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バイカーによる
バイカーのための
製品開発

BIKEPARTS FOR BIKERS BY BIKERS BIKEPARTS FOR PROFESSIONALS

トッププロの
要求を満たす
高品質。
スポンサー
2004年よりBBBはプロサイクリングのスポンサーを始め、ゴールラインへ
のクリアな視界を映してきたサングラスを7人のワールドチャンピオンに提供
してきました。トム・ボーネン、パウロ・ベッティーニ、ミカエル・ロジャー
ズ、ロエル・パウレッセン、ズデネック・スティーバーはBBBのアイウェアを
使っている間、虹色のジャージをめぐって闘っていた。
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は、私たちの製品に
絶好の試験の機会を与え、製品の設計において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を可能としてくれる。トム・ボーネンがレンズ一体成
型のサングラスを希望した時、BBBのデザイナーは彼と密に打ち合わせ、イン
パクトスポーツグラスを開発するに至った。
この「商品に内包されたアイデア」というコンセプトはBBBのツールの開発に
も関係している。プロチームのメカニックほど自転車に携わって働いている人
間はいないし、BBBほど彼らから価値のあるフィードバックを受けているもの
はいない。
2011年、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く。

●クイックステップ
　世界最高峰のロードレースカテゴリーのプロツアーに参加するチーム。ベル
ギーを本拠地とし、床材を扱うクイックステップ社がメインスポンサー。
一瞬の油断も許されないチームを支える最新技術で製造されたBBBのファルコ
ンヘルメット。クイックステップ専用にデザインされたファルコンはアルミ
シェル部分をアノダイズド処理したスペシャルエディション。
ヘルメット、スポーツグラス、サイクルコンピューター、バッグ、ポンプ、
ツール、ライトセットが供給される。

●バカンソレイユ
　メインスポンサーはオランダで旅行事業を行うバカンソレイユ社。 
2012年のプロツアー昇格を目指してBBBと共に世界の強豪と戦う。
ヘルメット、スポーツグラス、サイクルコンピューター、バッグ、ポンプ、
ツール、ライトセット、フェンダー、トレーニング器具がBBBのスポンサー品
となる。

●コフィディス
　金融業を営むコフィディス社がメインスポンサーのフランス強豪チーム。
レッドのジャージに合わせたファルコンを身につけトップクラスのレースを走
る。
ヘルメット、ポンプ、サドルバッグ、サイクリングコンピューター、トレーニ
ング器具、ツールを使用している。

●フィディア
　ベルギーに拠点をおくシクロクロスチーム。BBBのサポートを受け、欧州の
シクロクロスシーンで勝利を狙う。
スポーツグラス、ポンプ、サイクルコンピューター、サドルバッグ、ブレーキ
シュー、フェンダーを使っている。

Tom Boonen,
Team Quick-Step, 2010

Wouter Weylandt,
Team Quick-Step, 2010

Sylvain Chavanel,
Team Quick-Step, 2010

Jerome Pineau,
Team Quick-Step, 2010

Stijn Devolder,
Team Quick-Step, 2010

Damien Monier,
Team Cofidis, 2010

Bobby Traksel,
Team Vacansoleil, 2010

Zdenek Stybar,
Team Telenet-Fidea, 2010

Bart Wellens,
Team Telenet-Fidea, 2010

Johnny Hoogerland,
Team Vacansoleil, 2010

Samuel Dumoulin,
Team Cofidis, 2010

Sylvain Chavanel and Jerome Pineau,
Team Quick-Step, 2010

それはアイデア、もしくはそれよりさらに前の消費者の問い合わせから始
まる。アイデアはコンセプトへと成り代わり、コンセプトはデザインへと
変化する。本当の仕事はそれからだ。
デザイン段階では数え切れない回数の微調整、調節、変化がデザインを前
に進めるための水準に届くために不可欠とされる。製品の製造工程での次
の段階は設計デザインをもとにプロトタイプを試作し、広く試すことであ
る。プロトタイプの次の役割は、オランダのデルフト技術大学（以下
TUD）のサイクリングチームで実際に使用されることだ。TUDの技術学生
は教育を受けているだけでなく、同時にサイクリストでもあるため、製造
過程で貴重なフィードバックを得られる。製品が正式な認可を得て、BBB
における要求事項を全て満たし、その時やっと商品として扱われることに
なる。新商品を出すことは一見単純に思えるかもしれないが、さらに複雑
な商品の場合は最初のコンセプト段階から数えて二年かかることもある。
BBBでは全ての製品の設計・テストが６人の工業設計技師により屋内で行
われている。彼らそれぞれに専門があるが、皆「高機能、高品質、ハイコ
ストパフォーマンスのバイクアクセサリー」という共通の認識を持ってい
る。
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Matteo Carrara, Team Vaconsoleil, 2010

PC フォトクロマティック

PC ポラライズド

PC スモークフラッシュミラー

PC ブラウンフラッシュミラー

PC スモークレッドMLC

PC スモークブルーMLC

PC スモークグリーンMLC

PC スモークブラウンゴールドミラー

PC スモーク

PC ブルーフラッシュミラー

PC ローズ

PC スモークフェイディングミラー

PC オレンジ

PC クリアフラッシュミラー

PC イエロー

PC クリア

晴天から曇天までオールウェザー。

晴天時のギラギラした

まぶしい光の低減。

晴天時の光の低減。

晴天や薄曇りと雨天時の
ハッキリとした確認。

夕方や悪天候時の視覚確保。

曇天時や霧の中での視覚向上。

131009 ￥14,490（￥13,800）
品番 税込価格（本体価格）

カラー：マットシルバー／フォトクロマチックレンズ
参考重量：23g
・ポリカーボネイトのフォトクロマチックレンズで透過率17～85％まで対応し、
　カテゴリー1から3までカバー。
・レンズのカラーは環境に対応し自動的に変化。
・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面にフィットし、ノーズピースは調整可能。
・収納ケースが含まれています。

131083 ￥25,200（￥24,000）
品番 税込価格（本体価格）

カラー：クローム／フォトクロマチックレンズ
参考重量：45g
・ポリカーボネイトのフォトクロマチックレンズで透過率17～85％まで対応し、
　カテゴリー1から3までカバー。
・レンズのカラーは環境に対応し自動的に変化。
・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面にフィットし、ノーズピースは調整可能。
・収納ケースが含まれています。

131093 ￥15,540（￥14,800）
品番 税込価格（本体価格）

カラー：シルバー／フォトクロマチックレンズ
参考重量：35g
・日頃眼鏡を着用している人々のために開発された特殊なスポーツグラス。
・内側の枠に視力を助けるレンズを嵌め込めば一体式の度付きサングラスになります。
・ポリカーボネイトのフォトクロマッチレンズで透過率17～85％まで対応し、
　カテゴリー1から3までカバー。
・レンズのカラーは環境に対応し自動的に変化。
・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面にフィットし、ノーズピースは調整可能。
・収納ケースが含まれています。

85% 17%
LIGHT TRANSMISSION

8 seconds

85% 17%
LIGHT TRANSMISSION

8 seconds

85% 17%
LIGHT TRANSMISSION

8 seconds

130944

130945

￥14,490（￥13,800）
品番 カラー

ブラック

ホワイト

税込価格（本体価格）

カラー：クローム/フォトクロマチックレンズ
参考重量：38g
・ポリカーボネイトのフォトクロマチックレンズで透過率17～85％まで対応し、
　カテゴリー1から3までカバー。
・レンズのカラーは環境に対応し自動的に変化。
・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面にフィットし、ノーズピースは調整可能。
・収納ケースが含まれています。

130943 ￥17,640（￥16,800）
品番 税込価格（本体価格）

カラー：ブラック/ポラライズドレンズ
・偏光レンズにより時に危険な路面の照り返しを大幅カット。
・安定したクリアな視界を確保。
・偏光レンズはポリカーボネート製。
・100%UVプロテクション。
・グリルアミドナイロンのフレームがジャストフィット。
・シリコンのノーズピースは調整可能。

例えば室内から晴天の屋外に出た場合、
PHレンズは約8秒でレンズカラーが
最大濃度まで黒く変化します。

自動でレンズ
カラーが変化

自動でレンズ
カラーが変化

自動でレンズ
カラーが変化

視力補正対応
自動でレンズ
カラーが変化

SPORT GLASSES スポーツグラス SPORT GLASSES スポーツグラス

85-17%

14%

14%

14%

14%

14%

20%

37%

35%

70%

80%

87%

92%

21%

14%

12%

カテゴリー レンズの種類

CAT. 1-3

CAT. 3

CAT. 2

CAT. 1

CAT. 0

Photochromic 
lenses

PHOTOCHROMIC LENSES(PH)
フォトクロマチックレンズ
最新技術により開発され、1枚のレンズでカラーが変化する
ことにより、カテゴリー1から3までカバーする特殊レン
ズ。透過率は晴天時で17％、曇天時は85％で視界を確保
し、レンズのカラーはライトブラウンからダークグレーま
で8秒間以内で変化します。
他のBBBレンズと同様に、ポリカーボネイト製なので強い衝撃を受けても破
砕飛散が防止され、紫外線を100％防ぎます。

MLC-LENSES
マルチレーヤーコーティング レンズ
MLCポリカーボネイトレンズは9層のコーティングが施こさ
れているために、あらゆる状況の中でまぶしい光を濾過し、
ベストの鮮やかさとシャープな視界を確保。強い衝撃を受け
ても破砕飛散が防止され、400nm（ナノメーター）以上の
紫外線を100％防ぎます。

Multi Layer 
Coating lenses

光の透過率 適応状況

85% 17%
LIGHT TRANSMISSION

8 seconds

85% 17%
LIGHT TRANSMISSION

8 seconds

フェイスコンフォート
柔軟性があり、ノンスリップの保護カバーが付いたテンプル
部は顔面にジャストフィットし、ラバー製ノーズピースは厳し
いコンディションでも滑りません。

ラバー製ノーズピース シリコン製ノーズピース

視力を助けるレンズをはめこんで一体式の度付
きサングラスに

オプティカルレンズ インターフェイス
特別な道具を使わず、簡単に着脱可能なスナップ式レンズ。

グリルアミド ナイロン マテリアル
フレームに採用されているグリルアミドナイロンは耐久性
と柔軟性にすぐれ、しかも軽く、最先端技術によって誕生し
た素材です。

100％ ウルトラバイオレットプロテクション
UVコートされた特殊なポリカーボネイトレンズは紫外線を
100％カットし眼を保護します。

＋度付きレンズ

＋度付きレンズ

インパクト PH

BSG-32IMPACT PH  

ウィナー PH

BSG-23WINNER PH  

オプティビュー PH

BSG-33OPTIVIW PH  

アタッカーPH

BSG-29ATTACKER PH 

アタッカーPH

BSG-29SATTACKER PZ 

見ることは信じること
それらはあなたの最も価値ある感覚を守る。着け心地はとても良く、自分がそ
れを着けているのをしばしば忘れるほどだ。デザインも非常によく、日曜日の
トレーニング時に仲間のライダーからどこで買ったのか聞かれることだろう。
「それ」はあなたのBBBスポーツグラスだ。そして、次からは正しい選び方
だ。
唯一にして最も重要なサングラスの機能は、あなたの目を保護することだ。走
りすぎる車、他のバイク、そして突風が泥や埃を舞い上げる。太陽光はあなた
の網膜を傷つけるかもしれないし、小さな虫のうじゃうじゃした群れがライダ
ーたち全員の視界をさえぎるかもしれない。
BBBスポーツグラスはただのサングラスではない。カーブした輪郭を描くレン
ズは、水滴を、泥を、埃を、虫を、そしてUV光線までも、従来のサングラス
では不可能であった程までに防ぎきる。全てのBBBレンズは100％UVカット
加工を施したポリカーボネイト製となっている。

目の保護は最も重大だが、同時にフィット感、着け心地も大切である。BBBの
フェイス・コンフォート・システムはどんな形状の顔にも最高のフィット感を
提供するのに一役買っている。柔軟性の高いフレームによりほとんどどのよう
な顔の形状でも、オーダーメイドのようなフィット感を実現できるようになっ
た。アームの内側に組み込まれた高性能スリップ防止ラバーが、一番苦しい時
でも、サングラスをあなたの顔の一定の場所に保ってくれる。
調整式のスリップ防止シリコンまたはラバー製ノーズピースがサングラスの高
さを一定に保ちます。グリラミッドフレーム素材は軽量で柔軟、尚且つ高い耐
久性も持ち合わせており、着け心地もとても良いため、サングラスを装着して
いるのを忘れてしまうだろう。

私たちが常に望んでいても、太陽はいつも光り輝いているわけではない。BBB
は自転車に乗っている際に受けうるどのような光の加減にも対応できるよう複
数のオプションを用意している。中でも最も用途が広い選択として、BBBには
多くのPH（調光）モデルが存在する。PHレンズは自動的に光の加減に合わせ
てレンズを調整してくれる。太陽が最も輝いている時、PHレンズは最も暗い
色になる。太陽が低くなった状態もしくは夜の時間にはPHレンズはクリアレ
ンズへと変化する。そしてこのレンズの最もすごいのは、レンズの色の変化が
即座に起こることだ。
もう一つのオプションはレンズの付け替えが可能なタイプのスポーツグラス
だ。このレンズはとても柔軟な為、自転車に乗る前、もしくは乗っている最中
でもレンズを付け替えられる。太陽光の具合によって、PZレンズ、ミラー、
MLCレンズの３つから選ぶ。レンズは簡単に交換可能でレンズのみの用意も
あるので、レンズの選択肢を広げることも出来るし、紛失した際も安心だ。
もしあなたが非常に安い、曲線のレンズをはめたスポーツグラスを一度でも使
用したことがあるのであれば、安物製品独特のゆがんだ視界を経験したことが
おありだろう。このゆがんだ視界は、安いサングラスに良く使われる規定外の
レンズが原因で、目を疲れさせる。
BBBのサングラスに使われるレンズは全てこういったゆがんだ視界を起こさな
いよう調整されている。
BBBのサイクリストは多くのトップサイクリストに使用、支持されている。彼
らは言う、見ることは信じることだと。



202 203

131085131081

131082

131089131087131086

131080

￥9,870（￥9,400）

・プロフェッショナルライダーからのアドバイスに基づいて設計。
・ワンピースのフルカバーのレンズは向って来る強い日光、埃、風を
　最大限に防御し、最良の視界を確保。
・グリルアミドナイロンのフレームは顔面にフィットしノーズピース
　とノーズラバーは調整可能。
・100％UVプロテクション。
・収納ケースが含まれています。
・3種類のレンズが付属。

マットシルバー

マットブラック

レッド

ホワイト

ネオングリーン

アイアン

クローム

品番 フレームカラー レンズカラー

スモークフラッシュミラー

スモークフラッシュミラー

スモークレッドMLC

スモークブルーMLC

スモークグリーンMLC

スモークフラッシュミラー

スモークフラッシュミラー

131080
131081
131082
131085
131086
131087
131089

税込価格（本体価格）

￥9,870（￥9,400）

参考重量：38g
・COFIDES、FIDEAに所属する選手のフィードバックを忠実に再現。
・ワンピースのフルカバーのレンズは向って来る強い日光、埃、風を最大限に防御し、
　最良の視界を確保。
・グリルアミドナイロンのフレームは顔面にフィットしノーズピースは調整可能。
・100％UVプロテクション。
・収納ケースが含まれています。
・2種類のレンズが付属。

ホワイト

ホワイト

品番 フレームカラー レンズカラー

スモークブルーMLC

スモークレッドMLC
131084
131088

税込価格（本体価格）

￥15,540（￥14,800）
￥15,750（￥15,000）

参考重量：34g
・特別のレンズ形状によって向って来る強い日光、埃、風を最大限に防御し、最良の視界を確保。
・グリルアミドナイロンのフレームは顔面にフィットし、シリコンノーズピースは調整可能。
・交換可能なポリカーボネイトレンズは100％UVプロテクション。
・収納ケースが含まれています。
・3種類のレンズが付属。
・交換用レンズのフォトクロマチックレンズは、環境に対応してカラーが
　自動的に変化し、透過率17～85％とカテゴリー1から3までをカバー。

チームホワイト

チームホワイト

品番 フレームカラー レンズカラー

スモークレッドMLC

スモークブルーMLC
131075
131078

税込価格（本体価格）

￥9,870（￥9,400）

・マラソンレースの世界選手権を制したRoel Paulissenを記念した
　スペシャルエディション。
・ワンピースのフルカバーのレンズは向って来る強い日光、埃、風を最大限に
　防御し、最良の視界を確保。
・グリルアミドナイロンのフレームは顔面にフィットしノーズピースは調整可能。
・100％UVプロテクション。
・収納ケースが含まれています。
・2種類のレンズが付属。

ホワイト
品番 フレームカラー レンズカラー

ブルーMLC131091
税込価格（本体価格）

SPORT GLASSES スポーツグラス SPORT GLASSES スポーツグラス
インパクト チーム

BSG-32IMPACT TEAM  

インパクト

BSG-32IMPACT  

オプティビュー

BSG-33OPTIVIEW  

インパクト ワールドチャンピオン

BSG-32IMPACT WORLD CHAMPION 

イエロー・クリア

イエロー・クリア

イエロー・クリア

イエロー・クリア

アタッカー チーム

BSG-29ATTACKER TEAM  
イエロー・クリア

＋度付きレンズ

品番

131095
131096
131097

マットブラック

ホワイト

シルバー

フレームカラー レンズカラー

スモークフラッシュミラー

スモークブルーMLCミラー

スモークレッドMLCミラー

参考重量35g
・日頃眼鏡を着用している人々のために開発された特殊な
  スポーツグラス。
・内側の枠に視力を助けるレンズを嵌め込めば一体式の度付きサングラスになります。
・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面にフィットし、ノーズピースは調整可能。
・収納ケースが含まれています。
・合計3種類のレンズが付属。

税込価格（本体価格）

￥9,975（￥9,500）

131096 131097

131095

85% 17%
LIGHT TRANSMISSION

8 seconds

アタッカー

BSG-29ATTACKER  
イエロー・クリア

サクセサー

BSG-28SUCCESSOR 

85% 17%
LIGHT TRANSMISSION

8 seconds

サクセサーチームワールドチャンピオン（限定商品）

BSG-28SUCCESSOR TEAM WORLD CHAMPION 

BSG-28SUCCESSOR/SUCCESSOR TEAM 

イエロー・クリア

イエロー・クリア

131067

131051

131052

131056 131057131053

131050

131055 ￥10,290（￥9,800）
品番 税込価格（本体価格）

カラー：ワールドチャンピオン/スモークブルーMLCレンズ
・BBBがスポンサーをしたQUICK STEPプロチーム。
　そこに所属するパオロ・ベッティーニ（Paolo BETTINI）選手は、
　2006年と2007年連続して世界チャンピオンに輝きましたが、
　それを記念した特別製のサクセサー。
・収納ケースが含まれています。
・3種類のレンズが付属。

交換用ノーズピース（左右1組）
サクセサー/サクセサーチーム

130923 ￥892（￥850）
品番 税込価格（本体価格）

交換用レンズ（左右1組）

BSG-28
SUCCESSOR
 TEAM

サクセサーチーム

BSG-28
SUCCESSOR
サクセサー

品番 モデル カラー

クリア

スモークフラッシュミラー

イエロー

チームブルーMLC

チームクリアフラッシュミラー

チームスモークフラッシュミラー

チームイエロー

￥1,890（￥1,800）
￥2,100（￥2,000）
￥1,890（￥1,800）
￥2,625（￥2,500）
￥2,625（￥2,500）
￥2,625（￥2,500）
￥2,625（￥2,500）

130916
130917
130918
130919
130920
130921
130922

税込価格（本体価格）

参考重量：40g
・交換可能なポリカーボネイトレンズは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面にフィットし、
　ノーズピースとテンプルラバーは調整可能。
・レンズも拭けるキズ防止収納袋が含まれています。
・3種類のレンズが付属。

マットシルバー

マットブラック

レッド

クローム

グレー

ホワイト

品番 フレームカラー レンズカラー

スモークフラッシュミラー

スモークフラッシュミラー

スモークフラッシュミラー

スモークフラッシュミラー

スモークフラッシュミラー

スモークフラッシュミラー

￥9,975（￥9,500）131050
131051
131052
131053
131056
131057

税込価格（本体価格）

131068

131063

131066131065

131061 131062

131069

131071

131070

131074 131077

参考重量：34g
・交換可能なポリカーボネイトレンズは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面にフィットし、ノーズピースは
　調節可能。
・収納ケースが含まれています。
・3種類のレンズが付属。

マットブラック

レッド

クローム

ホワイト

グレー

マットシルバー

クリスタルピンク

アイアン

クリスタルシルバー/ブラック

クリスタルグレー/ブラック

クリスタルブルー/シルバー

ネオングリーン

ホワイト

品番 フレームカラー レンズカラー

スモークフラッシュミラー

スモークフラッシュミラー

スモークフラッシュミラー

スモークフラッシュミラー

スモークフラッシュミラー

スモークフラッシュミラー

スモークフラッシュミラー

スモークフラッシュミラー

スモークブルーMLC

スモークレッドMLC

スモークブルーMLC

スモークグリーンMLC

スモークブルーMLC

￥10,290（￥9,800）131061
131062
131063
131065
131066
131067
131068
131069
131070
131071
131074
131076
131077

税込価格（本体価格）

131076
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SPORT GLASSES スポーツグラス SPORT GLASSES スポーツグラス
アライバー

BSG-36ARRIVER  

ウィナー

BSG-23WINNER  
イエロー・クリア

ウィナーチーム 

BSG-23WINNER TEAM 
イエロー・クリア

イエロー・クリア

BSG-25SPRINT  
イエロー・クリア

イエロー・クリア

ラピッド

BSG-37RAPID  

ドライバー

BSG-27DRIVER  

キッズ

BSG-31KIDS  

ダートビュー

BSG-41DIRTVIEW  レンズクリーン

BSG-80LENSCLEAN 

レンズクロスディスプレーボックス

BSG-82DLENSCLOTH DISPLAY BOX 

レンズクリーンディスプレーボックス

BSG-81DLENSCLEAN DISPLAY BOX 

イエローオレンジ クリアフレッシュミラー

131000

131005

130993130995 131002

131003
131001

130998

131007 ￥10,290（￥9,800）
品番 税込価格（本体価格）

カラー：マットシルバー／スモークブルーMLCレンズ
・プロサイクリングチームに供給される特別のウィナー。
・レンズにBBBのロゴ。
・収納ケースが含まれています。
・4種類のレンズが付属。

交換用ノーズラバー（左右1組）
ウイナー/ウイナーチーム

130913 ￥420（￥400）
品番 税込価格（本体価格）

交換用ノーズピース（左右1組）
ウイナー/ウイナーチーム

130911
130912

￥420（￥400）
品番 税込価格（本体価格）

2008以降

2007以前

参考重量：21g
・交換可能なポリカーボネイトレンズは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面にフィットし、ノーズピースは調整可能。
・レンズも拭けるキズ防止収納袋が含まれています。
・3種類のレンズが付属。

クリスタルシルバーブラック

マットブラック

マットシルバー

クリスタルグレーブラック

クリスタルピンク

ホワイト

レッド

クロームスモーク

品番 フレームカラー レンズカラー

スモークブルーMLC

スモークフラッシュミラー

スモークフラッシュミラー

スモークレッドMLC

スモークフラッシュミラー

スモークフラッシュミラー

スモークフラッシュミラー

スモークフラッシュミラー

￥8,190（￥7,800）
￥7,350（￥7,000）
￥7,350（￥7,000）
￥8,190（￥7,800）
￥8,190（￥7,800）
￥7,350（￥7,000）
￥7,350（￥7,000）
￥8,190（￥7,800）

131000
131001
131003
131005
130998
130995
131002
130993

税込価格（本体価格）

交換用レンズ（左右1組）

BSG-23
WINNER TEAM
ウイナーチーム

BSG-23
WINNER
ウイナー

品番 モデル カラー

クリア

スモークフラッシュミラー

オレンジ

イエロー

スモークブルーMLC

スモークレッドMLC

クリアフラッシュミラー

スモークフラッシュミラー

スモークブルーMLC

オレンジ

イエロー

￥1,575（￥1,500）
￥1,837（￥1,750）
￥1,575（￥1,500）
￥1,575（￥1,500）
￥2,100（￥2,000）
￥2,100（￥2,000）
￥1,890（￥1,800）
￥1,890（￥1,800）
￥2,100（￥2,000）
￥1,575（￥1,500）
￥1,575（￥1,500）

130900
130901
130902
130903
130904
130905
130906
130907
130908
130909
130910

税込価格（本体価格）

131023

131025

131021

131020

クリスタルシルバーブラック

マットブラック

マットシルバー

クリスタルグレーブラック

品番 フレームカラー レンズカラー

スモークブルーMLC

スモークフラッシュミラー

スモークフラッシュミラー

スモークレッドMLC

￥7,350（￥7,000）131020
131021
131023
131025

税込価格（本体価格）

参考重量：21g
・特別に設計されたグリルアミドナイロンの軽量フレーム。
・両端が広くサイドを守るレンズ形状。
・100％UVプロテクションのポリカーボネイトレンズ。
・レンズも拭けるキズ防止収納袋が含まれています。
・3種類のレンズが付属。

130952

130954

130951

ブルー

レッド

ホワイト

品番 フレームカラー レンズカラー

スモーク ￥5,040（￥4,800）130951
130952
130954

税込価格（本体価格）

・グリルアシドのフレームはノーズラバーとテンプルラバーによって滑りを防止。
・快適に顔面にフィットするアナトミックデザイン。
・左右一体式で交換可能なポリカーボネイトレンズ。
・100％UVプロテクション。
・スリムな形状なので小さい顔にも適合。
・レンズも拭けるキズ防止収納袋が含まれています。
・3種類のレンズが付属。

交換用テンプルラバー
スプリント

130925 ￥315（￥300）
品番 税込価格（本体価格）

スプリント 

BSG-25SPRINT  

BSG-23WINNER/WINNER TEAM 

BSG-23WINNER/WINNER TEAM 

交換用ノーズピース（左右1組）
BSG-24 MASTER
BSG-26 PROTECTOR
マスター/プロテクター

130924 ￥787（￥750）

品番 税込価格（本体価格）

交換用テンプルラバー
BSG-26
PROTECTOR プロテクター

130915 ￥315（￥300）
品番 税込価格（本体価格）

マットブラック
品番 フレームカラー レンズカラー

スモークフラッシュミラー ￥4,725（￥4,500）131041
税込価格（本体価格）

・バイクだけでなくオールラウンドのスポーツカジュアルデザイン。
・グリルアミドナイロンフレームは保護ラバー付。
・100％UVプロテクションのポリカーボネイトレンズ。
・レンズも拭けるキズ防止収納袋が含まれています。

130961

130960

グロスブラック

グロスホワイト

品番 フレームカラー レンズカラー

スモークフラッシュミラー ￥5,040（￥4,800）130960
130961

税込価格（本体価格）

・カジュアルタイプのスポーツグラス。
・堅いグリルアシドナイロンのフレーム。
・ノーズラバーとテンプルラバーで滑りを防止。
・側面の通気孔に装飾されたBBBロゴ。
・100％UVプロテクション。
・レンズも拭けるキズ防止収納袋が含まれています。

131101

131102

131108

131106

131100

131105

131111

131116

参考重量：140g
・ドロ、ホコリ、虫などから眼を守る軽量でフレキシブルなゴーグル。
・顔にフィットして密閉性の高い2層フォーム構造。
・100％UVプロテクションのポリカーボネイト製クリアレンズ。
・滑りを防止するシリコン処理されたヘルメットにフィットするストラップ。
・収納ケースが含まれています。

マットブラック

アーミーグレー

品番 フレームカラー レンズカラー

クリアフラッシュミラー
￥10,290（￥9,800）
￥12,390（￥11,800）

131111
131116

税込価格（本体価格）

参考重量：28g
・小さいサイズの子供用モデル。
・耐久性のあるフレームと100％UVプロテクションの
　ポリカーボネイトレンズ。
・キズ防止の収納袋が含まれています。
・3種類のレンズが付属。

￥3,990（￥3,800）マットシルバー

マットブラック

レッド

ホワイト

グレー

ピンク

品番 フレームカラー レンズカラー

スモーク

スモーク

スモーク

スモーク

スモーク

スモーク

131100
131101
131102
131105
131106
131108

税込価格（本体価格）

130931 ￥1,050（￥1,000）

品番 税込価格（本体価格）

参考重量：1本46g
直径25×110mm
レンズクロスサイズ：150×180mm
・スポーツグラスのクリーニングセット。
・30mlのスプレー式レンズクリーナーと
　特殊加工のレンズ拭布地。
・使用後はレンズの表面に曇り防止の薄い
　膜が形成されます。
・すべてのBBBのレンズに対応。

130933 ￥4,725（￥4,500）

品番 税込価格（本体価格）

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
　曇り防止の薄い膜が形成されます。
・すべてのBBBのレンズに対応。

130932 ￥18,900（￥18,000）

品番 税込価格（本体価格）

BOXサイズ：205×130×120mm
・24本の30mlのスプレー式レンズクリー
　ナーが入ったディスプレイボックス。

アライバー
レースからフィードバックされたノウ
ハウを基に、コストパフォーマンスを
追求したアライバー

安定した視界の確保
風の巻き込みを防ぎ、曇り
を抑制する形状。丈夫なグ
リルアシド素材フレーム。

快適な装着感
フィット感が高く、鼻の
低めの方にも対応する
ラバー製ノーズピース。

BHE-31 カイト
ヘルメットと
相性抜群。

丈夫でスタイリッシュなテンプル
一体成型されたテンプルとフレームの接合部は上下
2か所で固定。長期間の使用でもガタつきにくい設計。

全天候対応
3種類のレンズが付属し、
晴天/曇り/雨/夜  すべて
のコンディションに対応。
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HELMETS ヘルメット HELMETS ヘルメット

ファルコン

BHE-01FALCON  

安全第一
長く、つらい道のりだった。
10年ほど前までは自転車用ヘルメットをかぶる人は珍しく、嘲笑
の的だった。真剣なサイクリストであれば、何もかぶらず、頭に風
を感じるだけだった。
その当時のヘルメットは見た目も悪く、快適性もなく、通風性の良
いものもまれであった。プロの集団の中でさえ、ヘルメットの着用
を反対する声があり、プロチームも、重々しくも、頭部保護用ウェ
アの着用義務付けに抵抗してきた。
しかしながら、統計では恐ろしい結果が出ている。サイクリング中
での頭部に受ける負傷に関し、大人では30％もの事例が救命病棟
に送られ、これがさらに4歳以下の子供になると、そのパーセンテ
ージは60％近くにもなる。このような統計上の事実があるため、
世界の多くの国で自転車ヘルメットが近年義務付けられていくの
は、何の不思議もない。
ライダーの技量が上級者だろうが初級者だろうが関係なく、事故は
起こりうる可能性がある。ただ、喜ばしいニュースとしては、法令
などの起因なしに、ヘルメットの着用が世界の自転車文化の中で定
着してきている事だろう。この現象は、技術の進歩と人々の意識の
高まりが要因となる。
ヘルメットの着用をしないことを容認する動きも年々消えていって
いる。今の自転車ヘルメットにはデザインに多様性もあり、色の選
択肢もあり、通風性もいい上に、とても軽量である。すべての
BBBのヘルメットは（色に関してはトライベースTTヘルメット以
外）最低３色以上のカラーバリエーションを選ぶことができ、あな
たの頭部を確実に守るためにEN-1078規格テストの基準を満たし
ている。
今日日のバイクヘルメットに求められるのは、もちろん高いデザイ
ン性と頭部の保護性能もそうだが、実際に装着した際の付け心地も
重要である。BBBはあなたのヘルメットを最適化するためにいく
つかの独自の方式を用いている。「インモールドテクノロジー」は
ほとんどのBBBヘルメットに採用されており、ヘルメットの中側
と外側の層を工場での製造プロセスで接着することで通風性能を損
なうことなく、軽量化することができる。また、BBBのハイエン
ドヘルメット（ファルコン、フェニックス、エベレスト、モコ）は
「スパイダーウェブ」を採用している。製造時にポリウレタンフォ
ームに挿入されるこの内部より補強する構造は、ヘルメットの耐久
力を上げるのに一役買っている。ファルコンとエベレストに関して
は、アルミとカーボンの補強材がさらに使う素材を減らすことを可
能とし、強度を損なうことなく、さらなる軽量化と整流効果を実現
している。
人の頭の形は違うので、ヘルメットはすばやく、簡単にサイズの調
整が利くことが肝心である。トライベースとトラフィックは例外と
して、全てのBBBヘルメットは2サイズ、ファルコンとエベレスト
に至っては3サイズの用意がある。デュアルクローズ、もしくは、
ツイストクローズシステムが簡単なサイズ調整を可能とする。長さ
の調整が可能なストラップと洗濯できる抗菌パッドがBBBのヘル
メットをさらに着け心地の良いものにする。さらにBBBヘルメッ
トを反射ステッカーがより可視性の高いヘルメットとして仕上げて
いる。
BBBがスポンサーしているいくつかのサイクリングチームは皆
「ファルコン」を使用しているが、BBBのスタイリッシュで快適
な広範囲にわたる商品ラインナップの中には必ずあなたの頭部を守
る理想的なヘルメットがあるはずだ。
それは、ペダルの最初の一踏みを経験しているあなたの子供に起こ
るかもしれないし、ヨーロッパの道を駆け抜けるプロロードレーサ
ーに起こるかもしれないが、確実に言えるのは、残酷なようだが、
自転車に乗るものは皆等しく事故に遭う可能性があるというという
ことだ。なので、緊急病棟送りになる前にBBBヘルメットで頭部
を保護してみてはどうだろうか。

参考重量：M=283g
　　　　　 L=291g
Mサイズの内側寸法：210×173mm
・技術を駆使して成型されたシェル本体。
・カーボンファイバーとアルミ合金により内部を補強。
・グレーの高密度発泡スチロールが強い衝撃に対し安全性
　を確保。
・23個の通気孔により、頭部の快適性を維持。
・後部の通気孔が快適な通風効果を発揮。
・使いやすい調節式ストラップでフィット感にすぐれる。
・洗濯可能な抗菌インナーパッド。
・後部のリフレクターで夜間走行での安全性を確保。

M（52-58cm）

L（58-62cm）

M（52-58cm）

L（58-62cm）

M（52-58cm）

L（58-62cm）

M（52-58cm）

L（58-62cm）

品番 サイズ カラー

ブルー

レッド

シルバー

ホワイト

154500
154501
154502
154503
154504
154505
154506
154507

CYCLING TEAM

OFFICIAL SUPPLIER 2011

OFFICIAL SUPPLIER 2011
OFFICIAL SUPPLIER 2011

CYCLING TEAM

JCFJCF
公認公認
JCF
公認

ファルコン

BHE-01FALCON TEAM 

チーム クイックステップ

M（52-58cm）

L（58-62cm）

品番 サイズ カラー

ホワイト
￥20,895（￥19,900）154634

154635

税込価格（本体価格）

QUICK STEP 
チーム バカンス

M（52-58cm）

L（58-62cm）

品番 サイズ カラー

ブルー
￥20,895（￥19,900）154630

154631

税込価格（本体価格）

VACANS  
チーム コフィディス

M（52-58cm）

L（58-62cm）

品番 サイズ カラー

レッド
￥20,895（￥19,900）154632

154633

税込価格（本体価格）

COFIDIS  

ツイスト クロース
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
ステムで、主として子供用のヘルメットに採用。

デュアル クロース
簡単に片手で後側の2個のボタンを押して、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。

スパイダーウェブ
クモの巣のように内部に組み込まれた特殊な補
強材によって、強い衝撃に対し安全性を確保。

ストラップ
長さ調整可能なストラップ。

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。

インモールド製法
内側と外側の層を結合させる製法ににより軽量
化を実現。

強度UP
カーボンファイバーとアルミ合金により内部を
補強。

リフレクト ステッカー
後面の反射ステッカーにより夜間の視認性UP。

税込価格（本体価格）￥19,740（￥18,800）

Kevin de Weert, Team Quick Step, 2010

Jens keukeleire, Team Cofidis, 2010Team Vaconsoleil, 2010



208 209

レースからフィードバックされたノウハウを基に、
コストパフォーマンスを追求したカイト

IN－MOLD製法と14 の
エアーインテーク（通気孔）

２サイズで52㎝～ 62㎝をカバー、簡単ベルト調整機能付き。

260g（Ｍサイズ）の軽さ 取り外せる抗菌
インナーパット。

夜間走行も安心の
リフレクター付。

BSGアライバー
サングラスと相性抜群

ヨーロッパの安全基準ＣＥをパスした
カイトは万が一の転倒時にも安心。

HELMETS ヘルメット HELMETS ヘルメット

・最新技術を駆使して成型されたシェル本体。
・14個の通気孔により、頭部の快適性を維持。
・後部の通気孔が快適な通風効果を発揮。
・使いやすい調節式ストラップでフィット感にすぐれる。
・洗濯可能な抗菌インナーパッド。
・後部のリフレクターで夜間走行での安全性を確保。

税込価格（本体価格）￥7,329（￥6,980）

M（52-58cm）

L（58-62cm）

M（52-58cm）

L（58-62cm）

M（52-58cm）

L（58-62cm）

M（52-58cm）

L（58-62cm）

M（52-58cm）

L（58-62cm）

M（52-58cm）

L（58-62cm）

M（52-58cm）

L（58-62cm）

M（52-58cm）

L（58-62cm）

品番 サイズ カラー

ブラック

ブラック/ブルー

ブラック/レッド

ブルー

レッド

ホワイト

ホワイト/ブルー

ホワイト/レッド

154674
154675
154676
154677
154678
154679
154680
154681
154682
154683
154684
154685
154686
154687
154688
154689

ブラック ブラック/ブルー
ブラック/レッド

レッド ホワイト/レッドホワイト/ブルーホワイト

ブルー

ホーク

BHE-27HAWK  

カイト

BHE-31KITE  

カイト

BHE-31KITE  

参考重量：M=260g
　　　　　 L=300g
Mサイズの内側寸法：220×175mm
・最新金型技術で成型されたシェル本体。
・14個の通気孔により快適性を維持。
・後部の通気孔で最適な通風効果。
・調節式ストラップは確実かつ快適にフィット。
・簡単にフィットするデュアルクロースアジャストシステム。
・洗濯ができる抗菌インナーパッド。
・後部のリフレクターで夜間の安全に配慮。

M（52-58cm）

L（58-62cm）

M（52-58cm）

L（58-62cm）

M（52-58cm）

L（58-62cm）

M（52-58cm）

L（58-62cm）

M（52-58cm）

L（58-62cm）

M（52-58cm）

L（58-62cm）

品番 サイズ カラー

ブラック/ブルー

ブラック/レッド

ブルー

レッド

ホワイト/ブルー

ホワイト/レッド

154600
154601
154602
154603
154604
154605
154606
154607
154608
154609
154610
154611

ブラック/ブルー ブラック/レッド

レッド

ホワイト/ブルー

ブルー

ホワイト/レッド

税込価格（本体価格）￥5,250（￥5,000）

税込価格（本体価格）￥5,250（￥5,000） 税込価格（本体価格）￥9,975（￥9,500） 税込価格（本体価格）￥7,980（￥7,600）

参考重量：M=260g
　　　　　 L=300g
Mサイズの内側寸法：220×175mm
・最新金型技術で成型されたシェル本体。
・14個の通気孔により快適性を維持。
・後部の通気孔で最適な通風効果。
・調節式ストラップで確実に快適にフィット。
・簡単にフィットするデュアルクロースアジャストシステム。
・洗濯ができる抗菌インナーパッド。

M（52-58cm）

L（58-62cm）

M（52-58cm）

L（58-62cm）

M（52-58cm）

L（58-62cm）

品番 サイズ カラー

ブラック

ブルー

レッド

154520
154521
154522
154523
154524
154525

限定商品

イーグル

BHE-11EAGLE  
限定商品

ホーク

BHE-21HAWK  
限定商品

参考重量：M=270g
　　　　　 L=289g
Mサイズの内側寸法：210×175mm
・最新金型技術で成型されたシェル本体。
・20個の通気孔により快適性を維持。
・後部の通気孔で最適な通風効果。
・調節式ストラップで確実に快適にフィット。
・簡単にフィットするデュアルクロースアジャストシステム。
・洗濯ができる抗菌インナーパッド。
・後部のリフレクターで夜間の安全に配慮。

M（52-58cm）

L（58-63cm）

M（52-58cm）

L（58-63cm）

M（52-58cm）

L（58-63cm）

品番 サイズ カラー

ブラック

ブルー

レッド

154510
154511
154512
154513
154514
154515

参考重量：M=285g
　　　　　 L=310g
・最新金型技術で成型されたシェル本体。
・24個の通気孔により快適性を維持。
・後部の通気孔で最適な通風効果。
・調節式ストラップで確実に快適にフィット。
・簡単にフィットするデュアルクロースアジャストシステム。
・洗濯ができる抗菌インナーパッド。
・後部のリフレクターで夜間の安全に配慮。
・着脱式バイザー付。

M（54-58cm）

L（58-62cm）

M（54-58cm）

L（58-62cm）

M（54-58cm）

L（58-62cm）

品番 サイズ カラー

ブルー

レッド

シルバー

154590
154591
154592
154593
154594
154595

・最新技術を駆使して成型されたシェル本体。
・カーボンファイバーとアルミ合金により内部を補強。
・グレーの高密度発泡スチロールが強い衝撃に対し安全性を確保。
・23個の通気孔により、頭部の快適性を維持。
・後部の通気孔が快適な通風効果を発揮。
・使いやすい調節式ストラップでフィット感にすぐれる。
・洗濯可能な抗菌インナーパッド。
・後部のリフレクターで夜間走行での安全性を確保。

税込価格（本体価格）￥14,595（￥13,900）

M（52-58cm）

L（58-62cm）

M（52-58cm）

L（58-62cm）

M（52-58cm）

L（58-62cm）

M（52-58cm）

L（58-62cm）

M（52-58cm）

L（58-62cm）

M（52-58cm）

L（58-62cm）

品番 サイズ カラー

ブラック

ブルー/ホワイト

レッド/ホワイト

ブラック/ホワイト

ソリッド ブラック

ソリッド ホワイト

154640
154641
154642
154643
154644
154645
154646
154647
154648
154649
154650
154651

ブラック

ブルー/ホワイト
ブラック/ホワイトソリッドブラック

ソリッドホワイト

レッド/ホワイト

フェニックス

BHE-03FENIX  

カラー：ホワイト
サイズ：UNI（55～63cm）
参考重量：390g
・最新金型技術で成型されたシェル本体。
・調節可能な通気システム。
・4個の通気孔。
・調節式ストラップで確実かつ快適にフィット。
・簡単にフィットするツイストクロースアジャストシステム。
・洗濯ができる抗菌インナーパッド。

品番

￥20,790（￥19,800）154560
税込価格（本体価格）

JCFJCF
公認公認
JCF
公認

トラフィック

BHE-65TRAFFIC  
トライベース

BHE-61TRIBASE  

税込価格（本体価格）￥7,959（￥7,580）

ユニ

品番 サイズ カラー

ブラック/ダークグレー

ホワイト/シルバー

バタフライピンク

154712
154713
154714

ホワイト/シルバー

ブラック/ダークグレー

バタフライピンク

普段着で身につけても違和感の無い通勤専用モデル
より多くの通気孔で蒸れを低減。
・最新技術を駆使して成型されたシェル本体。
・21個の通気孔により、頭部の快適性を維持。
・後部の通気孔が快適な通風効果を発揮。
・使いやすい調節式ストラップでフィット感にすぐれる。
・洗濯可能な抗菌インナーパッド。
・着脱式バイザー。
・後部のリフレクターで夜間走行での安全性を確保。

Team Vaconsoleil, 2010
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HELMETS ヘルメット HELMETS ヘルメット

エベレスト

BHE-02EVEREST  

税込価格（本体価格）￥19,740（￥18,800）

モコ

BHE-04MOCO  

ジャヤ

BHE-28JAYA  

税込価格（本体価格）￥13,650（￥13,000）

参考重量：M=298g
　　　　　 L=305g
Mサイズの内側寸法：210×173mm
・最新金型技術で成型されたシェル本体。
・カーボンファイバーとアルミニウム合金による内部の補強。
・スパイダーウェブ構造で強い衝撃に対して安全性を確保。
・23個の通気孔により快適性を維持。
・後部の通気孔で最適な通風効果。
・調節式ストラップで確実に快適にフィット。
・簡単にフィットするデュアルクロースアジャストシステム。
・洗濯ができる抗菌インナーパッド。
・ヘルメットとマッチングカラーの脱着式バイザー。
・後部のリフレクターで夜間の安全に配慮。

M（52-58cm）

L（58-62cm）

M（52-58cm）

L（58-62cm）

M（52-58cm）

L（58-62cm）

品番 サイズ カラー

ブルー/ホワイト/シルバー

レッド/ホワイト/ブラック

グレー/ホワイト/シルバー

154570
154571
154572
154573
154574
154575

参考重量：M=269g
　　　　　 L=291g
Mサイズの内側寸法：210×175mm
・最新金型技術で成型されたシェル本体。
・スパイダーウェブ構造で強い衝撃に対して安全性を確保。
・23個の通気孔により快適性を維持。
・後部の通気孔で最適な通風効果。
・調節式ストラップで確実に快適にフィット。
・簡単にフィットするデュアルクロースアジャストシステム。
・洗濯ができる抗菌インナーパッド。
・脱着式バイザー。
・後部のリフレクターで夜間の安全に配慮。

M（52-58cm）

L（58-62cm）

M（52-58cm）

L（58-62cm）

M（52-58cm）

L（58-62cm）

品番 サイズ カラー

ブラック/ブラック

ブルー/ホワイト

ホワイト/ホワイト

154580
154581
154582
154583
154584
154585

・最新技術を駆使して成型されたシェル本体。
・14個の通気孔により、頭部の快適性を維持。
・後部の通気孔が快適な通風効果を発揮。
・使いやすい調節式ストラップでフィット感にすぐれる。
・洗濯可能な抗菌インナーパッド。
・着脱式バイザー。
・後部のリフレクターで夜間走行での安全性を
　確保。

税込価格（本体価格）￥7,644（￥7,280）

M（52-58cm）

L（58-62cm）

M（52-58cm）

L（58-62cm）

M（52-58cm）

L（58-62cm）

M（52-58cm）

L（58-62cm）

M（52-58cm）

L（58-62cm）

品番 サイズ カラー

ブラック

ブラック/ブルー

ブラック/レッド

ブラック/グリーン

ブラック/ホワイト

154690
154691
154692
154693
154694
154695
154696
154697
154698
154699

ブラック

ブラック/ブルー

ブラック/ホワイト

ブラック/グリーン

ブラック/レッド

MTB KIDS

ブルー/ホワイト/シルバー

レッド/ホワイト/ブラック

グレー/ホワイト/シルバー

ブラック/ブラック

ブルー/ホワイト

ホワイト/ホワイト

テーブルトップ

BHE-51TABLETOP  

税込価格（本体価格）￥4,914（￥4,680）

M（50-56cm）

L（56-60cm）

M（50-56cm）

L（56-60cm）

品番 サイズ カラー

ブラック

フォレスト

154708
154709
154710
154711

BHE-82

長さ：100mm

テーブルトップヨウ インナーパッド

品番

154717
税込価格（本体価格）

￥420（￥400）

BHE-71 エベレストヨウ バイザー

品番

154715
税込価格（本体価格）

￥630（￥600）

BHE-71 ジャヤヨウ バイザー

品番

154716
税込価格（本体価格）

￥420（￥400）

BHE-81 インナーパッド

BHE-81 キッズインナーパッド

BHE-89 アゴヒモパッド

ブラックフォレスト

・フリーライド/ダートジャンプ用ヘルメット。
・11個の通気孔により快適性を保持。
・洗濯ができる抗菌インナーパッド。
・調節式ストラップで確実に快適にフィット。

10mm

品番

ファルコン/エベレスト用

ホーク用

カイト用

￥630（￥600）

￥420（￥400）

154620
154621
154622

税込価格（本体価格）

10mm

品番

￥525（￥500）
154623
154624

税込価格（本体価格）

品番

￥147（￥140）154625
税込価格（本体価格）

フラワー/パイレーツ/サーキット用

ミニフラワー/ミニパイレーツ用

全モデル共通

コンバット

BHE-39COMBAT  
ポリス

BHE-44POLICE  

税込価格（本体価格）￥4,704（￥4,480）

S

M

品番 サイズ カラー

ブルーコンバット154700
154701

サーキット

BHE-43CIRCUIT  

税込価格（本体価格）￥3,780（￥3,600）

税込価格（本体価格）￥4,179（￥3,980）

S

M

品番 サイズ カラー

ホワイト154706
154707

ピンク

ホワイト

S

M

S

M

品番 サイズ カラー

ピンク

ホワイト

154702
154703
154704
154705

内側寸法：210×155mm
・最新の金型技術で成型されたシェル本体
・８個の通気孔により快適性を保持
・後部の通気孔が快適な通風効果を発揮。
・調節式ストラップで確実に快適にフィット。
・簡単にフィットするツイストクロースアジャストシステム。
・洗濯ができる抗菌インナーパッド。
・後部のリフレクターで夜間の安全に配慮。

内側寸法：210×155mm
・最新の金型技術で成型されたシェル本体
・８個の通気孔により快適性を保持
・後部の通気孔が快適な通風効果を発揮。
・調節式ストラップで確実に快適にフィット。
・簡単にフィットするツイストクロースアジャスト
　システム。
・洗濯ができる抗菌インナーパッド。
・後部のリフレクターで夜間の安全に配慮。

内側寸法：210×155mm
・最新の金型技術で成型されたシェル本体
・８個の通気孔により快適性を保持
・後部の通気孔が快適な通風効果を発揮。
・調節式ストラップで確実に快適にフィット。
・簡単にフィットするツイストクロースアジャスト
　システム。
・洗濯ができる抗菌インナーパッド。
・後部のリフレクターで夜間の安全に配慮。

参考重量：254g
内側寸法：210×155mm
・最新金型技術で成型されたシェル本体。
・8個の通気孔により快適性を維持。
・後部の通気孔で最適な通風効果。
・調節式ストラップで確実に快適にフィット。
・簡単にフィットするツイストクロースアジャストシステム。
・洗濯ができる抗菌インナーパッド。
・後部のリフレクターで夜間の安全に配慮。

ユニ（52-57cm）

品番 サイズ カラー

ブルー

ホワイト
154530
154531

参考重量：254g
内側寸法：210×155mm
・最新金型技術で成型されたシェル本体。
・8個の通気孔により快適性を維持。
・後部の通気孔で最適な通風効果。
・調節式ストラップで確実に快適にフィット。
・簡単にフィットするツイストクロースアジャストシステム。
・洗濯ができる抗菌インナーパッド。
・後部のリフレクターで夜間の安全に配慮。

ユニ（52-57cm）

品番 サイズ カラー

ブルー

レッド
154540
154541

参考重量：254g
内側寸法：210×155mm
・最新金型技術で成型されたシェル本体。
・8個の通気孔により快適性を維持。
・後部の通気孔で最適な通風効果。
・調節式ストラップで確実に快適にフィット。
・簡単にフィットするツイストクロースアジャストシステム。
・洗濯ができる抗菌インナーパッド。
・後部のリフレクターで夜間の安全に配慮。

ユニサイズ（52-57cm）

品番 サイズ カラー

ブルー

レッド
154550
154551

パイレーツ

BHE-42PIRATE  

税込価格（本体価格）￥3,780（￥3,600）

ミニパイレーツ

BHE-46MINIPIRATE  

税込価格（本体価格）￥2,940（￥2,800）

参考重量：195g
内側寸法：140×125mm
・11個の通気孔により快適性を維持。
・後部の通気孔で最適な通風効果。
・調節式ストラップで確実に快適にフィット。
・簡単にフィットするツイストクロースアジャストシステム。
・洗濯ができる抗菌インナーパッド。
・後部のリフレクターで夜間の安全に配慮。

ユニ（46-52cm）

品番 サイズ カラー

ブルー

ホワイト
154535
154536

参考重量：195g
内側寸法：140×125mm
・11個の通気孔により快適性を維持。
・後部の通気孔で最適な通風効果。
・調節式ストラップで確実に快適にフィット。
・簡単にフィットするツイストクロースアジャストシステム。
・洗濯ができる抗菌インナーパッド。
・後部のリフレクターで夜間の安全に配慮。

ユニ（46-52cm）

品番 サイズ カラー

ブルー

レッド
154545
154546

バタフライ

BHE-40BUTTERFLY  

税込価格（本体価格）￥4,704（￥4,480）

フラワー

BHE-41FLOWER  

税込価格（本体価格）￥3,780（￥3,600）

ミニフラワー

BHE-45MINIFLOWER 

税込価格（本体価格）￥2,940（￥2,800）
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WINTER WEAR ウィンターウェア WINTER WEAR ウィンターウェア

CONTROLSHIELD BBW-161

コントロールシールド

POLESHIELD BBW-165

ポールシールド

QUADRA  BBW-167

クアドラ

とくに速乾性と軽いことに重点を置いた素材である。ミ
シン織りパターンが通気性、除湿性を高めてくれる。

11％のエラステーンと89％のポリエステルで構成さ
れ、最高の断熱性を実現する。

最高の断熱性能に加え、この抗菌仕様の素材は17％の
スパンデックスと83％のナイロンで構成されている。
通気性と除湿性は抜群で、やわらかいフリース素材の内
側はとても快適である。

BBBレインシールドに使用されており、薄く、防風、
撥水、そして伸縮性の軽量素材である。マイクロサイズ
の多孔性素材が雨ははじきつつも、あなたが暑く感じな
いよう湿度を逃がしてゆく。

防風性の高い軽量素材。表面コーティングによる撥水性
もあり。　

快適でいよう
あなたの最高のサイクリングが寒さで邪魔されないよう
にしよう。正しい服装でいれば、あなたはどんな天気で
もサイクリングに出られる、そしてそれは冬の天候も例
外ではない。特に見てわかるとおり、冬用ジャケット選
びは寒い日のライディングでは重要な要素となる。それ
は、冬の気温がそのシーズンを通して常に一定ではない
からであるが、BBBのジャケットは気温差に対応でき
るようラインナップを揃えている。
あなたを雨風から守る為、BBBはそれぞれ違う、２種
類の素材を使った2つのジャケットを用意している。

それぞれ男性用、女性用のミストラルシールドは「ブリ
ーズスキン」という布地を使用している。ブリーズスキ
ンはウィンドブレーク素材で、撥水加工も施された、細
く、軽量な繊維で構成された布地である。

春夏秋冬いつの季節であっても、寒さは公共の敵ナンバ
ーワンだ。あなたがいつも暖かく、さらさら快適でいら
れるように、BBBでは多くのハイテク素材をジャージ
やアームウォーマーに使用している。

レイヤーテクノロジーが、あなたのライディングを暖か
くて快適なものとするだろう。
全てのBBBジャージはあなたにフィットされるようデ
ザインされ、バラエティーに富んだデザインがあり、仕
上げの完成度を高める為のエッセンスも加えられてい
る。　

サーモファブリックの上位モデルで、断熱性能が向上
し、除湿性能も高め、簡単に洗濯も出来る。

最高の通気性を求めるならば、高性能3層構造で防風・
防水機能も付くTrioxxを選んではどうだろう。伸縮性
のある外側の素材はポリウレタンの膜に固着され、内側
はフリースレイヤーで守られている。

超速乾性ハイテク素材がクアドラジャージに使われてい
るHo-Coolingである。この素材は、湿気を肌からすば
やく取り去り、すばやく、効率的に外気へと変換する。
これが体温を一定に保つ理想的な方法となる。

春～秋用ジャケット。
・PerfotecPolyester素材。
・動きやすい立体縫製。
・Thermoplus素材。
・腰はシリコングリップ素材。
・4ポケット、1つはジッパー付き。
・リフレクター付き。

税込価格（本体価格）￥10,500（￥10,000）

S

M

L

S

M

L

XL

ブラック/
ホワイト

レッド/
ブラック

155800
155801
155802
155804
155805
155806
155807

品番 サイズ カラー

ホワイト/
ブラック

S

M

L

155808
155809
155810

品番 サイズ カラー

品番

・HO-COOLING素材。
・動きやすい立体縫製。
・腰はシリコングリップ素材。
・4ポケット、1つはジッパー付き。
・リフレクター付き。

税込価格（本体価格）￥8,820（￥8,400）

S

M

L

XL

S

M

L

ブラック

ブルー

155812
155813
155814
155815
155816
155817
155818

サイズ カラー

ブラック/
レッド

S

M

L

155820
155821
155822

品番 サイズ カラー

0℃～10℃

5℃～15℃

10℃～20℃

ホワイト/
ブラック

S

M

L

XL

軽量、防風、防水ジャケット。
・Trioxx素材
・動きやすい立体縫製。
・Thermoplus素材。
・腰はシリコングリップ素材。
・3ポケット、1つはジッパー付き。
・リフレクター付き。

税込価格（本体価格）￥14,490（￥13,800）

S

M

L

ブルー/
ホワイト レッド/

ホワイト

156400
156401
156402

S

M

L

XL

156404
156405
156406
156407

品番 サイズ カラー

156408
156409
156410
156411

品番品番 サイズ カラー サイズ カラー

ブリーズスキン

ゴーストスキン

サーモファブリック

サーモプラス

サーモテック

パーフォテック

ホークーリング

トリオXX

フルジッパーフラップ付きフルジッパー

フリース素材の襟元反射素材付き

快適性を増すフラット製法3ポケット＋1ジッパーポケット

RAINSHIELD BBW-143

レインシールド

MISTRALSHIELD BBW-144

ミストラルシールド

ALPINESHIELD WOMAN BBW-171

アルパインシールド ウーマン

・GHOSTSKIN素材
・フリース素材の首回りの内側は全体がメッシュ。
・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。
・リフレクター付き。

税込価格（本体価格）￥11,970（￥11,400）

M

L
ホワイト

156367
156368

品番 サイズ カラー

0℃～10℃

5℃～15℃

S

M
ホワイト

156380
156381

品番 サイズ カラー

・BREEZESKIN素材撥水コーティング。
・内側はメッシュ素材。
・動きやすい立体縫製。
・小さくまとめられるポケット付き。
・リフレクター付き。

税込価格（本体価格）￥9,450（￥9,000）

M

L
ホワイト

ブルー
156372
156373

S

M

L

156376
156377
156378

品番 サイズ カラー 品番 サイズ カラー

軽量、防風、防水ジャケット。
・TRIOXX素材
・動きやすい立体縫製。
・THERMOPLUS素材。
・腰はシリコングリップ素材。
・3ポケット、1つはジッパー付き。
・リフレクター付き。

税込価格（本体価格）￥14,490（￥13,800）

S

M
ブラック/
レッド

ホワイト/
ブラック

155824
155825

S

M

155827
155828

品番 サイズ カラー 品番 サイズ カラー

ホワイト

春～秋用ジャケット。
・PerfotecPolyester素材。
・動きやすい立体縫製。
・THERMOPLUS素材。
・腰はシリコングリップ素材。
・4ポケット、1つはジッパー付き。
・リフレクター付き。

税込価格（本体価格）￥10,500（￥10,000）

S

M

S

M

レッド
155830
155831
155833
155834

品番 サイズ カラー

ホワイト

・BREEZESKIN素材撥水コーティング。
・内側はメッシュ素材。
・動きやすい立体縫製。
・腰はシリコングリップ素材。
・小さくまとめられるポケット付き。
・リフレクター付き。

税込価格（本体価格）￥9,450（￥9,000）

S

M

L

156383
156384
156385

品番 サイズ カラー

MISSIONSHIELD WOMAN BBW-175

ミッションシールド ウーマン

RAINSHIELD WOMAN BBW-145

レインシールド ウーマン

・GHOSTSKIN素材
・フリース素材の首回りの内側は
　全体がメッシュ。
・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。
・リフレクター付き。

税込価格（本体価格）￥11,970（￥11,400）

MISTRALSHIELD WOMAN BBW-146

ミストラルシールド ウーマン
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反射素材付き 足首ジッパー

メッシュ素材 快適性を増すフラット製法

SUMMER WEAR サマーウェア

・着心地にすぐれた半袖ジャージ。
・コンフォートプラス生地を使用。
・前部を完全に開閉できるジッパー。
・袖と裾はエラスティックビンディング
　を使用し、フィット感を高め、ズレを防止。
・後ろ側に4個のポケット付き。1個はジッパー付き。

税込価格（本体価格）￥4,410（￥4,200）

S

M

L

XL

S

M

L

XL

S

M

L

XL

S

M

L

XL

品番 サイズ カラー

ブラック/ブルー

ブラック/レッド

ホワイト/ブルー

ホワイト/レッド

155980
155981
155982
155983
155985
155986
155987
155988
155990
155991
155992
155993
155995
155996
155997
155998

・モダンデザインでフィット感にすぐれた
　半袖ジャージ。
・コンフォートドライ生地を使用。
・前部を完全に開閉できるジッパー。
・袖と裾はライクラを使用し、フィット感を高め、ズレを防止。
・後ろ側に4個のポケット付き。1個はジッパー付き。

税込価格（本体価格）￥9,870（￥9,400）

S

M

L

S

M

L

品番 サイズ カラー

ブラック/ブルー

ホワイト/シルバー

155970
155971
155972
155975
155976
155977

ナイトロ

NITRO  BBW-116

COMFORTFIT BBW-117

ブラック/ブルー

ホワイト/シルバー

ブラック/ブルー
ホワイト/ブルー ホワイト/レッド

ブラック/レッド

コンフォートドライ
通気性にすぐれたコンフォート
ドライ生地。通気性にすぐれて
いて内部の湿気を外部に出し、
素早く蒸発させます。

コンフォートプラス
BBBウェアのベーシック素材。
通気性とフィット感に優れる
ポリエステル。

コンフォートフィット

フルジッパー

リバースジッパー

3ポケット＋
1ジッパー付ポケット

SHORTS ショーツ

TIGHTS タイツ

税込価格（本体価格）￥8,190（￥7,800）

・最高級のショーツ。
・ライクラ素材を使用し220gと軽量仕上げ。
・伸縮性にすぐれたウルトラストレッチパッド。
・肌面がフラットなロックステッチド
・シームを採用し、着心地は快適。
・体にフィットさせるために、10枚の布を縫い合わせ
　た立体裁断。
　ゴムひもはやわらかな、シリコングリッパデザイン。

S

M

L

XL

品番 サイズ カラー

ブラック155604
155605
155606
155607

SQUADRA SHORTS BBW-212

税込価格（本体価格）￥5,880（￥5,600）

税込価格（本体価格）￥5,460（￥5,200）

BIB- SHORTS BBW-81

SHORTS  BBW-82

SHORTS LADIES BBW-85

S

M

L

XL

品番 サイズ カラー

ブラック155600
155601
155602
155603

・身体にフィットさせるために、10枚の布を
　縫い合わせた立体裁断。
・伸縮性に優れたウルトラストレッチパッド。
・245ｇのエラスザン素材。
・上半身は速乾性のメッシュ素材。

・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。
・後側にポケット付。

ショーツ レディース

・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。
・材質はソフトで柔らかい20％エラスザンと
　80％ポリエステル。

S

M

L

XL

ブラック156110
156111
156112
156113

品番 サイズ カラー

税込価格（本体価格）￥5,460（￥5,200）

S

M

L

ブラック156106
156107
156108

品番 サイズ カラー

新価格

新価格

・THERMOTEC素材。
・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。
・リフレクター付き。
・かかとに滑り止めシリコン。
・パッド付きショーツに重ねて使用します。
＊パッドは付属しません。

税込価格（本体価格）￥10,500（￥10,000）

S

M

ブラック155017
155018

品番 サイズ カラー

・THERMOTEC素材。
・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。
・リフレクター付き。
・かかとに滑り止めシリコン。
・パッド付きショーツに重ねて使用します。
＊パッドは付属しません。

税込価格（本体価格）￥13,440（￥12,800）

S

M

L

XL

ブラック155009
155010
155011
155012

品番 サイズ カラー

・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。
・リフレクター付き。
・かかとに滑り止めシリコン。
・パッド付きショーツに重ねて使用します。
＊パッドは付属しません。

税込価格（本体価格）￥17,640（￥16,800）

S

M

L

XL

ブラック155013
155014
155015
155016

品番 サイズ カラー

S

M

L

155001
155002
155003

・THERMOFABRIC素材。
・動きやすい立体縫製。
・リフレクター付き。
・パッド付きショーツに重ねて使用します。
＊パッドは付属しません。

税込価格（本体価格）￥9,135（￥8,700）

ブラック
カラー品番 サイズ

ブラック

・THERMOFABRIC素材。
・動きやすい立体縫製。
・リフレクター付き。
・パッド付きショーツに重ねて使用します。
＊パッドは付属しません。

税込価格（本体価格）￥9,765（￥9,300）

S

M

L

XL

155005
155006
155007
155008

品番 サイズ カラー

スクアドラショーツ

LEGSTOP BIB TIGHTS BBW-191

レッグストップ ビブタイツ

LEGSHIELD BIB TIGHTS BBW-187

レッグシールド ビブタイツ

QUADRA TIGHTS BBW-181

クアドラタイツ

QUADRA BIB TIGHTS BBW-183

クアドラ ビブタイツ

LADYSHIELD TIGHTS BBW-193

レディーシールド タイツ

ビブショーツ

ショーツ
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CLOTHING ACCESSORIES クロージング アクセサリー CLOTHING ACCESSORIES クロージング アクセサリー

・シームレスのサイクリングスカーフ。
・100％ポリエステル製で軽量。
・速乾性にすぐれ着心地は快適そのもの。

税込価格（本体価格）￥2,520（￥2,400）

コンフォートネック

コンフォートヘッド

品番 カラー

ブラック152550

・サイクリング用バンダナ。
・吸湿性にすぐれ、着用感は快適。
・100％ポリエステル製で軽量。

税込価格（本体価格）￥1,890（￥1,800）
品番 カラー

ブラック152551

COMFORT NECK BBW-98

税込価格（本体価格）￥5,250（￥5,000）

ハイ レッグ

HIGH LEGS  BBW-201

税込価格（本体価格）￥3,150（￥3,000）

コンフォート レッグ

COMFORT LEGS BBW-91

税込価格（本体価格）￥3,570（￥3,400）

ハイ アーム

HIGH ARMS  BBW-202

税込価格（本体価格）￥2,415（￥2,300）

コンフォート アーム

COMFORT ARMS BBW-92税込価格（本体価格）￥1,470（￥1,400）

テクノフィート

TECHNOFEET BSO-01

税込価格（本体価格）￥1,575（￥1,500）

クールフィート ロード

COOLFEET ROAD BBW-10

税込価格（本体価格）￥1,575（￥1,500）

クールフィート MTB

COOLFEET MTB BBW-11

税込価格（本体価格）￥1,470（￥1,400）

テクノフィート

TECHNOFEET BSO-02

COMFORT HEAD BBW-99

ウインターハット

税込価格（本体価格）￥1,890（￥1,800）

WINTER HAT BBW-96

ヘルメットハット

税込価格（本体価格）￥1,890（￥1,800）

HELMET HAT BBW-97

・THERMOFABRIC素材。
・快適なフラット縫製。
・動きやすい立体縫製。
・滑り止めゴムグリップ付き。

S

M

L

XL

ブラック ホワイト

152301
152302
152303
152304

S

M

L

XL

152320
152321
152322
152323

品番 サイズ カラー 品番 サイズ カラー

・THERMOFABRIC素材。
・快適なフラット縫製。
・動きやすい立体縫製。
・滑り止めゴムグリップ付き。

S

M

L

XL

ブラック ホワイト

152311
152312
152313
152314

S

M

L

XL

152324
152325
152326
152327

品番 サイズ カラー 品番 サイズ カラー

真冬用
・THERMOTEC素材。
・快適なフラット縫製。
・動きやすい立体縫製。
・滑り止めゴムグリップ付き。
・リフレクター付き。
・暖かい裏起毛。

S

M

L

XL

ブラック152328
152329
152330
152331

品番 サイズ カラー

保温素材のウインターハット。
・フラット縫製で快適。
・フリーサイズ。

ブラック152541
品番 カラー

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。
・フリーサイズ。

ブラック152542
品番 カラー

真冬用
・THERMOTEC素材。
・快適なフラット縫製。
・動きやすい立体縫製。
・滑り止めゴムグリップ付き。
・リフレクター付き。
・暖かい裏起毛。

S

M

L

XL

ブラック152332
152333
152334
152335

品番 サイズ カラー

税込価格（本体価格）￥1,522（￥1,450）

サーモフィート

THERMOFEET BSO-11

・高い保温性のTHERMOLITE素材
・伸縮性が高く足にフィット。
・THERMOPLUS素材。
・甲の部分は表面積の多いライン形状。
・足首は100mmの高さ。

35/38 21/23.5cm

39/42 24/27cm

43/46 27.5/31cm

35/38 21/23.5cm

39/42 24/27cm

43/46 27.5/31cm

35/38 21/23.5cm

39/42 24/27cm

43/46 27.5/31cm

35/38 21/23.5cm

39/42 24/27cm

43/46 27.5/31cm

ブラック

ブルー

レッド

ホワイト

152070
152071
152072
152073
152074
152075
152076
152077
152078
152079
152080
152081

品番 サイズ カラー

薄くて暖かい冬の必需品

S

M

L

XL

ブラック156115
156116
156117
156118

品番 サイズ カラー

・耐久性にすぐれた100％ポリエステル繊維。
・伸縮性にすぐれたクールマックスパッド。
・ショーツは最良のポジションを保持し、
　サドルにフィット。

新価格

S（35-38）

M（39-42）

L（43-46）

S（35-38）

M（39-42）

L（43-46）

152270
152271
152272
152279
152280
152281

品番 サイズ カラー

ホワイト/ブラック

ホワイト

・4種類の繊維で構成されたサイクリングソックス。
・1本の糸に4本の溝を持つ特殊なクールマックス繊維を
　使用しているために、速乾性ですぐれた湿度調整機能。
・中間部分は伸縮性のすぐれた生地で足を保持。
・足首の曲る部分は立体的に包みます。
・通気性がよく蒸れにくい網状縫製。
・つま先とかかとの部分を補強。
・ショートタイプで高さは70mm。

ロード用ソックス

S（35～38）

M（39～42）

L（43～46）

XL（47～49）

ホワイト152251
152252
152253
152254

品番 サイズ カラー

・伸縮性があって足にフィット。
・1本の糸に4本の溝を持つ特殊なクールマックス
　繊維を使用しているために、速乾性で湿度調整
　にすぐれ、縮みにくい。
・通気性がよく蒸れにくい網状縫製。
・つま先とかかとの部分を補強。
・ゴム口部の長さは40mm。

・伸縮性があって足にフィット。
・1本の糸に4本の溝を持つ特殊なクールマックス
　繊維を使用しているために、速乾性で湿度調整
　にすぐれ、縮みにくい。
・通気性がよく蒸れにくい網状縫製。
・つま先とかかとの部分を補強。
・ゴム口部の長さは40mm。

S（35～38）

M（39～42）

L（43～46）

XL（47～49）

ブラック/グレー152245
152246
152247
152248

品番 サイズ カラー

MTB用ソックス

INNER SHORTS BBW-86

税込価格（本体価格）￥3,360（￥3,200）

インナーショーツ

S（35-38）

M（39-42）

L（43-46）

152297
152298
152299

品番 サイズ カラー

ブラック

・4種類の繊維で構成されたサイクリングソックス。
・1本の糸に4本の溝を持つ特殊なクールマックス繊維を
　使用しているために、速乾性ですぐれた湿度調整機能。
・中間部分は伸縮性のすぐれた生地で足を保持。
・足首の曲る部分は立体的に包みます。
・通気性がよく蒸れにくい網状縫製。
・つま先とかかとの部分を補強。
・ロングタイプで高さは100mm。

5℃～15℃

5℃～15℃

0℃～10℃0℃～10℃

 

伸縮性の異なる編み方を
組み合わせた縫製で高い
快適性を実現。＊裏側の写真

保温性の高い
THERMOFABRIC 素材

きめ細かな繊維で肌触りの
良い表面は汗をかいても快適。

裏面は滑り止めの
ゴムグリップ付き。

きめ細かな繊維で肌触りの
良い表面は汗をかいても快適。

裏面は滑り止めの
ゴムグリップ付き。

冬の体温調整に欠かせない
快適アームウォーマー

冬の体温調整に欠かせない
快適レッグウォーマー

締めつけ感の少ない
滑り止めのシリコングリッパー。

締めつけ感の少ない
滑り止めのシリコングリッパー。

裏は起毛でさらに高い保温性。

高い保温性と透湿性を持つ
THERMOTEC素材。 高い保温性と透湿性を持つ

THERMOTEC素材。

保温性の高い
THERMOFABRIC
素材。

最高クラスの保温性を持つ
アームウォーマー

裏は起毛でさらに高い保温性。

最高クラスの保温性を持つ
レッグウォーマー



218 219

SUMMERGLOVES サマーグローブ SUMMERGLOVES サマーグローブ

レーサー

RACER  BBW-32

・温暖な気候に対応し、快適さを備える標準的なグローブ。
・甲の部分は通気性のある収縮性にすぐれたライクラで
　シリコンプリントのデザイン。
・手のひらの部分はエアメッシュ素材で通気性にすぐれ、
　あらゆるコンディションでグリップ力を確保するシリコンラバー加工。
・ベルクロ式リストストラップでリストをロック。
・外しやすいフィンガーストラップ付き。

税込価格（本体価格）￥2,520（￥2,400）

S

M

L

XL

品番 サイズ カラー

ブラック/ホワイト152090
152091
152092
152093

GEL LINER  BBW-16

ゲルライナー

レーサー

RACER  BBW-28

ERGOZONE  BBW-18

エルゴゾーン

手につけるのは
夏用のサイクリンググローブはただ暑い中、走る際、必要とされるグリッ
プ感を確保するのみでなく、自転車を通して伝わってくる道路からの多く
の振動もカットしてくれる。
パッドまたはゲル入りのグローブは手にかかる圧力をより広く分散させる
ため、あなたのロングライドを楽にしてくれる。
さらに落車をしてしまったときも、グローブはあなたの手の甲、手のひら
を、道、またはトレイルの上で滑った際にできてしまう擦過傷から守って
くれる。

ほとんどのBBB夏用グローブはRubbertec、Vitech、Clarino布地を補
強材として手のひらに使っている。Rubbertecはさらにバーグリップの
握りやすさを向上させます。Vitechはクッションの厚みと耐久性に特に
優れ、Clarinoはただ保護するだけではなく、断熱性も高い素材である。
BBBのグローブはさらに快適性、機能性を常に意識して設計されてい
る。
額の湿気をふき取れるよう私たちはほとんどのグローブの親指部分にテリ
ータオルを組み込んでいる。
他の素材は快適な体感気温を維持するために使用されている。オープンウ
ェーブメッシュの使用を通して、エアメッシュとマイクロメッシュが持続
的に空気を循環させ、特に温暖な気候で汗をすばやく、均等に蒸発させ
る。
Stretch LycraやSpandexのような伸縮素材はあなたの手の動きを限定
せず、快適なフィット感をもたらす。

・高水準の技術で加工されたプロユースのサマーグローブ。
・手のひらの部分はエアメッシュ素材で通気性にすぐれ、ゲルの封入によってショックを吸収
　し快適性を確保。
・収縮性にすぐれたイタリア製ライクラ素材。
・手の甲はマイクロメッシュを使用し、親指はテリータオルによって通気性の機能が向上。
・ネオプレーン素材を使用したベロクロ式リストストラップ。
・手首周辺はライクラによって圧迫せず快適性を確保。

税込価格（本体価格）￥3,675（￥3,500）

151956
151957
151958
151959

品番 品番

S

M

L

XL

ブラック ブルー

151961
151962
151963
151964

S

M

L

XL

レッド

サイズ カラー サイズ カラー 品番

151966
151967
151968
151969

S

M

L

XL

サイズ カラー

グレー

品番

151971
151972
151973
151974

S

M

L

XL

サイズ カラー

参考重量：38g（片側）
・手の甲はスパンテックスとネオプレーンを組合せ、伸縮性と通気性を確保。
・親指の部分は汗の拭えるテリータオル。
・手のひらは振動を吸収し、しびれをふせぐエルゴゾーンデザインとあらゆる
　コンディションでグリップ力を確保するシリコンラバー加工。
・ベロクロ式リストストラップでリストをロック。

税込価格（本体価格）￥3,675（￥3,500）

151812
151813
151814
151815

品番 品番

S

M

L

XL

ブラック ブルー

151816
151817
151818
151819

S

M

L

XL

レッド

サイズ カラー サイズ カラー 品番

151820
151821
151822
151823

S

M

L

XL

サイズ カラー

参考重量：27g（片側）
・大部分の人々に快適に順応する標準的なグローブ。
・甲の部分は通気性のある収縮性にすぐれたライクラでシリコンプリントのデザイン。
・手のひらの部分はエアーメッシュ素材で通気性にすぐれ、あらゆるコンディションで
　グリップ力を確保するシリコンラバー加工。
・ベロクロ式リストストラップでリストをロック。
・外しやすいフィンガーストラップ付。

税込価格（本体価格）￥2,940（￥2,800）

151976
151977
151978
151979
151981
151982
151983
151984

品番 品番

S

M

L

XL

S

M

L

XL

ブラック

ブルー ライト
ブルー

ライム
グリーン

151986
151987
151988
151989
151991
151992
151993
151994

S

M

L

XL

S

M

L

XL

レッド

サイズ カラー サイズ カラー 品番

151996
151997
151998
151999
152001
152002
152003
152004

S

M

L

XL

S

M

L

XL

サイズ カラー

グレー

ホワイト

品番

152006
152007
152008
152009

S

M

L

XL

サイズ カラー

ストレッチライクラ
伸縮性のある素材で、しっかりと手になじみ締めつけ
ません。

フィンガーストラップ
取り外しが簡単。

反射プリント

ゲル入り

テリータオル
汗が拭える機能素材。

オープンウェーブメッシュ、エアーメッシュ
通気性にすぐれ、汗を素早く乾かす素材。

ラバーテック、ヴィテッチ、クラリーノ
手の平部分の素材

リストロックシステム
手首の部分にはしっかりとなじむベロクロストラップを使用。

衝撃吸収ゲルで高い快適性の
GEL LINER グローブ

手の甲はマイクロメッ
シュ素材を使用し、いつ
もさらさらの使い心地。

手の平は地面からの衝撃
を吸収するゲルパッドを
2つ配置。

指の付け根にはグリッ
プ力を向上させる滑り
止めテープ。

汗をさっと吸い取る
親指のテリー素材。

取り外しが簡単な
フィンガーストラップ。

手首は丈夫で通気性の
高い特別メッシュ素材。

高機能で快適性の高いグローブならGELLINER。

取り付けている事を忘れるほどの
フィット感と通気性のRACER グローブ

非常に伸縮性の高い甲部分は手の形にフィット。

取り外しのしやすい
フィンガーストラップ。

手の甲部分のエアーメッ
シュにより暑い夏も快適。

ハンドルに当たる部分の
クッション性を高める手
の平素材。

手の甲部分の高い伸縮性。

夜間の安全性を高める
反射プリント
フィット感と通気性の
高いRACERグローブ。

高い振動吸収性を持ち、しびれを防ぐ
ERGOZONE グローブ

手の甲は通気性の高い
スパンテックス素材。

振動を吸収する
エルゴゾーンクッション。

ハンドルを握りやすいよ
うに、手の動きに合わせ
た縫い目を手の平に配置。

汗をさっと吸い取る
親指のテリー素材。

手の痛みに悩んでいる人に
お勧めのERGOZONE グローブ。
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SPEEDLINERⅡ BBW-26

スピードライナー蠡（限定商品）

SAFEZONE BBW-22

セーフゾーン（限定商品）

KIDS BBW-23

キッズ

参考重量：19g（片側）
・一般のグローブより小さいサイズで子供や手の小さい人に最適。
・キッズのXLは大人のSより小さいサイズ。
・手のひらの部分はクッション性のよいフォームに滑り止め加工。
・ベロクロ式リストストラップ。
・外しやすいフィンガーストラップ付。

税込価格（本体価格）￥2,100（￥2,000）

151876
151877
151878
151879

品番 品番

S

M

L

XL

ブラック ブルー

151880
151881
151882
151883

S

M

L

XL

レッド

サイズ カラー サイズ カラー 品番

151884
151885
151886
151887

S

M

L

XL

サイズ カラー

・MTBを目的に開発されたフルフィンガータイプ。
・ネオプレーンの補強で拳の部分を保護。
・親指の部分は汗の拭えるテリータオル。
・手のひらはアマラで補強し耐久性を向上させ、シリコンラバー加工で滑りを防止。
・ネオプレーン素材を使用したリストロックシステム。

税込価格（本体価格）￥4,725（￥4,500）

151920
151921
151922
151923

品番 品番

S

M

L

XL

ブラック ブルー

151924
151925
151926
151927

S

M

L

XL

レッド

サイズ カラー サイズ カラー 品番

151928
151929
151930
151931

S

M

L

XL

サイズ カラー

・高品質のスパンテックスとライクラを組合せた高級品。
・親指部分に汗の拭えるテリータオルを使用し、親指と人差し指部分を補強。
・夜間の安全のためにリフレクター機能のライン入り。
・手のひらの部分通気性を配慮したエアメッシュに滑り止めのためアマラで補強。
・ベロクロ式リストストラップ。
・外しやすいフィンガーストラップ。

税込価格（本体価格）￥3,465（￥3,300）

151840
151841
151842

品番 品番

S

M

L

ブルー レッド

151844
151845
151846

S

M

L

サイズ カラー サイズ カラー

レディーゾーン

LADYZONE  BBW-27

クールダウンⅡ

COOLDOWNⅡ BBW-25

エアロード

AIRROAD  BBW-31

・暑い気候を考慮して開発されたサマーグローブ。
・手の甲の部分は通気性にすぐれた伸縮性のメッシュ素材。
・親指の部分は汗の拭えるテリータオル。
・ベロクロ式リストストラップ。
・手のひら部分はクラリーノ製の薄いフォームで握り
　やすく、シリコンラバー処理で滑りを防止。
・外しやすいフィンガーストラップ付。

税込価格（本体価格）￥3,150（￥3,000）

152011
152012
152013

品番 品番

S

M

L

ホワイト/
グレー

ホワイト/
ブルー

152015
152016
152017

S

M

L

ホワイト/
レッド

サイズ カラー サイズ カラー 品番

152019
152020
152021

S

M

L

サイズ カラー

ローズ

ライト
ブルー

参考重量：30g（片側）
・2色カラーでファッショナブルな女性用グローブ。
・手の甲の部分は伸縮にすぐれライクラ素材。
・リフレクターの装着で夜間の安全に効果。
・外しやすいフィンガーストラップ付。
・手のひらの部分は滑り止めのシリコンラバー加工。
・親指の部分は汗の拭えるテリータオル。

税込価格（本体価格）￥3,675（￥3,500）

151932
151933
151934
151936
151937
151938

品番 品番

S

M

L

S

M

L

ブラック

ブルー

151940
151941
151942
151944
151945
151946

S

M

L

S

M

L

レッド

サイズ カラー サイズ カラー 品番

151948
151949
151950

S

M

L

サイズ カラー

参考重量：29g（片側）
・暑い気候に最適なサマーグローブ。
・全体に通気性にすぐれた素材と特別なデザイン。
・ベロクロ式リストストラップ。
・手のひらの部分、親指と人差し指はラバーテックで補強。
・手のひらまでメッシュ素材。

税込価格（本体価格）￥2,625（￥2,500）

151904
151905
151906
151907

品番 品番

S

M

L

XL

ブラック ブルー

151908
151909
151910
151911

S

M

L

XL

レッド

サイズ カラー サイズ カラー 品番

151912
151913
151914
151915

S

M

L

XL

サイズ カラー

イエロー

品番

151916
151917
151918
151919

S

M

L

XL

サイズ カラー

最も涼しいサマーモデル、COOLDOWNⅡグローブ

手の甲は薄く通気性に
優れたメッシュ素材。

手の平も丈夫な大型
メッシュ素材を採用。

手の甲、手の平両方がメッシュ素材なので、
向こうの光が透けて見えるほど。

メッシュ素材にこだわりながら、
ダメージを受けやすい親指の
付け根はしっかり補強。

真夏のサイクリングに欠かせないCOOLDOWN Ⅱグローブ。

子供の手を安全に守る、KIDS グローブ

取り外しのしやすい
フィンガーストラップ付き。

子供用ながら、クッション性の
高い手の平部分は高い快適性。
小さな手を安全に守るKIDS グローブ。

M サイズの大人用、
子供用の比較。

クラシック

CLASSIC  BBW-17

参考重量：28g（片側）
・手の甲の部分はライクラとスパンテックスの組合せで、フィット
　感にすぐれた伸縮素材。
・親指の部分は汗を拭えるテリータオルを採用。
・手のひらの部分はシリコンゴムの滑り止め加工。
・ベロクロ式リストストラップ。
・外しやすいフィンガーストラップ。

税込価格（本体価格）￥2,625（￥2,500）

151800
151801
151802
151803

品番 品番

S

M

L

XL

ブラック ブルー

151804
151805
151806
151807

S

M

L

XL

レッド

サイズ カラー サイズ カラー 品番

151808
151809
151810
151811

S

M

L

XL

サイズ カラー
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WINTERGLOVES ウィンターグローブWINTERGLOVES ウィンターグローブ

WETHERPROOF BWG-15

ウェザープルーフ

RACESHIELD BWG-11

レースシールド

ALLROUNDⅡ BWG-01

オールラウンドⅡ

COLDZONE BWG-16

コールドゾーン

－5℃～5℃

0℃～10℃

5℃～15℃

0℃～10℃

税込価格（本体価格）￥5,040（￥4,800）

XS

S

M

L

XL

ブラック152031
152032
152033
152034
152035

品番 サイズ カラー

参考重量：96g（片側）
・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。
・TERRYタオル素材。
・手首を長くして風の浸入を防止。　

参考重量：76g（片側）
・毎日の通勤などに最適。
・親指にAMARA素材。
・WINDSTER素材を使用して風の浸入を防止。
・手首を50mmまで長くして風の浸入を防止。

税込価格（本体価格）￥2,940（￥2,800）

S

M

L

XL

ブラック151695
151696
151697
151698

品番 サイズ カラー

S

M

L

XL

・軽量で操作がしやすい防水、防風、防寒性仕様。
・TRIOXX素材。
・親指にAMARA素材。
・コントロール性を高めた手の平部分は薄くて丈夫。
・滑り止めシリコングリップ。
・TERRYタオル素材。
・自然な形を追求した70度立体縫製。
・手首を長くして風の浸入を防止。

税込価格（本体価格）￥4,200（￥4,000）

ブラック/
ブルー

ブラック/
レッド

152036
152037
152038
152039

品番 サイズ カラー

S

M

L

XL

ブラック/
ホワイト

152044
152045
152046
152047

品番 サイズ カラー

S

M

L

XL

152040
152041
152042
152043

品番 サイズ カラー

参考重量：53g（片側）
・春や秋に最適な中程度の防寒性能。
・THERMO素材。
・フラット製法による出っ張りの無い快適性。
・滑り止めシリコングリップ。

税込価格（本体価格）￥2,940（￥2,800）

S

M

L

XL

ブラック

152023
152024
152025
152026

品番 サイズ カラー

S

M

L

XL

ホワイト

152027
152028
152029
152030

品番 サイズ カラー

圧倒的な防寒性能のハイエンドモデル

十分な防風性能のエントリーモデル

レースに対応する薄手で
保温性の高いウィンターグローブ

高い伸縮性と高密度の繊維の薄くて
適度な保温性を持つモデル

防風性

防水性

防寒性

ショック吸収性

防風性

防水性

防寒性

ショック吸収性

防風性

防水性

防寒性

ショック吸収性

防風性

防水性

防寒性

ショック吸収性

全面にシリコングリップを配置し
て常に確実なグリップ力を発揮。
抜群の保温性、防風、防水性能を
持つTRIOXX 素材。

丈夫で調整しやすいベルクロ
ストラップ。

汗を吸い取るテリー素材。 破れやすい親指の付け根を補強
する二重縫製。

指さきにもシリコングリップを
配置してレバーのコントロール
性を向上。

反射素材付きで夜の走行も安心。

THERMO 素材を使用して
薄手ながら高い保温性。

手の平は全面シリコンプリント
で高い操作性と耐久性。

伸縮性があり高いフィット感。
指きりグローブと重ねて使って
温度調整も可能なモデルです。

保護しよう
特に自転車では顕著だが、手を冷やすことを好む人はいないだろう。手が冷え
ることは握力を失わせ、ハンドルのグリップを失ってしまった時、結果としてあ
からさまに顔から地面に落ちてしまうことが良くある。手がかじかんでシフトチ
ェンジが出来ないなどという状況になってしまったら、レースやヒルクライムで
あなたを行き詰らせ、不本意で満足いかない結果を残すのみだろう。
BBBウィンターグローブの広いラインナップは冷たくなってしまう手にとって、
最高の救済策となるだろう。
私たちのグローブは熱を留め、冷気を逃がすことを目的としたハイテク素材を
使用して作られている。そして通気性の良さが湿っぽくて冷たい気持ち悪さを
解消し、手を乾いた状態に保ってくれます。
BBBグローブで使われているWindProtect布地は撥水、防風仕様であるに
も関わらず、通気性がよく、熱を体に留めると同時に湿気を外に逃がしてくれる
。WindSter布地はBBBの100％防風素材で手を暖かく、さらさらな状態を
保てるよう、通気性も良い。
最高の通気性を求めて、BBBはさらに防風・撥水機能もあるTrioxxを採用して
いる。この布地の伸縮性のある外側の素材はポリウレタンの膜に固着され、内
側はフリースレイヤーで守られている。この3レイヤーテクノロジーが、あなた
の手を暖かく、乾いた状態に保つため、除湿効果と撥水効果の最適なバランス
を実現してくれる。
BBBグローブは、自転車に乗る際に求められるどのような要求にもほとんど対
応できるような耐久性を持っている。私たちのグローブのほとんどのモデルが
Amaraを親指と人差し指部分に使っている。Amaraはとても強く、耐久性の
高い素材で、磨耗や破れにも強いので、グローブのもっともストレスがかかる
部分に使用されている。Vitechはそのクッション性と耐久性から手の平部分に
使われ、Clarinoはその頑丈さのみでなく、断熱性も優れていることから採用
されている。
RubberTec補強材は乾いている、濡れているどちらの状況でも安定したバー
コンタクトと最適なグリップ感覚を実現する。戦略的に引かれたシリコンプリン
トがハンドルバーとブレーキレバーに対するグリップをよりしっかりしたものに
してくれる。
BBBのウィンターグローブはあなたの手を冬の寒さから守るだけでなく、高い
レベルでの快適性と機能性を提供してくれる。やわらかいテリータオル部分は
顔から水分をふき取れるよう組み込まれている。柔軟なスパンデックスは自然
な動きを阻害せず暖かく心地よい、快適なフィット感を実現するよう使用され
ている。
Gel insertsは均等に平らになっているとは行かない道路の表面を起因とする
振動や衝撃を吸収できるよう、手にかかる圧力を分散するようになっている。さ
らに、ゲルパッドは長時間のライディング時の手にかかる痛みや痺れも軽減し
てくれる。
冬の間は時々走り出す為のモチベーションを保つのが難しくなる時がある。し
かしBBBのグローブさえあれば、走り出すのが嫌になる理由を一つ減らせるだ
ろう。

親指と人差し指
のつけ根を補強。

出っ張りをなくした
フラット製法。

タオル素材。
汗を拭き取る素材使用。

防風性に優れる素材で、高い通気性と保温性を実現。
ウィンドスター

高い防風性と簡易防水性を備えた素材。
ウィンドプロテクト

手の平付近のショック吸収素材。
バイテック

耐久性に加え保温性に優れた生地。
クラリーノ

グリップ力を向上と強度アップのラバー素材。
ラバーテック

手の平にシリコン素材を接着してグリップ力を
向上。

シリコンプリント

テリー

主に親指と人差し指に使われる耐久性に優れた布。
アマラ

最高の通気性を求めるならば、高性能3層構造で防風・防水
機能も付くTrioxxを選んではどうだろう。伸縮性のある外
側の素材はポリウレタンの膜に固着され、内側はフリース
レイヤーで守られている。

トリオXX
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SHOECOVERS シューカバー TRAINERS トレーナー

ULTRAWEAR BWS-12

ウルトラウェア

0℃～10℃

0℃～10℃ 0℃～10℃

5℃～15℃

5℃～15℃

10℃～20℃

ULTRAFLEX BWS-08

ウルトラフレックス

SPEEDFLEX BWS-14

スピードフレックス

HARDWEAR BWS-04

ハードウェア

HEAVYDUTY OSS BWS-02B

ヘビーデュティOSS

防風性

防水性

防寒性

ショック吸収性

防風性

防水性

防寒性

ショック吸収性

防風性

防水性

防寒性

ショック吸収性

防風性

防水性

防寒性

ショック吸収性

防風性

防水性

防寒性

ショック吸収性

防風性

防水性

防寒性

ショック吸収性

LIGHTFLEX BWS-10

TRAINER WHEEL SUPPORT BTR-90

TRAINER QR BTR-01

ライトフレックス

・雨天の性能が最も高いモデル。
・非常に丈夫で寒さと雨の両方をシャットアウト。
・つま先とかかと部分は耐久性の高いケブラー素材。
・2mmのWATERFLEX素材にポリウレタンラバーでコーティング。
・縫製の内側はさらに防水テープで補強。
・内側はマイクロフリース素材で高い保温性。
・立体的な2枚の布により、最小限の縫い目でありながら高いフィット感。
・ラバーコーティングされた縫い目は水の浸入を防止。
・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。　

税込価格（本体価格）￥5,460（￥5,200）

39/40

41/42

43/44

ブラック152066
152067
152068

品番 サイズ カラー
・3mmの伸縮性のあるネオプレン素材をナイロン素材で強化。
・3M製反射素材。
・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。
・OSS構造。

税込価格（本体価格）￥3,150（￥3,000）

37/38

39/40

41/42

43/44

ブラック152048
152049
152050
152051

品番 サイズ カラー

・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。　

税込価格（本体価格）￥4,725（￥4,500）

37/38

39/40

41/42

43/44

ブラック152053
152054
152055
152056

品番 サイズ カラー

・非常に丈夫で寒さと雨の両方をシャットアウト。
・つま先とかかと部分は耐久性の高いケブラー素材。
・SHARKSKINネオプレンと耐久性のあるメッシュラバーを組み合わせ。
・クランク側にはさらに耐久性を高める強化ナイロン素材。
・ラバーコーティングされた縫い目は水の浸入を防止。
・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。

税込価格（本体価格）￥5,670（￥5,400）

39/40

41/42

43/44

ブラック152057
152058
152059

品番 サイズ カラー

・薄いライクラ素材を採用したシューズカバー。
・伸縮性のある素材でフィット性にすぐれている。

税込価格（本体価格）￥2,520（￥2,400）

ブラック

ブルー

ホワイト

152390
152391
152392

カラー品番

価格と防寒性の高バランスの
中級モデル

シクロクロスにも対応する高耐久モデル 最高クラスの防寒性と
防水性を持つ
シューズカバー

薄手で雨、風を防ぐ
レースモデル

コストパフォーマンスの高い
ネオプレンモデル

ポケットに入るコンパクトタイプ

ブラック

・寒さと雨の両方をシャットアウト。
・つま先とかかと部分は耐久性の高いケブラー素材。
・立体的な2枚の布により、最小限の縫い目でありながら高いフィット感。
・Neoskin防水素材と3mmネオプレン素材の組み合わせは高い防寒性と防水性。
・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。　

税込価格（本体価格）￥6,195（￥5,900）

37/38

39/40

41/42

43/44

152061
152062
152063
152064

品番 サイズ カラー

● OVAL TUBING FRAM
オーバルチュービングフレーム
楕円チューブによるぐらつかない安定した構造
が、トレーナーの回転部分をしっかりと支え、
長時間のトレーニングが可能。

● MAGNETIC BRAKE UNIT
マグネチックブレーキユニット
マグネット方式で負荷を発生させるフライホイ
ールは、静かで均一した負荷が持続し、円滑で
パワフルなペダリングが実現。

● ELASTOMAR ROLLER
エラストマーローラー
ローラーは特別製の弾力のあるラバーで包まれ
ているため、タイヤと接する部分は音も静かで
スリップも防止。

● QR AXLE INCLUDED QR
クイックリリースアクスルが付属
特別設計のクイックリリースアクスルが付属
し、取付ブラケットと合体して完全にバイクを
固定。

￥36,540（￥34,800）990031
990035

品番 税込価格（本体価格）

ブラック

ホワイト

カラー

参考重量：7kg
足を開いた時の設置サイズ：480×545mm
対応ホイールサイズ：26インチ～700C×35C
＊タイヤのメーカーにより対応サイズは変動する場合があります。
・軽量なアルミフレーム。
・室内でのウォーミングアップや長時間のトレーニングに最適。
・しっかり固定できるフレームとラバーパッド。
・5段階で負荷を調節できるリモートコントロールレバー。
・弾力のある特別製ラバーで包まれたマグネット方式のスチール製フライホイール。
・収納に便利な折りたたみ式。
・バイクの取り付けはワンタッチのクイックリリース方式。
・特別設計のクイックリリースアクスルが付属。

￥30,240（￥28,800）990032
品番 税込価格（本体価格）

ブラック
カラー

参考重量：4.8kg
足を開いた時の設置サイズ：480×545mm
・軽量なアルミフレーム。
・マニュアル負荷調整機能はありません。
・ユニット回転数が上がるにつれて負荷が上昇します。
・室内でのウォーミングアップや長時間のトレーニングに最適。
・しっかり固定できるフレームとラバーパッド。
・マグネット方式のスチール製ホイールで負荷が発生。
・収納に便利な折りたたみ式。
・バイクの取り付けはウイングナットによる回転式。
・特別設計のクイックリリースアクスルが付属。
対応ホイールサイズ：26インチ～700C×35C
＊タイヤのメーカーにより対応サイズは変動する場合があります。

￥2,940（￥2,800）990033
品番 税込価格（本体価格）

ブラック
カラー

参考重量：200g
長さ：225mm
・合成プラスチック製の前輪固定器具。
・前輪に設置するとバイクは水平に固定されます。

トレーナー QR

TRAINER ECO BTR-02

トレーナーエコ

トレーナーホイールサポート

表面をNeoskin 防水素材で
コーティング。

先端とヒールをケブラー素材で保護し高い耐久性。

内側は3mm ネオプレン素材
で高い保温性。

ソール側は着脱のしやすい
ベルクロ式。

スムーズな動きのYKKジッ
パーとベルクロストラップ
の２つを装備。

引き裂きに強いSHARKSKIN 
ネオプレン素材を本体に採用。
シクロクロス、MTB など過酷
なシーンで高い耐久性を発揮。

さらに先端はラバー素材で
コーティング。

縫い目を圧着する事で水の
浸入を防止。

スムーズな動きのYKK
ジッパーとベルクロ
ストラップの２つを装備。

内側は3mm ネオプレン素材
で高い保温性。

ソール側は着脱のしやすい
ベルクロ式。

ネオプレン素材を防水素材で
コーティングすることで防水、
防風性能をプラス。

先端とヒールをケブラー素材で
保護し高い耐久性。

スムーズな動きのYKK
ジッパーとベルクロスト。

ソールの結合部分もケブラー
で補強。

本体はシンプルなネオプレン
素材。

ソール側は着脱のしやすい
ベルクロ式。

スムーズな動きのYKK ジッパーと
ベルクロストラップの２つを装備。

ネオスキン
撥水性性の高い素材

マルチナイロンネオプレーン
優れたフィット感

反射するリバース
ジッパー

ベルクロラバー
ストラップ

ソール側ベルクロ
ストラップ

エルゴノミック
デザイン

光を反射し
視認性UP

光を反射する
YKKジッパー

YKKジッパー フラップ付き
ジッパーシャークスキン

最高級の保温と強度
防水テープ ラバー

コーティング
接着糸
縫製

耐久性の高い
ケブラー素材

先端をラバー素材
でコーティング



LCDディスプレイ ワイヤレスケイデンス
センサー

ワイヤレスステムにもハンドル
にも取付可能

生活防水加工 ワイヤード 耐性のある
3mmケーブル

耐性のある
2mmケーブル

2種類のスポーク対応の
ホイールマグネット
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CYCLING COMPUTERS サイクリングコンピューター CYCLING COMPUTERS サイクリングコンピューター

DASHBOARD BCP-04C

ダッシュボード

DASHBOARD（ダッシュボード）の特長
・ワイヤー式とワイヤレス式があります。
・判読が容易な大型ディスプレイ。
・ボタンひとつで簡単に操作。
・コンピューター本体はハンドルバーにも、ステムにも取付
　け可能。
・防水加工。
・ワイヤードモデルは特別に太くて丈夫なワイヤー。
・スポークマグネットはラウンドとエアロ、両方のスポーク
　に対応。
・バッテリーが含まれています。
　BCP-01/02/03：本体=LR44
　BCP-04C：本体/トランスミッター=CR2032
　BCP-11W/12W/13W：本体＝CR2032/
　　　　　　　　　　　　　トランスミッター＝LR44

DASHBOARD WIRED MODELS
ダッシュボード ワイヤードモデル

機　能

DASHBOARD 機能一覧表

オートスキャン機能：上段に現在速度が表示されながら、下段には平均速度、最高速度、走行乗車時間、積算走行乗車
時間、走行距離、積算走行距離、時計などの内容が6秒間ずつ連続して表示され、ボタン操作する必要がありません。

BCP-01 BCP-02 BCP-03 BCP-04C BCP-11W BCP-12W BCP-13W
現在速度
平均速度
スピードペースメーカー
最高速度
走行乗車時間
積算走行乗車時間
走行距離
積算走行距離
時計
電池消耗表示
サービスタイマー（潤滑油）
サービスタイマー（点検保守）
デュアルバイクメモリー
オートスタート/ストップ
オートスキャン
カウントダウンタイマー
ケイデンス
平均ケイデンス
最大ケイデンス

○

○
○
○

○
○

○
○

○
○

○
○
○

○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○

○
○
○
○
○

○
○
○
○

○
○

○
○
○
○

○
○

○
○

○
○
○
○

○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

002370
002371

品番

シルバー

ブラック

カラー 税込価格 （本体価格）

￥2,604（￥2,480）

002351
002355

品番

ブラック

チームホワイト

カラー

15機能
サイズ：58×46×22mm
・RPMトランスミッターによってワイヤーレスでケイデンスを計測。
・距離/時間カウントダウン機能。

税込価格（本体価格）

￥9,450（￥9,000）

DASHBOARD BCP-01

ダッシュボード

DASHBOARD BCP-02

ダッシュボード

DASHBOARD BCP-03

ダッシュボード

002381
002385

品番

ブラック

ホワイト

カラー 税込価格（本体価格）

￥3,034（￥2,890）

002360
002361

品番

シルバー

ブラック

カラー 税込価格（本体価格）

￥2,100（￥2,000）

6機能
サイズ：58×46×22mm

9機能
サイズ：58×46×22mm

11機能
サイズ：58×46×22mm

OFFICIAL SUPPLIER 2011

OFFICIAL SUPPLIER 2011

CYCLING TEAM

OFFICIAL SUPPLIER 2011

OFFICIAL SUPPLIER 2011

Tom Boonen, Team Quick-Step, 2010

ボードの上の情報
普段私達は、電話、コンピュータ、テレビなどから逃げるために
自転車に乗るわけだが、だがそれでもやはり、私たちは情報化社
会に暮らしている。別にPCをハンドルバーの上にマウントしろな
んてことを言っているわけではないが、自転車に乗っているとき
でも私達は「自分がどれだけ速く、どれだけの距離を、どの程度
長く走っているか」という情報は興味があるだろう。私たちBBB
はこれらの興味に答えるため、読みやすく、操作しやすく、使い
やすい、幅広い種類のサイクルコンピュータを取り揃えている。
全てのBBBコンピュータは大画面LCDディスプレイを標準装備、
ダッシュボードは2つ、マイクロボードは３つの独立した表示線を
持ち、また、ボディは全モデル耐水使用となる。

ダッシュボードはそれぞれ6,9,11,15個の機能に対応し、マイク
ロボードはそれぞれ8、13機能対応となる。画面の切り替えは簡
単で、機能のスクロールはすべてシングルハンドで操作可能だ。
取り付けはステムとハンドルバー両方に可能で、あなたの好きな
方でお使いいただける。マイクロボードは2又の2mmケーブルを
使用し、ダッシュボードは3mmケーブルを採用している。ワイヤ
レスモデルに関しては、電波障害を実質的に受けることのない新
技術が使われている。あなたは、外的な要素があなたのコンピュ
ータに影響していないことを確信するだろう。情報を制したいな
らBBBコンピュータを使おう！
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CYCLING COMPUTERS サイクリングコンピューター CYCLING COMPUTERS サイクリングコンピューター

WHEELMAGNET BCP-75

ホイールマグネット

BATTERY BCP-77

CR2032バッテリー

RPM MAGNET BCP-80

RPM マグネットセット

BATTERY BCP-85

CR2025バッテリー

SUPERSPEED TRANSMITTER BCP-78

スーパースピード トランスミッターセット

BRACKETSET BCP-74

ブラケットセット

RPM TRANSMITTER BCP-79

RPM トランスミッターセット

ワイヤードのスピードトランスミッター ワイヤーレスのスピードトランスミッター

RPMケイデンストランスミッター

・適合モデル：BCP-04
・2mmケーブルワイヤー

002391

品番 税込価格（本体価格）

￥1,470（￥1,400）

・適合モデル：BCP-11W/12W/13W

002392

品番 税込価格（本体価格）

￥787（￥750）

・全モデルに適合。
・ノーマルとエアロスポークに対応。

002393

品番 税込価格（本体価格）

￥840（￥800）

・適合モデル：BCP-11W/12W/13W
・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。

002394

品番 税込価格（本体価格）

￥3,990（￥3,800）

・BCP-04CのRPMケイデンストランスミッター。

002395

品番 税込価格（本体価格）

￥3,990（￥3,800）

・BCP-04CのRPMトランスミッターに対応。

002396

品番 税込価格（本体価格）

￥892（￥850）

・2mmケーブルワイヤー
・適合モデル：BCP-21/22

002398

品番 税込価格（本体価格）

￥1,260（￥1,200）

・適合モデル：BCP-21/22/31W/32W

002399

品番 税込価格（本体価格）

￥420（￥400）

・適合モデル：BCP-11W/10W/13W/04C/
　RPMトランスミッター/スーパースピード
　トランスミッター

002397

品番 税込価格（本体価格）

￥420（￥400）

WIRESET  BCP-71

￥1,260（￥1,200）

・BCP-01/BCP-02/BCP-03ヨウ
・2mmケーブルワイヤー

002390
品番 税込価格（本体価格）

ワイヤーセット

WIRESET  BCP-70

ワイヤーセット

WIRESET  BCP-81

ワイヤーセット

Team Vacansoleil, 2010

DASHBOARD WIRELESS MODELS
 ダッシュボード ワイヤーレスモデル

002331
002335

品番

ブラック

ホワイト

カラー 税込価格（本体価格）

￥6,720（￥6,400） 002320
002321

品番

シルバー

ブラック

カラー 税込価格（本体価格）

￥5,670（￥5,400）
002310
002311

品番

シルバー

ブラック

カラー 税込価格（本体価格）

￥5,040（￥4,800）

DASHBOARD BCP-13W

ダッシュボード

DASHBOARD BCP-12W

ダッシュボード

11機能
参考重量：36g
サイズ：58×46×22mm

DASHBOARD BCP-11W

ダッシュボード

15機能
参考重量：36g
サイズ：58×46×22mm
・中間走行距離計測機能。

9機能
参考重量：36g
サイズ：58×46×22mm



Team Vacansoleil, 2010
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TOOLS ツール TOOLS ツール

MINIFOLD S BTL-40S

ミニフォールド S

PRIMEFOLD M BTL-47M

プライムフォールド M

PRIMEFOLD S BTL-47S

プライムフォールド S

MAXIFOLD S BTL-41S

マキシフォールド S

MAXIFOLD M BTL-41M

マキシフォールド M

MAXIFOLD L BTL-41L

マキシフォールド L

MINIFOLD M BTL-40M

ミニフォールド M

MINIFOLD L BTL-40L

ミニフォールド L

OFFICIAL SUPPLIER 2011
OFFICIAL SUPPLIER 2011

CYCLING TEAM

OFFICIAL SUPPLIER 2011

● M-TYPE HARDENED STEEL
Mタイプハーデンドスチール
耐久性にすぐれたスチール素材を採用し、強度と剛性の
バランスにすぐれています。

参考重量：63g
サイズ：73×25×9mm
・6機能を収納した多目的なコンパクトツール。

102168 ￥1,260（￥1,200）
品番 税込価格（本体価格）

・20機能を収納した多目的なコンパクトツール。
・チェーンカッターは11スピードに対応。

102161 ￥3,780（￥3,600）
品番 税込価格（本体価格）

参考重量：83g
サイズ：73×32×9mm
・8機能を収納した多目的なコンパクトツール。

102169 ￥1,890（￥1,800）
品番 税込価格（本体価格）

￥2,100（￥2,000）

参考重量：122g
サイズ：73×46×21mm
・12機能を収納した多目的なコンパクトツール。

102170
品番 税込価格（本体価格）

￥2,940（￥2,800）

・10機能を収納した多目的なコンパクトツール。

102179
品番 税込価格（本体価格）

￥2,520（￥2,400）

参考重量：160g
サイズ：88×43×23mm
・16機能を収納した多目的なコンパクトツール。
・チェーンカッターは11スピードに対応。

102128
品番 税込価格（本体価格）

￥2,625（￥2,500）

参考重量：145g
サイズ：74×38×22mm
・13機能を収納した多目的なコンパクトツール。
・ナイフが付属しアウトドアスポーツにも対応。

102123
品番 税込価格（本体価格）

￥1,890（￥1,800）

参考重量：142g
サイズ：86×33×21mm
・トルクスレンチ専用の特殊コンパクトツール。
・アルミニウム合金製ケースで軽量。

102171
品番 税込価格（本体価格）

￥2,100（￥2,000）

参考重量：133g
サイズ：75×37×22mm
・12機能を収納した多目的なコンパクトツール。

102122
品番 税込価格（本体価格）

￥1,680（￥1,600）

参考重量：117g
サイズ：74×36×21mm
・9機能を収納した多目的なコンパクトツール。

102121
品番 税込価格（本体価格）

￥2,100（￥2,000）

参考重量：159g
サイズ：88×37×23mm
・15機能を収納した多目的なコンパクトツール。
・ナイフが付属しアウトドアスポーツにも対応。

102127
品番 税込価格（本体価格）

￥1,680（￥1,600）

参考重量：131g
サイズ：88×35×23mm
・10機能を収納した多目的なコンパクトツール。

102126
品番 税込価格（本体価格）

TORXFOLD BTL-43

トルクスフォールド

MICROFOLD S BTL-42S

マイクロフォールドS

MICROFOLD M BTL-42M

マイクロフォールドM

MICROFOLD L BTL-42L

マイクロフォールドL

MICROFOLD XXL BTL-42XXL

マイクロフォールド XXL

MICROFOLD XL BTL-42XL

マイクロフォールド XL

HEX T BTL-45

ヘックスT

TORX T BTL-46

トルクスT

THREESTAR BTL-28

スリースター

TORXSTAR BTL-28T

トルクススター

2mmレンチ
2.5mmレンチ
3mmレンチ
4mmレンチ
5mmレンチ
6mmレンチ
8mmレンチ
プラスドライバー
マイナスドライバー
トルクスT9
トルクスT10
トルクスT15
トルクスT20
トルクスT25
トルクスT27
トルクスT30
トルクスT40
タイヤレバー
スポークレンチ
チェーンカッター
8mmボックスレンチ
9mmボックスレンチ
10mmボックスレンチ
ナイフ
機能合計

FOLDING TOOL
スペック表

MINIFOLD S

PRIMEFOLDS S

PRIMEFOLDS M

MAXIFOLD S

MINIFOLD M

MINIFOLD L

MAXFOLD M

MAXFOLD L

MICROFOLD M

MICROFOLD L

MICRFOLD XXL

MICRFOLD XL

TORXFOLD

MICROFOLD S

○
○
○
○
○
○
○
○
○

9

○
○
○
○
○
○
○
○
○

○

10

○
○
○
○
○
○
○
○
○

○

○

○

12

○
○
○
○
○
○
○
○
○

○

○

○×2
13

○
○
○
○
○
○
○
○
○

○

○
○×2

○×2
15

○
○
○
○
○
○
○
○
○×2

○

○×2
○×2
○

16

○

○
○
○

○
○

6

○

○
○
○
○

○
○

○

8

○
○
○
○
○
○

○×2
○×2

○

○

12

○
○
○
○
○
○

○
○

○

○

10

○
○
○
○
○
○
○
○×2
○

○

○×2
○×3
○
○
○
○

20

○
○
○
○
○
○
○
○

8

バイクが故障や破損した時に、元に復活させる場
合BBBのツールが役に立ちます。バイクの修理に
必要なツールが各種揃っていて、いずれのツール
も耐久性にすぐれ長期間使用できます。特にミニ
コンパクトツールはいろいろな種類があり、軽量
で簡単な操作で実際に役に立つ実用的なツールで
す。

￥1,890（￥1,800）

9つの機能
・2、2.5、3、4、5、6、8mm。
・フィリップスとマイナスドライバー。
・強固なアルミボディ。
・緩みにくい両サイドヘキサ固定ボルト。

102118
品番 税込価格（本体価格）

￥2,520（￥2,400）

12の機能
・2、2.5、3、4、5、6、8mm。
・フィリップスとマイナスドライバー。
・T25トルクス
・スポークレンチ
・8mmボックスレンチ
・強固なアルミボディ。
・緩みにくい両サイドヘキサ固定ボルト。

102119
品番 税込価格（本体価格）

￥892   （￥850）
￥945   （￥900）
￥997   （￥950）

￥1,050 （￥1,000）
￥1,312 （￥1,250）

・耐久性のあるナイロン製ハンドル付のヘキサレンチ。
・ボルトのヘッドにフィットするボールヘッド付。

102172
120173
102174
102175
102176

品番 サイズ 税込価格（本体価格）

3mm

4mm

5mm

6mm

8mm

長さ

140mm

195mm

195mm

200mm

245mm

参考重量

25g

56g

70g

88g

180g

￥1,050（￥1,000）
￥1,260（￥1,200）

・耐久性のあるナイロン製ハンドル付のトルクスレンチ。

102177
102178

品番 サイズ 税込価格（本体価格）

T25

T30

長さ

195mm

195mm

参考重量

67g

81g

サイズ：120mm（ピット先端～先端）
・4/5/6mmの携帯用ヘキサレンチ。

102184 ￥840（￥800）
品番 税込価格（本体価格）

サイズ：120mm（ピット先端～先端）
・T25/T30/T40の携帯用トルクスレンチ。

102185 ￥1,260（￥1,200）
品番 税込価格（本体価格）
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TOOLS ツール

PULLSTAR BTL-20

プルスター

BOTTOMFIX BTL-33

ボトムフィックス

PULLSTAR-L BTL-20L

プルスター-L

BOTTOMFIX-L BTL-33L

ボトムフィックス-L

LOCKOUT BTL-12S

ロックアウト

LOCKOUT BTL-12C

ロックアウト

HEADFIX BTL-56

ヘッドフィックス

BOXFIX BTL-57

ボックスフィックス

MULTIHOOK BTL-24

マルチフック

PROFICONE BTL-90

プロフィコーン

HI-TORQUE-L BTL-10L

ハイトルク-L

TURNTABLE BTL-11

ターンテーブル

CONEFIX BTL-25

コーンフィックス

BRACKETGRIP-L BTL-27L

ブラケットグリップ-L

￥1,050（￥1,000）

・プロフェッショナル用コーンレンチ。剛性のある素材と長い持ち手。
・23mmはシマノ製15mmハブに適合する特別設計。
・24mmはサスペンションフォークのための特別設計。
・28mmはシマノ製20mmハブのための特別設計。

102020
102021
102022
102023
102024

品番 サイズ

19mm

20mm

23mm

24mm

28mm

税込価格（本体価格）

24mm
19mm

28mm

参考重量：653g
ブラケットツール長さ：245mm
ヘキサレンチ長さ：237×110mm
・CAMPAGNOLO Ultra-Torqueのボトムブラケット
　締め付工具。
・スパナはSHIMANO、TRUVATIV、FSA、
　SRAMどにも転用可能。

102202 ￥4,725（￥4,500）
品番 税込価格（本体価格）

参考重量：254g
長さ：233mm
・CAMPAGNOLOボトムブラケット抜き工具、
　ロックリングの取り外しにも使用可能。

102158 ￥2,310（￥2,200）
品番 税込価格（本体価格）

参考重量：250g
長さ：232mm
・SHIMANOカセットロックリング取り外し工具。

102152 ￥1,890（￥1,800）
品番 税込価格（本体価格）

参考重量：225g
長さ：232mm
・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。

102221 ￥1,890（￥1,800）
品番 税込価格（本体価格）

参考重量：189g
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。

102155 ￥945（￥900）
品番 税込価格（本体価格）

参考重量：243g
長さ：232mm
・CAMPAGNOLOカセットロックリング取り外し工具。

102151 ￥1,890（￥1,800）
品番 税込価格（本体価格）

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。

102144 ￥1,890（￥1,800）
品番 税込価格（本体価格）

参考重量：208g
長さ：237mm
・幅広で丈夫なペダルレンチ。

102142 ￥1,155（￥1,100）
品番 税込価格（本体価格）

参考重量：290g
長さ：330mm
・幅広で丈夫なペダルレンチ。
・大きな入力が可能な33cmのロングサイズ。

102143 ￥1,785（￥1,700）
品番 税込価格（本体価格）

参考重量：326g
長さ：330mm
・CAMPAGNOLOボトムブラケット抜き工具、
　ロックリングの取り外しにも使用可能。
・大きな入力が可能な33cmのロングサイズ。

102154 ￥2,835（￥2,700）
品番 税込価格（本体価格）

参考重量：254g
長さ：250mm
・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、
　TRUVATIV、FAS、SRAM、CAMPAGNOLOなどに適合。
・左クランクのキャップを外す工具付。

102159 ￥2,730（￥2,600）
品番 税込価格（本体価格）

参考重量：368g
長さ：240mm
・SHIMANOボトムブラケット抜き工具。

102157 ￥2,940（￥2,800）
品番 税込価格（本体価格）

BRACKETGRIP BTL-27

ブラケットグリップ

ULTRAGRIP BTL-38

ウルトラグリップ

HI-TORQUE BTL-10

ハイトルク

参考重量：435g
長さ：330mm
・SHIMANOボトムブラケット抜き工具。
・大きな入力が可能な33cmのロングサイズ。

102156 ￥3,360（￥3,200）
品番 税込価格（本体価格）

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、
　TRUVATIV、FSA、SRAM、CAMPAGNOLOなどに適合。
・大きな入力が可能な33cmロングサイズ。
・左クランクのキャップを外す工具付。

102160 ￥3,360（￥3,200）
品番 税込価格（本体価格）

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。

102219
102220

￥1,890（￥1,800）
品番 サイズ 税込価格（本体価格）

32/36mm

36/40mm

参考重量：110g
長さ：205mm
・耐久性にすぐれた他目的レンチ。

102163
102164
102165
102166
102167

￥892（￥850）
品番 サイズ 税込価格（本体価格）

13mm

14mm

15mm

16mm

17mm

2ヶ月間、事故による負傷の影響で何もできずにい
た。シャバネルは頭蓋骨の骨折、頬骨の割れ、歯の折
れ、そして脳震盪に苦しんだ。ただこのフランス人は
ラッキーなことに自分のエンジンや感覚的なスキルに
はダメージを残さなかった。
「僕は落車後に僕を支えてくれた医療、理学療法スタ
ッフ、そして病院まで僕に会いに来てくれた人たちに
感謝してもしきれない。」シャバネルは語る。「そし
て僕のBBBヘルメットにも。この落車で僕の厄は払え
たと思う。確かに病院でいらいらしてもいたが、同時
に自分がラッキーなようにも感じていた。落車の結果
は、もっとひどくなる可能性が十分あった。今、僕は
回復を急ぎすぎずに、楽にして、良くなることに集中
していればいい。」
2週間後、彼の回復の知らせは約束されたも同然だっ
た。「最初は頭痛がひどく、大変だったが、日が経つ
につれ、良くなっていった。幸いにも、僕の神経系の
テストの結果は安心に足るものだったしね。」シャバ
ネルは言う。「僕は今、とてもいい精神状態でいる。

地獄から天国へ
彼、シルヴァン・シャバネルにとって、最高のパフォーマンスでシーズンに入れるはずであった2010
年春のクラシックレースは、「リエージュ～バストーニュ～リエージュ」で悪夢に一転した。ゴール前1
ｋｍを切り、前との差を埋めようとしていた時、敵チームのサポートカーがブレーキをかけた瞬間、彼
はその後ろにいた為に追突してしまった。彼はすぐに最寄りの病院へと運ばれ、医師達が彼の将来を
鑑み、予防処置として観察下においている間、シャバネルは病院のベッドで夜を過ごした。

この段階ではとても重要なことだ。」

シャバネルは本来予定していたスケジュールより2週
間も早く復帰し、ツール・ド・スイスに出場した。
「ほんとはツール・ド・スイスに出るつもりもなかっ
たし、ここまで良い結果を出せるとも思ってなかった
んですけどね。」
ツール・ド・スイスでの好成績を受けて、シャバネル
はツール・ド・フランス出場メンバーに選出された。
「最初の週はなるべく力を使わないようにして、後半
ステージに備えてコンディションを保持していこうと
思う。」とシャバネルはスタート地点のロッテルダム
で語る。「けど、きっとスパ（ベルギー東部の療養
地）でのステージはきっと面白くなる。」プロトンの
走るコース設定は、アルデンヌクラシックでの、2ヶ
月前にシャバネルが落車した道も組み込まれていた。
「先に山岳賞が控えているので、ここは休むことが戦
略的には正しいね。そこで落車後の勝利を挙げられれ
ば最高だよ。だけどこれはツール・ド・フランスだか

らね、そう簡単にはいかないと思う。みんな当然モチ
ベーションに満ち溢れているからね！」
シャバネルは雨で濡れた第2ステージで、開始早々集
団から抜け出し勝利へと独走した。この勝利は彼にと
って、2008年のモンリュソン以来のツール2度目の
勝利となる。フランスのタイムトライアルで3度チャ
ンピオンとなった男がその日、黄色いジャージと緑の
ジャージの両方を獲得した。「感激したよ。言い尽く
せないね。」

このクイックステップの選手は、さらに第七ステージ
でも、優勝とイエロージャージを獲得し、2010のツ
ール・ド・フランスにおいてもっとも積極的な選手に
贈られる賞を総なめにした。「僕たちはこのすばらし
いツール2010の渦の中にいる。チーム全員でスター
トし、完璧に進んでいる。僕たちがスパのステージ
（第2ステージ）やったことは、めったにないことだ
った。でも、それを2度やるとは…すばらしいね！ま
さに地獄から天国だ！」

From hell
to heaven

“We were on roll in this
incredible 2010 Tour.”

Sylvain Chananel, Team Quick-Step. 2010

Sylvain Chananel, Team Quick-Step. 2010
Sylvain Chananel, 

Team Quick-Step. 2010
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TOOLCASE BTL-39

ツールケース

TORQUEFIX BTL-52

トルクフィックス

SOCKETFIX BTL-53

ソケットフィックス

TORQUEFIX BTL-73

トルクフィックス

￥9,870（￥9,400）

・1/4”ドライブで調節可能なトルク工具。
・1本づ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。
・3、4、5、6、8、10mmヘキサレンチビット、
　T25トルクスビットが付属設定範囲2-14NM。
・1/4”ドライブ。
・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。

102186
品番 税込価格（本体価格）

TOOLBOX COMPACT C BTL-58

ツールボックスコンパクトC

TOOLBOX COMPACT S BTL-59

ツールボックスコンパクトS

セット参考重量：443g
BOXサイズ：120×98×35mm
・多目的に使用できるソケットレンチセット。
・堅牢な箱に次の部品が含まれています。
　ラチェット式キーレンチ
　ヘキサキー　1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm
　トルクスキー　T10/T20/T30
　アダプター　1/4”/1/4”-3/8”
　プラスドライバー×2
　マイナスドライバー
　ソケット　8/9/10/13/14/15/16mm

102216 ￥5,460（￥5,200）
品番 税込価格（本体価格）

参考重量：365g
長さ：203mm
・トルクを調べるレンチ。
・グリップ部分で2～20Nmのトルクの設定が可能。
・堅牢な箱に次の部品が含まれています。
　トルクキーレンチ
　ヘキサキー 3/4/5/6/8/10mm
　トルクスT25

102153 ￥9,975（￥9,500）
品番 税込価格（本体価格）

参考重量：2.5kg
BOXサイズ：328×190×72mm
・堅牢な箱に納められたSHIMANO部品
　装着バイクのメンテナンスツールセット。
・次のツールが含まれています。
　BTL-05　チェーンカッター
　BTL-51　チェーンチェッカー
　BTL-32L　チェーンリング締付けスパナ
　BTL-37　タイヤレバー
　BTL-28　4/5/6mmヘキサレンチ
　BTL-28T　T25/T30/T40トルクスレンチ
　BTL-15　スポークレンチ
　BTL-11　スプロケット固定ツール
　BTL-38　ボトムブラケット締め付けツール
　BTL-33　ボトムブラケット抜きツール
　BTL-13　10mmヘキサレンチ　　

102223 ￥20,790（￥19,800）
品番 税込価格（本体価格）

参考重量：2.5kg
BOXサイズ：328×190×72mm
・堅牢な箱に納められたCAMPAGNOLO部品
　装着バイクのメンテナンスツールセット。
・次のツールが含まれています。
　BTL-05　チェーンカッター
　BTL-51　チェーンチェッカー
　BTL-32L　チェーンリング締付けスパナ
　BTL-37　タイヤレバー
　BTL-28　4/5/6mmヘキサレンチ
　BTL-28T　T25/T30/T40トルクスレンチ
　BTL-15　スポークレンチ
　BTL-11　スプロケット固定ツール
　BTL-38　ボトムブラケット締め付けツール
　BTL-33　ボトムブラケット抜きツール　　

102222 ￥20,790（￥19,800）
品番 税込価格（本体価格）

・堅牢な箱に納められた20種類の工具セット。
・次の工具が含まれています。
   BTL-05 チェーンカッター
   BTL-10 ペダルレンチ
   BTL-11 スプロケット固定工具
   BTL-12S ロックリング取り外し工具（SHIMANO）
   BTL-13 8/10mmヘキサレンチ
   BTL-14 クランクリムーバー
   BTL-15 スポークレンチ
   BTL-17 ブラシ
   BTL-25 13/14/15/16/17mmコーンレンチ
   BTL-28 4/5/6mmヘキサレンチ
   BTL-29 8/9/10mmソケットレンチ
   BTL-32 ペグスパナ
   BTL-33 ボトムブラケット抜きツール（CAMPAGNOLO）
   BTL-37 タイヤレバー
   BTL-51 チェーンチェッカー

102111 ￥29,400（￥28,000）
品番 税込価格（本体価格）

￥2,100（￥2,000）102189
品番 税込価格（本体価格）

エンド幅：110mm　9mmアクスルのロード/MTB
両方に対応。
・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。

CHAINGRIP BTL-50

チェーングリップ

FORKGRIP BTL-49

フォークグリップ

・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。

102135
102136

￥2,625（￥2,500）
品番 サイズ 税込価格（本体価格）

130mm（ロード用）

135mm（MTB用）

参考重量

105g

113g

ソケットフィックス
バイクの整備をスピーディに！
素早い組み付けが可能なツールキット

本体は滑りにくい
ラバーグリップ。

素早く細かな作業が可能な
コンパクトボディ。

ビットはマグネットによる固定式。簡単に交換が可能。

ボックスレンチは付属の
アダブターを使って装着

バイク整備に欠かせない六角
レンチからドライバー、トル
クスレンチ、ボックスレンチ
まで揃ったキット。

DISCSTRAIGHT BTL-74

ディスクストレート

HEXAGON BTL-13

ヘキサゴン

BOLDGRIP BTL-32L

ボールドグリップ

PROFICONNECT BTL-55

プロフィコネクト

NAUTILUSⅡ BTL-05

ノーチラスⅡ

TURNERⅡ BTL-15

ターナーⅡ

FASTCUT BTL-16

ファストカット

PROFICUT BTL-54

プロフィカット

OPENLINK BTL-75

オープンリンク

BLADECUT BTL-71

ブレードカット

NEEDLEDRIVER BTL-72

ニードルドライバー

POWERPULL BTL-14

パワープル

HYDRACUT BTL-70

ハイドロカット

参考重量：32g
長さ：135mm
・チェーンリングナットやクランクの
　ダストキャップの締め付けペグスパナ。

102138 ￥945（￥900）
品番 税込価格（本体価格）

参考重量：287g
長さ：200mm
・プロユースのケーブルカッター。
・硬い素材と特別な刃型で容易にケーブルを切断。
・ケーブルエンド止付。
・クレイトンラバーが組み込まれたツートンラバー
　グリップで握りやすい。

102217 ￥6,090（￥5,800）
品番 税込価格（本体価格）

参考重量：155g
長さ：170mm
・鋭利な刃でよく切れるケーブルカッター。

102140 ￥3,990（￥3,800）
品番 税込価格（本体価格）

参考重量：345g
長さ：246mm
・歪んだディスクブレーキのディスクローターを修正する
　専用工具。
・手元に交換用ディスクローターが無い場合に効果を発揮。
・人間工学的な握りやすいクレイトンラバーのグリップ。

102139 ￥1,890（￥1,800）
品番 税込価格（本体価格）

・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。

102180
102181
102182

￥630（￥600）
￥682（￥650）
￥735（￥700）

品番 サイズ 税込価格（本体価格）

6mm

8mm

10mm

長さ

185mm

205mm

233mm

参考重量

58g

64g

110g

参考重量：130g
長さ：168mm
・BBBのチェーンに使用されているスマートリンク
　を取り外す専用工具。
・SMARTLINK（BCH-08/09/10）に対応します。
・取り外したスマートリンクは絶対に再使用しないで
　下さい。

102141 ￥1,050（￥1,000）
品番 税込価格（本体価格）

参考重量：700g
本体長さ：160mm
・ハイドロリックディスクブレーキに使用されている
　プラスチック製ホースの専用カッター。
・ホースに対して直角で完璧に切断。
・底に滑り防止のラバーが貼られているので作業が安定。
・交換用の刃（BLADECUT/BTL-71）が用意されています。

102130 ￥12,600（￥12,000）
品番 税込価格（本体価格）

・HYDAUCUT（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。

102131 ￥1,260（￥1,200）
品番 税込価格（本体価格）

参考重量：58g
長さ：105mm
・ハイドロリックディスクブレーキのプラスチック製に
　コネクター（真鍮製インサート）を圧入する専用工具。
・この工具を使用するとコネクターの損傷が防げます。

102147 ￥7,350（￥7,000）
品番 税込価格（本体価格）

CHAINCHECKER BTL-51

チェーンチェッカー

・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。

102129 ￥630（￥600）
品番 税込価格（本体価格）

参考重量：275g
サイズ：96×75mm
・プロユースのチェーンカッター。
・11スピードにも対応。全てのチェーンのサイズに調整
　可能。操作が容易なラバー付きハンドル。
・CAMPAGNOLO11スピードを含む各種類のチェーンに対応。
・スペアのピンが付属。

102218 ￥3,780（￥3,600）
品番 税込価格（本体価格）

参考重量：92g
サイズ：87×65mm
・SHIMANO HGチェーンを含め、各種類の
　チェーンに対応するチェーンカッター。
・11スピードチェーンにも対応。

102134 ￥2,100（￥2,000）
品番 税込価格（本体価格）

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。

102132 ￥1,575（￥1,500）
品番 税込価格（本体価格）

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

102148 ￥840（￥800）
品番 税込価格（本体価格）

微調整が可能な本格チェーンカッター
NAUTILUS Ⅱ

握りやすく回しやすいデザイン。 受け側の位置を調整し、チェーン
に合わせた受け位置に調性可能。

本体に交換用ピンが1 本付属。 工具を使わず本体のみでピンの
交換が可能。

使い勝手を考えた高性能
チェーンカッターNAUTILUS Ⅱ。
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￥262（￥250）

New パンク修理キット
・接着剤不要のパンク修理キット。
・コンパックトボックスに6つのパッチと紙ヤスリが収容。

102124
品番 税込価格（本体価格）

￥17,640（￥16,800）

・EASYLIFT（BTL-37）が48組入ったディス
　プレイボックス。
・ブラック、レッド、ブルー、グレーの各色が
　3枚1組。

102213
品番 税込価格（本体価格）

￥11,550（￥11,000）

New リークフィックス アドヘジブ 50 イリ
・LEAK FIX(BTL80)が50個入ったディスプレイボックス。

102125
品番 税込価格（本体価格）

￥735（￥700）

容量：600ml
・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空気注入器
　などを１つにまとめることができる。
・コンポジットマテリアル素材を採用。

102230
品番 税込価格（本体価格）

TOOTHBRUSH BTL-17

トゥースブラシ

TOOLS & TUBES L BTL-18L

ツール＆チューブ L

TOOLS & TUBES BTL-18

ツール&チューブ

PARKINGHOOK BTL-26

パーキングフック

PARKINGLOTⅡ BTL-19

パーキングロットⅡ

LEAKFIX ADHESIVE BTL-31

リークフィックス アドヘシブ

LEAKFIX ADHESIVE BTL-80

リークフィックス アドヘシブ

LEAKFIX ADHESIVE DISPLAY BOX BTL-31D

リースフィックスアドヘシブディスプレイボックス

LEAKFIX ADHESIVE DISPLAYBOX 50PS BTL-80D

リークフィックス アドヘシブ ディスプレイボックス 50PS

BRGHT & FRESH BTL-21

ブライト＆フレッシュ

EASYLIFT BTL-37

イージーリフト

EASYLIFT DISPLAY BOXBTL-37D

イージーリフトディスプレイボックス

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。

102194 ￥2,730（￥2,600）
品番 税込価格（本体価格）

参考重量：15g
サイズ：80×41×19mm
・接着剤不要のパンク修理キット。
・粘着性のパッチ10枚、紙やすりが含まれています。

102198 ￥262（￥250）
品番 税込価格（本体価格）

・LEAKFIX ADHESIVE（BTL-31）が
　50個入ったディスプレイボックス。

102190 ￥12,390（￥11,800）
品番 税込価格（本体価格）

参考重量：45g
サイズ：132×74mm
・工具を収納しボトルケージに収納できる
　ケース。
・容量：400㎖

102197 ￥735（￥700）
品番 税込価格（本体価格）

参考重量：22g
長さ：165mm
・スプロケットなど細部の掃除も簡単にできる
　耐久性のあるナイロン製ブラシ。

102193 ￥787（￥750）
品番 税込価格（本体価格）

参考重量：10g（1本）
長さ：110mm
・3枚組セットのタイヤレバー。
・クリックオンで3枚が結合し、携帯に便利。

102211
102212
102214
102215

￥399（￥380）
品番 カラー 税込価格（本体価格）

ブラック

レッド

ブルー

グレー

参考重量：473g
サイズ：180×50mm
・バイク壁掛け用フック。
・石膏ボード用アンカー付属。

102207 ￥1,890（￥1,800）
品番 税込価格（本体価格）

・いろいろな種類のバイクに対応できる
　壁掛け用フック。

102204 ￥1,050（￥1,000）
品番 税込価格（本体価格）

＊ゴムのりを使用しない簡易タイプのため、通常のパンク修理
セットに比べて接着力が小さくなります。特に700×23の
ような高圧ロードチューブに使用される場合は、応急処置用
としてご使用ください。

MULTIMOUNT BTL-60

マルチマウント

TABLEMOUNT BTL-62

テーブルマウント

PROFIMOUNT BTL-36

プロフィマウント

EASYMOUNT BTL-63

イージーマウント

ECOMOUNT BTL-61

エコマウント

￥14,490（￥13,800）

・使いやすい折りたたみ式のバイク修理スタンド。
・安定した構造。ゴムを使用した足部は動きを予防。
・止め金部分は取り付け、取り外しが簡単な構造。
・メタルストラップは前輪を固定。

102203
品番 税込価格（本体価格）

BTL-59

参考重量：6.7kg
折り畳みサイズ：1050×210×185mm
・プロユースのバイク修理スタンド。
・すぐれた安定性で高さの調節可能。
・折りたたみ方式で携帯用バッグを含め重量は5.4kg。
・便利なフレームやシートポストのクランプ方式。
・道具や部品を置けるトレイ付。

102201 ￥31,290（￥29,800）
品番 税込価格（本体価格）

参考重量：6.5kg
折り畳みサイズ：1020×220×180mm
・プロユースのバイク修理スタンド。
・ぐらつかないスチール製のフレームとラバー製のフィットパッドで確
　実に床に固定。
・前輪を外した状態、後輪を外した状態、いずれかの形でバイクを固定。
・水平に固定されたバイクは、修理箇所に上下に移動。
・簡単に折りたためるために保管が容易。

102209 ￥20,790（￥19,800）
品番 税込価格（本体価格）

参考重量：6.7kg
折り畳みサイズ：1010×210×180mm
・プロユースのバイク修理スタンド。
・軽量でぐらつかないアルミニウム合金のフレームと
　ラバー製のフィットパッドで確実に床に固定。
・前輪を外した状態、後輪を外した状態、
　いずれかの形でバイクを固定。
・水平に固定されたバイクは、修理箇所に上下に移動。
・簡単に折りたためるために保管が容易。

102210 ￥31,290（￥29,800）
品番 税込価格（本体価格）

・テーブルタイプのバイク修理スタンド。
・ぐらつかないスチール製のフレームとラバー製のフィットパッドで
　確実に床に固定。
・前輪を外した状態、後輪を外した状態、いずれかの形でバイクを固定。
・上下の高さの調節が可能。
・簡単に折りたためるために保管が容易。

102208 ￥19,740（￥18,800）
品番 税込価格（本体価格）
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光をそこに！
それが最高の時間であっても、暗闇で走ることはとても挑戦的なこと
である。都市の幹線道路を、または自分の知らない道を、ライトの光
線一本で駆け抜けるのはとても刺激的なことだが、一つのミスが命取
りにもなるので、あまりお勧めできることではない。頼りないライト
であなたの夜を台無しにしてはいけない。BBBライトであればもう
あなたは、運にも、月明かりにも、頼る必要はない。BBBライトは
エネルギー効率の良いLEDライトを使っているので、電池切れを心
配して存分に楽しめないなどということもない。BBBのLEDはとて
も長い寿命と、とても広い光の照射範囲をもち、電池消費量と発熱量
はとても低く抑えてある。
全てのBBBライトのブラケットはスタンダード・オーバーサイズの
ハンドルバー両方に対応、簡単に装着可能だ。ハイビームとハイパワ
ーライトはストラップマウントブラケット付属となる。この角度調整
付のシリコン製ブラケットはヘルメットマウントブラケットと同じく
良く伸び、スタンダードにもオーバーサイズのハンドルバーにもフィ
ットする。
ほとんどのBBBライトは、スイッチのラバー素材、Oリングを利用
したツイストロック式ヘッド使用のケーシング手法で防水仕様となっ
ている。BBBライトはそれぞれ光の強度に関して複数のモードがあ
る。あなたは、継続かフラッシュか、またはスタンダードかハイパワ
ーか、それぞれ場面に応じてモードを使い分けることが可能だ。モー
ドを使い分けることで、点灯時間と光の加減を変えることが出来る。

※明るさ＝ライトから1m離れた位置の測定値。
※持続点灯時間＝LED光源はフラッシュモードの状態。
　電池の銘柄や気温によっても状況は異なります。

ブラケット
BBBのヘッドライト、リアライトは、スタンダードサイ
ズ、オーバーサイズのハンドルバー両方に対応する、取
り付けが簡単な簡単装着ブラケットを採用しています。

ベントブラケット
ゴム式で取り外しが簡単。

ストラップマウント
シリコンストラップマウントシステムは柔軟で軽い、ハ
イエンドクラスのヘッドライトに使われるブラケットで
す。このブラケットには左右の角度が横穴でちょうどよ
いサイズに調整でき、工具を使う必要もありません。

ハンドルバー径22-23mmに対応。

USBチャージャーブル
手持ちのコンピュータのUSBポートから充電するシス
テム。

モード
連続点灯もしくはフラッシュ点滅、状況に応じて選択す
ることによって点灯持続力を調節できます。

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耐水使用となって
います。

OFFICIAL SUPPLIER 2011

OFFICIAL SUPPLIER 2011

CYCLING TEAM

HIGHPOWER BLS-63

ハイパワー

HIGHINTEGRATE BLS-43

ハイインテグレート

HIGHPOWER & CABLESPLITTER BLS-64

ハイパワー & ケーブルスプリッター

BTL-59

￥22,890（￥21,800）028361
品番 税込価格（本体価格）

カラー：シルバー
光源：CREE製3ワット光輝度白色LED×1
明るさ：1840ルクス
持続点灯時間：6時間
モード：3モードでハイパワーとフラッシュ機能付
電池：充電式リチウム（2×18650/2200mAh7.4V）
電池パック：サイズ85×40×25mm
　　　　　　電力が50％以下になると電池消耗表示回線ショート、
　　　　　　過剰充電、放電防止機能付充電装置が付属。
充電時間：3時間
充電回数：正しい操作で約400回
ハンドルバー径：φ22.2～31.8mm
・150gの超軽量のランプヘッドはレーザー刻印のロゴが入った耐水仕様のアルミニウム合金製。
・確実に作動する耐水式ラバースイッチ。
・取り付けが容易なイージーマウントブラケット。
・ベロクロストラップで装着する電池パックはいろいろな場所に固定可能。

ワイド配光
3500カンデラ（ハイパワーモード）
2200カンデラ（ノーマルモード）

￥11,340（￥10,800）028362
品番 税込価格（本体価格）

￥5,670（￥5,400）028380
028381
028382

品番 カラー

ブラック

ホワイト

シルバー

税込価格（本体価格）

・このヘッドライトとスプリッターケーブルのセットはBLS-63
　ハイパワーと組み合せることによって、ハンドルにヘッドライ
　トを2つ取付けることが可能。
・強力な3ワットSEOUL LED。
・ノーマル、ハイパワー、フラッシュの3モード。
・耐水性アルミボディとレーザー刻印された高級感のあるロゴ。
・ラバー製耐水スイッチがダイレクトですばやい動作を実現。
・簡単装着、角度調整の可能なシリコンストラップマウント
　ブラケットを付属し、スタンダードサイズ、オーバーサイズ
　のハンドルバー両方に対応。
・バッテリーパックは付属しません。

・強力な1WLEDと2つの白色LEDを装備。
・ハンドルバーになじむモダンデザインヘッドライト。
・暗い道に最適な、強力1ワットLEDによるパワービーム。
・2つの標準LEDによるワイドビームが視認性を向上。町乗りに最適。
・特別なマウンティングシステムによりほとんどのハンドルの形状、径に対応。
・省エネ仕様で電池が長持ち。
・ラバー製耐水スイッチがダイレクトですばやい動作を実現。
・ノーマル、省エネ、ハイパワーの3モード。
・単4電池4本使用。

city
beam

power
beam
power
beam

cityitit
beam

city
beam

power
beam

 +
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ALLOYHEAD BLS-30

アロイヘッド

HIGHBEAM BLS-61

ハイビーム

ULTRABEAM BLS-26

ウルトラビーム

HIGHWATT BLS-29

ハイワット

ULTRACOMBO BLS-28

ウルトラコンボ

￥6,090（￥5,800）028346
品番 税込価格（本体価格）

カラー：シルバー
光源：1ワットの超光輝度白色LED×1
明るさ：450ルクス
持続点灯時間：24時間
モード：2モードフラッシュ機能付
電池：単4×4（含まれています。）
ハンドルバー径：φ22.2～31.8mm
参考重量：185g
直径/長さ：28×103mm
・耐水仕様のアルミニウム合金製ボディ。
・確実に作動する耐水式ラバースイッチ。
・取り付けが容易なイージーマウントブラケット。

￥3,150（￥3,000）028343
品番 税込価格（本体価格）

カラー：ブラック
光源：光輝度白色LED×3
明るさ：295ルクス
持続点灯時間：115時間
モード：2モードフラッシュ機能付
電池：単4×3（含まれていません。）
ハンドルバー径：φ22.2～31.8mm
参考重量：119g
直径/長さ：32×86mm
・低電力消費システムにより長持続時間。
・シールドツイストロックシステムの耐水式ボディ。
・確実に作動する耐水式ラバースイッチ。
・取り付けが容易なイージーマウントブラケット。

￥3,990（￥3,800）028345
品番 税込価格（本体価格）

・ULTRABEAM（BLS-26）と
　POWERLASER（BLS-32）のセット。

￥5,775（￥5,500）028347
品番 税込価格（本体価格）

カラー：シルバー
光源：光輝度白色LED×9
明るさ：300ルクス
持続点灯時間：24時間
モード：2モードフラッシュ機能付
電池：単4×4（含まれています。）
ハンドルバー径：φ22.2～31.8mm
参考重量：179g
直径/長さ：28×103mm
・耐水仕様のアルミニウム合金製ボディ。
・確実に作動する耐水式ラバースイッチ。
・取り付けが容易なイージーマウントブラケット。

スポット配光
600カンデラ

ワイド配光
125カンデラ スポット配光

530カンデラ

スポット配光
560カンデラ

￥7,140（￥6,800）028365
028366

品番 カラー

グロスメタルグレー

グロスブラック

税込価格（本体価格）

・強力な2ワットSEOUL LEDを使用。
・耐久性アルミボディとレーザー刻印された高級感のあるロゴ。
・ラバー製耐水スイッチがダイレクトですばやい動作を実現。
・ノーマル、ハイパワー、フラッシュの3モード。
・簡単装着、角度調整の可能なシリコンストラップマウント
　ブラケットを付属し、スタンダードサイズ、オーバーサイズ
　のハンドルバー両方に対応。
・単4電池4本使用。

Sylvain Chavanel, Team Quick-Step, 2010

UNIMOUNT BLS-95

REDLASER REAR BLS-52

レッドレーザーリア

COMBILAZER BLS-53

コンビレザー

WHITELASER FRONT BLS-51

ホワイトレザーフロント

HIGHLASER BLS-36

ハイレーザー

THREELASERⅡ BLS-35

スリーレーザーⅡ

FIVELASERⅡ BLS-34

ファイブレーザーⅡ

ULTRAKIT BLS-91

ウルトラキット

HELMETMOUNT&EXTENSIONCABLE BLS-69

ハイパワー ヘルメットマウント

￥2,415（￥2,300）028337
品番 税込価格（本体価格）

カラー：ホワイト
光源：光輝度白色LED×3
明るさ：30ルクス
持続点灯時間：50時間
モード：2モードフラッシュ機能付
電池：単4電池×2（含まれています。）
ハンドルバー径：φ22.2～31.8mm
・低電力消費システムにより長持続時間。
・確実に作動するラバースイッチ。
・取り付けが容易なイージーマウントブラケット。

￥1,890（￥1,800）028326
品番 税込価格（本体価格）

カラー：ホワイト
光源：高輝度オレンジLED×3
明るさ：16ルクス
持続点灯時間：110時間
モード：2モードフラッシュ機能付
電池：単4電池×2（含まれています。）
参考重量：20g
サイズ：55×35×30mm
・耐水式ボディ。
・φ22.2～42.0mmのハンドルバー径に装着
　可能なクイックリリースストラップ。

￥1,050（￥1,000）028327
品番 税込価格（本体価格）

カラー：レッド
光源：高輝度LED×3（赤色レンズ）
明るさ：16ルクス
持続点灯時間：110時間
モード：2モードフラッシュ機能付
電池：単4電池×2（含まれています。）
参考重量：19g
サイズ：55×35×30mm
・耐水式ボディ。
・φ22.2～42.0mmのシートポスト径に装着
　可能なクイックリリースストラップ。

￥630（￥600）028339
品番 税込価格（本体価格）

参考重量：58g
・すべてのBBBのヘッドライトが取り付け可能なプラス
　チック製マウントブラケット。
・フロントフォークにボルトとナットで簡単に取り付け。
・70～90mmまで長さの調節が可能。

￥2,520（￥2,400）028348
品番 税込価格（本体価格）

・ULTRABEAM（BLS-26）とULTRACOMBO
　（BLS-28）に応するUSBを利用した充電器。
・ツイストロックを充電ヘッド、USBケーブル、
　電池ケースのキット。
・USBからライトセットへの充電が可能。
・このキットを利用すれば家やオフィスだけでなく、
　旅行中などいろいろな場所での充電が可能。

￥2,730（￥2,600）028329
品番 税込価格（本体価格）

・WHITELASER FRONT（BLS-51）と
　REDLASER REAR（BLS-52）のセット。

￥1,890（￥1,800）028336
品番 税込価格（本体価格）

カラー：レッド
光源：光輝度赤色LED×5（赤色レンズ）
明るさ：24ルクス
持続点灯時間：80時間
モード：4モード3種類のフラッシュ機能付
電池：単4電池×2（含まれています。）
参考重量：28g
サイズ：58×51×28mm
・φ22.2～42.0mmのシートポスト径に装着可能な
　クイックリリースストラップ。
・低電力消費システムにより長持続時間。
・確実に作動するラバースイッチ。

￥2,940（￥2,800）028350
品番 税込価格（本体価格）

カラー：レッド
光源：超光輝度LED×1/高輝度LED×2（赤色レンズ）
明るさ：190ルクス
持続点灯時間：15時間
モード：3モードでハイパワーとフラッシュ機能付。
電池：単4電池×2（含まれています。）
・低電力消費システムにより長持続時間。
・上部に電池消耗表示。
・φ22.2～42.0mmのシートポストに装着可能。
・取り外しが容易なイージーマウントブラケット。

ワイド配光
70カンデラ

ワイド配光
45カンデラ

￥1,260（￥1,200）028363
品番 税込価格（本体価格）

・このヘルメットブラケットとBBBヘッドライトを組み
　合せることにより、あなたの夜間の走行にとって完璧
　な照明を提供可能。
・ブラケット部分は通常の形状のヘルメットであればほ
　とんどのものにストラップで装着可能。
・ヘルメットブラケットはBLS-43ハイインテグレートと
　ストラップマウント式ブラケットのBBBライト全てに
　対応。
・BLS-63/64用のエクステンションケーブルが付属し、
　バッテリーパックをバッグや背中のポケットに収納で
　きます。
・BLS-63/64/61/43に対応。

ユニマウント

S
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MINI PUMPS ミニポンプMINI PUMPS ミニポンプ

OVALINTEGRATE BMP-51M

オーバルインテグレート

OFFICIAL SUPPLIER 2011

OFFICIAL SUPPLIER 2011

CYCLING TEAM

OFFICIAL SUPPLIER 2011

OFFICIAL SUPPLIER 2011

シュレーダー
（米式/AV）

プレスタ
（仏式/FV）

ダンロップ
（英式/EV）

デュアルヘッドポンプヘッド
一部のポンプはシュレーダー（米式/AV）、プレ
スタ（仏式/FV）、ダンロップ（英式/EV）の3種
類のバルブに対応し、複数のポンプを購入する
必要がありません。それ以外のポンプは、シュ
レーダー（米式/AV）とプレスタ（仏式/FV）に対
応するポンプヘッドです。

Tタイプハンドルバー
ドライやウェット、あらゆるコンディションで
もしっかり握れて、素早く空気を充填すること
ができます。

クレイトン製
バイクを傷つけずグリップ
力アップ。

空気圧ゲージ
正確にタイヤの圧力を計測。

サムロックレバー
ポンプヘッドをバルブに素早く固定し、空気を
充填することができます。空気圧でポンプヘッ
ドがバルブから外れることはありません。

8 BAR
115 PSI

フレーム接触面には滑り止めの
ラバーが付属。

ポンプ先端はシードチューブや
ヘッドチューブにぴったりフィット
するラウンド形状。

オーバルインテグレート

楕円形ボディの高圧のロードバイクに対応する高性能ポンプ

バイクに取り付けるためのスト
ラップと英式バルブがアダブター
が付属。

滑り止めラバーの付いたTタイプ
ハンドルは力が入れやすく、ロー
ドバイクなどの高圧タイヤの時
も安心。

本体への収納時にカチッと収まる
ロック機能

バルブを入れて親指でレバーを
起こすだけで簡単にロックできる
サムロックレバー。

中のパッキンを裏返す事で仏式と
米式バルブに対応。

付属のアダブターを使用して英式
にも使用できます。

楕円形のボディはフレームの様々
な所に取り付け可能。

046811
046814

品番 税込価格（本体価格）

￥2,940（￥2,800）シルバー

マットブラック

カラー

サイズ：M
長さ：330mm
最大空気圧：115psi/8気圧

OVALINTEGRATE BMP-51L

オーバルインテグレート

9 BAR
130 PSI

046812
046815

品番 税込価格（本体価格）

￥2,940（￥2,800）シルバー

マットブラック

カラー

サイズ：L
長さ：430mm
最大空気圧：130psi/9気圧

OVALINTEGRATE BMP-51S

オーバルインテグレート

7 BAR
100 PSI

046810
046813

品番 税込価格（本体価格）

￥2,940（￥2,800）シルバー

マットブラック

カラー

サイズ：S
長さ：230mm
最大空気圧：100psi/7気圧

・自転車のフレームに一体化するように設計されたユニークなデザイン。
・車体のいろいろな位置に簡単に取り付け可能。
・取り付けブラケットを使用せず、ベルクロストラップ式でフレーム
　チューブに直接固定。
・バレルは軽量の6061アルミ合金を採用。
・バルブはプレスタ(FV)とシュレーダー（AV）両方に対応。
・しっかり握れるTタイプハンドル。

空気を入れ込め！
このカタログを読んでいるのならば、きっとあなたは自転車が好きだ
ということだろう。私たちも大好きだ。しかしそんな我々でも、走っ
ている最中にパンクすることは御免被りたいだろう。それはあなたの
リズムを狂わせるうっとうしい出来事でしかないが、さらにほとんど
のミニポンプでは、一日の残りを柔らかすぎるタイヤで過ごさなくて
はいけないという追い討ちが待っている。
しかし、BBBのミニポンプは一味違う。私たちのミニポンプは簡単
にあなたの希望の空気圧まで空気を入れ込めるよう設計されている。
エントリーレベルのポンプであっても7気圧まで空気を入れ込むこと
が可能だ。大多数のライダーはそれで十分だと思うが、もっと高い空
気圧が欲しいのであれば9気圧まで入れることが可能なものも取り揃
えている。
簡単に空気圧をあげられるように、BBBは特にポンプ本体部分の設
計に工夫を凝らしている。簡単に、気持ちよく空気を入れていただく
ため、ほとんどのポンプにはT字ハンドルを採用。ポンプをフレーム
にマウントしている際は、このハンドルは折りたたんで収納してある
が、空気を入れる時にハンドルを展開し、取手として使用することで
、空気を入れるのに通常より強い力を加えることが出来る。
種類の違うバルブにも対応できるよう、BBBはデュアルヘッドポン
プを設計し、ミニポンプのほとんどのモデルに対応している。デュア
ルヘッド対応でないモデルでも、インナーヘッドを交換することで、
シュレーダーにもプレスタにも対応できる。ポンプはサムロックレバ
ーでバルブに固定できる。あなたがポンプをポケットやバッグに入れ
なくてもいいように、ボトルケージに挟み込んで取り付けるマウント
ブラケットが付属する。オーバルインテグレートは、自転車のどこに
でも取り付け可能なブラケットが付属する。
パンクは避けられない。だが、BBBのミニポンプは、すぐに走り出
すことを可能にしてくれるだろう。

材質：

軽量な6063
アルミ素材

6063よりも
強度の高い
6061アルミ素材

アルミ素材
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MINI PUMPS ミニポンプMINI PUMPS ミニポンプ

HOSEROAD BMP-46

ホースロード

COMPACT ROAD BMP-40

コンパクトロード

FIBERROAD BMP-43

ファイバーロード

￥3,150（￥3,000）

テレロード

046875
品番 税込価格（本体価格）

カラー：シルバー
長さ：180mm
重量：98g
最大空気圧：115psi/8気圧
・伸縮式で収納時はコンパクト。
・バレルは6061アルミニウム合金製で軽量。
・汚れからポンプヘッドを守るカバー付。
・ポンプハンドルを固定するロックラバー付。
・バルブはプレスタ（FV）とシュレーダー（AV）に対応。
・フレームへの取付けブラケットが付属。

￥6,825（￥6,500）046873
品番 税込価格（本体価格）

カラー：ブラック
長さ：180mm
重量：88g
最大空気圧：100psi/7気圧

・バレルはカーボンファイバー製で軽量でコンパクト。
・多量の空気充填が可能なカーボンファイバー製ピストンシャフト。
・ポンプハンドルを固定するロックラバー付。
・バルブはプレスタ（FV）とシュレーダー（AV）に対応。
・汚れからポンプヘッドを守るカバー付。
・フレームへの取付けブラケットが付属。

空気を充填する時の状態。

7 BAR
100 PSI

7 BAR
100 PSI

8 BAR
115 PSI

8.5 BAR
123 PSI

WINDRUSH BMP-15

ウインドラッシュ

TRAVELLER BMP-22

トラベラー

AIRSHOCK BMP-19

エアショック

TRAVELCOMP BMP-23

トラベルコンプ

WINDRUSH BMP-16

ウインドラッシュ

WINDWAVE BMP-14

ウインドウェーブ

WINDGUN BMP-17

ウインドガン

WINDGUN BMP-18

ウインドガン

TELEROAD  BMP-45

￥3,990（￥3,800）

最大空気圧：123psi/8.5気圧。
長さ：220mm。
・軽量の6061アルミ合金製ミニポンプ。
・バルブはプレスタとシュレーダーに対応。
　ホースはプレスタとシュレーダーともに取り付け簡単。
　コンパクトなデザインでも、ポンプ力に優れる。
・取り付けブラケットが付属。

046817
046818

品番 カラー

ブラック

シルバー

税込価格（本体価格）

￥2,100（￥2,000）

最大空気圧：100psi/7気圧。
長さ：180mm。
参考重量：98g。
・取り付けブラケットが付属。

046816
品番 カラー

シルバー
税込価格（本体価格）

￥3,150（￥3,000）046852
品番 税込価格（本体価格）

カラー：シルバー
長さ：230mm
参考重量：152g
最大空気圧：100psi/7気圧

￥3,465（￥3,300）046853
品番 税込価格（本体価格）

カラー：シルバー
長さ：280mm
参考重量：199g
最大空気圧：100psi/7気圧

￥2,415（￥2,300）046857
品番 税込価格（本体価格）

カラー：シルバー
長さ：230mm
最大空気圧：100psi/7気圧

￥2,940（￥2,800）046858
品番 税込価格（本体価格）

カラー：シルバー
長さ：280mm
重量：177g
最大空気圧：100psi/7気圧

・軽量な6063アルミニウム合金製で、高圧に対応した直径25mmのバレル。
・高圧まで簡単に空気充填可能なメタルピストンシャフト。
・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3種類のバルブに対応。
・しっかり握れるTタイプハンドル。
・汚れからポンプヘッドを守るカバー付。
・フレームに固定するマウンティングクランプが付属。

・軽量な6063アルミニウム合金製で高圧に対応した直径25mmのバレル。
・高圧まで簡単に空気充填可能なメタルピストンシャフト。
・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3種類のバルブに対応。
・しっかり握れるTタイプハンドル。
・汚れからポンプヘッドを守るカバー付。
・正確で便利な空気圧ゲージ付。
・フレームに固定するマウンティングクランプが付属。

￥3,990（￥3,800）046876
品番 税込価格（本体価格）

カラー：シルバー
長さ：280mm
重量：167g
最大空気圧：115psi/8気圧
・フロアポンプの機能を持ったミニポンプで空気の充填が容易。
・バレルは6061アルミニウム合金製で軽量。
・ポンプハンドルを固定するロックラバー付。
・300mmのラバーホースが付属。
・バルブはプレスタ（FV）とシュレーダー（AV）に
　対応。
・安定したポンピングが可能な折りたたみ式フッ
　トレスト付。
・フレームへの取付けブラケットが付属。

￥3,465（￥3,300）046877
品番 税込価格（本体価格）

カラー：シルバー
長さ：350mm
重量：274g
最大空気圧：100psi/7気圧
・フロアポンプの機能をもったミニポンプ。
・ホース付の軽量な6063アルミニウム合金製バレル。
・サムブロックレバー付のトリプルファンクションポンプヘッドで
　3種類のバルブに対応。
・しっかり握れるTタイプハンドル。
・安定したポンピングが可能な折りたたみ式フットレスト付。
・フレーム取り付け用のボルトとクランプ付。

￥1,890（￥1,800）046850
品番 税込価格（本体価格）

カラー：ブラック
長さ：230mm
参考重量：142g
最大空気圧：100psi/7気圧
・丈夫で軽量な合成樹脂製で、高圧に対応した直径25mmのバレル。
・高圧まで簡単に空気充填可能なメタルピストンシャフト。
・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3種
　類のバルブに対応。
・しっかり握れるTタイプハンドル。
・汚れからポンプヘッドを守るカバー付。
・フレームに固定するマウンティングクランプが付属。

￥5,040（￥4,800）046800
品番 税込価格（本体価格）

本体長さ：260mm
ホース長さ：165mm
重量：248g
最大空気圧：400psi/30気圧
・高圧充填可能な特別仕様のサスペンション用ポンプ。
・充填時の空気もれを防止する2段階バルブリリース機構。
・直径38mmの空気圧ゲージ付。
・バルブへの着脱が簡単な外部可動式ホース。
・空気圧調整が簡単な調整バルブ。
・軽量で耐食性のあるニッケルメッキの真鍮
　部品を使用したアルミニウム製バレル。
・滑りにくくエルゴノミックデザインのハン
　ドル。
・バルブはシュレーダー（AV）に対応。

￥157（￥150）

ミニポンプ用アダプター

046905
品番 税込価格（本体価格）

・ダンロップ（英式/EV）に対応。

ポンプパーツ  マウンテンブラケット

046906

046907

046908

046909

046910

BMP-03 WINDMIL ウインドミル

BMP-22 TRAVELLER トラベラー

BMP-14 WINDWAVE ウィンドウェーブ

BMP-15/16 WINDRUSH ウインドラッシユ

BMP-17/18 WINDGUN ウインドガン

BMP-21 WINDLITE ウインドライト

BMP-41 ALLOYROAD アロイロード

BMP-43 FFIBERROAD ファイバーロード

BMP-42 ALLOYROAD アロイロード

BMP-44 FFIBERROAD ファイバーロード

￥262

￥262

￥367

￥367

￥367

￥250

￥250

￥350

￥350

￥350

品番 適合するミニポンプ 税込価格 本体価格

7 BAR
100 PSI

7 BAR
100 PSI

7 BAR
100 PSI

7 BAR
100 PSI

8 BAR
115 PSI

30 BAR
400 PSI
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FLOORPUMP フロアポンプFLOORPUMP フロアポンプ

AIRWAVE BFP-00

エアーウェイブ

VALVEKIT BFP-90

バルブキット

PRESSURE GAUGE BMP-90

プレッシャーゲージ

AIRSTORM BFP-22

エアーストーム

AIRSTRIKE BFP-23

エアーストライク

AIRBOOST BFP-21

エアーブースト

AIRSTEALTH BFP-24

エアーステルス

OFFICIAL SUPPLIER 2011

OFFICIAL SUPPLIER 2011

CYCLING TEAM

OFFICIAL SUPPLIER 2011

OFFICIAL SUPPLIER 2011

7 BAR
100 PSI

シュレーダー
（米式/AV）

エルゴノミックデザイン
のブーメラン型ハンドル

プレスタ
（仏式/FV）

バルブキット
付属

2色の色分けで
見やすいゲージ

最大空気圧

仏式と米式
対応ヘッド

3種類の
バルブ対応

￥4,410（￥4,200）046823
品番 税込価格（本体価格）

カラー：ポリッシュシルバー
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3種類のバルブに対応。
・しっかり支える合成ファイバー製のベース。

￥367（￥350）046904
品番 税込価格（本体価格）

・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。

￥2,310（￥2,200）046808
品番 税込価格（本体価格）

カラー：ブラック
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。

￥367（￥350）

フロアポンプ用アダプター

046900
品番 税込価格（本体価格）

・ダンロップ（英式/EV）に対応。

￥3,360（￥3,200）046761
046764

品番 税込価格（本体価格）

高さ：620mm
参考重量：920g
最大空気圧：160psi/11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3種類のバルブに対応。
・しっかり支えるナイロンファイバー製のベース。

ブラック/グレー

ブラック/ブルー

カラー

￥3,570（￥3,400）046820
046821
046822

品番 税込価格（本体価格）

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3種類のバルブに対応。
・しっかり支える合成ファイバー製のベース。

ブラック

ホワイト

シルバー

カラー￥6,825（￥6,500）046824
品番 税込価格（本体価格）

高さ：690mm
最大空気圧：160psi/11気圧
・スチール製バレル。
・正確で便利、2色の色分けで見やすい空気圧ゲージ。
・握りやすいエルゴノミックデザインのブーメラン型ハン
　ドルによって入力が増強。
・オートヘッドポンプヘッドの採用で、バルブはプレスタ
　（FV）とシュレーダー（AV）に対応。
・BFP-90のバルブキットが付属しているために、バルブ
　はダンロップ（EV）にも対応。
・しっかり支えるスチールと合成ファイバー製の2重ベース。

ブラック
カラー

￥7,770（￥7,400）046827
品番 税込価格（本体価格）

カラー：パールホワイト
高さ：690mm
最大空気圧：175psi/12気圧
・内部の精巧なアルミニウム合金製2重構造シャフトシステム
　で高圧入力が可能。
・正確で便利、2色の色分けで見やすい空気圧ゲージ。
・握りやすいエルゴノミックデザインのブーメラン型ハンドル
　によって入力が増大。
・オートヘッドポンプヘッドの採用で、バルブはプレスタ（FV）
　とシュレーダーに対応。
・BFP-90のバルブキットが付属しているために、バルブは
　ダンロップ（EV）にも対応。
・しっかり支えるスチールと合成ファイバー製の2重ベース。

9 BAR
130 PSI

9 BAR
130 PSI

10 BAR
145 PSI

11 BAR
160 PSI

11 BAR
160 PSI

12 BAR
175 PSI

空気を入れ込め！
自転車の上では、エネルギー効率というのはゲームの名前と同義で
ある。あなたが捻り出す出力のうち、道路の路面まで届かなかった
分は無駄な出力となる。パワーロスというのは、あなたの靴のソー
ルがゆがむくらいペダルを踏み、わずかにフレームのBB周りやチェ
ーンステーがゆがんだときに起こることは明らかである。そしても
うひとつ、タイヤの空気圧が正常でないのもパワーロスの主な原因
となり、こちらは簡単に解決できる。
BBBのフロアポンプを使って、自転車に乗りにいく前に空気圧をチ
ェックするよう習慣づけよう。

BBBのフロアポンプは精密なデュアルディスプレイゲージを採用し
ています。このゲージはpsiとbarの両方で正確なタイヤ空気圧を示
してくれる。気圧ゲージの正確さというのは、あなたが最も良いと
思う空気圧ちょうどに空気を入れるためには、とても重要なもので
ある。高い空気圧は転がり抵抗が少ないことを意味するが、同時に
乗り心地を犠牲にするという側面もある。低い空気圧は快適な乗り
心地を提供するが、速さに関して同じ結果を得るためにはさらにペ
ダルを踏まなくてはいけない。設定最低空気圧よりも低い空気圧で
走ることは、パンクとリムへのダメージを意味するので、必ず乗る
前に空気圧をチェックするといいだろう。あなたのタイヤを希望す
る空気圧までしっかり空気を入れるためには、安定したフロアポン
プが必須となる。BBBのフロアポンプはスチール、アルミニウム、
もしくは混合素材の本体に、広く、安定した台座がついている。フ
ロアポンプをバルブへつなぐ際、あなたは2種類のヘッドから一つ
お選びいただくことになるだろう。まず、オートヘッド式ポンプは
簡単にお使いいただけると思う。ヘッドの差込口が自動的にプレス
タかシュレーダーか判別するからだ。デュアルヘッド式ポンプもシ
ュレーダーとプレスタ、両方お使いいただけるが、差込口をご自身
で判断していただく必要がある。どちらのヘッドもバルブと連結す
る際、ロックシステムでロック可能だ。
これを読んでいるあなたはサイクリストだと思われるが、もしあな
たが親であった場合は、あなたは、ボールだったり、ラバーボート
、子供用のビニールプールなどを膨らませなくてはならないかもし
れない。エアーストライクとエアーステルスの2種はいろいろなタ
イプのバルブアダプターがセットになったバルブキットが付属して
おり、多機種にも使えるように、単品扱いも行っている。
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MTBPROTECTOR BFD-13F

MTBプロテクター

● COMPOSITE MATERIAL
コンポジットマテリアル
数種のプラスチックで合成された素材は、軽量でありながら強靱で
耐久性にすぐれ、石や泥などの衝撃にも強く、苛酷に使用しても簡
単に破損しません。
● FIT-TIGHT QUICK RELEASE
フィットタイトクイックリリース
簡単にシートポストに取り付けられて調節も
可能。ウェットの状態でも滑らず、長期間使
用しても緩みません。

￥2,100（￥2,000）365300
品番 税込価格（本体価格）

・MTB用フロント。
・2色のデザイン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からガード。
・サスペンションフォークにも装着可能。
・クイックリリース方式で簡単にステアチューブに固定。
・複合ステアチューブの内径：18.5mm～25.4mm。

OFFICIAL SUPPLIER 2011

OFFICIAL SUPPLIER 2011

MTBPROTECTOR BFD-13R

MTBプロテクター

HIGHPROTECTOR BFD-15F

ハイプロテクター フロント

HIGHPROTECTOR BFD-15R

ハイプロテクター リア

MUDCATCHER 蠡 BFD-03

マッドキャッチャー 蠡

￥2,310（￥2,200）365301
品番 税込価格（本体価格）

・MTB用リヤ。
・2色のデザイン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からガード。
・サスペンションフォークにも装着可能。
・リングフィックスクイックリリース方式で簡単に
　ステアチューブに固定
・直径18.5mm～25.4mmのシートポストに対応。

￥1,155（￥1,100）365281
品番 税込価格（本体価格）

・MTB用ダウンチューブ。
・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。
参考重量：76g
長さ：300mm　幅：90mm

￥1,470（￥1,400）

・MTBに特に合うフリーライド用フロントフェンダー。
・シートチューブに確実に装着可能。
・泥や汚れから最大限ガード。
・コンポジットマテリアル製。

365302
品番 税込価格（本体価格）

￥1,470（￥1,400）

・MTBに特に合うフリーライド用リアフェンダー。
・泥や汚れから最大限ガード。
・コンポジットマテリアル製。

365303
品番 税込価格（本体価格）

Zdenek Stybar, Team Fidea, 2010

尻尾を守れ！
雨の中のライディングは確かに楽しく、価値あることかもしれな
い。雨の日は、晴れた日のほかの自転車乗りでいっぱいになったト
レイルやトラックと違い、ガラガラになっているだろう。ちょっと
の雨で自転車に乗るのをやめたくないあなたにとって、BBBのフェ
ンダーは強い味方になるであろう。BBBフェンダーはあなたと、あ
なたの後ろにいる人を雨と泥から守ってくれる。
年間を通して雨の多い気候の地域ではフェンダーは必須だが、最も
雨の多い地域であっても、常に雨が降っているわけではない。した
がってほとんどのBBBのフェンダーには、フェンダーの有無を気軽
に選んでいただけるよう、専用設計のクイックリリースを用意して
いる。
ロードレーシングとマウンテンバイキングでは要求されることも、
トレーニング方法も全く違うことから、BBBはそれぞれに個々のフ
ェンダーシステムを作った。マウンテンバイク用のものは、乱暴に
扱われることを想定し設計され、幅を持たせ、より広い範囲を守れ
るようにした。ロードモデルはより細く、優雅にデザインされ、エ
アロダイナミクスが考慮されている。ロードフェンダーはマウント
してもほとんど目立たないが、雨天時のタイヤから跳ね上がる水滴
からしっかり守ってくれる。

ROADCATCHER蠡 BFD-04

ロードキャッチャー 蠡

RAINWARRIORS BFD-01

レインウォリアー

RAINWARRIORS BFD-01

レインウォリアー

BRACKET BFD-21FB

ブラケット

ROADPROTECTOR BFD-21F

ロードプロテクター

ROADPROTECTOR BFD-21R

ロードプロテクター

￥1,680（￥1,600）365296
品番 税込価格（本体価格）

・ロード用フロント。
・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。
参考重量：40g
長さ：358mm　幅：46mm

￥1,575（￥1,500）365287
品番 税込価格（本体価格）

適応サイズ：26”～28”（700C）
・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。
参考重量：100g（F）160g（R）
長さ：580mm　幅：63mm（F）
　　　705mm　幅：69mm（R）

￥1,575（￥1,500）365299
品番 税込価格（本体価格）

適応サイズ：24”～26”
・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。
参考重量：80g（F）120g（R）
長さ：490mm　幅：60mm（F）
　　　597mm　幅：64mm（R）

￥630（￥600）

￥682（￥650）

￥472（￥450）

フェンダーパーツ

マウテンブラケット

365270
365272
365271
365275
365276

品番 税込価格（本体価格）

BFD-01

BFD-04

BFD-03

BFD-21F

BFD-21R

BBB

￥577（￥550）365277
品番 税込価格（本体価格）

カラー：ブラック
サイズ：ロング（＋10mm）
・ ROADPROTECTOR（BFD-21F/R）用ブラケット。

￥2,047（￥1,950）365283
品番 税込価格（本体価格）

・リヤ用。
・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。
・直径25.0mm～34.9mmのシートポストに対応。

￥1,785（￥1,700）365297
品番 税込価格（本体価格）

・ロード用リア。
・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。
参考重量：52g
長さ：453mm　幅：46mm

ロードバイクやクロスバイクの
シートステーの穴に固定するた
めのボルトがセット。

レバーを起こすと簡単に本体とブラケットを着脱
できます。

Vブレーキ付きのクロスバイク
への取り付け例。
ワイヤーを回避できるステー
形状になっています。

ロードプロテクター
クロスバイクやロードバイクに
簡単取り付け可能なリアフェンダー
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ALUTANK XL BBC-26

アルタンクXL

HYDRATANK BBC-20

ハイドロタンク

HYDRATANK BBC-21

ハイドロタンク

HYDRATANK DISPLAY BOX BBC-20D

ハイドロタンク ディスプレイボックス 

ALUTANK BBC-25

交換用キャップ BBC-20

交換用キャップ/ダストキャップ BBC-21

アルタンク

￥157（￥150）065009
品番 税込価格（本体価格）

・BBC-20/21 HYDRATANK（ハイドロタンク）と
　BBC-25/26 ALUTANK（アルタンク）に対応。

￥210（￥200）065029
品番 税込価格（本体価格）

・BBC-21 HYDRATANK（ハイドロタンク）と
　BBC-25/26 ALUTANK（アルタンク）に対応。

素材のポリプロピレンは有害物質を含まず、
プラスチック特有の臭いがほとんどありません。

￥1,680（￥1,600）065010
065011

品番 税込価格（本体価格）

シルバー

ブラック

カラー

容量：750ml
参考重量：141g
サイズ：255×72mm
・アルミニウム合金製
・キャップは柔らかいクレトンラバー製で回して締めます。
・先端の注水口のキャップを回すとロックして水漏れしません。
・ホコリから注水口を保護するキャップ付。

￥682（￥650）065000
065001
065003
065004
065005

品番 税込価格（本体価格）

クリア

スモーク

シルバー

クリアブルー

ホワイト

カラー 容量：600ml
参考重量：60g
サイズ：222×73mm
・ボトルはポリプロピレン（PP）製。
・キャップは柔らかいクレイトンラバー製で回して締めます。
・先端の注水口のキャップは回すとロックし、水漏れしません。
・耐久性のある構造でエレガントなデザイン。

（クリア、スモーク、クリアブルー、ホワイト）

スモーク

4色混合 ￥7,182（￥6,840）

￥7,182（￥6,840）

015855

015867

品番 税込価格（本体価格）カラー

・12本展示用ボックス。

￥787（￥750）065020
065021
065023
065024
065025

品番 税込価格（本体価格）

クリア

スモーク

シルバー

クリアブルー

ホワイト

カラー 容量：600ml
参考重量：65g
サイズ：225×73mm
・ボトルはポリプロピレン（PP）製。
・キャップは柔らかいクレイトンラバー製で回して締めます。
・先端の注水口のキャップを回すとロックし、水漏れしません。
・耐久性のある構造でエレガントなデザイン。
・ホコリから注水口を保護するキャップ付。

￥1,575（￥1,500）062010
065017

品番 カラー 税込価格（本体価格）

カラー：シルバー
容量：600ml
参考重量：122g
サイズ：215×72mm
・アルミニウム合金製。
・キャップは柔らかいクレイトラバー製で回して締めます。
・先端の注水口のキャップを回すとロックし水漏れしません。
・ホコリから注水口を保護するキャップ付。

シルバー

ブラック

フィールドの上で
彼らは合わせて７つの世界タイトルを持っている。バート・ウェレンスが自身のシクロクロス
キャリアが終わりに向かっている一方、ズデネック・スティーバーは彼のキャリアを歩み始め
たばかりだ。

この２人の男のキャリアはかなり似ている。ウェレン
はU23の世界チャンピオンに2度なったし、スティー
バーも同じく勝っている。ウェレンは彼のプロライダ
ーとしてのファーストタイトルを彼のキャリアの4年
目で獲得したが、スティーバーも同じく４年目に獲得
した。では、ウェレンがしたように、スティーバーが
2011年に彼のセカンドタイトルを獲得することを期
待できるのか？
スティーバーは笑顔と共に語った。「できればそうし
たいね。だけどウェレンとのキャリアの一致は、これ
以上は止めなくちゃならない。彼は２度目の勝利の後
、運がないことが多かったからね。彼よりももうちょ
っと自分は運が欲しいね。」

チェコのスティーバー、もしくは、友人にスティービ
ーと呼ばれる彼は、2009年、2010年が最高のシー
ズンとなっていた。彼はUCIワールドカップとスーパ
ープレスティージの二つの勝利を手にしていた。この
勝利は努力で掴んだものだとスティーバーは語る。
「僕は自分の同僚たちにトレーニングの鬼として知ら
れていたよ。昔から自転車でハードな練習を積んでき
たからね。他のライダーが毎日のハードなトレーニン
グについてこられない時も、幼いころですら僕はそれ
が好きだった。僕が自分に自転車に関して特別な才能
があると気付いたのもその時だ。」

スティーバーが初めて自転車に乗ったのは2歳のとき
だった。「自転車に始めて乗ったときから、僕は止ま
れないんだ。僕が最初のBMXを手に入れるまでには
それほどかからなかったし、4歳には初めてのBMXレ
ースに出たしね。BMXは僕のシクロクロスキャリア
の礎だよ。」
若干8歳にして彼はBMX世界チャンピオンとなったが
、それから数年が過ぎるとBMXの人気はそれまでよ
りも低くなっていた。これをきっかけにスティーバー
はシクロクロス競技を始める。彼は競技の最初の年で
世界選手権３位に入る。「このときがこのスポーツに
100％の全力を注ごうと僕が決めた時かな。この決断
で唯一心残りだったのは、BMXはオリンピック競技
なのにシクロクロスはまだだったことかな。」
16歳の誕生日、スティーバーは自身のオンロードの
スキル向上も含め、トレーニング目的でスイスに移り
住んだ。スイスの練習環境とコンペティションレベル
の質はチェコのそれよりもはるかに高かった。６年前
、彼は今現在も交際しているイネと住むベルギーへ移
った。「僕はフラマン語も習おうとしたんだけどね。

だけどほとんどのベルギー人は英語が話せるものだか
ら、やる気そがれちゃって、5年たってもほんの少し
の単語しか解らなかったよ。」
2011年シクロクロス世界選手権はドイツのサンクト
ウェンゲルで行われる。この大会こそスティーバーが
自身のプロとしての２つ目のタイトルを狙っている場
所だ。しかしスティーバーは「さらに僕は2012年の
コクシードでも勝って、3つ目のタイトルを取る気で
いるよ！」という。「そしたら、僕は僕のチームメイ
トのウェレンスを超えることになる。」
スティーバーとウェレンスのキャリアの間には多くの
共通点がある。違いといえば、ウェレンスがタイトル
ホルダーであった時、BBBのサングラスをしていなか
ったことだろうか。
これが2人のシクロクロスチャンピオンの明と暗を分
ける決定的なファクターであるかどうかは時が教える
だろうが、…私達はそのように思う。

In the Field

“I’m known by my
colleagues as a real
training animal.”

Zdenek Stybar, Team Telenet-Fidea, 2010

Zdenek Stybar, Team Telenet-Fidea, 2010



253252

BOTTLE CAGES ボトルケージBOTTLE CAGES ボトルケージ

CARBONCAGE BBC-08

カーボンケージ

FLEXCAGE BBC-18

フレックスケージ

AEROCAGE BBC-11

エアロケージ

SIDECAGEⅡ BBC-10

サイドケージⅡ

SPEEDCAGE BBC-09

スピードケージ

LIGHTCAGE BBC-16

ライトケージ

FIBERCAGE BBC-12

ファイバーケージ

FUELTANK DELUXE BBC-03L

フューエルタンクデラックス

ECOTANK BBC-01

エコタンク

SMALLTANK BBC-17

スモールタンク

UNIFIX BHB-90

ユニフィックス

FUELTANK XL BBC-15

フェールタンクXL

￥8,400（￥8,000）062025
品番 税込価格（本体価格）

カラー：カーボンブラック
参考重量：22g。
・3Kカーボンファイバー製。
・確実にボトルを固定する特別なデザイン。
・防錆力にすぐれたアルミニウム合金製の
　取り付けネジが含まれています。

￥6,090（￥5,800）062024
品番 税込価格（本体価格）

カラー：カーボンブラック
参考重量：22g
・UDカーボンファイバー製。
・特別なデザインでボトルの出し入れが容易。
・ブラックカラーのアルミニウム合金製の取り
　付けネジが含まれています。

￥7,140（￥6,800）062041
品番 税込価格（本体価格）

カラー：カーボンブラック
参考重量：20g
・3Kカーボンファイバー製。
・必要最小限の形状。
・確実にボトルを固定する特別なデザイン。
・防錆力にすぐれたアルミニウム合金製の取り
　付けネジが含まれています。

￥2,310（￥2,200）

￥2,520（￥2,400）

062026
062027
062028
062046
062040

品番 税込価格（本体価格）

ブラック

シルバー

ホワイト

グロスブラック

カーボンフィニッシュ

カラー

￥1,890（￥1,800）

￥2,100（￥2,000）

062019
062020
062021
062038
062039

品番 税込価格（本体価格）

ホワイト

シルバー

ブラック

グロスブラック

カーボンフィニッシュ

カラー

参考重量：42g
・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。
・ステンレス製の取り付けネジが含まれています。

￥1,890（￥1,800）062022
062023

品番 税込価格（本体価格）

シルバー

ブラック

カラー

参考重量：42g
・ 6061アルミニウム合金製で、継ぎ目なし一体成型。
・ボトルを横方向で出し入れし確実にホールド。
・上下方向にスペースの無い小さいサイズのフレームや
　サスペンション式フレームなどに最適。
・ステンレス製の取り付けネジが含まれています。

￥2,100（￥2,000）062044
062045

品番 税込価格（本体価格）

コンポサイトブラック

コンポサイトホワイト

カラー

参考重量：22g
・合成強化プラスチック製で独特な保持システム。
・自動的に収縮することで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。

参考重量：43g
・6061アルミニウム合金製エアロダイナミックデザイン。
・2重構造で上部のプラスチックプロテクターによって
　ボトルを確実にホールドし、出し入れも容易。
・ステンレス製の取り付けネジが含まれています。

FUELTANK BBC-03

フューエルタンク

￥1,470（￥1,400）062029
品番 税込価格（本体価格）

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。

シルバー

イエロー

ホワイト

レッド

グロスブラック

ブルー

マットブラック

マットチタン

オレンジ

cp

￥1,050（￥1,000）062030
062031
062035
062037

品番 税込価格（本体価格）

シルバー

グロスブラック

ホワイト

ブラック

カラー

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型デザインでボトルを確実に保持。
・擦り傷を防ぐクローム色の防振プラスチック付。
・ステンレス製の取り付けネジが含まれています。

￥682（￥650）062016
062017

品番 税込価格（本体価格）

シルバー

ブラック

カラー

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。

￥840（￥800）062042
062043

品番 税込価格（本体価格）

ブラック

シルバー

カラー

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。

￥945（￥900）062000
062002
062003
062004
062005
062007
062008
062001
062009
062006

品番 税込価格（本体価格）

シルバー

レッド

CP

ブルー

ホワイト

シャイニーブラック

マットチタン

ブラック

イエロー

オレンジ

カラー

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型デザインでボトルを確実に保持。
・擦り傷を防ぐ防振プラスチック付。
・ステンレス製の取り付けネジが含まれています。

22.2～25.4mm

25.4～31.8mm
￥1,050（￥1,000）470351

470352

品番 税込価格（本体価格）

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。

クランプ径

材質 出し入れに便利な
二重構造

UD
カーボンファイバー製

3K
カーボンファイバー製

アルミボルト
×2付属

ステンレスボルト
×2付属



255254

LOCKS ロック

POWERCHAIN BBL-14

パワーチェーン

COILSAFE BBL-11

コイルセーフ

U-VAULT BBL-21

Uボールト

￥5,460（￥5,200）030131
品番 税込価格（本体価格）

カラー：ブラック
チェーンサイズ：10×10×1000mm
U-ロックサイズ：100×110mm
・直径10mmの太い頑丈なクサリを使用。
・クサリはナイロンカバーで保護しているので、バイクの塗装部分をキズつけず
　携帯にも便利。
・硬い材質のスチールを使用したU型ロック。
・強靱なメタルヘッドは鍵穴のチリやホコリの侵入を防止するダストカバー付。

￥2,940（￥2,800）030129
品番 税込価格（本体価格）

カラー：ブラック
参考重量：950g
サイズ：245×170mm
・太くて硬い材質のスチールを使用したU型ロック。
・頑強な構造で個別番号の付いた鍵は2個付属。
・全体がポリ塩化ビニールのPVC加工が施されているために、バイクの塗装部分を保護。
・鍵穴へのチリやホコリの侵入を防止するダストカバー付。

￥1,890（￥1,800）
￥2,415（￥2,300）

030111
030112

品番 税込価格（本体価格）

8×1800mm

12×1800mm

ケーブルのサイズ

カラー：ブラック
巻き取り時の直径：120mm
参考重量：431g（8mm）
　　　　　668g（12mm）
・2重に巻いた太くて耐久性のあるセルフコイルシステムのケーブル。
・強靱なメタルヘッドは鍵穴のチリやホコリの侵入を防止するダストカバー付。
・ケーブルはポリ塩化ビニールのPVC加工でバイクの塗装部分を保護。
・個別番号の付いた鍵は3個付属。

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。

トルネードスピード
記録としては、2010年はクイックステップのライダー、トム・ボーネンにとって最高のシー
ズンでなかった。しかし皮肉なことに、このベルギー人の2005年ワールドチャンピオンはこ
の時過去最高の足を持っていた。

2010年春のクラシックレース前、ボーネンの体は最
高の状態に仕上がっていた。彼はツアーオブオーマン
のファーストステージをスプリントで制し、彼のサイ
クルコンピューターのマックススピードは後に確認し
たところ、72.8km/hを示していた。ボーネンは自分
のパフォーマンスをアレサンドロ・ペタッキと組んで
走った74km/hの彼の最速のスプリントと比較し、満
足していた。「オーマンのフィニッシュでは自分が特
に速いようには感じなかったし、むしろ向かい風があ
るようにも感じた。他のライダーたちは僕のペースに
ついてこられなくなって、どんどん後ろに落ちていっ
た。とても気持ちよかったよ。ここ数ヶ月は自分でも
特に頑張っていたと思うし、シーズンを勝利して始め
るのはとても気持ちいいことだね。」
トムのオーマンでのスプリントスピードは、彼の
BCP-32W、BBBマイクロボードワイヤレスサイクリ
ングコンピューターで計測された。後日、トムはこう
言っている。「ぼくはこのサイクリングコンピュータ
ー、とても満足しているよ。ワイヤレスセンサーによ
る電波障害もまったくなかったし、小型、軽量、防水
機能もある。僕は結構ギアの扱いは乱暴な方なんだけ
ど、この機械はまだまだ動くしね。チームのほかのメ
ンバーもマイクロボードのこと、気に入っているみた
いだよ。」
トムにとってBBB製品を使うことは2010年が初めて
ではない。2005～2007年まで、クイックステップ
はBBBのサングラスを独占契約で使っていた。「僕と
BBBの関係はとてもいいよ。去年、僕はベルギーのナ

ショナルチャンピオンだったんだけど、それで彼らは
僕専用にベルギー国旗と同じ色のヘルメットを、ジャ
ージと色が合うようにと作ってくれたんだ。それに、
数年前は彼らにレンズが一体成型のサングラスが欲し
いといった。BBBの設計チームはすぐにデザイン業務
に取り掛かり、今、日常的に着けているこのモデルの
サングラスも作ってくれたよ。」BBBインパクトサン
グラスは、BBB商品の中でもいま最も有名な商品の一
つとなっている。
2010年のシーズン初期の好調とは打って変わり、ボ
ーネンはツアーオブカルフォルニアとツアーオブスイ
スの落車でシーズンを終えてしまった。左膝の腱炎は
、ボーネンの2010年ツール・ド・フランスの不参加
を意味し、この負傷は手術を必要としていた。「僕は
すべてのことが最終的に良いほうに進むと信じている
、それが、僕がしばらく自転車に乗れなくなることに
なってもね。こういった怪我と付き合うことは、選手
生活の中で始めての事でストレスがたまるけどね。だ
けど、なるべく早くレースに復帰するためにリハビリ
に励む用意はできているよ。」トムは言う。「今の僕

の目標は2011シーズンに向けて、体を今までで最高
の状態に仕上げることだ。そしてそれはBBBが僕の
2011年度クイックステップチームをサポートしてく
れていて、僕のBBBサイクルコンピューターが僕のス
プリントの記録を更新したとき明らかになるよ。」

At Tornado Speed

“I’m pretty rough
on gear but this
thing still works.”

Tom Boonen, Team Quick-Step, 2010

Tom Boonen, Team Quick-Step, 2010

Tom Boonen,
Team Quick-Step, 2010

防犯性能チャート
1～12の間で数字が大きくなるとセキュリティが高まります。

簡易ロック

標準ロック

高性能ロック

最高性能ロック
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LOCKS ロック

CODESAFE BBL-35

コードセーフ

POWERSAFE BBL-31

パワーセーフ

POWERSAFE BBL-32

パワーセーフ

QUICKSAFE BBL-07

クイックセーフ

MULTIFIX BBL-91

マルチフィックス

CABLEFIX BBL-92

ケーブルフィックス

MICROSAFE BBL-10

マイクロセーフ

EXTRACOIL BBL-22

エキストラコイル

￥840（￥800）030130
品番 税込価格（本体価格）

カラー：ブラック
参考重量：380g
ケーブルサイズ：10×1800mm
・U-VAULT（BBL-21）と併用すると便利な補助ケーブル。
・編み込まれた簡単に切断できないスチール製ケーブルは頑強な抵抗力。
・柔らかいポリ塩化ビニールPVC加工でバイクの塗装部分を保護。

￥1,470（￥1,400）
￥1,680（￥1,600）
￥1,890（￥1,800）

030132
030133
030134

品番 税込価格（本体価格）

8×1500mm

10×1500mm

12×1500mm

ケーブルのサイズ

カラー：ブラック
・2重に巻いた太くて耐久性のあるセルフコイルシステムのケーブル。
・強靱なメタルヘッド。
・ケーブルはポリ塩化ビニールのPVC加工でバイクの塗装部分を保護。
・鍵穴へのチリやホコリの侵入を防止するダストカバー付。
・鍵は3個付属。

￥1,260（￥1,200）
￥1,470（￥1,400）
￥1,680（￥1,600）

030135
030136
030137

品番 税込価格（本体価格）

8×1000mm

10×1000mm

12×1000mm

ケーブルのサイズ

カラー：ブラック
・2重に巻いた太くて耐久性のあるケーブル。
・強靱なメタルヘッド。
・ケーブルはポリ塩化ビニールのPVC加工でバイクの塗装部分を保護。
・鍵穴へのチリやホコリの侵入を防止するダストカバー付。
・鍵は3個付属。

￥1,470（￥1,400）
￥1,680（￥1,600）
￥1,890（￥1,800）

030138
030139
030140

品番 税込価格（本体価格）

6×1500mm

8×1500mm

10×1500mm

ケーブルのサイズ

カラー：ブラック
・2重に巻いた太くて耐久性のあるセルフコイルシステムのケーブル。
・4けたの可変式ダイヤルは好みの番号設定が可能。
・強靱なメタルヘッド。
・ケーブルはポリ塩化ビニールのPVC加工でバイクの塗装部分を保護。

￥1,575（￥1,500）030125
品番 税込価格（本体価格）

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けた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。

￥367（￥350）

交換用ホルダー

030120
品番 税込価格（本体価格）

・BBL-07 QUICKSAFE（クイックセーフ
　に対応）。

￥630（￥600）030109
品番 税込価格（本体価格）

カラー：ブラック
参考重量：88g
・耐水性のある万能型ブラケット。
・BBB-11専用。
・ヘキサレンチが含まれています。

￥1,260（￥1,200）
￥1,470（￥1,400）

030122
030123

品番 税込価格（本体価格）

8×1500mm

10×1500mm

ケーブルのサイズ

カラー：ブラック
巻き取り時の直径：110mm
参考重量：315g（8mm）
　　　　　376g（10mm）
・セルフコイルシステムの特殊ケーブル。
・クイックリリース方式のシートクランプにホルダーが
　取り付けられ、ボタンによって簡単に取り外しが可能。
・耐久性のある構造の鍵が2個付属。

・グレーのボタンを押せば金具から
　簡単にロックが外せます。
　逆の操作でロックを金具に取り付
　けられます。

￥630（￥600）030144
品番 税込価格（本体価格）

カラー：ブラック
対応ケーブル径：6mm、8mm、10mm、12mm
・BBBのケーブルロックに対応する万能型ブラケット。
・ブラケットの取付部はシートピンボルトに対応。

BAGS バッグ

RACEPACK BSB-14

レースパック

STOREPACK S BSB-12S

ストアパック S

￥2,100（￥2,000）013140
品番 税込価格（本体価格）

カラー：ブラック
高水準の材質と機能が特徴のサドルバッグ。
・内部が赤色なため収納時の識別が簡単。
・MとLサイズは内部に収納ストラップとポケットを装備されているので、
　確実に品物を収納。
・防水式のロックジッパーを採用しているため強固に密着し、無音。
・リフレクターBBBロゴを採用したLEDライト用ストラップ付。
・工具なしでサドルに簡単に固定できるT-バックルシステム。
・バッグを安定して固定させるシートポスト用のベルクロストラップを装備。
　Lサイズは収納スペースが2分割されている。
・上部は、財布や鍵などを入れるのに最適。

S
サイズ

STOREPACK M BSB-12M

ストアパック M

￥2,520（￥2,400）013141
品番 税込価格（本体価格）

M
サイズ

STOREPACK L BSB-12L

ストアパック L

￥2,940（￥2,800）013142
品番 税込価格（本体価格）

L
サイズ

● 600D NYLON
600デニールナイロン
バッグの中身を保護するためにプラスチックで補強
された丈夫な素材。

● JAM-FREE ZIPPER
ジャムフリージッパー
丈夫で機能的なYKK製の高品質ジッパー。

● ELASTOMAR REFLECTIVE SAFETY BAND
リフレクティブ セーフティバンド
夜間に効果を発揮する視認性の高い3M製のリフレ
クター付セーフティバンド。

● T-BUCKLE SYSTEM
T-バックルシステム
工具なしでサドルのレールに直接固定できるT字型
デザインのバックルシステム。

● TWIN-BUCKLE SYSTEM
ツイン-バックルシステム
サドルバックを素早く簡単に取り付けることができ
るストラップシステム。

OFFICIAL SUPPLIER 2011
OFFICIAL SUPPLIER 2011

CYCLING TEAM

OFFICIAL SUPPLIER 2011 OFFICIAL SUPPLIER 2011

サイズ：12.5×8.0×3.5cm = 350cm3

・サドルの下に装着してもダイレクトな座り心地を提供する
　コンパクトなサドルバッグ。
・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
　デザインでも、ロード用タイヤチューブとタイヤレバーを
　入れられるくらいの大きさ。

品番 カラー

ブラック

ホワイト

013145
013146

税込価格（本体価格）

￥1,680（￥1,600）
￥1,890（￥1,800）

(cm) (cm) (cm) (g)(cm3)

BSB-01 XS 12.5 6.5 6 250 78

100

119

177

96

114

167

90

115

15

17

8

9.5

6

8

720

1292

78

84

106

14

15

17

8

8

9.5

7

8

10

764

960

1675

153

169

110

148

173

15

16.5

10

11

11

12

1650

2178

BSB-01 S 13.5 8.5 8.5 400

BSB-01 M 14 9.5 9.5 750

BSB-01 L 18 10.5 10.5/15 1170/1680

BSB-02 S 13.5 8.5 8,5 400

BSB-02 M 14 9.5 9,5 750

BSB-02 L 18 10.5 10.5/15 1170/1680

BSB-09 M 6

BSB-08 S

BSB-08 M

BSB-07 S

BSB-07 M

BSB-07 L

BSB-06 M

BSB-06 L

8 10.5 330

BSB-09 L 8.5 8 14.5 430

BSB-12 S 13.5 7 5.5 370

BSB-12 M 15 8.5 8 720

BSB-12 L 16.5 8.5 11 1100

320

BSB-14 12.5 8 3.5 270

BSB-15 S 13.5 7.5 6.5 380

BSB-15 M 14.5 9 6.5 430

長さ 幅 高さ 容量 参考重量

Team Vacansoleil,2010

600 D
ナイロン

下部に
ラバー素材使用

22.2-25.4の
ハンドルバー径に対応

25.4-31,8の
ハンドルバー径に対応

シートポスト用
ベルクロストラップ

BBBリアライト
取り付けストラップ付

1680 D
ナイロン

YKKジッパー 反射する
YKKジッパー
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BAGS バッグBAGS バッグ

FORM PACK BSB-15

フォームパック

QUICKPACK BSB-02

クイックパック

T-PACK BSB-07

T-パック

AEROPACK BSB-06

エアロパック

FRONTPACK BSB-09

フロントパック

EASY PACK BSB-01

イージーパック

￥2,100（￥2,000）
￥2,310（￥2,200）
￥2,940（￥2,800）

013111
013112
013113

品番 税込価格（本体価格）

カラー：ブラック／ホワイト
・サドルのレールに直接固定できるT-バックルシステム。
・ほとんどのサドルに適応が可能。
・上下部分には丈夫で汚れを簡単に落とせるラバー素材を使用。
・3M製のリフレクター付セーフバンドとYKK製のジッパー。
・バッグを安定固定させるシートポスト用ベロクロストラップ付。
・LEDライト用ストラップ付。
・Lサイズは容量が拡大できる機能。
・底にはミニポンプを装着するストラップ付。

S

M

L

サイズ

￥2,100（￥2,000）
￥2,310（￥2,200）
￥2,625（￥2,500）

013108
013109
013110

品番 税込価格（本体価格）

カラー：ブラック
・ エアロダイナミック形状で、サドルのレールに
　直接固定できて着脱が簡単なT-バックルシステム。
・上下の部分には丈夫で汚れを簡単に落せるラバー素材を使用。
・3M製のリフレクター付セーフティバンドとYKK製のジッパー。
・シートポストに固定するベロクロストラップ付。
・底にはミニポンプを装着するストラップ付。
・LEDライト用ストラップ付。

S

M

L

サイズ

￥1,890（￥1,800）
￥2,100（￥2,000）

013128
013129

品番 税込価格（本体価格）

カラー：ブラック
・バッグの着脱が素早く簡単にできるツインバックルシステム。
・上下部分には丈夫で汚れを簡単に落とせるラバー素材を使用。
・3M製のリフレクター付セーフティバンドとYKK製のジッパー。
・バッグを安定固定させるシートポスト用ベロクロストラップ付。
・LEDライト用ストラップ付。

M

L

サイズ

￥3,990（￥3,800）
￥5,040（￥4,800）

013143
013144

品番 税込価格（本体価格）

カラー：ブラック
・エアロダイナミック形状の軽量サドルバッグ。
・サドルのレールに直接固定できるT-バックルシステム。
・内部のポケット確実に品物を収納。
・夜間の安全を配慮した3M製リフレクター付YKKジッパー。
・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ベロクロストラップ付。

S

M

サイズ

￥4,410（￥4,200）013130
013131

品番 税込価格（本体価格）

カラー：ブラック
参考重量：110g
・ハンドルバーに工具を使わず取付けられるバッグ。
・600デニールの収納スペースと小物入れに2分割。
・財布、鍵、カメラ、携帯電話など小物を入れるのに最適。
・丈夫で高品質のYKKジッパーを使用。

22.2-25.4mm

25.4-31.8mm

クランプサイズ

￥1,575（￥1,500）
￥1,680（￥1,600）
￥1,890（￥1,800）
￥2,625（￥2,500）

013121
013122
013123
013124

品番 税込価格（本体価格）

カラー：ブラック／ホワイト
・サドルに素早く簡単に装着できるツイン-バックルシステム。
・丈夫で長持ちし、汚れを簡単に落とすこともできるラバー素材を採用。
・3M製のリフレクター付セーフバンドとYKK製のジッパー。
・バッグを安定して固定させるシートポスト用のベルクロストラップを装備。
・リフレクターBBBロゴを採用したLEDライト用ストラップ付。
・Lサイズは容量をアップすることが可能。

XS

S

M

L

サイズ

￥4,200（￥4,000）

￥4,410（￥4,200）

013132
013133

品番 税込価格 （本体価格）

カラー：ブラック
・ハンドルバーに工具を使わず取付けられるバッグ。
・600デニールナイロン製
・ラージサイズで3分割された収納スペース。
・財布、鍵、カメラ、携帯電話など小物を入れるの
　に最適。
・丈夫で高品質のYKKジッパーを使用。

22.2-25.4mm

25.4-31.8mm

クランプサイズ

HANDLEBAR BAGS

L

L

M

M

S

LM

S

L

M

M

S

S

XS

FRONTPACK L BSB-09L

フロントパック L

MESSENGER BAG BSB-91

メッセンジャーバッグ

BACKPACK BSB-94

バックパック

RAINCOVER BSB-96

レインカバー

WHEELBAG BSB-81

ホイールバッグ

SPORTING BAG BSB-92

スポーティングバッグ

TRAVELLER BAG BSB-93

トラベラーバック

CARRIER BAG BSB-95

キャリアバッグ

￥9,240（￥8,800）013161
品番 税込価格（本体価格）

カラー：ブラック
サイズ：86×40×36cm
参考重量：2.8kg
・600デニールナイロン製。
・容量の大きい収納スペースと両側には2個の小物入れ。
・2個のキャスターが付いているので移動に便利。
・長さの調節と取り外しができるショルダーストラップ。

￥5,775（￥5,500）013160
品番 税込価格（本体価格）

カラー：ブラック
サイズ：62×40×35cm
・600デニールナイロン製
・通気性にすぐれたネット生地のポケットが3個。
・長さの調節と取り外しができるショルダーストラップ。

￥6,825（￥6,500）013163
品番 税込価格（本体価格）

カラー：ブラック
サイズ：38×20×19cm
参考重量：819g
・600デニールナイロン製
・BCA-02 MOUNTRACKに取り付けるための
　キャリアバック。
・容量の大きい収納スペースと内側は保護パット付。
・両側に2個の収納ポケットと、後側にはLEDライト
　を取り付けられるストラップ付。
・4本のベロクロストラップで確実にキャリアに固定。
・衝撃吸収システムで収納物を保護。
・長さの調節と取り外しができるショルダー
　ストラップ付。

￥4,725（￥4,500）013150
品番 税込価格（本体価格）

カラー：ブラック
サイズ：40×35×13cm
・600デニールナイロン製。
・3M製リフレクター付のバックルストラップ。
・容量の大きい収納スペースと2個の小物入れ。
・長さを調節できるショルダーストラップ。

￥1,260（￥1,200）013164
品番 税込価格（本体価格）

カラー：蛍光イエロー
・防水性のレインカバーでCARRIER BAG（BSB-95）
　とBACKPACK（BSB-94）に適合。
・鮮明なカラーで安全性に配慮。

￥7,875（￥7,500）013162
品番 税込価格（本体価格）

カラー：ブラック
サイズ：40×28×12cm
参考重量：640g
・600デニールナイロン製
・両側にウォーターボトル収納のポケット。
・収納部の開閉はYKK製のジッパー。
・雨天時に保護するカバー付。
・ヘッドホンのコードを通す特別なポケット。
・伸縮性のあるヘルメット収納ストラップ。
・ウエストベルトで確実に身体に固定。
・背中の部分は特別製のパッドで、空間と通気性を確保。

￥4,200（￥4,000）012059
品番 税込価格（本体価格）

カラー：ブラック
直径：75cm
参考重量：660g
・600デニールナイロン製。
・ホイール1本を収納。
・内側はホイールを保護するソフトパッド付。
・内側にクイックリリースのレバーを入れるポケット付。
・車軸が当る部分は特別に補強。

OFFICIAL SUPPLIER 2011

キャリアバッグライトツーリングに便利な
　　　　　リアキャリアバッグ

600 デニールナイロンの
頑丈なバッグ

小物用の後部ポケット。
テールライトの取り付け
ベルト付き。

左右には長い物も収納可能
なポケットを計２つ装備。

ウィンドブレーカーなどを
簡単に挟み込める伸縮性の
高いバンド。

1.5L のペットボトルも入れ
られる大容量のメイン荷室。

荷室の蓋にもメッシュ
ポケットが付属。

バッグ裏面のベルトを外せば、自転車から
降りた後もショルダーバッグとして活躍。



261260

BELLS ベル CARRIES キャリア

EASYFIT DELUXE BBB-14

イージーフィットデラックス

LOUD & CLEAR BBB-11

ラウド＆クリア

LOUD & CLEAR DELUXE BBB-15

ラウド＆クリア デラックス

MOUNT RACK BCA-02

マウントラック

REAR RACK BCA-03

リアラック

LIGHTFIX BCA-91

ライトフィックス

SECURERACK BCA-90

セキュアラック

EASYFIT DELUXE BOX BBB-14D

イージーフィットデラックスボックス

EASYFIT DISPLAY BOX BBB-12D

イージーフィットディスプレイボックス

BELLSPACE BBB-13

ベルスペース

EASYFIT BBB-12

イージーフィット

￥682（￥650）015003
品番 税込価格（本体価格）

参考重量：35g
・アルミニウム合金製で軽量。
・さまざまな位置に取り付けが可能。
・2種類のクイックリリース式のラバー
　ストラップであらゆる直径に対応。
・取り付け、取り外しが簡単。

￥1,260（￥1,200）015005
品番 税込価格（本体価格）

参考重量：42g
・アルミニウム合金製で軽量。
・ヘッドパーツのステアチューブ径28.6×
　10mmのスペーサーと一体化し、ステア
　チューブに取り付け。
・ハンドルバー部分のスペースが確保されます。

015009 ￥12,600（￥12,000）
品番 税込価格（本体価格）

・20個入り展示用ボックス。
015008 ￥13,650（￥13,000）

品番 税込価格（本体価格）

・20個入り展示用ボックス。
・ブラック10個とホワイト10個。

￥262（￥250）

バイクベルパーツ

015000
品番 税込価格（本体価格）

参考重量：3g
・EASYFIT（BBW12/BBW14）用ラバー
　ストラップ。
・2種類1組

￥735（￥700）015006
015007

品番 税込価格（本体価格）

ブラック/シルバー

ホワイト/シルバー

カラー

・鋭い音の真ちゅう製本体とステンレス製スプリン
　グで軽量。
・さまざまな位置に取り付けが可能。
・2種類のクイックリリース式のラバーストラップ
　であらゆる直径に対応。
・取り付け、取り外しが簡単。

￥8,190（￥7,800）020757
品番 税込価格（本体価格）

最大積載量：10kg
シートポスト径：27.2～31.6mm
参考重量：1114g
全長：400mm
荷台サイズ：320×140mm
荷台からサイドプロテクター下端まで：340mm
・シートポストに取り付けるリア用キャリア。
・バッグと車輪との接触を防ぐサイドプロテクターは取り外しが可能。
・リア用LEDライトの取り付けブラケット付。
・CARRIER BAG（BBB-95）との組合せが最適。

￥6,090（￥5,800）020758
品番 税込価格（本体価格）

最大積載量：10kg
シートポスト径：27.2～31.6mm
参考重量：798g
全長：400mm
荷台サイズ：320×140mm
・リア用LEDライトの取り付けブラケット付。
・CARRIER BAG（BBB-95）との組合せが最適。

￥630（￥600）020753
品番 税込価格（本体価格）

参考重量：44g
長さ：680mm
・MOUNTRACK（BCA-02）やREARRACK（BCA-03）
　に最適な収縮性がすぐれたストラップ。

・MOUNTRACK（BCA-02）やREARRACK（BCA-03）
　に取り付け可能なリフレクターブラケット。

￥420（￥400）020754
品番 税込価格（本体価格）

リアラック

ツーリングに最適な
取り外しのしやすい
リアラック。
軽量フレームを用いたシートポスト
に取り付け可能なリアキャリア。

裏面のボルトでキャリアの位置
をスライドさせて調整可能。 高い強度を持ちながら軽量さ

を維持した肉抜きフレーム。

ツーリングなどにも使いやすい、強い固定力と簡単な取り外しを
両立させたクランプシステム。

￥735（￥700）

・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。
・取り付け、取り外しが簡単。

015012
品番 カラー

ブラック
税込価格（本体価格）

￥525（￥500）

・強いスプリングで大きな音量。
・耐久性にすぐれ軽量。
・さまざまな位置に取り付けが可能。

015010
015011

品番 カラー

ブラック

ホワイト

税込価格（本体価格）

舞台裏のプロフェッショナル達
プロサイクリングの世界では、スポットライトを浴び、ライターや観客のお気に入りになるの
は選手の役割だ。私たちはよくチームマネージャーに関しての話を聞くことがあり、その中に
は時折、チームの支援者達が何をしているのか聞くことがある。しかしながら、メカニックは
完全に裏方の役割で、プロチームメカニックの生活がどのようなものか見られることはほとん
どないだろう。ただ、彼らがプロサイクリングチームという組織において、非常に重要な一要
素であることは疑いようがない。

選手達が移動とレースに集中している間、メカニック
たちの行う準備は選手達がトレーニングを始めるさら
に前から始まる。「選手全員が最低でも3台のロード
バイクと１台のTTバイクを持っています。」チーム・
バカンソレイルのベテランメカニックの一人、フラニ
ー・ヴァン・ヘイベックは言う。「私達はこれらのバ
イクの組み立て、調整をシーズン前にすべて行わなけ
ればなりません。23人もの選手がチームに所属して
いることを考えれば、大変なことであることはお分か
りになるでしょう。」ヘイベックにとって幸運なの
は、バカンソレイルに雇われているメカニックは彼の
みではないことだ。チームにはフルタイムで勤めるメ
カニックが5人いる。彼らはサービスセンターですべ
てのレース毎に準備する。すべての競技用自転車を、
ホイールも含めすべての選手に合わせて調整し、特別
製のチームトラックに積み込んでゆく。「選手達が次
のレースへ飛行機で移動している間、私達はすべての
機材を持って車で移動するのです。」同じくチームメ
カニックの一人、ジート・ヴァン・デ・ミュールブロ

ックは説明する。「ホームから近いレースであれば問
題ないのだけれど、イタリアやポルトガルでのレース
に参加する際は、仕事を始める前に二日間もかけて移
動しなければなりません。」
レースの際は、まずトラックから荷を降ろし、すぐに
仕事にかかる。「調整はいつも出発前にサービスセン
ターで終わらせてしまうのですが、必ず最後の調整を
して欲しい選手がいるのです。」ミュールブロックは
語る。「レース前日の夜は、遅くまで仕事しているこ
とがほとんどです。選手達が食事をし、休み、部屋に
戻っても、大体まだ作業を続けています。その後短い
仮眠を取り、朝早くにチームカーを準備し、タイヤに
空気を入れ、自転車の最終チェックをします。レース
が始まると、ごく稀に休み時間が与えられますが、ほ
とんどの場合は許されません。」レースの最中、メカ
ニックたちはパンクやその他の故障に備えてチームカ
ーの後部座席に待機している。ヘイベックは言う。
「私達はすばやくホイール交換できるよう訓練されて
いるし、走る車から自転車のトラブルを解決する術も

身につけている。私達が自転車のトラブルを解決する
のにかかる時間は、レースにおいて、選手にかけるリ
スクと同義ですからね。」レースの最中も、メカニッ
クたちは自分の仕事に従事しているのである。ステー
ジレースの場合は、彼らはチームカーとトラックを次
のステージの準備をするホテルまで運ばなければなら
ない。「自転車の状態が綺麗であったとしても、洗車
は必ずします。」ミュールブロックは言う。「バイク
は常に完璧な状態でなければならないのです。」
「正直とてもきつい仕事ですが、最高に充実していま
す。メンテ、修理、チューニング、洗車はプロレース
メカニックにとって、永遠のサイクルですが、BBBが
私達のスポンサーについてとても幸せです。彼らは私
達の仕事の負担を軽減してくれます。」

The pros behind
the scenes

“Even when the bikes
appear clean,
they will be cleaned.”

Team Vacansoleil, 2010

Franny van Heybeeck,
Team vacansoleil, 2010

Geert van de Meulebroecke and Wout Poels,Team vacansoleil, 2010



￥1,260（￥1,200）035640
品番 税込価格（本体価格）

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。

￥682（￥650）035621
品番 税込価格（本体価格）

カラー：ブラック
サイズ：250×90×112mm
参考重量：17g
・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ィット。
・ベロクロストラップでしっかり固定。

￥1,417（￥1,350）035625
品番 税込価格（本体価格）

カラー：ブラック
サイズ：280×60×112mm
参考重量：29g
・BBBのロゴを刻印。
・内側を滑り防止素材で補強。
・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ィット。
・ベロクロストラップでしっかり固定。

BBP-55、BBP-56
内容：チェーンステーガード×1、30mmパッド×4、
　　　20mmパッド×4
参考重量：46g
・塗装保護のための粘着性と耐久性があるパッド。
・耐久性があり全天候型。
・ハードタイプ

035636
品番 デザイン 税込価格（本体価格）

透　明 ￥1,260（￥1,200）

035639
品番 デザイン 税込価格（本体価格）

カーボン模様 ￥1,890（￥1,800）

270mm260mm

263262

PROTECTION プロテクションKICKSTANDS キックスタンド

MULTI KICK BKS-03

マルチキック

QUICK KICK BKS-02

クイックキック

QUICK KICK KIDS BKS-021

クイックキック キッズ

SIDE KICK BKS-01

サイドキック

CLEAR SKIN BBP-55

クリアスキン

CARBON SKIN BBP-56

カーボンスキン

TUBE SKIN BBP-60

チューブスキン

STAY GUARD BBP-10

ステーガード

 STAY GUARD BBP-11

ステーガード

BBP-50、BBP-51
参考重量：13g
・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。
・ソフトタイプ

035630
品番 デザイン 税込価格（本体価格）

透　明 ￥630（￥600）

035635
品番 デザイン 税込価格（本体価格）

カーボン模様 ￥787（￥750）

BIKE SKIN BBP-50

バイクスキン

BIKE SKIN BBP-51

バイクスキン

SHOCK GUARD BBP-30

ショックガード

￥1,890（￥1,800）026690
026691

品番 税込価格（本体価格）

26インチ用
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。

シルバー

ブラック

カラー

￥2,730（￥2,600）026701
品番 税込価格（本体価格）

700C用
参考重量：307g
長さ：410mm
・大部分のスポーツバイクに対応。
・脚の長さとアングルは多角的に調節可能。
・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。
・耐久性と耐食性にすぐれたアルミニウム合金製。

ブラック
カラー

￥1,890（￥1,800）026695
026696

品番 税込価格（本体価格）

24～28インチ用
参考重量：214g
長さ：345mm
・クイックリリース式ハブに適合。
・ディスクブレーキ方式のフレームにも取り付け可能。
・脚の調節が簡単で、24"～28"の車輪に対応。
・耐久性と耐食性にすぐれたアルミニウム合金製。
・フレームの形状によって取り付けられない場合があります。

シルバー

ブラック

カラー

￥1,890（￥1,800）026686
品番 税込価格（本体価格）

16～24インチ用
参考重量：194g
長さ：236mm
・クイックリリース式ハブに適合。
・ディスクブレーキ方式のフレームにも取り付け可能。
・脚の調節が簡単で、16"～24"の車輪に対応。
・耐久性と耐食性にすぐれたアルミニウム合金製。
・フレームの形状によって取り付けられない場合があります。

ブラック
カラー

￥682（￥650）

BKS-01
キックスタンドパーツ

026680
026681

品番 税込価格（本体価格）

・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。

ブラック

シルバー

カラー

クイックリリースで挟み込む固定部分の
裏部分。エンドの溝に合わせてスタンド
を固定するための出っ張りがあります。
＊エンド形状が複雑なモデルの場合は取
　り付けが出来ない場合があります。

サイドキック
高い安定性を持つ長さを
微調整可能なキックスタンド

スムーズな折り畳みを実現した
クイックフォールドメカニズム
でストレスの無い動き。

アジャストダイヤルを回転さ
せると伸縮。モデルに合わせ
て最適な長さに調整可能。

シートステーとチェーンステーに確実に固定でき
る3 本ボルト＋本体引っ掛け式。

チェーンステーの固定部分はフレームの角度に合
わせて調整可能。様々な自転車に対応できます。

クイックキック
微調整が可能なアジャスタブルキックスタンド

自転車のモデルやフレームサイズによって
少しづつ変わるスタンドの長さを調整可能
な調整可能モデル。

本体に24 ～ 28 インチに合わせるため
の目安のメモリが刻印されています。

アジャストダイヤルを回転させて伸縮。

カラー：ブラック
サイズ：190×150mm
・リアショック用。
・水や泥、飛び石などからリアショックを保護。
・動きを妨げない高伸縮素材。
・幅広のベルクロストラップにより全てのサイズに適応。

品番

035626
税込価格（本体価格）

￥1,029（￥980）
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HANDLEBAR TAPE ハンドルバーテープ HANDLEBAR TAPE ハンドルバーテープ

LEATHER RIBBON BHT-10

レザーリボン

RACE RIBBONS BHT-01

レースリボン

RACE RIBBONS BHT-05

レースリボン

POWER RIBBON BHT-09

パワーリボン

GRIP RIBBON BHT-11

グリップリボン

RACE RIBBONS BHT-04

レースリボン

STYLE RIBBON BHT-08

スタイルリボン

ENDCAPS BHT-90S/91S/92S

エンドキャップ

SPEED RIBBONS BHT-12

スピードリボン

FINISH TAPE BHT-95

フィニッシュテープ

SCREW ON BHT-96

スクリューオン

ENDCAPS CANDY BOX BHT-90/91/92

エンドキャップ キャンディボックス

447310
グレー447311

ブラック
447312
レッド

447314
ブルー

447326
ライト
ブルー

447327
ベイビー
ブルー

447328
ピンク

447315
ホワイト

447356
グリーン

447319
イエロー

447335
カーボン
ホワイト

447331
カーボン
ブラック

447370
クールグレー

447371
ブラック

447395
ホワイト

447391
ブラック

447385
ホワイト

447381
ブラック

447401
ホワイト

447400
ブラック

447375
ホワイト

447330
カーボン
シルバー

447332
カーボン
レッド

447334
カーボン
ブルー

447333
カーボン
ハイシルバー

447344
ダークブルー/
コルク

447345
ホワイト/
コルク

447355
ホワイト

447359
ダーク
イエロー

447342
ダークレッド/
コルク

447354
ダークブルー

447352
ダークレッド

447350
グレー

447351
ブラック

447701
ブラック

447703
シルバー

447705
カーボン

447349
ダーク
イエロー/
コルク

447321
ブラック/
コルク

447341
ブラック/
コルク

447310
グレー/
コルク

447325
ホワイト/
コルク

447322
ダークレッド

447329
ダーク
イエロー

447324
ダーク
ブルー

税込価格（本体価格）￥1,575（￥1,500）

447341
447342
447344
447345
447349
447350
447351
447352
447354
447355
447359

品番BBB

ブラック/コルク

ダークレッド/コルク

ダークブルー/コルク

ホワイト/コルク

ダークイエロー/コルク

グレー

ブラック

ダークレッド

ダークブルー

ホワイト

ダークイエロー

カラー

長さ：1900mm
参考重量：32g
・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。

BHT-0501

BHT-0513

BHT-0512

BHT-0507

BHT-0514

BHT-0535

BHT-0531

BHT-0533

BHT-0532

BHT-0537

BHT-0534

参考重量：64g（1組）
・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。

税込価格（本体価格）￥1,470（￥1,400）

447330
447331
447332
447334
447335
447333

品番BBB

カーボンシルバー

カーボンブラック

カーボンレッド

カーボンブルー

カーボンホワイト

カーボンハイシルバー

カラー

BHT-0402

BHT-0401

BHT-0403

BHT-0404

BHT-0407

BHT-0406

税込価格（本体価格）￥1,575（￥1,500）

447381
447385

品番BBB

ブラック

ホワイト

カラー

長さ：2070mm
参考重量：31g
・耐久性にすぐれたポリウレタン素材。
・表面は握り易いソフトタッチ。
・薄いクッション材が内蔵されているために衝撃
　を吸収。
・バーエンドキャップが含まれています。

BHT-0901

BHT-0907

税込価格（本体価格）￥2,415（￥2,300）

447370
447371
447375

品番BBB

クールグレー

ブラック

ホワイト

カラー

長さ：2010mm
参考重量：43g
・伝統的なデザインで、滑り止めのために中心部を縫製し、
　片側は孔明け加工。
・内側に薄いフォームラバーを入れて、衝撃吸収と汗や水に
　対する耐久性を強化。
・最高級の合成コルク素材のため耐久性が高い。
・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。

BHT-0803

BHT-0801

BHT-0802

税込価格（本体価格）￥1,470（￥1,400）

447400
447401

品番BBB

ブラック

ホワイト

カラー

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。

BHT-1101

BHT-1107

447701
447703
447705

品番BBB

ブラック

シルバー

カーボン

カラー

参考重量：2g（1個）
・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。

BHT-91S

BHT-90S

BHT-92S

￥262（￥250）
￥315（￥300）
￥525（￥500）

税込価格（本体価格）

447706
447711
447715

品番BBB

シルバー

ブラック

カーボン

カラー

・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。
・250個入り。

BHT-90

BHT-91

BHT-92

￥12,390（￥11,800）
￥9,450（￥9,000）
￥42,000（￥40,000）

税込価格（本体価格）

447391
447395

品番BBB

ブラック

ホワイト

カラー

・本格的な本皮製素材。
・最高に快適な感触で通気性にすぐれている。
・握り心地ばかりでなく高級感あふれる外観。
・バーエンドキャップが含まれています。

BHT-1001

BHT-1002

税込価格（本体価格）￥13,440（￥12,800）

税込価格（本体価格）￥1,890（￥1,800）

447430
447431
447432
447433
447434

品番

ブラック

ブルー

レッド

ホワイト

グリーン

カラー

・マイクロファイバーハンドルテープ。
・通気性と吸湿性を確保するための穴を確保。
・革の外観でも洗濯が可能。
・ウォータープルーフ接着剤。
・フィニッシュテープとバーエンドキャップが含まれています。

・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。

税込価格（本体価格）￥525（￥500）
品番 カラー

ブラック

シルバー

447707
447708

税込価格（本体価格）￥8,400（￥8,000）

447435
品番

ブラック
カラー

幅：40mm
・バーテープの端を固定するためのテープ。
・はがれにくく、夏場もべたつきにくい特殊素材。

447310
447311
447312
447314
447315
447319
447321
447322
447324
447325
447329
447326
447327
447328
447356

品番BBB

グレー/コルク

ブラック

レッド

ブルー

ホワイト

イエロー

ブラック/コルク

ダークレッド

ダークブルー

ホワイト/コルク

ダークイエロー

ライトブルー

ベイビーブルー

ピンク

グリーン

カラー

長さ：1900mm
参考重量：28g
・最高級の合成コルク素材のため滑らず衝撃を吸収し、汗や水に強く、耐久性が高い。
・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も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。

BHT-0110

BHT-0101

BHT-0103

BHT-0102

BHT-0107

BHT-0105

BHT-0116

BHT-0113

BHT-0112

BHT-0117

BHT-0114

BHT-0118

BHT-0119

BHT-0124

BHT-0158

税込価格（本体価格）￥997（￥950）

447430
ブラック

447431
ブルー

447434
グリーン

447432
レッド

447433
ホワイト

エンドキャップ付属

補助テープ付属

本革

合成コルク素材

マイクロファイバー

耐久性の高いEVA素材

ゲル入り
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GRIPS グリップ GRIPS グリップ

INTERFIX BHG-42

インターフィックス

FIXSET M BHG-48M

フィックスセットM

GRIPSET M BHG-49M

グリップセットM

INTERGRIP BHG-45

インターグリップ

INTERGRIP BHG-46

インターグリップ

INTERGRIP BHG-47

インターグリップ

FIX-IT BHG-05

フィックスイット

DUALFIX BHG-31

デュアルフィックス

DUALGRIP BHG-06

デュアルグリップ

LIGHTFIX BHG-19

ライトフィックス

FREEGRIP BHG-09

フリーグリップ

GRIPSET L BHG-49L

グリップセットL

LEATHERFIX BHG-16

レザーフィックス

ERGOFIX BHG-17

エルゴフィックス

FIXSET L BHG-48L

フィックスセットL

￥3,990（￥3,800）
￥4,200（￥4,000）

441595
441596

品番 カラー

ホワイト

ブラック/グレー

税込価格（本体価格）

サイズ：132×65mm
・INTERFIX（BHG-42）グリップとINTERSTICKS M
 （BBE-21M）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。
・小さな手に適合。

￥3,990（￥3,800）442510
品番 税込価格（本体価格）

カラー：ブラック
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。
・しっかり締るエンドキャップ付。

●SCREW-ON INTERFACE
スクリューオン インターフェイス
グリップを確実にハンドルに固定し、苛酷な使用条
件でもグリップがハンドルバーから外れません。

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。

￥2,940（￥2,800）441560
441561
441562

品番 カラー 税込価格（本体価格）

長さ：130mm
・アルミ製のグリップ固定パーツ。
・ソフトで軽量のフォーム素材が衝撃や振動を吸収。
・スクリューオンインターフェイスでグリップを
　確実にハンドルに固定。
しっかりと締まる2つのエンドキャップ付き。

ライトグレー

ブラック

グレー

￥3,570（￥3,400）441563
441564

品番 カラー 税込価格（本体価格）

長さ：135mm
・クレイトンラバーにプリントされたカバーを縫製。
・人間工学に基づいたデザインで手のひらに完全フィット。
・ハンドルから外れないスクリューインターフェイス。
・しっかり締るエンドキャップ付。

ブルー

ピンク

￥1,260（￥1,200）441550
441551
441552
441553

品番 カラー 税込価格（本体価格）

長さ：125mm
参考重量：48g（1本）
・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。

ライトグレー

グレー

ホワイト

ホワイト/ブラック

DUALGRIP BHG-07

デュアルグリップ

FOAMFIX BHG-18

フォームフィックス

￥1,260（￥1,200）441555
441556
441557
441558

品番 カラー 税込価格（本体価格）

長さ：102mm
参考重量：40g（1本）
・グリップシフト用。
・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。

ライトグレー

グレー

ホワイト

ホワイト/ブラック

￥1,575（￥1,500）441570
品番 税込価格（本体価格）

カラー：ブラック
長さ：130mm
参考重量：51g（1本）
・頑強で激しい使用に耐える設計。
・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ース。
・表面のエルゴノミックBBB模様が濡れたときでも滑りを防止。

￥1,260（￥1,200）441572
品番 税込価格（本体価格）

カラー：ブラック
長さ：125mm
参考重量：40g（1本）
・クレイトンラバーとジェル素材のデュアルデン
　シティの2重構造で衝撃と振動を減衰。
・人間工学に基づいたフリーライド模様が濡れた
　ときでも滑りを防止。

￥4,410（￥4,200）441597
品番 税込価格（本体価格）

カラー：ブラック/グレー
サイズ：132×85mm
・INTERFIX（BHG-42）グリップとINTERSTICKS L
 （BBE-21L）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。
・大きな手に適合。

￥2,940（￥2,800）441598
品番 税込価格（本体価格）

カラー：ブラック/グレー
サイズ：130×65mm
・INTERGRIP（BHG-45）グリップとINTERSTICKS M
 （BBE-21M）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。
・小さな手に適合。

￥3,150（￥3,000）441599
品番 税込価格（本体価格）

カラー：ブラック/グレー
サイズ：130×85mm
・INTERGRIP（BHG-45）グリップとINTERSTICKS L
 （BBE-21L）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。
・大きな手に適合。

￥2,730（￥2,600）441565
品番 税込価格（本体価格）

カラー：ブラック/グレー
長さ：132mm
・ジェルが内蔵されたクレイトラバーでソフトな握り心地。
・人間工学に基づいたデザインで手のひらに完全にフィット。
・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。
・INTERSTICKS（BBE-21）バーエンドと組み合せると一体
　化したコンビネーション。
・INTERSTOP（BHG-52）専用エンド
　プラグが含まれています。

￥1,470（￥1,400）441566
品番 税込価格（本体価格）

カラー：ブラック/グレー
長さ：130mm
・ジェルが内蔵されたクレイトラバーでソフトな握り心地。
・人間工学に基づいたデザインで手のひらに完全にフィット。
・INTERSTICKS（BBE-21）バーエンドと組み合せる
　と一体化したコンビネーション。
・INTERSTOP（BHG-52）専用エンドプラグが含まれています。

￥1,260（￥1,200）441567
品番 税込価格（本体価格）

カラー：ブラック/グレー
長さ：92mm
・GRIPSHIFTER、REVOSHIFT、内装ハブギアなどの
　シフターに対応。
・ジェルが内蔵されたクレイトラバーでソフトな握り心地。
・人間工学に基づいたデザインで手のひらに完全にフィット。
・INTERSTICKS（BBE-21）バーエンドと組み合せる
　と一体化したコンビネーション。
・INTERSTOP（BHG-52）専用エンドプラグが含まれています。

￥1,470（￥1,400）441568
品番 税込価格（本体価格）

カラー：ブラック/グレー
長さ：92mm×1/130mm×1
・GRIPSHIFTER、REVOSHIFT、内装ハブギアなどの
　シフターに対応。
・ジェルが内蔵されたクレイトラバーでソフトな握り心地。
・人間工学に基づいたデザインで手のひらに完全にフィット。
・INTERSTICKS（BBE-21）バーエンドと組み合せる
　と一体化したコンビネーション。
・INTERSTOP（BHG-52）専用エンドプラグが含まれています。

ホワイト

ホワイト/ブラック

ホワイト/ブラック
ライトグレー

グレー

ホワイト

ライトグレー

グレー

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個のエンドキャップ付。

品番 カラー

ブラック

ホワイト

441625
441626

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。
・しっかり締まる2個のエンドキャップ付。

品番 カラー

ブラック

ホワイト

441600
441601

税込価格（本体価格）

￥2,310（￥2,200）

税込価格（本体価格）

￥2,100（￥2,000）

ライトグレー

グレー

ブラック

人間工学に基づいた手に優しい
デザインのINTERFIX グリップ

高級感のある握り心地のFOAMFIX

ソフトで肌触りの良い
フォーム素材を使用。

素手で触ってもサラサラで
気持のよい感触の表面。

ボルト止め方式で
しっかり固定。

手の平部分の接触面を増やす
事で手首の疲れを軽減。

ハンドルバーへしっかり
止まるボルト止め方式。

ハンドルバーの中まで入る
専用のエンドキャップが付属。

手に優しいデザインの
INTERFIX グリップ。

ライディング時の手の形状に
合わせたエルゴノミックデザイン。 本体、指側、手の平側で

硬さの違う素材を使い分け。

グリップをつけよう
グリップはほとんどの人が考えるよりもずっと大切な物だ。あなたの2つの手が自転車のステアリン
グ部と繋がっている唯一の部分で、グリップがないということはステアリングが利かないということ
であり、ステアリングが利かないということはコントロール不能ということだ。
あなたの体で自転車と接している部分は、ペダルの上に乗った足、サドルに置いた腰、ハンドルにか
けた手の三つしかない。これはさらに、あなたの体重の20％が自転車のハンドル部分にかかってい
ることを意味している。私達のグリップは、あなたとあなたのハンドルバーの間に可能な限り最高の
一体感を持たせるよう設計されている。BBBのデザインと素材の選択のコンビネーションは、あな
たの手首への負担を減らす圧力の分散まで保証している。
ライディングスタイルの違いでグリップに求められるレベルも変わってくるため、BBBでは幅広い
グリップの品揃えをしている。あなたが、鋭いコーナーリングをクールに決めていくダウンヒルライ
ダーであっても、または、日曜日に仲間とともに気楽にトレイルライドに出かけるライダーであって
も、BBBにはきっとあなたにぴったりなグリップがある。
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GRIPS グリップ

TOURGRIP BHG-22

ツアーグリップ

EXCLUSIVE BHG-26

エクスクルーシブ

ERGOSET S BHG-41S

エルゴセットS

MULTIFOAM BHG-27

マルチフォーム

EXCLUSIVE BHG-29

エクスクルーシブ

INTERSTOP BHG-52

インターストップ

ERGOSET M BHG-41M

エルゴセットM

FORMGRIP BHG-28

フォームグリップ

￥4,410（￥4,200）441573
品番 税込価格（本体価格）

カラー：ブラック
長さ：135×100mm
参考重量：79g（グリップ1本）/56g（バーエンド1本）
・ERGOFIX S（BHG-13S）グリップとERGOSTICKS 
　S（BBE-16）バーエンドとのコンビネーションセット。
・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、グリップとバーエンド
　が一体化したソフトな握り心地。
・小さな手に適合。

￥4,410（￥4,200）441574
品番 税込価格（本体価格）

カラー：ブラック
長さ：135×110mm
参考重量：104g（グリップ1本）/71g（バーエンド1本）
・ERGOFIX M（BHG-13M）グリップとERGOSTICKS 
　M（BBE-15）バーエンドとのコンビネーションセット。
・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、グリップとバーエンド
　が一体化したソフトな握り心地。
・大きな手に適合。

￥945（￥900）442500
品番 税込価格（本体価格）

カラー：ブラック
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。
・しっかり締るエンドキャップ付。
・MULTIBAR（BHB-30）ハンドルバーに適合。

￥945（￥900）442521
品番 税込価格（本体価格）

カラー：ブラック
長さ：135mm
参考重量：17g（1本）
・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。
・しっかり締るエンドキャップ付。

FORMGRIP BHG-28G

フォームグリップ

￥840（￥800）442620
品番 税込価格（本体価格）

カラー：ブラック
長さ：92mm
・グリップシフト用
・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。

￥3,360（￥3,200）442511
442518

品番 カラー 税込価格（本体価格）

長さ：128mm
参考重量：30g（1本）
・本革製カバー。
・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。
・しっかり締るエンドキャップ付。

ブラック

ブラウン

￥7,350（￥7,000）442522
442523

品番 カラー 税込価格（本体価格）

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。
・しっかり締るエンドキャップ付。
・MULTIBAR（BHB-30）ハンドルバーに適合。

ブラック

ブラウン

￥840（￥800）442504
品番 税込価格（本体価格）

長さ：92mm×1／130mm×1
参考重量：54g（130mm-1本）
　　　　　38g（100mm-1本）
・クレイトンラバー素材でソフトな握り心地。
・GRIPSHIFTERやREVOSHIFTに対応。

￥420（￥400）447730
品番 税込価格（本体価格）

参考重量：15g（1本）
・INTERFIX（BHG-42）とINTERGRIP（BHG-45/46/47）
　に適合する専用エンドプラグ。

長さ：130mm
・耐久性の高いクレイトンラバー素材。

品番 カラー

ブラック441605
税込価格（本体価格）

￥630（￥600）

TWISTGRIP BHG-23G

ツイストグリップ

TWISTGRIP BHG-23

ツイストグリップ

ERGOFIBER BBG-14

エルゴファイバー

FIBER STRAIGHT BBG-12

ファイバーストレート

CARBON STRAIGHT BBG-19

カーボンストレート

LIGHT STRAIGHT BBG-17

ライトストレート

THREE-D FORGED BBG-08

スリー-D フォージド

THREE-D BBG-05

スリー-D

長さ：100mm
・耐久性の高いクレイトンラバー素材。
・グリップシフト用。

品番 カラー

ブラック441610
税込価格（本体価格）

￥630（￥600）

￥5,040（￥4,800）474147
品番 税込価格（本体価格）

カラー：ブラック
長さ：95mm
参考重量：104g
・アルミニウム合金と融合したINCAカーボンファイバー
　で軽量。
・クランプ部はアルミニウム合金で確実に固定。

￥8,400（￥8,000）474149
品番 税込価格（本体価格）

カラー：ブラック
長さ：120mm
参考重量：126g
・カーボンファイバー製でクランプ部はアルミニ
　ウム合金で補強。
・手にフィットするアナトミックデザイン。

￥4,410（￥4,200）474141
品番 税込価格（本体価格）

カラー：ブラック
長さ：110mm
直径：27.0mm
参考重量：119g
・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。
・強さ、硬さ、軽さがワンランクアップ。
・手にフィットするアナトミックデザイン。

￥5,880（￥5,600）474145
品番 税込価格（本体価格）

カラー：ブラック
長さ：95mm
参考重量：114g
・表面はカーボンファイバーで包まれた、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。

BAR ENDS バーエンド

● INCA CARBON FIBER
INCAカーボンファイバー
アルミニウム合金とカーボンファイバーが融合したINCAは軽量で
耐久性にすぐれ、ハンドルに重量の負担がかからず確実なステア
リングが実現できます。

● PLUG AND PLAY END CAPS
プラグアンドプレイエンドキャップ
バーエンド取付部に使用するエンドキャップは、確実に固定でき
てあらゆるハンドルバーにフィットします。

￥2,940（￥2,800）474120
474121

品番 カラー 税込価格（本体価格）

長さ：105mm
参考重量：129g
・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。

シルバー

ブラック

￥2,940（￥2,800）474140
474152

品番 税込価格（本体価格）

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。

カラー

ブラック

ホワイト

ふわふわで気持いい感触の
FORMGRIP

通常のグリップとは異なる
フォーム素材を使用。

ソフトで簡単に形状が変化。
衝撃や振動を効率よく吸収。

ゴム素材に負けないぐらい
グリップ力があるので、使用時の
安定感も十分。ふわふわ感が
気持ちいいFOAMGRIP。

立体形状で握りやすいTHREE-Dバーエンド

やや太めのデザインは前傾
姿勢で体重をかけたときの
手の圧迫を楽にしてくれます。

楕円形になった本体は
握りやすさ抜群。

太めの立体形状で握り
やすいTHREE-D 
バーエンド。

パーソナル・タッチ
バーエンドはライダーとしてのあなたのハンドルのグリップポジ
ション、ひいてはあなたのライディングフォームに幅を持たせる
ことを可能にする。さらに、ハンドルのもちかえ、楽なポジショ
ンでの乗車を可能としたことで、筋肉への負荷を低減し、特に長
い距離でのライダーの快適性を向上した。
BBBはこのバーエンドにおいても広い商品ラインナップを誇る。
たとえばカーボンやアルミ、合成素材などの素材の違いだけでな
く、形の違いでも選ぶことができる。形状の好みは、たとえばス
トレートタイプが好きであったり、カーブしているものが好きで
あったりと個人差がある。
BBBは快適、取り付け簡単、エルゴノミックデザイン、と三拍子
揃ったバーエンドをそろえている。
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HANDLEBARS ハンドルバーBAR ENDS バーエンド

INTERSTICKS M BBE-21M

インタースティックM

ERGOSTICKS M BBE-15

エルゴスティック M

ERGOSTICKS S BBE-16

エルゴスティック S

PLUG AND PLAY BSB-50/55

プラグアンドプレイ

FIBERSPEED BHB-26

ファイバースピード

FIBERSUPPORT BHB-27

ファイバーサポート

FIBERROUND BHB-25

ファイバーラウンド

FIBERROUND BHB-25C

ファイバーラウンド

INTERSTICKS L BBE-21L

インタースティックL

￥2,940（￥2,800）474150
品番 税込価格（本体価格）

カラー：ブラック
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。

￥2,940（￥2,800）474151
品番 税込価格（本体価格）

カラー：ブラック
長さ：100mm
参考重量：107g
・手にフィットし自然なコントロールが実現する
　アナトミッックデザイン。
・各種のグリップに適合します。

TRAIL MONKEY BBE-01

トレイルモンキー

￥2,625（￥2,500）474110
474111

品番 カラー 税込価格（本体価格）

長さ：100mm
参考重量：96g
・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。

シルバー

ブラック

￥1,680（￥1,600）474154
品番 税込価格（本体価格）

カラー：ブラック/グレー
長さ：65mm
参考重量：88g
・人間工学に基づいたデザイン。
・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。
・小さな手に適合。

447700
447721
447722

品番 形状

カラー：ブラック
・ 確実に固定できるプラスチックエンドキャップ。

丸スタンダード

3次元加工

3次元加工

適合バーエンド

BBE-01/07/09

BBE-06

BBE-05

BBB

BBE-50

BBE-55

￥294（￥280）

￥525（￥500）

税込価格（本体価格）

￥1,890（￥1,800）474155
品番 税込価格（本体価格）

カラー：ブラック/グレー
長さ：85mm
参考重量：110g
・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。
・大きな手に適合。

BBB-50　直径：24mm（外側）
　　　　　20mm（内側）
　　　　　参考重量：2g（1個）

LIGHTCURVED BBG-18

ライトカーブ

CLASSIC BBG-07

クラシック

￥2,415（￥2,300）474130
474131

品番 カラー 税込価格（本体価格）

長さ：150mm
参考重量：144g
・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。

シルバー

ブラック
￥2,520（￥2,400）474153

品番 税込価格（本体価格）

カラー：ブラック
長さ：150mm
参考重量：135g
・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。

● INCA CARBON FIBER
INCAカーボンファイバー
BBB特有のRTM技術によって開発されたINCAカーボンはカーボンファイバーと6061
アルミニウム合金を融合した素材で、軽量でありながら高い剛性と耐久性を実現していま
す。
● DOUBLE-BUTTED 6061 T6 ALLOY
ダブルバテッド 6061 T6 アロイ
コンピューターによる複雑な計算によって、衝撃を受ける部分の肉厚を増加し、不要な部
分の肉厚は薄くし、ダブルバテッド加工が施された6061アルミニウム合金。軽量で耐久
性があり、完璧なバランスを保持しています。
● ERGONOMIC ENGNEERING
エルゴノミックエンジニアリング
ハンドルバーを握るポジションは人間工学に基づいて設計されているために、ストレスや
疲労を最小限に押え快適な状態でより楽しく長く走れます。
● ANATOMIC OR CLASSIC DROP
アナトミックあるいはクラッシック
BBBの大部分のドロップハンドルバーは最適なライディングポジションを確保するため
に、クラシックとアナトミックの2種類のデザインを用意しています。

￥8,190（￥7,800）470350
品番 税込価格（本体価格）

カラー：ブラック
直径：26.0mm
参考重量：50g
・FIBERSPEED（BHB-26）に使用するサイクル
　コンピューターやライトセットの支持ホルダー。
・100％カーボンファイバー製。・手にフィットする
　アナトミックデザイン。

税込価格（本体価格）￥62,790（￥59,800）

471148
471149

品番

カラー：ブラック
参考重量：368g
・ハンドルバーとステムが一体化したインテグレイテッドデザイン。
・100％カ－ボンファイバ－製。
・エアロダイナミックのWINGデザインでケーブルガイド付。
・オーバーサイズで非常に軽くて硬い。
・曲りの形状はアナトミックデザイン。

420mm

420mm

幅（C/C）

100mm

110mm

ステム長

28.6mm

ステアチューブ径

8°

ステムアングル

140.0mm

ドロップ（C/C）

76.0mm

リーチ（C/C）

税込価格（本体価格）￥39,900（￥38,000）

471106
471107

品番

カラー：ブラック
参考重量：199g
・100％カーボンファイバー製。
・ラウンドタイプでケーブルガイド付。
・オーバーサイズで非常に軽くて硬い。
・曲りの形状はクラシックデザイン。

400mm

420mm

幅（C/C）

113.0mm

ドロップ（C/C）

88.0mm

リーチ（C/C）

31.8mm

クランプ径
税込価格（本体価格）￥39,900（￥38,000）

471103
471104

品番

カラー：ブラック
参考重量：199g
・100％カーボンファイバー製。
・ラウンドタイプでケーブルガイド付。
・オーバーサイズで非常に軽くて硬い。
・曲りの形状はアナトミックデザイン。

400mm

420mm

幅（C/C）

134.0mm

ドロップ（C/C）

75.0mm

リーチ（C/C）

31.8mm

クランプ径

クラシックベント材質 ウィングデザイン

ハンドルバークランプ径

ハンドルバー幅

エルゴノミックベントケーブル

アナトミックベント

最もスタンダードなサイズの
TRAIL MONKEYバーエンド

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。

ブラック、シルバーの2色が
選べるスタンダードサイズ。

根強い人気のクラシックベンド
形状のCLASSICバーエンド

先端がカーブしたクラシック形状は手全体でバーエンド
を握る事が出来るので、ツーリングなどにぴったり。

少し内側に曲がっている
ので、自然な角度で握る
事が可能。

ブラック、シルバーの2色が選べるクラシックタイプ。

447700 447721

ストレートかドロップか
あなたは自分の自転車のタイプ、ライディングスタイル、住んでいる場所、または純粋に
見た目、様々な要素からどういったタイプのハンドルバーをつけるか選ぶ必要がある。ハ
ンドルバーはそれぞれ形、サイズ、スタイル等異なるが似たようなところも多い。形に無
頓着であるにも関わらず、ハンドルバーには共通した素材の種類がある。カーボンとアル
ミニウムが今日、最もモダンな素材である。ほとんどの場合、あなたの素材の選択は感性
と経済的なことから決定されるだろう。
現代のアルミニウム製のハンドルバーは、物によってはフルカーボン製のハンドルバーに
も見劣りしない。たとえば7075番アルミニウムであれば、特別なT6処理による高強度
とアルミニウムの中でもさらに選別した素材の軽量さ、そしてトリプルバテット構造が特
徴である。トリプルバテットとは力のかかる部分に材料を集めて厚みを増し、必要のない
部分を極力薄くすることで軽量化したことにより、バーの内壁の厚みが違う構造のことを
指す。さらにダブルバテットは2つの厚みの違う部分がある。カーボン素材では、ハンド
ルバーの特徴が製造過程のカーボン繊維を決まった方向、位置に整列させていく段階でチ
ューンされていく。
BBB INCAカーボンとアルミニウムの特性を組み合わせることで、BBBは強さ、硬さ、
軽量さ、耐久力の4つの要素を最適なバランスで仕上げることを可能にした。
すべてのストレートハンドルバー、ならびにドロップハンドルバーを見た際すべて同じに
見えたとしても、必ず細かいながらも違いがある。ストレートハンドルバーは快適性を持
たせるため、ライズやバックスイープを利かせてある。ドロップハンドルでは持ち手のサ
ポートを向上することとエアロ効果を得るためにハンドル上部がウィング形状になってい
る。ドロップハンドルのドロップ部分はクラシック、アナトミック、エルゴノミックの三
種がある。どちらのバータイプであっても幅、直径がまたそれぞれ違ってくる。ハンドル
バーの幅の選び方はあなたの体の大きさで変わってくる。直系はノーマルかオーバーサイ
ズの2種類になる。オーバーサイズはより高い強さ、硬さを持たせ、重量も減らす。
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HANDLEBARS ハンドルバーHANDLEBARS ハンドルバー

FIBER COMFORT BHB-28

ファイバーコンフォート

FIBER ROAD BHB-23

ファイバーロード

ALUWING BHB-24

アルウイング

ELITE BAR BHB-31C

エリートバー

ELITE BAR BHB-31

エリートバー

FIBER WING BHB-22

ファイバーウィング

FASTBAR BHB-03

ファストバー

FLATBAR BHB-56

フラットバー

AEROSPEED BHB-53

エアロスピード

AERODEEP BHB-54

エアロディープ

AEROBASE BHB-52

エアロベース

AEROBAR BHB-51

エアロバー

AEROEXTEND BHB-57

エアロエクステンド

AEROBRIDGE BHB-55

エアロブリッジ

FASTBAR OS BHB-03

ファストバーOS

税込価格（本体価格）￥10,290（￥9,800）

471116
品番

カラー：ブラック
参考重量：249g
・アルミニウム合金と融合したINCAカーボンファイバー製。
・ラウンドタイプでケーブルガイド付。
・オーバーサイズで非常に軽くて硬い。
・曲りの形状はアナトミックデザイン。

420mm
幅（C/C）

147mm
ドロップ（C/C）

81.3mm
リーチ（C/C）

31.8mm
クランプ径

税込価格（本体価格）￥18,900（￥18,000）

471154
品番

カラー：ブラック
参考重量：299g
・アルミニウム合金と融合したINCAカーボンファイバー製。
・エアロダイナミックのWINGタイプでケーブルガイド付。
・オーバーサイズで非常に軽くて硬い。
・曲りの形状はアナトミックデザイン。

440mm
幅（C/C）

159.5mm
ドロップ（C/C）

74.2mm
リーチ（C/C）

31.8mm
クランプ径

税込価格（本体価格）￥41,790（￥39,800）

471175
471176

品番

カラー：ブラック
参考重量：229g
・100％カーボンファイバー製。
・エアロダイナミックのWINGタイプでケーブルガイド付。
・オーバーサイズで非常に軽くて硬い。
・曲りの形状はアナトミックデザイン。

400mm

420mm

幅（C/C）

130.5mm

ドロップ（C/C）

79.5mm

リーチ（C/C）

31.8mm

クランプ径

税込価格（本体価格）￥8,820（￥8,400）

471155
471156
471160
471161

品番

参考重量：244g
・7075アルミニウム合金の軽量素材。
・ブレーキレバークランプのインジケーター目盛付。
・曲りの形状はアナトミックデザイン。

400mm

420mm

400mm

420mm

幅（C/C）

サンドブラストブラック

ポリッシュシルバー

カラー

142.2mm

ドロップ（C/C）

82.6mm

リーチ（C/C）

31.8mm

クランプ径

税込価格（本体価格）￥8,820（￥8,400）

471165
471166
471170

品番

参考重量：244g
・7075アルミニウム合金の軽量素材。
・ブレーキレバークランプのインジケーター目盛付。
・曲りの形状はクラシックデザイン。

400mm

420mm

400mm

幅（C/C）

サンドブラストブラック

ポリッシュシルバー

カラー

135.2mm

ドロップ（C/C）

88.5mm

リーチ（C/C）

31.8mm

クランプ径

税込価格（本体価格）￥6,825（￥6,500）

471180
471181

品番

参考重量：288g
・6061アルミニウム合金ダブルバテット。
・エアロダイナミックスのWINGタイプ。
・オーバーサイズ。
・曲りの形状はアナトミックデザイン。

400mm

420mm

幅（C/C）

ホワイト

カラー

140.0mm

ドロップ（C/C）

88.0mm

リーチ（C/C）

31.8mm

クランプ径

税込価格（本体価格）￥5,040（￥4,800）

471140
471141
471142

品番

カラー：ブラック
参考重量：288g
・6061アルミニウム合金ダブルバテット。
・ラウンドタイプ。
・オーバーサイズ。
・曲りの形状はアナトミックデザイン。

400mm

420mm

440mm

幅（C/C）

142.2mm

ドロップ（C/C）

86.2mm

リーチ（C/C）

31.8mm

クランプ径

￥102,900（￥98,000）470363
品番 税込価格（本体価格）

カラー：ブラック
クランプ径：31.8mm
参考重量：564g
・タイムトライアルやトライアスロンに使用されるエアロ
　ダイナミックハンドルバー。
・アルミニウム合金と融合したINCAカーボンファイバー製。
・エクステンションバーは軽量のアルミニウム合金製クラン
　プに保持され、前後左右の調節が可能。
・腕を支えるソフトなパッド。
・ケーブルガイド内蔵。

￥10,290（￥9,800）470368
品番 税込価格（本体価格）

カラー：ブラック
幅（C/C）：420mm
クランプ径：31.8mm
ハンドル先端突き出し長：180mm
参考重量：240g
・タイムトライアル用エアロダイナミックフラットタイプ。
・7075アルミニウム合金製で軽量。
・ブレーキケーブルのガイド付。

￥102,900（￥98,000）470364
品番 税込価格（本体価格）

カラー：ブラック
参考重量：615g
・タイムトライアルに使用されるドロップバーと
　エクステンションバーのコンビネーション。
・カーボンファイバー製。
・エクステンションバーは軽量のアルミニウム合金製
　クランプに保持され、前後左右の調節が可能。
・腕を支えるソフトなパッド。
・ケーブルガイド内蔵。

￥52,290（￥49,800）470365
品番 税込価格（本体価格）

カラー：ブラック
参考重量：356g
・タイムトライアルやトライアスロンに使用される
　カーボンファイバー製アディショナルバー。
・31.8mmのオーバーサイズ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。
・完璧にフィットできる完全アジャスト式。

￥10,290（￥9,800）470362
品番 税込価格（本体価格）

カラー：ブラック
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。
・完璧にフィットできる完全アジャスト式。

￥1,575（￥1,500）470360
品番 税込価格（本体価格）

適合ハンドルバー内径：φ18.0～22.0mm
カラー：ブラック
・エアロタイプのハンドルバーの先端に取り付ける補助金具。
・ライト、コンピューター、ハートレートモニターなどを取り付けます。
・角度の調整が可能。

￥17,325（￥16,500）470361
品番 税込価格（本体価格）

カラー：ブラック
全長：385mm
参考重量：636g
・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のオーバーサイズに適合したアルミニウ
　ム合金の鍜造製クランプ。
・ソフトパッドが腕を快適にサポート。
・完璧にフィットできる完全アジャスト式。

税込価格（本体価格）￥5,040（￥4,800）

471172
471173

品番

カラー：ブラック
参考重量：294g
・6061アルミニウム合金ダブルバテット。
・ラウンドタイプ。
・イタリアンサイズ。
・曲りの形状はアナトミックデザイン。

400mm

420mm

幅（C/C）

142.2mm

ドロップ（C/C）

86.2mm

リーチ（C/C）

26.0mm

クランプ径
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STEMS ステムHANDLEBARS ハンドルバー

FIBERTOP OS BHB-16

ファイバートップ OS

FIBERLITE OS BHB-17

ファイバーライト OS

SKYBAR OS BHB-06

スカイバー OS

TOPBAR OS BHB-04

トップバー OS

LITEBAR OS BHB-05

ライトバー OS

LITEBAR BHB-05

ライトバー
MULTIBAR BHB-30

マルチバー

TOPBAR BHB-04

トップバー

SKYBAR BHB-06

スカイバー

FIBERLITE BHB-15

ファイバーライト

FREEBAR OS BHB-19

フリーバー OS

FREEBAR BHB-18

フリーバー

FIBERTOP BHB-14

ファイバートップ

SWEEPBAR BHB-61

スイープバー

CARBON FORCE BHS-02

カーボンフォース

ROAD FORCE BHS-07

ロードフォース

ROAD FORCE OS BHS-08

ロードフォース OS

￥4,200（￥4,000）473097
品番 税込価格（本体価格）

カラー：ブラック
参考重量：340g
・ダブルバテッド加工の6061アルミニウム合金製。

￥3,360（￥3,200）473106
品番 税込価格（本体価格）

カラー：ブラック
参考重量：291g
・ダブルバテッド加工の6061アルミニウム合金製。

￥5,250（￥5,000） 473122
品番 税込価格（本体価格）

カラー：ブラック
参考重量：374g
・ダブルバテッド加工の6061アルミニウム合金製。
・フリーライド用の専用デザインでハンドルの操作性を
　高めたワイドな設計。
・快適な握りの高いポジション。

￥3,780（￥3,600） 473091
品番 税込価格（本体価格）

カラー：ブラック
参考重量：332g
・ダブルバテッド加工の2014アルミニウム合金製。

￥3,570（￥3,400） 473101
品番 税込価格（本体価格）

カラー：ブラック
参考重量：273g
・ダブルバテッド加工の2014アルミニウム合金製。

￥3,570（￥3,400） 473108
品番 税込価格（本体価格）

カラー：ブラック
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。

￥5,040（￥4,800） 473121
品番 税込価格（本体価格）

カラー：ブラック
重量：336g
・ダブルバテッド加工の6061アルミニウム合金製。
・フリーライド用の専用デザインでハンドルの操作性を
　高めたワイドな設計。
・快適な握りの高いポジション。

シルバー

ブラック

カラー

￥3,360（￥3,200）475100
475101

品番 税込価格（本体価格）

幅：570mm
クランプ径：25.4mm
参考重量：493g
・6061アルミニウム合金製。
・快適設計のマルチポジションデザインは長距離走行に最適。

￥8,190（￥7,800）473118
品番 税込価格（本体価格）

カラー：ブラック
参考重量：200g
・アルミニウム合金と融合したINCAカーボンファイバー製。

￥6,720（￥6,400）473117
品番 税込価格（本体価格）

カラー：ブラック
重量：208g
・アルミニウム合金と融合したINCAカーボンファイバー製。

￥7,140（￥6,800）473114
品番 税込価格（本体価格）

カラー：ブラック
参考重量：165g
・アルミニウム合金と融合したINCAカーボンファイバー製。

￥7,825（￥7,500）473113
品番 税込価格（本体価格）

カラー：ブラック
参考重量：113g
・アルミニウム合金と融合したINCAカーボンファイバー製。

ライズ：0mm
バックスイープ：5°

ライズ：0mm
バックスイープ：5°

ライズ：0mm
バックスイープ：5°

ライズ：0mm
バックスイープ：5°

ライズ：20mm
バックスイープ：10°

ライズ：20mm
バックスイープ：10°

ライズ：40mm
バックスイープ：9°

ライズ：40mm
バックスイープ：9°

ライズ：15mm
バックスイープ：10°

￥3,990（￥3,800）470369
品番 税込価格（本体価格）

カラー：ブラック
参考重量：296g
・ライズがゼロでバックスイープがアレンジ
　された新型MTBハンドルバー。
・操縦性にすぐれ楽な姿勢で乗車。
・ダブルバテッド加工の6061アルミニウム合金製。

ライズ：0mm
バックスイープ：10°

ライズ：15mm
バックスイープ：10°

ライズ：20mm
バックスイープ：10°

ライズ：35mm
バックスイープ：10°

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。

￥4,410（￥4,200）473109
473095

品番 カラー 税込価格（本体価格）

ブラック

ホワイト

MODEL NAME CATEGORY

50 55 60 70 80 90 95 100 105 110 115 120 130

BHS-01 UltraForce Road/MTB 31.8 28.6 6 129 ■

■
■■

■
■
■
■

■

■
■
■

■
■
■
■
■

■
■
■
■
■

■
■
■
■
■

■

■
■

■

■
■
■

BHS-02 CarbonForce Road/MTB 31.8 28.6 6 137

BHS-06 RaceForce Road 26.0 28.6 6 123

BHS-07 RoadForce Road 26.0 28.6 6 147

BHS-08 RoadForce OS Road 31.8 28.6 6 162

●INCA CARBON FIBER
INCAカーボンファイバー
アルミニウム合金とカーボンファイバーが融合したINCAは軽量
で耐久性があり、ステムの素材として採用すると確実なステアリ
ングが実現できます。
●6061 T6 SUPERLIGHT ALLOY
6061 T6スーパーライトアロイ
頑強で耐久性にすぐれた軽量アルミニウム合金。苛酷な使用状況
でも性能を持続します。

●GOLD-FORGED ONE-PIECE CONSTRUCTION
コールドフォージドワンピースコンストラクション
冷間鍛造のワンピース構造。驚くほど強靱で耐久性にすぐれています。
●4×SCREWS SAFETY SYSTEM
4×スクリューセーフティシステム
4本のステンレス製ボルトでハンドルバーを、2本のステンレス製
ボルトでステアチューブをしっかり固定する安全なシステム。

BBBステムデーター表

税込価格（本体価格）￥13,440（￥12,800）

681380
681381
681382
681383
681384
681385
681386
681387

品番

カラー：ブラック
参考重量：137g
・ロード/MTB
・軽量の2014アルミニウム合金とカーボン
　ファイバーが融合したINCA。
・内部は3次元加工によるワンピース構造。
・ステンレス製4本ボトルのセーフティシステム。

60mm

70mm

80mm

90mm

100mm

110mm

120mm

130mm

エクステンション

ステアチューブ径：28.6mm

参考重量：129g
・ロード／MTB
・軽量の2014アルミ合金。
・鍛造製法のワンピース構造で強度を確保。
　ステンレス製4本ボルトのセーフティシステム。
　オーバーサイズのハンドルバーにも対応。

ULTRA FORCE BHS-01

ウルトラフォース

税込価格（本体価格）￥5,775（￥5,500）

681180
681181
681182
681183
681184
681185
681186
681187
681188
681189
681190
681191
681192
681193
681194
681195
681400
681401
681402
681403
681404
681405
681406
681407

品番

60mm

70mm

80mm

90mm

100mm

110mm

120mm

130mm

60mm

70mm

80mm

90mm

100mm

110mm

120mm

130mm

60mm

70mm

80mm

90mm

100mm

110mm

120mm

130mm

シルバー

ブラック

ホワイト

エクステンションカラー

ステアチューブ径：28.6mm

BHS-7/BHS-08
・ロード
・2014アルミニウム合金製で鍛造製法のワンピース構造。
・ステンレス製4本ボルトのセーフティシステム。

ステアチューブ径：28.6mm

税込価格（本体価格）￥3,990（￥3,800）

681370
681371
681372
681373
681374
681375
681376
681377

品番

60mm

70mm

80mm

90mm

100mm

110mm

120mm

130mm

エクステンション

カラー：ブラック
参考重量：162g

税込価格（本体価格）￥3,990（￥3,800）

681360
681361
681362
681363
681364
681365
681366
681367

品番

60mm

70mm

80mm

90mm

100mm

110mm

120mm

130mm

エクステンション

ステアチューブ径：28.6mm
カラー：ブラック
参考重量：147g

材質 ハンドル径

角度調整ステム角度
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STEMS ステムSTEMS ステム

MOUNTAIN DRIVE BHS-42

マウンテンドライブ

CARBON FORCE MTB BHS-05

カーボンフォース MTB

MOUNTAIN DRIVE BHS-43

マウンテンドライブ

MOUNTAIN DRIVE BHS-44

マウンテンドライブ
FREEDOM BHS-30

フリーダム

HIGHFIX BHS-30

ハイフィックス

FREEDOM OS BHS-31

フリーダム OS

HIGHSIX BHS-22

ハイシックス

HIGHRISE 35D BHS-24

ハイライズ 35D

HIGHRISE OS BHS-25

ハイライズ OS

HIGHSIX OS BHS-23

ハイシックス OS

FREESTEM BHS-33

フリーステム

税込価格（本体価格）￥13,440（￥12,800）

681270
681271
681272
681273
681274
681275
681276

品番

カラー：ブラック
参考重量：134g
・MTB
・軽量の2014アルミニウム合金製とカーボン
　ファイバーが融合したINCA。
・ステンレス製4本ボルトのセーフティシステム。

60mm

70mm

80mm

90mm

100mm

110mm

120mm

エクステンション

ステアチューブ径：28.6mm

税込価格（本体価格）￥5,775（￥5,500）

682260
682261
682262
682263
682264
682265
682266
682267

品番

60mm

70mm

80mm

90mm

100mm

110mm

120mm

130mm

エクステンション

ステアチューブ径：28.6mm
参考重量：140g
カラー：ブラック

税込価格（本体価格）￥5,775（￥5,500）

682270
682271
682272
682273

品番

70mm

90mm

110mm

120mm

エクステンション

ステアチューブ径：28.6mm
参考重量：143g
カラー：ブラック

BHS-30/BHS-31
カラー：ブラック
・フリーライド/BMX
・6061アルミニウム合金で鍛造製法のワンピース構造。
・CNC機械加工で軽量化を実現。
・アンクル5°で完璧なハンドルポジションを確保。
・ステンレス製4ボルトのセーフティシステム。

税込価格（本体価格）￥2,940（￥2,800）

682250
682251
682252
682255
682256
682257

品番

ステアチューブ径：28.6mm
参考重量：148g

70mm

90mm

110mm

70mm

90mm

110mm

ブラック

シルバー

エクステンションカラー

カラー：ブラック
参考重量：190g
・ロード/MTB
・6061アルミニウム合金製で冷間鍛造ワンピース構造。
・ステンレス製4本ボトルのセーフティシステム。

BHS-17/BHS-41
ステアチューブ径：28.6mm

税込価格（本体価格）￥4,410（￥4,200）

681239
681240
681241
681242
681243
681244

品番

70mm

80mm

90mm

100mm

110mm

120mm

エクステンション

税込価格（本体価格）￥4,410（￥4,200）

681341
681342
681343

品番

70mm

90mm

110mm

エクステンション

BHS-22/BHS-23
・クロス
・アルミニウム合金の鍛造製法で軽量。
・ハイアングルは快適な乗り心地。ローアングルでは空気抵抗を減少させるスピード走行に
　対応するアジャスタブル。
・ステンレス製4本ボルトのセーフティシステム。

税込価格（本体価格）￥3,780（￥3,600）

681301
681303
681311
681313

品番

90mm

110mm

90mm

110mm

エクステンション

ステアチューブ径：28.6mm
参考重量：274g

カラー

ブラック

シルバー

税込価格（本体価格）￥3,780（￥3,600）

681321
681323
681325
681331
681333
681335

品番

90mm

110mm

130mm

90mm

110mm

130mm

エクステンション

ステアチューブ径：28.6mm
参考重量：282g

カラー

ブラック

シルバー

税込価格（本体価格）￥6,090（￥5,800）

682220
品番

50mm
エクステンション

28.6mm
ステアチューブ径

参考重量：252g

税込価格（本体価格）￥6,090（￥5,800）

682221
品番

50mm
エクステンション

28.6mm
ステアチューブ径

参考重量：286g

税込価格（本体価格）￥6,720（￥6,400）

682222
品番

55mm
エクステンション

28.6mm
ステアチューブ径

カラー：ブラック
参考重量：285g
・フリーライド/BMX
・6061アルミニウム合金で鍛造製法のワンピース構造。
・CNC機械加工で軽量化を実現。
・アングル5°で完璧なハンドルポジションを確保。
・ステンレス製4本ボルトのセーフティシステム。

ステアチューブ径調節用シム

688201
688202

品番

35.0mm

40.0mm

スタック高さ

外径：28.6mm
内径：25.4mm
・アヘッド式ステムで、ステアチューブ径を
　28.6mmから25.4mmに調節。

税込価格（本体価格）

￥525（￥500）
￥420（￥400）

ステムの締め付け時はトルクレンチを使用してハンドルとステムに記載のある指定トルクで確実に固定を行ってください。

MODEL NAME CATEGORY

50 55 60 70 80 90 95 100 105 110 115 120 130

BHS-03 MountainForce MTB 25.4 28.6 6 121

BHS-04 MountainForce 35D MTB 25.4 28.6 35 143

BHS-05 CarbonForce MTB

BHS-17 QuatroForce

BHS-41 QuatroForce 35D

MTB 25.4 28.6 6 134

BHS-42 MountainDrive 

ロード/MTB 31.8 28.6 6 190
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BHS-43 MountainDrive 17D MTB 31.8 28.6 17 161

BHS-44 MountainDrive 35D MTB 31.8 28.6 35 146

ロード/MTB 31.8 28.6 35 190

MTB 31.8 28.6 35 146

*Weight is based on a mid-size length

ステアラーチューブ径：28.6mm OS
参考重量：305g（105mm）
・20-70°まで調整可能。
・MTB/トレッキング
・ハイアングルは快適な乗り心地とステア
　リングコントロールを改良。
・3 次元加工された6061アルミ合金製。
・ステアラーチューブは28.6mmでダイ
　レクトな乗り心地。
・ステンレス製ボルト。

税込価格（本体価格）￥4,830（￥4,600）
品番 カラー

ブラック

シルバー

エクステンション

95mm

105mm

115mm

95mm

105mm

115mm

682285
682286
682287
682288
682289
682290

参考重量：156g（90mm）
・6061アルミ合金製。3次元加工されたワンピース構造。
・ステンレス製ボルト。
・オーバーサイズのハンドルバー対応。

税込価格（本体価格）￥4,200（￥4,000）
品番 カラー

ブラック

エクステンション

50mm

60mm

70mm

80mm

90mm

100mm

110mm

120mm

130mm

682300
682301
682302
682303
682304
682305
682306
682307
682308

参考重量：166g（110mm）

税込価格（本体価格）￥4,200（￥4,000）
品番 カラー

ブラック

エクステンション

90mm

100mm

110mm

120mm

130mm

682315
682316
682317
682318
682319

ステアラーチューブ径：28.6mm
参考重量：178g（110mm）

税込価格（本体価格）￥3,150（￥3,000）
品番 カラー

ブラック

シルバー

エクステンション

70mm

90mm

110mm

70mm

90mm

110mm

682275
682276
682277
682278
682279
682280

参考重量：161g（110mm）

税込価格（本体価格）￥4,200（￥4,000）
品番 カラー

ブラック

エクステンション

90mm

100mm

110mm

120mm

130mm

682309
682310
682311
682312
682313

MOUNTAIN FORCE BHS-03

マウンテンフォース

QUATRO FORCE BHS-17

クワトロフォース

QUATRO FORCE 35D BHS-41

クワトロフォース 35D

MOUNTAIN FORCE 35D BHS-04

マウンテンフォース 35D

BHS-03/BHS-04
・MTB。
・軽量の2014アルミ合金。
・3次元加工された冷間鍛造ワンピース構造で強度を確保。
　ステンレス製4本ボルトのセーフティシステム。
　スタンダードなMTBハンドルに対応。

BHS-43/BHS-44
・6061アルミ合金製。
　3次元加工されたワンピース構造。
・ステンレス製ボルト。
・オーバーサイズのハンドルバー対応。

MODEL NAME CATEGORY

50 55 60 70 80 90 95 100 105 110 115 120 130

BHS-22 HighSix Hybrid 25.4 28.6 +30/-30 274

BHS-23 HighSix OS Hybrid 31.8 28.6 +30/-30 282

BHS-24 HighRise MTB/hybrid 25.4 28.6 35 162

BHS-25 HighRise OS MTB/hybrid 31.8 28.6 35 178

BHS-26 HighFix Hybrid 25.4 28.6 20/70 305

BHS-30 FreeDom Freeride 25.4 28.6 5 252

BHS-31 FreeDom Freeride 31.8 28.6 5 286

BHS-33 FreeStem Freeride 31.8 28.6 5 285

*Weight is based on a mid-size length

BHS-24/BHS-25
・MTB/トレッキング
・ハイアングルは快適な乗り心地とステアリングコントロールを改良。
・3 次元加工された6061アルミ合金製。
・ステアラーチューブは28.6mmでダイレクトな乗り心地。
・ステンレス製4本ボルトのセーフティシステム。

■
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■
■

■
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■

ハイシックス
調整範囲が広い便利な
アジャスタブルステム

本体はアルミニウム
合金製で軽量。

安全性を高めるため、
ナット部分にギザギザ
が付いた調整ボルト。

さらに固定力を高め
るためのボルトがあ
ります。

最も下げた状態。

上げた状態。

本体内部を肉抜き
して軽量化。



● COMFORTLITE GEOMETRY
コンフォートライトジオメトリー
既存の大部分のサドルは乗員の体重を支える事だけを考
えて作られていますが、BBBのサドルは次の次元にステ
ップアップしていて、いろいろな走行条件で要求される
課題も解決し、快適な乗り心地が実現する新設計です。
● DOUBLE-DENSITY TECHNOLOGY
ダブルデンシティーテクノロジー
内部のクッション材は外側がやや硬く内側が軟かい2重構
造になっており、衝撃や振動を吸収し身体への圧迫を最
小限にとどめます。
● ANATOMIC HOLE DESIGN
アナトミックホールデザイン
サドルの中間部分に配置された特別の穴は、人間の身体
で最も敏感な部分との接触を防ぎ、不必要な圧迫を除外
します。
● MEMORY FORM
メモリーフォーム
クッションのために使用されているスーパーソフトフォ
ーム材は座る人の身体に順応し、路面からの振動を高率
的に吸収します。
● DESIGNED FOR MEN
男性向けデザイン
前後に長く幅の狭い形状によって、しっかり支えてぐら
つかず最適な条件で身体に適合します。
● DESIGNED FOR WOMEN
女性向けデザイン
幅の広い形状が快適に女性の身体に適合し、前後に短い
形状が乗り降りを容易にします。
● CTL SPECIFICATION
CTLスペシィフィケーション
サドルの品質の向上と軽量化のための特別な組合せ。
C＝カーボンファイバーで補強したベース。
T＝チタニウム合金とクロモリ、2種類の材質を
組合せた軽量レールは、位置調節用目盛付。
L＝天然レザーカバー。
● DTL SPECIFICATION
DTLスペシィフィケーション
サドルの品質の向上と軽量化のための特別な組合せ。
D＝2重構造の衝撃吸収方法で路面からのショッ
クを吸収。
T＝チタニウム合金とクロモリ、2種類の材質を
組合せた軽量レールは、位置調節用目盛付。
L＝天然レザーカバー。

BBBのサドルは、荒れた路面を走行した際発生
する衝撃や振動を吸収する最適な条件を科学的に
解明しています。
拘束されない自由なペダリングと体重の移動に対
して、人間工学に基づいて設計されたBBBのサ
ドルはより快適な乗り心地を提供します。

ブラック

ホワイト

カラー

￥13,440（￥12,800）651693
651694

品番 税込価格（本体価格）

サイズ：130×270mm
参考重量：255g
・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化で
　快適な乗り心地が実現する新設計。
・高密度で超軽量のフォーム材を使用。
・カーボンファイバーで補強したベースと天然のレザーカバー
　を採用したCTLスペシィフィケーション。

ブラック

ホワイト

カラー

￥13,440（￥12,800）651695
651696

品番 税込価格（本体価格）

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化で
　快適な乗り心地が実現する新設計。
・アナトミックホールデザイン。
・高密度で超軽量のフォーム材を使用。
・カーボンファイバーで補強したベースと天然のレザーカバー
　を採用したCTLスペシィフィケーション。

￥10,290（￥9,800）651608
品番 税込価格（本体価格）

カラー：ブラック
サイズ：130×270mm
参考重量：179g
・ロード
・モノクランピング方式を採用した超軽量サドルで約75gの重量を節約。
・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。
・高密度で超軽量のフォームを採用。
・内側をカーボンファイバー繊維で補強した天然のレザーカバー。
・カーボンファイバーで補強したベースはモノクランピング方式のレールと一体化。
・BBBのシートポストに取り付ける場合はCONVERTSET（BSP-91A/91B）（P195）の
　アダプターが必要です。
・シートレール式ではありません。

カラー：ブラック
サイズ：130×270mm
参考重量：179g
・ロード
・モノクランピング方式を採用した超軽量サドルで約75gの重量を節約。
・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。
・高密度で超軽量のフォームを採用。
・内側をカーボンファイバー繊維で補強した天然のレザーカバー。
・カーボンファイバーで補強したベースはモノクランピング方式のレールと一体化。
・BBBのシートポストに取り付ける場合はCONVERTSET（BSP-91A/91B）（P195）の
　アダプターが必要です。
・シートレール式ではありません。

＊シートレール式ではありません。

278 279

SADDLES サドルSADDLES サドル

MONOBASE BSD-71

モノベース

SUPREMEBASE ANATOMIC LEATHER BSD-52

シュプリームベース アナトミックレザー

SUPREMEBASE  ANATOMIC SYNTHETIC BSD-52S

シュプリームベース アナトミック シンスエティック

SUPREMEBASE ANATOMIC JUNIOR BSD-52J

シュプリームベース アナトミック ジュニア

SUPREMEBASE JUNIOR BSD-51J

シュプリームベース ジュニア

SUPREMEBASE SYNTHETIC BSD-51S

シュプリームベース シンスエティック

SUPREMEBASE LEATHER BSD-51

シュプリームベース レザー

MODEL NAME R M W x L
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BSD-51 SupremeBase Leather 130mm x 270mm

BSD-51S SupremeBase Synthetic 130mm x 270mm

BSD-51J SupremeBase Junior 130mm x 250mm

BSD-52 SupremeBase Anatomic leather 130mm x 270mm

BSD-52S SupremeBase Anatomic Synthetic 130mm x 270mm

BSD-52J SupremeBase Junior 130mm x 250mm

BSD-71 MonoBace 130mm x 270mm

MICROTEC

ブラック

ホワイト

カラー

￥7,140（￥6,800）651602
651603

品番 税込価格（本体価格）

サイズ：130×270mm
参考重量：281g
・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化で
　快適な乗り心地が実現する新設計。
・高密度で超軽量のフォーム材を使用。
・カバーは特殊な合成レザー。
・カーボンファイバーで補強したベース。
・位置調節目盛付クロモリスチール製レール。

ブラック

ホワイト

カラー

￥7,770（￥7,400）651605
651606

品番 税込価格（本体価格）

サイズ：130×270mm
参考重量：255g
・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化で
　快適な乗り心地が実現する新設計。
・アナトミックホールデザイン。
・高密度で超軽量のフォーム材を使用。
・カバーは特殊な合成レザー。
・カーボンファイバーで補強したベース。
・位置調節目盛付クロモリスチール製レール。

￥5,670（￥5,400）651604
品番 税込価格（本体価格）

カラー：ブラック
サイズ：130×250mm
参考重量：230g
・ロード/MTB（ジュニア）
・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化で
　快適な乗り心地が実現する新設計。
・高密度で超軽量のフォーム材を使用。
・カバーは特殊な合成レザー。
・カーボンファイバーで補強したベース。
・位置調節目盛付クロモリスチール製レール。

￥6,090（￥5,800）651607
品番 税込価格（本体価格）

カラー：ブラック
サイズ：130×250mm
参考重量：228g
・ロード/MTB（ジュニア）
・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化で
　快適な乗り心地が実現する新設計。
・アナトミックホールデザイン。
・高密度で超軽量のフォーム材を使用。
・カバーは特殊な合成レザー。
・カーボンファイバーで補強したベース。
・位置調節目盛付クロモリスチール製レール。

R = Road / M = MTB

サドルアップ！
誰にあなたが話すかに関わらず、自転車に乗ることに多くの
時間を費やした人は、サドルの座ると痛い部分を知ってい
る。検証してみよう。私たちの体は、ある特定の小さな面積
に体の全体重の実に80％を体の最も弱い部分を押し付けな
がら座れるようには本来出来ていない。人間の体がサドルに
対して問題点を抱かないまでに進化するには、もう数千年は
かかるだろう。なので、進化が生じるまでは産業は次々と質
の高いサドルを設計することに注力していくことになろう。
サイクリングがもっと人気になれば、自転車産業はサドルの
痛みを解消すればさらにサイクリング人気は上がると気付く
だろう。
自転車においても男女の違いは顕著である。それは、それぞ
れ違うサポートを必要とするそれぞれの臀部のサイズの違い
というよりは、骨盤のサイズ、形状の違いといった方が正確
だろう。男性用サドル、女性用サドルとそれぞれ別個に区別
することがサドルの快適さというものを考える第一歩とな
る。サイクリング中にあなたのデリケートエリアを出来る限
り圧迫しないよう、サドルのアナトミックホールが開発され
た。この穴のおかげで、臀部の痺れは過去のものとなる。さ
らに圧力の分散性能は、素材の使い分けでも向上可能であ
る。ゲル・インサートはより広い面積に圧力を分散させる。
さらにメモリーフォームを使うと、圧力の最もかかる部分を
カバーすることも出来る。このとてもやわらかい発泡物質
は、形状を個人のフォームに馴染ませ、地面からの衝撃を和
らげてくれる。ラインナップの中には、BBBのダブルデン
シティーテクノロジーを使ったものもある。この機能は、外
側の樹脂製カバーとインナーの軟質素材を活かし、圧力を最
小限に抑え、路面からの振動とショックを低減する。さらに
路面からのショック吸収性を高める為、デュアルエラストマ
ーが使われる。
あなたの腰をサポートするための数々の技術は、サドルのカ
バーとシェルの間にパックされている。シェル、もしくはベ
ースレイヤーは、ナイロンで作られている。ハイエンドクラ
スのサドルでは、重量を犠牲にしないようにシェルをグラス
ファイバーとカーボンで補強した。この強靭なファイバー繊
維の恩恵でナイロンという「重い」素材を減らしつつも、シ
ェルの強度を保つことに成功した。カバーは本革、シンセテ
ィックレザー、マイクロテックの三種類から作られている。
シンセティックレザーとマイクロレザーは本革より伸縮性に
優れ、洗うのも簡単である。サドルを傷や破れから守る為
に、サドルのカバーにケブラー素材を織り込み、耐久力をあ
げている。
あなたのBBBサドルはあなたのシートポストにスチール製
のスライドレールで装着させる必要がある。このレール部分
を極力軽量化するため、BBBのハイエンドサドルでは、ク
ロモリ製、もしくはクロモリ+チタニウム製レールを使用し
ている。クロモリ+チタニウム製レールはほとんどの場合、
前述の補強シェルと皮製カバーと組み合わせて使われてい
る。BBBではこの構成をCTLと呼んでいる。
世の中に出回るほとんどのサドルがライダーの体重をサポー
トすることのみに注力し、設計されていることに対して、
BBBサドルは一歩先のレベルで設計を考えられている。私
たちの全てのサドルは、自転車競技の訓練におけるさまざま
な要求に応えることが出来るように設計されている。私たち
はこれをコンフォートジオメトリーと呼んでいる。
BBBはこれらのテクノロジーがあなたにぴったりのサドル
を作ることを可能にすると信じている。

男性用デザイン

痛みの少ない
アナトミック形状

丈夫な
クロモリ素材

軽量なカーボン
強化シェル

CTL=カーボンシェル、チタンor
クロモリレール、レザーカバーを
組み合せたモデル

しなやかな
天然レザー素材

人工レザー素材

衝撃吸収
エラストマー

快適性の高い
ゲル入り

伸縮性の高い
マイクロテック素材

体にフィットする
メモリーフォーム

人間工学に基づく
コンフォートライト形状

耐久性の高い
ケブラー素材

クッション性の高い
ダブルデンシティ素材

女性用デザイン
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SADDLES サドルSADDLES サドル

￥4,410（￥4,200）651655
品番 税込価格（本体価格）

カラー：ブラック
サイズ：130×270mm
参考重量：268g
・男性向け

￥4,074（￥3,880）651651
品番 税込価格（本体価格）

カラー：ブラック
サイズ：130×270mm
参考重量：264g
・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。
・丈夫なケーブラーでの補強。
・位置調整用の目盛付クロモリスチール製レール。

￥4,410（￥4,200）651656
品番 税込価格（本体価格）

カラー：ブラック
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。
・丈夫なケーブラーでの補強。
・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。

￥4,410（￥4,200）651644
品番 税込価格（本体価格）

カラー：ブラック
サイズ：170×270mm
参考重量：386g
・男性向け

￥4,410（￥4,200）651645
品番 税込価格（本体価格）

カラー：ブラック
サイズ：170×250mm
参考重量：366g
・女性向け

￥3,990（￥3,800）651622
品番 税込価格（本体価格）

カラー：ブラック
サイズ：170×270mm
参考重量：368g
・男性向け

￥3,990（￥3,800）651623
品番 税込価格（本体価格）

カラー：ブラック
サイズ：170×250mm
参考重量：362g
・女性向け
BSD-37/BSD-38
・トレッキング
・アナトミックデザイン。
・耐久性を高めるためにケブラーを内蔵した柔軟なつや消しのカバー。
・高品質の縫製で長期の使用でも型崩れしない。
・身体の圧迫を最小限にとどめるダブルデンシティーテクノロジー。
・コンフォートライトジオメトリーの採用で、あらゆる状況化で快適な乗り心地が実現する新設計。
・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。

￥4,200（￥4,000）651642
品番 税込価格（本体価格）

カラー：ブラック
サイズ：170×270mm
参考重量：403g
・男性向け

￥4,200（￥4,000）651643
品番 税込価格（本体価格）

カラー：ブラック
サイズ：170×250mm
参考重量：382g
・女性向け

BSD-12/BSD-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。
・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。
・サイドを保護するバンパー。

BSD-18/BSD-19
・トレッキング
・アナトミックデザイン。
・快適性を追求したスポーツタイプ。
・通気性と柔軟性にすぐれた素材を立体裁断したカバーは湿気を外部に放出します。
・身体の圧迫を最小限にとどめるダブルデンシティーテクノロジー。
・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。
・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。

COMPSEAT BSD-03

コンプシート

ANATOMICRACE MEN BSD-04

アナトミックレースメン

BREATHDENSITY MEN BSD-18

ブレスデンシティーメン

MEMORYCOMFORT BSD-16

メモリーコンフォート

MULTIDENSITY MEN  BSD-12

マルチデンシティー メン

MULTIDENSITY WOMEN  BSD-13

マルチデンシティー ウーメン

BREATHDENSITY WOMEN BSD-19

ブレスデンシティーウーメン

COMFORTDENSITY MEN BSD-37

コンフォートデンシティー メン

COMFORTDENSITY WOMEN BSD-38

コンフォートデンシティー ウーメン

ANATOMICRACE WOMEN BSD-05

アナトミックレースウーメン

￥3,780（￥3,600）

カラー：ブラック
・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。

651616
品番 税込価格（本体価格）

MODEL NAME R M T W x L

BSD-03 CompSeat ■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

130mm x 270mm

BSD-04 AnatomicRace Men 130mm x 270mm

BSD-05 AnatomicRace Women 145mm x 240mm 

BSD-12 MultiDensity Men

BSD-13 MultiDensity Women

BSD-16 MemoComfort

BSD-18 BreathDensity Men

BSD-19 BreathDensity Women

170mm x 270mm

BSD-37 ComfortDensity Men

170mm x 250mm

BSD-38 ComfortDensity Women

180mm x 250mm

170mm x 270mm

170mm x 250mm

170mm x 270mm

170mm x 250mm

R = Road / M = MTB / T = Trekking 

￥6,090（￥5,800）651634
品番 税込価格（本体価格）

カラー：ブラック
サイズ：210×250mm
参考重量：861g
・コンフォート/カジュアル
・アナトミックホールデザイン。
・路面からの衝撃を吸収するエラストマーサスペンション。
・柔軟なメモリーフォームの採用でソフトな乗り心地。
・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。
・丈夫なツートンカラーの合成皮革のカバー。
・防水処理された高品質の縫製。
・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。
・サイドを保護するバンパー。

￥5,250（￥5,000）651635
品番 税込価格（本体価格）

カラー：ブラック
サイズ：210×250mm
参考重量：864g
・コンフォート/カジュアル
・アナトミックデザイン。
・路面からの衝撃を吸収するエラストマーサスペンション。
・柔軟なメモリーフォームの採用でソフトな乗り心地。
・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。
・丈夫なツートンカラーの合成皮革のカバー。
・防水処理された高品質の縫製。
・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。
・サイドを保護するバンパー。

￥3,150（￥3,000）651636
品番 税込価格（本体価格）

カラー：ブラック
サイズ：210×240mm
参考重量：608g
・コンフォート/カジュアル
・路面からの衝撃を吸収するソフトフォームを使用。
・丈夫なツートンカラーの合成皮革のカバー。
・耐久性のある高品質の縫製。
・サイドを保護するバンパー。

￥7,140（￥6,800）651620
品番 税込価格（本体価格）

カラー：ブラック
サイズ：210×250mm
参考重量：799g
・コンフォート/カジュアル
・アナトミックデザイン。
・超快適設計。
　1.路面からの衝撃を吸収するエラストマーサスペンション。
　2.ジェルが内蔵され長距離走行に対応。
　3.ソフトフォーム材が身体に対応し路面から振動を吸収。
・防水処理されたツートンカラーの合成皮革カバー。
・身体への圧迫を最小限にとどめるダブルデンシティーテク
　ノロジー。
・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化で
　快適な乗り心地が実現する新設計。
・サテンシルバーのレールとサイドを保護するバンパー。

￥6,090（￥5,800）651618
品番 税込価格（本体価格）

カラー：ブラック
サイズ：210×250mm
参考重量：792g
・コンフォート/カジュアル
・アナトミックデザイン。
・路面からの衝撃を吸収するエラストマーサスペンション
　によって快適な乗り心地。
・防水処理されたツートンカラーの合成皮革カバー。
・身体への圧迫を最小限にとどめるダブルデンシティーテ
　クノロジー。
・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化で
　快適な乗り心地が実現する新設計。
・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。

￥6,090（￥5,800）651619
品番 税込価格（本体価格）

カラー：ブラック
サイズ：210×250mm
参考重量：784g
・コンフォート/カジュアル
・アナトミックホールデザイン。
・路面からの衝撃を吸収するエラストマーサスペンションに
　よって快適な乗り心地。
・防水処理されたツートンカラーの合成皮革カバー。
・身体への圧迫を最小限にとどめるダブルデンシティーテク
　ノロジー。
・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化
　で快適な乗り心地が実現する新設計。
・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。

￥7,140（￥6,800）651621
品番 税込価格（本体価格）

カラー：ブラック
サイズ：210×250mm
参考重量：799g
・コンフォート/カジュアル
・アナトミックホールデザイン。
・超快適設計。
　1.路面からの衝撃を吸収するエラストマーサスペンション。
　2.ジェルが内蔵され長距離走行に対応。
　3.ソフトフォーム材が身体に対応し路面から振動を吸収。
・防水処理されたツートンカラーの合成皮革カバー。
・身体への圧迫を最小限にとどめるダブルデンシティーテク
　ノロジー。
・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化
　で快適な乗り心地が実現する新設計。
・サテンシルバーのレールとサイドを保護するバンパー。

ブルー

ピンク

カラー

￥3,990（￥3,800）651594
651595

品番 税込価格（本体価格）

サイズ：180×250mm
参考重量：461g
・トレッキング
・アナトミックデザイン。
・快適性を追求したスポーツサドル。
・身体の圧迫を最小限にとどめるダブルデンシティー
　テクノロジー。
・ソフトフォーム材が身体に対応し路面からの振動を吸収。
・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化
　で快適な乗り心地が実現する新設計。

DESIGN COMFORT BSD-47

デザインコンフォート

BASE SHAPE BSD-26

ベースシェイプ

SOFT COMFORT BSD-25

ソフトコンフォート

ULTRA COMFORT BSD-35

ウルトラコンフォート

SOFT SHAPE BSD-24

ソフトシェイプ

ULTRA SHAPE BSD-36

ウルトラシェイプ

WEATHER COMFORT BSD-33

ウェザーコンフォート

WEATHER SHAPE BSD-34

ウェザーシェイプ

MODEL NAME T C W x L

■

■

■

■

■

■

■

■■

BSD-24 SoftShape 210mm x 250mm

BSD-25 SoftComfort 210mm x 250mm

BSD-26 BaseShape 210mm x 240mm

BSD-33 WeatherComfort 210mm x 250mm

BSD-34 WeatherShape 210mm x 250mm

BSD-35 UltraComfort 210mm x 250mm

BSD-36 UltraShape 210mm x 250mm

BSD-47 DesignComfort 180mm x 250mm

T = Trekking / C = Comfort



止まらないジュリアン・ディーン
これから記す話はとても信じがたい、しかし私たちは100％の確信を持ってこの話が本当であ
るとお伝えする。1991年、ジュリアン・ディーンはバスに撥ねられ、15メートルもの距離
を引き摺られた。彼の左足の下半分はほとんど引きちぎられており、医師は恐ろしいことだ
が、彼の足を完全に切断する処置をとる寸前であった。ジュリアンにとって幸運だったのは、
彼らが足を治すことを試みる決断を下したことだった。「三回もの手術が必要だったけど、医
師たちは僕の足を治すよう計画してくれた。僕の膝まわりの筋肉や腱は完全に引きちぎられて
いたからこの決断は決して簡単なものではなかった。僕の皮膚や筋肉はほとんど持っていかれ
ていたんだ。手術では足の下側に使う皮膚を確保するために両足の上のほうの皮膚をはがさな
ければならなかった。」

何度も行われる復元手術を終えたディーンは、もう一
度歩くことを覚えなくてはいけなかった。彼が松葉杖
なしで歩けるようになるまで、練習、リハビリの日々
が2年も続いた。リハビリテーションの一環として彼
は足の筋肉を強化するために多くの時間をジムで過ご
した。「ジムは良かったんだけど、4年も経つと別の
ことがやりたくなってね。」ディーンは説明する。
「趣味とジムトレーニングの息抜きも兼ねて、マウン
テンバイクを始めたんだけど、僕が日曜日に集団で走
るようになるのにそれほど時間はかからなかった。彼
らは僕のことを速いと思ったみたいで、レースに出る
よう勧めてくれたんです。」彼の初めてのレースで、
ジンキー・パワーと呼ばれた彼は、一時間レースで三
周しかできなかった。しかし、彼は一度始めたことは
やりとおしてきた、そして自身の怪我を克服したよう

に、じっと耐えた。
彼のマウンテンバイクでの成績は日を追うごとに向上
してゆき、さらに彼はロードレースも始めるようにな
った。彼はロードでも好成績を収めたが、元々ダート
のほうが性に合っていたようで、マウンテンバイクの
世界に再び戻ってくるまでそうかからなかった。「復
帰して1年目はセンチュリータイプのイベントに参加
して、友達と自分たちのチームを作ったりもしたん
だ。」ディーンは2007年オランダバイクマラソンチ
ャンプで2位、ヨーロピアンマスターチャンプでは16
位、ワールドチャンピオンシップでは23位と好成績
を収めていた。「僕はさらにミックスチームでユニベ
ガ24時間も勝ったし、バイクトランスアルプレース
でも31位に入った。2008年は調子が良かったわけ
ではないけど、それでもウィリンゲンバイクマラソン
で勝ったし、バート・ブランジンバイクマラソンでも
3位に入った。自身の目に見える障害にも関わらずデ
ィーンは、ヨーロッパの自転車界に受け入れられてい
た。チームメイトは彼に気を遣うこともなく、対戦者
も同じである。どのような人もディーン自身の偉業の
おかげで、彼は高い評価を受けている。ディーンはさ
らに距離の長いレースや24時間レースに標準をあわ

せている。24時間ラダムリングMTB、同じくタウナ
ストレイルマラソンでブレンジェンMTBチーム4人と
の1位フィニッシュと、2009年のラングドープでの
Sixxxxx Race6時間の勝利は、さらにディーンに注
目を集めた。「バイクに乗っている時間が長ければ長
いほど気分が良くなる。例を挙げるとすれば、2010
年の世界選手権マラソンでは最後の15kmで3人のラ
イダーを追い越して、土埃の後方へ置き去りにしてや
ったんだ。」ディーンは満面の笑みで言う。「サイク
リングは僕に多くの満足を与えてくれるのと、BBBが
僕をサポートしてくれているのに感謝しているよ。世
界に、たとえ障害を持ったとしても不可能なんて事は
ないと伝えられるからね。」

The unstoppable
Jean Biermans

17 year old Jean had
to learn to walk again
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SEATPOSTS シートポスト

FULLPOST BSP-34

フルポスト

FIBERPOSTⅡ BSP-32

ファイバーポスト蠡

ROADPOST BSP-11

ロードポスト

● 2-SCREW MICRO-ADJUST SYSTEM
2本ボルト マイクロアジャストシステム
アングルの微調整が可能で、サドルを適正な位置に固定。2本ボルト構
造のため1本ボルト方式に比較してより強く締め付けられます。

● DUAL BOLT ADJUSTABLE CLAMP
デュアルボルト アジャスタブルクランプ 
アングルの微調整が可能で、サドルを適正な位置に固定。クランプで
締め付ける時にかかる力はサドルのレールに均等にかかります。

￥20,790（￥19,800）659325
659326

品番 外径 税込価格（本体価格）

カラー：ブラック
オフセット：15mm
長さ：300mm
参考重量：185g（27.2mm）/ 202g（31.6mm）
・ロード
・インテグレーテッド式フルカーボンファイバー。
・最軽量でありながら剛性と耐久性を保持。
・デュアルボルトアジャスタブルクランプ。

31.6mm

27.2mm

品番

￥12,390（￥11,800）659310
外径 税込価格（本体価格）

カラー：ブラック
オフセット：15mm
参考重量：224g（27.2mm）/230g（31.6mm）
/280g（32.4mm）
・ロード
・アルミニウム合金と融合したINCAカーボンファイバー製。
・剛性と耐久性を維持しながら軽量化を実現。
・ロープロファイルデザイン。
・デュアルボルトアジャスタブルクランプ。
・BOLTFIX（BSP-83）のクランプが付属。
　27.2mm：31.8mm
　31.6mm：34.9mm
　32.4mm：35.8mm

32.4mm
長さ

350mm ￥4,410（￥4,200）659301
659302

品番 外径 税込価格（本体価格）

カラー：ブラック
オフセット：15mm
長さ：300mm
参考重量：235g（27.2mm）/ 275g（31.6mm）
・ロード。
・軽量ロープロファイルデザイン。
・6061アルミ合金製のダブルバテッドチューブ。
・デュアルボルトアジャスタブルクランプ。

27.2mm

31.6mm

カーボンシートポストは取り付け時にはグリスを塗布しないでください。
シートクランプの締め付けは塗着するバイクの指定トルクで確実に固定を行ってください。

あなたのサイズを決めよう！
あなたの自転車がインテグレーテッドシートポスト装備の
モデルでなければ、あなたはフレームとサドルをつなげる
シートポストが必要となるだろう。自転車フレームのジオ
メトリーやサイズの違いによって、さまざまな径や長さの
ものを取り揃えてある。BBBシートポストの商品ラインナ
ップは、ほとんどの自転車の径に対応するだろう。正しい
径の選択は、しっかりしたシートポストの固定とフレーム
に対しての好ましくないクランプの圧力から守るためには
不可欠である。BBBは300～450mmの長さのシートポス
トを取り揃えている。0～18mmのオフセットは、あなた
のサドルの正しいポジションを出すために重要になる。
あなたが選べる正しいサイズが判れば、BBBシートポスト
の中から合致するものを選ぶことが出来る。シートポスト
は調整のみではなく、使用する素材の種類でも違いが出て
くる。シートポストを選ぶ際、素材の要素は大体の場合、
経済的なことか見た目で選ぶ際に関わってくるのみだろ
う。6061番アルミニウムであれば、特別なT6処理による
高強度とアルミニウムの素材としての軽量さ、そしてダブ
ルバテット構造が特徴である。ダブルバテットとは力のか
かる部分に材料を集めて厚みを増し、必要のない部分を極
力薄くすることで軽量化したことにより、バーの内壁の厚
みが違う構造のことを指す。カーボン素材においては、正
しいファイバーを正しい方向に、正しい場所に使うことで
シートポストに特徴をつけることが出来る。BBBのカーボ
ンとアルミニウムの組み合わせは、強さ、硬さ、軽量さ、
耐久性の完璧なブレンドを実現している。
あなたのサドルを正しく調整、固定できるように設計され
た、2スクリュー・マイクロ、デュアルボルト、サイドボ
ルト、3種の調整クランプが簡単で正確な調整を可能とす
る。

ロード用

材質 オフセット 長さ

MTB用
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CLAMPS クランプSEATPOSTS シートポスト

COMVERTSET A BSP-91A

コンバートセットA

COMVERTSET B BSP-91B

コンバートセットB

AEROFIX BSP-96

エアロフィックス

NUMBERFIX BSP-95

ナンバーフィックス

THE STRANGLER BSP-80

ザストラングラー

BOLT FIX BSP-83

ボルトフィックス

THE LEVER BSP-81

ザレバー

SHIFTFIX BSP-90

シフトフィックス

QR FIX BSP-84

QRフィックス

CARBON STRANGLER BSP-82

カーボンストラングラー

￥997（￥950）653116
653118
653119

品番 外径 税込価格（本体価格）

カラー：ブラック
参考重量：57g
・アルミニウム合金製シートポストに適合。
・シートポストの上下移動が簡単なクイック
　リリース方式。
・6061アルミニウム合金製。

28.6mm

31.8mm

34.9mm

￥3,360（￥3,200）653111
653113
653114

品番 外径 税込価格（本体価格）

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。

28.6mm

31.8mm

34.9mm

￥1,890（￥1,800）653191
653193
653194
653195

品番 外径 税込価格（本体価格）

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。

28.6mm

31.8mm

34.9mm

35.8mm

￥840（￥800）653196
653198
653199

品番 外径 税込価格（本体価格）

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。

28.6mm

31.8mm

34.9mm

￥1,365（￥1,300）653186
653188
653189

品番 外径 税込価格（本体価格）

カラー：ブラック
参考重量：22g
・カーボンファイバー及び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。
・締め付けの力を均等に分散する構造。

28.6mm

31.8mm

34.9mm

￥1,575（￥1,500）653151
653154

品番 外径 税込価格（本体価格）

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。

31.8mm

34.9mm

￥2,520（￥2,400）659318
品番 税込価格（本体価格）

カラー：ブラック
参考重量：58g
適合シートポスト：ROADPOST（BSP-11）、
TOPPOST（BSP-12）、FIBERPOST（BSP-32/BSP-33）
・MONOBASE（BSD-７1）（P189）サドルを取り付けるため
　のアダプター。
・シートポストをレール方式からモノクランピング方式に変更。
・6061アルミニウム合金製。

￥2,940（￥2,800）659319
品番 税込価格（本体価格）

カラー：ブラック
参考重量：76g
適合シートポスト：FULLPOST（BSP-34）
・MONOBASE（BSD-７1）（P189）サドルを取り付けるため
　のアダプター。
・シートポストをレール方式からモノクランピング方式に変更。
・6061アルミニウム合金製。

￥1,260（￥1,200）653115
品番 税込価格（本体価格）

カラー：ブラック
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。
・従来のわずらわしい方法を解決したシンプルな方式。
・自動的にプレートに孔を明ける特殊なボトル。
・ラバーストラップで簡単にシートポストに装着。
・内側の保護ラバーで滑りとシートポストの損傷を防止。
・アルミニウム合金製。

￥1,575（￥1,500）

カラー：ブラック
・レースナンバープレートをさまざまなシートポストに
　取り付けることができるアルミ合金製アダプター。
・エアロシートピラー用。
・自動的にプレートに孔を開ける特殊なボトルでの取り付
　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。

653200
品番 税込価格（本体価格）

SEATPOSTS シートポスト

LONG SCRAPER BSP-23

ロングスクレイパー

ALUSCRAPER BSP-21

アルスクレイパー

SKY SCRAPER BSP-20

スカイスクレイパー

TOP POST BSP-12

トップポスト

FREE SCRAPER BSP-22

フリースクレイパー

￥4,725（￥4,500）
品番 外径 税込価格（本体価格）

オフセット：15mm
長さ：400mm
参考重量：254g（27.2mm）/304g（31.6mm）
・MTB。
・軽量ロープロファイルデザイン。
・6061アルミ合金製のダブルバテッドチューブ（ブラック）。
・6061アルミ合金製のプレーンチューブ（ホワイト）。
・デュアルボールドアジャスタブルクランプ。

27.2mm

31.6mm

27.2mm

31.6mm

カラー

ブラック

ホワイト

657294
657295
657331
657332

￥5,775（￥5,500）657296
657297

品番 外径 税込価格（本体価格）

カラー：ブラック
オフセット：0mm
長さ：400mm
参考重量：246g（27.2mm）/296g（31.6mm）
・ロード/MTB
・2014アルミニウム合金製3次元加工によるワンピース
　デザイン。
・2本ボルトマイクロアジャストシステム。

27.2mm

31.6mm

￥5,775（￥5,500）657298
657299

品番 外径 税込価格（本体価格）

カラー：ブラック
オフセット：0mm
長さ：400mm
参考重量：255g（27.2mm）/279g（31.6mm）
・MTB/フリーライド
・2014アルミニウム合金製3次元加工によるワンピース
　デザインで、苛酷な条件に対応する十分な強度。
・強度を高めるため内部は楕円形状。
・2本ボルトマイクロアジャストシステムでクランプは
　8mmレールに適合。

27.2mm

31.6mm

税込価格（本体価格）￥3,360（￥3,200）

カラー：ブラック
オフセット：0mm
長さ：400mm
参考重量：378g
・MTB
・6061アルミニウム合金鍛造製。
・2本ボルトマイクロアジャストシステム。
・ほとんど全てのサドルに適応。

25.0mm

25.4mm

25.6mm

25.8mm

26.0mm

26.2mm

26.4mm

26.6mm

26.8mm

27.0mm

657300
657301
657302
657303
657304
657305
657306
657307
657308
657309

27.2mm

28.6mm

28.8mm

29.0mm

29.2mm

29.4mm

29.6mm

29.8mm

30.0mm

30.2mm

657310
657311
657312
657313
657314
657315
657316
657317
657318
657319

品番 外径 品番 外径

30.4mm

30.6mm

30.8mm

30.9mm

31.0mm

31.2mm

31.4mm

31.6mm

32.0mm

34.9mm

657320
657321
657322
657327
657323
657324
657325
657326
657328
657333

品番 外径

￥3,990（￥3,800）657329
657330

品番 外径 税込価格（本体価格）

カラー：ブラック
オフセット：0mm
長さ：450mm
参考重量：356g（27.2mm）/384g（31.6mm）
・MTB（ロングサイズ）
・6061アルミニウム合金鍛造製。
・2本ボルトマイクロアジャストシステム。

27.2mm

31.6mm
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PEDALS ペダル

MOUNTHIGH BPD-12

マウンテンハイ

DUALRIDE BPD-22

デュアルライド

MOUNTAINGO BPD-11

マウンテンゴー

CLICK & GO BPD-01

クリック アンド ゴー

FEETREST BPD-90

フットレスト

￥1,575（￥1,500）570377
品番 税込価格（本体価格）

サイズ：84×66mm
参考重量：48g
・SPD方式のメカニズム部分に取り付け、通常の
　シューズが使用できるアダプター。
・簡単な取り付けと取り外し。
・リフレクター付属。

￥1,890（￥1,800）570373
品番 税込価格（本体価格）

カラー：シルバー
・SPD方式のシューズとペダルに対応する
　MTB用クリート。
・クロモリスチール製で軽くて丈夫、耐久性
　にもすぐれている。
・フロートは4°。
・簡単なクリックの着脱。
・堅いスチール製ボルトで簡単取付。

￥10,290（￥9,800）574103
574104

品番 カラー

ブラック

シルバー

税込価格（本体価格）

踏み面サイズ：90×75mm
参考重量：560g（片側）
・アルミニウム合金製で2種類の機能を装備。
・通常のシューズとSPDシューズ、両方のシューズに対応。
・片面はSPDに対応するMTBクリップレスタイプ。
・強度がすぐれたクロモリスピンドル。
・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。
・アジャスタブルリテンションシステム。
・CLICK&GO（BPD-01）のクリートが付属。

￥29,190（￥27,800）574183
品番 税込価格（本体価格）

カラー：ホワイト
参考重量：249g
・SPDに対応する究極のMTBクリップレスタイプ。
・テンションは調節可能で素早い着脱機構。
・ボディはマグネシウム合金製、スピンドルはチタニウム合金製で超軽量。
・メンテナンス不要なシールドベアリングを使用し、滑らかな回転と耐久性を確保。
・すぐれたマッドクリアランスのオープンデザイン。
・アジャスタブルリテンションシステム。
・CLICK&GO（BPD-01）のクリートが付属。

￥9,975（￥9,500）574180
574181
574182

品番

参考重量：299g
・SPDに対応するMTBクリップレスタイプ。
・テンションは調節可能で素早い着脱機構。
・CNC機械加工されたスピンドルとメンテナンスフリーのシールドベアリング。
・すぐれたマッドクリアランスのオープンデザイン。
・アジャスタブルリテンションシステム。
・CLICK&GO（BPD-01）のクリートが付属。

カラー

ポリッシュ

ブラック

ホワイト

税込価格（本体価格）

ペダルの上で
クリップレスペダルの最初の特許は1895年、チャールズ＝
ハンソンによって登録された。その後、ルックが商業的に大
きな成功を収めたクリップレスペダルを世に出すまで実に90
年かかった。しかし、このペダルが消費者に自転車業界にお
ける革新的なテクノロジーであると認知してもらうには、当
時のベルナルド・イノーのツール・ド・フランスでの勝利ま
でもが必要であった。現在、イノーのおかげで、すべてのサ
イクリストはクリップレスペダルのもたらす様々なメリット
を享受している。
BBBのロード用ペダルは、1980年当時に作られたクリップ
レスペダルの原型からさらに大きく進化したものとなってい
る。クリートがアクスルの近くに配置される特殊な設計が、
もっと力強く、自然なペダリングのモーションを実現する。
テンション調整機能があなたの好きなリリース具合にカスタ
マイズすることを可能とする。これはあなたのペダリング時
の快適さを向上してくれるだけでなく、最も重要なあなたの
安全も守ってくれる。
BBBのペダルはロード、MTB用でそれぞれ別のボディ、アク
スルを用意している。最も軽い、最高峰クラスのペダルは、
軽量さと耐久性のためにマグネシウムボディにチタニウムア
クスルを使っている。他にも選択肢としてクロモリアクスル
とアルミボディのモデルがある。クリートはロード用にフロ
ート付きのものとそうでないもの、マウンテンバイク用に
SPDと共用のものがペダルとセットで、あるいは別個でお求
めいただける。

HIGH DYNAMIC BPD-08

ハイダイナミック

MULTICLIP BPD-04F

マルチクリップ

ROADCLIP BPD-02F

ロードクリップ

MULTICLIP BPD-04A

マルチクリップ

COMPCLIP BPD-03A

コンプクリップ

ROADCLIP BPD-02A

ロードクリップ

COMP DYNAMIC M BPD-07

コンプダイナミック M

ROAD DYNAMIC BPD-05

ロードダイナミックCOMP DYNAMIC BPD-06

コンプダイナミック

SANDGRIP BPD-91

サンドグリップ

● ADJUSTABLE RETENTION
アジャスタブル リテンション
ペダルに対し最適な位置に固定すると同時に安全を
守ることが最も重要で、そのためにスプリングの強
さが調節できます。

￥31,290（￥29,800）571405
品番 税込価格（本体価格）

カラー：ホワイト
参考重量：199g
・究極のロード用クリップレスタイプ。
・ボディはマグネシウム合金製、スピンドルはチタニウム合金製で超軽量。
・高密度で高品質のニードルベアリングが1個と2個のシールドベアリングを
　組み込み、滑らかな回転と耐久性を確保。
・シャフトとクリートをできるだけ近づけた設計で、より力強い円滑な
　ペダリングが実現。
・アジャスタブルリテンションシステム。
・MULTICLIP（BPD-04A）フローティングクリートが付属。

￥1,890（￥1,800）570382
品番 税込価格（本体価格）

カラー：レッド
・LOOKペダルとROADDYNAMIC（BPD-05）
　に対応するロード用クリート。
・4.5°フローティングタイプ。

参考重量：264g
・ロード用クリップレスタイプ。
・強度がすぐれたクロモリスピンドルに、1個のニールド
　ベアリングと2個のシールド
　ベアリングが組み込まれ、滑らかな回転と耐久性を確保。
・シャフトとクリートをできるだけ近づけた設計で、より
　力強い円滑なペダリングが実現。
・アジャスタブルリテンションシステム。
・MULTICLIP（BPD-04A）フローティングクリートが付属。

￥12,390（￥11,800）571423
品番 カラー

ポリッシュ
税込価格（本体価格）

￥14,490（￥13,800）571400
571401

品番 カラー

グレー

ブラック

税込価格（本体価格）

参考重量：236g
・マグネシウム合金の軽量ロード用クリップレスタイプ。
・強度がすぐれたクロモリスピンドルに、1個のニールド
　ベアリングと2個のシールドベアリングが組み込まれ、
　滑らかな回転と耐久性を確保。
・シャフトとクリートをできるだけ近づけた設計で、より
　力強い円滑なペダリングが実現。
・アジャスタブルリテンションシステム。
・MULTICLIP（BPD-04A）フローティングクリートが付属。

￥11,340（￥10,800）571411
571413

品番 カラー

ブラック

ポリッシュ

税込価格（本体価格）

参考重量：322g
・軽量で耐久性にすぐれたロード用クリップレスタイプ。
・最高級カートリッジタイプのクロモリシャフト。
・独特のデザインでコーナリング時にも地面と十分なクリ
　アランスを確保。
・アジャスタブルリテンションシステム。
・ROADCLIP（BPD-02A）フローティングクリートが付属。

￥2,310（￥2,200）570384
品番 税込価格（本体価格）

カラー：ブラック
・HIGHDYNAMIC（BPD-08）、
　COMPDYNAMIC M（BPD-07）、
　COMPDYNAMIC（BPD-06）に対応
　するロードクリート。
・0°フィックスドタイプ。

￥2,310（￥2,200）570385
品番 税込価格（本体価格）

・HIGHDYNAMIC（BPD-08）、
　COMPDYNAMIC M（BPD-07）、
　COMPDYNAMIC（BPD-06）に対応
　するロードクリート。
・3°フローティングタイプ。

￥210（￥200）570374
品番 税込価格（本体価格）

カラー：ブラック
・切断可能な粘着性サンドペーパー。
・クリートとシューズの間に貼るとクリー
　トの固定力が増加。
・カーボンファイバー製ソールに効果的。
・BBBのロードクリートに使用出来ます。 

￥2,310（￥2,200）570383
品番 税込価格（本体価格）

・COMPDYNAMIC（BPD-05/07）に
　対応するロード用クリート。
・4.5°フローティングタイプ。

￥1,470（￥1,400）

カラー：ブラック
・LOOKペダルとROADDYNAMIC
（BPD-05）に対応する
　ロード用クリート。
・0°フィックスドタイプ。

570386
品番 税込価格（本体価格）
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PEDALS ペダル

CLASSIC RIDE BPD-17

クラシックライド

COMFORT RIDER BPD-29

コンフォートライダー

EASY TREKⅡ BPD-41

イージートレックⅡ

EASY TREK BPD-26

イージートレック

MOUNT & GO BPD-15

マウント アンド ゴー

BIKE & TIGHT BPD-30

バイク アンド タイト

BIG FEET BPD-16

ビッグフィート

EASY RAIDER Ⅱ BPD-24

イージーライダー Ⅱ

DUAL CHOICEⅡ BPD-21

デュアルチョイスⅡ

MOUNTAIN HIGH BPD-32

マウンテンハイ

LOW RIDE BPD-34

ローライド

￥7,875（￥7,500）574101
品番 税込価格（本体価格）

踏み面サイズ：94×66mm
参考重量：495g（片側）
・通常のシューズとSPDシューズ、両方のシューズに対応。
・片面はSPDに対応するMTBクリップレスタイプ。
・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。
・アジャスタブルリテンションシステム。
・CLICK&GO（BPD-01）のクリートが付属。

￥2,310（￥2,200）574115
品番 税込価格（本体価格）

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/トウストラップ装着可能。

￥2,310（￥2,200）574116
品番 税込価格（本体価格）

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。
・トウクリップ/トウストラップ装着可能。

￥1,260（￥1,200）574126
品番 税込価格（本体価格）

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。

￥2,940（￥2,800）574127
品番 税込価格（本体価格）

踏み面サイズ：92×80mm
参考重量：321g（片側）
・耐久性にすぐれたアルミニウム合金ボディとコンポジット
　製のゲージ。
・リフレクターを装着し夜間の安全に配慮。
・高品質のクロモリスピンドル。
・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。

￥1,470（￥1,400）574140
品番 税込価格（本体価格）

・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。

￥840（￥800）581230
品番 税込価格（本体価格）

長さ：255mm
参考重量：24g
・耐久性にすぐれたナイロン製ストラップ。
・安全なロックオン構造の頑丈なバックル。
・あらゆる状況の中で強さを維持。

￥3,150（￥3,000）574135
品番 税込価格（本体価格）

踏み面サイズ：100×98mm
参考重量：665g（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。

￥6,720（￥6,400）

カラー：ブラック
参考重量：552g
・ハードなライディングに対応
　したフリーライドペダル。
・丈夫で軽量なワンピースボディ。
・メンテナンスフリーのDUブッシュベアリング。
・ピンは交換可能。

574187
品番 税込価格（本体価格）

￥2,310（￥2,200）

カラー：シルバー
・軽量なアルミ合金製ペダル。
・丈夫なクロモリスピンドル。
・滑り止めラバー。
・リフレクター付属。

574186
品番 税込価格（本体価格）

￥3,990（￥3,800）574117
品番 税込価格（本体価格）

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。

HEADSET ヘッドセット

CERAMIC BHP-48

セラミック

CERAMIC BHP-47

セラミック

￥29,820（￥28,400）

カラー：ブラック
ベアリング直径：28.6～38.1mm
適合：CANECREEK
・インテグレーテッドヘッドセット。
・45°×45°のセラミックベアリング。
・最も剛性にすぐれ丈夫なセラミック製ベアリング。
　セレミックはクロモリよりも10倍強度が高い構造。
　スムーズな走行を実現するため丸さを追求させている。
・高さ15mmのコーンスペーサー。
　オープンクラウンレースで簡単装着。

506214
品番 税込価格（本体価格）

￥29,820（￥28,400）

カラー：ブラック
ベアリング直径：41.0mm
適合：CAMPAGNOLO
・インテグレーテッドヘッドセット。
・36°×45°のセラミックベアリング。
・最も剛性にすぐれ丈夫なセラミック製ベアリング。
　セレミックはクロモリよりも10倍強度が高い構造。
　スムーズな走行を実現するため丸さを追求させている。
・高さ15mmのコーンスペーサー。
　オープンクラウンレースで簡単装着。

506215
品番 税込価格（本体価格）

●36/45 DEGREES ANGULAR CON-TACT BEARING
36/45 ディグリース アンギュラー
コンタクトベアリング 
ヘッドパーツは2種類の方向から力を受けています。斜横方向からの
力が「アンギュラーコンタクトフォース（ACF）」、上下方向からの力
が「プレッシングフォース（PF）」で、この2方向からかかる力を効果
的に分散させることがヘッドセットの耐久性と機能持続のために必要
です。
・ACFに対応するためにアンギュラーコンタクトベアリングを使用し
ています。
・PFに対応するためにベアリングの接触角度は36°と45°の2種類
を採用しています。いずれも構造計算上算出されたもので、36°
は圧入式、45°はインテグレーテッド式のヘッドパーツです。

すべて頭の中にある
オッケー、自転車　の中で最もセクシーな部位はヘッドセッ
トではない。あなたがこれについて真剣に考えるのは、何か
調子がおかしいときであろうが、しかしヘッドセットが何か
調子が悪いというのは得てして危険な状態だ。そんなときは
BBBのヘッドセットを使うことを考えよう。正しく圧入すれ
ば、ヘッドセットのことを考えたり、心配しなくても良くな
る。
ヘッドセットはスレッド、スレッドレス、インテグレーテッ
ドかセミインテグレーテッドの４つ種類がある。現代自転車
フレームのほとんどが41.0mmもしくは41.8mmのベアリン
グを搭載したインテグレーテッドヘッドセットを使用してい
る。もしあなたがインテグレーテッドヘッドセットを交換す
ることを考えているのであれば、ヘッドにかかる圧力を確実
に吸収できるように、正しいサイズを選ぶことが非常に重要
になってくる。BBBではさまざまなクオリティレベルでのベ
アリングを使用したヘッドセットを用意している。
クロモリベアリング（クオリティレベル1）は通常の自転車の
使用方法に最も適する。もしあなたが、私たちの言う通常の
乗り方より乗る頻度が高い、もしくはもう少し高い性能を求
めるのであればステンレススチールベアリング（クオリティ
レベル2）をご提案する。このベアリングはクロモリよりさら
に頑丈で、腐食耐性もより高い。もしあなたが二度とヘッド
セットで心配したりしたくないのであれば、是非セラミック
ベアリング（クオリティレベル3）をお試しいただきたい。セ
ラミックは腐食することなく、ヘッドセット内部に入る砂や
泥を粉砕し、セラミックベアリングは金属製のそれよりも完
璧な球状で、著しい回転性能を発揮する。BBBのセラミック
ベアリングはあなたのフレームより長生きすることだろう。
インテグレーテッドのみでなく、BBBは他タイプのヘッドセ
ットも取り扱っているのであなたが必要なパーツはきっと揃
うだろう。私達はあなたのステアチューブを延長する為のア
ダプターすら持っているのだから。

材質 スターナット付属

45°×45°ベアリング直径

セラミック
ベアリング

クロモリ
ベアリング

上下異径

ステンレス
ベアリング

36°×45°
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￥1,890（￥1,800） 506265
品番 税込価格（本体価格）

ステアチューブ：φ28.6mm
カラー：カーボン
参考重量：13g（4個組）
・超軽量INCA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。

￥1,575（￥1,500）  506208
品番 税込価格（本体価格）

ステアチューブ：φ28.6mm
カラー：ブラック
・ヘッドパーツの上下ワンと一体化したスペーサー。
・ワンピース構造で剛性が強化。
・TURNAROUND（BHP-02）に適合。

〈BHP-01/BHP-02〉
・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。

￥6,090（￥5,800）503100
503101

品番 カラー 税込価格（本体価格）

ステアチューブ：φ25.4mmネジなし
フォーク玉-押：φ26.4mm
上下ワン：φ30.2m
参考重量：105g（ベアリング含む）

シルバー

ブラック

ステアチューブ：φ28.6mmネジなし
フォーク玉-押：φ29.8mm
上下ワン：φ34.0mm
参考重量：118g（ベアリング含む）

￥6,090（￥5,800）503110
503111

品番 カラー 税込価格（本体価格）

シルバー

ブラック

〈BHP-15/BHP-16〉
・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。

￥4,725（￥4,500）502180
502181

品番 カラー 税込価格（本体価格）

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
参考重量：110g（ベアリング含む）

シルバー

ブラック

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）

￥4,725（￥4,500）502190
502191

品番 カラー 税込価格（本体価格）

シルバー

ブラック

506150
506151
506152
506153

品番 税込価格（本体価格）

・アヘッドセット式ヘッドパーツ用キャップセット。
・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。
・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。
・φ28.6mmのステアチューブに対応。

アルミニウム合金シルバー

アルミニウム合金ブラック

アルミニウム合金ホワイト

カーボングロッシー

￥1,890（￥1,800）

￥3,360（￥3,200）

トップキャップ

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。

506290
506291

品番 税込価格（本体価格）

5mm

10mm
￥4,830（￥4,600）

高さ

5/10/15/20mm

506261
506262

品番 税込価格（本体価格）

ブラック

ホワイト
￥840（￥800）

￥1,155（￥1,100）

カラー

税込価格（本体価格）￥2,625（￥2,500）

506011
506012

品番

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。

外径25.4×内径22.2mm

外径28.6×内径25.4mm

ステアチューブBBB

BHP-20

BHP-21

506140
506141
 506142

品番 税込価格（本体価格）

・6061 T6アルミ合金。
・防錆力にすぐれたステンレススチール製ボルトと
　2重構造のスターナットが付属。
・直径28.6mmのステアチューブに対応。

アルミニウム合金シルバー

アルミニウム合金ブラック

アルミニウム合金ホワイト

トップキャップ

￥525（￥500）

HEADSET ヘッドセットHEADSET ヘッドセット

TURNA ROUND BHP-01

ターンアラウンド

FREERIDE BHP-52

フリーライド

TUBE EXTENDER BHP-22

チューブエクステンダー

ALUSPACE BHP-33OEM

アルスペース

ALUSPACE BHP-34

アルスペース

ROUNDHEAD BAP-02

ラウンドヘッド

POWERHEAD BAP-03

パワーヘッド

EXTENDER BHP-20/BHP-21

エクステンダー

LIGHTSPACE BHP-36

ライトスペース

ULTRASPACE BHP-35

ウルトラスペース

CROMOSET BHP-90

クロモリセット

CROMOSET BHP-91

クロモリセット

THREADA ROUND BHP-15

スレッドアラウンド

THREADA ROUND BHP-16

スレッドアラウンド

TURNA ROUND BHP-02

ターンアラウンド

￥2,730（￥2,600）

ベアリング直径：41.0mm
・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。

502271
品番 税込価格（本体価格）

￥2,730（￥2,600）

ベアリング直径：41.0mm
・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。

502272
品番 税込価格（本体価格）

￥3,990（￥3,800）

カラー：ブラック
・スレッドレス28.6mmのフリーライドヘッドセット。
・フリーライド、BMX、ダートジャンプに使用
　できる特別な構造。剛性の高いボールベアリング。
・頑丈なトップカップ。ボトムカップはクロモリ製。
・トップカップはインナーケーブルルーティング対応。

506218
品番 税込価格（本体価格）

最大延長：85mm
・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。

品番 カラー

ブラック

シルバー

506013
506014

税込価格（本体価格）

￥2,940（￥2,800）

エクステンダー
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

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。

まず最初に下部のウス位置を調整。

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。

延長したい高さに合せて
スペーサーの数を調整。

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。

5/10/15/20mm
4種類のサイズがセット.

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.

交換するだけで手軽に
軽量化が楽しめる。

ヘッド周りを軽量化する
ULTRASPACE
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CABLES ケーブル CABLES ケーブル

SHIFTLINE ROAD S/MTB BCB-05S

シフトラインロード S/MTB

STOPLINE MTB BCB-06M

ストップライン MTB

STOPLINE ROAD S BCB-06S

ストップラインロード S

STOPLINE ROAD C BCB-06C

ストップラインロード C

HYDRAULINE BCB-80S

ハイドロライン

SPEEDWIRE BCB-12C

スピードワイヤー

BRAKEWIRE BCB-22C

ブレーキワイヤー

SPEEDWIRE BCB-11

スピードワイヤー

BRAKEWIRE BCB-21

ブレーキワイヤー

SPEEDWIRE BCB-10

スピードワイヤー

BRAKEWIRE BCB-20

ブレーキワイヤー

HYDRAULINE BCB-80M

ハイドロライン

HYDRAULINE BCB-80A

ハイドロライン

￥924（￥880）220507
品番 税込価格（本体価格）

サイズ：1.2×2000mm
対応：シフトケーブル

￥924（￥880）220005
品番 税込価格（本体価格）

サイズ：1.6×2350mm
対応：ブレーキケーブル

￥840（￥800）220006
品番 税込価格（本体価格）

サイズ：1.6×2000mm
対応：ブレーキケーブル

￥577（￥550）220509
品番 税込価格（本体価格）

サイズ：1.2×2000mm
対応：シフトケーブル

￥9,240（￥8,800）
品番 カラー

ブラック

ホワイト

税込価格（本体価格）

参考重量：80g（1本）
ホース長：3035mm
・適合：AVID JUICY ULTIMATE、
　JUICY CARBON、JUICY 7、JUICY 5
・AVID製ハイドロリックディスクブレーキに適合
　するケーブルホース。
・ホース先端に取り付ける部品が含まれています。
・前後セット/組。

220922
220926

￥630（￥600）220007
品番 税込価格（本体価格）

サイズ：1.6×2350mm
対応：ブレーキケーブル

ライナータイプハウジング：
従来のコイルタイプハウジングは、それぞれのコイルの間に隙間
があり、ブレーキングのために圧縮されていました。BBBのライ
ナータイプのハウジングは隙間がなく圧縮されません。

ケブラーファイバー：
ライナータイプのハウジングにケブラーで補強し、圧縮に対する
抵抗力をより高めています。

テフロン加工インナーケーブル：
テフロンによって摩擦が大幅に減少し、スムーズに作動します。

スリックタイプステンレス製インナーケーブル：
事前に初期伸びを取ってある、表面が滑らがなステンレス製イン
ナーケーブルは摩擦が減少しています。

ライナータイプ
ハウジング

テフロンコート加工

コーティングなし

コイルタイプハウジング

プラスチック複合材

フリクション低減素材

従来のブレーキケーブル

ケブラー素材

BBBのブレーキケーブル

220505

220504

220503

品番 税込価格（本体価格）

アウターケーブル：1800mm
　　　　　　　　　290mm
インナーケーブル：1.2×2000mm
　　　　　　　　　1.2×1500mm
・シフターケーブルセット。
・SHIMANOのロードとMTB、SRAMのロードと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。

￥2,940（￥2,800）

￥3,675（￥3,500）

￥3,360（￥3,200）

ブラック

クローム

ホワイト

カラー

SHIFTLINE ROAD C BCB-05C

シフトラインロード C

220011
220010
220009

品番 税込価格（本体価格）

アウターケーブル：2400mm
インナーケーブル：1.6×2350mm
　　　　　　　　　1.6×1350mm
・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。

￥2,940（￥2,800）
￥3,675（￥3,500）
￥3,360（￥3,200）

ブラック

クローム

ホワイト

カラー

220012
220013
220014

品番 税込価格（本体価格）

アウターケーブル：2200mm
インナーケーブル：1.6×2000mm
　　　　　　　　　1.6×1200mm
・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。

￥2,940（￥2,800）
￥3,675（￥3,500）
￥3,360（￥3,200）

ブラック

クローム

ホワイト

カラー

220506

220510

品番 税込価格（本体価格）

アウターケーブル：1800mm
　　　　　　　　　290mm
インナーケーブル：1.2×2000mm
　　　　　　　　　1.2×1500mm
・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。

￥2,940（￥2,800）

￥2,520（￥2,400）

ホワイト

ブラック

カラー

従来のアウターケーブルハウジングは、ブレーキが操作されるたびにインナーケーブルによ
って変形しています。その結果、ブレーキングのための入力の一部はアウターケーブルハウ
ジングの変形に使用されて、ブレーキに伝達されないために敏速で正確な操作ができません
でした。BBBはその問題を解決するために高品質で高性能なケーブルを開発しました。

・摩擦を最小限に抑えた耐食性ステンレススチールのインナーケーブル。
・CAMPAGNOLOに対応。
・アウターケーブルハウジングへの組み付けはグリースが必要。

・摩擦を最小限に抑えた耐食性ステンレススチールのインナーケーブル。
・SHIMANOとSRAM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。

・革新的な構造で高性能なインナーケーブル。
・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。
・ほこりや湿気にも強くメンテナンスフリー。

￥2,520（￥2,400）220511

品番

アウターケーブル：2200mm
インナーケーブル：1.5×2000mm
　　　　　　　　　1.5×1200mm
・ブレーキケーブルセット。
・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。

ブラック

カラー 税込価格（本体価格）

STOPLINE ROAD C BCB-06C

ストップラインロード C

￥3,360（￥3,200）220015

品番

アウターケーブル：2200mm
インナーケーブル：1.6×2000mm
　　　　　　　　　1.6×1200mm
・ブレーキケーブルセット。
・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。

ホワイト

カラー 税込価格（本体価格）

￥735（￥700）220508
品番

サイズ：1.2×2000mm
対応：シフトケーブル

税込価格（本体価格）

￥9,240（￥8,800）
品番 カラー 税込価格（本体価格）

参考重量：74g（1本）
ホース長：3040mm
・適合：MAGRA CLARA（2000～2002年）、
　GUSTAV M（2000～2009年）、JULIE HP
　（2009年）、LOUISE（2000～2009年）、LOUISE
　FR（2002～2006年）、LOUISE BAT（2008
　～2009年）、LOUISE CARBON（2008～2009年）、
　MARTA（2002～2009年）、MARTA SL（2003～
　2009年）、MARTA GOLD（2007年）
・MAGRA製ハイドロリックディスクブレーキに
　適合するケーブルホース。
・ホース先端に取り付ける部品が含まれています。
・前後セット/組。

220923
220927

ブラック

ホワイト
￥5,250（￥5,000）

品番 カラー 税込価格（本体価格）

参考重量：63g（1本）
ホース長：3030mm
・適合：SHIMANO XTR（2007～2009年）、
　DEORE XT（2008～2009年）、
　HONE（2005～2008年）、SLX（2009年）、
　DEORE LX（2007～2008年）、
　DEORE（2002～2009年）、
　ALFINE（2007～2009年）
・SHIMANO製ハイドロリックディスクブレーキ
　に適合するケーブルホース。
・ホース先端に取り付ける部品が含まれています。
・前後セット/組。

220924
220928

ブラック

ホワイト

BRAKEWIRE BCB-41

ブレーキワイヤー

￥31,500（￥30,000）220040
品番 税込価格（本体価格）

サイズ：1.6×1700mm
数量：100本
・SHIMANOのMTBに対応したブレーキインナーケーブル。

SPEEDWIRE BCB-31

スピードワイヤー

￥25,200（￥24,000）220531
品番 税込価格（本体価格）

サイズ：1.2×2000mm
数量：100本
・SHIMANOに対応したシフトインナーケーブル。

BRAKEWIRE BCB-41L

ブレーキワイヤー

￥23,625（￥22,500）220041
品番 税込価格（本体価格）

サイズ：1.6×2350mm
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。

STOPLINE BCB-51

ストップライン

￥7,350（￥7,000）225071
品番 税込価格（本体価格）

カラー：ブラック
サイズ：5mm×50m
・ブレーキアウターケーブルコイルタイプ。

STOPLINE BCB-51G

ストップライン

￥7,875（￥7,500）225070
品番 税込価格（本体価格）

カラー：グレー
サイズ：5mm×50m
・ブレーキアウターケーブルコイルタイプ。

STOPLINE BCB-51W

ストップライン

￥8,820（￥8,400）225072
品番 税込価格（本体価格）

カラー：ホワイト
サイズ：5mm×50m
・ブレーキアウターケーブルコイルタイプ。

SHIFTLINE BCB-52

シフトライン

￥18,375（￥17,500）225221
品番 税込価格（本体価格）

カラー：ブラック
サイズ：4mm×50m
・シフトアウターケーブルコイルタイプ。

SHIFTLINE BCB-52G

シフトライン

￥20,475（￥19,500）225220
品番 税込価格（本体価格）

カラー：グレー
サイズ：4mm×50m
・シフトアウターケーブルコイルタイプ。

SHIFTLINE BCB-52W

シフトライン

￥20,790（￥19,800）225222
品番 税込価格（本体価格）

カラー：ホワイト
サイズ：4mm×50m
・シフトアウターケーブルコイルタイプ。

BRAKEWIRE BCB-43SR

ブレーキワイヤー

￥31,500（￥30,000）220043
品番 税込価格（本体価格）

サイズ：1.6×1700mm
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。

SPEEDWIRE BCB-32C

スピードワイヤー

￥25,200（￥24,000）

サイズ：1.1mm×2000mm
数量：100本
・CAMPAGNOLOに対応したシフトインナーケーブル。

220532
品番 税込価格（本体価格）

STOPLINE BCB-51T

ストップライン

￥13,440（￥12,800）

カラー：チタンシルバー
サイズ：5mm×50mm
・ブレーキアウターケーブルコイルタイプ。

225073

品番 税込価格（本体価格）

STOPLINE BCB-51C

ストップライン

￥13,440（￥12,800）

カラー：クローム
サイズ：5mm×50mm
・ブレーキアウターケーブルコイルタイプ。

225074

品番 税込価格（本体価格）

SHIFTLINE BCB-52T

シフトライン

￥23,100（￥22,000）

カラー：チタンシルバー
サイズ：4mm×50mm
・シフトアウターケーブルコイルタイプ。

225223
品番 税込価格（本体価格）

SHIFTLINE BCB-52C

シフトライン

￥23,100（￥22,000）

カラー：クローム
サイズ：4mm×50mm
・シフトアウターケーブルコイルタイプ。

225224
品番 税込価格（本体価格）

BRAKEWIRE BCB-41

ブレーキワイヤー

￥17,640（￥16,800）

サイズ：1.5mm×900mm
数量：100本

220550
品番 税込価格（本体価格）

ROAD BRAKEWIRE BCB-42CR

ロード ブレーキワイヤー

￥31,500（￥30,000）

サイズ：1.5mm×1700mm
数量：100本

220551
品番 税込価格（本体価格）

シフトイライン
変速性能を向上させる高性能ケーブルセット

内部がケブラーで補強された伸び
と歪みの少ないアウターケーブル。
インナーケーブルはステンレスを
滑らかにする加工を施し摩擦抵抗
を軽減。

組み付けるために必要なスモール
パーツも同梱されています。

ストップラインMTB
ブレーキ性能を向上させる
高性能ケーブルセット

内部がケブラーで補強された伸びと歪みの
少ないアウターケーブル。
インナーケーブルはステンレスを滑らかに
する加工を施し摩擦抵抗を軽減。

組み付けるために必要なスモールパーツも
同梱されています。
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CABLES ケーブル

CABLE WRAP BCB-90D

ケーブルラップ

ADJUSTER BCB-93

アジャスター

LINE ADJUSTER BCB-95

ライン アジャスター

HYDROCLAMP BCB-92

ハイドロクランプ

ADJUSTER BCB-96

アジャスター

CABLE STOP BCB-97

ケーブルストップ

HYDRO GUIDE BCB-94

ハイドロガイド

VEEPIPES BCB-91

ビーパイプ

CABLE WRAP BCB-90B

ケーブルラップ

CABLE ENDS BCB-61

ケーブルエンド

CABLE ENDS BCB-61D

ケーブルエンド

CABLE ENDS BCB-64

ケーブルエンド

SHIFT ENDS BCB-63R

シフトエンド

SHIFT ENDS BCB-66

シフトエンド

BRAKE ENDS BCB-62

ブレーキエンド

DONUT BCB-65

ドーナツ

RAINCOAT BCB-67

レインコート

￥630（￥600）

数量：40個
・アルミ製ブレーキインナーケーブル用エンドキャップ。
・ブレーキと変速機、両方のケーブルに適合。

220929
220930

品番 品番

ブラック

シルバー

税込価格（本体価格）

￥1,260（￥1,200）220910
品番 税込価格（本体価格）

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。

￥3,675（￥3,500）220901
品番 税込価格（本体価格）

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。

￥2,100（￥2,000）220912
品番 税込価格（本体価格）

サイズ：4mm
数量：100個
・シフトアウターケーブル用キャップ。

￥2,835（￥2,700）220903
品番 税込価格（本体価格）

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。

￥7,875（￥7,500）220906
品番 税込価格（本体価格）

数量：3個1組×200個（合計600個）
・トップチューブを保護する黒色
　ラバー製プロテクター。
・1.2mmシフトケーブルと
　1.6mmブレーキケーブルと共用。

￥8,400（￥8,000）220913
品番 税込価格（本体価格）

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。

￥5,775（￥5,500）220905
品番 税込価格（本体価格）

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。

￥3,675（￥3,500）220902
品番 税込価格（本体価格）

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。

￥1,050（￥1,000）220917
品番 税込価格（本体価格）

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。

￥525（￥500）220909
品番 税込価格（本体価格）

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。

￥1,680（￥1,600）220925
品番 税込価格（本体価格）

カラー：ブラック
参考重量：9g（１個）
・シフトアウターケーブルを受けるボルト。
・ボルトにネジは付いていません。
・2個1組

￥1,050（￥1,000）220911
220916

品番 税込価格（本体価格）

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。

カラー

ブラック

ホワイト

￥1,260（￥1,200）220918
220919

品番 税込価格（本体価格）

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。

カラー

ブラック

ホワイト

カラー

ブラック

ホワイト

￥1,050（￥1,000）220908
220915

品番 税込価格（本体価格）

ケーブルサイズ：5mm
長さ：41mm
参考重量：1g（１個）

・フレーム塗装を保護するラバー製プロテクター。
・2個1組。

￥1,050（￥1,000）220907
220914

品番 カラー

ブラック

ホワイト

税込価格（本体価格）

ケーブルサイズ：4mm
長さ：41mm
参考重量：1g（１個）

￥7,140（￥6,800）220920
品番 税込価格（本体価格）

サイズ：4mm
数量：25組
・水の侵入を防ぐシフトアウター
　ケーブル用キャップ。

CHAINS チェーン

SINGLELINE 1/7

シングルライン

POWERLINE(9SPEED) 9

パワーライン9S

POWERLINE(10SPEED) 10

パワーライン10S

POWERLINE(8SPEED) 8

パワーライン8S

BCH-010

BCH-011

BCH-90

BCH-91

BCH-101

BCH-102L

BCH-102

BCH-92

BCH-92L

BCH-013

BCH-80

BCH-81

BCH-82

● SELF LUBRICATING CHAIN
セルフ潤滑性チェーン
チェーンのすべての部分に特殊な2層のフッソ樹脂（テフロン）を
コーティングした特殊な処理で、注油の必要がありません。走行
中の摩擦抵抗や雑音も軽減し注油の手間から解放されます。
● 114LINKS
114リンク
チェーンは114リンクの長さですので、大部分のロードバイクや
MTBに対応する十分な長さです。

● SMARTLINKⅡ
スマートリンク
8速、９速、10速のリアギアに対応するチェーンはスマートリンク
の方式を採用しているために、連結は専用工具を使用せず作業
ができます。スマートリンクは使い捨てで、安全のために再使用
せず、連結する場合は新しいスマートリンクを使用して下さい。
● SPRINGLINK
スプリングリンク
1速から7速のリアギアに対応するチェーンの連結はクリップを
利用した方式が採用されています。

￥210（￥200）242076
品番 税込価格（本体価格）

適合チェーン：BBB1～7速
参考重量：12g（1個）
・クリップを利用したチェーンの連結リンク。

￥630（￥600）242074
品番 税込価格（本体価格）

カラー：シルバー
適合チェーン：BBB9速
参考重量：11g（1個）

￥840（￥800）
￥1,260（￥1,200）

グレー

シルバー
242083
242084

品番

適合リアギア：1速から7速
連結方式：スプリングリンク（BCH-01）
リンク数：114
参考重量：353g

BCH-010

BCH-011

BBB カラー 税込価格（本体価格）

￥1,890（￥1,800）
￥2,520（￥2,400）
￥3,570（￥3,400）

グレー/グレー

グレー/ニッケル

ニッケル/ニッケル

242080
242081
242082

品番

適合リアギア：8速
連結方式：スマートリンク（BCH-08）
リンク数：114
参考重量：330g

BCH-80

BCH-81

BCH-82

BBB カラー 税込価格（本体価格）

￥3,150（￥3,000）
￥3,990（￥3,800）
￥5,040（￥4,800）

グレー

グレー/ニッケル

ニッケル/ニッケル

242090
242091
242092

品番

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：322g

BCH-90

BCH-91

BCH-92

BBB カラー 税込価格（本体価格）

￥4,725（￥4,500）
￥5,250（￥5,000）

グレー/ニッケル

ニッケル/ニッケル
242093
242094

品番

適合リアギア：10速
連結方式：スマートリンク（BCH-10）
リンク数：114
参考重量：304g

BCH-101

BCH-102

BBB カラー 税込価格（本体価格）

￥6,720（￥6,400）242097
品番BBB 税込価格（本体価格）

適合リアギア：10速
連結方式：スマートリンク（BCH-10）
リンク数：114
・軽量化のためにプレートに孔明け処理。
・特殊なフッソ樹脂をコーティングしたセルフ潤滑
　処理によって注油が不要。

カラー

ニッケル/ニッケル
￥630（￥600）242073

品番 税込価格（本体価格）

カラー：シルバー
適合チェーン：BBB8速
参考重量：11g（1個）

￥630（￥600）242072
品番 税込価格（本体価格）

カラー：ブラック
適合チェーン：BBB10速
参考重量：11g（1個）

・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。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。

￥5,460（￥5,200）242095
品番 税込価格（本体価格）

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
・軽量化のためにプレートに孔明け処理。
・特殊なフッソ樹脂をコーティングしたセルフ潤滑
　処理によって注油が不要。

カラー

ニッケル/ニッケル
BBB

BCH-92L

￥7,560（￥7,200）242085
品番BBB 税込価格（本体価格）

適合リアギア：1速のBMXとトラックバイク
連結方式：スプリングリンク（BCH-01）
リンク数：114
参考重量：296g
・軽量化のためにプレートに孔が明けられ、パイプタイプ
　のピンを使用した特殊加工。

カラー

ニッケル/ニッケルBCH-013

BCH-102L

SMARTLINK BLACK BCH-10

スマートリンクブラック

SPRINGLINK BCH-01

スプリングリンク

SMARTLINK SILVER BCH-09

スマートリンクシルバー

SMARTLINK SILVER BCH-08

スマートリンクシルバー

メカニックに助言され
BBBチェーンリングはロードにおいては、シマノ製、もしく
はカンパニョーロ製の5アームクランクと互換性があり、マウ
ンテンにおいてはシマノ製の5、もしくは4アームクランクと
対応する。BBBコンパクトチェーンリングはコンパクトクラ
ンクに対応するよう設計されている。
通常では考えられないが、BBBの小チェーンリングは7075
番T6アルミニウムをCNC加工して作られている。この素材と
製造工程は、金属との組み合わせでありながらも錆に対しての
強さ、アルミニウムの素材としての軽さというアドバンテージ
をもたらす。全てのアウターチェーンリングはCNC加工を施
されたバックレールを備えている。これはBBBの7075番ア
ルミ製パーツが機械によって精密に作られ、どのような状況下
でも誤作動のないシフティング性能を発揮している。BBBの
チェーンリングは軽量であるように、それでもなお優秀な硬度
とパフォーマンスを保てるよう設計されている。
BBBのロード用アウターリング、そしてインナーチェーンリ
ングBCR-07、08につく全てのシフティングピンは、どのよ
うな環境化でもスムーズなシフティングを可能にする。下のテ
ーブル表をみれば、あなたのニーズに理想的なチェーンリング
がわかる。BCDとはボルトサークルダイアメーターのことを
指す。クランクセットでチェーンリングボルトが描く円の直径
のことだ。
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CASSETTES カセット

BBBのカセットを使用すれば真価を認めることになります。コンディションの良好な時も、
風雨が避けられない悪コンディションの時も、泥でべとべとした困難な条件の中でも完璧に
機能しますので、一度使用すれば使い続けることになるでしょう。
・すべての状況下で確実に迅速にギアチェンジする特殊な歯型デザイン。
・耐久性を高めるために特殊な熱処理を実施し、表面に0.5～0.6mmの炭素をしみ込ませ、
HRA-72以上の硬度を保っています。
・表面は厚み8ミクロンのニッケルメッキで錆を防止。
・ロックリングが付属。

￥3,990（￥3,800）
￥3,360（￥3,200）

407071
407072

品番 税込価格（本体価格）

適合：SHIMANOやSRAMの7スピードフリーハブ。
カラ－：ニッケルシルバー
参考重量：327g（12T-32T）
　　　　　299g（12T-28T）

￥3,570（￥3,400）

￥3,990（￥3,800）

407081
407082
407083
407084

品番 税込価格（本体価格）

適合：SHIMANOやSRAMの8スピードフリーハブ。
カラー：ニッケルシルバー

品番 税込価格（本体価格）

￥4,200（￥4,000）
￥4,410（￥4,200）
￥3,780（￥3,600）
￥4,725（￥4,500）

￥4,200（￥4,000）

￥4,725（￥4,500）

￥3,990（￥3,800）

407091
407092
407093
407094
407095
407096
407097
407098
407099
407100

適合：SHIMANOやSRAMの9スピードフリーハブ。
カラー：ニッケルシルバー

DRIVETRAIN(10SPEED)

ドライブトレイン 10スピード

BCS-10S DRIVETRAIN(10SPEED)

ドライブトレイン 10スピード

BCS-10C

DRIVETRAIN(11SPEED)

ドライブトレイン 11スピード

BCS-11C

DRIVETRAIN(7SPEED)

ドライブトレイン 7スピード

BCS-07S DRIVETRAIN(8SPEED)

ドライブトレイン 8スピード

BCS-08S DRIVETRAIN(9SPEED)

ドライブトレイン 9スピード

BCS-09S

￥8,190（￥7,800）

適合：SHIMANOやSRAMの10スピードフリーハブ。

407101
407102

品番 税込価格（本体価格）

￥14,490（￥13,800）

適合：CAMPAGNOLOの11スピードフリーハブ。

407105
品番 税込価格（本体価格）

￥7,140（￥6,800）

適合：CAMPAGNOLOの10スピードフリーハブ。

407103
407104

品番 税込価格（本体価格）

MODEL GEAR RATIOS TYPES:

DriveTrain 7-speed

12-14-16-18-20-24-28

S12-14-16-18-20-24-32

S

DriveTrain 8-speed 11-12-14-16-18-20-24-28 S

12-13-14-15-16-17-19-21 S

13-14-15-16-17-19-21-23 S

13-14-15-16-18-20-22-25 S

DriveTrain 9-speed 11-12-13-14-15-16-17-19-21 S C

11-12-13-15-17-19-21-24-28 S

11-12-14-16-18-20-24-28-32 S

11-12-14-16-18-20-24-28-34 S

12-13-14-15-16-17-18-19-21 S

12-13-14-15-16-17-19-21-23 S C

12-13-14-15-16-18-20-22-25 S

12-13-15-17-19-21-23-25-27 S C

13-14-15-16-17-19-21-23-25 S C

14-15-16-17-18-19-21-23-25 S C

DriveTrain 10-speed

12-13-14-15-16-17-19-21-23-25 S C

12-13-14-15-17-19-21-23-25-27 S C

12-13-14-15-17-19-21-23-25-27 C

12-13-14-15-17-19-21-23-25-28 S

DriveTrain 11-speed 12-13-14-15-16-17-19-21-23-25-27 C

407071

407072

407081

407082

407083

407084

407091

407092

407093

407094

407095

407096

407097

407098

407099

407100

407101

407102

407103

407104

407105

￥3,990（￥3,800）

￥3,360（￥3,200）

￥3,570（￥3,400）

￥3,990（￥3,800）

￥3,990（￥3,800）

￥3,990（￥3,800）

￥4,200（￥4,000）

￥4,410（￥4,200）

￥3,780（￥3,600）

￥4,725（￥4,500）

￥4,200（￥4,000）

￥4,200（￥4,000）

￥4,200（￥4,000）

￥4,725（￥4,500）

￥3,990（￥3,800）

￥3,990（￥3,800）

￥8,190（￥7,800）

￥8,190（￥7,800）

￥7,140（￥6,800）

￥7,140（￥6,800）

￥14,490（￥13,800）

税込価格（本体価格）

S : SHIMANO/SRAM　　C : CAMPAGNOLO

CHAINRINGS チェーンリング

ROADGEAR BCR-11S

ロードギア

TRIPLESTARS BCR-52

トリプルスター

HEXSTARS BCR-51

ヘクススター

TORXSTARS BCR-53C

トルクススター

FIVESTARS BCR-50

ファイブスター

COMPACTGEAR BCR-31

コンパクトギア

COMPACTGEAR BCR-32C

コンパクトギア（CAMPAGNOLO専用）

BBBのチェーンリングは7075アルミニウム合金に硬度を高めるための特殊熱処理を施
しているので硬く、苛酷な走行条件でも摩耗せず耐久性がすぐれています。最新のコンピ
ューターで制御されたCNC加工技術で作られているために精度が高く、うめ込まれた特
殊なシフティングピンと共に、確実で迅速なギアチェンジが実現します。

￥6,090（￥5,800）

￥6,300（￥6,000）

￥9,240（￥8,800）

267010
267011
267012
267013
267014
267015
267016
267017

品番 税込価格（本体価格）

カラー：ブラック
適合：SHIMANOやSRAM。
参考重量：115g（48T）
・ロードギアクランク用チェーンリング。
・CNC機械加工した7075アルミニウム合金の素材で、剛性の確保と軽量化を実現。

39T

42T

44T

46T

48T

49T

50T

52T

歯数

130mm
BCD

カラー：ブラック
・コンパクトドライブギアクランク用チェーンリンク。
・CNC機械加工した7075アルミニウム合金の素材で、剛性の確保と軽量化を実現。

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。

￥2,940（￥2,800）263181
263182

品番 税込価格（本体価格）

ブラック

シルバー

カラー

参考重量：5g（5個）
・トリプルチェーンリングのインナーギア固定ボルト。
・7075アルミニウム合金製で軽量。

￥1,890（￥1,800）263183
263184

品番 税込価格（本体価格）

ブラック

シルバー

カラー

カラー：シルバー
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耐食性を向上させるための特別加工。

￥2,940（￥2,800）263180
品番 税込価格（本体価格）

カラー：ブラック
・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。

￥3,360（￥3,200）263185
品番 税込価格（本体価格）

￥7,140（￥6,800）

￥7,350（￥7,000）

￥7,875（￥7,500）
￥9,240（￥8,800）

￥9,450（￥9,000）

267031
267032
267037
267039
267038
267040
267033
267034
267035
267036

品番 税込価格（本体価格）

34T

36T

38T

39T

42T

46T

48T

50T

52T

53T

歯数

110mm
BCD

参考重量：112g（48T）

￥7,350（￥7,000）

￥7,560（￥7,200）
￥7,875（￥7,500）
￥8,400（￥8,000）

￥9,450（￥9,000）

267020
267021
267022
267023
267024
267041
267025
267026
267027
267028

品番 税込価格（本体価格）

34T

36T

38T

39T

42T

46T

48T

50T

52T

53T

歯数

110mm
BCD

参考重量：112g（48T）
・11速には非対応。

両サイドともに六角レンチ
で回す事ができるので、
固定が簡単。

ヘクススター

六角レンチでチェーンリングが固定できるヘクススター

５アームにも対応できる
5 個1セット。

軽量で耐久性の高い
7075アルミ素材。

様々な歯数を選択できるPCD110mm の
COMPACTGEAR

34T ～ 53T まで
ワイドなラインナップ。

変速性能を向上させる
ピンとギヤ歯の特殊形状。

フロントギヤのグレード
アップなら
COMPACTGEAR。

高い変速性能を持つ
ROADGEAR

39T から52T まで様々な
種類が選べるラインナップ。

変速性能を向上させる
ピンとギヤ歯の特殊形状。

その高品質な作りによりヨーロッパ市場
で指示を受けるBBBのROADGEAR
チェーンリング。
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DERAILLEUR PULLEYS ディレーラープーリー

ROLLERBOYS
ローラーボーイ

BDP-05

ROLLERBOYS
ローラーボーイ

BDP-01

WHEEL BLOCK
ホイールブロック

BQR-01

WHEEL BLOCK
ホイールブロック

BQR-02

WHEEL FIXED
ホイールフィックス

BQR-03

FIBER BLOCK
ファイバーブロック

BQR-04

POWER MOUNT
パワーマウント

BBS-92POWER MOUNT
パワーマウント

BBS-91

CENTER FIT
センターフィット

BBS-90

POWER STOP
パワーストップ

BBS-84

POWER STOP
パワーストップ

BBS-85

DISC SHIM
ディスクシム

BCB-68

ROLLERBOYS
ローラーボーイ

BDP-11

ROLLERBOYS
ローラーボーイ

BDP-12

ROLLERBOYS
ローラーボーイ

BDP-02

DISCBRAKE ROTORS ディスクブレーキローター QUICK RELEASES クイックリリース

適合：BDP-01=SHIMANO 7速、8速/CAMPAGNOLO 8速、
　　　　　　　　9速、10速/SRAM 9.0（1997/1998年）、
　　　　　　　　9.0SL（1998年）、7.0（1997/1998年）、
　　　　　　　　5.0（1998/1999年）。
　　　BDP-02=SHIMANO 9速、10速、MEGARANGE/
　　　　　　　　CAMPAGNOLO 11S。
参考重量：23g（10T）
・ABEC-3規格のベアリングを使用し、回転が円滑。
・40％グラスファイバーを混合したEMS SWISSの素材を使用しているため、
　非常に堅くて正確なシフトが実現。
・各種のディレーラーに取り付けられる軸受形状。
・2個1組。

￥1,890（￥1,800）

￥1,680（￥1,600）

304010
304011
304015

品番 税込価格（本体価格）

クリア

ブラック

グレー

10T

歯　数カラー

￥1,890（￥1,800）

￥1,680（￥1,600）

304020
304021
304025

品番 税込価格（本体価格）

クリア

ブラック

グレー

11T

歯　数カラー

歯数：11T
適合：SRAM：9.0SL（2001/2002年）、9.0（2003年）、
　　　X9（2004年）、X0、FORCE、RIVAL。
・40％グラスファイバーを混合したEMS SWISSの素材を
　使用しているため、非常に軽くて正確なシフトが実現。
・異なるシステムに対応するブッシュが付属。
・特別製の潤滑システムを内蔵。
・2個1組。

￥1,890（￥1,800）304031
品番 カラー

ブラック
税込価格（本体価格）

適合：BDP-11＝SHIMANO 7速、8速/CAMPAGNOLO8速、9速、
　　　　　　　　10速/SRAM 9.0（1997/1998年）、9.0SL（1998年）、
　　　　　　　　7.0（1997/1998年）、5.0（1998/1999年）。
　　　BDP-12＝SHIMANO 9速、10速、MEGARANGE/CAMPAGNOLO 11S。
参考重量：23g（10T）
・セラミック製ベアリングを使用しているため、無抵抗に近い円滑な回転。
・40％グラスファイバーを混合した、EMS SWISSの素材を使用しているため、
　非常に堅くて正確なシフトが実現。
・各種のディレーラーに取り付けられる軸受形状。
・2個1組。

￥3,990（￥3,800）304017
品番 税込価格（本体価格）

ブラック 10T
歯　数カラー

￥3,990（￥3,800）304027
品番 税込価格（本体価格）

ブラック 11T
歯　数カラー

￥2,940（￥2,800）201034
品番 税込価格（本体価格）

サイズ：160mm
参考重量：163g

￥3,360（￥3,200）201035
品番 税込価格（本体価格）

サイズ：180mm
参考重量：188g

￥3,990（￥3,800）201039
品番 税込価格（本体価格）

サイズ：203mm
参考重量：212g

￥3,150（￥3,000）201030
品番 税込価格（本体価格）

直径：57mm
参考重量：56g
・6個孔ディスクロータをセンターロック方式
　のハブに組み付けるためのアダプター。
・ほとんどのセンターロック方式のハブに対応。
・すべてのPOWERSTOPのディスクロータに対応。
・7075アルミニウム合金製ボルトが含まれています。

￥1,890（￥1,800）201031
品番 税込価格（本体価格）

参考重量：20g
・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。
・取り付け用ボトルセット付。

￥1,890（￥1,800）201032
品番 税込価格（本体価格）

参考重量：29g
・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。
・取り付け用ボトルセット付。

￥1,260（￥1,200）220921
品番 税込価格（本体価格）

・ディスクブレーキキャリパーとフレームの
　間に入れる調整用スペーサー。
・薄い金属製。
・20枚/組。

・高品質のステンレススチール製ディスクローター。
・ブレーキパッドとの接触面が大きいので制動力を確保し、
　熱を放散する波型デザイン。
・ほとんどのディスクブレーキに対応。
・T25トルクス5mmボルト（×6）付。

＊ディスクローターは含まれていません。

￥6,825（￥6,500）524895
品番 税込価格（本体価格）

参考重量：90g
・カーボンファイバー製レバー。
・手におさまり締め付けやすいレバー形状。
・軸は耐久性のあるクロモリ製で、バネはサビに
　強い耐食性素材を使用。

￥1,890（￥1,800）524890
品番 税込価格（本体価格）

参考重量：78g
・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。

￥2,940（￥2,800）524885
品番 税込価格（本体価格）

参考重量：110g
材質：アルミニウム合金
表面仕上：カーボンファイバー模様

￥1,890（￥1,800）524880
524881

品番 カラー 税込価格（本体価格）

参考重量：114g
材質：アルミニウム合金

シルバー

ブラック

サイズ：（F）100×（R）135mm
・MTB/クロス/（カットすればロードにも対応）。
・耐久性があり軽量なアルミニウム合金製。
・手におさまり締め付けやすく、走行時に障害物に
　引っ掛からない特別デザインのレバー形状。
・軸やバネはサビに強い耐食性素材を使用。

￥315（￥300）
￥315（￥300）
￥210（￥200）

ディスクブレーキパッドパーツ

205095
205096
205098

品番 税込価格（本体価格）パーツ

スプリング（×2）

スプリング（×2）

ローター用ボルト（×6）

BBB

BBS-45

BBS-49

BBS-90

POWER STOP
パワーストップ

BBS-86

スムーズな回転を生み出すハイグレードプーリーROLLERBOYS

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。

UPPER 用は変速機と
ギヤに合わせた特殊ベアリン
グ。ABEC-3 規格の高精度
ベアリングはスムーズな回転。

シマノ7S、8S、9S、SRAM、
CAMPAGNOLO に対応する
為のアダプターを同梱。

チェーンの動きをスムーズ
にするROLLERBOYS.

セラミックベアリング

EMS SW29S素材使用
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BRAKESHOES ブレーキシュー ROAD BRAKESHOES ブレーキシュー

AIRCO
エアルコ

BBS-24

TECHSTOP
テックストップ ハイパフォーマンス

BBS-23HP

TECHSTOP
テックストップ

BBS-23CT

ROADSTOP
ロードストップ

BBS-02

ROADSTOP
ロードストップ

BBS-02C

ROADSTOP
ロードストップ

BBS-03A ROADSTOP
ロードストップ

BBS-03B ROADSTOP
ロードストップ

BBS-03C ROADSTOP
ロードストップ

BBS-03CC

ROADSTOP
ロードストップ

BBS-02CT ROADSTOP
ロードストップ

BBS-03AC

ROADSTOP DELUXE
ロードストップ デラックス

BBS-01D

TECHSTOP
テックストップ

BBS-23T

TECHSTOP CARBON HIGH
テックストップ カーボン ハイパフォーマンス

BBS-23AC

AIRCO
エアルコ

BBS-24T

TECHSTOP
テックストップ

BBS-22 TECHSTOP
テックストップ

BBS-22C TECHSTOP
テックストップ

BBS-22CT

TECHSTOP
テックストップ

BBS-23CC TECHSTOP
テックストップ

BBS-22T

TECHSTOP
テックストップ

BBS-23 TECHSTOP
テックストップ

BBS-23C

● TRIPLE COLOR DESIGN
トリプルカラーデザイン
1種類のラバーコンパウンドで3色のカラーを演出しグリップ力にすぐれている。
● TRIPLE CONTOUR DESIGN
トリプルコンツアーデザイン
1種類のコンパウンドで高いグリップパワーと耐久性が実現し、工学的に研究され
た特殊な形状によっていままでのブレーキシューと異る性能と機能を発揮します。
1.泥への耐久性
2.高制動力
3.きしみ音の防止

サイクリングの3大要素はハイスピード、スピードダウン、フルストップですが、
この中でブレーキシューは2大要素の主役です。高性能なブレーキシューはサイク
リングに不可欠です。BBBのブレーキシューは独特の技術で開発されたラバーコ
ンパウンドによって、あらゆる走行条件の中で高性能を発揮し、確実なスピード
ダウンとフルストップが実現。しかも長期間の使用に対し耐久性にすぐれていま
す。特別にコンピューターで設計された接触面は各種のリム側面形状に合致し、
グリップパワーを高めます。

（注1）価格は4個1組（1台分）の価格です。
（注2）ブレーキシューは化学合成されたラバーが主体で
　　　アスベスト（石綿）は含まれておりません。

￥7,140（￥6,800）205036
品番 税込価格（本体価格）

参考重量：58g（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－トリッジ部分に空気が流入しパッド
　を冷却するために安定した制動力を確保。
・軽量カートリッジタイプ。
・4個1組。

￥840（￥800）205074
品番 税込価格（本体価格）

参考重量：21g（4個セット）
・カートリッジタイプの交換用パッド。
・AIRCO（BBS-24）、TECHSTOP（BBS-22）、
　2000年のCAMPAGNOLO、RECORDと
　CHORUS、大部分のSHIMANOに対応。
・4個1組。

￥840（￥800）205004
品番 税込価格（本体価格）

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。

￥840（￥800）205013
品番 税込価格（本体価格）

参考重量：22g（4個セット）
・カートリッジタイプの交換用パッド。
・ROADSTOP（BBS-02）、CROSSSTOP
 （BBS-11）、SHIMANO DURA-ACE
　（7800系）、ULTEGRA（6600系）、
　105（5600系）のカートリッジに対応。
・4個1組。

￥840（￥800）205017
品番 税込価格（本体価格）

参考重量：26g（4個セット）
・カートリッジタイプの交換用パッド。
・CAMPAGNOLO専用。RECORD、
　CHORUS、CENTAUR、VELOCEに対応。
・4個1組。

￥1,890（￥1,800）205018
品番 税込価格（本体価格）

参考重量：22g（4個セット）
・カートリッジタイプの交換用パッド。
・カーボンファイバーリム専用。
・CAMPAGNOLO専用。RECORD、
　CHORUS、CENTAUR、VELOCEに対応。
・4個1組。

￥1,890（￥1,800）205014
品番 税込価格（本体価格）

参考重量：20g（4個セット）
・カートリッジタイプの交換用パッド。
・カーボンファイバーリム専用。
・ROADSTOP（BBS-02）、CROSSSTOP（BBS-11）、
　SHIMANO DURA-ACE（7800系）、ULTEGRA
　（6600系）、105（5600系）のカートリッジに対応。
・4個1組。

￥840（￥800）205016
品番 税込価格（本体価格）

参考重量：27g（4個セット）
・カートリッジタイプの交換用パッド。
・CAMPAGNOLO専用。1999年までの
　RECORD、CHORUS、ATHERA、
　2000年のDAYTONAに対応。
・4個1組。

￥1,470（￥1,400）205079
品番 税込価格（本体価格）

参考重量：20g（4個セット）
・カートリッジタイプの交換用パッド。
・カーボンファイバーリム専用。
・TECHSTOP（BBS-22C）と大部分の
　CAMPAGNOLOに対応。
・4個1組。

￥1,050（￥1,000）205075
品番 税込価格（本体価格）

参考重量：21g（4個セット）
・カートリッジタイプの交換用パッド。
・グリップ力にすぐれたトリプルカラーデザイン。
・CROSSSTOP（BBS-22T）、AIRCO（BBS-24T）、
　TECHSTOP（BBS-22T）、2000年のCAMPAGNOLO、
　RECORDとCHORUS、大部分のSHIMANOに対応。
・4個1組。

￥3,780（￥3,600）205009
品番 税込価格（本体価格）

・CAMPAGNOLOに対応。
・グリップ力にすぐれたトリプルカラーデザイン。
・カートリッジタイプ。
・4個1組。

￥1,050（￥1,000）205077
品番 税込価格（本体価格）

参考重量：22g（4個セット）
・カートリッジタイプの交換用パッド。
・グリップ力にすぐれたトリプルカラーデザイン。
・TECHSTOP（BBS-22CT）、大部分のCAMPAGNOLOに対応。
・4個1組。

￥840（￥800）205076
品番 税込価格（本体価格）

参考重量：22g（4個セット）
・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に対応。
・4個1組。

￥3,990（￥3,800）205070
品番 税込価格（本体価格）

参考重量：58g
・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。
・グリップ力にすぐれたトリプルカラー
　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。

￥3,780（￥3,600）205073
品番 税込価格（本体価格）

・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。
・グリップ力にすぐれたトリプルカラー
　デザイン。
・大部分のCAMPAGNOLOに対応。
・カートリッジタイプ。
・4個1組。

品番

￥8,190（￥7,800）205037
税込価格（本体価格）

参考重量：58g（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。
・グリップ力にすぐれたトリプルカラーデザイン。
・カートリッジ部分に空気が流入しパッドを
　冷却するために安定した制動力を確保。
・軽量カートリッジタイプ。
・4個1組。

￥3,570（￥3,400）205068
205069

品番 税込価格（本体価格）

参考重量：58g（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。
・大部分のSHIMANOとSRAMに対応。
・カートリッジタイプ。
・4個1組。

ブラック

シルバー

カラー

シルバー

ブラック

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。
・CAMPAGNOLOに対応。
・カートリッジタイプ。
・4個1組。

￥3,150（￥3,000）205007
205008

品番 税込価格（本体価格）カラー

￥3,360（￥3,200）205071
205072

品番 税込価格（本体価格）

参考重量：70g
・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。
・大部分のCAMPAGNOLOに対応。
・カートリッジタイプ。
・4個1組。

ブラック

シルバー

カラー

￥2,940（￥2,800）205005
205011

品番 税込価格（本体価格）

参考重量：74g（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。
・大部分のSHIMANOとSRAMに対応。
・カートリッジタイプ。
・4個1組。

ブラック

シルバー

カラー

￥1,050（￥1,000）

・TECSTOP（BBS-22CT）、COMPAGNOLO、
　CHORUS、CENTAUR、VELOCEに対応。
・トリプルコンツアーデザイン。
・4個1組。

205080
品番 税込価格（本体価格）

￥1,470（￥1,400）

・CROSSSTOP（BBS-11）､TECHSTOP（BBS-22）､AIRCO（BBS-24）､
　CANPAGNOLO､CHORUS2000年モデル､SHIMANO、105､ULTEGRA､
　およびDURA-ACEに対応｡
・カーボンファイバー製のブレーキ性能にすぐれるパッド。
・ブレーキ部分が高温になっても、最大限にパワーを発揮。
・通常のパッドよりも、はるかに長もちする丈夫な構造。
・制動表面にブレーキの汚れを残さない。
・トリプルコンツアーデザイン。
・4個1組。

205081
品番 税込価格（本体価格）

テックストップ
雨の日も高い制動力　
減りの少ない高性能ブレーキシュー

前後セットの4 個入りパッケージ。 雨や泥を排除して悪天候時も高い
性能を発揮する専用トレッド。

ホワイトのきしみ音防止
コンパウンド。

グレー部分は高い制動力のコンパウンド。

ブラック部分は泥への高い
耐久性を持つコンパウンド。

ROAD
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BRAKESHOES ブレーキシュー MTB-CROSS-HYBRID BRAKESHOES ブレーキシュー

AIRCO MTB
エアルコ MTB

BBS-17

TRISTOP
トライストップ

BBS-14T

TRISTOP
トライストップ

BBS-15

TRISTOP
トライストップ

BBS-15T TRISTOP
トライストップ

BBS-16 TRISTOP
トライストップ

BBS-16T

TRISTOP
トライストップ

BBS-16OE TRISTOP
トライストップ

BBS-16TOE VEESTOP
ビーストップ

BBS-04

VEESTOP
ビーストップ

BBS-04OE

CROSSSTOP
クロスストップ

BBS-11

CANTISTOP
カンチストップ

BBS-07 CANTISTOP
カンチストップ

BBS-08

CROSSSTOP
クロスストップ

BBS-11T CANTISTOP DELUXE
カンチストップデラックス

BBS-18 CANTISTOP DELUXE
カンチストップデラックス

BBS-18T

VEESTOP
ビーストップ

BBS-05 VEESTOP
ビーストップ

BBS-06 VEESTOP
ビーストップ

BBS-06C

TRISTOP
トライストップ

BBS-14 QUADSTOP
クアドストップ

BBS-12

QUADSTOP
クアドストップ

BBS-12T QUADSTOP
クアドストップ ハイパフォーマンス

BBS-12HP

AIRCO MTB
エアルコ MTB

BBS-17T QUADSTOP
クアドストップ

BBS-13

（注1）価格は4個1組（1台分）の価格です。
（注2）ブレーキシューは化学合成されたラバーが主体で
　　　アスベスト（石綿）は含まれておりません。

￥1,470（￥1,400）

・TRIPSTOP（BBS-14）、
　AIRCO MTB（BBS-17）
　カートリッジタイプの交換用パッド
・高性能ブレーキパッド。
・濡れと乾きに対応するパッド。
・排水機能。
・高温でも抵抗力あり。
・特別の4種類のクワッド設計。
・4個1組。

205058
品番 税込価格（本体価格）

トライストップ
雨の日も高い制動力　
減りの少ない
高性能ブレーキシュー

前後セットの4 個入りパッケージ。

雨や泥を排除して悪天候時も高い
性能を発揮する専用トレッド。

ホワイトのきしみ音防止コンパウンド。

グレー部分は高い制動力のコンパウンド。

ブラック部分は泥への高い
耐久性を持つコンパウンド。

￥7,140（￥6,800）205034
品番 税込価格（本体価格）

参考重量：79g（4個セット）
・特別の4種類のクワッド設計でブレーキ性能が
　向上し、理想的なブレーキシューが実現。
1.泥や汚れをクリーニング。
2.排水機能。
3.ブレーキ力の最大化。
4.きしみ音の防止。
・カートリッジ部分に空気が流入しパッドを冷却
　するために安定した制動力を確保。
・軽量カートリッジタイプ。
・4個1組。

￥7,770（￥7,400）205035
品番 税込価格（本体価格）

参考重量：80g（4個セット）
・特別の4種類の7ワッド設計でブレーキ性能が
　向上し、理想的なブレーキシューが実現。
1.泥や汚れをクリーニング。
2.排水機能。
3.ブレーキ力の最大化。
4.きしみ音の防止。
・グリップ力にすぐれたトリプルカラーデザイン。
・カートリッジ部分に空気が流入しパッドを冷却する
　ために安定した制動力を確保。
・軽量カートリッジタイプ。
・4個1組。

￥4,620（￥4,400）205061
品番 税込価格（本体価格）

参考重量：100g（4個セット）
・特別の4種類のクワッド設計でブレーキ機能が向上し、
　理想的なブレーキシューが実現。
1. 泥や汚れをクリーニング。
2. 排水機能。
3. ブレーキ力の最大化。
4. きしみ音の防止。
・カートリッジタイプ。
・SHIMANOVブレーキに対応。
・4個1組。

￥1,470（￥1,400）205060
品番 税込価格（本体価格）

参考重量：31g（4個セット）
・AIRCO MTB（BBS-17）、
　QUADSTOP（BBS-13）
　のカートリッジタイプの交換用パッド。
・特別の4種類のクワッド設計。
・4個1組。

￥1,680（￥1,600）205059
品番 税込価格（本体価格）

参考重量：32g（4個セット）
・QUADSTOP（BBS-13）、AIRCO MTB
（BBS-17T）のカートリッジタイプの交換
　用パッド。
・特別の4種類のクワッド設計。
・グリップ力のすぐれたトリプルカラーデザイン。
・4個1組。

￥1,260（￥1,200）205065
品番 税込価格（本体価格）

参考重量：26g（4個セット）
・TRISPORT（BBS-14T）のカートリッジ式
　タイプの交換用パッド。
・トリプルコンツアーデザイン。
・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。

￥1,260（￥1,200）205002
品番 税込価格（本体価格）

参考重量：126g（4個セット）
・TRISTOP（BBS-16T）の簡易包装。
・4個1組。

￥1,260（￥1,200）205041
品番 税込価格（本体価格）

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。

￥1,260（￥1,200）205066
品番 税込価格（本体価格）

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
　のニュートリプルコンツアーデザイン。
・SHIMANO Vブレーキに対応。
・4個1組。

￥1,050（￥1,000）205001
品番 税込価格（本体価格）

・TRISTOP（BBS-16）の簡易包装。
・4個1組。

￥1,680（￥1,600）205067
品番 税込価格（本体価格）

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
　のニュートリプルコンツアーデザイン。
・グリップ力にすぐれたトリプルカラーデザイン。
・SHIMANO Vブレーキに対応。
・4個1組。

￥3,150（￥3,000）205062
品番 税込価格（本体価格）

参考重量：116g（4個セット）
・泥への耐久性、高制動力、きしみ音防止の
　トリプルコンツアーデザイン。
・SHIMANO Vブレーキに対応。
・カートリッジタイプ。
・4個1組。

￥3,360（￥3,200）205063
品番 税込価格（本体価格）

参考重量：114g（4個セット）
・泥への耐久性、高制動力、きしみ音防止の
　トリプルコンツアーデザイン。
・グリップ力にすぐれたトリプルカラーデザイン。
・SHIMANO Vブレーキに対応。
・カートリッジタイプ。
・4個1組。

￥945（￥900）205064
品番 税込価格（本体価格）

参考重量：26g（4個セット）
・TRISPORT（BBS-14）のカートリッジ式
　タイプの交換用パッド。
・トリプルコンツアーデザイン。
・4個1組。

￥3,150（￥3,000）205045
品番 税込価格（本体価格）

・耐久性があり、最適なグリップ力と磨耗の
　軽滅を実現したコンパウンド。
・あらゆる天候条件のもとですぐれた制動力。
・カンチブレーキに対応。
・カートリッジタイプ。
・4個1組。

￥1,260（￥1,200）205052
品番 税込価格（本体価格）

サイズ：72mm
参考重量：82g（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
　力と磨耗の軽滅が実現。
・カンチレバーブレーキに対応。
・4個1組。

￥840（￥800）205055
品番 税込価格（本体価格）

サイズ：65mm
参考重量：127g（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
　力と磨耗の軽滅が実現。
・カンチブレーキに対応。
・4個1組。

￥3,570（￥3,400）205047
品番 税込価格（本体価格）

・グリップ力にすぐれたトリプルカラー
　デザイン。
・カンチブレーキに対応。
・カートリッジタイプ。
・4個1組。

￥1,260（￥1,200）205050
品番 税込価格（本体価格）

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。

￥63（￥60）
￥63（￥60）
￥63（￥60）

￥105（￥100）
￥105（￥100）

ブレーキシューパーツ

205090
205091
205092
205093
205094

品番 税込価格（本体価格）パーツ

ボルト/ワッシャー

ボルト/ワッシャー

ロックスクリュー

ボルト/ワッシャー

セーフティーピン

BBB

BBS-01

BBS-02

BBS-02

BBS-04/05/10

BBS-05/06

￥840（￥800）205031
品番 税込価格（本体価格）

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。

￥1,050（￥1,000）205032
品番 税込価格（本体価格）

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。
・セラミックリム専用。
・4個1組。

￥1,050（￥1,000）205000
品番 税込価格（本体価格）

参考重量：126g（4個セット）
・VEESTOP（BBS-04）の簡易包装。
・4個1組。

￥2,940（￥2,800）205021
品番 税込価格（本体価格）

参考重量：112g（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滅が実現。
・SHIMANO Vブレーキに対応。
・カートリッジタイプ。
・4個1組。

205090

￥1,470（￥1,400）205051
品番 税込価格（本体価格）

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。
・グリップ力にすぐれたトリプルカラーデザイン。
・カンチブレーキに対応。
・4個1組。

角度調整用のスペーサーが
同梱されています。

MTB-CROSS-HYBRID
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DISCBRAKE PADS ディスクブレーキパッド DISCBRAKE PADS ディスクブレーキパッド

DISCSTOP
ディスクストップ

BBS-42S DISCSTOP
ディスクストップ

BBS-44S

DISCSTOP
ディスクストップ

BBS-441S DISCSTOP
ディスクストップ

BBS-45S

DISCSTOP
ディスクストップ

BBS-491S DISCSTOP
ディスクストップ

BBS-493S

DISCSTOP
ディスクストップ

BBS-52S DISCSTOP
ディスクストップ

BBS-54S

DISCSTOP
ディスクストップ

BBS-55S

DISCSTOP
ディスクストップ

BBS-67S

DISCSTOP
ディスクストップ

BBS-65S

DISCSTOP
ディスクストップ

BBS-75

DISCSTOP
ディスクストップ

BBS-54DISCSTOP
ディスクストップ

BBS-53DISCSTOP
ディスクストップ

BBS-52

DISCSTOP
ディスクストップ

BBS-76DISCSTOP
ディスクストップ

BBS-70

DISCSTOP
ディスクストップ

BBS-60

DISCSTOP
ディスクストップ

BBS-51

DISCSTOP
ディスクストップ

BBS-48

DISCSTOP
ディスクストップ

BBS-44

DISCSTOP
ディスクストップ

BBS-35DISCSTOP
ディスクストップ

BBS-34

DISCSTOP
ディスクストップ

BBS-30 DISCSTOP
ディスクストップ

BBS-31

DISCSTOP
ディスクストップ

BBS-33DISCSTOP
ディスクストップ

BBS-32

DISCSTOP
ディスクストップ

BBS-43DISCSTOP
ディスクストップ

BBS-42DISCSTOP
ディスクストップ

BBS-41

DISCSTOP
ディスクストップ

BBS-47DISCSTOP
ディスクストップ

BBS-46DISCSTOP
ディスクストップ

BBS-45

DISCSTOP
ディスクストップ

BBS-50DISCSTOP
ディスクストップ

BBS-491DISCSTOP
ディスクストップ

BBS-49

2枚1組（ピンを必要とするパッドには専用ピンが付属しています。）
税込価格（本体価格）￥1,890（￥1,800）

2枚1組（ピンを必要とするパッドには専用ピンが付属しています。）
税込価格（本体価格）￥2,310（￥2,200）

品番 205139
適合：AVID CODE

品番 205164
適合：AVID ELIXIR

品番 205157
適合：HAYES STROKER CARBON、
　　　STROKER TRAIL

品番 205168
適合：SHIMANO NEW SAINT

品番 205166
適合：HAYES STROKER ACE

品番 205159
適合：SHIMANO DEORE M525ハイ
　　　ドロリック

品番 205161
適合：FORMULA B4、
　　　EXTREMEハイドロリック

品番 205162
適合：FORMULA MEGA、THE ONE、R1

品番 205156
適合：HAYES STROKER CARBON、
　　　STROKER TRAIL

品番 205130
適合：MAGURA LOUISE（1999～2001年）、
　　　CLARA（2000年）

品番 205131
適合：MAGURA CLARA（2001～2002年）、
　　　LOUISE FR、LOUISE（2002年以降）

品番 205132
適合：MAGURA GUSTAV M

品番 205140
適合：AVID JUICY7、JUICY5、JUICY3、
　　　ULTIMATE/PROMAX DSK-950

品番 205155
適合：SHIMANOハイドロリックXTR965、
　　　M966、DEORE XT M765、
　　　DEORE LX M585、DEORE M535、
　　　SAINT、HONE

品番 205144
適合：HAYES ハイドロリック MAG、
　　　9シリーズ/PROMAX ハイドロリック

品番 205133
適合：MAGURA JULIE

品番 205143
適合：AVID BALL BEARING 5

品番 205138
適合：AVID CODE

品番 205142
適合：AVID JUICY 7、JUICY 5、
         JUICY 3、
　　　JUICY ULTIMATE/PROMAX 
　　　DSK-950

品番 205141
適合：AVIDメカニカルタイプ
　　　BALL BEARING（2002～2004年）

品番 205134
適合：MAGURA MARTA、MARTA SL
　　（2008年まで）

品番 205135
適合：MAGRA LOUISE（2007年）、
　　　JULIE HP、MARTA、MARTA SL、
　　　MARTA MAGNESIUM（2009年）

品番 205175
適合：TEKTROメカニカルIO、NOVELA

品番 205176
適合：TEKTRO IOX、LYRAメカニカル

品番 205145
適合：HAYES MAG、9シリーズハイドロ
　　　リック／PROMAXハイドロリック

品番 205146
適合：HAYES MX-1/PROMAXメカニカル

品番 205147
適合：HAYES メカニカルMX2、MX3

品番 205148
適合：HAYES SOLE ハイドロリック

品番 205152
適合：SHIMANO メカニカル DEORE 
　　　M515、M465、M475、M495、
　　　NEXAVE C501、C601/RST
　　　 D-POWER メカニカル/TEKTRO 
　　　AQUILA メカニカル

品番 205151
適合：SHIMANO ハイドロリック 
　　　DEORE M555、
　　　NEXAVE C901

品番 205150
適合：SHIMANO DEORE XT（2003年まで）/
　　　GRIMECA SYSTEM 8/SRAM/
　　　HOPE MONO M4、CLEG

品番 205149
適合：HAYES EL CAMINO

品番 205153
適合：SHIMANO DEORE M525 
　　　ハイドロリック/TEKTRO AURIGA、
　　　AURIGA COMPハイドロリック

品番 205154
適合：SHIMANO ハイドロリック XTR 
　　　M965、M966、
　　　DEORE XT M765、
　　　DEORE LX M585、
　　　DEORE M535、SAINT、HONE

品番 205160
適合：HOPE 2-PISTON/GIANT MPH

品番 205170
適合：GIANT MPH（2001年）

DISCSTOP TECHNOLOGY 
ディスクストップテクノロジー

SINTERED シンタード（焼結合金）
ディスクブレーキの性能の向上に伴い高性能のパッドを開発しま
した。
粉体の素材を高圧、高温で焼いた焼結合金をパッドに採用。高い
制動力が確保され、耐久性にもすぐれ、フリーライドやダウンヒ
ルなどの過酷な使用条件の中で驚異的な性能を発揮します。

DISCSTOP TECHNOLOGYディスクストップテクノロジー
HYDRAULIC OR MECHANICAL ハイドロリックとメカニカル
ディスクブレーキには油圧を利用したハイドロリックタイプとワイヤーで作
動するメカニカルタイプの2種類がありますが、BBBのディスクブレーキ
用のパッドはそれぞれの特質を反映し、制動の性能を高めるために異なる材
質を採用しています。

ハイドロリックディスク：摩擦係数0.50のT-25
メカニカルディスク：摩擦係数0.55のT-68

素材は有機化合物でアスベスト（石綿）は含まれていません。

素早いストップ
使用目的の違い、ブレーキシステムの違いは、ブレーキコンパウンドにも違
いを求める。それがBBBのブレーキパッドが2タイプの有機体素材で作られ
ている理由である。油圧システムにはT-25、ブレーキ係数0.50、が最高の
素材の一組である。メカニカルシステムにはT-68、ブレーキ係数0.55のも
のが必要になる。双方のコンパウンド素材は対応するブレーキに対し、専用
設計されている。最高の製動力と放熱性能のためには、常に交換用のブレー
キパッドが必要となる。
もしあなたが超高性能ブレーキパッドをお求めならば、BBBは焼結パッド
をおすすめする。このパッドは劣悪な環境下でも、強力な製動力を発揮す
る。この製品のベストパフォーマンスを引き出すためにはブレーキ熱を加え
てやると良く、その特徴は特にフリーライドやダウンヒルに適している。
BBBブレーキパッドはセットで販売され、必要なスプリングも付属する。
パッケージについているカラードットがあなたのブレーキに対応するパッド
を見つけることを助けてくれるだろう。



BBB ETRTOHE WO

12½" BTI-01

16" BTI-11

18" BTI-18

20" BTI-21

BTI-22

24" BTI-40

BTI-41

BTI-42

26" BTI-61

BTI-62

BTI-63

BTI-64

BTI-65

BTI-66

BTI-67

BTI-67

BTI-67

BTI-71700C

700C

700C

700C

28"

28"

BTI-72

BTI-81

BTI-82

BTI-83

BTI-84

12.5x1.75 /2.25

16 x 1.75/2.125

18 x 1.75/2.125

20 x 1.75/2.125

20 x 1/4/1- 3/8

24 x 1.9/2.125

24 x 1.9/2.125

24 x 1 3/8

26 x 1.25

26 x 1.5/1.75

26 x 1.9/2.125 

BTI-63 26 x 1.9/2.125 

26 x 2.1/2.25

26 x 1 3/8

26 x 2.30/2.40

26x1.5/1.75UL 26x1-1/2(650B)

26x1-1/2(650B)

26x1-1/2(650B)

26x1.9/2.125UL 

26x2.125/2.25UL

700x18/23C

700x18/23C

700x18/23C

700x28/32C

700x28/32C

700x18/23CSL

BTI-71 28 x 1-1/16

28 x 1-1/16

BTI-71 28 x 1 1/16

28 x 1 1/16

BTI-72 700x18/23CSL28 x 1 1/16

BTI-72 700x18/23CSL28 x 1 1/16

BTI-72 700x18/23CSL28 x 1 1/16

28x1 1/4 -1 1/8

28 x 1 3/8

28 x 1 1/2

28 x 1.75/1.95

47/62 - 203

47/57 - 305

47/57 - 355

47/57 - 406

32/37-438/451

47/57 - 507

47/57 - 507

32/40-540/541

32 - 559

40/47-559/584

47/57-559/584 

57 - 559/584

32/40-584/590

56/58-559

40/47-559/584

47/57-559/584

57-559/584

18/23-622/630

18/23-622/630

18/23-622/630

18/23-622/630

18/23-622/630

18/23-622/630

18/23-622/630

28/32-622/630

BTI-81

700x35/43C

28x1 1/4 -1 1/8 28/32-622/630

35/44-622/630

BTI-82 28 x 1 3/8 700x35/43C 35/44-622/630

40-635

47/50 – 622

外径 参考重量FV33mm FV48mm FV60mm FV80mm AV33mm AV40mm EV31mm EV40mm EV60mm(L)
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INNERTUBES インナーチューブ TIRES タイヤ RIM TAPE リムテープ

ROADBEAT BTI-101

ロードビート

ROADBEAT APP BTI-102

ロードビート APP

ROADRIDE BTI-111

ロードライド

VALVE EXTENDER BTI-97

バルブエクステンダー

VALVE EXTENDER BTI-99

バルブエクステンダー

ROADRIDE APP BTI-112

ロードライド APP

RIM TAPE BTI-98

リムテープ

RIM TAPE BTI-96

リムテープ

RIM TAPE BTI-95

リムテープ

BTI-91

BTI-92

BTI-93

RIM TAPE
リムテープ

ROAD
バイクチューブ ロード

MTB
バイクチューブ MTB

TREKKING
バイクチューブ トレッキング

KIDS/OTHERS
バイクチューブ キッズ/その他

￥525（￥500）760097
品番 税込価格（本体価格）

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。

BBBのチューブには用途に合わせて3種類のバルブが採
用されています。使用するリムの形状に合わせるため
に、長さもそれぞれ数種類ずつ用意されています。

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
ネジ山があるタイプとないタイプがあります。
ネジ山あり＝ナットで固定し安心感がある。
ネジなし＝軽量化と素早く取り付けが可能で、
ロードレーサーなどで好んで使われる。

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

※EV60mm（L）＝
プラスチック製の
ディスクホイール
などに便利なL型に
曲ったダンロップ
バルブ。

BBBのチューブは特別に混合された人工合成のブチルラ
バーを使用し、空気漏れは極端に少なく、耐久性にすぐ
れ長期間使用できます。適合したリムとタイヤに装着
し、指定空気圧にした状態でチューブの肉厚は0.87mm
の薄さですが正しい空気圧を保つならば軽量であっても
耐パンク性能に問題ありません。

キッズ/その他
バルブ：ダンロップ31mm
　　　　ダンロップ60mmL型
　　　　シュレーダー33mm

ロード
バルブ：プレスタ33mm
　　　　　　　　48mm
　　　　　　　　60mm
　　　　　　　　80mm

トレッキング
バルブ：プレスタ33mm/48mm
　　　　ダンロップ40mm
　　　　シュレーダー33mm

MTB
バルブ：プレスタ33mm/48mm
　　　　ダンロップ31mm/40mm
　　　　シュレーダー33mm

703011
品番

サイズ：700C×16mm/940×16mm
参考重量：19g

ロード
適用モデル

703012
品番

サイズ：700C×18mm/940×18mm
参考重量：19g

トレッキング
適用モデル

703013
品番

サイズ：26"×18mm/840×18mm
参考重量：17g

MTB
適用モデル

カラー：ブラック
・高圧力に対応するナイロン製。
・リムにフィットする伸縮性素材。
・バルブ孔付。
・2本1組。

BTI-95/BTI-96
カラー：レッド
・高圧に対応。
・ロールタイプ。
・10mで4個分の車輪がまかなえます。

￥6,300（￥6,000）703017
703018

品番 サイズ 税込価格（本体価格）

16mm×45m

18mm×45m

ロード

トレッキング/MTB

適用モデル

カラー：ホワイト
参考重量：14g（16mm）
　　　　　17g（18mm）
・高圧に対応。
・ロールタイプ。
・1個2mで1個分の車輪がまかなえます。
・2個1組。

￥840（￥800）703008
703009

品番 サイズ 税込価格（本体価格）

16mm×2m

18mm×2m

ロード

トレッキング/MTB

適用モデル

＊ULはウルトラライト、SLはスーパーライトを意味しており、通常のチューブより肉厚が薄く軽量化されています。

￥3,360（￥3,200）728402
品番 税込価格（本体価格）

カラー：ブラック
サイズ：700×23C
ケーシング：60tpi
参考重量：204g
・耐久性がありながら軽量。
・トレッドの中心部分には転がり抵抗を最小限に
抑えたコンパウンド、側面にはコーナーリング
性能を向上させるコンパウンド、特性の異る2
種類ラバーを使用。
・折りたたみ式。

￥4,725（￥4,500）728403
品番 税込価格（本体価格）

カラー：ブラック
サイズ：700×23C
ケーシング：60tpi
参考重量：226g
・耐久性がありながら軽量。
・トレッドの中心部分には転がり抵抗を最小限
に抑えたコンパウンド、側面にはコーナーリ
ング性能を向上させるコンパウンド、特性の
異る2種類ラバーを使用。
・パンクの発生率を抑えるために、トレッドの
下にアンチパンク素材を挿入。
・折りたたみ式。

￥5,460（￥5,200）728401
品番 税込価格（本体価格）

カラー：ブラック
サイズ：700×23C
ケーシング：120tpi
参考重量：202g
・柔軟性がありながら耐久性にすぐれている。
・トレッドの中心部分には転がり抵抗を最小限
に抑えたコンパウンド、側面にはコーナーリ
ング性能を向上させるコンパウンド、特性の
異る2種類ラバーを使用。
・パンクの発生率を抑えるために、トレッドの
下にアンチパンク素材を挿入。
・折りたたみ式。

￥3,990（￥3,800）728400
品番 税込価格（本体価格）

カラー：ブラック
サイズ：700×23C
ケーシング：120tpi
参考重量：180g
・競技用軽量タイプ。
・柔軟性がありながら耐久性にすぐれている。
・トレッドの中心部分には転がり抵抗を最小限
に抑えたコンパウンド、側面にはコーナーリ
ング性能を向上させるコンパウンド、特性の
異る2種類ラバーを使用。
・折りたたみ式。

￥1,837（￥1,750）
￥1,942（￥1,850）

703015
703016

品番 サイズ 税込価格（本体価格）

16mm×10m

18mm×10m

ロード

トレッキング/MTB

適用モデル

参考重量：75g（16mm）
　　　　　78g（18mm）

761214

761215

761802

761216

762013

761221

761223

762607

762612

762615

762550

762618

762600

762601

762604

762605

762606

762810

762818

762813

762816

762608

762602

762811

762819

762814

762817

762808

762820

762822

761211

761611

762010

761217

762410

761222

762610

762613

762616

762551

762552

762821

761210

761610

762011

762012

762411

762412

761214
761211
761210
761213
761215
761611
761610
761802
761801
761216
762010
762011
762013
761217
762012
761220
761218
761219
761221
762410
762411
761223
761222
762412
762607
762612
762610
762611
762615
762613
762614
762550

80g

98g

110g

126g

105g

155g

122g

126g

147g

170g

170g

198g

133g

227g

100g

115g

115g

94g

94g

94g

80g

80g

80g

91g

125g

125g

141g

141g

761801

762611

762614

762617

762619

762812

762815

761213

761219761218761220

762801 762802

762803

￥735（￥700）

￥682（￥650）

￥682（￥650）

￥682（￥650）

￥735（￥700）

￥682（￥650）

￥682（￥650）

￥735（￥700）

￥735（￥700）

￥735（￥700）

￥682（￥650）

￥682（￥650）

￥682（￥650）

￥735（￥700）

￥682（￥650）

￥735（￥700）

￥735（￥700）

￥735（￥700）

￥735（￥700）

￥682（￥650）

￥682（￥650）

￥735（￥700）

￥735（￥700）

￥682（￥650）

￥682（￥650）

￥682（￥650）

￥682（￥650）

￥735（￥700）

￥735（￥700）

￥682（￥650）

￥819（￥780）

￥840（￥800）

￥819（￥780）

￥819（￥780）

￥682（￥650）

￥819（￥780）

￥735（￥700）

￥735（￥700）

￥819（￥780）

￥1,050（￥1,000）

￥1,050（￥1,000）

￥840（￥800）

￥1,260（￥1,200）

￥1,239（￥1,180）

￥1,239（￥1,180）

￥714（￥680）

￥819（￥780）

￥924（￥880）

￥819（￥780）

￥924（￥880）

￥1,050（￥1,000）

￥1,764（￥1,680）

￥735（￥700）

￥735（￥700）

￥735（￥700）

￥819（￥780）

￥735（￥700）

￥735（￥700）

￥735（￥700）

￥819（￥780）

￥840（￥800）

￥840（￥800）

￥840（￥800）

762608
762618
762616
762617
762600
762551
762619
762601
762602
762552
762604
762605
762606
762810
762811
762808
762818
762819
762820
762822
762813
762809
762812
762814
762816
762821
762815
762817
762801
762802
762803

762809 ￥1,470（￥1,400）

・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。

760098
760099

品番 長さ

50mm

80mm

税込価格（本体価格）

税込価格（本体価格）

￥472（￥450）

税込価格（本体価格）

￥472（￥450）

税込価格（本体価格）

￥472（￥450）

品　番 品　番 税込価格（本体価格）税込価格（本体価格）

フック
ダブルラベル

015851
015874

￥412（￥450）
￥525（￥500）

品番 サイズ

30cm

20cm

税込価格（本体価格）

フック
スラットウォール

015873
015875

￥210（￥200）
￥525（￥500）

品番 サイズ

30cm

20cm

税込価格（本体価格）


