手。

　スケルトンシステムは、長期間DMT
ラボラトリーで上質な研究がされた上
で開発されたシステムである。ナイロ
ンチューブ（外側に4本、内側に2本）
から構成されているアッパーが改良さ
れており、それらのチューブは全てシ
ューズの中敷きの下を通過するので、
360度足を包み込む事が可能なものと
なっている。

　完全に足を包み込むために、外側の
ヒールを排除し、ケーブルを通すナイ
ロンチューブが挿入されたシングルシ
ェルを作りだした。
　スケルトンカーボンソールは全体が
カーボン素材で作られており、この革
新的な素材は鋼より強く、非常に頑丈
で、衝撃耐性を持っている。 
　インソールはアッパー前面に開いて
いる直径5mmの小さな穴のおかげで、
通気性抜群である。

　革新的なRS1のコンセプトは、通常
2つに分かれているタンとアッパーのパ
ーツを融合させた点にある。
　このようにシューズを構築すること
によって、アッパーは足の上部を一体
化させ、フィット感を高めている。

4746
価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

卓越したデザイン・マテリアル・テクノロジーを誇るイタリアンブランド

　それまでのシューズに満足できずにいたゼッチェト・フェデリコは、自
らが満足するシューズを作ろうと、1978年にイタリアでディアマント社
（DIAMANT、イタリア語でダイアモンド）を設立し、事業を開始しました。
  DMTのブランド名は、社名から一字ずつ選択し、デザイン（Design ）、材
料（Material）、技術（Technology）を表現しており、いずれの分野でも
世界のトップ水準を目指し、それを実現しています。「チャンピオンの足に選
ばれ続けること」がトップ水準を保つための彼らの不変の目標であり、8のプ
ロチームと250人以上のプロライダーをサポートした経験を活かして世界最高
のレースシューズを製造しています。
　DMTの評価が一気に上昇したのは、マイクロファイバーを使用したシュー
ズを発表してからです。それまで絶対的な優位性を保っていた天然レザーの立
場を逆転したこの最先端素材は、水に弱い天然レザーの弱点を克服しただけで
なく、軽量で適度な伸びと通気性があり、天然レザーを押しやり絶大な評価を
得ました。さらに従来のシューズのデザインを一変させた、継ぎはぎせず一枚
で足先を包むようにアッパー部を作るシームレスプロセスは、他社が追従でき
ない技術です。マイクロファイバーは日本で製造されている特殊な材料で、シ
ューズに関しては世界中で二つのブランドに限定されています。
　DMTのシューズはバイク専用にとどまらず、ヨーロッパのプロサッカーリ
ーグの選手にも、最高のパフォーマンスのシューズを提供しています。

ディーエムティー

美しさとパフォーマンス
DMT製のシューズと構成パーツは、最高レベルのパフォーマ
ンス発揮のためにデザイン及びテストされております。極限ま
でパフォーマンスを追求した結果として誕生する、世界で最も
美しいシューズです。

袋縫い
シューズの中に自然な曲線を作り出す袋縫いはシューズ製造のノウ
ハウを知り尽くしたブランドだからこそできる高級シューズにふさ
わしい縫製方法です。インソールを取れば分かるように、ソールの
中心に1本の縫い目が走っています。ソールの両サイドに縫い目は
無く、まるで丸い袋のように足を包み込む構造です。従来のシュー
ズはソールの端に縫い目があって直角に立っている為、足が当た
る、ホールドされずに中で動いてしまうという問題点がありまし
た。足を包み込む袋縫いはDMTにとって不可欠なこだわりの製法
です。

精緻な「ものづくり」
デザイン、マテリアルの研究とテクノロジーの向上は、DMT
の特色である3つのガイドラインとなっています。サイクリン
グへの情熱とサイクリストの要望に応え、満足させる機能性の
高い製品を作り続ける熱意がDMTの原動力です。

ロード用

RS1
￥42,000（税抜）
参考重量：260ｇ（41サイズ）
ソールスペック
・アナトミック形状
・3ホールクリート
・3ナイロンチューブ
・超軽量高剛性なUDFAW 150 カーボンソール
・スタッド交換式
インソールスペック
・アナトミック形状
・軽量、通気性に優れる
・踵部分100%ポリプロピレン
・ベンチレーションホール
クロージャー
・L6 BOA×1

ブラック/シルバー
発注番号

170353 37
170354 37.5
170355 38
170356 38.5
170357 39
170358 39.5
170359 40
170360 40.5
170361 41
170362 41.5
170363 42
170364 42.5
170365 43
170366 43.5
170367 44

RS1
研究・開発・試作に3年間を費やし、究極のホールド性を実現した最高級モデル

NEW



一般車パーツ

4948
価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない 価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

R1
通気性抜群な夏仕様のフラッグシップモデル

ロード用

R1 SUMMER
￥39,000（税抜）
参考重量：275ｇ（41サイズ）
ソールスペック
・アナトミック形状
・3ホールクリート
・超軽量高剛性なUDFAW 150カーボン
・スタッド交換式
インソールスペック
・アナトミック形状
・軽量、通気性に優れる
・踵部分100%ポリプロピレン
・ベンチレーションホール
クロージャー
・BOA IP1×2

ホワイト/イエローフロー
発注番号

170368 37
170369 37.5
170370 38
170371 38.5
170372 39
170373 39.5
170374 40
170375 40.5
170376 41
170377 41.5
170378 42
170379 42.5
170380 43
170381 43.5
170382 44

ホワイト/オレンジフロー
発注番号

170383 37
170384 37.5
170385 38
170386 38.5
170387 39
170388 39.5
170389 40
170390 40.5
170391 41
170392 41.5
170393 42
170394 42.5
170395 43
170396 43.5
170397 44

最高のフィット感を実現したフラッグシップモデル

ロード用

R1
￥39,000（税抜）
参考重量225g（41サイズ）
ソールスペック
・超軽量高剛性なUDFAW150カーボン
・アナトミック形状
・ベンチレーションホール
・3ホールクリート
・スタッド交換式
インソールスペック
・アナトミック形状
・高透湿
・ベンチレーションホール
クロージャー
・BOA IP1×2

ホワイト/ブラック
発注番号

169960 37
169961 37.5
169962 38
169963 38.5
169964 39
169965 39.5
169966 40
169967 40.5
169968 41
169969 41.5
169970 42
169971 42.5
169972 43
169973 43.5
169974 44

イエロー/フロー/ブラック
発注番号

169975 37
169976 37.5
169977 38
169978 38.5
169979 39
169980 39.5
169981 40
169982 40.5
169983 41
169984 41.5
169985 42
169986 42.5
169987 43
169988 43.5
169989 44

オレンジ/フロー/ブラック
発注番号

169990 37
169991 37.5
169992 38
169993 38.5
169994 39
169995 39.5
169996 40
169997 40.5
169998 41
169999 41.5
170000 42
170001 42.5
170002 43
170003 43.5
170004 44

R1SUMMER

締める方向だけでなく、ゆるめる方向にも
微調整可能。

締める方向にのみ微調整可能。

NEW



一般車パーツ

5150
価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない 価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

東レカーボンソールとBoaにより足を包み込む

確実なフィット感を生むベルクロ採用のレーシングモデル

ロード用

R3
￥29,000（税抜）
参考重量230g（41サイズ）
ソールスペック
・軽量高剛性な東レMR60カーボン
・ベンチレーションホール
・3ホールクリート
・スタッド交換式
インソールスペック
・ベンチレーションホール

クロージャー
・BOA L5×1

ロード用

R4
￥29,000（税抜）
参考重量245g（41サイズ）
ソールスペック
・軽量高剛性な東レMR60カーボン
・ベンチレーションホール
・3ホールクリート
・スタッド交換式
インソールスペック
・ベンチレーションホール

クロージャー
・ベルクロ×3

ホワイト/ブラック
発注番号

170075 37
170076 38
170077 39
170078 40
170079 41
170080 42
170081 43
170082 44

ホワイト/ブラック
発注番号

170107 37
170108 38
170109 39
170110 40
170111 40.5
170112 41
170113 41.5
170114 42
170115 42.5
170116 43
170117 43.5
170118 44

イエロー/フロー/ブラック
発注番号

170119 37
170120 38
170121 39
170122 40
170123 40.5
170124 41
170125 41.5
170126 42
170127 42.5
170128 43
170129 43.5
170130 44

オレンジ/フロー/ブラック
発注番号

170131 37
170132 38
170133 39
170134 40
170135 40.5
170136 41
170137 41.5
170138 42
170139 42.5
170140 43
170141 43.5
170142 44

イエロー/フロー/ブラック
発注番号

170083 37
170084 38
170085 39
170086 40
170087 41
170088 42
170089 43
170090 44

オレンジ/フロー/ブラック
発注番号

170091 37
170092 38
170093 39
170094 40
170095 41
170096 42
170097 43
170098 44

ブラック/ブラック
発注番号

170099 37
170100 38
170101 39
170102 40
170103 41
170104 42
170105 43
170106 44

R4

R3
Boaクロージャー採用のロード用プレミアムエントリー

上質なホールド感を実現したロード用ベルクロモデル

ロード用

R5
￥19,800（税抜）
参考重量：275g(41サイズ)
ソールスペック
・ナイロン素材、30％グラスファイバーを使用
・エクスターナルヒールカウンターはポリウレタンと
カーボンの2層構造
・スタッド交換式
インソールスペック
・100％樹脂
・ベンチレーションホール
クロージャー
・BOA L5×1

ロード用

R6
￥15,800（税抜）
参考重量：280g(41サイズ)
ソールスペック
・ナイロン素材、30％グラスファイバーを使用
・エクスターナルヒールカウンターはポリウレタンと
カーボンの2層構造
・スタッド交換式
インソールスペック
・100％樹脂
・ベンチレーションホール
クロージャー
・ベルクロ×3

ホワイト/ブラック
発注番号

170310 38
170311 39
170312 40
170313 41
170314 42
170315 43
170316 44

ホワイト/ブラック
発注番号

170317 38
170318 39
170319 40
170320 41
170321 42
170322 43
170323 44

ブラック/ブラック
発注番号

170325 38
170326 39
170327 40
170328 41
170329 42
170330 43
170352 44

R5

R6

NEW

NEW



一般車パーツ

5352
価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない 価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

Boaクロージャー採用のMTB用
プレミアムエントリー

上質なホールド感を実現した
MTB用ベルクロモデル

MTB用

M１
￥39,000（税抜）
参考重量320g（41サイズ）
ソールスペック
・超軽量高剛性なUDFAW150カーボン
・アナトミック形状
・2ホールクリート
インソールスペック
・アナトミック形状
・高透湿
・ベンチレーションホール
クロージャー
・BOA IP1×2

オレンジ/フロー/ブラック
発注番号

170197 37
170198 37.5
170199 38
170200 38.5
170201 39
170202 39.5
170203 40
170204 40.5
170205 41
170206 41.5
170207 42
170208 42.5
170209 43 
170210 43.5
170211 44

イエロー/フロー/ブラック
発注番号

170212 37
170213 37.5
170214 38
170215 38.5
170216 39
170217 39.5
170218 40
170219 40.5
170220 41
170221 41.5
170222 42
170223 42.5
170224 43
170225 43.5
170226 44

最高のフィット感を実現した究極のMTBモデル

M1

M5 M6
T1
トライアスロンレースに最適化した専用モデル

トライアスロン用

T1
￥34,000（税抜）
参考重量230g（41サイズ）
ソールスペック
・軽量高剛性な東レMR60カーボン
・ベンチレーションホール
・3ホールクリート
・スタッド交換式
インソールスペック
・ベンチレーションホール
クロージャー
・L5 BOA×1

アッパー
・トランジション用ストラップ
・裸足での擦れを軽減するベロ無しアッパー

MTB用

M5
￥19,800（税抜）
参考重量：340g(41サイズ)
ソールスペック
・コンポジット
・スタッド交換式
インソールスペック
・100％樹脂
・ベンチレーションホール
クロージャー
・L5 BOA×1

MTB用

M6
￥15,800（税抜）
参考重量：355g(41サイズ)
ソールスペック
・コンポジット
・スタッド交換式
インソールスペック
・100％樹脂
・ベンチレーションホール
クロージャー
・ベルクロ×３

ホワイト/ブラック
発注番号

170173 37
170174 38
170175 39
170176 40
170177 40.5
170178 41
170179 41.5
170180 42
170181 42.5
170182 43
170183 43.5
170184 44

ブラック/ブラック
発注番号

170345 38
170346 39
170347 40
170348 41
170349 42
170350 43
170351 44

ホワイト/ブラック
発注番号

170338 38
170339 39
170340 40
170341 41
170342 42
170343 43
170344 44

ホワイト/ブラック
発注番号

170331 38
170332 39
170333 40
170334 41
170335 42
170336 43
170337 44

ブラック/オレンジ/フロー
発注番号

170185 37
170186 38
170187 39
170188 40
170189 40.5
170190 41
170191 41.5
170192 42
170193 42.5
170194 43
170195 43.5
170196 44

P1
ホールド力とエアロ性能を最大化したトラックモデル

トラック用

P1
￥34,000（税抜）
参考重量235g（41サイズ）
ソールスペック
・超軽量高剛性なUDFAW150カーボン
・アナトミック形状
・ベンチレーションホール
・3ホールクリート
・スタッド交換式
インソールスペック
・アナトミック形状
・高透湿
・ベンチレーションホール
クロージャー
・レース（紐）

ホワイト/ブラック
発注番号

170143 37
170145 38
170147 39
170149 40
170150 40.5
170151 41
170152 41.5
170153 42
170154 42.5
170155 43
170156 43.5
170157 44

ブルースカイ/ブラック
発注番号

170158 37
170160 38
170162 39
170164 40
170165 40.5
170166 41
170167 41.5
170168 42
170169 42.5
170170 43
170171 43.5
170172 44

　リオオリンピックのトラック競技（オムニアム）でイタリアのエリア・ヴィ
ヴィアーニ選手が金メダルを獲得しました！その時に履いていたシューズ。実
は、DMT P1のイタリアスペシャルカラーでした。

　金メダリストを支えたシューズです！
　P1はトラックシューズという扱いですが、今回はロー
ドバイクシューズとして使ってみました。
　ダイヤル式やベルクロの普及によりロードレース界では
影を潜めている存在ではありますが、カバーの下に隠れる
シューレースタイプ（靴ヒモ）も、クラシカルで根強い人
気を誇ります。軽量に作れるのも、シューレースだからこ
そです。

　ファスナーで開け締めするカバー。空気抵抗とヒモが飛び出ないようにして
います。雨の侵入も防げそうです。

　そんな中、コカールやシャバネルはわざとカバーを外
し、ヒモの色も変えていてオシャレです。私はこれま
で、着脱が簡単なのと走りながら締め具合をきつくし
たり緩めたり出来るのが非常に便利でいつもダイヤル
シューズを選んでました。その微調節の便利さが裏目
に出て、きつくし過ぎで足が真っ青になっていたこと
も・・・（汗）

　しかし、P1を使用してからは１度もヒモをいじらずに帰ってきます。いち
いち、足元を気にする必要が無くなったんです! つまり、ライドに集中出来る
ということ。シューレースが何重も編み込んでいるので、締め付ける力が甲全
体に分散して甲への痛みが出にくくなります。よって、最高のフィット感が生

まれます。
　実際にP1を見てみると、カバーの縫製を除けば、一切
縫い目が見当たりません。これがDMTのウリです。肌触
りが命の下着なんかでも多様される”シームレス”加工
に近いですね。
　新型のソールの素材はUDFAW150カーボンを使用し
ています。これは、フラッグシップのR1と同じ素材。
100パーセントの炭素繊維で、高剛性かつ軽量で、自転

車シューズにうってつけの素材といってもいいです！
　P1とR1のソールは、同じ形状なのですがちょっと違いま
す。それは、土踏まずの部分。R1の方が土踏まずから足の側
面までカーボンソールでサポートされています。P1は足底ま
で。土踏まずのアーチが高いため、偏平足の私には合わず… 
P1はちょうどいいアーチになっています♪ ソールの固さにつ
いては、ガッチガチですが、踏み疲れするほどの固さでもあ
りません。バランスがいいと感じました。ソールが薄め？なの
かダイレクト感がたまらないです。LOOKユーザーには嬉しい「メモリークリッ
プ」が付いてます。
　イタリア製品ということで、かな～り気になるサイズ感。参考までに私の
足のサイズは、スニーカーだと27.5cm、ビンディングシューズだと42また
は43を使用します。甲高の幅広、偏平足といったTHE日本人の足の持ち主で
す。イタリア人と真逆の足ですから、足の長さよりも幅で決めなければいけま
せん。ワンサイズ大きくしないとだめかな～と思ったのですが、43サイズで
問題ありませんでした。幅も長さもジャストフィット！ハーフサイズがあるた
め日本人もベストマッチするシューズかもしれません！

社員ブログ
金メダリストを支えたクラシックシューズDMT P1

NEW NEW



一般車パーツ

5554
価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない 価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

通気性に優れたベガ専用のインソール。ハーフサイ
ズのシューズには１サイズ小さいソックライナーを
お選びください。例：40.5のシューズには40

エントリーモデルに採用されている通気性の高いモ
デル。

インソールはシューズに付属のものをご使用ください。

熱による成型でフィット感を高められるハイグレー
ドモデル。

発注番号

167005 39
167006 40
167008 41
167010 42
167012 43
167014 44
167016 45

発注番号

152166 37/39
152167 40/48
￥800（税抜）
●NEW CARBON SLHCソー
ル（SPEED PLAYは除く）。
●CG FYBERTEKソール用。
●2PCS/組。

発注番号 

167003 37/39
￥600（税抜）
167004 40/48
￥400（税抜）
●トライアスロン用ヒール保
護タイプ。●NEW CARBON 
SLHCソール（SPEED PLAY
は除く）。●CG FYBERTEK
ソール用。●2PCS/組。

発注番号

167040 37/39 ブラック
167031 37/39 レッド
167030 40/48 ブラック
167041 40/48 レッド
￥800（税抜）
●エアテックベガ用。
●2PCS/組。

発注番号

167001 ホワイト
167002 グリーン
￥1,500（税抜）
●ULTRA-LIGHT用ストラップカバー。●2PCS/組。

発注番号

167061 37/39 ブラック
167062 40/48 ブラック
￥400（税抜）
●TI用。

発注番号 

167032 37-39
167033 40-48
￥800（税抜）
レッド
●SLRロードカーボンプレート。
●ハイドラ用。●2PCS/組。

発注番号 

167034 37-39
167035 40-48
￥600（税抜）
レッド
●FGコンセプトソール用。
●2PCS/組。

発注番号

152194 37
152195 38
152196 39
152198 41
152199 42
152200 43
152201 44
152202 45

発注番号

152185 37
152186 38
152187 39
152188 40
152189 41
152192 44
152193 45

ソックライナー ベガ用

カーボン製ソール
専用スタッド（ロード用）

スタッド（ロード用） スタッド（ロード用）

ストラップ トップヘッドスタッド

スタッド FGコンセプトソール用
スタッド

ソックライナーソックライナー ASL
￥4,800（税抜）

ブラック/レッド
￥1,000（税抜）
ホワイト

￥4,000（税抜）

販売店様向けサービス案内

サイズ合わせ試し履き無料サービス

走れる! 試し履き無料サービス

・試し履きは出荷時は通常販売分として起伝いたします。
・貸し出しはシューズ到着後8日以内に弊社へ発送お願いいたします。期限を過ぎた場合は次回の試し履きをお断り
する場合があります。弊社に返送して頂き、傷や不具合が無いことを確認後返品伝票を起伝いたします。
・締日をまたいでしまう場合は、貸し出し商品の請求が加算されます。一時的に請求金額が多くなってしまいます
が、貸し出し分を含めた請求金額をお支払頂きます。締め後返送して頂ければ翌月の請求でマイナスいたします。
・1回のご注文で最大5足まで貸し出しいたします。
・返送時の送料は販売店様元払いになります。
・ソールの傷を防ぐために、柔らかい布の上でご試着ください。歩行やクリートの取り付けはおやめください。
・返却時に傷があった場合は買い取りをお願いする場合があります。

・シマノのクリートを取り付けた状態で発送いたします。
・実際にバイクに乗って走って頂けますが、転倒などで損傷してしまった場合は買い取って頂きます。
・雨天時の走行はおやめください。
・1回のご注文で最大5足まで貸し出しいたします。
・数に限りがあるため、お待ち頂く場合があります。
・貸し出しはシューズ到着後8日以内に弊社へ発送お願いします。期限を過ぎた場合は次回の試し履きをお断りする
場合があります。
・返送時の送料は販売店様元払いになります。
・在庫の有無はECサイトにてご確認お願いいたします。数に限りがあるため、在庫が無い場合はバックオーダーに
入れて頂き、順次出荷いたします。

イエロー/フロー/ブラック
発注番号

170250 37
170251 38
170252 39
170253 40
170254 41
170255 42
170256 43
170257 44

返送先
〒175-0082 東京都板橋区高島平6-1-7
ケイヒン板橋営業所 ライトウェイ倉庫
DMT試し履きサービス 宛
TEL：03-5950-6002

ホワイト/ブラック
発注番号

170258 37
170259 38
170260 39 
170261 40
170262 41
170263 42
170264 43
170265 44

オレンジ/フロー/ブラック
発注番号

170266 37
170267 38
170268 39
170269 40
170270 41
170271 42
170272 43
170273 44

ホワイト/ブラック
発注番号

170274 37
170275 38
170276 39
170277 40
170278 41
170279 42
170280 43
170281 44

イエロー/フロー/ブラック
発注番号

170290 37
170291 38
170292 39
170293 40
170294 41
170295 42
170296 43
170297 44

ブラック/オレンジ/シルバー
発注番号

170298 37
170299 38
170300 39
170301 40
170302 41
170303 42
170304 43
170305 44

ブラック/オレンジ/フロー
発注番号

170282 37
170283 38
170284 39
170285 40
170286 41
170287 42
170288 43
170289 44

R1 R2 R3 R4 T1

M1 WR1

SHOES PARTS

サイズチャート
EURO 37 38 39 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45

cm 23.5 24 24.5 25 25.3 26 26.3 26.6 26.9 27.5 27.8 28 28.3 29

推奨足幅
（母子球～小指付根）

8.6 8.7 8.9 9.0 9.1 9.2 9.2 9.3 9.4 9.5 9.5 9.6 9.7 9.8

足を暖かくドライに保つウィンターシューズ

ウィンターモデル用

WR１
￥34,800（税抜）
参考重量265g（41サイズ）
ソールスペック
・適度な反発力のグラスファイバー素材
・3ホールクリート
・スタッド交換式
インソールスペック
・ベンチレーションホール
クロージャー
・L5 BOA×2
アッパー
・しなやかなマイクロファイバーTECH PRO12
・風と雨から足を守る防寒性の高いネオプレン
インナー

ウィンターモデル用

WM１
￥34,800（税抜）
参考重量330g（41サイズ）
ソールスペック
・適度な反発力の複合素材
・2ホールクリート
インソールスペック
・ベンチレーションホール
クロージャー
・L5 BOA×2
アッパー
・しなやかなマイクロファイバーTECH PRO12
・風と雨から足を守る防寒性の高いネオプレンイ
ンナー

ブラック/オレンジ/シルバー
発注番号

170227 37
170228 38
170229 39
170230 40
170231 41
170232 42
170233 43
170234 44

ブラック/オレンジ/シルバー
発注番号

170235 37
170236 38
170237 39
170238 40
170239 41
170240 42
170241 43
170242 44

WR1 WM1
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56 57
価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない 価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

世界のレーサーに愛され、環境を大切にするケミカル＆ツールのアメリカンブランド

　熱狂的なMTBレーサーであったブルース・フィーナとアンドリュー・ヘリックは、二人が生活するアメリカ東海岸特有の雨の
多い悪条件の中で、長いレースでも効果の持続するチェーン潤滑油が見つからず困っていました。そこに大学で潤滑油を研究し
ていたブルースの兄から一本のボトルが届きました。それは大学での研究をもとに試作された新しい潤滑油で、使用した結果二
人の要求が満足され、これをもとに二人は1989年にビジネスを発足させ“シンルブ”が誕生しました。
　とくに製品作りに関しては“自然そして地球環境に優しい”ことを開発方針とし、自然分解する材質で作られたディグリー
ザー類、リサイクル可能な素材で作られた容器など、ペドロスの理念が一貫して続けられています。
　その後、ケミカル以外にいろいろなアイテムを開発しましたが、とくに工具類はプロメカニックの厳しい要求を満足させる品
質を備え、高い信頼性からレースの現場で数多く使用されています。
　ペドロスはいままでに200以上の商品を開発し、世界34ヶ国に供給しています。

ペドロス

プーリーボルトにフックをかける新方式。
手を離しての作業が簡単に。

片手での作業を可能にするフック

少量のディグリーザーでOK

飛び散りを防止するスポンジ

発注番号

110605 
￥3,000（税抜）
●プロメカニックのためにデザインされたチェーンクリーナー。●クイック
ロックシステムにより取り付けが簡単。●洗浄剤の使用量が少なく経済的。●
1回の洗浄につきわずか30mlの使用量。●大きく丈夫なスポンジにより洗浄液
の飛び散りを防止。●本体は非常に丈夫な強化プラスチック素材で長期間使用
可能。●回転ホイールに付いたブラシは今までのチェーンクリーナーと比べて
抜群の耐久性。●独自のディレーラーフックによって手を離して作業が可能。

CHAIN PIG　チェーン ピッグ

CHAIN KEEPER　チェーンキーパー

CHAIN MACHINE 3.0 チェーンマシン3.0

CHAIN MACHINE KIT 3.0
チェーンマシンキット3.0

CHAIN PIG KIT 　
チェーン ピッグ キット

ギヤ駆動によって
ブラシが逆回転

ディレーラーに
引っかけるフック

水を注入して
ディグリーザーを
洗い流せる

発注番号

110564
￥4,500（税抜）
●簡単にチェーンをピカピカにできるクリーナー。●ギヤ
駆動によって104 本のブラシが強制的に洗浄。●チェー
ンと逆回転するブラシが中の汚れをかき出す。●洗浄剤を
チェーンの上から流す特殊構造。

バイクにセットします。チェーンマシンはギア
駆動方式を採用しておりブラシがチェーンを逆
なでする動きをするので表面だけでなくチェー
ンの中の汚れもかき出します。

上にある注入口からオレンジピールズを入れま
す。量は容器に1cm貯まるくらいでOK！

ボタンを押すとチェーンに向かってきれいなオ
レンジピールズを流しながら洗えます。

オレンジピールズで洗った後、今度は水を入れ
て洗います。オレンジピールズは水に溶ける水
溶性なので汚れもろともきれいすっきり落ちて
しまいます。水で洗った後は水分をじゅうぶん
乾かして下さい。

後輪を外してメンテナンスしている時
にもチェーンキーパーを使用すれば、
チェーンマシンが使用できます。

車輪を外した後のチェーンテンショ
ンを保つチェーンキーパー。

クイックリリースレバーで簡単取り
付け。

本体の角度を変えてテンションを調
整できます。

詳しい使い方は
「ライトウェイ チェーンのお手入れ」で検索！

発注番号

110565
￥6,000（税抜）
●1本1,800円のオレンジピールズがセット。●わかりや
すい日本語パッケージ。裏面に使い方も表記しています。
＊単品の方は英語版となります。

発注番号

110606 
￥4,500（税抜）
●プロメカニックのためにデザインされたチェーンクリーナーと洗浄剤
のセット。●1本1,800円のオレンジピールズがセット。

輪行やメンテナンスなど様々な場面で活躍します。

発注番号

110580
￥2,000（税抜）
参考重量：67g
長さ：98mm
●チェーンの洗浄時や輪行に、チェーンによるフレー
ムへの損傷を防ぎます。

チェーンマシンとセットでいかが？

品番 016405
ツール チェーンキーパーツール チェーンキーパー

POP

品番 016402
ツール チェーンマシン3.0

品番 016403
ツール チェーンマシンキット3.0

POP

POP

品番 016606
ケミカル チェーンピッグケミカル チェーンピッグ

POP

社員ブログ
チェーンの汚れは自転車の乱れ！

　こんにちは、SHOGOです。日々の業務で使っている商品の性能が個人的にあまりに衝撃的だった
ので、みなさんにご紹介させていただきます。みなさんに乗っていただく試乗車は、イベントから

帰ってくるとこんな風に汚れてしまっています・・・。某人気自
転車マンガの関西弁の赤頭くんでさえ、合宿中の夜にチェーンの
お手入れをしているほど大事なんです。
　 汚れが落ちる秘密は縦横回転ブラシ！チェーンって実は外側
のプレートをキレイにするだけでは全く意味がなく、プレートに
挟まっている真ん中の丸いローラー部分の中をキレイにしないと
「チェーンを洗浄出来た」と言えません。チェーンピッグは、固
めな縦横方向の回転ブラシでローラー部分の見えない汚れを掻き
出してくれます。そして、スポンジがチェーンの通り道を作り、
液漏れも防いでくれます。15分ほどの作業時間でピッカピカです
♪とっても簡単ですよね？こういったお手入れをしていると自転
車が長持ちします。
　基本的に片手は使わないので、愛車を眺めながら、右手はペダ
ルを回し、左手はビール。至福の時間ですね、きっと（笑）仕上
げのチェーンオイルも忘れずに！洗った後は、絶対遠くへ走りに
行きたくなりますよ♪

before

after

 ❶  ❷

 ❸  ❹
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超低抵抗でプロサイクリストが
使用するレーシングオイルです。

低抵抗と耐久性のバランスに優れた
オールマイティなオイルです。

プロメカニックからの要望で生まれた
強力な脱脂洗浄剤です。

強力な洗浄力ですが、水溶性なので水と
混ぜて分解させれば自然に還ります。

チェーンの汚れが気になる方に最適です。最高の耐久性を持ちレースにも
使用されるMTB用オイルです。

チェーンピッグ専用ディグリーザー。 強力な洗浄力を持ちながら樹脂に使用
できる新世代ディグリーザー。

傷や色あせを防ぎバイク表面の美しさを
保ちます。

バイクにも環境にも優しくフレームに最適。

耐水性、耐久性に優れる
プレミアムグリス。

カジリや腐食の防止に最適な
生分解性グリス。

GO!　ゴー CHAINj
チェーンジェイ

PROj　プロジェイ

ORANJ PEELZ　
オレンジピールズ

ICE WAX 2.0
アイスワックス 2.0

SYN LUBE　シンルブ

PIG JUICEE　
ピッグジュース

DEGREASER 13　
ディグリーザー13

BIKE LUST　
バイクラスト

GREEN FIZZ　
グリーンフィズ

SYNGREASE　
シングリス

BIOGREASE　
バイオグリス

GREASE INJECTOR　グリス インジェクター BIO SHOT SPRAY BOTTLE　
バイオショットスプレーボトル

発注番号

110480 4oz（120㎖）
￥1,400（税抜）
用途：ドライコンディション、レース、ロード、MTB
●超低抵抗のレース用。●汚れが付着しにくくクリーンなチェーンを維持。●主
原料になたね油を使用し土に還る生分解性。

発注番号

110523 4oz（120㎖）
￥1,200（税抜）
用途：オールラウンド、ロード、MTB、街乗り
●高い持続性能と軽い雨にも対応する耐水性。●泥を分解し分離する特殊な成分
により効果が長く続きます。●主原料になたね油を使用し土に還る生分解性。

発注番号

110492 16oz（475㎖）
￥2,400（税抜）
高さ×直径：210×62mm
用途：金属部用
●オレンジピールズの脱脂力をさらに強化。●粘度が高く留まって汚れを分解。
●チェーンマシンには使用不可。

発注番号

110507 16oz（475㎖）
￥1,800（税抜）
高さ×直径：210×62mm
用途：金属部用
●柑橘類から抽出された強力な
脱脂洗浄剤。●チェーンについ
た頑固な油汚れも落ちる。●水で
薄めれば塗装部などにも使用可能。

発注番号

110546 4oz（120㎖）
￥1,400（税抜）
高さ×直径：130×41mm
用途：ドライコンディション、街乗り
●チェーンに滑らかな被膜を作りコーティングするワックスタイプ。●汚れが
ワックスとともに落ちるのでチェーンが常にきれいかつスムーズ。●蜜ロウが主
原料で生分解性。

発注番号

110514 4oz（120㎖）
￥1,200（税抜）
高さ×直径：130×41mm
用途：ウェットコンディション、MTB、ロングライド、レース
●長時間効果が持続するロングライフタイプ●雨や泥に負けない高い耐久性。●
泥を分解し分離する特殊な成分がチェーンを保護。

発注番号

110569 16oz（475㎖）
￥1,700（税抜）
●チェーンやギアの油汚れや泥を溶かして落とすディグリーザー。●有機溶剤を含
まず、ゴムやカーボン素材にも使用可能。●植物由来の活性化溶剤がグリスの頑固
な汚れも溶解。●環境に優しい生分解性。●推奨用途：ギア、チェーン、ベアリン
グの汚れ落とし。

発注番号

110570 16oz（475㎖）
￥1,900（税抜）
●チェーンやギアの油汚れや泥を溶かして落とすディグリーザー。●金属素材への
密着性が高く、強力に汚れを分解。●有機溶剤を含まず、ゴムやカーボン素材にも
使用可能。●植物由来の活性化溶剤がグリスの頑固な汚れも溶解。●環境に優しい
生分解性。●推奨用途：ギア、チェーン、ベアリングの汚れ落とし。

発注番号

110562 16oz（475㎖）
￥2,400（税抜）

用途：バイク用つや出し
●水溶性シリコン配合で光沢をあたえツヤツヤに。●UVカット能力があり紫外線
をカット。●水や泥をはじきバイクを保護。

発注番号

110490 16oz（475㎖）
￥1,400（税抜）
高さ×直径：245×62mm
用途：バイク全体
●ゴム・樹脂・カーボンにも影響を与えず人体にも優しい生分解性。●泡状の界面
活性剤が洗浄と同時に表面を保護。

発注番号

110568 3oz/85g
￥1,400（税抜）
●合成リチウム自転車専用グリス。●卓越した酸化防止性能で、金属の腐食を防
止。●高圧状態でも安定した耐摩耗性。●推奨用途：ハブ、BB、ヘッドパーツ、
ボルト穴。

発注番号

110559 3oz（85g）
￥1,000（税抜）
高さ×直径：155×39mm
用途：組み付け用
●ネジやシートポストなどの接触面のカジリや腐食防止に最適。※ベアリング部分
には使用しないでください。

発注番号

110566
￥2,800（税抜）
●正確に狙った所へ注油可能なグリスインジェクター。ペドロスのグリスと一般的
な9/16”のグリスチューブに使用可能。

発注番号

110555
￥1,800（税抜）
●ケミカルを入れて手でポンピングすることで簡
単にオイルをスプレーできます。●誰でもできる
環境への配慮です。

MTB専用

チェーン
オイル

レース用

チェーン
オイル

オールラウンド

チェーン
オイル

汚れにくい

チェーン
オイル

 
 
 

超強力

強力

おだやか

汚れ落ち度

チェーンマシンに最適

洗浄剤

超強力

強力

おだやか

汚れ落ち度

洗浄剤

洗浄剤

 
 
 

超強力

強力

おだやか

汚れ落ち度

洗浄剤

 
 
 

超強力

強力

おだやか

汚れ落ち度

新車の輝き

保護剤

超強力

強力

おだやか

汚れ落ち度

洗浄剤

生分解性素材を使用した環境
に優しいPEDRO'S製品。
★ 微生物により分解される
環境に優しいケミカルです。

品番 016603 
ケミカル グリーンフィズケミカル グリーンフィズ

POP品番 016605 
ケミカル ポリッシュ バイクラストケミカル ポリッシュ バイクラスト

POP 品番 016607 
ケミカル バイオグリスチューブケミカル バイオグリスチューブ

POP

品番 016401 
ケミカル シンルブ

品番 016400 
ケミカル オレンジピールズ

品番 016406 
ケミカル バイクラスト

品番 016398 
ケミカル アイスワックス

POP POP POPPOP

軽やかさ

汚れにくさ
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続
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耐
水
・
耐
泥

軽やかさ

汚れにくさ
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性

耐
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耐
泥

軽やかさ
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持
続
性

耐
水
・
耐
泥

軽やかさ

汚れにくさ

持
続
性

耐
水
・
耐
泥

115207 1ガロン（3.7ℓ）
￥11,000（税抜）

組み付け用ベアリング用

プロ用大容量ボトルが追加!
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PRO BRUSH KIT プロ ブラシキット

TOOTH BRUSH トゥースブラシ

発注番号 

110583
￥2,600（税抜）
バッグサイズ：410×210mm
参考重量：498g
●特別にデザインされたバイク専用の用途
別ブラシが4種類入っています。●速乾性の
メッシュバック付。

発注番号

102300
￥800（税抜）
長さ：242mm
参考重量：64g
●人間工学にもとづいた両サイドブラシ。●チェーンホイールとフリーホイールの
掃除に便利です。

発注番号

115184
￥980（税抜）
●トゥットチェーンツール用ス
ペアピン。●2本入り。

発注番号

102425
￥14,000（税抜）
対応：～11速用チェーン＆1/8＆3/32シン
グルチェーン 
●全てのチェーンに対応する最強のチェーン
カッターが登場！

発注番号

102342
￥1,800（税抜）
参考重量：120g
ヘキサレンチ：2.5/3/4/5/6mm
ドライバー：プラス/マイナス
●コンパクトなハンディツール。

発注番号

115185
￥650（税抜）
●トゥットチェーンツール用リトラク
ティブピンガイド。

発注番号

115186
￥2,200（税抜）
●トゥットチェーンツール用リビルド
キット。●リトラクティブピンガイド、
ピン、フィットダイヤルのセット。 

発注番号

115200
￥2,300（税抜）
●プロメカニック用チェーンリンク工具。●チェーン
リンクの取付と取り外しの両方に対応。●レーザー
カットによる精度と熱処理による耐久性

発注番号

115183
￥1,800（税抜）
●精度の高いレーザーカットされたチェーンチェッカー。●チェーンの摩耗の目安
となる0.75％以上の伸びを正確に計測可能。●チェーンのコマの伸びとローラーの
伸びの２つを計測することが可能。●チェーンをつなぐときのフック機能もついて
いて、チェーンツールでピンを圧入する時に便利です。●先端にはチェーンリング
ボルトの回り止め機能。

発注番号

110567
¥5,800（税抜）
セット内容：バケツ、
ブラシ2本、スポンジ、
タイヤレバー2本、ミニツール、
ウエス

発注番号

115197
￥4,500（税抜）
●プロメカニック用ラジオペンチ。●刃先を開かせ作業性
を上げるスプリング。●鍛造×熱処理で耐久性の高いス
チール。●エルゴノミックグリップ。
長さ：150mm

発注番号

115198
￥4,500（税抜）
●プロメカニック用ニッパー。●刃先を開かせ作
業性を上げるスプリング。●鍛造×熱処理で耐久
性の高いスチール。●エルゴノミックグリップ。
長さ：150mm

発注番号

102344
￥4,500（税抜）
長さ：193mm
参考重量：277g

発注番号

102337
￥3,400（税抜）
長さ：206mm
参考重量：199g
●ブレーキ、シフトワイヤーに必要なテンションを掛けて
固定。ワイヤー固定ボルトの固定作業を補助する工具。

発注番号

102394
￥9,800（税抜）
サイズ：400×350mm
参考重量：892g
セット内容：2／2.5／3／4／5／6／8／10mmヘキサレンチ、Ｔ25トルクスレンチ●
頑丈なヒートトリーテッドスチール製。●プロメカニックから強く支持されています。

発注番号

102395
￥9,800（税抜）
参考重量：425g
セット内容：T7/T10/T15/T20/T25/T30/T40
●使いやすいT/Lハンドルの7種類トルクスレンチ。

発注番号

115206
￥19,000（税抜）
セット内容：ヘキサレンチ 2/2.5/3/4/5/6/8mm、トルクスレンチT10/T25/T30
●プロメカニックの要望から生まれた、ロングアームと3段階で移動するスライド
アームを組み合わせたスペシャルツール。●狭い所の作業からハイトルク作業、
高速スピンまで、瞬時に変形し、工具を交換することなく1本で対応。●高精度な
AISI6150プレミアムスチール本体と3度の焼き入れ加工を施した長寿命な先端部。

発注番号

115203 4Nm イエロー
115204 5Nm オレンジ
115205 6Nm グリーン
￥4,800（税抜）
付属ビット：4/5mmヘキサレンチ、T25トルクスレンチ
●プリセット型プロ用トルクレンチ。●トルク固定式のトルクレンチ。●1/4"サイ
ズのマグネットソケットドライバーでスピーディーにビット交換が可能。●操作し
やすいエルゴノミックハンドル。●使用していないビットはハンドルに収納。●出
荷時に誤差±1%以下に補正しているので、正確なトルク管理が可能。●5回のトル
ク補正結果を表示したカードが同梱される高い信頼性。

発注番号

102413
￥900（税抜）
参考重量：99g
●プロチェーンツール2.0用。
●2本入り。

発注番号

102389
￥900（税抜）
●プロチェーンツール2.0用。●
チェーンを保持するブリッジの補
修パーツ。

ミニピットキット 3.0 プロ ラジオペンチ プロ ニッパー

ケーブルカッターケーブルプラー

プロT/L型ヘキサレンチ9パック T/Lハンドル トルクスレンチセット

Tハンドル ヘキサレンチ
マスターセット

トルクレンチ

チェーンツールピンセット

プロチェーンツール
ブリッジ

トゥットピン 2PCS

トゥットチェーンツール

フォールディングヘキサレンチ/
±ドライバーセット

トゥットリトラクティング
ピンガイド

トゥットリビルドキット

プロチェーンリンクプライヤー

チェーンチェッカープラス

プロチェーンツール2.0用

一番切れるね

品番 016417  
ツール ブラシキットツール ブラシキット

POP

発注番号

115182
￥3,600（税抜）
セット内容：T10､T15､T20､T25､T27､T30､T40 
●非常に強度の高いSNCM-Vスチール素材のトルクスレンチセット。

トルクスレンチセット

発注番号

102346
￥4,000（税抜）
長さ：242mm
参考重量：432g（ケース含む）
セット内容：1.5／2／2.5／3／4／5／6／8／10mm

Lハンドル ヘキサレンチセット

トゥットチェーンツール用

洗車が圧倒的に楽になるバイク専用ブラシキット

プロメカニック用の高耐久。取付も取外しも可能。

全てのチェーンに対応する最強のチェーンカッター

フィットダイアル…回転させることでチェーンのサポー
トを変更しシングルから11速まで対応。
RPG…トゥットだけに採用している特殊機構。コネク
トピンを押し出す角度を垂直に調整し、チェーンへのダ
メージやピンの破損を防止。
11Sピーニングビット…カンパニョーロ11速チェーン
のリベットツールがハンドルに内蔵。
ガイドピンシアースロット…コネクトピンのガイド部分
を差し込んで簡単に取り外すことが可能。

本格的な作業に最適なロングタイプレンチセット。SNCM-Vスチール製で高強度。

作業能率を上げるエルゴノミックレンチセット。頑丈なヒートトリーテッドスチール製。

究極の作業スピードを実現するヘキサ/トルクスレンチキット 規定トルクを自動で知らせるプリセット型で作業性が向上

使用していないビットは
ハンドルに収納可能

3段階で位置を調整

早回しにも対応
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発注番号

102400
￥2,800（税抜）
サイズ：10mm
●カンパのボトムブラケットやマビックのハブな
ど、強い締め付けトルクを必要とするパーツに最
適。●対摩耗性の高い熱処理済みクロモリ使用。

発注番号

102414
￥1,800（税抜）
参考重量：58g
●ボトムブラケット抜き工具を固定するホルダー。
●M8（スクエア）、M15（ISIS、シマノオクタリン
ク）用。

発注番号

102316
￥5,200（税抜）
長さ：360mm
参考重量：479g
●クロモリ製。●握りやすいダイスパターングリップ。

発注番号

115194
￥2,000（税抜）
●ホローテックⅡキャップ用工具。●素早く確実に
シマノのホローテック2のキャップを回すためのドラ
イバー。

発注番号

115193
￥6,800（税抜）
●プロ用スポークレンチの3本セット。●3サイズの
スポークレンチがセットになっています。

発注番号

115190 3.23mm：DT、Wheel Smith 等
115191 3.30mm：Sapim等
115192 3.45mm： #14/15
￥2,800（税抜）
●プロ用スポークレンチ。

発注番号

102317
￥4,200（税抜）
長さ：305mm
参考重量：416g
●15mmペダルレンチ。
●クロモリ製。

発注番号

102319
￥2,000（税抜）
サイズ：6mm
長さ：210mm
参考重量：159g
●対摩耗性の高い熱処理済みクロモリ使用。

発注番号

115188
￥2,400（税抜）
●熱処理加工されたスチール素材の丈夫な15mmの
ペダルレンチ。●長さ300mm握りやすいエルゴノ
ミック形状。 ●30度のオフセットにより、回しやす
さがアップ。●軽量さを両立させたデザインで輪行な
どにも便利。

発注番号

102381
￥2,000（税抜）
参考重量：41g
●CAMPAGNOLOのBBセットとカセットのロック
リングに適合するソケット。●24mmプロソケット
ハンドルが使用できます。

発注番号

102329
￥4,200（税抜）
長さ：60mm
参考重量：418g
●細かい作業を確実に。●１"＆１
-1/8"のスターナットをフロント
フォークのステアチューブに正しく
カンタンに打ちこむ。

発注番号

102313
￥2,600（税抜）
長さ：52mm
参考重量：124g
●SHIMANOオクタリンク、ISISのBBに適合するソ
ケット。●24mmプロソケットハンドルが使用でき
ます。

発注番号

115187
￥1,800（税抜）
●熱処理された耐久性の高いS2スチールを使用した
プロ用工具。●高い精度で作業がスムーズ。●ペドロ
スのソケットハンドルや24mmのソケットやスパナ
を使用して回転させます。●1/2インチドライブのラ
チェットツールでも使用できます。

発注番号

115195
￥2,400（税抜）
●ディスクブレーキローター修正工具。●7、8ｍm
レンチ付属。

発注番号

115199
￥6,800（税抜）
●プロメカニック用モンキーレンチ。●プラスチックと
TPR製のエルゴグリップ。●レーザーで正確に記され
た目盛り。●締め付け方向の指示をグリップに記載。●
クロームバナジウム製のボディは軽量かつ耐久性が高
い。●最大33mmに対応。
長さ：250mm

発注番号

115181
￥1,800（税抜）
●グリップ部に2種類の素材を使用。●エルゴノミック
形状で握りやすい。●熱処理された先端は高い強度と耐
摩耗性。●バイクに最も良く使用される#2のプラスド
ライバーと5.5MMのマイナスドライバーの2本がセッ
トになっています。

発注番号

115150
￥10,000（税抜）
箱サイズ：220×116×103mm
参考重量：1.1kg（箱含む）
●4色組合せ、各色12枚セット。

発注番号

115189
￥3,000（税抜）
●カンパニョーロ用6ノッチBBレンチ。 ●熱処理
加工されたスチール素材で高い耐久性。●レーザー
カットで高い精度。●VELOCE､XENON､MIRAGE､
DAYTONA､AVANTIのBBに対応。

発注番号

102309
￥3,500（税抜）
長さ：270mm
参考重量：320g
●シマノ等のエクスターナルBB用レンチ。●高い耐
久性を持つクロモリ素材。

発注番号

115196
￥5,500（税抜）
●コンパクトで軽量なハンマー。●熱処理スチール
ヘッドとプラスチックヘッド。●振動を吸収するダ
イス形状グリップ。
長さ：275mm
参考重量：550g 

￥1,600（税抜）
長さ：190mm
参考重量：90g（13mm）
●耐久性の高い焼き入れスチール製でカッチリした
使い心地。

発注番号

102348
￥1,600（税抜）
サイズ：4/5/6mm
参考重量：70g

発注番号

102349
￥1,400（税抜）
サイズ：2/2.5/3mm
参考重量：38g

ヘキサレンチカンパ BB用

BB抜き工具抑え

ペダルレンチ イクアライザークランクキャップドライバー
ホローテックII

プロ スポークレンチ３セットプロ スポークレンチ

ペダルレンチ

ヘキサペダルレンチ

アプレンティスペダルレンチ

BB抜き工具 カンパ用

スターナットセッター

BB抜き工具 オクタリンク＆ISIS用

カセットロックリングソケット

ディスクローターレンチ

プロモンキーレンチ

スクリュードライバーセット

タイヤレバー24組セット

BBレンチカンパ 6ノッチ

インテグレイテッドBBレンチ
シマノ用

プロ ハンマー

ヘッドセットプレスツール

コーンレンチ（ハブスパナ）Yハンドル ヘキサレンチ

●通常よりも15％もの耐摩耗性アップをさせる熱処
理後、強度の劣化や錆を防ぐ黒色酸化被膜加工を施
したハイグレードツール。●簡単な作業ではY型が以
外と使いやすいです。

長さ：138mm

長さ：120mm

もうなめない

一家に一本

（税抜）

マスターツールキット 3.1

発注番号

102321 13mm
102322 14mm
102323 15mm
102324 16mm
102325 17mm
102327 19mm

発注番号

115202
￥22,000（税抜）
対応ヘッド規格：1"、1-1/8"、1-1/4"、1.5"
対応プレスフィットBB規格：ほぼ全てのベアリング径
作業幅：60～ 320mm
●ヘッドセットとBBベアリングのフレーム圧入工具。
●プロメカニック専用の高品質ツール。●取り外し可
能な33cmのエルゴノミックハンドル。●高精度なロー
ラーベアリングを内蔵し軽い操作。●下側玉押しはク
イックリリースで素早く位置調整可能。●付属アダプ
ターを使用して、シマノプレスフィット、GXP、PF41、
BB86、BB30、BB90、PF30、MIDBBなどに対応。

ストレスフリーなプロメカニック用
ヘッドセット＆BB圧入ツール

プロフェッショナルバイクツールキットが最新のレースシーンに合わせてアップデート

工具内容
・ディスクレンチ(ローター調整、
　7/8mmフレアレンチ)
・チェーンチェッカープラス
・モンキーレンチ
・クランクキャップドライバー
・プロハンマー
・ユーティリティナイフ
・プロニッパー
・プロラジオペンチ
・プロスポークレンチ3セット
・プロチェーンリンクプライヤー
・プロチェーンツール
・トリキシーフィクスドバイクツール 
　シングルコグロックリング外し
　＆8/9/10/15mmレンチ(キット限定)
・Lトルクスセット
・トゥースブラシ
・Yハンドルヘキサレンチ 2/2.5/3mm
・Yハンドルヘキサレンチ 4/5/6mm
・Yハンドルトルクスレンチ T10/
　T25/T30mm

・プラスドライバー #1/#2
・マイナスドライバー　5.5mm
・ラチェットレンチ　9/10/11/12/
　13/14mm
・プロT/L型ヘキサレンチ 8サイズ
・Lハンドルヘキサレンチ 9サイズ
・トルクスレンチセット
・ペダルレンチ イクアライザー
・バイスホイップ カセットホルダー
・スピンドルBBソケット
・カセットロックリングソケット
・カンパBBソケット
・BBレンチ
・ケーブルカッター
・コーンレンチ 13-19mm
・ヘキサレンチドライバー 6/8mm
・クランクプーラー
・タイヤレバー
・テープメジャー

発注番号

115201
￥158,000（税抜）
サイズ：505×406×33mm
●レースの現場で求められるツールを全て揃えたプロメカニック用工具。●70種
類のバイクメンテナンスツールをコンパクトに収納。●マスターツールキット3.0
に入っていたツール類を見直し、現在のレースシーンを想定したキットになりまし
た。●マスターツールキット史上最強のケースはIP67規格の防水・防塵性能を持
ち、1m水没した状態でも30分以上浸水しません。●さらにATA 300インパクト
テスト、アメリカ輸送試験規格ASTM D4169、アメリカ国防総省が規定するMil-
STD-810F等の厳しい基準を全てクリアし、過酷な状況でもツールを守る性能が保
証されています。●ツールを決まった位置に保持し、戻す場所も明確なので、作業
がスムーズ。●テープやペンなど追加のアイテムを収納するスペース。●約15万円
分のツールに3万円のケースが付属。
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ダブルクラウン&ロングストロークの
ダウンヒルモデル

フリーライドからエンデューロまで
幅広く使えるロングストロークモデル

マグネシウムでリードする世界最大のサスフォークブランド

　SR SUNTOUR（エスアールサンツアー）は、1987年にSRとSUNTOURが合体し生まれた
日本ブランドです。
　現在の生産拠点は台湾と中国に移っていますが、マグネシウム合金やアルミニウム合金を活用し
た、卓越した特殊鋳造によってスポーツバイクのパーツを生産し、年間の数量はサスペンション
フォークは1000万本に及び、No.1のシェアを有しています。

エスアールサンツアー

リモートスピードロックアウト
＊レバーをハンドルバーに取り付けてサスペンションの　　　　　
　動きをロック。

スピードロックアウト
＊フォーククラウン部のレバーを操作してサスペンション
　の動きをロック。

トラベルアジャスト
＊走行しながらストローク量を操作。

ロー&ハイスピードコンプレッションアジャスト
＊フォークが沈み込むスピードの高速、低速両方を調整。

ロースピードコンプレッションアジャスト
＊フォークが沈み込むスピードの低速部分を調整。

リバウンドアジャスト
＊フォークが伸びるスピードを調整。

モデル名の見方

SF12-AXON RL-RC 15QLC-Ti

下線の部分で大まかなスペックがわかります。

RL

LO

TA

RC2

RC

R

FREERIDE

DOWNHILL

MTB

INTENDED USE

200 mm

180 mm

160 mm

150 mm

120 mm

100 mm

700C

TRAIL

CROSS COUNTRY

CASUAL MTB

CROSS / TREKKING

CITY / COMFORT

ENDURO

ラックス デュロラックス

RUX DUROLUXMAX 
DISC203 MAX 

DISC203

●カタログの画像と実際の製品は異なる場合があります。ブレーキ台座などはスペック表をご確認ください。
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商品番号 386264 388190

商品名 RUX-RC2 AH OS 26 
QR 200MM AIR SF15

RUX-R2C2-QR 27.5 
CTS 244/0 SF16

カラー ブラック ブラック

価格（税抜） ¥188,000 ¥220,000

タイヤ径 26 27.5

アクスル 20×110mm 20×110mm

コラム径 1 1/8" 1.5-1 1/8"  CTS

対応ブレーキ ポストマウントディスク ポストマウントディスク

出荷時トラベル量（mm） 200 200

内部ピンの差し替えで変更
可能なトラベル量（mm） － －

スプリング エアー エアー

コンプレッションアジャスト ハイ＆ロー ハイ＆ロー

リバウンドアジャスト ロースピードのみ ハイ＆ロー

ロックアウト × ×

リモートロックアウト × ×

クラウン素材 7000系アルミニウム 7000系アルミニウム

ボトムケース素材 マグネシウム マグネシウム

スタンチオン素材 7000系アルミニウム 7000系アルミニウム

スタンチオン径（mm） 38 38

コラム素材 アルミニウム合金 アルミニウム合金

参考重量（g） 2891 2898

商品番号 388170 NEW 　384017

商品名 DUROLUX-DS-TA-R2C2 
20QLC 27.5 CTS SF16

DUROLUX-RC 27.5 
20QLC-DS CTS

カラー ブラック ブラック

価格（税抜） ¥118,000 ¥89,800

タイヤ径 27.5 27.5

アクスル 20QLC2 20QLC2

コラム径 1.5-1 1/8"  CTS 1.5-1 1/8"  CTS

対応ブレーキ ポストマウントディスク ポストマウントディスク

出荷時トラベル量（mm） 140-180トラベルアジャスト 180

内部ピンの差し替えで変更
可能なトラベル量（mm） － 160/170

スプリング エアー エアー

コンプレッションアジャスト ハイ＆ロー ロースピードのみ

リバウンドアジャスト ハイ＆ロー ロースピードのみ

ロックアウト × ×

リモートロックアウト × ×

クラウン素材 中空6000系アルミニウム 中空6061アルミニウム

ボトムケース素材 マグネシウム マグネシウム

スタンチオン素材 7050アルミニウム 7050アルミニウム

スタンチオン径（mm） 35 36

コラム素材 アルミニウム合金 アルミニウム合金

参考重量（g） － －
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オーロン

アイオン

AURON

AION

トレイルライディング向け軽量モデル

エンデューロ専用高強度ミドルストロークモデル

マグネシウムボトムケースやQ-LOC2 15mmアクスルなどAURONのテクノロジーを継承した弟分

●カタログの画像と実際の製品は異なる場合があります。ブレーキ台座などはスペック表をご確認ください。 ●カタログの画像と実際の製品は異なる場合があります。ブレーキ台座などはスペック表をご確認ください。
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商品番号 NEW  384018 NEW  384019

商品名 AURON LO-RC 
27.5 15QLC2 CTS

AURON LO-RC 29 
15QLC2 CTS

カラー ブラック ブラック
価格（税抜） ¥84,800 ¥84,800
タイヤ径 27.5 29
アクスル 15QLC2 Ti 15QLC2 Ti 
コラム径 1.5-1 1/8"  CTS 1.5-1 1/8"  CTS

対応ブレーキ ポストマウント
ディスク

ポストマウント
ディスク

出荷時トラベル量
（mm） 160 150

内部ピンの差し替
えで変更可能なト
ラベル量（mm）

150 130/140

スプリング エアー エアー
コンプレッションア
ジャスト ロースピードのみ ロースピードのみ

リバウンドアジャ
スト ロースピードのみ ロースピードのみ

ロックアウト ◯ ◯
リモートロックア
ウト × ×

クラウン素材 中空7050アルミニ
ウム

中空7050アルミニ
ウム

ボトムケース素材 マグネシウム マグネシウム
スタンチオン素材 7050アルミニウム 7050アルミニウム
スタンチオン径
（mm） 34、バテッド 34、バテッド

コラム素材 アルミニウム合金 アルミニウム合金
参考重量（g） 1895 1926

商品番号 388176 388177

商品名
AURON-DS-TA-
RC2 15QLC2-TI 
27.5 CTS SF16

AURON-DS-RC2 
15QLC2-TI 27.5 
CTS SF16

カラー ブラック ブラック
価格（税抜） ¥118,000 ¥99,000
タイヤ径 27.5 27.5
アクスル 15QLC2 Ti 15QLC2 Ti
コラム径 1.5-1 1/8"  CTS 1.5-1 1/8"  CTS

対応ブレーキ ポストマウント
ディスク

ポストマウント
ディスク

出荷時トラベル量
（mm）

120-160トラベルア
ジャスト 160

内部ピンの差し替
えで変更可能なト
ラベル量（mm）

－ 150

スプリング エアー エアー
コンプレッションア
ジャスト ハイ＆ロー ハイ＆ロー

リバウンドアジャ
スト ロースピードのみ ロースピードのみ

ロックアウト × ×
リモートロックア
ウト × ×

クラウン素材 7050アルミニウム 7050アルミニウム
ボトムケース素材 マグネシウム マグネシウム+
スタンチオン素材 7050アルミニウム 7050アルミニウム
スタンチオン径
（mm） 34 34

コラム素材 アルミニウム合金 7050アルミニウム
参考重量（g） 2048 1905

商品番号 388162 NEW  384022 NEW  384020 NEW  384023 NEW  384021

商品名
AION RC 15QLC 
27.5 130～160MM 
CTS SF15

AION RC 27.5 
15QLC CTS

AION LO-R 27.5 
15QLC CTS

AION RC 29 
15QLC CTS

AION LO-R 29 
15QLC CTS

カラー ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック
価格（税抜） ¥82,000 ¥66,800 ¥59,800 ¥66,800 ¥59,800
タイヤ径 27.5 27.5 27.5 29 29
アクスル 15QLC32 15QLC32 15QLC32 15QLC32 15QLC32 
コラム径 1.5-1 1/8"  CTS 1.5-1 1/8"  CTS 1.5-1 1/8"  CTS 1.5-1 1/8"  CTS 1.5-1 1/8"  CTS

対応ブレーキ ポストマウント
ディスク

ポストマウント
ディスク

ポストマウント
ディスク

ポストマウント
ディスク

ポストマウント
ディスク

出荷時トラベル量
（mm） 160 160 160 140 140

内部ピンの差し替
えで変更可能なト
ラベル量（mm）

130/140/150 130/140/150 130/140/150 130 130

スプリング エアー Progressive air 
system エアー

Progressive air 

system
エアー

コンプレッション
アジャスト ロースピードのみ ロースピードのみ × ロースピードのみ ×

リバウンド
アジャスト ロースピードのみ ロースピードのみ ロースピードのみ ロースピードのみ ロースピードのみ

ロックアウト × × ◯ × ◯
リモート
ロックアウト × × × × ×

クラウン素材 6000系アルミ
ニウム

鍛造6061アルミ
ニウム

鍛造6061アルミ
ニウム

鍛造6061アルミ
ニウム

鍛造6061アルミ
ニウム

ボトムケース素材 マグネシウム マグネシウム マグネシウム マグネシウム マグネシウム

スタンチオン素材 6000系アルミ
ニウム

6000系アルミ
ニウム

6000系アルミ
ニウム

6000系アルミ
ニウム

6000系アルミ
ニウム

スタンチオン径
（mm） 34 34 34 34 34

コラム素材 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金
参考重量（g） 2011 2011 1967 2059 2016

商品番号 388167 388175 388168 388174 388173

商品名
EPIXON TR LO-R 
26 15QLC32 CTS 
140MM SF15

EPIXON-DS-LO-R 
26TS SF16

EPIXON TR LO-R 
27.5 15QLC32 CTS 
140MM SF15

EPIXON-DS-LO-R 
27.5 CTS SF16

EPIXON-DS-LO-R 
29 TS SF16

カラー ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック
価格（税抜） ¥54,000 ¥49,000 ¥54,000 ¥49,000 ¥49,000
タイヤ径 26 26 27.5 27.5 29
アクスル 15QLC32 9mm 15QLC32 9mm 9mm
コラム径 1.5-1 1/8"  CTS 1 1/8" 1.5-1 1/8"  CTS 1.5-1 1/8"  CTS 1 1/8"
対応ブレーキ ポストマウントディスク ポストマウントディスク ポストマウントディスク ポストマウントディスク ポストマウントディスク
出荷時トラベル量（mm） 140 120 140 120 120
内部ピンの差し替えで変更
可能なトラベル量（mm） 130/150 100 130 100 100

スプリング エアー エアー エアー エアー エアー
コンプレッションアジャスト × × × × ×
リバウンドアジャスト ロースピードのみ ロースピードのみ ロースピードのみ ロースピードのみ ロースピードのみ
ロックアウト ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
リモートロックアウト × × × × ×
クラウン素材 6061アルミニウム 鍛造6061アルミニウム 6061アルミニウム 鍛造6061アルミニウム 鍛造6061アルミニウム
ボトムケース素材 マグネシウム マグネシウム+ マグネシウム マグネシウム マグネシウム+
スタンチオン素材 7050アルミニウム 7050アルミニウム 7050アルミニウム 7050アルミニウム 7050アルミニウム
スタンチオン径（mm） 32 32 32 32、バテッド 32
コラム素材 7050アルミニウム 7050アルミニウム 7050アルミニウム 7050アルミニウム 7050アルミニウム
参考重量（g） － － － － －

388162
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価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

究極の軽さを目指した世界チャンピオン使用モデル

XCレース専用軽量ショートストロークモデル

LO-R LO-RC

トレイルを楽しく走るために必要な性能を厳選したモデル

アクソン レイドン

AXON 

AXON 

RAIDON WERX

ELITE

●カタログの画像と実際の製品は異なる場合があります。ブレーキ台座などはスペック表をご確認ください。 ●カタログの画像と実際の製品は異なる場合があります。ブレーキ台座などはスペック表をご確認ください。
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商品番号 388171 NEW   384010 NEW   384013 NEW   384011 NEW   384014

商品名
AXON-WERX-RL-RC 
15QLC2-TI 27.5 TS
カーボン SF16

AXON LO-RC 27.5 
15QLC2 CTS

AXON LO-R 27.5 
15QLC32 CTS

AXON LO-RC 29 
15QLC2 CTS

AXON LO-R 29 
15QLC32 CTS

カラー ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック
価格（税抜） ¥158,000 ¥61,800 ¥54,800 ¥61,800 ¥54,800
タイヤ径 27.5 27.5 27.5 29 29
アクスル 15QLC2 Ti 15QLC2 15QLC32 15QLC2 15QLC32
コラム径 1 1/8" 1.5-1 1/8"  CTS 1.5-1 1/8"  CTS 1.5-1 1/8"  CTS 1.5-1 1/8"  CTS
対応ブレーキ ポストマウントディスク ポストマウントディスク ポストマウントディスク ポストマウントディスク ポストマウントディスク
出荷時トラベル量（mm） 100 120 120 120 120
内部ピンの差し替えで変更
可能なトラベル量（mm） 80 100 100 80/100 80/100

スプリング エアー エアー エアー エアー エアー
コンプレッションアジャスト ロースピードのみ ロースピードのみ × ロースピードのみ ×
リバウンドアジャスト ロースピードのみ ロースピードのみ ロースピードのみ ロースピードのみ ロースピードのみ
ロックアウト × ◯ ◯ ◯ ◯
リモートロックアウト ◯ × × × ×
クラウン素材 中空7050アルミニウム 中空6061アルミニウム 鍛造6061アルミニウム 中空6061アルミニウム 鍛造6061アルミニウム
ボトムケース素材 カーボン マグネシウム マグネシウム マグネシウム マグネシウム
スタンチオン素材 7050アルミニウム 7050アルミニウム 7050アルミニウム 7050アルミニウム 7050アルミニウム
スタンチオン径（mm） 32、バテッド 32、バテッド 32、バテッド 32、バテッド 32、バテッド
コラム素材 7050アルミニウム アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金
参考重量（g） 1539 1598 1628 1628 1664

27.5+モデル
商品番号 388184 388179 388180 388182 388178

商品名 RAIDON-XC-DS-LO-R 
26 TS SF16

RAIDON-XC-DS-RL-R 
15QLC32 27.5 CTS 
SF16

RAIDON-XC-DS-LO-R 
15QLC32 27.5 CTS 
SF16

RAIDON-XC-DS-LO-R 
27.5 CTS SF16

RAIDON-DS-LO-R 
650B-PLUS 27.5 CTS 
15QLC32-110 SF16

カラー ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック
価格（税抜） ¥37,000 ¥49,000 ¥46,000 ¥42,000 ¥54,000
タイヤ径 26 27.5 27.5 27.5 27.5+BOOST
アクスル 9mm 15QLC32 15QLC32 9mm 15QLC32-110
コラム径 1 1/8" 1.5-1 1/8"  CTS 1.5-1 1/8"  CTS 1.5-1 1/8"  CTS 1.5-1 1/8"  CTS
対応ブレーキ ポストマウントディスク ポストマウントディスク ポストマウントディスク ポストマウントディスク ポストマウントディスク
出荷時トラベル量（mm） 120 120 120 120 120
内部ピンの差し替えで変更
可能なトラベル量（mm） 100 100 100 100 100

スプリング エアー エアー エアー エアー エアー
コンプレッションアジャスト × × × × ×
リバウンドアジャスト ロースピードのみ ロースピードのみ ロースピードのみ ロースピードのみ ロースピードのみ
ロックアウト ◯ × ◯ ◯ ◯
リモートロックアウト × ◯ × × ×
クラウン素材 AC4Cアルミニウム合金 AC4Cアルミニウム合金 AC4Cアルミニウム合金 AC4Cアルミニウム合金 6061アルミニウム
ボトムケース素材 マグネシウム マグネシウム マグネシウム マグネシウム マグネシウム
スタンチオン素材 6061アルミニウム 6061アルミニウム 6061アルミニウム 6061アルミニウム 6061アルミニウム
スタンチオン径（mm） 32 32 32 32 32
コラム素材 STKMスチール アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金
参考重量（g） － － － 2021 1950



一般車パーツ

7170
価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

XCR 

XCM 

M 

XCTJR

マグネシウムボトムケース採用のエントリーグレード

大径スタンチオンを採用した本格エントリーモデル

ジュニアMTBモデル

●カタログの画像と実際の製品は異なる場合があります。ブレーキ台座などはスペック表をご確認ください。 ●カタログの画像と実際の製品は異なる場合があります。ブレーキ台座などはスペック表をご確認ください。
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コストパフォーマンスを追求したエントリーモデル

商品番号 388185 388186 388140 388141 386209 386260 386261

商品名 XCR-DS-LO-AIR 24 
TS SF16

XCR-DS-LO 24 TS 
SF16

XCR AIR LO-R-26 
100/120MM SF14

XCR AIR LO-R-26 
100/120MM SF14

XCR32-LO-R AH OS 
26 100MM PM 
ディスク SF14

XCR-32-LO-DS AH 
OS 26 100MM COIL 
SF14

XCR-32-LO-DS AH 
OS 26 100MM COIL 
SF14

カラー ブラック ブラック ブラック ホワイト ホワイト ブラック ホワイト
価格（税抜） ¥28,000 ¥19,000 ¥34,800 ¥34,800 ¥24,800 ¥19,800 ¥19,800
タイヤ径 24 24 26 26 26 26 26
アクスル 9mm 9mm 9mm 9mm 9mm 9mm 9mm
コラム径 1 1/8" 1 1/8" 1 1/8" 1 1/8" 1 1/8" 1 1/8" 1 1/8"
対応ブレーキ ポストマウントディスク ポストマウントディスク ポストマウントディスク ポストマウントディスク ポストマウントディスク ポストマウントディスク ポストマウントディスク
出荷時トラベル量（mm） 80 80 120 120 100 100 100
内部ピンの差し替えで変更
可能なトラベル量（mm） 63 63 100 100 － － －

スプリング エアー コイル エアー エアー コイル コイル コイル
コンプレッションアジャスト × × × × × × ×
リバウンドアジャスト × × ロースピードのみ ロースピードのみ ロースピードのみ × ×
ロックアウト ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
リモートロックアウト × × × × × × ×
クラウン素材 AC4Cアルミニウム合金 AC4Cアルミニウム合金 AC4Cアルミニウム合金 AC4Cアルミニウム合金 AC4Cアルミニウム合金 AC4Cアルミニウム合金 AC4Cアルミニウム合金
ボトムケース素材 マグネシウム マグネシウム マグネシウム マグネシウム マグネシウム マグネシウム マグネシウム
スタンチオン素材 STKMスチール STKMスチール STKMスチール STKMスチール STKMスチール STKMスチール STKMスチール
スタンチオン径（mm） 28 28 32 32 30 32 32
コラム素材 7050アルミニウム STKMスチール STKMスチール STKMスチール STKMスチール STKMスチール STKMスチール
参考重量（g） － － 2383 2383 2270 2250 2250

商品番号 388147 388164 387136 NEW   384024 NEW   384025 388137

商品名
XCR AIR LO-R-
27.5 15QLC2 
100/120MM SF15

XCR 32 RL-COIL 
27.5 15QLC2 
100/120MM SF15

XCR-32-LO-DS AH 
OS 27.5 100MM 
COIL SF14

XCR32-AIR LOR 
DS 15QLC32-110 
650B+

XCR32-COIL LO 
DS 15QLC32-110 
650B+

XCR-32-LO-DS AH 
OS 29 100MM COIL 
SF14

カラー ホワイト ホワイト ホワイト ブラック ブラック ブラック
価格（税抜） ¥38,800 ¥28,800 ¥19,800 ¥39,800 ¥29,800 ¥19,800
タイヤ径 27.5 27.5 27.5 27.5+BOOST 27.5+BOOST 29
アクスル 15QLC32 15QLC32 9mm 15QLC32-110 15QLC32-110 9mm
コラム径 1 1/8" 1 1/8" 1 1/8" 1.5-1 1/8"  CTS 1.5-1 1/8"  CTS 1 1/8"
対応ブレーキ ポストマウントディスク ポストマウントディスク ポストマウントディスク ポストマウントディスク ポストマウントディスク ポストマウントディスク
出荷時トラベル量（mm） 120 120 100 100 100 100
内部ピンの差し替えで変更
可能なトラベル量（mm） 100 100 － 80 80 －

スプリング エアー コイル コイル エアー コイル、プリロード付 コイル
コンプレッションアジャスト × × × × × ×
リバウンドアジャスト ロースピードのみ × × ロースピードのみ × ×
ロックアウト ◯ × ◯ ◯ ◯ ◯
リモートロックアウト × ◯ × × × ×
クラウン素材 不明 不明 AC4Cアルミニウム合金 AC4Cアルミニウム合金 AC4Cアルミニウム合金 AC4Cアルミニウム合金
ボトムケース素材 マグネシウム マグネシウム マグネシウム マグネシウム マグネシウム マグネシウム
スタンチオン素材 不明 不明 STKMスチール STKMスチール STKMスチール STKMスチール
スタンチオン径（mm） 不明 不明 32 32 32 32
コラム素材 STKMスチール STKMスチール STKMスチール アルミニウム合金 アルミニウム合金 STKMスチール
参考重量（g） 2426 2498 2290 － － 2300

商品番号 388192 388193 386254 388144 388145 388134 387130

商品名 M3030-A-P 
26 TS SF14

M3030-A-P 
26 TS SF14

M3030-DS 
AH OS 26 
75MM COIL 
SF14

M3030 27.5 
63/75MM 
COIL DISC 
SF14

M3030 27.5 
63/75MM 
COIL V SF14

M3030-DS 
AH OS 29 
75MM COIL 
SF14

M3010-A-P 
AH OS 700C 
50MM COIL 
SF14

カラー ブラック ホワイト ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック
価格（税抜） ¥11,000 ¥11,000 ¥9,400 ¥9,400 ¥9,400 ¥9,800 ¥9,400
タイヤ径 26 26 26 27.5 27.5 29 700C
アクスル 9mm 9mm 9mm 9mm 9mm 9mm 9mm
コラム径 1 1/8" 1 1/8" 1 1/8" 1 1/8" 1 1/8" 1 1/8" 1 1/8"

対応ブレーキ V/カンチ V/カンチ ポストマウント
ディスク

ポストマウント
ディスク V/カンチ ポストマウント

ディスク V/カンチ

出荷時トラベル量（mm） 75 75 75 75 75 75 50
内部ピンの差し
替えで変更可能な
トラベル量（mm）

63 63 － 63 63 － －

スプリング コイル コイル コイル コイル コイル コイル コイル、
プリロード付

コンプレッション
アジャスト × × × × × × ×

リバウンド
アジャスト × × × × × × ×

ロックアウト × × × × × × ×
リモートロックアウト × × × × × × ×

クラウン素材 AC4Cアルミニ
ウム合金

AC4Cアルミニ
ウム合金

AC4Cアルミニ
ウム合金

AC4Cアルミニ
ウム合金

AC4Cアルミニ
ウム合金

AC4Cアルミニ
ウム合金

AC4Cアルミニ
ウム合金

ボトムケース素材 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金
スタンチオン素材 STKMスチール STKMスチール STKMスチール STKMスチール STKMスチール STKMスチール STKMスチール
スタンチオン径（mm） 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4
コラム素材 STKMスチール STKMスチール STKMスチール STKMスチール STKMスチール STKMスチール STKMスチール
参考重量（g） － － － 2271 2271 － 2270

1"コラムモデル
商品番号 388191 386258 386259 NEW   384026

商品名 XCM-P-HLO-26 TS 1" 
COLUMN SF13

XCM-HLO-P AH OS 
26 100MM COIL SF13

XCM-HLO-P AH OS 
26 100MM COIL SF13

XCM32 DS 15QLC32-
110 650B+CTS

カラー ブラック ブラック ホワイト ブラック
価格（税抜） ¥17,000 ¥15,800 ¥15,800 ¥22,800
タイヤ径 26 26 26 27.5+BOOST
アクスル 9mm 9mm 9mm 15QLC32-110
コラム径 1"ノーマル 1 1/8" 1 1/8" 1.5-1 1/8"  CTS

対応ブレーキ ポストマウントディスク
V/カンチ

ポストマウントディスク
V/カンチ

ポストマウントディスク

V/カンチ
ポストマウントディスク

出荷時トラベル量（mm） 120 100 100 100
内部ピンの差し替えで変更
可能なトラベル量（mm） 80/100 － － 80

スプリング コイル、プリロード付 コイル コイル コイル、プリロード付
コンプレッションアジャスト × × × ×
リバウンドアジャスト × × × ×
ロックアウト ◯ ◯ ◯ ×
リモートロックアウト × × × ×
クラウン素材 AC4Cアルミニウム合金 AC4Cアルミニウム合金 AC4Cアルミニウム合金 AC4Cアルミニウム合金
ボトムケース素材 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金
スタンチオン素材 STKMスチール STKMスチール STKMスチール STKMスチール
スタンチオン径（mm） 30 30 30 32
コラム素材 STKMスチール STKMスチール STKMスチール STKMスチール
参考重量（g） － － － －

商品番号 388187 388188

商品名 XCT-JR-L-DS 24 TS 
SF16

XCT-JR-L-DS 20 TS 
SF16

カラー ブラック ブラック
価格（税抜） ¥12,000 ¥12,000
タイヤ径 24 20
アクスル 9mm 9mm
コラム径 1 1/8" 1 1/8"
対応ブレーキ ポストマウントディスク ポストマウントディスク
出荷時トラベル量（mm） 80 63
内部ピンの差し替えで変更
可能なトラベル量（mm） － －

スプリング コイル コイル
コンプレッションアジャスト × ×
リバウンドアジャスト × ×
ロックアウト × ×
リモートロックアウト × ×
クラウン素材 AC4Cアルミニウム合金 AC4Cアルミニウム合金
ボトムケース素材 アルミニウム合金 アルミニウム合金
スタンチオン素材 STKMスチール STKMスチール
スタンチオン径（mm） 28 28
コラム素材 STKMスチール STKMスチール
参考重量（g） － －

650B+ 24"
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究極の700Cクロスバイク用サスペンションフォーク。

参考重量 330g

四角テーパー

カートリッジベアリング

シェル幅68mm

8mmフィキシングボルト付属

クロモリシャフト

スチールカップ

スチールボディ

適　合 CW-XCR SQ,

CW-NX-D-SQ, 

CW-SCSP42シリーズ

カラー シルバー

サイズ 27.2 × 350

パラレログラムシステム

50mmストローク

セーフティ2ボルトデザイン

コイルスプリング

SWING SHOCK 

XCE / XCM / XR
CHAINWHEEL

NCX/NEX SP12-NCX
SUSPENSION SEATPOST サスペンションシートポスト

UNAIR LOR AIR RS17 RAIDON AIR RS17
REAR SHOCKS

XCM SQS
BOTTOM BRACKET ボトムブラケット

品　番 商品名 税抜価格 クランクアーム クランク長 対応スピード ギア固定方法 アウターリング インナーリング 推奨BB チェーンライン チェーンリングガード

261013 XCE T312PBG ￥5,200 One piece design crank arm 170mm 8s interchangeabledesign 42T Blackpowdercoat 24T BB10XCTSQS-122 48mm ChainGuard

261014 XCE T312PBG ￥5,200 One piece design crank arm 152mm 8s interchangeabledesign 42T Blackpowdercoat 24T BB10XCTSQS-122 48mm ChainGuard

261015 XCE T318PBG ￥5,200 One piece design crank arm 170mm 8s interchangeabledesign 48T Blackpowdercoat 28T BB10XCTSQS-122 48mm ChainGuard

261016 XCM 414PBG SQ ￥5,800
One piece design crank arm, 
includingcapless fi xing bolts

170mm 9s interchangeabledesign 44T Blackpowdercoat 22T
BB10XCTSQS-113-

CBT
50mm N/A

261017 XR 172PBIG SQ ￥4,000 AC4C Crank arm 170mm 7s/8s Center rivet 42T Blackpowdercoat 22T BB10XCTSQS-113-CBT 48mm ChainGuard

261018 XR 178PBIG SQ ￥4,000 AC4C Crank arm 170mm 7s/8s Center rivet 48T Blackpowdercoat 28T BB10XCTSQS-113-CBT 48mm ChainGuard

発注番号

035600
￥600（税抜）
カラー：ブラック
●サスペンション部分に指など
挟むのを防止するカバーです。

発注番号

659092
￥14,800（税抜）

発注番号

263401 110mm
263402 113mm
263403 118mm
263404 122mm
￥2,400（税抜）

シートポストカバー

Safety cover

●カタログの画像と実際の製品は異なる場合があります。ブレーキ台座などはスペック表をご確認ください。

NVX 

NRX 

NEX 

XCE
261013
261014
261015

XCM
261016

XR
261017
261018

商品番号 387121

商品名
NRX-S-LO-R-LITE AH 
OS 700C 63MM AIR 
PM ディスク SF13

カラー ブラック
価格（税抜） ¥60,000
タイヤ径 700C
アクスル 9mm
コラム径 1 1/8"
対応ブレーキ ポストマウントディスク
出荷時トラベル量（mm） 63
内部ピンの差し替えで変更
可能なトラベル量（mm） －

スプリング エアー
コンプレッションアジャスト ×
リバウンドアジャスト ロースピードのみ
ロックアウト ◯
リモートロックアウト ×
クラウン素材 鍛造6061アルミニウム
ボトムケース素材 マグネシウム
スタンチオン素材 7050アルミニウム
スタンチオン径（mm） 30
コラム素材 アルミニウム合金
参考重量（g） －

商品番号 388165 388166

商品名 NVX HLO 700C 
75MM DISC SF15

NVX HLO 700C 
75MM V SF15

カラー ブラック ブラック
価格（税抜） ¥15,800 ¥15,800
タイヤ径 700C 700C
アクスル 9mm 9mm
コラム径 1 1/8" 1 1/8"
対応ブレーキ ポストマウントディスク V/カンチ
出荷時トラベル量（mm） 75 75
内部ピンの差し替えで変更
可能なトラベル量（mm） － －

スプリング コイル、プリロード付 コイル、プリロード付
コンプレッションアジャスト × ×
リバウンドアジャスト × ×
ロックアウト ◯ ◯
リモートロックアウト × ×
クラウン素材 AC4Cアルミニウム合金 AC4Cアルミニウム合金
ボトムケース素材 アルミニウム合金 アルミニウム合金
スタンチオン素材 STKMスチール STKMスチール
スタンチオン径（mm） 28 28
コラム素材 STKMスチール STKMスチール
参考重量（g） 2670 2670

商品番号 387133 387134

商品名
NEX-HLO-P AH OS 
700C 63MM COIL 
SF14

NEX-P AH OS 700C 
63MM COIL SF14

カラー ブラック ブラック
価格（税抜） ¥15,800 ¥12,800
タイヤ径 700C 700C
アクスル 9mm 9mm
コラム径 1 1/8" 1 1/8"
対応ブレーキ V/カンチ V/カンチ
出荷時トラベル量（mm） 63 63
内部ピンの差し替えで変更
可能なトラベル量（mm） － －

スプリング コイル コイル
コンプレッションアジャスト × ×
リバウンドアジャスト × ×
ロックアウト ◯ ×
リモートロックアウト × ×
クラウン素材 AC4Cアルミニウム合金 AC4Cアルミニウム合金
ボトムケース素材 アルミニウム合金 アルミニウム合金
スタンチオン素材 STKMスチール STKMスチール
スタンチオン径（mm） 28 28
コラム素材 STKMスチール STKMスチール
参考重量（g） － －

商品番号 387023 387025 387022 387018

商品名
SW-S AH OS 20 
25MM IS ディスク 
SF12

SW-S AH OS 20 
25MM IS ディスク 
SF12

SW-S AH OS 20 
25MM Vブレーキ 
SF12

SW-S AH OS 700C 
30MM 2010 PIVOT 
Vブレーキ SF10

カラー ブラック ホワイト ブラック ホワイト
価格（税抜） ¥24,800 ¥24,800 ¥24,800 ¥24,800
タイヤ径 20 20 20 700C
アクスル 9mm 9mm 9mm 9mm
コラム径 1 1/8" 1 1/8" 1 1/8" 1 1/8"

対応ブレーキ ISディスク ISディスク V/カンチ ISディスク、
V/カンチ

出荷時トラベル量（mm） 25 25 25 30
内部ピンの差し替えで変更
可能なトラベル量（mm） － － － －

スプリング コイル コイル コイル コイル
コンプレッションアジャスト × × × ×
リバウンドアジャスト × × × ×
ロックアウト × × × ×
リモートロックアウト × × × ×
クラウン素材 不明 不明 不明 不明
ボトムケース素材 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金
スタンチオン素材 － － － －
スタンチオン径（mm） － － － －
コラム素材 不明 不明 不明 不明
参考重量（g） － － － －

発注番号　　　　  トラベル量

280030 165 × 38mm
280031 184× 44mm
280032 190× 51mm
￥34,000（税抜）
スプリング：エアー
アジャスト：リバウンド、ロックアウト
参考重量：217g～

発注番号　　　　  トラベル量

280027 165 × 38mm
280028 184× 44mm
280029 190× 51mm
￥18,000（税抜）
スプリング：エアー
アジャスト：リバウンド
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価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

社員ブログ

PODIUM® ICE™ 21oz 620ml 21
oz

STYLE

MATERIAL

PODIUM® COLLECTION

TRUTASTE™POLYPROPYLENE

B
IK
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世界をリードするハイドレーション・システム

ヒストリー

キャメルバック

Michael Eidsonがハイドレー
ションシステムの原型を作る。

CAMELBAK社設立。

世界初のハイドレーションバック
パックの『M.U.L.E.』を発売。

アメリカ軍で使用されるミリタリー
モデルを開発。

抗菌、防臭、使いやすさ、耐久性、
全てが高水準のオメガリザーバーを
発売。

飲みやすく漏れない自転車用ボトル
PODIUMを発売。

着るハイドレーションシステム
RACEBAKを開発。

ライダーの動きを妨げない低重心の
ランバーリザーバーを開発。

1988

1989

1995

1999

2001

2007

2009

2010

PODIUM
® COLLECTION

ノズルは簡単に取
り外してきれいに
洗えます。

バルブをひねると完全なロック
が出来て持ち運びも簡単です。
ボトルは握っても、吸っても飲
める形状です。

飲みやすく、漏れません
Jet ValveTM

テクノロジー

PODIUM® ICE™ PODIUM® BIG CHILL™ PODIUM® CHILL™ PODIUM®

今あなたが
使っている
ボトル

PODIUMは、保温・保冷性、飲みやすさ、洗いやすさ、耐久性など、サイクリストが求める全てを備えた理想のボトルシステムです。ボトルを引っ張ったり、噛んだりする必

要はありません。ボトルを押しても吸っても給水が出来ます。TRUTASTE POLYPROPYLENEとHYDRO GUARD加工を組み合わせた内部は嫌な臭いがゼロ。豊富なカラー

バリエーションで、どんなバイクやウェアにも合わせていただけます。

※熱湯には対応いたしません。

エアロジェルテクノロジーによる従来比4倍の保冷性。620mlタイプ。
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汚
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に
口
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つ
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た
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取
り
出
し
に
く
い

逆
さ
に
し
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飲
み
づ
ら
い

本
体
が
硬
い

CAMELBAKで解決

ボトルを使っている方の不満

23% 18% 17% 15% 12% 6% 6% 3%

　坂バカプロモーションスタッフRYOです。みなさん、ボトルなに使ってますか？私は
キャメルバックのポディウムチルボトルを使い続けています。ポディウムボトルはつくりが
丁寧で長持ちです。ですが、外観は薄汚くなってきています(‾▽‾;)そろそろ新しいポディ
ウムボトルにしようかな～と。せっかくなんで通常の4倍の保冷力を持つというポディウム
アイスにしてみました！
保冷ボトルというのは普通、本体の壁に保冷素材をはさむので硬くなってしまい、ライド中
の水分補給のストレスになってしまいます。キャメルの保冷ボトルは、それが硬くない！下
手な非保冷ボトルよりやわらかい！というのが売りで私も始めて使ったとき感動してしまい
ました。ですが、さすがにさらに保冷力の高いポディウムアイスは多少硬いんだろうな～な
んて思っていたんですが！ほとんど変わらない！これなら正直使わない理由がないです(゜
ロ゜)
水分を体内に最も吸収しやすい温度は5～15℃。知ってましたか？ただ冷たい方が美味し
いから、ってわけではないんです。パフォーマンスを高めるためにポディウムアイスです。

¥3,600（税抜）

発注番号

18892098
　ファイヤー

18892099
スノウ

18892100
コズミックブルー

18892101
シルバー/ロゴ

NEW NEW NEW NEW

キャメルバックヒストリー
　1988年、焦げるような暑さがおおう真夏のテキサス州でCAMELBAKは生まれました。
自転車レースの初心者だったMichaelEidsonは150kmの過酷なレース中に何度もボトル
を落としたり、ハンドル操作を誤ったりして危険な目に遭いました。後にCAMELBAK創業
者となる彼は輸血用バッグと手術用チューブと靴下を組み合わせてTシャツの背中に縫い付け
たのです。このプロトタイプをもとに1989年にCAMELBAKが設立され、画期的な製品が
次々に生まれてきたのです。

いつまでも冷たいのにやわらかくて
飲みやすい！ PODIUM ICE

品番 016567
ボトル ポディウム アイスボトルボトル ポディウム アイスボトルボトル ポディウム アイスボトル

POP

Thermal Endurance(Minutes)

Standard Bottle Typical Insulated Podium Ice
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価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

PODIUM® BIG CHILL™ 25oz PODIUM® 24oz

PODIUM® 21oz

PODIUM® CHILL™ 21oz

750ml 710ml

620ml

620ml

25 24

21

21

oz oz

oz

oz

STYLE

MATERIAL

STYLE

MATERIAL

STYLE

MATERIAL

STYLE

MATERIAL

PODIUM® COLLECTION

TRUTASTE™POLYPROPYLENE

PODIUM® COLLECTION

TRUTASTE™POLYPROPYLENE

PODIUM® COLLECTION

TRUTASTE™POLYPROPYLENE

PODIUM® COLLECTION

TRUTASTE™POLYPROPYLENE
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2倍の保冷性を持つボトル。余裕の大型750mlタイプ。 スポーツ給水ボトルの新しい姿。710mlタイプ。

スポーツ給水ボトルの新しい姿。小型の620mlタイプ。

2倍の保冷性を持つボトル。小型の620MLタイプ。

18892044 
レッド

18892072
クリアレッド

18892045
パープル

18892074
クリアブルー

18892102
プライムパープル

18892077
メトリックミント

18892103
パワーピンク

18892113
ジェットブラック

18892073
ラリーレッド

18892079
フランスイエロー

18892080
スペインレッド

18892081
イタリーピンク

18892082
UKフロスト

18892083
ベルギーフロスト

18892084
フランスフロスト

18892104
クリア/ロゴ

18892114
スモーク/ロゴ

18892105
クリムゾン/ロゴ

18892115
クリア/ロゴ

18892106 
アトミックブルー/

ロゴ

18892116
クリムゾン/ロゴ

18892107
スプリントグリーン/

ロゴ

18892117
アトミックブルー/ロゴ

18892118
グリーン/ロゴ

18892119
レッド/ロゴ

18892046
メトリックミント

18892047
スプリントグリーン

18892048
ペースピンク

18892075
ブレイクアウェイブルー

18892049
ブレイクアウェイブルー

18892076
スプリントグリーン

18892043 
カーボン

18892071
クリアカーボン

¥1,950（税抜）

発注番号

18892042
レースエデエィション

発注番号

18892070
スモーク

18892090
カーボン

18892061
クリアカーボン

18892091
レッド

18892092
パープル

18892062
クリアレッド

18892093
メトリックミント

18892063
クリアブルー

18892094
スプリントグリーン

18892095
ペースピンク 18892120

スモーク/ロゴ

18892096
ブレイクアウェイブルー

18892121
クリア/ロゴ

発注番号

18892029
レースエディション

18892060
スモーク

18892108
プライムパープル

18892123
アトミックブルー/ロゴ

18892109
パワーピンク 18892124

スプリントグリーン/ロゴ

18892110
クリムゾン/
ロゴ

18892111
スプリントグリーン/

ロゴ

18892112
アトミックブルー/

ロゴ

18892097
クリア/
ロゴ

18892122
クリムゾン/ロゴ

¥1,750（税抜）

¥1,500（税抜）

¥1,300（税抜）

NEW

NEW
NEW NEW NEW

NEWNEW NEWNEW NEWNEW NEW

NEWNEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

発注番号

016321
¥5,000（税抜）
サイズ：87X60cm
●グランツアーシリーズ36本用。

発注番号

016326
¥5,000（税抜）

ポディウムボトル
ディスプレー

ポディウムビッグチル
専用ディスプレー

品番 016410
ボトル ポディウム チルボトル

POP

ボトル ポディウム チルボトル
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価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

GO ON. LEAD THE PACK.
MOUNTAIN BIKE

18890463 
レーシングレッド/ピッチブルー

18891061
チャコール/サルファースプリング

発注番号

18891063
ブラック/アンディーントゥーカン

18891065
ファイアリーレッド/シルバー

18891066
インペリアルブルー/ブラック

¥20,000（税抜）
荷室12L+リザーバー3L
バッグ重量：800g
バックレングス(背面長)：43cm-53cm
ウエスト：76cm-127cm
本体素材：ナイロン
ハーネス：ウルトラライト3Dメッシュスト
ラップ
ヘルメットフック、レインカバー付属 発注番号

18890462 
ブラック/レーザーオレンジ

発注番号

18891060 
チャコール/アトミックブルー

¥12,000（税抜）
荷室3L+リザーバー3L
バッグ重量：300g
バックレングス(背面長)：43cm-53cm
ウエスト：66cm-116cm
本体素材：ポリエステル

￥19,800（税抜）
荷室7L+リザーバー3L
バッグ重量：650g
バックレングス(背面長)：43cm-53cm
ウエスト：66cm-116cm
本体素材：ナイロン
ハーネス：ウルトラライト3Dメッシュストラップ
ヘルメットフック、レインカバー、バイクツールオーガナ
イザー付属

￥17,800（税抜）
荷室6L+リザーバー3L
バッグ重量：480g
バックレングス(背面長)：43cm-53cm
ウエスト：66cm-116cm
本体素材：ナイロン
ハーネス：超軽量メッシュ+インディペンデン
トサスペンション

発注番号

18890464  
ブラック/グラファイト

発注番号

18891071
エンバー / チャコール

18891072
インペリアルブルー / ブラック

18890466
カーブブルー/ブラック

発注番号

18890465
ブラック/グラファイト

¥9,800（税抜）
荷室2.5L+リザーバー2.5L
バッグ重量：230g
バックレングス(背面長)：38cm-53cm
本体素材：ポリエステル

M.U.L.E.™ LR 15 
ミュール LR 15

K.U.D.U.™ 18 
クードゥー18

K.U.D.U.™ 12 
クードゥー12

RATCHET™
ラチェット

LOBO™
ロボ

SKYLINE™10 LR スカイライン 10LR

R0GUE™
ローグ

15L

18L

12L

6L

9L

10L

5L
12L /700 CU IN

15L /900 CU IN

9L /500 CU IN

3L /150 CU IN

6L /350 CU IN

7L /400 CU IN

2.5L /150 CU IN

900 CU IN

1050 CU IN

700 CU IN

350 CU IN

500 CU IN

600 CU IN

300 CU IN

3L

3L

3L

3L

3L

3L

2.5L
100

100

100

100

100

100

85
oz

oz

oz

oz

oz

oz

oz

HYDRATION

HYDRATION

HYDRATION

HYDRATION

HYDRATION

HYDRATION

HYDRATION

CRUX™ LUMBAR RESERVOIR

RESERVOIR

RESERVOIR

CRUX™ RESERVOIR

CRUX™ RESERVOIR

CRUX™ RESERVOIR

CRUX™ RESERVOIR
MAGNETICTUBETRAP™ QUICKLINK™ SYSTEM

QUICKLINK™ SYSTEM

QUICKLINK™ SYSTEM

QUICKLINK™ SYSTEM

QUICKLINK™ SYSTEM

QUICKLINK™ SYSTEM

CARGO ONLY CAPACITY

CARGO ONLY CAPACITY

CARGO ONLY CAPACITY

CARGO ONLY CAPACITY

CARGO ONLY CAPACITY

CARGO ONLY CAPACITY

CARGO ONLY CAPACITY

TOTAL CAPACITY

TOTAL CAPACITY

TOTAL CAPACITY

TOTAL CAPACITY
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TOTAL CAPACITY

TOTAL CAPACITY
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超軽量230g。荷室2.5L+リザーバー2.5L搭載スリムモデル

超軽量300g。荷室3L+リザーバー3L搭載スリムモデル。

重量わずか480g。 荷室6L+リザーバー3L搭載、デイトリップに最適。

軽量・低重心のランバーリザーバー搭載モデル。荷室7L+3Lリザーバーパック  重量650g

バックにプロテクターを内蔵したフリーライドモデル 荷室15L+3Lリザーバー パック  重量1.2kg

バックにプロテクターを内蔵したフリーライドモデル 荷室9L+3Lリザーバー パック  重量1.2kg

軽量・低重心のランバーリザーバー搭載モデル。荷室12L+3Lリザーバーパック　重量800g

￥37,000（税抜）
荷室15L+リザーバー3L
バッグ重量：1.2kg
バックレングス(背面長)：48-53cm
ウエスト：66-116cm
本体素材：ナイロン
バックパネル：XV(TM)マルチレイヤーEVA
フォーム
ハーネス：超軽量メッシュ+インディペンデ
ントサスペンション
ヘルメットフック、レインカバー、バイク
ツールオーガナイザー付属

￥33,000（税抜）
荷室9L+リザーバー3L
バッグ重量：1.2kg
バックレングス(背面長)：48cm-53cm
ウエスト：66cm-116cm
本体素材：ナイロン
バックパネル：XV(TM)マルチレイヤーEVA
フォーム
ハーネス：超軽量メッシュ+インディペンデ
ントサスペンション
ヘルメットフック、バイクツールオーガナイ
ザー付属

社員ブログ

　MTB系商品のブログを担当することになりまし
た、当社Facebookページでもおなじみケイです。

今回のハイライトはこ
ちら、背面です。蒸れ
にくいメッシュの背面
パネルや肩紐（ハーネ
ス）を採用しているの
は当たり前。中に入って
いたのはこのパネル。こ
のプロテクターは衝撃吸
収素材「EVA」で出来

ているのですが、このEVAはとても優れた素材で今
までのような一般的なスポ
ンジよりも優れた柔軟性と
弾力性を持っています。そ
のようなことで各種スポー
ツ競技のプロテクターなど
に採用されており、他にも
子供が怪我をしないように
と幼稚園での床や壁にも使
われています。頭はヘル
メット、ヒジやヒザはプロ
テクターをしている方が多
いですが、とくにトレイル
ライドやエンデューロレー

スとなると登り区間でライディングの邪魔だし蒸れ
て熱いということで背中のプロテクターを装着し
たくないですよね。そういったシーンでも、この
K.U.D.U.12ならば今まで通りのライディングを楽
しみながら背中を守ってくれます。写真のように着
脱できるので、そこまで要らないなという例えば
SDA王滝の際は外して軽量に走ることもできます。
そのほか細かな箇所もよく出来ています。
　CAMELBAK製品全般に採用されている密かなお
気に入りは、この紐をまとめるマジックテープ。グ
ルグル巻いてぶらぶらしないように出来ます。
　表側にフルフェイスヘルメットを縛り付けるため
のストラップ、底部にはヒジ・ヒザプロテクターを
縛り付けるためのストラップが装備されています。
「エンデューロ」では、必須の装備ですね！
　チェスト（胸）ストラップに合体しているホース

のぶらぶら防止パーツ。通
常は1か所しか無いホース
を止める場所が2か所ある
ので、ホースがぶらぶらせ
ずダウンヒルに集中できま
す！同時にチェスト（胸）
ストラップも2本ありますの

で身体と一体感が高いです。
 今回は日本最高峰ダウンヒルコースである富士見パ
ノラマリゾートでインプレを行いました。1番に感
じたのはバックと身体の一体感。着けてな・・・い
や背負ってないみたいです。そしてこのバックを背
負っている安心感。A・B・Cコースを安心して走り
まわれました。

あなたのバックは普通のバックパックですか？
それともプロテクション機能付きバックパックですか？

発注番号

18891067
ブラック

18891068
インペリアルブルー / 
チャコール

18891069
チャコール / ホワイト

18891070
チャコール / エンバー

品番 016565
バッグ ローグバッグ ローグ

POP

品番 016566
バッグ ローグバッグ ローグ

POP

バイクツールオーガナイザー付属

バイクツールオーガナイザー付属



一般車パーツ
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CRUX™ RESERVOIR
NEW

20% MORE WATER PER SIP
ひと口で20%アップの流入量
より素早い給水が可能になりました。

EASY OPEN/CLOSE 
LEAK-PROOF CAP
簡単で確実な開閉が可能なキャップ

LEAK-PROOF ON/OFF LEVER
流出防止レバー
必要な時にだけ水を出せます。

HOLD ON
進化したハンドル
持ちやすいハンドルによって、片手でタンクに補充が出
来ます。

BPA / BPS / BPF FREE
BPA / BPS / BPF フリー
ビズフェノールを使っていません。飲料水を安心して入れられ
ます。

RESERVOIR BAFFLE
リザーバーバッフル
バッフルを加えることで、装着しやすい薄型を実現しています。

HYDROGUARD™
ハイドロガード
リザーバーとチューブには抗菌加工を施しています。

BIG BITE™ VALVE
ビッグバイトバルブ
ひと口ごとに自動的に開閉するビッグバイトバルブを装着。

QUICK LINK™ SYSTEM
クイックリンクシステム
給水時など、リザーバーをバックとチューブから取り外す時
に、自動的に栓が閉まります。
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QUICKLINK™ SYSTEM QUICKLINK™ SYSTEM

QUICKLINK™ SYSTEMQUICKLINK™ SYSTEM

WEIGHT
235 G (8 OZ)

WEIGHT
229 G (8 OZ)

WEIGHT
210 G (7 OZ)

WEIGHT
200 G (7 OZ)
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CRUX™

3L RESERVOIR
CRUX™

3L LUMBER RESERVOIR ANTIDOTE 
RESERVOIR

CRUX™

2L RESERVOIR
CRUX™

1.5L RESERVOIR

発注番号

18890626
¥6,800（税抜）

発注番号

18891011
¥4,300（税抜）
幅18cm× 高さ29cm

発注番号

18890627
¥6,200（税抜）

発注番号

18890628
¥4,700（税抜）

発注番号

18890629
¥4,300（税抜）

新しい「CRUX RESERVOIR」は、従来品と比較してひと口ごとに20%
アップの流入を実現しました。飲みやすいビッグバイトバルブ、水漏れせ
ずに取り外しが出来るクイックリンクシステムなど、ライダーにとって理
想のハイドレーションシステムを提供します。

品番 016554
バッグ アンチドートリザーバーバッグ アンチドートリザーバー

POP

8180
価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

¥7,800（税抜）
荷室0.5L+リザーバー2.5L
バッグ重量：170g
バックレングス(背面長)：38cm-53cm
本体素材：ポリエステル

¥6,800（税抜）
リザーバー2.5L+小型ポケット
バッグ重量：150g
バックレングス(背面長)：38cm-53cm
本体素材：ポリエステル

発注番号

18890467
ブラック/グラファイト

18890468
カーブブルー/ブラック

18890470
ライムパンチ/シルバー

18890469
レーシングレッド/シルバー

発注番号

18890471
ブラック/グラファイト

18890472
カーブブルー/ブラック

18890474
ライムパンチ/シルバー

18890473
レーシングレッド/シルバー

CLASSIC™
クラシック

HYDROBAK™
ハイドロバック

3L

1.5L

0.5L /30 CU IN

0.5L /30 CU IN

150 CU IN

50 CU IN

2.5L

1.5L

85

50

oz
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HYDRATION

HYDRATION

CRUX™ RESERVOIR

CRUX™ RESERVOIR

CARGO ONLY CAPACITY

CARGO ONLY CAPACITY

TOTAL CAPACITY

TOTAL CAPACITY
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リザーバー1.5Lと小物入れのみのハイドレーション専用超軽量モデル

子供向けハイドレーション専用モデル 速く走るための着る
ハイドレーションバック

リザーバー2.5Lに荷室0.5Lを追加した軽量ハイドレーションモデル

¥6,400（税抜）
リザーバー1.5L+小型ポケット
バッグ重量：110g
バックレングス(背面長)：30cm
本体素材：ポリエステル

発注番号　　　　　　　　　　胸囲（cm)

18890848 S   89-97
18890850 L   104-112
18890851 XL 112-119
¥23,000（税抜）
夏場のパフォーマンスを劇的に向上。ジャージの下に着
用。伸縮性の高い軽量速乾素材のクイックウィックで高
い快適性とフィット感。体と一体化することでリュック
タイプと比較して高い安定性。夏は氷を入れることで体
温冷却効果を発揮し高いパフォーマンスを維持。ドライ
ヤーアームレスの軽量アンチドートリザーバー。参考重
量：364g。リザーバー：2L。荷室0L＋2Lアンチドー
トリザーバー(ドライヤーアームレス)。

発注番号

18890475 
アトミックブルー/ネイビーブレザー

SKEETER™
スキーター RACEBAK™

レースバックメンズ

1.5L50 CU IN

1.5L 50
oz

HYDRATION

CRUX™ RESERVOIR

CARGO ONLY CAPACITY

TOTAL CAPACITY
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一般車パーツ

ペダリング効率を高めるパワーブースター

レインカバークリーニング
タブレット

リザーバー ドライヤー

リザーバー 
クリーニング
ブラシキット

マグネティック
チューブ トラップ

ピュアフローチューブ

アンチドート
ドライヤーキット
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発注番号

18890956 M/L
¥2,800（税抜）
10-16Lのバッグに対応するレイン
カバー。

発注番号

18890930
¥2,400（税抜）8コ
ハイドレーションバッグ内の汚れと臭い
を除去する洗浄剤。1.洗剤と水を使って
ブラシで内部を洗う2.洗剤をすすいで1L
の水を入れる3.タブレットを1個入れ溶
けるまで振る4.5分間放置しすすぐ。
成分：亜塩素酸ナトリウム、硫化水素ナトリウム、
ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム二水和物、2酸
化塩素。目や肌に触れないように注意してご使用く
ださい。

発注番号

18890927 
¥1,600（税抜）
旧タイプのオメガリザーバー用ド
ライヤー。

発注番号

18890936
¥1,800（税抜）
アンチドートリザーバー用ドライ
ヤー。

8382
価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

発注番号

18890634
¥3,000（税抜）
チューブ内の水温上昇を抑える保冷カバー
つき。クイックリンクシステムを採用したリ
ザーバーに利用可能。
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発注番号

18852102
¥800（税抜）
ポディウムボトル用バルブキャッ
プ。ドロ汚れ等の防止に。

発注番号

18852103
¥1,600（税抜）
ポディウムボトル用クリーニング
ブラシ。発注番号

18890630
¥1,500（税抜）
リザーバーを広げて干せる専用ハ
ンガー。

発注番号

18890632
¥800（税抜）
CLUX™専用。ビッグバイトバル
ブ別売り。

発注番号

18890633
¥1,800（税抜）
CLUX™専用。

発注番号

18890928
¥1,000（税抜）
ビッグバイトバルブを90度曲げ
て飲みやすくするパーツ。オンオ
フスイッチ付き。ビッグバイトバ
ルブは付属しません。
CLUX™には使えません。

発注番号

18890931 
¥800（税抜）
ビッグバイトバルブの汚れを防ぐ
カバー。

発注番号

18890916 
¥4,500（税抜）
チューブの間に装着して使用する
濾過装置。いやなにおいや味を取
り除きます。クイックリンクで簡
単に接続。フィルター1個あたり
120Lまで浄化。

発注番号

18890919
¥4,500（税抜）
チューブ内の水温の上昇を抑える
保冷カバー付き。チューブ内部
のワイヤーにより好きな場所に
チューブの位置を固定。クイック
リンク対応。

発注番号

18890921
¥800（税抜）
口でくわえるとオープン、離すと
クローズの吸いやすく漏れない
ビッグバイトバルブ。特許取得の
ワンピースシリコンデザイン。

18890635
¥3,600（税抜）
チューブ内の水温上昇を抑える保冷カ
バーつき。固定可能なホース。クイックリ
ンクシステムを採用したリザーバーに利用
可能。

発注番号

18890636
¥1,800（税抜）
リザーバーチューブを好きな場所
に固定できるマグネット。全ホー
ス対応。

発注番号

18890920   　
¥1,200（税抜）
交換用チューブ。98cm

発注番号

18892041
¥900（税抜）
ポディウムボトル用交換キャップ。

クラックス
クリーニングキット

フレッシュ リザーバー
フィルター

ビッグバイト
バルブカバー

ビッグバイト
バルブ

エルゴハイドロロック

アンチドート
インシュレーテッド
チューブディレクター

クラックス
サーモホース

クラックス
チューブホース

クラックス
リザーバー オン/オフ 
バルブ

リザーバードライヤー ボトルブラシキットポディウム
マッドキャップ

ポディウム
リプレースメントキャップ

クラックス
サーモダイレクター
ホース

発注番号

18890631
¥3,000（税抜）
リザーバードライヤー、クリーニ
ングタブレット、ブラシをセット
にしたお買い得なセット。

発注番号

18890637
¥1,500（税抜）
リザーバータンクとホースが洗え
るブラシのセット。

スコプレ

発注番号

576900
¥4,980（税抜）
●ペダル下死点の入力ベクトル方向を変えることでペダリングパフォーマンスを改善。
●ペダリングトルクが最も弱くなる150度から210度にかけて斜め後方へ蹴り出すペダリング
を実現。
●特にヒルクライムのような低回転時に効果を発揮。
●クリートとシューズの間に挟み込んで使用。
●Mauro Testa博士の実験では、ケイデンス80を維持した状態で11分走行した時の平均パ
ワーが5%向上。
●Cicloposizioni Armando Savieriの実験ではペダル下死点のトルクが20%向上。

比較テスト
by Prof. Mauro Testa

【テストの条件】
テストはバイクシミュレーターとパワーメーターを使って、１
名の被験者で行われました。シミュレーターは被験者がベスト
なパフォーマンスを発揮するようセットアップされています。
シミュレーターの負荷は一定。被験者はケイデンス８０を保つ
ように言われています。

ペダリングトルクが最も弱くなる150度
から210度にかけて斜め後方へ蹴り出す
ペダリングを実現

ゼンスリップ非使用 ゼンスリップ使用

タイム 11：32：49 タイム 11：03：10

消費カロリー 13.6 消費カロリー 13.9

平均パワー 185.2 平均パワー 193.4

ゼンスリップ クリートシム

ペダル

クリート

ゼンシステム スリップ

NEW



一般車パーツ

OMEGA-S1 オメガ-S1

KHS-PT1860 TAPERED KHS-PT1860 テーパー

AHEAD CAP アヘッドセットキャップ

KUDOS-Q1 クドスQ1

インテグラルタイプ（CANECREEK）

インテグラルタイプ（1-1/8×1-1/2）セミインテグラルタイプ

発注番号

502110 シルバー
502112 レッド
502114 ブルー
502116 グリーン
502150 ブラック

発注番号

502351 ブラック
502352 レッド
502359 ゴールド

発注番号

506100 シルバー
506101 ブラック
506102 レッド
506104 ブルー
506106 グリーン
506109 ゴールド

発注番号

502090 シルバー
502091 ブラック
502092 レッド
502096 グリーン

¥4,800（税抜）
ベアリング：φ41.0mm×6.5mm×36°/45°
ステアチューブ：φ28.6mmネジなし
フォーク玉押：φ30mm
スタックハイト：8mm
適合：インテグラル（CANECREEK）
参考重量：76g
●最高の回転を維持するアンギュラコンタクトベ
アリングは完全密閉ですぐれた防水機能。●ス
ターナット、ボルト、キャップが付属。

¥6,800（税抜）
ベアリング：インテグラル
（上）外径41.8×8.0mm×45°/45°
（下）外径51.8×8.0mm×36°/45°
ステアチューブ：1-1/8×1-1/2
参考重量：92ｇ
スタックハイト：10mm
適合：インテグラル
●スターナット、ボルト、キャップが付属。

¥1,900（税抜）
材質：6061アルミニウム合金
キャップ外径：ø28.6mm
ステアチューブ内径：ø25.4mm
長さ：38mm
参考重量：36g
●超軽量ヘッドキャップ。
●カーボンファイバー製ステアチューブに
最適なマルチプレッシャーアンカー。

¥6,800（税抜）
材質：6061アルミニウム合金
ベアリング：45°
ステアチューブ：φ28.6mmネジなし
フォーク玉押：φ30mm
適合：セミインテグラル
フレーム内径：∅44.0mm
参考重量：133g
●最高の回転を持続するアンギュラコンタクトベアリ
ングは完全密閉ですぐれた防水機能。●スターナッ
ト、ボルト、キャップが付属。

世界最高水準のCNC技術を誇る超軽量パーツブランド

ケーシーエヌシーとは？　
　自動車会社でエンジニアだったケン・リンが独立し、1996年から高水準のバイク用パーツの生産を開始。
チタニウム、スカンジウム、アルミニウムを中心に、適材適所に異種素材を駆使し軽量パーツを開発。コンピュー
ターで制御された最新のCNC加工技術によって、高精度、高品質、高性能を実現しています。

専用ケース

ヘッドセット

品番 016577
ヘッドセットパーツ 
SL アヘッドキャップセットSL アヘッドキャップセット

POP

OMEGA-S2 オメガ-S2
インテグラルタイプ（CAMPAGNOLO&RITCHEY） インテグラルタイプ（CAMPAGNOLO&RITCHEY）

発注番号

502122 レッド
502124 ブルー
502126 グリーン
502129 ゴールド
502151 ブラック
¥5,400（税抜）
ベアリング：φ41.8mm×8.0mm×45°/45°
ステアチューブ：φ28.6mmネジなし
フォーク玉押：φ30mm
スタックハイト：10mm
適合：インテグラル（CAMPAGNOLO&RITCHEY）
参考重量：89g
●最高の回転を維持するアンギュラコンタクトベアリ
ングは完全密閉ですぐれた防水機能。●スターナッ
ト、ボルト、キャップが付属。

OMEGA-S3 オメガ-S3

発注番号

502130 シルバー
502134 ブルー
502136 グリーン
502139 ゴールド

¥5,200（税抜）
ベアリング：φ41.8mm×8.0mm×45°/45°
ステアチューブ：φ28.6mmネジなし
フォーク玉押：φ30mm
スタックハイト：15mm
適合：インテグラル（CAMPAGNOLO&RITCHEY）
参考重量：98g
●最高の回転を維持するアンギュラコンタクトベアリ
ングは完全密閉ですぐれた防水機能。●高さ20mmの
6061アルミニウム合金製のテーパー型スペーサー。●
スターナット、ボルト、キャップが付属。

発注番号

502369 ゴールド

¥8,800（税抜）
べアリング：セミインテグラル
対応ヘッドチューブ径：上ワン44mm 
下ワン56mm
ステアチューブ：1-1/8×1-1/2
スタックハイト：12mm
●スターナット、ボルト、キャップが付属。

KHS-F13 TAPERED KHS-F13 テーパー
セミインテグラルタイプ（1-1/8×1-1/2）

KHS-F10 TAPERED KHS-F10 テーパー
セミインテグラルタイプ（1-1/8×1-1/2）

発注番号 
502371
¥6,800（税抜）
カラー：ブラック
ステアチューブ：1-1/8"-1.5"
対応ヘッドチューブ：ø28.6×44×49.6×39.8mm
高さ：9.6+16.3=25.9mm
ベアリング：シールドACベアリング
材質：6061アルミ製 7075 アルミ製クラウンレース
参考重量：134.6g （トップキャップ、ボルトとスターナットを除く）
●丈夫なヘッドセット。

SL AHEAD CAP SET SLアヘッドセットキャップセット

発注番号

506300 シルバー
506301 ブラック
506302 レッド
506304 ブルー
506306 グリーン
506309 ゴールド

¥1,600（税抜）
材質：6061アルミニウム合金
適合：1-1/8
重量：N/A
●スーパーライトヘッドキャップ、ボ
ルト、スターファングルナットが付
属。
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デザイン&設計

超軽量高精度パーツが生み出されるまで
CNC切削加工 生産設備

ダイレクトマウントブレーキの設計図面

新型ステムの形状を追求

整然と大型CNCマシンが並ぶ室内

素材や形状別に30種類以上の刃を使い分け

ています。

設計通りに素材を削り込んでいきます。

高い精度で軽さと強度のバランスを両立さ

せたパーツが生み出されます。



一般車パーツ

RAMPANT RISER ランパントライザー

SC BONE FLAT エスシー ボーン フラット

DARKSIDE FLAT ダークサイド フラット

SC FORCE エスシーフォース

RAMPANT FLAT ランパント フラット

RAMPANT FLAT 710mm ランパントフラット

HEADSET SPACER ヘッドセットスペーサー

FLY RIDE フライライド

TEAM ISSUE チームイシュー

FREE RIDE フリーライド

SC WING エスシーウィング

HEADSET SPACER SLS SET
ヘッドセットスペーサーSLSセット

HEADSET SPACER SET
ヘッドセット スペーサーセット

HEADSET CONVERTORS
ヘッドセットコンバーター

ヘッドパーツ

ヘッドパーツ

十分な軽量さを持ちながら
高いコストパフォーマンスのステム

加工の難しいスカンジウム素材を徹底的に
軽量化した超軽量ステム

7075アルミ製の価格帯最軽量ステム

ステムパーツ

スカンジウム製の価格帯最軽量ハンドル210g

7075アルミ製

6061アルミ製

スカンジウム製

6061アルミ製

6061アルミ製

25.4mm、26.0mm 31.8mm

ステム前方からの切削加工
により強度を保ちながら
内部を軽量化。

CNC加工による
ステアリングコラム付近の
削り出し。

ヘッドパーツ

ヘッドパーツ

ヘッドパーツ

発注番号

683130 シルバー
683132 レッド
683139 ゴールド

発注番号

683140 M5×15.5mm
683141 M5×18mm

材質：6061アルミニウム合金
内径：28.6mm　
外径：36.0mm
・肉抜加工を施した軽量タイプ。

材質：6061アルミニウム合金
内径：28.6mm

¥2,600（税抜）
セット内容：3mm/5mm/
10mm/14mm/20mm
●肉抜加工を施した軽量タイプ。

¥10,800（税抜）
材質：スカンジウム
カラー：ブラック
幅：600mm
ライズ：0mm

バックスイープ：8°
参考重量：116g（クランプ径25.4）
　　　　　140g（クランプ径31.8）

¥5,200（税抜）
カラー：ブラック
幅：710mm
参考重量：380g

¥5,200（税抜）
クランプ径：31.8mm
材質：6061アルミニウム合金
幅：710mm　 
ライズ：15mm　 
バックスイープ：8°
参考重量：385g

材質：7075アルミニウム合金
カラー：ブラック
幅：600mm
ライズ：0mm
参考重量：155g

材質：6061アルミニウム合金
カラー：ブラック
幅：600mm
ライズ：0mm
参考重量：168g

¥1,400（税抜）
セット内容：3mm/5mm/
10mm/14mm/20mm

¥900（税抜）
セット内容：3mm/8mm/
20mm

¥1,400（税抜）
●1.5”ヘッドセットを1 1/8”に変換するボトム
クラウンレース。

¥4,200（税抜）
材質：6061アルミニウム合金、
ステンレスボルト
カラー：ブラック
ハンドルクランプキャップカラー：
25.4mm、26.0mm（ブラック）
31.8mm（シルバー）
ライズ：5°
コラム径：28.6mm
スタックハイト：38.0mm
参考重量：120g（100mm、 31.8mm）
適合：ロード、MTB（XC）

¥11,000（税抜）
材質：CNC切削7075アルミニウム合金、チタンボルト
コラム径：28.6mm
ライズ：5°
スタックハイト：38.0mm
●CNCを駆使し軽量性とコストパフォーマンスを両立
●7075アルミを採用することで軽量ながら十分な剛性を確保。

¥15,000（税抜）
材質：7075アルミニウム合金、スカンジウムボルト
カラー：ブラック
ライズ：10°
コラム径：28.6mm
スタックハイト：38.0mm
参考重量：190g
適合：MTB（XC、フリーライド）

¥4,200（税抜）
クランプ径：31.8mm
●SCウィング用交換フェイ
スプレート。

¥1,800（税抜）
●チタンボルト。
●１本。

¥18,800（税抜）
材質：スカンジウム、
チタニウムボルト
カラー：ブラック
ライズ：5°
コラム径：28.6mm
スタックハイト：38.0mm
参考重量：93g（80mm/31.8mm）
適合：ロード、MTB（XC）

発注番号

506161 ブラック
506162 レッド
506164 ブルー
506166 グリーン

発注番号

473602 レッド
473604 ブルー
473606 グリーン
473609 ゴールド

発注番号

473591 ブラック
473592 レッド
473594 ブルー
473599 ゴールド
¥5,200（税抜）
クランプ径：31.8mm
材質：6061アルミニウム合金
幅：710mm　 
ライズ：0mm　 
バックスイープ：8°
参考重量：340g
●29er用

発注番号

473430
473431

¥16,800（税抜）
材質：スカンジウム
カラー：ブラック
リーチ：85mm
ドロップ：145mm
参考重量：210g
●幅、リーチ、ドロップは芯～芯の寸法です。
●デダアナトミックタイプ

クランプ径
31.8mm
25.4mm

発注番号

506081 ブラック
506082 レッド
506084 ブルー
506089 ゴールド

発注番号

506310 KHS-PT1860 (1 1/8”1.5”)インテグラル用
506311 KHS-F13 (1 1/8”1.5”)セミインテグラル用

506091 ブラック
506092 レッド
506094 ブルー
506099 ゴールド

ハンドルステム

ハンドルバー

発注番号 ¥600（税抜） ¥700（税抜）
厚さ 2mm 3mm 5mm 8mm 10mm 12mm 14mm 20mm

レッド 506021 506022 506023 506024 506025 506026 506027 506028
ブルー 506031 506032 506033 506034 506035 506036 506037 506038
グリーン 506041 506042 506043 506044 506045 506046 506047 506048
ゴールド 506051 506052 506053 506054 506055 506056 506057 506058
シルバー 506061 506062 506063 506064 506065 506066 506067 506068
ブラック 506071 506072 506073 506074 506075 506076 506077 506078
参考重量 3g 1.5g 2.5g 4g 6g 10g 11g 14g

発注番号 ¥300（税抜） ¥400（税抜）
厚さ 2mm 3mm 5mm 8mm 10mm 12mm 14mm 20mm
ブルー 506221 506222 506223 506224 506225 506226 506227 506228
ゴールド 506231 506232 506233 506234 506235 506236 506237 506238
ブラック 506241 506242 506243 506244 506245 506246 506247 506248
レッド 506251 506252 506253 506254 506255 506256 506257 506258
参考重量 3g 5g 9g 12g 15g 16g 19g 25g

HEADSET SPACER SLS ヘッドセットスペーサー SLS

クランプ径

25.4mm 26.0mm 31.8mm
突出し量 発注番号

50mm 683031 683041 683051
60mm 683032 683042 683052
70mm 683033 683043 683053
80mm 683034 683044 683054
90mm 683035 683045 683055
100mm 683036 683046 683056
110mm 683037 683047 683057
120mm 683038 683048 683058
130mm 683039 683049 683059

クランプ径

31.8mm
突出し量 発注番号 参考重量

50mm 683250 81g
60mm 683251 87g
70mm 683252 91g
80mm 683253 96g
90mm 683254 100g
100mm 683255 105g
110mm 683256 108g
120mm 683257 113g
130mm 683258 119g

クランプ径

31.8mm
突出し量 発注番号

50mm 682110
60mm 682111

クランプ径
31.8mm

突出し量 発注番号

50mm 683008
60mm 683009
70mm 683010
80mm 683011
90mm 683012
100mm 683013

発注番号 クランプ径 ライズ

473418 31.8mm 15.0mm/0.6インチ
473416 31.8mm 50.8mm/2インチ
473419 25.4mm 15.0mm/0.6インチ
473417 25.4mm 50.8mm/2インチ

発注番号 クランプ径 発注番号 クランプ径

473400 31.8mm 473561 31.8mm
¥6,200（税抜） ¥6,200（税抜）
473401 25.4mm 473560 25.4mm
¥5,200（税抜） ¥5,200（税抜）

バックスイープ：8° バックスイープ：10°
●29erに最適。

発注番号 クランプ径 発注番号 クランプ径

473410 31.8mm 473571 31.8mm
¥4,200（税抜） ¥4,200（税抜）
473411 25.4mm 473570 25.4mm
¥3,400（税抜） ¥3,400（税抜）

バックスイープ：8° バックスイープ：10°
●29erに最適。

発注番号 クランプ径 幅

471020 31.8mm 400mm
471021 31.8mm 420mm
471025 26.0mm 400mm

品番 016418
ヘッドセットパーツ
ヘッドセットスペーサーヘッドセットスペーサー

POP

NEW
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チタンボルト

徹底的な切削で最軽量

高剛性7075アルミ



一般車パーツ

EVA GRIP EVAグリップ

MTB TPR BAR ENDS MTB TPR バーエンド

CNC BAR ENDS BE1  
シーエヌシーバーエンド BE1

CNC BAR ENDS BE2 
シーエヌシーバーエンド BE2

CNC HANDLE BAR CAP
シーエヌシーバーエンドキャップ CNC BAR END PLUGS シーエヌシーバーエンドプラグ 

SMART MOUNT スマート マウントTPR GRIP TPR グリップ

¥1,200（税抜）
材質：EVA
参考重量：12g（ペア）
●DH用プロテクターなどに使用される最先端素材EVAを使用。
●高いクッション性。

￥2,200（税抜）
素材：TPRゴムコーティング、樹脂ボディ、アルミニウム
ロックリング、ステンレスボルト。
内径：Ø 22mm
重量：125g
●エルゴノミックカーブで手にフィットするバーエンド。
●TPR ゴム製のアンチスリップ素材。

サイズ：全長=115mm
　　　　グリップ部=85mm
●ワールドカップライダーが使用する世界最軽量レベルのバー
エンド。●先端になるほど薄くなるテーパー構造。●CNC加工
による中空構造。

¥8,800（税抜）
材質：7075アルミニウム合金、
　　　スカンジウムボルト
参考重量：46g（ペア）

材質：6061アルミニウム合金
参考重量：62g（ペア）

¥3,200（税抜）
材質：6061アルミニウム合金
適合：ロードハンドルバー用（内径20mm前後）
重量：27g（ペア）
●2個入

¥3,200（税抜）
材質：6061アルミニウム合金
適合内径：φ18～25mm
適合：MTBハンドルなど
参考重量：12g（1個）
●世界最軽量レベルのハンドルエンド
キャップ。●2個入

幅：138.5mm(バーエンドあり)
　　130.5mm(バーエンドなし)
内径：22.5mm
バーエンド長さ：90mm
●高いグリップコントロールと快適なTPRラバー。●ワイドなグリップ面で
手の平をサポート。●ロックオン仕様で安定した固定力。

発注番号

441091 ブラック
441092 レッド
441094 ブルー
441099 イエロー

発注番号

474080 シルバー
474081 ブラック
474082 レッド
474083 ゴールド
474084 ブルー

発注番号

474090 シルバー
474099 ゴールド
¥6,800（税抜）
474091 ブラック
474092 レッド
474094 ブルー
¥5,400（税抜）

発注番号

447840 シルバー
447842 レッド
447844 ブルー
447846 グリーン
447849 ゴールド

発注番号

447830 シルバー
447831 ブラック
447832 レッド
447834 ブルー
447836 グリーン
447839 ゴールド

¥4,200（税抜）
エクステンション：60mm

内容：31.8mm用チューブ、25.4/26mm用チューブ、エクステ
ンション
積載重量の目安＝300g以内
参考重量：44g
●既存の25.4/26/31.8mm径のハンドルバーにライトやGPS
ナビゲーションを取り付けるための延長用チューブ。●超軽量
CNCマウント。●25.4/26/31.8mm径のハンドルバーに対応。

¥4,800（税抜）
エクステンション：90mm

発注番号

003460 シルバー
003461 ブラック
003462 レッド
003464 ブルー
003466 グリーン
003469 ゴールド

発注番号

029001 ブラック
029002 レッド
029004 ブルー
029006 グリーン
029009 ゴールド

バーエンドあり

バーエンドなし

フラットハンドルの左右に取り
付けて、グリップへのダメージ
を防ぐバーエンドプラグ。

ハンドルの外側から4mmの六角
レンチを使ってうすを広げて
ハンドルへ固定する方式。固定力
が高く、取り付けも簡単。

発注番号 グリップカラー 税抜価格

441124 ブラック/グレー ￥5,800

発注番号 グリップカラー 税抜価格

441125 コルクブラウン ￥4,800
441126 ブラック/グレー ￥3,800

発注番号 カラー

447860 ブライトオレンジ
447861 グラスグリーン
447862 ブルイッシュブラック
447863 ウォームグレー
447864 ライトブルー

品番 016576
バーエンド バーエンドプラグ

POP

品番 016412
ライトパーツ スマートマウント

POP 品番 016413
ライトパーツ スマートマウント

POP

31.8mm と 26mm のパイプが付属し
両方のハンドルサイズに対応。

脱落しないウェッジ式エンド

ハンドルバーは含まれておりません。
画像はイメージです。

エクステンション部の長さを
60mmと90mmから選べます。

サイクルコンピューターパーツ

ライトパーツ

SMART PHONE HOLDER スマートフォンホルダー CYCLE COMPUTER HOLDER
サイクルコンピューターホルダー

●スマートフォンやGPSをハンドルに取り付けるためのハイグレードマウント。 
対応サイズ：横5～8.5cm　縦11～15cm　 
ハンドルバーサイズ：25.4、26、31.8mm　 
材質：6061アルミニウム合金、プロテクションラバー
参考重量：89g
※ステムと干渉するため、重ならない位置に取り付ける必要があります。

ハンドルバーサイズ：31.8mm
参考重量：20g　 
材質：6061アルミニウム合金

発注番号

003474 アルミブルー
003476 アルミグリーン
003479 アルミゴールド
¥12,000（税抜）

発注番号

003491 アルミブラック
003492 アルミレッド
003493 アルミブルー
003495 アルミゴールド
¥5,400（税抜）

グリップ＆バーエンド
EVA LOCK-ON GRIP EVA ロックオングリップ

￥2,200（税抜）
内径：Ø 22mm
●軽量で握り心地の良いEVAフォームグリップ。
●アルミニウム カラー ロックリング付属。

グリップカラー：ブラック
発注番号 ロックリングカラー

441100 ＋ブラック
441101 ＋ブルー
441102 ＋ゴールド
441103 ＋グリーン
441104 ＋レッド
441105 ＋シルバー

ブルー
発注番号 ロックリングカラー

441106 ＋ブラック
441107 ＋ブルー
441108 ＋ゴールド
441109 ＋グリーン
441110 ＋レッド
441111 ＋シルバー

イエロー
発注番号 ロックリングカラー

441117 ＋ブラック
441118 ＋ブルー
441119 ＋ゴールド
441120 ＋グリーン
441121 ＋レッド
441122 ＋シルバー

レッド
発注番号 ロックリングカラー

441112 ＋ブラック
441113 ＋ブルー
441114 ＋ゴールド
441115 ＋グリーン
441116 ＋レッド

リーチ＆アングル調整可能なCNCガーミンマウント

EVA製超軽量グリップ12g
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一般車パーツ

ペダル
CLIPLESS PLATFORM クリップレスプラットフォーム

 ALUMINUM TUBELESS VALVE アルミチューブレスバルブ

参考重量：326g
ボディ素材：CNC切削6061アルミニウム合金
アクスル素材：クロモリ
ベアリング：LSLブッシュ＆シールド
対応クリート：シマノSPD
●片面フラット、片面ビンディングで、シーンによりシューズの使い分けが可能。
●ボルト式の滑り止めピンで、足がずれず、MTBライドにも対応。
●CNC削り出しのボディは超軽量。
●ビンディングの固定力調整が可能。

CNC切削によるプレミアムチューブレスバルブ
材質：7075アルミニウム合金
参考重量：8g（ラバー製のベースは除く）
●5種類のラバー製のベースが付属し、様々なリム形状に適合。
●バルブキャップが付属。
●2個入り。

発注番号

577571 ブラック
577572 シルバー
¥9,800（税抜）

ポンプ

簡単にポンプをグレードアップ。
仏式バルブに確実に空気を入れる高性能口金。

超コンパクトミニポンプ
HAND PUMP MINI ハンドポンプミニ PUMP CONNECTORS ポンプコネクター

¥4,200（税抜）
最大空気圧：123psi/8.5気圧 
長さ：122mm/200mm（伸長時） 
材質：6061アルミニウム合金製　 
対応バルブ：フレンチ、アメリカン
参考重量：108ｇ（付属ホース含）      
ホース式でバルブを傷めにくい超
コンパクトミニポンプ。 

¥6,800（税抜）
適合バルブ：フレンチ
●調節式の締め付けクランプ。●フロアポンプ用は内径6.5mm
前後のFP200などの一般的なフロアポンプホース用。●コンプ
レッサー用は内径８mmホース用。

発注番号 046992
¥300（税抜）
フレンチコネクター用。

発注番号 046993
¥400（税抜）
フレンチコネクター用。

発注番号 046994
¥600（税抜）
フレンチコネクター用。

発注番号

046981ブラック
046982レッド
046984ブルー
046986グリーン

発注番号

046990
適合ポンプ フロアポンプ

046991
適合ポンプ コンプレッサー

ポンプパーツ

ポンプ付属部品

ラバーパッキン
アルミパッキン 
リテイナー

バルブヘッド
キャップ

CORE VALVE EXTENDER コア バルブエクステンダー

材質：6061アルミニウム合金
●CNC加工された高精度なバルブエクステンダー。●確実
に固定できる5mmスパナ用カット。●プレスタバルブ（仏
式/FV）専用延長アダプター。●Oリング付属。●2個入。

長さ

52mm
発注番号

シルバー 761030
ブラック 761031
レッド 761032
ゴールド 761039

¥2,000（税抜）
参考重量：4ｇ

85mm

シルバー 761040
ブラック 761041
レッド 761042
ブルー 761044
グリーン 761046
ゴールド 761049

¥2,800（税抜）
参考重量：6ｇ

VALVE CORE DRIBER バルブコア ドライバー VALVE CORE ADAPTER バルブコア アダプター

発注番号

761021
¥1,700（税抜）
●ディープリムで手が届かない所にあるフレンチバルブのコアを回せるバルブコア
ドライバー。●空気入れるときだけバルブエクステンションを使用し、走行中は外
しておくことが可能。●このドライバーがあれば、タイヤを装着したまま、KCNC
バルブコアアダプターへの交換も可能となります。

発注番号

761022
¥1,900（税抜）
●フレンチバルブのコアを外して、このアダプターを入れること
で、KCNCバルブエクステンションを装着できます。●トータル
のバルブコアが１つで済むので軽量化に貢献。

38mm
発注番号

ブラック 761050
ブルー 761051
ゴールド 761052
レッド 761053

¥3,800（税抜）

65mm

ブラック 761054
ブルー 761055
ゴールド 761056
レッド 761057

¥4,200（税抜）

高い耐久性で確実にバルブ先端を保護

CNC切削で金属製ながら非常に軽量

豊富なカラー展開でバイクのコーディネートに

VALVE CAPS FRENCH バルブキャップ フレンチ

VALVE CAPS US バルブキャップ アメリカン

発注番号

760061 ブラック
760062 レッド
760064 ブルー
760065 シルバー
760066 グリーン
760069 ゴールド

発注番号

760071 ブラック
760072 レッド
760074 ブルー
760075 シルバー
760076 グリーン
760079 ゴールド

¥1,000（税抜）
材質：6061アルミニウム合金
参考重量：1g
適合バルブ：フレンチ（仏式/プレスタ）
●2個入り

¥1,000（税抜）
材質：6061アルミニウム合金
参考重量：2g
適合バルブ：アメリカン
（米式/シュレーダー）
●2個入り

品番 016415
タイヤパーツ
バルブエクステンションバルブエクステンション

POP

品番 016414
タイヤパーツ
バルブキャップバルブキャップ

POP

VALVE EXTENDER バルブ エクステンダー

長さ
50mm
発注番号

760051 ブラック
760052 レッド
760054 ブルー
760056 グリーン
760059 ゴールド
761020 シルバー
¥1,200（税抜）

85mm

761001 ブラック
761002 レッド
¥2,200（税抜）

材質：6061アルミニウム合金
直径：6.2mm
参考重量：2.1g
●プレスタバルブ（仏式/FV）専用延長アダプター。
●Oリング付属。●2個入。
※バルブコアを外さないタイプです。

NEW

NEW NEW
世界最軽量(※)。
片面フラット/片面ビンディングのプレミアムペダル

CNC切削によるプレミアムチューブレスバルブ

※2016年12月RPJ調べ

様々なリム形状に適合する
各種ベース肉抜きを施した薄型ボディは

軽量＆スタイリッシュ
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一般車パーツ

BBセット

チェーンリング

BB30 SHIMANO ビービー30 シマノ

PF SHIMANO ADAPTER プレスフィット シマノアダプター

BB30 RD/MTB BBセット用パーツ

PF30 プレスフィット30 

PF30 ADAPTER プレスフィット30 アダプター

KBB386

ROAD BLADE SERIES 5ARM ロード ブレード シリーズ 5アーム

CHAINRING BOLT SET CAMPAGNOLO
チェーンリング ボルト セット カンパニョロ

K-TYPE K2 ケータイプ ケーツー

CHAINGUIDE-MTB ISCG05 チェーンデバイス

K-TYPE K3 ケータイプ ケースリー

CHAINRING BOLT SET チェーンリングボルトセット

ROAD COBWEB SERIES 5ARM ロード コブウェブ シリーズ 5アーム

歯数：39T
発注番号

265621 ブラック
265622 レッド
265629 ゴールド
¥9,800（税抜）

BCD130mm
9/10速用

BCD130mm
9/10速用

58T
発注番号

265572レッド
¥13,800（税抜）

発注番号

304381
¥4,900（税抜）

58T
発注番号

265602レッド
265609ゴールド
¥15,800（税抜）
44T
発注番号

265611 ブラック
265612レッド
265619ゴールド
¥14,800（税抜）

44T
発注番号

265581 ブラック
265582レッド
265589ゴールド
¥12,800（税抜）

発注番号

263120 シルバー
263121 ブラック
263122 レッド
263129 ゴールド

¥2,800（税抜）
材質：7075アルミニウム合金
●5ピンタイプのCAMPAGNOLO SUPER RECORDなどに対応。●チェーン
リング固定ボルト/ナット4組と、クランク止特殊ボルト1組。●ボルトが固定で
きる厚みは8mm以上です。●M６。

高い安定感のCNCチェーンデバイス
適合マウント：ISCG05
対応歯数：30～ 42T
材質：7075アルミニウム合金、樹脂
参考重量：36g（ボルト、ワッシャーは除く）

ダブルギア用
ボルト：M8.5 × 0.75 × 6mm
ナット：M8.5 × 0.75 × 7mm

シングルギア用
ボルト：M8.5×0.75×4.5mm
ナット：M8.5×0.75×4.5mm

発注番号

263100
263101
263102
263104
263106
263109

シルバー
ブラック
レッド
ブルー
グリーン
ゴールド

263110
263111
263112
263114
263116
263119

¥1,800（税抜）
材質：7075アルミニウム合金
参考重量：2g（ボルト /ナット）
●チェーンリング用ナット付ボルト。●5個 /組。

＊KCNCクランク専用チェーンリングです。
シマノ製クランクには取り付けできません。

＊KCNCクランク専用チェーンリングです。
シマノ製クランクには取り付けできません。

歯数：34T
発注番号

265649 ゴールド
¥8,800（税抜）
歯数：50T
発注番号

265659 ゴールド
¥15,800（税抜）

歯数：53T 
発注番号

265631 ブラック
265632 レッド
265639 ゴールド
¥15,800（税抜）
BCD：110mm
材質：7075アルミニウム合金 
●楕円形状のチェーンリング。●軽量さとペダリング効率を両立させた形状。
＊KCNCクランク専用チェーンリングです。
シマノ製クランクには取り付けできません。

BCD：110mm
材質：7075アルミニウム合金 
●楕円形状のチェーンリング。●軽量さとペダリング効率を両立させた形状。 
＊ KCNCクランク専用チェーンリングです。
シマノ製クランクには取り付けできません。

カテゴリー：ロード
シェル幅：68mm
発注番号

263285 ブラック
263286 レッド
263287 ゴールド

フレーム 86 × 41mm
発注番号

263421 ブラック
263422 レッド

発注番号

263320
¥400（税抜）
●１個入り。●24mmアクスル用。
シャフトとBBの間に挿入するスペーサー。割れやすいため注意して直角にシャフ
トの圧入を行ってください。

発注番号

263470 ブラック
263471 ゴールド
263472 レッド
¥8,800（税抜）

発注番号

263460 ブラック
263461 ゴールド
263462 レッド

¥6,800（税抜）
参考重量：95ｇ
●プレスフィットBBタイプのフレームにSHIMANOホローテックⅡを取り付ける
ためのアダプター。

シェル幅：68/73ｍｍ
BBシェル挿入径：46ｍｍ
材質：6061アルミニウム合金、SUSベアリング
参考重量：109ｇ　
●PF30( 直径 46ｍｍ )BBシェルのフレームにPF/BB30 クランクをセットする
BBセット。●ロード、MTB共用。

¥5,800（税抜）
参考重量：141g
ロードとMTB共用。
●PF30（直径 46mm）BBシェルバイクフレームに 24、25mm（シム使用）ス
ピンドルのクランクセットをセットできるBB。●BBシェル挿入径 :46mm（PF30 
spec）、ベアリング内径 24、25mm（シム使用）シマノのホローテックⅡ 24mm
スピンドルとKCNCクランクの25mmスピンドルに適合。

¥5,800（税抜）
参考重量：118g
適合BB：BB30規格
BBシェル挿入径：42mm
● BB30規格のフレームに SHIMANOの規格のホローテックⅡクランクを取り付
け可能にするBBセット。●ベアリング内蔵。●組み付けにはホローテックⅡBB
用工具 2本が必要になります。（35 ft-lbs）

カテゴリー：MTB
シェル幅：68/73mm
263411ブラック
263412 レッド

発注番号

263465 ブラック
263466 ゴールド
263467 レッド

¥12,800（税抜）
材質：7075アルミニウム合金、

SRSベアリング
適合BB：JIS
参考重量：108ｇ
● BB386EVOクランクセットを
ねじ切りのBBシェルに使用する
ためのBB。
● BB386 EVO 30mmアクスル
クランク用。

フロントシングル化に最適！
KCNC「 チェーンリングボルト」

最近はシクロクロスだけでなくツーリング系バイクでもフロン
トギヤが1枚のバイクが珍しくなくなってきました。オフロー
ドでも直感的に変速できるし、なによりビジュアルがシンプル
です。ロード用のダブルチェーンリングから1枚外してシング
ルにしたいという時に使えるシングル用チェーンリングボルト
です。

まずはその重量。セットで5g。1ペアで 1円玉
と同じ重量と考えるとめちゃくちゃ軽くないです
か？参考に7700DURA-ACEのダブル用ボルト。
23g。KCNCは超軽量ですが、アルミ合金では最
高レベルの強度を持つ7075アルミ合金製です。
問題なし。

通常、チェーンリングボルトを締める時は、空回りしないよう
裏側のボルトをペグスパナで固定する必要があります。ところ
がKCNCなら 8mmアーレンキーで裏側のボルトを固定でき
ます。ペグスパナよりしっかり固定できますし、きっと8mm
アーレンキーならご自宅にあるでしょう。個人的にはそこが一
番気に入りました！

フロントシングル用チェーンリングボルト 不安になるほど (笑 ) 軽量 なんとペグスパナ不要

社員ブログ

NEW

BB WRENCH BBレンチ

発注番号

102500
¥3,400（税抜）
カラー：ブラック
サイズ：長さ20cm
参考重量：44g
● KCNCの BB386用専用工具。

BB30フレーム×シマノクランク

PF86フレーム×シマノクランク

JIS フレーム×386EVOクランク

PF30フレーム×30mmクランク

PF30フレーム×シマノクランク

ツール

高い安定感の CNC チェーンデバイス
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一般車パーツ

CRANK BOLT クランクボルト

LOCK RING ロックリング

CHAIN CATCHERS MTB チェーン キャッチャー MTB

LIGHT ADAPTER ライトアダプター

EXTRACTOR エクストラクター

TIWER-TITANIUM WIRES Tiwer-チタン製ワイヤー

WIRE & HOUSING KIT ワイヤー&ハウジングキット

FEP TEFLON COATING INNER CABLES
FEPテフロンコーティングインナーケーブル

NANO TEFLON COATING INNER CABLES
ナノ テフロン コーティング インナーケーブル

FEP TEFLON COATING INNER CABLES
FEPテフロンコーティングインナーケーブル

NANO DIAMOND TEFLON COATING CABLES
ナノ ダイヤモンド テフロン コーティングケーブル

FEP TEFLON COATING INNER CABLES
FEPテフロンコーティングインナーケーブル

IN-LINE SHIFT CABLE ADJUSTER PAIR
インラインシフトケーブルアジャスターペア

発注番号

260690 シルバー
260691 ブラック
260692 レッド
260694 ブルー
260696 グリーン
260699 ゴールド

歯数：11T
408002
408004
408009

12T
408012
408014
408019

レッド
ブルー
ゴールド

ナイトライドの必需品！
ハブにライトを取り付けるアダプター

ライトを低い位置に装着し
路面を明るく照らす

CNC 切削で競合品より
圧倒的に軽量

ライトがずれにくいローレット加工

SHIMANO  
¥2,800（税抜）

発注番号

260650 シルバー
260654 ブルー
260656 グリーン

発注番号

205462 レッド
¥1,800（税抜）
長さ：3400mm

発注番号

205428 MTB

MTB用ブレーキワイヤー
●低フリクションの FEPテフロンコーティングを
施したインナーケーブル。

ディレーラーワイヤー
●低フリクションの FEPテフロンコーティングを
施したインナーケーブル。

長さ：1700mm
ロード用ブレーキワイヤー
●低フリクションの FEPテフロンコーティングを
施したインナーケーブル。

¥28,700（税抜）
カラー：レッド
50PC

ブレーキワイヤー
1.5 × 1700mm

発注番号

205452 レッド
205454 ライトブルー
205455 ホワイト
205456 ライトグリーン
205458 ピンク
205459 オレンジ
¥880（税抜）
長さ：1700mm

シフトワイヤー
発注番号

220560 フロント1.8m+リア 2.1m  
　　　　　  重量：15g

ブレーキワイヤー
発注番号

205431 ロード
¥4,200（税抜）
205451 MTB
¥4,200（税抜）
長さ：1700mm

発注番号

220581 ブラック
220582 レッド
220585 ホワイト

発注番号

220591 ブラック
220592 レッド
220595 ホワイト

発注番号

220562 ブラック
220563 レッド
220565 ホワイト

ロードブレーキハウジング&ワイヤーキット 
2.5m ハウジング 1本 
900mm ワイヤー 1本 
1700mmワイヤー 1本
ケーブルチップ 3個 
ハウジングキャップ 10個
O- リング 6 個

MTB ブレーキハウジング&ワイヤーキット 
2.5m ハウジング 1本 
900mm ワイヤー 1本 
1700mmワイヤー 1本
ケーブルチップ 3個
ハウジングキャップ 10個
O- リング 6 個

シフターハウジング&ワイヤーキット 
2.2m ハウジング 1本
1800mm ワイヤー 1本 
2100mm ワイヤー 1本
ケーブルチップ 3個
ハウジングキャップ 6個
O- リング 6 個

ディレーラーワイヤー
205471
¥4,800（税抜）
長さ：2100mm

¥14,000（税抜）
材質 : ナノテフロンコーティングを施したチタン製ワイヤー。
●ケーブルエンドアダプターでMTBにもロードにも対応。●F、R2本セット。

¥1,800（税抜）

●超高硬度、低フリクションのNANOダイヤモンドコーティング加工を施した
インナーケーブル。

ブレーキワイヤー
220561 MTB&ロード（フロント1m+リア 1.7m）
　　　　　  重量：18g

発注番号

205472 レッド
205474 ライトブルー
205475 ホワイト
205476 ライトグリーン
205478 ピンク
205479 オレンジ
¥880（税抜）
長さ：2100mm

発注番号

220570 ブラック
220571 ブルー
220572 ゴールド
220573 グリーン
220574 レッド
220575 シルバー

￥2,600（税抜）
素材：6061アルミニウム
●シフトケーブルのテンションを調節するアジャスター。

発注番号

205432 レッド
205434 ライトブルー
205435 ホワイト
205436 ライトグリーン
205439 オレンジ
¥880（税抜）
205438 ピンク
¥1,000（税抜）

発注番号

524771 ブラック
524772 レッド
524774 ブルー
524775 シルバー
524776 グリーン
524779 ゴールド
¥1,200（税抜）
材質：6061アルミニウム合金
全長：60mm
台座部分の長さ：43.2mm
台座部分の直径：25.4mm
参考重量：10g

●クイックリリースのナットを外してアダプターを
装着することでライトなどを装着することができま
す。●ライトを低い位置にセットでき、路面を明る
く照らせます。

¥900（税抜）
シマノホローテックⅡ用　クランク用左側キャップ
サイズ：20mm（ボルト径）×10mm（深さ）×25.1mm（外側キャップ直径）
参考重量：5ｇ
●1個入。●シマノ7800/7900/9000/5800系に適合。（5600は装着不可）

¥4,900（税抜）
参考重量：23g
●チェーンの脱落を防止インナーリングの歯数でサイズが異なります。
●BBに挟み込み装着。 ●シマノカセット用ロックリング

●MTB用テフロンブレーキワイヤー50本

¥2,200（税抜）
材質：7075アルミニウム合金
適合：ISIS
直径：23mm
参考重量：2g

●ボルトを緩めれば工具なしでクランクをBBから
外せます。●2個 /組。

ケーブル

社員ブログ

CHAIN CATCHERS ROAD チェーンキャッチャー ロード

発注番号

653560 シルバー
653561 ブラック
653562 レッド
653564 ブルー
653566 グリーン
653569 ゴールド

¥4,800（税抜）
チェーンの脱落を防止。
●フロントディレーラーに共締めして装着します。
●コンパクト、ノーマルどちらにも使用可能
参考重量：19ｇ

　取付します。まずは Fメカにもともとついていたネジと同じく、Ｆ
メカとチェーンキャッチャーを固定します。まだ本体の横についてい
るネジは緩めたままです。Ｆメカの位置を調整し、写真中央のネジで
Ｆメカをしっかり固定します。

次にいよいよチェーンウォッチャー本体を調整して固定していきま
す。チェーンをインナー変速した状態でこすらないぎりぎりのところ
で本体横のネジを固定します。固定ネジはトルクス 25ですのでご注
意ください。トルクをかけて確実に固定することができます。
・・・とここまで何気なく取り付けてまいりましたが、、、「ＫＣＮＣ」
の「チェーンウォッチャーロード」のすごいところ！お気づきでしょ
うか？Ｆメカの調整＆固定と、チェーンウォッチャー本体の調整が
別々にできるんです！通常チェーンウォッチャー本体とＦメカを同じ
ネジで固定するようになっています。Ｆメカをいい位置にして、チェー
ンウォッチャー本体も絶妙な位置に・・・なんてプロのメカニックの
方ならできるでしょう。が私にはできません。これならＦメカの取付
交換ができる人であれば、だれでも簡単に取り付けることが可能です。
カラーも豊富で、重量も 19グラムと気にならない軽さです。自信を
持っておすすめできるアイテムです。

30-28T 27-25T 24-20T
発注番号

シルバー 653570 653590 653580
レッド 653572 653592 653582
ブルー 653574 653594
グリーン 653576 653596 653586
ゴールド 653579 653599 653589
ブラック 653591

社員ブログ
　無数の細いワイヤーをよじって作られて
いるインナーワイヤーですが、指で撫でる
と、特有のザラザラ感がかなり低減されて
いることが分かります。ほつれにくく、耐
久性も高くなっています。テフロンコーティ
ングによって、操作が軽く楽になるだけで
なく、シフト操作がカッチリすることを体
感して頂けると思います。やる気にさせて
くれるシフトタッチです！ ( ･` ω ･´)

　ワイヤーに合わせたカラーの
インナーキャップが付属するの
も嬉しいですね！

キレッキレの変速を実現する
カラフルなシフトワイヤー

品番 016574
クランクパーツ
CNCクランクボルトCNCクランクボルト

POP

品番 016416
ライトパーツ
ライトアダプターライトアダプター

POP

角度調整が超簡単

シマノクランクをドレスアップ

品番 016571
ブレーキケーブル 
FEP テフロンコート ブレーキワイヤーFEP テフロンコート ブレーキワイヤー

POP 品番 016573
シフトケーブル FEPテフロンコート 
ディレーラーワイヤーディレーラーワイヤー

POP
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一般車パーツ

ディレーラープーリー

CERAMIC JOCKEY WHEEL セラミックジョッキーホイール

JOCKEY WHEEL BOLTS ジョッキーホイールボルト
TITANIUM JOCKEY WHEEL チタニウムジョッキーホイール

FRONT DERAILLEUR BRACKET フロントディレーラーブラケット

歯数：11T
発注番号

304350 シルバー
304351 ブラック
304352 レッド
304354 ブルー
304356 グリーン
304359 ゴールド
¥3,200（税抜）
参考重量：7g

発注番号

304300 シルバー
304301 ブラック
304302 レッド
304304 ブルー
304306 グリーン
304309 ゴールド

¥1,200（税抜）
サイズ：5.0 × 15.5mm
材質：7075アルミニウム合金
適合：各種ディレーラー ※ SRAMには使用不可
参考重量：0.7g
●ディレーラープーリー用ボルト。●シマノ9/10
速用。● 2個 /組。

※注意（15Tサイズ）
●チェーンの抵抗を軽減する大径プーリー。●下側のテンションプーリー専用。●そのまま取
り付けるとディレーラーケージに接触するため、ケージの加工が必要になります。

※注意（15Tサイズ）
●チェーンの抵抗を軽減する大径プーリー。●下側のテンションプーリー専用。●そのまま取り付け
るとディレーラーケージに接触するため、ケージの加工が必要になります。

¥28,000（税抜）
材質：DLCコーティング6/４チタニウム
　　　フルセラミックベアリング
適合：カンパニョーロ 9/10 速ディレーラー
　　　シマノ＆スラム 9/10 速ディレーラー
参考重量：8.2g（11T）
●DLC（ダイヤモンドライクカーボン：超低摩擦係数、高耐摩耗、高硬度、対薬品
性）コーティングを施した本体に、フルセラミックのベアリングを採用した究極の
プーリー。●果てしなく滑らかに回転します。●1個入。

材質：7075アルミニウム合金
ベアリング：ステンレススチール
適合：SHIMANO、CAMPAGNOLO、SRAMの 9/10速ディレーラーに対応
●ベアリングが装備されていないミドルグレードまでのディレーラーのグレードアップに最適。
●ガイドプーリー（上側）、テンションプーリー（下側）の両側に使用可能。※SRAMのガイドプー
リーには使用不可。●歯数はディレーラーに標準で付属するサイズを推奨。歯数を標準から変更
すると、変速性能が低下する場合があります。●1個入。

材質：CNC切削 7075アルミ合金
ベアリング：ステンレススチール
適合：SHIMANO、CAMPAGNOLO、
SRAMの 9/10/11 速ディレーラー（SRAMのガイドプーリーには非対応。）
●ボールベアリングでスムーズな回転。●樹脂製のプーリーと比べて剛性が高く
パワーを逃がさない。●ミドルグレードまでのディレーラーに装備されている
ブッシュ式ディレーラーのアップグレードに最適。●ガイドプーリー（上側）、
テンションプーリー（下側）の両方に使用可能。●歯数はディレーラーに標準で
付属するサイズを推奨。●1個入り。※取り付け後は必ず乗車前に調整台などで変速の動
作確認をお願いします。ディレイラーハンガー等に曲がりがありますとチェーンが外れ、フレー
ムやリアディレイラー等が破損に至る恐れがございます。

材質：7075アルミニウム合金
ベアリング：セラミック
適合：SHIMANO、CAMPAGNOLO、SRAMの 9/10速ディレーラーに対応
●セラミックベアリングの採用により回転が円滑になり、耐久性も20％向上。●ガ
イドプーリー（上側）、テンションプーリー（下側）の両側に使用可能。※ SRAM
のガイドプーリーには使用不可。●歯数はディレーラーに標準で付属するサイズを
推奨。歯数を標準から変更すると、変速性能が低下する場合があります。●1個入。

材質：CNC切削 7075アルミ合金
ベアリング：セラミック
適合：SHIMANO、CAMPAGNOLO、
SRAMの 9/10/11 速ディレーラー（SRAMのガイドプーリーには非対応。）
●セラミックベアリングの採用により回転が円滑になり、耐久性も 20%向上。●
樹脂製のプーリーと比べて剛性が高くパワーを逃がさない。●ミドルグレードまで
のディレーラーに装備されているブッシュ式ディレーラーのアップグレードに最適。
●ガイドプーリー（上側）、テンションプーリー（下側）の両方に使用可能。●歯数
はディレーラーに標準で付属するサイズを推奨。●1個入り。
※取り付け後は必ず乗車前に調整台などで変速の動作確認をお願いします。ディレイラーハンガー等
に曲がりがありますとチェーンが外れ、フレームやリアディレイラー等が破損に至る恐れがございま
す。

材質：6061アルミニウム合金
参考重量：15ｇ（31.8ｍｍ）/19ｇ（34.9ｍｍ）

●通常の直付式フロントディレーラーブラケット（シマノSM-AD11、BBB BSP-
90等）ではありません。●チェーンステー角度が66度以上のフレームに61～66
度や63～66度のフロントディレーラーを組み付けて使用する場合に有効な特殊ブ
ラケット。●チェーンステー角度の大きい小径車などに最適。●実際に使用する場
合は、フロントディレーラーのガイドプレートの位置を確認し、実際に変速テスト
を実施して下さい。

限界まで切削した軽量版。

プーリー用ボルト

歯数 10T 11T 13T 15T
シルバー 304100 304101 304103 304310
ブラック 304110 304111 304113 304311
ゴールド 304120 304121 304123 304319
レッド 304130 304131 304133 304312
ブルー 304140 304141 304143 304314
グリーン 304160 304161 304316

¥2,600（税抜）　
幅：8mm  参考重量：10g

¥3,200
（税抜）

歯数 10T 11T 13T 15T
シルバー 304382 304383 304384 304404
ブラック 304385 304386 304387 304405
ゴールド 304388 304389 304390 304408
レッド 304391 304392 304393 304406
ブルー 304394 304395 304396 304407
グリーン 304397

¥2,200
（税抜）

¥2,800
（税抜）

¥4,800
（税抜）

歯数 10T 11T 12T 13T 15T
シルバー 304200 304201 304202 304203
ブラック 304210 304211 304212 304213 304321
ゴールド 304221 304222
レッド 304230 304231 304232 304322
ブルー 304240 304241 304242 304243 304324
グリーン 304260 304261 304262 304263 304326

¥5,800 幅：8mm  参考重量：9g
（税抜）

¥6,200
（税抜）

歯数 11T
シルバー 304398
ブラック 304399
ゴールド 304400
レッド 304401
ブルー 304402
グリーン 304403
¥4,800（税抜）

JOCKEY WHEEL ジョッキーホイール

JOCKEY WHEEL ULTRA LIGHT 9/10S 
ジョッキーホイール ウルトラ ライト

JOCKEY WHEEL 9/10S ジョッキーホイール 

発注番号 歯数 
304181 11T

対応シート
チューブ径 28.6mm 31.8mm 34.9mm
ブラック 653251 653061 653071
レッド 653252 653062 653072
ブルー 653254 653064 653074 
シルバー 653250 653065 653075
グリーン 653256 653066 653076
ゴールド 653259 653069 653079

¥2,400（税抜）

対応シート
チューブ径 34.9mm
ブルー 653524
グリーン 653526
ゴールド 653529

¥1,700（税抜）

品番 016411
ディレーラーパーツ
ジョッキーホイールジョッキーホイール

POP

CABLE TIPS ケーブル チップ

シフトケーブル 
発注番号

221004 ブルー
221006 グリーン
221009 ゴールド

発注番号

221021 ブラック
221022 レッド
221026 グリーン
221029 ゴールド
¥5,000（税抜）

220621 ピンク
220622 オレンジ
¥4,800（税抜）

500PCS
●シフト、ブレーキ兼用インナーキャップ。

ブレーキケーブル 
発注番号

221010 シルバー
221011 ブラック
221012 レッド
221014 ブルー
221016 グリーン
221019 ゴールド

¥15,000（税抜）
150PCS
● 4mmシフトケーブル用
アウターキャップ。

¥15,000（税抜）
150PCS
●5mmブレーキケーブル用
アウターキャップ。

HOUSING CAPS ハウジング キャップス

シフトケーブル
4mm
発注番号

220600 シルバー
220601 ブラック
220602 レッド
220604 ブルー
220606 グリーン
220609 ゴールド

ブレーキケーブル
5mm
発注番号

220610 シルバー
220611 ブラック
220612 レッド
220614 ブルー
220616 グリーン
220619 ゴールド

￥1,600（税抜）
材質：6061アルミニウム合金 
●ケーブル用アウターキャップ。
●10PCS。

定番ドレスアップパーツが 11 速に対応

セラミックベアリングですべてのパワーを無駄にしない回転性能

9/10 速用

9/10速用

9/10速用

9/10速用

オフセット角度：3°、10mm 後方位置

オフセット角度：0°

9/10/11 速用

9/10/11 速用 NEW

NEW
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一般車パーツ

SKEWERS スキュワー 

発注番号

524750 シルバー
524751 ブラック
524752 レッド
524753 ゴールド
524754 ブルー
524756 グリーン

¥11,000（税抜）
レバー、ナット：7075アルミニウム合金
シャフト：チタニウム
●超軽量ながら、ワールドカップライダーもレースで使用するほど信頼性が高い。
●レバーと受けの間に真鍮製スペーサーを挟み、スムーズなレバー操作を実現。

＊クイックリリースの固定を保証するものではありません。
　安全のため、クイックリリースが確実に締まっている事を乗車毎に確認が必要です。

軽く、確実にレバーを操作するための真鍮
製スペーサー。レバーと受けの間を真鍮素
材にする事で樹脂やアルミ素材に比べてス
ムーズなレバー操作を実現。

ナット側も強度を保ち
ながら不要な部分を
削り出し。緩み止め防止
のラバーを内蔵。

発注番号

524760 シルバー
524761 ブラック
524762 レッド
524763 ゴールド
524764 ブルー
524766 グリーン

ROAD
エンド幅：（F）100×（R）130mm（前後ペア）
参考重量：44g

MTB
（F）100×（R）135mm（前後ペア）
45g

軽量で高い固定力、 アルマイト加工
が美しいクイックリリース。

工具不要で確実な固定力を発揮するイージースルーアクスル

アーレンキー式のシンプルなスルーアクスル

軽量な中空レバー。

ナット裏面も確実な固定を
行うためのローレット
（表面のギザギザ）加工。

ステンレス

ステンレス

チタニウム

7075アルミニウム合金
緩み防止デザイン

7075アルミニウム合金
中空ホロー加工

クイックリリース
QUICK & EASY THROUGH AXLE KQR07 クイック＆イージースルーアクスルKQR07

HEX THROUGH AXLE KQR08 ヘックスタイプスルーアクスル KQR08

材質：6061アルミニウム合金
参考重量：64g（12x142mm）、84g（15x100mm）
●締め付けは手でレバーを回すだけで工具不要かつ強力な固定力。
●赤いボタンを押すことで、フレームに合わせてレバー位置をセット。

ロックショックス マクスル
12x142mm 15x100mm

ブラック 524688 524692
ブルー 524689 524693
ゴールド 524690 524694
レッド 524691 524695

¥3,900（税抜）

材質：6061アルミニウム合金
参考重量：43g
●締め付けはアーレンキーを使用。

Syntace X-12
12x142mm

ブラック 524696
ブルー 524697
ゴールド 524698
レッド 524699

¥2,900（税抜）

SKEWERS Z6 スキュワー Z6

THROUGH AXLE SKEWERS スルーアクスルスキュワー

発注番号

524700 ブラック
524701 ブルー
524702 ゴールド
524704 シルバー
524705 レッド

¥14,800（税抜）
●レバー、シャフト両方が7075アルミの軽量スルーアクスル。
●クイックリリースカムレバー開閉式。

発注番号

524710 ブラック
524711 ブルー
524712 ゴールド
524715 レッド

発注番号

524940 ブラック
524941 ブルー
524942 ゴールド
524943 グリーン
524944 レッド
524945 シルバー

発注番号

524946 ブラック
524947 ブルー
524948 ゴールド
524949 グリーン
524950 レッド
524951 シルバー

発注番号

524952 ブラック
524953 ブルー
524954 ゴールド
524955 グリーン
524956 レッド
524957 シルバー

ROAD
エンド幅：（F）100×（R）130mm（前後ペア）
参考重量：65g

MTB
（F）100×（R）135mm（前後ペア）
67g

Φ15×100mmアクスル 
ロックショックス─
マクスル用 ( フロント )
参考重量：53g

Φ12×142mmアクスル 
シマノ─
イースルー用 ( リア )
参考重量：42g

Φ12×142mmアクスル 
ロックショックス─
マクスル ( リア )
参考重量：42g

¥6,400（税抜）
レバー、ナット：6061アルミニウム合金
シャフト：ステンレス
●コストパフォーマンスを追及した軽量タイプ。●レバーと受けの
間に真鍮製スペーサーを挟み、スムーズなレバー操作を実現。

ブレーキ
CB10 CALIPER BRAKE CB10 キャリパーブレーキ

CB3 CALIPER BRAKE CB3 キャリパーブレーキ CB4 CALIPER BRAKE  CB4 キャリパーブレーキ

MTB BRAKE VB6  マウンテンバイクブレーキ VB6CANTILEVER BRAKE  カンチレバーブレーキ

発注番号

201280 ブラック
201281 ゴールド
201282 レッド

発注番号

201250 シルバー
201251 ブラック
201252 レッド
201259 ゴールド

CB3-K 
発注番号 201270
¥500（税抜）

CB4-K 
発注番号 201277
¥500（税抜）

VB1&VB6
ブレーキフロントヌードル
発注番号 201275
¥300（税抜）
シルバー

VB1 ブレーキ
アームセット
発注番号 201105
¥46,000（税抜）
ブラック
フロント /リア

VB1 ブレーキレバー
発注番号

201106 ライト
201107 レフト
¥12,000（税抜）
ブラック

VB1用コンタクトボルト
発注番号 205422
¥50（税抜）

VB1用ボルト+ナット
発注番号  205425
¥600（税抜）

VB1用レバーボルト
発注番号  205426
¥900（税抜）１個入り

VB1用アジャストメントスクリュー
発注番号  205424
¥600（税抜）

VB1用アームボルト
発注番号 205421
¥400（税抜）VB1&VB6

ブレーキリアヌードル
発注番号 201276
¥300（税抜）
シルバー

TI スプリング
発注番号 201274
¥1,000（税抜）

CB4-L&CB4-M
発注番号 201271
¥500（税抜）

C1-TIBAR
発注番号 201272
¥800（税抜）

CB-7G
発注番号 201273
¥800（税抜）

発注番号

201260 シルバー
201261 ブラック
201262 レッド
201264 ブルー
201266 グリーン
201269 ゴールド

発注番号

201131 ブラック
¥38,000（税抜）

¥46,000（税抜）
● 2種類のブレーキシューホルダースペーサーが付属し、ノーマル幅から28mmまでのワイドリム
に対応。●雨や泥などの厳しいコンディションでも高い制動力を発揮するリンク構造。●スイスストッ
プのカーボンリム専用ブレーキパッド「BLACK PRINCE」付属。※アルミリム用ブレーキシューは
付属しません。●本体はAL7075アルミ合金。●センターアクスルとボルトはチタン素材。
参考重量195g（前後ペア）

¥44,000（税抜）
材質：7075 T7 アルミニウム合金 
適合：ロード　 
参考重量：170g（ペア）　 
●CB7よりも制動力を10%向上。●チタンセンターボルト。
●アルミリム用SWISSSTOP FLASH PROⅡパッドが付属。

¥34,000（税抜）
材質：6061 T7 アルミニウム合金　 
適合：ロード
参考重量：220g　 
●CB7よりも制動力を15%向上。●ステンレスセンターボルト。
●KCNCオリジナルパッドが付属。

アーム　材質：6061アルミ、ステンレス
　　　　サイズ：100mm
　　　　適合：MTB（XC）、小径車
　　　　参考重量：133g（左右 1組）

ブレーキパーツ

レバー　材質：6061アルミ、ステンレス
　　　　サイズ：92mm
　　　　適合：MTB（XC）、小径車
　　　　参考重量：66g

31.8 34.9
201234 ブルー 201244
201236 グリーン 201246
201239 ゴールド 201249
6061アルミ ¥32,200（税抜）

NEW

NEW

リアブレーキアウター受けクランプサイズ

98 99
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一般車パーツ

TIMETRIAL TT BRAKE LEVER タイムトライアルTTブレーキレバー

SHIFTER CLAMP シフタークランプ

CENTER LOCK ADAPTER FR センターロックアダプターFR

DISC BRAKE ROTOR RAZOR ディスクブレーキローターレーザー

V-BRAKE PADS ブイブレーキパッド

CENTER LOCK ADAPTER XC センターロックアダプターXC

CNC DISC BRAKE ADAPTERS CNCディスクブレーキアダプター

CNC DISC BRAKE ADAPTERS CNCディスクブレーキアダプター POSTMOUNT ADAPTER
ポストマウントアダプター

V BRAKE PIVOT BOLT Vブレーキピボットボルト

LITE WING ライトウィングCARBON RAIL SUPPORT KIT カーボンレールサポートキット

発注番号

201140 シルバー
201141 ブラック
201142 レッド
201149 ゴールド

発発注番号

205500 シルバー
205501 ブラック
205502 レッド
205504 ブルー
205509 ゴールド

発注番号

201090 シルバー
201094 ブルー
201099 ゴールド

発注番号 

205401
¥4,200（税抜）
材質：スカンジウムボルト /ナット
パッド：トリプルコンパウンド
サイズ：72mm
フレーム固定ボルト長：フロント25mm/リア 12mm
参考重量：30g
●M7ボルトでKCNC VB1専用。
●左右2個 /組。●ハード、ミディアム、ソフトの3種類のコンパウンドを配合し、
ストッピングパワーアップとリムへのダメージダウンを両立。●パッドのパターン
により水や砂が溜まりにくい。●前後に使用する場合は2組必要になります。

発注番号

201080 シルバー
201084 ブルー

¥26,000（税抜）
材質：7075アルミ
参考重量：67g（ペア）
ハンドル内径：18～ 23mm
●TTバーの先端に取り付けるブレーキレバー。左右セット。

¥4,400（税抜）
22.2mm
材質：7075アルミニウム合金、チタンボルトシマノXTR
●M-980用 CNC加工軽量クランプ。●2個入。

¥3,800（税抜）
材質：6061アルミ
適合：6穴 /20T
参考重量：30g
● 12mm、15mm、20mmアクスルのセンターロックハブに対応。※SAINT
オーバーサイズセンターロックハブ（センターロック取付径47.5mmの商品）
には対応しません。●使用工具は ISIS BBツール。●1個入。

材質：ステンレス
適合：6穴
厚さ：1.8 ｍｍ
●徹底的な肉抜き加工を施した超軽量ディスクローター。●取付ボルト付属。
＊ディスクブレーキはフォークやアダプター、キャリパーの相性によっては正常に使用
できない場合があります。取り付けは専門知識を持った販売店にて行ってください。

穴あけ加工された接触面から想像
できないほど、食い付きが良い。

大きなローターの摩耗やパッドの削れ
もなくDHにも使える強度があり、
160mmはXC用としてオススメです。

¥3,800（税抜）
材質：6061アルミ
適合：6穴 /12T
参考重量：28g
●クイックリリースを採用したセンターロックハブに対応。
●使用工具はシマノロックリングツール。●1個入。

材質：7075アルミニウム合金
●ポストマウント台座の対応ローター径を変更できるアダプター。
※リアに使用する場合はローター系より１サイズ大きい商品をお選びください。

材質：7075アルミニウム合金
●インターナショナルスタンダード台座をポストマウントに
変換するアダプター。
※リアに使用する場合はローター系より１サイズ大きい商品
をお選びください。

¥2,800（税抜）
カラー：レッド
●ポストマウント台座にインターナショナルスタ
ンダードキャリパーを取り付けるためのアダプ
ター。※リアに使用する場合はローター系より１
サイズ大きい商品をお選びください。

¥1,000（税抜）
材質：6061アルミニウム合金
適合：Vブレーキ台座用
参考重量：2.5g（M8）/3.0g（M10）
●使用していないVブレーキ /カンチブ
レーキの台座に使用する飾りボルト。
●2個入。

ブレーキパーツ

ディスクブレーキパーツ

ディスクブレーキパーツ

ディスクブレーキパーツ

ディスクブレーキパーツ ディスクブレーキパーツ

ブレーキパーツ

サイズ：M8 M10
発注番号

280130 シルバー 280140
280131 ブラック 280141
280132 レッド 280142
280134 ブルー 280144
280136 グリーン 280146
280139 ゴールド 280149

発注番号 ローター直径 参考重量

201117 140mm 62g
¥2,200（税抜）
201118 160mm 74g
¥2,400（税抜）
201119 180mm 95g
¥2,800（税抜）
201120 203mm 123g
¥3,600（税抜）

ローター直径： 180mm 203mm
発注番号

201180 シルバー 201190
201181 ブラック 201191
201182 レッド 201192
201184 ブルー 201194
201189 ゴールド 201199
¥5,400（税抜） ¥5,800（税抜）

ローター直径： 160mm 180mm 203mm
発注番号

シルバー 201150 201160 201170
ブラック 201151 201161 201171
レッド 201152 201162 201172
ブルー 201154 201164 201174
ゴールド 201159 201169 201179

¥5,400（税抜） ¥5,800（税抜）

発注番号 ローター直径

201126 160mm

シートポスト

BD-1 や DAHON を一気に軽量化。
550mmの長さをもつ超軽量シートポスト。

TI PRO LITE とカーボンサドルで究極の軽量性

NEW

スカンジウム製で驚きの軽さ
TI PRO LITE ティーアイプロライト

軽量なヨーク方式を使った
サドル固定部分。
＊シルバーのシャフトの部分
にサドルレールを固定します。

軽量なヨーク方式を使った
サドル固定部分。
＊シルバーのシャフトの部分
にサドルレールを固定します。

内側は強度を維持しながら
軽量化を実現するために
楕円形に削り出し加工。

地面に当たった時の傷を
防ぐキャップ付き。

内側、外側ともに精度を追求
したCNC加工。550mmの
長さがありながら重量わずか
270g。

発注番号

659007
659008

発注番号

659023 27.2mm用コネクターピン
659024 30.9/31.6mm用コネクターピン
¥1,200（税抜）

発注番号

683166 27.2mm TI プロライト用 シルバー
683167 30.9/31.6/34.9mm TIプロライト用 シルバー 
¥4,200（税抜）

659026 30.9/31.6mm用レール受け
¥1,400（税抜）

外径
33.9mm
34.9mm

全長：350mm
ブラック
発注番号

659010
¥13,800（税抜）

外径

27.2mm

¥22,800（税抜）
カラー：ブラック
全長：550mm
材質：7075アルミニウム合金、
　　　チタニウムボルト
適合：BD-1（34.9mm）、
　　　DAHON（33.9mm）
　　　などの小径車
参考重量：270g

材質：スカンジウムダブルバテッドチューブ、
チタニウムボルト
適合：ロード、MTB（XC）
参考重量：169g（27.2mm× 400mm）

材質：7075アルミニウム合金
● Ti プロライトポストをカーボン
レールサドルで使用するためのクラ
ンプキット。
●レールとクランプの接触面を長く
とり、レールへの負荷を軽減。

TI PRO LITE 用補修部品

全長 400mm
外径 27.2mm 31.6mm

シルバー 658940 658960
ブラック 658941 658961
レッド 658942
ゴールド 658949 658969

¥16,800（税抜）¥18,800（税抜）

カーボンより軽い！
究極の金属製シートピラー
KCNC 「TI PRO LITE」

カットなしの400㎜の状態で驚きの168ｇ！
実はハイエンドのカーボンピラーでは同条件で200ｇ前後なので、「TI PRO LITE」はと
ても軽いんです！！さて、小柄な私のバイクに装着するにはちょっと長いので、丁度いいサ
イズにカットしました。（加工は自己責任でお願い致しますm(_ _)m）約 100mmカット
して138ｇ。カットした私も驚きの余り不敵な笑みがこぼれてしまいます。軽さの秘密は
スカンジウム合金製のメインチューブ、チタン製ボルト。通常のアルミ合金よりも重量比で
の強度が優れる素材です。

特にヒルクライムで極限まで軽量化したい方にお勧めです。ダンシングでバイクを振る際の
軽さは実感できますよ。

ヤグラも前後の２本締めタイプで多様
な角度調整が可能！このタイプのヤグ
ラが一番使いやすいと私は思います。
（サドルによっては取付が出来ない場
合がありますので注意。）

さらに乗車状態でピラーの前後に掛かる
応力を考えて肉厚を変えてきています。

社員ブログ
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ボトルに傷がつかない！！

社員ブログ

一般車パーツ

SC13 TWIN CLAMP SC13ツインクランプ MTB QR CLAMP SC12 マウンテンバイクQRクランプ SC12

MTB SCREW CLAMP SC11 MTB スクリュークランプ SC11 MTB QR CLAMP SC10 MTB QRクランプSC10

¥5,400（税抜）
素材：7075アルミ
●カーボン素材のシートポストのずり下がりを防ぐためにフレームと
シートポストの2か所を固定。●シート側は0リングで適切な締め込み。

¥3,000（税抜）
材質：T6061アルミニウム合金（ボディー、レバー）、ステンレス（アクスル）、
真鍮（スリーブ）
適合：ALL
●廉価ながら中空レバーを採用。

材質：T7075アルミニウム合金（ボディー）、スカンジウム（ボルト）
参考重量：13g

材質：T7075アルミニウム合金（ボディー、レバー）、6/4チタニウム（アクスル）
真鍮（スリーブ）

参考重量：23g

クランプ径 30.7/27.2mm 31.8/27.2mm 34.9/31.6mm
発注番号

ブラック 653361 653371 653391
レッド 653362 653372 653392
ブルー 653364 653374 653394
ゴールド 653369

クランプ径 31.8mm 34.9mm
シルバー 653020 653010
ブラック 653021 653011
レッド 653022 653012
ブルー 653024 653014
グリーン 653026 653016
ゴールド 653029 653019

クランプ径 31.8mm 34.9mm
発注番号

シルバー 653040 653050
ブラック 653041 653051
レッド 653042 653052
ブルー 653044 653054
グリーン 653046 653056
ゴールド 653049 653059

¥3,200（税抜）

クランプ径 39.0mm
発注番号

ブルー 653034
グリーン 353036
ゴールド 653039

¥3,500（税抜）

ROAD LITE ロードライト

クロモリボルト
材質：7075アルミニウム合金バンド
参考重量：14g

チタンボルト

クランプ径 31.8mm 34.9mm
レッド 653160 653161

¥1,800（税抜）
ゴールド 653162 653163
ブラック 653175 653176
ブルー 653158 653182
ブラック
（レッドナット）

653159 653183 ¥2,400（税抜）

クランプ径 30.7mm 31.8mm 34.9mm
レッド 653164

¥2,400（税抜）

653165

¥2,800（税抜）
ゴールド 653166 653167
ブラック 653275 653260 653262
ブルー 653168 653169
ブラック
（レッドナット）

653261 ¥2,800（税抜）

ナットはレアメタルのスカンジウム

品番 016578
シートポストクランプ
ロードライトロードライト

POP

品番 016572
ボトルケージパーツ
ボトルケージボルトボトルケージボルト

POP

ボトルケージパーツ

ツール

ROAD PRO ロードプロ

SEATPOST GRIP シートポスト グリップ

BOTTLE CAGE BOLTS ボトルケージ ボルト

BB WRENCH BBレンチ STANDARD HEX ALLEN KEY SET スタンダード ヘックス アーレンキーセット

TORX SCREW 2PCS トルクススクリュー

SEATPOST BOTTLE CAGE CLAMP
シートポストボトルケージクランプ

発注番号

06210 シルバー
06211 ブラック
06212 レッド
06214 ブルー
06216 グリーン
06219 ゴールド

発注番号

102500
¥3,400（税抜）
カラー：ブラック
サイズ：長さ20cm
参考重量：44g
● KCNCの BB386用専用工具。

発注番号

102501
¥3,800（税抜）
1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mmの 9本セット
参考重量：425ｇ（ケース含む）
●耐久性の高いS3炭素鋼。●専用収納ケース付属。 

発注番号

083040 シルバー
083041 ブラック
083042 レッド
083044 ブルー
083046 グリーン
083049 ゴールド

¥1,200（税抜）
材質：7075アルミニウム合金
サイズ：M5×15mm, T25
参考重量：2ｇ（1本）
●ボトルケージ用ボルト。●トルク
ス採用によりネジの高さが低く、ボ
トルに傷がつく心配がありません。
●ボルト2本入り。 

¥980（税抜）
材質：7075アルミニウム合金
サイズ：5× 15mm
＊ボルト2本入り。

対応シートポスト：直径 27.2/30.9/31.6/34.9mm
●シートポストにボトルケージ台座を追加可能。
●6061 アルミ。●ステンレスボルト付属¥1,200（税抜）

素材：6061アルミ
●カーボンシートポストの滑り止め。●シートポストクランプの上面に取り付け。

¥3,400（税抜）
チタンボルト ゴールドナット 
材質：7075アルミニウム合金バンド
参考重量：14g

ワッシャー付属で
ケージを傷つけにくい

7075 アルミ合金で軽量

アルマイト加工で耐食性が向上

KCNC なら傷がつきません！！非常に低い頭です
が、高強度のアルミ合金と、接触面積の多いトル
クスボルト（トルクスレンチが必要です）のおか
げで締めつけもバッチシです。そして美しい・・・
ボトルのキズにお困りでも、ただのドレスアップ
にもおすすめな素敵なボルト、いかがですか？

　いつのまにかボトルが傷だらけっ！！」「犯人はこ
の飛び出たボルトか～！？！」っていうことを解決
するボルト、あります。ボトルケージ専用ボルトです。
素材は 7075 アルミ合金。「超々ジュラルミン」と呼
ばれる最高強度を誇るアルミ素材です。萌えますね。
ああ～！！ボトルと！ボルトが！（まぎらわしい）　
ぶつかって！傷がつくっ！　ってことありますよ
ね？

左が KCNC。右が普通のボルト。
頭の高さが全然違います。

クランプ径 31.8mm 34.9mm 38.2mm
レッド 653100 653101
ゴールド 653103 653104
ブルー 653106 653107
ブラック 653279 653281

クランプ径 27.2mm 30.9mm 31.6mm 34.9mm
シルバー 063000 063010 063020 
ブラック 063001 063021 
レッド 063002 063012 063022 
ブルー 063004 063014 063024 063034
グリーン 063006 063016 063026 063036
ゴールド 063009 063019 063029 063039
参考重量 30.4g 31.6g 

¥4,400
（税抜）

¥3,200
（税抜）

¥4,400
（税抜）

¥3,200
（税抜）

クランプ径 30.7/27.2mm 31.8/27.2mm 34.9/30.9mm 34.9/31.6mm
シルバー 653530 653540 653550 653600
ブラック 653531 653541 653551 653601
レッド 653532 653542 653552 653602
ブルー 653534 653544 653554 653604
グリーン 653536 653546 653556 653606
ゴールド 653539 653549 653559 653609

薄くてスッキリとしたシルエット最高強度を誇る
7075-T6 アルミの
内壁を削り出して軽量化

102 103
価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない
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A L X 8 5 0

R O A D

発注番号 

820501
¥169,000（税抜）
アクスルサイズ：（F）100×（R）130
対応カセット：シマノ8/9/10/11S
参考重量：1370g
●55mmの高いリムハイトながら1370gの軽量性を持つカーボンチューブラーホ
イール。実績のあるリムプロファイルとスポーキングにより軽快な走行感。●多く
のホイールブランドが外注するカーボンリムを自社製造。●エアロスポークとイン
ターナルニップルの空力性能。●7075アルミ合金製のボディを持つ超軽量ハブ。●
リアハブには4つのシールドベアリングを搭載し滑らかな回転と耐久性。●高精度な
シールドカートリッジベアリングにより驚くべきスピードの伸びを体感できます。

走るホイールに必要な要素
高性能なホイールには精度が不可欠です。
ALEXRIMSのホイールはすべて人の手によって
スポークテンションを確認しながら0.2mm以下の
高精度で組み上げられます。さらにリム専用特殊
アルミニウム合金「EXA」という理想的な素材、
シールドベアリングハブ、DTスイススポークの
組み合わせによって、走るホイールを多くのユー
ザーに届けます。　

滑らかな走行感の秘密
ALEXRIMSのホイールは日本製の高精度カート
リッジベアリングと、その性能を最大限引き出す
高剛性なハブボディにより、カタログスペック以
上に走りの軽いホイールに仕上がっています。回
転させてみると、一般的なホイールに比べて5倍
以上の回転持続力を有しています。実際の走行で
も滑らかな加速と速度維持力の高さを必ず体感で
きるはずです。

沢山のユーザーに高性能
ホイールを届ける
ALEXRIMSのホイールの大きな特長の一つは軽量
性です。その軽量性は7000系のアルミに2度の熱
処理を施した「EXA」の高強度によって実現され
ています。膨大な量のホイールをOEM供給してき
た経験を活かし、クラス以上の軽量性と高性能を
届けることがALEXRIMSの使命です。驚きの軽量
性は是非製品をご確認ください。

クオリティへのこだわりとオーソドックスな設計によるスムーズライディング

ALEXRIMS WHEELS KEEPS YOU ROLLING

　アレックス・グローバル・テクノロジーは1992年にアレックス・チェンの手で創設されました。原材料への関心
が彼を改良と開発に駆り立て、それまで決して使用されたことのなかった6000系、7000系アルミニウム合金を
使った新しいリムを誕生させました。1994年に初の特許を取得して以来、2005年までに6ヶ国で70以上の特許
を取得しています。
　アレックスは特許取得後もリム開発を続け、2000年には完組ホイールセットの開発に打ち込むようになりまし
た。そのホイールセットは違いの分かるサイクリストたちのためにデザイン・開発されたものでした。革新的な開発
により、2001年には台湾企業のナショナルアワードに輝きました。
　特にクオリティへのこだわりには並々ならぬものがあります。リムは素材の配合からジョイントまで一貫して自社
での製造を貫いており、製品の元となるアルミニウム合金のインゴットをすべて保管することで、不具合が発生した
際にその原因を追求できる体制が整えられています。
　最高のクオリティをより多くのユーザーに届けるためにALEXRIMSはイノベーションを続けます。

RIM TECH（リム） NIPPLE TECH（ニップル） MATERIAL TECH（素材）

SURFACE TECH（表面加工）

Welded Joint（ウェルデッド・ジョイント）
重量バランスに優れるWelded Joint(溶接ジョイント）
リムは高速回転時においてブレが少なく完全なバランス
を追求しています。レーシングホイールに求められる重
量バランスを高品質溶接ジョイントで実現しています。

ASE (Aluminium Single Eyelet)
（アルミニウム・シングル・アイレット）
スポーク穴に使われているアルミニウムアイレットは、
ステンレス製よりもすぐれた衝撃吸収性を有します。ス
テンレス製より軽量で、レーシンググレードに導入され
ています。

EXA (Extra Light & Strong Alloy) 
(エキストラライト＆ストロングアロイ）
EXAアルミ合金製はALEXRIMSのみで使用する2度熱
処理を施した特別なアルミニウム合金です。同じ7000
系アルミと比較してもさらに優れたホイール性能を引き
出します。

CSW (CNC sidewalls) 
(CNC加工サイドウォール）
高い精度でリムサイドを切削加工することで軽く、剛性
に優れるとともに、ブレーキ性能も安定化させます。

SSL (Scandium Super Lite) 
（スカンジウムスーパーライト）
スカンジウムは航空機の開発で発展してきた高強度素材
です。超軽量、高剛性、高強度の究極のリム素材です。

SSE (Stainless Single Eyelets/Surface Tech)
（ステンレス・シングル・アイレット/サーフェス・
テック)
1995年に開発した技術で、スポークとホイールの接点
を補強し耐久性を向上させます。

Sleeve Joint （スリーブ・ジョイント）
Welded Jointタイプ以外のリムには差し込み式のス
リーブジョイントを採用しています。固定力が高いこの
方式は軽量さを保ちながら、内部ウォールと接している
表面を拡張して剛性を高めています。

Equalizer (RIM TECH)
(エクアライザー）
リアホイールのリムのスポーク穴をオフセットさせるこ
とでスポークテンションを向上させてホイール全体のバ
ランスを高める技術。

TECHNOLOGY
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A L X 8 4 5 C
発注番号 

820500
¥144,000（税抜）
アクスルサイズ：（F）100×（R）130
対応カセット：シマノ8/9/10/11S
参考重量：1560g
●空力性能と軽量性を両立した45mmディープのフルカーボンクリンチャーホ
イール。●多くのホイールブランドが外注するカーボンリムを自社製造。●リムは
25mmワイドのラウンド形状で横風にも強い。●エアロスポークとインターナル
ニップルの空力性能。●7075アルミ合金製のボディ、アクスル、フリーボディを
持つ超軽量ハブ。●リアハブには4つのシールドベアリングを搭載し滑らかな回転
と耐久性。●高精度なシールドカートリッジベアリングにより驚くべきスピードの
伸びを体感できます。

自社開発により理想の設計とクラス最軽量を実現したフルカーボンクリンチャー

25

17

11

45

リム 700C、カーボンチューブラー、55mmハイト

ホール フロント　20H リア　24H

ハブ 7075軽量アルミボディ、軽量アルミアクスル

ベアリング シールドベアリング、フロント2個、リア4個

スポーク ステンレス、エアロ、インターナルニップル

レース
フロント　 RADIAL 269mm

リア R: 1CROSS 256mm、L: RADIAL 268mm

リム 700C、カーボンクリンチャー、45mmハイト

ホール フロント　20H リア　24H

ハブ 7075軽量アルミボディ /アクスル /フリーボディ

ベアリング シールドベアリング、フロント2個、リア4個

スポーク ステンレス、エアロ、インターナルニップル

レース
フロント　 RADIAL 271mm

リア R: 1 CROSS 257mm、L: RADIAL 270mm
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発注番号 

820502
¥46,000（税抜）
アクスルサイズ：（F）100×（R）130
対応カセット：シマノ8/9/10/11S
参考重量：1400g
●圧倒的なコストパフォーマンスを持つ超軽量オールラウンドアルミホイール。●独自開発
のリム専用特殊アルミ合金「EXA」は強度、剛性、耐久性、全てにおいてハイパフォーマン
スを発揮。●リムは高度な技術が必要な溶接ジョイントで軽量。●30mmディープ、22mm
ワイドのリムを2：1スポークレースで組み、スポークテンションを最適化。踏み出した瞬間
から軽量性と剛性を体感できます。●エアロスポークと30mmディープリムの空力性能。●
7075アルミ合金製のアクスル、フリーボディを持つ軽量ハブ。●リアハブには4つのシール
ドベアリングを搭載し滑らかな回転と耐久性。●高精度なシールドカートリッジベアリング
により驚くべきスピードの伸びを体感できます。●シーラントと専用のキットでチューブレ
スレディに対応。

発注番号 

820503
¥39,000（税抜）
アクスルサイズ：（F）100×（R）130
対応カセット：シマノ8/9/10/11S
参考重量：1566g
●高い信頼性を持つ定番の軽量アルミホイール。●独自開発のリム専用特殊アルミ
合金「EXA」は強度、剛性、耐久性、全てにおいてハイパフォーマンスを発揮。●
リムは高度な技術が必要な溶接ジョイントで軽量。●7075アルミ合金製のボディ
を持つ軽量ハブ。●リアハブには4つのシールドベアリングを搭載し滑らかな回転
と耐久性。●高精度なシールドカートリッジベアリングにより驚くべきスピードの
伸びを体感できます。

発注番号 

820505
¥52,000（税抜）
アクスルサイズ：（F）9×100、12×100、15×100　（R）10×135、12×142
対応カセット：シマノ8/9/10/11S
対応ディスクローター：6ボルト
参考重量：1550g
●脅威の軽量性を持つチューブレスレディ対応ディスクロード/CX用ホイール。●ディスク
ロードのアップグレードやシリアスなCXレースシーンに最適。●独自開発のリム専用特殊
アルミ合金「EXA」は強度、剛性、耐久性、全てにおいてハイパフォーマンスを発揮。●
7075アルミ合金製のボディを持つ軽量ハブ。●リアハブには4つのシールドベアリングを搭
載し滑らかな回転と耐久性。●高精度なシールドカートリッジベアリングにより驚くべきス
ピードの伸びを体感できます。●シーラントと専用のキットでチューブレスレディに対応。
●豊富なサイズのアクスル変換アダプターが付属。A L X 4 4 0

A L X 4 7 3

R X D 3

10万円台のバイクのアップグレードに最適な定番の軽量ホイール

驚きの1400gを達成した超軽量モデルは30mmディープでロードレースからヒルクライムまで

高速走行性能を高めたクラス最軽量ディスクロードホイール
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発注番号 

820504
¥158,000（税抜）
アクスルサイズ：（F）9×100、12×100、15×100
（R）10×135、12×142
対応カセット：シマノ8/9/10/11S
対応ディスクローター：6ボルト
参考重量：1690g
●空力性能に特化したディスクロード/CX用フルカーボンクリンチャーホイール。
●多くのホイールブランドが外注するカーボンリムを自社製造。●リムは25mmワ
イドのラウンド形状で横風にも強い。●エアロスポークによる空力性能。●7075
アルミ合金製のボディを持つ超軽量ハブ。●リアハブには4つのシールドベアリン
グを搭載し滑らかな回転と耐久性。●高精度なシールドカートリッジベアリングに
より驚くべきスピードの伸びを体感できます。●豊富なサイズのアクスル変換アダ
プターが付属。

A L X 8 4 5 D
全方位の風に対応する特殊エアロリムを採用したディスクロード/CXホイールのハイエンド
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リム 700C、EXAアルミ合金、30mm ハイト、チューブレスレディ、溶接ジョイント

ホール フロント　20H リア　24H

ハブ 7075軽量アクスル /フリーボディ

ベアリング シールドベアリング、フロント2個、リア4個

スポーク ステンレス、エアロ

レース
フロント RADIAL 277mm

リア R: 1CROSS 283mm、L: RADIAL 274mm

リム 700C、EXAアルミ合金、26mmハイト、溶接ジョイント

ホール フロント　20H リア　24H

ハブ 7075軽量アルミボディ、軽量アルミアクスル

ベアリング シールドベアリング、フロント2個、リア4個

スポーク ステンレス

レース
フロント RADIAL 279mm

リア R: 2 CROSS 276mm、L: 2 CROSS 288mm

リム 700C、カーボンクリンチャー、45mmハイト

ホール フロント　24H リア　24H

ハブ 7075軽量アルミボディ、軽量アルミアクスル

ベアリング シールドベアリング、フロント2個、リア4個

スポーク ステンレス、エアロ、インターナルニップル

レース
フロント R: 2 CROSS 270mm、L: 2 CROSS 268mm

リア R: 2 CROSS 268mm、L: 2 CROSS 270mm

リム 700C、EXAアルミ合金、30mmハイト、チューブレスレディ

ホール フロント　24H リア　24H

ハブ 7075軽量アルミボディ、軽量アルミアクスル

ベアリング シールドベアリング、フロント2個、リア4個

スポーク ステンレス、ダブルバテッド

レース
フロント　 R: 2 CROSS 278mm、L: 2 CROSS 276mm

リア R: 2 CROSS 276mm、L: 2 CROSS 278mm

リム専用アルミ合金「EXA」によ
るリムは高い剛性が特長でパワー
を逃しません

最も空気抵抗の大きいスポークは
エアロタイプを採用し高速巡航に
も対応

7075アルミ製の大径アクスルに
よりハブの歪みを排除し最高の回
転性能

アルミ合金で最高レベルの強度を
持つ7075アルミのフリーボディ
は超軽量

ブレーキ面切削加工「CSW」は滑ら
かなだけでなく強い制動力を発揮

反フリー側のスポーク数を半分に
して左右のスポークテンションを
均一化
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価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

発注番号 

820506
¥52,000（税抜）
アクスルサイズ：（F）9×100、12×100、15×100　
（R）10×135、12×142
対応カセット：シマノ8/9/10/11S
対応ディスクローター：6ボルト
参考重量：1578g
●過酷なグラベルライドにも耐えるタフなディスクブレーキ用ホイール。●ハード
なコースレイアウトのCXレースにも最適。●太いタイヤにフィットするワイドリ
ム。●独自開発のリム専用特殊アルミ合金「EXA」は強度、剛性、耐久性、全て
においてハイパフォーマンスを発揮。●7075アルミ合金製のボディを持つ軽量ハ
ブ。●リアハブには4つのシールドベアリングを搭載し滑らかな回転と耐久性。●
高精度なシールドカートリッジベアリングにより驚くべきスピードの伸びを体感で
きます。●シーラントと専用のキットでチューブレスレディに対応。●豊富なサイ
ズのアクスル変換アダプターが付属。

発注番号 

820507
¥46,000（税抜）
アクスルサイズ：（F）9×100、12×100、15×100　（R）10×135、12×
142
対応カセット：シマノ8/9/10/11S
対応ディスクローター：6ボルト
参考重量：1536g
●チューブレスレディ対応＆オフセットリムで隙のない軽量ディスクロード/CX用
ホイール。●アップグレードに最適なディスクブレーキ用ホイールの定番。●オフ
セットリムを採用しペダリングパワーを逃がさない高剛性を実現。●独自開発のリ
ム専用特殊アルミ合金「EXA」は強度、剛性、耐久性、全てにおいてハイパフォー
マンスを発揮。●7075アルミ合金製のボディを持つ軽量ハブ。●リアハブには4つ
のシールドベアリングを搭載し滑らかな回転と耐久性。●高精度なシールドカート
リッジベアリングにより驚くべきスピードの伸びを体感できます。●シーラントと
専用のキットでチューブレスレディに対応。●豊富なサイズのアクスル変換アダプ
ターが付属。

発注番号 

820508 27.5"
820509 29"
¥88,000（税抜）
アクスルサイズ：（F）9×100、15×100　（R）10×135、12×142
対応カセット：シマノ8/9/10/11S
対応ディスクローター：6ボルト
参考重量：27.5" 1392g、29" 1452g
●スカンジウムリムによる超軽量高剛性XCホイール。●アルミニウム合金製リムのスペシャ
リストが開発した究極のリム。●リムは高度な技術が必要な溶接ジョイントで軽量。●ステ
ンレスアイレット付リムで高い信頼性。●エアロスポークを採用し高速域に対応。●7075ア
ルミ合金製のボディを持つ軽量ハブ。●リアハブには4つのシールドベアリングを搭載し滑ら
かな回転と耐久性。●高精度なシールドカートリッジベアリングにより驚くべきスピードの
伸びを体感できます。●シーラントと専用のキットでチューブレスレディに対応。●アクス
ルサイズ変換アダプターが付属。

発注番号 

820510 26"
820511 27.5"
820512 29"
¥48,000（税抜）
アクスルサイズ：（F）9×100、15×100　（R）10×135、12×142
対応カセット：シマノ8/9/10/11S
対応ディスクローター：6ボルト
参考重量：26" 1596g、27.5" 1656g、29" 1716g
●アップグレードに最適な軽量MTBホイール。●ステンレスアイレット付リムで高い信頼
性。●独自開発のリム専用特殊アルミ合金「EXA」は強度、剛性、耐久性、全てにおいてハ
イパフォーマンスを発揮。●7075アルミ合金製のボディを持つ軽量ハブ。●リアハブには4
つのシールドベアリングを搭載し滑らかな回転と耐久性。●高精度なシールドカートリッジ
ベアリングによりハードなライディングでもスムーズな転がり。●シーラントと専用のキッ
トでチューブレスレディに対応。●アクスルサイズ変換アダプターが付属。

V X D 1

V X D 4

C X D 4

B O O N D O C K S  3  
驚愕の軽量性を実現したスカンジウム製XCレーシングホイール

軽量ホイールでいつものトレイルライディングをアップグレード

ディスクブレーキ搭載バイクの走りを一変させるALEXRIMSの魔法

タフなホイールとワイドタイヤがロード乗りをオフロードへいざなう
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発注番号 

820513 27.5"
¥49,000（税抜）
アクスルサイズ：（F）9×100、15×100　（R）10×135、12×142
対応カセット：シマノ8/9/10/11S
対応ディスクローター：6ボルト
参考重量：27.5" 1766g
●ハードなライディングに対応するオールマウンテン/エンデューロ用ホイール。●UST
チューブレス対応ホイール。●ステンレスアイレット付リムで高い信頼性。●独自開発のリ
ム専用特殊アルミ合金「EXA」は強度、剛性、耐久性、全てにおいてハイパフォーマンスを
発揮。●7075アルミ合金製のボディを持つ軽量ハブ。●リアハブには4つのシールドベア
リングを搭載し滑らかな回転と耐久性。●高精度なシールドカートリッジベアリングにより
ハードなライディングでもスムーズな転がり。●アクスルサイズ変換アダプターが付属。

V E D 4
32mmリムでワイドタイヤにフィットするオールマウンテン/エンデューロホイール

32.2
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リム 700C、EXAアルミ合金、30mmハイト、チューブレスレディ

ホール フロント　24H リア　24H

ハブ 7075軽量アルミボディ、軽量アルミアクスル

ベアリング シールドベアリング、フロント2個、リア4個

スポーク ステンレス、ダブルバテッド

レース
フロント　 R: 2 CROSS 278mm、L: 2 CROSS 276mm

リア R: 2 CROSS 276mm、L: 2 CROSS 278mm

リム 700C、EXAアルミ合金、23mmハイト、チューブレスレディ

ホール フロント　24H リア　24H

ハブ 7075軽量アルミボディ、軽量アルミアクスル

ベアリング シールドベアリング、フロント2個、リア4個

スポーク ステンレス

レース
フロント　 R: 2 CROSS 284mm、L: 2 CROSS 282mm

リア R: 2 CROSS 282mm、L: 2 CROSS 284mm

リム SSLスカンジウム、チューブレスレディ、溶接ジョイント、
SSEステンレスシングルアイレット

ホール フロント　28H リア　32H
ハブ 7075軽量アルミボディ、軽量アルミアクスル
ベアリング シールドベアリング、フロント2個、リア4個
スポーク ステンレス、エアロ

レース（27.5"）
フロント R: 2CROSS 272mm、L: 2CROSS 267mm
リア R: 2CROSS 276mm、L: 2CROSS 276mm 

レース（29"）
フロント R: 2CROSS 291mm、L: 2CROSS 286mm
リア R: 2CROSS 294mm、L: 2CROSS 294mm

リム EXAアルミ合金、チューブレスレディ、SSEステンレスシングルアイレット
ホール フロント　28H リア　28H
ハブ 7075軽量アルミボディ、軽量アルミアクスル
ベアリング シールドベアリング、フロント2個、リア4個
スポーク ステンレス、ダブルバテッド

レース（26"）
フロント R: 2CROSS 261mm、L: 2CROSS 256mm
リア R: 2CROSS 264mm、L: 2CROSS 264mm

レース（27.5"）
フロント R: 2 CROSS 267mm、L: 2 CROSS 265mm
リア R: 2 CROSS 265mm、L: 2 CROSS 267mm

レース（29"）
フロント R: 2 CROSS 286mm、L: 2 CROSS 284mm
リア R: 2 CROSS 284mm、L: 2 CROSS 286mm

リム EXAアルミ合金、USTチューブレスレディ、SSEステンレスシングルアイレット
ホール フロント　28H リア　28H
ハブ 7075軽量アルミボディ、軽量アルミアクスル
ベアリング シールドベアリング、フロント2個、リア4個
スポーク ステンレス、ダブルバテッド

レース
フロント R: 2 CROSS 265mm、L: 2 CROSS 263mm
リア R: 2 CROSS 263mm、L: 2 CROSS 265mm

24.6mm幅のタフなワイドリム 各アクスルに対応するアダプター
が付属

オフセットリムにより、軽量なが
らよれが無いホイールが完成

各種サイズのアクスルに対応する
アダプターが付属

M T B  A M / E N D U R O



一般車パーツ
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110 111
価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

発注番号 

820515 20"(ETRTO451) 
¥59,000（税抜）
アクスルサイズ：（F）100×（R）130
対応カセット：シマノ8/9/10/11S
参考重量：1340g
●エアロダイナミクスを追求した20インチ（ETRTO451）レーシングホイール。●独自開
発のリム専用特殊アルミ合金「EXA」は強度、剛性、耐久性、全てにおいてハイパフォーマ
ンスを発揮。●ハブはアルミアクスルで軽量。●リアハブには4つのシールドベアリングを搭
載し滑らかな回転と耐久性。●高精度なシールドカートリッジベアリングにより驚くべきス
ピードの伸びを体感できます。

発注番号 

820516 20" (ETRTO406) 
¥29,000（税抜）
820517 24"(ETRTO520) 
¥34,000（税抜）
アクスルサイズ：（F）100×（R）130
対応カセット：シマノ8/9/10S
参考重量：24" 1465g、20" 1440g
●アップグレードに最適な20インチ（ETRTO406）軽量ホイール。●独自開発のリム専用特
殊アルミ合金「EXA」は強度、剛性、耐久性、全てにおいてハイパフォーマンスを発揮。●
高精度なシールドカートリッジベアリングにより驚くべきスピードの伸びを体感できます。

発注番号 

820514 27.5"+BOOST 
¥44,000（税抜）
アクスルサイズ：（F）15×110　（R）12×148（27.5+BOOST）
対応カセット：シマノ8/9/10/11S
対応ディスクローター：6ボルト
参考重量：27.5" 1972g
●圧倒的な耐久性を持った27.5+BOOST規格対応ホイール。●スポークホールをオフセッ
トさせた「イクアライザー」デザインによりホイールのよれを軽減。●独自開発のリム専用特殊
アルミ合金「EXA」は強度、剛性、耐久性、全てにおいてハイパフォーマンスを発揮。●7075ア
ルミ合金製のボディを持つ軽量ハブ。●リアハブには4つのシールドベアリングを搭載し滑ら
かな回転と耐久性。●高精度なシールドカートリッジベアリングによりハードなライディン
グでもスムーズな転がり。●シーラントと専用のキットでチューブレスレディに対応。

発注番号 

820518 (ETRTO406)
¥28,000（税抜）
アクスルサイズ：（F）100×（R）135
対応カセット：シマノ8/9/10/11S
対応ディスクローター：6ボルト
参考重量：1595g
●ディスクブレーキ対応の20インチ（ETRTO406）ホイール。●独自開発のリム専用
特殊アルミ合金「EXA」は強度、剛性、耐久性、全てにおいてハイパフォーマンスを発
揮。●24mmワイドリム。●ステンレスアイレット付リムで高い信頼性。●ハブはアル
ミアクスルで軽量。●リアハブには4つのシールドベアリングを搭載し滑らかな回転と耐
久性。

発注番号 

880013 27.5"  シルバー（1本）
￥4,000（税抜）
●耐久性を向上させるSSE（ステンレスシングル
アイレット）
●Vブレーキ、ディスクブレーキ対応
●ピンジョイント
●27.5"、584×19、480g、ERD 563、32H
●フレンチバルブ専用

発注番号 

828675
￥4,800（税抜）
●バルブ 2個、リムテープ 2本。
●テープ幅18mm。

発注番号 

880012 27.5"  ブラック（1本）
￥3,200（税抜）
●耐久性の高いダブルウォールリム
●ブレーキ面の寿命を知らせるインジケーター付
●ピンジョイント
●27.5"、584×18、520g、ERD 569、32H
●フレンチバルブ専用

発注番号 

862830 26"：559× 20、32h
880001 700C：622× 20、32h
￥2,400（税抜）
●ピンジョイント。
●フレンチバルブ専用。

F O L E X  R A C E  S L

A N I M A L  3 . 5
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E N 2 4チューブレスレディキット E N 2 4

D M 1 8Z 1 0 0 0

エアロダイナミックリムで街を切り裂く20インチレーシングホイール

27.5+BOOSTにいち早く対応した48mmファットリムがトレイルを切り開く

20インチだけでなく24インチも揃えた軽量ホイールでミニベロライフをアップグレード

道は選ばない。ディスクブレーキ用20インチホイール

シングルアイレット採用の軽量高耐久MTBモデル

トップクラスの耐久性を持つエントリーMTBモデル補修に最適なシングルウォールモデル
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※実際の商品のカラーはシルバーです。

※実際の商品はリムサイドがシルバーです。
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リム EXAアルミ合金、チューブレスレディ、Equalizer オフセットリム

ホール フロント　32H リア　32H

ハブ 7075軽量アルミボディ

ベアリング シールドベアリング、フロント2個、リア4個

スポーク ステンレス

レース
フロント R: 3 CROSS 275mm、L: 3 CROSS 274mm

リア R: 3 CROSS 274mm、L: 3 CROSS 275mm

リム EXAアルミ合金、32mmハイト

ホール フロント　20H リア　20H

ハブ 軽量アルミアクスル

ベアリング 日本製シールドベアリング、フロント2個、リア4個

スポーク ステンレス

レース
フロント RADIAL 184mm

リア R: 2 CROSS 199mm、L: 2 CROSS 201mm

リム EXAアルミ合金
ホール フロント　20H リア　20H
ハブ 軽量アルミアクスル
ベアリング シールドベアリング、フロント2個、リア4個
スポーク ステンレス

レース（20"）
フロント RADIAL 176mm
リア R: 2 CROSS 182mm、L: 2 CROSS 185mm

レース（24"）
フロント RADIAL 233mm
リア R: 2 CROSS 235mm、L: 2 CROSS 237mm

リム EXAアルミ合金、SSEステンレスシングルアイレット

ホール フロント　24H リア　24H

ハブ 軽量アルミアクスル

ベアリング シールドベアリング、フロント2個、リア4個

スポーク ステンレス

レース
フロント R: 2 CROSS 185mm、L: 2 CROSS 183mm

リア R: 2 CROSS 182mm、L: 2 CROSS 185mm
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一般車パーツ
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価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

サイクリストの目線で革新的なパーキングエクイップメントを開発する Made in USA ブランド

　製品はすべて、オフィスに隣接するファクトリーで製造・管理。細かな改良を重ねることで、
誰にでも使いやすく高品質、かつ高耐久性の製品を提供し、すべての人が自転車のある生活を楽
しむ世界を夢見ています。

ホームディスプレー

サリスパーキング

ホームディスプレー

ホームディスプレー

ザ ホッティー

バイクトラック

マイティー マイト

発注番号

015950
¥47,000（税抜）
サイズ：高さ219cm、奥行き（脚部）55cm
●最大 2台のバイクを展示できるスタイリッシュな室内用自転車ディス
プレイスタンド。●1台あたり最大15kg。●自立式でコンパクトな土台。
●参考重量11kg。

発注番号

015951
¥9,800（税抜）
カラー：ブラック
●自転車の壁面収納用レール。●前輪から後輪までサポートするロングレール。●1本で 1台
取り付けできます。●取り付け可能な壁面は十分な強度を持ったコンクリートや木製の柱です。
●固定用ボルトは含まれません。壁面に合った物をご準備ください。

発注番号

015953
¥19,000（税抜）
カラー：ブラック
89× 71× 74cm
参考重量：10.4kg
●地面に置いて使用するバイクスタンド。●最大6台の自転車を駐輪可能。●コン
パクトデザインで省スペース。●MTBや太めのクロスバイクタイヤでも使用可能。



一般車パーツ

CycleOps本社工場取材CycleOps BRAND CONCEPT

トレーナー売上の80%がサイクルオプス！
アメリカの自転車ショップインタビュー

114 115
価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

アメリカウィスコンシンにあるサイクルショップスタッフにサイクル
オプスの魅力について語ってもらいました。

ショップはマディソン市内から車で5分程のエリックス
サイクルショップ。
スタッフのアンドリューさんに話を聞きました。

Q：サイクルオプスの販売比率はどれぐらいですか？
A：販売するトレーナーの80%がサイクルオプス製品です。

Q：サイクルオプスが売れる理由は？
A：乗った印象が自然なことです。スペック表では表せないのですが、
非常に大きな慣性力を持つフライホイールを装備しているので、加
速、減速どちらも外で走っている感覚に近いです。冬は6台ほどトレー
ナーを並べて試乗できるようにしますが、乗り比べた人はほぼサイク
ルオプス製品を選びます。

Q：良く売れるモデルは？
A：ユーザーの使い方を聞いて、最適なモデルを提案するので、特定
の良く売れるモデルはありません。レースで強くなるためにトレー
ニングしたいという人ならスーパーマグニートを勧めますし、レース
のアップだけならエントリーのマグ、フィットネスならマグニートで
す。用途を聞いてから丁度良い性能のモデ ルを提案します。

Q：夏なのに店内で乗っている人がいますね。
A：アメリカでは展示しているバイクを外で試乗することは一般的に良
く行われます。当店ではサイクルオプスのスーパーマグニートに乗っ
て試乗してもらうことも良く行います。外で走っている感覚にかなり
近いので、短時間で複数台乗りたいという人や、説明をしながら乗っ
てもらいたい時に活躍します。

Q：音も非常に静かですね。
A：はい、他のブランドと比べても静かです。アメリカでも中心街はマ
ンションが多くあり、1戸建てでも住宅同士がつながった家 もよく見
かけます。そのため、騒音を気にするお客様は多く、同じスピードで
回した時の音を聞き比べてサイクルオプスにする人が多いです。ほと
んどの人はサイクルトレーナー本体から発生する音に注目しますが、
本当に大事なのは振動です。精度の低いトレーナーは高速回転させる
と大きな振動が発生し階下や隣に響きます。トレーナーから発生する
音よりも振動を気にして選ぶようにアドバイスしています

Q：最後に日本のサイクリストにメッセージをお願いします。
A：ここウィスコンシンは冬は雪が積もり屋外サイクリングはできま
せん。ビギナーから熱心なサイクリストまで、皆サイクルトレーナー
を持っています。その中でもロードバイクに乗っている人はほぼサイ
クルオプスを選んでいます。是非日本のみなさんにもこの高品質なト
レーナーを使って欲しいですね。

開発ルームから見える生産工場。プレスマシ
ンの音が中にいても聞こえてきます。

ここがcycleopsの生産工場です。全ての製
品をここで組み立てています。

工場内に入る前には保護用のサングラスを装
着してください。

ここウィスコンシンでは切断、切削、曲げ加
工、組み立て、品質チェックを行っていま
す。鋳造や塗装などは別の協力工場に依頼し
ている物もありますが、できるだけ信頼でき
る地元の企業と連携しています。実際にここ
から150km以内の範囲で全行程の70%以上
を行っています。何かあってもすぐに対応で
きるのが強みです。

ロボット溶接によるフレームの組立。

完成したフレーム

パイプの曲げ加工

コンピューターで振動を解析し、バランスを
とる場所と深さを決定。

ドリルで加工

分析、切削作業は大部分がコンピューター
化、最後の微調整は職人が行います。コスト
がかかる部分ですが、乗り比べた時に明らか
に差が出るので、妥協していません。エント
リーモデルのグレーバーシリーズからハイエ
ンドモデルまで、全ての商品でこのバランシ
ングを行います。

組みあがった後も1台ずつ全て検査を行いま
す。負荷の変動推移、振動、騒音、全て基準
値を満たしていなければ出荷されません。

実走感、低騒音のために Made in USA を守
り続けているcycleopsの心意気が感じられ
る本社/工場でした。取材中に何度も開発担
当者が工場の生産担当と会話を行っている風
景が見られました。中国で生産する他社と比
べて、品質だけでなく、理想を現実の生産に
落とす開発のスピードも有利です。これから
も最高の室内トレーニング機材を開発してく
れると感じられる訪問でした。

鋳造された油圧式負荷ユニットをCNC加工で
精度を高める装置。

勤続年数の長いスタッフを張り出していま
す。最長35年という人もいます。社員も全員
家族だと考えています。

サイクルオプスの静かさの秘密がこのバラン
シングという工程です。

バランシング加工前のフライホイールです。
この大きく重い金属の円盤が自然な走行感の
ために最も重要なパーツです。

加工後のフライホイールドリルによって4か
所切削されて重量バランスを均一化。
サイクルオプスが業界でも最も大きく重いフ
ライホイールを採用しています。フライホ
イールが重いほど慣性力が働き、外を走って
いる感覚に近くなります。しかし、フライホ
イールは振動や騒音の原因にもなります。
同じ鋳型で作るフライホイールですが、数グ
ラム単位で真円度にバラツキがでます。完璧
な重量バランスにして、静穏性を最大化する
ため、１つずつ丁寧にチューニングを行うの
がバランシング加工です。

フライホイールを治具にセットして高速回
転。

サイクルオプス本社工場でアメリカ職人のこ
だわりを見た！
高品質なサイクルトレーナーを生み出すト
レーナーブランド「cycleops」の本社と工
場を取材してきました。

Cycleopsはシカゴから東に150kmほど離れ
たウィスコンシンという水の街に本社と生産
工場を併設しています。

案内してくれたのは副社長のビルさん。こ
こからはビルさんに紹介してもらいます。
1989年から変わらずウィスコンシンに拠点
を置き生産しています。 本社の建物は100年
以上前の物で、これが当時の写真です。

オフィスの中にはトレーニングルームがあ
り、cycleopsの様々な製品が置いてありま
す。雪が積もる冬のランチタイムは毎日集
まってトレーニングしています。最近は社内
でもバーチャルトレーニングの人気が高ま
り、夏でも室内トレーニングする人が増えて
きています。

オフィスに並ぶデモサンプル。国内の販売店
向けの説明会など向けに用意しています。

開発チームが集まる部屋。実はすぐ隣が生産
工場です。開発と生産の現場がドア1枚でつ
ながっているのが高品質な商品を生み出すた
めに不可欠です。

あなたの潜在力を最大化するトレーニングブランド

サイクルオプス

　CycleOpsブランドを持つサリスサイクリンググループは1973年にグレーバー兄弟によって設立されました。一番最初の製品は車
用のサイクルラックでした。1989年には現在のオーナーであるクリスとサラが会社を引き継ぎ、現在まで研究開発を続けています。
キャリアブランドであるSaris（サリス）ブランドは1992年に生まれ、1999年にCycleOpsブランドが加わりました。2002年には
世界初のプログレッシブ（自然な走行抵抗曲線）式マグネットトレーナーを発売しました。
　CycleOpsは常に革新を求めて研究開発を続け、アスリートが必要としているトレーニング機材の最先端を目指しています。
　ライダーの潜在的な力を最大限引き出し、目標に達するまでの最適なトレーニング環境を提供することをCycleOpsは約束します。

CYCLEOPSは 1999年に設立されたサイクルトレーナーブラン
ドです。設立当初から静粛性と実走感を追求する製品開発を行って
きました。

アメリカNO.1のトレーナーブランド
アメリカのウィスコンシン州に本社と研究所、生産工場全てを集約。
製品開発、カスタマーサービス全てにおいて他社の追随を許さない
ピュアアメリカブランドです。

プロチームの信頼
CYCLEOPSと同じウィスコンシン州を本拠地とする、TREK 
FACTORY RACINGのトレーニングをサポート。新製品開発にも
プロの声が活かされています。

圧倒的な静粛性と実走感
アメリカの自社工場でしか実現できない最高レベルの精度と技術力
により、理想のサイクルトレーナーを常に目指しています。
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開発担当エリック
サイクルオプスは革新的なバーチャルトレー
ナーを発売します。

バーチャルトレーナーとは現実のコースをパ
ソコン画面などで見ながら、現実を同じ負荷
をトレーナーで再現する技術です。いままで
何十万もする商品はありましたが、誰もが買
える商品を今回開発しました。
完璧な静粛性を求めたダイレクトドライブ式
のハマーと手軽なタイヤドライブ式のマグナ
スです。

これが1台あれば、Zwiftを使用して世界中の
コースを世界中のサイクリストと一緒に、ま
るで現実世界のように走ることができます。
室内トレーニングは退屈な物から熱中できる
トレーニングに変化するのです。

最大のポイントはこの大きなフライホイール
と巨大な電磁コイルマグネットです。このフ
ライホイールが大きいほど実走感があり、ペ
ダルを止めてもホイールが回転しつづけて慣
性で進んでくれます。
さらに実走感を高めるのが電磁コイルマグ
ネットです。他社のバーチャルトレーナーは
磁石の位置をモーターギヤで動かして負荷を
上下させています。旧世代のパワービームで
は我々もモーターギヤ方式でしたが、今回電
磁コイルマグネットに変更しました。

フライホイール外径ギリギリの500巻の電線
を使った強力な電磁コイルマグネットはフェ
ライト磁石よりもさらに強力な磁場を発生さ
せます。しかもモーター方式に比べて負荷変
動のスピードが数倍速く、実際のコースに限
りなく近い負荷を出すことができます。負荷
ゼロから最大まで0.1秒もかからずに瞬時に
変化できるのです。
大きなフライホイールと組み合わせるこ
とで、時速32kmで2000W(ハマー)、
1500W(マグナス)もの負荷を発生させること
ができます。他社のスペック表に1400Wな
ど書いている場合がありますが、時速何キロ
と明示しているかを見てください。多くの場
合は書いていません。スピードが上がるほど
負荷は高まるので、時速60kmのように非現
実的なスピードの負荷を表示していることが
ほとんどです。32kmで2000wという負荷は
20%の勾配と同等レベルです。
騒音の数値も時速32kmで64デシベルと非常
に静かです。60デシベルでは、静かな乗用
車、普通の会話という騒音レベルなので、夜
間使用も問題ありませ ん。デシベルでは計測
できない振動に関してはさらに他社を圧倒し
ます。
通信はANT+FE-CとBluetooth4.0の2種類
に対応します。FE-Cは細心のANT+の延長規
格でサイクルオプスが中心になりトレーナー
業界全体で定めたバーチャルトレーニング
時の負荷レベルを伝達するための規格です。
ハマーとマグナスは世界のサイクリングコー
スをあなたの部屋に持ってくる最新、最高の
バーチャルトレーナーです。 MAGNUS マグナス

the
hammer ハマー

発注番号

990236 
¥79,800（税抜）
●パワー計測正確性　Power Tapテクノロジー±5％
●フレーム　　　　　ClassicSeries Frame and clutch knob
●対応ハブ　　　　　120-148mm　＊スルーアクスルは別売りアダプター必要
●負荷タイプ　　　　高速電磁コイル式
●接続方法　　　　　ANT+FE-C & Bluetooth SMART
●フライホイール　　2.2kg バランシング加工
●アップデート方法　BLE OTA（over the air wireless)
●対応ソフト　　　　Virtual Training, Zwift

発注番号

990235 
¥158,000（税抜）
●パワー計測正確性　Power Tapテクノロジー±2％
●対応カセット　　　Shimano 8-11spd（カセット別売）
●対応ハブ　　　　　スルーアクスル対応
　　　　　　　　　　130mm、135mm、142mm、148mm
●負荷タイプ　　　　高速電磁コイル式
●接続方法　　　　　ANT+FE-C & Bluetooth SMART
●フライホイール　　9kg バランシング加工
●アップデート方法　BLE OTA（over the air wireless)
●対応ソフト　　　　Virtual Training, Zwift

32km/h走行時で
64デシベルと普通の
話し声程度の静粛性

最大2000W、
斜度 20％の
高負荷を実現。

120-148mmの幅広い
エンドに対応。
（スルーアクスルアダプター
は別売。）

マグネット式
スマートトレーナー
として最高レベルの
1500W、斜度15％
の最大負荷

実走感あふれる9kg巨大
フライホイール

負荷をレスポンス良く変えられる
高速電磁コイル式

負荷をレスポンス良く変え
られる
高速電磁コイル式

最も低価格で15%の登坂が再現できる本格派入門モデル。

20%の勾配を再現可能。静粛性に優れたダイレクトドライブタイプ。

スマートトレーナー
ソフトと連動して自動で負荷が変わるスマートトレーナー。
状況をリアルタイムに反映！これまでにないリアルな走り心地

折りたためる幅広いレッグ折りたたんだ状態 フロントホイールスタンド付属

MADE IN USA

MADE IN USA

※Cycleops Virtual TrainingやZwift等のアプリ（有料）が必要です。

NEW

NEW

Trek SegafredoのFumyこと別府史之選手が、Zwiftに本気でタイムアタック！

サイクルオプスのスマートトレーナー
「マグナス」を使用してワトピアコース
のタイムアタックを実施しました。コー
スはアップダウンのある約9.1kmの「ワ
トピアヒリーコース」
タイム結果は1LAPで12分2秒！

走行ムービーでは普段はまず見ることの
できないプロ選手の驚きのパワー、ケイ
デンス、心拍のデータもZwiftだからリア
ルタイムで見られます！

マグナスに乗った別府選手はタイムアタック終了後、
トレーナーについてコメントを頂いています。
「とにかくレスポンスが良くて、実走感がすご
い！！」
｠是非皆さんもサイクルオプスに乗って、Zwiftコース
のタイムアタックに挑戦してくださいね。
Zwiftは50kmお試しも可能です。

他社製品との違いをスマートトレーナー開発担当が語る！

画期的インドアトレーニング画期的インドアトレーニング
CycleOpsスマートトレーナーCycleOpsスマートトレーナー

状況をリアルタイムに反映! これまでにないリアルな走り心地
仮想空間の勾配や風向きに応じて、負荷をリアルタイムに変更出来ローラー
台が「スマートトレーナー」です。Zwift などの仮想空間が上り坂になれば
負荷は重くなり、逆に下り坂になれば軽くなります。その他にも風向きやド
ラフティングなど、状況により負荷が変わることで、インドアであってもリ
アルな走り心地のトレーニングが行えます。
※組み合わせるソフトウェアによって、対応する状況は異なります。

パワーメーターを始めとした各種センサーを内蔵
「Power Tap テクノロジー」を採用したパワーメーターも内蔵。パワーメ

ーターを用意することなく、お
手持ちのロードバイクでFTP 
の計測を始めとしたパワートレ
ーニングが可能です。ダイレク
トドライブ型の「ハマー」では
誤差±2%、タイヤドライブ型
の「マグナス」では誤差±5% 
の計測が可能です。

本体ファームウェアのアップデートにも対応
PC やスマホを通したファームウェアのアップデートが可能。日々進化す
る、新しいアプリにも対応し、インドアトレーニングの世界を広げます。

これまでのトレーナーとの比較

スマートトレーナーとは？

画面は別売りの対応アプリケーション「Zwift」です。「Zwift」の利用は、公式Web 
ページzwift.com/jpを参照してください。

スマートトレーナー クラシックトレーナー
(これまでのローラー台)

PCやタブレットに接続して利用 PCやタブレットとの接続には、
対応のサイクルコンピュータが必要

坂道や風向きに合わせて負荷が
自動変更

負荷は固定、または専用
コントローラーで操作

パワー計測が可能 パワートレーニングには
別途パワーメーターが必要

クラシックトレーナーとしても
単独での利用も可能 スマートトレーナーとしては利用不可

画期的インドアトレーニング
CycleOpsスマートトレーナー
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発発注番号 

990199
¥98,000（税抜）
タイヤを摩耗させず、部屋も汚さないダイレクトドライブ。シマノ・スラム製 9/10/11 速
スプロケット対応 ( 別売り )。リモコンで5段階の負荷が選択可能。
対応自転車 エンド幅 130mm/135mm 参考本体重量 17.6kg,  奥行き 612mm/ 幅
465mm/ 高さ 493mm  ノイズ 59-64db(32km/h 走行時 )

走行スピードに合わせて負荷が変化する独自の負荷パワーカーブ機能を搭載

発注番号 

990198
¥58,000（税抜）
遠心力でマグネットが移動し、スピードが上がれば負荷も上がる負荷パワーカーブ。脚の微
調整が可能、剛性・安定性に優れたプロシリーズフレーム。バイクへの負荷を減らし、簡単
に固定出来るスキュワークランプ。適正トルクでのタイヤ設置が可能なクラッチノブ。本体
で4種類のパワーカーブが選択可能。
対応自転車 エンド幅 120mmを除く、ほとんどのスポーツ自転車
対応タイヤサイズ 650b/700c/26インチ /29インチ (2.25 インチ幅まで。タイヤによって
は非対応 ) ノイズ 69-70db(32km/h 走行時 )

SILENCER DIRECT MAG 
サイレンサー ダイレクト マグ

タイヤを使わないダイレクトドライブ+マグネットにより
シリーズ最高の静音を実現

フィットネスやレースのウォーミングアップに
最適な固定式サイクルトレーナー

発注番号 

990230
¥22,000（税抜）
ベーシックなゴム脚付きH型フレーム。
リモコンで5段階の負荷が選択可能。対応自転車 ロードバイク/クロスバイク。
タイヤに接触するローラーはPVC製。ローラーがタイヤに接地してからダイヤルを
2.5回転回してご使用ください。

TEMPO H MAG
テンポ H マグ

SUPERMAGNETO PRO 
VER2  スーパーマグニートプロ VER2

MAG+VER2
マグ プラス VER2アジャスターツキ

負荷パワーカーブ機能を搭載し、クラシックフレーム採用で価格を抑えたバリューモデル

リモコンで5段階の負荷を調整可能な
マグネット式のエントリーモデル

MAGNETO VER2 
マグニート VER2

発注番号 

990195
¥39,000（税抜）
遠心力でマグネットが移動し、スピードが上がれば負荷も上がる負荷パワーカーブ。
脚の微調整が可能なクラシックフレーム。バイクへの負荷を減らすハブ固定スプリ
ング。適正トルクでのタイヤ設置が可能なクラッチノブ。
対応自転車 エンド幅 120mm/130mm/135mm/ 別売りアダプタで142mm対応
対応タイヤサイズ 650b/700c/26 インチ /29インチ (2 インチ幅まで。タイヤに
よっては非対応 )
ノイズ 66-68db(32km/h 走行時 )

マグネット式トレーナー
トレーニング強度に合わせた負荷を自分で設定できるのが特長。

MADE IN USA

MADE IN USA

MADE IN USA

安定感あるプロシリーズフレームに独自の冷却機能を組み合わせた高性能モデル

JETFLUID PRO VER2   
ジェットフルード プロ VER2

発注番号 

990197
¥54,000（税抜）
全ての吸気を冷却に利用出来る、特許取得のエアフローデザイン。チューニングさ
れた独自のシリコンフルードと冷却システム。脚の微調整が可能なクラシックフレー
ム。バイクへの負荷を減らすハブ固定スプリング。適正トルクでのタイヤ設置が可
能なクラッチノブ。
対応自転車 エンド幅 120mm/130mm/135mm/ 別売りアダプタで142mm対応
対応タイヤサイズ 650b/700c/26 インチ /29インチ (2 インチ幅まで。タイヤに
よっては非対応 )
ノイズ 64-68db(32km/h 走行時 )

MADE IN USA

心拍数からパワーを計測するPOWERCALセンサーと
Joule サイクルコンピューターをセットにしたモデル

リアルな実走感を追求した油圧式トレーナー

FLUID2 VER2 POWER 
TRAINING KIT
フルード2 VER2 パワートレーニングキット

FLUID2 VER2
フルード2 VER2

発注番号 

990201
¥68,000（税抜）

発注番号 

990196
¥46,000（税抜）
スムーズでリアルな慣性を生み出す、精密加工された 1.2kg のフライホイール。
チューニングされた独自のシリコンフルードと冷却システム。脚の微調整が可能な
クラシックフレーム。バイクへの負荷を減らすハブ固定スプリング。適正トルクで
のタイヤ設置が可能なクラッチノブ。
対応自転車 エンド幅 120mm/130mm/135mm/ 別売りアダプタで142mm対応
対応タイヤサイズ 650b/700c/26 インチ /29インチ (2 インチ幅まで。タイヤに
よっては非対応 )
ノイズ 64-68db(32km/h 走行時 )

付属POWERCAL パワーメーター スペック
長年の研究と蓄積されたデータにより、心拍数からパワーを算出するアルゴリズム
を搭載したパワーメーター。
計測内容：心拍数 /パワー
通信規格：ANT+

付属Joule サイクルコンピューター スペック
パワートレーニングに適した機能を持つサイクルコンピューター
サイズ : 48mm x 69mm x 17mm, 通信規格 ANT+, GPS なし , 表示・計測機能 
パワー /心拍数 /スピード /ケイデンス等30種類

油圧式トレーナー
走行に応じた負荷を油圧によって生み出すトレーナー。
速度を増すに連れて抵抗も増えていく、リアルで自然な走行感覚。
優れた静音性。Made in USAのこだわりが生み出す、一台ずつバランス取りが行われる精度の
高いフライホイ－ル加工によって、優れた静音性を実現。

低価格ながらクラシックフレームと油圧ユニットを採用した
エントリーグレードモデル

発注番号 

990231
¥34,000（税抜）
脚の微調整が可能なクラシックフレーム。バイクへの負荷を減らすハブ固定スプリング。
対応自転車 エンド幅120mm/130mm/135mm/別売りアダプタで142mm対応。
対応タイヤサイズ 650b/700c/26インチ/29インチ(2インチ幅まで。タイヤによって
は非対応)。タイヤに接触するローラーはPVC製。ローラーがタイヤに接地してからダイ
ヤルを2.5回転回してご使用ください。

TEMPO FLUID
テンポ フルード

MADE IN USAMADE IN USA

発注番号 

990194
¥34,000（税抜）
脚の微調整が可能なクラシックフレーム。バイクへの負荷を減らすハブ固定スプリ
ング。リモコンで5段階の負荷調整が可能。
対応自転車 エンド幅 120mm/130mm/135mm/ 別売りアダプタで142mm対応
対応タイヤサイズ 650b/700c/26 インチ /29インチ (2 インチ幅まで。タイヤに
よっては非対応 )
ノイズ 70-74db(32km/h 走行時 )

MADE IN USA
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Trainer 
Tire 
トレーナー タイヤ

Magnetic Remote 
Shifter only
マグネティックリモートシフター

THRU AXLE ADAPTER 142X12
スルーアクスルアダプター142×12

THRU AXLE ADAPTER 148X12
スルーアクスルアダプター148×12

Front Fork Stand
フロントフォーク スタンド

Roller Resistance Adapter
ローラー レジスタンス アダプター

Climing Riser Block 
クライミング ライザーブロック

RISER BLOCK SINGLE  
ライザー ブロック シングル

Trainer Bag  
トレーナー バッグ

Training Mat
トレーニング マット

Bike Thong
バイクソーン

20/24 Wheel Adapter 
20/24インチ ホイール用アダプター

GRABER TRAINER Mat
グレーバー トレーナー マット

Trainer 
Skewer 
トレーナー スキュワー

発注番号 

990110
¥54,000（税抜）
●高精度で旋盤加工された3.25インチのアルミ素材。●ドラムを使用した静かで
スムーズな動き。●ローラーは熱や光でダメージを受けないアルミ素材。●2つ折
りできるのでコンパクトに収納可能。●非接触式で抵抗を発生させる5段階のマグ
ネット式負荷ユニット付き。
参考重量：8.6kg

発注番号 

990232
¥1,800（税抜）
●固定式サイクルトレーナー使用時に後輪と前輪の高さの差を解消するブロック。

発注番号 

990113
¥2,900（税抜）＊ 1個売り
フロントホイールの下にセットして、3段階に高さを調整できます。2個を組み合
わせると12段階に高さが調整出来ます。
※商品は1個単位での販売です。重ねる場合には2個必要です。

発注番号 

990112
¥14,000（税抜）
●Roller ALに後付けできる負荷調整ユニット。●磁力で5段階の調整が可能。●非
接触式なので取り付けても静か。

発注番号 

990111
¥14,000（税抜）
●Roller ALに後付けできるフロントフォーク固定ユニット。●初心者の練習用や
ペダリングの練習に集中したい時に使用します。●9mmQRアクスル用。
対応エンド幅：100～ 130mm

発注番号 

990114
¥5,300（税抜）
●MAG（ver.2含む）に後付けできる負荷調整レ
バー。●クイックリリースシステムで簡単にステム
やハンドルに固定できます。●ケーブル付属。

発注番号 

990237
¥6,980（税抜）
エンド幅142mmのバイク+クラシックフレー
ム、Proフレームトレーナーの組み合わせに
対応する、スルーアクスルアダプター。

発注番号 

990234
¥6.980（税抜）
エンド幅142mm、148mmのバイク+クラ
シックフレームトレーナーの組み合わせに対
応する、スルーアクスルアダプター。

発注番号 

990233
¥6,900（税抜）
●汗やトレーナーの接触面から床を保護。

発注番号 

990117
¥9,800（税抜）
●持ち運びに便利なトレーナー専用バッグ。●CYCLEOPS全ての固定トレーナー
に対応。＊ローラーは入りません。

発注番号 

990116
¥8,500（税抜）
●床を汗や傷から守り、激しいトレーニングをしたときの 『ウォーキング』（ト
レーナーが動いてしまう現象）を防止。●騒音の原因となる振動やノイズを効果的
に吸収。
サイズ：161×94cm

発注番号 

990118
¥3,300（税抜）
●汗がハンドル周りに付着することを防ぎ、錆を防
止。●テレビのリモコンや携帯電話を入れるのに便利
な取り外しできるポーチ付き。

発注番号 

990115
¥9,000（税抜）
●固定式トレーナーに取り付けて小径ホイールを使
えるようにするアダプター。●フルード2、マグニー
ト、マグ、マグ+（ver.2含む）に対応します。●20
×1.125幅まで対応。

700×23c
発注番号 

990192 ブラック
¥5,300（税抜）
990204 イエロー
¥5,300（税抜）

発注番号 

990205
¥2,400（税抜）

発注番号 

990109
¥44,000（税抜）
●高精度で旋盤加工された3.25インチのアルミ素材ドラムを使用した静かでスムー
ズな動き。●ローラーは熱や光でダメージを受けないアルミ素材。●2つ折りでき
るのでコンパクトに収納可能。
対応ホイールベース：970～ 1120mm
参考重量：7.9kg

ACCESSORIES

シンプルな1段式サイクルトレーナー用
ホイールブロック。

騒音を減少させるトレーナー用マット。

ROLLER AL/
RESISTANCE
アルミニウムローラー /レジスタンス

ROLLER AL
アルミニウムローラー

トレーナー比較チャート

静かさ 手動負
荷調整

タイヤ
接地面 実走感 最大

負荷量
フライホ
イール精度

タイヤ接地圧
調整 フィットネス ウォーミング

アップ ロングライド ヒルクラム インターバル スプリント

スマート
トレーナー

HAMMER 5 ダイレクト 5 5 ◎ - ○ ○ ○ ○ ○ ○

MAGNUS 4 アルミ 5 5 ◎ 自動 ○ ○ ○ ○ ○ ○

クラシック
トレーナー

SILENCER 5 5段階 ダイレクト 3 5 ◎ - ○ ○ ○ ○ ○ ○

SUPER MAGNETO 4 4段階 アルミ 3 5 ◎ 自動 ○ ○ ○ ○ ○ ○

JETFLUID PRO 4 - アルミ 5 5 ◎ 自動 ○ ○ ○ ○ ○

FLUID2 3 - アルミ 4 4 ◎ 自動 ○ ○ ○ ○ ○

TEMPO FLUID 2 - アルミ 4 3 ◎ 手動 ○ ○ ○

MAGNETO 2 - アルミ 2 2 ◎ 手動 ○ ○ ○

MAG＋ 1 5段階 樹脂 1 2 ○ 手動 ○ ○

TEMPO MAG 1 5段階 樹脂 1 2 ○ 手動 ○ ○

今すぐトレーニングを始められるスターターキット。

SUPERMAGNETO PRO 
WINTER TRAINING KIT VER2 
スーパーマグニート プロ ウインタートレーニングキット VER2

JETFLUID PRO 
WINTER TRAINING KIT VER2 
ジェットフルード プロ ウインタートレーニングキット VER2

FLUID2 
WINTER TRAINING KIT VER2 
フルード2 ウインタートレーニングキット VER2

発注番号 

990203
¥66,000（税抜）
●重ね合わせて様々なポジションでトレーニングが可能なクライミングライザーブロック2個。
●振動吸収性の高いトレーニングマット1枚。
●汗からバイクを守るバイクソーン1枚。

発注番号 

990202
¥64,000（税抜）
●重ね合わせて様々なポジションでトレーニングが可能なクライミングライザーブロック2個。
●振動吸収性の高いトレーニングマット1枚。
●汗からバイクを守るバイクソーン1枚。

発注番号 

990200
¥58,000（税抜）
●重ね合わせて様々なポジションでトレーニングが可能なクライミングライザーブロック2個。
●振動吸収性の高いトレーニングマット1枚。
●汗からバイクを守るバイクソーン1枚。

3本ローラー
バランス、スムースなペダリングを強化するのに最適なローラー。
高精度に旋盤加工された3.25インチのアルミローラーを搭載。気温や太陽光の影響を受けにくく、安定した
回転を実現。ROLLER AL/RESISTANCEは標準で負荷調整が可能。ROLLER ALはオプションで負荷の
調整が可能。マグネットの非接触式負荷ユニットのため、取付時にも騒音レベルは変わりません。
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価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

社員ブログ
「オウルアイ」のライト明るさ比較

ヘッドライト

Highbred Head Light 3W ハイブリッド ヘッドライト 3w

ヘッドライト

HighLux 30 ハイラックス 30

発注番号

028470 ブラック
028471 ホワイト

＊スポーツバイク用USB充電/太陽光充電併用式ソーラーライトとして、2014年12月ライトウェイ　
　プロダクツジャパン調べ。

急速USB充電

高性能ソーラーパネル

高い防滴性能：本体上面から水の浸入を防ぐ
防滴仕様。

リチウムイオン電池：繰り返しの充電に強い
大容量リチウムイオン電池を使用する事でラ
イトの耐久性、点灯時間を大幅に向上。

■エコロジー
　充電には太陽光発電とUSB充電の両方が使えるハイブリッド式。自然の太陽光や
付属の充電ケーブルを使用してパソコンのUSB差し込み口から充電可能。電池代
がかからず、使い捨ての乾電池も使用しません。＊2400mAhの大容量リチウム
イオン電池のため、充電には主にUSB充電を使用し、太陽光発電は補助的にご使
用ください。太陽光のみで満充電にするには約35時間必要になります。
■頑丈ボディ
　雨の日も安心して使える防滴仕様。美しいボディは耐衝撃性の高い樹脂製。過酷
なコンディションでも安心して使用できます。
■簡単取り付けブラケット
　どこにでも簡単に取り付けできるシリコンブラケットと結束バンドで固定できる
ブラケットの2種類が付属。

¥8,000（税抜）
充電時間：5時間（USB充電時）
最長連続点灯時間：2.5時間（強モード）5時間（通常モード）5時間（点滅モード）
光源：800ルーメン（強モード）
重量：120g
サイズ：100mm×45mm×37mm（L×W×T）
●2400mahリチウムイオンバッテリー（交換可能）。●耐衝撃構造。●世界屈指の
高輝度LEDチップメーカーの米国CREE社製超強力デジタルICコントロール3WLEDバ
ルブ。●強/通常/点滅の3モード切り替え。●お知らせランプ機能（スイッチ上部）点
灯中（ブルーLED点灯）電池残量が残り30分以下（オレンジLED点灯）USB充電中
（レッドLED点灯）。

米 CREE社製高輝度 LED

ソーラー発電パネル

効率よく路面を照らす裏面反射型レンズでクリアな視界。

2400mAhの大容量バッテリー

明るいエコライトはOWLEYE
　創業者 Ellis Tsao は 1998 年から文房具やクリップ類の生産
をしていました。より環境に優しい企業でありたいという願いか
ら、高性能ソーラーパネルを搭載したOwleye（オウルアイ）ブ
ランドを2002年から立ち上げました。
 会社設立以来、環境への負荷を最小限に抑える新商品開発を続け
ているOwleye は研究と生産をすべて自社で行い、徹底した環境
性能、品質、サービスの向上を目指しています。

世界で最も明るい800ルーメンのハイブリッドライト

コンパクトで400ルーメンのハイパワー

発注番号 

028431 ブラック
028432 ホワイト

¥5,200（税抜）
充電時間：5時間 (USB充電 )
最長連続点灯時間：2.5 時間（強モード）5時間（通常モード）5時間（点滅モード）
光源：400ルーメン（強モード）
重量：58g
サイズ：72mm× 42mm× 31mm（L×W× T）
● 1.8Wハイパワー LED USBライト。●明るさとコンパクトさを両立させた通勤
に最適な乾電池不要のUSB充電式ライト。●裏面反射型レンズで高輝度 LEDの明
るさを効率的に路面に照射。●高輝度デジタルコントロール 3W LED バルブ。●
お知らせランプ機能（スイッチ上部）。●点灯中（ブルー LED点灯）。●電池残量
が残り 30分以下（オレンジ LED点灯）。●USB充電中（レッド LED点灯）。●
1050mAhリチウムイオンバッテリー（交換可能）。

明るさとコンパクトさを両立

小さな反射鏡を集めて光を収束させる
裏面反射型レンズ。

1.8WのハイパワーLED

急速USB充電

高い防滴性能：本体上面から水の浸入を防ぐ
防滴仕様。

リチウムイオン電池：繰り返しの充電に強い
大容量リチウムイオン電池を使用する事でラ
イトの耐久性、点灯時間を大幅に向上。

品番 016421
ライト ハイラックス30ライト ハイラックス30

POP

品番 016422
ライト ハイラックス30

品番 016424
ライト ハイブリッド
ヘッドライト 3Wヘッドライト 3W

POP

POP

　自転車のライトは自分の存在を示すためのポジ
ションライトから真っ暗な河川敷で使える強力モ
デルまで、たくさんの種類があります。今回はオ
ウルアイの人気モデルを比べて、どんな使い方に
おすすめなのかを特集します。

〈ポジションライトとして強力な5LED〉
　光が拡散するレンズを使用しているので、前方
の幅広い方向に光が飛びます。対向車から見る
と、結構明るく見えるのが特徴です。絶対的な明
るさが少な目なので、他のハイパワーモデルと比
較すると暗い感じはしますが、時速15kmぐらい
のゆっくりした速さであれば、真っ暗な道でも何
とか使えます。

〈夜の河川敷も安心のハイラックス30〉
　ハイラックス30は特殊な裏面照射型のレンズ
を使っているので、光が効率的に路面を照らして
くれます。前方もしっかり照らしているのが分か
りますが、実はハンドルのすぐ下にも弱めの光が
広がります。この光のおかげでしっかりと路面全
体を認識できるので、長時間走っても目が疲れに
くいです。ハイラックス30が1個あれば、真っ
暗な道も時速25kmぐらいであれば十分な視野を
確保できます。

〈さらに強力な3Wハイブリッドライト〉
　光の広がり方はハイラックス30と変わりませ
んが、明るさが大幅にアップします。遠くの障害
物もはっきり認識できて、足元の小さな石なども
識別できます。時速30kmを超えるスピードでも
十分対応できる視界を確保できるので、ロード
バイクには3Wの方がおすすめです。初めて走る
コースなどにも、障害物や柵を早く確認できるの
でおすすめです。

明るさ比較

3wハイブリッド
800ルーメン

ハイラックス30 
400ルーメン

ハイラックス18 
150ルーメン

5LED
70ルーメン

オウルアイ
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発注番号 

028532 ブラック
028533 ホワイト
028534 レッド
028535 ライム
028536 アンバー
028537 ローズピンク
028538 パープル
028539 ミントグリーン
028540 グリーン
028541 ダークグリーン
028542 スカイブルー
028543 ネイビーブルー
028544 ブラウン

¥4,200（税抜）
● 1Wのハイパワー LEDを使用。●確実に固定できるシリコンバンド一体型。●裏面反射
型レンズで効率的に路面を照射。●お知らせランプ機能（スイッチ上部）。●電池残量が残り
30分以下（オレンジ LED点灯）。●USB充電中（オレンジ LED点灯）。● 590mAhリチ
ウムイオンバッテリー。 ●充電時間目安 2時間。●点灯時間：強モード4時間 /通常モード
8時間 /点滅モード8時間。

ブラック レッド

アンバーライム

グリーンパープル

ブラウン

ローズピンク

ミントグリーン

ダークグリーン スカイブルー ネイビーブルー

ホワイト

電池込みで32g、どこに取り付けても邪魔にならない、
明るくコンパクトなUSB充電式ヘッドライト。

発注番号 

029202 ブラック
029203 ホワイト
029204 チタニウムアロイ
029205 シャンパンゴールド

発注番号 

029206 ブラック
029207 ホワイト
029208 チタニウムアロイ
029209 シヤンパンゴールド

発注番号

028414 レッド
028415 イエロー
028416 ホワイト
028417 ブラック
028438 サクラピンク
028439 ソラクモブルー
028440 カフェブラウン
028441 パープル

￥3,200（税抜）
繰り返し使用回数：約300回。
充電時間：約2.5 時間 (USB充電 500mah/5V)
最長連続点灯時間：5時間 ( 通常点灯モード )、10時間 ( 点滅モード )。
対応ハンドルバー直径：18～ 35mm
●６つのホワイトLEDで100ルーメンの大光量。●照射範囲280度で前方、側方、
斜め後方から高い視認性。●600mahリチウムイオンバッテリー (電池交換はでき
ません )。●点灯 /点滅の 2モード。●電池残量残り 30分以下になると光る、お
知らせランプ機能。●水の浸入を防ぐ防滴仕様。●マイクロUSB充電式。●ワンタッ
チシリコンブラケット付属。

￥3,200（税抜）
繰り返し使用回数：約300回。
充電時間：約2.5 時間 (USB充電 500mah/5V)
最長連続点灯時間：5時間 ( 通常点灯モード )、10時間 ( 点滅モード )
対応ハンドルバー直径：18～ 35mm
●６つのレッド LEDで 100 ルーメンの大光量。●照射範囲 280度で後方、側方
から高い視認性。●600mahリチウムイオンバッテリー (電池交換はできません )。
●点灯 /点滅の 2モード。●電池残量残り 30分以下になると光る、お知らせラン
プ機能。●水の浸入を防ぐ防滴仕様。●マイクロUSB充電式。●ワンタッチシリ
コンブラケット付属。

¥2,900（税抜）
充電時間目安：2時間
点灯時間：通常モード5時間 /点滅モード10時間
光源：70ルーメン
重量：32g
リチウムイオン電池内蔵のUSB充電式フロントライト。
●世界に誇る日本の LEDブランド日亜化学の 12500 ～ 15500mcd クラスの高
効率 LEDランプを使用。●常時点灯と点滅の2モード。●大容量570mahリチウ
ムイオン電池を採用。●ハンドルバー用取り付け台座付属。●バンド式なので、様々
な所に取り付け可能です。●31.8 φ対応。

USB充電で経済的

ヘッドライト用
ブラケット

コンパクトで軽量

日亜化学製の明るい LED

ヘッドライト

HighLux 18 ハイラックス 18

ヘッドライト

HighLux 6 Front ハイラックス 6 フロント

ヘッドライト

Head Light 5LED ヘッドライト 5LED

リアライト

HighLux 6 Rear ハイラックス 6 リア夜の河川敷を走れる150ルーメンの高輝度ライト

広範囲を照らすフロント用ポジションライト

広範囲を照らすリア用ポジションライト

社員ブログ
シリコンバンドライトの最高峰！！
「OWLEYE」「 ハイラックス18」

　シリコンバンド式ライトが大好きな坂バカプ
ロモーションスタッフRYOです。オウルアイ
のハイラックス18を試してみました！
　シリコンバンド式としては大型でしっかり地
面を照らせるタイプです。明るさは150ルーメ
ンです。幅は約50mm。少し幅広なので取り付
ける場所には多少の注意が必要です。

〈照らす範囲の幅が広い！〉
　とても明るいライトなのですが、一点のみを
明るく照らすのではなく、横方向に広く明るく
照らしてくれます。コーナーなどで曲がる方向
も照らしてくれて安心です。

〈バッテリーが少ないことを知らせるインジ
ケーター〉
　USB充電式のライトは経済的で電池のゴミ
も出ないので環境にも優しいのですが、出先で
電池が切れた場合どうしようもないというデメ
リットがあります。ハイラックス18は電気切
れ30分前に教えてくれます。これはけっこう
大事です。充電はスマホと同じコード。
　充電に使用するUSBケーブルのライト側差し
込み口は一般的なスマホと同じマイクロUSBで
す。

〈シリコンバンド式のメリットとは？〉
　個人的にはシリコンバンド式以外のライトは
使う気になれません！なぜなら…
①取り付け取り外しが簡単で、自転車側にブラ
ケットが残らない。レースなんかの時はとて
も便利です。

②自転車と一体化してキレイ。ハンドルに巻き
付くような形なので、ハンドルの一部のよう
な感じで美しいと思いませんか？

③様々な場所に取り付けできる。(フォークとか)
　けっこうハンドルのステムに近いあたりも　
　持ってエアロポジションをとることがあるの
　で、日中はフォークに着けておいています。
 （このままライトを点灯すると、対向の歩行　
　者などにまぶしい思いをさせてしまうので街
　中では気を付けてくださいm(__)m）

　ハイラックス18は、ハンドルとの接触面積
が広く接触面にもリブ付のゴムが配されている
ので、シリコンバンドながら固定力も高いで
す。
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Head Light 5LED/Tail Light 5LED

USB充電式
＊充電が終了すると赤いランプが消え　　
　ます。残り点灯時間が30分を下回　
　るとオレンジのランプが点灯。

首振り機能付きブラケット
31.8φ対応

エコフレンドリー：使い捨ての乾電池を使わないUSB
充電システム。ゴミも出さず、財布にも優しい新しいラ
イフスタイルを実現。充電ケーブル付き。

リチウムイオン電池：繰り返しの充電に強い大容量リチ
ウムイオン電池を使用する事でライトの耐久性、点灯時
間を大幅に向上。

超軽量：たったの32g。例えば一般的なライトの場合、
単三電池4本だけでも100gもあります。

高い防滴性能：水の浸入を防ぐ防滴仕様。
＊水中での使用はできません。

急速USB充電

高性能ソーラーパネル

高い防滴性能：本体上面から水の浸入を防ぐ
防滴仕様。

リチウムイオン電池：繰り返しの充電に強い
大容量リチウムイオン電池を使用する事でラ
イトの耐久性、点灯時間を大幅に向上。

首振り式：ハンドルバーのどこに取り付けてもライトの
向きを変えて正面を照らせます。

発注番号

028485 ブラック
028486 ホワイト
028487 イエロー
028488 レッド

ヘッドライト
発注番号 

028510 ホワイト
028511 ブラック
028512 レッド
028513 グリーン
¥4,000（税抜）

テイルライト
発注番号 

028518 ホワイト
028519 ブラック
¥4,000（税抜）
028521 グリーン
¥3,600（税抜）

¥2,900（税抜）
充電時間目安：2時間
点灯時間：通常モード5時間 /点滅モード10時間
光源：70ルーメン
重量：32g
USB充電式
超高輝度 ICコントロール LED
●大容量 570mah リチウムイオンバッテリー。●点灯 /点滅モー
ド。●ヨーロッパ安全基準RohS と CE基準をクリア。● JIS 規
格の IP55テストをクリア。　
＊人体および固形物に対する保護等級が 5で、水の侵入に対する
保護等級も 5５＝噴流水に対する保護：いかなる方向からの水の
直接噴流によっても有害な影響をうけません。

32g

※初めて使用する前に直射日光で8時間充電を行ってください。

ライトパーツ

充電ケーブル916

ACアダプタ 911

充電ケーブル 914

ブラケット 907ブラケット 906

充電ケーブル 914 USBプラグカバー

シリコンバンド
ブラケット 905

ブラケット 901 
22-28mm 

ブラケット 902 
26-32mm 

ブラケット904 ブラケット

＊各種ブラケットはテイルライト1LED、3LED、ヘッドライト３LED、5LEDに対して互換性があります。

¥2,400（税抜）
光源：15ルーメン
USB 充電
参考重量：18g
点灯時間：通常モード4.5時間、点滅モード9時間(2
時間充電 ) 電池残量が 30分以下になるとオレンジ
LEDが点灯。

サイズ：41.8mm×24mm×14mm
光源：15ルーメン
・超軽量12g（電池込み）・1時間の充電で1時間の点滅が可能な高性能ソーラーパルを装
備。最発電効率の良い単結晶パネルを使用。15％を超える発電効率。・JIS規格のIP55テ
ストをクリア。・電流コントロールチップ内蔵・ハンドル、シートポスト、シートステー、
フォークなど様々な所に取り付け可能。・高輝度ICコントロールマイクロLED。・点灯点滅
の2モード。・150mahリチウムイオンバッテリー。

ヘッドライト
発注番号 

028525 ホワイト
028526 ブラック

テイルライト
発注番号 
028528 ホワイト
028529 ブラック

発注番号 

028499
¥500（税抜）
MICRO USBタイプ
ハイラックス18用

発注番号 

028496
¥1,300（税抜）
コンセントからUSB充電を行うためのア
ダプタ。

発注番号 

028495
¥500（税抜）
MINI USB-B タイプ

発注番号 

028492
¥400（税抜）
リア用

発注番号 

028491
¥500（税抜）
フロント用

発注番号 

028435
¥600（税抜）
旧 5LEDフロント用。
コネクターが丸型のモデル用
充電ケーブル。

発注番号 

028497 3W用
028498 5LED用
¥60（税抜）

発注番号 

028433
¥400（税抜）
ヘッドライト5LEDフロント、
5LEDテイル、ハイブリッド3W、
ハイラックス30、ヘッドライト3LED、
テイルライト3LED、
ハイブリッドラックス3用。

発注番号 

028426
¥400（税抜）
ヘッドライト3LED標準ブラケット。

発注番号 

028427
¥500（税抜）
テイルライト標準付属ブラケット。

発注番号

028501 ブラック
028502 レッド
028504 ブルー
028505 ホワイト
028506 グリーン
028508 ピンク
028509 オレンジ
¥400（税抜）
ナノ用

発注番号 

028429
¥300（税抜）
ヘッドライト5LEDフロント、
5LEDテイル、ハイブリッド3W、
ハイラックス30、ヘッドライト
3LED、テイルライト3LED用。
タイラップ2本付属。

フロントライト
発注番号

028473 ブラック
¥3,100（税抜）
028476 ピンク
¥2,800（税抜）

テイルライト
発注番号

028481 ホワイト
¥3,100（税抜）

急速USB充電

高い防滴性能：本体上面から水の浸入を防
ぐ防滴仕様。

リチウムイオン電池：繰り返しの充電に強
い大容量リチウムイオン電池を使用する事
でライトの耐久性、点灯時間を大幅に向上。

高い防滴性能：水の浸入を防ぐ防滴仕様。
＊水中での使用はできません。

首振り式：ハンドルバーのどこに取り付けてもライトの
向きを変えて正面を照らせます。

リチウムイオン電池：繰り返しの充電に強い大容量リチ
ウムイオン電池を使用する事でライトの耐久性、点灯時
間を大幅に向上。

超軽量：たったの12g。例えば一般的なライトの場合、
単三電池4本だけでも100gもあります。12g

人気の5LEDヘッドライトのリア版。超高輝度LEDを５つ搭載し、
はるか後方へライダーの存在をアピールします。
テイルライト

Tail Light 5LED テイルライト 5LED

ヘッドライト/テイルライト

HighbredLux 3 ハイブリッドラックス 3

テイルライト用ブラケット

日亜化学製超高輝度
LEDランプ

大容量リチウムイオン電池 わかりやすい日本語パッケージ!!

超コンパクト

光源：45ルーメン
USB 充電 / 太陽光充電
参考重量：28g
シリコンバンドストラップで22-32mm径に対応。
点灯時間：通常モード4.5 時間、
　　　　　点滅モード9時間 (2 時間充電 )
太陽光充電性能：1時間直射日光で1時間点滅。
電池残量が30分以下になるとオレンジ LEDが点灯。
3＋ 2LED（輝度の大きなフロント LED3つ+サイ
ド部分のミニ LED2つ）

ヘッドライト/テイルライト

HighLux M5 ハイラックス M5

ヘッドライト/テイルライト

Nano ナノ

世界最小、最軽量、そして最高の充電効率。

品番 016423
ライト ハイラックスM5

POP
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ヨーロッパのライフスタイルをあなたに

BASIL ヒストリー
　1970年初頭、創業者であるニコ・ヴァン・バルヴァレンは自転車
の販売をしながら、様々なバスケットの制作をしていました。美しく
丈夫なカゴは地域で愛され、代々自転車店を家業としてきたニコはそ
のつながりを活かしてヨーロッパ全土のサイクリストにバスケットや
バッグを届けるようになったのです。
　BASIL の由来は創業者の名前『NicovanBalveren』と、
創業した場所の『SILvolde』という地名を合わせたものです。

バジル

Basil Bohème 

BASIL BOHÈME ボエム 
発注番号 

012471 ジェイド
012472 インディゴ
012473 ヴィンテージレッド
¥16,000（税抜）
容量：35L（ペア）
サイズ：35×15×31cm（幅×奥行×高さ） 
●エレガントなクロスバイク用ダブルバッグ。●リアキャリアの左右に取り付け。
●撥水性の高いポリエステル素材。●バックル式トップカバー。

BASIL WANDERLUST 
DOUBLE BAG
ワンダーラスト ダブルバッグ

発注番号 

012468 チャコール
012469 アイボリー
012470 ヴィンテージレッド
¥9,800（税抜）
容量：35L（ペア） 
サイズ：35×15×31cm（幅×奥行×高さ）
●エレガントなクロスバイク用ダブルバッグ。●リアキャリアの左右に取り付け。
●撥水性の高いポリエステル素材。●バックル式トップカバー。

Basil Wanderlust 

発注番号 

014270 ソリッドブラック
014271 シグナルレッド
¥17,800（税抜）
容量：50L（ペア） 
●防水性の高いスタイリッシュなドライパニアバッグ。●
IPX3の防水性能。●ターポリン素材を溶着することで水
の浸入を防止。●左右2個セット。

Basil Urban Dry 

BASIL URBAN DRY
DOUBLE BAG 
アーバン ドライ ダブルバッグ

New
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BASIL URBAN FOLD 
CROSS-BODY BAG
アーバンフォールド クロスボディ バッグ

BASIL PORTLAND SLIMFIT
DOUBLE BAG
ポートランド スリムフィット

BASIL PORTLAND SLIMFIT
MESSENGER
ポートランド メッセンジャー

発注番号 

012330 チャコールブラック
¥13,000（税抜）
容量：20Ｌ（折りたたんだ場合）、25L（広げた場合）
サイズ：35×15×37cm（幅×奥行×高さ）
●バイク用バッグ。防水加工のリサイクルキャンバス素材。●ユニークな折りた
たみ構造。●肩ひも。●リアキャリアに直接取り付けられるフック・オン・シス
テム。●夜間の安全性を高める反射素材。

発注番号 

012259 ブラック
¥11,400（税抜）
容量：40L（ペア）
サイズ：39×15×34cm（幅×奥行×高さ）
●撥水性の高いテントなどに使用されるターポリン素材。
●高い防水性と耐久性。

発注番号 

012467 マルチカラー
￥9,800（税抜）
容量：35L（ペア）
サイズ：35×15×40cm（幅×奥行×高さ）
●エレガントなクロスバイク用ダブルバッグ。●リア
キャリアの左右に取り付け。●撥水性の高いポリエス
テル素材。●バックル式トップカバー。

発注番号 

014273 ブラックスレート
￥9,800（税抜）
容量：7L
サイズ：19×32×19.5cm（幅×奥行×高さ）
●クラシックなキャリアバッグ。●キャリアの上に取り付けて着替えやアクセサ
リーを収納。●内部に防水性を高めるポリエステルのロール式インナーバッグを装
備。●ショルダーベルト付属。●IPX3の防水性能。

発注番号 

012465 グレー
012466 ピンク
¥9,800（税抜）
容量：35L（ペア） 
サイズ：35×15×40cm（幅×奥行×高さ）
●エレガントなクロスバイク用ダブルバッグ。●リア
キャリアの左右に取り付け。●撥水性の高いポリエス
テル素材。●バックル式トップカバー。

発注番号

012313フェードブルー
012315フェードブラウン
¥14,800（税抜）
容量：38L（ペア）
サイズ：36×15×31cm（幅×奥行×高さ）
撥水加工リサイクルキャンバス素材製バイク用ダブル
バッグ。エレガントな内側、人工皮革のディテール、
引き締めひも付収納スペース、外ポケット、トップに
LED用の2本のストラップ、キャリアストラップ、チャ
イルドシート適合、スプリングクランプと控えめのリ
フレクター。

発注番号

012311 ブラック
¥14,800（税抜）
容量：38L（ペア）
サイズ：36×15×31cm（幅×奥行×高さ）
撥水加工リサイクルキャンバス素材製バイク用ダブルバッグ。エレガン
トな内側、人工皮革のディテール、引き締めひも付収納スペース、外
ポケット、トップにLED用の2本のストラップ、キャリアストラップ、
チャイルドシート適合、スプリングクランプと控えめのリフレクター。

発注番号 

012336 ブラック/ブラック
012337 グレー/ブラック
￥12,000（税抜）
容量：45L（ペア）
サイズ：33×13×27cm（幅×奥行×高さ）
●バイク用ダブルバック。●撥水性の高いターポリン素材。●夜間の安全性を高める
反射素材。

Basil Portland

Basil Urban Fold

Basil Series Transport 

Basil Triangle & Star

Basil Elements Basil Katharina

Basil Miles

BASIL BASONYL
DOUBLE BAG 
パソニール ダブルバッグ

BASIL TRIANGLE
DOUBLE BAG 
トライアングル ダブルバッグ

BASIL MILES
TOPCASE 
マイルズ トップケース

BASIL ELEMENTS
DOUBLE BAG 
エレメンツ ダブルバッグ

BASIL KATHARINA
DOUBLE BAG 
カタリーナ ダブルバッグ

BASIL STAR
DOUBLE BAG 
スター ダブルバッグ

BASIL TRANSPORT
DOUBLE BAG 
トランスポート ダブルバッグ

発注番号 

012461 ダークレッド
¥22,000（税抜）
容量：24L/29L(トップカバー拡張時)(ペア) 
サイズ：32×11×35cm（幅×奥行×高さ）
●バッグを2つに分けて、シングルバッグとしても使用可能。

発注番号 

012457 クレーム
012458 ダークレッド
¥19,000（税抜）
容量：16L/20L(トップカバー拡張時)
サイズ：38×13×31cm（幅×奥行×高さ）
●ポーチに入ったレインカバー付属。●ワンタッチでリアキャリアに取り付けできるフック付属。

品番 016601
キャリアバッグ エレメンツキャリアバッグ エレメンツ

POP

New
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発注番号

012272 レフト
012273 ライト
¥7,000（税抜）
カラー：ブラック
容量：17L
サイズ：34×15×33cm（幅×奥行×高さ）
●リアキャリアの片側に取り付けるバッグ。●ポリ
エステル素材。●両サイドにリフレクターを装備。

発注番号 

012474 ソリッドブラック
012475 デニムブルー
¥12,000（税抜）
容量：32Ｌ（ペア）
サイズ：35×14×33cm（幅×奥行×高さ）
●シンプルモダンなクロスバイク用ダブルバッグ。●リアキャリアの左右に
取り付け。●バッグの外側に小物を収納できるポケット。●撥水性の高いポ
リエステル素材。●バックル式トップカバー。

発注番号 

012256
¥3,800（税抜）
カラー：ブラック
容量：26L（ペア）
サイズ：35×12×31cm（幅×奥行×高さ）
参考重量：780g

発注番号 

012258
¥6,400（税抜）
カラー：ブラック
容量：47L（ペア）
サイズ：35×18×36cm
（幅×奥行×高さ）

発注番号 

012292
¥6,000（税抜）
カラー：ブラック
容量：13L
サイズ：32×13×29cm（幅×奥行×高さ）
●リアキャリアに取り付け可能なバッグ。●ポリエステ
ル製。●書類を入れるのに便利な長方形。

発注番号 

012455 ブラック
¥16,000（税抜）
容量：49L（ペア）
サイズ：32×13×32cm（幅×奥行×高さ）
●トップバッグがセットの 3バッグタイプ。●大量の荷物を運べ
る合計49Lサイズ。●撥水性の高いポリエステル素材。

発注番号 

012338
¥9,300（税抜）
カラー：ブラック
容量：52L（ペア）
サイズ：35×20×40cm（幅×奥行×高さ）

発注番号

012257
¥5,400（税抜）
カラー：ブラック
容量：35L（ペア）
サイズ：34×13×34cm
（幅×奥行×高さ）

●バイク用ダブルバッグ。●裏面に防水加工を施したポリエステル素材。●夜間の
安全性を高める反射素材。●スポーツバイクはもちろん、低重心で安定するため、
小径車やチャイルドシート付きの自転車にもおすすめ。●別売りのキャリアエクス
テンダーを使用すればチャイルドシートとバッグの干渉を防ぐこともできます。

発注番号

012293 ブラック
￥9,500（税抜）
容量：40L（ペア）
サイズ：34×17×34cm
（幅×奥行×高さ）

レフト ライト

発注番号

012291 ブラック
¥7,600（税抜）
容量：26L（ペア）
サイズ：32×12×32cm
（幅×奥行×高さ）

●600デニールのポリエステル製撥水加工。●フロントに丸みを持たせて強化
したダブルバイクバッグ。●2つのジッパー付サイドポケット、ソフトフィリン
グ素材使用のカバー、前サイドに2本のリフレクター、トップにLED取り付け用
の2本のバンド、ストラップ。

「普段使いにぴったりの
  ヘビーデューティーなパニアバッグ」

キャリアに荷物を
積載するためのロープ穴

視認性を高める
反射素材

内側には
防水加工

視認性を高める反射素材

Basil GO Basil Big Black Bags

Basil Tour

BASIL GO
DOUBLE BAG
ゴー ダブル バッグ

BASIL TOUR XL ツアー XL

BASIL TOUR SINGLE 
ツアー シングル

BASIL TOUR ツアー

BASIL MARA マーラ

BASIL MARA XXL マーラ XXL

BASIL MALAGA マラガ

BASIL MARA 3XL  マーラ 3XL

BASIL TOUR TRAVEL 
ツアー トラベル

BASIL MARA XL マーラ XL

社員ブログ

社員ブログ

BASILのパニアバッグ、どれがおすすめ？

脱着は0.5秒！

　BASILのパニアバッグの中の「GO DOUBLE BAG」と「MARA XL」を比較してみまし
た。
　スペックはGO DOUBLE BAGが32L、MARA XLが35Lとどちらも大容量です。　

　リュックで30L～35Lというと、山小屋泊まりの1泊～2泊の登
山向けですね。MARAの方がシンプルな作りになっていて、GO 
DOUBLE BAGの方が重厚な作りになっています。
ベルトの素材はMARAの方が太い糸で編まれていて、分厚くなっ
ています。
　キャリアサイドの固定方法は同じ。ベルクロ方式のベルトが付い
ています。これはがっちり固定するというより、はずれたりばたつ

いたりしないようにするための補助的なベルトだと思います。シッカリ止めたい場合は別途
ベルトを買い足した方がいいと思います。

　MARAの細かい部分を見ていきます。底にはプラスチックの板
が入り、大容量を支えてくれます。深さは約32センチ。裏地は防
水仕上げの生地になっているので、高い防水性になっています。フ
タの隙間から雨は入り易い構造になっていますが、生地から雨がし
み込むことはなさそうです。小雨でゆっくり走るならバッグ単体で
もOKかもしれません。大雨の場合は隙間から雨が入って来てしま
います。
　続いてGO DOUBLE BAG。こちらのバックは生地自体が防水
仕様になっていないので、雨が降ってしまうと中まで水がしみ込ん
できてしまう可能性が高いです。底部分には堅いパネルが入って
いて、空気や蒸気を排出する穴が付いています。雨がしみ込んでし
まった時には水抜きにもなるかもしれませんが、生地自体に防水性
がないので、雨の日の単体での使用はお勧めしません。別途レイン
カバーを使うなど対策が必要です。後面にはメッシュのポケットが
付いているので、小物入れだけでなく、リアライトを入れて光らせ
ることもできます。

〈まとめ〉
　総合的に考えて、おすすめなのは「MARA XL」です。
ポイントは①生地自体の防水性②バッグ自体の収納性③価格　
MARAはGOの半分以下。

　両者ともにキャンプツーリングで使うとすると、絶対に必要になるのが、レインカバーで
すが、BASILブランドでラインナップされていないのが残念。THULEのカバーなどをつか
うか、雨にぬれると困る衣類などは防水バッグに入れてパニアに入れるかして使うしかなさ
そうです。
　秋のツーリングシーズンのパニアバッグ選びの参考になれば幸いです。

　坂バカプロモーションスタッフRYOです。大学時代、サイクリング同好会で全国各地を旅していた私は、少
なくとも5種類のサイドバッグ・パニアパックを本格的に使った経験があります。ですがこの「ツアーシング

ル」ほど、脱着が楽なバッグには出会ったことがありません。プラスチックの反発力
を活かしたシンプルな構造には目からウロコです。固定力はガッチリということはあ
りませんが、決して外れることはありません。むしろシンプ
ルな構造ゆえ、脱落することはなさそうです。
　バッグの前方部分は、ペダリング時の干渉を避ける形状に
なっています。これが、そのまま四角形だと結構あたる場合
があるんですよね～

　とにかく、バッグを付けたり外したりしまくる人にオススメ！形状も防水性もよく
考えられていますよ！

品番 016425
キャリアバッグ マーラ

POP

品番 016597
キャリアバッグ ツアーダブルキャリアバッグ ツアーダブル

POP
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発注番号 

012270 ナチュラル
¥12,000（税抜）
サイズ：42×29×24cm（幅×奥行×高さ）
●リアキャリアに取り付け可能な籐製かばん。●そのまま持ち運びしても違和感の
ないデザイン。●取り付けは付属のフックを引っかけるだけの簡単な仕組みを採
用。

発注番号

014180 オレンジ
014181 イエロー
¥4,000（税抜）
最大積載量：5kg
サイズ：33×24×33cm（幅×奥行×高さ）
●リアキャリアに取り付けするリア
バスケット。●取り付け金具は付属
しません。

発注番号 

014262 ヴァーニッシュドナチュラル
¥19,800（税抜）
最大積載量：15kg
サイズ：50×37×20cm（幅×奥行き×高さ）
●小型犬の散歩に最適なフロントバスケット。●1976年から続く、BASILの籐かご製造技術を受け継ぐペット用バスケット。
●かご本体とフットクッション、フレーム取付金具がセット。●フレームへはEDO holderを使用してヘッドチューブに固定し
ます。●ヘッドチューブへの固定には上下30mm、外径30～50mmのスペースが必要になります。●別売のスペースフレーム
を使用すればペットの飛び出しを防止できます。

発注番号 

014249 ナチュラルブラウン
¥9,200（税抜）
サイズ：42×29×21cm（幅×奥行×高さ）
●リア用バスケット。●人口ラタン製。●水濡れに強い全天候型。●固定式（金具
付属）。

品番 016595
カゴ メモリーズボトルカゴ メモリーズボトル

POP品番 016596
カゴ コロニアカゴ コロニア

POP

Discover our 
Rear Baskets

Front Baskets

Discover our 
Wicker Baskets

Discover our 
Rattan Look Baskets

BASIL MEMORIES BOTTLE BASKET  
メモリーズ ボトル バスケット

BASIL PLUTO FRONT BASKET XL   
プルート フロントバスケット XL

BASIL SWING   
スウィング

BASIL CENTO 
RATTAN LOOK   
セント ラタン ルック

Basil Robin

発注番号

014266 ブラスゴールド
014267 マットブラック
014268 シルバークラウド
014269 パウダーピンク
¥6,980（税抜）
素材：スチール
最大積載量：10kg
対応アクスル径：12mm/13mm
●バスケットとステーがセットになったクルーザー用前かご。●スタイリッシュな
ワイヤー素材。●フロントハブナットと共締めで使えるマウントステー付属。●ハ
ブナットとフォーククラウンに固定。
＊クイックリリースには取り付けできません。

BASIL ROBIN ロビン

BASIL BIRKE バーキー

発注番号 

014200 ブラック
¥6,200（税抜）
サイズ：33×22×20cm（幅×奥行×高さ）
●リアキャリアに取り付ける、折りたた
みバスケット。●丈夫なスチール製。●
使用しないときは折りたたんですっきり
コンパクトに。●買い物や、急な荷物の
運搬に便利。      

発注番号 

014199 ホワイト
¥4,000（税抜）
最大積載量：5kg
サイズ：33×24×33cm（幅×奥行×高さ）
●BasEasy-systemにより取り外しが可能。●丈夫なスチール
製。●取り付け台座は付属しません。

BASIL COLONIA コロニア

※上部のスペースフレームは付属しません。

＋ ＋oror

New
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BASIL DAHLIA FLOWER
ダリア フラワー

発注番号 

014216 
ローズ
¥320（税抜）
014304 ラベンダー
014305 イエロー
014306 ミントグリーン
¥350（税抜）
●ハンドルバーやフレームに簡単に取り
付けられるクリップ式の花飾り。

発注番号 

020115 シルバー
¥11,000（税抜）
最大積載量：10kg 26インチ～700Cに対応
サイズ：42.5×34.5×6cm
●直径12/13mmのナット止めシャフト専用。●上部はブレーキキャリパー穴を
使って固定。

発注番号 

014310 ブラック
¥1,000（税抜）
● KLICKFIX（クリックフィックス）システムのブラケットに、BASIL のバスケッ
トやバッグを取り付けられるようにするアダプター。

発注番号 

020112
¥1,200（税抜）
● CRATEや DENTONなどをフロントキャリアに取り付けるための金具。●カゴ
内側にネジが露出しないため、荷物を傷つけません。●取り付け金具３個入り。

発注番号  

014222ブラック
¥2,800（税抜）
● BasEasy-system 対応バスケット用ブラケッ
ト。●クイルステムまたはヘッドチューブに取り付
け。●簡単にバスケットの脱着が可能。●直径22-
26mmのクイルステムに対応。●別売りの太いバ
スイージ－用バンドに交換すれば、ヘッドチューブ
にも取り付け可能。

発注番号　　　　  取り付け径　　　
014223 25-30mm ¥900（税抜）
014224 31-35mm ¥1,000（税抜）
014225 36-40mm ¥1,200（税抜）
バスイージーⅡ用の取り付けバンド。

22mmから26mmのステム、
もしくはヘッドチューブに対応

バスケットを様々な自転車に安全に取り付けできる数種類の画期的なブラケットシステム。フロントへのチャイルド
シートの取り付けなども考慮したブラケットは、スポーツバイク、折りたたみ自転車、電動自転車など、ほとんど全
ての自転車に取り付け可能です。
さらにBAS EASY CARRIER RACKを使用することでHOOK ON SYSTEMと BASIL HOOK採用のリアキャリ
ア用バッグをフロントに取り付けることも可能です。

発注番号

020104 ブラック
020105 ホワイト
020106 マットブラック

発注番号 

014301 マットブラック
¥5,000（税抜）
26-28 インチ用
●スプリングクランプ付のスリムなフロントキャリア。ナット止め式フロントアク
スルとハンドルで固定。（QRハブには取付できません）。● 2つの調節可能なハ
ンドルバー用フック（21-31.8 ｍｍ径に対応）。●ライト用フック。●最大積載量
10kg、26～ 28" の自転車に対応。

¥5,500（税抜）
最大積載量：10キロ
●強靭で大きなフロントキャリア。●
ナット止めのフロントアクスルとハ
ンドルバーで固定。●ハンドルバー径
21-31.8mmに対応。●ヘッドランプ
台座付。●クイックリリースハブには
取り付けできません。

BASEASYⅡSTEMHOLDER
バスイージーⅡ ステムホルダー

BASIL CRATE-MOUNTING SET
クレート マウンティング セット

BASIL KLICKFIX ADAPTER PLATE
クリックフィックス アダプタープレート

BASIL FRONT CARRIER L
フロント キャリア L

BASIL PORTLAND EDGE AROUND 
ポートランド エッジアラウンド

BASIL FRONT CARRIER SLIM FIT 
フロント キャリア スリム フィット

BASEASY SYSTEMⅡ
HANDLEBAR STEM HOLDER
バスイージーシステム Ⅱ ハンドルバー ステムホルダー

Basil BasEasy System

Basil Saddle Cover

Basil Crate Mounting Set
Basil KF

Basil Front CarrierBasil Portland 
Front Carrier

Basil Serious Transport

BLOSSOM ROSES 
ブロッサム ローズ

BLOSSOM BOTANICA 
ブロッサム ボタニカ

BLOOM ブルーム

ROSA ローサ ELEMENTS 
エレメンツ

BASIL FLOWER GARLAND
フラワーガーランド

BASIL CRATE S
クレート S

BASIL CRATE M
クレート M

BASIL CRATE L
クレート L

BASIL FLOWER GARLAND
フラワーガーランド

BASIL FLOWER
フラワー

BASIL GRASS
グラス

発注番号

014207 ブラック
014209 ホワイト
014250 フルールコーラル
¥3,500（税抜）
容量：25ℓ
サイズ：30×40×21cm（幅×奥行×高さ）

●フロントキャリアに取り付けるラック。●別売りの取り付け金具で取り付け
ます。●最大積載量はフロントキャリアによります。

発注番号

014275 ブラック
¥3,680（税抜）
容量：26ℓ
サイズ：36×30×24cm（幅×奥行×高さ）

発注番号

014274 ブラック
¥3,980（税抜）
容量：50ℓ
サイズ：36×49×28cm（幅×奥行×高さ）

発注番号 

014215 フーシア
014217 ホワイト
014219 レッド
¥1,100（税抜）
長さ：170cm

発注番号 

014308 タンジェリン
¥1,800（税抜）
●リング型の花飾り。●あなたの自転車
を鮮やかに彩ります。●バスケットに巻
きつけてカスタマイズ。

発注番号 

014218 フーシア
014220 ホワイト
¥320（税抜）
●あなたの自転車のバスケットを鮮やか
に彩ります。●メッシュのバスケットに
対応。

発注番号 

014214
¥1,200（税抜）
サイズ：15×20cm
リアキャリア、もしくはバルコニーに。

¥2,000（税抜）
サイズ：28× 24cm
●撥水素材製サドルカバー。

655117 
ブルー

655113 
ブラック

655115 
ブルー

655110
ガーデンホワイト

655111
スカーレットレッド

655112
ディーヴァブルー

655100
ミズタマレッド

655109
フェードブラウン

655108
フェードブルー

バイクを可愛くしよう（盛っちゃおう・デ
コっちゃおう）カラフルなサドルカバー、
ボックスカバー、ドレスカバー、ハンドル
バーに飾るお花、荷台を覆うグラス等の追
加アクセサリーでバイクを可愛らしく飾っ
てみませんか？お好みに合わせて、全部デ
コレーションも出来ます。欲張っちゃいま
しょう！

ACCESSORIES
PIMP YOUR BIKE

オランダで人気のフロントキャリアにピッタリなカゴ

11cm

＋ ＋or

New



一般車パーツ

品番 016655
カギ 黒檀カギ 黒檀

POP

品番 016653
カギ 稲カギ 稲

POP

139138
価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない 価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

空白時間を守る日本のセキュリティーブランド

日本の自転車盗難事情を研究し、なめらかなシリンダーやディンプル
キーを採用した高性能なロックを可能な限りリーズナブルに提供し、
自転車の盗難が世界からなくなる日を目指します。kuhaku

くうはく

コンパクトになる4mmチェーン+ディンプルキーロック

ピッキングされにくい
ディンプルキー

コンパクトにたためる
4mmチェーン

バイクの傷を防ぐカバー

●切断に強い焼き入れ硬化スチールチェーン。 

発注番号 

030327 ブラック
030328 ネオンオレンジ
030329 ネオングリーン
¥1,600（税抜）
チェーンサイズ：4mm
長さ：60cm
付属キー：3本

発注番号 

030344 ブラック
030345 ネオンオレンジ
030346 ネオングリーン
¥2,000（税抜）
チェーンサイズ：4mm
長さ：180cm
参考重量：580g
付属キー：3本

発注番号 

030330 ブラック
030331 ネオンオレンジ
030332 ネオングリーン
¥1,800（税抜）
チェーンサイズ：4mm
長さ：100cm
付属キー：3本

バイクとパーツ全てを1本で
ロック可能。

サドル&シートポスト フレームごと構造物に
ロックできます。

フロントホイール リアホイール

ディンプルキー採用で高い防犯性と
強くて折れにくい鍵。

畳めばサドルバッグにも収納可能。 パンツのポケットにもすっぽり
収まります。

「稲180」ine

「稲 60」ine

「稲 100」ine

●切断に強い焼き入れ4mm硬化スチールチェーン。●これ1本で前後ホイール、サドル、フレームを電
柱などに固定可能。●シリンダーは防犯性能が高く、鍵曲がりのしにくいディンプルキーシステム。●
ダブルループでもシングルループでも使える2WAYデザイン。●折りたたんでパンツやジャージのポ
ケットに入るコンパクト設計。●バイクへの傷を防ぐ厚手のナイロンカバー。

ダブルループチェーンロック

フレーム＋重要パーツを１本で頑丈ロック
使用例

使用例

ダブルループの作り方

発注番号

030349 ブラック
030350 グレー
030351 ネイビー
030352 ワインレッド
¥2,000（税抜）
チェーンサイズ：4mm
長さ：140cm
参考重量：480g
付属キー：3本

自転車通勤に最適で軽くて頑丈な7mmチェーンロック

圧倒的に頑丈な
7mmチェーン

コンパクトにたためる

●切断されにくさと持ち運びのしやすさを追求した独自の7mm×40cmの
ショートチェーン。●太さ7mmのチェーンはケーブルカッター、ハンディ
クリッパーにも耐える強さを発揮。人目に付く場所での破壊は大型の工具
が必要になり困難です。●4次元ディンプルキーでピッキングに強い。●フ
レームと柵やポールなどの構造物をロックするのに必要最小限の40cmの長
さ。●小さく折り畳んでポケットにも収納できるコンパクトサイズ。

「黒檀」kokutan

発注番号 

030348 ブラック
¥2,900（税抜）
チェーンサイズ：7mm
長さ：40cm
参考重量：620g
付属キー：2本

切断に強い7mmチェーン フレームと構造物をつなげる
最小限の長さ。

まきつけてコンパクトに持ち
運び。

チェーン式なので折りたため
ます。

ポケットにもすっぽり。

●180cmの長さを持つ硬化スチールチェーン。●こ
れ1本で前後ホイール、ペダル、サドル、ボトルケー
ジをまとめてロック可能で、パーツの盗難も防止。●
小型のワイヤーカッターなどでは切断が難しいチェー
ンロックで高い安全性。●シリンダーは防犯性能が高
く、鍵曲りのしにくいディンプルキーシステム。●折
りたたんでパンツやジャージのポケットに入るコンパ
クト設計。

ロードバイク用ロングチェーンロック

使用例

new

「稲 ダブルループ」ine



一般車パーツ

141140
価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない 価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

コンパクトになる4mmチェーン+ダイヤルロック

コンパクトにたためる4mmチェーン

バイクの傷を防ぐカバー

好きな番号に変えられるダイヤル

●切断に強い焼き入れ硬化スチールチェーン。●鍵を紛失する心配
のないダイヤル式チェーン。●ダイヤル番号は自由に変更可能。

発注番号 

030333 ブラック
030334 ネオンオレンジ
030335 ネオングリーン
¥1,800（税抜）
チェーンサイズ：4mm
長さ：60cm

発注番号 

030336 ブラック
030337 ネオンオレンジ
030338 ネオングリーン
¥2,000（税抜）
チェーンサイズ：4mm
長さ：100cm

空白時間を守る日本のセキュリティブランド

自由に使える形状記憶型ワイヤーロック

頑丈な５mmチェーン+ディンプルキーロック

●切断に強い焼き入れ硬化スチールチェーン。●一般的な
工具では切断不可能な硬度。●鍵を紛失する心配のないダ
イヤル式。●ダイヤル番号は自由に変更可能。

●丈夫な太さ15mmのワイヤー。●地球ロックにも対応可能な長さ60cm。
●自転車に傷がつきにくいラバー仕上げ。●ハンドルやサドルなど、走行中
に巻きつけて持ち運びOK。●ピッキングに強いディンプルキー。

発注番号 

030319 ブラック
030320 ブルー
030321 ピンク
¥2,400（税抜）
チェーンサイズ：5mm
長さ：60cm
参考重量：368g

発注番号 

030357 ブラック
030358 ブルー
030359 グレー
030360 レッド
¥2,000（税抜）
太さ：15mm
長さ：60cm
付属キー：2本

発注番号 

030323 ブラック
030324 ブルー
030325 ピンク
¥3,000（税抜）
チェーンサイズ：5mm
長さ：120cm
参考重量：624g

発注番号 

030339 ブラック
030340 ネオンオレンジ
030341 ネオングリーン
¥3,000（税抜）
チェーンサイズ：5mm
長さ：100cm

●切断に強い焼き入れ4mm硬化スチールチェーン。●これ1本で
前後ホイール、サドル、フレームを電柱などに固定可能。●鍵を
紛失する心配のないダイヤル式。●ダイヤル番号は自由に変更可
能。●ダブルループでもシングルループでも使える2WAYデザイ
ン。●折りたたんでパンツやジャージのポケットに入るコンパク
ト設計。●バイクへの傷を防ぐ厚手のナイロンカバー。

ダイヤル番号は自由に変更可能 ダブルループの作り方

自由自在に形が変えられます

シングルループの作り方

使用例

「麻 ダブルループ」asa

「松」matsu

「蔦」tsuta

「樫」kashi

「麻 60」asa

「麻 100」asa

ダブルループチェーンロック

発注番号

030353 ブラック
030354 グレー
030355 ネイビー
030356 ワインレッド
¥2,000（税抜）
チェーンサイズ：4mm
長さ：140cm
参考重量：520g

●切断に強い焼き入れ硬化スチールチェーン。●一般的な
工具では切断不可能な硬度。●ピッキングに強いディンブ
ルキー。 

new new

使用例



品番 016609
カギ 楠木カギ 楠木

POP 品番 016610
カギ 楠木カギ 楠木

POP 品番 016611
カギ 林檎カギ 林檎

POP 品番 016612
カギ 桜カギ 桜

POP

一般車パーツ

143142
価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

頑丈な５mmチェーン+ディンプルキーロック

軽量ワイヤー+ディンプルキーロック

●切断に強い焼き入れ硬化スチールチェーン。●一般的
な工具では切断不可能な硬度。●ピッキングに強いディ
ンプルキー。 

●バイクに傷がつきにくい、シリコン素材のバイクロッ
ク。●内部に丈夫なワイヤーが入っているので防犯性も
高い。●ピッキングに強いディンプルキー。 

発注番号 

030306 グリーン
030307 ピンク
030308 ブルー
¥2,800（税抜）
チェーンサイズ：5mm
長さ：60cm

発注番号 

030314 ブラック
030315 ブルー
030316 グリーン
030317 オレンジ
030318 ピンク
¥2,600（税抜）
太さ：12mm
長さ：55cm

発注番号 

030300 ブラック
030301 ブルー
030302 グリーン
030303 ピンク
¥1,800（税抜）
太さ：12mm
長さ：60cm

発注番号 

030309 ブラック
¥3,400（税抜）
チェーンサイズ：5mm
長さ：120cm

「楠木」kusunoki

「桜」sakura

軽量ワイヤー+ダイヤルロック

●バイクに傷がつきにくい、シリコン素材のバイクロッ
ク。●内部に丈夫なワイヤーが入っているので防犯性も
高い。●鍵を紛失する心配の無いダイヤル式。●ダイヤ
ル番号は自由に変更可能。

「林檎」ringo

スウェーデン発の自転車用エアバッグヘルメット

ブランドヒストリー
HÖVDINGはスウェーデンで急増する自転車事故による傷害を減らすため、2005年に
1000件以上の自転車事故を収集、再現することで生まれました。全ての事故データを詳
細に分析し、実際のサイクリストの挙動を何百時間も追跡することで自転車事故のデータ
ベース化に成功したのです。開発されたデータベースにAlvaSweden社のエアバッグ技
術を組み合わせることで独自の自転車用エアバッグシステムを製品化しました。

ホーブディング

インタビュー

●ヘルメットよりも安全なエアバッグシステム
事故時に膨らむエアバッグ本体は頭全体を覆うフード形状で、地面を引きずられて
も破れることの無い耐久性のあるナイロン素材を使用しています。一般的なヘル
メットよりもはるかに保護範囲が広く頭部全体を保護することができます。
事故につながる挙動を感知すると柔らかな衝撃吸収バッグが瞬間的に開き、数秒間
保たれます。これにより、何度も頭部を打ち付けるような事故でも確実に保護する
ことが可能です。

●ヨーロッパの安全規格であるCE 認証を取得
EUが定めるPersonal protective equipmentの分野で安全性が証明されて事故か
ら体を保護する製品として正式にヨーロッパで承認され、数千人のサイクリストが
既に使用しています。

●事故時の挙動を感知して作動
HÖVDINGは1000回以上のスタントライダーを使ったクラッシュテストにより事故
の瞬間に起きる挙動をモーションセンサーで探知、記録してきました。事故と通常
の衝撃を区別するため、普段のサイクリングのデータも収集し、段差や急ブレーキ
時に誤作動を起こさないアルゴリズムを完成させたのです。

●使用方法
着用は簡単です、首にHÖVDINGを巻いてチャックをあごの下まで引き上げるだ
けです。ファスナーに付いているボタンを本体に取り付けるとセンサーが起動しま
す。

●充電について
コンピューターのUSBから簡単に充電できます。バッテリーが消耗してくるとLED
の光と音で知らせます。満充電から18時間程度で充電が必要になります。

●カラー＆シェル
本体は防水素材の繊維で覆われているので、どんな状況でもエアバッグシステムは
安定して作動します。汗や汚れはカバーを取り外して洗うことができます。本体部
分が汚れた場合は濡れた布などで拭き取ってください。カバーは別のカラーに取り
換えて違うスタイルを楽しむこともできます。本体は人間工学に基づき肩全体に重
さが分散するように設計されているので首への負担がほとんどありません。

●作動後の回収のお願い
事故でエアバッグが作動すると再利用はできません。本体内部にある「ブラック
ボックス」は事故が起きる直前10秒間のモーションデータを保存しています。こ
の情報は今以上の精度を求めて開発を続けているHÖVDINGにとっての貴重な物で
す。作動後のHÖVDINGの回収にご協力お願いします。

※HÖVDING取扱店様のみご注文が可能です。予めご了承下さい。

CROWN GEARS
笠井様 

Q. なぜHÖVDINGを使いたいと思いましたか？ 
  レーサースタイルならまだしも、通勤
や普段使いするにあたりヘルメットは浮
いてしまうため。ヘルメットを脱いだ時、
汗で乱れた髪型で休憩、食事をとるのは
大人として恥ずかしいと感じます。また、
肌が弱い私でも、ヘルメットによるムレ
で頭部の皮膚がかぶれるのを軽減できる
と思ったからです。
 

Q. 外見の第一印象は？ 
　ちょっと大きい。重そう。暑苦しそう。と最初はそう感じました。  
 

Q. 最初使ってみた印象は？ 
　暴発したらどうしよう・・・という不安。意外と硬い。フィット感をあまり感じない。
ただ、走ってみて分かったのですが、適度に硬いからこそ、首に巻きつかないので、風
が通り蒸れにくく快適。どんなに優れたベンチレーションを持ったヘルメットだとして
も、被らないことには100％勝てません。
 

Q.1か月後の印象は？
　重さは気にならない。ヘルメットと違い、肌に触れる部分を洗濯できるのが衛生的で
うれしい。もうヘルメットは必要ない！また、非装着時でもヘルメットよりコンパクト
に畳めるため携帯性がよく持ち出しやすいです。
  

Q. おすすめしないシーンはありますか？ 
　特にありません、万能です！ 



一般車パーツ
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144 145

VIOLENTLY HAPPY 
ヴァイオレントリー ハッピー

DARK ANGEL 
ダーク エンジェル

HÖVDING 2.0 
ホーブディング 2.0

SAREK ODYSSEY 
サレク オデッセイ

HIDDEN PLACE 
ヒドユン プレイス

HÖVDING2.0 交換用カバー

自転車用エアバッグヘルメット
本体+カバーセット

【サイズの選び方】
　首周り  S：36cmまで
　　　　 M：34～ 42cm
　　　　 L：38～ 45cm
※HÖVDINGが正常に作動する頭部のサイズは、　　
　額の最も広い部分を水平方向に計測した周長が　
　52～ 59cmです。

発注番号 

154114 S
154115 M
154124 L
ブラック
¥50,000（税抜）

最大4万円お得な
HÖVDING

あんしんサポート
プログラム

事故以外で作動した場合に
特別価格で購入できます。

例えばこんな時に役立ちます
・HÖVDINGをオフにするのを忘れて自転車を降りた　　
　ら作動した。
・他人が間違ってスイッチを入れて振ったら作動した。

・対象商品はHÖVDING 2.0。
・購入時にユーザー登録が行われていること。
・本体に地面や車と接触した形跡(傷や汚れ)がないこと。
・1個目の購入から36ヵ月以内であれば複数回適応でき　
　ますが、購入日時は1個目を基準といたします。
・HÖVDING 2.0販売終了時は代替機種になる場合があ
　ります。
・作動した商品はHÖVDING取扱店で回収いたします。
・販売店様にて「HÖVDING作動状況調査票」をご記入　　
　ください。

サポート期間 /内容

発注番号

154116 S
154117 M
154125 L
¥5,000（税抜）

発注番号

154118 S
154119 M
154126 L
¥7,000（税抜）

発注番号

154122 S
154123 M
154128 L
¥9,000（税抜）

発注番号

154120 S
154121 M
154127 L
¥9,000（税抜）

購入後月数 ユーザー様
購入価格（税抜）

12ヵ月以内 ¥10,000
24ヵ月以内 ¥20,000
36ヵ月以内 ¥30,000

補償内容

適用条件

ホーブディングエアバッグ本体用スペアカバー。汚れや敗れてしまった場合の
交換カバーです。一度作動した機能を復元するものではありません。

あ、まずい！今、コケてる！
その時、エアバッグが作動した。

　転んでしまいました。でもḦovdingを装着していました。
日頃からḦovdingを愛用しています。連休には2泊3日のツーリングをしていますが、首

にḦovdingを巻いて出かけていきます。宿で充電を忘れな
いことがポイントですね。
　自転車通勤もしています。
その日も仕事を終えて、19:03に池袋のオフィスを出て帰
路に着きました。気温は28℃くらいだったでしょうか。1
台の車が駐車場に入って止まっていて、そこに入る車がも
う一台、車道を横切るように止まっていました。車の間を

通ろうと左に寄ったところ、段差に引っかかって、あっ、まずい、と思ったときにはコケ
てました。反射神経ゼロの私はもう、目をつぶるしかありません。パン！破裂音が鳴り、
頭が地面に打ち付けられる前にしっかりとエアバッグが展開して守ってくれました！
　メガネをしていると吹っ飛ぶかと思っていましたが、大丈夫ですね。4ヶ月ほど使って
いて、最初は斬新なものを着けている感じをもっていました。今は何とも思っていなかっ
たのです。でも、この瞬間は、思いました。
守ってくれてありがとう、Ḧovding。
　今は仕方なく、普通のヘルメットを着けていますが、
Ḧovdingに慣れると、頭に何かのってるほうが、違和感
あります。夏でも首から上が爽快なので、Hovdingの方
が涼しいですよ。

社員ブログ

細部のデザインまで気を配り、スマートでドレッ
シーなカバーに仕上がっている。内側の素材には体
温調整が可能な耐久性のある生地を採用。後部には
反射材を搭載し、暗闇でも安全性が保たれる。
・外側、後部中央：綿98％、ポリウレタン2%
・内側：ポリエステル100％
・水温40℃で洗濯可能

HÖVDING2.0 交換用カバー

FERRARA フェラーラ COPENHAGEN コペンハーゲン

AMSTERDAM アムステルダム

MALMO マルメ

BERLIN ベルリン

発注番号

154130 S
154131 M
154132 L
￥7,000（税抜）

発注番号

154133 S
154134 M
154135 L
￥7,000（税抜）

発注番号

154136 S
154137 M
154138 L
￥7,000（税抜）

発注番号

154142 S
154143 M
154144 L
￥6,000（税抜）

発注番号

154139 S
154140 M
154141 L
￥9,000（税抜）

疎水性のある生地でつくられた、スポーティーでモ
ダンなカバー。内側の素材には、熱と湿気を管理す
る、体温調整が可能な耐久性のある生地を採用。フ
ロント部分と背面には、暗闇でも安全性が保たれる
反射材を搭載。
・外側、背面中央：ポリエステル100％
・内側：ポリエステル100％
・水温40℃で洗濯可能

ＨÖＶＤＩＮＧのベースとなるダークエンジェルに代わ
り、新たにマルメがラインナップに登場。製品の内側の
素材は耐久性のあるものへと変わり、体温調整が可能
なものとなった。ロゴが反射材となっており、暗闇でも
安全性が保たれる。
・外側、背面中央：ポリアミド57％、ポリウレタ
ン10％、ポリアミドアクア33％
・内側：ポリエステル100％
・40℃で洗濯可能

内側の素材には、熱と湿気を管理する、体温調整が
可能な耐久性のある生地を採用。背面全体には、暗
闇でも安全性が保たれる反射材を搭載。
・外側、背面中央：ポリエステル100％
・内側：ポリエステル100％
・水温40℃で洗濯可能

コペンハーゲンの人々は世界で最も幸せな人々。カラ
フルなカバーで喜びの感情を表現している。内側の素
材には体温調整が可能な耐久性のある生地を採用。背
面には反射材を搭載し、暗闇でも安全性が保たれる。
・外側、背面中央：綿100％
・内側：ポリエステル100％
・水温40℃で洗濯可能

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW



一般車パーツ

UVカットUVカット

装着図

後頭部には、頭のサイズにフィット
する調節機能と夜間走行の安全性を
高める反射板がついています。

日本人の頭部形状に
合わせた適正サイズ

S:52-55cm 
M:56-59cm 
L:59-62cm

自転車先進国ヨーロッパの安全基

準CEマークに準拠

御注意：この商品には、交通傷害保険が1年間無償で付帯しています。

この商品を正しく着用し、補償期間中に自転車で事故に遭い万が一死亡した場合、死亡保険金100万円の補償を受ける

ことができます。（この補償を受ける場合は、必ず製品同梱の申込書に必要事項をご記入の上郵送してください。）

147146
価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

着せ替え帽子付き自転車ヘルメット「カポル」 その日の気分やファッションに合わせて着せ替えが楽しめます。

ウォルナット
ダークグレー
〈セット〉
発注番号 

154930 S
154931 M
154932 L
¥7,200（税抜）

カメリア
チェックブラウン
〈セット〉
発注番号 

154937 S
154938 M
154939 L
¥7,600（税抜）

カメリア
クロッカス
〈セット〉
発注番号 

154933 S
154934 M
¥7,600（税抜）

エルム
ブラウン
〈セット〉
発注番号 

154944 S
154945 M
¥7,600（税抜）

バーチ
ストライプブルー
〈セット〉
発注番号 

154948 S
154949 M
¥7,600（税抜）

オーク
アクアブルー
〈セット〉
発注番号 

154950 S
154951 M
¥7,200（税抜）

メイプル
ブラウン
〈セット〉
発注番号 

154942 S
154943 M
¥7,600（税抜）

メイプル
ダークブラウン
〈セット〉
発注番号 

154946 S
154947 M
¥7,600（税抜）

カメリア
ドットアイボリー
〈セット〉
発注番号 

154935 S
154936 M
¥7,600（税抜）

〈帽子のみ〉
発注番号 

154960 S
154961 M
154962 L
¥3,400（税抜）

〈帽子のみ〉
発注番号 

154967 S
154968 M
154969 L
¥3,800（税抜）

〈帽子のみ〉
発注番号 

154963 S
154964 M
¥3,800（税抜）

メイプル
ブラック
〈セット〉
発注番号 

154940 S
154941 M
¥7,600（税抜）

〈帽子のみ〉
発注番号 

154970 S
154971 M
¥3,800（税抜）

〈帽子のみ〉
発注番号 

154976 S
154977 M
¥3,800（税抜）

〈帽子のみ〉
発注番号 

154978 S
154979 M
¥3,800（税抜）

〈帽子のみ〉
発注番号 

154980 S
154981 M
¥3,400（税抜）

〈帽子のみ〉
発注番号 

154972 S
154973 M
¥3,800（税抜）

〈帽子のみ〉
発注番号 

154974 S
154975 M
¥3,800（税抜）

〈帽子のみ〉
発注番号 

154965 S
154966 M
¥3,800（税抜）

帽子のデザイン性とヘルメットの安全性がひとつになりました。
帽子だけを変えられますので季節や気分に合わせて着せ替えが
楽しめます。
また、街を歩くときは、オシャレな帽子として自転車に乗ると
きは安全で快適なヘルメットとして使用できます。

●このヘルメットは自転車専用です。オートバイ（自動二輪、原動機付自転車）には使用できません。
●１度でも大きな衝撃を受けたヘルメットは、外観に損傷が無くても使用しないでください。
●ヘルメットのお手入れに、シンナー・ベンジン・有機溶剤や50℃以上の熱湯は使用しないでください。
●帽子の汚れは、中性洗剤を薄めた液を布に着け拭き取ってください。洗濯機、乾燥機の使用はできません。

■ヘルメット寸法図
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平成23年
死者数
628人

65歳以上60%

平成23年
死者数
628人

頭部63%

ご使用上の注意・メンテナンス

単位：mm

自転車乗用中の死者数の
約3分の2が65歳以上

自転車乗用中の死亡事故の
損傷部位は圧倒的に頭部!

自転車乗用中の死者数は、平成23年は628人となっており、
近年は減少傾向にありますが、全交通事故死者に占める割合は
増加しています。平成23年の自転車乗用中の死者数齢層別にみ
ると、65歳以上が60%と約3分の2を占めています。

平成23年の自転車乗用中の死亡事故で、ど
の部分に損傷があったかを調べると、63％
が頭部の損傷であり、頭を守ることが命を
守ることにつながることがわかります。

サイクルヘルメットのCE規格（EN1078とは，自転車先

進国ヨーロッパの厳しい安全規格で，1997年EU加盟の

18ヵ国によって，自転車用ヘルメットの統一安全規格と

して規定されたものです。CEマークは「EU加盟国で取り

決められた法律に適合した商品である」ということを，

メーカーが宣言するために貼付するマークです。

材料，構造，衝撃吸収性，あごひもの強さ等の厳しい基準

をクリアした製品のみに交付されるマークで，表示製品は

安全性が高く，安心してお使いいただけるものです。

※
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当
て
は
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り
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一般車パーツ

社員ブログ
クロスバイクにフルフェンダーを取り付ける
カスタム　クラナ×ベルザ

　こんにちは、自転車通勤担当のサキです。
今回はFELTのベルザにクラナのフルフェンダーを装着してみた
いと思います。クラナのフェンダーはアールが緩く、横から見る
と薄く見えてスタイリッシュな商品です。樹脂をアルミでサンド
イッチする特殊な製法だからできる形状ですね。
　取り付けに必要なボルト、ナット、ステーは一式セットになっ
ていますので、　ベルザには追加のパーツは必要ありませんでし

た。
　早速フロントフォーク側を取り付けま
す。結構タイヤとフォークのクリアラ
ンスが少なかったので、そのままだと
30mm幅のクラナがベルザにぴったりで
した。
　フォークエンド側もフェンダーステー
を固定します。
〈リアホイール側作業〉
　ベルザはシートステーブリッジのネジ
穴が縦なので、穴あけ加工が必要になり
ます。
　横に穴が開いているクロスバイクの場
合は黒のブリッジが使えます。
　フェンダーをセットして、ネジ穴の位
置をマークして、穴あけします。BB側
のボルトはそのまま取り付けできます。
｠前後フルフェンダーを取り付け完了し
ました。これで雨の日も安心ですね。

品番 016426
フェンダー シーライト

POP

148 149
価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

365536
マリンフラワー

365537
サクラフラワー

クラナ

B 

M5 x 12 

M5 x 25 

M5 x 12 

M5 x 15 

M5 x 25 /
M5 x 45 

1
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1 x

1 x 
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1 x 
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ベルギー生まれの高級フェンダー

　1946年から約70年フェンダーを製造し続けてきた本物を目指す製造メーカー。
全てベルギーの工場で最高品質のフェンダーを製造しています。
　美しく耐久性の高い三層構造（アルミ／樹脂／アルミ）のフェンダーCliteはユーロ
バイクアワードを受賞。デザインと性能にこだわったヨーロッパブランドです。

ウルトラスリム、スタイリッシュ、軽量、強靭な最高級フェンダー。
しなやかな樹脂をアルミ合金で挟み込む技術を応用。
取り付けが簡単で傷にもねじれにも強い。

素材：アルミニウム
取り付け可能車種：フロントフォーククラウン、フロントフォークエンド、チェーンステーブリッジ、
　　　　　　　　　シートステーブリッジ、リアエンドそれぞれにねじが取り付け可能なフレーム。
セット内容：フェンダー本体（前後）、ステー固定ボタン（フェンダー側）、ステー（前後）、
　　　　　　リア取り付けフック、ステンレスステー取り付けクリップ、M5ボルト（各サイズ）、
　　　　　　M5ナット、M5六角レンチ。
EUの自転車安全規格EN14764に適合。

ステークリップ
発注番号 
365590
￥450（税抜）
フェンダー取付用
2個入り

ボルト&パーツキット
発注番号

365591
￥1,500（税抜）
各種取り付け用ボルトのセット。
＊フェンダーを吊るフックとステーは付属しません。

フック
発注番号

365592 30mm 
365593 35mm 
365594 40mm
365595 45mm 
365596 55mm 
￥250（税抜）
1個入り

￥5,800（税抜）
サイズ：700×35mm

発注番号 
365526
カルトチェック

365527
カルトスター

365528
コミューターブルー

365530
キューバブラウン

365534
キャンディピンク

365529
コミューターオレンジ

365531
キューバホワイト

365533
クロノオレンジ /ホワイト

365535
キャンディブルー

Clite

発注番号　　　　 サイズ　　　　　　  カラー　 

365500 20×35mm シルバー
365501 20×35mm ブラック
365502 20×45mm シルバー
￥5,800（税抜）

発注番号　　　　 サイズ　　　　　　  カラー 

365510 26×35mm シルバー
365512 26×45mm シルバー
365513 26×45mm ブラック
365515 26×55mm ブラック
￥5,800（税抜）

発注番号　　　　 サイズ　　　　　　　  カラー 

365521 700×30mm ブラック
365522 700×35mm シルバー
365523 700×35mm ブラック
365524 700×40mm シルバー
365525 700×40mm ブラック
￥5,800（税抜）

フェンダー
シーライト

シーライト 700

シーライト 20（ETRTO 406)

補修品

シーライト 26 シーライト 700
フェンダー幅 C インチ

30mm 20～28 1.0

35mm 28～38 1.0～1.3

40mm 35～42 1.3～1.6

45mm 42～48 1.75～1.95

55mm 2.0～2.2

タイヤ幅適合表



一般車パーツ

151150
価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

大切なものを安全に、手軽に、そしてスタイリッシュに
運ぶ手段を提供するスウェーデンブランド。

スルーアクスルを活用して固定する
ルーフ用サイクルキャリア

前後輪を外さずに積める
ルーフ用サイクルキャリア

最高の固定力を誇る
フォークマウントサイクルキャリア

プロユース向きのフォークマウントサイクルキャリア

サイクルキャリアを使用するためには
別売の「バー」、「フット」の装着が必要です。

フット バー サイクルキャリア

①THULEホームページで車種適合をご確認ください
http://www.thule.com/ja-jp/jp/buyers-guide?c=roof+racks
　あなたの車のメーカー、モデル、年式、ルーフタイプが分かれば、適合
パーツを見つけ出すことができます。
②車種適合にしたがって、フットを選びます。
③ウインドノイズを極限まで抑えるウイングバーからリーズナブルなスク
エアバーまでお好きなバーを選んでください。
④THULEならあなたに合った最高のサイクルキャリアが選べます！

モダンでダイナミック、そして機能的

あなたがプロのライダーでなくても
欲しいと思うでしょう

発注番号 

021451
¥42,000（税抜）
●簡単にスルーアクスルを固定できるクランプシステム。●12mm、20mmのス
ルーアクスルに対応。●アダプターを使用すれば9mmクイックリリースにも対応。
●T-TRACKアダプター付属でウィングバーエッジ、ウィングバー、スライドバー、
エアロバーに固定できます。

発注番号 

020500
¥7,000（税抜）
●スルーライド用 9mm ク
イックリリースアダプター。

発注番号 

020501
¥6,000（税抜）
●プロライドV2用ファット
バイクタイヤ用アダプター。

発注番号 

020502
¥2,000（税抜）
●プロライド V2 用スクエア
バー固定アダプター。

発注番号 

021052
¥4,000（税抜）
● TH561-1 アウトライド用
アダプター。車軸 15mmのサ
イクル用。長さ100mm。

発注番号 

021456
¥3,500（税抜）
●カーボンフレームアダプ
ター。

発注番号 

021450
¥28,000（税抜）
●異なるサイズのホイールを安全に固定する調節可能なホイールプロテクション付
クイックリリースストラップ。●ルーフの高さで回転ノブの操作ができすばやく簡
単に取り付け調整が可能。●直径 100mmまでのフレームに対応。●エアロバー、
ウイングバー、スライドバーに対応する Tボルト付属。●サイクルを置くだけで、
自動的にフレームホルダーに滑り込み、安全に固定できるように設計されたホイー
ルトレイ。●載せるだけで簡単・正確にサイクルの積載ができる自動調節式フレー
ムホルダー。●輝くエレガントなアルミニウム製。●ルーフの左右どちら側にも装
着可能。●サイクルとキャリア、キャリアとベースキャリアの両方にロック可能。
●最大積載重量20kg

発注番号 

021457
¥54,000（税抜）
●特許取得済みのAcuTightクランプヘッド。最適な固定状態に達するとクリック
音が鳴り、サイクルフレームに過剰な締め付けトルクがかかるのを防ぎます。●
カーボンなどデリケートなフレームを備えるサイクルの運搬には、このルーフオプ
ションがお勧めです。●Road Dampening Technology（RDT）弾性素材を使用
したラックアタッチメントが、路面から伝わる衝撃や振動を吸収。●RDTを使用
したラチェット・ホイールストラップが、リムを傷めることなく後輪をしっかり固
定します。●後輪の固定強度と安定性を高めるホイールくさびサポート。●サイク
ルとクルマの寸法に合わせて調整できる伸縮可能なホイールトレイ。●サイクル1
台あたりの許容最大重量は17kg。●ロック可能‒サイクルとサイクルキャリア、
サイクルキャリアとベースキャリア（ロック付属）。●同梱のTトラックアダプター
（20x20mm）で、ルーフバーのTトラックにキャリアを直接装着可能。●City 
Crash 規格に適応

発注番号 

021051
¥22,000（税抜）
●スチール製ドロップアウト付きカーボンフォークを含む、ほとんどのフォークに
対応する簡単調整のスナップオンファスナー。●幅広いホイールサイズに適応する
リアクイックストラップ。● 20mmアクスル付きサイクル用一体型アダプター付
属。●ロック機構内蔵。●軽量で扱いやすいアルミ製。●ディスクブレーキ付きサ
イクル積載可能。●10mmアクスル用に設計。●15mmアクスル用アダプター別売。
※フロントフォークエンドのハブ形状・サイズによっては積載できないサイクルも
あります。※エンドがカーボン製のフロントフォークは積載できません。

発注番号 

021042
¥15,000（税抜）
●直径 80mmまでのフレームサイズに対応するクイックロック式フレームホル
ダー。●異なるホイールサイズに対応する調節可能なクイックリリースストラップ。
●ロック機構内蔵。●湾曲パイプを用いたダイナミックなニューデザイン。●独創
的なニュー・チタンカラー。●より容易な積載のための新型ホイールホルダー。●
サイクルとキャリア、キャリアとベースキャリアの両方にロック可能。●スクエア
バーにもエアロバーにもすばやく簡単に取り付けられるクイックマウントシステ
ム。※スライドバーへの装着はアダプター889-2 が必要です。　

発注番号 

021060
¥24,000（税抜）
●異なるサイズのホイールを安全に固定する調節可能なホイールプロテクション付
クイックリリースストラップ。●ルーフの高さで回転ノブの操作ができ、すばやく
簡単に取り付け調整が可能。●直径100mmまでのフレームに対応。●エアロバー、
ウイングバー、スライドバーに対応する Tボルト付属。●サイクルを置くだけで、
自動的にフレームホルダーに滑り込み、安全に固定できるように設計されたホイー
ルトレイ。●載せるだけで簡単・正確にサイクルの積載ができる自動調節式フレー
ムホルダー。●スクエアバーにもエアロバー（T- トラック付）にもすばやく簡単に
取り付けられるクイックマウントシステム。●輝くエレガントなアルミニウム製。
●ルーフの左右どちら側にも装着可能。●サイクルとキャリア、キャリアとベース
キャリアの両方にロック可能。●最大積載重量20kg

Adapter アダプター

カーキャリア

ThruRide  スルーライド

カーキャリア

ProRide V2  プロライド V2

カーキャリア

TH569 Sprint V2  TH569 スプリント V2

カーキャリア

TH561 OutRide  TH561 アウトライド

カーキャリア

TH532 FreeRide  TH532 フリーライド

カーキャリア

TH591 ProRide 2009 TH591プロライド 2009

Roof mounted bike carriers ルーフマウントサイクルキャリア

＋ ＋
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　こんにちは、自転車通勤担当のサキです。
まずは取り付け。バッグの裏面に可動式のフックがついてお

り、指をかけているケーブルを引
くと、フックが開いてキャリアに
固定できます。この機能のおかげ
で、ワンタッチで取り外しができ
る点が自転車通勤にオススメポイ
ントです。
　バッグ本体には金属プレートが

入っていて、バッグ下部はキャリ
アに取り付けたマグネットパーツ
で固定されます。マグネットは結
構強力で、カッチリくっついてい
ます。
　肝心のバッグとしての性能を

見ていきましょう。スペックは片側24L×2個なので、合計
48L。パニアバッグとしては大型の部類です。バッグ内部は
シンプルですが、自転車側にポケットが合計３つついていま
す。場所が固定されているので、家に帰って鍵を探そうとし
て、バッグの中を探してもなかなか出てこない!!　なんていう

イライラから解消されます。
　上の蓋は本体を丸めてバックルで固定します。バックルが
かなり伸びるので、左の写真のようにバッグの上まで荷物を
入れて固定できます。これならスーパーの買い物かご1つ分が

余裕で入ります。左右合
わせれば2個分が一気に運
搬できます。
　グラベルロードやクロ
スバイクで自転車通勤を
している人に是非使って
欲しい防水パニアバッグ
です。

発注番号 

021159
¥18,000（税抜）
●ソフトで耐久性のあるフレームホルダーでサイクルを固定。●組み立て
済み、ストラップ付き、反射板付き。●サイクルの固定位置が低いため着
け外しが簡単。●折り畳んで簡単に収納・持ち運びができます。●レディー
スサイクル、BMX、ダウンヒル用サイクルなど特殊なサイクルを積載す
るためにThule Bike Frameアダプター982を使用。

発注番号 

021044
¥5,000（税抜）
合成樹脂コーティングの長さ180cmの鋼製ワイヤー
ケーブル式。サイクルの盗難防止など多目的に使えま
す。

発注番号 

013517 ダークシャドウ
013518 コバルト
013519 シャルトリューズ
013526 ブラック
¥19,000（税抜）
容量：24L×2個
高さ×幅×奥行：43.2×33×15.2cm
参考重量：1100g（片側）

発注番号 

013512 ZINNIA
￥19,800（税抜）
容量：26L
高さ×幅×奥行：60× 30× 17cm
参考重量：1500ｇ

防水性：IPX5
その他付属品：Thule Tour Rack 用ブラケットとマ
グネットアタッチメント、一般キャリア用ユニバーサ
ルブラケット、大径キャリアパイプ用アタッチメント
●ツーリングに最適なアドベンチャー防水バッグ。●
防水性の高い素材を使用。●Thule Pack’n Pedal 
Tour Rack に完璧にフィット ( 一般的なキャリアに
も取り付けできます )。●特許取得のキャリア取り付
けフック収納システム。●Tour Rack を使用すれば
バイク側へのアタッチメントは不要。●微調整可能な
コンプレッションシステムで荷物の量に合わせて本体
を調整可能。●メッセンジャースタイルで背負えるス
トラップ付属。●左右兼用。

発注番号 

013513 ZINNIA
￥16,800（税抜）
容量：15.5L
高さ×幅×奥行：51× 29× 12cm
参考重量：1320ｇ

発注番号 

013514 MARS
013524 ブラック 
￥14,800（税抜）
容量：26.5L
高さ×幅×奥行：40×38.5×16.5cm
参考重量：1270ｇ
防水性：IPX3
その他付属品：Thule Tour Rack用ブラケットとマグネット
アタッチメント、一般キャリア用ユニバーサルブラケット、
大径キャリアパイプ用アタッチメント
●買い物に最適なアーバントートバッグ。●Thule Pack'n 
Pedal Tour Rackに完璧にフィット（一般的なキャリアにも
取り付けできます）。●特許取得のキャリア取り付けフック収
納システム。●Tour Rackを使用すればバイク側へのアタッ
チメントは不要。●メッセンジャースタイルで背負えるスト
ラップ付属。●左右兼用。

素材：420デニールナイロン
●防水性の高いドライバッグ。●溶着縫製とロール式のクロージャーで IP64クラスのシールド性能。＊ IP64：外来固形物に
関しては粉塵が中に入らない最高グレードの防塵性と、あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない防水性能。●装着
が簡単なフック&マグネットシステム。●フロントとサイドパネルには特殊な高反射プリントを施し高い視認性。●テールラ
イトアタッチメント付き。( ライトは含まれません） ●小物を収納できるインナーポケット。●本体のハンドルと取り外しでき
るショルダーストラップでバイクを降りた後も使いやすい。● THULEツアーラックに最も使いやすいデザインですが、一般
的なダボ止めタイプのキャリアにも対応。●左右ペアのセット。

013520 ダークシャドウ
013521 コバルト
013522 シャルトリューズ
013527 ブラック
¥16,000（税抜）
容量：14L×2個
高さ×幅×奥行：31.1×25.4×14cm
参考重量：900g（片側）

発注番号 

021046
¥9,000（税抜）
フロントホイール用キャリアの最新版。ディスクブ
レーキ付ホイールにも適合。可倒式なので、不使用時
は折りたためます。スクエアバー、エアロバー、ウイ
ングバー、スライドバーで使用できます。

発注番号 

021054
¥6,000（税抜）
輸送や保管中にホイールを保護するために設計され
た、パッド付き高品質ホイールバッグ。小物類を収納
できる便利なインナーポケット、頑丈なナイロンハン
ドル付。Thule アウトライドのアクセサリーとして
最適です。収納可能ホイールサイズ : 最大径 29イン
チ（74cm）26× 2.0 以上用

発注番号 

013510 BLACK
013511 MARS
￥19,800（税抜）
容量：18L
高さ×幅×奥行：59× 40× 14cm
参考重量：1500ｇ
防水性：IPX5
その他付属品：Thule Tour Rack用ブラケットとマグネットアタッチメント、
一般キャリア用ユニバーサルブラケット、大径キャリアパイプ用アタッチメ
ント
●通勤に最適なコミューターバッグ。● 15インチまで対応するノートパソ
コン用インナーポケット。● Thule Pack’n Pedal Tour Rack に完璧に
フィット ( 一般的なキャリアにも取り付けできます ) 。●特許取得のキャリ
ア取り付けフック収納システム。● Tour Rack を使用すればバイク側への
アタッチメントは不要。●微調整可能なコンプレッションシステムで荷物の
量に合わせて本体を調整可能。●メッセンジャースタイルで背負えるストラッ
プ付属。

カーキャリア

Xpress 970

TH538 Cable Lock 
TH538 ケーブルロック

Shield Pannier  (Pair)
シールド パニア（ペア）

Large ラージ

Large ラージ

Small スモール

Small スモール

TH545-2 Front Wheel Carrier
TH545-2フロントホイールキャリア

Adventure Touring Panneir 
アドベンチャー ツーリング パニア

Tote
トート

TH563 Wheel Bag XL
TH563 ホイールバッグXL

Commuter Pannier 2 
コミューター パニア 2

スウェーデンの機能的なバッグ&キャリアシステム

Towbar mounted carriers トウバーマウントサイクルキャリア

Thule Pack’n Pedal™

自転車通勤に感動のパニアバッグをどうぞ

スタイリッシュなパニアバッグ

　信頼のTHU信頼のTHULE社が自信をもって世に送るフックシステ
ムはワンタッチでキャリアに着脱可能。そして何とカバンもワンタ
ッチでオープン。走っているときにはしっかり閉じ、開けるのは容易
に、かつスタイリッシュに。21世紀的な解決がコレです。

　カギなど細かいけど大事なものはジッパー付のポケットで大切に保
管。19Lの荷室の他にも外側には気の利いたポケットが。

　ベルトも付属し、輪行中はありがたいですね。これももちろんワン
タッチで脱着してしまいます。斜めに取り付ければ、たすき掛けも可
能に。

　キャリアバッグって使ったことないんだよなーという人も、キャリ
アにバッグがないものは自転車とは呼ばない！という人もぜひお試し
ください。簡単スマートな使い心地はどなたにもオススメです。

社員ブログ

社員ブログ

検 索Bike Carrier Towbar - Thule Xpress

実際の取り付け方法の動画がWEBにてご覧頂けます。

013527 ブラック

013524 ブラック

013526 ブラック

※ THULE トウバーキャリアの取付には、車両に 50mmトウバーの装着
が必要です。※車両にトウバー（添付写真）が装着されていないと使用が
出来ません。トウバーの取り付けにおきましてはお車をお買い上げ頂いた
販売店様にてご確認ください。
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発注番号 

020450
￥8,400（税抜）
● 2つのバッグを同時に取り付けられるブラケットシステム。ハンドルを最大限活
用できます。●ブラケットの位置を自由に変更可能。
参考重量：340g

発注番号 

013515
￥13,400（税抜）
容量：11L
重量：550 g
高さ×幅×奥行：36.5 × 32.5 × 14cm
防水：IPX4
素材： 高強度 TPUコーティングナイロン（PVCフリー）
●防水性を備えた手軽なトランクバッグ。●フロント /リアのあらゆるラックに取
り付け可能です。●防水性能に優れたロールトップ構造と溶接シームで、大切なギ
アをしっかり保護。●セーフティーライトを収納してそのまま使用できる、便利な
外側の半透明ポケット。●便利なキャリーハンドルを兼ねたロールトップ構造の開
口部。●装着はシンプルな面ファスナー式。●しっかりとラックに固定され、素早
い取り付け /取り外しが可能。●2つのThule サイドバッグの間に完全フィットす
る設計。Thule ラックにベストフィットするのはもちろん、他のあらゆるラックで
も使用可能。

発注番号 

020435
￥9,800（税抜）
容量：26.5L
重量：1200g
高さ×幅×奥行：39× 20× 30cm 
●多目的に使えるスタイリッシュなサイクルバスケット。●フロント /リアのラッ
クにしっかり装着できて、大きな収納力を発揮します。●大小問わずさまざまなア
イテムを安全に運べる、軽量バスケット（レジ袋 2つ程度まで対応）。●一般的な
工具を使って簡単に取り付け /取り外し可能。●フロントまたはリアにあるラック
のデッキ /レールに装着可能（ラックは別売）。●アルミ素材のアクセントが効いた、
上質で長持ちするデザイン。● Thule ラックにベストフィットするのはもちろん、
他のあらゆるラックに使用可能。

発注番号 

013509
￥3,800（税抜）
容量：0.75L
高さ×幅×奥行：17× 9× 10cm
参考重量：140ｇ
●巻き取りタイプのサドルバッグ。●収納、取り出しに便利な巻き取りタイプ。
●ベルクロストラップでどんなバイクにも取り付け可能。

発注番号 

013506
￥16,800（税抜）
容量：6.5L
高さ×幅×奥行：24×21×15cm
参考重量：660ｇ
防水性：IPX4（レインカバー使用時）
●エアロダイナミクスデザインのハンドルバーバッグ。●補給食やカメラなどすぐ
に取り出したい物の収納に便利です。●転倒時に収納物を守る丈夫な荷室。●レイ
ンカバー付属。●ThuleHandlebarMountに簡単取り付け（別売）。

発注番号 

013508
￥8,400（税抜）
高さ×幅×奥行：21×26×2cm
参考重量：314ｇ
防水性：IPX4
●ハンドル上部にiPadなどのタブレットや地図を取り付けできるバッグ。●カバー
の上から操作できます。●ThuleHandlebarMountに簡単取り付け（別売）。

発注番号 

013507
￥8,400（税抜）
高さ×幅×奥行：18× 14× 5cm
参考重量：290ｇ
防水性：IPX4（レインカバー使用時）
●小型の防水小物入れ。●スマートフォンやカギなどを収納できます。●透明なカ
バーの上からスマートフォンを操作できます。● ThuleHandlebarMount に簡単
取り付け（別売）。●レインカバー付属。

発注番号 

020436
￥2,000（税抜）
●アクションカメラをしっかり装着して確実に記録を残せるThule ハンドルバーマ
ウント用カメラマウント。●余裕の装着スペースで、他のThule アクセサリーも併
用できます。●どんな走行条件でも、丈夫なマウントがしっかりとカメラを保持。
●カメラの取り付け /取り外しはクリック操作ひとつ、わずか数秒で可能。●カメ
ラの装着ポジションが複数あり、行動の邪魔にならずに全てのアクションを録画可
能。●GoPro®の使用に最適。●粘着式アダプタープレートで、その他ほぼすべ
てのアクションカメラにも対応可能。

発注番号 

013516
￥9,800（税抜）
容量：9L
重量：570 g
高さ×幅×奥行：37× 26× 17cm
防水： IPX4
素材：高強度TPUコーティングナイロン（PVCフリー）
●Thule Pack’n Pedal ハンドルバー・マウント（別売）との組み合わせで使用
します。●防水性を備えたコンパクトなバッグ。●手が届きやすい場所に大切なア
イテムを収納できます。●防水効果が高く、中身を濡らさないロールトップ構造。
●セーフティーライトを装着できる、バッグ前面のループ。●安全確保に役立つ、
視認性に優れた反射ストライプ。●便利なキャリーハンドルを兼ねたロールトップ
構造の開口部。

発注番号 

013523 
¥24,000（税抜）
サイズ：38× 17× 60cm 
参考重量：1160g
容量：21L
素材：500デニール コーデュロイナイロン 
防水性能：IPX4
●特殊な反射プリントで夜間の視認性を向上。●テールライトアタッチメント。

1. EVA素材のバックパネルは高い通気性で暑い時期も快適。
2. 全天候に対応する IPX4の防水性能。ロールトップカバーで水の浸入を防止。
3. U 字ロックを収納できるポケット。
4. ヘルメットアタッチメント付属でヘルメットを確実に収納。
5. 立体的な衝撃吸収スペースを装備しサングラスやカメラなどの貴重品を保護。
6. レインカバー付属。
7. 15 インチのノートパソコンに対応する取り外し可能なスリーブ。

発注番号 

020438
￥2,000（税抜）
重量：84 g
高さ×幅×奥行：11.1 × 8.57 × 6.35cm
●シンプルなクリック操作ひとつで取り付け /取り外し可能。●ヘッドライト、バッ
テリー、配線をすっきりまとめて扱えるアタッチメント・システム。●ライト、バッ
テリー、配線を1つのアタッチメントにまとめて、取り扱いすっきり。●数秒で取
り付け /取り外しができ、サイクルを停めてライトを持ち歩くことも簡単。●ほぼ
すべてのタイプのライト /バッテリーに対応。● Thule Pack’n Pedal ハンドル
バー・マウント（別売）との組み合わせで使用します。

Handlebar Mount 
ハンドルバーマウント

Trunk Bag
トランク バッグ

Basket
バスケット

Seat Bag 
シートバッグ

Commuter Backpack
コミューター バックパック

Handlebar Bag 
ハンドルバーバッグ

iPad/Map Sleeve 
iPad/Map スリーブ

Bike Wallet 
バイク ウォレット

Action Camera Mount 
アクション カメラ マウント

Basic Handlebar Bag 
ベーシック ハンドルバー バッグ

Light Holder
ライトホルダー

※カメラとハンドルバーマウントは
付属しません。 ※ライトとバッテリーは

　付属しません

スタイリッシュなバイク専用バックパック

運搬を！PACK'N PEDALの「トランクバッグ」　

　車業界で長らくトランスポーターたちから絶大な支持を
集めてきた「Thule」。そのノウハウをスポーツバイクに
応用。ついにトランクとなるリアバッグを送り出してきま
した。
　取付はいたって簡単。前後2本のベルクロでキャリアに
固定するだけ。段差をわざと下りたりしましたが、しっか
りと固定され微動だにしませんでした。
　バッグの入り口はロールトップ構造。バッグ素材と相ま
って、素晴らしい防水性能を発揮。突然の雨にも行きずり
の雨にも荷物だけを守ってくれます。
　気になる内側は、余計な仕切りなどはなく、シンプルに
11Lもの荷物を収納します。壁がしっかりしていて、形が
崩れないのもいいですね。外側にはチャックのついたポケ
ットも。薄い物しか入りませんが、小銭やお札入れにぴっ
たりです。
　前後にポケットも口を開いて待っています。
リア側のポケットは半透明。ライトを点けたまま入れて夜
の視認性UP !

社員ブログ
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発注番号

002530 
¥4,800（税抜）
高さ×幅×奥行：1×8.9×17cm
●脱着が容易なハンドルバーマウント。●ケー
スをつけたままでも取り付け可能。●横向き・
縦向き、どちらにも取り付け可能。

発注番号

013525 
¥12,800（税抜）
容量：7.5L
高さ×幅×奥行：16ｘ25.4ｘ22cm
●クリアポケットにスマートフォンや地図を収納し、いつでも確認ができます。●
IP54レベルの防水・防塵機能。●視認性を高める反射材を使用。●フロントライト
を取り付けられるアタッチメント付き。●側面のメッシュポケットに補給食などの
収納が可能。※ライトは付属しません

SmartPhone Mount
スマートフォンマウント

Shield HandleBar Bag
シールドハンドルバーバッグ

￥2,800（税抜）
発注番号 

013531イエロー
サイズ：Large サイズの
パニアバッグに対応

￥2,400（税抜）
発注番号 

013532 ブラック
013533イエロー
サイズ：Small サイズのパニアバッグに対応

Pannier Rain Cover 
パニアレインカバー

Large ラージ Small スモール



一般車パーツ

5mmアーレンキー付属。
1個入り。

157156
価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

発注番号 

020433
￥16,800（税抜）
参考重量：990g
積載可能物：上部にパニアバッグ、バックパック、ドライバッグ、テントなど *1、
サイドにThulePack'nPedal™ バッグシステムを取り付け可能。
最大積載量：25kg（オフロード走行時）*2
対応車種：MTB、ロードバイク、クロスバイク、小径車 *3

発注番号 

021342 ダークグレー
021343 ライトグレー
021344 ジニア
¥16,500（税抜）
参考重量：4.3kg
対象年齢の目安：生後9か月～ 6才
最大荷重：22kg
取付可能シートチューブサイズ：28～ 40ｍｍ（ラウンドチューブ）
40× 55ｍｍ（オーバルチューブ対応最大サイズ）
※カーボンフレーム、フルサスペンションバイクには取付できません。
●新型ブラケットにより取り付けの自由度が高まり、市場で販売されてる自転車の50%に対応。(THULE本国調べ)
●顔に当たっても痛くないフルカバークッション付きのハーネスベルト。●簡単に20度の角度調整（5段階）。●
片手で簡単に調節できるフットレスト。●子どもには解除しづらく、大人には取り付けが簡単な安全大型バックル。
●壁との接触時に子どもの手を守るハンドレスト下のプロテクションウィング。●夜の安全性を高める内蔵式反射
板。●新開発されたユニバーサルクイックブラケットはワンタッチで本体とバイクの脱着が可能。●盗難を防止す
るカギ式ロック機能を内蔵。●シート前面を覆うクッション性の高いパッドで快適な座り心地。●パッドは取り外
して洗えるはっ水性の高い素材。●DIN EN14344( ドイツ工業規格 )/ASTM1625( 世界最大規模の標準化団体安
全規格 ) の安全性をクリア。

発注番号 

021330 ダークグレー
021331 ライトグレー
021332 ジニア
¥14,000（税抜）
● THULE独自の安全性と使いやすさを追求したフロント用チャイルドシート。●調整しやすい５箇所のハーネス
が安全かつ快適に子どもをホールド。●子どもが不用意に解除できない大型バックルで万が一の落下を予防。●片
手で簡単に操作できるフットストラップ＆ステップで体型にぴったりフィット。●子どもが握るハンドル部分は安
全なソフト素材。●取り外し可能な耐水性のパッドは洗濯機で洗えて、２色のカラーを楽しめるリバーシブル生地。
●シートの取り外しがワンタッチで可能なクイックリリースシステム。 確実な取り付けをサポートするシートマウ
ントインジケーターを装備。●スレッドステムとアヘッドステム両方に対応。●盗難防止のロック機能。● EUの
安全規格DIN EN 14344認証 9 か月 *～ 3歳、15 ㎏までの子供に対応テスト済み（* 1 歳未満の場合、ご使用
の前に小児科医にご相談ください）。

発注番号 

020432
￥4,800（税抜）
Thule Pack'n Pedal™ Tour Rack 用のパニアバッグの
ホイールへの干渉を防ぐフレーム。Thule 専用バッグ使用
時は使う必要はありません。

発注番号 020463
￥4,000（税抜）
レール付属。1個入り。

発注番号 020464
￥2,000（税抜）
本体とサイドフレームを
固定するためのフック。
1個入り。

発注番号 020456
￥4,400（税抜）
ツアーラックに取り付けて
軽量化する事も可能。

発注番号 020457
￥5,400（税抜）

発注番号 020459
￥2,000（税抜）
ショート 
80mm ペア 
AFS-a
発注番号 020460
￥2,000（税抜）
ミディアム 
120mm ペア 
AFS-b
発注番号 020461
￥2,000（税抜）
ロング 
150mm ペア 
AFS-c

発注番号 020455
￥5,400（税抜）
スポーツラックに取り付けて
大型バッグが取り付けられる
ようにする事も可能。

発注番号 020454
￥5,400（税抜）
スライディング
クランプ付属。

発注番号 020467
￥2,000（税抜）
ツアーデッキを取り
付けるための固定部品
の補修品セット。

発注番号 020468
￥2,000（税抜）
スポーツデッキを取り
付けるための固定部品
の補修品セット。

発注番号 020453
￥1,400（税抜）
ツアーラック用補修パーツ

発注番号 020451
￥1,400（税抜）
ツアーラック用補修パーツ

発注番号 020469
￥2,400（税抜）
ツアーラックの部品を取り付け
るためのボルト全てが入った
キット。

発注番号 020470
￥2,000（税抜）
スポーツラックの部品を取り
付けるためのボルト全てが
入ったキット。

発注番号 020466
￥2,400（税抜）

発注番号 

020458
￥2,000（税抜）
4本セット。
クッションパッド
2個付属。

発注番号 

020462
￥1,000（税抜）

発注番号 020465
￥2,800（税抜）

▲サイドフレーム
　取り付け例

長さの異なる3つの
フレームストラット
の中から、取り付け
場所に合った長さの
ものを選びます。

デッキを手でフレームに取り
付けます。

ストラップをブラケットの穴
に通します。

キャリアの角度と位置を調整
します。

アーレンキーでラチェットを
巻き取ります。

最後にフレームの固定ボルトを
締めつけて取り付け完了です。

フレームへ取り付けます。

●MTB、ロードバイク、クロスバイクに取り付け可能なキャリアシステム。●フロント&リア共用でほぼ全て
のバイクにも対応。●固定ベルト部分のグリップがずり下がりにくいよう考慮されています。●リフレクター
やリアライトのが取り付けが可能。●固定ベルトのリリース機構を改良。●荷物がかかとに干渉しないように
デッキ位置を調整できます。
*1  ドライバッグ等はロープで固定します。
*2  車体側の強度はバイクによって異なります。軽量アルミフレームやカーボンフレームへの取り付けはフレー
ムにダメージを与える可能性があります。車体への補償はございません。特にオフロード走行時は操作性を確
保するため、積載量を3kg程度としてください。荷物が多くなるとコントロール性が失われて危険です。
*3  一部取り付けできない車種もございます。

Tour Rack
ツアーラック

Thule Ride Along Lite ライド アロング ライト

Thule Ride Along
MINI ライド アロング ミニ

Side Frames
サイドフレーム

サイドフレーム 1PCS 
ARK-1

サイドフレームフック 1PCS 
ASH-1

THULE スポーツデッキ 
SD-1 

フレームマウントブラケット
1pcs 
AMB-1

フレームストラット
2本入り。

THULE ツアーデッキ 
TD-1

フレームキット AFK-1 ツアーデッキ
補修キット ADK-a

スポーツデッキ
補修キット ADK-b

レールエクステンダー
キット

ラックアダプター
ブラケット

ツアーラック 
ハードウェアキット 
AHK-a

スポーツラック 
ハードウェアキット 
AHK-b

レールキット
サイドフレームヨウ ペア 
ARK-b

ストラップキット ペア 
ASK-1

リリースキー ARK-1

レールキット
ツアーデッキヨウ ペア 
ARK-a

居住性と安全性を最高レベルに高めたハイクラスチャイルドシート。
新型ブラケットにより取付の自由度が高まりました。

転倒などで破損したり紛失した場合の補修品。

Thule Pack’n Pedal™ Thule Ride Along™

発注番号 

021228 ライトグレー /オレンジ 
021229 ダークグレー /パープル
¥5,000（税抜）
● Thule RideAlong 補修用パッド。
021334 ライトグレー /パープル
021335 ダークグレー /オレンジ
¥3,800（税抜）
● Thule RideAlong Mini 交換用パッド。

発注番号 

021336
¥6,000（税抜）
● RideAlong Mini 用防風
スクリーン。

発注番号 

021226
¥5,800（税抜）
● Thule RideAlong（～ 2015）補修用
クイックリリースブラケット。
021333
¥3,000（税抜）
● Thule RideAlong Mini 交換用クイックリリースブラケット

発注番号 

021227
¥5,800（税抜）
● Thule RideAlong 用低床サドルアダプター。

発注番号 

021337
¥3,800（税抜）
● RideAlong Mini 交換用
ヘッドレスト

発注番号 

021341
¥5,400（税抜）
● THULE ライドアロング チャイルド
バイクシートV2交換用ブラケット。

Padding パッディング Wind Screen 
ウィンドスクリーン

Quick Release Bracket 
クイックリリース ブラケット

Low Saddle Adapter
ロウ サドル アダプター

Head Rest ヘッドレスト

Seat Tube Bracket 
シートチューブブラケット

※本体は付属しません。

クロスバイク用チャイルドシートライド
アロングミニをインプレ　

　こんにちは、自転車通勤担当のサキで
す。娘が1歳6か月になりましたので、手
持ちのクロスバイクやMTBにチャイルド
シートを取り付けて、サイクリングを計画
しています。今回はクロスバイクやMTB
に使えるTHULEのチャイルドシート「ラ
イドアロングミニ」を実際に取り付けてみ
ます。

　この子乗せはフロントフォークのステアリングコラムに固定
するタイプです。他の商品はクロスバイクで一般的なアヘッド
ステムへの装着は別売りのアダプターが必要になりますが、ラ
イドアロングミニは最初から対応しています。取説を見ると、
ノーマルヘッドとアヘッド両方の固定方法が掲載されていま
す。アヘッドタイプはスペーサーを外して、その代わりにブラ
ケットが入りこみます。そのため、3cm程度外せるスペーサ
ーが無いクロスバイクだと取り付けができないので、注意が必
要です。
　つけてみたいと思う人もいないと思いますが、ダメもとで試
しにロードバイクにつけてみました。取り付けはできました
が・・・・前傾が強すぎて、子どもの頭と私の顎がいつも当た
る状態です。やはりチャイルドシートは前傾姿勢の緩いクロス
バイクかMTBが良いようです。

　MTBに取り付け。かなりいい
感じに収まりました。ハンドルも
広めなので、操作の邪魔にもなり
ません。使わないときはブラケッ
トのみ残して、ワンタッチで外
すことも可能。 実際に乗せてみ
ました。娘は身長75cm、体重
10kg、私は身長175cmです。
胸元は余裕があるので、もっと小
柄なライダーでもいけそうです。
このチャイルドシートは全体的に
丸く作られていて、角ばった所が

ありません。子どもがどこを触っても安心です。シートベルト
は微調整がやりやすく、子どもが簡単に外せないロックになっ
ています。
　初めて自転車に乗った娘はかなり喜んで、なかなか降りよう
としませんでした。親子でサイクリングを楽しめるライドアロ
ングミニの紹介でした。

社員ブログ
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発注番号 

020452
￥2,600（税抜）

Magnet + Adapter 
マグネット＋アダプター



一般車パーツ
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価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

OH
GI

 IN
DU

ST
RY

 C
O.

,L
TD

.
新しい物作りに励む
自転車ベルのパイオニア

開閉自在の鏡付きベル

誰にでも軽く引ける2打音構造

簡単取付のバンドタイプ22.2 ～ 31.8 まで対応
2.3cmの極小ベル

グリップシフトに最適な高さのある形状 余韻のある音色のハンドル取付タイプ 余韻のある音色のヘッドキャップ一体型

余韻のある音色のコラム取付タイプ

優しい手書きイラスト

世界初 ! ハンドル先端型

引手が360°回転し鳴らしやすい位置に調整可能

簡単取付のバンドタイプ22.2 ～ 31.8 まで対応

発注番号

015044 ピンク
015046 ブラック
ミラーベル
22.2 アルミ OH-700A
￥800（税抜）

発注番号

015047 プラチナ /ブラック
015048 ゴールド /ブラック 
015049 プラチナ /グレー
ウインドベル
22.2 ブラス OH-1000B
￥400（税抜）

発注番号

015065ゴールド
015066 ブラック
015067 シルバー
コダマベル
ブラス 4ホール フリーバンド 
OH-2100B

￥700（税抜）

発注番号

015062 ゴールド
015063 ブラック
015064 シルバー
コダマベル
22.2-25.4 ブラス 
OH-2000B

￥600（税抜）

発注番号

015090 アルミ /グレー
015091 シルバー /ブラック
015092 ブラック /ブラック
ノッポベル
22.2 アルミ OH-360
￥500（税抜）

発注番号

015068シルバー
ヤマビコベル クランプ
22.2-25.4 アルミ 
OH-2200A

￥900（税抜）

発注番号

015071シルバー
ヤマビコベル アヘッド
25.4-28.6 アルミ
OH-2200H-A

￥1,000（税抜）

ハンドペイントベル
アルミ OH-HPB
￥1,400（税抜）
本体直径：55mm
参考重量：58g
対応ハンドルバー径：25.4mm

発注番号

015093 ウメ
015094 サクラ
015095 キンギョ
015096 モミジ
015097 イナホ

発注番号

015110 フジ
015111 ホタル
015112 アヤメ
015113 ツル
015114 コケシ

発注番号

015077シルバー
ヒビキベル アヘッド
25.4-28.6 アルミ 
OH-2300H-A

￥1,000（税抜）

発注番号

015074シルバー
ヒビキベル クランプ
22.2-25.4 アルミ
OH-2300A

￥1,000（税抜）

発注番号

015075ゴールド
ヒビキベル クランプ
22.2-25.4 
ブラスゴールド
OH-2300B

￥1,000（税抜）

発注番号

015076カッパー
ヒビキベル クランプ
22.2-25.4 
ブラスカッパー
OH-2300B

￥1,200（税抜）

発注番号

015080 シルバー
015081 ブラック
アヘッドキャップベル
アルミ OH-2250-A
￥800（税抜）

発注番号

015085 シルバー
015086 ブラック
アヘッドキャップベル
アルミ OH-2350-A
￥1,000（税抜）

発注番号

015069ゴールド
ヤマビコベル クランプ
22.2-25.4 ブラスゴールド
OH-2200B

￥1,000（税抜）

発注番号

015072ゴールド
ヤマビコベル アヘッド
25.4-28.6
ブラスゴールド
OH-2200H-B

￥1,000（税抜）

発注番号

015078ゴールド
ヒビキベル アヘッド
25.4-28.6 
ブラスゴールド
OH-2300H-B

￥1,000（税抜）

発注番号

015082 CP
015083 ゴールド
015084 カッパー
アヘッドキャップベル
ブラス OH-2250-B
￥1,000（税抜）

発注番号

015087 CP
015088 ゴールド
015089 カッパー
アヘッドキャップベル
ブラス OH-2350-B
￥1,200（税抜）

発注番号

015073カッパー
ヤマビコベル アヘッド
25.4-28.6
ブラスカッパー
OH-2200H-B

￥1,200（税抜）

発注番号

015079カッパー
ヒビキベル アヘッド
25.4-28.6
ブラスカッパー
OH-2300H-B

￥1,200（税抜）

発注番号

015040 プラチナ /グレー
015041 ゴールド /ブラック
015042 プラチナ /ブラック
バーエンドベル
ブラス OH-600B
￥800（税抜）

発注番号

015050 アルミ /ブラック
015051 ブラック /ブラック
015052 イエロー /ブラック
015053 レッド /ブラック
マッチベル
22.2-25.4 アルミ 
OH-1200A

￥500（税抜）

発注番号

015056 アルミ /ブラック
015057 ブラック /ブラック
015058 イエロー /ブラック
015059 レッド /ブラック
マッチベル
アルミ 4ホールフリーバンド
OH-1800A

￥600（税抜）

発注番号

015060 プラチナ /ブラック
マッチベル
ブラス 4ホールフリーバンド 
OH-1800B

￥700（税抜）

発注番号

015054 プラチナ /ブラック
015055 ゴールド /ブラック
マッチベル
22.2-25.4 ブラス 
OH-1200B

￥600（税抜）

OHGI INDUSTRY CO.,LTD.

交通安全・自転車ベルの意外な決定版！

　ロード好きのアッキーラです。「自転車のベルはどれも同じでしょ。」「GPSやライトやサ
イクルコンピュータをハンドルバーに取り付けたら、ベルを取り付ける場所がないよ。」
と、思った事はありませんか？ベルを取り付ける場所がなくて困っている方には、このベル
を試してみてください。

　ここだけの話、私もベルをハンドルバーに取り
付ける場所がなくて、泣く泣くあきらめていまし
た。このベルを見つけた時、「そうか！取り付け場
所は、ここにあったか！！」 Σ（‾□‾ lll;）と、
正直に驚きました。取り付けは、とても簡単です。
既存のステムキャップをこのベルと入れ替えて、
ステムキャップの固定ボルトを締め込むだけです。
風鈴のように心地良い音色で周囲に自転車の接近
を呼び掛けます。不測の事態を避けるため、ぜひ
使っていただきたい逸品です。

社員ブログ

スプリングベル型 スプリングベル型

スプリングベル型

単打ベル型

単打ベル型

単打ベル型

ウメ キンギョ

イナホモミジ

サクラ
フジ ホタル

ツル

アヤメ

コケシ
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　・全国主要自転車道マップデータ。自転車道を選んで、そこの入り口までのナビもしてくれま
　　す。
　・Wifi 通信。
　・スマホへの着信などの通知機能。
　・各種トレーニング項目。

〈使用編〉
ホーム画面
　トレーニングやレースに最適なモードを選択して計測できます。
ナビゲーションは単独のアイコンがあるので、すぐにナビ画面へ移
動できるのが便利です。カーナビのような地図が表示されて、住所
や電話番号で目的地を検索できます。画面の拡大縮小や地図画面の
移動はスマホのようにスムーズとは言えませんが、ナビゲーション
用としては十分です。
　EDGE1000の高性能はそのままに、より小型軽量になった
820Jはお勧めのサイクルコンピューターです。

GPSツールで世界トップの技術力を持つアメリカのナビゲーションブランド

サイクルスポーツをより楽しむためのGPS内蔵サイクルコンピュータEdge。

地図ソフト搭載でルートナビが可能なGPSサイクルコン
ピュータが軽量コンパクトになりました。

フラッグシップモデルのEdge1000J。2色展開で
フレームカラーに合わせたりとお好みに応じて選択可能。

about Edge

視野性の高い大型ディスプレイを採用 あらゆる走行データを記録 オンライン上でデータ管理

さまざまな環境に強いEdge無線インターフェイスANT+sportを採用

GARMINのEdgeシリーズは、日差
しの下でも視認性の高い大型ディス
プレイを採用。ライド中の見やすさ
と、必要な情報を瞬時に確認できる
ことを両立させました。大型画面に
は、同時に複数の項目を表示するこ
とができます。表示する項目をカス
タマイズ可能にすることで、サイク
リストにとっての使いやすさを向上させています。

Gケイデンスやハートレートのデータの他にも、高感
度GPSチップや気圧高度計により、精度の高い走行
軌跡・高度・勾配など様々なデータを取得します。
GPSナビゲーション機能搭載モデルには、昭文社の
日本詳細地図がプリインストール済。すぐにポタリ
ングやロングライドを楽しめます。

データ管理はオンラインとWindows/MacOS用アプ
リケーションの2種類のプラットフォームに対応。オ
ンラインは世界中のガーミンユーザーが利用可能な
インターネットサイト「ガーミンコネクト」。デー
タをアップロードして結果の解析や走行履歴の確認
はもちろん、公開されたデータの読込みも可能。

GARMINのEdgeシリーズは、ライド中の
衝撃や、悪天候といった環境の変化にも
対応。GPSを制御するプログラムや地図
データなどを全てメモりに内蔵すること
で、衝撃にも強く、安定したパフォーマ
ンスを発揮します。ボディは日常生活防水
（IPX7）仕様。突然の雨でも安心です。
※IPX7：IEC 60529 IPV7 standards水深1mに静
かに沈め、30分経過しても浸水しないという条件を
満たす国際的に定められた標準に則った防水性能を
示しますが、水没などによる故障に関しては保障の
範囲外となります。

別売のANT+sportサポートのパワー計とリンクする
ことで、リアルタイムでの出力確認やデータロギン
グが可能です。
（25Jは、パワー計に対応しておりません。）

エッジ 1000J

Edge 1000J

エッジ 820J

Edge 820J

Edge1000jは一新されたハードウェアだけでなく大幅な機能アップが図られました。セグメン
ト機能は仲間や不特定多数のライダーとのリアルタイムな仮想レースを実現します。スマート
フォンやPCを介さずともWi-Fiルーターとダイレクトでワイヤレス接続。

発注番号 

004400 ホワイトブラック
004401 レッドブラック
¥69,800（税抜）

発注番号 

004415  ブラック
¥59,800（税抜）

グループトラック、事故検出機能、自転車道対応など先進の機能を搭載したハイスペックモデル。

レッドブラック ホワイトブラック
ハートレート/スピード/ケイデンスセンサー付属

ハートレート/スピード/ケイデンスセンサー付属

ガーミン

160 161

●自転車道にも対応した日本詳細道路地図（シティナビゲーター）内蔵。●直感的でスムーズな
操作が可能な静電式タッチスクリーン(グローブ対応)。●グループトラック対応：Live Track
を利用してグループ内の位置情報を共有し、地図上に表示します(※1)。●Edge820Jが事故を
検知すると登録した緊急連絡先にメッセージを送信する事故検出機能搭載（※1）。●ペアリン
グ中のスマートフォンの着信や受信したメッセージをお知らせする通知機能。（※1）

※1BLE対応のスマートフォンとの連携が必要です
※2GPSのみ使用時（(バックライト、GLONASS、センサー、Bluetooth未使用)
センサー3つ、GPS＋GLONASS、スマート記録、スマートフォン接続、ナビゲーション使用時で約12時間

■標準付属品 
□ＵＳＢケーブル 
□プレミアムハートレートセンサー 
□スピードセンサー 
□ケイデンスセンサー 
□ハンドル/ステムマウント 
□アウトフロントマウント 
□ストラップ 
□操作マニュアル 

■標準付属品
□microUSBケーブル
□プレミアムハートレートセンサー
□バイクスピードセンサー
□バイクケイデンスセンサー
□ハンドル/ステムマウント
□延長アウトフロントマウント
□ストラップ
□操作マニュアル

NEW

エッジ820Jインプレッション

　こんにちは、自転車通勤担当のサキです。普段はエッジ25Jを愛用していますが、今回は新
型上級モデル「EDGE820J(エッジ820J)」を実際に使ってみたレポートをお届けします。
エッジ820Jは現在、エッジシリーズの中で最も高機能なサイクルコンピューターという位
置付けです。最上級モデルのエッジ1000Jと比較して、ソフトウェアの機能が上がっていま
す。
　1000Jが勝っている部分は以下の2点で、それ以外は820Jも同等の性能があります。
　・画面の画素数(820J 200×265px VS 1000J 240×400px)。
　・マイクロSDが使用可能(海外版地図をインストール可能)
　大きな画面が欲しいという人以外は820Jの方がおすすめです。特に1000Jに無かった新機　
　能としては、以下の3つです。
　・チームメイトが走っている位置を地図上に表示してくれるグループトラック機能。
　・事故時に登録した緊急連絡先に自動でメッセージを届ける機能。
　・ディスプレイを自動でオフにするバッテリーセーブ機能。

　810Jから追加になった主な機能
　・GPS衛星がアメリカのGPSに加えて、ロシアのグロナス、日本のみちびきの２つに対　
　　応。位置を特定するスピードが速くなりました。

社員ブログ
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スピード /
ケイデンスセンサー

発注番号 

004430
¥11,500（税抜）

スピードセンサー

発注番号 

004429
¥6,400（税抜）

プレミアムHR
センサー＆
ストラップ

発注番号

004264 
1099710

¥8,000（税抜）

プレミアム 
ハートレートセンサー用発信部
発注番号004306
¥6,000（税抜）

ハートレートセンサー用
導電ストラップ

発注番号

004272 130027111
¥4,000（税抜）

PC/USBケーブル

発注番号

004250 1047703
¥2,400（税抜）

TTハンドルバーマウント

発注番号

004374
¥4,500（税抜）
エッジシリーズ用リモコン

発注番号 

004427
¥7,800（税抜）
エッジ用

USB ANTスティックミニ

発注番号

004242 
105800

¥9,800（税抜）

microSD版 日本登山地形図
(TOPO10MPlusV3)　
発注番号

004107 1120902
¥17,000（税抜）

日本詳細道路地図 
City Navigator Plus microSD版
発注番号004110
¥19,000（税抜）

バッテリーキャップ/
ビスセット

発注番号

004372
¥500（税抜）
エッジシリーズプレミアム
ハートレートセンサー用

ケイデンス
センサー

発注番号

004428
¥6,400（税抜）

アウトフロントマウント

発注番号

004288
¥5,000（税抜）
クランプ：26～ 31.8mm

ハンドル /ステムマウント 
（Edge705専用） 

発注番号 

004252 1072500
¥2,300（税抜）

フィットネス
キャリングケース

発注番号

004270 
1071801
￥3,200（税抜）

バッテリーキャップ

発注番号

004371
¥500（税抜）
GSC10 スピード /ケンデンス
センサーエッジシリーズ用

スピードセンサー用
ホルダー

発注番号

004375
¥1,300（税抜）
補修用ホルダーのみ

スポーク /ケイデンス
マグネットセット

発注番号

004260 1072900
¥1,800（税抜）

エラスティック 
バンドセット

発注番号

004265 1143001
¥1,000（税抜） 

ラバークッション

発注番号

004370
¥500（税抜）
GSC10 スピード /ケンデンス
センサーエッジシリーズ用

ハンドルバー /ステム
マウントブラケット

発注番号

004263 1143000
¥1,800（税抜） 

ケイデンスセンサー
バンドセット

発注番号

004266
¥1,000（税抜）
3サイズセット

延長アウトフロントマウント

発注番号

004431
¥5,900（税抜）

外部バッテリーセット

発注番号 

004268 
1064402

¥12,500（税抜）

1000J 1000J

1000J

1000J

1000J1000J

1000J 810J 810J

810J

810J

810J810J810J

810J

820J 820J

820J

820J

820J 820J 820J

800J 800J

800J

800J

800J

800J

800J800J

800J

800J

520J 520J520J

520J

520J

705

520J520J

510J 510J510J

510J

510J

500J

510J510J

510J

500J 500J500J

500J

500J

500J500J

500J

500J

25J 25J25J

25J

25J

25J25J

Edgeシリーズ 

162

65.000色TFTタッチパネル式ディスプレーを採用。
大画面化を図りつつ、さらなる軽量化を実現。

トレーニングに最適な軽量多機能モデル。

エッジ 810J

Edge 810J

エッジ 520J

Edge 520J

発注番号 

004295 106310 ブラック
¥59,800（税抜）

発注番号 

004402 単体
¥36,000（税抜）

004403 セット
¥49,800（税抜）

Bluetoothを使用してスマートフォンアプリの「Garmin Connect Mobile
(android/iOS)」に接続することで、リアルタイムで走行データをアップロード出来るよう
になります。

前モデルEdge510Jと比較すると、液晶画面サイズはほぼ変わらず、本体自体はコンパクト
になり20ｇの軽量化となりました。新たにサイクリングダイナミクスページ/スマートフォン
通知機能/STRAVAなどに対応しました。単品とセットをご用意。仕様の詳細は次ページへ。

ハートレート/スピード/ケイデンスセンサー付属

ハートレート/スピード/ケイデンスセンサー付属

発注番号 

004405 
¥16,800（税抜）
＊センサー、ストラップは付属しま　
　せん。

シリーズ史上最軽量。
スマートフォンとの連携にも対応。

エッジ 25J

Edge 25J

エッジ 810J/800J
¥1,600（税抜）
発注番号 

004269 ブラック 1064403
004289 レッド 1064404 
004290 ブルー 1064405 
004291 グリーン 1064406 
004296 イエロー 1064407
004292 ホワイト 1064408 
004293 ピンク 1064410 　  

エッジ 1000J
¥2,500（税抜）
発注番号 

004420 ブラック
004421 レッド 
004422 ブルー
004423 グリーン
004424 イエロー
004425 ホワイト
004426 ピンク 　  

エッジ 520J
¥2,000（税抜）　  
発注番号 

1125140 レッド
1125141 ブルー
1125142 グリーン 
1125143 イエロー
1125144 ホワイト
1125145 ブラック 
1125146 ピンク

エッジ 820J
¥2,500（税抜）　  
発注番号 

004440  ブラック
004441  レッド
004442  ブルー 
004443  グリーン
004444  イエロー
004445  ホワイト 
004446  ピンク

シリコンケース Edge 820J用

シリコンケース Edge 810J/800J/520J用

Edge 1000J Edge 820J Edge 810J Edge 520J Edge 25J

基本仕様

サイズ（mm） W58×H112× D20 W49×H73× D21.4 W51×H93× D25 W49×H73× D21 W40×H42× D17
重量 114.5g 67.7g 98g 60g 25g

ディスプレイ
サイズ（mm） W39×H65 W35×H47 W36×H55 W35×H47 W23×H23
ピクセル数 240× 400（カラー） 200× 265（カラー） 160× 240（カラー） 200× 265（カラー） 128× 160（モノクロ）

移動時間 約15時間 約 15時間 約 17時間 約 15時間 約 8時間
防水性能 IP× 7 IP × 7 IP × 7 IP × 7 IP × 7
使用電池 充電式内蔵リチウム 充電式内蔵リチウム 充電式内蔵リチウム 充電式内蔵リチウム 充電式内蔵リチウム
使用温度域 －20～ 60℃ － 20～ 60℃ － 20～ 60℃ － 20～ 60℃ － 15～ 60℃
GPS性能 高感度（GPS/GLONASS/みちびき）高感度（GPS/GLONASS/みちびき） 高感度GPSチップ 高感度（GPS/GLONASS/みちびき）高感度（GPS/GLONASS/みちびき）
タッチパネル ●（グローブ対応静電容量式マルチタッチ）●（グローブ対応静電容量式マルチタッチ） ● ー ー
バックライト ● ● ● ● ●
地図搭載 ●（2015年版自転車道対応版） ●（2016年版自転車道対応版）●（MAPPLEデジタルデータ2013年春版） ー ー
ナビゲーション機能 ●（道路検索 /直行） ●（道路検索 /直行） ●（道路検索 /直行） ー ー
登録可能ポイント数 約200ポイント 約200ポイント 約200ポイント 約200ポイント ー
メモリスロット microSD（地図と走行軌跡を記録）microSD（地図と走行軌跡を記録）microSD（地図と走行軌跡を記録） ー ー
別売マップソース対応 ● ● ● ー ー
画面カスタマイズ ● ● ● ● ●
気圧高度計 ● ● ● ● ー
履歴記録容量 約1,000ラップ 約 1,000ラップ 約 1,000ラップ 180時間 約 10ライド分
自動ポーズ /自動ラップ ● ● ● ● ●
スタート警告 ● ● ● ● ー
自動スクロール ● ● ● ● ●
パーチャルパートナー ● ● ● ● ●
アラート ● ● ● ● ー
GARMINセグメント ● ● ● ● ー
STRAVAライブセグメント ● ● ー ● ー
VO2Max ●（要パワー計・心拍計） ●（要パワー計・心拍計） ー ●（要パワー計・心拍計） ー
FTP自動計測 ●（要パワー計） ● ー ●（要パワー計） ー
リカバリータイム ●（要パワー計） ● ー ●（要パワー計） ー
サイクリングダイナミクス ●（要Vector シリーズ） ●（要Vector シリーズ） ー ●（要Vector シリーズ） ー

センサー類

プレミアムハートレートセンサー ●（標準付属） ●（標準付属） ●（標準付属） ●（セットに付属） ●（別売）
スピード・ケイデンスセンサー ●（Gセンサー式付属） ●（Gセンサー式付属） ●（マグネット式付属） ●（Gセンサー式付属） ●（別売）
パワー計（ANT＋互換） ● ● ● ● ー
Di2 連帯 ● ● ● ● ー
FE-C ローラー台 ● ● ー ● ー

データ連携

Garmin Connect Mobile ● ● ● ● ●
Live Track 機能 ● ● ● ● ●
自動アップロード ● ● ● ● ●
天気データ受信 ● ● ● ● ー
ワークアウト管理 ● ● ● ● ー
コース管理 ● ● ● ● ●
データ管理 ● ● ● ● ●
ユニット間通信 ●（セグメント、コース、ワークアウト）●（セグメント、コース、ワークアウト） ー ●（セグメント、コース、ワークアウト） ー
接続 I/F Wi-Fi、Bluetooth、Bluetooth LE、ANT＋ Wi-Fi、Bluetooth、Bluetooth LE、ANT＋ Bluetooth ANT＋ Bluetooth、Bluetooth LE、ANT＋ Bluetooth、Bluetooth LE、ANT＋
通知機能 ●※1 ●※ 1 ー ●※ 1 ●※ 1

NEW

Edge®25J は、ライドから時間、距離、総上昇量、位置など重要な統計情報をキャプチャし
ます。心拍数ストラップ＊とペアリングすると、心拍数や心拍数ゾーンを記録でき、いつ目標
に達したかを把握できます。また、心拍数の互換性により、ライド中の消費カロリーも正確
な情報を提供します。仕様の詳細は次ページへ。

PC/microUSB ケーブル

発注番号

004448 1047801
¥2,000（税抜） 

■標準付属品
□充電用AC アダプター
□PC接続 ケーブル(USB)
□プレミアムハートレートセンサー
□スピード・ケイデンスセンサー
□ハンドルステムマウント
□アウトフロントマウント
□日本詳細道路地図（microSD)  
□操作マニュアル

■標準付属品
■標準付属品
□microUSB ケーブル
□プレミアムハートレートセンサー※ 
□スピードセンサー※ 
□ケイデンスセンサー※ 
□ハンドルステムマウント
□延長アウトフロントマウント
□操作マニュアル
※セットのみ付属 

■標準付属品
□チャージングクレードル
□ハンドルステムマウント 
□操作マニュアル

1000J

820J

520J
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vivosmart  HRとEdgeを使う
vivosmart HR×Edge25J×
VARIAJ  Vision

　こんにちは、自転車通勤担当のサキです。
　今回は高性能サイクルコンピューターEdgeシリーズと活動量計のヴィヴォスマートHR、リア
レーダーのヴァリアを組み合わせて紹介します。
　ガーミンと言えばレースを走るような本格派に向けた高性能サイクルコンピューターというイ

メージがあるかもしれませんが、最近は初心者にお勧めできる機能と
価格のモデルが揃ってきました。腕に装着しているのが活動量計のヴ
ィヴォスマートHR、その隣がEdge25Jです。
　まず自転車通勤用サイクルコンピューターとしておすすめしたいの
がEdge25Jです。普通のサイクルコンピューターとの違いはGPS機
能が組み込まれていることです。
　GPSを装備せずに、スマホからブルートゥース経由でGPSデータ
を読み込んでサイコンに表示させる製品もありますが、乗る度にスマ
ホのペアリングを設定して、サイコン操作してというのが通勤だと面
倒です。あとはスマホ連携モデルはアプリを走らせ続けるので、スマ
ホの電池消耗が激しいのも気になる点です。
｠GPSがコンピューターに内蔵されているEdge25Jは単体でスピー

ド、距離、走った場所、高度などを全て記録してくれます。シンプルなのがいいですね。さらに
着信なども表示してくれます。ガーミンなので、トレーニングなどの機能も充実していますが、
今回は通勤がテーマなので、割愛します。
〈心拍数はvivosmart HR Jで計測〉
　Edge25Jには心拍を計測する機能はありませんが、チェストベルトなどで計測したデータを
受信することができます。心拍が分かると、どれだけの強度で走ったか、消費カロリーも正確に
出るので、通勤ライダーと言えども気になる所です。でもわざわざ朝にチェストベルト式の心拍

社員ブログ

Vector2 Jシリーズの特徴

ヴェクター2 J

Vector2 J

■Vector2J 標準付属品
□ペダル左右(計測用)
□ペダルポッド x 1set
□クリートセット x 1set
□USB スティック(ANT+)
□マニュアル
□正規品アフターサポートカード
※Vector2SJ は左のみ計測タイプです。

*データを表示させるモニターは
対応機種(別売)をご参照ください。

Vector2S J 
アップグレードキット 

VectorS J 
アップグレードキット 

※Vector2S Jを左右両側センサー
　にするためのアップグレードキット。

※VectorS J を左右両側センサー
　にするためのアップグレードキット。

ペダルポッドの取付形状が新しくなり、LED ランプを
搭載しました。これにより電池残量やペアリング状況
などのステータス情報が一目で分かります。日本版の
み、正規品アフターサポートカード付。

ヴェクター2S J

Vector2S J 

国内電波法
認証済み

パワーセンサー内蔵ペダル

2

製品仕様 Vector2 J Vector2S J

測定タイプ 直接力

測定部 ペダル(左右) ペダル(左のみ)

ペダルタイプ LOOK Keo

通信規格 ANT+(国内電波法認証済)

使用時間 175時間

LEDランプ ○ ○(左側のみ)

電池タイプ CR2032(ユーザー交換可能)

バッテリー警告 ○ (20時間)

左右バランス ○ ×

ぺダリング効率 ○ ×

精度 ±1.5%

重量

(1個単位)

ペダル本体 156g 156g(L)/164g(R)

ペダルポッド 23g

クリート 38g

ペダルポッド
スタンダード クランク幅44mm以下 / 厚12-15mm

ラージ クランク幅44mm以下 / 厚15-18mm

対応機種 (別売)

※ 一部ご紹介

Edge1000J/810J/510J/500J/

fenix2J/ForeAthlete920XTJ

保証期間 2年間

発注番号 商品名 サイズ 税抜価格

577410 Vector2 J スタンダード ¥128,000
577411 Vector2 J ラージ ¥128,000
577412 Vector2S J スタンダード ¥79,000
577413 Vector2S J ラージ ¥79,000
577414 Vector2S J アップグレードキット スタンダード ¥87,000
577415 Vector2S J アップグレードキット ラージ ¥87,000
577406 VectorS J アップグレードキット スタンダード ¥84,000
577407 VectorS J アップグレードキット ラージ ¥84,000
577416 Vector2 J ペダルポッド交換用 スタンダード ¥12,000
577417 Vector2 J ペダルポッド交換用 ラージ ¥12,000
577409 Vector J ペダルポッド交換用 ラージ ¥11,000

NEW

Edgeシリーズへ心拍数を転送可能な活動量計のHRモデル

心拍計測＋活動量計＋GPS＋マルチスポーツモード
多彩なスポーツの記録を詳しく管理できるハイエンドモデル。

心拍計測＋活動量計＋GPS
サイクリングやランニングの強度を位置情報と同時に管理記録できる高機
能タイプ。腕時計単体で走った距離などを地図に表示することができます。 

心拍計測＋活動量計
シンプルに運動量のみを記録するベーシックモデル。 

ビボ シリーズ

vivo Sereis

ヴィヴォ アクティブ J HR

vivoactive J HR 

ヴィヴォ スマート J HR＋

vivosmart J HR + 

ヴィヴォ スマート HR J

vivosmart HR J 

発注番号 

002800
¥32,223（税抜）

ベルト交換キット
発注番号 

004600 
¥5,000（税抜）

チャージングクレードル
発注番号 

004601 
¥5,000（税抜）

チャージングクレードル
発注番号 

004602 
¥4,900（税抜）

発注番号 

002801 ブラック
002802 ブルー
002803 パープル
¥24,815（税抜）

発注番号 

002804 ブラック
002805 インペリアルパープル
002806 ミッドナイトブルー
¥18,334（税抜）

発注番号 

002800
¥32,223

発注番号 

計を装着するのは面倒です。そこで活躍するのがvivosmart HRです。
　腕時計型の脈拍が計測できる活動量計で、単独でも使えるのですが、Edgeに心拍データを転
送することができます。Edge25Jと一緒に使うと、距離や速度を正確に記録しながら、心拍デ
ータも記録できます。
　自転車を降りたら歩数や階段などを計測してくれる活動量計として使えます。デメリットとし
ては、心拍の計測精度はチェストベルトと比べると精度が劣る点です。特にインターバル運動を
すると、心拍の上下動についてこない感じです。私のような、運動強度の目安が分かれば大丈夫
という通勤ライダーには十分な精度です。
〈安全はヴァリア リアビューレーダーで確保〉
後方から車やバイクが来た時にアラームを出してくれる未来のガジェットがヴァリアです。リア
ビューレーダーとディスプレイユニットのセットもあるのですが、Edge25Jと組み合わせて使

うのがおすすめです。
〈25Jと組み合わせるメリット〉
　後方からの接近を音で知らせてくれます。ディスプレイユニットは後続
車の位置関係は見やすいですが、来たかどうかを目で確認する必要があり
ます。ディスプレイの色が変わるので、結構分かりやすいのですが、ぼー
っとしていると見逃してしまいます。25Jは音で知らせてくれるので、確
実に後続車が来たことが分かります。もちろんEdge1000Jなど、他の
Edgeシリーズでも同じことができますが、通勤ライダーにはややオーバー
スペックです。
　ヴァリアリアビューレーダー専用ディスプレイユニット無しと有りの価

格差は12000円なので、Edge25Jが16,800円ということを考えると、ディスプレイユニッ
トを買わずに、4800円追加するだけで ヴァリア単体＋Edge25Jサイクルコンピューターも手
に入ってお買い得感があります。

■50m防水仕様
■屋内アクティビティにも対応
■ConnectIQ に対応
■稼働時間約8日間（光学式心拍計オン+GPSオフ時）
■本体サイズ :30.2 x 57.0 x 11.4 mm

■GPS機能で距離やペースを測定しながら軌跡を記録
■1日に階段を上った階数を記録
■一週間に行ったアクティビティ時間 ( 分 ) を記録
■心拍データを対応するデバイスに転送可能
■50m防水仕様

■心拍データ転送機能
■50m防水仕様
■アクションカメラVIRB-J をワイヤレス操作
■ワイヤレス通信機能（Bluetooth smart）

製品仕様 vivoactive J HR vivosmart J HR+ vivosmart HR J 
バンドサイズ 137 ～ 195 mm 136～192mm 136～187mm

ディスプレイ
20.7×28.6mm/205×148 ピクセル

カラータッチスクリーン
10.7×25.3mm/160×68ピクセル

タッチスクリーン
10.7×25.3mm/160×68ピクセル

タッチスクリーン
重量 レギュラー 47.6 g（バンド含む） 約31g 29.6g

バッテリー 充電式リチウム電池 充電式リチウム電池 充電式リチウム電池

稼働時間
約8日間（光学式心拍計オン/GPSオフ）
約13時間（GPSモード）

約5日間（時計モード/光学式心拍計オン）
約8時間（GPSモード）

約5日間

防水性能 50m防水 50m防水 50m防水

GPS機能 高感度チップ（GPS/GLONASS/みちびき対応） ○ -

気圧高度計 ○ ○ -

電子コンパス ○ - -

加速度計 ○ ○ -

光学式心拍計 ○ ○ ○
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発注番号

004335
¥39,800（税抜）

発注番号

004365
¥62,800（税抜）

RECボタン
大型のレバーボタンで，グローブしたままでも
安定した操作が可能です。

リモートコントロール
ガーミン対応機器やスマートフォンアプリで録
画開始停止、静動画の撮影が可能。複数のVIRB 
ULTRA30を同時に操作することも可能です。

多彩なタイムラプス
通常モードに加え、夜間モード、時間予約、さ
らにはバイクツーリングやドライブで便利な距
離ごとに撮影するモードが追加されました。

手振れ補正・レンズのゆがみ補正
振動の多い環境でもブレを緩和した映像の撮影
が可能。また広角撮影特有の歪みを抑えてより
自然な映像を記録します。

各種センサー対応
高感度GPSチップ、Gセンサー、気圧高度計を
内蔵。また心拍・スピード・ケイデンス・パワー・
温度など外部のセンサーにワイヤレス対応。

GPS搭載のタフネスボディ
ハウジングがなくても最大50mまでの水深に耐
えられる防水機能と衝撃に強い耐久性を備えて
います。

G-Metrixシステム
内蔵のGPSやGセンサー，ワイヤレス対応の自
転車センサー，心拍計，温度計など様々なセン
サーデータによる各種情報を動画にオーバーレ
イ表示します。

高解像度・高画質画像
高解像度・高フレームレート
（1080p/60fps,960p/100fps,720p/120f
ps）で撮影するので，映像がとても鮮明です。

手振れ補正・レンズ補正
振動の多い環境でもぶれを緩和した映像が撮影
できます。また，広角撮影特有の歪みを抑えて
より自然な映像を記録します。

ワイヤレスコントロール
●ハンディGPSやエッジ本体側（別売）で録
画スタート・ストップといった遠隔操作が可
能。（対応製品：Oregon650TCJ2/fenix3J/
Edge520Jなど他機種）
●Wi-Fi搭載でスマートフォンでも可能。

GARMIN が誇る高精度GPSを標準搭載し、スポーツやアクティビティを高精細画質のままGPS情報と共に記録します。
シリーズ最小・最軽量となり、防水ケースなしでも50mの水中撮影が可能になりました。動きを検知しての撮影開始や静
止すると録画を一時停止するなどうれしい自動録画機能付き。オプションセンサーにつなげることで、心拍数や自転車用ケ
イデンス・気温などを動画に重ねることも可能なG-Metrix は楽しさ倍増！

10Hzの高レート測位によりスムーズで精度の高いGPS受信性能も搭載しました。デザインも大幅に
一新。ハウジングが別になり、本体重量は大幅ダウン。新機能ボイスコマンドを搭載。両手がふさっ
ている状態でも録画の開始や停止、静止画の撮影が可能となりました。 

自転車用センサーとも連動可能なプロフェッショナルアクションカメラ 様々なセンサーに対応したアクショカメラVIRBシリーズが4K対応の高画質を実現。
ヴァーブ-J XE

VIRB-J XE
ヴァーブ ウルトラ 30

VIRB ULTRA 30

自転車用後方レーダー新登場 !!

発注番号

004406 
¥24,800（税抜）

発注番号

004407 
¥36,800（税抜）

■標準付属品
□ハウジング
□ハウジングドア（防水ドア/防滴ドア）
□USBケーブル
□リチウムイオンバッテリー
□標準マウントキット
□操作マニュアル
□リチウムイオンバッテリー

■標準付属品
□チャージングクレードル
□リチウムイオンバッテリー 
□マウントアダプター
□トライポッドマウント
□延長アーム（ショート・ロング）
□蝶ネジ（ショート・ロング）
□操作マニュアル

■標準付属品
□シートポストマウント
□ユニバーサルシートポストマウント
□ディスプレイユニット (セットのみ )
□ハンドルステムマウント (セットのみ )
□充電用 USBケーブル
□マニュアル

後方より接近する対象物を最大140m手前より捉え、フロントディスプレイユニット及びエッ
ジ *に表示して警告します。レーダー本体はシートポストに装着し、最先端技術のミリ波レー
ダーを使用しているため、雨・露・雪などの視界不良時でも影響を受けにくいものとなって
おります。接近する車両のドライバーには、赤色点灯（点滅）で注意喚起を行い、更に近づ
くにあたり点灯（点滅）する数が増えていくという画期的な製品です。

リアビューレーダー

リアビューレーダーセット

VARIA スモールパーツ 

シートポストマウント
発注番号

004408 
¥3,800（税抜）

ユニバーサル
シートポストマウント
発注番号

004409 
¥3,800（税抜）
●エアロシートポスト対応。

ヴァリアJリアビューレーダー

VariaJ Rearview Rader

本体サイズ
（H×W×D)/
重量

ディスプレイユニット 6.0×3.4×1.9cm/28.5g

リアビューレーダー 4.4×7.3×2.3cm/63.5g

ディスプレイユニット駆動時間 約10時間

リアビューレーダー駆動時間
約5時間（点灯式）

約8時間（点滅式）

認識対象/認識可能距離

（大きさにより異なる場合があります）

車両：140m手前

オートバイ：100m手前

自転車：13m手前

検知範囲 上下左右40°

検知速度差 11km/h以上

認識対象物数 最大8台

取付け部（シートポスト）
ノーマル（27～31.8mm）

エアロ対応可

通信規格 ANT＋

※Edge対応製品

（要ソフトウェアーバージョンアップ）

Edge 1000J/820J/520J

/25J その他機種（予定）

バッテリータイプ 充電式リチウムイオン

防水性能 IPX7

Varia Vision Jの特徴

ヴァリア ビジョン J

 Varia Vision J

Varia J シリーズにウェアラブルディスプレイデバイスが登場。サングラスのフレーム
（テンプル部）に装着することで、Edge 本体などの走行データが視界内に表示されます。
視線を下げることなく、ライディングを安全にサポート。

●本体はタッチパネルを採用。スワイプで画面を簡単に切替可能。グローブにも対応してい
ます。●お好みのサングラスで使用可能。テンプル装着用に4種類サイズのバンドを用意。
●左右どちらのテンプルにも装着可能。左右どちらに取り付けるかで自動で画面の向きを調
整。●本体重量29.7gと軽量で長時間の装着でもストレスなく使用が可能。●VariaJリア
ビューレーダーの連携にも対応。後方からの車両の接近情報もディスプレイに表示します。

NEW

NEW

ガーミン バリアビジョンをインプレッション

ガーミンのバリアを都内の通勤で
インプレッション

　こんにちは、自転車通勤担当のサキです。GARMINの新商品「ヴァリアビジョン 
VARIA VISION」を都内の通勤で実際に使ってインプレッションします。
　このウェアラブル端末は、サイクルコンピューターのEdgeとは別カテゴリーの

Varia（ヴァリア）という商品群に入ります。サイクリン
グをしていて、今まで見えなかった物を見えるようにしよ
う！というのがブランドコンセプトです。
　本体とサングラスに固定するためのバンドとブラケッ
ト、充電ケーブルがセットになっています。バンドの長
さは4種類あるので、ほぼ全てのテンプル形状に対応しま

す。ブラケットをラバーバンドで固定。ヴァリアビジョンを装着しない状態でも普通に
サングラスとして使用できます。Edgeと同じように、90度回転させて本体に装着しま
す。装着するとこのようになります。（下記写真参照）未来感満載の人になれること間
違いなしです。

〈装着した感想〉
サングラスが1本30gぐらいなので、2本サングラスを装
着しているような印象です。片側だけに重量がかかるの
で、ずれることはありませんが、慣れるまでは違和感があ
ります。走り始めると、それほど気になりませんでした。
〈使ってみて感じるメリット〉

　表示項目はスピードやパワーデータ、ルート案内、リアレーダー等です。使ってみて
特にウェアラブルの価値があると思った機能
・リアビューレーダーと組み合わせた後方確認。
・ナビゲーション機能
｠ヴァリアリアビューレーダーと組み合わせると、後方から接近する車の台数、距離が
視線を落とさずに分かります。Edgeの画面にも表示はされるのですが、画面をよく見
ないと距離や台数が分かりにくいのが難点でしたが、ヴァリアビジョンがあればすぐに
分かります。
　ナビゲーション使用中は、あと＊＊mで右折という情報を出してくれるので、スムー
ズに市街地を走行できます。

　実際に見えている状態に近いのが左の写真です。カメラ
をサングラスの目の位置に置いて撮影しました。左右の目
で見るので、画面がある位置はもっと透けて見えます。装
着する位置によりますが、実際は写真のように全画面では
無く、視界の1/10ぐらいのスペースに画面が見えます。
　画面は常に視界には入っていますが、意識して焦点を

合わせないと画面を見ることはできません。そのため、走っていても存在感は少ないで
す。見たい時だけサッと焦点を合わせてデータを確認できます。視線を下に向ける必要
が無いので、Edge単体よりもデータを見る回数はぐっと増えました。
　使ってみて感じるデメリットとしては、装着した側の後方確認がしづらくなります。
自転車は常に道路の左側を走行するので、右後方しか振り向くことが無いのであまり問
題にはなりませんが、何かの拍子に左後方を振り向くと、ヴァリアビジョンが邪魔で後
ろが良く見えません。
　重量に関しては、感じ方が人それぞれだと思いますが、私は1時間弱の自転車通勤な
ら問題無く使用できました。
　必要な情報がすぐ見える所に出せるヴァリアビジョン、安全なサイクリングに欠かせ
ないガジェットになりそうです。

　こんにちは、自転車通勤担当のサキです。家族を持つ人にとって、安全は何よりも
大事な物。そんな自転車通勤の安全性を求める人に素晴らしい商品「ガーミン ヴァ
リア GARMIN Varia」が発売されました。
　ガーミン ヴァリアを使って、都内の道でインプレッションを実施。最初ヴァリア
を見た時に、正直高いな～と思いましたが実際に使うと想像以上に使えます。インプ
レはデモ機を使いましたが、自腹での購入を決めました。結論から申しますと、ヴァ
リアは通勤の安全性を高めて、ストレスを軽減してくれます。
　今まで、後方の状況は聴覚と視覚だけが頼りでしたが、ヴァリアを装備すること
で、第三の状況確認手段が増えます。聴覚や視覚で認識してからハンドサインだと、
かなりギリギリになってしまうことも良くあり、前方、後方へ常に神経を使っていま
した。ヴァリアがあると、100m以上後方の車を察知できるので、アクションまでに
相当余裕が生まれます。
　効果としては、バックミラーと同じですが、ヴァリアはほとんど意識しなくても、
後方からの車両をライダーに気づかせてくれます。自転車用のバックミラーも使った
ことがありますが、小さなミラーでは道路の一部しか見えないですし、意識的に見よ
うとしないと後方確認ができません。それなら首を回した方が確実に見られるので、
ミラーは使わない派です。ヴァリアはディスプレイの色が変わるので、ほとんど意識
していなくても視界の隅っこに入っていれば気づきます。ストレスフリーなミラーと
言えます。
　実際に走ってみると、走行している車線の車は確実に検出します。距離は直線道路
であれば、100m以上後方でも表示されました。後ろに2台の車がいると、２つの点
として表示されます。本当にすごいですね、びっくりしました。まさに未来です。ス
ペック上は最大8台検出となっていますが、実際に走ってみると、ディスプレイ上に
表示されるのは4台が最大でした。
 ＜ライトとしての機能＞
　ヴァリアはレーダーだけでなく、テールライトとして
も機能します。明るさは2000円程度のリア用ライトと
変わらないぐらいの明るさです。複数のLEDが後方を向
いて、サイドにもLEDがあるのでテールライトを別につ
ける必要はありません。
〈電池の消耗確認方法〉
　電池の消耗はフロントのディスプレイで前後両方確認できます。スイッチを入れて
ペアリングが完了すると、FRONT、REARと書かれた部分に白色のライトが点灯し
ます。これが点滅になると、電池が残り少ない状態です。毎日片道25分の通勤で10
日ぐらいで点滅が始まりました。スペックシート上でも点滅状態でリア8時間、フロ
ントディスプレイは10時間となっています。ほぼスペックと同じ電池寿命です。

社員ブログ

社員ブログ

発注番号

004410 
¥49,800（税抜）

製品仕様
本体サイズ 60×1.97×1.98cm
重量 29.7g
解像度 428×240pixels
防水 IPX7
動作時間 約7時間
充電時間 約1.5時間
ワイヤレス通信 ANT＋
バッテリー 充電式リチウムイオン電池
センサー 輝度センサー
対応機器 Edge820J

ソフトウェア
バージョンアップに
より対応

Edge1000J、Edge520J
ForeAthlete735XTJ、
VivoactiveJ HR
VariaJ Rearview Rader 

対応機器のデータの表示

Edge
Vivoactive HR

最大4項目×5ページ作成
（Edge本体とは別に作成可能）

ForeAthilete 
735XTJ

最大4項目×3ページ作成
（ForeAthilete本体とデータ

　項目は連動します）

VariaJ 
Rearview 
Rader※

後方からの車両の接近を
車両位置とともに接近
レベルをカラーで表示

■標準付属品
□テンプルマウント用ゴムバンド
　( S・M・L・XL)各4 本
□テンプルマウント2 個
□充電ケーブル
□操作マニュアル

※Edge 本体、サングラスは別売です

仕様表 VIRB-J XE VIRB ULTRA 30 

本体サイズ 77.0x40.6x36.8 mm
40x56x20mm/40x56x
32.4mm (レンズ部含む)

ディスプレイ
サイズ

1インチ（25.4 mm)/128x128
ピクセル

1.75インチタッチパネルカラー/ 
240ｘ320 ピクセル

本体重量 151.7g（バッテリー含）
 約87.9g(バッテリー含む) /
約154 g（ハウジング含む）

防水仕様 50m完全防水 防水ドア40m/防滴ドア IPX7
動作温度範囲 -20℃～60℃ -20℃～50℃

外部メモリー microSD（最大128GB）
microSD(最大128GB)/
Class10以上、4K撮影の場合は
UHSクラス3(US)のものを推奨

GPS ○ ○（10Hz）
加速度計 ○ ○
高度計 - ○
電子コンパス - ○
手振れ補正 ○ ○
レンズ歪み補正 ○ ○
自動録画機能 ○ ○
ループモード ○ ○

自動ポーズ -
○（移動が停止した事を感知
した際、一時的に録画を停止）

ボイスコマンド -
VIRB ULTRA30本体を音声で
操作（※英語のみ認識）

使用電池 充電式リチウムイオン 充電式リチウムイオン
使用可能時間 約2時間（1080pで使用の場合） 1080p(60fps)で約1.5時間
イメージセンサー 1/2.3型 1240万画素 CMOS 1/2.3型 裏面照射型 CMOS
ファイル形式 mp4 -
内蔵マイク ○ ○
外部マイク接続 ○ ○
Bluetooth ○ ○
Wi-Fi 802.11bgn ○

リモート操作
対応Garmin機器及びスマート
フォンからのリモート操作

対応Garmin機器及びスマート
フォンからのリモート操作

インターフェース USB 2.0
ANT+、Wi-Fi（IEEE 802.11b/
g/n）、Bluetooth

HDMI出力 - ○

G-Metrix
上記のセンサーのデータやOBD-Ⅱから得られた車
両情報も記録。専用の動画編集ソフトVIRB EDIT
にて、動画や静止画上に重ねて表示する事が可能。

※Edgeとのペアリングが必要
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常に高いパフォーマンスを求められる、トップアスリートのために生まれた、
新しいサプリメントブランド。

ジャコラ
先端の理論が生みだす、戦うPOWER。

"JUCOLA"は常に高いパフォーマンスを求められるプロフェッショナル・アスリートの
ために生まれた、新しいサプリメントブランド。
スポーツ医学の視点に立ち、研究・開発されたJUCOLA製品は、さまざまなカテゴリー
のトップアスリートに高い評価を得ています。

「クエン酸パワー」

ボンバーこと中澤選手と共同開発「JUCOLA」
驚異の回復「AMINO BOMBER®3800」

トライアスリートの為のJUCOLA 活用術
飯田忠司選手

　乳酸は、運動の敵と思われがちですが、クエン酸、アミノ酸、
ビタミンB群と合わせることで、パフォーマンスを持続させ
ます。
　私自身ロングライドになればなるほど、効果を体感してい
ます。後半の疲れが、明らかに軽減されます。中毒者多数！
14本入りのスティックタイプと 500g の徳用サイズ（約
50回分）があります。個人的には、スティックは持ち運び便
利なのでレース時、ロングライドの際にはジャージのポケッ
トに入れています。徳用サイズは、家で出発前にボトルに入
れる用と水代わりに日々の生活から飲んでいます。クエン酸
回路は運動をしていなくても日々の生活から失われています。
そのため、水代わりに飲む事で、疲れにくい体になります。

水以外に混ぜても、オススメです！

　こんにちは、クエン酸パワー中毒のスタッフナカシです。さて、そのクエン酸パワーを開発されている JUCOLAさんから、新商品が出ました！ そ
の名もAMINO BOMBER®3800。いけてるネーミングですね～！何を隠そうボンバーことサッカー元日本代表中澤佑二選手と共同開発した商品な
のです。
【使用感】館山トライアスロンにて使用。スタート30 分前に1 袋、ゴール後に1 袋水に溶かさずに飲んでみました。スタート前は飲んでから代謝が
上がりアップをした後のようないい汗がじわっとでる状態に。ゴール後、その真価がわかりました。追い込んでゴールし、へとへと状態で1 袋飲むと、
さっきまで一生座っていたいと思っていたのですが、10 分後には驚くほどに回復！先程までのだるさは全くありません。この効果は、翌日にも。今
まではレースの翌日は体のだるさ、重さを感じていたのですが、全く影響がないと言っていいほどまで回復していました。あんなに疲れていたのに、
追い込みが足りなかったのでは思ってしまうほど。
【使用タイミング】クエン酸パワーとの使い分けがお勧めです。クエン酸パワーはレース中のドリンクとして。アミノボンバーはレース前とレース後
に飲む。アミノボンバーは多少とろみがあるため、ボトルに入れてレース中というよりかは、水に溶かさずに飲んでしまう方が良いと思います。レー
ス後の体のケアでここまで違うのかと実感した1 袋でした。きっとクエン酸パワーとアミノボンバーがベストパフォーマンスの手助けをしてくれると
思います。最後は機材ではなく、身体（エンジン）ですからね！

　数あるスポーツの中でも超持久系スポーツであるトライアスリートにとってこのクエン酸
POWER の、〇エネルギーの効率的な産出　〇スタミナアップ 疲労感軽減は見逃すことの
できない効果だと言える。
　実際に私がトレーニングで半信半疑で使用した感じはズバリ、「疲労軽減に確かな効果あ
り。」特に効果を感じたのは自転車の長距離トレーニング時。時には5 時間程度に及ぶこと
もあるが、こうした長時間、長距離のトレーニングの時ほど、4000㎎のクエン酸、10㎎
のビタミンB群1000㎎のアミノ酸といったJUCOLAクエン酸POWERの独自の成分配合の
効果か、確実に以前より少ない補給でも、中盤から後半にかけての疲労感の軽減が実感でき
るようになった。
　またこのクエン酸回路を活用した疲労回復効果も見逃せない。トレーニング中、または後
の速やかな補給が回復力をグンと増す事は知られているが。この時タンパク質のみならず、
糖質と一緒にクエン酸を摂取すれば、先の回路を利用してより効率的にトレーニングで激し
く消費したエネルギー（グリコーゲン）を充電できるからだ。
トライアスリートにお勧めの活用方法
今回はJUCOLA の主力3商品
〇クエン酸POWER　〇アミノボンバー3800　〇コラーゲンⅡPOWER
も加えて以下に記したい。
クエン酸の補給のタイミングと量はその特性からも一度に大量というより少量でもいいので
こまめにが重要なポイント！
＜レース、トレーニング前＞
・クエン酸POWER（1 本当たり水500mLで溶かす。）1本～2本
＜レース、トレーニング中（主にバイクパート）＞
・クエン酸POWER入りドリンク（1本当たり水500mlで溶かす。）数本
・必要に応じてアミノボンバー3800　数本
（長距離のトレーニングでは合間の休憩時に1～2 本使用。）
＜レース、トレーニング後（できるだけ速やかに）＞
・糖質＆タンパク質に加えて回復促進の為クエン酸POWER 入りドリンク(1本を水
500ml)1本～2本　・アミノボンバー3800を1～2本　・プラスで関節に不安のある方は
コラーゲンⅡPOWER
＜就寝前＞
・アミノボンバー3800 を１～２本　・アミノボンバー3800 を1～2本
・プラスで関節に不安のある方はコラーゲンⅡPOWER
＜就寝前＞
・アミノボンバー3800を１～２本で疲労回復にダメ押し！
(いずれも手のひらに収まる携帯性でトレーニング時にも手軽
に持ち運べる。）
　こうしたサプリメントはすぐに劇的な効果を期待してしま
う。もちろん人によっては直ぐに効果が実感できる人もいる
だろう。しかし身体の中の回路に働きかけるが故に、飲んですぐに劇的に何かが改善すると
いうものではなく、どちらかというとジワジワ、そう言えば以前より・・・という方の方が
多いかもしれない。
　ただ、トレーニングの時間が経過すればするほど、特に長距離、長時間の練習、レースに
なればなるほど、私が感じたような効果を徐々に感じる事ができるだろう。
　トレーニングやレース中に、そういえば　〇以前より疲労感に襲われるタイミングが遅く
なった。〇補給が少なく済むようになった。〇疲れにくくなった。
　このような事が感じられるようになったとしたら、それは「クエン酸POWER」の効果
かもしれない。仕事に家庭に何かと忙しい中でのご自身のトレーニングに、レースに是非、
JUCOLA を活用して、怪我なく、効率よくパフォーマンスアップに繋げて欲しいですね。

社員ブログ

社員ブログ

飯田選手ブログ

【クエンサンパワー＋コーラ】
レモンコーラのようになり、家
でくつろぎながら飲んでいます。

【クエンサンパワー＋炭酸水＋
はちみつ】
走行中におすすめの組み合わせ
です。はちみつでエネルギーも
補給し、炭酸水でさっぱり味で
す。

【その他】
お酒に入れて、クエン酸サワー
なども好評です。意外と、合う
ものが多いので、ぜひオリジナ
ルの飲み方をお試しください！
専用フロートもありますので、
ペットボトルに使用する方は、
あった方が断然便利です。

JUCOLA商品は英国の著名な
検査機関（ISO17025認定）
により、ドーピング禁止物質
を含まないことが立証されて
おります。

クエン酸・パワー
専用ロート
発注番号 

080004
￥286（税抜）

発注番号 

080007
¥3,800（税抜）

発注番号 

080005
¥3,600（税抜）

品番 016681
クエンサンアミノボンバークエンサンアミノボンバー

POP

品番 016427
サプリメント JUCOLAサプリメント JUCOLA

POP

発注番号 

080006
¥1,680（税抜）

発注番号 

080001
¥4,300（税抜）

　肉体のエネルギーをうみだしているのは、いわば細胞内のエンジンといえる「クエン酸回路」。
植物から接種された栄養素は、クエン酸など8種類の酸に分解。その分解過程によりエネルギー
が放出されます。クエン酸は、このクエン酸回路を強力に回す、添加剤のような役割を果たし
ています。直接、クエン酸を取
り入れることで、クエン酸回路
はより活性化され、大きなパ
ワーを生み出します。
　また同時に、ビタミンＢ群
（Ｂ１、Ｂ２、Ｂ５（パントテ
ン酸））を多量に取り入れるこ
とにより、その働きでエネル
ギー源の栄養素が効率よくク
エン酸回路に取り込まれるよ
うになり、クエン酸との相乗効
果で、より大きなパワーを発生
させます。

身体を動かすエネルギーは、「クエン酸回路」で生産されています。 （税抜）



一般車パーツ

プロトライアスリートにインタビュー

171170
価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

 

142603 S-M
142604 L-XL
ネイビー

 

142710 M
142711 L
ネイビー

発注番号 

142708 ファントムブラック
発注番号 

142731 S/M
142732 L/XL
ブラック

発注番号 

142704 S-M
142705 L-XL
ファントムブラック

リチャージ 
ロングスリーブ メンズ
¥13,000（税抜）
発注番号

142661 M
142662 L
142663 XL
ファントムブラック

リチャージ 
ショートスリーブ メンズ
¥10,000（税抜）
発注番号 

142561 M
142563 L
142565 XL
ファントムブラック

リチャージ 
ロングタイツ メンズ
¥13,000（税抜）
発注番号 

142670 M
142671 L
142672 XL
ファントムブラック

レッグコンフォート
¥4,500（税抜）

アームコンフォート
¥4,500（税抜）

スタンダードドライ
ロングスリーブ メンズ
¥15,000（税抜）
発注番号 

142760 M
142761 L
142762 XL
ネイビー

スタンダードドライ
ショートスリーブ メンズ
¥12,000（税抜）
発注番号 

142733 M
142734 L
142735 XL
ネイビー

スタンダードドライ
ロングパンツ メンズ
¥15,000（税抜）
発注番号 

142618 M
142619 L
142780 XL
ネイビー

スタンダードドライ
ハーフパンツ メンズ
¥12,000（税抜）
発注番号 

142606 M
142607 L
142608 XL
ネイビー

2WAYコンフォート 
ネック＆キャップ

¥3,600（税抜）
フリー：丈26/ 巾 27cm

アイマスク
¥2,900（税抜）
周長：S-M：47-50cm / L-XL：53-57cm

飯田忠司（いいだ　ただし）
プロトライアスリート
日本トライアスロン連合指導者養成委員
トライアスロンスクール I-STORM代表

＜主な成績＞
2011年 佐渡国際トライアスロンAタイプ 優勝
2015年 五島長崎国際トライアスロン エリート 3位

長年指導の現場で多くの事例に接しているといくつかの傾向が見えてきます。
その一つが
「いかに質の高いトレーニングを積めているか」
ですが、その前提として
「いかに良い状態でトレーニングに臨めているか」
が挙げられます。
ここで言う「良い状態」に心身共に持っていく為には、トレーニング後、しっかりと「栄養」と「休
息」が取れているかが鍵になります。これはトップアスリートに限った事ではなく、むしろ仕
事、家庭とのバランスを取りながら時間を捻出してトレーニングをしている皆さんこそ、この
原理原則を上手く取り入れ、そのプロセスを早める工夫をしていく事が大切で、この二つがしっ
かりできている人ほど、順調にレベルアップでき、長く楽しく続けられていると言えます。

具体的には
「栄養」は運動後速やかに（30分以内、できるだけ早く）水分と共に、タンパク質、炭水化物
を中心に補給する。運動直後と2時間後では身体の吸収率が全く違います。ですので、運動直
後の疲労した状態でも面倒くさがらずに速やかに補給が基本になります。

「休息」は個人差やどんなトレーニングをしたかにもよりますが、1日ないし 2日。筋肉痛や
疲労感、倦怠感があるかないかなどが判断材料になります。
私自身、トライアスロンを始めて 20年近くなり、気が付けば 40歳が手に届きそうな年齢に
なってきて、さすがに20代の頃のような無茶が効かなくなりましたし、また指導やスクール
運営と競技以外にやるべき事も格段に増えて、回復や怪我、病気予防の対策の必要性を今まで
以上に感じるようになりました。
対策として先に書いた速やかな栄養補給やストレッチなど自分で出来る事はもちろん、鍼治療
には定期的に通うなど専門家の力も借りています。おかげで競技生活を脅かすような大きな怪
我や病気をする事なくここまで競技を続けることができています。

その中で面白い存在、それがVENEXのリカバリーウェアです。
私の場合は家にいる時、特に寝るときは必ず着用しています。遠征時も持参します。
効果の感じ方には個人差があるようですが、サラサラとした生地をゆったりと着る事ができる
ので、着心地も良く、特殊繊維のおかげもあってか、身体が暖かく感じられ、特に睡眠の質を
高めてくれると感じています。実はVENEXは発売した直後から使用させて頂いておりまして、
そのモデルをいまだに使用していました。耐久性も抜群です。

使い方は簡単。
ただ着るだけ。
だから長く続ける事ができる。
これが重要です。

是非、多くの方に「休息の秘密アイテム」として活用してほしいですね。

リチャージ　　　　 ポリエステル84％／ポリウレタン16％

スタンダードドライ　ポリエステル90％／ポリウレタン10％

2WAYコンフォート  ポリエステル84％／ポリウレタン16％

アイマスク 　　　　ポリエステル84％／ポリウレタン16％

アームコンフォート　ポリエステル84％／ポリウレタン16％

レッグコンフォート 　ポリエステル84％／ポリウレタン16％

ベネクス
Recovery Wear

Recovery Wear

Accessory

「着て休むだけ」休養時専用ウェア

ベネクスオリジナルのフィラメント（長繊維）が休養中の
カラダを包み込みます

人体に有害な薬品は使っていない、健康に影響を与えないなど繊維製品の安全

性を保障するエコテックス国際規格※の認証を取得しております。
※PHTポリエステル原糸はエコステック規格100製品分類Ⅰの認証を取得しております。PHT

繊維はバッチテスト済みです。

すべての方に刺激が起きないというわけではありません。

PHTポリエステル原糸の中にナノプラチナなどの鉱物を練り込んでいるため、

洗濯を繰り返しても機能性が失われることはありません。

また着心地を追及するために1本1本の繊維を極限まで細くしています。

シルク繊維で通常1.1デニールに対して、PHTポリエステル原糸は1.5デニール

で仕上げ、シルクのような肌触りと強くてしなやかな世界でたったひとつの高

機能ポリエステル糸です。

人体に有害な薬品は使っていません

原糸の中に練りこまれた機能性

発注番号 

142706 M
142707 L
ファントムブラック

MATERIAL

安全性

テクノロジー

※弊社内にて常時在庫を行っている商品のみを掲載しています。その他のVenex 商品も取扱いたしますので、担当営業までお問い合わせくださいませ。

（腕廻り）S-M：20-28cm  L-XL：25-35cm （ふくらはぎ廻り）M：30-37cm  L：34-42cm

・運動後に着用し、疲労回復とコンディションアップを促す
・身体にほどよくフィットする着用感とスポーティーなデザイン

スタンダードドライ

リチャージ

・就寝時やルームウェアとして着用し、リラックス・睡眠効果を向上
・リラックスする場面でもウェアがルーズに見えない程度のシルエット

「ベネクス」がリカバリーウェアを
開発した目的。
リカバリーウェアはハードな毎日を送る現代人のために開発されました。
最高のパフォーマンスを追究するアスリート、より高みを目指すビジネス
マン、アクティブに毎日を過ごしたい人々にとって、上質な「休養」が必
要不可欠になってきています。上質な休養とは心身共に緊張が解け、ゆっ
たりと落ち着ける環境にあってこそ得られるものです。疲れたからとただ
横になっているだけでは、カラダは十分に回復してくれません。

緊張した状態をほぐすには、ゆるやかでやさしい刺激が有効とされます。
例えばやさしいマッサージ、ぬるめの風呂への入浴、アロマテラピーなど
匂い成分がもたらす刺激などがよく知られています。ほっとカラダの緊張
が解けて、リラックスしている状態、それが上質な休養と言えるもので、
現代を生きる忙しい人々に、このようなコンディションをお届けするのが
リカバリーウェアです。「ただ着るだけ」で心地よい環境を整え「上質な
休養」が得られるよう開発されました。

リカバリーウェアに練り込まれて
いる特殊な繊維 PHTとは。
リカバリーウェアにはベネクスが開発した素材であるPHT（Platinum 
Hermonized Technology）を使用しています。休養時のカラダを考えて
独自開発したされたこの素材は、プラチナなどの鉱物を繊維1本1本に練り
込んで作られるメイド・イン・ジャパンの新機能マテリアル。その機能性
は国内外の15以上の大学や研究機関との共同研究によって証明され、すで
に多くの論文が発表されています。
休養時専用のウェアとしてPHTがカラダをやさしく包み込む感覚、特有の
着心地をお楽しみください。

リカバリーウェア愛用者調査結果

何かしらの体感は
ありましたか？

あり 83% 
なし 17%

あり なし

どのような効果を体感しましたか？
●寝心地がいい
●リラックスできる
●カラダが軽く感じる
●朝がスッキリ迎えられる
●スポーツ後の緊張がほぐれる感じ
●ゆったりする
●温かい着心地
※ベネクスアンケートハガキ調べ
個人の感想であり、効果を保証するものではありません。



一般車パーツ

173172
価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

自転車に乗った際、サドルによるおしり内側の痛みは多くの人々が経験していることです。
この問題を解決する画期的なサドルが考案されました。
痛みの問題を解決したばかりでなく、左右にローリングする動きによって、骨盤・膝・足の軌
道が最適化され、それによりペダルへの入力が増強され、腰や膝の疲労もより軽減されます。

痛みを解消 ! 
理想的なペダリングが実現できる画期的なサドル

アンサドル

発注番号

656235
￥30,000（税抜）
シートポスト：φ27.2 × 400mm

アンサドル

UNSADDLE

パワーポジションボール for 自転車

ライダーのパフォーマンスを回復させるセルフコンディションマネジメントツール

パワー・ポジション・ボール（PPB）

いつでも、どこでも気軽にストレッチできるツール。
タテでもヨコでも1個分でも使いたい場所に合せてググーッと刺激。
リラックスできます !

●長時間ハンドルを同じ姿勢で握るので、腕や肘に負担がかかる。
PPBをテーブルに置いて手首から肘までストレッチのようにコロコロさせます。
刺激したい部位を変えながら手首から肘の内側や外側へひねりながらコロコロさせると効果的です。

●背中を丸くした姿勢でいるので背中や腰に負担がかかる。
PPBを床に置いて背骨の真ん中にPPBがくるように仰向けになります。
肩甲骨の付け根から腰の付け根まで自分の体を動かしながらコロコロさせます。
特に刺激したい部分はPPBを止めて大きく深呼吸します。

●長時間ペダルを漕ぐので負担がかかる。
PPBを床に置いて太ももの付け根から膝の付け根までコロコロさせます。
ポイントはPPBを速く転がすのではなく、ゆっくり深呼吸しながら筋肉を意識して転がします。

●常にペダルと共に回転しているので足の甲側とアキレス腱に負担がかかる。
甲側は足首の部分にPPBをセットして反対の足で踏みつけるように足首から足の指までコロコロさせま
す。親指部分から小指までPPBの位置を変えながらコロコロさせます。アキレス腱はPPBを床に置き
ふくらはぎからアキレス腱まで体重をかけながらコロコロさせます。ふくらはぎの内側と外側をまんべん
なく転がします。

●登り坂や立ち漕ぎを長時間行うとおしりの付け根に負担がかかります。
PPBを床に置いて仰向けになり腰の付け根から足の付け根まで右・左と交互にコロコロさせます。
おしりの外側に負担がある場合は横向きになり左右両方コロコロさせます。

腕・肘

背中・腰

太もも

足首

臀部
（おしり）

発注番号 

016357
¥1,800（税抜）
材質：EVA（本体）

すべてのアスリートに勝利の架け橋を

SPEED CLEAN
瞬時に

消臭、
除菌 

アスリ
ートの

新習慣
!

レーシングスーツのクリーニング技術
から生まれた消臭・除菌剤

スピードクリーン
用途：ヘルメット、シューズ、グローブなど
特長：今まで洗いづらかった用具の臭いや雑菌を瞬時にそして強力に消臭・除
菌。安全面でも様々な検証をしており、小さなお子様やペットの周りでも安心
してご利用頂けます。防カビ・抗ウィルスにも威力を発揮。スピードクリーン
は次亜塩素酸イオン(一般的な漂白剤に使用されている)の約80倍の殺菌力を持
ち、殺菌効果が最大となる弱酸性領域の液体です。

発注番号

139001
¥800（税抜）
内容量：30ml
無香料

発注番号 

139002 
¥19,200（税抜）
箱入り
30mlスプレー
24コ＋1コ

●脅威の殺菌力で
　瞬時に消臭

●強力なため
　少量の使用でOK　

●小さなお子様や
　ペットにも
　安心な高い安全性

SPEED SHINING
クリーニングのメンテナンス技術から生まれたコーティング剤

紫外線カット機能

高い安全性

スピードシャイニングとは
従来のコーティング剤やワックスのように油性分で素材の上に膜をつくるのではなく、
素材の表面をイオン化し、汚れの付着力を奪うという新技術を応用したコーティング剤です。

UVカット効果を持続させたい場合は月に1度のコーティングをオススメします。
【水洗いが可能な場合】ボディに付いているホコリやゴミを洗い流してから、市販のカーシャンプーで洗います。
【水洗いが不可能な場合】ボディに付いている汚れを固くしぼったタオルで拭いてください。

スピードシャイニングには紫外線吸収剤が含まれているので塗装
面を劣化させる大きな原因の一つである紫外線を強力にカット!
（1か月持続）

スピードシャイニングは基礎化粧品の製法を取り入れた、化粧品
レベルの安全性を実現しました。また、界面活性剤が入っていな
いので肌荒れもなく環境にもやさしいコーティング剤です。

硬く絞ったタオルにスピードシャイニングを吹きかけます。で
きるだけ日陰での作業をおすすめします。
注意：直接塗装面に吹くとシミやムラになりやすいので注意し
てください。

スピードシャイニングを吹きかけたタオルで全体を拭きます。ヘッドライト、メッキ
パーツも同様に作業してください。ヘルメットやサングラスにも使えます。注意：
シート部分には使用しないでください。（すべりやすくなるので危険です。）

最後に簡単に乾拭きします。
ポイント：この作業をするかしないか
で輝きに差が出ます。

ワックスなど油性分が多い物は、重ね塗りをすればするほどギラ
ついたり、ぼやけたりしますが、スピードシャイニングは油性分
がほとんど含まれていないため問題ありません。
重ねれば重ねるほど透明感のある輝きが得られます。クルマ、バ
イク、自転車のフレームはもちろんヘルメット、サングラスなど
のアクセサリーにも対応。様々用途にご使用できます。

発注番号

139003
¥2,500（税抜）
内容量：30ml
マイクロファイバークロス付

MAKE WINNER

「除菌」＋「消臭」＋「安心」

Step1 Step3Step2

ポケット
サイズ

「実際に使ってみました」
テニスボールを２つつなげただけの形
ですが、ライディング後の疲れに効果
的。特に首と腰が気持ちいいです。軽
いので遠征にも持っていけます。

ギラつかない
ベタつかない

UVカット、スピードコーティング

スピードシャイニングには紫外線吸収剤が含まれているので塗装
面を劣化させる大きな原因の一つである紫外線を強力にカット!
（1か月持続）

スピードシャイニングは基礎化粧品の製法を取り入れた、化粧品
レベルの安全性を実現しました。また、界面活性剤が入っていな
いので肌荒れもなく環境にもやさしいコーティング剤です。

ワックスなど油性分が多い物は、重ね塗りをすればするほどギラ
ついたり、ぼやけたりしますが、スピードシャイニングは油性分
がほとんど含まれていないため問題ありません。
重ねれば重ねるほど透明感のある輝きが得られます。クルマ、バ
イク、自転車のフレームはもちろんヘルメット、サングラスなど
のアクセサリーにも対応。様々用途にご使用できます。

適度な柔らかさで、期待
通りの気持ち良さ。

ロードバイクやMTBを含め、フレームにセット
した時点で理想的な位置が決まり、従来のサドル
が必要とする角度や前後位置の調整が不要です。
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現代的で機能的なスタイルをバイクで表現する
イギリス生まれのブランド

チャージ バイク

SPOON スプーン

SLICE スライス

GRIDDLE グリードル

PLUNGER プランジャー

BOWL ボウル

SPIT スピット

STRAW ストロー

XC、エンデューロ、ロードレースに対応
するマルチサドル。細身のシェイプであり
ながらクッション性が高く、局部の痛みを
軽減するアナトミック形状。

ブルホーンスタイルのトラックハンドルバー。
素材：アルミニウム 
幅：440mm(芯芯） 
ブレーキクランプ径：22.2mm
クランプ径：25.4mm 

ステム側にワイドなクランプを装備した固
定力の高い軽量グリップ。片側クランプに
することで握るラバー部分を減らさずに
ショートグリップ化。軽量なプラスチック
コアに盾模様にカットアウトしたラバーは
グローブ無しでも快適な握り心地。

ロープロファイルでハンドルとの一体感が
高いピストドロップハンドル用グリップ。
長さ：170mm

クラシックベンドのドロップハンドル。
素材：アルミニウム
幅：420mm
ドロップ：140mm
クランプ径：25.4mm

スタイリッシュなライザーバー。 
素材：アルミニウム
幅：560mm 
ライズ：50mm 
クランプ径：25.4mm 
ブレーキクランプ径：22.2mm

独創的なライザーバー。
素材：アルミニウム 
幅：420mm 
クランプ径：25.4mm 
ブレーキクランプ径：22.2mm

チタンレール

652309 ブラック ¥8,500（税抜）
652310 ブラウン ¥9,500（税抜）

クロモリレール
発注番号

652300 ブラック
652301 ブラウン
652302 ホワイト/レッド
652307 グリーンカモ
652308 スノーカモ
¥4,400（税抜）
参考重量：258g

発注番号

473800 ピューター
473801 レッド
473802 トランスブルー
¥4,000（税抜）

発注番号

441630 レッド/ホワイト
441634 ライム/レッド
¥2,600（税抜）

発注番号

441640 ブラック
441641 ホワイト
441642 レッド
441643 クリア
441644 ピンク
441645 グリーン
¥700（税抜）

発注番号

473804 レッド
473805 トランスブルー
473818 ブラック
¥5,000（税抜）

発注番号

473806 ピューター
473807 レッド
473808 トランスブルー
473819 シルバー
¥3,600（税抜）

発注番号

473810 シルバー
473811 ピューター
473813 トランスブルー
473814 ブラック
¥3,800（税抜）

KNIFE ナイフ

PAN パン

BUCKET バケツ

細身のレーシングサドル。柔軟性の高いフ
レキシブルナイロンをサドルベースに採用
し、最小限のパッドで高い快適性を実現。

コンパクトなバケットタイプサドル。クラ
シックなスタイルを採用しながら、薄型で
軽量。MTB、ツーリング、自転車通勤まで
幅広く使用可能。クロモリレール。
参考重量：325ｇ

80年代風クラシックサドル。乗り心地の良
くするために厚めのクッション素材を使用。

チタンレール

652330 ブラック
652331 ホワイト
¥11,000（税抜）
参考重量：210g

クロモリレール
発注番号

652337 ブラック
652338 ブラウン
652339 レッド
¥7,400（税抜）

発注番号

652340 ブラック
652341 ブラウン
¥7,000（税抜）

発注番号

652312 ライトブラウン
¥4,000（税抜）

LADLE ラドル

女性向けコンフォートサドル。クッション
性の高いパッドと幅広デザイン。
参考重量：285g

発注番号

652334 ブラウン
¥4,400（税抜）

U-BEND 45 ユーベンド 45

U-BEND ユーベンド

CHIPPER CHAINSTAY PROTECTOR 
チッパーチェーンステー プロテクター

クラシックスタイルのバーテープ。人工合
皮素材でクラシックな見た目と耐久性を両
立。長さ：2m

握り心地の良いバーテープ。 表面に
chargeロゴエンボス加工。裏面は2mの粘
着テープ加工。

フェイクレザーと衝撃吸収ネオプレ
ン素材を組み合わせたチェーンス
テーガード。スチールフレーム用の
スタンダードサイズとアルミフレー
ム用のXLサイズ。

120TPI。ケブラーケーシング。デュアルコンパウンド。軽量で転が
り抵抗の低いロングライド向けタイヤ。テーパー形状で低めのセン
ターブロックは泥に強く低抵抗。

発注番号

447444 ブラック
447445 ホワイト
¥2,400（税抜）

発注番号

447440 ブラック
447441 ホワイト
447443 レッド
¥2,300（税抜）

発注番号

035717 ホワイト/XL
¥1,000（税抜）

DERAILLEUR HANGER 
ディレイラー ハンガー

SPLASHBACK 
スプラッシュバック

308267 スキュワー/グレーター2用
¥2,800（税抜）

発注番号

308265 グレーター/クッカーマキシ用
308266 フォーセット/クッカーマキシ用
308268 2016/2017クッカーMIDI用
308269 2016/2017グレーター/プラグ用
¥2,000（税抜）

発注番号

726871 26×2.1（518g）
¥7,000（税抜）

使いやすさを追求したパーツ＆アクセサリー

サイクルデザイン

発注番号

029111 ブラックアルマイト
029112 シルバーアルマイト
029113 レッドアルマイト

発注番号

029100 ホワイト/ピンク
029101 ホワイト/ブルー
029103 ホワイト/グレー

発注番号

029104 ホワイト/ピンク
029105 ホワイト/ブルー
029107 ホワイト/グレー

015132 015134
015135（下側のみCP)

015133

015136

発注番号

015132 ブラック /ブラック スカル グラフィック
015133 ホワイト /CP スカル グラフィック
015134 ブルー /ブルー パンプキン グラフィック
015135 ブルー /CP パンプキン グラフィック
015136 カモフラージュ
¥1,600（税抜）
●大きな音のクラシックベル。 
●直径 60mmで大きな存在感。 
素材：スチール

発注番号

015137 ブラック
015138 シルバー
¥650（税抜）
●スマートに取り付けられるスペーサー
一体ベル。 ● 1-1/8 のオーバーサイズ用。 
ベルの直径：45mm 
素材：アルミ

発注番号

015130 ブラック
¥800（税抜）
ハンドル用真鍮ベル。 
ベル本体サイズ：23mm
対応サイズ：25.4-31.8mm

発注番号

19028901
¥500（税抜）
カラー：ブラック
参考重量：32g
長さ：110mm
横幅：34mm
ハンドルバー径：22.2 ～ 28.6mm
●ハンドルバーなどに取り付け可能。●ライトやサイ
クルメーターが簡単に装備できます。

発注番号

442211 ピンク /エンボスロゴ
￥1,600（税抜）
サイズ：130mm

発注番号

029110 レッドアルマイト

￥2,500（税抜）
点灯時間：点灯50時間、点滅150時間
モード：点灯 /点滅モード
電池：CR2032× 2個＊テスト用電池付属
対応ハンドル径：20～ 40mm 
サイズ：28× 30mm
重量：23g
● LEDセーフティーライト。●ハイパワー LED。 

￥1,300（税抜）
対応ハンドル径：18～ 32mm
モード：点灯 /点滅モード
サイズ：125× 26.5 × 22.2mm
重量：10g
●ストラップ固定式セーフティーライト。
●テスト用電池付属。

ライト
ビッグフィッシュアイ
フロント

ベル
サウンドデザイン
ビッグベル

ベル
サウンドデザイン
コラムベル

グリップ
ポリウレタンテープラップ
ラバーグリップ

ベルアークスパン

ライト
ビッグフィッシュアイ
リア

ライト
ミニフィッシュアイ
フロント

ライト
ミニフィッシュアイ
リア

発注番号

442200 ブラウン
￥3,100（税抜）
サイズ：20.5 × 400mm
●エンドプラグ付属。
●フォームグリップ ビニールカバー。 

発注番号

650630 ブラック
￥2,800（税抜）
サイズ：264× 127mm
重量：298g
●ロードバイクサドル。●スチールレール。 

発注番号

442201 ブラック
￥2,100（税抜）
素材：人工合皮+ゲル
サイズ：135mm 
●アナトミックデザイン。●クローズエンドグリップ。

グリップ
フォームグリップ

サドル
ロードバイクサドル メンズ

グリップ
クローズエンドグリップ

※ホイールは付属しません。
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発注番号

159504 ブラック
159505 ブラウン
159506 ベージュ
159507 オレンジ
￥3,000（税抜）
サイズ：39.5 × 4cm
素材：レザー
●ヒット&ロール式セーフティーレザー裾バンド。●
右側専用。●スプリングプレート内蔵で伸ばした状態
から足に当てるだけで簡単に固定。● 3M反射素材で
安全。

発注番号

159503 オレンジ
￥2,400（税抜）
サイズ：39.5×4cm
素材：レザー
●セーフティーレザー裾バンド。●右側専用。●ベル
クロ固定式。●3M反射素材で安全。

発注番号

152491 ブラック
152493 ハニー
152498ダークブラウン
¥1,400（税抜）
長さ：460mm
参考重量：30g
●本革仕様。●反射素材付きで視認性あり。

発注番号

653121 31.8mm
653122 34.9mm
アノダイズド ブラック
¥900（税抜）
●軽量加工されたQRシートポストクランプ。 
参考重量：36ｇ

スソバンド
セーフティレッグレザーバンド
ヒット＆ロール式

スソバンド
セーフティレッグレザーバンド
ベルクロ固定式

レザーレッグバンド

シートポストクランプ
クランプデザイン
イージーレバー

軽い力で開閉できるシートクランプ
NEW

NEW

NEW

発注番号

653125 34.9mm
653126 31.8mm
ブラック
¥900（税抜）
●リアキャリア取り付け用シートクランプ。●キャリアダボ機能が付いたシートポストクランプ。●
従来のクランプと異なり、シートを止めるボルトを前輪側、キャリアを止めるボルトを後輪側に配置
することで薄型でスタイリッシュな外観を実現。●負担のかかるキャリア固定部分に割りが無いので
強度も高く、ロングツーリングでも安心。●ロードバイク、MTB、クロスバイクに使用できます。
参考重量：41g(34.9mm)、36g(31.8mm)

シートポストクランプ
リアキャリア 
シートポストクランプ

キャリア
クイックリリース 
ロックキャリア

発注番号

102600 ブラック
¥2,000（税抜）
●ボトルケージ用ツールボックス。●軽量で耐久性のあるEVA
素材のツールカン。●チューブ、タイヤレバー、CO2インフ
レーター、補給食などをコンパクトに収納可能。●内部は複数
の仕切りがあり、収納が簡単。
サイズ：75×75×195mm(縦×横×高さ)
参考重量：100g

発注番号

020762 ブラック
¥4,000（税抜）
●キャリアダボの無いロードバイクやMTBに取り付け可能なクイックリリースキャ
リア。●専用の9mmクイックリリースを使用してフレームにキャリアを固定。●
ディスクブレーキキャリパーがあっても取り付け可能なデザイン。●軽量なアルミ
フレームに耐久性のあるパウダーコーティング塗装。
対応OLD：130/135mm
対応ホイールサイズ：700C/29インチ
最大積載量：25kg
参考重量：780g

コウグ
ボトルケージ ツールバッグ

発注番号

110650 マットブラック
¥3,200（税抜）
●マルチホイール対応の自転車用ディスプレイスタンド。●長さを調整して、後輪
を置くだけでバイクを自立させられる簡単操作。●ハブを支えるアームが伸縮する
ので20インチから29インチまで幅広い車輪に対応。●スルーアクスルのような特
殊なハブの形状でも長さを調整することでバイクを直立させることができます。●
ロードバイク、MTB、クロスバイク、ミニベロに使用できます。
対応ホイールサイズ：20インチ、24インチ、26インチ、27.5インチ、700C、
29インチ

ディスプレー 
アジャスタブル ハブスタンド 

発注番号 

027006 ブラック
¥2,000（税抜）
●26インチから29erまで使えるロングアー
ムの両ばさみスタンド。●地面～ハブ軸高さ
41cm。●クイックリリースハブ用クイック
リリースレバーを挟み込む固定方式で確実な
固定力

発注番号 

027005
¥3,000（税抜）
底面が広く、高い安定性。
裏面には傷と滑りを防ぐラバーを配置。
室内保管にも使用できる万能スタンド。

スタンド
リョウバサミ 29用

バイクスタンド

バイクを簡単、スマートに立てる!
ハブ止めバイクスタンド

フレームとハブの間に
差し込んで使用します

使用例

NEW

発注番号

026613 ブラック
¥2,400（税抜）
26-29-700C
ロングクランプ
●29erMTBにも使用可能。

発注番号

026670 ブラック
￥2,100（税抜）
サイズ：26"-29" 対応
素材：アルミニウム 

発注番号

026616 ブラック
¥1,800（税抜）
長さ：395mm
参考重量：268g
26 インチ用ディスクブレー
キ対応キックスタンド。今ま
で取り付けが困難だったディ
スクブレーキの補強や台座が
付いたフレームへの取り付け
を考慮して設計。

発注番号

026666
シルバーアノダイズド
¥1,800（税抜）
29er に対応する
センタースタンド。
フレームサイズ：26-29er
用
素材：アルミ

発注番号 

026621 ブラック
¥1,500（税抜）
素材：アルミニウム合金製。
サイズ：24"-"28" まで調節可能。
●アルミニウム合金製センター
キックスタンド。●回転式調節
ノブでロック。●大きなアング
ルで安定性が向上。●スチール
製キャップ付。●ヘキサレンチ
で固定。●ポリッシュ加工。

発注番号

026671 ブラック
026672 シルバー
¥1,200（税抜）
サイズ：24"-28" バイク対応
素材：アルミニウム
●センタースタンド。●シー
トステーを挟み込んで固定。

発注番号 

026650 シルバー
¥1,200（税抜）
長さ：265mm
参考重量：244g
20～ 28インチ対応

発注番号 

026611 ブラック
¥2,000（税抜）
長さ：375mm
参考重量：268g
700C対応
●チェーンステーに専用の台
座を装備しているフレームに
対応。●GTトランセオシリー
ズ、FELT QXシリーズ（一部
年式）に適合。

発注番号 

026612 ブラック
¥2,500（税抜）
長さ：285mm
参考重量：305g
26インチ～ 700C対応

発注番号 

026625 シルバー
¥1,000（税抜）
リアのハブ軸で止めます。

発注番号 

026675 ブラック
¥1,900（税抜）
20～ 24用。

発注番号

026663 ブラック
フレームサイズ：24-700C用
¥2,000（税抜）
チェーンステー用シングルクランプキッ
クスタンド。四角形のチェーンステー専
用のクランプ形状。 
素材：アルミ

発注番号

026641 ブラック
¥2,000（税抜）
長さ：380mm
参考重量：274g
24～ 28インチ対応

アジャスタブル
キックスタンド

キックスタンド
26-29 シートステー/
チェーンステー用 アロイ

キックスタンド
キック NH-KF96AA

スタンド
センタースタンドアロイ

スタンド
センター アルミ 
24-700用

キックスタンド
センタースタンド
24-28 シートステー/
ネック用 アロイ

スタンド
アロイセンター用

スタンド
GT/FELT専用

スタンド
エンドダイレクト

スタンド
26インチ用

スタンド
ミニベロ
アジャスタブル

アジャスタブル
キックスタンドアロイ

アロイアジャスタブル
キックスタンド

26" から 29" まで幅広く対応

超ロングクランプで

ほとんどのディスク

フレームにも対応

長さ調整可能

安定感のある

樹脂の接地面発注番号

026673 ブラック
¥1,600（税抜）
●チェーンステーとシートステーの角
度が開いているフレームにフィットす
るキックスタンド。●軽量なアルミ素
材。●工具無しで脚の長さ調整可能。
対応ホイールサイズ：26インチ、
27.5インチ、700C、29インチ
参考重量：263g

キックスタンド
ビッグアングル キックスタンド

発注番号

026674 ブラック
¥1,500（税抜）
●マルチサイズ対応のフレーム直付け
型キックスタンド。●様々なブランド
に対応できるマルチピッチの取り付け
穴。●ねじ間隔18mm～40mmまで対
応。●軽量なアルミ素材。●工具無し
で脚の長さ調整可能。
対応ホイールサイズ：26インチ、
27.5インチ、700C、29インチ
参考重量：180g

キックスタンド
マルチサイズ チェーンステー 
キックスタンド

NEW NEW

NEW

フレームサイズ：26-29er

アジャスタブル
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MTBに最適な大型フェンダー

タイプで選べるフェンダーセット!　通勤・通学の必需品!!

フェンダー MTB用前後セット

軽量で細身のクロスバイク用フェンダー

発注番号 

19365290
¥3,900（税抜）
●ハイスピード走行時も効果的に雨や泥の飛散を防止。●ステアリングコラム固
定でサスペンションフォークにも対応。●リアはシートポスト固定式。●リアは
40mm微調整ができるアジャスター機能付き。●MTBやクロスバイクに最適。●
前後セット。
推奨ホイールサイズ：26～ 29インチ、700C 
推奨タイヤ幅：32～ 43C、1.5 ～ 2.125 インチ 
対応ステアリングコラム：18.5 ～ 34.5mm 
対応シートポスト径：25～ 32mm

発注番号

19365270 シルバー
19365261 ブラック
19365271 ブラック
¥2,800（税抜）
サイズ：26インチ、700C
幅：48mm
重量：578g（26インチ）、560g（700C）
●樹脂製。
フレーム形状、サイズにより取り付けに加工が必要な場合があります。
( 工賃は含まれておりません。)

発注番号 

365131
¥2,500（税抜）
カラー：ブラック
幅：45mm
樹脂製／ラバーフラップ付きの700Cフェンダー。
リアはフロント変速機に干渉しないショートタイプ。
調整可能なステー付き。
フレーム形状、サイズにより取り付けに加工が必要な場合があります。
( 工賃は含まれておりません。)

発注番号 

365122 ブラック
¥1,800（税抜）
フロント長さ /幅：370× 100mm
リア長さ /幅：375× 91mm
参考重量：345g（前後セット）
●樹脂製。●26インチ用。
●リジットフォーク対応。

発注番号

365121 ブラック
¥1,800（税抜）
380× 85mm
280× 85mm
360g（前後セット）
●樹脂製。●26インチ用。
●サスペンションフォーク対応。

気軽につけられるMTB用樹脂ショートフェ
ンダー。Fサス用は前つばがなくコラム挿入
式、リジット用はブリッジ穴取付け式なの
でほぼ全ての自転車に装着可能です。

発注番号

19365280 シルバー
19365281 ブラック
¥2,800（税抜）
サイズ：700C× 23-28 対応
幅：36mm
重量：493g
●樹脂製。●スピードバイクのドレスアップに !
フレーム形状、サイズにより取り付けに加工が必要な場合が
あります。( 工賃は含まれておりません。)

発注番号

19365250 シルバー
19365251 ブラック
¥2,800（税抜）
樹脂製
サイズ：26× 1.75 インチ対応
幅：50mm
重量：507g
RITEWAYバイクパスチャーにも最適
フレーム形状、サイズにより取り付けに加工が必要な場合があります。
( 工賃は含まれておりません。)

発注番号 

19365291
¥1,900（税抜）
●雨の日のクロスバイクやロードバイクに最適。●本体と取り付け金具が簡単に取
り外せるクイックリリース式。●前後セット。
推奨ホイールサイズ：26インチ、700C 
推奨タイヤ幅：23～ 38C、1.00 ～ 1.75 インチ

フェンダー
フェンダーデザイン
ファットガード

フェンダー
コンフォート用 フロント／リア

フェンダー
リジット700C用前後セット

リジットフォーク用 フロントサスフォーク用

フェンダー
700C用 フロント／リア

フェンダー
26インチ用 フロント／リア

フェンダー
フェンダーデザイン
クロスバイクガード

発注番号

574082
¥700（税抜）
カラー：ブラック
軸サイズ：1/2"（20TPI）
参考重量：303g
踏み面サイズ：85×80mm
ジュニア用 1/2”ペダル

発注番号

728625 26× 4.0
¥9,000（税抜）
重量：1345g
ETRTO：559
ビード：ワイヤー
60TPI

発注番号

263385
¥980（税抜）
ワンピースクランク用BB

発注番号

261090
¥2,000（税抜）
170mm
アメリカンBB用

発注番号 

201058
¥7,200（税抜）
φ 160mmディスクローター付属
インナーケーブル、アウターケーブル付属
参考重量：キャリパー205g/ ローター 138g
●アダプターの変更で前後に使用できます。
●片側1組です。

発注番号

220320 シルバーアノダイズド
220321 ブラックアノダイズド
220322 レッドアノダイズド
220324 ブルーアノダイズド
220326 グリーンアノダイズド
¥300（税抜）
インナーケーブルキャップ。
シフト/ブレーキケーブル共用。
10個入り。
素材：アルミ

発注番号

220300 シルバーアノダイズド
220302 レッドアノダイズド
220306 グリーンアノダイズド
220308 ピンクアノダイズド
220309 ゴールドアノダイズド
¥800（税抜）
アウターケーブル、ブレーキケーブル用エンド
キャップ。
サイズ：5mm×17mm
5個入り。

発注番号

220311 ブラックアノダイズド
220314 ブルーアノダイズド
220316 グリーンアノダイズド
220318 ピンクアノダイズド
220319 ゴールドアノダイズド
¥800（税抜）
アウターケーブル、シフトケーブル用エンドキャップ。
サイズ：4mm×17mm
5個入り。

発注番号

220170 ブラック
¥150（税抜）

発注番号 

201063
¥3,800（税抜）
プロマックス Decipher 用
セット内容：①シリンジ ( 注射器 ) × 2 ② DOT4 オ
イル× 1
③ホースカッター ④シリンジ用Oリング 
⑤キャリパー調整パーツ ⑥オリーブ ⑦ナット

発注番号 

201073
¥2,000（税抜）
幅：110mm
DSK320用

発注番号 

201072
¥2,000（税抜）
テクトロアウリガ /アウリガコンプ用
左右2枚

発注番号 

201062
¥1,400（税抜）
テクトロアウリガ /
アウリガコンプ用
ミネラルオイル
容量：50CC
フルード交換に必要なアダプターと注射器が付属。

発注番号 

220200 ブラック
¥1,200（税抜）
3000mm
プロマックス Decipher 用

発注番号 

203772 ブラック
¥500（税抜）
19mm
マイクロ用 ライトのみ

発注番号 

201061
¥2,000（税抜）
テクトロアウリガ /
アウリガコンプ用
長さ：1600mm

発注番号 

201060
¥600（税抜）
テクトロアウリガ /アウリガコンプ用
ミネラルオイル
容量：50CC

27.5"用
発注番号

762695 27.5×1.90-2.125 35mm AV
762696 27.5×2.1-2.35 35mm AV
¥800（税抜）

ファットバイク用
発注番号

762697 26×4.0 AV
¥1,900（税抜）
●chargeBIKES COOKER 
MAXIに対応
重量：500g

発注番号

762698 24×1,25 FV
¥1,200（税抜）
●FELT F24X(2015)に対応

発注番号

405000 1/2×1/8×16T
405001 1/2×1/8×17T
405004 1/2×3/32×17T
¥1,000（税抜）
カラー：CP
シングルスピード用フリーホイール

ペダル
HIT-J71

タイヤ
ファットバイクタイヤ

BBセット
シールドメカ 24TPI BMX

ワンピースクランク

メカニカルディスクブレーキ
テクトロアキュイラ

ケーブルエンドキャップ

ブレーキケーブルエンドキャップ

シフトケーブルエンドキャップ

ケーブルワイヤーキャップ

ディスクブレーキパーツ
ブリーディングキットカタガワ

プロマックス
ディスクブレーキパッド

ハイドロリック
ディスクブレーキパッド

サービスキット
テクトロアウリガコンプ

ブレーキケーブル
ディスクブレーキホース

ブレーキレバー

ハイドロリックディスクブレーキ
ケーブルホース

ハイドロリックディスクブレーキ 
フルード

インナーチューブ

フリーホイール
LMA-8

※ホイールは付属しません

NEWNEW
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　26"
商品名 フロント リア

対応ブレーキ リムブレーキ ディスク リムブレーキ ディスク
対応バルブ 仏式 米式 仏式 米式 仏式 米式 仏式 米式
推奨タイヤ幅 1.75-2.125 1.75-2.125 1.75-2.125 1.75-2.125 1.75-2.125 1.75-2.125  1.75-2.125 1.75-2.125 1.75-2.125 1.75-2.125
スピード - - - - 8-9S 7S(カセット) 7S(ボス) 8-9S 8-9S 8-9S
OLD 100 100 100 100 135 135 135 135 135 135

重量（g） 930 970 1085 1085 1185 1190 - 1280 1280 1280
スポーク数 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
税抜価格 ¥5,300 ¥5,800 ¥7,000 ¥7,000 ¥7,000 ¥6,800 ¥8,000 ¥7,000 ¥8,000 ¥8,000
発注番号 829204 826201 829206 829228 829205 826202 829240 829227 829207 829229

　29"
商品名 フロント リア

対応ブレーキ リムブレーキ ディスク リムブレーキ ディスク
対応バルブ 仏式 米式 仏式 米式 仏式 米式 仏式 米式
推奨タイヤ幅 1.75-2.125 1.75-2.125 1.75-2.125 1.75-2.125 1.75-2.125 1.75-2.125 1.75-2.125 1.75-2.125 1.75-2.125
スピード - - - - 7S 8-9S 8-9S 8-9S 8-9S
OLD 100 100 100 100 135 135 135 135 135

重量（g） 1355 1550 1145 1145 - 1550 1550 1610 1355
スポーク数 32 32 32 32 32 32 32 32 32
税抜価格 ¥7,000 ¥7,000 ¥8,000 ¥8,000 ¥8,000 ¥8,000 ¥8,000 ¥9,000 ¥9,000
発注番号 829218 829236 829210 829230 829220 829219 829237 829211 829231

　24"
商品名 フロント リア

対応ブレーキ リムブレーキリムブレーキ
対応バルブ 米式 米式
推奨タイヤ幅 1.75-2.125 1.75-2.125
スピード - 7S(ボス)
OLD 100 135

重量（g） - -
スポーク数 32 32
税抜価格 ¥7,000 ¥8,000
発注番号 829238 829239

　700C
商品名 フロント リア

対応ブレーキ リムブレーキ リムブレーキ
対応バルブ 仏式 仏式
推奨タイヤ幅 32-43C 32-43C 22-28C 32-43C 32-43C 22-28C
スピード - - - 7S（ボス） 8-9S 10S
OLD 100 100 100 130 135 130

重量（g） 980 1010 1005 1115 1255 1240
スポーク数 32 32 32 32 32 32
税抜価格 ¥5,600 ¥5,800 ¥5,600 ¥5,800 ¥7,400 ¥7,400
発注番号 829202 829208 829200 829222 829209 829201

　27.5"
商品名 フロント リア

対応ブレーキ リムブレーキ ディスク リムブレーキ ディスク
対応バルブ 仏式 米式 仏式 米式 仏式 米式 仏式 米式
推奨タイヤ幅 1.75-2.125 1.75-2.125 1.75-2.125 1.75-2.125 1.75-2.125 1.75-2.125 1.75-2.125 1.75-2.125 1.75-2.125 1.75-2.125 1.75-2.125 1.75-2.125
スピード - - - - - 7-11S 8-9S 8-9S 7S(ボス) 7-11S 8-9S 8-9S
OLD 100 100 100 100 100 135 135 135 135 135 135 135

重量（g） 910 910 - 1100 1100 1120 1120 1190 - 1230 1123 1290
スポーク数 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
税抜価格 ¥7,000 ¥7,000 ¥7,000 ¥8,000 ¥8,000 ¥8,000 ¥8,000 ¥8,000 ¥8,000 ¥9,000 ¥9,000 ¥9,000
発注番号 829212 829232 829241 829213 829233 829215 829214 829234 829242 829217 829216 829235

リムブレーキ仕様

補修ホイール

ディスクブレーキ仕様

スマートフォンホルダー
発注番号

013400
￥1,280（税抜）

スマートフォン対応サイズ：4インチ～6インチ
●ステム全体でスマホを支えるのでハンドルブラケットタイプよりも高い安定性。
●スマホ側に専用のカバーやブラケットは不要で、付け外しも圧倒的に簡単。
●スマホカバーやバンカーリングを装着したままで使用可能。
●対応ステム径は22mm～56mm。ほとんどのステムやフレームのトップチューブに取り付け
できます。

【使用上の注意】
●走行中はスマートフォンの操作や画面を注視することは道路交通法で禁止されています。転
倒や事故につながりますので、停車した状態で操作および確認を行ってください。
●本製品は道路の段差などの衝撃が加わった場合、スマートフォンが外れる可能性がありま
す。100%の固定を保証する物ではありません。スマートフォンが落下して破損した場合でも
弊社はその賠償責任は負いません。
●走行前に取り付けが確実に行われているか確認してください。
●本製品に使用されているシリコンは耐候性に優れた素材ですが、使用環境によっては劣化、
破損の可能性があります。使用前に本製品にひび割れが無いか確認の上、ご使用ください。

スマートフォンをステムに固定できるシリコンブラケット

カバーやバンカーリングを装着したまま
使用できる貴重なスマホマウント

ステム全体で支えるため操作もサクサク

パッケージブラケットの脱着も簡単

発注番号 税抜価格 2003 2005 2006 2007～ 2008 2009～ 2017

308211 ¥1,800

Pasture 1.0
Fertile 1.0/2.0/3.0
Fuee 1.0/2.0
Glacier Euro
Glacier Rocky
ZIT2422

Pasture 1.0/2.0
Fertile 3.0
Fuee 1.0/2.0
ZIT2422

Pasture 1.0 TK
Pasture 2.0
Fertile 1.0/2.0
Fuee 1.0/2.0
Glacier Euro
Glacier Rocky
ZIT2422

Pasture
Fertile 
Fuee 
ZIT2422

308212 ¥1,800
Shepherd 2.0
Shepherd 1.0 SE
Shepherd 2.0 SE

Shepherd 2.0

308213 ¥2,800 Carbon Fertile

308215 ¥1,800 Pasture

308216 ¥1,800 Shepherd Shepherd 1.0
Fuee 3.0

308217 ¥1,800 Shepherd 1.0
Shepherd 4.0 

Shepherd 1.0/2.0
Shepherd 4.0 
Shepherd 4.0 TK

Shepherd
Shepherd City
Shepherd  NE

308218 ¥1,800 Shepherd Sport

RITEWAYバイク専用 ディレーラーハンガー適合表

発注番号 
308211 308212 308215 308216 308217308213

豊かなライフスタイルを提案する日本のスポーツバイクブランド

NEW

NEW
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発注番号 商品名

653344 SPC シートポストクランプ 2011-13 シファード /ファータイル /パスチャー シルバー SC-204

653347 SPC シートポストクランプ 31.8mm アロイ 2011 アルミモデル用 シルバー

653348 SPC シートポストクランプ 2011/2012 ジット用 シルバー

653999 SPC シム 26.4/25.4

243620 クランクセット 1/2 × 1/8 アロイ アイアン SF用 シルバー

260424 クランク 170mm 42 × 32× 22 シルバー

260425 クランク 165mm 42 × 32× 22 シルバー

260426 クランクセット 170mm 3/32 × 1/2 42T スチール 14.5MY シファード /パスチャーN ブラック

260427 クランクセット 16MY パスチャー用 ブラック

441331 グリップ 125mm 2011 パスチャー用 ブラウン

441332 グリップ 2011/2012 アイアンシリーズ用 ブラウン

441335 グリップ 2013 パスチャー /グリイシア F ブラウン /グレー VLG-105

441336 グリップ 2013 ジットホワイト /グレー VLG-105

441337 グリップ 125mm 14.5MY シェファードNE/ パスチャーNE ブラウン

441338 グリップ 125mm ブラック 15MY シェファードシティ用

441700 グリップ 16MY シェファードシティ /シェファードアイアン F/ グレイシアSW用 ブラック

441702 グリップ ホワイト 16MY シェファードシティ /シェファードアイアン F/ グレイシアSW用

441703 グリップ 16MY パスチャー用ブラウン /グレーベース

280410 ケーブルパーツ ワイヤーガイド 2011/2012用

376307 サスフォーク フロント 2013グレイシアSW オールホワイト SF12-SW-D-P-20-25

376332 サスフォーク 700C SF9-CR750 レッド

376334 サスフォーク 700C SF9-CR750 ブルー

376371 サスフォーク フロント 2013ファータイルオールブラック SF10-SW-D-700C

652213 サドル コンフォート ブラウン

652215 サドル クラシカル ホワイト

652220 サドル グレー

652222 サドル レッド

652224 サドル ブルー

652225 サドル ホワイト

652227 サドル 2011 グレイシア /ファータイル用 ホワイト

652229 サドル 2012 シェファード /ファータイル用 ホワイト /グレー

652230 サドル 2012 ジット用 ホワイト /グレー

652231 サドル 2012 パスチャー用 ホワイト /グレー

652232 サドル 2013 シェファード /ファータイル /グレイシアSW ホワイト VL-3135

652233 サドル 2013 グレイシア F ブラウン VL-3135

652234 サドル 2013 パスチャー ブラウン VL-3208

652235 サドル 2013 ジット ホワイト VL-7040

652237 サドル マシュマロサドル 2014 パスチャー ブラウン

652238 サドル 14.5MY シェファードNE/ パシチャーNE ブラウン

652239 サドル マシュマロサドル ブラック 2015 シェファードシティ用

300050 シフトレバー ライト 7S用 ブラック

680016 ステム アロイ 2011/2012 グレイシア シルバー

680017 ステム アルミレッドステム OS 80mm 25.4 30D クイル 2014 パスチャー シルバー

680018 ステム NS 80mm 25.4 30D クイル 14.5MY パスチャーNE ブラック

680020 ステム OS 105mm 25.4 15D 14.5MY シェファードNE ブラック

680021 ステム 90mm 15MY シェファードシティ用 シルバー

680022 ステム 105mm 15MY シェファードシティ用 シルバー

680023 ステム 16MY シェファードアイアンD用 シルバー

687000 ステム AH OS 90mm 25.4 25D レッド

687001 ステム AH OS 105mm 25.4 15D レッド

687002 ステム AH OS 90mm 25.4 25D ブルー

687003 ステム AH OS 105mm 25.4 15D ブルー

687004 ステム AH OS 90mm 25.4 15D ホワイト

687005 ステム AH OS 105mm 25.4 15D ホワイト

687006 ステム AH OS 90mm 25.4 25D ピンク

687008 ステム AH OS 90mm 25.4 25D クリーム

687009 ステム AH OS 90mm 25.4 15D グレー

687010 ステム AH OS 105mm 25.4 15D グレー

687012 ステム AH NS 90mm 26.0 15D シルバー

405020 スプロケット 1/2 × 1/8 × 18T 1S ロックリングツキ ブラック

720401 タイヤ 20× 1.75 ブラック

720442 タイヤ 20× 1.75 ジット 2020 ブラック K-1045

720443 タイヤ 22× 1.75 2013 ジット 2422 ブラック K-924

720444 タイヤ KENDA K-196 20 × 1-1/8 2014 グレイシア F ブラウン /イエロー

722402 タイヤ 22× 1.75 リア ブラック

724401 タイヤ 24× 1.75 フロント ブラック

724402 タイヤ 24× 1.75 2013 ジット 2422 ブラック K-924

726837 タイヤ 26× 1.5 2013 パスチャー クリーム K-193

726838 タイヤ KENDA K-193  26 × 1.5 2014 ソノマ F26 ブラウン /イエロー

726839 タイヤ 26× 1.5 14.5MY パスチャーNE コーヒーブラウン

728421 タイヤ 700× 35C 2013 ソノマ ブラック /イエロー K-189

728424 タイヤ 700× 26C 2013 アイアンシリーズ ブラック /イエロー K-196

728425 タイヤ 650× 25C 2013 アイアンシリーズ ブラック /イエロー K-196

728426 タイヤ KENDA K-196 700 × 26C 2014 シェファードアイアン F ブラウン /イエロー

728427 タイヤ KENDA K-196 650 × 25C 2014 シェファードアイアン F ブラウン /イエロー

728428 タイヤ KENDA K-193 700 × 38C 2014 ソノマ F ブラウン /イエロー

728429 タイヤ 700× 32C 14.5MY シェファードNE コーヒーブラウン

728430 タイヤ 20× 1.95 ブラック 15MY グレイシア用

728431 タイヤ 16MY シェファードアイアンD/F 用 コーヒーブラウン

728432 タイヤ 16MY パスチャー用 ブラウン

728433 タイヤ 16MY ソノマD用 コーヒーブラウン

762041 チューブ 20× 1.35 FV 2012 グレイシア用 ブラック

762042 チューブ 20× 1.75 2013 ジット 2020 ブラック

762043 チューブ 20× 1.5/1.75 AV キャップナシ

762200 チューブ 22× 1.75 2013 ジット 2422 ブラック

762460 チューブ 24× 1.75 2013 ジット 2422 ブラック

762461 チューブ 20× 1-1/8 FV 2014 グレイシア F ブラック

762462 チューブ 20× 1.95 48mm FV 2014 グレイシアSW ブラック

308700 ディレーラー リア 7S 14.5MY シェファードNE/ パスチャーNE ブラック

203732 ディレーラーパーツ シフター ライト 2013 ソノマ F SL-A08 シルバー

203733 ディレーラーパーツ シフター レフト 2013 ソノマ F SL-A08 シルバー

308211 ディレーラーパーツ ディレーラーハンガー リア フェー 1.0

308212 ディレーラーパーツ ディレーラーハンガー リア シェファード2.0

308213 ディレーラーパーツ ディレーラーハンガー リア C/ ファータイル

308215 ディレーラーパーツ ディレーラーハンガー リア パスチャー

308216 ディレーラーパーツ ディレーラーハンガー リア シェファード03

308217 ディレーラーパーツ ディレーラーハンガー リア T-0004

308260 ディレーラーパーツ ディレーラー フロント 2009-2013 グレイシア シルバー FD-R24H

308261 ディレーラーパーツ マイクロシフト サムシフター 9S リア 2014 シェファードアイアン F シルバー

653349 ディレーラーパーツ チェーンウォッチャー 31.8mm 14.5MY シェファードNE/ パスチャーNE ブラック

発注番号 商品名

447405 バーテープ ブラウン

447407 バーテープ 2011 グレイシア用 ホワイト

524510 ハブパーツ クイックリリース フロント パスチャー用 シルバー

473555 ハンドルバー 25.4 W560 15D フラット 2011/2012 シルバー

473557 ハンドルバー アルミプロムナードバー 25.4 W560mm 15D 2014 パスチャー シルバー

657100 ピラー 27.2 × 300mm アロイ 2011 シルバー

657101 ピラー 27.2 × 300mm アロイ 14.5MY シェファードNE/ パスチャーNE ブラック

657102 ピラー 27.2 × 300mm 15MY シェファードシティ用 シルバー

376303 フォーク 20 AH OS 178MM レッド

376305 フォーク 20 AH NS 351MM カイガラホワイト

376306 フォーク フロント 2013グレイシアSW ブラック

376311 フォーク 700C AH NS ブラック

376313 フォーク 700C AH NS コンクリートグレー

376314 フォーク 700C AH NS ヤネイロブルー

376316 フォーク 700C AH NS ウグイスグリーン

376328 フォーク 26 AH OS 175MM カイガラホワイト

376350 フォーク フロント 2011 アイアンシリーズ用 クリキントンイエロー

376352 フォーク フロント 2011 アイアンシリーズ用 マタタビグリーン

376353 フォーク フロント 2011 アイアンシリーズ用 キリカブブラウン

376354 フォーク フロント 2011 アイアンシリーズ用 ソラクモブルー

376355 フォーク フロント 2011 アイアンシリーズ用 リュウボクブラウン

376358 フォーク 2012 ファータイル用

376361 フォーク 700C AH OS 2012 アイアン カフェブラウン

376362 フォーク 700C AH OS 2012 アイアン モモイロ

376363 フォーク 650C AH OS 2012 アイアン ピアノブラック

376364 フォーク 650C AH OS 2012 アイアン カフェブラウン

376365 フォーク 650C AH OS 2012 アイアン モモイロ

376366 フォーク 650C AH OS 2012 アイアン アイイロ

376370 フォーク 700C AH OS 2012 アイアンD アイイロ

376373 フォーク エアロブレードフォーク 20 AH OS 2014 グレイシア F ホワイト

376377 フォーク 700C AH OS V 14.5MY シェファード NE グリーン

376378 フォーク 700C AH OS V 14.5MY シェファード NE ブルー

376379 フォーク 700C AH OS V 14.5MY シェファード NE ピンク

376380 フォーク 26 AH OS 14.5MY パスチャーNE V スカイブルーパール /ホワイト

376381 フォーク 26 AH OS 14.5MY パスチャーNE V オレンジパール /ホワイト

376382 フォーク 26 AH OS 14.5MY パスチャーNE V ホワイトパール /オレンジ

200111 ブレーキ カンチブレーキ リア 10ソノマ シルバー

200112 ブレーキ ワイヤーリンク カンチブレーキ

200227 ブレーキ キャリパーブレーキ リア R365 シルバー

200229 ブレーキ キャリパーブレーキ リア R316 シルバー

200241 ブレーキ フロント 2013グレイシアSW シルバー /UCP RX-1

200242 ブレーキ リア 2013グレイシアSW シルバー /UCP RX-1

200243 ブレーキ フロント 16MY ソノマD用 ブラック 1PC

200244 ブレーキ リア 16MY ソノマD用 ブラック

203738 ブレーキレバー ライト 2013ソノマ F シルバー /シルバー FL-750

203739 ブレーキレバー レフト 2013ソノマ F シルバー /シルバー FL-750

203741 ブレーキレバー テクトロ Vタイプ ペア  シルバー RS-360

308260 ディレーラーパーツ ディレーラー フロント 2009-2013 グレイシア シルバー FD-R24H

308261 ディレーラーパーツ マイクロシフト サムシフター 9S リア 2014 シェファードアイアン F シルバー

653349 ディレーラーパーツ チェーンウォッチャー 31.8mm 14.5MY シェファードNE/ パスチャーNE ブラック

203753 ブレーキレバー DC135 アロイ 2011アイアン SF シルバー

203780 ブレーキレバー ライト 10ソノマ シルバー

203781 ブレーキレバー レフト 10ソノマ シルバー

203783 ブレーキレバー レフト アロイ 14.5MY シェファードNE/ パスチャーNE オールブラック

577011 ペダル VP577 9/16 フラット クリア

577300 ペダル 9/16 アロイ 2011 アイアン /ソノマ用 シルバー

577302 ペダル アルミ 2012 シルバー

577303 ペダル 9/16 スチール 14.5MY シェファードNE/ パスチャーNE ブラック

577304 ペダル 16MY シェファードアイアンD/F 用

504101 ヘッドセット F セット アッパー /ロアー ED ブラック

504105 ヘッドセット F セット ローター ブラック

504109 ヘッドセット F セット ケーブルキャップ

504111 ヘッドセット ヘッドパーツ CP 15MY用

015021 ベル シンチュウベル 2012 スペーサーガタ

015022 ベル シンチュウベル 2012 ゴムバンドドメ ブラック

820013 ホイール 20× 1.25 リア シルバー

820403 ホイール 20× 1.35 100mm フロント」 FV 32H 2012 グレイシア用

820404 ホイール 20× 1.35 130mm リア FV 32H 8/9S 2012 グレイシア用

820405 ホイール 20× 1.75 フロント AV 36H 2012 ジット 2020用

820406 ホイール 20× 1.75 リア AV 36H 6S 2012 ジット 2020用

820407 ホイール 22× 1.75 リア AV 36H 7S 2012 ジット 2422用

820408 ホイール 24× 1.75 フロント AV 36H 2012 ジット 2422用

820700 ホイール 20× 1-1/8 フロント FV CNCダブルウォール ハイポリッシュ

820701 ホイール 20× 1-1/8 リア FV CNCダブルウォール ハイポリッシュ

820702 ホイール 20× 1.75 32H フロント FV ディスクダブルウォール 2014 グレイシアSW ブラック

820703 ホイール 20× 1.75 32H リア FV ディスクダブルウォール 2014 グレイシアSW ブラック

822011 ホイール 22× 1.75 リア ボスナットエンド シルバー

824010 ホイール 24× 1.75 フロント シルバー

826207 ホイール 26× 1.5 100mm フロント FV 36H 2012 パスチャー用

826209 ホイール 26× 1.5 32H FV フロント 14.5MY パスチャーNE ブラック

828033 ホイール 650C フロント FV 2012 アイアン 480mm用

828034 ホイール 650C 130mm リア FV 2012 アイアン 480m

828041 ホイール 700C フロント 15MY ソノマ用 シルバー

828042 ホイール リア 15MY ソノマ用 シルバー

828043 ホイール 26 フロント 15MY パスチャー用 シルバー

828044 ホイール リア 15MY パスチャー用 シルバー

828045 ホイール フロント ホイールディスク 20 15MY グレイシア用 ブラック

828046 ホイール リア ホイールディスク 15MY グレイシア用 ブラック

828100 ホイール フロント 100mm 16MY シェファードシティ用 シルバー

828101 ホイール リア 135mm 8/9/10S 16MY シェファードシティ用 シルバー

828102 ホイール フロント 100mm 16MY シェファードアイアン F 用 シルバー

828103 ホイール リア 130mm 8/9S 16MY シェファードアイアン F 用 シルバー

828104 ホイール フロント 100mm 16MY シェファードアイアン D用 シルバー

828105 ホイール リア 130mm 7S 16MY シェファードアイアン D用 シルバー

828106 ホイール フロント 100mm 16MY ソノマD用 ブラック

828107 ホイール リア 135mm 7S 16MY ソノマD用 ブラック

828108 ホイール リア 135mm 7S ﾘｱ 14/15MY パスチャー用 ブラック

RITEWAYバイク補修パーツ
※在庫、価格はカスタマーサービスへお問い合わせください。

発注番号 

280413 F&FXシリーズ用 2011以降
¥4,800（税抜）
280414 Z&ZWシリーズ用 2013
¥8,000（税抜）

発注番号 

280420 2.5/3/4mm 
¥2,300（税抜）
280412 3/4/5mm
¥1,000（税抜）
280421 DA フレーム用
¥2,500（税抜）

発注番号 

447827
¥4,800（税抜）
B16/S22/S32用交換パッド。

発注番号

445017 ブラック
445018 ホワイト
¥2,400（税抜）
ほとんどのインターナルケーブル用
ブレーキレバーに対応。

発注番号 

447811 ブラック
447813 グレー
447815 ホワイト
¥3,000（税抜）
長さ：1910mm
参考重量：35g

発注番号 

447828
¥4,800（税抜）
ベイオネットTTバー交換用。

発注番号 

504151
¥18,000（税抜）
2011以降のテーパーヘッド用ヘッドセット。
シールドACBベアリング。
プレッシャーアンカー付属。

発注番号 

280415 ショート 2010 FA 用 YF-007-03
280416 ロング 2010 FC-ZC用 YF-FELT-1
ブラック
¥300（税抜）

発注番号 

280422 DA フレーム用
¥1,000（税抜）

発注番号 

447826 ブラック
¥1,000（税抜）
ロード用
フェルトロゴ

ケーブルパーツ

ケーブルガイドキット

ケーブルパーツ

フレームプラグキット
インターナルフレームプラグ 2PCS

TTバー用
ゲルパッド

Tri/TTブレーキフード
22.2mm ハンドルバー用

ロード ハンドル バーテープ

TTバー用
ゲルパッド 
ディンプル

テーパーヘッド
1-1/8×1-1/2

ケーブルパーツ

BBケーブルガイド＆ボルト

ケーブルパーツ

ラバープラグトップチューブ
ケーブル ルーティング

バーエンドプラグ

機能美あふれるドイツの高品質ブランド

発注番号

141673 S
141674 M
141675 L
141676 XL
¥13,800（税抜）
●スーパーソフトなクイックドライ素材。
●全開になるYKKジッパー。

発注番号

141677 S
141678 M
141679 L
141680 XL
¥18,800（税抜）
●フラットロック縫製。
●コンプレッションが効いてずれにくい裾。

ショートスリーブジャージ ビブショーツ
フェルトブランドのパフォーマンスレースビブショーツフェルトブランドのパフォーマンスレースジャージ

サイズ S M L XL
身長目安 155～165 165～175 175～185 185～195
胸囲 86～91 93～99 101～106 111～116
ウエスト 66～71 76～81 86～91 91～96

サイズ S M L XL
身長目安 155～165 165～175 175～185 185～195
ウエスト 66～71 76～81 86～91 91～96
ヒップ 88～93 99～104 106～111 114～119

フィッティングサイズ(cm) フィッティングサイズ(cm)

ステム
1.1

発注番号 

686232 110mm
686233 120mm
¥6,000（税抜）
カラー：ブラック
クランプ径：31.8mm
アングル：5°
参考重量：139g（90mm）
●軽量かつ十分な強度を持ったアルミ製ステム。
●カーボンファイバー製ハンドルにも安心の4ボル
トクランプ。●Fシリーズ同等品。

NEW NEWNEW



一般車パーツ

184 185
価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

発注番号 

653359
¥6,800（税抜）
カラー：ハイポリッシュグレー
30.6mm

発注番号 

653358
¥6,000（税抜）
アルミ
TRI/TT 用
2011年以降

発注番号 

653353
¥8,000（税抜）
2011DA、2012DA

発注番号 

035700
¥2,000（税抜）
2011F シリーズ、2012Fシリーズ用
チェーンステーをチェーン脱落時のダメージから保護。
ステンレス製裏面は粘着素材

発注番号 

035703
¥2,800（税抜）
IA シリーズ用

発注番号 

659050 20mmオフセット
659051 0mmオフセット＋Di2 マウント
659052 20mmリアオフセット
¥58,000（税抜）
● DA2011年以降用

発注番号 

653351
¥2,800（税抜）
2ボルト止め2009ARシリーズ、2009年 TRI/TT
カーボンフレームシリーズ用
●エアロシートポスト用。
●2分割タイプクランプ。

VER2
発注番号 

653132
¥3,800（税抜）
2007年 DA、
2008年 DA用
V2
653352
¥4,800（税抜）
653132がなくなり次第653352となります。

発注番号 

653354
¥5,500（税抜）
CNC加工　チタンボルト&スカンジウムナット
30.6mm（27.2 ｍｍポスト用）
0.1mm / 0.6mmのシム付属

発注番号 

308223
¥2,000（税抜）
X CITY-1、
X CITY-2 用

発注番号 

308224
¥2,800（税抜）
X-CITY D、CAFE、
QXシリーズ 2014以降、
Vシリーズ

発注番号 

308226
¥3,000（税抜）
QXシリーズ
2013以前

発注番号 

308228
¥4,200（税抜）
FXシリーズ スルー
アクスル用

●ディレーラーハンガー2ボルト。●レーザーエッチングによる FELTロゴ。FELTのロード、シ
クロクロスフレーム全てに対応。● 2ボルトを使用しないモデルと使用するモデルがあります。●
DI2 を使用しない場合は1ボルトで使用できます。●ボルト付属。
対応モデル
Fシリーズ、Zシリーズ、ZWシリーズ、ARシリーズ、CXシリーズ、SRシリーズ全年式 /全モデル。
（スルーアクスルフレームは除く）

発注番号

308250 ブラック
308251 ブルー
308252 レッド
308253 シルバー
¥3,200（税抜）

SPC
ノンエアロダブルクランプ

SPC
エアロシートポストクランプ

DAシートポストクランプ
ボルト&ナット

チェーンプレート
プロテクター

DA用シートポスト

エアロ シートポストクランプエアロシートポスト クランプ

FELT ディレーラーハンガー適合表

シートポストクランプ＋
シム スタンダード

発注番号 商品名 税抜価格 発注番号 商品名 税抜価格

200511 ブレーキパーツ IA インラインアジャスター フロント ￥6,400 448025 ハンドルバーIA スレッドレスエアロスペーサー 40mm ￥2,000
200512 ブレーキパーツ IA インラインアジャスター　リア ￥6,400 448026 ハンドルバーIA ダガーナローブリッジ ￥3,400
200521 ブレーキ フロントブレーキ IA ￥78,000 448027 ハンドルバーIA ダガーロングブリッジ ￥3,400
200522 ブレーキ リアブレーキ IA ￥78,000 448028 ハンドルバーIA エアロバーキット ￥42,000
280423 ケーブルパーツ フレームスモールパーツキット エレクトニック 2014ARシリーズ ￥6,800 448029 ハンドルバーIA ダガーベースバー 42cm ￥48,000
280424 ケーブルパーツ フレームスモールパーツキット メカニカル 2014ARシリーズ ￥12,800 504155 ヘッドセットB16インテグレーテッド ￥5,800
280425 ケーブルパーツ IA ケーブルドロップアウトグロメット ￥800 504156 ヘッドセットCANE FSAI(TT/TRI)用 ￥8,000
280426 ケーブルパーツ IA フレキシブルケーブルガイドパイプ ￥800 524352 ピラーチェーンIA チェーンプレート ￥2,800
308256 ケーブルパーツ Vシリーズ用ディレーラーハンガー2015＋ ￥3,400 659053 ピラーAR 2014＋FESP11 シートポスト ￥58,000
372246 IA アッパーフォークカバー XS ￥12,000 659054 ピラーAR 2014 + FESP12 シートポスト ￥58,000
372247 IA アッパーフォークカバー SM ￥12,000 659055 ピラーシートポストシール MY14 IA ペア ￥2,000
372248 IA アッパーフォークカバー MD ￥12,000 659056 ピラーシートポスト IA ボルト ￥2,000
372249 IA アッパーフォークカバー LG ￥12,000 659057 ピラーIA ウェッジキット ￥6,400
372250 IA アッパーフォークカバー XL ￥12,000 659058 ピラーIA FESP13 シートポスト ￥68,000
372251 IA アッパーフォークカバー SM ￥14,000 659059 ピラーAR 2014＋シートポスト ショートブラック ￥58,000
372252 IA アッパーフォークカバー XL ￥14,000 659060 ピラーAR 2014＋シートポストノーマルシートポスト AR 355mm ブラック ￥58,000
448000 ハンドルバー39cm ベイオネット3用アロイ TRI/TT ￥68,000 686300 アジャスタブルステム3.1 31.8×80mm ロード VA アロイ ￥8,400
448001 ハンドルバー42cm ベイオネット3用アロイ TRI/TT ￥68,000 686301 アジャスタブルステム3.1 31.8×90mm ロード VA アロイ ￥8,400
448002 ハンドルバーIA ローヘッドボルト M6×15mm ￥300 686302 アジャスタブルステム3.1 31.8×100mm ロード VA アロイ ￥8,400
448003 ハンドルバーIA ローヘッドボルト M6×20mm ￥300 686303 アジャスタブルステム3.1 31.8×110mm ロード VA アロイ ￥8,400
448004 ハンドルバーIA ローヘッドボルト M6×25mm ￥300 686304 アジャスタブルステム3.1 31.8×120mm ロード VA アロイ ￥8,400
448005 ハンドルバーIA ローヘッドボルト M6×30mm ￥300 686305 ステムパーツ ベイオネット 3 フィックドポジション 90mm ￥38,000
448006 ハンドルバーIA ローヘッドボルト M6×35mm ￥300 686306 ステムパーツ ベイオネット 3 フィックドポジション 110mm ￥38,000
448007 ハンドルバーIA ローヘッドボルト M6×40mm ￥300 686307 ステムパーツ CS ステム IA ダガーボルト M6x20mm ￥300
448008 ハンドルバーIA ローヘッドボルト M6×45mm ￥300 686308 ステムパーツ CS ステム IA ダガーボルト M5x20mm ￥300
448009 ハンドルバーIA ローヘッドボルト M6×50mm ￥300 686309 ステムパーツ CS ステム IA ダガーボルト M6x25mm ￥300
448010 ハンドルバーIA ローヘッドボルト M6×55mm ￥300 686310 ステムパーツ CS ステム IA ダガーボルト M6x40mm ￥300
448011 ハンドルバーIA アームレストボルト ￥500 686311 ステムパーツ CS ステム IA ダガーボルト M6x55mm ￥300
448012 ハンドルバーIA フィットワッシャー ￥800 686312 ステムパーツ CS ステム IA ダガートップキャップボルト M6x40mm ￥300
448013 ハンドルバーIA アンチクラッシュスペーサー ￥800 686313 ステムパーツ CS ステム IA ダガースペンサー 15mm ￥9,800
448014 ハンドルバーIA アームレストワッシャー ￥800 686314 ステムパーツ CS ステム IA ダガースペンサー 30mm ￥9,800
448015 ハンドルバーIA エアロエクステンションプラグ Di2 ￥800 686315 ステムパーツ CS ステム IA ダガーインテグレーテッド ￥22,000
448016 ハンドルバーIA エアロエクステンションプラグ MECHANICAL ￥800 686316 ステムパーツ ステム IA ダガー 31.8 ￥42,000
448017 ハンドルバーIA エアロナット ￥1,400 686317 ステムパーツ IA フラットヘッドボルトM3×12mm ￥1,800
448018 ハンドルバーIA エクステンションクランプ ￥1,800 686318 ステムパーツ IA キャルパック ￥3,400
448019 ハンドルバーIA アームレストクランプ ￥1,800 686319 ステムパーツ ハードウェア IA ダガーステムトップキャップ TT/TRI ￥4,800
448020 ハンドルバーIA アームレスト ￥1,800 686320 ステムパーツ IA エアロパック2014+IA シリーズ用 ￥4,800
448021 ハンドルバーIA スレッドレスエアロスペーサー 5mm ￥2,000 035701 フレームプロテクター チェーンプレートプロテクター ロードAR用 ￥2,800
448022 ハンドルバーIA スレッドレスエアロスペーサー 10mm ￥2,000 035702 フレームプロテクター ヘッドチューブプロテクター TRI/TT Bayonet用 ￥1,200
448023 ハンドルバーIA スレッドレスエアロスペーサー 22mm ￥2,000 015605 バナー 3300×1800CM ハトメ6箇所 ￥10
448024 ハンドルバーIA スレッドレスエアロスペーサー 30mm ￥2,000 263391 BBセット BB カバー ￥12,000

発注番号

365199 
¥5,800（税抜）
●フェンダー本体と取り付けに必要なステー、ボルト類。
●バイクとの一体感を追求したVR専用デザイン。
※VR30/40には対応しません。

発注番号

365200 
¥2,400（税抜）
●VRフェンダーの補修用ステーキット。

VRフェンダーキット

VRフェンダー用ボルト&ステーキット

フェルトVRシリーズ用フルフェンダー

クルーザーペダル

発注番号

577288 ブラック
¥1,800（税抜）
シャフトサイズ9/16"

発注番号 

686271
¥3,400（税抜）
ベイオネット２&３用

発注番号 

504150
¥4,200（税抜）
19mmインテグレーテッド
2011DA、2012DA用。

発注番号 

686273
¥15,000（税抜）
ベイオネット3用

発注番号 

686261
¥3,000（税抜）
ベイオネット２&３用
ベイオネットの間に挿入し50mm延長。

発注番号 

686293 70× 30mm
686294 70× 60mm
686295 100× 30mm
686296 100× 60mm
¥13,000（税抜）
カラー：ブラック

発注番号 

686272 ベイオネット２用
686291 ベイオネットSL用
¥4,000（税抜）

発注番号 

686262 26.0 × 40mm
686263 26.0 × 50mm
686264 26.0 × 65mm
686265 26.0 × 80mm
686266 26.0 × 95mm
686267 31.8 × 40mm
686268 31.8 × 65mm
686270 31.8 × 95mm
¥6,200（税抜）
686269 31.8 × 80mm
¥3,200（税抜）
686292 31.8 × 80mm
¥6,100（税抜）

発発注番号 

686260
¥28,000（税抜）
BAYONET&BAYONETⅡ専用ステムセット。
26.0 × 40/50/65/80/95mm
31.8 × 40/65/80/95mm
各サイズのステム
さらにステムを延長する 55mm のエクステン
ション。画像 1 ～ 7 の部品が付属。＊ 6 番は
BAYONETⅡにしか取り付けできません。

ベイオネット
ナックル＆スピンドル

べイオネット3
ベアリング

ベイオネット
トップクラウン

ベイオネット
エクステンション

ベイオネット
トップクラウン

ベイオネット
エクステンション 2/3専用

ステアリングキット

BAYONET

ステムパーツ

ベイオネット3
フィックスポジションステム

NEW

NEW

NEW

1

2

34
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価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

進化し続けるアメリカの伝統ブランド

GTバイクのディレーラーハンガーや
その他補修品の情報は、弊社 WEB
サイトの「規格表・補修パーツリスト」
をご確認お願いします。
https://www.riteway-jp.com/
kikaku_repairpartslist.html

「クリック」

品　番 メーカー 商品名 税抜価格

727000 パナレーサー パナレーサー タチ ペアマキ e-ride 27×13/8
タイヤ2ホン,チューブ2ホン イリ　ブラック ¥5,100

726900 パナレーサー パナレーサー タチ ペアマキ e-ride 26×13/8
タイヤ2ホン,チューブ2ホン イリ　ブラック ¥4,940

724880 パナレーサー パナレーサー タチ ペアマキ e-ride 24×13/8
タイヤ2ホン,チューブ2ホン イリ　ブラック ¥4,810

714000 共和 キョウワ タチ ペアマキ 14×1.75 黒 
タイヤ2ホン,チューブ2ホン イリ　ブラック ¥3,800

714001 共和 キョウワ タチ ペアマキ 14×1.75  白/黒 
タイヤ2ホン,チューブ2ホン イリ　白/黒 ¥4,000

714002 共和 キョウワ タチ ペアマキ14×2.125 CTB 黒 
タイヤ2ホン,チューブ2ホン イリ　ブラック ¥4,800

716835 共和 キョウワ タチ ペアマキ16×1.75 黒 
タイヤ2ホン,チューブ2ホン イリ　ブラック ¥3,800

716836 共和 キョウワ タチ ペアマキ16×1.75 白/黒 
タイヤ2ホン,チューブ2ホン イリ　白/黒 ¥4,000

716837 共和 キョウワ タチ ペアマキ16×1.75 CTB 黒 
タイヤ2ホン,チューブ2ホン イリ　黒 ¥4,000

716838 共和 キョウワ タチ ペアマキ16×2.125 黒 
タイヤ2ホン,チューブ2ホン イリ　黒 ¥4,800

718000 共和 キョウワ タチ ペアマキ18×1.75 黒 
タイヤ2ホン,チューブ2ホン イリ　黒 ¥4,000

718001 共和 キョウワ タチ ペアマキ18×1.75 白/黒 
タイヤ2ホン,チューブ2ホン イリ　白/黒 ¥4,200

718002 共和 キョウワ タチ ペアマキ18×1.75 CTB 
タイヤ2ホン,チューブ2ホン イリ　黒 ¥4,200

718003 共和 キョウワ タチ ペアマキ 18×2.125 ブロック
タイヤ タイヤ2ホン,チューブ2ホン イリ　黒 ¥4,800

720640 共和 キョウワ タチ ペアマキ20×1.75 黒 
タイヤ2ホン,チューブ2ホン イリ　黒 ¥4,000

720641 共和 キョウワ タチ ペアマキ20×1.75 白/黒 
タイヤ2ホン,チューブ2ホン イリ　白/黒 ¥4,200

720642 共和 キョウワ タチ ペアマキ20×1.75 CTB  
タイヤ2ホン,チューブ2ホン イリ　黒 ¥4,200

720670 パナレーサー パナレーサー タチ ペアマキ 20×2.125 黒 
タイヤ2ホン,チューブ2ホン イリ　黒 ¥5,940

722000 共和 キョウワ タチ ペアマキ 22×1.75 CTB  
タイヤ2ホン,チューブ2ホン イリ　黒 ¥4,400

724910 共和 キョウワ タチ ペアマキ 24×1.75 CTB  
タイヤ2ホン,チューブ2ホン イリ　黒 ¥4,800

726930 共和 キョウワ タチ ペアマキ 26×1.75 黒 
タイヤ2ホン,チューブ2ホン イリ　黒 ¥5,200

726931 共和 キョウワ タチ ペアマキ 26×1.95 ブロック
タイヤ2ホン,チューブ2ホン イリ　黒 ¥6,000

品　番 メーカー 商品名 税抜価格

726932 共和 キョウワ タチ ペアマキ 26×1.95 スリックパターン黒
タイヤ2ホン,チューブ2ホン イリ　黒 ¥6,000

726933 共和 キョウワ タチ ペアマキ 26×2.00 黒
タイヤ2ホン,チューブ2ホン イリ　黒 ¥6,000

726934 共和 キョウワ タチ ペアマキ 26×2.125 白/黒
タイヤ2ホン,チューブ2ホン イリ　白/黒 ¥6,800

720643 共和 キョウワ タチ ペアマキ 20×1・3/8 黒
タイヤ2ホン,チューブ2ホン イリ　黒 ¥4,000

720644 共和 キョウワ タチ ペアマキ 20×1・3/8 白/黒
タイヤ2ホン,チューブ2ホン イリ　白/黒 ¥4,200

722001 共和 キョウワ タチ ペアマキ22×1・3/8 黒
タイヤ2ホン,チューブ2ホン イリ　黒 ¥4,000

722002 共和 キョウワ タチ ペアマキ 22×1・3/8 白/黒
タイヤ2ホン,チューブ2ホン イリ　白/黒 ¥4,200

722003 共和 キョウワ タチ ペアマキ 22×1・3/4 黒
タイヤ2ホン,チューブ2ホン イリ ¥4,200

724911 共和 キョウワ タチ ペアマキ24×1・3/8 黒
タイヤ2ホン,チューブ2ホン イリ　黒 ¥2,400

724912 共和 キョウワ タチ ペアマキ 24×1・3/8 白/黒
タイヤ2ホン,チューブ2ホン イリ　白/黒 ¥2,600

726935 共和 キョウワ タチ ペアマキ26×1・3/8 黒
タイヤ2ホン,チューブ2ホン イリ　黒 ¥2,400

726936 共和 キョウワ タチ ペアマキ26×1・3/8 白/黒
タイヤ2ホン,チューブ2ホン イリ　白/黒 ¥2,600

727030 共和 ョウワ タチ ペアマキ 27×1・3/8 黒
タイヤ2ホン,チューブ2ホン イリ　黒 ¥2,400

727031 共和 キョウワ タチ ペアマキ 27×1・3/8 白黒
タイヤ2ホン,チューブ2ホン イリ　白/黒 ¥2,600

727033 共和 キョウワ タチ ペアマキ 27×1・3/8 アメ/黒
タイヤ2ホン,チューブ2ホン イリ　アメ/黒 ¥3,800

727034 共和 キョウワ タチ ペアマキ 27×1・1/4 アメ黒
タイヤ2ホン,チューブ2ホン イリ　アメ/黒 ¥4,200

727001 パナレーサー パナレーサー タチ ペアマキ 27×1・1/2 黒
タイヤ2ホン,チューブ2ホン イリ　黒 ¥5,775

728680 共和 キョウワ タチ ペアマキ 28×1・1/2 黒
タイヤ2ホン,チューブ2ホン イリ　黒 ¥4,800

712000 共和 キョウワ タチ ペアマキ 12・1/2×2・1/4 黒
タイヤ2ホン,チューブ2ホン イリ　黒 ¥3,800

722030 パナレーサー パナレーサー タチ ペアマキ 22×1・3/4 黒
タイヤ2ホン,チューブ2ホン イリ　黒 ¥4,158

722031 パナレーサー パナレーサー タチ ペアマキ 22×1・1/2 白/黒
タイヤ2ホン,チューブ2ホン イリ　白/黒 ¥3,654

726939 共和 キョウワ タチ 1ポンマキ 26×2・1/2
リヤカー用 タイヤ1、チューブ1 イリ　黒 ¥7,800

品　番 メーカー 商品名 税抜価格

726940 共和 キョウワ26×1・3/8BE 
タイヤ2ホン,チューブ2ホン イリ　黒 ¥3,200

716839 共和 キョウワ タチ ペアマキ 16×1.50 グレー
タイヤ2ホン,チューブ2ホン イリ　グレー ¥4,800

716840 共和 キョウワ タチ ペアマキ 16×1・3/8 グレー
タイヤ2ホン,チューブ2ホン イリ　グレー ¥4,800

718004 共和 キョウワ タチ ペアマキ 18×1・3/8 グレー
タイヤ2ホン,チューブ2ホン イリ　グレー ¥4,800

720645 共和 キョウワ タチ ペアマキ 20×1・3/8 グレー
タイヤ2ホン,チューブ2ホン イリ　グレー ¥4,800

724881 パナレーサー パナレーサー タチ ペアマキ 24×1 グレー
タイヤ2ホン,チューブ2ホン イリ グレー英 ¥5,922

724882 パナレーサー パナレーサー タチ ペアマキ 24×1・1/4グレー
タイヤ2ホン,チューブ2ホン イリ　グレー ¥5,922

722004 共和 キョウワ タチ ペアマキ 22×1・1/4 グレー
タイヤ2ホン,チューブ2ホン イリ　グレー ¥4,800

712001 共和 キョウワ タチ ペアマキ 12×1・3/8 グレー
タイヤ2ホン,チューブ2ホン イリ　グレー ¥4,800

712002 共和 キョウワ タチ ペアマキ 12×1・1/2×2 1/4 グレー
タイヤ2ホン,チューブ2ホン イリ　グレー ¥4,800

714003 共和 キョウワ タチ ペアマキ 14×1.50 グレー
タイヤ2ホン,チューブ2ホン イリ　グレー ¥4,800

761630 パナレーサー パナレーサー サイクルチューブ
16×1.50　米式 ¥743

761631 パナレーサー パナレーサー サイクルチューブ
16×1.50～1.75　英式 ¥743

761831 パナレーサー サイクルチューブ
18×1.50～1.75　英式 ¥800

761832 パナレーサー サイクルチューブ
18×1.50～1.75　仏式 ¥877

762085 パナレーサー サイクルチューブ
20×1.00～1.25　仏式 ¥1,000

762086 パナレーサー サイクルチューブ
20×1.50～1.75　英式 ¥800

762087 パナレーサー サイクルチューブ
20×1.75　仏式 ¥877

762650 パナレーサー サイクルチューブ
26×1・1/2　英式 ¥877

762485 パナレーサー サイクルチューブ
24×1　英式 ¥867

762486 パナレーサー サイクルチューブ
24×1・1/2　英式 ¥867

762487 パナレーサー サイクルチューブ
24×1.75　英式 ¥877

762488 パナレーサー サイクルチューブ
24×1.75　仏式 ¥943

762651 パナレーサー サイクルチューブ
26×1.25　英式 ¥934

762652 パナレーサー サイクルチューブ
26×1.25　仏式　48mm ¥1,400

762489 パナレーサー サイクルチューブ
24×1C　仏式 ¥934

762653 パナレーサー サイクルチューブ
26×1C　仏式 ¥934

762654 パナレーサー サイクルチューブ
26×1C　仏式　48mm ¥1,286

762088 パナレーサー サイクルチューブ
20×7/8-1・1/8　仏式32mm ¥943

762089 パナレーサー サイクルチューブ
20×7/8-1・1/8　仏式48mm ¥1,315

762090 パナレーサー サイクルチューブ
20×7/8-1・1/8　仏式60mm ¥1,380

761250 共和 12×1/2-2・1/4　英式チューブ ¥900

761251 共和 14×1.75　英式チューブ ¥900

762230 共和 22×1.75　英式チューブ ¥900

762400 共和 24×1.75　英式チューブ ¥900

761252 共和 12×1・3/8　英式チューブ ¥900

761660 共和 16×1・3/8　英式チューブ ¥900

品　番 メーカー 商品名 税抜価格

761860 共和 18×1・3/8　英式チューブ ¥900

762231 共和 22×1・3/4　英式チューブ ¥900

762680 共和 26×1・3/4BE　チューブ ¥1,800

762700 共和 27×1・1/4　英式チューブ ¥900

762681 共和 26×2・1/2　リヤカーチューブ ¥2,400

703020 共和 リムバンドテープ　自転車用 ¥240

110701 パナレーサー タイヤパウダー ¥934

115310 パナレーサー 缶入りリムセメント ハケ付 ¥1,010

115311 パナレーサー チューブ入りリムセメント ¥429

115333 パナレーサー チューブレスタイヤリペアキット ¥1,450

046641 パナレーサー ACA-2　エアチェックアダプター
(2個入り 1セット) ¥600

046642 パナレーサー ACA-2-G エアチェックアダプター
キャップゲージ付(2個入り 1セット) ¥1,143

046643 パナレーサー FV-20　仏式バルブアダプター ¥110

046644 パナレーサー 仏式バルブ口金 ¥300

046645 パナレーサー アメリカバルブアダプター ¥260

046646 パナレーサー フレンチバルブアダプター ¥160

046647 パナレーサー NTスペーサー
リムナット兼用バルブ穴 ¥120

046655 ツヅミ ツヅミ　バルブホース　黒
30cm X 20本入り　ブラック ¥5,200

046658 共和 スーパーバルブセット
1台紙30個セット ¥7,500

046659 共和 バルブセットG
1台紙30個セット ¥6,000

046662 豊田 虫ゴムセット
1台紙30個セット ¥3,900

046631 パナレーサー FTP-BKG-S
フットポンプゲージ付SG　ブラック ¥2,430

046639 パナレーサー FTP-YBG-S
フットポンプゲージ付SG　イエロー ¥2,430

115315 マルニ No.1デラックス修理セット
1台紙　6個セット ¥2,520

115316 マルニ No.2デラックス修理セット
1台紙 3個セット ¥1,980

115317 マルニ No.3DXパンク修理セット ¥280

115318 マルニ マルニ HIパッチ L型
24マイイリ ¥1,050

115319 マルニ マルニ HIパッチ M型
48マイイリ ¥1,050

115320 マルニ マルニ HIパッチ S型
48マイイリ ¥1,050

115321 マルニ マルニ HIパッチ R型
49マイイリ ¥1,050

115322 マルニ マルニ　HIパッチ　S2型
36マイイリ ¥1,050

115323 マルニ K-580　超薄型パッチRR
30マイイリ ¥1,050

115324 マルニ ビードワックス
40g ¥760

115325 マルニ マルニ チューブラバー
22g (12本入り) ¥2,376

115326 マルニ マルニ　エコ・セメント
100cc ¥680

115327 マルニ マルニ　エコ・セメント
200CC ¥940

110711 マルニ バフいらずエコ
180cc ¥900
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品　番 メーカー 商品名 税抜価格

014502 OGK RB-006ワンタッチカゴ
Bグレー ¥3,612

014503 OGK RB-006ワンタッチカゴ
Kグレー ¥3,612

014504 OGK RB-006ワンタッチカゴ
ダークチャ ¥3,612

014507 OGK RB-005　グレー ¥2,625

014508 OGK RB-005　Kグレー ¥2,625

014509 OGK RB-005　ダークチャ ¥2,625

014510 OGK RB-005　コゲチャ ¥2,625

014511 OGK RB-005　ブラック ¥2,625

014512 OGK RB-002　Lグレー ¥4,280

014513 OGK RB-002　Bグレー ¥4,280

014514 OGK RB-002　ブラウン ¥4,280

014515 OGK RB-002　Wグレー ¥4,280

014516 OGK RB-002　ライトブラウン ¥4,280

014520 OGK SB-011　大型カゴ　アイボリー ¥4,599

014521 OGK SB-011　大型カゴ 　ホワイトグレー ¥4,599

014522 OGK SB-011　大型カゴ　コゲチャ ¥4,599

014524 OGK SB-011　ブラック ¥4,599

014550 大久保製作所 フロントバスケットカバーミズタマ ブラック ¥1,500

014551 大久保製作所 フロントバスケットカバーミズタマ ブラウン ¥1,500

014552 大久保製作所 フロントバスケットカバーミズタマ ホワイト ¥1,500

014554 大久保製作所 フロントバスケットカバーミズタマ イエロー ¥1,500

014555 大久保製作所 フロントバスケットカバーミズタマ オレンジ ¥1,500

014560 大久保製作所 2段式前カゴカバーチェックブルー ¥2,048

014561 大久保製作所 2段式前カゴカバーチェックグレー ¥2,048

014562 大久保製作所 2段式前かごカバーミズタマブラック ¥1,943

014563 大久保製作所 2段式前かごカバーミズタマブラウン ¥1,943

014564 大久保製作所 2段式前カゴカバー　グレー ¥1,943

014565 大久保製作所 2段式前カゴカバー　ブルー ¥1,943

014566 大久保製作所 2段式前カゴカバー　ワイン ¥1,943

014567 大久保製作所 2段式前カゴカバー　ブラック ¥1,943

014568 大久保製作所 2段式前カゴカバー　ブラウン ¥1,943

014569 大久保製作所 2段式前カゴカバー　特大 ¥2,100

014572 大久保製作所 D-1F　前カゴ用バスケットカバー
シルバー ¥840

014575 大久保製作所 インナータイプ前カゴカバーチェックブラウン ¥2,800

014576 大久保製作所 インナータイプ前カゴカバーチェックピンク ¥2,800

014577 大久保製作所 インナータイプ前カゴカバーチェックグリーン ¥2,800

014580 大久保製作所 雨よけカバー　ブルー ¥2,100

品　番 メーカー 商品名 税抜価格

110712 マルニ マルニ　リキッドバッファ
スプレー式　420cc ¥1,800

115328 マルニ K-600
クイックショット(仏式バルブ専用) ¥1,050

115330 三ツ輪 ミツワラバー　新増量缶 ¥450

110713 マルニ Y-527
らくらくサビ落とし ¥1,100

110723 共和 ミリオン SL-40 瞬間サビトリ
自転車用 ¥500

026170 丸一 丸一　27吋外装両立スタンド
逆爪　CP ¥2,880

026171 丸一 丸一　26吋外装両立スタンド
逆爪　CP ¥2,820

263395 中谷 コッタレス
BBリテーナー　1/4 玉付 ¥180

504170 中谷 ヘッドリテーナー(2コ入 1セット) ¥200

504171 中谷 ヘッド小物セット CPメッキ ¥1,100

476415 YSB YSB　軽快車タイプ
インター4ステンレスバー ¥1,800

476416 YSB YSB　オールランダータイプ
インター4ステンレスバー ¥1,800

445280 OGK C-57グリップ　ブラック ¥420

445281 OGK C-57グリップ　ブラウン ¥420

445282 OGK C-57グリップ　グレー ¥420

445283 OGK C-58グリップ　ブラック ¥483

445284 OGK C-58グリップ　ブラウン ¥483

445285 OGK C-58グリップ　グレー ¥483

445286 OGK C-58グリップ　L&H　ブラック ¥483

445287 OGK C-58グリップ　L&H　ブラウン ¥483

445288 OGK C-58グリップ L-H グレー ¥483

650730 加島 加島 HS-240 テリーサドル
ブラック ¥1,890

650731 加島 加島 HS-240 テリーサドル
ブラウン ¥1,890

203801 YSB YSB　ブレーキレバー #330S-2
ミニ用レバー　シルバー ¥800

203802 YSB YSB　ブレーキレバー #330BB
ミニ用レバー　ブラック ¥800

203806 YSB YSB　ブレーキレバー BL25AS-A
オールアルミ シルバー ¥1,200

203807 YSB YSB　ブレーキレバー
BL21CG-S シルバー ¥1,000

203808 YSB YSB　ブレーキレバー
BL21CB-B ブラック ¥900

203811 YSB YSB　ブレーキレバー MF-7 幼児専用
レバー 19/22mm兼用 シルバー ¥600

203814 YSB YSB　ブレーキレバー BL-222幼児用
黒　19/22㎜兼用　ブラック/シルバー ¥900

203818 YSB YSB　PSC-ST ステンレス用舟ゴム
BAA対応1ダイシ 5ペア セット ¥2,600

203819 YSB YSB PSC-A アルミ用舟ゴム
BAA対応 1ダイシ 5ペアセット ¥2,600

020801 昭和インダストリー RC-27H　26CP　26インチシート止メッキ　高床　CP ¥1,450

020802 昭和インダストリー RC-27M　26CP　26インチシート止メッキ　低床　CP ¥1,470

020803 昭和インダストリー RC-27H　26SE　26インチシート止マルチ　高床　シルバー ¥1,500

020804 昭和インダストリー RC-27M　26SE　26インチシート止マルチ　低床　シルバー ¥1,530

020805 昭和インダストリー RC-27L　26SE　26インチシート止マルチ　超低床　シルバー ¥1,580

品　番 メーカー 商品名 税抜価格

020806 昭和インダストリー RC-27H　26ST　26インチシート止ステン　高床 ¥3,500

020807 昭和インダストリー RC-27M　26ST　26インチシート止ステン　低床 ¥3,570

020808 昭和インダストリー RC-27H　26ED　26インチシート止めブラック　高床　ブラック ¥1,370

020811 昭和インダストリー RC-27H　27CP　27インチシート止メッキ　高床　CP ¥1,450

020812 昭和インダストリー RC-27M　27CP　27インチシート止メッキ　低床　CP ¥1,470

020813 昭和インダストリー RC-27H　27SE　27インチシート止マルチ　高床　シルバー ¥1,500

020814 昭和インダストリー RC-27M　27SE　27インチシート止マルチ　低床　シルバー ¥1,530

020815 昭和インダストリー RC-27L　27SE　27インチシート止マルチ　超低床　シルバー ¥1,580

020816 昭和インダストリー RC-27H　27ST　27インチシート止ステン　高床 ¥3,500

020817 昭和インダストリー RC-27M　27ST　27インチシート止ステン　低床 ¥3,570

020818 昭和インダストリー RC-27H　27ED　27インチシート止めブラック　高床　ブラック ¥1,370

020821 昭和インダストリー RC-6　26CP　26インチダボ止めメッキ　クラス18　CP ¥1,420

020822 昭和インダストリー RC-63a　26SE　26インチ
ダボ止マルチ　超低床　クラス27　シルバー ¥1,580

020823 昭和インダストリー RC-63a　26ST　26インチダボ止ステン　超低床　クラス27 ¥3,630

020824 昭和インダストリー RC-6　26ED　26インチダボ止ブラック　クラス18　ブラック ¥1,370

020828 昭和インダストリー RC-6　26インチダボ止メッキ　クラス18　CP ¥1,420

020829 昭和インダストリー RC-63a　27SE　27インチ
ダボ止マルチ　超低床　クラス27　シルバー ¥1,580

020830 昭和インダストリー RC-63a　27ST　27インチダボ止ステン超低床　クラス27 ¥3,630

020831 昭和インダストリー RC-6　27ED　27インチ
ダボ止めブラック　クラス18　ブラック ¥1,370

020832 なんごく カラーバンド　自転車用
アソート ¥230

014430 西田 メッシュ前カゴ　ブラック ¥1,630

014431 西田 メッシュ前カゴ　グレー ¥1,630

014436 ダイキ NO88ATBカゴ　キャリア付
シルバー ¥4,600

014438 ダイキ 自転車新聞カゴセット　ブラック ¥5,400

014439 ダイキ 自転車新聞カゴのみ　ブラック ¥3,570

014441 ダイキ 折たたみ大カゴDX　ブラック ¥2,400

014442 ダイキ 折りたためるバスケット　シルバー ¥3,125

014445 OGK FB-037K　ダークチャ ¥2,310

014446 OGK FB-037K　ブラック ¥2,310

014447 OGK FB-037K　コゲチャ ¥2,310

014448 OGK FB-032　アルミシルバー ¥3,129

014449 OGK FB-032　コゲチャ ¥3,129

014450 OGK FB-029X　シルバー ¥4,935

014451 OGK FB-029X　ガンメタ ¥4,935

014452 OGK FB-025　アルミシルバー ¥1,932

014453 OGK FB-025　パールブラウン ¥1,932

014454 OGK FB-003　Kグレー ¥3,570

品　番 メーカー 商品名 税抜価格

014455 OGK FB-003　Bグレー ¥3,570

014456 OGK FB-003　ダークチャ ¥3,570

014457 OGK FB-003　グレー ¥3,570

014458 OGK FB-3600　Lグレー ¥4,578

014459 OGK FB-3600　ダークチャ ¥4,578

014460 OGK FB-3600フタ　Lグレー ¥1,932

014461 OGK FB-3600フタ　ダークチャ ¥1,932

014462 OGK FB-5000　ダークチャ ¥3,864

014463 OGK FB-5000　Lグレー ¥3,864

014464 OGK FB-5000のフタ　ダークチャ ¥1,575

014465 OGK FB-5000のフタ　Lグレー ¥1,575

014466 OGK FB-018　パールシルバー ¥2,415

014467 OGK FB-018　ガンメタ ¥2,415

014468 OGK FB-018　レッド ¥2,415

014469 OGK FB-018　オレンジ ¥2,415

014470 OGK FB-018　ピンク ¥2,415

014471 OGK FB-018　グリーン ¥2,415

014472 OGK FB-018　ブルー ¥2,415

014473 OGK FB-022　アルミシルバー ¥3,255

014474 OGK FB-022　ガンメタ ¥3,255

014475 OGK FB-022X　アルミシルバー ¥3,738

014476 OGK FB-022X　ガンメタ ¥3,738

014480 OGK FB-005AX　クロスバイク用
脱着カゴ　ブラック ¥3,570

014482 OGK RB-016
大型軽量リアバスケット　ブラック ¥2,919

014483 OGK RB-016
大型軽量リアバスケット　コゲチャ ¥2,919

014484 OGK RB-016
大型軽量リアバスケット　Mベージュ ¥2,919

014487 OGK RB-015
さざなみリアバスケットアルミシルバー ¥3,864

014488 OGK RB-015
さざなみリアバスケット　コゲチャ ¥3,864

014489 OGK RB-015
さざなみリアバスケット　ブラック ¥3,864

014491 OGK RB-012
大型リアカゴ　ブラック ¥2,919

014492 OGK RB-012
大型リアカゴ　パールブラウン ¥2,919

014493 OGK RB-012
大型リアカゴ　アルミシルバー ¥2,919

014494 OGK RB-012
大型リアカゴ　ガンメタ ¥2,919

014495 OGK RB-012
大型リアカゴ　ピンク ¥2,919

014496 OGK RB-012
大型リアカゴ　グリーン ¥2,919

014497 OGK RB-012
大型リアカゴ　ブルー ¥2,919

014500 OGK RB-009　アルミシルバー ¥2,772

一般車パーツ



一般車パーツ

190 191
価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

品　番 メーカー 商品名 税抜価格

030217 ゴリン G-222W　ソリッドカラーワイヤー錠
ブルー ¥630

030218 ゴリン G-222W　ソリッドカラーワイヤー錠
シルバー ¥630

030219 ゴリン G-222W　ソリッドカラーワイヤー錠
ピンク ¥630

030220 ゴリン G-220W　グリーン ¥1,300

030221 ゴリン G-220W　ホワイト ¥1,300

030222 ゴリン G-220W　スモーク ¥1,300

030223 ゴリン G-220W　クリア ¥1,300

030224 ゴリン G-220W　ブルー ¥1,300

030225 ゴリン G-220W　ピンク ¥1,300

030226 ゴリン G-220W　シャーベットイエロー ¥1,300

030227 ゴリン G-220W　シャーベットピンク ¥1,300

030228 ゴリン G-220W　シャーベットブルー ¥1,300

030231 ゴリン G-219W
ワイヤー錠　シルバー ¥1,100

030232 ゴリン G-219W
ワイヤー錠　ブルー ¥1,100

030233 ゴリン G-219W
ワイヤー錠　ピンク ¥1,100

030252 ニッコー N682W　ゴールド ¥1,380

030290 ゴリン WL-3930　シルバー ¥1,400

030235 ゴリン G217W-320
ワイヤー錠クリア ¥1,200

030236 ゴリン G217W-700
ワイヤー錠　クリア ¥1,500

030240 ゴリン ROPE602W
ワイヤー錠　ブラック ¥600

030241 ゴリン ROPE602W
ワイヤー錠　シルバー ¥600

030245 ニッコー N648W600－H　ブラック ¥525

030246 ニッコー N648W600－H　ブルー ¥525

030247 ニッコー N648W600－H　グリーン ¥525

030248 ニッコー N648W600－H　イエロー ¥525

030256 ニッコー N-642W-600-P
ディンプルワイヤー錠　ブラック ¥1,200

030257 ニッコー N642W-1500DSP-P　ブラック ¥1,380

030181 ゴリン GR-920 ロック グレー ¥2,000

030182 ゴリン GR-920 ロック ブラック ¥2,000

030188 ゴリン GR-523 ロック ボタン式 ¥1,900

030260 ゴリン GR300　リング錠　シルバー ¥900

030261 ゴリン GR-300　リング錠　ブラック ¥900

030264 ゴリン NGR600　シリンダーリング錠
ブラック ¥1,000

030265 ゴリン NGR600　シリンダーリング錠
グレー ¥1,000

030268 ゴリン GR700　シリンダー錠　ブラック ¥1,000

030269 ゴリン GR700　シリンダー錠　シルバー ¥1,000

030270 ゴリン GR700　シリンダー錠　ブルー ¥1,000

品　番 メーカー 商品名 税抜価格

014581 大久保製作所 雨よけカバー　ブラック ¥2,100

014585 大久保製作所 リアバスケットカバー水玉　01ブラック ¥1,880

014586 大久保製作所 リアバスケットカバー水玉　02ブラウン ¥1,880

014587 大久保製作所 リアバスケットカバー水玉　03ホワイト ¥1,880

014588 大久保製作所 リアバスケットカバー水玉　04ブルー ¥1,880

014589 大久保製作所 リアバスケットカバー水玉　05イエロー ¥1,880

014590 大久保製作所 リアバスケットカバー水玉　06オレンジ ¥1,880

014591 大久保製作所 リアバスケットカバー水玉　07パープル ¥1,880

014592 大久保製作所 リアバスケットカバー水玉　08ピンク ¥1,880

014595 大久保製作所 2段式後ろカゴカバーチェックグレー ¥2,573

014596 大久保製作所 2段式後ろカゴカバーチェックブルー ¥2,573

014597 大久保製作所 2段式後かごカバーミズタマブラック ¥2,380

014598 大久保製作所 2段式後かごカバーミズタマブラウン ¥2,380

014599 大久保製作所 2段式後カゴカバーワイドBCR-2800 ¥2,573

014600 大久保製作所 2段式後カゴカバー　グレー ¥2,450

014601 大久保製作所 2段式後カゴカバー　ブルー ¥2,450

014604 大久保製作所 D-1R　後カゴ用バスケットカバー
シルバー ¥840

014606 大久保製作所 リアバスケットカバービッグサイズ　ブルー ¥1,470

014640 共和 ミニネット S　ホワイト ¥1,210

014641 共和 ミニネット S　ブラック ¥1,210

014642 共和 ミニネット L　ホワイト ¥1,410

014643 共和 ミニネット L　ブラック ¥1,410

014644 OGK TN-5 後用ネット　Lグレー ¥1,103

014645 OGK TN-5 後用ネット　ブラック ¥1,103

014646 OGK TN-5 後用ネット　ダークチャ ¥1,103

014647 OGK TN-5 後用ネット　コゲチャ ¥1,103

021250 OGK FBC-011DX　BK/BK ¥13,440

021251 OGK FBC-011DX　BK/RD ¥13,440

021252 OGK FBC-011DX　BK/BL ¥13,440

021253 OGK FBC-011DX　BK/OR ¥13,440

021254 OGK FBC-011DX　BK/GR ¥13,440

021255 OGK FBC-011DX　BK/PI ¥13,440

021256 OGK FBC-011DX　BK/コゲチャ ¥13,440

021260 OGK FBC-003S2　Mベージュ ¥4,200

021261 OGK FBC-003S2　Wグレー ¥4,200

021262 OGK FBC-003S2　ブラック ¥4,200

021263 OGK FBC-003S2　BK/PI ¥4,200

品　番 メーカー 商品名 税抜価格

021264 OGK FBC-003S2　BK/BL ¥4,200

021265 OGK FBC-003S2　BK/GR ¥4,200

021270 松洋 松洋　KN70RS　リア子供台
シルバー ¥4,800

021271 松洋 松洋　KN-59RS　リア子供台
シルバー ¥5,200

021272 松洋 松洋　KN-59RS　リア子供台
ブラウン ¥5,200

021273 松洋 松洋　KN-60RS　リア子供台
ブラウン ¥7,400

021276 OGK RBC-015DX　ブラック ¥12,810

021277 OGK RBC-015DX　BK/チャ ¥6,230

021278 OGK RBC-015DX　BK/ベニ ¥12,810

021279 OGK RBC-015DX　アイ/チャ ¥12,810

021280 OGK RBC-015DX　ベニ/ブラック ¥12,810

021281 OGK RBC-015DX　カフェ/チャ ¥12,810

021284 OGK RBC-011DX　BK/BK ¥15,540

021285 OGK RBC-011DX　BK/RD ¥15,540

021286 OGK RBC-011DX　BK/BL ¥15,540

021287 OGK RBC-011DX　BK/OR ¥15,540

021288 OGK RBC-011DX　BK/GR ¥15,540

021289 OGK RBC-011DX　BK/PI ¥15,540

021290 OGK RBC-011DX　BK/コゲチャ ¥15,540

021295 OGK RBC-009S　BK/PI ¥6,720

021296 OGK RBC-009S　Mベージュ ¥6,720

021297 OGK RBC-009S　Wグレー ¥6,720

021298 OGK RBC-009S　コゲチャ/BK ¥6,720

021299 OGK RBC-009S　BK/BL ¥6,720

021300 OGK RBC-009S　BK/GR ¥6,720

021303 OGK RBC-009DX3　Mベージュ ¥12,600

021304 OGK RBC-009DX3　Wグレー ¥12,600

021305 OGK RBC-009DX3　ブラック ¥12,600

021306 OGK RBC-009DX3　BK/RD ¥12,600

021309 OGK RBC-009DXF3B2　Mベージュ ¥13,650

021310 OGK RBC-009DXF3B2　Wグレー ¥13,650

021311 OGK RBC-009DXF3B2　ブラック ¥13,650

021314 OGK RBC-007DX3　グレー ¥13,650

021315 OGK RBC-007DX3　アイボリー ¥13,650

021316 OGK RBC-007DX3　BK/コゲチャ ¥13,650

021317 OGK RBC-007DX3　ブラック ¥13,650

014610 OGK TN-8L　子供乗せ用雨カバーL
アイボリー ¥1,575

品　番 メーカー 商品名 税抜価格

014612 OGK TN-8　子供乗せ用雨カバー
アイボリー ¥1,260

014617 大久保製作所 フロントチャイルドシートカバーD-5FB　ブラウン ¥2,310

014618 大久保製作所 リア・チャイルドシートカバーブラウン ¥2,100

014619 大久保製作所 フロントチャイルドシートレインカバーD-5FB専用　ブラウン ¥3,600

014620 大久保製作所 ハイバックリアチャイルドシート専用レインカバー　ブラウン ¥5,500

014625 OGK RCF-001　フロントレインカバー
ブラック/グレー ¥7,350

014626 OGK RCR-001　リアレインカバー
ブラック/グレー ¥7,350

014629 OGK UV-012　日除けカバー
ブラック ¥2,625

014630 OGK UV-011　グレー ¥4,410

014631 OGK UV-011　ベージュ ¥4,410

014632 OGK UV-010　風防　クリア ¥4,380

365450 OGK チャイルドガード DG-005
シルバー ¥1,570

365451 OGK チャイルドガード DG-005
ブラウン ¥1,570

029015 丸善 MG-V48-H1
センサーオートライト ¥3,600

029016 丸善 MLA-8S　マグボーイ
セパレートタイプ ¥2,600

029017 丸善 MLB-3S-CB　マグボーイⅡ　CP ¥2,600

029018 丸善 MLB-3S-CB　マグボーイⅡ
グレー ¥2,600

029020 丸善 MLC-1　マグボーイ　ブルー ¥2,800

029021 丸善 MLC-1　マグボーイ　クリア ¥2,800

029022 丸善 MLC-1　マグボーイ　オレンジ ¥2,800

029023 丸善 MLC-1　マグボーイ　ブラック ¥2,800

029024 丸善 MLC-1　マグボーイ　グレー ¥2,800

029028 丸善 MLA-8　マグボーイ　リモート付
BP　レッド ¥3,600

029029 丸善 MLA-8　マグボーイ　リモート付
BP　オレンジ ¥3,600

029030 丸善 MLA-8　マグボーイ　リモート付
BP　グリーン ¥3,600

029031 丸善 MLA-8　マグボーイ BP　レッド ¥2,800

029032 丸善 MLA-8　マグボーイ BP　オレンジ ¥2,800

029033 丸善 MLA-8　マグボーイ BP　グリーン ¥2,800

029035 丸善 MLI-1AL　マグボーイ
オートライトヘッド ¥2,800

029037 丸善 砲弾型ランプ　ブリスター　CP ¥2,800

029039 丸善 MLD-3AL　マグボーイ
オートライトヘッド　CP ¥3,000

029050 丸善 6V-2.4W　電球　(10個パック) ¥1,200

029042 パナソニック SKL094　LED発電ランプシルバー ¥3,980

029043 パナソニック SKL095　LED発電ランプシルバー ¥2,026

029044 パナソニック SKL093　LEDハブダイナモ専用ライト　BK/SL ¥2,026

030215 ゴリン DG-002　Wワイヤー錠
2m　クリア ¥1,480

030216 ゴリン G-222W　ソリッドカラーワイヤー錠
ブラック ¥630

一般車パーツ
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ヨーロッパで育ち、世界中で支持されるオランダの総合パーツブランド

スポーツグラス
ヘルメット
クロージング
グローブ
シューズカバー

ハンドルバーテープ
グリップ
バーエンド
ハンドルバー
ステム
サドル
シートポスト
クランプ
ペダル
ヘッドセット
ケーブル
ボトムブラケット
チェーン
カセット
チェーンリング
ディレーラープーリー
クイックリリース
ディスクブレーキローター
ブレーキシュー
ディスクブレーキパッド
リムテープ
インナーチューブ

プロモーション

フォーンマウント
サイクリングコンピューター
バイクツール
ライトセット
ミニポンプ
フロアポンプ
フェンダー
ボトルケージ
ロック
バッグ
キャリア
ベル
キックスタンド
プロテクション

SPORTSGLASSES

HELMETS

CLOTHING

GLOVES

SHOECOVERS

HANDLEBARTAPES

GRIPS

BARENDS

HANDLEBARS

STEMS

SADDLES

SEATPOSTS

CLAMPS

PEDALS

HEADSETS

CABLE

BOTTOM BRACKETS

CHAIN

CASSETTES

CHAIN RINGS

DERAILLEUR PULLEYS

QUICKRELEASE

DISCBRAKEROTORS 

BRAKE SHOES

DISCBRAKEPADS

RIMTAPES

INNERTUBES

PROMOTION

PHONE MOUNTS

CYCLINGCOMPUTERS

BIKETOOLS

LIGHT SETS

MINIPUMPS

FLOORPUMPS

FENDARS

BOTTLE CAGES

LOCKS

BAGS

CARRIERS

BELLS

KICKSTANDS

PROTECTION
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245
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252
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252
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254

255

257

260

260
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216

217

218

223

226

227
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230

231

233

234

234

235

235
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ACCESSORIES

BIKE WEAR BIKE PARTS

品　番 メーカー 商品名 税抜価格

030271 ゴリン GR700　シリンダー錠　ピンク ¥1,000

030273 ゴリン GR520　ボタン式リング錠
シルバー ¥1,280

030276 ゴリン GR500　リング錠　ブラック ¥1,200

030277 ゴリン GR500　リング錠　シルバー ¥1,200

030280 ニッコー NC81SL-P　シルバー ¥1,680

030285 ゴリン GR970V　アルミダイカストリング錠
シルバー ¥1,400

030286 ゴリン GR910　リング錠ブリスター
シルバー ¥1,200

030288 ゴリン GR970V　アルミダイカストリング錠
ブラック ¥1,400

015140 東京ベル TB555　チビ丸ベル　ミガキ ¥500

015141 東京ベル TB555　チビ丸ベル　ブラック ¥500

015145 東京ベル TB-S1　鉄ベル　CP ¥420

015146 東京ベル TB-S1　鉄ベル　BK ¥480

013240 大久保製作所 デラックスサイクルカバー
レギュラー　DX-4800　シルバー ¥1,932

013241 大久保製作所 デラックスサイクルカバー
ラージ　DX-5600　シルバー ¥2,163

013242 大久保製作所 破れにくい布製自転車カバー
シルバー ¥2,400

013243 大久保製作所 子供車用PEVA自転車カバー
ミズタマブルー ¥1,260

013244 大久保製作所 子供車用PEVA自転車カバー
ミズタマピンク ¥1,260

481000 大久保製作所 UVカットハンドルカバー
水玉 01　水玉ブラック ¥1,890

481001 大久保製作所 UVカットハンドルカバー
水玉 02　水玉ブラウン ¥1,890

481002 大久保製作所 UVカットハンドルカバー
水玉 03　水玉ホワイト ¥1,890

481003 大久保製作所 UVカットハンドルカバー
水玉 04　水玉ブルー ¥1,890

481004 大久保製作所 UVカットハンドルカバー
水玉 05　水玉イエロー ¥1,890

481005 大久保製作所 UVカットハンドルカバー
水玉 06　水玉オレンジ ¥1,890

481006 大久保製作所 UVカットハンドルカバー
水玉 07　水玉パープル ¥1,890

481007 大久保製作所 UVカットハンドルカバー
水玉 08　水玉ピンク ¥1,890

481010 大久保製作所 変速機対応サマーハンドルカバー
ホワイト ¥1,380

481011 大久保製作所 変速機対応サマーハンドルカバー
ブラック ¥1,380

481020 大久保製作所 ナイロンタフター　Hカバー
NT-1600　ダークグレー ¥1,600

481021 大久保製作所 ナイロンタフター　Hカバー
NT-1600　ブラウン ¥1,600

481022 大久保製作所 ナイロンタフター　Hカバー
NT-1600　ベージュ ¥1,600

481023 大久保製作所 ナイロンタフター　Hカバー
NT-1600　ネイビー ¥1,600

481024 大久保製作所 ナイロンタフター　Hカバー
NT-1600　ブラック ¥1,600

481025 大久保製作所 ナイロンタフター　Hカバー
NT-1600　レッド ¥1,600

481026 大久保製作所 ナイロンタフター　Hカバー
NT-1600　チェックブルー ¥1,600

481027 大久保製作所 ナイロンタフター　Hカバー
NT-1600　チェックグレー ¥1,600

481028 大久保製作所 ナイロンタフター　Hカバー
ドットブラック ¥1,600

481029 大久保製作所 ナイロンタフター　Hカバー
ドットブラウン ¥1,600

品　番 メーカー 商品名 税抜価格

481032 大久保製作所 ビニール ジャージ付　Hカバー
HC-V1500　ネイビー ¥1,500

481033 大久保製作所 ビニール ジャージ付　Hカバー
HC-V1500　ホワイト ¥1,500

481034 大久保製作所 ビニール ジャージ付　Hカバー
HC-V1500　ブラック ¥1,500

481035 大久保製作所 ビニール ジャージ付　Hカバー
HC-V1500　グリーン ¥1,500

481036 大久保製作所 ビニール ジャージ付　Hカバー
HC-V1500　エンジ ¥1,500

481037 大久保製作所 ビニール ジャージ付　Hカバー
HC-V1500　グレー ¥1,500

654540 大久保製作所 サドルカバー　水玉 01
水玉ブラック ¥630

654541 大久保製作所 サドルカバー　水玉 02
水玉ブラウン ¥630

654542 大久保製作所 サドルカバー　水玉 03
水玉ホワイト ¥630

654543 大久保製作所 サドルカバー　水玉 04
水玉ブル ¥630

654544 大久保製作所 サドルカバー　水玉 05
水玉イエロー ¥630

654545 大久保製作所 サドルカバー　水玉 06
水玉オレンジ ¥630

654546 大久保製作所 サドルカバー　水玉 07
水玉パープル ¥630

654547 大久保製作所 サドルカバー　水玉 08
水玉ピンク ¥630

654550 大久保製作所 サドルカバー ミニ,一般用　グレー ¥760

654551 大久保製作所 サドルカバー ミニ,一般用　ブラック ¥760

654554 大久保製作所 サドルカバー　めくりなはれ
Dグレー/シルバー ¥756

654558 大久保製作所 めちゃのびサドルカバー　ブラック ¥600

654559 大久保製作所 めちゃのびサドルカバー　ブラウン ¥600

654560 大久保製作所 めちゃのびサドルカバー BIG
ブラック ¥1,050

654563 大久保製作所 GEL入りサドルカバー 一般車用
ブラック ¥1,750

654565 大久保製作所 優(やさ)シート　ブラック ¥1,280

654566 大久保製作所 優(やさ)シート　グレー ¥1,280

654567 大久保製作所 優(やさ)シート　ブラウン ¥1,280

654570 大久保製作所 サドルカバー XL　ブラック ¥1,344

654571 大久保製作所 サドルカバー XL　グレー ¥1,344

654574 大久保製作所 テルテル坊主サドルカバー
ブラック ¥600

654575 大久保製作所 テルテル坊主サドルカバー
ブルー ¥600

654576 大久保製作所 テルテル坊主サドルカバー
シルバー ¥600

481040 川住製作所 サイクルミラー KW-55
ブラック ¥1,575

016365 富士本社 No.12 鈴付キーホルダー
30個入り 1箱 ¥2,980

016366 富士本社 かわいいマスコットキーホルダー
60個入り 1セット ¥8,880

016361 川住製作所 カサホルダー(傘立て)　シルバー ¥1,000

016362 川住製作所 カサホルダー(傘立て)　ブラック ¥1,000

158710 大久保製作所 自転車屋さんのポンチョ　窓付き
オレンジ ¥3,640

159200 大久保製作所 自転車屋さんのシューズカバー
ベージュ ¥1,440

052235 バルク SM-216-W　トレーニングホイール　
16"〜24"VFR16　2015用 ¥3,500



194 195

WE 　RACING
2004年よりBBBはプロサイクリングのスポンサーを開始し、

サングラスをはじめ様々なバイクパーツでチームの活躍を支え

てきました。

10人のワールドチャンピオンを含むプロフェッショナルチー

ムとパートナーシップを組むことで、継続的にプロ選手からの

意見をフィードバックすることが可能になりました。サングラ

スやヘルメットなどプロ選手の要望を受けて市販化された商品

も数多くあります。開発には選手だけでなく、メカニックなど

プロチームに関わる全ての人から価値のあるフィードバックを

受けています。

BBBは引き続き世界品質のサイクルギアで、世界最高レベル

のライダーたちをサポートして行きます。

THE THIRD DIMENSION 
IN OUR R&D
プロダクトデザインチームの工具箱に心強いツール、「3Dプリンター」が

新たに加わりました。3Dプリンターがプロトタイプを製作からテストす

るまでの期間を劇的に短縮。コストも削減。このツールを利用して、ヘル

メットのティトノス、新形状のフェンダーやミニポンプの開発、そして無

数のマイナーチェンジが最新の製品には施されました。今まででは考えら

れないほど気軽にかつ短時間で、微妙な製品の改良をテストすることがで

きるようになったことで、製品の完成度は飛躍的に高まりました。

6 MILLION 
IHAPPY CYCLISTS
創業者のクリス コッパートとフランク ムーンスの強い自転車への情熱

は、いつしかBBBを高品質なサイクリングプロダクツを提供するグローバ

ルなブランドへと育て上げました。44か国の15000以上のバイクショッ

プで、BBBの製品は購入することができます。

BBBは1997年の創業から大きく育ちましたが、サイクリングへの情熱と

楽しみを忘れた者はだれ一人いません。それは創業者の2人も例外ではあ

りません。

すべてはサイクリングのために。　It's All About Cycling.いまだかつてない最高の製品の開発を成功さ

せるために、BBBは世界で最も進んだ工科

大学の一つであるデルフト工科大学の協力を

取り付けました。

この数年でバイクヘルメットのデザインは、

通気性を追求するものからエアロダイナミク

スを重視するようになってきています。し

かし、エアロダイナミクスを追求すること

で、快適性が犠牲になっている製品が多いと

BBBは感じていました。

デルフト工科大学の研究チームの協力の元、

まずは多くのレーシングヘルメットの空気抵

BBB THINKTANK: 
TWO KNOW MORE 
THAN ONE
BBBの製品は身近なポンプからプロの要望に応えるサングラ

スまで、社員全員がテストライダーであり、自らの製品を厳し

くチェックしています。新製品は社員の通勤やレースの経験か

ら生まれるものもあれば、オランダのデルフト工科大学のサイ

クリングチーム、世界レベルのプロチームとの共同開発など、

幅広いライダーの知恵を集めて進められます。

さらにBBBはユーザーの声も製品に取り入れる必要があると

考えました。Facebookで製品へのフィードバックを募るこ

とにしたのです。ユーザーからのフィードバックは製品の改良

や、新製品の開発に大いに活かされています。

抗と通気性を計測することから開発を始めま

した。エアロダイナミクスと快適なベンチ

レーションの究極のバランスがBBBの目指

すところです。デザインチームに目標を伝

え、3Dモデリングチームがそれを形にし、

数えきれない量のプロトタイプを風洞実験室

に持ち込みました。

1年近くの徹底的な開発を得て、BBBのロー

ドレース用エアロヘルメット「Tithon」

（ティトノス）は完成しました。

スピードと快適性の完璧な融合　
― "Free Speed" ―

BBB CYCLING
WAS THERE
World champs wearing BBB at the time

2004 Michael Rogers Road Time trial

2005 om Boonen Road

2006 Paolo Bettini Road

2006 Julien Absalon MTB Cross-country

2007 Paolo Bettini Road

2009 Roel Paulissen MTB Marathon

2010 Zdenek Stybar Cyclo-cross

2010 Jean Biermans MTB 24hour 2men

2011 Zdenek Stybar Cyclo-cross

2013 Joost Wichman     MTB fourcross

NEWS FLASH

FREE SPEED

GOBERT
GROUPE

PRO CYCLING TEAM

ROUTE DE LESSINES, 270 - 7822 ISIERES - BELGIUM - BE 0849 068 318 - WANTYGOBERT.BE
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BSG-50PH

SUMMIT PH  サミット PH

BSG-51

SELECT OPTIC PH  セレクト オプティック

BSG-50

SUMMIT  サミット

BSG-51

SELECT OPTIC  セレクト オプティック

SPORT GRASSES

TECHNOLOGY

100%
UV

100%
UV

最高レベルの快適性のフルカバーサングラス

インナーフレーム付きの度付きレンズ対応サングラス

快適性の高いサングラスの
カラーカスタマイズキット

レンズの透過率は17-85%

レンズの透過率は17-85%

¥14,000（税抜）
● Quick-Snap システムで簡単にレンズの交換が可能。●通気性が良く、くもり防止加工を
施し、雨天でも視界が確保出来る交換可能なポリカーボネート製レンズ。●撥水コーティン
グ加工を施したレンズ。●雨天時でも水がレンズから滑り落ちるデザイン。●太陽光、異物
と風から目を保護するフルラウンドレンズ形状。●紫外線を 100% カット。●商品に付属す
る交換用レンズとテンプルチップの他に、別売りのパーツ組み合わせてお好みのスタイルに
カスタマイズが可能。●調節可能ラバー製ノーズピース付の高品質グリルアミド製フレーム。
●持ち運びケース付属。● 3 枚のレンズが付属。（フレーム付属のカラー＋イエロー＋クリア）

¥11,000（税抜）
●通常のレンズの内側に視度矯正レンズ用フレームを装備。＊インナーフレーム用のレンズ
はお近くの眼鏡店で制作してください。●テンプルとレンズを好みのカラーに交換してカス
タマイズできます。● 100％ UV プロテクション。●グリルアミドナイロンのフレームは顔
にフィットし、ノーズピースは鼻の高さに合わせて手で曲げて調整可能。●テンプルラバー
を変更してカラーカスタマイズが楽しめます。（別売）●収納用ハードケースが含まれていま
す。● 3 枚のレンズが付属。（フレーム付属のカラー＋イエロー＋クリア）

131370
グロッシーブラック 
PC スモークフラッシュミラーレンズ

131381
マットブラック 
PC スモークブルー MLC レンズ

131382
マットブラック 
PC スモークレッド MLC レンズ

発注番号

131378
マットブラック PC フォトクロミックレンズ
¥26,000（税抜）
●光が明るさを増すとレンズが自動的に暗くなる調光レンズ。●レンズ
カラー変化幅は透過率 17 〜 85％で晴天から夕暮れまで 1 枚のレンズで
対応。

発注番号

131383
マットブラック PC フォトクロミックレンズ
¥23,800（税抜）
●光が明るさを増すとレンズが自動的に暗くなる調光レンズ。●レンズ
カラー変化幅は透過率 17 〜 85％で晴天から夕暮れまで 1 枚のレンズで
対応。●ポリカーボネート製のフォトクロマチックレンズで 100% 紫外
線から保護。

131371
グロッシーホワイト 
PC スモークフラッシュミラーレンズ

131372
マットブラック 
PC MLC ゴールドレンズ

131373
マットブルー 
PC スモーク MLC ブルーレンズ

131374
グロッシーレッド 
PC スモーク MLC レッドレンズ

131375
マットマゼンタ 
PC スモークフラッシュミラーレンズ

131376
マットグリーン 
PC スモーク MLC グリーンレンズ

発注番号

131377
マットオレンジ 
PC スモーク MLC オレンジレンズ

発注番号

131380
マットブラック 
PC フラッシュミラーレンズ

発注番号

131379 マットブラック
¥26,000（税抜）
● 6 種類のレンズと 7 色のテンプルチップ入りのケース。●レンズとテ
ンプルチップを保管出来る収納スペース付。
レンズカラー：クリア、イエロー、スモークフラッシュミラー、ブルー
MLC（ミラーコーティング）、レッド MLC、グリーン MLC
テンプルチップカラー：ブラック、ブルー、レッド、グリーン、グレー、
イエロー、オレンジ

100%
UV

100%
UV

BSG-50BOX　サミットギフトボックスス

SUMMIT GIFTBOX  

100%
UV

CURVED LENSES
ハイカーブレンズ
ハイカーブレンズには視界の歪みが付き物です。
BBBのレンズは光学補正により疲労を防ぎます。

GRILAMID FRAME MATERIAL
グリルアミド フレーム
驚くべき柔軟性と耐久性を誇るグリルアミドTR90。
※一部下位モデルには採用しておりません。

PC LENSES
ポリカーボネイト製レンズ
BBBのレンズはすべてポリカーボネイト製。踏んでも叩いても割れない耐久性
で、飛来物から目を守ります。

カテゴリー トーン 適応状況

0 Very light

Light

Normal

Dark

夜間や眼の保護

曇りと夕方

晴れと薄曇り

晴天

85%-100%

43%-85%

20%-43%

8%-20%

1

2

3

カテゴリー カラー 透過率

光りの透過率

1 – 3 85 % - 17 %

3 PC Polarized

PC smoke flash mirror

PC smoke red mlc

PC smoke green mlc

PC smoke blue mlc

PC smoke

12 %

14 %

14 %

14 %

14 %

20 %

1 PC clear flash mirror 80 %

0 PC yellow

PC clear

87 %

92 %

PC photochromic

100%UVプロテクション
BBB製品はすべて100%UVカット。コー
ティングではなく、レンズ素材そのものが
紫外線カットの効果を持つため、効果が消
えることがありません。

フェイスコンフォート
柔軟性のあるテンプルと調整可能なノーズ
により完璧なフィット感を提供します。

ハイドロフォビックレンズ
雨と汗を弾き視界を確保します。

ずれの少ないラバー製ノーズピース

収納用ハードケース付属

 BSG-53

FULL VIEW  フルビュー

 BSG-53PH

FULL VIEW PH  フルビュー PH

¥9,800（税抜）

●広い視野と軽い装着感が特長のオープンフレームレスデザインのスポーツグラス。● フ
レームレスデザインながらポリカーボネート製のレンズは交換可能。●太陽光、埃、風から
保護するハイカーブレンズ形状。● 100% UV プロテクション。●グリルアミドナイロンの
フレームは顔にフィットし、ノーズピースは鼻の高さに合わせて手で曲げて調整可能。●ケー
ス付。●交換用レンズが 2 枚付属（イエロー、クリア）。

発注番号

131446 マットオレンジ
PC スモークオレンジ MLC レンズ

131447 マットプレミアムメタリック
PC スモークフラッシュミラーレンズ

131445 マットダークブルー 
PC スモークフラッシュミラーレンズ

131444 マットブラック
PC スモークフラッシュミラーレンズ

131443 グロッシーホワイト
PC スモークフラッシュミラーレンズ

発注番号

131448 グロッシーブラック PC フォトクロミックレンズ
¥18,000（税抜）

●広い視野と軽い装着感が特長のオープンフレームレスデザインのス
ポーツグラス。●明るくなると自動的に暗くなり 1 枚のレンズでカテゴ
リー 1、2、3 までカバーし、目を保護。●レンズの変化幅は透過率 17
〜 85％。●フレームレスデザインながらポリカーボネート製のレンズ
は交換可能。●太陽光、埃、風から保護するハイカーブレンズ形状。●
100% UV プロテクション。●グリルアミドナイロンのフレームは顔に
フィットし、ノーズピースは鼻の高さに合わせて手で曲げて調整可能。
●ケース付。●交換用レンズが 2 枚付属（イエロー、クリア）。

広い視野を提供するフレームレスサングラス
100%

UV

スポーツ
グラス
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100%
UV

100%
UV

BSG-43

SELECT  セレクトス

BSG-45

ADAPT  アダプト

BSG-44

IMPACT MLC  インパクト MLC

BSG-44

IMPACT SMOKE  インパクト スモーク

BSG-44PH

IMPACT PH  インパクト PH

BSG-45SE

ADAPT SE  アダプト スペシャルエディション

BSG-43

SELECT PH  セレクト PHス

BSG-43BOX

SELECT GIFTBOX  セレクト ギフトボックスス

BSG-45BOX

ADAPT GIFTBOX  アダプト ギフトボックスス

視界が広くプロテクション効果抜群のワンピースレンズ 頑丈で傷つきにくいフルフレームタイプ

レンズの色が自動で変わるPHレンズモデル

レンズの色が自動で変わるPHレンズモデル

¥9,800（税抜）
参考重量：21g
●ワンピースのフルカバーレンズは向って来る強い日光、ホコリや風をシャットアウト。●
100％ UV プロテクション。●グリルアミドナイロンのフレームは顔にフィットし、ノーズ
ピースは鼻の高さに合わせて手で曲げて調整可能。●テンプルラバーを変更してカラーカス
タマイズが楽しめます。（別売）●収納用ハードケースが含まれています。● 3 枚のレンズが
付属。（フレーム付属のカラー＋イエロー＋クリア）
※セレクト PH はスペアレンズが付属しません。

¥15,800（税抜）
●スタイリッシュなフルフレームタイプ。●日光、ホコリや風をシャットアウト。●
100%UVプロテクション。●グリルアミドナイロンのフレームは顔にフィットし、ノーズピー
スは鼻の高さに合わせて手で曲げて調節可能。●ツイストロック式のフルフレームレンズで
レンズとテンプルラバーを変更してカラーカスタマイズが楽しめます。●収納用ハードケー
スが含まれています。●交換可能なポリカーボネート製レンズ付属のスポーツグラス。● 3
枚のレンズが付属（フレーム付属のカラー＋イエロー＋クリア）。

¥11,800（税抜）
●ワンピースのフルカバーレンズは向かって来る強い日光、ホコリや風をシャットアウト。● 100％ UV プロ
テクション。●グリルアミドナイロンのフレームは顔にフィットし、ノーズピースは鼻の高さに合わせて手で曲
げて調整可能。●テンプルラバーを変更してカラーカスタマイズが楽しめます。(BSG-43用）（別売)●収納用ハー
ドケースが含まれています。● 3 枚のレンズが付属。( フレーム付属のカラー＋イエロー＋クリア ) ●テンプル
とレンズを好みのカラーに交換してカスタマイズできます。※インパクト PH はスペアレンズが付属しません。

発注番号

131349 マットクローム/PC MLCシルバーレンズ
￥17,800（税抜）
●雨の日も水滴を弾いて視界を確保できるハイドロフォビックレンズが
付属するスペシャルエディション。● 3 枚のレンズが付属（フレーム付
属のカラー＋イエロー＋クリア）。●くもりを防ぐベンチレーションレンズ。

発注番号

131321
グロッシーブラック / レッドテンプル PC フォトクロミックレンズ

￥25,800（税抜）
●ハンマーで叩いても割れない高強度ポリカーボネイト素材のフォトクロマチックレンズ
で周囲の明るさに合わせて自動でレンズの色が変化。●レンズカラー変化幅は透過率 17
〜 85％で晴天から夕暮れまで 1 枚のレンズで対応。※インパクト PH はスペアレンズが
付属しません。

発注番号

131176
マットブラック PC フォトクロミックレンズ
￥26,800（税抜）
●ハンマーで叩いても割れない高強度ポリカーボネイト素材のフォトク
ロマチックレンズで周囲の明るさに合わせて自動でレンズの色が変化。
●レンズカラー変化幅は透過率 17 〜 85％で晴天から夕暮れまで 1 枚の
レンズで対応。

￥18,000（税抜）
●テンプルラバーとレンズをお好みのカラーにカスタマイズ
できます。●交換用レンズ6種と7色のテンプルラバー付属。
●レンズとテンプルラバーを追加出来るスペースあり。

発注番号

131347 マットブラック
￥19,800（税抜）
●スタイリッシュなフルフレームタイプ、アダプトのセット。●テンプルラバーとレンズ、フ
レームをお好みのカラーにカスタマイズできます。●交換用レンズ 4 種と 7 色のテンプルラ
バー、3 つのボトムフレームが付属。● 84 種類の好みのスタイルにカスタマイズ。
フレーム：レッド、ブルー、クローム 
レンズ：クリアフラッシュミラー、スモークフラッシュミラー、ブルー MLC、レッド MLC
テンプル：ブラック、ブルー、レッド、グリーン、グレー、イエロー、ホワイト

テンプルとレンズを好みのカラーに交換してカスタマイズできます。

カスタマイズできる
テンプルラバー

風の巻き込みの少ない
フルカバーレンズ

レンズカラーが
自動で変化

調節可能な
ノーズピース

131175
ホワイト/
スモークグリーンMLC

131342 マットブラック/マットレッ
ドPC レッドMLCレンズ

131344 マットホワイト/マットクローム 
PC スモークレンズ

発注番号

131341 マットブラック/マットブルー 
PC ブルーMLCレンズ

発注番号

131318
グロッシーブラック / グリーンテンプル
PC グリーン MLC レンズ

発注番号

131317
マットブラック / ホワイトテンプル PC スモーク W/ フラッシュミラーレンズ

￥9,800（税抜）

131171
ブラック/
スモークレッドMLC

発注番号

131172
ネオンイエロー/
スモークフラッシュミラー

発注番号

131327 ブラック/イエロー/
PCスモークレンズ
¥14,800（税抜）

131340 ブラック/マットブラック 
PC スモークレンズ

131320
グロッシーホワイト / ブルーテンプル
PC スモークブルー MLC レンズ

131173
ホワイト/
スモークフラッシュミラー

131170
ブラック/
スモークフラッシュミラー

131174
ホワイト/
スモークブルーMLC

発注番号

131240 ブラック 131241 ホワイト

100%
UV

100%
UV

100%
UV

100%
UV

100%
UV

100%
UV

 BSG-55XL

SELECT XL  セレクト XL

¥9,800（税抜）

●エキストララージサイズレンズのスポーツグラス。●ポリカーボネート製レンズにエアー
ホールを設けたエアフローシステムとレンズの内側の曇り防止のコーティング加工を施し、
雨天でもハイパフォーマンスを発揮。●水を弾くハイドロフォビックコーティング加工によ
り雨天でも水がレンズから流れ落ちるデザイン。●太陽光、埃、風から保護するハイカーブ
レンズ形状。● 100% UV プロテクション。●グリルアミドナイロンのフレームは顔にフィッ
トし、ノーズピースは鼻の高さに合わせて手で曲げて調整可能。●ケース付。●別売りのレ
ンズとテンプルでカラーカスタマイズが可能。●交換用レンズが 2 枚付属（イエロー、クリア）。

発注番号

131460 グロッシーレッド
MLC レッド ワイドレンズ 131459 マットブラック

PC スモークフラッシュミラー ワイドレンズ
131461 グロッシーオレンジ
MLC オレンジワイドレンズ

131462 グロッシーグリーン
MLC グリーンワイドレンズ

レンズサイズを見直し広い視野を確保したセレクトのプレミアムモデル 100%
UV

BSG-39

WINNER  ウィナース

気軽に使えるセパレートレンズタイプ

BSG-39

WINNER PH  ウィナー PHス

レンズの色が自動で変わるPHレンズモデル

¥8,800（税抜）
●ハンマーで叩いても割れない高強度ポリカーボネイト素材。●左右別体のセパレートレンズ。●
100％ UV プロテクション。●グリルアミドナイロンのフレームは顔にフィットし、ノーズピースは鼻
の高さに合わせて手で曲げて調整可能。●収納用袋が含まれています。* ● 3 枚のレンズが付属。( フレー
ム付属のカラー＋イエロー＋クリア）※ウィナー PH はスペアレンズが付属しません。

¥14,800（税抜）
参考重量：23g
●ハンマーで叩いても割れない高強度ポリカーボネイト素材の
フォトクロマチックレンズで周囲の明るさに合わせて自動でレン
ズの色が変化。●レンズカラー変化幅は透過率 17 〜 85％で晴
天から夕暮れまで 1 枚のレンズで対応。

発注番号

130989
グロッシーブラック/スモークレッドMLC

発注番号

130991
グロッシーブラック/フォトクロミックレンズ

130992
ホワイト/フォトクロミックレンズ

130990
ホワイト/スモークブルーMLC

131314
マットブラック/PCスモークフラッシュミラー
グレーティップス

130988
ホワイト/スモークフラッシュミラー

131316
ネオンイエロー/PCスモークフラッシュミラー
ブラックティップス

131315
シルバー/PCスモークフラッシュミラー
ブラックティップス

100%
UV

100%
UV

スポーツ
グラス



スポーツ
グラス

ヘルメット

ウェアー

グローブ

ソックス

シューカバー

スマートフォン
マウント
サイクリング
コンピューター

ツール

ライト

ミニポンプ

フロアポンプ

フェンダー

ボトルケージ

ロック

バッグ

ベル

キック
スタンド

プロテクション

バーテープ

グリップ

バーエンド

ハンドルバー

ステム

サドル

シートポスト

クランプ

ペダル

ヘッドセット

ケーブル

ボトム
ブラケット

チェーン

カセット

チェーンリング

チェーンボルト

ディレーラー
プーリー
クイック
リリース
ディスクブレーキ
ローター

ブレーキシュー

ディスクブレーキ
パッド

リムテープ

チューブ

プロモーション

200 201
価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

BSG-52

IMPULSE  インパルスス

BSG-46

STREET  ストリート

BSG-47

IMPRESS   インプレス

BSG-47

IMPRESS PH   インプレス PH

信頼性の高いセパレートレンズタイプ

偏光レンズのオフタイム用サングラス

BSG-52PH

IMPULSE PH  インパルス PHス

レンズの色が自動で変わるPHレンズモデル

¥9,400（税抜）
●クィックスナップシステムでレンズを簡単に交換できるスポーツグラス。●交換可能なポ
リカーボネート製レンズ。●レンズにエアーホールを設けたエアフローシステムで曇りを防
止。●100% UVプロテクション。●グリルアミドナイロンのフレームは顔にフィットし、ノー
ズピースは鼻の高さに合わせて手で曲げて調整可能。●ケース付。●交換用レンズが 2 枚付
属（イエロー、クリア）。

発注番号

131425
グロッシーブラック/フォトクロミックレンズ
¥14,800（税抜）
●フォトクロマチックレンズで周囲の明るさに合わせて自動でレンズの
色が変化。●レンズカラー変化幅は透過率 17 〜 85％で晴天から夕暮れ
まで 1 枚のレンズで対応。※交換用レンズは付属しません。

131419
マットブラック/
スモークフラッシュミラー

発注番号

131422
マットグリーン/
スモークブルーMLC

発注番号

131353 マットブラック/PC スモークレンズ

発注番号

131351 マットブラック /PZ PC MLC レッド偏光レンズ

131354 マットブラック/PC スモークブルーレンズ

131352 マットホワイト /PZ MLC ブルー偏光レンズ

131350 マットブラック /PZ PC スモーク偏光レンズ

131355 マットブラック/PC スモークレッドレンズ

131356 マットホワイト/PC スモークレンズ

￥5,800（税抜）
●軽量フレーム採用のスポーツグラス。● 100%UV プロテクション。●ポリカー
ボネートフレーム素材。● 3 枚のレンズが付属（フレーム付属のカラー＋イエロー
＋クリア）。

￥5,800（税抜）
● 100%UV プロテクション。●ポリカーボネートフレーム素材。

発注番号

131363 マットブラック /PC PH フォトクロミックレンズ
¥9,800（税抜）
●光が明るさを増すとレンズが自動的に暗くなる調光レンズ。●レンズカラー変化
幅は透過率 17 〜 85％で晴天から夕暮れまで 1 枚のレンズで対応。●ポリカーボ
ネート製のレンズで 100% 紫外線から保護。●太陽光、異物と風から目を保護す
るフルラウンドレンズ形状。●調節可能なラバー製のノーズピース。●ポーチ付属。
※交換用レンズは付属しません。

131423
マットオレンジ/
スモークフラッシュミラー

131420
マットダークブルー/
スモークフラッシュミラー

131418
グロッシーホワイト/
スモークフラッシュミラー

131417
グロッシーレッド/
スモークMレッドMLC

131424
マットプレミアムメタリック/
スモークフラッシュミラー

131421
マットネオンイエロー/
スモークフラッシュミラー

100%
UV

100%
UV

100%
UV

100%
UV

100%
UV

100%
UV

レンズカラーが
自動で変化

100%
UV

BSG-52S

BSG-52SPH

IMPULSE SMALL  インパルススモール

IMPULSE SMALL PH  インパルススモール PH

¥9,400（税抜）

●小顔向きのスペシャルモデル。●クィックスナップシステムでレンズを簡単に交換できる
スポーツグラス。●交換可能なポリカーボネート製レンズ。●レンズにエアーホール設けた
エアフローシステムで曇りを防止。●ズレを防ぎ快適な装着感を提供するテンプルチップ。
●太陽光、埃、風から保護するハイカーブレンズ。● 100% UV プロテクション。●グリル
アミドナイロンのフレームは顔にフィットし、ノーズピースは鼻の高さに合わせて手で曲げ
て調整可能。●ケース付。●交換用レンズが 2 枚付属（イエロー、クリア）。

¥14,800（税抜）

●小顔向きのスペシャルモデル。●明るくなると自動的に暗くなり 1 枚の
レンズでカテゴリー 1、2、3 までカバーし、目を保護。●レンズの変化幅
は透過率 17 〜 85％。●クィックスナップシステムでレンズを簡単に交換
できるスポーツグラス。●交換可能なポリカーボネート製レンズ。●レン
ズにエアーホール設けたエアフローシステムで曇りを防止。●ズレを防ぎ
快適な装着感を提供するテンプルチップ。●太陽光、埃、風から保護する
ハイカーブレンズ。● 100% UV プロテクション。●グリルアミドナイロ
ンのフレームは顔にフィットし、ノーズピースは鼻の高さに合わせて手で
曲げて調整可能。●ケース付。※交換用レンズは付属しません。

発注番号

131433 グロッシーネオピンク 
PC スモークフラッシュミラーレンズ

131434 グロッシーホワイト
PC スモークフラッシュミラーレンズ

131435 マットブラック
PC スモークフラッシュミラーレンズ

131436 マットパープル
PC スモークパープル MLC レンズ

発注番号

131437 グロッシーブラック PC フォトクロミックレンズ

女性や小顔な方専用サングラス

女性や小顔な方専用サングラス。
調光レンズ採用モデル。

100%
UV

 BSG-54

KIDS  キッズ

¥2,800（税抜）

●小さいサイズの子供用モデル●ポリカーボネート製レンズと耐久性のあるフレー
ム。●太陽光、埃、風から保護するハイカーブレンズ形状。● 100% UV プロテク
ション。●ポーチ付。

131455 グロッシーホワイトﾄ PC スモークレンズ

131456 グロッシーレッド PC スモークレンズ

131457 マットグリーンカモフラージュ PC スモークレンズ

131458 マットネオンイエローカモフラージュ PC スモークレンズ

発注番号

131454 グロッシーブラック PC スモークレンズ

キッズ専用本格スポーツグラススポーツ
グラス



スポーツ
グラス

ヘルメット

ウェアー

グローブ

ソックス

シューカバー

スマートフォン
マウント
サイクリング
コンピューター

ツール

ライト

ミニポンプ

フロアポンプ

フェンダー

ボトルケージ

ロック

バッグ

ベル

キック
スタンド

プロテクション

バーテープ

グリップ

バーエンド

ハンドルバー

ステム

サドル

シートポスト

クランプ

ペダル

ヘッドセット

ケーブル

ボトム
ブラケット

チェーン

カセット

チェーンリング

チェーンボルト

ディレーラー
プーリー
クイック
リリース
ディスクブレーキ
ローター

ブレーキシュー

ディスクブレーキ
パッド

リムテープ

チューブ

プロモーション

202 203
価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

発注番号 レンズカラー 税抜価格

131410 PC クリア フラッシュミラーレンズ

¥2,800
131411 PC スモーク フラッシュミラーレンズ

131412 PC イエロー レンズ

131413 PC スモーク ブルー MLCレンズ

131414 PC スモーク レッド MLCレンズ

131415 PC PH フォトクロミックレンズ ¥19,800

発注番号 レンズカラー 税抜価格

131400
PC クリア 
フラッシュミラー
レンズ

¥2,800131401
PC スモーク 
フラッシュミラー
レンズ

131402 PC イエロー
レンズ

131403
PC 
スモークブルー 
MLCレンズ

¥4,800

131404
PC 
スモークレッド 
MLCレンズ

131405
PC 
スモークグリーン 
MLCレンズ

131406
PC 
スモークオレンジ 
MLCレンズ

131416

PC 
スモークゴールド 
MLC レンズ

131407
PC PH 
フォトクロミック
レンズ

¥18,000

発注番号 レンズカラー 税抜価格

131180 クリア

¥2,800

131181
スモーク
フラッシュ
ミラー

131182 イエロー

131183
スモーク
ブルー
MLC

131184
スモーク
レッド
MLC

131185 
スモーク
グリーン
MLC

131186 
PH
フォト
クロミック

¥19,800

発注番号 レンズカラー 税抜価格

131143 PCクリア ¥2,000
131144 PCスモークフラッシュミラー ¥2,400
131145 PCイエロー ¥2,000
131146 PCブルーMLC

¥2,800
131148 PCグリーンMLC

131150 PCフォトクロミック ¥18,000

発注番号 レンズカラー 税抜価格

130900 クリア

¥1,800130902 オレンジ

130903 イエロー

130901 スモークフラッシュミラー ¥2,000
130905 スモークレッドMLC ¥2,400
131203 フォトクロミック ¥11,800

発注番号 レンズカラー 税抜価格

130909 オレンジ
¥1,800

130910 イエロー

130906 クリアフラッシュミラー
¥2,000

130907 スモークフラッシュミラー

130908 ブルーMLC ¥2,400

発注番号 レンズカラー 税抜価格

131235 PCクリア ¥2,000
131236 PCスモークフラッシュミラー

¥2,400
131237 PCイエロー

131238 PCスモークブルーMLC
¥2,800

131239 PCスモークレッドMLC

131243 PCフォトクロミック ¥15,000

発注番号 レンズカラー 税抜価格

131224 スモーク

¥2,000131225 クリア

131226 イエロー

発注番号 レンズカラー 税抜価格

131132 イエロー
¥1,700

131137 クリア

131138 スモークフラッシュミラー ¥2,400
131139 イエロー ¥1,800
131140 ブルーMLC

¥2,800
131141 レッドMLC

131142 フォトクロミック ¥11,800
131229 PZ ¥11,800

発注番号 レンズカラー 税抜価格

131246 クリア ¥2,000
131247 スモークフラッシュミラー ¥2,400
131248 イエロー ¥2,000
131249 ブルーMLC

¥2,800
131250 スモークレッドMLC

131251 フォトクロミック ¥11,800

発注番号 レンズカラー 税抜価格

131230 クリア

¥2,100131231 スモークフラッシュミラー

131232 イエロー

131233 ブルーMLC
¥2,800

131234 レッドMLC

発注番号 レンズカラー 税抜価格

131214 クリア ¥2,000
131215 スモークフラッシュミラー ¥2,400
131216 イエロー ¥2,000
131217 ブルーMLC

¥2,800
131218 レッドMLC

131219 フォトクロミック ¥11,800

BBB 発注番号 商品名 税抜価格

BSG-25 130925 スプリント
¥300

BSG-26 130915 プロテクター

BSG-33 131221 オプティビュー

¥500BSG-36 131222 アライバー

BSG-44 131151 インパクト

BBB 発注番号 商品名 税抜価格

BSG-24
130924

マスター

¥1,000
BSG-26 プロテクター

BSG-28 130923 サクセサー・サクセサーチーム

BSG-29
BSG-30 130934 アタッカー・インパクト

BSG-30 131209 レトロ

BSG-32 131149 インパクト ¥1,100
BSG-33 131220 オプティビュー 

¥900
BSG-36 131223 アライバー

BSG-39 131244 ウィナー ¥1,200
BSG-43 131245 セレクト・インパクト ¥1,400
BSG-45 131252 アダプト ¥2,000

BBB 発注番号 カラー 税抜価格

BSG-38S

131312 マットブラック

¥7,400

131313 ホワイト

発注番号 BBB 税抜価格

131202 BSG-23/26/29/33 等
S/セパレートレンズ用

¥2,800

131213 BSG-32 等
L/フルカバーレンズ用

発注番号 税抜価格

131200 ¥600

発注番号 レンズカラー 税抜価格

131206 クリア

¥1,800131207 スモーク

131208 イエロー

発注番号 レンズカラー 税抜価格

131210 クリア

¥1,800131211 スモーク

131212 イエロー

発注番号 レンズカラー 税抜価格

130919 ブルーMLC

¥2,800
130920 クリアフラッシュミラー

130921 スモークフラッシュミラー

130922 イエロー

発注番号 レンズカラー 税抜価格

130916 クリア
¥2,000

130918 イエロー

130917 スモークフラッシュミラー ¥2,400

発注番号 レンズカラー 税抜価格

131330 PCイエロー

¥2,000131331 PCクリア フラッシュミラー

131332 PCスモーク フラッシュミラー

131333 PCスモーク ブルーMLC

¥2,400
131334 PCスモーク レッドMLC

131335 PCスモーク グリーンMLC

131345 PC スモーク シルバー MLC

131346 PC PH フォトクロミック ¥8,800

131391 PC スモークMLC シルバー 
スペシャルエディション

¥2,400131392 PC クリア 
スペシャルエディション

131393 PC イエロー 
スペシャルエディション

発注番号 カラー

131190 ブラック

131191 ブルー

131192 レッド

131193 グリーン

131194 グレー

131195 ホワイト

131242 ピンク

131325 イエロー

131326 リラ

131390 オレンジ

発注番号 レンズカラー 税抜価格

131357 PCクリア

¥1,000131358 PCスモーク

131359 PCイエロー

131360 PCスモーク
ブルーミラー

¥1,400

131361 PCスモーク
レッドミラー

131362
PC PH 
フォト
クロミック

¥9,000

BSG-51

SELECT OPTIC LENSES 
セレクト オプティックレンズ

BSG-50

SUMMIT LENSES 
サミットレンズ BSG-43

SELECT LENSES 
セレクトレンズ

BSG-32

IMPACT LENSES 
インパクトレンズ

BSG-23

WINNER LENSES 
ウィナーレンズ

BSG-23

WINNER TEAM LENSES 
ウィナーチームレンズ

BSG-39

WINNER LENSES 
ウィナーレンズ

BSG-36

ARRIVER LENSES 
アライバーレンズ

BSG-36S

ATTACKER LENSES 
アタッカーレンズ

BSG-38

IMPULSE LENSES 
インパルスレンズ BSG-38S

IMPULSE SMALL LENSES 
インパルス スモールレンズ

BSG-33

OPTIVIEW LENSES
オプティビューレンズ

TEMPLERUBBER

NOSE PEACE

IMPULS SMALL FRAME

HARD CASE

STORING BAG

テンプルラバー（左右1組）

交換用ノーズピース（左右1組）

インパルス スモール フレーム

ハードケース

サングラス用収納袋

BSG-30

RETRO LENSES
レトロ レンズ BSG-31

KIDS LENSES
キッズレンズ

BSG-82D

LENSCLOTH DISPLAY BOX
レンズクロス ディスプレイボックス

BSG-28

SUCCESSOR TEAM LENSES 
サクセサーチームレンズ

BSG-28

SUCCESSOR LENSES 
サクセサーレンズ

BSG-45

ADAPT LENSES 
アダプトレンズ

BSG-43T

TEMPLE TIPS 

セレクト/インパクト テンプルチップス（左右1組）

BSG-47

IMPRESS LENSES 
インプレス レンズ

交換レンズ（左右1組）

発注番号 レンズカラー 税抜価格

131152 PCクリア

¥2,400131153 PCスモークフラッシュミラー

131154 PCイエロー

131155 PCスモーク ブルーMLC

¥2,800131156 PCスモーク レッドMLC

131157 PCスモーク グリーンMLC

131158 PC フォトクロミック ¥18,800

BSG-44

IMPACT LENSES 
インパクトレンズ

＊チームモデルにも使用できます。

¥900（税抜）
● BSG-43Select、BSG-44
Impact と BSG-45Apapt 用別売り交
換用テンプルチップ。

発注番号

130933
¥5,100（税抜）
BOX サイズ：190 × 98 × 87mm
● 100 枚のレンズクリーニングシートが入ったディスプレーボッ
クス。●使い捨ての湿気を含んだシートは、レンズの表面に曇り
防止の薄い膜を形成します。●すべての BBB のレンズに対応。BSG-52S　インパルスレンズスモール

BSG-55XL　セレクトレンズXL

BSG-52

BSG-53　フルビューレンズ

IMPULSE LENS SMALL  

SELECT LENS XL  

IMPULSE LENS  インパルスレンズ

 FULL VIEW LENSL  

発注番号 レンズカラー 税抜価格

131438 PC クリア
フラッシュミラーレンズ ￥2,000

131439 PC スモーク
フラッシュミラーレンズ ￥2,000

131440 PC イエローレンズ ￥2,000

131441 PC スモークパープル 
MLC レンズ ￥2,600

131442 PC PH 
フォトクロミックレンズ ￥10,000

発注番号 レンズカラー 税抜価格

131463 PC スモークフラッシュミラー
ワイドレンズ ￥4,000

131464 PC クリアフラッシュミラー
ワイドレンズ ￥4,000

131465 PC イエローワイドレンズ ￥4,000

131466 PC スモークレッド 
MLC ワイドレンズ ￥4,600

131467 PC スモークオレンジ 
MLC ワイドレンズ ￥4,600

131468 PC スモークグリーン 
MLC ワイドレンズ ￥4,600 発注番号 レンズカラー 税抜価格

131426 PC クリアフラッシュミラーレンズ ￥2,000
131427 PC スモークフラッシュミラーレンズ ￥2,000
131428 PC イエローレンズ ￥2,000
131429 PC スモークオレンジ MLC レンズ ￥2,600
131430 PC スモークグリーン MLC レンズ ￥2,600
131431 PC スモークレッド MLC レンズ ￥2,600
131432 PC PH フォトクロミックレンズ ￥10,000

発注番号 レンズカラー 税抜価格

131449 PC スモークフラッシュミラーレンズ ￥4,000
131450 PC クロアフラッシュミラーレンズ ￥4,000
131451 PC イエローレンズ ￥4,000
131452 PC オレンジ MLC レンズ ￥4,800
131453 PC PH レンズ ￥16,000

スポーツ
グラス
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HELMETS

OMEGA TWISTCLOSE ITWISTCLOSE II

TWISTCLOSE
ツイスト クローズ
後側のダイヤルを簡単に片手で回転させ、ヘルメット
を頭の形にフィットさせるアジャストシステム。

AIRFLOW COOLING SYSTEM - ACS
最高レベルの通気性を有する
エアフロークーリングシステム。

SPYDER WEB
軽量さと安全性を両立させた
スパイダーウェブ構造

OMEGA
オメガ
2点圧式で最高のフィット感を提供する
ハイエンドクロージャーシステム。

インモールド構造

カーボン素材 調節可能なストラップ

リフレクター

虫除けメッシュ

ブラックリフレクター

アンチバクテリアパッド
洗濯ができる抗菌インナー
パッドで臭いの発生を防止。

速乾性パッド

PRO CYCLING TEAM

GOBERT
GROUPE

ROUTE DE LESSINES, 270 - 7822 ISIERES - BELGIUM - BE 0849 068 318 - WANTYGOBERT.BE

BHE-05

ICARUS V2  イカロス V2

発注番号

154382 M 
154383 L 
マットホワイト

¥24,000（税抜）
●脱着可能なエアロカバーが付属。マットホワイトにはマットホワイトのカ
バー。その他のカラーにはマットブラックのカバー。●被りの深さも調整でき
るオメガフィットシステム。●走行中に発生する負圧を利用してヘルメット内
を換気するACSシステム。●衝撃に強いダブルインモールドシェル構造。●
PC強化ウェブ構造。●高密度 EPSフォーム。● 29エアーホール。●最適
なリア形状により強制的に内部の熱を排出。●軽量アジャスタブルストラップ
によりパーフェクトなフィッティング。●さらっとしたクイックドライパッド。
サイズ : M (55-58 cm)、L (58-62 cm)

プロツアーチームのFDJが使用するプロレースモデル

154312 M
154313 L
ブラック /ブルー

154316 M
154317 L 
マットブラック /ネオンイエロー

154314 M
154315 L
ブラック /レッド

154310 M 
154311 L
マットブラック /ホワイト

発注番号

154308 M
154309 L 
マットブラック

OMEGA

品番 016580
ヘルメット イカロスヘルメット イカロス

POP

OMEGA

根強い人気と圧倒的な強度を誇るプロユースモデル

¥16,000（税抜）
●カーボンとアルミによるダブル補強で圧倒的な強度。●強度の高いインモー
ルドシェル構造とスパイダーウェブ構造。●高密度EPSフォーム。●23エアー
ホール。●ヘルメット内の空気の流れを作る後頭部のエアベント。●パーフェ
クトなフィッティングを実現する軽量ストラップ＆アジャスター。●被りの深
さも調整できるオメガフィットシステム。●さらっとしたクイックドライパッ
ド。
●サイズ : M (55-58 cm)、L (58-62 cm)

発注番号

154300 M 
154301 L 
ブラック

154304 M 
154305 L 
ブラック/レッド

154306 M 
154307 L 
ブラック/ネオンイエロー

154302 M 
154303 L 
ホワイト

BHE-01

FALCON V2  ファルコン V2

カーボン素材

超強度アルミ合金

エアロカバーが付属。※UCI/JCF規定のレースでは使用できません。

JCF公認ヘルメット
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BHE-62

AEROTOP  エアロトップ

空気抵抗を軽減するエアロモデル

￥38,800（税抜）
サイズ：M(52-58cm)
●タイムトライアル、トライアスロン用ヘルメット。●ウィンドトンネルで証明さ
れたエアロ性能。●インモールドシェル構造。●高密度EPSフォーム。●撥水コー
ティングフェースシールド。●1エアーホール。●簡単に高さと長さが調整できる
アジャスタブルフレックスクロースシステム。●空気の流れを最適化するエアフ
ローパッドデザイン。●クイックドライパッドシルバープロテクション抗菌処理。
●洗濯できる抗菌パッド。

発注番号

154880 M
ブラック

フェイスシールドとの継ぎ目を
なくすことで、空力性能が向上

ヘルメット内部に空気の通り道を
作り、快適性を確保

空力性能に影響を与えにくい位置
を研究、ベンチレーションを設置

イカロスと同じフィッティング
システムを採用

154881 M
ホワイト

品番 016580
ヘルメット ティトノスヘルメット ティトノス

POP

品番 016579
ヘルメット カイトヘルメット カイト

POP

発注番号

154318 M 
154319 L 
グロッシーブラック/レッド

154322 M 
154323 L 
グロッシーブラック/ネオンイエロー

154320 M 
154321 L 
マットグレー/ブルー

発注番号

154917 S 
154324 M 
154325 L 
マットブラック

154326 M 
154327 L 
グロッシーホワイト

¥15,000（税抜）
●ウィンドトンネルで証明された空力性能と通気性。● 5 エアーホール。内部の通
気チャネルにより負圧を発生させ強制的に熱を排出する ACS システム。●被りの
深さも調整できるオメガフィットシステム。●衝撃に強いダブルインモールドシェ
ル構造。●高密度 EPS フォーム。●パーフェクトなフィッティングを実現する軽
量ストラップ＆アジャスター。●さらっとしたクイックドライパッド。
サイズ : M (55-58 cm)、L (58-62 cm)

最高のエアロダイナミクスと冷却性能

BHE-08

TITHON V2  ティトノス V2 

OMEGA

154342 M
154343 L
マットホワイト

154346 M
154347 L 
マットグレー

154344 M
154345 L
マットブラック / オレンジ

154340 M
154341 L
マットブラック / グリーン

154338 M
154339 L
グロッシーブラック / ネオンピンク

154336 M
154337 L
マットネオンイエロー

154334 M
154335 L
グロッシーブラック / レッド

154332 M
154333 L
マットダークブルー

154330 M
154331 L
グロッシーブラック / ブルー

¥6,800（税抜）
●インモールドシェル構造。● 14 の通気孔。●後頭部の通気孔で通気性を最大限
にアップ。●虫除けメッシュでヘルメットに虫が侵入するのを防止。●調節可能な
ストラップで快適なフィット感。●片手で簡単に使えるツイストクローズ 2.0 調節
システム。●洗濯可能な抗菌パッド。●取り外し可能な バイザー。●後頭部のリフ
レクターで夜間走行での安全性を確保。
●サイズ : M (52-58 cm)、L(58-61.5 cm)

通気性の高いスポーツライディング用ヘルメット

BHE-29

KITE  カイト

発注番号

154328 M
154329 L
マットブラック

新鮮な空気を取り込み、素早く排出する特殊な
内部構造で、空力性能と快適性を両立。

BHE-26

TAURUS  トーラス

ロードもMTBも１つで対応

￥14,800（税抜）
サイズ：M（55-58cm）、L（58-62cm）
●インモールドシェル構造。●16エアーホール。●最適なリアホールにより
最適な空気の流れ。●調整が簡単なツイストクロース2.0調整システム。●洗
濯できる抗菌パッド。●取り外し可能なバイザー。●バイザー取り付けホール
が目立たないので、ロード、MTB両方で使用可能。●リア反射ステッカー。

バイザーが付属

バイザーが付属

調整の簡単なツイストクローズ
システム

バイザーは取り外しても、取り付け穴が
目立たず違和感のないデザイン

発注番号

154869 M
ホワイト/シルバー

154861 M
ブラック

154865 M
ブラック/レッド

154867 M
ブラック/ライム

154863 M
154864 L
ブラック/ブルー

TWISTCLOSE ITWISTCLOSE II

TWISTCLOSE ITWISTCLOSE II

OMEGA

JCF公認

ヘルメット
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BHE-37

BOOGY  ブーギー

充実スペックのキッズモデル

発注番号

154909 S
154910 M
パンダ
￥3,900（税抜）

154911 S
154912 M
クール
￥3,900（税抜）

154820 S
154821 M
ポリス
￥3,900（税抜）

154822 S
154823 M
バグ
￥3,900（税抜）

154824 S
154825 M
フラワー
￥3,900（税抜）

154826 M
カモフラージュ
￥3,900（税抜）

154827 M
ハート
￥4,800（税抜）

154879 M
カモフラージュピンク

￥3,900（税抜）
●取り外し可能な
バイザー。

154913 S
154914 M
スウィート
￥3,900（税抜）

発注番号

154358 S
カモフラージュ / グリーン
¥3,900（税抜）

154360 S
154361 M 
カモフラージュ / ネオンイエロー
¥3,900（税抜）

154362 S 
154363 M 
ハート
¥3,900（税抜）

154359 S 
カモフラージュ / ピンク
¥3,900（税抜）

●強度の高いインモールドシェル構造。● 12 個の通気孔。●後頭部の通気孔でヘ
ルメット内の熱を強制排気し快適性が向上。●虫除けメッシュでヘルメット内に虫
が侵入するのを防止。●調節可能なストラップで完璧かつ快適なフィット感。●片
手で簡単に使えるツイストクローズ調節システム。●洗濯可能な抗菌パッド。●後
頭部のリフレクターで夜間走行での安全性を確保。
サイズ：S（48-54cm）、M（52-56cm）

BHE-55

METRO  メトロ

発注番号

154368 M 
154369 L 
マットダークブルー

154370 M 
154371 L 
マットダークグレー

¥9,800（税抜）
●日差しや雨天時の顔への水滴の付着から守るバイザー。●インモールド シェル 構
造。●10の通気孔。●後頭部の通気孔で通気性を最大限にアップ。●調節可能なス
トラップで快適なフィット感。●片手で簡単に使えるツイストクローズ調節システ
ム。●洗濯可能な抗菌パッド。
サイズ: M (52-58 cm)、L (56-61 cm)

バイザー付きのアーバンライド用ヘルメット

発注番号

154348 M
154349 L
ブラック / ホワイト

154352 M
154353 L
ブラック / レッド

154356 M
154357 L 
ホワイト / シルバー

154354 M 
154355 L 
ブラック / ネオンイエロー

154350 M
154351 L
ブラック / ブルー

¥5,800（税抜）
●インモールドシェル構造。● 18 の通気孔。●後頭部の通気孔で通気性を最大限
にアップ。●虫除けメッシュでヘルメットに虫が侵入するのを防止。●調節可能な
ストラップで快適なフィット感。●片手で簡単に使えるツイストクローズ調節シス
テム。●洗濯可能な抗菌パッド。●取り外し可能な バイザー。●後頭部のリフレク
ターで夜間走行での安全性を確保。
サイズ : M (54-58 cm)、L (58-61cm)。

通気性の高いスポーツライディング用ヘルメット

BHE-35

CONDOR  コンドル

TWISTCLOSE ITWISTCLOSE II

TWISTCLOSE ITWISTCLOSE II

TWISTCLOSE ITWISTCLOSE II TWISTCLOSE ITWISTCLOSE II

発注番号

154364 M
154365 L
マットブラック / ブルー 154366 M 

154367 L
マットグレー / レッド

¥6,800（税抜）
●強度の高い ABS シェル構造。● 15 の通気孔。●調節可能なストラップで快適
なフィット感。●片手で簡単に使えるツイストクローズ調節システム。● 洗濯可能
な抗菌パッド。● GoPro マウント付属。
サイズ : M (55-58 cm)、L (58-62 cm)

後頭部まで保護するエンデューロレース用ヘルメット

BHE-54

NANGA  ナンガ

発注番号

154372 M 
154373 L
ソリッドマットブラック

154380 M 
154381 L 
マットグレー / ネオンイエロー

154378 M 
154379 L 
マットブルー / グリーン

154376 M 
154377 L 
マットオレンジ / レッド

154374 M
154375 L
ソリッドマットホワイト

¥11,800（税抜）
●取り外し可能なバイザー付属。●インモールドシェル構造。● 18 の通気孔。●
後頭部の通気孔で通気性を最大限にアップ。●調節可能なストラップで快適な
フィット感。●片手で簡単に使えるツイストクローズ 2.0 調節システム。●洗濯可
能な抗菌パッド。
サイズ : M (54-58 cm)、L (58-61.5 cm)

トレイルライド用MTBヘルメット

BHE-67

VARALLO  バラロ

ヘルメット メジャー ツール

デュアルクローズアジャストシステム  フェイスシールド

フレックスクローズアジャストシステム  

インナーパッド用ベルクロセット

メッシュ

ツイストクローズ 1.0/2.0/3.0  

バイザー

インナーパッド

エアロトップ用　ハイドロフォビック
●エアロトップBHE-62用フェースシールド。
●100%紫外線プロテクション。

BBB 発注番号 使用商品 税抜価格

BHE-91
154752 BHE-01/02/03/04/05 ¥1,600
154840 グリフォン/タウラス用 ¥1,700

BBB 発注番号 カラー 税抜価格

BHE-63
154758 スモーク

¥8,000
154759 クリア

BBB 発注番号 使用商品 税抜価格

BHE-92 154718 BHE-01/02/03/04/05 ¥1,800

BBB 発注番号 使用商品 税抜価格

BHE-89 154625 全モデル共通 ¥200

BBB 発注番号 使用商品 税抜価格

BHE-83 154751 キッズヘルメット用 ¥600

BBB 発注番号 使用商品 税抜価格

BHE-93 154788 BHE-27/28/33/34/49用 ¥1,800
BHE-94 154789 BHE-25/26/67用 ¥1,800
BHE-95 154790 2013 BHE-25/26/67用 ¥1,800

BBB 発注番号 税抜価格

BHE-99 154784 ¥500

ヘルメットのサイズを確認するための
メジャー。

154789

BBB 発注番号 使用商品 カラー 税抜価格

BHE-71

154716 ジャヤ用 ¥400

154748 エルバス用 ¥400
154783 バラロ用 ホワイト ¥900
154753

エベレスト用

レッド

¥900154754 ブルー

154755 ホワイト

154715 ¥600

BHE-74 154787 エルバスⅡ/ソロ用 ¥1,200

BBB 発注番号 厚さ 使用商品 税抜価格

BHE-81

154756 10mm 2011ホーク/ジャヤ用 ¥800
154622 10mm エルバス/BHE-31カイト用 ¥400
154717 10mm テーブルトップ用 ¥1,000
154791 10mm グリフォン/タウラス用 ¥1,000
154750 10mm イーグル用 ¥600
154621 10mm ホーク/ジャヤ用 ¥400

154623 10mm
フラワー/パイレーツ/
サーキット用

¥500

154624 10mm ミニフラワー/ミニパイレーツ用 ¥500
BHE-82 154792 トラフィック用 ¥900

BHE-84

154793 ファルコン/グレーパッド用 ¥1,400
154794 イカロス用 ¥1,400

154795 10mm
カイトⅡ/エルバス/
ソロ　Mサイズ用

¥1,000

154796 10mm
カイトⅡ/エルバス/
ソロ　Lサイズ用

¥1,000

154797 ブーギー用 ¥800
154798 アミーゴ/ヒーロー用 ¥800
154799 テーブルトップ用 ¥1,000
154800 5mm バラロ用 ¥1,000

154783

ヘルメット
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BBW-148

BBW-151

BASESHIELD  ベースシールド

POCKETVEST  ポケットベスト

発注番号

156417 M
156418 L
ネオンイエロー
¥5,400（税抜）

●軽量で防風・防水効果のあるポリエステル素材製サイクリング用ジャケット。●
YKK製3mmジッパー。●裾と袖にエラスティックグリップ加工。●動きやすい立
体縫製。●後部のパネルが後ろからの水ハネを防止。●前部と後部に安全性を高め
るBBBロゴのリフレクター付き。 

発注番号

156360 S
156361 M
156362 L
¥10,800（税抜）

重量：60g。
●軽量で折りたためる雨用ベスト。●耐水性と通気性を両立。●ロック可能な
YKK-ジッパー。●インナージッパーフラップで首の不快感を軽減。●ベンチレー
ションバックで高い通気性を持つ背中部分。●反射アクセントを前後に配置。●
バックポケットは折りたたんだ時のポーチ機能。

BBW-82

BBW-221

BBW-222

SHORTS  ショーツ

JUNIOR BIB-SHORT  ジュニア ビブショーツ

JUNIOR SHORT  ジュニア ショーツ

発注番号

156111 M
156112 L
156113 XL
ブラック
¥8,800（税抜）

●身体にフィットさせるために、8枚の布を縫い合せた立体裁断。●伸縮性にすぐ
れたウルトラストレッチパッド。ポートするエルゴノミックフィット。●パッド
付。

発注番号

159135 128
159136 140
¥7,200（税抜）

●キッズ用ビブショーツ。●上半身はメッシュ素材。●サドル部分はジュニア用
パッド。●伸縮性のあるすべり止めシリコングリップ。

発注番号

159139 128
159140 140
159141 152
159142 164
¥6,800（税抜）

●キッズ用ショーツ。●サドル部分はジュニア用パッド。●伸縮性のあるすべり
止めシリコングリップ。

CLOTHING

BUW-06　ベースレイヤー ウーマン スリーブレス

BUW-02　ベースレイヤー マン スリーブレス BUW-01　ベースレイヤー マン

BBW-143

BBW-145

BASELAYER WOMAN SLEEVELESS  

BASELAYER MAN SLEEVELESS  BASELAYER MAN  

RAINSHIELD  レインシールド 

RAINSHIELD WOMAN  レインシールド ウーマン

発注番号

156009 S
156010 M
156011 L
ホワイト
¥4,800（税抜）

発注番号

156008 XL
ホワイト
¥4,800（税抜）

BBW-228

TRANSSHIELD  トランスシールド

●軽量で撥水防風仕様の半透明ウインドブレーカー。●ロック可能な YKK- ジッ
パー。●インナージッパーフラップで首の不快感を軽減。●ベンチレーションバッ
クで高い通気性を持つ背中部分。●反射アクセントを前後に配置。●バックポケッ
トは折りたたんだ時のポーチ機能。●アナトミックパネル形状により快適フィット。

発注番号

156366 S
156367 M
156368 L
156369 XL
¥14,800（税抜）

セミクリアホワイト

発注番号

156380 S
156381 M
156382 L
¥14,800（税抜）

セミクリアホワイト

●軽量で防風・防水効果のある GHOSTSKIN 素材。●柔らかで暖かいフリース素
材の首回りの内側は全体がメッシュ。●腕部の下に通気性にすぐれたメッシュ素材
を使用。●内部前部ジッパーはロック可能なＹＫＫ製で隙間風と首の不快感を軽減。
●動きやすい立体縫製。●腰はシリコングリップ素材。●ポケットはコンパクトに
なる収納袋を兼用。●前部と後部に安全性を高めるリフレクター付き。

156394 S
156395 M
156396 L
156397 XL
¥9,800（税抜）

発注番号

156390 128（ジュニア）
156391 140（ジュニア）
156392 152（ジュニア）
156393 164（ジュニア）
¥9,400（税抜）

BBW-85

SHORTS RADIES  ショーツ レディース

発注番号

156107 M
156108 L
ブラック
¥8,800（税抜）

●女性の体型に合わせたデザイン。●身体にフィットさせるために、10 枚の布を
縫い合せた立体裁断。●伸縮性にすぐれたウルトラストレッチパッド。

発注番号

155060 S 
155061 M
155062 L
ブラック
¥7,500（税抜）
●筋肉のサポート効果のある高機能ファブリック。●高反発素材のアナトミック
3D 構造パフォーマンスパッド付。●裾はエラスティックバンドを縫い付けシリコ
ンを配することで、圧倒的なホールド力を実現し痒みも軽減。●フラットシーム縫
製で痒みが発生しにくく高い快適性。● 10 枚の布を縫い合わせた立体裁断で体に
フィットするアナトミックデザイン。●ビブ部分はスネークスキンメッシュで高い
通気性。●ブラックの BBB ロゴはライトを反射するリフレクター機能。

価格を超えた機能を持つ
ハイパフォーマンスビブショーツ

BBW-213

POWERFIT 
BIBSHORT  パワーフィットビブショーツ

発注番号

156004 XL
ホワイト
¥4,800（税抜）

●ジャージの下に着て速乾性を大幅に
高めるアンダーウェア。●クイックド
ライ加工により皮膚表面の汗を即座に
蒸発させて湿度と温度をコントロール。

BBW-183　クアドラ ビブタイツ

BBW-191　レッグストップ ビブタイツ

BBW-195　レディストップ タイツ

QUADRA BIB TIGHTS  

LEGSTOP BIB TIGHTS  

LADYSTOP TIGHTS  

発注番号

155005 S
155006 M
155007 L
155008 XL
ブラック
¥16,000（税抜）

● THERMOFABRIC 素材。●動きやすい立
体縫製。●安全性を高めるロゴプリントリフ
レクター付き。●足首ジッパーで簡単に脱ぎ
着可能。＊パッドは付属しません。

発注番号

155013 S
155014 M
155016 XL
ブラック
¥25,300（税抜）

● THERMOTEC 素材に TRIOXX 素材を重ねて
防風性を強化。●フラット縫製による快適性。●
筋肉の運動をサポートするエルゴノミックフィッ
ト。●白いライクラのビンディング。●安全性を
高めるロゴプリントリフレクター付き。●足首（か
かと）に滑り止めシリコン加工。＊パッドは付属
しません。

発注番号

155020 S
155021 M
155022 XL
ブラック
¥21,800（税抜）

●最高の快適性・保温性を誇る女性向け防寒ロー
ドバイク用タイツ（パッド無し）。
● THERMOTEC 素材に TRIOXX 素材を重ねて
防風性を強化。●フラット縫製による快適性。●
筋肉の運動をサポートするエルゴノミックフィッ
ト。●足首（かかと）に滑り止めシリコン加工。
＊パッドは付属しません。

BBW-192　レッグストップ ビブ タイツ

LEGSTOP BIB TIGHTS  

発注番号

155050 S
155051 M
155052 L
155053 XL
¥32,000（税抜）

ブラック
●最高の快適性。●保温性を誇るロードレーサー用 防寒ビブタイツ。●ビブがタイ
ツのずれを防ぎ、腰まわりをあたためます。●THERMOTEC素材にTRIOXX素材
を重ねて防風性を強化。●フラット縫製による快適性。●筋肉の運動をサポートす
るエルゴノミックフィット。●白いライクラの補強縫製。●安全性を高めるロゴプ
リントリフレクター付き。●足首に滑り止めシリコン加工。●お尻の痛みを軽減す
るパッド付属。

BBW-225　ジュニア ビブタイツ

JUNIOR BIB TIGHTS  

発注番号

159143 128
159144 140
159145 152
159146 164
¥7,800（税抜）

●暖かいサーモ素材のキッズ用ビブタイ
ツ。●アナトミックパネル形状により快適
フィット。●反射ロゴプリントにより高い
視認性。●シリコングリップアンクル。●
パッドレス。

BBW-226

JUNIOR TIGHTS  ジュニア タイツ

発注番号

159147 128
159148 140
159149 152
159150 164
¥7,400（税抜）

●暖かいサーモ素材のキッズ用タイツ。●ア
ナトミックパネル形状により快適フィット。
●反射ロゴプリントにより高い視認性。●シ
リコングリップアンクル。●パッドレス。

BBW-196　レディストップ タイツ

LADYSTOP TIGHTS  

発注番号

155054 S
155055 M
¥27,000（税抜）

ブラック
●最高の快適性・保温性を誇る女性向け防寒
ロードバイク用タイツ。●THERMOTEC素材に
TRIOXX素材を重ねて防風性を強化。●筋肉の
運動をサポートするエルゴノミックフィット。●
筋肉の運動をサポートするエルゴノミックフィッ
ト。●パッド付。

ウェアー
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BBW-93

COMFORT NEE  コンフォートニー

発注番号

155844 S
155845 M
155846 L
155847 XL
¥4,200（税抜）

BBW-92

BBW-294 BBW-97 BBW-100

BBW-91

COMFORTARMS  コンフォートアーム

RAINCAP  レインキャップ HELMETHAT  ヘルメットハット FULLHEAD  フルヘッド

COMFORTLEGS  コンフォートレッグ 

発注番号

152311 S
152312 M
152313 L
152314 XL
ブラック
¥3,800（税抜）

発注番号

152560
ブラック
¥4,800（税抜）

サイズ：フリー
●雨と風を防ぐロードバイク用キャップ。●縫い目
はシール加工されて高い防水性。●湿気を逃がす透
湿性の高いAQUATEC10000素材で蒸れにくい。●
フィット感の高い3パネル構造。●サングラスや顔へ
の雨の付着を軽減するバイザー付きで良好な視界を確
保。

発注番号

152542 ブラック
¥2,700（税抜）

サイズ：フリー
●ヘルメットの下にかぶるタイプの保温用ハット。●
フラット縫製で快適。●11％エラスザン、89％ポリ
エステル。

発注番号

152543 ブラック
¥2,700（税抜）

サイズ：フリー
●保温素材の顔全体を覆う防寒帽。●フラット製法で
快適。●11％エラスザン、89％ポリエステル。

発注番号

152301 S
152302 M
152303 L
152304 XL
ブラック
¥4,800（税抜）

発注番号

155870 S
155871 M
155872 L
155873 XL
ネオンイエロー
¥5,400（税抜）

●快適なライディングを提供する立体パネルデザインのウォーマー。●なめらかな肌触りの裏起毛素材、
THERMOTEC。●ズリ落ち防止のシリコングリップ。●痒みやゴロツキを防止するフラット縫製。

BWG-26

BWG-21

BBW-44

BWG-11W

BWG-22

NEOSHIELD  ネオシールド

CONTROLZONE  コントロールゾーン

RACER  レーサー

COLDSHIELD  コールドシールド

発注番号

153664 XS-S
153665 M-L
153666 XL-XXL
ブラック
¥7,400（税抜）

●防水性の高い特殊なネオプレングローブ・雨の日に最適な高い防水性。●厚い空
気層が寒さから手を守る。●ロードバイクやクロスバイクの操作を考えて設計され
た70°カーブの立体縫製。●手の平は滑り止めグリップ加工。●吸湿性が少ない
ので、インナーグローブと組み合わせての使用が快適。

¥4,500（税抜）

●操作抜群の薄手の冬用グローブ・薄手の生地を使いながら高い耐久性。●防風性
がありながら湿気を逃がす素材で蒸れずに温かい。●手の平部分は快適なパッド付
き。●縫製段階で70°折り曲げられたカーブはグリップが握りやすい形状。●ス
マートフォンなどのタッチスクリーン対応。●薄手で防風性があるため、レース
シールド(BWG-11)やインナーシールド(BWG-27)と組み合わせて使用すればハイ
エンドモデル並みの防寒性。●グローブを重ねて使用すれば体温に合わせて調節で
きるので、手の蒸れを予防できます。●ロードバイクやクロスバイクに最適なグ
ローブ。●手の小さなキッズサイズ展開もあります。

発注番号

153657 XXXS
153658 XXS
153659 XS

発注番号

153560 S
153561 M
153562 L
153563 XL
ブラック/ホワイト

￥3,400（税抜）

●夏も涼しい軽量サマーグローブ。●通気性のあるストレッチライクラ＋シリコン
プリントデザイン。●ゲルフォームを手の平に配置して快適。●高性能メッシュ素
材で高い通気性。●指ストラップで簡単にグローブを取り外し。

153564 S
153565 M
153566 L
153567 XL
ブラック/ブルー

153568 S
153569 M
153570 L
153571 XL
ブラック/レッド

153572 S
153573 M
153574 L
153575 XL
ブラック/ネオンイエロー

発注番号

153544 S
153545 M
153546 L
153547 XL
ブラック

発注番号

153652 XS
153653 S
153654 M
153655 L
153656 XL
ブラック
¥4,500（税抜）

●人気グローブの防風性を高めた上位モデル・フィット感の良さで人気のレース
シールドの防風、撥水性を高めた上位モデル。●薄手の生地を使いながらTRIOXX
素材を使用して風を防ぎ、雨も弾く。●スマートフォンなどのタッチスクリーン
対応。●滑り止めのシリコンプリント。●薄手で通気性が高いため、コントロール
ゾーン(BWG-21)と組み合わせて使用すればハイエンドモデル並みの防寒性。●グ
ローブを重ねて使用すれば体温に合わせて調節できるので、手の蒸れを予防できま
す。●ロードバイクやクロスバイクに最適なグローブ。

発注番号

153660 S
153661 M
153662 L
153663 XL
ブラック
¥6,800（税抜）

●ミドルグレードの冬用防寒グローブ・高い防寒性と防風性を持つソフトシェル。
●柔らかく操作しやすい素材。●親指と人差し指はCLARINO素材で補強。●手首
は45mmのネオプレン製で風の浸入を軽減。

SIZE A B

XS 15.7 17.8

S 17 19.1

M 18.3 20.3

L 19.7 21.6

XL 21.1 24

A
B

BBW-49

COOLDOWN  クールダウン

153752 S 
153753 M 
153754 L 
153755 XL 
イエロー

153748 S 
153749 M 
153750 L 
153751 XL 
レッド

153744 S 
153745 M 
153746 L 
153747 XL 
ブルー

発注番号

153740 S 
153741 M 
153742 L 
153743 XL 
ブラック

¥1,900（税抜）
●甲はメッシュ素材で高い通気性。●手の平はゲルを広く配置し、さらなる快適性を実現。●手首は
ベルクロストラップ。●親指には汗ふき用の素材

快適性を重視したサマーグローブ

BBW-50

AIRZONE  エアーゾーン

BWG-25

WEATHERPROOF  ウェザープルーフ

BBW-51

AIRROAD  エアーロード

発注番号

153756 S
153757 M
153758 L
153759 XL

¥3,500（税抜）
カラー：ブラック
●甲側は通気性に優れたエアーメッシュ素材。●手の平側は通気性があり、一部に
PU を配することでグリップを確保。●ゲルパッドが手の疲労や衝撃から保護。●
親指と人差し指にクラリーノ素材を使用し耐久性を向上。●マイクロファイバー使
用の親指部分は汗拭き用。●手首は動きを妨げないようカットされ、ベルクロ製リ
ストロック付。

発注番号

153505 S
153507 L
153508 XL
ブラック/ネオンイエロー
¥7,500（税抜）
●レースに最適な防水、防風、防寒性の高さ。●親指に AMARA 素材。●薄く耐
久性のある手の平部分にも AMARA 素材使用。●滑り止めシリコングリップ。●
TRIOXX 素材。●親指甲部分は TERRY タオル素材。●手首を長くして風の浸入を
防止。●スマートフォンなどのタッチスクリーン対応。

夏に最適なXC用フルフィンガーグローブ

防寒性能と操作性を両立したウインターグローブ。
シクロクロスなど冬季のレースシーンに最適。

発注番号

153760 S 
153761 M 
153762 L 
153763 XL
ブラック

153764 S 
153765 M 
153766 L 
153767 XL 
ホワイト

¥2,800（税抜）
●甲側は通気性に優れたエアーメッシュ素材。●指ストラップで簡単にグローブを取り外し。●手の
平側は通気性があり、一部に PU を配することでグリップを確保。●ゲルパッドが手の疲労や衝撃か
ら保護。●マイクロファイバー使用の親指部分は汗拭き用。●手首は動きを妨げないようカットされ、
ベルクロ製リストロック付。

涼しさを追求したショートフィンガーグローブ

BWG-28

SUBZERO  サブゼロ

発注番号

153667 XS
153668 S
153669 M
153670 L
153671 XL
ブラック
¥11,000（税抜）

●氷点下にも対応する最新冬用ロードバイクグローブ・独自のミトン形状は指の表
面積を減らして寒さを軽減。●親指と人差し指を自由にすることで、確実なブレー
キとシフト操作。●ミクロの穴を持つEUROTEX層が風や雨を防ぎ、汗を効率的
に排出。●ロードバイクの高速走行時でも暖かさを維持しながら手はいつもドライ
で快適。●外側は水を弾くTioxx素材。●グローブインナーとアウターを別々で縫
製して組み合わせることで、グローブを2枚重ねたような暖かさ。●親指と指先は
Cralino素材で補強。

SIZE S M L XL

Ⅰ 166-170 172-176 178-182 184-188

Ⅱ 91.5 96.5 101.5 107

Ⅲ 73.5 80 86 91.5

Ⅳ 76 80 84 87.5

SIZE S M L

Ⅰ 166-164 166-170 172-176

Ⅱ 80 95 90

Ⅲ 76 81 86

Ⅳ 72 76 80

SIZE 128 140 152 164

Ⅰ 122-128 130-140 142-152 154-164

Ⅱ 67-71 71-74 74-79 79-85

Ⅲ 71-73.5 73.5-78 78-84 84-90

Ⅳ 58-62 62-65.5 65.5-71.5 71.5-76.5

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅳ

Ⅳ RACESHIELD 
WINDBLOCKER  レースシールド ウインドブロック

なめらかな肌触りが心地よい立体ウオーマー

ウェアー

グローブ



スポーツ
グラス

ヘルメット
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フロアポンプ

フェンダー
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ロック

バッグ

ベル

キック
スタンド

プロテクション

バーテープ

グリップ

バーエンド

ハンドルバー

ステム

サドル

シートポスト

クランプ

ペダル

ヘッドセット

ケーブル

ボトム
ブラケット

チェーン

カセット

チェーンリング

チェーンボルト

ディレーラー
プーリー
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ディスクブレーキ
ローター

ブレーキシュー
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プロモーション
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価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

BWS-02BBWS-01
BSO-11

BWS-18

BWS-15

BWS-19

BWS-17

BWS-10

BWS-04

HEAVYDUTY OSS  ヘビーデューティ OSSRACEPROOF  レースプルーフ
THERMOFEET  サーモフィート

TOESHIELD  トウシールド

STYLEFLEX  スタイルフレックス

RAINFLEX  レインフレックス

RACEWEAR  レースウェア

LIGHTFLEX  ライトフレックス

HARDWEAR  ハードウェア

発注番号

152400 37/38
152401 39/40
152402 41/42
152403 43/44
152404 45/46
ブラック
¥4,200（税抜）

¥2,500（税抜）

●高い保温性のThermoLite素材。●伸
縮性が高く足にフィット。●甲の部分
は表面積の多いライン形状。
足首高さ:120mm

159250 37/38
159251 39/40
159252 41/42
159253 43/44
159254 45/46
ネオンイエロー
¥5,600（税抜）  

発注番号

159120 39/40
159121 41/42
159122 43/44
159123 45/46
ブラック
¥4,600（税抜）  

●冬のドライコンディションに対応する軽量シューズカバー。●最高レベルの防風
性能。●裏起毛でソフトな肌触り。●ジッパーレスデザイン。●ソール部がベルク
ロにより開放可能なため、脱着が簡単。MTB にも対応。

発注番号

159130 37/38
159131 39/40
159132 41/42
159133 43/44
ブラック
¥5,300（税抜）

●防寒性に優れるレース用シューズカバー。●厚さ2MMの伸縮性の高いネオプレ
ン素材で高い断熱性。●エルゴノミック形状でシューズへフィット。●足首が短
めで自然な装着感。●耐久性の高いYKKジッパー。

発注番号

152390 ブラック
¥4,100（税抜）

159126 ブラック
159127 ブルー
159128 ホワイト
¥4,500（税抜）

●薄いライクラ素材で春や秋に最適。●伸縮性が高く、高いフィット感。●フリー
サイズ（41/42、43/44 と 45/46 に適合）。

発注番号

152084 S-M 38/42
152085 L-XL 43/47
¥2,300（税抜）

ホワイト
●薄いライクラ素材で春や秋に最適。●伸縮性が高く、高いフィット感。

発注番号

152405 37/38
152406 39/40
152407 41/42
152408 43/44
¥7,900（税抜）

●寒さと雨の両方をシャットアウト。●つま先とかかとは耐久性の高いケブラー素
材。● 3mm の伸縮性のあるネオプレン素材を防水素材でコーティング。●接着縫
製は 100% 水の浸入を防止。●耐久性の高い工業用強力 YKK ジッパー。●フィッ
ト感を高めるラバーストラップ。　

発注番号

159265 43/48
ブラック
¥2,900（税抜）

●つま先を寒さから守るトゥーシューズカバー・ジャージのポケットに入るコンパ
クトなトゥーシューズカバー。●防風性と撥水性を持つTRIOXX素材でつま先へ
の風の浸入を軽減。●固定は土踏まずの部分を伸縮性の高い素材とシリコングリッ
プのダブル固定でずれにくい。●先端部分はゴムで補強して高い耐久性。●ロード
シューズに対応。●春や秋の肌寒い季節に1枚あると便利。

発注番号

159110 35/38 
159111 39/42
159112 43/46
ブラック

159113 35/38 
159114 39/42
159115 43/46
ブルー

159116 35/38 
159117 39/42
159118 43/46
レッド

●高い断熱性を持つ保温シューズカバー・ウェットスーツにも使用される3mmの
ネオプレン素材が厚い空気の層を作り、高い防寒性。●シルバーのプリントは反
射素材で夜間でも高い視認性。●スムーズな動きのＹＫＫジッパー。●伸縮性が
高いので着脱が簡単。●プロチームのRadon Factory Racingでも使用される信
頼性。

薄くて暖かい冬の必需品

発注番号

159320 35/38
159321 39/43
159322 44/47 
ブラック/ホワイト

159332 35/38
159333 39/43
159334 44/47 
ホワイト/ネオンイエロー

159329 35/38 
159330 39/43 
159331 44/47 
ホワイト/ブルー

159326 35/38 
159327 39/43 
159328 44/47 
ホワイト/レッド

159323 35/38 
159324 39/43 
159325 44/47 
ホワイト

発注番号

159341 35/38 
159342 39/43 
159343 44/47 
ブラック

発注番号

155842 39/42 
155843 43/46 
ブラック
¥3,600（税抜）
●サイクリングのためにデザインされた立体縫製。● FAR 
InfraRed 素材が保温性を飛躍的に向上。●足裏は保温素材
を厚く配置。●つま先に縫い目が無く快適。●柔軟性のかか
と部分は足首の巻き込みを軽減。●足首高さ 120mm。

159344 35/38 
159345 39/43 
159346 44/47 
ホワイト

159350 35/38 
159351 39/43 
159352 44/47 
ピンク

159347 35/38 
159348 39/43 
159349 44/47 
ネオンイエロー

発注番号

159335 35/38 
159336 39/43 
159337 44/47 
ブラック

159338 35/38
159339 39/43
159340 44/47 
ホワイト

¥1,100（税抜）
●土踏まずの周囲に伸縮性のある素材を使い足に確実にフィット。●甲には通気性に富む
メッシュ編み加工。●耐久性を高めた足首部のカフ。●足首の高さ 100mm。

¥1,500（税抜）
●土踏まずの周囲に伸縮性のある素材を使い足に確実にフィット。●甲には通気性に富む
メッシュ編み加工。●耐久性を高めた足首部のカフ。●足首の高さ 150mm。

¥1,900（税抜）
●土踏まずの周囲に伸縮性のある素材を使い足に確実
にフィット。●甲には通気性に富むメッシュ編み加
工。●耐久性を高めた足首部のカフ。●足首の高さ
100mm。

速乾性と温度調整機能に優れたCoolmax素材の高機能ソックス

プロライダー定番のハイカフソックス

少し肌寒い時期に最適なライクラ製シューズカバー。
シューズのフィット感向上と汚れ防止にも貢献します。

価格と防寒性の高バランスの中級モデル。

ハイコストパフォーマンスな高機能
ソックスの2足組

BSO-07

HIGHFEET  ハイフィート

BSO-14

ERGOPLUS  エルゴプラス

BSO-05

TECHNOFEET  テクノフィート

BSO-06

COMBIFEET  コンビフィート

BBW-46

LITEZONE  ライトゾーン

発注番号

153582 S
153583 M
153584 L
153585 XL
ブラック
¥4,400（税抜）
●軽量フルフィンガー XC グローブ。●オープン構造高品質
メッシュ。●雨の日も安心の高いグリップ力。

BWG-11
RACESHIELD  レースシールド

発注番号

153650 XS
153532 S
153533 M
153534 L
153535 XL
ブラック
¥3,800（税抜）

●2つの使い方ができる冬用マルチグローブ・春や秋に最適な中程度の防寒性●軍手よりも薄い生地であ
りながら、細い繊維で高密度に編むことで高い保温力。●スマートフォンなどのタッチスクリーン対応。
●滑り止めのシリコンプリント。●薄手で通気性が高いため、コントロールゾーン(BWG-21)と組み合わ
せて使用すればハイエンドモデル並みの防寒性。●グローブを重ねて使用すれば体温に合わせて調節でき
るので、手の蒸れを予防できます。●ロードバイクやクロスバイクに最適なグローブ。

153651 XS
153538 S
153539 M
153540 L
153541 XL
ネオンイエロー
¥4,200（税抜）

BWG-27

INNERSHIELD  インナーシールド

発注番号

153550
ブラック
¥2,000（税抜） 

●グローブの下に装着して保温性を向上させるインナーグ
ローブ。●セラミックとナノファイバーを組み合わせて体
からの輻射熱を遠赤外線として反射して体を温める、FAR 
INFRARED TECHNOLOGY素材を使用。●伸縮性の高いフ
リーサイズ。

SHOECOVERS

発注番号

159270  39/40
159271 41/42
159272  43/44
カラー：ブラック
¥5,800（税抜）

●防水防風の軽量エアロシューズカバー。柔軟性のあるライクラをポリウ
レタンコーティングすることで最強の防水性能。●上部にある 40mm の
エラスティックバンドが雨の侵入をガード。●すべての縫い目を防水テー
プ処理。● . つま先とソールはケブラーで補強。

究極のレインシューズカバーへの解答

グローブ

ソックス

シューカバー
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価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

BSM-03 BSM-01

PATRON I6  パトロン PATRON I5  パトロンI5

発注番号

002511 ブラックグレー
002512 ブラックブルー
002513 ブラックレッド
002514 ホワイトグレー
002515 ブラックグリーン
¥4,400（税抜）

● iPhone6 用マウント。●自転車から取り外した後も日常使用に最適なスリムケー
ス。●衝撃に対する耐久性の高いポリカーボネート製のシェルで落下から携帯電話
を保護。●衝撃吸収に優れるシリコン製のスリーブで安定性と保護力がさらにアッ
プ。●雨天時用レインカバースリーブがセットで全天候に対応。●衝撃を吸収する
パッドを後部に施し衝撃を軽減。●リアカメラを路面の土埃から保護するレンズカ
バー付。●タッチパネルやボタンなど、iPhone をフルに操作可能。●バイクに取
り付けたまま、角度を変えて撮影ができるので、走行中の動画なども撮影可能。●
縦横両方に取り付け。●付属の BSM-91Phonefi x でステムやハンドルバーに取り
付け。●ブラケット付属。
参考重量：69g

発注番号

002510 ホワイト
003450 ブラック
¥4,400（税抜）

●iPhone5やiPhone5s用マウント。●自転車から取り外した後も日常使用に最適
なスリムケース。●衝撃に対する耐久性の高いポリカーボネート製のシェルで落下
から携帯電話を保護。●衝撃吸収に優れるシリコン製のスリーブで安定性と保護力
がさらにアップ。●雨天時用レインカバースリーブがセットで全天候に対応。●衝
撃を吸収するパッドを後部に施し衝撃を軽減。●リアカメラを路面の土埃から保護
するレンズカバー付。●タッチパネルやボタンなど、iPhoneをフルに操作可能。
●バイクに取り付けたまま、角度を変えて撮影ができるので、走行中の動画なども
撮影可能。●縦横両方に取り付け。●付属のBSM-91Phonefixでステムやハンド
ルバーに取り付け。●ブラケット付属。
参考重量：69g

iPHONE 6専用のバイクマウント iPHONE 5専用のバイクマウント

iPhoneは付属しません。iPhoneは付属しません。

水から貴重品を守るドライバッグ
BSM-11

BSM-92　スペーサーフィックスBSM-91　フォーンフィックスBCP-68　スマートマグネット BCP-69　ケイデンスマグネット

BSM-93
BSM-41

BSM-94

BSM-21

GUARDIAN  ガーディアン

SPACERFIX PHONEFIX SMARTMAGNET  CADANCEMAGNET  

TOPFIX  トップフィックス

WARDEN  ワーデン

FRONTFIX  フロントフィックス

SMARTSLEEVE  スマートスリーブ

発注番号

002516 L
サイズ：158×80×10mm
参考重量：50g（ブラケットは含ま
れておりません。)
¥4,400（税抜）

●小さなスマートフォンでも付属の
スペーサーを使用して安定した収
納。●全面タッチ操作が可能。●雨
の日も安心の防水ケース。●縦でも
横でも取り付け可能。●取り付け角
度も自由に調整。●25〜38mmの
パイプ径まで対応するブラケット付
属(BSM-91)。 

発注番号

002519
¥450（税抜）

●ヘッドキャップ下へ取り付けるスマートフォ
ンブラケット。●全てのPatronシリーズ及び
Guardianシリーズのケースに対応。●1.1/8”
コラムに対応し、トップキャップ下に取付。●
角度調整可能。
参考重量：15g

発注番号

003452
¥800（税抜）

●BSM-01、BSM-11用
スペアマウント。

発注番号

002464
￥1,400（税抜）

●様々なセンサーに使用できる、ホイー
ルマグネット。●ラウンドスポークとエ
アロスポーク両方に対応。

発注番号

002465
￥1,200（税抜）

●様々なセンサーに使用できる、スマー
トなケイデンスマグネット。●耐久性の
高いゴム製のバンド。●クランクに傷が
つきません。

発注番号

002520
¥3,000（税抜）

●ステムキャップ型スマートフォン取り付
け用ブラケット。●全てのPatronシリーズ
及びGuardianシリーズのケースに対応。●
トップキャップを取り外して装着。●軽量
な6061T6アルミニウム製。
参考重量：56g

発注番号

002521
¥3,500（税抜）

●CNC製アウトフロント型スマートフォ
ンブラケット。●全てのPatronシリーズ
及びGuardianシリーズのケースに対応。
●簡単に使用出来るクランプメカニズムで
25.4/31.8mmのハンドルバーに適合。●
最適な長さと高さに合わせていろいろな方
法で取り付け可能。
参考重量：40g

発注番号

002500 M
￥1,400（税抜）

インナーサイズ：85×145mm 
アウターサイズ：98×166mm

002517 L
￥1,400（税抜）

インナーサイズ：107×173mm(L)
アウターサイズ：131×185mm(L)

002518 XL
￥1,800（税抜）

インナーサイズ：269×202mm(XL)
アウターサイズ：293×214mm(XL)

●電子機器を守るドライバッグ。●IP-X8防水性能。●クリアTPU素材はスマートフォンの
タッチスクリーンに対応。●熱溶接シールで防水性を強化。●小物入れにはカードやお札を
収納可能。(M、Lサイズ）

PHONE MOUNTS

CYCLING COMPUTERS

ブラケット標準装備

ブラケット
標準装備

ブラケット標準装備

iphone6専用
iphone5専用

雨天時もOK

BCP-16W

DASHBOARD  ダッシュボード

発注番号

002339
ブラック/ホワイト
￥8,000（税抜）

●12機能のワイヤレスコンピューター。〈現在速度・走行距離・走行時間・積算走
行距離・積算走行時間・時計・自動表示切り替え・オートスタート&ストップ・電
池消耗表示・平均速度・最高速度・スピードペースメーカー〉
●ボタン一つのワンタッチ操作。●ハンドルバーとステムにも取り付け可能。●防
水加工のケース。●ホイールマグネットはラウンドとエアロの両方に対応。●テ
スト用バッテリーが含まれています。●自動表示切り替えにモードにすると、6秒
間隔で時計、距離、乗車時間などの表示が変わります。●見やすい大型ディスプレ
イ。縦52mm×横41mm×厚さ15mm(最大部分)

BCP-70

BCP-73

BCP-79

BCP-78

BCP-81

BCP-80

BCP-85

BCP-77

BCP-74

WIRESET  ワイヤーセット

70CM TRANSMITTER  70CMトランスミッター

RPM TRANSMITTERSET  

SUPERSPEED TRANSMITTER  

WIRESET  ワイヤーセット

RPM MAGNET  RPM マグネット

BATTERY CR2025  CR2025 バッテリー

BATTERY CR2032  CR2032 バッテリー

BRACKETSETT  ブラケットセット

発注番号

002391
¥1,300（税抜）

●適合モデル：BCP-04C
●2mmケーブルワイヤー

発注番号

002395
¥3,400（税抜）

●BCP-04CのRPMケイデンストランスミッター。

発注番号 

002394
¥4,000（税抜）

●適合モデル：BCP-11W/12W/13W/
31W/32W ●ワイヤーレスのスピード
トランスミッターで100cmの距離に対応。

発注番号

002398
¥1,300（税抜）

●適合モデル：BCP-21/22
●2mmケーブルワイヤー

発注番号

002462
¥3,200（税抜）

●補修用ワイヤレススピードセンサーキット。●
70cmまでのセンサー距離に対応。
適合モデル：BCP-11W/13W/15W/16W

発注番号

002396
¥900（税抜）

●BCP-04CのRPMトランス
ミッターに対応。

発注番号

002399
¥900（税抜）

発注番号 

002397
¥800（税抜）

発注番号

002392
¥600（税抜）

●適合モデル：BCP-11W/12W/13W

スーパースピード トランスミッターセット

RPM トランスミッターセット

品番 016666
マウント パトロンマウント パトロン

POP

品番 016665
マウント ガーディアンマウント ガーディアン

POP

スマートフォンは付属しません。

発注番号

013402
¥1,800（税抜）

●市販のスマートフォンケースを自転車に取り付けられるブラケット。●
簡単に取り付けられる 3M™ VHB 接着シール付バックプレート。●平た
くて固い面、または穴が空いている面にも接着可能。●確実に接着させる
ための掃除用クロスと紙やすりが付属。●角度が調節出来るので視認性が
高いだけでなく撮影も可能。●ブラケットは2種類付属。●フォーンフィッ
クス（BSM-91）でステムとハンドルバーに取り付け可能。●スペーサー
フィックス（BSM-92）でヘッドキャップに取り付け可能。

お気に入りのスマホケースを自転車用マウントブラケットに

スマートフォン
マウント
サイクリング
コンピューター
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グラス

ヘルメット

ウェアー

グローブ

ソックス

シューカバー

スマートフォン
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ツール

ライト

ミニポンプ

フロアポンプ

フェンダー

ボトルケージ

ロック

バッグ

ベル

キック
スタンド

プロテクション

バーテープ

グリップ

バーエンド

ハンドルバー

ステム

サドル

シートポスト

クランプ

ペダル

ヘッドセット

ケーブル

ボトム
ブラケット

チェーン

カセット

チェーンリング

チェーンボルト

ディレーラー
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クイック
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ディスクブレーキ
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ディスクブレーキ
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品番 016664
ハイトルクハイトルク

POP

品番 016658
ファストカットファストカット

POP

握りやすいスタンダードモデル 人間工学に基づいたデザインの
両面対応のペダルレンチ

BTL-41S
MAXIFOLD S  マキシフォールド S

BTL-101
DUALFORCE  デュアルフォース

BTL-32L
BOLTGRIP  ボルトグリップ BTL-102    クランクグリップ

CRANKGRIP  
BTL-14

POWERPULL  パワープル

BTL-10D
HI TOQUE L  ハイトルク L

発注番号 

102126
¥1,600（税抜）

サイズ：88×35×23mm
参考重量：131g
●10機能を収納。
ヘックスキー：2/2.5/3/4/5/6/8mm・プラス/マイ
ナススクリュードライバー・Ｔ25トルクス
●多目的なコンパクトツール。●緩みにくい両サイド
ヘキサ固定ボルト。

発注番号

102273
￥2,400（税抜）

長さ：33cm
●エルゴノミック形状のダブルサイドヘキサレンチ。
●6mmと8mm。●ペダルの取り外しが簡単。

発注番号 

102138
¥800（税抜）

参考重量：32g　
長さ：135mm
●チェーンリングを簡単に取り付けるチェーンリングナット用レ
ンチ。●SHIMANOとCAMPAGNOLOのチェーンリングナットに
適合。●クランクからダストキャップを取り除くツールが付属。

発注番号

102274
￥800（税抜）

●ホローテックⅡ用ダストキャップ
ツール。

発注番号 

102132
¥1,400（税抜）

参考重量：91g　
長さ：62mm
●デュアル機能キャップでスタンダードとオーバーサイズ両方
の軸に対応可能なクランクリムーバー。●テーパースクエア、
ISIS、オクタリンクBBに対応。●使用スパナサイズ15mm(両方)

発注番号

102291
¥1,900（税抜）

エ ク ス ト ラ ロ ン グ サ イ
ズ：33cm
●幅広で強力なフック。
●ペダルの着脱が素早く
簡単に出来る仕様。

ひとつ持っていると便利

BTL-48S

PRIME FOLD S  プライムフォールド S

BTL-48M

PRIME FOLD M  プライムフォールド M

BTL-48L

PRIME FOLD L  プライムフォールド L

発注番号

102027 
¥2,400（税抜）
● 9 機能（ヘックス 2、2.5、3、4、5、6、8mm、
プラスドライバー、トルクス T25）

発注番号

102025 
¥4,000（税抜）
●耐久性に優れたコーンレンチセット。
内容：13/14/15/16/17

発注番号

102053 
¥3,800（税抜）
●シマノ 9000 系 BB 回し工具。●ク
レイトンラバー製のグリップが作業をサ
ポート。●固く閉まった BB を外すのに
最適なロングサイズ。
対 応： シ マ ノ BB-9000、XTR980 
SM-BB93、BB-R60
長さ：33cm

発注番号

102028 
¥2,700（税抜）
● 14 機能（ヘックス 2、2.5、3、4、5、6、8mm、
プラスドライバー、マイナスドライバー、トルクス
T25、スポークレンチ 3 サイズ、ボックスレンチ
8mm）

発注番号

102029 
¥2,900（税抜）
● 16 機能（ヘックス 2、2.5、3、4、5、6、8mm、
プラスドライバー、マイナスドライバー、トルクス
T25、チェーンツール、スポークレンチ 4 サイズ、パッ
ドスプレッダー）

発注番号

102030 
¥5,800（税抜）
●プロ用ケーブルカッター。●鋭い切れ味の強化ス
チール製。●エンドキャップ固定機能付き。●柔らか
いクレイトンラバー内蔵のグリップ。

発注番号

102035 19mm
102036 20mm
102037 22mm
102038 23mm
¥1,300（税抜）

●高耐久素材を使用したハブコーンレンチ。●ロング
グリップで固く閉まったナットに最適。

BTL-116   ブラケットグリップ

BTL-119

TORQUEFIX  トルクフィックス

BTL-25S

CONE SET  コーンセット

BTL-90

PROFI CONE  プロフィコーン

BRACKET GRIP  

BTL-54

PROFICUT  プロフィカット

発注番号

102056 4NM
102057 5NM
102058 6NM
¥2,700（税抜）

付属ビット：ヘックス 2、3、4、5、
6mm、トルクス T25
●プリセット式のトルクレンチ。● 1/4"
ヘックスソケット式。●各サイズのビット
が付属。●規定トルクに達するとクリック
でお知らせ。

TOOLS

BTL-28T
TORXSTAR  トルクススター

発注番号

102185
¥1,400（税抜）

サイズ：120mm（先端〜先端）
●T25/T30/T40の携帯用トルクス
レンチ。●クレイトン素材のグリッ
プ。

耐久性の高いトルクスレンチ

BTL-46
TORX T  トルクス T

発注番号

102297 T25
¥1,200（税抜）

●Tハンドルで作業がスピーディー。

発注番号

102055 
¥1,700（税抜）
● L 字ヘックスレンチセット。●ボール
ポイント付き。●収納ホルダー付き。●
高品質スチール製。
内容：1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、
10mm

BTL-118   ヘキサレンチセット

HEX WRENCH SET  

BTL-28
THREE STAR  スリースター

発注番号

102026 2/2.5/3mm 
102184 4/5/6mm
¥800（税抜）

サイズ：120mm（先端〜先端）
●作業性の高い Y 字ヘックスレンチ。
●クレイトンラバー素材のグリップ。

耐久性の高いヘキサレンチ

BTL-45
HEX T  ヘックス T

発注番号

102293 4mm
¥1,200（税抜）

●Tハンドルで作業がスピーディー。
●片側はボールポイント。

ペダルレンチ

BBレンチ

ハブレンチ

スポークレンチ ケーブルツール

チェーンツール

クランクツール

ミニツール

トルクレンチ トルクスレンチ

ヘキサレンチ

BTL-38
ULTRAGRIP  ウルトラグリップ

BTL-20L
PULLSTAR  プルスター

BTL-27L    ブラケットグリップ-L

BRACKETGRIP-L  

発注番号

102280
￥5,200（税抜）

ブラケットツール長さ：245mm/ヘキ
サレンチ長さ：237×110mm
●カンパニョーロ・ウルトラトルクのボ
トムブラケット締め付工具。●スパナは
シマノ、TRUVATIV、FSA、SRAMど
れにも転用可能。●セット：ワンを組み
付けるボトムブラケットツールと組み付
け用ボルトに使う長いヘックスキーが付
属。●クレイトン製ハンドルで握りやす
い。

発注番号

102278
￥2,900（税抜）

長さ：330mm
●シマノボトムブラケット抜き工具。●
OCTALINKやISISモデルに適合。●ス
クリューオンブロックシステム。●大
きな入力が可能な330mmのロングサイ
ズ。●クレイトンラバー製のグリップで
握りやすい。

発注番号

102160
¥2,800（税抜）

参考重量：328g
長さ：330mm
●インテグレーテッドタイプやエク
スターナルタイプのボトムブラケッ
トの締め付け工具で、SHIMANO、
T R U V A T I V 、 F S A 、 S R A M 、
CAMPAGNOLO などに適合。●左クラ
ンクのキャップを外す工具付。●クレイ
トン製ハンドルでつかみやすい。

BTL-15
TURNERⅡ  ターナーⅡ

BTL-25
CONEFIX  コーンフィックス

BTL-16
FASTCUT  ファストカット

BTL-13
HEXAGON  ヘキサゴン

発注番号

102148
¥650（税抜）

参考重量：35g　
サイズ：43×36mm
●クロモリ製スポークレンチ。●対応ニップル径：
3.2/0.127、3.3/0.130、3.5/0.136、4.0/0.156

発注番号

102150
102276
￥3,400（税抜）

長さ：170mm
●鋭利な刃でよく切
れ る ケ ー ブ ル カ ッ
ター。●工業用レベ
ル の 強 化 ス チ ー ル
製。

発注番号　　　　  サイズ　　 長さ　　　　参考重量　税抜価格

102180 6mm　185mm 58g　 ￥500
102181 8mm　205mm 64g　 ￥600
102182 10mm 233mm 110g  ￥600
●ボルトに完全にフィットするヘキサレン
チ。●クレイトンラバーのハンドル部は確実
にホールド。

発注番号　　　　  サイズ　　

102163 13mm
102164 14mm
102165 15mm
102166 16mm
102167 17mm 
¥1,000（税抜）

参考重量：110g
長さ：205mm
●耐久性にすぐれた他目的レンチ。

BTL-77

LINKFIX  リンクフィックス

BTL-05

NAUTILUSⅡ  ノーチラスⅡ

BTL-55

PROFICONNECT  プロフィコネクト BTL-51

CHAINCHECKER  チェーンチェッカー

発注番号

102284
￥1,600（税抜）

●1台2役のチェーンリンクツール。●
BCH-08/09/10/11S スマートリン
ク、 チェーンリンクを開け閉めする為の
道具。

発注番号

102149
¥2,400（税抜）

●11、10、9、8、7スピードのチェーン
に対応。●硬いスチール製で取り扱いが
楽なラバーハンドル付。●スペアピン付
属。●1/8厚歯には使用できません。
参考重量：92g
サイズ：87×65mm

発注番号

102299
¥4,600（税抜）

●11、10、9、8、7スピードのチェーン
に対応。●操作が容易なラバー付ハンド
ル。●スペアのピンが付属。●1/8厚歯
には使用できません。

発注番号

102129
¥800（税抜）

●チェーンの摩滅状態（伸び）を判定
する点検器具。●チェーンの伸びを
0.75％と1.0％の2段階でチェックし、
このポイントに達したらチェーンの交換
時期です。

微調整が可能な本格チェーンカッター

プロユースのチェーンカッター

チェーンの伸びで変速性能は変わります!
早めに愛車のチェックを

アルミケース＆クロームツールのハイエンド携帯工具

各種ボルト対応のプリセット式
トルクレンチ

豊富なサイズを揃えたエンド
ユーザー向けヘックスの決定版

●工具がクローム加工され耐久性の高い携帯工具。
●軽量なブルーアルマイトアルミケース。

BTL-73

TORQUEFIX  トルクフィックス

発注番号

102186
¥13,200（税抜）

●1/4"ドライブで調節可能なトルク工
具。●1本ずつコンピュータ管理によ
りキャリブレーション(トルク補正)がか
けられた高精度トルクレンチセット。
●T25トルクスビットが付属設定範囲
2-14NM。●設定したトルクに設定する
とクリック音でお知らせ。●本体とビッ
トが収まる保護ケースが付属。
●3/4/5/6/8/T25/T30ビット

102026 

102276

ツール
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発注番号

102189
エンド幅：100mm　
9mmアクスルのロード/
MTB両方に対応。
¥2,800（税抜）

●前輪を外した時のフォークを保護するためのクイックリリース。●ハブの代わり
に輪行時や車載時の不意の衝撃でエンドの曲がりやサスペンションフォークのクラ
ウン割れを防ぎます。●本体から取り外し可能なディスクブレーキ用スペーサーが
付属。

品番 016661
チェーングリップチェーングリップ

POP

品番 016663
リークフィックスリークフィックス

POP

品番 016660
イージーリフトイージーリフト

POP

BTL-12S

LOCKOUT  ロックアウト

BTL-56

HEADFIX  ヘッドフィックス

BTL-11S

TURNTABLE 11  ターンテーブル 11

BTL-12C

LOCKOUT  ロックアウト

発注番号

102152
¥2,200（税抜）

参考重量：250g
SHIMANO用
長さ：232mm
●カセットロックリング取り外し工具。

発注番号

102219
¥2,400（税抜）

サイズ：32/36mm
参考重量：291g
長さ：292mm
●高品質のヘッドセットレンチ。●握りやすいラバー
グリップ付。

発注番号

102290
￥2,900（税抜）

●カセット抑え工具。●11スピード互換。

発注番号

102144
¥1,800（税抜）

参考重量：283g　
長さ：295mm
●カセットのロックリングを取り外す時カセットを固
定したり、フリーホイールのスプロケットの取り外し
に使う専用工具。●7/8/９/10速に適合。

発注番号

102279
￥900（税抜）

長さ：255mm
●ボトムブラケットのロングリングの締め工具で、
ほとんどのロックリングに対応。

発注番号

102151
¥2,200（税抜）

参考重量：243g
CAMPAGNOLO用

BTL-11

TURNTABLE  ターンテーブル

BTL-24

MULTIHOOK  マルチフック

BTL-115
PISTON  ピストン

発注番号

102052 
¥2,200（税抜）
●油圧ディスクブレーキ用ピストン工具。●パッド交
換の際のピストンを押し戻すための専用工具。

発注番号

102050 22MM 
¥2,900（税抜）
● 22mm 径ベアリングカップリムー
バ ー。 対 応：BB86、BB91、BB92、
その他 24mm スピンドル BB。

発注番号

102051 25.4MM 
¥2,900（税抜）
● 25.4mm 径ベアリングカップリムー
バー。対応：PF30、BB30、1" ヘッド、
1-1/8" ヘッド、1-1/4" ヘッド。

BTL-114

BTL-111 1/2

BTL-113

CUPOUT  カップアウト

BTL-110 1/2

HEX BIT  ヘキサビット

BTL-106S 1/2

BTL-107S 1/2

BTL-108C 1/2

LOCKRING  ロックリング

BTL-112 1/2

DRIVESET  ドライブセット

BTL-105 1/2

OUTBOAD  アウトボード

ヘッドツール

スプロケットツール

ディスクブレーキツール

BTL-74

STRAIGHTENER  ストレートナー

発注番号

102032 
¥1,900（税抜）
●ディスクローター曲げ修正工具。●クレイトンラ
バー製エルゴノミックグリップ。

BTL-71
BLADECUT  ブレイドカット

発注番号

102131
¥1,300（税抜）

●HYDRAUCUT（BTL-70）の交換用刃。●5枚組
セット。●正確にカットするためには鋭利な刃を使用
して下さい。

BTL-49

BTL-50

BTL-81
EASY LIFT  イージーリフト

BTL-78

EASY TIRE  イージータイヤ

BTL-80

LEAKFIX  リークフィックス

FORKGRIP  フォークグリップ

BTL-17

TOOTHBRUSH  トゥースブラシ

BTL-21

BRIGHT & FRESH  ブライト＆フレッシュ

CHAINGRIP  チェーングリップ

発注番号

102269 ブラック 3本
102271 レッド/ホワイト/ブルー
102272 レッド/ホワイト/グリーン
¥500（税抜）

●チューブのかみ込みが少ない形状の使いやすいタイヤレバー。●強度の高い高品
質樹脂。●3本がクリックオンで合体し、携帯に便利。●3本1組。

発注番号

102267
￥1,500（税抜）

●タイヤをリムに装着しやすい。●きついタイヤ/ホイールの
組み合わせの装着に最適。●ホイールとタイヤのダメージを
防ぐ完全コンポジット素材構造。

発注番号

102124
¥400（税抜）

●接着剤不要のパンク修理キット。●コンパク
トボックスに6つのパッチと紙ヤスリが収容。
●700cの細いタイヤの場合は高圧に耐えられ
ない場合があるため、応急処置用としてご使用
ください。

発短い方をリムにあてて、握りながら長いアームの先端を
ビードに引っ掛けてリムの中にタイヤを入れていきます。

発注番号

102277
￥800（税抜）

●カセット、ディレーラ―用クリーニングブラシ。

発注番号

102194
¥2,400（税抜）
参考重量：280g

サイズ：186×175×36mm
●チェーンを取り外すことなく、数分でチェーンを洗浄できるメンテナンス器具。
●使いやすい内蔵チェーンガイド方式。●ナイロンプラスチック製で交換できるブ
ラシ付。

発注番号　　　　　　サイズ　　　　　　　　　　　参考重量

102135 130mm（ロード用） 105g
102136 135mm（MTB用）   113g
¥2,800（税抜）

●後輪を外した時、チェーンを引っ張った状態に保つクイックリリース式リアエン
ド軸。●MTB用の135mmセットには、ディスクブレーキのシューの間に挟み、
シューを保護するプレートが含まれています。●携帯に最適で洗浄可能。

タイヤをリムに装着するための専用工具

薄くて丈夫! 使いやすいバイクメンテナンスに必要な専用工具を
まとめたソケットレンチセット

はがれにくいと評判のパッチタイヤツール

クリーニング

ホイールレンチ

保護

発注番号

102033 ネオンイエロー 

発注番号

102041 
¥2,000（税抜）
長さ：33cm
● 1/2" ソケット用レンチ。●別売の 1/2" ソケットを組み合わせて正確な作業が
可能。●エルゴノミックハンドル。●力の入りやすいロングタイプ。

BTL-104 1/2

DRIVE FORCE  ドライブフォース

BTL-109 1/2

発注番号

102042
¥2,400（税抜）

●エクスターナル BB 回し工具。●
ド ラ イ ブ フ ォ ー ス（BTL-104） か
24mm レンチと組み合わせて使用。●
シマノ、カンパニョーロ、FSA 等に対
応。

発注番号

102046
¥1,300（税抜）

●シマノ / オクタリンク /ISIS BB 回
し工具。●ドライブフォース（BTL-
104）か 24mm レンチと組み合わせて
使用。

発注番号

102043
¥1,000（税抜）

●シマノ HG カセットロック
リングとセンターロックディス
クブレーキローター用工具。●
ドライブフォース（BTL-104）
か 24mm レンチと組み合わせ
て使用。

発注番号

102044
¥1,300（税抜）

●シマノ HG カセットロック
リングとセンターロックディス
クブレーキローター用工具。●
センターガイドピン付きで確
実な作業をサポート。●ドラ
イブフォース（BTL-104）か
24mmレンチと組み合わせて使
用。

発注番号

102045
¥1,700（税抜）

●カンパニョーロカセットロッ
クリング用工具。●センターガ
イドピン付きで確実な作業をサ
ポート。●ドライブフォース

（BTL-104）か 24mm レンチ
と組み合わせて使用。

発注番号

102047
¥900（税抜）

● 8mm ヘックスソケット。●耐久
性の高いクロームバナジウムスチー
ル製。●ドライブフォース（BTL-
104）と組み合わせて使用。

発注番号

102048
¥900（税抜）

● 10mm ヘックスソケット。●
耐久性の高いクロームバナジウム
スチール製。●ドライブフォース

（BTL-104）と組み合わせて使用。

発注番号

102049
¥8,800（税抜）

内容：1/2" ソケットレンチ（BTL-104）、エ
クスターナル BB 用ソケット（BTL-105）、シ
マノ HG カセット用ソケット（BTL-107S）、
シ マ ノ / オ ク タ リ ン ク /ISIS BB 用 ソ ケ ッ
ト（BTL-109）、8mm ヘックス用ソケット、
10mm ヘックス用ソケット、専用ケース

専用ソケットを一体化させて確実な作業が可能

発注番号

102034
¥17,000（税抜）

● 3 本一組のタイヤレバー 48 セットとディスプレイボックス。●ブラック、ブ
ルー、レッド、グリーンがそれぞれ 12 セット。

イージーリフト48セット入りの展示用ボックス

BTL-81D

EASYLIFT BOX  イージーリフトボックス

BTL-57
BOXFIX  ボックスフィックス

発注番号　

102031
¥1,400（税抜）

● 14mm と 15mm のハブナットに適合する兼用式の
ボックスレンチ。●握りやすいラバーグリップ付。●
トラック用と通勤用バイクに最適。

発注番号 商品名 用　途 税抜価格

102264 ブラシ交換セット BTL-21用 ¥1,000
102265 ハンドル BTL-21用 ¥500

ツール



スポーツ
グラス

ヘルメット

ウェアー

グローブ

ソックス

シューカバー

スマートフォン
マウント
サイクリング
コンピューター

ツール

ライト

ミニポンプ

フロアポンプ

フェンダー

ボトルケージ

ロック

バッグ

ベル

キック
スタンド

プロテクション

バーテープ

グリップ

バーエンド

ハンドルバー

ステム

サドル

シートポスト

クランプ

ペダル

ヘッドセット

ケーブル

ボトム
ブラケット

チェーン

カセット

チェーンリング

チェーンボルト

ディレーラー
プーリー
クイック
リリース
ディスクブレーキ
ローター

ブレーキシュー

ディスクブレーキ
パッド

リムテープ

チューブ

プロモーション

222 223
価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

BTL-18S

BTL-36

BTL-19

BTL-26

TOOL & TUBES S  ツール ＆ チューブ S

PROFIMOUNT  プロフィマウント

PARKINGLOTⅡ  パーキングロットⅡ

PARKINGHOOK  パーキングフック

BTL-18L

TOOL & TUBES L  ツール ＆ チューブ L

発注番号

102225 ブラック
102226 ホワイト
¥700（税抜）

●ボトルケージに収納できる構造。●インナーチューブ、工
具、CO2インフレターなどを1つにまとめることができる。
●耐久性のあるコンポジット素材を採用。
容量：450ml

発注番号

102236
¥31,000（税抜）

●折り畳んで1本の棒になるので、コンパクトに収
納。●フレームやシートポストを安全に挟み込むクラ
ンプ。●高さや角度を自由に調整。●ツールやケミカ
ル用トレー付属。●キャリーバッグ付属。
参考重量：5.4kg
バイク重量：23kg以下

発注番号

102235
￥2,200（税抜）

参考重量：473g
サイズ：取付面 長さ250×横幅65mm
フック部高さ：120mm
●タイヤサポート最大幅130mm。●バイク壁
掛け用フック。●石膏ボード用アンカー付属。

発注番号

102145
￥4,300（税抜）

・イージーパックSサドルバッグ（BSB-31S）・マイクロ
フォールド携帯工具（BTL-42S）・イージーリフトタイヤ
レバー3本セット（BTL-81）・ウインドウェイブ携帯ポン
プ（BMP-54）・リークフィックスパンク修理パッチキッ
ト（BTL-80）

発注番号

102204
¥1,500（税抜）

サイズ：取付プレート横60×縦106mm、
フック内幅86mm、フック奥行145mm、ネジ
間80mm、ネジ穴6mm
●いろいろな種類のバイクに対応できる壁掛け
用フック。●石膏ボード用アンカー付属。

発注番号

102227 ブラック
102228 ホワイト
¥800（税抜）

●ボトルケージに収納できる構造。●インナーチューブ、工
具、CO2インフレターなどを1つにまとめることができる。
●耐久性のあるコンポジット素材を採用。
容量：600ml

発注番号

102230 ブラック
¥1,000（税抜）

容量：600ml
サイズ180×74mm

強度の高いボトルケージ収納ケース

作業性の高いメンテナンススタンド

ツール用補修パーツ
発注番号 商品名 用　途 税抜価格

102224 ピーニングアダプターカンピー 11S BTL-55用 ¥800
102240 BBダストキャップリムーバー BTL-27用 ¥600
102243 トルクフィックス 3MM ビット BTL-52 ¥800
102244 トルクフィックス 4MM ビット BTL-52 ¥800
102245 トルクフィックス 5MM ビット BTL-52 ¥800
102246 トルクフィックス 6MM ビット BTL-52 ¥800
102248 トルクフィックス 8MM ビット BTL-52 ¥800
102250 トルクフィックス 10 MM ビット BTL-52 ¥800
102251 トルクフィックス T25 トルクス BTL-52 ¥800
102260 ヘキサビット 8MM BTL-01/02/07/40/41用 ¥600
102261 チェーンリベットピン BTL-05/55用 ¥600
102262 OSスピンドルキャップ BTL-14用 ¥600
102263 スクリューブロックネジ BTL-20 ¥1,000

BTL-117

ULTRA COMPACT KIT ウルトラコンパクトキット

BTL-95

BSB-51

BRACKET KIT  ブラケットキット

COMBIPACKS  コンビパック

フック

バイク修理スタンド ツールキット

発注番号

102039 
¥3,000（税抜）
●壁固定式バイクストレージ。●壁や
梁に固定しバイクを掛けることが可
能。●使用していない時はフックを畳
んで収納可能。●フックのプラスチッ
クカバーでフレームを傷つけない。●
頑丈な高耐久スチール製。●フックの
角度は調整可能。
耐荷重：15kg

BTL-93

WALLMOUNT  ウォールマウント

BLS-105K

SWAT  スワット

発注番号

028625 グレー
￥9,800（税抜）

参考重量：115g
サイズ：82×33×27mm
充電時間の目安：4時間
●120ルーメンのXPE CREE LED。●クロスバイク、ロードバイク、MTBに対
応。●USB急速充電。●ドイツが定める交通安全規格StVZO承認取得。●雨に強い
防水のアルミケースボディとラバーコーティングスイッチ。●LBDの熱を効果的に
排出するように設計されたエアフロークーリングシステム(ACS)●赤色点滅（バッ
テリー残量5%以下）、青色点灯(点灯中)、赤色点灯(充電中)を知らせるマルチファ
ンクションインジケーター。●取り外しが簡単なタイトフィックスブラケットは
ノーマルハンドル、オーバーサイズハンドルに対応。●高品質な1500mAhリチウ
ムイオンバッテリーは300回以上の充電に対応。●内部回路はショートや過充電、
過放電を防ぐ保護システムを装備。

レギュラー発光
電子調節システムにより、電池が消耗しても一定の光
を放出します。電池パックが空になるまで明るさが維
持されます。バッテリーのインジケーターが付いてお
りますので、空になる前に充電を行うことができま
す。

スタンダード発光
電池の消耗に合わせて明るさが徐々に減少していき
ます。使用中にライトがゆっくりと薄暗くなりま
す。

リチウムポリマー
高品質軽量リチウム・イオン・ポリマー電池

タイトフィックス
取り付けが簡単で角度調節可能ブラケットです。アー
レンキーで締めて固定します。特殊なデザインでスタ
ンダードサイズとオーバーサイズのハンドルバー内径
に適合します。

生活防水加工
ほとんどのBBBライトはラバー素材のボタンと、
シールドツイストロックヘッド形状によって生活防
水仕様となっています。

アメリカCREE社高輝度LED使用
アメリカCREE社高輝度LEDは世界一明るい発光ダ
イオードで、最新のLED製造技術を使っています。
LEDは非常に強力でエネルギー効率に優れ、長時間
お使いいただけます。

リフレクター
道路を最も明るく照らすよう、光の軌道を最適化して
います。

ストラップマウント
取り付けが簡単で角度調節可能のシリコンストラッ
プクローズブラケットです。スタンダードサイズ
とオーバーサイズのハンドルバー外径に適合し、
BLS-69ヘルメットマウントヘルメットブラケット
にも対応します。

クイックリリースブラケット
取り外しが用意なブラケット。

ACS
加熱を防ぐアルミケースとエアーフローデザイン。

単4乾電池
充電池も使用可能。

USB充電式
USB式で早く簡単に充電出来ます。

120ルーメンの軽量コンパクトな明るいUSB充電ライト

LIGHTS

LUXLUMEN

LUMEN CANDELA

ルーメン
光源から出る全ての光
ルクス
照射されている部分の明るさ

カンデラ
照射されている部分の最も明るい場所

品番 016650
ライト スワットライト スワット

POP

品番 016662
ツール＆チューブツール＆チューブ

POP

発注番号

102054
¥9,800（税抜）

●基本的なメンテナンスに必要な工具を揃えたコンパ
クトなツールキット。●ジッパー式のソフトケース。
●内部のポケットにより持ち運び時にも工具が暴れま
せん。
内容：ノーチラス II（BTL-05）チェーンツール、ター
ナー II（BTL-15）スポークレンチ、チェーンチェッ
カー（BTL-51）、プロリフト（BTL-79）タイヤレバー、
リークフィックス（BTL-80）パンク修理パッチ、L
字トルクスレンチ T10/15/20/25/27/30/40、ラ
チェットレンチ（ハイトルク作業用エクステンダー付
き） 2/2.5/3/4/5/6/8mm/ プラスドライバー / マイ
ナスドライバー

家でのメンテナンスはこれで解決

これだけあれば走り出せる。ライド用ツールセット。

発注番号

102040
¥15,000（税抜）

●プレスフィット BB の圧入と取り外し工具。●頑丈なケース
が付属。●工具に合わせた収納スペースで紛失を防止。
適合 BB：BB30、PF30、PF86-92、BB90-95

ツール

ライト



スポーツ
グラス

ヘルメット

ウェアー

グローブ

ソックス

シューカバー

スマートフォン
マウント
サイクリング
コンピューター

ツール

ライト

ミニポンプ

フロアポンプ

フェンダー

ボトルケージ

ロック

バッグ

ベル

キック
スタンド

プロテクション

バーテープ

グリップ

バーエンド

ハンドルバー

ステム

サドル

シートポスト

クランプ

ペダル

ヘッドセット

ケーブル

ボトム
ブラケット

チェーン

カセット

チェーンリング

チェーンボルト

ディレーラー
プーリー
クイック
リリース
ディスクブレーキ
ローター

ブレーキシュー

ディスクブレーキ
パッド

リムテープ

チューブ

プロモーション

224 225
価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

BLS-77

BLS-93

BLS-80

FRONT LASER  フロントレーザー

ENERGYBAR  エナジーバー バッテリー

HIGHLASER  ハイレーザー

軽量でコンパクトな乾電池式フロントライト

光が大きく広がるフロント用ポジションライト

ライト用補修パーツ

はるか遠くからでも見える0.5Wの高輝度リアライト

特殊レンズを使用した電池式の明るい1ワット高性能LEDライト

発注番号

028600 ブラック/ホワイト
028627 ブラック
¥2,800（税抜）

ライト本体サイズ：83×38×37mm
参考重量74g
2つのモード：スタンダード、フラッシュ
●明るいフィリップス社製LEDを使用。●雨でも安心の防水仕様。●ラバーバンド
で簡単に取り付け。●単四電池3本。

発注番号

028621
￥1,600（税抜）

参考重量：56g
サイズ：65×38×26mm
２つのモード：点灯、点滅
点灯時間の目安：点灯85時間、点滅100時間
明るさ：7ルーメン
●対向車や歩行者に自分の存在をアピールし
やすい180度光が広がるレンズ。●クロスバ
イク、ロードバイク、MTBに対応。●3つの
高輝度ホワイトLED。●雨に強い防水構造の
ボディと防水ラバーコーティングスイッチ。
●ラバーストラップと360度回転する角度調
整機能で、あらゆる場所に適切な角度で取り
付け可能。●ノーマルハンドル、オーバーサ
イズハンドル両方に対応。●ブラケットから
本体を外してバッグなどに取り付けられるク
リップ機能。●単四電池2本使用(テスト用が
付属します)。

発注番号

028622
￥2,500（税抜）

●夜の安全性を高めるポジションライト
前後セット●自転車の前後に使えるポ
ジションライト2個セット。●ホワイト
LEDはフロントに、レッドLEDはリアに
使用。●BLS-77とBLS-78がセットに
なっています。

発注番号

028572
￥3,800（税抜）

サイズ：77×23×23mm
参考重量：56g
●高品質のリチウムイオンポリマー（2300mAh3.7V）電池
パック。●BLS-71/72ストライクシリーズに適用。●シス
テムはショートや過充放電等から保護されている。電池パッ
クは400回充放電可能。

発注番号

028602
ブラック
¥4,200（税抜）

●ECOBEAM（BLS-75）とREAR LASER（BLS-78）。

発注番号

028619 レッド
028628 レッド
¥1,600（税抜）

参考重量：56g
サイズ：65×38×26mm（縦×横×高さ）点灯・点滅の2モード
点灯：120時間/点滅：240時間
●自転車通勤に最適なテイルライト。●安全性の高い超高輝度レッドLEDを3つ装
備。●雨でも安心の防水ゴムシールされた防水性の高いケースとスイッチ。●高効
率回路とLEDにより超高輝度が長時間持続。●テスト用単4電池2本付属。

発注番号

028623
￥1,800（税抜）

参考重量：43g 
サイズ：65×38×26mm
２つのモード：点灯、点滅
点灯時間の目安：点灯8時間、点滅8時間
●明るい0.5WのLEDと２つのスタンダー
ドLEDを組み合わせた視認性の高いテール
ライト。●夜の自転車通勤や通学に最適。
●雨に強い防水構造のボディとラバーコー
ティングスイッチ。●ほとんど全てのシー
トクランプに対応。●単四電池2本使用(テ
スト用が付属します)。

発注番号

028624 ブラック
￥2,400（税抜）

参考重量：88g 
サイズ：90×50×53mm
点灯時間の目安：ハイビーム2.5時間、
スタンダードビーム6時間 
２つのモード：ハイビーム、スタンダード
ビーム
●明るい1ワットのLEDを使用。●消費電力
の少ない設計で最長6時間点灯。●上面への
光漏れを減らして地面を明るく照らす高性
能レンズ。●ドイツが定める交通安全規格
StVZO承認取得。●雨に強い防水構造のボ
ディとラバーコーティングスイッチ。●ノー
マルハンドル、オーバーサイズハンドルに対
応。●工具不要のブラケット。●単四電池4
本使用(テスト用が付属します)。 

発注番号 商品名 用　途 税抜価格

028560 ブラケットフロント QR BLS-03/31/51用 ¥400
028561 ブラケットリア QR BLS-03/31/51用 ¥400
028562 ブラケット OS QR BLS-16/35用 ¥300
028563 バッテリーケース BLS-26/27/28用 ¥600
028564 バッテリーケース BLS-29/30用 ¥600
028370 ブラケット BLS-15/34用 ¥400
028371 ブラケット BLS-21/28用 ¥300

028372 ブラケット BLS-29/30/61/63
用 ¥400

028565 ブラケット BLS-36用 ¥600
028566 バッテリーケース BLS-61用 ¥600
028567 ストラップブラケット BLS-61/63/64用 ¥800
028568 ケーブル 800MM BLS-63用 ¥800
028569 バッテリーパック BLS-63用 ¥10,300
028570 ACアダプター BLS-63用 ¥3,500

BLS-75

ECOBEAM  エコビーム

BLS-78

REARLASER  リアレーザー

BLS-76

ECOCOMBO  エココンボ

BLS-79

COMBILASER  コンビレーザー

BLS-101K

SQUARE BEAM  スクエアビーム

Model
Peak beam intensity LIght output Illuminance Illuminance Light Spot-Centre diameter Lifetime

(candela,cd) (lumen) at 1 meter (LUX) at 10 meter (LUX) at 1 meter (mm) (hours)

HEADLIGHT

BLS-71 Strike:Mode1 2800 300 2800 28 220 centre,1600 outside 2.5(super beam)

BLS-71 Strike:Mode2 1700 210 1700 17 220 centre,1600 outside 3.5(high beam)

BLS-71 Strike:Mode3 1100 130 1100 11 220 centre,1600 outside 6.5(standard beam)

BLS-71 Strike:Mode4 500 55 500 5 220 centre,1600 outside 14(low beam)

BLS-71 Strike:Mode5 2800 300 2800 28 220 centre,1600 outside 7(flashing beam)

BLS-72 Strike:Mode1 2800 500 2800 28 240 centre,2200 outside 1.7(super beam)

BLS-72 Strike:Mode2 1400 340 1400 14 240 centre,2200 outside 2.3(high beam)

BLS-72 Strike:Mode3 900 210 900 9 240 centre,2200 outside 4(standard beam)

BLS-72 Strike:Mode4 400 100 400 4 240 centre,2200 outside 8(low beam)

BLS-72 Strike:Mode5 2800 500 2800 28 240 centre,2200 outside 4.5(flashing beam)

BLS-75 EcoBeam:Mode1 426 32 426 5.2 300 8(standard beam)

BLS-75 EcoBeam:Mode2 426 32 426 5.2 300 12(flashing beam)

BLS-77 FrontLaser:Mode1 32 7.1 32 <0.50 1000 85(standard beam)

BLS-77 FrontLaser:Mode2 32 7.1 32 <0.50 1000 100(flashing beam)

BLS-101K SquareBeamr:Mode1 1500 54 1500 15.5 150×400 6(low beam)

BLS-101K SquareBeamr:Mode2 2500 107 2500 26.8 150×400 2.5(standard beam)

BLS-105K Swat:Mode1 3500 120 3500 35 280×1000 3(high beam)

REARLIGHT

BLS-78 RearLaser:Mode1 5.5 1.4 5.5 <0.50 1000 120(standard beam)

BLS-78 RearLaser:Mode2 5.5 1.4 5.5 <0.50 1000 240(flashing beam)

BLS-80 HighLaser:Mode1 19.5 4 19.5 <0.50 70 8(standard beam)

BLS-80 HighLaser:Mode2 19.5 4 19.5 <0.50 70 12(flashing beam)

BLS-72 BLS-71

STRIKE 500  ストライク 500 STRIKE 300  ストライク 300

500ルーメンを誇る大光量モデル 点灯時間とのバランスに優れた大光量モデル

発注番号

028608 ブラック
￥19,800（税抜）

ライト本体サイズ：112×35×40mm
参考重量：127g
●強力な500ルーメンのXM-LCreeLED。

●軽量かつコンパクトなヘッドライト。●交換可能の内部エネルギーバー（BLS-93）電池パック。●5つの
モード：スーパービーム、ハイビーム、スタンダードビーム、ロービーム、フラッシュビーム。●ゴムで覆わ
れた防水加工スイッチはパワーインジケーターも兼用。●多機能電源インジケーターは電池残量がなくなると
赤く光り、点灯すると青く光って、充電すると青のフラッシュライトが点滅。●通常4時間で充電完了し、シス
テムはショートや過充電等から保護。●高品質電池（2300mAh3.7V）は400回充放電可能。

発注番号

028605 ブラック
028626 ブラック
￥15,400（税抜）

ライト本体サイズ：112×35×40mm
参考重量：127g
●強力な300ルーメン、2800カンデラのXPG-R5 Cree LED。

028619

028605

028600 028627

028626

028628

品番 016649
ライト スクエアビームライト スクエアビーム

POP

品番 016648
ライト ハイレーザーライト ハイレーザー

POP品番 016646
ライト フロントレーザーライト フロントレーザー

POP

品番 016647
ライト コンビレーザーライト コンビレーザー

POP

シートポストや
シートチューブに装着

シートステーに装着 クリップでサドルバッグに装着

ライト



スポーツ
グラス

ヘルメット

ウェアー

グローブ

ソックス

シューカバー

スマートフォン
マウント
サイクリング
コンピューター

ツール

ライト

ミニポンプ

フロアポンプ

フェンダー

ボトルケージ

ロック

バッグ

ベル

キック
スタンド

プロテクション

バーテープ

グリップ

バーエンド

ハンドルバー

ステム

サドル

シートポスト

クランプ

ペダル

ヘッドセット

ケーブル

ボトム
ブラケット

チェーン

カセット

チェーンリング

チェーンボルト

ディレーラー
プーリー
クイック
リリース
ディスクブレーキ
ローター

ブレーキシュー

ディスクブレーキ
パッド

リムテープ

チューブ

プロモーション

226 227
価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

BMP-39

BFP-22 BFP-21
BFP-00

BFP-94 BFP-90

BMP-40

BMP-49

BMP-52

BMP-54DUALPRESSURE  デュアルプレッシャー

AIRSTORM  エアーストーム AIRBOOST  エアーブースト

AIRWAVE  エアーウェイブ

AIRPIPE  エアーパイプ VALVEKIT  バルブキットミニポンプ用アダプター  

OVALINTEGRATE  オーバルインテグレート

COMPACTROAD  コンパクトロード

EASYROAD  イージーロード

TRAVELLER  トラベラー

WINDWAVE  ウィンドウェイブ

発注番号

046830 ブラック
046831 マットホワイト
¥5,800（税抜）

●軽量な6061T6アルミ素材。●ねじ式のポンプヘッドは確実な固定力。●フレン
チ/アメリカンバルブに対応。●バイク取り付け用ブラケット付属。
最大空気圧：9bar/130psi
長さ：190mm
参考重量：103g

発注番号

046971 ブラック
046972 シルバー
046973 レッド
046974 ブルー
046975 グリーン
¥2,800（税抜）

長さ：185mm
最大空気圧：9bar/130psi
参考重量：103g
●ホース内蔵式の 6063 アルミニウム製軽量ミニポンプ。●チューブバルブにホー
スをねじ込むツイストヘッドで確実なポンピング。●フレンチ、アメリカン、イン
グリッシュバルブに対応。●異物から守るバルブカバー。●マウントブラケット付
属。

発注番号

046969 ブラック
¥5,800（税抜）

最大空気圧：21bar/300psi
参考重量：206g
●タイヤとサスペンションに使えるスペシャルハイプレッシャーポンプ。●フレン
チ、アメリカンバルブに対応。●正確なポンピングを実現する高精度シリンダー。
●ラバーで周囲をガードした高精度アナログゲージ。●ねじ込み式の別体ホース。
●軽量アルミバレル。

発注番号

046783 アロイシルバー
￥6,300（税抜）

高さ：690mm
最大空気圧：145psi/10気圧
●アルミニウム合金製バレル。●正確で便利な空気圧
ゲージ付。●握りやすいエルゴノミックデザインの
ハンドル｡●サムブロックレバー付のデュアルヘッド
ポンプヘッドの採用でフレンチ(仏式)、アメリカン(米
式)、ダンロップ(英式)に対応。●しっかり支える合成
ファイバー製のベース。

発注番号 

046820 ブラック
￥5,400（税抜）

高さ：620mm
最大空気圧：130psi/9気圧
●スチール製バレル。●正確で便利な空気圧ゲージ
付。●握りやすいエルゴノミックデザインのハンド
ル。●サムブロックレバー付のデュアルヘッドポンプ
ヘッドの採用でフレンチ（仏式）、アメリカン（米
式）、ダンロップ（英式）に対応。●しっかり支える
合成ファイバー製のベース。

発注番号 

046834 ブラック/グレー
¥4,400（税抜）

全長：62cm
バレル：複合素材
ベース：ナイロンファイバー
最大空気圧：9bar/130psi
●正確な空気圧計。●握りやすいエルゴノミック
“ブーメラン”タイプハンドル。●自然なポジション
により効率の良いポンピング。●バルブはフレンチ
（仏式）、アメリカン（米式）に対応。

発注番号 

046835 ブラック
¥2,900（税抜）

全長：62cm
バレル：複合素材
ベース：•ナイロンファイバー
最大空気圧：9bar/130psi
●ポンプヘッドに内蔵された正確な空気圧ゲージで
barとpsiの両方を表示。●握りやすいエルゴノミッ
ク“ブーメラン”タイプハンドル。●自然なポジショ
ンにより効率の良いポンピング。●バルブはフレンチ
（仏式）、アメリカン（米式）に対応。

発注番号

046808 ブラック
￥2,700（税抜）

本体サイズ：95mm
参考重量：34g
測定最大空気圧：160psi/11気圧
●デジタル方式でタイヤの空気圧を計測。●バルブは
プレスタ（FV）とシュレーダー（AV）に対応。●自
動停止スイッチ機能。●圧力表示単位は4種類（psi、
BAR、kg/cm2、KPA）。●電池の交換はできませ
ん。●1年間に270〜280回作動させた場合、寿命は
約4年です。

発注番号

046956
￥2,000（税抜）

●90度の角度がついたポンプヘッドアダプター フロ
アポンプに使用。●ディスクホイールなど特殊なホ
イールに使用。●適合:フレンチ(仏式)バルブ。

発注番号

046904
¥400（税抜）

●フロアポンプに適合するバルブアダプター。●ダ
ンロップ（英式/EV）、ボール、ゴムボート、空気式
プールなどに使用可能な3種類のアダプター。

発注番号

046905
¥200（税抜）

●ダンロップ（英式/EV）に対応。

発注番号

046801
￥4,800（税抜）

●サスペンション用のポンプ。大部分のショックと
フォークに対応。●最大空気圧：28気圧/405psiま
で充填可能。●精密な空気圧バルブで正確な空気充
填。●ゴム製ケースで保護した精密な1.5”のアナロ
グゲージ。●外部の回転式ホース。●軽量なアルミ製
バレル。

発注番号

046814 ブラックグレー
￥4,200（税抜）

サイズ：M　長さ：330mm
最大空気圧：115psi/8気圧
参考重量：107g

発注番号

046832 ブラックレッド
046813 ブラックグレー
¥3,800（税抜）

最大空気圧：115psi/8気圧
長さ：230mm
参考重量：81g

発注番号

046819 ブラック
¥2,400（税抜）

●ロックラバーが収納時にハンドルの滑り落ちを防止。●フレンチ(仏式)バルブに
のみ対応。●取り付けブラケット付属。
最大空気圧：7bar/100psi
長さ：180mm
参考重量：74g

発注番号

046802
￥5,800（税抜）

●回転式フットレストと内蔵の空気圧ゲージ
で安定したパワーのあるポンピングで空気充
填が可能。●軽量な6063 T6 アルミ合金製バ
レル。●トリプルファンクションポンプヘッ
ドでフレンチ（仏式）、アメリカン（米式）、
ダンロップ（英式）のバルブに対応。●しっか
りと握れるT型ハンドル。●最大空気圧：8気
圧/115psiまで対応。●ボルトとクランプでフ
レームに確実に固定可能。

●いろいろな場所に取付けが可能。●取付けブラケットを使用せずベロクロスト
ラップでフレ−ムのチューブに直接固定。●バルブはフレンチ（仏式）、アメリカ
ン（米式）に対応。●しっかり握れるTタイプハンドル。

発注番号

046961
￥2,000（税抜）

長さ：250mm 
重量：111g
最大空気圧：7bar/100psi
●軽量コンパクトなミニポンプ。●耐久性のある軽量コンポ
ジットバレル。●メタルピストンシャフトでハイボリュー
ムポンピング。●2種類のヘッドポンプヘッド。●親指でレ
バーをロック。●持ちやすいT-タイプハンドル。●バルブカ
バー付属。●フレンチ(仏式)、アメリカン(米式)バルブに対
応。●フレーム取付けブラケット付属

フレームに一体化する変形デザイン

スリムでエレガントな軽量アルミニウムミニポンプ

コンパクトで空気圧計が見やすいフロアポンプ

コンパクトなフロアポンプ サスペンション用ポンプ

BMP-29

AIRSHOCK  エアーショック

BFP-11

AIRECO  エアエコ
BMP-90

PRESSURE GAUGE  プレッシャーゲージ

BMP-46

BMP-47

HOSEROAD  ホースロード

BMP-51MBMP-51S

PUMPS

発注番号

046963 ブラック
046964 ブルー
046965 レッド
046966 グリーン

¥1,900（税抜）
最大空気圧：7bar / 100psi
長さ：250mm
参考重量：121g
● T 字型に開くハンドル。●バルブロックレ
バー付きで確実な固定。●軽量な 6063 T6 ア
ルミバレル。●金属製ピストンシャフトで高
圧までポンピング可能。●ゴミの侵入を防ぐ
バルブカバー。●仏式、米式、英式に対応す
るデュアルヘッド。

Tハンドルとロックレバーで確実なポンピング

BMP-55

WINDRUSH  ウィンドラッシュ

bar
psi

発注番号

046967 
¥2,900（税抜）
最大空気圧：7bar/100psi
長さ：250mm
参考重量：136g

確実なポンピングが可能なゲージ付ポンプ

BMP-57S

WINDGUN   ウインドガン 

●空気圧ゲージ付。● T 字型に開くハンドル。●バルブロックレバー付きで確実な
固定。●軽量な 6063 T6 アルミバレル。●アルミシャフトで高圧までポンピング
可能。●ゴミの侵入を防ぐバルブカバー。●仏式、米式、英式に対応するデュアルヘッ
ド。

BMP-58M
発注番号

046968 
¥3,400（税抜）
最大空気圧：8bar/115psi
長さ：295mm
参考重量：157g

bar
psi

bar
psi

bar
psi

bar

bar
psi

bar

bar
psi

bar

bar
psi

bar

bar
psi

発注番号

046970
¥4,900（税抜）

長さ：190mm
最大空気圧：8bar/115psi
参考重量：120g
●テレスコピック式の6061アルミニウム製軽量ミニポンプ。●バレルが3重になっ
たテレスコピック式でコンパクトながらハイボリュームのポンピングが可能。●バ
ルブを曲げにくいねじ込み式の別体ホース。●フレンチ、アメリカンバルブに対応。

3重構造のハイボリュームポンピング

タイヤ＆サス兼用ミニポンプ

ユーロバイクアワード受賞

ホース内蔵式軽量ミニポンプ

046813

046832

046814

ミニポンプ

フロアポンプ
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品番 016676
ロードキャッチャーロードキャッチャー

POP

ミニポンプ用補修パーツ フロアポンプ用補修パーツ
発注番号 商品名 用　途 税抜価格

046881 ポンプブラケット BMP-23用 ¥300
046882 ポンプブラケット BMP-51用 ¥200
046909 マウンティングブラケット BMP-41/43用 ¥400
046910 マウンティングブラケット BMP-42/44用 ¥400
046930 ブラケットストラップ BMP-14/18用 ¥300
046931 ダストカバー ブラック BMP-14/18用 ¥300
046932 ホース/バルブ BMP-19用 ¥1,800
046933 ブラケット BMP-40用 ¥400
046934 ポンプヘッドスクリュー/バルブラバー BMP-41/45用 ¥400
046935 ダストキャップ BMP-41/42/43/44用 ¥400
046936 バルブラバー BMP-41/45用 ¥400
046937 ブラケット BMP-46用 ¥500
046938 ブラケットクリップ BMP-51用 ¥500
046955 マウントブラケット BMP-24/28/52用 ¥400

発注番号 商品名 用　途 税抜価格

046939 プレッシャーケージ BFP-00/01用 ¥1,600
046942 サイドチューブヨウ エンドキャップ BFP-01用 ¥400
046943 プラスチックピストン BFP-01用 ¥400
046944 デュアルヘッド バルブラバー BFP用 ¥400
046945 プレッシャーケージ BFP-03/04/05/06/21/22用 ¥1,200
046946 O-リング BFP-05用 ¥250
046947 プレッシャーホース 10CM BFP-04用 ¥1,000
046948 オートヘッド BFP-23/24用 ¥1,300
046949 オートヘッド ポンプラバー BFP-23/24用 ¥400
046950 オートヘッド ホースツキ 118CM BFP-23/24用 ¥2,200
046951 プランジャーラバー BFP-21用 ¥400
046952 プランジャーラバー BFP-22/23/24用 ¥400
046953 プレッシャーゲージ BFP-23/24用 ¥1,200

BFD-22

SLIMGUARD FENDERS  スリムガード フェンダー

発注番号

365322
¥8,437（税抜）

●フロントフェンダーとリアフェンダーのセット。●アルミニウム製のシャフトで
安定性を向上。●ブレーキボルトとクィックリリースアクスルへの取り付けで安定
した固定力。●タイヤと一体化するマットブラックのスリムなデザイン。●泥と水
はねから完全に保護。●フォークとタイヤのクリアランスが5mmあれば取り付け可
能。●700×23〜30Cまでのタイヤに対応。

●リア用。●コンポジットマテリアル製。
●リングフィックスクイックリリースシス
テム。●長くエアロダイナミックなデザイ
ン。

BFD-21F
発注番号

365336
￥1,600（税抜）

参考重量：40g
長さ：358mm
幅：46mm

●洗練されたデザインのロード用フロン
トとリア。●簡単なクイックリリース方
式。●フェンダー本体を外すと取付金具
がバイクに残ります。●水や汚れを防
止。●コンポジットマテリアル製。

BFD-21R
発注番号

365337
￥1,700（税抜）

参考重量：52g
長さ：453mm
幅：46mm

クロスバイクやロードバイクに簡単取り付け

BFD-13F

BFD-14F

BFD-01

BFD-35F BFD-31

BFD-25

BFD-15R

MTBPROTECTOR F  MTBプロテクター フロント

GRAND PROTECT F  グランドプロテクト フロント

RAINWARRIORS  レインウォーリアー

FATFENDER  ファットフェンダー FLEXFENDER  フレックスフェンダー

RAINPROTECTOR  レインプロテクター

発注番号

365300
¥2,800（税抜）

ステアチューブの内径：18.5〜25.4mm
●ツートーンのコンポジット素材。●特殊な設計のジオメトリーで汚れや水から最
大限に保護。●サスペンションフォーク付の26インチMTBに適合。

発注番号

365331 ブラック
¥2,400（税抜） 発注番号

365341 ブルー
365342 レッド
365343 グリーン
¥2,800（税抜）

発注番号

365299
参考重量：80g（F）120g（R）
長さ：490mm　幅：60mm（F）
　　　597mm　幅：64mm（R）
適応サイズ：24”〜26”

発注番号

365324
¥1,600（税抜）

●フロント用。●軽量で耐久性の高いポリプ
ロピレン製のフェンダー。●ダウンチューブ
に取り付けるタイプのフェンダー。●デュア
ルエラストマー製のストラップで取り付け可
能。●ファットバイク用のデザイン。
参考重量：106g

発注番号

365323
¥1,200（税抜）

●フロントとリア用。●フロントフォークスタンチオン（インナー
チューブ）を守るエクストラカバー付。●フレームやフォークの摩
耗を防止する保護層。●取り付け用ストラップ4本付属。
参考重量：38g

発注番号

365325
¥2,400（税抜）

●リア用。●軽量で耐久性の高いポリプロピ
レン製のフェンダー。●脱着が簡単なリング
フィックスクイックリリースシステム。●角
度調整機能。●ファットバイク用の幅広デザ
イン。
参考重量：186g

365287
参考重量：100g（F）160g（R）
長さ：580mm　幅：63mm（F）
　　　705mm　幅：69mm（R）
適応サイズ：26”〜28”（700C）

BFD-15F
発注番号

365302
¥2,000（税抜）

●フロントフォーク内のチューブに装着可能
ステアチューブの内径：22.2mm〜25.4mm対応 。

●TPR（熱可塑性ゴム）製マッドガード付MTB用フロントとリアフェンダー。●2
色のデザインのコンポジット素材製。●工学的にデザインされた形状で泥や水の飛
び跳ねを最大限ガード。

¥2,000（税抜）

●工学的にデザインされた形状で泥や水を防止。●コンポジットマテリアル製。
●フロントとリア1組セット。●フレームに取り付けるためのボルトやナットが付
属。

発注番号

365310
¥2,200（税抜）

適応サイズ26"〜28"（700C）
●2色のコンポジットマテリアル製。●工学的にデザインされた形状で泥や水を防
止。●大部分のバイクや大きめのタイヤにも装着可能。●固定用シートチューブク
ランプ付。●フロントとリア1組セット。●フレームに取り付けるためのボルトや
ナットが付属。 

●MTBに特に合うフリーライド用フロントとリアフェンダー。●泥や汚れから最大
限ガード。●コンポジットマテリアル製。

発注番号

365332 ブラック
¥2,800（税抜）

BFD-15R
発注番号

365303
¥2,000（税抜）

●シートチューブに確実
に装着可能。

発注番号

365301
¥3,200（税抜）

●ツートーンのコンポジット素材製。●特殊な設計のジオメトリーで汚れや水から
最大限に保護。●リングフィックスクイックリリースシステム。●シートポスト保
護用ステッカー付属。●26インチMTBバイクと700Cのクロスバイクに適合。●
直径25.0-34.9mmのシートポストに対応。

ファットバイク用大型フェンダー 軽量で耐久性の高いポリプロピレン製
TPR素材のマッドフラップ付き26”MTBフェンダー

ロードレーサー用フェンダーの決定版

安全なライディングをサポートする27.5/29”MTBフェンダー

フリーライド用最強フェンダー

＊ブラケット補修パーツにはマジックテープやゴムバンドなどは含まれていません。

BFD-13R

MTBPROTECTOR R  MTBプロテクター リア

BFD-15F

HIGHPROTECTOR  ハイプロテクター フロント/リア

BFD-40

CITYGUARD  シティガード

BFD-14R

GRAND PROTECT R  グランドプロテクト リア

BFD-35R

BFD-04

ROADCATCHERⅡ  ロードキャッチャーⅡ

BFD-21F

ROADPROTECTOR  ロードプロテクター フロント/リア

BFD-21R

FENDERS

変形しにくい
補強

品番 016677
ロードプロテクターロードプロテクター

POP

発注番号

365348
￥2,000（税抜）

対応：直径25.0〜57.3mm
●エアロシートポストにも対応する
アップデートバージョン

フロントサイズ
長さ：635mm
(金具前側240mm、
金具後ろ側395mm)　
幅：62mm

リアサイズ
長さ：810mm
(金具前側295ｍm、
金具後ろ側515mm)　
幅：62mm

安全性の高い先端素材

発注番号

365338 ブルー
365339 レッド
365340 グリーン
¥2,400（税抜）

補強入りで
変形しにくい

発注番号

365344 20
365345 24
365346 26
365347 700C
¥3,400（税抜）

●シティ向けの軽量フルフェンダーセット。●フレーム側のアイレットとブレーキ
ボルトに固定。●ステンレス製のブレにくいステー。●頑丈なポリプロピレン製の
本体。

シティライド用フルフェンダー

ダイヤル式で
簡単とりつけ発注番号

365335
￥2,000（税抜）

対応：直径25.0〜34.9mm

ミニポンプ

フロアポンプ

フェンダー
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BFD-18

BBC-19

BBC-39

BBC-37

BBC-38L/R

BBC-31

BFD-03 BFD-90
BBC-03

BBC-01

BHB-90

BBC-99

BBC-17

BBC-15

BBC-90

MUDCATCHER XL  マッドキャッチャー XL

COMPCAGE  コンプケージ

DUALCAGE  デュアルケージ

FIBERCAGE  ファイバーケージ

SIDECARBON  サイドカーボン

SPEEDCAGEⅡ  スピードケージⅡ

MUDCATCHERⅡ  マッドキャッチャーⅡ RINGFIX  リングフィックス

FUELTANK  フューエルタンク

ECOTANK  エコタンク

UNIFIX  ユニフィックス

FRAME SCREWS   フレームスクリュー

SMALLTANK  スモールタンク

FUELTANK XL  フューエルタンク XL

CO2HOLD  CO2ホールド

発注番号

365315
￥1,600（税抜）

長さ：300mm
●ダウンチューブに装着するフェンダー。●テーパー
ドデザインにより必要な場所を必要なだけ保護。●柔
らかいTPRフラップとのコンポジット。●エクスト
リームMTBライドにも対応。●エラストマーの固定
バンドが付属。

発注番号

062058 ブラック
062059 ホワイト
¥1,400（税抜）

参考重量：38g
●グラスファイバー強化コンポジットボトルケージ。●確実なボトルホールド。●
ステンレス製取り付けネジが含まれています。

発注番号

062113 マットブラック/ブラック
¥4,800（税抜）

●軽量なユニダイレクションカーボン素材。●特
殊な形状でケージへの収納がスムーズ。●アルミ
ボルト付属。
参考重量：24g

発注番号

062114 ライト
062115 レフト
¥4,800（税抜）

カラー：ブラック
●ボトルケージ上部のスペースが無くても取り出せるので、フルサスペンションや
サイズの小さなロードバイクに最適。●軽量なユニダイレクションカーボン素材。
●特殊な形状でケージへの収納がスムーズ。●アルミボルト付属。
参考重量：29g

発注番号

062053
カーボンフィニッシュ
¥2,800（税抜）

062050 ブラック
062051 グロッシーホワイト
062052 グロッシーブラック
¥2,000（税抜）

参考重量：40g 
●耐久性と防錆力にすぐれた軽量アルミニウム合金製。●エアロダイナミック形状
で素早くボトルの出し入れが可能。●継ぎ目がなく1枚の板から成型し丈夫。●安
全なボトル保持システム。●ステンレス製取り付けネジが含まれています。

発注番号

365281
¥1,200（税抜）

参考重量：76g
長さ：300mm　
幅：90mm
●MTBダウンチューブ用フェンダー。●直径
76mmまでのダウンチューブに対応。●コンポ
ジットマテリアル製。●ハンドルの操作を妨げ
ない固定位置。●2本のエラストマーストラッ
プで装着。

発注番号

365306
¥1,000（税抜）

●BFD-04/13R/15R用ブラケット。●リングフィッ
クスクイックリリース方式。●シートポストに素早
く簡単に装着可能。●適合シートポスト径：25.0〜
34.9mm 

¥900（税抜）

参考重量：65g
●耐久性と防錆力にすぐれた軽量アルミ
ニウム合金製。●T-シェイプデザインで
ボトルを確実にホールドする仕様。●ス
ペシャルダンパーがひっかき傷を防止。
●ステンレススチール製ボルト。

発注番号

062016 シルバー
062017 ブラック
¥800（税抜）

参考重量：60g
●シンプルなスタンダードデザイン。●
軽量なアルミニウム合金製。●取り付け
ネジは含まれません。

発注番号

470351
22.2〜25.4mm

470352
25.4〜31.8mm

¥1,200（税抜）

カラー：ブラック
参考重量：56g
●他目的なハンドルバーに取り付けるアディショナルクランプ。●ボトルケージや
バッグなどを取り付けられます。

発注番号

062129
¥2,200（税抜）

発注番号

062042 ブラック
¥900（税抜）

参考重量：70g
●500mlのペットボトルや缶を保持できる特別設計。●T型デザインでボトルを
確実に保持。●耐久性にすぐれた軽量アルミニウム合金製。●ステンレス製の取
り付けネジが含まれています。

発注番号

062029
¥2,000（税抜）

カラー：ブラック
参考重量：195g
●750mlのロングサイズボトルや1.5l以下の
ペットボトルに適合。●クランプの位置が調
節できるのでいろいろなサイズのボトルに対
応。●耐久性と防錆力にすぐれた軽量アルミ
ニウム合金製。●T型デザインでボトルを確実
に保持。●ステンレス製の取り付けネジが含
まれています。

発注番号

062150
¥1,000（税抜）

参考重量：12g
●2本のCO2カートリッジ用マウント付
6061アルミニウム合金製ブラケット。●
ボトルケージの下に取り付け可能。●安全
で手の届く場所にカートリッジを収納。

発注番号

062000 シルバー
062001 ブラック
062002 レッド
062004 ブルー
062005 ホワイト
062007 シャイニーブラック
062008 マットチタン
062065 グリーン

365277フェンダー用補修パーツ

アルミ素材 ペットボトルにぴったり

1.5Lペットボトル用

発注番号 商品名 用　途 税抜価格

365273 マウンティングブラケットフロント BFD-11F/12F用 ¥700
365275 マウンティングブラケット BFD-21F用 ¥600
365276 マウンティングブラケット BFD-21R用 ¥600
365277 ブラケット +10ｍｍロングタイプ BFD-21F/21R用 ¥800
365305 マッドキャッチャーゴムストラップ2PCS BFD-03用 ¥800
365311 マウンティングブラケットセット

28/26 26/24 2009以降 BFD-01用 ¥800
365312 ブラケット BFD-13F用 ¥800
365313 マウンティングブラケットセット リア BFD-15R用 ¥800
365314 マウンティングブラケットセット フロント BFD-15R用 ¥800

BOTTLE CAGES

LOCKS

サイドから取り出せるカーボンボトルケージ

軽量でホールド力の高いカーボンボトルケージ

BBL-24

EXTRACHAIN  エクストラチェーン

発注番号

062116 ホワイト / ブラック
062117 ブルー / ブラック
062118 レッド / ブラック
062119 グリーン / ブラック
062126 オレンジ / ブラック
062127 ネオンイエロー / ブラック
062128 マゼンタ / ブラック
¥1,500（税抜）

参考重量：37g
●硬度の異なる樹脂を組み合わせた軽量ボトルケージ。●正面からだけでなくサイ
ドからも出し入れしやすい形状。●柔軟性が高くあらゆるボトルを確実にホールド。
●錆びにくいステンレスボルト付属。

左右から出し入れできる最新ボトルケージ

発注番号

030401
¥2,900（税抜）

サイズ：5 × 1200mm
● U 字ロックと組み合わせて使うスチールチェーン。●バイクを傷から守るナイロ
ンカバー。

自由に使える頑丈なスチールチェーン

ハンドルに取り付けるボトルケージマウント

ボトルケージボルト100本入り

BBL-23

EXTRASTRAIGHT  エクストラストレート

発注番号

030400
¥1,500（税抜）

サイズ：10 × 1500mm
● U 字ロックと組み合わせて使うスチールインナーケーブル。●バイクを傷から守
る PVC カバー。

自由に使えるスチールインナーケーブル

BBBのロックは、簡単に切れない丈夫なスチール製インナーケーブルを使用しており、頑強な抵抗力があるので切断は非常に困難です。
またケーブルの外側は柔軟なカバーが巻かれており、バイクの塗装を守り、傷やへこみの心配がありません。

フェンダー

ボトルケージ

ロック
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BBL-10

BSB-12

BSB-17

BSB-31 BSB-33

BSB-13

BBL-52

BSB-14

BSB-16

MICROSAFE  マイクロセーフ

STOREPACK  ストアパック

FUELPACK  フューエルパック

EASYPACK  イージーパック SPEEDPACK  スピードパック

CURVEPACK  カーブパック

MINISAFE  ミニセーフ

RACEPACK  レースパック

TOPPACK  トップパック
発注番号

030125
¥1,400（税抜）

カラー：ブラック
参考重量：59g
ケーブルサイズ：3×1200mm
●コンパクトで軽量。●3桁の可変式ダイヤルで好みの番号設定が可能。●セルフ
コイルリングの特殊ケーブルは細くても耐久性にすぐれ安全を確保。●番号設定：
①解錠(初期設定は000)②本体底にあるセットボタンを押しながら、ダイヤルを回
す③セットボタンを離す。

発注番号

013181 M
013174 M
¥2,800（税抜）

発注番号

013185 S
¥2,700（税抜）

発注番号

013189 S
¥2,200（税抜）

発注番号

013183 M
¥3,200（税抜）

発注番号

013182 L
¥3,200（税抜）

発注番号

013186 M
¥3,200（税抜）

発注番号

013190 M
¥2,400（税抜）

発注番号

013187 L
¥3,800（税抜）

発注番号

013191 L
¥2,800（税抜）

発注番号

013184 L
¥3,400（税抜）

発注番号

013177 M
¥3,200（税抜）

発注番号

013176 L
¥3,400（税抜）

●サドルのレールに直接固定できるT-バックルシステ
ムで簡単に着脱。●内部が青色なので収納時に識別が
容易。●防水式のロックジッパーを採用し、高い防水
性。●LEDライト用ストラップ。●ラバー製シートス
トラップで安定感がアップ。
サイズ ：M（640cm³）、 L（750cm³）

●内部が青色なので収納時に識別が容易。●防水式の
ロックジッパーを採用し、高い防水性。●LEDライト
用ストラップ付。●バッグを固定させるシートポスト
用ラバーストラップ付。
サイズ：S（370cm³）、M（640cm³）、L（750cm³)

●サドルのレールに直接固定できるT-バックルシステ
ム。●内部が青色なので収納時に識別が容易。●防水
式のロックジッパーを採用し、高い防水性。●LEDラ
イト用ストラップ付。●バッグを固定させるシートポ
スト用ラバーストラップ付。
サイズ： M（520cm³）、 L（690cm³）

発注番号

030145
￥1,400（税抜）

サイズ: 3mmx1200mm
●小型、超コンパクトで軽量なロック。●好みの番号設定が出来る3桁の可変式ダ
イヤル。●細くても丈夫で耐久性にすぐれたスチール製ケーブルと安全なダイヤル
式ロック。●番号設定：①解錠(初期設定は000)②本体底にあるセットボタンを押
しながら、ダイヤルを回す③セットボタンを離す。

発注番号

013179 ホワイト
013180 マットブラック
013188 マットホワイト
￥2,600（税抜）

サイズ：1250×80×350mm(長さ×幅×高さ)
容量：270ml
●簡単なストラップシステムはサドルにピッタリ
フィット。●自転車に装着していることが目に見えな
いくらいの特殊なデザイン。●ロード用タイヤチュー
ブとタイヤレバーを入れられるサイズ。

発注番号

013120
¥2,900（税抜）

サイズ：120×170×50mm
●トップチューブ用のバッグ。●エネルギーバー、
財布、カギやカメラを収納する大きな収納スペー
ス。●地図やルートマップ用の透明カバー。●滑り
にくい素材を底部に使用。●3本のベルクロストラッ
プでバッグを確実に固定。

使い勝手の良いハイグレードサドルバッグ 固定力の強いサドルバッグ

サドルと一体化するデザインサドルバッグ

トップチューブ仕様

BBL-61

QUICKSAFE  クイックセーフ

BBL-31

POWERSAFE  パワーセーフ

BBL-32

POWERSAFE  パワーセーフ

BBL-35

CODESAFE  コードセーフ

BBL-36

CODESAFE  コードセーフ

BBL-63

QUICKLOOP  クイックループ

発注番号

030146 8×1500mm
¥1,800（税抜）

030147 12×1500mm
¥1,900（税抜）

発注番号

030148 8×1000mm
¥1,800（税抜）

030149 12×1000mm
¥1,900（税抜）

発注番号

030150 6×1500mm
¥1,800（税抜）

030151 10×1500mm
¥1,900（税抜）

●太くて頑丈なスチール製インナーケーブルが最高の防犯性能を提供。●収納に便
利な巻き癖付。●頑丈な金属性ロック機構。3 個のカギが付属。●鍵穴を守るカバー
付き。●バイクを傷から守るケーブルカバー。● BBL-92 ケーブルフィックス と 
BBL-93 ケーブルタイに適合。

●太くて頑丈なスチール製インナーケーブルが最高の防犯性能を提供。
●長さを最大限に使える巻き癖無し。●頑丈な金属性ロック機構。3個のカギが付属。
●鍵穴を守るカバー付き。●バイクを傷から守るケーブルカバー。● BBL-92 ケー
ブルフィックス と BBL-93 ケーブルタイに適合。

●太くて頑丈なスチール製インナーケーブルが最高の防犯性能を提供。●収納に便
利な巻き癖付。●頑丈な金属性ロック機構。● 4 ケタの番号を任意に変更可能。●
バイクを傷から守るケーブルカバー。● BBL-92 ケーブルフィックスと BBL-93 
ケーブルタイに適合。

防犯性能重視の巻き癖付キーケーブルロック

防犯性能重視の巻き癖無しキーケーブルロック

自由に番号を変更できる巻き癖付ダイヤル式ケーブルロック

発注番号

030152 6×1000mm
¥1,800（税抜）

030153 10×1000mm
¥1,900（税抜）

●太くて頑丈なスチール製インナーケーブルが最高の防犯性能を提供。●長さを最
大限に使える巻き癖無し。●頑丈な金属性ロック機構。4 ケタの番号を任意に変更
可能。●バイクを傷から守るケーブルカバー。● BBL-92 ケーブルフィックスと
BBL-93 ケーブルタイに適合。

発注番号

030154 8×2000mm
¥2,200（税抜）
●太く頑丈な内部のスチール製ケーブルにより、最高の防犯性能を実現。●ダブル
ループ機能により、実サイズ以上の施錠が可能。●頑丈なロック機構には、2 本の
鍵が付属。●ケーブルカバーで自転車の塗装の傷と欠けを防止。●非使用時にロッ
クをまとめるためのベルクロストラップが付属。● BBL-92 ケーブルフィックスと
BBL-93 ケーブルタイに適合。

自由に番号を変更できる巻き癖無しダイヤル式ケーブルロック

あらゆるものをロック可能なダブルループ式
2000mmロングケーブルロック

発注番号

030138 6×1500mm
¥2,600（税抜）

030140 10×1500mm
¥2,800（税抜）

参考重量：950g

BAGS

発注番号

102145
¥4,300（税抜）
●イージーパック S（BSB-31S）サドルバッグ。ベ
ルクロ固定式。●マイクロフォールド（BTL-42S）
携帯工具。6 機能。●イージーレフト（BTL-8）タ
イヤレバー。3 本。●ウインドウェイブ（BMP-54）
ミニポンプ。ブラケット付属。●リークフィックス

（BTL-80）チューブ修理キット。

ライドに必要なベーシックアイテムを
まとめたサドルバッグセット

BSB-51SET

COMBIPACK S  コンビパック S

世界一スマートなロードバイクサドルバッグ
　ご紹介するのは…BBB RACEPACK です。デザイン
はシンプル。オールブラックに BBB のロゴが映えてい
て悪くないんじゃないでしょうか？走行中の機材トラブ
ル対処に必要なものはすべてここに収まります。（ポン
プは除きます (^_^;)。私は、ここに収まる以上のツー
ルが必要なトラブルにあったことはほとんどありません
よ。チューブ、タイヤレバー×２、パッチ、アーレンキ
ー 5mm、アーレンキー 4mm、ボタン電池。すべて問
題なく収まります！
　きれいなシルエットの秘密 
その１。バッグのパネルには
型崩れを防ぐパッドが仕込ま
れています。このパッドが、
サドルのレールにしばりつけ
た状態でもバッグのシルエッ
トをキレイに保つ役割を果た
しています！ 
　きれいなシルエットの秘密 
その２。特設レールに装着す
るので、サドルと一体化した
ような見た目。さらにバッグ
がサドルのど真ん中に収まる
ように特別なストラップの構
造になっているんです！

社員ブログ

発注番号

030155 ブラック
030156 レッド
030157 オレンジ
030158 ホワイト
¥1,400（税抜）

サイズ：8 × 1500mm
●十分な防犯性能を持つ巻き癖付きキーケーブルロック。●巻き癖により簡単に畳
められコンパクトに収納。●頑丈なロック機構。●鍵は 2 個付属。●バイクを傷か
ら守るケーブルカバー。

コンパクトに収納できる巻き癖付き8mmケーブルロック

発注番号

013401
¥3,900（税抜）

サイズ：21 x 5.5 x 8cm
容量：550 cm3
●トップチューブに取り付けるバッグ。●ベルクロを
上部に使い、開閉が簡単。●エネルギーバー、財布、
カギ、カメラを収納する大きな収納スペース。 ●内
部に 2 つのメッシュポケット、キーハンガーとケーブ
ルポート。●外側のメッシュポケットは素早く出し入
れ可能。●地図やルートマップ用の透明カバー。●滑
りにくい素材を底部に使用。●ブラックリフレクティ
ブサイドグラフィック。

スタイリッシュデザインの
トップチューブバッグ

サイズ：S（360cm³）、M（520cm³）、L （690cm³）
●カーブを描く形状で自然に装着できるサドルバッ
グ。●ブルーの内面で収納物を確認しやすい。●テイ
ルライトを装着できるストラップ。●後部に視認性を
高めるブラックの反射ストラップ。●付け外しが簡単
なベルクロストラップ●レーサーパンツとシートポス
トへのダメージを軽減するラバー製シートポスト固定
バンド

サドル下にフィットする
ベルクロ式サドルバッグ

発注番号

030108
¥2,800（税抜）

カラー：ブラック
参考重量：125g 
ケーブルサイズ：4.8mm×1500mm
●コンパクトで軽量。●特殊なループ機能でケーブルの延長が可能。●3桁の可変
式ダイヤルで好みの番号設定が可能。●小さな直径でも頑強で耐久性のあるスチー
ル製のケーブルで安全を確保。●強靭なメタルヘッド。●収納時にケーブルロック
をマジックテープ使用のストラップで結束出来ます。●番号設定：①解錠(初期設定
は000)②本体底にあるセットボタンを押しながら、ダイヤルを回す③セットボタン
を離す。

BBL-51

MICROLOOP  マイクロループ

ロック

バッグ
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品番 016678
バイクスキンバイクスキン

POP

発注番号

020751
¥1,700（税抜）

発注番号

020752
¥1,700（税抜）

BCA-01用

クランプセット  

BCA-01用

ラバーストラップ2PC  

BSB-132
BSB-96PORTOVAULT  ポートバウト

RAINCOVER  レインカバー

発注番号

013164 イエロー
￥1,900（税抜）

●防水性のレインカバーで
CARRIERBAG（BSB-95）と
BACKPACK（BSB-94）に適合。
●鮮明なカラーで安全性に配慮。

BELLS

BBB-14

BBB-16
BBB-12

BBB-11

EASYFIT DELUXE  イージーフィット デラックス

MINIFIT  ミニフィット

EASYFIT  イージーフィット

LOUD & CLEAR  ラウド＆クリア

015006 ブラック
015007 ホワイト
¥800（税抜）

●真鍮製の本体とステンレス製のスプリングで音量が多くなったラバーストラップ
式ベル。●本体は 4 段階の取り付け位置、ラバーストラップは 2 サイズであらゆる
径に取付可能。●簡単に取り付け取り外し。

発注番号

015030 ブラック/ホワイト
015031 ブラック/ブルー
015032 ブラック/レッド
015033 ブラック/グリーン
¥800（税抜）

●いろいろな場所に取り付けが可能。●クイックリリーススト
ラップは全ての直径に適合。●簡単に取り付けと取り外し可能。

発発注番号

015016 ブルー
015017 レッド
015018 グリーン
015003 ブラック
参考重量：35g
￥700（税抜）

●軽量アルミニウムベル。●ステンレススチールスプリング。●取り付け位置が自
在なバンド式取り付けシステム。●クイックリリースストラップで全てのハンドル
バーに適合。●簡単に取り付けと取り外し。

発注番号

015010 ブラック
015011 ホワイト
¥700（税抜）

●強いスプリングで大きな音量。●さまざまな位置に取り付けが可能。●耐久性に
すぐれ軽量。●最大取付ハンドル径22.2Φ。

樹脂製スプリングの真鍮製軽量ベル

BBB-14DBBB-15D

BBB-15

EASYFIT DELUXE 
DISPLAYBOX 

LOUD & CLEAR DELUXE
DISPLAYBOX 

LOUD & CLEAR DELUXE

ラバーストラップ  

発注番号

015009
¥13,000（税抜）

●20個入り展示用ボックス。

発注番号

015014 ブラック×10、ホワイト×5、グレー×５
¥16,500（税抜）

015036 グレー×5、オレンジ×5、マゼンタ×5、イエロー×5
015037 グレー×20
¥15,800（税抜）

●20個入りディスプレイボックス。

発注番号

015035
¥15,800（税抜）

●ラウド＆クリアデラックスベル 20 個入
りディスプレイボックス。

発注番号 

015000
¥300（税抜）

参考重量：3g

BBB-12D

EASYFIT 
DISPLAYBOX  

BKS-02　クイック キック キッズ

BKS-04 BKS-01 BKS-05QUICKKICK KIDS  
MULTIKICK  マルチ キック

クランプ＆ブラケット  マウントプレート  

SIDEKICK  サイド キック CITYKICK  シティキック

発注番号 

026686 ブラック
¥2,800（税抜）

参考重量：194g　
長さ：236mm
●脚の調節が簡単で、16"〜24"の車輪
に対応。●クイックリリースハブとナッ
ト止10mmシャットハブに対応。●ディ
スクブレーキ方式のフレームにも取り付
け可能。●耐久性と耐食性にすぐれたア
ルミニウム合金製。●クイックリリース
シャフトの間に挟み込んで固定します。
取り付けるには、平らなエンド形状でク
イックリリースのシャフトのネジに余裕
が必要です。●フレーム形状によって取
り付けできない場合があります。

発注番号

026703
￥3,600（税抜）

26、29インチ、700C
＊29インチは車種に
よっては非対応
●ほとんどのフレームに取付られるキッ
クスタンド。●ステーの角度や長さを自
由に調節できるので、ディスクブレーキ
付きのフレームにも対応。●引っ掛かり
が無いクイックフォールドメカニズム
で折りたたみが簡単。●フレーム形状
によって取り付けできない場合がありま
す。

発注番号

026680 ブラック
026681 シルバー
¥800（税抜）

●SIDEKICK（BKS-01）用クランプ。
●シートステーへの取り付けブラケット。

発注番号

026687
¥200（税抜）

●QUICKKICK KIDS（BKS-02）用。

発注番号

026691 ブラック
¥2,000（税抜）

26、29インチ、700C 
＊29インチは車種に
よっては非対応
参考重量：289g
長さ：430mm
●引っ掛かりがないクイックフォールド
メカニズムで折りたたみが簡単。●安定
した立体形状でバイクの転倒を防止。●
ほとんどのスポーツバイクに対応する調
節可能な脚とアングル。●耐久性と耐食
性にすぐれたアルミニウム合金製。●フ
レーム形状によって取り付けできない場
合があります。

上下左右の3次元に
ステーが曲がり様々な
チェーンステーに対応。

BBP-12M

BBP-21

BBP-56

BKS-01 BKS-02ヨウ

BBP-61

BBP-51

BBP-60

BBP-50

BBP-57

STAYGUARD M  ステーガード M

STAYSKIN  ステースキン

CARBONSKIN  カーボンスキン

FRAMESKIN  フレームスキン

BIKESKIN  バイクスキン

TUBESKIN  チューブスキン

BIKESKIN  バイクスキン

CLEASKIN  クリアスキン

発注番号 

035627 ブラック
¥1,000（税抜）

250×90×110mm
●特別なカットデザインで大部分のチェーンステーに
適合。●高品質で丈夫なネオプレーン素材でチェーン
ステーを保護し、チェーンによるキズを防止。●伸縮
性のある素材なので完全にフイット。●ベルクロスト
ラップでしっかり固定。

発注番号

035641 
カーボンプリント

¥1,000（税抜）

発注番号

035643
￥1,400（税抜）

サイズ：50×500mm
参考重量：40g
●厚い粘着性パッドがダウンチューブの塗装を泥や小石の跳ね上がりから保護。●
厳しいコンディションでも強い粘着力で剥がれません。

発注番号

035630 透明
¥800（税抜）

●パーツとの接触で発生するフレームのダメージを防
止。●ステッカータイプで簡単に取り付け。●耐久性
と耐熱性があり全天候型。●ステッカーシールのよう
なソフトタイプ。
内容：チェーンステーガード×1、
　　　30mmパッド×4、
　　　20mmパッド×4

発注番号 

035645
￥1,800（税抜）

セット内容：30mmパッド4つ
20×40mmパッド4つ
80×152mmスクエア1つ

ゴムで
簡単とりつけ

ゴムで
簡単とりつけ

カラー
コーディネイトに!

ステンレス
スプリング

発注番号

015019 グレー
015027 オレンジ
015028 イエロー
015029 マゼンタ

真ちゅう製

イージーフィット
ディスプレイボックス

イージーフィットデラックス 
ディスプレイボックス

ラウド＆クリア デラックス 
ディスプレイボックス

ラウド＆クリア デラックス 

KICKSTANDSCARRIER PARTS

PROTECTION

透明

発注番号

013159
¥9,800（税抜）

容量：20-30L
サイズ：32cm×50cm×22cm（幅×高さ×奥行）
●ロールトップ式の防水加工パニアバッグ。●縫い目が無い高周波溶接加工の
シール。●16mm径までのバーに取り付けできるマウンティングシステム。●前
後両側にリフレクター付。●バッグ内側に書類やノートを保護する仕切り付。

様々なキャリアに対応する防水パニアパック

高音でよく響く真鍮ベル

発注番号

015034
¥800（税抜）

●ビッグサイズの真鍮製本体とステンレス製スプリ
ングで最も大音量のラバーストラップ式ベル。●大
きなベル本体で大音量。●本体は 4 段階の取り付け
位置、ラバーストラップは 2 サイズであらゆる径に
取付可能。●簡単に取り付け取り外し。

BBB史上最大の音量を持つ最強ベル

発注番号

026704
¥1,900（税抜）

対応：26 〜 29"、700C
● 26 〜 29" に対応するセンタースタン
ド。●工具無しで長さを変更可能。●特
殊な形状で高い安定感。●接地面の大き
いコンポジット製フットレスト。

バ
イ
ク
を
し
っ
か
り
と
支
え
る

セ
ン
タ
ー
ス
タ
ン
ド

発注番号

035647
¥2,000（税抜）

内容：チェーンステーガード、30mm 円形ガード×
4、20x40mm 楕円形ガード× 4、85x122mm スク
エアガード
●厚みがあり耐久性の高いリアルカーボンフレーム
ガード。●高耐久＆防水、さらに柔軟性のあるパッド
であらゆる環境で使用可能。● 85x122mm スクエ
アガードはカットして自由に使用可能。

耐久性の高いリアルカーボンフレームガード

発注番号

035648
¥1,500（税抜）

サイズ：500 x 70mm
●フレームチューブやカットして様々な場所に使用で
きるビッグサイズフレームガード。●他社より厚みが
あり、接着力も協力なため、過酷な環境にも対応。

ビッグサイズフレームガード

発注番号

035646
¥1,200（税抜）

サイズ：260 x 50mm
●チェーンの傷からバイクを守るチェーンステーガード。●水や熱にも強いためど
んな天候にも対応。●柔軟性が高い素材で平らな面でなくても取り付けが簡単。●
強力な接着力で過酷な使用環境でも剥がれにくい。

高耐久チェーンステーガード

販売店様のコメント
コラム、ハンドル、ステム、様々

な径に対応できるゴム式なので大

変便利。

最大
380mm
（
チ
ェ
ー
ン
ス
テ
ー

　
セ
ン
タ
ー
〜
地
面
）

バッグ

ベル

キック
スタンド

プロテクション



スポーツ
グラス

ヘルメット

ウェアー

グローブ

ソックス

シューカバー

スマートフォン
マウント
サイクリング
コンピューター

ツール

ライト

ミニポンプ

フロアポンプ

フェンダー

ボトルケージ

ロック

バッグ

ベル

キック
スタンド

プロテクション

バーテープ

グリップ

バーエンド

ハンドルバー

ステム

サドル

シートポスト

クランプ

ペダル

ヘッドセット

ケーブル

ボトム
ブラケット

チェーン

カセット

チェーンリング

チェーンボルト

ディレーラー
プーリー
クイック
リリース
ディスクブレーキ
ローター

ブレーキシュー

ディスクブレーキ
パッド

リムテープ

チューブ

プロモーション
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品番 016674
スクリューオンスクリューオン

POP

BHT-14

BHT-05

BHT-96
BHT-90S BHT-91S

BHT-92S

BHT-01

BHT-11 BHT-04
FLEXRIBBON GEL  フレックスリボン ジェル

RACERIBBON GEL  レースリボン ジェル

SCREWON  スクリューオン

ENDCAPS  エンドキャップ

RACERIBBON  レースリボン

GRIP RIBBON  グリップリボン RACE RIBBON  レースリボン

¥3,000（税抜）

●強力で弾力性のあるポリウレタン製ハイグリップテープ。●滑り
にくいダイヤモンドパターンデザインで最高のグリップ力。●衝撃
吸収にすぐれたマイクロファイバー素材でさらに快適なライディン
グを実現。●表面は汚れをふき取りやすくあらゆる天候でも使用可
能。●全てのサイズのハンドルバーに対応出来る十分な長さ。●ス
トレッチ素材と裏面のゲルでハンドルバーに簡単に巻きやすい仕
様。●フィニッシュテープとハンドルプラグが付属。

¥1,800（税抜）

●最高級の合成コルク素材のため滑らず衝撃を吸収し耐久性
が高い。●衝撃吸収をより高めるためにジェルを内蔵。●伸
縮性があり接着剤でしっかり固定され、付属の補助テープと
バーエンドキャップを使用し、簡単にハンドルバーに巻けま
す。●キングサイズのハンドルバーに対応できる十分な長
さ。●バーエンドキャップが含まれています。

¥980（税抜）

長さ：1900mm　　
参考重量：28g
●最高グレード人工コルクで高強度かつノンスリップ ショック吸収グリップ。●全てのハンドルサイズに対
応する長さ。●ストレッチ素材で簡単に組み付け。●フィニッシュテープとハンドルプラグ付属。

発注番号

447742 ブルー
447743 レッド
447744 グリーン

発注番号

447357 ブラック
447358 ホワイト
447355 ホワイト（薄手タイプ）

発注番号

447707 ブラック
447708 シルバー
¥800（税抜）

●ハンドルバーテプをねじって閉める
エンドキャツププラグ。あらゆるテー
プの安全性を確保するためのもの。●
ステンレス製ボルト。●2ピースセッ
ト。●内径18〜20mmまで対応。●
ロード用。

発注番号

447703
¥300（税抜）

シルバー

●ドロップハンドルバーに使用するテープ止め
エンドキャップ。●2個1組。

発注番号

447701
¥250（税抜）

ブラック

発注番号

447705
¥600（税抜）

カーボン

発注番号

447311 ブラック
447312 レッド
447314 ブルー
447315 ホワイト
447319 イエロー
447321 ブラック/コルク
447325 ホワイト/コルク
447356 グリーン
447460 プロセスブルー
447461 マゼンタ

発注番号

447400 ブラック
¥1,800（税抜）

長さ：2070mm　
参考重量：24g
●伸縮性にすぐれたEVAフォーム素材。●表
面はソフトな感触のスエード仕上げ。●薄く
ても衝撃吸収性にすぐれたクッション素材。
●多くのプロ選手が愛用しています。●キン
グサイズのハンドルバーに対応できる十分な
長さ。●バーエンドキャップが含まれていま
す。

発注番号

447331 カーボンブラック
¥2,000（税抜）

参考重量：64g
●軽量なポリウレタン素材にカーボン模様。
●伸縮性があり接着剤でしっかり固定され、
付属の補助テープとバーエンドキャップを使
用し、簡単にハンドルバーに巻けます。●キ
ングサイズのハンドルバーに対応できる十分
な長さ。●バーエンドキャップが含まれてい
ます。

しっかり固定できるスクリューオンタイプ

BHG-72

BHG-31

BHG-19

BHG-82 BHG-88

BHG-34

BHG-35

SLIMFIX  スリムフィックス

DUALFIX  デュアルフィックス

LIGHTFIX  ライトフィックス

ERGOTECH  エルゴテック ERGOTECHSET  エルゴテックセット

STICKY  スティッキー

STICKYFIX  スティッキーフィックス

発注番号

442537 ブラック
442538 ブルー
442539 レッド
¥3,200（税抜）

●アナトミック形状で手をサポートするので非常に快適。●樹脂クランプ付のロッ
クオングリップ。●スクリューオンインターフェースでハンドルバーからの滑り落
ちを防止。
長さ：135mm

発注番号

441625 ブラック
¥3,000（税抜）

長さ：128mm
●ロックオングリップ。●ソフトなデュアルデンシティ素材を使用。●表面の特殊
なパターンは最高のグリップ力。●ハンドルから外れないスクリューオンインター
フェイス。●しっかり締まる2つのエンドキャップ付き。●簡単に組み立て可能。

発注番号

441601 ホワイト
¥3,200（税抜）

長さ：130mm
●ロックオングリップ。●人間工学に基づいたデザインの軽量フォーム素材は衝撃
や振動を吸収。●ハンドルから外れないスクリューオンインターフェイス。●簡単
に組み立て可能。●しっかり締まる2つのエンドキャップ付き。

発注番号

442530 ブラック
442531 ブルー
442532 レッド
442533 グリーン
￥3,500（税抜）

重量：49g 
長さ：130mm
●快適ソフトシリコングリップ。 振動を吸収。●雨の日も滑りにくい。●エンド
キャップ付属。

急カーブを曲ったり、長距離を走ったり、オフロードを探索したり、山で登ったり下ったり、スポーツバイクには数多くの走行条件
が存在しますが、BBBにはそれぞれの条件に対応したグリップが揃っていて、確実にハンドルをホールドしバイクをコントロール
できます。

クレイトンラバー素材使用の人間工学に基づいたデザイン

HANDLEBAR TAPE GRIPS

BHG-07

DUALGRIP  デュアルグリップ

発注番号

441556 グレー
441557 ブラック/ホワイト
441585 ブラック/ブルー
441586 ブラック/レッド
441587 ブラック/グリーン
¥1,400（税抜）

長さ：102mm

発注番号

441551 グレー
441552 ブラック/ホワイト
441591 ブラック/ブルー
441593 ブラック/レッド
441594 ブラック/グリーン
¥1,400（税抜）

長さ：125mm

●ソフトなデュアルデンシティ素材を使用。●表面の特殊なパターンで高いグリップ力。●エンドキャップ2個付属。

滑りにくいスタンダードグリップ

BHG-06

発注番号

442547
¥3,900（税抜）

長さ：133 mm
●ゲル入りのクレイトンラバー製エルゴノミックロックオングリップ。●ボルト固
定式のロックオンが、グリップのズレや回転を防止。●圧力を分散するアナトミッ
ク形状が手のひらをサポートし快適。

上半身の疲れを大きく軽減するエルゴグリップ

発注番号

442548
¥5,900（税抜）

グリップ長さ：133/92mm（右側グリップシフト用）
バーエンド長さ：85mm
●エルゴノミックロックオングリップと専用バーエンドのセット。●ゲル入りのク
レイトンラバー製。●ボルト固定式のロックオンが、グリップのズレや回転を防止。
●圧力を分散するアナトミック形状が手のひらをサポートし快適。

エルゴノミックグリップ＆バーエンド

発注番号

442543 ブラック
442544 ブルー
442545 レッド
442546 グリーン
¥2,800（税抜）

参考重量：108g
長さ：128mm
●シリコン製軽量ロックオングリップ。●アルミクランプがグリップを確実に固定。
●滑りにくく振動吸収性の高いシリコン製。●エンドキャップが付属。

ロックオン付きのシリコン製プレミアムグリップ

販売店様のコメント
よく伸びるので巻きやすい。手に

とてもフィットして自然なグリッ

プ感で耐久性も良い。

販売店様のコメント
お手頃価格ながら手のなじみが良

く伸縮性の良さと切れにくさから

ビギナーでも巻きやすい。他社製

品と比較しても伸びるので巻きや

すいです。

品番 016673
バーエンドプラグバーエンドプラグ

POP

バーテープ

グリップ
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BHG-48M BHG-48L
FIXSET M/L  フィックスセット

発注番号

441595 ホワイト
¥5,200（税抜）

サイズ：132×65mm
●小さな手に適合。

●快適な握り心地。●ソフトなフォーム素材によって衝撃や振動を軽減。●しっか
り締まる2つのエンドキャップ付き。

●耐久性の高いクレイトンラバー素材。●滑らないグリップ表面。

発注番号

442521 ブラック
¥1,000（税抜）

長さ：135mm
参考重量：17g（1本）

発注番号

442504 ブラック
¥800（税抜）

長さ：100mm×1／130mm×1
参考重量：54g（130mm-1本）
　　　　　38g（100mm-1本）
●片側グリップシフト用。

発注番号

441620 ブラック
¥1,000（税抜）

長さ：92mm

発注番号

441610 ブラック
¥800（税抜）

長さ：100mm
●左右両側グリップシフト用。

発注番号

441581 ブラック
¥1,000（税抜）

長さ：128mm
●軽量で握りやすいソフトフォームグリップ●ソフトフォームが振動や衝撃を
吸収。●エンドキャップ２個付属。

発注番号

441605 ブラック
¥800（税抜）

長さ：130mm
●耐久性の高いクレイトンラバー素材。
●滑らないグリップ表面。

発注番号

442500 ブラック
¥1,200（税抜）

長さ：400mm
●高品質のフォーム素材で衝撃や振動を軽減し、快適な握り心地。
●しっかり締まる2つのエンドキャップ付き。●MULTIBAR（BHB-
30）ハンドルバーに適合。

発注番号

442522 ブラック
¥6,200（税抜）

長さ：400mm　
参考重量：84g（1本）
●本皮製カバー。●衝撃や振動を軽減させる快適なフォーム入り。●高品質な縫
製で激しい使用でもほつれない。●しっかり締まる2つのエンドキャップ付き。●
MULTIBAR （BHB-30）ハンドルバーに適合。

●INTERFIX（BHG-42）グリップとINTERSTICKS（BBE-21）バーエンドの
コンビネーションセット。●グリップとバーエンドが一体化し手のひらに完全に
フィット。

発注番号

441597 ブラック/グレー
¥5,400（税抜）

サイズ：132×85mm
●大きな手に適合。

BHG-28 BHG-23

BHG-32 BHG-22

BHG-27 BHG-29

FORMGRIP  フォームグリップ TWISTGRIP  ツイストグリップ

FORMWAVE  フォームウェーブ TOURGRIP  ツアーグリップ

MULTIFOAM  マルチフォーム EXCLUSIVE  エクスクルーシブ

BHG-23GBHG-28G

品番 016671
クラシッククラシック

POP

発注番号

474150 ブラック
¥3,000（税抜）

長さ：110mm　
参考重量：144g
●手にフィットし自然なコントロールが実現するアナ
トミックデザイン。●各種のグリップに適合します。

発注番号

474161 ブラック
参考重量：119g
￥2,400（税抜）

長さ：105mm
●耐久性を高めた6061アルミニウム合金鍛造製法。
●3次元加工のワンピースデザイン。

発注番号

474160 ブラック
￥2,400（税抜）

長さ：100mm
参考重量：118g
●最もスタンダードなサイズのTRAILMONKEYバーエンド。●軽量な6061アル
ミニウム合金製でワンピース構造。●人間工学に基づいた握りやすいデザイン。●
安全なハンドルバー取り付けのためのヘックス・ボルト付きワンピースクランプ。
●最初の1本に最適なスタンダードサイズ。●少し内側に角度が付いて自然に握る
事が可能。

発注番号

474162 ブラック
474163 シルバー
￥3,000（税抜）

長さ：150mm
参考重量：144g
●根強い人気のクラシックベンド形状のバーエンド。●耐久
性を高めた6061アルミニウム合金鍛造製法。●手のひらに
納まるカーブデザイン。

発注番号

474166 ホワイト
474167 グロッシーブラック
￥3,400（税抜）

長さ：95mm
直径：27.0mm
参考重量：104g
● 6061 アルミニウム合金鍛造製法と 3 次元加工によるワンピースデザイン。●軽
量にもかかわらず強くて硬い。●手にフィットするアナトミックデザイン。

発注番号

474168 ブラック
¥3,400（税抜）

長さ：150mm
参考重量：134g
●6061アルミニウム合金鍛造製法と3次元加工によるワン
ピースデザイン。●軽量にもかかわらず強くて硬い。●手に
フィットするアナトミックデザイン。

発注番号

447700
¥300（税抜）

適合バーエンド：BBE-01/07/09
形状：丸スタンダード
直径：24mm（外側）/20mm（内側）
参考重量：2g（1個）
●ハンドル内径15mm〜19mmまで対応。

発注番号

447721
¥500（税抜）

適合バーエンド：BBE-06
3次元加工

注番号

474158 ホワイト
¥2,400（税抜）

長さ：85mm
参考重量：110g
●大きな手に適合。
●人間工学に基づいたデザイン。●手にフィットし
自然なコントロールが実現。●ジェルが内蔵された
クレイトンラバーでソフトな握り心地。●各種のグ
リップに適合しますが、INTERGRIP（BHG-45）と
INTERFIX（BHG-42）とは完全に合体。

BBE-15
BBE-05

BBE-01

BBE-07

BBE-17

BBE-18

BBE-50 BBE-55

BBE-21LERGOSTICKS M  エルゴスティック M

THREE-D  スリー-D

TRAILMONKEY  トレイルモンキー

CLASSIC  クラシック

LIGHTSTRAIGHT  ライトストレート

LIGHTCURVED  ライト カーブ

PLUG & PLAY  プラグ ＆ プレイ PLUG & PLAY 3D  プラグ ＆ プレイ 3D

INTERSTICKS L  インタースティック L

最もスタンダードなサイズのTRAIL MONKEYバーエンド

根強い人気のクラシックベンド形状のCLASSICバーエンド

BARENDS

BHG-75

BHG-76

BHG-77

INTERGRIP  インターグリップ

発注番号

442526 ブラック/グレー
442540 ブラック
長さ：130mm

発注番号

442527 ブラック/グレー
442541 ブラック
長さ：92mm

発注番号

442528 ブラック/グレー
442542 ブラック
長さ：130/92mm

¥1,800（税抜）

●ゲルで手の平をサポートする人間工学に基づいた
デザイン。●アナトミック形状で手をサポートする
ので非常に快適。

発注番号

442524 ブラック/ブラック
442525 ブラック/ホワイト
442535 ブラック/ブルー
442536 ブラック/レッド

¥3,200（税抜）

●アナトミック形状で手をサポートするので非常に快適。●アルミニウムクランプ
付のロックオングリップ。●スクリューオンインターフェースでハンドルバーから
の滑り落ちを防止。
長さ：133mm

ゲルで手の平をサポートする人間工学に基づいたデザイン 握りやすい形状のグリップ

BHG-71

ERGOFIX  エルゴフィックス

発注番号

442510 ブラック
¥5,200（税抜）

長さ：135mm
参考重量：95g（1本）
●本革製カバー。●内部はクレイトンラバー素材で人間工学に基づいたデザイン。
●手のひらに完全にフィットしソフトな握り心地。●ハンドルバーから外れないス
クリューオンインターフェイス。●ERGOSTICKS（BBE-16）バーエンドと完全
に合体。●しっかり締まる2つのエンドキャップ付き。

発注番号

442511 ブラック
¥3,600（税抜）

長さ：128mm
●快適なフォーム入り本革グリップ。
●エンドキャップ２個付属。

BHG-16

BHG-26

LEATHERFIX  レザーフィックス

EXCLUSIVE  エクスクルーシブ

手にフィットする形状

グリップ

バーエンド
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発注番号

470385 ブラック
¥6,800（税抜）

幅(C/C)：440mm
クランプ径：31.8mm
ドロップ：125mm
リーチ：70mm
参考重量：312g（42cm）
●ダブルバテッド加工の7050アルミニウム合金製。●オーバーサイズで非常に軽
くて硬い。●曲がりの形状はエルゴノミックデザイン。 

発注番号

470366 ブラック
¥9,800（税抜）

●26.0/31.8mmロード用ハンドルバーに適合した便利なクランプメカニズム。●
フォーム製パッドが腕をサポート。●前後調節可能なエクステンションバーと2つ
の位置を選べるアームパッド。
参考重量：470g

発注番号　　　　  エクステンション

681440 60mm
681441 70mm
681443 90mm
681445 110mm
681446 120mm
681447 130mm
¥6,800（税抜）

カラー：ブラック
ステアチューブ径：1-1/8(28.6mm)
ハンドルクランプ径：31.8mm
アングル：6°
参考重量：129g
●軽量かつ高剛性な2014T6アルミニウム合金製。●3D鍛造製法のワンピース構
造で強度を確保。●ステンレス製のボルト。

発注番号　　　　  エクステンション

681490 60mm
681491 70mm
681492 80mm
681493 90mm
681494 100mm
681495 110mm
¥3,800（税抜）

カラー：ブラック
バー径：31.8mm
アングル：17°
参考重量：162g

発注番号　　　　 エクステンション

681451 70mm
681453 90mm
681454 100mm
681455 110mm
681457 130mm
¥6,800（税抜）

カラー：ブラック
ステアチューブ径：1-1/8(28.6mm)
ハンドルクランプ径：25.4mm
アングル：6°
参考重量：121g
●軽量かつ高剛性な2014T6アルミニウム合金製。●3D鍛
造製法のワンピース構造で強度を確保。●ステンレス製のボ
ルト。

発注番号　　　　  エクステンション　

681480 70mm
681481 90mm
681482 110mm
¥3,800（税抜）

カラー：ブラック
ステアチューブ径：1-1/8(28.6mm)
ハンドルクランプ径：25.4mm
アングル：35°
参考重量：162g

発注番号　　　　 エクステンション

681408 90mm
681409 110mm
681410 130mm
¥4,400（税抜）

カラー：ブラック
ステアチューブ径：1-1/8(28.6mm)
ハンドルクランプ径：25.4mm
アングル：+40°/-30°まで調節可能

発注番号　　　　 エクステンション

682322 80mm
682323 100mm
682324 120mm
¥4,800（税抜）

カラー：ブラック
ハンドルクランプ径：25.4mm
アングル：+60°〜 -10°に調節可能
参考重量：283g
● 3D 鍛造製法の角度可変ステム。● 6061 T6 ア
ルミニウム製。

発注番号　　　　 エクステンション

682325 80mm
682326 100mm
682327 120mm
¥4,800（税抜）

カラー：ブラック
ハンドルクランプ径：31.8mm
アングル：+60°〜 -11°に調節可能
参考重量：285g
● 3D 鍛造製法の角度可変ステム。●・6061 T6
アルミニウム製。

発注番号　　　　 エクステンション

681411 90mm
681412 110mm
681413 130mm
¥4,400（税抜）

カラー：ブラック
ステアチューブ径：1-1/8(28.6mm)
ハンドルクランプ径：31.8mm
アングル：+40°/-30°まで調節可能
●オーバーサイズのトレッキング用ハンドルバー
に対応。

●ハイアングルは快適で安定感のある乗り心地。ローアングルはスピードのある風の抵抗を軽減した乗り
心地。●3次元鍛造の6061T6アルミ合金製。●ステンレススチール製のボルトが付属。

発注番号　　　　  エクステンション　

681485 70mm
681486 90mm
681487 110mm
¥3,800（税抜）

カラー：ブラック
ステアチューブ径：1-1/8(28.6mm)
ハンドルクランプ径：31.8mm
アングル：35°
参考重量：178g

●強度に優れる6061T6アルミニウム合金製。●3D鍛造製
法のワンピース構造で強度を確保。

¥3,800（税抜）

カラー：ブラック
ステアチューブ径：1-1/8(28.6mm)
アングル：6°
参考重量：147g（26.0）、162g（31.8）

ハンドルクランプ径：26.0mm
発注番号　　　　  エクステンション　

681460 60mm
681461 70mm
681462 80mm
681463 90mm
681464 100mm
681465 110mm
681466 120mm
681467 130mm

●強力な6061アルミニウム製。●3D鍛造製法のワンピース構造。●スタイリッ
シュなブラックボディ&ブラックステッカー。

ハンドルクランプ径：31.8mm
発注番号　　　　  エクステンション

681478 45mm
681470 60mm
681471 70mm
681472 80mm
681473 90mm
681474 100mm
681475 110mm
681476 120mm
681477 130mm

発注番号

473135 マットブラック
¥3,900（税抜）

●マルチポジションで快適なデザイン。工学に基づいたデザインでハンドルバーの
位置を様々に調整可能。●スポーティで快適なライド用。●6061アルミニウム合
金製。●BHS-22アジャスタブルステム、BHG- 27マルチフォームと併用するとさ
らに快適。
クランプ径：31.8mm

発注番号

475100 シルバー
475101 マットブラック
¥3,800（税抜）

幅：570mm
クランプ径：25.4mm
●マルチポジションで快適なデザイン。工学に基づいたデザインでハンドルバーの
位置を様々に調整可能。●スポーティで快適なライド用。●6061アルミニウム合
金製。●BHS-22アジャスタブルステム、BHG-27マルチフォームかBHG-27高級
グリップと併用するとさらに快適。 

発注番号

470380
¥2,400（税抜）

発注番号

470381
¥2,400（税抜）

発注番号

470382
¥2,400（税抜）

発注番号

470362 ブラック
¥11,800（税抜）

全長：380mm　
参考重量：504g
●タイムトライアルやトライアスロンに使用されるアルミニウム合金製アディショ
ナルバー。●31.8mmのオーバーサイズと26.0mmのロード用ハンドルバーに適合
したアルミニウム合金の鍛造製クランプ。●ソフトパッドが腕に快適にサポート。
●パッドの位置、バーの前後を調節可能。

発注番号

473109 ブラック
¥5,800（税抜）

クランプ径：31.8mm
ライズ：0mm
バックスイープ：5°
参考重量：181g
●ダブルバテッド加工の2014アルミニウム合金製。

発注番号

473131 ブラック
¥6,400（税抜）

ライズ：30mm
バックスイープ：10度 
アップスイープ：5度
幅：740mm 
バーセンター直径：31.8mm
重量：346g
●ダブルバテッド6061T6アルミニウム。

発注番号

473103 ブラック
¥4,800（税抜）

クランプ径：25.4mm
ライズ：0mm
バックスイープ：5°
参考重量：159g
●ダブルバテッド加工の2014アルミニウム合金製。

BHB-33
BHB-58

BHS-01

BHS-36

BHS-03　マウンテン フォース

BHS-24

BHS-28

BHS-34 BHS-35

BHS-29

BHS-25

BHS-07

BHB-30OS

BHB-30

BHB-51

BHB-52用

BHB-53/54/57用

BHB-52

BHB-04OS

BHB-10

BHB-04

ERGOBAR  エルゴバー

AEROLIGHTBAR  エアロライトバー

ULTRA FORCE  ウルトラフォース

DOWNFORCE  ダウンフォースⅡ

MOUNTAIN FORCE  

HIGHRISE 35D  ハイライズ 35D

HIGHSIX  ハイシックス アジャスタブル

HIGHFIX  ハイフィックス HIGHFIX  ハイフィックス

HIGHSIX  ハイシックス OS アジャスタブル

HIGHRISE OS  ハイライズ OS

ROADFORCEⅡ ロードフォースⅡ

MULTIBAR OS  マルチバー OS

MULTIBAR  マルチバー

エアロバーロード アームパッド  

エアロベースロード アームパッド  

エアロスピードロード アームパッド  

AEROBASE  エアロベース

TOPBAR OS  トップバー OS

RISERBAR  ライザーバー

TOPBAR  トップバー

ツーピースセットのアルミニウム製タイムトライアル用バー

最大の快適性を実現するマルチポジションハンドルバー

超高剛性ステム

MTB用

MTB/トレッキング用

シティー用

TTポジションに最適なローアングルステム

スタンダードなロード用ステムHANDLEBARS STEMS 
BHS-08

●強力な6061アルミニウム製。●3D鍛造製法のワンピース構造。●ブラックの上
にブラックステッカーのディテール。●オーバーサイズロードハンドル用。

アングル変更でハンドル高さを簡単に調整

ハンドルバー

ステム
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SADDLES 

発注番号

651711 ブラック
¥4,800（税抜）
●クライムをサポートしダウンヒルでのコントロールを高める専用シェイプ。●ク
ライムで座る前方は幅を広く快適性を向上。●後部は反り上がった形状で腰をサポー
ト。●転倒時にサイドを保護するバンパー付グラスファイバー強化ベースシェル。
●快適性とコントロール性を両立する適度な硬さの軽量フォーム。●耐久性が高く、
さらにサイドを強化した防水人工カバー。●目盛り付軽量クロモリレール。●男性用。
参考重量：285g
サイズ：135 × 276 mm

トレイルでのバイクコントロールをサポートするMTB専用サドル

BSD-68

PATH  パス

発注番号

651717 ブラック
¥9,800（税抜）
サイズ：145 × 265 mm ( 幅 x 長さ )
参考重量 : 280 g

●大きなカットオフホールが圧迫を軽減することで、血流を確保し局部の痛みを軽
減。●ユニセックス。●調節用目盛付の軽量な中空クロモリ製レール。●カーボン
繊維で強化したシェル。●高密度の軽量フォームで長時間走行をフルサポート。●
耐久性の高い人工カバー。●防水加工。

発注番号

651718 ブラック
¥9,800（税抜）
サイズ : 155 × 265 mm ( 幅 x 長さ )

コンペティションサイクリングにフィットする
ハイパフォーマンスロード/MTBサドル

BSD-141

ECHELON  エシェロン

BSD-142

ECHELON  エシェロン

padding level

padding level

発注番号

651719
¥5,800（税抜）
カラー：ブラック
●クラシック形状にアナトミックカット、アウトエラストマーサスペンション、メ
モリーフォームをプラス。●エラストマーサスペンションと保護用のサイドバンパー
の付いたベースシェル。●内部のスポンジは 2 種類を組み合わせ快適。硬めのハイ
デンシティーフォームを内側に、トップレイヤーにはソフトなメモリーフォームを
使用。●ユニセックス。●目盛り付きレール。●耐久性の高い人工カバー。
参考重量：830g
サイズ：210 × 240 mm

発注番号

651720 ブラック
651721 ブラウン
¥3,400（税抜）
●保護用のサイドバンパー付ポリプロピレン製ベースシェル。●適度の柔らかいポ
リウレタンフォーム。●ユニセックス。●耐久性の高い防水人工カバー。
参考重量：550g
サイズ：210 × 240 mm

究極の快適性を追求したシティ用アナトミックサドル 快適性と防水性を実現したベーシックなシティ用サドル

BSD-26

BASESHAPE  ベースシェイプ

BSD-24

SOFTSHAPE  ソフトシェイプ

発注番号

651712
¥4,800（税抜）
カラー：ブラック
●中央部を凹ませた PLUS チャネルと先端部を低くした形状で、局部と坐骨の圧
迫を軽減。●内部のスポンジは 3 種類を組み合わせ快適性を追求。超軽量のベース
フォーム、硬めのハイデンシティーフォーム、そしてトップレイヤーにはソフトな
メモリーフォームを使用。●ユニセックス。●目盛り付きステンレスレール。●耐
久性の高い人工カバーは防水。
参考重量：510g
サイズ：210 x 265 mm

発注番号

651633
¥6,000（税抜）
カラー：ブラック
サイズ：200 × 250mm（幅×長さ）
●人間工学に基づいたサドル形状。●衝撃を吸収する
ソフトフォーム。●エラストマーサスペンション装備。
●表面は防水素材。●サドルの破れを軽減するプラス
チックバンパー。

ライダーを徹底的に研究し完成させたシティ用サドル

幅広で厚いクッションの快適サドル

BSD-101

COMFORTPLUS V2  コンフォートプラス V2

発注番号

651713
¥4,800（税抜）
●中央のプラスチャンネルとアナトミックカットアウトで圧力を分散。●ユニセッ
クス。●調整用目盛付ステンレススチール製レール。●転倒時や立て掛け時にサイ
ドを保護するポリプロピレン製ベースシェル。●内部のスポンジは 2 種類を組み合
わせ快適。硬めのハイデンシティーフォームを内側に、トップレイヤーにはソフト
な メモリーフォームを使用。●耐久性の高い人工カバー。●防水加工。
カラー : ブラック
サイズ : 170 x 265 mm ( 対応する坐骨のサイズ：135㎝以下）

発注番号

651714
¥3,900（税抜）
サイズ : 145 × 270 mm ( 幅 x 長さ )
参考重量 : 320 g

発注番号

651715
¥3,900（税抜）
サイズ : 155 × 270 mm ( 幅 x 長さ )

●お尻の形状に合わせたデザインで圧力を分散。●ユニセックス。●調整用目盛
付ステンレススチール製レール。●グラスファイバーで強化したベースシェル。
●適度の密度がある軽量フォームでロードやトレイルでも快適。●耐久性の高い
人工カバー。●防水加工。
カラー : ブラック

発注番号

651716
¥3,900（税抜）
サイズ: 165×270 mm (幅x長さ)

ツーリングレベルの前傾姿勢にフィットするアナトミックサドル

スポーツサイクリングレベルの前傾姿勢にフィットする
ロード/MTB用サドル

BSD-131

SPECTRUM  スペクトラム

BSD-133

BSD-132

BSD-111

SPORTPLUS  スポーツプラス

padding level

padding level padding level
padding level

padding level

発注番号

651655 ブラック
¥6,100（税抜）

サイズ：130×270mm
参考重量：268g
●男性向け。

発注番号

651656 ブラック
¥6,100（税抜）

サイズ：145×240mm
参考重量：264g
●女性向け。

BSD-04/BSD-05
●ロード/MTB。●コンフォートライトジオメトリーの採用であらゆる状況下で快
適な乗り心地を実現する新設計。●アナトミックホールデザイン。●軽量フォーム
材を使用。●丈夫なケブラーでの補強。●位置調整用の目盛付クロモリスチール製
レール。●サイドを保護するバンパー。

BSD-04

BSD-05

ANATOMICRACE MEN  アナトミックレース メン

ANATOMICRACE WOMEN  アナトミックレース ウーメン

発注番号

651629 ブラック
¥6,400（税抜）

サイズ：150×280mm
●スポーティーさを保ちながら高い快適性を持つサドル。●アナトミックホールデ
ザイン。●コンフォートライトジオメトリーの採用であらゆる状況下で快適な乗り
心地が実現する新設計。●位置調節目盛付サテンシルバーカラーのレール。

発注番号

651630 ブラック
¥5,400（税抜）

サイズ：150×250mm
●スポーティーさを保ちながら高い快適性を持つサドル。●サテンシルバーカラー
のレールとサイドを保護するバンパー。●コンフォートジオメトリーの採用であら
ゆる状況下で快適な乗り心地が実現する新設計。

発注番号

651616 ブラック
¥5,200（税抜）

サイズ：180×270mm
参考重量：264g
●アナトミックデザイン。●ワイドな座面にスーパーソフト素材のメモリーフォー
ムを使用。●ライダーの身体にフィットし、衝撃を吸収する素材。●傷を防ぐバン
パー付き。

発注番号

651642 ブラック
¥5,200（税抜）

サイズ：170×270mm
参考重量：403g
●男性向け。

発注番号

651643 ブラック
¥5,200（税抜）

サイズ：170×250mm
参考重量：382g
●女性向け。

BSD-12/13
●トレッキング。●アナトミックホールデザイン。●衝撃吸収素材が埋め込まれたベースと、補強されたクッション
素材の2重構造で路面からのショックを吸収。●側面は丈夫な合成皮革で補強。●耐久性のある高品質な縫製。

発注番号

651710 ブラック
¥3,400（税抜）

サイズ：170×270mm（幅×長さ）
●コンフォートライトジオメトリー。●サドルの破れを軽減するプラスチックバン
パー。

発注番号

651651 ブラック
¥5,400（税抜）

サイズ：130×270mm
参考重量：254g
●ロード/MTB。●コンフォートライトジオメトリーの採用であらゆる状況下で快
適な乗り心地を実現する新設計。●軽量フォーム材の使用で軽量化を実現すると同
時に股ズレなども防止。●丈夫なケブラーでの補強。●位置調整用の目盛付クロモ
リスチール製レール。

BSD-72

BSD-73
BSD-16

BSD-83
BSD-12　マルチデンシティー メン BSD-13　マルチデンシティー ウーメン

BSD-86

BSD-03

SPORTCOMFORT ANATOMIC  スポーツコンフォート アナトミック

SPORTCOMFORT  スポーツコンフォート

MEMORYCOMFORT  メモリーコンフォート

BASECOMFORT  ベースコンフォート

MULTIDENSITY MEN  MULTIDENSITY WOMEN 

BASEDENSITY  ベースデンシティ

COMPSEAT  コンプシート

スポーツ用サドル

padding level

padding level

padding level

padding level

padding level

サドル
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価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

SEATPOSTS PEDALS CLAMPS 

¥3,800（税抜）

ブラック
●MTB、クロスバイク、ロードバイクに使える豊富
な直径。●丈夫な冷間鍛造6061T6アルミ合金。●
２つのボルトでサドル位置を調整するので、非常に
細かなセッティングが可能。
オフセット：0mm
全長：400mm
参考重量：295g（31.6mm）

発注番号　　　　  外径

653196 28.6mm
653198 31.8mm
653199 34.9mm
¥700（税抜）

カラー：ブラック
参考重量：21g

●アルミニウム合金製シートポストに適合。●
ボルト式。●6061アルミニウム合金製。

発注番号　　　　  外径

653206 28.6mm
653207 31.8mm
653208 34.9mm
¥950（税抜）

カラー：ブラック

●太腿やウェアに引っかからないデザイン
のクイックリリースシートクランプ。●
6061 T6 アルミニウム製。●アルミシート
ポスト専用。

発注番号　　　　  外径

653186 28.6mm
¥1,600（税抜）

カラー：ブラック
参考重量：22g

発注番号　　　　  外径

653191 28.6mm
¥2,000（税抜）

カラー：ブラック
参考重量：25g

●バレールナットを使用したボルト式。●カー
ボンファイバー及びアルミニウム合金製ポス
トに適合。● 6061 アルミニウム合金製。●
締め付けの力を均等に分散する構造。

●カーボン製シートポストに適合。●締め付け
の力を均等に分散する構造。

発注番号　　　　  外径

653111 28.6mm
¥3,800（税抜）

653113 31.8mm
¥3,900（税抜）

653114 34.9mm
¥3,800（税抜）

カラー：ブラック
参考重量：45g
●CNC精密加工のため精度が高くレバーの操作
が容易。●軽量な6061アルミニウム合金製。
●アルミニウム合金製シートポストに適合。

発注番号

653205
￥1,600（税抜）

重量：11g
● ア ル ミ ニ ウ ム レ ー ス ナ ン バ ー ホ ル
ダー。●ブレーキシャフトに組み付け。
●バタフライナットにより簡単に組み付
け。

発注番号

653115 ブラック
¥1,600（税抜）

参考重量：10g

●レースで使用するナンバープレートをシートポストに取り付けるためのアダプ
ター。●自動的にプレートに孔を開ける特殊なボルトでの取り付けはすばやく簡
単。●ゴム製のO型リングはシートポストにしっかりフィット。●内側の保護ラ
バーで滑りとシートポストの損傷を防止。●ボルト間隔(C-C)：21mm

発注番号

653200 ブラック
¥2,000（税抜）

●エアロシートピラー用。

発注番号

653152 31.8mm
653153 34.9mm
￥1,800（税抜） 

カラー：ブラック
参考重量：18g（31.8mm）
●アルミニウム合金製のフロントディレー
ラーブラケット。

発注番号

653201 27.2mm
653202 31.6mm
¥900（税抜）

参考重量：5g（27.2mm）
●シートポストを固定するアルミ製クランプ。●フレーム上部の
シートポストに取り付け。●シートポストの滑りを防止。●カーボ
ン製シートポストとアルミ製シートポストに適合。●一般的なシー
トポストクランプの上に追加で取り付け。

発注番号　　　　  サイズ

657341 25.0×400
657342 25.4×400
657343 25.6×400
657344 25.8×400
657345 26.0×400
657346 26.2×400
657347 26.4×400
657348 26.6×400
657349 26.8×400
657350 27.0×400
657351 27.2×400
657352 28.6×400
657353 28.8×400
657354 29.0×400
657355 29.2×400
657356 29.4×400
657357 29.6×400
657358 29.8×400
657359 30.0×400
657360 30.2×400
657361 30.4×400
657362 30.6×400
657363 30.8×400
657364 30.9×400
657365 31.0×400
657366 31.2×400
657367 31.4×400
657368 31.6×400
657369 32.0×400
657370 34.9×400

発注番号　　　　  サイズ

657313 29.0×400
657315 29.4×400
657317 29.8×400

BSP-20
BSP-97

BSP-80

BSP-87

BSP-82

BSP-83

BSP-84

BSP-94 BSP-95 BSP-96

BSP-90

SKYSCRAPER  スカイスクレイパー

POSTFIX  ポストフィックス

THE STRANGLER  ザ ストラングラー

SMOOTHLEVER  スムーズレバー

CARBON STRANGLER  カーボンストラングラー

BOLTFIX  ボルトフィックス

QR FIX  QR フィックス

FRAMEFIX  フレームフィックス NUMBERFIX  ナンバーフィックス AEROFIX  エアロフィックス

SHIFTFIX  シフトフィックス

ピラーパーツ  

サイズバリエーションが豊富な万能シートポスト

発注番号 商品名 用　途 税抜価格

657340 スカイスクレイパー用ヤグラ BSP-20用 ¥1,000

ゼッケンをシートポストにラクラク固定
　ゼッケンをフレームに直接貼
って、はがす時にベタベタ・・・
そんなことありませんか？これ
を使えばそんなことありませ
ん！簡単に脱着ができる「BBB」
の「ナンバーフィックス」と「エ
アロフィックス」。ゼッケンをこ
んな風に固定して、ゴムバンドで
シートポストに固定するだけなんです。
　ねじを良く見てくださいよ～
先っぽに注目！「とんがっている
んです！」ねじを締めこんでいく
と・・・・勝手に穴があいて固定
されます！パンチが必要、キリで
開ける　などなど、超面倒そうな
ことは全くありません！！あと
はゴムバンドを引っ掛けて、シー
トポストに固定するだけ！！！ シートポストと本
体の接地部分にはラバーがついていて、シートポス
トを傷つけにくくなっていますよ～

社員ブログ

発注番号

574135
¥3,800（税抜）

カラー：ブラック
踏み面サイズ：100×98mm
参考重量：592g（片側）
●激しい乗車に耐える頑丈な構造。●耐久性にすぐれ
たアルミニウム合金製ボディとクロモリスチール製ス
ピンドル。●着脱可能な滑り防止のピン。

発注番号

574117
¥5,000（税抜）

踏み面サイズ：80×63mm
参考重量：336g（片側）
●標準的なアルミニウム合金製ペダル。●強度がすぐ
れたクロモリスピンドルと完全防水のシールドベアリ
ング内蔵でメンテナンスフリー。●濡れた状況でもス
リップを防止する歯状デザイン。●リフレクター付
属。

発注番号

574126
¥1,500（税抜）

カラー：ブラック
踏み面サイズ：100×75mm
参考重量：415g（片側）
●コンポジット製ワンピース構造で、耐久性にすぐれ
軽量。●両面のラバートレッドで滑りを防止したノン
スリップタイプ。●高品質のクロモリスチール製スピ
ンドル。●リフレクター装着。

発注番号

581231 M
¥800（税抜）

●ストラップレストゥクリップ。
互換性：BPD-15 と BPD-16

発注番号

581234 ブラック
¥2,000（税抜）

可動角 0°
● LOOK KEO 互換クリート

発注番号

570386 ブラック
¥1,600（税抜）

可動角 0°
● LOOK デルタ互換クリート

発注番号

570382 レッド
¥1,600（税抜）

可動角 9°
● LOOK デルタ互換クリート

発注番号

581235 レッド
¥2,000（税抜）

可動角 3°
● LOOK KEO 互換クリート

発注番号

581232 M
¥800（税抜）

●トゥクリップ。
互換性：BPD-15 と BPD-16

発注番号

574115
¥2,700（税抜）

踏み面サイズ：95×63mm
参考重量：420g（片側）
●鍛造製アルミニウム合金のボディで耐久性がありな
がら軽量。●強度にすぐれたクロモリスチール製スピ
ンドル。●濡れた状況でもスリップを防止する歯状デ
ザイン。●リフレクター付属。●トゥクリップ/トゥ
ストラップ装着可能。

発注番号

574116
¥2,700（税抜）

踏み面サイズ：98×63mm
参考重量：414g（片側）
●鍛造製アルミニウム合金のボディで耐久性がありな
がら軽量。●強度にすぐれたクロモリスチール製スピ
ンドル。●濡れた状況でもスリップを防止する歯状デ
ザイン。●リフレクター付属。●トゥクリップ/トゥ
ストラップ装着可能。

発注番号

574140
¥1,700（税抜）

カラー：ブラック
●コンポジット製のワンピース構造で、耐久性にす
ぐれ軽量。●両面をラバートレッドで滑りを防止し
たノンスリップタイプ。●高品質のクロモリスチー
ル製スピンドル。●リフレクター装備。

発注番号

574188
￥2,700（税抜）

重量：290g
●１ピースコンポジットボディのワイドペダル。●ア
ンチスリップピンデザイン。●メンテナンスフリー
シールドブッシュベアリング。● CNC 加工クロモリ
アクスル。●内蔵反射板により高い視認性。

BPD-17

BPD-26

BPD-95

BPD-04F

BPD-02F BPD-02A

BPD-04A

BPD-96

BPD-15 BPD-16

CLASSICRIDE  クラシックライド

EASYTREK  イージートレック

NOSETIGHT  ノーズタイト

MULTICLIP  マルチクリップ

ROADCLIP  ロードクリップ ROADCLIP  ロードクリップ

MULTICLIP  マルチクリップ

FEETTIGHT  フィートタイト

ペダル用補修パーツ  

MOUNT & GO  マウント アンド ゴー BIGFEET  ビッグフィート

発注番号 商品名 用　途 税抜価格

574190 ダストキャップ BPD-15/16/
25/26/27用 ¥300

574191 ピン 24PCS BPD-32用 ¥2,400
574192 ダストカップ BPD-32用 ¥300
574193 ダストカップ 2PCS BPD-33/34用 ¥1,000
574194 ボルト 2×4PCS BPD-34用 ¥800

BPD-32

MOUNTAINHIGH  マウンテンハイ

BPD-35

TRAILRIDE  トレイルライド

BPD-41

EASYTREKⅡ  イージートレックⅡ

インテグレーテッドデザインのQRシートクランプ

長寿命ロード用クリート

販売店様のコメント
純正よりも見た目が良いのに

安い。さらに薄くて軽量。

シートポスト

クランプ

ペダル
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発注番号 

506015 
外径25.4×内径22.2mm

￥2,800（税抜）

カラー：シルバー/ブラック
本体素材：アルミ
全長：193mm
参考重量：221g
●アヘッドシステムに影響を与えずにステアチュー
ブの延長が可能。●ネジ付き、ネジなし両方のステ
アチューブに対応。●サンドブラスト仕上げブラッ
クのBBBラウンドヘッド付属。●上部シムの長さ
合計85mm(20mm×2、10mm×3、5mm×3)。
下部差し込み深さ100mm。

506016 
外径28.6×内径25.4mm

発注番号 

506017 ブラック
¥3,800（税抜）

最大延長：67mm
●6061アルミ合金製。●直径28.6mmのステアチュー
ブに適合。●ROUNDHEAD（BAP-02）を含む。

ステアリングコラムを延長する事でハン
ドルの位置を高くできます。＊ステムは
付属しません。

本体をステアリングコ
ラムに差し込んでから
ウスを引き上げます。

ヘッドキャップを締め込
んで玉当たりを調整。

最後にステムを固定
して取り付け終了。

まず最初に下部のウ
ス位置を調整。

延長したい高さに合
せてスペーサーの数
を調整。

BHP-20

BHP-21

BHP-22 EXTENDER  エクステンダー

ヘッドセット用補修パーツ 

TUBEEXTEND  チューブエクステンダー

発注番号 商品名 用　途 税抜価格

503112 クラウンレース BHP-01用 ¥800
503114 クラウンレース BHP-03用 ¥600

アヘッドとスレッド両方のハンドル位置を高く出来る延長パーツ

ヘッド周りを軽量化するULTRASPACE

発注番号 

506265
¥1,800（税抜）

ステアチューブ：φ28.6mm
カラー：カーボン
直径：1-1/8"
参考重量：13g（4個組）
●超軽量UDカーボンファイバー製スペー
サ ー で 、 従 来 の カ ー ボ ン フ ァ イ バ ー ス
ペーサーと比較して38％減量。●高さ
5/10/15/20mmの4個組。

発注番号 

502271
¥3,400（税抜）

ベアリング直径：41.0mm
●1-1/8インテグレーテッドヘッドセットのための
交換用ベアリングセット。（ペア）●36°×45°の
シールドクロモリベアリング。

発注番号

502272
¥3,400（税抜）

ベアリング直径：41.8mm
●1-1/8インテグレーテッドヘッドセットのための
交換用ベアリングセット。（ペア）●45°×45°の
シールドクロモリベアリング。

発注番号

506287
¥4,800（税抜）

トップ：1-1/8”41.0mm　
ボトム：1.5”51.8mm
●インテグレーテッドテーパードヘッドセット用交換
ベアリング。●アングル36º×45ºのクロモリ製シー
ルドベアリング。

¥1,000（税抜）

直径：1-1/8”
参考重量：7g
●クリアで超軽量なコンポジット素材製スペーサー。
●5mm×2、10mm×1。

発注番号 
506282 スモーク
506283 ブルー
506284 レッド
506285 グリーン
506286 ピンク

BHP-35
BHP-94

BHP-90 BHP-91 BHP-96

BHP-97 BHP-945 BHP-946

BHP-37ULTRASPACE  ウルトラスペース

TAPEREDSET  テーパードセット

CROMOSET  クロモリセット CROMOSET  クロモリセット TAPEREDSET  テーパードセット

TAPEREDSET  テーパードセット TAPEREDSET  テーパードセット TAPEREDSET  テーパードセット

TRANSSPACE  トランススペース

カーボン素材で軽量なだけ
でなく、内側の肉抜き加工
によりさらに軽量化。

5/10/15/20mm
4種類のサイズがセット

交換するだけで手軽に
軽量化が楽しめる。

36°

45° 45°

45°

45°

45°

36°

45°

45°

45°

36°

45°

36°

45°

36°

45°

HEADSETS 

発注番号

506212
¥14,800（税抜）

●インテグレーテッドヘッドセット。●45°×45°
のシールドステンレス製ベアリング。●高さ15mm
のカーボン製コーンスペーサー。●オープンクラ
ウンレースで簡単装着。●上ワン1-1/8"、下ワン
1-1/4"。

発注番号

506213
¥14,800（税抜）

ベアリング直径：41.8mm
●インテグレーテッドヘッドセット。●45°×45°
と36°×45°のシールドステンレス製ベアリング。
●高さ8mmのアルミニウム製コーンスペーサー。
●オープンクラウンレースで簡単装着。●上ワン
1-1/8"、下ワン1.5"。

発注番号

506210
¥5,800（税抜）

ベアリング直径：41.0mm
適合：CANECREEK
●インテグレーテッドヘッドセット。●36°×45°
のシールドクロモリ製ベアリング。●高さ15mmのア
ルミニウム製コーンスペーサー。●オープンクラウン
レースで簡単装着。 

発注番号

506211
¥5,800（税抜）

ベアリング直径：41.8mm
適合：CAMPAGNOLO
●インテグレーテッドヘッドセット。●45°×45°
のシールドクロモリ製ベアリング。●高さ15mmのア
ルミニウム製コーンスペーサー。●オープンクラウン
レースで簡単装着。

発注番号

503111 マットブラック
¥6,800（税抜）

φ28.6mmネジなし
φ29.8mm
φ34.0mm
118g（ベアリング含む）
●圧入式AH式。●6061アルミニ
ウム合金製。●36°のアンギュ
ラーコンタクトベアリングはカー
トリッジシールドベアリングでメ
ンテナンス不要。●アルミニウム
合金製トップキャップ。

発注番号

506216
¥4,800（税抜）

ヘッドチューブ内径:41.4mm
●セミインテグレーテッドヘッドセット。●セミカー
トリッジベアリング。●高さ20mmのアルミニウム
製コーンスペーサー。●高さ9mmのアルミニウム製
カップ。

発注番号

502190 シルバー
¥5,100（税抜）

発注番号

502181 ブラック
¥5,100（税抜）

発注番号

506217
¥6,800（税抜）

ヘッドチューブ内径:44mm
●セミインテグレーテッドヘッドセット。●シールド
クロモリ製ベアリング。●高さ8mmのアルミニウム
製コーンスペーサー。●高さ9mmのアルミニウム製
カップ。 

BHP-45

BHP-455

BHP-46

BHP-456

BHP-41 BHP-42

BHP-50　セミ-インテグレーテッド

BHP-54　セミ-インテグレーテッド テーパード

BHP-53　セミ-インテグレーテッド テーパード

BHP-51　セミ-インテグレーテッド

BHP-16 BHP-15

TAPERED  テーパード

TAPERED  テーパード

TAPERED  テーパード

TAPERED  テーパード

INTEGRATED  インテグレーテッド INTEGRATED  インテグレーテッド

SEMI-INTEGRATED 

SEMI-INTEGRATED TAPERED 

SEMI-INTEGRATED TAPERED 

SEMI-INTEGRATED 

THREADAROUND  スレッドアラウンド THREADAROUND  スレッドアラウンド

スレッドレス スレッド

セミインテグレーテッド

インテグレーテッド

ステアチューブ：φ28.6mmネジ付き
フォーク玉押：φ29.8mm
上下ワン：φ34.0mm
ロックナット内径：φ25.4mm
参考重量：109g（ベアリング含む）

●圧入式スレッドタイプ。●6061アルミニウム合金製。●カートリッジ式シールドベアリングはメンテナンス不要。

ステアチューブ：φ25.4mmネジ付き
フォーク玉押：φ26.4mm
上下ワン：φ30.2mm
ロックナット内径：φ22.2mm
ベアリング：直径41.5×7.9×45°
参考重量：110g（ベアリング含む）
スタックハイト：上ワン29mm、
下ワン12mm

BHP-02

TURNAROUND  ターンアラウンド

36°

45°

36°

45°

36°

45°

45°

45°

45°

45°

36°

45°

45°

45°

45°

45°

36°

45°

36°

45°

発注番号

506266 
¥9,800（税抜）

●インテグレーテッドテーパードヘッドセット。
●アルミ製 15mm コーンスペーサー。●クロモリ
ベアリング。
ベアリング内径：1.1/8-1.3/8”
ベアリング外径：41.0-48.9mm
ベアリング角：上下 36/45°

発注番号

506267 
¥9,800（税抜）

●インテグレーテッドテーパードヘッドセット。
●アルミ製 15mm コーンスペーサー。●クロモリ
ベアリング。
ベアリング内径：1.1/8-1.3/8”
ベアリング外径：41.8-48.9mm
ベアリング角：上 45/45°、下 45/36°

発注番号

506268 
¥7,500（税抜）

対応フレーム内径：上下 44mm
ベアリング内径：1.1/8-1.1.5”
ベアリング外径：41.0-51.8mm
ベアリング角：上下 45/36°
●セミインテグレーテッドテーパードヘッドセット。●
アルミ製 15mm コーンスペーサー。●クロモリベアリ
ング。●装着が簡単な割入りクラウンレースが付属。

発注番号

506269 
¥7,500（税抜）

対応フレーム内径：上 44mm、下 56mm
ベアリング内径：1.1/8-1.1.5”
ベアリング外径：41.0-51.8mm
ベアリング角：上下 45/36°
●セミインテグレーテッドテーパードヘッドセット。●
アルミ製 15mm コーンスペーサー。●クロモリベアリ
ング。●装着が簡単な割入りクラウンレースが付属。

発注番号

506272
¥4,800（税抜）

●インテグレーテッドテーパードヘッドセット用カー
トリッジベアリング。●クロモリベアリング。
ベアリング内径：1.1/4-1.1.5”
ベアリング外径：46.8-51.8mm
ベアリング角：上 45/45°、下 45/36°

発注番号

506270
¥4,500（税抜）

●インテグレーテッドテーパードヘッドセット用カー
トリッジベアリング。●クロモリベアリング。●
BHP-455 に対応。
ベアリング内径：1.1/8-1.3/8”
ベアリング外径：41.0-48.9mm
ベアリング角：上下 36/45°

発注番号

506271
¥4,800（税抜）

●インテグレーテッドテーパードヘッドセット用カー
トリッジベアリング。●クロモリベアリング。●
BHP-456 に対応。
ベアリング内径：1.1/8-1.3/8”
ベアリング外径：41.8-48.9mm
ベアリング角：上 45/45°、下 45/36°

発注番号

502273
¥10,800（税抜）

●インテグレーテッドテーパードヘッド
セット用カートリッジベアリング。●ステ
ンレスベアリング。● BHP-45 に対応。
ベアリング内径：1.1/8-1. １/ ４”
ベアリング外径：41.8-46.8mm
ベアリング角：上下 45/45°

アルミニウム合金トップキャップ

発注番号

506293 ブラック
¥2,200（税抜）

重量：58g
●アヘッドセット式ヘッドパーツ用セット。●力が均
等にかかる特別な取り付け構造で、ステアチューブの
内面のダメージを防止。●安全で簡単な組み立て構
造。●40mmのプラグでしっかり固定。●直径1-1/8
のカーボンファイバーやアルミニウム合金製のステア
チューブに最適。●ステアチューブサイズ内径22〜
28mmまで対応。

BAP-03

POWERHEAD  パワーヘッド

販売店様のコメント
他店購入の自分の体に合っていな

いサイズの自転車に乗っている方

によく使う。

ヘッドセット



スポーツ
グラス

ヘルメット

ウェアー

グローブ

ソックス

シューカバー

スマートフォン
マウント
サイクリング
コンピューター

ツール

ライト

ミニポンプ

フロアポンプ

フェンダー

ボトルケージ

ロック

バッグ

ベル

キック
スタンド

プロテクション

バーテープ

グリップ

バーエンド

ハンドルバー

ステム

サドル

シートポスト

クランプ

ペダル

ヘッドセット

ケーブル

ボトム
ブラケット

チェーン

カセット

チェーンリング

チェーンボルト

ディレーラー
プーリー
クイック
リリース
ディスクブレーキ
ローター

ブレーキシュー

ディスクブレーキ
パッド

リムテープ

チューブ

プロモーション

248 249
価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

発注番号

506261 ブラック
¥1,000（税抜）

直径：1-1/8"
高さ5/10/15/20mmの4個組。
参考重量：20g（4個組）
●超軽量アルミ製スペーサーで、従来のアル
ミスペーサーと比較して38％減量。

発注番号

506290 5mm
506291 10mm
¥6,000（税抜）

直径：1-1/8"
ステアチューブ：φ28.6mm
数量：50個
カラー：ブラック
●アヘッドセット式ヘッドパーツに対応する
スペーサー。●軽量なアルミニウム合金製。

BHP-36 BHP-33OEM

LIGHTSPACE  ライトスペース ALUSPACE  アルスペース

シマノ用
ロードブレーキケーブルセット

テフロンシフトインナー

テフロン加工でなめらか

テフロンMTBブレーキインナー

テフロンロードブレーキインナー

テフロン加工で引きがなめらか

シフトインナー

テフロンシフトインナー シフトケーブルセット

ブレーキインナー

カンパ用

MTBブレーキケーブルセット

シフトインナー

MTBブレーキインナー

ロードブレーキインナー

ワイヤー表面を削ったスリック
ステンレスにより動きがなめらか

発注番号

220012 ブラック
¥3,600（税抜）

アウターケーブル：2200mm×1本
インナーケーブル：1.5×2000mm×1本
　　　　　　　　　1.5×1200mm×1本
付属品有り。●ブレーキケーブルセット。●SHIMANOとSRAMのロードに対応。
●特別なポリマーが施されたライナーで摩擦が大幅に低減。●事前に初期伸びを
取ってある、表面が滑らかなステンレス製インナーケーブル。

発注番号 

220507
¥1,000（税抜）

サイズ：1.1×2000mm×1本
対応：シフトケーブル
●革新的な構造で高性能なシフトケーブル。●特殊なテフロンコーティングによっ
て、摩擦が大幅に減少。

発注番号 

220025
¥1,000（税抜）

サイズ：1.5×2350mm（1本）
●テフロン加工されたMTB/クロスバイク用ブレーキワイヤー。●フラットバー用
ブレーキに対応した片側エンド。●革新的な構造で高性能なブレーキケーブル。●
耐久性の高い特殊なテフロンコーティングによって、摩擦が大幅に減少。●ほこり
や湿気にも強くメンテナンスフリー。 

発注番号

220020
¥1,000（税抜）

長さ：1.5mm×2000mm
●革新的な構造で正確なブレーキングを実現。●ロード用ブレーキインナーケーブ
ル。●摩擦抵抗を減らすテフロンコーティングを施したインナーケーブル。●耐久
性を高めたPTFEコーティング。

発注番号

220508
¥800（税抜）

シフトケーブル：1.1×2000mm×1本
●CAMPAGNOLOのディレーラーシステムに対応。●耐食性スリックステンレス
加工。●9/10/11変速に対応。 

発注番号

220506 ホワイト
220510 ブラック
¥3,600（税抜）

アウターケーブル：1800mm/290mm×1本
インナーケーブル：1.1×2000mm×1本
　　　　　　　　　1.1×1500mm×1本
●シフターケーブルセット。● CAMPAGNOLO に対応。●特別なポリマーが施さ
れたライナーで摩擦が大幅に低下。●事前に初期伸びを取ってある、表面が滑らか
なステンレス製インナーケーブル。

発注番号

220006
¥1,000（税抜）

ブレーキケーブル：1.5×2000mm×1本
●摩擦を最小限に抑えた耐食性ステンレススチールのケーブル。
●CAMPAGNOLOに対応。●アウターハウジングの組み付けにはグリースが
必要。 

発注番号

220011 ブラック
¥3,600（税抜）

220009 ホワイト
¥4,100（税抜）

アウターケーブル：2200mm×1本
インナーケーブル：1.5×2000mm×1本
　　　　　　　　　1.5×1200mm×1本
●ブレーキケーブルセット。●SHIMANOとSRAMのMTBに対応。●特別なポリ
マーが施されたライナーで摩擦が大幅に低減。●事前に初期伸びを取ってある、表
面が滑らかなステンレス製インナーケーブル。

発注番号

220509
¥380（税抜）

サイズ：1.1mm×2000mm×1本
対応：シフトケーブル
●高性能なシフトケーブル。●耐食性ステンレススチール加工。

発注番号 

220027
¥480（税抜）

サイズ：1.5×2350mm（1本）
●錆びにくいステンレス製のMTB/クロスバイク用ブレーキワイヤー。●摩擦を最
小限に抑えた耐食性ステンレススチールのケーブル。●シマノとSRAMに対応。

発注番号

220021
¥480（税抜）

長さ：1.5mm×2000mm
●特殊なスリックステンレスでアウターケーブルとの摩擦を低減。●ロード用ブ
レーキインナーケーブル。

BCB-12C

BCB-10C BCB-05C

BCB-22C
SPEEDWIRE  スピードワイヤー

SPEEDWIRE  スピードワイヤー SHFTLIME ROAD C  シフトライン ロード C

SPEEDWIRE  スピードワイヤー

BCB-20R

BRAKEWIRE  ブレーキワイヤー

BCB-21R

BRAKEWIRE  ブレーキワイヤー

BCB-10

SPEEDWIRE  スピードワイヤー

BCB-11

SPEEDWIRE  スピードワイヤー

BCB-21M

BRAKEWIRE  ブレーキワイヤー

BCB-20M

BRAKEWIRE  ブレーキワイヤー

BCB-06S

STOPLINE ROAD S  ストップラインロード S BCB-06M

STOPLINE MTB  ストップライン MTB

CABLES 

カンパ用ブレーキインナー

発注番号 

220551
¥36,000（税抜）

サイズ：1.5mm×1.7m
数量：100本
●CAMPAGNOLOに対応したインナーケーブル。

BCB-42CR　ロードブレーキワイヤー

ROAD BRAKEWIRE  

ブレーキアウター

ブレーキインナー（MTB）

ブレーキインナー（ロード）フロント用ブレーキインナー（ロード）テフロンロードブレーキインナー

シフトインナーテフロンシフトインナー

発注番号

225071 ブラック
¥8,000（税抜）

サイズ：5mm×50m
●ブレーキアウターケーブルコイルタイプ。

発注番号

220041
¥21,000（税抜）

サイズ：1.5mm×2.35m
数量：50本
●SHIMANOのMTBに対応したブレーキインナー
ケーブルでロングサイズ。

発注番号 

220043
¥29,000（税抜）

サイズ：1.5mm×1.7m
数量：100本
●SHIMANOのロードに対応したブレーキインナー
ケーブル。

発注番号 

220024
¥39,000（税抜）

長さ：1.5mm×2000mm
数量：50本
●革新的な構造で正確なブレーキングを実現。●ロー
ド用ブレーキインナーケーブル。●摩擦抵抗を減らす
テフロンコーティングを施したインナーケーブル。

発注番号 

220531
¥24,000（税抜）

サイズ：1.1mm×2m
数量：100本
●SHIMANOとSRAMに対応したシフトインナー
ケーブル。

発注番号 

220022
¥39,000（税抜）

長さ：1.1mm×2000mm
数量：50本
●革新的な構造で正確なシフティングを実現。●ロー
ド用シフトインナーケーブル。●摩擦抵抗を減らすテ
フロンコーティングを施したインナーケーブル。●
ロード/MTB両方に対応。

BCB-35

SPEEDWIRE  スピードワイヤー

BCB-46R

BRAKEWIRE  ブレーキワイヤー

BCB-43SF

BRAKEWIRE  ブレーキワイヤー

BCB-51

STOPLINE  ストップライン

BCB-41L

BRAKEWIRE  ブレーキワイヤー

BCB-43SR

BRAKEWIRE  ブレーキワイヤー

BCB-31

SPEEDWIRE  スピードワイヤー

テフロンMTBブレーキインナー

発注番号 

220023
¥39,000（税抜）

長さ：1.5mm×2000mm
数量：50本
●革新的な構造で正確なブレーキングを実現。●
MTB/クロスバイク用ブレーキインナーケーブル。●
摩擦抵抗を減らすテフロンコーティングを施したイン
ナーケーブル。

BCB-45M

BRAKEWIRE  ブレーキワイヤー

発注番号

506273
¥19,000（税抜）

クロモリベアリング。
ベアリング内径：1.1/8
ベアリング外径：41.5mm
ベアリング高さ：6.5mm
ベアリング角：36/36°

発注番号

506274
¥19,000（税抜）

クロモリベアリング。
ベアリング内径：1.1/8
ベアリング外径：41.8mm
ベアリング高さ：8mm
ベアリング角：45/45°

発注番号

506275
¥19,000（税抜）

クロモリベアリング。
ベアリング内径：1.1/8
ベアリング外径：41mm
ベアリング高さ：6.5mm
ベアリング角：36/45°

発注番号

506276
¥25,000（税抜）

クロモリベアリング。
ベアリング内径：1.1/4
ベアリング外径：46.8mm
ベアリング高さ：7mm
ベアリング角：45/45°

発注番号

506277
¥40,000（税抜）

クロモリベアリング。
ベアリング内径：1.5
ベアリング外径：51.8mm
ベアリング高さ：8mm
ベアリング角：36/45°

ヘッドセット用カートリッジベアリング20個セット

BHP-180OEM BHP-181OEM BHP-182OEM BHP-183OEM BHP-185OEM

INTEGRATED HEAD BEARING WORK SHOP  インテグラルヘッド ベアリング ワークショップ

発注番号

225225
¥1,000（税抜）

●カンパニョーロ用シフトインナーケーブル。●耐久性の高
い特殊なテフロンコーティングによって摩擦が大幅に減少。
●埃や湿気にも強くメンテナンスフリー。
サイズ：1.1x 2350mm

高耐久テフロンコーティングワイヤー

発注番号

220941
¥20,000（税抜）

●シマノ ロード用ブレーキインナー。
●長さ 900mm のフロント用。
サイズ：1.5 × 900mm
数量：100 本

ヘッドセット

ケーブル

販売店様のコメント
ステンレスで、プリストレッチで、

そして長いインナーケーブルはこれ

だけ。子乗せ自転車に使えます！
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発注番号

220942 ブラック
220943 ブルー
220944 レッド
220945 グリーン
¥1,300（税抜）

●バイク 1 台分のカラーアルマイト加工されたワイヤーキャッ
プのセット。
内容：ブレーキ用 5mm シールドエンドキャップ× 6、シフト
用 4mm シールドエンドキャップ× 10、ブレーキ用インナーエ
ンドキャップ× 2、シフト用インナーエンドキャップ× 2

さびにくいアルミ合金製

発注番号 

220911 ブラック
¥1,200（税抜）

参考重量：8g（１個）
●フレームに取り付けシフトケーブルを受けるイン
デックスタイプのボルト。●2個1組。

発注番号 

220940 ホワイト
¥800（税抜）

●ケーブルをすっきりまと
めるクリップ。●ブレーキ
と変速ケーブル両方に使用
可能。● 360 度回転。●
4 個セット。

発注番号 

220910 ホワイト
¥1,500（税抜）

サイズ：26 × 21mm
参考重量：10g（１個）
●ハイドロリックディスクブレーキのケーブルクラン
プ。●アルミニウム合金製。●スタンダードタイプの
ケーブルホルダーに取り付けます。● 2 個 1 組。

発注番号 

220919 ホワイト
¥1,500（税抜）

参考重量：15g（１個）
●シフトアウターケーブルの調整用アジャスター。●
アウターケーブルを直列に接続。● 4mm のアウター
ケーブル用キャップ付。● 1 個の価格です。

発注番号

220909
¥600（税抜）

パイプ長さ：95mm
参考重量：6g（１個）
●アルミニウム合金製Vブレーキ用パイプ。●ラバー
製ブーツが含まれています。●2個1組。

発注番号

220917
¥1,200（税抜）

参考重量：4g
●ハイドロブレーキケーブルのガイド。●
3Mの強力接着剤を使用。●3個1組。

発注番号 220901
¥2,500（税抜）

サイズ：1.8mm
数量：500個
●ブレーキインナーケーブル用エンド
キャップ。●アルミニウム製。

発注番号 220912 ブラック
¥2,400（税抜）

サイズ：4mm
数量：100個
●シフトアウターケーブル用
キャップ。●樹脂製。

発注番号 220903
¥2,400（税抜）

サイズ：5mm
数量：200個
●ブレーキアウターケーブル用
キャップ。●クローム製。

発注番号

220090 シリコンブラック
¥4,800（税抜）

サイズ：4mm
数量：50組
●水の侵入を防ぐシフトアウター
ケーブル用キャップ。

発注番号 220905
¥6,500（税抜）

サイズ：5mm
数量：50個
●ブレーキアウターケーブル用
キャップ。●アルミニウム合金製ブラック。

発注番号 220902
¥2,500（税抜）

サイズ：1.2mm
数量：500個
●シフトインナーケーブル用エンド
キャップ。●アルミニウム製。

発注番号 220913
¥9,500（税抜）

サイズ：4.5mm
数量：50個
●シフトアウターケーブル用
キャップ。●アルミニウム合金製ブラック。

発注番号

220937 ブラック
ケーブルサイズ：4mm
シフトケーブル用

￥1,000（税抜）

●ゴム製の傷防止ケーブルカバー。●押し込むだけ
で簡単に取り付け可能。●しっかり挟み込んでずれ
にくい。●2個セット。

発注番号

220935 ブラック
ケーブルサイズ：5mm
ブレーキケーブル用

BCB-99 BCB-94

BCB-64

BCB-61D BCB-66

BCB-90D BCB-90B

CABlECAP KIT  ケーブルキャップキット HYDRO GUIDE  ハイドロガイド

CABLEENDS  ケーブルエンド

CABLEENDS  ケーブルエンド SHIFTENDS  シフトエンド

CABLEWRAP  ケーブルラップ

BCB-61

CABLEENDS  ケーブルエンド

BCB-63R

SHIFTENDS  シフトエンド

BCB-62

BRAKEENDS  ブレーキエンド

BCB-69

CABLEDONUT  ケーブルドーナツ

BCB-91

VEEPIP  ビーパイプ

BCB-93

ADJUSTER  アジャスター

BCB-98

CABLECONNECT  ケーブルコネクト

BCB-92

HYDRO CLAMP  ハイドロクランプ

BCB-95

LINEADJUSTER  ラインアジャスター

PF30ロード用

BB92×24mmクランク用

PF30×24mmクランク用

PFフレーム×GXPクランク用

BB30×24mmクランク用

GXP用スペシャルBB

ISISクランク用

ロード用BB30 ウルトラトルク用 パワートルク用 BB30→24mmクランク

PF30MTB用 BB86ロード用

発注番号

263501
¥5,500（税抜）

カップ内径：46mm
●プレスフィット加工のPF30ロード用ボトムブラ
ケット。●BB30仕様ステンレススチール製ベアリ
ングがベアリングカップに組み込まれています。●
BB30用のクランクが使用できます。●68mm幅のブ
ラケットに適合します。

発注番号

263503
¥4,200（税抜）

内径：30mm　
外径：41.96mm
●クローム加工されたBB30ロード用
カートリッジベアリング。●ウェイ
ブスプリングとサークリップが含ま
れています。●ナイロン製調節用ワッ
シャーが含まれています。●68mm幅
のブラケットに適合します。●スチー
ルベアリング。

発注番号

263515
¥3,000（税抜）

●カンパニョーロ ウルトラトルク用ベ
アリング。●ステンレス製カートリッ
ジ。
サイズ：37 x 25 x 6mm

発注番号

263516
¥3,000（税抜）

●カンパニョーロ パワートルク用ベア
リング。●ステンレス製カートリッジ。
サイズ：37 x 25 x 7mm

発注番号

263505
¥5,000（税抜）

●シマノ製ホローテックⅡシリーズの
24mm径のクランクセットのスピンド
ルをBB30もしくはPF30のボトムブ
ラケットに適合させるアダプター。●
BB30とPF30両方に使用できます。
●プラスチックコーティング加工のア
ルミニウム製。

発注番号

263502
¥6,000（税抜）

カップ内径：46mm
●プレスフィット加工のPF30MTB用ボトムブラケッ
ト。●BB30仕様ステンレススチール製ベアリングが
ベアリングカップに組み込まれています。●BB30用
のクランクが使用できます。●68mm/73mm幅のブ
ラケットに適合します。

発注番号

263506
¥5,800（税抜）

カップ内径：41mm
●クローム仕上げのスチール製ベアリング。●イン
ナー直径24mmで24mmスピンドルクランクセットに
適合。●86.5mm幅のBBシェルに適合

BBO-01

BBO-71

BBO-36

BBO-81 BBO-61

BBO-11 BBO-41 BBO-42

BBO-05 BBO-21

BBO-25 BBO-22

BOTTOMPRESS  ボトムプレス

BOTTOMFIT  ボトムフィット

BOTTOMTHREAD  ボトムスレッド

BOTTOMFIT  ボトムフィット BOTTOMLINK  ボトムリンク

BOTTOMBEAR  ボトムベアー BOTTOMBEAR  ボトムベアー BOTTOMBEAR  ボトムベアー

BBO-16　ボトムアダプト

BOTTOMADAPT  

BOTTOMPRESS  ボトムプレス BOTTOMPRESS  ボトムプレス

BOTTOMPRESS  ボトムプレス BOTTOMPRESS  ボトムプレス

BOTTOM BRACKETS

BOTTOM BRACKETS

BBO-91

BBO-121 BBO-125　OEM ウェーブ ワッシャー

BBO-122

SHIMSET  シムセット

OEM SHIMSET  OEMシムセット OEM WAVE WASHER  

カラーアルマイト加工ワイヤーキャップセット ワイヤー傷防止カバー

ブレーキインナーキャップ

シフトインナーキャップ 樹脂製シフトアウターキャップアルミ製シフトアウターキャップ

BBシム20枚セット

クローム製ブレーキアウターキャップアルミ製ブレーキアウターキャップ

ウェーブワッシャー20枚セット

シール式油圧ホースガイド

発注番号

263520
¥1,900（税抜）

● 24mm クランク用 BB シムセット
内容：2.5mm × 2、1mm × 4、0.5mm × 4
内径：24mm
●チェーンラインの調整やガタの解消に活用できる
24mm クランク用 BB スペーサーセット。● BB 幅
精度の低いフレームのガタ解消に。●クランクと BB
で異なるメーカーを組み合わせる場合に発生するガタ
を解消するために併用。

発注番号

263521
¥3,600（税抜）

● 24mm ク ラ ン ク 用 BB シ ム
20 枚セット。●ステンレス製。
外径：30mm
内径：24mm
厚み：0.5mm

発注番号

263522
¥3,600（税抜）

● 24mm ク ラ ン ク 用 BB シ ム
20 枚セット。●ステンレス製。
外径：30mm
内径：24mm
厚み：1mm

発注番号

263523
¥4.300（税抜）

● 24mm クランク用ウェーブワッシャー 20 枚セッ
ト。●ステンレス製。●ピンチボルトのないタイプ
のクランクへの使用を推奨。
内径：24mm
厚み：1 ‐ 2.5mm

発注番号

263513
¥5,300（税抜）

対応フレーム：89.5/92mm 幅（フレーム側内径 41mm）
対応クランク：24mm スピンドル（シマノ等）
● 24mm スピンドルクランクを BB92 採用 MTB で
使うためのプレスフィット BB セット。●クロームス
チールベアリング。

発注番号

263512
¥7,800（税抜）

対応フレーム：86.5/89.5/92mm幅（フレーム側内径
41mm）

対応クランク：SRAM GXP
SRAM GXP クランクをプレスフィット BB フレーム
で使用するためのアダプター BB セット。●左右でア
クスル径の異なる GXP に合わせるために、シムを使
わずにそれぞれの内径に合わせた専用ベアリングを使
用。●ノンドライブサイドのダストシールは一体成型
で異物の混入を防止。●センタースリーブはシール付
きのコンポジット製。●カップはフル CNC 加工で高
精度。●クロームスチールベアリング。

発注番号

263514
¥6,400（税抜）

対応フレーム：68/73mm幅JISスレッド1.37"x 24T
対応クランク：SRAM GXP
●オーバーサイズのカートリッジベアリングを採用し
た SRAM GXP クランク用 BB セット。●カップは
フル CNC 加工で高精度。●左右でアクスル径の異な
る GXP に合わせるために、シムを使わずにそれぞれ
の内径に合わせた専用ベアリングを使用。●ノンドラ
イブサイドのダストシールは一体成型で異物の混入を防
止。●センタースリーブはシール付きのコンポジット製。

発注番号

263518
¥9,800（税抜）

対応フレーム：68mm 幅 PF30（フレーム側内径 46mm）
対応クランク：24mm スピンドル（シマノ等）
● PF30 フレーム× 24mm クランク用アダプター
BB セット。●左右のカップをねじ込むだけでフレー
ムへの圧入が可能で取付が簡単。●左右のカップを一
体化させることでカートリッジベアリングとクランク
軸を垂直に接触させ高い耐久性とスムーズな回転。●
カップはフル CNC 加工で高精度。●クロームスチー
ルベアリング。

発注番号

263519
¥9,800（税抜）

対応フレーム：68mm幅BB30（フレーム側内径42mm）
対応クランク：24mm スピンドル（シマノ等）
● BB30 フレーム× 24mm クランク用アダプター
BB セット。●左右のカップをねじ込むだけでフレー
ムへの圧入が可能で取付が簡単。●左右のカップを一
体化させることでカートリッジベアリングとクランク
軸を垂直に接触させ高い耐久性とスムーズな回転。●
カップはフル CNC 加工で高精度。●クロームスチー
ルベアリング。

発注番号

263517
¥6,000（税抜）

対応フレーム：JIS スレッド 1.37"x 24T、68mm 幅
軸長：113mm
●シールドベアリング。●中空クロモリアクスル。●
冷間鍛造アルミニウムカップ。

ケーブル

ボトム
ブラケット
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CHAINS CHAINRING BOLTS

PULLEYS

CASSETTES

CHAINRINGS

1S用 7/8S用

9S用 11S用

発注番号 

242086 グレー/グレー
¥1,100（税抜）

参考重量：359g

発注番号 

242080 グレー
¥1,800（税抜）

242082 ニッケル/ニッケル
¥3,400（税抜）

適合リアギア：1速（内装ギア対応）
連結方式：スプリングリンク（BCH-01）
リンク数：114　

適合リアギア：7/8速
連結方式：スマートリンク（BCH-08）
リンク数：114
参考重量：320g
●SHIMANO対応。

242087 シルバー
¥1,600（税抜）

参考重量：397g
●ニッケル仕上げで高い耐久性。

発注番号 

242090 グレー
¥3,400（税抜）

適合リアギア：9速
連結方式：スマートリンク（BCH-09）
リンク数：114
参考重量：292g
●SHIMANO、SRAM、CAMPAGNOLOに対応。

●POWERLINEに使用されている特殊リンク。●工具を使用せずチェーンの連結が可能。●使い
捨て。安全のため再使用せず、連結する場合は新しいリンクを使用して下さい。

発注番号 

242078
¥400（税抜）

適合チェーン：
BBB1速

発注番号 

242073
¥400（税抜）

BBB7/8速

発注番号 

242074
¥400（税抜）

BBB9速

発注番号 

242075
¥400（税抜）

BBB10速

発注番号 

242079
¥700（税抜）

BBB11速

発注番号 

242102 ニッケル
¥6,800（税抜）

適合リアギア：11速
連結方式：スマートリンク（BCH-11S）
リンク数：114
●SHIMANO、SRAM、CAMPAGNOLOに対応。●軽量化のためにプレートに孔開
け処理。

発注番号 

242076
¥300（税抜）

適合チェーン：BBB1速
参考重量：12g（1個）

発注番号 

242077
¥800（税抜）

●BBB11Sチェーン用連結ピン。

BCH-010 BCH-80

BCH-82
BCH-011

BCH-90

SINGLELINE (1SPEED)  シングルライン POWERLINE (7/8SPEED)  パワーライン

POWERLINE (9SPEED)  パワーライン

SMARTLINK  スマートリンク

BCH-112

POWERLINE (11SPEED)  パワーライン11S

BCH-11SBCH-10BCH-09BCH-08BCH-01S BCH-01　スプリングリンク

SPRINGLINK  
BCH-11

PINLINK  ピンリンク

カラー：ニッケルシルバー
●ニッケル加工の丈夫なギア。●独立したギアとアルミニウム製のスペーサー。
●正確なシフティングを約束する独自の歯先形状。DRIVETRAIN  

ドライブトレイン 発注番号 MODEL GEAR RATIOS TYPES 税抜価格

407081 DriveTrain 8-speed 11-12-14-16-18-20-24-28 S ￥4,800
407092 DriveTrain 9-speed 11-12-14-16-18-20-24-28-32 S ￥5,800
407101

DriveTrain 10-speed

12-13-14-15-17-19-21-23-25-27 S ￥10,500
407102 12-13-14-15-17-19-21-23-25-28 S ￥10,500
407110 14-15-16-17-18-19-20-21-23-25 S ￥12,000
407113

DriveTrain 11-speed

13-14-15-16-17-18-19-20-21-23-25 S ￥13,800
407114 12-13-14-15-16-17-19-21-23-25-27 S ￥13,800
407115 14-15-16-17-18-19-20-21-23-25-27 S ￥13,800

S:SHIMANO/SRAM

カンパ9-10Sコンパクト用 シマノM785、M675用

カンパXPSS用カンパ10/11S用

シマノ7900、6700用

発注番号

263185 ブラック
¥3,400（税抜）

●CAMPAGNOLOのコンパクトギア専用の、チェー
ンリング固定ボルト/ナットセット。●4組のボルト/
ナットと1組のクランク止め用特殊ボルトを含む。●
7075アルミニウム合金製。●ボルトが固定できる厚
みは8mm以上です。

発注番号

263187 ブラック
¥3,400（税抜）

● CAMPAGNOLO11 速対応のチェーンリング固定
ボルト / ナット。● 7075 アルミニウム合金製で軽量。

発注番号

263186 ブラック
¥3,600（税抜）

●チェーンリング固定ボルト。トルクス。●適合：
2011 年 10/11 速 CAMPAGNOLO クランクセット。
● 7075 アルミニウム合金製で軽量。 

発注番号

263181 ブラック
263182 シルバー
¥2,900（税抜）

参考重量：10g（5組）
●チェーンリング固定ボルト / ナット（5 組 1 セット）。
● 7075 アルミニウム合金製で軽量。●ボルトとナッ
ト共にヘキサレンチを使用するため取り付けが簡単。

発注番号

263188 シルバー
¥2,100（税抜）

● ト ル ク ス 式チ ェ ー ン リ ン グ 固 定 ボ ル ト。 
● SHIMANODURAACE7900、ULTEGRA6700
クランクセットに適合。● 7075 アルミニウム合金製
で軽量。

発注番号

263213 ブラック
¥3,400（税抜）

●チェーンリング固定ボルト。トルクス。SHIMANO 
FC-M785、FC-M675チェーンリング用●7075アル
ミニウム合金製で軽量。

発注番号

304003
¥2,600（税抜）

参考重量：4g
●6061T6アルミニウム素材。●チェーンの脱落を防ぐ。●53-34Tの範囲内のチェーンリ
ングに対応。●固定用ボルトとワッシャー付属。●コンパクトクランクにも対応します。

BCR-80A

CHAINWATCH  チェーンウォッチ

BCR-53C

TORXSTARS  トルクススター

BCR-54C

TORXSTARS  トルクススター

BCR-56C

TORXSTARS  トルクススター BCR-51

HEXSTARS  ヘクススター

BCR-55S

TORXSTARS  トルクススター

BCR-58S

TORXSTARS  トルクススター

発注番号

304037 グレー/レッド
¥7,800（税抜）

歯数：11T
●7075アルミニウム合金製。●非常に堅く速いシフ
トが実現。●高品質シールドセラミック・ベアリング
で、円滑な回転ですぐれた耐久性。●2個1組。 
適合：Shimano 9、10 and 11-speed (except 
RD-7900 and 7970) and Campagnolo 11-speed

発注番号

304035 グレー
¥5,400（税抜）

歯数：11T
●7075アルミニウム合金製。●非常に堅く速いシ
フトが実現。●高品質シールド・ベアリング。●2
個1組。
適合：SHIMANO 9速、10速、CAMPAGNOLO 
11S ＊RD7900、7970除く

本体にEMS SWISS 素材を
使用し高い耐久性と正確な
シフトチェンジを実現。

シマノ7S、8S、9S、SRAM、
CAMPAGNOLOに対応するた
めのアダプターを同梱。

BDP-22　アルボーイズ セラミック

ALUBOYS CERAMIC  
BDP-21

ALUBOYS  アルボーイズ

低抵抗のセラミックベアリングプーリー 低抵抗で正確なシフティングをサポートするプーリー

発注番号

304028 ブラック
¥4,200（税抜）

歯数：11T
●滑らかで耐久性の高い高品質セラミックベアリング
を内蔵。●セラミック専用のオイルを封入し、さらに
高い性能を発揮。●40%グラスファイバーを含んだ
EMS-SWISS製の複合素材を使用し高い耐久性。●特
殊なギア形状で正確なシフティングパフォーマンス。
●べアリング内臓でスムーズな回転。●ディレーラー
に合わせたアダプター付属で幅広いモデルに対応。
対 応 デ ィ レ ー ラ ー ： S h i m a n o  9 、 1 0  a n d 
11-speed / Mega Range、SRAM X0/X9/X7、
Apex、Rival、Force and Red (> 2011) and 
Campagnolo 11-speed

発注番号

304012 ブラック
¥1,800（税抜）

歯数：10T
●40%グラスファイバーを含んだEMS-SWISS製の
複合素材を使用し高い耐久性。●特殊なギア形状で正
確なシフティングパフォーマンス。●べアリング内臓
でスムーズな回転。●ディレーラーに合わせたアダプ
ター付属で幅広いモデルに対応。
対応ディレーラー：Shimano 7 and 8-speed; 
Campagnolo 8、9、10 speed; 
SRAM 9.0('97/'98)、9.0SL('98)、
7.0('97/'98)、5.0('98/'99).

発発注番号

304022 ブラック
¥1,800（税抜）

歯数：11T
●40%グラスファイバーを含んだEMS-SWISS製の
複合素材を使用し高い耐久性。●特殊なギア形状で正
確なシフティングパフォーマンス。●べアリング内臓
でスムーズな回転。●ディレーラーに合わせたアダプ
ター付属で幅広いモデルに対応。
対応ディレーラー：Shimano 9、10、11-speed.
SRAM X0/X9/X7('11)、
Campagnolo 11-speed.

BDP-12 BDP-01 BDP-02

ROLLERBOYS  ローラーボーイズセラミック ROLLERBOYS  ローラーボーイ ROLLERBOYS  ローラーボーイ

セラミックベアリング EMSスイス社のGrivoryコンポ
ジットを使用。金属の代替となる
高強度素材です。

販売店様のコメント
リースナブルなのに性能

は十分です。

販売店様のコメント
歯数のバリエーションが豊富

で錆びにくい上に日本のメー

カーと比べても差を感じない

変速性能。

販売店様のコメント
価車のグレード低いディレーラー

の性能向上が出来て、ノーマルよ

り耐久性がアップします。様々な

モデルに対応している上に、2個

セットで価格も手ごろです。

チェーン

カセット

チェーンリング

チェーンボルト

ディレーラー
プーリー



スポーツ
グラス

ヘルメット

ウェアー

グローブ

ソックス

シューカバー

スマートフォン
マウント
サイクリング
コンピューター

ツール

ライト

ミニポンプ

フロアポンプ

フェンダー

ボトルケージ

ロック

バッグ

ベル

キック
スタンド

プロテクション

バーテープ

グリップ

バーエンド

ハンドルバー

ステム

サドル

シートポスト

クランプ

ペダル

ヘッドセット

ケーブル

ボトム
ブラケット

チェーン

カセット

チェーンリング

チェーンボルト

ディレーラー
プーリー
クイック
リリース
ディスクブレーキ
ローター

ブレーキシュー

ディスクブレーキ
パッド

リムテープ

チューブ

プロモーション

254 255
価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

QUICK RELEASES BRAKE SHOES

DISCBRAKE ROTORS

180mmローター用ディスクブレーキアダプター 203mmローター用ディスクブレーキアダプター

発注番号

524886
¥3,900（税抜）

参考重量：52g。
サイズ：（F）100×（R）130mm
●軽量なCNCマシーン加工のレバー。●耐久性にすぐれたチタン製アクスル。●腐
食防止のスプリング。●ロードバイクにのみ対応。

発注番号

524890
¥2,000（税抜）

参考重量：78g
対応ハブ：（F）100×（R）135/130mm
シャフト長：（F）145mm (R)185mm
（カバー含む）
●MTB/クロス/ロード。●ヘキサレンチで締め付ける方式。●車輪の盗難を防止。
●走行中に草木にレバーが引掛り、車輪が外れるアクシデントも防止。●耐久性が
あり軽量なアルミニウム合金製。●ナットが長いのでシャフトをカットすることな
くMTBにもロードにも対応。

発注番号

201040 

￥2,400（税抜）

サイズ：140mm

発注番号

201041
¥1,500（税抜）

●160mmのポストマウントから180mmのポスト
マウントに変更。●取り付け用ボルト2本付属。

発注番号

201031
¥2,200（税抜）

●ポストマウント式ディスクブレーキに対応した軽
量アダプター。● 160mm から 180mm ディスク
に変更。●取り付け用ボルト× 2、ワッシャー×２
付き。

発注番号

201032
¥2,200（税抜）

●ポストマウント式ディスクブレーキに対応した軽
量アダプター。● 160mm から 203mm ディスク
に変更。●取り付け用ボルト× 2、ワッシャー×２
付き。

発注番号

201042
¥1,500（税抜）

●160mmのポストマウントから203mmのポスト
マウントに変更。●取り付け用ボルト2本付属。

201034
¥3,200（税抜）

サイズ：160mm
参考重量：163g

201035
¥3,800（税抜）
サイズ：180mm
参考重量：188g

201039
¥4,400（税抜）

サイズ：203mm
参考重量：212g

●工業用ステンレススチールディスク。●ウェーブデザインとビッグブレーキコンタクトとで高い放熱性。●互換
性:ほとんどのディスクブレーキシステム。●T25トルクス5mmボルト（×6）付。●厚さ約2mm。

BQR-11

BQR-03

BQR-21

BQR-01

BBS-91

BBS-91 BBS-92

BBS-92 BBS-101

LIGHTBLOCK  ライトブロック

WHEELFIXED  ホイールフィックス

MTBBLOCK  MTBブロック

WHEELBLOCK  ホイールブロック

POWERMOUNT  パワーマウント

POWERMOUNT  パワーマウント POWERMOUNT  パワーマウント

POWERMOUNT  パワーマウント BLEEDKIT  ブリードキット

ディスクブレーキパッドパーツ 
発注番号 商品名 用　途 税抜価格

205095 スプリング（×2） BBS-45用 ¥400
205096 スプリング（×2） BBS-49用 ¥400
205098 ローター用ボルト（×6） BBS-90用 ¥300

BBS-83　パワーストップ

POWERSTOP  
BBS-84　パワーストップ

POWERSTOP  
BBS-85　パワーストップ

POWERSTOP  
BBS-86　パワーストップ

POWERSTOP  

ドライ&ウェット両方で30％制動力アップ

ロードキャリパーブレーキ用

音鳴りしにくいカーボンリム用

発注番号

205119
¥1,600（税抜）

発注番号

205118
¥1,600（税抜）

●従来品と比べてウェット/ドライ両方の制動力が
30%アップした高性能ブレーキパッド。●ブレーキ
接触面はトリプルコンツアーデザイン。①砂や泥のか
み込み防止。②雨天時の排水性アップ。③空気との接
触面積を増やしてオーバーヒートを軽減。④音鳴りの
軽減。⑤制動力の向上。●Campagnoloキャリパー
ブレーキに対応。●カートリッジタイプ。●前後ブ
レーキがセットになった2ペアセット｡

発注番号

205109
¥2,800（税抜）

●BBS-11TCrossStop、BBS-22TechStop、
BBS-24HP Airco Road、Shimano105、Ultegra
と Dura-Aceに対応。●前後セット。

●カーボン製リム用のハイ・パフォーマンスのブレーキパッド。●従来のパッドと
比較して、特殊なコンパウンドで高い制動力と非常にすぐれた耐久性。●過熱を防
止し、過酷な天候下でも高い制動力。●制動表面にブレーキの汚れを残さない。

発注番号

205110
¥2,800（税抜）

●BBS-22C TechStop、Campagnolo Record、
Chorus、Centaur、Veloce（オリジナルとスプリ
ングタイプのカートリッジ）に対応。●前後セット。

発注番号

205116
¥4,200（税抜）

発注番号

205117
¥4,400（税抜）

●従来品と比べてウェット/ドライ両方の制動力が30%アップした高性能ブレーキパッド。●ブレーキ接触
面はトリプルコンツアーデザイン。①砂や泥のかみ込み防止。②雨天時の排水性アップ。③空気との接触面
積を増やしてオーバーヒートを軽減。④音鳴りの軽減。⑤制動力の向上。●Shimanoなどのキャリパーブ
レーキに対応。●カートリッジタイプ。●前後ブレーキがセットになった2ペアセット｡

4個1組 4個1組

4個1組

4個1組 4個1組

4個1組

4個1組

4個1組

BBS-26CHP

TECHSTOP  テックストップ ハイパフォーマンス カンパニョーロ

BBS-25

CARBSTOP  カーブストップ

BBS-22CHP

TECHSTOP  テックストップ ハイパフォーマンス カンパニョーロ

BBS-25C

CARBSTOP  カーブストップ

BBS-26HP

TECHSTOP  テックストップ ハイパフォーマンス

BBS-22HP

TECHSTOP  テックストップ ハイパフォーマンス

カーボンホイールの音鳴りに悩む方に試してほしい！
　坂バカプロモーションスタッフRYOです。最近ホイールを換えたんです
が、音鳴りと、バイブレーションが凄くて困ってます(´・c_・`)。そこで評
判のいいBBBのカーボンリム用ブレーキシューに交換してみることにしま
した。見た目はサイドがホワイトでちょっとオシャレ(笑)。バイク1台分が
セットでコスパも高いです。
【音鳴りもバイブレーションもなくなった！】
斜度15％くらいはある林道ダウンヒルもやりましたが、音鳴りはキレイに
なくなりましたし、バイブレーションもほとんどなくなってしまいました！

社員ブログ
感謝！助かりました_(._.)_。単純にリムとシューの相性の問題というのもあ
るかとは思いますが、シマノ純正が「ゴム」という感じなのに大して、カー
ブストップは「硬いスポンジ」という感じで、カーボンリムへの攻撃性が低
くリムに優しいようです。
【タッチは最高！効きは純正同等】
予想外に良かったのがブレーキタッチ。かなり「カチッ」という感じで、リ
ムにシューが当たっていることが目で見るよりよくわかります。効きも純正
と同じくらいで、リムへ優しいからといって効かないなんてことはまったく
ありません。
ネガティブを上げるとするとシューの減りはけっこう早いほうだと思いま
す。その代わり、ハードに制動してシューが高温になった時に表面が硬化し
て効きが悪くなる「焼け付き」が起こりにくいのでむしろ助かります！
リムに優しい！タッチ最高！効きもいい！三拍子揃った高品質カーボンホイ
ール用ブレーキシューがBBB カーブストップです！

泥の噛み込み
を軽減

音鳴きしにくい

ブレーキタッチ
も最高

制動力を高める
コンパウンド

BBS-26HPOEM

BBS-25OEM

TECHSTOP  テックストップ

CARBSTOP  カーブストップ

発注番号

829068
¥3,900（税抜）

参考重量：58g
サイズ：（F）100 ×（R)135mm
●フル CNC 切削のチタンアクスル採用軽量クイックリリース。●錆びにくいスプ
リング。

MTB用チタンアクスルクイックリリース

ロード用チタンアクスルクイックリリース

発注番号

829067
¥1,400（税抜）

参考重量：87g
●信頼性と耐久性を重視しながら不要な重量を極限まで削ったクイックリリース。
●軽い力で開閉でき、しっかりと固定できるレバーデザイン。●植物等に引っ掛か
かって開いてしまうことの無い形状。●錆びにくいスプリング。●頑丈な軸部分。
●安全なライディングのために細部までデザインされています。

信頼性と軽量性の高バランス

ヘックス式アクスル

発注番号

205373
¥4,200（税抜）

内容：シリンジ× 3、ボトル、ホース、アダプター、
クリップ
●油圧式ディスクブレーキ用ブリーディングキット
● Avid、shimano、Magura、hayes、sram に対応。
● DOT オイルとミネラルオイルに対応。

多くのブランドに対応する
ブリーディングキット

発注番号

205121
¥1,300（税抜）

テックストップハイパフォーマンス
（BBS-26HP）カートリッジシュー
のパッケージ無しお買い得モデル

発注番号

205120
¥2,400（税抜）

（BBS-25）カートリッジシューの
パッケージ無しお買い得モデル

パッケージ無しの
お買い得モデル

パッケージ無しの
お買い得モデル

販売店様のコメント
しっかりとした厚みがあり

安心感が違います。

販売店様のコメント
ロード、MTB兼用というの

が他に無い。ナット部の突

出しが大きいが、自転車の

種類を選ばないので安心し

て購入できるのが良い。

発注番号

205070
¥4,400（税抜）

参考重量：58g
●水の除去、高制動力、きしみ音防止のトリプルカラーデザイン。●大部分の
SHIMANOとSRAMに対応。●カートリッジタイプ。●4個1組。

発注番号

205085 トリプルグレー
¥1,400（税抜）

●BBBのロード用ブレーキ、105、Ultegra、Dura-Aceに対応する交換用ブレー
キシュー。●独自のスリット構造で泥の噛みこみに強く、安定した制動力を発揮。
●性能の異なる3つのコンパウンドで強い効きと音鳴りの軽減を両立。●前後ブ
レーキに使える2ペアセット（キャリパー2つ分）

BBS-23T

TECHSTOP  テックストップ

BBS-22T

TECHSTOP  テックストップ

発注番号

205084
¥1,000（税抜）

●BBBのロード用ブレーキ、105、Ultegra、Dura-
Aceに対応する交換用ブレーキシュー。●独自のス
リット構造で泥の噛みこみに強く、安定した制動力を
発揮。●前後ブレーキに使える2ペアセット（キャリ
パー2つ分）

発注番号

205074 

¥1,000（税抜）

●カートリッジタイプの交換用パッド。● AIRCO
（BBS-24）、TECHSTOP（BBS-22）、大部分の
SHIMANO に対応。● 4 個 1 組。

発注番号

205076 

¥1,000（税抜）

●カートリッジタイプの交換用パッド。
● TECHSTOP(BBS-22C) と大部分の
CAMPAGNOLO、RECORD、CHORUS、
CENTAUR、VELOCE に対応。● 4 個 1 組。 

BBS-23 BBS-23C

TECHSTOP  テックストップ TECHSTOP  テックストップ販売店様のコメント
４個１セットでこの価格！持ちも

十分。ロードバイクで自転車通勤

する方に嬉しい消耗品です。

クイック
リリース
ディスクブレーキ
ローター

ブレーキシュー
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価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

発注番号

205067
¥1,800（税抜）

参考重量：123g（4個セット）
●泥への耐久性、高制動力、きしみ音防止のニュー
トリプルカラーデザイン。●SHIMANOVブレーキ
に対応。●4個1組。

発注番号

205065
¥1,400（税抜）

参考重量：26g（4個セット）
●TRISTOP（BBS-14T）のカートリッジ式タイプ
の交換用パッド。●コンツアー。●グリップ力にすぐ
れたトリプルカラーデザイン。●4個1組。

発注番号

205000
¥1,000（税抜）

参考重量：126g（4個セット）
●ミディアムコンパウンドですぐれたグリップ
力と磨耗の軽減が実現。●SHIMANOVブレー
キに対応。●4個1組。

発注番号

205002
¥1,500（税抜）

●4個1組。

発注番号

205001
¥1,200（税抜）

●4個1組。

発注番号

205041
¥1,600（税抜）

参考重量：126g（4個セット）
●ミディアムコンパウンドですぐれたグリップ力と
磨耗の軽減が実現。●SHIMANO Vブレーキに対
応。●4個1組。

発注番号

205031
¥1,000（税抜）

参考重量：20g（4個セット）
● VEESTOP（BBS-05）のカートリッジタイプ
の交換用パッド。● 4 個 1 組。

発注番号

205050
¥1,600（税抜）

参考重量：80g（4個セット）
●水の除去、高制動力、きしみ音防止のトリプルコン
ツアーデザイン。●カンチブレーキに対応。● 4 個 1
組。

発注番号

205066
¥1,500（税抜）

参考重量：125g（4個セット）
●泥への耐久性、高制動力、きしみ音防止のデザイ
ン。●SHIMANO Vブレーキに対応。●4個1組。

発注番号

205013
¥1,000（税抜）

●カートリッジタイプの交換用パッド。
● 4 個 1 組。

発注番号

205108
¥1,200（税抜）

●トーイン調整が可能なアングル調整機能。●1台
2役のブレーキパッドで全天候に対応する優れたパ
フォーマンス。●特別な排水システムで制動力を確
保。きしみ音防止のデザイン。●特殊なコンパウンド
ですぐれたグリップ力と摩耗の軽減が実現。●4個1
組。

発注番号 

205004
¥1,000（税抜）

参考重量：90g（4個セット）
●ミディアムコンパウンドですぐれたグリップ力と磨
耗の軽減が実現。●特別な排水システムデザインで雨
天時での制動力を確保し、きしみ音も防止。●4個1
組。

BBS-16T BBS-15T

BBS-04 BBS-06 BBS-18　カンチストップ デラックス

BBS-16

BBS-01DA　ロードストップ デラックスBBS-01D　ロードストップ デラックス

TRISTOP  トライストップ TRISTOP  トライストップ

VEESTOP  ビーストップ 

TRISTOP  トライストップ 

TRISTOP  トライストップ 

VEESTOP  ビーストップ VEESTOP  ビーストップ CANTISTOP DELUXE

ブレーキシューパーツ  

TRISTOP  トライストップ

ROADSTOP DELUXE ROADSTOP DELUXE  

発注番号 商品名 用　途 税抜価格

205091 ボルト/ワッシャー BBS-02用 ¥100
205092 ロックスクリュー

BBS-02/
11T/22T用 ¥100

205093 ボルト/ワッシャー
BBS-04/
05/10用 ¥200

205094 セーフティーピン
BBS-05/06
14T/17HP
/24HP用

¥200

BBS-03A

ROADSTOP  ロードストップ

BBS-04OE

BBS-16TOE

BBS-16OE

BBB DiscStopディスクパッドの特徴

メタルパッドシリーズ
DH向け

2枚1組
スプリングが付属します。
ピンは付属しません。
¥2,600（税抜）

BBB DiscStopディスクパッドは、BBBで今一番ホットな商品です。過去数か
月で、4回も素晴らしいテスト結果をおさめています。
BBBDiscStopは市場で最も優れたパッドであるという事実をBIKEMagazine, 
MOUNTAINBIKE Magazine O2 Bikersなど雑誌のインプレッションが証明し
てきました。何がそんなに優れていると言えるのでしょうか？
それでは、そのBBBのディスクパッドの秘密をご紹介します。

秘密その1 『ならし』不要
製造過程で特殊加工を施している為、BBB DiscStopは『ならし』が不要です。
通常のパッドは長い下り坂などで強くブレーキをかけてパッドを高温にし、ブ
レーキ面を硬くしなければ本来の性能を発揮しません。『ならし』をしないとブ
レーキパッドは早く摩耗してしまいます。BBB DiscStopはパッケージを開けて
すぐに本来の性能を発揮するので、節約につながるだけではなく、確実なブレー
キングを約束します。
 
秘密その2　ブルーかメタルパッドか？
BBBではDiscStopの多くのモデルで2つのバージョンを販売しています。ブ
ルーカラーもしくはメタルのパッドをお選びいただけます。

ORGANIC COMPOUND
ブルーカラーのDiscStopブレーキパッドは、有
機コンパウンド製ブレーキ面が特色です。低め
の温度で最適なパフォーマンスを発揮し、クロ
スカントリーに適しています。

SINTERED COMPOUND
メタルパッドはシンタード（焼結合金）コンパ
ウンドにより、高温で驚くべき性能を発揮しま
すので、ダウンヒルやフリーライドに最適で
す。

発注番号 

205144
適合：Hayes HFX-mag、HFX-
9- series hydraulic、Promax 
hydraulic

発注番号 

205140
適合：Avid Juicy 7, Juicy 5, 
Juicy 3, Juicy Ultimate and 
Promax DSK-950

発注番号 

205159
適合：Shimano Deore M575, 
M525, M485, M486 
hydraulic and Tektro Draco, 
Auriga PRO, Auriga COMP 
and Giant MPH Root.

発注番号 

205366
適合：シマノ フラットマウント
BR-RS505/805

発注番号 

205172
適合：Hayes El Camino

発注番号 

205161
適合：Formula B4, RacingXC/
Extreme FR/DH/B4 Team/
Pro/PL and Grimeca System 
13

発注番号 

205139
適合：Avid Code (2008-2010)、
Code 5、Code 7

発注番号 

205157
適合：Hayes Stroker Carbon, 
Stroker Trail and Stroker 
Gram

発注番号 

205166
適合：Hayes Stroker Ace

発注番号 

205174
適合：Hayes Prime Pro and 
Prime Expert

発注番号 

205155
適合：Shimano XTR M975, 
M966,M965, XT M775, 
M765, SLX M665, LX M585, 
Deore M535, Saint M800 
and Hone M601

発注番号 

205168
適合：Shimano Saint M810, 
M820, M640

発注番号 

205178
適合：Shimano XTR 2011, 
XT and SLX 2012

発注番号 

205164
適合：Avid Elixir series, SRAM 
XX, SRAM X0

発注番号 

205186
適合：Avid-SRAM XO Trail 
Sintered

発注番号 

205182
適合：Formula ORO

発注番号 

205162
適合：Formula Mega, The One, 
R1 and RX

BBS-45S

DISCSTOP  

BBS-42S

DISCSTOP  

BBS-52S

DISCSTOP  
BBS-561S

DISCSTOP HP  

BBS-49S

DISCSTOP  

BBS-65S

DISCSTOP  

BBS-44S

DISCSTOP  

BBS-491S

DISCSTOP  
BBS-493S

DISCSTOP  
BBS-494S

DISCSTOP  

BBS-54S

DISCSTOP  
BBS-55S

DISCSTOP  
BBS-56S

DISCSTOP  

BBS-441S

DISCSTOP  
BBS-39S

DISCSTOP  

BBS-66S

DISCSTOP  
BBS-67S

DISCSTOP  

DISC BRAKE PADS

Shimano
Avid/SRAM
Formula
Hayes

Magura
Hope
Tektro
Giant
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パッケージ無しの
お買い得モデル

Vブレーキ/カンチブレーキ用

発注番号

205112
¥1,600（税抜）

●従来品と比べてウェット/ドライ両方の制動力が30%アップした高性能ブレーキ
パッド。●Shimanoなどの各ブランドVタイプブレーキパッドに対応。●ブレー
キ接触面はトリプルコンツアーデザイン。①砂や泥のかみ込み防止。②雨天時の排
水性アップ。③空気との接触面積を増やしてオーバーヒートを軽減。④音鳴りの軽
減。⑤制動力の向上。●カートリッジタイプ。●前後ブレーキがセットになった2
ペアセット。

発注番号

205111
¥4,200（税抜）

●従来品と比べてウェット / ドライ両方の制動力が 30% アップした高性能ブレー
キパッド。●ブレーキ接触面はトリプルコンツアーデザイン。①砂や泥のかみ込み
防止。②雨天時の排水性アップ。③空気との接触面積を増やしてオーバーヒートを
軽減。④音鳴りの軽減。⑤制動力の向上。● Shimano などの各ブランド V タイプ
ブレーキに対応。●カートリッジタイプ。●前後ブレーキがセットになった 2 ペア
セット。

4個1組
4個1組

BBS-15HP

TRISTOP  トライストップ ハイパフォーマンス

BBS-14HP

TRISTOP  トライストップ ハイパフォーマンス

泥の噛み込み
を軽減

嫌な音鳴りを軽減 制動力を高める
コンパウンド

販売店様のコメント
使用した時の持ちが良い。純正パッドでフロントは3ヵ月で

無くなったお客様が半年持った実績があります。

ブレーキシュー

ディスクブレーキ
パッド
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258 259
価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない
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レジンパッドシリーズ
XC向け

2枚1組
スプリングが付属します。
ピンは付属しません。
¥2,200（税抜）

発注番号 

205130
適合：Magura Louise ’99 -
 ’01 and Clara 2000

発注番号 

205134
適合：Magura Marta and 
Marta SL till 2008

発注番号 

205133
適合：Magura Julie 
2001-2008

発注番号 

205185
適合：Avid-SRAM XO Trail

発注番号 

205142
適合：Avid Juicy 7, Juicy 5, 
Juicy 3, Juicy Ultimate/Promax 
DSK-950

発注番号 

205143
適合：Avid ball bearing 5, Promax 
DSK-310, Decipher

発注番号 

205163
適合：Avid Elixir, SRAM XX 
and SRAM XO series

発注番号 

205171
適合：Avid Code R
（2011〜2014）

発注番号 

205145
適合：Hayes HFX-mag and 
HFX-9- series hydraulic and 
Promax hydraulic

発注番号 

205184
適合：SRAM Road Red Hydraulic 
disc brakes

発注番号 

205187
適合: Avid DB1/DB3/
DB5

発注番号 

205156
適合：Hayes Stroker 
Carbon, Stroker Trail and 
Stroker Gram

発注番号 

205165
適合：Hayes Stroker Ace

発注番号 

205173
適合：Hayes Prime Pro and 
Prime Expert

発注番号 

205148
適合：Hayes Sole hydraulic, 
MX2, MX3, MX4, MX5, Sole 
mechanical

発注番号 

205158
適合：Hayes Stroker Ryde 
and Dyno

発注番号 

205138
適合：Avid Code 
(2008-2010)、Code 
5、Code 7

発注番号 

205135
適合：Magura Louise series 
2007/2008, Julie HP 2009 
and Marta series 2009

発注番号 

205136
適合：Magura MT2, MT4, 
MT6 and MT8

発注番号 

205132
適合：Magura Gustav M

発注番号 

205131
適合：Magura Clara 2001/
2002, Louise FR and 
Louise 2002 - 2006

BBS-30

DISCSTOP  
BBS-31

DISCSTOP  

BBS-32

DISCSTOP  
BBS-36

DISCSTOP  
BBS-35

DISCSTOP  
BBS-34

DISCSTOP  

BBS-33

DISCSTOP  

BBS-39

DISCSTOP  

BBS-45

DISCSTOP  

BBS-442

DISCSTOP  
BBS-44

DISCSTOP  
BBS-38

DISCSTOP  
BBS-443

DISCSTOP  

BBS-491

DISCSTOP  

BBS-493

DISCSTOP  
BBS-494

DISCSTOP  

BBS-48

DISCSTOP  
BBS-492

DISCSTOP  

BBS-42

DISCSTOP  
BBS-43

DISCSTOP  
BBS-441

DISCSTOP  

発注番号 

205152
適合：Shimano Deore M515,
M495, M475, M465, M416, 
Nexave C501, C601, RST 
D-power mechanical and Tektro 
Aquila

発注番号 

205151
適合：Shimano Deore 
M555 and Nexave 
C901 hydraulic

発注番号 

205167
適合：shimano saint 
M810/M820、
zee M640、Tektro 
Quadiem/Quadiem 
sl

発注番号 

205154
適合：Shimano XTR M975, M966, 
M965, XT M775, M765, SLX 
M665, LX M585, Deore M535, 
Saint M800 and Hone M601

発注番号 

205150
適合：Shimano Deore XT 
M755, Grimeca system 8, 
Hope Mono M4, Hope Tech 
M4 and The Cleg

BBS-52

DISCSTOP  

BBS-51
DISCSTOP  

BBS-55
DISCSTOP  

BBS-54
DISCSTOP  

BBS-50
DISCSTOP  

発注番号

205368
¥1,200（税抜）

適 合：・Shimano Deore M575、M525、M515、M495、M486、M485、
M475、M466、M465、M447、M446、M445、M416、M415、M395、
M375、Nexave C501、C601、RST D-power、Tektro Aquila、Draco、
Auriga、Gemini、Orion、Dorado、HDC、TRP Hylex、HYRD、Spyre、
Giant MPH Root

発注番号

205369
¥1,200（税抜）

適合：Shimano XTR M975、M966、M965、XT　M775、 M765、SLX 
M665、LX M585、Deore M535、Saint M800、Hone M601、Tektro 
Dash、Parabox

発注番号

205370
¥1,200（税抜）

適合：Shimano XTR M985、
XTM785、SLX M675、SLX 
M666、Deore M615、BR-CX77、
FSA K-Force DB-XC-9000、FSA 
Afterburner DB-XC-9150

BBS-53T

DISCSTOP   

BBS-54T

DISCSTOP

BBS-56T
DISCSTOP 

発注番号

205365
適合：シマノ フラットマウント 
BR-RS505/805

BBS-561

DISCSTOP HP  

発注番号

205367
¥1,200（税抜）

適合：Avid メカニカル 2002-2004、
ボールベアリング 7、 Juicy 7、
Juicy 5、 Juicy 3、Ultimate、
Promax DSK-950

BBS-42T

DISCSTOP

発注番号 

205177
適合：Shimano XTR 
2011, XT and SLX 
2012

発注番号 

205181
適合：Formula ORO

発注番号 

205183
適合：Formula Mega, 
The One, R1 and RX

発注番号 

205180
適合：Formula B4, Racing XC/
Extreme FR/DH/B4Team/Pro/PL 
and Grimeca System 13

BBS-56

DISCSTOP  

BBS-66

DISCSTOP  
BBS-67

DISCSTOP  
BBS-65

DISCSTOP  

発注番号

205371
¥1,200（税抜）

適合：Formula Mega、The One、
C1、R1、RR1、RX、 RO、T1

BBS-67T

DISCSTOP 

発注番号 

205188
●適合: Tektro Dorado HD-E710.

発注番号 

205175
適合：Tektro IO, Gemini, 
Novela（〜2009）

発注番号 

205160
適合：Hope C2, O2 and 
Giant MPH

発注番号 

205170
適合：Giant MPh 2001-2005

発注番号 

205176
適合：Tektro IO, IOX/
LYRA, Novela（2010〜）

発注番号 

205179
適合：Tektro Volans, Auriga 
E-SUB, Auriga SUB, Auriga 
TWIN and Suntour DB8

BBS-78
DISCSTOP  

BBS-75

DISCSTOP  

BBS-60

DISCSTOP  
BBS-70

DISCSTOP  

BBS-76

DISCSTOP  

BBS-77

DISCSTOP  

発注番号

205372
¥1,200（税抜）

適 合：Tektro IOX、LYRA、2010
年以降の Novela
●コストを抑えた廉価モデル。

BBS-76T

DISCSTOP

ディスクブレーキ
パッド

リムテープ

チューブ

プロモーション



スポーツ
グラス

ヘルメット

ウェアー

グローブ

ソックス

シューカバー

スマートフォン
マウント
サイクリング
コンピューター

ツール

ライト

ミニポンプ

フロアポンプ

フェンダー

ボトルケージ

ロック

バッグ

ベル

キック
スタンド

プロテクション

バーテープ

グリップ

バーエンド

ハンドルバー

ステム

サドル

シートポスト

クランプ

ペダル

ヘッドセット

ケーブル

ボトム
ブラケット

チェーン

カセット

チェーンリング

チェーンボルト

ディレーラー
プーリー
クイック
リリース
ディスクブレーキ
ローター

ブレーキシュー

ディスクブレーキ
パッド

リムテープ

チューブ

プロモーション
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価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

発注番号

703011
700C×16mm/940×16mm
参考重量：19g
¥700（税抜）

カラー：ブラック
適用モデル：ロード

発注番号

703013
26"×18mm/840×18mm
17g
¥700（税抜）

カラー：ブラック
適用モデル：MTB
●強力ナイロン素材のハイプレッシャーリムテープ。
●伸縮する素材で密着し、確実なフィット。●2本
セット。

発注番号

703035 27.5"×22mm
703036 27.5"×25mm
￥700（税抜）

カラー：レッド
●強力ナイロン素材のハイプレッシャーリムテー
プ。●27.5"MTB用。●伸縮する素材で密着し、確
実なフィット。●2本セット。

発注番号

703032 16mm×2m
703042 18mm×2m 
￥1,000（税抜）

703037 22mm×2m
703038 25mm×2m
￥1,200（税抜）

●粘着式高圧対応リムテープ2個入り。●ホイール1
本分にあたる2mロールが2個。

発注番号　　　　 長さ

760098 50mm
¥1,800（税抜）

760099 80mm
¥2,000（税抜）

●アルミ製バルブエクステンド。●背の高いカーボン
製ホイールなどにおすすめ。●2個組。●バルブコア
が取り外せるタイプのチューブ用。●バルブコア用工
具付属。

発注番号

760097
¥800（税抜）

長さ：50mm
参考重量：2g
●アルミニウム合金製。●プレスタバルブ（仏式/
FV）専用。●背の高いカーボン製リムなどに使用す
るバルブの延長器具。●取付部にシールテープが必要
になります。●バルブコアは取り外しません。

発注番号

703030 16mm×10m
703031 18mm×10m
￥2,200（税抜）

発注番号

703034 29"/700C×22mm
703039 29"/700C×25mm
703012 700C×18mm/940×18mm
￥700（税抜）

●高強度のナイロン製リムテープ。●適度な伸縮性
でリムにフィット。●バルブを通すホール付き。●2
個入り。

バルブ：プレスタ33mm
　　　　　　　　48mm
　　　　　　　　60mm
　　　　　　　　80mm

BIKETUBE - ROAD  ロード

バルブ：プレスタ33mm/48mm
　　　　ダンロップ31mm/40mm
　　　　シュレーダー33mm

BIKETUBE - MTB  MTB

バルブ：プレスタ33mm/48mm
　　　　ダンロップ40mm
　　　　シュレーダー33mm

BIKETUBE - TREKKING  

バルブ：ダンロップ31mm
　　　　ダンロップ60mmL型
　　　　シュレーダー33mm

BIKETUBE - KIDS/OTHERS  

BTI-93
RIMTAPE  リムテープ

BTI-94
RIMTAPE  リムテープ

BTI-98
RIMTAPE  リムテープ

BTI-99

VALVEEXTEND  バルブエクステンド

BTI-97

VALVEEXTEND  バルブエクステンド

BTI-95
RIMTAPE  リムテープ

BTI-92
RIMTAPE  リムテープ

RIMTAPS INNERTUBES

キッズ/その他

トレッキング

BTI-91
RIMTAPE  リムテープ

発注番号

703040 22mm×10m
703041 25mm×10m
￥2,500（税抜）

●粘着式高圧対応リムテープの10mロール。●目安
は4本分。●あらゆるホイール径に対応。

FEATURES プレスタ（仏式 /FV）
フランス式バルブは高圧に適応できるために主としてロードバイクに使用。
長さ：33mm、48mm、60mm、80mm

シュレーダー（米式 /AV）
アメリカ式バルブは主として MTB に使用。利点は自動車のバルブと同一の
ため、空気の充填場所が多い。
長さ：33mm、40mm

ダンロップ（英式 /EV）
イギリス式のバルブは長い歴史をもち広範囲に使用されていて、空気の充填
が簡単。
長さ：31mm、40mm

「SL」と記載あるのは特別なコンパウンドを使用した軽量バージョン。厚み
が均一なため、正しい空気圧で使用すれば、軽量であっても耐パンク性能に
問題はありません。

外径 BBB HE WO ETRTO FV33mm FV48mm FV60mm FV80mm AV33mm AV40mm EV31mm EV40mm EV60mm(L) DV30mm 参考重量

12½" BTI-01 12.5×1.75 /2.25 47/62 - 203
761214

￥700
761211

￥700
761210

￥700
761213

￥700
80g

16" BTI-11 16×1.75/2.125 47/57 - 305
761215

￥700
761611

￥700
761610

￥700
98g

18" BTI-18 18×1.75/2.125 47/57 - 355
761802

￥700
761801

￥700

20"

BTI-20 20×1 23 - 451
762014

￥700
126g

BTI-21 20×1.75/2.125 47/57 - 406
761216

￥700
762010

￥700
762011

￥700
105g

BTI-22 20×1/4/1- 3/8 32/37-438/451
762013

￥700
761217

￥700
762012

￥700

24"

BTI-39 24×1 23 - 540
762413

￥700

BTI-40 24×1.9/2.125 47/57 - 507
761218

￥700
761219

￥700

BTI-41 24×1.9/2.125 47/57 - 507
761221

￥700
762410

￥700
762411
￥1,000

155g

BTI-42 24×1 3/8 32/40-540/541
761223
￥1,000

761222
￥700

762412
￥1,000

122g

BTI-43 24×1.5/1.75 40/47/-507
762866

￥700
762864

￥700
762865

￥700

650C BTI-60 650×18/23C 23 - 571
762862

￥700

26"

BTI-61 26×1.25 32 - 559
762607

￥700
126g

BTI-62 26×1.5/1.75 40/47-559/584
762612

￥700
762610

￥700
762611

￥700
147g

BTI-63

26×1.9/2.3 47/57-559/584 
761227
￥1,200

761229
￥1,200

761225
￥700

761226
￥1,200

170g

26×1.9/2.125
762615
￥1,200

762608
￥1,200

762550
￥1,200

762613
￥1,000

762614
￥1,200

BTI-65 26×1 3/8 32/40-584/590
762600

￥800
762551

￥800
762619

￥800
133g

BTI-66

26×2.30/2.40 56/58-559
762601
￥1,000

762552
￥1,000

227g

26×3.00 68/74-559
762867
￥1,500

762868
￥1,300

27.5" BTI-68

27.5×2.10/2.35 52/58-584
762913
￥1,000

762912
￥1,000

762872
￥1,000

94g

27.5×2.8/3.2 52/58-584
762869
￥1,500

762870
￥1,500

700C

BTI-71 28×1-1/16 700x18/23C 18/23-622/630
762810

￥800
762811

￥800
762808

￥900
80g

BTI-72SL 28×1-1/16 700x18/23CSL 18/23-622/630
762818

￥900
762819

￥900
762822
￥1,500

89g

BTI-73SL 28×1-1/4 -1-1/8 700x28/32C 28/32-622/630
762863

￥900
108g

BTI-81 28×1-1/4 -1-1/8 700x28/32C 28/32-622/630
762813

￥800
762814

￥800
762809

￥800
762812

￥800
125g

BTI-82 28×1-3/8 700x35/43C 35/44-622/630
762816

￥800
762817

￥800
762821

￥800
762815

￥800
141g

28"

BTI-83 28×1-1/2 40-635
762801
￥1,200

BTI-84 28×1.75/1.95 47/50 – 622
762803
￥1,200

29"

BTI-89

29×1.9/2.3 50/56 – 622

762911
￥1,200

762910
￥1,200

BTI-89SL
762871
￥1,200

表示は税抜価格です。NEW

はめ込み式リムテープ

粘着式リムテープ

BBBのチューブは特別に混合された人工のブチルラ
バーを使用し、空気漏れが少なく耐久性に優れ、長期
間使用することができます。

リムテープ

チューブ

プロモーション
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価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない価格に取付工賃は含まれません。品質保証はお買い上げの販売店を通して行っております。次の場合は適用されません。①海外個人輸入②オークションでの購入③他人からの譲渡④購入証明がない

発注番号

015850
¥108,000（税抜）

オランダ什器ファーストメーター
サ イ ズ： 縦 2240 × 横 1040 × 奥 行
550mm
A. 2 × Upright 140 × 6cm
    (enclosed in upright box)
B. 2 × Upright extension 80cm
    (enclosed in upright box)
C. 2 × Base leg 47 × 16cm
D. 2 × End tab for upright
D. 2 × Foot disk
E. 1 × Plinth 100 × 16cm
F. 1 × Back panel plain 100 × 10cm
G. 5 × Back panel RL holes 100 × 40cm
H. 1 × Steel shelf 100 × 47cm
 I. 1 × Top Frame (excl. top plate and lightset)

発注番号

015868
¥88,000（税抜）

オランダ什器セカンドメーター
＊ BBB1ST メーター什器の隣に
連結するタイプ。単体では自立し
ません。
縦 2240 × 横 1040 × 奥 行
550mm

発注番号 

015865
￥60,000（税抜）

60 × 40 × 190cm

発注番号

015873
¥200（税抜）

20cm
＊プライスカードケースは取付
できません。

発注番号

015875
¥23,000（税抜）

35 × 25 × 75cm
卓上用ディスプレイ。
グローブやミニツールなど小物の
展示に最適。

発注番号 015877
¥800（税抜）

スラットウォール用

発注番号 

015615
￥800,000（税抜）

220 × 105cm 45/18

100 × 60cm
発注番号

015590 ¥10,000（税抜）

BRENTJENS

102 × 49.5cm
発注番号

015593 ¥5,500（税抜）

BRENTJENS

発注番号

015852 ￥6,500（税抜） 

015591 ¥10,000（税抜）

015594 ¥5,500（税抜） LOGO

015588 ¥5,000（税抜）

015587 ¥5,000（税抜）

015592 ¥10,000（税抜）

015899 ¥9,500（税抜）

発注番号

015891
¥3,000（税抜）

●サングラスディスプレイ用自立
ボード。サングラス 1 本がセット
できる卓上型選手イメージパネルと
展示台のセット。
※サングラスは付属しません。

発注番号 015866
¥2,000（税抜）

オランダ什器用

発注番号 

015879
￥2,600（税抜）

ヘルメットフックスポーツグラス / ヘルメッ
トディスプレー用

発注番号

015596
¥20,000（税抜）

オランダ什器の上部に
60 × 100cm のトップ
バナーを取り付ける
ためのフレーム。

発注番号

015618
¥100,000（税抜）

● 40 コがけ

発注番号

015854
¥25,000（税抜）

● 16 コがけ

発注番号

015849
¥15,000（税抜）

スラットウォール用
● 20 コがけ

発注番号

015876 30cm（EXCL.LABEL）
015622 20cm（EXCL.LABEL）
¥500（税抜）

＊プライスカードケース無し。

発注番号

015619
¥300（税抜）

3.9 × 6cm
スラットウォール壁面用

発注番号

015620
¥100（税抜）

6 × 4cm

発注番号 

015616
￥36,000（税抜）

40 × 40 × 175cm(incl.BBB LOGO SIGN)

発注番号

015851
¥450（税抜）

30cm（INCL.LABEL）
＊プライスカードケース付属

発注番号

015874
¥500（税抜）

20cm（INCL.LABEL）
オランダ什器用
＊プライスカードケース付属

発注番号

015597
¥7,000（税抜）

A4 サイズのカタログを手に取れるように
できるカタログホルダー。
WALL DISPLAY の柱に取り付け。

発注番号

015893
¥110,000（税抜）

140 × 100 × 100cm
店内の壁面でない部分に最適な、背の低い
タイプのディスプレイ。WALL DISPLAY
対応の各種パーツが取り付けられます。

発注番号 

015930
￥108,000（税抜）

 フック & ライト付

発注番号

015617
¥20,000（税抜）

発注番号

015898
¥6,400（税抜）

オランダ什器用
最大 60 本

WALL-DISPLAY 
1ST METER

WALL-DISPLAY 
ADDITIONAL METER
セカンドパネル＆フック

SLATWALL FLOOR DISPLAY

スラットウォール オランダ什器用
SLATWALL HOOKS

SLATWALL COUNTER 
DISPLAY

SLATWALL
HELMET HOOK

GLASSES&HELMET DISPLAY SIDE DOUBLE

TOP DISPLAY BANNER WALL DISPLAY上部に取り付けられるイメージパネル。
標準でWALL DISPLAYに付属するロゴパネルから什器イメージを
変更することができます。

SELECT SPORTS
GLASSES DISPLAY

WALL-DISPLAY 
HELMET HOOK

METAL CLIP HELMET HOOK 
FOR SPORT GLASSES/HELMET 
DISPLAY

TOP BANNERS HOLDER

SPORTGLAESS DISPLAY 
40PCE（EXCL.POSTER）

SPORTGLAESS COUNTER 
DISPLAY SMALL 
16PCE（EXCL.POSTER）

SPORTGLAESS RAIL 
20PCE

SLATWALL 
PRICECARD
HOLDER

SLATWALL HOOK 
BBB LABEL

SLATWALL HELMET DISPLAY

1ST METER オランダ什器用
HOOK W

HOOK EXCL

BROCHURE HOLDER

GONDOLA 1ST METER GONDOLA HEAD METER 
EXCLUDING HOOKS&LIGHT

オランダ什器に取り付けられるチューブ展示棚 

INNERTUBE DISPLAY COMPLETE

WATERBOTTLE HOLDER

PROMOTION

プロモーション
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