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JEROBOAM 
JAPAN GRAVEL 
CHALLENGE 2021
日本らしい水田の景色が美しく広がる宮城県北部、加美町と大崎市を舞台に開催となった。2019年に1年
間をかけてルートの確認を行い、基本となる150kmのルートを作成。STANDARD 75km、MAGNUM 
150km、そしてJEROBOAMとなる300kmは初日に165km、2日目に135kmと2日間に分けて合計
300kmを走るルート設定とした。コンセプトは「グラベルバイクで走って気持ちの良いコース」だ。

スタート/フィニッシュとなるメイン会

場は加美町薬莱地区にあるペンション

KAMIFUJI。ライフスタイルエリア、フー

ドエリア、ミュージックエリア、メンテナン

スエリアを盛り込みアウトドアフィールド

という事を大いに感じながら、ゆっくりと

した時間を過ごせる雰囲気のイベントス

ペースができあがった。
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28日金曜午後14時。参加者が集まり始め、会場で受付を行っ

ていく。ほとんどの参加者が初めて訪れる加美町。日差しが眩

しく、Tシャツで過ごすのが丁度いい気候で出迎えた。

APZ特設ステージに上がり、ラリーのスタートのように一人ず

つスタートしていく。両脇に酒樽を飾った一ノ蔵ゲートを通る

瞬間のワクワクドキドキがたまらない。

午前3時30分を過ぎ、JEROBOAM300kmに挑戦する参加

者が集まり始めた。まだ暗い中、朝のコーヒーで身体を目覚め

させる。朝食を食べたらライダーズミーティングを聞いてから

スタートだ。KAMIFUJIのスタッフは翌日の朝食となるおにぎ

り作りにとりかかっていた。地元加美町で収穫した米を地下水

を使い炊き上げたご飯で作るおにぎりは何個でも食べられる

くらい美味しい。

Jeroboam Bike Festival SeriesJeroboam Bike Festival Series
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300kmの参加者達が森を抜けていく頃、APZ特設ステージで

は150kmの参加者達のスタートが始まっていた。曇り空で時

折、小雨が降るコンディションの中、ワクワクドキドキの気分で

一ノ蔵スタートゲートを抜けていく。

300km初日、舗装のウォームアップを終えると牧草地を抜けるグラベルが始まる。

平でまっすぐ山へと続くグラベルロード。壮大なグラベルチャレンジの幕開けだ。
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牧草地の次は深い森へと進む。開放的な雰囲気から一変して鬱蒼とした木々が生い茂る暗闇の中に入った。

この道がどこに続くのか分からないという一種の不安に似た感覚が参加者を襲っていく。

標高500m程度という低山地帯を走る日本のJEROBOAM2021。

朝方は10度前後だった気温も日が昇るにつれてグングンと上がってきた。

小刻みに繰り返すアップダウンが参加者達の脚を攻撃していく。
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70kmを超える辺りに差し掛かると天気予報通りに雨が降り出してきた。路面がマッドコンディションに変化した事で

慎重に走る参加者達。この日の走行距離のまだ半分にも満たない所でバイクは泥だらけになった。
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こけしで有名な鳴子の街で休憩をとった後、いよいよこ

の日の後半に入る。JEROBOAM JAPAN 第1回のハ

イライトとして参加者の胸に刻まられるであろう16%の

勾配の登り坂が襲ってきたのだ。悶絶の表情を見せな

がら過ぎる参加者達。地面に脚を着こうとしたら力尽き

て転倒する姿も見られた。まだ先は長いが、果たして完

走できるのだろうか？一抹の不安がよぎる瞬間だ。
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国立音楽院宮崎キャンパスに設置された第2エイドステーショ

ン。ここからフィニッシュまで残り40km程度。

距離的には問題ない距離だが、何が待ち受けているか分から

ない。皆、エイドステーションでしっかりと補給を取って再スタ

ートを切っていく。

残り7km。薬莱山を間近にしたところで目の前には急勾配の

グラベルが現れた。やっとフィニッシュに辿り着いたと思った直

後に心が折れる。残りわずか。しかし、バイクは前に進まなくな

った。

グラベルを登り切ったら視界が広がり再び牧草地の中だ。

森の中から抜け、開放的な気分になり記念撮影。薬莱山の形が絶妙。

一ノ蔵ゲートを通って、APZステージに戻ってきた。後ろには夕

暮れ間近の薬莱山が見える。力尽きた脚でしっかりと身体を支

えながらの完走写真撮影。もう立ってはいられないという表情

が美しい。

この日の夕食は煮込みハンバーグ。しっかりとタンパク質の補

給をして身体をケアする。一緒に走ってきた仲間と振り返る時

間が心地良く流れていく。
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30日日曜日、朝4時30分。

前日に完走した参加者によるフィニッシュのサインをしたサインボード

には朝の光が眩しく照り付けていた。

300kmのJEROBOAM。この日は残り135kmの走行距離を設定。前

日の疲れも残る中、挑戦者達が再び会場に集まってきた。

スタートを前に朝ごはんのサンドイッチを食べる。表情も明るく、ライ

ド2日目も快調に走れそうな雰囲気だ。

135kmに挑戦するのは6人。前日走ったコースを、ほぼ逆回りしての135km。

いったいどのような走りが見られるのか？
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集団から徐々に離れていくけれど、これはレ

ースではなくグラベルチャレンジ。自分のペ

ースで無事に楽しく走りきる事が重要。「宮

城の森は楽しい」という感想がこぼれる。

水田地帯を走っていると、参加者達がまとま

って集団で走る姿が見られるようになった。

しばらく続いた舗装区間。走る速度も速く、

さながらロードレースのようにも見える光景

だ。これから始まる登りのグラベル区間が楽

しみになる。

スタート直後のグラベルを抜けたら、

気持ちの良い水田地帯を走るロングストレートだ。

晴れた朝、反射して水田に映る雲が美しく快調に飛ばしていく。
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前日は時折激しい雨が降った山も、この日は終始晴れた天気に。

木漏れ日によるコントラストが夏の山を感じさせペダリングも 

何故か軽く軽快に見えてきた。
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生活道路として使用されるグラベルは砂利がほどよく

敷かれてグラベルバイクでの走行に醍醐味を感じる場

所だ。

この日のエイドステーションでは、ボラ

ンティアスタッフによる手作りチーズ

ケーキが振舞われた。その場でドリッ

プされたコーヒーとチーズケーキ。エ

イドステーションから再スタートする

時間を忘れて過ごしてしまう。
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ラスト20km。森のグラベルに入る。前日に走り見覚えの

ある場所を抜けていく参加者達。「知っている分ラクに感

じた」というコースはゴールを前に思わず笑みがこぼれ

るくらい楽しい。

薬莱山が見え、フィニッシュの一ノ蔵ゲ

ートをくぐったら300kmのゴールだ。盛

りだくさんのグラベル。最高のロケーシ

ョン。汚れたバイク。どこを切り取っても

「楽しかった」という感想が全てのフィ

ニッシャーから漏れた。
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続々と参加者達がAPZステージに
戻ってきた。満足度200%の笑顔。
300kmという未踏の距離をグラベ
ルチャレンジで走り切った満足度は
走った者にしか分からない。
参加者が全員会場に帰り、ボランテ
ィアスタッフも役割を終えた。エイ
ドや伴走で参加者達を支えてくれ
た仲間達だ。

そして、お待ちかねの完走のサイン。初開催の
JEROBOAM JAPANで見事300km完走と
いう価値ある瞬間だ。着替えたら、ポークソテ
ーをいただく。走り終わった後の肉は身体に嬉
しく、ペロリと食べてしまう。

初開催のJEROBOAM JAPAN GRAVEL CHALLENGE。参加者達は、苦しくも楽しい宮城のグラベルの思い出でお腹いっぱいに 
なりながらそれぞれの帰途に着いていった。

会場ではバンド演奏による心地の良い
音楽が流れる。風と音色に心休まる休
日のひと時。
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JEROBOAM JAPAN GRAVEL CHALLENGE 2021

出走：30 (300km：11、150km：14、75km：5)

完走：23 (300km：6、150km：12、75km：5)
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 3T for BMW Bike               

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 97439001  ブルー/グレー  S  4895211820709   ¥660,000（税抜価格¥600,000） 
 97444001  ダークグレー/グレー  L  4895211820846   ¥660,000（税抜価格¥600,000） 

 ラグジュアリーなライフスタイル提案として
BMWとのコラボレーションで生まれた3T fo BMW bike。
ハンドメイドカーボンクランクのTORNO、ブルックス製バーテープ&サドルと
いったこだわりのパーツをアッセンブル。
トップチューブにBMWのエンブレムプレートをあしらった、落ち着いたデザイン。 

 ■ フレーム：UDカーボン ハイモジュラス/ハイストレングスパフォーマンスブレンドレイアップ
■ フォーク：3T FANGO TEAM
■ ヘッドセット：シールドカートリッジ 1.125""-1.5""
■ ハンドル：3T SUPERERGO TEAM STEALTH(S 40cm M 44cm L 42cm)
■ ステム：3T APTO TEAM STEALTH(S 80mm M 90mm L 100mm)
■ フロントディレーラー：無し
■ リアディレーラー：SHIMANO GRX ロングケージ
■ シフト/ブレーキレバー：SHIMANO GRX
■ ブレーキ：SHIMANO GRX フラットマウント油圧ディスクブレーキ SHIMANO 160mmセンターロックローター
■ クランクセット：3T TORNO TEAM(S 170mm M 172.5mm L 175mm)
■ カセット：SRAM EAGLE 11-42T
■ ホイールセット：Fulcrum Racing7 DB 650b チューブレスレディ
■ タイヤ：SCHWALBE G-ONE 650bx50mm
■ サドル：Brooks Cambium 

ブルー / グレー

ダークグレー / グレー
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 EXPLORO RACE GRX 1x 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 116022001  オレンジ/グレー  XXS  4895211822147   ¥528,000（税抜価格¥480,000） 
 116023001  オレンジ/グレー  510  4895211822154   ¥528,000（税抜価格¥480,000） 
 116024001  オレンジ/グレー  540  4895211822161   ¥528,000（税抜価格¥480,000） 
 116025001  オレンジ/グレー  560  4895211822178   ¥528,000（税抜価格¥480,000） 

 タフでハイスピードなグラベルレースに対応するように設計されたEXPLORO RACE 
MAXのフレームに、700CホイールとSHIMANO GRXの電動コンポをアッセンブルしたエ
アログラベルコンプリートバイク。  

 ■ フレーム： UDカーボン ハイモジュラス/
ハイストレングスパフォーマンスブレンドレイアップ

■ フォーク：3T FANGO RACEMAX
■ ヘッドセット：MiniMax by Cane Creek IS42/28.6-IS47/38
■ ハンドル：3T SUPERERGO PRO(XXS&51 38cm 54 40cm 56 42cm)
■ ステム：3T APTO STEALTH(XXS 70mm 51 80mm 54 90mm 56 100mm)
■ フロントディレーラー：無し
■ リアディレーラー：SHIMANO GRX ロングケージ
■ シフト/ブレーキレバー：SHIMANO GRX
■  ブレーキ： SHIMANO GRX フラットマウント油圧ディスクブレーキ 

SHIMANO 160mmセンターロックローター
■ クランクセット： SHIMANO GRX 40T

(XXS 165mm 51 170mm 54&56 172.5mm)
■ カセット：11s PG 11-42T
■ ホイールセット：WTB Serra 700c チューブレスレディ
■ タイヤ：SCHWALBE G-ONE 700x35c
■ サドル：WTB SL8 

■ ホイールセット：WTB Serra 700c チューブレスレディ
■ タイヤ：SCHWALBE G-ONE 700x35c
■ サドル：WTB SL8 

 EXPLORO LTD RED AXS 2x 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 75065000  マットブラック  S  4895211818546   ¥1,100,000（税抜価格¥1,000,000） 

 軽量レイアップされ、振動吸収性と軽さを追及したLTDグレードのカーボンフレームに、ア
プローチを考慮し、フロントをダブルギア仕様でアッセンブル。舗装からダートを走行して
帰路まで快適な走りを楽しめる仕様となっています。 

 ■ フレーム：3T EXPLORO LTD Matte Black
■ ステム：3T APTO TEAM STEALTH (S:80mm,M:90mm,L:100mm)
■ ハンドル：3T SUPERERGO TEAM STEALTH (S:400mm,M:420mm,L:440mm)
■ シフター/ブレーキ：SRAM RED eTAP
■ Fメカ：SRAM RED eTAP
■ Rメカ：SRAM RED eTAP
■ クランク：SRAM RED DUB 46/33T (S:170mm,M:172.5mm,L:175mm)
■ チェーン：SRAM RED
■ カセット：CS HG1290 10/28T
■ ローター：DB G3 センターロック160mm
■ サドル：セラサンマルコ ASPIDE
■ タイヤ：WTB RIDDLER 700x37c
■ ホイールセット：3T DISCUS C45 LTD xDRボディ 
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EXPLORO TEAM EAGLE/FORCE 1x12s は最新のSRAM eTap AXSをEAGLEのリ
アメカと、FORCEのレバーを組み合せ、グラベルバイクとしての性能を追求しています。
27.5インチの豊富なエアボリュームのタイヤと合わせ、シングルトラックにも入るライダー
におすすめな一台となっています。 

 EXPLORO TEAM RIVAL AXS 
2x 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 131630001  コーヒー  S  4895211825926   ¥539,000（税抜価格¥490,000） 
 131631001  コーヒー  M  4895211825933   ¥539,000（税抜価格¥490,000） 

 SRAMの電動コンポーネントRIVAL AXSを搭載。変速に関わるストレスをなくしたコン
フォートグラベルバイク。 

 ■ フレーム：EXPLORO TEAM
■ フォーク：FANGO TEAM
■ ハンドル：SUPERERGO PRO
■ ステム：APTO STEALTH
■ フロントディレイラー：SRAM RIVAL AXS
■ リアディレーラー：SRAM RIVAL AXS 最大36T
■ レバー：SRAM RIVAL AXS
■ ブレーキ：SRMA RIVAL 油圧ディスクブレーキ
■ クランク：SRAM RIVAL AXS 46/33T
■ カセット：10-36T 12s
■ ホイール：FULCRUM CINTURATO GRAVEL M 700c
■ シートポスト：CHARLIE SQAERO TEAM
■ サドル：SELLE ITALIA NOVUS EVO BOOST SUPERFLOW 

■ フロントディレイラー：SRAM RIVAL AXS
■ リアディレーラー：SRAM RIVAL AXS 最大36T

■ ブレーキ：SRMA RIVAL 油圧ディスクブレーキ
■ クランク：SRAM RIVAL AXS 46/33T

■ ホイール：FULCRUM CINTURATO GRAVEL M 700c
■ シートポスト：CHARLIE SQAERO TEAM
■ サドル：SELLE ITALIA NOVUS EVO BOOST SUPERFLOW 

 EXPLORO TEAM EAGLE/
FORCE AXS 1x 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 85637001  オレンジ/ブルー  M  4895211819901   ¥770,000（税抜価格¥700,000） 

■ フレーム： UDカーボン ハイモジュラス/ハイストレングスパフォー
マンスブレンドレイアップ

■ フォーク：3T FANGO TEAM
■ ヘッドセット：シールドカートリッジ 1.125""-1.5""
■ ハンドル： 3T SUPERERGO TEAM STEALTH

(S 38cm M 40cm L 42cm)
■ ステム： 3T SUPERERGO TEAM STEALTH

(S 80mm M 90mm L 100mm)
■ フロントディレーラー：無し
■ リアディレーラー：SRAM EAGLE XX1 AXS ロングケージ
■ シフト/ブレーキレバー：SRAM FORCE AXS HRD
■  ブレーキ：SRAM FORCE AXS フラットマウント油圧ディスクブ

レーキ SRAM 160mmセンターロックローター
■ クランクセット： SRAM FORCE AXS 44T

(S 170mm M 172.5mm L 175mm)
■ カセット：SRAM EAGLE 11-50T
■ ホイールセット：Fulcrum Racing7 DB 650b チューブレスレディ
■ タイヤ：WTB VENTURE 650bx2.0 チューブレス
■ サドル：Fizik Antares

■ ステム： 3T SUPERERGO TEAM STEALTH
(S 80mm M 90mm L 100mm)

■ リアディレーラー：SRAM EAGLE XX1 AXS ロングケージ
■ シフト/ブレーキレバー：SRAM FORCE AXS HRD
■  ブレーキ：SRAM FORCE AXS フラットマウント油圧ディスクブ

レーキ SRAM 160mmセンターロックローター
■ クランクセット： SRAM FORCE AXS 44T

(S 170mm M 172.5mm L 175mm)

■ ホイールセット：Fulcrum Racing7 DB 650b チューブレスレディ
■ タイヤ：WTB VENTURE 650bx2.0 チューブレス
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 EXPLORO PRO GRX 1x 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 93396001  アイスブルー  S  4895211819451   ¥484,000（税抜価格¥440,000） 
 93397001  アイスブルー  M  4895211819468   ¥484,000（税抜価格¥440,000） 
 93398001  アイスブルー  L  4895211819475   ¥484,000（税抜価格¥440,000） 

 グラベル専用コンポーネントのSHIMANO GRXを搭載。700cホイールとの組合せで、ハ
イスピードで駆け抜けるグラベルレースに対応。  

 ■ フレーム： UDカーボン ハイモジュラス/ハイストレングスパフォー
マンスブレンドレイアップ

■ フォーク：3T FANGO PRO
■ ヘッドセット：シールドカートリッジ 1.125""-1.5""
■ ハンドル：3T SUPERERGO PRO(S 40cm M 44cm L 44cm)
■ ステム：3T APTO PRO(S 80mm M 90mm L 100mm)
■ フロントディレーラー：無し
■ リアディレーラー：SHIMANO GRX ロングケージ
■ シフト/ブレーキレバー：SHIMANO GRX
■  ブレーキ：SHIMANO GRX フラットマウント油圧ディスクブレー

キ SHIMANO 160mmセンターロックローター
■ クランクセット： SHIMANO GRX 40T

(S 170mm M 172.5mm L 172.5mm)
■ カセット：SHIMANO 11s CS-M700 11-42T
■ ホイールセット：Fulcrum Racing7 DB 700c チューブレスレディ
■ タイヤ：WTB Riddler 700x37c
■ サドル：WTB SL8 

■ ハンドル：3T SUPERERGO PRO(S 40cm M 44cm L 44cm)
■ ステム：3T APTO PRO(S 80mm M 90mm L 100mm)

■ リアディレーラー：SHIMANO GRX ロングケージ
■ シフト/ブレーキレバー：SHIMANO GRX
■  ブレーキ：SHIMANO GRX フラットマウント油圧ディスクブレー

キ SHIMANO 160mmセンターロックローター
■ クランクセット： SHIMANO GRX 40T

(S 170mm M 172.5mm L 172.5mm)
■ カセット：SHIMANO 11s CS-M700 11-42T
■ ホイールセット：Fulcrum Racing7 DB 700c チューブレスレディ

 EXPLORO PRO RIVAL1 1x 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 93393001  ターコイズブルー  S  4895211821348   ¥429,000（税抜価格¥390,000） 
 93394001  ターコイズブルー  M  4895211821355   ¥429,000（税抜価格¥390,000） 
 93395001  ターコイズブルー  L  4895211821362   ¥429,000（税抜価格¥390,000） 

 1xコンポーネントとして定評のSRAM RIVAL1を搭載。ハイスピードで展開するグラベル
レースでの活躍を狙うレースモデル。 

 ■ フレーム： UDカーボン ハイモジュラス/
ハイストレングスパフォーマンスブレンドレイアップ

■ フォーク：3T FANGO PRO
■ ヘッドセット：シールドカートリッジ 1.125"-1.5"
■ ハンドル：EASTON EA50(S 38cm M 40cm L 42cm)
■ ステム：EASTON EA50(S 80mm M 90mm L 100mm)
■ フロントディレーラー：無し
■ リアディレーラー：SRAM RIVAL1x ロングケージ
■ シフト/ブレーキレバー：SRAM RIVAL1 HRD
■ ブレーキ： SRAM RIVAL フラットマウント油圧ディスクブレーキ 

SRAM 160mmセンターロックローター
■ クランクセット：SRAM RIVAL1 42T(S 170mm M 172.5mm L 172.5mm)
■ カセット：SRAM 11s PG 11-42T
■ ホイールセット：WTB Serra 700c チューブレスレディ
■ タイヤ：WTB Riddler 700x37c
■ サドル：WTB SL8 

■ ハンドル：EASTON EA50(S 38cm M 40cm L 42cm)
■ ステム：EASTON EA50(S 80mm M 90mm L 100mm)

■ リアディレーラー：SRAM RIVAL1x ロングケージ
■ シフト/ブレーキレバー：SRAM RIVAL1 HRD
■ ブレーキ： SRAM RIVAL フラットマウント油圧ディスクブレーキ 

SRAM 160mmセンターロックローター
■ クランクセット：SRAM RIVAL1 42T(S 170mm M 172.5mm L 172.5mm)

■ ホイールセット：WTB Serra 700c チューブレスレディ
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常に革新を続ける 3T は、これまでのロードバイクの概念を打ち破り、フロントシグルギア
によるエアロダイナミクスへの挑戦を、STRADAで形にしました。
Comfort Everywhere（どこでも快適）を掲げるフレームは、振動吸収性に優れ、ディスク
ブレーキによって下り坂での疲労を低減。追求されたエアロ効果はライドを終始快適なも
のにしてくれます。
STRADA TEAM RED eTAP 1x12s 1xの可能性を広げた最新のSRAM RED eTap に
よる、リア12段変速を搭載。クロス化された電動ユニットは、STRADAのコンセプトである
Comfort Everywhereを、より一層引き立ててくれる事でしょう。

■ フレーム：3T STRADA DUE TEAM Stealth
■ ステム：3T APTO TEAM STEALTH 100mm
■ ハンドル：3T SUPERERGO TEAM STEALTH 420mm
■ シフター/ブレーキ： SRAM RED eTAP
■ Fメカ：-
■ Rメカ： SRAM RED eTAP
■ クランク： SRAM RED 46T 172.5mm)
■ チェーン：SRAM RED
■ カセット：CS XG 1290 10/33T
■ ローター：DB G3 センターロック 160mm
■ サドル：セラサンマルコASPIDE
■ タイヤ：PIRELLI P-ZERO 700x25c (実寸28c)
■ ホイールセット：3T DISCUS C45 LTD xDRボディ

■ フレーム：3T STRADA DUE TEAM Stealth
■ ステム：3T APTO TEAM STEALTH 100mm
■ ハンドル：3T SUPERERGO TEAM STEALTH 420mm

■ タイヤ：PIRELLI P-ZERO 700x25c (実寸28c)
■ ホイールセット：3T DISCUS C45 LTD xDRボディ

 STRADA TEAM RED AXS 
1x12s 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 75071000  レッド   M  4895211818263   ¥1,034,000（税抜価格¥940,000） 

 STRADA DUE TEAM FORCE 
AXS 2x12s         

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 85640001  グロスグレー  S  4895211818355   ¥770,000（税抜価格¥700,000） 
 85641001  グロスグレー  M  4895211818362   ¥770,000（税抜価格¥700,000） 

 STRADA DUE TEAM FORCE eTap 2x12s は48/35Tのフロントチェーンリングを採
用。扱いやすい48Tのアウターギアは、12枚のリアスプロケットと組み合せられ、巡航時に
有効。 確実な変速性能で、レースシーンにおいても活躍します。  

 ■ フレーム： UDカーボン ハイモジュラス/
ハイストレングスパフォーマンスブレンドレイアップ

■ フォーク：3T FUNDI TEAM
■ ヘッドセット：シールドカートリッジ 1.125"-1.25"
■ ハンドル： 3T SUPERERGO TEAM STEALTH

(XS 38cm S 40cm M 42cm L 42cm)
■ ステム： 3T APTO TEAM STEALTH

(XS 80mm S 90mm M 100mm L 110mm)
■ フロントディレーラー：SRAM FORCE AXS
■ リアディレーラー：SRAM FORCE AXS
■ シフト/ブレーキレバー：SRAM FORCE AXS
■ ブレーキ： SRAM FORCE AXS フラットマウント油圧ディスクブレーキ 

SRAM 160mmセンターロックローター
■ クランクセット： SRAM FORCE AXS 48-35T

(XS 165mm S 170mm M 172.5mm L 175mm)
■ カセット：SRAM FORCE 10-33T
■ ホイールセット：3T DISCUS C35 PRO 700c
■ タイヤ：PIRELLI P ZERO VELO 700x25c 

■ カセット：SRAM FORCE 10-33T
■ ホイールセット：3T DISCUS C35 PRO 700c
■ タイヤ：PIRELLI P ZERO VELO 700x25c 
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 STRADA TEAM FORCE AXS 
1x12s         

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 85643001  イタリアンレッド  XS  4895211818447   ¥748,000（税抜価格¥680,000） 
 85644001  イタリアンレッド  S  4895211818454   ¥748,000（税抜価格¥680,000） 
 85645001  イタリアンレッド  M  4895211818461   ¥748,000（税抜価格¥680,000） 

 常に革新を続ける3Tは、これまでのロードバイクの概念を打ち破り、フロントシングルギアに
よるエアロダイナミクスへの挑戦を、 STRADAで形にしました。 Comfort Everywhere(どこ
でも快適)を掲げるフレームは、振動吸収性に優れ、ディスクブレーキによって下り坂での疲労
を低減。追求されたエアロ効果はライドを終始快適なものにしてくれます。 STRADA TEAM 
FORCE eTap 1x12s はスタイリッシュかつ確実な変速性能のSRAM FORCE 電動ユニットを
搭載。様々な用途で使用できる1xとして、生まれ変わりました。  

STRADA TEAMと同じモールドを使用しカーボン素材を見直すことで価格を抑えた完成車が遂
に登場。フロントディレーラーとインナーギアを排除し極限までエアロダイナミクスを追求した
1x(ワンバイ)専用エアロDISCロード。装着可能なタイヤ幅は28C対応し、レースからロングライ
ドまで幅広くカバーします。 

 ■ フレーム： UDカーボン ハイモジュラス/
ハイストレングスパフォーマンスブレンドレイアップ

■ フォーク：3T FUNDI TEAM
■ ヘッドセット：シールドカートリッジ 1.125"-1.25"
■ ハンドル： 3T SUPERERGO TEAM STEALTH

(XS 38cm S 40cm M 42cm L 42cm)
■ ステム： 3T APTO TEAM STEALTH

(XS 80mm S 90mm M 100mm L 110mm)
■ フロントディレーラー：無し
■ リアディレーラー：SRAM FORCE AXS
■ シフト/ブレーキレバー：SRAM FORCE AXS
■ ブレーキ： SRAM FORCE AXS フラットマウント油圧ディスクブレーキ 

SRAM 160mmセンターロックローター
■ クランクセット： SRAM FORCE AXS 44T

(XS 165mm S 170mm M 172.5mm L 175mm)
■ カセット：SRAM FORCE 10-33T
■ ホイールセット：3T DISCUS C35 PRO 700c
■ タイヤ：PIRELLI P ZERO VELO 700x25c 

■ フレーム：3T STRADA PRO
■ フォーク：3T FUNDI TEAM
■ ヘッドセット：シールドカートリッジ 1.125"-1.25"
■ ハンドル： 3T AERONOVA TEAM STEALTH

(XS 38cm S 38cm M 40cm L 40cm)
■ ステム：3T APTO PRO(XS 70mm S 80mm M 90mm L 100mm)
■ フロントディレーラー：無し
■ リアディレーラー：SRAM FORCE1 ミディアムケージ
■ シフト/ブレーキレバー：SRAM FORCE1
■ ブレーキ： SRAM FORCE1 フラットマウント油圧ディスクブレーキ 

SRAM 160mmセンターロックローター
■ クランクセット： SRAM QUARQ PRIME 50T

(XS 165mm S 170mm M 172.5mm L 175mm)
■ カセット：SRAM PG 11-36T
■ ホイールセット：3T DISCUS C35 PRO 700c
■ タイヤ：CONTINENTAL GRAND PRIX 4000 SII 700x25c

■ ホイールセット：3T DISCUS C35 PRO 700c
■ タイヤ：PIRELLI P ZERO VELO 700x25c 

■ ホイールセット：3T DISCUS C35 PRO 700c
■ タイヤ：CONTINENTAL GRAND PRIX 4000 SII 700x25c

 STRADA PRO FORCE1 1x11s 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 70563000  ロイヤルブルー  S  4895211803894   ¥418,000（税抜価格¥380,000） 
 70564000  ロイヤルブルー  M  4895211803900   ¥418,000（税抜価格¥380,000） 
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 EXPLORO RACEMAX 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 130288001  レッド/ホワイト  XXS  4895211821881   ¥462,000（税抜価格¥420,000） 
 130289001  レッド/ホワイト  51  4895211821898   ¥462,000（税抜価格¥420,000） 
 130290001  レッド/ホワイト  54  4895211821904   ¥462,000（税抜価格¥420,000） 
 131442001  ブルー/ブラウン  XXS  4895211826176   ¥462,000（税抜価格¥420,000） 
 131443001  ブルー/ブラウン  51  4895211826183   ¥462,000（税抜価格¥420,000） 
 131444001  ブルー/ブラウン  54  4895211826190   ¥462,000（税抜価格¥420,000） 
 136299001  エメラルド/ホワイト  XXS  4895211829016   ¥462,000（税抜価格¥420,000） 
 136300001  エメラルド/ホワイト  51  4895211829023   ¥462,000（税抜価格¥420,000） 
 136301001  エメラルド/ホワイト  54  4895211829030   ¥462,000（税抜価格¥420,000） 
 116034001  オレンジ/グレー  XXS  4895211822024  ¥462,000（税抜価格¥420,000） 
 116035001  オレンジ/グレー  51  4895211822031  ¥462,000（税抜価格¥420,000） 
 116036001  オレンジ/グレー  54  4895211822048  ¥462,000（税抜価格¥420,000） 
 116037001  オレンジ/グレー  56  4895211822055  ¥462,000（税抜価格¥420,000） 

 グラベルレースにフォーカスしたエアログラベルフレーム。 

 ■ フレーム：3T EXPLORO RACEMAX
■ シートポスト、ヘッドパーツ付属 

 ▲Exploro LTD FM 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 70555000  マットブラック  S  4895211801166 ¥484,000（税抜価格¥440,000）

 ディスクロードのスタンダードとなっているフラットマウントのブレーキマウントを採用。
160mm、140mmのローター選択を容易とし、様々なユーザーのニーズに対応。
グラベルバイクとして究極のエアロ効果を楽しむ事ができるハイエンドグラベルバイク。 

 ■ フレーム素材：カーボン
■ フォーク：FANGO LTD 12mm スルーアクスル
■ カラー：マットブラック
■ ヘッド：インテグレーテッドテーパード IS40/28.6、IS52/40
■ BB：BB386EVO(BBは付属しません)
■ ブレーキ台座：フラットマウント 140/160mm
■ リアアクスル：142×12mm
■ 最大アウター：50T
■ 最大インナー：36T
■ 重量：フレーム/990g、フォーク/400g（Mサイズ重量）
■ ※  フレームセット内容：フレーム、フォーク、ヘッドパーツ、

シートポスト、前後スルーアクスル 

 ▲Exploro TEAM FM 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 70559000  ブラック/レッド ロゴ  M  4895211801135 ¥352,000（税抜価格¥320,000）
 70560000  ブラック/レッド ロゴ  L  4895211801142 ¥352,000（税抜価格¥320,000）

 ディスクロードのスタンダードとなっているフラットマウントのブレーキマウントを採用。
160mm、140mmのローター選択を容易とし、様々なユーザーのニーズに対応。
グラベルバイクとして究極のエアロ効果を楽しむ事ができるハイエンドグラベルバイク。 

 ■ フレーム素材：カーボン
■ フォーク：FANGO TEAM 12mm スルーアクスル
■ カラー：シャイニーブラック
■ ヘッド：インテグレーテッドテーパード IS40/28.6、IS52/40
■ BB：BB386EVO(BBは付属しません)
■ ブレーキ台座：フラットマウント 140/160mm
■ リアアクスル：142×12mm
■ 最大アウター：50T
■ 最大インナー：36T
■ 重量：フレーム/1090g、フォーク/490g（M サイズ）
■ ※  フレームセット内容：フレーム、フォーク、ヘッドパーツ、

シートポスト、前後スルーアクスル 
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 ▲EXPLORO LTD 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 65037000  グロスブラック  S  4897055278722  ¥451,000（税抜価格¥410,000） 
 64169000  グロスブラック  M  4897055278739  ¥451,000（税抜価格¥410,000） 

 随所にエアロ効果を追求。
700x40c、27.5x2.1インチのタイヤクリアランスとの組み合わせで、
グラベルはもちろん、オンロードでの使用でも快適かつ高速の走りを楽しむ事ができる。 

 ■ フレーム素材：カーボン
■ フォーク：LUTEUS Ⅱ LTD
■ ヘッド：インテグレーテッドテーパード IS40/28.6、IS52/40
■ BB：BB386EVO(BBは付属しません)
■ ブレーキ台座：ポストマウント160mm
■ フロントアクスル：15mmスルーアクスル
■ リアアクスル：142×12mmスルーアクスル
■ 最大アウター：50T
■ 最大インナー：36T
■ サイズ：S, M
■ 重量：950g（Sサイズフレームのみ重量）
※ フレームセット内容：フレーム、フォーク、ヘッドパーツ、シートポスト 

 価格 
 ¥451,000（税抜価格¥410,000） 
 ¥451,000（税抜価格¥410,000） 

グラベルはもちろん、オンロードでの使用でも快適かつ高速の走りを楽しむ事ができる。 

 ▲EXPLORO TEAM  

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 65038000  ホワイト  S  4897055278685  ¥330,000（税抜価格¥300,000） 

 随所にエアロ効果を追求。
700x40c、27.5x2.1インチのタイヤクリアランスとの組み合わせで、
グラベルはもちろん、オンロードでの使用でも快適かつ高速の走りを楽しむ事ができる。 

 ■ フレーム素材：カーボン
■ フォーク：LUTEUS Ⅱ TEAM
■ ヘッド：インテグレーテッドテーパード IS40/28.6、IS52/40
■ BB：BB386EVO(BBは付属しません)
■ ブレーキ台座：ポストマウント/160mm
■ フロントアクスル：15mmスルーアクスル
■ リアアクスル：142×12mmスルーアクスル
■ 最大アウター：50T
■ 最大インナー：36T
■ サイズ：S
■ 重量：1150g（S サイズフレームのみ重量）
※ フレームセット内容：フレーム、フォーク、ヘッドパーツ、シートポスト 

 ¥330,000（税抜価格¥300,000） 

グラベルはもちろん、オンロードでの使用でも快適かつ高速の走りを楽しむ事ができる。 

 ▲EXPLORO BUILD KIT 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 71839000  M  4895211803153  ¥286,000（税抜価格¥260,000） 

 EXPLORO用1x/27.5インチホイールビルドキット 

 ■ ステム：APTO TEAM STEALTH 90mm(S)、100㎜（M）
■ ハンドル：SUPERGHIAIA Team Stealth400㎜（S）、440㎜（M）
■ バーテープ：3T Corius TEAM
■ レバー：SRAM Force1
■ リアディレーラー：SRAM Force1 Type 2.1 ロングケージ
■ クランクセット：SRAM Force1 170㎜（S)、172.5㎜（M)
■ チェーンリング：SRAM Force XSYNC, 44T, 110mm BCD
■ BB：BB386EVO for SRAM PF30/86
■ チェーン：SRAM 11-speed XX1 パワーチェーンII w/パワーロックコネクティングリンク
■ カセット：SRAM 11-speed パワーグライド 11-42T
■ フロントブレーキ：SRAM Force フラットマウント油圧ディスクブレーキ w/
SRAM センターラインX 160mm センターロックローター
■ リアブレーキ：SRAM Force フラットマウント油圧ディスクブレーキ w/
SRAM センターラインX 160mm センターロックローター
■ ホース/ケーブル：SRAM 油圧ブレーキホース & ディレーラー
with SRAM シールドハウジング
■ サドル： Selle San Marco Mantra Open-Fit Dynamic Carbon
Fiber reinforced with Microfeel covered Biofoam
■ ホイール：Discus PLUS C25 650B (700c)　
■ タイヤ：パナレーサーGRAVELKING SK 650B×48㎜
■ その他：ケーブルクリップ、シールドエンドキャップ、リフレクターキット
※フレームは付属しません。パーツのみとなります。 
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 ▲STRADA DUE TEAM 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 71633000  グレー  M  4895211804419 ¥374,000（税抜価格¥340,000）

 快適さとエアロ効果を追求したSTRADAのダブルギア仕様。
各社電動コンポーネントのみに対応。 

 ■ フレーム：UDカーボン
■ フォーク：FUNDI TEAM 12mmスルーアクスル
■ 重量：1005g(Mサイズフレーム)、395g(フォーク)
■ ヘッドセット：1 1/4""-1 1/8""インテグレーテッドテーパード　IS42/28.6 47/33
■ シートポスト：3T CHARLIE SQUAERO STRADA
■ スルーアクスル：フロント-12x100mm、リア-12x142mm
■ ブレーキ形式：前後フラットマウント　140/160mmローター対応
■ BB：386EVO(BBは付属しません)
■ 電動コンポーネント専用フレーム 

 ▲STRADA TEAM 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 70566000  レッド  XS  4895211802682 ¥374,000（税抜価格¥340,000）
 68283000  レッド  S  4895211800619 ¥374,000（税抜価格¥340,000）
 65041000  レッド  M  4895211800626 ¥374,000（税抜価格¥340,000）

 フロントディレーラーとフロントインナーギアを排除することで極限までエアロダイナミ
クスを追求。快適かつエアロ効果の高い28Cのワイドタイヤに対応。 

 ■ フレーム素材：UDカーボン
■ フォーク：FUNDI TEAM 12mm スルーアクスル
■ ヘッド：インテグレーテッドテーパード1 1/4""-1 1/8""
■ BB：BB386EVO(BBは付属しません)
■ ブレーキ台座：フラットマウント140/160mm
■ リアアクスル：142×12mm
■ ケーブルルーティング：Di2、eTap、フロントシングルメカニカル
■ 重量：970g（M サイズフレームのみ）
※ フレームセット内容：フレーム、フォーク、ヘッドパーツ、シートポスト 

¥374,000（税抜価格¥340,000）
¥374,000（税抜価格¥340,000）
¥374,000（税抜価格¥340,000）

 ▲STRADA TEAM STEALTH 

 ▲STRADA BUILD KIT 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 70568000  ステルスブラック  XS  4895211802699 ¥396,000（税抜価格¥360,000）
 67683000  ステルスブラック  M  4895211801685 ¥396,000（税抜価格¥360,000）

 フロントディレーラーとフロントインナーギアを排除することで極限までエアロダイナミ
クスを追求。快適かつエアロ効果の高い28Cのワイドタイヤに対応。 

 STRADA 1xフレーム用のビルドキット 

 ■ フレーム素材：UDカーボン
■ フォーク：FUNDI TEAM 12mm スルーアクスル
■ ヘッド：インテグレーテッドテーパード1 1/4""-1 1/8""
■ BB：BB386EVO(BBは付属しません)
■ ブレーキ台座：フラットマウント140/160mm
■ リアアクスル：142×12mm
■ ケーブルルーティング：Di2、eTap、フロントシングルメカニカル
■ 重量：970g（M サイズフレームのみ）
※ フレームセット内容：フレーム、フォーク、ヘッドパーツ、シートポスト 

 ■ ステム：ARXⅡ TEAM STEALTH 90mm(S)、100mm（M）
■ ハンドル：Aeronova Team Stealth400mm（S）、420mm（M）
■ ヘッドスペーサー：2 x 10mm & 2 x 5mm PC headset spacers
■ バーテープ：3T Corius TEAM ホワイト　
■ レバー：SRAM Force1 油圧ブレーキ
■ リアディレーラー：SRAM Force CX1 Type 2.1 ミディアムケージ
■ クランクセット：SRAM Quarq Prime Power Ready 170mm（S)、172.5mm（M)
■ チェーンリング：SRAM Force XSYNC, 50T, 110mm BCD
■ BB：BB386EVO with 30mm i.d. sealed cartridge bearings
■ チェーン：SRAM 11-speed XX1 パワーチェーンII w/パワーロックコネクティングリンク
■ カセット：SRAM 11-speed パワーグライド 11-36T
■ フロントブレーキ：SRAM Force フラットマウント油圧ディスクブレーキ w/
SRAM センターラインX 160mm センターロックローター
■ リアブレーキ：SRAM Force フラットマウント油圧ディスクブレーキ w/
SRAM センターラインX 160mm センターロックローター
■ ホース/ケーブル：SRAM 油圧ブレーキホース & ディレーラー with SRAM シールドハウジング
■ サドル：fi'zi：k Antares Versus with Carbon Reinforced base
■ ホイール：Discus C60 TEAM (700c)　
■ タイヤ：Continental Grand Prix 4000 S II 700c x 28c
■ その他：ケーブルクリップ、シールドエンドキャップ、リフレクターキット
※フレームは付属しません。パーツのみとなります。 

¥396,000（税抜価格¥360,000）
¥396,000（税抜価格¥360,000）

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 65039000  S  4895211800657  ¥330,000（税抜価格¥300,000） 
 65040000  M  4895211800664  ¥330,000（税抜価格¥300,000） 
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RACEMAX

EXPLORO

STRADA
サイズ XS S M L

目安身長 (cm) 150-163 157-170 168-180 178-191

Max. BB to saddle rail (mm) 617 670 706 758

Stack 501 507 536 565

Reach 349 369 381 393

Headtube angle 69.5 71.2 73 73.5

Fork axle-crown 355 355 355 355

Fork rake 50 43 43 43

Front center 567 567 573 589

Rear center 405 405 405 405

BB drop 71 71 71 71

Headtube length 119 119 143 172

Toptube length 507 529 550 571

Seattube length 487 500 506 518

Seattube angle 72.5 72.5 72.5 72.5

サイズ XXS 51 54

目安身長 (cm) 145-160 157-171 168-180

Stack 520 542 564

Reach 355 366 377

Fork axle-crown 370 370 370

Road headtube** 125 147 161

Head angle 69 69.5 71

BB drop 79 79 77

Seat angle 74.5 74,0 73.5

Seattube length 436 463 490

Toptube length 506 526 546

Wheelbase 998 1008 1008

Front center 596 606 606

Rear center 415 415 415

サイズ S M L

目安身長 (cm) 157-170 168-180 178-191

Max. BB to saddle rail (mm) 763 790 818

Stack 517 546 575

Reach 366 378 390

Headtube angle 69.5 71.1 72.5

Fork axle-crown 395 395 395

Fork rake 50 50 50

Front center 591 598 606

Rear center 415 415 415

BB drop 70 70 70

Headtube length 101 125 150

Toptube length 529 550 571

Seattube length 463 490 518

Seattube angle 72.5 72.5 72.5
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DROP BAR

■  サイズ (H-H)：380mm、400mm、420mm
■ リーチ：78mm
■ ドロップ：110mm
■ 重量：218g(400mm)

■  サイズ (H-H)：380mm、400mm、420mm、440mm
■ リーチ：77mm
■ ドロップ：119mm
■ 重量：175g(420mm)

■  サイズ (H-H)：400mm、420mm、440mm
■ リーチ：78mm
■ ドロップ：110mm
■ 重量：232g(420mm)

■  サイズ (H-H)：440mm
■ リーチ：77mm
■ ドロップ：110mm
■ 重量：202g(420mm)

AEROFLUX LTD

SUPERERGO LTD

AEROGHIAIA LTD

SUPERGHIAIA LTD

COMFORT DROP GRAVEL DROP



 ▲SUPERERGO LTD STEALTH 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 68266000  440mm(H-H)  4895211800725  ¥49,500（税抜価格¥45,000） 

 「最も快適な」をコンセプトにしたコンフォートモデル。ハンドルトップ部は卵形で握りやすく
ロングライドでも手に疲労を溜めません。 

 ■ バークランプ径：31.8mm
■ 材質：UDカーボンウルトラライトレイアップ
■ ドロップ：119mm
■ リーチ：77mm
■ 重量：175g(420mm)
■ フレア角：6度
■ ケーブルルーティング：インターナルケーブル
■ ステム取付トルク：5Nm
■ レバー取付トルク：8Nm
■ クリップオンバー：非対応
■ Di2：バーエンドジャンクション対応
■ カラー：ステルスブラック 

 SUPERERGO LTD 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 98581000  380mm(H-H)  4895211820952  ¥49,500（税抜価格¥45,000） 
 98582000  400mm(H-H)  4895211820969  ¥49,500（税抜価格¥45,000） 
 98583000  420mm(H-H)  4895211820976  ¥49,500（税抜価格¥45,000） 
 98584000  440mm(H-H)  4895211820983  ¥49,500（税抜価格¥45,000） 

 「最も快適な」をコンセプトにしたコンフォートモデル。ハンドルトップ部は卵形で握りやすく
ロングライドでも手に疲労を溜めません。 

 ■ バークランプ径：31.8mm
■ 材質：UDカーボンウルトラライトレイアップ
■ ドロップ：119mm　■ リーチ：77mm
■ 重量：175g(420mm)
■ フレア角：6度
■ ケーブルルーティング：インターナルケーブル
■ ステム取付トルク：5Nm
■ レバー取付トルク：8Nm
■ クリップオンバー：非対応
■ Di2：バーエンドジャンクション対応
■ カラー：ステルスブラック 

 ▲SUPERERGO TEAM 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 68273000  440mm(H-H)  4895211800909  ¥41,800（税抜価格¥38,000） 

 「最も快適な」をコンセプトにしたコンフォートモデル。ハンドルトップ部は卵形で握りやすく
ロングライドでも手に疲労を溜めません。 

 ■ バークランプ径：31.8mm
■ 材質：UDカーボン
■ ドロップ：119mm
■ リーチ：77mm
■ 重量：200g(420mm)
■ フレア角：6度
■ ケーブルルーティング：インターナルケーブル
■ ステム取付トルク：5Nm
■ レバー取付トルク：8Nm
■ クリップオンバー：非対応
■ Di2：バーエンドジャンクション対応
■ カラー：ブラック/レッドアクセント 

 ▲SUPERERGO TEAM 
STEALTH 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 71829000  420mm(H-H)  4895211801258  ¥41,800（税抜価格¥38,000） 
 68277000  440mm(H-H)  4895211800763  ¥41,800（税抜価格¥38,000） 

 「最も快適な」をコンセプトにしたコンフォートモデル。ハンドルトップ部は卵形で握りやすく
ロングライドでも手に疲労を溜めません。 

 ■ バークランプ径：31.8mm
■ 材質：UDカーボン
■ ドロップ：119mm
■ リーチ：77mm
■ 重量：200g(420mm)
■ フレア角：6度
■ ケーブルルーティング：インターナルケーブル
■ ステム取付トルク：5Nm
■ レバー取付トルク：8Nm
■ クリップオンバー：非対応
■ Di2：バーエンドジャンクション対応
■ カラー：ステルスブラック 
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 SUPERERGO PRO 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 68278000  360mm(H-H)  4895211803511  ¥12,100（税抜価格¥11,000） 
 84816000  380mm(H-H)  4895211817792  ¥12,100（税抜価格¥11,000） 
 84817000  400mm(H-H)  4895211817808  ¥12,100（税抜価格¥11,000） 
 84818000  420mm(H-H)  4895211817815  ¥12,100（税抜価格¥11,000） 
 84819000  440mm(H-H)  4895211817822  ¥12,100（税抜価格¥11,000） 
 68282000  440mm(H-H)  4895211803078  ¥12,100（税抜価格¥11,000） 

 「最も快適な」をコンセプトにしたコンフォートモデル。ハンドルトップ部は卵形で握りやすく
ロングライドでも手に疲労を溜めません。 

 ■ バークランプ径：31.8mm ■ 材質：7050アルミ
■ ドロップ：123mm ■ リーチ：77mm
■ 重量：273g(420mm) ■ フレア角：6度
■ ケーブルルーティング：外側溝
■ ステム取付トルク：5Nm
■ レバー取付トルク：8Nm
■ クリップオンバー：対応
■ Di2：バーエンドジャンクション対応
■ カラー：ブラック/ホワイトアクセント 

 ▲SUPERLEGGERA LTD 
STEALTH 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 65096000  420mm(H-H)  4895211800930  ¥49,500（税抜価格¥45,000） 
 65097000  440mm(H-H)  4895211800947  ¥49,500（税抜価格¥45,000） 

 クラシックな深曲げラウンド形状のドロップを採用した超軽量ハンドル。ハンドルトップ部の
全体径を太くし、軽量ながらプロのスプリント力にも耐えられる高い剛性をほこる。  

 ■ バークランプ径：31.8mm
■ 材質：UDカーボンウルトラライトレイアップ
■ ドロップ：148mm
■ リーチ：105mm
■ 重量：166g(420mm)
■ フレア角：2度
■ ケーブルルーティング：インターナルケーブル
■ ステム取付トルク：5Nm
■ レバー取付トルク：8Nm
■ クリップオンバー：非対応
■ Di2：バーエンドジャンクション対応
■ カラー：ステルスブラック 

 ▲SUPERLEGGERA TEAM 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 65099000  420mm(H-H)  4895211800961  ¥41,800（税抜価格¥38,000） 
 65100000  440mm(H-H)  4895211800978  ¥41,800（税抜価格¥38,000） 

 クラシックな深曲げラウンド形状のドロップを採用した超軽量ハンドル。ハンドルトップ部の
全体径を太くし、軽量ながらプロのスプリント力にも耐えられる高い剛性をほこる。  

 ■ バークランプ径：31.8mm
■ 材質：UD
■ ドロップ：148mm
■ リーチ：105mm
■ 重量：186g(420mm)
■ フレア角：2度
■ ケーブルルーティング：インターナルケーブル
■ ステム取付トルク：5Nm
■ レバー取付トルク：8Nm
■ クリップオンバー：非対応
■ Di2：バーエンドジャンクション対応
■ カラー：ブラック/レッドアクセント 

 ▲SUPERLEGGERA TEAM 
STEALTH 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 65102000  420mm(H-H)  4895211800992  ¥41,800（税抜価格¥38,000） 
 65103000  440mm(H-H)  4895211801005  ¥41,800（税抜価格¥38,000） 

 クラシックな深曲げラウンド形状のドロップを採用した超軽量ハンドル。ハンドルトップ部の
全体径を太くし、軽量ながらプロのスプリント力にも耐えられる高い剛性をほこる。  

 ■ バークランプ径：31.8mm
■ 材質：UDカーボン
■ ドロップ：148mm
■ リーチ：105mm
■ 重量：186g(420mm)
■ フレア角：2度
■ ケーブルルーティング：インターナルケーブル
■ ステム取付トルク：5Nm
■ レバー取付トルク：8Nm
■ クリップオンバー：非対応
■ Di2：バーエンドジャンクション対応
■ カラー：ステルスブラック 
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 ▲SUPERLEGGERA PRO 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 71470000  420mm(H-H)  4895211801029  ¥12,100（税抜価格¥11,000） 
 71471000  440mm(H-H)  4895211801036  ¥12,100（税抜価格¥11,000） 

 クラシックな深曲げラウンド形状のドロップを採用した超軽量ハンドル。ハンドルトップ部の
全体径を太くし、軽量ながらプロのスプリント力にも耐えられる高い剛性をほこる。  

 ■ バークランプ径：31.8mm
■ 材質：7050アルミ
■ ドロップ：139mm
■ リーチ：83mm
■ 重量：250g(420mm)
■ フレア角：2度
■ ケーブルルーティング：外側溝
■ ステム取付トルク：5Nm
■ レバー取付トルク：8Nm
■ クリップオンバー：対応
■ Di2：非対応
■ カラー：ブラック/ホワイトアクセント 

 SUPERGHIAIA LTD 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 129651000  400mm(H-H)  4895211823571   ¥49,500（税抜価格¥45,000） 
 129652000  420mm(H-H)  4895211823588   ¥49,500（税抜価格¥45,000） 
 129653000  440mm(H-H)  4895211823595   ¥49,500（税抜価格¥45,000） 

 グラベルロード用に開発されたエンド部がフレア形状のドロップバー。ダートを高速走行す
る場合でも、ハンドル下側を持つことで安定したハンドリングが可能。  

 ■ バークランプ径：31.8mm
■ 材質：UDカーボン
■ ドロップ：110mm
■ リーチ：77mm
■ 重量：202g(420mm)
■ フレア角：マルチアングル
■ ケーブルルーティング：インターナルケーブル
■ ステム取付トルク：5Nm
■ レバー取付トルク：8Nm
■ クリップオンバー：対応
■ Di2：バーエンドジャンクション対応
■ カラー：ステルスブラック 

 AEROGHIAIA LTD  

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 96373000  400mm(H-H)  4895211820990  ¥49,500（税抜価格¥45,000） 
 96374000  420mm(H-H)  4895211821003  ¥49,500（税抜価格¥45,000） 
 96375000  440mm(H-H)  4895211821010  ¥49,500（税抜価格¥45,000） 

 ハイスピード化するグラベルレースにフォーカス。ダート走行での安定感を高めるフレアド
ロップに加え、トップ部分にはエアロ効果を高めるフラット形状を採用。 

 ■ バークランプ径：31.8mm
■ 材質：UDカーボンウルトラライトレイアップ
■ ドロップ：110mm
■ リーチ：78mm
■ 重量：236g(440mm)、233g(420mm)、230g(400mm)
■ フレア角：マルチアングル
■ ケーブルルーティング：インターナルケーブル
■ ステム取付トルク：5Nm
■ レバー取付トルク：8Nm
■ クリップオンバー：非対応
■ Di2：バーエンドジャンクション対応
■ カラー：ステルスブラック 

 AEROFLUX LTD  

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 97914000  380mm(H-H)  4895211821027  ¥49,500（税抜価格¥45,000） 
 97915000  400mm(H-H)  4895211821034  ¥49,500（税抜価格¥45,000） 
 97916000  420mm(H-H)  4895211821041  ¥49,500（税抜価格¥45,000） 

 快適さが人気のSUPERERGOとエアロ性能を極めたAERONOVAをミックス。フラット
トップ部分のエアロ効果と、ブラケットからドロップ部分の快適さを持ついいとこどりハン
ドル。 

 ■ バークランプ径：31.8mm
■ 材質：UDカーボンウルトラライトレイアップ
■ ドロップ：119mm
■ リーチ：77mm
■ 重量：236g(440mm)、233g(420mm)、230g(400mm)、227g(380mm)
■ フレア角：7度
■ ケーブルルーティング：インターナルケーブル
■ ステム取付トルク：5Nm
■ レバー取付トルク：8Nm
■ クリップオンバー：非対応
■ Di2：バーエンドジャンクション対応
■ カラー：ステルスブラック 
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 ▲ERGONOVA LTD  

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 64256000  380  4897055272003  ¥53,900（税抜価格¥49,000） 
 64258000  420  4897055272027  ¥53,900（税抜価格¥49,000） 
 64259000  440  4897055272034  ¥53,900（税抜価格¥49,000） 

 快適な乗り心地で人気のエルゴノミックハンドルバー。ハイモジュラスカーボン製のLTD
仕様。 

 ■ 材質：ハイモジュラスカーボン
■ 仕上げ：UDグロスブラック
■ バークランプ径：31.8mm
■ 幅：380、420、440mm（C-C エンド部）
■ リーチ：77mm
■ ドロップ：123mm
■ 重量：180g（420mm) 

 ▲ERGONOVA LTD STEALTH 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 64201000  440  4897024829429  ¥57,200（税抜価格¥52,000） 

 快適な乗り心地で人気のエルゴノミックハンドルバー。ハイモジュラスカーボン製のLTDブ
ラックロゴ仕様。 

 ■ 材質：ハイモジュラスカーボン
■ 仕上げ：UDマットブラック
■ バークランプ径：31.8mm
■ 幅：380、420、440mm（C-C エンド部）
■ リーチ：77mm
■ ドロップ：123mm
■ 重量：180g（420mm) 

 ▲ERGONOVA TEAM 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 64262000  440  4897055271938  ¥44,000（税抜価格¥40,000） 

 快適な乗り心地で人気のエルゴノミックハンドルバー。カーボン製のTEAM仕様。 

 ■ 材質：カーボン
■ 仕上げ：UDグロスブラック
■ バークランプ径：31.8mm
■ 幅：380、440mm（C-C エンド部）
■ リーチ：77mm
■ ドロップ：123mm
■ 重量：198g（420mm） 

 ▲ERGONOVA TEAM 
STEALTH 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 64263000  380  4897055271853  ¥47,300（税抜価格¥43,000） 

 快適な乗り心地で人気のエルゴノミックハンドルバー。カーボン製でブラックロゴのステル
ス仕様。 

 ■ 材質：カーボン
■ 仕上げ：UDマットブラック
■ バークランプ径：31.8mm
■ 幅：380mm（C-C エンド部）
■ リーチ：77mm
■ ドロップ：123mm
■ 重量：198g（420mm） 

 ▲ERNOVA LTD 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 65107000  440  4895211801456  ¥50,600（税抜価格¥46,000） 

 快適な乗り心地で人気のエルゴノミックハンドルバー。軽量ハイモジュラスカーボンの
LTD。(旧称ERGONOVA) 

 ■ 材質：ハイモジュラスカーボン
■ 仕上げ：UDグロスブラック
■ バークランプ径：31.8mm
■ 幅：420、440mm（C-C エンド部）
■ リーチ：77mm
■ ドロップ：123mm
■ 重量：180g（420mm) 

 ▲ERNOVA LTD STEALTH  

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 65110000  440  4895211800602  ¥53,900（税抜価格¥49,000） 

 快適な乗り心地で人気のエルゴノミックハンドルバー。軽量ハイモジュラスカーボンの
LTDブラックロゴ仕様。(旧称ERGONOVA) 

 ■ 材質：ハイモジュラスカーボン
■ 仕上げ：UDマットブラック
■ バークランプ径：31.8mm
■ 幅：420、440mm（C-C エンド部）
■ リーチ：77mm
■ ドロップ：123mm
■ 重量：180g（420mm) 

 ▲ERNOVA TEAM  

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 65114000  440  4895211802200  ¥41,800（税抜価格¥38,000） 
 65115000  460  4895211802446  ¥41,800（税抜価格¥38,000） 

 快適な乗り心地で人気のエルゴノミックハンドルバー。カーボンのTEAM。(旧称
ERGONOVA) 

 ■ 材質：カーボン
■ 仕上げ：UDグロスブラック
■ バークランプ径：31.8mm
■ 幅：440、460mm（C-C エンド部）
■ リーチ：77mm
■ ドロップ：123mm
■ 重量：198g（420mm） 

 ¥41,800（税抜価格¥38,000） 

 ▲ERNOVA TEAM STEALTH 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 68270000  440  4895211800916  ¥47,300（税抜価格¥43,000） 

 快適な乗り心地で人気のエルゴノミックハンドルバー。カーボンのTEAMブラックロゴ仕
様。(旧称ERGONOVA) 

 ■ 材質：カーボン
■ 仕上げ：UDマットブラック
■ バークランプ径：31.8mm
■ 幅：380、440mm（C-C エンド部）
■ リーチ：77mm
■ ドロップ：123mm
■ 重量：198g（420mm） 

 ▲ERNOVA PRO 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 68292000  420  4895211804426  ¥15,400（税抜価格¥14,000） 
 68293000  440  4895211804662  ¥15,400（税抜価格¥14,000） 
 68294000  460  4895211804808  ¥15,400（税抜価格¥14,000） 

 リーチ、ドロップ共にコンパクトな設計で日本人の体格にジャストフィット。 

 ■ 材質：アルミ
■ 仕上げ：ブラックアナダイズド
■ バークランプ径：31.8mm
■ 幅：380、420、440、460mm（C-C エンド部）
■ リーチ：77mm
■ ドロップ：123mm
■ 重量：260g（420mm） 

 ▲ERGOSUM LTD 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 64245000  420  4897055271228  ¥53,900（税抜価格¥49,000） 
 64246000  440  4897055271235  ¥53,900（税抜価格¥49,000） 

 ハンドルバー下が握りやすいシャロータイプの形状。
ハイモジュラスカーボン製のLTD仕様。 

 ■ 材質：ハイモジュラスカーボン
■ 仕上げ：UDグロスブラック
■ バークランプ径：31.8mm
■ 幅：420、440mm（C-C エンド部）
■ リーチ：89mm
■ ドロップ：128mm
■ 重量：180g（420mm） 
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 ▲ERGOSUM TEAM 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 64247000  400  4897055271242  ¥44,000（税抜価格¥40,000） 
 64248000  420  4897055271259  ¥44,000（税抜価格¥40,000） 
 64249000  440  4897055271266  ¥44,000（税抜価格¥40,000） 

 ハンドルバー下が握りやすいシャロータイプの形状。カーボン製のTEAM仕様。 

 ■ 材質：カーボン
■ 仕上げ：UDグロスブラック
■ バークランプ径：31.8mm
■ 幅：400、420、440mm（C-C エンド部）
■ リーチ：89mm
■ ドロップ：128mm
■ 重量：195g（420mm） 

 ▲ERGOSUM TEAM STEALTH 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 64251000  420  4897055271280  ¥47,300（税抜価格¥43,000） 
 64252000  440  4897055271297  ¥47,300（税抜価格¥43,000） 

 ハンドルバー下が握りやすいシャロータイプの形状。カーボン製でブラックロゴのステルス
仕様。 

 ■ 材質：カーボン
■ 仕上げ：UDマットブラック
■ バークランプ径：31.8mm
■ 幅：400、420、440mm（C-C エンド部）
■ リーチ：89mm
■ ドロップ：128mm
■ 重量：195g（420mm） 

 ▲ERGOSUM PRO 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 64253000  400  4897055271723  ¥13,750（税抜価格¥12,500） 
 64254000  420  4897055271730  ¥13,750（税抜価格¥12,500） 
 64255000  440  4897055271747  ¥13,750（税抜価格¥12,500） 

 ハンドルバー下が握りやすいシャロータイプの形状。コストパフォーマンスに優れたアルミ
モデル。 

 ■ 材質：アルミ
■ 仕上げ：アナダイズドブラック
■ バークランプ径：31.8mm
■ 幅：400、420、440mm（C-C エンド部）
■ リーチ：89mm
■ ドロップ：128mm
■ 重量：245g（420mm） 

 ▲ERGOTERRA TEAM 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 64192000  420 4897024826121  ¥44,000（税抜価格¥40,000） 
64193000 440 4897024824172 ¥44,000（税抜価格¥40,000）

 若干のフレア形状とアシストレバーに対応するクランプ部分を持つシクロクロス用ドロップ
バー。カーボン製のTEAM仕様。 

 ■ 材質：カーボン
■ 仕上げ：UDグロスブラック
■ バークランプ径：31.8mm
■ 幅： 440/470mm

（C-Cフード部/C-Cエンド部）
■ リーチ：89mm
■ ドロップ：128mm
■ 重量：200g(450mm) 

 ▲ERGOTERRA TEAM 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 64195000  440  4897024826138  ¥47,300（税抜価格¥43,000） 

 ▲ERGOTERRA PRO 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 64196000  420  4897024827593  ¥15,400（税抜価格¥14,000） 
 64197000  440  4897024827609  ¥15,400（税抜価格¥14,000） 

 若干のフレア形状とアシストレバーに対応するクランプ部分を持つシクロクロス用ドロップ
バー。コストパフォーマンスに優れたアルミモデル。 

若干のフレア形状とアシストレバーに対応するクランプ部分を持つシクロクロス用ドロップ
バー。カーボン製でブラックロゴのステルス仕様。

 ■ 材質：アルミ
■ 仕上げ：アナダイズドブラック
■ バークランプ径：31.8mm
■ 幅： 420/450、440/470mm

（C-Cフード部/C-Cエンド部）
■ リーチ：89mm
■ ドロップ：128mm
■ 重量：245g(450mm) 

■ 材質：カーボン
■ 仕上げ：UDマットブラック
■ バークランプ径：31.8mm
■ 幅： 420/450、440/470mm

（C-Cフード部/C-Cエンド部）
■ リーチ：89mm
■ ドロップ：128mm
■ 重量：200g(450mm)

 ▲ERGOTERRA TEAM 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 64266000  420  4897055271303  ¥44,000（税抜価格¥40,000） 
 64267000  440  4897055271310  ¥44,000（税抜価格¥40,000） 

 若干のフレア形状とアシストレバーに対応するクランプ部分を持つシクロクロス用ドロップ
バー。カーボン製のTEAM仕様。 

 ■ 材質：カーボン
■ 仕上げ：UDグロスブラック
■ バークランプ径：31.8mm
■ 幅： 420/450、440/470mm

（C-Cフード部/C-Cエンド部）
■ リーチ：89mm
■ ドロップ：128mm
■ 重量：200g(450mm) 

 ▲ERGOTERRA TEAM 
STEALTH 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 64268000  420  4897055271327  ¥47,300（税抜価格¥43,000） 
 64269000  440  4897055271334  ¥47,300（税抜価格¥43,000） 

 若干のフレア形状とアシストレバーに対応するクランプ部分を持つシクロクロス用ドロップ
バー。カーボン製でブラックロゴのステルス仕様。 

 ■ 材質：カーボン
■ 仕上げ：UDマットブラック
■ バークランプ径：31.8mm
■ 幅： 420/450、440/470mm

（C-Cフード部/C-Cエンド部）
■ リーチ：89mm
■ ドロップ：128mm
■ 重量：200g(450mm) 

 ▲ROTUNDO LTD 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 64224000  440  4897055271365  ¥53,900（税抜価格¥49,000） 

 トラディショナルなラウンド形状のドロップバー。ハイモジュラスカーボン製のLTD仕様。 

 ■ 材質：ハイモジュラスカーボン
■ 仕上げ：UDグロスブラック
■ バークランプ径：31.8mm
■ 幅：400、440mm（C-C）
■ リーチ：83mm
■ ドロップ：139mm
■ 重量：169g(420mm) 

 ▲ROTUNDO TEAM 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 64225000  400  4897055271372  ¥44,000（税抜価格¥40,000） 
 64226000  420  4897055271389  ¥44,000（税抜価格¥40,000） 
 64227000  440  4897055271396  ¥44,000（税抜価格¥40,000） 

 トラディショナルなラウンド形状のドロップバー。カーボン製のTEAM仕様。 

 ■ 材質：カーボン
■ 仕上げ：UDグロスブラック
■ バークランプ径：31.8mm
■ 幅：400、420、440mm（C-C）
■ リーチ：83mm
■ ドロップ：139mm
■ 重量：200g(420mm) 

323T
BRAND Collection

完
成
車

3T

WELDTITE

フ
レ
ー
ム

KENDA

MOON

ハ
ン
ド
ル

TRP

TEKTRO

ス
テ
ム

Birzman

TRIPEAK

シ
ー
ト
ポ
ス
ト

guee

LOUIS GARNEAU

ホ
イ
ー
ル

GARNEAU

フ
ォ
ー
ク

ド
ラ
イ
ブ
ト
レ
イ
ン

ア
ク
セ
サ
リ
ー

ス
ペ
ア
パ
ー
ツ

ウ
ェ
ア



 ▲ROTUNDO TEAM STEALTH 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 64228000  400  4897055271402  ¥47,300（税抜価格¥43,000） 

 トラディショナルなラウンド形状のドロップバー。カーボン製でブラックロゴのステルス仕
様。 

 ■ 材質：カーボン
■ 仕上げ：UDグロスブラック
■ バークランプ径：31.8mm
■ 幅：400、420、440mm（C-C）
■ リーチ：83mm
■ ドロップ：139mm
■ 重量：200g(420mm) 

 ▲ROTUNDO PRO 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 64231000  420  4897055271587  ¥13,750（税抜価格¥12,500） 
 64232000  440  4897055271594  ¥13,750（税抜価格¥12,500） 

 トラディショナルなラウンド形状のドロップバー。コストパフォーマンスに優れたアルミモデ
ル。 

 ■ 材質：アルミ
■ 仕上げ：アナダイズドブラック
■ バークランプ径：31.8mm
■ 幅：400、420、440mm（C-C）
■ リーチ：83mm
■ ドロップ：139mm
■ 重量：250g(420mm) 

 ▲TORNOVA LTD 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 64235000  440  4897055271617  ¥53,900（税抜価格¥49,000） 

 トラディショナルなラウンド形状とエルゴ形状を合わせたドロップバー。ハイモジュラス
カーボン製のLTD仕様。 

 ■ 材質：ハイモジュラスカーボン
■ 仕上げ：UDグロスブラック
■ バークランプ径：31.8mm
■ 幅：420、440mm（C-C エンド部）
■ リーチ：83mm
■ ドロップ：139mm
■ 重量：195g(420mm) 

 ▲TORNOVA TEAM 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 64238000  440  4897055271648  ¥44,000（税抜価格¥40,000） 

 トラディショナルなラウンド形状とエルゴ形状を合わせたドロップバー。カーボン製の
TEAM仕様。 

 ■ 材質：カーボン
■ 仕上げ：UDグロスブラック
■ バークランプ径：31.8mm
■ 幅：400、440mm（C-C エンド部）
■ リーチ：83mm
■ ドロップ：139mm
■ 重量：250g(420mm) 

 ▲TORNOVA TEAM STEALTH 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 64241000  440  4897055271679  ¥47,300（税抜価格¥43,000） 

 トラディショナルなラウンド形状とエルゴ形状を合わせたドロップバー。カーボン製でブ
ラックロゴのステルス仕様。 

 ■ 材質：カーボン
■ 仕上げ：UDマットブラック
■ バークランプ径：31.8mm
■ 幅：440mm（C-C エンド部）
■ リーチ：83mm
■ ドロップ：139mm
■ 重量：250g(420mm) 

 ▲TORNOVA PRO 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 64243000  440  4897055271716  ¥15,400（税抜価格¥14,000） 

 トラディショナルなラウンド形状とエルゴ形状を合わせたドロップバー。コストパフォーマン
スに優れたアルミモデル。 

 ■ 材質：アルミ
■ 仕上げ：アナダイズドブラック
■ バークランプ径：31.8mm
■ 幅：400、440mm（C-C エンド部）
■ リーチ：83mm
■ ドロップ：139mm
■ 重量：285g(420mm) 

 ■ ベースバー材質：アルミ
■ バークランプ径：φ31.8
■ 幅：420mm（C-C）
■ エクステンション：WRIST 
COMFORT BEND
■ クレイドル形状：コンフォート
■ パッド高：57～87mm
■ パッド幅：218～288mm
■ リーチ：20～70mm
■ 重量：830g 

 ▲VOLA PRO WRIST 
COMFORT BEND 

 ご注文コード  JAN  価格 
 71074000  4895211802774  ¥38,500（税抜価格¥35,000） 

 エントリークラスのエアロバー。ポジションの調整範囲が広く幅広いライダーに対応したポ
ジションセッティングが可能。  

 ▲VOLA PRO BASEBAR 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 64280000  420  4897055271563  ¥24,200（税抜価格¥22,000） 

 アルミ製エアロベースバー 

 ■ ベースバー材質：アルミ
■ バークランプ径：31.8mm
■ 幅：420mm（C-C）
■ 重量：290g（BASEBAR） 

 ▲WRIST COMFORT BEND 
TEAM 

 ご注文コード  JAN  価格 
 64198000  4897024829290  ¥16,500（税抜価格¥15,000） 

 さまざまなポジションがとれるエクステンションバー。ワイドポジションに適した形状。 

 ■ 材質：カーボン
■ バークランプ径：22.2mm 

 4897024829290  ¥16,500（税抜価格¥15,000） 

■ バークランプ径：22.2mm 
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 ▲WRIST COMFORT BEND 
PRO 

 ご注文コード  JAN  価格 
 76761000  4895211803054  ¥5,280（税抜価格¥4,800） 

 さまざまなポジションがとれるエクステンションバー。ワイドポジションに適した形状。 

 ■ 材質：アルミ
■ バークランプ径：22.2mm ■ バークランプ径：22.2mm 

 ▲STRAIGHT TEAM 

 ご注文コード  JAN  価格 
 64190000  4897024821867  ¥16,500（税抜価格¥15,000） 

 より空気抵抗の少ない深いポジションを可能とするストレートタイプのエクステンション
バー。CLIP ONと組み合わせれば通常のハンドルバーにも取り付けが可能。 

 ■ 材質：カーボン
■ バークランプ径：22.2mm ■ バークランプ径：22.2mm 

 ▲STRAIGHT PRO 

 ご注文コード  JAN  価格 
 64191000  4897024822246  ¥5,280（税抜価格¥4,800） 

 より空気抵抗の少ない深いポジションを可能とするストレートタイプのアルミ製エクステン
ションバー。CLIP ONと組み合わせれば通常のハンドルバーにも取り付けが可能。 

 ■ 材質：アルミ
■ バークランプ径：22.2mm ■ バークランプ径：22.2mm 

 ▲S-BEND TEAM 

 ご注文コード  JAN  価格 
 64186000  4897024821850  ¥16,500（税抜価格¥15,000） 

 S字の形にベントしたカーボン製エクステンションバー。先端部や中央部など様々なポジ
ショ二ングが可能。CLIP ONと組み合わせれば通常のハンドルバーにも取り付けが可能。 

 ■ 材質：カーボン
■ バークランプ径：22.2mm ■ バークランプ径：22.2mm 

 ▲CLIP ON S-BEND TEAM 

 ご注文コード  JAN  価格 
 64285000  4897055275356  ¥25,300（税抜価格¥23,000） 

 高さ調整が可能なCLIP ON。 

 ■ クランプ：アルミ
■ エクステンション：カーボン
■ バークランプ径：31.8mm
■ 重量：500g 

 ▲CLIP ON S-BEND PRO 

 ご注文コード  JAN  価格 
 74096000  4895211816177  ¥16,500（税抜価格¥15,000） 

 高さ調整が可能なCLIP ON。 

 ■ クランプ：アルミ
■ エクステンション：アルミ
■ バークランプ径：31.8mm
■ 重量：525g 

 ▲CLIP ON WRISTCOMFORT 
TEAM 

 ご注文コード  JAN  価格 
 74099000  4895211816061  ¥25,300（税抜価格¥23,000） 

 高さ調整が可能なCLIP ON。 

 ■ クランプ：アルミ
■ エクステンション：カーボン
■ バークランプ径：31.8mm
■ 重量：500g 

 ▲CLIP ON WRISTCOMFORT 
PRO 

 ご注文コード  JAN  価格 
 74097000  4895211816054  ¥16,500（税抜価格¥15,000） 

 高さ調整が可能なCLIP ON。 

 ■ クランプ：アルミ
■ エクステンション：アルミ
■ バークランプ径：31.8mm
■ 重量：525g 

 ▲FLIP CLIP ON PRO 

 ご注文コード  JAN  価格 
 65074000  4897024822215  ¥19,800（税抜価格¥18,000） 

 アームレストを使わないときは跳ね上げておくことで、ドロップバーなどのトップ部分を有
効的に活用可能。  

 ■ バークランプ径：31.8mm
■ クレードル形状：コンフォート
■ 重量：320g 

 ▲RISER PRO  

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 64277000  780  4897055270412  ¥12,100（税抜価格¥11,000） 

 トレイル＆クロスカントリーユースに最適な、耐久性の高いアルミ製ライザーハンドル。 

 ■ 材質：AL 7075アルミ　
■ 仕上げ：ショットピーニングブラックアナダイズド　
■ バークランプ径：31.8mm　
■  幅/バックスイープ： 
740mm/9°(680mmまでカット可能。)　
780mm/9°(700mmまでカット可能。)　

■ ライズ：30mm　
■ 重量：300g(780mm) 

740mm/9°(680mmまでカット可能。)　
780mm/9°(700mmまでカット可能。)　
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 APTO STEALTH 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 129654000  ±6/70mm  4895211821553  ¥13,200（税抜価格¥12,000） 
 129655000  ±6/80mm  4895211821560   ¥13,200（税抜価格¥12,000） 
 129656000  ±6/90mm  4895211821577   ¥13,200（税抜価格¥12,000） 
 129657000  ±6/100mm  4895211821584   ¥13,200（税抜価格¥12,000） 
 129658000  ±6/110mm  4895211821591   ¥13,200（税抜価格¥12,000） 
 129659000  ±6/120mm  4895211821607   ¥13,200（税抜価格¥12,000） 
 129660000  ±6/130mm  4895211821614   ¥13,200（税抜価格¥12,000） 

 フェイスプレートに別途オプションでBARFLYガーミンマウントの取付けが可能。ハンドル
周りをすっきりとまとめる事ができるスタイリッシュなステム。 

 ■ 材質：A6061アルミ
■ ボルト：チタン(コラムクランプ)、スチール(バークランプ)
■ 仕上げ：ショットピーンニングブラックアナダイズド
■ バークランプ径：31.8mm
■ コラムクランプ径：28.6mm
■ スタックハイト：40mm
■ 角度：±6度 

 ¥13,200（税抜価格¥12,000） 

 ▲APTO TEAM STEALTH 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 67666000  ±6/70mm  4895211801890  ¥13,200（税抜価格¥12,000） 
 67667000  ±6/80mm  4895211801906  ¥13,200（税抜価格¥12,000） 
 71472000  ±17/80mm  4895211803306  ¥13,200（税抜価格¥12,000） 
 71473000  ±17/90mm  4895211803313  ¥13,200（税抜価格¥12,000） 
 71475000  ±17/110mm  4895211803337  ¥13,200（税抜価格¥12,000） 

 後ろ向きに取り付けられたボルトはハンドルクランプキャップのエアロ効果を高めます。広
めの間隔に配置されたボルトは確実なハンドルクランプを約束します。 

 ■ 材質：A6061アルミ
■ ボルト：チタン(コラムクランプ)、スチール(バークランプ)
■ 仕上げ：ショットピーンニングブラックアナダイズド
■ バークランプ径：31.8mm
■ コラムクランプ径：28.6mm
■ スタックハイト：40mm
■ 角度：±6度
■ 重量：154g(110mm) 

 ▲APTO TEAM 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 67657000  ±6/70mm  4895211801791  ¥12,100（税抜価格¥11,000） 
 67658000  ±6/80mm  4895211801807  ¥12,100（税抜価格¥11,000） 

 後ろ向きに取り付けられたボルトはハンドルクランプキャップのエアロ効果を高めます。広
めの間隔に配置されたボルトは確実なハンドルクランプを約束します。  

 ■ 材質：A6061アルミ
■ ボルト：チタン(コラムクランプ)、スチール(バークランプ)
■ 仕上げ：ショットピーンニングブラックアナダイズド
■ バークランプ径：31.8mm
■ コラムクランプ径：28.6mm
■ スタックハイト：40mm
■ 角度：±6度
■ 重量：154g(110mm) 

 ▲APTO PRO 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 67673000  ±6/70mm  4895211801722  ¥8,800（税抜価格¥8,000） 
 67674000  ±6/80mm  4895211801739  ¥8,800（税抜価格¥8,000） 
 67675000  ±6/90mm  4895211801746  ¥8,800（税抜価格¥8,000） 
 67676000  ±6/100mm  4895211801753  ¥8,800（税抜価格¥8,000） 
 67677000  ±6/110mm  4895211801760  ¥8,800（税抜価格¥8,000） 
 67678000  ±6/120mm  4895211801777  ¥8,800（税抜価格¥8,000） 
 67679000  ±6/130mm  4895211801784  ¥8,800（税抜価格¥8,000） 

 後ろ向きに取り付けられたボルトはハンドルクランプキャップのエアロ効果を高めます。広
めの間隔に配置されたボルトは確実なハンドルクランプを約束します。  

 ■ 材質：A6061アルミ
■ ボルト：スチール(コラムクランプ)、スチール(バークランプ)
■ 仕上げ：ショットピーンニングブラックアナダイズド
■ バークランプ径：31.8mm
■ コラムクランプ径：28.6mm
■ スタックハイト：40mm
■ 角度：±6度
■ 重量：164g(110mm) 

別売りの 138239000 APTO STEALTH BARFLY SUPPORT取付例
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 ▲ARX LTD 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 65086000  110mm  4897055276926  ¥44,000（税抜価格¥40,000） 
 65087000  120mm  4897055276933  ¥44,000（税抜価格¥40,000） 
 65088000  130mm  4897055276940  ¥44,000（税抜価格¥40,000） 

 ハンドルとフォークを強力に固定する超軽量ステム。固定力には非常に厳しい独自の基準
を設けテストを重ねており、信頼性抜群。3T のバー＆フォークとベストフィットするのは当
然だが、他メーカーのハンドルもしっかりテストされマッチングを確認されている。LTD は
フルカーボンコンポジット製。 

 ■ 材質：カーボン
■ ボルト：チタン
■ 仕上げ：UDグロスブラック
■ バークランプ径：31.8mm
■ コラムクランプ径：1-1/8インチ(28.6mm)
■ スタックハイト：40mm
■ 角度：±6度
■ 重量：118g（110mm） 

 ▲ARX TEAM 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 64556000  ±6/120mm  4897055272249  ¥14,300（税抜価格¥13,000） 

 ハンドルとフォークを強力に固定する超軽量ステム。固定力には非常に厳しい独自の基準
を設けテストを重ねており、信頼性抜群。高精度CNC加工アルミ製ステム。

 ■ 材質：A7075-T6アルミ
■ ボルト：チタン
■ 仕上げ： ショットピーニングブラックアナダイズド
■ バークランプ径：31.8mm
■ コラムクランプ径：1-1/8インチ(28.6mm)
■ スタックハイト：40mm
■ 角度：±6度
■ 重量：125g（110mm） 

 ▲ARX PRO 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 64573000  ±6/120mm  4897055272461  ¥9,900（税抜価格¥9,000） 

 高精度CNC加工アルミ製ステム。固定力には非常に厳しい独自の基準を設けテストを重
ねており、信頼性抜群。 

 ■ 材質：A2010アルミ
■ ボルト：クロモリ
■ 仕上げ： ショットピーニングブラックアナダイズド
■ バークランプ径：φ31.8
■ コラムクランプ径：1-1/8インチ(28.6mm)
■ スタックハイト：40mm
■ サイズ：120、130mm
■ 角度：±6度/±17度
■ 重量：140g（110mm）

■ 仕上げ： ショットピーニングブラックアナダイズド

 ▲INTEGRA LTD 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 65073000  130mm  4897055277039  ¥47,300（税抜価格¥43,000） 

 ▲ARXⅡ TEAM 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 64582000  ±6/80ｍｍ  4897055272584  ¥14,300（税抜価格¥13,000） 
 64585000  ±6/110mm  4897055272614  ¥14,300（税抜価格¥13,000） 

 ARXステムをベースに更に軽量化。フォークコラムクランプ部のボルトはARXのM5から
M7に変更し2本から1本に。ハンドルクランプボルトは位置を狭める事で軽量化を実現。
7075アルミ素材にチタンボルトを採用したTEAM仕様。 

 ■ 材質：A7075-T6 アルミ
■ ボルト：チタン（トルクス）
■ 仕上げ： ショットピーニングブラックアナダイズド
■ バークランプ径：31.8mm
■ コラムクランプ径：1-1/8インチ(28.6mm)
■ スタックハイト：40mm
■ 角度：±6度、±17度
■ 重量：120g（110mm） 

 ▲ARX LTD STEALTH 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 65094000  130mm  4897055276995  ¥46,200（税抜価格¥42,000） 

 ハンドルとフォークを強力に固定する超軽量ステム。固定力には非常に厳しい独自の基準
を設けテストを重ねており、信頼性抜群。3T のバー＆フォークとベストフィットするのは当
然だが、他メーカーのハンドルもしっかりテストされマッチングを確認されています。ハイ
モジュラスカーボン製のブラックロゴのLTDステルス仕様。 

 ■ 材質：カーボン
■ ボルト：チタン
■ 仕上げ：UDグロスブラック
■ バークランプ径：31.8mm
■ コラムクランプ径：1-1/8インチ(28.6mm)
■ スタックハイト：40mm
■ 角度：±6度
■ 重量：118g（110mm） 
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 ▲ARXⅡTEAM STEALTH 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 64602000  ±6/130mm  4897055272713  ¥15,950（税抜価格¥14,500） 

 ARXステムをベースに更に軽量化。フォークコラムクランプ部のボルトはARXのM5から
M7に変更し2本から1本に。ハンドルクランプボルトは位置を狭める事で軽量化を実現。
7075アルミ素材にチタンボルトを採用しブラックロゴのステルス仕様。 

 ■ 材質：A7075-T6 アルミ
■ ボルト：チタン（トルクス）
■ 仕上げ：ショットピーニングブラックアナダイズド
■ バークランプ径：31.8mm
■ コラムクランプ径：1-1/8インチ(28.6mm)
■ スタックハイト：40mm
■ 角度：±6度
■ 重量：125g（110mm） 

 ▲MTB STEM TEAM 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 64618000  70mm  4897055270351  ¥14,300（税抜価格¥13,000） 

 グラベル、クロスカントリー、エンデューロなどのオフロード用ステム。アルミボディにチタ
ンボルトを採用したTEAMモデル。 

 ■ 材質：A7075-T6 アルミ
■ ボルト：チタン（トルクス）
■ 仕上げ：ショットピーニングブラックアナダイズド
■ バークランプ径：31.8mm
■ コラムクランプ径：1-1/8インチ(28.6mm)
■ スタックハイト：40mm
■ 角度：10度
■ 重量：105g（100mm）

 ▲MTB STEM TEAM STEALTH 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 64621000  55mm  4897055270382  ¥15,950（税抜価格¥14,500） 
 64622000  70mm  4897055270368  ¥15,950（税抜価格¥14,500） 

 グラベル、クロスカントリー、エンデューロなどのオフロード用ステム。マットブラックで仕
上げたTEAMステルスモデル。 

 ■ 材質：A7075-T6 アルミ
■ ボルト：チタン（トルクス）
■ 仕上げ：ショットピーニングブラックアナダイズド
■ バークランプ径：31.8mm
■ コラムクランプ径：1-1/8インチ(28.6mm)
■ スタックハイト：40mm
■ 角度：10度
■ 重量：105g（100mm）

 ▲MTB STEM PRO 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 64625000  55mm  4897055270771  ¥9,900（税抜価格¥9,000） 
 64626000  70mm  4897055270764  ¥9,900（税抜価格¥9,000） 

 グラベル、クロスカントリー、エンデューロなどのオフロード用ステム。アルミボディにクロ
モリボルトを採用したPROモデル。 

 ■ 材質：A2010 アルミ
■ ボルト：クロモリ（トルクス）
■ 仕上げ：ショットピーニングブラックアナダイズド
■ バークランプ径：31.8mm
■ コラムクランプ径：1-1/8インチ(28.6mm)
■ スタックハイト：40mm
■ 角度：10度
■ 重量：120g（100mm） 
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 ▲ZERO25 LTD STEALTH 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 71831000  27.2 x 350mm  4895211803115  ¥38,500（税抜価格¥35,000） 

 ヤグラの向きを変える事で0mmと25mmのオフセットが選べる。レールも真円、楕円のい
ずれにも対応するシートポスト。 

 ■ ポスト材質：カーボン
■ ヤグラ材質：カーボン/アルミ
■ ボルト：ステンレスボルト
■ カラー：UDマットブラック
■ 重量：210g(27.2mm) 

 ▲IONIC 0 LTD STEALTH 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 64468000  31.6x280mm  4897024829498  ¥39,600（税抜価格¥36,000） 
 64469000  31.6x350mm  4897024829511  ¥39,600（税抜価格¥36,000） 

 ヤグラ部分には、アルミ製の9.5°の外側の歯車と、10°の内側の歯車を組み合わせることで
0.5°ずつの細かい角度調整を行う事ができる「DiffLock」システム採用。歯の組み合わせで
角度調整を行うので強度も十分で角度の調整幅も広い。オフセットは0mmのハイモデュラ
スカーボン製のブラックロゴのLTDステルス仕様。 

 ■ ポスト材質：ハイモジュラスカーボン
■ ヤグラ材質：ハイモジュラスカーボン
■ ボルト：ステンレススチール
■ 仕上げ：UDグロスブラック
■ オフセット：0mm
■ 対応レール：7mm真円レール 

 ヤグラ部分には、アルミ製の9.5°の外側の歯車と、10°の内側の歯車を組み合わせることで
0.5°ずつの細かい角度調整を行う事ができる「DiffLock」システム採用。歯の組み合わせで
角度調整を行うので強度も十分で角度の調整幅も広い。オフセットは0mmのハイモデュラ

 ▲IONIC 0 LTD 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 64477000  27.2x350mm  4897055273109  ¥36,300（税抜価格¥33,000） 
 64478000  31.6x280mm  4897055273093  ¥36,300（税抜価格¥33,000） 
 64479000  31.6x350mm  4897055273116  ¥36,300（税抜価格¥33,000） 

 ヤグラ部分には、アルミ製の9.5°の外側の歯車と、10°の内側の歯車を組み合わせることで
0.5°ずつの細かい角度調整を行う事ができる「DiffLock」システム採用。歯の組み合わせで
角度調整を行うので強度も十分で角度の調整幅も広い。オフセットは0mmのハイモデュラ
スカーボン製のLTD仕様。 

 ■ ポスト材質：ハイモジュラスカーボン
■ ヤグラ材質：ハイモジュラスカーボン
■ ボルト：ステンレススチール
■ 仕上げ：UDグロスブラック
■ オフセット：0mm
■ 重量：180g(31.6 x 280mm)
■ 対応レール：7mm真円レール 

 4897055273116  ¥36,300（税抜価格¥33,000） 

 ▲IONIC 0 TEAM STEALTH 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 64485000  31.6x350mm  4897055273154  ¥23,100（税抜価格¥21,000） 

 ヤグラ部分には、アルミ製の9.5°の外側の歯車と、10°の内側の歯車を組み合わせることで
0.5°ずつの細かい角度調整を行う事ができる「DiffLock」システム採用。歯の組み合わせで
角度調整を行うので強度も十分で角度の調整幅も広い。 

 ■ ポスト材質：カーボン
■ ヤグラ材質：アルミ
■ ボルト：ステンレススチール
■ 仕上げ：UDグロスブラック
■ オフセット：0mm
■ 重量：200g(31.6 x 280mm)
■ 対応レール：7mm真円レール 

■ ボルト：ステンレススチール
■ 仕上げ：UDグロスブラック

■ 重量：200g(31.6 x 280mm)
■ 対応レール：7mm真円レール 
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 ▲IONIC 25 LTD STEALTH 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 64471000  31.6x280mm  4897024829573  ¥39,600（税抜価格¥36,000） 
 64472000  31.6x350mm  4897024829566  ¥39,600（税抜価格¥36,000） 

 ヤグラ部分には、アルミ製の9.5°の外側の歯車と、10°の内側の歯車を組み合わせることで
0.5°ずつの細かい角度調整を行う事ができる「DiffLock」システム採用。歯の組み合わせで
角度調整を行うので強度も十分で角度の調整幅も広い。オフセットは25mmのハイモデュ
ラスカーボン製のブラックロゴのLTDステルス仕様。 

 ■ ポスト材質：ハイモジュラスカーボン
■ ヤグラ材質：ハイモジュラスカーボン
■ ボルト：ステンレススチール
■ 仕上げ：UDグロスブラック
■ オフセット：25mm
■ 重量：185g(31.6 x 280mm)
■ 対応レール：7mm真円レール 

■ 仕上げ：UDグロスブラック
■ オフセット：25mm
■ 重量：185g(31.6 x 280mm)
■ 対応レール：7mm真円レール 

 ▲IONIC 25 LTD 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 64487000  27.2x350mm  4897055273222  ¥36,300（税抜価格¥33,000） 
 64488000  31.6x280mm  4897055273253  ¥36,300（税抜価格¥33,000） 
 64489000  31.6x350mm  4897055273246  ¥36,300（税抜価格¥33,000） 

 ヤグラ部分には、アルミ製の9.5°の外側の歯車と、10°の内側の歯車を組み合わせることで
0.5°ずつの細かい角度調整を行う事ができる「DiffLock」システム採用。歯の組み合わせで
角度調整を行うので強度も十分で角度の調整幅も広い。オフセットは25mmのハイモデュ
ラスカーボン製のLTD仕様。 

 ■ ポスト材質：ハイモジュラスカーボン
■ ヤグラ材質：ハイモジュラスカーボン
■ ボルト：ステンレススチール
■ 仕上げ：UDグロスブラック
■ オフセット：25mm
■ 重量：185g(31.6 x 280mm)
■ 対応レール：7mm真円レール 

■ ヤグラ材質：ハイモジュラスカーボン
■ ボルト：ステンレススチール
■ 仕上げ：UDグロスブラック
■ オフセット：25mm
■ 重量：185g(31.6 x 280mm)
■ 対応レール：7mm真円レール 

 ▲STYLUS 0 LTD STEALTH 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 64475000  31.6x350mm  4897024829603  ¥36,300（税抜価格¥33,000） 
 64503000  31.6x350mm  4897055273369  ¥34,100（税抜価格¥31,000） 

 2本のボルトで固定するタイプのヤグラを採用。1本で固定するタイプに比べ全方向に対し
ての剛性をアップ。ベーシックなポジションを取る事ができる
0ｍｍオフセットを採用。ハイモデュラスカーボン製のブラックロゴのLTDステルス仕様。 

 ■ ポスト材質：ハイモジュラスカーボン
■ ヤグラ材質：ハイモジュラスカーボン
■ ボルト：スチール
■ 仕上げ：UDマットブラック
■ オフセット：0mm
■ 重量：140g(31.6 x 280mm) 

■ ボルト：スチール
■ 仕上げ：UDマットブラック
■ オフセット：0mm
■ 重量：140g(31.6 x 280mm) 

 ▲STYLUS 25 LTD STEALTH 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 64515000  31.6x280mm  4897024829658  ¥36,300（税抜価格¥33,000） 
 64516000  31.6x350mm  4897024829641  ¥36,300（税抜価格¥33,000） 

 新しい2本のボルトで固定するタイプのヤグラを採用。1本で固定す
るタイプに比べ全方向に対しての剛性をアップ。ベーシックなポジションを取る事ができる
25ｍｍオフセットを採用。ハイモジュラスカーボン製にブラックロゴのステルス仕様。 

 ■ ポスト材質：ハイモジュラスカーボン
■ ヤグラ材質：ハイモジュラスカーボン
■ ボルト：ステンレススチール
■ 仕上げ：UDグロスブラック
■ オフセット：25mm
■ 重量：180g(31.6 x 280mm) 

■ 仕上げ：UDグロスブラック
■ オフセット：25mm
■ 重量：180g(31.6 x 280mm) 
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 ▲STYLUS 25 LTD 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 64512000  31.6x350mm  4897024827555  ¥34,100（税抜価格¥31,000） 

 ▲0-OFFSET LTD DIFFLOCK 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 64523000  31.6x420mm  4897055270207  ¥36,300（税抜価格¥33,000） 

 「DiffLock」システム採用したMTB専用のシートポスト。
ハイモジュラスカーボンを使用し軽量に仕上げたLTDモデル。 

2本のボルトで固定するタイプのヤグラを採用。1本で固定す
るタイプに比べ全方向に対しての剛性をアップ。ベーシックなポジションを取る事ができる
25ｍｍオフセットを採用。ハイモジュラスカーボン製のLTD仕様。

 ■ ポスト材質：ハイモジュラスカーボン
■ ヤグラ材質：ハイモジュラスカーボン
■ ボルト：ステンレススチール
■ 仕上げ：UDマットブラック
■ オフセット：0mm
■ 重量：180g(31.6 x 280mm)
■ 対応レール：7mm真円レール 

■ ポスト材質：ハイモジュラスカーボン
■ ヤグラ材質：ハイモジュラスカーボン
■ ボルト：ステンレススチール
■ 仕上げ：UDグロスブラック
■ オフセット：25mm
■ 重量：180g(31.6 x 280mm)

 ■ ポスト材質：ハイモジュラスカーボン
■ ヤグラ材質：ハイモジュラスカーボン
■ ボルト：ステンレススチール
■ 仕上げ：UDマットブラック

■ 重量：180g(31.6 x 280mm)
■ 対応レール：7mm真円レール 

 ▲0-OFFSET TEAM STEALTH 
DIFFLOCK 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 64527000  31.6x420mm  4897055270177  ¥23,100（税抜価格¥21,000） 

 「DiffLock」システム採用したMTB専用のシートポスト。
ブラックロゴのTEAMステルスモデル。 

 ■ ポスト材質：カーボン
■ ヤグラ材質：アルミ
■ ボルト：ステンレススチール
■ 仕上げ：UDマットブラック
■ オフセット：0mm
■ 重量：200g(31.6 x 280mm)
■ 対応レール：7mm真円レール 

 ▲0-OFFSET TEAM 
DIFFLOCK 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 64525000  31.6x420mm  4897055270153  ¥20,900（税抜価格¥19,000） 

 「DiffLock」システム採用したMTB専用のシートポスト。
カーボンを使用したTEAMモデル。 

 ■ ポスト材質：カーボン
■ ヤグラ材質：アルミ
■ ボルト：ステンレススチール
■ 仕上げ：UDマットブラック
■ オフセット：0mm
■ 重量：200g(31.6 x 280mm)
■ 対応レール：7mm真円レール 

 ▲0-OFFSET PRO DIFFLOCK 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 64529000  31.6x420mm  4897055270146  ¥15,400（税抜価格¥14,000） 

 「DiffLock」システム採用したMTB専用のシートポスト。アルミ製のPROモデル。 

 ■ ポスト材質：アルミ
■ ヤグラ材質：アルミ
■ ボルト：ステンレススチール
■ 仕上げ： ショットピーニングブラックアナダイズド
■ オフセット：0mm
■ 重量：230g(31.6 x 280mm)
■ 対応レール：7mm真円レール 

■ 仕上げ： ショットピーニングブラックアナダイズド

 ▲STILO 25 PRO 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 64532000  31.6x280mm  4897055278005  ¥13,200（税抜価格¥12,000） 
 64533000  31.6x350mm  4897055278012  ¥13,200（税抜価格¥12,000） 

 25mm オフセットのヤグラ部分は1 ボルトによって締め付け、前方のダイヤルによってサ
ドル角の微調整を可能としたニューモデル。ショットピーニング加工によって剛性の向上
と、締め付け時の滑りを防止したPRO 仕様。 

 ■ ポスト材質：7075-T73 アルミ
■ ヤグラ材質：アルミ
■ ボルト：ステンレススチール
■ 仕上げ：ショットピーニングブラックアノダイズド
■ オフセット：25mm
■ 重量：302g(31.6x400mm) 

 4897055278012  ¥13,200（税抜価格¥12,000） 

■ 仕上げ：ショットピーニングブラックアノダイズド
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 DISCUS LTD 45/32 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 87005000  700C HG/XDR 前後セット  4895211819987   ¥264,000（税抜価格¥240,000） 

 ワイドエアロリムを採用。振動吸収性と高いエアロ効果でロード＆グラベルライドを快適か
つスピーディに楽しめるハイエンドカーボンホイール。 

 ■ リム：UDカーボン/ウルトラライトレイアップ
■ リム幅：32mm
■ リム高：45mm
■ スポーク：SAPIM CX-Ray ストレートプル ブラックフィニッシュ、ダブルバテッド
■ スポーク数：F24/R24
ハブ：3T GW BOMBPROOF
アルミボディ、アルミスピンドル、アルミフリー
■ ローター形式：センターロック
■ ニップル：SAPIM クロムメッキブラス
■ アクスル形式：前-100x12mm、後-142-12mm
■ フリーボディ：SRAM XD-R、SHIMANO HG
■ ペア重量：1640g 

■ スポーク：SAPIM CX-Ray ストレートプル ブラックフィニッシュ、ダブルバテッド

 DISCUS PLUS LTD i28 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 90670000  27.5" HG/XDR 前後セット  4895211820754   ¥264,000（税抜価格¥240,000） 

 ハイエンドカーボン27.5インチのグラベルプラスホイール。グラベル＆トレイルタイヤに
対応。 

 ■ リム：UDカーボン/ウルトラライトレイアップ
■ リム幅：33.4mm
■ リム高：30mm
■ スポーク：SAPIM D light ストレートプル
ブラックフィニッシュ、ダブルバテッド
■ スポーク数：F24/R24
■ ハブ：3T GW BOMBPROOF アルミボディ、アルミスピンドル、アルミフリー
■ ローター形式：センターロック
■ ニップル：SAPIM クロムメッキブラス
■ アクスル形式：前-100x12mm、後-142-12mm
■ ペア重量：1508g 

■ ハブ：3T GW BOMBPROOF アルミボディ、アルミスピンドル、アルミフリー
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 ■ リム：フルカーボンチューブラー
■ ベアリング：セラミックスピード
■ スポーク数：F20/R24
■ スポーク：SAPIM CX-RAY
■ フリーハブ：SHIMANO HG
■ ペア重量：1220g 
■ フリーハブ：SHIMANO HG
■ ペア重量：1220g 

 ▲ORBISⅡ T35 LTD STEALTH 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 

 64817000  700C チューブラー
前後セット  4571310015146  ¥319,000（税抜価格¥290,000） 

 トップレーサーの求める理想型を具現化したオールラウンドカーボンチューブラーホイー
ル。35mmハイト25mm幅のチューブラーリムは安定性をレスポンスを両立。回転抵抗を
極限まで軽減するセラミックスピード社製ベアリングによりヒルクライムのほか、上りと下
りが連続するコースにも最適。 

 ■ リム：フルカーボンチューブラー
■ ベアリング：セラミックスピード
■ スポーク数：F20/R24
■ スポーク：SAPIM CX-RAY
■ フリーハブ：SHIMANO HG
■ ペア重量：1340g 
■ フリーハブ：SHIMANO HG
■ ペア重量：1340g 

 ▲ORBISⅡ T50 LTD STEALTH 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 

 64818000  700C チューブラー
前後セット  4897055277480  ¥341,000（税抜価格¥310,000） 

 軽さと反応性を両立する50mmハイト25mm幅ハイモジュラスカーボンリムにより、高速
巡航性を高めたチューブラーホイール。平地巡航の多いロードレースやタイムトライアル
に最適。スポークテンションを最適化し、無理なストレスを与えない構造により、ロスを徹底
的に排除し、ディープリムらしからぬ軽い走りが可能。 

 ■ リム：フルカーボンクリンチャー
■ ベアリング：セラミックスピード
■ スポーク数：F20/R24
■ スポーク：SAPIM CX-RAY
■ フリーハブ：SHIMANO HG
■ ペア重量：1535g 

 ▲ORBISⅡ C50 LTD STEALTH 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 

 64816000  700C クリンチャー
前後セット  4571310059997  ¥341,000（税抜価格¥310,000） 

 高速巡航に最適な50mmハイトハイモジュラスカーボンクリンチャーリムは、25mmワイド
構造によりハンドリング性能と走行抵抗を軽減、さらにパンクしにくいメリットをもつ。セラ
ミックスピード社製ベアリングにより回転抵抗も低減し、ロードバイクやＴＴバイクなどさま
ざまな条件で使用可能。 

 ■ フルカーボンチューブラーディスク
■ フリーハブ：SHIMANO HG
■ 重量：1150g 
■ フリーハブ：SHIMANO HG

 ▲ORBISⅡ T DISC LTD 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 

 64823000  700C チューブラー
後のみ  4897055277848  ¥253,000（税抜価格¥230,000） 

 最高の高速巡航性能をもつカーボンディスクホイール。21mm幅のフルカーボンリムは動
力伝達性能に優れ、しなやかな乗り味のチューブラータイヤとともに性能を最大限に引き
出す。 

 ■ リム：フルカーボンクリンチャー
■ ベアリング：スチール
■ スポーク数：F20/R24
■ スポーク：PILLAR BLADED1425
■ フリーハブ：SHIMANO HG
■ ペア重量：1500g 

■ スポーク：PILLAR BLADED1425
■ フリーハブ：SHIMANO HG
■ ペア重量：1500g 

 ▲ORBISⅡ C35 TEAM 
STEALTH 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 

 64819000  700C クリンチャー
前後セット  4897055277268  ¥242,000（税抜価格¥220,000） 

 LTDモデルと同様の35mmハイト25mm幅のカーボンワイドリムのクリンチャーホイー
ル。軽快な走りとともに安定性に優れ、コントロール性に優れたクリンチャーリムは耐パン
ク性にも優れる。テンションを最適化したスポークは、入力に対するレスポンスに優れレー
スからトレーニングライドまで幅広く対応する。 
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 ■ リム：フルカーボンクリンチャー
■ ベアリング：スチール
■ スポーク数：F20/R24
■ スポーク：PILLAR BLADED1425
■ フリーハブ：SHIMANO HG
■ ペア重量：1600g 
■ フリーハブ：SHIMANO HG
■ ペア重量：1600g 

 ▲ORBISⅡ C50 TEAM 
STEALTH 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 

 64820000  700C クリンチャー
前後セット  4571310015177  ¥253,000（税抜価格¥230,000） 

 50mmハイトの25mmワイドリムやインターナルニップルによる優れた空力性能を実現し
たミドルグレードカーボンクリンチャーホイール。ワイド化されたリムはエアロ性能だけで
なく、ハンドリング性能や、走りの軽さも提供する。 

 ■ リム：アルミアシンメトリック
■ ベアリング：スチール
■ スポーク数：F20/R24
■ スポーク：PILLAR BLADED1417
■ フリーハブ：SHIMANO HG
■  F/100×9mmQR、
100x12mmTA、
100x15mmTA

■  R/135×9ｍｍQR、
135x12ｍｍTA、
142x12ｍｍTA

■ ペア重量：1810g 

■ スポーク：PILLAR BLADED1417
■ フリーハブ：SHIMANO HG
■  F/100×9mmQR、

■  R/135×9ｍｍQR、

 ▲ORBISⅡ C35 PRO 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 

 64821000  700C クリンチャー
前後セット  4897055277879  ¥77,000（税抜価格¥70,000） 

 65057000  700C クリンチャー
後のみ  4897055277862  ¥41,800（税抜価格¥38,000） 

 カーボンリムと同様のエアロ性能をもった25mmアルミワイドリムを採用したクリンチャー
ホイール。ヒルクライムからロードレースまで活躍するハンドリングの安定性と、走りの軽
さが魅力。 

 ■ リム：フルカーボンクリンチャー
■ ベアリング：セラミックスピード
■ スポーク数：F24/R24
■ スポーク：SAPIM CX-RAY
■ ハブ：センターロック
■ フリーハブ：SHIMANO HG
■  F/100×9mmQR、
100x12mmTA、
100x15mmTA

■  R/135×9ｍｍQR、
135x12ｍｍTA、
142x12ｍｍTA

■ ペア重量：1527g 

 ▲DISCUS C60 LTD STEALTH 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 

 64825000  700C クリンチャー
前後セット  4571310015191  ¥341,000（税抜価格¥310,000） 

 65042000  700C クリンチャー
前のみ  4895211801333  ¥154,000（税抜価格¥140,000） 

 65043000  700C クリンチャー
後のみ  4895211801357  ¥198,000（税抜価格¥180,000） 

 高速巡航の多いロードレースからタイムトライアルまで対応する58mmハイトクリン
チャーリムのディスクブレーキ対応ホイール。27.3mmワイドリムにより走行安定性と空気
抵抗の軽減に貢献する。セラミックスピード社製ベアリングにより回転性能もスムースで、
クイックとスルーアクスルの両方に対応。

 ■ リム：フルカーボンクリンチャー
■ ベアリング：スチール
■ スポーク数：F24/R24
■ スポーク：PILLER BLADED1425
■ ハブ：センターロック
■ フリーハブ：SHIMANO HG
■  F/100×9mmQR、
100x12mmTA、
100x15mmTA

■  R/135×9ｍｍQR、
135x12ｍｍTA、
142x12ｍｍTA

■ ペア重量：1469g 

■ スポーク：PILLER BLADED1425

■ フリーハブ：SHIMANO HG

 ▲DISCUS C35 TEAM 
STEALTH 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 

 64826000  700C クリンチャー前後セット  4571310015221  ¥242,000（税抜価格¥220,000） 

 65048000  700C クリンチャー前のみ  4895211801395  ¥110,000（税抜価格¥100,000） 

 65049000  700C クリンチャー後のみ  4895211801418  ¥143,000（税抜価格¥130,000） 

 カーボンリムの軽さとクリンチャーの手軽さ、さらに価格面でもユーザーに恩恵をもたらす
スタンダード32mmハイトホイール。上位モデルと同様の形状の25mmワイドリムにより、
安定性と空気抵抗の軽減を両立させた。クイックリリースとスルーアクスル両対応で取り
付けるフレームを選ばず、レースからスポーツライドまで使用可能。 

 ■ リム：フルカーボンクリンチャー
■ ベアリング：スチール
■ スポーク数：F24/R24
■ スポーク：PILLER BLADED1425
■ ハブ：センターロック
■ フリーハブ：SHIMANO HG
■  F/100×9mmQR、
100x12mmTA、
100x15mmTA

■  R/135×9mmQR、
135x12mmTA、
142x12mmTA

■ ペア重量：1652g 

■ スポーク：PILLER BLADED1425

 ▲DISCUS C60 TEAM 
STEALTH 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 

 64827000  700C クリンチャー
前後セット  4571310015238  ¥253,000（税抜価格¥230,000） 

 65046000  700C クリンチャー
前のみ  4895211801388  ¥121,000（税抜価格¥110,000） 

 65047000  700C クリンチャー
後のみ  4895211801401  ¥143,000（税抜価格¥130,000） 

 LTDモデルの優れたエアロ形状を受け継ぎながら、信頼性とコストパフォーマンスも両立
し、58mmハイト27.3mm幅のワイドディープリムを採用したディスクブレーキ対応エアロ
ク
リンチャーホイール。クイックリリースとスルーアクスル両対応で車両乗り換え時の移行も
スムース。 
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 ■  リム：フルカーボンチューブレスレ
ディー27.5インチ

■ ベアリング：スチール
■ スポーク数：F24/R24
■ スポーク：Pillar 1425
■ ハブ：センターロック
■ フリーハブ：SHIMANO HG
■  F/100×9mmQR、
100x12mmTA、
100x15mmTA

■  R/135×9mmQR、
135x12mmTA、
142x12mmTA

■ ペア重量：1469g 

 ▲DISCUS PLUS C30W 
TEAM STEALTH 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 65050000  27.5" 前のみ  4895211801296  ¥121,000（税抜価格¥110,000） 
 65051000  27.5" HG後のみ  4895211801302  ¥143,000（税抜価格¥130,000） 

 フルカーボンチューブレスレディホイール。ワイドリムを採用しワイドタイヤも使用可能に。 

 ■ リム：アルミチューブレスレディー27.5"
■ ベアリング：スチール
■ スポーク数：F24/R24
■ スポーク：PILLER ダブルバテッド ステンレス
■ ハブ：センターロック
■ フリーハブ：SHIMANO HG、SRAM XD
■  F/100×9mmQR、100x12mmTA、
100x15mmTA

■  R/135×9mmQR、135x12mmTA、
142x12mmTA

■ ペア重量：1751g 

■ フリーハブ：SHIMANO HG、SRAM XD
■  F/100×9mmQR、100x12mmTA、

■  R/135×9mmQR、135x12mmTA、

 ▲DISCUS PLUS C25 PRO 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 65053000  27.5"  HG前後セット  4897055278463  ¥110,000（税抜価格¥100,000） 
 65054000  27.5"  XD前後セット  4897055278890  ¥110,000（税抜価格¥100,000） 

 フルアルミチューブレスレディホイール。ワイドリムを採用しワイドタイヤも使用可能に。 

 ■ リム：アルミチューブレスレディー27.5"
■ ベアリング：スチール
■ スポーク数：F24/R24
■ スポーク：PILLER ダブルバテッド ステンレス
■ ハブ：センターロック
■ フリーハブ：SHIMANO HG、SRAM XD
■  F/100×9mmQR、100x12mmTA、
100x15mmTA

■  R/135×9mmQR、135x12mmTA、
142x12mmTA

■ ペア重量：1751g(タイヤ、チューブ除く）
■ タイヤ：WTB Horizon 650×47 

 ▲DISCUS PLUS C25 PRO 
タイヤ付 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 65055000  27.5"  XD前後セット  4897055278920  ¥121,000（税抜価格¥110,000） 

 フルアルミチューブレスレディホイール。ワイドリムを採用しワイドタイヤも使用可能に。 

 ■ リム：アルミ/カーボンハイブリッド
■ リム高：43mm
■ スポーク数 : F18/R24
■ スポーク：Sapim CX-Ray
■ ハブ：3T
■  フリーハブ：CAMPAGNOLO、
SHIMANO HG

■ クイック：チタン
■ ペア重量：1600g 

 ▲Accelero 40 TEAM 
STEALTH 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 

 64813000  700C クリンチャー前後セット カンパニョーロ  4897024827647  ¥181,500（税抜価格¥165,000） 

 軽量で強靭なエアロダイナミックスに優れるアルミ+カーボンのハイブリッドホイール。
40ｍｍハイトのリムは登りでも平地でもオールマイティーに使用が可能。スポークには
SAPIM社のCX-Rayを使用しニップルはアルミ製。UD MATTE BLACKにブラックのロ
ゴをあしらったステルス仕様。 

 ■ リム：6000 アルミ/カーボンハイブリッド
■ リム高：63mm
■ スポーク数 : F18/R24
■ スポーク：Sapim CX-Ray
■ ハブ：3T
■ フリーハブ：CAMPAGNOLO
■ クイック：チタン
■ ペア重量：1600g 

 ■ リム：6000 アルミ/カーボンハイブリッド

 ▲Accelero 60 
TEAM STEALTH 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 

 64811000  700C クリンチャー
前後セット カンパニョーロ  4897024827685  ¥192,500（税抜価格¥175,000） 

 軽量で強靭なエアロダイナミックスに優れるアルミ+カーボンのハイブリッドホイール。
60ｍｍハイトのリムで平地での高速走行が可能。スポークには
SAPIM社のCX-Rayを使用しニップルはアルミ製。UD MATTE BLACKにブラックのロ
ゴをあしらったステルス仕様。 
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 FANGO TEAM STEALTH 

 ご注文コード  JAN  価格 
 71838000  4895211802903  ¥82,500（税抜価格¥75,000）

 イタリア語で泥を意味するFANGOを冠したハイエンドグラベルフォーク。 

 ■ 重量：490g
■ 材質：UDカーボン
■ アクスル-クラウン：355mm
■ オフセット：50mm
■ コラムサイズ：1-1/8 1-1/4インチ
■ 対応ヘッドセットサイズ：IS42/28.6 IS47/33
■ OLD：100mm
■ ドロップアウト：12mmスルーアクスル
■ アクスル：Syntace X-12 付属
■ 対応ディスクローターサイズ：140mm/160mm
■ 対応ホイールサイズ：700c、27.5インチ
■ 最大タイヤサイズ：42mm(700c), 2.1インチ(27.5インチ)
   ホイール、タイヤにより対応しないものもあります 

 ▲FUNDA TEAM 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 64152000  650Cx40mm  4897024821225  ¥61,600（税抜価格¥56,000） 

 オールカーボンで成型され、空気抵抗を最小限に抑えた設計と、剛性のバランスが取れた
モデル。 

 ■コラム径：1-1/8インチ
■オフセット：40mm
■ホイールサイズ：650C 
■素材：ハイモジュラスカーボン
■ドロップアウト：カーボン 

 ▲LUTEUS TEAM 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 64155000  700Cx47mm　1-1/2  '4897024824479  ¥74,800（税抜価格¥68,000） 

 DISCブレーキ専用のシクロクロス用フォーク。エンド部分はアルミを採用しDISCブレーキ
の強力なストッピングパワーを受け止める。 

 ■コラム径：1-1/2インチx1-1/8インチ
■オフセット：47mm
■ホイールサイズ：700C
■コラム長：300mm
■素材：カーボンファイバー
■ドロップアウト：アルミ
■仕上げ：UDグロスブラック
■ ディスクマウント：
ポストマウント φ160mm
■長さ：395mm(crown to axle)
■重量：470ｇ 

 ▲LUTEUS TEAM STEALTH 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 64156000  700Cx47mm　1-1/2  '4897024826282  ¥79,200（税抜価格¥72,000） 

 DISCブレーキ専用のシクロクロス用フォーク。エンド部分はアルミを採用しDISCブレーキ
の強力なストッピングパワーを受け止める。ブラックロゴのステルスカラー。 

 ■コラム径：1-1/2インチx1-1/8インチ
■オフセット：47mm
■ホイールサイズ：700C
■素材：カーボンファイバー
■ドロップアウト：アルミ
■仕上げ：UDマットブラック
■ ディスクマウント：
ポストマウント φ160mm
■長さ：395mm(crown to axle)
■重量：470ｇ 

 ▲LUTEUS 2 TEAM 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 64165000  700Cx50mm　1-1/2  '4897055277510 ¥60,500（税抜価格¥55,000）

 700x44Cのワイドタイヤも装着が可能なグラベル用フォーク。左右非対称設計で剛性を
確保しながらも軽量化を実現。 

 ■コラム径：1-1/2インチ×1-1/8インチ
■オフセット：50mm
■ホイールサイズ：700C
■素材：カーボンファイバー
■ ドロップアウト：カーボン、
15mm スルーアクスル
■仕上げ：UD グロスブラック
■ ディスクマウント：
ポストマウント φ180mm
■長さ：395mm（Axle to crown）
■重量：550g

 ■コラム径：1-1/2インチ×1-1/8インチ

 ▲LUTEUS 2 TEAM STEALTH 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 64166000  700Cx50mm　1-1/2  '4897055277558 ¥63,800（税抜価格¥58,000）

 700x44Cのワイドタイヤも装着が可能なグラベル用フォーク。左右非対称設計で剛性を
確保しながらも軽量化を実現。 

 ■コラム径：1-1/2インチ×1-1/8インチ
■オフセット：50mm
■ホイールサイズ：700C
■素材：カーボンファイバー
■ ドロップアウト：カーボン、
15mm スルーアクスル
■仕上げ：UD マットブラック
■ ディスクマウント：
ポストマウント φ180mm
■長さ：395mm（Axle to crown）
■重量：550g

 ■コラム径：1-1/2インチ×1-1/8インチ
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 TORNO LTD 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 71171000  170mm  4895211804242  ¥187,000（税抜価格¥170,000） 

 イタリアの3T本社でハンドメイドされる超軽量カーボン製エアロクランク。EXPLORO、
STRADAとの相性が良い1X仕様。  

 ■ 重量：330g (175mm、チェーンリング無し重量）
■ BB軸径：30mm
■ 対応BB規格：BB386EVO、BB30、Pressfit30
■ BCD：カスタムエアロスパイダー＆ボルトパターン
■ Qファクター：142mm
■ チェーンライン：47mm（142mmのリアアクスルと組み合わせ1Xに最適化）
■ 内クランク幅：118mm
■ ギアレンジ 3T 9-32T使用時：
■ 最大許容総重量（ライダー+自転車+荷物）：110kg
■ チェーンリング、BBは付属しません 

 TORNO TEAM 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 75063000  172.5mm  4895211817969  ¥154,000（税抜価格¥140,000） 

 クランクアームをそぎ落とし、空気を整流。究極のエアロを追求し、軽量380gの仕上がり
を実現しました。専用のチェーンリング(別売)を使用で、TT、トライアスロン、ロード、ヒル
クライム、グラベルと様々なカテゴリで使用が可能。 イタリアの3T社で生産されているた
め、品質も良く、生産管理も行き届いています。  

 ■ 重量：380g (175mm、チェーンリング無し重量）
■ BB軸径：30mm
■ 対応BB規格：BB386EVO、BB30、Pressfit30
■ BCD：カスタムエアロスパイダー＆ボルトパターン
■ Qファクター：142mm
■ チェーンライン：47mm（142mmのリアアクスルと組み合わせ1Xに最適化）
■ 内クランク幅：118mm
■ ギアレンジ 3T 9-32T使用時：
■ 最大許容総重量（ライダー+自転車+荷物）：110kg
■ チェーンリング、BBは付属しません 

 TORNO CHAINRING 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 71172000  36T  4895211803405  ¥19,800（税抜価格¥18,000） 
 71173000  40T  4895211803412  ¥19,800（税抜価格¥18,000） 
 71174000  44T  4895211803429  ¥19,800（税抜価格¥18,000） 

 TORNOクランク専用に作られたナローワイドチェーンリング。 

 ■ WOLFTOOTH製 
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 PRENDO SPEED 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 90671000  ブラック  4895211821058  ¥3,080（税抜価格¥2,800） 

 ウェットコンディションでも確実なグリップ力を維持する素材を使用し、バイクのコントロー
ル、ダンシング時の力のかかり具合など、
様々なメリットをもたらします。
2種類の柄のラインナップはともにロゴ入りのエンドキャップが付属。新たにボルトウス止
めのエンドキャップとなり落脱を防いでいます。 

 ■ 材質：ポリウレタン
■ エンドキャップ付属 

 PRENDO TOUGH 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 90672000  ブラック  4895211821065  ¥3,080（税抜価格¥2,800） 

 ウェットコンディションでも確実なグリップ力を維持する素材を使用し、バイクのコントロー
ル、ダンシング時の力のかかり具合など、
様々なメリットをもたらします。
2種類の柄のラインナップはともにロゴ入りのエンドキャップが付属。新たにボルトウス止
めのエンドキャップとなり落脱を防いでいます。 

 ■ 材質：ポリウレタン
■ エンドキャップ付属 

 ▲CORIUS BAR TAPE LTD  

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 64143000  ホワイト  4897055277756  ¥3,300（税抜価格¥3,000） 

 快適な握り心地とロングライフを約束する最高級素材を用いたモデル。 

 ■ 材質：ポリウレタン、EVA
■ エンドキャップ付属 

 ▲CORIUS BAR TAPE PRO  

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 64147000  ホワイト  4897055277718  ¥2,090（税抜価格¥1,900） 

 快適な握り心地とロングライフを約束する最高級素材を用いたモデル。 

 ■ 材質：ポリウレタン、コルク
■ エンドキャップ付属 

 WATER BOTTLE CAGE 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 73666000  ブラック  4895211817396  ¥8,250（税抜価格¥7,500） 

 洗練された上質なデザインのウォーターボトルケージ。  

 ■ 材質：UDカーボン 
■ 重量：28g

 SIDE LOAD WATER BOTTLE 
CAGE 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 73667000  ブラック  R  4895211817402  ¥8,250（税抜価格¥7,500） 
 116170000  ブラック  L  4895211817839  ¥8,250（税抜価格¥7,500） 

 洗練された上質なデザインのウォーターボトルケージ。小さいフレームやバイクパッキン
グ時に便利なサイドロードタイプ。  

 ■ 材質：UDカーボン 
■ 重量：24g

 BOTTLE CAGE TEAM 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 71170000  ブラック  4895211803092  ¥1,980（税抜価格¥1,800） 

 軽量でホールド感の高い樹脂製ボトルケージ。 

 ■ 材質：樹脂
■ 重量：29g 
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 ADURO HIGH MOUNT 

 ご注文コード  JAN  価格 
 78444000  4897024828965   ¥71,500（税抜価格¥65,000） 

 ADURO用スペアパーツ。 

 ADURO HIGH MOUNT  ADURO LOW MOUNT 

 ご注文コード  JAN  価格 
 78445000  4897024828972   ¥60,500（税抜価格¥55,000） 

 ADURO用スペアパーツ。 

 ADURO BOLTS KIT 

 ご注文コード  JAN  価格 
 78446000  4897024828989  ¥1,980（税抜価格¥1,800） 

 ADURO用スペアパーツ。 

 ADURO CLAMMPING NUT 

 ご注文コード  JAN  価格 
 78449000  4897024829023  ¥9,900（税抜価格¥9,000） 

 ADURO用スペアパーツ。 

 ■ 左右セット 

 ADURO PADS 

 ご注文コード  JAN  価格 
 78447000  4897024828996  ¥5,500（税抜価格¥5,000） 

 ADURO用スペアパッド。 

 ■ 左右セット 

 ADURO BAR COVER 
W/HOLE 

 ご注文コード  JAN  価格 
 116018000  4895211814630  ¥7,700（税抜価格¥7,000） 

 ADURO用ベースカバー。 

 AEROBAR BOLTS KIT 

 ご注文コード  JAN  価格 
 69897000  4897024823304  ¥2,200（税抜価格¥2,000） 

 Aura/Mistral/Brezza II用ボルトキット 

 AEROBAR BOLTS KIT  ARMREST CLAMPS ONE 
XTENSION 

 ご注文コード  JAN  価格 
 71071000  4897024823243  ¥11,000（税抜価格¥10,000） 

 Aura/Brezza II用アームレスト/エクステンションクランプ 

 ■ 左右セット 

 COMPUTER MOUNT BRIDGE 

 ご注文コード  JAN  価格 
 65064000  4897024823724  ¥4,620（税抜価格¥4,200） 

 3Tのエアロバーのために専用設計されたサイクルコンピューター用アタッチメント 

 COMPACT CRADLE PADKIT 
CARBON 

 ご注文コード  JAN  価格 
 69885000  4897024821843  ¥19,800（税抜価格¥18,000） 

 コンパクトパッドとクレードルのセット。 

 ■ 左右セット 

 COMPACT COMPUTER 
MOUNT 

 ご注文コード  JAN  価格 
 64151000  4897024823472  ¥13,200（税抜価格¥12,000） 

 アームバッド台座とサイクルコンピューターマウントが一体化。エアロ形状でサイクルコ
ンピューターの取り付けができないハンドルでも装着が可能。3T社製エアロバーに対応。
COMFORTよりも小さく、軽量。 
ンピューターの取り付けができないハンドルでも装着が可能。3T社製エアロバーに対応。

 COMFORT CRADLE PARTS 
KIT CARBON 

 ご注文コード  JAN  価格 
 69886000  4897024821836  ¥19,800（税抜価格¥18,000） 

 コンフォートパッドとクレードルのセット。 

 ■ 左右セット 

 COMFORT COMPUTER 
MOUNT 

 ご注文コード  JAN  価格 
 64150000  4897024823489  ¥13,200（税抜価格¥12,000） 

 アームバッド台座とサイクルコンピューターマウントが一体化。エアロ形状でサイクルコン
ピューターの取り付けができないハンドルでも装着が可能。3T社製エアロバーに対応。 ピューターの取り付けができないハンドルでも装着が可能。3T社製エアロバーに対応。 

 DROPBAR END PLUGS 

 ご注文コード  JAN  価格 
 69892000  4897024824752  ¥1,100（税抜価格¥1,000） 

 ドロップハンドル用エンドプラグ2個セット。 

 ■ 左右セット 

 FLIP CLIPON SHOCK 
ABSORBER 

 ご注文コード  JAN  価格 
 69898000  4897024822727  ¥1,100（税抜価格¥1,000） 

 スペアショックアブソーバー。 

 VOLA COMFORT PAD 

 ご注文コード  JAN  価格 
 77412000  4897024829849   ¥3,410（税抜価格¥3,100） 

 VOLAシリーズ用スペアパッド。 

 ■ 左右セット 
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 VOLA PRO COMFORT 
CRADLE PAD 

 ご注文コード  JAN  価格 
 71072000  4897024829856  ¥5,500（税抜価格¥5,000） 

 VOLA PRO用コンフォートクレイドル＆パッドセット。 

 ■ 左右セット 

 VOLA PRO CLAMPS KIT 

 ご注文コード  JAN  価格 
 69900000  4897024829863  ¥17,600（税抜価格¥16,000） 

 VOLA PRO用クランプキット 

 ■ 左右セット 

 VOLA PRO BRIDGE 
AND EXT KIT 

 ご注文コード  JAN  価格 
 71821000  4897055274649  ¥5,830（税抜価格¥5,300） 

 VOLA PRO用ブリッジキット。 

 VOLA PRO BOLTS KIT 

 ご注文コード  JAN  価格 
 69907000  4897055274656  ¥4,400（税抜価格¥4,000） 

 VOLA PRO用ボルトキット 

 VOLA PRO RISER KIT 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 69901000  10/20mm  4897024829870  ¥11,000（税抜価格¥10,000） 

 VOLA PRO用ライザーキット。 

 ■ 左右セット 

 VOLA LTD/TEAM COMP 
WEDGE BOLT KIT 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 69908000  10mm  4897055278326  ¥1,650（税抜価格¥1,500） 

 VOLA LTD/TEAM用クランプボルトキット。 

 ■ 左右セット 

 VOLA LTD/TEAM COMFORT 
CRADLE PAD 

 ご注文コード  JAN  価格 
 69906000  4897055274113  ¥13,200（税抜価格¥12,000） 

 VOLA LTD/TEAM用コンフォートクレイドル＆パッドセット。 

 ■ 左右セット 

 VOLA LTD/TEAM 
CLAMPS KIT 

 ご注文コード  JAN  価格 
 69903000  4897055274083  ¥11,000（税抜価格¥10,000） 

 VOLA LTD/TEAM用クランプキット 

 ■ 左右セット 

 VOLA LTD/TEAM BRIDGE 
AND EXT KIT 

 ご注文コード  JAN  価格 
 69905000  4897055274106  ¥17,600（税抜価格¥16,000） 

 VOLA LTD/TEAM用ブリッジキット。 

 ¥17,600（税抜価格¥16,000） 

 APTO STEALTH BARFLY 
SUPPORT 

 ご注文コード  JAN  価格 
 138239000  4895211832856   ¥3,740（税抜価格¥3,400） 

 ステム先端に取付けるガーミンマウント。 

 ■ 対応デバイス：Garmin Edge 100、200、500 

 APTO STEALTH FACE PLATE 

 ご注文コード  JAN  価格 
 138238000  4895211827104   ¥2,090（税抜価格¥1,900） 

 APTO STEALTH用フェイスプレート 

 ■  TEAM、TEAM STEALTH、PROには
使用できません。 

 APTO TEAM BOLT KIT 

 ご注文コード  JAN  価格 
 77430000  4895211801968  ¥3,520（税抜価格¥3,200） 

 APTO TEAMトップキャップ用ボルトキット 

 STANDARD CARBON 
TOP CAP 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 73871000  1-1/8インチ  4895211816184  ¥3,520（税抜価格¥3,200） 

 3Tロゴ入りカーボントップキャップ。 

 ■ 推奨ボルト：六角穴付き皿ボルト M6　
（別途、ご用意ください） 

 ▲FAITH PLATE 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
64631000  ARX LTD 4897024822390  ¥3,300（税抜価格¥3,000） 

 ARX LTD専用のフェイスプレート。 

 ¥3,300（税抜価格¥3,000） 

 ▲FAITH PLATE 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 64630000  ARX TEAM  4573223637354  ¥2,750（税抜価格¥2,500） 

 ARX TEAM専用のフェイスプレート。 
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 ARX II BOLT KIT 

 ご注文コード  JAN  価格 
 69891000  4897055270542  ¥6,600（税抜価格¥6,000） 

 ARX2用ボルトセット 

 INTEGRA LTD BOLT KIT 

 ご注文コード  JAN  価格 
 69909000  4897024828927  ¥7,700（税抜価格¥7,000） 

 INTEGRA LTD用ボルトセット。 

 INTEGRA TEAM BOLT KIT 

 ご注文コード  JAN  価格 
 77424000  4897024828934  ¥1,155（税抜価格¥1,050） 

 INTEGRA TEAM用ボルトセット。 

 DIFFLOCK SEAT CLAMP 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 69888000  7mmレール  4897024823434  ¥11,000（税抜価格¥10,000） 
 69889000  7x10mmレール 4897024824462  ¥11,000（税抜価格¥10,000） 
 71077000  9x7mmレール 4897055278661  ¥11,000（税抜価格¥10,000） 

 DIFFLOCKシステムのシートクランプ。 

 DIFFLOCK CAPS 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 77444000  7x10mmレール 4897024824431  ¥6,050（税抜価格¥5,500） 
 77445000  7mmレール 4897024824776  ¥6,050（税抜価格¥5,500） 
 77446000  9x7mmレール 4897055278678  ¥6,050（税抜価格¥5,500） 

 DIFFLOCKシステムのシートクランプキャップ。 

 ZERO25 MECHA SUB ASSY 

 ご注文コード  JAN  価格 
 69894000 4895211800336  ¥6,600（税抜価格¥6,000） 

 ZERO25用ヤグラセット。 

 ■ LTD,TEAM,PRO用 

 ▲STYLUS CLAMPING 
MECHA KIT 

 ご注文コード  JAN  価格 
 69893000 4897024828941  ¥3,850（税抜価格¥3,500） 

 STYLUS用ヤグラセット。 

 ■ LTD,TEAM,PRO用 

 SEATPOST CLAMP KIT 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 77468000  STRADA 4895211801470  ¥3,410（税抜価格¥3,100） 

 STRADA用シートクランプ。 

 FRAME SEATPOST 
CLAMP KIT 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 69895000  EXPLORO-PM 4897055279255  ¥3,300（税抜価格¥3,000） 

 EXPLORO-PM用シートポストクランプ 

 ■ EXPLORO PMフレーム用 

 RACEMAX SEATPOST 
WEDGE 

 ご注文コード  JAN  価格 
 134644000 4895211823113  ¥2,640（税抜価格¥2,400） 

 RACEMAX用シートクランプ。 

 RITCHEY CLAMP KIT 

 ご注文コード  JAN  価格 
 134893000 4895211822017  ¥4,400（税抜価格¥4,000） 

 RACEMAX用サドルレールクランプ。 

 RITCHEY CLAMP KIT 

 RACEMAX SEATPOST 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 134896000  XXS-51 4895211823090  ¥17,600（税抜価格¥16,000） 
 134897000  54-56 4895211824110  ¥17,600（税抜価格¥16,000） 

 RACEMAX用シートポスト 

 RD HANGER 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 71864000  STRADA 4895211801494  ¥6,930（税抜価格¥6,300） 

 STRADA用ディレーラーハンガー。 

 RD HANGER 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 77459000  EXPLORO 4897055279323  ¥5,610（税抜価格¥5,100） 

 EXPLORO用ディレーラーハンガー。 

 RD HANGER 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 134895000  RACEMAX 4895211823137  ¥2,200（税抜価格¥2,000） 

 RACEMAX用リアディレーラーハンガー 
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 FD HANGER 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 77458000  EXPLORO 4897055279316  ¥2,090（税抜価格¥1,900） 

 EXPLORO用フロントディレーラーハンガー 

 ¥2,090（税抜価格¥1,900） 

 FD HANGER 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 138042000  RACEMAX 4895211823120  ¥2,200（税抜価格¥2,000） 

 RACEMAX用フロントディレーラーハンガー 

 HEAD SET 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 77463000  EXPLORO 4897055279347  ¥8,580（税抜価格¥7,800） 

 EXPLORO用ヘッドセット。 

 FUNDI THURU AXLE 

 ご注文コード  JAN  価格 
 77470000 4895211801500  ¥9,790（税抜価格¥8,900） 

 STRADA、EXPLORO FM、EXPLORO RACE MAX用フロントスルーアクスル。 

 THURU AXLE 

 ご注文コード  JAN  価格 
 77451000 4897055279583  ¥7,150（税抜価格¥6,500） 

 STRADA、EXPLORO PM、EXPLORO FM、EXPLORO RACE 
MAX用リアスルーアクスル。 

 ¥7,150（税抜価格¥6,500） 

 DISCUS END CAP SET 

 ご注文コード  JAN  価格 
 77573000 4897055276582  ¥1,760（税抜価格¥1,600） 

 DISCUSシリーズ用アクスルキャップセット。 

 DISCUS FH BODY 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 77577000  SHIMANO HG 4897055276629  ¥10,450（税抜価格¥9,500） 

 DISCUS C60、C35用フリーボディ。 

 ■ アクスル付属 

 ¥10,450（税抜価格¥9,500） 

 DISCUS LOCK RING 

 ご注文コード  JAN  価格 
 77581000 4897055276667 ¥3,300（税抜価格¥3,000）

 DISCUSシリーズ用ディスクローターロックリング。 

 DISCUS FH BODY 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 71468000  XDR  4895211802125  ¥11,550（税抜価格¥10,500） 

 DISCUS C60、C35用フリーボディ。SRAM 12s対応。 

 ■ アクスル付属 

 価格 
 ¥11,550（税抜価格¥10,500） 

 ORBIS2 FH BODY 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 69911000  CAMPY  4897055278265  ¥13,200（税抜価格¥12,000） 

 ORBIS2用フリーボディ。 

 ■ アクスル付属 

 ¥13,200（税抜価格¥12,000） 

 CASSETTE BOLT KIT 

 ご注文コード  JAN  価格 
 122818000  4895211804761  ¥1,320（税抜価格¥1,200） 

 OVERDRIVE、BAILOUTカセット用ボルトキット。 

 WRENCH ADAPTER FOR 
APTO 

 ご注文コード  JAN  価格 
 136310000 4895211817679  ¥825（税抜価格¥750） 

 トルクレンチを使用してAPTOの組付けを行う際に使用するビット。 
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 ■ 素材：カーボン(本体)
■ ずり上がり防止のための裾シリコンバンド
■ 夜間の視認性を高めるポケット部の反射素材
■ 3バックポケット
■ 1ジップポケット
■ カムロックジップ 

■ ずり上がり防止のための裾シリコンバンド
■ 夜間の視認性を高めるポケット部の反射素材

 LTD ショートスリーブジャージ 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 72242000  ブラック/グレー  XS  660902914609   ¥20,900（税抜価格¥19,000） 
 72243000  ブラック/グレー  S  660902914616   ¥20,900（税抜価格¥19,000） 
 72244000  ブラック/グレー  M  660902914623   ¥20,900（税抜価格¥19,000） 

 本格的なサイクリストに合わせた高機能モデル。
素材から細部の作りまでこだわったハイエンドジャージ。 

 ■ フラットロックシーム
■ SKYVINGシームレスパッド 

 LTD ビブショーツ 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 72246000  ブラック  XS  660902914678   ¥24,200（税抜価格¥22,000） 
 72247000  ブラック  S  660902914685   ¥24,200（税抜価格¥22,000） 
 72248000  ブラック  M  660902914692   ¥24,200（税抜価格¥22,000） 

 適度な締め付け感をもつライクラを使用したビブショーツ。耐久性に優れた素材を使用。
裾には6cm幅のシリコンを使用し、ペダリング時のフィット感を高めている。メッシュサスペ
ンダー、クールマックスパッド、反射素材といった機能を持ったハイエンドビブ。 

 ■ 素材：フォラート(前面パネル)、ミニレート(他部分)
■ ずり上がり防止のための袖、裾シリコンバンド
■ 夜間の視認性を高めるポケット部の反射素材
■ 3バックポケット
■ 1ジップポケット
■ カムロックジップ
■ フラットシーム 

 ■ 素材：フォラート(前面パネル)、ミニレート(他部分)
■ ずり上がり防止のための袖、裾シリコンバンド
■ 夜間の視認性を高めるポケット部の反射素材

 TEAM ショートスリーブジャージ 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 72251000  レッド  S  660902914753   ¥18,700（税抜価格¥17,000） 
 72252000  レッド  M  660902914760   ¥18,700（税抜価格¥17,000） 
 72253000  レッド  L  660902914777   ¥18,700（税抜価格¥17,000） 

 果敢に挑戦するライダー向けのTEAMモデル。スリムなデザインは、競技中の激しい身体
の動きにフィットし、高いパフォーマンスレベルを引き出してくれる。 

 ■ フラットロックシーム
■ SKYVINGシームレスパッド 

 PRO/TEAM ビブショーツ 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 72255000  ブラック  S  660902914821   ¥19,800（税抜価格¥18,000） 
 72256000  ブラック  M  660902914838   ¥19,800（税抜価格¥18,000） 
 72257000  ブラック  L  660902914845   ¥19,800（税抜価格¥18,000） 

 ハニカムライクラ素材を使用したスタンダードビブショーツ。裾には6cm幅のシリコンを使
用し、ペダリング時のフィット感を高めている。 

 ■ 素材：パリーニ(本体)
■ フィット感に優れた袖エラスティックバンド
■ ずり上がり防止のための袖、裾シリコンバンド
■ 夜間の視認性を高めるポケット部の反射素材
■ 3バックポケット
■ 1ジップポケット
■ カムロックジップ
■ ハイネック 

■ フィット感に優れた袖エラスティックバンド
■ ずり上がり防止のための袖、裾シリコンバンド
■ 夜間の視認性を高めるポケット部の反射素材

 PRO ショートスリーブジャージ 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 72259000  ホワイト  S  660902914890   ¥14,300（税抜価格¥13,000） 
 72260000  ホワイト  M  660902914906   ¥14,300（税抜価格¥13,000） 
 72261000  ホワイト  L  660902914913   ¥14,300（税抜価格¥13,000） 

 全てのサイクリストに送るレギュラージャージ。 

 3T ソックス 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 72262000  ブラック  35/40  4895211815408   ¥3,080（税抜価格¥2,800） 
 72264000  ホワイト  35/40  4895211815422   ¥3,080（税抜価格¥2,800） 
 72265000  ホワイト  41/46  4895211815439   ¥3,080（税抜価格¥2,800） 

 3Tバイクアパレルシリーズとコーディネートするバイクソックス 
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 ■ 素材：コットン:63%, クールマックス(ポリエステル):37%
■ 吸汗速乾性に優れたクールマックスを採用
■ 2wayストレッチ
■ 胸部に3T tecno tubo torino ロゴ
■ 襟部に3T タグ 

■ 吸汗速乾性に優れたクールマックスを採用

■ 胸部に3T tecno tubo torino ロゴ

 GZ Tシャツ 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 78425000  ブラック  M  4562333434687   ¥9,801（税抜価格¥8,910） 
 78426000  ブラック  L  4562333434694   ¥9,801（税抜価格¥8,910） 
 78427000  ブラック  XL  4562333434700   ¥9,801（税抜価格¥8,910） 

 しなやかで自然な風合いの素材を使用。独特の光沢が高級感を醸し出しています。 

 ■ 素材：コットン:63%, クールマックス(ポリエステル):37%
■ 吸汗速乾性に優れたクールマックスを採用
■ 2wayストレッチ
■ 胸部に3T tecno tubo torino ロゴ
■ 襟部に3T タグ 

■ 吸汗速乾性に優れたクールマックスを採用

■ 胸部に3T tecno tubo torino ロゴ

 GZ Tシャツ 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 78430000  ホワイト  L  4562333434731   ¥9,801（税抜価格¥8,910） 
 78431000  ホワイト  XL  4562333434748   ¥9,801（税抜価格¥8,910） 

 しなやかで自然な風合いの素材を使用。独特の光沢が高級感を醸し出しています。 

 ■ 素材：コットン:63%, クールマックス(ポリエステル):37%
■ 吸汗速乾性に優れたクールマックスを採用
■ 2wayストレッチ
■ 胸部に3T tecno tubo torino ロゴ
■ 襟部に3T タグ 

■ 吸汗速乾性に優れたクールマックスを採用

■ 胸部に3T tecno tubo torino ロゴ

 GZ Tシャツ 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 78432000  ネイビー  S  4562333434755   ¥9,801（税抜価格¥8,910） 
 78433000  ネイビー  M  4562333434762   ¥9,801（税抜価格¥8,910） 
 78434000  ネイビー  L  4562333434779   ¥9,801（税抜価格¥8,910） 
 78435000  ネイビー  XL  4562333434786   ¥9,801（税抜価格¥8,910） 

 しなやかで自然な風合いの素材を使用。独特の光沢が高級感を醸し出しています。 

 ■ 素材：コットン:63%, クールマックス(ポリエステル):37%
■ 吸汗速乾性に優れたクールマックスを採用
■ 2wayストレッチ
■ ドローコード
■ 腰部に3T タグ 

 GZ ショーツ 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 78436000  ブラック  S  4562333434793   ¥13,801（税抜価格¥12,546） 
 78437000  ブラック  M  4562333434809   ¥13,801（税抜価格¥12,546） 
 78438000  ブラック  L  4562333434816   ¥13,801（税抜価格¥12,546） 

 サマーシーズンに最適なクールマックス素材で、汗をかいても快適な履き心地。 

 ■ 素材：ポリエステル:100%
■ アジャスターバンド
■ ストレッチ
■ 額部に 3T ロゴ
■ 内側に 3T タグ 

 GZ キャップ 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 78440000  ブラック  F  4562333434830   ¥6,800（税抜価格¥6,182） 

 フィット感に優れる素材を使用。撥水加工が施されているため、アウトドアシーンでの使用
にも最適。 

 ■ 素材：コットン:50%, アクリル50%
■ ずれ落ち防止のための長めのリブ。
■ 甲回りと土踏まずをサポート。
■ 衝撃を和らげる足裏のパイル地。
■ 吸汗速乾 

 GZ ソックス 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 86065000  ブラック/レッド  25/27  4562333438692   ¥1,980（税抜価格¥1,800） 
 86066000  グレー/ブラック  25/27  4562333438708   ¥1,980（税抜価格¥1,800） 

 GZショーツと合わせて履ける落ち着いたデザインのソックスです。
ドラロン採用で、抗菌防臭性に優れています。 
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TeamDSMが
ワールドツアーで使用する
イギリスのケミカル WELDTITE



56

世界各地を転戦するワールドツアーチーム。

2021年発足したTeam DSM ではウェルド

タイトのケミカルを使用。ウェルドタイトでは

全てのバイクパーツの性能を引き出すために

必要な様々なケミカルを多数ラインナップ

しています。

「これまで使ってきたバイククリーナーの

中でも特に良いクリーナーだよ。自転車

はもちろん、チームカーの洗車にも使っ

ているよ」                                                                                                                                

ヤニック・ランハート(メカニック)

「ドライコンディションでのレースではセラミックルブ

を、雨の中でレースをするときはウェットルブを主に

使用します。」　　　　ピート・ローイヤッカース(R&D)

選手の活躍の鍵を握る
バイククリーニングとルブリケーション。
スピードと確実性が要求されるクリーニング作業に

はバイククリーナーをはじめとしたウェルドタイトの

洗浄剤で素早く綺麗にレースバイクをクリーニング。

チェーンマシンとシトラスディグリーザーのセットも

大活躍。パーツの持つ回転性能を引き出すルブリ

カントには主にセラミックルブを使用している。

Team DSM
×

WELDTITE



 ご注文コード  価格 
54564000    ¥2,200（税抜価格¥2,000） 

 ご注文コード  価格 
57736000  ¥2,200（税抜価格¥2,000） 
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バイククリーナー 1L (3028)
酸性クリーナーに匹敵する洗浄力を
もつクリーナー。塗装面やメッキ、樹脂、
クリアコーティングされた部品など、
あらゆる部分に安心して使えます。

使用方法

吹付けて汚れを浮かせてからスポン
ジ、ウェスで拭きとります。水で洗い
流す事もできます。

カーボンクリーンプロテクト
250ml (3062)
カーボンフレームの清浄と保護のた
めに開発され、紫外線などからフレー
ムを守る。つやあり、つやなしどちらに
も使用が可能。もちろんアルミやス
チールのフレームにも使用可能。

使用方法

吹き付けた後、マイクロファイバーク
ロスで拭きとります。

フレーム＆パーツの洗浄・保護

 ¥2,200（税抜価格¥2,000） 

バイククリーナー 1L (3028)
酸性クリーナーに匹敵する洗浄力を
もつクリーナー。塗装面やメッキ、樹脂、
クリアコーティングされた部品など、
あらゆる部分に安心して使えます。

吹付けて汚れを浮かせてからスポン
ジ、ウェスで拭きとります。水で洗い

洗浄・保護



 ご注文コード  価格 
54579000  ¥1,760（税抜価格¥1,600） 

 ご注文コード  価格 
54566000  ¥5,500（税抜価格¥5,000） 

 ご注文コード  価格 
54563000  ¥3,080（税抜価格¥2,800） 
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シトラスディグリーザースプレー250ml (3023)
スプロケットやチェーンリング、チェーンな
どの油汚れを除去するのに非常に効果的。
汚れに素早く浸透し、チェーンの油汚れ等
を浮き立たせます。

使用方法

吹き付けた後、ブラシでこすり水で洗い
流します。してクリーニングします。

シトラスディグリーザー1L (3022)
スプロケットやチェーンリング、チェーンな
どの油汚れを除去するのに非常に効果的。
汚れに素早く浸透し、チェーンの油汚れ等
を浮き立たせます。

使用方法

付けおき洗いや、スプレーボトルへの詰め
替え、チェーンマシンに使用します。

チェーンマシン ディグリーザー(75ml)付属
ディレイラーアンカーアームによりハンズフリーで操作が可能です。

使用方法

シトラスディグリーザーを上部
タンクに入れクランクを逆回
転させてしてクリーニングし
ます。

ドライブトレインの洗浄

シトラスディグリーザースプレー250ml (3023)
スプロケットやチェーンリング、チェーンな
どの油汚れを除去するのに非常に効果的。
汚れに素早く浸透し、チェーンの油汚れ等

吹き付けた後、ブラシでこすり水で洗い

シトラスディグリーザー1L (3022)
スプロケットやチェーンリング、チェーンな
どの油汚れを除去するのに非常に効果的。
汚れに素早く浸透し、チェーンの油汚れ等

付けおき洗いや、スプレーボトルへの詰め

シトラスディグリーザー1L (3022)



 ご注文コード  価格 
90580000  ¥1,980（税抜価格¥1,800） 

59

素早いチェーン＆パーツ
クリーニング

JETBLAST DEGREASER (3087)
強力噴射スプレーで簡単綺麗に油汚れを落します。 
チェーン、チェーンリング、スプロケットなどの黒い油汚れ
に最適。 速乾性があり、素早く乾きます。

使用方法

吹き付けて汚れを落とします。乾いた後、注油・グリス
アップを必ず行ってください。



 ご注文コード  価格 
92968000  ¥990（税抜価格¥900） 

 ご注文コード  価格 
92966000  ¥770（税抜価格¥700） 

 ご注文コード  価格 
92965000  ¥770（税抜価格¥700） 

 ご注文コード  価格 
92967000  ¥990（税抜価格¥900） 

 ご注文コード  価格 
61393000  ¥1,870（税抜価格¥1,700） 

セラミックルブ
レース
晴れ・雨

オールウェザールブ
レース
晴れ・雨

ドライルブ
通勤・街乗り
晴れ

ウェットルブ
レース
雨・雪

ドライワックス
通勤・街乗り
晴れ

60

セラミックルブ
レース

オールウェザールブ
レース

ドライルブ
通勤・街乗り

ウェットルブ
レース

ドライワックス
通勤・街乗り

注油のポイント

● チェーンマシンやジェットブラストで
汚れを落としてから注油しましょう。

● チェーンのリンク一コマ一コマに一
滴ずつ塗布し、プレートに付着した
ルブはウェスで拭きとります。



 セラミックスプレー 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 116017000  150ml  5013863031017  ¥1,320（税抜価格¥1,200） 

 回転性能を向上させるセラミックを配合。全天候型のオールコンディションルブ。
レースイベントなどにおすすめな潤滑剤です。 

 ■ エアゾールスプレー
■ セラミック配合
■ 150ml 

 ドライルブ 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 92965000   75ml  5013863033066   ¥770（税抜価格¥700） 

 ホコリ汚れに強いドライルブ。テフロン配合で円滑な駆動を実現します。 
チェーン、ディレイラー、ケーブル等、幅広く使用可能。  

 ■ 晴天用 

 ウェットルブ 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 92966000   75ml  5013863033073   ¥770（税抜価格¥700） 

 雨、雪、泥などの悪天候下やロングライドに最適な高性能潤滑剤。摩擦損失を低減し、
耐久性、耐水性に優れ、埃が付きにくい。  

 ■ 雨天、雪、泥コンディション用 

 オールウェザールブ 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 92967000   75ml  5013863033080   ¥990（税抜価格¥900） 

 オールコンディション対応。耐久性が高くエンデュランス系の競技に最適。 

 ■ 晴天、雨天、泥コンディション用 

 ドライワックス 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 92968000   75ml  5013863033097   ¥990（税抜価格¥900） 

 チェーンに付着する埃を落とすワックス系潤滑剤。自転車通勤での使用におすすめ。 

 ■ 晴天用 
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 セラミックルブ 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 61393000   100ml  5013863030652   ¥1,870（税抜価格¥1,700） 

 回転性能を向上させるセラミックを配合。全天候型のオールコンディションルブ。
レースイベントなどにおすすめな潤滑剤です。 

 ■ 容量：100ml 

 TF2 テフロンスプレー 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 60506000   400ml  5013863030157   ¥2,200（税抜価格¥2,000） 

 多用途で使用できる潤滑剤。高い浸透性能と表面保護・撥水能力でスプロケット、
ケーブル、チェーンなどを潤滑、保護する。 

 ■ エアゾールスプレー
■ テフロン配合
■ 400ml 

 ▲TF2 パフォーマンスルブ 
業務用ボトル 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 67984000   5000ml  5013863030492   ¥10,780（税抜価格¥9,800） 

 オールコンディション対応のパフォーマンスルブお徳用ボトル。 

 ■ 容量：5L 

 TF2 サイクルオイル 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 67986000   125ml  5013863030010   ¥550（税抜価格¥500） 

 ハイドロカーボンミネラルオイル。各種ベアリング、ケーブル、チェーン、
リンク部等、各所に使用できる。 

 ■ 容量：125ml 

 ▲PURE ドライルブ 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 67961000   100ml  5013863034070   ¥1,100（税抜価格¥1,000） 

 晴天等のドライコンディション対応。 

 ■ 容量：100ml 
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 ▲PURE バイクオイル 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 67959000   150ml  5013863034056   ¥1,320（税抜価格¥1,200） 

 汎用性の高い普段使いに適した潤滑剤。 

 ■ 容量：150ml 

 ▲PURE ウェットルブ 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 67960000   100ml  5013863034063   ¥1,100（税抜価格¥1,000） 

 雨天、雪等のウェットコンディション対応。粘度が高く、耐久性に優れる。 

 ■ 容量：100ml 

 TF2 グリスガンセット 

 ご注文コード  JAN  価格 
 67982000   5013863060093   ¥4,400（税抜価格¥4,000） 

 潤滑性能に優れたテフロングリスとグリスアップの必需品グリスガンのコンボ。 

 ■ TF2バイクグリス125ml付属 

 TF2 グリスガン 

 ご注文コード  JAN  価格 
 67981000   5013863060086   ¥2,750（税抜価格¥2,500） 

 グリスアップに便利なグリスガン。 

 ■ TF2バイクグリス125ml用 

 TF2 バイクグリス 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 67980000   125ml  5013863020196   ¥1,980（税抜価格¥1,800） 

 テフロンを配合した高性能バイクグリス。金属表面を保護し、
シビアなコンディションでも高性能を維持する。 

 ■ テフロン配合
■ 容量：125ml 

 TF2 リチウムグリス 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 62166000   100g  5013863030041   ¥1,650（税抜価格¥1,500） 
 54574000   40g  5013863020257   ¥990（税抜価格¥900） 

 優れた耐水性、耐振性、防錆、耐久性を有します。焼き付きを防止し、
全ての回転部分に使用が可能です。  
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 ジェットブラストディグリーザー 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 90580000   500ml  5013863030874   ¥1,980（税抜価格¥1,800） 

 強力噴射スプレーで簡単綺麗に油汚れを落します。 チェーン、チェーンリング、
スプロケットなどの黒い油汚れに最適。速乾性があり、素早く乾きます。 

 チェーンマシン
ディグリーザー付属 

 ご注文コード  JAN  価格 
 54566000   5013863060178   ¥5,500（税抜価格¥5,000） 

 ピン幅最大8mmまでの自転車チェーンに使用可能なチェーンクリーナー。
ディレイラーアンカーアームによりハンズフリーで操作が可能です。 

 ■ シトラスディグリーザー75ml付属 

 シトラスディグリーザー 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 54563000   1000ml  5013863030225   ¥3,080（税抜価格¥2,800） 

 強力な自然ベースの脱脂剤/汚れ落とし。グリースおよび油を除去するのに非常に効果的。
汚れに素早く浸透し、チェーンの油汚れ等を浮き立たせます。 

 ■ 水溶性で水で簡単に洗い流す事が出来ます。
■ 非引火性で安全。
■  塗装面に付着した場合は、すみやかに
洗い流してください。

■ 使用後は手洗いをしてください。
■ 容量：1L 

 シトラスディグリーザースプレー 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 54579000   250ml  5013863030232   ¥1,760（税抜価格¥1,600） 

 グリースおよび油を除去するのに非常に効果的。汚れに素早く浸透し、
チェーンの油汚れ等を浮き立たせます。 

 ■ 水溶性で水で簡単に洗い流す事が出来ます。
■ 非引火性で安全。
■  塗装面に付着した場合は、すみやかに
洗い流してください。

■ 使用後は手洗いをしてください。
■ 容量：250ml 

 ■ 水溶性で水で簡単に洗い流す事が出来ます。

 ▲dirtwash 
シトラスディグリーザースプレー 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 67992000   400ml  5013863030027   ¥1,430（税抜価格¥1,300） 

 チェーンやギアなどの油汚れを落とすクリーニング剤。 

 ■ エアゾールスプレー
■ 容量：400ml 

 シトラスディグリーザー 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 54578000   75ml  5013863030171   ¥770（税抜価格¥700） 

 グリースおよび油を除去するのに非常に効果的。汚れに素早く浸透し、
チェーンの油汚れ等を浮き立たせます。 

 ■ 水溶性で水で簡単に洗い流す事が出来ます。
■ 非引火性で安全。
■ 塗装面に付着した場合は、すみやかに洗い流してください。
■ 使用後は手洗いをしてください。
■ 容量：75ml 

潤
滑
剤

3T

WELDTITE

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
用

KENDA

MOON

パ
ン
ク
修
理

TRP

TEKTRO

チ
ュ
ー
ブ
レ
ス

Birzman

TRIPEAK

そ
の
他
ケ
ミ
カ
ル

guee

LOUIS GARNEAU

分
類
名

64WELDTITE
BRAND Collection



 ■ 容量：1L
■ 使用後は水で洗い流してください。 

 バイククリーナー 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 54564000   1000ml  5013863030287   ¥2,200（税抜価格¥2,000） 

 酸性クリーナーに匹敵するクリーナー。塗装面やメッキ、樹脂、
クリアコーティングされた部品など、あらゆる部分に安心して使えます。 

 ■ 容量：250ml 

 ▲PURE バイクプロテクター 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 67962000   250ml  5013863034087   ¥2,200（税抜価格¥2,000） 

 紫外線対策としても利用できるバイクポリッシュ。 

 ■ 容量：250ml 

 ▲PURE ディグリーザー 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 67957000   250ml  5013863034032   ¥1,540（税抜価格¥1,400） 

 自然由来成分の強力ディグリーザー。水で簡単に洗い流せる。 

 ■ 容量：1L 

 ▲PURE バイクウォッシュ 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 67955000   1000ml  5013863034018   ¥1,540（税抜価格¥1,400） 

 塗装面やゴム部品を侵す事なく、バイクの汚れを綺麗に落とすバイク用洗剤。 

 ■ 容量：200ml 

 ▲PURE ウォッシュコンセント 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 67956000   200ml  5013863034025   ¥1,100（税抜価格¥1,000） 

 塗装面やゴム部品を侵す事なく、バイクの汚れを綺麗に落とすバイク用洗剤。
200ml濃縮ボトルは水で5倍に薄めて使用します。 

 ■ エアゾールスプレー
■ 艶出し
■ 容量：500ml 

 プロテクトシャインスプレー 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 67990000   500ml  5013863030423   ¥1,430（税抜価格¥1,300） 

 シリコン＆ワックス配合のポリッシュスプレー。
パーツやバイクのクリーニングと艶出し保護に役立ちます。 
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 ■ マットカーボン対応
■ 容量：250ml 

 カーボンクリーンプロテクト 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 57736000   250ml  5013863030621   ¥2,200（税抜価格¥2,000） 

 カーボンフレームの清浄と保護のために開発され、紫外線などからフレームを守る。
艶あり、艶なしどちらにも使用が可能。  

 ■ 内容：スポンジ x 1、マイクロファイバークロス x 1 

 スポンジ＆
マイクロファイバークロスセット 

 ご注文コード  JAN  価格 
 93489000   5013863060406   ¥880（税抜価格¥800） 

 洗車用スポンジと磨き上げ用マイクロファイバークロスのセット。 

 アルティメイトバイクケアキット 

 ご注文コード  JAN  価格 
 68005000   5013863030034   ¥8,800（税抜価格¥8,000） 

 プロフェッショナルユース、ヘビーユーザー向けのバイクメンテナンスセット。 

 ■ 内容： ルブリカントスプレー、パフォーマンスルブ、
バイククリーナー、シトラスディグリーザー、
タイヤブラシ、スプロケットブラシ、
コーンブラシ、スポンジ 

 ¥8,800（税抜価格¥8,000） 

 ■ 内容： バイククリーナースプレー、シトラスディグリーザースプレー、
ルブリカントスプレー、スプロケットブラシ、スポンジ、ウエス 

 ピットストップキット 

 ご注文コード  JAN  価格 
 68007000   5013863030447   ¥4,400（税抜価格¥4,000） 

 3Lバケツにクリーニングと注油アイテムをセットしたメンテナンスセット。 

 ■ 内容： シトラスディグリーザー、スプロケットブラシ、パフォーマンスルブ、
タイヤレバー、キュアCキュアパンク修理キット 

 エッセンシャルキット 

 ご注文コード  JAN  価格 
 68009000   5013863060253   ¥2,750（税抜価格¥2,500） 

 ベーシックなメンテナンス用品をまとめたケアキット。 
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 クリーニングブラシ3種セット 

 ご注文コード  JAN  価格 
 67999000   5013863060130   ¥3,520（税抜価格¥3,200） 

 洗車に役立つブラシセット。 

 ■ スプロケットブラシ、コーンブラシ、タイヤブラシ  ■ スプロケットブラシ、コーンブラシ、タイヤブラシ 

 クリーニングブラシ2種セット 

 ご注文コード  JAN  価格 
 68000000   5013863060208   ¥1,650（税抜価格¥1,500） 

 洗車に役立つブラシセット。 

 ■ スプロケットブラシ、コーンブラシ 

 ソフトウォッシュブラシ 

 ご注文コード  JAN  価格 
 68004000   5013863060239   ¥1,760（税抜価格¥1,600） 

 フレームの洗浄に便利な洗車ブラシ。 

 ■ フレームブラシ 

 スプロケットブラシ 

 ご注文コード  JAN  価格 
 67998000   5013863060123   ¥1,100（税抜価格¥1,000） 

 スプロケットの洗浄に便利なスプロケットブラシ。 

 dirtwash ディスクローター
クリーニングワイプ 6枚入 

 ご注文コード  JAN  価格 
 67994000   5013863040224   ¥660（税抜価格¥600） 

 ディスクローターの汚れを落とすお掃除クロス。ブレーキ性能を維持します。 

 ■ 6枚入 

 dirtwash 
自転車用拭くだけシート 15枚入 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 67997000   チェーン用  5013863040385   ¥770（税抜価格¥700） 
 67995000   フレーム用  5013863040361   ¥550（税抜価格¥500） 

 掃除をお手軽に使い捨てタイプのお掃除クロス。 

 ■ フレーム用とチェーン用　用途によって使い分け
■ 15枚入り 
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 ▲エアタイトパンクリペアキット 
Co2付属 

 ご注文コード  JAN  価格 
 67963000   5013863010241   ¥1,760（税抜価格¥1,600） 

 CO2インフレータ、タイヤレバーが付いたパンク修理キット。 

 ■ 内容： パッチ6枚、ゴムのり5g、
タイヤレバー3本、マーカー、
ヤスリ、タイヤパウダー、
バルブアダプター、
Co2カートリッジ 16g、
Co2ヘッド 

タイヤレバー3本、マーカー、

 エアタイト 工具付きパッチキット 
タイヤレバー3本/アーレンキー付 

 ご注文コード  JAN  価格 
 54568000   5013863010074   ¥1430（税抜価格¥1300） 

 大小パッチ、ゴムのり、ヤスリ、マーカー、タイヤレバー3本、
アーレンキーの充実したキットです。  

 ■ 内容： パッチ6枚、ゴムのり5g、ヤスリ、
マーカー、タイヤレバー3本、
アーレンキー2本 

 エアタイト パッチキット 
タイヤレバー2本付 

 ご注文コード  JAN  価格 
 55157000   5013863010296   ¥880（税抜価格¥800） 

 パッチ、ゴムのり、ヤスリ、タイヤレバー2本のスタンダードなキットです。  

 ■ 内容： パッチ6枚、ゴムのり5g、
ヤスリ、タイヤレバー2本 

 ¥880（税抜価格¥800） 

 エアタイト パッチキット 

 ご注文コード  JAN  価格 
 54569000   5013863010166   ¥495（税抜価格¥450） 

 スタンダードな小パッチ、ゴムのり、ヤスリのキットです。  

 ■ 内容：パッチ6枚、ゴムのり5g、ヤスリ 

 ¥495（税抜価格¥450） 

 キュアCキュアパンクリペアキット 

 ご注文コード  JAN  価格 
 67964000   5013863010036   ¥550（税抜価格¥500） 

 ロードバイクにおすすめなパンクリペアキット。 

 ■ 内容： パッチ6枚、ゴムのり5g、ヤスリ、
マーカー、タイヤパウダー 

 ロードパッチ 6枚入 

 ご注文コード  JAN  価格 
 69582000   5013863040323   ¥275（税抜価格¥250） 

 薄型で柔軟性が高く、ロードバイクに使いやすいパッチ。 

 ■ 内容：ロード用パッチ6枚
＊ゴムのりを使用して貼り付けてください 

 ▲キュアナローパッチ 30枚入 

 ご注文コード  JAN  価格 
 60504000   4562333399146   ¥1,100（税抜価格¥1,000） 

 薄型で柔軟性が高く、ロードバイクにオススメ。 

 ■ パッチサイズ：15 x 15mm
＊ゴムのりを使用して貼り付けてください 

 キュアナローパッチ 業務用 
20x6枚入 

 ご注文コード  JAN  価格 
 68155000   4562333414825   ¥2,200（税抜価格¥2,000） 

 ロードチューブ用の薄型パッチ。 

 セルフシール パンク修理キット 
タイヤレバー付 

 ご注文コード  JAN  価格 
 57738000   5013863010395   ¥770（税抜価格¥700） 

 ゴムノリ不要のシールタイプのセルフシールレバー付きパッチキットです。
タイヤレバーもセットで持ち運べる細長いケース付き。 

 ■ 内容：セルフシールパッチ6枚、タイヤレバー2本、ヤスリ  

 ¥770（税抜価格¥700） 

 ■ 内容：セルフシールパッチ6枚、タイヤレバー2本、ヤスリ  
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 ▲セルフシール 
コンプリペアキット 

 ご注文コード  JAN  価格 
 67973000   5013863060116   ¥440（税抜価格¥400） 

 セルフシールパッチ入りシングルアクションタイヤレバー。 

 ■ 内容：セルフシールパッチ4枚、タイヤレバー 

コンプリペアキット 

 ¥440（税抜価格¥400） 

 セルフシールパッチ入りシングルアクションタイヤレバー。 

 セルフシール パッチキット 

 ご注文コード  JAN  価格 
 57737000   5013863010364   ¥440（税抜価格¥400） 

 ゴムのり不要の簡単パンク修理パッチキット。 

 ■ 内容：セルフシールパッチ6枚、ヤスリ 

 ¥440（税抜価格¥400） 

 ▲セルフシール パッチキット 

 ご注文コード  JAN  価格 
 68774000   5013863010210   ¥396（税抜価格¥360） 

 ゴムのり不要の簡単パンク修理パッチキット。 

 ■ サイズ：25 x 25mm
■ パッチ6枚  

 ¥396（税抜価格¥360） 

 ▲セルフシール パッチ8枚入 

 ご注文コード  JAN  価格 
 67972000   5013863040064   ¥330（税抜価格¥300） 

 サイクルインナーチューブ用のセルフシールパンク修理パッチ。 

 ■ 内容：セルフシールパッチ8枚 

 ▲セルフシールパッチ12個入 
ボックス 

 ご注文コード  JAN  価格 
 67965000   5013863110316   ¥4,180（税抜価格¥3,800） 

 ゴムのり不要の簡単パンク修理パッチキット。 

 ■ 12個入ボックス 

 ¥4,180（税抜価格¥3,800） 

 ▲ゴムのり 15g 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 67971000   15g  5013863020226   ¥440（税抜価格¥400） 

 ゴムのり15g。 

 ゴムのり 5g 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 69581000   5g  5013863020189   ¥330（税抜価格¥300） 

 ゴムのり。携帯性にも優れる5gチューブ入り。  

 ▲ビンテージ缶パンク修理キット 

 ご注文コード  JAN  価格 
 67967000   5013863010753   ¥770（税抜価格¥700） 

 ビンテージデザイン缶ケースが特徴のトラディショナルパンク修理キット。 

 ■ 内容： パッチ6枚、ゴムのり5g、
タイヤレバー2本、
タイヤブート1枚、
マーカー、タイヤパウダー、
ヤスリ 

 SOSトラベルキット 

 ご注文コード  JAN  価格 
 61394000   5013863010401   ¥2,200（税抜価格¥2,000） 

 タイヤレバー、パッチ、紙ヤスリ、ルブ、お手拭シート、
チェーンワイプがセットになったツーリングキット。 

 ■ 内容： パフォーマンスルブチューブ(7ml)x2本、
ディスクローターワイプx2枚、
チェーンワイプx2枚、ハンドワイプx2枚、
セルフシールパッチx3枚、
タイヤレバーx2本、ヤスリ 

 ¥2,200（税抜価格¥2,000） 

 CYCLO 
イージーテックタイヤレバー 

 ご注文コード  JAN  価格 
 62168000   5013863060222   ¥880（税抜価格¥800） 

 エルゴノミックデザインで手に馴染み、使いやすい樹脂製タイヤレバー。 

 ■ 3本セット 
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 ▲パンク防止剤 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 67974000   250ml  5013863030140   ¥1,430（税抜価格¥1,300） 

 タイヤチューブに予め注入しておくパンク防止剤。 

 ■ 米式の他、バルブコアの外せるチューブに対応。
■ 容量：250ml 
 ■ 米式の他、バルブコアの外せるチューブに対応。

 ▲シーラントチューブ 仏式 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 67976000   26インチ  5013863040156   ¥1,650（税抜価格¥1,500） 
 67977000   700x19-25C  5013863040163   ¥1,650（税抜価格¥1,500） 
 67978000   700x28-35C  5013863040170   ¥1,650（税抜価格¥1,500） 

 シーラント入りチューブ 

■ バルブ：仏式36mm

 チューブレスシーラント 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 67975000   240ml  5013863030638   ¥2,200（税抜価格¥2,000） 

 チューブレスタイヤ用シーラント剤。 

 ■ 容量：240ml 

 エッセンシャル
チューブレスキット 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 87006000   ロード用10m  5013863040507   ¥5,500（税抜価格¥5,000） 

 チューブレスレディ用リムテープとバルブコアのセット。 

 ■ リムテープ 長さ：10m、幅：19mm
■ バルブ長：55mm
■ バルブコア：取外し可能 

 エッセンシャル
チューブレスキット 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 87007000   MTB用10m  5013863040514   ¥5,500（税抜価格¥5,000） 

 チューブレスレディ用リムテープとバルブコアのセット。 

 ■ リムテープ 長さ：10m、幅：24mm
■ バルブ長：55mm
■ バルブコア：取外し可能 

 エッセンシャル
チューブレスシステム 

 ご注文コード  JAN  価格 
 87008000   5013863040538   ¥7,000（税抜価格¥7,700） 

 チューブレスレディに必要な3種類をセットにしたバリューキット。 

 ■ リムテープ 長さ：10m、幅：24mm
■ タイヤシーラント：250ml
■ バルブ長：55mm
■ バルブコア：取外し可能
■ 仏式チューブレスバルブ2本付属 

 コンプリート
チューブレスシステム 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 87009000   ロード用  5013863040620   ¥8,800（税抜価格¥8,000） 

 初めてのチューブレス化に最適なコンプリートキット。 

 ■ リムテープ 長さ：10m、幅：24mm
■ タイヤシーラント：250ml
■ バルブ長：55mm
■ バルブコア：取外し可能
■  仏式チューブレスバルブ2本、
タイヤレバー 3本、
タイヤフィット 100ml付属 

 タイヤフィット
マウンティングジェル 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 90579000   100ml  5013863030775   ¥1,100（税抜価格¥1,000） 

 チューブレスタイヤのインストール時にビードの滑りをよくするマウンティングジェル。  
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 チューブレスバルブ 2本セット 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 87012000   55mm  5013863050506   ¥3,300（税抜価格¥3,000） 

 脱着可能なバルブコア採用でシーラントの補充に便利。 

 ■ バルブ長：55mm
■ バルブコア：仏式 リムーバブル 

 チューブレス修理キット 外貼り用 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 67966000   外貼り  5013863010142   ¥1,430（税抜価格¥1,300） 

 チューブレスタイヤ用のパンク修理キット。タイヤの外側から修理するタイプです。 

 ■ 内容： ストリングス5本、
ゴムのり5g、
工具2本、
カッター1個、
マーカー、ヤスリ 

 ▲チューブレスリペアストリング 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 67969000   10本  5013863040200   ¥660（税抜価格¥600） 

 ウェルドタイトのチューブレス外装修理キットで使用するための交換用修理ストリング. 

 チューブレスリペアストリングス
＆ゴムのり 

 ご注文コード  JAN  価格 
 67970000   5013863040408   ¥550（税抜価格¥500） 

 ウェルドタイトのチューブレス外装修理キットで使用するための
交換用修理ストリングです。 

 ■ 内容：ストリングス5本、ゴムのり5g 

 ¥550（税抜価格¥500） 

 TF2 カーボンファイバー
グリッパーペースト 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 67983000   50g  5013863020035   ¥1,980（税抜価格¥1,800） 

 カーボンシートポストやカーボンハンドルなどの組み付け部に塗布し、
取り付けを確実にするグリップペーストです。パーツの滑りを防止します。 

 ■ ハンドル、ステム、シートポストなどの締
付けトルクを低減 

 ¥1,980（税抜価格¥1,800） 

取り付けを確実にするグリップペーストです。パーツの滑りを防止します。 

 TF2 カーボンファイバー
グリッパーペースト 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 61392000   10g  5013863020042   ¥660（税抜価格¥600） 

 カーボンシートポストやカーボンハンドルなどの組み付け部に塗布し、
取り付けを確実にするグリップペーストです。パーツの滑りを防止します。 

 ■ ハンドル、ステム、シートポストなどの締付けトルクを低減 

 ▲サドルバッグ リペアキット 

 ご注文コード  JAN  価格 
 67968000   5013863060383   ¥5,280（税抜価格¥4,800） 

 CO2インフレータ、タイヤレバー、マルチツールなどの必要な装備が入ったサドルバッグ。 

 ■ 内容： ジェットバルブCo2インフレータ、
Ezytechタイヤレバー2本、、
レッドデビルズセルフシールパッチキット、
マルチツール  

 ▲TF2/CYCLO 
ミネラルオイル125ml 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 67987000   125ml  5013863030393   ¥1,100（税抜価格¥1,000） 

 広口のボトル形状で扱いやすいミネラルオイル。 

 ■ 容量：125ml 
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KENDA( ケンダ )

約 60 年の歴史を持つタイヤメーカー。

ワールドカップを転戦するライダーからのフィードバックをもとに生み出されるハイエンドタイヤから、

耐パンク性能に優れた街乗り用タイヤ、車いす用タイヤなど幅広いラインナップで

多くのユーザーに支持を得ている。

72KENDA
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RUBBER COMPOUNDS

HARD RUBBER COMPOUND 
(HRC)

ハードラバーコンパウンドは地面の硬さを感じさせず、軽い転がり抵抗と優れた耐久
性をもったトレーニングタイヤの完成形として設計されました。70sAコンパウンド採
用のHRCはトレッドの耐久性とスピードを最大限に発揮します。

R3C COMPOUND
R3CはKENDAの中で最も早いラバーコンパウンドで、ハイエンドなレーシングタイ
ヤに使用されます。驚異的なグリップ力はウェットな路面でのトラクションを強め、ま
さにR2Cラバーの真の後継者と言えるでしょう。普段使い用ではなくレースのために
開発された特別なコンパウンドです。

R2C COMPOUND
ロードバイク専用に特別にブレンドしたコンパウンドは、最高のトラクションとスピー
ドを実現しました。R2Cタイヤは２つの違ったコンパウンドを使用し、センター部分に
は最高の転がり性能を発揮する70sA、サイド部分にはコーナーでのグリップ力が増
す、60sAを採用しています。

L3R PRO
L3R PROは、KENDAのコンパウンドで最も多くのモデルに採用されており、ロード
レーシングから、マウンテンバイクまで幅広く使用されています。60sA採用のL3R 
PROは、ミドルグレードに位置していますが、重量はKENDAコンパウンド中最軽量と
なっています。

NATURAL RUBBER 
COMPOUND

ナチュラル・ラバー・コンパウンド（NRC）は天然ゴムと合成ゴムをブレンドしたコンパ
ウンドにより軽い転がり抵抗とグリップ力を発揮します。なめらかな乗り心地と軽い
走行感で、操作性に優れたチューブラータイヤを生み出しました。NRCは65sAコン
パウンドによりR2Cよりもわずかに柔らかくKENDAのチューブラータイヤの品質を
さらに向上させました。

STANDARD RUBBER 
COMPOUND

主にK-Generationタイヤに使用されているSRCは、軽い転がり抵抗、優れたグリッ
プ力、耐久性、耐摩耗性と、それぞれの優れた特性を生かし、全ての分野のライダー
にお勧めです。

DUAL TREAD COMPOUND 
(DTC)

デュアル・トレッド・コンパウンド（DTC）は、L3R PRO(センターノブ）と、Stick-E（セン
ターノブ）という２つの異なるコンパウンドを組み合わせて成形されています。DTC
ラバーは転がり速度とグリップに長け、クロスカントリー、オールマウンテン用などの
多くのタイヤに採用されています。

CYCLO CROSS
DUAL TREAD COMPOUND

DTCをシクロクロス仕様にコンパウンドを見直しました。

STICK-E COMPOUND
Stick-Eは、KENDAオリジナルのダウンヒル、オールマウンテン用に作られたコンパ
ウンドです。50sAゴムは、柔らかいコンパウンドに比べよりロングライフで、幅広い状
況をカバーします。DTCタイヤのサイド部分に採用されており、バランスが良く、優れ
たグリップ力をもったオールマウンテンタイヤを探しているライダーにお勧めです。

RACE STICK-E RUBBER

RSRはレースコンディション用に設計されたタイヤで全く新しレベルのグリップ力を
発揮します。42sA採用により様々な路面状況下において優れたトラクションを発揮し
ます。ソフトなコンパウンドは優れたグリップ力を持つだけでなく、刷新された表面の
トレッドと一つひとつ独立したパターンによりサスペンション効果も発揮します。ダウ
ンヒルやスラロームタイヤ用のKENDAのコンパウンドをさらに改良したRSRは、ヨー
ロッパのワールドカップやローカルなバイクパークまで幅広く使用可能です。
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CASING TECHNOLOGY

IRON CLOAK (IC)
KENDAで最高クラスの耐パンク性能を誇る素材で、アラミド素材を混ぜ合わせたレ
イヤー部分が包み込むような構造です。耐パンク性能が上がるだけではなく、サイド
部分の磨耗にも非常に強くなっています。

IRON CLOAK BELT (ICB)
KENDAで最も耐パンク性能に優れた素材で、軽く作られた素材は、トレッドのゴム素
材の直下に配置されています。アイアン・クラークベルトは、耐パンク性能を上げるだ
けではなく、軽量でありながら耐久性も向上し、走りのパフォーマンスを最高まで引
き上げます。

IRON CAP (ICAP)
トレッドの内側にあるビードとビードの間に耐パンク用素材のレイヤーが編み込まれ
ています。IRON CAPは、ハイエンドのIRON CLOAK素材のテクノロジーを組み合
わせています。

IRON CAP BELT (ICAPB)
今までの保護素材はIRON CAPプロテクションでしたが、トレッドの内側を覆うには
限界がありました。そこで最小限のコストと重量の追加で、耐パンク性能を強化した
ものがPRC2として登場しました。

CASING ADDED 
PROTECTION (CAP)

CAP、CAP PLYは、タイヤを包み込むように配置され、トレッドの直下のレイヤーを保
護します。主にKENDAプレミアムダウンヒルタイヤに使用され、耐パンク性能、リム
打ちによるパンクを軽減させます。

LIGHT GRAVITY CASING 
(LGC)

エンデューローやダウンヒルのようアグレッシブなライディング時にタイヤを守る為にデ
ザインされています。とてもしなやかな120TPIケーシングを採用。３つに分かれたケー
シングは、耐パンク性能と、チューブレスレディーの使用に耐える構造です。また、強いサ
イドウォールは、耐リム打ち性能も向上しており、軽量ながら下り競技向けの構造です。

DOWNHILL CASING (DHC)
DHCは、タイヤのサイドウォールをビードまでカバーするトレッドの下に織り込んだ
CAPプライの追加レイヤーから始まります。これはタイヤ上部のビードにブチルイン
サートを組み込んで補強しており、サイドウォールの安定性とリムの保護、鋭利なも
のが原因となるパンクを減らすためのものです。

K-ARMOR (KA)
K-Armorは優れた耐パンク性と軽い転がり抵抗のために開発されたケーシング素材です。今まで
の耐パンクタイヤよりも、さらに緻密で丈夫な編み目により、全体的に軽量でありながら耐パンク性
能を高めています。さらに、特殊な生産工程により従来のものより優れた強いタイヤが生まれまし
た。K-ArmorはValkyrie Proロードタイヤの優れた低い転がり抵抗に生かされています。

ENDURANCE 1 (E1)
Endurance 1はパンク防止用デュアルレイヤーの最高峰であり、120TPIケーシングでIRON 
CLOAKのアラミドプロテクションがビードを覆い、さらに別のIRON CLOAKのレイヤーがト
レッド付近を強化するように重なっています。基になるアラミドプロテクションのダブルレイ
ヤーがサイドウォールのシングルレイヤーを保護し、長距離走行時にタイヤを守ります。

ENDURANCE 2 (E2)
IRON CLOAKがビードを保護し、120TPIケーシングをENDURANCE 1レベルのタ
イヤに装備。トレッドの内側にはK-SHIELDのフラットプロテクションを装備し耐パン
ク性とより長い距離での走行を可能にしました。

ENDURANCE 3 (E3)
デュアルレイヤーフラットプロテクションのパフォーマンスレベルはシティ・アーバン・
トレッキングに対応しています。60TPIのケーシングにIRON CAP耐パンクベルトで
全体を覆うことにより、耐久性と耐パンク性を向上させるためにENDURANCE 2グ
レードのタイヤと同じK-SHIELDを使用しました。

K-SHIELD (KS) アラミドのレイヤーとセラミック粒子がトレッド付近に編み込まれており、耐パンク性
能を高めています。KENDAの初期の耐パンクタイヤモデルです。

K-SHIELD PLUS (KS+) K-SHIELDの厚みを5ｍｍに増やすことで乗り心地と耐パンク性能を最適化させまし
た。さらに走行距離を伸ばしたい方にお勧めです。

KENDA SIDEWALL CASING 
TECHNOLOGY (SCT)

KENDA SCTはチューブレスレディーのタイヤに採用されています。タイヤのサイド
ウォールの補強として採用され、エアの保持能力が高くチューブレスタイヤに最適で
す。またタイヤサイドの補強の意味もありチューブレス、チューブドともに使われてい
ます。

GRAVEL CASING 
TECHNOLOGY

グラベルライド用にあらゆる場面で対応できるケーシング仕様。
チューブレスレディ。

TUBELESS RACE (TR)
KENDAタイヤのなかで、最軽量なチューブレスレディーの構造です。再設計され
たビード構造と、ゴムで覆われたチューブレス用のシーリングが非常に役立ちます。
チューブレス・レースは非常に軽量でソフトな乗り味を提供します。

ADVANCED GRAVITY CASING (AGC)
AGCは、Gravity系競技を重視するライダーのために開発された最新ケーシング技術です。軽量なアラミド素材
を織り込んだKenda Vector Shield (KVS：標準のケーシング素材に比べ約３倍の耐カット性能を持つ素材)を、ト
レッドエリアの下からサイドウォールにかけて配置。さらに、ビードに沿って高さ20㎜部分までKVSを配置すること
で、リム打ちパンクなどのエアー漏れを防ぎます。AGCはKENDA最軽量かつ最強の最新Gravity Casingです。

ADVANCED TRAIL CASING (ATC)
ATCとは、アグレッシブクロスカントリーまたはトレイルライディング向けに軽量化、最適化したケーシング技術で、KENDAのGravity系
ケーシングの中でもより軽くしなやかな構造です。サイドウォールにKENDA SCTレイヤーを使用し、トレッドエリアの下にはK-Armorベ
ルトを使用しています。K-Armorベルトは緻密な編み目が特徴で、生産工程ではゴム素材の使用をより少なくすることを可能にしました。
その結果、タイヤの軽量化と加重化でも十分な柔軟性を生み出しながらリム打ちパンク、カットなどからタイヤを守ります。

ADVANCED ENDURO CASING (AEC)
AECとは、過酷なENDURO向けに開発されたケーシング技術で、頑丈さが売りのAGCと、重
量を最適化したATCの両方の特徴を受け継いでいます。AGC同様に軽量なアラミド繊維を
織り込み、ビート部分は重量増することなく高いレベルでパンクやタイヤカットからタイヤを
守ります。また、デュアルコンパウンドは、AGC同様信頼性の高いグリップ力を提供します。

E-MOUNTAIN CASING (EMC)
EMCは電動マウンテンバイク用タイヤに対応するための要件を満たした初のタイヤ
ケーシングです。繊維素材とレイヤーの付加によりEMCケーシングを備えた、すべて
のタイヤは標準的なMTBタイヤに比べて、耐久性、操作性とグリップ力がさらに向上
しました。ECE-R75 は時速50kmまでの電動アシスト自転車に対応しています。
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 PINNER K1241 
 ワールドカップ常勝の実力を持つトップライダー”Aaron Gwin"と共同開発したドライコン
ディション用グラビティタイヤPINNER(ピナー)。卓越したコーナリングと軽い転がり性能
の両立を実現し耐パンク性能も高めたワールドカップモデル。 

■コンパウンド：

■ケーシング：

 ご注文コード カラー  サイズ  ETRTO  コンパウンド  ケーシング  チューブレス対応  ビード  TPI PSI  重量  JAN  価格 
 119300000 ブラック  29x2.40インチ  61-622  DTC  ATC  〇  フォールディング  120 40  997±50  047853657197  ¥9,130（税抜価格¥8,300） 
 119301000 ブラック  29x2.40インチ  61-622  RSR  AGC  〇  フォールディング  60  40  1297±65  047853657180  ¥9,680（税抜価格¥8,800） 
 119302000 ブラック  27.5x2.40インチ  61-584  DTC  ATC  〇  フォールディング  120  40  923±46  047853657203  ¥8,030（税抜価格¥7,300） 
 119303000 ブラック  27.5x2.40インチ  61-584  RSR  AGC  〇  フォールディング  60  40  1178±59  047853657210  ¥8,580（税抜価格¥7,800） 

 HELLDIVER K1202 
 Polygon-URチームと共同開発したLowプロファイルトレッドタイプのグラビティタイヤ
HELLDIVER(ヘルダイバー)。ペダリングセクションが多いコースで性能を発揮します。 

■コンパウンド：

■ケーシング：

 ご注文コード カラー  サイズ  ETRTO  コンパウンド  ケーシング  チューブレス対応  ビード  TPI PSI  重量  JAN  価格 
 119206000 ブラック  29x2.40インチ  61-622  DTC  ATC  〇  フォールディング  120  30  842±47  047853644111  ¥8,580（税抜価格¥7,800） 
 119205000 ブラック  29x2.40インチ  61-622  RSR  AEC  〇  フォールディング  60  30  935±47  047853657616  ¥9,130（税抜価格¥8,300） 
 119204000 ブラック  29x2.40インチ  61-622  RSR  AGC  〇  フォールディング  60  30  1075±54  047853657630  ¥9,130（税抜価格¥8,300） 
 119203000 ブラック  27.5x2.40インチ  61-584  DTC  ATC  〇  フォールディング  120  30  737±37  047853639605  ¥8,030（税抜価格¥7,300） 
 119202000 ブラック  27.5x2.40インチ  61-584  RSR  AEC  〇  フォールディング  60  30  891±45  047853644029  ¥8,580（税抜価格¥7,800） 
 119201000 ブラック  27.5x2.40インチ  61-584  RSR  AGC  〇  フォールディング  60  30  971±49  047853639964  ¥8,580（税抜価格¥7,800） 

ATC

AGC

AECAGC ATC

浮石路面

硬い路面

マッド

ウェット

荒れた路面

サンド

PINNER

浮石路面

硬い路面

マッド

ウェット

荒れた路面

サンド

HELLDIVER

浮石路面

硬い路面

マッド

ウェット

荒れた路面

サンド

HELLKAT

浮石路面

硬い路面

マッド

ウェット

荒れた路面

サンド

GRAN_MUDDA
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 HELLKAT K1201 
 Po lygon -URチームと共同開発したウェットコンディション用グラビティタイヤ
HELLKAT(ヘルカット)。最適化されたトレッド設計でタイトコーナーやハードブレーキング
時でも望んだ通りのライディングを実現します。 

浮石路面

硬い路面

マッド

ウェット

荒れた路面

サンド

■コンパウンド：

■ケーシング：

 ご注文コード カラー  サイズ  ETRTO  コンパウンド  ケーシング  チューブレス対応  ビード  TPI PSI  重量  JAN  価格 
 94896000 ブラック  29x2.40インチ  61-622  DTC  ATC  〇  フォールディング  120  35  1110±56 047853633108  ¥7,480（税抜価格¥6,800） 
 94897000 ブラック  29x2.40インチ  61-622  RSR  AEC  〇  フォールディング  60  35  1096±55 047853644050  ¥8,030（税抜価格¥7,300） 
 94898000 ブラック  29x2.40インチ  61-622  RSR  AGC  〇  フォールディング  60  35  1239±62 047853644036  ¥8,580（税抜価格¥7,800） 
 119246000 ブラック  29x2.40インチ  61-622  DTC  EMC  〇  フォールディング  60  40  981±49 047853647716  ¥9,130（税抜価格¥8,300） 
 94900000 ブラック  29x2.60インチ  61-622  DTC  ATC  〇  フォールディング  120  35  1043±52 047853636086  ¥8,580（税抜価格¥7,800） 
 94901000 ブラック  29x2.60インチ  61-622  RSR  AGC  〇  フォールディング  60  35  1338±67 047853647440  ¥9,130（税抜価格¥8,300） 
 94899000 ブラック  29x2.60インチ  61-622  DTC  EMC  〇  フォールディング  60  35  1111±55 047853645385  ¥7,480（税抜価格¥6,800） 
 119226000 ブラック  27.5X2.40インチ  61-584  DTC  ATC  〇  フォールディング  120  35  823±41 047853639599  ¥8,030（税抜価格¥7,300） 
 119211000 ブラック  27.5x2.40インチ  61-584  RSR  AEC  〇  フォールディング  60  35  1010±51 047853644012  ¥8,580（税抜価格¥7,800） 
 94891000 ブラック  27.5x2.40インチ  61-584  RSR  AGC  〇  フォールディング  60  35  1110±56 047853639759  ¥8,580（税抜価格¥7,800） 
 119210000 ブラック  27.5X2.40インチ  61-584  RSR  AGC  〇  ワイヤー  60  35  1169±58 047853639766  ¥8,580（税抜価格¥7,800） 
 119207000 ブラック  27.5X2.40インチ  61-584  DTC  EMC  〇  フォールディング  60  40  913±45 047853658897  ¥8,580（税抜価格¥7,800） 
 94892000 ブラック  27.5x2.60インチ  66-584  DTC  ATC  〇  フォールディング  120  35  965±48 047853636079  ¥7,480（税抜価格¥6,800） 
 94893000 ブラック  27.5x2.60インチ  66-584  RSR  AEC  〇  フォールディング  60  35  1113±56 047853647044  ¥7,480（税抜価格¥6,800） 
 94894000 ブラック  27.5x2.60インチ  66-584  RSR  AGC  〇  フォールディング  60  35  1247±62 047853647051  ¥8,030（税抜価格¥7,300） 
 119245000 ブラック  27.5x2.60インチ  66-584  DTC  EMC  〇  フォールディング  60  35  1072±54 047853656442  ¥8,580（税抜価格¥7,800） 
 94895000 ブラック  27.5x2.80インチ  71-584  RSR  AGC  〇  フォールディング  60  35  1224±57 047853647761  ¥8,580（税抜価格¥7,800） 
 94890000 ブラック  26x2.40インチ  60-559  DTC  ATC  〇  フォールディング  120  50  807±40 047853647747  ¥6,930（税抜価格¥6,300） 
 94889000 ブラック  24x2.40インチ  60-507  DTC  ATC  〇  フォールディング  120  50  731±37 047853644432  ¥6,380（税抜価格¥5,800） 

 GRAN MUDDA K1235 
 マッドコンディション時コーナリングやキャンバーでグリップ力を高めるための突き出たノ
ブが特長のマッドコンディションレース専用グラビティタイヤGRAN MUDDA(グランマッ
ダ)。 

■コンパウンド：

■ケーシング：

 ご注文コード カラー  サイズ  ETRTO  コンパウンド  ケーシング  チューブレス対応  ビード  TPI PSI  重量  JAN  価格 
 98553000 ブラック  29x2.40インチ  61-622  RSR  AGC  〇  フォールディング  60  40  1234±62 047853656398  ¥8,580（税抜価格¥7,800） 
 98552000 ブラック  27.5x2.40インチ  61-584  RSR  AGC  〇  フォールディング  60  40  1140±57 047853651898  ¥8,580（税抜価格¥7,800） 

EMCAECAGC ATC
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浮石路面
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サンド
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 NEVEGAL K1010 
 様々な路面状況に対応。ロングセラーのトレイル用タイヤ 

 NEVEGAL K1010 

■コンパウンド：

■ケーシング：

 ご注文コード カラー  サイズ  ETRTO  コンパウンド  ケーシング  チューブレス対応  ビード  TPI PSI  重量  JAN  価格 
 94754000 ブラック  24x2.50インチ  62-507  STICK-E  DHC  ワイヤー  60 50  1250±60 047853653854  ¥4,950（税抜価格¥4,500） 
 94755000 ブラック  26x1.95インチ  50-559  DTC  〇  フォールディング  120 80  550±30 047853653861  ¥5,940（税抜価格¥5,400） 
 94756000 ブラック  26x1.95インチ  50-559  DTC  ワイヤー  60 80  650±33 047853653885  ¥3,630（税抜価格¥3,300） 
 94757000 ブラック  26x2.10インチ  54-559  DTC  SCT  〇  フォールディング  120 80  753±38 047853653892  ¥6,930（税抜価格¥6,300） 
 94758000 ブラック  26x2.10インチ  54-559  STICK-E  フォールディング  120 80  603±30 047853653908  ¥5,830（税抜価格¥5,300） 
 94759000 ブラック  26x2.10インチ  54-559  DTC  フォールディング  120 80  610±30 047853653915  ¥5,830（税抜価格¥5,300） 
 94760000 ブラック  26x2.10インチ  54-559  DTC  ワイヤー  60 80  701±35 047853653922  ¥3,630（税抜価格¥3,300） 
 94761000 ブラック  26x2.35インチ  58-559  RSR  DHC/BI  ワイヤー  60 50  1207±60 047853653939  ¥4,730（税抜価格¥4,300） 
 94763000 ブラック  26x2.35インチ  58-559  DTC  SCT  〇  フォールディング  120 50  827±41 047853653953  ¥6,930（税抜価格¥6,300） 
 94764000 ブラック  26x2.35インチ  58-559  DTC  フォールディング  120 50  707±35 047853653960  ¥5,830（税抜価格¥5,300） 
 94765000 ブラック  26x2.35インチ  58-559  STICK-E  フォールディング  60 50  751±38 047853653977  ¥4,180（税抜価格¥3,800） 
 94766000 ブラック  26x2.35インチ  58-559  DTC  ワイヤー  60 50  880±44 047853653984  ¥3,630（税抜価格¥3,300） 
 94767000 ブラック  26x2.50インチ  62-559  RSR  DHC/BI  ワイヤー  60 65  1423±71 047853653991  ¥4,730（税抜価格¥4,300） 
 94769000 ブラック  26x2.50インチ  62-559  STICK-E  BI  ワイヤー  60 65  1060±50 047853655278  ¥4,730（税抜価格¥4,300） 
 94770000 ブラック  26x2.50インチ  62-559  STICK-E  フォールディング  60 65  860±43 047853654028  ¥4,730（税抜価格¥4,300） 
 94771000 ブラック  26x2.70インチ  67-559  STICK-E  DHC/BI  ワイヤー  60 50  1443±72 047853654035  ¥4,730（税抜価格¥4,300） 
 94777000 ブラック  27.5x2.35インチ  58-584  DTC  フォールディング  120 50  740±35 047853654097  ¥5,830（税抜価格¥5,300） 
 94779000 ブラック  29x2.20インチ  55-622  DTC  SCT  〇  フォールディング  60 50  945±47 047853654127  ¥6,930（税抜価格¥6,300） 
 94780000 ブラック  29x2.20インチ  55-622  DTC  フォールディング  60 50  833±42 047853654134  ¥5,830（税抜価格¥5,300） 
 64776000 ブラック  24x2.50インチ  62-507  STICK-E  DHC  ワイヤー  60 50  1250±60  4573223636319   ¥4,950（税抜価格¥4,500） 
 64778000 ブラック  27.5x2.10インチ  54-584  DTC  SCT  〇  フォールディング  120 50  748±39  4717294986205   ¥7,480（税抜価格¥6,800） 
 64779000 ブラック  27.5x2.35インチ  58-584  DTC  SCT  〇  フォールディング  120 50  925±46  4717294682992   ¥8,250（税抜価格¥7,500） 

 NEXCAVATOR K1095 
 ノブの間隔を広く設計し、マッドコンディションでも確実に地面を掴むノブの配置を
エリック・カーターがデザイン。赤土が出ているような路面にも最適で、プロダウンヒルチームの
選手が好むRSRコンパウンドも選ぶことができる。機敏な反応性を示し、プロライダーから
の信頼も厚い。 

浮石路面

硬い路面

マッド

ウェット

荒れた路面

サンド

■コンパウンド：

■ケーシング：

 ご注文コード カラー  サイズ  ETRTO  コンパウンド  ケーシング  チューブレス対応  ビード  TPI PSI  重量  JAN  価格 
 94812000 ブラック  26x2.35インチ  58-559  RSR  DHC/BI  ワイヤー  60 50  1317±66 047853654431  ¥5,830（税抜価格¥5,300） 
 94813000 ブラック  26x2.35インチ  58-559  STICK-E  DHC/BI  ワイヤー  60 50  1297±65 047853655490  ¥5,830（税抜価格¥5,300） 
 94814000 ブラック  26x2.35インチ  58-559  DTC  SCT  〇  フォールディング  120 50  852±43 047853654448  ¥6,930（税抜価格¥6,300） 
 94815000 ブラック  26x2.35インチ  58-559  DTC  フォールディング  120 50  733±37 047853655506  ¥5,830（税抜価格¥5,300） 
 94816000 ブラック  26x2.50インチ  62-559  RSR  DHC/BI  ワイヤー  60 50  1423±71 047853654455  ¥5,830（税抜価格¥5,300） 
 94817000 ブラック  26x2.50インチ  62-559  STICK-E  DHC/BI  ワイヤー  60 50  1379±69 047853655513  ¥5,830（税抜価格¥5,300） 
 94818000 ブラック  27.5x2.40インチ  60-584  DH-DTC  LGC  〇  フォールディング  120 50  1108±55 047853654462  ¥8,250（税抜価格¥7,500） 
 94821000 ブラック  27.5x2.40インチ  60-584  DTC  SCT  〇  フォールディング  120 50  972±49 047853654509  ¥6,930（税抜価格¥6,300） 
 64780000 ブラック  27.5x2.40インチ  60-584  DTC  SCT  〇  フォールディング  120 50  821±60  4717294986229   ¥8,250（税抜価格¥7,500） 
 64781000 ブラック  27.5x2.40インチ  60-584  DH-DTC  LGC  〇  フォールディング  120 50  1108±55  4717294986250   ¥8,250（税抜価格¥7,500） 
 64782000 ブラック  27.5x2.40インチ  60-584  STICK-E  DHC/BI  ワイヤー  60 50  1400±60  4717294986243   ¥6,050（税抜価格¥5,500） 

JUGGERNAUTHONEY BADGER DH EMCHELLDIVER
Honey Badger DH
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 SMALL BLOCK 8 K1047 
 スピードとグリップ力が必要なライダー向けタイヤ。 ハードパックで抜群なハンドリングと
グリップ性能を発揮。 

マッド

グラス サンド

浮石路面

舗装路

■コンパウンド：

■ケーシング：

 ご注文コード カラー  サイズ  ETRTO  コンパウンド  ケーシング  チューブレス対応  ビード  TPI PSI  重量  JAN  価格 
 94721000 ブラック  20x1 1/8インチ  28-451  DTC  ワイヤー  60 100  285±15 047853653519  ¥2,750（税抜価格¥2,500） 
 94722000 ブラック  20x1 3/8インチ  37-451  DTC  ワイヤー  60 85  280±15 047853653526  ¥2,750（税抜価格¥2,500） 
 94723000 ブラック  20x1.75インチ  47-406  DTC  フォールディング  60 65  310±15 047853653533  ¥3,300（税抜価格¥3,000） 
 94724000 ブラック  20x1.75インチ  47-406  DTC  ワイヤー  60 65  355±18  047853653540  ¥2,750（税抜価格¥2,500） 
 94725000 ブラック  20x1.95インチ  50-406  DTC  フォールディング  60 65  340±20  047853655483  ¥3,300（税抜価格¥3,000） 
 94726000 ブラック  20x1.95インチ  50-406  DTC  ワイヤー  60 65  340±20  047853653557  ¥2,750（税抜価格¥2,500） 
 94727000 ブラック  20x2.10インチ  54-406  DTC  フォールディング  60 80  405±20  047853653564  ¥3,300（税抜価格¥3,000） 
 94728000 ブラック  20x2.10インチ   54-406  DTC  ワイヤー  60 80  458±23  047853653571  ¥2,750（税抜価格¥2,500） 
 94729000 ブラック  24x1.95インチ  50-507  DTC  フォールディング  60 65  425±20  047853653588  ¥4,180（税抜価格¥3,800） 
 94730000 ブラック  24x1.95インチ  50-507  DTC  ワイヤー  60 65  487±24  047853653601  ¥3,630（税抜価格¥3,300） 
 94731000 ブラック  24x2.10インチ  54-507  DTC  フォールディング  60 80  510±25  047853653618  ¥4,180（税抜価格¥3,800） 
 94732000 ブラック  24x2.10インチ  54-507  DTC  ワイヤー  60 80  567±28  047853655308  ¥3,630（税抜価格¥3,300） 
 94733000 ブラック  26x1.75インチ  47-559  DTC  フォールディング  120 80  387±20  047853653625  ¥4,730（税抜価格¥4,300） 
 94734000 ブラック  26x1.95インチ  50-559  DTC  フォールディング  120 80  450±23  047853653632  ¥4,730（税抜価格¥4,300） 
 94735000 ブラック  26x2.10インチ  54-559  DTC  SCT  〇  フォールディング  120 80  592±30  047853653649  ¥6,380（税抜価格¥5,800） 
 94736000 ブラック  26x2.10インチ  54-559  DTC  フォールディング  120 80  520±25  047853653656  ¥5,280（税抜価格¥4,800） 
 94737000 ブラック  26x2.10インチ  54-559  DTC  ワイヤー  60 80  640±20  047853653663  ¥3,080（税抜価格¥2,800） 
 94738000 ブラック  26x2.35インチ  58-559  DTC  DHC  フォールディング  60 50  1121±56  047853653670  ¥6,930（税抜価格¥6,300） 
 94739000 ブラック  26x2.35インチ  58-559  DTC  フォールディング  120 50  681±34  047853653694  ¥5,280（税抜価格¥4,800） 
 94740000 ブラック  26x2.35インチ  58-559  DTC  ワイヤー  60 50  818±41  047853653700  ¥4,180（税抜価格¥3,800） 
 94741000 ブラック  27.5x1.95インチ  50-584  DTC  ワイヤー  60 80  547±27  047853653717  ¥3,080（税抜価格¥2,800） 
 94742000 ブラック  27.5x2.10インチ  54-584  DTC  SCT  〇  フォールディング  120 65  636±32  047853653724  ¥6,930（税抜価格¥6,300） 
 94743000 ブラック  27.5x2.10インチ  54-584  DTC  フォールディング  120 65  548±27  047853653731  ¥5,280（税抜価格¥4,800） 
 94744000 ブラック  27.5x2.10インチ  54-584  DTC  ワイヤー  60 65  682±34  047853653748  ¥3,630（税抜価格¥3,300） 
 94745000 ブラック  29x1.90インチ  48-622  DTC  SCT  〇  フォールディング  120 60  209±26  047853653755  ¥7,480（税抜価格¥6,800） 
 94746000 ブラック  29x1.90インチ  48-622  DTC  フォールディング  120 60  590±30  047853653762  ¥5,830（税抜価格¥5,300） 
 94747000 ブラック  29x2.10インチ  54-622  DTC  SCT  〇  フォールディング  120 80  671±35  047853653779  ¥7,480（税抜価格¥6,800） 
 94748000 ブラック  29x2.10インチ  54-622  DTC  フォールディング  120 80  580±30  047853653786  ¥5,830（税抜価格¥5,300） 
 94749000 ブラック  29x2.10インチ  54-622  DTC  ワイヤー  60 80  731±37  047853653793  ¥3,630（税抜価格¥3,300） 
 94750000 ブラック  700x32c  32-622  DTC  SCT  〇  フォールディング  120 85  404±20  047853653816  ¥7,150（税抜価格¥6,500） 
 94751000 ブラック  700x32c  32-622  DTC  フォールディング  120 85  315±15  047853653823  ¥4,950（税抜価格¥4,500） 
 94752000 ブラック  700x35c  35-622  DTC  SCT  〇  フォールディング  120 85  427±20  047853653830  ¥7,150（税抜価格¥6,500） 
 94753000 ブラック  700x35c  35-622  DTC  フォールディング  120 85  350±15  047853653847  ¥4,950（税抜価格¥4,500） 
 87423000 ブラック  20x1.95インチ  50-406  DTC  ワイヤー  60 65  340±20  4562333439637   ¥2,750（税抜価格¥2,500） 
 64785000 ブラック  27.5x2.10インチ  54-584  DTC  SCT  〇  フォールディング  120 65  636±32  4717294688406   ¥6,930（税抜価格¥6,300） 
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 SABER K1174 
 ワールドカップでも使用されているドライコンディション用XCレーシングタイヤ。
転がり抵抗を低減する細かなノブが特長。 

KENDA TIRESサポート クロスカントリーライダー山口 創平選手

■コンパウンド：

■ケーシング：

 ご注文コード カラー  サイズ  ETRTO  コンパウンド  ケーシング  チューブレス対応  ビード  TPI PSI  重量  JAN  価格 
 94684000 ブラック  27.5x2.05インチ  52-584  R3C  SCT  〇  フォールディング  120 45  558±25 047853653151  ¥8,250（税抜価格¥7,500） 
 94685000 ブラック  27.5x2.05インチ  52-584  R3C  TR  〇  フォールディング  120 45  490±20 047853653168  ¥7,700（税抜価格¥7,000） 
 94686000 ブラック  27.5x2.05インチ  52-584  R3C  ワイヤー  60 30  558±20 047853653175  ¥4,400（税抜価格¥4,000） 
 94687000 ブラック  27.5x2.20インチ  56-584  R3C  SCT  〇  フォールディング  120 30  575±25  047853653182  ¥8,250（税抜価格¥7,500） 
 94688000 ブラック  27.5x2.20インチ  56-584  R3C  TR  〇  フォールディング  120 30  508±25  047853653199  ¥7,700（税抜価格¥7,000） 
 94689000 ブラック  27.5x2.20インチ  56-584  R3C  ワイヤー  60 30  645±32  047853653205  ¥4,400（税抜価格¥4,000） 
 67860000 ブラック  27.5x2.20インチ  56-584  R3C  SCT  〇  フォールディング  120 30  593±50  4562333413675   ¥8,800（税抜価格¥8,000） 
 94690000 ブラック  27.5x2.40インチ  60-584  R3C  SCT  〇  フォールディング  120 50  581±29  047853653212  ¥8,250（税抜価格¥7,500） 
 94691000 ブラック  27.5x2.40インチ  60-584  R3C  TR  〇  フォールディング  120 50  513±26  047853653229  ¥7,700（税抜価格¥7,000） 
 94692000 ブラック  27.5x2.40インチ  60-584  R3C  ワイヤー  60 50  633±32 047853653236  ¥4,400（税抜価格¥4,000） 
 94693000 ブラック  27.5x2.60インチ  66-584  R3C  SCT  〇  フォールディング  120 30  633±32  047853653243  ¥8,250（税抜価格¥7,500） 
 94694000 ブラック  27.5x2.60インチ  66-584  R3C  TR  〇  フォールディング  120 30  547±27  047853653250  ¥7,700（税抜価格¥7,000） 
 94695000 ブラック  27.5x2.60インチ  66-584  R3C  ワイヤー  60 30  665±33  047853653267  ¥4,400（税抜価格¥4,000） 
 94697000 ブラック  29x2.05インチ  52-622  R3C  SCT  〇  フォールディング  120 30  601±30  047853653281  ¥8,250（税抜価格¥7,500） 
 94698000 ブラック  29x2.05インチ  52-622  R3C  TR  〇  フォールディング  120 30  529±25  047853653298  ¥7,700（税抜価格¥7,000） 
 94699000 ブラック  29x2.20インチ  56-622  R3C  SCT  〇  フォールディング  120 30  611±30 047853653304  ¥8,250（税抜価格¥7,500） 
 94700000 ブラック  29x2.20インチ  56-622  R3C  TR  〇  フォールディング  120 30  539±25  047853655193  ¥7,700（税抜価格¥7,000） 
 94701000 ブラック  29x2.20インチ  56-622  R3C  ワイヤー  60 30  666±33  047853655209  ¥4,400（税抜価格¥4,000） 
 94702000 ブラック  29x2.40インチ  60-622  R3C  SCT  〇  フォールディング  120 50  621±31  047853653311  ¥8,250（税抜価格¥7,500） 
 94703000 ブラック  29x2.40インチ  60-622  R3C  TR  〇  フォールディング  120 50  543±27  047853653328  ¥7,700（税抜価格¥7,000） 
 94704000 ブラック  29x2.40インチ  60-622  R3C  ワイヤー  60 50  772±33  047853653335  ¥4,400（税抜価格¥4,000） 
 94705000 ブラック  29x2.60インチ  66-622  R3C  SCT  〇  フォールディング  120 30  700±35  047853653342  ¥8,250（税抜価格¥7,500） 
 94706000 ブラック  29x2.60インチ  66-622  R3C  TR  〇  フォールディング  120 30  602±30  047853653359  ¥7,700（税抜価格¥7,000） 
 94707000 ブラック  29x2.60インチ  66-622  R3C  ワイヤー  60 30  800±33  047853653366  ¥4,400（税抜価格¥4,000） 
 67862000 ブラック  27.5x2.05インチ  52-584  R3C  SCT  〇  フォールディング  120 45  558±25  4562333413699   ¥8,250（税抜価格¥7,500） 
 67863000 ブラック  27.5x2.05インチ  52-584  R3C  TR  〇  フォールディング  120 45  490±20  4562333413705   ¥7,700（税抜価格¥7,000） 
 67861000 ブラック  27.5x2.20インチ  56-584  R3C  TR  〇  フォールディング  120 30  508±25  4562333413682   ¥7,700（税抜価格¥7,000） 
 67858000 ブラック  29x2.05インチ  52-622  R3C  SCT  〇  フォールディング  120 30  601±30  4562333413651   ¥8,250（税抜価格¥7,500） 
 67859000 ブラック  29x2.05インチ  52-622  R3C  TR  〇  フォールディング  120 30  529±25  4562333413668   ¥7,700（税抜価格¥7,000） 
 67856000 ブラック  29x2.20インチ  56-622  R3C  SCT  〇  フォールディング  120 30  611±30  4562333413637   ¥8,250（税抜価格¥7,500） 
 67857000 ブラック  29x2.20インチ  56-622  R3C  TR  〇  フォールディング  120 30  539±25  4562333413644   ¥7,700（税抜価格¥7,000） 
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 HONEY BADGER XC K1127A 
 様々な路面状況に対応できるオールラウンダーXCタイヤ。特徴的な三角形ノブが路面に
食いつきます。 

■コンパウンド：

■ケーシング：

 ご注文コード カラー  サイズ  ETRTO  コンパウンド  ケーシング  チューブレス対応  ビード  TPI PSI  重量  JAN  価格 
 94708000 ブラック  27.5x2.05インチ  52-584  DTC  SCT  〇  フォールディング  120 50  634±27 047853653373  ¥7,700（税抜価格¥7,000） 
 94709000 ブラック  27.5x2.05インチ  52-584  DTC  TR  〇  フォールディング  120 50  572±29 047853653380  ¥7,150（税抜価格¥6,500） 
 94710000 ブラック  27.5x2.05インチ  52-584  DTC  フォールディング  120 80  572±25 047853653397  ¥6,600（税抜価格¥6,000） 
 94711000 ブラック  27.5x2.05インチ  52-584  DTC  ワイヤー  60 80  687±34  047853653410  ¥4,400（税抜価格¥4,000） 
 94712000 ブラック  27.5x2.20インチ  56-584  DTC  TR  〇  フォールディング  120 30  572±29  047853653427  ¥7,150（税抜価格¥6,500） 
 94713000 ブラック  27.5x2.20インチ  56-584  DTC  SCT  〇  フォールディング  120 30  643±32  047853653434  ¥7,700（税抜価格¥7,000） 
 94714000 ブラック  27.5x2.20インチ  56-584  DTC  ワイヤー  60 30  699±35  047853653441  ¥4,400（税抜価格¥4,000） 
 94715000 ブラック  29x2.05インチ  52-622  DTC  SCT  〇  フォールディング  120 50  657±33  047853653458  ¥7,700（税抜価格¥7,000） 
 94716000 ブラック  29x2.05インチ  52-622  DTC  TR  〇  フォールディング  120 50  592±25  047853653465  ¥7,150（税抜価格¥6,500） 
 94717000 ブラック  29x2.05インチ  52-622  DTC  ワイヤー  60 80  709±35  047853653472  ¥4,400（税抜価格¥4,000） 
 94718000 ブラック  29x2.20インチ  56-622  DTC  SCT  〇  フォールディング  120 30  693±34  047853653489  ¥7,700（税抜価格¥7,000） 
 94719000 ブラック  29x2.20インチ  56-622  DTC  TR  〇  フォールディング  120 30  615±30  047853653496  ¥7,150（税抜価格¥6,500） 
 94720000 ブラック  29x2.20インチ  56-622  DTC  フォールディング  60 30  637±31  047853653502  ¥4,400（税抜価格¥4,000） 
 67873000 ブラック  27.5x2.05インチ  52-584  DTC  SCT  〇  フォールディング  120 50  634±27  4562333413804   ¥7,700（税抜価格¥7,000） 
 67874000 ブラック  27.5x2.05インチ  52-584  DTC  TR  〇  フォールディング  120 50  572±29  4562333413811   ¥7,150（税抜価格¥6,500） 
 67869000 ブラック  29x2.05インチ  52-622  DTC  SCT  〇  フォールディング  120 50  657±33  4562333413767   ¥7,700（税抜価格¥7,000） 
 67870000 ブラック  29x2.05インチ  52-622  DTC  TR  〇  フォールディング  120 50  592±25  4562333413774   ¥7,150（税抜価格¥6,500） 
 67867000 ブラック  29x2.20インチ  56-622  DTC  SCT  〇  フォールディング  120 30  693±34  4562333413743   ¥7,700（税抜価格¥7,000） 
 67868000 ブラック  29x2.20インチ  56-622  DTC  TR  〇  フォールディング  120 30  615±30  4562333413750   ¥7,150（税抜価格¥6,500） 
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 ▲HONEY BADGER K1127 
 三角形の特徴的なノブを持ち、様々なトレイルに対応する。 
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■コンパウンド：

■ケーシング：

 ご注文コード カラー  サイズ  ETRTO  コンパウンド  ケーシング  チューブレス対応  ビード  TPI PSI  重量  JAN  価格 
 94806000 ブラック  26x2.20インチ  55-559  DTC  SCT  〇  フォールディング  120 50  715±36 047853654387  ¥7,480（税抜価格¥6,800） 
 64771000 ブラック  27.5x2.40インチ  60-584  42/50  LGC  〇  フォールディング  120 50  1006±54  4717294981224   ¥8,580（税抜価格¥7,800） 
 64772000 ブラック  27.5x2.40インチ  60-584  DTC  SCT  〇  フォールディング  120 50  881±50  4717294687270   ¥8,250（税抜価格¥7,500） 
 64773000 ブラック  27.5x2.40インチ  60-584  STICK-E  CAP  ワイヤー  60 50  1279±54  4717294980241   ¥6,050（税抜価格¥5,500） 
 64770000 ブラック  27.5x2.20インチ  55-584  DTC  SCT  〇  フォールディング  120 50  771±39  4717294683005   ¥8,030（税抜価格¥7,300） 
 94810000 ブラック  29x2.20インチ  55-622  DTC  SCT  〇  フォールディング  120 50  794±40 047853654417  ¥7,480（税抜価格¥6,800） 

 KARMA K917 
 ローカルトレイルや、ワールドカップをはじめとしたレースでの情報をもとに設計さ
れたモデル。小さな四角いノブは、トレイルの状態の大部分をカバーでき、必要な部分は
ケーシングで保護。 

 ローカルトレイルや、ワールドカップをはじめとしたレースでの情報をもとに設計さ
れたモデル。小さな四角いノブは、トレイルの状態の大部分をカバーでき、必要な部分は
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■コンパウンド：

■ケーシング：

 ご注文コード カラー  サイズ  ETRTO  コンパウンド  ケーシング  チューブレス対応  ビード  TPI PSI  重量  JAN  価格 
 94782000 ブラック  26x1.95インチ  50-559  DTC  SCT  〇  フォールディング  120 80  513±26 047853654158  ¥6,930（税抜価格¥6,300） 
 94786000 ブラック  26x2.20インチ  56-559  DTC  フォールディング  120 50  640±30 047853654196  ¥5,830（税抜価格¥5,300） 
 94789000 ブラック  27.5x2.00インチ  50-584  DTC  フォールディング  120 50  539±27 047853654226  ¥6,160（税抜価格¥5,600） 
 94790000 ブラック  27.5x2.00インチ  50-584  DTC  ワイヤー  60 50  680±34 047853654233  ¥3,630（税抜価格¥3,300） 
 94791000 ブラック  29x1.90インチ  50-622  DTC  SCT  〇  フォールディング  120 50  610±30 047853654240  ¥7,480（税抜価格¥6,800） 
 94792000 ブラック  29x1.90インチ  50-622  L3R PRO  フォールディング  120 80  510±25 047853654257  ¥5,830（税抜価格¥5,300） 
 94793000 ブラック  29x1.90インチ  50-622  L3R PRO  ワイヤー  60 50  638±32 047853654264  ¥4,180（税抜価格¥3,800） 
 94794000 ブラック  29x2.20インチ  55-622  DTC  SCT  〇  フォールディング  120 50  756±38 047853654271  ¥7,480（税抜価格¥6,800） 
 94795000 ブラック  29x2.20インチ  55-622  L3R PRO  フォールディング  120 80  780±40 047853654288  ¥5,830（税抜価格¥5,300） 
 94796000 ブラック  29x2.20インチ  55-622  L3R PRO  ワイヤー  60 50  910±45 047853654295  ¥4,180（税抜価格¥3,800） 
 64775000 ブラック  27.5x2.00インチ  50-584  DTC  SCT  〇  フォールディング  120 50  621±31  4717294980210   ¥7,480（税抜価格¥6,800） 
 64774000 ブラック  27.5x2.00インチ  50-584  DTC  フォールディング  120 50  539±27  4717294980296   ¥6,160（税抜価格¥5,600） 
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 HAVOK K1184 
 ノブの間隔を広めに配置し、どんな状況でも攻めることのできるタイヤ。大きなエアボ
リューム、接地面積の大きさが特徴で、低いセンターノブによって素早くこぎ出すことがで
きる。サイドまでブロックを配置し、どんな状況でもグリップを維持することが可能。 

 ノブの間隔を広めに配置し、どんな状況でも攻めることのできるタイヤ。大きなエアボ
リューム、接地面積の大きさが特徴で、低いセンターノブによって素早くこぎ出すことがで
きる。サイドまでブロックを配置し、どんな状況でもグリップを維持することが可能。 

■コンパウンド：

■ケーシング：

 ご注文コード カラー  サイズ  ETRTO  コンパウンド  ケーシング  チューブレス対応  ビード  TPI PSI  重量  JAN  価格 
 94797000 ブラック  27.5x3.00インチ  74-584  DTC  EMC  〇  フォールディング  120 35  980±50 047853654301  ¥8,030（税抜価格¥7,300） 
 94798000 ブラック  27.5x3.00インチ  74-584  DTC  TR  〇  フォールディング  120 35  897±45 047853654318  ¥7,480（税抜価格¥6,800） 
 94799000 ブラック  27.5x3.00インチ  74-584  DTC  ワイヤー  60 35  1125±56 047853654325  ¥4,180（税抜価格¥3,800） 
 94800000 ブラック  27.5x2.60インチ  66-584  DTC  EMC  〇  フォールディング  120 30  812±41 047853654332  ¥8,030（税抜価格¥7,300） 
 94801000 ブラック  27.5x2.60インチ  66-584  DTC  TR  〇  フォールディング  120 30  777±39 047853654349  ¥7,480（税抜価格¥6,800） 
 94802000 ブラック  27.5x2.60インチ  66-584  DTC  ワイヤー  60 30  928±39  047853654356  ¥4,180（税抜価格¥3,800） 
 94803000 ブラック  27.5x2.80インチ  71-584  DTC  EMC  〇  フォールディング  120 25  888±45  047853655285  ¥8,030（税抜価格¥7,300） 
 94804000 ブラック  27.5x2.80インチ  71-584  DTC  TR  〇  フォールディング  120 35  859±53  047853654363  ¥7,480（税抜価格¥6,800） 
 94805000 ブラック  27.5x2.80インチ  71-584  DTC  ワイヤー  60 25  1070±54 047853654370  ¥4,180（税抜価格¥3,800） 
 64769000 ブラック  27.5x3.00インチ  74-584  DTC  TR  〇  フォールディング  120 35  897±45  4717294986281   ¥7,480（税抜価格¥6,800） 

 REGOLITH K1214 
 ハイスピードコースや荒れた路面でも性能を発揮するオールラウンダータイヤ。
軽い転がりとグリップ力のバランスに優れています。 

■コンパウンド：

■ケーシング：

 ご注文コード カラー  サイズ  ETRTO  コンパウンド  ケーシング  チューブレス対応  ビード  TPI PSI  重量  JAN  価格 
 119304000 ブラック  27.5x2.20インチ  56-584  DTC  SCT  〇  フォールディング  120 45  693±35 047853657579  ¥8,030（税抜価格¥7,300） 
 119305000 ブラック  27.5x2.20インチ  55-584  DTC  TR  〇  フォールディング  120 45  633±32 047853644098  ¥6,380（税抜価格¥5,800） 
 119306000 ブラック  29X2.20インチ  56-622  DTC  TR  〇  フォールディング  120 45  683±34 047853643428  ¥6,380（税抜価格¥5,800） 
 119307000 ブラック  29X2.20インチ  56-622  DTC  SCT  〇  フォールディング  120 45  727±36 047853642445  ¥8,030（税抜価格¥7,300） 
 119308000 ブラック  29X2.20インチ  56-622  DTC  EMC  〇  フォールディング  120 35  812±41 047853657944  ¥8,030（税抜価格¥7,300） 
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 JUGGERNAUT K1151 
 KENDA初のファットタイヤ。ベースは優勝経験のあるタイヤ”Millville2”を採用し、ルーズな路面環境
にも優しいグリップを実現させた。 
 KENDA初のファットタイヤ。ベースは優勝経験のあるタイヤ”Millville2”を採用し、ルーズな路面環境

■コンパウンド：

■ケーシング：

■コンパウンド：

 ご注文コード カラー  サイズ  ETRTO  コンパウンド  ケーシング  チューブレス対応  ビード  TPI PSI  重量  JAN  価格 
 94823000 ブラック  26x4.00インチ  98-559  DTC  フォールディング  60 30  1065±53 047853654523  ¥7,480（税抜価格¥6,800） 
 94824000 ブラック  26x4.00インチ  98-559  DTC  ワイヤー  60 30  1285±50 047853654530  ¥6,380（税抜価格¥5,800） 
 94825000 ブラック  26x4.50インチ  116-559  DTC  TR  〇  フォールディング  120 30  1397±70 047853654547  ¥10,450（税抜価格¥9,500） 
 94826000 ブラック  26x4.50インチ  116-559  DTC  フォールディング  60 30  1476±74 047853654554  ¥7,480（税抜価格¥6,800） 
 94827000 ブラック  26x4.50インチ  116-559  DTC  ワイヤー  60 30  1567±78 047853654561  ¥6,380（税抜価格¥5,800） 
 94829000 ブラック  26x4.80インチ  122-559  DTC  フォールディング  60 25  1534±77 047853654585  ¥7,480（税抜価格¥6,800） 
 94830000 ブラック  26x4.80インチ  122-559  DTC  ワイヤー  60 25  1734±87 047853654592  ¥6,380（税抜価格¥5,800） 
 64806000 ブラック  26x4.50インチ  116-559  DTC  TR  〇  フォールディング  120 30  1397±70  4573223638054   ¥10,450（税抜価格¥9,500） 

 K-RAD K905 
 BMXタイヤのベストセラー。20インチサイズだけではなく各種サイズもラインナップ。 

 ご注文コード カラー  サイズ  ETRTO  コンパウンド  ビード  TPI PSI  重量  JAN  価格 
 94834000 ブラック  20x1.75インチ  47-406  SRC  フォールディング  60 65  325±15 047853654639  ¥4,180（税抜価格¥3,800） 
 94836000 ブラック  20x1.95インチ  50-406  SRC  フォールディング  60 65  450±20 047853654653  ¥4,180（税抜価格¥3,800） 
 94837000 ブラック  20x1.95インチ  50-406  SRC  ワイヤー  60 65  470±24 047853654660  ¥2,530（税抜価格¥2,300） 
 94838000 ブラック  20x2.125インチ  54-406  SRC  フォールディング  60 65  490±25  047853654677  ¥4,180（税抜価格¥3,800） 
 94839000 ブラック  20x2.125インチ  54-406  SRC  ワイヤー  60 65  506±25  047853654684  ¥2,530（税抜価格¥2,300） 
 94840000 ブラック  20x2.35インチ  58-406  SRC  フォールディング  60 65  530±25  047853654691  ¥4,180（税抜価格¥3,800） 
 94842000 ブラック  24x1.75インチ  47-507  SRC  フォールディング  60 65  400±20  047853654714  ¥4,180（税抜価格¥3,800） 
 94843000 ブラック  24x1.75インチ  47-507  SRC  ワイヤー  60 65  511±26  047853654721  ¥2,530（税抜価格¥2,300） 
 94844000 ブラック  24x1.95インチ  50-507  SRC  フォールディング  60 65  550±30 047853654738  ¥4,180（税抜価格¥3,800） 
 94845000 ブラック  24x1.95インチ  50-507  SRC  ワイヤー  60 65  569±28 047853654745  ¥2,530（税抜価格¥2,300） 
 94846000 ブラック  24x2.125インチ  54-507  SRC  フォールディング  60 65  615±30 047853654752  ¥4,180（税抜価格¥3,800） 
 94847000 ブラック  24x2.125インチ  54-507  SRC  ワイヤー  60 65  665±30 047853654769  ¥2,530（税抜価格¥2,300） 
 94848000 ブラック  24x2.30インチ  58-507  SRC  フォールディング  60 80  650±30 047853654776  ¥4,180（税抜価格¥3,800） 
 94849000 ブラック  24x2.30インチ  58-507  SRC  ワイヤー  60 80  800±40 047853654783  ¥3,630（税抜価格¥3,300） 
 94850000 ブラック  26x1.95インチ  50-559  DTC  フォールディング  60 65  580±30 047853654790  ¥4,180（税抜価格¥3,800） 
 94851000 ブラック  26x1.95インチ  50-559  SRC  ワイヤー  60 65  598±30 047853654806  ¥3,080（税抜価格¥2,800） 
 94852000 ブラック  26x2.125インチ  57-559  DTC  フォールディング  60 80  685±30 047853654813  ¥4,180（税抜価格¥3,800） 
 94853000 ブラック  26x2.125インチ  57-559  SRC  ワイヤー  22 65  891±45 047853654820  ¥2,530（税抜価格¥2,300） 
 94854000 ブラック  26x2.30インチ  58-559  DTC  フォールディング  60 80  760±40 047853654837  ¥5,280（税抜価格¥4,800） 
 94855000 ブラック  26x2.30インチ  58-559  SRC  ワイヤー  60 80  894±45 047853654844  ¥3,630（税抜価格¥3,300） 
 94857000 ブラック  26x2.50インチ  62-559  SRC  ワイヤー  60 50  920±46 047853654868  ¥3,080（税抜価格¥2,800） 
 73676000 ブラック  26x1.95インチ  50-559  SRC  ワイヤー  60 65  598±30  4562333429799   ¥3,080（税抜価格¥2,800） 
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■ケーシング：

 3-SIXTY K1238 
 3-Sixty(スリーシックスティー)はダートジャンプ、ダートパーク、パンプトラック等で使
用するために新しく開発されたタイヤです。トレッドの深さが浅い特徴的なスパイダー
トレッドデザインは転がり抵抗を極限まで抑えます。
また、2種類のカラーは色の違いだけではなく、タンカラーはドライコンディションで転
がり抵抗を抑えるコンパウンドを、ブラックカラーはウエットコンディションで最適なグ
リップ力を発生するコンパウンドをそれぞれ採用しています。 

 ご注文コード カラー  サイズ  ETRTO  ケーシング  チューブレス対応  ビード  TPI PSI  重量  JAN  価格 
 138149000 タン  26x2.25インチ   57-559  TR  〇  フォールディング  120 50  583±29 047853656534  ¥4,950（税抜価格¥4,500） 
 138150000 ブラック  26x2.25インチ   57-559  TR  〇  フォールディング  120 50  598±30  047853656527  ¥4,400（税抜価格¥4,000） 

 BOOSTER K1227 
 ワールドカップでも使用されているうオールコンディション向けXCレーシングタイヤBOOSTERを
ダートジャンプ、パークライド用にリニューアル、サイズとケーシング見直しました。
また、2種類のカラーは色の違いだけではなく、タンカラーはドライコンディションで転がり抵抗を
抑えるコンパウンドを、ブラックカラーはウエットコンディションで最適なグリップ力を発生するコン
パウンドをそれぞれ採用しています。 
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■ケーシング：

 ご注文コード カラー  サイズ  ETRTO  ケーシング  チューブレス対応  ビード  TPI PSI  重量  JAN  価格 
 138148000 タン  26x2.25インチ   57-559  TR  〇  フォールディング  120 50  534±27  047853658255  ¥4,730（税抜価格¥4,300） 
 94912000 ブラック  26x2.25インチ   57-559  TR  〇  フォールディング  120 50  534±27 047853656770  ¥4,180（税抜価格¥3,800） 
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 BOOSTER K1227 
 ワールドカップでも使用されているうオールコンディション向けXCレーシングタイヤ。
様々な路面状況をカバーします。グラベルバイクサイズもラインナップ。※ご注文コード：
94912000  26X2.25はダートジャンプ用タイヤです。 

KENDA TIRESサポート クロスカントリーライダー山口 創平選手

 BOOSTER K1227 
 ワールドカップでも使用されているうオールコンディション向けXCレーシングタイヤ。
様々な路面状況をカバーします。グラベルバイクサイズもラインナップ。※ご注文コード：
94912000  26X2.25はダートジャンプ用タイヤです。 

■ケーシング：

 ご注文コード カラー  サイズ  ETRTO  ケーシング  チューブレス対応  ビード  TPI PSI  重量  JAN  価格 
 94914000 ブラック  27.5x2.20インチ  56-584  SCT  〇  フォールディング  120 40  619±30 047853655902  ¥6,380（税抜価格¥5,800） 
 94909000 ブラック  24x2.20インチ   56-507  SCT  〇  フォールディング  120 45  558±30 047853656749  ¥4,730（税抜価格¥4,300） 
 94910000 ブラック  24x2.40インチ   61-507  SCT  〇  フォールディング  120 40  622±30 047853656756  ¥5,280（税抜価格¥4,800） 
 94911000 ブラック  26x2.20インチ   56-559  SCT  〇  フォールディング  120 45  598±30 047853656763  ¥5,830（税抜価格¥5,300） 
 94913000 ブラック  26x2.40インチ   61-559  SCT  〇  フォールディング  120 40  618±30 047853656787  ¥5,830（税抜価格¥5,300） 
 94915000 ブラック  27.5x2.40インチ  61-584  SCT  〇  フォールディング  120 40  666±30 047853650983  ¥6,380（税抜価格¥5,800） 
 94916000 ブラック  27.5x2.40インチ  61-584  TR  〇  フォールディング  120 40  598±30 047853656794  ¥4,730（税抜価格¥4,300） 
 94917000 ブラック  27.5x2.60インチ  66-584  SCT  〇  フォールディング  120 35  721±30 047853650426  ¥6,930（税抜価格¥6,300） 
 94918000 ブラック  27.5x2.60インチ  66-584  TR  〇  フォールディング  120 35  641±30 047853656800  ¥5,280（税抜価格¥4,800） 
 94919000 ブラック  27.5x2.80インチ  71-584  SCT  〇  フォールディング  120 35  808±30 047853656817  ¥6,930（税抜価格¥6,300） 
 94921000 ブラック  29x2.20インチ   55-622  SCT  〇  フォールディング  120 45  673±34 047853644739  ¥6,930（税抜価格¥6,300） 
 94922000 ブラック  29x2.20インチ   55-622  TR  〇  フォールディング  120 45  604±30 047853644722  ¥5,280（税抜価格¥4,800） 
 94923000 ブラック  29x2.40インチ   60-622  SCT  〇  フォールディング  120 40  690±35 047853648331  ¥6,930（税抜価格¥6,300） 
 94924000 ブラック  29x2.40インチ   60-622  TR  〇  フォールディング  120 40  558±28 047853648324  ¥5,280（税抜価格¥4,800） 
 94925000 ブラック  29x2.60インチ   61-622  SCT  〇  フォールディング  120 35  763±30 047853645330  ¥7,480（税抜価格¥6,800） 
 94926000 ブラック  29x2.60インチ   61-622  TR  〇  フォールディング  120 35  681±30 047853650518  ¥5,830（税抜価格¥5,300） 
 94927000 ブラック  650Bx45   45-584  GCT  〇  フォールディング  120 60  470±30 047853656831  ¥6,380（税抜価格¥5,800） 
 94928000 ブラック  650Bx45   45-584  TR  〇  フォールディング  120 60  393±30 047853656848  ¥4,730（税抜価格¥4,300） 
 94929000 ブラック  700x33c   33-622  GCT  〇  フォールディング  120 90  348±17 047853656855  ¥5,830（税抜価格¥5,300） 
 94930000 ブラック  700x33c   33-622  TR  〇  フォールディング  120 90  293±30 047853656862  ¥4,180（税抜価格¥3,800） 
 94931000 ブラック  700x37c   37-622  GCT  〇  フォールディング  120 75  419±21 047853656879  ¥5,830（税抜価格¥5,300） 
 94932000 ブラック  700x37c   37-622  TR  〇  フォールディング  120 75  358±30 047853656886  ¥4,180（税抜価格¥3,800） 
 94933000 ブラック  700x40c  40-622  GCT  〇  フォールディング  120 70  493±27 047853647075  ¥6,380（税抜価格¥5,800） 
 138147000 ブラック/CSK  700x40c  40-622  GCT  〇  フォールディング  120 70  480±24 047853658651  ¥7,150（税抜価格¥6,500） 
 94934000 ブラック  700x40c  40-622  TR  〇  フォールディング  120 70  371±19 047853656893  ¥4,730（税抜価格¥4,300） 

 SLANT SIX K1080 
 エントリーMTBの定番サイズブロックタイヤ 

 ご注文コード カラー  サイズ  ETRTO  ビード  TPI  重量  JAN  価格 
 77986000 ブラック  27.5x2.10インチ  54-584  ワイヤー  60  753±30  4562333433666   ¥3,080（税抜価格¥2,800） 
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 FLINTRIDGE K1152 
 カンザス州のグラベルにある鋭利な岩のニックネームを冠したグラベル専用タイヤ。  カンザス州のグラベルにある鋭利な岩のニックネームを冠したグラベル専用タイヤ。 

■コンパウンド：

■ケーシング：

 ご注文コード カラー  サイズ  ETRTO  コンパウンド  ケーシング  チューブレス対応  ビード  TPI PSI  重量  JAN  価格 
 94633000 ブラック  650Bx45c  45-584  DTC  GCT  〇  フォールディング  120 50  543±20 047853652536  ¥6,380（税抜価格¥5,800） 
 94634000 ブラック  650Bx45c  45-584  DTC  TR  〇  フォールディング  120 50  461±20 047853652543  ¥5,280（税抜価格¥4,800） 
 94635000 ブラック  700x35c  35-622  DTC  GCT  〇  フォールディング  120 50  481±20 047853652550  ¥6,380（税抜価格¥5,800） 
 94636000 ブラック  700x35c  35-622  DTC  TR  〇  フォールディング  120 50  409±20 047853652567  ¥4,730（税抜価格¥4,300） 
 94637000 ブラック  700x40c  40-622  DTC  GCT  〇  フォールディング  120 50  515±26 047853652574  ¥6,380（税抜価格¥5,800） 
 94638000 ブラック  700x40c  40-622  DTC  TR  〇  フォールディング  120 50  440±22 047853652581  ¥5,280（税抜価格¥4,800） 
 94639000 ブラック  700x45c  45-622  DTC  GCT  〇  フォールディング  120 50  580±20 047853652598  ¥6,380（税抜価格¥5,800） 
 94640000 ブラック  700x45c  45-622  DTC  TR  〇  フォールディング  120 50  495±20  047853652604  ¥5,280（税抜価格¥4,800） 
 67836000 ブラック  700x40c  40-622  DTC  GCT  〇  フォールディング  120 50  515±26  4562333413439   ¥6,380（税抜価格¥5,800） 
 67838000 ブラック  700x40c  40-622  DTC  TR  〇  フォールディング  120 50  440±22  4562333413453   ¥5,280（税抜価格¥4,800） 
 67839000 ブラック  700x35c  35-622  DTC  GCT  〇  フォールディング  120 50  481±20  4562333413460   ¥6,380（税抜価格¥5,800） 
 67841000 ブラック  700x35c  35-622  DTC  TR  〇  フォールディング  120 50  409±20  4562333413484   ¥4,730（税抜価格¥4,300） 
 94938000 ブラック/CSK  650Bx45  45-584  SRC  ワイヤー  60 50  573±30  047853656633  ¥3,080（税抜価格¥2,800） 
 94939000 ブラック/CSK  700x35c  35-622  SRC  TR  〇  フォールディング  120 50  408±30  047853656671  ¥5,280（税抜価格¥4,800） 
 94940000 ブラック/CSK  700x40c  40-622  SRC  ワイヤー  60 50  555±30  047853655650  ¥3,080（税抜価格¥2,800） 
 119200000 ブラック/CSK  650Bx45  45-584  DTC  GCT  〇  フォールディング  120 50  543±20  047853657937  ¥6,930（税抜価格¥6,300） 

 HAPPY MEDIUMK1083A 
 切り立ったサイドノブとセミスリックのセンタートレッドを持つハイスピードグラベルタイヤ。 
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■コンパウンド：

■ケーシング：

 ご注文コード カラー  サイズ  ETRTO  コンパウンド  ケーシング  チューブレス対応  ビード  TPI PSI  重量  JAN  価格 
 94641000 ブラック  24x1.125インチ  32-507  DTC  〇  ワイヤー  30 85  347±15  047853652611  ¥2,530（税抜価格¥2,300） 
 94642000 ブラック  700x32c  32-622  DTC  SCT  〇  フォールディング  120 85  446±20  047853652628  ¥6,930（税抜価格¥6,300） 
 94643000 ブラック  700x32c  32-622  DTC  〇  フォールディング  120 85  380±19 047853652635  ¥4,730（税抜価格¥4,300） 
 94644000 ブラック  700x35c  35-622  DTC  SCT  〇  フォールディング  120 50  496±25 047853652642  ¥6,930（税抜価格¥6,300） 
 94645000 ブラック  700x35c  35-622  DTC  〇  フォールディング  120 85  386±19 047853652666  ¥4,730（税抜価格¥4,300） 
 94646000 ブラック  700x40c  40-622  DTC  SCT  〇  フォールディング  120 50  556±28 047853652673  ¥6,380（税抜価格¥5,800） 
 94647000 ブラック  700x40c  40-622  DTC  〇  フォールディング  120 85  434±22  047853652703  ¥4,730（税抜価格¥4,300） 
 67845000 ブラック  700x35c  35-622  DTC  SCT  〇  フォールディング  120 50  496±25  4562333413521   ¥6,930（税抜価格¥6,300） 
 67848000 ブラック  700x32c  32-622  DTC  SCT  〇  フォールディング  120 85  446±20  4562333413552   ¥6,930（税抜価格¥6,300） 
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 KOMMANDO X K1065 
 ウェットからドライコンディションまで幅広く使えるCX/グラベルタイヤ。サイドノブがしっ
かりとキャンバーをつかみコントロールしやすい。 

■コンパウンド：

■ケーシング：

 ご注文コード カラー  サイズ  ETRTO  コンパウンド  ケーシング  チューブレス対応  ビード  TPI PSI  重量  JAN  価格 
 94648000 ブラック  700x33c  33-622  DTC  SCT  〇  フォールディング  120 60  417±20  047853652710  ¥6,380（税抜価格¥5,800） 
 94649000 ブラック  700x36c  36-622  DTC  GCT  〇  フォールディング  120 60  440±25  047853652772  ¥6,380（税抜価格¥5,800） 
 67842000 ブラック  700x36c  36-622  DTC  GCT  〇  フォールディング  120 60  440±25  4562333413491   ¥6,380（税抜価格¥5,800） 
 67843000 ブラック  700x33c  33-622  DTC  SCT  〇  フォールディング  120 60  417±20  4562333413507   ¥6,380（税抜価格¥5,800） 
 64767000 ブラック  700x33c  33-622  DTC  フォールディング  120 60  341±30  4573223634629   ¥4,950（税抜価格¥4,500） 

 CHOLLA K1175 
 泥はけの良いトレッドデザイン。滑りやすい路面状況においてもトラクションを確保する。 

■コンパウンド：

■ケーシング：

 ご注文コード カラー  サイズ  ETRTO  コンパウンド  ケーシング  チューブレス対応  ビード  TPI PSI  重量  JAN  価格 
 94650000 ブラック  700x33c  33-622  DTC  GCT  〇  フォールディング  120 45  427±21  047853652796  ¥6,930（税抜価格¥6,300） 
 94651000 ブラック  700x33c  33-622  CX-DTC  GCT  〇  フォールディング  120 45  428±21  047853652802  ¥6,930（税抜価格¥6,300） 
 67835000 ブラック  700x33c  33-622  DTC  GCT  〇  フォールディング  120 45  427±21  4562333413422   ¥6,930（税抜価格¥6,300） 
 64765000 ブラック  700x33c  33-622  CX-DTC  GCT  〇  フォールディング  120 45  428±21  4573223634612   ¥6,930（税抜価格¥6,300） 
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 ALLUVIUM K1226 
 舗装路のアプローチも含め、林道ツーリングで使いやすいグラベルタイヤ。 

 ALLUVIUM K1226 
 舗装路のアプローチも含め、林道ツーリングで使いやすいグラベルタイヤ。 

■ケーシング：

 ご注文コード カラー  サイズ  ETRTO  ケーシング  チューブレス対応  ビード  TPI PSI  重量  JAN  価格 
 94903000 ブラック  700x35c  35-622  GCT  〇  フォールディング  120 80  424±30 047853647235  ¥6,380（税抜価格¥5,800） 
 94902000 ブラック  650Bx45  45-584  GCT  〇  フォールディング  120 60  514±25  047853647242  ¥6,380（税抜価格¥5,800） 
 94904000 ブラック  700x40c  40-622  GCT  〇  フォールディング  120 50  495±25  047853645323  ¥6,380（税抜価格¥5,800） 
 94905000 ブラック/CSK  700x40c  40-622  GCT  〇  フォールディング  120 50  512±30 047853656688  ¥8,030（税抜価格¥7,300） 
 94906000 ブラック  700x45c  45-622  GCT  〇  フォールディング  120 50  558±28 047853648348  ¥6,930（税抜価格¥6,300） 

 ▲VALKYRIE K1160 
 KENDAロードタイヤ中最高峰レースタイヤ。 

■コンパウンド：

■ケーシング：

 ご注文コード カラー  サイズ  ETRTO  コンパウンド  ケーシング  チューブレス対応  ビード  TPI PSI  重量  JAN  価格 
 94577000 ブラック  700x28c  28-622  R3C  SCT  〇  フォールディング  120 100  298±13 047853652055  ¥8,580（税抜価格¥7,800） 
 67787000 ブラック  700x28c  28-622  R3C  KA  フォールディング  120 100  235±12  4562333412944   ¥7,480（税抜価格¥6,800） 
 94581000 ブラック  700x30c  30-662  R3C  SCT  〇  フォールディング  120 100  320±13 047853652123  ¥8,580（税抜価格¥7,800） 
 67786000 ブラック  700x30c  30-662  R3C  KA  フォールディング  120 100  265±13  4562333412937   ¥7,480（税抜価格¥6,800） 
 94586000 ブラック  700x23c  23-622  R3C  KA  フォールディング  120 125  178±9 047853652185  ¥7,480（税抜価格¥6,800） 
 67789000 ブラック  700x23c  23-622  R3C  KA  フォールディング  120 125  178±9  4562333412968   ¥7,480（税抜価格¥6,800） 
 67788000 ブラック  700x25c  25-622  R3C  KA  フォールディング  120 125  182±9  4562333412951   ¥7,480（税抜価格¥6,800） 
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 ▲KOUNTACH K1092 
 R2Cコンパウンドを採用し、軽い走りを実現。 

■コンパウンド：

■ケーシング：

 ご注文コード カラー  サイズ  ETRTO  コンパウンド  ケーシング  チューブレス対応  ビード  TPI PSI  重量  JAN  価格 
 94596000 ブラック  700x25c  25-622  R2C  KA  フォールディング  120 125  210±11  047853652239  ¥7,480（税抜価格¥6,800） 
 67790000 ブラック  700x28c  28-622  R2C  KA  フォールディング  120 125  257±13  4562333412975   ¥7,700（税抜価格¥7,000） 
 64760000 ブラック  700x23c  23-622  R2C  KA  フォールディング  120 125  202±10  4717954447480   ¥7,480（税抜価格¥6,800） 
 64762000 ブラック/ホワイト/ブラック  700x23c  23-622  R2C  KA  フォールディング  120 125  207±10  4717954447510   ¥7,480（税抜価格¥6,800） 

 ▲KOUNTACH ENDURANCE K1092 

■コンパウンド：

■ケーシング：

 ご注文コード カラー  サイズ  ETRTO  コンパウンド  ケーシング  チューブレス対応  ビード  TPI PSI  重量  JAN  価格 
 67801000 ブラック  700x25c  25-622  R2C  E1  フォールディング  120 125  236±12  4562333413088   ¥8,250（税抜価格¥7,500） 
 67802000 ブラック  700x23c  23-622  R2C  E1  フォールディング  120 125  220±11  4562333413095   ¥8,250（税抜価格¥7,500） 

軽さと強さを両立したENDURANCE耐パンクベルトを採用。
山岳グランフォンドにも対応するロードタイヤ。
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トラクション

KRITERIUM ENDURANCE

KOMMANDO X FLINTRIDGE

KWICK JOURNEY

KWICK NINE/SEVEN.5

耐摩耗

転がり抵抗

重量

路面抵抗

ドライトラクション

ウェット
トラクション

耐摩耗

転がり抵抗

重量

路面抵抗

ドライトラクション

ウェット
トラクション

KADENCE

Kommando

E-BIKEへの
使用

重量

路面抵抗 小石がある少し荒れた路面

舗装路

E-BIKEへの
使用

小石がある少し荒れた路面

舗装路

E-BIKEへの
使用

小石がある少し荒れた路面

舗装路

E-BIKEへの
使用

小石がある少し荒れた路面

舗装路

耐摩耗

転がり抵抗

重量

路面抵抗

耐摩耗

転がり抵抗

重量

路面抵抗

耐摩耗

転がり抵抗

KWICK DRUMLIN KWICK TENDRIL ENDURANCE

CHOLLA

ALLUVIUM

マッド

グラス サンド

浮石路面

舗装路

マッド

グラス サンド

浮石路面

舗装路

ブラック

ブラック/ホワイト/ブラック
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 KRITERIUM ENDURANCE K1018 
 耐久性に優れたコンパウンドを採用したロード系タイヤ。耐パンクベルトも装備し普段乗り
からロングライドまで幅広く使用可能。 

■コンパウンド：

■ケーシング：

■コンパウンド：

■ケーシング：

 ご注文コード カラー  サイズ  ETRTO  コンパウンド  ケーシング  チューブレス対応  ビード  TPI PSI  重量  JAN  価格 
 96718000 ブラック  18x1.25インチ  ワイヤー  60  4582590895052   ¥2,200（税抜価格¥2,000） 
 94605000 ブラック  20x1.00インチ  23-451  HRC  E3  ワイヤー  60 110  265±15 047853652291  ¥3,630（税抜価格¥3,300） 
 94606000 ブラック  20x1.25インチ  32-406  HRC  E3  ワイヤー  60 100  325±15 047853652307  ¥3,630（税抜価格¥3,300） 
 94608000 ブラック  700x23c  23-622  HRC  E2  フォールディング  120 125  251±13  047853652321  ¥7,480（税抜価格¥6,800） 
 94609000 ブラック  700x23c  23-622  HRC  E3  ワイヤー  60 125  376±20  047853655568  ¥3,630（税抜価格¥3,300） 
 94611000 ブラック  700x25c  25-622  HRC  E3  ワイヤー  60 125  405±20 047853652345  ¥3,630（税抜価格¥3,300） 
 94613000 ブラック  700x30c  30-622  HRC  E2  フォールディング  120 100  351±18 047853652369  ¥7,480（税抜価格¥6,800） 
 67803000 ブラック  700x25c  25-622  HRC  E2  フォールディング  120 125  300±15  4562333413101   ¥7,480（税抜価格¥6,800） 
 67806000 ブラック  700x23c  23-622  HRC  E3  ワイヤー  60 125  378±15  4562333413132   ¥3,630（税抜価格¥3,300） 
 86369000 ブラック  700x30c  30-622  HRC  E3  ワイヤー  60  353±15  4562333439323   ¥3,300（税抜価格¥3,000） 

 KALIENTE K925 
 軽量でパンク防止効果の高いアイアンクロークプロテクションを搭載し、レースを含むオー
ルラウンドな状況に使用できるタイヤ。 

 ご注文コード カラー  サイズ  ETRTO  コンパウンド  ケーシング  チューブレス対応  ビード  TPI PSI  重量  JAN  価格 
 94614000 ブラック  650x23c  23-571  L3R PRO  IC  フォールディング  120 125  170±10  047853652376  ¥5,830（税抜価格¥5,300） 
 94615000 ブラック  700x20c  20-622  L3R PRO  IC  フォールディング  120 125  165±10  047853655476  ¥7,480（税抜価格¥6,800） 
 94616000 ブラック  700x23c  23-622  L3R PRO  IC  フォールディング  120 120  190±10  047853652383  ¥7,480（税抜価格¥6,800） 
 64753000 ブラック  700x23c  23-622  L3R PRO  IC  フォールディング  120 120  190±10  4717954439317   ¥7,480（税抜価格¥6,800） 
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KRITERIUM ENDURANCE

KOMMANDO X FLINTRIDGE

KWICK JOURNEY

KWICK NINE/SEVEN.5

耐摩耗

転がり抵抗

重量

路面抵抗

ドライトラクション

ウェット
トラクション

耐摩耗

転がり抵抗

重量

路面抵抗

ドライトラクション
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KADENCE

Kommando

E-BIKEへの
使用

重量

路面抵抗 小石がある少し荒れた路面

舗装路

E-BIKEへの
使用

小石がある少し荒れた路面

舗装路

E-BIKEへの
使用

小石がある少し荒れた路面

舗装路

E-BIKEへの
使用

小石がある少し荒れた路面
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耐摩耗

転がり抵抗
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耐摩耗
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KWICK DRUMLIN KWICK TENDRIL ENDURANCE
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 KADENCE K1081 
 練習やロードバイク通勤に最適。リフレクティブホットパッチ採用。 

■コンパウンド：

■ケーシング：

 ご注文コード カラー  サイズ  ETRTO  コンパウンド  ケーシング  チューブレス対応  ビード  TPI PSI  重量  JAN  価格 
 94617000 ブラック  700x23c  23-622  L3R PRO  ICAPB  フォールディング  60 120  260±10  047853655520  ¥4,180（税抜価格¥3,800） 
 94618000 ブラック  700x23c  23-622  L3R PRO  ICAPB  ワイヤー  60 120  270±15 047853652390  ¥3,080（税抜価格¥2,800） 
 94619000 ブラック  700x25c  25-622  L3R PRO  ICAPB  フォールディング  60 110  250±13 047853655537  ¥4,180（税抜価格¥3,800） 
 94620000 ブラック/イエロー/ブラック  700x25c  25-622  R2C  ICAPB  フォールディング  60 110  243±12 047853652413  ¥4,180（税抜価格¥3,800） 
 94621000 ブラック/ レッド/ブラック  700x25c  25-622  R2C  ICAPB  フォールディング  60 110  243±12 047853652420  ¥4,180（税抜価格¥3,800） 
 94622000 ブラック/シルバー/ブラック  700x25c  25-622  R2C  ICAPB  フォールディング  60 110  243±12 047853652437  ¥4,180（税抜価格¥3,800） 
 94623000 ブラック/ブルー/ブラック  700x25c  25-622  R2C  ICAPB  フォールディング  60 110  243±12  047853652444  ¥4,180（税抜価格¥3,800） 
 94624000 ブラック/ホワイト/ブラック  700x25c  25-622  R2C  ICAPB  フォールディング  60 110  218±11  047853652451  ¥4,180（税抜価格¥3,800） 
 94625000 ブラック  700x25c  25-622  L3R PRO  ICAPB  ワイヤー  60 110  312±16  047853652468  ¥3,080（税抜価格¥2,800） 
 94626000 ブラック/イエロー/ブラック  700x25c  25-622  R2C    ICAPB  ワイヤー  60 110  300±15 047853652475  ¥3,080（税抜価格¥2,800） 
 94627000 ブラック/レッド/ブラック  700x25c  25-622  R2C    ICAPB  ワイヤー  60 110  300±15  047853652482  ¥3,080（税抜価格¥2,800） 
 94628000 ブラック/シルバー/ブラック  700x25c  25-622  R2C    ICAPB  ワイヤー  60 110  300±15  047853652499  ¥3,080（税抜価格¥2,800） 
 94629000 ブラック/ブルー/ブラック  700x25c  25-622  R2C    ICAPB  ワイヤー  60 110  300±15  047853652505  ¥3,080（税抜価格¥2,800） 
 94630000 ブラック/ホワイト/ブラック  700x25c  25-622  R2C    ICAPB  ワイヤー  60 110  304±15  047853652512  ¥3,080（税抜価格¥2,800） 
 94631000 ブラック  700x28c  28-622  L3R PRO  ICAPB  フォールディング  60 110  266±13  047853655544  ¥4,180（税抜価格¥3,800） 
 94632000 ブラック  700x28c  28-622  L3R PRO  ICAPB  ワイヤー  60 110  323±16  047853652529  ¥3,080（税抜価格¥2,800） 
 67791000 ブラック/イエロー/ブラック  700x23c  23-622  R2C  ICAPB  フォールディング  60 50  203±15  4562333412982   ¥3,850（税抜価格¥3,500） 
 67792000 ブラック/レッド/ブラック  700x23c  23-622  R2C  ICAPB  フォールディング  60 50  203±16  4562333412999   ¥3,850（税抜価格¥3,500） 
 67793000 ブラック/シルバー/ブラック  700x23c  23-622  R2C  ICAPB  フォールディング  60 50  203±16  4562333413002   ¥3,850（税抜価格¥3,500） 
 67794000 ブラック/ブルー/ブラック  700x23c  23-622  R2C  ICAPB  フォールディング  60 50  203±16  4562333413019   ¥3,850（税抜価格¥3,500） 
 67795000 ブラック  700x23c  23-622  R2C  ICAPB  ワイヤー  60 120  267±15  4562333413026   ¥2,750（税抜価格¥2,500） 
 67797000 ブラック/レッド/ブラック  700x23c  23-622  R2C  ICAPB  ワイヤー  60 120  260±16  4562333413040   ¥2,750（税抜価格¥2,500） 
 67798000 ブラック/シルバー/ブラック  700x23c  23-622  R2C  ICAPB  ワイヤー  60 120  263±16  4562333413057   ¥2,750（税抜価格¥2,500） 
 67799000 ブラック/ブルー/ブラック  700x23c  23-622  R2C  ICAPB  ワイヤー  60 120  260±16  4562333413064   ¥2,750（税抜価格¥2,500） 

 4TITUDE K1225E 
 全天候型のロード系タイヤ。雨天時でも優れたグリップ性能を発揮します。 

 4TITUDE K1225E 
 全天候型のロード系タイヤ。雨天時でも優れたグリップ性能を発揮します。 

耐摩耗

転がり抵抗

重量

路面抵抗

ドライトラクション

ウェット
トラクション

■ケーシング：

 ご注文コード カラー  サイズ  ETRTO  ケーシング  チューブレス対応  ビード  TPI PSI  重量  JAN  価格 
 94907000 ブラック  700x25c  25-622  KA  フォールディング  120 125  207±16 047853656732  ¥5,830（税抜価格¥5,300） 
 94908000 ブラック  700x28c  28-622  KA  フォールディング  120 110  214±25 047853656640  ¥5,830（税抜価格¥5,300） 
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KRITERIUM ENDURANCE

KOMMANDO X FLINTRIDGE
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E-BIKEへの
使用

重量

路面抵抗 小石がある少し荒れた路面

舗装路

E-BIKEへの
使用
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E-BIKEへの
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舗装路

商品コード：94617000、94618000、
94619000、94625000、94631000、
94632000、67795000
カラー：ブラック

商品コード：94620000、94626000、
67791000
カラー：ブラック / イエロー / ブラック

商品コード：94621000、94627000、
67792000、67797000
カラー：ブラック / レッド / ブラック

商品コード：94622000、94628000、
67793000、67798000
カラー：ブラック / シルバー / ブラック

商品コード：94623000、94629000、
67794000、67799000
カラー：ブラック / ブルー / ブラック
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 KWICK JOURNEY K1129 
 強力なKシールド耐パンクプロテクション採用したスポーツ系シティ用タイヤ。
サイドにはリフレクトライン入り。 

サイドリフレクトラインが入ります

■コンパウンド：

■ケーシング：

 ご注文コード カラー  サイズ  ETRTO  コンパウンド  ケーシング  チューブレス対応  ビード  TPI PSI  重量  JAN  価格 
 94652000 ブラック  20x1.35インチ  35-406  SRC  KS+  ワイヤー  60 80  582±42 047853652819  ¥3,630（税抜価格¥3,300） 
 94653000 ブラック  20x1.35インチ  35-406  SRC  KS  ワイヤー  60 80  443±22 047853652826  ¥3,080（税抜価格¥2,800） 
 94654000 ブラック  20x1.75インチ  45-406  SRC  KS+  ワイヤー  60 80  891±45 047853652833  ¥3,630（税抜価格¥3,300） 
 94655000 ブラック  20x1.75インチ  45-406  SRC  KS  ワイヤー  60 80  598±30 047853652840  ¥3,080（税抜価格¥2,800） 
 94656000 ブラック  24x1.75インチ  45-507  SRC  KS+  ワイヤー  60 80  1109±55 047853652857  ¥3,630（税抜価格¥3,300） 
 94657000 ブラック  24x1.75インチ  45-507  SRC  KS  ワイヤー  60 80  738±30 047853652864  ¥3,080（税抜価格¥2,800） 
 94658000 ブラック  26x1.35インチ  34-559  SRC  KS+  ワイヤー  60 80  873±45 047853652871  ¥4,180（税抜価格¥3,800） 
 94659000 ブラック  26x1.35インチ  34-559  SRC  KS  ワイヤー  60 80  604±30 047853652888  ¥3,630（税抜価格¥3,300） 
 94660000 ブラック  26x1.50インチ  38-559  SRC  KS+  ワイヤー  60 80  1005±45  047853652895  ¥4,180（税抜価格¥3,800） 
 94661000 ブラック  26x1.50インチ  38-559  SRC  KS  ワイヤー  60 80  666±33  047853652918  ¥3,630（税抜価格¥3,300） 
 94662000 ブラック  26x1.75インチ  44-559  SRC  KS+  ワイヤー  60 60  1204±60  047853652925  ¥4,180（税抜価格¥3,800） 
 94663000 ブラック  26x1.75インチ  44-559  SRC  KS  ワイヤー  60 60  876±44  047853652949  ¥3,520（税抜価格¥3,200） 
 94665000 ブラック  26x1.95インチ  50-559  SRC  KS  ワイヤー  60 80  800±40  047853652963  ¥3,520（税抜価格¥3,200） 
 94667000 ブラック  27.5x1.5インチ  38-584  SRC  KS  ワイヤー  60 80  749±37  047853652987  ¥3,520（税抜価格¥3,200） 
 94669000 ブラック  27.5x1.75インチ  44-584  SRC  KS  ワイヤー  60 85  954±48  047853653007  ¥3,520（税抜価格¥3,200） 
 94671000 ブラック  700x32c  32-622  SRC  KS  ワイヤー  60 85  592±30  047853653021  ¥3,630（税抜価格¥3,300） 
 94673000 ブラック  700x35c  35-622  SRC  KS  ワイヤー  60 80  635±32  047853653045  ¥3,630（税抜価格¥3,300） 
 94674000 ブラック  700x38c  38-622  SRC  KS+  ワイヤー  60 85  901±45  047853653052  ¥4,180（税抜価格¥3,800） 
 94675000 ブラック  700x38c  38-622  SRC  KS  ワイヤー  60 85  748±37  047853653069  ¥3,630（税抜価格¥3,300） 
 94676000 ブラック  700x40c  40-622  SRC  KS+  ワイヤー  60 80  1011±51  047853653076  ¥4,180（税抜価格¥3,800） 
 94677000 ブラック  700x40c  40-622  SRC  KS  ワイヤー  60 80  847±42  047853653083  ¥3,520（税抜価格¥3,200） 
 94678000 ブラック  700x42c  42-622  SRC  KS+  ワイヤー  60 55  1263±60  047853653090  ¥4,180（税抜価格¥3,800） 
 94679000 ブラック  700x42c  42-622  SRC  KS  ワイヤー  60 55  853±43  047853653106  ¥3,520（税抜価格¥3,200） 
 94680000 ブラック  700x45c  45-622  SRC  KS+  ワイヤー  60 60  1201±60  047853653113  ¥4,180（税抜価格¥3,800） 
 94681000 ブラック  700x45c  45-622  SRC  KS  ワイヤー  60 60  853±43  047853653120  ¥3,630（税抜価格¥3,300） 
 94682000 ブラック  700x50c  50-622  SRC  KS+  ワイヤー  60 80  1377±69  047853653137  ¥4,180（税抜価格¥3,800） 
 94683000 ブラック  700x50c  50-622  SRC  KS  ワイヤー  60 80  929±46  047853653144  ¥3,630（税抜価格¥3,300） 
 67818000 ブラック  26x1.75インチ  44-559  SRC  KS  ワイヤー  60 60  876±44  4562333413255   ¥3,520（税抜価格¥3,200） 
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VALKYRIE KOUNTACH KOUNTACH ENDURANCE

耐摩耗

転がり抵抗

重量

路面抵抗

ドライトラクション

ウェット
トラクション

耐摩耗

転がり抵抗

重量

路面抵抗

ドライトラクション

ウェット
トラクション

KRITERIUM ENDURANCE

KOMMANDO X FLINTRIDGE

KWICK JOURNEY

KWICK NINE/SEVEN.5

耐摩耗

転がり抵抗

重量

路面抵抗

ドライトラクション

ウェット
トラクション

耐摩耗

転がり抵抗

重量

路面抵抗

ドライトラクション

ウェット
トラクション

KADENCE

Kommando

E-BIKEへの
使用

重量

路面抵抗 小石がある少し荒れた路面

舗装路

E-BIKEへの
使用

小石がある少し荒れた路面

舗装路

E-BIKEへの
使用

小石がある少し荒れた路面

舗装路

E-BIKEへの
使用

小石がある少し荒れた路面

舗装路

耐摩耗

転がり抵抗

重量

路面抵抗

耐摩耗

転がり抵抗

重量

路面抵抗

耐摩耗

転がり抵抗

KWICK DRUMLIN KWICK TENDRIL ENDURANCE

CHOLLA

ALLUVIUM

マッド

グラス サンド

浮石路面

舗装路

マッド

グラス サンド

浮石路面

舗装路
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 KWICK SEVEN.5 K1052 

■コンパウンド：

■ケーシング：

 ご注文コード カラー  サイズ  ETRTO  コンパウンド  ケーシング  チューブレス対応  ビード  TPI PSI  重量  JAN  価格 
 94831000 ブラック  27.5x1.75インチ  45-584  SRC  KS  ワイヤー  60 85  834±42  047853654608  ¥3,850（税抜価格¥3,500） 
 94832000 ブラック  27.5x2.00インチ  52-584  SRC  KS  ワイヤー  60 65  928±46  047853654615  ¥3,850（税抜価格¥3,500） 
 94833000 ブラック  27.5x2.20インチ  56-584  SRC  KS  ワイヤー  60 50  928±46  047853654622  ¥4,180（税抜価格¥3,800） 
 77984000 ブラック  26x2.10インチ  54-559  SRC  ワイヤー  60  733±16  4562333433642   ¥3,850（税抜価格¥3,500） 

 KWICK TENDRIL ENDURANCE K1067 
 電動自転車用として耐久性と耐パンク性を追求。E3プロテクションでパンクに強い。 

■コンパウンド：

■ケーシング：

 ご注文コード カラー  サイズ  ETRTO  コンパウンド  ケーシング  チューブレス対応  ビード  TPI PSI  重量  JAN  価格 
 67814000 ブラック  26x1.50インチ  40-559  SRC  E3  フォールディング  60 50  571±29  4562333413217   ¥4,950（税抜価格¥4,500） 
 67813000 ブラック  26x1.75インチ  44-559  SRC  E3  フォールディング  60 60  671±34  4562333413200   ¥4,950（税抜価格¥4,500） 
 67811000 ブラック  700x32c  32-622  SRC  E3  フォールディング  60 85  535±50  4562333413187   ¥4,950（税抜価格¥4,500） 
 67810000 ブラック  700x35c  35-622  SRC  E3  フォールディング  60 85  572±50  4562333413170   ¥4,950（税抜価格¥4,500） 

Alluvium

マッド

グラス サンド

浮石路面

舗装路

マッド

グラス サンド

浮石路面

舗装路

KWICK TENDRIL
ENDURANCE

重量

路面抵抗

耐摩耗

転がり抵抗

耐摩耗

転がり抵抗

重量

路面抵抗

ドライトラクション

ウェット
トラクション

VALKYRIE KOUNTACH KOUNTACH ENDURANCE

耐摩耗

転がり抵抗

重量

路面抵抗

ドライトラクション

ウェット
トラクション

耐摩耗

転がり抵抗

重量

路面抵抗

ドライトラクション

ウェット
トラクション

KRITERIUM ENDURANCE

KOMMANDO X FLINTRIDGE

KWICK JOURNEY

KWICK NINE/SEVEN.5

耐摩耗

転がり抵抗

重量

路面抵抗

ドライトラクション

ウェット
トラクション

耐摩耗

転がり抵抗

重量

路面抵抗

ドライトラクション

ウェット
トラクション

KADENCE

Kommando

E-BIKEへの
使用

重量

路面抵抗 小石がある少し荒れた路面

舗装路

E-BIKEへの
使用

小石がある少し荒れた路面

舗装路

E-BIKEへの
使用

小石がある少し荒れた路面

舗装路

E-BIKEへの
使用

小石がある少し荒れた路面

舗装路

耐摩耗

転がり抵抗

重量

路面抵抗

耐摩耗

転がり抵抗

重量

路面抵抗

耐摩耗

転がり抵抗

KWICK DRUMLIN KWICK TENDRIL ENDURANCE

CHOLLA

ALLUVIUM

マッド

グラス サンド

浮石路面

舗装路

マッド

グラス サンド

浮石路面

舗装路

Alluvium

マッド

グラス サンド

浮石路面

舗装路

マッド

グラス サンド

浮石路面

舗装路

KWICK TENDRIL
ENDURANCE

重量

路面抵抗

耐摩耗

転がり抵抗

耐摩耗

転がり抵抗

重量

路面抵抗

ドライトラクション

ウェット
トラクション

VALKYRIE KOUNTACH KOUNTACH ENDURANCE

耐摩耗

転がり抵抗

重量

路面抵抗

ドライトラクション

ウェット
トラクション

耐摩耗

転がり抵抗

重量

路面抵抗

ドライトラクション

ウェット
トラクション

KRITERIUM ENDURANCE

KOMMANDO X FLINTRIDGE

KWICK JOURNEY

KWICK NINE/SEVEN.5

耐摩耗

転がり抵抗

重量

路面抵抗

ドライトラクション

ウェット
トラクション

耐摩耗

転がり抵抗

重量

路面抵抗

ドライトラクション

ウェット
トラクション

KADENCE

Kommando

E-BIKEへの
使用

重量

路面抵抗 小石がある少し荒れた路面

舗装路

E-BIKEへの
使用

小石がある少し荒れた路面

舗装路

E-BIKEへの
使用

小石がある少し荒れた路面

舗装路

E-BIKEへの
使用

小石がある少し荒れた路面

舗装路

耐摩耗

転がり抵抗

重量

路面抵抗

耐摩耗

転がり抵抗

重量

路面抵抗

耐摩耗

転がり抵抗

KWICK DRUMLIN KWICK TENDRIL ENDURANCE

CHOLLA

ALLUVIUM

マッド

グラス サンド

浮石路面

舗装路

マッド

グラス サンド

浮石路面

舗装路

 トレッド部分に耐パンクベルトを採用した街乗りスポーツ系タイヤ。サイドにはリフレクト
ライン入り(※商品コード：77984000のみモデル名「KRANIUM」になり、リフレクトライン
は無しです)。 

※商品コード：77984000
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サイドリフレクトラインが入ります
(※77984000には入りません)



 KWICK TENDRIL K1067 
 耐パンクシールドを採用したスポーツ系シティタイヤ。軽い転がり抵抗を生むコンパウンドとトレッドを採用。 

 KWICK TENDRIL K1067 
 耐パンクシールドを採用したスポーツ系シティタイヤ。軽い転がり抵抗を生むコンパウンドとトレッドを採用。 

■コンパウンド：

■ケーシング：

 ご注文コード カラー  サイズ  ETRTO  コンパウンド  ケーシング  チューブレス対応  ビード  TPI PSI  重量  JAN  価格 
 94864000 ブラック  27x1 1/4   32-630  SRC  KS  ワイヤー  60 90  570±25  047853654943  ¥2,750（税抜価格¥2,500） 
 94865000 ブラック  26x1.50インチ  40-559  SRC  IRON CAP  フォールディング  60 85  530±25  047853654950  ¥4,730（税抜価格¥4,300） 
 94866000 ブラック  26x1.75インチ  44-559  SRC  IRON CAP  フォールディング  60 60  465±20  047853654967  ¥4,730（税抜価格¥4,300） 
 94867000 ブラック  700x25c  25-622  SRC  IRON CAP  フォールディング  60 125  330±15  047853654974  ¥4,730（税抜価格¥4,300） 
 94868000 ブラック  700x28c   28-622  SRC  IRON CAP  フォールディング  60 100  320±15  047853654981  ¥4,730（税抜価格¥4,300） 
 94869000 ブラック  700x32c   32-622  SRC  IRON CAP  フォールディング  60 85  655±30 047853654998  ¥4,730（税抜価格¥4,300） 
 94870000 ブラック  700x35c   35-622  SRC  IRON CAP  フォールディング  60 85  555±25 047853655001  ¥4,730（税抜価格¥4,300） 
 94871000 ブラック  700x38c   38-622  SRC  IRON CAP  フォールディング  60 85  530±27 047853655018  ¥4,730（税抜価格¥4,300） 
 67824000 ブラック  27x1 1/4   32-630  SRC  KS  ワイヤー  60 90  570±25  4562333413316   ¥2,750（税抜価格¥2,500） 
 67826000 ブラック  26x1.50インチ  40-559  SRC  IRON CAP  フォールディング  60 85  530±25  4562333413330   ¥4,730（税抜価格¥4,300） 
 67825000 ブラック  26x1.75インチ  44-559  SRC  IRON CAP  フォールディング  60 60  465±20  4562333413323   ¥4,730（税抜価格¥4,300） 
 67823000 ブラック  700x25c  25-622  SRC  IRON CAP  フォールディング  60 125  330±15  4562333413309   ¥4,730（税抜価格¥4,300） 
 67820000 ブラック  700x35c   35-622  SRC  IRON CAP  フォールディング  60 85  555±25  4562333413279   ¥4,730（税抜価格¥4,300） 
 67819000 ブラック  700x38c   38-622  SRC  IRON CAP  フォールディング  60 85  530±27  4562333413262   ¥4,730（税抜価格¥4,300） 
 99325000 ブラック  700x28C  28-622  SRC  KS  ワイヤー  30  499±24  047853655759  ¥3,520（税抜価格¥3,200） 
 99326000 ブラック  700x32C  32-622  SRC  KS  ワイヤー  30  666±33  047853655834  ¥3,520（税抜価格¥3,200） 

 KWICK BITUMEN K1068 
 耐パンクシールドを採用したスポーツ系シティタイヤ。軽い転がり抵抗を生むコンパウンド
を採用し、さらに少し厚みを持たせたトレッドで乗り心地にも配慮。 

 KWICK BITUMEN K1068 
 耐パンクシールドを採用したスポーツ系シティタイヤ。軽い転がり抵抗を生むコンパウンド

E-BIKEへの
使用

重量

路面抵抗 小石がある少し荒れた路面

舗装路

耐摩耗

転がり抵抗

■コンパウンド：

■ケーシング：

 ご注文コード カラー  サイズ  ETRTO  コンパウンド  ケーシング  チューブレス対応  ビード  TPI PSI  重量  JAN  価格 
 94872000 ブラック  26x1.50インチ  40-559  SRC  IRON CAP  フォールディング  60 85  560±25 047853655025  ¥4,730（税抜価格¥4,300） 
 94873000 ブラック  26x1.75インチ  44-559  SRC  IRON CAP  フォールディング  60 60  655±30 047853655032  ¥4,730（税抜価格¥4,300） 
 94874000 ブラック  700x32c  32-622  SRC  IRON CAP  フォールディング  60 85  465±20 047853655049  ¥4,730（税抜価格¥4,300） 
 94875000 ブラック  700x35c  35-622  SRC  IRON CAP  フォールディング  60 85  530±25 047853655056  ¥4,730（税抜価格¥4,300） 
 94876000 ブラック  700x38c  38-622  SRC  IRON CAP  フォールディング  60 85  570±25 047853655063  ¥4,730（税抜価格¥4,300） 
 94877000 ブラック  700x40c  42-622  SRC  IRON CAP  フォールディング  60 85  657±30 047853655070  ¥5,280（税抜価格¥4,800） 
 94878000 ブラック  700x45c  45-622  SRC  IRON CAP  フォールディング  60 85  730±35 047853655087  ¥5,280（税抜価格¥4,800） 
 67832000 ブラック  26x1.50インチ  40-559  SRC  IRON CAP  フォールディング  60 85  560±25  4562333413392   ¥4,730（税抜価格¥4,300） 
 67831000 ブラック  26x1.75インチ  44-559  SRC  IRON CAP  フォールディング  60 60  655±30  4562333413385   ¥4,730（税抜価格¥4,300） 
 67830000 ブラック  700x32c  32-622  SRC  IRON CAP  フォールディング  60 85  465±20  4562333413378   ¥4,730（税抜価格¥4,300） 
 67829000 ブラック  700x35c  35-622  SRC  IRON CAP  フォールディング  60 85  530±25  4562333413361   ¥4,730（税抜価格¥4,300） 
 67828000 ブラック  700x38c  38-622  SRC  IRON CAP  フォールディング  60 85  570±25  4562333413354   ¥4,730（税抜価格¥4,300） 
 115472000 ブラック  700x35C   35-622  SRC  KS  ワイヤー  30  545±27 047853658736  ¥2,530（税抜価格¥2,300） 
 115473000 ブラック  700x38C  38-622  SRC  KS  ワイヤー  30  597±29 047853655964  ¥2,530（税抜価格¥2,300） 

E-BIKEへの
使用

重量

路面抵抗 小石がある少し荒れた路面

舗装路

耐摩耗

転がり抵抗
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 KWICK ROLLER SPORT 
K1029 

■コンパウンド：

■ケーシング：

 ご注文コード カラー  サイズ  ETRTO  コンパウンド  ケーシング  チューブレス対応  ビード  TPI PSI  重量  JAN  価格 
 94879000 ブラック  26x1.25インチ  32-559  L3R   フォールディング  60 85  305±15 047853655094  ¥4,730（税抜価格¥4,300） 
 94880000 ブラック  26x1.25インチ  32-559  L3R   IRON CAP  フォールディング  60 85  380±20 047853655100  ¥5,280（税抜価格¥4,800） 
 94881000 ブラック  26x1.50インチ  40-559  L3R   フォールディング  60 85  420±20 047853655117  ¥4,730（税抜価格¥4,300） 
 94882000 ブラック  26x1.50インチ  40-559  L3R   IRON CAP  フォールディング  60 85  500±25 047853655124  ¥5,280（税抜価格¥4,800） 
 94883000 ブラック  26x2.0インチ  50-559  L3R   ワイヤー  60 80  580±30 047853655131  ¥3,080（税抜価格¥2,800） 
 94884000 ブラック  700x26c  26-622  L3R   フォールディング  60 110  280±15 047853655148  ¥3,080（税抜価格¥2,800） 
 94885000 ブラック  700x26c  26-622  L3R   IRON CAP  フォールディング  60 110  345±20 047853655155  ¥3,630（税抜価格¥3,300） 
 94886000 ブラック  700x28c  28-622  L3R   フォールディング  60 85  300±15 047853655162  ¥3,080（税抜価格¥2,800） 
 94887000 ブラック  700x28c  28-622  L3R   IRON CAP  フォールディング  60 85  360±20  047853655179  ¥3,630（税抜価格¥3,300） 
 94888000 ブラック  700x32c  32-622  L3R   IRON CAP  フォールディング  60 100  420±20  047853655186  ¥3,630（税抜価格¥3,300） 
 64734000 ブラック  700x32c  32-622  SRC  ワイヤー  30 100  481±20  4717954447718   ¥3,080（税抜価格¥2,800） 
 64735000 サンド  700x32c  32-622  SRC  ワイヤー  30 100  626±20  4573223634490   ¥3,080（税抜価格¥2,800） 
 64736000 ブラウン  700x32c  32-622  SRC  ワイヤー  30 100  623±20  4571310078400   ¥3,080（税抜価格¥2,800） 
 64737000 ピンク  700x32c  32-622  SRC  ワイヤー  30 100  627±20  4571310078417   ¥3,080（税抜価格¥2,800） 
 64738000 グリーン  700x32c  32-622  SRC  ワイヤー  30 100  606±20  4571310078424   ¥3,080（税抜価格¥2,800） 
 64739000 ホワイト  700x32c  32-622  SRC  ワイヤー  30 100  656±20  4571310078431   ¥3,080（税抜価格¥2,800） 
 64740000 ブラック  700x28c  28-622  SRC  ワイヤー  30 85  409±20  4573223634506   ¥3,080（税抜価格¥2,800） 
 64742000 ピンク  700x28c  28-622  SRC  ワイヤー  22 85  544±20  4571310077878   ¥3,080（税抜価格¥2,800） 
 64743000 グリーン  700x28c  28-622  SRC  ワイヤー  22 85  543±20  4571310077885   ¥3,080（税抜価格¥2,800） 
 64744000 ホワイト  700x28c  28-622  SRC  ワイヤー  30 85  523±20  4571310077892   ¥3,080（税抜価格¥2,800） 
 64745000 ブラック  24x1.25インチ  32-507  SRC  ワイヤー  30 85  371±20  4573223634537   ¥2,750（税抜価格¥2,500） 
 64746000 ブラウン  24x1.25インチ  32-507  SRC  ワイヤー  30 85  497±15  4573223634544   ¥2,750（税抜価格¥2,500） 
 94440000 サンド  24x1.25インチ  32-507  SRC  ワイヤー  30 85  497±15  4582590891788   ¥2,750（税抜価格¥2,500） 
 64748000 グリーン  24x1.25インチ  32-507  SRC  ワイヤー  30 85  498±15  4573223634568   ¥2,750（税抜価格¥2,500） 
 64749000 ホワイト  24x1.25インチ  32-507  SRC  ワイヤー  30 85  522±15  4573223634575   ¥2,750（税抜価格¥2,500） 

商品コード：64739000、64744000、64749000
カラー：ホワイト

商品コード：64738000、64743000、64748000
カラー：グリーン

商品コード：64736000、64741000、64746000
カラー：ブラウン

商品コード：64735000
カラー：SD

商品コード：64737000、64742000、64747000
カラー：ピンク
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 K196 
 タウンユースタイヤ。 

 ご注文コード  カラー  サイズ  ETRTO  ビード  TPI PSI  重量  JAN  価格 
 64723000 ブラック  20x1.00インチ  23-451  ワイヤー  60 110  209±15  4573223634407   ¥2,750（税抜価格¥2,500） 
 64792000 ブラック  650x25c  25-571  ワイヤー  22 110  440±15  4573223637958   ¥2,530（税抜価格¥2,300） 

 K803 
 タウンユースタイヤ。 

 ご注文コード  カラー  サイズ  ETRTO  ビード  TPI PSI  重量  JAN  価格 
 64722000 ブラック  700x35c  37-622  ワイヤー  22 65  593±15  4573223634384   ¥2,750（税抜価格¥2,500） 
 64808000 ブラック / ガムサイド  700x35c  37-622  ワイヤー  22 65  593±15  4573223638368   ¥2,750（税抜価格¥2,500） 

 KOMFORT K841A 
 タウンユースタイヤ。 

 ご注文コード  カラー  サイズ  ETRTO  ビード  TPI PSI  重量  JAN  価格 
 64717000 ブラック  26x1.95インチ  50-559  ワイヤー  30 65  817±30  4573223634377   ¥3,300（税抜価格¥3,000） 
 64718000 ブラック  27.5x1.95インチ  50-584  ワイヤー  22 65  936±30  4571310077830   ¥3,300（税抜価格¥3,000） 
 64719000 ピンク  27.5x1.95インチ  50-584  ワイヤー  22 65  965±30  4571310077847   ¥3,300（税抜価格¥3,000） 
 64720000 グリーン  27.5x1.95インチ  50-584  ワイヤー  22 65  963±30  4571310077854   ¥3,300（税抜価格¥3,000） 

 K908 
 タウンユースタイヤ。 

 ご注文コード  カラー  サイズ  ETRTO  ビード  TPI PSI  重量  JAN  価格 
 64750000 ブラック  26x1.95インチ  50-559  ワイヤー  30 65  742±20  4573223634582   ¥3,080（税抜価格¥2,800） 
 64752000 ブラウン  26x1.95インチ  50-559  ワイヤー  30 65  748±20  4573223634605   ¥3,080（税抜価格¥2,800） 
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 K924 
 Eバイク用のタウンユースタイヤ。 

 ご注文コード  カラー  サイズ  ETRTO  ビード  TPI PSI  重量  JAN  価格 
 64716000 ブラック  20x1.75インチ  47-406  ワイヤー  22 65  573±20  4573223634360   ¥1,650（税抜価格¥1,500） 
 64715000 ブラック  22x1.75インチ  47-456  ワイヤー  22 40  584±20  4573223634353   ¥2,090（税抜価格¥1,900） 
 99327000 ブラック  26x1.75インチ  44-559  ワイヤー  22  673±33 047853691139  ¥2,530（税抜価格¥2,300） 
 99328000 ブラック / レッドサイド  26x1.75インチ  44-559  ワイヤー  22  723±36 047853655780  ¥2,530（税抜価格¥2,300） 
 99329000 ブラック / ブルーサイド  26x1.75インチ  44-559  ワイヤー  22  724±36 047853655797  ¥2,530（税抜価格¥2,300） 
 99330000 ブラック / ホワイトサイド  26x1.75インチ  44-559  ワイヤー  22  741±37 047853655810  ¥2,530（税抜価格¥2,300） 

 KHAN K935 
 タウンユースタイヤ。 

 ご注文コード  カラー  サイズ  ETRTO  ビード  TPI PSI  重量  JAN  価格 
 64803000   ブラック  700x50c  52-622  ワイヤー  22 50  977±20  4573223638153   ¥3,410（税抜価格¥3,100） 

 KOAST K1082 
 タウンユースタイヤ。 

 ご注文コード  カラー  サイズ  ETRTO  ビード  TPI PSI  重量  JAN  価格 
 64733000 ブラック  20x1.35インチ  32-406  ワイヤー  30 100  331±20  4573223634483   ¥2,750（税抜価格¥2,500） 
 77985000 ブラック  27.5x1.75インチ  44-584  ワイヤー  60  549±20  4562333433659   ¥3,300（税抜価格¥3,000） 
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 PIEDMONT K1185 
 タウンユースタイヤ。 

 PIEDMONT K1185 

 ご注文コード  カラー  サイズ  ETRTO  ビード  TPI  重量  JAN  価格 
 77983000 ブラック   700x35c  35-622  ワイヤー  30  610±20  4562333433635   ¥3,080（税抜価格¥2,800） 

 KWEST K193 

 ご注文コード  カラー  サイズ  ETRTO  ビード  TPI  PSI  重量  JAN  価格 
 64786000 ブラウン / スキンサイド  26x1.50インチ  40-559  ワイヤー  30 65  563±20  4573223633806   ¥2,750（税抜価格¥2,500） 
 64724000 ブラック  20x1-1/8インチ  28-451  ワイヤー  30 65  355±20  4573223634421   ¥2,750（税抜価格¥2,500） 
 64725000 ブラウン / ブラックサイド  20x1-1/8インチ  28-451  ワイヤー  30 65  355±20  4573223634438   ¥2,750（税抜価格¥2,500） 
 64727000 ブラウン / スキンサイド  20x1.5インチ  40-406  ワイヤー  30 65  412±15  4573223634445   ¥2,750（税抜価格¥2,500） 
 64728000 サンド  20x1.5インチ  40-406  ワイヤー  30 65  453±15  4573223634452   ¥2,750（税抜価格¥2,500） 
 64729000 ブラック  16x1.5インチ  40-305  ワイヤー  22 65  370±15  4573223634469   ¥2,200（税抜価格¥2,000） 
 64730000 ブラック / ブラウンサイド  16x1.5インチ  40-305  ワイヤー  22 65  378±15  4573223634476   ¥2,200（税抜価格¥2,000） 
 64787000 ホワイト  20x1.5インチ  40-406  ワイヤー  30 65  463±16  4573223637873   ¥2,750（税抜価格¥2,500） 
 64789000 ブラック / レッドサイド  20x1.5インチ  40-406  ワイヤー  22 65  500±16  4573223637897   ¥2,750（税抜価格¥2,500） 
 64790000 サンド  26x1.95インチ  50-559  ワイヤー  60 65  922±20  4573223637934   ¥3,300（税抜価格¥3,000） 
 64804000 ブラウン  26x1.95インチ  50-559  ワイヤー  60 65  917±20  4573223638030   ¥3,300（税抜価格¥3,000） 
 64805000 ブラック  26x1.95インチ  50-559  ワイヤー  60 65  772±20  4573223638047   ¥3,300（税抜価格¥3,000） 
 64795000 サンド  26x1.50インチ  40-559  ワイヤー  30 65  613±20  4573223638078   ¥2,750（税抜価格¥2,500） 
 64796000 ブラック  26x1.50インチ  40-559  ワイヤー  22 65  669±20  4573223638085   ¥2,750（税抜価格¥2,500） 
  138490000 ブラウン  26x1.50インチ  40-559  ワイヤー  30 65 047853664324 ¥2,750(税抜価格¥2,500)
 64797000 ブラック  26x1.25インチ  32-559  ワイヤー  22 65  579±20  4573223638092   ¥2,750（税抜価格¥2,500） 
 64798000 ブルー  26x1.95インチ  50-559  ワイヤー  60 65  914±20  4573223638108   ¥3,300（税抜価格¥3,000） 
 64799000 サンド  26x1.25インチ  32-559  ワイヤー  30 65  563±20  4573223638115   ¥2,750（税抜価格¥2,500） 
 64800000 ホワイト  26x1.50インチ  40-559  ワイヤー  30 65  696±20  4573223638122   ¥2,750（税抜価格¥2,500） 
 64801000 ホワイト  26x1.25インチ  32-559  ワイヤー  22 65  590±20  4573223638139   ¥2,750（税抜価格¥2,500） 
 65171000 ライトブラウン / アメサイド  26x1.95インチ  50-559  ワイヤー  60 65  904±16  4573223632687   ¥3,300（税抜価格¥3,000） 
 64807000 ブラック / ガムサイド  26x1.50インチ  40-559  ワイヤー  30 65  670±20  4573223638351   ¥2,750（税抜価格¥2,500） 
 64726000 ブラック  20x1.5インチ  40-406  ワイヤー  30 65  409±20  4717954435821   ¥2,750（税抜価格¥2,500） 
 94937000 ブラック / ブラウンサイド  700x28c  28-622  ワイヤー  30 85  413±20 047853656664  ¥3,080（税抜価格¥2,800） 
 94935000 ブラック / ブラウンサイド  26x1.50インチ  40-559  ワイヤー 30  65  561±20  4580214327736   ¥3,080（税抜価格¥2,800） 
 95285000 ブラック  18x1.5インチ  40-355  ワイヤー  22 65  403±16 047853657296  ¥2,200（税抜価格¥2,000） 
 95286000 ホワイト  18x1.5インチ  40-355  ワイヤー  30 65  420±16  047853657302  ¥2,200（税抜価格¥2,000） 
 95287000 ホワイト  16x1.5インチ  40-305  ワイヤー  30 65  366±16 047853657289  ¥2,200（税抜価格¥2,000） 
  138491000 サンド  700x32c  32-622  ワイヤー  30 75 047853664058 ¥3,300(税抜価格¥3,000)

■ケーシング：

商品コード：64725000
カラー：ブラウン/ブラックサイド

商品コード：64789000
カラー：ブラック/レッドサイド

商品コード：64728000、
64790000、64795000、
64799000
カラー：サンド

商品コード：64730000、
94937000、94935000
カラー：ブラック/ブラウンサイド

商品コード：64798000　
カラー：ブルー

商品コード：64724000、64729000、64805000、
64796000、64797000、64726000、95285000
カラー：ブラック

商品コード：65171000　
カラー：ライトブラウン/アメサイド

商品コード：64807000　
カラー：ブラック/ガムサイド

商品コード：64787000、64800000、
64801000、95286000、95287000
カラー：ホワイト

商品コード：64804000
カラー：ブラウン

商品コード：64786000、
64727000
カラー：ブラウン/スキンサイド
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 K152 
 お手軽価格のロードタイヤ。 

 ご注文コード  カラー  サイズ  ETRTO  ビード  TPI  重量  JAN  価格 
 99323000   ブラック  700x25C  25-622  ワイヤー  30  315±15 047853621204  ¥2,090（税抜価格¥1,900） 

 K176 
 お手軽価格のロードタイヤ。 

 ご注文コード  カラー  サイズ  ETRTO  ビード  TPI  重量  JAN  価格 
 99324000   ブラック  700x28C  28-622  ワイヤー  30  335±16 047853845181  ¥2,420（税抜価格¥2,200） 

 K850 
 お手軽価格のMTBブロックタイヤ。 

 ご注文コード  カラー  サイズ  ETRTO  ビード  TPI  重量  JAN  価格 
 99331000   ブラック  26x1.95  50-559  ワイヤー  30  686±34 047853655735  ¥2,200（税抜価格¥2,000） 

 K921 

 ご注文コード  カラー  サイズ ETRTO  ビード  TPI  重量  JAN  価格 
 94530000 ブラック   16x1.75インチ 47-305  ワイヤー  22  371±19  4582590892686  ¥1,320(税抜価格¥1,200)
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車イスタイヤK191 K196

■ケーシング：

 ご注文コード  カラー  サイズ  ETRTO  ケーシング  チューブレス対応  ビード  TPI PSI  重量  JAN  価格 
 64732000 ブラック  24x1インチ  23-540  -  ワイヤー 60 110  260±16  4717294980869   ¥2,750（税抜価格¥2,500） 
 98554000 グレー / ブラックサイド  24x1インチ  23-540  ICAP  ワイヤー 60 110  317±30 047853834857  ¥3,850（税抜価格¥3,500） 
 98555000 グレー / ブラックサイド  24x1インチ  25-540  ICAP  ワイヤー 60 110  323±30 047853859553  ¥3,850（税抜価格¥3,500） 
 98556000 グレー / ブラックサイド  25x1インチ  23-559  ICAP  ワイヤー 60 110  364±30 047853854374  ¥4,180（税抜価格¥3,800） 
 98557000 グレー / ブラックサイド  25x1インチ  25-559  ICAP  ワイヤー 60 110  338±30 047853650020  ¥4,180（税抜価格¥3,800） 
 98558000 グレー / ブラックサイド  26x1インチ  23-590  ICAP  ワイヤー 60 110  332±30 047853641202  ¥4,180（税抜価格¥3,800） 
 98559000 車イスチューブ米式  24x1インチ AV(18_30)  25-540  109±10 047853058956  ¥770（税抜価格¥700） 
 98560000 車イスチューブ米式  25x1インチ AV(18_30)  23/25-559  112±10 047853063158  ¥770（税抜価格¥700） 
 98561000 車イスチューブ米式  26x1インチAV  23-590  120±10  047853068030  ¥770（税抜価格¥700） 

 スーパーライトチューブ 
 厚さ0.73mmのKENDA軽量ブチルチューブ。 

 ご注文コード バルブ方式  サイズ  ETRTO バルブ長  重量  JAN  価格 
 68904000 仏式  700x20-28c  20/28-622 33mm  110±10  4562333416577   ¥1,210（税抜価格¥1,100） 

 68905000 仏式  700x20-28c  20/28-622 48mm  111±10  4562333416584   ¥1,210（税抜価格¥1,100） 

 68906000 仏式  700x20-28c  20/28-622 60mm  112±10  4562333416591   ¥1,210（税抜価格¥1,100） 

 シーラント入りチューブ 
 シーラント入りチューブ。小さい穴なら塞いでしまいます。 

 ご注文コード バルブ方式  サイズ  ETRTO バルブ長  重量  JAN  価格 
 89520000 仏式   700x20-28c  20/23-622 48mm  223±10  4562333445386   ¥1,408（税抜価格¥1,280） 

※バルブコアは取り外し可能

 ウルトラライトチューブ 
 厚さ0.6mmのKENDAで最も軽量なブチルチューブ。 

 ご注文コード バルブ方式  サイズ  ETRTO バルブ長  重量  JAN  価格 
 65161000 仏式  700x18-23c  18/23-622 48mm  112±10  4571309986501   ¥1,485（税抜価格¥1,350） 

 65163000 仏式  700x18-23c  18/23-622 60mm  109±10  4571309986525   ¥1,485（税抜価格¥1,350） 

 68908000 仏式  700x20-28c  20/28-622 33mm  94±10  4562333416614   ¥1,485（税抜価格¥1,350） 

 68909000 仏式  700x20-28c  20/28-622 48mm  95±10  4562333416621   ¥1,485（税抜価格¥1,350） 

 68910000 仏式  700x20-28c  20/28-622 60mm  96±10  4562333416638   ¥1,485（税抜価格¥1,350） 
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 ブチルチューブ 
 厚さ1.2mmのKENDAブチルチューブ。 

 ご注文コード バルブ方式  サイズ  ETRTO バルブ長  重量  JAN  価格 
138493000 英式 20X1.25-1.90 inch 32/49-406 33mm 127±5 047853079005 ¥990（税抜価格¥900）

138494000 米式 20X1.25-1.90 inch 32/49-406 35mm 127±5 047853079104 ¥990（税抜価格¥900）

138496000 英式 20X1.50-2.25 inch 33mm 047853079340 ¥990（税抜価格¥900）

138495000 英式 22x1.25-1.75 inch 35mm 047853079173 ¥990（税抜価格¥900）

65146000 英式 22x1.75 inch 47-456 33mm 161±10 4571309986334 ¥990（税抜価格¥900）

128371000 米式 22x1.75-2.35 inch 45/61-456 35mm 187±10 047853067781 ¥990（税抜価格¥900）

128372000 英式 22x1.75-2.35 inch 45/61-456 33mm 187±10 047853072426 ¥990（税抜価格¥900）

128373000 米式 24x1.25-1.50 inch 32/38-507 35mm 133±10 047853072457 ¥990（税抜価格¥900）

128374000 仏式 24x1.25-1.50 inch 32/38-507 33mm 133±10 047853072464 ¥990（税抜価格¥900）

128375000 米式 24x1.50-2.00 inch 38/51-507 35mm 180±10 047853060775 ¥990（税抜価格¥900）

128376000 英式 24x1.50-2.00 inch 38/51-507 33mm 180±10 047853072181 ¥990（税抜価格¥900）

128377000 仏式 24x1.50-2.00 inch 38/51-507 33mm 180±10 047853071160 ¥990（税抜価格¥900）

128378000 米式 24x2.00-2.40 inch 51/61-507 35mm 209±10 047853072488 ¥990（税抜価格¥900）

128379000 英式 24x2.00-2.40 inch 51/61-507 33mm 209±10 047853072501 ¥990（税抜価格¥900）

128380000 米式 24x2.50-2.80 inch 64/71-507 35mm 280±10 047853072198 ¥990（税抜価格¥900）

128381000 仏式 24x2.50-2.80 inch 64/71-507 33mm 280±10 047853072204 ¥990（税抜価格¥900）

128382000 米式 26x1.00-1.50 inch 25/38-559 35mm 129±10 047853060744 ¥990（税抜価格¥900）

128383000 仏式 26x1.00-1.50 inch 25/38-559 33mm 129±10 047853064155 ¥990（税抜価格¥900）

128384000 米式 26x1.5-1.75 inch 38/45-559 35mm 170±10 047853051766 ¥990（税抜価格¥900）

65151000 仏式 26x1.5-1.75 inch 40/47-559 33mm 171±10 4571309986389 ¥990（税抜価格¥900）

65150000 英式 26x1.5-1.75 inch 38/47-559 33mm 171±10 4571309986372 ¥1,210（税抜価格¥1,100）

128385000 米式 26x1.75-2.35 inch 45/61-559 35mm 228±10 047853050837 ¥990（税抜価格¥900）

128386000 米式 26x1.75-2.35 inch 45/61-559 48mm 232±10 047853051391 ¥990（税抜価格¥900）

128387000 英式 26x1.75-2.35 inch 45/61-559 33mm 228±10 047853072228 ¥990（税抜価格¥900）

128388000 仏式 26x1.75-2.35 inch 45/61-559 33mm 228±10 047853058055 ¥990（税抜価格¥900）

128389000 仏式 26x1.75-2.35 inch 45/61-559 48mm 228±10 047853051322 ¥990（税抜価格¥900）

65154000 米式 26x2.30-2.40 inch 58/61-559 35mm 250±10 4571309986426 ¥990（税抜価格¥900）

65155000 仏式 26x2.30-2.40 inch 58/61-559 33mm 250±10 4571309986433 ¥990（税抜価格¥900）

128390000 米式 26x2.40-2.80 inch 61/71-559 35mm 314±10 047853053319 ¥990（税抜価格¥900）

128391000 仏式 26x2.40-2.80 inch 61/71-559 33mm 314±10 047853072242 ¥990（税抜価格¥900）

128392000 米式 26x4.00-5.00 inch 102/127-559 35mm 491±10 047853051476 ¥1,650（税抜価格¥1,500）

128393000 仏式 26x4.00-5.00 inch 102/127-559 33mm 491±10 047853072518 ¥1,650（税抜価格¥1,500）

93170000 英式 27.5x1.5-1.95 inch 50/61-622 33mm 227±10 4562333449162 ¥990（税抜価格¥900）

128394000 米式 27.5x1.50-1.95 inch ,27.5*38-50C,650b*38-50C 38/50-584 35mm 201±10 047853052855 ¥990（税抜価格¥900）

128395000 仏式 27.5x1.50-1.95 inch ,27.5*38-50C,650b*38-50C 38/50-584 33mm 201±10 047853072273 ¥990（税抜価格¥900）

128396000 仏式 27.5x1.50-1.95 inch ,27.5*38-50C,650b*38-50C 38/50-584 48mm 201±10 047853058994 ¥990（税抜価格¥900）

128397000 米式 27.5x2.00-2.40 inch 50/61-584 35mm 257±10 047853050738 ¥990（税抜価格¥900）

128398000 英式 27.5x2.00-2.40 inch 50/61-584 33mm 257±10 047853072525 ¥990（税抜価格¥900）

128399000 仏式 27.5x2.00-2.40 inch 50/61-584 33mm 257±10 047853072280 ¥990（税抜価格¥900）

128400000 仏式 27.5x2.00-2.40 inch 50/61-584 48mm 257±10 047853051070 ¥990（税抜価格¥900）

128401000 米式 27.5x2.40-2.80 inch 61/71-584 35mm 319±10 047853053982 ¥990（税抜価格¥900）

128402000 仏式 27.5x2.40-2.80 inch 61/71-584 33mm 319±10 047853066968 ¥990（税抜価格¥900）

128403000 米式 27.5x2.80-3.00 inch 71/76-584 35mm 370±10 047853050974 ¥990（税抜価格¥900）

128404000 仏式 27.5x2.80-3.00 inch 71/76-584 33mm 370±10 047853066920 ¥990（税抜価格¥900）

65158000 米式 29x2.00-2.40 inch 50/61-622 35mm 272±10 4571309986464 ¥990（税抜価格¥900）

128405000 米式 29x2.00-2.40 inch 50/61-622 40mm 248±10 047853072532 ¥990（税抜価格¥900）

128406000 英式 29x2.00-2.40 inch 50/61-622 33mm 248±10 047853072556 ¥990（税抜価格¥900）

128407000 仏式 29x2.00-2.40 inch 50/61-622 33mm 248±10 047853070224 ¥990（税抜価格¥900）

128416000 米式 29x2.40-2.80 inch 61/71-622 35mm 341±10 047853064025 ¥1,100（税抜価格¥1,000）

128417000 仏式 29x2.40-2.80 inch 61/71-622 33mm 341±10 047853064049 ¥1,100（税抜価格¥1,000）

65160000 仏式 650x18-23c 18/23-571 33mm 100±10 4571309986495 ¥990（税抜価格¥900）

バルブ長

英式 C3E

バルブ長

英式 C4E

バルブ長

米式

バルブ長

仏式
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ご注文コード バルブ方式 サイズ ETRTO バルブ長 重量 JAN 価格
128418000 米式 26x2.00-2.40 inch 51/61-559 35mm 280±10 047853073317 ¥990（税抜価格¥900）

128419000 米式 27.5x2.00-2.40 inch 51/61-584 35mm 316±10 047853073294 ¥1,100（税抜価格¥1,000）

128420000 英式 26x1-3/8 32/40-590 33mm 204±10 047853073300 ¥990（税抜価格¥900）

ご注文コード バルブ方式 サイズ ETRTO バルブ長 重量 JAN 価格
128408000 仏式 650x20-28c 20/28-571 48mm 112±10 047853068818 ¥990（税抜価格¥900）

128409000 仏式 700x28-35C,27*1-1/8*1-1/4 28/35-622/630 80mm 148±10 047853059007 ¥990（税抜価格¥900）

128410000 仏式 700x30-43C,27*1-1/8*1-3/8 30/43-622/630 48mm 160±10 047853050820 ¥990（税抜価格¥900）

128411000 仏式 700x30-43C,27*1-1/8*1-3/8 30/43-622/630 60mm 160±10 047853059182 ¥990（税抜価格¥900）

65167000 米式 700x35-43c 35/43-622 35mm 159±10 4571309986563 ¥990（税抜価格¥900）

65168000 英式 700x35-43c 35/43-622 33mm 158±10 4571309986570 ¥990（税抜価格¥900）

65169000 仏式 700x35-43c 35/43-622 33mm 158±10 4571309986587 ¥990（税抜価格¥900）

128412000 米式 700x45-50C,29x1.75-2.00 45/50-622 40mm 213±10 047853072570 ¥990（税抜価格¥900）

128413000 英式 700x45-50C,29x1.75-2.00 45/50-622 33mm 213±10 047853072594 ¥990（税抜価格¥900）

128414000 仏式 700x45-50C,29x1.75-2.00 45/50-622 33mm 213±10 047853072587 ¥990（税抜価格¥900）

128415000 仏式 700x45-50C,29x1.75-2.00 45/50-622 48mm 213±10 047853054101 ¥990（税抜価格¥900）

68861000 米式 12x1.75-2.25 inch(※バルブはストレートタイプ) 45/57-203 35mm 107±10 4562333416140 ¥990（税抜価格¥900）

68862000 英式 12x1.75-2.25 inch(※バルブはストレートタイプ) 45/57-203 33mm 108±10 4562333416157 ¥990（税抜価格¥900）

68863000 米式 14x1.5-2.25 inch 38/57-254 35mm 118±10 4562333416164 ¥990（税抜価格¥900）

68864000 英式 14x1.5-2.25 inch 38/57-254 33mm 119±10 4562333416171 ¥990（税抜価格¥900）

68865000 米式 16x1.5-2.25 inch 38/57-305 35mm 135±10 4562333416188 ¥990（税抜価格¥900）

68866000 英式 16x1.5-2.25 inch 38/57-305 33mm 136±10 4562333416195 ¥990（税抜価格¥900）

138492000 米式 18x1.25 inch 32/38-355 35mm 97±5 047853067736 ¥990（税抜価格¥900）

68867000 米式 18x1.5-2.25 inch 38/57-355 35mm 151±10 4562333416201 ¥990（税抜価格¥900）

68868000 英式 18x1.5-2.25 inch 38/57-355 33mm 152±10 4562333416218 ¥990（税抜価格¥900）

68869000 米式 20x1.0-1.5 inch 25/38-406 35mm 118±10 4562333416225 ¥990（税抜価格¥900）

68870000 英式 20x1.0-1.5 inch 25/38-406 33mm 119±10 4562333416232 ¥990（税抜価格¥900）

68871000 仏式 20x1.0-1.5 inch 25/38-406 33mm 117±10 4562333416249 ¥990（税抜価格¥900）

68872000 米式 20x1-1/8 - 1-3/8 28/44-438/451 35mm 127±10 4562333416256 ¥990（税抜価格¥900）

68873000 英式 20x1-1/8 - 1-3/8 28/44-438/451 33mm 128±10 4562333416263 ¥990（税抜価格¥900）

68874000 仏式 20x1-1/8 - 1-3/8 28/44-438/451 33mm 126±10 4562333416270 ¥990（税抜価格¥900）

68875000 米式 20x1.75-2.35 inch 45/61-406 35mm 192±10 4562333416287 ¥990（税抜価格¥900）

68876000 英式 20x1.75-2.35 inch 45/61-406 33mm 193±10 4562333416294 ¥990（税抜価格¥900）

68877000 仏式 20x1.75-2.35 inch 45/61-406 33mm 191±10 4562333416300 ¥990（税抜価格¥900）

68878000 仏式 700x28-35c 28/35-622 33mm 165±10 4562333416317 ¥990（税抜価格¥900）

68879000 仏式 700x28-35c 28/35-622 48mm 166±10 4562333416324 ¥990（税抜価格¥900）

68880000 仏式 700x28-35c 28/35-622 60mm 167±10 4562333416331 ¥990（税抜価格¥900）

68881000 米式 700x30-43c 35/43-622 35mm 183±10 4562333416348 ¥990（税抜価格¥900）

68882000 米式 700x30-43c 35/43-622 40mm 185±10 4562333416355 ¥990（税抜価格¥900）

68883000 英式 700x30-43c 35/43-622 33mm 184±10 4562333416362 ¥990（税抜価格¥900）

68884000 仏式 700x30-43c 35/43-622 33mm 182±10 4562333416379 ¥990（税抜価格¥900）

68885000 米式 700x45-50c 45/50-622 35mm 236±10 4562333416386 ¥990（税抜価格¥900）

68886000 米式 700x45-50c 45/50-622 48mm 240±10 4562333416393 ¥990（税抜価格¥900）

68896000 英式 700x20-28c 20/28-622 33mm 144±10 4562333416492 ¥990（税抜価格¥900）

68897000 仏式 700x20-28c 20/28-622 33mm 142±10 4562333416508 ¥990（税抜価格¥900）

68898000 仏式 700x20-28c 20/28-622 48mm 143±10 4562333416515 ¥990（税抜価格¥900）

68899000 仏式 700x20-28c 20/28-622 60mm 144±10 4562333416522 ¥990（税抜価格¥900）

68900000 米式 700x28-35c 28/35-622 35mm 166±10 4562333416539 ¥990（税抜価格¥900）

68901000 米式 700x28-35c 28/35-622 40mm 168±10 4562333416546 ¥990（税抜価格¥900）

68902000 米式 700x28-35c 28/35-622 48mm 170±10 4562333416553 ¥990（税抜価格¥900）

68903000 英式 700x28-35c 28/35-622 33mm 167±10 4562333416560 ¥990（税抜価格¥900）

バルブ長

米式

バルブ長

英式 C3E
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RIGEL POWER RIGEL MAX RIGEL PRO RIGEL

照射
イメージ画像

ポイント 連続点灯時最大3600ルーメンの明るさ
を持つバッテリー一体型の充電式ライト

連続点灯時最大1500ルーメンの明るさ
を持つバッテリー一体型の充電式ライト

連続点灯時最大1000ルーメンの明るさ
を持つバッテリー一体型の充電式ライト

連続点灯時最大700ルーメンの明るさを
持つバッテリー一体型の充電式ライト

LED
LUMINUS SST-40 高輝度LED 4個

 + 
LUMINUS SST-20 高輝度LED 2個

高輝度LED 2個 高輝度LED 2個 高輝度LED 2個

最大ルーメン 3600 1500 1000 700

最大カンデラ 23400 13600 5235 3600

ライト 前照灯 前照灯 前照灯 前照灯

電源 リチウムイオンバッテリー(※一体型) リチウムポリマーバッテリー(※一体型) リチウムポリマーバッテリー(※一体型) リチウムポリマーバッテリー(※一体型)

使用時間

夜間モード (※インテリジェント機能使用時＆通常時)
・ワイド＆全ナローレンズ点灯時
2時間(ブースト点灯3600ルーメン)
2時間30分(点灯2600ルーメン)
4時間15分(点灯1400ルーメン)
6時間(点灯750ルーメン)
275時間(フラッシュ100ルーメン)
68時間(ステディフラッシュ400ルーメン)
185時間(デイフラッシュ400ルーメン)
120時間(SOS80ルーメン)

・ワイド＆一部ナローレンズ点灯時
2時間(ブースト点灯3600ルーメン)
3時間(点灯2000ルーメン)
6時間(点灯1000ルーメン)
53時間(点灯100ルーメン)
220時間(フラッシュ100ルーメン)
78時間(ステディフラッシュ400ルーメン)
185時間(デイフラッシュ400ルーメン)
140時間(SOS80ルーメン)

・一部ナローレンズのみ点灯時
2時間(ブースト点灯3600ルーメン)
4時間45分(点灯１000ルーメン)
11時間45分(点灯500ルーメン)
48時間(点灯100ルーメン)
189時間(フラッシュ100ルーメン)
89時間(ステディフラッシュ400ルーメン)
186時間(デイフラッシュ400ルーメン)
140時間(SOS80ルーメン)

昼間モード (※インテリジェント機能使用時のみ)
120時間(SOS80ルーメン)

夜間モード
 (※インテリジェント機能使用時＆通常時)
1時間40分(点灯1500ルーメン)
3時間30分(点灯500ルーメン)
100時間(フラッシュ100ルーメン)
48時間(ステディフラッシュ400ルーメン)
120時間(デイフラッシュ400ルーメン)
80時間(SOS80ルーメン)

昼間モード 
(※インテリジェント機能使用時のみ)
80時間(SOS80ルーメン)

夜間モード
 (※インテリジェント機能使用時＆通常時)
1時間30分(点灯1000ルーメン)
3時間30分(点灯350ルーメン)
70時間(フラッシュ100ルーメン)
24時間(ステディフラッシュ400ルーメン)
54時間(デイフラッシュ400ルーメン)
48時間(SOS80ルーメン)

昼間モード
 (※インテリジェント機能使用時のみ)
48時間(SOS80ルーメン)

夜間モード 
(※インテリジェント機能使用時＆通常時)
1時間30分(点灯700ルーメン)
3時間(点灯350ルーメン)
47時間(フラッシュ100ルーメン)
23時間(ステディフラッシュ400ルーメン)
56時間(デイフラッシュ400ルーメン)
32時間(SOS60ルーメン)

昼間モード
 (※インテリジェント機能使用時のみ)
32時間(SOS60ルーメン)

防水性能 IPX7 IPX7 IPX7 IPX7

バッテリーインジケータ ○ 〇 〇 〇

取付位置 ハンドルバー ハンドルバー、ヘルメット ハンドルバー ハンドルバー

ブラケット(対応径) Φ31.8～35mm Φ22～35mm Φ22～35mm Φ22～35mm

サイズ 57 x 118 x 34 mm 46 x 84 x 27 mm 38 x 81 x 24 mm 38 x 75 x 24 mm

重量 305g 144g 85g 86g

充電時間 4時間(2A)、7時間30分(1A) 3時間 3時間 3時間

付属品
RB-50ハンドルバーマウント
USB-Cタイプリモートコン
トロールケーブル
USB-Cタイプケーブル
HB-8X250-MOONハンドストラップ

RB-41ヘルメットマウント
RB-42 GoProマウントアダプター
RB-43ハンドルバーブラケット
USB-Cタイプケーブル
ビームカットレンズカバー(※本体に付属)

RB-42 GoProマウントアダプター
RB-43ハンドルバーブラケット
USB-Cタイプケーブル
ビームカットレンズカバー(※本体に付属)

RB-42 GoProマウントアダプター
RB-43ハンドルバーブラケット
USB-Cタイプケーブル
ビームカットレンズカバー(※本体に付属)

ご注文コード 140105000 138128000 138129000 138130000

価格 ¥27,500(税抜価格¥25,000) ¥9,900(税抜価格¥9,000) ¥7,700(税抜価格¥7,000) ¥5,940(税抜価格¥5,400)
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RIGEL LITE METEOR C3 MX METEOR STORM PRO

照射
イメージ画像

ポイント 連続点灯時最大500ルーメンの明るさを
持つバッテリー一体型の充電式ライト

連続点灯時最大400ルーメンの明るさを
持つバッテリー一体型の充電式ライト

コクピットを整理するGarminマウント一
体型 8種類の照射モード搭載

LED 高輝度LED 2個 高輝度LED 1個
デュアルビーム
(CREE XP-G2 高輝度寒色ホワイト狭角LED 1個 
+ 暖色ホワイト広角COB)

LUMINUS SST-40 高輝度LED 2個

最大ルーメン 500 400 400 2000

最大カンデラ 2720 3600 1150 12700

ライト 前照灯 前照灯 前照灯 前照灯

電源 リチウムポリマーバッテリー(※一体型) リチウムポリマーバッテリー(※一体型) リチウムポリマーバッテリー(※一体型) 6700mAh(※3350mAhx2)
リチウムイオンバッテリー

使用時間

1時間30分(点灯500ルーメン)
5時間30分(点灯150ルーメン)
46時間(フラッシュ100ルーメン)
13時間30分(ステディフラッシュ400ルー
メン)
40時間(デイフラッシュ400ルーメン)
36時間(SOS60ルーメン)

2時間(点灯400ルーメン)
3時間30分(点灯250ルーメン)
6時間30分(点灯130ルーメン)
12時間(点灯70ルーメン)
80時間(フラッシュ40ルーメン)
25時間(フラッシュ130ルーメン)
13時間フラッシュ500ルーメン)
40時間(デイフラッシュ500ルーメン)

2時間(点灯400ルーメン)
3時間30分(点灯250ルーメン)
6時間30分(点灯130ルーメン)
12時間(点灯70ルーメン)
80時間(フラッシュ40ルーメン)
25時間(フラッシュ130ルーメン)
13時間フラッシュ500ルーメン)
40時間(デイフラッシュ500ルーメン)

・MIXモード 
2時間(ブースト点灯2000ルーメン)
2時間30分(点灯1750ルーメン)
4時間30分(点灯1100ルーメン)
43時間(点灯120ルーメン)
200時間(フラッシュ100ルーメン)
98時間(ステディフラッシュ200ルーメン)
260時間(デイフラッシュ400ルーメン)
100時間(SOS)
・ワイド/ナローモード 
4時間30分(ブースト点灯1000ルーメン)
6時間15分(点灯700ルーメン)
10時間15分(点灯500ルーメン)
75時間(点灯50ルーメン)
300時間(フラッシュ50ルーメン)
168時間(ステディフラッシュ100ルーメン)
430時間(デイフラッシュ200ルーメン)
210時間(SOS)

防水性能 IPX7 IPX4 IPX7 IPX5

バッテリーインジケータ 〇 〇 〇 〇

取付位置 ハンドルバー ハンドルバー ステムトップキャップ ハンドルバー、ヘルメット

ブラケット(対応径) Φ22～35mm Φ22～35mm - Φ22～35mm

サイズ 38 x 75 x 24 mm 44 x 71.3 x 25.6 mm 42 x 24 x 69mm 115.7 x 48 x 31mm

重量 78g 66g 100g 207g

充電時間 2時間30分 2時間30分 2時間45分 4時間(2A)、8時間30分(0.5A)

付属品
RB-42 GoProマウントアダプター
RB-43ハンドルバーブラケット
USB-Cタイプケーブル
ビームカットレンズカバー(※本体に付属)

RB-25 ハンドルバーブラケット
USB-WP防水MicroUSBタイプケーブル

RB-32 MXホルダー
M-GA GARMIN/WAHOO用インサート
M-BR BRYTON用インサート
USB-Cタイプケーブル
M5ボルト(35mmx2、40mmx2、45mmx2)
ワッシャー(6個)
スペーサー(5mmx2、10mmx2，15mmx2)

RB-26 ハンドルバーブラケット
RB-16 ヘルメットマウント
LX-BAT-3350 バッテリー 2個
(※ライト本体に内蔵)
USB-C USB タイプCケーブル
USB-C-RMSリモートスイッチ

ご注文コード 138131000(ブラック)
138132000(シルバー)

89516000(ブラック)
89517000(シルバー) 93388000 90473000

価格 ¥4,950(税抜価格¥4,500) ¥4,054(税抜価格¥3,685) ¥7,150(税抜価格¥6,500) ¥19,800(税抜価格¥18,000)
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METEOR STORM 
DUAL METEOR VORTEX PRO METEOR VORTEX METEOR-X AUTO PRO METEOR-X AUTO

照射
イメージ画像

ポイント 霧に対応するデュアルカラービーム VLSルーメン調節機能搭載 VLSルーメン調節機能搭載 600ルーメンのコンパクトモデル 450ルーメンのコンパクトモデル

LED LUMINUS SST-20 
+ CREE XM-L 高輝度LED 各1個 SST-40 高輝度LED 1個 SST-40 高輝度LED 1個 高輝度LED 1個 高輝度LED 1個

最大ルーメン 1300 1300 1000 600 450

最大カンデラ 9020 10150 7830 4310 3780

ライト 前照灯 前照灯 前照灯 前照灯 前照灯

電源 5200mAh(※2600mAhx2)
リチウムイオンバッテリー 3350mAhリチウムイオンバッテリー 2600mAhリチウムイオンバッテリー 1600mAhリチウムイオンバッテリー 1600mAhリチウムイオンバッテリー

使用時間

・ナチュラルホワイト 
2時間(ブースト点灯1300ルーメン)
3時間(点灯800ルーメン)
25時間(点灯100ルーメン)
125時間(フラッシュ100ルーメン)
49時間30分(ステディフラッシュ200
ルーメン)
220時間(デイフラッシュ400ルーメン)
91時間(SOS)
・クールホワイト/ウォームホワイト 
2時間45分(ブースト点灯800ルーメン)
3時間30分(点灯600ルーメン)
27時間30分(点灯80ルーメン)
250時間(フラッシュ50ルーメン)
77時間30分(ステディフラッシュ100
ルーメン)
400時間(デイフラッシュ200ルーメン)
170時間(SOS)

1時間30分(ブースト点灯1300ルーメン)
2時間30分(点灯1000ルーメン)
28時間(点灯100ルーメン)
115時間(フラッシュ100ルーメン)
55時間(ステディフラッシュ200ルーメン)
78時間(デイフラッシュ400ルーメン)
138時間(SOS40ルーメン)

1時間45分(ブースト点灯1000ルーメン)
3時間00分(点灯700ルーメン)
14時間(点灯100ルーメン)
70時間(フラッシュ100ルーメン)
30時間(ステディフラッシュ200ルーメン)
61時間(デイフラッシュ400ルーメン)
87時間(SOS40ルーメン)

2時間(点灯600ルーメン)
3時間30分(点灯300ルーメン)
6時間15分(点灯150ルーメン)
56時間(フラッシュ100ルーメン)
18時間(フラッシュ300ルーメン)
57時間(デイフラッシュ700ルーメン)
32時間(SOS)

2時間30分(点灯450ルーメン)
5時間15分(点灯230ルーメン)
10時間(点灯120ルーメン)
90時間(フラッシュ60ルーメン)
45時間(フラッシュ200ルーメン)
78時間(デイフラッシュ500ルーメン)
47時間(SOS)

防水性能 IPX5 IPX5 IPX5 IPX4 IPX4

バッテリーインジケータ 〇 〇 〇 〇 〇

取付位置 ハンドルバー、ヘルメット ハンドルバー、ヘルメット ハンドルバー ハンドルバー ハンドルバー

ブラケット(対応径) Φ22～35mm Φ22～35mm エアロバー対応 Φ22～35mm エアロバー対応 Φ22～35mm エアロバー対応 Φ22～35mm エアロバー対応

サイズ 115.7 x 48.5 x 31mm 30 x 31 x 111mm 31 x 31 x 111.5mm 88 x 30 x 29.5mm 88 x 30 x 29.5mm

重量 200g 120g 120g 85g 85g

充電時間 2時間30分(2A) 3.5時間(2A)、5時間(1A) 4時間(1A) 2時間30分 2時間30分

付属品

RB-26 ハンドルバーブラケット
RB-16 ヘルメットマウント
LX-BAT-2200 バッテリー 2個
(※ライト本体に内蔵)
USB-C USB タイプCケーブル
USB-C-RMSリモートスイッチ

RB-25 ハンドルバーブラケット
RB-16 ヘルメットマウント
LX-BAT-3350 バッテリー 1個
(※ライト本体に内蔵)
USB-C USB タイプCケーブル
USB-C USB タイプCケーブル
USB-C-RMSリモートスイッチ

RB-25 ハンドルバーブラケット
LX-BAT-2600 バッテリー 1個
(※ライト本体に内蔵)
USB-C USB タイプCケーブル

RB-25 ハンドルバーブラケット
LX-BAT-1600 バッテリー 1個
(※ライト本体に内蔵)
USB-WP USBケーブル

RB-25 ハンドルバーブラケット
LX-BAT-1600 バッテリー 1個
(※ライト本体に内蔵)
USB-WP USBケーブル

ご注文コード 77280000 127910000 127911000 78110000 78109000

価格 ¥15,400(税抜価格¥14,000) ¥8,800(税抜価格¥8,000) ¥6,600(税抜価格¥6,000) ¥5,390(税抜価格¥4,900) ¥4,730(税抜価格¥4,300)
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AEROLITE NEBRA-W ORION-W MIZAR

照射
イメージ画像

ポイント 1個で前後に使える便利なセーフティライト サークル状のLEDによる広い発光面が特長 駐輪時の取外しに便利なマグネットブラ
ケット採用

USBプラグに直接差し込んで充電ができ
るセーフティライト

LED CREE XH-G 白色LED 1個(フロント側)、
COB 高輝度赤色7チップLED 1個(リア側) 30チップCOB 高輝度白色LED COB 高輝度白色LED 高輝度白色LED

最大ルーメン 60 400 100 40

最大カンデラ 350 218 36 81.6

ライト セーフティーライト セーフティーライト セーフティーライト セーフティーライト

電源 700mAhリチウムイオンバ
ッテリー(※一体型)

800mAh リチウムポリマー
バッテリー(※一体型)

300mAh リチウムポリマー
バッテリー(※一体型)

250mAh リチウムポリマー
バッテリー(※一体型)

使用時間

9時間50分(点灯 フロント 30ルーメン)
5時間50分(オーバードライブ点灯 フロン
ト 60ルーメン)
38時間20分(フラッシュ フロント 15ルー
メン)
13時間15分(フラッシュ フロント25ルー
メン/フラッシュ リア5ルーメン)
4時間15分(オーバードライブ点灯 フロン
ト60ルーメン/フラッシュ リア5ルーメン)
2時間40分(オーバードライブ点灯 フロン
ト60ルーメン/オーバードライブ点灯 リ
ア10ルーメン)

5時間30分(点灯50ルーメン)
2時間50分(点灯100ルーメン)
1時間50分(点灯150ルーメン)
1時間10分(点灯220ルーメン)
27時間(フラッシュ50ルーメン)
11時間10分(フラッシュ120ルーメン)
14時間(ステディーフラッシュ240ルーメン)
23時間(デイフラッシュ400ルーメン)

6時間30分(点灯20ルーメン)
3時間(点灯40ルーメン)
64時間(フラッシュ20ルーメン)
31時間30分(フラッシュ40ルーメン)
36時間30分(デイフラッシュ100ルーメン)

8時間(点灯20ルーメン)
4時間(点灯40ルーメン)
70時間(フラッシュ20ルーメン)
40時間(フラッシュ50ルーメン)
30時間(デイフラッシュ100ルーメン)

防水性能 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4

バッテリーインジケータ 〇 〇 〇 〇

取付位置 ハンドルバー、ヘルメット ハンドルバー、フロントフォーク ハンドルバー、フロントフォーク ハンドルバー、フロントフォーク

ブラケット(対応径) Φ20~35mm、Φ35~52mm エアロバー対応 Φ20~35mm、Φ35~52mm エアロバー対応 Φ20~35mm、Φ35~52mm エアロバー対応 Φ20~35mm、Φ35~52mm エアロバー対応

サイズ 64.7 x 23.3 x 24mm 93 x 22.5 x 17.7mm 42 x 31.5 x 20.2mm 32 x 54 x 15mm

重量 41g 44.6g 22g 19g

充電時間 3時間 2時間30分 2時間 2時間

付属品
RB-22 ユニバーサルブラケット
RB-23 ヘルメットマウント
ラバーバンド2個
(RS-G：Φ20~35mm、RS-H：Φ35~52mm )
USB-MICRO USB ケーブル

RB-22 ユニバーサルブラケット
ラバーバンド2個
(RS-G：Φ20~35mm、RS-H：Φ35~52mm )
BK-21 ベルトクリップ
USB-WP 防水MicroUSB ケーブル

RB-29-W マグネットマウン
ト、ラバーバンド2個
(RS-G：Φ20~35mm、RS-H：Φ35~52mm )、
USB-MICRO USB ケーブル

RB-29-W マグネットマウント
ラバーバンド2個
(RS-G：Φ20~35mm、RS-H：Φ35~52mm )

ご注文コード 64338000 90471000 89518000 69012000

価格 ¥5,280(税抜価格¥4,800) ¥7,040(税抜価格¥6,400) ¥3,080(税抜価格¥2,800) ¥2,420(税抜価格¥2,200)
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MERAK-W MK2-W COMET-X PRO COMET-X RING-W

照射
イメージ画像

ポイント 駐輪時の取外しに便利なマグネ
ットブラケット採用

240ルーメンのデイフラッシュモード
を搭載したセーフティライト アルミボディで高い放熱性能 アルミボディで高い放熱性能 リング状の灯りが特徴的なセー

フティライト

LED 高輝度白色LED 16チップCOB 高輝度白色LED 16チップCOB 高輝度白色LED 16チップCOB 高輝度白色LED 15チップCOB 高輝度白色LED

最大ルーメン 40 120 240 120 100

最大カンデラ 77 44 102 61.6 36

ライト セーフティーライト セーフティーライト セーフティーライト セーフティーライト セーフティーライト

電源 CR2032 ボタン電池 2個 500mAhリチウムポリマー
バッテリー(※一体型)

500mAhリチウムポリマー
バッテリー(※一体型)

300mAhリチウムポリマー
バッテリー(※一体型)

300mAhリチウムポリマー
バッテリー(※一体型)

使用時間

40時間(点灯10ルーメン)
30時間(点灯20ルーメン)
100時間(フラッシュ10ルーメン)
40時間(フラッシュ25ルーメン)
60時間(デイフラッシュ40ルーメン)

5時間30分(点灯30ルーメン)
2時間10分(点灯60ルーメン)
1時間30分(点灯120ルーメン)
17時間(フラッシュ50ルーメン)
7時間(フラッシュ120ルーメン)
11時間(フラッシュ120ルーメン)
21時間30分(デイフラッシュ240
ルーメン)

5時間30分(点灯30ルーメン)
2時間30分(点灯60ルーメン)
1時間30分(点灯120ルーメン)
17時間(フラッシュ50ルーメン)
7時間(フラッシュ120ルーメン)
11時間(フラッシュ120ルーメン)
21時間30分(デイフラッシュ240
ルーメン)

5時間30分(点灯20ルーメン)
2時間40分(点灯40ルーメン)
1時間30分(点灯60ルーメン)
18時間30分(フラッシュ25ルーメン)
7時間30分(フラッシュ60ルーメン)
12時間(フラッシュ60ルーメン)
23時間(デイフラッシュ120ルーメン)

5時間30分(点灯15ルーメン)
2時間40分(点灯40ルーメン)
1時間30分(点灯60ルーメン)
18時間30分(フラッシュ25ルーメン)
7時間30分(フラッシュ60ルーメン)
12時間(フラッシュ60ルーメン)
23時間(デイフラッシュ100ルーメン)

防水性能 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4

バッテリーインジケータ - 〇 〇 〇 〇

取付位置 ハンドルバー、フロントフォーク ハンドルバー、フロントフォーク ハンドルバー、フロントフォーク ハンドルバー、フロントフォーク ハンドルバー、フロントフォーク

ブラケット(対応径) Φ20~35mm、Φ35~52mm 
エアロバー対応

Φ20~26mm、Φ26~35mm、
35~52mm、エアロバー対応

Φ20~35mm、Φ35~52mm 
エアロバー対応

Φ20~35mm、Φ35~52mm 
エアロバー対応

Φ20~35mm、Φ35~52mm 
エアロバー対応

サイズ 29 x 29 x 20.8mm 72.3 x 24 x 21.3mm 73 x 18 x 20.7mm 73 x 18 x 20.7mm 43.8 x 31 x 21mm

重量 18g 29g 28g 25g 21g

充電時間 - 2時間 2時間 2時間 2時間

付属品
RB-29-W マグネットマウント
ラバーバンド2個
(RS-G：Φ20~35mm、
RS-H：Φ35~52mm )

ラバーパッド2個
(MK2-PP-00、MK2-PP-AR )
ラバーバンド3個
(RS-D：Φ20~26mm、RS-E：Φ
26~35mm、RS-F：Φ35~52mm)
USB-MICRO USB ケーブル 

RB-22 ユニバーサルブラケット
ラバーバンド2個
(RS-G：Φ20~35mm、
RS-H：Φ35~52mm )
BK-21 ベルトクリップ
USB-WP 防水
MicroUSB ケーブル

RB-22 ユニバーサルブラケット
ラバーバンド2個
(RS-G：Φ20~35mm、
RS-H：Φ35~52mm )
BK-21 ベルトクリップ
USB-WP 防水
MicroUSB ケーブル

RB-22 ユニバーサルブラケット
ラバーバンド2個
(RS-G：Φ20~35mm、
RS-H：Φ35~52mm )
BK-21 ベルトクリップ
USB-WP 防水
MicroUSB ケーブル

ご注文コード 69010000 64340000 64360000 64359000 64345000

価格 ¥1,650(税抜価格¥1,500) ¥5,060(税抜価格¥4,600) ¥4,290(税抜価格¥3,900) ¥3,520(税抜価格¥3,200) ¥3,850(税抜価格¥3,500)
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HELIX LITE ORCUS LITE SIRIUS PRO SIRIUS

照射
イメージ画像

ポイント
フラッシュモード選択時最大100ルーメン
の明るさを持つバッテリー一体型の充電
式リアライト

フラッシュモード選択時最大60ルーメン
の明るさを持つバッテリー一体型の充電
式リアライト

トータルアングルは270°。ブライトネスセ
ンサーやパーキングセンサー、ブレーキセ
ンサーも装備

トータルアングルは270°。ブライトネスセ
ンサーやパーキングセンサー、ブレーキセ
ンサーも装備

LED COB 赤色LED COB 赤色LED 高輝度 赤色LED 3個 高輝度 赤色LED 1個

最大ルーメン 100 60 350 200

最大カンデラ 29 24 670 280

ライト テールライト テールライト テールライト テールライト

電源 リチウムポリマーバッテリー(※一体型) リチウムポリマーバッテリー(※一体型) リチウムポリマーバッテリー(※一体型) リチウムポリマーバッテリー(※一体型)

使用時間

18時間30分
(デイフラッシュ：100ルーメン)
11時間
(ステディーフラッシュ：5+40ルーメン)
22時間(フラッシュ1：20ルーメン)
2時間(モード1：40ルーメン)
16時間(モード2：5ルーメン)

31時間(デイフラッシュ：60ルーメン)
15時間
(ステディーフラッシュ：5+20ルーメン)
33時間(フラッシュ1：15ルーメン)
3時間45分(モード1：30ルーメン)
18時間30分(モード2：5ルーメン)

・通常/夜間(インテリジェント機能使用時)
13時間(デイフラッシュ350ルーメン)
12時間(ステディーフラッシュ60ルーメン)
22時間(フラッシュ30ルーメン)
2時間(点灯80ルーメン)
25時間(点灯5ルーメン)
・昼間(インテリジェント機能使用時)
13時間(デイフラッシュ350ルーメン)

・通常/夜間(インテリジェント機能使用時)
11時間(デイフラッシュ200ルーメン)
10時間(ステディーフラッシュ60ルーメン)
19時間(フラッシュ30ルーメン)
2時間(点灯60ルーメン)
24時間(点灯5ルーメン)
・昼間(インテリジェント機能使用時)
11時間(デイフラッシュ200ルーメン)

防水性能 IPX7 IPX7 IPX7 IPX7

バッテリー
インジケータ 〇 〇 〇 〇

取付位置 シートポスト(エアロタイプとラウ
ンドタイプ)、サドルレール

シートポスト(エアロタイプとラウ
ンドタイプ)、サドルレール シートポスト、フレーム シートポスト、フレーム

ブラケット
(対応径)

Φ20～35mm、Φ35～52mm エ
アロシートポスト対応

Φ20~35mm、Φ35~52mm エ
アロシートポスト対応

Φ20~26mm、Φ26~35mm、
35~52mm、エアロバー対応

Φ20~26mm、Φ26~35mm、
35~52mm、エアロバー対応

サイズ 22 x 19.5 x 51mm 55 x 17 x 50.3mm 42 x 32 x 71mm 42 x 32 x 71mm

重量 30g 39g 73g 68g

充電時間 3時間 2時間30分 3時間30分(0.5A) 2時間30分(0.5A)

付属品

RB-37-Rシートポストブラケット
RB-38サドルレールブラケット
RB-37-PAD-ARラバーパッドエアロ
RB-37-PAD-00ラバーパッドラウンド
ラバーバンド2サイズ
(RS-I：Φ20～35mm、RS-J：Φ35～52mm)
USB-Cタイプケーブル、タイラップ2本

RB-37-Rシートポストブラケット
RB-38サドルレールブラケット
RB-37-PAD-ARラバーパッドエアロ
RB-37-PAD-00ラバーパッドラウンド
ラバーバンド2サイズ
(RS-I：Φ20~35mm、RS-J：Φ35~52mm)
USB-Cタイプケーブル
タイラップ2本

SIR-PP-AR ラバーパッドエアロ
SIR-PP-00 ラバーパッドラウンド
ラバーバンド3個
(RS-D：Φ20~26mm、RS-E：Φ
26~35mm、RS-F：Φ35~52mm )
USB-C USB ケーブル

SIR-PP-AR ラバーパッドエアロ
SIR-PP-00 ラバーパッドラウンド
ラバーバンド3個
(RS-D：Φ20~26mm、RS-E：Φ
26~35mm、RS-F：Φ35~52mm )
USB-C USB ケーブル

ご注文コード 138133000 138134000 127908000 127909000

価格 ¥3,850(税抜価格¥3,500) ¥3,300(税抜価格¥3,000) ¥6,600(税抜価格¥6,000) ¥5,280(税抜価格¥4,800)
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CERBERUS SHIELD-X AUTO ARCTURUS AUTO PRO ARCTURUS AUTO ORION

照射
イメージ画像

ポイント 3方向に照射する高い視認性 照度センサー搭載のオートテール
ライト

大容量バッテリーと照度センサー
搭載のオートライト

リング状に配置されたCOB LED
が広く照射

駐輪時の取外しに便利なマグネット
ブラケット採用

LED COB 赤色LED 3個 CREE XP-E 高輝度 赤色LED 1個 + 
20チップCOB 高輝度 赤色LED 1個 30チップCOB 高輝度赤色LED 30チップCOB 高輝度赤色LED COB 高輝度赤色LED 1個

最大ルーメン 150 300 100 70 50

最大カンデラ 34.5 967 33.4 21 16

ライト テールライト テールライト テールライト テールライト テールライト

電源 500mAhリチウムポリマーバッテリー
(※一体型)

700mAhリチウムポリマーバッテリー
(※一体型)

650mAhリチウムポリマーバッテリー
(※一体型)

300mAhリチウムポリマーバッテリー
(※一体型)

リチウムポリマーバッテリー
(※一体型)

使用時間

3時間30分(点灯25ルーメン)
1時間45分(点灯50ルーメン)
20時間15分
(フラッシュ25ルーメン)
13時間45分
(ステディフラッシュ25ルーメン)
19時間
(デイフラッシュ150ルーメン)

7時間(点灯15ルーメン)
3時間45分(点灯30ルーメン)
2時間(点灯50ルーメン)
1時間30分(点灯80ルーメン)
42時間(フラッシュ15ルーメン)
19時間(フラッシュ35ルーメン)
8時間30分(フラッシュ80ルーメン)
11時間(フラッシュ+SD35ルーメン)
18時間(デイフラッシュ300ルーメン)

4時間45分(点灯15ルーメン)
2時間45分(点灯25ルーメン)
1時間30分(点灯50ルーメン)
25時間(フラッシュ15ルーメン)
7時間30分(フラッシュ50ルーメン)
11時間(フラッシュ50ルーメン)
24時間(デイフラッシュ100ルーメン)

3時間45分(点灯10ルーメン)
2時間20分(点灯15ルーメン)
1時間20分(点灯35ルーメン)
17時間(フラッシュ10ルーメン)
5時間(フラッシュ35ルーメン)
8時間(フラッシュ35ルーメン)
16時間30分
(デイフラッシュ70ルーメン)

5時間30分(点灯10ルーメン)
2時間30分(点灯20ルーメン)
53時間(フラッシュ10ルーメン)
26時間(フラッシュ20ルーメン)
30時間(デイフラッシュ50ルーメン)

防水性能 IPX7 IPX4 IPX4 IPX4 IPX5

バッテリー
インジケータ 〇 〇 〇 〇 〇

取付位置 シートポスト、フレーム シートポスト、フレーム シートポスト、フレーム シートポスト、フレーム シートポスト、フレーム

ブラケット
(対応径)

Φ20~26mm、Φ26~35mm、
35~52mm、エアロバー対応

Φ20~35mm、Φ35~52mm 
エアロバー対応

Φ20~35mm、Φ35~52mm 
エアロバー対応

Φ20~35mm、Φ35~52mm 
エアロバー対応

Φ20~35mm、Φ35~52mm 
エアロバー対応

サイズ 27 x 31 x 68mm 59.5 x 33.6 x 23.5mm 57.5 x 28.5 x 18mm 57.5 x 28.5 x 18mm 42 x 31.5 x 20.2mm

重量 34.7g 46.5g 36g 30g 22g

充電時間 2時間 2時間 2時間 2時間 2時間

付属品

CE-PPラバーパッド
ラバーバンド3個
(RS-D：Φ20~26mm、
RS-E：Φ26~35mm
RS-F：Φ35~52mm )
USB-C USB ケーブル

RB-22 ユニバーサルブラケット
ラバーバンド2個
(RS-G：Φ20~35mm、
RS-H：Φ35~52mm )
BK-21 ベルトクリップ
RB-21 サドルレールブラケット
USB-WP 防水
MicroUSB ケーブル

RB-22 ユニバーサルブラケット
ラバーバンド2個
(RS-G：Φ20~35mm、
RS-H：Φ35~52mm )
BK-21 ベルトクリップ
RB-21 サドルレールブラケット
USB-WP 防水
MicroUSB ケーブル

RB-22 ユニバーサルブラケット
ラバーバンド2個
(RS-G：Φ20~35mm、
RS-H：Φ35~52mm )
BK-21 ベルトクリップ
RB-21 サドルレールブラケット
USB-WP 防水
MicroUSB ケーブル

RB-29-R マグネットマウント
ラバーバンド2個
(RS-G：Φ20~35mm、
RS-H：Φ35~52mm )
USB-MICRO USB ケーブル

ご注文コード 77279000 90472000 64362000 60783000 89519000

価格 ¥5,500(税抜価格¥5,000) ¥5,500(税抜価格¥5,000) ¥4,840(税抜価格¥4,400) ¥4,070(税抜価格¥3,700) ¥3,080(税抜価格¥2,800)
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ALCAR PULSAR MERAK COMET-X LTD GEMINI

照射
イメージ画像

ポイント USBプラグに直接差し込んで充
電ができるセーフティライト 乾電池式のスタンダードモデル 駐輪時の取外しに便利なマグネッ

トブラケット採用 30個のチップLEDで高い視認性 2個のLEDを採用したベーシックモ
デル

LED 高輝度赤色LED 1個 15チップCOB 高輝度赤色LED 高輝度赤色LED 1個 30チップCOB 高輝度赤色LED 高輝度赤色LED 2個

最大ルーメン 15 25 15 50 30

最大カンデラ 8.7 11.2 48.5 22.4 14.7

ライト テールライト テールライト テールライト テールライト テールライト

電源 リチウムポリマーバッテリー
(※一体型) 単四乾電池 2個 CR2032 ボタン電池 2個 リチウムポリマーバッテリー

(※一体型)
300mAhリチウムポリマーバッテリー

(※一体型)

使用時間

8時間(点灯3ルーメン)
4時間(点灯6ルーメン)
79時間30分(フラッシュ3ルーメ
ン)
40時間(フラッシュ8ルーメン)
41時間(デイフラッシュ15ルー
メン)

68時間(点灯12ルーメン)
43時間(点灯25ルーメン)
150時間(フラッシュ12ルーメン)
110時間(フラッシュ25ルーメン)
115時間(フラッシュ17)

40時間(点灯10ルーメン)
30時間(点灯20ルーメン)
100時間(フラッシュ10ルーメ
ン)
40時間(フラッシュ25ルーメン)
60時間(デイフラッシュ60ルー
メン)

5時間30分(点灯10ルーメン)
2時間20分(点灯15ルーメン)
1時間30分(点灯25ルーメン)
13時間(フラッシュ10ルーメン)
5時間(フラッシュ25ルーメン)
9時間30分(フラッシュ25ルーメ
ン)
19時間30分(デイフラッシュ50
ルーメン)

6時間(点灯5ルーメン)
3時間(点灯10ルーメン)
1時間40分(点灯20ルーメン)
28時間(フラッシュ15ルーメン)
5時間(フラッシュ10ルーメン)
30時間(デイフラッシュ30ルー
メン)

防水性能 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4

バッテリー
インジケータ 〇 - - 〇 〇

取付位置 シートポスト、フレーム シートポスト、フレーム シートポスト、フレーム シートポスト、フレーム シートポスト、フレーム

ブラケット
(対応径)

Φ20~35mm、Φ35~52mm 
エアロバー対応

Φ20~35mm、Φ35~52mm 
エアロバー対応 Φ20~32mm Φ20~35mm、Φ35~52mm 

エアロバー対応
Φ20~52mm エアロ

シートポスト対応

サイズ 28.5 x 51 x 17mm 65.5 x 28.7 x 20.5mm 29 x 29 x 20.8mm 73 x 18 x 20.7mm 73 x 20.7 x 18mm

重量 17g 38g 18g 25g 28g

充電時間 2時間 - - 2時間 2時間

付属品
RB-29-R マグネットマウント
ラバーバンド2個
(RS-G：Φ20~35mmRS-H：
Φ35~52mm )

RB-22 ユニバーサルブラケット
ラバーバンド2個
(RS-G：Φ20~35mm、
RS-H：Φ35~52mm )
BK-21 ベルトクリップ

RB-29-R マグネットマウント
ラバーバンド2個
(RS-G：Φ20~35mm、
RS-H：Φ35~52mm )
RB-31 バーエンドマウント

RB-22 ユニバーサルブラケット
ラバーバンド2個
(RS-G：Φ20~35mm、
RS-H：Φ35~52mm )
BK-21 ベルトクリップ
RB-21 サドルレールブラケット
USB-WP 防水
MicroUSB ケーブル

RB-22 ユニバーサルブラケット
ラバーバンド2個
(RS-G：Φ20~35mm、
RS-H：Φ35~52mm )
BK-21 ベルトクリップ
RB-21 サドルレールブラケット
USB-WP 防水
MicroUSB ケーブル

ご注文コード 69013000 64347000 69011000 60784000 64356000

価格 ¥2,420(税抜価格¥2,200) ¥2,200(税抜価格¥2,000) ¥1,650(税抜価格¥1,500) ¥3,520(税抜価格¥3,200) ¥2,640(税抜価格¥2,400)
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112MOON
BRAND Collection



 RIGEL POWER 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 140105000  ブラック  前用  4897029985106  ¥27,500（税抜価格¥25,000） 

 連続点灯時最大3600ルーメンの明るさを持つバッテリー一体型の充電式ライト。
明るさとモーション自動感知機能を搭載しバッテリーの使用量を自動で抑えます。 

®

 ■ LED：LUMINUS SST-40 高輝度LED 4個 + LUMINUS SST-20 高輝度LED 2個
■ 最大ルーメン：3600
■ 電源：リチウムイオンバッテリー(※一体型)
■ 防水性能：IPX7
■ バッテリーインジケータ搭載
■ デュアルアングルビームレンズ採用(※ナローアングルビームレンズとワイドアングル
ビームレンズの組み合わせ点灯で様々なライドロケーションに対応。トータルアングル：
137°、スポットアングル：17°、フラッドアングル：34°)
■ CNCアルミヒートシンク搭載
■ インテリジェント(明るさとモーション感知)機能搭載
■ VLS明るさ調整機能(※ルーメン調整機能)搭載
■ モードメモリー(※再起動時に終了時のモードで起動)
■ 使用時間：
夜間モード (※インテリジェント機能使用時＆通常時)
・ワイド＆全ナローレンズ点灯時
2時間(ブースト点灯3600ルーメン)
2時間30分(点灯2600ルーメン)
4時間15分(点灯1400ルーメン)
6時間(点灯750ルーメン)
275時間(フラッシュ100ルーメン)
68時間(ステディフラッシュ400ルーメン)
185時間(デイフラッシュ400ルーメン)
120時間(SOS80ルーメン)

・ワイド＆一部ナローレンズ点灯時
2時間(ブースト点灯3600ルーメン)
3時間(点灯2000ルーメン)
6時間(点灯1000ルーメン)
53時間(点灯100ルーメン)
220時間(フラッシュ100ルーメン)
78時間(ステディフラッシュ400ルーメン)
185時間(デイフラッシュ400ルーメン)
140時間(SOS80ルーメン)

・一部ナローレンズのみ点灯時
2時間(ブースト点灯3600ルーメン)
4時間45分(点灯１000ルーメン)
11時間45分(点灯500ルーメン)
48時間(点灯100ルーメン)
189時間(フラッシュ100ルーメン)
89時間(ステディフラッシュ400ルーメン)
186時間(デイフラッシュ400ルーメン)
140時間(SOS80ルーメン)

昼間モード (※インテリジェント機能使用時のみ)
120時間(SOS80ルーメン)
■ 取付位置：ハンドルバー
■ ハンドルバーブラケット対応径：Φ31.8～35mm
■ サイズ：57 x 118 x 34 mm
■ 重量：305g
■ 充電時間：4時間(2A)、7時間30分(1A)
■ 付属品：RB-50ハンドルバーマウント、USB-Cタイプリモートコントロールケーブル、
USB-Cタイプケーブル、HB-8X250-MOONハンドストラップ 

ワイド＆全ナローレンズ点灯時 ワイド＆一部ナローレンズ点灯時 一部ナローレンズのみ点灯時
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 RIGEL MAX 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 138128000  ブラック  前用  4897029985120   ¥9,900（税抜価格¥9,000） 

 連続点灯時最大1500ルーメンの明るさを持つバッテリー一体型の充電式ライト。
明るさとモーション自動感知機能を搭載しバッテリーの使用量を自動で抑えます。
さらに新たに開発された付属のビームカットレンズカバーを使用する事で上向き配光を
カット。 

®

 ■ LED：高輝度LED 2個
■ 最大ルーメン：1500
■ 電源：リチウムポリマーバッテリー(※一体型)
■ 防水性能：IPX7
■ バッテリーインジケータ搭載
■ ビームカットレンズカバー搭載(※上向き配光をカット)
■ CNCアルミヒートシンク搭載
■ インテリジェント(明るさとモーション感知)機能搭載
■ VLS明るさ調整機能(※ルーメン調整機能)搭載
■ モードメモリー(※再起動時に終了時のモードで起動)
■ 使用時間：
夜間モード (※インテリジェント機能使用時＆通常時)
1時間40分(点灯1500ルーメン)
3時間30分(点灯500ルーメン)
100時間(フラッシュ100ルーメン)
48時間(ステディフラッシュ400ルーメン)
120時間(デイフラッシュ400ルーメン)
80時間(SOS80ルーメン)

昼間モード (※インテリジェント機能使用時のみ)
80時間(SOS80ルーメン)
■ 取付位置：ハンドルバー、ヘルメット
■ ハンドルバーブラケット対応径：Φ22～35mm
■ サイズ：46 x 84 x 27 mm
■ 重量：144g
■ 充電時間：3時間
■ 付属品：RB-41ヘルメットマウント、RB-42 GoProマウン
トアダプター、RB-43ハンドルバーブラケット、USB-Cタイプ
ケーブル、ビームカットレンズカバー(※本体に付属)
■オプションパーツ(※別売り)：USB-C-RMSリモートスイッチ
(ご注文コード：77286000) 
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 RIGEL PRO 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 138129000  ブラック  前用  4897029985137   ¥7,700（税抜価格¥7,000） 

 連続点灯時最大1000ルーメンの明るさを持つバッテリー一体型の充電式ライト。
明るさとモーション自動感知機能を搭載しバッテリーの使用量を自動で抑えます。
さらに新たに開発された付属のビームカットレンズカバーを使用する事で上向き配光を
カット。 

®

ROTATABLE
BEAM LENS

INTELLIGENT
MODE

 ■ LED：高輝度LED 2個
■ 最大ルーメン：1000
■ 電源：リチウムポリマーバッテリー(※一体型)
■ 防水性能：IPX7
■ バッテリーインジケータ搭載
■ ビームカットレンズカバー搭載(※上向き配光をカット)
■ CNCアルミヒートシンク搭載
■ インテリジェント(明るさとモーション感知)機能搭載
■ VLS明るさ調整機能(※ルーメン調整機能)搭載
■ モードメモリー(※再起動時に終了時のモードで起動)
■ 使用時間：
夜間モード (※インテリジェント機能使用時＆通常時)
1時間30分(点灯1000ルーメン)
3時間30分(点灯350ルーメン)
70時間(フラッシュ100ルーメン)
24時間(ステディフラッシュ400ルーメン)
54時間(デイフラッシュ400ルーメン)
48時間(SOS80ルーメン)

昼間モード (※インテリジェント機能使用時のみ)
48時間(SOS80ルーメン)
■ 取付位置：ハンドルバー
■ ハンドルバーブラケット対応径：Φ22～35mm
■ サイズ：38 x 81 x 24 mm
■ 重量：85g
■ 充電時間：3時間
■ 付属品：RB-42 GoProマウントアダプター、RB-43ハンド
ルバーブラケット、USB-Cタイプケーブル、ビームカットレン
ズカバー(※本体に付属)
■オプションパーツ(※別売り)：USB-C-RMSリモートスイッ
チ(ご注文コード：77286000) 
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 RIGEL 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 138130000  ブラック  前用  4897029985144   ¥5,940（税抜価格¥5,400） 

 連続点灯時最大700ルーメンの明るさを持つバッテリー一体型の充電式ライト。
明るさとモーション自動感知機能を搭載しバッテリーの使用量を自動で抑えます。
さらに新たに開発された付属のビームカットレンズカバーを使用する事で上向き配光を
カット。 

 ■ LED：高輝度LED 2個
■ 最大ルーメン：700
■ 電源：リチウムポリマーバッテリー(※一体型)
■ 防水性能：IPX7
■ バッテリーインジケータ搭載
■ ビームカットレンズカバー搭載(※上向き配光をカット)
■ CNCアルミヒートシンク搭載
■ インテリジェント(明るさとモーション感知)機能搭載
■ VLS明るさ調整機能(※ルーメン調整機能)搭載
■ モードメモリー(※再起動時に終了時のモードで起動)
■ 使用時間：
夜間モード (※インテリジェント機能使用時＆通常時)
1時間30分(点灯700ルーメン)
3時間(点灯350ルーメン)
47時間(フラッシュ100ルーメン)
23時間(ステディフラッシュ400ルーメン)
56時間(デイフラッシュ400ルーメン)
32時間(SOS60ルーメン)

昼間モード (※インテリジェント機能使用時のみ)
32時間(SOS60ルーメン)
■ 取付位置：ハンドルバー
■ ハンドルバーブラケット対応径：Φ22～35mm
■ サイズ：38 x 75 x 24 mm
■ 重量：86g
■ 充電時間：3時間
■ 付属品：RB-42 GoProマウントアダプター、RB-43ハンドルバーブラケット、USB-Cタイ
プケーブル、ビームカットレンズカバー(※本体に付属)
■オプションパーツ(※別売り)：USB-C-RMSリモートスイッチ(ご注文コード：77286000) 

®

 RIGEL LITE 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 138131000  ブラック  前用  4897029985151   ¥4,950（税抜価格¥4,500） 
 138132000  シルバー  前用  4897029985458   ¥4,950（税抜価格¥4,500） 

 連続点灯時最大500ルーメンの明るさを持つバッテリー一体型の充電式ライト。
新たに開発された付属のビームカットレンズカバーを使用する事で上向き配光をカット。 

 ■ LED：高輝度LED 2個
■ 最大ルーメン：500
■ 電源：リチウムポリマーバッテリー(※一体型)
■ 防水性能：IPX7
■ バッテリーインジケータ搭載
■ ビームカットレンズカバー搭載(※上向き配光をカット)
■ CNCアルミヒートシンク搭載
■ VLS明るさ調整機能(※ルーメン調整機能)搭載
■ モードメモリー(※再起動時に終了時のモードで起動)
■ 使用時間：
1時間30分(点灯500ルーメン)
5時間30分(点灯150ルーメン)
46時間(フラッシュ100ルーメン)
13時間30分(ステディフラッシュ400ルーメン)
40時間(デイフラッシュ400ルーメン)
36時間(SOS60ルーメン)
■ 取付位置：ハンドルバー
■ ハンドルバーブラケット対応径：Φ22～35mm
■ サイズ：38 x 75 x 24 mm
■ 重量：78g
■ 充電時間：2時間30分
■ 付属品：RB-42 GoProマウントアダプター、RB-43ハンド
ルバーブラケット、USB-Cタイプケーブル、ビームカットレン
ズカバー(※本体に付属)
■オプションパーツ(※別売り)：USB-C-RMSリモートスイッ
チ(ご注文コード：77286000) 
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 METEOR C3 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 89516000  ブラック  前用  4897029984185   ¥4,054（税抜価格¥3,685） 
 89517000  シルバー  前用  4897029984161   ¥4,054（税抜価格¥3,685） 

 連続点灯時最大400ルーメンの明るさを持つバッテリー一体型の充電式ライト。 

 ■ LED：高輝度LED 1個
■ 最大ルーメン：400
■ 電源：リチウムポリマーバッテリー(※一体型)
■ 防水性能：IPX4
■ バッテリーインジケータ搭載
■ モードメモリー(※再起動時に終了時のモードで起動)
■ 使用時間：
2時間(点灯400ルーメン)
3時間30分(点灯250ルーメン)
6時間30分(点灯130ルーメン)
12時間(点灯70ルーメン)
80時間(フラッシュ40ルーメン)
25時間(フラッシュ130ルーメン)
13時間フラッシュ500ルーメン)
40時間(デイフラッシュ500ルーメン)
■ 取付位置：ハンドルバー
■ ハンドルバーブラケット対応径：Φ22～35mm
■ サイズ：44 x 71.3 x 25.6 mm
■ 重量：66g
■ 充電時間：2時間30分
■ 付属品：RB-25 ハンドルバーブラケット、USB-WP防水
MicroUSBタイプケーブル
■オプションパーツ(※別売り)：RB-26 ハンドルバーブラケット
(ご注文コード：64373000)、RB-16 ヘルメットマウント(ご注
文コード：64333000)、RB-28 GoProマウントブラケット(ご注
文コード：71621000)、USB-RM-350リモートスイッチ(ご注
文コード：64353000) 

®

 MX 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 93388000  ブラック  前用  4897029984284   ¥7,150（税抜価格¥6,500） 

 サイクルコンピューターマウントを装備したフロントライト。照射角度が調整可能な寒色ホ
ワイト狭角LEDライトに暖色ホワイト広角COBフォグランプも追加で搭載。霧中の走行も
安心。 

 ■ LED：デュアルビーム(CREE XP-G2 高輝度 寒色ホワイト狭角LED 1個 +
 暖色ホワイト広角COB)
■ 最大ルーメン：400
■ 電源：1050mAh リチウムポリマーバッテリー(※一体型)
■ 防水性能：IPX7
■ バッテリーインジケータ搭載
■ CNCアルミヒートシンク搭載
■ VLS明るさ調整機能(※ルーメン調整機能)搭載
■ モードメモリー(※再起動時に終了時のモードで起動)
■ 使用時間：
・MIXモード 
1時間30分(ブースト点灯400ルーメン)
2時間15分(点灯250ルーメン)
6時間(点灯100ルーメン)
34時間(フラッシュ100ルーメン)
12時間45分(ステディフラッシュ300ルーメン)
43時間15分(デイフラッシュ400ルーメン)
24時間45分(SOS)
・LEDモード 
1時間30分(ブースト点灯400ルーメン)
2時間(点灯300ルーメン)
6時間(点灯100ルーメン)
34時間(フラッシュ100ルーメン)
21時間45分(ステディフラッシュ150ルーメン)
46時間45分(デイフラッシュ300ルーメン)
28時間(SOS)
・COBモード 
1時間30分(ブースト点灯400ルーメン)
6時間(点灯100ルーメン)
11時間(点灯50ルーメン)
51時間15分(フラッシュ50ルーメン)
34時間(ステディフラッシュ100ルーメン)
59時間30分(デイフラッシュ200ルーメン)
64時間15分(SOS)

®

■ 取付位置：ステムキャップ
■ サイズ：42 x 24 x 69mm
■ 重量：100g
■ 充電時間：2時間45分
■ 付属品：RB-32 MXホルダー、M-GA 
GARMIN/WAHOO用インサート、M-BR 
BRYTON用インサート、USB-Cタイプケー
ブル、M5ボルト(35mmx2、40mmx2、
45mmx2)、ワッシャー(6個)、スペーサー
(5mmx2、10mmx2，15mmx2)
■オプションパーツ(※別売り)：USB-C-RMSリ
モートスイッチ(ご注文コード：77286000)、
RB-33 MXハンドルバーホルダー(ご注文コー
ド：128055000)
■ 対応サイクルコンピューター：GARMIN 
EDGE1030、1000、820、810、800、520、
WAHOO ELEMNT、BOLT、MINI、bryton
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 METEOR STORM PRO 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 90473000  ブラック  前用  4897029984093   ¥19,800（税抜価格¥18,000） 

 連続点灯時最大2000ルーメンの明るさのスペックを持つライト。デュアルアングルビーム
により照射角度を「WIDE(広角)」、または「MIX(WIDE&NARROW)」から選択可能。様々
な道路状況に対応します。また、付属のリモートスイッチを使用する事でライト本体のス
イッチを操作せずに手元での操作も可能。
固定はしっかりと固定するスクリュー式のブラケットを採用。
ヘルメットブラケットも付属。 

 ■ LED：LUMINUS SST-40 高輝度LED 2個
■ 最大ルーメン：2000
■ 電源：6700mAh(※3350mAhx2)リチウムイオンバッテリー
■ 防水性能：IPX5
■ バッテリーインジケータ搭載
■ CNCアルミヒートシンク搭載
■ VLS明るさ調整機能(※ルーメン調整機能)搭載
■ モードメモリー(※再起動時に終了時のモードで起動)
■ 使用時間：
・MIXモード 
2時間(ブースト点灯2000ルーメン)
2時間30分(点灯1750ルーメン)
4時間30分(点灯1100ルーメン)
43時間(点灯120ルーメン)
200時間(フラッシュ100ルーメン)
98時間(ステディフラッシュ200ルーメン)
260時間(デイフラッシュ400ルーメン)
100時間(SOS)
・ワイド/ナローモード 
4時間30分(ブースト点灯1000ルーメン)
6時間15分(点灯700ルーメン)
10時間15分(点灯500ルーメン)
75時間(点灯50ルーメン)
300時間(フラッシュ50ルーメン)
168時間(ステディフラッシュ100ルーメン)
430時間(デイフラッシュ200ルーメン)
210時間(SOS)
■ 取付位置：ハンドルバー、ヘルメット
■ ハンドルバーブラケット対応径：Φ22～35mm
■ サイズ：115.7 x 48 x 31mm
■ 重量：207g
■ 充電時間：4時間(2A)、8時間30分(0.5A)
■ 付属品：RB-26 ハンドルバーブラケット、RB-16 ヘルメットマウ
ント、LX-BAT-3350 バッテリー 2個(※ライト本体に内蔵)、USB-C 
USB タイプCケーブル、USB-C-RMSリモートスイッチ 
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 METEOR STORM DUAL 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 77280000  ブラック  前用  4562333433284   ¥15,400（税抜価格¥14,000） 

 寒色ホワイトLEDライトに暖色ホワイトフォグランプを搭載したライト。連続点灯時最大
1300ルーメンの明るさのスペックを持ち昼夜問わず走り続けるロングライドライダーや
日々の通勤、通学の使用にもお勧めです。

®

 ■ LED：LUMINUS SST-20 + CREE XM-L 高輝度LED 各1個
■ 最大ルーメン：1300
■ 電源：5200mAh(※2600mAhx2)リチウムイオンバッテリー
■ 防水性能：IPX5
■ バッテリーインジケータ搭載
■ CNCアルミヒートシンク搭載
■ VLS明るさ調整機能(※ルーメン調整機能)搭載
■ モードメモリー(※再起動時に終了時のモードで起動)
■ 使用時間：
・ナチュラルホワイト 
2時間(ブースト点灯1300ルーメン)
3時間(点灯800ルーメン)
25時間(点灯100ルーメン)
125時間(フラッシュ100ルーメン)
49時間30分(ステディフラッシュ200ルーメン)
220時間(デイフラッシュ400ルーメン)
91時間(SOS)
・クールホワイト/ウォームホワイト 
2時間45分(ブースト点灯800ルーメン)
3時間30分(点灯600ルーメン)
27時間30分(点灯80ルーメン)
250時間(フラッシュ50ルーメン)
77時間30分(ステディフラッシュ100ルーメン)
400時間(デイフラッシュ200ルーメン)
170時間(SOS)
■ 取付位置：ハンドルバー、ヘルメット
■ ハンドルバーブラケット対応径：Φ22～35mm
■ サイズ：115.7 x 48.5 x 31mm
■ 重量：200g
■ 充電時間：2時間30分(2A)、5時間30分(0.5A)
■ 付属品：RB-26 ハンドルバーブラケット、RB-16 ヘルメットマウ
ント、LX-BAT-2200 バッテリー 2個(※ライト本体に内蔵)、USB-C 
USB タイプCケーブル、USB-C-RMSリモートスイッチ 
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 METEOR VORTEX PRO 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 127910000  ブラック  前用  4897029984857   ¥11,000（税抜価格¥10,000） 

 連続点灯時最大1300ルーメンの明るさのスペックを持つライト。また、付属のリモートス
イッチを使用する事でライト本体のスイッチを操作せずに手元での操作も可能。
固定は扱いやすいラバーバンドタイプ。ヘルメットブラケットも付属します。 

 ■ LED：SST-40 高輝度LED 1個
■ 最大ルーメン：1300
■ 電源：3350mAhリチウムイオンバッテリー
■ 防水性能：IPX5
■ バッテリーインジケータ搭載
■ CNCアルミヒートシンク搭載
■ VLS明るさ調整機能(※ルーメン調整機能)搭載
■ モードメモリー(※再起動時に終了時のモードで起動)
■ 使用時間：
1時間30分(ブースト点灯1300ルーメン)
2時間30分(点灯1000ルーメン)
28時間(点灯100ルーメン)
115時間(フラッシュ100ルーメン)
55時間(ステディフラッシュ200ルーメン)
78時間(デイフラッシュ400ルーメン)
138時間(SOS40ルーメン)
■ 取付位置：ハンドルバー、ヘルメット
■ ハンドルバーブラケット対応径：Φ22～35mm エアロバー対応
■ サイズ：31 x 31 x 111mm
■ 重量：120g
■ 充電時間：3.5時間(2A)、5時間(1A)
■ 付属品：RB-25 ハンドルバーブラケット、RB-16 ヘルメットマウント、LX-BAT-3350 バッ
テリー 1個(※ライト本体に内蔵)、USB-C USB タイプCケーブル、USB-C USB タイプC
ケーブル、USB-C-RMSリモートスイッチ
■オプションパーツ(※別売り)：RB-26 ハンドルバーブラケット(ご注文コード：64373000)、
RB-28 GoProマウントアダプター(ご注文コード：71621000) 

®

 METEOR VORTEX 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 127911000  ブラック  前用  4897029984840   ¥6,600（税抜価格¥6,000） 

 連続点灯時最大1000ルーメンの明るさのスペックを持つライト。また、付属のリモートス
イッチを使用する事でライト本体のスイッチを操作せずに手元での操作も可能。
固定は扱いやすいラバーバンドタイプ。 

 ■ LED：SST-40 高輝度LED 1個
■ 最大ルーメン：1000
■ 電源：2600mAhリチウムイオンバッテリー
■ 防水性能：IPX5
■ バッテリーインジケータ搭載
■ CNCアルミヒートシンク搭載
■ VLS明るさ調整機能(※ルーメン調整機能)搭載
■ モードメモリー(※再起動時に終了時のモードで起動)
■ 使用時間：
1時間45分(ブースト点灯1000ルーメン)
3時間00分(点灯700ルーメン)
14時間(点灯100ルーメン)
70時間(フラッシュ100ルーメン)
30時間(ステディフラッシュ200ルーメン)
61時間(デイフラッシュ400ルーメン)
87時間(SOS40ルーメン)
■ 取付位置：ハンドルバー
■ ハンドルバーブラケット対応径：Φ22～35mm エアロバー対応
■ サイズ：31 x 31 x 111mm
■ 重量：120g
■ 充電時間：4時間30分(1A)
■ 付属品：RB-25 ハンドルバーブラケット、LX-BAT-2600 バッテリー 1個(※ライト本体に
内蔵)、USB-C USB タイプCケーブル
■オプションパーツ(※別売り)：RB-16 ヘルメットマウント(ご注文コード：64333000)、RB-
26 ハンドルバーブラケット(ご注文コード：64373000)、RB-28 GoProマウントアダプター
(ご注文コード：71621000)、USB-C-RMSリモートスイッチ(ご注文コード：64353000)、LX-
BAT-3350 バッテリー(ご注文コード：93391000) 
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 METEOR-X AUTO PRO 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 78110000  ブラック  前用  4562333433758   ¥5,390（税抜価格¥4,900） 

 コンパクトな形状でありながらで600ルーメンの明るさ持つ充電式バッテリーライト。 トン
ネル内等暗くなると自動点灯するオートスイッチ機能付き。 ブラケットはゴムバンド式でエ
アロ系ハンドルにも対応します。  

 ■ LED：高輝度LED 1個
■ 最大ルーメン：600
■ 電源：1600mAhリチウムイオンバッテリー
■ 防水性能：IPX4
■ バッテリーインジケータ搭載
■ CNCアルミヒートシンク搭載
■ モードメモリー(※再起動時に終了時のモードで起動)
■ 使用時間：
2時間(点灯600ルーメン)
3時間30分(点灯300ルーメン)
6時間15分(点灯150ルーメン)
56時間(フラッシュ100ルーメン)
18時間(フラッシュ300ルーメン)
57時間(デイフラッシュ700ルーメン)
32時間(SOS)
■ 取付位置：ハンドルバー
■ ハンドルバーブラケット対応径：Φ22～35mm エアロバー対応
■ サイズ：88 x 30 x 29.5mm
■ 重量：85g
■ 充電時間：2時間30分
■ 付属品：RB-25 ハンドルバーブラケット、LX-BAT-1600 バッテリー 1個(※ライト本体に
内蔵)、USB-WP USBケーブル
■オプションパーツ(※別売り)：RB-16 ヘルメットマウント(ご注文コード：64333000)、RB-
26 ハンドルバーブラケット(ご注文コード：64373000)、RB-28 GoProマウントアダプター
(ご注文コード：71621000)、USB-C-RMSリモートスイッチ(ご注文コード：64353000) 

®

 METEOR-X AUTO 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 78109000  ブラック  前用  4562333433741   ¥4,730（税抜価格¥4,300） 

 コンパクトな形状でありながらで450ルーメンの明るさ持つ充電式バッテリーライト。 トン
ネル内等暗くなると自動点灯するオートスイッチ機能付き。 ブラケットはゴムバンド式でエ
アロ系ハンドルにも対応します。  

 ■ LED：高輝度LED 1個
■ 最大ルーメン：450
■ 電源：1600mAhリチウムイオンバッテリー
■ 防水性能：IPX4
■ バッテリーインジケータ搭載
■ CNCアルミヒートシンク搭載
■ モードメモリー(※再起動時に終了時のモードで起動)
■ 使用時間：
2時間30分(点灯450ルーメン)
5時間15分(点灯230ルーメン)
10時間(点灯120ルーメン)
90時間(フラッシュ60ルーメン)
45時間(フラッシュ200ルーメン)
78時間(デイフラッシュ500ルーメン)
47時間(SOS)
■ 取付位置：ハンドルバー
■ ハンドルバーブラケット対応径：Φ22～35mm エアロバー対応
■ サイズ：88 x 30 x 29.5mm
■ 重量：85g
■ 充電時間：2時間30分
■ 付属品：RB-25 ハンドルバーブラケット、LX-BAT-1600 バッテリー 1個(※ライト本体に
内蔵)、USB-WP USBケーブル
■オプションパーツ(※別売り)：RB-16 ヘルメットマウント(ご注文コード：64333000)、RB-
26 ハンドルバーブラケット(ご注文コード：64373000)、RB-28 GoProマウントアダプター
(ご注文コード：71621000)、USB-C-RMSリモートスイッチ(ご注文コード：64353000) 
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 ▲AEROLITE 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 64338000  ブラック  前後兼用  4571310059836   ¥5,280（税抜価格¥4,800） 

 フロントの白色LEDに加えて、テールにも赤色LEDを備えた前後兼用USB充電式ライト。フ
ロントは６０ルーメンの明るさをもつ。 

 ■ LED：CREE XH-G 白色LED 1個(フロント側)、COB 高輝度赤色7チップLED 1個(リア側)
■ 電源：700mAhリチウムイオンバッテリー(※一体型)
■ 防水性能：IPX4
■ バッテリーインジケータ搭載
■ 使用時間：
9時間50分(点灯 フロント 30ルーメン)
5時間50分(オーバードライブ点灯 フロント 60ルーメン)
38時間20分(フラッシュ フロント 15ルーメン)
13時間15分(フラッシュ フロント25ルーメン/フラッシュ リア5ルーメン)
4時間15分(オーバードライブ点灯 フロント60ルーメン/フラッシュ リア5ルーメン)
2時間40分(オーバードライブ点灯 フロント60ルーメン/オーバードライブ点灯 リア10ルーメン)
■ 取付位置：ハンドルバー、ヘルメット
■ ハンドルバーブラケット対応径：Φ20̃35mm、Φ35̃52mm エアロバー対応
■ サイズ：64.7 x 23.3 x 24mm
■ 重量：41g
■ 充電時間：3時間
■ 付属品：RB-22 ユニバーサルブラケット、RB-23 ヘルメットマウント、ラバーバンド2個(RS-G：Φ
20̃35mm、RS-H：Φ35̃52mm )、USB-MICRO USB ケーブル
■オプションパーツ(※別売り)：RB-24 ユニバーサルブラケット(ご注文コード：64371000) 

®

 ORION-W 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 89518000  前用  4897029983843   ¥3,080（税抜価格¥2,800） 

 コンパクトなセーフティーライト。リフレクターを組み込み、未点灯時でも反射材としての
機能も両立。 

 ■ LED：COB 高輝度白色LED
■ 電源：300mAh リチウムポリマーバッテリー(※一体型)
■ 防水性能：IPX4
■ バッテリーインジケータ搭載
■ モードメモリー(※再起動時に終了時のモードで起動)
■ 使用時間：
6時間30分(点灯20ルーメン)
3時間(点灯40ルーメン)
64時間(フラッシュ20ルーメン)
31時間30分(フラッシュ40ルーメン)
36時間30分(デイフラッシュ100ルーメン)
■ 取付位置：ハンドルバー、フロントフォーク
■ ハンドルバーブラケット対応径：Φ20̃35mm、Φ35̃52mm エアロバー対応
■ サイズ：42 x 31.5 x 20.2mm
■ 重量：22g
■ 充電時間：2時間
■ 付属品：RB-29-W マグネットマウント、ラバーバンド2個(RS-G：Φ20̃35mm、RS-H：Φ
35̃52mm )、USB-MICRO USB ケーブル 

®

 ▲NEBRA W 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 90471000  前用  4897029984123   ¥7,040（税抜価格¥6,400） 

 サークル状のLEDによる広い発光面が特長のUSB充電式ヘッドライト。ベルトクリップを使
用して、バッグなどに取り付けることも可能。 

 ■ LED：30チップCOB 高輝度白色LED
■ 電源：800mAh リチウムポリマーバッテリー(※一体型)
■ 防水性能：IPX4
■ バッテリーインジケータ搭載
■ CNCアルミヒートシンク搭載
■ モードメモリー(※再起動時に終了時のモードで起動)
■ 使用時間：
5時間30分(点灯50ルーメン)
2時間50分(点灯100ルーメン)
1時間50分(点灯150ルーメン)
1時間10分(点灯220ルーメン)
27時間(フラッシュ50ルーメン)
11時間10分(フラッシュ120ルーメン)
14時間(ステディーフラッシュ240ルーメン)
23時間(デイフラッシュ400ルーメン)
■ 取付位置：ハンドルバー、フロントフォーク
■ ハンドルバーブラケット対応径：Φ20̃35mm、Φ35̃52mm エアロバー対応
■ サイズ：93 x 22.5 x 17.7mm
■ 重量：44.6g
■ 充電時間：2時間30分
■ 付属品：RB-22 ユニバーサルブラケット、ラバーバンド2個(RS-G：Φ20̃35mm、RS-H：Φ35̃52mm )、BK-21 ベルトクリップ、USB-WP 防水MicroUSB ケーブル
■オプションパーツ(※別売り)：RB-23  ヘルメットマウント(ご注文コード：64355000)、USB-C-RMSリモートスイッチ(ご注文コード：64353000) 

®

ラ
イ
ト

3T

WELDTITE

KENDA

MOON

TRP

TEKTRO

Birzman

TRIPEAK

guee

LOUIS GARNEAU

分
類
名

122MOON
BRAND Collection



 MIZAR 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 69012000  前用  4562333417000   ¥2,420（税抜価格¥2,200） 

 USB充電式コンパクトフロントライト 

 ■ LED：高輝度白色LED
■ 電源：250mAh リチウムポリマーバッテリー(※一体型)
■ 防水性能：IPX4
■ バッテリーインジケータ搭載
■ モードメモリー(※再起動時に終了時のモードで起動)
■ 使用時間：
8時間(点灯20ルーメン)
4時間(点灯40ルーメン)
70時間(フラッシュ20ルーメン)
40時間(フラッシュ50ルーメン)
30時間(デイフラッシュ100ルーメン)
■ 取付位置：ハンドルバー、フロントフォーク
■ ハンドルバーブラケット対応径：Φ20̃35mm、Φ
35̃52mm エアロバー対応
■ サイズ：32 x 54 x 15mm
■ 重量：19g
■ 充電時間：2時間
■ 付属品：RB-29-W マグネットマウント、ラバーバンド2個
(RS-G：Φ20̃35mm、RS-H：Φ35̃52mm ) 

®

 ▲MK2-W 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 64340000  前用  4571310059904   ¥5,060（税抜価格¥4,600） 

 長い発光面で存在を周囲に知らせるホワイトライト。ゴム製のOリングが同梱され、どんな
自転車にも簡単に取り付けることが可能。 

 ■ LED：16チップCOB 高輝度白色LED
■ 電源：500mAhリチウムポリマーバッテリー(※一体型)
■ 防水性能：IPX4
■ バッテリーインジケータ搭載
■ モードメモリー(※再起動時に終了時のモードで起動)
■ 使用時間：
5時間30分(点灯30ルーメン)
2時間10分(点灯60ルーメン)
1時間30分(点灯120ルーメン)
17時間(フラッシュ50ルーメン)
7時間(フラッシュ120ルーメン)
11時間(フラッシュ120ルーメン)
21時間30分(デイフラッシュ240ルーメン)
■ 取付位置：ハンドルバー、フロントフォーク
■ ハンドルバーブラケット対応径：Φ20̃26mm、Φ26̃35mm、35̃52mm、エアロバー対応
■ サイズ：72.3 x 24 x 21.3mm
■ 重量：29g
■ 充電時間：2時間
■ 付属品：ラバーパッド2個(MK2-PP-00、MK2-PP-AR )、ラバーバンド3個(RS-D：Φ
20̃26mm、RS-E：Φ26̃35mm、RS-F：Φ35̃52mm)、USB-MICRO USB ケーブル  

®

 MERAK-W 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 69010000  前用  4562333416980   ¥1,650（税抜価格¥1,500） 

 ボタン電池式コンパクトフロントライト。電池切れになっても手に入れやすいボタン電池式
なので安心です。 

 ■ LED：高輝度白色LED
■ 電源：CR2032 ボタン電池 2個
■ 防水性能：IPX4
■ モードメモリー(※再起動時に終了時のモードで起動)
■ 使用時間：
40時間(点灯10ルーメン)
30時間(点灯20ルーメン)
100時間(フラッシュ10ルーメン)
40時間(フラッシュ25ルーメン)
60時間(デイフラッシュ40ルーメン)
■ 取付位置：ハンドルバー、フロントフォーク
■ ハンドルバーブラケット対応径：Φ20̃35mm、Φ
35̃52mm エアロバー対応
■ サイズ：29 x 29 x 20.8mm
■ 重量：18g
■ 付属品：RB-29-W マグネットマウント、ラバーバンド2個
(RS-G：Φ20̃35mm、RS-H：Φ35̃52mm ) 
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 ▲COMET-X PRO 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 64360000  前用  4897029982198   ¥4,290（税抜価格¥3,900） 

 16個のLEDで最大120ルーメン。
ワイドな配光・視認性を向上させたセーフティライト。
20～52ｍｍに対応するラバーバンドとベルトクリップ充電式。 

 ■ LED：16チップCOB 高輝度白色LED
■ 電源：500mAhリチウムポリマーバッテリー(※一体型)
■ 防水性能：IPX4
■ バッテリーインジケータ搭載
■ CNCアルミヒートシンク搭載
■ モードメモリー(※再起動時に終了時のモードで起動)
■ 使用時間：
5時間30分(点灯30ルーメン)
2時間30分(点灯60ルーメン)
1時間30分(点灯120ルーメン)
17時間(フラッシュ50ルーメン)
7時間(フラッシュ120ルーメン)
11時間(フラッシュ120ルーメン)
21時間30分(デイフラッシュ240ルーメン)
■ 取付位置：ハンドルバー、フロントフォーク
■ ハンドルバーブラケット対応径：Φ20̃35mm、Φ35̃52mm エアロバー対応
■ サイズ：73 x 18 x 20.7mm
■ 重量：28g
■ 充電時間：2時間
■ 付属品：RB-22 ユニバーサルブラケット、ラバーバンド2個(RS-G：Φ20̃35mm、RS-H：Φ
35̃52mm )、BK-21 ベルトクリップ、USB-WP 防水MicroUSB ケーブル
■オプションパーツ(※別売り)：RB-23  ヘルメットマウント(ご注文コード：64355000)、
USB-C-RMSリモートスイッチ(ご注文コード：64353000) 

®

 ▲COMET-X 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 64359000  前用  4897029982174   ¥3,520（税抜価格¥3,200） 

 16個のLEDで最大60ルーメン。
ワイドな配光・視認性を向上させたセーフティライト。
20～52ｍｍに対応するラバーバンドとベルトクリップ
充電式 

 ■ LED：16チップCOB 高輝度白色LED
■ 電源：300mAhリチウムポリマーバッテリー(※一体型)
■ 防水性能：IPX4
■ バッテリーインジケータ搭載
■ CNCアルミヒートシンク搭載
■ モードメモリー(※再起動時に終了時のモードで起動)
■ 使用時間：
5時間30分(点灯20ルーメン)
2時間40分(点灯40ルーメン)
1時間30分(点灯60ルーメン)
18時間30分(フラッシュ25ルーメン)
7時間30分(フラッシュ60ルーメン)
12時間(フラッシュ60ルーメン)
23時間(デイフラッシュ120ルーメン)
■ 取付位置：ハンドルバー、フロントフォーク
■ ハンドルバーブラケット対応径：Φ20̃35mm、Φ35̃52mm エアロバー対応
■ サイズ：73 x 18 x 20.7mm
■ 重量：25g
■ 充電時間：2時間
■ 付属品：RB-22 ユニバーサルブラケット、ラバーバンド2個(RS-G：Φ20̃35mm、RS-H：Φ
35̃52mm )、BK-21 ベルトクリップ、USB-WP 防水MicroUSB ケーブル
■オプションパーツ(※別売り)：RB-23  ヘルメットマウント(ご注文コード：64355000)、
USB-C-RMSリモートスイッチ(ご注文コード：64353000) 
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 ▲RING-W 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 64345000  前用  4571310059942   ¥3,850（税抜価格¥3,500） 

 超小型ボディながら最大60ルーメンの明るさを実現したUSB充電式ライト。リング状に発
光し、中央にパワーボタンを配置したデザインも魅力。 

 ■ LED：15チップCOB 高輝度白色LED
■ 電源：300mAhリチウムポリマーバッテリー(※一体型)
■ 防水性能：IPX4
■ バッテリーインジケータ搭載
■ CNCアルミヒートシンク搭載
■ モードメモリー(※再起動時に終了時のモードで起動)
■ 使用時間：
5時間30分(点灯15ルーメン)
2時間40分(点灯40ルーメン)
1時間30分(点灯60ルーメン)
18時間30分(フラッシュ25ルーメン)
7時間30分(フラッシュ60ルーメン)
12時間(フラッシュ60ルーメン)
23時間(デイフラッシュ100ルーメン)
■ 取付位置：ハンドルバー、フロントフォーク
■ ハンドルバーブラケット対応径：Φ20̃35mm、Φ35̃52mm エアロバー対応
■ サイズ：43.8 x 31 x 21mm
■ 重量：21g
■ 充電時間：2時間
■ 付属品：RB-22 ユニバーサルブラケット、ラバーバンド2個(RS-G：Φ20̃35mm、RS-H：Φ
35̃52mm )、BK-21 ベルトクリップ、USB-WP 防水MicroUSB ケーブル
■オプションパーツ(※別売り)：RB-23  ヘルメットマウント(ご注文コード：64355000) 

®

 HELIX LITE-R 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 138133000  後ろ用  4897029985236   ¥3,850（税抜価格¥3,500） 

 フラッシュモード選択時最大100ルーメンの明るさを持つバッテリー一体型の充電式リア
ライト。
サドルレール用取付ブラケットや各種シートポスト形状に対応する取付ブラケットも付属。 

 ■ LED：COB 赤色LED
■ 電源：リチウムポリマーバッテリー(※一体型)
■ 防水性能：IPX7
■ バッテリーインジケータ搭載
■ CNCアルミヒートシンク搭載
■ VLS明るさ調整機能(※ルーメン調整機能)搭載
■ モードメモリー(※再起動時に終了時のモードで起動)
■オートセーフモード(※バッテリー残量低下時に光量を落とし照射時間を確保)
■ トータルアングル：120°
■ 使用時間：
18時間30分(デイフラッシュ：100ルーメン)
11時間(ステディーフラッシュ：5+40ルーメン)
22時間(フラッシュ1：20ルーメン)
2時間(モード1：40ルーメン)
16時間(モード2：5ルーメン)
■ 取付位置：シートポスト(エアロタイプとラウンドタイプ)、サドルレール
■ 対応径：Φ20̃35mm、Φ35̃52mm エアロシートポスト対応
■ サイズ：22 x 19.5 x 51mm
■ 重量：30g
■ 充電時間：3時間
■ 付属品：RB-37-Rシートポストブラケット、RB-38サドルレールブラケット、RB-37-PAD-
ARラバーパッドエアロ、RB-37-PAD-00ラバーパッドラウンド、ラバーバンド2サイズ(RS-I：Φ
20̃35mm、RS-J：Φ35̃52mm)、USB-Cタイプケーブル、タイラップ2本 
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 ORCUS LITE-R 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 138134000  後ろ用  4897029985274   ¥3,300（税抜価格¥3,000） 

 フラッシュモード選択時最大60ルーメンの明るさを持つバッテリー一体型の充電式リアラ
イト。
さらに本体にはリフレクト素材を搭載、リフレクターとしても使用可能。
また、サドルレール用取付ブラケットや各種シートポスト形状に対応する取付ブラケットも
付属。

 ■ LED：COB 赤色LED
■ 電源：リチウムポリマーバッテリー(※一体型)
■ 防水性能：IPX7
■ バッテリーインジケータ搭載
■ 本体にリフレクト素材搭載(※リフレクターとしても使用出来ますが、JIS基準は満たして
いないため、別途JIS基準を満たした反射材を一緒にご使用ください)
■ VLS明るさ調整機能(※ルーメン調整機能)搭載
■ モードメモリー(※再起動時に終了時のモードで起動)
■オートセーフモード(※バッテリー残量低下時に光量を落とし照射時間を確保)
■ トータルアングル：120°
■ 使用時間：
31時間(デイフラッシュ：60ルーメン)
15時間(ステディーフラッシュ：5+20ルーメン)
33時間(フラッシュ1：15ルーメン)
3時間45分(モード1：30ルーメン)
18時間30分(モード2：5ルーメン)
■ 取付位置：シートポスト(エアロタイプとラウンドタイプ)、サドルレール
■ 対応径：Φ20̃35mm、Φ35̃52mm エアロシートポスト対応
■ サイズ：55 x 17 x 50.3mm
■ 重量：39g
■ 充電時間：2時間30分
■ 付属品：RB-37-Rシートポストブラケット、RB-38サドルレールブラケット、RB-37-PAD-
ARラバーパッドエアロ、RB-37-PAD-00ラバーパッドラウンド、ラバーバンド2サイズ(RS-I：Φ
20̃35mm、RS-J：Φ35̃52mm)、USB-Cタイプケーブル、タイラップ2本 

®

 SIRIUS PRO 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 127908000  後ろ用  4897029984826   ¥6,600（税抜価格¥6,000） 

 3個の高輝度RED LEDを装備、トータルアングルは270°。ブライトネスセンサーやパーキ
ングセンサー、ブレーキセンサーも装備した高性能リアライト。 

 ■ LED：高輝度 赤色LED 3個
■ 電源：リチウムポリマーバッテリー(※一体型)
■ 防水性能：IPX7
■ バッテリーインジケータ搭載
■ CNCアルミヒートシンク搭載
■ VLS明るさ調整機能(※ルーメン調整機能)搭載
■ モードメモリー(※再起動時に終了時のモードで起動)
■オートセーフモード(※バッテリー残量低下時に光量を落とし照射時間を確保)
■インテリジェント機能(明るさとモーション自動感知機能)
■ トータルアングル：120°
■ 使用時間：
・通常/夜間(インテリジェント機能使用時)
13時間(デイフラッシュ350ルーメン)
12時間(ステディーフラッシュ60ルーメン)
22時間(フラッシュ30ルーメン)
2時間(点灯80ルーメン)
25時間(点灯5ルーメン)
・昼間(インテリジェント機能使用時)
13時間(デイフラッシュ350ルーメン)
■ 取付位置：シートポスト、フレーム
■ ブラケット対応径：Φ20̃26mm、Φ26̃35mm、35̃52mm、エアロバー対応
■ サイズ：42 x 32 x 71mm
■ 重量：73g
■ 充電時間：3時間30分(0.5A)
■ 付属品：SIR-PP-AR ラバーパッドエアロ、SIR-PP-00 ラバーパッドラウンド、ラ
バーバンド3個(RS-D：Φ20̃26mm、RS-E：Φ26̃35mm、RS-F：Φ35̃52mm )、
USB-C USB ケーブル 
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 SIRIUS 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 127909000  後ろ用  4897029984833   ¥5,280（税抜価格¥4,800） 

 上位機種「SIRIUS PRO」の性能を受け継ぎながらも価格を抑えた高輝度
テールライト。トータルアングルは同じく270°。もちろんブライトネスセン
サーやパーキングセンサー、ブレーキセンサーも装備。 

 ■ LED：高輝度 赤色LED 1個
■ 電源：リチウムポリマーバッテリー(※一体型)
■ 防水性能：IPX7
■ バッテリーインジケータ搭載
■ CNCアルミヒートシンク搭載
■ VLS明るさ調整機能(※ルーメン調整機能)搭載
■ モードメモリー(※再起動時に終了時のモードで起動)
■オートセーフモード(※バッテリー残量低下時に光量を落とし照射時間を確保)
■インテリジェント機能(明るさとモーション自動感知機能)
■ トータルアングル：120°
■ 使用時間：
・通常/夜間(インテリジェント機能使用時)
11時間(デイフラッシュ200ルーメン)
10時間(ステディーフラッシュ60ルーメン)
19時間(フラッシュ30ルーメン)
2時間(点灯60ルーメン)
24時間(点灯5ルーメン)
・昼間(インテリジェント機能使用時)
11時間(デイフラッシュ200ルーメン)
■ 取付位置：シートポスト、フレーム
■ ブラケット対応径：Φ20̃26mm、Φ26̃35mm、35̃52mm、エアロバー対応
■ サイズ：42 x 32 x 71mm
■ 重量：68g
■ 充電時間：2時間30分(0.5A)
■ 付属品：SIR-PP-AR ラバーパッドエアロ、SIR-PP-00 ラバーパッドラウンド、ラ
バーバンド3個(RS-D：Φ20̃26mm、RS-E：Φ26̃35mm、RS-F：Φ35̃52mm )、
USB-C USB ケーブル 

®

 CERBERUS  

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 77279000  後ろ用  4562333433277   ¥5,500（税抜価格¥5,000） 

 リア、サイド個別にLEDを配置。リアは点滅・サイドは点灯と別のパターンでの稼働が可能。
可変タイプのブラケット形状で、エアロ形状のシートポスト、フレームに取付け可能 。 

 ■ LED：COB 赤色LED 3個
■ 電源：500mAhリチウムポリマーバッテリー(※一体型)
■ 防水性能：IPX7
■ バッテリーインジケータ搭載
■ VLS明るさ調整機能(※ルーメン調整機能)搭載
■ モードメモリー(※再起動時に終了時のモードで起動)
■オートセーフモード(※バッテリー残量低下時に光量を落とし照射時間を確保)
■ トータルアングル：270°
■ 使用時間：
3時間30分(点灯25ルーメン)
1時間45分(点灯50ルーメン)
20時間15分(フラッシュ25ルーメン)
13時間45分(ステディフラッシュ25ルーメン)
19時間(デイフラッシュ150ルーメン)
■ 取付位置：シートポスト、フレーム
■ ブラケット対応径：Φ20̃26mm、Φ26̃35mm、35̃52mm、エアロバー対応
■ サイズ：27 x 31 x 68mm
■ 重量：34.7g
■ 充電時間：2時間
■ 付属品：CE-PPラバーパッド、ラバーバンド3個(RS-D：Φ20̃26mm、RS-E：Φ26̃35mm、
RS-F：Φ35̃52mm )、USB-C USB ケーブル 
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 SHIELD-X AUTO 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 90472000  シルバー  後ろ用  4897029984130   ¥5,500（税抜価格¥5,000） 

 20個のCOB 高輝度 赤色LEDを採用しワイドな配光のテールライト。
また、別売りのリモートスイッチを使用すれば手元での操作も可能に。 

 ■ LED：CREE XP-E 高輝度 赤色LED 1個 + 20チップCOB 高輝度 赤色LED 1個
■ 電源：700mAhリチウムポリマーバッテリー(※一体型)
■ 防水性能：IPX4
■ バッテリーインジケータ搭載
■ CNCアルミヒートシンク搭載
■ モードメモリー(※再起動時に終了時のモードで起動)
■ 明るさ感知機能(※明るさを感知して自動で電源をON/OFF)
■オートセーフモード(※バッテリー残量低下時に光量を落とし照射時間を確保)
■ 使用時間：
7時間(点灯15ルーメン)
3時間45分(点灯30ルーメン)
2時間(点灯50ルーメン)
1時間30分(点灯80ルーメン)
42時間(フラッシュ15ルーメン)
19時間(フラッシュ35ルーメン)
8時間30分(フラッシュ80ルーメン)
11時間(フラッシュ+SD35ルーメン)
18時間(デイフラッシュ300ルーメン)
■ 取付位置：シートポスト、フレーム
■ ブラケット対応径：：Φ20̃35mm、Φ35̃52mm エアロバー対応
■ サイズ：59.5 x 33.6 x 23.5mm
■ 重量：46.5g
■ 充電時間：2時間
■ 付属品：RB-22 ユニバーサルブラケット、ラバーバンド2個(RS-G：Φ20̃35mm、RS-H：
Φ35̃52mm )、BK-21 ベルトクリップ、RB-21 サドルレールブラケット、 USB-WP 防水
MicroUSB ケーブル
■オプションパーツ(※別売り)：RB-19 リアラックマウントブラケット(ご注文コード：
64336000)、RB-23 ヘルメットマウント(ご注文コード：64355000)、USB-RM-1200リ
モートスイッチ(ご注文コード：64354000) 

®

 ARCTURUS AUTO PRO  

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 64362000  後ろ用  4897029982150   ¥4,840（税抜価格¥4,400） 

 照度センサーを備えた高輝度ライト。オートモード使用で明るさに応じて自動で点灯・消
灯。トンネル通過時の電源操作が不要となるほか、日没近い時間帯もスイッチ操作がいら
ずストレスフリー。エアロポスト
にも対応するユニバーサルブラケットが付属します。
また、別売りのリモートスイッチを使用すれば手元での操作も可能に。 

 ■ LED：30チップCOB 高輝度赤色LED
■ 電源：650mAhリチウムポリマーバッテリー(※一体型)
■ 防水性能：IPX4
■ バッテリーインジケータ搭載
■ CNCアルミヒートシンク搭載
■ モードメモリー(※再起動時に終了時のモードで起動)
■ 明るさ感知機能(※明るさを感知して自動で電源をON/OFF)
■オートセーフモード(※バッテリー残量低下時に光量を落とし照射時間を確保)
■ 使用時間：
4時間45分(点灯15ルーメン)
2時間45分(点灯25ルーメン)
1時間30分(点灯50ルーメン)
25時間(フラッシュ15ルーメン)
7時間30分(フラッシュ50ルーメン)
11時間(フラッシュ50ルーメン)
24時間(デイフラッシュ100ルーメン)
■ 取付位置：シートポスト、フレーム
■ ブラケット対応径：：Φ20̃35mm、Φ35̃52mm エアロバー対応
■ サイズ：57.5 x 28.5 x 18mm
■ 重量：36g
■ 充電時間：2時間
■ 付属品：RB-22 ユニバーサルブラケット、ラバーバンド2個(RS-G：Φ
20̃35mm、RS-H：Φ35̃52mm )、BK-21 ベルトクリップ、RB-21 サドルレールブ
ラケット、 USB-WP 防水MicroUSB ケーブル
■オプションパーツ(※別売り)：RB-19 リアラックマウントブラケット(ご注文コー
ド：64336000)、RB-23 ヘルメットマウント(ご注文コード：64355000)、RB-27 
GoPro マウントアダプター(ご注文コード：71622000)、USB-RM-1200リモー
トスイッチ(ご注文コード：64354000) 
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 ARCTURUS AUTO  

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 60783000  ブラック  後ろ用  4897029983102   ¥4,070（税抜価格¥3,700） 
 64361000  レッド  後ろ用  4897029982143   ¥4,070（税抜価格¥3,700） 

 照度センサーを備えた高輝度ライト。オートモード使用で明るさに応じて自動で点灯・消
灯。トンネル通過時の電源操作が不要となるほか、日没近い時間帯もスイッチ操作がいら
ずストレスフリー。エアロポスト
にも対応するユニバーサルブラケットが付属します。
また、別売りのリモートスイッチを使用すれば手元での操作も可能に。 

 ■ LED：30チップCOB 高輝度赤色LED
■ 電源：300mAhリチウムポリマーバッテリー(※一体型)
■ 防水性能：IPX4
■ バッテリーインジケータ搭載
■ CNCアルミヒートシンク搭載
■ モードメモリー(※再起動時に終了時のモードで起動)
■ 明るさ感知機能(※明るさを感知して自動で電源をON/OFF)
■オートセーフモード(※バッテリー残量低下時に光量を落とし照
射時間を確保)
■ 使用時間：
3時間45分(点灯10ルーメン)
2時間20分(点灯15ルーメン)
1時間20分(点灯35ルーメン)
17時間(フラッシュ10ルーメン)
5時間(フラッシュ35ルーメン)
8時間(フラッシュ35ルーメン)
16時間30分(デイフラッシュ70ルーメン)
■ 取付位置：シートポスト、フレーム
■ ブラケット対応径：Φ20̃35mm、Φ35̃52mm エアロバー対応
■ サイズ：57.5 x 28.5 x 18mm
■ 重量：30g
■ 充電時間：2時間
■ 付属品：RB-22 ユニバーサルブラケット、ラバーバンド2個(RS-
G：Φ20̃35mm、RS-H：Φ35̃52mm )、BK-21 ベルトクリップ、RB-
21 サドルレールブラケット、 USB-WP 防水MicroUSB ケーブル
■オプションパーツ(※別売り)：RB-19 リアラックマウントブラケッ
ト(ご注文コード：64336000)、RB-21 サドルレールブラケット(ご
注文コード：71091000)、RB-23 ヘルメットマウント(ご注文コー
ド：64355000)、RB-27 GoPro マウントアダプター(ご注文コー
ド：71622000)、USB-RM-1200リモートスイッチ(ご注文コード：
64354000) 

®

 ORION 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 89519000  後ろ用  4897029983836   ¥3,080（税抜価格¥2,800） 

 コンパクトなテールライト。取付・取外しもマグネットマウント採用で簡単。リフレクターを
組み込み、未点灯時でも反射材としての機能も両立。
※JIS規格には対応しておりません。 

 ■ LED：COB 高輝度赤色LED 1個
■ 電源：リチウムポリマーバッテリー(※一体型)
■ 防水性能：IPX5
■ バッテリーインジケータ搭載
■ クイックリリースマグネットマウント
■ 本体にリフレクト素材搭載(※リフレクターとしても使用出来ますが、JIS基準は満たして
いないため、別途JIS基準を満たした反射材を一緒にご使用ください)
■ モードメモリー(※再起動時に終了時のモードで起動)
■オートセーフモード(※バッテリー残量低下時に光量を落とし照射時間を確保)
■ 使用時間：
5時間30分(点灯10ルーメン)
2時間30分(点灯20ルーメン)
53時間(フラッシュ10ルーメン)
26時間(フラッシュ20ルーメン)
30時間(デイフラッシュ50ルーメン)
■ 取付位置：シートポスト、フレーム
■ ブラケット対応径：Φ20̃35mm、Φ35̃52mm エアロバー対応
■ サイズ：42 x 31.5 x 20.2mm
■ 重量：22g
■ 充電時間：2時間
■ 付属品：RB-29-R マグネットマウント、ラバーバンド2個(RS-G：Φ20̃35mm、RS-H：Φ
35̃52mm )、USB-MICRO USB ケーブル 
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 ALCOR 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 69013000  後ろ用  4562333417017   ¥2,420（税抜価格¥2,200） 

 USB充電式コンパクトリアライト。取付・取外しもマグネットマウント採用で簡単。 

 ■ LED：高輝度赤色LED 1個
■ 電源：リチウムポリマーバッテリー(※一体型)
■ 防水性能：IPX4
■ バッテリーインジケータ搭載
■ クイックリリースマグネットマウント
■ モードメモリー(※再起動時に終了時のモードで起動)
■オートセーフモード(※バッテリー残量低下時に光量を落とし照射時間を確保)
■ 使用時間：
8時間(点灯3ルーメン)
4時間(点灯6ルーメン)
79時間30分(フラッシュ3ルーメン)
40時間(フラッシュ8ルーメン)
41時間(デイフラッシュ15ルーメン)
■ 取付位置：シートポスト、フレーム
■ ブラケット対応径：Φ20̃35mm、Φ35̃52mm エアロバー対応
■ サイズ：28.5 x 51 x 17mm
■ 重量：17g
■ 充電時間：2時間
■ 付属品：RB-29-R マグネットマウント、ラバーバンド2個(RS-G：Φ20̃35mm、RS-H：Φ
35̃52mm ) 

®

 MERAK 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 69011000  後ろ用  4562333416997   ¥1,650（税抜価格¥1,500） 

 ボタン電池式コンパクトリアライト。 

 ■ LED：高輝度赤色LED 1個
■ 電源：CR2032 ボタン電池 2個
■ 防水性能：IPX4
■ クイックリリースマグネットマウント
■ モードメモリー(※再起動時に終了時のモードで起動)
■オートセーフモード(※バッテリー残量低下時に光量を落とし照射時間を確保)
■ 使用時間：
40時間(点灯10ルーメン)
30時間(点灯20ルーメン)
100時間(フラッシュ10ルーメン)
40時間(フラッシュ25ルーメン)
60時間(デイフラッシュ60ルーメン)
■ 取付位置：シートポスト、フレーム
■ ブラケット(対応径)：Φ20̃32mm
■ サイズ：29 x 29 x 20.8mm
■ 重量：18g
■ 付属品：RB-29-R マグネットマウント、ラバーバンド2個(RS-G：Φ20̃35mm、RS-H：Φ
35̃52mm )、RB-31 バーエンドマウント 

®

 PULSAR 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 64347000  後ろ用  4571310059959   ¥2,200（税抜価格¥2,000） 

 単4アルカリ電池2本で最大115時間の使用が可能なテールライト。充電のできないロン
グツーリングに最適。 

 ■ LED：15チップCOB 高輝度赤色LED
■ 電源：単四乾電池 2個
■ 防水性能：IPX4
■ 使用時間：
68時間(点灯12ルーメン)
43時間(点灯25ルーメン)
150時間(フラッシュ12ルーメン)
110時間(フラッシュ25ルーメン)
115時間(フラッシュ17)
■ 取付位置：シートポスト、フレーム
■ ブラケット対応径：Φ20̃35mm、Φ35̃52mm エアロバー対応
■ サイズ：65.5 x 28.7 x 20.5mm
■ 重量：38g
■ 付属品：RB-22 ユニバーサルブラケット、ラバーバンド2個(RS-G：Φ20̃35mm、RS-H：Φ
35̃52mm )、BK-21 ベルトクリップ
■オプションパーツ(※別売り)：RB-19 リアラックマウントブラケット(ご注文コード：
64336000)、RB-21 サドルレールブラケット(ご注文コード：71091000)、RB-23 ヘルメッ
トマウント(ご注文コード：64355000)、RB-27 GoPro マウントアダプター(ご注文コード：
71622000) 
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 COMET-X LTD 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 60784000  後ろ用  4897029983096   ¥3,520（税抜価格¥3,200） 

 MOONの高機能テールライト。COB(面発光）LEDを採用することで、コンパクトながら高
輝度を実現。デザイン性に優れ、またエアロポスト対応のユニバーサルブラケットが付属し
ており、エアロフレームにも違和感なくマッチします。ボディはJAPANオリジナルカラーの
「マットブラック」仕様。 

 ■ LED：30チップCOB 高輝度赤色LED
■ 電源：リチウムポリマーバッテリー(※一体型)
■ 防水性能：IPX4
■ バッテリーインジケータ搭載
■ CNCアルミヒートシンク搭載
■ モードメモリー(※再起動時に終了時のモードで起動)
■オートセーフモード(※バッテリー残量低下時に光量を落とし照射時間を確保)
■ 使用時間：
5時間30分(点灯10ルーメン)
2時間20分(点灯15ルーメン)
1時間30分(点灯25ルーメン)
13時間(フラッシュ10ルーメン)
5時間(フラッシュ25ルーメン)
9時間30分(フラッシュ25ルーメン)
19時間30分(デイフラッシュ50ルーメン)
■ 取付位置：シートポスト、フレーム
■ ブラケット対応径：Φ20̃35mm、Φ35̃52mm エアロバー対応
■ サイズ：73 x 18 x 20.7mm
■ 重量：25g
■ 充電時間：2時間
■ 付属品：RB-22 ユニバーサルブラケット、ラバーバンド2個(RS-G：Φ
20̃35mm、RS-H：Φ35̃52mm )、BK-21 ベルトクリップ、RB-21 サドルレールブ
ラケット、 USB-WP 防水MicroUSB ケーブル
■オプションパーツ(※別売り)：RB-19 リアラックマウントブラケット(ご注文コー
ド：64336000)、RB-21 サドルレールブラケット(ご注文コード：71091000)、RB-
23 ヘルメットマウント(ご注文コード：64355000)、RB-27 GoPro マウントアダ
プター(ご注文コード：71622000)、USB-RM-1200リモートススイッチ(ご注文
コード：64354000) 

®

 GEMINI 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 64356000  後ろ用  4897029982204   ¥2,640（税抜価格¥2,400） 

 2個のLEDを採用し、ワイドな配光のテールライト。
USB充電式3.7V300mAh充電式バッテリーを内蔵し、装着場所を選ばない2サイズのOリ
ングとベルトクリップが付属。 

 ■ LED：高輝度赤色LED 2個
■ 電源：300mAhリチウムポリマーバッテリー(※一体型)
■ 防水性能：IPX4
■ バッテリーインジケータ搭載
■ CNCアルミヒートシンク搭載
■ モードメモリー(※再起動時に終了時のモードで起動)
■オートセーフモード(※バッテリー残量低下時に光量を落とし照射時間を確保)
■ 使用時間：
6時間(点灯5ルーメン)
3時間(点灯10ルーメン)
1時間40分(点灯20ルーメン)
28時間(フラッシュ15ルーメン)
5時間(フラッシュ10ルーメン)
30時間(デイフラッシュ30ルーメン)
■ 防水性能：IPX4
■ バッテリーインジケータ：〇
■ 取付位置：シートポスト、フレーム
■ ブラケット(対応径)：Φ20̃52mm エアロシートポスト対応
■ サイズ：73 x 20.7 x 18mm
■ 重量：28g
■ 充電時間：2時間
■ 付属品：RB-22 ユニバーサルブラケット、ラバーバンド2個(RS-G：Φ20̃35mm、RS-H：
Φ35̃52mm )、BK-21 ベルトクリップ、RB-21 サドルレールブラケット、 USB-WP 防水
MicroUSB ケーブル
■オプションパーツ(※別売り)：RB-19 リアラックマウントブラケット(ご注文コード：
64336000)、RB-21 サドルレールブラケット(ご注文コード：71091000)、RB-23 ヘルメッ
トマウント(ご注文コード：64355000)、RB-27 GoPro マウントアダプター(ご注文コード：
71622000)、USB-RM-1200リモートススイッチ(ご注文コード：64354000) 
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 METROR-X AUTO PRO / 
ARCTURUS AUTO 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 77282000  前後セット  4562333433307   ¥8,800（税抜価格¥8,000） 

 充電式ライトの前後セット。 

 METEOR-X AUTO PRO
■ LED：高輝度LED 1個
■ 最大ルーメン：600
■ 電源：1600mAhリチウムイオンバッテリー
■ 防水性能：IPX4
■ バッテリーインジケータ搭載
■ CNCアルミヒートシンク搭載
■ モードメモリー(※再起動時に終了時のモードで起動)
■ 使用時間：
2時間(点灯600ルーメン)
3時間30分(点灯300ルーメン)
6時間15分(点灯150ルーメン)
56時間(フラッシュ100ルーメン)
18時間(フラッシュ300ルーメン)
57時間(デイフラッシュ700ルーメン)
32時間(SOS)
■ 取付位置：ハンドルバー
■ ハンドルバーブラケット対応径：Φ22～35mm エアロバー対応
■ サイズ：88 x 30 x 29.5mm
■ 重量：85g
■ 充電時間：2時間30分
■ 付属品：RB-25 ハンドルバーブラケット、LX-BAT-1600 バッテリー 1個(※ライト
本体に内蔵)、USB-WP USBケーブル
■オプションパーツ(※別売り)：RB-16 ヘルメットマウント(ご注文コード：
64333000)、RB-26 ハンドルバーブラケット(ご注文コード：64373000)、RB-28 
GoProマウントアダプター(ご注文コード：71621000)、USB-C-RMSリモートス
イッチ(ご注文コード：64353000)

ARCTURUS AUTO
■ LED：30チップCOB 高輝度赤色LED
■ 電源：300mAhLi-POバッテリー(※一体型)
■ 防水性能：IPX4
■ バッテリーインジケータ搭載
■ CNCアルミヒートシンク搭載
■ モードメモリー(※再起動時に終了時のモードで起動)
■ 明るさ感知機能(※明るさを感知して自動で電源をON/OFF)
■オートセーフモード(※バッテリー残量低下時に光量を落とし照射時間を確保)
■ 使用時間：
3時間45分(点灯10ルーメン)
2時間20分(点灯15ルーメン)
1時間20分(点灯35ルーメン)
17時間(フラッシュ10ルーメン)
5時間(フラッシュ35ルーメン)
8時間(フラッシュ35ルーメン)
16時間30分(デイフラッシュ70ルーメン)
■ 取付位置：シートポスト、フレーム
■ ブラケット対応径：Φ20̃35mm、Φ35̃52mm エアロバー対応
■ サイズ：57.5 x 28.5 x 18mm
■ 重量：30g
■ 充電時間：2時間
■ 付属品：RB-22 ユニバーサルブラケット、ラバーバンド2個(RS-G：Φ20̃35mm、
RS-H：Φ35̃52mm )、BK-21 ベルトクリップ、RB-21 サドルレールブラケット、 
USB-WP 防水MicroUSB ケーブル
■オプションパーツ(※別売り)：RB-19 リアラックマウントブラケット(ご注文コー
ド：64336000)、RB-21 サドルレールブラケット(ご注文コード：71091000)、RB-
23 ヘルメットマウント(ご注文コード：64355000)、RB-27 GoPro マウントアダプ
ター(ご注文コード：71622000)、USB-RM-1200リモートスイッチ(ご注文コード：
64354000) 
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 U MINI PLUS ヘッドライト 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 122034000  ブラック  4897029984536   ¥5,830（税抜価格¥5,300） 
 122035000  ホワイト  4897029984550   ¥5,830（税抜価格¥5,300） 
 122036000  グレー  4897029984567   ¥5,830（税抜価格¥5,300） 
 122037000  ティール  4897029984581   ¥5,830（税抜価格¥5,300） 

 ナイトランニング、アウトドア、バイク等多用途に使用可能なシリコンタイプヘッドランプ。
行動のための照度を確保しながら、遠方からの視認性を高め、夜間のアクティビティを安全、快適に。 

 ■ LED：フレキシブルCOB LED
■ 最大ルーメン：200
■ 電源：Li-POバッテリー(※一体型)
■ 防水性能：IPX7
■ バッテリーインジケータ搭載
■ VLS明るさ調整機能(※ルーメン調整機能)搭載
■ モードメモリー(※再起動時に終了時のモードで起動)
■ サウンドアラームシステム(※バッテリー残量が低下するとアラーム音でお知らせ)
■ シリコンバンド
■ 使用時間： 1時間30分(ブースト点灯200ルーメン)

3時間(点灯100ルーメン)
51時間30分(点灯5ルーメン)
105間30分(フラッシュ10ルーメン)
37時間30分(ステディーフラッシュ20ルーメン)
32時間(SOS)

■ サイズ：306 x 29 x 21mm
■ 重量：70g
■ 充電時間：2時間
■ 付属品：バンド、USB-C USB タイプCケーブル、収納袋 

®

行動のための照度を確保しながら、遠方からの視認性を高め、夜間のアクティビティを安全、快適に。 

 U PRO ヘッドライト 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 122033000  ブラック  4897029984475   ¥9,350（税抜価格¥8,500） 

 ナイトランニング、アウトドア、バイク等多用途に使用可能なシリコンタイプヘッドランプ。
行動のための照度を確保しながら、遠方からの視認性を高め、夜間のアクティビティを安
全、快適に。 

 ■ LED：SAMSUNG 白色LED + 赤色LED + フレキシブルCOB LED
■ 最大ルーメン：500
■ 電源：Li-POバッテリー(※一体型)
■ 防水性能：IPX7
■ バッテリーインジケータ搭載
■ VLS明るさ調整機能(※ルーメン調整機能)搭載
■ モードメモリー(※再起動時に終了時のモードで起動)
■ サウンドアラームシステム(※バッテリー残量が低下するとアラーム音でお知らせ)
■ シリコンバンド
■ 使用時間：
・MIXモード(白色LED+COB LED)
1時間10分(ブースト点灯500ルーメン)
1時間30分(点灯400ルーメン)
6時間(点灯100ルーメン)

・白色LEDのみ
1時間10分(ブースト点灯500ルーメン)
2時間(点灯300ルーメン)
8時間(点灯70ルーメン)

・COB LEDのみ
1時間10分(ブースト点灯500ルーメン)
3時間(点灯200ルーメン)
11時間(点灯50ルーメン)
204間(フラッシュ10ルーメン)
68時間(ステディーフラッシュ20ルーメン)
66時間(SOS)

・RED LEDのみ
1時間10分(ブースト点灯500ルーメン)
21時間30分(点灯6ルーメン)
40時間(点灯3ルーメン)
■ サイズ：306 x 29 x 21mm
■ 重量：70g
■ 充電時間：2時間
■ 付属品：バンド、USB-C 
USB タイプCケーブル、収納袋 

®

■ サウンドアラームシステム(※バッテリー残量が低下するとアラーム音でお知らせ)
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 LX-BAT スペアバッテリー 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 93389000  2150mAh  4897029983454   ¥1,870（税抜価格¥1,700） 
 93390000  2600mAh  4897029981795   ¥2,310（税抜価格¥2,100） 
 93391000  3350mAh  4897029983089   ¥2,750（税抜価格¥2,500） 
 93392000  1600mAh  4897029984376   ¥1,430（税抜価格¥1,300） 

 MOON ライトシリーズ用スペアバッテリー 

 ■ 2200、2600、3350対応モデル：METEOR STORM DUAL、METEOR STORM PRO、
METEOR STORM、VORTEX PRO
■ 1600対応モデル：METEOR-X AUTO PRO、METEOR-X AUTO
■ PSE対応品
■ LX-BAT-2200：2150mAh
LX-BAT-2600：2600mAh
LX-BAT-3350：3350mAh
LX-BAT-1600：1600mAh(※LX-BAT-1400使用モデルに互換性アリ) 

®  LX-BC バッテリーカバー 

 ご注文コード  JAN  価格 
 64370000  4897029982501   ¥330（税抜価格¥300） 

 LX-360/560/760用バッテリーのカバー(LX-BC) 

®

 リモートスイッチ 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 64354000  1200mm(USB-RM-1200)  4573223632274   ¥1,210（税抜価格¥1,100） 

 リモートスイッチ。 

 ■ 対応ライト：METEOR STORM PRO、
METEOR STORM、METEOR-X AUTO 
PRO、METEOR-X AUTO 

®

PRO、METEOR-X AUTO 

 リモートスイッチ 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 64353000  350mm(USB-RM-350)  4573223632267   ¥990（税抜価格¥900） 

 リモートスイッチ。 

 ■ 対応ライト：METEOR STORM PRO、
METEOR STORM、METEOR-X AUTO 
PRO、METEOR-X AUTO 

■ 対応ライト：
X-POWER2500/1800/1300/950 
ADJ1300/950

®

PRO、METEOR-X AUTO 

 XP-1300-RM リモートスイッチ 

 ご注文コード  JAN  価格 
 64337000  4571310046430   ¥1,100（税抜価格¥1,000） 

 リモートスイッチ。 

®

 USB-C-RMS リモートスイッチ 

 ご注文コード  JAN  価格 
 77286000  4562333433345   ¥1,210（税抜価格¥1,100） 

 リモートスイッチ。 

 ■ 対応ライト：METEOR VORTEX PRO、
METEOR VORTEX 

®

 ■ 対応ライト：METEOR VORTEX PRO、
METEOR VORTEX 

 ▲M-01 ハンドルバーマウント 
XL 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 77283000  ブラック  4562333433314   ¥5,500（税抜価格¥5,000） 

 Wahoo ELEMNT、GARMIN EDGE1000シリーズ等の大型モデルに対応するサイクルコン
ピューターマウント。下側はmoonライト、GOPROカメラ等に対応するマウントを配置。 

 ■ 対応サイクルコンピューター：Wahoo ELEMNTシリーズ、GARMIN EDGEシリーズ
■ 対応マウント：moonライト、GOPRO、アクションカメラ等
■ 取付径：31.8mm
■ 材質：アルミ6061(アルマイト仕上げ)
■ 重量：68g

®
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 M-04 サドルレールマウント 

 ご注文コード  JAN  価格 
 77284000  4562333433321   ¥3,520（税抜価格¥3,200） 

 moonライト、GOPRO、アクションカメラ等に対応するサドルレールマウント 

 ■ 対応マウント：moonライト、GOPRO、アクションカメラ等
■ 対応サドルレール幅：43mm
■ 取付径：7mm、9x7mm、7x10mm
■ 材質：アルミ6061(アルマイト仕上げ)
■ 重量：49g 

®

 RB-05 ヘルメットマウント 

 ご注文コード  JAN  価格 
 64322000  4571309986822   ¥1,100（税抜価格¥1,000） 

 ヘルメット取付用マウント。 

 ■ 対応ライト：X-POWER 330、550 

® RB-06 ヘルメットマウント 

 ご注文コード  JAN  価格 
 64316000  4571309926873   ¥1,100（税抜価格¥1,000） 

 ヘルメット取付用マウント。 

 ■ 対応ライト：METEOR、
X-POWER850、1000、1300 

®

 RB-16 ヘルメットマウント 

 ご注文コード  JAN  価格 
 64333000  4571310045723   ¥1,100（税抜価格¥1,000） 

 ヘルメット取付用マウント。 

 ■ 対応ライト：X-POWER 600、780、LX-
760、560、360 

®

 ¥1,100（税抜価格¥1,000） 

 RB-23 ヘルメットマウント 

 ご注文コード  JAN  価格 
 64355000  4573223632403   ¥660（税抜価格¥600） 

 ヘルメット取付用マウント。 

 ■ 対応ライト：RING、NEBULA、
COMET、CRESCENT、AEROLITE 

®

 ¥660（税抜価格¥600） 

 RB-01 ブラケット 

 ご注文コード  JAN  価格 
 71089000  4571309926163   ¥660（税抜価格¥600） 

 スペアブラケット。 

 ■ 対応ライト：SHL-06、SHL-06L、
X-POWER 300、X-POWER 330、
X-POWER 500  

®

 ¥660（税抜価格¥600） 

 RB-07 ブラケット 

 ご注文コード  JAN  価格 
 71090000  4571309984736   ¥660（税抜価格¥600） 

 スペアブラケット。 

 ■ 対応ライト：Meteor 100 、 200 、 
250, NOVA 80 and X-Power 950、
1000 、1300、1500 

®

 RB-15 ブラケット 

 ご注文コード  JAN  価格 
 64320000  4571309986884   ¥880（税抜価格¥800） 

 スペアブラケット。 

 ■ 対応ライト：X-POWER 600、780、LX-
760、560、360用 

® RB-19 ブラケット 

 ご注文コード  JAN  価格 
 64336000  4571310046423   ¥1,100（税抜価格¥1,000） 

 スペアブラケット。 

 ■ 対応ライト：NEBULA、RING、
COMET、CRESCENT、AEROLITE、
PULSAR 

®

 RB-22 ブラケット 

 ご注文コード  JAN  価格 
 64348000  4573223631918   ¥770（税抜価格¥700） 

 スペアブラケット。 

 ■ 対応ライト：NEBULA、RING、COMET、
CRESCENT、AEROLITE、PULSAR
※ ラバーバンド(64349000)は付属しません。 

®  RB-24 ブラケット 

 ご注文コード  JAN  価格 
 64371000  4897029982648   ¥990（税抜価格¥900） 

 スペアブラケット。 

 ■ 対応ライト：AEROLITE 、 AEROLITE-H
※ ラバーバンド(64349000)は付属しません。 

®
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 RB-25 ブラケット 

 ご注文コード  JAN  価格 
 64372000  4897029982655   ¥770（税抜価格¥700） 

 スペアブラケット。 

 ■ 対応ライト：METEOR-X AUTO PRO 、 
METEOR-X AUTO 、 METEOR 

®  RB-26 ブラケット 

 ご注文コード  JAN  価格 
 64373000  4897029982662   ¥880（税抜価格¥800） 

 スペアブラケット。 

 ■ 対応ライト：METEOR STORM PRO 、 
METEOR STORM 、METEOR VORTEX 
PRO、METEOR VORTEX、 X-POWER 
2500、1800、1300ADJ、1300、
950ADJ、950 

®

 RB-27 ブラケット 

 ご注文コード  JAN  価格 
 71622000  4897029983515   ¥770（税抜価格¥700） 

 GoProのマウントにmoonのリアライトを取付けできるブラケット。 

 ■ 対応ライト：Arcturus Auto、Arcturus 
Auto Pro、Comet、Comet-X、Comet-X Pro、
Crescent、Gemini、Lunar、Nebula、Pulsar、
Ring、Shield、Shield-X
※取付用ボルトは付属しません 

®  RB-28 ブラケット 

 ご注文コード  JAN  価格 
 71621000  4897029983508   ¥770（税抜価格¥700） 

 GoProのマウントにmoonのフロントライトを取付けできるブラケット。 

 ■ 対応ライト：LX series、Meteor Storm 
シリーズ、Meteor-X シリーズ、Vortex、
Vortex Pro、XP-2500
※取付用ボルトは付属しません 

®

 ¥770（税抜価格¥700） 

 RB-29-R ブラケット 

 ご注文コード  JAN  価格 
 71619000  4897029983430   ¥770（税抜価格¥700） 

 スペアブラケット。 

 ■ 対応ライト：ALCOR、MERAK 

®

 ¥770（税抜価格¥700） 

 RB-29-W ブラケット 

 ご注文コード  JAN  価格 
 71620000  4897029983447   ¥770（税抜価格¥700） 

 スペアブラケット。 

 ■ 対応ライト：MIZAR、MERAK-W 

®

 RB-21 サドルレールブラケット 

 ご注文コード  JAN  価格 
 71091000  4571309983005   ¥660（税抜価格¥600） 

 サドルレールにテールライトを取付けるブラケット。 

 ■ 対応ライト：Arcturus Auto、Arcturus Auto 
Pro、Comet、Comet-X、Comet-X Pro、Crescent、
Gemini、Lunar、Nebula、Pulsar、Ring、Shield、
Shield-X 

■ 対応ライト：MX

■ 対応ライト：MX ■ 対応ライト：MX

®  RB-32ホルダー 

 ご注文コード  JAN  価格 
 128056000  4897029984352   ¥1,650（税抜価格¥1,500） 

 MX用スペアホルダー(M5ボルト*6本、スペーサー*6枚、ワッシャー*6枚付属) 

®

 RB-33マウント 

 ご注文コード  JAN  価格 
 128055000  4897029984772   ¥1,100（税抜価格¥1,000） 

MX用ハンドルバーマウント。元々MXに付属しているRB-32ホルダーがステム形状の問題
等で取付できない場合にハンドルバーに取り付ける事が出来ます。 

®  BK-21 ベルトクリップ 

 ご注文コード  JAN  価格 
 64335000  4571310046416   ¥550（税抜価格¥500） 

 バッグや帽子などにテールライトを取付けるクリップ。 

 ■ 対応ライト：COMET、CRESCENT 

®

 M-GA 補修用マウント 

 ご注文コード  JAN  価格 
 77287000  4562333433352   ¥550（税抜価格¥500） 

 Wahoo ELEMWNT シリーズ、GARMIN EDGE シリーズ用補修マウント 

®

 ¥550（税抜価格¥500） 

 M-BR 補修用マウント 

 ご注文コード  JAN  価格 
 128057000  4897029984765   ¥550（税抜価格¥500） 

 MX用Brytonシリーズ取付マウント 

®
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 ▲GB-01 ラバーバンド 

 ご注文コード  JAN  価格 
 64314000  4571309926194   ¥440（税抜価格¥400） 

 スペアラバーバンド。 

 ■ 対応ライト：MASK、GEM2.0  

®

 ▲GB-02 ラバーバンド 

 ご注文コード  JAN  価格 
 64313000  4571309926170   ¥330（税抜価格¥300） 

 スペアラバーバンド。 

 ■ 対応ライト：GEM3.0  

®  RS-D/RS-E/RS-F ラバーバンド 

 ご注文コード  JAN  価格 
 64374000  4897029982129   ¥440（税抜価格¥400） 

 スペアラバーバンド。 

 ■ 対応ライト：Mk 

®

 RS-G/RS-H ラバーバンド 

 ご注文コード  JAN  価格 
 64349000  4573223631925   ¥330（税抜価格¥300） 

 スペアラバーバンド。 

 ■ 取付径：20～35mm(RS-G)、
35～52mm(RS-H)　2本セット 

®

 ▲XP-NC-JP 電源プラグ 

 ご注文コード  JAN  価格 
 64376000  4897029982778   ¥2,750（税抜価格¥2,500） 

®

 ¥2,750（税抜価格¥2,500） 

 USB-WP 防水
MicroUSBケーブル 

 ご注文コード  JAN  価格 
 64369000  4897029982433   ¥660（税抜価格¥600） 

 Type-Bケーブル 

 ■ 対応ライト：METEOR-X AUTO PRO、
METEOR-X AUTO 、 METEOR STORM 
PRO 、 METEOR STORM 

®

USB-MICROケーブル

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 64321000  マイクロUSB  4571309986891   ¥440（税抜価格¥400） 

 マイクロUSB 

® USW-01ケーブル

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 64315000  ミニUSB  4571309926729   ¥440（税抜価格¥400） 

 ミニUSB 

®

 DSC02278 USBキャップ 

 ご注文コード  JAN  価格 
 64311000  4571309926149   ¥55（税抜価格¥50） 

 USB端子用キャップ 

®  GB-03-C USBラバーカバー 

 ご注文コード  JAN  価格 
 64317000  4571309947915   ¥55（税抜価格¥50） 

 USB端子用ラバーカバー。 

®

 XP-EW-0813 延長ケーブル 

 ご注文コード  JAN  価格 
 64368000  4897029982365   ¥880（税抜価格¥800） 

®  USB-C ケーブル 

 ご注文コード  JAN  価格 
 77285000  4562333433338   ¥550（税抜価格¥500） 

®

 ¥550（税抜価格¥500） 
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TRP(ティーアールピー )

20年以上の歴史を持つ自転車ブレーキメーカー。

チタニウムや軽量なT6アルミニウムを高い技術で加工し

耐久性、精度ともに高い次元のブレーキ製品を世に送り出している。

近年は、ワールドカップを転戦するライダーとの共同開発により、

変速システムを開発。
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 RG957 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 94136000  ブラック  4717592017953  ¥23,100（税抜価格¥21,000） 
 94140000  シルバー  4717592017946   ¥23,100（税抜価格¥21,000） 

 ロングアームでワイドタイヤやフェンダーにも対応するロードキャリパーブレーキ。 

 ■材質：6061-T6鍛造アルミ
■アルミリム用パッド付属
■重量：167g
■リーチ：47～57mm
■最大リム幅：28㎜
■前後セット 

 T860  

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 64139000  ブラック/シルバー  前用  4717592022100   ¥26,400（税抜価格¥24,000） 

 デザイン性に優れたエアロダイナミックダイレクトマウントブレーキキャリパー。 

 ■材質：鍛造アルミ
■アルミリム用パッド付属
■重量:233g
■センタープル
■リーチ：21～32.2mm
■最大リム幅：28㎜
■フロント専用設計 

 ¥26,400（税抜価格¥24,000） 

 T851 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 64140000  シルバー  後ろ用  4717592021837   ¥15,400（税抜価格¥14,000） 

 CNC切削アルミ製軽量仕様。
ボトムブラケットマウントタイプのダイレクトマウントブレーキキャリパーです。
クランクアームとのクリアランスも確保できる設計。 

 ■材質：鍛造アルミ
■重量:182g
■サイドプル
■リーチ：24～36mm
■最大リム幅：28㎜
■リア専用設計 
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 ▲T930 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 64138000  シルバー  前用  4717592022094   ¥13,200（税抜価格¥12,000） 

 CNC切削によるアルミ製軽量ダイレクトマウントブレーキキャリパー。
フロント用。
シマノダイレクトブレーキのマウント規格と互換性があります。 

 ■材質：鍛造アルミ
■重量:184g
■センタープル
■リーチ：23.5-35mm
■最大リム幅：28㎜
■フロント専用設計 

 T980 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 94057000  ブラック  前用  4717592026726   ¥15,400（税抜価格¥14,000） 
 94041000  ブラック  後ろ用  4717592026733   ¥15,400（税抜価格¥14,000） 

 重量を削ぎ落し、流れるようなラインが美しい洗練されたダイレクトマウントブレーキキャリパー。
リアはシートステー取付タイプ。 

 ■材質：鍛造アルミ
■重量：177g
■リーチ：21～28mm
■フロント、リア専用設計 

 ¥15,400（税抜価格¥14,000） 
 ¥15,400（税抜価格¥14,000） 

 Alloy rim pads_P961.11 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 64112000  ブラック  4717592015416   ¥2,310（税抜価格¥2,100） 
 67894000 ブラック   4562333414016   ¥3,300（税抜価格¥3,000） 

 アルミリム用交換用ブレーキパッド。 

 ■アルミリム用パッド
■ 対応：TRPロードブレーキ(Inplace 
cartridges)、シマノロードブレーキ
(SHIMANO カートリッジタイプブレー
キパッド)
■内容：1台分(２ペア)

※ 67894000は在庫限り

 Carbon rim pads_P961.11C 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 94087000  ブラウン  4717592019568   ¥3,300（税抜価格¥3,000） 

 カーボンリム用交換用ブレーキパッド。 

 ■カーボンリム用パッド
■ 対応：TRPロードブレーキ(Inplace 
cartridges)、シマノロードブレーキ
(SHIMANO カートリッジタイプブレー
キパッド)
■内容：1ホイール分(1ペア)
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 Inplace Road pad_P961.11 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 94045000  ブラック  4717592011876   ¥7,700（税抜価格¥7,000） 
 67891000 ブラック   4562333413989   ¥7,700（税抜価格¥7,000） 

 ホルダー部分がCNC切削加工されたブレーキシュー交換可能タイプ軽量ブレーキパッド。 

※67891000は在庫限り

 ■アルミリム用パッド
■シマノ対応
■内容：1台分(フロント1ペア＆リア1ペア)

 ▲EUROX AL 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 64090000  グレー  4580214324094   ¥17,050（税抜価格¥15,500） 

 シクロクロスに重要なコントロール性と軽量化を追求し、CNC削り出しボディー採用。重量
も僅か120gと驚異の軽さを実現。角度調整パッドで位置合わせも簡単。  

 ■ オープンスタンスピポッド
■ スタンダードロードレバー対応
■ 角度調整機能付きカートリッジパッド
■ アルミケーブルハンガー
■ アーチワイヤー付属
■ ステンレス製マウントボルト
■ 重量：120ｇ(片側)
※ 前後のセット販売です。

 ▲EUROX MAGNESIUM 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 64087000  ホワイト  4580214324063   ¥38,500（税抜価格¥35,000） 

 シクロクロスに重要なコントロール性と軽量化を追求し、マグネシウム素材のボディーを採用。
重量も僅か103gと驚異の軽さを実現。レースシーンでの活躍に期待できる軽量ブレーキ。  

 ■ オープンスタンスピボット
■ スタンダードロードレバー対応
■ 角度調整機能付きカートリッジパッド
■ アルミケーブルハンガー
■ アーチワイヤー付属
■ケーブルアジャスター
■チタン製マウントボルト
■重量：103g（片側）
※ 前後のセット販売です。

 ▲REVOX CARBON 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 64120000  ホワイト  4717592017205   ¥38,500（税抜価格¥35,000） 

 EUROXと比べロングアーム化することで泥はけの良いクリアランスを確保し、制動力を向
上。チタン製ボルトに加えカーボンプレートを採用することで軽量化され、角度調整パッド
も採用されており位置合わせも容易。  

 ■ スタンダードロードレバー対応
■ 角度調整機能付きカートリッジパッド
■ アルミケーブルハンガー
■ アーチワイヤー付属
■ケーブルアジャスター
■チタン製マウントボルト
■カーボンコンポジットアーム
■重量：130g（片側）
※ 前後のセット販売です。
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 ▲INPLACE ADJUST 
CANTI PAD 

 ご注文コード  JAN  価格 
 64097000  4580214324308   ¥9,350（税抜価格¥8,500） 

 パッドアングル調整機能付きカンチブレーキ用パッド。 
極限まで抜く抜きされた軽量モデル。 

 ■素材：アルミ削り出しホルダー
■55mmカートリッジタイプ
■カラー：BLACK
※ フロントとリアのセット販売です。/1台分

 ▲Inplace Adjust F(P923-11) 

 ご注文コード  JAN  価格 
 67890000  4562333413972   ¥6,050（税抜価格¥5,500） 

 パッドアングル調整機能付きカンチブレーキ用パッド。 

 ■素材：アルミホルダー
■55mmカートリッジタイプ
■カラー：BLACK
※ フロントとリアのセット販売です。/1台分

 HY/RD FLAT MOUNT 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 64136000  ブラック  4717592021974   ¥15,950（税抜価格¥14,500） 

 メカニカルブレーキレバーに対応した油圧ディスクブレーキキャリパー。
キャリパー本体にマスターシリンダーを統合、放熱性に優れた鍛造アルミボディを採用。 

 ■対応ディスクローター径：140mm/160mm
■ディスクローター厚み：1.8mm
■セミメタリックパッド
■重量:205g
■SHIMANO新スーパーSLRレバーに対応
■ミネラルオイル
※前後セット販売ではありません
※フラットマウント用
※ローター、アダプターは付属しません
※フロント使用時には別途FLAT MOUNT ADAPTER F5（64141000）が必要です
※リア160mm使用時には別途FLAT MOUNT ADAPTER F6（64142000）が必要です 
※フロント使用時には別途FLAT MOUNT ADAPTER F5（64141000）が必要です
※リア160mm使用時には別途FLAT MOUNT ADAPTER F6（64142000）が必要です 
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 SPYRE SLC FLAT MOUNT 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 64137000  シルバー  4717592022087   ¥11,880（税抜価格¥10,800） 
 67911000  シルバー  4562333414184   ¥12,100（税抜価格¥11,000） 

 各社ロードバイクのメカニカルブレーキレバーに対応したデュアルピストン採用メカニカルディスクブレーキキャリパー。
アーム部分にカーボンを採用。 

※67911000は在庫限り

 ■対応ディスクローター径：140mm/160mm
■ディスクローター厚み：1.8mm
■セミメタリックパッド
■重量:146g
■ SHIMANO旧規格レバー/SRAM/CAMPAGNOLOのロードバイク用ブレーキレバーに対応
※前後セット販売ではありません
※フラットマウント用
※ローター、アダプターは付属しません
※フロント使用時には別途FLAT MOUNT ADAPTER F5（64141000）が必要です
※リア160mm使用時には別途FLAT MOUNT ADAPTER F6（64142000）が必要です 

■ SHIMANO旧規格レバー/SRAM/CAMPAGNOLOのロードバイク用ブレーキレバーに対応

※フロント使用時には別途FLAT MOUNT ADAPTER F5（64141000）が必要です
※リア160mm使用時には別途FLAT MOUNT ADAPTER F6（64142000）が必要です 

 SPYRE FLAT MOUNT 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 94147000  ブラック  4717592021981   ¥8,250（税抜価格¥7,500） 

 各社ロードバイクのメカニカルブレーキレバーに対応したデュアルピストン採用メカニカルディスクブレーキキャリパー。 

 ■対応ディスクローター径：140mm/160mm
■ディスクローター厚み：1.8mm
■セミメタリックパッド
■重量：154g
■SHIMANO旧規格レバー/SRAM/CAMPAGNOLOのロードバイク用ブレーキレバーに対応
※前後セット販売ではありません
※フラットマウント用
※ローター、アダプターは付属しません
※フロント使用時には別途FLAT MOUNT ADAPTER F5（64141000）が必要です
※リア160mm使用時には別途FLAT MOUNT ADAPTER F6（64142000）が必要です 
※フロント使用時には別途FLAT MOUNT ADAPTER F5（64141000）が必要です
※リア160mm使用時には別途FLAT MOUNT ADAPTER F6（64142000）が必要です 
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 SPYKE 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 94028000  ブラック  ポストマウント  4717592022179   ¥10,450（税抜価格¥9,500） 

 デュアルピストンを採用したメカニカルディスクブレーキキャリパー。Vブレーキレバーと組み合わせて使用できる。 

 ■ディスクローター厚み：1.8mm
■セミメタリックパッド
■重量：170_
※前後セット販売ではございません
※推奨レバー：ML800
※ローター、アダプターは付属しません 

 ダートカバー/ケーブルブーツ 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 93987000  ブラック  4717592026894   ¥1,650（税抜価格¥1,500） 
 64130000  ブラック  4571310014729   ¥1,320（税抜価格¥1,200） 

 SPYRE/SPYRE SLC/SPYKE対応（OEMモデルSPYRE-Cにも対応）のオプションパーツ。
泥や雪や砂など異物が舞う過酷な状況でもキャリパーへの異物侵入を防ぐ優れたパーツ。 

※64130000は在庫限り

 ■SPYRE/SPYRE SLC/SPYKE対応
（OEMモデルSPYRE-Cにも対応）
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 HYLEX RS FM HD-C813 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 140168000  ブラック  右レバー/前キャリパー  4717592036930   ¥20,350（税抜価格¥18,500） 
 140169000  ブラック  左レバー/後ろキャリパー  4717592036947   ¥20,350（税抜価格¥18,500） 

 ドロップハンドル用油圧ディスクブレーキキット。
シングルスピードや別途Di2キットを併用してのグラベルバイク、CXバイク、ロードバイクに使用可能。
穴開きのレバーが軽さへのこだわりを見せる。
また、新しく5.0㎜ホースが採用されフレーム中通し作業の効率がUP。 

 ■ディスクローター厚み：1.8mm
■セミメタリックパッド
■ホース長：1900mm
■ミネラルオイル
■レバー＆キャリパーセット（前後別売り）
※前後セット販売ではありません
※フラットマウント用
※ローター、アダプターは付属しません
※5.0mmホース仕様
※フロント使用時には別途FLAT MOUNT ADAPTER F5（64141000）が必要です
※リア160mm使用時には別途FLAT MOUNT ADAPTER F6（64142000）が必要です 

 ¥20,350（税抜価格¥18,500） 
 ¥20,350（税抜価格¥18,500） 

 ▲HYLEX PM 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 64121000  ブラック  左レバー/前キャリパー  4717592018066   ¥22,000（税抜価格¥20,000） 
 64122000  ブラック  右レバー/後ろキャリパー  4717592018073   ¥22,000（税抜価格¥20,000） 
 67907000  ブラック  右レバー/前キャリパー  4562333414146   ¥18,700（税抜価格¥17,000） 

 シングルスピード向け油圧ブレーキ＆レバー。マスターシリンダー内蔵のエルゴノミックレ
バーを採用。  

 ■ディスクローター厚み：1.8mm
■セミメタリックパッド
■ホース長：前800mm / 後1800mm
■ミネラルオイル
■レバー＆キャリパーセット（前後別売り）
※前後セット販売ではありません
※ポストマウント用
※ローター、アダプターは付属しません
※ 5.5mmホース仕様 

 4717592018066   ¥22,000（税抜価格¥20,000） 
 4717592018073   ¥22,000（税抜価格¥20,000） 
 4562333414146   ¥18,700（税抜価格¥17,000） 
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 HYLEX DI2 KIT 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 94091000  ブラック  右レバー用  4717592027099   ¥5,500（税抜価格¥5,000） 
 67899000  ブラック  右レバー用  4562333414061   ¥6,600（税抜価格¥6,000） 
 94092000  ブラック  左レバー用  4717592027105   ¥5,500（税抜価格¥5,000） 
 67900000  ブラック  左レバー用  4562333414078   ¥6,600（税抜価格¥6,000） 
 94104000  ガム  右レバー用  4717592028003   ¥5,500（税抜価格¥5,000） 
 94105000  ガム  左レバー用  4717592028027   ¥5,500（税抜価格¥5,000） 
 64135000  左右レバー用セット  4571310016242   ¥12,100（税抜価格¥11,000） 

 HYLEXレバー専用のオプションパーツ。ブラケットカバー内に専用の枠を使用することで、
「SHIMANO Di2 Remote Sprinter Shifter」を組み込みできます。 

※67899000、67900000は在庫限り
※64135000は在庫限り
　(※左右分のセット、フードは付属しません)

 ■フードとスイッチ台座のセット
＊左右別売り

　(※左右分のセット、フードは付属しません)

 HYLEX HOOD 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 64134000  ブラック  4717592020694   ¥2,200（税抜価格¥2,000） 
 93947000  ガム  4717592026870   ¥2,200（税抜価格¥2,000） 

 HYLEXレバー専用フード。 

 ■HYLEX専用品
■左右ペア 

 4717592020694   ¥2,200（税抜価格¥2,000） 
 4717592026870   ¥2,200（税抜価格¥2,000） 

 HYLEX DI2 HOOD 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 94029000  ブラック  右レバー用  4717592030099   ¥1,650（税抜価格¥1,500） 
 94030000  ブラック  左レバー用  4717592030105   ¥1,650（税抜価格¥1,500） 
 94046000  ガム  右レバー用  4717592030075   ¥1,650（税抜価格¥1,500） 
 94047000  ガム  左レバー用  4717592030082   ¥1,650（税抜価格¥1,500） 

 HYLEXレバー専用フード(DI2用)。 

 ■HYLEX専用品
■左右ペア 

HD-T910
HD-T912

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 97256000  ブラック T910 左レバー/後ろキャリパー  4717592026702   ¥24,200（税抜価格¥22,000） 
 97257000  ブラック T910 右レバー/前キャリパー  4717592026672   ¥24,200（税抜価格¥22,000） 
 97258000  ブラック T912 左レバー/後ろキャリパー  4717592029642   ¥24,200（税抜価格¥22,000） 
 97259000  ブラック T912 右レバー/前キャリパー  4717592029635   ¥24,200（税抜価格¥22,000） 

 トライアスロンバイク、TT(タイムトライアル)バイク に最適な油圧ブレーキセット。
別売りのシフトアダプターを使用することで、SHIMANO Di2やスラム E-TAP のスイッチを組み込むことも可能。  

 ■カーボンブレーキレバー
■ディスクローター厚み：1.8mm
■レジンパッド
■重量：390g
■ホース長：1900mm
■ミネラルオイル
■取付対応サイズ：
・「T910」22-24mm(ハンドル外径)、13mm(最小ハンドル内径)、55mm(取付ハンドル長さ)
・「T912」24-25mm(ハンドル外径)、13mm(最小ハンドル内径)、55mm(取付ハンドル長さ)
※フラットマウントアダプター、ディスクローターは別売り
※フラットマウント用
※5.0mmホース仕様

別売りのシフトアダプターを使用することで、SHIMANO Di2やスラム E-TAP のスイッチを組み込むことも可能。  
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 TL1.0 Di2 KIT 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 97260000  ブラック  右レバー用  4717592029086   ¥2,860（税抜価格¥2,600） 
 97261000  ブラック  左レバー用  4717592029093   ¥2,860（税抜価格¥2,600） 

 HD-T910、T912にこのKITを使用することで、SHIMANO Di2 スイッチを組み込むことが可能。  

 TL1.0 E-TAP BLIPS KIT 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 97262000  ブラック  右レバー用  4717592029109   ¥2,860（税抜価格¥2,600） 
 97263000  ブラック  左レバー用  4717592029116   ¥2,860（税抜価格¥2,600） 

 HD-T910、T912にこのKITを使用することで、SRAM E-TAP スイッチを組み込むことが可能。 
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 DHR EVO HD-M846 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 137032000  ハイポリッシュグレー  右レバー  4717592034844   ¥31,350（税抜価格¥28,500） 
 137033000  ハイポリッシュグレー  左レバー  4717592034837   ¥31,350（税抜価格¥28,500） 
 137034000  ハイポリッシュゴールド  右レバー  4717592035049   ¥34,650（税抜価格¥31,500） 
 137035000  ハイポリッシュゴールド  左レバー  4717592035056   ¥34,650（税抜価格¥31,500） 

 Aaron Gwinをはじめ、契約プロライダー、プロチームとともに共同開発されたDHR-EVO。
基本構造から見直し、コントロール性能を損なうことなく強力なストッピングパワーを実現。
また、ブレーキローター厚を2.3㎜にすることでブレーキング時の安定性や剛性感も向上。
新ローター径サイズ220㎜、223㎜も登場し、大口径化するタイヤサイズにも対応しています。
Newカラーハイポリッシュゴールドを追加。 

 ■鍛造CNC切削ポリッシュドブレーキレバーボディ＆4ピストンキャリパー
■ディンプル加工エルゴノミックアルミレバー
■アジャスタブルレバーリーチノブ装備
■アルミマスタシリンダーキャップ
■ヒンジタイプハンドルクランプ
■レジンパッド
■重量：310g(フロント)(ブレーキローター＆アダプターは含まず)
■ミネラルオイル
※2.3mm厚ブレーキローター専用
(対応外径：223/220/203/180/160/140mm)
※5.0mmホース仕様 
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 Trail EVO HD-M843      

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 137036000  ピアノブラック  右レバー  4717592034653   ¥24,200（税抜価格¥22,000） 
 137037000  ピアノブラック  左レバー  4717592034646   ¥24,200（税抜価格¥22,000） 

 ワールドカップダウンヒルレースで証明された確かなテクノロジーを採用し、
トレイルバイクやE-MTB向けに設計を見直したモデル。 

 カラー  サイズ  JAN  価格 
 ピアノブラック  右レバー  4717592034653   ¥24,200（税抜価格¥22,000） 
 ピアノブラック  左レバー  4717592034646   ¥24,200（税抜価格¥22,000） 

トレイルバイクやE-MTB向けに設計を見直したモデル。 

 ■アルミブレーキレバーボディ＆4ピストンキャリパー
■ディンプル加工エルゴノミックアルミレバー
■アジャスタブルレバーリーチノブ装備
■ヒンジタイプハンドルクランプ
■レジンパッド
■重量：307g(フロント)(ブレーキローター＆アダプターは含まず)
■ミネラルオイル
※2.3mm厚ブレーキローター専用
(対応外径：223/220/203/180/160/140mm)
※5.0mmホース仕様 
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 Slate EVO HD-M807 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 137038000  ブラック  右レバー  4717592034851   ¥16,500（税抜価格¥15,000） 
 137039000  ブラック  左レバー  4717592034820   ¥16,500（税抜価格¥15,000） 

 ワールドカップダウンヒルレースで証明された確かなテクノロジーを採用し、
アグレッシブクロスカントリーバイクやトレイルバイク、E-MTB向けに設計を見直したモデル。 

 ■アルミブレーキレバーボディ＆4ピストンキャリパー
■ディンプル加工エルゴノミックアルミレバー
■アジャスタブルレバーリーチノブ装備
■ヒンジタイプハンドルクランプ
■レジンパッド
■重量：315g(フロント)(ブレーキローター＆アダプターは含まず)
■ミネラルオイル
※2.3mm厚ブレーキローター専用
(対応外径：223/220/203/180/160/140mm)
※5.0mmホース仕様 

150TRP
BRAND Collection

ブ
レ
ー
キ

3T

WELDTITE

ド
ラ
イ
ブ
ト
レ
イ
ン

KENDA

MOON

フ
ロ
ン
ト
フ
ォ
ー
ク

TRP

TEKTRO

Birzman

TRIPEAK

guee

LOUIS GARNEAU

GARNEAU

分
類
名



 ▲G-SPEC DH-R EVO HD-M845 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 116590000  ハイポリッシュグレー  右レバー  4717592032840   ¥29,150（税抜価格¥26,500） 
 116594000  ハイポリッシュグレー  左レバー  4717592032833   ¥29,150（税抜価格¥26,500） 

 Aaron Gwinをはじめ、契約プロライダー、プロチームとともに共同開発されたDHR-EVO。
基本構造から見直し、コントロール性能を損なうことなく強力なストッピングパワーを実現。
また、ブレーキローター厚を2.3㎜にすることでブレーキング時の安定性や剛性感も向上。
新ローター径サイズ220㎜、223㎜も登場し、大口径化するタイヤサイズにも対応しています。 

 ■鍛造CNC切削ポリッシュドブレーキレバーボディ＆4ピストンキャリパー
■ディンプル加工エルゴノミックアルミレバー
■アジャスタブルレバーリーチノブ装備
■アルミマスタシリンダーキャップ
■ヒンジタイプハンドルクランプ
■レジンパッド
■重量：310g(フロント)(ブレーキローター＆アダプターは含まず)
■ミネラルオイル
※2.3mm厚ブレーキローター専用
(対応外径：223/220/203/180/160/140mm)
※5.0mmホース仕様 

 ▲G-SPEC DH-R EVO HD-M845 

 ¥29,150（税抜価格¥26,500） 
 ¥29,150（税抜価格¥26,500） 

 Aaron Gwinをはじめ、契約プロライダー、プロチームとともに共同開発されたDHR-EVO。
基本構造から見直し、コントロール性能を損なうことなく強力なストッピングパワーを実現。
また、ブレーキローター厚を2.3㎜にすることでブレーキング時の安定性や剛性感も向上。
新ローター径サイズ220㎜、223㎜も登場し、大口径化するタイヤサイズにも対応しています。 

 ▲QUADIEM HD-M835 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 119168000  マットブラック  右レバー  4717592033540   ¥19,250（税抜価格¥17,500） 
 119183000  マットブラック  左レバー  4717592033564   ¥19,250（税抜価格¥17,500） 

 DH-R EVO同様に進化を遂げたQUADIEM。上位機種を継ぐ性能を持ちながら価格を抑えたモデルです。
キャリパーにはクーリングフィンも備え冷却効果も抜群です。 

 ■鍛造CNC切削ブレーキレバーボディ＆冷却フィン付き4ピストンキャリパー
■ディンプル加工エルゴノミックアルミレバー
■アジャスタブルレバーリーチノブ装備
■アルミマスタシリンダーキャップ
■ヒンジタイプハンドルクランプ
■レジンパッド
■重量：295g(フロント)(ブレーキローター＆アダプターは含まず)
■ミネラルオイル
※1.8mm厚ブレーキローター専用
(対応外径：203/180/160/140mm)
※5.0mmホース仕様

 ¥19,250（税抜価格¥17,500） 
 ¥19,250（税抜価格¥17,500） 

 DH-R EVO同様に進化を遂げたQUADIEM。上位機種を継ぐ性能を持ちながら価格を抑えたモデルです。
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 SLATE T4 HD-M806 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 119187000  ブラック  右レバー  4717592033533   ¥15,400（税抜価格¥14,000） 
 119188000  ブラック  左レバー  4717592033526   ¥15,400（税抜価格¥14,000） 

 上位機種同様に進化を遂げたSLATE T4。上位機種を継ぐ性能を持ちながら価格を抑えたモデルです。 

 ■アルミブレーキレバー＆鍛造CNC切削4ピストンキャリパー
■ディンプル加工エルゴノミックアルミレバー
■アジャスタブルレバーリーチノブ装備
■ヒンジタイプハンドルクランプ
■レジンパッド
■重量：291g(フロント)(ブレーキローター＆アダプターは含まず)
■ミネラルオイル
※1.8mm厚ブレーキローター専用
(対応外径：203/180/160/140mm)
※5.0mmホース仕様

 価格 
 ¥15,400（税抜価格¥14,000） 
 ¥15,400（税抜価格¥14,000） 

 ▲G-SPEC DH-R HD-M841 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 94138000  ブラック  右レバー  4717592029901   ¥29,150（税抜価格¥26,500） 
 94139000  ブラック  左レバー  4717592029895   ¥29,150（税抜価格¥26,500） 

 強力なストッピングパワーを誇る対抗4ピストンディスクキャリパー。
ＤＨワールドカップライダーのアーロン・グインとの共同開発モデル。 

 ■4ハイブリッドピストンキャリパー
■重量：320g(フロント)
■カーボンブレーキレバー
■工具不要のリーチアジャスト機能
■ホースルーティングのためのアジャスタブルバンジョー採用
■ハンドルへの着脱に便利なヒンジ式クランプ
■ミネラルオイル
■アダプターを利用する事でI-specb、I-specII対応
■ホース長：1900mm
※2.3mm厚ブレーキローター専用
(対応外径：223/220/203/180/160/140mm)
※5.5mmホース仕様 

 ▲SLATE T4 HD-M805N 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 94134000  ブラック  右レバー  4717592029826   ¥15,400（税抜価格¥14,000） 
  69198000  ブラック  右レバー   4562333419578  ¥14,300（税抜価格¥13,000） 

 トレイルでのコントロール性能に優れたディスクキャリパー。 

 ■4ハイブリッドピストンキャリパー(セラミック/スチール)
■重量：290g(フロント)
■工具不要のリーチアジャスト機能
■ホースルーティングのためのアジャスタブルバンジョー採用
■ハンドルへの着脱に便利なヒンジ式クランプ
■アダプターを利用する事でI-specb、I-specII対応
■ミネラルオイル
■ホース長：1900mm
※5.5mmホース仕様 

 ¥15,400（税抜価格¥14,000） 
 ¥14,300（税抜価格¥13,000） 
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 SHIFTER ADAPTER HD3.4 

 ご注文コード 規格  JAN  価格 
 94079000  右レバー用  4717592027211   ¥1,650（税抜価格¥1,500） 
 71893000  右レバー用  4562333428730   ¥880（税抜価格¥800） 
 94080000  左レバー用  4717592027402   ¥1,650（税抜価格¥1,500） 
 71894000  左レバー用  4562333428747   ¥880（税抜価格¥800） 

 TRPブレーキにシフターを直付けするためのアダプターキット。 

※ 71893000、71894000は在庫限り

 ■ SHIMANO I-SPECⅡ用シフターアダプター
■適合ブレーキ：
・SLATE T4：HD-M805N、M806、M807
・QUADIEM：HD-M830、M835
※SHIMANO「XTR SL-M9000-I」「XT SL-
M8000-I」のみ、その他のIspecIIは対応不可

 ¥880（税抜価格¥800） 

▲SHIFTER ADAPTER HD3.6
　SHIFTER ADAPTER HD3.7

 ご注文コード  規格  JAN  価格 
 94149000  右レバー用  4717592030372   ¥1,650（税抜価格¥1,500） 
 94150000  左レバー用  4717592030389   ¥1,650（税抜価格¥1,500） 
 137047000  右レバー用  4717592035384   ¥2,200（税抜価格¥2,000） 
 137046000  左レバー用  4717592035285   ¥2,200（税抜価格¥2,000） 

 TRPブレーキにシフターを直付けするためのアダプターキット。 

※  94149000(HD3.6)、
94150000(HD3.6) は在庫限り

 ■  TRP、SHIMANO I-SPECⅡ、SRAM 
Matchmaker用シフターアダプター

■適合ブレーキ：
・DH-R EVO：HD-M845、M846
・DHR：HD-M842
・DH HD-M840-2
・TRAIL SLC HD-M826
・TRAIL SL HD-M825
※対応は「I-Spec II 」「TRP Shifter」
「SRAM Matchmaker」のみ

 SHIFTER ADAPTER HD4.0 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 137049000  右レバー用  4717592035087   ¥2,200（税抜価格¥2,000） 
 137048000  左レバー用  4717592035094   ¥2,200（税抜価格¥2,000） 

 TRPブレーキにシフターを直付けするためのアダプターキット。 

 ■ SHIMANO I-SPEC EV用シフターアダプター
■適合ブレーキ：
・DH-R EVO：HD-M845、M846
・Trail EVO：HD-M843
・DHR：HD-M842
・DH HD-M840-2
・TRAIL SLC HD-M826
・TRAIL SL HD-M825
※SHIMANO「XTR SL-M9100-I」「XT SL-M8130-
IR11」「XT SL-M8100-I」「SLX SL-M7100-I」
「Deore 12s SL-M6100-I」「Deore 11s SL-
M5100-I」「Deore 10s SL-M4100-I」のみ対応 

※SHIMANO「XTR SL-M9100-I」「XT SL-M8130-

M5100-I」「Deore 10s SL-M4100-I」のみ対応 

 SHIFTER ADAPTER HD4.1 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 137051000  右レバー用  4717592035100   ¥2,200（税抜価格¥2,000） 
 137050000  左レバー用  4717592035261   ¥2,200（税抜価格¥2,000） 

 TRPブレーキにシフターを直付けするためのアダプターキット。 

 ■ SHIMANO I-SPEC EV用シフターアダプター
■適合ブレーキ：
・SLATE T4：HD-M805N、M806、M807
・QUADIEM：HD-M830、M835
※SHIMANO「XTR SL-M9100-I」「XT SL-M8130-
IR11」「XT SL-M8100-I」「SLX SL-M7100-I」
「Deore 12s SL-M6100-I」「Deore 11s SL-
M5100-I」「Deore 10s SL-M4100-I」のみ対応 

 RRL SR 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 94111000  ブラック/シルバー  4717592015812   ¥11,000（税抜価格¥10,000） 
 64105000  ガム/シルバー  4717592014778   ¥11,000（税抜価格¥10,000） 

 人気のRRLレバーをレトロ調に仕上げた。
レバーは軽量化及びグリップ力向上のため穴あき加工しているのも特徴。 

 ■取付径：24.0mm
■対応ブレーキ：キャリパー、カンチ
■プッシュボタン式クイックリリース機能
■重量：275g
■左右セット 
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 RRL AL 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 94076000  ブラック  4717592014754   ¥7,700（税抜価格¥7,000） 
 94077000  シルバー  4717592023541   ¥7,700（税抜価格¥7,000） 

 レースで使えるハイエンドブレーキレバー。
握りやすいフードとエルゴノミックデザインのレバーを装備。 

 ■材質：アルミ
■取付径：24.0mm
■対応ブレーキ：キャリパー、カンチ
■左右セット 

 RRL HOODS 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 93915000  ブラック  4717592016673   ¥2,200（税抜価格¥2,000） 
 93921000  ガム  4717592016789   ¥2,200（税抜価格¥2,000） 

 RRLレバー用交換フード。 

 ■左右セット 

 ML800 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 64129000  ブラック  4717592019445   ¥5,500（税抜価格¥5,000） 

 Vブレーキレバーセット。SPYKEとの相性も抜群。 

 ■材質：アルミ
■対応ブレーキ：Vブレーキ
■重量：156g
■左右セット 

 ディスクブレーキパッド 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 116626000  イエロー  Q15TS  4717592032574   ¥3,300（税抜価格¥3,000） 
 116627000  ブルー  Q12RS  4717592032567   ¥2,750（税抜価格¥2,500） 
 116648000  ブルー  A12RS  4717592032857   ¥2,750（税抜価格¥2,500） 
 93941000  レッド  F10RS  4717592023121   ¥2,750（税抜価格¥2,500） 
 93942000  コッパー  A10TS  4717592027112   ¥3,300（税抜価格¥3,000） 
 93943000  コッパー  F10TS  4717592029420   ¥3,300（税抜価格¥3,000） 
 93944000  コッパー  Q10TS  4717592026627   ¥3,300（税抜価格¥3,000） 
 71444000  コッパー  ▲Q10TS  4562333428822   ¥2,178（税抜価格¥1,980） 
 64104000  レッド  ▲D20.11  4571309927016   ¥2,200（税抜価格¥2,000） 

 ディスクブレーキパッド。 

■Q15TS(シンタードメタルパッド)：4ピストンタイプ全般に適合
■Q12RS(レジンパッド)：4ピストンタイプ全般に適合
■A12RS(レジンパッド)：2ピストンタイプ全般に適合
■F10RS(メタルセラミックパッド)：HYLEX RS FM、T910＆912(リテーナースプリング付属)
■A10TS：(シンタードメタルパッド)HYLEX PM、HY/RD、SPYRE、SPYKE(リテーナースプリング付属)  
■F10TS(シンタードメタルパッド)：HYLEX FM(リテーナースプリング付属)
■Q10TS(シンタードメタルパッド)：DH-R、DH、QUADIEM、SLATE T4、TRAIL SLC、TRAIL SL(リテーナースプリング付属)
■D20.11：DASH SERIES

Q15TS：イエロー

Q12RS：ブルー A12RS：ブルー F10RS：レッド ▲Q20.11：レッド

A10TS：コッパー F10TS：コッパー Q10TS：コッパー ▲Q20.11：レッド
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 DA2.0 Pad pin31.2mmW/Clip 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 129287000  31.2mmW/Clip  4582590915439   ¥385（税抜価格¥350） 
 129288000  28.5mmW/Clip  4582590915446   ¥275（税抜価格¥250） 

sintered metal Resin Resin sintered metal Resin sintered metal Resin Resin
Series Model No. P-Q15TS P-Q12RS Q20.11 A10TS P-A12RS F10TS A-F12RS F10RS
DHR EVO HD-M846 Option Standard Option --- --- --- --- ---
DHR EVO HD-M845 Option Standard Option --- --- --- --- ---
Trail EVO HD-M843 Option Standard Option --- --- --- --- ---
G-Spec DH-R HD-M841 Standard Option Option --- --- --- --- ---
G-Spec DH HD-M840-2 Standard Option Option --- --- --- --- ---

Quadiem HD-M835 Option Standard Option --- --- --- --- ---
HD-M830 Option Option Standard --- --- --- --- ---

Trail SLC HD-M826 Standard Option Option --- --- --- --- ---
Trail SL HD-M825 Option Option Standard --- --- --- --- ---
Slate EVO HD-M807 --- Standard Option --- --- --- --- ---

Slate T4 HD-M806 --- Standard Option --- --- --- --- ---
HD-M805n --- Option Standard --- --- --- --- ---

TT Hydraulic HD-T910 --- --- --- --- --- --- Option Standard
HD-T912 --- --- --- --- --- --- Option Standard

Hylex Hylex --- --- --- --- Option --- --- ---
Hylex FM HD-C810 --- --- --- --- --- --- Option Standard
Hylex RS HD-C801 --- --- --- --- Option --- --- ---
Hylex RS FM HD-C811 --- --- --- --- --- --- Option Standard

HY/RD FM
HD-C705 --- --- --- Option Option --- --- ---
HD-C710 --- --- --- Option Option --- --- ---
HD-C711 --- --- --- Option Standard --- --- ---

Spyre / Spyre SLC MD-C605/MD-C605SLC --- --- --- Option Option --- --- ---
Spyre / Spyre SLC FM MD-C610/MD-C610SLC --- --- --- Option Option --- --- ---

Spyke MD-M600 --- --- --- Option Option --- --- ---

 ディスクパッド用補修ピン。 

 ディスクブレーキローター 
R223S01E(6穴、厚み2.3mm) 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 116595000  R223S01E  223mm  4717592032536   ¥7,150（税抜価格¥6,500） 
 116596000  R220S01E  220mm  4717592032543   ¥6,600（税抜価格¥6,000） 
 116597000  R203S01E  203mm  4717592032680   ¥6,050（税抜価格¥5,500） 
 116598000  R180S01E  180mm  4717592032550   ¥5,500（税抜価格¥5,000） 

 大口径化するホイールサイズに対応した新規格サイズ厚み2.3mm強化ブレーキローター。
さらにブレーキローター径223mm、220mmもラインナップ。 

 ■取付ボルト6本付属 
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 2ピースディスクブレーキローター 
R203C01E(センターロック、厚み2.3mm) 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 116599000  R203C01E  203mm  4717592032116   ¥8,800（税抜価格¥8,000） 
 116601000  R180C01E  180mm  4717592032123   ¥8,250（税抜価格¥7,500） 
 116602000  R160C01E  160mm  4717592032130   ¥7,700（税抜価格¥7,000） 

 大口径化するホイールサイズに対応した新規格サイズ厚み2.3mm強化ブレーキローター。
センターロックタイプ。 

 ※ロックリングは付属しません  ※ロックリングは付属しません 

 2ピースディスクブレーキローター 
TRP 203-42(6穴、厚み2.3mm) 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 93965000  TRP 203-42  203mm  4717592029208   ¥9,350（税抜価格¥8,500） 
 93964000  TRP 180-42  180mm  4717592029192   ¥8,250（税抜価格¥7,500） 

 大口径化するホイールサイズに対応した新規格サイズ厚み2.3mm強化ブレーキローター。
6穴タイプ。 

 ■取付ボルト6本付属 

 2ピースディスクブレーキローター 
TRP 203-33(6穴、厚み1.8mm) 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 93984000  TRP 203-33  203mm  4717592026139   ¥7,700（税抜価格¥7,000） 
 93970000  TRP 180-33  180mm  4717592026122   ¥7,150（税抜価格¥6,500） 
 93969000  TRP 160-33  160mm  4717592026153   ¥6,600（税抜価格¥6,000） 
 93968000  TRP 140-33  140mm  4717592026115   ¥6,600（税抜価格¥6,000） 

 2ピース構造、1.8mm厚、6穴ディスクブレーキローター。 

 ■取付ボルト6本付属  ■取付ボルト6本付属 

 ¥6,600（税抜価格¥6,000） 
 ¥6,600（税抜価格¥6,000） 

203mm

160mm

180mm

( ※ 140mmのみ 4本アーム )
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 2ピースディスクブレーキローター 
TRP 203-25(センターロック、厚み1.8mm) 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 93974000  TRP 203-25  203mm  4717592021790   ¥9,350（税抜価格¥8,500） 
 93973000  TRP 180-25  180mm  4717592020724   ¥8,250（税抜価格¥7,500） 
 93972000  TRP 160-25  160mm  4717592020717   ¥7,700（税抜価格¥7,000） 
 93971000  TRP 140-25  140mm  4717592020700   ¥7,700（税抜価格¥7,000） 

 2ピース構造、1.8mm厚、センターロックディスクブレーキローター。 

 ※ロックリングは付属しません 

TRP 203-25(センターロック、厚み1.8mm) 

 ディスクブレーキローター 
R203S02M(6穴、厚み1.8mm) 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 137043000  R203S02M  203mm  4717592035032   ¥6,050（税抜価格¥5,500） 
 137042000  R180S02M  180mm  4717592035025   ¥5,500（税抜価格¥5,000） 
 137041000  R160S02M  160mm  4717592035070   ¥4,950（税抜価格¥4,500） 
 137040000  R140S02M  140mm  4717592035063   ¥4,950（税抜価格¥4,500） 

 ブレーキングノイズを抑える形状を採用した1.8mm厚、6穴ディスクブレーキローター。 

 ■取付ボルト6本付属 

 ▲ディスクブレーキローター 
TRP 203-29(6穴、厚み1.8mm) 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 93978000  TRP 203-29  203mm  4717592021707   ¥6,050（税抜価格¥5,500） 
 93977000  TRP 180-29  180mm  4717592021691   ¥5,500（税抜価格¥5,000） 
 93976000  TRP 160-29  160mm  4717592021592   ¥5,500（税抜価格¥5,000） 
 93975000  TRP 140-29  140mm  4717592021684   ¥5,500（税抜価格¥5,000） 

 1.8mm厚、6穴ディスクブレーキローター。 

 ■取付ボルト6本付属 

 203mm 140mm160mm180mm
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 ▲ディスクブレーキローター
(6穴、厚み1.8mm) 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 64128000  203mm  4717592018196   ¥3,300（税抜価格¥3,000） 

 ウェーブ形状によるスムーズなブレーキングと優れた放熱性を持ったディスクブレーキ
ローター。 

 ■取付ボルト6本付属 

 センターロックリング 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 93985000  SP-TR80：12mmアクスル用  4717592029727   ¥1,650（税抜価格¥1,500） 
 116614000  SP-TR85：15̃20mmアクスル用  4717592032864   ¥1,870（税抜価格¥1,700） 

 スルーアスクルタイプ、センターロックハブ用ディスクローターロックリング。 

 T25 TI Torx Rotor Bolts 

 ご注文コード  JAN  価格 
 94142000  4717592015850   ¥5,500（税抜価格¥5,000） 

 6穴ローター固定用のチタンボルト。 

 ■6本セット 

 6穴ローター用スペーサー 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 94013000  0.5mm  4717592028898   ¥385（税抜価格¥350） 
 94014000  1.0mm  4717592028881   ¥385（税抜価格¥350） 

 ディスクローター位置の微調整が可能。 

 ハイドロリックディスクブレーキ
用ホースキット 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 116621000  バンジョー付ホースキット(5.0mm、ブラック)  4717592032734   ¥3,850（税抜価格¥3,500） 
 94179000  バンジョー付ホースキット(5.5mm、ブラック)  4717592015508   ¥3,850（税抜価格¥3,500） 
 116623000  ホースキット(5.0mm、ブラック)  4717592032772   ¥3,850（税抜価格¥3,500） 
 94096000  ホースキット(5.5mm、ブラック)  4717592033335   ¥3,850（税抜価格¥3,500） 
 116624000  ホースキット(5.0mm、HD-T910/912用、ブラック)  4717592032741   ¥3,850（税抜価格¥3,500） 
 64116000  バンジョー付ホースキット(5.5mm、ホワイト)  4571309981933   ¥3,300（税抜価格¥3,000） 
 67888000  バンジョー付ホースキット(5.5mm、ホワイト)  4562333413958   ¥3,300（税抜価格¥3,000） 

 TRP各モデル用ホースキット。 

 ■内容：
・ブレーキホース2000mｍ(※64116000は1600mm)
・ホースリテーナーカバー x 2(※バンジョータイプは x1)
・ホースリテイナー x2(※バンジョータイプは x1)
・バンジョーボルトx1(※バンジョータイプのみ
・コンプレッションフェルール x2(※バンジョータイプは x1)
・インサート x2(※バンジョータイプは x1)
・Oリング x2(※バンジョータイプのみ) 

※94096000、64116000、67888000は在庫限り

・インサート x2(※バンジョータイプは x1)
・Oリング x2(※バンジョータイプのみ) 

 オリーブ/インサートセット 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 116625000  5.0mmホース用  4717592032765   ¥2,200（税抜価格¥2,000） 
 94021000  5.5mmホース用  4717592025811   ¥2,200（税抜価格¥2,000） 

 オリーブ(コンプレッションフェルール)とインサート(バーブ)の10個セット。 

■内容： 
・オリーブ×10
・インサート×10 

SP-TR85SP-TR80
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 Advanced ブリードキット 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 117206000  5.0/5.5mmホース用  4717592033274   ¥8,800（税抜価格¥8,000） 

 TRPハイドロリックディスクブレーキのブリーディングに最適なキット。 

 ■内容：
・シリンジ(注射器)x2
・ホースカッターx1
・ブリードポートアダプター
・2or4ピストン用キャリパーブロック
・オリーブ
・ホースナット
・インサート 

 ¥8,800（税抜価格¥8,000） 

 Basic ブリードキット 

 ご注文コード  JAN  価格 
 116583000  4717592033281   ¥2,200（税抜価格¥2,000） 
 94023000  4717592030051   ¥2,750（税抜価格¥2,500） 

 ブリーディング作業を行う基本のセット。 

 ■内容：
・シリンジ(注射器)x1
・ブラスチックチューブA(シリンジ-キャリパー用)x1
・ブラスチックチューブB(レバー-オーバーフロー用)
・ブリードフィッティングM5x1 M6x2 M7x1

※ 94023000のみミネラルオイル50ml付属は在庫限り

・ブラスチックチューブA(シリンジ-キャリパー用)x1
・ブラスチックチューブB(レバー-オーバーフロー用)
・ブリードフィッティングM5x1 M6x2 M7x1

 ミネラルオイル 

 ご注文コード  JAN  価格 
 116584000  4717592033083   ¥1,100（税抜価格¥1,000） 
 93979000  4717592030112   ¥1,100（税抜価格¥1,000） 

 TRP用ミネラルオイル。 

 ■内容：100ml 

※93979000は50ml在庫限り

 ブリードカップ 

 ご注文コード  JAN  価格 
 93931000  4717592028805   ¥1,650（税抜価格¥1,500） 

 メカニックからのフィードバックにより開発したTRP油圧ブレーキ用のブリードカップ。
ブリーディング作業時ブレーキレバーのオーバーフロー側に取り付ける事でブリーディン
グ作業を楽に行うことができます。 

 Pシリーズディスクブレーキキャリパーアダプター 
 ご注文コード  規格  サイズ  JAN  価格 
 116615000  ポストマウント/ポストマウント  プラス17mmアダプター  4717592032482   ¥1,650（税抜価格¥1,500） 
 116617000  ポストマウント/ポストマウント  プラス20mmアダプター  4717592032499   ¥1,650（税抜価格¥1,500） 
 116618000  ポストマウント/ポストマウント  プラス23mmアダプター  4717592032505   ¥1,650（税抜価格¥1,500） 
 116619000  ポストマウント/ポストマウント  プラス40mmアダプター  4717592032512   ¥1,650（税抜価格¥1,500） 
 116620000  ポストマウント/ポストマウント  プラス43mmアダプター  4717592032529   ¥1,650（税抜価格¥1,500） 
 64133000  ポストマウント/ポストマウント  プラス43mmアダプター  4717592015331   ¥825（税抜価格¥750） 
 67883000  ポストマウント/ポストマウント  プラス43mmアダプター  4562333413903   ¥1,540（税抜価格¥1,400） 
 ※64133000は在庫限り(※パッケージはTEKTROのパッケージになります)
※67883000は在庫限り 

 A1 IS アダプター  

 ご注文コード  規格  サイズ  JAN  価格 

 94042000 
 インターナショナル
スタンダード/
ポストマウント 

 フロント
140mm用  4717592029819   ¥1,650（税抜価格¥1,500） 

 A2 IS アダプター  

 ご注文コード  規格  サイズ  JAN  価格 

 94058000 
 インターナショナル
スタンダード/
ポストマウント 

 フロント
160mm/
リア

140mm用 
 4717592029802   ¥1,650（税抜価格¥1,500） 

 インターナショナルA台座用アダプター。AQ1.0シリーズ。 

 ■フロント/リア用
■ローター径：フロント160mm、リア140mm 
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 B3 IS アダプター  

 ご注文コード  規格  サイズ  JAN  価格 

 137044000 
 インターナショナル
スタンダード/
ポストマウント 

 フロント
180mm/
リア

160mm用 
 4717592034622   ¥1,650（税抜価格¥1,500） 

 インターナショナルA台座用アダプター。AQ1.0シリーズ。 

 ■フロント/リア用
■ローター径：フロント180mm、リア160mm 

 A4 IS アダプター 
B4 IS アダプター 

 ご注文コード  規格  サイズ  JAN  価格 

 94060000 
 インターナショナ
ルスタンダード/
ポストマウント 

 リア
180mm用  4717592029789   ¥1,650（税抜価格¥1,500） 

 137045000 
  インターナショナ
ルスタンダード/
ポストマウント

   リア
180mm用  4717592034868   ¥1,650（税抜価格¥1,500） 

※94060000 A4 IS アダプターは在庫限り

 インターナショナルA台座用アダプター。AQ1.0シリーズ。 

 ■リア用
■ローター径：180mm

 I4 IS アダプター 

 ご注文コード  規格  サイズ  JAN  価格 

 94044000 
 インターナショナル
スタンダード/
ポストマウント 

 リア
203mm用  4717592029765   ¥1,650（税抜価格¥1,500） 

 インターナショナルA台座用アダプター。AQ1.0シリーズ。 

 ■リア用
■ローター径：203mm 

 A7 PM 203 アダプター 

 ご注文コード  規格  サイズ  JAN  価格 

 94095000  ポストマウント/ポストマウント 
 フロント
203mm用  4717592029758   ¥1,650（税抜価格¥1,500） 

 ポストマウント160mm設計のフレーム＆フォークに203mmローターを付ける際に使用。 

 ■フロント用
■ローター径：203mm
※A7 PM 203アダプターは在庫限り 

 A5 IS アダプター 

 ご注文コード  規格  サイズ  JAN  価格 

 94043000 
 インターナショナル
スタンダード/
ポストマウント 

 フロント
203mm用  4717592029772   ¥1,650（税抜価格¥1,500） 

 インターナショナルA台座用アダプター。AQ1.0シリーズ。 

 ■フロント用
■ローター径：203mm 

 A11 アダプター 

 ご注文コード  規格  サイズ  JAN  価格 

 94015000  ポストマウント/ポストマウント 
 プラス
20mm
アダプター 

 4717592026719   ¥1,650（税抜価格¥1,500） 

 67884000   ポストマウント/ポストマウント
  プラス
20mm
アダプター

 4562333413910   ¥1,540（税抜価格¥1,400） 

 ポストマウント台座用アダプター。 

 ■対応ローター径：160mm、180mm
※67884000は在庫限り 

 A12 アダプター 

 ご注文コード  規格  サイズ  JAN  価格 

 94016000  ポストマウント/ポストマウント 
 プラス
23mm
アダプター 

 4717592029239   ¥1,650（税抜価格¥1,500） 

 64132000  ポストマウント/ポストマウント 
プラス
23mm
アダプター  

 4717592019711   ¥825（税抜価格¥750） 

 ポストマウント台座用アダプター。 

※64132000は在庫限り
　(※パッケージはTEKTROのパッケージになります)

 ■対応ローター径：203mm

 FF1 アダプター 

 ご注文コード  規格  サイズ  JAN  価格 

 94017000  フラットマウント/ポストマウント 
 フロント
140mm用  4717592021035   ¥1,650（税抜価格¥1,500） 

 フラットマウント台座にポストマウント用ブレーキを取り付けるアダプター。 

 ■フロント用
■対応ローター径：140mm 

 FF2 アダプター 

 ご注文コード  規格  サイズ  JAN  価格 

 94018000  フラットマウント/ポストマウント 
 フロント
160mm  4717592021059   ¥1,650（税抜価格¥1,500） 

 フラットマウント台座にポストマウント用ブレーキを取り付けるアダプター。 

 ■フロント用
■対応ローター径：160mm

 FR1 アダプター 

 ご注文コード  規格  サイズ  JAN  価格 

 94019000  フラットマウント/ポストマウント 
 リア

140mm用  4717592021349   ¥1,650（税抜価格¥1,500） 

 フラットマウント台座にポストマウント用ブレーキを取り付けるアダプター。 

 ■リア用
■対応ローター径：140mm
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 FR2 アダプター 

 ご注文コード  規格  サイズ  JAN  価格 

 94020000  フラットマウント/ポストマウント 
 リア

160mm用  4717592021332   ¥1,650（税抜価格¥1,500） 

 フラットマウント台座にポストマウント用ブレーキを取り付けるアダプター。 

 ■リア用
■対応ローター径：160mm

 F5 アダプター 

 ご注文コード  規格  サイズ  JAN  価格 

 64141000  フラットマウント/フラットマウント 
 フロント
140mm/
160mm用 

 4717592021714   ¥1,540（税抜価格¥1,400） 

 TRP専用フラットマウントアダプター 

 ■フロント用
■対応ローター径：140/160mm

＊上下反転させることで対応するローター
サイズが変わります。 

 F6 アダプター 

 ご注文コード  規格  サイズ  JAN  価格 

 64142000  フラットマウント/フラットマウント 
 リア

160mm用  4717592021875   ¥1,540（税抜価格¥1,400） 

 TRP専用フラットマウントアダプター 

 ■リア用
■対応ローター径：160mm

 フラットマウントボルト 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 94166000  M5x17mm  4717592023893   ¥385（税抜価格¥350） 
 94167000  M5x22mm  4717592023909   ¥385（税抜価格¥350） 
 94168000  M5x27mm  4717592023916   ¥385（税抜価格¥350） 
 94169000  M5x32mm  4717592023923   ¥385（税抜価格¥350） 
 94170000  M5x37mm  4717592023930   ¥385（税抜価格¥350） 
 94171000  M5x42mm  4717592023947   ¥385（税抜価格¥350） 

 フラットマウントブレーキキャリパー固定ボルト 

 ■材質：スチール
■工具サイズ：4mmアーレンキー
■2本セット 

 CLAMSHELL UBRAKE PAD 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 64098000  ブラック  4580214324315   ¥2,200（税抜価格¥2,000） 

 Uブレーキ用交換パッド 

 ■ 55mmカートリッジタイプ
■ 対応：FX950
※ 前後セット販売ではありません。/1WHEEL分
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 DH7 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 90468000  ブラック  4717592032260   ¥38,500（税抜価格¥35,000） 
 90469000  シルバー  4717592032277   ¥38,500（税抜価格¥35,000） 
 90470000  ゴールド  4717592032284   ¥38,500（税抜価格¥35,000） 

 ＤＨワールドカップライダーのアーロン・グインと共同開発したTRP初のシフター＆ディレイラーキット。
DH専用モデル。 

 価格 
 4717592032260   ¥38,500（税抜価格¥35,000） 
 4717592032277   ¥38,500（税抜価格¥35,000） 
 4717592032284   ¥38,500（税抜価格¥35,000） 

 ■右シフトレバー、リアディレイラーセット
■調整可能なラチェットクランチを装備(チェーン脱落防止システム)
■シフトレバーポジションを左右各20°調整可能
■ホールロック機能によりスルーアクスルタイプのホイール脱着が容易
■材質：アルミ/カーボン
■変速段数：7S 
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 TR12 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 116660000  ブラック  4717592032994   ¥41,800（税抜価格¥38,000） 
 116666000  シルバー  4717592033007   ¥41,800（税抜価格¥38,000） 
 116669000  ゴールド  4717592033014   ¥41,800（税抜価格¥38,000） 

 DH専用モデルDH7から受け継いだDNAを12速化しエンデューロ、トレイルライドに特化した
シフター＆ディレイラーキット。  

 ■右シフトレバー、リアディレイラーセット
■調整可能なラチェットクランチを装備(チェーン脱落防止システム)
■シフトレバーポジションを左右各20°調整可能
■ホールロック機能によりスルーアクスルタイプのホイール脱着が容易
■材質：アルミ/カーボン
■変速段数：12S 
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 フロントフォーク CX Fork 
15mmスルーアクスル(FK001) 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 64167000  15mmスルーアクスル  4717592019728   ¥85,800（税抜価格¥78,000） 

 TRPドロップディスクと相性抜群のオリジナルカーボンフォーク「THRU AXLE CX FORK」。
ディスクブレーキ仕様のシクロクロスやグラベルロードに。　 

 ■仕様：700Cカーボンフロントフォーク(ケーブル内蔵式、アヘッド)
■ヘッドチューブ：1-1/8インチ-1.5インチ　テーパードヘッド
■コラム長：350mm
■アクスル：DT THRU AXLEタイプ
■対応タイヤクリアランス：40mm(40C)
■ブレーキマウントタイプ：ポストマウント(160mm)
■アクスル～クラウン間サイズ：397mm
■オフセット：47mm
■重量：450g 

 価格 
 ¥85,800（税抜価格¥78,000） 

 TRPドロップディスクと相性抜群のオリジナルカーボンフォーク「THRU AXLE CX FORK」。

 フロントフォーク CX Fork 
12mmスルーアクスル(FK002) 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 64168000  12mmスルーアクスル  4717592020984   ¥85,800（税抜価格¥78,000） 

 TRPドロップディスクと相性抜群のオリジナルカーボンフォーク「THRU AXLE CX FORK」。
ディスクブレーキ仕様のシクロクロスやグラベルロードに。　 

 ■仕様：700Cカーボンフロントフォーク(ケーブル内蔵式、アヘッド)
■ヘッドチューブ：1-1/8インチ-1.5インチ　テーパードヘッド
■コラム長：350mm
■アクスル：DT THRU AXLEタイプ
■対応タイヤクリアランス：40mm(40C)
■ブレーキマウントタイプ：ポストマウント(160mm)
■アクスル～クラウン間サイズ：397mm
■オフセット：47mm
■重量：450g 

 ¥85,800（税抜価格¥78,000） 

 TRPドロップディスクと相性抜群のオリジナルカーボンフォーク「THRU AXLE CX FORK」。
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 R559 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 71872000  ブラック  前用  4562333428525  ¥4,840（税抜価格¥4,400） 
 71873000  ブラック  後ろ用  4562333428532   ¥4,840（税抜価格¥4,400） 
 94181000  シルバー  前用  4717592022926   ¥4,840（税抜価格¥4,400） 
 94182000  シルバー  後ろ用  4717592022933   ¥4,840（税抜価格¥4,400） 
 71875000  シルバー  後ろ用  4562333428556   ¥4,180（税抜価格¥3,800） 

 ■材質：鍛造アルミ
■デュアルピポッド
■リーチ：39～54mm
■重量：165g
■リム幅：24-28mmまで使用可能 

■材質：鍛造アルミ
■デュアルピポッド
■リーチ：55～73mm
■重量：179g

※71875000は在庫限り ■リム幅：24-28mmまで使用可能 

 R526 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 93878000  ブラック  前用  4717592029505   ¥4,840（税抜価格¥4,400） 
 93879000  ブラック  後ろ用  4717592029512   ¥4,840（税抜価格¥4,400） 

 28Cタイヤに最適な軽量アルミ製ロードキャリパーブレーキ。 セーフティクイックリリース機能付きアルミ製ロードキャリパーブレーキ。
太目のタイヤに対応するロングアーム。

 ■材質：鍛造アルミ
■デュアルピポッド
■リーチ：47～59mm
■重量：160g 

 R539 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 94062000  ブラック  前用  4717592023053   ¥4,400（税抜価格¥4,000） 
 94063000  ブラック  後ろ用  4717592023046   ¥4,400（税抜価格¥4,000） 

 セーフティクイックリリース機能付きアルミ製ロードキャリパーブレーキ。 

 ■材質：鍛造アルミ
■ブレーキシュー：アルミリム用
■デュアルピポッド
■リーチ：72～92mm
■センターボルト軸長：F48mm
(※ 123007000、123008000は
51mm)、R15mm

■重量：200ｇ 

 900A 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 123007000  ブラック  前用  4717592033755   ¥1,650（税抜価格¥1,500） 
 94218000  ブラック  後ろ用  4717592032635   ¥1,650（税抜価格¥1,500） 
 123008000  シルバー  前用  4717592033762   ¥1,650（税抜価格¥1,500） 
 94220000  シルバー  後ろ用  4717592018387   ¥1,650（税抜価格¥1,500） 

 一般車に使用率の高いロングアーム、デュアルピボットキャリパーブレーキ。
補修交換にも最適。 

 ■材質：鍛造アルミ
■ブレーキシュー：アルミリム用
■デュアルピポッド
■リーチ：61～81mm
■重量：214ｇ 

 810C 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 127050000  ブラック  前用  4717592027358   ¥1,760（税抜価格¥1,600） 
 122937000  ブラック  後ろ用  4717592027389   ¥1,760（税抜価格¥1,600） 
 122938000  シルバー  前用  4717592027914   ¥1,760（税抜価格¥1,600） 
 122939000  シルバー  後ろ用  4717592027389   ¥1,760（税抜価格¥1,600） 

 一般車に使用率の高いロングアーム、デュアルピボットキャリパーブレーキ。
補修交換にも最適。 

 ■材質：鍛造アルミ
■デュアルピポッド
■リーチ：24～36mm
■重量：172g
※ フロント専用です。 

 ▲T531 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 93983000  ブラック  前用  4717592023015   ¥8,250（税抜価格¥7,500） 

 シマノ互換のエアロダイナミックタイプダイレクトマウントブレーキ規格キャリバーブレー
キです。カンパニョーロ・SRAM・シマノ新旧のドロップ用レバーに対応。
フロント専用設計。 
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 ■材質：鍛造アルミ
■デュアルピポッド
■リーチ：24～36mm 
■重量：180g（片側）
※ フロント専用です。

 ▲T731 F 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 65664000  ブラック  前用  4571310055050   ¥8,250（税抜価格¥7,500） 

 シマノ互換のダイレクトマウントブレーキ規格キャリバーブレーキ。
カンパニョーロ・ SRAM・シマノ新旧のドロップ用レバーに対応。
フロント専用設計。  

 ■材質：鍛造アルミ
■デュアルピポッド
■リーチ：24～36mm 
■重量：185g（片側）
※ リア専用です。

 ▲T741 R 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 65665000  ブラック  後ろ用  4571310055067   ¥8,250（税抜価格¥7,500） 

 シマノ互換のダイレクトマウントブレーキ規格キャリバーブレーキです。カンパニョーロ・ 
SRAM・シマノ新旧のドロップ用レバーに対応。
リア専用設計。  

 ■材質：鍛造アルミ
■リーチ：23～37mm 
■重量：150g（片側）
※前後セット販売ではありません。 

 992A 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 93835000  ブラック  4717592010862   ¥2,310（税抜価格¥2,100） 
 93836000  シルバー  4717592010749   ¥2,310（税抜価格¥2,100） 

 リニアスプリングデザインを採用しスムーズなブレーキングを実現。 

 ■材質：アルミ
■対応：
・フラットマウント台座
・1.8mmブレーキローター
■重量：155g
※ ディスクブレーキキャリパーのみ、
ブレーキローター等はその他は付
属しません。 

 MD-C550 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 93859000  ブラック  4717592030204   ¥6,050（税抜価格¥5,500） 

 ロードブレーキレバー用フラットマウントタイプメカニカルディスクブレーキキャリパー。
デュアルピストンタイプ、油圧ブレーキ同様に両方のパッドでブレーキローターを挟み込
みます。 

 ■材質：鍛造アルミ
■リーチ：20.5～36.5mm
■アーム長：102mm
■重量：158ｇ
＊前後セット販売ではありません。 

■リーチ：20.5～36.5mm

＊前後セット販売ではありません。 

 M530 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 93839000  ブラック  4717592010442   ¥1,980（税抜価格¥1,800） 

 リーズナブルなVブレーキ。スポーツバイクにオススメ。 

 ■材質：鍛造アルミ
■アーム長：95mm
■リーチ：20.5～38.5mm
■重量：161g
※前後セット販売ではありません。 

 930AL 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 93868000  ブラック  4717592008517   ¥1,540（税抜価格¥1,400） 

 引きが軽く、キッズバイクに最適なVブレーキ。 
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 ■材質：アルミ
■対応：
・ポストマウント台座
・1.8mmブレーキローター
■重量：172g
※ ディスクブレーキキャリパーのみ、
ブレーキローター等はその他は付
属しません。 

・1.8mmブレーキローター

※ ディスクブレーキキャリパーのみ、
ブレーキローター等はその他は付

 MD-M300 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 93956000  ブラック  4717592023466   ¥2,310（税抜価格¥2,100） 

 Vブレーキレバー用ポストマウントタイプメカニカルディスクブレーキキャリパー。 

 ■材質：アルミ
■対応：
・フラットマウント台座
・1.8mmブレーキローター
■重量：156g
※ディスクブレーキキャリパーのみ、ブレーキローター等はその他は付属しません。 

 MD-U511 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 94040000  ブラック  4717592030587   ¥3,740（税抜価格¥3,400） 

 Vブレーキレバー用フラットマウントタイプメカニカルディスクブレーキキャリパー。 

 ■材質：鍛造アルミ
■対応：
・ポストマウント台座
・1.8mmブレーキローター
■適合モデル：
HD-M282/M275/M276/M285/
M286/M290/M291/M500/
M501/J285/T275/T285/T290/
E350/E500
※ ディスクブレーキキャリパーのみ、
ブレーキローター等はその他は付
属しません。 
※5.5mmホース仕様

 HD6.X Caliper 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 130576000  ブラック  4717592031737   ¥2,860（税抜価格¥2,600） 

 油圧ディスクブレーキ用ポストマウントタイプキャリパー。 

 ■材質：鍛造アルミ
■対応：
・ポストマウント台座
・1.8mmブレーキローター
■適合モデル：
HD-M735(※フロント)/M745/E725
※ ディスクブレーキキャリパーのみ、ブレーキ
ローター等はその他は付属しません。 
※5.5mmホース仕様

 HD6.Y Caliper 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 134272000  ブラック  4717592006957   ¥4,950（税抜価格¥4,500） 

 油圧ディスクブレーキ用ポストマウントタイプキャリパー。 

 ■材質：鍛造アルミ
■対応：
・ポストマウント台座
・1.8mmブレーキローター
・バンジョータイプ
■適合モデル：
HD-M520/M521/M530/M700/
M720/M730/M735/M740/
T520/T530/T710/E/520/E530
※ディスクブレーキキャリパーのみ、
ブレーキローター等はその他は付属
しません。 
※5.5mmホース仕様

 SU2.X Caliper 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 134273000  ブラック  4717592027228   ¥3,850（税抜価格¥3,500） 

 油圧ディスクブレーキ用ポストマウントタイプキャリパー。バンジョータイプホース仕様。 

 ■材質：鍛造アルミ
■対応：
・フラットマウント台座
・1.8mmブレーキローター
■適合モデル：
HD-R290/R310/R510
※ディスクブレーキキャリパーのみ、
ブレーキローター等はその他は付属
しません。 
※5.5mmホース仕様

 FM2.X Caliper 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 134267000  ブラック  4717592030501   ¥2,860（税抜価格¥2,600） 

 油圧ディスクブレーキ用フラットマウントタイプキャリパー。 
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 ■材質：アルミレバー、鋳造アルミボディ
■対応：
2フィンガーレバー
リーチアジャストメント
■適合モデル：
HD-M275/M276/M285/M286
※ ブレーキレバーのみ、ブレーキローター
等はその他は付属しません。 
※5.5mmホース仕様

HD-M275/M276/M285/M286
※ ブレーキレバーのみ、ブレーキローター
等はその他は付属しません。 

 HD1.4 Lever Set 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 134262000  ブラック  左用  4717592027167   ¥1,980（税抜価格¥1,800） 
 134263000  ブラック  右用  4717592027150   ¥1,980（税抜価格¥1,800） 

 油圧ディスクブレーキ用ブレーキレバー。 

 ■材質：アルミレバー、鋳造アルミボディ
■対応：
2フィンガーレバー
リーチアジャストメント
 I-spec II & Matchmaker 
■適合モデル：
HD-M735
※ ブレーキレバーのみ、ブレーキローター
等はその他は付属しません。 
※5.5mmホース仕様

 HD3.J Lever Set 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 134274000  ブラック  左用  4717592027440   ¥2,970（税抜価格¥2,700） 
 134275000  ブラック  右用  4717592027068  ¥2,970（税抜価格¥2,700） 

 油圧ディスクブレーキ用ブレーキレバー。 

 ■材質：アルミレバー、鋳造アルミボディ
■対応：
2フィンガーレバー
リーチアジャストメント
 ■適合モデル：
HD-M290/M291
※ ブレーキレバーのみ、ブレーキローター
等はその他は付属しません。 
※5.5mmホース仕様

 ■材質：アルミレバー、鋳造アルミボディ

※ ブレーキレバーのみ、ブレーキローター
等はその他は付属しません。 

 HD3.B Lever Set 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 134277000  ブラック  左用  4717592027181   ¥1,980（税抜価格¥1,800） 
 134278000  ブラック  右用  4717592027174  ¥1,980（税抜価格¥1,800） 

 油圧ディスクブレーキ用ブレーキレバー。 

 ■材質：アルミレバー、鋳造アルミボディ
■対応：
3フィンガーレバー
リーチアジャストメント
■適合モデル：
HD-R310
※ ブレーキレバーのみ、ブレーキローター
等はその他は付属しません。 
※5.5mmホース仕様

リーチアジャストメント

※ ブレーキレバーのみ、ブレーキローター
等はその他は付属しません。 
※5.5mmホース仕様

 HD3.C Lever Set 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 134268000  ブラック  左用  4717592028270   ¥1,980（税抜価格¥1,800） 
 134269000  ブラック  右用  4717592028287   ¥1,980（税抜価格¥1,800） 

 油圧ディスクブレーキ用ブレーキレバー。 

 ■材質：アルミレバー、鋳造アルミボディ
■対応：
3フィンガーレバー
リーチアジャストメント
■適合モデル：
HD-R280/R290/T275/T285
※ ブレーキレバーのみ、ブレーキローター
等はその他は付属しません。 
※5.5mmホース仕様

リーチアジャストメント

HD-R280/R290/T275/T285
※ ブレーキレバーのみ、ブレーキローター
等はその他は付属しません。 
※5.5mmホース仕様

 HD1.5 Lever Set 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 134280000  ブラック  左用  4717592028010   ¥1,980（税抜価格¥1,800） 
 134281000  ブラック  右用  4717592027990  ¥1,980（税抜価格¥1,800） 

 油圧ディスクブレーキ用ブレーキレバー。 

 ■材質：アルミ
■対応：
2フィンガーレバー
■適合モデル：
HD-M275/M276/M285/M286
※ ブレーキレバーブレードと取付用
スモールパーツのみ。 

HD-M275/M276/M285/M286
※ ブレーキレバーブレードと取付用

 HD1.3 Lever Blade Kit 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 134264000  ブラック  左右共用  4717592023633   ¥660（税抜価格¥600） 

 油圧ディスクブレーキ用ブレーキレバーブレード部分。 
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 ■材質：アルミ
■対応：
3フィンガーレバー
■適合モデル：
HD-R310/R510
※ ブレーキレバーブレードと取付用
スモールパーツのみ。 
※ ブレーキレバーブレードと取付用

 HD3.8 Lever Blade Kit 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 134270000  ブラック  左右共用  4717592023817   ¥660（税抜価格¥600） 

 油圧ディスクブレーキ用ブレーキレバーブレード部分。 

 ■材質：鍛造アルミ
■対応：
2フィンガーレバー
■適合モデル：
HD-M735/M745/M750/E725
※ ブレーキレバーブレードと取付用
スモールパーツのみ。 

HD-M735/M745/M750/E725
※ ブレーキレバーブレードと取付用

 HD3.A Lever Blade Kit 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 134276000  ブラック  左右共用  4717592031942   ¥990（税抜価格¥900） 

 油圧ディスクブレーキ用ブレーキレバーブレード部分。 

 ■材質：鋳造アルミ
■対応：
2フィンガーレバー
■適合モデル：
HD-M290/M291/M500/M501/
M520/M521
※ ブレーキレバーブレードと取付用
スモールパーツのみ。 

HD-M290/M291/M500/M501/

 HD3.3 Lever Blade Kit 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 134279000  ブラック  左右共用  4717592020892   ¥660（税抜価格¥600） 

 油圧ディスクブレーキ用ブレーキレバーブレード部分。 

 ■材質：アルミ
■対応：
3フィンガーレバー
■適合モデル：
HD-R280/R290/T275/T285/
T385/T390
※ ブレーキレバーブレードと取付用
スモールパーツのみ。 
※ ブレーキレバーブレードと取付用
スモールパーツのみ。 

 HD1.4 Lever Blade Kit 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 134282000  ブラック  左右共用  4717592028416   ¥660（税抜価格¥600） 

 油圧ディスクブレーキ用ブレーキレバーブレード部分。 

 ■適合モデル：
HD-M275/M276/M282/M285/M286/R280/R290/J285/T275/
T285/T385/T390
※リザーバーキャップ、ダイヤフラムその他取付用ネジのキット。 

 HD1.1 LeftReservoir CapKit 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 134265000  ブラック  左用  4717592026986   ¥880（税抜価格¥800） 
 134266000  ブラック  右用  4717592026993  ¥880（税抜価格¥800） 

 油圧ディスクブレーキ用リザーバーキャップキット。 

 ■適合モデル：
HD-M290/M291/M500/M501/M520/M521/M730/M735/M740/M745/
M750/R310/R510/T290/E725
※リザーバーキャップ、ダイヤフラムその他取付用ネジのキット。 

 HD3.0 Reservoir Cap Kit 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 134271000  ブラック  左右共用  4717592026955   ¥880（税抜価格¥800） 

 油圧ディスクブレーキ用リザーバーキャップキット。 

3T
ブ
レ
ー
キ

WELDTITE

KENDA

MOON

TRP

TEKTRO

Birzman

TRIPEAK

guee

LOUIS GARNEAU

GARNEAU

分
類
名

169 TEKTRO
BRAND Collection



 ■材質：鍛造アルミレバー/鋳造アル
ミブラケット
■クイックリリース機構付
■レバー：3フィンガー
■左右セット
■対応ブレーキ：キャリパー/カンチ
■ペア重量：117g ■ペア重量：117g 

 FL750 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 94068000  ブラケット/ブラック、レバー/ブラック  4717592017892   ¥3,630（税抜価格¥3,300） 
 94069000  ブラケット/ブラック、レバー/シルバー  4717592013818   ¥3,630（税抜価格¥3,300） 
 94070000  ブラケット/シルバー、レバー/シルバー  4717592013948   ¥3,630（税抜価格¥3,300） 

 ロードキャリパーブレーキ、カンチブレーキに対応するアルミブレーキレバー 

 ■材質：鍛造アルミレバー/鋳造アル
ミブラケット
■2フィンガー
■左右セット
■対応ブレーキ：キャリパー/カンチ
■ ハンドルクランプ径：Φ22.2mm
■ペア重量：120ｇ 

 FL540 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 94071000  ブラック  4717592016291   ¥3,630（税抜価格¥3,300） 
 94072000  シルバー  4717592013917   ¥3,630（税抜価格¥3,300） 

 キャリパー＆カンチ対応スタンダードな2フィンガーブレーキレバー。
ラピッドファイアーシフターに最適な設計。 

 ■材質：鍛造アルミレバー/鋳造アル
ミブラケット
■対応パイプ内径：19.6～20.6mm
■ケーブルルーティング：外側
■左右セット
■対応ブレーキ：キャリパー/カンチ
■ペア重量：166g 

 RX4.1 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 93848000  ブラック  4717592008630   ¥3,850（税抜価格¥3,500） 
 93849000  シルバー  4717592008760   ¥3,850（税抜価格¥3,500） 

 アウターケーブルを外側から取り回すスタンダードタイプのエアロブレーキ。 

 ■材質：鍛造アルミレバー
■クイックリリース機能付
■左右セット
■対応ブレーキ：キャリパー/カンチ
■ペア重量：300g 

 RL340 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 94064000  ブラック  4717592012255   ¥3,630（税抜価格¥3,300） 
 94065000  シルバー  4717592012064   ¥3,630（税抜価格¥3,300） 

 ロード用アルミブレーキレバー 

 ■材質：鍛造アルミレバー
■クイックリリース機能付
■左右セット
■対応ブレーキ：キャリパー/カンチ
■ペア重量：340g 
■対応ブレーキ：キャリパー/カンチ

 RL341 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 94066000  ブラック  ショートリーチ  4717592014907   ¥3,630（税抜価格¥3,300） 

 ショートリーチで手の小さい方にも使いやすいロード用アルミブレーキレバー 

 ■材質：鍛造アルミ
■対応ブレーキ：キャリパー/カンチ
■リーチアジャスト機能
■左右セット
■ペア重量：90g
■取付径：24mm 

 RL720 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 

 71447000  ブラケット/ブラック、レバー/ブラック  24.0mm  4717592009644   ¥2,970（税抜価格¥2,700） 

 93854000  ブラケット/ブラック、レバー/シルバー  24.0mm  4717592009675   ¥2,970（税抜価格¥2,700） 

 118566000  ブラケット/シルバー、レバー/シルバー  24.0mm  4717592014884   ¥2,970（税抜価格¥2,700） 

 65619000  ブラケット/ブラック、レバー/ホワイト  24.0mm  4580214323509   ¥2,970（税抜価格¥2,700） 

 ドロップハンドルの上部に取付けて使用する補助レバー 

 ブラケット/ブラック、レバー/ブラック 

 ブラケット/シルバー、レバー/シルバー 

 ブラケット/ブラック、レバー/シルバー 

 ブラケット/ブラック、
レバー/ブラック 

 ブラケット/ブラック、
レバー/シルバー 

 ブラケット/シルバー、
レバー/シルバー  ブラケット/ブラック、

レバー/ホワイト 
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 ■材質：鍛造アルミ
■対応ブレーキ：キャリパー/カンチ
■リーチアジャスト機能
■左右セット
■ペア重量：90g
■取付径：31.8mm 

 RL721 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 93855000  ブラケット/ブラック、レバー/ブラック  31.8mm  4717592009637   ¥2,970（税抜価格¥2,700） 
 93856000  ブラケット/ブラック、レバー/シルバー  31.8mm  4717592009583   ¥2,970（税抜価格¥2,700） 

 ドロップハンドルの上部に取付けて使用する補助レバー 

 ■材質：鋳造アルミ
■レバー：4フィンガー
■対応ブレーキ：Vブレーキ
■取付径：22.2mm
■右レバー(CL530-TS)：ツイストシフター対応
左レバー(CL535-RT)：ラピッド＆ツイストシフター対応、ベル付属
■ラバータイプエルゴ形状レバー
■ペア重量：337g 

 CL530-TS + CL535-RT 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 94074000  ブラケット/ブラック、レバー/シルバー  4717592018493   ¥2,970（税抜価格¥2,700） 

 スポーツ車での通勤通学に最適。ブレーキレバーに一体化されたベルでバイクの見た目も
スッキリ。 

 ■材質：鍛造アルミレバー/鋳造アルミブラケット
■レバー：2フィンガー
■対応ブレーキ：V/ロードキャリパーブレーキ(可変)
■左右セット
■ペア重量：174g
■取付径：22.2mm 

 MT2.1 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 93863000  ブラケット/ブラック、レバー/ブラック  4717592008609   ¥2,860（税抜価格¥2,600） 
 118634000  ブラケット/ブラック、レバー/シルバー  4717592007022   ¥2,860（税抜価格¥2,600） 

 V/ロードキャリパーブレーキ用アルミレバー 

 ■材質：鍛造アルミ
■クランプ式ブラケット
■レバー：2フィンガー
■対応ブレーキ：キャリパー、U
■ペア重量：150g
■取付径：22.2mm 

■対応ブレーキ：キャリパー、U

 XL750 ブレーキレバー 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 

 68333000  ブラケット/ブラック、レバー/シルバー  22.2mm  4562333415235   ¥3,410（税抜価格¥3,100） 

 キャリパー＆UブレーキのBMX用ブレーキレバー。 

 ■材質：鋳造アルミ
■レバー：3フィンガー
■対応ブレーキ：V
■グリップシフト対応
■取付径：22.2mm
■ペア重量：182g 

 TS325A 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 

 94221000  ブラケット/ブラック、レバー/シルバー  22.2mm  4717592022988   ¥1,430（税抜価格¥1,300） 

 20～24インチのジュニア・キッズバイクにオススメ!!
Vブレーキ対応。 

 ■材質：鋳造アルミ
■レバー：4フィンガー
■対応ブレーキ：V
■取付径：19.0mm
■ペア重量：210g 

■レバー：4フィンガー
■対応ブレーキ：V
■取付径：19.0mm
■ペア重量：210g 

 JL350-RS 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 

 94222000  ブラケット/ブラック、レバー/シルバー  19.0mm  4717592027341   ¥1,870（税抜価格¥1,700） 

 12～16インチのキッズバイクにオススメ!!Vブレーキ対応。 

 ブラケット/ブラック、
レバー/ブラック 

 ブラケット/ブラック、
レバー/シルバー 

 ブラケット/ブラック、レバー/ブラック 

 ブラケット/ブラック、レバー/シルバー 
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 ■材質：鋳造アルミ
■レバー：4フィンガー
■対応ブレーキ：V
■取付径：22.2mm
■ペア重量：210g 

 ■材質：鋳造アルミ
■レバー：4フィンガー
■対応ブレーキ：V
■取付径：22.2mm
■ペア重量：210g 

 JL352FR-RS 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 

 119310000  ブラケット/ブラック、レバー/シルバー  22.2mm  4717592027907   ¥1,870（税抜価格¥1,700） 

 12～16インチのキッズバイクにオススメ!!Vブレーキ対応。 

 ■対応モデル：RL340、RL341
※左右ペアでの販売です。 ※左右ペアでの販売です。 

 RL340    Hood 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 93923000  ブラック  4717592016154   ¥1,320（税抜価格¥1,200） 

 RL340、RL341用交換用フード 

 ■サイズ：90度
■商品内容：1個 

 875.2Vﾌﾞﾚｰｷｶﾞｲﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ90ｽﾃﾝ 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 125872000  シルバー  4717592031775   ¥275（税抜価格¥250） 

 Vブレーキ用ガイドパイプ 

 ■ 付属品：画像⑫⑬⑭⑮⑯のセット 

 CL535 BELL LEVER KITS 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 138439000  ブラック  4717592032581   ¥385（税抜価格¥350） 

 補修用ベルレバー 

 ■電源：AC100V
■容量：2000ml
■ミネラルオイル専用
■付属アダプター：
シマノ用(※R8000等ロードディスク
ブレーキ用は付属しません)、マグラ用
シマノ用(※R8000等ロードディスク
ブレーキ用は付属しません)、マグラ用

 ▲Mini Bleed Pump 

 ご注文コード  JAN  価格 
 94196000  4717592026474   ¥110,000（税抜価格¥100,000） 

 面倒なブリーディングを電動でお手軽に。 

 ■商品内容：
シリンジ(注射器)x2、
ホースカッターx1、
ブリードポートアダプター、
2/4ピストン用キャリパーブロック、
オリーブ、
ホースナット、
インサート 

 Workshop Service Kit 

 ご注文コード  JAN  価格 
 94178000  4717592018295   ¥6,710（税抜価格¥6,100） 

 最新のテクトロ製品のメンテナンスに最適なセット。注射器・ホースカッター・インサート・オ
リーブ、必要な物が一通りセット。 
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 ■ 商品内容：シリンジ(注射器)x1、ブラスチックチューブ(シリンジ-キャリパー用)x1、
ブラスチックチューブ(レバー-オーバーフロー用)、ブリードフィッティングx2、
ホースナットx2、オリーブx2、インサートx2 

 Service Kit 

 ご注文コード  JAN  価格 
 116585000  4717592033298   ¥1,540（税抜価格¥1,400） 

 ブリーディング作業を行う基本のセット 

 ミネラルオイル 1000ml 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 93937000  1000ml  4717592019377   ¥3,630（税抜価格¥3,300） 

 ミネラルオイル 

 ■ミネラルオイル 

 ホースキット 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 94156000  ブラック  2000mm  4717592032253   ¥1,760（税抜価格¥1,600） 
 65630000  ブラック  1600mm  4580214327941   ¥2,420（税抜価格¥2,200） 

 ハイドロリックディスクブレーキ用ホースキット。 

 ■商品内容：
ブレーキホース
ホースナットキャップx1
ホースナットx2、
オリーブx2、
インサートx2 

 ホースキット 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 94176000  ブラック  2000mm  4717592014617   ¥2,090（税抜価格¥1,900） 

 バンジョータイプハイドロリックディスクブレーキ用ホースキット。 

ディスクブレーキローター TR22
(6穴、厚み1.8mm)

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 94002000  140mm  4717592019629   ¥1,210（税抜価格¥1,100） 
 88061000  140mm  4573223639921   ¥2,530（税抜価格¥2,300） 
 94003000  160mm  4717592019544   ¥1,210（税抜価格¥1,100） 
 88064000  180mm  4573223639310   ¥2,530（税抜価格¥2,300） 

 TEKTROディスクブレーキシリーズに対応したブレーキローター。 

■T25トルクスボルト付属
■厚み：1.8mm

※88061000、88064000は在庫限り

■商品内容：
ブレーキホース
ホースナットキャップx1
ホースナットx1、
バンジョーボルトx1、
バンジョーOリングx2、
オリーブx1、
インサートx1

ディスクブレーキローター TR19
(6穴、厚み1.8mm)

ディスクブレーキローター TR52
(6穴、厚み1.8mm、 2ﾋﾟｽﾄﾝﾖｳ)

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 93999000  160mm  4717592019452   ¥1,210（税抜価格¥1,100） 
 130664000  180mm  4717592019681   ¥1,540（税抜価格¥1,400） 
 94001000  203mm  4717592019469   ¥2,090（税抜価格¥1,900） 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
140404000 160mm 4717592035209 ¥1,540（税抜価格¥1,400）
140405000 180mm 4717592035216 ¥1,870（税抜価格¥1,700）
140406000 203mm 4717592035223 ¥2,530（税抜価格¥2,300）

 TEKTROディスクブレーキシリーズに対応したブレーキローター。 

TEKTROディスクブレーキシリーズに対応したブレーキローター。2ピストンキャリパー
用。音鳴り防止処理が施されており音鳴りを低減します。

 ■T25トルクスボルト付属
■厚み：1.8mm 

■T25トルクスボルト付属
■厚み：1.8mm
■2ピストンキャリパー用

▲ディスクブレーキローター TR8
(6穴、厚み1.8mm)

ディスクブレーキローター TR53
(6穴、厚み1.8mm、 4ﾋﾟｽﾄﾝﾖｳ)

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 68358000  160mm  4562333415488   ¥1,100（税抜価格¥1,000） 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
140407000 160mm 4717592035230 ¥1,650（税抜価格¥1,500）
140408000 180mm 4717592035247 ¥1,980（税抜価格¥1,800）
140409000 203mm 4717592035254 ¥2,640（税抜価格¥2,400）

 TEKTROディスクブレーキシリーズに対応したブレーキローター。 

TEKTROディスクブレーキシリーズに対応したブレーキローター。4ピストンキャリパー
用。音鳴り防止処理が施されており音鳴りを低減します。

 ■T25トルクスボルト付属
■厚み：1.8mm 

■T25トルクスボルト付属
■厚み：1.8mm
■4ピストンキャリパー用

※65630000は在庫限り
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▲ディスクブレーキローター TR2
(6穴、厚み1.8mm)

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 71878000  140mm  4562333428587   ¥1,650（税抜価格¥1,500） 

 TEKTROディスクブレーキシリーズに対応したブレーキローター。 

■T25トルクスボルト付属
■厚み：1.8mm

2ピースディスクブレーキローター 
TR35(センターロック、厚み1.8mm)

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 94007000  140mm  4717592027372   ¥1,760（税抜価格¥1,600） 
 94008000  160mm  4717592027365   ¥1,760（税抜価格¥1,600） 
 94009000  180mm  4717592029994   ¥2,090（税抜価格¥1,900） 
 94010000  203mm  4717592030525   ¥2,640（税抜価格¥2,400） 

 TEKTROディスクブレーキシリーズに対応したブレーキローター。センターロックタイプ 

■厚み：1.8mm
※センターロックリングは付属しません

 SP-TR55 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 93986000  15̃20mmアクスル用  4717592030396   ¥2,200（税抜価格¥2,000） 

 15～20mmアクスル用のロックリング 

 Q10YS ディスクパッド 

 ご注文コード  JAN  価格 
 93934000  4717592006414   ¥1,430（税抜価格¥1,300） 
 71442000  4562333428105   ¥1,320（税抜価格¥1,200） 

 メタルセラミックコンパウンド 

 ■対応モデル：HD-M745/M735HD-E725/E720  ■対応モデル：HD-M745/M735HD-E725/E720 

 A10YS ディスクパッド 

 ご注文コード  JAN  価格 
 93935000  4717592006384   ¥1,210（税抜価格¥1,100） 

 レジンコンパウンド 

 ■対応モデル：HD-M735/M740/
M730/M521/M520/M510/M500/
M501/M290/M291/M285/M286/
M282/T710/T520/T530/T290/
T285/T525/E715/E720/E710/
E715/E530/E525/E520/E500/
E350/M500/C400/U510 

 ■対応モデル：HD-M735/M740/
M730/M521/M520/M510/M500/
M501/M290/M291/M285/M286/
M282/T710/T520/T530/T290/
T285/T525/E715/E720/E710/
E715/E530/E525/E520/E500/
E350/M500/C400/U510 

 Q10RS ディスクパッド 

 ご注文コード  JAN  価格 
 119311000  4717592032369   ¥1,430（税抜価格¥1,300） 

 レジンコンパウンド。制動力と耐摩耗バランス型。 

 ■ 対応モデル：HD-M750/M745/M735F/E730/E725  ■ 対応モデル：HD-M750/M745/M735F/E730/E725 

 P20.11 ディスクパッド 

 ご注文コード  JAN  価格 
 93949000  4717592011401   ¥880（税抜価格¥800） 

 レジンコンパウンド 

 ■ 対応モデル：HD-M735/M740/
M730/M521/M520/M510/
M500/M501/M290/M291/
M285/M286/M282/T710/
T520/T530/T290/T285/
T525/E715/E720/E710/
E715/E530/E525/E520/
E500/E350/M500/C400/
C510/M280 
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 E10.11 ディスクパッド 

 ご注文コード  JAN  価格 
 93950000  4717592014709   ¥770（税抜価格¥700） 

 オーガニックコンパウンド。樹脂タイプの材質を使用し低ノイズ。 

 ■ 対応モデル：HD-M735/M740/
M730/M521/M520/M510/
M500/M501/M290/M291/
M285/M286/M282/T710/
T520/T530/T290/T285/
T525/E715/E720/E710/
E715/E530/E525/E520/
E500/E350/M500/C400/
C510/M280 

 ¥770（税抜価格¥700） 

 Iox.11 ディスクパッド 

 ご注文コード  JAN  価格 
 93952000  4717592015614   ¥605（税抜価格¥550） 

 セミメタリックコンパウンド。制動力の低下が小さく、高い耐摩耗性。 

 ■対応モデル：HD-M311 

 L10.11 ディスクパッド 

 ご注文コード  JAN  価格 
 93953000  4717592010633   ¥825（税抜価格¥750） 

 メタルセラミックコンパウンド 

 ■対応モデル：HD-C500 

 Q11TS ディスクパッド 

 ご注文コード  JAN  価格 
 93932000  4717592028621   ¥1,760（税抜価格¥1,600） 

 シンタードメタルパッド。ドライ、ウェットともに制動力の低下が小さく、高い耐摩耗性。 

 ■対応モデル：HD-M750/M745/M735F/
E730/E725 

 価格 
 ¥1,760（税抜価格¥1,600） 

 ■対応モデル：HD-M750/M745/M735F/

 A11TS ディスクパッド 

 ご注文コード  JAN  価格 
 93933000  4717592028638   ¥1,650（税抜価格¥1,500） 

 シンタードメタルパッド。ドライ、ウェットともに制動力の低下が小さく、高い耐摩耗性。 

 ■ 対応モデル：HD-M735/M740/
M730/M521/M520/M510/
M500/M501/M290/M291/
M285/M286/M282/T710/
T520/T530/T290/T285/
T525/E715/E720/E710/
E715/E530/E525/E520/
E500/E350/M500/C400/
C510/M280 

 価格 
 ¥1,650（税抜価格¥1,500） 

 F10BS ディスクパッド 

 ご注文コード  JAN  価格 
 93936000  4717592024050   ¥825（税抜価格¥750） 

 セミメタリックコンパウンド。制動力の低下が小さく、高い耐摩耗性。 

 ■対応モデル：HD-R510/R310 

 価格 
 ¥825（税抜価格¥750） 

 S20.11 ディスクパッド 

 ご注文コード  JAN  価格 
 93951000  4717592014822   ¥825（税抜価格¥750） 

 グリーンオーガニックコンパウンド。樹脂の一種で低ノイズ。 

 ■対応モデル：HD-/T700/T515/E510/E515 

 4717592014822   ¥825（税抜価格¥750） 

 ■対応モデル：HD-/T700/T515/E510/E515 

 N11.11 ディスクパッド 

 ご注文コード  JAN  価格 
 93954000  4717592006513   ¥605（税抜価格¥550） 

 メタルセラミックコンパウンド 

 ■対応モデル：IO 

 MA1.0 PIN ﾃﾞｨｽｸﾖｳﾜﾘﾋﾟﾝ 1ｺ 

 ご注文コード  JAN  価格 
 135068000  4582590928316   ¥275（税抜価格¥250） 

 ディスクブレーキパッド用割ピン。 

 ■商品内容：1個 
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 ▲A5 IS アダプター 

 ご注文コード  JAN  価格 
 65633000  4580214329204   ¥770（税抜価格¥700） 

 インターナショナルA台座用アダプター。AQ1.0シリーズ。 

 ■インターナショナル台座用
■リア用
■ローター径：203mm

 ¥770（税抜価格¥700） 

 インターナショナルA台座用アダプター。AQ1.0シリーズ。 

 ▲I4 インターナショナル 
A用アダプター 

 ご注文コード  JAN  価格 
 65635000  4580214329242   ¥770（税抜価格¥700） 

 インターナショナルA台座用アダプター。AQ1.0シリーズ。 

 ■インターナショナル台座用
■リア用
■ローター径：203mm

 ¥770（税抜価格¥700） 

 インターナショナルA台座用アダプター。AQ1.0シリーズ。 

 ▲L3 インターナショナル 
A用アダプター 

 ご注文コード  JAN  価格 
 65638000  4580214329402   ¥770（税抜価格¥700） 

 インターナショナルA台座用アダプター。LYRAシリーズ。  

 ■インターナショナル台座用
■フロント/リア用
■ローター径：フロント/180mm、リア
/160mm

 ¥770（税抜価格¥700） 

 ▲220 A7 アダプター 

 ご注文コード  JAN  価格 
 65653000  4571309927009   ¥770（税抜価格¥700） 

 ポストマウント台座用アダプター。 

 ■ポストマウント台座用
■フロント/リア用
■ローター径：203mm

 ▲A4 IS アダプター 

 ご注文コード  JAN  価格 
 65634000  4580214329235   ¥770（税抜価格¥700） 

 インターナショナルA台座用アダプター。AQ1.0シリーズ。 

 ■インターナショナルスタンダード台座用
■リア用
■ローター径：180mm

 ¥770（税抜価格¥700） 

 ▲L1 インターナショナル 
A用アダプター 

 ご注文コード  JAN  価格 
 65636000  4580214329389   ¥770（税抜価格¥700） 

 インターナショナルA台座用アダプター。LYRAシリーズ。  

 ■インターナショナル台座用
■フロント用
■ローター径：140mm

 ¥770（税抜価格¥700） 

 ▲219 A6 アダプター 

 ご注文コード  JAN  価格 
 65652000  4571309926996   ¥770（税抜価格¥700） 

 ポストマウント台座用アダプター。 

 ■ポストマウント台座用
■フロント/リア用
■ローター径：180mm

 ▲A11 ポストマウント用アダプ
ター 

 ご注文コード  JAN  価格 
 64131000  4717592018592   ¥825（税抜価格¥750） 

 ポストマウント台座用アダプター。 

 ■ポストマウント台座用
■フロント/リア用
■ローター径：160mm,180mm
※+20ｍｍアダプター 

 ▲CABLE HOUSING CLIP 

 ご注文コード  JAN  価格 
 65657000  4571309982442   ¥770（税抜価格¥700） 

 クロモリフレームに最適。クラシカルな雰囲気のケーブルホースクランプ。 

 ■ サイズ：25.4mm
■ カラー：CP
■ 2個入り

 4571309982442   ¥770（税抜価格¥700） 

 P477 ブレーキシュー 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 94115000  55mm  4717592006797   ¥1,320（税抜価格¥1,200） 

 キャリパーブレーキ用の交換用カートリッジシュー 

 ■カートリッジタイプ
■アルミリム用
※前後セット販売ではありません。 

 ▲A2 IS アダプター 

 ご注文コード  JAN  価格 
 65631000  4580214329181   ¥770（税抜価格¥700） 

 インターナショナルA台座用アダプター。AQ1.0シリーズ。 

 ■インターナショナルスタンダード台座用
■フロント用
■ローター径：フロント/160mm、リア/140mm

 ¥770（税抜価格¥700） 

 インターナショナルA台座用アダプター。AQ1.0シリーズ。 
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 P422.11 ブレーキシュー 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 94108000  55mm  4717592008906   ¥385（税抜価格¥350） 

 55mmパッドホルダー用交換ブレーキパッド。 

 ■アルミリム用
※前後セット販売ではありません。 

 720.12 ブレーキシュー 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 94133000  55mm  4717592013573   ¥1,210（税抜価格¥1,100） 

 ボルト止めタイプのカンチブレーキ用ブレーキパッド。 

 ■カートリッジタイプ
■アルミリム用
※前後セット販売ではありません。 

 836.12 ブレーキシュー 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 94224000  63mm  1ペア  4717592032659   ¥880（税抜価格¥800） 
 99332000  63mm  25ペア入り  4717592032604   ¥19,800（税抜価格¥18,000） 

 Vブレーキ用耐摩耗タイプブレーキシュー 

 ■アルミリム用
■長さ：70mm
■耐摩耗タイプ
■カラー：パープル
※前後セット分販売ではありません。 

 ▲877.11 交換用ブレーキパッド 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 65640000  72mm  4580214329853   ¥550（税抜価格¥500） 

 Vブレーキ交換用ブレーキパッド 

 ■アルミリム用
■長さ：72mm 

 877.12 ブレーキシュー 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 94131000  72mm  4717592000030   ¥1,210（税抜価格¥1,100） 

 Vブレーキ用ブレーキシュー 

 ■アルミリム用
■長さ：72mm 

 P205GY ブレーキシュー 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 93982000  グレー(アルミリム用)  1ペア  4717592016635   ¥495（税抜価格¥450） 
 95274000  グレー(アルミリム用)  25ペア入り  4717592032628   ¥9,350（税抜価格¥8,500） 

 音鳴りがしにくく、雨の日も効きやすい一般車用キャリパーブレーキシュー。 

 ■キャリパーブレーキ用
■アルミリム用
※前後セット分販売ではありません。 

 ▲P204GY ブレーキシュー 
25ペア入り 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 68362000  グレー(アルミリム用)  25ペア入り  4562333415525   ¥9,350（税抜価格¥8,500） 

 ■キャリパーブレーキ用
■アルミリム用
■25ペア入り 

 価格 
 4562333415525   ¥9,350（税抜価格¥8,500） 

 P205BK ブレーキシュー 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 93981000  ブラック(ステンレスリム用)  1ペア  4717592016628   ¥495（税抜価格¥450） 
 95273000  ブラック(ステンレスリム用)  25ペア入り  4717592032611   ¥9,350（税抜価格¥8,500） 

音鳴りがしにくく、雨の日も効きやすい一般車用キャリパーブレーキシュー。音鳴りがしにくく、雨の日も効きやすい一般車用キャリパーブレーキシュー。

 ■キャリパーブレーキ用
■ステンレスリム用
※前後セット分販売ではありません。 

※95273000は25ペアのセット販売

 ▲P204BK ブレーキシュー 
25ペア入り 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 68363000  ブラック(ステンレスリム用)  25ペア入り  4562333415532   ¥9,350（税抜価格¥8,500） 

 ■キャリパーブレーキ用
■ステンレスリム用
■25ペア入り 

 4562333415532   ¥9,350（税抜価格¥8,500） 

 ▲256 DISC DISPLAY(ｼﾞｭｳｷ) 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 65663000  ブラック  4571310052271   ¥3,850（税抜価格¥3,500） 

 ディスクブレーキ用什器 音鳴りがしにくく、雨の日も効きやすい一般車用キャリパーブレーキシュー。

※99332000は25ペアのセット販売

※95274000は25ペアのセット販売
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Birzman( バーズマン )

製品の仕上がりにこだわった美しいデザイン。

機能美を追求した製品開発によるメンテナンス用ツールやアクセサリーは

世界中のショップメカニックやサイクリスト達に愛用されている。
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 The Pump with Flick-It 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 130230000  シルバー  仏/米式  4714247520509  ¥4,950（税抜価格¥4,500） 
 130983000  ブラック  仏/米式  4714247520592   ¥4,950（税抜価格¥4,500） 
 130984000  グリーン  仏/米式  4714247520608   ¥4,950（税抜価格¥4,500） 

 CNC切削で仕上げられたバレルボディデザインを持つアルミフロアポンプ。
切り替えることなく仏、米式2種類のバルブ形式に対応するFlick-Itヘッドを採用。
ホームユースに最適なフロアポンプ。あると便利な「ボール・浮き輪用ニードルセット」も付属。 

 ■ 対応バルブ：仏式/米式
■ ヘッド：Flick-It
■ ハンドル材質：樹脂
■ バレル材質：CNCアルミ
■ ベース材質：樹脂
■ 最大充填空気圧：160psi/11bar
■ 高さ：700mm
■ボール・浮き輪用ニードルセット付属　 
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 ■対応バルブ：仏式/米式
■ヘッド：プッシュ＆ツイスト
■ハンドル材質：木製
■バレル材質：CNCアルミ
■ベース材質：樹脂
■最大充填空気圧：220psi 

 ▲Maha Push & Twist IV 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 68742000  グレー  仏/米式  4714247518650   ¥7,700（税抜価格¥7,000） 

 美しいウッドハンドルが特徴のアルミフロアポンプ。プッシュ＆ツイスト口金を採用しバルブ
を簡単、確実にホールドする。 

 ■ 対応バルブ：仏式/米式
■ ヘッド：プッシュ＆ツイスト
■ ハンドル材質：木製
■ バレル材質：CNCアルミ
■ ベース材質：CNCアルミ
■ 最大充填空気圧：25psi 

 ▲Maha Push & Twist Fatty 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 68746000  グレー  仏/米式  4714247518704   ¥9,900（税抜価格¥9,000） 

 ファットバイクタイヤに対応したハイボリュームタイプのアルミフロアポンプ。ウッドハンド
ルを採用し、高級感に溢れる。プッシュ＆ツイスト口金を採用しバルブを簡単、確実にホール
ドする。 

 ■ 対応バルブ：仏式/米式
■ ヘッド：プッシュ＆ツイスト
■ ハンドル材質：木製
■ バレル材質：CNCアルミ
■ ベース材質：CNCアルミ
■ 最大充填空気圧：120psi 

 ▲Maha Push & Twist MTB 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 68744000  シルバー  仏/米式  4714247518698   ¥9,900（税抜価格¥9,000） 

 MTBタイヤに対応したハイボリュームタイプのアルミフロアポンプ。ウッドハンドルを採用
し、高級感に溢れる。プッシュ＆ツイスト口金を採用しバルブを簡単、確実にホールドする。 

 ■ 対応バルブ：仏式/米式
■ ヘッド：スナップイットアポジー
■ ハンドル材質：木製
■ バレル材質：CNCアルミ
■ ベース材質：ハイポリマー
■ 最大充填空気圧：160psi
※ボール・浮き輪用ニードルセット
（BM-NEEDLE-SET）は別売りです。 

 ▲Maha Apogee IV 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 64438000  シルバー  仏/米式  4714247517547   ¥7,590（税抜価格¥6,900） 

 充填しやすい5度傾斜した本体はMaha - Apogeeシリーズでも継承。アルミボディーに
ウッドハンドル採用で質感のあるモデル。L字型Snap-It-Apogeeを採用し狭い充填スペー
スにも対応。減圧バルブ付きなので正確に充填可能。 

 ■ 対応バルブ：仏式/米式(Snap-It Apogee )
■ ハンドル材質：CNCアルミ
■ バレル材質：CNCアルミ
■ ベース材質：ハイポリマー/ステンレススチール
■ 最大充填空気圧：120 psi / 8.3 bar 
■ サイズ：300×42×25mm
■ 重量：178g 

■ 最大充填空気圧：120 psi / 8.3 bar 

 Horizons Apogee LITE 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 65027000  仏/米式  4714247518803   ¥5,170（税抜価格¥4,700） 

 携帯性と空気の重点効率を高めたポンプ。折り畳み式のフットペグとハンドルでフロアポン
プのように使用が可能。 

 ■ 対応バルブ：仏式/米式(Snap-It Apogee )
■ バレル材質：CNCアルミ
■ 最大充填空気圧：160 psi / 11 bar 
■  16gCo2ボンベ2本、低温火傷防止
ネオプレーングリップ1個付属

■ サイズ：255×25mm
■ 重量：147g 

 Infinite Apogee ROAD 
with Co2 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 64449000  シルバー  仏/米式  4714247516694   ¥5,500（税抜価格¥5,000） 

 Co2カートリッジにも対応した充填ホースを採用。高圧充填に対応した細めのボディーの
ロードバイク用携帯ポンプ。Co2ボンベも2本固定できるフレームホルダーが付属。ハン
ディポンプへSnap-It-Apogeeを採用し、仏式へはワンタッチで充填可能。
Co2ボンベ２本付属。 
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 ■ 対応バルブ：仏式/米式(Snap-It Apogee )
■ バレル材質：CNCアルミ
■ 最大充填空気圧160 psi / 11 bar 
■ サイズ：193×28mm
■ 重量：105g 

 Velocity Apogee ROAD 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 64448000  ブラック  仏/米式  4714247519046   ¥5,500（税抜価格¥5,000） 

 本体からホースが伸びるコンパクトな設計。ロードバイク用にMAX160psiの高圧充填が
可能。軽量なボディにバルブヘッドには仏式へワンタッチで充填可能な「SNAP-IT-
APOGEE」採用のハンディポンプ。 

 ■ 対応バルブ：仏式/米式(Snap-It Apogee )
■ バレル材質：CNCアルミ
■ 最大充填空気圧160 psi / 11 bar 
■ サイズ：200×27mm 

 ▲VELOCITY APOGEE RG 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 64444000  シルバー  仏/米式  4714247516717   ¥5,720（税抜価格¥5,200） 

 簡易エアゲージ付きで空気圧管理の目安として使いやすい。Snap-It-Apogeeを採用し、
仏式へはワンタッチで充填可能です。 

 ■ 対応バルブ：仏式/米式(Snap-It Apogee )
■ バレル材質：CNCアルミ
■  16gCo2ボンベ2本、低温火傷防止
ネオプレーングリップ1個付属

■ 最大充填空気圧：160 psi / 11 bar 
■ サイズ：195×42X26mm
■ 重量：120g 

 Sheath Apogee 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 64454000  シルバー  仏/米式  4714247517257   ¥5,280（税抜価格¥4,800） 

 本体からホースが伸びるコンパクトな設計。軽量なボディに「SNAP-IT APOGEE」採用の
ハンディポンプ。L字ヘッドで入れやすく、ヘッドを外せばCo2ボンベ用のヘッドとして使用
可能。ブラケットへも2個Co2ボンベをセットできる。Co2ボンベ２本付属。 

 ■ 対応バルブ：仏式/米式
■ バレル材質：CNCアルミ
■ 最大充填空気圧120 psi / 8.3 bar 
■ サイズ：195×26mm
■ 重量：86g 

 ▲Swift HAND PUMP 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 64458000  シルバー/ブラック  仏/米式  4714247516328   ¥4,070（税抜価格¥3,700） 

 バルブにねじ込むタイプの口金を使用した携帯ポンプ。
バルブへの固定は少し手間はかかりますが装着は確実でエア漏れの心配もありません。 

 ■ 対応バルブ：仏式/米式(Snap-It Apogee )
■ バレル材質：CNCアルミ
■ 最大充填空気圧：120 psi / 8.3 bar 
■ サイズ：220X4×26mm
■ 重量：100g 

 Scope Apogee 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 64455000  シルバー/ブラック  仏/米式  4714247517240   ¥3,740（税抜価格¥3,400） 

 小型ながらロードバイクにも充填しやすく、軽量なボディに「SNAP-IT-APOGEE」採用のハ
ンディポンプ。 

 ■ 対応バルブ：仏式/米式(Snap-It Apogee )
■ バレル材質：CNCアルミ
■ 最大充填空気圧：120 psi / 8.3 bar 
■ サイズ：136×23×38mm
■ 重量：75g 

 MINI Apogee 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 64443000  シルバー  仏/米式  4714247516441   ¥3,300（税抜価格¥3,000） 

 サドルバッグやジャージのバックポケットなど収納場所を選ばないサイズ。SNAP-IT-
APOGEEを採用。 
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 ■ 材質：CNCアルミ
■ 最大充填空気圧：300 psi / 20.7 bar 
■ 減圧ボタン、エアロックバルブ付
■ サイズ：240 x 25 x 30mm
■ 重量：84ｇ 

 Zacoo Macht 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 64436000  シルバー  米式  4714247515895   ¥5,940（税抜価格¥5,400）  ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 

139464000 シルバー 米式 4714247518483 ¥7,040（税抜価格¥6,400）

 1インチサイズゲージ裏側に大きく使い易い減圧ボタンを装備したサスペンション用ポン
プ。エアロックバルブ採用で着脱時のエア抜けが少なくなり正確に空気圧を管理。 

■ 材質：CNCアルミ
■ 最大充填空気圧：400 psi / 27.6 bar 
■ 減圧ボタン、エアロックバルブ付
■ サイズ：230 x 36 x 48mm
■ 重量：184ｇ

Salut_1.6gauge
1.6インチサイズの見やすい大型ゲージと、裏側には使い易い減圧ボタンを装備したサス
ペンション用ポンプ。エアロックバルブ採用で着脱時のエア抜けが少なくなり正確に空気
圧を管理。

 ■  E-Gripバルブヘッド1個、 16gCo2ボンベ2本、
ベルクロストラップ1本

■ サイズ：100 x 51 x 37mm
■ 重量：158g 

 ▲Uncage Repair Kit 

 ご注文コード  JAN  価格 
 68751000  4714247518841   ¥3,850（税抜価格¥3,500） 

 UncageSideボトルケージに取り付けることができるCo2キャリングキット。 

 ■ 材質：CNCアルミバルブヘッド
■ 対応バルブ：仏式/米式
■  16gCo2ボンベ3本、低温火傷防止
PUグリップ1個付属

■ サイズ：44 x 30 x 16mm
■ 重量：22g(バルブヘッドのみ) 

 Zacoo Co2 Bottle Set 
PU Grip 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 64431000  ブラック  仏/米式  4714247513433   ¥3,300（税抜価格¥3,000） 
 64432000  グリーン  仏/米式  4714247513440  ¥3,300（税抜価格¥3,000） 
 64433000  グレー  仏/米式  4714247513457  ¥3,300（税抜価格¥3,000） 

 ネジ式のCo2カートリッジに対応。CNCボディー、低温火傷防止グリップ
付属。Co2カートリッジ3本付属。口金部分はスプリングタイプでバルブに押し付けるとエ
アが入り、放すと止まる便利なタイプ。 

 Zacoo Co2 16g 3本セット 

 ご注文コード  JAN  価格 
 65028000  4714247512177  ¥880（税抜価格¥800） 

 ねじ切りタイプ16g Co2 カートリッジ３本セット。 

 ■ 16g Co2 カートリッジ3本 

 ¥880（税抜価格¥800） 

 Co2 CARTRIDGE 16g 
50本セット 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 73672000  16gねじ切り  4714247514560   ¥14,300（税抜価格¥13,000） 

 Co2カートリッジ16gの50本セット。 

 ■1本あたり容量：16g 

 Flick-It バルブヘッド 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 130231000  仏/米式  4714247519145   ¥1,320（税抜価格¥1,200） 

 The Pump with Flick-It用のバルブヘッド。 

 ¥1,320（税抜価格¥1,200） 
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 Push Twist バルブヘッド 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 76589000  仏/米式  4714247520097   ¥1,760（税抜価格¥1,600） 

 エアリリースボタンを装備したPush & Twist用のバルブヘッド。 

■ 対応バルブ：仏式/米式
■ 対応モデル：
・Maha Apogee II & III silver
・Maha Apogee III grey
・Maha Apogee IV silver
・Maha Apogee IV green and gold
・Maha Apogee V silver and green and MTBII
・Maha Apogee MTB and Fatty
・Tiny Tanker Apogee

▲SNAP IT APOGEE バルブヘッド

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 87450000  仏/米式  4714247517059   ¥4,290（税抜価格¥3,900） 

 エアリリースボタンを装備したSNAP IT APOGEE用のバルブヘッド。 

 ■ 対応バルブ：仏式/米式
■ 対応モデル：
・Maha Apogee II & III silver
・Maha Apogee IV silver
・Maha Apogee MTB and Fatty
・Tiny Tanker Apogee 

 BZ SNAP ITバルブアダプター
GRAY 

 ご注文コード  JAN  価格 
 87451000  4714247515574   ¥2,530（税抜価格¥2,300） 

 ■ 対応バルブ：仏式/米式
■ 対応モデル：
・Zacoo Maha 2
・Zacoo Maha 3
・Zacoo Maha 4
・Zacoo Maha MTB
・Zacoo TINY TANKER 

 BZ AIR RELEASE ADAPTER 

 ご注文コード  JAN  価格 
 87452000  4714247515581   ¥1,320（税抜価格¥1,200） 

 ■ 対応バルブ：仏式/米式
■ 対応モデル：
・Zacoo Maha 2
・Zacoo Maha 3
・Zacoo Maha 4
・Zacoo Maha MTB 

 英式対応 アダプター 

 ご注文コード  JAN  価格 
 64435000  4714247515505   ¥550（税抜価格¥500） 

 MAHA APOGEEシリーズ対応の英式バルブ用アダプター 

 GUAGE 120PSI
(3.5インチ大型ゲージタイプ) 

 ご注文コード  JAN  価格 
 87453000  4714247515611   ¥1,100（税抜価格¥1,000） 

 交換用エアゲージ 

 ■ 対応モデル：
・Maha Apogee MTB
・Zacoo Maha MTB
■ サイズ：3.5インチ(直径約89mm) 

 GUAGE 160PSI
(3.5インチ大型ゲージタイプ) 

 ご注文コード  JAN  価格 
 87454000  4714247515604   ¥1,100（税抜価格¥1,000） 

 交換用エアゲージ 

 ■ 対応モデル：
・Maha Apogee IV silver
・Maha Apogee IV green and gold
・Zacoo Maha 4 
■ サイズ：3.5インチ(直径約89mm) 

 GUAGE 220PSI
(3.5インチ大型ゲージタイプ) 

 ご注文コード  JAN  価格 
 87455000  4714247515598   ¥1,100（税抜価格¥1,000） 

 交換用エアゲージ 

 ■ 対応モデル：
・Maha Push & Twist II/III Silver
・Grand-Maha Push & Twist III Grey
・The Pump with Push & Twist
・Maha Push & Twist V
・Maha Push & Twist Ⅳ
・Grand Maha Push & Twist V Grey
・Tiny Tanker Apogee
・Maha Push & Twist Tiny Tanker
■ サイズ：3.5インチ(直径約89mm) 
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 GAUGE-220psi 

 ご注文コード  JAN  価格 
 75358000  4714247516144   ¥1,100（税抜価格¥1,000） 

 交換用エアゲージ 

 ■ 対応モデル：
・Tiny Tanker Apogee
・Maha Push & Twist Tiny Tanker ・Maha Push & Twist Tiny Tanker 

 O-RING 5PCS 5.5X2㎜ NBR70 

 ご注文コード  JAN  価格 
 87448000  4714247515642   ¥330（税抜価格¥300） 

 ■ 対応モデル：
・Zacoo Maha 2
・Zacoo Maha 3
・Zacoo Maha 4
・Zacoo Maha MTB
・Zacoo TINY TANKER  

 O-RING 5PCS 5.8X1.9㎜ CR70 

 ご注文コード  JAN  価格 
 87449000  4714247515635   ¥330（税抜価格¥300） 

 ■ 対応モデル：
・Zacoo Maha 2
・Zacoo Maha 3
・Zacoo Maha 4
・Zacoo Maha MTB
・Zacoo TINY TANKER 

 HOSE 8.5X3.5X750L 

 ご注文コード  JAN  価格 
 87456000  4714247515628   ¥550（税抜価格¥500） 

 birzmanフロアポンプ交換用ホース。 

 ■ 対応モデル：
・Zacoo Maha 2
・Zacoo Maha 3
・Zacoo Maha 4
・Zacoo Maha MTB
■ 仕様： 外径8.5mmmx内径3.5mm仕様

のフロアポンプ
※長い場合はカットしてご使用ください 

 価格 
 ¥550（税抜価格¥500） 

 MAHA用補修ホース(旧型) 

 ご注文コード  JAN  価格 
 87458000  4571310045334   ¥1,320（税抜価格¥1,200） 

 birzmanフロアポンプ交換用ホース。 

 ■ 対応モデル：MAHA用補修ホース(旧型) 

 ZACOO 5°用補修ホース750㎜ 

 ご注文コード  JAN  価格 
 87460000  4571310045778   ¥1,320（税抜価格¥1,200） 

 birzmanフロアポンプ交換用ホース。 

 ■ 対応モデル：ZACOO 5°用補修ホース750㎜ 

 NEEDLE-SET 

 ご注文コード  JAN  価格 
 134890000  4582590928309   ¥748（税抜価格¥680） 

 ボール・浮き輪用ニードルセット 

 ■ 対応モデル：米式口金に対応 
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 ■ 材質：LDPE(TBC) 

 Water Bottle 550 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 121789000  ブラック/ステルスロゴ  550ml  4714247520318   ¥660（税抜価格¥600） 
 121790000  ブラック/グリーンロゴ  550ml  4714247520325   ¥660（税抜価格¥600） 

 柔らかく握りやすいボトルに流出量が多いマウス部を持ち、素早く水分補給が行える。 

 Aeroman Hydration Carrier 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 121815000  ブラック  4714247519350   ¥3,740（税抜価格¥3,400） 

 トライアスロン競技などでサドル後方にボトルケージを取付ける際に使用するアタッチメント。 

 ■ 材質：6061アルミ
■ 9mmカーボンサドルレール用マウント付属
■ サイズ：170 x 72 x 68mm
■ 重量：105g 

 ■ 材質：樹脂
■ 対応ボトルサイズΦ72㎜～78㎜ｘ250㎜
■ 重量：62g
※別売のUncage Repair Kit(68751000)を取付可能。 ※別売のUncage Repair Kit(68751000)を取付可能。 

 Uncage Side Draw 
Bottle Cage 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 70592000  ブラック  4714247518810   ¥1,430（税抜価格¥1,300） 

 サイドからボトルの出し入れするため、サイズが小さなフレームなどに取り付けると便利。 

 ■ 材質：樹脂
■ ベルクロストラップ付属
■ 重量：38g 

 Uncage Bottle Cage 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 70593000  ブラック  4714247518827   ¥1,210（税抜価格¥1,100） 

 付属のベルクロストラップを使用する事で、インナーチューブとタイヤレバーをまとめて運
ぶことができるボトルケージ。また、確実にボトルを保持するデザインを採用しながらボト
ルの脱着にも配慮したデザイン” unique chamfered edge”を採用。 
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 ■ 材質：カーボンファイバー
■ 重量：30g 

 ▲Carbon Bottle Cage 1 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 70594000  ブラック  4714247513907   ¥5,500（税抜価格¥5,000） 

 軽量かつ確実なホールドのカーボンボトルケージ。 

 ■ 材質：樹脂
■ 重量：25g
※グロスブラック、ホワイトは在庫限り ※グロスブラック、ホワイトは在庫限り 

 ▲Bottle Cage 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 65034000  グロスブラック  4714247513884   ¥1,210（税抜価格¥1,100） 
 65035000  ホワイト  4714247513891   ¥1,210（税抜価格¥1,100） 

 耐久性に優れた樹脂を採用。軽量でホールド感も良い。3色のシリコンカラーを選んで取付
ける事ができる。 

 ■ 材質：樹脂
■ 重量：25g

 Bottle Cage 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 130161000  マットブラック  4714247520134   ¥1,210（税抜価格¥1,100） 
 138044000  マットホワイト  4714247520141   ¥1,210（税抜価格¥1,100） 

 耐久性に優れた樹脂を採用。軽量でホールド感も良い。3色のシリコンカラーを選んで取付
ける事ができる。 

 ■ 材質：樹脂
■ サイズ：195 x 75mm
■ 容量：750ml 

 Tool Bottle  

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 65033000  ブラック  0.55L  4714247514416   ¥550（税抜価格¥500） 

 工具やアクセサリーを収納できるボトル型ケース。 

 Packman Handlebar Pack 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 70596000  グリーン  8L  4714247519404   ¥9,900（税抜価格¥9,000） 

 ロールアップバッグにIPX5の防水素材を採用。3点支持で安定感のあるハンドルバーバッ
グ。2本のストラップにジャケットなどを括り付ける事ができる。 

 ■ 材質：420D/600Dファブリック(撥水・耐摩耗)、250Dリサイクルファブリック(防水IPX5)
■ サイズ：170 x 350mm
■ 容量：8L 

 ■ 材質：420D/600Dファブリック(撥水・耐摩耗)、250Dリサイクルファブリック(防水IPX5)
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 Packman Travel Bottle Pack 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 70597000  グリーン  0.6L  4714247519121   ¥2,090（税抜価格¥1,900） 

 ハンドルバーに取付ける事ができるチョークバッグタイプのボトルバッグ。高さ25㎝、直径
9㎝の750mlサイズウォーターボトルに対応する。 

 ■ 材質：210D/600Dファブリック(撥水・耐摩耗)
■ サイズ：直径95mm、高さ150～200mm 

 ▲Packman Travel Frame Pack 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 64995000  グリーン  3L  4714247518896   ¥6,380（税抜価格¥5,800） 

 撥水性能、耐摩耗性能に優れた素材を使用したフレームバック。また、様々なパイプ径やフ
レームサイズに関係無く簡単にベルクロで留めることができます。  

 ■ 材質：420D/600Dファブリック(撥水・耐摩耗)
■ サイズ：380 x 120 x 50mm
■ 容量：3L 

 Packman Frame Pack Satellite 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 64996000  グリーン  2.5L  4714247518919   ¥5,280（税抜価格¥4,800） 

 撥水性能、耐摩耗性能に優れた素材を使用したフレームバック。また、様々なパイプ径やフ
レームサイズに関係無く簡単にベルクロで留めることができます。  

 ■ 材質：420D/600Dファブリック(撥水・耐摩耗)
■ サイズ：250 x 280 x 50mm
■ 容量：2.5L

 Packman Travel Top Tube Pack 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 64997000  グリーン  0.8L  4714247518902   ¥4,180（税抜価格¥3,800） 

 トップチューブへ簡単にベルクロで留めることができる、ファスナー付きメイン収納と3つ
の外部ポケットを備えたトップチューブパック。 また、撥水性能、耐摩耗性能に優れた素材
を使用しているので収納物も安心です。  

 ■ 材質：420D/600Dファブリック(撥水・耐摩耗)
■ サイズ：260 x 100 x 50mm
■ 容量：0.8L 
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 Packman Saddle Pack with 
Waterproof carrier  

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 121813000  グリーン  8L  4714247519930   ¥11,000（税抜価格¥10,000） 

 大き目なサドルバッグを安定して取付ける事ができるサポートキャリアをセット。後部は防
水素材を採用し、泥はねにも対応。 

 ■ 材質： 420D/600Dファブリック(撥水・耐摩耗)、250Dリサイクルファブリック
(防水IPX5)、ステンレススチールラック

■ サイズ：480 x 180 x 160mm
■ 容量：8L 

 ▲Packman Travel Saddle Pack 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 64998000  グリーン  6L  4714247518926   ¥9,680（税抜価格¥8,800） 

 シートポストへの簡単なベルクロ留めと安定性を高めるため調整可能なサイドの補強スト
ラップを備えた大容量サドルバッグ。 また、伸縮性アッパーコードと2つの追加ストラップ
を装備しておりさらなる積載容量を提供します。底部には防水生地を使用し泥や濡れた環
境でもバック内部の荷物を守ります。  

 ■ 材質：420D/600Dファブリック(撥水・耐摩耗)
■ サイズ：480 x 180 x 160mm
■ 容量：6L 

 Belly SB 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 121792000  ブラック  4714247520356   ¥3,740（税抜価格¥3,400） 

 大きな開口部により中身の出し入れがしやすい。エネルギージェルなどの収納に便利なサ
イドポケットを配置。取付はユニバーサルベルクロによって、様々なサイズのトップチュー
ブに対応可能。SBシリーズ素材の黒さを強調する"So Black"の頭文字をとったバッグシ
リーズ。  

 ■ 材質：210Dポリウレタン/45Cターポリン(撥水)
■ サイズ：200 x 90 x 50mm
■ 取付径：Φ25～55mm 

 Navigator SB 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 121793000  ブラック  4714247520363   ¥3,960（税抜価格¥3,600） 

 190 x 90mmタッチスクリーンを採用。多くのスマートフォン等のモバイル端末に対応。スクリーン下部に
は収納スペースが大きくとられ、携帯工具をはじめとした小物の収納に役立つ。モバイルバッテリーの配線
用ホールも装備し、地図アプリ等、長時間での使用にも安心できる。SBシリーズ素材の黒さを強調する"So 
Black"の頭文字をとったバッグシリーズ。  

 ■ 材質：210Dポリウレタン/45Cターポリン(撥水)
■ 対応タッチパネルサイズ：190 x 90mm
■ サイズ：200 x 80 x 95mm
■ 取付径：Φ25～55mm
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 Belly Tri 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 71527000  ダークグレー  4714247519473  ¥3,740（税抜価格¥3,400） 

 300Dナイロンに撥水加工を施しているので、多少の雨にも対応でき耐久性も高いバッグ
です。取付はボルト(※トップチューブにダボ穴があるタイプのフレームのみ)またはベルク
ロストラップで取り付け。 また、エネルギージェル等を外側に保持できるような構造になっ
ています。 

 ■ 材質：300Dポリエステル(撥水、反射素材使用)
■ サイズ：250 x 85 x 40mm 

 ■ 材質：300Dポリエステル (撥水)
■ サイズ： 180 x 80 x 45mm 

 ▲Belly B 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 64066000  ダークグレー  4714247515703   ¥3,135（税抜価格¥2,850） 

 ベルクロタイプの開閉機構でツールなどの取り出しが快適に行える。レインカバー付き。 

 ■ 材質：300Dポリエステル (撥水)
■ サイズ： 130 x 60 x 45mm 

▲Belly S

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 64067000  ダークグレー  4714247515697   ¥2,640（税抜価格¥2,400） 

 トップチューブ取り付けるベルクロタイプの開閉機構を採用したモデル。
レインカバー付き。 

 Roadster SB 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 121791000  ブラック  0.4L  4714247520349   ¥3,520（税抜価格¥3,200） 

 後方面にリフレクティブ素材を使用。テールライト取付けが可能。底部には防水素材を使用
し、雨天時の濡れた路面からの泥はねからバックの内部を守る。SBシリーズ素材の黒さを
強調する"So Black"の頭文字をとったバッグシリーズ。  

 ■ 材質：210Dポリウレタン/45Cターポリン(撥水)
■ サイズ：150 x 80 x 50mm
■ 容量：0.4L 
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 ■ 材質600Dポリエステル (撥水)
■ サイズ：165 x 50 x 65mm
■ 容量：0.3L 

 ▲Zyklop-NIP 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 64062000  ブラック  0.6L  4714247513822   ¥1,705（税抜価格¥1,550） 

 耐水性のサドルバッグ、ベルクロ取付けタイプなのでほとんどのサドル形状に対応可能。 

 ▲Roadster1 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 64068000  ブラック  0.3L  4714247515727   ¥2,200（税抜価格¥2,000） 

 背部にはテールライト取り付け可能なホック付き。ツーリングなどにも最適。 

 ■ 材質：300Dポリエステル (撥水)
■ サイズ： 130 x 40 x 70mm
■ 容量：0.3L 

 ▲Roadster2 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 64069000  ブラック  0.4L  4714247515796   ¥2,530（税抜価格¥2,300） 

 細身で軽量なサドルバッグ。チューブや携帯工具など必要最低限の物だけを持ち運ぶ事が
可能。サイドストラップには反射材を使用。バッグ後方にはテールライトを取り付ける事が
できるフックも装備で夜間走行時も安心。 

 ■ 材質：300Dポリエステル (撥水) 
※反射タイプストラップ付属
■ サイズ：150 x 80 x 50mm
■ 内容量：0.4L 

 ■ 材質：300Dポリエステル (撥水) 

 Feex Pouch 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 64070000  ブラック  0.3L  4714247517844   ¥3,300（税抜価格¥3,000） 

 ジャージのポケットに入るサイズ。ベルクロでサドル下に固定することも可能。 

 ■ 材質：材質：420D/840Dナイロン( 防水IPX4)
■ サイズ：120x65x35mm
■ 容量：0.3L 

 Feex Roll 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 71528000  ブラック  4714247519480  ¥2,310（税抜価格¥2,100） 

 サドルレールにベルクロストラップで固定したり、ジャージのポケットに収まるロールアップ
タイプ収納バッグです。  

 ■ 材質：250Dファブリック(防水)/300Dポリエステル(撥水)※反射タイプブランドロゴ
■ サイズ：270 x 270mm 

192BIRZMAN
BRAND Collection

フ
ロ
ア
ポ
ン
プ

3T

WELDTITE

携
帯
ポ
ン
プ
／
Co2

KENDA

MOON

そ
の
他
パ
ー
ツ

TRP

TEKTRO

バ
ッ
グ
・
ボ
ト
ル

Birzman

TRIPEAK

ツ
ー
ル

guee

LOUIS GARNEAU

ア
ク
セ
サ
リ
ー

GARNEAU

分
類
名



 Anti Slip Bundle Strap  

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 65032000  ブラック  4714247518490   ¥1,320（税抜価格¥1,200） 

 ツールやスペアパーツ（チューブ、CO2カートリッジ、タイヤレバー、ミニポンプなど）を自
転車フレームに固定出来る便利なストラップ。 

 ■ 片面滑り止め仕上げ
■ 材質：ナイロン/ TPE
■ サイズ：400x30mm
■ 2本入り 

 Anti Slip Bundle Strap 
w Snap Fastener  

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 121814000  ブラック  4714247519909   ¥825（税抜価格¥750） 

 ツールやスペアパーツ（チューブ、CO2カートリッジ、タイヤレバー、ミニポンプなど）を自
転車フレームに固定出来る便利なストラップ。
また、端にはスナップファスナーが装備されておりさらにズレにくい仕様になっています。 

■ 片面滑り止め仕上げ
■ 材質：ナイロン/ TPE
■ サイズ：400x30mm
■ スナップファスナー付
■ 1本入り

■ 内容：ヘックス2/2.5/3/4/5/6/8mm/トルクスT25、チェーンカッター(8-12S、3/32
インチシングルスピード)、チェーンフック、スポークレンチ(3.2/3.4)、プラスドライバー
#1、 マイナスドライバー4.5、タイヤレバー2本(スポークフック付きｘ1/
米式バルブエアーリリースノブ付きｘ1)、CO2ボンベヘッド(米/仏) ネジ切りボンベ対応
■ 材質：High polymer (body, tire levers)、Cr-V (tools), alloy steel (chain tools)
■ サイズ：100 x 46 x 24mm
■ 重量：178g

 Diversity 17 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 64705000  17機能  4714247517974   ¥5,170（税抜価格¥4,700） 

 CO2バルブアダプター付属の17種類の工具を凝縮した軽量でユニークなセット。 ボルト
の締付けやチェーンの修繕、チューブ交換などに便利です。  
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■  内容：ヘックス2/2.5/3/4/5/6/8mm/トルクスT25、プラスドライバー #1、
マイナスドライバー 5.5、チェーンカッター (9-12s 対応 )、タイヤレバー

■ 材質：Carbon (body)、Cr-V (tools), alloy (chain tools)
■ サイズ：70 x 47 x 20mm
■ 重量：118g■ 重量：118g

 ▲Feexman Aluminum 12 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 68749000  12機能  4714247512269   ¥5,500（税抜価格¥5,000） 

 鳥の羽にインスパイやされた軽量設計。カーボンサイドプレートにCNCアルミビッドを採
用したハイエンドフォールディングツール。 

 ■  内容：ヘックス2/2.5/3/4/5/6/8mm、トルクスT25、プラスドライバー#1、マイナスド
ライバー4.5、チェーンカッター (9-12s)、ディスクアジャスター、タイヤレバー、ナイフ、
栓抜き、スポークレンチ(3.2/3.4/4.3/4.4)、仏式バルブツール

■材質：Aluminium (body), CrV (tools), Alloy Steel (chain tool panel) 
■サイズ：73 x 57 x 16mm  
■ 重量：165g 

 E-Version Mini Tools 20 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 64660000  ブラック  20機能  4714247513389   ¥4,015（税抜価格¥3,650） 
 64661000  シルバー  20機能  4714247513396   ¥4,015（税抜価格¥3,650） 

 20機能のツールをコンパクトにおさめたホールディングツール。 

 ■ 内容：ヘックス2/2.5/3/4/5/6/8mm/トルクスT25、プラスドライバー#1、マイナスド
ライバー4.5、チェーンカッター (9-12s)、栓抜き、スポークレンチ(3.2/3.4/4.3/4.4)、
仏式バルブツール
■材質：Aluminium (body), CrV (tools), Alloy Steel (chain tool panel) 
■サイズ：69 x 50 x 16mm 
■重量：128g 

■材質：Aluminium (body), CrV (tools), Alloy Steel (chain tool panel) 

 E-Version Mini Tools 15 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 65180000  ブラック  15機能  4714247513303   ¥3,300（税抜価格¥3,000） 
 64659000  シルバー  15機能  4714247513310   ¥3,300（税抜価格¥3,000） 

 ツーリング時に最低限必要な15機能の工具を揃えた携帯ツール。 

 ■  内容：ヘックス2.5/3/4/5/6/8mm/トルクスT25、プラスドライバー#1、マイナスドラ
イバー4.5、チェーンカッター (8-12s、3/32インチシングルスピード)

■材質：Aluminium (body), CrV (tools), Alloy Steel (chain tool panel) 
■ サイズ：68.5 x 50 x 14mm
■ 重量：119g

 ■  内容：ヘックス2.5/3/4/5/6/8mm/トルクスT25、プラスドライバー#1、マイナスドラ
イバー4.5、チェーンカッター (8-12s、3/32インチシングルスピード)

■材質：Aluminium (body), CrV (tools), Alloy Steel (chain tool panel) 
■ サイズ：68.5 x 50 x 14mm

 E-Version Multi Tool 10 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 95700000  ブラック  10機能  4714247520073   ¥2,860（税抜価格¥2,600） 
 95701000  シルバー  10機能  4714247520066   ¥2,860（税抜価格¥2,600） 

 軽量コンパクトボディに10機能を収めた基本マルチツール。 

 ■ 内容：ヘックス4/5/6mm/トルクスT25、プラスドライバー#1
■材質：Aluminium (body), CrV (tools)
■ サイズ：69 x 29 x 10mm 
■ 重量：58g 

 E-Version Mini Tools 5 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 64683000  ブラック  5機能  4714247513280   ¥1,595（税抜価格¥1,450） 
 64684000  シルバー  5機能  4714247513297   ¥1,595（税抜価格¥1,450） 

 4/5/6/T25/＋ドライバーが1つにまとまったシンプルな5機能携帯工具。 

 ▲Chain Rivet Panel 

 ご注文コード  JAN  価格 
 64652000  4714247513112   ¥990（税抜価格¥900） 

 FEEXMAN MINI工具シリーズのカスタム、補修用のパーツ。 

 ■ 材質：アルミ
■ 対応モデル：Feexman Aluminum 12 
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 ■ 材質：CrMo(jaws)/高分子(ハンドル) 
■ サイズ：360mm  

 ▲Tire Seater 

 ご注文コード  JAN  価格 
 73822000  4714247519015   ¥12,100（税抜価格¥11,000） 

 タイヤを素早く取り外せるツール 

 ■ 材質：CNC machined 7075 alluminium
■ サイズ：11.5 x 60mm ■ サイズ：11.5 x 60mm 

 Valve Core Tool 

 ご注文コード  JAN  価格 
 64700000  4714247517387   ¥1,430（税抜価格¥1,300） 

 仏式、米式のバルブ口の取外しに使用する工具で、本体サイドには5mmフラットスパナを
備えておりエクステンションバルブの締め付けも容易にできる。 

 BZ Tubeless Repair Kit (10pcs) 

 ご注文コード  JAN  価格 
 95697000  4714247519916   ¥2,530（税抜価格¥2,300） 
 121797000  4714247519923   ¥990（税抜価格¥900） 

 Co2カートリッジと同じデザインのケースに、リペアプラグ 10 本と
プラグ工具を収納。ボトルケージやサドルレールマウントなどの各
種 Co2 カートリッジホルダーに取付けて携行する事ができる。 

■ 材質：CNC アルミ / ステンレス
■ サイズ：23mm x 87.5mm(※3.5mm x 50mm タイヤプラグ 10 本付属
■ 重量：44g
※121797000は補充用プラグです(25本入り)

 ■  内容：15機能ミニツール(E-VERSION MINI 
TOOLS)、パンク修理キット、ミニポンプ
(120mm)、タイヤレバー、チェーンツール 

■ 専用バッグ付属 
■ サイズ175 x 140 x 65mm 
■ 重量：593g  
■ サイズ175 x 140 x 65mm 

 ▲Zyklop C-Bag 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 64064000  ブラック  4714247513877   ¥10,230（税抜価格¥9,300） 

 サイクリング中の急なトラブルに必要な物がほとんど揃ってます。 

 ■ 内容：ヤスリ(フタに付属)、タイヤ
用パッチ x 1、チューブ用パッチ x 3
■ 材質：プラスチック
■ サイズ：74 x 43 x 12mm
■ 重量：20g 

 ■ 内容：ヤスリ(フタに付属)、タイヤ
用パッチ x 1、チューブ用パッチ x 3

 Feex Tube 

 ご注文コード  JAN  価格 
 64647000  4714247512900   ¥1,100（税抜価格¥1,000） 

 birzmanオリジナルデザインパンク修理キット。ゴムのり要らず、タイヤのキズにも対応す
るタイヤ用パッチも付いたスグレモノ。 

 ■ 内容：3枚入り 

 Feex Tube Suppliment Pack 

 ご注文コード  JAN  価格 
 64651000  4714247513075   ¥440（税抜価格¥400） 

 birzmanオリジナルデザインパンク修理用パッチセット。ゴムのり要らず、急なパンク修理
にも対応できる。 

 仏式、米式のバルブ口の取外しに使用する工具で、本体サイドには5mmフラットスパナを
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 Travel Tool Box-L 

 ご注文コード  JAN  価格 
 121801000  4714247519657   ¥33,000（税抜価格¥30,000） 

 20種類の工具を一つのケースに収納。遠征時の作業に便利な工具セット。 

 ■ 内容：
・ヘックス1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm
・トルクスT10/T15/T20/T25/T27/T30/T40
・チェーンウェアインジケーター
・パッチキット
・タイヤレバー
・カートリッジBBツール SHIMANO HG、ボスフリーツール SHIMANO MF
・ユニバーサルクランクプーラー ISIS/オクタリンク
・ケーブルカッター
・BBソケット ホローテックII、BBツールアダプター TL-FC24/TL-FC25
・ソケットレンチ 1/2インチ
・クランクアームインストレーションツール
・スポークレンチ 12/13/14/15G/SHIMANO4.3/4.4
・チェーン切り 5-12s 厚歯
・ペダルレンチ15mm
・スプロケットリムーバー 7-12s
・マイナスドライバー
・プラスドライバー
・コンビネーションレンチ 8/10mm
■ サイズ：460 x 280 x 80mm
■ 重量：4.35kg 

 20種類の工具を一つのケースに収納。遠征時の作業に便利な工具セット。 

・カートリッジBBツール SHIMANO HG、ボスフリーツール SHIMANO MF

 Studio Tool Box  

 ご注文コード  JAN  価格 
 121802000  4714247519664   ¥57,200（税抜価格¥52,000） 

 ホームメカニックを極めた37種類の工具をセット。 

 ■ 内容：
・ヘックス 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm
・トルクス T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40
・チェーンウェアインジケーター
・タイヤレバー
・スポークグリップ
・バルブコアツール
・ソケット T30
・カートリッジBBツール SHIMANO HG、ボスフリーツール SHIMANO MF
・ユニバーサルクランクプーラー ISIS/オクタリンク
・ケーブルカッター
・BBソケット ホローテックII、BBツールアダプター TL-FC24/TL-FC25
・ソケットレンチ 1/2インチ
・クランクアームインストレーションツール
・スポークレンチ 12/13/14/15G/SHIMANO4.3/4.4
・チェーン切り 5-12s 厚歯
・ペダルレンチ15mm
・スプロケットリムーバー 7-12s
・マイナスドライバー
・プラスドライバー
・コンビネーションレンチ 8/10mm
・棒ヤスリ
・リンクプライヤー
・ヘックス 14/15mm
・シフティングスパナ
・ディスクブレーキピストンプレス
・ロータートゥルーイングフォーク
・ディスクブレーキインジケーター
・ソウガイド
・スターナットセッター
・ニッパー
・チェーンリングナットレンチ
・ラジオペンチ
・プラスチックハンマー
・メジャー
■ サイズ：470 x 370 x 130mm
■ 重量：8.2kg 

・カートリッジBBツール SHIMANO HG、ボスフリーツール SHIMANO MF

・BBソケット ホローテックII、BBツールアダプター TL-FC24/TL-FC25
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 TorqueWrench 3-15Nm  

 ご注文コード  JAN  価格 
 74055000  4714247513686   ¥12,100（税抜価格¥11,000） 

 0.1Nm間隔で設定可能なトルクレンチ。 

 ■ 内容：ヘックスソケット(サイズ1/4インチ)3/4/5/6/8mm/トルクスT25/5mmヘックス
エクステンション(長さ：90mm）
■ 対応：3-15Nm(レンチサイズ8インチ)
■ 材質：Alloy steel (wrench) / CrV (bits)  

 ■ 内容：ヘックスソケット(サイズ1/4インチ)3/4/5/6/8mm/トルクスT25/5mmヘックス

 Torque Driver6 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 64708000  6N/m  4714247517967   ¥3,850（税抜価格¥3,500） 

 6N/mにプリセットされたトルクレンチ。 

 ■ 内容：ヘックス3/4/5mm/T25
■ 対応：6Nm
■ 材質：S2 tool steel (bits) 
■ サイズ：80 x 65 x 23mm(driver)、
1/4インチ x 25mm(ビットサイズ) 
■ サイズ：80 x 65 x 23mm(driver)、
1/4インチ x 25mm(ビットサイズ) 

 Torque Driver5 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 64707000  5N/m  4714247517950   ¥3,630（税抜価格¥3,300） 

 5N/mにプリセットされたトルクレンチ。 

 ■ 内容：ヘックス3/4/5mm/T25
■ 対応：5Nm
■ 材質：S2 tool steel (bits) 
■ サイズ：80 x 65 x 23mm(driver)、
1/4インチ x 25mm(ビットサイズ) 

 Torque Driver4 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 64706000  4N/m  4714247517943   ¥3,300（税抜価格¥3,000） 

 4N/mにプリセットされたトルクレンチ。 

 ■ 内容：ヘックス3/4/5mm/T25
■ 対応：4Nm
■ 材質：S2 tool steel (bits) 
■  サイズ：52 x 78 x 23mm(driver)、
1/4インチ x 25mm(ビットサイズ) 

 M-Toruque 10 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 64701000  10機能  4714247517424   ¥4,950（税抜価格¥4,500） 

 10機能、5Nmトルクチェックアラーム機能を装備した携帯工具です。チェーンツール付き
の多機能ミニツール。 

 ■  内容：ヘックス4/5mm with 5Nmトルクインジケーター、ヘックス2/3/8/6mm/
トルクスT25、プラスドライバー#1、マイナスドライバー4.5、チェーンカッター 
(8-12s、3/32インチシングルスピード)

■ トルクチェックアラーム設定トルク：5Nm(※ヘックス4/5mm/トルクスT25のみ)
■ トルクチェックアラームクリック可能数：10000回
■ 材質：Alloy Steel (body & chain tool), CrV (tools) 
■ 防水IPX4
■ サイズ：93 x 57 x 18mm
■ 重量：170g 

■ トルクチェックアラーム設定トルク：5Nm(※ヘックス4/5mm/トルクスT25のみ)
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 M-Torque Ranger  

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 64702000  6機能  4714247518018   ¥3,630（税抜価格¥3,300） 

 プリセット5Nmのトルクチェックアラーム機能を装備した携帯工具です。6機能、タイヤレ
バーをセット。 

 ■ 内 容：ヘックス3/4/5mm/トルクスT25、マイナスドライバー4.5 with 5Nmトルクイン
ジケーター、タイヤレバー

■ トルクチェックアラーム設定トルク：5Nm
■ トルクチェックアラームクリック可能数：10000回
■ 内容：ヘックス3/4/5mm、ドライバー、トルクスT25、タイヤレバー 
■ 材質：High Polymer (body & tire levers), S2 Steel (bits)
■ 防水IPX4 
■ サイズ112 x 36 x 25mm
■ 重量：113g 

■ 内容：ヘックス3/4/5mm、ドライバー、トルクスT25、タイヤレバー 

 M-Torque 4 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 64698000  4機能  4714247517417   ¥3,080（税抜価格¥2,800） 

 ヘックス4mm、5mmには５Nmトルクチェックアラーム機能を装備したNEWスタイルのミ
ニツール。ツールを入れ替えることでT25のトルクチェックも可能。 

 ■   内容：ヘックス4/5mm with 5Nmトルクインジケーター、トルクス
T25、マイナスドライバー4.5

■  トルクチェックアラーム設定トルク：5Nm(※ヘックス4mm/5mmの
み、ツールを入れ替えることでT25のトルクチェックも可能)

■ トルクチェックアラームクリック可能数：10000回
■ 材質：Alloy Steel (body), CrV (tools) 
■ 防水IPX4
■ サイズ：93 x 34 x 18mm
■ 重量：90g 

 T-Bar Set with Wrenches 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 87721000 9 サイズセット   4714247514393   ¥8,800（税抜価格¥8,000） 
 64640000  10 mm  4714247511248  ¥1,210（税抜価格¥1,100） 
 64639000  8 mm  4714247511231   ¥1,100（税抜価格¥1,000） 
 64638000  6 mm  4714247511224   ¥990（税抜価格¥900） 
 64637000  5 mm  4714247511217   ¥880（税抜価格¥800） 
 64636000  4 mm  4714247511200   ¥770（税抜価格¥700） 
 64634000  2.5 mm  4714247511187   ¥660（税抜価格¥600） 
 64635000  3 mm  4714247511194   ¥660（税抜価格¥600） 
 64633000  2 mm  4714247511170   ¥550（税抜価格¥500） 
 64641000  T25  4714247511255   ¥880（税抜価格¥800） 

 ABS樹脂ハンドルタイプのヘックスキー。ロング部は使用可能アングルを考えに考えぬか
れた25°のダイヤモンドヘッドを採用。(※商品コード：87721000は9本セット。) 

 ■ 内容：ヘックス2/2.5/3/4/5/6/8/10mm、トルクスT25 

 ¥880（税抜価格¥800） 
 ¥770（税抜価格¥700） 
 ¥660（税抜価格¥600） 
 ¥660（税抜価格¥600） 
 ¥550（税抜価格¥500） 
 ¥880（税抜価格¥800） 

 Long Arm Ball Point 
Hexkey Set 

 ご注文コード  JAN  価格 
 64682000  4714247514973   ¥3,520（税抜価格¥3,200） 
 130982000  4714247520110   ¥3,520（税抜価格¥3,200） 

 高剛性素材を使用した定番アーレンキーセット。 

■ 内容：1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm
■ 材質：S2 tool steel  
※64682000は在庫限り

 Long Arm Star Hexkey Set 

 ご注文コード  JAN  価格 
 64693000  4714247515277   ¥2,860（税抜価格¥2,600） 

 工具鋼を使用し、耐久性に優れたツール。 

 ■ 内容：T10/T15/T20/T25/T27/
T30/T40/T45/T50
■ 材質：S2 tool steel   
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 Y-Grip Y-Grip S

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 64994000  4/5/6mm HEX KEY ボールポイント  4714247516984  ¥2,200（税抜価格¥2,000） 
 64689000  2/2.5/3mm HEX KEY  4714247516465  ¥2,200（税抜価格¥2,000） 
 64691000  T10/T25/T30mm TORX KEY  4714247516489  ¥2,200（税抜価格¥2,000） 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
139467000 2/2.5/3mmHex 4714247520691 ¥2,200（税抜価格¥2,000）
139468000 4/5/6mmHex 4714247520660 ¥2,200（税抜価格¥2,000）
139469000 4/5/6mmBall 4714247520677 ¥2,200（税抜価格¥2,000）
139470000 T10/25/30 4714247520684 ¥2,200（税抜価格¥2,000）

 3サイズの工具をY字に収めた握りやすく力を入れやすいツール。 ロータリースリーブ機能を持ったY型工具。作業時の効率が飛躍的にアップ。
また、マグネットパネルも備えておりスチール製の工具箱等に貼り付けることも可能です。

 ■ 内容：
・4/5/6mm ヘックス ボールポイント
・2/2.5/3mm ヘックス
・T10/T25/T30 TORX KEY 

■ 内容：
・2/2.5/3mm ヘックス
・4/5/6mm ヘックス
・4/5/6mm ヘックス ボールポイント
・T10/T25/T30 TORX KEY

 Hex Bit Socket 8mm 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 87728000  8mm  4714247511590   ¥660（税抜価格¥600） 

 トルクレンチなどで使用する8mmヘックスビット。 

 ■ ソケットサイズ：ヘックス8mm(1/2インチDr.)
■ 材質：Alloy steel / CrV (bits)  

 ¥660（税抜価格¥600） 

 Hex Socket 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 87729000  14mm  4714247517028   ¥550（税抜価格¥500） 
 87730000  15mm   4714247517035   ¥550（税抜価格¥500） 

 トルクレンチなどで使用するボックスレンチソケット。 

 ■ ソケットサイズ：ボックス14mm、
15mm(1/2インチDr.)
■ 材質：Alloy steel  

 ■ 材質：Hardened Steel / High polymer 
■ サイズ：190mm 

 Cable Cutter 02 

 ご注文コード  JAN  価格 
 64665000  4714247514454   ¥2,530（税抜価格¥2,300） 

 握り心地の良さと、力強いカット感のケーブルカッター。 

 ■ 材質：Alloy steel / High polymer  
■ サイズ：20mm 

 Cable Pliers 

 ご注文コード  JAN  価格 
 74013000  4714247518063  ¥2,200（税抜価格¥2,000） 

 ブレーキとディレイラーのワイヤーを引っ張り、調整します。 片手で操作可能なので便利。 

 Axle/Pedal Spindle 
Vise Insert 

 ご注文コード  JAN  価格 
 74008000  4714247517691  ¥4,840（税抜価格¥4,400） 

 アクスルやスピンドル、ハブ、ハイドロリックホース等を保持するためのバイスアダプター。
マグネットを装備しているので金属のバイスにしっかり固定できます。 

 ■ 材質：CNC machined aluminium 
■  対応サイズ：Φ5/9/10/12/15/21/25/36mm、 ヘックス17～21mm ■  対応サイズ：Φ5/9/10/12/15/21/25/36mm、 ヘックス17～21mm 

 ■ 材質：Alloy steel  

 Universal Crank Puller 

 ご注文コード  JAN  価格 
 74057000  4714247516212  ¥1,430（税抜価格¥1,300） 

 ISISドライブ、オクタリンク、スクウェアテーパークランク用プーラーツール。 

 Crankarm Installation Tool 

 ご注文コード  JAN  価格 
 74027000  4714247516199  ¥1,100（税抜価格¥1,000） 

 シマノホローテックIIをはじめとした8ノッチタイプクランクキャップの着脱を行える工具。  

 ■ 材質：CNC machined 6061 
aluminium 
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 Crank Arm Cap Tool II 

 ご注文コード  JAN  価格 
 121806000  4714247519497   ¥1,540（税抜価格¥1,400） 

 シマノホローテックIIをはじめとした8ノッチタイプクランクキャップ、スラムやレースフェイ
スに使用されている16㎜インターナルヘックスタイプクランクキャップの着脱を行える工
具。 また、6㎜ヘックスレンチにも対応していますのでクランクキャップの締め付け、取り外
し作業もしやすくなっています。  

 ■ 材質：CNC machined 6061 aluminium 

 Replical Mock Pedal  

 ご注文コード  JAN  価格 
 64681000  4714247515062   ¥1,870（税抜価格¥1,700） 

 ペダルを外した状態でメンテナンスや変速調整などを行う際、使用するモックペダル。 

 ■ 材質：Alloy steel / Varnished wood 
■ サイズ：120mm 

 Pedal Wrench 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 87723000  15mm   4714247516229   ¥2,310（税抜価格¥2,100） 

 使用時の握り易さや力の入れ易さを考え抜いたペダルレンチ。 

 ■ 内容：15mm
■ 材質：Hardened steel / TPR 
■ サイズ：305mm 
■ 材質：Hardened steel / TPR 
■ サイズ：305mm 

 Chainring Nut Wrench 

 ご注文コード 規格  JAN  価格 
 74014000 ショート  4714247516168  ¥550（税抜価格¥500） 
139465000 ロング 4714247520431 ¥1,100（税抜価格¥1,000）

 チェーンリングを固定するナットの取り外しに使用するツール。 

■ 9mm、10mmボックスレンチ付属(※ショートのみ)
■ 材質：Alloy Steel / High polymer 

 価格 
 ¥550（税抜価格¥500） 
¥1,100（税抜価格¥1,000）

■ 材質：Alloy Steel / High polymer 

 Wedge Wedge 2.0 

 ご注文コード  JAN  価格 
 95696000  4714247520103   ¥1,650（税抜価格¥1,500） 

 形状の違う2種類のタイヤレバーのセット。長い方は一般的なタイヤレバーよりも長いた
め、より大きな力をかけることができる。リムのアールを考慮したレバー形状、２股に開くギ
ミックによってタイヤの入れ込みをより簡単にできる。ロード用タイヤからMTBタイヤまで
幅広く対応する。  

 ■ 材質：Glass-fiber reinforced high polymer 
■ サイズ：205 x 34 x 17mm(ロング) / 120 x 27 x 6 mm(ショート)  

ショート ロング
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 Light-Er 

 ご注文コード  JAN  価格 
 95695000  4714247515123   ¥2,310（税抜価格¥2,100） 

 パテント取得のスプリングデザインを採用。ウッドハンドルが手になじむチェーンツール。 

 ■ 対応チェーン：8～12s
■ 材質： Handle : Alloy steel / 

Body : Varnished wood / 
Pin : Alloy steel 

■ サイズ：105 x 47 x 13mm
■ 重量：76g 

 ¥2,310（税抜価格¥2,100） 

 Lighter Atom 

 ご注文コード  JAN  価格 
 65029000  4714247518001   ¥1,760（税抜価格¥1,600） 

 携帯性に優れたコンパクトタイプのチェーンツール。チェーンフックが付属し、作業効率が
良い。 

 ■ 対応チェーン：8～12s
■ 材質： Handle : Alloy steel / Body : High polymer / 

Pin : Alloy steel 
■ チェーンフック付属
■ サイズ：108 x 49 x 13mm 
■ 重量：80g 

 Lighter Universal 

 ご注文コード  JAN  価格 
 64992000  4714247517929   ¥4,180（税抜価格¥3,800） 

 パテント取得のスプリングデザインを採用し、様々なチェーンに対応。CNC切削による美し
いデザインのチェーンツール。 

 ■ 対応チェーン：5～12s、3/32インチ＆1/8インチシングルスピード
■  材質：Handle : Alloy Steel / Body : CNC machined 6061 aluminium / 
Pin : S2 tool steel 

■ チェーンフック付属
■ サイズ：145 x 70 x 21mm
■ 重量：215g 

 ▲Dragonfly 

 ご注文コード  JAN  価格 
 64677000  4714247512689   ¥9,350（税抜価格¥8,500） 

 アダプターの付け替えで、カンパニョーロ11sにも対応。 

 ■ 対応チェーン：8～12s（カンパニョーロ11s）
■  材質：Handle : CNC machined 6061 aluminium / Body : CNC machined 6061 
aluminium / Pin : Special steel S2 

■ サイズ：175 x 105 x 28mm
■ 重量：285g 

 Tubeless Tire Lever 3pc Set 

 ご注文コード  JAN  価格 
 121796000  4714247519787   ¥990（税抜価格¥900） 

 チューブレスタイヤのビードを傷めにくい樹脂製タイヤレバー。 

 ■ 内容：3本/1set
■ 材質：Glass-fiber reinforced high polymer 
■ サイズ：120 x 27 x 6mm
■ 重量：16g/本 

■ 材質：Glass-fiber reinforced high polymer 

■ 重量：16g/本 

 Tire Lever Set 3pcs  

 ご注文コード  JAN  価格 
 65030000  4714247512696   ¥440（税抜価格¥400） 

 ボディーは硬く強化され、裏側にはエアリリース機能を追加。ユニークで美しいデザイン。 

 ■ 内容：3本/1set
■ 材質：Hardened POM 
■ サイズ：120 mm
■ 重量：13g/本
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 Damselfly Universal 

 ご注文コード  JAN  価格 
 64678000  4714247515031   ¥5,280（税抜価格¥4,800） 

 厚歯と薄歯の両方をこれ1本で使用できるチェーンカッターです。デザインもBirzmanらし
くこだわったイトトンボをイメージに作成。 

 ■ 対応チェーン：5～12s、3/32インチ＆1/8インチシングルスピード
■  材質：Handle : CNC machined 6061 aluminium / 
Body : CNC machined 6061 aluminium / 
Pin : S2 tool steel 

■ サイズ：160 x 100 x 22mm
■ 重量：242g 

Body : CNC machined 6061 aluminium / 

 ■ 対応チェーン：9～12s
■  材質：Handle : Alloy steel / Body : Alloy steel / 
Pin : Alloy steel 

■ チェーンフック付属
■ 4/5mmヘックス付属
■ サイズ：85 x 40 x 11mm
■ 重量：98g 

■  材質：Handle : Alloy steel / Body : Alloy steel / 

 ▲Chain Rivet 

 ご注文コード  JAN  価格 
 64646000  4714247512894   ¥1,210（税抜価格¥1,100） 

 チェーン作業時に便利なチェーンフックとあると便利な4/5mmヘックスを付属した 9～
12s対応チェーンカッター。 

 Damselfly Universal用
補修ピン 

 ご注文コード  JAN  価格 
 73673000  4714247517356  ¥385（税抜価格¥350） 

 交換用ピン 

 ■ 対応モデル：Damselfly
■ 1本単位での販売 

 Dragonfly用補修ピン 

 ご注文コード  JAN  価格 
 73674000  4714247518520  ¥385（税抜価格¥350） 
 87457000  4571310046201   ¥880（税抜価格¥800） 

 交換用ピン 

 ■ 対応モデル：Dragonfly
■ 1本単位での販売 

 Dragonfly用補修ピンリテーナー 

 ご注文コード  JAN  価格 
 97782000  4714247518537   ¥330（税抜価格¥300） 

 補修ピンリテーナー 

 ■ 対応モデル：Dragonfly 

 Chain Assembly Fixer 

 ご注文コード  JAN  価格 
 87732000  4714247519626   ¥605（税抜価格¥550） 

 チェーンをつなぐ際のアシストとして使用するチェーン固定具。 

 ■ 材質：CNC machined aluminium / 
Stainless steel / High polymer  

 Chain Wear Indicator I 

 ご注文コード  JAN  価格 
 75357000  4714247519725  ¥1,100（税抜価格¥1,000） 

 チェーンにセットして伸び具合を確認するチェーンインジケーター。チェーンフックも備え
ているのでチェーン作業時も役に立ちます。 

 ■ 材質：CNC machined stainless steel 
■ 計測範囲：0.5/ 0.75/ 1.0%
■ 対応チェーン：single - 12s 
■ チェーンフック付属 
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 Chain Wear Indicator Ⅱ 

 ご注文コード  JAN  価格 
 70590000  4714247519381   ¥2,640（税抜価格¥2,400） 

 チェーンにセットして伸び具合を確認するチェーンインジケーター。 

 ■ 材質：CNC machined 6061 aluminium
■ 計測範囲：0.25/ 0.5/ 0.7/ 0.8/ 1.0%
■ 対応チェーン：single - 12s  

 Wheel Truing Stand 
Universal 

 ご注文コード  JAN  価格 
 87734000  4714247519749  ¥99,000（税抜価格¥90,000） 

 Wheel Truing Stand Universalは、ロードバイクやMTB、さらにタイヤ幅がワイドな
ファットバイクにも対応するように設計されています。ホイールサイズは29erまで対応す
る振れ取り台でリム幅は19～105mmまで対応。 

 ■ 材質：SPHC Aluminium / Alloy steel / High polymer (pointer) 
■ 対応ホイールサイズ：最大29インチ 
■ 対応リム幅：19～105mm
■ 対応ハブ幅：最大235mm 

 ■ 材質：SPHC Aluminium / Alloy steel / High polymer (pointer) 

 Truing Stand Adapter Set 

 ご注文コード  JAN  価格 
 121781000  4714247518872   ¥15,950（税抜価格¥14,500） 

 旧タイプのWheel Truing Standにセットすることで、対応ホイールサイズを29er、ハブ
の幅を235mmまで広げる拡張アダプター。 

 ■ 材質：SPHC Aluminium / Alloy steel 
/ High polymer (pointer) 
■拡張内容：
対応ホイールサイズ：最大29インチ/対応
リム幅：19～105mm/対応ハブ幅：最大
235mm 

 Truing Stand Calibration 
Gauge 

 ご注文コード  JAN  価格 
 74056000  4714247518971  ¥3,300（税抜価格¥3,000） 

 Wheel Truing Standのセンタリング調整に使用するツール。 

 ■ 材質：SUS304 Stainless steel 
■ サイズ： 310 x 141 x 3mm 

 ¥3,300（税抜価格¥3,000） 

 Dial Indicator Gauge 

 ご注文コード  JAN  価格 
 74030000  4714247517615  ¥22,550（税抜価格¥20,500） 

 ホイールの振れを0.01㎜まで測定できる。
Wheel Truing Stand Universalに取り付け可能。 

 ■ 材質：Aluminium / Alloy steel / 
High polymer  

 Spoke Tension Meter 

 ご注文コード  JAN  価格 
 74051000  4714247517660   ¥56,100（税抜価格¥51,000） 

 0.01㎜まで測定できるMitsutoyoのダイヤルインジケーターを備えた
テンションメーター。 

 ■ 材質：CNC machined aluminium / 
CrMo / Alloy steel 
■ 対応ホイールサイズ：18インチ以上 
■ 対応スポーク：ブレード形状を含む全て
のスポーク形状 

 ■ 材質：CNC machined aluminium / 

■ 対応ホイールサイズ：18インチ以上 
■ 対応スポーク：ブレード形状を含む全て
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 Wheel Alignment Gauge 

 ご注文コード  JAN  価格 
 74058000  4714247517622  ¥6,600（税抜価格¥6,000） 

 ホイールセンターを計測するためのホイールアライメントゲージ。 

 ■ 材質：Aluminium / Alloy steel / 
High polymer 
■ 対応ホイールサイズ：16～29インチ 

 ■ 材質：Aluminium / Alloy steel / 

■ 対応ホイールサイズ：16～29インチ 

 Bladed Spoke Grip 

 ご注文コード  JAN  価格 
 64709000  4714247517981   ¥1,100（税抜価格¥1,000） 

 エアロスポークタイプのホイールの振れ取り作業時にスポークのねじれを防ぐ工具。 

 ■ 対応エアロスポーク厚み：1.0/2.0mm
■ 材質：High polymer 
■ サイズ：65 x 45 x 20mm  

 ¥1,100（税抜価格¥1,000） 

 Spoke Wrench 

 ご注文コード  JAN  価格 
 64668000  4714247514935   ¥990（税抜価格¥900） 

 6種類のニップルサイズがセットになったニップル回し。センター部分に5㎜ヘックスレンチ
を差し込んで使用することも可能です。 

 ■ 対応ニップルサイズ：12G、13G、
14G、15G、SHIMANO 4.3/4.4mm
■ 材質：CrMo 

 ■ 対応ニップルサイズ：12G、13G、
14G、15G、SHIMANO 4.3/4.4mm

 Spoke Wrench Double Ended Spork Wrench

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 64710000  ブラック  3.23mm  4714247517875   ¥1,100（税抜価格¥1,000） 
 64711000  グリーン  3.3mm  4714247517882   ¥1,100（税抜価格¥1,000） 
 64712000  レッド  3.45mm  4714247517899   ¥1,100（税抜価格¥1,000） 
 64713000  ゴールド  3.96mm  4714247517905   ¥1,100（税抜価格¥1,000） 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
139458000 3.23/3.3 4714247520448 ¥2,200（税抜価格¥2,000）
139459000 3.45/5.0 4714247520455 ¥2,200（税抜価格¥2,000）
139460000 3.75/3.96(ｼﾏﾉ) 4714247520462 ¥2,200（税抜価格¥2,000）
139461000 4.3/4.4(ｼﾏﾉ) 4714247520479 ¥2,200（税抜価格¥2,000）
139462000 5.5/6.0(ｶﾝﾊﾟ) 4714247520486 ¥2,200（税抜価格¥2,000）

 各種ニップルサイズ用スポークレンチ。
7075-T6アルミニウムをCNC加工し回しやすい形状にデザイン。 また、表面処理はサンド
ブラスト加工により滑りにくくなっています。個々に設定したアナダイズドカラーによって
工具のサイズも一目で見分けがつきます。  

ホイールニップルにアクセスしやすいスティックタイプのスポークレンチ。
エルゴノミック形状採用で使いやすさも抜群です。

 ■ 対応ニップルサイズ：
・ブラック 2面幅3.23mmのニップル用 (DT、WheelSmith、他) 
・ グリーン 2面幅3.3mmのニップル用 (DT、WheelSmith以外のヨーロッパ製品)
・レッド 2面幅 3.45mmのニップル用 (JIS #14/15用)
・ゴールド 2面幅3.96mmのニップル用 (#12)
■ 材質：CNC machined 7075-T6 aluminium

■ 対応ニップルサイズ：
・2面幅 3.23mmのニップル用 (DT、WheelSmith、他 )
・2面幅 3.3mmのニップル用 (DT、WheelSmith 以外のヨーロッパ製品 )
・2面幅 3.45mmのニップル用 (JIS #14/15 用 )
・2面幅 5.0mmのニップル用
・2面幅 3.75mmのニップル用 (シマノ)
・2面幅 3.96mmのニップル用 (#12)
・2面幅 4.3mm/4.4mmのニップル用 (シマノ)
・2面幅 5.5mm/6.0mmのニップル用 (カンパ )
■ 材質：6061 aluminium / alloy steel 
■ サイズ：14.4 x 140mm 
■ 重量：60g

・2面幅 3.23mmのニップル用 (DT、WheelSmith、他 )
・2面幅 3.3mmのニップル用 (DT、WheelSmith 以外のヨーロッパ製品 )
・2面幅 3.45mmのニップル用 (JIS #14/15 用 )

・2面幅 3.75mmのニップル用 (シマノ)
・2面幅 3.96mmのニップル用 (#12)
・2面幅 4.3mm/4.4mmのニップル用 (シマノ)
・2面幅 5.5mm/6.0mmのニップル用 (カンパ )
■ 材質：6061 aluminium / alloy steel 

 Nipple Screwdriver 

 ご注文コード  JAN  価格 
 121809000  4714247518513   ¥2,200（税抜価格¥2,000） 

 45mmハイトのリムまで対応するニップルドライバー。 

 ■ 対応リムサイズ：45mmハイトまで対応
■ 材質：CrMo steel / High polymer 
■ サイズ：180 x 35mm  

 Nipple Screwdriver 

 ¥2,200（税抜価格¥2,000） 

■ 材質：CrMo steel / High polymer 

 Internal Nipple Rrench 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 121810000  3.2mmスクエア  4714247518032   ¥1,210（税抜価格¥1,100） 
 121811000  5.5mmヘックス  4714247518049   ¥1,210（税抜価格¥1,100） 
 121812000  3/16インチヘックス  4714247518056   ¥1,210（税抜価格¥1,100） 

 内装ニップルの調整、組付けに使用するニップルレンチ。 

 ■ 材質：CrMo / High polymer
■ サイズ：160(※シャフト部分：140mm) x 85mm 

 4714247518032   ¥1,210（税抜価格¥1,100） 
 4714247518049   ¥1,210（税抜価格¥1,100） 
 4714247518056   ¥1,210（税抜価格¥1,100） 

■ サイズ：160(※シャフト部分：140mm) x 85mm 
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 Spoke Ruler 

 ご注文コード  JAN  価格 
 74050000  4714247517998  ¥1,430（税抜価格¥1,300） 

 スポーク長とベアリングサイズを計測可能なツール。スポーク長は310mmまで計測可
能。エンボス加工で数字が読みやすい。 

 ■対応計測範囲：
・スポーク：310㎜
・ボールベアリング：1/8、5/32、3/16、7/32、1/4インチ
・スポーク径：Φ1.6～4.4mm
■ 材質：Stainless steel  

・スポーク：310㎜
・ボールベアリング：1/8、5/32、3/16、7/32、1/4インチ
・スポーク径：Φ1.6～4.4mm
■ 材質：Stainless steel  

 Chain Whip 12s対応 

 ご注文コード  JAN  価格 
 87724000  4714247516236   ¥3,410（税抜価格¥3,100） 

 使用時の握り易さや力の入れ易さを考え抜いたスプロケットリムーバー。 

 ■ 対応スプロケット：7～12s
■ 材質：Hardened steel / TPR 
■ サイズ：295mm  

 ご注文コード  JAN  価格 
 87724000  4714247516236   ¥3,410（税抜価格¥3,100） 

 ■ 対応スプロケット：7～12s
■ 材質：Hardened steel / TPR 
■ サイズ：295mm  

 ▲Cassette Locking Tool 

 ご注文コード  JAN  価格 
 64672000  4714247514607  ¥5,170（税抜価格¥4,700） 

 ロックリングツール 

 ■ 対応： SHIMANO HG / SRAMカセット / SHIMANOディスクローター用
センターロック / 他12スピンドルΦ23.4mmロックリング 

■ 材質：CrMo / TPR  

 ご注文コード  JAN  価格 
 64672000  4714247514607  ¥5,170（税抜価格¥4,700） 

 ■ 対応： SHIMANO HG / SRAMカセット / SHIMANOディスクローター用
センターロック / 他12スピンドルΦ23.4mmロックリング 

■ 材質：CrMo / TPR  

 ▲Cassette Locking Tool 

 ご注文コード  JAN  価格 
 64675000  4714247514638  ¥5,170（税抜価格¥4,700） 

 ロックリングツール 

 ■ 対応： SHIMANO MFフリー/ Campagnoloカセット,BB,ディスクローター
/他12スピンドルΦ22.6mmロックリング  

■ 材質：CrMo / TPR  

 One Sprocket Remover 

 ご注文コード  JAN  価格 
 64993000  4714247518889   ¥3,740（税抜価格¥3,400） 

 スプロケットを挟んで固定するためのスプロケット
リムーバー。スプリングを装備しているので片手でも使用可能です。 

 ■ 対応：7～12sスプロケット(10～19Tまでのギアに対応)
■ 材質：SPHC steel / High polymer 
■ サイズ：300mm 

 Belt Drive Sprocket Remover 

 ご注文コード  JAN  価格 
 87725000  4714247519008   ¥4,070（税抜価格¥3,700） 

 ベルトドライブスプロケット用のスプロケットリムーバー。スプリングを装備しているので
片手でも使用可能です。 

 ■ 対応：一般的なベルトドライブ対応
■ 材質：SPHC steel / High polymer 
■ サイズ：300mm 
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 12mm Lockring Remover 

 ご注文コード  JAN  価格 
 74007000  4714247518452  ¥1,430（税抜価格¥1,300） 

 Φ12mmスルーアクスル仕様ハブ用ロックリング外し。 

 ■  対応： SHIMANO HG / SRAMカセット / SHIMANOディスク
ローター用センターロック / 他12スピンドルΦ23.4mm
ロックリング 

■ 材質：Alloy steel (socket) / Aluminium (center pin)
■ 12mmセンターピン
■ ソケットサイズ：1/2インチ

 ■  対応： SHIMANO HG / SRAMカセット / SHIMANOディスク
ローター用センターロック / 他12スピンドルΦ23.4mm

 Freewheel Remover 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 64694000  SHIMANO HG  4714247511576   ¥990（税抜価格¥900） 

 一般的なクイックリリース仕様ハブ用SHIMANOHG、スラム対応のロックリング外し。 

 ■ 対応： SHIMANO HG / SRAMカセット / SHIMANOディスクローター用
センターロック / 他12スピンドルΦ23.4mmロックリング 

■ 材質：Alloy steel 
■ 5mmセンターピン
■ ソケットサイズ：1/2インチ

センターロック / 他12スピンドルΦ23.4mmロックリング 

 BMX Freewheel Remover 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 74010000  BMX  4714247516861  ¥990（税抜価格¥900） 

 BMX、シングルスピード用ツール。 

 ■ 対応：BMX、シングルスピード用フリーウィール / 他4ノッチΦ41mmロックリング
■ 材質：Alloy steel  
■ ソケットサイズ：1/2インチ 

 Free wheel Remover
(Shimano MF & Campagnolo)  

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 74048000  SHIMANO MF Campagnolo  4714247511583   ¥990（税抜価格¥900） 

 SHIMANO MF用ボスフリー抜き。Campagnolo製カセット、BB、ディスクローターセン
ターロックリングにも使用可能です。 

 ■ 対応： SHIMANO MF用フリーウィール/ Campagnolo製カセット、BB、ディスクローター
センターロックリング / 他12スピンドルΦ22.7mmフリーウィール  

■ 材質：Alloy steel  
■ ソケットサイズ：1/2インチ 

 Hub Tool 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 88068000  14mm  4714247519893  ¥1,540（税抜価格¥1,400） 
 74040000  15mm   4714247514256  ¥1,540（税抜価格¥1,400） 
 64655000  16 mm  4714247514263  ¥1,540（税抜価格¥1,400） 
 74041000  17mm  4714247514270  ¥1,540（税抜価格¥1,400） 
 64656000  18 mm  4714247514287   ¥1,540（税抜価格¥1,400） 

birzman オリジナルデザインハブツール。曲線的でより使いやすいデザイン。 

 ■ 材質：SPHC / High polymer 
■ サイズ240～260mm(厚み2.4mm) ■ サイズ240～260mm(厚み2.4mm) 

 Conewrench 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 74026000  19mm  4714247518100   ¥990（税抜価格¥900） 

 birzmanのコーンレンチは耐久性があるSPHC素材を採用し薄型ヘッドが採用されていま
す。 また、グリップ部分にはハイポリマー素材を使用し手に馴染む使いやすいデザインで
す。人間工学的に考えられたデザインを採用し、ハブコーンやコーンベアリングの調整等に
は欠かせない工具です。  

 ■ 材質：SPHC / High polymer 
■ サイズ：210mm(厚み2mm)

 Disc Brake Piston Press 

 ご注文コード  JAN  価格 
 74031000  4714247516250  ¥2,200（税抜価格¥2,000） 

 油圧ディスクブレーキのブレーキパッド交換時や調整時にピストンやブレーキパッドを傷付
けず押し戻すことができる工具です。  

 ■ 材質：Hardened steel / TPR 
■ サイズ：235mm 

 Rotor Flatting Tool 

 ご注文コード  JAN  価格 
 64648000  4714247512917   ¥1,650（税抜価格¥1,500） 

 birzmanオリジナルデザインブレーキローター修正工具。ブレーキローターの歪みをモン
キーレンチ等で取ろうとするとなかなかうまく取れません。そんな時はこの専用工具をお
使いください、違いが分かります。 

 ■ 材質：Alloy steel / High polymer 
■ サイズ：255mm
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 ■ 材質：Stainless steel 
■ サイズ：58mm 
■ 3枚セット 

 Clam Disc Brake Gap 
Measure 

 ご注文コード  JAN  価格 
 64380000  4714247512740   ¥990（税抜価格¥900） 

 ディスクブレーキキャリパーのブレーキパッドとディスクローターの間に挟み込むことで、簡
単にキャリパーのセンター出しが可能です。また、油圧式ディスクブレーキ装着車の輪行時は
ブレーキパッドの間に挟んでおけば誤ってブレーキパッドが出てきてしまうことを防ぎます。  

 Razor Clam 

 ご注文コード  JAN  価格 
 121787000  4714247520301   ¥990（税抜価格¥900） 

 ディスクブレーキキャリパーのブレーキパッドとディスクローターの間に挟み込むことで、
簡単にキャリパーのセンター出しが可能です。Clamにフォールディングハンドルが付いた
ような形状で使い勝手と収納性がUP。 

 ■ 材質：Aluminium 6061 / Stainless Steel 
■ サイズ：82 x 26 mm   

 価格 
 ¥990（税抜価格¥900） 

 Rotor Wear Indicator 

 ご注文コード  JAN  価格 
 95699000  4714247519961   ¥4,290（税抜価格¥3,900） 

 ディスクローターの交換時期を確認するインジケーター。 

 ■ 対応：
・SHIMANO / HOPE (Φ180-205 mm) : Min.TH 1.5 mm 
・SRAM : Min.TH 1.55 mm
・MAGURA : Min.TH 1.8 mm
・TEKTRO & TRP e-bike(TH 2.3 mm) : Min.TH 2.0 mm
(※その他メーカーはメーカー推奨値をご確認ください。)
■ 材質：CNC machined 7075 aluminium 
■ サイズ：110 x 29 x 10mm   

 Disc Brake Piston Pusher Brake Pad Wear Indicator

 ご注文コード  JAN  価格 
 121786000  4714247520196   ¥6,050（税抜価格¥5,500） 

 ご注文コード  JAN  価格 
139466000 4714247520561 ¥2,970（税抜価格¥2,700）

 キャリパーから出てきてしまったピストンを押し戻すためのツール。パラレル機構と、左右
対称のプッシュ部分によりローターへの影響がなく、確実かつ簡単にキャリパー内にピスト
ンを押し戻す事ができる。  

ディスクブレーキパッドの交換時期を確認するインジケーター。

 ■ 材質：Aluminium 6061 / Alloy Steel 
■ サイズ：Φ23 x 121mm
■ 重量：220g 

■ 対応：
・SHIMANO / TEKTRO & TRP / HOPE : Min.TH 0.5 mm 
・SRAM : Min.TH 3.0 mm
・MAGURA : Min.TH 2.5 mm
(※その他メーカーはメーカー推奨値をご確認ください。)
■ 材質：Stainless steel 
■ サイズ：112 x 15 x 15mm

 ■ 材質：Aluminium 6061 / Alloy Steel 
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 Bearing Cup Press II 

 ご注文コード  JAN  価格 
 121803000  4714247517837   ¥7,810（税抜価格¥7,100） 

 ヘッドセットの圧入や、BBの圧入に使用するインストレーションツール。 

 ■ 対応ヘッドカップ：1、1-1/8、1-1/4、1-1/2インチ
■ 対応BB：BB30、PF30、BB86、BB92、ワンピースクランクBB
■ サイズ：280 x 230 x 60mm(ボルト10mm) 

 BB Socket BSA 30 / 386 

 ご注文コード  JAN  価格 
 121804000  4714247519428   ¥6,050（税抜価格¥5,500） 

 30mmスピンドルタイプクランク用BBに対応したBBソケット工具。7075アルミニウムを
CNC切削加工して作られていますので丈夫でしっかりとBBに嵌合します。  

 ■ 対応BB①：Rotor BSA30、RaceFace Cinch、Zipp Vuma、Hawk racing BB3086、
その他12ノッチ/46.5mm径カップ
■対応BB②：FSA EVO386、その他16ノッチ/48.5mm径カップ
■ 材質：CNC machined 7075-T6 aluminium 
■ ソケットサイズ：1/2インチ 

 BB Socket 
HollowtechIIBBTool 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 121805000  ホローテックII  4714247519565   ¥3,190（税抜価格¥2,900） 

 BBカップツール。「B.B. Socket Adapter」と組み合わせることでSHIMANO BB9000、
BBR60にも対応(※工具に深さがあるため使用時はズレに注意)。また、 SHIMANO BB
ツールアダプター「TL-FC24」「TL-FC25」にも使用可能。 

 ■ 対応BB：SHIMANO ホローテックII、16ノッチ/44mm径カップ、16ノッチブレーキディス
クローターロックリング
■ 材質：CNC machined hardened steel 
■ ソケットサイズ：1/2インチ 

 ▲HollowtechIIBBTool 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 74039000  ホローテックII  4714247516175   ¥1,430（税抜価格¥1,300） 

 BBカップツール。「B.B. Socket Adapter」と組み合わせることでSHIMANO BB9000、
BBR60にも対応。また、 SHIMANO BBツールアダプター「TL-FC24」「TL-FC25」にも使
用可能。 

 ■  対応BB：SHIMANO ホローテックII、16ノッチ/44mm径カップ、
16ノッチブレーキディスクローターロックリング

■ 材質：スチール
■ ソケットサイズ：1/2インチ 

 B.B. Socket Adapter 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 64692000  BB9000/BBR60  4714247516458   ¥2,420（税抜価格¥2,200） 

 BB9000、BB6800用のBBツール 

 ■ 対応：BB9000、BBR60対応
■ 素材：CNC machined hardened steel 
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 ▲Cartridge BB Wrench 

 ご注文コード  JAN  価格 
 64674000  4714247514621   ¥5,280（税抜価格¥4,800） 

 カートリッジBB用ツール 

 ■ 対応BB：SHIMANOカートリッジ、ISIS 

 ▲Bottom Bracket Wrench 

 ご注文コード  JAN  価格 
 64671000  4714247514591  ¥4,510（税抜価格¥4,100） 

 BB用ツール 

 ■ 対応BB：SHIMANO ホローテックII 

 Bottom Bracket Installation 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 74012000  BB30/PF30  4714247517820  ¥2,640（税抜価格¥2,400） 

 BB30 、PF30用の圧入工具 

 ■ 対応BB：BB30, PF30、 DUB30 
6805BBベアリング(25x37x7mm) / 
6806BBベアリング(30x42x7mm)
■ 素材：Alloy steel 
■ サイズ：280 x 38mm  

6806BBベアリング(30x42x7mm)

 Bottom Bracket/Crank Tool 

 ご注文コード  JAN  価格 
 74011000  4714247517233  ¥1,100（税抜価格¥1,000） 

 両面サイドにピンレンチが装備されたツール。片面はΦ2.2mmピンレンチ、反対面にはΦ
2.8mmピンレンチを装備。各面のピン間幅を調節できるのでボトムブラケットやクランク、
フリーウィール、カセットスプロケット、ベアリングシェルやハブ等色々に使用可能  

 ■ 対応ピン径：2.2/2.8mm 
■ 材質：Alloy steel / High polymer 
■ サイズ：155mm  
■ 材質：Alloy steel / High polymer 

 Hook Wrench 

 ご注文コード  JAN  価格 
 74032000  4714247519190  ¥2,200（税抜価格¥2,000） 

 ロックリング回し。3つツメ部分 (Φ46mm)または、１つツメ部分(Φ46と42.5mm)を使用
し、ボトムブラケットやフィックスギアの取り付け、取り外しを行えます  

 ■ 材質：SPHC-P
■ サイズ：300mm  

 4714247519190  ¥2,200（税抜価格¥2,000） 

 Headset and BB Wrenchwith 
Hookspanner  

 ご注文コード  JAN  価格 
 87722000  4714247519398   ¥2,750（税抜価格¥2,500） 

 16/30/32/36/40㎜の5サイズがまとまったツール  

 ■ 材質：SPHC-P
■ サイズ：300mm  

 4714247519398   ¥2,750（税抜価格¥2,500） 

 Bearing Cup Press 

 ご注文コード  JAN  価格 
 74009000  4714247517653  ¥25,300（税抜価格¥23,000） 

 ヘッドセットとベアリングカップを圧入するツール。 

 ■ 対応ヘッドカップ：1", 1-1/8", 1-1/4", 1-1/2"
■ 対応BB：圧入式BB(※プレスフィットBB用アダプター2個付属 OD45mm/ID30mm)
■ 材質：Alloy steel 
■ サイズ：455 x 290 x 50 mm■ 付属：BBインサート2個(OD：45mm/ID30mm)  
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 ▲Crown Race Puller Forkend/Frame Alignment 
Gauge

 ご注文コード  JAN  価格 
 121808000  4714247517790   ¥24,200（税抜価格¥22,000） 

 ご注文コード  JAN  価格 
 74035000  4714247517509  ¥18,370（税抜価格¥16,700） 

 フォーク下球押しを取り外す際に使用する工具。 フロントフォーク、フレームのドロップアウトのアライメントを調整するツール。

 ■ 対応ヘッドサイズ：1～1-1/2インチ
■ 対応コラム長：120～375mm
■ 材質：Hardened steel (blades) / Alloy steel / High polymer  

■ 対応エンド幅：100～160mm
■ 材質：Alloy steel / High polymer 
■ サイズ：310x190x30mm
■ 2セット

■ 材質：Hardened steel (blades) / Alloy steel / High polymer  

 RD Hanger Config Gauge  

 ご注文コード  JAN  価格 
 64704000  4714247518025   ¥18,150（税抜価格¥16,500） 

 ディレーラーハンガーの状態をチェックし、矯正するゲージ。 

 ■ 対応ホイール：20～ 29インチ
■ 材質：Alloy steel / Aluminium / High polymer  ■ 材質：Alloy steel / Aluminium / High polymer  

 ■ 対応コラム：1インチ、1 x 1/8インチ、1 x 1/4インチ、1.5
■ 材質：Hardened steel (blades)  

 Crown Race Remover 

 ご注文コード  JAN  価格 
 64650000  4714247513044   ¥7,700（税抜価格¥7,000） 

 ヘッドパーツの下玉押しを取外す際に役立つ工具。作業効率アップに貢献する。 

 ■ 対応ヘッドパーツ：1インチ、1-1/8インチ
■ 材質：Alloy steel 
■ オプションパーツ(別売り):
・1-1/4”Insert：1-1/4インチ用のクラウンレース 
・Insert Setting Crown Race：1-1/2インチ用のクラウンレース 

 Crown Race Setting Tool 

 ご注文コード  JAN  価格 
 64696000  4714247511644   ¥7,150（税抜価格¥6,500） 

 ヘッドパーツ玉押し圧入工具。 
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 ■ 材質：Alloy steel / Stainless steel / High polymer  

 Frame Alignment Gauge 

 ご注文コード  JAN  価格 
 74036000  4714247517783   ¥6,600（税抜価格¥6,000） 

 バイクフレームのドロップアウトアライメントの状態をリアトライアングルの左右の状態を
測ることで簡単にチェックできる工具です。先端のポインターが位置調節可能ですのであ
らゆるフレームに対応可能です。  

 ■ 対応材質：銅、真鍮、アルミ、スチールパイプ用
■ 対応サイズ：Φ6～38mm（¼ - 1½インチ)  
■ 材質： Alloy steel (body)/ High polymer (handle)/ 

High Speed Steel (blade)/ SK2 (deburrer) 
■ 付属：替刃(ノブ内部)、バリ取り用ツール(本体内部) 

 Front Tube Cutter 

 ご注文コード  JAN  価格 
 64645000  4714247511675   ¥5,830（税抜価格¥5,300） 

 パイプ切断用工具。ノブ内部に交換用の替刃と本体内部にはバリ取り用ツール付属。 

 ■ 対応：
・Φ28.6 = 1インチ、1-1/8インチ、1-1/4インチ
・Φ1.5 = 1-1/4インチ、 1-1/2インチ
■ 材質：CrMo  

 Head Cup Remover 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 64644000  1インチ、1-1/8インチand 1-1/4インチ(28.6)  4714247511651   ¥4,950（税抜価格¥4,500） 
 64699000  1-1/4インチ and 1-1/2インチ(1.5)  4714247517394   ¥4,950（税抜価格¥4,500） 

 圧入式ヘッドパーツ取り外し用工具。 

 ■ 材質：Alloy steel  

 1-1/4”Insert 

 ご注文コード  JAN  価格 
 74042000  4714247514553  ¥1,760（税抜価格¥1,600） 

 Crown Race Setting Tool用1-1/4インチクラウンレース組付けアダプター。 

 ■ 材質：Alloy steel  

 Insert Setting Crown Race 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 74043000  1-1/2インチ  4714247514546   ¥2,200（税抜価格¥2,000） 

 Crown Race Setting Tool用1-1/2インチクラウンレース組付けアダプター。 

 ■ 対応コラムサイズ：1インチ、
1-1/8インチ
■ 材質：Alloy steel / Aluminium  

 Threadless Nut Setting Tool 

 ご注文コード  JAN  価格 
 74053000  4714247515994   ¥2,420（税抜価格¥2,200） 

 スターファングルナット圧入工具。 
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 Combination Wrench Set 
8-15 

 ご注文コード  JAN  価格 
 74021000  4714247516397  ¥9,460（税抜価格¥8,600） 

 8～15㎜コンビネーションレンチセット。クローズドエンド側はラチェットタイプ(72T)で早
回しが可能。 

 ■ 内容サイズ：8/9/10/11/12/13/14/15mm 
■ 材質：CrV 
 ■ 内容サイズ：8/9/10/11/12/13/14/15mm 

 12 Hack Saw 

 ご注文コード  JAN  価格 
 74006000  4714247517219  ¥2,860（税抜価格¥2,600） 

 優れた耐久性と切断力のある12" x 24T HSSバイメタルソーが付属します。また、ソー部
分は取付テンションを調節することが可能です。  

 ■ ブレードテンション調整可能
■ ブレード：12インチx24Tソーブレード
■ 材質：HSS Bi-Metal (saw blade) 
■ オプションパーツ (別売り):Carbon Saw Blade(カーボン用ソーブレード) 
■ 材質：HSS Bi-Metal (saw blade) 
■ オプションパーツ (別売り):Carbon Saw Blade(カーボン用ソーブレード) 

 Carbon Saw Blade 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 87726000  12インチ  4714247517165   ¥1,100（税抜価格¥1,000） 

 カーボンパイプのカットに使用する弓鋸替刃。12 Hack Sawに使用可能です。 

 ■ 材質：Carbon steel   ■ 材質：Carbon steel  

 Threadless Saw Guide 

 ご注文コード  JAN  価格 
 74054000  4714247516007  ¥3,300（税抜価格¥3,000） 
138043000 4714247520714 ¥3,300（税抜価格¥3,000）

 1インチから1-1/4まで対応するソーガイド。パネルを裏表入れ替えることで、スチール用
(1.2mm)、カーボン用(2mm)のソーブレードに対応。  

■ 対応パイプ：1～1-1/4
■ 対応ソーブレード：スチール用(1.2mm)、カーボン用(2mm)
■ 材質：Alloy steel / High polymer 
※74054000は在庫限り
■ 材質：Alloy steel / High polymer 

 Dead Blow Hammer 

 ご注文コード  JAN  価格 
 74028000  4714247516182  ¥2,750（税抜価格¥2,500） 

 滑り止めラバーグリップを備えた耐油性および耐寒性のデッドブローハンマー。
グリップには滑りにくいゴムを採用し、ヘッドの内部にはたくさんの鉄球が入っており、最大
限の力が発揮できます。 

 ■ 材質：NBR/TPV 
■ サイズ：305mm 

 Screw Driver Set 

 ご注文コード  JAN  価格 
 64697000  4714247515963   ¥1,650（税抜価格¥1,500） 

 5.5ｍｍヘッドのマイナスドライバー、＃1×80ｍｍと＃2×100ｍｍのプラスドライバーの3
点セット。 

 ■  内容： マイナスドライバー 5.5 x 100mm、プラスドライ
バー#1 x 80mm、#2 x 100mm

■ 材質：CrMo / High polymer  

 ¥1,650（税抜価格¥1,500） 

 ■  内容： マイナスドライバー 5.5 x 100mm、プラスドライ

 Diagonal Pliers 

 ご注文コード  JAN  価格 
 74029000  4714247516274  ¥1,430（税抜価格¥1,300） 

 小型で細かい作業に適したニッパー。 

 ■ 材質：Hardened Steel / High polymer 
■ サイズ：150mm 
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 Radio Pliers 

 ご注文コード  JAN  価格 
 74046000  4714247516267  ¥1,430（税抜価格¥1,300） 

 異なる５つのゾーンでクランプ部を使い分けできるプロ仕様のラジオペンチ。 

 ■ 材質：Hardened Steel / High polymer 
■ サイズ：150mm 

 Link Pliers 

 ご注文コード  JAN  価格 
 64703000  4714247517721   ¥880（税抜価格¥800） 

 チェーンのクイックコネクターを取付け、取り外し時に便利なツール。 

 ■ 対応：OPEN/CLOSEの両方で使用可能
■ 材質：Alloy steel / High polymer 
■ サイズ：165mm 
■ 材質：Alloy steel / High polymer 

 File 

 ご注文コード  JAN  価格 
 74034000  4714247516281  ¥440（税抜価格¥400） 

 多用途に使えるヤスリ。ヤスリ部分の形状は片面フラット、片面半円形のデザインです。  

 ■ 材質：65Mn / High polymer
■ サイズ：150mm  

 File II  

 ご注文コード  JAN  価格 
 87731000  4714247519206   ¥605（税抜価格¥550） 

 多用途に使えるヤスリ。ヤスリ部分の形状は片面フラット、片面半円形のデザインです。ま
た、アンチスリップグリップを使用していますので滑りにくく、力強い使用感です。  

 ■ 材質：65Mn / High polymer
■ サイズ：180mm  

 O-Ring Pick 

 ご注文コード  JAN  価格 
 74045000  4714247517684   ¥1,650（税抜価格¥1,500） 

 Oリングの取り外しや繊細な部品に対応するための工具です。
フック型-L型エンド/ N型-スプーン型エンドの2セットです。  

 ■ フックの形状：フック型－Ｌ字型/　Ｎ字型－スプーン型 
■ 材質： Hardened Steel/ High polymer 

 4714247517684   ¥1,650（税抜価格¥1,500） 

 ■ フックの形状：フック型－Ｌ字型/　Ｎ字型－スプーン型 
■ 材質： Hardened Steel/ High polymer 

 Tape Measure 

 ご注文コード  JAN  価格 
 130162000  4714247520554   ¥1,430（税抜価格¥1,300） 

 16mmのワイドな幅で見やすく長さ3メートル(10フィート)のメジャー。 

 ■ 材質：Stainless steel / High polymer  

 Magnetic Collector 

 ご注文コード  JAN  価格 
 74044000  4714247517677  ¥1,430（税抜価格¥1,300） 

 マグネット付きの皿。金属パーツをなくさず収納。 

 Handle Bar Holder 

 ご注文コード  JAN  価格 
 74037000  4714247518469  ¥2,200（税抜価格¥2,000） 

 メンテナンス時等にバイクのハンドルバーとトップチューブにつけることでハンドルバーや
フロントホイールが回転してしまうわずらわしさを防止できるホルダーです。ハンドル径は
Φ32mm、トップチューブはΦ50mmまで対応。  

 ■ 材質：Alloy steel / High polymer  
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 Socket Wrench  

 ご注文コード  JAN  価格 
 74049000  4714247516243   ¥2,970（税抜価格¥2,700） 

 ソケットサイズが1/2のビット用ハンドル。 

 ■ 対応：1/2ドライブビット
■ 材質：Hardened steel / TPR 
■ サイズ：305mm 

 Combination Wrench 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 87727000  8/10mm  4714247516304   ¥550（税抜価格¥500） 

 クロムバナジウム鋼を使用した耐久性の高いコンビネーションレンチ。 

 ■ 材質：CrV 
■ サイズ：140mm 

 Internal Cable routing Kit 

 ご注文コード  JAN  価格 
 95698000  4714247519954   ¥6,160（税抜価格¥5,600） 

 ケーブル、オイルホース、ワイヤーに対応したルーティングキット。
フレームに傷をつけにくい材質を使用し、安心して作業が行えます。
最近のバイクフレームはケーブル関係をフレーム内部に通しケーブルトラブルの軽減、見
た目の美しさがUPしている反面、組立のし易さ、メンテナンス性は損なわれてしまってい
ます。そんな時はこちらの商品がおすすめです。ケーブル、オイルホース、ワイヤーにも対
応したフレームルーティングキットです。フレームに傷をつけにくい材質を使用し、安心し
て作業が行えます。 

 ■ 対応ケーブル： オイルホース-5mm、アウターケーブル-4、5mm、
インナーケーブル-1.2/1.5mm、Di2ケーブル、

■ 材質：6061 Aluminium / Alloy steel / Copper 
■ サイズ：Φ21 x 120mm  

 ■ 材質：CrV 
■  内容：1/2ラチェットレンチ(72T)、トルクスT30、ヘックス 8/15mm、SHIMANOカート
リッジBB、SHIMANOカンパニョーロ＆ボスフリー抜き、SHIMANO HGスプロケット
ツール、1/2インチエクステンション

■ 規格：ANSI standard
■ ラチェットレンチサイズ：
33.1 x 16.2 x 240mm 

ツール、1/2インチエクステンション

 1/2 Ratchet Wrench Set 

 ご注文コード  JAN  価格 
 87733000  4714247519732   ¥11,000（税抜価格¥10,000） 

 どちらの方向にも回せるリバーシブルスイッチ付きの1/2ヘッドラチェットとビットのセッ
ト。ソケットの脱着も素早く可能。 

 ■ 材質：SPHC steel
■ サイズ：L460 x W680 x H810mm 

 Mobile Cart1 

 ご注文コード  JAN  価格 
 70591000  4714247516373  ¥121,000（税抜価格¥110,000） 

 ショップ＆ガレージでの工具保管の必需品モバイルカート。  

 ▲Chain Cleaning Set 

 ご注文コード  JAN  価格 
 64383000  4714247515147   ¥6,050（税抜価格¥5,500） 

 チェーンクリーニングマシンとクリーナー、ルブリカントのセット。  

 ■ 内容：チェーンクリーニングマシン、
チェーンルブ、チェーン洗浄剤 

 価格 
 ¥6,050（税抜価格¥5,500） 

 ■ 内容：チェーンクリーニングマシン、

 ▲Carbon Control 50本入 
CARBON CONTROL5ml 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 64385000  5mlx50pcs  4714247516854   ¥24,200（税抜価格¥22,000） 

 カーボン製品用グリッパーペースト。カーボン製品以外にもアルミ製シートポストとシート
チューブ間やハンドルバーとステム間等にも使用可能です。 

 ■ 内容量5ml(0.17oz)
■ 数：50セット 
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 ▲Cable Cocoon 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 68750000  ブラック  4714247518476   ¥550（税抜価格¥500） 

 バラバラになったケーブルエンドをスマートにまとめるケーブルプロテクション。 

 ■ 材質：High polymer 
■ 内容：シフト用3個、ブレーキ用3個 

 ▲Chain Stay Protector 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 64680000  MTB用  4714247515086   ¥990（税抜価格¥900） 
 64679000  ROAD用  4714247515079   ¥880（税抜価格¥800） 

 半透明ステッカータイプのチェーンステープロテクター。ROAD用とMTB用の2種類の設
定あり。 

 ■ 材質：TPU  

 ▲FRAME ＆ CRANK 
PROTECTOR 

 ご注文コード  JAN  価格 
 64662000  4714247513167   ¥1,540（税抜価格¥1,400） 

 ダウンチューブやシートチューブ、ヘッドチューブ、クランクにキズが入らないように保護す
る厚手のシールタイプのプロテクター。  

 ■材質：TPU
■ダウンチューブプロテクターx 1
■シートチューブプロテクターx 2
■クランクプロテクターx 1
■ヘッドチューブプロテクター4タイプ

 Working Apron 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 64663000  ブラック  4714247513693   ¥4,070（税抜価格¥3,700） 

 作業用エプロン。 

 ■ サイズ：2100 x 540 x 460mm 

 ▲Product Display Stand 

 ご注文コード  JAN  価格 
 64657000  4714247513426   ¥35,090（税抜価格¥31,900） 

 ショップ用ディスプレイスタンド。 

 ■ サイズ：900 x 510mm 

 ▲Display Net  

 ご注文コード  JAN  価格 
 64666000  4714247514430   ¥3,960（税抜価格¥3,600） 

 ショップ用ディスプレイネット。 

 ▲Travel Keeper (Front) 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 64658000  前用  4714247513556   ¥2,200（税抜価格¥2,000） 

 輪行などでフロントホイールを外した際に便利なアクスルツール。CLAM付なので油圧ブ
レーキのピストン保持対策も万全。 

 ■ 対応エンド：9 x 100mmクイック
■ 材質：Aluminium / Stainless steel 
■ 付属：CLAM ディスクスペーサー 
■ 材質：Aluminium / Stainless steel 

 ▲Outrigger Jocker Shield 

 ご注文コード  JAN  価格 
 65031000  4714247518865   ¥440（税抜価格¥400） 

 リアディレーラーを衝突から保護し、スポークへの巻き込みも防止するプーリーガード。 

 ■7～12S
■材質：ハイポリマー
■付属：ナイロンケーブルタイｘ2
■サイズ：76x40x20mm
■重量：6g 
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TRIPEAK（トライピーク）

多くの自転車産業メーカーが集まる台湾中部都市に本拠を置き、

超精密な加工技術を駆使したセラミックベアリングをはじめとする回転系の部品を生産。

卓越した回転性能で多くのユーザーに支持されているベアリングメーカー。
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- We guarantee out quality and performance -

Bottom Bracket     Pulley Wheel     Derailleur Cage Kit     Bearing     Tool
TWIST-FIT
BOTTOM BRACKET
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ディレーラーケージセット 補修プーリーセット ディレーラーケージ 補修用ボルトセット ディレーラーケージ 補修用ワッシャーセット

Compatibility 画像 仕様
プーリー

歯数 
（上 / 下）

商品名 ご注文
コード JAN 価格

プーリー
歯数 

（上 / 下）
画像 商品名 ご注文

コード JAN 価格 画像 商品名 ご注文
コード JAN 価格 画像 商品名 ご注文

コード JAN 価格

Shimano

アルミケージ
Shimano Dura-Ace

91XX series
compatible

Shimano Ultegra
80XX series 
compatible

11T/15T EMA-JW1115-SHBKAL91xx 70754000 4562333423742 ¥35,200
（税抜価格 ¥32,000） 11T/15T EMA-JW1115-TPBK 64972000 4573223636340 ¥17,380

（税抜価格¥15,800）

JET 
STREAM 

ボルト
セット

71898000 4562333428785 
¥1,650

（税抜価格
¥1,500）

プーリー
ワッシャー

セット
71899000 4562333428792

¥880
( 税抜価格

¥800）

12T/16T EMA-JW1216-SHBKAL91xx 89471000 4562333445263 ¥29,150
( 税抜価格 ¥26,500） 12T/16T EMA-JW1216-TPBK 89474000 4562333445294 ¥19,800

( 税抜価格 ¥18,000

カーボン ケージ
Shimano Dura-Ace

90XX series
79XX series

7800
compatible

Shimano Ultegra
68XX series
67XX series

6600
compatible

11T/15T EMA-JW1115-SHBKCB 64970000 4573223636326 ¥60,280
（税抜価格 ¥54,800） 11T/15T EMA-JW1115-TPBK 64972000 4573223636340 ¥17,380

（税抜価格¥15,800）

アルミケージ
Dura-Ace

90XX series
79XX series

7800
compatible

Ultega
68XX series
67XX series

6600
compatible

11T/15T EMA-JW1115-SHBKAL 64971000 4573223636333 ¥32,780
（税抜価格 ¥29,800） 11T/15T EMA-JW1115-TPBK 64972000 4573223636340 ¥17,380

（税抜価格¥15,800）

15T/15T EMA-JW1515-SHBKAL 70753000 4562333423735 ¥44,000
（税抜価格 ¥40,000） 15T/15T EMA-JW1515-TPBK 71897000 4562333428778 ¥21,780

(税抜価格¥19,800）

12T/16T EMA-JW1216-SHBKAL 89470000 4562333445256 ¥24,200
( 税抜価格 ¥22,000） 12T/16T EMA-JW1216-TPBK 89474000 4562333445294 ¥19,800

( 税抜価格 ¥18,000

アルミケージ
Shimano 105

5800 /  5700  /  5500 
compatible

11T/15T EMA-JW1115-SHBKAL105 67933000 4573223636357 ¥33,000
（税抜価格 ¥30,000） 11T/15T EMA-JW1115-TPBK 64972000 4573223636340 ¥17,380

（税抜価格¥15,800）

アルミケージ
Shimano 105

7000 
compatible

12T/16T EMA-JW1216-SHBKAL7000 89472000 4562333445270 ¥29,150
( 税抜価格 ¥26,500） 12T/16T EMA-JW1216-TPBK 89474000 4562333445294 ¥19,800

( 税抜価格 ¥18,000

SRAM

アルミケージ 
SRAM RED E-TAP 

compatible
11T/15T EMA-JW1115-SRBKETP 70755000 4562333423759 ¥35,200

（税抜価格 ¥32,000） 11T/15T EMA-JW1115-TPBK 64972000 4573223636340 ¥17,380
（税抜価格¥15,800）

アルミケージ
SRAM RED E-TAP

compatible
12T/16T EMA-JW1216-SRBKETP 89473000 4562333445287 ¥29,150

( 税抜価格 ¥26,500） 12T/16T EMA-JW1216-TPBK 89474000 4562333445294 ¥19,800
( 税抜価格 ¥18,000

＊：画像はイメージです。商品によって歯数・デザインなど画像は異なります。
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ディレーラーケージセット 補修プーリーセット ディレーラーケージ 補修用ボルトセット ディレーラーケージ 補修用ワッシャーセット

Compatibility 画像 仕様
プーリー

歯数 
（上 / 下）

商品名 ご注文
コード JAN 価格

プーリー
歯数 

（上 / 下）
画像 商品名 ご注文

コード JAN 価格 画像 商品名 ご注文
コード JAN 価格 画像 商品名 ご注文

コード JAN 価格

Shimano

アルミケージ
Shimano Dura-Ace

91XX series
compatible

Shimano Ultegra
80XX series 
compatible

11T/15T EMA-JW1115-SHBKAL91xx 70754000 4562333423742 ¥35,200
（税抜価格 ¥32,000） 11T/15T EMA-JW1115-TPBK 64972000 4573223636340 ¥17,380

（税抜価格¥15,800）

JET 
STREAM 

ボルト
セット

71898000 4562333428785 
¥1,650

（税抜価格
¥1,500）

プーリー
ワッシャー

セット
71899000 4562333428792

¥880
( 税抜価格

¥800）

12T/16T EMA-JW1216-SHBKAL91xx 89471000 4562333445263 ¥29,150
( 税抜価格 ¥26,500） 12T/16T EMA-JW1216-TPBK 89474000 4562333445294 ¥19,800

( 税抜価格 ¥18,000

カーボン ケージ
Shimano Dura-Ace

90XX series
79XX series

7800
compatible

Shimano Ultegra
68XX series
67XX series

6600
compatible

11T/15T EMA-JW1115-SHBKCB 64970000 4573223636326 ¥60,280
（税抜価格 ¥54,800） 11T/15T EMA-JW1115-TPBK 64972000 4573223636340 ¥17,380

（税抜価格¥15,800）

アルミケージ
Dura-Ace

90XX series
79XX series

7800
compatible

Ultega
68XX series
67XX series

6600
compatible

11T/15T EMA-JW1115-SHBKAL 64971000 4573223636333 ¥32,780
（税抜価格 ¥29,800） 11T/15T EMA-JW1115-TPBK 64972000 4573223636340 ¥17,380

（税抜価格¥15,800）

15T/15T EMA-JW1515-SHBKAL 70753000 4562333423735 ¥44,000
（税抜価格 ¥40,000） 15T/15T EMA-JW1515-TPBK 71897000 4562333428778 ¥21,780

(税抜価格¥19,800）

12T/16T EMA-JW1216-SHBKAL 89470000 4562333445256 ¥24,200
( 税抜価格 ¥22,000） 12T/16T EMA-JW1216-TPBK 89474000 4562333445294 ¥19,800

( 税抜価格 ¥18,000

アルミケージ
Shimano 105

5800 /  5700  /  5500 
compatible

11T/15T EMA-JW1115-SHBKAL105 67933000 4573223636357 ¥33,000
（税抜価格 ¥30,000） 11T/15T EMA-JW1115-TPBK 64972000 4573223636340 ¥17,380

（税抜価格¥15,800）

アルミケージ
Shimano 105

7000 
compatible

12T/16T EMA-JW1216-SHBKAL7000 89472000 4562333445270 ¥29,150
( 税抜価格 ¥26,500） 12T/16T EMA-JW1216-TPBK 89474000 4562333445294 ¥19,800

( 税抜価格 ¥18,000

SRAM

アルミケージ 
SRAM RED E-TAP 

compatible
11T/15T EMA-JW1115-SRBKETP 70755000 4562333423759 ¥35,200

（税抜価格 ¥32,000） 11T/15T EMA-JW1115-TPBK 64972000 4573223636340 ¥17,380
（税抜価格¥15,800）

アルミケージ
SRAM RED E-TAP

compatible
12T/16T EMA-JW1216-SRBKETP 89473000 4562333445287 ¥29,150

( 税抜価格 ¥26,500） 12T/16T EMA-JW1216-TPBK 89474000 4562333445294 ¥19,800
( 税抜価格 ¥18,000

＊：画像はイメージです。商品によって歯数・デザインなど画像は異なります。
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BB Shell DIA.　：　BSA (1.37") / ITA (36mm) BB補修パーツ SNUG RING 

BB Shell
DIA. (mm)

BB Shel
Length (mm)

SPINDLE
DIA. (mm)

Specification
Part#（商品名） ご注文コード JAN 価格 BB Part#（BB 商品名） SNUG RING

ベアリング 仕様・カラー

34.8mm(1.37") 
(BSA)

68mm                                                          
(Road)

24mm 
(Shimano HTⅡ)

Ceramic Bearing

BSA/Road, Black EMA-IB24-SHCBBR 64884000 4571310014743 ¥18,260
( 税抜価格 ¥16,600） EMA-IB24-SHCBBR

SNUG RING は
設定ありません

BSA/Road, Red EMA-IB24-SHCBRR 64883000 4571310014736 ¥18,260
( 税抜価格 ¥16,600） EMA-IB24-SHCBRR

Steel Bearing

BSA/Road, Black EMA-IB24-SHSBBR 64886000 4571310014767 ¥7,370
( 税抜価格 ¥6,700） EMA-IB24-SHSBBR

BSA/Road, Red EMA-IB24-SHSBRR 64885000 4571310014750 ¥7,370
( 税抜価格 ¥6,700） EMA-IB24-SHSBRR

25mm (Campy 
UltraTorque) No Bearing　＊ BSA/Road, Black Only EMA-IB25-CPBB 64887000 4571310014774 ¥7,700

( 税抜価格 ¥7,000） EMA-IB25-CPBB

30mm
 (ROTOR 3D+)

Ceramic Bearing

BSA/Road, Black EMA-IB30-BSACBTF12 64889000 4571310014798 ¥22,000
( 税抜価格 ¥20,000） EMA-IB30-BSACBTF12

BSA/Road, Red EMA-IB30-BSACRTF12 64888000 4571310014781 ¥22,000
( 税抜価格 ¥20,000） EMA-IB30-BSACRTF12

Steel Bearing

BSA/Road,Black EMA-IB30-BSASBTF12 64891000 4571310014811 ¥13,200
( 税抜価格 ¥12,000） EMA-IB30-BSASBTF12

BSA/Road,Red EMA-IB30-BSASRTF12 64890000 4571310014804 ¥13,200
( 税抜価格 ¥12,000） EMA-IB30-BSASRTF12

24 mm
 (ROTOR TT 

crank)

Ceramic Bearing BSA/Road, stainless cup set EMA-IB24-ROCBTT 69027000 4562333417062 ¥18,700
( 税抜価格 ¥17,000） EMA-IB24-ROCBTT

Steel Bearing BSA/Road, stainless cup set EMA-IB24-ROSBTT 69028000 4562333417079 ¥11,000
( 税抜価格 ¥10,000） EMA-IB24-ROSBTT

68 or 73mm                                       
(MTB)

24mm 
(Shimano HTⅡ)

Ceramic Bearing

BSA/MTB, Black EMA-IB24-SHCBBM 64893000 4571310014835 ¥18,260
( 税抜価格 ¥16,600） EMA-IB24-SHCBBM

BSA/MTB, Red EMA-IB24-SHCBRM 64892000 4571310014828 ¥18,260
( 税抜価格 ¥16,600） EMA-IB24-SHCBRM

Steel Bearing

BSA/MTB, Black EMA-IB24-SHSBBM 64895000 4571310014859 ¥7,260
( 税抜価格 ¥6,600） EMA-IB24-SHSBBM

BSA/MTB, Red EMA-IB24-SHSBRM 64894000 4571310014842 ¥7,260
( 税抜価格 ¥6,600） EMA-IB24-SHSBRM

24/222mm 
(SRAM GXP)

Ceramic Bearing

BSA/ Road&MTB, Black EMA-IB24-SRCBBR 64897000 4571310014873 ¥18,260
( 税抜価格 ¥16,600） EMA-IB24-SRCBBR

BSA/ Road&MTB, Red EMA-IB24-SRCBRR 64896000 4571310014866 ¥18,260
( 税抜価格 ¥16,600） EMA-IB24-SRCBRR

Steel Bearing

BSA/Road&MTB, Black EMA-IB24-SRSBBR 64899000 4571310014897 ¥7,260
( 税抜価格 ¥6,600） EMA-IB24-SRSBBR

BSA/Road&MTB, Red EMA-IB24-SRSBRR 64898000 4571310014880 ¥7,260
( 税抜価格 ¥6,600） EMA-IB24-SRSBRR

 36mm (ITA) 70mm                                             
(Road)

24mm 
(Shimano HTⅡ)

Ceramic Bearing

ITA/Road, Black EMA-IB24-SHCBBT 64901000 4571310014910 ¥18,260
( 税抜価格 ¥16,600） EMA-IB24-SHCBBT

ITA/Road, Red EMA-IB24-SHCBRT 64900000 4571310014903 ¥18,260
( 税抜価格 ¥16,600） EMA-IB24-SHCBRT

Steel Bearing

ITA/Road, Black EMA-IB24-SHSBBT 64903000 4571310014934 ¥7,260
( 税抜価格 ¥6,600） EMA-IB24-SHSBBT

ITA/Road, Red EMA-IB24-SHSBRT 64902000 4571310014927 ¥7,260
( 税抜価格 ¥6,600） EMA-IB24-SHSBRT

30mm
 (ROTOR 3D+)

Ceramic Bearing

ITA/Road, Black EMA-IB30-ITACBTF12 64905000 4571310014958 ¥22,000
( 税抜価格 ¥20,000） EMA-IB30-ITACBTF12

ITA/Road, Red EMA-IB30-ITACRTF12 64904000 4571310014941 ¥22,000
( 税抜価格 ¥20,000） EMA-IB30-ITACRTF12

Steel Bearing

ITA/Road, Black EMA-IB30-ITASBTF12 64907000 4571310014972 ¥13,200
( 税抜価格 ¥12,000） EMA-IB30-ITASBTF12

ITA/Road, Red EMA-IB30-ITASRTF12 64906000 4571310014965 ¥13,200
( 税抜価格 ¥12,000） EMA-IB30-ITASRTF12

※ご注意：＊印の商品にはベアリングは付属しません。EMA-BB-C001 Ceramic Bearing Kit(ご注文コード：64937000)、もしくはCampagnolo UltraTorque用純正品をご使用ください。
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BB Shell DIA.　：　BSA (1.37") / ITA (36mm) BB補修パーツ SNUG RING 

BB Shell
DIA. (mm)

BB Shel
Length (mm)

SPINDLE
DIA. (mm)

Specification
Part#（商品名） ご注文コード JAN 価格 BB Part#（BB 商品名） SNUG RING

ベアリング 仕様・カラー

34.8mm(1.37") 
(BSA)

68mm                                                          
(Road)

24mm 
(Shimano HTⅡ)

Ceramic Bearing

BSA/Road, Black EMA-IB24-SHCBBR 64884000 4571310014743 ¥18,260
( 税抜価格 ¥16,600） EMA-IB24-SHCBBR

SNUG RING は 
設定ありません

BSA/Road, Red EMA-IB24-SHCBRR 64883000 4571310014736 ¥18,260
( 税抜価格 ¥16,600）  EMA-IB24-SHCBRR

Steel Bearing

BSA/Road, Black EMA-IB24-SHSBBR 64886000 4571310014767 ¥7,370
( 税抜価格 ¥6,700） EMA-IB24-SHSBBR

BSA/Road, Red EMA-IB24-SHSBRR 64885000 4571310014750 ¥7,370
( 税抜価格 ¥6,700） EMA-IB24-SHSBRR

25mm (Campy 
UltraTorque) No Bearing　＊ BSA/Road, Black Only EMA-IB25-CPBB 64887000 4571310014774 ¥7,700

( 税抜価格 ¥7,000） EMA-IB25-CPBB

30mm
 (ROTOR 3D+)

Ceramic Bearing

BSA/Road, Black EMA-IB30-BSACBTF12 64889000 4571310014798 ¥22,000
( 税抜価格 ¥20,000） EMA-IB30-BSACBTF12

BSA/Road, Red EMA-IB30-BSACRTF12 64888000 4571310014781 ¥22,000
( 税抜価格 ¥20,000） EMA-IB30-BSACRTF12

Steel Bearing

BSA/Road,Black EMA-IB30-BSASBTF12 64891000 4571310014811 ¥13,200
( 税抜価格 ¥12,000） EMA-IB30-BSASBTF12

BSA/Road,Red EMA-IB30-BSASRTF12 64890000 4571310014804 ¥13,200
( 税抜価格 ¥12,000） EMA-IB30-BSASRTF12

24 mm
 (ROTOR TT 

crank)

Ceramic Bearing BSA/Road, stainless cup set EMA-IB24-ROCBTT 69027000 4562333417062 ¥18,700
( 税抜価格 ¥17,000） EMA-IB24-ROCBTT

Steel Bearing BSA/Road, stainless cup set EMA-IB24-ROSBTT 69028000 4562333417079 ¥11,000
( 税抜価格 ¥10,000） EMA-IB24-ROSBTT

68 or 73mm                                       
(MTB)

24mm 
(Shimano HTⅡ)

Ceramic Bearing

BSA/MTB, Black EMA-IB24-SHCBBM 64893000 4571310014835 ¥18,260
( 税抜価格 ¥16,600） EMA-IB24-SHCBBM

BSA/MTB, Red EMA-IB24-SHCBRM 64892000 4571310014828 ¥18,260
( 税抜価格 ¥16,600） EMA-IB24-SHCBRM

Steel Bearing

BSA/MTB, Black EMA-IB24-SHSBBM 64895000 4571310014859 ¥7,260
( 税抜価格 ¥6,600） EMA-IB24-SHSBBM

BSA/MTB, Red EMA-IB24-SHSBRM 64894000 4571310014842 ¥7,260
( 税抜価格 ¥6,600） EMA-IB24-SHSBRM

24/222mm 
(SRAM GXP)

Ceramic Bearing

BSA/ Road&MTB, Black EMA-IB24-SRCBBR 64897000 4571310014873 ¥18,260
( 税抜価格 ¥16,600） EMA-IB24-SRCBBR

BSA/ Road&MTB, Red EMA-IB24-SRCBRR 64896000 4571310014866 ¥18,260
( 税抜価格 ¥16,600） EMA-IB24-SRCBRR

Steel Bearing

BSA/Road&MTB, Black EMA-IB24-SRSBBR 64899000 4571310014897 ¥7,260
( 税抜価格 ¥6,600） EMA-IB24-SRSBBR

BSA/Road&MTB, Red EMA-IB24-SRSBRR 64898000 4571310014880 ¥7,260
( 税抜価格 ¥6,600） EMA-IB24-SRSBRR

 36mm (ITA) 70mm                                             
(Road)

24mm 
(Shimano HTⅡ)

Ceramic Bearing

ITA/Road, Black EMA-IB24-SHCBBT 64901000 4571310014910 ¥18,260
( 税抜価格 ¥16,600） EMA-IB24-SHCBBT

ITA/Road, Red EMA-IB24-SHCBRT 64900000 4571310014903 ¥18,260
( 税抜価格 ¥16,600） EMA-IB24-SHCBRT

Steel Bearing

ITA/Road, Black EMA-IB24-SHSBBT 64903000 4571310014934 ¥7,260
( 税抜価格 ¥6,600） EMA-IB24-SHSBBT

ITA/Road, Red EMA-IB24-SHSBRT 64902000 4571310014927 ¥7,260
( 税抜価格 ¥6,600） EMA-IB24-SHSBRT

30mm
 (ROTOR 3D+)

Ceramic Bearing

ITA/Road, Black EMA-IB30-ITACBTF12 64905000 4571310014958 ¥22,000
( 税抜価格 ¥20,000） EMA-IB30-ITACBTF12

ITA/Road, Red EMA-IB30-ITACRTF12 64904000 4571310014941 ¥22,000
( 税抜価格 ¥20,000） EMA-IB30-ITACRTF12

Steel Bearing

ITA/Road, Black EMA-IB30-ITASBTF12 64907000 4571310014972 ¥13,200
( 税抜価格 ¥12,000） EMA-IB30-ITASBTF12

ITA/Road, Red EMA-IB30-ITASRTF12 64906000 4571310014965 ¥13,200
( 税抜価格 ¥12,000） EMA-IB30-ITASRTF12

※ご注意：＊印の商品にはベアリングは付属しません。EMA-BB-C001 Ceramic Bearing Kit(ご注文コード：64937000)、もしくはCampagnolo UltraTorque用純正品をご使用ください。

EMA-IB24-SHCBB

EMA-PB86-SHCBTF12

EMA-IB30-ITACBTF12
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BB Shell DIA.　：　COLNAGO C60/CR1、T47、37mm (BB90/95) Trek Only、41mm (BB86/92) BB補修パーツ SNUG RING 

BB Shell
DIA. (mm)

BB Shel
Length (mm)

SPINDLE
DIA. (mm)

Specification
Part#（商品名） ご注文コード JAN 価格 BB Part#（BB 商品名）

SNUG RING

ベアリング 仕様・カラー 商品名 ご注文コード JAN 価格

COLNAGO 
C60/CR1

82.5mm                                             
(Road)

24mm
(Shimano HTⅡ)

Ceramic Bearing M48, Black Only EMA-C6024-SHCBBR 67932000 4573223634704 ¥25,300
（税抜価格¥23,000） EMA-C6024-SHCBBR

SNUG RING は
設定ありません

Steel Bearing M48, Black Only EMA-C6024-SHSBBR 64953000 4573223634711 ¥12,100
(税抜価格¥11,000） EMA-C6024-SHSBBR

25mm (Campy 
UltraTorque) No Bearing　＊ BSA/Road, Black Only EMA-C6025-CPBB 69029000 4562333417086 ¥9,900

（税抜価格 ¥9,000） EMA-C6025-CPBB

30mm (ROTOR 
3D+)

Ceramic Bearing M48, Black Only (Stainless Cup 
set) EMA-C6030-ROCBBR 68051000 4562333414658 ¥23,100

（税抜価格¥21,000） EMA-C6030-ROCBBR

Steel Bearing M48, Black Only (Stainless Cup 
set) EMA-C6030-ROSBBR 64955000 4573223634735 ¥17,600

（税抜価格¥16,000） EMA-C6030-ROSBBR

T47 68/73mm                                             
(Road/MTB)

24mm 
(Shimano HTⅡ)

Ceramic Bearing T47 threand BB, Black Only EMAT476824-SHCBBR 69030000 4562333417093 ¥18,700
（税抜価格¥17,000） EMAT476824-SHCBBR

Steel Bearing T47 threand BB, Black Only EMA-T476824-SHSBBR 69031000 4562333417109 ¥11,000
（税抜価格¥10,000） EMA-T476824-SHSBBR

25mm (Campy 
UltraTorque) No Bearing　＊ BSA/Road, Black Only EMA-T4725-CPBB 69032000 4562333417116 ¥9,900

（税抜価格 ¥9,000） EMA-T4725-CPBB

30mm (SRAM X 
series)

Ceramic Bearing T47 threand BB, Black Only EMA-T476830-SRCB 69033000 4562333417123 ¥22,000
（税抜価格¥20,000） EMA-T476830-SRCB

Steel Bearing T47 threand BB, Black Only EMA-T476830-SRSB 69034000 4562333417130 ¥16,500
（税抜価格¥15,000） EMA-T476830-SRSB

37mm 
(BB90/95)
Trek Only

90mm (Road) 24mm 
(Shimano HTⅡ)

Ceramic Bearing Ceramic Bearing kits with dust cap EMA-BB-S003 64908000 4571310014989 ¥11,000
（税抜価格¥10,000） EMA-BB-S003

Ceramic Bearing Snug-Fit BB90 Ceramic Bearing kits EMA-BB90-SFCB 69035000 4562333417147 ¥14,300
（税抜価格¥13,000） EMA-BB90-SFCB

Steel Bearing Sung-Fit BB90 steel Bearing kits EMA-BB90-SFSB 69036000 4562333417154 ¥9,900
（税抜価格 ¥9,000） EMA-BB90-SFSB

41mm
(BB86/92)

86mm (Road)
92mm (MTB)

24mm
(Shimano HTⅡ)

Ceramic Bearing
PRESS FIT Model                                                                            

(Plastic cup)

EMA-PB86-SHCB
取扱なし

※ TWIST FIT Model でご対応いただけます

EMA-PB86-SHCB

Steel Bearing EMA-PB86-SHSB EMA-PB86-SHSB

Ceramic Bearing

TWIST FIT Model (Alloy cup/Snug 
ring w/tool)

EMA-PB86-SHCBTF12 68031000 4562333414450 ¥26,400
（税抜価格¥24,000） EMA-PB86-SHCBTF12 SNUG RING H 64963000 4573223634810 ¥4,180

（税抜価格 ¥3,800）

Steel Bearing EMA-PB86-SHSBTF12 68032000 4562333414467 ¥19,800
（税抜価格¥18,000） EMA-PB86-SHSBTF12 SNUG RING H 64963000 4573223634810 ¥4,180

（税抜価格 ¥3,800）

25mm (Campy 
UltraTorque) No Bearing　＊ TWIST FIT Model EMA-PB86-CPBB 64909000 4571310015023 ¥15,400

（税抜価格¥14,000） EMA-PB86-CPBB SNUG RING I 64964000 4573223634827 ¥4,180
（税抜価格 ¥3,800）

30 mm (FSA 
386EVO)

Steel Bearing Standard 4130steel Bearing kits EMA-4130-FSSTSB

生産終了

EMA-4130-FSSTSB

SNUG RING は
設定ありません

Steel Bearing Sung-Fit 4130 steel Bearing kits EMA-4130-FSSFSB EMA-4130-FSSFSB

30 mm (ROTOR 
3D+)

Steel Bearing Standard 4130 steel Bearing kits EMA-4130-ROSTSB 69037000 4562333417161 ¥14,300
（税抜価格¥13,000） EMA-4130-ROSTSB

Steel Bearing Sung-Fit 4130 steel Bearing kits EMA-4130-ROSFSB 69038000 4562333417178 ¥22,000
（税抜価格¥20,000） EMA-4130-ROSFSB

※ご注意：＊印の商品にはベアリングは付属しません。EMA-BB-C001 Ceramic Bearing Kit(ご注文コード：64937000)、もしくはCampagnolo UltraTorque用純正品をご使用ください。
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BB Shell DIA.　：　COLNAGO C60/CR1、T47、37mm (BB90/95) Trek Only、41mm (BB86/92) BB補修パーツ SNUG RING 

BB Shell
DIA. (mm)

BB Shel
Length (mm)

SPINDLE
DIA. (mm)

Specification
Part#（商品名） ご注文コード JAN 価格 BB Part#（BB 商品名）

SNUG RING

ベアリング 仕様・カラー 商品名 ご注文コード JAN 価格

COLNAGO 
C60/CR1

82.5mm                                             
(Road)

24mm
(Shimano HTⅡ)

Ceramic Bearing M48, Black Only EMA-C6024-SHCBBR 67932000 4573223634704 ¥25,300
（税抜価格¥23,000） EMA-C6024-SHCBBR

SNUG RING は 
設定ありません

Steel Bearing M48, Black Only EMA-C6024-SHSBBR 64953000 4573223634711 ¥12,100
(税抜価格¥11,000） EMA-C6024-SHSBBR

25mm (Campy 
UltraTorque) No Bearing　＊ BSA/Road, Black Only EMA-C6025-CPBB 69029000 4562333417086 ¥9,900

（税抜価格 ¥9,000） EMA-C6025-CPBB

30mm (ROTOR 
3D+)

Ceramic Bearing M48, Black Only (Stainless Cup 
set) EMA-C6030-ROCBBR 68051000 4562333414658 ¥23,100

（税抜価格¥21,000） EMA-C6030-ROCBBR

Steel Bearing M48, Black Only (Stainless Cup 
set) EMA-C6030-ROSBBR 64955000 4573223634735 ¥17,600

（税抜価格¥16,000） EMA-C6030-ROSBBR

T47 68/73mm                                             
(Road/MTB)

24mm 
(Shimano HTⅡ)

Ceramic Bearing T47 threand BB, Black Only EMAT476824-SHCBBR 69030000 4562333417093 ¥18,700
（税抜価格¥17,000） EMAT476824-SHCBBR

Steel Bearing T47 threand BB, Black Only EMA-T476824-SHSBBR 69031000 4562333417109 ¥11,000
（税抜価格¥10,000） EMA-T476824-SHSBBR

25mm (Campy 
UltraTorque) No Bearing　＊ BSA/Road, Black Only EMA-T4725-CPBB 69032000 4562333417116 ¥9,900

（税抜価格 ¥9,000） EMA-T4725-CPBB

30mm (SRAM X 
series)

Ceramic Bearing T47 threand BB, Black Only EMA-T476830-SRCB 69033000 4562333417123 ¥22,000
（税抜価格¥20,000） EMA-T476830-SRCB

Steel Bearing T47 threand BB, Black Only EMA-T476830-SRSB 69034000 4562333417130 ¥16,500
（税抜価格¥15,000） EMA-T476830-SRSB

37mm 
(BB90/95)
Trek Only

90mm (Road) 24mm 
(Shimano HTⅡ)

Ceramic Bearing Ceramic Bearing kits with dust cap EMA-BB-S003 64908000 4571310014989 ¥11,000
（税抜価格¥10,000） EMA-BB-S003

Ceramic Bearing Snug-Fit BB90 Ceramic Bearing kits EMA-BB90-SFCB 69035000 4562333417147 ¥14,300
（税抜価格¥13,000） EMA-BB90-SFCB

Steel Bearing Sung-Fit BB90 steel Bearing kits EMA-BB90-SFSB 69036000 4562333417154 ¥9,900
（税抜価格 ¥9,000） EMA-BB90-SFSB

41mm
(BB86/92)

86mm (Road)
92mm (MTB)

24mm
(Shimano HTⅡ)

Ceramic Bearing
PRESS FIT Model                                                                            

(Plastic cup)

EMA-PB86-SHCB
取扱なし

※ TWIST FIT Model でご対応いただけます

EMA-PB86-SHCB

Steel Bearing EMA-PB86-SHSB EMA-PB86-SHSB

Ceramic Bearing

TWIST FIT Model (Alloy cup/Snug 
ring w/tool)

EMA-PB86-SHCBTF12 68031000 4562333414450 ¥26,400
（税抜価格¥24,000） EMA-PB86-SHCBTF12 SNUG RING H 64963000 4573223634810 ¥4,180

（税抜価格 ¥3,800）

Steel Bearing EMA-PB86-SHSBTF12 68032000 4562333414467 ¥19,800
（税抜価格¥18,000） EMA-PB86-SHSBTF12 SNUG RING H 64963000 4573223634810 ¥4,180

（税抜価格 ¥3,800）

25mm (Campy 
UltraTorque) No Bearing　＊ TWIST FIT Model EMA-PB86-CPBB 64909000 4571310015023 ¥15,400

（税抜価格¥14,000） EMA-PB86-CPBB SNUG RING I 64964000 4573223634827 ¥4,180
（税抜価格 ¥3,800）

30 mm (FSA 
386EVO)

Steel Bearing Standard 4130steel Bearing kits EMA-4130-FSSTSB

生産終了

EMA-4130-FSSTSB

SNUG RING は 
設定ありません

Steel Bearing Sung-Fit 4130 steel Bearing kits EMA-4130-FSSFSB EMA-4130-FSSFSB

30 mm (ROTOR 
3D+)

Steel Bearing Standard 4130 steel Bearing kits EMA-4130-ROSTSB 69037000 4562333417161 ¥14,300
（税抜価格¥13,000） EMA-4130-ROSTSB

Steel Bearing Sung-Fit 4130 steel Bearing kits EMA-4130-ROSFSB 69038000 4562333417178 ¥22,000
（税抜価格¥20,000） EMA-4130-ROSFSB

※ご注意：＊印の商品にはベアリングは付属しません。EMA-BB-C001 Ceramic Bearing Kit(ご注文コード：64937000)、もしくはCampagnolo UltraTorque用純正品をご使用ください。

EMA-T476830-SRCB

EMA-PB86-SHCBTF12

SNUG RING H
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BB Shell DIA.　：　42mm (BB30)、46mm (PF30) BB補修パーツ SNUG RING 

BB Shell
DIA. (mm)

BB Shel
Length (mm)

SPINDLE
DIA. (mm)

Specification
Part#（商品名） ご注文コード JAN 価格 BB Part#（BB 商品名）

SNUG RING

ベアリング 仕様・カラー 商品名 ご注文コード JAN 価格

42mm
(BB30)

68mm
(Road)

24mm
(Shimano HTⅡ)

BB30 to BSA 1.37x24T Adapter
 (Frame ID: ∮ 42/L:68mm) EMA-BB3024-L68 68080000 4571310015047 ¥8,800

（税抜価格 ¥8,000） EMA-BB3024-L68 SNUG RING O 71092000 4562333422011 ¥4,180
（税抜価格 ¥3,800）

Ceramic Bearing Black Only, 4-in-One Bottom 
bracket EMA-PFBB30A24-SHCB 69039000 4562333417185 ¥22,000

（税抜価格¥20,000） EMA-PFBB30A24-SHCB SNUG RING P 71093000 4562333422059 ¥4,180
（税抜価格 ¥3,800）

Steel Bearing Black Only, 4-in-One Bottom 
bracket EMA-PFBB30A24-SHSB 69040000 4562333417192 ¥16,500

（税抜価格¥15,000） EMA-PFBB30A24-SHSB SNUG RING P 71093000 4562333422059 ¥4,180
（税抜価格 ¥3,800）

25mm
(Campy 

UltraTorque)
No Bearing　＊ Black Only, 4-in-One Bottom 

bracket EMA-PFBB30A25-CPBB 69041000 4562333417208 ¥14,300
（税抜価格¥13,000） EMA-PFBB30A25-CPBB SNUG RING P 71093000 4562333422059 ¥4,180

（税抜価格 ¥3,800）

30mm
(ROTOR 3D+)

Ceramic Bearing FSA 386EVO / ROTOR 3D+
 (Long Axle) EMA-BB30386-PKCBTF12 64912000 4571310015108 ¥28,600

（税抜価格¥26,000） EMA-BB30386-PKCBTF12 SNUG RING K 64966000 4573223634841 ¥4,180
（税抜価格 ¥3,800）

Steel Bearing FSA 386EVO / ROTOR 3D+
 (Long Axle) EMA-BB30386-PKSBTF12 64913000 4571310015115 ¥22,000

（税抜価格¥20,000） EMA-BB30386-PKSBTF12 SNUG RING K 64966000 4573223634841 ¥4,180
（税抜価格 ¥3,800）

73mm (BB30A)
CANNODALE 

ONLY
24mm

(Shimano HTⅡ)

Ceramic Bearing Black Only, 4-in-One Bottom 
bracket EMA-PFBB30A24-SHCB 69039000 4562333417185 ¥22,000

（税抜価格¥20,000） EMA-PFBB30A24-SHCB SNUG RING P 71093000 4562333422059 ¥4,180
（税抜価格 ¥3,800）

Steel Bearing Black Only, 4-in-One Bottom 
bracket EMA-PFBB30A24-SHSB 69040000 4562333417192 ¥16,500

（税抜価格¥15,000） EMA-PFBB30A24-SHSB SNUG RING P 71093000 4562333422059 ¥4,180
（税抜価格 ¥3,800）

73mm (BB30A)
CANNODALE 

ONLY
30 mm

(ROTOR 3D+)

Ceramic Bearing Black Only, BB30A To BB386 
(ROTOR 3D+)

EMA-PFBB30A386-
ROCBTF12 69042000 4562333417215 ¥23,100

（税抜価格¥21,000）
EMA-PFBB30A386-

ROCBTF12 SNUG RING Q 71094000 4562333424534 ¥4,180
（税抜価格 ¥3,800）

Steel Bearing Black Only, BB30A To BB386 
(ROTOR 3D+)

EMA-PFBB30A386-
ROSBTF12 69043000 4562333417222 ¥18,700

（税抜価格¥17,000）
EMA-PFBB30A386-

ROSBTF12 SNUG RING Q 71094000 4562333424534 ¥4,180
（税抜価格 ¥3,800）

68/73mm 30mm
(SRAM/FSA)

Ceramic Bearing BB30 Bearing (#6806*2PCS) EMA-BB-BC30 64940000 4573223630355 ¥11,000
（税抜価格¥10,000） EMA-BB-BC30

SNUG RING は
設定ありません

Steel Bearing BB30 Bearing (#6806*2PCS) EMA-BB-BS30 64941000 4573223630362 ¥3,740
（税抜価格 ¥3,400） EMA-BB-BS30

Ceramic Bearing Sung-Fit BB30 Ceramic 
Bearing Kits EMA-BB30-SFCB 69044000 4562333417239 ¥17,600

（税抜価格¥16,000） EMA-BB30-SFCB

Steel Bearing Sung-Fit BB30 steel Bearing Kits EMA-BB30-SFSB 69045000 4562333417246 ¥11,000
（税抜価格¥10,000） EMA-BB30-SFSB

BB30 Bearing Dust Cap (Alloy) EMA-BB-A001 69046000 4562333417253 ¥770
（税抜価格 ¥700） EMA-BB-A001

BB30 Wave Washer EMA-BB-A002 69047000 4562333417260 ¥440
（税抜価格 ¥400） EMA-BB-A002

73mm                                                 
(MTB)

24mm
(Shimano HTⅡ)

BB30 to BSA 1.37x24T Adapter
 (Frame ID: ∮ 42/L:73mm) EMA-BB3024-L73 69048000 4562333417277 ¥7,700

（税抜価格 ¥7,000） EMA-BB3024-L73 SNUG RING R 71095000 4562333424541 ¥4,180
（税抜価格 ¥3,800）

Ceramic Bearing Black Only, 4-in-One Bottom 
bracket EMA-PFBB30A24-SHCB 69039000 4562333417185 ¥22,000

（税抜価格¥20,000） EMA-PFBB30A24-SHCB SNUG RING P 71093000 4562333422059 ¥4,180
（税抜価格 ¥3,800）

Steel Bearing Black Only, 4-in-One Bottom 
bracket EMA-PFBB30A24-SHSB 69040000 4562333417192 ¥16,500

（税抜価格¥15,000） EMA-PFBB30A24-SHSB SNUG RING P 71093000 4562333422059 ¥4,180
（税抜価格 ¥3,800）

46mm
(PF30)

68mm                                                 
(Road)

24mm
(Shimano HTⅡ)

PF30 to BSA 1.37x24T Adapter
 (Frame ID: ∮ 46/L:68mm) EMA-PF3024-L68 68084000 4573223630102 ¥8,800

（税抜価格 ¥8,000） EMA-PF3024-L68 SNUG RING S 71096000 4562333424558 ¥4,180
（税抜価格 ¥3,800）

Ceramic Bearing Black Only, 4-in-One Bottom 
bracket EMA-PFBB30A24-SHCB 69039000 4562333417185 ¥22,000

（税抜価格¥20,000） EMA-PFBB30A24-SHCB SNUG RING P 71093000 4562333422059 ¥4,180
（税抜価格 ¥3,800）

Steel Bearing Black Only, 4-in-One Bottom 
bracket EMA-PFBB30A24-SHSB 69040000 4562333417192 ¥16,500

（税抜価格¥15,000） EMA-PFBB30A24-SHSB SNUG RING P 71093000 4562333422059 ¥4,180
（税抜価格 ¥3,800）

25mm
(Campy 

UltraTorque)
No Bearing　＊ Black Only, 4-in-One Bottom 

bracket EMA-PFBB30A25-CPBB 69041000 4562333417208 ¥14,300
（税抜価格¥13,000） EMA-PFBB30A25-CPBB SNUG RING P 71093000 4562333422059 ¥4,180

（税抜価格 ¥3,800）

30mm
(ROTOR 3D+)

Ceramic Bearing FSA 386 EVO / ROTOR 3D+
 (Long Axle) EMA-PF30386-PKCBTF12 64921000 4573223630164 ¥28,600

（税抜価格¥26,000） EMA-PF30386-PKCBTF12 SNUG RING D 64959000 4573223634773 ¥4,180
（税抜価格 ¥3,800）

Steel Bearing FSA 386 EVO / ROTOR 3D+
 (Long Axle) EMA-PF30386-PKSBTF12 64922000 4573223630171 ¥22,000

（税抜価格¥20,000） EMA-PF30386-PKSBTF12 SNUG RING D 64959000 4573223634773 ¥4,180
（税抜価格 ¥3,800）

73mm (PF30A)                  
CANNODALE 

ONLY
24mm

(Shimano HTⅡ)

Ceramic Bearing Black Only, 4-in-One Bottom 
bracket EMA-PFBB30A24-SHCB 69039000 4562333417185 ¥22,000

（税抜価格¥20,000） EMA-PFBB30A24-SHCB SNUG RING P 71093000 4562333422059 ¥4,180
（税抜価格 ¥3,800）

Steel Bearing Black Only, 4-in-One Bottom 
bracket EMA-PFBB30A24-SHSB 69040000 4562333417192 ¥16,500

（税抜価格¥15,000） EMA-PFBB30A24-SHSB SNUG RING P 71093000 4562333422059 ¥4,180
（税抜価格 ¥3,800）

68/73mm
30mm

(SRAM/FSA 
BB30)

Ceramic Bearing PRESS FIT Model                                                                               
(Plastic cup)

EMA-PB30-PKCB 取扱なし
※TWIST FIT Modelでご対応いただけます

EMA-PB30-PKCB SNUG RING は
設定ありませんSteel Bearing EMA-PB30-PKSB EMA-PB30-PKSB

Ceramic Bearing
TWIST FIT Model                                                                                            

(Alloy cup/Plastci ring w/tool)

EMA-PB30-PKCBTF12 64926000 4573223630218 ¥28,600
（税抜価格¥26,000） EMA-PB30-PKCBTF12 SNUG RING E 64960000 4573223634780 ¥4,180

（税抜価格 ¥3,800）

Steel Bearing EMA-PB30-PKSBTF12 64927000 4573223630225 ¥22,000
（税抜価格¥20,000） EMA-PB30-PKSBTF12 SNUG RING E 64960000 4573223634780 ¥4,180

（税抜価格 ¥3,800）

73mm                                                 
(MTB)

24mm
(Shimano HTⅡ)

PF30 to BSA 1.37x24T Adapter
 (Frame ID: ∮ 46/L:73mm) EMA-PF3024-L73 69049000 4562333417284 ¥7,700

（税抜価格 ¥7,000） EMA-PF3024-L73 SNUG RING R 71095000 4562333424541 ¥4,180
（税抜価格 ¥3,800）

Ceramic Bearing Black Only EMA-PFBB30A24-SHCB 69039000 4562333417185 ¥22,000
（税抜価格¥20,000） EMA-PFBB30A24-SHCB SNUG RING P 71093000 4562333422059 ¥4,180

（税抜価格 ¥3,800）

Steel Bearing Black Only EMA-PFBB30A24-SHSB 69040000 4562333417192 ¥16,500
（税抜価格¥15,000） EMA-PFBB30A24-SHSB SNUG RING P 71093000 4562333422059 ¥4,180

（税抜価格 ¥3,800）

※ご注意：＊印の商品にはベアリングは付属しません。EMA-BB-C001 Ceramic Bearing Kit(ご注文コード：64937000)、もしくはCampagnolo UltraTorque用純正品をご使用ください。
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BB Shell DIA.　：　42mm (BB30)、46mm (PF30) BB補修パーツ SNUG RING 

BB Shell
DIA. (mm)

BB Shel
Length (mm)

SPINDLE
DIA. (mm)

Specification
Part#（商品名） ご注文コード JAN 価格 BB Part#（BB 商品名）

SNUG RING

ベアリング 仕様・カラー 商品名 ご注文コード JAN 価格

42mm
(BB30)

68mm
(Road)

24mm
(Shimano HTⅡ)

BB30 to BSA 1.37x24T Adapter
 (Frame ID: ∮ 42/L:68mm) EMA-BB3024-L68 68080000 4571310015047 ¥8,800

（税抜価格 ¥8,000） EMA-BB3024-L68 SNUG RING O 71092000 4562333422011 ¥4,180
（税抜価格 ¥3,800）

Ceramic Bearing Black Only, 4-in-One Bottom 
bracket EMA-PFBB30A24-SHCB 69039000 4562333417185 ¥22,000

（税抜価格¥20,000） EMA-PFBB30A24-SHCB SNUG RING P 71093000 4562333422059 ¥4,180
（税抜価格 ¥3,800）

Steel Bearing Black Only, 4-in-One Bottom 
bracket EMA-PFBB30A24-SHSB 69040000 4562333417192 ¥16,500

（税抜価格¥15,000） EMA-PFBB30A24-SHSB SNUG RING P 71093000 4562333422059 ¥4,180
（税抜価格 ¥3,800）

25mm
(Campy 

UltraTorque)
No Bearing　＊ Black Only, 4-in-One Bottom 

bracket EMA-PFBB30A25-CPBB 69041000 4562333417208 ¥14,300
（税抜価格¥13,000） EMA-PFBB30A25-CPBB SNUG RING P 71093000 4562333422059 ¥4,180

（税抜価格 ¥3,800）

30mm
(ROTOR 3D+)

Ceramic Bearing FSA 386EVO / ROTOR 3D+
 (Long Axle) EMA-BB30386-PKCBTF12 64912000 4571310015108 ¥28,600

（税抜価格¥26,000） EMA-BB30386-PKCBTF12 SNUG RING K 64966000 4573223634841 ¥4,180
（税抜価格 ¥3,800）

Steel Bearing FSA 386EVO / ROTOR 3D+
 (Long Axle) EMA-BB30386-PKSBTF12 64913000 4571310015115 ¥22,000

（税抜価格¥20,000） EMA-BB30386-PKSBTF12 SNUG RING K 64966000 4573223634841 ¥4,180
（税抜価格 ¥3,800）

73mm (BB30A)
CANNODALE 

ONLY
24mm

(Shimano HTⅡ)

Ceramic Bearing Black Only, 4-in-One Bottom 
bracket EMA-PFBB30A24-SHCB 69039000 4562333417185 ¥22,000

（税抜価格¥20,000） EMA-PFBB30A24-SHCB SNUG RING P 71093000 4562333422059 ¥4,180
（税抜価格 ¥3,800）

Steel Bearing Black Only, 4-in-One Bottom 
bracket EMA-PFBB30A24-SHSB 69040000 4562333417192 ¥16,500

（税抜価格¥15,000） EMA-PFBB30A24-SHSB SNUG RING P 71093000 4562333422059 ¥4,180
（税抜価格 ¥3,800）

73mm (BB30A)
CANNODALE 

ONLY
30 mm

(ROTOR 3D+)

Ceramic Bearing Black Only, BB30A To BB386 
(ROTOR 3D+)

EMA-PFBB30A386-
ROCBTF12 69042000 4562333417215 ¥23,100

（税抜価格¥21,000）
EMA-PFBB30A386-

ROCBTF12 SNUG RING Q 71094000 4562333424534 ¥4,180
（税抜価格 ¥3,800）

Steel Bearing Black Only, BB30A To BB386 
(ROTOR 3D+)

EMA-PFBB30A386-
ROSBTF12 69043000 4562333417222 ¥18,700

（税抜価格¥17,000）
EMA-PFBB30A386-

ROSBTF12 SNUG RING Q 71094000 4562333424534 ¥4,180
（税抜価格 ¥3,800）

68/73mm 30mm
(SRAM/FSA)

Ceramic Bearing BB30 Bearing (#6806*2PCS) EMA-BB-BC30 64940000 4573223630355 ¥11,000
（税抜価格¥10,000） EMA-BB-BC30

SNUG RING は 
設定ありません

Steel Bearing BB30 Bearing (#6806*2PCS) EMA-BB-BS30 64941000 4573223630362 ¥3,740
（税抜価格 ¥3,400） EMA-BB-BS30

Ceramic Bearing Sung-Fit BB30 Ceramic 
Bearing Kits EMA-BB30-SFCB 69044000 4562333417239 ¥17,600

（税抜価格¥16,000） EMA-BB30-SFCB

Steel Bearing Sung-Fit BB30 steel Bearing Kits EMA-BB30-SFSB 69045000 4562333417246 ¥11,000
（税抜価格¥10,000） EMA-BB30-SFSB

BB30 Bearing Dust Cap (Alloy) EMA-BB-A001 69046000 4562333417253 ¥770
（税抜価格 ¥700） EMA-BB-A001

BB30 Wave Washer EMA-BB-A002 69047000 4562333417260 ¥440
（税抜価格 ¥400） EMA-BB-A002

73mm                                                 
(MTB)

24mm
(Shimano HTⅡ)

BB30 to BSA 1.37x24T Adapter
 (Frame ID: ∮ 42/L:73mm) EMA-BB3024-L73 69048000 4562333417277 ¥7,700

（税抜価格 ¥7,000） EMA-BB3024-L73 SNUG RING R 71095000 4562333424541 ¥4,180
（税抜価格 ¥3,800）

Ceramic Bearing Black Only, 4-in-One Bottom 
bracket EMA-PFBB30A24-SHCB 69039000 4562333417185 ¥22,000

（税抜価格¥20,000） EMA-PFBB30A24-SHCB SNUG RING P 71093000 4562333422059 ¥4,180
（税抜価格 ¥3,800）

Steel Bearing Black Only, 4-in-One Bottom 
bracket EMA-PFBB30A24-SHSB 69040000 4562333417192 ¥16,500

（税抜価格¥15,000） EMA-PFBB30A24-SHSB SNUG RING P 71093000 4562333422059 ¥4,180
（税抜価格 ¥3,800）

46mm
(PF30)

68mm                                                 
(Road)

24mm
(Shimano HTⅡ)

PF30 to BSA 1.37x24T Adapter
 (Frame ID: ∮ 46/L:68mm) EMA-PF3024-L68 68084000 4573223630102 ¥8,800

（税抜価格 ¥8,000） EMA-PF3024-L68 SNUG RING S 71096000 4562333424558 ¥4,180
（税抜価格 ¥3,800）

Ceramic Bearing Black Only, 4-in-One Bottom 
bracket EMA-PFBB30A24-SHCB 69039000 4562333417185 ¥22,000

（税抜価格¥20,000） EMA-PFBB30A24-SHCB SNUG RING P 71093000 4562333422059 ¥4,180
（税抜価格 ¥3,800）

Steel Bearing Black Only, 4-in-One Bottom 
bracket EMA-PFBB30A24-SHSB 69040000 4562333417192 ¥16,500

（税抜価格¥15,000） EMA-PFBB30A24-SHSB SNUG RING P 71093000 4562333422059 ¥4,180
（税抜価格 ¥3,800）

25mm
(Campy 

UltraTorque)
No Bearing　＊ Black Only, 4-in-One Bottom 

bracket EMA-PFBB30A25-CPBB 69041000 4562333417208 ¥14,300
（税抜価格¥13,000） EMA-PFBB30A25-CPBB SNUG RING P 71093000 4562333422059 ¥4,180

（税抜価格 ¥3,800）

30mm
(ROTOR 3D+)

Ceramic Bearing FSA 386 EVO / ROTOR 3D+
 (Long Axle) EMA-PF30386-PKCBTF12 64921000 4573223630164 ¥28,600

（税抜価格¥26,000） EMA-PF30386-PKCBTF12 SNUG RING D 64959000 4573223634773 ¥4,180
（税抜価格 ¥3,800）

Steel Bearing FSA 386 EVO / ROTOR 3D+
 (Long Axle) EMA-PF30386-PKSBTF12 64922000 4573223630171 ¥22,000

（税抜価格¥20,000） EMA-PF30386-PKSBTF12 SNUG RING D 64959000 4573223634773 ¥4,180
（税抜価格 ¥3,800）

73mm (PF30A)                  
CANNODALE 

ONLY
24mm

(Shimano HTⅡ)

Ceramic Bearing Black Only, 4-in-One Bottom 
bracket EMA-PFBB30A24-SHCB 69039000 4562333417185 ¥22,000

（税抜価格¥20,000） EMA-PFBB30A24-SHCB SNUG RING P 71093000 4562333422059 ¥4,180
（税抜価格 ¥3,800）

Steel Bearing Black Only, 4-in-One Bottom 
bracket EMA-PFBB30A24-SHSB 69040000 4562333417192 ¥16,500

（税抜価格¥15,000） EMA-PFBB30A24-SHSB SNUG RING P 71093000 4562333422059 ¥4,180
（税抜価格 ¥3,800）

68/73mm
30mm

(SRAM/FSA 
BB30)

Ceramic Bearing PRESS FIT Model                                                                               
(Plastic cup)

EMA-PB30-PKCB 取扱なし
※TWIST FIT Modelでご対応いただけます

EMA-PB30-PKCB SNUG RING は 
設定ありませんSteel Bearing EMA-PB30-PKSB EMA-PB30-PKSB

Ceramic Bearing
TWIST FIT Model                                                                                            

(Alloy cup/Plastci ring w/tool)

EMA-PB30-PKCBTF12 64926000 4573223630218 ¥28,600
（税抜価格¥26,000） EMA-PB30-PKCBTF12 SNUG RING E 64960000 4573223634780 ¥4,180

（税抜価格 ¥3,800）

Steel Bearing EMA-PB30-PKSBTF12 64927000 4573223630225 ¥22,000
（税抜価格¥20,000） EMA-PB30-PKSBTF12 SNUG RING E 64960000 4573223634780 ¥4,180

（税抜価格 ¥3,800）

73mm                                                 
(MTB)

24mm
(Shimano HTⅡ)

PF30 to BSA 1.37x24T Adapter
 (Frame ID: ∮ 46/L:73mm) EMA-PF3024-L73 69049000 4562333417284 ¥7,700

（税抜価格 ¥7,000） EMA-PF3024-L73 SNUG RING R 71095000 4562333424541 ¥4,180
（税抜価格 ¥3,800）

Ceramic Bearing Black Only EMA-PFBB30A24-SHCB 69039000 4562333417185 ¥22,000
（税抜価格¥20,000） EMA-PFBB30A24-SHCB SNUG RING P 71093000 4562333422059 ¥4,180

（税抜価格 ¥3,800）

Steel Bearing Black Only EMA-PFBB30A24-SHSB 69040000 4562333417192 ¥16,500
（税抜価格¥15,000） EMA-PFBB30A24-SHSB SNUG RING P 71093000 4562333422059 ¥4,180

（税抜価格 ¥3,800）

※ご注意：＊印の商品にはベアリングは付属しません。EMA-BB-C001 Ceramic Bearing Kit(ご注文コード：64937000)、もしくはCampagnolo UltraTorque用純正品をご使用ください。

EMA-PFBB30A24-SHCB

SNUG RING P

EMA-PFBB30A386-ROCBTF12
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BB Shell DIA.　：　46mm (BB RIGHT)CERVELO ONLY、46mm (BB386)、BB BEARING KITS / ACCESARY BB補修パーツ SNUG RING 

BB Shell
DIA. (mm)

BB Shel
Length (mm)

SPINDLE
DIA. (mm)

Specification
Part#（商品名） ご注文コード JAN 価格 BB Part#（BB 商品名）

SNUG RING

ベアリング 仕様・カラー 商品名 ご注文コード JAN 価格

46mm
 (BB RIGHT)                                       

CERVELO ONLY
79mm                                                 
(Road)

24mm
(Shimano HTⅡ)

Ceramic Bearing Road,  Black Only EMA-BR3024-SHCBBR 64923000 4573223630188 ¥22,000
（税抜価格¥20,000） EMA-BR3024-SHCBBR SNUG RING N 64969000 4573223634872 ¥4,180

（税抜価格 ¥3,800）

Steel Bearing Road, Black Only EMA-BR3024-SHSBBR 64924000 4573223630195 ¥15,400
（税抜価格¥14,000） EMA-BR3024-SHSBBR SNUG RING N 64969000 4573223634872 ¥4,180

（税抜価格 ¥3,800）

25mm (Campy 
UltraTorque) No Bearing　＊ TWIST FIT Model EMA-BR3025-CPBB 64925000 4573223630201 ¥15,400

（税抜価格¥14,000） EMA-BR3025-CPBB SNUG RING D 64959000 4573223634773 ¥4,180
（税抜価格 ¥3,800）

30mm
(FSA 386EVO)
(ROTOR 3D+)

SRAM FORCE22 

Ceramic Bearing
PRESS FIT Model                                                                              

(Plastic cup)

EMA-PB30-PKCB

取扱なし

EMA-PB30-PKCB
SNUG RING は
設定ありません

Steel Bearing EMA-PB30-PKSB EMA-PB30-PKSB

Ceramic Bearing

TWIST FIT Model (Alloy cup/
Snug ring w/tool)

EMA-PB30-PKCBTF12
64926000
64935000

( ※在庫限り)
4573223630300 ¥28,600

（税抜価格¥26,000） EMA-PB30-PKCBTF12 SNUG RING E 64960000 4573223634780 ¥4,180
（税抜価格 ¥3,800）

Steel Bearing EMA-PB30-PKSBTF12
64927000
64936000

( ※在庫限り)
4573223630225 ¥22,000

（税抜価格¥20,000） EMA-PB30-PKSBTF12 SNUG RING E 64960000 4573223634780 ¥4,180
（税抜価格 ¥3,800）

11 mm SPACER for FSA 386 
EVO EMA-BB-A030 64929000 4573223630249 ¥660

（税抜価格 ¥600） EMA-BB-A030

7 mm SPACER for ROTOR 3D+ EMA-BB-A031 64928000 4573223630232 ¥660
（税抜価格 ¥600） EMA-BB-A031

30mm 
(ROTOR 3D+)                           
NO SPACER

Ceramic Bearing ROTOR 3D+ (Long Axle) EMA-BR30386-PKCBTF12 64930000 4573223630256 ¥28,600
（税抜価格¥26,000） EMA-BR30386-PKCBTF12 SNUG RING F 64961000 4573223634797 ¥4,180

（税抜価格 ¥3,800）

Steel Bearing ROTOR 3D+ (Long Axle) EMA-BR30386-PKSBTF12 64931000 4573223630263 ¥22,000
（税抜価格¥20,000） EMA-BR30386-PKSBTF12 SNUG RING F 64961000 4573223634797 ¥4,180

（税抜価格 ¥3,800）

46mm (BB386) 86.5mm                                                 
(Road)

24mm 
(Shimano HTⅡ)

Ceramic Bearing
PRESS FIT Model                                                                                        

(Plastic cup)

EMA-38624-SHCB

取扱なし

EMA-38624-SHCB
SNUG RING は
設定ありません

Steel Bearing EMA-38624-SHSB EMA-38624-SHSB

Ceramic Bearing

TWIST FIT Model (Alloy cup/
Snug ring w/tool)

EMA-38624-SHCBTF12 64932000 4573223630270 ¥26,400
（税抜価格¥24,000） EMA-38624-SHCBTF12 SNUG RING L 64967000 4573223634858 ¥4,180

（税抜価格 ¥3,800）

Steel Bearing EMA-38624-SHSBTF12 64933000 4573223630287 ¥19,800
（税抜価格¥18,000） EMA-38624-SHSBTF12 SNUG RING L 64967000 4573223634858 ¥4,180

（税抜価格 ¥3,800）

25mm (Campy 
UltraTorque) No Bearing　＊ TWIST FIT Model (Alloy cup/

Snug ring w/tool) EMA-38625-CPBB 64934000 4573223630294 ¥15,400
（税抜価格¥14,000） EMA-38625-CPBB SNUG RING M 64968000 4573223634865 ¥4,180

（税抜価格 ¥3,800）

30mm
 (FSA 386EVO/
ROTOR 3D+)

Ceramic Bearing
PRESS FIT Model                                                                                             

(Plastic cup)

EMA-PB30-PKCB

取扱なし

EMA-PB30-PKCB
SNUG RING は
設定ありません

Steel Bearing EMA-PB30-PKSB EMA-PB30-PKSB

Ceramic Bearing

TWIST FIT Model (Alloy cup/
Snug ring w/tool)

EMA-PB30-PKCBTF12
64926000
64935000

( ※在庫限り)
4573223630218 ¥28,600

（税抜価格¥26,000） EMA-PB30-PKCBTF12 SNUG RING E 64960000 4573223634780 ¥4,180
（税抜価格 ¥3,800）

Steel Bearing EMA-PB30-PKSBTF12 64927000 4573223630225 ¥22,000
（税抜価格¥20,000） EMA-PB30-PKSBTF12 SNUG RING E 64960000 4573223634780 ¥4,180

（税抜価格 ¥3,800）

BB BEARING KITS / ACCESARY

Campagnolo UltraTorque Ceramic Bearing Kits 
(6805N, 25x37x6mm) EMA-BB-C001 64937000 4573223630324 ¥11,000

（税抜価格¥10,000） EMA-BB-C001

Conversion Adapter from Shimano HTⅡ to SRAM 
GXP EMA-BB-SR24/22 68087000 4573223630379 ¥1,100

（税抜価格 ¥1,000） EMA-BB-SR24/22

※ご注意：＊印の商品にはベアリングは付属しません。EMA-BB-C001 Ceramic Bearing Kit(ご注文コード：64937000)、もしくはCampagnolo UltraTorque用純正品をご使用ください。
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BB Shell DIA.　：　46mm (BB RIGHT)CERVELO ONLY、46mm (BB386)、BB BEARING KITS / ACCESARY BB補修パーツ SNUG RING 

BB Shell
DIA. (mm)

BB Shel
Length (mm)

SPINDLE
DIA. (mm)

Specification
Part#（商品名） ご注文コード JAN 価格 BB Part#（BB 商品名）

SNUG RING

ベアリング 仕様・カラー 商品名 ご注文コード JAN 価格

46mm
 (BB RIGHT)                                       

CERVELO ONLY
79mm                                                 
(Road)

24mm
(Shimano HTⅡ)

Ceramic Bearing Road,  Black Only EMA-BR3024-SHCBBR 64923000 4573223630188 ¥22,000
（税抜価格¥20,000） EMA-BR3024-SHCBBR SNUG RING N 64969000 4573223634872 ¥4,180

（税抜価格 ¥3,800）

Steel Bearing Road, Black Only EMA-BR3024-SHSBBR 64924000 4573223630195 ¥15,400
（税抜価格¥14,000） EMA-BR3024-SHSBBR SNUG RING N 64969000 4573223634872 ¥4,180

（税抜価格 ¥3,800）

25mm (Campy 
UltraTorque) No Bearing　＊ TWIST FIT Model EMA-BR3025-CPBB 64925000 4573223630201 ¥15,400

（税抜価格¥14,000） EMA-BR3025-CPBB SNUG RING D 64959000 4573223634773 ¥4,180
（税抜価格 ¥3,800）

30mm
(FSA 386EVO)
(ROTOR 3D+)

SRAM FORCE22 

Ceramic Bearing
PRESS FIT Model                                                                              

(Plastic cup)

EMA-PB30-PKCB

取扱なし

 EMA-PB30-PKCB
SNUG RING は
設定ありません

Steel Bearing EMA-PB30-PKSB EMA-PB30-PKSB

Ceramic Bearing

TWIST FIT Model (Alloy cup/
Snug ring w/tool)

EMA-PB30-PKCBTF12
64926000
64935000

( ※在庫限り)
4573223630300 ¥28,600

（税抜価格¥26,000） EMA-PB30-PKCBTF12 SNUG RING E 64960000 4573223634780 ¥4,180
（税抜価格 ¥3,800）

Steel Bearing EMA-PB30-PKSBTF12
64927000
64936000

( ※在庫限り)
4573223630225 ¥22,000

（税抜価格¥20,000） EMA-PB30-PKSBTF12 SNUG RING E 64960000 4573223634780 ¥4,180
（税抜価格 ¥3,800）

11 mm SPACER for FSA 386 
EVO EMA-BB-A030 64929000 4573223630249 ¥660

（税抜価格 ¥600） EMA-BB-A030

7 mm SPACER for ROTOR 3D+ EMA-BB-A031 64928000 4573223630232 ¥660
（税抜価格 ¥600） EMA-BB-A031

30mm 
(ROTOR 3D+)                           
NO SPACER

Ceramic Bearing ROTOR 3D+ (Long Axle) EMA-BR30386-PKCBTF12 64930000 4573223630256 ¥28,600
（税抜価格¥26,000） EMA-BR30386-PKCBTF12 SNUG RING F 64961000 4573223634797 ¥4,180

（税抜価格 ¥3,800）

Steel Bearing ROTOR 3D+ (Long Axle) EMA-BR30386-PKSBTF12 64931000 4573223630263 ¥22,000
（税抜価格¥20,000） EMA-BR30386-PKSBTF12 SNUG RING F 64961000 4573223634797 ¥4,180

（税抜価格 ¥3,800）

46mm (BB386) 86.5mm                                                 
(Road)

24mm 
(Shimano HTⅡ)

Ceramic Bearing
PRESS FIT Model                                                                                        

(Plastic cup)

EMA-38624-SHCB

取扱なし

EMA-38624-SHCB
SNUG RING は
設定ありません

Steel Bearing EMA-38624-SHSB EMA-38624-SHSB

Ceramic Bearing

TWIST FIT Model (Alloy cup/
Snug ring w/tool)

EMA-38624-SHCBTF12 64932000 4573223630270 ¥26,400
（税抜価格¥24,000） EMA-38624-SHCBTF12 SNUG RING L 64967000 4573223634858 ¥4,180

（税抜価格 ¥3,800）

Steel Bearing EMA-38624-SHSBTF12 64933000 4573223630287 ¥19,800
（税抜価格¥18,000） EMA-38624-SHSBTF12 SNUG RING L 64967000 4573223634858 ¥4,180

（税抜価格 ¥3,800）

25mm (Campy 
UltraTorque) No Bearing　＊ TWIST FIT Model (Alloy cup/

Snug ring w/tool) EMA-38625-CPBB 64934000 4573223630294 ¥15,400
（税抜価格¥14,000） EMA-38625-CPBB SNUG RING M 64968000 4573223634865 ¥4,180

（税抜価格 ¥3,800）

30mm
 (FSA 386EVO/
ROTOR 3D+)

Ceramic Bearing
PRESS FIT Model                                                                                             

(Plastic cup)

EMA-PB30-PKCB

取扱なし

EMA-PB30-PKCB
SNUG RING は
設定ありません

Steel Bearing EMA-PB30-PKSB EMA-PB30-PKSB

Ceramic Bearing

TWIST FIT Model (Alloy cup/
Snug ring w/tool)

EMA-PB30-PKCBTF12
64926000
64935000

( ※在庫限り)
4573223630218 ¥28,600

（税抜価格¥26,000） EMA-PB30-PKCBTF12 SNUG RING E 64960000 4573223634780 ¥4,180
（税抜価格 ¥3,800）

Steel Bearing EMA-PB30-PKSBTF12 64927000 4573223630225 ¥22,000
（税抜価格¥20,000） EMA-PB30-PKSBTF12 SNUG RING E 64960000 4573223634780 ¥4,180

（税抜価格 ¥3,800）

BB BEARING KITS / ACCESARY

Campagnolo UltraTorque Ceramic Bearing Kits 
(6805N, 25x37x6mm) EMA-BB-C001 64937000 4573223630324 ¥11,000

（税抜価格¥10,000） EMA-BB-C001

Conversion Adapter from Shimano HTⅡ to SRAM 
GXP EMA-BB-SR24/22 68087000 4573223630379 ¥1,100

（税抜価格 ¥1,000） EMA-BB-SR24/22

※ご注意：＊印の商品にはベアリングは付属しません。EMA-BB-C001 Ceramic Bearing Kit(ご注文コード：64937000)、もしくはCampagnolo UltraTorque用純正品をご使用ください。

EMA-BR3024-SHCBBR

EMA-38624-SHCBTF12

SNUG RING L
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 ■ ケージ材質：アルミ
■ Dura-Ace91XX シリーズ
■ ULTEGRA80XX シリーズ対応 ■ ULTEGRA80XX シリーズ対応 

▲JET STREAM JW1115-SHBKAL91xx 
アルミディレーラーケージ

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 70754000  ブラック  11T/15T  4562333423742  ¥35,200（税抜価格¥32,000） 

 プーリーの大径化によりチェーンのフリクションを低減しパワーロスを抑える。 

 ■ ケージ材質：カーボン
■ Dura-Ace90XX シリーズ、79XX シリーズ7800 対応
■ ULTEGRA68XX シリーズ、67XX シリーズ、6600 対応 

▲JET STREAM JW1115-SHBKCB
カーボンディレーラーケージ

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 64970000  ブラック  11T/15T  4573223636326  ¥60,280（税抜価格¥54,800） 

 プーリーの大径化によりチェーンのフリクションを低減しパワーロスを抑える。 

 ■ ケージ材質：アルミ
■ Dura-Ace90XX シリーズ、79XX シリーズ7800 対応
■ ULTEGRA68XX シリーズ、67XX シリーズ、6600 対応 

▲JET STREAM JW1115-SHBKAL
アルミディレーラーケージ

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 64971000  ブラック  11T/15T  4573223636333  ¥32,780（税抜価格¥29,800） 

 プーリーの大径化によりチェーンのフリクションを低減しパワーロスを抑える。 

 ■ ケージ材質：アルミ
■ Dura-Ace90XX シリーズ、79XX シリーズ7800 対応
■ ULTEGRA68XX シリーズ、67XX シリーズ、6600 対応 

▲JET STREAM JW1515-SHBKAL 
アルミディレーラーケージ

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 70753000  ブラック  15T/15T  4562333423735  ¥44,000（税抜価格¥40,000） 

 プーリーの大径化によりチェーンのフリクションを低減しパワーロスを抑える。 

 ■ ケージ材質：アルミ
■ SHIMANO 105 シリーズ、 5800、5700、5500対応 

▲JET STREAM JW1115-SHBKAL105 
アルミディレーラーケージ

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 67933000  ブラック  11T/15T  4573223636357  ¥33,000（税抜価格¥30,000） 

 プーリーの大径化によりチェーンのフリクションを低減しパワーロスを抑える。 

 ■ ケージ材質：アルミ
■ Dura-Ace90XX シリーズ79XX シリーズ7800 対応
■ ULTEGRA68XX シリーズ67XX シリーズ6600 対応 

 JET STREAM JW1216-SHBKAL90xx 
アルミディレーラーケージ 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 89470000  12T/16T  4562333445256   ¥24,200（税抜価格¥22,000） 

 プーリーの大径化によりチェーンのフリクションを低減しパワーロスを抑える。 
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 ■ ケージ材質：アルミ
■ Dura-Ace91XX シリーズ
■ ULTEGRA80XX シリーズ対応 

 JET STREAM JW1216-SHBKAL91xx 
アルミディレーラーケージ 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 89471000  12T/16T  4562333445263   ¥29,150（税抜価格¥26,500） 

 プーリーの大径化によりチェーンのフリクションを低減しパワーロスを抑える。 

 ■ ケージ材質：アルミ
■ SHIMANO 105 /7000対応 

 ▲JET STREAM JW1216-SHBKAL7000 
アルミディレーラーケージ 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 89472000  12T/16T  4562333445270   ¥29,150（税抜価格¥26,500） 

 プーリーの大径化によりチェーンのフリクションを低減しパワーロスを抑える。 

 ■ ケージ材質：アルミ
■ SRAM RED E-TAP対応 

 ▲JET STREAM JW1115-SRBKETP 
アルミディレーラーケージ 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 70755000  ブラック  11T/15T  4562333423759   ¥35,200（税抜価格¥32,000） 

 プーリーの大径化によりチェーンのフリクションを低減しパワーロスを抑える。 

 ■ ケージ材質：アルミ
■ SRAM RED E-TAP対応 

 JET STREAM JW1216-SRBKETP 
アルミディレーラーケージ 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 89473000  ブラック  12T/16T  4562333445287   ¥29,150（税抜価格¥26,500） 

 プーリーの大径化によりチェーンのフリクションを低減しパワーロスを抑える。 

 EMA-JW-TPBK JET STREAM用セラミックベアリングプーリー 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 64972000  ブラック  11T/15T  4573223636340  ¥17,380（税抜価格¥15,800） 
 89474000 ブラック  12T/16T  4562333445294   ¥19,800（税抜価格¥18,000） 
 71897000  ブラック  15T/15T  4562333428778  ¥21,780（税抜価格¥19,800） 

 JETSTREAM用補修プーリーキット 

 ■ セラミックベアリング
■ 補修プーリーセット 

15/15T

11/15T

12/16T
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 CERAMIC BEARING PULLEY ディレーラー用
セラミックベアリングプーリー 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 64948000  ブラック(EMA-JW11-SHBK11S)  11T/11T  4573223632724  ¥13,200（税抜価格¥12,000） 
 64949000  レッド(EMA-JW11-SHRD11S)  11T/11T  4573223632731  ¥13,200（税抜価格¥12,000） 
 64950000  ブルー(EMA-JW11-SHBL11S)  11T/11T  4573223632762  ¥13,200（税抜価格¥12,000） 
 64951000  グリーン(EMA-JW11-SHGR11S)  11T/11T  4573223632779  ¥13,200（税抜価格¥12,000） 

 TRIPEAK社オリジナル上下専用設計のセラミックプーリー。
テンションプーリーの歯先はチェーンリングと同じように進行方向を持たせた特殊なカット
を採用、ガイドプーリーはシマノDURA-ACEと同じように彫の深い歯先。変速性能を落と
さないようフリクション機能も搭載。 

 ■ SHIMANO、SRAM、Campagnolo 11S対応
■ ガイドプーリー歯数：11T
■ テンションプーリー歯数：11T
■ 上下専用設計
■ セラミックベアリング採用 

 CERAMIC BEARING PULLEY ディレーラー用

 CERAMIC BEARING PULLEY ディレーラー用
セラミックベアリングプーリー 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 70751000  ブラック  12T/12T  4562333423711   ¥15,400（税抜価格¥14,000） 
 89475000  ブラック  12T/12T  4562333445300   ¥14,850（税抜価格¥13,500） 
 89476000  レッド  12T/12T  4562333445317   ¥14,850（税抜価格¥13,500） 
 89477000  ブルー  12T/12T  4562333445324   ¥14,850（税抜価格¥13,500） 
 89478000  グリーン  12T/12T  4562333445331   ¥14,850（税抜価格¥13,500） 

 TRIPEAK社オリジナル上下専用設計のセラミックプーリー。
テンションプーリーの歯先はチェーンリングと同じように進行方向を持たせた特殊なカット
を採用、ガイドプーリーはシマノDURA-ACEと同じように彫の深い歯先。変速性能を落と
さないようフリクション機能も搭載。 

 ■ SHIMANO (91xx/80xx/90xx/6800)対応
※70751000は在庫限りです 

 CERAMIC BEARING PULLEY ディレーラー用
セラミックベアリングプーリー 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 89479000  ブラック  12T/14T  4562333445348   ¥16,500（税抜価格¥15,000） 
 89480000  レッド  12T/14T  4562333445355   ¥16,500（税抜価格¥15,000） 
 89481000  ブルー  12T/14T  4562333445362   ¥16,500（税抜価格¥15,000） 
 89482000  グリーン  12T/14T  4562333445379   ¥16,500（税抜価格¥15,000） 

 TRIPEAK社オリジナル上下専用設計のセラミックプーリー。
テンションプーリーの歯先はチェーンリングと同じように進行方向を持たせた特殊なカット
を採用、ガイドプーリーはシマノDURA-ACEと同じように彫の深い歯先。変速性能を落と
さないようフリクション機能も搭載。 

 ■ SHIMANO (91xx/80xx/90xx/6800)対応 

 CERAMIC BEARING PULLEY ディレーラー用

 EMA-JW11-SHBK11SSB ディレーラー用
スチールベアリングプーリー 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 70750000  11T/11T  4562333423704  ¥3,300（税抜価格¥3,000） 

 コストパフォーマンスに優れるスチールベアリング採用プーリーセット。 

 ■ SHIMANO ROAD/MTB 11S対応
■ スチールベアリング 

3T
ド
ラ
イ
ブ
ト
レ
イ
ン

WELDTITE

KENDA
ツ
ー
ル

MOON

TRP

TEKTRO

Birzman

TRIPEAK

guee

LOUIS GARNEAU

GARNEAU

分
類
名

231 TRIPEAK
BRAND Collection



 ■ 対応フレーム：BSA (1.37)
■ BBシェル内径：34.8mm
■ BBシェル幅：68mm (ROAD)
■  対応クランク：軸径25mm
(Campagnolo ウルトラトルク)

■ スチールベアリング
※ ご注意：この商品にはベアリングは付属
しません。EMA-BB-C001 Ceramic 
Bearing Kit(ご注文コード：64937000)、
もしくはCampagnolo UltraTorque用
純正品をご使用ください。 

Bearing Kit(ご注文コード：64937000)、
もしくはCampagnolo UltraTorque用

 スチールベアリングBB 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 

 64887000  ブラック(EMA-
IB25-CPBB) 

 BSA 
(1.37)  4571310014774  ¥7,700（税抜価格¥7,000） 

 スレッドタイプBB（JIS) 

 ■ 対応フレーム：BSA (1.37)
■ BBシェル内径：34.8mm
■ BBシェル幅：68mm (ROAD)
■ 対応クランク：軸径30mm(ROTOR 3D+)
■ セラミックベアリング 

 セラミックベアリングBB 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 

 64889000  ブラック(EMA-IB30-BSACBTF12) 
 BSA 
(1.37)  4571310014798  ¥22,000（税抜価格¥20,000） 

 64888000  レッド(EMA-IB30-
BSACRTF12) 

 BSA 
(1.37)  4571310014781  ¥22,000（税抜価格¥20,000） 

 スレッドタイプBB（JIS) 

 ■ 対応フレーム：BSA (1.37)
■ BBシェル内径：34.8mm
■ BBシェル幅：68mm (ROAD)
■  対応クランク：軸径30mm
(ROTOR 3D+)

■ スチールベアリング 

■ BBシェル内径：34.8mm
■ BBシェル幅：68mm (ROAD)
■  対応クランク：軸径30mm
(ROTOR 3D+)

■ スチールベアリング 

 スチールベアリングBB 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 

 64891000  ブラック(EMA-
IB30-BSASBTF12) 

 BSA 
(1.37)  4571310014811  ¥13,200（税抜価格¥12,000） 

 64890000  レッド(EMA-IB30-BSASRTF12) 
 BSA 
(1.37)  4571310014804  ¥13,200（税抜価格¥12,000） 

 スレッドタイプBB（JIS) 

 ■ 対応フレーム：BSA (1.37)
■ BBシェル内径：34.8mm
■ BBシェル幅：68mm (ROAD)
■  対応クランク：軸径24mm
(ROTOR TT)

■ セラミックベアリング
※ステンレス製カップ 

 ■ 対応フレーム：BSA (1.37)
■ BBシェル内径：34.8mm
■ BBシェル幅：68mm (ROAD)
■  対応クランク：軸径24mm

■ セラミックベアリング
※ステンレス製カップ 

 セラミックベアリングBB
EMA-IB24-ROCBTT 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 

 69027000  シルバー  BSA 
(1.37)  4562333417062  ¥18,700（税抜価格¥17,000） 

 スレッドタイプBB（JIS) 

 ■ 対応フレーム：BSA (1.37)
■ BBシェル内径：34.8mm
■ BBシェル幅：68mm (ROAD)
■  対応クランク：軸径24mm
(ROTOR TT)

■ スチールベアリング
※ステンレス製カップ 

■ BBシェル幅：68mm (ROAD)

 スチールベアリングBB
EMA-IB24-ROSBTT 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 

 69028000  シルバー  BSA 
(1.37)  4562333417079  ¥11,000（税抜価格¥10,000） 

 スレッドタイプBB（JIS) 

 ■ 対応フレーム：BSA (1.37)
■ BBシェル内径：34.8mm
■ BBシェル幅：68/73mm (MTB)
■  対応クランク：軸径24mm
(SHIMANO ホローテックII)

■ セラミックベアリング 

■ BBシェル幅：68/73mm (MTB)
■  対応クランク：軸径24mm
(SHIMANO ホローテックII)

 セラミックベアリングBB 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 

 64893000  ブラック(EMA-
IB24-SHCBBM) 

 BSA 
(1.37)  4571310014835  ¥18,260（税抜価格¥16,600） 

 64892000  レッド(EMA-
IB24-SHCBRM) 

 BSA 
(1.37)  4571310014828  ¥18,260（税抜価格¥16,600） 

 スレッドタイプ(ネジ切り)のBB。主にシマノを中心に採用されるサイズ。 

 セラミックベアリングBB 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 

 64884000  ブラック
(EMA-IB24-SHCBBR) 

 BSA 
(1.37)  4571310014743  ¥18,260（税抜価格¥16,600） 

 64883000  レッド
(EMA-IB24-SHCBRR) 

 BSA
 (1.37)  4571310014736  ¥18,260（税抜価格¥16,600） 

 スレッドタイプBB（JIS) 

 ■ 対応フレーム：BSA (1.37)
■ BBシェル内径：34.8mm
■ BBシェル幅：68mm (ROAD)
■  対応クランク：軸径24mm
(SHIMANO ホローテックII)

■ セラミックベアリング 

■  対応クランク：軸径24mm
(SHIMANO ホローテックII)

 スチールベアリングBB 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 

 64886000  ブラック
(EMA-IB24-SHSBBR) 

 BSA 
(1.37)  4571310014767  ¥7,370（税抜価格¥6,700） 

 64885000  レッド
(EMA-IB24-SHSBRR) 

 BSA 
(1.37)  4571310014750  ¥7,370（税抜価格¥6,700） 

 スレッドタイプBB（JIS) 

 ■ 対応フレーム：BSA (1.37)
■ BBシェル内径：34.8mm
■ BBシェル幅：68mm (ROAD)
■  対応クランク：軸径24mm
(SHIMANO ホローテックII)

■ スチールベアリング 

■ BBシェル幅：68mm (ROAD)
■  対応クランク：軸径24mm
(SHIMANO ホローテックII)
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 ■ 対応フレーム：BSA (1.37)
■ BBシェル内径：34.8mm
■ BBシェル幅：68/73mm (MTB)
■ 対応クランク：軸径24mm(SHIMANO ホローテックII)
■ スチールベアリング 

■ BBシェル幅：68/73mm (MTB)
■ 対応クランク：軸径24mm(SHIMANO ホローテックII)

 スチールベアリングBB 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 

 64895000  ブラック(EMA-
IB24-SHSBBM) 

 BSA 
(1.37)  4571310014859  ¥7,260（税抜価格¥6,600） 

 64894000  レッド(EMA-
IB24-SHSBRM) 

 BSA 
(1.37)  4571310014842  ¥7,260（税抜価格¥6,600） 

 スレッドタイプ(ネジ切り)のBB。主にシマノを中心に採用されるサイズ。 

 ■ 対応フレーム：BSA (1.37)
■ BBシェル内径：34.8mm
■ BBシェル幅：68/73mm (MTB)
■ 対応クランク：軸径24/22mm(SRAM GXP)
■ セラミックベアリング 

■ BBシェル幅：68/73mm (MTB)
■ 対応クランク：軸径24/22mm(SRAM GXP)

 セラミックベアリングBB 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 

 64897000  ブラック(EMA-
IB24-SRCBBR) 

 BSA 
(1.37)  4571310014873  ¥18,260（税抜価格¥16,600） 

 64896000  レッド(EMA-
IB24-SRCBRR) 

 BSA 
(1.37)  4571310014866  ¥18,260（税抜価格¥16,600） 

 スレッドタイプBB（JIS) 

 ■ 対応フレーム：BSA (1.37)
■ BBシェル内径：34.8mm
■ BBシェル幅：68/73mm (MTB)
■ 対応クランク：軸径24/22mm(SRAM GXP)
■ スチールベアリング 

■ BBシェル幅：68/73mm (MTB)
■ 対応クランク：軸径24/22mm(SRAM GXP)

 スチールベアリングBB 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 

 64899000  ブラック(EMA-
IB24-SRSBBR) 

 BSA 
(1.37)  4571310014897  ¥7,260（税抜価格¥6,600） 

 64898000  レッド(EMA-
IB24-SRSBRR) 

 BSA 
(1.37)  4571310014880  ¥7,260（税抜価格¥6,600） 

 スレッドタイプBB（JIS) 

 ■ 対応フレーム：ITA
■ BBシェル内径：36mm
■ BBシェル幅：70mm (ROAD)
■ 対応クランク：軸径24mm(SHIMANO ホローテックII)
■ セラミックベアリング 

■ BBシェル幅：70mm (ROAD)
■ 対応クランク：軸径24mm(SHIMANO ホローテックII)

 セラミックベアリングBB 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 

 64901000  ブラック(EMA-
IB24-SHCBBT)  ITA  4571310014910  ¥18,260（税抜価格¥16,600） 

 64900000  レッド(EMA-
IB24-SHCBRT)  ITA  4571310014903  ¥18,260（税抜価格¥16,600） 

 スレッドタイプBB(イタリアン） 

 ■ 対応フレーム：ITA
■ BBシェル内径：36mm
■ BBシェル幅：70mm (ROAD)
■ 対応クランク：軸径24mm(SHIMANO ホローテックII)
■ スチールベアリング 

■ BBシェル幅：70mm (ROAD)
■ 対応クランク：軸径24mm(SHIMANO ホローテックII)

 スチールベアリングBB 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 

 64903000  ブラック(EMA-
IB24-SHSBBT)  ITA  4571310014934  ¥7,260（税抜価格¥6,600） 

 64902000  レッド(EMA-
IB24-SHSBRT)  ITA  4571310014927  ¥7,260（税抜価格¥6,600） 

 スレッドタイプBB(イタリアン） 

 ■ 対応フレーム：ITA
■ BBシェル内径：36mm
■ BBシェル幅：70mm (ROAD)
■ 対応クランク：軸径30mm(ROTOR 3D+ )
■ セラミックベアリング 

■ BBシェル幅：70mm (ROAD)
■ 対応クランク：軸径30mm(ROTOR 3D+ )

 セラミックベアリングBB 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 

 64905000  ブラック(EMA-IB30-ITACBTF12)  ITA  4571310014958  ¥22,000（税抜価格¥20,000） 

 64904000  レッド(EMA-IB30-
ITACRTF12)  ITA  4571310014941  ¥22,000（税抜価格¥20,000） 

 スレッドタイプBB(イタリアン） 
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 ■ 対応フレーム：ITA
■ BBシェル内径：36mm
■ BBシェル幅：70mm (ROAD)
■ 対応クランク：軸径30mm(ROTOR 3D+ )
■ スチールベアリング 

■ BBシェル内径：36mm
■ BBシェル幅：70mm (ROAD)
■ 対応クランク：軸径30mm(ROTOR 3D+ )

 スチールベアリングBB 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 

 64907000  ブラック(EMA-
IB30-ITASBTF12)  ITA  4571310014972  ¥13,200（税抜価格¥12,000） 

 64906000  レッド(EMA-IB30-ITASRTF12)  ITA  4571310014965  ¥13,200（税抜価格¥12,000） 

 スレッドタイプBB(イタリアン） 

 ■ 対応フレーム：BB30
■ BBシェル内径：42mm
■ BBシェル幅：68mm (ROAD)
■ 対応クランク：軸径24mm(SHIMANO ホローテックII)
※ご注意：BBは付属しません 
■ 対応クランク：軸径24mm(SHIMANO ホローテックII)■ 対応クランク：軸径24mm(SHIMANO ホローテックII)
※ご注意：BBは付属しません ※ご注意：BBは付属しません 

 BB30/JIS変換アダプター 
EMA-BB3024-L68 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 68080000  BB30  4571310015047  ¥8,800（税抜価格¥8,000） 

 BB30のフレームにホローテックII用BBを取付けるための変換アダプター。 

 ■ 対応フレーム：BB30
■ BBシェル内径：42mm
■ BBシェル幅：73mm (MTB)
■ 対応クランク：軸径24mm(SHIMANO ホローテックII)
※ご注意：BBは付属しません 

■ BBシェル幅：73mm (MTB)
■ 対応クランク：軸径24mm(SHIMANO ホローテックII)
※ご注意：BBは付属しません 

 BB30/JIS変換アダプター 
EMA-BB3024-L73 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 69048000  BB30  4562333417277  ¥7,700（税抜価格¥7,000） 

 BB30のフレームにをホローテックII用BBを取付けるための変換アダプター。 

 ■ 対応フレーム：BB30
■ BBシェル内径：42mm
■ BBシェル幅：68mm (ROAD)
■ 対応クランク：軸径24mm(SHIMANO ホローテックII)
■ セラミックベアリング ■ セラミックベアリング 

 セラミックベアリングBB 
EMA-PFBB30A24-SHCB 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 69039000  ブラック  BB30  4562333417185  ¥22,000（税抜価格¥20,000） 

 ツイストフィットBB用セラミックベアリングBB 

 ■ 対応フレーム：BB30/PF30
■ BBシェル内径：42mm/46mm
■ BBシェル幅：68mm (ROAD)/73mm(BB30A)キャノンデール/73mm(MTB)
■ 対応クランク：軸径24mm(SHIMANO ホローテックII)
■ スチールベアリング
■ 補修パーツ：SNUG RING P(商品コード：71093000) ■ 補修パーツ：SNUG RING P(商品コード：71093000) 

 スチールベアリングBB 
EMA-PFBB30A24-SHSB 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 69040000  ブラック  BB30  4562333417192  ¥16,500（税抜価格¥15,000） 

 プレスフィットBB用ツイストフィットBB。付属のSNUG RINGを使用することで様々なシェ
ル幅、シェル内径に対応します。 

 ■ 対応フレーム：BB30/PF30
■ BBシェル内径：42mm/46mm
■ BBシェル幅：68mm (ROAD)/73mm(BB30A)キャノンデール/73mm(MTB)
■ 対応クランク：軸径25mm(Campagnolo ウルトラトルク)
※ご注意：この商品にはベアリングは付属しません。EMA-BB-C001 Ceramic Bearing 
Kit(ご注文コード：64937000)、もしくはCampagnolo UltraTorque用純正品をご使用
ください。 
■ 補修パーツ：SNUG RING P(商品コード：71093000)
ください。 
■ 補修パーツ：SNUG RING P(商品コード：71093000)

 スチールベアリングBB 
EMA-PFBB30A25-CPBB 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 69041000  ブラック  PF30  4562333417208  ¥14,300（税抜価格¥13,000） 

 プレスフィットBB用ツイストフィットBB。付属のSNUG RINGを使用することで様々なシェ
ル幅、シェル内径に対応します。 
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 ■ 対応フレーム：BB30
■ BBシェル内径：42mm
■ BBシェル幅：68mm (ROAD)
■ 対応クランク：軸径30mm(ROTOR 3D+)
■ セラミックベアリング ■ セラミックベアリング 

 セラミックベアリングBB 
EMA-BB30386-PKCBTF12 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 64912000  ブラック  BB30  4571310015108  ¥28,600（税抜価格¥26,000） 

 ツイストフィットBB用セラミックベアリングBB 

 ■ 対応フレーム：BB30
■ BBシェル内径：42mm
■ BBシェル幅：68mm (ROAD)
■ 対応クランク：軸径30mm(ROTOR 3D+)
■ スチールベアリング 
■ 対応クランク：軸径30mm(ROTOR 3D+)
■ スチールベアリング 

 スチールベアリングBB 
EMA-BB30386-PKSBTF12 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 64913000  ブラック  BB30  4571310015115  ¥22,000（税抜価格¥20,000） 

 ツイストフィットBB用スチールベアリングBB 

 ■ 対応フレーム：BB30
■ BBシェル内径：42mm
■ BBシェル幅：73mm (BB30A CANNODALE)
■ 対応クランク：軸径30mm(ROTOR 3D+)
■ セラミックベアリング ■ セラミックベアリング 

 セラミックベアリングBB 
EMA-PFBB30A386-ROCBTF12 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 69042000  ブラック  BB30  4562333417215  ¥23,100（税抜価格¥21,000） 

 ツイストフィットBB用セラミックベアリングBB 

 ■ 対応フレーム：BB30
■ BBシェル内径：42mm
■ BBシェル幅：73mm (BB30A CANNODALE)
■ 対応クランク：軸径30mm(ROTOR 3D+)
■ スチールベアリング 
■ 対応クランク：軸径30mm(ROTOR 3D+)
■ スチールベアリング 

 スチールベアリングBB 
EMA-PFBB30A386-ROSBTF12 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 69043000  ブラック  BB30  4562333417222  ¥18,700（税抜価格¥17,000） 

 ツイストフィットBB用スチールベアリングBB 

 ■ 対応フレーム：BB30
■ BBシェル内径：42mm
■ BBシェル幅：68/73mm
■ 対応クランク：軸径30mm(SRAM/FSA)
■ セラミックベアリング
■ 2個セット ■ 2個セット 

 セラミックベアリング 
EMA-BB-BC30 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 64940000  BB30  4573223630355  ¥11,000（税抜価格¥10,000） 

 BB30フレーム用シールドベアリング (#6806) 

 ■ 対応フレーム：BB30
■ BBシェル内径：42mm
■ BBシェル幅：68/73mm
■ 対応クランク：軸径30mm(SRAM/FSA)
■ スチールベアリング
■ 2個セット 
■ スチールベアリング
■ 2個セット 

 スチールベアリング 
EMA-BB-BS30 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 64941000  BB30  4573223630362  ¥3,740（税抜価格¥3,400） 

 BB30フレーム用シールドベアリング (#6806) 
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 ■ 対応フレーム：BB30
■ BBシェル内径：42mm
■ BBシェル幅：68/73mm
■ 対応クランク：軸径30mm(SRAM/FSA)
■ セラミックベアリング ■ セラミックベアリング 

 セラミックベアリング/Snug-Fit
セット EMA-BB30-SFCB 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 69044000  BB30  4562333417239  ¥17,600（税抜価格¥16,000） 

 BB30フレーム用シールドベアリング (#6806)とSnug-Fitのセット。 

 ■ 対応フレーム：BB30
■ BBシェル内径：42mm
■ BBシェル幅：68/73mm
■ 対応クランク：軸径30mm(SRAM/FSA)
■ スチールベアリング ■ スチールベアリング 

 スチールベアリング/Snug-Fit
セット EMA-BB30-SFSB 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 69045000  BB30  4562333417246  ¥11,000（税抜価格¥10,000） 

 BB30フレーム用シールドベアリング (#6806)とSnug-Fitのセット。 

 ■ 対応フレーム：BB30
■ BBシェル内径：42mm
■ BBシェル幅：68mm (ROAD)
■ 対応クランク：軸径25mm(Campagnolo ウルトラトルク)
※ご注意：この商品にはベアリングは付属しません。EMA-BB-C001 
Ceramic Bearing Kit(ご注文コード：64937000)、もしくはCampagnolo 
UltraTorque用純正品をご使用ください。 

 ▲ウルトラトルク用BBカップ 
TFBB BB30  ROAD68MM 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 64911000  BB30  4571310015092  ¥15,400（税抜価格¥14,000） 

 BB30フレームにウルトラトルククランクを取付けるためのカップ。 

 ■ 対応フレーム：PF30
■ BBシェル内径：46mm
■ BBシェル幅：68mm (ROAD)
■ 対応クランク：軸径24mm(SHIMANO ホローテックII) 

 PF30/JIS変換アダプター 
EMA-PF3024-L68 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 68084000  ブラック  PF30  4573223630102  ¥8,800（税抜価格¥8,000） 

 PF30のフレームにをホローテックII用BBを取付けるための変換アダプター。 

 ■ 対応フレーム：PF30
■ BBシェル内径：46mm
■ BBシェル幅：73mm (MTB)
■ 対応クランク：軸径24mm(SHIMANO ホローテックII) 

 PF30/JIS変換アダプター 
EMA-PF3024-L73 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 69049000  ブラック  PF30  4562333417284  ¥7,700（税抜価格¥7,000） 

 PF30のフレームにをホローテックII用BBを取付けるための変換アダプター。 

 ■ 対応フレーム：PF30
■ BBシェル内径：46mm
■ BBシェル幅：68mm (ROAD)
■ 対応クランク：軸径25mm(Campagnolo ウルトラトルク)
※ご注意：この商品にはベアリングは付属しません。EMA-BB-C001 
Ceramic Bearing Kit(ご注文コード：64937000)、もしくはCampagnolo 
UltraTorque用純正品をご使用ください。 

 ウルトラトルク用BBカップ 
TFBB PF30 ROAD 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 64920000  ブラック  PF30  4573223630157  ¥15,400（税抜価格¥14,000） 

 PF30フレームにウルトラトルククランクを取付けるためのカップ。 
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 ■ 対応フレーム：PF30
■ BBシェル内径：46mm
■ BBシェル幅：68mm (ROAD)
■ 対応クランク：軸径30mm(ROTOR 3D+)
■ セラミックベアリング ■ セラミックベアリング 

 セラミックベアリングBB EMA-
PF30386-PKCBTF12 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 64921000  ブラック  PF30  4573223630164  ¥28,600（税抜価格¥26,000） 

 ツイストフィットＢＢ　 

 ■ 対応フレーム：PF30
■ BBシェル内径：46mm
■ BBシェル幅：68mm (ROAD)
■ 対応クランク：軸径30mm(ROTOR 3D+)
■ スチールベアリング ■ スチールベアリング 

 スチールベアリングBB EMA-
PF30386-PKSBTF12 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 64922000  ブラック  PF30  4573223630171  ¥22,000（税抜価格¥20,000） 

 ツイストフィットＢＢ　 

 ■ 対応フレーム：BB RIGHT
■ BBシェル内径：46mm
■ BBシェル幅：79mm (ROAD)
■ 対応クランク：軸径24mm(SHIMANO ホローテックII)
■ セラミックベアリング 

 セラミックベアリングBB EMA-
BR3024-SHCBBR 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 64923000  ブラック  BB RIGHT  4573223630188  ¥22,000（税抜価格¥20,000） 

 ツイストフィットＢＢ　 

 ■ 対応フレーム：BB RIGHT
■ BBシェル内径：46mm
■ BBシェル幅：79mm (ROAD)
■ 対応クランク：軸径24mm(SHIMANO ホローテックII)
■ スチールベアリング 

 スチールベアリングBB EMA-
BR3024-SHSBBR 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 64924000  ブラック  BB RIGHT  4573223630195  ¥15,400（税抜価格¥14,000） 

 ツイストフィットＢＢ　 

 ■ 対応フレーム：BB RIGHT
■ BBシェル内径：46mm
■ BBシェル幅：79mm (ROAD)
■ 対応クランク：軸径25mm(Campagnolo ウルトラトルク)
※ご注意：この商品にはベアリングは付属しません。EMA-BB-C001 
Ceramic Bearing Kit(ご注文コード：64937000)、もしくは
Campagnolo UltraTorque用純正品をご使用ください。 

 ウルトラトルク用BBカップ EMA-
BR3025-CPBB 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 64925000  ブラック  BB RIGHT  4573223630201  ¥15,400（税抜価格¥14,000） 

 ツイストフィットＢＢ　 

 ■ 対応フレーム：BB RIGHT/BB386
■ BBシェル内径：46mm
■ BBシェル幅：79mm/86.5mm(ROAD)
■ 対応クランク：軸径30mm( FSA 386EVO/ROTOR 3D+/SRAM FORCE22)
■ セラミックベアリング
※64935000は在庫限り 

 セラミックベアリングBB EMA-
PB30-PKCBTF12 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 64926000  BB RIGHT  4573223630218  ¥28,600（税抜価格¥26,000） 
 64935000   BB RIGHT  4573223630300 ¥28,600（税抜価格¥26,000）

 ツイストフィットＢＢ　 
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 ■ 対応フレーム：BB RIGHT/BB386
■ BBシェル内径：46mm
■ BBシェル幅：79mm/86.5mm(ROAD)
■ 対応クランク：軸径30mm( FSA 386EVO/ROTOR 3D+/SRAM FORCE22)
■ スチールベアリング
※64936000は在庫限り 

■ 対応クランク：軸径30mm( FSA 386EVO/ROTOR 3D+/SRAM FORCE22)
■ スチールベアリング
※64936000は在庫限り 

 スチールベアリングBB 
EMA-PB30-PKSBTF12 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 64927000  BB RIGHT  4573223630225  ¥22,000（税抜価格¥20,000） 
 64936000 BB RIGHT   4573223630317 ¥22,000（税抜価格¥20,000）

 ツイストフィットＢＢ　 

 ■ 対応フレーム：BB RIGHT
■ BBシェル内径：46mm
■ BBシェル幅：79mm (ROAD)
■ 対応クランク：軸径30mm(ROTOR 3D+ NO SPACER)
■ セラミックベアリング 

 セラミックベアリングBB 
EMA-BR30386-PKCBTF12 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 64930000  BB RIGHT  4573223630256  ¥28,600（税抜価格¥26,000） 

 ツイストフィットＢＢ　 

 ■ 対応フレーム：BB RIGHT
■ BBシェル内径：46mm
■ BBシェル幅：79mm (ROAD)
■ 対応クランク：軸径30mm(ROTOR 3D+ NO SPACER)
■ スチールクベアリング 

 スチールベアリングBB 
EMA-BR30386-PKSBTF12 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 64931000  BB RIGHT  4573223630263  ¥22,000（税抜価格¥20,000） 

 ツイストフィットＢＢ　 

 ■ 対応フレーム：BB86/92
■ BBシェル内径：41mm
■ BBシェル幅： 86mm (ROAD)/92mm (MTB)
■ 対応クランク：軸径24mm(SHIMANO ホローテックII)
■ セラミックベアリング ■ セラミックベアリング 

 セラミックベアリングBB 
EMA-PB86-SHCBTF12 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 68031000  BB86/92  4562333414450  ¥26,400（税抜価格¥24,000） 

 ツイストフィットＢＢ　 

 ■ 対応フレーム：BB86/92
■ BBシェル内径：41mm
■ BBシェル幅： 86mm (ROAD)/92mm (MTB)
■ 対応クランク：軸径24mm(SHIMANO ホローテックII)
■ スチールベアリング ■ スチールベアリング 

 スチールベアリングBB 
EMA-PB86-SHSBTF12 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 68032000  BB86/92  4562333414467  ¥19,800（税抜価格¥18,000） 

 ツイストフィットＢＢ　 

 ■ 対応フレーム：BB86/92
■ BBシェル内径：41mm
■ BBシェル幅：86mm (ROAD)/92mm (MTB)
■ 対応クランク：軸径25mm(Campagnolo ウルトラトルク)
※ご注意：この商品にはベアリングは付属しません。EMA-BB-C001 Ceramic Bearing 
Kit(ご注文コード：64937000)、もしくはCampagnolo UltraTorque用純正品をご使
用ください。 
Kit(ご注文コード：64937000)、もしくはCampagnolo UltraTorque用純正品をご使
用ください。 

 ウルトラトルク用BBカップ 
EMA-PB86-CPBB 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 64909000  BB86/92  4571310015023  ¥15,400（税抜価格¥14,000） 

 ツイストフィットＢＢ　 
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 ■ 対応フレーム：BB86/92
■ BBシェル内径：41mm
■ BBシェル幅：86mm (ROAD)/92mm (MTB)
■ 対応クランク：軸径30mm(ROTOR 3D+)
■ スチールベアリング(Sung-Fit 4130) ■ スチールベアリング(Sung-Fit 4130) 

 スチールベアリングBB 
EMA-4130-ROSFSB SNUGFIT 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 69038000  BB86/92  4562333417178  ¥22,000（税抜価格¥20,000） 

 プレスフィットBB 

 ■ 対応フレーム：BB86/92
■ BBシェル内径：41mm
■ BBシェル幅：86mm (ROAD)/92mm (MTB)
■ 対応クランク：軸径30mm(ROTOR 3D+)
■ スチールベアリング(Standard 4130) 

 スチールベアリングBB 
EMA-4130-ROSTSB STANDARD 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 69037000  BB86/92  4562333417161  ¥14,300（税抜価格¥13,000） 

 プレスフィットBB 

 ■ 対応フレーム：BB386
■ BBシェル内径：46mm
■ BBシェル幅：86.5mm (ROAD)
■ 対応クランク：軸径24mm(SHIMANO ホローテックII)
■ セラミックベアリング 
■ 対応クランク：軸径24mm(SHIMANO ホローテックII)
■ セラミックベアリング 

 セラミックベアリングBB 
EMA-38624-SHCBTF12 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 64932000  BB386  4573223630270  ¥26,400（税抜価格¥24,000） 

 ツイストフィットＢＢ　 

 ■ 対応フレーム：BB386
■ BBシェル内径：46mm
■ BBシェル幅：86.5mm (ROAD)
■ 対応クランク：軸径24mm(SHIMANO ホローテックII)
■ スチールベアリング 
■ 対応クランク：軸径24mm(SHIMANO ホローテックII)
■ スチールベアリング 

 スチールベアリングBB 
EMA-38624-SHSBTF12 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 64933000  BB386  4573223630287  ¥19,800（税抜価格¥18,000） 

 ツイストフィットＢＢ　 

 ■ 対応フレーム：BB386
■ BBシェル内径：46mm
■ BBシェル幅：86.5mm (ROAD)
■ 対応クランク：軸径25mm(Campagnolo ウルトラトルク)
※ご注意：この商品にはベアリングは付属しません。EMA-BB-C001 Ceramic Bearing 
Kit(ご注文コード：64937000)、もしくはCampagnolo UltraTorque用純正品をご使
用ください。 
Kit(ご注文コード：64937000)、もしくはCampagnolo UltraTorque用純正品をご使
用ください。 

 ウルトラトルク用BBカップ 
EMA-38625-CPBB 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 64934000  BB386  4573223630294  ¥15,400（税抜価格¥14,000） 

 ツイストフィットＢＢ　 

 ■ 対応フレーム：BB90/95(TREK)
■ BBシェル内径：37mm
■ BBシェル幅：90mm (ROAD)
■ 対応クランク：軸径24mm(SHIMANO ホローテックII)
■ セラミックベアリング(※Snug-Fitベアリングタイプ) 
■ 対応クランク：軸径24mm(SHIMANO ホローテックII)
■ セラミックベアリング(※Snug-Fitベアリングタイプ) 

 セラミックベアリング 
EMA-BB90-SFCB 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 69035000  BB90/95  4562333417147  ¥14,300（税抜価格¥13,000） 

 TREK BB90/95フレーム用ベアリング。Snug-Fitテクノロジーを採用したベアリングを使
用。デュアルレイアー構造により音鳴りを防ぎベアリングの長期的な性能も維持します。 
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 ■ 対応フレーム：BB90/95(TREK)
■ BBシェル内径：37mm
■ BBシェル幅：90mm (ROAD)
■ 対応クランク：軸径24mm(SHIMANO ホローテックII)
■ スチールベアリング(※Snug-Fitベアリングタイプ) 
■ 対応クランク：軸径24mm(SHIMANO ホローテックII)
■ スチールベアリング(※Snug-Fitベアリングタイプ) 

 スチールベアリング 
EMA-BB90-SFSB 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 69036000  BB90/95  4562333417154  ¥9,900（税抜価格¥9,000） 

 TREK BB90/95フレーム用ベアリング。Snug-Fitテクノロジーを採用したベアリングを使
用。デュアルレイアー構造により音鳴りを防ぎベアリングの長期的な性能も維持します。 

 ■ 対応フレーム：BB90/95(TREK)
■ BBシェル内径：37mm
■ BBシェル幅：90mm (ROAD)
■ 対応クランク：軸径24mm(SHIMANO ホローテックII)
■ セラミックベアリング(※スタンダードベアリングタイプ) 

■ BBシェル幅：90mm (ROAD)
■ 対応クランク：軸径24mm(SHIMANO ホローテックII)
■ セラミックベアリング(※スタンダードベアリングタイプ) ■ セラミックベアリング(※スタンダードベアリングタイプ) 

 セラミックベアリング 
EMA-BB-S003 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 64908000  BB90/95  4571310014989  ¥11,000（税抜価格¥10,000） 

 TREK BB90/95フレーム用ベアリング。 

 ■ 対応フレーム：COLNAGO C60/CR1
■ BBシェル幅：82.5mm (ROAD)
■ 対応クランク：軸径24mm(SHIMANO ホローテックII)
■ セラミックベアリング ■ セラミックベアリング 

 セラミックベアリングBB 
EMA-C6024-SHCBBR 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 67932000  ThreadFit82.5  4573223634704  ¥25,300（税抜価格¥23,000） 

 COLNAGO C60/CR1 TF82.5フレーム用BB 

 ■ 対応フレーム：COLNAGO C60/CR1
■ BBシェル幅：82.5mm (ROAD)
■ 対応クランク：軸径24mm(SHIMANO ホローテックII)
■ スチールベアリング ■ スチールベアリング 

 スチールベアリングBB 
EMA-C6024-SHSBBR 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 64953000  ThreadFit82.5  4573223634711  ¥12,100（税抜価格¥11,000） 

 COLNAGO C60/CR1 TF82.5フレーム用BB 

 ■ 対応フレーム：COLNAGO C60/CR1
■ BBシェル幅：82.5mm (ROAD)
■ 対応クランク：軸径25mm(Campagnolo ウルトラトルク)
※ご注意：この商品にはベアリングは付属しません。EMA-BB-C001 Ceramic Bearing 
Kit(ご注文コード：64937000)、もしくはCampagnolo UltraTorque用純正品をご使
用ください。 

※ご注意：この商品にはベアリングは付属しません。EMA-BB-C001 Ceramic Bearing 
Kit(ご注文コード：64937000)、もしくはCampagnolo UltraTorque用純正品をご使
用ください。 

 ウルトラトルク用BBカップ 
EMA-C6025-CPBB 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 69029000  ThreadFit82.5  4562333417086  ¥9,900（税抜価格¥9,000） 

 COLNAGO C60/CR1 TF82.5フレーム用ウルトラトルク用BBカップ 

 ■ 対応フレーム：COLNAGO C60/CR1
■ BBシェル幅：82.5mm (ROAD)
■ 対応クランク：軸径30mm(ROTOR 3D+ crank)
■ セラミックベアリング
※64954000は在庫限り 

■ 対応クランク：軸径30mm(ROTOR 3D+ crank)
■ セラミックベアリング
※64954000は在庫限り 

 セラミックベアリングBB 
EMA-C6030-ROCBBR 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 68051000  ThreadFit82.5  4562333414658  ¥23,100（税抜価格¥21,000） 
 64954000   ThreadFit82.5  4573223634728 ¥23,100（税抜価格¥21,000）

 COLNAGO C60/CR1 TF82.5フレーム用BB 
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 ■ 対応フレーム：COLNAGO C60/CR1
■ BBシェル幅：82.5mm (ROAD)
■ 対応クランク：軸径30mm(ROTOR 3D+ crank)
■ スチールベアリング
※64955000は在庫限り 
■ スチールベアリング
※64955000は在庫限り 

 スチールベアリングBB 
EMA-C6030-ROSBBR 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 68052000  ThreadFit82.5  4652333414665  ¥17,600（税抜価格¥16,000） 
 64955000   ThreadFit82.5  4573223634735 ¥17,600(税抜価格¥16,000)

 スレッドタイプBB 

 ■ 対応フレーム：T47
■ BBシェル幅：68/73mm (ROAD/MTB)
■ 対応クランク：軸径24mm(SHIMANO ホローテックII)
■ セラミックベアリング ■ セラミックベアリング 

 セラミックベアリングBB 
EMAT476824-SHCBBR 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 69030000  T47  4562333417093  ¥18,700（税抜価格¥17,000） 

 スレッドタイプBB 

 ■ 対応フレーム：T47
■ BBシェル幅：68/73mm (ROAD/MTB)
■ 対応クランク：軸径24mm(SHIMANO ホローテックII)
■ スチールベアリング ■ スチールベアリング 

 スチールベアリングBB 
EMA-T476824-SHSBBR 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 69031000  T47  4562333417109  ¥11,000（税抜価格¥10,000） 

 スレッドタイプBB 

 ■ 対応フレーム：T47
■ BBシェル幅：68/73mm (ROAD/MTB)
■ 対応クランク：軸径25mm(Campagnolo ウルトラトルク)
※ご注意：この商品にはベアリングは付属しません。EMA-BB-C001 Ceramic Bearing 
Kit(ご注文コード：64937000)、もしくはCampagnolo UltraTorque用純正品をご使
用ください。 

※ご注意：この商品にはベアリングは付属しません。EMA-BB-C001 Ceramic Bearing 
Kit(ご注文コード：64937000)、もしくはCampagnolo UltraTorque用純正品をご使
用ください。 

 ウルトラトルク用BBカップ 
EMA-T4725-CPBB 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 69032000  T47  4562333417116  ¥9,900（税抜価格¥9,000） 

 スレッドタイプBB 

 ■ 対応フレーム：T47
■ BBシェル幅：68/73mm (ROAD/MTB)
■ 対応クランク：軸径30mm(SRAM Xシリーズ)
■ セラミックベアリング 

 セラミックベアリングBB 
EMA-T476830-SRCB 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 69033000  T47  4562333417123  ¥22,000（税抜価格¥20,000） 

 スレッドタイプBB 

 ■ 対応フレーム：T47
■ BBシェル幅：68/73mm (ROAD/MTB)
■ 対応クランク：軸径30mm(SRAM Xシリーズ)
■ スチールベアリング ■ スチールベアリング 

 スチールベアリングBB 
EMA-T476830-SRSB 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 69034000  T47  4562333417130  ¥16,500（税抜価格¥15,000） 

 スレッドタイプBB 
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 ■ 対応フレーム：OSBB SPECIALIZED
■ 対応クランク：軸径25mm (Campagnolo ウルトラトルク)
※ご注意：この商品にはベアリングは付属しません。EMA-BB-C001 
Ceramic Bearing Kit(ご注文コード：64937000)、もしくは
Campagnolo UltraTorque用純正品をご使用ください。 

 ▲ウルトラトルク用BBカップ 
EMA-OSBB25-CPBB 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 64915000  OSBB SPECIALIZED  4573223630058  ¥15,400（税抜価格¥14,000） 

 ツイストフィットＢＢ　 

 ■ 対応フレーム：OSBB SPECIALIZED
■ 対応クランク：軸径30mm (386/3D+)
■ スチールベアリング
※画像に映っている取付用工具は付属いたしません。 

 ▲スチールベアリングBB 
EMA-OSBB386-PKSBTF12 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 64919000  OSBB SPECIALIZED  4573223630096  ¥22,000（税抜価格¥20,000） 

 ツイストフィットＢＢ　 

 ■ 仕様：6805N (25 x 37 x 6mm) 

 セラミックベアリング 
EMA-BB-C001 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 64937000  ウルトラトルク  4573223630324  ¥11,000（税抜価格¥10,000） 

 カンパウルトラトルク用ベアリングセット。 

 24/22mmスペーサーキット 
EMA-BB-SR24/22 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 68087000  24/22mm  4573223630379  ¥1,100（税抜価格¥1,000） 

 SHIMANOホローテックII規格BBに、SRAM GXPクランクを取付ける際に変換するアダプ
ター。 

 ■  内容：変換アダプターx1、ウェーブワッシャー x 1、
樹脂ワッシャー x 2種(1mm、0.5mm)

※ 画像に映っている赤いアルミワッシャーは現在付属
いたしません。 いたしません。 

 7mmスペーサー 
EMA-BB-A031 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 64928000  BB RIGHT  4573223630232  ¥660（税抜価格¥600） 

 ROTOR 3D＋用7mmスペーサー。 

 ■ 対応フレーム：BB RIGHT
■ BBシェル幅：79mm (ROAD)
■ 対応クランク：軸径30mm
(SRAM FORCE22/FSA 386EVO/ROTOR)  11mmスペーサー 

EMA-BB-A030 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 64929000  BB RIGHT  4573223630249  ¥660（税抜価格¥600） 

 FSA 386EVO用11mmスペーサー。 

 ■ 対応フレーム：BB RIGHT
■ BBシェル幅：79mm (ROAD)
■ 対応クランク：軸径30mm
(SRAM FORCE22/FSA 386EVO/ROTOR) 

 4573223630249  ¥660（税抜価格¥600） 

(SRAM FORCE22/FSA 386EVO/ROTOR) 

 ベアリングダストカップ EMA-
BB-A001 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 69046000  BB30  4562333417253  ¥770（税抜価格¥700） 

 BB30用ベアリングダストカップ。 

 ■ 対応フレーム：BB30
■ BBシェル幅：68/73mm
■ 対応クランク：軸径30mm(SRAM/FSA) ■ 対応クランク：軸径30mm(SRAM/FSA) 
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 ウェーブワッシャー 
EMA-BB-A002 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 69047000  BB30  4562333417260  ¥440（税抜価格¥400） 

 BB30用ウェーブワッシャー。 

 ■ 対応フレーム：BB30
■ BBシェル幅：68/73mm
■ 対応クランク：軸径30mm(SRAM /FSA ) 

 JET STREAM ボルトセット 

 ご注文コード  JAN  価格 
 71898000  4562333428785  ¥1,650（税抜価格¥1,500） 

 JET STREAMディレーラーケージ用アルミボルトセット。 

 ■ 内容：プーリーボルト x 2、プレートス
トッパーピン x 1 

 プーリーワッシャーセット 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 71899000  ブラック  4562333428792  ¥880（税抜価格¥800） 

 TRiPEAKプーリー用プーリーワッシャーセット。 

 ■ 2枚入り 

 4562333428792  ¥880（税抜価格¥800） 

 SNUG RING A 

 ご注文コード  JAN  価格 
 64956000  4573223634742  ¥4,180（税抜価格¥3,800） 

 交換用の樹脂製SNUG RING。 

 ■ 対応BB：EMA-PF30A24-SHC(S)B BR 

 ▲SNUG RING B 

 ご注文コード  JAN  価格 
 64957000  4573223634759  ¥4,180（税抜価格¥3,800） 

 交換用の樹脂製SNUG RING。 

 ■ 対応BB：EMA-OSBB24-SHC(S)B R 

 ▲SNUG RING C 

 ご注文コード  JAN  価格 
 64958000  4573223634766  ¥4,180（税抜価格¥3,800） 

 交換用の樹脂製SNUG RING。 

 ■ 対応BB：EMA-OSBB25-CPBB 

 SNUG RING D 

 ご注文コード  JAN  価格 
 64959000  4573223634773  ¥4,180（税抜価格¥3,800） 

 交換用の樹脂製SNUG RING。 

 ■  対応BB：EMA-PF3024-SHC(S)B BR、EMA-PF3025-CPBB 、 
EMA-PF30386-PKC(S)BTF12 

 SNUG RING E 

 ご注文コード  JAN  価格 
 64960000  4573223634780  ¥4,180（税抜価格¥3,800） 

 交換用の樹脂製SNUG RING。 

 ■ 対応BB：EMA-PB30-PKC(S)BTF12 

 価格 
 ¥4,180（税抜価格¥3,800） 

 ■ 対応BB：EMA-PB30-PKC(S)BTF12  ■ 対応BB：EMA-PB30-PKC(S)BTF12 

 SNUG RING F 

 ご注文コード  JAN  価格 
 64961000  4573223634797  ¥4,180（税抜価格¥3,800） 

 交換用の樹脂製SNUG RING。 

 ■ 対応BB：EMA-BR30386-PKC(S)BTF12  ■ 対応BB：EMA-BR30386-PKC(S)BTF12 

 ▲SNUG RING G 

 ご注文コード  JAN  価格 
 64962000  4573223634803  ¥4,180（税抜価格¥3,800） 

 交換用の樹脂製SNUG RING。 

 ■ 対応BB：EMA-OSBB30-PKC(S)BTF12、EMA-OSBB386-PKC(S)BTF12 
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 SNUG RING H 

 ご注文コード  JAN  価格 
 64963000  4573223634810  ¥4,180（税抜価格¥3,800） 

 交換用の樹脂製SNUG RING。 

 ■ 対応BB：EMA-PB86-SHC(S)BTF12  ■ 対応BB：EMA-PB86-SHC(S)BTF12 

 ▲SNUG RING I 

 ご注文コード  JAN  価格 
 64964000  4573223634827  ¥4,180（税抜価格¥3,800） 

 交換用の樹脂製SNUG RING。 

 ■ 対応BB：EMA-PB86-CPBB、EMA-86386-PKSBTF12 

 SNUG RING J 

 ご注文コード  JAN  価格 
 64965000  4573223634834  ¥4,180（税抜価格¥3,800） 

 交換用の樹脂製SNUG RING。 

 ■ 対応BB：EMA-BB30A24-SHCBBR 

 価格 
 4573223634834  ¥4,180（税抜価格¥3,800） 

 交換用の樹脂製SNUG RING。 

 ■ 対応BB：EMA-BB30A24-SHCBBR 

 SNUG RING K 

 ご注文コード  JAN  価格 
 64966000  4573223634841  ¥4,180（税抜価格¥3,800） 

 交換用の樹脂製SNUG RING。 

 ■ 対応BB：EMA-BB3024-SHC(S)B BR、EMA-BB3025-CPBB、
EMA-BB30386-PKC(S)BTF12 EMA-BB30386-PKC(S)BTF12 

 SNUG RING L 

 ご注文コード  JAN  価格 
 64967000  4573223634858  ¥4,180（税抜価格¥3,800） 

 交換用の樹脂製SNUG RING。 

 ■ 対応BB：EMA-38624-SHC(S)BTF12  ■ 対応BB：EMA-38624-SHC(S)BTF12 

 SNUG RING M 

 ご注文コード  JAN  価格 
 64968000  4573223634865  ¥4,180（税抜価格¥3,800） 

 交換用の樹脂製SNUG RING。 

 ■ 対応BB：EMA-38625-CPBB  ■ 対応BB：EMA-38625-CPBB 

 SNUG RING N 

 ご注文コード  JAN  価格 
 64969000  4573223634872  ¥4,180（税抜価格¥3,800） 

 交換用の樹脂製SNUG RING。 

 ■ 対応BB：EMA-BR3024-SHC(S)B R 

 SNUG RING O 

 ご注文コード  JAN  価格 
 71092000  4562333422011  ¥4,180（税抜価格¥3,800） 

 交換用の樹脂製SNUG RING。 

 ■ 対応BB：EMA-BB3024-L68 

 SNUG RING P 

 ご注文コード  JAN  価格 
 71093000  4562333422059  ¥4,180（税抜価格¥3,800） 

 交換用の樹脂製SNUG RING。 

 ■ 対応BB：EMA-PFBB30A24-SHCB、
EMA-PFBB30A24-SHSB、EMA-
PFBB30A25-CPBB 

 SNUG RING Q 

 ご注文コード  JAN  価格 
 71094000  4562333424534  ¥4,180（税抜価格¥3,800） 

 交換用の樹脂製SNUG RING。 

 ■ 対応BB：EMA-PFBB30A386-
ROCBTF12、EMA-PFBB30A386-
ROSBTF12 
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 SNUG RING R 

 ご注文コード  JAN  価格 
 71095000  4562333424541  ¥4,180（税抜価格¥3,800） 

 交換用の樹脂製SNUG RING。 

 ■ 対応BB：EMA-BB3024-L73 

 SNUG RING S 

 ご注文コード  JAN  価格 
 71096000  4562333424558  ¥4,180（税抜価格¥3,800） 

 交換用の樹脂製SNUG RING。 

 ■ 対応BB：EMA-PF3024-L73 

 ■ SHIMANO BB86 / 92＆SRAM BB86 GXP / PF30互換
■ 操作が簡単で、フレームシェルが損傷することはありません。
■ BBの取付け、取外しをサポートします。
＊一部対応できないメーカーもございます 

 Press-Fit BB Replacement 
Tool Kits 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 64943000  TT-B006  4573223630393  ¥55,880（税抜価格¥50,800） 
 64973000  TT-B006  4573223638733  ¥55,880（税抜価格¥50,800） 

 Tripeak純正のプレスフィットBB対応、BB外し工具。従来の工具と違い、たたく必要もなく
フレームには干渉しないので、衝撃によるダメージを残さない。 

 ■ 対応ベアリングID： 8/(9)10/12/15/17/20mm 

 Hub Bearing Extraction Tool 
Kits 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 70756000  TT-W002  4562333423766  ¥38,500（税抜価格¥35,000） 

 ハブベアリング外しツール 

 ■ 対応ベアリングID： 8/9/10/12/15/17/20/25mm 

 Hub Bearing Installation Tool 
Kits 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 70757000  TT-W003  4562333423773  ¥38,500（税抜価格¥35,000） 

 ハブベアリング圧入ツール 

 ■ 対応BB：SHIMANO ホローテックII / BB30 / PF30互換 

 Replacement For Integral BB 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 64942000  TT-B001  4573223630386  ¥25,300（税抜価格¥23,000） 

 BBベアリング交換ツールキット 
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 ■ 対応BB：Campagnolo パワート
ルク 

 ▲Campagnolo Power Torque 
Extraction Tool 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 64946000  TT-B005  4573223630423  ¥20,350（税抜価格¥18,500） 

 BBカップ内のベアリングを圧入し直す際に使用する工具。 

 ■ 対応BB：Tripeak 他 

 BB Cup Wrench 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 64944000  TT-B003  4573223630409  ¥3,630（税抜価格¥3,300） 

 Tripeak純正のBB工具。 

 ■ 対応BB：Tripeak 他 

 BB Cartridge Wrench 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 64947000  TT-B012  4573223630447  ¥990（税抜価格¥900） 

 BB30/PF30 to BSA(BB-TR-032、BB-TR-051)を圧入する際に使用。  

 ■ エンジニアリングプラスチック 

 CADAPTER 100個入 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 64394000  ブラック  4571310019717  ¥8,360（税抜価格¥7,600） 
 64395000  ホワイト  4571310019724  ¥8,360（税抜価格¥7,600） 
 64396000  イエロー  4571310019731  ¥8,360（税抜価格¥7,600） 
 64397000  ピンク  4571310019748  ¥8,360（税抜価格¥7,600） 
 64398000  ブルー  4571310019755  ¥8,360（税抜価格¥7,600） 
 64399000  パープル  4571310019762  ¥8,360（税抜価格¥7,600） 
 64400000  グリーン  4571310019779  ¥8,360（税抜価格¥7,600） 
 64401000  レッド  4571310019786  ¥8,360（税抜価格¥7,600） 
 64402000  オレンジ  4571310019793  ¥8,360（税抜価格¥7,600） 
 64403000  ライトグリーン  4571310019809  ¥8,360（税抜価格¥7,600） 

 バルブキャップとアダプターがセットになったCAP-ADAPTERが仲間入り！　CAP-
ADPTERの首部分を折る事により米式アダプターに変更。緊急時はガソリンスタンドや
カーディーラー、オートバイ販売店等で空気を入れることが出来ます。 
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guee(グイー)

自転車を飾るアクセサリー。

Gueeは華やかな彩りに機能をプラスしたバイクアセサリーを次々と生み出しています。

使いやすくバイクにも合わせやすい、gueeのアクセサリートッピングで自転車に彩りを。

 SL Dazzle Bartape 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 136281000  RGO  4710898461420   ¥5,390（税抜価格¥4,900） 
 136282000  RSV  4710898461437   ¥5,390（税抜価格¥4,900） 

反射素材を使用したバーテープ。夜間、光を反射しライダーの安全を確保。

■ 材質：ナイロンスパンデックス/ クッションEVA
■ エンドキャップ付属
■ サイズ：2150x30x3mm
■ ペア重量：80g（エンドキャップを除く）

 RGO 通常時  RGO 反射時 

 RSV 通常時 

 RSV 反射時 
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SL GEO

ご注文コード カラー JAN 価格
122942000 ブラック/ブルー 4710898460997 ¥4,620（税抜価格¥4,200）
122943000 ブラック/レッド 4710898461000 ¥4,620（税抜価格¥4,200）
70766000 ブラック/グリーン 4716112723350 ¥4,620（税抜価格¥4,200）
122944000 ブラック/グリーン 4710898461017 ¥4,620（税抜価格¥4,200）
122945000 ホワイト/ブルー 4710898461024 ¥4,620（税抜価格¥4,200）
70768000 ホワイト/レッド 4716112723374 ¥4,620（税抜価格¥4,200）
122946000 ホワイト/レッド 4710898461031 ¥4,620（税抜価格¥4,200）
70769000 ホワイト/グレー 4716112723381 ¥4,620（税抜価格¥4,200）
122947000 ホワイト/グレー 4710898461048 ¥4,620（税抜価格¥4,200）

巻きやすく、耐久性の高いバーテープ。雨の日でも確実なグリップ力を誇る。

■ 材質：ポリウレタン/ EVA
■ エンドキャップ付属
■ サイズ：2150x30x3mm
■ ペア重量：60g（エンドキャップを除く）

SL DUAL

ご注文コード カラー JAN 価格
122949000 ブラック/ブルー 4710898460720 ¥4,400（税抜価格¥4,000）
122952000 ブラック/オレンジ 4710898460751 ¥4,400（税抜価格¥4,000）
122951000 ブラック/グリーン 4710898460744 ¥4,400（税抜価格¥4,000）
63923000 ブラック/ピンク 4716112723107 ¥4,400（税抜価格¥4,000）
122953000 ブラック/ピンク 4710898460768 ¥4,400（税抜価格¥4,000）
122950000 ブラック/レッド 4710898460737 ¥4,400（税抜価格¥4,000）
122956000 ブラック/チェレステ 4710898460799 ¥4,400（税抜価格¥4,000）
68754000 ブラック/グレー 4716112723169 ¥4,400（税抜価格¥4,000）
122955000 ブラック/グレー 4710898460782 ¥4,400（税抜価格¥4,000）
122954000 ブラック/ホワイト 4710898460775 ¥4,400（税抜価格¥4,000）
122957000 ブラック/イエロー 4710898460805 ¥4,400（税抜価格¥4,000）
122948000 ブラック (SL ONE) 4710898460713 ¥4,180（税抜価格¥3,800）

巻きやすく、耐久性の高いバーテープ。雨の日でも確実なグリップ力を誇る。

■ 材質：ポリウレタン/EVA 
■ エンドキャップ付属 
■ サイズ：2150x30x3mm 
■ 重量：56g（エンドキャップを除く）

ブラック/ブルー 

ブラック/レッド ブラック/グリーン ホワイト/ブルー ホワイト/レッド ホワイト/グレー

ブラック (SL ONE)

ブラック/ブルー 

ブラック/チェレステ

ブラック/オレンジ 

ブラック/グレー

ブラック/グリーン 

ブラック/ホワイト

ブラック/ピンク

ブラック/イエロー

ブラック/レッド 
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SL DUAL LTD

ご注文コード カラー JAN 価格
122958000 カメレオンUVグリーン 4710898461253 ¥4,950（税抜価格¥4,500）
122959000 カメレオンパープルブルー 4710898461260 ¥4,950（税抜価格¥4,500）
122960000 メタリックブルー 4710898461277 ¥4,950（税抜価格¥4,500）
90477000 メタリックオレンジ 4716112724180 ¥4,950（税抜価格¥4,500）
122961000 メタリックオレンジ 4710898461284 ¥4,950（税抜価格¥4,500）
122962000 メタリックレッド 4710898461291 ¥4,950（税抜価格¥4,500）
122963000 シャイニングゴールド 4710898461314 ¥4,950（税抜価格¥4,500）
122964000 シャイニングシルバー 4710898461321 ¥4,950（税抜価格¥4,500）

SL DUALのメタリックカラーバージョン。

■ 材質：ポリウレタン/EVA 
■ エンドキャップ付属 
■ サイズ：2150x30x3mm 
■ 重量：56g（エンドキャップを除く）

SL ELITE

ご注文コード カラー JAN 価格
89484000 レッド/ブラック 4716112724012 ¥3,960（税抜価格¥3,600）
122970000 レッド/ブラック 4710898461178 ¥3,960（税抜価格¥3,600）
89485000 レッド/ホワイト 4716112724029 ¥3,960（税抜価格¥3,600）
122971000 レッド/ホワイト 4710898461185 ¥3,960（税抜価格¥3,600）
89486000 グレー/グレー 4716112724036 ¥3,960（税抜価格¥3,600）
122972000 グレー/グレー 4710898461192 ¥3,960（税抜価格¥3,600）
89487000 グレー/オレンジ 4716112724043 ¥3,960（税抜価格¥3,600）
122973000 グレー/オレンジ 4710898461208 ¥3,960（税抜価格¥3,600）
89488000 チェレステ/グリーン 4716112724050 ¥3,960（税抜価格¥3,600）
122974000 チェレステ/グリーン 4710898461215 ¥3,960（税抜価格¥3,600）
89489000 ブラウン/オレンジ 4716112724067 ¥3,960（税抜価格¥3,600）
122975000 ブラウン/オレンジ 4710898461222 ¥3,960（税抜価格¥3,600）
89490000 グリーン/グリーン 4716112724074 ¥3,960（税抜価格¥3,600）
122976000 グリーン/グリーン 4710898461239 ¥3,960（税抜価格¥3,600）
89491000 パープル/レッド 4716112724081 ¥3,960（税抜価格¥3,600）
122977000 パープル/レッド 4710898461246 ¥3,960（税抜価格¥3,600）

雨天時の使用でもグリップ感に優れる素材を使用。巻きやすく耐久性に優れたバーテープ。

■ 材質：ポリウレタン/不織布 
■ エンドキャップ付属 
■ サイズ：2150x30x2.5㎜ 
■ 重量：90g（エンドキャップを除く）

カメレオンUVグリーン

カメレオンパープルブルー メタリックブルー メタリックオレンジ メタリックレッド シャイニングゴールド シャイニングシルバー

レッド/ブラック

レッド/ホワイト

レッド/ホワイト グレー/グレー

ブラウン/オレンジ

グレー/オレンジ

グリーン/グリーン

チェレステ/グリーン

パープル/レッド
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 SIO DURA 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 63892000  ブルー   4716112722216  ¥5,060（税抜価格¥4,600） 
 122965000  ブルー   4710898460553  ¥5,060（税抜価格¥4,600） 
 63895000  ブラック  4716112722223  ¥5,060（税抜価格¥4,600） 
 122966000  ブラック  4710898460560  ¥5,060（税抜価格¥4,600） 
 63889000  グリーン   4716112722230  ¥5,060（税抜価格¥4,600） 
 63890000  オレンジ   4716112722247  ¥5,060（税抜価格¥4,600） 
 122967000  オレンジ   4710898460584  ¥5,060（税抜価格¥4,600） 
 63893000  ピンク   4716112722254  ¥5,060（税抜価格¥4,600） 
 63894000  レッド  4716112722261  ¥5,060（税抜価格¥4,600） 
 122968000  レッド  4710898460607  ¥5,060（税抜価格¥4,600） 
 63888000  ホワイト  4716112722278  ¥5,060（税抜価格¥4,600） 
 122969000  ホワイト  4710898460614  ¥5,060（税抜価格¥4,600） 
 63891000  イエロー  4716112722285  ¥5,060（税抜価格¥4,600） 

 100％シリコン素材を使用し、べとつかず汚れが落としやすい。
振動吸収性に優れ長距離での使用に最適。 

 ▲SIO 
 100％シリコン素材を使用し、べとつかず汚れが落としやすい。
振動吸収性に優れ長距離での使用に最適。 

 SL BARPAD 

 ご注文コード  JAN  価格 
 93387000  4716112724128  ¥1,650（税抜価格¥1,500） 

 バーテープの下に敷いておくことで、路面からの振動吸収性能を高めるクッションパッド。  

■ 材質：EVA-ARフォーム
■サイズ：210x30.5x21.5mm
■ 2個セット

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 63900000  ブルー  4716112721929  ¥5,060（税抜価格¥4,600） 
 63898000  オレンジ  4716112721950  ¥5,060（税抜価格¥4,600） 
 63902000  レッド  4716112721974  ¥5,060（税抜価格¥4,600） 
 63896000  ホワイト  4716112721981  ¥5,060（税抜価格¥4,600） 
 63899000  イエロー  4716112721998  ¥5,060（税抜価格¥4,600） 

■ 材質：シリコン
■ エンドキャップ付属
■ サイズ：1680x31x2.6mm
■ ペア重量：140g（エンドキャップを除く）

■ 材質：シリコン
■ エンドキャップ付属
■ サイズ：1850x31x3mm
■ ペア重量：165g（エンドキャップを除く）

 ブルー 

 イエロー  オレンジ  ホワイト  レッド 
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 ブルー  

 ブラック  グリーン   オレンジ   ピンク   レッド  ホワイト  イエロー 

レッドホワイト



 ▲RACE FIT SOCKS DUAL 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 89498000  ブルー  S(38/41)  4716112723817  ¥1,650（税抜価格¥1,500） 
 89499000  レッド  S(38/41)  4716112723824  ¥1,650（税抜価格¥1,500） 
 89500000  グリーン  S(38/41)  4716112723831  ¥1,650（税抜価格¥1,500） 
 89501000  オレンジ  S(38/41)  4716112723886  ¥1,650（税抜価格¥1,500） 
 89502000  ピンク  S(38/41)  4716112723879  ¥1,650（税抜価格¥1,500） 
 89503000  ホワイト  S(38/41)  4716112723848  ¥1,650（税抜価格¥1,500） 
 89504000  グレー  S(38/41)  4716112723862  ¥1,650（税抜価格¥1,500） 
 89505000  チェレステ  S(38/41)  4716112723893  ¥1,650（税抜価格¥1,500） 
 89506000  イエロー  S(38/41)  4716112723855  ¥1,650（税抜価格¥1,500） 
 89507000  ブルー  M(41/44)  4716112723725  ¥1,650（税抜価格¥1,500） 
 89508000  レッド  M(41/44)  4716112723732  ¥1,650（税抜価格¥1,500） 
 89509000  グリーン  M(41/44)  4716112723749  ¥1,650（税抜価格¥1,500） 
 89510000  オレンジ  M(41/44)  4716112723794  ¥1,650（税抜価格¥1,500） 
 89511000  ピンク  M(41/44)  4716112723787  ¥1,650（税抜価格¥1,500） 
 89512000  ホワイト  M(41/44)  4716112723756  ¥1,650（税抜価格¥1,500） 
 89513000  グレー  M(41/44)  4716112723770  ¥1,650（税抜価格¥1,500） 
 89514000  チェレステ  M(41/44)  4716112723800  ¥1,650（税抜価格¥1,500） 
 89515000  イエロー  M(41/44)  4716112723763  ¥1,650（税抜価格¥1,500） 

 SL DUALバーテープ と組み合せる事でコーディネートができるソックス。
土踏まずアーチと足首をサポートして疲労を軽減。 

 ■ 材質：ポリアミド75%、スパンデックス15%、ライクラ10%
■ サイズ：M-EU41〜44、S-EU38〜41
■ 丈：20cm 

 ▲GEO RACE FIT SOCKS 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 89492000  ブラック/ブルー  S(38/41)  4716112723589  ¥1,650（税抜価格¥1,500） 
 89493000  ブラック/レッド  S(38/41)  4716112723596  ¥1,650（税抜価格¥1,500） 
 89494000  ブラック/グリーン  S(38/41)  4716112723602  ¥1,650（税抜価格¥1,500） 
 89495000  ホワイト/ブルー  S(38/41)  4716112723619  ¥1,650（税抜価格¥1,500） 
 89496000  ホワイト/レッド  S(38/41)  4716112723626  ¥1,650（税抜価格¥1,500） 
 89497000  ホワイト/グレー  S(38/41)  4716112723633  ¥1,650（税抜価格¥1,500） 
 70770000  ブラック/ブルー  M(41/44)  4716112723398  ¥1,650（税抜価格¥1,500） 
 70771000  ブラック/レッド  M(41/44)  4716112723404  ¥1,650（税抜価格¥1,500） 
 70772000  ブラック/グリーン  M(41/44)  4716112723411  ¥1,650（税抜価格¥1,500） 
 70773000  ホワイト/ブルー  M(41/44)  4716112723428  ¥1,650（税抜価格¥1,500） 
 70774000  ホワイト/レッド  M(41/44)  4716112723435  ¥1,650（税抜価格¥1,500） 
 70775000  ホワイト/グレー  M(41/44)  4716112723442  ¥1,650（税抜価格¥1,500） 

 SL GEOバーテープ と組み合せる事でコーディネートができるソックス。
土踏まずアーチと足首をサポートして疲労を軽減。 

 ▲KD-SPORTS SILICON GRIP 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 64171000  ブラック  4716112721615  ¥2,750（税抜価格¥2,500） 
 64172000  オレンジ  4716112721622  ¥2,750（税抜価格¥2,500） 
 64173000  グリーン  4716112721639  ¥2,750（税抜価格¥2,500） 

 剣道にインスパイアされデザインされたエルゴノミックデザインのグリップ。 

■ 材質：シリコン
■ エンドキャップ付属
■ 長さ：127mm
■ 左右セット
■ ペア重量：70g（エンドキャップを除く）

 ▲KD-COMFORT SILICON 
GRIP 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 64176000  オレンジ  4716112721677  ¥2,640（税抜価格¥2,400） 
 64177000  グリーン  4716112721684  ¥2,640（税抜価格¥2,400） 

 指先部分のみ角を残し、カジュアル感を演出。100％シリコン素材で雨天時でも
滑りにくく、ベタつきにくいグリップ。 

■ 材質：シリコン
■ エンドキャップ付属
■ 長さ：127mm
■ 左右セット
■ ペア重量：77g（エンドキャップを除く）

 ▲VIVI SILICON GRIP 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 64180000  オレンジ  4716112721776  ¥2,310（税抜価格¥2,100） 
 64181000  レッド  4716112721783  ¥2,310（税抜価格¥2,100） 
 64182000  ホワイト  4716112721790  ¥2,310（税抜価格¥2,100） 
 64183000  イエロー  4716112721806  ¥2,310（税抜価格¥2,100） 
 64184000  ブルー  4716112721844  ¥2,310（税抜価格¥2,100） 

 部分的に厚みを変え、快適に握れるようにデザインされたコンフォート系グリップ。 

■ 材質：シリコン
■ エンドキャップ付属
■ 長さ：130mm
■ 左右セット
■ ペア重量：74g（エンドキャップを除く）

 ▲WP Phone Case Kit 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 63885000  ブラック  L  4716112722896  ¥3,960（税抜価格¥3,600） 

 i-Mount & G-Mount対応アダプターが付属するマルチデバイスホルダー。
スマートフォンケースは防水素材を使用し、クリック&ゴーシステムにより、ブラケットから
取り外してArmband(注文コード：63887000 / 別売)に取付けが可能。 

 ■ 内容： WP Phone Case、
i-Mount/G-Mount用アダプター

■ 対応スマートフォン ディスプレイサイズ
    S：4.7インチ以下
    L：5〜6インチ 

 ■ 材質：ポリアミド75%、スパンデックス15%、ライクラ10%
■ サイズ：M-EU41〜44、S-EU38〜41
■ 丈：20cm 
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 ▲ARMBAND 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 63887000  ブラック  4716112722940  ¥2,310（税抜価格¥2,100） 

 クリック&ゴーシステムにより、WP Phone Caseを腕に装着するアームバンド。
ランニングの時に便利。WP Phone Case を取付けて使用。 

 ■ 材質：ポリエステル、ナイロンスパンデックス
■ サイズ15.5x13cm
■ 重量：55g 

 ▲WP Phone Case + HB 
Bracket 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 70779000  ブラック  S  4716112722902  ¥4,950（税抜価格¥4,500） 

 スマートフォンケースは防水素材を使用し、クリック&ゴーシステムにより、ブラケットから
取り外してARMBAND(注文コード：63887000 / 別売)に取付けが可能。 

 ■ 内容：WP Phone Case、ハンドルブラケット
■ 対応スマートフォン ディスプレイサイズ
    S：4.7インチ以下
■ 取付径：22.2〜31.8mm 

 ▲I-MOUNT GARMIN 
CATEYE SIGMA 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 64310000  ブラック  4573223643867  ¥7,150（税抜価格¥6,500） 

 ハンドルにアクセサリーを装着する際に便利なマウント。上下2種の装着が可能。アンダー
ブラケットも標準装備する。対応アクセサリーは「G-MOUNT LIGHT」と同様。 

 ■  コンピューターマウント
(Garmin/Wahoo、Cateye、SIGMA)

■  カメラブラケット：GO-PRO、SONY、
SHIMANO対応　
SONY：HDR-AS15、HDR-AS30、
HDR-AS100　SHIMANO：CM-1000、
1/4インチアダプター

■ マウント材質：CNCアルミ
■ 取付径：31.8mm
■ サイズ：83.5x47x35mm
■ 重量：65g(ブラケット無し重量) 

 ▲I-MOUNT 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 64306000  ブラック  CATEYE  4716112722162  ¥5,280（税抜価格¥4,800） 
 64308000  ブラック  GARMIN  4716112722155  ¥5,280（税抜価格¥4,800） 

 ハンドルにアクセサリーを装着する際に便利なマウント。上下2種の装着が可能。カメラ用
アンダーブラケットも標準装備する。 

 ■  カメラブラケット：GO-PRO、SONY、SHIMANO対応　
SONY：HDR-AS15、HDR-AS30、HDR-AS100　
SHIMANO：CM-1000、1/4インチアダプター

■ マウント材質：CNCアルミ
■ 取付径：31.8mm
■ サイズ：83.5x47x35mm
■ 重量：65g(ブラケット無し重量) 

 ▲G-MOUNT LIGHT 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 64299000  前用  4716112721820  ¥9,350（税抜価格¥8,500） 

 上段にサイクルコンピューター、下段にアクションカム、
ライト取り付けることができる、マウント。本体にも４LEDライトを装備。 

■ 材質：アルミ
■ コンピューターマウント：GARMIN/Wahoo、CATEYE、SIGMA対応
■  カメラブラケット：GO-PRO、SONY、SHIMANO対応SONY：HDR-AS15、

HDR-AS30、HDR-AS100 SHIMANO：CM-1000、1/4アダプター
■ 点灯：7時間、ストロボ：20時間、フラッシュ：25時間
■ 明るさ：50ルーメン
■ 充電時間：1時間50分
■ バッテリー：リチウムポリマー充電池
■ マイクロUSB充電式
■ 取付径：31.8mm
■ サイズ：130x58.5x41mm
■ 防水：生活防水（IPX5）
※ UNDER BRACKET SET(64300000)は付属しませんので

必要な場合は別途ご購入下さい。

 ▲B-MOUNT TALE LIGHT 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 63882000  ブラック  後ろ用  4716112722186  ¥5,500（税抜価格¥5,000） 

 143mm幅の標準的なサドルレールの後部に装着可能なUSB充電式リアライト付きマウント。
220°以上の被視認性をもつため、安全性も高い。また下段にカメラなど取り付け可能な
マウントが装着可能。 

 ■ 材質：アルミ
■ カメラブラケット： GO-PRO、SONY、SHIMANO対応
■ 点灯：4時間、ストロボ：8.5時間、フラッシュ：19.5時間
■ 明るさ：25ルーメン
■ 充電時間：2時間
■ バッテリー：リチウムポリマー充電池
■ マイクロUSB充電式
■ サイズ：130x58.5x41mm
■ 防水：生活防水（IPX5） 

 ▲G-MOUNT COMPUTER 
BRACKET 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 64302000  ブラック  GARMIN  4716112721868  ¥935（税抜価格¥850） 
 64303000  ブラック  CATEYE  4716112721875  ¥935（税抜価格¥850） 
 64304000  ブラック  SIGMA  4716112721882  ¥935（税抜価格¥850） 

 G-MOUNT、i-MOUNTに対応する交換用ブラケット 

 ▲1/4 アダプター 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 64301000  ブラック  4716112722001  ¥1,100（税抜価格¥1,000） 

 GoProマウントに各種アクションカムを取付けるアダプター。 
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▲UNDER BRACKET SET

ご注文コード JAN 価格
64300000 4716112721837 ¥1,980（税抜価格¥1,800）

アクションカムなどのアクセサリーをi-MOUNTやG-MOUNTに
取り付けるためのアタッチメント

▲HANDLE BRACKET w/
GoPro MOUNT

ご注文コード カラー JAN 価格
70782000 ブラック 4716112723039 ¥1,100（税抜価格¥1,000）

GoPro用ハンドルバーブラケット。

■ 材質：樹脂
■ 重量：28g
■ 取付径：22.2〜31.8mm

▲BUCKLE BRACKET GoPro

ご注文コード JAN 価格
81171000 4716112723923 ¥660（税抜価格¥600）

B-MOUNT用GoProマウント。

▲Top Cap Mount

ご注文コード カラー JAN 価格
70781000 ブラック 4716112722957 ¥1,430（税抜価格¥1,300）

コラムの上部にGoPROアクションカムを取付ける事ができるトップキャップ。

■ 材質：6061アルミ アルマイト仕上げ
■ 対応コラム：1-1/8インチ（28.6mm）
■ サイズ：32x32x26.6mm
■ 重量：11 g
■ 固定ボルト 2個付属

▲MagⅡ Cage Free Bottle Set

ご注文コード JAN 価格
89483000 4716112724098 ¥5,280（税抜価格¥4,800）

小さめのフレームやフレームバッグを取り付けた際に着脱しやすいケージフリーボトル 
システム。

■ 全長：約23cm
■ 容量：600ml
■ 重量：128g
■ 100%BPAフリー

Qing Plus

ご注文コード カラー JAN 価格
70758000 グリーン 4716112723527 ¥3,300（税抜価格¥3,000）
70759000 グレー 4716112723534 ¥3,300（税抜価格¥3,000）
70785000 レッド 4716112723503 ¥3,300（税抜価格¥3,000）
70786000 ブルー 4716112723510 ¥3,300（税抜価格¥3,000）
70784000 レバーなし 4716112723497 ¥2,915（税抜価格¥2,650）

ボトルケージにタイヤレバーを装着。サイドからボトルを着脱しやすい形状。

■材質：カーボン / ナイロンコンポジット
■対応ボトル：自転車用ウォーターボトル
■サイズ：85 x 79 x 148mm
■タイヤレバー 1個付属
■固定ボルト 2個付属（アルミ）
■重量： ボトルケージ 18g / タイヤレバー7g（固定ボルト除く）
※ Qingには別売りのタイヤレバーが装着可能。

D-CAGE
ご注文コード カラー JAN 価格
122941000 ホワイト 4710898460331 ¥1,540（税抜価格¥1,400）
122940000 ブラック 4710898460324 ¥1,540（税抜価格¥1,400）

▲TIRE LEVER

ご注文コード カラー JAN 価格
70760000 レッド 4716112723541 ¥880（税抜価格¥800）
70761000 ブルー 4716112723558 ¥880（税抜価格¥800）
70762000 グリーン 4716112723565 ¥880（税抜価格¥800）
70763000 グレー 4716112723572 ¥880（税抜価格¥800）

guee Qingボトルケージに装着する事で場所をとる事無く
持ち運びができるタイヤレバー。

■材質：ポリアミド/グラスファイバー
■装着可能ボトルケージ：guee Qing
■サイズ：137 x 15 x 10.5mm
■重量：7g
■商品内容：タイヤレバー 2個
　ボトルケージ は別売りです。

CARRY BAG

ご注文コード カラー JAN 価格
88978000 ブラック 4716112723701 ¥7,260（税抜価格¥6,600）

コーティングナイロンを使用し、軽量で丈夫な輪行袋。フレームの傷防止に役立つ両サイド
ホイールポケット、ポールへの括り付けにも便利なショルダーベルトバックルを装備。

■ 付属品：中締めベルト3本、ショルダーベルト1本、肩パッド1枚
■ 材質：70D PU coating Nylon
■ 収納サイズ：10 x 7 x 21 cm
■ 重量：450g
■ 展開サイズ：105 x 80 x 20 cm
■ 自転車重量：20kgまで

▲B-COPPER BELL 

ご注文コード カラー JAN 価格
64390000 ブラック 4716112721691 ¥1,760（税抜価格¥1,600）

ブレーキレバーやアウターケーブルに挟んで取付できる小型ベル。

■ 重量：19g
■ サイズ：15×15㎜
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 I-SEE SAFETY MIRROR 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 70783000  ブルー  4716112721158  ¥1,265（税抜価格¥1,150） 
 64386000  ブラック  4716112721165  ¥1,265（税抜価格¥1,150） 
 64388000  レッド  4716112721189  ¥1,265（税抜価格¥1,150） 
 64389000  ホワイト  4716112721196  ¥1,265（税抜価格¥1,150） 
 64387000  オレンジ  4716112721172  ¥1,265（税抜価格¥1,150） 

 360度回転、20度の角度調整も可能なバイシクルミラー。ゴムバンド止めなので、
バーエンドからコラムスペーサー位置まで様々な個所に装着できます。 

 ■ バンド取付可能径：22.2-35㎜
■ 重量：74g 

 ▲SOL 200 PLUS SL 

 ご注文コード  JAN  価格 
 64294000  4716112721394  ¥6,490（税抜価格¥5,900） 

 CNCアルミボディーを採用し上質なHi LEDライト。
200ルーメンの明るさで夜間の走行にも十分な安全性を確保する。 

 ■ 材質：アルミ
■ モード：3段階点灯、2段階点滅
■ バッテリー：リチウムポリマー充電池
■ マイクロUSB充電式
■ 充電時間：約4時間
■  連続点灯時間：4.5時間(ノーマル）、3時間（Hi）、6時間（Low）、12時間(点滅)、6時間（高速点滅）
※  ローモードの場合は使用方法が異なり、光量が小さいので、走行時はご使用にならないでください。
■ サイズ：71.5×30×30mm
■ 取付径：22.2〜35mm
■ 防水：生活防水（IPX5） 

 ▲COB-X FRONT 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 63911000  オレンジ  4716112720991  ¥1,980（税抜価格¥1,800） 
 63912000  イエロー  4716112721318  ¥1,980（税抜価格¥1,800） 

 マイクロUSBで充電可能でIPX5規格の防水性により天候を問わずに使用できる。 

 ■  モード点灯時間：5時間（ノーマル）、15時間（ストロボ）、10時間
（フラッシュ）、10時間（ランダム）、モーションセンサーモード

■ リチウムポリマー充電池
■ マイクロUSB充電式
■ 充電時間：2時間10分
■ サイズ：34.8×25×71mm
■  取付径：27.2〜33mm、エアロシートポスト

外径14cm(付属O-リング使用時）
■ 生活防水（IPX5） 

（フラッシュ）、10時間（ランダム）、モーションセンサーモード

■  取付径：27.2〜33mm、エアロシートポスト

 ▲SOL700 PLUS BRACKET 

 ご注文コード  JAN  価格 
 64307000  4573223633561  ¥1,430（税抜価格¥1,300） 

 SOL700用ブラケット。 

 ▲SILICONE STRAP 03 
2個セット 

 ご注文コード  JAN  価格 
 81174000  4716112723985  ¥660（税抜価格¥600） 

 Oリング2個セット。 

 ▲BRACKET SET 01 

 ご注文コード  JAN  価格 
 81172000  4716112723930  ¥660（税抜価格¥600） 

 ▲BRACKET SET 03 

 ご注文コード  JAN  価格 
 81173000  4716112723961  ¥660（税抜価格¥600） 

 Inox Mini R用ブラケット。 

 ▲QR Bracket 

 ご注文コード  JAN  価格 
 81175000  4716112723909  ¥1,210（税抜価格¥1,100） 

 THETA用ブラケット 

 ▲CAMARO-R 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 64290000  ホワイト  4571309983715  ¥1,430（税抜価格¥1,300） 
 64292000  オレンジ  4571309983753  ¥1,430（税抜価格¥1,300） 

 取り付け箇所を選ばない、ボタン電池使用の1LEDライト。ナイトライドでも長時間の連続
点灯が可能です。リアは角度調節機能が付いているので、様々なフレーム形状にも対応
します。  

 ■ LED：0.3W 赤色LED 1灯
■ モード：点灯、点滅
■ 電池：CR2032×2
■  連続点灯時間：50時間(点灯)、

100時間(点滅)
■ 重量21g
■ 取付径：22.2〜31.8mm 

 ¥1,430（税抜価格¥1,300） 

 ▲COB-X TALE 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 63918000  イエロー  4716112721349  ¥1,980（税抜価格¥1,800） 
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 シリコンフロントライト 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 138684000  ネイビー  4582590931330   ¥3,520（税抜価格¥3,200） 
 138685000  アプリコット  4582590931347   ¥3,520（税抜価格¥3,200） 
 138686000  グレー  4582590931354   ¥3,520（税抜価格¥3,200） 
 138687000  シーグリーン  4582590931361   ¥3,520（税抜価格¥3,200） 
 138688000  サフランイエロー  4582590931385   ¥3,520（税抜価格¥3,200） 

 フレームカラーとコーディネイトしやすいカジュアルなシリコン製ライト。 

 ■ モード：ロー、ミドル、ハイ、点滅
■ 明るさ：220ルーメン(ハイ)、110ルーメン(ミドル)、40ルーメン(ロー)
■ 連続使用目安時間：1.5時間(ハイ)、3時間(ミドル)、5.5時間(ロー)、6.5時間(点滅)
■ 取付径：22-32mm
■ 重量：89g
■ サイズ：76.5 x 38.7 x 41mm
■ 充電時間：3.5～4時間(使用環境により変化します)
■ 防水性能：IPX4相当
■ USB充電ケーブル付属 

 シリコンテールライト 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 138689000  ネイビー  4582590931392   ¥2,970（税抜価格¥2,700） 
 138690000  アプリコット  4582590931422   ¥2,970（税抜価格¥2,700） 
 138691000  グレー  4582590931439   ¥2,970（税抜価格¥2,700） 
 138692000  シーグリーン  4582590931446   ¥2,970（税抜価格¥2,700） 
 138693000  サフランイエロー  4582590931453   ¥2,970（税抜価格¥2,700） 

 フレームカラーとコーディネイトしやすいカジュアルなシリコン製ライト。 

 ■ モード：ロー、ミドル、ハイ、点滅A、点滅B、点滅C
■ 明るさ：12ルーメン(ハイ)、6ルーメン(ミドル)、3ルーメン(ロー)
■  連続使用目安時間：2時間(ハイ)、4時間(ミドル)、8時間(ロー)、3時間(点滅A)、3.5時間
(点滅B)、20時間(点滅C)

■ 取付径：22-40mm
■ 重量：25g
■ サイズ：48.0 × 37.5 × 23.8mm
■ 充電時間：1.5～2時間(使用環境により変化します)
■ 防水性能：IPX4相当
■ USB充電ケーブル付属 
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 MULTIWAY用アルミ 
フロントバスケット  

MV カーゴリアバスケット

MV ウッドバスケット

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 74720000  ブラック  4562333433406  ¥5,500（税抜価格¥5,000） 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
66340000 シルバー 4562333408039 ¥8,800（税抜価格¥8,000）

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
66354000 シルバー 4562333408176 ¥14,300（税抜価格¥13,000）

 MULTIWAY用アルミフロントバスケットです。 

アルミフレームを採用したワイド設計のウッドリアバスケット。

ルイガノMVシリーズ、EASELシリーズにピッタリなお洒落なウッドデッキのバスケット。

 ■ 材質：アルミ
■ サイズ：300 x 400 x 185mm 
■ 最大積載重量：3kg  

■ サイズ：340mm x 510mm x 230m
■ 底板材質：天然木

■ サイズ：220mm x 290mm x160mm
■ 重量：1188g
■ 最大積載量：3kg

 MULTIWAY用スチールメッシュ 
フロントバスケット 

ビッグバスケット アルミ MV用

MV アルミバスケット360

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 74721000  シルバー  4562333433413  ¥4,950（税抜価格¥4,500） 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
66356000 ブラック 4562333408190 ¥4,950（税抜価格¥4,500）

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
66355000 ブラック 4562333408183 ¥4,730（税抜価格¥4,300）

 MULTIWAY用スチールメッシュフロントバスケットです。 

ルイガノMVシリーズ、EASELシリーズにぴったり、アルミ素材で軽量なお洒落バスケット。
その他スポーツ系バイクにもジャストフィット。

ルイガノMVシリーズ、EASELシリーズにぴったり、アルミ素材で軽量なお洒落バスケット。

 ■ 材質：スチール
■ サイズ：325 x 400 x 200mm 
■ 最大積載重量：3kg  

■  EASEL INTER5E Di2、EASEL9.0などEASEL
シリーズ取付には「フロントキャリア MV用」が
必要です。

■ 材質：アルミ
■ サイズ：縦360mmx横450mmx高さ260mm
■ 重量：800g
■  付属：MVシリーズ、EASELシリーズの
フロントキャリア取付金具

■  EASEL INTER5E Di2、EASEL9.0などEASEL
シリーズ取付には「フロントキャリア MV用」が
必要です。

■ 材質：アルミ
■ サイズ：縦360mmx横300mmx高さ250mm
■ 重量：700g
■  付属：MVシリーズ、EASELシリーズの
フロントキャリア取付金具

 Jバスケット1                   

MV用フロントキャリア

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 125671000  ブラック  4582590909827  ¥2,200（税抜価格¥2,000） 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
66366000 ブラック 4562333408299 ¥4,400（税抜価格¥4,000)
66367000 シルバー 4562333408305 ¥4,400（税抜価格¥4,000)

 Jシリーズ用ワイヤーバスケット。 

LGS-MVシリーズ、EASELシリーズのオプションに最適なオリジナルフロントキャリア。

 ■ 材質：スチール 

■ 取付固定ボルトピッチ：約80mm幅
■ サイズ：高さ190mm x 長さ200mm x 幅147mm
■ 重量：430g
■ 最大積載：3kg
■  EASEL INTER5E Di2、EASEL9.0など
EASELシリーズバスケット取付に
ボトム固定金具とともに必要です。

■ ボトム固定金具は別売り

¥4,400（税抜価格¥4,000)

 Jバスケット2                   

MULTIWAY700用リアキャリア

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 129511000  ブラック  4582590915477  ¥2,200（税抜価格¥2,000） 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
88901000 ブラック 4562333441876 ¥5,060（税抜価格¥4,600）

 Jシリーズ用メッシュバスケット。 

アルミリアキャリア

 ■ 材質：スチール 

■ 材質：アルミニウム
■ 対応サイズ：700C
■ 最大積載量：18kg
■ キャリア上面：380mm x 125mm
■ キャリアステー幅(エンド側)：180mm
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 RK ADAPTER                      

 ご注文コード  JAN  価格 
 95706000  4582590894352  ¥1,650（税抜価格¥1,500） 

 RIXEN&KAUL KR822 ヘッドチューブアダプターに対応。豊富なラインナップからお好き
なバスケットの取付を可能にします 。 

 ■ 対応車種：EASEL シリーズ (6.0 を除く) 
■ 材質：アルミニウム
■ 対応サイズ：700C
■ 最大積載量：18kg
■ キャリア上面：380mm x 125mm
■ キャリアステー幅(エンド側)：135mm

 AVIATOR-E用 リアキャリア    

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 88580000  ブラック  4562333441654  ¥5,060（税抜価格¥4,600） 

 AVIATOR-Eに対応するリアキャリアです。 

 AVIATOR-E（アビエイター E）用 
フロント キャリア 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 88990000  ブラック  4562333442644  ¥3,850（税抜価格¥3,500） 

 AVIATOR-Eに対応するフロントキャリアです。 

 ■ 材質：スチール 

 J20/J22用 フロントキャリア           

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 127562000  ブラック  4582590910915  ¥3,300（税抜価格¥3,000） 

 Jシリーズ用フロントキャリア。 

 ■ 材質：スチール 

 SETTER9.0 DISC用 
フロントキャリア 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 99809000  ブラック  4582590901210  ¥3,300（税抜価格¥3,000） 

 SETTER9.0 DISC用フロントキャリア 

 ■ 材質：スチール 

 マルチフロントキャリア 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 89716000  ブラック  4562333445416  ¥3,300（税抜価格¥3,000） 

 小さいサイズの自転車でもレバーなどに干渉せずに取付できるフロントキャリア。 

 ■ 対応車種：SETTER8.0、GRIND8.0、
CITY ROAM8.0、CITY ROAM9.0 

 両立スタンド  

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 79027000  ブラック  27インチ  4562333435004  ¥4,054（税抜価格¥3,685） 
78442000  ブラック 26インチ 4562333434854 ¥4,054（税抜価格¥3,685）

MULTIWAY26、27用、CITYROAM用のオプション両立スタンド。

 ■ 材質：スチール 

 ダイレクトスタンド1 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 88581000  ブラック  4562333441661  ¥2,200（税抜価格¥2,000） 

 AVIATOR-E用サイドスタンド。 

257 LOUIS GARNEAU
BRAND Collection

3T バ
ス
ケ
ッ
トWELDTITE

KENDA
キ
ャ
リ
ア   MOON

TRP
ス
タ
ン
ド

TEKTRO

Birzman フ
ェン
ダ
ーTRIPEAK

guee ア
ク
セ
サ
リ
ーLOUIS GARNEAU

GARNEAU
チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト

ヘ
ル
メ
ッ
ト



 SETTER用 フェンダーセット 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 99313000  ブラック  4582590899524  ¥5,500（税抜価格¥5,000） 

 SETTERシリーズ用前後フェンダー。 

 J20用 フェンダーセット           

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 125669000  ブラック  4582590909803  ¥4,400（税抜価格¥4,000） 

 J20用前後フェンダー。 

 J22用 フェンダーセット 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 125670000  ブラック  4582590909810  ¥4,400（税抜価格¥4,000） 

 J22用前後フェンダー。 

 MULTIWAY700用 
チェーンガード 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 88583000  ブラック  4562333441685  ¥1,650（税抜価格¥1,500） 

 MULTIWAY700用ドレスアップパーツ。 

 ■ 材質：樹脂 

 ダイレクトスタンド2 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 92267000  ブラック  4562333447533  ¥2,200（税抜価格¥2,000） 

 MULTIWAY700、SETTER9.0DISC用サイドスタンド。 

 ダイレクトスタンド3 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 128370000  ブラック  4582590914401  ¥2,200（税抜価格¥2,000） 

AVIATOR9.0DISC、AVIATOR9.0S用サイドスタンド。

 MULTIWAY27.5 用 
フェンダーセット 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 77278000  ブラック  4562333433260  ¥4,180（税抜価格¥3,800） 

 MULTIWAY27.5専用の前後フェンダーセット。専用設計のためMULTIWAY27.5にぴっ
たり合うルックスに仕上がります。 

 ■ 材質：ABS 

 AVIATOR-E用 フェンダーセット 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 88579000  ブラック  4562333441647  ¥5,060（税抜価格¥4,600） 

 AVIATOR-Eに対応するフェンダーセットです。 
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 ■  適応年齢と身長：1歳(12ヶ月)以上4歳(48ヶ月)
未満のお子様で身長100cm以下

■ 適応体重：15kg以下 
■ 重量：2.4kg
■ 取付径：22.2mm  

■ 材質：ポリエステルPU
■ サイズ：700mm x 800mm x 400mm

 ASCENT フロントチャイルドシート 
アセント デラックス 対応      EASEL6.0 専用キャリーバッグ

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 73341000  ブラック  4511890214102  ¥12,100（税抜価格¥11,000） 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
76759000 グレー 4571309960792 ¥4,290（税抜価格¥3,900）

 ASCENT deluxeに対応する前用チャイルドシート。
衝撃吸収率約90％の超衝撃吸収パッドをヘッドレストに採用。
側頭部まで守るワイドヘッドレストで安心。
ズリ落ち防止、5点式シートベルト採用。しっかりホールドします。
ほとんどの軽快車に取付け可能な2段階反転式取付フック。 

折りたたんだEASEL6.0がすっぽり入るキャリーバッグ。

 ■  適応年齢と身長：1歳(12ヶ月)以上6歳(72ヶ月)未満のお子様で身長115cm以下(※乗車
は2歳以上を推奨とします。）

■ 適応体重：21kg以下(クラス25後ろキャリヤ使用時)
■ 重量：3.6kg 

 ASCENT リアチャイルドシート 
アセント デラックス 対応 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 73343000  ブラック  4511890214126  ¥15,290（税抜価格¥13,900） 

 ASCENT deluxeに対応する後用チャイルドシート。
衝撃吸収率約90%の超衝撃吸収パッドをヘッドレストに採用。
側頭部まで守るワイドヘッドレストで安全。
ズリ落ち防止、5点式シートベルト採用。しっかりホールドします。
2段階に高さ調整が出来るアジャスタブルステップ。 

 アーバンヘルメット       

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 71537000  ブラック 56～58cm  4562333427917  ¥8,580（税抜価格¥7,800） 
 71538000  ホワイト 56～58cm  4562333427924  ¥8,580（税抜価格¥7,800） 
 71540000  オレンジ 56～58cm  4562333427948  ¥8,580（税抜価格¥7,800） 
 122626000  グレー 56～58cm  4582590906789  ¥8,580（税抜価格¥7,800） 
 122627000  グリーン 56～58cm  4582590906796  ¥8,580（税抜価格¥7,800） 

 アジアンフィットのルイガノオリジナルヘルメット。 

 アーバンヘルメット用バイザー     

 ご注文コード  JAN  価格 
 71541000  4562333427986  ¥1,980（税抜価格¥1,800） 

 アーバンヘルメット用スペアバイザー。 

 アーバンヘルメット用
インナーパッドセット 

 ご注文コード  JAN  価格 
 71542000  4562333427955  ¥1,320（税抜価格¥1,200） 

 アーバンヘルメット用スペアパッド。 

 アーバンヘルメット用
アジャスターバンド 

 ご注文コード  JAN  価格 
 71543000  4562333427962  ¥2,200（税抜価格¥2,000） 

 アーバンヘルメット用スペアアジャスターバンド。 

 アーバンヘルメット用
アジャスターパッド 

 ご注文コード  JAN  価格 
 71544000  4562333427979  ¥330（税抜価格¥300） 

 アーバンヘルメット用スペアアジャスターパッド。 
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 ■ 容量：675ml 

 THERMO BIDON 保冷ボトル 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 65593000  ホワイト  675ml  775504716329   ¥1,650（税抜価格¥1,500） 
 65594000  ブラック  675ml  775504716336   ¥1,650（税抜価格¥1,500） 
 65668000  レッド  675ml  775504716312   ¥1,650（税抜価格¥1,500） 

 断熱素材を挟み込み、保冷効果があるドリンクボトルです。BPAフリーポリプロピレン素材
に防菌効果を持つ銀が練りこまれているため、飲物をフレッシュな状態に保てます。 

 ■ PROGRESSIVE PADDING
■ ERGO AIRシステム
■ ゲルパッド入り 

 NIMBUS EVO グローブ 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 66263000  ブラック  M  775504806396   ¥2,970（税抜価格¥2,700） 
 66260000  ブラック  L  775504806402   ¥2,970（税抜価格¥2,700） 
 66265000  レッド  M  775504806440   ¥2,970（税抜価格¥2,700） 
 66262000  レッド  L  775504806457   ¥2,970（税抜価格¥2,700） 
 71999000  ホワイト  M  775504407579   ¥2,970（税抜価格¥2,700） 

 てのひらの部位によってパッドの厚みを変え、ハンドルグリップ時の圧迫感を減らす工夫を
施しています。ストレスを軽減したい長距離ライドや、ロードバイクビギナーにおすすめの
サイクリンググローブです。 

 ■ 蒸れを防ぐERGO AIR システム
■ ゲルパッド入り 

 BIOGEL グローブ 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 63963000  レッド  L  775504806860   ¥2,200（税抜価格¥2,000） 
 74946000  ネイビー  M  775504565231   ¥2,200（税抜価格¥2,000） 
 74945000  ネイビー  L  775504565248   ¥2,200（税抜価格¥2,000） 

 通気性が良く、しっかりしたパッドが手のひらへのストレスを減らします。 

 ■ サイズ(頭周)：S 52-56cm M 56-59cm L 59-62cm
■  仕様：インモールド構造、31 個のベンチレーション、インナー排出チャンネル、MSB 
テクノロジー、エアロインナーナーブ

■ Rotexx：特許申請中のロータリー・ダンピング・システム
■ テクノロジー：Spiderlock Pro II(片手で簡単に調整)
■ V-lock：ディバイダー
■ X-Static：XT2 パッディング(速乾性抗菌素材)
■ 認証：CPSC-ASTM F1447 - CEN - JCF
■ 重量：250g 

■ X-Static：XT2 パッディング(速乾性抗菌素材)
■ 認証：CPSC-ASTM F1447 - CEN - JCF

 COURSEヘルメット 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 95008000  グレー  S  690222147111   ¥22,000（税抜価格¥20,000） 

 コースヘルメットは、空気力学と換気をつなぎ、日常のサイクリストに実用的なソリューショ
ンを提供します。空気力学、通気性、快適性、安全性、およびデザインを最大限に達成するこ
とにより、コースヘルメットは確実に勝者となります。 

 ■ ベンチレーション：4
■ 重量：350g
■ サイズ：S(52-56cm) M(56-59cm) L(59-62cm)
■ JCF公認 

 P-09 ヘルメット 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 65895000  ホワイト/シルバー/グレー  S  775504908342   ¥16,500（税抜価格¥15,000） 
 65896000  ブラック/レッド  S  775504908373   ¥16,500（税抜価格¥15,000） 
 65897000  ホワイト/ブルー  S  775504908403   ¥16,500（税抜価格¥15,000） 
 65894000  ホワイト/ブルー  M  775504908410   ¥16,500（税抜価格¥15,000） 

 風洞試験とCFD（Computational Fluid Dyynamics)技術により、空気抵抗を極限まで
軽減させた新型エアロヘルメット。 

 ■ 仕様：インモールド成型
■ ベンチレーション孔：14
■ アジャスター：スパイダーロック SoloIV
■ パッド：XT2テクノロジー 抗菌・速乾
■ 検査認証：CPSC、ASTM、CEN
■ 重量：255g
■ サイズ(頭囲)：M(56-59cm)、L(59-62cm) 

 ASSET ヘルメット 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 64014000  グレー/イエロー  L  775504299594   ¥8,128（税抜価格¥7,389） 
 64018000  ホワイト  L  775504299723   ¥8,128（税抜価格¥7,389） 

 自転車通勤やサイクリングなどにおすすめのスポーツヘルメットです。スパイダーロックで
ホールド感の調整が容易にでき、14のベンチレーション孔が頭部の蒸れを解消します。 
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 COURSE AIR LITE II シューズ 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 95145000  ホワイト  38  775504517490   ¥37,400（税抜価格¥34,000） 
 95146000  ホワイト  39  775504517506   ¥37,400（税抜価格¥34,000） 
 95147000  ホワイト  40  775504517513   ¥37,400（税抜価格¥34,000） 
 95148000  ホワイト  40.5  775504517520   ¥37,400（税抜価格¥34,000） 
 95154000  ホワイト  43.5  775504517582   ¥37,400（税抜価格¥34,000） 
 95155000  ホワイト  44  775504517599   ¥37,400（税抜価格¥34,000） 
 95156000  ホワイト  44.5  775504517605   ¥37,400（税抜価格¥34,000） 
 95157000  ホワイト  45  775504517612   ¥37,400（税抜価格¥34,000） 
 95158000  ホワイト  45.5  775504517629   ¥37,400（税抜価格¥34,000） 
 95159000  ホワイト  46  775504517636   ¥37,400（税抜価格¥34,000） 
 95160000  ホワイト  46.5  775504517643   ¥37,400（税抜価格¥34,000） 
 95161000  ホワイト  47  775504517650   ¥37,400（税抜価格¥34,000） 
 95162000  ホワイト  48  775504517667   ¥37,400（税抜価格¥34,000） 
 95163000  ブラック  38  775504517674   ¥37,400（税抜価格¥34,000） 
 95164000  ブラック  39  775504517681   ¥37,400（税抜価格¥34,000） 
 95165000  ブラック  40  775504517698   ¥37,400（税抜価格¥34,000） 
 95166000  ブラック  40.5  775504517704   ¥37,400（税抜価格¥34,000） 
 95172000  ブラック  43.5  775504517766   ¥37,400（税抜価格¥34,000） 
 95173000  ブラック  44  775504517773   ¥37,400（税抜価格¥34,000） 
 95174000  ブラック  44.5  775504517780   ¥37,400（税抜価格¥34,000） 
 95175000  ブラック  45  775504517797   ¥37,400（税抜価格¥34,000） 
 95176000  ブラック  45.5  775504517803   ¥37,400（税抜価格¥34,000） 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 95177000  ブラック  46  775504517810   ¥37,400（税抜価格¥34,000） 
 95178000  ブラック  46.5  775504517827   ¥37,400（税抜価格¥34,000） 
 95179000  ブラック  47  775504517834   ¥37,400（税抜価格¥34,000） 
 95180000  ブラック  48  775504517841   ¥37,400（税抜価格¥34,000） 
 95181000  ブルー  38  690222116803   ¥37,400（税抜価格¥34,000） 
 95182000  ブルー  39  690222116810   ¥37,400（税抜価格¥34,000） 
 95183000  ブルー  40  690222116827   ¥37,400（税抜価格¥34,000） 
 95184000  ブルー  40.5  690222116834   ¥37,400（税抜価格¥34,000） 
 95185000  ブルー  41  690222116841   ¥37,400（税抜価格¥34,000） 
 95186000  ブルー  41.5  690222116858   ¥37,400（税抜価格¥34,000） 
 95187000  ブルー  42  690222116865   ¥37,400（税抜価格¥34,000） 
 95188000  ブルー  42.5  690222116872   ¥37,400（税抜価格¥34,000） 
 95190000  ブルー  43.5  690222116896   ¥37,400（税抜価格¥34,000） 
 95191000  ブルー  44  690222116902   ¥37,400（税抜価格¥34,000） 
 95192000  ブルー  44.5  690222116919   ¥37,400（税抜価格¥34,000） 
 95193000  ブルー  45  690222116926   ¥37,400（税抜価格¥34,000） 
 95194000  ブルー  45.5  690222116933   ¥37,400（税抜価格¥34,000） 
 95195000  ブルー  46  690222116940   ¥37,400（税抜価格¥34,000） 
 95196000  ブルー  46.5  690222116957   ¥37,400（税抜価格¥34,000） 
 95197000  ブルー  47  690222116964   ¥37,400（税抜価格¥34,000） 
 95198000  ブルー  48  690222116971   ¥37,400（税抜価格¥34,000） 

 コースエアライトIIはX-Comfort Zoneにより、足の自然なつま先の広がりにダイナミックで非収縮性のフィット感を
もたらし、パワーを改善し、怪我を減らし、卓越した快適さを生み出すロード用シューズです。 

 ■ レーサーフィット
■ X-Comfort Zone と Power Zone テクノロジー
■ Boa IP1-S 2 ウェイマイクロアジャスト
■ 特許取得済み Carbon Air Lite ベンチレーション強化アウトソール
■ 3種の調整アーチのついたErgo Air Transfo 3D インソール
■ HRS-400
■ シューズバッグ付属
■ 参考重量：235g（サイズ42）
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 CARBON LS-100 III シューズ 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 95199000  レッド/ネイビー  38  775504872988   ¥20,350（税抜価格¥18,500） 
 95200000  レッド/ネイビー  39  775504872995   ¥20,350（税抜価格¥18,500） 
 95201000  レッド/ネイビー  40  775504873008   ¥20,350（税抜価格¥18,500） 
 95202000  レッド/ネイビー  41  775504873015   ¥20,350（税抜価格¥18,500） 
 95208000  レッド/ネイビー  44  775504873077   ¥20,350（税抜価格¥18,500） 
 95209000  レッド/ネイビー  44.5  775504873084   ¥20,350（税抜価格¥18,500） 
 95210000  レッド/ネイビー  45  775504873091   ¥20,350（税抜価格¥18,500） 
 95211000  レッド/ネイビー  45.5  775504873107   ¥20,350（税抜価格¥18,500） 
 95212000  レッド/ネイビー  46  775504873114   ¥20,350（税抜価格¥18,500） 
 95213000  レッド/ネイビー  46.5  775504873121   ¥20,350（税抜価格¥18,500） 
 95214000  レッド/ネイビー  47  775504873138   ¥20,350（税抜価格¥18,500） 
 95215000  レッド/ネイビー  48  775504873145   ¥20,350（税抜価格¥18,500） 
 95216000  レッド/ネイビー  49  775504873152   ¥20,350（税抜価格¥18,500） 
 95217000  レッド/ネイビー  50  775504873169   ¥20,350（税抜価格¥18,500） 
 95218000  アイアングレー  38  775504873176   ¥20,350（税抜価格¥18,500） 
 95219000  アイアングレー  39  775504873183   ¥20,350（税抜価格¥18,500） 
 95220000  アイアングレー  40  775504873190   ¥20,350（税抜価格¥18,500） 
 95226000  アイアングレー  43.5  775504873251   ¥20,350（税抜価格¥18,500） 
 95227000  アイアングレー  44  775504873268   ¥20,350（税抜価格¥18,500） 
 95228000  アイアングレー  44.5  775504873275   ¥20,350（税抜価格¥18,500） 
 95229000  アイアングレー  45  775504873282   ¥20,350（税抜価格¥18,500） 
 95230000  アイアングレー  45.5  775504873299   ¥20,350（税抜価格¥18,500） 
 95231000  アイアングレー  46  775504873305   ¥20,350（税抜価格¥18,500） 
 95234000  アイアングレー  48  775504873336   ¥20,350（税抜価格¥18,500） 
 95235000  アイアングレー  49  775504873343   ¥20,350（税抜価格¥18,500） 
 95236000  アイアングレー  50  775504873350   ¥20,350（税抜価格¥18,500） 
 71988000  ブラック  40  775504868615   ¥20,350（税抜価格¥18,500） 

 カーボンコンポジットソールとBoaクロージャーシステムを採用した軽量シューズ。 

 ■ レーサーフィット
■ X-Comfort Zone と Power Zone テクノロジー
■ Boa IP1-S 2 ウェイマイクロアジャスト
■ 特許取得済み Carbon Air Lite ベンチレーション強化アウトソール
■ 3種の調整アーチのついたErgo Air Transfo 3D インソール
■ HRS-400
■ シューズバッグ付属
■ 参考重量：235g（サイズ42）

 LA84 ロードシューズ 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 61625000  ブラック  38  775504940106   ¥10,120（税抜価格¥9,200） 
 61627000  ホワイト  38  775504939995   ¥10,120（税抜価格¥9,200） 
 61630000  ホワイト  41  775504940021   ¥10,120（税抜価格¥9,200） 
 61633000  イエロー  40  775504940236   ¥10,120（税抜価格¥9,200） 
 61634000  イエロー  41  775504940243   ¥10,120（税抜価格¥9,200） 
 61635000  イエロー  42  775504940250   ¥10,120（税抜価格¥9,200） 
 61636000  イエロー  43  775504940267   ¥10,120（税抜価格¥9,200） 

 オシャレなサイクリストご用達！Garneauのシューレース(紐靴)ビンディングシューズ。 

 ■ 付属：交換用ブラックシューレース
■ 対応クリート：SPD-SL、SPD、Look　
■ 参考重量：265g (42) 
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 SLATE II シューズ 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 95070000  1LT  38  775504872858   ¥16,500（税抜価格¥15,000） 
 95072000  1LT  40  775504872872   ¥16,500（税抜価格¥15,000） 
 95078000  1LT  46  775504872933   ¥16,500（税抜価格¥15,000） 
 95079000  1LT  47  775504872940   ¥16,500（税抜価格¥15,000） 
 95080000  1LT  48  775504872957   ¥16,500（税抜価格¥15,000） 
 95081000  1LT  49  775504872964   ¥16,500（税抜価格¥15,000） 
 95083000  ブラック  38  775504872728   ¥16,500（税抜価格¥15,000） 
 95084000  ブラック  39  775504872735   ¥16,500（税抜価格¥15,000） 
 95090000  ブラック  45  775504872797   ¥16,500（税抜価格¥15,000） 
 95091000  ブラック  46  775504872803   ¥16,500（税抜価格¥15,000） 
 95092000  ブラック  47  775504872810   ¥16,500（税抜価格¥15,000） 
 95093000  ブラック  48  775504872827   ¥16,500（税抜価格¥15,000） 
 95094000  ブラック  49  775504872834   ¥16,500（税抜価格¥15,000） 
 95095000  ブラック  50  775504872841   ¥16,500（税抜価格¥15,000） 

 スレート2シューズはX-Comfort Zoneにより、シューズ内の圧迫感を無くす事でロングラ
イド時の快適性が向上したMTBシューズです。 

 ■ スタンダードフィット
■ X-Comfort Zone と Power Zone テクノロジー
■ ダブル調整ラチェットとオフセットしたフック＆ループのストラップ
■ Ergo Grip 2 ファイバーグラス/ナイロン アウトソール
■ レギュラーEVA インソール
■ HRS-80
■ 参考重量：355g（サイズ42） 

 MULTI FLY シューズ 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 95237000  ブラック  36  690222125980   ¥14,850（税抜価格¥13,500） 
 95238000  ブラック  37  690222125997   ¥14,850（税抜価格¥13,500） 
 95246000  ブラック  45  690222126079   ¥14,850（税抜価格¥13,500） 
 95247000  ブラック  46  690222126086   ¥14,850（税抜価格¥13,500） 
 95248000  ブラック  47  690222126093   ¥14,850（税抜価格¥13,500） 
 95249000  ブラック  48  690222126109   ¥14,850（税抜価格¥13,500） 
 95250000  ダークナイト  36  690222125850   ¥14,850（税抜価格¥13,500） 
 95251000  ダークナイト  37  690222125867   ¥14,850（税抜価格¥13,500） 
 95252000  ダークナイト  38  690222125874   ¥14,850（税抜価格¥13,500） 
 95259000  ダークナイト  45  690222125942   ¥14,850（税抜価格¥13,500） 
 95260000  ダークナイト  46  690222125959   ¥14,850（税抜価格¥13,500） 
 95262000  ダークナイト  48  690222125973   ¥14,850（税抜価格¥13,500） 

 マルチフライは自転車の靴の技術を都市のライフスタイルに統合したシティサイクリング
シューズです。 

 ■ スタンダードフィット
■ 一体型X-Comfort Zone テクノロジー
■ ワンピース ニットアッパー
■ リフレクターのシューレース
■ T-FLEX ラバーソール
■ レギュラーEVA インソール
■ 参考重量：398g（サイズ42） 

 TRANSFO 3D インソール 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 71994000  40-41  775504061672   ¥2,530（税抜価格¥2,300） 
 71995000  42-43  775504061689   ¥2,530（税抜価格¥2,300） 

 Transfo 3Dインソールは、市場で最も軽量なインソールです。 足裏のアーチサポートを
シンプルにカスタマイズ出来ます。 

264GARNEAU
BRAND Collection

ボ
ト
ル

3T

WELDTITE

グ
ロ
ー
ブ

KENDA

MOON

ヘ
ル
メ
ッ
ト

TRP

TEKTRO

シ
ュ
ー
ズ

Birzman

TRIPEAK

ジ
ャ
ー
ジ

guee

LOUIS GARNEAU

GARNEAU

分
類
名



 ZIRCON2 ジャージ 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 63934000  1BG ブラック  M  775504512341   ¥8,140（税抜価格¥7,400） 
 63935000  1BG ブラック  L  775504512358   ¥8,140（税抜価格¥7,400） 
 63936000  1BH グレー  M  775504512280   ¥8,140（税抜価格¥7,400） 
 63937000  1BH グレー  L  775504512297   ¥8,140（税抜価格¥7,400） 
 63938000  1BF ネイビー  M  775504511627   ¥8,140（税抜価格¥7,400） 
 63939000  1BF ネイビー  L  775504511634   ¥8,140（税抜価格¥7,400） 

 定番の3バックポケットにサイドポケットを装備した便利な半袖ジャージです。 

 ■ 素材機能：吸汗速乾、透湿、4wayストレッチ
■ ジッパー：フロントフルジップ
■  素材特徴：メッシュサイドパネル、裾部シリコングリッパー、
ポケット部とロゴに反射素材使用

■ ポケット：3バックポケット、1サイドポケット（右側）
■ UPF/SPF：50
■ 仕様：スタンダードフィット 

 NEO POWER MOTION 
ビブショーツ 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 88945000  ダークナイト  L  690222009136   ¥13,750（税抜価格¥12,500） 
 88946000  ダークナイト  XL  690222009143   ¥13,750（税抜価格¥12,500） 
 88947000  ブラック  L  690222008689   ¥13,750（税抜価格¥12,500） 
 88941000  ブラック  XL  690222008696   ¥13,750（税抜価格¥12,500） 

 品質と価値のバランスを備えたネオパワーモーションビブショーツは、Power +LYCRA
ファイバーとPro +LYCRAファイバー生地で作られており、着圧機能と高い速乾性を備え
ています。 

 ■  Power +LYCRA Fiber：最も人気のある圧縮ファブリックは、筋肉の形状にフィットし、
筋肉繊維を最大限にサポートするように設計されています

■ Pro +LYCRA Fiber：サポートと形状回復
■ Power Mesh：4方向伸縮性、極度の通気性、速乾性
■ Endurexx
■ 着圧機能と高い速乾性を備える
■ MOTION AIRGEL インナーパッド
■ 新型の快適なウェストバンド
■ 太もも部は締め付けの少ないレーザースタイル加工
■ 摩擦の少ない縫い目
■ 股下長：26.5cm
■ UPF：30 

 NEO POWER MOTION 
ショーツ 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 88948000  ブラック  S  690222007859   ¥10,120（税抜価格¥9,200） 
 71979000  ブラック  M  690222007866   ¥10,120（税抜価格¥9,200） 
 71980000  ブラック  L  690222007873   ¥10,120（税抜価格¥9,200） 
 88949000  ブラック  XL  690222007880   ¥10,120（税抜価格¥9,200） 
 95140000  ダークナイト  L  690222124181   ¥11,000（税抜価格¥10,000） 
 95141000  ダークナイト  XL  690222124198   ¥11,000（税抜価格¥10,000） 

 最大の特徴は、完全に再設計された男性専用のHitopウエストバンドです。Hitopウエスト
バンドは、従来の男性用ウエストバンドよりもハイウエストで、ライダーの腰にウエストバン
ドの接触面が増えます。これにより、ショーツは従来よりも少し高くなりますが、ビブショー
ツを着ているときのサポートを提供します。 

 ■ 素材：Power + LYCRA Fiber / Pro + LYCRA Fiber / Power Mesh
■ 着圧機能と高い速乾性を備えるMOTION AIRGEL インナーパッド
■ 太もも部は締め付けの少ないレーザースタイル加工
■ 摩擦の少ない縫い目
■ 股下長：26.5cm
■ UPF：30
■ ボトムスウエスト：HiTopウエストバンド 
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 OPTIMUM 2 ショーツ 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 95130000  ブラック  XL  690222133275   ¥7,370（税抜価格¥6,700） 
 95134000  ダークナイト  L  690222133312   ¥7,370（税抜価格¥6,700） 
 95135000  ダークナイト  XL  690222133329   ¥7,370（税抜価格¥6,700） 

 エンボス加工で伸縮性と快適性素材のオプティマム2ショーツです。 

 ■ Signature Mat：比類のない伸縮性と快適性
■ Quantum 2：スタイリッシュなスタイルを実現するエンボス加工のマットファブリック
■ Power Mesh：4方向伸縮性、抜群の通気性、速乾性
■ AIRSPORT インナーパッド
■ 太もも脇にジェルポケット
■ 太もも部にパワーバンド
■ ふちとロゴにリフレクター
■ 股下長：26.5cm
■ UPF：50 

■ 圧縮せずに身体に近いフィット感を提供するスタンダードフィットサイズ
■ Drytex Themal Climate / Mistral
■ 内部肌面の素材が湿気を除去し暖かさを保つ
■ 防風防滴素材をフードと肩に利用
■ 前面に2 つのハイジッパーポケット
■ 伸縮性のある親指のループ(サムループ)
■ 前面と背面にリフレクターのロゴ

■ Drytex Thermal Climate
■ 水分管理
■ 保温性
■ 耐水および耐風
■ 裏起毛のハードフェイス
■ フルレングスのジップ
■ 圧縮せずに身体に近いフィット感を提供するスタンダードフィットサイズ

■ Mistral / Vertexx
■ 防風性と通気性に優れたソフトシェル
■  ウエストバッグを着用したときにアクセスしやすいように、より高い位置にある2つの
フロントポケット

■ 背面の3つのフローティングメッシュポケット
■ 伸縮性のある素材
■ グリッパーとドローストリング付きの調節可能な裾
■ 前後に反射性ロゴ
■ 圧縮せずに身体に近いフィット感を提供するスタンダードフィットサイズ

 DUALISTIC JACKET 
ソフトシェルジャケット 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 84829000  020ブラック  S  690222054501   ¥17,600（税抜価格¥16,000） 
 84830000  020ブラック  M  690222054518   ¥17,600（税抜価格¥16,000） 
 84831000  020ブラック  L  690222054525   ¥17,600（税抜価格¥16,000） 
 84832000  521 ブルー  S  690222054600   ¥17,600（税抜価格¥16,000） 
 84833000  521 ブルー  M  690222054617   ¥17,600（税抜価格¥16,000） 
 84834000  521 ブルー  L  690222054624   ¥17,600（税抜価格¥16,000） 

 デュアリスティック ジャケットは、冬のあらゆるアクティビティに最適な多目的ソフトシェル
ジャケットです。 

 EDGE HOODIE JACKET 
フーディ 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 84835000  020ブラック  S  690222054112   ¥14,300（税抜価格¥13,000） 
 84836000  020ブラック  M  690222054129   ¥14,300（税抜価格¥13,000） 
 84837000  020ブラック  L  690222054136   ¥14,300（税抜価格¥13,000） 
 84838000  267 ブルー/ブラック  S  690222054167   ¥14,300（税抜価格¥13,000） 
 84839000  267 ブルー/ブラック  M  690222054174   ¥14,300（税抜価格¥13,000） 
 84840000  267 ブルー/ブラック  L  690222054181   ¥14,300（税抜価格¥13,000） 

 エッジフーディージャケットは、冬のワークアウト中に限界を押し上げてトレイルに挑戦する
のに役立ちます。冬の要素からの保護と完璧なバランスを提供します。これにより、過熱す
ることなく安定した心拍数を維持できます。 

 THERMAL EDGE DWR 
ロングスリーブジャージ 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 84841000  521 ブルー  S  690222052224   ¥11,000（税抜価格¥10,000） 
 84841000  521 ブルー  M  690222052224   ¥11,000（税抜価格¥10,000） 
 84843000  521 ブルー  L  690222052248   ¥11,000（税抜価格¥10,000） 
 84844000  020ブラック  S  690222052170   ¥11,000（税抜価格¥10,000） 
 84845000  020ブラック  M  690222052187   ¥11,000（税抜価格¥10,000） 
 84846000  020ブラック  L  690222052194   ¥11,000（税抜価格¥10,000） 

 サーマル エッジ DWR ジャージは、通気性を提供し、熱を保持し、水分を発散させる優れ
た4方向ストレッチを備えています。DWR処理により保護層が追加され、フルレングスの
ジッパーにより上昇する温度に適応できます。 

266GARNEAU
BRAND Collection

ボ
ト
ル

3T

WELDTITE

グ
ロ
ー
ブ

KENDA

MOON

ヘ
ル
メ
ッ
ト

TRP

TEKTRO

シ
ュ
ー
ズ

Birzman

TRIPEAK

ジ
ャ
ー
ジ

guee

LOUIS GARNEAU

GARNEAU

分
類
名



 GRANFOND 2 ジャケット 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 84820000  ブラック  S  775504200941   ¥9,900（税抜価格¥9,000） 
 84821000  ブラック  M  775504200958   ¥9,900（税抜価格¥9,000） 
 84823000  イエロー  S  775504200873   ¥9,900（税抜価格¥9,000） 
 84825000  イエロー  L  775504200897   ¥9,900（税抜価格¥9,000） 

 悪天候から完全に保護するためのポリウレタンを備えた、耐風性、防風性、防水性の生地を
採用したジャケット。 

 ■ カバーテック
■ 防水性と防風性
■ 密封された縫い目
■ 背面に換気
■ 裾のシリコングリッパー
■ 前後に反射性ロゴ 

■ EVA /マイクロメッシュ
■ メッシュサイドパネル
■ 面ファスナー
■ 手首に伸縮性
■ 後ろの反射トリムスペックなし

 CLEAN IMPER JACKET 
レインジャケット 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 84826000  クリア  S  775504051093   ¥3,300（税抜価格¥3,000） 
 84827000  クリア  M  775504051109   ¥3,300（税抜価格¥3,000） 

 クリーンインペルジャケットは透明なので、装着してもチームウェアとレースのナンバー
カードが確認でき、風と雨を完全に保護します。 

 1001 SINGLET アンダーウェア 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 71986000  ホワイト  M  775504662893   ¥3,850（税抜価格¥3,500） 

 汗を素早く体の表面から逃す軽量ベースレイヤー。 

 ■ Drytex_ 1001
■ フラットシーム 

 GROAD ロングスリーブジャージ 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 95096000  グレー/ブラウン  XS  4582590893126   ¥24,200（税抜価格¥22,000） 
 95097000  グレー/ブラウン  S  4582590893133   ¥24,200（税抜価格¥22,000） 
 95098000  グレー/ブラウン  M  4582590893140   ¥24,200（税抜価格¥22,000） 
 95099000  グレー/ブラウン  L  4582590893157   ¥24,200（税抜価格¥22,000） 
 95100000  グレー/ブラウン  XL  4582590893164   ¥24,200（税抜価格¥22,000） 

 泥が付着しやすい背面に泥や水から体を守る生地を採用したグラベル用の長袖レース
ジャージです。 

 ■ スリムフィット
■  素材：Power Mesh / Zircon /EXTENZ 3L
■ グラベル用の長袖レースジャージ
■ 優れた防風性と耐水性
■ 4方向ストレッチ素材
■ 泥や水から体を守る生地
■  サイドパネルにはメッシュのカーゴポケット
■ 背面ポケットにリフレクター
■ 着脱可能な栓抜き付 

 GROAD チームシールドジャージ 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 95102000  グレー/ブラウン  XS  4582590893188   ¥30,800（税抜価格¥28,000） 
 95103000  グレー/ブラウン  S  4582590893195   ¥30,800（税抜価格¥28,000） 
 95104000  グレー/ブラウン  M  4582590893201   ¥30,800（税抜価格¥28,000） 
 95105000  グレー/ブラウン  L  4582590893218   ¥30,800（税抜価格¥28,000） 
 95106000  グレー/ブラウン  XL  4582590893225   ¥30,800（税抜価格¥28,000） 

 Gロードチームシールドジャージは、雨などに対して優れた防風性と耐水性を発揮します。 

 ■ スリムフィット
■  素材：Power Mesh / Zircon /EXTENZ 3L
■ 優れた防風性と耐水性
■ 4方向ストレッチ素材
■ 泥や水から体を守る生地
■  サイドパネルにはメッシュのカーゴポケット
■ 背面ポケットにリフレクター
■ 着脱可能な栓抜き付 

 GROAD HOLY ベスト 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 95110000  グレー/ブラウン  XS  4582590893263   ¥30,800（税抜価格¥28,000） 
 95111000  グレー/ブラウン  S  4582590893270   ¥30,800（税抜価格¥28,000） 
 95112000  グレー/ブラウン  M  4582590893287   ¥30,800（税抜価格¥28,000） 
 95113000  グレー/ブラウン  L  4582590893294   ¥30,800（税抜価格¥28,000） 
 95114000  グレー/ブラウン  XL  4582590893300   ¥30,800（税抜価格¥28,000） 

 前面に必要な防風/防水機能を装備。背面はジャージのバックポケットが露出するデザイン
で簡単にアクセスできます。裾の厚いシリコンバンドで前傾姿勢をとってもずり上がりにく
くなっています。 

 ■ スリムフィット
■  素材：Power Mesh / Heat Maxx / 
Supra Winddry

■ ベストタイプで急な天候の変化に対応
■  背面はジャージのバックポケットが露出
するデザインで簡単にアクセス可能

■ 裾に太めのシリコンバンドを採用 

 GROAD GRIP BIB 5MOTION 
ビブショーツ 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 95116000  XS  4582590893324   ¥27,500（税抜価格¥25,000） 
 95117000  S  4582590893331   ¥27,500（税抜価格¥25,000） 
 95118000  M  4582590893348   ¥27,500（税抜価格¥25,000） 
 95119000  L  4582590893355   ¥27,500（税抜価格¥25,000） 
 95120000  XL  4582590893362   ¥27,500（税抜価格¥25,000） 

 太ももの脇にジェルポケットを備え、グラベルライド時のエネルギー補給に対応。 

 ■  素材：Power Mesh / Pro + LYCRA 
Fiber / Power + LYCRA Fiber / 
EXTENZ 3L

■  3D 形状、カーボンファイバー生地を使
う5MOTION インナーパッド

■ 太ももの脇にはジェルポケット 
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 ▲HAC908-UD-CARBON 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 50579000  ホワイト  420mm  4562333356064  ¥30,250（税抜価格¥27,500） 

 フルハンドメイド、高強度で耐衝撃性の高い軽量カーボンナノテクノロジードロップバー。 

 ■ カーボン製
■ バークランプ径：31.8mm
■ ドロップ：130mm
■ リーチ：75ミリ
■ EN-R Approved(ENロード規格適合)
■ 重量：210ｇ(420mm） 
■ EN-R Approved(ENロード規格適合)

 ▲X-RACE AERO 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 48579000  ブラック  400mm  4560285368807  ¥5,390（税抜価格¥4,900） 
 48580000  ブラック  420mm  4560285368814  ¥5,390（税抜価格¥4,900） 

 ショートリーチでブラケットを握りやすく、末広がりのドロップエンドは抑えがきくためグラ
ベルバイクに最適。 

 ■ バークランプ径：31.8mm
■ 材質：6061アルミ
■ ドロップ： 124mm(400mm)、

126mm(420mm)
■ リーチ：70mm
■ 重量：300g(420mm) 

 420mm  4560285368814  ¥5,390（税抜価格¥4,900） 

 ▲FURIO PRO 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 48581000  ブラック  380mm  4560285368821  ¥5,390（税抜価格¥4,900） 
 48583000  ブラック  420mm  4560285368845  ¥5,390（税抜価格¥4,900） 
 48584000  ブラック  440mm  4560285368852  ¥5,390（税抜価格¥4,900） 

 ショートリーチ、コンパクトシェイプでドロップ部も握りやすい。 

 ■ バークランプ径：31.8mm
■ 材質：6061アルミ
■ ドロップ：118mm
■ リーチ：70mm
■ 重量：275g(420mm) 

 440mm  4560285368852  ¥5,390（税抜価格¥4,900） 

 ▲X-RACE 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 48577000  ブラック  400mm  4560285368784  ¥5,390（税抜価格¥4,900） 
 48578000  ブラック  420mm  4560285368791  ¥5,390（税抜価格¥4,900） 

 グラベルバイクにフォーカスしたドロップハンドルバー。末広がりのドロップエンドは抑
えがきき、グラベル走行に有効。 

 ■ バークランプ径：31.8mm
■ 材質：6061アルミ
■ ドロップ：130mm
■ リーチ：86mm
■ 重量：325g(420mm) 

 420mm  4560285368791  ¥5,390（税抜価格¥4,900） 

 ▲FURION 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 48585000  ブラック  400mm  4560285368869  ¥5,390（税抜価格¥4,900） 
 48586000  ブラック  420mm  4560285368876  ¥5,390（税抜価格¥4,900） 

 アナトミックシャロー。手の平を乗せやすいエアロトップ部はロングライドに有効。 

 ■ バークランプ径：31.8mm
■ 材質：6061アルミ
■ ドロップ：130mm
■ リーチ：80mm
■ 重量：275g(420mm) 

 ▲Fixter CL W400 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 53095000  シルバー  25.4mm  4562333363390  ¥6,270（税抜価格¥5,700） 
 53096000  ホワイト  25.4mm  4562333363406  ¥6,270（税抜価格¥5,700） 
 53097000  シルバー  26.0mm  4562333363413  ¥6,270（税抜価格¥5,700） 

 細身のロードバイクやピストにもぴったりなクラシカルな形状。バーテープ無しでもキレイ
に見えるスムースな仕上がり。 

 ■ バークランプ径：25.4mm、26.0mm
■ 材質：A6061-T6アルミ
■ シングルバテッド
■ ドロップ：169mm
■ リーチ：101mm
■ 重量：295g
■ 幅：400mm（C-C） 

 ▲Smooth W480 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 53099000  シルバー  480mm  4562333363437  ¥6,270（税抜価格¥5,700） 

 レトロな雰囲気のスムースドロップ復刻版アルミ製。 

 ■ バークランプ径：25.4mm
■ 材質：A6061-T6アルミ
■ シングルバテッド
■ ドロップ：76mm
■ リーチ：67mm
■ 重量：260ｇ
■ 幅：480mm 

 ▲Convoy ミニ W380 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 53100000  シルバー  380mm  4562333363444  ¥6,270（税抜価格¥5,700） 

 ミニベロやクロスバイクのロード化に最適なアルミ製スーパーコンパクトミニドロップ。 

 ■ バークランプ径：25.4mm
■ 材質：A6061-T6アルミ
■ シングルバテッド
■ ドロップ：151mm
■ リーチ：70mm
■ 重量：290ｇ
■ 幅：380mm 
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 ▲Yukon スーパーフレアー 
W420/580 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 53103000  ブラック  420mm  4562333363475  ¥6,380（税抜価格¥5,800） 

 グラベルやファットバイクにおすすめな裾広がりのドロップハンドルバー。 

 ■ バークランプ径：31.8ｍｍ
■ 材質：A6061-T6アルミ
■ ダブルバテッド
■ ドロップ：110mm
■ リーチ：80mm
■  上ハンドル幅：420mm、
下ハンドル幅：580mm

■ 重量：320ｇ 

 ▲RA68A-2-DB ドロップバー 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 50475000  ブラック  440mm  4562333355043  ¥4,290（税抜価格¥3,900） 

 超硬2014アルミ採用 人気の16度フレアドロップ仕様コンパクトデザイン。 

 ■ バークランプ径：31.8mm
■ 材質：A2014アルミ
■ ダブルバテッド
■ ドロップ： 120mm（幅400mm）、

130mm（幅420、440mm）
■ リーチ：70mm
■ フレア角：16度 

 440mm  4562333355043  ¥4,290（税抜価格¥3,900） 

130mm（幅420、440mm）

 ▲RA58A-DB ドロップバー 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 50481000  ブラック  420mm  4562333355104  ¥3,080（税抜価格¥2,800） 

 エアロフラットトップのロングライドコンフォートドロップ。 

 ■ バークランプ径：31.8mm
■ 材質：A6061-T6アルミ
■ ダブルバテッド
■ ドロップ：130mm
■ リーチ：82mm
■ フレア角：6度 

 420mm  4562333355104  ¥3,080（税抜価格¥2,800） 

 ▲DALI エアロブル W415 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 53102000  シルバー  415mm  4562333363468  ¥4,620（税抜価格¥4,200） 

 ケーブルの取り回しが便利なインターナルケーブルホール付エアロタイプコンパクトブル
ホーンバー。 

 ■ バークランプ径：31.8mm
■ 材質：A6061-T6アルミ
■ エアロ形状
■ 重量：228g
■ 幅：415mm 

 カラー  サイズ  JAN  価格 
 シルバー  415mm  4562333363468  ¥4,620（税抜価格¥4,200） 

 ■ バークランプ径：31.8mm
■ 材質：A6061-T6アルミ

 ▲CRESCENT 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 53088000  ブラック 560mm/25.4mm  4562333363321  ¥3,080（税抜価格¥2,800） 
 53089000  シルバー 560mm/25.4mm  4562333363338  ¥3,080（税抜価格¥2,800） 
 53090000  ブラック 560mm/31.8mm  4562333363345  ¥3,080（税抜価格¥2,800） 
 53091000  シルバー 560mm/31.8mm  4562333363352  ¥3,080（税抜価格¥2,800） 

 ゼロライズのフラットバーにちょっと強めの27度バックスウィープを付けたコントロール重
視のヨーロピアンテイストのスポーティフラット。 

 ■ アルミ製
■ 幅：560mm
■ ライズ：０度
■ バックスウィープ：27度 

560mm/25.4mm  4562333363321 
560mm/25.4mm  4562333363338 
560mm/31.8mm  4562333363345  ¥3,080（税抜価格¥2,800） 
560mm/31.8mm  4562333363352  ¥3,080（税抜価格¥2,800） 

 ▲DEVIANT 1  

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 53092000  ブラック  740mm  4562333363369  ¥7,810（税抜価格¥7,100） 

 ダウンヒルやエンデューロなどハードユーズにも耐えられる超硬ジュラルミン製ライザー
バー。Deviantシリーズ。選べる３ライズ。 

 ■ 材質：AL7050
■ バークランプ径：31.8mm
■ ライズ：10mm
■ バックスイープ：7度
■ 重量：300ｇ
■ 幅：740mm 

 ▲DEVIANT 2  

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 53093000  ブラック  740mm  4562333363376  ¥7,810（税抜価格¥7,100） 

 ダウンヒルやエンデューロなどハードユーズにも耐えられる超硬ジュラルミン製ライザー
バー。Deviantシリーズ。選べる３ライズ。 

 ■ 材質：AL7050
■ バークランプ径：31.8mm
■ ライズ：20mm
■ バックスイープ：7度
■ 重量：350ｇ
■ 幅：740mm 

 ▲DEVIANT 3 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 53094000  ブラック  740mm  4562333363383  ¥7,810（税抜価格¥7,100） 

 ダウンヒルやエンデューロなどハードユーズにも耐えられる超硬ジュラルミン製ライザー
バー。Deviantシリーズ。選べる３ライズ。 

 ■ 材質：AL7050
■ バークランプ径：31.8mm
■ ライズ：30mm
■ バックスイープ：7度
■ 重量：352ｇ
■ 幅：740mm 
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 ▲Horizon 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 53101000  ブラック  440mm  4562333363451  ¥3,080（税抜価格¥2,800） 

 ゼロライズ、ゼロスウィープの軽量コンパクトなストレートバー。 

 ■ バークランプ径：25.4mm
■ 材質：アルミ
■ 幅：440mm
■ 重量：133ｇ 

 NR-AL341BT 
アルミダブルバテッドハンドル 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 54921000  ブラック  640mm  4562333372682  ¥2,530（税抜価格¥2,300） 

 ダブルバテッドで軽量に仕上げたアルミ製ハンドルバー。 

 ■ バークランプ径：25.4mm
■ 幅：640mm
■ 重量：248g 

 JAN  価格 
 4562333372682  ¥2,530（税抜価格¥2,300） 

 MTB-AL153TP 
アルミライザーバー 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 46095000  ブラック  560mm  4560285347505  ¥1,694（税抜価格¥1,540） 

 リーズナブルなアルミ製ライザーバー。 

 ■ 材質：A6061アルミ
■ バークランプ径：25.4mm
■ 幅：560mm
■ ライズ：30mm
■ 重量：300g 

 ■ 材質：A6061アルミ
■ バークランプ径：25.4mm

 MTB-AL156TP 
アルミライザーバー 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 46096000  ブラック  600mm  4560285347512  ¥1,694（税抜価格¥1,540） 

 リーズナブルなアルミ製ライザーバー。 

 ■ 材質：A6061アルミ
■ バークランプ径：25.4mm
■ 幅：600mm
■ ライズ：65mm
■ ベンド：10度
■ 重量：268g　 

■ バークランプ径：25.4mm

 ▲MX-12ES 子供車用ハンドル 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 53144000  CP  460mm  4562333363888  ¥1,980（税抜価格¥1,800） 

 スチール製の幼児、子供向けハンドル。 

 ■ バークランプ径：25.4mm
■ 幅：460mm
■ 対応グリップ径：22.2mm
■ 重量：520g 

 NR-AL16 アルミハンドル 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 53142000  シルバー  590mm  4562333363864  ¥1,694（税抜価格¥1,540） 

 街乗り向けのアルミ製ハンドルバー。 

 ■ バークランプ径：25.4mm
■ 幅：590mm
■ ライズ：26mm
■ バックスイープ：33度
■ 重量：262g 

 SD-218R ドロップバーエンド 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 54811000  ブラック  4562333371586  ¥3,080（税抜価格¥2,800） 

 ハンドルバーのエンドに取付け、ドロップハンドル風にする事が出来るアダプター。一般的
なフラットハンドルの22.2mm径に対応。 

 ■ ドロップ：120mm
■ エンドキャップ付
■ 重量：200g(ペア)
■ バークランプ径：22.2mm 

 ▲ショートバーエンド 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 25051000  ブラック  4560285311667 ￥1,980（税抜価格￥1,800）

 ワンピースタイプのショートバーエンド。 

 ■ バークランプ径：22.2mm
■ 全長：100mm
■ 握り部分：60mm
■ エンドキャップ付 

 ▲ロングバーエンド 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 25053000  ブラック  4560285311681 ￥1,980（税抜価格￥1,800）

 ツーリングに最適なロングタイプのバーエンドバー。 

 ■ バークランプ径：22.2mm
■ 長さ：約140mm
■ 重量：140g
■ エンドキャップ付 
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 ▲Limes-Lite 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 53118000  ブラック  100ｍｍ  4562333363628  ¥6,930（税抜価格¥6,300） 
 53119000  ホワイト  100ｍｍ  4562333363635  ¥6,930（税抜価格¥6,300） 

 オンロードからオフロードまでハードに使える超鋼ジュラルミン製アヘッドステム。 

 ■ 角度：±7度
■ ジュラルミン製
■ バークランプ径：31.8mm
■ コラムクランプ径：1-1/8インチ(28.6mm)
■ EN-M/EN-R合格品
■ 重量：134g(80mm)、140g(100mm) 

 ▲Limes-RL 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 53107000  ブラック  60mm/25.4mm  4562333363512  ¥3,520（税抜価格¥3,200） 
 53108000  シルバー  60mm/25.4mm  4562333363529  ¥3,520（税抜価格¥3,200） 
 53109000  ブラック  80mm/25.4mm  4562333363536  ¥3,520（税抜価格¥3,200） 
 53110000  シルバー  80mm/25.4mm  4562333363543  ¥3,520（税抜価格¥3,200） 
 53111000  ブラック  100mm/25.4mm  4562333363550  ¥3,520（税抜価格¥3,200） 
 53112000  シルバー  100mm/25.4mm  4562333363567  ¥3,520（税抜価格¥3,200） 
 53114000  ブラック  80mm/31.8mm  4562333363581  ¥3,520（税抜価格¥3,200） 
 53115000  ブラック  100mm/31.8mm  4562333363598  ¥3,520（税抜価格¥3,200） 

 アルミ3D鍛造の軽量アヘッドステム。 

 ■ コラムクランプ径：1-1/8インチ(28.6mm)
■ 角度：±7度
■ A6061-T6
■ バークランプ径：25.4mm、31.8mm
■ EN-M/EN-R合格品
■ 重量：160ｇ（突出し100ミリ） 

 ▲Stealth-6 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 53123000  ブラック  80mm  4562333363673  ¥5,500（税抜価格¥5,000） 
 53124000  ブラック  90mm  4562333363680  ¥5,500（税抜価格¥5,000） 
 53125000  ブラック  100mm  4562333363697  ¥5,500（税抜価格¥5,000） 
 53126000  ブラック  110mm  4562333363703  ¥5,500（税抜価格¥5,000） 

 インターナルウェッジ機構によりステムクランプの出っ張りを排除しスッキリとしたデザイ
ンのステム。 

 ■ 角度：±7度
■ A6061-T6
■ バークランプ径：31.8mm
■ コラムクランプ径：1-1/8インチ(28.6mm)
■ EN-M合格品 

 4562333363703  ¥5,500（税抜価格¥5,000） 

 ▲TURN-UP 
ダブルアジャスタブルステム 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 48591000  シルバー  31.8mm  4560285368920  ¥7,480（税抜価格¥6,800） 
 48592000  シルバー  25.4mm  4560285368937  ¥7,480（税抜価格¥6,800） 

 2箇所のアジャスト機構を持ち、角度・長さの調整範囲が広いアジャスタブルステム。 

 ■ バークランプ径：25.4ｍｍ、31.8ｍｍ
■ コラムクランプ径：1-1/8インチ(28.6mm)
■ 突出し長：100mm
■ スタックハイト：43mm
■ 重量：268g 

▲Easy-up ET

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 53104000  ブラック  110～180mm  4562333363482  ¥8,360（税抜価格¥7,600） 

ハンドル回転機能と高さ調整機能がついたアヘッド用イージーターンアジャストコラム。

■ 高さ調整幅：110～180mm
■ クイックリリース 90度回転
■ ステム取り付け部径：28.6mm

 ▲UP2 PLUS AHS 
アジャスタブルステム 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 48587000  ブラック  90mm  4560285368883  ¥6,490（税抜価格¥5,900） 
 48588000  ブラック  110mm  4560285368890  ¥6,490（税抜価格¥5,900） 

 アップライトなポジションを可能にする首の高いクランプ部を持ったアジャスタブルステ
ム。 

 ■ コラムクランプ径：1-1/8インチ(28.6mm)
■ バークランプ径：31.8mm
■ 角度：0-90度
■ スタックハイト：37mm
■ 重量：268g 

 ▲EZ3 AHS 
アジャスタブルステム 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 48595000  ブラック  31.8mm  4560285368968  ¥8,580（税抜価格¥7,800） 
 48596000  ブラック  25.4mm  4560285368975  ¥8,580（税抜価格¥7,800） 

 工具不要で容易にアジャストが可能。首が高くアップライトなポジションを得ることができる。 

 ■ コラムクランプ径：1-1/8インチ(28.6mm)
■ 突出し長：110mm
■ 角度：0～80度
■ スタックハイト：41mm
■ 重量：475g 

 ▲UP2 QUILL 
アジャスタブルクイルステム 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 48593000  シルバー  31.8mm  4560285368944  ¥5,390（税抜価格¥4,900） 

 アップライトなポジションを可能にする首の高いクランプ部を持ったアジャスタブルステム。 

 ■ コラム径：25.4mm
■ バークランプ径：31.8mm、25.4mm
■ 角度：0-90度
■ スタックハイト：37mm
■ 重量：268g 
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 ▲JD-ST112A 
軽量アルミステム 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 50495000  ブラック  80mm  4562333355241  ¥7,480（税抜価格¥6,800） 
 50497000  ブラック  100mm  4562333355265  ¥7,480（税抜価格¥6,800） 
 50499000  ブラック  120mm  4562333355289  ¥7,480（税抜価格¥6,800） 

 ハンドルクランプ径31.8mm 7050アルミの3D鍛造ステム。チタンボルト採用で軽量化。
角度7度。 

 ■ バークランプ径：31.8mm
■ コラムクランプ径：1-1/8インチ(28.6mm)
■ 角度：7度
■ スタックハイト：38mm
■ 重量： 98g(80mm)、106g(100mm)、

112g(120mm)
※  材質7050アルミ（商品パッケージの
6061アルミは誤りです） 

 4562333355265  ¥7,480（税抜価格¥6,800） 
 4562333355289  ¥7,480（税抜価格¥6,800） 

 ▲JD-ST69A アルミステム 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 50491000  ブラック  80mm/12°  4562333355203  ¥2,750（税抜価格¥2,500） 
 50492000  シルバー  100mm/12°  4562333355210  ¥2,750（税抜価格¥2,500） 
 50493000  ブラック  100mm/12°  4562333355227  ¥2,750（税抜価格¥2,500） 
 50488000  シルバー  60mm/12°  4562333355173  ¥2,750（税抜価格¥2,500） 
 50490000  シルバー  80mm/12°  4562333355197  ¥2,750（税抜価格¥2,500） 

 サイズが豊富なスタンダードアルミステム。 

 ■ 6061アルミ製
■ バークランプ径：31.8mm
■ コラムクランプ径：1-1/8(28.6mm)
■ スタックハイト：38mm 

 ▲JD-ST69A アルミステム 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 50482000  シルバー  60mm/6°  4562333355111  ¥2,750（税抜価格¥2,500） 
 50484000  シルバー  80mm/6°  4562333355135  ¥2,750（税抜価格¥2,500） 
 50486000  シルバー  100mm/6°  4562333355159  ¥2,750（税抜価格¥2,500） 
 50487000  ブラック  100mm/6°  4562333355166  ¥2,750（税抜価格¥2,500） 

 サイズが豊富なスタンダードアルミステム。 

 ■ 6061アルミ製
■ バークランプ径：31.8mm
■ コラムクランプ径：1-1/8(28.6mm)
■ スタックハイト：38mm 

 4562333355159  ¥2,750（税抜価格¥2,500） 
 4562333355166  ¥2,750（税抜価格¥2,500） 

 ▲TDS-D601-8FOV 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 53132000  ブラック  80mm  4562333363765  ¥2,860（税抜価格¥2,600） 

 強度バツグンのスクエアシェイプ3D鍛造製アヘッドステム。オフロードから街乗りまで幅
広く使える。 

 ■  コラムクランプ径：1-1/8インチ
(28.6mm)

■ 角度：3度
■ バークランプ径：31.8mm
■ EN-M/EN-R合格品 

 ■  コラムクランプ径：1-1/8インチ

 ▲TDS-RD602-8FOV 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 53133000  ブラック  60mm  4562333363772  ¥2,860（税抜価格¥2,600） 
 53134000  ブラック  80mm  4562333363789  ¥2,860（税抜価格¥2,600） 

 厳しいヨーロッパのロードバイクのテスト規格EN-Rに合格。
ロードバイク用アヘッドステム。 

 ■ コラムクランプ径：1-1/8インチ(28.6mm)
■ 角度：－17度
■ A6061-T6
■ バークランプ径：31.8mm
■ スクエアシェイプ
■ EN-R合格品 

 ■ コラムクランプ径：1-1/8インチ(28.6mm)

 ▲TDS-D120A8 アヘッドステム 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 54920000  ブラック  60mm/10°  4562333372675  ¥2,860（税抜価格¥2,600） 

 アルミ製、オーバーサイズのスタンダードなステム。 

 ■  コラムクランプ径：1-1/8インチ
(28.6mm)

■ バークランプ径：25.4mm
■ スタックハイト：45mm 

 ■  コラムクランプ径：1-1/8インチ

 ▲67A OSアルミコラムスペーサー 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 50523000  ゴールド  4562333355524  ¥572（税抜価格¥520） 

 アルミ製のコラムスペーサー。オーバーサイズ(OS)、高さ3、5、8、10mmの4個セット。 

 ■ 内径：1-1/8インチ(28.6mm)
■ 高さ：3、5、8、10mm 

 ▲HSAM CNCコラムスペーサー 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 54954000  ブルー  4562333373016  ¥847（税抜価格¥770） 
 54955000  ゴールド  4562333373023  ¥847（税抜価格¥770） 

 軽量な6061アルミニウムを使用し、中央部分に肉抜き加工を施したコラムスペーサー。 

 ■ 内径：1-1/8インチ(28.6mm)
■ 5/10/15mm、3枚セット 
 ■ 内径：1-1/8インチ(28.6mm)
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 ▲TK-A4 アロイトップキャップ 
アルミボルト付属 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 46184000  ブラック  1-1/8インチ  4560285349301  ¥1,100（税抜価格¥1,000） 

 軽量アルミトップキャップ 

 ■ サイズ：28.6mm(1-1/8インチ・オーバーサイズ)用
■ オーバーサイズ用スターファングルナット付属
■ 材質：AL6061-T6アルミ
■ ボルト：7075 T651アルミ
■ 重量：6.3ｇ(スターファングルナット除く) 

 ■ サイズ：28.6mm(1-1/8インチ・オーバーサイズ)用
■ オーバーサイズ用スターファングルナット付属

 ▲Kahva-CS-Ti 
チタンコラムスペーサー 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 52480000  10mm  4562333361761  ¥1,980（税抜価格¥1,800） 

 オーバーサイズ(1-1/8インチ、28.6mm)のチタン製コラムスペーサー。 

 ■ 重量：6g 

 TK-001D アルミトップキャップ 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 122842000  1-1/8インチ  4582590908257  ¥660（税抜価格¥600） 

 アルミ製コラムトップキャップ 

 ■ 重量：14.5g 

 1-1/8インチ  4582590908257  ¥660（税抜価格¥600） 

 CC-SP02C 
カーボントップキャップ 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 129661000  1-1/8インチ  4582590916641  ¥1,210（税抜価格¥1,100） 

 カーボン製コラムトップキャップとステンレスボルトのセット。 

 CC-SP04 カーボントップキャップ
＆コラムエクスパンダー 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 129662000  22/26mm  4582590916658  ¥2,090（税抜価格¥1,900） 

 カーボンコラム用エクスパンダーとカーボントップキャップのセット。 

 ■ スタックハイト：32mm 

 スターファングルナット 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 122844000  28.6mm  4582590908271  ¥330（税抜価格¥300） 

 28.6mmサイズ用スターファングルナット 

 サイズ  JAN  価格 
 28.6mm  4582590908271  ¥330（税抜価格¥300） 

 ▲1710-DM 
アルミキャップ ステンボルト  

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 50516000  ゴールド  1-1/8インチ  4562333355456  ¥847（税抜価格¥770） 
 50517000  ブラック  1-1/8インチ  4562333355463  ¥847（税抜価格¥770） 
 50518000  シルバー  1-1/8インチ  4562333355470  ¥847（税抜価格¥770） 

 CNC削り出しダブルアルマイト仕上げのアルミキャップセット。オーバーサイズ用。 

 ■ 対応コラム径：1-1/8インチ(コラム内径25.4mm)
■ 材質：アルミ
■ オーバーサイズ用スターファングルナット付属
■ ステンレスボルト
■ ダストキャップ付 

 EXT-2C コラムエクステンション 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 122845000  28.6/25.4mm  4582590908288  ¥1,980（税抜価格¥1,800） 
 122846000  25.4/22.2mm  4582590908295  ¥1,980（税抜価格¥1,800） 

 ねじ切りフォークコラムにアヘッドステムを取付けるためのクイルエクスパンダー。 
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 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 43840000  フラッシュイエロー  4560285299392  ¥1,375（税抜価格¥1,250） 
 43841000  シャイニーグリーン  4560285299729  ¥1,375（税抜価格¥1,250） 
 43845000  ブルー  4560285300210  ¥1,375（税抜価格¥1,250） 
 43846000  マゼンタ  4560285300227  ¥1,375（税抜価格¥1,250） 
 43847000  パーシモン  4560285300234  ¥1,375（税抜価格¥1,250） 
 43848000  ホワイト  4560285300241  ¥1,375（税抜価格¥1,250） 

 ■ 厚さ：1.6mm
■ エンドキャップ付属  

 ▲Kahava-BT 
カジュアルバーテープ 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 56697000  ブルー  4562333379247  ¥2,145（税抜価格¥1,950） 
 56699000  カーキ  4562333379261  ¥2,145（税抜価格¥1,950） 
 56698000  ホワイト  4562333379254  ¥2,145（税抜価格¥1,950） 

 PETリサイクルのバーテープ。クラシカルな風合いがクロモリロードをはじめ、
バイクカスタムに人気。 

 ■ エンドキャップ付属   ■ エンドキャップ付属  

 ▲TAP-C519KC 
キャンバスバーテープ  

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 54880000  グリーン  4562333372279  ¥3,300（税抜価格¥3,000） 
 54879000  ネイビー  4562333372262  ¥3,300（税抜価格¥3,000） 
 54877000  ブラウン  4562333372248  ¥3,300（税抜価格¥3,000） 
 54878000  ベージュ  4562333372255  ¥3,300（税抜価格¥3,000） 

 裏面にクッション材、表面に綿/麻布を使用したキャンパス地のバーテープ。 

 ■ エンドキャップ付属
※エンドテープは付属しません 

 ▲CST108AK2 
PU/EVAバーテープ 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 54915000  ブラック/ブルー   4562333372620  ¥1,595（税抜価格¥1,450） 
 54917000  ブラック/ホワイト  4562333372644  ¥1,595（税抜価格¥1,450） 
 54916000  ブラック/レッド   4562333372637  ¥1,595（税抜価格¥1,450） 

 表面はグリップ力に優れるPU(フェイクレザー)、内側は衝撃吸収性に優れるEVA素材を
使用した二重構造の穴あきバーテープ。外的要因に対しての耐久性も強くなっています。 

 ■ エンドキャップ付属
■ エンドテープ付属 

 ¥1,595（税抜価格¥1,450） 

 ▲VLT019HD2 
ショックバーテープ 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 54908000  ホワイトレッド  4562333372552  ¥2,750（税抜価格¥2,500） 

 耐久性と衝撃吸収性に優れるバーテープ。  

 ■ エンドキャップ付属
■ エンドテープ付属 

 ▲BT-100 
ロードグリップバーテープ 

 発色の良いプレーンカラーのバーテープ。 

 ▲BT100A ロードバーテープ 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 46152000  イエロー  4560285348120  ¥1,375（税抜価格¥1,250） 
 46155000  パーシモン  4560285348151  ¥1,375（税抜価格¥1,250） 
 46159000  マゼンタ  4560285348199  ¥1,375（税抜価格¥1,250） 
 46153000  フラッシュイエロー  4560285348137  ¥1,375（税抜価格¥1,250） 

 発色の良いプレーンカラーのバーテープ。 

 ■ 厚さ：1.6mm
■ エンドキャップ付属  

 ▲BT-500 モザイクバーテープ 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 43829000  イエロー  4560285298821  ¥1,375（税抜価格¥1,250） 
 43830000  フラッシュイエロー  4560285298838  ¥1,375（税抜価格¥1,250） 
 43831000  シャイニーグリーン  4560285298845  ¥1,375（税抜価格¥1,250） 
 43835000  ブルー  4560285298883  ¥1,375（税抜価格¥1,250） 
 43836000  マゼンタ  4560285298906  ¥1,375（税抜価格¥1,250） 
 43837000  パーシモン  4560285298913  ¥1,375（税抜価格¥1,250） 

 グリップ感があり、長距離のライドでも疲れにくくなっています。
汚れが付いても拭き取りやすく、耐久性に優れています。 

 ■ エンドキャップ付属 

 ▲VL019LH マイクロファイバー
バーテープ ネオンカラー 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 54905000  ネオンイエロー  4562333372521  ¥1,870（税抜価格¥1,700） 
 54906000  ネオングリーン  4562333372538  ¥1,870（税抜価格¥1,700） 
 54907000  ネオンオレンジ  4562333372545  ¥1,870（税抜価格¥1,700） 

 耐久性を高めたネオンカラーのバーテープ。 

 ■ エンドキャップ付属
■ エンドテープ付属 
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 ▲VLT073H 
ショックプルーフバーテープ 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 54904000  ホワイト  4562333372514  ¥1,694（税抜価格¥1,540） 

 グリップ力と衝撃吸収性に優れるバーテープ。 

 ■ エンドキャップ付属
■ エンドテープ付属 

 PUショックプルーフバーテープ 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 55857000  ブラック  4562333375751 ￥2,200（税抜価格￥2,000）
 55858000  ホワイト  4562333375768 ￥2,200（税抜価格￥2,000）

 ソフトな握り心地で雨でも滑らないPU素材のバーテープ。 

 ■ エンドキャップ付属 

￥2,200（税抜価格￥2,000）

 スタンダードコルク入り
EVAバーテープ 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 55867000  ブラック  4562333375850 ￥1,320（税抜価格￥1,200）
 55868000  ホワイト  4562333375867 ￥1,320（税抜価格￥1,200）

 軽量で柔軟性、弾力性、耐候性に優れるEVA素材を使用したバーテープ。
しっとりとした優しい握り心地です。 

 ■ エンドキャップ付属 

 ▲HY-468EP カウスキン
ロックオングリップ 牛革仕様 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 54874000  ブラック  4562333372217  ¥4,950（税抜価格¥4,500） 
 54875000  ブラウン  4562333372224  ¥4,950（税抜価格¥4,500） 

 牛皮仕様のコンフォートグリップ。エルゴノミックデザイン＆手のひら部分は柔らかなパッド
入りで、長時間のライディングも快適。 

 ■ ロックオンタイプ
■ 長さ：130mm
■ ペア重量：177g(グリップ)、5g(エンドキャップ)
■ 固定は3mmアーレンキーを使用
■ 左右セット 

 ▲Pro-C1026 フォームグリップ 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 52963000  ブラック  4562333362423  ¥1,188（税抜価格¥1,080） 

 オーソドックスなラウンドシェイプのスポンジグリップ。 

 ■ 長さ：125mm
■ 19～21mm内径対応エンドキャップ付属
■ 左右セット 

 ¥1,188（税抜価格¥1,080） 

 ▲HY1036 フォームグリップ 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 52960000  グレー  4562333362393  ¥1,100（税抜価格¥1,000） 
 52961000  ブラウン  4562333362409  ¥1,100（税抜価格¥1,000） 

 軽量でクッション性が高く、しっとりとした握り心地のフォームグリップ。
長時間のライディングにも最適です。 

 ■ 長さ：125mm
■ 19～21mm内径対応エンドキャップ付属
■ 左右セット 

 Pro-C523 スキニーグリップ 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 52962000  ブラック/グレー  4562333362416 ￥627（税抜価格￥570）

 シンプルデザインのクラトンラバー製スキニーグリップ。クローズドエンド。 

 ■ 長さ：125mm
■ 左右セット 

 G125 ラバーフォームグリップ 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 52954000  ブラック  4562333362331 ￥594（税抜価格￥540）

 柔らかな握り心地のラバーフォーム製グリップは地面からの振動を吸収してくれます。
120mmと短め設定とお求めやすい価格でシティサイクルやジュニアシティ、フラットバー
の街乗りクロスと幅広く使えます。 

 ■ 長さ：120mm
■ 19～21mm内径対応エンドキャップ付属
■ 左右セット 

 ▲VLT7035 コットンバーテープ 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 62264000  ブラック  4562333402563  ¥990（税抜価格¥900） 

 クラシカルテイストのコットンバーテープです。ダイレクト感のある薄手タイプ。 

 ■ エンドキャップ付属 
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 ▲IPフォームグリップ 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 47733000  レッド  4560285362645  ¥2,145（税抜価格¥1,950） 
 47735000  グリーン  4560285362669  ¥2,145（税抜価格¥1,950） 
 47736000  イエロー  4560285362676  ¥2,145（税抜価格¥1,950） 
 47737000  ブルー  4560285362683  ¥2,145（税抜価格¥1,950） 
 47739000  オレンジ  4560285362713  ¥2,145（税抜価格¥1,950） 

 高密度フォーム採用のグリップ。振動吸収に優れている。 

 ■ 長さ：130mm
■ エンドキャップ付属
■ 左右セット
■ ロックオンタイプ 

 ▲VLG-852-AD4 バーテープ
ロックオングリップ 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 48440000  ブルー  4560285367374  ¥1,694（税抜価格¥1,540） 
 48439000  レッド  4560285367367  ¥1,694（税抜価格¥1,540） 

 グリップにバーテープを巻いたスタイルのロックオングリップ。ロックリングを取り外すこと
で、バーテープの巻き替えも可能。 

 ■ オープンエンド
■ エンドキャップ付属
■ 長さ：130mm
■ ペア重量：190g
■ 左右セット 

 ▲VLG-893 バーテープグリップ 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 48446000  ブルー  4560285367435  ¥1,375（税抜価格¥1,250） 

 グリップにバーテープを巻いたスタイルのグリップ。バーテープの巻き替えが可能。 

 ■   バーテープ交換時は左右のゴム部分をめくり上げる事で
巻き始め/巻終わりを隠します。

■ 長さ：125mm
■ ペア重量：53g
■ オープンエンド
■ エンドキャップ付属
■ 左右セット 

 ▲VLG-893-1 コンビネーション
テープグリップ 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 48442000  ブラック/ホワイト  4560285367398  ¥1,375（税抜価格¥1,250） 
 48443000  ブルー/ホワイト  4560285367404  ¥1,375（税抜価格¥1,250） 
 48444000  レッド/ホワイト  4560285367411  ¥1,375（税抜価格¥1,250） 

 グリップにバーテープを巻いたスタイルのグリップ。バーテープの巻き替えが可能。 

 ■  バーテープ交換時は左右のゴム部分を
めくり上げる事で巻き始め/巻終わりを
隠します。

■ 長さ：125mm
■ ペア重量：56g
■ オープンエンド
■ エンドキャップ付属
■ 左右セット 

 VLG-975-12D2 
アルミロックオングリップ 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 44882000  グレー  4560285344009  ¥1,375（税抜価格¥1,250） 
 44883000  ブラック  4560285344016  ¥1,375（税抜価格¥1,250） 

 定番のロックオングリップ。 

 ■ ロックオンタイプ
■ ペア重量：172g
■ エンドキャップ付属
■ 左右セット 

 VLG-649AD2(M) グリップ
シフト用エルゴノミックグリップ 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 46150000  グレー  4560285348090  ¥968（税抜価格¥880） 
 46149000  ブラック  4560285348083  ¥968（税抜価格¥880） 

 グリップシフト対応アナトミックデザインのロックオングリップ。 

 ■ 長さ：135mm、92mm
■ エンドキャップ付属
■ 左右セット
■ ロックオンタイプ 

 ▲CB-3813 
EVAフォームグリップ 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 44833000  レッド  4560285339159  ¥858（税抜価格¥780） 
 44834000  ブルー  4560285339166  ¥858（税抜価格¥780） 

 ソフトな握り感で雨天時でも滑りにくいEVAフォームグリップ。 

 ■ 長さ：125mm
■ エンドキャップ付属
■ 左右セット 

 ▲CK-015RH 
バイオオーガニックグリップ 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 54854000  ブラウン  4562333372019  ¥946（税抜価格¥860） 

 もみ殻の繊維を混ぜ込み化石原料への依存を低減した香ばしい香りのするグリップ。長さ
105mm（軽快車向けの長さ）。 

 ■ 長さ：105mm
■ 左右セット
※ 生分解性材質ではありません。 

 ▲G681A 
ハイデンシティグリップ 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 52953000  ブラック  4562333362324 ￥770（税抜価格￥700）

 しっとりとした触感のハイデンシティフォーム材で雨の日もすべりにくい全天候型グリッ
プ。ロングライドや街乗りなど適度なクッション性が得られます。 

 ■ 長さ：130mm
■ 19～21mm内径対応エンドキャップ付属
■ 左右セット 
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 ▲スウェードMFグリップK37 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 60491000  ブラウン  4562333399016  ¥3,278（税抜価格¥2,980） 
 60492000  ブルー  4562333399023  ¥3,278（税抜価格¥2,980） 
 60494000  グレー  4562333399047  ¥3,278（税抜価格¥2,980） 

 好みのカラーと形状が選べるカスタムグリップ。しっとりとした握り心地の良いスウェード
を採用。 

 ■ ロックオンタイプ
■ クローズドエンド
■ 2.5mmアーレンキー固定タイプ
■ 長さ：132mm
■ グリップ外径：33mm
■ ペア重量：124g
■ 左右セット 

 ▲カスタムグリップキルティング 
NP27 

 おしゃれなキルティング加工を施し、愛車のドレスアップにおすすめです。 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 60479000  ブラウン  4562333398897 ￥990（税抜価格￥900）

 ■ 長さ：129mm
■ グリップ外径：32mm
■ エンドキャップ付属
■ ペア重量：120g
■ 左右セット 

 ▲カスタムグリップNP 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 60485000  ブルー  4562333398958  ¥1,848（税抜価格¥1,680） 
 60488000  ピンク  4562333398989  ¥1,848（税抜価格¥1,680） 
 60489000  ターコイズ  4562333398996  ¥1,848（税抜価格¥1,680） 

 好みのカラーと形状が選べるカスタムグリップ。革風の生地を採用し、愛車のドレスアップ
におすすめです。 

 ■ 長さ：129mm
■ グリップ外径：32mm
■ エンドキャップ付属
■ ペア重量：128g
■ 左右セット 

 ▲カスタムグリップチドリゴウシ 
 おしゃれな千鳥格子柄の生地を巻いたデザインで愛車のドレスアップにおすすめです。 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 60480000  ブラック  4562333398903  ¥1,848（税抜価格¥1,680） 

 ■ 長さ：129mm
■ グリップ外径：32mm
■ エンドキャップ付属
■ ペア重量：110g
■ 左右セット 

 ▲クラシックグリップハンドステッチ 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 60483000  ホワイト  4562333398934  ¥1,848（税抜価格¥1,680） 

 好みのカラーと形状が選べるカスタムグリップ。ステッチ入りの革風グリップで、愛車のド
レスアップにおすすめです。 

 ■ 長さ：128mm
■ グリップ外径：32mm
■ エンドキャップ付属
■ ペア重量：100g
■ 左右セット 

 ¥1,848（税抜価格¥1,680） 

 ロックオングリップライト 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 50907000  ブラック  4562333357948 ￥1,870（税抜価格￥1,700）
 50908000  ホワイト  4562333357955 ￥1,870（税抜価格￥1,700）

 手の平にフィットする細身のエルゴノミック形状で、スポンジならではの柔らかい握り心地。 

 ■ ロックオンタイプ
■ ペア重量：78g
■ 左右セット 

￥1,870（税抜価格￥1,700）

 コンフォートグリップ 1本 
長さ：130mm 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 60458000  ブラック  4562333398705 ￥715（税抜価格￥650）

 3層構造のグリップシフト用コンフォートグリップ。手の形状に合わせた形状で握りやすい
エルゴノミックデザイン。 

 ■ 1本売り
■ 長さ：130mm
■ エンドキャップ付属
■ 重量：72g 

 コンフォートシフトグリップ 1本 
長さ：92mm 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 60459000  ブラック  4562333398712 ￥715（税抜価格￥650）

 3層構造のグリップシフト用コンフォートグリップ。手の形状に合わせた形状で握りやすい
エルゴノミックデザイン。 

 ■ 1本売り
■ 長さ：92mm
■ エンドキャップ付属
■ 重量：54g 
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 カラーグリップL 1本売り 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 60031000  ブラック  4562333395940 ￥605（税抜価格￥550）
 60032000  ブルー  4562333395957 ￥605（税抜価格￥550）
 60033000  ブラウン  4562333395964 ￥605（税抜価格￥550）
 60034000  ホワイト  4562333395971 ￥605（税抜価格￥550）
 60035000  レッド  4562333395988 ￥605（税抜価格￥550）

 人気の5色をラインナップした、柔らかな握り心地で、車種を選ばないシンプルなパターン
のカラーグリップです。 

 ■ エンドキャップ付属
■ 1本売り 

 スタンダードグリップ 1本売り 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 60030000  ブラック  L  4562333395933 ￥605（税抜価格￥550）
 60029000  ブラック  S  4562333395926 ￥605（税抜価格￥550）

 スタンダードグリップはベーシックなダイヤパターンの細身グリップです。 

 ■ エンドキャップ付属
■ 重量：57g
■ 長さ：128mm(L)、90mm(S)
■ 1本売り 

 4562333395926 ￥605（税抜価格￥550）

 VPG-40-9 バーエンドキャップ 
ネジ式 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 44888000  シルバー  4560285344061 ￥385（税抜価格￥350）
 49550000  ブラック  4562333354121  ¥550（税抜価格¥500） 

 アルミ製のハンドルバーエンドキャップ。 

 ■ 差込部径：18mm
■ 重量：40g(ペア)
■ 2個セット 

 ▲RoHG ロードハンドグリップ 
レバーフード用 2枚セット 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 54984000  ブラック  4562333373313  ¥1,694（税抜価格¥1,540） 

 表面に微細な凹凸を設けたグリップ力の高いラバーシート(両面テープ付き)。ブラケット上
のグリップ力を高め、ポジションを安定させる。 

 ■ 左右セット 

 バーエンドキャップ P137 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 60051000  ブラック  4562333396121 ￥385（税抜価格￥350）

 抜けにくいボルトねじ込み式バーテープ用エンドキャップ。 

 ■ 2個セット 

 ▲GC-01 アルミCNCエンド  

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 50951000  ブラック  4562333358228  ¥1,100（税抜価格¥1,000） 
 50952000  ブルー  4562333358235  ¥1,100（税抜価格¥1,000） 
 50953000  ゴールド  4562333358242  ¥1,100（税抜価格¥1,000） 
 50954000  レッド  4562333358259  ¥1,100（税抜価格¥1,000） 

 外径22.2mmのハンドルに対応するエンドキャップ。
イモネジでハンドルにしっかり固定。 

 ■ A6061アルミCNC削り出し加工
■ 内径：22.5mm
■ 外径：34mm
■ 厚さ：9.5mm
■ 重量：14.5g
■ 入数：1個 

 ▲ロードレバーグリップ 
ブレーキレバー用 2枚セット 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 54985000  ブラック  4562333373320  ¥1,694（税抜価格¥1,540） 

 表面に微細な凹凸を設けたグリップ力の高いラバーシート(両面テープ付き)。グリップ力を
高め、よりパワフルで効率的なブレーキングが可能に。 

 ■ 左右セット 

 ▲キッカーグリップ 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 61163000  ダークグレー  4562333400651  ¥550（税抜価格¥500） 

 キッカーアバンスのカスタム用グリップ。純正のグリップよりさらに細く作られており、お子
様の握りやすさもさらにUP！ 

 ■ 幼児用自転車の外径19mmハンドル用です。
■ 長さ：90mm
■ 左右セット 
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 ▲CANTI-5570A 
ワイドプロファイルカンチブレーキ 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 46193000  ブラック  4560285349417  ¥10,780（税抜価格¥9,800） 
 46194000  シルバー  4560285349585  ¥10,780（税抜価格¥9,800） 

 泥詰まりに強いワイドプロファイルのアルミ削り出しカンチブレーキ。 

 ■材質：アルミ製
■アルミリム用ブレーキシュー付属
■前後セット
■前後重量：310g 

 ▲CANTI-66L0A 
ロープロファイルカンチブレーキ 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 46191000  ブラック  4560285349370  ¥10,780（税抜価格¥9,800） 
 46192000  シルバー  4560285349387  ¥10,780（税抜価格¥9,800） 

 制動力の強いロープロファイル型のアルミ削り出しカンチブレーキ。 

 ■材質：アルミ製
■アルミリム用ブレーキシュー付属
■前後セット
■前後重量：310g 

 ▲RC-472 
ロードキャリパーブレーキ 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 49682000  ブラック  後用  4562333354497  ¥5,940（税抜価格¥5,400） 

 デュアルピボットデザインロードブレーキ。 

 ■リーチ：39-52mm
■アルミリム用
■重量：フロント138g、リア132g 

 ▲HJ-570AG キャリパーブレーキ 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 50551000  シルバー  後用（軸長31mm）  4562333355807  ¥1,694（税抜価格¥1,540） 
 50552000  ブラック  後用（軸長31mm）  4562333355814  ¥1,694（税抜価格¥1,540） 

 クラシカルなシングルピボットのキャリパーブレーキ。 

 ■シングルピボット
■リーチ：47-57mm
■重量：155g 

 ▲サーボブレーキ-H 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 59714000  ブラック  4562333394950  ¥2,178（税抜価格¥1,980） 
 59715000  グレー  4562333394967  ¥2,178（税抜価格¥1,980） 

 音鳴りがしにくく、雨の日も効きやすい一般車用ブレーキ。補修用やバンドブレーキからの
グレードアップに。 

 ▲バンドブレーキ-H 
軽快車用後ブレーキ 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 59724000  CP  4562333395056  ¥1,958（税抜価格¥1,780） 
 59725000  ブラック  4562333395063  ¥1,958（税抜価格¥1,780） 

 一般車用バンドブレーキ。 

 ▲前キャリパーブレーキ-H 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 59730000  ブラック  4562333395117  ¥1,562（税抜価格¥1,420） 
 59731000  CP  4562333395124  ¥1,562（税抜価格¥1,420） 

 シティーサイクル用の補修用キャリパーブレーキ。 

 ■ 付属ブレーキシュー：アルミリム用 

 ▲XL750 ブレーキレバー 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 68333000  シルバー  4562333415235  ¥3,410（税抜価格¥3,100） 

 キャリパー＆UブレーキのBMX用ブレーキレバー。 

 ■材質：鍛造アルミ
■クランプ式ブラケット
■レバー：2フィンガー
■対応ブレーキ：キャリパー、U
■ペア重量：120g 
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 ▲HJ-169PV-FR 
2フィンガーブレーキレバー  

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 50554000  ブラック  4562333355838  ¥1,595（税抜価格¥1,450） 

 樹脂製の子供用Vブレーキレバー。 

 ■グリップシフト・サムシフト対応
■重量：124g
■左右セット 

 ▲スチールインサート
ジュニア用ブレーキレバー  

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 50557000  ブラック  4562333355869  ¥847（税抜価格¥770） 

 スチール芯入りの樹脂ブレーキレバー。ジュニア/軽快車用。 

 ■スチール芯入り樹脂製レバー：樹脂製
■ジュニア/軽快車用
■対応ブレーキ：キャリパー
■※ワイヤー類は別売りです。
■左右セット
■ペア重量：152g 

 ▲ブレーキレバー軽快車用-H 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 59737000  ブラック  4562333395186  ¥1,320（税抜価格¥1,200）
 59738000  グレー  4562333395193  ¥1,320（税抜価格¥1,200）

 一般軽快車用の補修用ブレーキレバーです。 

 ■取付径：22.2mm
■重量：164g
■左右セット 

 ▲AI-MVAL Vブレーキパッド
カートリッジホルダー 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 48264000  ゴールド  4560285366513  ¥6,490（税抜価格¥5,900） 
 48265000  シルバー  4560285366520  ¥6,490（税抜価格¥5,900） 
 48262000  ブラック  4560285366490  ¥6,490（税抜価格¥5,900） 
 48263000  ブルー  4560285366506  ¥6,490（税抜価格¥5,900） 
 48266000  レッド  4560285366537  ¥6,490（税抜価格¥5,900） 

 肉抜きされた超軽量アルミカートリッジホルダー。 

 ■左右セット
■ブレーキシューは付属しません。
※ SHIMANO対応ブレーキシューを
ご利用ください。
■重量：39.8g 

※ SHIMANO対応ブレーキシューを

 ▲アルミリムセラミック
コンパウンド ロードブレーキシュー 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 48268000  55mm  4560285366551  ¥1,870（税抜価格¥1,700） 

 セラミックパウダーコンパウンドを採用した強力で耐久性のあるアルミリム用ブレーキ
シュー。 

 ■前後セット
■SHIMANO対応 

 ▲467CL-PRO 
ロードブレーキシュー 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 53155000  55mm  4562333363994  ¥1,694（税抜価格¥1,540） 

 キャリパーブレーキ交換用カートリッジロードシュー(カーボンリム用)。音鳴り防止と放熱
効果に優れる3ブロック構造。CNC削り出しの軽量パッドホルダー付。 

 ■カーボンリム用
■55mmカートリッジ
■ SHIMANO対応 

 ▲470TC トリプルコンパウンド 
ロードブレーキシュー 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 53159000  55mm  4562333364038  ¥1,694（税抜価格¥1,540） 

 CNC削り出しの軽量パッドホルダー付トリプルコンパウンドキャリパーブレーキシュー。シ
マノ、SRAM互換。 

 ■アルミリム用
■55mmカートリッジ
■ SHIMANO対応 

 ▲432C カートリッジ
ロードブレーキシュー 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 48416000  55mm  4560285367138  ¥1,485（税抜価格¥1,350） 

 ロードキャリパーブレーキのアルミリム用カートリッジシュー。 

 ■アルミリム用
■55mmカートリッジ
■ SHIMANO対応 

 JAN  価格 
 4560285367138  ¥1,485（税抜価格¥1,350） 
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 ▲453PRO オールコンディション
ブレーキシュー 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 53162000  55mm  4562333364069  ¥594（税抜価格¥540） 

 制動力に長ける全天候型。交換パッド。シマノカートリッジ対応。 

 ■アルミリム用
■ SHIMANO対応 

 ▲470TCR 
ロードブレーキシュー 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 53160000  55mm  4562333364045  ¥594（税抜価格¥540） 

 470TC用トリプルコンパウンドロードブレーキシュー 

 ■アルミリム用
■ SHIMANO対応 

 ¥594（税抜価格¥540） 

 ▲DS-09S/10S/15S/17S 
メタルディスクブレーキパッド 

 ご注文コード  JAN  価格 
 53169000  4562333364137  ¥968（税抜価格¥880） 

 メタルディスクブレーキパッド 

 ■53169000：SHIMANODeore、M555、C-92油圧ディスク対応
■ウェットタイプ
■リターンスプリング付属 

 ▲MTB-948 Vブレーキシュー 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 48419000  クリアー  60mm  4560285367169  ¥1,375（税抜価格¥1,250） 

 クリアカラーのVブレーキシュー。 

 ■長さ：60mm 

 JAN  価格 
 4560285367169  ¥1,375（税抜価格¥1,250） 

 ▲MTB-960 Vブレーキシュー 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 48420000  クリアー  72mm  4560285367176  ¥1,375（税抜価格¥1,250） 

 クリアカラーのVブレーキシュー。 

 ■長さ：72mm 

 4560285367176  ¥1,375（税抜価格¥1,250） 

 ▲467PRO 
ロードブレーキシュー 

 ご注文コード  JAN  価格 
 53154000  4562333363987  ¥1,056（税抜価格¥960） 

 キャリパーブレーキ交換用カートリッジロードシュー(カーボンリム用)。音鳴り防止と放熱
効果に優れる3ブロック構造。 

 ■カーボンリム用
■55mmカートリッジ
■ SHIMANO対応 

 ¥1,056（税抜価格¥960） 

 ▲468PRO 
ロードブレーキシュー 

 ご注文コード  JAN  価格 
 53156000  4562333364007  ¥1,056（税抜価格¥960） 

 キャリパーブレーキ交換用カートリッジロードシュー(カーボンリム用)。水捌け重視で雨に
強く、音鳴りも抑制するブロックデザインでロングライドでも安心。 

 ■カーボンリム用
■55mmカートリッジ
■ SHIMANO対応 

 ¥1,056（税抜価格¥960） 

 ▲DS-09/10/15/17 
オーガニックディスクブレーキパッド 

 ご注文コード  JAN  価格 
 53163000  4562333364076  ¥968（税抜価格¥880） 
 53165000  4562333364090  ¥968（税抜価格¥880） 

 オーガニックセミメタルパッド 

 ■53163000：SHIMANOBR-M755/グリメカS8/スラム対応
■53165000：SHIMANODeore、M555、C-92油圧ディスク対応
■ドライタイプ
■リターンスプリング付属 
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 ▲RD-300ICAR-DIY 
カーボンブレーキカートリッジパッド 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 44827000  55mm  4560285339098  ¥913（税抜価格¥830） 

 カーボンリム用カートリッジブレーキシューの交換用パッド。 

 ■カーボンリム用
■55mm
■ SHIMANO対応 

 4560285339098  ¥913（税抜価格¥830） 

 ロードブレーキシュー 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 25041000  ブラック  4560285311568  ¥880（税抜価格¥800） 

 スタンダードなロードキャリパーブレーキ用シューです。 

 ■取付ボルト付属
■重量：53g 

 カンチブレーキシュー 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 25040000  ブラック  4560285311551 ¥825（税抜価格¥750）

 スタンダードなカンチブレーキシューです。 

 ■長さ：57mm 

 JAN  価格 
 4560285311551 ¥825（税抜価格¥750）

 BAAアルミリム用シュー 
軽快車用ブレーキシュー 

 ご注文コード  JAN  価格 
 59734000  4562333395155  ¥550（税抜価格¥500） 

 アルミリム用の軽快車用ブレーキシュー。BAA対応。 

 ■BAA対応
■アルミリム用 

 ¥550（税抜価格¥500） 

 BAAステンレスリム用シュー 
軽快車用ブレーキシュー 

 ご注文コード  JAN  価格 
 59735000  4562333395162 ¥715（税抜価格¥650）

 ステンレスリム用の軽快車用ブレーキシュー。BAA対応。 

 ■BAA対応
■ステンレスリム対応 

 価格 
¥715（税抜価格¥650）

 アルミリム用ブレーキシュー 
軽快車用ブレーキシュー 

 ご注文コード  JAN  価格 
 59736000  4562333395179  ¥462（税抜価格¥420） 

 アルミリム用のスタンダードな軽快車用ブレーキシュー。 

 ■アルミリム用 

 価格 
 ¥462（税抜価格¥420） 

 ▲1242-A3 
アルミチドリ ライナー付 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 50567000  ブラック  4562333355968  ¥550（税抜価格¥500） 

 アルミ製のカンチブレーキ用チドリ。 

 ■アルミ製
■ヨークケーブル付属 

 HY-001LE 
ブレーキレバーカバー 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 54881000  クリアー  4562333372286  ¥539（税抜価格¥490） 

 ブレーキレバーに装着するレバーグリップ。デザインを合わせやすいクリアカラー。 

 ■長さ：53mm
■左右セット 

 ▲ディスクブレーキ
マウントアダプター 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 53175000  PM-IS-F160/R140用  4562333364199  ¥847（税抜価格¥770） 
 53176000  PM-IS-R160用  4562333364205  ¥847（税抜価格¥770） 
 53177000  PM-IS-F180  4562333364212  ¥847（税抜価格¥770） 
 53178000  PM-IS-R180  4562333364229  ¥847（税抜価格¥770） 
 53179000  PM-PM-F180  4562333364236  ¥847（税抜価格¥770） 
 53180000  PM-PM-F203  4562333364243  ¥847（税抜価格¥770） 

 アルミ製ディスクマウントアダプター。 
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 ▲RACING ROAD 
シフトケーブルキット 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 48078000  XTRグレー  4560285364571  ¥3,740（税抜価格¥3,400） 
 48070000  スモーク  4560285364489  ¥3,740（税抜価格¥3,400） 
 48071000  ホワイト  4560285364502  ¥3,740（税抜価格¥3,400） 
 48072000  レッド  4560285364519  ¥3,740（税抜価格¥3,400） 
 48073000  イエロー  4560285364526  ¥3,740（税抜価格¥3,400） 
 48074000  ブルー  4560285364533  ¥3,740（税抜価格¥3,400） 
 48075000  ピンク  4560285364540  ¥3,740（税抜価格¥3,400） 
 48076000  オレンジ  4560285364557  ¥3,740（税抜価格¥3,400） 
 48077000  クールグリーン  4560285364564  ¥3,740（税抜価格¥3,400） 

 ロードバイク用として専用設計のアウターケーブルを組み合せたケーブルキット。
Preルブライナーにより引きの軽さを実現。 

 ■ アウターケーブル：2200mm x 1本
■ インナーケーブル：2000mm x 2本
■ アウターエンドキャップ x 10個
■ インナーエンドキャップ x 2個
■ SHIMANO/SRAM用
■ ロード/MTB用 

 4560285364564  ¥3,740（税抜価格¥3,400） 

 ■ アウターケーブル：2200mm x 1本
■ インナーケーブル：2000mm x 2本

 ▲RACING ROAD 
ブレーキケーブルキット 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 48080000  ホワイト  4560285364595  ¥3,465（税抜価格¥3,150） 
 48081000  レッド  4560285364601  ¥3,465（税抜価格¥3,150） 
 48082000  イエロー  4560285364618  ¥3,465（税抜価格¥3,150） 
 48083000  ブルー  4560285364625  ¥3,465（税抜価格¥3,150） 
 48084000  ピンク  4560285364632  ¥3,465（税抜価格¥3,150） 
 48085000  オレンジ  4560285364649  ¥3,465（税抜価格¥3,150） 
 48087000  XTRグレー  4560285364663  ¥3,465（税抜価格¥3,150） 

 ロードバイク用として専用設計のアウターケーブルを組み合わせたケーブルキット。Preル
ブライナーにより引きの軽さを実現。 

 ■ アウターケーブル：2200mm x 1本
■ インナーケーブル：1700mm x 2本
■ アウターエンドキャップ x 6個
■ インナーエンドキャップ x 2個
■ SHIMANO/SRAM/Campagnolo用
■ ロード/MTB用 

 ▲ARMADILLO 
シフトケーブルキット 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 48052000  スモーク  4560285364304  ¥3,300（税抜価格¥3,000） 
 48054000  レッド  4560285364328  ¥3,300（税抜価格¥3,000） 
 48055000  イエロー  4560285364335  ¥3,300（税抜価格¥3,000） 
 48056000  ブルー  4560285364342  ¥3,300（税抜価格¥3,000） 
 48059000  クールグリーン  4560285364373  ¥3,300（税抜価格¥3,000） 
 48060000  XTRグレー  4560285364380  ¥3,300（税抜価格¥3,000） 

 全天候に対応するアウターシェルにケブラーで補強。Preルブライナーにより引きの軽さ
を実現。 

 ■ アウターケーブル：2200mm x 1本
■ インナーケーブル：2000mm x 2本
■ アウターエンドキャップ x 10個
■ インナーエンドキャップ x 2個
■ SHIMANO/SRAM用
■ ロード/MTB用 

 ■ アウターケーブル：2200mm x 1本
■ インナーケーブル：2000mm x 2本
■ アウターエンドキャップ x 10個

 ▲ARMADILLO 
ブレーキケーブルキット 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 48061000  スモーク  4560285364397  ¥3,300（税抜価格¥3,000） 
 48062000  ホワイト  4560285364403  ¥3,300（税抜価格¥3,000） 
 48065000  ブルー  4560285364434  ¥3,300（税抜価格¥3,000） 
 48066000  ピンク  4560285364441  ¥3,300（税抜価格¥3,000） 
 48069000  XTRグレー  4560285364472  ¥3,300（税抜価格¥3,000） 

 全天候に対応するアウターシェルにケブラーで補強。Preルブライナーにより引きの軽さ
を実現。 

 ■ アウターケーブル：2200mm x 1本
■ インナーケーブル：1700mm x 2本
■ アウターエンドキャップ x 6個
■ インナーエンドキャップ x 2個
■ SHIMANO/SRAM用
■ MTB用 

 ¥3,300（税抜価格¥3,000） 

 ■ アウターケーブル：2200mm x 1本
■ インナーケーブル：1700mm x 2本
■ アウターエンドキャップ x 6個
■ インナーエンドキャップ x 2個

 ▲FLEXLINES 
シフトケーブルキット 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 48088000  ブラック  4560285364670  ¥1,650（税抜価格¥1,500） 
 48089000  ホワイト  4560285364687  ¥1,650（税抜価格¥1,500） 
 48092000  ブルー  4560285364717  ¥1,650（税抜価格¥1,500） 

 ベーシックグレードのシフトケーブルキット。Preルブライナーを使用しスムーズなシフティ
ングフィール。 

 ■ アウターケーブル：2200mm x 1本
■ インナーケーブル：2000mm x 2本
■ アウターエンドキャップ x 10個
■ インナーエンドキャップ x 2個
■ SHIMANO/SRAM用
■ ロード/MTB用 

■ アウターエンドキャップ x 10個
■ インナーエンドキャップ x 2個

 ▲FLEXLINES 
ブレーキケーブルキット 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 48097000  ブラック  4560285364762  ¥1,650（税抜価格¥1,500） 
 48098000  ホワイト  4560285364779  ¥1,650（税抜価格¥1,500） 
 48099000  レッド  4560285364786  ¥1,650（税抜価格¥1,500） 
 48104000  クールグリーン  4560285364830  ¥1,650（税抜価格¥1,500） 

 ベーシックグレードのブレーキケーブルキット。Preルブライナーを使用しスムーズなブ
レーキングフィール。 

 ■ アウターケーブル：2200mm x 1本
■ インナーケーブル：1700mm x 2本
■ アウターエンドキャップ x 6個
■ インナーエンドキャップ x 2個
■ SHIMANO/SRAM/Campagnolo用
■ ロード/MTB用 

■ インナーケーブル：1700mm x 2本
■ アウターエンドキャップ x 6個
■ インナーエンドキャップ x 2個
■ SHIMANO/SRAM/Campagnolo用
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 BMP170S Plasma 
ブレーキケーブル 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 48112000  1700mm  4560285364915  ¥770（税抜価格¥700） 

 電解コーティングを施し、ケーブル表面を保護。使用によるフリクションロスを極限まで軽
減したプレミアムケーブル。 

 ■ SHIMANO/SRAM/Campagnolo用
■ ロード/MTB用 

 BPT170S Coated P.T.F.E. 
ステンレス ブレーキケーブル 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 48111000  1700mm  4560285364908  ¥770（税抜価格¥700） 

 PTFEコーティングされた滑りの良いインナーワイヤー。 

 ■ SHIMANO/SRAM/Campagnolo用
■ ロード/MTB用 

 GMP200S Plasma 
シフトケーブル 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 48119000  2000mm  4560285364984  ¥770（税抜価格¥700） 

 電解コーティングを施し、ケーブル表面を保護。使用によるフリクションロスを極限まで軽
減したプレミアムケーブル。 

 ■ SHIMANO/SRAM用
■ ロード/MTB用 

 GPT200S Coated P.T.F.E. 
ステンレスシフトケーブル 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 48118000  2000mm  4560285364977  ¥770（税抜価格¥700） 

 PTFEコーティングされた滑りの良いインナーワイヤー。 

 ■ SHIMANO/SRAM用
■ ロード/MTB用 

 BSK0300TS Slick 
ステンレスブレーキケーブル 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 48110000  3000mm  4560285364892  ¥660（税抜価格¥600） 

 ステンレススチールの表面を研磨し、ベーシックグレードながらスムーズな補修用グレード
のケーブルに研磨加工を施したインナーケーブル。 

 ■ SHIMANO/SRAM/Campagnolo用
■ ロード/MTB用 

 GSK300S Slick Stainless 
ステンレスシフトケーブル 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 48117000  3000mm  4560285364960  ¥660（税抜価格¥600） 

 ステンレススチールの表面を研磨し、ベーシックグレードながら
スムーズなインナーケーブル。 

 ■ SHIMANO/SRAM用
■ ロード/MTB用 

 FLEXLINES 
シフトアウターケーブル 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 48170000  XTRグレー  2000mm  4560285365523  ¥550（税抜価格¥500） 
 48162000  ブラック  2000mm  4560285365448  ¥550（税抜価格¥500） 
 48163000  ホワイト  2000mm  4560285365455  ¥550（税抜価格¥500） 
 48164000  レッド  2000mm  4560285365462  ¥550（税抜価格¥500） 
 48165000  イエロー  2000mm  4560285365479  ¥550（税抜価格¥500） 
 48166000  ブルー  2000mm  4560285365486  ¥550（税抜価格¥500） 
 48167000  ピンク  2000mm  4560285365493  ¥550（税抜価格¥500） 
 48168000  オレンジ  2000mm  4560285365509  ¥550（税抜価格¥500） 
 48169000  クールグリーン  2000mm  4560285365516  ¥550（税抜価格¥500） 

 ベーシックグレードのアウターケーブルセット。 

 ■ サイズ：4mm x 2000mm
■ シフト用
※ アウターキャップは付属しません。 

 FLEXLINES 
ブレーキアウターケーブル 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 48179000  XTRグレー  2000mm  4560285365615  ¥550（税抜価格¥500） 
 48171000  ブラック  2000mm  4560285365530  ¥550（税抜価格¥500） 
 48172000  ホワイト  2000mm  4560285365547  ¥550（税抜価格¥500） 
 48173000  レッド  2000mm  4560285365554  ¥550（税抜価格¥500） 
 48174000  イエロー  2000mm  4560285365561  ¥550（税抜価格¥500） 
 48175000  ブルー  2000mm  4560285365578  ¥550（税抜価格¥500） 
 48176000  ピンク  2000mm  4560285365585  ¥550（税抜価格¥500） 
 48177000  オレンジ  2000mm  4560285365592  ¥550（税抜価格¥500） 
 48178000  クールグリーン  2000mm  4560285365608  ¥550（税抜価格¥500） 

 ベーシックグレードのアウターケーブルセット。 

 ■ サイズ：5mm x 2000mm
■ ブレーキ用
※ アウターキャップは付属しません。 
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 BSK0170S Slick Stainless 
ステンレスブレーキケーブル 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 48109000  1700mm  4560285364885  ¥550（税抜価格¥500） 

 ステンレススチールの表面を研磨し、ベーシックグレードながらスムーズなインナーケーブ
ル。 

 ■ SHIMANO/SRAM/Campagnolo用
■ ロード/MTB用 

 GSK200S Slick Stainless 
ステンレスシフトケーブル 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 48116000  2000mm  4560285364953  ¥550（税抜価格¥500） 

 ステンレススチールの表面を研磨し、ベーシックグレードながらスムーズなインナーケーブ
ル。 

 ■ SHIMANO/SRAM用
■ ロード/MTB用 

 BST170S Stainless 
ブレーキケーブル 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 48108000  1700mm  4560285364878  ¥495（税抜価格¥450） 

 ベーシックグレードのステンレスブレーキケーブル。 

 ■ SHIMANO/SRAM/Campagnolo用
■ ロード/MTB用 

 GST200S 
ステンレスシフトケーブル 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 48115000  2000mm  4560285364946  ¥495（税抜価格¥450） 

 ベーシックグレードのステンレスシフトケーブル。 

 ■ SHIMANO/SRAM用
■ ロード/MTB用 

 BGA170S Galvanized 
スチールブレーキケーブル 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 48106000  1700mm  4560285364854  ¥440（税抜価格¥400） 

 補修用インナーケーブルワイヤー。 

 ■ SHIMANO/SRAM/Campagnolo用
■ ロード/MTB用 

 BSL170S Slick Galvanized 
スチールブレーキケーブル 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 48107000  1700mm  4560285364861  ¥440（税抜価格¥400） 

 補修用グレードのケーブルに研磨加工を施したインナーケーブル。 

 ■ SHIMANO/SRAM/Campagnolo用
■ ロード/MTB用 

 GGA200S Galvanized 
スチールシフトケーブル 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 48113000  2000mm  4560285364922  ¥440（税抜価格¥400） 

 補修用インナーケーブルワイヤー。 

 ■ SHIMANO/SRAM用
■ ロード/MTB用 

 GSL200S Slick Galvanized 
スチールシフトケーブル 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 48114000  2000mm  4560285364939  ¥440（税抜価格¥400） 

 補修用グレードのケーブルに研磨加工を施したインナーケーブル。 

 ■ SHIMANO/SRAM用
■ ロード/MTB用 

 ▲IA04BKDIY 
インラインケーブルアジャスター 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 48674000  ブラック  シフト用  4560285369804  ¥1,375（税抜価格¥1,250） 

 シフトケーブル用アジャスター。0～4mnの範囲で調節が可能。 

 ■ 長さ：26mm
■ 2個セット
■ アウターキャップ：4mm用 x 4個、
5mm用 x 4個 

 ▲LY-880 バレットプルーフ
シフトケーブルキット 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 44821000  シフト用  4560285339036  ¥1,375（税抜価格¥1,250） 

 シフト用ハイエンドケーブルキット。アルミコイルにケブラーメッシュのアウターとインナー
ワイヤーはテフロン加工を施している。 

 ■ サイズ：アウター1750mm、インナー
1900mm
■ SHIMANO/SRAM/Campagnolo用 

 ▲カラーブレーキ
インナーケーブル 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 47828000  ホワイト  ブレーキ用  4560285363673  ¥990（税抜価格¥900） 

 PTFEコーティングされた滑りの良いインナーワイヤー。 

 ■ サイズ：1.6mm x 1700mm
■ ロード/MTB用 

 ▲シャインスリック 
インナーケーブル 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 48672000  シフト用  4560285369781  ¥880（税抜価格¥800） 
 48673000  ブレーキ用  4560285369798  ¥770（税抜価格¥700） 

 電解ニッケルメッキを表面に施し摩擦を最小まで低減した
インナーケーブル。 

 ■ サイズ：1.1mm x 2300mm
■  SHIMANO/SRAM/Campagnolo用
ブレーキ用

■ サイズ：1.5mm x 1700mm
■ ロード/MTB用 
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 ▲AI-LBSP5 スーパーライト 
ブレーキケーブルセット 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 48280000  レッド  4560285366681  ¥5,500（税抜価格¥5,000） 
 48281000  ホワイト  4560285366698  ¥5,500（税抜価格¥5,000） 

 アルミライナーシェルを採用した軽量ケーブルセット。 

 ■ アウターケーブル：2500mm x 1本
■ インナーケーブル：1700mm x 2本
■ アウターエンドキャップ x 6個
■ インナーエンドキャップ x 2個
■ SHIMANO/SRAM用
■ ロード/MTB用 

▲AI-LSSP4.5 スーパーライト
シフトケーブルセット  

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 48283000  レッド  4560285366711  ¥5,500（税抜価格¥5,000） 
 48284000  ホワイト  4560285366728  ¥5,500（税抜価格¥5,000） 

 アルミライナーシェルを採用した軽量ケーブルセット。 

 ■ アウターケーブル：2300mm x 1本
■ インナーケーブル：2000mm x 2本
■ アウターエンドキャップ x 10個
■ インナーエンドキャップ x 2個
■ SHIMANO/SRAM用 

AICAN

 ▲AIBNPT2000RD ナノフロント
コートシフトインナーケーブル 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 48276000  レッド  シフト用  4560285366643  ¥880（税抜価格¥800） 

 ナノテクノロジーを採用した高耐久で低摩擦のインナーケーブル。 

 ■ サイズ：1.1mm x 2000mm
■ SHIMANO/SRAM用 

 ▲ウルトラスムーズ 
ブレーキインナーケーブル 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 48271000  シルバー  ブレーキ用  4560285366582  ¥880（税抜価格¥800） 

 超低摩擦のウルトラスムーズインナーケーブル。 

 ■ サイズ：1.5mm x 1700mm
■ ロード/MTB用 

 ステンレス
シフトインナーワイヤー 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 32061000  シフト用  4560285326371  ¥550（税抜価格¥500） 

 シマノ/スラムに対応するシフトインナーです。 

 ■ サイズ：2000mm
■ SHIMANO/SRAM用 

 ステンレス
ブレーキインナーワイヤー 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 32060000  ブレーキ用  4560285326364  ¥550（税抜価格¥500） 

 スムーズな動きのステンレスブレーキワイヤー  

 ■ サイズ：1700mm
■ ロード/MTB用 

 アルミアウターキャップ 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 48133000  シルバー  5mm  4560285365141  ¥660（税抜価格¥600） 
 48134000  ブラック  5mm  4560285365158  ¥660（税抜価格¥600） 
 48135000  ブルー  5mm  4560285365165  ¥660（税抜価格¥600） 
 48136000  レッド  5mm  4560285365172  ¥660（税抜価格¥600） 
 48137000  ゴールド  5mm  4560285365189  ¥660（税抜価格¥600） 
 48138000  クールグリーン  5mm  4560285365196  ¥660（税抜価格¥600） 

 カラーアルマイトでバイクコーディネイトが楽しめるアウターキャップ。 

 ■ サイズ：5mm(主にブレーキ用)
■ 10個入り 

 ¥660（税抜価格¥600） 

 ▲シールドカラー
アウターキャップセット 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 48122000  5mm  4560285365011  ¥8,580（税抜価格¥7,800） 
 48123000  4mm  4560285365028  ¥8,580（税抜価格¥7,800） 

 Oリングでシールド加工されており、埃や水の浸入を防ぐアウターキャップ。 

 ■ 各色20個入 

 アルミアウターキャップ 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 48127000  シルバー  4mm  4560285365066  ¥660（税抜価格¥600） 
 48128000  ブラック  4mm  4560285365073  ¥660（税抜価格¥600） 
 48129000  ブルー  4mm  4560285365080  ¥660（税抜価格¥600） 
 48130000  レッド  4mm  4560285365103  ¥660（税抜価格¥600） 
 48131000  ゴールド  4mm  4560285365110  ¥660（税抜価格¥600） 
 48132000  クールグリーン  4mm  4560285365127  ¥660（税抜価格¥600） 

 カラーアルマイトでバイクコーディネイトが楽しめるアウターキャップ。 

 ■ サイズ：4mm(主にシフト用)
■ 10個入り 

 4560285365127  ¥660（税抜価格¥600） 

 ▲カラーアウターキャップセット 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 48125000  4mm  4560285365042  ¥6,490（税抜価格¥5,900） 

 カラーアルマイトでバイクコーディネートが楽しめるアウターキャップ。お買い得なボック
スセット。 

 ■ 各色20個入 

 ¥6,490（税抜価格¥5,900） 
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 ▲ACC 9003 
真鍮製アウターキャップ 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 48139000  4mm  4560285365202  ¥440（税抜価格¥400） 

 ケーブルの補修・メンテナンスには欠かせないアウターキャップ。 

 ■ サイズ：4mm(主にシフター用)
■ 10個入り 

 ▲ACC9051 
樹脂製アウターキャップ 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 48141000  ブラック  4mm  4560285365226  ¥330（税抜価格¥300） 

 ベーシックな樹脂製シフトアウターキャップ。 

 ■ サイズ：4mm(主にシフター用)
■ 10個入り 

 4560285365226  ¥330（税抜価格¥300） 

 ACC9052 
ノーズドアウターキャップ 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 48143000  ブラック  4mm  4560285365240  ¥330（税抜価格¥300） 

 ライナーケーブル用にノーズ加工されたシフト用アウターキャップ。 

 ■ サイズ：4mm(主にシフト用)
■ 10個入り 

 ▲ACC9058 
樹脂製アウターキャップ 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 48142000  5mm  4560285365233  ¥330（税抜価格¥300） 

 ベーシックな樹脂製シフトアウターキャップ。 

 ■ サイズ：5mm(主にブレーキ用)
■ 10個入り 

 ブレーキ用
インナーエンドキャップ 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 48145000  シルバー  4560285365264  ¥330（税抜価格¥300） 
 48146000  ブルー  4560285365271  ¥330（税抜価格¥300） 
 48147000  レッド  4560285365288  ¥330（税抜価格¥300） 
 48148000  ゴールド  4560285365295  ¥330（税抜価格¥300） 
 48149000  ブラック  4560285365301  ¥330（税抜価格¥300） 
 48150000  クールグリーン  4560285365318  ¥330（税抜価格¥300） 

 カラーアルマイトでバイクコーディネイトが楽しめるアウターキャップ。 

 ■ 10個入り 

 ▲ACC9060 
シフト用インナーエンドキャップ 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 48144000  シルバー  シフト用  4560285365257  ¥330（税抜価格¥300） 

 アルミインナーエンドキャップ。 

 ■ 10個入り 

 ▲DHPR-13 
アウタープロテクター 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 47834000  イエロー  4560285363734  ¥550（税抜価格¥500） 
 47835000  オレンジ  4560285363741  ¥550（税抜価格¥500） 
 47836000  ブルー  4560285363758  ¥550（税抜価格¥500） 
 47837000  レッド  4560285363765  ¥550（税抜価格¥500） 
 47839000  ピンク  4560285363789  ¥550（税抜価格¥500） 
 47840000  グリーン  4560285363796  ¥550（税抜価格¥500） 

 アウターケーブルとフレームの干渉による擦り傷を防止するプロテクター。 

 ■ 2個入り 

 ▲T90A Vブレーキガイドパイプ 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 47762000  90度  4560285362973  ¥550（税抜価格¥500） 

 ステンレス製Vブレーキリッドユニット。 

 ■ 材質：ステンレス
■ 1本入 

 ▲T90B Vブレーキガイドパイプ 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 47763000  90度  4560285362980  ¥550（税抜価格¥500） 

 ステンレス製Vブレーキリッドユニット。 

 ■ 材質：ステンレス
■ 1本入 

 ¥550（税抜価格¥500） 

 ▲Asuste-CAP 
インナーエンドキャップ 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 51043000  ブラック  4562333358976  ¥1,056（税抜価格¥960） 
 51044000  シルバー  4562333358983  ¥1,056（税抜価格¥960） 
 51045000  ブルー  4562333358990  ¥1,056（税抜価格¥960） 

 仕上がりが美しく、繰り返し使用できるネジ固定式のアルミ製インナーエンドキャップ。 

 ■ シフト用、ブレーキ用各2個入 
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 ▲Tuoli-B31 サドル 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 56696000  ブラック  4562333379230  ¥3,740（税抜価格¥3,400） 

 スエード調のTuoliサドルは、バイクカスタムに最適。 

 ■ 重量：366g 

 ▲MK PRO カーボンレール 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 48286000  ブラック  4560285366742   ¥18,700（税抜価格¥17,000） 
 48287000  ホワイト  4560285366759   ¥18,700（税抜価格¥17,000） 

 軽量なカーボンベースにパッドを配置。シームレスマイクロファイバーでカバーしたリアル
レーシングモデル。　 

 ■ レール：Sカーボン
■ ベース：NYカーボン
■ パッド：ECOライト
■ サイズ：275mm x 129mm
■ 重量：145g 

 ▲パッソ クロモリレール 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 48306000  ホワイト  4560285366957   ¥4,400（税抜価格¥4,000） 

 スタンダードモデルとして休日ライドや自転車通勤で活躍。 

 ■ レール：クロモリ
■ ベース：PP
■ パッド：PU
■ サイズ：282mm x 135mm
■ 重量：234g 

 ¥4,400（税抜価格¥4,000） 

■ ベース：NYカーボン
■ パッド：ECOライト
■ サイズ：275mm x 129mm

 ▲VL-1665 ライトジェルサドル 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
46138000  ブラック 4560285347956  ¥18,150（税抜価格¥16,500） 
 46139000  ホワイト  4560285347963  ¥18,150（税抜価格¥16,500） 

 パッドを配置し乗り心地の良さも兼ね備えたカーボンサドル。 

 ■ レール材質：カーボン
■ サイズ：274 x 134mm
■ 重量：166g 

 ¥18,150（税抜価格¥16,500） 

 ▲VL-4212 レディース
スポーツワイドサドル 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 47749000  ブラック/レッドライン  4560285362843  ¥6,930（税抜価格¥6,300） 
 47750000  ブラック/グレーライン  4560285362850  ¥6,930（税抜価格¥6,300） 
 47751000  ブラウン/グレーライン  4560285362867  ¥6,930（税抜価格¥6,300） 

 女性用にデザインされたスポーツサドル。人気の151mm幅。 

 ■ レール材質：Ti/アロイ
■ 幅：151mm 

 4560285362867  ¥6,930（税抜価格¥6,300） 

 ■ レール材質：Ti/アロイ

 ▲VL-1502 ロングテールサドル 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 46142000  ブラック  4560285348007  ¥6,490（税抜価格¥5,900） 
 46143000  ホワイト  4560285348014  ¥6,490（税抜価格¥5,900） 

 細身で前後移動がしやすいナローモデル。 

 ■ レール材質：Ti/アロイ
■ サイズ：277 x 126mm
■ 重量：229g 

 ▲VL-6363 LEDライト付
コンフォートサドル 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 47755000  ブラック  4560285362904  ¥3,740（税抜価格¥3,400） 

 LEDテールライトが付属したコンフォートサドル。 

 ■ レール材質：クロモリ
■ サイズ：255 x 193mm
■ 重量：407g
■ 電池：CR2031個付 

 ▲VL-4215 
レディーススポーツサドル 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 47752000  ホワイト/ピンク  4560285362874  ¥3,520（税抜価格¥3,200） 
 47753000  ホワイト/グリーン  4560285362881  ¥3,520（税抜価格¥3,200） 

 女性用にデザインされたスポーツサドル。 

 ■ レール材質：クロモリ
■ 幅：142mm 

 ▲VLC011 
ゲルフォームサドルカバー 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 54909000  ホワイト  4562333372569  ¥1,980（税抜価格¥1,800） 

 ゲルフォームサドルカバー。パッド部分をメッシュにすることで、クッション性が高く比較的
軽量。通気性が高い事から蒸れにくい。 

 ■ サイズ：270 x 190mm
■ 重量：190g 

サ
ド
ル

サ
ド
ル
カ
バ
ー

シ
ー
ト
ポ
ス
ト

シ
ー
ト
ク
ラ
ン
プ

289 サドル・シートポスト

ハンドル

ステム

バーテープ
・

グリップ

ブレーキ

ケーブル

サドル
・

シートポスト

ペダル

ドライブ
トレイン

ヘッドセット

ホイール

タイヤ
・

チューブ

フェンダー
・

スタンド

バスケット
・

キャリア
・

チャイルドシート

ライト
・

サイクル
コンピューター

ロック

ポンプ

ボトル

バッグ

ツール

ケミカル

ディスプレイ
スタンド
・

カーキャリア

ベル
・
ミラー
・
その他



 ▲VL1782 ロードエルゴサドル  

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 62243000  ブラック  4562333402358  ¥4,950（税抜価格¥4,500） 
 62244000  レッド  4562333402365  ¥4,950（税抜価格¥4,500） 
 62245000  ブルー  4562333402372  ¥4,950（税抜価格¥4,500） 
 62246000  グリーン  4562333402389  ¥4,950（税抜価格¥4,500） 
 62247000  イエロー  4562333402396  ¥4,950（税抜価格¥4,500） 

 人気の140㎜幅ロードバイク用サドル。
適度なクッション性を持ちロングライドにもおすすめ。 

人気の140㎜幅ロードバイク用サドル。
中央部に開けられた穴により圧迫を軽減する。

 ■ サイズ：280 x 140mm
■ 重量：270g
■ レール材質：クロモリ
■ フォーム：エアフォーム 

■ サイズ：280 x 140mm
■ 重量：280g
■ レール材質：クロモリ
■ フォーム：エアフォーム

 4562333402396  ¥4,950（税抜価格¥4,500） 

 ▲VL1799 
ロードアナトミックサドル 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 62249000  レッド  4562333402419  ¥4,950（税抜価格¥4,500） 
 62250000  ブルー  4562333402426  ¥4,950（税抜価格¥4,500） 
 62251000  グリーン  4562333402433  ¥4,950（税抜価格¥4,500） 
 62252000  イエロー  4562333402440  ¥4,950（税抜価格¥4,500） 

 4562333402433  ¥4,950（税抜価格¥4,500） 
 4562333402440  ¥4,950（税抜価格¥4,500） 

 ▲VL1862 
ロードアナトミックサドル 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 62233000  ブラック  4562333402259  ¥4,950（税抜価格¥4,500） 
 62234000  レッド  4562333402266  ¥4,950（税抜価格¥4,500） 
 62235000  ブルー  4562333402273  ¥4,950（税抜価格¥4,500） 
 62236000  グリーン  4562333402280  ¥4,950（税抜価格¥4,500） 
 62237000  イエロー  4562333402297  ¥4,950（税抜価格¥4,500） 

 細身の132㎜幅ロードバイク用サドル。中央部に開けられた穴により圧迫を軽減する。 

 ■ サイズ：280 x 132mm
■ 重量：280g
■ レール材質：クロモリ
■ フォーム：エアフォーム 

 ▲VL1863 ロードエルゴサドル 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 62238000  ブラック  4562333402303  ¥4,950（税抜価格¥4,500） 
 62239000  レッド  4562333402310  ¥4,950（税抜価格¥4,500） 
 62240000  ブルー  4562333402327  ¥4,950（税抜価格¥4,500） 
 62241000  グリーン  4562333402334  ¥4,950（税抜価格¥4,500） 
 62242000  イエロー  4562333402341  ¥4,950（税抜価格¥4,500） 

 細身の132㎜幅ロードバイク用サドル。
適度なクッション性を持ちロングライドにもおすすめ。 

 ■ サイズ：280 x 132mm
■ 重量：270g
■ レール材質：クロモリ
■ フォーム：エアフォーム 

 ▲VL4376 ロードエルゴサドル 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 62514000  ブラック  4562333403638  ¥4,950（税抜価格¥4,500） 
 62515000  レッド  4562333403645  ¥4,950（税抜価格¥4,500） 
 62516000  ブルー  4562333403652  ¥4,950（税抜価格¥4,500） 
 62517000  グリーン  4562333403669  ¥4,950（税抜価格¥4,500） 
 62518000  イエロー  4562333403676  ¥4,950（税抜価格¥4,500） 

 安定感のある149㎜幅ロードバイク用サドル。
適度なクッション性を持ちロングライドにもおすすめ。 

 ■ サイズ：266 x 149mm
■ 重量：300g
■ レール材質：クロモリ
■ フォーム：エアフォーム 

 ▲VL4378 
ロードアナトミックサドル 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 62253000  レッド  4562333402457  ¥4,950（税抜価格¥4,500） 
 62254000  ブルー  4562333402464  ¥4,950（税抜価格¥4,500） 
 62255000  グリーン  4562333402471  ¥4,950（税抜価格¥4,500） 
 62256000  イエロー  4562333402488  ¥4,950（税抜価格¥4,500） 
 62519000  ブラック  4562333403683  ¥4,950（税抜価格¥4,500） 

 安定したペダリングをもたらすカスタムサドル。縫い目や留め具の無いバキュームフォー
ム(真空成型)で、すっきりとした外観になっています。 

 ■ サイズ：266 x 149mm
■ 重量：286g
■ レール材質：クロモリ
■ フォーム：エアフォーム 
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 ▲ファンライドワイドサドルCR 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 56307000  ブラック  4562333377144  ¥4,378（税抜価格¥3,980） 

 ダブルエラストマーが衝撃や振動を吸収。 おしりとの接地面を広く安定感向上、スッキリし
た外観でスポーツバイクとの相性も抜群。  

 ■ ソフトな肌触りのPUトップ 採用
■ レール材質：クロモリ
■ ダブルエラストマークッション
■ ベース材質：ナイロン
■ 圧迫防止溝 長さ70ミリ 幅25ミリ
■ エンボス加工でお尻のずれ防止
■ サイズ：263 x 190mm
■ 重量：346g 

 ▲スウェードMFサドルK37 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 60473000  ブラウン  4562333398835  ¥3,630（税抜価格¥3,300） 
 60474000  ブルー  4562333398842  ¥3,630（税抜価格¥3,300） 
 60476000  グレー  4562333398866  ¥3,630（税抜価格¥3,300） 

 しっとりとしたさわり心地のスウェードを採用。鋲つきで愛車のドレスアップにもおすすめ。 

 ■ レール材質：クロモリ
■ サイズ：270 x 152mm
■ 重量:337g 

 ▲カスタムサドルNP 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 60467000  ブルー  4562333398774  ¥3,080（税抜価格¥2,800） 
 60469000  レッド  4562333398798  ¥3,080（税抜価格¥2,800） 
 60470000  ピンク  4562333398804  ¥3,080（税抜価格¥2,800） 
 60471000  ターコイズ  4562333398811  ¥3,080（税抜価格¥2,800） 

 カラフルなルックスで、愛車のドレスアップにおすすめです。 

 ■ レール材質：クロモリ
■ サイズ：270 x 147mm
■ 重量:390g 
■ サイズ：270 x 147mm

 ▲カスタムサドルチドリゴウシ 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 60462000  ブラック  4562333398743  ¥3,630（税抜価格¥3,300） 

 おしゃれなチドリ格子デザインで、愛車のドレスアップにおすすめです。 

 ■ レール材質：クロモリ
■ 目盛付き
■ サドル長：270mm
■ サドル幅：148mm
■ 重量:377g 

 ▲スタンダードスポーツサドル 
スチールレール 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 33826000  ブラック  4560285334154 ￥2,530（税抜価格￥2,300）
 33827000  ブラウン  4560285334161 ￥2,530（税抜価格￥2,300）

 細みのスタンダードなスポーツサドル 。 

 ■ レール材質：スチール
■ サイズ：270 x 155mm
■ 重量：410g 

 ▲ソフトサドル ポスト付き 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 56601000  ブラック  25.4mm  4562333378868  ¥2,398（税抜価格¥2,180） 
 56602000  グレー  25.4mm  4562333378875  ¥2,398（税抜価格¥2,180） 
 56603000  ブラウン  25.4mm  4562333378882  ¥2,398（税抜価格¥2,180） 

 大人の方もお使いいただけるポスト付きサドルです。  

 ■  ヤグラ金具が無いので通常のサドルよりも
5cmほどサドルを下げて取り付け可能。 

 4562333378882  ¥2,398（税抜価格¥2,180） 

 ▲ソフトサドル 軽快車用 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 32148000  ブラック  4560285327866 ￥2,530（税抜価格￥2,300）
 32149000  グレー  4560285327873 ￥2,530（税抜価格￥2,300）
 32150000  ブラウン  4560285327880 ￥2,530（税抜価格￥2,300）

 たっぷりクッションの入った快適シティサイクルサドル。衝撃吸収スプリング付きで、お尻を
衝撃から守ります。 

 ■ ヤグラ金具付属 

￥2,530（税抜価格￥2,300）

 ▲子供用ポスト付きサドル 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 32155000  グレー  25.4 x 210mm  4560285327934  ¥2,178（税抜価格¥1,980） 
 32156000  ブラウン  25.4 x 210mm  4560285327941  ¥2,178（税抜価格¥1,980） 

 直付けシートポスト付きの子供用サドル。
一般的な大人用サドルより、サドルの高さを5cm程度低くすることができます。 

 ■ インサートライン：60mm 

 4560285327941  ¥2,178（税抜価格¥1,980） 

 ▲サドルカバー クッション付き  

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 28454000  ブラック  4560285316419 ￥1,540（税抜価格￥1,400）

 サドルの保護や補修に取付簡単なカバー。衝撃を緩和するスポンジタイプ 
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 ▲キッカーアバンス用
ロングポストサドル 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 61234000  ブラック  250mm  4562333400712  ¥1,100（税抜価格¥1,000） 

 キッカーアバンス-I用のロングポストサドル。
90mm延長された250mmポストを採用し、大きくなっても遊べます。 

 ■ キッカーアバンス-I用 

 ▲コンフォートゲルサドルカバー 
細身サドル用 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 39517000  ブラック  4560285273149 ￥2,860（税抜価格￥2,600）

 やわらかいGELがたっぷり詰まった、お尻に優しいサドルカバー。  

 ■ スポーツバイク用の細身のサドルに適応。
■ サイズ：280 x 200mm 

￥2,860（税抜価格￥2,600）

 ▲CSR-1002 
ナイロンサドルカバー 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 47810000  ブラック  4560285363451  ¥858（税抜価格¥780） 

 ナイロン製のサドルカバー。駐輪場での保管に。 

 ▲SG(Saddle Grip) 
サドルグリップ 3枚セット 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 54983000  ブラック  4562333373306  ¥1,694（税抜価格¥1,540） 

 表面に微細な凹凸を設けたグリップ力の高いラバーシート(両面テープ付き)。サドル上の
グリップ力を高め、ポジションを安定させる。 

 ■ ポジションの安定を助ける。
■ 振動吸収やクーリングにも効果を発揮します。 

 ▲POC-25A UDカーボンシート
ポスト 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 50573000  31.6 x 350mm  4562333356002  ¥15,950（税抜価格¥14,500） 

 18～35mmのアジャスタブルオフセット。フルカーボンシートポスト。 

 ■ オフセット：18～35mm
■ 調整角：±15度
■ チタンボルト
■ アルミレールクランプ
■ 重量：188g
■ 7mm真円レール 

 HARMONY-LT2 
サスペンションシートポスト 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 122922000  ブラック  27.2 x 350mm  4582590908516  ¥4,620（税抜価格¥4,200） 
 122923000  シルバー  27.2 x 350mm  4582590908523  ¥4,620（税抜価格¥4,200） 
 53122000  シルバー  31.6 x 350mm  4562333363666  ¥4,620（税抜価格¥4,200） 

 振動吸収性の良いサスペンションシートポスト。 

 ■ コイルスプリング
■ トラベル：50mm
■ 重量：455g 

 ▲ASTRO アルミシートポスト 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 53120000  ブラック  27.2 x 350mm  4562333363642  ¥3,740（税抜価格¥3,400） 
 53121000  ブラック  31.6 x 250mm  4562333363659  ¥3,740（税抜価格¥3,400） 

 ロープロファイル。バインダークランプタイプのシンプル設計のシートポスト。 

 ■ オフセット：9mm
■ バインダークランプ
■ 重量：288g 

 ▲SP-218 アルミシートポスト 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 53146000  ブラック  31.6 x 350mm  4562333363901  ¥2,860（税抜価格¥2,600） 

 微妙な角度調整がしやすい2本締めタイプのアルミ製シートピラー。 

 ■ 重量：286g（27.2mm) 、318g (31.6mm） 

 ▲SP-67-TC 
カーボンシートポスト 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 50470000  31.6 x 350mm  4562333354992  ¥7,810（税抜価格¥7,100） 

 アルミロープロファイルフラットヘッド。前後ダブルボルト締めタイプ。
カーボンポスト仕様。 

 ■ ポスト材質：カーボン
■ ヤグラ材質：アルミ
■ レール間隔：43.5mm
■ クランプ幅：48ｍｍ
■ 重量：242g(31.6ｍｍ) 

 ▲SP-87 ブレードシートポスト 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 53147000  シルバー  25.4 x 190mm  4562333363918  ¥2,530（税抜価格¥2,300） 
 53148000  シルバー  27.2 x 190mm  4562333363925  ¥2,530（税抜価格¥2,300） 

 クラシカルなデザインのエアロ形状アルミシートポスト。 

 ■ 重量：310g 
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 ▲SP102 アルミシートポスト  

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 53153000  ブラック  34.0 x 550mm  4562333363970  ¥2,145（税抜価格¥1,950） 

 アルミ製のシートポスト。折りたたみ自転車などにおすすめ。ヤグラ付属。 

 ■ ポスト材質：アルミ
■ ヤグラ材質：スチール
■ 重量：458g(ポスト)、140g(ヤグラ) 

 ▲SP102 アルミシートポスト 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 53149000  ブラック  25.4 x 250mm  4562333363932  ¥1,265（税抜価格¥1,150） 
 53151000  ブラック  30.9 x 250mm  4562333363956  ¥1,265（税抜価格¥1,150） 
 53152000  ブラック  31.6 x 250mm  4562333363963  ¥1,265（税抜価格¥1,150） 

 アルミ製のシートポスト。ヤグラ付属。 

 ■ ポスト材質：アルミ
■ ヤグラ材質：スチール
■ 重量：126g(ポスト)、140g(ヤグラ) 

 ▲アルミシートポスト 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 25047000  ブラック  27.2 x 300mm  4560285311629 ￥2,200（税抜価格￥2,000）
 25046000  シルバー  27.2 x 300mm  4560285311612 ￥2,200（税抜価格￥2,000）

 シンプルなデザインのアルミ製シートポスト  

 ■ ポスト材質：アルミ
■ 重量：320g 

 ▲アルミシートポスト 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 57356000  ブラック  26.4 x 300mm  4562333381653  ¥2,090（税抜価格¥1,900） 
 57357000  シルバー  26.4 x 300mm  4562333381660  ¥2,090（税抜価格¥1,900） 
 57358000  ブラック  28.6 x 300mm  4562333381677  ¥2,090（税抜価格¥1,900） 

 シンプルなデザインのアルミ製シートポスト。 

 ■ ポスト材質：アルミ
■ 重量：320g 

 ▲QSA01 
7075アルミ製軽量シートクランプ 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 54947000  ゴールド  34.9mm  4562333372941  ¥3,410（税抜価格¥3,100） 
 54951000  ゴールド  31.8mm  4562333372989  ¥3,410（税抜価格¥3,100） 
 54944000  ブラック  34.9mm  4562333372910  ¥3,410（税抜価格¥3,100） 
 54948000  ブラック  31.8mm  4562333372958  ¥3,410（税抜価格¥3,100） 
 54946000  ブルー  34.9mm  4562333372934  ¥3,410（税抜価格¥3,100） 
 54950000  ブルー  31.8mm  4562333372972  ¥3,410（税抜価格¥3,100） 
 54945000  レッド  34.9mm  4562333372927  ¥3,410（税抜価格¥3,100） 
 54949000  レッド  31.8mm  4562333372965  ¥3,410（税抜価格¥3,100） 

 フルCNC加工、チタンボルト採用の7075アルミ製シートクランプ。 

 ■ 材質：7075ALアルミ
■ チタンボルト
■ 重量：13.0g(31.8mm)、13.5g(34.9mm) 

 ▲SD-589Q 
アルミシートクランプ 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 54845000  ゴールド  31.8mm  4562333371920  ¥1,375（税抜価格¥1,250） 
 54846000  レッド  31.8mm  4562333371937  ¥1,375（税抜価格¥1,250） 
 54847000  ブルー  31.8mm  4562333371944  ¥1,375（税抜価格¥1,250） 
 54848000  ブラック  34.9mm  4562333371951  ¥1,375（税抜価格¥1,250） 
 54849000  シルバー  34.9mm  4562333371968  ¥1,375（税抜価格¥1,250） 
 54850000  ゴールド  34.9mm  4562333371975  ¥1,375（税抜価格¥1,250） 
 54851000  レッド  34.9mm  4562333371982  ¥1,375（税抜価格¥1,250） 
 54852000  ブルー  34.9mm  4562333371999  ¥1,375（税抜価格¥1,250） 

 カラーコーディネートが楽しめる、カラフルなアルミ製シートクランプ。  

 ■ 材質：6061-T6アルミ
■ クランプ高さ：12～17mm(最小～最大)
■ 重量：33.5g(31.8mm)、34.0g(34.9mm) 

 ▲SD-599Q 
アルミシートクランプ 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 54835000  ゴールド  31.8mm  4562333371821  ¥1,056（税抜価格¥960） 
 54836000  レッド  31.8mm  4562333371838  ¥1,056（税抜価格¥960） 
 54837000  ブルー  31.8mm  4562333371845  ¥1,056（税抜価格¥960） 
 54839000  シルバー  34.9mm  4562333371869  ¥1,056（税抜価格¥960） 
 54840000  ゴールド  34.9mm  4562333371876  ¥1,056（税抜価格¥960） 
 54841000  レッド  34.9mm  4562333371883  ¥1,056（税抜価格¥960） 
 54842000  ブルー  34.9mm  4562333371890  ¥1,056（税抜価格¥960） 

 スタンダードなアルミ製QRレバー式シートクランプ 。 

 ■ 材質：AL6061アルミ
■ クランプ高さ：14mm
■ 重量：33.6g(31.8mm)、35.0g(34.9mm) 

 ▲JD-SC66 シートクランプ 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 46104000  ブラック  34.9mm  4560285347604  ¥748（税抜価格¥680） 

 ボルト止めタイプのシートクランプ。 

 ■ 材質：AL6061-T6アルミ
■ 高さ：12mm
■ 重量：15g 

 4560285347604  ¥748（税抜価格¥680） 
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 ▲CL-H2C アルミシートクランプ  

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 48462000  シルバー  28.6mm  4560285367596  ¥1,375（税抜価格¥1,250） 
 122832000  レッド  28.6mm  4582590908158  ¥1,540（税抜価格¥1,400） 
 122833000  ブラック  28.6mm  4582590908165  ¥1,540（税抜価格¥1,400） 
 122834000  ブルー  28.6mm  4582590908172  ¥1,540（税抜価格¥1,400） 
 122835000  ゴールド  28.6mm  4582590908189  ¥1,540（税抜価格¥1,400） 

 カーボンフレーム/カーボンシートポストに対応する斜めスリットのシートクランプ。 

 ■ 材質：6061-T6アルミ
■ 重量：23g(34.9mm) 

 ▲CL-FR ダボ付きシートクランプ 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 46183000  ブラック  34.9mm  4560285349257  ¥858（税抜価格¥780） 

 キャリアダボ穴付きのシートクランプ。 

 ■ 材質：アルミ
■ 重量：32ｇ
＊取付けできないキャリアもあります。 

 ▲CL-CX07 
リアケーブルハンガー付 シートクランプ 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 46176000  ブラック  34.9mm  4560285348373  ¥1,100（税抜価格¥1,000） 

 ブレーキアウター受けが付いたシートクランプ。 

 ■ 材質：アルミ 

 ▲CL-H2C アルミシートクランプ  

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 48467000  レッド  34.9mm  4560285367640  ¥1,375（税抜価格¥1,250） 

 カーボンフレーム/カーボンシートポストに対応する斜めスリットのシートクランプ。 

 ■ 材質：6061-T6アルミ
■ 重量：23g 

 ▲CL-KM2 
QRアルミシートクランプ 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 122838000  ブラック  28.6mm  4582590908219  ¥660（税抜価格¥600） 

 クイックリリース式アルミシートクランプ 

 ■ 高さ：13.5mm
■ 材質：アルミ 

 4582590908219  ¥660（税抜価格¥600） 

 ▲QRシートクランプ 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 56649000  ブラック  28.6mm  4562333379018  ¥968（税抜価格¥880） 

 アルミ製シートポストに適合するクイックレバータイプのスタンダードなシートクランプ 。 

 ■ 材質：アルミ
■ 重量：52g(31.8mm) 

 ▲アルミシートクランプ 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 56647000  ブラック  28.6mm  4562333378998  ¥858（税抜価格¥780） 

 アルミ製のスタンダードなシートクランプ。クイックレバーでなくボルト締めを採用するこ
とで、サドル盗難防止にも役立ちます。  

 ■ 材質：アルミ
■ 重量：22ｇ(31.8mm) 

 ▲シートピン軽快車用 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 59716000  ブラック  4562333394974  ¥550（税抜価格¥500） 
 59717000  グレー  4562333394981  ¥550（税抜価格¥500） 

 シティサイクル用の補修用シートピン。  

 ▲シートピン子供車用 
カラー：ホワイト 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 59718000  ホワイト  4562333394998  ¥550（税抜価格¥500） 

 ジュニアシティやジュニアマウンテンバイクなどの子供車用シートピン。  
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 TRIDENT 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 131717000  アノダイズドレッド  883511002820   ¥15,400（税抜価格¥14,000） 
 131718000  アノダイズドブラック  883511002813   ¥15,400（税抜価格¥14,000） 
 131719000  アノダイズドグリーン  883511002837   ¥15,400（税抜価格¥14,000） 
 131720000  ユニコーン  883511002806   ¥18,700（税抜価格¥17,000） 

 xpedoフラットペダルモデル中No.1のペダル面積と薄さを兼ね備えたモデルが新登場！ 

 ■ 軸サイズ：9/16インチ
■ ボディ材質：アルミ
■ シャフト材質：クロモリ
■ ベアリング：1シールドベアリング ｘ 2DU
■ ピン：48本グラブピン
■ サイズ：114x109x10mm
■ 重量：350g 

 SPRY＋ 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 93476000  SPRY OIL SLICK  883511002615   ¥15,400（税抜価格¥14,000） 
 93477000  GOLD SLICK  883511002769   ¥15,400（税抜価格¥14,000） 
 93478000  BLUE RAY  883511002752   ¥15,400（税抜価格¥14,000） 

 アルミボディーで広い踏面を確保しながら重量340gの軽量ペダル。 

 ■ 軸サイズ：9/16インチ
■ ボディ材質：アルミ
■ シャフト材質：クロモリ
■ ベアリング：2カートリッジ
■ ピン：ストレートピン
■ サイズ：101 ｘ 106 ｘ 11ｍｍ
■ 重量：340g 

 ▲ZED (XMX27AC) 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 67952000  ブラック  4562333414368  ¥14,300（税抜価格¥13,000） 
 67953000  レッド  4562333414375  ¥14,300（税抜価格¥13,000） 
 67954000  グレー  4562333414382  ¥14,300（税抜価格¥13,000） 

 CNCアルミ削り出しで造られた軽量フラットペダル。ロープロファイルデザインで地面と
の接触を減らし安定したコーナリングに役立つ。 

 ■ 軸サイズ：9/16インチ 
■ ボディ材質：6061 CNC アルミ
■ シャフト材質：クロモリ
■ ベアリング：2カートリッジ / 1DU
■ サイズ：110 x 110 x 12mm
■ 重量：388g 

 ▲HURTLE (XMX22MC) 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 64413000  レッド  0883511001649  ¥13,200（税抜価格¥12,000） 
 64414000  ホワイト  0883511001595  ¥13,200（税抜価格¥12,000） 

 マグネシウムボディーにX-PEDO独自のクロス形状を採用し、PINの位置をセンターにも
配置。パーワーロスを軽減したハイエンドモデル。 

 ■ 軸サイズ：9/16インチ 
■ ボディ材質：マグネシウム
■ シャフト材質：クロモリ
■ サイズ：95 × 100 × 17.6mm
■ 重量：296g 
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 ▲UTMOST 16 (XMX16AC) 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 67934000  ブラック  4571309981421  ¥12,100（税抜価格¥11,000） 
 67935000  レッド  4571309981438  ¥12,100（税抜価格¥11,000） 
 67936000  グレー  4571309981445  ¥12,100（税抜価格¥11,000） 

 サイド部分が肉抜きされており、軽量化が施されたフラットペダル。食いつきの良いピンで
激しいバンプでも安定する。 

 ■ 軸サイズ：9/16インチ 
■ ボディ材質：6061 CNC アルミ
■ シャフト材質：クロモリ
■ ベアリング：1カートリッジ / 1DU
■ サイズ：90 x 100 x 18mm
■ 重量：335g 

 ▲JEK (XMX26AC) 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 67950000  レッド  0883511001984  ¥11,000（税抜価格¥10,000） 
 67949000  ブラック  0883511001960  ¥11,000（税抜価格¥10,000） 
 64423000  ブルー  0883511001991  ¥11,000（税抜価格¥10,000） 

 MTBライドに最適な広い踏み面と片側8本のスパイクピンでしっかりグリップ。 

 ■ 軸サイズ：9/16インチ 
■ ボディ材質：アルミ 6061 CNC
■ シャフト材質：クロモリ
■ ベアリング：1カートリッジ
■ サイズ：100 x 100.4 x 17mm
■ 重量：390ｇ 

 ▲DETOX (XMX23MC) 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 67945000  ブラック  0883511001694  ¥10,450（税抜価格¥9,500） 
 64420000  レッド  0883511001700  ¥10,450（税抜価格¥9,500） 
 64421000  ホワイト  0883511002080  ¥10,450（税抜価格¥9,500） 
 64422000  ゴールド  0883511001717  ¥10,450（税抜価格¥9,500） 

 マグネシウムボディを採用することでタフなコンディションでもハイパフォーマンスを実現
できるMTBペダル。 

 ■ 軸サイズ：9/16インチ 
■ ボディ材質：マグネシウム
■ シャフト材質：クロモリ
■ ベアリング：1カートリッジ
■ サイズ：100 × 98 × 18mm
■ 重量：340g 

 TRAVERSE 9 (XCF09AC) 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 67940000  ブラック  0883511001724  ¥9,900（税抜価格¥9,000） 
 67941000  ホワイト  0883511001748  ¥9,900（税抜価格¥9,000） 
 68054000  レッド  4562333414689   ¥9,900（税抜価格¥9,000） 

 ロードバイクやクロスバイクにも合わせやすい小さなボディ。CNCアルミ削り出しの美し
い仕上げ。 

 ■ 軸サイズ：9/16インチ 
■ ボディ材質：6061 CNC アルミ
■ シャフト材質：クロモリ
■ ベアリング：1カートリッジ
■ サイズ：70 x 78 x 17.6mm
■ 重量：296g 
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 SPRY (XMX24MC) 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 67937000  ブラック  0883511001878  ¥9,900（税抜価格¥9,000） 
 64407000  ホワイト  0883511001908  ¥9,900（税抜価格¥9,000） 
 67938000  レッド  0883511001885  ¥9,900（税抜価格¥9,000） 
 67939000  ゴールド  0883511001892  ¥9,900（税抜価格¥9,000） 

 マグネシウムボディーの薄さはピンを除いてわずか11mm、本体の重量ペアで260gの軽
量化に成功。両面で計14個のピンを装着し、どんな状況下でも最高のポテンシャルを提供。 

 ■ 軸サイズ：9/16インチ
■ ボディ材質：マグネシウム
■ シャフト材質：クロモリ
■ ベアリング：2カートリッジ
■ ピン：ストレートピン
■ サイズ：101 ｘ 106 ｘ 17ｍｍ
■ 重量：260g 

■ 軸サイズ：9/16インチ
■ ボディ材質：アルミ +クラトンカバー
■ シャフト材質：クロモリ
■ ベアリング：1カートリッジベアリング x 1DU
　(※初回入荷分のみ3カートリッジベアリング)
■ サイズ：103 x 70 x 21mm
■ 重量：320g

 TRVS4 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 131721000  ブラック/シルバー  883511002967   ¥11,000（税抜価格¥10,000） 

 軽量なアルミボディに滑りを防止するクラトンカバーを採用したハイスペックCITY用ペダル。 

 ▲ SLIM PEDAL XP 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 64416000  シルバー  4571310054800   ¥9,680（税抜価格¥8,800） 

 薄手のスタイリッシュなアルミペダル。細身のデザインでロードバイクやクロスバイクなど
街乗りに最適です。 

 ■ 軸サイズ：9/16インチ 
■ ボディ材質：6061 アルミ
■ シャフト材質：クロモリ
■ ベアリング：DU
■ サイズ：100 x 82 x 24mm
■ 重量：230g 

 TRVS LOCKSTER (XCF10AC) 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 64429000  ブラック/レッド  0883511002455  ¥9,350（税抜価格¥8,500） 
 64430000  ホワイト/レッド  0883511002462  ¥9,350（税抜価格¥8,500） 

 左ペダルのボディ部分がカギとなり、スポークとフレームにかける事で自転車をロックする
事が可能。 

 ■ 軸サイズ：9/16インチ 
■ ボディ材質：アルミ
■ シャフト材質：クロモリQRD
■ ベアリング：1カートリッジ / DU
■ サイズ：94.5 x 90 x 19mm
■ 重量：435g
■ 左ペダルのみロック機能を有する
鍵2個付属 

 TRVS 6(XCF06AC) 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 93484000  ブラック  883511003209   ¥8,800（税抜価格¥8,000） 
 93485000  レッド  883511003223   ¥8,800（税抜価格¥8,000） 
 93486000  グレイ  883511003216   ¥8,800（税抜価格¥8,000） 

 XCF05ACをよりシティークルーズに適するように開発した、ペダリングしやすいモデル。 

 ■ ボディ：アルミ
■ スピンドル：クロモリ
■ サイズ：93.5 x 80.5 x 21㎜
■ 重量：250g 
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 TRVS YUT (C293) 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 64424000  ブラック  0883511002394  ¥8,250（税抜価格¥7,500） 
 64425000  レッド  0883511002424  ¥8,250（税抜価格¥7,500） 
 64426000  ブルー  0883511002431  ¥8,250（税抜価格¥7,500） 
 64427000  ゴールド  0883511002417  ¥8,250（税抜価格¥7,500） 
 64428000  シルバー  0883511002400  ¥8,250（税抜価格¥7,500） 

 カジュアルシューズやビジネスシューズでもグリップするように細かく滑り止めが敷き詰め
られたアーバンライド用ペダル。 

 ■ 軸サイズ：9/16インチ 
■ ボディ材質：6061 CNC アルミ
■ シャフト材質：クロモリ
■ ベアリング：DU / シールド
■ サイズ：103 x 77 x 18.6mm
■ 重量：316g 

 TRAVERSE 1 (XCF1AC) 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 67942000  ブラック  0883511001106  ¥7,700（税抜価格¥7,000） 
 67943000  グレー  0883511001113  ¥7,700（税抜価格¥7,000） 
 67944000  チタン  0883511001120  ¥7,700（税抜価格¥7,000） 

 ロードバイクに合わせやすい小型アルミペダル。
軽量で飽きの来ないデザインの人気モデル。 

 ■ 軸サイズ：9/16インチ
■ ボディ材質：6061 CNC アルミ
■ シャフト材質：クロモリ
■ ベアリング：1カートリッジ / 1DU
■ サイズ：73 x 60 x 17.6mm
■ 重量：210g 

 TRVS 8(XCF08MC) 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 93479000  ブラック  883511003117   ¥6,930（税抜価格¥6,300） 
 93480000  ホワイト  883511001168   ¥6,930（税抜価格¥6,300） 

 マグネシウムボディとクロモリシャフトの組み合わせで重量250gを実現。独創的な２ハー
フリングデザインを採用。理想的なピン配置で機能面にも拘ったモデル。 

 ■ 軸サイズ：9/16インチ
■ ボディ材質：マグネシウム
■ シャフト材質：クロモリ
■ ベアリング：１カートリッジ
■ ピン：リプレースピン
■ サイズ：83 ｘ 80.2 ｘ 31.2ｍｍ
■ 重量：250g 

 価格 
 ¥6,930（税抜価格¥6,300） 
 ¥6,930（税抜価格¥6,300） 

 マグネシウムボディとクロモリシャフトの組み合わせで重量250gを実現。独創的な２ハー
フリングデザインを採用。理想的なピン配置で機能面にも拘ったモデル。 

 TRVS 5(XCF05AC) 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 93481000  ブラック  883511003087   ¥6,930（税抜価格¥6,300） 
 93482000  グレイ  883511003094   ¥6,930（税抜価格¥6,300） 
 93483000  レッド  883511003100   ¥6,930（税抜価格¥6,300） 

 アルミ鍛造ボディでシンプルなX字のデザイン。小さなボディで重量も210gと軽量。 

 ■ ボディ材質：アルミ
■ シャフト材質：クロモリ
■ ピン：リプレースピン
■ サイズ：84.2 × 62.6 × 20.8㎜
■ ベアリング：３カートリッジ 

 ¥6,930（税抜価格¥6,300） 
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 ▲ FLAT PEDAL XP 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 64411000  ホワイト  4571309987270   ¥5,775（税抜価格¥5,250） 

 トレーニングやタウンユースに好評のロードフラットペダル。 

 ■ 軸サイズ：9/16インチ 
■ ボディ材質：6061 CNC アルミ
■ シャフト材質：クロモリ
■ ベアリング：1カートリッジ
■ サイズ：94.5 x 61.3 x 21.4mm
■ 重量：255g 

■ ベアリング：1カートリッジ
■ サイズ：94.5 x 61.3 x 21.4mm

 FP-988ZU 
アルミフラットペダル 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 135269000  ブラック  4962625751223   ¥2,420（税抜価格¥2,200） 
 135270000  シルバー  4962625751230   ¥2,420（税抜価格¥2,200） 

 ベーシックでリーズナブルなケージタイプペダル。 

 ■ ボディ材質：アルミニウム
■ ケージ材質：アルミニウム
■ スピンドル：クロモリ　
■ ベアリング：ZUベアリング　
■ サイズ：97.5x78mm
■ 重量：約280ｇ(ペア) 

■ ケージ材質：アルミニウム

■ ベアリング：ZUベアリング　
■ サイズ：97.5x78mm

 ▲VP-DH2-TI 
ブラッシュドブラックペダル 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 50593000  ブラック  4562333356200  ¥24,640（税抜価格¥22,400） 

 DHレースでも証明された超剛性冷間鍛造ボディをCNCで極限まで削り込んだ超薄型プレ
ミアムプラットフォームペダル。チタンスピンドル仕様。 

 ■ ボディ材質：冷間鍛造アルミ
■ ダブルLSLベアリング
■ リプレース可貫通式ピン
■ シャフト材質：6AL/4Vチタン
■ サイズ：120 x 110 x 12mm
■ 重量：295g 

■ ダブルLSLベアリング
■ リプレース可貫通式ピン
■ シャフト材質：6AL/4Vチタン
■ サイズ：120 x 110 x 12mm

 ▲B252CMG 
マグネシウムSLペダル 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 47644000  ブラック  4560285361662  ¥23,650（税抜価格¥21,500） 
 47645000  ホワイト  4560285361679  ¥23,650（税抜価格¥21,500） 

 マグネシウムボディを採用した軽量フラットペダル。 

 ■ 軸サイズ：9/16インチ
■ ボディ材質：マグネシウム
■ シャフト材質：クロモリ
■ シールドベアリング
■ サイズ：108 × 106 ×17.5mm
■ 重量：320g 
■ サイズ：108 × 106 ×17.5mm

 ▲B223 
ポリカーボネートフラットペダル 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 48610000  クリア  4560285369118  ¥5,060（税抜価格¥4,600） 

 ポリカーボネート製、クリアカラーの街乗り用フラットペダル。 

 ■ 軸サイズ：9/16インチ
■ シャフト材質：クロモリ
■ 6mmアーレンキー(六角レンチ)対応
■ サイズ：111 × 100mm
■ 重量：296g 

■ 6mmアーレンキー(六角レンチ)対応
■ サイズ：111 × 100mm

 B249DU 
アルミプラットホームペダル 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 48607000  ブラック  4560285369088  ¥2,145（税抜価格¥1,950） 
 48606000  シルバー  4560285369071  ¥2,145（税抜価格¥1,950） 

 MTBや街乗りにオススメなフラットペダル。 

 ■ 軸サイズ：9/16インチ
■ ボディ材質：アルミ
■ ポリマーベアリング
■ リフレクター付属
■ サイズ：111.5 × 102 × 27.6mm
■ 重量：390g 
■ サイズ：111.5 × 102 × 27.6mm
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 F178-DU 折りたたみペダル 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 53234000  ブラック  4562333364786  ¥1,980（税抜価格¥1,800） 

 折りたたみ自転車に最適。樹脂製フォールディングペダル。 

 ■ 軸サイズ：9/16インチ
■ シャフト材質：ボロン
■  手を使わずに足でケージを押し込み
ながら折りたたむタイプ

■ 重量：328g 

 4562333364786  ¥1,980（税抜価格¥1,800） 

 C097 樹脂フラットペダル 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 47630000  グレー  4560285361525  ¥1,375（税抜価格¥1,250） 

 街乗り用スタンダードペダル。 

 ■ 軸サイズ：9/16インチ
■ シャフト材質：クロモリ
■ サイズ：103 x 80mm
■ 重量：244g 

 ▲C283 幼児車用カラーペダル 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 48615000  ホワイト  4560285369170  ¥1,045（税抜価格¥950） 
 48616000  レッド  4560285369187  ¥1,045（税抜価格¥950） 
 48617000  ブルー  4560285369194  ¥1,045（税抜価格¥950） 

 大人用と同じ軸サイズ(9/16インチ)の幼児車用ペダル。 

 ■ 軸サイズ：9/16インチ
■ ボディ材質：樹脂
■ リフレクター付属
■ サイズ：88.5 × 67.7 × 24.8mm
■ 重量：216ｇ 

 ▲LU873 幼児車用ペダル 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 48613000  ホワイト  4560285369149  ¥1,045（税抜価格¥950） 

 大人用と同じ軸サイズ(9/16インチ)の幼児車用ペダル。 

 ■ 軸サイズ：9/16インチ
■ ボディ材質：樹脂
■ ボールベアリング
■ リフレクター付
■ サイズ：90 × 65 × 29mm
■ 重量：290ｇ 

 JAN  価格 
 4560285369149  ¥1,045（税抜価格¥950） 

 ▲E229B+MT12M 
室内用ペダル 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 53238000  ブラック  4562333364823  ¥9,680（税抜価格¥8,800） 

 室内のトレーニングバイクに最適なペダル。片面はSPD対応ビンディング、もう片面はフ
ラットペダルにトークリップ＆トーストラップのセット。 

 ■ 軸サイズ：9/16インチ
■ シャフト材質：クロモリ
■ クリート付属
■ 重量：394g(クリート53g除く) 

 JAN  価格 
 4562333364823  ¥9,680（税抜価格¥8,800） 

 オンロードノンスリップペダル 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 60444000  ブラック  4562333398569  ¥2,530（税抜価格¥2,300） 

 革靴やスニーカーでも滑りにくいノンスリップアルミペダル。ノンスリップラバーで雨の日
も滑りにくく、街乗りから通勤まで安心です。 

 ■ 軸サイズ：9/16インチ
■ 滑りにくいラバー付
■ 軸：ボロン鋼
■ ボディ材質：アルミ
■ サイズ：107.9 x 81.8 x 25.8mm
■ 重量：390g　 ロードアルミケージペダル

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 60443000  レッド  4562333398552 ￥1,980（税抜価格￥1,800）

カラーアルマイト仕上げのスタンダードなフラットペダル。

■ 軸サイズ：9/16インチ
■ シャフト材質：クロモリ
■ ボディ材質：樹脂
■ 6mmアーレンキー固定対応
■ リフレクター付属
■ 重量：220g
　 (ネジ・リフレクター43g含まず)
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 QRD-M250-SPD 
ビンディングペダル 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 53231000  ブラック  4562333364755  ¥9,460（税抜価格¥8,600） 

 QRD（Quick Release Device）システムを搭載した、ワンタッチで着脱が可能なペダル。
SPD対応両面ビンディングMTB用2穴固定クリート対応。 

 ■ 軸サイズ：9/16インチ
■ シャフト材質：クロモリ
■ ウェルゴ98A クリート付属
■ シールドベアリング
■ 重量：397g 

 QRD-W40-B 
ビンディングペダル 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 53232000  ブラック  4562333364762  ¥9,460（税抜価格¥8,600） 

 QRD（Quick Release Device）システムを搭載した、ワンタッチで着脱が可能なペダル。
ロード用3穴固定クリート対応。 

 ■ 軸サイズ：9/16インチ
■ シャフト材質：クロモリ
■ ウェルゴRC-5クリート付属(LOOK KEO互換)
■ シールドベアリング
■ 重量：404g 

 RD2 ペダルシャフト用
クイックリリース 

 ご注文コード  JAN  価格 
 88065000  4571310046508   ¥3,850（税抜価格¥3,500） 

 TRVS YUT用 滑り止めシール 

 ご注文コード  JAN  価格 
 132006000  4582590921690   ¥1,100（税抜価格¥1,000） 

 CITY用ペダルで人気のYUT用補修滑り止めシール。 RD2ペダルシリーズ用 クイックリリース

 ■ 4枚入り 

 ▲ MDU FOR XMX18AC 
ペダル用エラストマーショックアブソーバー 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 64404000  ブラック  スタンダード  883511001526   ¥1,650（税抜価格¥1,500） 
 64405000  イエロー  ソフト  883511001533   ¥1,650（税抜価格¥1,500） 

 フラットペダル「XMX18AC」用のMDU（エラストマーショックアブソーバー）です。 

 ■ 10個入り 

 TRVS DUO (XCF12AC) 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 67946000  ブラック  0883511003513  ¥13,200（税抜価格¥12,000） 
 67947000  ゴールド  0883511003537  ¥13,200（税抜価格¥12,000） 
 67948000  グレー  0883511003520  ¥13,200（税抜価格¥12,000） 

 片面ビンディング、片面フラットのアーバンライド向けモデル。小ぶりのボディはスタイリッ
シュでバイクとのコーディネートもしやすい。 

 ■ 軸サイズ：9/16インチ 
■ ボディ材質：6061アルミ
■ シャフト材質：クロモリ
■ ベアリング：3カートリッジ
■ サイズ：62.8 x 62.8 x 17.6mm
■ 重量：295g 
■ サイズ：62.8 x 62.8 x 17.6mm

 MTBプラットフォームペダル 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 62108000  ブラック  4562333401351 ￥1,540（税抜価格￥1,400）

 リーズナブルな価格が魅力のプラットフォームペダル。価格を抑えながらも削り出しのクロ
モリアクセルを採用。 

 ■ 軸サイズ：9/16インチ
■ 広い踏み面と泥刷けの良い形状
■ ハーフクリップに対応可
■ ボディ材質：ポリプロピレン樹脂
■ シャフト材質：クロモリ
■ 6mmアーレンキー固定対応
■  キャットアイ製リフレクター
（JIS/CPSC/BS/TPP規格適合）
■ 踏面サイズ：91 x 81 x 26mm
■ 重量：305ｇ 

■  キャットアイ製リフレクター
（JIS/CPSC/BS/TPP規格適合）
■ 踏面サイズ：91 x 81 x 26mm
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 E-BSL1 クリート 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 44837000  ブラック  4560285339197  ¥1,595（税抜価格¥1,450） 

 シマノ SPD-SLに互換性のあるクリート。 

 ■ 固定
■ 重量：50g 

 E-RSL1 クリート 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 44836000  レッド  4560285339180  ¥1,595（税抜価格¥1,450） 

 シマノ SPD-SLに互換性のあるクリート。 

 ■ フローティング角度：4.5度
■ 重量：50g 

 E-C01F クリート 

 ご注文コード  JAN  価格 
 44840000  4560285339227  ¥1,265（税抜価格¥1,150） 

 SPD対応のクロモリ製クリート。シマノ製SM-SH51と同じシングルモード。 

 ■ 重量：40g 

 E-CK6R クリートカバー 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 44838000  ブラック  4560285339203  ¥1,595（税抜価格¥1,450） 

 歩きにくさを解消し、クリートの摩耗を防ぐ。
シマノ SPD-SLクリートに対応するクリートカバー。 

 ■ 重量：86g 

 ▲MT-20 スチールトークリップ 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 47646000  CP  M  4560285361686  ¥1,375（税抜価格¥1,250） 
 47647000  CP  L  4560285361693  ¥1,375（税抜価格¥1,250） 

 ツーリングスタイルのスチール製トークリップ。 

 ■ 左右セット
■ 材質：スチール 

 ▲W-6 
レザーダブルトーストラップ 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 47655000  ブラック  4560285361792  ¥2,145（税抜価格¥1,950） 
 47656000  ブラウン  4560285361808  ¥2,145（税抜価格¥1,950） 
 47657000  ホワイト  4560285361815  ¥2,145（税抜価格¥1,950） 

 3つのカラーから選べる、しっかり締まるレザー製ダブルストラップ。 

 ■ 幅：45mm
■ 長さ：430mm
■ 重量：110g
■ 2本セット 

 ▲W-5 
レザーシングルトーストラップ 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 47654000  ホワイト  4560285361785  ¥748（税抜価格¥680） 

 カラーが選べるシンプルなレザー製シングルストラップ。 

 ■ 幅：12mm
■ 長さ：400mm
■ 重量：50g
■ 2本セット 

 ボルトオン リフレクター 
4個セット 

 ご注文コード  JAN  価格 
 50598000  4562333356255  ¥440（税抜価格¥400） 

 キャットアイRR-1。JIS対応リフレクター付。ボルトオンタイプリフレクター。 

 ■ JIS規格適合品 
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 CONNEX 12SO チェーン 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 95705000  シルバー  12s  4041319002855  ¥12,100（税抜価格¥11,000） 

 優れた変速性能を提供するプレート形状を採用したコネックスチェーンのスタンダード
モデル。 

 ■ コネクトリンクはチェーンの寿命まで回数制限なく、使用可能
■ チェーンの着脱が容易なため、メンテナンスやクリーニングで便利
■ 対応ドライブトレイン：SHIMANO/SRAM/Campagnolo　12s
■ 耐腐食性能に優れるニッケルコーティング
■ 変速性能を高める面取りされた高性能プレート
■ コネックスリンク付属
■ リンク数：126リンク
■ 重量：270g 

wippermann  CONNEX 11SX チェーン 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 59773000  シルバー  11s  4041319002039  ¥11,880（税抜価格¥10,800） 

 ステンレススチールインナーリンク＆高性能ニッケルコーティングチェーン。優れた耐腐食
性能を誇るハイエンドモデル。 

 ■ コネクトリンクはチェーンの寿命まで回数制限なく、使用可能
■ チェーンの着脱が容易なため、メンテナンスやクリーニングで便利
■ 対応ドライブトレイン：SHIMANO/SRAM/Campagnolo　11s
■ 耐腐食性能に優れるニッケルコーティング
■ 変速性能を高める面取りされた高性能プレート
■ コネックスリンク付属
■ リンク数：118リンク
■ 重量：270g 

wippermann

■ 重量：270g 

 CONNEX 11SB チェーン 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 59774000  ブラック/ゴールド  11s  4041319002152  ¥10,450（税抜価格¥9,500） 

 堅牢なブラックコーティングを施し、バイクをスタイリッシュにまとめる高耐久モデル。 

 ■ コネクトリンクはチェーンの寿命まで回数制限なく、使用可能
■ チェーンの着脱が容易なため、メンテナンスやクリーニングで便利
■ 対応ドライブトレイン：SHIMANO/SRAM/Campagnolo　11s
■ 耐腐食・耐久性能に優れるブラック/真鍮コーティング
■ 変速性能を高める面取りされた高性能プレート
■ コネックスリンク付属
■ リンク数：118リンク
■ 重量：270g 

wippermann

■ 重量：270g 

 CONNEX 11SO チェーン 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 59775000  シルバー  11s  4041319002046  ¥8,250（税抜価格¥7,500） 

 優れた変速性能を提供するプレート形状を採用したコネックスチェーンのスタンダードモ
デル。 

 ■ コネクトリンクはチェーンの寿命まで回数制限なく、使用可能
■ チェーンの着脱が容易なため、メンテナンスやクリーニングで便利
■ 対応ドライブトレイン：SHIMANO/SRAM/Campagnolo　11s
■ 変速性能を高める面取りされた高性能プレート
■ コネックスリンク付属
■ リンク数：118リンク
■ 重量：270g 

wippermann

■ 重量：270g 
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 CONNEX 10SG チェーン 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 59778000  ゴールド  10s  4041319001704  ¥7,480（税抜価格¥6,800） 

 ブラスコーティングを施し、耐腐食性能を向上。 

 ■ コネクトリンクはチェーンの寿命まで回数制限なく、使用可能
■ チェーンの着脱が容易なため、メンテナンスやクリーニングで便利
■ 対応ドライブトレイン：SHIMANO/SRAM/Campagnolo　10s
■ ブラスコーティング。腐食に高い保護能力を発揮。
■ 変速性能を高める面取りされた高性能プレート。
■ マウンテンバイク、ロードバイクに適しています。
■ コネックスリンク付属
■ リンク数：114リンク
■ 重量：264g 

wippermann

■ 変速性能を高める面取りされた高性能プレート。
■ マウンテンバイク、ロードバイクに適しています。
■ コネックスリンク付属
■ リンク数：114リンク

 CONNEX 10S8 チェーン 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 59779000  シルバー  10s  4041319001551  ¥6,380（税抜価格¥5,800） 

 ニッケルコーティングを施したスタンダードモデル。 

 ■ コネクトリンクはチェーンの寿命まで回数制限なく、使用可能
■ チェーンの着脱が容易なため、メンテナンスやクリーニングで便利
■ 対応ドライブトレイン：SHIMANO/SRAM/Campagnolo　10s
■ 耐腐食性能に優れるニッケルコーティング
■ 変速性能を高める面取りされた高性能プレート
■ マウンテンバイク、ロードバイクに適しています。
■ リンク数：114リンク
■ コネックスリンク1個付属
■ 重量：264g 

wippermann

CONNEX 908 チェーン

 CONNEX 9SG チェーン 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 59782000  シルバー  9s  4041319001063  ¥5,940（税抜価格¥5,400） 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 59781000  ゴールド  9s  4041319001698  ¥6,380（税抜価格¥5,800） 

ニッケルコーティングを施したスタンダードモデル。

 高品位なブラスコーティングを施し、耐腐食性能を向上。 

■ コネクトリンクはチェーンの寿命まで回数制限なく、使用可能
■ チェーンの着脱が容易なため、メンテナンスやクリーニングで便利
■ 対応ドライブトレイン：SHIMANO/SRAM/Campagnolo　9s
■ ニッケルメッキチェーン
■ MTB、ロードバイク、トレッキングバイク、ツーリングバイクに適しています
■ 重量：279g
■ リンク数：114リンク
■ コネックスリンク1個付属

 ■ コネクトリンクはチェーンの寿命まで回数制限なく、使用可能
■ チェーンの着脱が容易なため、メンテナンスやクリーニングで便利
■ 対応ドライブトレイン：SHIMANO/SRAM/Campagnolo　9s
■ 耐腐食に優れるブラス(真鍮)コーティング
■ 変速性能を高める面取りされた高性能プレート
■ コネックスリンク付属
■ リンク数：114リンク
■ 重量：279g 

wippermann

wippermann

■ コネックスリンク1個付属

CONNEX 908 チェーン

■ 耐腐食に優れるブラス(真鍮)コーティング
■ 変速性能を高める面取りされた高性能プレート
■ コネックスリンク付属
■ リンク数：114リンク
■ 重量：279g 

wippermann

 CONNEX 808 チェーン 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 59784000  シルバー  6/7/8s  4041319001650  ¥4,730（税抜価格¥4,300） 

 ニッケルコーティングを施したスタンダードモデル。 

 ■ コネクトリンクはチェーンの寿命まで回数制限なく、使用可能
■ チェーンの着脱が容易なため、メンテナンスやクリーニングで便利
■ 対応ドライブトレイン：各社6、7、8s
■ 耐腐食性能に優れるニッケルコーティング
■ プレート形状により、ギアチェンジ特性に優れます。
■ リンク数：114リンク
■ コネックスリンク1個付属
■ 重量：319g 

wippermann

■ 重量：319g 
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 CONNEX LINK 11s用 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 59777000  ゴールド  11SB  4041319002145  ¥3,300（税抜価格¥3,000） 
 59776000  シルバー  11SX  4041319002114  ¥3,300（税抜価格¥3,000） 

 WIPPERMANN11s用コネクトリンク。 

 ■ コネクトリンクはチェーンの寿命まで回数制限なく、使用可能
■ チェーンの着脱が容易なため、メンテナンスやクリーニングで便利
■ WIPPERMANN CONNEX11sシリーズ用 

wippermann  CONNEX LINK 10s用 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 59780000  ゴールド  10SG  4041319001728  ¥1,540（税抜価格¥1,400） 

 WIPPERMANN10s用コネクトリンク。 

 ■ コネクトリンクはチェーンの寿命まで回数制限なく、使用可能
■ チェーンの着脱が容易なため、メンテナンスやクリーニングで便利
■ WIPPERMANN CONNEX10sシリーズ用 

wippermann

 CONNEX LINK 9s用 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 59783000  ゴールド  9SG  4041319001711  ¥660（税抜価格¥600） 

 高品位なブラスコーティングを施し、耐腐食性能を向上。工具不要で簡単着脱。 

 ■ コネクトリンクはチェーンの寿命まで回数制限なく、使用可能
■ チェーンの着脱が容易なため、メンテナンスやクリーニングで便利
■ WIPPERMANN CONNEX9sシリーズ用 

wippermann  CONNEX LINK 6/7/8s用 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 59785000  シルバー  8SX  4041319000097  ¥660（税抜価格¥600） 

 耐候性と耐摩耗性に優れるニッケルコーティング。工具不要で簡単着脱。 

 ■ コネクトリンクはチェーンの寿命まで回数制限なく、使用可能
■ チェーンの着脱が容易なため、メンテナンスやクリーニングで便利
■ WIPPERMANN CONNEX9sシリーズ用 

wippermann

 アルミチェーンカバー 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 66369000  シルバー  4562333408329  ¥2,530（税抜価格¥2,300） 
 66370000  ブラック  4562333408336  ¥2,530（税抜価格¥2,300） 

 シートチューブに取付けるタイプだから、フロントシングルから多段ギアに対応。
ハーフタイプなのでアルミボディーを曲げることで多くの歯数に対応可能。 

 ■ 材質：アルミ
■ フロントシングル～3段ギア対応
■ 取付部寸法：シートチューブ対応径34.9mmまで / シートステー対応径19mmまで
＊フロントディレイラーがダウンスイングタイプには使用できません 
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 ▲V-0001RB 
シリコンチェーンプロテクター 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 54887000  ホワイト  4562333372347  ¥550（税抜価格¥500） 
 54888000  ピンク  4562333372354  ¥550（税抜価格¥500） 
 54889000  オレンジ  4562333372361  ¥550（税抜価格¥500） 
 54890000  イエロー  4562333372378  ¥550（税抜価格¥500） 
 54891000  ブルー  4562333372385  ¥550（税抜価格¥500） 
 54892000  グリーン  4562333372392  ¥550（税抜価格¥500） 

 12-24mm径のパイプに対応するシリコン製のチェーンステー用プロテクター。ラウンド形
状となっており肉厚でも貼りやすい。 

 ■ 貼り付ける際は、清掃・脱脂をしっかり行ってください。
■ 長さ：220mm
■ 幅：25～34mm
■ 重量：9g 

 ▲CB-0903 チェーンカバー 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 47819000  グリーン  4560285363567  ¥550（税抜価格¥500） 
 47820000  ピンク  4560285363574  ¥550（税抜価格¥500） 
 47818000  ブルー  4560285363550  ¥550（税抜価格¥500） 
 47817000  レッド  4560285363529  ¥550（税抜価格¥500） 

 シングルスピードバイクのドレスアップや、ズボンの裾などの汚れ防止におすすめなチェー
ンのカバー。切れ目の入った樹脂製チューブで、お好みの長さにカットして使用します。 

 ■ チューブ径：14.5mm
■ 長さ：140cm
■ 重量：30g 

 CBE-R8000 チェーンリング 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 95275000  ブラック  42T  4582590893386  ¥10,450（税抜価格¥9,500） 

 SHIMANO R8000クランク用のチェーンリング。グラベルバイクや、CXバイクでの使用に
最適なアウター42T。 

 ■ 材質：AL7075T651CNCアルミ
■ 対応クランク：SHIMANO FC-R8000
■ PCD：110mm
■ チェーンリングボルト付属 

 DX005-110 
ナローワイドチェーンリング 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 95277000  ブラック  40T  4582590893409  ¥10,450（税抜価格¥9,500） 
 95278000  ブラック  42T  4582590893416  ¥10,450（税抜価格¥9,500） 

 グラベルバイクやCXバイクでの使用に最適なナローワイドチェーンリング。 

 ■ 材質：AL7075T651CNCアルミ
■ PCD：110mm
■ チェーンリングボルト付属 

 ▲CX1042 ナローワイド 
チェーンリング PCD：104mm 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 48469000  ブラック  32T  4560285367664  ¥8,360（税抜価格¥7,600） 
 48470000  ブラック  34T  4560285367671  ¥8,360（税抜価格¥7,600） 
 48471000  ブラック  36T  4560285367688  ¥8,360（税抜価格¥7,600） 
 48472000  ブラック  38T  4560285367695  ¥8,360（税抜価格¥7,600） 
 48473000  ブラック  40T  4560285367701  ¥8,360（税抜価格¥7,600） 

 歯の厚みを交互に変化させ、チェーンの保持力を高めたナロー・ワイドチェーンリング。  

 ■ 材質：AL7075T6アルミ
■  アルミボルト付属
(サイズ：ボルト5.8mm、ナット5mm 
※ ボルト頭部、ナットフランジ部を含まず）

■ PCD：104mm
■ 重量： 34g(32T)、48g(34T)、53g(36T)、

73g(38T)、53g(36T)、
ボルト＆ナット5g(4セット) 

 ▲ダイレクトマウント用 
ナローワイドチェーンリング MTB04 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 50855000  ブラック  28T  4562333357382  ¥5,940（税抜価格¥5,400） 
 50856000  シルバー  28T  4562333357399  ¥5,940（税抜価格¥5,400） 
 50857000  ブラック  30T  4562333357405  ¥6,160（税抜価格¥5,600） 
 50858000  シルバー  30T  4562333357412  ¥6,160（税抜価格¥5,600） 
 50859000  ブラック  32T  4562333357429  ¥6,160（税抜価格¥5,600） 
 50860000  シルバー  32T  4562333357436  ¥6,380（税抜価格¥5,800） 

 ジュラルミン製。ナローワイドチェーンリング。 

 ■ 材質：7075アルミ
■ 対応チェーン：9/10s
■ SRAMダイレクトマウント対応クランク用
■ 重量：49g(28T) 

 ▲Liike-CR アルミチェーンリング 
PCD：110mm 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 51049000  シルバー  33T  4562333359034  ¥4,620（税抜価格¥4,200） 

 ヒルクライムやツーリングに最適なPCD:110mmの最小インナーギヤ。 

 ■ 材質：アルミ
■ 対応チェーン：9/10s
■ PCD：110mm
■ 重量：27g 

 ▲チェーンリングガード 
PCD：130mm 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 48517000  レッド  50T  4560285368173  ¥3,410（税抜価格¥3,100） 
 48522000  レッド  58T  4560285368227  ¥4,070（税抜価格¥3,700） 
 48523000  ブルー  58T  4560285368234  ¥4,070（税抜価格¥3,700） 
 48524000  シルバー  58T  4560285368241  ¥4,070（税抜価格¥3,700） 
 48525000  ゴールド  58T  4560285368258  ¥4,070（税抜価格¥3,700） 

 アウターリングの外側に取り付けるチェーンリングガード。 

 ■ PCD：130mm
■ 厚さ：3mm
■ 材質：アルミ
■ ボルト、スペーサー類は付属しません。
■  ダブルチェーンリングの外側に、
更にガードを取付ける場合固定は別途、
スペーサーとロングタイプの固定ボルトが
必要です。 
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アウターリングの外側に取り付けるチェーンリングガード。

■ PCD：110mm
■ 厚さ：3mm
■ 材質：アルミ
■ ボルト、スペーサー類は付属しません。
■  ダブルチェーンリングの外側に、
更にガードを取付ける場合固定は別途、
スペーサーとロングタイプの固定ボルト
が必要です。

 ▲チェーンリングガード 
PCD：110mm 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 48530000  ゴールド  42T  4560285368302  ¥3,300（税抜価格¥3,000） 

 ▲ポリカーボネート 
バッシュガード PCD：104mm 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 48544000  クリアー  36T  4560285368449  ¥1,694（税抜価格¥1,540） 

 36Tまでの小径ギヤ対応。肉厚ポリカバッシュガード。 

 ■ 材質：ポリカーボネート
■ 36Tまでのギヤ対応
■ PCD：104mm 

 SS-LA01 アルミチェーンリング
ボルトセット 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 44870000  ブラック  ダブルギヤ用  4560285343880  ¥1,155（税抜価格¥1,050） 
 44871000  ブルー  ダブルギヤ用  4560285343903  ¥1,155（税抜価格¥1,050） 
 44872000  レッド  ダブルギヤ用  4560285343897  ¥1,155（税抜価格¥1,050） 
 44873000  ゴールド  ダブルギヤ用  4560285343910  ¥1,155（税抜価格¥1,050） 

 7075超硬ジュラルミン材使用のチェーンリングボルト。 

 ■ 材質：アルミ
■ ダブルギヤ用
■ 5個セット 

 チェーンリングボルト 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 48537000  シルバー  12x9mm  4560285368371  ¥649（税抜価格¥590） 

 スチール製のフィキシングボルト。 

 ■ ボルト長/ナット長： 12x9mm、
16x14mm

■ 材質：スチール
■ 5組セット 

 ▲MTB-SP1 ワイドレシオ 
アルミリアスプロケット  

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 50861000  ブラック  40T  4562333357443  ¥6,490（税抜価格¥5,900） 
 50862000  シルバー  40T  4562333357450  ¥6,490（税抜価格¥5,900） 
 50863000  ゴールド  40T  4562333357467  ¥6,490（税抜価格¥5,900） 
 50864000  ブルー  40T  4562333357474  ¥6,490（税抜価格¥5,900） 
 50865000  パープル  40T  4562333357481  ¥6,490（税抜価格¥5,900） 
 50866000  ブラック  42T  4562333357498  ¥6,710（税抜価格¥6,100） 
 50867000  シルバー  42T  4562333357504  ¥6,710（税抜価格¥6,100） 
 50868000  ゴールド  42T  4562333357511  ¥6,710（税抜価格¥6,100） 
 50869000  ブルー  42T  4562333357528  ¥6,710（税抜価格¥6,100） 
 50870000  パープル  42T  4562333357535  ¥6,710（税抜価格¥6,100） 

 超硬ジュラルミン製。ワイドレシオ リアスプロケット。 

 ■ 材質：ジュラルミン
■ 対応フリーボディ：HG
■ 対応チェーン：10s 

 ▲SS-110LK-A 
アルミスプロケット  

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 50822000  ブラック  16T  4562333357054  ¥2,750（税抜価格¥2,500） 
 50823000  ゴールド  16T  4562333357061  ¥2,750（税抜価格¥2,500） 
 50824000  レッド  16T  4562333357078  ¥2,750（税抜価格¥2,500） 
 50825000  ブルー  16T  4562333357085  ¥2,750（税抜価格¥2,500） 
 50826000  ブラック  18T  4562333357092  ¥2,750（税抜価格¥2,500） 
 50827000  ゴールド  18T  4562333357108  ¥2,750（税抜価格¥2,500） 
 50828000  レッド  18T  4562333357115  ¥2,750（税抜価格¥2,500） 
 50829000  ブルー  18T  4562333357122  ¥2,750（税抜価格¥2,500） 
 50830000  ブラック  19T  4562333357139  ¥2,750（税抜価格¥2,500） 
 50831000  ゴールド  19T  4562333357146  ¥2,750（税抜価格¥2,500） 
 50832000  レッド  19T  4562333357153  ¥2,750（税抜価格¥2,500） 
 50833000  ブルー  19T  4562333357160  ¥2,750（税抜価格¥2,500） 

 耐摩耗性に優れ超軽量の7075超硬ジュラルミン製。シングルスプロケット。 

 ■ 材質：ジュラルミン
■ カラーアルマイト 

 カセットハブスペーサー 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 48450000  シルバー  3mm  4560285367473  ¥352（税抜価格¥320） 
 48451000  シルバー  6mm  4560285367480  ¥429（税抜価格¥390） 

 シングル化などに使用するカセットスプロケットのフリーボディ用スペーサー。シマノ/スラ
ム用フリーボディ対応。 

 ■ 材質：アルミ
■ 1個入
■ 対応フリーボディ：HG
■ 径：38.8mm 

 ▲Liike-PUL 
スチールベアリングプーリー 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 52474000  シルバー  11T  4562333361709  ¥4,730（税抜価格¥4,300） 
 52475000  ブルー  11T  4562333361716  ¥4,730（税抜価格¥4,300） 

 滑らかな回転のスチールベアリングを採用したドレスアップに最適なアルミプーリー。 

 ■ 材質：アルミ
■ 歯数：11T
■ 重量：11g
■ 2個セット 
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 ▲Liike-PUL-C 
セラミックベアリングプーリー 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 52476000  ブラック  11T  4562333361723  ¥7,480（税抜価格¥6,800） 
 52477000  シルバー  11T  4562333361730  ¥7,480（税抜価格¥6,800） 
 52478000  ブルー  11T  4562333361747  ¥7,480（税抜価格¥6,800） 

 ドレスアップに役立つアルミ製プーリー。回転性能に優れたセラミックボールベアリングを
採用したハイグレードモデル。 

 ■ 材質：アルミ
■ 歯数：11T
■ 重量：11g
■ 2個セット 

 4562333361747  ¥7,480（税抜価格¥6,800） 

 ▲C1 セラミックプーリー 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 48482000  ゴールド  11T  4560285367794  ¥5,940（税抜価格¥5,400） 
 48483000  ブラック  11T  4560285367800  ¥5,940（税抜価格¥5,400） 
 48481000  ブルー  11T  4560285367787  ¥5,940（税抜価格¥5,400） 
 48480000  レッド  11T  4560285367770  ¥5,940（税抜価格¥5,400） 

 ラジアルシェイプ。CNC削り出しジェラルミン製プーリーにセラミックベアリングを搭載。 

 ■ 材質：AL7075-T651 CNCアルミ
■  ベアリング：NBK製セラミックシールド
ベアリング(689-2RS)

■ 2個セット
■ 平均重量：9g(1個) 

 ▲C5 セラミックプーリー 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 48486000  ゴールド  11T  4560285367831  ¥5,940（税抜価格¥5,400） 
 48487000  ブラック  11T  4560285367848  ¥5,940（税抜価格¥5,400） 
 48485000  ブルー  11T  4560285367824  ¥5,940（税抜価格¥5,400） 
 48484000  レッド  11T  4560285367817  ¥5,940（税抜価格¥5,400） 

 トルネードシェイプ。CNC削り出しジェラルミン製プーリーにセラミックベアリングを搭載。 

 ■ 材質：AL7075-T651 CNCアルミ
■  ベアリング：NBK製セラミックシールド
ベアリング(689-2RS)

■ 2個セット
■ 平均重量：9g(1個) 

 ▲W1 セラミックプーリー 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 48490000  ゴールド  11T  4560285367879  ¥5,940（税抜価格¥5,400） 
 48491000  ブラック  11T  4560285367886  ¥5,940（税抜価格¥5,400） 
 48489000  ブルー  11T  4560285367862  ¥5,940（税抜価格¥5,400） 
 48488000  レッド  11T  4560285367855  ¥5,940（税抜価格¥5,400） 

 ウエイブシェイプ。CNC削り出しジェラルミン製プーリーにセラミックベアリングを搭載。 

 ■ 材質：AL7075-T651 CNCアルミ
■  ベアリング：NBK製セラミックシールド
ベアリング(689-2RS)

■ 2個セット
■ 平均重量：9g(1個) 

 CL-51 アウターワイヤー受け 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 50283000  ブラック  34.9mm  4562333354893  ¥1,100（税抜価格¥1,000） 
 122836000  ブラック  31.8mm  4582590908196  ¥1,320（税抜価格¥1,200） 

 フロントディレーラーのアウター受けを増設するバンドタイプのアウター受け。 

 ■ 高さ：12mm
■ 材質：AL6061アルミ 

 ▲CL-DTDR1 
ダウンチューブシフターマウント 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 46211000  ブラック  28.6/31.8mm  4560285349769  ¥4,180（税抜価格¥3,800） 

 ダウンチューブにWレバーを取り付けるためのマウントブラケット。 

 ■ 材質：アルミ
■ 付属のシムで31.8ｍｍと28.6ｍｍの
チューブに取付け可 

 ▲CL-FD フロントディレーラー
取付クランプ 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 46179000  ブラック  31.8mm  4560285348410  ¥1,375（税抜価格¥1,250） 

 フロントディレーラー直付台座の無いフレームに、直付けタイプのフロントディレーラーを
取り付けるクランプ。 

 ■ 材質：アルミ
■ 重量：30g 

 4560285348410  ¥1,375（税抜価格¥1,250） 

 ▲FTP-Carbon 
チェーンキャッチャー 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 46189000  ブラック  34/50T  4560285349356  ¥2,750（税抜価格¥2,500） 

 フロントディレーラーの直付台座に取り付けるチェーン落ち防止プロテクター。 

 ■ 材質：アルミ、カーボンコーティング
■ 重量：29g 

 ▲CFD-11 UDカーボン
フロントディレーラークランプ 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 50584000  31.8mm  4562333356118  ¥3,300（税抜価格¥3,000） 

 直付けフロントディレイラー用のアダプター。シンプルで軽量なフルカーボン製。 

 ■ 直付けフロントディレイラー用
■ 重量：7.5g（31.8mm）、8g（34.9mm） 

 ▲CL-5085V 
ダウンプルプーリー 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 48456000  レッド  28.6mm  4560285367534  ¥1,056（税抜価格¥960） 
 48460000  レッド  34.9mm  4560285367572  ¥1,056（税抜価格¥960）  34.9mm  4560285367572  ¥1,056（税抜価格¥960） 

シフトワイヤーを上引きから下引きに変換する滑車付きアルミ製アダプター。

■ 材質：AL6061アルミ
■ 高さ：10mm

 4562333356118  ¥3,300（税抜価格¥3,000） 

■ 重量：7.5g（31.8mm）、8g（34.9mm） 
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 ▲CC-FTP01 
チェーンウォッチャー 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 46058000  シルバー  100mm  4560285346836  ¥1,595（税抜価格¥1,450） 

 フロントディレイラーの直付け台座に固定するアルミ削りだしのチェーン落ち防止プロテ
クター。カーボンフレームにも使用可能。　 

 ■ 取付ボルト＆ワッシャー付属
■ 重量：10g（取付ボルト除く）
■  直付け台座の無いフレームには
取り付けできません。

■  クランク形状やギアの歯数よっては
取り付けが難しい場合があります。 

 JAN  価格 
 4560285346836  ¥1,595（税抜価格¥1,450） 

 CD-04 チェーンジャム
プロテクター 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 46053000  ブラック  31.8mm  4560285346751  ¥429（税抜価格¥390） 

 シートチューブの下側に固定し、チェーンがインナーの内側に外れることを防ぐ。 

 ■ 材質：樹脂
■ 重量：30g 

 4560285346751  ¥429（税抜価格¥390） 

 ▲YDP1 リアディレーラー
プロテクター ショート 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 48638000  ブラック  外装6段  4560285369446  ¥550（税抜価格¥500） 

 外装6段変速用。ハブアクセルに通して使用するタイプ。 

 ■ 外装6段 ハブアクセル
■ サイズ：XS
■ 材質：スチール 

 4560285369446  ¥550（税抜価格¥500） 

 YDP22 ネクサスプロテクター 
ワイヤータイプ 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 48642000  ブラック  ネクサス  4560285369484  ¥550（税抜価格¥500） 

 シマノ NEXUSプロテクター。ダボ取り付けタイプ。 

 ■ ネクサス エンドダボ取り付け
■ サイズ：S
■ 材質：スチール 

 ▲YDP23 プロテクター 
プレートタイプ 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 48643000  ブラック  外装6段  4560285369491  ¥550（税抜価格¥500） 

 外装6段変速用。ハブアクセルに通して使用するプレートタイプ。プロテクター。  

 ■ 外装6段 ハブアクセル
■ 材質：スチール 

 YDP3 リアディレーラー
プロテクター ロング 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 48640000  ブラック  外装6/7段  4560285369460  ¥550（税抜価格¥500） 

 外装6/7段変速用。ハブアクセルに通して使用するタイプ。  

 ■ 外装6/7段 ハブアクセル
■ サイズ：LL
■ 材質：スチール 

 YDP4 リアディレーラー
プロテクター 6s用 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 48631000  ブラック  外装6/7段  4560285369347  ¥550（税抜価格¥500） 
 48632000  CP  外装6/7段  4560285369354  ¥550（税抜価格¥500） 

 正爪対応。外装6/7段変速用。ハブアクセルに通して使用するタイプ。 

 ■ 外装6/7段 ハブアクセル＋周り止め
■ サイズ：M
■ 材質：スチール 

 ¥550（税抜価格¥500） 

 YDP6 リアディレーラー
プロテクター ワイド 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 48641000  ブラック  外装6/7段  4560285369477  ¥550（税抜価格¥500） 

 外装6/7段変速用。ハブアクセル取り付け。幅広タイプ。 

 ■ 外装6/7段 ハブアクセル
■ サイズ：Mワイド
■ 材質：スチール 

 YDP7 リアディレーラー
プロテクター 6S用 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 48634000  CP  外装6段  4560285369378  ¥550（税抜価格¥500） 

 外装6段変速用。ハブアクセルに通し周り止めボルトを併用するタイプ。  

 ■ 外装6段 ハブアクセル+回り止め
■ サイズ：S
■ 材質：スチール 

 ▲SS-LA02A M15 
クランクボルトセット  

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 50871000  ブラック  M15  4562333357542  ¥1,265（税抜価格¥1,150） 
 50872000  レッド  M15  4562333357559  ¥1,265（税抜価格¥1,150） 
 50873000  ゴールド  M15  4562333357566  ¥1,265（税抜価格¥1,150） 
 50874000  ブルー  M15  4562333357573  ¥1,265（税抜価格¥1,150） 
 50875000  パープル  M15  4562333357580  ¥1,265（税抜価格¥1,150） 

 7075超硬ジュラルミン材使用のM15クランクボルト2個セット。シマノオクタリンク、ISIS、BBなどに対応。 

 ■ 材質：ジュラルミン
■ 2個セット

 ▲セラミックベアリング
BB 414A 6805 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 53189000  24mm  4562333364335  ¥4,290（税抜価格¥3,900） 

 クランクの軸径が24mmの6805タイプのBBに対応。 

 ■ サイズ：37 x 25 x 7mm
■ セラミックベアリング 

■ 対応クランク：M15 オクタリンク、ISIS
■ カラーアルマイト 

チ
ェ
ー
ン

チ
ェ
ー
ン
小
物

チ
ェ
ー
ン
リ
ン
グ

チ
ェ
ー
ン
リ
ン
グ
小
物

ス
プ
ロ
ケ
ッ
ト

デ
ィ
レ
ー
ラ
ー
小
物

ク
ラ
ン
ク

B
B

309 ドライブトレイン

ハンドル

ステム

バーテープ
・

グリップ

ブレーキ

ケーブル

サドル
・

シートポスト

ペダル

ドライブ
トレイン

ヘッドセット

ホイール

タイヤ
・

チューブ

フェンダー
・

スタンド

バスケット
・

キャリア
・

チャイルドシート

ライト
・

サイクル
コンピューター

ロック

ポンプ

ボトル

バッグ

ツール

ケミカル

ディスプレイ
スタンド
・

カーキャリア

ベル
・
ミラー
・
その他



 ▲ホローテックII用BB EX-1 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 50541000  ゴールド  BSA (1.37)  4562333355708  ¥5,500（税抜価格¥5,000） 

 ▲スチールベアリング
BB PT-6635 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 50537000  ブラック  PF30  4562333355661  ¥4,620（税抜価格¥4,200） 

 PF30BB対応。30mmシャフト用。セミカートリッジタイプ。 

シマノホローテックⅡ対応。テーパーローラーベアリンング。アルミBBカップセット。

 ■ 対応フレーム：PF30
■ 材質：アルミ
■ カップOD：46mm
■ 内径30mmスペーサー付属
■ スチールベアリング 

■ 対応フレーム：BSA (1.37)
■ 材質：アルミ
■ 対応クランク：SHIMANO ホローテックII
■ シャフト径：24mm用
■ BC1.37"x24T
■ テーパーローラーベアリング
■ 重量：127g

 4562333355661  ¥4,620（税抜価格¥4,200） 

 ▲スチールベアリング
BB 6623-R BB86  

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 50538000  ブラック  BB86/BB92  4562333355678  ¥3,630（税抜価格¥3,300） 

 BB86/BB92対応。シールドベアリング。ロードモデル。 

 ■ 対応フレーム：BB86/BB92
■ 材質：アルミ
■ 対応クランク：SRAM GXP
■ スチールベアリング
■ 重量：90g 

 ▲B608 ベアリングスペーサー 
4枚セット 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 54871000  ブラック  42x35x2.5mm  4562333372187  ¥858（税抜価格¥780） 

 外径42.0mm、内径35.0mm、厚さ2.5mmのスペーサー、4枚セット  

 ■ 重量：10g 

 ▲B622 ベアリングスペーサー 
4枚セット 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 54868000  ブラック  36.5x30x2.5mm  4562333372156  ¥814（税抜価格¥740） 

 外径36.5mm、内径30.0mm、厚さ2.5mmのスペーサー、4枚セット  

 ■ 重量：8g 

 ▲H2211 K7スペーサー 
4枚セット 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 54872000  39.5x30.5x0.5mm  4562333372194  ¥594（税抜価格¥540） 

 外径39.5mm、内径30.5mm、厚さ0.5mmのスペーサー、4枚セット。 

 ▲H2212 K7スペーサー 
4枚セット 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 54873000  34.0x24.1x0.5mm  4562333372200  ¥594（税抜価格¥540） 

 外径34.0mm、内径24.1mm、厚さ0.5mmのスペーサー、4枚セット  

 ▲B614 ベアリングスペーサー 
4枚セット 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 54869000  41x35x1mm  4562333372163  ¥539（税抜価格¥490） 

 外径41.0mm、内径35.0mm、厚さ1mmのスペーサー、4枚セット  

 ▲B615 ベアリングスペーサー 
4枚セット 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 54870000  41x35x0.5mm  4562333372170  ¥429（税抜価格¥390） 

 外径41.0mm、内径35.0mm、厚さ0.5mmのスペーサー、4枚セット  

 ▲セラミックベアリング
BB PT-6623 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 50539000  ブラック  BB86  4562333355685  ¥8,140（税抜価格¥7,400） 

 BB86/BB92対応。セラミックボールベアリング採用。 

 ■ 対応フレーム：BB86/BB92
■ 材質：アルミ
■ 対応クランク：SRAM GXP
■ セラミックベアリング
■ 重量：81g 
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 ▲A21-AC 1インチアヘッド 
ヘッドパーツ 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 50603000  ゴールド  1インチ  4562333356309  ¥4,180（税抜価格¥3,800） 

 1インチ用アヘッドセット。1インチスレッドバイクのアヘッド化にオススメ。 オーバーサイズのアヘッドセット。アルミ製シールドベアリングで軽い取り回し。

 ■ 対応コラム径：1インチ(25.4mm)
■ 材質：アルミ
■ シールドベアリング
■ クラウンレース：26.4mm（イタリアン規格）用
■ 30mmヘッドチューブ内径用
■ スタックハイト：26.8mm(14.9+11.9mm) 

■ 対応コラム径：1-1/8インチ(28.6mm)
■ 材質：アルミ
■ シールドベアリング
■ クラウンレース：30mm用
■ 34mmヘッドチューブ内径用
■ スタックハイト：28mm(15.5+12.5mm)

 A69-AC OSアヘッド 
ヘッドパーツ  

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 122924000  ブラック  1-1/8インチ  4582590908530  ¥4,400（税抜価格¥4,000） 

 ▲1860K IS42+IS52 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 53196000  ゴールド  1-1/8インチ / 1-1/2インチ  4562333364403  ¥5,060（税抜価格¥4,600） 
 53197000  ブルー  1-1/8インチ / 1-1/2インチ  4562333364410  ¥5,060（税抜価格¥4,600） 
 53198000  レッド  1-1/8インチ / 1-1/2インチ  4562333364427  ¥5,060（税抜価格¥4,600） 
 53199000  ブラック  1-1/8インチ / 1-1/2インチ  4562333364434  ¥5,060（税抜価格¥4,600） 

 アッパーがオーバーサイズ（IS42)、ローワーがワンポイントファイブ（IS52）の変則ヘッド
チューブ用インテグレーティッドアヘッドセット。 

 ■ スタックハイト：9.4+0.8mm
■ 対応コラム径：1-1/8インチ / 1-1/2インチ（テーパーフォーク対応）
■ フレーム内径：42mm(IS42) / 52mm(IS52)
■ アルミトップカバー
■ スチールクラウンレース
■ シールドベアリング 

 ▲1860F IS42+IS52 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 

 54861000  ブラック  1-1/8インチ / 
1-1/2インチ  4562333372088  ¥4,400（税抜価格¥4,000） 

 ロープロファイルヘッドセット。上側がオーバーサイズ(IS42)、下側がワンポイントファイブ
(IS52)の上下異型ヘッドセット。 

 ■ ロープロファイル(セミインテグラル、ゼロスタック)
■ 対応コラム径： 1-1/8インチ / 1-1/2インチ

（テーパーフォーク対応）
■ フレーム内径：42mm(IS42) / 52mm(IS52)
■ 重量：67g 

 ▲PT-1763B アルミ製アヘッドセット 
オーバーサイズ（1-1/8インチ)  

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 53208000  ブラック  1-1/8インチ  4562333364526  ¥3,740（税抜価格¥3,400） 

 シールドベアリング採用のアヘッド、オーバーサイズのヘッドセット。 

 ■ 対応コラム径：オーバーサイズ(28.6mm)
■ ヘッドチューブ内径：34mm
■ クラウンレース外径：30mm
■  スタックハイト：38.1mm
(上ワン約26.0mm、下ワン約12.1mm)

■  シールドACベアリング、PT-R411
(径39mm×厚さ6.5mm×45度)

■ 重量：84g 

 PT-1502 スレッド ノーマルヘッドセット 
オーバーサイズ（1-1/8インチ) スチール 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 53211000  CP  1-1/8インチ  4562333364557  ¥946（税抜価格¥860） 

 スチール製のスタンダードなオーバーサイズ(1-1/8インチ、28.6mm、OS)、スレッドヘッ
ドセット。 

 ■ 対応コラム径：オーバーサイズ(28.6mm)
■ ヘッドチューブ内径：34mm
■ クラウンレース外径：30mm
■ スタックハイト：36.7mm(上ワン26mm、下ワン10.7mm)
■ ベアリング(リテーナー)：5/32インチ×22個
■ 使用ヘッドスパナ：36mm
■ 重量：170g 

 ▲408A セラミックベアリング 
ヘッドパーツ用 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 53183000  ZS41  4562333364274  ¥6,490（税抜価格¥5,900） 

 ZS41タイプセミインテグレーティッド用ベアリング。 

 ■ サイズ：41 × 30 × 6.5mm
■ 45度アンギュラーコンタクトベアリング
■ セラミックベアリング 

 ▲425 スチールベアリング 
ヘッドパーツ用 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 53193000  IS52  4562333364373  ¥2,750（税抜価格¥2,500） 

 IS52タイプワンポイントファイブ（1.5）インテグレーティッド用ベアリング。 

 ■ サイズ：51.8 × 40 × 8mm
■ 45度アンギュラーコンタクトベアリング
■ スチール鋼球 
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 ▲410 スチールベアリング 
ヘッドパーツ用 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 53185000  IS47  4562333364298  ¥1,980（税抜価格¥1,800） 

 IS47タイプインテグレーティッド用ベアリング。 

 ■ サイズ：47 × 35 × 7mm
■ 45度アンギュラーコンタクトベアリング
■ スチール鋼球 

 ▲421 スチールベアリング 
ヘッドパーツ用 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 53191000  ZS44  4562333364359  ¥1,870（税抜価格¥1,700） 

 ZS44タイプセミインテグレーティッド用ベアリング。 

 ■ サイズ：44 × 30.1 × 8mm
■ 45度アンギュラーコンタクトベアリング
■ スチール鋼球 

 ▲432 スチールベアリング 
ヘッドパーツ用 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 53194000  EC30  4562333364380  ¥1,595（税抜価格¥1,450） 

 EC30などノーマルアヘッドセット用ベアリング。 

 ■ サイズ：38 × 27.1 × 6.5mm
■ 45度アンギュラーコンタクトベアリング
■ スチール鋼球 

 ▲440 スチールベアリング 
ヘッドパーツ用 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 53195000  IS52  4562333364397  ¥1,595（税抜価格¥1,450） 

 IS52タイプワンポイントファイブ（1.5）インテグレーティッド用ベアリング。 

 ■ サイズ：51.8 × 40 × 7.5mm
■ 45度アンギュラーコンタクトベアリング
■ スチール鋼球 

 ▲PT-67B HT ヘッドパーツ用
スペーサーセット 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 54866000  1.5インチ  4562333372132  ¥330（税抜価格¥300） 
 54865000  31.8mm  4562333372125  ¥330（税抜価格¥300） 
 54864000  28.6mm  4562333372118  ¥330（税抜価格¥300） 

 ヘッド用スペーサーワッシャーセット。 

 ■ スペーサー 4枚セット
■ 1.5用 外径46.0mm、内径40.0mm、厚さ0.3mm
■ 重量：4g
■ 31.8mm用 外径46.0mm、内径33.0mm、厚さ0.25mm 重量：6g
■ 1.5インチ用 外径46.0mm、内径40.0mm、厚さ0.3mm 重量：4g 

 ▲PT-67M HT ヘッドパーツ用
スペーサーセット 

 ご注文コード  JAN  価格 
 54867000  4562333372149  ¥330（税抜価格¥300） 

 ヘッド用スペーサーワッシャーセット。 

 ■ スペーサー 4枚セット
■  外径34.5mm、内径28.6mm、
厚さ0.25mmのスペーサー 重量：3g 

 H6204-3 下球押し 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 122925000  1-1/8  4582590908547  ¥770（税抜価格¥700） 

 45度シールドベアリング用下球押し。 

 H6419-1 下球押し 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 122926000  1-1/2  4582590908554  ¥770（税抜価格¥700） 

 45度シールドベアリング用下球押し。 

 H6420-1 下球押し 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 122927000  1-1/4  4582590908561  ¥770（税抜価格¥700） 

 45度シールドベアリング用下球押し。 
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 ▲20Ｘ1.50　アルミ　
ハブダイナモ付 フロントホイール 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 65128000   20×1.5(451)  4573223643720  ¥9,037（税抜価格¥8,215） 

 20インチハブダイナモ 

 ■ハブ：シマノ
■軸長：150mm
■リム：アラヤ
■ETRTO:451 

 ▲24Ｘ1-3/8 アルミ 
ハブダイナモ付 フロントホイール 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 65129000   24×1-3/8(540)  4573223643737  ¥8,451（税抜価格¥7,683） 

 24インチハブダイナモ 

 ■ハブ：シマノ
■軸長：150mm
■リム：アラヤ
■ETRTO:540 

 ▲26Ｘ1-3/8 アルミ 
ハブダイナモ付 フロントホイール 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 65133000   26×1-3/8(590)  4573223643744  ¥8,836（税抜価格¥8,033） 

 26インチハブダイナモ 

 ■ハブ：シマノ
■軸長：150mm
■リム：アラヤ
■ETRTO:590 

 ▲27Ｘ1-3/8 アルミ 
ハブダイナモ付 フロントホイール 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 65135000   27×1-3/8(630)  4573223643751  ¥9,128（税抜価格¥8,298） 

 27インチハブダイナモ 

 ■ハブ：シマノ
■軸長：150mm
■リム：アラヤ
■ETRTO:630 

 ▲WH-50T 28インチ 
カーボンチューブラーリム 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 50581000  24H/仏式  4562333356088  ¥50,600（税抜価格¥46,000） 

 ナノカーボンテクノロジー（NCT)を採用し耐久性と衝撃吸収性を高めたカーボンチューブ
ラーリム。ヒルクライムに最適。 

 ■ リム高：50mm
■ チューブラー
■ 重量：417ｇ
■ 700C 

 ▲26Ｘ1-3/8 アルミ 
内装3段 リアホイール 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 65134000   26×1-3/8(590)  4573223643799  ¥14,765（税抜価格¥13,423） 

 26インチ内装3段 

 ■ハブ：シマノ
■軸長：182mm
■リム：アラヤ
■ETRTO:590
■ローラーブレーキ 

 ▲27Ｘ1-3/8 アルミ 
内装3段 リアホイール 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 65136000   27×1-3/8(630)  4573223643805  ¥15,018（税抜価格¥13,653） 

 27インチ内装3段 

 ■ハブ：シマノ
■軸長：182mm
■リム：アラヤ
■ETRTO:630
■ローラーブレーキ 

 R450 ロード 700C WOリム 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 122720000   ブラック 32H/仏式  4582590908110  ¥4,400（税抜価格¥4,000） 

 練習用に最適なロードクリンチャーリム。 

 ■ 700C (622x14)
■ クリンチャー
■ ピンジョイント
■ リム高：35mm
■ リム幅：17mm 

 DM18 クロス 700C WOリム 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 122721000   ブラック 32H/米式  4582590908127  ¥3,850（税抜価格¥3,500） 

 街乗り用クロスバイクリム。 

 ■ 700C (622x18)
■ クリンチャー
■ ピンジョイント
■ 重量：600g 
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 DM18 MTB 26インチ HEリム 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 122722000   ブラック 32H/米式  4582590908134  ¥3,850（税抜価格¥3,500） 

 街乗り用MTBリム。 

 ■ 26インチ (559x18)
■ HE
■ ピンジョイント
■ 重量：520g 

 ▲PRO35 ロード 700C WOリム 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 48597000   ブラック 32H/仏式  4560285368982  ¥10,780（税抜価格¥9,800） 
 48598000   シルバー 32H/仏式  4560285368999  ¥10,780（税抜価格¥9,800） 
 49542000   ブラック 28H/仏式  4562333354046  ¥10,780（税抜価格¥9,800） 
 49543000   ブラック 24H/仏式  4562333354053  ¥10,780（税抜価格¥9,800） 
 49544000   シルバー 28H/仏式  4562333354060  ¥10,780（税抜価格¥9,800） 
 49545000   シルバー 24H/仏式  4562333354077  ¥10,780（税抜価格¥9,800） 

 リム高35mmのディープエアロシェイプ。溶接ジョイントでバランスが良いクリンチャーリム。 

 ■ 700C
■ クリンチャー
■  リムブレーキ対応  リムサイド
CSW(CNC加工）

■ リム高：35mm
■ リム幅：22mm
■ 推奨タイヤサイズ：23-32mm
■ 重量：540g
■ ERD：568mm 

■ 推奨タイヤサイズ：23-32mm

 ▲CX35 ロード 700c WOリム 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 48601000   ブラック 32H/仏式  4560285369026  ¥9,130（税抜価格¥8,300） 
 49548000   ブラック 28H/仏式  4562333354107  ¥9,130（税抜価格¥8,300） 

 リムハイトが35mmと高めなワイドリム。 

 ■ 700C
■ クリンチャー
■  リムブレーキ対応  リムサイド
CSW(CNC加工）

■ リム高：35mm
■ リム幅：22mm
■ 推奨タイヤサイズ：23-32mm
■ 重量：490g
■ ERD：568.34mm 

 ▲PRO28 ロード 700C WOリム 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 48599000   ブラック 32H/仏式  4560285369002  ¥8,580（税抜価格¥7,800） 
 48600000   シルバー 32H/仏式  4560285369019  ¥8,580（税抜価格¥7,800） 
 49546000   ブラック 28H/仏式  4562333354084  ¥8,580（税抜価格¥7,800） 
 49547000   シルバー 28H/仏式  4562333354091  ¥8,580（税抜価格¥7,800） 

 溶接ジョイントでバランスが良いクリンチャーリム。 

 ■ 700C
■ クリンチャー
■  リムブレーキ対応  リムサイド
CSW(CNC加工）

■ リム高：27mm
■ 重量：470g
■ ERD：585mm 

 ▲RACE38 
ロード 700C WOリム 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 48602000   ブラック 32H/仏式  4560285369033  ¥8,580（税抜価格¥7,800） 
 49549000   ブラック 28H/仏式  4562333354114  ¥8,580（税抜価格¥7,800） 

 リムハイト38mmのアルミエアロリム。 

 ■ 700C
■ クリンチャー
■  リムブレーキ対応  リムサイド
CSW(CNC加工）

■ リム高：38mm
■ リム幅：19mm
■ 重量：620g
■ ERD：561.2mm 

 ▲RD02 前後ハブセット 
シマノ HG 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 54932000   ブラック  24H/28H  4562333372798  ¥24,640（税抜価格¥22,400） 
 54933000   レッド  24H/28H  4562333372804  ¥24,640（税抜価格¥22,400） 
 54934000   ブルー  24H/28H  4562333372811  ¥24,640（税抜価格¥22,400） 
 54935000   ゴールド  24H/28H  4562333372828  ¥24,640（税抜価格¥22,400） 

 アルマイトカラーの美しいロード用ハブ前後セット。  

 ■ ホール数：F 24/R28
■ オーバーロックナット寸法：前 100mm/後 130mm
■ 重量：F65.5g/R183g
■ 材質：ハブ アルミ、フリー アルミ
■ フリーボディ：SHMANO HG
■ 8～10S用1.85mmロースペーサー付属
■ シールドベアリング(エンデューロベアリング)
■ ノッチ数：48
＊クイックレバーは付属しません 

 ▲セラミックボール 10個入 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 47756000   1/4インチ  4560285362911  ¥3,630（税抜価格¥3,300） 
 47757000   3/32インチ  4560285362928 ¥2,530（税抜価格¥2,300）
 47758000   3/16インチ  4560285362935 ¥3,080（税抜価格¥2,800）

 ハブのボールを取り換えて、回転性能を上げるためのセラミックボール。 

 ■ 10個入り
■ G5等級相当 
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 ▲QRTi01 チタンロードQR 
前後セット 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 54936000   ブラック  100/130mm  4562333372835  ¥5,500（税抜価格¥5,000） 
 54937000   レッド  100/130mm  4562333372842  ¥5,500（税抜価格¥5,000） 
 54938000   ブルー  100/130mm  4562333372859  ¥5,500（税抜価格¥5,000） 
 54939000   ゴールド  100/130mm  4562333372866  ¥5,500（税抜価格¥5,000） 

 CNCアルミ、チタンシャフトで軽量に仕上げたロード用クイックレバーセット。  アルミレバー、チタン軸の軽量な9mmクイックレバー。 

 ■ 材質：CNCアルミレバー、チタンシャフト
■ 対応オーバーロックナット寸法：F100mm、R130mm
■ サイズ(有効幅)：F112mm、R148mm
■ 重量：F20.5g、R22.8g 

■ 材質：アルミレバー、チタンシャフト
■ 対応オーバーロックナット寸法：F100mm、R130mm
■ 重量：47g

 ▲SD-580TIFR クイックレバー 
チタン軸 ロード用 前後セット 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 54830000   ゴールド  100/130mm  4562333371777  ¥4,290（税抜価格¥3,900） 
 54832000   ブルー  100/130mm  4562333371791  ¥4,290（税抜価格¥3,900） 

 SD-589CMFR クイックレバー 
ロード用 100/130mm 前後セット 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 54818000   ブラック  100/130mm  4562333371654  ¥1,595（税抜価格¥1,450） 
 54822000   ブルー  100/130mm  4562333371692  ¥1,595（税抜価格¥1,450） 

 アルミレバー、クロモリ軸のスタンダードな9mmクイックレバー。 

 ■ 材質：アルミレバー、クロモリシャフト
■ 対応オーバーロックナット寸法：F100mm、R130mm
■ 重量：73g 

 ▲SD-595CMFR クイックレバー 
ロード用 100/130mm 前後セット 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 54815000   ゴールド  100/130mm  4562333371623  ¥1,595（税抜価格¥1,450） 

 アルミレバー、クロモリ軸のスタンダードな9mmクイックレバー。 

 ■ 材質：アルミレバー、クロモリシャフト
■ 対応オーバーロックナット寸法：F100mm、R130mm
■ 重量：62g 
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 ▲C1876 BEATER-EPS 
 細かいノブ形状で転がり抵抗が低く軽い乗り心地のXCスタイルのタイヤ。デュアルコンパ
ウンドを採用しコーナリング性能に優れています。 

 ご注文コード  カラー  サイズ  ETRTO  コンパウンド  ケーシング  ビード  TPI  重量  JAN  価格 
 51096000  ブラック  27.5x2.25インチ  57-584  デュアルコンパウンド  EPS耐パンク  フォールディング  60  615g  4562333359492  ¥4,620（税抜価格¥4,200） 

 ▲C1894 PIKA 
 河川敷ダートにも対応するスモールブロックノブを採用。中央のブロックを僅かに高めに
することで、オンロード走行時の転がり抵抗を低減。 

 ご注文コード  カラー  サイズ  ETRTO  ビード  TPI  重量  JAN  価格 
 51091000  ブラック  700x38c  38-622  ワイヤー  60  445g  4562333359447  ¥2,255（税抜価格¥2,050） 

 ▲C1691 CORRERE 
 リーズナブルながら、ケブラービードを採用し、軽い乗り味が特徴の「コッレレ」。デュアルコ
ンパウンドゴムは摩耗を抑えつつも、コーナーリング時のトラクション力とコントロール性
をアップさせます。 

 ご注文コード  カラー  サイズ  ETRTO  ビード  TPI  重量  JAN  価格 
 51082000  ブラック  700x23c  23-622  フォールディング  60  192g  4562333359355  ¥2,860（税抜価格¥2,600） 

 ハイプロテクションSタイヤ 
 耐パンク性能はそのままに150TPI、回転抵抗が少なく、耐摩耗性に優れた70Aのスペシャ
ルコンパウンド採用のハイスペックなフルスリックタイヤ。 

 ご注文コード  カラー  サイズ  ETRTO  コンパウンド  ビード  TPI  重量  JAN  価格 
 57331000  ブラック  700x23c  23-622  70A  フォールディング  150  238g  4562333381547  ¥4,070（税抜価格¥3,700） 

 ハイプロテクションロードタイヤ  
 ロングライドで安心の耐パンクシールドを装備。120TPIケーシングを採用し、しなやかな
乗り心地を実現。 

 ご注文コード  カラー  サイズ  ETRTO  ケーシング  ビード  TPI  重量  JAN  価格 
 55405000  ブラック  700x23c  23-622  耐パンクシールド  フォールディング  120  230g  4562333374617 ¥3,300（税抜価格¥3,000）
 55406000  ブラック  700x25c  25-622  耐パンクシールド  フォールディング  120  250g  4562333374624 ¥3,300（税抜価格¥3,000）
 55407000  ブラック  700x28c  28-622  耐パンクシールド  フォールディング  120  270g  4562333374631 ¥3,300（税抜価格¥3,000）
 60038000  ブルー  700x25c  25-622  耐パンクシールド  フォールディング  120  250g  4562333395995 ¥3,300（税抜価格¥3,000）
 60039000  レッド  700x25c  25-622  耐パンクシールド  フォールディング  120  250g  4562333396008 ¥3,300（税抜価格¥3,000）
 60040000  ホワイト  700x25c  25-622  耐パンクシールド  フォールディング  120  250g  4562333396015 ¥3,300（税抜価格¥3,000）
 60041000  ブルー  700x28c  28-622  耐パンクシールド  フォールディング  120  270g  4562333396022 ¥3,300（税抜価格¥3,000）
 60042000  レッド  700x28c  28-622  耐パンクシールド  フォールディング  120  270g  4562333396039 ¥3,300（税抜価格¥3,000）
 60043000  ホワイト  700x28c  28-622  耐パンクシールド  フォールディング  120  270g  4562333396046 ¥3,300（税抜価格¥3,000）
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 ▲C1839 CLASSIC BREAKER 
 トレッドとケーシングとの間にAPL(アンチパンクレイヤー)を採用し、耐パンク性能を追及。
クッション性も優れ、快適な乗り心地。　 

 ご注文コード  カラー  サイズ  ETRTO  コンパウンド  ケーシング  ビード  TPI  重量  JAN  価格 
 51088000  ブラック  26x1.75インチ  44-559  シングルコンパウンド  APL耐パンク  ワイヤー  22  965g  4562333359416  ¥2,530（税抜価格¥2,300） 
 51090000  ブラック  700x38c  38-622  シングルコンパウンド  APL耐パンク  ワイヤー  27  795g  4562333359430  ¥2,255（税抜価格¥2,050） 

 C1916 クロスバイクタイヤ 
 CST社ならではの良質なコンパウンドで、耐摩耗性に優れているクロスバイクタイヤ。 

 ご注文コード  カラー  サイズ  ETRTO  ビード  TPI  JAN  価格 
 52921000  ブラック  700x32c  32-622  ワイヤー  27  4562333362058  ¥2,530（税抜価格¥2,300） 

 C1110 クロスバイクシティス
リックタイヤ 

 舗装路での安定性に優れたクロスバイク用タイヤ。 

 ご注文コード  カラー  サイズ  ETRTO  ビード  TPI  重量  JAN  価格 
 51072000  ブラック  26x1.50インチ  40-559  ワイヤー  27  970g  4562333359256  ¥1,980（税抜価格¥1,800） 

 ▲C1208 CTBセミスリックタイ
ヤ 

 CTBタイヤで人気の高いセンタースリックパターン。 

 ご注文コード  カラー  サイズ  ETRTO  ビード  TPI  重量  JAN  価格 
 51075000  ブラック  20x1.75インチ  47-406  ワイヤー  27  640g  4562333359287  ¥1,595（税抜価格¥1,450） 

 C1040N CTBブロックタイヤ 
 CTB定番のノブ形状を持ったブロックタイヤ。 

 ご注文コード  カラー  サイズ  ETRTO  ビード  TPI  JAN  価格 
 51067000  ブラック  24x1.75インチ  47-507  ワイヤー  27  4562333359201  ¥2,310（税抜価格¥2,100） 
 51069000  ブラック  20x1.75インチ  47-406  ワイヤー  27  4562333359225  ¥2,310（税抜価格¥2,100） 
 51070000  ブラック  22x1.75インチ  47-489  ワイヤー  27  4562333359232  ¥2,310（税抜価格¥2,100） 

 ▲C1244 CAESAR COMP MX 
 耐久性に優れたシングルコンパウンドを採用したBMXタイヤ。 

 ご注文コード  カラー  サイズ  ETRTO  ビード  TPI  JAN  価格 
 51078000  ブラック  20x1.75インチ  47-406  ワイヤー  27  4562333359317  ¥1,870（税抜価格¥1,700） 
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 ▲C1213M CTBタイヤ/チュー
ブ 前後セット 

 CTB補修用タイヤ/チューブ前後セット 

 ■ バルブ：英式 

 ご注文コード  カラー  サイズ  ETRTO  ビード  JAN  価格 
 51101000  ブラック/ホワイト  22x1.75インチ  47-489  ワイヤー  4562333359546  ¥3,520（税抜価格¥3,200） 
 51102000  ブラック/レッド  22x1.75インチ  47-489  ワイヤー  4562333359553  ¥3,520（税抜価格¥3,200） 
 51103000  ブラック/ブルー  22x1.75インチ  47-489  ワイヤー  4562333359560  ¥3,520（税抜価格¥3,200） 
 51105000  ブラック/レッド  24x1.75インチ  47-507  ワイヤー  4562333359584  ¥3,740（税抜価格¥3,400） 
 51106000  ブラック/ブルー  24x1.75インチ  47-507  ワイヤー  4562333359591  ¥3,740（税抜価格¥3,400） 
 51107000  ブラック/ブルー  26x1.75インチ  47-559  ワイヤー  4562333359607  ¥3,740（税抜価格¥3,400） 

 ▲カジュアルクロスタイヤ 
 回転抵抗を最小限に抑えたセンタースリックとスモールブロックサイドの組み合わせで
オールマイティに使えます。 

 ご注文コード  カラー  サイズ  ETRTO  ビード  重量  JAN  価格 
 60046000  レッド  700x32c  32-622  ワイヤー  480g  4562333396077  ¥2,750（税抜価格¥2,500） 

 C-1777 小径車用タイヤ 
 街乗りで軽快に走りたい方にお勧め。ミニベロや折り畳み自転車などの20インチ小径車に
最適なタイヤ。 

 ご注文コード  カラー  サイズ  ETRTO  ビード  重量  JAN  価格 
 56975000  ブラック  20x1.5インチ  40-406  ワイヤー  370g  4562333379513  ¥2,530（税抜価格¥2,300） 

 C-727 小径車用タイヤ 
 厚めのコンパウンドを採用した、電動アシスト自転車にもオススメのタイヤ。 

 ご注文コード  カラー  サイズ  ETRTO  ケーシング  ビード  TPI  重量  JAN  価格 
 56972000  ブラック  16x2.125インチ  57-305  ワイヤー  27  470g  4562333379483  ¥1,980（税抜価格¥1,800）
 56973000  ブラック  18x2.125インチ  57-355  ワイヤー  27  540g  4562333379490  ¥1,980（税抜価格¥1,800）
 56974000  ブラック  20x2.125インチ  57-406  ワイヤー  27  630g  4562333379506  ¥1,980（税抜価格¥1,800）
 77967000  ブラック  20x2.125インチ  57-406  耐パンク  ワイヤー  27  822g  4562333433611 ¥3,300（税抜価格¥3,000）

 ▲キッカーアバンス用カラータイヤ
（片輪分） 

 キッカーアバンスのカスタム用タイヤです。
4カラーで色々な組み合わせができ、
オリジナリティあふれた一台にカスタム。 

 ご注文コード  カラー  サイズ  ETRTO  ビード  JAN  価格 
 61236000  ブルー  12-1/2x2-1/4インチ  62-203  ワイヤー  4562333400736  ¥1,100（税抜価格¥1,000） 
 61237000  ブラウン  12-1/2x2-1/4インチ  62-203  ワイヤー  4562333400743  ¥1,100（税抜価格¥1,000） 
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 ▲GO-GARNEAU カラータイヤ 
 オンロードを快適に走行できるスリック仕様 

 ご注文コード  カラー  サイズ  ETRTO  ビード  重量  JAN  価格 
 28777000  ブラック/イエロー  20x1.5インチ  40-406  ワイヤー  390g  4580214302078  ¥2,200（税抜価格¥2,000） 

 スーパーチューブ 
 耐パンク性能に優れた厚いブチルゴムを採用。 

 ご注文コード  カラー  サイズ  ETRTO  コンパウンド  JAN  価格 
 51128000  英式  26x1-1/4-1-3/8インチ  37-590  30mm  4562333359812  ¥1,320（税抜価格¥1,200） 
 51129000  英式  27x1-3/8インチ  37-630  30mm  4562333359829  ¥1,320（税抜価格¥1,200） 
 51130000  米式  26x2.35インチ  62-559  35mm  4562333359836  ¥1,320（税抜価格¥1,200） 

 ▲スーパーライトチューブ 
 軽量なブチルチューブ。 

 ご注文コード  カラー  サイズ  ETRTO  コンパウンド  JAN  価格 
 51122000  仏式  20x1.5-1.75インチ  40/47-406  32mm  4562333359751  ¥1,210（税抜価格¥1,100） 
 51123000  仏式  20x1-3/8インチ  28/37-440  32mm  4562333359768  ¥1,210（税抜価格¥1,100） 
 51124000  仏式  26x1.25インチ  32/40-559  48mm  4562333359775  ¥1,210（税抜価格¥1,100） 

 ▲ブチルチューブ 
 補修用ブチルチューブ。 
 ご注文コード  カラー  サイズ  ETRTO  コンパウンド  JAN  価格 
 51108000  英式  18x1.5-1.75インチ  40/47-355  30mm  4562333359614  ¥990（税抜価格¥900） 
 51109000  米式  20x1-3/8インチ  28-451  35mm  4562333359621  ¥990（税抜価格¥900） 
 51111000  仏式  26x1.25-1.5インチ  32/40-559  32mm  4562333359645  ¥990（税抜価格¥900） 
 51115000  米式  26x1.9-2.125インチ  51/57-559  35mm  4562333359683  ¥990（税抜価格¥900） 
 51116000  米式  26x2.3-2.5インチ  57/64-559  35mm  4562333359690  ¥990（税抜価格¥900） 
 51117000  米式  27.5x1.9-2.125インチ  48/54-584  35mm  4562333359706  ¥990（税抜価格¥900） 
 51131000  英式  14x1.5インチ-1.75インチ  40/47-254  30mm  4562333359843  ¥990（税抜価格¥900） 
 51132000  英式  16x1.5インチ-1.75インチ  40/47-305  30mm  4562333359850  ¥990（税抜価格¥900） 
 51133000  英式  24x1.5インチ-1.75インチ  40/47-507  30mm  4562333359867  ¥990（税抜価格¥900） 

 ブチルチューブ 
 補修用ブチルチューブ。 

 ご注文コード  カラー  サイズ  ETRTO  コンパウンド  JAN  価格 
 56989000  英式  16x1.75-2.125インチ  47/57-305  36mm  4562333379650  ¥1,045（税抜価格¥950） 
 56990000  英式  18x1.75-2.125インチ  47/57-355  36mm  4562333379667  ¥1,045（税抜価格¥950） 
 56991000  英式  20x1.75-2.125インチ  47/57-406  36mm  4562333379674  ¥1,045（税抜価格¥950） 
 56992000  英式  22x1.75-2.125インチ  47/57-489  36mm  4562333379681  ¥1,045（税抜価格¥950） 
 56993000  英式  24x1.75-2.125インチ  47/57-507  36mm  4562333379698  ¥1,045（税抜価格¥950） 

 ハイプレッシャーリムテープ 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 60062000  ブルー  45mx16mm  4562333396275  ¥2,310（税抜価格¥2,100） 

 200ｘ400デニールナイロン（400D）を採用し、150PSIまでの高圧に対応。 

 ハイプレッシャーリムフラップ 10本 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 60057000  ブルー  700x18mm  4562333396220  ¥1,650（税抜価格¥1,500） 
 60059000  グリーン  700x24mm  4562333396244  ¥1,650（税抜価格¥1,500） 

 ハイプレッシャー対応リムフラップ 
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 リムテープ 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 13336000  レッド  10mx16mm  4560285289928  ¥550（税抜価格¥500） 

 業務用 10m巻リムテープ（粘着テープ 16mm幅） 

 ハイプレッシャーリムフラップ  2
本入り 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 60061000  レッド  26インチx20mm  4562333396268  ¥440（税抜価格¥400） 

 200ｘ400デニールナイロン（400D）を採用し、150PSIまでの高圧に対応。 

 ▲CADAPTER100PCS  

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 64394000  ブラック  4571310019717  ¥8,360（税抜価格¥7,600） 
 64395000  ホワイト  4571310019724  ¥8,360（税抜価格¥7,600） 
 64396000  イエロー  4571310019731  ¥8,360（税抜価格¥7,600） 
 64397000  ピンク  4571310019748  ¥8,360（税抜価格¥7,600） 
 64398000  ブルー  4571310019755  ¥8,360（税抜価格¥7,600） 
 64399000  パープル  4571310019762  ¥8,360（税抜価格¥7,600） 
 64400000  グリーン  4571310019779  ¥8,360（税抜価格¥7,600） 
 64401000  レッド  4571310019786  ¥8,360（税抜価格¥7,600） 
 64402000  オレンジ  4571310019793  ¥8,360（税抜価格¥7,600） 
 64403000  ライトグリーン  4571310019809  ¥8,360（税抜価格¥7,600） 

 TVAK プレスタバルブアダプ
ター 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 54943000  ゴールド  4562333372903  ¥627（税抜価格¥570） 

 英式・仏式バルブを米式バルブに変換するアダプター。キーリング付きなので、キーホル
ダーとして携帯する事も可能。 

 ▲NZ-HF フレンチバルブエクス
テンション 

 背の高いカーボンリムなどに使用するバルブの延長器具。アルミ合金製。仏式バルブ専用。 

 ■ バルブコアを抜くタイプ
■ 1本売り 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 46214000  シルバー  30mm  4560285349790  ¥539（税抜価格¥490） 
 46216000  シルバー  50mm  4560285349813  ¥539（税抜価格¥490） 
 46218000  シルバー  70mm  4560285349837  ¥539（税抜価格¥490） 
 46219000  シルバー  80mm  4560285349844  ¥594（税抜価格¥540） 
 46220000  シルバー  90mm  4560285349851  ¥594（税抜価格¥540） 
 46221000  シルバー  100mm  4560285349868  ¥704（税抜価格¥640） 

 ▲RM11 フレンチバルブキャップ 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 47823000  グリーン  仏式用  4560285363628  ¥220（税抜価格¥200） 
 47824000  オレンジ  仏式用  4560285363635  ¥220（税抜価格¥200） 
 47826000  クリアー  仏式用  4560285363659  ¥220（税抜価格¥200） 

 樹脂製のスタンダードなバルブキャップ。 

 バルブアダプター幼児車用 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 9711000  英式用  4560285274375 ¥495（税抜価格¥450）

 車輪の小さい幼児車の樹脂ホイールへ空気を入れる際バルブへ空気入れの先がはまらな
い場合に使用するアダプターです。  

 ▲Ilma-VE48 バルブエクステンダー 
 アルミ製で軽量な仏式用バルブエクステンダー。バルブコアは外さないタイプです。 

 ■ 長さ：48mm 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 51034000  シルバー  48mm  4562333358884  ¥1,155（税抜価格¥1,050） 
 51035000  ブルー  48mm  4562333358891  ¥1,155（税抜価格¥1,050） 
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 MULTIWAY27.5用
フェンダーセット 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 77278000  ブラック  4562333433260  ¥4,180（税抜価格¥3,800） 

 MULTIWAY27.5専用のフェンダーセット 

 ■ 材質：ABS樹脂 

 ▲SW-FE-535 700C 
アルミフルカバーフェンダー 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 47807000  チタン  43mm  4560285363420  ¥4,950（税抜価格¥4,500） 

 ツーリングバイクに最適なアルミフルカバーフェンダー。 

 ■ 取り付けにはダボ穴が必要です
■ 対応タイヤサイズ：700x26/32c
■ 重量：470g
■ 前後セット 

 ▲SW-FE-531 アルミロード
フェンダー 前後セット 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 47802000  シルバー  30mm  4560285363376  ¥4,730（税抜価格¥4,300） 
 47803000  ブラック  30mm  4560285363383  ¥4,730（税抜価格¥4,300） 
 47804000  チタン  30mm  4560285363390  ¥4,730（税抜価格¥4,300） 

 スチールロードによく似合うアルミ製のフルカバーフェンダー。 

 ■ 取り付けにはダボ穴が必要です
■ 対応タイヤサイズ：700x20/25c
■ 重量：470g
■ 前後セット 

 SW-814 ハネンダーSE 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 47798000  CP  35c  4560285363338  ¥3,850（税抜価格¥3,500） 

 ワンタッチで取付可能なハーフフェンダーセット。 タイヤサイズ 26x1.5～1.6、700ｘ28
～38cのクロスバイクにオススメ。 

 ■ 前後セット
■ 重量：350ｇ
■ サイズ：26インチ/700c
■ 対応タイヤ幅：28/35c
■ フロントサスペンションにも取り付け可能
■  ゴムバンドで簡単固定。ステーの長さ調節が可能なので、
タイヤとのクリアランス(隙間)調整可能

＊ リア用はサイドスタンドと同時に取り付けできない場合があります。
＊ リアディレイラーが上引きの場合、シフトワイヤーに干渉して使用出来ません。
＊ ゴムバンドで固定している為、ずれる事があります。乗車前に必ず点検してください。 

 700C
ポリカーボネートフェンダー 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 47800000  ブラック  50mm  4560285363352  ¥3,740（税抜価格¥3,400） 
 47801000  CP  50mm  4560285363369  ¥3,740（税抜価格¥3,400） 

 ポリカーボネート製のフルカバーフェンダー。50mm幅のクロスバイク向け。 

 ■ 対応タイヤサイズ：700×35/40C
■ 前後セット 

 ▲SD-807 LED付リアフェンダー 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 48498000  ホワイト  4560285367954  ¥3,960（税抜価格¥3,600） 

 夜間の視認性を確保するLEDテールライトを内蔵。登り坂でバイクが傾いた際にも後方か
らの視認性が良い。 

 ■ 電池：単4電池2本(別売)
■ 取付径：27.2/31.6mm 
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 ▲LED1FRLED マッドガード セーフティー
ライト付き 前後セット 26インチ対応 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 54896000  グレー  4562333372439  ¥4,840（税抜価格¥4,400） 

 LEDセーフティーライト付きのマッドガード。フロントはフロントサスペンション対応。リア
は汎用性の高いシートポスト固定タイプ。 

 ■ フロントサスペンション対応(コラム内径：24mm～)
■ リア対応シートポスト径：26/32mm
■ 赤色LED
■ コイン電池式(CR2032)/テスト用電池付属
■ 3モード：点灯、点滅1、点滅2/点灯時間：最大約160時間
■ フェンダー幅：最大75mm
■ 全長：フロント/約620mm、リア/約530mm
■ 重量：フロント/216g、リア/180g 

 ■ フロントサスペンション対応(コラム内径：24mm～)

■ コイン電池式(CR2032)/テスト用電池付属
■ 3モード：点灯、点滅1、点滅2/点灯時間：最大約160時間

■ 全長：フロント/約620mm、リア/約530mm

 ▲V-SS1LEDR LEDマッドガード セーフティー
ライト付き リア用 20インチ～700C対応 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 54900000  ブラック  4562333372477  ¥2,530（税抜価格¥2,300） 

 LEDセーフティーライト付きのマッドガード。汎用性の高いシートポスト固定タイプ。クイッ
クレバーでしっかりとした固定が可能。  

 ■ 取付シートポスト対応径：26.0mm～32.0mm
■ 赤色LED
■ コイン電池式(CR2032)
■ テスト用電池付属
■ 3モード：点灯、点滅1、点滅2
■ 点灯時間：最大約160時間
■ フェンダー幅：約35～63mm
■ 全長：約460mm
■ 重量：134g 

 ■ 取付シートポスト対応径：26.0mm～32.0mm

 ▲V-SS1LEDPF マッドガード 
フロント用 20インチ～700C対応 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 54897000  ブラック  4562333372446  ¥748（税抜価格¥680） 

 夜間走行時の安全性を向上させる、リフレクター付きのマッドガード。フォークブリッジ固定
タイプ。ステーからはワンタッチで着脱可能。  

 ■ フェンダー幅：約33～52mm
■ 全長：約300mm
■ 重量：25g
■ 取付ボルトナット付属(ボルト長さ：45mm) 

 ▲MG-PR02 サスペンション
フォークフェンダー 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 46204000  ホワイト  4560285349691  ¥1,375（税抜価格¥1,250） 
 46205000  オレンジ  4560285349707  ¥1,375（税抜価格¥1,250） 
 46206000  レッド  4560285349714  ¥1,375（税抜価格¥1,250） 
 46207000  グリーン  4560285349721  ¥1,375（税抜価格¥1,250） 
 46208000  イエロー  4560285349738  ¥1,375（税抜価格¥1,250） 

 フロントサスペンションフォークに取り付けるお手軽なフェンダー。 

 ■ サスペンションフォークのアーチなどにタイラップを利用して固定するフェンダー
※ タイラップ等は付属しません。 

 ▲MG-PF12 サドルレール
リアフェンダー 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 46198000  ホワイト  4560285349622  ¥1,155（税抜価格¥1,050） 
 46199000  オレンジ  4560285349639  ¥1,155（税抜価格¥1,050） 
 46200000  レッド  4560285349646  ¥1,155（税抜価格¥1,050） 
 46201000  グリーン  4560285349653  ¥1,155（税抜価格¥1,050） 
 46202000  イエロー  4560285349660  ¥1,155（税抜価格¥1,050） 

 サドルレールに取り付けるお手軽なフェンダー。 

 ■  サドルレール部分に樹脂のフックを
ひっかけることで固定

■  レールの形状によって取付が
できない場合がございます

■ 長さ：30.5cm
■ 重量：19g 

 Uステー フルカバーフェンダー 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 66406000  シルバー  26インチ  4562333408695  ¥3,850（税抜価格¥3,500） 
 66407000  ブラック  26インチ  4562333408701  ¥3,850（税抜価格¥3,500） 

 26インチ、に対応した割れにくいポリカーボネイトフェンダー。衝撃安全機構が付いている
ので安心。 

 ■ 材質：本体/ポリカーボネイト、 ステー/ステンレス
■ フェンダー幅：26インチ/45mm
■ U字ステー採用
■ 前後セット 

 ■ 材質：本体/ポリカーボネイト、 ステー/ステンレス

■ U字ステー採用

 Uステー フルカバーフェンダー 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 66408000  シルバー  700C  4562333408718  ¥3,850（税抜価格¥3,500） 
 66409000  ブラック  700C  4562333408725  ¥3,850（税抜価格¥3,500） 

 700Cに対応した割れにくいポリカーボネイトフェンダー。衝撃安全機構が付いているので
安心。 

 ■ 材質：本体/ポリカーボネイト、 ステー/ステンレス
■ フェンダー幅：700C/45mm
■ U字ステー採用
■ 前後セット 

 ■ 材質：本体/ポリカーボネイト、 ステー/ステンレス

■ U字ステー採用

 Uステー フルカバーフェンダー 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 66410000  シルバー  20インチ  4562333408732  ¥3,300（税抜価格¥3,000） 
 66411000  ブラック  20インチ  4562333408749  ¥3,300（税抜価格¥3,000） 

 20インチに対応した割れにくいポリカーボネイトフェンダー。衝撃安全機構が付いている
ので安心。 

 ■ 材質：本体/ポリカーボネイト、 ステー/ステンレス
■ フェンダー幅：20inch/50mm（406）
■ U字ステー採用
■ 前後セット 

 ■ 材質：本体/ポリカーボネイト、 ステー/ステンレス

■ U字ステー採用
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 ハネンダーSE 前後セット 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 16788000  ブラック  4560285295936  ¥3,850（税抜価格¥3,500） 

 ワンタッチで取付可能なハーフフェンダーセット。 タイヤサイズ 26x1.5～1.6、700ｘ28
～38cのクロスバイクにオススメ。 

 ■ 前後セット
■ 重量：350ｇ
■ サイズ：26/700c
■ 対応タイヤ幅：28/35c
■ フロントサスペンションにも取り付け可能
■  ゴムバンドで簡単固定。ステーの長さ調節が可能なので、
タイヤとのクリアランス(隙間)調整可能

＊ リア用はサイドスタンドと同時に取り付けできない場合があります。
＊ リアディレイラーが上引きの場合、シフトワイヤーに干渉して使用出来ません。
＊ ゴムバンドで固定している為、ずれる事があります。乗車前に必ず点検してください。 

 クロスバイク用フルフェンダー 
700x25-32c対応 前後セット 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 43629000  ブラック  700C  4560285295233  ¥3,740（税抜価格¥3,400） 

 700x25c-32c用 クロスバイク用フルフェンダーセット。 

 ■ タイヤサイズ：700 x 25/32c対応
■ 材質：ポリカーボネート
■  泥除けステーを取り付けるダボが付属の車体であれば、
700cのクロスバイクに幅広く対応が可能です。 

 Vブレーキフェンダー 前後セット 
フロントサスペンション対応 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 51285000  ブラック  4562333360276 ¥3,520（税抜価格¥3,200）

 MTB用前後フェンダーセット。フロントサスペンション用アダプター付属。リアはシートポス
ト取付で、リアサスペンション付きにも取付可能。  

 ■ 取付径：25.4 / 32.0mm
■ 対応ホイールサイズ：26インチ
■ 重量：330g
※ マニトウのリバースタイプフォークには取り付けできません
※ 一部の太径シートポストの車種には取り付けできません
※  その他、フレーム形状やフォーク形状によっては取り付けで
きない場合もございます 

 ▲CTBフェンダー SW-651FR 
前後セット 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 52576000  ブラック  20/26インチ  4562333361853  ¥1,870（税抜価格¥1,700） 

 ジュニア用マウンテンバイクに最適な前後フェンダーセット  

 ■  20～26インチのお子さま用マウン
テンバイクの補修用にも最適。

■  フロントはフォーククラウンのネジ
穴を使用して固定。

■  リアはシートステーのブリッジにあ
るネジ穴を使用して固定。 

 MTBマッドガード（SW-671R） 
リア用 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 20559000  ブラック  4560285303020 ¥2,200（税抜価格¥2,000）

 ほとんどの車種に取付できるシートポスト取付型フェンダーです。  

 ■  2ヶ所の角度調整ネジで子ども用マウンテ
ンバイクなど、サドルが低い状態でもタイ
ヤと干渉することなく取り付け可能

■  タイヤとドロヨケが干渉してしまっても、
末端部分は柔らかい材質でできているの
で割れにくい

■ サイズ：80 × 460mm
■ 取付径：25.0 / 31.8mm 

 ワンタッチクイック 
フロントフェンダー 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 51286000  ブラック  4562333360283 ¥1,980（税抜価格¥1,800）

 フロントフォークにソケットを固定し、ワンタッチで着脱可能なフェンダー 。 

 ■ サイズ：45 × 360mm
■ カラー：ブラック
■ 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。

■  枕頭ナットのキャリパーブレーキには取
り付けできません。 

■  フェンダー本体を外すと取付金具がバ

■  枕頭ナットのキャリパーブレーキには取

 ワンタッチクイック 
リアフェンダー 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 51287000  ブラック  4562333360290 ¥1,980（税抜価格¥1,800）

 リアシートブリッジにソケットを固定し、ワンタッチで着脱可能なリアフェンダー 。 

 ■ サイズ：45 × 460mm
■ カラー：ブラック
■ ロード用リアマッドガード
■ 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。

■  シートスティのブリッジに泥除け取り付
け用の穴が必要。 

■  フェンダー本体を外すと取付金具がバ

■  シートスティのブリッジに泥除け取り付

 24/26インチ用フェンダー 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 66405000  ブラック  24/26インチ  4562333408688  ¥1,485（税抜価格¥1,350） 

 24～26インチ用フェンダー、ジュニアMTBに最適。 

 ■ 対応ホイールサイズ：24/26インチ
■ サイズ：フロント90mm、リア95mm
■ 前後セット 
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 ワンタッチフロントフェンダー20 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 66398000  ブラック  前用  4562333408619  ¥1,320（税抜価格¥1,200） 
 66399000  ブラック  後ろ用  4562333408626  ¥1,430（税抜価格¥1,300） 

 幅50mmでミニベロやジュニア車にピッタリなワンタッチフェンダー。 

■ サイズ： フロント 50×290mm、
リア 50×360mm

 4562333408626  ¥1,430（税抜価格¥1,300） 

 ロード・クロスバイク用 
リアフェンダー 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 6714000  スモーク  4560285272166 ¥1,870（税抜価格¥1,700）

 ロードバイク、クロスバイク用マッドガード 。バイクサイズに合わせて角度調整可能。 

 ■ サイズ：45 × 380mm
■ 取付径：25.0/31.8mm
■ 重量：125g 

 KIDS FENDER 2 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 66401000  ブラック  12/18インチ  4562333408640  ¥1,320（税抜価格¥1,200） 
 66402000  ホワイト  12/18インチ  4562333408657  ¥1,320（税抜価格¥1,200） 

 LOUIS GARNEAU 12インチ/16インチのキッズバイク(Vブレーキモデル)にも対応する
フェンダー。 

 ■ 対応ホイールサイズ：12/18インチ　
■ 2012年モデル以降のJ16に対応
※ 車体によっては、フェンダーを引き上げ
て取り付ける必要があります。また、取
付不可能な車体もあります。
※前後セットでの販売となります。 

 KIDS FENDER 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 66396000  ブラック  12/18インチ  4562333408596  ¥1,100（税抜価格¥1,000） 
 66397000  ホワイト  12/18インチ  4562333408602  ¥1,100（税抜価格¥1,000） 

 LOUIS GARNEAU J12/J16 (キャリパー×バンドブレーキモデル)にも対応するフェン
ダー。 

 ■ 対応ホイールサイズ：12/18インチ
※  車体によっては、フェンダーを引き上げ
て取付ける必要があります。また、取付
不可能な車体もあります。

※ 前後セットでの販売となります。 

 4562333408602  ¥1,100（税抜価格¥1,000） 

 イノベーションファクトリー
キッズ用 前後泥除けセット 14インチ 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 68917000  イエロー  14インチ  4562333416645  ¥2,200（税抜価格¥2,000） 
 68918000  レッド  14インチ  4562333416652  ¥2,200（税抜価格¥2,000） 
 68919000  アイボリー  14インチ  4562333416669  ¥2,200（税抜価格¥2,000） 
 68920000  ブラック  14インチ  4562333416676  ¥2,200（税抜価格¥2,000） 
 68931000  ピンク  14インチ  4562333416782  ¥2,200（税抜価格¥2,000） 

 イノベーションファクトリーキッズ用前後ドロヨケセット 

 ■ 前後セット 

 イノベーションファクトリー
キッズ用 前後泥除けセット 16インチ 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 68921000  イエロー  16インチ  4562333416683  ¥2,200（税抜価格¥2,000） 
 68922000  レッド  16インチ  4562333416690  ¥2,200（税抜価格¥2,000） 
 68923000  アイボリー  16インチ  4562333416706  ¥2,200（税抜価格¥2,000） 
 68924000  ネイビー  16インチ  4562333416713  ¥2,200（税抜価格¥2,000） 
 68925000  ブラック  16インチ  4562333416720  ¥2,200（税抜価格¥2,000） 
 68932000  ピンク  16インチ  4562333416799  ¥2,200（税抜価格¥2,000） 

 イノベーションファクトリーキッズ用前後ドロヨケセット 

 ■ 前後セット 

 イノベーションファクトリー
キッズ用 前後泥除けセット 18インチ 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 68926000  イエロー  18インチ  4562333416737  ¥2,200（税抜価格¥2,000） 
 68927000  レッド  18インチ  4562333416744  ¥2,200（税抜価格¥2,000） 
 68928000  アイボリー  18インチ  4562333416751  ¥2,200（税抜価格¥2,000） 
 68929000  ネイビー  18インチ  4562333416768  ¥2,200（税抜価格¥2,000） 
 68930000  ブラック  18インチ  4562333416775  ¥2,200（税抜価格¥2,000） 
 68933000  ピンク  18インチ  4562333416805  ¥2,200（税抜価格¥2,000） 

 イノベーションファクトリーキッズ用前後ドロヨケセット 

 ■ 前後セット 

 ヴァンドームフェンダー-I 
前後セット 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 60497000  ブラック  27.5インチ  4562333399078  ¥4,290（税抜価格¥3,900） 

 スタイリッシュな27.5インチクロスバイク用フェンダー。27.5インチホイールに35cの幅
のタイヤを履かせたヴァンドームにフィットするアール形状と幅を持つアルミ製の前後泥
よけセット。 

 ■ 材質：樹脂製
■ 前後セット
■ フェンダー幅：44mm
■ ステー長：390mm
■ 重量：360g(ネジ類すべて含む) 
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 ▲WEEKENDBIKES 
20インチ用フルフェンダー 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 50269000  ブラック  20インチ  4562333354787  ¥3,740（税抜価格¥3,400） 

 WEEKENDBIKES小径モデル20インチ用のフェンダーです。  

 ■ 前後セット 

 YRA59BA0101 
eMTBサイドスタンド 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 131003000  ブラック  26/29インチ用  4582590921447  ¥3,300（税抜価格¥3,000） 

 重量のあるeMTBにおすすめなサイドスタンドです。
アーム部分が長く、様々なシートステーチェーンステーに取付けが可能。
高い強度のアームを採用する事で耐久性にも優れ、通勤やレジャーでの使用にも安心して
使う事ができます。 

 ■ 材質：アルミ
■ 重量：400g 

ファットバイク用アルミボディセンタースタンド20～24インチ、
24～28インチホイール用。

■ アジャスタブルレッグ
■ 材質：アルミ
■ 重量：198g

 ▲YCA-15I ファットバイク
センタースタンド 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 53227000  シルバー  20/24インチ用  4562333364717  ¥3,300（税抜価格¥3,000） 
 53228000  ブラック  24/28インチ用  4562333364724  ¥3,300（税抜価格¥3,000） 
 53229000  シルバー  24/28インチ用  4562333364731  ¥3,300（税抜価格¥3,000） 
 53226000  ブラック  20/24インチ用  4562333364700  ¥3,300（税抜価格¥3,000） 

 CL-KA56 ダブルレッグスタンド  

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 54927000  シルバー  24/28インチ用  4562333372743  ¥2,860（税抜価格¥2,600） 
 54926000  ブラック  24/28インチ用  4562333372736  ¥2,860（税抜価格¥2,600） 

 スタンドを跳ね上げると、左右の脚が揃って格納されるタイプの両立センタースタンド。見
た目がすっきりとします。  

 ■ 対応ホイールサイズ：24/28インチ
■ 重量：540g 

 CL-KA76 アルミアジャスタブル 
センタースタンド 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 48566000  ブラック  24/29インチ用  4560285368661  ¥2,145（税抜価格¥1,950） 

 アジャスト式で幅広い自転車に対応するセンタースタンド。 

 ■ 対応ホイールサイズ：24/29インチ
■ 長さ調節は工具不要でワンタッチ
■ 材質：アルミ
■ 重量：296g 

 CL-KA83 シングルレッグ 
センタースタンド 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 48574000  ブラック  24/29インチ用  4560285368753  ¥2,145（税抜価格¥1,950） 

 コーティングされてスタイリッシュなステンレス製センタースタンド。 

 ■ 対応ホイールサイズ：24/29インチ
■ 7段階で長さ調節が可能(4mm六角レンチ使用)
■ 重量：345g 

 アジャスタブルW 
センタースタンド 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 66374000  ブラック  24/28インチ用  4562333408374  ¥2,860（税抜価格¥2,600） 

 24～28インチまで対応可能なダブルセンタースタンド。 

 ■ 対応ホイールサイズ：24/28インチ
■ 素材：アルミ 

 ダブルアジャスタブル 
サイドスタンド 26-29 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 62633000  ブラック  26/29インチ用  4562333404536 ¥2,860（税抜価格¥2,600）
 62634000  シルバー  26/29インチ用  4562333404543 ¥2,860（税抜価格¥2,600）

 シートステー装着部に調整機構がついて汎用性の高いサイドスタンド。 ２６－２９インチホ
イール対応。 

 ■ ディスクブレーキ対応
■ シートステー：27mmまで対応
■ チェーンステー：25mmまで対応
■ 重量：295g
※  ステー径の太い場合や、チェーンステーとシートステーの角度が極端に広い物など取
付けできない車種もあります。

※ フラットマウントタイプのディスクブレーキは取付け出来ない場合があります。
※ シートステーの固定には、ヒンジタイプではなくWボルトタイプとなります。 
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 ダブルアジャスタブル 
サイドスタンド 20-24 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 62635000  ブラック  20/24インチ用  4562333404550  ¥2,530（税抜価格¥2,300） 
 62636000  シルバー  20/24インチ用  4562333404567  ¥2,530（税抜価格¥2,300） 

 シートステー装着部に調整機構がついて汎用性の高いサイドスタンド。 20-24インチホ
イール対応。 

 ■ ディスクブレーキ対応
■ シートステー：27mmまで対応
■ チェーンステー：25mmまで対応
■ 重量：281g
※  ステー径の太い場合や、チェーンステーと
シートステーの角度が極端に広い物など取
付けできない車種もあります。

※  フラットマウントタイプのディスクブレーキ
は取付け出来ない物があります。

※  シートステーの固定には、ヒンジタイプでは
なくWボルトタイプとなります。 

 エアロ3D サイドスタンド 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 66378000  ブラック  20/24インチ用  4562333408411  ¥2,530（税抜価格¥2,300） 
 66379000  ブラック  26/29インチ用  4562333408428  ¥2,530（税抜価格¥2,300） 

 取付けできるバイクの幅を広げる3D機構採用。ボルトをフラット化することで空気抵抗を
軽減。 

 ■ 材質：アルミ
■ シートステー対応径：20mmまで対応
■ チェーンステー対応径：22mmまで対応
※  ステー径の太い場合や、チェーンステーとシー
トステーの角度が極端に広い物など取付けで
きない車種もあります。

※  フラットマウントタイプのディスクブレーキは
取付け出来ない場合があります。 

 ▲ディスクブレーキ用 
アジャスタブル サイドスタンド 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 22284000  ブラック  26/700C用  4560285307912 ¥2,860（税抜価格¥2,600）
 22326000  シルバー  26/700C用  4560285308216 ¥2,860（税抜価格¥2,600）

 オーソドックスなサイドスタンドで、調整幅が広くディスクブレーキのマウンテンバイク・ク
ロスバイクにもオススメ。 

 ■ 足の長さは工具不要で2センチ調整可能。
■ 対応ホイールサイズ：26インチ/700C
■ 重量：335ｇ
※  一部車種には取り付けできない場合もござ
います。 

 アジャスタブルマルチ 
サイドスタンド 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 66386000  ブラック  20/28インチ用  4562333408497  ¥2,310（税抜価格¥2,100） 
 66387000  シルバー  20/28インチ用  4562333408503  ¥2,310（税抜価格¥2,100） 

 シートステーとチェーンステーで固定するサイドスタンド。 

 ■ 材質：アルミ
■ 対応ホイールサイズ；20/28インチ
■ シートステー対応径：27mmまで対応
■ チェーンステー対応径：25mmまで対応
※  ステー径の太い場合や、チェーンステーとシートス
テーの角度が極端に広い物など取付けできない車
種もあります。

※  フラットマウントタイプのディスクブレーキは取付
け出来ない場合があります。

※  シートステーの固定には、ヒンジタイプではなくW
ボルトタイプとなります。 

 ▲YRS18 アルミ サイドスタンド  

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 43124000  ブラック  26/700C用  4560285278793 ¥2,530（税抜価格¥2,300）
 43125000  シルバー  26/700C用  4560285278809 ¥2,530（税抜価格¥2,300）

 26インチ、700c対応のシンプルなアルミスタンド 。 

 ■ 重量：280g
※  フレームの形状等によっては取り付け
できない場合がございます。 

 CD-179A フラットマウント用
サイドスタンド 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 89521000  ブラック  24/29インチ用  4562333445393  ¥1,870（税抜価格¥1,700） 

 フラットマウントのディスクブレーキに対応するスタンド。 

 ■ 材質：アルミ 
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 CD-113 アジャスタブルスタンド 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 97883000  ブラック  24/28インチ用  4582590897100  ¥1,980（税抜価格¥1,800） 
 89522000  ブラック 20/24インチ用  4562333445409  ¥1,980（税抜価格¥1,800） 

 チェーンステーに取付けるサイドスタンド。 

 ■ 材質：アルミ 

 CD-109A センタースタンド 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 13339000  シルバー  24/28インチ用  4560285288372  ¥2,200（税抜価格¥2,000） 

 調整範囲が広く、簡単固定のワイヤーレッグが特徴のセンタースタンド。 接地面が大きく
安定しやすい。 

 ■ チェーンステーに取付プレートが付いたタイプのフレーム推奨
■ ヤグラ付
■ 対応ホイールサイズ：24/28インチ
■ 重量：332g 

 LGS-EA26用ワイドスタンド 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 57819000  シルバー  26インチ用  4573223635329  ¥8,008（税抜価格¥7,280） 

 LGS-EA26、ASCENTシティ用両立ワイドスタンド。 

 ■ 対応モデル：LGS-EA26、ASCENTシティ 

 LGS-EA20用両立スタンド 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 66306000  ブラック  20インチ用  4573223644536  ¥3,828（税抜価格¥3,480） 

 LGS-EA20、ASCENTミニ用両立スタンド。 

 ■ 対応モデル：LGS-EA20、ASCENTミニ 

 外装両立スタンドTR2用 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 66393000  ブラック  26インチ用  4562333408565  ¥3,300（税抜価格¥3,000） 
 66394000  CP  26インチ用  4562333408572  ¥3,300（税抜価格¥3,000） 

 CITYROAM8.0に取付できる両立スタンド。 

 ■ 対応モデル：CITYROAM8.0 

 外装変速用両立スタンド（正爪用） 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 21347000  CP  26インチ用  4560285305383 ¥2,530（税抜価格¥2,300）
 21348000  CP  27/28インチ用  4560285305390 ¥2,530（税抜価格¥2,300）
 36090000  ブラック  27/28インチ用  4560285348953 ¥2,530（税抜価格¥2,300）
 36089000  ブラック  26インチ用  4560285348946 ¥2,530（税抜価格¥2,300）

 外装変速が付いた26、27、28型に適合する両立スタンドです。  
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 両立スタンド（正爪用） 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 13400000  ブラック  26インチ用  4560285280185 ¥2,530（税抜価格¥2,300）
 13402000  CP  20インチ用  4560285280208 ¥2,530（税抜価格¥2,300）
 13403000  CP  22インチ用  4560285280215 ¥2,530（税抜価格¥2,300）
 13404000  CP  24インチ用  4560285280222 ¥2,530（税抜価格¥2,300）
 13405000  CP  26インチ用  4560285280239 ¥2,530（税抜価格¥2,300）
 13406000  CP  27インチ用  4560285280246 ¥2,530（税抜価格¥2,300）
 13401000  ブラック  27インチ用  4560285280192 ¥2,530（税抜価格¥2,300）

 両立スタンド 正爪用 

 ■ スタンドロック機能付 

 1本スタンド（正爪用） 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 13374000  ブラック  14インチ用  4560285279912 ¥1,540（税抜価格¥1,400）
 13375000  ブラック   16インチ用  4560285279929 ¥1,540（税抜価格¥1,400）
 13376000  ブラック   18インチ用  4560285279936 ¥1,540（税抜価格¥1,400）
 13377000  CP   12インチ用  4560285279943 ¥1,540（税抜価格¥1,400）
 13378000  CP   14インチ用  4560285279950 ¥1,540（税抜価格¥1,400）
 13379000  CP   16インチ用  4560285279967 ¥1,540（税抜価格¥1,400）
 13380000  CP   18インチ用  4560285279974 ¥1,540（税抜価格¥1,400）
 13384000  ブラック   26インチ用  4560285280024 ¥1,540（税抜価格¥1,400）
 13385000  ブラック   27インチ用  4560285280031 ¥1,540（税抜価格¥1,400）
 13386000  CP   20インチ用  4560285280048 ¥1,540（税抜価格¥1,400）
 13390000  CP   27インチ用  4560285280086 ¥1,540（税抜価格¥1,400）
 13389000  CP   26インチ用  4560285280079 ¥1,540（税抜価格¥1,400）

 1本スタンド 正爪用 

 軽々両立スタンド（正爪用） 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 13408000  シルバー  24/27インチ用  4560285289942 ¥3,080（税抜価格¥2,800）

 24～27型に適合する両立スタンドです。後ろにお子様を乗せたり、荷物を乗せたりするの
に適しています。  

 ■ お子様乗せを取り付ける時はあった方が安全、安心なスタンドです。
■ 対応ホイールサイズ：24/27インチ
■ 正爪用両立スタンド 

 両立スタンド 幼児車用（正爪用） 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 13393000  CP  14インチ用  4560285280116 ¥2,530（税抜価格¥2,300）
 13395000  CP  18インチ用  4560285280130 ¥2,530（税抜価格¥2,300）
 13394000  CP  16インチ用  4560285280123 ¥2,530（税抜価格¥2,300）

 両立スタンド 幼児車用 正爪用 

 ■ スタンドロック機能付  ■ スタンドロック機能付 

 キッズアジャスタブルスタンド
（正爪用） 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 66384000  ブラック  12/14インチ用用  4562333408473  ¥1,100（税抜価格¥1,000） 
 66385000  ブラック  16/18インチ用用  4562333408480  ¥1,100（税抜価格¥1,000） 

 補助輪が外れたキッズバイクにオススメ。 

 ■ 材質：スチール/アルミニウム
■ 正爪用
※ 車体によっては取付けできない場合もあります。 ※ 車体によっては取付けできない場合もあります。 

 1本スタンド 外装変速用（逆爪用） 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 13564000  ブラック  20インチ用  4560285280277 ¥1,540（税抜価格¥1,400）
 13565000  ブラック  22インチ用  4560285280284 ¥1,540（税抜価格¥1,400）
 13566000  ブラック  24インチ用  4560285280291 ¥1,540（税抜価格¥1,400）
 13567000  ブラック  26インチ用  4560285280307 ¥1,540（税抜価格¥1,400）

 1本スタンド 外装変速用 

 ■ スタンドロック機能付き 
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 MULTIWAY用
アルミフロントバスケット 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 74720000  ブラック  4562333433406  ¥5,500（税抜価格¥5,000） 

 MULTIWAY用アルミバスケット 

 ■ サイズ：縦300 x 横400 x 高さ185mm
■ 最大積載量：3㎏ 

 MULTIWAY用スチールメッシュ
フロントバスケット 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 74721000  シルバー  4562333433413  ¥4,950（税抜価格¥4,500） 

 MULTIWAY用スチールバスケット 

 ■ サイズ：縦300 x 横400 x 高さ200mm
■ 最大積載量：3㎏
※MULTIWAY27.5には取付不可 

 MVウッドバスケット 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 66354000  シルバー  4562333408176  ¥14,300（税抜価格¥13,000） 

 ルイガノMVシリーズ、EASELシリーズにピッタリなお洒落なウッドデッキのバスケット。 

 ■ サイズ：縦220 x 横290 x 高さ160mm
■ 重量：1,188g
■ 最大積載量：3kg 

 ビッグバスケットアルミMV用 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 66356000  ブラック  4562333408190  ¥4,950（税抜価格¥4,500） 

 ルイガノMVシリーズ、EASELシリーズにぴったり、アルミ素材で軽量なお洒落バスケット。
その他スポーツ系バイクにもジャストフィット。 

 ■ 材質：アルミ
■ サイズ：縦360 x 横450 x 高さ260mm
■ 重量：800g
■  MVシリーズ、EASELシリーズの
フロントキャリア取付金具付属 

 ファッションバスケット 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 66333000  キャラメル  4562333407964  ¥4,400（税抜価格¥4,000） 

 少しレトロチックに、ウッド風ナイロンを編みこんだお洒落なバスケット。 

 ■ サイズ：縦285  x  横350  x  高さ180mm
■ バスケットキャリア対応
■ 重量：864g 

 ■ サイズ：縦285  x  横350  x  高さ180mm

 カジュアルバスケット 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 66347000  ダークブラウン  4562333408107  ¥3,960（税抜価格¥3,600） 

 EASEL 9.0、EASEL 8.0対応のカジュアルバスケットです。 

 ■ サイズ：縦280 x 横350  x  高さ180mm
■ バスケットキャリア対応
■  EASEL 9.0への取り付けにはフロントキャリア
MV用が必要となります。

■ 重量：1420g 

■  EASEL 9.0への取り付けにはフロントキャリア

 MVアルミバスケット360 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 66355000  ブラック  4562333408183  ¥4,730（税抜価格¥4,300） 

 ルイガノMVシリーズ、EASELシリーズにぴったり、アルミ素材で軽量なお洒落バスケット。
その他、スポーツ系バイクにもお洒落に演出できる。 

 ■ 材質：アルミ
■ サイズ：縦360 x 横300 x 高さ250mm
■ 重量：700g
■  MVシリーズ、EASELシリーズの
フロントキャリア取付金具付属 

 カラーワイヤーバスケット  

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 70733000  ブラック  4562333423537  ¥2,970（税抜価格¥2,700） 
 70736000  シルバー  4562333423568  ¥2,970（税抜価格¥2,700） 
 70735000  ホワイト  4562333423551  ¥2,970（税抜価格¥2,700） 
 70734000  モカ  4562333423544  ¥2,970（税抜価格¥2,700） 

 カラフルなワイヤーバスケット。 

 ■ サイズ：縦285  x  横350  x  高さ180mm
■ 最大積載量：3㎏ 

 LGS-EA バスケット2 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 57815000  シルバー  4573223635343  ¥5,720（税抜価格¥5,200） 

 LGS-EA用バスケット 

 ■ サイズ：縦140mm x 横376mm x 高さ230mm
■  ルイガノ対応モデル：LGS-EA26, LGS-EA20、
ASCENTシティ、ASCENTミニ 

 LGS-EA バスケット1 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 57814000  ブラック  4573223635336  ¥3,355（税抜価格¥3,050） 

 LGS-EA用バスケット 

 ■ サイズ：縦176mm x 横354mm x 高さ200mm
■  ルイガノ対応モデル：LGS-EA26, LGS-EA20、
ASCENTシティ、ASCENTミニ 
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 LGS-EA バスケット3 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 57816000  ブラック  4573223635350  ¥3,080（税抜価格¥2,800） 

 LGS-EA用バスケット 

 ■ サイズ：縦180mm x 横315mm x 高
さ140mm
■ ルイガノ対応モデル：LGS-EA26, LGS-
EA20、ASCENTシティ、ASCENTミニ 

 LGS-EA バスケット4 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 57817000  ブラック  4573223635367  ¥3,080（税抜価格¥2,800） 

 LGS-EA用バスケット 

 ■ サイズ：縦140mm x 横376mm x 高
さ230mm
■ ルイガノ対応モデル：LGS-EA26, LGS-
EA20、ASCENTシティ、ASCENTミニ 

 どんぐりバスケット 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 70739000  ブラック  4562333423599  ¥2,640（税抜価格¥2,400） 
 70740000  シルバー  4562333423605  ¥2,640（税抜価格¥2,400） 
 66338000  ブルー  4562333408015  ¥2,640（税抜価格¥2,400） 
 66339000  ピンク  4562333408022  ¥2,640（税抜価格¥2,400） 

 キッズバスケットよりサイズが大きめ、小さいおもちゃ、どんぐりを入れても落ちないハー
フメッシュタイプ。
いろんな自転車に付けれるように底板と背板部分を改良しました。 

 ■ 材質：スチール
■ サイズ：縦250  x  横310  x  高さ160mm
■ 重量：666g
■ 取付金具付属（1インチ用） 

■ サイズ：縦250  x  横310  x  高さ160mm

 スポーツワイヤーカゴ 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 99337000  ブラック  4582590899555  ¥3,080（税抜価格¥2,800） 

 スポーツサイクルに合わせやすいシンプルなデザインで、使いやすいサイズのスポーツワ
イヤーカゴです。
底面が広いため荷物が入れやすく、中に入れる荷物の形を選びません。 

 ■ サイズ：345x 170 x 245mm 

 ¥3,080（税抜価格¥2,800） 

 HANDLE BASKET ADAPTER 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 66371000  ブラック  4562333408343  ¥2,750（税抜価格¥2,500） 

 ハンドルに取り付けられるワンタッチバスケットアダプター。 

 ■ 材質：樹脂
■ 取付径：22.2～25.4mm 

 クロスバイクバスケットセット 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 93382000  ブラック  4562333449421   ¥4,070（税抜価格¥3,700） 

 様々な車種に適合するクロスバイク用バスケットセット。 

 ■ サイズ：418 x 270 x 113mm
■ 付属品： 底面用ステー2本、背面用ブラケット1個、

脱落防止ベルト1個、取り付け用ネジ 
■ 適合自転車： WEEKENDBIKES、

WEEKENDBIKES26、
プレシジョンスポーツ  

 オフィスプレスコミューター用 
バスケット L 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 95326000  ブラック  4582590893423   ¥5,060（税抜価格¥4,600） 

 ビジネスバックやバックパックなど、現代の様々なスタイルの通勤用バックのサイズに応じ
たバスケット。 

 ■ サイズ：390 x 330 x 220mm 

 オフィスプレスコミューター用 
バスケット M 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 95327000  ブラック  4582590893430   ¥5,060（税抜価格¥4,600） 

 ビジネスバックやバックパックなど、現代の様々なスタイルの通勤用バックのサイズに応じ
たバスケット。 

 ■ サイズ：480 x 330 x 220mm 

 イノベーションファクトリー
ワイヤーバスケット M 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 95407000  ネイビー  4582590893591  ¥1,980（税抜価格¥1,800） 
 95408000  カーキ  4582590893607  ¥1,980（税抜価格¥1,800） 
 95409000  グレー  4582590893614  ¥1,980（税抜価格¥1,800） 

 イノベーションファクトリーBOYS、Jrにぴったりなデザインのバスケットです。 

 ■ サイズ：320 x 275 x 190mm 

 ¥1,980（税抜価格¥1,800） 

 キッズ用バスケット 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 66324000  シルバー  4562333407872  ¥2,310（税抜価格¥2,100） 
 66325000  ブラック  4562333407889  ¥2,310（税抜価格¥2,100） 

 キッズバイクに最適なサイズのワイヤーバスケット。 

 ■ サイズ：縦220  x  横290  x 高さ160mm
■ 重量：636g
■ 取付金具付属(1インチ用) 

 4562333407889  ¥2,310（税抜価格¥2,100） 
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 特大前ステンレスワイヤーカゴ 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 32374000  シルバー  4560285328856  ¥5,170（税抜価格¥4,700） 

 通学カバンが入れやすい大型サイズ 。 

 ■ サイズ：縦300  x  横470  x  高さ190/220mm
■ 底面サイズ：縦260  x  横420mm
■ その他：取り付け金具付属
※ カゴ足、ランプかけ等は付属しません
■ 材質：ステンレス 

 ■ サイズ：縦300  x  横470  x  高さ190/220mm

 大型ステンレス前ワイヤーカゴ 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 56179000  シルバー  4562333376635 ¥5,060（税抜価格¥4,600）

 錆びに強いステンレス製のワイヤーカゴ 。 

 ■ 材質：ステンレス
■ サイズ：縦330  x  横425  x  高さ250mm
■ 固定ネジ付属 
■ サイズ：縦330  x  横425  x  高さ250mm

 大型前カジュアルワイヤーカゴ 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 56700000  シルバー  4562333379278 ¥5,060（税抜価格¥4,600）

 下部が籐風・底面メッシュ仕様で小物が落ちにくい大型ワイヤーカゴ。  

 ■ サイズ：縦300  x  横445  x  高さ210mm
■ サイズ(底面)：縦250  x  横410mm
■ 固定ネジ付属 

 ■ サイズ：縦300  x  横445  x  高さ210mm

 ステンレス前ワイヤーカゴ 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 56178000  シルバー  4562333376628  ¥4,070（税抜価格¥3,700） 

 錆びに強いステンレス製のワイヤーカゴ 。 

 ■ 材質：ステンレス
■ サイズ：縦290  x  横375  x  高さ245mm
■ 固定ネジ付属 
■ サイズ：縦290  x  横375  x  高さ245mm

 大型前ワイヤーカゴ 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 56180000  ブラック  4562333376642 ¥4,070（税抜価格¥3,700）
 56181000  シルバー  4562333376659 ¥4,070（税抜価格¥3,700）

 フロント用の大型ワイヤーカゴ。  

 ■ サイズ：縦330  x  横405  x  高さ245mm
■ 固定ネジ、説明書付属 
 ■ サイズ：縦330  x  横405  x  高さ245mm

 特大前ワイヤーカゴ 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 32372000  ブラック  4560285328832 ¥4,070（税抜価格¥3,700）
 32373000  シルバー  4560285328849 ¥4,070（税抜価格¥3,700）

 通学カバンが入れやすい大型サイズ。 ほとんどの一般車に適合します。  

 ■ 取り付け金具付属 ※カゴ足、ランプかけ等は付属しません
※ カゴ下に装着するライトの場合、
取付穴の関係上中央にライトが来ません。
■ サイズ：縦300  x  横470  x  高さ190～220mm
■ 底面サイズ：縦260  x  横430mm
■ 材質：スチール 

 ■ 取り付け金具付属 ※カゴ足、ランプかけ等は付属しません

取付穴の関係上中央にライトが来ません。
■ サイズ：縦300  x  横470  x  高さ190～220mm

 籐風樹脂前ワイヤーバスケット 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 30616000  ブラック  4560285321482 ¥3,520（税抜価格¥3,200）

 下はオシャレな籐風で、上はスタイリッシュな見た目と実用性を兼ねたワイヤーバスケット。
クラシカルな自転車にピッタリです。  

 ■ サイズ：縦280  x  横400  x  高さ260mm
■ 底面サイズ：縦220 x 横320mm ■ サイズ：40 x 30 x 23cm

■ 底面サイズ：34 x 23cm

 樹脂前バスケット 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 51026000  ブラック  4562333358822  ¥3,080（税抜価格¥2,800） 
 51027000  ブラウン  4562333358839  ¥3,080（税抜価格¥2,800） 
 51028000  グレー  4562333358846  ¥3,080（税抜価格¥2,800） 

 丸型樹脂バスケット。 

バ
ス
ケ
ッ
ト

キ
ャ
リ
ア

チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト

331 バスケット・キャリア・チャイルドシート

ハンドル

ステム

バーテープ
・

グリップ

ブレーキ

ケーブル

サドル
・

シートポスト

ペダル

ドライブ
トレイン

ヘッドセット

ホイール

タイヤ
・

チューブ

フェンダー
・

スタンド

バスケット
・

キャリア
・

チャイルドシート

ライト
・

サイクル
コンピューター

ロック

ポンプ

ボトル

バッグ

ツール

ケミカル

ディスプレイ
スタンド
・

カーキャリア

ベル
・
ミラー
・
その他



 CTB樹脂前カゴ 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 56593000  ブラック/レッド  4562333378806  ¥2,530（税抜価格¥2,300） 
 56594000  ブラック/ブルー  4562333378813  ¥2,530（税抜価格¥2,300） 
 56592000  ブラック/ホワイト  4562333378790  ¥2,530（税抜価格¥2,300） 

 ジュニアマウンテンバイクなどの子供用自転車向けの樹脂製バスケットです。  

 ■ 材質：樹脂
■ サイズ：縦290  x  横280mm
■ 底面サイズ：縦180  x  横240mm
■ 高さ：170mm
■ 取付ネジ付属 

■ サイズ：35 x 28 x 18cm
■ 底面サイズ：25 x 15cm

 Jrシティワイヤーカゴ 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 56174000  ホワイト  4562333376581  ¥2,530（税抜価格¥2,300） 

 子供用自転車にピッタリなやや小ぶりなワイヤーバスケット。  

 カジュアル前ワイヤーカゴ 
カラー：ブラウン 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 56177000  ブラウン  4562333376611 ¥3,080（税抜価格¥2,800）

 底面メッシュのワイヤーカゴです。  

 ■ 材質：スチール
■ その他：取り付け金具付属
※ カゴ足、ランプかけ等は付属しません
■ サイズ：縦310  x  横370  x  高さ215mm 

 シティサイクル用 前ワイヤーカゴ 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 56175000  ブラック  4562333376598  ¥2,530（税抜価格¥2,300） 
 56176000  シルバー  4562333376604  ¥2,530（税抜価格¥2,300） 

 スタンダードなワイヤーバスケット。  

 ■ 材質：スチール
■ サイズ：縦230/310  x  横305/365  x  高さ200/220mm ■ サイズ：縦230/310  x  横305/365  x  高さ200/220mm 

 小型カラーバスケット 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 32377000  ブラック  4560285328887  ¥2,530（税抜価格¥2,300） 
 32380000  シルバー  4560285328917  ¥2,530（税抜価格¥2,300） 
 55602000  スノーホワイト  4562333375027  ¥2,530（税抜価格¥2,300） 

 愛車のカラーに合わせてコーディネートできるカラーバスケットです。  

 ■  小径車やジュニアシティサイクル、ジュニアスポーツ
サイクルにもマッチするデザイン、サイズです。

■ 材質：スチール
■ サイズ：縦355  x  横280 x 高さ185 /215mm
■ 重量：1.1kg
■ 取り付け金具付属 

■ サイズ：縦355  x  横280 x 高さ185 /215mm

 折りたたみワイヤーカゴ 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 32386000  ブラック  4560285328979  ¥2,530（税抜価格¥2,300） 
 32387000  シルバー  4560285328986  ¥2,530（税抜価格¥2,300） 

 折りたたみができるハンドルに引っ掛けるタイプのカゴ 。簡単に着脱も可能で小径車に
マッチする程良い大きさ。 

 ■ 展開サイズ ： 縦200  x  横350  x  高さ190mm
■ 折畳みサイズ： 縦50  x  横350  x  高さ190mm
■ 材質：スチール
■ 重量：約1.3kg
■ 取り付け金具付属
※ 一般車には取り付けできません
※  小径車でも、ハンドルの形状やワイヤーの
取り回しによっては取り付けできません 

 大型メッシュカゴ 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 30065000  ブラック  4560285318277  ¥2,530（税抜価格¥2,300） 
 30066000  グレー  4560285318284  ¥2,530（税抜価格¥2,300） 

 オーソドックスなメッシュバスケット。物が落ちにくいメッシュタイプ  

 ■ 材質：スチール
■ その他：取り付け金具付属
※ カゴ足、ランプかけ等は付属しません
■ サイズ：縦280  x  横380  x  高さ230/280mm ■ サイズ：縦280  x  横380  x  高さ230/280mm 

 FREE BASKET 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 66329000  ブラック  4562333407926  ¥2,420（税抜価格¥2,200） 

 縦でも横でもフロントでもリアでも、使い方自由自在。便利なワイヤーバスケット。 

 ■ サイズ：縦300  x  横395  x  高さ170mm
■ 重量：821g
■ 最大積載量：3kg
■ ボトム固定金具付属 
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 幼児車用小型ワイヤーカゴ 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 30061000  ブラック  4560285318239 ¥1,980（税抜価格¥1,800）
 30062000  シルバー  4560285318246 ¥1,980（税抜価格¥1,800）

 14～18インチの幼児車専用カゴ 。上部ワイヤーの線材を太くし、自転車を倒しても変形
しにくい構造にしました。 

 ■ サイズ：縦230  x  横270  x  高さ150mm
■ 材質：スチール
■ その他：取り付け金具付属
※  20インチ以上の子供車や一般車、スポーツ車、
一部の幼児車には取り付けできません。 

 ■ 材質：樹脂
■ サイズ：縦220/260  x  横315/370  x  高さ150/180mm
■ その他：取り付け金具付属
※ カゴ足、ランプかけ等は付属しません 

 イノベーションファクトリー用 
籐風樹脂バスケット 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 51590000  ブラウン  4562333360634 ¥3,520（税抜価格¥3,200）

 イノベーションファクトリー用の籐風樹脂バスケット  

 ■ 取付け金具付属
■ サイズ：縦230  x  横280  x  高さ160mm
■ 底面サイズ：縦165  x  横220mm
■ 重量：990g（金具含む） 

 イノベーションファクトリー
籐風バスケットS ブラケット付属 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 59446000  ブラック  4562333393717  ¥2,640（税抜価格¥2,400） 
 59447000  アイボリー  4562333393724  ¥2,640（税抜価格¥2,400） 

 キッズ向けの籐風ワイヤーバスケット。小物を入れた際も落ちにくいデザイン。  

 ■ 材質：スチール（樹脂コーティング）
■ サイズ：縦195/260  x  横310/360  x  高さ140mm
■ その他：取り付け金具付属
※ カゴ足、ランプかけ等は付属しません ※ カゴ足、ランプかけ等は付属しません 

 イノベーションファクトリー用 
ワイヤーバスケット 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 51148000  ブラック  4562333359997 ¥3,080（税抜価格¥2,800）

 イノベーションファクトリー用ワイヤーバスケット  

 イノベーションファクトリー 
ワイヤーバスケットS ブラケット付 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 56169000  ブラック  4562333376536  ¥2,090（税抜価格¥1,900） 
 56170000  アイボリー  4562333376543  ¥2,090（税抜価格¥1,900） 
 56171000  イエロー  4562333376550  ¥2,090（税抜価格¥1,900） 
 56172000  ネイビー  4562333376567  ¥2,090（税抜価格¥1,900） 
 56173000  レッド  4562333376574  ¥2,090（税抜価格¥1,900） 

 イノベーションファクトリーキッズ14、16、18インチ用オプションパーツ。 

 ■ フロント部分には「INNOVATION FACTORY」のプレートがついています。
■ サイズ：縦200/260  x  横300/360  x  高さ145/200mm
■ 付属品：取付金具
※ バスケットステー、砲弾ランプ取付金具は付属しません。 

 イノベーションファクトリージュニア 
バスケット 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 53069000  ブラック  4562333363130  ¥2,090（税抜価格¥1,900） 
 53070000  アイボリー  4562333363147  ¥2,090（税抜価格¥1,900） 
 53071000  ブラウン  4562333363154  ¥2,090（税抜価格¥1,900） 

 イノベーションファクトリージュニア用のバスケットセット。 
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 ■ サイズ： 横450 x 縦350 x 高さ380mm
■ 底サイズ：横390 x 縦290mm
■ 最大積載量：15kg
■ 取付金具付属 ■ 取付金具付属 

 PET REAR BASKET 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 66346000  ブラウン  4562333408091  ¥9,900（税抜価格¥9,000） 

 ペット用のリアバスケット。二重ロックを採用し安全性も考慮。 

 MV CARGO REAR BASKET 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 66340000  シルバー  4562333408039  ¥8,800（税抜価格¥8,000） 

 LGS-S8(旧MV-CARGO)用リアバスケット。専用のワイド設計、アルミフレームを採用し、
フロントバスケットのデザインともマッチするウッドリアバスケット。 

 ■ サイズ：幅340  x  奥行510  x  高230mm
■ 底板：木
■ LGS-S8(旧MV CARGO)専用 ■ LGS-S8(旧MV CARGO)専用 

 88（ハチハチ） パパチャリ用 
サイクルアルミコンテナ シルバー底板 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 61239000  ブラック/シルバープレート  4562333400767  ¥9,240（税抜価格¥8,400） 

 トラックの荷台をイメージした、「楽しく使える」88サイクルオプション用アルミコンテナバ
スケット。 

 ■ 材質：アルミ 
■ サイズ：550  x  350  x  150mm
■ 重量：約2.2kg 

 リア用ステンレスワイヤーカゴ 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 31404000  シルバー  4560285322847  ¥4,070（税抜価格¥3,700） 

 本体は耐久性の高いステンレスワイヤー線、底面は物が落ちにくいステンレスメッシュ状
のハイブリッドバスケット。 

 ■ サイズ：幅360 x 高さ140/230 x 奥行400mm
■ その他：取り付け金具付属 

 リア用樹脂製バスケット 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 28747000  ブラウン  4560285317096 ¥3,300（税抜価格¥3,000）
 28748000  グレー  4560285317102 ¥3,300（税抜価格¥3,000）

 スタイリッシュな樹脂製リアバスケット  

 ■ サイズ：320  x  245  x  420mm
■ 後部に反射シールを装備 
 ■ サイズ：320  x  245  x  420mm リア用ワイヤーバスケット 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 30612000  ブラック  4560285321451 ¥3,080（税抜価格¥2,800）
 30613000  ブラウン  4560285321468 ¥3,080（税抜価格¥2,800）
 30614000  シルバー  4560285321475 ¥3,080（税抜価格¥2,800）

 本体は耐久性の高いワイヤー線、底面は物が落ちにくいメッシュ状のハイブリッド型のワイ
ヤーカゴです。  

 ■ サイズ：幅350 x 高140/210 x 奥行455mm
■ 取り付け金具付属 ■ 取り付け金具付属 

 リア用メッシュ固定カゴ 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 30063000  ブラック  4560285318253 ¥2,530（税抜価格¥2,300）
 30064000  シルバー  4560285318260 ¥2,530（税抜価格¥2,300）

 中に入れた物が落ちにくいメッシュ形状。電動アシスト自転車や22インチ以上のリヤキャリ
アが装着された一般車に装着できる後ろバスケットです。  

 ■ 材質：スチール（樹脂コーティング）
■ サイズ：奥行330 x 幅230 x 高さ230mm ■ サイズ：奥行330 x 幅230 x 高さ230mm 
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 シリコンバスケットカバー 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 132005000  グレー  4582590921683   ¥1,870（税抜価格¥1,700） 

 荷物の飛び出しを防ぐシリコン素材のバスケットカバー 

 ■ サイズ：465 x 365 x 0.5mm
■ 素材：本体 シリコン フック 樹脂 

 リアバスケットカバー-I 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 59800000  ブラック/ブラウン  後ろ用  4511546086763  ¥2,090（税抜価格¥1,900） 
 59801000  グレー/グリーン  後ろ用  4511546086770  ¥2,090（税抜価格¥1,900） 
 59802000  ネイビー/ピンク  後ろ用  4511546086787  ¥2,090（税抜価格¥1,900） 

 上から被せて簡単装着。荷物を雨や盗難からしっかりガードする、落ち着いたカラーリング
の後用バスケットカバー。  

 ■ カゴのサイズに合わせて調整可能
■ サイズ：縦490  x  横390  x  330mm 

 フロントバスケットカバー-I 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 59797000  ブラック/ブラウン  前用  4511546086732 ¥1,980（税抜価格¥1,800）
 59798000  グレー/グリーン  前用  4511546086749 ¥1,980（税抜価格¥1,800）
 59799000  ネイビー/ピンク  前用  4511546086756 ¥1,980（税抜価格¥1,800）

 定番のバスケットカバー。大型バスケット対応。 

 フロントバスケットカバー 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 28452000  シルバー  4560285316396 ¥1,540（税抜価格¥1,400）

 標準的な大きさの角カゴ、丸カゴに使用できるバスケットカバー。長さのある荷物を入れて
も、高さ調節用のマジックテープをはずせば簡単に調整ができます。 

 ■  高さ調節可能。
2段式で荷物が増えても、対応できます。

■ 完全防水ではありません。
■ サイズ：横44  x  奥行35  x  高さ33/52cm 

 MULTIWAY27.5用
フロントキャリア 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 74722000  ブラック  4562333430696  ¥3,850（税抜価格¥3,500） 

 MULTIWAY27.5用フロントキャリア 

 ■ ランプヘッドコンバーター付属 

 フロントバスケットキャリア 
YFA-16E 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 66363000  ブラック  4562333408268 ¥4,950（税抜価格¥4,500）
 66364000  シルバー  4562333408275 ¥4,950（税抜価格¥4,500）

 スポーツバイクに対応したフロントキャリア。24”、26”、700C、29”の各サイズにも対応。
Vブレーキ台座とアーチ部に取り付けダボがあればサスペンションフォークにも取り付ける
ことが可能。前カゴをスポーツバイクに取り付ける際にも便利。 

 ■ 素材：アルミ
■ 対応サイズ ：  アジャスター機能24インチ、26インチ、700C、

29インチサスペンション対応3種類のステーが付属
■ 天板サイズ：195 x 130mm
■ 重量：328g
■ 最大積載重量：3kg
＊フロントフォークの種類により取り付けできない場合もございます。
＊バスケット取り付け時は、キャリアの最大積載重量を厳守ください。
＊ ボトム固定金具を使用してバスケットを固定　
する場合は、定期的な取り付けネジの増し締めが必要です。 

 TRライト用バスケットキャリア 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 66365000  ブラック  4562333408282  ¥2,970（税抜価格¥2,700） 

 ルイガノ2014年TR LITE E/S用フロントキャリア 

 ■ 素材：アルミ
■ 天板サイズ：195 ｘ 130mm 
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 MV用フロントキャリア 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 66366000  ブラック  4562333408299 ¥4,400（税抜価格¥4,000）
 66367000  シルバー  4562333408305 ¥4,400（税抜価格¥4,000）

 LGS-MVシリーズ、EASELシリーズのオプションに最適なオリジナルフロントキャリア。 

 ■ 取付固定ボルトピッチ約80mm幅
■ サイズ：高さ190  x  長さ200  x  幅147mm
■ 重量：430g
■ 最大積載重量：3kg
※固定ボルトは付属しません 

 MVキャリア用カゴ固定金具
2個セット　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 ご注文コード  JAN  価格 
 69631000  4562333419905  ¥550（税抜価格¥500） 

 ルイガノMVキャリアにバスケットを取付ける際に使用する金具 

 ■ 金具2個セット 

 フロントバスケットキャリア 
YFA-16A 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 66361000  シルバー  4562333408244  ¥2,200（税抜価格¥2,000） 

 スポーツバイクに対応したフロントキャリア。24”、26”、700C、29”の各サイズにも対応。
Vブレーキ台座とアーチ部に取り付けダボがあればサスペンションフォークにも取り付ける
ことが可能。前カゴをスポーツバイクに取り付ける際にも便利。 

 ■ 素材：アルミ
■ 対応サイズ：  アジャスター機能24インチ、26インチ、700C、

29インチサスペンション対応3種類のステーが付属
■ 天板サイズ：195 x 130mm
■ 重量：328g
■ 最大積載重量：3kg
＊フロントフォークの種類により取り付けできない場合もございます。
＊バスケット取り付け時は、キャリアの最大積載重量を厳守ください。
＊ ボトム固定金具を使用してバスケットを固定　
する場合は、定期的な取り付けネジの増し締めが必要です。 

 スポーツキャリア MTB 
Vブレーキ台座（カンチ台座）対応 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 32382000  ブラック  4560285328931  ¥1,100（税抜価格¥1,000） 

 Vブレーキ台座（カンチ台座）に取り付けるフロントキャリアです。 

 ■ 別売りの「スポーツワイヤーカゴ」の装着が可能。
※ カゴがハンドルと干渉する場合があります。
※  リジッドフォークのクロスバイクにはほとんど
取付ができません

※ ロードバイクや一般車には取付できません
■ 材質：スチール
■ 取り付け金具付属
■ 耐荷重：5kg 

 ▲CD-241 
アルミミニフロントキャリア 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 50513000  シルバー  4562333355425  ¥4,290（税抜価格¥3,900） 

 28～35Cタイヤのトレッキング/クロスバイクに最適なナローワイドのミニフロントキャリ
ア。Vブレーキピボット固定タイプ。 

 ■ Vブレーキピボット用
■ 材質：アルミ
■ アジャスタブルステー 

 ▲CD-240 アルミフロントキャリア　
バインダー付 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 50508000  ブラック  4562333355371  ¥3,410（税抜価格¥3,100） 
 50509000  シルバー  4562333355388  ¥3,410（税抜価格¥3,100） 

 Vブレーキピボットとフロントフォークキャリパー穴への3点固定式アルミフロントキャリア。
便利なバインダー付。 

 ■ Vブレーキピボット用
■ 材質：アルミ
■  アジャスタブルステー：長さは約175～
260mmの間で調節可能。

■ 天板サイズ：130 x 275mm
■ 重量：460g 
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 ▲CD-220 
アルミフロントキャリア 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 50511000  シルバー  4562333355401  ¥2,530（税抜価格¥2,300） 

 Vブレーキピボットとフロントフォークキャリパー穴への3点固定式アルミフロントキャリ
ア。 

 ■ 材質：アルミ
■ Vブレーキピボット用
■ アジャスタブルステー
■ 天板サイズ：120  x  270mm
■ 重量：366g 

 ボトム固定金具 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 71199000  190mm  4573223633585  ¥880（税抜価格¥800） 

 バスケットの底面を挟んで固定。色々なキャリアに挟み込んでバスケットが固定可能。 

 ■ 2ペア 

 バスケットステー 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 66335000  ブラック  4562333407988  ¥1,100（税抜価格¥1,000） 
 66336000  シルバー  4562333407995  ¥1,100（税抜価格¥1,000） 

 ハブ軸車のカゴ足として使用、20”～700Cまで幅広く対応できるアジャストタイプ。
※10mm以上のハブ軸やクイックタイプでは使用不可。 

 ■ 対応ホイールサイズ：20インチ/700C
■ サイズ：300/450mm 

 カゴ足-H 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 59704000  ブラック  20インチ  4562333394851  ¥550（税抜価格¥500） 
 59705000  CP  20インチ  4562333394868  ¥550（税抜価格¥500） 
 59706000  ブラック  22インチ  4562333394875  ¥550（税抜価格¥500） 
 59707000  CP  22インチ  4562333394882  ¥550（税抜価格¥500） 
 59708000  ブラック  24インチ  4562333394899  ¥550（税抜価格¥500） 
 59709000  CP  24インチ  4562333394905  ¥550（税抜価格¥500） 
 59710000  ブラック  26インチ  4562333394912  ¥550（税抜価格¥500） 
 59711000  CP  26インチ  4562333394929  ¥550（税抜価格¥500） 
 59712000  ブラック  27インチ  4562333394936  ¥550（税抜価格¥500） 
 59713000  CP  27インチ  4562333394943  ¥550（税抜価格¥500） 

 フロントバスケットを取り付けるためのステー金具。 

 ステンレス製ランプブラケット        

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 115453000  シルバー  4582590901234  ¥825（税抜価格¥750） 

 丈夫でサビに強いステンレス製のランプブラケット。 

 ステンレス製カゴアシ 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 115457000  シルバー  24  4582590901241  ¥825（税抜価格¥750） 
 115462000  シルバー  26  4582590901258  ¥825（税抜価格¥750） 
 115470000  シルバー  27  4582590901265  ¥825（税抜価格¥750） 

 丈夫でサビに強いステンレス製のカゴ足。 

 フロントバスケット金具セット 

 ご注文コード  JAN  価格 
 115471000  4582590901272  ¥330（税抜価格¥300） 

 樹脂底板用のネジ入りで便利なフロントバスケット取付金具セット。 
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 イノベーションファクトリー 
カゴ足 砲弾金具付 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 56165000  CP  20インチ  4562333376499  ¥550（税抜価格¥500） 
 56166000  CP  22インチ  4562333376505  ¥550（税抜価格¥500） 
 56167000  CP  24インチ  4562333376512  ¥550（税抜価格¥500） 
 56168000  CP  26インチ  4562333376529  ¥550（税抜価格¥500） 
 61100000  CP  27インチ  4562333400194  ¥550（税抜価格¥500） 

 イノベーションファクトリー用品が取り付け部品セットで登場。  

 YB4J 
ステンレスバスケットブラケット 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 48637000  ステンレス  25.4mm  4560285369422  ¥1,056（税抜価格¥960） 
 49681000  ステンレス  28.6mm  4562333354480  ¥1,056（税抜価格¥960） 

 クロスバイクなどの、スレッド(ネジ切り)のフォークコラムに対応するバスケットステー。全
長110～140mmで調整が可能。  

 ■  取り付けカゴがブレーキレバーへ干渉
する場合や、ワイヤーの取り回しスペー
スが無い場合などに使用

■ 長さ：110/140mm 

 YB4J バスケットブラケット 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 48635000  ブラック  25.4mm  4560285369385  ¥748（税抜価格¥680） 
 49679000  ブラック  28.6mm  4562333354466  ¥693（税抜価格¥630） 
 49680000  CP  28.6mm  4562333354473  ¥693（税抜価格¥630） 

 カゴ/ランプブラケット-H 
軽快車用 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 59728000  ブラック  1インチ  4562333395094  ¥495（税抜価格¥450） 
 59729000  CP  1インチ  4562333395100  ¥495（税抜価格¥450） 

 フロントバスケットを取り付けるためのステー金具。バスケット上側のヘッド部分で支える
金具です。 

クロスバイクなど、コラム径25.4ｍｍ(1インチ)、スレッド(ネジ切り)のフォークコラムに
対応するバスケットステー。全長110～140mmで調整が可能。

 ■ スチール製
■ コラム径：1インチ(25.4mm)
■ 突出し長：80mm
■ 重量：95g 

■  取り付けカゴがブレーキレバーへ干渉する
場合や、ワイヤーの取り回しスペースが無い
場合などに使用

■ 長さ：110/140mm

 低床フレーム用シートピン止めステンレス
キャリアB 26、27インチ兼用 クラス25 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 47843000  ステンレス  26/27インチ  4560285363826  ¥4,070（税抜価格¥3,700） 

 低床フレーム用のステンレス製リアキャリア  

 ■ サイズ：26/27インチ兼用
■ 材質：ステンレス
■ クラス25 

 アルミパイプリアキャリア 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 3791000  ブラック  26/27インチ  4560285270254  ¥3,300（税抜価格¥3,000） 

 アルミ製チューブラーリヤキャリア。フレームのキャリアーダボを利用して取付けします。  

 ■ 材質：アルミ
■ 対応ホイールサイズ：26/27インチ、700c対応
■ 天板サイズ：330  x  130mm
■ 耐荷重：約15kg
■ 重量：約575g（取付金具を除く）
■ フラットアッパープレート ブラケット（260mm）、取付ネジ付属
■ ディスクブレーキ付自転車には取付できません。 
■ フラットアッパープレート ブラケット（260mm）、取付ネジ付属
■ ディスクブレーキ付自転車には取付できません。 

 ▲Hylly-RD ロードリアキャリア 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 56695000  ブラック  4562333379223  ¥6,490（税抜価格¥5,900） 

 キャリアダボ不要のロードバイク用リアキャリアです。 最大荷重10kg。キャリアバッグや小さ目のパニアバッグを取り付け出来る
サイドプロテクター付シートポストキャリア。

 ■ 材質：アルミ
■ 天板サイズ：380ｘ90mm 
■ 重量：710g
■ 専用クイックレバー付属
■ 対応フレーム： キャリパーブレーキ採用の

130mmQRフレーム 

■ 材質：アルミ製
■ 対応ポスト径：25.4～32mm
■ 荷台サイズ(最大)：長さ32cm x 幅13cm
■ 荷台パイプ径：約12.5mm
■ サイドプロテクター長さ
　 (荷台パイプ～、外-外)：約22cm
■ 重量：890g
■ 最大荷重：10kg

 ▲Hylly-SP シートポストキャリア 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 52470000  シルバー  4562333361662  ¥4,840（税抜価格¥4,400） 
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 ▲Hylly-QR リアキャリア 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 52471000  ブラック  4562333361679  ¥5,170（税抜価格¥4,700） 
 52472000  シルバー  4562333361686  ¥5,170（税抜価格¥4,700） 

 ロードバイクなどキャリアやフェンダー取り付け用穴（ダボ）が付いていないフレームにも
取り付け可能なクイックリリースに通して使用出来るキャリア。 

 ■ 材質：アルミ
■ 天板サイズ：360ｘ130mm 
■ 重量：456g
■ 専用クイックレバー付属
■ 対応フレーム：キャリパーブレーキ採用
の130mmQRフレーム
■ 最大荷重：7kg 

 ▲CD-28B ポストキャリアS 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 50506000  シルバー  4562333355357  ¥3,520（税抜価格¥3,200） 

 25.4～31.8mmのシートポスト対応のポストマウントキャリア。Sサイズ。サイドにガード付
で荷紐固定やキャリアバッグなどに便利。 

 ■ 材質：アルミ
■ 取付径：25.4/31.8mm
■ 固定方法：5mmアーレンキー
■ 天板サイズ：115  x  310mm
■ 平均重量：630g 

 ▲CD-28 
ポストマウントキャリアL 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 50504000  シルバー  4562333355333  ¥3,300（税抜価格¥3,000） 

 25.4～31.8mmのシートポスト対応のポストマウントキャリア。Sサイズ。サイドにガード付
で荷紐固定やキャリアバッグなどに便利。 

 ■ 材質：アルミ
■ 取付径：25.4/31.8mm
■ 固定方法：5mmアーレンキー
■ 天板サイズ：115  x  310mm
■ 平均重量：525g 

 ▲YA-169 
ファットバイク用リアキャリア 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 53225000  ブラック  24/28インチ  4562333364694  ¥6,160（税抜価格¥5,600） 

 2.8～3.5インチまでの太径ファットバイクタイヤがついたフレームに対応したリアキャリ
ア。 

 ■ 材質：アルミ
■ 上下調節が可能なアジャスタブルレッ
グと前後調節が可能なアームで高い汎用
性があります。
■ 対応ホイールサイズ：24/28インチ、
ディスクブレーキ対応
※ フレーム固定用ボルトは付属しません。
■ 耐荷重：25kg
■ 重量：1020g 

 ▲M-23-PM 
リアキャリアアシストレッグ 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 53224000  ブラック  24/28インチ  4562333364687  ¥2,860（税抜価格¥2,600） 

 ポストマウントキャリアなどのパイプ径10mmの荷台に取り付けて耐荷重をアップできる
サポートレッグ。 

 ■ 材質：アルミ
■  脚の長さは変更可能(2.5mmイモネジ固定)。
キャリアクランプの角度、位置も調整が可能。

■ 対応キャリアパイプ径：～約10mm
■ 対応シートステーパイプ径：～約19mm
■  荷台～シートステー間距離目安(芯-芯)：
約30～40cm

■ 耐荷重：18kg
(※M26アシストレッグの上限値です。実際の積載量
は組み合わせるキャリアの最大荷重設定に従ってくだ
さい。)
■ 左右セット
■ ペア重量：342g 

 ▲SW-QF-111 シートポストキャリア 
LEDテールライト付 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 47808000  シルバー  4560285363437  ¥7,810（税抜価格¥7,100） 
 47809000  ブラック  4560285363444  ¥7,810（税抜価格¥7,100） 

 LEDライトが付属したアルミシートポストラック。 

■ テールライト付き(モード：点灯、点滅1、点滅2)
■  天板をスライドさせることで簡易的な泥除けとしても機能します。※延長部分に荷物は
積載できません。破損の原因となります為、応急的な泥除けとしてご使用ください。

■ ゴム製バンド(荷ひも)付
■ 材質：アルミ
■ 天板/テールライト：樹脂製
■ 取付径：25.4-31.8mm
■ クランプ部高さ：45mm
■ 全長：470mm
■ 天板サイズ：105 x 310～500mm
■  サイズ調整用アルミプレート4枚、
傷防止テープ2枚、テスト用単四電池2本付属

■ 耐荷重：5kg
■ 平均重量：770g

 ▲CL-621 シートポストキャリア 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 48572000  ブラック  25.4/32ｍｍ  4560285368739  ¥3,300（税抜価格¥3,000） 
 48573000  シルバー  25.4/32ｍｍ  4560285368746  ¥3,300（税抜価格¥3,000） 

 クイックレバーで着脱が容易なアルミ製シートポストラック。 

 ■ 耐荷重：10kg
■ 重量：620g 

 MINI VELO REAR CARRIER 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 66359000  ブラック  20/24インチ  4562333408220  ¥3,080（税抜価格¥2,800） 

 小径用リアキャリア。オプションのCARRIER ADAPTERとの組み合わせでツーリングも最
適。 

 ■ 素材：アルミ
■ 対応サイズ：20/24インチ
■ キャリア部：長さ360mm、幅125mm
■ 最大積載量：15kg 
■ キャリア部：長さ360mm、幅125mm

バ
ス
ケ
ッ
ト

キ
ャ
リ
ア

チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト

339 バスケット・キャリア・チャイルドシート

ハンドル

ステム

バーテープ
・

グリップ

ブレーキ

ケーブル

サドル
・

シートポスト

ペダル

ドライブ
トレイン

ヘッドセット

ホイール

タイヤ
・

チューブ

フェンダー
・

スタンド

バスケット
・

キャリア
・

チャイルドシート

ライト
・

サイクル
コンピューター

ロック

ポンプ

ボトル

バッグ

ツール

ケミカル

ディスプレイ
スタンド
・

カーキャリア

ベル
・
ミラー
・
その他



 SEPARATE REAR CARRIER 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 66357000  ブラック  26/28インチ  4562333408206  ¥3,080（税抜価格¥2,800） 

 アジャスタ機構で見た目をすっきり。キャリアと脚部がセパレートする。 

 ■ 素材：アルミ
■ 対応サイズ：26/28インチ、700c
■ 高さ：410/360mm
■ キャリア部：335 x 135mm
■ 重量：600g
■ 最大積載重量：15kg 

 シートピン止め用キャリア 
クラス27kg対応 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 73879000  ブラック  26インチ 4562333430580 ¥2,530（税抜価格¥2,300）
 73880000  CP  26インチ 4562333430597 ¥2,530（税抜価格¥2,300）
 73882000  ブラック  27インチ 4562333430610 ¥2,530（税抜価格¥2,300）

 チャイルドシートの取り付けが可能なクラス27対応リアキャリア  

 ■ 最大積載重量：27kg（クラス27）
※ クラス27対応のフレームに取り付けた
場合のみ、リアチャイルドシートが取り付け
可能となります。 

 低床フレーム用シートピン止めキャリアB 
26、27インチ兼用 クラス27 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 47841000  CP  26/27インチ  4560285363802 ¥2,530（税抜価格¥2,300）
 47842000  ブラック  26/27インチ  4560285363819 ¥2,530（税抜価格¥2,300）

 低床フレーム用のリアキャリア  

 ■ 材質：スチール
■ 最大積載重量：27kg（クラス27）
※  クラス27対応のフレームに取り付けた
場合のみ、リアチャイルドシートが取り
付け可能となります。 

 イノベーションファクトリー
シティ 26型用 リアキャリア クラス10 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 52564000  ブラック  26インチ  4562333362010 ¥2,530（税抜価格¥2,300）
 61098000  ブラック  27インチ  4562333400170 ¥2,530（税抜価格¥2,300）

 INNOVATION FACTORY（イノベーションファクトリー）シティ用リアキャリア 

 ■ カラー：ブラック
■ 耐荷重：10kg 

 シートポストラック 

FBC-015DX 
チャイルドシート 前用

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 3793000  ブラック  4560285270278  ¥3,520（税抜価格¥3,200） 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
57230000 黒/黒 4511890211484 オープン
57231000 黒/茶 4511890211491 オープン

 お手軽タイプのシートポストキャリア。 

安心感をスマートに カジュアルフロントベビーシート。

 ■ 取付径：24.4/31.8mm
■ 長さ：350mm
■ 耐荷重：15kg
※ カーボンシートポストには取り付けできません。
※ 軽量アルミシートポストには取り付けできません。
※ サスペンションシートポストには取り付けできません。 

■ 衝撃吸収率約90％の超衝撃吸収パッドをヘッドレストに採用。
■ 側頭部まで守るワイドヘッドレストで安心。
■ ズリ落ち防止、5点式シートベルト採用。しっかりホールドします。
■ ほとんどの軽快車に取付け可能な2段階反転式取付フック。
適応年齢と身長／1歳（12ヶ月）以上4歳（48ヶ月）未満のお子様で身長100cm以下
適応体重／15kg以下
適応車種／24～27型のシティ車(婦人車・軽快車)
ハンドルポスト径／φ22.2mm
(特殊形状のフレームやハンドル、ハンドルポストには取付けが出来ません。)
但し、22型以下については自転車メーカーの推奨がある車種に限り取付けが可能です。
製品サイズ／幅430mm ×高さ600mm(※440mm) ×奥行540mm
※は座面からヘッドレスト頂点までの高さ
製品重量：約2.4ｋｇ

 キャリアアダプター 

 ご注文コード  JAN  価格 
 66360000  4562333408237  ¥770（税抜価格¥700） 

 キャリアダボのないバイクにキャリアを取り付けるための簡易アダプター。 

 ■ 振動で緩みにくいナイロンナット採用
■ 取付径：25.4/31.8mm 
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FBC-011DX3 
チャイルドシート 前用

RBC-011DX3 
チャイルドシート 後ろ用

RBC-017DX2 GRANDIA 
チャイルドシート 後ろ用

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
69612000 ブラック/オーシャン 4511890212634 オープン
69613000 ブラック/オーシャン 4511890212641 オープン
32388000 黒/黒 4511890208262 オープン
32389000 黒/赤 4511890208279 オープン
49774000 黒/こげ茶 4511890209146 オープン

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
69615000 ブラック/アーミー 4511890212603 オープン
69616000 ブラック/オーシャン 4511890212610 オープン
31776000 黒/黒 4511890208101 オープン
31777000 黒/赤 4511890208118 オープン
38915000 黒/こげ茶 4511890209139 オープン

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
96379000 グランネイビー 4511890218407 オープン
96380000 グランオレンジ 4511890218414 オープン
96378000 マットブラック 4511890218391 オープン

最上級の安心を。コンフォートフロントベビーシート。

最上級の安心を。コンフォートリヤキッズシート。

抱きしめて、守る。リヤキッズシート グランディア。

■ 段付ハンドルポストに対応。
■ ヘッドレスト付の高級タイプ。
■ ずり落ち防止5点式セフティーデラックスベルト。
適応年齢と身長／1歳（12ヶ月）以上4歳（48ヶ月）未満のお子様で身長100cm以下
適応体重／15kg未満
適応車種／ 24～27型のシティ車(婦人車・軽快車)

（但し、特殊形状のフレームやハンドルには取付け出来ません。）
製品サイズ／幅490mm ×高さ510～680mm(※330～500mm) ×奥行500mm
※は座面からヘッドレスト頂点までの高さ
製品重量／約3.4kg

■ 衝撃吸収率約90%の超衝撃吸収パッドをヘッドレストに採用。
■ 高さ調整が可能なスライド式ワイドヘッドレスト。
■ ズリ落ち防止、5点式シートベルト採用。しっかりホールドします。
■ 4段階に高さ調整が出来るアジャスタブルステップ。
適用体重／ 体重20kg以下（クラス25後ろキャリヤ使用時）

体重22kg以下（クラス27後ろキャリヤ使用時）
適用年齢と身長／ 年齢 1 歳（12 か月）以上小学校就学の始期に達するまでのお子さまで

身長115cm以下。(※乗車は2歳以上を推奨とします。）
適応車種／ 22～27型の後ろキャリヤを装着したシティ車（婦人車・軽快車）

（但し、特殊形状のフレームやキャリヤには取付け出来ません。）
製品サイズ／510mm ×　510～650mm × 500mm (幅 × 高さ※ × 奥行)
※高さは、キャリヤからヘッドレスト頂点までの高さとなっております。
製品重量／約4.4kg

■ 転倒時に頭部を270°守るトリプルヘッドガード ■ 簡単ワンタッチ自動巻き取り式ピッタベルト
■ 車輪巻き込み、すれ違い接触から足を守るフットガード ■ 駐輪時に便利  折りたたみ機能
■ 衝撃吸収率約90%の超衝撃吸収パッドをヘッドレストに採用。 ■ 高さ調整が可能なスライド式ワイドヘッドレスト。
■ ズリ落ち防止、5点式シートベルト採用。しっかりホールドします。 ■ 2段階に高さ調整が出来るアジャスタブルステップ。
適用体重／ 体重20kg以下（クラス25後ろキャリヤ使用時）

体重22kg以下（クラス27後ろキャリヤ使用時）
適用年齢と身長／ 年齢 1 歳（12 か月）以上小学校就学の始期に達するまでのお子さまで身長115cm以下。

(※乗車は2歳以上を推奨とします。）
適応車種／ 22～27型の後ろキャリヤを装着したシティ車（婦人車・軽快車）

（但し、特殊形状のフレームやキャリヤには取付け出来ません。）
製品サイズ／420mm ×790～810mm(※ 540～620mm) × 540mm (幅 × 高さ※ × 奥行)
※の高さは、キャリアからヘッドレスト頂点までの高さとなっております。
製品重量／約4.5kg

RBC-015DX 
チャイルドシート 後ろ用

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
36945000 黒/黒 4511890208804 オープン
36946000 黒/茶 4511890208811 オープン

安心感をスマートに。カジュアルリヤキッズシート。

■ 衝撃吸収率約90%の超衝撃吸収パッドをヘッドレストに採用。
■ 側頭部まで守るワイドヘッドレストで安全。
■ ズリ落ち防止、5点式シートベルト採用。しっかりホールドします。
■ 2段階に高さ調整が出来るアジャスタブルステップ。
適用体重／ 体重21kg以下（クラス25後ろキャリヤ使用時）

体重22kg以下（クラス27後ろキャリヤ使用時）
適用年齢と身長／ 年齢 1 歳（12 か月）以上小学校就学の始期に達するまでのお子さまで

身長115cm以下。(※乗車は2歳以上を推奨とします。）
適応車種／ 22～27型の後ろキャリヤを装着したシティ車（婦人車・軽快車）

（但し、特殊形状のフレームやキャリヤには取付け出来ません。）
製品サイズ／520mm ×　580mm × 480mm (幅 × 高さ※ × 奥行)
※高さは、キャリヤからヘッドレスト頂点までの高さとなっております。
製品重量／約3.6kg
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RCF-003 フロントレインカバー 
VerB

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
54328000 チャコルマゼンタ 4511890210975 オープン
54329000 スター 4511890210982 オープン

ハレーロ・ミニ FBCシリーズ用ソフトレインカバー。

■ セパレートタイプだから乗せ降ろしがらくらく。
■ 風抜き窓でムレを防止
■ ヘッドレストの無いフロントベビーシートにも対応！
適応チャイルドシート／FBC-011DX3,FBC-015DX,FBC-006S3,FBC-003S2
適用身長／身長90cm以下のお子さま
品質表示／本体：ポリエステル（透明部分：PVC）

RCR-007 
リヤレインカバー VerC

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
71770000 コーラルピンク 4511890213471 オープン
71771000 ターコイズブルー 4511890213488 オープン

ヘッドレスト付リヤチャイルドシート用Tレインカバー

■ 開閉できる風抜き窓でオールシーズン快適に
■ 晴れた日はクルクル収納
■ 選べる開閉方法で乗せ降ろしがらくらく

RCF-008

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
130005000 黒 4511890219619 オープン

ヘッドレスト付フロントチャイルドシート用レインカバー。

■ 前も横もオープン！乗せ降ろしラクラク
■ 高さがあるから空間ひろびろ！
■ 通気性GOOD！
■ 晴れの日はくるくる収納！前・後ろどちらでもOK！
■ チャイルドシート背面の操作ができる背面穴付き
■ RCR-008とコーディネートが可能！
適応チャイルドシート／FBC-017DX,FBC-011DX3,FBC-015DX

RCH-003 フロントレインカバー

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
54334000 チャコルオレンジ 4511890211019 オープン
54337000 スター 4511890211040 オープン

ハレーロ・ベビー HBCシリーズ用ソフトレインカバー。

■ 風抜き窓でムレを防止
■ 緊急時の脱出対策も万全！
適応子供のせ／OGK製フロントベビーシート（HBC-シリーズ）
適用身長／身長100cm以下のお子様
品質表示／本体：ポリエステル（透明部分：PVC）
こちらの商品の対応チャイルドシートは下の商品になります。
HBC-005DX-MC

RCR-003 Ver.B 
リヤーレインカバー

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
54344000 チャコールマゼンタ 4511890211095 オープン
54345000 スター 4511890211101 オープン
54348000 迷彩 4511890211170 オープン
54347000 チェック 4511890211187 オープン
62038000 ボタニカルネイビー 4511890212474 オープン
62039000 ユニバーサルブラウン 4511890212481 オープン

ハレーロ・キッズ RBCシリーズ用ソフトレインカバー。

■ ワイドに開くから乗せ降ろしラクラク。 ■ 上部のカバーをコンパクトにできます。
■ 風抜き窓でムレを防止。 ■ ヘッドレストの無いリヤキッズシートにも対応！
適応子供のせ／RBC-011DX3,RBC-015DX,RBC-009DX3、RBC-007DX3,RBC-016DXver.B,RBC-009S3
適用身長／身長115cm以下のお子様
品質表示／本体：ポリエステル（透明部分：PVC）
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 ASCENT R チャイルドシート
後ろ用 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 73343000  ブラック  4511890214126  ¥15,290（税抜価格¥13,900） 

 衝撃吸収率約90%の超衝撃吸収パッドをヘッドレストに採用。高さ調整が可能なスライド
式ワイドヘッドレスト。ズリ落ち防止、5点式シートベルト採用。しっかりホールドします。 

 ■ 適用年齢、身長： 1歳（12ヶ月）以上6歳（72ヶ月）未満のお子様で身長115cm以下。
(※乗車は2歳以上を推奨とします。）

■ 適応体重：体重20kg以下（クラス25後ろキャリヤ使用時）
■  体重22kg以下
（クラス27後ろキャリヤ使用時）
■ SG規格適合 

 RDXチャイルドシート 後ろ用 
幼児2人同乗用自転車対応 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 57421000  ブラック  4562333371210  ¥9,240（税抜価格¥8,400） 

 樹脂製ハイバック仕様のチャイルドシート。アルミフレームで強度も確保。リアリフレクター
付で夜間の使用も安心です。 

 ■ SG規格適合
■ 幼児2人同乗用自転車対応 

 バスケットチェア 後ろ用
（クッション付属） 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 21597000  ブラック  4560285306045  ¥3,630（税抜価格¥3,300） 
 21599000  ブラウン  4560285306069  ¥3,630（税抜価格¥3,300） 

 新SG規格対応の後用バスケットチェアです。 

 ■ SG規格適合
■ 適応車種： 22～27インチ後ろキャリア付き婦人車、

軽快車、電動車
■ 適応年齢、身長：2～6歳未満、115cm以下
■ 適応体重：21kg未満 

■ 適応車種： 22～27インチ後ろキャリア付き婦人車、

■ 適応年齢、身長：2～6歳未満、115cm以下
■ 適応体重：21kg未満 

 チャイルドシートカバー 前後兼用 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 43123000  ブラック  4560285278748  ¥1,045（税抜価格¥950） 

 大切なお子様のシートを雨やホコリから守る、丈夫でおしゃれな前後兼用チャイルドシート
カバー。  

既存のチャイルドシートに使える、楽しい柄のふわふわクッション！　

 ■ 開け口が伸びるゴムなのでカンタン装着
■ サイズ：40 x 25 x 50cm 
 ■ 開け口が伸びるゴムなのでカンタン装着

 ▲チャイルドシートクッション 
前後兼用 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 56244000  ピンク  4562333377045  ¥1,540（税抜価格¥1,400） 

 ASCENT F チャイルドシート 
前用 

RCR-008 ヘッドレスト付
リヤチャイルドシート用レインカバー

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 73341000  ブラック  4511890214102  ¥12,100（税抜価格¥11,000） 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
130006000 黒 4511890219626 オープン

 衝撃吸収率約90％の超衝撃吸収パッドをヘッドレストに採用。側頭部まで守るワイドヘッド
レストで安心。ズリ落ち防止、5点式シートベルト採用。しっかりホールドします。 

ヘッドレスト付リヤチャイルドシート用レインカバー。

 ■ 適応年齢、身長： 1歳（12ヶ月）以上4歳（48ヶ月）未満のお子様で身長100cm以下
■ 適応体重：15kg以下
■ SG規格適合 

■　前も横もオープン！乗せ降ろしラクラク
■　高さがあるから空間ひろびろ！
■　通気性GOOD！
■　晴れの日はくるくる収納！
■　“グランディア”シリーズのパタンとシート機能にも対応
■　チャイルドシート背面の操作ができる背面穴付き
■　RCF-008とコーディネートが可能！
適応子供のせ／RBC-017DX PULS,RBC-017DX2,RBC-016DX,
RBC-011DX3,RBC-015DX,RBC-007DX3,RBC-009DX
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 ▲ES700 USB充電式 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 54913000  ブラック  前用  4562333372606  ¥10,010（税抜価格¥9,100） 

 最大700ルーメンの明るさをもつUSB充電式LEDライト。 

 ■ 明るさ：700ルーメン
■ USB充電式(マイクロUSB)
■ 充電時間：7時間
■ 点灯モード：Hi、Mid、Low、フラッシュ
■ 点灯時間： 80分(Hi)、3時間(Mid)、

8時間(Low)、
12時間(フラッシュ)

■ サイズ：99.2 ｘ 33.0 x 52.2mm
■ 取付径：25.4/31.8mm
■ 重量： 158g(ライト本体)、

24g(ブラケット、
ラバースペーサー除く) 

■ 点灯モード：Hi、Mid、Low、フラッシュ

 ▲Valo-F15 セーフティライト 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 48212000  シルバー  前用  4560285365950  ¥2,145（税抜価格¥1,950） 
 48211000  ブラック  前用  4560285365943  ¥2,145（税抜価格¥1,950） 
 48213000  レッド  前用  4560285365967  ¥2,145（税抜価格¥1,950） 

 駐輪の際に着脱のしやすいマグネットブラケットを採用。フロント用軽量セーフティライト。 

 ■ 明るさ：15ルーメン 
■ 材質：CNCアルミ 
■ 電池： CR2032 2枚

(テスト用電池付属) 
■ 点灯時間： 25時間(Sモード)、

50時間(Fモード) 
■ 点灯：Hi/FULL 2モード 
■ 点滅： Slow/Medium/

Quick/Breath 4モード 
■ 取付方法：ラバーバンド 
■ サイズ：30 x 31mm 

 4560285365967  ¥2,145（税抜価格¥1,950） 

 ▲Valo-330 
USB充電式フロントライト 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 48207000  シルバー  4560285365905  ¥11,000（税抜価格¥10,000） 

 CNCアルミボディをまとったUSB充電式ライト。バッテリー容量がわかるインジケーター
ライトで充電時期を確認できます。　 

 ■ 点灯：Hi、Mid、Low 3モード 
■ 点滅：Flash、SOS 2モード 
■ 明るさ： 330ルーメン(Hi)、165ルーメン(Mid)、

80ルーメン(Low)、80ルーメン(Flash、SOS) 
■ 材質：CNCアルミ
■ 電池： 「ICR18650」3.7V、

2800mAhリチウムイオンバッテリー 
■ 充電ポート：マイクロUSB 
■ 点灯時間： 2.5時間(Hi)、5時間(Mid)、

10時間(Low、Flash、SOS) 
■ 取付径:22.2mm、31.8mm 
■ 付属品：USBケーブル、充電アダプター 
■ 重量： 86g(ライト+バッテリー)、

33g(31.8mmブラケットセット)  

 ▲Valo-300 
USB充電式LEDフロントライト 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 51036000  シルバー  前用  4562333358907  ¥5,390（税抜価格¥4,900） 

 小型・軽量ボディーながら最大出力300ルーメンのUSB充電式LEDライト。 

 ■ 明るさ：300ルーメン 
■ 材質： 全方位ヒートシンクアルミケース、

ポリカーボネート、ABS、シリコンカバー、スチールボルト 
■ 防水性能：IPX4
■ LED： 米製CREE社製　

高精度ホワイトLED　XP-G2 
■ バッテリー： 580mAh 内蔵式USB端子充電

(マイクロUSB) 
■ 取付方法：ラバーバンド、360度回転可能 
■ 取付径：20mm～40mm 
■ 点灯時間：HIモード-約1時間、Midモード-約3時間
■ 点滅時間：モード1-約12時間、モード2-約60時間 
■ 付属：マイクロUSBコード 
■ 重量：67g  

 ▲ES150 USB充電式 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 54910000  ブラック  前用  4562333372576  ¥4,730（税抜価格¥4,300） 

 ランニングコストと明るさの安定性に優れるUSB充電式ライト。不必要な上面への照射を
カットし、快適な明るさを実現。 

 ■ 明るさ：150ルーメン
■ USB充電式(マイクロUSB)
■ バッテリー：1160mAhリチウムイオンバッテリー
■ 充電時間：3時間
■ 点灯モード： 3モード

(点灯HI、点灯LOW、フラッシュ)
■ 点灯時間： 2時間(HI)、6時間(LOW)、

15時間(フラッシュ)
■ サイズ：80.7 ｘ 36.4 ｘ30.2mm
■ バンド長：110mm(伸縮しない状態)
■ 取付径：20～40mm
■ 重量：60g(ライト本体+ブラケット) 

 ▲CG-119P 1W 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 54538000  ブラック  前用  4562333370930  ¥2,640（税抜価格¥2,400） 
 54539000  ホワイト  前用  4562333370947  ¥2,640（税抜価格¥2,400） 

 1WホワイトLDE搭載。明るさ2000カンデラの乾電池式LEDライト。  

 ■ 明るさ：2000カンデラ
■ 1WハイパワーホワイトLED
■ 点灯(HI)、点灯(LOW)、点滅の3モード
■ 点灯時間：HI：3.5時間、LOW：20時間、点滅：25時間
■ テスト用単4乾電池3本付属
■ 本体サイズ：97×36×36mm
■ 取付け可能径：19～31.8mm
( 2サイズのブラケットと
ラバースペーサー2枚付属)
■ 工具不要で取付可能なブラケット
■ 重量：61g
( 本体のみ、ブラケット18～20g/
バッテリー除く) 

 ▲CG-108W 7LED 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 54537000  ブラック  前用  4562333370923  ¥2,750（税抜価格¥2,500） 

 明るさ380カンデラの砲弾型乾電池式LEDライト。強力な7LEDの点灯から150時間も保
つ1LED点滅まで、様々な状況に対応。 

 ■ 明るさ：380カンデラ
■ 点灯(7LED)、点灯(3LED)、点滅(7LED)、
点滅(1LED)の4モード
■ 点灯時間：点灯(7LED)：20時間、
点灯(3LED)：80時間、
■ 点滅(7LED)：40時間、点滅(1LED)：150時間
■ テスト用単4乾電池3本付属
■ 本体サイズ：73.5×46×46mm
■ 取付径：19/31.8mm
(2サイズのブラケットとラバースペーサー2枚付属)
■ 工具不要で取付可能なブラケット
■ 重量：49g
(本体のみ、ブラケット18～20g/バッテリー除く) 

(2サイズのブラケットとラバースペーサー2枚付属)

 ▲CG-212W  

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 48651000  ブラック  前用  4560285369576  ¥1,375（税抜価格¥1,250） 

 アルミ合金製でスタイリッシュなセーフティライト。 

 ■ 明るさ：17ルーメン
■ 電池：CR2032 2枚
■ 点灯時間：30時間、点滅時間：90時間
■ 取付径：19/32mm
■ 白色LED1個
■ 重量：31g
※  ブルー、レッド、シルバー
は取扱終了しました。 

■ 点灯時間：30時間、点滅時間：90時間
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 ▲JC-4000 TAVIC 3W LED 

TL60MU

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 48205000  グレー  前用  4560285365882  ¥7,480（税抜価格¥6,800） 
 48203000  ブラック  前用  4560285365868  ¥7,480（税抜価格¥6,800） 
 48204000  レッド  前用  4560285365875  ¥7,480（税抜価格¥6,800） 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
131498000 後ろ用 4571144619367 ¥6,050（税抜価格¥5,500）

 CNCアルミ切削ボディの高輝度LEDライト。 

グループライドに最適な、 コンパクトウィンカー付きライト。 

 ■ 明るさ：230ルーメン
■ 電池：リチウムイオンバッテリー
■ 点灯時間： 0.5時間(Hi)、1.5時間(Mid)、

5時間(Low、Flash、SOS)
■ 点灯：Max/Mid/Low 3モード
■ 点滅：Flash/SOS 2モード
■ 取付径：22.2mm、31.8mm
■ 重量：60g 

■ LED：RED LED1個、YELLOW LED6個
■ モード(連続点灯時間)：点灯(4時間)、点滅1(5.5時間)、点滅2(5.5時間)、オートモード
■ バッテリー：充電式リチウム電池(320mAh)
■ 充電時間：約2.5時間
■ コントローラー電池 : CR2032 1個
■ サイズ：72 x 20 x 29mm
■ 重量：本体28g、コントローラー16g(電池含む)
■ 付属品：USBケーブル、FBST01シートレールブラケット

¥6,050（税抜価格¥5,500）

■ モード(連続点灯時間)：点灯(4時間)、点滅1(5.5時間)、点滅2(5.5時間)、オートモード

 ▲D80 ダイアモンド80 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 47791000  レッド  後ろ用  4560285363260  ¥1,056（税抜価格¥960） 

 宝石のようなデザインのコンパクトセーフティライト。 

 ■ 明るさ：17ルーメン
■ 電池：CR2032 2枚
■ 点灯時間： 50時間(Sモード)、

150時間(Fモード)
■ サイズ：28mmX30mm
■ 取付：ラバーバンド
■ 取付径：20/40mm
■ 重量：23g 

 ▲LR260  

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 48496000  ブラック  後ろ用  4560285367930  ¥4,290（税抜価格¥3,900） 

 横方向からも視認されやすいワイドなLED配置で夜間の安全性を確保する、USB充電式
テールライト。取り付けは自由度の高いゴムバンド式。 

 ■ 明るさ：20ルーメン
■ USB充電式580mAhリチウムポリマーバッテリー
■ 充電時間：2.5時間
■ 点灯時間： 2時間(HIモード)、6時間(LOWモード)、

6時間(フラッシュモード)
■ サイズ：76 x 45 x 15mm
■ 固定方法：ゴムバンド式
■ 取付径：20～40mm
■ マイクロUSBケーブル付 

 ▲CG-405R  

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 54534000  ブラック  後ろ用  4562333370893  ¥2,145（税抜価格¥1,950） 
 54535000  ホワイト  後ろ用  4562333370909  ¥2,145（税抜価格¥1,950） 

 明るい高輝度0.5WLED×2個を採用したテールライト。左右からの視認性にも優れ、夜間
の安全性を向上させます。 

 ■  点灯/点滅/チェイシング(交互点滅)の3モード点灯（操作
は長押しではなくクリックごとに切り替わり）

■ 点灯時間： 点灯4時間、点滅21時間、交互点滅124時間
■ テスト用単4乾電池2本付属
■ サイズ：73 × 32.5 × 36 mm
■ 取付径： 25/32mm

(ラバースペーサー2枚付属)
■ 重量： 33.5g(本体のみ、ブラケット15g/バッテリー除く) 

 ▲CG-405W  

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 54532000  ブラック  後ろ用  4562333362799  ¥2,145（税抜価格¥1,950） 
 54533000  ホワイト  後ろ用  4562333362805  ¥2,145（税抜価格¥1,950） 

 明るい高輝度0.5WLED×2個を採用したテールライト。  

 ■ 点灯(HI)/点灯(LOW)/点滅の3モード点灯
■ 点灯時間： 点灯(HI)6時間、点灯(LOW)12時間、

点滅17時間
■ テスト用単4乾電池2本付属
■ サイズ：73 × 32.5 × 36 mm
■ 取付径：25/32mm(ラバースペーサー2枚付属)
■ 重量： 33.5g(本体のみ、ブラケット15g/

バッテリー除く) 

 ▲JC-4024 SPOT  

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 48193000  グレー  後ろ用  4560285365769  ¥1,870（税抜価格¥1,700） 
 48191000  ブラック  後ろ用  4560285365745  ¥1,870（税抜価格¥1,700） 
 48192000  レッド  後ろ用  4560285365752  ¥1,870（税抜価格¥1,700） 

 CNCアルミ切削ボディのスタイリッシュテールライト。 

 ■ 明るさ：7ルーメン
■ 電池：LR44 3枚
■ 点灯時間： 15時間(Normal)、35時間(Flash Slow)、

30時間(Flash Mid)、22時間(Flash Fast)、
7時間(Max)

■ 点灯：Max/Mid/Low 3モード
■ 点滅：Flash/SOS 2モード
■ ブラケット：ラバーバンド
■ 重量：28.5g 

 ▲Valo-R15 テールライト 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 48215000  シルバー  後ろ用  4560285365981  ¥2,145（税抜価格¥1,950） 
 48214000  ブラック  後ろ用  4560285365974  ¥2,145（税抜価格¥1,950） 
 48216000  レッド  後ろ用  4560285365998  ¥2,145（税抜価格¥1,950） 

 駐輪の際に着脱のしやすいマグネットブラケットを採用。リア用軽量セーフティライト。 

 ■ 明るさ：15ルーメン 
■ 材質：CNCアルミ 
■ 電池：CR2032 2枚(テスト用電池付属) 
■ 点灯時間：25時間(Sモード)、50時間(Fモード) 
■ 点灯：Hi/FULL 2モード 
■ 点滅：Slow/Medium/Quick/Breath 4モード 
■ 取付方法：ラバーバンド 
■ サイズ：30 x 31mm 
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 ▲CPL-B クリップライト 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 50976000  シルバー  4562333358471  ¥1,738（税抜価格¥1,580） 
 50977000  レッド  4562333358488  ¥1,738（税抜価格¥1,580） 
 50978000  ブルー  4562333358495  ¥1,738（税抜価格¥1,580） 

 ケーブルやヘルメット、ジャージやバッグなど様々な場所に取り付けできるクリップタイプ
サークルクランプ小型ライト。 

 ■ 電池：CR1632ボタン電池
■ 白色LED
■ 材質：アルミ
■ 点灯_フラッシュ_オフ切り替え
■ 工具不要
■ 重量：9g 

 ▲ヘルメットマウント 

 ご注文コード  JAN  価格 
 48663000  4560285369699  ¥748（税抜価格¥680） 

 ライトをヘルメットに装着するためのブラケット。通勤通学やツーリングなどでの夜間走行
にオススメです。  

 ■ 対応ライト：D-Light：CG115、CG116、
CG117、CG119、CG120、CG122
■ 重量：17g 

 ▲STL-B スパイダーライト  

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 50995000  ブラック  4562333358662  ¥1,694（税抜価格¥1,540） 
 50996000  シルバー  4562333358679  ¥1,694（税抜価格¥1,540） 
 50997000  レッド  4562333358686  ¥1,694（税抜価格¥1,540） 
 50998000  ブルー  4562333358693  ¥1,694（税抜価格¥1,540） 

 シートポストやフレームに取り付けできるシリコンバンドのミニライト。 

 ■ 電池：CR1632ボタン電池
■ 白色LED
■ 材質：アルミ
■ 点灯_フラッシュ_オフ切り替え
■ 工具不要
■ 取付径：25/32mm
■ 重量：12g 

 4562333358693  ¥1,694（税抜価格¥1,540） 

 ▲LGS MUFFIN LIGHT 
セーフティライト 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 50203000  イエロー  4712805860913  ¥1,980（税抜価格¥1,800） 
 50202000  パープル  4712805860920  ¥1,980（税抜価格¥1,800） 
 50200000  レッド  4712805860951  ¥1,980（税抜価格¥1,800） 

 マジックテープで固定する丸くてカワイイ、まるでお菓子のようなLEDライト。 

 ■ 電池：CR2032 2枚
■ 点灯時間：24時間 
■ 点滅時間：50時間 
■ 重量：27g  

 ▲CC-AD04 アルミコンピューター
ライトマウント 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 46054000  ブラック  4560285346775  ¥1,650（税抜価格¥1,500） 

 ハンドルバーに取り付けてライトやスピードメーターを取り付けることができるアタッチメ
ント。 

 ■ 取付径：25.4mm、26.0mm、31.8mm
■ アタッチメントバー外径：22.2mm
■ シム付属
■ 重量：53g 

 ■ 取付径：25.4mm、26.0mm、31.8mm

 ▲HJ-EL01 
ピボットライトホルダー 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 50569000  ゴールド  4562333355982  ¥2,145（税抜価格¥1,950） 
 50568000  ブラック  4562333355975  ¥2,145（税抜価格¥1,950） 

 Vブレーキやディスクブレーキのピボットに取り付けできるライトコネクター。 

 ■ アルミCNC削り出し加工 アルマイト仕上げ
■ 2個入り
■ 重量：133g 

 ライトアダプター 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 88171000  ブラック  4562333440121  ¥1,320（税抜価格¥1,200） 

 カンチ、Vブレーキの台座部分や前輪のハブシャフト(9mmクイックレバー)部分にライトの
取り付けが出来るアダプター。 

 ■  Vブレーキ台座や一般的な9mmクイッ
クシャフトに対応。（ナット止めタイプ
や、スルーアクスルタイプの自転車に
は取り付けできません） 

クシャフトに対応。（ナット止めタイプ
や、スルーアクスルタイプの自転車に

 ▲CC-BRACKET 
PA66ガーミンマウントブラケット 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 54982000  ブラック  4562333373290  ¥1,375（税抜価格¥1,250） 

 ステムの前に設置する事が出来るガーミン用のブラケット。見やすく、ハンドル周りをスッ
キリさせる事が出来ます。  

 ■ 取付径：22.2/31.8mm
■ 重量：23g(スペーサー除く)
■ 材質：樹脂
■ 3mmアーレンキー固定 
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CROPS ELK 3x1500mm

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
138208000 ブラック 3x1500mm 4571144619794 ¥3,300（税抜価格¥3,000）
138209000 レッド 3x1500mm 4571144619800 ¥3,300（税抜価格¥3,000）
138210000 ヘアライン 3x1500mm 4571144619817 ¥3,300（税抜価格¥3,000）

「ELK」の外開ゲートは、コンパクトで太い対象物を引っ掛け、ロックすることができます。
3mmのコイルケーブル付きで、アイディア次第で色んな使い方ができる自由度が高い多
目的なカラビナ形ロックです。

■ ロック方式：3桁ダイヤル
■ ケーブル：3x1500mm スチールワイヤー
■ ヘッドサイズ：94x54x8mm
■ 重量：111g
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CROPS Q5-COCON 5x1800mm

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
123025000 レッド 5x1800mm 4571144619565 ¥2,640（税抜価格¥2,400）
123026000 イエロー 5x1800mm 4571144619572 ¥2,640（税抜価格¥2,400）
123027000 グレー 5x1800mm 4571144619558 ¥2,640（税抜価格¥2,400）

アーバンライドで引っ掛けスタイルを行いやすいように設計したモデル。
コイルにヘッドを収納して、よりコンパクトになる太めのケーブルロック。

■ ロック方式：3桁ダイヤル
■ ケーブル：5x1800mm
■ ワイヤー材質：スチール
■ ヘッドサイズ：121x29x11mm
■ 重量：148g

■ ワイヤー材質：スチール
■ ヘッドサイズ：121x29x11mm
■ 重量：148g
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 Q5-44リフレクト チェーン錠 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 85607000  ブラック  4x1000mm  4571144619244   ¥4,070（税抜価格¥3,700） 
 85608000  グレー  4x1000mm  4571144619251   ¥4,070（税抜価格¥3,700） 

 鍵を持ち運ぶ必要のない3桁ダイヤル採用
4x4mm高強度スクエア焼入れスチールチェーン
通常モデルとは異なるリフレクトプリント仕様 

 ■ ロック：3桁ダイヤル
■ サイズ：4×1000mm  ■ サイズ：4×1000mm  

 K3-BIRO ワイヤー錠 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 123634000  ブラック  4x1200mm  4571144618858  ¥4,070（税抜価格¥3,700）
 88985000  レッド  4x1200mm  4571144619282  ¥4,070（税抜価格¥3,700）
 88986000  カーボン  4x1200mm  4571144619299  ¥4,070（税抜価格¥3,700）

 無駄に伸びない、伸び癖がない「人気のQ-BIRO（形状記憶ケーブル）｣ 

 ■ ロック：3桁ダイヤル（暗証番号設定可）  
■ サイズ：4×1200mm   

 Q4-Easy Wrap ワイヤー錠 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 85601000  ブラック  4x1800mm  4571144618100  ¥2,750（税抜価格¥2,500）
 85602000  ホワイト  4x1800mm  4571144618117  ¥2,750（税抜価格¥2,500）
 85603000  レッド  4x1800mm  4571144618124  ¥2,750（税抜価格¥2,500）
 88987000  グリーン  4x1800mm  4571144618131  ¥2,750（税抜価格¥2,500）
 88988000  ピンク  4x1800mm  4571144618148  ¥2,750（税抜価格¥2,500）

 ヘッド下にコイルケーブルを設けることで、180cmのストレートケーブルにプラス約
35cm延長して使用することができます。
先端のコイルケーブルを使い、ストレートケーブルを束ねることでスティック状で収納可
能。カラビナのようにバックパックやジーンズなどに引っ掛けて、スタイリッシュに携帯でき
ます。 

 ■ ロック：3桁ダイヤル 
■ サイズ：4 × 1800mm  

 Q-BIRO ワイヤー錠 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 107479000  ブラック  2x1800mm  4571144618445  ¥2,860（税抜価格¥2,600）
 107480000  ホワイト  2x1800mm  4571144618452  ¥2,860（税抜価格¥2,600）
 107481000  レッド  2x1800mm  4571144618469  ¥2,860（税抜価格¥2,600）

 回転双方向技術と呼ばれる、仕上げ調整と特殊な型を用いたダブルスチールワイヤーを
採用し、繰り返しの伸縮と400mm～最大 約1800mmまでの伸縮が可能となりました。 

 ■ ロック：3桁ダイヤル 
■ サイズ：2 × 1800mm   ■ サイズ：2 × 1800mm   
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 Q-BIRO mini ワイヤー錠 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 79129000  ブラック  2x900mm  4571144619138  ¥2,420（税抜価格¥2,200）
 79130000  レッド  2x900mm  4571144619145  ¥2,420（税抜価格¥2,200）
 79131000  インディゴブルー  2x900mm  4571144619152  ¥2,420（税抜価格¥2,200）

 回転双方向技術を用いて誕生したダブルスチールコイルワイヤーはアンチルーズとして
の機能があり、ケーブルを延ばし過ぎても元の形状に戻るように設計されている。またダ
ブルワイヤーにする事で従来よりコイルの径を小さくする事に成功。Q-BIRO のワイヤー
をさらに短くして携帯性を持たせたmini が登場。 

 ■ ロック：3桁ダイヤル 
■ サイズ：2 × 900mm   

 Q3 ワイヤー錠 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 107442000  ブラック  3x1800mm  4571144617462   ¥2,090（税抜価格¥1,900） 
 107443000  ホワイト  3x1800mm  4571144617479   ¥2,090（税抜価格¥1,900） 
 107446000  レッド  3x1800mm  4571144617509   ¥2,090（税抜価格¥1,900） 
 107444000  グリーン  3x1800mm  4571144617486   ¥2,090（税抜価格¥1,900） 
 107445000  ピンク  3x1800mm  4571144617493   ¥2,090（税抜価格¥1,900） 

 伸縮自在のコイルケーブルの長さは180cm、伸ばして使えばコレ一本で広範囲をロック
する事が可能。暗証番号は任意に設定できる3桁タイプを採用。 

 ■ ロック：3桁ダイヤル 
■ サイズ：3 × 1800mm   

 Q4 ワイヤー錠 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 111950000  ブラック  4x1800mm  4571144615659  ¥2,200（税抜価格¥2,000）
 111951000  ホワイト  4x1800mm  4571144615666  ¥2,200（税抜価格¥2,000）
 111954000  レッド  4x1800mm  4571144615697  ¥2,200（税抜価格¥2,000）
 111952000  グリーン  4x1800mm  4571144615673  ¥2,200（税抜価格¥2,000）
 111953000  ピンク  4x1800mm  4571144615680  ¥2,200（税抜価格¥2,000）

 4mm径のワイヤーを使用したコンパクトなロック。 

 ■ ロック：3桁ダイヤル 
■ サイズ：4 × 1800mm   ■ サイズ：4 × 1800mm   

 UNI-Q ワイヤー錠 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 85604000  ブラック  4x300mm  4571144617998  ¥1,980（税抜価格¥1,800）
 85605000  ホワイト  4x300mm  4571144618001  ¥1,980（税抜価格¥1,800）
 85606000  レッド  4x300mm  4571144618018  ¥1,980（税抜価格¥1,800）

 オートバイのヘルメットロックとして開発されたUNI-Qは、Dリングに通すやすい形状の
ヘッドと、長すぎず短すぎずのちょうど良い長さのケーブルが特徴。 

 ■ ロック：3桁ダイヤル 
■ サイズ：4 × 300mm   

 ▲WL147 ワイヤー錠 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 48741000  ブラック  8x1800mm  4562333350499  ¥1,595（税抜価格¥1,450） 
 48742000  ホワイト  8x1800mm  4562333350505  ¥1,595（税抜価格¥1,450） 
 48743000  ブルー  8x1800mm  4562333350512  ¥1,595（税抜価格¥1,450） 
 48744000  レッド  8x1800mm  4562333350529  ¥1,595（税抜価格¥1,450） 

 デカヘッドキーワイヤーロック。ストレートワイヤー。 

 ■ サイズ：8ｘ1800mm
■ ロック：鍵(2本付属)
■ ストレートワイヤー 
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 MT3505 コイル式ワイヤー錠 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 7928000  スモーク  8x1800mm  4560285272821 ¥2,860（税抜価格¥2,600）

 ブラケットをシートポストやフレームに取り付けて、走行中は鍵を自転車に固定しておくこ
とが可能。 

 ■ サイズ：8 ｘ 1800mm
■ ロック：鍵(2本付属)
■ 重量：500g
■ 取付径：25/36mm
■ ブラケット付 

 ブラケットダイヤルワイヤー錠 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 40111000  ブラック  8x1800mm  4560285273583 ¥2,860（税抜価格¥2,600）
 40112000  ホワイト  8x1800mm  4560285273651 ¥2,860（税抜価格¥2,600）
 40113000  レッド  8x1800mm  4560285273668 ¥2,860（税抜価格¥2,600）
 40114000  ブルー  8x1800mm  4560285273675 ¥2,860（税抜価格¥2,600）

 シートポスト取付可能な暗証番号式ワイヤー錠。自転車を傷つけないラバーコーティング
ワイヤー。  

 ■ サイズ：8 x 1800mm
■ ロック：4桁ダイヤル
■ 取付径：25.4/32mm
■ 重量：395g
■ ブラケット付 ■ ブラケット付 

 リフレクトチェーンロック 反射素材使用 
ダイヤル式 1200mm 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 57185000  ブラック  4x1200mm  4562333381189 ¥2,530（税抜価格¥2,300）

 手のひらサイズにおさまるリフレクターチェーンロック。夜間走行の安全性を高める反射素
材を使用。暗証番号をお好みで設定可能。 

 ■ サイズ：4  x 1200mm
■ ロック：4桁ダイヤル
■ 重量：450ｇ 

 ▲ダイヤルループロック 
ワイヤー錠 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 39792000  ブラック  4x2000mm  4560285273439 ¥1,980（税抜価格¥1,800）

 自転車を傷つけないラバーコーティングされた細めのワイヤーで使いやすい、暗証番号式
のワイヤーロック。  

 ■ ロック：4桁ダイヤル
■ サイズ：4 x 2000mm
■ 重量：195g 

 ▲ダブルループロック 
ワイヤー錠 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 36806000  ブラック  4x2000mm  4560285350604 ¥1,980（税抜価格¥1,800）

 丸型シリンダー採用で、ピッキングのリスクを大幅に抑え、ワイヤーのつや消し加工により、
ループを通す時の抵抗が少なく使いやすい。 

 ■ サイズ：4 ｘ 2000mm
■ ロック：鍵(2本付属) 

 ロングワイヤー錠 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 42291000  ブラック/パープル  12x1200mm  4560285278113 ¥1,760（税抜価格¥1,600）
 42292000  レッド/ブラック  12x1200mm  4560285278120 ¥1,760（税抜価格¥1,600）
 42293000  ブルー/ホワイト  12x1200mm  4560285278137 ¥1,760（税抜価格¥1,600）

 長めの1200mmワイヤーで複数台の施錠にも便利な、ロングタイプワイヤー錠。高い防
犯性のディンプルキー採用。  

 ■ サイズ：12 ｘ 1200mm
■ ロック：鍵(3本付属)
■ 重量：310g 

 CYCLE-LOCK ワイヤー錠 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 18104000  シルバー  12x600mm  4560285297299 ¥1,760（税抜価格¥1,600）
 18105000  スモーク  12x600mm  4560285297305 ¥1,760（税抜価格¥1,600）
 31987000  ブラウン  12x600mm  4560285326098 ¥1,760（税抜価格¥1,600）
 31988000  ピンク  12x600mm  4560285326104 ¥1,760（税抜価格¥1,600）

 錆びにくいアルミボディ＆クリスタルカバー採用 。 

 ■ サイズ：12 ｘ 600mm
■ ロック：鍵(3本付属) 
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 ダイヤルワイヤー錠 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 21618000  ブルー  12x600mm  4560285306564 ¥1,760（税抜価格¥1,600）
 21619000  スモーク  12x600mm  4560285306571 ¥1,760（税抜価格¥1,600）
 21620000  レッド  12x600mm  4560285306588 ¥1,760（税抜価格¥1,600）
 21621000  シルバー  12x600mm  4560285306595 ¥1,760（税抜価格¥1,600）

 扱いやすい4連カラーダイヤル錠、一般車からスポーツバイクのサブキーとしても便利で
す。  

 ■ サイズ：12x600mm
■ ロック：4桁ダイヤル
■ 重量：310g 

 ロックスター コイルワイヤー錠 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 30144000  ブラック  3.2x1650mm  4560285318468 ¥1,320（税抜価格¥1,200）
 30145000  イエロー  3.2x1650mm  4560285318475 ¥1,320（税抜価格¥1,200）
 30146000  ブルー  3.2x1650mm  4560285318482 ¥1,320（税抜価格¥1,200）
 30147000  Dピンク  3.2x1650mm  4560285318499 ¥1,320（税抜価格¥1,200）
 30148000  グリーン  3.2x1650mm  4560285318505 ¥1,320（税抜価格¥1,200）

 「ちょっとコンビニに寄るだけ」「食事中でも自転車は目の届くところにおいている」ツーリ
ングなどの軽装での持ち運びに便利。 

 ■ サイズ：3.2 x 1650mm
■ ロック：4桁ダイヤル
■ 重量：134g ■ 重量：134g 

 213W-C ワイヤー錠 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 31096000  ブラック  10x600mm  4560285322588 ¥990（税抜価格¥900）
 31097000  グレー  10x600mm  4560285322595 ¥990（税抜価格¥900）
 31098000  ブラウン  10x600mm  4560285322601 ¥990（税抜価格¥900）
 31099000  レッド  10x600mm  4560285322618 ¥990（税抜価格¥900）
 31100000  ブルー  10x600mm  4560285322625 ¥990（税抜価格¥900）
 31101000  ラベンダー  10x600mm  4560285322632 ¥990（税抜価格¥900）

 一般車からスポーツバイクのサブキーとしても便利です。 車体を傷つけにくいソフトボ
ディ。 

 ■ サイズ：10 ｘ 600mm
■ ロック：鍵(2本付属)
■ 重量：160g 

 ベルトタイプブラケット  

 ご注文コード  JAN  価格 
 50607000  4562333356347  ¥330（税抜価格¥300） 

 スライド止め製品に対応のバンドタイプブラケット。25～38mm径のパイプに対応。 

 ■ 取付径：25/38mm
■ ブラケットダイヤルワイヤー錠にオススメ ■ ブラケットダイヤルワイヤー錠にオススメ 

 アニマルロック ワイヤー錠 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 53604000  ウサギ  6x600mm  4562333366988 ¥1,320（税抜価格¥1,200）
 88172000  イヌ  6x600mm  4562333440138  ¥1,320（税抜価格¥1,200）
 88173000  キョウリュウ  6x600mm  4562333440145  ¥1,320（税抜価格¥1,200）

 キュートなアニマル達がお子様の自転車を守ります！  

 ■ サイズ：6 x 600mm
■ ロック：鍵(2本付属) 

 イノベーションファクトリー 
ダイキャストリング錠 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 59560000  アイボリー  4562333393922  ¥1,870（税抜価格¥1,700） 
 59561000  ネイビー  4562333393939  ¥1,870（税抜価格¥1,700） 
 59562000  ブラック  4562333393946  ¥1,870（税抜価格¥1,700） 
 98572000  グレー  4582590899296  ¥1,870（税抜価格¥1,700） 
 98573000  カーキ  4582590899302  ¥1,870（税抜価格¥1,700） 

 頑丈なアルミ合金ボディー。イノベーションJrだけでなく、イノベーションCITYやその他の
一般車にも取付が可能。 

 ■ ロック：鍵(3本付属) 

 4582590899302  ¥1,870（税抜価格¥1,700） 

 イノベーションファクトリー 
ボタン式リング錠 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 98574000  グレー  4582590899319  ¥1,430（税抜価格¥1,300） 
 98575000  カーキ  4582590899326  ¥1,430（税抜価格¥1,300） 
 98576000  アイボリー  4582590899333  ¥1,430（税抜価格¥1,300） 
 98577000  ネイビー  4582590899340  ¥1,430（税抜価格¥1,300） 
 98578000  ブラック  4582590899357  ¥1,430（税抜価格¥1,300） 

 自分の好みに合わせてカスタマイズできる自転車「イノベーションファクトリーBOYS、Jr」
にぴったりなリング錠です。キー紛失の心配がない暗証番号式。 
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 ▲Valo-Trave 
折りたたみフロアポンプ 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 51042000  シルバー  仏/米式  4562333358969  ¥14,080（税抜価格¥12,800） 

 最大充填空気圧200PSIの本格派フロアポンプながらコンパクトに収納。 

 ■ 最大充填空気圧：200PSI 
■ 収納ケース付属 
■ 重量：1100g  

 ■材質：アルミ
■ 最大充填空気圧：300psi
■2.5インチビッグゲージ
■対応バルブ：仏式/米式
■エアリリースボタン 

 ▲GF-15SS 
ショック&タイヤ フロアポンプ 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 50781000  シルバー  仏/米式  4562333356842  ¥14,080（税抜価格¥12,800） 

 エアサスペンションに使用するショックポンプ機能も備わったオールインワンモデル。 

 ■ 対応バルブ：仏式/米式
■ 最大充填空気圧：200psi 

 ▲GF-71HP 
ビッグゲージフロアポンプ 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 44844000  仏/米式  4560285339265  ¥6,490（税抜価格¥5,900） 

 大きく見やすい直径7.5cmのエアゲージが付いた高圧フロアポンプ。 

 ▲ZT-908 
ハイパーアルミフロアポンプ 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 48244000  ポリッシュ  仏/米式  4560285366292  ¥15,950（税抜価格¥14,500） 

 CNC切削加工の美しいアルミボディ。高圧対応で楽に空気を入れることができます。
L型のコンパクトな口金は小さなホイールのミニベロ、折りたたみ自転車でも使いやすい。 

 ■ 対応バルブ：仏式/米式
■ 高さ：670mm
■ 最大充填空気圧：300psi
■ 重量：1300g 

 パフォーマンスポンプ 
ハンディポンプ付  

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 56164000  ブラック  英/米/仏式  4562333376482  ¥5,390（税抜価格¥4,900） 

 英式/米式/仏式3種類全てのバルブ方式に対応したフロアポンプに、サイクリングで便利
なハンディポンプをセットにしたお買い得モデル。 

 ■ 対応バルブ：仏式/米式 英式バルブアダプター付属
■ ホース長：900mm
■ 高さ：650mm
■ 最大充填空気圧：11気圧
■ 重量：1600g
■ 携帯ポンプ付
     対応バルブ：仏式/米式
　  最大充填可能空気圧：100psi 

 パフォーマンスポンプ 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 31816000  ブラック  英/米/仏式  4560285324360  ¥4,290（税抜価格¥3,900） 
 31817000  シルバー  英/米/仏式  4560285324377  ¥4,290（税抜価格¥3,900） 
 35913000  グリーン  英/米/仏式  4560285348427  ¥4,290（税抜価格¥3,900） 
 35914000  イエロー  英/米/仏式  4560285348434  ¥4,290（税抜価格¥3,900） 
 47565000  レッド  英/米/仏式  4560285361402  ¥4,290（税抜価格¥3,900） 

 切り替えなしで米式・仏式に対応するシンプルバルブ。タイヤに応じた適切な空
気圧管理もバッチリ(米/仏バルブの場合)。 

 ■ 対応バルブ：仏式/米式 英式バルブアダプター付属
■ ホース長：900mm
■ 高さ：650mm
■ 最大充填空気圧：11気圧
■ 重量：1600g ■ 重量：1600g 

 ハイプレッシャー
マイクロフロアポンプ ゲージ付 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 57060000  シルバー  英/米/仏式  4562333380267  ¥4,070（税抜価格¥3,700） 

 2段式のシリンダーで1回のポンピングでしっかり空気圧を上げる事が出来ます。最大空気
圧は140PSI。 

 ■ 対応バルブ：仏式/米式 英式バルブアダプター付属
■ ホース長：480mm
■ サイズ：300mm
■ 重量：188g
■ エアゲージ付属
■ 稼動式ユニバーサルホース
■ 最大充填空気圧：140psi
■ 2種類のブラケット付属 

 ■ 対応バルブ：仏式/米式 英式バルブアダプター付属

 ▲GM-31BT iゲージ ミニポンプ 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 50783000  シルバー  仏/米式  4562333356866  ¥9,460（税抜価格¥8,600） 

 空気圧をBluetoothデバイス(ver4.0)を経由してスマートフォンで読み取ることができる携帯ポンプ。空気
注入時に自動接続。ポンプ内のデバイスは未使用時に自動的にスタンバイ状態になります。アプリでは空気
圧のプリセット設定が可能。あらかじめ設定した圧力に達するとアラームが鳴り、ユーザーに知らせます。 

 ■ 対応バルブ：仏式/米式
■ 最大充填空気圧：120psi
■ Bluetooth(ver4.0)
■ アンドロイド、iOS対応
■ iOS： iPhone4S以上/iPod touchi第5世代以上/

iPad mini以上/iPad第3世代以上
■ 最大伝送範囲：5～10m
■ 電池：CR2032 x 1個(別売り)
■  車体取付け用ブラケット、ボルト、日本語説明書付 

 ▲GM-55I サムロックアルミミニ
ポンプ 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 50785000  ホワイト  仏/米式  4562333356880  ¥4,620（税抜価格¥4,200） 

 サムロック機構＋収納ホース付で使い易い10インチロードミニポンプ。 

 ■ 収納ホース付
■ 材質：アルミ
■ 最大充填空気圧：120psi
■ 対応バルブ：仏式/米式
■ サムロックレバー 
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 ▲GM-57I 
ハイブリッドアルミミニポンプ 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 50786000  シルバー/ブラック  仏/米式  4562333356897  ¥4,620（税抜価格¥4,200） 

 サムロック機構＋収納ホース付で使い易い9インチハイブリッドミニポンプ。 

 ■ 収納ホース付
■ 材質：アルミ
■ 最大充填空気圧：100psi
■ 対応バルブ：仏式/米式
■ サムロック機構 

 ▲ZT-619 アタッチメント ボトルケージ/
Co2カートリッジホルダー 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 54967000  ブラック  27.2mm/28.6mm/31.8mm  4562333373146  ¥3,520（税抜価格¥3,200） 
 54968000  シルバー  27.2mm/28.6mm/31.8mm  4562333373153  ¥3,520（税抜価格¥3,200） 
 54969000  ブルー  27.2mm/28.6mm/31.8mm  4562333373160  ¥3,520（税抜価格¥3,200） 

 シートポストに取付け可能なボトルケージ/Co2カートリッジ用アタッチメント。 

 ■ 取付径：27.2mm、28.6mm、31.8mm
■ 固定方法：4mmアーレンキー
■ 重量：62g(アダプター除く) 

 ▲Ilma-MFPG 
空気圧ゲージ付 携帯ポンプ 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 48242000  シルバー  仏/米式  4560285366278  ¥8,580（税抜価格¥7,800） 

 剛性の高いアルミ製ボディに木製の小型ハンドルを組み合わせた、デザイン性の高いポン
プ。 

 ■ 最大充填空気圧：120PSI 
■ 全長：315mm 
■ 重量：175g  

 ▲Ilma-Co2HH 
Co2ボンベヘッド延長ホース 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 48219000  仏/米式  4560285366032  ¥3,410（税抜価格¥3,100） 

 CO2ボンベ用のヘッド。ヘッドから伸びる延長ホースにより、充填しやすい。 

 ■ 12g/16gネジ切りカートリッジボンベ対応 

 ▲GC-305T 
Co2ボンベヘッドミニポンプ 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 50784000  ブラック  仏式  4562333356873  ¥3,740（税抜価格¥3,400） 

 通常の手押し式ポンプに加えて、Co2ボンベにも対応する携帯ポンプ。 

 ■ 材質：アルミ
■ 対応バルブ：仏式
■ ねじ切りCo2カートリッジ対応
■ Co2カートリッジは別売りです 

 ZT-514 ミニポンプ 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 48247000  ブラック  仏/米式  4560285366322  ¥2,530（税抜価格¥2,300） 

 シンプルデザインながらロードバイクユースに重宝する160psi対応のアルミミニポンプ。 

 ■ サイズ：192mm
■ 対応バルブ：仏式/米式
■ 最大充填気圧：160psi
■ 重量：88g
■ ブラケット付 

 ▲Ilma-MFPG 
ミニフロア携帯ポンプ 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 48241000  シルバー  仏/米式  4560285366261  ¥7,480（税抜価格¥6,800） 

 木製の小型ハンドルでポンピングがしやすいデザイン。アルミボディで剛性が高く、高圧で
もしっかりと充填可能。 

 ■ 最大充填空気圧：120PSI 
■ 全長：315mm 
■ 重量：175g  

 ▲Ilma-HPLG 
空気圧ゲージ付 携帯ポンプ 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 48238000  シルバー  仏/米式  4560285366230  ¥5,170（税抜価格¥4,700） 

 軽量アルミ携帯ポンプ。充填がしやすく、バルブへの負担も少ないホース式。 

 ■ 最大充填空気圧：140PSI 
■ 全長：225mm 
■ 重量：145g  

 ▲Ilma-HPL 携帯ポンプ 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 48237000  スモーク  仏/米式  4560285366223  ¥4,290（税抜価格¥3,900） 

 軽量アルミ携帯ポンプ。バルブへの負担が少なく、充填がしやすいホース式。 

 ■ 最大充填空気圧：140PSI 
■ 全長：225mm 
■ 重量：110g  

 ▲Ilma-HPM 携帯ポンプ 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 48236000  シルバー  仏/米式  4560285366216  ¥4,290（税抜価格¥3,900） 

 軽量アルミ携帯ポンプ。バルブへの負担が少なく、充填がしやすいホース式。 

 ■ 最大充填空気圧：140PSI 
■ 全長：185mm 
■ 重量：100g  
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 ▲Ilma-RLG 空気圧ゲージ付 
携帯ポンプ 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 48235000  シルバー  仏/米式  4560285366209  ¥6,270（税抜価格¥5,700） 

 軽量なゲージ付きアルミ携帯ポンプ。ホース式で充填がしやすい。 

 ■ 最大充填空気圧：140PSI 
■ 全長：300mm 
■ 重量：145g  

 ▲Ilma-RL 携帯ポンプ 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 48234000  スモーク  仏/米式  4560285366193  ¥5,390（税抜価格¥4,900） 

 軽量アルミ携帯ポンプ。ホース式で充填がしやすい。 

 ■ 最大充填空気圧：140PSI 
■ 全長：300mm 
■ 重量：125g  

 ▲Ilma-RM 携帯ポンプ 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 48233000  シルバー  仏/米式  4560285366179  ¥5,390（税抜価格¥4,900） 

 軽量アルミ携帯ポンプ。ホース式で充填がしやすい。 

 ■ 最大充填空気圧：140PSI 
■ 全長：210mm 
■ 重量：100g  

 アルミロードポンプスリム 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 57056000  ブラック  仏/米式  4562333380229  ¥3,740（税抜価格¥3,400） 

 28Cまでのロードバイクやスピードクロスなどの細径タイヤに最適な携帯ポンプ。バルブ
への負担が少ないホース式。  

 ■ 最大充填空気圧：120psi
■ ホース長：200mm
■ 対応バルブ：仏式/米式 

 ゲージ付アルミミニポンプ 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 57057000  ブラック  英/米/仏式  4562333380236  ¥2,200（税抜価格¥2,000） 
 57058000  ブルー  英/米/仏式  4562333380243  ¥2,200（税抜価格¥2,000） 
 57059000  レッド  英/米/仏式  4562333380250  ¥2,200（税抜価格¥2,000） 

 アルミ携帯ポンプ。最大気圧80PSI。英・米・仏式全てのバルブに対応。T字型ハンドルで力
が入れ易く、安定したポンピングが可能。  

 ■ 対応バルブ：仏式/米式 英式バルブアダプター付属
■ ロック機構付リバーシブルヘッド
■ 重量：152g 

 NZ-Disk ディスクホイール
バルブアダプター 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 46212000  シルバー  仏式  4560285349776  ¥968（税抜価格¥880） 

 アルミ合金製90度のフレンチバルブ用アダプター。 

 ■ 材質：アルミ 

 MT307FV 
フレンチバルブアダプター  

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 50959000  ブラック  4562333358303  ¥319（税抜価格¥290） 

 フレンチバルブをアメリカンバルブへ変換するバルブアダプター。アルミ製カラーアルマ
イト仕上げ。空気漏れを防ぐパッキン付。 

 ■ 2個セット 

 4562333358303  ¥319（税抜価格¥290） 

 ▲GCT エアリリース
ツインバルブ ホース付 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 48424000  仏/米式  4560285367213  ¥2,860（税抜価格¥2,600） 

 補修用ポンプヘッド。細かな空気圧調整(減圧)が可能なエアリリース
ボタン付。 

 ■ 対応バルブ：仏式/米式
■ エアリリース(減圧)機能
■ ホース付属 

 ▲GCT-AL 
ツインバルブ ホース付 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 48426000  仏/米式  4560285367237  ¥1,694（税抜価格¥1,540） 

 アルミ製レバー採用のポンプヘッド。 

 ■ 対応バルブ：仏式/米式
■ ホース付属 
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 ▲CVA エアリリースクレバー
バルブヘッド ホース付 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 48421000  仏/米式  4560285367183  ¥1,595（税抜価格¥1,450） 

 エアの減圧ができるエアリリースボタン付きのポンプヘッド。 

 ■ 対応バルブ：仏式/米式
■ エアリリース(減圧)機能
■ ホース付属 

 ▲GCT-A ツインバルブ ホース付 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 48425000  仏/米式  4560285367220  ¥1,595（税抜価格¥1,450） 

 補修用ポンプヘッド。 

 ■ 対応バルブ：仏式/米式
■ ホース付属 

 ▲DVN 
ツインバルブヘッド  ホース付 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 48423000  仏/米式  4560285367206  ¥1,375（税抜価格¥1,250） 

 米/仏バルブに対応する補修用ツインヘッドタイプのポンプヘッド。エアホース付き。 

 ■ 対応バルブ：仏式/米式
■ ホース付属 

 ▲UP-HT 
ロック付ツイストヘッド ホース付 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 48428000  仏/米式  4560285367251  ¥1,056（税抜価格¥960） 

 ヘッドの首元をひねることでロックが可能。米/仏バルブに対応。 

 ■ 対応バルブ：仏式/米式
■ ホース付属 

 ▲UP-HJ 英式用ヘッド ホース付 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 48427000  英式  4560285367244  ¥968（税抜価格¥880） 

 英式バルブ用の補修用バルブヘッド。 

 ■対応バルブ： 英式
■ ホース付属 

 GG-06 
ツインメーターエアゲージ 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 46100000  仏/米式  4560285347567  ¥1,870（税抜価格¥1,700） 

 メインゲージとサブゲージで細かいところまで測れるエアゲージ。エアリリースボタン付。 

 ■ 最大測定可能空気圧：150psi 

 ▲Ilma-SPL 
サスペンションポンプ ゲージ付 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 48240000  スモーク  4560285366254  ¥5,390（税抜価格¥4,900） 

 CNCアルミを使用しスタイリッシュに仕上げられたゲージ付きショックポンプ。 

 ■ 最大充填空気圧：300PSI 
■ 全長：225mm
■ 重量：85g  

 ▲Ilma-SPM 
サスペンションポンプ ゲージ付 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 48239000  スモーク  4560285366247  ¥5,390（税抜価格¥4,900） 

 CNCアルミを使用しスタイリッシュに仕上げられたゲージ付きショックポンプ。 

 ■ 最大充填空気圧：300PSI 
■ 全長：185mm
■ 重量：75g  

 ▲ZT-A11 
エアリリース機能付ツインヘッド 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 54972000  ブラック  仏/米式  4562333373191  ¥1,155（税抜価格¥1,050） 

 減圧操作が可能になるエアリリース機能付き。リバーシブルポンプヘッドで仏式、米式バル
ブに対応。 

 ■ 対応バルブ：仏式/米式
■ 重量：13g 

 ▲ZT-611 
米式バルブ対応空気圧ゲージ 

 ご注文コード  JAN  価格 
 54958000  4562333373054  ¥2,420（税抜価格¥2,200） 

 通常のエアゲージとしてだけでなく、ゲージ無しのポンプをゲージ付のポンプに変換する
事が出来る便利アイテム。米式バルブ対応。 

 ■ 最大測定可能空気圧：160psi
■ サイズ：133ｘ28ｘ30mm
■ 重量：51g 

 ¥2,420（税抜価格¥2,200） 
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 保冷ボトル 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 60430000  ホワイト  650ml  4562333398422  ¥1,045（税抜価格¥950） 
 60431000  レッド  650ml  4562333398439  ¥1,045（税抜価格¥950） 
 60432000  ブルー  650ml  4562333398446  ¥1,045（税抜価格¥950） 

 3層構造の保冷ボトル。握った際に解放されるバルブを採用し、バルブ解放時でも不用意に
内容物が出にくい設計。 

 ■ ウレタン+アルミシートで高い保温性のロングボトル。
■ 柔らかい質感のプッシュプルバルブ採用。
■  ボトル本体は耐久性、耐熱性の高い
ポリプロピレン採用。

■  バルブ内に弁を配しボトルを握る事で
内容物が出る設計です。

■ 対応温度：-20度/90度
■ ボトル口径：55mm
■ ボトル直径：75mm
■ 重量：100g 

 ■ ウレタン+アルミシートで高い保温性のロングボトル。

 ▲ウォーターボトル 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 60433000  クリア  600ml  4562333398453  ¥550（税抜価格¥500） 
 60434000  ブルー  600ml  4562333398460  ¥550（税抜価格¥500） 

 大口径キャップで氷も入れ易いスタンダードボトル。握った際に解放されるバルブを採用
し、バルブ解放時でも不用意に内容物が出にくい設計。 

 ■ 柔らかい質感のプッシュバルブ採用。
■ 中身が見えるクリアボトル。
■ ボトル本体は柔らかい低密度ポリエチレン。
■ バルブ内に弁を配しボトルを握る事で内容物が出る設計です。
■ 対応温度：-10度/70度
■ ボトル口径：55mm
■ ボトル直径)：75mm
■ 重量：75g 

■ バルブ内に弁を配しボトルを握る事で内容物が出る設計です。

 ▲CB-1500AKT 
ボトルキャリーリング 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 47814000  ブラック  50.5mm  4560285363499  ¥220（税抜価格¥200） 

 ボトルやツールカンにつけて、持ち運びに便利なキャリーリング。 

 ■ 内径：50.5mm
※ ボトルは付属しません。 

 ▲CB-1001T 
ボトルキャリーリング 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 47813000  ブラック  4560285363482  ¥330（税抜価格¥300） 

 ボトルやツールカンにつけて、持ち運びに便利なキャリーリング。 

 ▲VTP-750 
スクリューツールボトル 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 50500000  クリア  750ml  4562333355296  ¥946（税抜価格¥860） 
 50501000  ブラック  750ml  4562333355302  ¥946（税抜価格¥860） 

 最大容量750mlの伸縮タイプツールカン。内容量に合わせてスクリュー部分を回転させる
ことで長さ調整が可能なテレスコピックタイプ。大口径タイプ。 

 ■ 最大容量750ml
■ PE製
■ 口径：60mm
■ 高さ：175-245mm
■ 重量：92g 

 スマートツールケース 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 55871000  ブラック  500ml  4562333375874  ¥1,210（税抜価格¥1,100） 

 携帯工具やスペアチューブをスマートに持ち運ぶツールケース。ミニポンプやタイヤレ
バーをスマートに収納できるメッシュインナーポケット付き。  

 ■ 容量：500ml 

 ▲1012 PEツールボトル  

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 50889000  ブラック  650ml  4562333357726  ¥484（税抜価格¥440） 
 50890000  ホワイト  650ml  4562333357733  ¥484（税抜価格¥440） 

 容量約650ml大口径ツールカン。下部のカップは耐熱プラスチックとなってます。 

 ■ 長さ：20cm
■ 材質：ポリエチレン 
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 ▲1009 ツールボトル 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 50887000  ブラック  500ml  4562333357702  ¥462（税抜価格¥420） 
 50888000  ホワイト  500ml  4562333357719  ¥462（税抜価格¥420） 

 容量500mlの大口径ツールカン。ツールだけでなくチューブやショッピングバッグの携帯
にも。 

軽量アルミで仕上げられたホールド性の高いボトルケージ。

 ■ 長さ：16cm 
■ 重量：38g

 ▲Vesi-WB 
ウォーターボトルケージ 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 51057000  シルバー  4562333359119  ¥990（税抜価格¥900） 
 51058000  ホワイト  4562333359126  ¥990（税抜価格¥900） 

 ▲Vesi-PB ペットボトルケージ 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 51060000  シルバー  4562333359140  ¥990（税抜価格¥900） 
 51061000  ホワイト  4562333359157  ¥990（税抜価格¥900） 

 軽量アルミで仕上げられたペットボトルケージ。 

 ■ 重量：34g 

 ▲RM-BOX 
リアマウントシステム 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 47761000  ブラック  4560285362966  ¥5,390（税抜価格¥4,900） 

 サドルの後ろにボトルケージやCO2ボンベなどアクセサリーを取り付けるための軽量アル
ミニウム製リアマウントシステム。 

 ■ 7mm径の真円レールに取り付け可能
■ 重量：202g 

 ▲B143 カーボンボトルケージ 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 48049000  ブラック  4560285364274  ¥5,390（税抜価格¥4,900） 

 超軽量カーボンボトルケージ 

 ■ 重量：20g 

 ▲B144 カーボンボトルケージ 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 48048000  ブラック  4560285364267  ¥5,390（税抜価格¥4,900） 

 超軽量カーボンボトルケージ 

 ■ 重量：20g 

 ▲B147 カーボンボトルケージ 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 48050000  ブラック  4560285364281  ¥5,390（税抜価格¥4,900） 

 超軽量カーボンボトルケージ 

 ■ 重量：18g 

 ¥5,390（税抜価格¥4,900） 

 ▲BS341 カーボンボトルケージ 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 48047000  ブラック  4560285364250  ¥5,390（税抜価格¥4,900） 

 超軽量カーボンボトルケージ 

 ■ 重量：23g 

 ▲BOT-10G 
3Kカーボンボトルケージ 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 50587000  ブラック  4562333356149  ¥4,180（税抜価格¥3,800） 

 超軽量カーボンボトルケージ 

 ■ 重量：10g 

 ▲BOT-11G 
3Kカーボンボトルケージ 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 50586000  ブラック  4562333356132  ¥4,180（税抜価格¥3,800） 

 超軽量カーボンボトルケージ 

 ■ 重量：11g 
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 ▲CL-070 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 48558000  ステンレス  4560285368586  ¥1,595（税抜価格¥1,450） 

 クラシックスタイルのボトルケージ。 

 ■ 材質：4.3mm中空ステンレスパイプ
■ ボルト付属
■ 重量：38g 

 ▲CL-101Lq プラボトルケージ 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 54930000  ブラック  4562333372774  ¥1,375（税抜価格¥1,250） 
 54931000  ホワイト  4562333372781  ¥1,375（税抜価格¥1,250） 

 マットカラーの樹脂製ボトルケージ  

 ■ 重量：36g 

 CL-098PC ボトルケージ 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 54928000  ブラック  4562333372750  ¥737（税抜価格¥670） 
 54929000  ホワイト  4562333372767  ¥737（税抜価格¥670） 

 ホールド力が高く、シンプルな樹脂製ボトルケージ  

 ■ 重量：48g 

 ▲CL-091 ボトルケージ 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 48556000  ブラック  4560285368562  ¥660（税抜価格¥600） 

 アルミと樹脂を使用したオーソドックスな自転車用ウォーターボトルケージ。 

 ■ ボルト付属
■ 重量：38g 

 ▲CL-D45 
ボトルケージアダプター 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 54924000  ブラック  25.4/31.8mm  4562333372712  ¥748（税抜価格¥680） 
 54925000  シルバー  25.4/31.8mm  4562333372729  ¥748（税抜価格¥680） 

 ハンドルバーにボトルケージを取付ける為の台座アダプター。ハンドルへの取付けは工具
不要で簡単！ 

ハンドルバーにボトルケージを取付ける為の台座アダプター。 

 ■ 材質：アルミ
■ 取付径：25.4/31.8mm
■ 取付幅：15mm
■ ケージ固定方法：4mmアーレンキー
■ 重量：40g 

■ 材質：アルミ
■ 取付径：22.0/25.4mm
■ 幅：15mm
■ 固定方法：4mmアーレンキー
■ 重量：39g

 ▲CL-D13 
ボトルケージアダプター 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 54923000  シルバー  22.0/25.4mm  4562333372705  ¥748（税抜価格¥680） 

 ▲CL-079L アルミボトルケージ 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 48562000  カーボン  4560285368623  ¥2,090（税抜価格¥1,900） 

 5052ウルトラライトアルミを採用。出し入れが容易なアンダーホールドタイプ。 

 ■ 重量：28g 

 ▲アジャスタブルボトルケージ 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 53220000  ブラック  4562333364649  ¥1,870（税抜価格¥1,700） 
 53221000  シルバー  4562333364656  ¥1,870（税抜価格¥1,700） 

 正面だけでなくサイドからも入れやすい横持ちシンメトリー形状のボトルケージ。付属の
パッドを入れると64mm、パッドを外すと74mm径のウォーターボトルに対応可能。 

 ■ パッドを外すと74mm径のボトルに対応可 

 M38 ボトルケージアダプター 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 43849000  ブラック  4560285300258  ¥715（税抜価格¥650） 

 ハンドルバーや、80mm以上の長めのハンドルステム、シートチューブなどにボトルケージ
を取り付けるためのアダプター。 

 ■ 取付径：22/36mm
■ 重量：35g
■ ボトルケージ取付ボルト付属 

 IB-BC17 可変ボトルケージ 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 57172000  ブラック  4562333381059  ¥1,045（税抜価格¥950） 
 57173000  ホワイト  4562333381066  ¥1,045（税抜価格¥950） 

 工具いらず、背部のダイヤルのみで缶コーヒーやステンボトル、レースボトルまで幅広く対
応出来る調整式ボトルケージです。  

 ■  ダイヤル内部が渦巻き状になっている構造で、
使用中には溝に負荷が掛かり緩みを防ぎます。

■ 材質：強化ポリカーボネート
■ 付属品：M5ボルトｘ2本(3mm六角)
■ 可能調整径：60-73mm
■ 重量：70g(固定ボルト除く) 
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 アルミボトルケージ 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 57176000  ブラック  4562333381097  ¥935（税抜価格¥850） 
 57177000  ホワイト  4562333381103  ¥935（税抜価格¥850） 
 57178000  ブルー  4562333381110  ¥935（税抜価格¥850） 
 57179000  レッド  4562333381127  ¥935（税抜価格¥850） 

 5mmワイヤーの6000系アルミを採用。プレートの溶接、パウダーコーティングも一つ一
つ人の手で丁寧に作られたアルミボトルケージ。 

 ■取付ボルト付属
■重量：46g 

 ▲CSC019F1 
チェリーボトルケージ 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 54914000  ホワイト  4562333372613  ¥748（税抜価格¥680） 

 一般的な直径74mmの自転車用ボトルに対応する軽量な樹脂製ボトルケージ。 

 ■ 重量：42g(ボルト除く)
■ 材質：樹脂 

 ▲樹脂製ボトルケージ 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 52955000  ブラック  4562333362348  ¥583（税抜価格¥530） 
 52956000  ホワイト  4562333362355  ¥583（税抜価格¥530） 

 街乗りにピッタリな樹脂製ボトルケージ。 アルミ製のボトルケージ用ボルト。

 ■ 重量：26g 
■ 重量：1g
■ ネジサイズ：M5×0.8
■ 長さ：12mm
■ 締付トルク：6Nm
■ 材質：アルミ
■ ボトルケージ用ボルト
■ 1本単位での販売

 ▲アルミボトルケージボルト 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 48478000  ゴールド  4560285367756  ¥330（税抜価格¥300） 

 ▲M517-F アルミボルト 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 48475000  レッド  M5x12mm  4560285367725  ¥330（税抜価格¥300） 

 アルミ製のボトルケージ用ボルト。1本入り。 カラーアルマイトでバイクコーディネイトが楽しめるボトルケージボルト。

 ■ 重量：1g 
■ 2本単位での販売
■ T25トルクスボルト

 ▲アルミボトルケージボルト 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 48181000  シルバー  4560285365639  ¥429（税抜価格¥390） 
 48186000  ピンク  4560285365684  ¥429（税抜価格¥390） 

 ▲SD-818E トップキャップ 
ボトルケージアダプター 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 54812000  ブラック  4562333371593  ¥1,155（税抜価格¥1,050） 

 アヘッドステムのトップキャップ部分を利用してボトルケージを取付ける台座アダプター。
5mmアーレンキーで角度調節が可能です。 

 ■ トップキャップボルトは付属しません
■ 重量：41g 

 WB-05 
アルミボトルケージボルト  

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 50967000  ブラック  M5×16mm  4562333358389  ¥330（税抜価格¥300） 
 50968000  ブルー  M5×16mm  4562333358396  ¥330（税抜価格¥300） 
 50969000  ゴールド  M5×16mm  4562333358402  ¥330（税抜価格¥300） 

 アルミ製のボトルケージ用ボルト。6061アルミ使用。 

 ■ 2本単位での販売
■ ペア重量：2g 

 チタンボトルケージボルト 
2本セット 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 123009000  チタン/ブラック  M5x12mm  4582590908776  ¥550（税抜価格¥500） 

 チタンボルトとアルミ製ワッシャーを組み合わせたアクセサリーボトルケージボルト。 

 ■ 重量：4g 

 アルミボトルケージボルト 
2本セット 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 123010000  ブラック  M5x12mm  4582590908783  ¥330（税抜価格¥300） 
 123011000  レッド  M5x12mm  4582590908790  ¥330（税抜価格¥300） 
 123012000  ブルー  M5x12mm  4582590908806  ¥330（税抜価格¥300） 
 123013000  ゴールド  M5x12mm  4582590908813  ¥330（税抜価格¥300） 

 アルミ製ボトルケージボルト。 

 ■ 重量：3g 
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 防水サドルバッグ 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 96642000  ブラック  3L  4582590894635  ¥4,070（税抜価格¥3,700） 

 高い防水性と、3Lの荷物が入る利便性を兼ね備えたサドルバッグです。
防水加工されたナイロン生地を採用し、生地を縫製でなく、溶着によって接合することで高
い防水性を実現しました。 

 ■ サイズ：17 x 21 x 8.5cm 
■ 容量：3L 
■ 材質：210Dナイロン 
■ 付属品： 取付用アタッチメント一式、

アーレンキー 

 ▲防水サドルバッグ       

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 115499000   ブラック  7L  4582590901302  ¥5,060（税抜価格¥4,600） 

 荷物が多い時も安心の大容量サドルバッグ。エア抜きバルブ付きでコンパクトなパッキン
グが可能。 

 ■ 材質：600Dナイロン
■ サイズ：22 x 46 x 3.5cm 

 TY-10025R-L サドルバッグ 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 48505000   ブラック  L  4560285368029  ¥3,520（税抜価格¥3,200） 

 ストラップタイプで簡単にサドルレールに取り付けが可能。ツーリングのマストアイテム。 

 ■ Lサイズ：90 x 85 x 117mm
■ ライトクリップ 

 ▲TY-12025R-S サドルバッグ 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 48506000   ブラック  S  4560285368036  ¥2,750（税抜価格¥2,500） 

 ストラップタイプで簡単にサドルレールに取り付けが可能。止水ジッパーを採用し、水が内
部に入りにくい。 

 ■ サイズ： M-70 x 65 x 145mm、
S-65 x 60 x 120mm

■ 止水ジッパー採用 

 ▲CSP827 
ミニナイロンサドルバッグ 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 54918000   ブラック  4562333372651  ¥946（税抜価格¥860） 

 汎用性の高いシンプルなベルクロ固定式のサドルバッグ。チューブや工具など最小限の持
ち物をコンパクトに収納。 

 ■ サイズ：90ｘ130ｘ50mm
■ 重量：36g 

 ▲サドルバッグXL 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 57204000   ブラック  4562333381219 ¥3,080（税抜価格¥2,800）

 容量：1.2L～1.5Lのツーリング定番のサドルバッグ。容量可変のエクスパンダータイプで、
荷物が少し増えてしまった時などにも便利。 

 ■ 容量：1.2L～1.5L
■ 重量：160g 

 ▲D13020 チューブサドルバッグ 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 48546000   ブラック  4560285368463  ¥3,300（税抜価格¥3,000） 

 インナーチューブを素材に採用したサドルポーチ。 

 ■ サイズ：115 x 36 x 71mm
■ 容量：0.29L 

 ▲V23323 テールポーチ 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 48547000   ブラック  4560285368470  ¥3,300（税抜価格¥3,000） 

 ロールタイプでコンパクトにサドルテールに収まるツールポーチ。インナーチューブと携帯
工具などを巻いてサドル下に取り付けできる。 

 ■ 重量：29ｇ 

 ▲TY-0708-13 
トップチューブパニアバッグ 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 46128000   ブラック  4560285347857  ¥2,860（税抜価格¥2,600） 

 フレーム取り付けの小型パニアバッグ。 

 ■ サイズ：150 x 45 x 120mm
■ ミニポンプホルダー付 

 スマートフロントポーチ 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 56725000   ブラック  4562333379292 ¥2,200（税抜価格¥2,000）

 ハンドル、ステム、トップチューブなどに取付可能なスマートフォンポーチ。ローラー台使用
時にモニターとして便利な横置き対応。  

 ■ 重量：105g
■  スマホ対応サイズ：158 x 78 x 7.5mmまで 
（iPhone 6s Plus対応サイズ）
■ 本体サイズ：175 x 100 x 35mm 
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 ▲スマホ対応
トップチューブケース 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 57784000   ブラック  4562333386955 ¥2,200（税抜価格¥2,000）

 スマートフォンの収納が可能なトップチューブケース。クッションベルトとセンター部の窪
みでトップチューブでのバッグのガタツキを防止。 

 ■ サイズ：190 x 90 x 60mm
■ 重量：100g 

 4562333386955 ¥2,200（税抜価格¥2,000）

 ▲G26 スマートフォンホルダー 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 44858000   ブラック  4560285343149  ¥2,145（税抜価格¥1,950） 

 ステムやハンドルに取り付け可能なブラケット付スマートフォンケース。 

 ■ サイズ：145 x 95 x 130mm
■ 材質：ポリウレタン
■ 画面サイズ：100 x 52mm
■ 重量：83g 

 ▲防水トップチューブバッグ               シリコンスマートフォンホルダー

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 115487000   ブラック  1L  4582590901289  ¥3,080（税抜価格¥2,800） 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
136287000 ブラック 4582590930388  ¥1,320（税抜価格¥1,200）

 ベルトを調整して車体に合わせやすいトップチューブバッグ。小物の収納に便利。ツーリン
グやバイクパッキングで活躍する防水バッグです。 

伸縮性に優れた素材で4～6.5インチまでのスマートフォンに装着でき、スマートフォン
ケースのまま使用することができます。

 ■ 材質：600Dナイロン
■ サイズ：11 x 23 x 5.6cm 

■ 取付径：17～49㎜
■ 4～6.5インチのスマートフォンに対応
■ 360度回転可能で様々場所に取付可能。
※ ハンドル、ステムの形状によっては取付け
できない場合があります。

 4582590901289  ¥3,080（税抜価格¥2,800） 

 ▲防水ハンドルバーバッグ       防水パニアバッグ

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 115500000   ブラック  7L  4582590901319 ¥6,980（税抜価格¥6,400）

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
134015000 ブラック 20L 4582590927852 ¥6,980（税抜価格¥6,346）

 両サイドがロールアップで荷物を収納しやすい大容量ハンドルバーバッグ。付属のベルト
でハンドルに簡単固定。 

リアキャリアに取り付け、荷物を運ぶことができる防水性の高いパニアバッグです。

 ■ 材質：600Dナイロン
■ サイズ：39 x 25 x 18cm 

■ サイズ：38 x 32 x 17cm
■ 容量：20L
■ 材質：ポリエステル（600デニール）
■ 耐水圧：15000mm
■ 防塵・防水性能付き（IP65レベル）
■  正面と側面の3ヶ所に
リフレクトプリント

¥6,980（税抜価格¥6,346）

 ▲ショルダーフロントバッグ 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 56598000   カーキ  4562333378837  ¥8,140（税抜価格¥7,400） 

 鍵などの小物を収納するのに便利なフロントバッグ。ショルダーベルトが付属しているの
で、肩掛けバッグとして普段使いもオススメ。 

 ■ サイズ：37 x 20 x 8cm
■ 重量：320g 

 ▲フレームバッグ 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 56597000   カーキ  4562333378820  ¥7,480（税抜価格¥6,800） 

 鍵などの小物を収納するのに便利なフレームバッグ。上下左右あらゆる位置に移動可能な
固定ベルトが多数付属し、様々な自転車にも取付可。 

 ■ 長さ：440mm
■ 重量：220g 

 ▲防水フレームバッグ             

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 115498000   ブラック  2L  4582590901296  ¥4,070（税抜価格¥3,700） 

 フレーム前三角部分に取付けるフレームバッグ。ツーリングやバイクパッキングで活躍する
防水バッグです。 

 ■ 材質：600Dナイロン
■ サイズ：36 x 13 x 5.5cm 
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 折り畳みバッグ小 

 ご注文コード  JAN  価格 
 59455000   4562333393731  ¥3,300（税抜価格¥3,000） 

 20インチ以下の折り畳み自転車(フォールディングバイク)に対応するキャリーバッグ。車載
の時の車内が汚れ防止に。 

 ■ 丈夫なナイロン製
■  ショルダーベルト、手提げ用の取っ手、
サイドジップポケット付き。

■ フレーム固定用バンド2本付属
■ サイズ：660 x 730 x 360mm
■ 重量：670g 

■  ショルダーベルト、手提げ用の取っ手、

■ フレーム固定用バンド2本付属
■ サイズ：660 x 730 x 360mm

 ▲チューブウォレット 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 48554000   ブラック/オレンジ  4560285368548  ¥1,870（税抜価格¥1,700） 

 インナーチューブを素材に採用した財布。カードと小銭などを入れてバックポケットに収納
して持ち運べます。 

 ■ サイズ：8.5 x 12cm
■ 重量：56g 

 ▲CYB-02 メッシュキャリーバッグ 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 50893000   ブラック  4562333357764  ¥1,056（税抜価格¥960） 

 ヨガマットなどの長物を肩掛けで運ぶ時に便利なバッグ 

 ■ マットは付属しません
■ 材質： ナイロン(40％)、

ポリビニール(60％)
■ 長さ：1400mm 

 ▲CYB-03 
Wループキャリーロープ 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 50892000   ブラック  4562333357757  ¥517（税抜価格¥470） 
 50891000   ブルー  4562333357740  ¥517（税抜価格¥470） 

 ヨガマットやフロアポンプなどの長物を肩掛けで運ぶ時に便利なキャリーロープ 

 ■ 長さ：1.6m 

 ▲S2G-13817 
メッセンジャーバッグ 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 49541000   グリーン  4562333354039  ¥10,780（税抜価格¥9,800） 

 防水素材を使用した軽量メッセンジャーバッグ。 

 ■ サイズ：34 x 12 x 26cm
■ 重量：730g 

 ▲CYBAG-7 
エアポートキャリーバッグ 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 43852000   ブラック  4560285300326  ¥51,700（税抜価格¥47,000） 

 リヤディレーラーをしっかりとガードできる固定台を内蔵した飛行機輪行用キャリーバッ
グ。キャスター付属で、取り回しも良く、内部はクッションがあり大切なバイクを守ります。 

 ■ ホイールバッグ2個付属
■  ロードバイク対応(MTBで利用するにはハンドルを外すなどが必要です)
■ エンド：130もしくは135mmQRエンド対応
■ サイズ：90 x 55 x 120cm
■ 重量：6.5kg 

■ エンド：130もしくは135mmQRエンド対応
■ サイズ：90 x 55 x 120cm
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 ▲#88600 デジタルトルクレンチ 

 ご注文コード  JAN  価格 
 47673000  4560285361976  ¥35,200（税抜価格¥32,000） 

 3-30Nm対応のデジタルトルクレンチ。 

 ■ ソケットサイズ：1/4インチ
■ 付属ビット： ヘックス2mm、2.5mm、3mm、

4mm、5mm、6mm、8mm、
トルクスT25

■ 3-30Nm対応 

 ▲固定トルクビット 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 54857000  4Nｍ  4562333372040  ¥2,420（税抜価格¥2,200） 
 54859000  6Nm  4562333372064  ¥2,420（税抜価格¥2,200） 

 1/4インチのヘキサゴンビットに対応し、手持ちの1/4インチビット対応のラチェットハンド
ル等をトルクレンチとして使用する事が可能。 

 ■ 重量：21g
■ 販売：1個単位 

 ▲#7760 ヘックスレンチセット 

 ご注文コード  JAN  価格 
 47712000  4560285362393  ¥3,300（税抜価格¥3,000） 

 ホルダーがハンドルとして使えるヘックスレンチセット。 

 ■ サイズ：2/2.5/3/4/5/6/8/10mm 

 価格 
 ¥3,300（税抜価格¥3,000） 

 ホルダーがハンドルとして使えるヘックスレンチセット。 

 ▲TB-7625 T25 
L型トルクスレンチ 

 ご注文コード  JAN  価格 
 38809000  4712765146652  ¥1,430（税抜価格¥1,300） 

 ダブルエンドのトルクスレンチ。サイズはディスクブレーキローターの固定に多く使用され
る「T25」。 

 ■ サイズ：T25 

 ¥1,430（税抜価格¥1,300） 

 ▲T型ヘックスレンチ 
ボールポイント 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 55806000  4mm  4562333375720  ¥825（税抜価格¥750） 

 力を入れ易いエルゴノミックデザインのグリップを採用した、T型ボールポイント六角レン
チ(アーレンキー)。 

 ¥825（税抜価格¥750） 

 ▲YC-282 フォールディング
トルクスレンチ 8pcs 

 ご注文コード  JAN  価格 
 51003000  4562333358747  ¥1,485（税抜価格¥1,350） 

 携帯式フォールディングトルクレンチ。 

 ■ 内容：ヘックス2/2.5/3/4/5/6mm、プ
ラスドライバー、トルクスT25 

 ▲アーレンキー(6角レンチ)セット
36Q1 

 ご注文コード  JAN  価格 
 6706000  4560285272081 ¥1,100（税抜価格¥1,000）

 お手ごろ価格のシルバーのアーレンキーレットです。 

 ■ サイズ：2/2.5/3/4/5/6/8ｍｍ
■ 4/5/6mmはボールポイント
■ 8mmはアダプターを使用
■ 長さ：130mm(6mm) 

 ▲ケーブルカッターZ171厚刃 

 ご注文コード  JAN  価格 
 62455000  4562333403423  ¥1,760（税抜価格¥1,600） 

 切り易い厚手の歯を採用したケーブルカッター 

 ■ 滑りにくいラバーグリップ
■ 自転車ケーブル専用
■ アウターケーブルにも使用可能です 

 価格 
 ¥1,760（税抜価格¥1,600） 

 ▲ペダルボックスレンチ 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 99801000  14/15  4582590901135  ¥1,430（税抜価格¥1,300） 

 ハブナットやペダルの着脱・増し締めに使える、14・15mmボックスレンチ付きペダルレン
チです。 

 ■ 内容： ボックスレンチ-14、15mm、
ペダルレンチ-15mm 

 価格 
 ¥1,430（税抜価格¥1,300） 
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 ▲Tyokalu-PD 
15mmペダルレンチ 

 ご注文コード  JAN  価格 
 54062000  4562333369583  ¥3,960（税抜価格¥3,600） 

 木製グリップを採用した鏡面仕上げが美しいペダルレンチ。90度と135度、2種類の角度
で扱い易くなっています。 

 ■ 長さ：285mm 
■ 重量：354g 

 価格 
 ¥3,960（税抜価格¥3,600） 

 ▲#3378 チェーンカッター 
11S対応 

 ご注文コード  JAN  価格 
 50899000  4562333357825  ¥2,750（税抜価格¥2,500） 

 11速チェーン専用チェーンカッター。T字ハンドルノーマルシェイプ。 

 ■ レジン製ハンドル＆グリップ
■ ピンガイド付属
■ スペアピン：1本付属 

 価格 
 ¥2,750（税抜価格¥2,500） 

 11速チェーン専用チェーンカッター。T字ハンドルノーマルシェイプ。 

 ▲CL-25CHT-01 
ウッドチェーンカッター 

 ご注文コード  JAN  価格 
 50941000  4562333358129  ¥2,750（税抜価格¥2,500） 

 スタンダードな10S対応チェーンカッターにも木のぬくもり 

 ■ ウッドハンドル 

 ¥2,750（税抜価格¥2,500） 

 スタンダードな10S対応チェーンカッターにも木のぬくもり 

 ▲YC-1A 3ウェイスポークレンチ 

 ご注文コード  JAN  価格 
 51000000  4562333358716  ¥737（税抜価格¥670） 

 トライアングルシェイプ 3ウェイプロスポークレンチ。 

 ■ サイズ：3.2/3.3/3.5mm 

 ▲CL-25SP41 
トライスポークレンチ 

 ご注文コード  JAN  価格 
 50947000  4562333358181  ¥748（税抜価格¥680） 

 キレイなアルミアルマイト仕上げのスポークレンチ3個セット。 

 ■ サイズ： 3.2(0.127)/3.3(0.130)/
3.5mm(0.136インチ) 

 ▲MT-309 シマノホイール用
スポークレンチ 

 ご注文コード  JAN  価格 
 50944000  4562333358150  ¥451（税抜価格¥410） 

 SHIMANOホイール専用スポークレンチ。 

 ▲CL25SP01 Tハンドル14G
スポークレンチ 

 ご注文コード  JAN  価格 
 50946000  4562333358174  ¥385（税抜価格¥350） 

 クラシカルなスポークレンチ 

 ■ サイズ：14/15G
■ 重量：24g 

 ▲CN4 T型ハンドル
ニップルドライバー　4本セット 

 ご注文コード  JAN  価格 
 53085000  4562333363291  ¥3,080（税抜価格¥2,800） 

 ニップルドライバー。フラットスクリュー、4.8mm/5.5mmへックス(六角)、3.2mmスクエ
ア(四角)の4本セット。 

 ■ 内容：ボックス4.8/5.5mm、スクエア
3.2mm、ピン
■ 長さ：100mm
■ 重量：118g (4本セット) 

 ▲SR330　スポークゲージ 

 ご注文コード  JAN  価格 
 53084000  4562333363284  ¥1,595（税抜価格¥1,450） 

 スポークの長さや太さを確認するためのステンレス製スポークゲージ。 

 ■ ステンレス製
■ 重量：61g (収納ケース6g除く) 

 ▲Tyokalu-TLA 
ハイブリッドタイヤレバー 

 ご注文コード  JAN  価格 
 51032000  4562333358860  ¥1,980（税抜価格¥1,800） 

 アルミ芯入りで頑丈、見た目もスタイリッシュなタイヤレバー。 

 ■ 材質：アルミ、樹脂 
■ 重量：36g 
■ 2本セット 
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 ▲簡易振れ取り台 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 53219000  ブラック  4562333364632  ¥10,560（税抜価格¥9,600） 

 ガレージやレース会場への持ち運びにも便利な簡易タイプ振れ取り台。ホイールだけでな
くディスクローターの振れ取り調整も可能。 

 ■ 700Cまで対応 

折りたたみ時折りたたみ時

 ▲ボスフリーツール 
スプロケット工具 

 ご注文コード  JAN  価格 
 36973000  4560285350840  ¥1,045（税抜価格¥950） 

 ボス式の多段ギアを着脱する際に使用する工具です。 

 ■ ソケットサイズ：24mm
■ 重量：35g 

 ▲Tyokalu-BOX 15/13mm
ボックスレンチ＆栓抜き 

 ご注文コード  JAN  価格 
 51033000  4562333358877  ¥5,170（税抜価格¥4,700） 

 ボトルオープナー(栓抜き)付きのメガネレンチ。ボトルケージの台座に取付が可能なネジ
が付属します。 

 ■ 材質：ステンレス 

 ▲Tyokalu-FWT 
フリーホイールチューナー 

 ご注文コード  JAN  価格 
 54064000  4562333369606  ¥4,620（税抜価格¥4,200） 

 美しいポリッシュ仕上げが施され、木製ハンドルが握りやすいスプロケットリムーバー。 

 ■ 多段ギア専用 

 ▲Tyokalu-HS ハブコーンレンチ 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 54066000  13mm  4562333369620  ¥2,750（税抜価格¥2,500） 
 54067000  14mm  4562333369637  ¥2,750（税抜価格¥2,500） 
 54068000  15mm  4562333369644  ¥2,750（税抜価格¥2,500） 
 54069000  16mm  4562333369651  ¥2,750（税抜価格¥2,500） 
 54070000  17mm  4562333369668  ¥2,750（税抜価格¥2,500） 
 54071000  18mm  4562333369675  ¥2,750（税抜価格¥2,500） 
 54072000  19mm  4562333369682  ¥2,750（税抜価格¥2,500） 

 美しいポリッシュ仕上げが施され、木製ハンドルが握りやすいハブスパナ。 

 ▲#8020 
ブレーキシューチューナー 

 ご注文コード  JAN  価格 
 43813000  4560285295332  ¥1,045（税抜価格¥950） 

 ブレーキシューのセッティングを簡単に行えるようになるチューニングツール。 

 ■ ロードブレーキ、カンチブレーキ、Vブレーキに対応
■  対応ホイールサイズ：700C・650C、
29インチ・27.5インチ(650B)・26インチ

■ 対応リムハイト：最大約40mm 

 ▲ANCHOR 
ハイドロホースカッター 

 ご注文コード  JAN  価格 
 48664000  4560285369705  ¥7,480（税抜価格¥6,800） 

 エルゴノミックデザインで注射器を操作するような動作で油圧ホースを確実にカット。 

 ¥7,480（税抜価格¥6,800） 
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 ▲#1450 
カートリッジBBカップ 16/20T 

 ご注文コード  JAN  価格 
 47681000  4560285362065  ¥1,980（税抜価格¥1,800） 

 カートリッジ式ボトムブラケット用工具。 

 ■ 対応BB：SHIMANOオクタリンク、ISIS 

 ▲YC-306BB BBレンチセット 
シマノホローテックⅡ対応 

 ご注文コード  JAN  価格 
 46113000  4560285347697  ¥1,320（税抜価格¥1,200） 

 SHIMANOホローテックⅡ、新型ホローテックⅡ（デュラエース9000、アルテグラ6800）、
一部FSA MEGA-EXO型BBに対応したBBツール。 

 ■ 対応BB：SHIMANO ホローテックII、新
ホローテックII、FSA MEGA EXO 

 ▲Tyokalu-HTBB 
ホローテックII BBツール 

 ご注文コード  JAN  価格 
 54063000  4562333369590  ¥3,960（税抜価格¥3,600） 

 美しいポリッシュ仕上げが施され、木製ハンドルが握りやすいホローテック2用BBツール。 

 ■ 長さ：285mm 
■ 重量：354g
■ 2本セット
■ 対応BB：SHIMANO ホローテックII
　  SM-BB9000の場合、BB付属のアダプター
TL-FC24が別途必要です。
 SM-BBR60の場合はBB付属のTL-FC25アダ
プターが別途必要です。 

 ¥3,960（税抜価格¥3,600） 

 ▲BB1 SCM415
ホローテックBBレンチヘッド 

 ご注文コード  JAN  価格 
 54956000  4562333373030  ¥2,420（税抜価格¥2,200） 

 ホローテックII対応のBBソケット 

 ■ ソケットサイズ：1/2インチ
■ 対応BB：SHIMANO ホローテックII
■  [DURA-ACE]SM-BB9000の場合、BB
付属のアダプターTL-FC24が必要です。
[ULTEGRA][105]SM-BBR60の場合はBB付
属のTL-FC25アダプターが別途必要です。

■ 重量：394g 

 ▲BB2 SCM415 ISIS 
BBレンチヘッド 

 ご注文コード  JAN  価格 
 54957000  4562333373047  ¥1,870（税抜価格¥1,700） 

 ISIS対応のBBソケット 

 ■ ソケットサイズ：1/2インチ
■ 32mmレンチ対応
■ 対応BB：SHIMANOカートリッジ、ISIS
■ 重量：184g 

 ▲#8645ねじ切りバイス 

 ご注文コード  JAN  価格 
 47670000  4560285361945  ¥2,750（税抜価格¥2,500） 

 ペダル軸、ハブ軸のネジ切りの際に使用するアクスルバイス。 

 ■  9mm、10mm、12mmのハブ軸、
9/16インチのペダル軸に対応

■ 傷をつけることなくホールド可能 

 ▲#8830 ユニバーサルレンチ 
16̃32mmビット対応 

 ご注文コード  JAN  価格 
 47684000  4560285362096  ¥5,390（税抜価格¥4,900） 

 16～32mmのボルトに対応するユニバーサルボックスレンチ。 

 ▲#2515 クロスレンチ 

 ご注文コード  JAN  価格 
 47710000  4560285362379  ¥968（税抜価格¥880） 

 持ちやすい十字型のボックスレンチセット。 

 ■ サイズ：8/9/10mm
■ ビットの装着を可能にする6.35mmヘックスホール 

 ¥968（税抜価格¥880） 

■ ビットの装着を可能にする6.35mmヘックスホール 

 ▲JC-2242 
ミニラチェットツールキット 

 ご注文コード  JAN  価格 
 54855000  4562333372026  ¥6,930（税抜価格¥6,300） 

 4Nm、5Nm対応の固定式トルクビットと10種類のビット付きのミニラチェットツール。規
定のトルクを超えると空回りする構造。 

 ■ 内容： ヘックス2/3/4/5/6/8mm、プラ
スドライバーPH1、マイナスドライ
バーSL4、トルクスT25/T30、

■ ラチェットハンドル全長：90mm
■ ノッチ数：58
■ ラチェット重量：59.5g 
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 ▲JC-2266 
L型レンチ ビット10個セット 

 ご注文コード  JAN  価格 
 54860000  4562333372071  ¥1,595（税抜価格¥1,450） 

 レンチとスクリュードライバーとして使用できるL型レンチ。10種類のビットが付属。ビット
は1/4インチ六角形状。 

 ■  内容：ヘックス2/3/4/5/6/8mm、トル
クスT25/T30、プラスドライバーPH1、
マイナスドライバーSL4

■ ハンドル全長：104mm
■ 重量：118g 

 ¥1,595（税抜価格¥1,450） 

 ▲MT-112C ツールバッグ 

 ご注文コード  JAN  価格 
 50929000  4562333358006  ¥539（税抜価格¥490） 

 MT-112チェーンカッター付フォールディングにジャストフィットサイズですが、ほとんどの
同形フォールディングツールに使用できます。ジャージのバックポケット内でも滑りにくい
ネオプレーン素材。 

 ※ 工具は付属しません。
ツールバッグのみの商品です。 

 ▲#1170 パーフェクトロング
ライドツールボックスセット 

 ご注文コード  JAN  価格 
 47723000  4560285362539  ¥2,750（税抜価格¥2,500） 

 ツーリングやロングライドに最適化した持ち運びに便利なボックス入りのコンパクトツール
セット。 

 ■  内容：タイヤレバー2本、タイヤパッ
チ3枚、ヤスリ、ボックスレンチ(8、9、
10mm)、栓抜き、スポークレンチ(3.2、
3.5、3.3mm、Mavic)、チェーンピンホ
ルダー、チェーンカッター、ヘックスレ
ンチ(3、4、5、6mm)、トルクスレンチ
T25、プラスドライバー(2、4) 

■ サイズ：120 x 60 x 25mm
■ 重量：200g 

 ¥2,750（税抜価格¥2,500） 

 ▲Tyokalu-BIT 携帯工具 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 48222000  ブラック  4560285366063  ¥3,300（税抜価格¥3,000） 
 48223000  シルバー  4560285366070  ¥3,300（税抜価格¥3,000） 
 48224000  レッド  4560285366087  ¥3,300（税抜価格¥3,000） 

 収納しやすい細長形状。ビット式のコンパクトツール。 

 ■  内容：ヘックスレンチ 4/5/6mm、トル
クスレンチ T25/T30

■ 長さ：100mm 
■ 重量：66g  

 ▲#9735 
フォールディングツール 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 47720000  20機能  4560285362492  ¥3,740（税抜価格¥3,400） 

 スライドホルダーにツールを盛り込んだ欲張りモデル。 

 ■  内容：ヘックス2.5/3/4/5/6mm、
プラスドライバー、トルク
スT25、ボックスレンチ
5/6/7/8/9/10/11/12/13/14mm、
チェーンカッター、スポークレンチ
3.2/3.5mm 

 ▲#9985 
フォールディングツール 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 50902000  7機能  4562333357856  ¥3,630（税抜価格¥3,300） 

 コンパクトで携行しやすいビットタイプの携帯工具。 

 ■  内容：ヘックス3/4/5/6mm、プラスド
ライバー、マイナスドライバー、トルク
スT25 

 ▲#8055 ミニツール 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 47722000  14機能  4560285362522  ¥3,410（税抜価格¥3,100） 

 #9895携帯工具を収納ポーチに包んだツールキット。 

 ■  内容：ヘックス3/4/5/6mm、プラス
ドライバー、マイナスドライバー、トル
クスT25、チェーンカッター、タイヤレ
バー2本、パッチキット、アルミ製ヤスリ

■ 重量：135g 

 ▲#9770 
フォールディングツール 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 47716000  13機能  4560285362430  ¥3,300（税抜価格¥3,000） 

 トルクスレンチを3種類搭載。多種多様なボルトに対応。 

 ■  内容：ヘックス2.5/3/4/5/6/8mm、
プラスドライバー2種、マイナスドライ
バー2種、トルクスT25、T27、T30 

 ▲JC-2136 MRC-KIT 
ラチェットツール 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 48198000  シルバー  4560285365813  ¥3,300（税抜価格¥3,000） 

 ハイポリッシュで仕上げが美しいラチェットツール。 

 ■  内容ヘックス2/3/4/5/6/8mm、トル
クスT25、プラスドライバー、マイナス
ドライバー

■ ラチェットハンドル全長：90mm
■ ノッチ数：58
■ ラチェット重量：59.5g 

 ▲JC-0101 FINGER RATCHET 
ラチェットツール 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 48195000  レッド  4560285365783  ¥2,145（税抜価格¥1,950） 

 サイレントクラッチを採用し、回しやすいラチェットツール。 

 ■ ソケットサイズ：1/4インチ
■  内容：ヘックス2/3/4/5/6/8mm、トル
クスT25/T30、プラスドライバー、マイ
ナスドライバー

■ 材質：CNCアルミボディ
■ 重量：102ｇ 
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 ▲#9980 
フォールディングツール 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 47717000  12機能  4560285362454  ¥3,080（税抜価格¥2,800） 

 チェーンカッターを装備したツーリングモデル。 

 ■  内容：ヘックス3/4/5/6/8mm、プラス
ドライバー、マイナスドライバー、トル
クスT25、チェーンカッター、スポークレ
ンチ3.2/3.3/3.5mm 

 #9780 フォールディングツール 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 44875000  16機能  4560285343934  ¥2,860（税抜価格¥2,600） 

 ロングライドでも安心のチェーン切りがついた16機能のコンパクト多機能ツール。 

 ■  内容：ヘックス2/2.5/3/4/5/6/8mm、
トルクスT25/T30、プラスドライバー、
チェーンカッター、スポークレンチ3.2、
3.3、3.4、3.5mm、ピンホルダー

■ 重量：136g 

 ▲#3350 フォールディング
チェーンカッター 

 ご注文コード  JAN  価格 
 47697000  4560285362249  ¥2,420（税抜価格¥2,200） 

 携帯に便利なコンパクトサイズのチェーンカッター。 

 ■ 対応チェーン：6～10s 

 ▲#9760 
フォールディングツール 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 47715000  8機能  4560285362423  ¥1,870（税抜価格¥1,700） 

 ベーシックな8機能を盛り込んだ携帯工具。 

 ■  内容：ヘックス2.5/3/4/5/6mm、プラ
スドライバー、マイナスドライバー、トル
クスT25 
スドライバー、マイナスドライバー、トル

 ▲#9885 
ポケットツールボックス 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 47719000  7機能  4560285362485  ¥1,870（税抜価格¥1,700） 

 コンパクトで携行しやすいビットタイプの携帯工具。 

 ■  内容：ヘックス3/4/5/6mm、プラスド
ライバー、マイナスドライバー、トルク
スT25 

 ▲#2545 クロスレンチ 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 47711000  12機能  4560285362386  ¥1,694（税抜価格¥1,540） 

 持ちやすい十字型のボックスレンチセット。 

 ■  内容：ボックスレンチ 8/9/10mm、ヘッ
クス2/2.5/3/4/5/6mm、トルクス
T25、プラスドライバー、マイナスドラ
イバー 

 ▲CL-2008 ミニツールバッグ  

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 50932000  18機能  4562333358037  ¥2,750（税抜価格¥2,500） 

 コンパクト収納バッグ付。パンク修理キット+18機能付。フォールディングツールセット 

 ■  内容：タイヤレバー、パッチキット3サイズ、ゴムのり、ステンレスやすり、ヘックス
2/2.5/3/4/5/6/8、プラスドライバー、マイナスドライバー、ボックス8/9/10mm、
スパナ8/10/15mm、スポークレンチ14G 

 ▲MT-300 コンパクトツール 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 50931000  8機能  4562333358020  ¥2,090（税抜価格¥1,900） 

 ミニマムサイズのスクエアシェイプ8機能フォールディングツール。 

 ■  内容：ヘックス2/3/4/5/6mm、トルク
スT25、プラスドライバー、マイナスド
ライバー 

 ▲MT-101K カラビナミニツール 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 50927000  8機能  4562333357986  ¥1,056（税抜価格¥960） 

 サドルバックなどに取り付けて便利なカラビナ付8機能コンパクトツール。 

 ■  内容：ヘックス2/2.5/3/4/5/6mm、プラス
ドライバー、マイナスドライバー 
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 ▲ZT-B017 
ラチェット＆CO2 ツール 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 48250000  ブラック  4560285366353  ¥4,400（税抜価格¥4,000） 
 48251000  シルバー  4560285366384  ¥4,400（税抜価格¥4,000） 
 48252000  レッド  4560285366391  ¥4,400（税抜価格¥4,000） 
 48253000  ブルー  4560285366407  ¥4,400（税抜価格¥4,000） 

 ラチェットツールとネジ切りカートリッジ用CO2ボンベヘッドを一体化したツーリングのマ
ストアイテム。 

 ■ サイズ：21 x 30 x 137mm
■  内容：ヘックス：3/4/5mm、ネジ切りボンベヘッド、
プラスドライバー、トルクスT25、

■ 重量：125g
■ 対応バルブ：米/仏式
■ 対応ボンベ：16gネジ切り 

 ▲ZT-B015 CO2インフレーター
フォールディングツール 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 48254000  ブラック  4560285366414  ¥4,290（税抜価格¥3,900） 
 48255000  レッド  4560285366421  ¥4,290（税抜価格¥3,900） 

 軽く、スマートに持ち運ぶミニマリストのためのコンパクトツール。ネジ切りボンベヘッドが
付属し緊急時に対応。 

 ■ サイズ：61 x 48 x 18mm
■ 内容：ヘックス：3/4/5mm、ネジ切りボンベヘッド、プラスドライバー、マイナスドライバー、
■ 重量：70g
■ 対応バルブ：米/仏式
■ 対応ボンベ：16gネジ切り 

 ▲ZT-B018A ラチェットソケット
レンチセット 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 54960000  ブラック  4562333373078  ¥3,080（税抜価格¥2,800） 
 54961000  レッド  4562333373085  ¥3,080（税抜価格¥2,800） 
 54962000  ブルー  4562333373092  ¥3,080（税抜価格¥2,800） 
 54963000  オレンジ  4562333373108  ¥3,080（税抜価格¥2,800） 
 54964000  イエロー  4562333373115  ¥3,080（税抜価格¥2,800） 
 54965000  グリーン  4562333373122  ¥3,080（税抜価格¥2,800） 
 54966000  パープル  4562333373139  ¥3,080（税抜価格¥2,800） 

 コンパクトなボディ、270度可動するヘッドと細かなノッチ数で小さなスペースでも作業が
出来るように設計されたラチェットハンドル。 

 ■  内容：ヘックス2/2.5/3/4/5/6mm、プラスドライバーPH1/PH2、
マイナスドライバーSL5、トルクスT25

■ サイズ：21 x 21 x 108mm
■ 重量：106g 

 ▲TL-MVP マルチツール 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 122837000  6機能  4582590908202  ¥2,530（税抜価格¥2,300） 

 マスターリンクプライヤー、タイヤレバーを一つにした軽量便利ツール。 

 ■  内容：マスターリンクプライヤー(着脱両用)、タイヤレバー2本、バルブ
コアツール、チェーンフック、マスターリンクストレージ

■ 材質：アルミ
■ 重量：38.5g 
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 ▲びっくりクリーナー 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 47499000  グリーン  4973381560554  ¥539（税抜価格¥490） 
 55578000  ピンク  4973381560547   ¥539（税抜価格¥490） 

 水だけでもチェーンの油汚れが落ちるピカピカクリーナー。 

 ■ サイズ：10 x 100cm 

 #3207 チェーンクリーナー 

 ご注文コード  JAN  価格 
 43815000  4560285295356 ¥2,200（税抜価格¥2,000）

 メンテナンスの基本チェーンクリーナー。別売りのディグリーザーを入れて、チェーンにセッ
トし、ガラガラとクランクを回せば簡単綺麗になります。 

 ■ ＊ディグリーザーは別売りです 

 ▲#3207 チェーンクリーナー用 
スペアブラシセット 

 ご注文コード  JAN  価格 
 47659000  4560285361839  ¥968（税抜価格¥880） 

 #3207チェーンクリーナー用のスペアブラシセット。 

 ■ ブラシ：5種類
■ シャフト：4本 

 ▲#1718 オープンヘッドブラシ 

 ご注文コード  JAN  価格 
 50901000  4562333357849  ¥1,155（税抜価格¥1,050） 

 脱着可能式オープンヘッドブラシ。 

 ■ チェーン、タイヤやリムなどの泥づまりや油汚れに
■ 着脱式ブラシ x 2 ブラシハンドル
■ 黒ブラシ：タイヤ・チェーン用
■ 白ブラシ：フレーム用 

 価格 
 ¥1,155（税抜価格¥1,050） 

 ■ チェーン、タイヤやリムなどの泥づまりや油汚れに

 ▲#1713 フリーホイールブラシ 

 ご注文コード  JAN  価格 
 47702000  4560285362294  ¥715（税抜価格¥650） 

 毛先の長いブラシはスプロケットのクリーニングにオススメ。 

 ▲#1811 フレーム用
ワイドクリーニングブラシ 

 ご注文コード  JAN  価格 
 47703000  4560285362300  ¥715（税抜価格¥650） 

 柔らかい毛先で優しくフレームを洗います。 

 ▲HK-LCL01 チェーンクリーナー 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 48670000  120ml  4560285369767  ¥1,375（税抜価格¥1,250） 

 チェーンやスプロケットなどの洗浄に使用するチェーンクリーナー。 

 ¥1,375（税抜価格¥1,250） 

 チェーンやスプロケットなどの洗浄に使用するチェーンクリーナー。 

 スポークタイトグルー 15ml 

 ご注文コード  サイズ  JAN  価格 
 53083000  15ml  4562333363277  ¥1,375（税抜価格¥1,250） 

 ニップルのねじ緩みを防ぐ速乾性タイトグル̶。 

 ■  使用量目安：スポークねじ部に1滴 36Hホ
イールで約20ホイール分

■  塗布後3時間程度で半乾きの状態で組立
してください 
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 ▲#1964 
ダブルアーム バイクラック 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 47661000  ブラック  4560285361853  ¥3,300（税抜価格¥3,000） 

 壁に設置するバイクラック。使わないときはアームを立てておける。 

 ■ フレーム部はラバー付属
■ 本製品を取付ける際は、取付ける先に
穴あけなどの加工が必要です。 
■ 本製品を取付ける際は、取付ける先に

 ▲#1965-B 
オプション バイクラック 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 47666000  ブラック  4560285361907  ¥3,300（税抜価格¥3,000） 

 バイクスタンド用のバイクラック。 

 ■ #1965突っ張りポール型バイクラック用
■ 取付径：43mm
■ 耐荷重：18kg 

 ▲ウォールマウントフォールディング 
ディスプレイスタンド 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 53217000  ブラック  4562333364618  ¥24,640（税抜価格¥22,400） 

 使用しない時の飛び出しを最小限に抑えた壁掛けタイプディスプレイスタンド。 

 ■ 耐荷重：20㎏（壁の耐強度によります）
■ 平均重量：3.9kg 

 ▲WS-403B 
フック ディスプレイスタンド 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 48620000  ブラック  16/29インチ  4560285369224  ¥3,740（税抜価格¥3,400） 

 2本のフックでチェーンステーとシートステーに掛けるタイプのディスプレイスタンド。 

 ■ 対応ホイールサイズ：16/29インチ
■ 材質：スチール
■ フック角度調整/取り外し可能
■ 高さ：645mm
■ 重量：1235ｇ 

 ▲カラーディスプレイスタンド 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 53215000  レッド  29インチ  4562333364595  ¥3,300（税抜価格¥3,000） 
 53216000  イエロー  29インチ  4562333364601  ¥3,300（税抜価格¥3,000） 

 荷重に強く、29インチまで対応できる折りたたみ可能なディスプレイスタンド。カセットス
プロケットの掃除が容易なステー形状になっています。  

 ■ 対応ホイールサイズ：29インチ
■ 重量：795g 

 L型 ディスプレイスタンド 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 67623000  ブラック  4562333411855  ¥2,860（税抜価格¥2,600） 

 29erのマウンテンバイクにも対応するL型ディスプレイスタンド 

 ■  29インチのマウンテンバイクでの
バランスを考慮した設計

■ サイズ：29×19×42cm
■ 重量：2.5kg 

ディスプレイスタンド サイド ディスプレイスタンド 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 36976000  ブラック  16/29インチ  4560285350871  ¥2,090（税抜価格¥1,900） 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 5448000  ブラック  4560285271527  ¥4,070（税抜価格¥3,700） 

メンテナンス時や、置いておくときも、使いやすい便利なスタンド。29型にも対応。 強度を最優先に開発した、業務作業用スタンドです。  

■ 対応エンド幅 ：100/135mm
■ 対応ホイールサイズ：16/29インチ
■ 材質：スチール
■  対応スルーアクスル：GIANT・SHIMANO・
SRAM・TOKEN・CAMPAGNOLO・MAVIC・
DT SWISS・ZIPP・FULCRUM等

■ 高さ調整可能
■ コンパクトに折りたたみ収納可能
※ 一部使用できないクイックレバーがあります。

 ■  組立てには別途6mmアーレンキーが
必要です。

■ 高さ：570mm 足の長さ：410mm
■ 上下のフックの間隔：145mm 

 キッカー用 ディスプレイスタンド 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 44203000  ブラック  4560285311001  ¥825（税抜価格¥750） 

 キッカー、キッカーアバンスのどちらでも使用可能なスタンド。  

 ■  トレーニングバイク（バランスバイク）キッカーは
もちろん、キッカーアバンスにも対応できる仕様

■  後ろハブ軸に挟み込むだけ。自宅の玄関や駐輪
場での保管に重宝。 

 ▲Koti-DS ディスプレイスタンド 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 51040000  シルバー  4562333358945  ¥6,490（税抜価格¥5,900） 

 シートステーとチェーンステーに掛けるタイプのサイドディスプレイスタンド。 

 ■ 高さ：650mm 
■ 重量：1.3kg  
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 ▲Koti-PS フロアポンプ付 
ディスプレイスタンド 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 51041000  シルバー  4562333358952  ¥12,760（税抜価格¥11,600） 

 スタンドとポンプが一体化。シートステーとチェーンステーに掛けて使用できるサイドスタ
ンド機能付きフロアポンプです。 

 ■ 対応バルブ：米/仏バルブ対応 
■ 最大充填圧力：200psi
■ エアゲージ付属 
■ ホース長：1m 
■ 高さ：680mm
■ 重量：1.8kg 

 ▲CTM-1002 
デュアルトレイナーマット 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 50884000  ブラック  4562333357672  ¥5,500（税抜価格¥5,000） 

 トレーニング、メンテナンスに防音防傷マット 

 ■ サイズ：1550 x 750mm
■ 材質：EVA樹脂/スチレンブタジエンゴム
■ 厚さ：7mm 
■ 材質：EVA樹脂/スチレンブタジエンゴム

 一輪車用 ディスプレイスタンド 

 ご注文コード  カラー  サイズ  JAN  価格 
 51152000  ブラック  14/20インチ  4562333360023 ¥605（税抜価格¥550）

 立て掛けタイプの一輪車専用スタンド 14-20インチホイール対応 

 ■ 対応ホイールサイズ：14/20インチ 

 ▲CTB-1002
ストレートライザーブロック 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 50886000  ブラック  4562333357696  ¥4,290（税抜価格¥3,900） 

 トレーニングの際に前輪を上げてヒルクライムのような負荷をかけるライザーブロック。 

 ▲CTB-1001 
クロスライザーブロック 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 50885000  ブラック  4562333357689  ¥3,300（税抜価格¥3,000） 

 トレーニングの際に前輪を上げてヒルクライムのような負荷をかけるライザーブロック。 

 ▲フォークガード 

 ご注文コード  JAN  価格 
 54442000  4562333370169  ¥9,130（税抜価格¥8,300） 

 移動・収納時の際に自転車のフォークを保護。本体はソフトで丈夫な樹脂＆ラバー製。
ホイール式なので車載時の乗せ降ろしが簡単です。 

 ■ 自転車を立てた状態での収納、輸送が可能
■ 9mmクイックリリース、15mmスルーアクスルフォーク対応
■ 工具不要で取付簡単
■  油汚れは通常のディグリーザーで拭き取る事が出来ます
■ サイズ：92 x 92 x 220mm
■ 重量：452g 

 ¥9,130（税抜価格¥8,300） 

■ 9mmクイックリリース、15mmスルーアクスルフォーク対応

■  油汚れは通常のディグリーザーで拭き取る事が出来ます

 ▲ダブルバンパー 

 ご注文コード  JAN  価格 
 54440000  4562333370145  ¥7,260（税抜価格¥6,600） 

 移動・収納時の際に自転車のフレームを保護。
本体＆ストラップはソフトで丈夫なラバー製。 

 ■ あらゆるタイプ、サイズの自転車に対応。
■ 工具不要で取付簡単。
■ 移動・収納の際、自転車フレームを保護。
■ サイズ：90 x 90 x 78mm
■ ストラップ長さ：22.5cm(※伸ばさない状態)
■ 重量：410g
※走行中は使用不可。 

 ▲バイクバンパー 

 ご注文コード  JAN  価格 
 54439000  4562333370138  ¥3,080（税抜価格¥2,800） 

 移動・収納時の際に自転車のフレームを保護。
本体＆ストラップはソフトで丈夫なラバー製。 

 ■ あらゆるタイプ、サイズの自転車に対応
■ 工具不要で取付簡単
■ 油汚れは通常のディグリーザーで拭き取る事が出来ます
■ サイズ：90 x 90 x 36mm
■ ストラップ長さ：22.5cm(※伸ばさない状態)
■ 重量：178g
※走行中は使用不可 
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 ▲80mmディンドンベル(7391) 

 ご注文コード  JAN  価格 
 62124000  5013863073918  ¥1,430（税抜価格¥1,300） 

 クラシカルなスタイルと音色が魅力のベル。 

 ■ 取付径：22.2mm 

 ▲I Love My Bikeベル(7383) 

 ご注文コード  JAN  価格 
 62117000  5013863073833  ¥660（税抜価格¥600） 

 自転車をお洒落に飾るデザインベルシリーズ。 

 ■ 取付径：22.2mm 

 ▲ファンファンキーベル(7389) 

 ご注文コード  JAN  価格 
 62122000  5013863073895  ¥660（税抜価格¥600） 

 自転車をお洒落に飾るデザインベルシリーズ。 

 ■ 取付径：22.2mm
■ カラーアソート 

 ▲ブラックベル(7381) 

 ご注文コード  JAN  価格 
 62115000  5013863073819  ¥660（税抜価格¥600） 

 自転車をお洒落に飾るデザインベルシリーズ。 

 ■ 取付径：22.2mm 

 イノベーションファクトリー 
デコレーションキット          

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 99802000  ペンキ  4582590901142  ¥1,980（税抜価格¥1,800） 
 99803000  スイーツ  4582590901159  ¥1,980（税抜価格¥1,800） 
 99804000  ネイティブ  4582590901166  ¥1,980（税抜価格¥1,800） 
 99805000  アーミー  4582590901173  ¥1,980（税抜価格¥1,800） 
 99806000  フラワー  4582590901180  ¥1,980（税抜価格¥1,800） 
 99807000  ストリート  4582590901197  ¥1,980（税抜価格¥1,800） 

 好みに合わせてカスタマイズできる自転車「イノベーションファクトリー」をさらに楽しむた
めのデコレーションキット。
ベルとチェーンケース用マグネットシートのセットで、自転車に合わせたオリジナルデザイ
ンとなっています。
「KIDS」「Jr」「BOYS」「CITY」全シリーズに取付可能です。 

 ■ ベル：ハンドル周りを華やかにしてくれるキンコンベル。
■ 取付：19～22.2mm
■ マグネットシート：チェーンケースに取り付けるマグネットシート。
■ サイズ：外径140mm/内径90mm 
■ マグネットシート：チェーンケースに取り付けるマグネットシート。

 ▲CCB-RBK クリップベル 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 50979000  ダーククローム  4562333358501  ¥1,375（税抜価格¥1,250） 
 50980000  ローズ  4562333358518  ¥1,375（税抜価格¥1,250） 
 50981000  ゴールド  4562333358525  ¥1,375（税抜価格¥1,250） 
 50982000  シルバー  4562333358532  ¥1,375（税抜価格¥1,250） 
 50983000  カッパー  4562333358549  ¥1,375（税抜価格¥1,250） 
 50984000  ブラック  4562333358556  ¥1,375（税抜価格¥1,250） 

 アウターワイヤーやロードバイクのレバーフード等にクランプ出来る小型ベル。 

 ■ ベル部分を回すことでクランプが開閉
■ クランプは微調整可能で固定力高い
スクリュー式 

 ▲CCB-CTB バンドベル 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 50986000  ローズ  4562333358570  ¥1,056（税抜価格¥960） 
 50987000  ゴールド  4562333358587  ¥1,056（税抜価格¥960） 
 50988000  シルバー  4562333358594  ¥1,056（税抜価格¥960） 
 50989000  カッパー  4562333358600  ¥1,056（税抜価格¥960） 

 伸びるゴムバンド式の小型ベル。工具不要で簡単に着脱が可能です。 

 ▲B721BPQ ミニベル 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 47725000  ゴールド  4560285362553  ¥649（税抜価格¥590） 

 ラバーバンドで様々な箇所に取付が可能なベル。目立ちにくい小型のベルで、スポーツバ
イクに最適です。　 
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 ▲B722BA 真鍮ベル 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 47724000  ゴールド  4560285362546  ¥1,100（税抜価格¥1,000） 

 音色の良いコラムスペーサーベル。 

 ■ 対応コラム：オーバーサイズ(1-1/8インチ) 

 ▲B428AP タマゴベル 

ガールズラボ ハートベル

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 47726000  レッド  4560285362560  ¥539（税抜価格¥490） 
 47727000  ブラック  4560285362577  ¥539（税抜価格¥490） 
 47728000  イエロー  4560285362584  ¥539（税抜価格¥490） 
 47729000  グリーン  4560285362591  ¥539（税抜価格¥490） 
 47730000  ブルー  4560285362607  ¥539（税抜価格¥490） 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
132943000 ピンク 4582590927517 ¥880（税抜価格¥800）
132944000 イエロー 4582590927524 ¥880（税抜価格¥800）
132945000 パープル 4582590927531 ¥880（税抜価格¥800）

 卵型の可愛いベルです。 

ベル本体だけでなく、ハンマー部分もハート形になっていて、可愛いものが好きなお子さ
まにぴったり。

 ■ 取付径：22.2mm 

 ロードバイク用スリムベル 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 60136000  ブラック  4562333396718 ¥825（税抜価格¥750）

 スリムな真鍮ベル。薄型クランプと23mm径のコンパクトなベルサイズなのでハンドル
バーにすっきり取り付けができます。 

 ■ 重量：30g
■ ヘッドは真鍮製、クランプはナイロン樹脂製
■ 対応径：25.4～31.8mm 

 ミニベル 

自転車用バックミラー

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 7921000  CP  4560285272753 ¥605（税抜価格¥550）
 7922000  ブラック  4560285272760 ¥605（税抜価格¥550）

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
136288000 ブラック 4582590930395 ¥2,580（税抜価格¥2,346）

 ハンドルに取り付けてもじゃまにならないコンパクトサイズ。  

広域を確認出来るラウンドタイプで、視認性の高いバックミラーです。

 ■ 取付径：19mm～23mm 

■  材質：プラスチック（鏡面：湾曲ステンレス）
クランプ部：アルミ

■ レンズサイズ：112mm x 46mm
■ 右用
■ 取付径：21mm～26mmに対応

■ 取付径：19mm～31.8mm

 ちびベル（一般車用） 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 7926000  CP  4560285272807 ¥495（税抜価格¥450）
 7927000  ブラック  4560285272814 ¥495（税抜価格¥450）

 一般車用のベル 

 ■ 取付径：19mm～23mm 

 ▲REFLEX ヘルメットミラー 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 53807000  ブラック  0894900000402  ¥3,300（税抜価格¥3,000） 

 ヘルメットに装着するコンパクトバックミラー 

 ▲HEADSUP! アイウェアミラー 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 53808000  ブラック  0894900000501  ¥2,750（税抜価格¥2,500） 

 サングラスに装着するコンパクトバックミラー 

4582590927531 ¥880（税抜価格¥800）
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 DX-2500R36 
ドロップハンドル用 バックミラー 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 46066000  ブラック  4560285347208 ¥1,320（税抜価格¥1,200）

 ドロップハンドルのバーエンド部分に取り付けが可能なバックミラー。 

 ■ ミラー直径：36mm
■ 取付可能ハンドルバー内径：17mm以上 

 ▲WD7000SL 
3インチバックミラー 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 44896000  ブラック  4560285344146  ¥858（税抜価格¥780） 

 ベルクロでハンドルに取り付けるバックミラー 

 P-02 プレートホルダー 

 ご注文コード  JAN  価格 
 46222000  4560285349875  ¥858（税抜価格¥780） 

 シートポストに取り付ける、メッセージプレート。 

 手押し棒（アシストバー） 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 35495000  ブルー  4560285346140  ¥2,750（税抜価格¥2,500） 
 35492000  ピンク  4560285346119  ¥2,750（税抜価格¥2,500） 
 35493000  ブラウン  4560285346126  ¥2,750（税抜価格¥2,500） 
 35494000  ブラック  4560285346133  ¥2,750（税抜価格¥2,500） 
 52992000  アイボリー  4562333362744  ¥2,750（税抜価格¥2,500） 

 腰をかがめずに自転車を押せるので、まだ自力で漕げないお子さまの補助に便利です。  

 ■ 対象サイズ：12～18インチまでの幼児車
※ 車種によっては取付できない場合がございます。
特にキャリア付きの幼児車は、取り外さないと取付できません。
※ 補助輪がない状態で使用するとバランスが取れず危険です。
※ 手押し棒を持って車体を持ち上げないでください 
※ 補助輪がない状態で使用するとバランスが取れず危険です。

 外装変速用補助輪 

 ご注文コード  JAN  価格 
 18209000  4560285298425  ¥2,530（税抜価格¥2,300） 

 ありそうでなかった、6段変速など、多段ギヤ用の補助輪！20インチ子ども用Jrマウンテン
バイクなどにお使いいただけます。  

 ■ 対応ホイールサイズ：20インチ
■ 左右セット
※ フレームにリフレクター台座がある場合はお取り付け
できません。
※リヤディレーラーがあたる場合がございます。
※多くの場合、取付け可否は現物あわせになります。 

 自転車カバー 一般車用DX  

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 9095000  シルバー  4560285273590  ¥2,530（税抜価格¥2,300） 
 43122000  ブラック  4560285278731  ¥2,530（税抜価格¥2,300） 

 シティサイクル用の自転車カバー  

 ■ 原付バイクにも使用可能
■ サイズ：2030 x 900mm
■ 防水、厚手、丈夫で破れにくい 

 自転車カバーミニ用DX 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 13173000  シルバー  4560285279325  ¥2,310（税抜価格¥2,100） 

ジュニアシティサイクル、CTB用自転車カバー。

 ■ 厚手の生地でやぶれにくくなっています。
■ 材質：テリレン
■ すそを絞るストッパー付き
■ サイズ：800～1000 x 1560mm 

 ■ 厚手の生地でやぶれにくくなっています。

 自転車カバー 一般車用  

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 31398000  シルバー  4560285322830  ¥1,320（税抜価格¥1,200） 

 一般車、スポーツ車向けのサイクルカバーです。雨、サビ、ほこりから大切な自転車を守り
ます。  

 ■ 対応サイズ：22～27型
■  その他：自転車サイズ、カゴ等によりかぶりこみ方
が異なります

※  電動自転車、チャイルドシート及び後ろカゴが付
いた自転車には完全にカバーがかかりません 

 DX-2000U 
フリーバンドバックミラー 

 ご注文コード  カラー  JAN  価格 
 46065000  ブラック  4560285347192 ¥1,540（税抜価格¥1,400）

 フリーバンド式で様々なハンドルに取り付けが可能なバックミラー。 

 ■ ミラー直径：47mm
■ 角度調節可能 
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377 CNスポーク

サイズ ご注文コード JAN

260mm 48995000 4562333353032

262mm 48996000 4562333353049

264mm 48997000 4562333353056

266mm 48998000 4562333353063

268mm 48999000 4562333353070

270mm 49000000 4562333353087

272mm 49001000 4562333353094

274mm 49002000 4562333353100

276mm 49003000 4562333353117

278mm 49004000 4562333353124

280mm 49005000 4562333353131

282mm 49006000 4562333353148

284mm 49007000 4562333353155

286mm 49008000 4562333353162

288mm 49009000 4562333353179

292mm 49011000 4562333353193

294mm 49012000 4562333353209

296mm 49013000 4562333353216

298mm 49014000 4562333353223

300mm 49015000 4562333353230

302mm 49016000 4562333353247

304mm 49017000 4562333353254

306mm 49018000 4562333353261

308mm 49019000 4562333353278

310mm 49020000 4562333353285

ノーマルのハブスポーク穴にも使用可能なエアロスポーク。
■ 素材：ステンレス
■ 36本入
■ カラー：シルバー
■ シルバーブラスニップル(12mm)付属
■ サイズ：14G

▲エアロスポーク
価格¥3,630(税抜価格¥3,300)

サイズ ご注文コード JAN

260mm 48943000 4562333352516

262mm 48944000 4562333352523

264mm 48945000 4562333352530

266mm 48946000 4562333352547

268mm 48947000 4562333352554

270mm 48948000 4562333352561

272mm 48949000 4562333352578

274mm 48950000 4562333352585

276mm 48951000 4562333352592

278mm 48952000 4562333352608

280mm 48953000 4562333352615

282mm 48954000 4562333352622

284mm 48955000 4562333352639

286mm 48956000 4562333352646

288mm 48957000 4562333352653

290mm 48958000 4562333352660

292mm 48959000 4562333352677

294mm 48960000 4562333352684

296mm 48961000 4562333352691

298mm 48962000 4562333352707

300mm 48963000 4562333352714

302mm 48964000 4562333352721

304mm 48965000 4562333352738

306mm 48966000 4562333352745

308mm 48967000 4562333352752

310mm 48968000 4562333352769

強度と軽さのバランスに優れたバテッドスポーク。 
■ 素材：ステンレス
■ 36本入
■ カラー：シルバー
■ シルバーブラスニップル(12mm)付属
■ サイズ：14G/15G

Optimaバテッドスポーク
価格¥3,080(税抜価格¥2,800)
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サイズ ご注文コード JAN

260mm 48969000 4562333352776

262mm 48970000 4562333352783

264mm 48971000 4562333352790

266mm 48972000 4562333352806

268mm 48973000 4562333352813

270mm 48974000 4562333352820

272mm 48975000 4562333352837

274mm 48976000 4562333352844

276mm 48977000 4562333352851

278mm 48978000 4562333352868

280mm 48979000 4562333352875

282mm 48980000 4562333352882

284mm 48981000 4562333352899

286mm 48982000 4562333352905

288mm 48983000 4562333352912

290mm 48984000 4562333352929

292mm 48985000 4562333352936

294mm 48986000 4562333352943

296mm 48987000 4562333352950

298mm 48988000 4562333352967

300mm 48989000 4562333352974

302mm 48990000 4562333352981

304mm 48991000 4562333352998

306mm 48992000 4562333353001

308mm 48993000 4562333353018

310mm 48994000 4562333353025

軽量ダブルバテッドスポーク。 
■ 素材：ステンレス
■ 36本入
■ カラー：シルバー
■ シルバーブラスニップル(12mm)付属
■ サイズ：15G/16G/15G

ダブルバテッドスポーク
価格¥3,080(税抜価格¥2,800)

15G 14G

サイズ ご注文コード JAN ご注文コード JAN

180mm 48911000 4562333352196 48879000 4562333351878

182mm 48912000 4562333352202 48880000 4562333351885

184mm 48913000 4562333352219 48881000 4562333351892

186mm 48914000 4562333352226 48882000 4562333351908

188mm 48915000 4562333352233 48883000 4562333351915

190mm 48916000 4562333352240 48884000 4562333351922

260mm 48917000 4562333352257 48885000 4562333351939

262mm 48918000 4562333352264 48886000 4562333351946

264mm 48919000 4562333352271 48887000 4562333351953

266mm 48920000 4562333352288 48888000 4562333351960

268mm 48921000 4562333352295 48889000 4562333351977

270mm 48922000 4562333352301 48890000 4562333351984

272mm 48923000 4562333352318 48891000 4562333351991

274mm 48924000 4562333352325 48892000 4562333352004

276mm 48925000 4562333352332 48893000 4562333352011

278mm 48926000 4562333352349 48894000 4562333352028

280mm 48927000 4562333352356 48895000 4562333352035

282mm 48928000 4562333352363 48896000 4562333352042

284mm 48929000 4562333352370 48897000 4562333352059

286mm 48930000 4562333352387 48898000 4562333352066

288mm 48931000 4562333352394 48899000 4562333352073

290mm 48932000 4562333352400 48900000 4562333352080

292mm 48933000 4562333352417 48901000 4562333352097

294mm 48934000 4562333352424 48902000 4562333352103

296mm 48935000 4562333352431 48903000 4562333352110

298mm 48936000 4562333352448 48904000 4562333352127

300mm 48937000 4562333352455 48905000 4562333352134

302mm 48938000 4562333352462 48906000 4562333352141

304mm 48939000 4562333352479 48907000 4562333352158

306mm 48940000 4562333352486 48908000 4562333352165

308mm 48941000 4562333352493 48909000 4562333352172

310mm 48942000 4562333352509 48910000 4562333352189

定番のプレーンスポーク。   
■ 素材：ステンレス
■ 36本入
■ カラー：シルバー
■ シルバーブラスニップル(12mm)付属

プレーンスポーク
価格¥1,870(税抜価格¥1,700)



15G 14G

サイズ ご注文コード JAN ご注文コード JAN

180mm 48815000 4562333351236 48751000 4562333350598

182mm 48816000 4562333351243 48752000 4562333350604

184mm 48817000 4562333351250 48753000 4562333350611

186mm 48818000 4562333351267 48754000 4562333350628

188mm 48819000 4562333351274 48755000 4562333350635

190mm 48820000 4562333351281 48756000 4562333350642

260mm 48821000 4562333351298 48757000 4562333350659

262mm 48822000 4562333351304 48758000 4562333350666

264mm 48823000 4562333351311 48759000 4562333350673

266mm 48824000 4562333351328 48760000 4562333350680

268mm 48825000 4562333351335 48761000 4562333350697

270mm 48826000 4562333351342 48762000 4562333350703

272mm 48827000 4562333351359 48763000 4562333350710

274mm 48828000 4562333351366 48764000 4562333350727

276mm 48829000 4562333351373 48765000 4562333350734

278mm 48830000 4562333351380 48766000 4562333350741

280mm 48831000 4562333351397 48767000 4562333350758

282mm 48832000 4562333351403 48768000 4562333350765

284mm 48833000 4562333351410 48769000 4562333350772

286mm 48834000 4562333351427 48770000 4562333350789

288mm 48835000 4562333351434 48771000 4562333350796

290mm 48836000 4562333351441 48772000 4562333350802

292mm 48837000 4562333351458 48773000 4562333350819

294mm 48838000 4562333351465 48774000 4562333350826

296mm 48839000 4562333351472 48775000 4562333350833

298mm 48840000 4562333351489 48776000 4562333350840

300mm 48841000 4562333351496 48777000 4562333350857

302mm 48842000 4562333351502 48778000 4562333350864

304mm 48843000 4562333351519 48779000 4562333350871

306mm 48844000 4562333351526 48780000 4562333350888

308mm 48845000 4562333351533 48781000 4562333350895

310mm 48846000 4562333351540 48782000 4562333350901

定番のプレーンスポーク。   
■ 素材：スチール
■ 36本入
■ カラー：ブラック
■ シルバーブラスニップル(12mm)付属

プレーンスポーク
価格¥1,155(税抜価格¥1,050)

15G 14G

サイズ ご注文コード JAN ご注文コード JAN

180mm 48847000 4562333351557 48783000 4562333350918

182mm 48848000 4562333351564 48784000 4562333350925

184mm 48849000 4562333351571 48785000 4562333350932

186mm 48850000 4562333351588 48786000 4562333350949

188mm 48851000 4562333351595 48787000 4562333350956

190mm 48852000 4562333351601 48788000 4562333350963

260mm 48853000 4562333351618 48789000 4562333350970

262mm 48854000 4562333351625 48790000 4562333350987

264mm 48855000 4562333351632 48791000 4562333350994

266mm 48856000 4562333351649 48792000 4562333351007

268mm 48857000 4562333351656 48793000 4562333351014

270mm 48858000 4562333351663 48794000 4562333351021

272mm 48859000 4562333351670 48795000 4562333351038

274mm 48860000 4562333351687 48796000 4562333351045

276mm 48861000 4562333351694 48797000 4562333351052

278mm 48862000 4562333351700 48798000 4562333351069

280mm 48863000 4562333351717 48799000 4562333351076

282mm 48864000 4562333351724 48800000 4562333351083

284mm 48865000 4562333351731 48801000 4562333351090

286mm 48866000 4562333351748 48802000 4562333351106

288mm 48867000 4562333351755 48803000 4562333351113

290mm 48868000 4562333351762 48804000 4562333351120

292mm 48869000 4562333351779 48805000 4562333351137

294mm 48870000 4562333351786 48806000 4562333351144

296mm 48871000 4562333351793 48807000 4562333351151

298mm 48872000 4562333351809 48808000 4562333351168

300mm 48873000 4562333351816 48809000 4562333351175

302mm 48874000 4562333351823 48810000 4562333351182

304mm 48875000 4562333351830 48811000 4562333351199

306mm 48876000 4562333351847 48812000 4562333351205

308mm 48877000 4562333351854 48813000 4562333351212

310mm 48878000 4562333351861 48814000 4562333351229

定番のプレーンスポーク。   
■ 素材：スチール
■ 36本入
■ カラー：シルバー
■ シルバーブラスニップル(12mm)付属

プレーンスポーク
価格¥1,155(税抜価格¥1,050)
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カラー サイズ ご注文コード JAN 価格(税込) 価格（税抜）
シルバー 14Gx12mm 49021000 4562333353292 ¥539 ¥490
シルバー 14Gx16mm 49039000 4562333353476 ¥517 ¥470
シルバー 15Gx12mm 49023000 4562333353315 ¥484 ¥440
シルバー 15Gx16mm 49041000 4562333353490 ¥517 ¥470
ブラック 14Gx12mm 49022000 4562333353308 ¥572 ¥520
ブラック 14Gx16mm 49040000 4562333353483 ¥605 ¥550
ブラック 15Gx12mm 49024000 4562333353322 ¥572 ¥520
ブラック 15Gx16mm 49042000 4562333353506 ¥605 ¥550

スタンダードなブラス(真鍮)製ニップル 
■ 素材：真鍮
■ 36個入り
■ 重量：36g (14Gx12mm 36個)

ブラスニップル

カラー サイズ ご注文コード JAN 価格(税込) 価格（税抜）
ブラック 14Gx13mm 53078000 4562333363222 ¥1,375 ¥1,250

六角頭のアルミニップル 
■ 素材：アルミ
■ 36個入り
■ 重量：12g　(14Gx13m 36個)

HEX12 ヘクサニップル

カラー サイズ ご注文コード JAN 価格(税込) 価格（税抜）
シルバー 14Gx18mm 53079000 4562333363239 ¥1,595 ¥1,450
ブラック 14Gx18mm 53080000 4562333363246 ¥1,595 ¥1,450

軽量なアルミ製ニップル 
■ 素材：アルミ
■ 36個入り
■ 重量：17g　(14Gx18m 36個)

AC18 ダブルスクウェアニップル

カラー サイズ ご注文コード JAN 価格(税込) 価格（税抜）
シルバー 14Gx12mm 49025000 4562333353339 ¥704 ¥640
シルバー 14Gx16mm 49043000 4562333353513 ¥748 ¥680
シルバー 15Gx12mm 49032000 4562333353407 ¥704 ¥640
シルバー 15Gx16mm 49050000 4562333353582 ¥880 ¥800
ブラック 14Gx12mm 49026000 4562333353346 ¥847 ¥770
ブラック 14Gx16mm 49044000 4562333353520 ¥880 ¥800
ブラック 15Gx12mm 49033000 4562333353414 ¥847 ¥770
レッド 14Gx12mm 49027000 4562333353353 ¥847 ¥770
レッド 14Gx16mm 49045000 4562333353537 ¥880 ¥800
レッド 15Gx12mm 49034000 4562333353421 ¥847 ¥770
ブルー 14Gx12mm 49028000 4562333353360 ¥847 ¥770
ブルー 14Gx16mm 49046000 4562333353544 ¥880 ¥800
ブルー 15Gx12mm 49035000 4562333353438 ¥847 ¥770

パープル 14Gx12mm 49029000 4562333353377 ¥847 ¥770
パープル 14Gx16mm 49047000 4562333353551 ¥880 ¥800
パープル 15Gx12mm 49036000 4562333353445 ¥847 ¥770
グリーン 14Gx12mm 49030000 4562333353384 ¥847 ¥770
グリーン 14Gx16mm 49048000 4562333353568 ¥880 ¥800
グリーン 15Gx12mm 49037000 4562333353452 ¥847 ¥770
オレンジ 14Gx12mm 49031000 4562333353391 ¥847 ¥770
オレンジ 14Gx16mm 49049000 4562333353575 ¥880 ¥800
オレンジ 15Gx12mm 49038000 4562333353469 ¥770 ¥770

軽量なアルミ製ニップル 
■ 素材：アルミ
■ 36個入り
■ 重量：13g　(14Gx12m 36個)

アルミニップル

CNニップル
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定番の14番プレーンスポーク。
■ 素材：SANDVIK T302
■ 1SET/4本入
■ サイズ：14G
※ニップルは付属しません。

PLAINスポーク
ブラック/価格¥495(税抜価格¥450)
シルバー/価格¥374(税抜価格¥340)

定番の15番プレーンスポーク。  
■ 素材：SANDVIK T302
■ 1SET/4本入
■ サイズ：15G
※ニップルは付属しません。

PLAINスポーク
ブラック/価格¥495(税抜価格¥450)
ホワイト/価格¥495(税抜価格¥450)

ブラック シルバー

サイズ ご注文コード JAN ご注文コード JAN

180mm 65202000 4571310055951

184mm 65203000 4571310055975

186mm 65204000 4571310055982

250mm

252mm 65205000 4571310056026

254mm 65206000 4571310056033 65186000 4571310055661

256mm 65207000 4571310056040

258mm 65208000 4571310056057 65187000 4571310055685

260mm

262mm 65209000 4571310056071

264mm 65188000 4571310055715

266mm 65210000 4571310056095 65189000 4571310055722

268mm 65190000 4571310055739

270mm

272mm

274mm 65191000 4571310055760

276mm 65192000 4571310055777

278mm 65211000 4571310056156 65193000 4571310055784

280mm 65194000 4571310055791

282mm

284mm 65196000 4571310055814

286mm 65197000 4571310055821

288mm

290mm

292mm

294mm

296mm

298mm

300mm

302mm 65198000 4571310055906

304mm 65199000 4571310055913

306mm

308mm 65200000 4571310055937

310mm 65201000 4571310055944

ブラック ホワイト

サイズ ご注文コード JAN ご注文コード JAN

250mm 65212000 4571310056323 65270000 4571310056903

252mm 65213000 4571310056330 65271000 4571310056910

254mm 65214000 4571310056347 65272000 4571310056927

256mm 65215000 4571310056354 65273000 4571310056934

258mm 65216000 4571310056361 65274000 4571310056941

260mm 65217000 4571310056378 65275000 4571310056958

262mm 65218000 4571310056385 65276000 4571310056965

264mm 65219000 4571310056392 65277000 4571310056972

266mm 65220000 4571310056408 65278000 4571310056989

268mm 65221000 4571310056415 65279000 4571310056996

270mm 65222000 4571310056422 65280000 4571310057009

272mm 65223000 4571310056439 65281000 4571310057016

274mm 65224000 4571310056446 65282000 4571310057023

276mm 65225000 4571310056453 65283000 4571310057030

278mm 65226000 4571310056460 65284000 4571310057047

280mm 65227000 4571310056477 65285000 4571310057054

282mm 65228000 4571310056484 65286000 4571310057061

284mm 65229000 4571310056491 65287000 4571310057078

286mm 65230000 4571310056507 65288000 4571310057085

288mm 65231000 4571310056514 65289000 4571310057092

290mm 65232000 4571310056521 65290000 4571310057108

292mm 65233000 4571310056538 65291000 4571310057115

294mm 65234000 4571310056545 65292000 4571310057122

296mm 65235000 4571310056552 65293000 4571310057139

298mm 65236000 4571310056569 65294000 4571310057146

300mm 65237000 4571310056576 65295000 4571310057153

302mm 65238000 4571310056583 65296000 4571310057160

304mm 65239000 4571310056590 65297000 4571310057177

306mm 65240000 4571310056606 65298000 4571310057184

308mm 65299000 4571310057191
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サイズ ご注文コード JAN

288mm 65551000 4571310014392

290mm 65552000 4571310014408

292mm 65553000 4571310014415

294mm 65554000 4571310014422

296mm 65555000 4571310014439

298mm 65556000 4571310014446

シルバー

サイズ ご注文コード JAN

250mm 65522000 4571310014101

252mm 65523000 4571310014118

254mm 65524000 4571310014125

256mm 65525000 4571310014132

258mm 65526000 4571310014149

260mm 65527000 4571310014156

262mm 65528000 4571310014163

264mm 65529000 4571310014170

266mm 65530000 4571310014187

268mm 65531000 4571310014194

270mm 65532000 4571310014200

272mm 65533000 4571310014217

274mm 65534000 4571310014224

276mm 65535000 4571310014231

278mm 65536000 4571310014248

280mm 65537000 4571310014255

282mm 65538000 4571310014262

284mm 65539000 4571310014279

286mm 65540000 4571310014286

288mm 65541000 4571310014293

290mm 65542000 4571310014309

292mm 65543000 4571310014316

294mm 65544000 4571310014323

296mm 65545000 4571310014330

298mm 65546000 4571310014347

300mm 65547000 4571310014354

302mm 65548000 4571310014361

304mm 65549000 4571310014378

306mm 65550000 4571310014385

より薄く、ワイド化したエアロスポーク。  
■ 素材：チタニウム
■ 1SET/4本入
■ サイズ：13G
※ニップルは付属しません。

より薄く、ワイド化したエアロスポーク。 
■ 素材：SANDVIK T302
■ 1SET/4本入
■ サイズ：14G
※ニップルは付属しません。

X-TRA Tiスポーク
価格¥9,570(税抜価格¥8,700)

PSR X-TRA 1420スポーク
価格¥2,200(税抜価格¥2,000)

シルバー

サイズ ご注文コード JAN

250mm 65241000 4571310056613

252mm 65242000 4571310056620

254mm 65243000 4571310056637

256mm 65244000 4571310056644

258mm 65245000 4571310056651

260mm 65246000 4571310056668

262mm 65247000 4571310056675

264mm 65248000 4571310056682

266mm 65249000 4571310056699

268mm 65250000 4571310056705

270mm 65251000 4571310056712

272mm 65252000 4571310056729

274mm 65253000 4571310056736

276mm 65254000 4571310056743

278mm 65255000 4571310056750

280mm 65256000 4571310056767

282mm 65257000 4571310056774

284mm 65258000 4571310056781

286mm 65259000 4571310056798

288mm 65260000 4571310056804

290mm 65261000 4571310056811

292mm 65262000 4571310056828

294mm 65263000 4571310056835

296mm 65264000 4571310056842

298mm 65265000 4571310056859

300mm 65266000 4571310056866

302mm 65267000 4571310056873

304mm 65268000 4571310056880

306mm 65269000 4571310056897

308mm

定番の15番プレーンスポーク。  
■ 素材：SANDVIK T302
■ 1SET/4本入
■ サイズ：15G
※ニップルは付属しません。

PLAINスポーク
シルバー/価格¥374(税抜価格¥340)
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ブラック シルバー

サイズ ご注文コード JAN ご注文コード JAN

250mm 65494000 4571310013814 65465000 4571310013524

252mm 65495000 4571310013821 65466000 4571310013531

254mm 65496000 4571310013838 65467000 4571310013548

256mm 65497000 4571310013845 65468000 4571310013555

258mm 65498000 4571310013852 65469000 4571310013562

260mm 65499000 4571310013869 65470000 4571310013579

262mm 65500000 4571310013876 65471000 4571310013586

264mm 65501000 4571310013883 65472000 4571310013593

266mm 65502000 4571310013890 65473000 4571310013609

268mm 65503000 4571310013906 65474000 4571310013616

270mm 65504000 4571310013913 65475000 4571310013623

272mm 65505000 4571310013920 65476000 4571310013630

274mm 65477000 4571310013647

276mm 65506000 4571310013944 65478000 4571310013654

278mm 65507000 4571310013951 65479000 4571310013661

280mm 65508000 4571310013968 65480000 4571310013678

282mm 65509000 4571310013975 65481000 4571310013685

284mm 65510000 4571310013982 65482000 4571310013692

286mm 65511000 4571310013999 65483000 4571310013708

288mm 65512000 4571310014002 65484000 4571310013715

290mm 65513000 4571310014019 65485000 4571310013722

292mm 65514000 4571310014026 65486000 4571310013739

294mm 65515000 4571310014033 65487000 4571310013746

296mm 65516000 4571310014040 65488000 4571310013753

298mm 65517000 4571310014057 65489000 4571310013760

300mm 65518000 4571310014064 65490000 4571310013777

302mm 65519000 4571310014071 65491000 4571310013784

304mm 65520000 4571310014088 65492000 4571310013791

306mm 65521000 4571310014095 65493000 4571310013807

より薄く、ワイド化したエアロスポーク。
■ 素材：SANDVIK T302
■ 1SET/4本入
■ エアロ部幅：2.3mm
■ サイズ：14G
※ニップルは付属しません。

PSR AERO 1423 スポーク
価格¥1,100(税抜価格¥1,000)

ブラック シルバー

サイズ ご注文コード JAN ご注文コード JAN

250mm 65378000 4571310058075

252mm 65351000 4571310057795 65379000 4571310058082

254mm 65352000 4571310057801 65380000 4571310058099

256mm 65353000 4571310057818 65381000 4571310058105

258mm 65354000 4571310057825 65382000 4571310058112

260mm 65355000 4571310057832 65383000 4571310058129

262mm 65356000 4571310057849 65384000 4571310058136

264mm 65357000 4571310057856 65385000 4571310058143

266mm 65358000 4571310057863 65386000 4571310058150

268mm 65359000 4571310057870 65387000 4571310058167

270mm 65360000 4571310057887 65388000 4571310058174

272mm 65389000 4571310058181

274mm 65361000 4571310057900 65390000 4571310058198

276mm 65362000 4571310057917 65391000 4571310058204

278mm 65363000 4571310057924 65392000 4571310058211

280mm 65364000 4571310057931 65393000 4571310058228

282mm 65365000 4571310057948 65394000 4571310058235

284mm 65366000 4571310057955 65395000 4571310058242

286mm 65367000 4571310057962 65396000 4571310058259

288mm 65368000 4571310057979 65397000 4571310058266

290mm 65369000 4571310057986 65398000 4571310058273

292mm 65370000 4571310057993 65399000 4571310058280

294mm 65371000 4571310058006 65400000 4571310058297

296mm 65372000 4571310058013 65401000 4571310058303

298mm 65373000 4571310058020 65402000 4571310058310

300mm 65374000 4571310058037 65403000 4571310058327

302mm 65375000 4571310058044 65404000 4571310058334

304mm 65376000 4571310058051 65405000 4571310058341

306mm 65377000 4571310058068 65406000 4571310058358

■ 素材：SANDVIK T302
■ 1SET/4本入
■ エアロ部幅：3.2mm
■ サイズ：14G
※ニップルは付属しません。

PSR AERO 1432 スポーク
価格¥1,100(税抜価格¥1,000)
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ブラック シルバー

サイズ ご注文コード JAN ご注文コード JAN

250mm 65327000 4571310057498 65300000 4571310057207

252mm 65328000 4571310057504 65301000 4571310057214

254mm 65329000 4571310057511 65302000 4571310057221

256mm 65330000 4571310057528 65303000 4571310057238

258mm 65331000 4571310057535 65304000 4571310057245

260mm 65332000 4571310057542 65305000 4571310057252

262mm 65333000 4571310057559 65306000 4571310057269

264mm 65334000 4571310057566 65307000 4571310057276

266mm 65335000 4571310057573 65308000 4571310057283

268mm 65336000 4571310057580 65309000 4571310057290

270mm 65337000 4571310057597 65310000 4571310057306

272mm 65338000 4571310057603 65311000 4571310057313

274mm 65312000 4571310057320

276mm 65313000 4571310057337

278mm 65314000 4571310057344

280mm 65339000 4571310057641 65315000 4571310057351

282mm 65340000 4571310057658 65316000 4571310057368

284mm

286mm 65341000 4571310057672 65317000 4571310057382

288mm 65342000 4571310057689 65318000 4571310057399

290mm 65319000 4571310057405

292mm 65343000 4571310057702 65320000 4571310057412

294mm 65344000 4571310057719 65321000 4571310057429

296mm 65345000 4571310057726 65322000 4571310057436

298mm 65346000 4571310057733

300mm 65347000 4571310057740 65323000 4571310057450

302mm 65348000 4571310057757 65324000 4571310057467

304mm 65349000 4571310057764 65325000 4571310057474

306mm 65350000 4571310057771 65326000 4571310057481

冷間引き抜きによるダブルバテッドスポーク。
■ 素材：SANDVIK T302
■ 1SET/4本入
■ サイズ：14G/15G
※ニップルは付属しません。

PDB 1415 スポーク
価格¥638(税抜価格¥580)

ブラック シルバー

サイズ ご注文コード JAN ご注文コード JAN

250mm 65436000 4571310013234 65407000 4571310058365

252mm 65437000 4571310013241 65408000 4571310058372

254mm 65438000 4571310013258 65409000 4571310058389

256mm 65439000 4571310013265 65410000 4571310058396

258mm 65440000 4571310013272 65411000 4571310058402

260mm 65441000 4571310013289 65412000 4571310058419

262mm 65442000 4571310013296 65413000 4571310058426

264mm 65443000 4571310013302 65414000 4571310058433

266mm 65444000 4571310013319 65415000 4571310058440

268mm 65445000 4571310013326 65416000 4571310058457

270mm 65446000 4571310013333 65417000 4571310058464

272mm 65447000 4571310013340 65418000 4571310058471

274mm 65448000 4571310013357 65419000 4571310058488

276mm 65449000 4571310013364 65420000 4571310058495

278mm 65450000 4571310013371 65421000 4571310058501

280mm 65451000 4571310013388 65422000 4571310058518

282mm 65452000 4571310013395 65423000 4571310058525

284mm 65453000 4571310013401 65424000 4571310058532

286mm 65454000 4571310013418 65425000 4571310058549

288mm 65455000 4571310013425 65426000 4571310058556

290mm 65456000 4571310013432 65427000 4571310058563

292mm 65457000 4571310013449 65428000 4571310013159

294mm 65458000 4571310013456 65429000 4571310013166

296mm 65459000 4571310013463 65430000 4571310013173

298mm 65460000 4571310013470 65431000 4571310013180

300mm 65461000 4571310013487 65432000 4571310013197

302mm 65462000 4571310013494 65433000 4571310013203

304mm 65463000 4571310013500 65434000 4571310013210

306mm 65464000 4571310013517 65435000 4571310013227

冷間引き抜きによるダブルバテッドエアロスポーク。
強度を損なうことなく、30%の軽量化に成功。   
■ 素材：SANDVIK T302
■ 1SET/4本入
■ エアロ部幅：2.5mm
■ サイズ：14G
※ニップルは付属しません。

PBA AERO 1425 スポーク
価格¥1,980(税抜価格¥1,800)
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カラー サイズ ご注文コード JAN 価格(税込) 価格（税抜）

ブラック FG 2.3 (14G)x12mm 65574000 4571310014460 ¥935 ¥850

■ 素材：真鍮
■ 72個入り

Brass Nipple PB 14

カラー サイズ ご注文コード JAN 価格(税込) 価格（税抜）

ブラック FG 2.3 (14G)x10mm 65582000 4571310014620 ¥11,550 ¥10,500

■ 素材：アルミ
■ 72個入り

Internal Nipple Hex 10

カラー サイズ ご注文コード JAN 価格(税込) 価格（税抜）

シルバー FG 2.0 (15G)x12mm 65576000 4571310014552 ¥3,520 ¥3,200

ブラック FG 2.0 (15G)x12mm 65577000 4571310014569 ¥3,520 ¥3,200

シルバー FG 2.0 (15G)x16mm 65580000 4571310014590 ¥3,960 ¥3,600

ブラック FG 2.0 (15G)x16mm 65581000 4571310014606 ¥3,960 ¥3,600

■ 素材：アルミ
■ 72個入り

Alloy Nipple PT 735

カラー サイズ ご注文コード JAN 価格(税込) 価格（税抜）

シルバー FG 2.3 (14G)x12mm 65575000 4571310014538 ¥3,520 ¥3,200

シルバー FG 2.3 (14G)x16mm 65578000 4571310014576 ¥3,960 ¥3,600

ブラック FG 2.3 (14G)x16mm 65579000 4571310014583 ¥3,960 ¥3,600

■ 素材：アルミ
■ 72個入り

Alloy Nipple PT 734

＊画像はシルバーです

＊画像はシルバーです

＊画像はシルバーです

＊画像はシルバーです
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定番の14番プレーンスポーク。
■ 素材：SANDVIK T302
■ 1SET/4本入
■ サイズ：14G
※ニップルは付属しません。

ハブ規格

　リム規格

クイック ナット(14mm) ナット(14mm) ナット(14mm) ナット(14mm) クイック ナット(14mm) ナット ナット

- - HD(1端子)
6V-2.4W

HD(2端子)
6V-2.4W

HD(カプラー)
HIRUMO 
6V-0.9W

HD(カプラー)
HIRUMO 
6V-0.9W

HD(カプラー) 
CBAロゴ

2.85V-0.58W
OLD 83mm OLD 93mm

14インチ アルミ HE

54436000

￥4,400(税抜価格¥4,000)
ハンヨウ ゼンリン
 アルミ 14*1.5 

OLD83mm

14インチ アルミ
(黒リム) HE

43434000
￥4,400(税抜価格¥4,000)
ハンヨウ ゼンリン 
クロリム 14*1.5 

OLD83mm

16インチ アルミ HE

50708000 50712000
￥4,400(税抜価格¥4,000) ￥4,400(税抜価格¥4,000)
ハンヨウ ゼンリン 
アルミ 16*1.5 
OLD83mm

ハンヨウ ゼンリン 
アルミ 16*1.5 
OLD93mm

16インチ アルミ
(黒リム) HE

43440000 45923000
￥4,400(税抜価格¥4,000) ￥4,400(税抜価格¥4,000)
ハンヨウ ゼンリン 
クロリム 16*1.5 

OLD83mm

ハンヨウ ゼンリン 
クロリム 16*1.5 

OLD93mm

18インチ アルミ HE

50710000 50713000
￥4,400(税抜価格¥4,000) ￥4,400(税抜価格¥4,000)
ハンヨウ ゼンリン 
アルミ 18*1.5 
OLD83mm

ハンヨウ ゼンリン 
アルミ 18*1.5 
OLD93mm

18インチ アルミ
(黒リム) HE

43448000 45924000
￥4,400(税抜価格¥4,000) ￥4,400(税抜価格¥4,000)
ハンヨウ ゼンリン 
クロリム 18*1.5 

OLD83mm

ハンヨウ ゼンリン 
クロリム 18*1.5 

OLD93mm

20インチ アルミ HE

31671000 55276000 88077000
¥7,700(税抜価格¥7,000) ¥7,700(税抜価格¥7,000) ¥7,700(税抜価格¥7,000)
ハンヨウ ゼンリン

HD アルミ 20*1.5 
1タンシ  

ハンヨウ ゼンリン
HD アルミ 20x1.5 

ヒルモ

ハンヨウゼンリン
HD20アルミ

2.85V0.58Wミツハ

20インチ アルミ WO

46989000 50778000
￥4,400(税抜価格¥4,000) ¥7,700(税抜価格¥7,000)

ハンヨウ ゼンリン 
アルミ 20*1-3/8       

ハンヨウ ゼンリン
HD アルミ 20*1-

3/8 1タンシ

22インチ アルミ HE

70995000 55277000 88078000
￥4,400(税抜価格¥4,000) ¥7,700(税抜価格¥7,000) ¥7,700(税抜価格¥7,000)

ハンヨウ ゼンリン 
22x1.75 クロリム

ハンヨウ ゼンリン
HD アルミ 22x1.5 

ヒルモ

ハンヨウゼンリン
HD22アルミ

2.85V0.58Wミツハ

24インチ アルミ HE

70996000 55278000 88079000
￥4,400(税抜価格¥4,000) ¥7,700(税抜価格¥7,000) ¥7,700(税抜価格¥7,000)

ハンヨウ ゼンリン 
24x1.75 クロリム

ハンヨウ ゼンリン
HD アルミ 24x1.5 

ヒルモ

ハンヨウゼンリン
HD24アルミ

2.85V0.58Wミツハ

26インチ アルミ HE

70997000
￥4,400(税抜価格¥4,000)
ハンヨウ ゼンリン 
26x1.75 クロリム

26インチ アルミ WO

54464000

¥7,700(税抜価格¥7,000)

ハンヨウ ゼンリン
HD 26 アルミ 
2.85V0.58W

26インチ アルミ
(黒リム) WO

43293000 43294000 122718000
￥4,400(税抜価格¥4,000) ¥7,700(税抜価格¥7,000) ¥7,700(税抜価格¥7,000)

ハンヨウ ゼンリン 
26 クロリム            

ハンヨウ ゼンリン
HD 26 2タンシ ク

ロリム     

ハンヨウ ゼンリン
HD26 WOクロ
リム2.85Vミツハ

27インチ アルミ WO

54465000
¥7,700(税抜価格¥7,000)
ハンヨウ ゼンリン

HD 27 アルミ 
2.85V0.58W

27インチ アルミ
(黒リム) WO

40183000 43295000 122719000
￥4,400(税抜価格¥4,000) ¥7,700(税抜価格¥7,000) ¥7,700(税抜価格¥7,000)

ハンヨウ ゼンリン 
27 クロリム            

ハンヨウ ゼンリン
HD 27 2タンシ ク

ロリム     

ハンヨウ ゼンリン
HD27 WOクロ
リム2.85Vミツハ

27.5インチ アルミ
(黒リム) WO

29インチ アルミ
(黒リム) WO

38408000
¥6,000

エンデバービセオ
29-E Fホイール

700C アルミ
(黒リム) WO

55382000 62369000
¥8,800(税抜価格¥8,000) ¥8,800(税抜価格¥8,000)
ハンヨウ ゼンリン
HD 700Cエイ 

1タンシ クロリム

ハンヨウ ゼンリン
HD 700Cフツ 

ヒルモQRクロリム

前輪リスト	 価格（税抜）
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ハブ規格

　リム規格

1S 1S 3S 3S 6S(ボス) 6S(ボス) 7S(カセット) 8S(カセット) 7S(ボス) 7S(ボス)

ナット(15mm) ナット(15mm) ナット(15mm) ナット(15mm) ナット(15mm) ナット(15mm) クイック クイック ナット(15mm) ナット(15mm)

ドラム ローラー ドラム ローラー ドラム ローラー リム リム ドラム リム

14インチ アルミ HE

54437000
¥6,050(税込価格¥5,500)
ハンヨウ コウリン 

アルミ ドラム 
14*1.5

14インチ アルミ
(黒リム) HE

43435000
¥6,050(税込価格¥5,500)
ハンヨウ コウリン 
クロリム ドラム 

14*1.5

16インチ アルミ HE

50709000
¥6,050(税込価格¥5,500)
ハンヨウ コウリン 

アルミ ドラム 
16*1.5

16インチ アルミ
(黒リム) HE

43441000
¥6,050(税込価格¥5,500)
ハンヨウ コウリン 
クロリム ドラム 

16*1.5

18インチ アルミ HE

50711000
¥6,050(税込価格¥5,500)
ハンヨウ コウリン 

アルミ ドラム 
18*1.5

18インチ アルミ
(黒リム) HE

43449000
¥6,050(税込価格¥5,500)
ハンヨウ コウリン 
クロリム ドラム 

18*1.5

20インチ アルミ HE

50761000
￥7,150(税抜価格¥6,500)
ハンヨウ コウリン

7S20*1.50B 
エイナットV

22インチ アルミ HE

70998000
￥4,400(税抜価格¥4,000)
ハンヨウ コウリン

6S 22x1.75
クロリム

24インチ アルミ HE

70999000
￥4,400(税抜価格¥4,000)
ハンヨウ コウリン

6S 24x1.75
クロリム

26インチ アルミ HE

71000000
￥4,400(税抜価格¥4,000)
ハンヨウ コウリン

6S 26x1.75
クロリム

20インチ アルミ WO

46990000 50779000
¥6,050(税込価格¥5,500) ¥6,050(税込価格¥5,500)
ハンヨウ コウリン 

アルミ ドラム 
20*1-3/8   

ハンヨウ コウリン
7S20*1-3/8B 

エイナットドラム

22インチ アルミ WO

70980000
¥6,050(税込価格¥5,500)
ハンヨウ コウリン 
6S アルミドラム 

22x13/8

24インチ アルミ WO

46998000 54438000 46999000
¥8,800(税込価格¥8,000) ¥6,050(税込価格¥5,500) ¥6,050(税込価格¥5,500)
ハンヨウ コウリン
3S アルミドラム 

24*1-3/8  

ハンヨウ コウリン
6S アルミドラム 

24*1-3/8

ハンヨウ コウリン
6S アルミローラー 

24*1-3/8  

26インチ アルミ WO

46996000
¥8,800(税込価格¥8,000)
ハンヨウ コウリン
3S アルミドラム 

26*1-3/8  

26インチ アルミ
(黒リム) WO

55853000 43290000
¥6,050(税込価格¥5,500) ¥6,050(税込価格¥5,500)
ハンヨウ コウリン

6S クロリム 
ドラム 26x1-3_8

ハンヨウ コウリン
6S 26 ローラー 

クロリム      

27インチ アルミ WO

46997000
¥8,800(税込価格¥8,000)
ハンヨウ コウリン
3S アルミドラム 

27*1-3/8  

27インチ アルミ
(黒リム) WO

40181000 40182000 55854000 43291000
¥6,050(税込価格¥5,500) ¥8,800(税込価格¥8,000) ¥6,050(税込価格¥5,500) ¥6,050(税込価格¥5,500)
ハンヨウ コウリン 

27ローラー
クロリム          

ハンヨウ コウリン
3S 27ローラー

クロリム        

ハンヨウ コウリン
6S クロリム 

ドラム 27x1-3_8

ハンヨウ コウリン
6S 27 ローラー 

クロリム      

27.5インチ アルミ
(黒リム) WO

29インチ アルミ
(黒リム) WO

38409000
¥8,800(税込価格¥8,000)
エンデバービセオ
29-E Rホイール

＊ホイールにはブレーキ本体、およびスプロケット等は付属しません。

後輪リスト	 価格（税抜）
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タイヤサイズ 対応車種 色/パターン 商品名 商品コード 価格(税込) 価格（税抜）

14 幼児車
白サイド ハンヨウ ヨウジシャタイヤ 14x1.75 WHサイド 54433000 ¥1,609 ¥1,463

ブラック ハンヨウ ヨウジシャタイヤ 14x2.125 38169000 ¥1,814 ¥1,649

16 幼児車
白サイド ハンヨウ ヨウジシャタイヤ 16x1.75 WHサイド 54434000 ¥1,609 ¥1,463

ブラック ハンヨウ ヨウジシャタイヤ 16x2.25 38171000 ¥1,814 ¥1,649

18 幼児車
白サイド ハンヨウ ヨウジシャタイヤ 18x1.75 WHサイド 54435000 ¥1,609 ¥1,463

ブラック ハンヨウ ヨウジシャタイヤ 18x2.25 38173000 ¥1,814 ¥1,649

20

汎用

ブラウン/白ライン ハンヨウ オールブラウンタイヤ20x1-3/8 WHライン 53856000 ¥1,609 ¥1,463

ブラック/白ライン ハンヨウ タイヤ(BK)20x1-3x8 WHライン 88150000 ¥2,750 ¥2,500

ブラック/白サイド ハンヨウ タイヤ(BK)20x1-3x8 WHサイド 130187000 ¥2,750 ¥2,500

ブラウン/スキンサイド ハンヨウ タイヤBR 20x1-3/8 スキンサイド 88080000 ¥2,750 ¥2,500

CTB

スリック ハンヨウ スリックタイヤ 20x1.25 BK 71350000 ¥2,750 ¥2,500

スリック ハンヨウ CTBタイヤ 20x1.75BK スリック 56902000 ¥2,221 ¥2,019

白ライン ハンヨウ CTBタイヤ 20x1.75BK WHライン 38518000 ¥2,221 ¥2,019

セミスリック ハンヨウ CTBタイヤ 20x1.95BK セミスリック 47004000 ¥2,221 ¥2,019

スリック ハンヨウ CTBタイヤ 20x1.95BK スリック 56899000 ¥2,221 ¥2,019

22

汎用

ブラウン/白ライン ハンヨウ オールブラウンタイヤ22x1-3/8 WHライン 38512000 ¥1,609 ¥1,463

ブラック/白ライン ハンヨウ タイヤ(BK)22x1-3x8 WHライン 88151000 ¥2,750 ¥2,500

ブラック/白サイド ハンヨウ タイヤ(BK)22x1-3x8 WHサイド 130188000 ¥2,750 ¥2,500

ブラウン/スキンサイド ハンヨウ タイヤBR 22x1-3/8 スキンサイド 88081000 ¥2,750 ¥2,500

CTB

スリック ハンヨウ スリックタイヤ 22x1.25 BK 71351000 ¥2,750 ¥2,500

スリック ハンヨウ CTBタイヤ 22x1.75BK スリック 56903000 ¥2,221 ¥2,019

白ライン ハンヨウ CTBタイヤ 22x1.75BK WHライン 38519000 ¥2,221 ¥2,019

スリック ハンヨウ CTBタイヤ 22x1.95BK スリック 56900000 ¥2,221 ¥2,019

セミスリック ハンヨウ CTBタイヤ 22x1.95BK セミスリック 47005000 ¥2,221 ¥2,019

ブロック ハンヨウ ブロックタイヤ 22x2.25 BK 71001000 ¥2,750 ¥2,500

24

汎用

ブラウン ハンヨウ オールブラウンタイヤ24 40287000 ¥1,609 ¥1,463

ブラウン/白ライン ハンヨウ オールブラウンタイヤ24x1-3/8 WHライン 38513000 ¥1,609 ¥1,463

ブラック/白ライン ハンヨウ タイヤ(BK)24x1-3x8 WHライン 88152000 ¥2,750 ¥2,500

ブラック/白サイド ハンヨウ タイヤ(BK)24x1-3x8 WHサイド 130189000 ¥2,750 ¥2,500

ブラウン/スキンサイド ハンヨウ タイヤBR 24x1-3/8 スキンサイド 88082000 ¥2,750 ¥2,500

CTB

スリック ハンヨウ スリックタイヤ 24x1.25 BK 71352000 ¥2,750 ¥2,500

スリック ハンヨウ CTBタイヤ 24x1.75BK スリック 56904000 ¥2,221 ¥2,019

白ライン ハンヨウ CTBタイヤ 24x1.75BK WHライン 38520000 ¥2,221 ¥2,019

スリック ハンヨウ CTBタイヤ 24x1.95BK スリック 56901000 ¥2,221 ¥2,019

セミスリック ハンヨウ CTBタイヤ 24x1.95BK セミスリック 47006000 ¥2,221 ¥2,019

ブロック ハンヨウ ブロックタイヤ 24x2.25 BK 71002000 ¥2,750 ¥2,500

26

汎用

ブラウン/白ライン ハンヨウ オールブラウンタイヤ26x1-3/8 WHライン 38514000 ¥1,609 ¥1,463

ブラック/白サイド ハンヨウ タイヤ(BK)26x1-3x8 WHサイド 130190000 ¥2,750 ¥2,500

ブラウン/スキンサイド ハンヨウ タイヤBR 26x1-3/8 スキンサイド 88083000 ¥2,750 ¥2,500

ブラウン ハンヨウ オールブラウンタイヤ26 38522000 ¥1,609 ¥1,463

CTB
スリック ハンヨウ スリックタイヤ 26x1.25 BK 71353000 ¥2,750 ¥2,500

ブロック ハンヨウ ブロックタイヤ 26x2.25 BK 71003000 ¥2,750 ¥2,500

27 汎用
ブラウン/白ライン ハンヨウ オールブラウンタイヤ27x1-3_8 WHライン 55855000 ¥1,609 ¥1,463

ブラウン ハンヨウ オールブラウンタイヤ27 38523000 ¥1,609 ¥1,463

タイヤ
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バルブ形状 タイヤサイズ 商品名 商品コード 価格(税込） 価格（税抜）

英式

14 ハンヨウ チューブ14x2.125 エイシキ 38170000 ¥1,100 ¥1,000

16 ハンヨウ チューブ 16x2.25 エイシキ 38172000 ¥999 ¥908

18 ハンヨウ チューブ 18x2.25 エイシキ 38174000 ¥1,100 ¥1,000

22 ハンヨウ チューブ22x2.00～2.25 エイシキ 71347000 ¥1,100 ¥1,000

24 ハンヨウ チューブ24x2.00～2.25 エイシキ 71348000 ¥1,100 ¥1,000

26 ハンヨウ チューブ26x2.00～2.25 エイシキ 71349000 ¥1,100 ¥1,000

仏式

20 ハンヨウ チューブ 20x1.25～1.4 フツシキ 71354000 ¥1,100 ¥1,000

22 ハンヨウ チューブ 22x1.25～1.4 フツシキ 71355000 ¥1,100 ¥1,000

24 ハンヨウ チューブ 24x1.25～1.4 フツシキ 71356000 ¥1,100 ¥1,000

26 ハンヨウ チューブ 26x1.25～1.4 フツシキ 71357000 ¥1,100 ¥1,000

チューブ

カゴ足
タイヤサイズ

固定箇所
（ハブ軸・ダボ）

ライトブラケット
対応有・無

色 商品名 商品コード 価格(税込） 価格（税抜）

20

- - - ハンヨウ ショウケイシャヨウ カゴアシ 51559000 ¥550 ¥500

ハブ軸固定 ○ ブラック ハンヨウ CTB20 カゴアシ 14mmヨウ BK 43238000 ¥550 ¥500

22 ハブ軸固定 ○ ブラック ハンヨウ CTB22 カゴアシ 14mmヨウ BK 43239000 ¥550 ¥500

24 ハブ軸固定 ○ ブラック ハンヨウ CTB24 カゴアシ 14mmヨウ BK 43240000 ¥550 ¥500

26 ハブ軸固定

× ステン ハンヨウ カゴアシ 26 ストレート ステンレス 53420000 ¥550 ¥500

○ ステン ハンヨウ カゴアシ 8mm 26インチヨウ ステンレス 42433000 ¥550 ¥500

27 ハブ軸固定

× ステン ハンヨウ カゴアシ 27 ストレート ステンレス 53421000 ¥550 ¥500

○ ステン ハンヨウ カゴアシ 8mm 27インチヨウ ステンレス 42434000 ¥550 ¥500

スタンド
タイヤサイズ 両立・一本 特長 色 商品名 商品コード 価格(税込） 価格（税抜）

20

一本

CP ハンヨウ 20インチヨウ サイドスタンド CP 50763000 ¥2,200 ¥2,000

正爪用 ブラック ハンヨウ CTBスタンド20 マサヅメ BK 46993000 ¥1,305 ¥1,186

両立 外装用 CP ハンヨウ ガイソウヨウリョウリツスタンド(CP)20 49622000 ¥2,017 ¥1,834

22 一本 正爪用 ブラック ハンヨウ CTBスタンド22 マサヅメ BK 46994000 ¥1,305 ¥1,186

24

一本 正爪用 ブラック ハンヨウ CTBスタンド24 マサヅメ BK 46995000 ¥1,305 ¥1,186

両立 外装用 CP ハンヨウ ガイソウヨウリョウリツスタンド(CP)24 43597000 ¥2,017 ¥1,834
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車種 歯数 クランク長
さ(mm) カラー 商品名 商品コード 価格(税込） 価格（税抜）

幼児 28

102
CP ハンヨウ ヨウジ RクランクCP 28T 102mm 36834000 ¥2,200 ¥2,000

ブラック ハンヨウ ヨウジ RクランクBK 28T 102mm 36049000 ¥2,200 ¥2,000

114
CP ハンヨウ ヨウジ RクランクCP 28T 114mm 36852000 ¥2,200 ¥2,000

ブラック ハンヨウ ヨウジ RクランクBK 28T 114mm 36047000 ¥2,200 ¥2,000

小径
36 165 ブラック ハンヨウ ショウケイ RクランクBK 36T 165mm 40423000 ¥2,200 ¥2,000

44 165 CP ハンヨウ ショウケイ RクランクCP 44T 165mm 41978000 ¥2,200 ¥2,000

Jrシティ 32

127 CP ハンヨウ Jrシティ RクランクCP 32T 127mm 41967000 ¥2,200 ¥2,000

140 CP ハンヨウ Jrシティ RクランクCP 32T 140mm 41969000 ¥2,200 ¥2,000

152 CP ハンヨウ Jrシティ RクランクCP 32T 152mm 41971000 ¥2,200 ¥2,000

CTB 36

127
CP ハンヨウ CTB RクランクCP 36T 127mm 56750000 ¥2,200 ¥2,000

ブラック ハンヨウ CTB RクランクBK 36T 127mm 56871000 ¥2,200 ¥2,000

140
CP ハンヨウ CTB RクランクCP 36T 140mm 56751000 ¥2,200 ¥2,000

ブラック ハンヨウ CTB RクランクBK 36T 140mm 56872000 ¥2,200 ¥2,000

152 ブラック ハンヨウ CTB RクランクBK 36T 152mm 56873000 ¥2,200 ¥2,000

165 ブラック ハンヨウ CTB RクランクBK 36T 165mm 56874000 ¥2,200 ¥2,000

外装
36

152 CP ハンヨウ ガイソウ RクランクCP 36T 152mm 52978000 ¥2,200 ¥2,000

165 CP ハンヨウ ガイソウ RクランクCP 36T 165mm 35215000 ¥1,980 ¥1,800

165 ブラック ハンヨウ Rクランク BK 36T 165mmガードツキ 68011000 ¥1,320 ¥1,200

42 170 ブラック ハンヨウ ガイソウ RクランクBK 42T 170mm 32225000 ¥2,200 ¥2,000

右クランク（コッタレスタイプ）

車種 クランク
長さ(mm) カラー 商品名 商品コード 価格(税込） 価格（税抜）

幼児 102 CP ハンヨウ ヨウジ LクランクCP 102mm 36835000 ¥1,650 ¥1,500

ブラック ハンヨウ ヨウジ LクランクBK 102mm 36050000 ¥1,650 ¥1,500

114 CP ハンヨウ ヨウジ LクランクCP 114mm 36853000 ¥1,650 ¥1,500

ブラック ハンヨウ ヨウジ LクランクBK 114mm 36048000 ¥1,650 ¥1,500

Jrシティ 127 CP ハンヨウ Jrシティ LクランクCP 127mm 41966000 ¥1,650 ¥1,500

140 CP ハンヨウ Jrシティ LクランクCP 140mm 41968000 ¥1,650 ¥1,500

152 CP ハンヨウ Jrシティ LクランクCP 152mm 41970000 ¥1,650 ¥1,500

CTB 127 CP ハンヨウ CTB LクランクCP 127mm 56747000 ¥1,650 ¥1,500

ブラック ハンヨウ CTB LクランクBK 127mm 56867000 ¥1,650 ¥1,500

140 CP ハンヨウ CTB LクランクCP 140mm 56748000 ¥1,650 ¥1,500

ブラック ハンヨウ CTB LクランクBK 140mm 56868000 ¥1,650 ¥1,500

152 CP ハンヨウ CTB LクランクCP 152mm 56749000 ¥1,650 ¥1,500

ブラック ハンヨウ CTB LクランクBK 152mm 56869000 ¥1,650 ¥1,500

オールブラック ハンヨウ CTB LクランクオールBK 152mm 56995000 ¥1,650 ¥1,500

外装 152 CP ハンヨウ ガイソウ LクランクCP 152mm 52977000 ¥1,650 ¥1,500

165 CP ハンヨウ ガイソウ LクランクCP 165mm 35216000 ¥1,210 ¥1,100

170 ブラック ハンヨウ ガイソウ LクランクBK 170mm 32226000 ¥1,650 ¥1,500

左クランク（コッタレスタイプ）

仕様 対応車種 商品名 商品コード 価格(税込） 価格（税抜）

(4穴48T) 
クリアカラー

インディケーター-D/F(純正クリア)、プレシジョンスポー
ツ-E(純正クリア)、ソリューション-E(純正ブラック) ハンヨウ チェーンリングガード タイプA 43144000 ¥880 ¥800

(4穴42T) プレシジョントレッキング-E ハンヨウ チェーンリングガード タイプC 43146000 ¥880 ¥800

(5穴48T) ディアリオ-E ハンヨウ チェーンリングガード タイプD 43147000 ¥880 ¥800

(5穴42T) シェボーF-D ハンヨウ チェーンリングガード タイプE 43148000 ¥880 ¥800

(4穴42T) シェボー700CアルミFサス-D ハンヨウ チェーンリングガード タイプF 43229000 ¥880 ¥800

(4穴42T) シェボー700CアルミFサス-D ハンヨウ チェーンリングガード タイプF 43229000 ¥800 ¥800

チェーンガード
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対応車種 シェル幅×軸長(mm) 商品名 商品コード 価格(税込） 価格（税抜）

イノベーションファクトリーKIDS-G、マリオカート-H、メゾピアノ
-I、メゾピアノ-M、デューリーガール-K、イノベーションファクト
リーKIDS-H、ブリエアンファン-E、デューリ--K、イノベーション
ファクトリーKIDS-L、デューリーガール-H、ポンポネット-H、ドライ
ドビート-J、ドライドビート-L

68×120 ハンヨウヨウジシャカートリッジ
BB908NT120L 88783000 ¥2,200 ¥2,000

デューリーガール-F、デューリー-F、デューリー-I、デューリー-H、 68×116 ハンヨウヨウジシャカートリッジ
BB908NT116L 88784000 ¥2,200 ¥2,000

LOG ADVENTURE26-L、 LOG ADVENTURE27.5-L 73×110.5 ハンヨウ カートリッジBB タイプR 97469000 ¥2,200 ¥2,000

マグニファスLTD-F/G(内3)、ボビータウンLTD-F、トランスマ
チックLTD-F/G、アルエットU-E、プレシジョントレッキング-E、
フェリーク-G

70×127 ハンヨウ カートリッジBB タイプA 42290000 ¥2,200 ¥2,000

ラベルタ-E/F、ラベルタグランデ-E 【ベルトドライブ (フローティ
ングギヤ)用】　※ロックリング無し・右ワンでステーを固定する 70×138 ハンヨウ カートリッジBB タイプB 38826000 ¥2,200 ¥2,000

HR206HD-F 70×119 ハンヨウ カートリッジBB タイプC 43141000 ¥2,200 ¥2,000

マグニファスLTD-F/G(外6)、メガトランス-E、ボビータウン
LTD-G 70×122 ハンヨウ カートリッジBB タイプD 43142000 ¥2,200 ¥2,000

モワティエ-E 70×122 ハンヨウ カートリッジBB タイプE 43143000 ¥2,200 ¥2,000

ラベルタ-G、ラベルタグランデ-G 【ベルトドライブ (ダイレクトギ
ヤ)用】 70×137 ハンヨウ カートリッジBB タイプF 46935000 ¥2,200 ¥2,000

ラトゥールミニ 68×110.5 ハンヨウ カートリッジBB タイプG 49630000 ¥2,200 ¥2,000

シェボー700C-F、レユニオンコーレル-G 68×110.5 ハンヨウ カートリッジBB タイプI 51569000 ¥2,200 ¥2,000

エンデバー27.5-G 73×124.5 ハンヨウ カートリッジBB タイプJ 52570000 ¥2,200 ¥2,000

WEEKENDBIKES20-G 68×118 ハンヨウ カートリッジBB タイプK 56586000 ¥2,200 ¥2,000

ソリューションS(340)-G 68×119 ハンヨウ カートリッジBB タイプL 56587000 ¥2,200 ¥2,000

ソリューション(420)-G、アルブレイズ208-F 68×122 ハンヨウ カートリッジBB タイプM 56588000 ¥2,200 ¥2,000

ディアリオ700c-H 70×115 ハンヨウ カートリッジBB タイプN 56589000 ¥2,200 ¥2,000

ラトゥールミキスト266HD-H 70×119 ハンヨウ カートリッジBB タイプO 56590000 ¥2,200 ¥2,000

マグニファスリミテッド-H、ボビータウンリミテッド-H、プレシジョ
ントレッキング-H、フェリークリミテッド-H、トランスマチックリミ
テッド275HD-H、トランスマチックリミテッド-H

70×127 ハンヨウ カートリッジBB タイプP 56591000 ¥2,200 ¥2,000

カートリッジBB

対応車種 商品名 商品コード 価格(税込） 価格（税抜）

VIDA-G、アジェンダ-H、アフィッシュBK AR-F、アフィッシュSL-H、アルエットS-H、アルエッ
トU20-C、アルエットU-G、イネディット-G、カンピオーネ-G、クレアトゥール-H、サブク
ルー-H、シエロア-H、センティーレ-F、トランスマチック-H、フィオナ-E、フィオナ-G、ブー
ルミッシュ-G、フェリークSTD-G、フェリークxサンリオ-H、フロマージュBK-H、ベルエア
273HD-E(チイキゲンテイ)、ベルエア-H、ベルエアリミテッド273HD-H(チイキゲンテ
イ)、ボビータウンST-G、マグニファス-H、マグニファスブラックエディション-H、モワティ
エミニ203HD-G、リブラン-H、レポップ-F、ロワジール-E

PBヨウBBセット 3TJ_VP-5T 56582000 ¥2,200 ¥2,000

サーチ-F、ポップンタウン-F、ラブアンドピース-G PBヨウBBセット 3SJK_VP-3S 56583000 ¥2,200 ¥2,000

スリフト-G PBヨウBBセット 3LP 56584000 ¥2,200 ¥2,000

ファストライド26-F PBヨウBBセット VP-5S 56585000 ¥2,200 ¥2,000

デューリーガール14-H、デューリー-H、カーグ20-F PBヨウBBセット VP-3PB 56743000 ¥2,200 ¥2,000

デューリーガール16-H、デューリーガール18-H、イノベーションファクトリーKIDS-G、プ
レシジョンアイ-F、メゾピアノ-H、クレードスコープ-G、ブリエアンファン-E、ブリエグラン
-E

PBヨウBBセット VP-3TB 56744000 ¥2,200 ¥2,000

プレシジョンアイ-H PBヨウBBセット VP-3SB 56745000 ¥2,200 ¥2,000

カップ＆コーン

対応車種 タイヤサイズ 前・後 商品名 商品コード 価格(税込） 価格（税抜）

CTB

20～22
前 ハンヨウ CTB 20/22 Fフェンダー 43516000 ¥1,320 ¥1,200

後 ハンヨウ CTB 20/22 Rフェンダー 43518000 ¥1,320 ¥1,200

24～26
前 ハンヨウ CTB 24/26 Fフェンダー 43517000 ¥1,320 ¥1,200

後 ハンヨウ CTB 24/26 Rフェンダー 43519000 ¥1,320 ¥1,200

フェンダー

対応車種 色 商品名 商品コード 価格(税込） 価格（税抜）

CTB
ブラック ハンヨウ CTBヨウRフェンダーカナグ タテガタ BK 36252000 ¥330 ¥300

ブラック ハンヨウ CTBヨウRフェンダーカナグ ヨコガタ BK 49632000 ¥330 ¥300

フェンダーステー
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クランプ径 幅 色 商品名 商品コード 価格(税込） 価格（税抜）

22.2 - ブラック ハンヨウ ハンドルバー ヨウジBK (FM-19GK) 72657000 ¥2,750 ¥2,500 

25.4

- ステン ハンヨウ ヨーロピアンハンドル ステンレス 46925000 ¥2,200 ¥2,000

- ブラック ハンヨウ ヨーロピアンハンドル BK 55381000 ¥1,650 ¥1,500

- シルバー ハンヨウ ヨウジシャ セミアップハンドル シルバー 38526000 ¥1,650 ¥1,500

- ステン ハンヨウ トンビハンドル ステンレス 46904000 ¥2,200 ¥2,000

- CP ハンヨウ トンビハンドル CP 51867000 ¥1,650 ¥1,500

540mm CP ハンヨウ オールハンドル 540mm CP 46992000 ¥1,650 ¥1,500

ハンドル

対応車種 クランプ径(mm) 突出し(mm) 色 商品名 商品コード 価格(税込） 価格（税抜）

幼児車 22.2 30 シルバー ハンヨウ ヨウジシャ ステム シルバー 35717000 ¥1,070 ¥973

CTB 25.4
40 CP ハンヨウ CTBステム CP 52571000 ¥1,650 ¥1,500

40 ブラック ハンヨウ CTBステム BK 52572000 ¥1,650 ¥1,500

ファミリー 22.2
60 ブラック ハンヨウ スレッドステム 22.2BK(60mm) 55856000 ¥1,650 ¥1,500

80 ブラック ハンヨウ スレッドステム 22.2BK(80mm) 43152000 ¥1,605 ¥1,459

ステム（スレッド）

ライト

対応車種 色 商品名 商品コード 価格(税込） 価格（税抜）

汎用

シルバー ハンヨウ Fキャリパーブレーキ タイプA 117382000 ¥2,200 ¥2,000

ブラック ハンヨウ Fキャリパーブレーキ タイプB 129649000 ¥2,200 ¥2,000

ブラック ハンヨウ Fキャリパーブレーキ タイプC 129650000 ¥2,200 ¥2,000

対応車種 色 商品名 商品コード 価格(税込） 価格（税抜）

幼児車 ブラック ハンヨウ ライト BK (RHL_SWINGO-F) 72656000 ¥1,650 ¥1,500

子供車 ホワイト ハンヨウ ランプヘッド タイプV (NRS311-F) 88147000 ¥2,750 ¥2,500

汎用

CP ハンヨウ ランプヘッド タイプY(NRS019A) 130098000 ¥2,750 ¥2,500

シルバー ハンヨウ ランプヘッド タイプZ (AW27SA) 130222000 ¥2,750 ¥2,500

シルバー ハンヨウランプヘッドタイプB2(NRS319) 138264000 ¥2,750 ¥2,500

ブレーキ

対応車種 対応ブレーキ クランプ径
(mm) 色 商品名 商品コード 価格(税込） 価格（税抜）

幼児車 キャリパー/バンド/ローラー 19 ホワイト ハンヨウ ヨウジシャ ブレーキレバー WH 19mm 45676000 ¥1,100 ¥1,000

子供者 キャリパー/バンド/ローラー 22.2 ホワイト ハンヨウ ブレーキレバー コドモヨウ ホワイト 43296000 ¥1,100 ¥1,000

汎用 キャリパー/バンド/ローラー 22.2

グレー ハンヨウ ブレーキレバー GR グリップシフトヨウ 47888000 ¥1,100 ¥1,000

ブラック ハンヨウ ブレーキレバー BK グリップシフトヨウ 47889000 ¥1,100 ¥1,000

アルミ ハンヨウ アルミブレーキレバー 49625000 ¥2,200 ¥2,000

ブレーキレバー

対応車種（軽快・タウンにオ
ススメetc） 色 商品名 商品コード 価格(税込） 価格（税抜）

ファミリー向き
ブラック ハンヨウ テリーガタサドル ブラック 41298000 ¥2,750 ¥2,500

ダークブラウン ハンヨウ テリーガタサドル ダークブラウン 41297000 ¥2,750 ¥2,500

スポーツ車向き ブラック ハンヨウ スプリングツキスポーツサドル ブラック 51592000 ¥2,750 ¥2,500

サドル
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カテゴリ 商品コード メーカー名 商品名 価格（税込） 価格（税抜）
フォーク 134014000 あさひ ハンヨウ カーボンFフォーク（グロスブラック） コラム径φ28.6*39.8 ¥13,200 ¥12,000 

BAAライトリモコンレバー
70977000 あさひ ハンヨウ リモコンレバー 360mm （BK） ¥660 ¥600 
70978000 あさひ ハンヨウ リモコンレバー 390mm （BK） ¥660 ¥600 

チェーン
49623000 あさひ ハンヨウ 6Sヨウハイガードチェーン ¥2,376 ¥2,160
49624000 あさひ ハンヨウ 7Sヨウハイガードチェーン ¥2,376 ¥2,160

チェーンリングガード 122625000 あさひ ハンヨウ チェーンリングガード タイプH シルバー ¥880 ¥800
工具 54981000 あさひ 6-11Sチェーンキリ　　　コウカンヨウピン2ホンイリ ¥406 ¥369

シートピン/クランプ
46991000 あさひ ハンヨウ ヨウジシャヨウシートピン ¥550 ¥500
60147000 あさひ シートクランプ31.8キャリアダボ付（BK） ¥1,100 ¥1,000
60148000 あさひ シートクランプ34.9キャリアダボ付（BK） ¥999 ¥908

シートポスト
55305000 あさひ ハンヨウ シートポスト250mm 28.6（BK） ¥1,100 ¥1,000
38328000 あさひ ハンヨウ イッパンシャヨウシートポスト BK ¥1,100 ¥1,000

ヘッドパーツ

42235000 あさひ ハンヨウ ヘッドパーツセット VP-A01 ¥2,200 ¥2,000
130099000 あさひ ハンヨウ ヘッドパーツセット VP-B301AM ¥2,750 ¥2,500
88791000 あさひ ハンヨウヨウジシャ ヘッドパーツ（CP） ¥1,100 ¥1,000
88792000 あさひ ハンヨウヨウジシャ ヘッドパーツ（BK） ¥1,100 ¥1,000

ペダル 47623000 あさひ ハンヨウ ペダル ホワイト ¥999 ¥908

スキュアーボルト

125944000 あさひ ハンヨウ スキュアーボルト （F）　112mm ¥1,650 ¥1,500
125945000 あさひ ハンヨウ スキュアーボルト （F）　115mm ¥1,650 ¥1,500
125946000 あさひ ハンヨウ スキュアーボルト （F）　117mm ¥1,650 ¥1,500
125947000 あさひ ハンヨウ スキュアーボルト （R）　143mm ¥1,650 ¥1,500
125948000 あさひ ハンヨウ スキュアーボルト （R）　148mm ¥1,650 ¥1,500
125949000 あさひ ハンヨウ スキュアーボルト （R）　153mm ¥1,650 ¥1,500

コラムスペーサー
60144000 あさひ OSコラムスペーサー5枚入り（SL） ¥490 ¥445
60143000 あさひ OSコラムスペーサー5枚入り（BK） ¥490 ¥445

ステムキャップ

60137000 あさひ アルミキャップOSステンボルト付（BK） ¥286 ¥260
60138000 あさひ アルミキャップOSステンボルト付（SL） ¥286 ¥260
60139000 あさひ アルミキャップOSステンボルト付（BL） ¥286 ¥260
60140000 あさひ アルミキャップOSステンボルト付（RD） ¥286 ¥260
60141000 あさひ アルミキャップフラットステンボルト（BK） ¥406 ¥369

スターファングルナット 60142000 あさひ スターファングルナットOS ¥184 ¥167

バルブエクステンダー
60145000 あさひ バルブエクステンダーセット2本入り（BK） ¥795 ¥723
60146000 あさひ バルブエクステンダー40ミリ（BK） ¥304 ¥276

ディレイラーガード
43151000 あさひ ハンヨウ ディレイラーガード（逆爪）BK ¥550 ¥500
43149000 あさひ ハンヨウ ディレイラーガード（2穴）CP ¥550 ¥500
43150000 あさひ ハンヨウ ディレイラーガード（2穴）BK ¥550 ¥500

リフレクター

48326000 あさひ ハンヨウ Fリフレクターハンドルヨウ ブラック 25.4 ¥550 ¥500
48325000 あさひ ハンヨウ Fリフレクターハンドルヨウ ブラック 22.2 ¥490 ¥445
48324000 あさひ ハンヨウ FリフレクターFフォークヨウ ブラック ¥550 ¥500
48323000 あさひ ハンヨウ FリフレクターFフォークヨウ グレー ¥550 ¥500

ハブキャップ
47955000 あさひ ハンヨウ マエハブキャップ  ホワイト（10コイリ） ¥440 ¥400
47956000 あさひ ハンヨウ ウシロハブキャップ  ホワイト（10コイリ） ¥440 ¥400

チャイルドシート小物

57437000 あさひ RDXチャイルドシート ベルトセット ¥999 ¥908
57438000 あさひ RDXチャイルドシート クッションセット ¥2,527 ¥2,297
57439000 あさひ RDXチャイルドシート ハンドルグリップセット ¥2,527 ¥2,297
57440000 あさひ RDXチャイルドシート 足乗せセット ¥1,508 ¥1,371
57441000 あさひ RDXチャイルドシート 取付金具セット ¥999 ¥908

ドレスガード 77982000 あさひ ハンヨウ ドレスガード（ダークブラウン）SN-04 ¥2,750 ¥2,500
54587000 ハンヨウ ヨウジシャ コウリン フリーキャップ BK ¥330 ¥300

カテゴリ 画像 商品コード メーカー名 商品名 価格(税込） 価格（税抜）

ライト小物

57362000 D-Light HB10（CG123) ¥592 ¥538

60028000 あさひ USBｺﾝﾊﾟｸﾄﾗｲﾄ1600cd用USBｶﾊﾞｰ ¥387 ¥352

58632000 DUSAN ﾊﾝﾄﾞﾙﾌﾞﾗｹｯﾄSF375ﾖｳ ¥897 ¥815

パーツ補修部品CN
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