Q&A
変わった形状の自転車を持っています。取り付けはでき
るでしょうか？
自転車取り付けガイドのページをごらんください。

自転車用ベビーカーを手押し式ベビーカーとして使えま
すか？

はい、ビー・ミノウをのぞく、すべてのバーレー自転車用ベビーカーは
専用のキットを利用いただくことで手押し式ベビーカーとしてご利用い

ベビーカー・トレーラーが自転車の中心からずれている
のはなぜですか？

ただけます。ビー・ミノウは自転車けん引専用のため、手押し用キット

に合わせて設計しています。そのため、バーレーのベビーカー・トレー

乗車できる子供の年齢を教えてください

バーレーは取り付け金具のけん引部分をベビーカー・トレーラーの中心
ラーはまっすぐに、軽くけん引できます。トレーラーの中心を自転車の
中心に合わせるように設計をすると、取り付け金具が中央から外れるこ
とになり、けん引時に斜めの力が働きます。トレーラーをまっすぐに軽

には対応しておりません。

自転車でけん引をする場合、標準的には満1歳のお子様から乗車できま
すが、お子様の成長により異なります。お子様がひとりで座って、首を
支えられることが条件になります。不安がある場合には医師に相談され

くけん引することが難しくなります。

ることをおすすめいたします。

補修用部品は購入できますか？

から乗車できます。こちらもお子様の成長により異なりますので、医師

手押し式ベビーカーとして利用する場合、標準的には満3ヶ月のお子様

豊富な補修用部品を用意しています。お買上げの販売店にご相談下さい。

にご相談下さい。

取り付け金具アダプターが必要かどうか、どのように判
断すれば良いですか？

態で、ベビーカー上部のロールケージ内に収まる範囲でご乗車ください。

取り付け金具を取り付ける場所は、ある程度平らで、シャフトにネジ山
が余っていることが必要です。
取り付け場所が平らではなく、フードが付いている場合や、シャフトに
ヒッチを取り付けるだけのネジ山が余っていない場合には、取り付け金
具アダプターが必要です。

おおよそ6歳程度までのご利用を想定しています。ヘルメットを被った状

乗車時にヘルメットを着用する必要はありますか？

はい、お子様には常にヘルメットを着用させてください。すべてのバー
レー自転車用ベビーカーにはヘルメットポケットがついていて、子供の
快適性と便利さを提供しています。

貨物用トレーラーのメリットを教えてください

パニアバッグやバスケットなどと比較して、本体に搭載を行わないの

29erに取り付けはできますか？

ほとんどの29erは取り付けができます。トレーラーを取り付けるには、
リアホイール・タイヤとチェーンステー・シートステーの間に十分な間
隔が必要です。ファットバイクの場合、タイヤとステーの間隔が十分で
は無いものが多いので、取り付けられない場合があります。

で、ハンドリングに影響がありません。また、自転車に掛かる負荷を大
きく軽減します。

歩道の走行はできますか？

歩道の走行は法律によりできません。ベビーカー・トレーラーをけん引

バーレーのトレーラーはほとんどが2輪式ですが、1輪
式との違いを教えてください

低いけん引バーと2輪の組み合わせによって、自転車の操縦にほとんど
影響をあたえることがありません。積載量の約10%がけん引バーと自転
車にかかるのみで、残りのほとんどの負荷はトレーラーの車輪にかかり
ます。また、2輪式であるために、直立が容易で、荷物の積み下ろし、
トレーラーの保管も簡単です。

することで、法律で定められている「普通自転車」ではなくなり軽車両
として扱われます。そのため、「普通自転車」だけの特例である歩道の走
行はできません。

テイルワゴンからペットが逃げ出さないかが心配です
ペットが逃げ出さないように、2つの安全装置があります。

フロアに縫い付けられているリングを利用して、引き綱を取り付けられ
ます。カバーの上からさらにフラップを被せられます。

自転車道・サイクリングロードの走行はできますか？

自転車道・サイクリングロードにより異なりますので、管理している自
治体もしくは管理者にお問い合わせ下さい。

布地が硬くて組み立てが出来ません

安全を確保するために、バーレートレーラーの生地はすべてピッタリの
大きさに設計してあります。そのため最初は布地が硬く組み立てにくい

カバーのお手入れはどのようにすれば良いですか？

布部分は水と石けん、または洗剤で手洗いをしてください。ウィンドウ
部分は湿らせた柔らかい布で軽く拭いてください。溶剤や漂白剤は利用
しないでください。

ことがあります。フレームを所定の場所にきっちりと合わせていくこと
で、しっかりと組み立てができます。難しい場合には、お買上げの販売
店にご相談ください。また、組み立ててから約1週間で布地に馴染みが
でき、開閉が簡単になります。

burley.com
地球を楽しくしたい
ライトウェイプロダクツジャパン株式会社
〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-18-34 池袋シティハイツ102
TEL.03-5950-6002 FAX.03-5956-8028

価格表示はすべて税抜価格です。
このカタログの価格・仕様は予告なく変更されることがあります。
■ カラーは印刷のため実際と多少異なることがあります。
■
■

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

伝統を作る
私達にとって伝統とはライダー、冒険家や探検家を作り出す事です。なぜなら旅の始まりに導くことが私達の仕事だからです。
道を行きながら、地図を見ることを覚え、それぞれの曲がり角に物語があることに気づかされます。丘は筋肉より人を作り出すことを
学びます。深く掘り進むうちにもっと高く登れることを知ります。旅や旅で学んだことが、私達を作り出していることに気づきます。
今までの経験や情熱が伝統へと変わることを知っているから、旅人を導き続けます。より良い生活の為に前進し続け、過去から学び、
誇らしく未来を守ります。冒険に出かけてトレイルを走破すれば世界は広がって行きます。外では壁や限界に邪魔されること無く、想
像した以上に遠くまで行けることを知ります。日々、代々、旅は決して終わりません。物語が広がり続ける限り、記憶はずっと残ります。

いつでも原点、いつでも最新、いつでもバーレー

バーレーの歴史
バーレーのストーリーは35年前に始まりました。
創業者のアラン・スコッツは、バーレー・バイク・バッグという小さな会社を設立。
サイクリングに適した地域を求めてノースダコタ州ファーゴからオレゴン州ユージーンに移転しました。バーレーという会社名は、
「バーレー・ベブ」として知られた、妻で自転車レーサーの「Beverly」から想起して付けられました。二人はユージーンの土曜市場
でハンドメイドのバッグを売るために、自宅から約48キロを通っていました。
自動車を使わない生活を送ると決めたアランには、自転車で商品となるカ
バンと、彼らの幼い娘を土曜市場まで運ぶ方法が必要でした。彼は古いブ
ランコのパーツを利用して最初のバーレートレーラーを作りました。地元

あなたにとって伝統とは何でしょうか？好きな事を子供と共有したり、個人の目標に挑戦したり、自分の信念を主張したりする事であ

のサイクリスト達と自転車ショップの人たちは彼のトレーラーに気づきは

るかもしれません。自転車に乗る時間を増やし、自動車を運転する時間を減らすといった簡単な事かもしれません。

じめ、それから注文が入るまでにそう長い時間は掛かりませんでした。

それが何であっても、私達はあなたの話に耳を傾けます。冒険・情熱・計画やあなたのバーレー製品にまつわる思い出をSNSでお聞か
せ下さい。 公式フェイスブックに投稿または公式インスタグラムにタグして下さい（必ずハッシュタグ#BurleyBuildALegacyをお使
い下さい）。

1978年、バーレーは経営体制を労働者が所有する協同組合へと変更しま
した。その間、商品の安全に関する評判を高め、「バーレー」の名を「自
転車用トレーラー」の代名詞にしました。
現在、バーレーの優れた設計・安全性・耐久性は、レクレーション用サイ
クルトレーラーの基準として知られています。バーレーは有名になったサ

企業理念（ミッションとビジョン）
ミッション
バーレーのミッションは冒険を可能にすることです。自転車旅行から週末の散歩まで、我々は
アウトドアへの情熱を追いかけ、共有する人たちを揺さぶり続けます。

イクルトレーラーを作り続けている間にも、商品はお客様の要求に併せて
変化し、成長しています。多機能なチャイルドトレーラー、ジョギング用
ベビーカー、キック自転車など、情熱の全てを製品に注ぎ込んでいます。
バーレーは今日でも、1978年当時と同じように比類のない品質を誇って
います。

ビジョン
バーレーのビジョンはサイクリスト・冒険家・探検家の次世代を築くことです。これは私達の
伝統であり、製品に、人々に、地域社会に投資し、ひとつひとつ築き上げていきます。
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バーレー安全へのこだわり
バーレーのスタンダード

バーレー製品共通の特長

バーレーにとって安全性は結果論で

全てのバーレー自転車用ベビーカーに関する安全技術は次の通

はなく、真っ先に考えるべきことで

りです。

す。現在、市場で販売されている他

・アルミ製ロールケージ

の多くの子供用トレーラーとは異な

・不慮の障害物からホイールをガードするホイールプロテクター

り、バーレーは安全性を確保するた

・視認性を向上させる反射素材の採用・反射板・セーフティフ

め、設計の初期段階より自社で安全性のテストを行っていま

ラッグの装備

す。バーレーは最も過酷と考えられる自社製品用テストプログ

・強度と安定性を向上させる前後方向の折りたたみ構造

ラムを開発しました。子どもたちのために十分な安全性を確保

・UPF30相当のUVカットウインドウ

手押し用ハンドルは上部を補強する
ロールケージを兼ねます（ビー・ミノウを除く）

反射素材の採用で、夜間でも
よく目立ちます

耐水性のカバーは、天候にかかわ
らず快適な室内を提供します
ホイールとの接触を防ぐ強化
サイドウォール
窓とスクリーンは、紫外線と
ゴミからお子様を守ります

しています。

第三者によるテスト

スタート・ストップをシ
ミュレーションする伸

バーレーの全ての自転車用ベビーカーは、すべて

張・圧縮テストで、ASTM

第三者によるテストも受けています。全てのチャ

シールドベアリングを
搭載したアルミホイール
（一部機種のみ）

規格の5倍の評価を獲得し

イルドトレーラーはASTM(アメリカ材料試験協

ています。

会)F9175-09基準を受けています。バーレーはチャイルドト
レーラーに関する安全基準を提唱した企業のうちの1社です。
現在に至るまで、バーレーは継続的に改善を施し、基準を超え

乗り心地を快適にする
コイルスプリングサスペンション
（一部機種のみ）

不意の接触からトレーラーを
守るホイールガード

段差の乗り越えをシミュ

る安全性を確保しています。

レーションするドラム・
テ ス ト で 、 AS T M 規 格 の
2.5倍の評価を獲得してい
ます。

子供を守る頑丈なロールケージ
全箇所に熱処理アルミニウムを利用しています。
クラスファイバープラスチック(FRP)を主な接続部に利用しています。
手押し用のハンドルバーは、自転車けん引時には上部ロールバーになり

安全性試験の内容

ます。2本のロールバー構造になります。

ドラムテスト

落下テスト

サイド部は子供や荷物とタイヤの接触を守る構造です。

2万5千回の段差を乗り越えるシミュレーションを行い、ホ
イール・フレーム・接続部分の耐久性をテストします。

最大まで荷物を積み込んだトレーラーを数フィート引き上
げ、最大限の負荷を与えるためにノーズから落下させてフ
レームの耐久性をテストします。

万一の転倒時にもお子様を衝撃から守ります。

伸張・圧縮テスト
5万回以上のスタートとストップのシミュレーションを行い、
接続部分とフレームの耐久性をテストします。

クラッシュテスト
転覆した場合にトレーラーに加わる力のシミュレーションを
行い、フレームの耐久性をテストします。

強さと安定性に優れた、前後方向への折りたたみ
方式を採用しています。

ロールオーバーテスト
急カーブを曲がる、または片側の車輪のみを走行中に衝撃を
与えることで、転覆に対する安定性をテストします。

縁石テスト

リアフレームはシンプルで
つなぎ目のない構造で強度を
確保しています。

強化フットエリアは路面の衝撃
や障害物から足を守ります。

フロントフォークは、縁石に接触した場合の衝撃に耐えられ
るかをテストします。

強度に優れた6061-T6アルミを採用

Back
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自転車用ベビーカーの特長

ユーザー紹介

父33歳、娘3歳

でも
イク
、
バ
ド
ので
ロー
来る
出
で
引が
親子
で
けん
す。
ま
めま
遠く
し
は
も楽
休日
リング
ク
サイ

転倒の危険性がほとんどゼロ
子供乗せ自転車は走行時・乗降時の
いずれも転倒の危険性があります。
乗車位置が高いために転倒時の衝撃
が大きくなりがちです。
自転車用ベビーカーは常時二輪で接

バーレー自転車ベビーカーなら、

地しているため、転倒の可能性はほと

子供が自分で乗り込んでくれます。

んどゼロ。しかも着座位置が低く、子

子供乗せ自転車のように、よじ登られ
ても転倒しないので安心です。

供が自分で乗り降りしても安全です。
さらにバーレーの自転車用ベビー
カーは、万が一自転車が転倒しても
ベビーカーは極めて転倒しにくい安全
設計。子供の安全を徹底的に考える
バーレーならではの技術です。

たっぷりの

二人乗りタイプなら、

カーゴスペース

お友達と一緒に乗れます。

お買い物も、遊びも

楽しさも倍増の笑顔です。

楽しくなる、大容量の
カーゴスペースが
付属しています。

お菓子を食べたり、
お茶を飲んだりして
サイクリングが楽しめます。

安定した走行

ポケットも付いています。

子供乗せ自転車は重心が高くなり、ふらつ
きやすくなります。自転車用ベビーカーで
あれば、重心は通常の自転車と変わりませ
ん。お子様が眠ってしまっても、自転車の
バランスが変わることはありませんので安
心です。

疲れて眠ってしまっても、
バランスを崩さないので
自宅まで安心です。
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走行の注意

「バーレー」インプレッション

1.歩道の走行はできません

6.交差点では大回りと徐行をしましょう

自転車用ベビーカー、サイクルトレーラーけん引をした場合、

普通自転車の感覚で交差点を曲がると内側にベビーカー・ト

法令が定める「普通自転車」ではなく、軽車両となりますの

レーラーを引っ掛けてしまう場合があります。少し大回りを意

で、歩道は走れません。車道の左側を走行しましょう。

識するとスムーズな走行が可能です。

一方通行で「自転車を除く」の標識がある場合や、歩道に「自

また、交差点でスピードを出しすぎるとトレーラーが外側に振

転車通行可」の標識がある場合でも、「普通自転車」ではあり

られてしまう場合があります。歩く程度の速度まで減速し、

ませんので、通行できません。

ゆっくりと交差点を曲がるようにしましょう。

小さな子どもがいるけど家族で自転車に乗りたい
という方へ自転車用ベビーカー「バーレー」

会場に着いたら外して手
押しのベビーカーにする
ことで、観戦やイベント
を楽しめます。

娘の笑顔と爆睡
テンションです。

バーレーに乗ったあとの数日間は

を正しく装着してご利用下さい。

「きょー、バーレー、のる？の

原則的に、車道の左側しか走行してはいけませんので、右折の

る？」と聞かれます(笑)。

場合には「二段階右折」が必要です。

バーレーを引っ張り始めて後ろを確

坂バカスタッフRYOです。
今日は、小さな子どもがいるけど家族でロードバイク、クロスバイク、
MTBと言った自転車、スポーツバイクに乗りたいという方へのソリュー

・信号のある交差点の場合

ションを紹介です。

1.信号にしたがって反対側まで直進

わたくしごとですが、妻と私は大学のサイクリングサークルの同期。普

2.向きを変え

段からサイクリングに出掛けたり、夏には自転車旅をしたりしてきまし
た。しかし、子どもが産まれたのを機に、二人で自転車に乗ることはほ

3.進行方向の信号青で進行。

ぼ不可能となってしまいました。

②

普通の子ども乗せ自転車で遠出は難しいですし、乗っている方も楽しく

③

ありません。子どもの安全性も決して高くありません。

1.左側を進行

両親の家は遠く、子どもを預けることはできませんし、そもそも子ども

2.直角に右に曲がる

を置いていくのもしのびないですよね。

中央寄りから右折はできません

自転車用ベビーカー「バーレー」

①

3.信号は自動車用に従いましょう

そこでチャイルドトレー

8.安全な場所で練習をしましょう
運転に慣れるまで、安全な広い場所で練習をしましょう。乗り

車道を走りますので、信号は自動車用信号に従いましょう。自

降りや、取り付け、取り外しも同じように練習をしていただい

動車と違い、黄色になってから交差点に進入すると渡りきれな

て、余裕を持った運転をお願いします。

い場合がありますので注意して下さい。

4.フラッグを必ず立てましょう
必ず付属のフラッグを立てて走行
をして下さい。自動車が近づい
た場合、ドライバーからベビー
カー・トレーラーが全く見えなく
なりますので、フラッグを立てて
ベビーカー・トレーラーの存在を
アピールするようにして下さい。

5.転落に注意しましょう
お子様が自分でシートベルトを外し、ドアを開けてしまうと転

最高です！

娘はバーレーが好きらしく、「今日はバーレー乗るよー」と言うとハイ

公道を走行する場合には、ヘルメットを着用し、シートベルト

・信号のない交差点の場合

を取り付けて、会場まで
場までは14km。

7.シートベルト・ヘルメットを着用しましょう

2.右折は二段階右折を行いましょう

レースバイクにバーレー
家族で自走。自宅から会

また、各地の地方公安委員会の規則・施設の管理者の指示にし
たがって安全にお乗り下さい。

きました。

ラー(自転車用ベビーカ
ー)「バーレー」を導入
しました！
これがあれば、妻だけで
なく、一歳になったばか
りの子どもも一緒にサイ
クリングに出掛けること
が出来ます。
転倒の可能性も低いで
すし、万が一転倒しても、バーレーのフレームが子どもを守ってくれま
す。何より試乗して感じたスポーツバイクの走行感を失わない(コーナー

認すると、娘はニコニコ笑顔です。
とは言えバーレーに乗った娘は10分
くらいで寝てしまう場合が多いです。
それだけ娘にとってバーレーが快適ということでしょう。
現在2歳になったばかりの娘ですが、1時間くらいは連続してバーレーに
乗っていられます。
1歳の頃は30分くらいでした。それ以上の時間はぐずりだすことも多い
ですが、それは普通のベビーカーや他の乗り物と一緒です。
適宜休憩を取ってあげればOKです。

小さな子どもとアウトドアならバーレーが最良
バーレーを引っ張る大人のほうはどうか？

コーナーリングをはじめとした走行感は普段と大きく変わらない点がバ
ーレーの魅力ですが、走りの重さは当然それなりにあります。
平地ではそこまで気になりませんが、登りの負荷は普段と比べ物になり
ません。
娘と近所のポタリングなのでと思って普段着のまま走り出すと汗びっし
ょりになるので気をつけてください(笑)。
バーレーがあると運動強度が高くなるので、基本的に薄着で体温調節で
きる服装をお勧めします。
ですが、まだ長くは歩けない子どもとアウトドアを楽しむならバーレー
はベストな選択肢だと思います。
私は最近、チャイルドキャリアと呼ばれる登山やハイキング用の子ども
を背負えるバックパックを導入したのですが、これは超初心者レベルの
ハイキングでも結構キツイです。

リングに違和感なく、立ち漕ぎも可能)ことに魅力を感じました。

あまり長時間は厳しいですし、体力がある人でないと使えないと感じま

家族で休日のサイクリングができる

子どもとアウトドアアクティビティを楽しむならバーレーが最良のツー

実際に使い始めて、想像
通りの活躍をしてくれて
います。
使用しているのは私の場
合、休日のサイクリング
のみです。
普段の保育園の送り迎え
は子ども乗せ自転車で行
っています。
というのも、集合住宅に

した。それに比べるとバーレーは使う人を選びません。
ルです。

バーレーの保管

集合住宅で外に保管する場所が無い
ので、保管は畳んで室内になりま
す。
購入前は保管する場所が不安でした
が、実際にはあまり邪魔とは感じて
いません。
画像のように壁や普段は開かないふ
すまがあれば、そこに立て掛けてお

落のおそれがあります。おひとりでもしっかりと座れるように

住んでいるため、バーレーを組み立てたまま置いておく場所はありません。

なってからのご利用をお願いします。

バーレーを組み立てて自転車に取り付けるのには、慣れても10分くらい

けばOKです。

掛かりますし、子どもを見ながらだとそれ以上です。

妻と小さな子ども、家族全員で自転車に乗りたい
という私にとって、バーレーは無くてはならない
アイテムになりました！

ですが、もし組み立てた状態で保管できるうらやましい環境にある方
は、バーレー1個ですべてをこなすことが出来ます！
バーレーに娘を乗せて秋ヶ瀬バイクロアに行って、レースまで参戦して
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ディー・ライト X

(D'LITE™ X)

自転車用ベビーカー
商品番号

¥138,000（税抜）

021500 アクア

バーレー製自転車用ベビーカーのすべての快適装備を持つ豪華モデル

ディー・ライト ダブル V2

自転車用ベビーカー

(D'LITE™ DOUBLE V2)

商品番号

¥128,000（税抜）

021502 ブルー

サスペンション、リクライニングなどの快適装備を備えた上級モデル。二人乗り。

豪華なディー・ライトX自転車用ベビーカーは、長距離を走る
のに適しています。それぞれの座席の角度を微調整するための
プレミアムシートパッド、ヘッドレスト、独立したリクライニ
ングシートにより、室内ではロイヤルファミリーになった気分
で過ごせます。調整可能なサスペンションは滑らかな乗り心地
のために快適さを最適化します。上下に大きなのUVウィンド
ウは、安全にパノラマビューを提供します。1輪式ベビーカー
キットが付属し、自転車用ベビーカーとしてだけではなく、快
適なエアタイヤ付き手押しベビーカーとしてもすぐに使えま
す。今すぐその腰を上げて、道に、探検に出かけましょう。

ディーライト自転車用ベビーカーは、お子様の快適性を重視し
た設計です。座席リクライニング、上下に長いUVカットウィ
ンドウ、プレミアムシートパッド、ヘッドレスト、調整可能な
サスペンション、ひろびろサイドフレームなど、様々な乗り心
地を高める仕掛けがあります。1輪式ベビーカーキットが付属
し、自転車用ベビーカーとしてだけではなく、快適なエアタイ
ヤ付き手押しベビーカーとしてもすぐに使えます。毎日の通園
はもちろんのこと、休日のお買い物や小旅行がより楽しいもの
に変わるでしょう。

キャブXとの違い

ディー・ライトXとの違い

ディー・ライトXはファブリック製のフロア、キャブXはプラスチック製フ

ディー・ライトには左右の独立したリクライニング機構はついていません。

ロアを採用しています。それ以外の装備は同じです。
ディー・ライトXには、左右のシートが独立したリクライニングを備え

セット内容

ています。

トレーラー本体、取扱説明書、取り付け金具付き牽引バー、タイヤ付きホイール2本
セーフティフラッグ、1輪式ベビーカーキット

アクア

セット内容

トレーラー本体、取扱説明書、取り付け金具付き牽引バー、タイヤ付きホイール2本
セーフティフラッグ、1輪式ベビーカーキット
SPEC

乗員
耐荷重量
全装備重量
室内高
室内幅ショルダー部
室内幅シート部
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子供2名
45kg
13.8kg
60.9cm
66cm
57.1cm

座面+レッグルーム長
UVプロテクトレート
ホイールサイズ
荷室容量
展開時サイズ 長さ×幅×高さ
折り畳み時サイズ 長さ×幅×高さ

54.6cm
UPF 50＋
51cm(20インチ)
54L
85cm×76cm×96cm
96cm×76cm×43cm

ブルー

SPEC

乗員
耐荷重量
全装備重量
室内高
室内幅ショルダー部
室内幅シート部

子供2名
45kg
16.8kg
62.2cm
64.8cm
55.9cm

座面+レッグルーム長
UVプロテクトレート
ホイールサイズ
荷室容量
展開時サイズ 長さ×幅×高さ
折り畳み時サイズ 長さ×幅×高さ

55.3cm
UPF30
51cm(20インチ)
50.8L
91.4cm×78.7cm×97.2 cm
90.8cm×78.7cm×34.3cm
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アトミックレッド

ディー・ライト シングル

自転車用ベビーカー

(D'LITE™ SINGLE)

商品番号

¥108,000（税抜）

021503 ブルー

サスペンション、リクライニングなどの快適装備を備えた上級モデル。一人乗り。
ディーライト自転車用ベビーカーは、お子様の快適性を重視し
た一人乗りの設計です。座席リクライニング、上下に長いUV
カットウィンドウ、プレミアムシートパッド、ヘッドレスト、
調整可能なサスペンション、ひろびろサイドフレームなど、
様々な乗り心地を高める仕掛けがあります。1輪式ベビーカー
キットが付属し、自転車用ベビーカーとしてだけではなく、快
適なエアタイヤ付き手押しベビーカーとしてもすぐに使えま
す。一人乗りで横幅が小さく、運転がしやすいのも特徴です。

キャブ X

自転車用ベビーカー

(CUB® X)

商品番号

¥138,000（税抜）

021501 アトミックレッド

すべての快適装備にプラスチックフロアを付け加えたアウトドア向けモデル
Cub X は、バーレー製自転車用ベビーカーに採用されているす
べての快適装備に加え、頑丈なプラスチック製のフロアーを備
えたアウトドア向けの製品です。快適な見晴らしのUVカット
ウィンドウと、左右の独立したリクライニングシートを備え、
お子様は走行中の景色を存分に楽しむことができます。プレミ
アムシートパッド、ヘッドレスト、調整可能なサスペンション
は快適な乗り心地を提供します。1輪式ベビーカーキットが付
属し、自転車用ベビーカーとしてだけではなく、快適なエアタ
イヤ付き手押しベビーカーとしてもすぐに使えます。
ディー・ライトXとの違い
キャブXは、プラスチック製フロアを採用しています。それ以外の装備

セット内容

トレーラー本体、取扱説明書、取り付け金具付き牽引バー、タイヤ付きホイール2本
セーフティフラッグ、1輪式ベビーカーキット
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乗員
耐荷重量
全装備重量
室内高
室内幅ショルダー部
室内幅シート部

います。
セット内容

SPEC
ブルー

は同じです。ディー・ライトXは、ファブリック製のフロアを採用して

子供1名
38.4kg
12.5kg
60.9cm
55.8cm
46.9cm

座面+レッグルーム長
UVプロテクトレート
ホイールサイズ
荷室容量
展開時サイズ 長さ×幅×高さ
折り畳み時サイズ 長さ×幅×高さ

53.3cm
UPF 50＋
51cm(20インチ)
44.2L
85cm×67cm×97cm
85cm×67cm×43cm

トレーラー本体、取扱説明書、取り付け金具付き牽引バー、タイヤ付きホイール2本、
セーフティフラッグ、1輪式ベビーカーキット(V2のみ)
SPEC

乗員
耐荷重量
全装備重量
室内高
室内幅ショルダー部
室内幅シート部

子供2名
45kg
17.2kg
57.1cm
66cm
57.1cm

座面+レッグルーム長
UVプロテクトレート
ホイールサイズ
荷室容量
展開時サイズ 長さ×幅×高さ
折り畳み時サイズ 長さ×幅×高さ

49.5cm
UPF 50＋
51cm(20インチ)
51.6L
92cm×76cm×99cm
92cm×76cm×38cm
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ツリートップグリーン

アンコール X

自転車用ベビーカー

(ENCORE® X)

商品番号

¥99,800（税抜）

021504 ターコイズ

サスペンション、リクライニングなどの快適装備を備えた上級モデル。

アンコール V2

自転車用ベビーカー

(ENCORE® V2)

商品番号

¥79,800（税抜）

021505 ツリートップグリーン

ベーシックな装備に加えサンシェードやパッド付きシートなど快適装備をプラス

アンコールX自転車用ベビーカーは、アウトドアにも対応する

快適性を高めた2人乗りの自転車用ベビーカー。ヘルメットや

快適さです。バーレー・自転車用ベビーカーのベーシックな機

買い物袋の収納スペースも確保しており、子供の送り迎えはも

能に加えて、車軸をばねで支え、乗り心地を良くするサスペン

ちろん、ショッピングや休日のお出かけにもご利用いただける

ション、シートにクッションを付け加えるシートパッド、UV

余裕の大きさです。パッド内蔵シートを備えて乗り心地も抜

カットのサイドウィンドウなど、楽しいライドのための装備を

群。1輪式ベビーカーキット(V2は標準装備、2018は別売り)を

満載しています。また、座席部分をアッパーフレームから切り離

付け加えると、手押しタイプのベビーカーとしてもご利用いた

して大きな荷物専用トレーラーとして利用することもできます。

だけます。アンコール(v2)には、1輪式ベビーカーキットが付

アンコール(V2,2018)との違い

属いたします。

アンコールXには、サスペンションを装備しています。
アンコールXは、シート取り外しバックルが付属しています。

セット内容

セット内容

トレーラー本体、取扱説明書、取り付け金具付き牽引バー、タイヤ付きホイール2本
セーフティフラッグ、1輪式ベビーカーキット
SPEC
ターコイズ
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乗員
耐荷重量
全装備重量
室内高
室内幅ショルダー部
室内幅シート部

トレーラー本体、取扱説明書、取り付け金具付き牽引バー、タイヤ付きホイール2本
セーフティフラッグ、1輪式ベビーカーキット(V2のみ)

SPEC

子供2名
45kg
11.2kg
60.9cm
54.6cm
57.1cm

座面+レッグルーム長
UVプロテクトレート
ホイールサイズ
荷室容量
展開時サイズ 長さ×幅×高さ
折り畳み時サイズ 長さ×幅×高さ

54.6cm
UPF 50＋
51cm(20インチ)
49.1L
83cm×76cm×93 cm
96cm×76cm×29cm

乗員
耐荷重量
全装備重量
室内高
室内幅ショルダー部
室内幅シート部

子供2名
45kg
10.5kg
60.9cm
54.6cm
57.1cm

座面+レッグルーム長
UVプロテクトレート
ホイールサイズ
荷室容量
展開時サイズ 長さ×幅×高さ
折り畳み時サイズ 長さ×幅×高さ

54.6cm
UPF 50＋
51cm(20インチ)
49.1L
83cm×76cm×93cm
96cm×76cm×29cm
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ハニー・ビー

自転車用ベビーカー

(HONEY BEE™)

商品番号

¥55,990（税抜）

021364 レッド

自転車でも手押しでも使えるベーシックな二人乗りモデル

ビー

021365 イエロー

自転車でのけん引はもちろん、手押しのベビーカーとしてもご

バーレーのベーシックな二人乗り自転車用ベビーカー。「ビ

利用いただける「ハニー・ビー」。家族でのサイクリングやシ

ー」があれば、家族でのサイクリングやショッピングがより安

ョッピングがより安全に、楽しいものになることは間違いあり

全に、楽しいものになることは間違いありません。自転車での

ません。1輪式ベビーカーキットを標準で装備し、どこにでも

けん引の専用設計とすることで、価格を抑え、軽量化を実現し

一緒に出かけられます。もちろん、バーレー独自の安全設計・

ています。もちろん、バーレー独自の安全設計・快適性は「ビ

快適性は「ハニー・ビー」にも共通しています。

ー」にも共通しています。

セット内容

セット内容

トレーラー本体、取扱説明書、取り付け金具付きけん引バー、タイヤ付きホイール2本、

タイヤ付きホイール2本、ホイールガード2本、セーフティフラッグ

ホイールガード2本、セーフティフラッグ

SPEC
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商品番号

¥45,990（税抜）

自転車けん引専用として軽量・低価格を実現したベーシックモデル

トレーラー本体、1輪式ベビーカーキット、取扱説明書、取り付け金具付きけん引バー

レッド

自転車用ベビーカー

(BEE®)

乗員
耐荷重量
全装備重量
室内高
室内幅ショルダー部
室内幅シート部

SPEC

子供2名
45kg
11.5kg
66cm
55.9cm
57.2cm

座面+レッグルーム長
UVプロテクトレート
ホイールサイズ
荷室容量
展開時サイズ 長さ×幅×高さ
折り畳み時サイズ 長さ×幅×高さ

53.3cm
UPF30
51cm(20インチ)
47.5L
84.5cm×74.9cm×94cm
90.2cm×74.3cm×31.8cm

イエロー

乗員
耐荷重量
全装備重量
室内高
室内幅ショルダー部
室内幅シート部

子供2名
45kg
9.1kg
69.9cm
55.9cm
57.1cm

座面+レッグルーム長
UVプロテクトレート
ホイールサイズ
荷室容量
展開時サイズ 長さ×幅×高さ
折り畳み時サイズ 長さ×幅×高さ

53.3cm
UPF30
51cm(20インチ)
44.3L
82.6cm×76.2cm×91.4cm
90.2cm×74.3cm×28.6cm
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イエロー

ミノウ

自転車用ベビーカー

(MINNOW®)

商品番号

¥41,990（税抜）

021393 グリーン

自転車けん引専用として軽量・低価格を実現した一人乗りのベーシックモデル

商品番号

¥138,000（税抜）

021506 イエロー

丸洗いも可能なヘビーデューティーモデル。事業者向け仕様。
レンタル・キャブは観光地やアウトドア・アクティビティ施設

モデル。自転車けん引専用とすることで、軽量化・コンパクト

でのレンタル使用に適した仕様です。本体はホースで水をか

い走り心地は上位モデルと変わりません。座席のほかにたくさ
んの荷物が入るスペースを備え、お出かけやお買い物をより楽
しんで頂ける自転車用ベビーカーです。

用。防水コーティングのされた本体カバー、簡略化されたシー
ルドなど、事業用として利用するために丈夫さを重視した仕様
としています。
レンタル・キャブは手押し用ハンドルが付属しません。レンタル・キャ

トレーラー本体、取扱説明書、取り付け金具付きけん引バー、タイヤ付きホイール2本
ホイールガード2本、セーフティフラッグ

ブはシートがビニール製防水シートになります。その他カバー素材・サ
ンシェードなどが異なります。
セット内容

SPEC

乗員
耐荷重量
全装備重量
室内高
室内幅ショルダー部
室内幅シート部

けて丸洗いOK、汚れても掃除のしやすいビニールシートを採

キャブとの違い

セット内容
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自転車用ベビーカー

自転車用ベビーカーとして必要十分な機能に制限した一人乗り
化を実現しています。もちろん、バーレー独自の安全性能、軽

グリーン

レンタルキャブ

(RENTAL CUB®)

子供1名
34kg
10.0kg
69.9cm
45.7cm
40.6cm

座面+レッグルーム長
UVプロテクトレート
ホイールサイズ
荷室容量
展開時サイズ 長さ×幅×高さ
折り畳み時サイズ 長さ×幅×高さ

53.3cm
UPF30
51cm(20インチ)
36.1L
81.9cm×66cm×91.4cm
81.9cm×66cm×28.6cm

トレーラー本体、取扱説明書、取り付け金具付き牽引バー、タイヤ付きホイール2本
セーフティフラッグ
SPEC

乗員
耐荷重量
全装備重量
室内高
室内幅ショルダー部
室内幅シート部

子供2名
45kg
16.8kg
62.2cm
64.8cm
55.9cm

座面+レッグルーム長
UVプロテクトレート
ホイールサイズ
荷室容量
展開時サイズ 長さ×幅×高さ
折り畳み時サイズ 長さ×幅×高さ

55.3cm
UPF30
51cm(20インチ)
50.8L
91.4cm×78.7cm×97.2 cm
90.8cm×78.7cm×34.3cm
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サイズ・機能比較
基本機能比較表

ディー・ライト
X

ディー・ライト
ダブル （V2）

ディー・ライト
シングル

キャブ X

アンコール X

アンコール（V2）

ハニー・ビー

ビー

ミノウ

レンタルキャブ

¥138,000

¥128,000

¥108,000

¥138,000

¥99,800

¥79,800

¥55,990

¥45,990

¥41,990

¥138,000

カラー

アクア

ブルー

ブルー

アトミックレッド

ターコイズ

ツリートップグリーン

レッド

イエロー

グリーン

イエロー

耐荷重

45kg

45kg

34kg

45kg

45kg

45kg

45kg

45kg

34kg

45kg

●

●

●

●

●

●

●

別売り

別売り

別売り

●

別売り

別売り

別売り

●

価格（税抜）
乗車定員

調整式サスペンション
お子様の人数・体重にあわせてコイルスプリングを調整し、より良い乗り心地を実現
コイルサスペンション
コイルスプリングが路面の凹凸を吸収し、優れた乗り心地
20 インチ取り外しタイヤ
ワンプッシュで取り外しが可能、乗り心地の良いチューブタイヤ
ひろびろサイドフレーム
サイド部分を弓なりに広げるフレームを追加し、キャビンにひろびろとした空間を提供
調整式ハンドルバー
押し歩きが出来るハンドル。牽引時は第二のロールバーとして作用
1 輪式手押しキット

●
プレミアムタイプ

●

●

●

エルゴノミックタイプ

エルゴノミックタイプ

●

●

●

●

●

●

●

プレミアムタイプ

プレミアムタイプ

プレミアムタイプ

●

●

●

エルゴノミックタイプ

エルゴノミックタイプ

●

●

SIT パッド入りシート
シートベルトが簡単に取り付けられるスプリングつきシート
パッド入りシート
乗り心地の良いパッド入りシート

プレミアムタイプ

プレミアムタイプ

プレミアムタイプ

プレミアムタイプ

●(左右独立)

●(左右一体)

●

●(左右独立)

シート取り外しバックル
シートを折りたたんで、すべてを荷台として活用ができる

●

●

●

●

●

停車時用ブレーキ
停車時に車軸を固定して乗り降りの安定性を向上

●

●

●

●

●

●

調整式サンシェード
巻取りが可能なフロントサンシェード

●

●

●

●

●

●

UPF50+

UPF50+

UPF50+

UPF50+

UPF50+

UPF50+

UPF30

UPF30

UPF30

UPF30

防水本体
雨天でも雨漏りしにくい防水本体カバー ( 完全防水ではありません )

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

防水ジッパー
小さな隙間もしっかりと埋める防水機能

●

●

●

●

●

●

イージーリクライニング
シートバックの角度を簡単 3 段階調整

UV カットウィンドウ
UPF30 基準の紫外線カット効果フィルムを採用

硬質プラスチックフロア
防音性・耐候性にすぐれた、堅牢なプラスチック製フロア
スキッドガード
傷つきやすい前面下部をガード

別売り

●

●
●

●

キャブ X

アンコール X

アンコール（V2）

ハニー・ビー

標準装備

標準装備

標準装備

標準装備

標準装備

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

ウォーキングキット

●

●

●

●

●

●

乳児用補助シート

●

●

●

●

●

●

袋型毛布

●

●

●

●

●

●

●

●

ディー・ライト
X

ディー・ライト
ダブル （V2）

ディー・ライト
シングル

1 輪式ベビーカーキット

標準装備

標準装備

2 輪式ベビーカーキット

●

ジョギングキット

オプション対応表

デラックスシートパッド
プレミアムシートパッド
調整式のヘッドレストを備えた上級のシートパッド

ビー

ミノウ

●

●

●

●

●

●

●

標準装備

標準装備

●

●

●

●

●

●

●

標準装備

標準装備

標準装備

標準装備

●

●

●

ハンドルバーコンソール

●

●

●

●

●

●

●

ベビーカー保管用カバー

●

●

●

●

●

●

●

ライトセット

●

●

●

●

●

●

●
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レンタルキャブ

●
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バーレーカーゴ・ペット用トレーラーの特長

写真左 ブラック

別売りのトラボーイ用メッセンジャーバッグ、トラボーイ用トランジットバッグパックとの組み合わせ

写真右 クールグレー 別売りのトラボーイ用マーケットバッグ アッパー、マーケットバッグロワーとの組み合わせ

すぐれた安全性
キャリアやパニアバッグと異なり、積載量に関わらず自転車の重心位置は変わりません。

トラボーイ V2

(TRAVOY® V2)

荷物用自転車トレーラー
商品番号

¥42,800（税抜）

020920 ブラック ／ 020921 クールグレー

バランスと操作性に優れた走行が可能です。
スタート時をはじめ、走行中はあまりけん引をしている重さを感じません。
また、ダンシング・コーナリング・ブレーキング時のいずれも自転車単独とほとんど

「トラボーイ」は自転車での運搬を見たことがないほど便

変わらない操作感です。違和感なく自転車を傾ける操作もできます。

利にします。通勤・ショッピング・キャンプなど、いずれ
においても大活躍。取り付けはシートポストと接続するだ
け。また取り外しも簡単で、取り外した後は通常のキャリ
アカートとして使えるので、バスや電車など公共交通機関
への乗り換えも簡単です。
前モデルからの変更点
取り付け金具のシートポスト接続部がビス止めから工具不
要のクイックリリースになり、複数の自転車での付け替え
が簡単になりました。
牽引アームの長さが伸縮するので、リアキャリアを装着し
ていても干渉しにくくなりました。
ブラック

クールグレイ

キックスタンドが四角形になり安定性が向上しました。
荷物とタイヤの接触を防ぐホイールガードを標準装備しま
した。巻き込みの心配がないので安心して運搬できます。

セット内容

トラボーイ本体、取付金具、タイヤ付きホイール2セット、
専用トートバッグ、ストラップ

自転車の限界を越える積載量
自転車のみでは到底考えられない大容量・長尺の荷物をけん引できます。
フラットベッド・ノマドでは 45kg、小型のトラボーイでも 27kg の積載が可能。
トレーラーに TT バイクや MTB 等の競技用自転車を搭載し、ロードバイクで会場まで

SPEC

耐荷重量
本体重量
折畳時サイズ
タイヤを含む全幅

27kg(上部9kg/下部18kg) 荷台奥行
5.3kg
荷台幅
53cm×47cm×20cm
荷台全長
60cm

29cm
39cm
81cm

けん引が出来るキャパシティです。
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「トラボーイ」をキャンプへ連れて行こう！

大人気トレーラー「トラボーイV2」

バーレーのカーゴトレーラーシリーズの中でもダントツの人気を誇る「トラボーイV2」
最大27kgの積載量、ハンドキャリアとしても利用可能等の基本性能のほか、バーレー
ならではの「気が利いた」機能が満載されています。
殆どのシートポストに対応。(カーボンは推奨しません)

ライト取付OK(別売)

最小23mm

最大35mm

ハンドキャリーとしても利用
できる「トラボーイ」なら、
キャンプでも大活躍。
水タンクの運搬もこの通り
楽勝です。

道具不要の取付金具

地面からの高さ71cm～86cmの
シートポストに対応。

伸びるけん引アームでキャリア付き自転車にも対応。

自転車から外して手で引くことも、
自立させることも可能。

車の中では、
このサイズに
収まります。

子供の遊び道具も、
お弁当も
なんでも積めます。
改良型ワンタッチキックスタンド。

ホイールガード標準装備。

特許取得済みのフレックスコネクターが、
安定性と違和感のないペダリングを可能に。

もちろん自転車での
牽引はトラボーイの
独壇場でしょう。

5歳の子供でも
引っ張れる重さ。
お手伝いもラクラク。

折畳は慣れれば約15秒程度でOK。もちろん道具は不要。
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コーホー XC (COHO XC )

荷物用自転車トレーラー

®

¥79,800（税抜） 商品番号 144066 イエロー

サスペンション付き、大量の荷物を搭載できるクロスカントリートレーラー

フラットベッド (FLATBED™)

荷物用自転車トレーラー
¥35,990（税抜） 商品番号 020901 ブラック

余裕の積載量45kg。長尺モノも運べるオープンカーゴ

ブラック
ブラック

「フラットベッド」サイクルトレーラーは、45キロまでの
COHO XCは、一輪式のカーゴトレーラー(荷物用トレー

荷物を自転車で運ぶための最適な手段です。低床・低重心

ラー)です。近距離のお買い物から、長距離の旅行まで、す

設計で最低限の力でけん引することができ、すぐれた安定

べての用途に対応します。コイルスプリング式のサスペン

性を実現しています。前後は大きく開いており、自転車で

ションとオフロードタイヤを装備し、どんな道での走行も

は難しかった長尺物も運べます。「フラットベッド」で自

こなします。キックスタンドを装備して、スタンドのない

転車をより活用しましょう！

自転車の自立も可能。
セット内容

トレーラー本体、タイヤ付きホイール2本、けん引アームと取り付け金具、取扱説明書
セット内容

トレーラー本体、タイヤ付きホイール1本、けん引アームと取り付け金具、取扱説明書
SPEC

耐荷重量
全装備重量
荷室長
荷台幅
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31.8kg
9.74kg
61cm
38cm

荷室高
ホイールサイズ
展開時サイズ 長さ×幅×高さ
折り畳み時サイズ 長さ×幅×高さ

29cm
16″×2.125″
168.9cm×43.2cm×54cm
80.6cm×44.5cm×34.9cm

SPEC

耐荷重量
全装備重量
荷室長
荷室幅

45kg
6.6kg
82.5cm
52cm

荷室高
ホイールサイズ
展開時サイズ 長さ×幅×高さ
折り畳み時サイズ 長さ×幅×高さ

18cm
41cm(16インチ)
83.8cm×78.5cm×40.9cm
84cm×58.4cm×10.7cm
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写真のカーゴラックは別売りオプションです。
付属フラッグはオレンジ色です。

ノマド

荷物用自転車トレーラー

(NOMAD™)

¥53,990（税抜） 商品番号 020900 イエロー

防水カバー付き、キャンプや買い物に活躍するプレミアムカーゴ

イエロー

ペット用自転車トレーラー

®

¥63,990（税抜） 商品番号 020902 イエロー

愛犬の快適さを第一に考えたトレーラー

楽しい自転車ツーリングを実現するサイクルトレーラーで

「テイル・ワゴン」は愛犬用のサイクルトレーラーです。

す。アルミニウムを用いた軽量フレーム、大容量設計、耐

大切な家族と共にアウトドアへサイクリングに出かけられ

久性に優れた防水カバーなど、アウトドアに適した数々の

ます。リアゲートが簡単に大きく開けられ、フロアは取り

機能を備えています。2輪式を採用したことによる低重心は

外し式で簡単に洗えます。オプションのベビーカーキット

優れた安定性を実現します。キャンプ道具を沢山積み込ん

を使えば、手押し式のドッグキャリアにもなります。ぜひ

で、新しい自転車のある休日を過ごしましょう。

ペットと楽しい休日をシェアしてください。

セット内容

セット内容

トレーラー本体、タイヤ付きホイール2本、けん引アームと取り付け金具

トレーラー本体、タイヤ付きホイール2本、けん引アームと取り付け金具

セーフティフラッグ、取扱説明書

セーフティフラッグ、ハンドルバー(オプションのベビーカーキット用)、取扱説明書

SPEC

耐荷重量
全装備重量
荷室長
荷室幅
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テイル ワゴン (TAIL WAGON )

イエロー

45kg
6.5kg
81cm
47cm

荷室高
ホイールサイズ
展開時サイズ 長さ×幅×高さ
折り畳み時サイズ 長さ×幅×高さ

43cm
41cm(16インチ)
82.6cm×55.9cm×57.1cm
82.6cm×54.6cm×25.4cm

SPEC

耐荷重量
全装備重量
荷室長
荷室幅

34kg
11kg
82.5cm
48cm

荷室高
ホイールサイズ
展開時サイズ 長さ×幅×高さ
折り畳み時サイズ 長さ×幅×高さ

58cm
41cm(16インチ)
93cm×79cm×81cm
95cm×71cm×24cm
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取り付け金具

手押し用キット

スチール製取り付け金具

取り付け金具用アダプター

1輪式手押しベビーカーキット

2輪式手押しベビーカーキット

トレーラーに付属するスチール製取り付け金具と同じです。2台以上の

標準の取り付け金具が自転車のエンド部分に干渉して取り付けられない

自転車用ベビーカーと手押しベビーカーを簡単に切り替えられる前輪の

自転車用ベビーカーを手押し式4輪ベビーカーに変身させる前輪のセッ

自転車でトレーラーを使いまわす場合に取り付けてください。

場合に利用するアダプターです。リアアクスルのネジの形状に併せて適

キットです。前輪は取り付けたままでも自転車用ベビーカーとして利用

トです。2輪追加キットで自転車用ベビーカーをより楽しみましょう。

切な種類を選択して下さい。

できます。そのまま自転車から取り外すとすぐに手押しベビーカーとし

回転する2つのホイールは、簡単に取り付けができ、滑らかな動きを実

て使えます。

現します。もちろん、外した前輪はベビーカーの中に収納できます。動物

セット内容／ホイール取り付けセット・リストストラップ

園、遊歩道、公園、スーパーマーケットへのお出かけが楽しくなります。

商品番号

021366

¥3,490

（税抜）

自転車の取り付け部分の形状によっては、スルーアクスルアダ
プターまたはヒッチアダプターが必要になる場合があります。

商品番号

021369 3/8×26
021370 M10×1.0

商品番号

021371 M10.5×1.0

スチール製取り付け金具 5個パック
商品番号

021367

¥15,490（税抜）

¥9,990

021372 クイックリリース用

¥1,590（税抜）

クラシック取り付け金具
自転車のチェーンステー・シートステー部に取り付けが可能な金具。エ

けるためのアダプター。スルーアクスルの端に固定用ネジを追加するこ

ンド部の形状にかかわらず取り付けが可能です。セーフティストラップ

とで、サイクルトレーラーの取り付け金具に対応します。一度装着する

つき。様々な形状の自転車にフィットし、交換が容易。

と取外しは不要。

商品番号

12×️1.0 142-148mm
12×1.5 142-148mm
12×1.75 142-148mm
12×1.75 197mm
12×1.5 197mm

商品番号

144077

¥12,800（税抜）

適合車種／ディーライトX（※）・ディーライトダブルV2（※）・ディーライトシン
グル（※）・キャブX（※）・アンコールX（※）・アンコールV2（※）・ハニービー・
テイルワゴン（※ は機種の本体付属品と同等品です）

12mmスルーアクスルを採用した自転車にサイクルトレーラーを取り付

021373
021374
021375
021376
021376

セット内容/前輪キット・手提げ袋

（税抜）

スルーアクスル

商品番号

021382

適合車種/ディーライト・アンコール・ソロ・キャブ．テイルワゴン・キャブX・
アンコールX・ディーライトX

021368

¥4,990（税抜）

ディスクブレーキタイプの自転車には対応しません。

¥7,990（税抜）

16+ホイールキット

自転車取り付けガイド

バーレーの自転車用ベビーカーをジョギング対応ベビーカーにする前輪のキットです。

イールキットは雪の上、砂浜の上、砂利の上でもどんどん

2人乗り用

と進めます。悪路に適したパターンの大径タイヤです。
・ハブとリムは軽量なアルミ製、スポークは頑丈なスチール製
・悪路に適したタイヤパターンで、滑らかなけん引が可能
・雪・砂浜・砂利など様々な悪路に対応
・プッシュボタンで簡単に交換が可能

シティサイクル(ママチャリ)の場合

セット内容／16インチタイヤ付きホイール 2本

写真1

商品番号

021385

¥33,990（税抜）

後輪車軸左側のナットを外して、取り付け金具を共締めします。(写真1)
共締めした場合に、シャフトの長さが十分でなくナットが充分に固定できない場
合や、取り付け金具にフレームが干渉する場合には、「取り付け金具アダプタ

二人乗りの自転車用ベビーカーに適合します。
セット内容／16インチタイヤ付きホイール・取り付けアームリストストラップ
商品番号

144078

¥19,800（税抜）
適合車種／ディーライトX・ディーライトダブルV2・ディーライトシングル・ディーライト・
キャブX・キャブ・アンコールX・アンコールV2・アンコール

1人乗り用
セット内容／16インチタイヤ付きホイール・取り付
けアーム・リストストラップ

ー(3/8×️26)」をナットの代わりに取り付けて、そこに取り付け金具を装着しま
す。(図1)

商品番号

サイドキックスタンド、両立てスタンドのどちらでも取り付けはできますが、子

144079

¥19,800（税抜）

供乗せ自転車のような大きな両立てスタンドを装着している場合、右折時に干渉
する場合がございます。

ジョギングキット

冒険はアスファルトの上だけではありません。この16+ホ

適合車種／ソロ・ディーライトシングル

図1

クイックリリース対応車種の場合
クイックリリースを取り外し、フレームに共締めします。(図2)

ウォーキングキット

取り付け金具がドロップアウト部に干渉する場合には、右側(ドライブ側)にクイ

ウォーキング・ハイキングに最適なウエストバンドとけん引ポールのセットです。

ックリリースレバー、「取り付け金具アダプター(クイック用)」をナットの代わ

調整式のメッシュウェストバンドと、2本の伸縮アルミポールを使って、引っ張る

りに装着します。(図3)
ほとんどのクイックリリースにはそのまま取り付けできますが、ナットの固定部

図2

が8mm以下になる場合は長いクイックリリースに交換してください。

人の体にピッタリと調整出来ます。2本のポールはぴったりとウエストバンドに取
注) イラストのストラップは、
貨物用トレーラーには
付属しません。

り付けが可能で、歩いている間に突っかかったりすることはありません。自転車
が無くても子供と一緒に楽しいハイキングが楽しめます。
商品番号

144080

¥19,800（税抜）

スルーアクスル対応車種の場合

適合車種／ディーライトX・ディーライトダブルV2・ディーライトシングル・ディーライ
ト・キャブX・キャブ・アンコールX・アンコールV2・アンコール・テイルワゴン

リアのスルーアクスルをバーレー製スルーアクスルに交換する必要があります。
採用されているものと同じ規格のスルーアクスルを選択し、そこに取り付け金具
を装着します。

シングルスピードスポーツ車の場合
後輪車軸左側のナットを外して、取り付け金具を共締めします。
共締めした場合に、シャフトの長さが十分でなく、ナットが充分に固定できない
場合や取り付け金具にフレームが干渉する場合には、取り付け金具アダプターを
ナットの代わりに取り付けて、そこに取り付け金具を装着します。(図1)
取り付け金具アダプターは、ハブ軸にあった規格のものを選んで取り付けます。
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図3

スキーキット
スキーに連れていけるキットです。車輪に変えて取り付けるスキー、ウエスト
バンド、アルミポールを使って引っ張る人の体に調整できます。
商品番号

144081

¥29,800（税抜）
適合車種／ディーライトX・ディーライトダブルV2・ディーライトシングル・ディーライ
ト・キャブX・キャブ・アンコールX・アンコールV2・アンコール・テイルワゴン
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アクセサリー

ベビーカー用

コーホーXC用

トレーラー保管用カバー

トレーラーストレージバッグ

ボールズスルーアクスル

ボールズQRアクスル

防水保管用カバーです。屋外にベビーカーを保管する場合はこ

自転車用ベビーカー・トレーラーを安心して収納できるバッグです。バーレーの全

COHO XCをスルーアクスル採用自転車に取り付けるための

COHO XCをクイックリリース採用自転車に

のカバーを利用することを推奨します。

てのトレーラーは収納時に折りたたむことが可能です。600デニールの丈夫なポ

オプション

取り付けるためのオプション。スタンダード

リエステル製で、トレーラーを安全に、清潔に保管が出来ます。上部とサイドに頑

商品番号

はCOHO XC本体に付属のものと同等品

商品番号

021389

丈な取手があり、引っ掛けて収納することも出来ます。

¥7,990

（税抜）

商品番号

021390

¥9,490（税抜）

対応車種／ディーライト・キャブ・ソロ・アンコール・ビー・ハニービー・ミノウ
テイルワゴン・ノマド・フラットベッド

144060
144061
144062
144069
144070
144071
144072
144073
144074

12×1.0 142-148mm
12×1.5 142-148mm
12×1.75 142-148mm
12×1.5 197mm
12×1.75 197mm
12×1.0 197mm
12×1.5 177mm
12×1.75 177mm
12×1.75 142-148mm LONG

商品番号

144063 スタンダード
144064 190mm ロング
144065 170mm ロング

¥4,900（税抜）

ボールズナットアクスル
アダプター
ナット固定アクスルCOHO XC
を取り付ける場合に利用します
商品番号

144075 M10×1.0
144076 3/8×26

¥3,400（税抜）

¥9,800（税抜）

パニアセットイエロー
COHO XC 専用パニアバッグ。搭載にはCOHO XC パニアラックが必要
です。
商品番号

乳児用補助シート

プレミアムシートパッド

SITシート

肌触りの良い、毛足の長い毛布を全面に採用

頭周りのホールド性を改良したシートパッド。

背面・座面にクッション、シートベルトにスプ

したシート。使用可能月齢3-12ヶ月。手押し

商品番号

専用の補助シートです。お子様の首が座り、ヘ

¥6,800

ルメットの着用ができるようになるまでは、

リングを内蔵し、乗り降りが簡単に。

144082
（税抜）

商品番号

021397

¥4,990（税抜）

手押しベビーカーとしてご利用ください。
商品番号

021394

¥10,990（税抜）

ドライバッグ イエロー

パニアラック

COHO XCの荷台にピッタリサイズのドライバッグ。単品でも

COHO XC にパニアバッグを

利用可能。

拡張できるラック

商品番号

袋型毛布

フロアーマット

冬でも温かい、おくるみ型の毛布

フロアーの汚れを軽減できるマット

商品番号

021396

¥9,990（税抜）

144055

¥16,800（税抜）

1人乗り用

商品番号

144084

144056

商品番号

144057

¥9,800（税抜）

16+ ホイールセット

カーゴネット

COHO XC専用 16+ ホイールのセット

COHO XCの荷台に利用可能な

商品番号

144058

¥16,800（税抜）

¥6,800（税抜）
2人乗り用

商品番号

¥15,800（税抜）

ネット。
商品番号

144059

¥3,800（税抜）

144085

¥6,800（税抜）

ノマド用
ハンドルバーコンソール

トレーラー用フラッグセット

手押しで利用する場合のハンドル部分に、ドリンク・スマートフォン・

安全用フラッグセットの予備パーツです。

鍵などを収納できます。

商品番号

適合車種／全てのハンドルバーつき製品

(V2)
商品番号

021388

¥3,290（税抜）
ポール付属。

144083

¥6,800（税抜）

テイルワゴン用

ノマドカーゴラック

テイルワゴン用キックスタンド

「ノマド」の上部に設置できる追加キャリアです。取り付けは簡単で、

「テイルワゴン」用のキックスタンドです。停車時の安定性を高めま

より多くの荷物を追加できます。ノマドをご利用のお客様におすすめの

す。

オプションです。

商品番号

商品番号

020903

¥12,990（税抜）

020904

¥4,490（税抜）

適合車種／2008年以降のテイルワゴン

適合車種／2004年以降のノマド
ノマドに9kgの荷物を更に追加できます。
トレーラーの最大積載量は45キログラムで変わり
ませんので、最大量を越えないようにお気をつけ下さい。
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アクセサリー

補修用パーツリスト

トラボーイ, トラボーイV2用

すべてのアクセサリーはトラボーイ・トラボーイV2のどちらにもご利用いただけます。

品番

発注コード

商品名

対応機種

税抜価格

950037

021378 ヒッチフレックスコネクター ラウンド

丸型断面の牽引バーを持つトレーラー

¥3,290

950038

021379 ヒッチフレックスコネクター スクエア

角型断面の牽引バーを持つトレーラー

¥3,290

950173

144001 トラボーイ用タイヤチューブ 12.5×2

トラボーイ

¥2,500
¥1,500

トラボーイ取り付け金具

トラボーイV2用取付金具

トラボーイに付属する金具と同等品。トラボーイ・トラボーイV2どちら

トラボーイV2に付属する金具と同等品。取付・取外しに道具が不要。ト

950178

144002 トラボーイ用ケーブルリペアキット ロワーシェルフ

トラボーイ

にも利用可能。

ラボーイ・トラボーイV2のどちらにも利用可能。

120060

144003 トラボーイ用ラバーキャップ

トラボーイ

¥200

950172

144004 トラボーイ用タイヤ 12.5×2

トラボーイ

¥2,500
¥700

商品番号

020913

¥3,990

（税抜）

商品番号

020919

¥6,800

（税抜）

トラボーイ用リアキャリア取り付け金具

トラボーイ用ユニバーサルバッグストラップ

リアキャリアにトラボーイ取付金具をマウントするための金具です。ト

トラボーイにお手持ちのカバンを取り付けられるストラップ。4本セッ

ラボーイV2用フレックス取付金具には利用できません。

ト。

商品番号

020914

商品番号

¥2,690（税抜）

020915

¥2,390（税抜）

トラボーイ用ホイールガード

トラボーイ用ストラップ

トラボーイの荷物が後輪に干渉しにくくするホイールガード。

トラボーイ本体の持ち運び用ショルダーストラップ。自転車を降りた後

商品番号

020916

¥3,490（税抜）

に利用します。
商品番号

020917

¥2,690（税抜）

トラボーイ用耐ダウンストラップセット

トラボーイV2用レインカバー

トラボーイ本体に付属するストラップベルトと同等品。

雨天時に荷物ごと被せて使えるレインカバー。

商品番号

020918

¥2,090（税抜）

商品番号

020951

¥7,800（税抜）

トラボーイ用メッセンジャーバッグ

トラボーイ用トランジットバックパック

トラボーイにも取付が可能なメッセンジャーバッグ。

トラボーイにも取付が可能なバックパック。

商品番号

020952

¥19,800（税抜）

商品番号

020953

¥24,800（税抜）

トラボーイ用マーケットバッグ アッパー22L

トラボーイ用マーケットバッグ ロワー 40L

トラボーイ上段に取付が可能な買い物バッグ。

トラボーイ下段に取付が可能なバスケット。

商品番号

020954

¥14,800

（税抜）

商品番号

020955

¥16,800

（税抜）

250404

144005 トラボーイ用フットプランガー

トラボーイ

250530

144006 フラッグホルダー

トラボーイ

¥700

950171

144007 トラボーイ用ホイールタイヤ&チューブセット

トラボーイ

¥11,000

250318

144008 トラボーイ用トゥヒンジ ブラック

トラボーイ

¥500

950177

144009 トラボーイ用ケーブルリペアキット アッパー/ミッド トラボーイ

¥1,400

150093

144010

ナット・ダストキャップ付きプッシュボタン
ホイール用アクスル

ビー2009以降、ミノウ、ハニービー2010-2012、アンコール20102012、ディーライト2009-2012、ソロ2009-2012、キャブ2010-2012、
ノマド2014以降、フラットベッド2014以降

¥1,900

864001

144011

16"&20"スポークホイール、16"プラホイール用
アクスルアッシー

キャブ2007-2008、ディーライト2007-2008、ソロ2004-2008、
アンコール2007-2009、ハニービー2008-2009、ビー2004-2007、
テイルワゴン2008以降、フラットベッド2009-2013、ノマド2007-2013

¥1,700

150209

144012 アクスル ロング 2013

ソロ 2013以降, アンコール2013以降, キャブ2013以降,
ディーライト2013以降, ハニービー2013以降

¥1,900

250537

144013 トラボーイ用キックスタンドチューブ

トラボーイ

¥1,700

950020

144014 テイルワゴン用アクスルアッセンブリー

テイルワゴン2008以降

960112

144015 ハニービー用カバー

ハニービー2014以降

¥17,000

160029

144016 20インチアルミホイールセット プッシュボタン付き

ソロ 2013以降, アンコール2013以降, キャブ2013以降,
ディーライト2013以降, ハニービー2013以降

¥17,000

250122

144017

フラットベッド2009以降, ノマド2009以降、テイルワゴン2008以降

¥6,100

950154

144018 ハンドルバークランプレバーキット ロッド付き

ディーライト2010以降、アンコール2010以降、キャブ2010以降、
ハニービー2010以降

¥2,400

950203

144019 ノマド用アクスルアッセンブリー

ノマド2014以降

960302

144020 アンコール用カバー ブルー

アンコール2016以降

120107

144021

カーゴ・ペット用トゥバーアッシー

ディーライト・キャブ・アンコール用ハンドルバー ディーライト2010-2018以降、キャブ2013-2018以降、
(レバー別売 9501154)
アンコール2013以降

¥5,100

¥6,100
¥14,000
¥6,500

160015

144022 16インチホイールセット QRアクスル付き 1本

フラットベッド2009以降,テイルワゴン2008以降

¥12,000

250281

144023 ハニービー用フロアー・サイドパネル

ハニービー2014以降

¥14,000

250177

144024 ディーライト用フロアー・サイドパネル

ディーライト2013

¥17,000

250434

144025 ビー・ハニービー用シート

ビー2016以降、ハニービー2016以降

¥11,000

250429

144026 テイルワゴン用カバー

テイルワゴン(一部模様が異なる場合があります)

960105

144027 ソロ2013用カバー レッド

ソロ 2013以降

¥27,000

960108

144028 ソロ2013用カバー グリーン

ソロ 2013以降

¥27,000

960110

144029 ノマド2014用カバー

ノマド2014以降

¥14,000

960111

144030 ビー2014用カバー

ビー2014以降

¥17,000

960103

144031 ディーライト・キャブ・アンコール2013用カバー

ディーライト,アンコール,キャブ2013以降

¥17,000

950017

144032 テイルワゴン用フロア・カバーリング

テイルワゴン

250437

144033 ソロ2016用シート

ソロ2016以降

¥12,000

250454

144034 ディーライト・キャブ・アンコール2016用シート

ディーライト,アンコール,キャブ2016以降

¥16,000

950175

144035 トラボーイ用タイダウンボタン

トラボーイ

950121

144036

250550

144037 トラボーイ用アッパーヒンジ ライト

トラボーイ

¥2,000

250551

144038 トラボーイ用アッパーヒンジ レフト

トラボーイ

¥2,000

250552

144039 トラボーイ用ロアーヒンジライト

トラボーイ

¥2,000

250553

144040 トラボーイ用ロアーヒンジ レフト

トラボーイ

250370

144041 フラットベッド用ファブリックフロア

フラットベッド

¥17,000

250279

144042 ビー2014用フロア・サイドパネル

ビー2014以降

¥14,000

250476

144043 キャブ2016用フロア・サイドパネル

キャブ2016以降

¥17,000

250475

144045 ディーライト2016用フロア・サイドパネル

ディーライト2016以降

¥17,000

250478

144046 アンコール2016用フロア・サイドパネル

アンコール2016以降

¥15,000

250479

144047 ハニービー2016用フロア・サイドパネル

ハニービー2016以降

¥13,000

250323

144048 ノマド2014用フロア・サイドパネル

ノマド2014以降

¥17,000

250477

144049 ソロ2016用フロア・サイドパネル

ソロ2018以降

¥18,000

144051 20"プッシュボタンホイール

ディーライト2013以降、ソロ2013以降、キャブ2013以降、
アンコール2013以降、ハニービー2014以降

¥18,000

フラットベッド2009-2013、テイルワゴン2014以降

¥13,000

160041

¥8,000

¥1,500
¥2,500

ホイール用ベアリング4個セット

カーゴ用16"インチホイール・タイヤセット
(クイックリリース付き)

¥7,000

¥2,000

160014

144052

130044

144053 16" × 2.5-3" チューブ

16インチタイヤ装着車

¥3,000

160030

144054 16" × 2.5-3" タイヤ

16インチタイヤ装着車

¥6,000

160050

144068 ノマド・フラットベッド用16" ホイール

フラットベッド2014以降、ノマド2014以降、キャブ2009-2012

¥8,000

ほとんどの補修パーツがご用意できます。こちらに掲載されていない場合は販売店にお問い合わせください。
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