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今日は何を着ようかな。
どの靴を履こうかな。
何を食べようかな。
誰と会おうかな。

毎日の当たり前の風景に、少し彩りを。

「今日はスポーツバイクで出掛けよう」

心地よい風と軽快な走り。
あなたの毎日をちょっとおしゃれに飾ってみませんか。

ーRITEWAYー



初めてのスポーツバイクは、自分にぴったりの一台を選びたい。そんな思いをかなえてく
れるのは、ハイドロフォーミングチューブが特徴のシェファード。４つのサイズと５色のカ
ラー展開からあなたに合った一台を。

カラー	 クモホワイト／ピアノブラック／ハッピーターコイズ／ウスベニ／アーバングレー
サイズ	 380／420／460／500
フレーム	 6061アルミ
ギア	 24S
タイヤ	 700×32C
ウェイト	 12.2kg

SHEPHERD

税込価格：52,290 円（本体価格 49,800 円）

シェファード
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スポーツバイクが好き。
そう思わせてくれるのは、乗る人へのちょっとした心遣い。
「これならできるかな」は、いつか自信につながっていく。
「できることから」を始める。

「始めよう」の気持ちを大切に。
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アーバングレー ウスベニ クモホワイト ハッピーターコイズ ピアノブラック

SHEPHERD
COLORS



ゆったりと自転車に乗ってみて初めて気づく街中のわずかな段差。一つひとつは小さいけ
れど、積もってみれば疲れにつながる。ファータイルはサスペンションがついているから、
そんな「わずか」をきちんと吸収。

カラー	 サクラピンク／マタタビイエロー／ピアノブラック／クモホワイト
サイズ	 380／460／500	
フレーム	 6061アルミ	
ギア	 24S
タイヤ	 700×35C	
ウェイト	 12.7kg

FERTILE 

税込価格：52,290 円（本体価格	49,800 円）

ファータイル
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「できる」がたくさんつまった自転車は、
街も、空も、海も、山も、私に別の景色を見せてくれる。
大丈夫という後押しは、
一歩踏み出す勇気につながる。

次へ、次へと進みだす。



クモホワイト マタタビイエロー ピアノブラック サクラピンク
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FERTILE
COLORS



おとなしく、ひかえめに。
でも、ときには明るく解放的に。無理しなくていい、自分らしく。
「ちょっとそこまで」も、「今日は遠くまで」も、
おなじくらい大事だから。

女性だって、スポーツバイク。

前かがみになりすぎず、乗車姿勢も無理がない。ふわふわのサドルや可愛らしく統一さ
れたデザインで、初めてスポーツバイクに乗る女性の不安を解消してくれるモデルです。

カラー	 ラビットピンク／ハッピーターコイズ／カフェブラウン／クモホワイト
サイズ	 380（スタッガード）／420
フレーム	 6061アルミ
ギア	 21S
タイヤ	 26×1.50	
ウェイト	 11.9kg

PASTURE

税込価格：47,040 円（本体価格	44,800 円）

パスチャー
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クモホワイト ハッピーターコイズ カフェブラウン ラビットピンク
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PASTURE
COLORS



クラシカル、定番、ためらう心さえ惹きつけてしまうのは言葉だけかな。
見ればわかる、乗ればわかる。これまでも、この先も。
変わらない姿であり続ける理由がここに。

下を向くと自分の世界が広がっている。そこからふっと顔を上げると、
知らない世界が広がり始める。どこへでも行ける気がする。

クラシカルである、ということ。 いまだ見ぬ風景と、出会うために。
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スポーツバイクといえばこの形。シンプルだけど、洗練されたデザイン
で、乗る人の要求に応えます。細身のフレーム、その装いから連想さ
れるのは、軽さと速さ。街中を駆け抜けるのにふさわしいバイク。

カラー	 アイイロ／カフェブラウン／モモイロ／ピアノブラック
サイズ	 480（650C）／510／540
フレーム	 クロモリ／スチール
ギア	 16S
タイヤ	 700×23C	
ウェイト	 11.9kg　

レースに出ても、街中を走っても、爽快にオンロードを駆け抜けられ
るロードバイク。いろいろなポジションを取れるドロップハンドルが、
スポーツバイクの楽しみを感じさせてくれる。

カラー	 アイイロ
サイズ	 510／540
フレーム	 クロモリ／スチール
ギア	 16S
タイヤ	 700×23C
ウェイト	 12.2kg

比較的坂の少ない都会なら、漕いだ分だけ軽さと速さを存分に味わ
える。さらに、シングルスピードモデルならではの洗練された見た目で、
心地よい爽快感を楽しめます。

カラー	 アイイロ
サイズ	 510／540
フレーム	 クロモリ／スチール
ギア	 Single
タイヤ	 700	x	23C
ウェイト	 10.6kg	

握りやすいブルホーンバーが、理想の前傾姿勢を作り上げます。どこ
までも澄んだ鮮やかなカラーが乗車の楽しみをさらに引き立て、スピー
ドを楽しむ余裕を与えてくれます。

カラー	 ソラクモブルー／カフェブラウン	
サイズ	 510／540
フレーム	 クロモリ／スチール
ギア	 16S
タイヤ	 700×23C
ウェイト	 11.5kg

SHEPHERD IRON F SHEPHERD IRON DSHEPHERD IRON SF SHEPHERD IRON B

税込価格：62,790 円（本体価格	59,800 円） 税込価格：73,290 円（本体価格	69,800 円）税込価格：59,800 円（本体価格	56,952 円） 税込価格：68,040 円（本体価格	64,800 円）

シェファードアイアン F シェファードアイアンDシェファードアイアンSF シェファードアイアンB16段変速 シングルスピード ブルホーンバー ドロップハンドル

SHEPHERD	IRON	F
アイイロ

SHEPHERD	IRON	B
ソラクモブルー

SHEPHERD	IRON	D
アイイロ

SHEPHERD	IRON	F
カフェブラウン

SHEPHERD	IRON	SF
アイイロ



気づけば自転車と。そんな一台があってもいい。
「買い物に行きたい、自転車で。」「海を見に行きたい、自転車と。」
自然な気持ちがつながる先に。

遠くへ行くのはどんなときだろう。日によって気分はいろいろ。楽しいこと
も嬉しいことも、悲しいことも辛いこともあるけれど、自分の中で何かを乗
り越えられた人は、また別の、新しい景色と出会うことができる。

いつでも、どこへでも。 その瞬間、に寄り添う。
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小回りのきく小径車。またがりやすいフレームと可愛らしいデザイン
で、どこにでも気軽に乗って出かけたくなる。初めて乗る人でもこわく
ないフラットハンドルです。

カラー	 フォレストグリーン／ラビットピンク／ソラクモブルー
サイズ	 430
フレーム	 クロモリ／スチール
ギア	 16S
タイヤ	 20×1.35
ウェイト	 12.1kg	

GLACIER F 

税込価格：62,790 円（本体価格	59,800 円）

グレイシア F

小回りのきく小径車。またがりやすいフレームと街の景色に溶け込むデザインに、
ドロップハンドルによってスタイリッシュさも兼ね備えたグレイシアD。気軽に乗
れる、だけどスポーツバイクのカッコよさも忘れない一台です。

カラー	 スナハマイエロー／アイイロ	
サイズ	 430
フレーム	 クロモリ／スチール
ギア	 16S
タイヤ	 20"	x	1.35	
ウェイト	 12.3kg	 	 	 	 	

GLACIER D

税込価格：73,290 円	（本体価格	69,800 円）

グレイシアD ドロップハンドルフラットバー

フォレストグリーン

アイイロ



元気いっぱい、仲良く、楽しく。自転車に乗れるようになった喜びが好奇心を
かきたて、より遠くへ遠くへと、気持ちを引っ張っていく。無限の可能性を感
じさせてくれる子どもには、安全で健やかに育ってほしい。

自転車は、ちょっと便利な普段の足、という人がほとんどだけど、時には知
らない土地を、いつもの自転車で走ってみると、自転車の新たな魅力と、い
ろんな出会いが待っているかもしれません。そんな“旅に行きたくなる自転
車”に、普段から乗ってみませんか？

想像力を育てるために。 その先にあるものと出会う。
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前輪に24インチタイヤを使用することで、安定性と走破性を向上。
どんどん成長するお子様に元気に遊んでもらいたいから。後輪は22
インチなので、小さなお子様にも安全にお楽しみいただけます。

カラー	 ワカクサグリーン／オオゾラブルー
サイズ	 280
フレーム	 6061アルミ
ギア	 21S
タイヤ	 24"	x	1.75／22"	x	1.75
ウェイト	 11.7kg	

大人にだって負けない18段変速。初めての自転車だからこそ、安全・
安心が備わった一台を。家族やお友だちと、元気に遊びに行くこと
ができます。

カラー	 ソラクモブルー／ヤマブキイエロー	
サイズ	 220
フレーム	 6061アルミ
ギア	 18S	
タイヤ	 20"	x	1.75	
ウェイト	 10.7kg	 	

zit 2422 zit 2020

税込価格：36,540 円（本体価格	34,800 円） 税込価格：34,440 円（本体価格	32,800 円）

ジット2422 ジット2020

荷物を持って遠くまで。楽しい気持ちがさらに高まるのは、輪行に便利な工夫が
あるから。キャリア取り付け用ダボ穴あり、取り外しがしやすいステム使用。ツー
リストのための一台です。

カラー	 フォレストグリーン／オオゾラブルー
サイズ	 500／530
フレーム	 クロモリ／スチール
ギア	 16S	
タイヤ	 700×32C	
ウェイト	 12.2kg	

sonoma

税込価格：68,040 円（本体価格	64,800 円）

ソノマ24/22インチ 20インチ

ワカクサグリーン ソラクモブルー

オオゾラブルー
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前進する。
歩くとき、第一歩は自分の足で踏み出す。
自転車に乗ると、第一歩は前輪。
自分の足で、自分の意志で漕いでいるようだけれど、自分を前へ導いてくれるのは前輪。

自分の行く先を切り開いてくれる自転車だから、こだわって、こだわって、自分にピッタリのものを選びたい。

RITEWAY は、そんな思いにこたえてくれる、日本人のためのスポーツバイクブランドです。
なぜ？　のカギはここに。

形 「自分に合った自転車。」
日本人にとっての最上質の乗り心地を追及し、それはライフスタイルを形作る一つのツールとなる。

デザイン「こだわって、こだわって。」 
自分のライフスタイルの中で、多くの時間を共にすることによる愛着。見て、また好きになる。

キャラクター「和と和み。」
心和ます愛らしい「ねこ」が、すべてをつつみ込んでくれる。

信頼「見えないから、こそ。」
安心の二文字は、いつでも心の不安を消し去るツール。

技術とアイディアのいっぱいつまった RITEWAY。

NF デザイン <NISSY FOLK design>

フレームビルダー”NISSY　WORKS”西原
氏によるフレームデザイン。日本人の生体計
測データをもとにモデリングを行い、日本人
の体型、様々なライフタイルに合ったフレー
ム作りを行う。

KEI'S グラフィック

日本画の繊細さを油彩で表現する独特の技法
を生み出し、注目を集める新進気鋭のアー
ティスト難波江啓。日本人の心を和ませるね
こをイメージした、シンプルかつ個性的なデ
ザインが特徴。センスあるカラーのネーミン
グも彼の仕事。

DCC フィニッシュ

“DOUBLE CLEAR COAT FINISH” 通常の
クリア塗装の工程を２回繰り返し行うこと
で、塗装の耐久性を高めている。紫外線の色
あせや、駐輪で付く傷などに強い。

こだわりぬいた品質

変速、回転、制動部に、高品質で性能が長持
ちする安心の“シマノ社製パーツ”を多用。
信頼できるパーツを使用するからこそ、心か
らサイクルライフを楽しむことができる。

出先のトラブル解決アイテム プレゼントキャンペーン実施中

2012	RITEWAYバイクをお求め頂くと、Cycle	Design のタイヤレバー、ツール、
ポンプなど出先のトラブルに役立つアイテムをプレゼント。
※zit シリーズは除きます



地球を楽しくしたい

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

ライトウェイプロダクツジャパン株式会社
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。

www.riteway-jp.com
CM016

※掲載された写真の色は、撮影、印刷により実際の商品の色と異なった印象を与える場合があります　実際に販売される商品の仕様は本カタログとは異なる場合があります、詳細についてはご購入前に販売店にてご確認ください


