
FOOT WEAR
シマノフットウェア

シマノは、自転車専用シューズとペダルの開発に力を注

ぎ、そのスタンダードとも呼べるSPDとSPD -SLを確

立。しなやかにフィットするシューズ、高効率を誇るペ

ダル、そして理想の脚の動きまでをトータルに考え、プ

ロレースから、ツーリング、シティライドまで、あらゆる

ライダーの要求に応えるシューズ＆ペダルを完成させま

した。シューズを履いた瞬間、あなたは新しいライディ

ングを発見するでしょう。
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フットウェア - S-PHYREのフィッティング哲学
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S-PHYREの DNAを受け継いだフィット感と機能性S-PHYREの優れたフィット感と 
機能性を、すべてのサイクリストに。
プロライダー向けに設計されたテクノロジーのDNAは広く受け
継がれ、今やRCシリーズおよびXCシリーズのシューズに欠かせ
ない要素となっています。

その結果、より多くのライダーがS-PHYREのフィット感と 
テクノロジーを楽しめるようになりました。プロフェッショナルの 
ために開発されたテクノロジーを、誰もが日常の中で体験できる。 
それがシマノのアドバンテージです。

ミッドソール構造を一体化
シマノのロードコンペティションシューズには、シームレスな 
ミッドソール構造を採用。アッパーが足裏まで包み込み、 
アウトソールで覆っています。これにより、さらに高いレベルの 
フィット感とペダルとの安定した一体感が得られるとともに、 
軽量化も実現しました。きっと、他とは一線を画す独特の滑らかさ
を実感いただけるでしょう。

MTB XCレーシングシューズのすべてにシマノ独自のミッドソール
構造を採用しており、あらゆるレベルのライダーに効率的で安定
したペダリングをお楽しみいただけます。

最適化されたミッドソール
RC702ロードレーシングシューズには、安定性と快適性をさらに
強化するため、新たに最適化されたミッドソール構造を採用して
います。

快適かつ効率的にペダリングの力を伝えるため、母指球下を 
フラットに設計。機能的に配置された小さな通気孔と排水孔が、
雨の日も晴れの日も足を湿気から守り、より快適な履き心地を
実現します。

1.  トライフロー通気 2.  排水孔 3.  ペダリングパワーパッド

MTBロード
1.  フィット感を調整する

2.  ミッドソールを持ち上げる

3.  ミッドソールと足の 
密着度を高める

フットウェア - S-PHYREのフィッティング哲学

サラウンドラップアッパー
シームレスに一体化されたサラウンドラップ構造のアッパーは、素材のオーバー 
ラップを解消し、シューズと足の隙間を最小化。まるでグローブのようにぴったりと
足にフィットします。ワンピースアッパーと調整可能なクロージャーシステムの組み
合わせにより、足の形状や特徴に合わせてオーダーメイドのような心地よさを実感
できます。

シマノは、このフィットテクノロジーをRC/XCシリーズの全ラインアップに採用。 
あらゆるレベルのライダーにさらなる安定感と効率性の高いペダリングを提供 
します。

シマノ ダイナラスト
シマノ ダイナラストは、人間の足の複雑な立体形状を忠実に再現したシューラストを使用。より自然で快適な履き心地とペダリング効率を実現します。 
さらに、スタンダード／ワイド／ウイメンズの3種類のサイズを展開。あらゆるライダーのニーズにお応えします。例えば、それまで広い足幅のために1サイズ上の
シューズを選んでいたライダーは、ワイドラストから自分にぴったりのサイズを見つけることができます。ウイメンズラストは狭い足幅に合うように設計され、 
自然で軽快なフィット感を生み出します。

シマノの研究・開発部門による膨大な調査とプロライダーからのフィードバックをもとに設計されたシマノ ダイナラスト。これによって、ロングライドでの 
エネルギーロスを抑え、ゴール目前のラストスパートにかけるパワーを最後まで残しておくことが可能です。

シマノ ダイナラスト ダイナラスト ワイド ダイナラスト ウイメンズ

ラスト A B C 足幅 モデル

シマノ  
ダイナラスト

ダイナラストは足の自然な形状を忠実に再現し、スムーズな
曲線を描いた設計です。
 
かかと全体をすっぽりと包み込み、足にぴったりとフィットする
ようにデザインされています。シューズと足の隙間が減少し、
より長く、もっと速く、さらに軽快なライドを楽しめます。

シマノ
ダイナラスト 0% 0% 0% S

SH-RC903、RC902T、RC702、RC502、RC300、RC100、RP101、TR901、TR501、XC902、XC702、XC502、
XC300、XC100、RX801R、RX801、RX600、MW702、IC501 (サイズ 42 ～ 48)、IC200 (サイズ 42 ～ 48)、 
IC100 (サイズ 42 ～ 50)

ダイナラスト 
ワイド +5% +6% +6% E

SH-RC903、RC902T、RC702、RC502、RC300、XC902、XC702、XC502、XC300、RX801R、RX801、RX600、
MW702

ダイナラスト 
ウイメンズ -3% -5% -5% W

SH-RC903ウイメンズ、RC702ウイメンズ、RC502ウイメンズ、RC300ウイメンズ、RC100ウイメンズ、
TR501ウイメンズ、XC502ウイメンズ、XC300ウイメンズ、XC100ウイメンズ、RX600ウイメンズ、 
IC501（サイズ 36 ～ 41）、IC200（サイズ 36 ～ 41）、IC100（サイズ 36 ～ 41）



モデル ラスト クロージャー サラウンド 
ラップアッパー

シームレス 
ミッドソール構造

FUNCTION-SPECIFIC 
ZONES

アンチツイスト
スタビライザー

RC903

          

Dual BOA® Li2ダイヤル

RC702

          

Dual BOA® L6ダイヤル

RC502

          

BOA® L6ダイヤル & トゥストラップ

RC300

          

BOA® L6ダイヤル

RC100

          

3組のフック & ループストラップ

モデル ラスト クロージャー サラウンド 
ラップアッパー ミッドソール構造 FUNCTION-SPECIFIC 

ZONES 調整可能なスパイク

XC902

          

Dual BOA® Li2ダイヤル 組み付け済み           付属

XC702

         

Dual BOA® L6ダイヤル 組み付け済み

XC502

         

BOA® L6ダイヤル & トゥストラップ すべてのアクセサリースパイク 
（別売り）に対応

XC300

        

BOA® L6ダイヤル

XC100

        

3組のフック & ループストラップ

（その他スパイク別売り）

（その他スパイク別売り）

（その他スパイク別売り）
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フットウェア - ミッドソールテクノロジー - シームレスミッドソール構造

シームレスミッドソール構造
シマノのシームレスミッドソール構造は、ライダーの足をソールに近づけ、スタックハイト（ソールとペダル軸の距離）を最小限に抑え、フィット感を向上させることで、
ペダリング時に足をしっかり固定してペダリング効率を維持し、パワーロスを軽減します。

MTB
MTBシューズでも同様に、スタックハイトを低く抑えることでペダリング効率
とバイクコントロールが向上します。  

MTBレーシングシューズのすべてにシマノ独自のミッドソール構造が採用 
されており、あらゆるレベルのライダーに効率的で安定したペダリングを 
楽しんでいただけます。

低くしたスタックハイトによりペダルストロークが安定。
ペダリング効率も格段に向上。

オフロードシューズ：スタックハイト

シューズ
ソールの厚さ（mm） ミッドソール

構造ソールの底から 
アッパーの内側まで

SPD

XC902 4.7 X
XC702 5.9 X
XC502 5.9 X
XC300 5.9 X
XC100 5.9 X
RX801 9.1
RX600 9.5
MW702 6.9 X

ロード
シマノのエンジニアと研究チームによる調査の結果、スタックハイトを 
低く（小さく）することでペダルストロークが安定し、パワー伝達効率が向上
することが分かりました。スタックハイトを低くすることは、特にペダルを 
踏み込む時に効果が表れます。

ミッドエンドからハイエンドのRCシューズとTR501トライアスロンシューズ
には、プロ仕様のRC9シリーズのS-PHYREシームレスミッドソール構造を
採用しています。

ロードシューズ：スタックハイト

シューズ
ソールの厚さ（mm） ミッドソール

構造ソールの底から 
アッパーの内側まで

SPD-SL

RC903 4.9 X
RC902T 4.9 X
RC702 5.5 X
RC502 6.5 X
RC300 6.5 X
RC100 10.0
TR901 6.6
TR501 6.5 X

シームレスミッドソール構造従来の構造

低いスタックハイト

ラスティングボード
インソール

1.  フィット感を調整する
2.  ミッドソールを持ち上げる
3.  ミッドソールと足の密着度を高める

S-PHYREのDNAを継承するレーシングシューズラインアップ

ロードRCレーシングシューズラインアップ
シマノのロードレーシングテクノロジーは、これまで以上に身近なものになりました。その驚くべきフィット感と快適性、そして効率性をもたらすS-PHYRE。 
そのキーテクノロジーは、今ではシマノのすべてのロードレーシングシリーズに組み込まれており、全ラインアップに低いスタックハイトと人間工学に基づき足の
自然な形に沿ったシューラストが採用されています。

MTB XCレーシングシューズラインアップ
MTB用シューズはかつてないほど充実しています。XCレースシューズのすべての製品に、フィット性に優れたラスト、足全体を包むアッパー、そしてシームレスな 
ミッドソールを採用。初心者からワールドツアーの勝者まであらゆるライダーが、包み込まれるような心地よいフィット感と優れたペダリングを自分のものにする 
ことができます。

調整可能なスパイク
• XC902：レジンスパイク + タロン型スパイク同梱その他スパイク別売り
•XC702：レジンスパイク同梱その他スパイク別売り
•XC502：すべてのアクセサリースパイク（別売り）に対応



ダイナラストプロファイル
プロがフィット感を証明した、実績のある 
ラストシェイプ。

軽量で通気性の高い 
シンセティックレザー

クロスオーバーレースパターン
滑らかに交差するシューレースパターンが、 
前足部の上質なフィット感を実現。

すっきりしたクロージャーシステム
ロープロファイルのBOA®フィットシステム 
Li2ダイヤルで素早く正確な微調整とクイック
リリースが可能。

シマノシューズラインアップ中 
最も硬いソール
剛性レベル12まで高めたダイナラスト カーボン
ファイバーソール。

360°サラウンドラップアッパー

強化マイクロファイバーレザー

一体型アンチツイスト（ねじれ防止）
スタビライザーヒールカップ

通気性の高いシンセティックレザー
薄く通気性の高いシンセティックレザーをアッパーに採用し、
さらに軽量化。プロレベルのライドパフォーマンスをサポート。

均整のとれたシューレースガイド
滑らかでスレンダーなシューレースガイドが、足の甲部分の 
すっきりとした外観を演出。

一体感のあるヒールカップ
ねじれ防止のスタビライザーを内側に入れ、滑らかな一体感
のあるヒールカップ。

フットウェア - RC903

S-PHYRE RC903

シマノのフラッグシップレーシングシューズが、より快適、軽量に、 
そしてより美しいフォルムへと進化。
S-PHYRE SH-RC903は、前モデルの特長を継承しつつ、より軽量で通気性の優れたデザインになりました。プロレーサーやトップレベルのアマチュアサイクリスト、
さらに美しいデザインと高性能を兼ね備えたシューズを求めるすべての人のために設計されたシューズです。

SH-XC902

ギア - フットウェア - グラベルRXシリーズ

グラベルシリーズRX8
シマノのグラベルシューズRX8シリーズは、重量を増やしすぎる
ことなく、理想的なソール剛性と快適性を実現しています。

RX801はグラベルレーシングシューズにおけるフラッグシップ
モデルの第2世代となるシューズで、プリントされた存在感の 
ある大胆なグラフィックは、泥や砂が足元を彩るまで、目を引く
デザインです。

高剛性かつ軽量のカーボンコンポジットソール、通気性に優れた 
サラウンドラップアッパー、そして薄型のBOA® Li2ダイヤルなど、 
レース中に役立つ様々な機能が、激しいグラベルグラインドでの
あなたの足をサポートします。

グラベルシリーズRX6
チェックポイントでの快適さを考えたRX6は、レース仕様の
RX8シリーズの兄弟モデルです。表彰台に上ることよりも、 
歩行時の安定性を求めるグラベルグラインダーやグランフォンド
ライダーのために開発されました。

サラウンドラップアッパーはRX8と同じものですが、BOA® 
L6Kダイヤルによって素早く正確な微調整が可能です。 
また、カーボン強化ミッドソールが剛性と歩行性能をベストな
バランスで両立。1日のイベントの終わりまでトラブルなく 
楽しめるようにサポートします。幅広になったアウトソール 
パターンとTPUラグによって、自転車を降りた後もその 
快適性と信頼性を実感できるしょう。

SH-RX801

SH-RX600

SH-RX801

SH-RX600

SH-RX600

SH-RX801

RXシリーズ 
軽量ラグパターン

歩きやすい、 
幅広のブロックパターン

重量（グラム）

RX801

274 g

296 g

RX600

XC902

268 g



RXシリーズ XCシリーズ EXシリーズ

SH-RX801 SH-XC702 SH-EX700

シマノRXシリーズは、一日中のライディングでも
快適性と優れたパフォーマンス性を誇り、チェック
ポイントでの休憩時にも想像以上の歩行安定性を
実現します。

シマノXCシリーズには、クロスカントリーや 
シクロクロスに適したアグレッシブなアウトソール
パターンを採用。滑りやすい環境でも優れた 
グリップ力をキープします。

シマノEX7シリーズは、ライド中も歩行中も快適に
過ごせるバランスのよいデザインで、山の中の 
探検を快適にサポートします。

適したシチュエーション

オンロード > オフロード オフロード > オンロード オフロード（EX7/EX7GTX）

長距離ライド 長距離ライド 短距離～長距離ライド

歩行少なめ オフロード歩行あり オフロード歩行が頻繁にあり

レース／ハイテンポペース レース／ハイテンポペース カジュアルペース

ソール特性

軽量で高剛性 軽量で高剛性 より柔軟でソフト

優れたパワー伝達効率 オフロードでのトラクションを高めるスパイクピン 歩行時の安定したグリップ力とトラクション

推奨ペダル

 
PD-M9100

 
PD-M9100 PD-EH500

ギア - フットウェア - 正しいグラベルシューズの選び方

あなたが楽しみたいグラベルスタイルは？
アスファルトから飛び出し、野山の中で冒険を楽しみたいすべてのグラベルライダーのために、シマノはスタイル別のオフロードシューズラインアップを用意
しました。それぞれにシリーズでは、あなたが心の赴くままに冒険と探検を続けるのに必要なパフォーマンスとプロテクション、そして安心感を提供します。 
都会を離れ、どれだけ遠くへ足を延ばそうとも、あなたにはシマノのグラベルシューズがあるのです。

フットウェア - ULTREAD - シマノオリジナルラバーアウトソールテクノロジー

様々なライディングスタイルに合わせた究極のラバーとトレッド。
ULTREADの各バージョンは、様々なシーンに合わせて特別に配合されたラバーコンパウンドとソールブロックパターンを採用し、汎用ラバーでは実現できない 
パフォーマンスを発揮します。シマノは多岐にわたる用途のシューズを開発した研究と経験から、それぞれのライディングスタイルに何が必要なのかを学んで 
きました。これらのノウハウとプロライダーからのフィードバックをもとに、弾力性・ねばり・耐久性などの特性を持つ独自のラバーコンパウンドをカテゴリーごとに
最適化して配合。そのラバーコンパウンドとアウトソールパターンを組み合わせることで、どこを走ってもより安全なペダリングと歩行を可能にしました。

軽量なULTREAD XCラバーアウトソールが、 
コンペティションレベルのグリップ力と持続的な 
ライディングパフォーマンスを実現。

MTBクロスカントリーとシクロクロスレース用に配合
されたラバーが軽量なアウトソールパターンに採用 
されており、ドライとウェットどちらのコンディション 
でも十分なパフォーマンスを発揮します。

•  特殊形状のアウトソールにより、ペダルから足を外したときにも 
安定したSPDエンゲージメントとトラクションを提供

•  耐久性の高いうろこ状のアーチラバーがペダルを確実につかまえ、 
クリップインする間もライダーの集中力とペダリングの安定性を維持

•  耐久性に優れたラバーコンパウンドは、何度も繰り返される 
擦れや衝撃、摩耗にも耐える強度設計

より薄く、さらに軽く、そして強靭になった 
XC902とXC702 ULTREAD XCアウトソール。

ソール重量（グラム）

XC902XC901

XC
90

1/
70

1
XC902 171 g

208 gXC901

XC
90

2

XC
70

2

重力配分を最適化したULTREAD GR 
ラバーコンパウンドとトレッドパターンで、 
驚くほどのペダルグリップ力とコントロール性能
を実現。

柔らかさと耐久性の両立のために特別配合された
ラバーコンパウンドの反発性能と、グリップ力の 
強い六角形のブロックパターンによって、不安定な
地形でもアウトソールとペダルの接触をしっかりと
維持し、トラクションを向上させます。

•  人体の形に合ったトゥトレッドは、歩く際のトラクションを向上
•  角度のある溝に囲まれた六角形のブロックパターンと側面の
排水チャンネルにより、泥や水を素早く排出

•  かかとがせり上がった構造により、激しい衝撃を吸収し、 
かかとへの負担を軽減

六角形のブロックパターンを備えたULTREAD GRは、 
従来のラバーと比べてグリップ力とピンキャッチの安定性、
そして歩きやすさも向上。

1. ペダルピンが
食い込みやすい
広い接地面

2. 多方向の 
安定性を高める
六角形パターン

GR903

GR501

133

100

ライド中でも歩行時でも、タフなアドベンチャーを 
楽しむために最適化された、軽量タイプのULTREAD 
EXラバーアウトソールとトレッドパターン。

このバイクパッキングとアドベンチャーサイクリング
向けアウトソールが目指したのは、歩行安定性と 
トラクションの向上です。さらにアグレッシブになった
トラクションパターンにより、自転車から降りて探検に
踏み出すときにも安定したグリップ力を実現します。

•  ワイド化された前足部に山型のグリップを配置。 
より確実なトラクションと自然な歩行をサポート

•  軽量なラバーコンパウンドとつま先の形に沿ったトゥトレッドが、 
歩行時のトラクションを向上

•  かかとがせり上がった構造により、激しい衝撃を吸収し、 
かかとへの負担を軽減

ライド中でも歩行中でも、安全性の高いトラクションを 
得られるULTREAD EXアウトソール。

センターブロックが短く
なったオフセットヒール
パターンによって、全体
のクッション性を強化。

トレイルランニング用
シューズや登山靴を 
ベースに考えられた 
ブロックハイトにより、
滑りやすい土や砂利、
木の根、岩の上など 
での歩行性能を向上。

ワイド化された前足部に
山型のグリップパターン
を配置し、歩行時の 
トラクションを向上。

ULTREAD XC
高耐久かつ軽量

ULTREAD GR
安定したペダルグリップ力

ULTREAD EX
ライド＆歩行時のグリップ力

グリップトルク

引裂強度
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ミッドフット
クリート範囲

かかとの
衝撃を吸収

ギア - フットウェア - EXPLORER SERIESコンセプト

EX
70

0G
TX

EX3 - シティツーリング EX7 - マウンテンツーリング

クリートをかかと側にずらすことで圧力を
分散し、同時に前足部の歩行時のグリップ

面積を拡大。

特殊設計EXミッドソール

独自のミッドソールデザインにより、
かかとへの衝撃とクッション性を向上。

シーンに特化したアウトソールクリート位置を調整

それぞれのライディングスタイルに合わせて、
アウトソールの材料とグリップパターンを 

専用設計。

FOR THE INNER EXPLORER IN YOU.
安定したグリップ力、歩行時のソフトなクッション性、さらに走行時の自在なペダリングを実現する、新SPDシューズEXPLORER SERIESで、より快適なツーリングを
楽しみましょう！あなたが自分らしく探検に集中できるよう、シマノはシティとマウンテン、それぞれのシーンに特化したモデルを用意しました。

EX
70

0

EX
30

0

歩行時とペダリング時の両方の快適性を追求したスポーティな 
軽量サイクリングシューズ。ライディングはもちろん、街歩きの時間も 
楽しくなります。

シマノEX3 SPDは、毎日の通勤はもちろん
週末のツーリングにも活躍する、街中での
使用に最適化したシューズです。 
軽く通気性に優れたデザインで、スムーズな
歩行とペダリング性能を実現します。

シマノEX7は、コンクリートジャングルから 
遠く離れ、自然に親しみ、アウトドア 
アドベンチャーを楽しむ人のために作られた
シューズです。強固なクロージャー 
システムと高トラクションのパターンを 
持つシマノ独自のULTREAD EX 
ラバーアウトソールが、あなたの足元に 
抜群の安定性を提供します。

グリップ力と快適性を兼ね備えたサイクリングアドベンチャーシューズで、
バイクパッキングや自然豊かな野山の探検に出かけましょう！

 »適した用途：
 »毎日の通勤
 »週末のプチツーリング
 »都会の街歩き

 »ソール構造：
 » EVA & ラバー
 »ソフトで高いクッション性

 »適した用途：
 »バイクパッキング
 »自然豊かな野山の探検
 »自転車を降りての山歩き

 »ソール構造：
 » ULTREAD EXラバーアウトソール
 »軽量で高グリップ力

シティ マウンテン

+10 mm
0 mm

-10 mm
-20 mm

クリート
調整範囲

*再生材重量比

ギア - フットウェア - EXPLORER SERIESコンセプト

EXPLORER - 主な特徴
EXPLORER SERIESのフットウェアには、歩きやすさとツーリング体験を向上させるためのテクノロジーに加え、環境への影響に配慮した新しいサスティナブル
設計が盛り込まれています。

アッパーとミッドソールに再生素材を
22%使用したサスティナブル設計*。

ミッドソールに再生素材を20%使用した
サスティナブル設計*。

特殊設計されたシマノのEXミッドソールは、ゆっくりとツーリングを
楽しむのに十分な剛性をソール部分に持たせ、かかと部分にはより
一層やわらかなクッション性を確保しています。

ミッドフットクリートの調整範囲
ミッドフットクリートの範囲を拡大し、バイクコントロールと歩行性能を向上

かかとへの衝撃を吸収
歩行をアシストする高いクッション性

歩行をより快適に

特殊設計EXミッドソール
EXPLORER SERIESは、独自のミッドソール設計によって
かかとへの衝撃緩和性を従来モデルと比較して約3倍向上
させています。

他にはないこのEXミッドソールは部分的に分離した構造で、 
かかとがミッドソールの残りの部分から独立して動くように
設計。歩行時のかかとへの衝撃を低減します。

シマノ独自のミッドソールがスタンダードタイプのミッド 
ソールと比較してかかと部分の変位量を大幅に改善して 
いることが、右のグラフからも分かります。

環境に配慮し、再生素材を使用
EXPLORER SERIESのシューズは、フィット感や快適性、
ペダリング性能を高めつつ、再生素材を採用しています。
シマノは、あなたが冒険を楽しむ場所である自然環境への
負荷が少しでも軽減されるよう、サイクリングギアの 
サスティナブルな設計と製造を追求し続けていきます。

歩行中の高負荷
エリア

EX700 EX700 MT701MT701

EXPLORER SERIESでは、クリートをかかと側に配置して歩く際の高負荷エリアから
ずらし、歩行性を向上させています。

さらに、この新しいクリート配置によって前足部ラバー
のトラクションエリアを50%拡大しました。

283%

100%

EX700EX700 MT701MT701

ペダリング時 歩行時

ペダリング時／歩行時における
ミッドソール変位量

+50% 
より大きくなった
前足部の 

トラクションエリア
高負荷エリア



シールドクロージャー
アッパー構造

ギア - フットウェア - EXPLORER SERIES - EX700 & EX300

特殊設計EXミッドソール
かかと部分にクッション性を持たせた特許出願中
のオリジナルミッドソール構造で、自然な歩行を
サポート。

ULTREAD EXラバーアウトソール
ライド中でも歩行時でも、タフなアドベンチャーを 
楽しむために最適化された、軽量タイプの
ULTREAD EXラバーアウトソールとトレッド 
パターン。

快適なクリート配置
SPD位置をミッドフットに配置し、中速域での
カジュアルなペダリングの快適性を向上。 

信頼性の高いクロージャーシステム
BOA® L6ダイヤル付きのトライパネル 
クロージャーストラップが素早く正確な微調整が
可能にし、しっかりとした安全なフィット感を実現。

頑強なトゥキャップ

歩行時のトラクション
前足部のコンタクトエリアを広げ、安定した 
グリップ力を実現。同時に、歩行中のクリート 
音を低減。

バランスの取れたアッパー
軽く柔軟性のあるTPUコンポジットアッパーと 
メッシュによって、足に馴染むフィット感と高い 
通気性、耐久性を実現。

歩きやすいアウトソール
衝撃を吸収するEVA素材とラバーをブレンドし、
軽さと歩きやすさを追求したシティツーリング用
アウトソールパターン。

歩行時のトラクション
前足部のコンタクトエリアを広げ、安定した 
グリップ力を実現。同時に、歩行中のクリート 
音を低減。

特殊設計EXミッドソール
かかと部分にクッション性を持たせた特許出願中
のオリジナルミッドソール構造で、自然な歩行を
サポート。

快適なクリート配置
SPD位置をミッドフットに配置し、中速域での
カジュアルなペダリングの快適性を向上。

再生素材を使用
アッパーとミッドソールに再生材を22%（重量比）
使用し、よりサスティナブルに。

再生素材を使用
ミッドソールに再生材を20%（重量比）使用し、
よりサスティナブルに。

毎日のスタイルをスポーティに
通気性に優れたスポーティなメッシュアッパーで、
毎日が軽快で爽やかに。

EX700
週末のサイクリングアドベンチャーに驚くほどの快適性とパフォーマンスを提供する、
オフロードツーリングシューズ。

EX300
街乗りにも日々の通勤にも活躍する、スポーティなシティツーリングシューズ。

ギア - フットウェア - 冬用ライディングシューズ - MW7 ※オンラインストア限定

信頼性の高い防水性とグリップ力で雨にも冬の寒さにも負けない、 
オールラウンドなオフロードシューズ。
シマノMW7シューズは悪天候での長距離ライドでこそ、その真価を発揮します。新デザインの大きなフラップが、シューズのアッパーとクロージャー部分を 
フルカバー。防水性をより一層高めています。さらに、高トラクションのパターンを持つULTREAD XCラバーアウトソールが、濡れた路面上でも抜群の安定性を 
提供し、歩きやすさをサポートします。

シマノのMW7クロスカントリー＆グラベルライディング用シューズで、 
オフシーズンのライディングも快適。

ゴアテックスライナー
防水性に優れたゴアテックス素材の断熱 
コンフォートライナーが、寒空や雨天の際にも
足元を濡らさず暖かさをキープ。

視認性を高める360度リフレクター

ULTREAD XCラバーアウトソール
シマノの軽量なULTREAD XCラバーアウト
ソールが、コンペティションレベルの 
グリップ力を実現。

信頼性の高いクロージャーシステム
弾性に優れたエラストマー素材によって 
ホールド感を高めたBOA® L6Cダイヤル。
グローブをしたままでも締め付けを素早く
微調整でき、冬場でも着脱が容易。

暖かいフリースライニング
保温性と断熱性に優れたフリースライナー付き
インソール。

さらに強化された耐水性
背の高いカフを備えた幅広のシューレース 
カバーとダイヤルシールドが水の浸入を防ぎ、
どんな条件下でも足元をドライにキープ。

シールドクロージャ―アッパー構造
雨や泥だらけの状況でも快適



ペダルタイプ 推奨シューズ ライディングシーン シューズペアリングリスト 
（フルラインアップ）

トレッキングハイブリッドペダル SH-EX700
SH-ET300
SH-MT502
SH-SD501

PD-T8000
アロイケージ（ピン付き） SH-EX700

マルチユースハイブリッドペダル SH-EX300
SH-ET300
SH-MT502

SH-EX300ウイメンズ

PD-EH500
アロイケージ（ピン付き） SH-MT502

SH-EX300
SH-ET300
SH-MT502
SH-SD501

SH-EX300ウイメンズ

PD-M324
アロイケージ 

PD-T421
樹脂ケージ

ライトアクション

SH-EX300

カジュアルロードペダル SH-RX600

PD-ES600
SPD SH-RX600

マルチユースフラットペダル SH-ET300

PD-EF202
アロイボディ

PD-EF102
樹脂ボディ SH-ET300

 SPD フラット  SPD-SL

クロスカントリー

PD-M9100
314 g/310 g

PD-M8100
342 g

PD-M540
352 g

PD-M520
380 g

PD-M9120
398 g

PD-M8120
438 g

PD-ME700
540 g

PD-GR500
535 g

PD-M821
546 g

PD-M647
568 g

PD-GR400
394 g

BMX PD-MX70
414 g

ロード

PD-R9100
228 g

PD-R8000
248 g

PD-ES600
279 g

PD-EH500
383 g

PD-ED500
（ライトアクション） 

 442 g
PD-R7000

265 g
PD-R550

310 g

PD-RS500
（ライトアクション）  

320 g

    
シティバイク／ 
カジュアルMTB／ 
トレッキング

PD-T8000
392 g

PD-T421
(CLICK’R) 

423 g
PD-M324

533 g
PD-EF202

512 g
PD-EF102

400 g

PD-EF205
612 g

トレイル／エンデューロ

フリーライド／
ダウンヒル

フットウェア - ペダル + シューズペアリングチャート（ライディングスタイル別）

ライディングスタイルで選ぶ「ペダル + シューズペアリングチャート」
シマノのフットウェアとペダルは、それぞれのライディングスタイルで求められるフィット感と機能性を提供できるよう設計されています。あらゆるライダーが
自分らしくペダリングを楽しめるよう、アドベンチャーやトレーニング、日々の通勤などに特化した選択肢を数多く用意。まずは、あなたの乗り方に合うペダル 
タイプの選択から始めましょう。次に、推奨シューズを組み合わせるか、またはシューズペアリングリストの中からあなたの足にフィットするお気に入りの一足を
選んでください。

フットウェア - ペダル

ペダルラインアップチャート
クリップレスペダルを使用することでペダリングパフォーマンスを向上させることができます。シマノのペダルは、主に3つのシステムに分かれており、 
ライディングスタイルに応じた多彩なデザインと機能を採用しています。

2ホールシステムを採用したSPDは、その歩きやすさとフロート（クリートがペダルからリリースされるまでに要する足の動作量）が大きいことから、オフロードと 
シクロクロスで主流となっているだけでなく、カジュアルライダーにも人気があります。SPDシステムはデュアルプラットフォームペダルの開発をはじめ、 
クリートエリアをくぼませた歩きやすいシューズの開発にも寄与しています。

SPD-SLは、ロードバイクで人気のある3ホールシステムです。激坂のクライムや長距離のライドで優れたパワー伝達を発揮する、大きめのプラットフォームを 
提供します。

フラットペダルは、危険を感じた際に足をペダルから外しやすいため、ダウンヒルやグラビティライディングなどに最適です。また、自転車の乗り降りが簡単で、 
スニーカーなどでも気軽にライディングが楽しめるため、カジュアルライダーにもおすすめです。
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フットウェア 
JPN：

あらゆるライディングに 
最適なシューズを

>>> https://bike.shimano.com/ja-JP/apparel-accessories/footwear.html

ロード

NEW

RC9  
￥54,450 希望小売価格（税込  
シマノのフラッグシップレーシングシューズが、より快適、軽量に、そしてより美
しいフォルムへと進化。

特徴
 · 軽量で通気性に優れたマイクロファイバーレザーのアッパーは、ライド中
ずっと最適なフィット感と快適さを提供。
 · 足のねじれを防止するアンチツイストスタビライザー構造を備えた特別仕
上げのヒールカップが、急加速をしても最適なフットポジションをキープ。
 · なめらかに交差するシューレースパターンは前足部の上質なフィット感を実現。
 · 360°サラウンドラップ構造のアッパーにより、あらゆるライダーに適応
する優れたフィット感を実現。
 · 2つのロープロファイルのBOA® Li2ダイヤルによって素早く正確な微
調整が可能。
 · シームレスなミッドソールとアッパー構造を一体化させた軽量設計により、
フィット感と安定性、そしてパフォーマンスの向上を追求。

サイズ
 · 36-48 
ハーフサイズ 39-43 
ワイドタイプあり

重量
 · 225 g (サイズ42)

RC9T  
￥52,690 希望小売価格（税込

スプリンター、T.T.、クリテリウムスペシャリスト向けに設計されたS-PHYREトラック
レーシングシューズ。

特徴
 · 伸びに強いアッパーが、足の動きを最小限に抑え、パワー伝達を向上。
 · 360°サラウンドラップ構造のアッパーにより、あらゆるライダーに適応
する優れたフィット感を実現。
 · ヒールカップがかかとをしっかりと固定し、足のねじれを防止。急加速し
てもケイデンスを上げても、最適なフットポジションを保持。
 · 2つのデュアルロープロファイルのBOA® Li2ダイヤルで素早く正確な
微調整が可能。
 · スタックハイトの低いミッドソールが足元の安定感を提供し、パワー伝
達効率を最大限に高める。
 · シームレスなミッドソールとアッパー構造を一体化させた軽量設計によ
り、フィット感と安定性、そしてパフォーマンスの向上を追求。

サイズ
 · 36-48 
ハーフサイズ 39-43 
ワイドタイプあり

重量
 · 235 g（サイズ 42）

最適なペダル
PD-R9100

ホワイト
SH-RC902T

ブルー
SH-RC903

最適なペダル
PD-R9100

ホワイト
SH-RC903

ブラック
SH-RC903

RC5
¥21,780 希望小売価格（税込）

S-PHYREのDNAを受け継いだ、軽量のロードパフォーマンスシューズ。

特徴
 · 最適化されたパーツのアッパーは、メッシュ/TPUとシンセティックレザー
材で覆われており、快適なフィット感と軽量感を提供。
 · サラウンドラップ構造のアッパーによりオーバーラップを減らし、グロー
ブのようなぴったりとしたフィット感を実現。
 · シームレスなミッドソールとアッパー構造を一体化させた軽量設計により、
フィット感と安定性、そしてパフォーマンスの向上を追求。
 · インステップストラップのBOA® L6ダイヤルは、さまざまな足の形状も
素早く快適に固定。
 · カーボンファイバーがナイロンミッドソールを補強し、 パワー伝達が
向上。
 · スタックハイトの低いミッドソールが足元の安定感を提供し、パワー伝
達効率を最大限に高める。

サイズ
 · 38 ～ 48
重量
 · 241 g（サイズ 42）

ブルー
SH-RC502

最適なペダル
PD-R7000

ブラック
SH-RC502

ホワイト
SH-RC502

RC7
¥31,460 希望小売価格（税込）

S-PHYREのDNAを注ぎ込んだ、ロードコンペティションレベルシューズ。

特徴
 · シームレスなミッドソールとアッパー構造を一体化させた軽量設計により、
フィット感と安定性、そしてパフォーマンスの向上を追求。
 · サラウンドラップ構造のアッパーによりオーバーラップを減らし、グロー
ブのようなぴったりとしたフィット感を実現。
 · 超高剛性のホローカーボンミッドソールが、効果的に空気と水分を排出。
 · しなやかな高密度シンセティックレザーと、軽量メッシュ/TPUの組合せ
が、優れたフィット感と快適性を実現。
 · 独立した2個のBOA® L6 ダイヤルによって素早い微調整が可能。
 · 調節可能なパワーゾーンシューレースガイドが前足部をしっかりと固定。
 · シマノ ダイナラストが、スムーズなペダリングと効率的なパワー伝達
を発揮。

サイズ
 · 38-48 
ハーフサイズ 39-43 
ワイドタイプあり

重量
 · 255 g（サイズ 42）

ブラック
SH-RC702

最適なペダル
PD-R8000

NEWカラー
グリーン
SH-RC702

ホワイト
SH-RC702

レッド
SH-RC702

RC3
¥17,600 希望小売価格（税込）

シューズの中心にあるBOA®ダイヤルで全体を締めつける新しいクロージャー
システムを搭載。

特徴
 · シームレスなミッドソールとアッパー構造を一体化させた軽量設計に 
より、フィット感と安定性、パフォーマンスの向上を追求。
 · オフセンターフラップにBOA® L6ダイヤルを配置して調整しやすく、 
すっきりとしたシルエットを演出。
 · サラウンドラップ構造のアッパーによりオーバーラップを減らし、 
グローブのようなぴったりとしたフィット感を実現。
 · スタックハイトの低いミッドソールが足元の安定感を提供し、パワー 
伝達効率を最大限に引き上げます。
 · 合成皮革にパーフォレーションを施したコンポジットアッパーが、抜群の 
フィット感を通気性を発揮。
 · 軽量グラスファイバーコンポジットナイロンソール。
サイズ
 · 36-48 
ワイドタイプあり

重量
 · 243 g (サイズ42)

ホワイト
SH-RC300

ブラック
SH-RC300

レッド
SH-RC300

最適なペダル
PD-R550, 
PD-RS500
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RC1
¥11,550 希望小売価格（税込）

レース仕様のスタイルと機能を提供するロードサイクリングシューズ。

特徴
 · サラウンドラップ構造のアッパーによりオーバーラップを減らし、 
グローブのようなぴったりとしたフィット感を実現。
 · 合成皮革にメッシュ加工を施し、快適な履き心地を実現。 
レーシング仕様のロープロファイルデザイン。
 · 3組のフック&ループストラップが足の甲にかかる圧力を均等に分散 
します。
 · 軽量グラスファイバーコンポジットナイロンソール。
 · 丈夫で幅広のヒールパッドが、安定した歩行を確保。
 · オフセットストラップにより足の甲の最も高い部分にかかる圧力を軽減。
サイズ
 · 36-48
重量
 · 238 g (サイズ42)

NEW

RP1 ※オンラインストア限定製品
¥9,680 希望小売価格（税込）

シマノの基幹テクノロジーを採用した、初めてのロードサイクリングシューズ
に最適なモデル。

特徴
 · ソックスのように柔らかいアッパーが、快適なペダリングのサポートと
フィット感を提供。
 · 素早く調節できるY字型クロスストラップで足の甲をしっかりと保持し、
スムーズなペダリングを実現。
 · SPD/SPD-SLの両クリートに対応。
 · 軽量グラスファイバーコンポジットナイロンソール。
 · 丈夫で幅広のヒールパッドが、安定した歩行をサポート。
 · かかとの反射プリントが視認性を向上。
サイズ
 · スタンダード：36 ～ 47
重量
 · 228 g (サイズ42)

ネイビー
SH-RC100

ブラック
SH-RC100

最適なペダル
PD-R550, 
PD-RS500

オンラインストア限定カラー
ホワイト
SH-RC100

レッド
SH-RP101

ブラック
SH-RP101

最適なペダル
PD-R550, 
PD-RS500

ブルー
SH-RP101

トライアスロン

TR9
¥36,300 希望小売価格（税込）

トランジションとパワー伝達を最適化するよう設計されたプロ仕様の 
トライアスロンレーシングシューズ。

特徴
 · T1クィックストラップとワイドな開口部により、素早く簡単にトランジション 
をクリア。
 · 軽量で耐久性のあるカーボンファイバーコンポジットソールが効率的に 
パワーを伝達します。
 · 優れた通気性を備えた防水マイクロファイバー合成皮革。
 · 速乾性に優れた3Dメッシュによってシューズ内を最適化。
 · ヒールカップにより、かかとの安定性を向上。
 · トランジションで素早くシューズを履けるように掴みやすい大きな 
ヒールループ。

サイズ
 · 36-48 
ハーフサイズ 39-43

重量
 · 230 g (サイズ42)

TR5
¥22,990 希望小売価格（税込）

抜群のフィット感とパフォーマンステクノロジーを融合させたトライアスロンシューズ。

特徴
 · シームレスなミッドソールとアッパー構造を一体化させた軽量設計に 
より、フィット感と安定性、パフォーマンスの向上を追求。
 · スタックハイトの低いミッドソールが足元の安定感を提供し、パワー 
伝達効率を最大限に引き上げます。
 · T1クィックストラップとワイドな開口部により着脱が簡単なので、 
トランジションタイムを短縮できます。
 · トランジションで素早くシューズが履ける、掴みやすい左右非対称のヒール
ループ。
 · 通気性と速乾性に優れた3Dメッシュ。
 · 軽量グラスファイバーコンポジットナイロンソール。
 · 適応性に優れたカップインソール。
サイズ
 · 36-46
重量
 · 247 g (サイズ42)

最適なペダル
PD-R9100

ブルー
SH-TR901

ホワイト
SH-TR501

最適なペダル
PD-R7000

インドアサイクリング

IC1 ※オンラインストア限定製品
¥12,100 希望小売価格（税込）

快適なフィット感と最高の通気性を備えた、インドアサイクリング用エントリー
シューズ。

特徴
 · ハードなトレーニング向けにデザインされた通気性のある快適な 
ソックスメッシュアッパー。
 · 素早い締付けが可能なクロスストラップで、足をしっかりと固定。 
 · SPD-SL/SPDクリート両対応。
 · パワー伝達を効率化させる、軽量グラスファイバーコンポジットナイロン
ソール。
 · ダイナラスト・ダイナラストウイメンズテクノロジーとサイズ選択により、
最適なフィット感を容易に見つけることができます。
 · 通気孔を備えたインソールと通気性を高めたアウトソールとの組み合わせ
で、足を素早くドライに。

サイズ
 · 36 ～ 45
重量
 · 225 g (サイズ42)

最適なペダル
PD-ED500, PD-M520, 
PD-RS500, PD-R550

ブラック
SH-IC100

クロスカントリー

XC9  
￥52,690 希望小売価格（税込

他の追随を許さない、プロ仕様のフラッグシップXCレーシングシューズ。

特徴
 · 妥協を許さない、超軽量構造のクロスカントリーMTB/シクロクロスレー
シングシューズ。
 · 高度な技術を使用したトレッドパターンを採用した軽量SHIMANO 
ULTREAD XCラバーアウトソールは、究極のレーシンググリップ力を実現。
 · 調整可能なタロン型のメタルスパイクは、超軽量パフォーマンスか究極
のトラクションかの選択が可能。
 · 2つのデュアルロープロファイルのBOA® Li2ダイヤルで素早く正確な
微調整が可能。
 · 科学的に最適化された素材を適所に採用したサラウンドラップ構造のアッパー
により、フィット感とペダリングパフォーマンスを追求。
 · スタックハイトの低いミッドソールが足元の安定感を提供し、パワー伝
達効率を最大化。
 · 調節可能なパワーゾーンシューレースガイドが前足部をしっかりと固定。
サイズ
 · 36-48 
ハーフサイズ 39-43

重量
 · 296 g (サイズ42)

ブラック
SH-XC902

ホワイト
SH-XC902

最適なペダル
PD-M9100
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XC7
¥31,460 希望小売価格（税込）

S-PHYREのDNAを注ぎ込んだ、XCコンペティションレベルシューズ。

特徴
 · 軽量なSHIMANO ULTREAD XCラバーアウトソールが、競技グレード
のグリップ力を実現。
 · サラウンドラップ構造のアッパーによりオーバーラップを減らし、グロー
ブのようなぴったりとしたフィット感を実現。
 · 調整可能なスパイクは、ライディングスタイルやコンディションにあわせ
て選択して交換可能。
 · 超硬質、軽量なカーボンファイバー強化ミッドソール。
 · しなやかな高密度シンセティックレザーと、軽量メッシュ/TPUの組合せが、
優れたフィット感と快適性を実現。
 · 独立した2個のBOA® L6 ダイヤルによって素早い微調整が可能。
 · 調節可能なパワーゾーンシューレースガイドが前足部をしっかりと固定。
 · スタックハイトの低いミッドソールが足元の安定感を提供し、パワー伝
達効率を最大化。

サイズ
 · ワイド：38-48
重量
 · 320 g (サイズ42)

レッド
SH-XC702

ブラック
SH-XC702

ホワイト
SH-XC702

最適なペダル
PD-M8100

XC5
¥22,990 希望小売価格（税込）

多くのライダーに高いパフォーマンスをもたらす、スタイリッシュで多用途のXCシューズ。

特徴
 · 軽量なSHIMANO ULTREAD XCラバーアウトソールが、競技グレード
のグリップ力を実現。
 · 最適化されたパーツのアッパーは、メッシュ/TPUとシンセティックレザー
材で覆われており、快適なフィット感と軽量感を提供。
 · インステップストラップのBOA® L6ダイヤルは、さまざまな足の形状も
素早く快適に固定。
 · グラスファイバーで補強されたミッドソールが、パワー伝達を向上。
 · サラウンドラップ構造のアッパーによりオーバーラップを減らし、グロー
ブのようなぴったりとしたフィット感を実現。
 · 調整可能なスパイクは、ライディングスタイルやコンディションにあわせ
て選択して交換可能。
 · スタックハイトの低いミッドソールが足元の安定感を提供し、パワー伝
達効率を最大化。

サイズ
 · スタンダード：39 ～ 45
重量
 · 300 g (サイズ42)

ブラック
SH-XC502

最適なペダル
PD-M8100

XC3
¥18,810 希望小売価格（税込）

抜群のフィット感とペダリングテクノロジーを融合させた 
高性能XC MTBレーシングシューズ。

特徴
 · シームレスなミッドソールとアッパー構造を一体化させた軽量設計に 
より、フィット感と安定性、パフォーマンスの向上を追求。
 · オフセンターフラップにBOA® L6ダイヤルを配置して調整しやすく、 
すっきりとしたシルエットを演出。
 · サラウンドラップ構造のアッパーによりオーバーラップを減らし、 
グローブのようなぴったりとしたフィット感を実現。
 · XCレースパターンを配したラバーアウトソールがペダルとのコンタクト 
を保持し、歩行時にしっかりとしたグリップ力を発揮します。
 · スタックハイトの低いミッドソールが足元の安定感を提供し、パワー 
伝達効率を最大限に引き上げます。
 · 合成皮革にパーフォレーションを施したコンポジットアッパーが、抜群の 
フィット感を通気性を発揮。
 · 軽量グラスファイバーコンポジットナイロンソール。
サイズ
 · 38-45 (オリーブ) 
36-48 (ホワイト、ブラック) 
ワイドタイプあり

重量
 · 332 g (サイズ42)

XC1
¥11,550 希望小売価格（税込）

シマノの品質とデザインが光るパフォーマンスXC MTBシューズ。

特徴
 · 合成皮革にパーフォレーションを施したコンポジットアッパーが、抜群の 
フィット感を通気性を発揮。
 · 3組のフック&ループストラップが足の甲にかかる圧力を均等に分散 
します。
 · オフセットストラップにより足の甲の最も高い部分にかかる圧力を軽減。
 · サラウンドラップ構造のアッパーによりオーバーラップを減らし、 
グローブのようなぴったりとしたフィット感を実現。
 · 軽量グラスファイバーコンポジットナイロンソール。
 · XCレースパターンを配したラバーアウトソールがペダルとのコンタクト 
を保持し、歩行時にしっかりとしたグリップ力を発揮します。

サイズ
 · 38 ～ 45 (シルバー) 
38 ～ 48 (ブラック)

重量
 · 334 g (サイズ42)

ブラック
SH-XC100

ブラック
SH-XC300

最適なペダル
PD-M540, 
PD-M520

最適なペダル
PD-M520

オンラインストア限定カラー
オリーブ
SH-XC300

オンラインストア限定カラー
シルバー
SH-XC100

NEWカラー
ホワイト
SH-XC300

NEW

MX1 ※オンラインストア限定製品
¥9,680 希望小売価格（税込）

オフロードサイクリングを楽しむために構築されたMTBサイクリングシューズ。

特徴
 · ソックスのように柔らかいアッパーが、快適なペダリングのサポートと
フィット感を提供。
 · 素早く調節できるY字型クロスストラップで足の甲をしっかりと保持し、
スムーズなペダリングを実現。
 · 様々な用途に適したMTBラバーアウトソールパターンが、安定したペダ
リングとウォーキングをサポート。
 · かかとの反射プリントが視認性を向上。
 · 通気性を高めたシンセティックレザーアッパーが、信頼性の高いフィッ
ト感を提供。
サイズ
 · スタンダード：38 ～ 48
重量
 · 325 g (サイズ42)

レッド
SH-MX100

ブルー
SH-MX100

ブラック
SH-MX100

最適なペダル
PD-M520, 
PD-ED500

NEW

MW7 ※オンラインストア限定製品
¥36,300 希望小売価格（税込）

信頼性の高い防水性とグリップ力で雨にも冬の寒さにも負けない、オールラウ
ンドなオフロードシューズ。

特徴
 · 背の高いカフを備えたラップアラウンドシールドが水の浸入を防ぎ、 
どんなライドでも足元をドライにキープ。
 · 防水性に優れたゴアテックス断熱コンフォートライナーが、寒い雨の日
でも足元を濡らさず暖かく保護。
 · 軽量なシマノULTREAD XCラバーアウトソールが、競技グレードのグ
リップ力を実現。
 · スタックハイトの低いミッドソールが足元の安定感を提供し、パワー伝
達効率を最大化。
 · BOA® L6Cダイヤルにより、手袋をしたままでも締め付けを素早く微調
整することができ、冬場でも着脱が容易。
 · 保温性と断熱性に優れたフリースライナー付きインソール。
 · 視認性を高める360度リフレクター。
サイズ
 · 38 ～ 45
重量
 · 405 g (サイズ42)

ブラック
SH-MW702

最適なペダル
PD-M8100, 
PD-M8120
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グラベル / アドベンチャー

NEW

RX6
￥24,200 希望小売価格（税込）

剛性と歩行性能を最適なバランスで両立させたグラベルシューズ。

特徴
 · カーボン強化ソールが、長時間のペダリングにも耐えるレースレベル
の剛性を発揮。
 · TPUラグを採用したワイドアウトソールパターンが、ライド中および歩
行時の快適性とパフォーマンスを最適化。
 · グラベルレースからインスパイアされた軽量アウトソール。
 · サラウンドラップアッパー構造で、しっかりとしたホールド感と快適な履
き心地を実現。
 · BOA® L6Kダイヤルを回して素早く正確な微調整が可能。
 · SPDペダルと1つのシステムとして設計することで、ペダリング効率と
安定性を追求。

サイズ
 · スタンダード：38 ～ 48
重量
 · 274 g (サイズ42)

NEW

RX8
￥36,300 希望小売価格（税込）

足元で存在感を放つ、超軽量グラベルレーシングシューズ。

特徴
 · しなやかなシンセティックレザーを使用したサラウンドラップアッパーが、
しっかりとしたホールド感と快適な履き心地を実現。
 · 高速でのグラベルレースに対応する、超高剛性かつ軽量の 
カーボンコンポジットソール。
 · ラバーグリップのついたロープロファイルのBOA® Li2ダイヤルで 
素早く正確な微調整が可能。
 · 軽量・耐摩耗性TPUラグを採用し、ペダリング性能と歩きやすさを両立。
 · 大胆なデザインからインスピレーションを受けた、鮮やかなグラフィック。
 · SPDペダルと1つのシステムとして設計することで、ペダリング効率と
安定性を追求。

サイズ
 · スタンダード：38 ～ 48 
ワイド：38 ～ 48

重量
 · 268 g (サイズ42)

グリーン
SH-RX600

シルバー
SH-RX801

ブラック
SH-RX600

ブラック
SH-RX801

最適なペダル
PD-M8100, 
PD-ES600

グラビティ

AM9 ※オンラインストア限定製品
¥24,200 希望小売価格（税込）

アーマードフラッグシップダウンヒル/エンデューロSPDシューズで、圧倒的な
保護力とコントロールを。

特徴
 · 巨大なインステップストラップが、どんな路面でもアグレッシブなペダ
リングもサポート。
 · 外装のレースシールドが小石や木辺から足を保護。
 · スピードレーシングシステムで素早く正確な調整ができ、フックやルー
プを使用して容易にタンカバーの下に収納可能。
 · クリップインしていない時に、ペダルプラットフォームと安定したシュー
ズをつなぐペダルチャンネル。
 · バイクコントロールを改善する、18 mmの後方クリート調整。
 · 非対照にふくらんだパッド入りアンクルカラーとサイドウォールソール
が、防護力をプラス。
 · シマノのラバーコンパウンドとアウトソールパターンは、グリップ力と耐
久性を最大化します。
 · 頑丈なトゥキャップでつま先をしっかり保護。
サイズ
 · スタンダード：39 ～ 45
重量
 · 424 g（サイズ 42）

最適なペダル
PD-M821

ネイビー
SH-AM903

GR5 ※オンラインストア限定製品
¥15,730 希望小売価格（税込）

優れたグリップ力と快適性、スタイルを提供するフラットペダルシューズ。

特徴
 · シマノ独自のラバーアウトソールがペダルピンをしっかりとグリップし 
バイクコントロールを向上。歩行時も優れたトラクションを発揮します。
 · 丈夫な合成素材のアッパーにメッシュを加え、優れた保護と通気性を
提供。
 · つま先と足首部分を補強し、しっかりと保護。
 · ライドやそれ以外のシーンで一日中快適な履き心地を提供する 
ボリュームツアーラスト。
 · 39 ～ 45サイズを展開。
サイズ
 · スタンダード：39 ～ 45
重量
 · 350 g (サイズ42)

GR9 ※オンラインストア限定製品
¥21,780 希望小売価格（税込）

シマノのフラッグシップフラットソールシューズで、アドレナリンが全身を駆け
巡るグラビティライディングを。

特徴
 · 重力配分を最適化した SHIMANO ULTREAD GRラバーコンパウンド
とトレッドパターンが、最高のペダルグリップ力とコントロールを実現。
 · 優れた快適性を提供する、シンプルなレースとメッシュウィンドウのカジ
ュアルスケータースタイル。
 · 排水チャンネルを備えた耐久性のあるラバーアウトソールで、グリップ
力と歩行性能が持続。
 · 非対照にふくらんだパッド入りアンクルカラーとサイドウォールソール
が、防護力をプラス。
 · 頑丈なトゥキャップでつま先をしっかり保護。
 · 水分の吸収を抑え、素早く乾く素材を採用。
サイズ
 · スタンダード：39 ～ 45
重量
 · 396 g (サイズ42)

スモークホワイト
SH-GR903

最適なペダル
PD-GR500

最適なペダル
PD-GR500, 
PD-GR400

ブラック
SH-GR501

MT5
¥15,180 希望小売価格（税込）

快適で歩きやすい、アクティブなアウトドアライフスタイル向けのツーリング 
シューズ。

特徴
 · 軽量のハイキングシューズ同様の歩きやすさを備えた、高性能のオフロード
サイクリングシューズ。
 · インステップストラップ付きのスピードレーシングシステムで、素早く簡単
にフィット感の調節が可能。
 · 軽量でスポーティなメッシュパネルのアッパーがしっかりと足にフィットし、
通気性も抜群。
 · 優れたソールの剛性を追求し、グラスファイバーで補強したシャンク
プレート。
 · 衝撃を吸収するEVAミッドソールとラバーアウトソールが、ペダリング
中も歩行時にも快適性を実現。

サイズ
 · スタンダード：38 ～ 48
重量
 · 354 g（サイズ 42）

マウンテン ツーリング

最適なペダル
PD-T8000, 
PD-EH500

ブラック
SH-MT502

シンセティックレザー
  サラウンド
ラップアッパー

  ヒール
スタビライザー

  カーボン
ソール
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最適なペダル
PD-M9100
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マイクロファイバー
シンセティックレザー

  サラウンド
ラップアッパー

  シームレス
ミッドソール構造

  
適材適所の特性

アンチツイスト
スタビライザー

  外付け
ヒールカップ

  カーボン
ソール

  ホロー
チャンネル

ワイドクリート
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  ワイドクリート
アジャスト

SD5
¥19,360 希望小売価格（税込）

SPDサイクリングサンダル。

特徴
 · 暖かい季節のカジュアルライドに最適なSPDペダル対応サンダル。
 · 最適なソール剛性のグラスファイバーで補強されたシャンクプレート。
 · 安定感のあるラバーアウトソールでライド中と歩行時の快適性を確保。
 · 滑らかなメッシュと合成皮革ライナーを採用し、素足でも快適にペダ
リング。
 · 定番のデュアルストラップデザインで、効率的かつ快適な履き心地の 
オープントゥサンダル。
 · シマノのサイクリングシューズと同じワンステップサイズ。
サイズ
 · 38-48
重量
 · 396 g (サイズ42)

最適なペダル
PD-T8000, 
PD-M324

ブラック
SH-SD501

エクスプローラー

NEW

EX7
¥22,440 希望小売価格（税込）

あらゆるアドベンチャーサイクリングに最高の快適性とパフォーマンスを提供
する、オフロードツーリングシューズ。

特徴
 · ライディング中でも歩行時でも、タフなアドベンチャーのために最適化された
高いグリップ力を備えるULTREAD EXラバーアウトソールとトレッドパターン。
 · BOA® L6Eダイヤル付きのトライパネルクロージャーストラップが素早
く正確な微調整を可能にし、しっかりとした安全なフィット感を実現。
 · リサイクル素材をメッシュアッパーとミッドソールに22%（重量比）使用
し、よりサスティナブルへ。
 · レイヤー構造のEVAフォームを採用したEXミッドソールが、かかとの衝
撃を吸収し、よりスムーズで快適な歩行をサポート。
 · 前足部のコンタクトエリアを広げることでより安全なグリップを提供す
るとともに、歩行時のクリートのノイズを低減。
 · ミッドフットにあるSPDの配置は、中速域でのカジュアルなペダリング時の快適性を向上。
 · メッシュとTPUコンポジットアッパーが快適なフィット感、より良い通気性と耐久性を提供。
 · 頑丈なトゥキャップがつま先をしっかり保護。
サイズ
 · スタンダード：38 ～ 48
重量
 · 353 g (サイズ42)

ブラック
SH-EX700

最適なペダル
PD-M8120, 
PD-T8000

NEW

EX3
¥16,940 希望小売価格（税込）

街乗りや通勤に活躍する、スポーティなシティツーリングシューズ。

特徴
 · 毎日のサイクリングを快適かつスタイリッシュにする、通気性に優れたメ
ッシュアッパーを備え、幅広い用途に使えるサイクリングシューズ。
 · リサイクル素材をミッドソールに20%（重量比）使用し、よりサスティナブルへ。
 · レイヤー構造のEVAフォームを採用したEXミッドソールが、かかとの衝
撃を吸収し、よりスムーズで快適な歩行を実現。
 · 前足部のコンタクトエリアを広げることでより安全なグリップを提供す
るとともに、歩行時のクリートのノイズを低減。
 · ミッドフットにあるSPDの配置は、中速域でのカジュアルなペダリング
時の快適性を向上。
 · 軽さと歩きやすさを実現する、EVAとラバーをブレンドしたシティツーリ
ング用アウトソールパターン。

サイズ
 · スタンダード：38 ～ 48
重量
 · 315 g (サイズ42)

ネイビー
SH-EX300

最適なペダル
PD-EH500, 
PD-M324

ブラック
SH-EX300

アウトドアツーリング

ET3
¥11,550 希望小売価格（税込）

ペダリング効率と歩行時の快適性を両立させたツーリングシューズ。 
フラットペダルやE-BIKEに対応。

特徴
 · 効率的なペダリングを実現するセミリジッドパワートランスファー 
ブレードテクノロジーを採用したミッドソール。
 · 360° トラクションソールに配したブロックパターンが、ペダルや 
地形を問わず優れたグリップ力を発揮。
 · アダプティブアウトソールに配したクロスグルーブが多種多様な 
ペダルケージやピンに適応し、優れたグリップ力を発揮。
 · かかと部分とつま先に配したブロックパターンが山道で優れた 
トラクションを発揮して、あらゆる地形で優れたグリップ力を提供。
 · つま先を保護するトゥボックスとリフレクター。
サイズ
 · 36-48
重量
 · 332 g (サイズ42)

最適なペダル
PD-T8000, PD-M324,
PD-EH500, PD-EF102

NEWカラー
ブラック
SH-ET300

ウイメンズ

NEW

RC9 ウイメンズ
¥54,450 希望小売価格（税込）

シマノの究極のレーシングシューズが、さらに快適で軽量、そしてよりなめらか
なフォルムへと進化。

特徴
 · 軽量で通気性に優れたマイクロファイバーレザーのアッパーは、ライド
中ずっと最適なフィット感と快適さを提供。
 · 足のねじれを防止するアンチツイストスタビライザー構造を備えた特別仕
上げのヒールカップが、急加速をしても最適なフットポジションをキープ。
 · なめらかに交差するシューレースパターンは前足部の上質なフィット
感を実現。
 · 360°サラウンドラップ構造のアッパーにより、あらゆるライダーに適応
する優れたフィット感を実現。
 · 2つのロープロファイルのBOA® Li2ダイヤルによって素早く正確な微
調整が可能。
 · ウイメンズ専用ラストとサラウンドラップアッパーを採用し、より自然で
快適なフィット感を提供。
 · シームレスなミッドソールとアッパー構造を一体化させた軽量設計によ
り、フィット感と安定性、そしてパフォーマンスの向上を追求。

サイズ
 · ウイメンズ：36 ～ 40
重量
 · 215 g (サイズ40)

ホワイト
SH-RC903 ウイメンズ

最適なペダル
PD-R9100

6RC3 ウイメンズ
¥17,600 希望小売価格（税込）

シューズの中心にあるBOA®ダイヤルで全体を締めつける新しいクロージャー
システムを搭載。

特徴
 · シームレスなミッドソールとアッパー構造を一体化させた軽量設計に 
より、フィット感と安定性、パフォーマンスの向上を追求。
 · オフセンターフラップにBOA® L6ダイヤルを配置して調整しやすく、 
すっきりとしたシルエットを演出。
 · サラウンドラップ構造のアッパーによりオーバーラップを減らし、 
グローブのようなぴったりとしたフィット感を実現。
 · スタックハイトの低いミッドソールが足元の安定感を提供し、パワー 
伝達効率を最大限に引き上げます。
 · 合成皮革にパーフォレーションを施したコンポジットアッパーが、抜群の 
フィット感を通気性を発揮。
 · 自然で快適なフィット感のウイメンズ専用のラスト。
 · 軽量グラスファイバーコンポジットナイロンソール。
サイズ
 · ウイメンズ 36-40
重量
 · 226 g (サイズ40)

最適なペダル
PD-R550, 
PD-RS500

ホワイト
SH-RC300 ウイメンズ
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6RC1 ウイメンズ ※オンラインストア限定製品
¥11,550 希望小売価格（税込）

レース仕様のスタイルと機能を提供するウイメンズロードサイクリングシューズ。

特徴
 · サラウンドラップ構造のアッパーによりオーバーラップを減らし、 
グローブのようなぴったりとしたフィット感を実現。
 · 合成皮革にメッシュ加工を施し、快適な履き心地を実現。レーシング仕様 
のロープロファイルデザイン。
 · 3組のフック&ループストラップが足の甲にかかる圧力を均等に分散 
します。
 · 軽量グラスファイバーコンポジットナイロンソール。
 · 丈夫で幅広のヒールパッドが、安定した歩行を確保。
 · 自然で快適なフィット感のウイメンズ専用のラスト。
 · オフセットストラップにより足の甲の最も高い部分にかかる圧力を軽減。
サイズ
 · ウイメンズ：36 ～ 42
重量
 · 222 g (サイズ40)

最適なペダル
PD-R550, 
PD-RS500

ネイビー
SH-RC100 ウイメンズ

ブラック
SH-RC100 ウイメンズ

XC1 ウイメンズ ※オンラインストア限定製品
¥11,550 希望小売価格（税込）

シマノの品質とデザインが光るウイメンズ仕様の 
パフォーマンスXC MTBシューズ。

特徴
 · 合成皮革にパーフォレーションを施したコンポジットアッパーが、抜群の 
フィット感を通気性を発揮。
 · 3組のフック&ループストラップが足の甲にかかる圧力を均等に分散
します。
 · オフセットストラップにより足の甲の最も高い部分にかかる圧力を軽減。
 · サラウンドラップ構造のアッパーによりオーバーラップを減らし、 
グローブのようなぴったりとしたフィット感を実現。
 · 軽量グラスファイバーコンポジットナイロンソール。
 · XCレースパターンを配したラバーアウトソールがペダルとのコンタクトを 
保持し、歩行時にしっかりとしたグリップ力を発揮します。
 · 自然で快適なフィット感のウイメンズ専用のラスト。
サイズ
 · ウイメンズ：36 ～ 42
重量
 · 310 g (サイズ40)

5

最適なペダル
PD-M520

ブラック
SH-XC100 ウイメンズ

NEW

EX3 ウイメンズ
¥16,940 希望小売価格（税込）

街乗りや通勤に活躍する、スポーティなシティツーリングシューズ。

特徴
 · 毎日のサイクリングを快適かつスタイリッシュにする、通気性に優れたメ
ッシュアッパーを備え、幅広い用途に使えるサイクリングシューズ。
 · リサイクル素材をミッドソールに20%（重量比）使用し、よりサスティナ
ブルへ。
 · レイヤー構造のEVAフォームを採用したEXミッドソールが、かかとの衝
撃を吸収し、よりスムーズで快適な歩行を実現。
 · 前足部のコンタクトエリアを広げることでより安全なグリップを提供す
るとともに、歩行時のクリートのノイズを低減。
 · ミッドフットにあるSPDの配置は、中速域でのカジュアルなペダリング
時の快適性を向上。
 · 自然で快適なフィット感のウイメンズ専用ラスト。
 · 軽さと歩きやすさを実現する、EVAとラバーをブレンドしたシティツーリ
ング用アウトソールパターン。

サイズ
 · ウイメンズ：36 ～ 40
重量
 · 291 g (サイズ40)

グレー／ミント
SH-EX300 ウイメンズ

最適なペダル
PD-EH500, 
PD-M324

互換性の確認
https://bike.shimano.com/ja-JP/apparel-accessories/
smallparts/footwear-smallparts.html

インソール

モデル名 互換性 ラスト サイズ コード番号 メーカー希望
小売価格

VOLUME TOUR 
ラストインソール

SH-AM903/AM902/AM901/AM702/AM702 
WOMEN/AM701/AM503/AM503 WOMEN/AM501/
GR903/GR901/GR900/GR701/GR701 WOMEN/
GR700/GR700 WOMEN/GR501/GR501 WOMEN/
GR500/GR500 WOMEN/MX100/ME502/ME400/
ME400 WOMEN/ME301/ME301 WOMEN/ME201 
WOMEN/ME100/MW501/EX700/EX700GTX/
EX300/EX300 WOMEN/MT701GTX/MT701/MT700/
MT502/MT502 WOMEN/MT501/MT501 WOMEN/
MT301/MT301 WOMEN/ET700/ET700 WOMEN/
ET500/ET500 WOMEN/ET300/ET300 WOMEN/
XM900/CT500/CT500 WOMEN/IC300 WOMEN

Volume 
tour last

33 - 35 ESMSHAM903MINL01350 ¥3,520

36 - 38 ESMSHAM903MINL01380 ¥3,520

38.5 - 40 ESMSHAM903MINL01400 ¥3,520

40.5 - 42 ESMSHAM903MINL01420 ¥3,520

42.5 - 44 ESMSHAM903MINL01440 ¥3,520

44.5 - 46 ESMSHAM903MINL01460 ¥3,520

46.5 - 48 ESMSHAM903MINL01480 ¥3,520

スタンダード
カップインソール

SH-RC903/RC903 WOMEN/RC902/RC902 WOMEN/
RC901/RC902T/RC901T/RC702/RC702 WOMEN/RC701/
RC502/RC502 WOMEN/RC500/RC500 WOMEN/RC300/
RC300 WOMEN/RC100/RC100 WOMEN/TR901/TR501/
TR501 WOMEN/XC902/XC901/XC702/XC701/XC502/
XC502 WOMEN/XC501/XC501 WOMEN/XC300/XC300 
WOMEN/XC100/XC100 WOMEN/RX801/RX801R/RX600/
RX600 WOMEN/RX800/RX800 WOMEN/ 
MW702/IC500 WOMEN/IC200/IC100/RP101/RP501 
WOMEN/RP400/RP400 WOMEN/RP301/RP301 WOMEN/
RP201 WOMEN/RP100/TR900/TR900 WOMEN/TR500/
TR500 WOMEN/XC500/XC500 WOMEN/RT500

DYNALAST

36 - 38 ESMSHRC502MINL01380 ¥3,520

38.5 - 40 ESMSHRC502MINL01400 ¥3,520

40.5 - 42 ESMSHRC502MINL01420 ¥3,520

42.5 - 44 ESMSHRC502MINL01440 ¥3,520

44.5 - 46 ESMSHRC502MINL01460 ¥3,520

46.5 - 48 ESMSHRC502MINL01480 ¥3,520

49 - 50 ESMSHRC502MINL01500 ¥3,520

カスタムフィット
インソール（RC9）

SH-RC903/RC903 WOMEN/RC902/RC902 WOMEN/
RC901/RC902T/RC901T/RC702/RC702 WOMEN/RC701/
RC502/RC502 WOMEN/RC500/RC500 WOMEN/RC300/
RC300 WOMEN/RC100/RC100 WOMEN/TR901/TR501/
TR501 WOMEN/XC902/XC901/XC702/XC701/XC502/
XC502 WOMEN/XC501/XC501 WOMEN/XC300/XC300 
WOMEN/XC100/XC100 WOMEN/RX801/RX801R/RX600/
RX600 WOMEN/RX800/RX800 WOMEN/MW702/
IC500 WOMEN/IC200/IC100/RP101/RP501 WOMEN/
RP400/RP400 WOMEN/RP301/RP301 WOMEN/RP201 
WOMEN/RP100/TR900/TR900 WOMEN/TR500/
TR500 WOMEN/XC500/XC500 WOMEN/RT500

DYNALAST

36 - 37.5 ESMSHRC9INCF375 ¥5,280 

38 - 39.5 ESMSHRC9INCF395 ¥5,280 

40 - 41.5 ESMSHRC9INCF415 ¥5,280 

42 - 43.5 ESMSHRC9INCF435 ¥5,280 

44 - 45.5 ESMSHRC9INCF455 ¥5,280 

46 - 47.5 ESMSHRC9INCF475 ¥5,280 

48 - 50 ESMSHRC9INCF500 ¥5,280 

エクストラクッション
インソール

SH-ME702/ME701/ME501/MW701

36 - 38 ESMSHM200CPIN38 ¥3,080

38.5 - 40 ESMSHM200CPIN40 ¥3,080

40.5 - 42 ESMSHM200CPIN42 ¥3,080

42.5 - 44 ESMSHM200CPIN44 ¥3,080

44.5 - 46 ESMSHM200CPIN46 ¥3,080

46.5 - 48 ESMSHM200CPIN48 ¥3,080

49 - 50 ESMSHM200CPIN50 –

スパイク

モデル名 互換性 カラー コード番号 メーカー希望
小売価格

スペア用
ロープロファイルスパイク
（タロンスパイク）

SH-XC902/XC901/XC702/XC701/XC502/
XC502 WOMEN/XC501/XC501 WOMEN/
XC500/XC500 WOMEN/MW702

ブラック ESMSHXC902MSKL01000 ¥2,640

ロープロファイル
レジンスパイク

SH-XC902/XC901/XC702/XC701/XC502/
XC502 WOMEN/XC501/XC501 WOMEN/
XC500/XC500 WOMEN/MW702

グレー ESMSHXC901MSKG01000 ¥1,650

スペア用MTBスパイク
SH-XC902/XC901/XC702/XC701/XC502/
XC502 WOMEN/XC501/XC501 WOMEN/
XC500/XC500 WOMEN/MW702

ブラック ESMSHXC900SPIKE ¥2,420

スペア用
ロープロファイルスパイク

SH-XC902/XC901/XC702/XC701/XC502/
XC502 WOMEN/XC501/XC501 WOMEN/
XC500/XC500 WOMEN/MW702

ブラック ESMSHXC90SPIKE ¥1,650

スペア用MTBスパイク
SH-XC902/XC901/XC702/XC701/XC502/
XC502 WOMEN/XC501/XC501 WOMEN/
XC500/XC500 WOMEN/MW702

ブラック ESHM225SPIKE ¥1,540



クリート

•	1	ユニット	(セット)

カテゴリー モデル名 モード コード番号 メーカー希望
小売価格

SM-SH10

SM-SH11 SM-SH12

SPD-SL SM-SH10 固定 - 固定モード Y42U9802A
ISMSH10 ¥2,414 

SPD-SL SM-SH11 セルフアライニング - セルフアライニングモード Y42U9801A
ISMSH11 ¥2,414 

SPD-SL SM-SH12 フロントセンター
ピボッティング - フロントセンター

ピボッティングモード
Y40B9814A
ISMSH12 ¥2,414 

SM-SH51

SM-SH56

SPD SM-SH51（クリートナット付） シングルリリース X シングルリリースおよび
「イージーステップイン」機能用

Y4249822A
ISMSH51A ¥1,947 

SPD SM-SH51（クリートナットなし） シングルリリース X シングルリリースおよび
「イージーステップイン」機能用

Y4249820A
ISMSH51 ¥1,713 

SPD SM-SH56（クリートナット付） マルチリリース X マルチリリース
 (PD-M858を除く)

Y41S9809A
ISMSH56A ¥1,947 

SPD SM-SH56（クリートナットなし） マルチリリース X マルチリリース
 (PD-M858を除く)

Y41S9810A
ISMSH56 ¥1,713 

クリート	/	その他

モデル名 互換性 サイズ	/	備考 コード番号 メーカー希望
小売価格

SPD-SLクリートボルト -

ノーマル (M5 × 8 mm) 1 個 Y42U14200 ¥264

軽量タイプ (M5 × 8 mm) 6 個 YL8898050 ¥1,155

ミディアム (M5 × 10 mm) 6 個 Y42U98070 ¥924

ロング (M5 × 13.5 mm) 6 個 Y42U98060 ¥924

SM-SH20
クリートスペーサー -

1 mm スペーサー、1 個
2 mm スペーサー、2 個
M5 × 10 mm ボルト、3 個
M5 × 13.5 mm ボルト、3 個

Y40B98150 ¥1,155

SPD クリートスペーサー SM-SH51/SM-SH56 用 厚さ : 1.0mm YL8098030 ¥248

クリートホールスペーサー SH-ME701/ME702 - ESMSHM200CHS ¥660

SM-SH40
SPD クリートアダプター

SH-RP100/RP101/TR500/
TR500 ウイメンズ /IC100

クリートなし ESMSH40M ¥1,870

SM-SH41
SPD クリートアダプタ

シマノのすべての
3 ホールアウトソール

- ESMSH41 ¥1,870

SM-SH45	
SPD-SLクリートカバー

SM-SH10/SM-SH11/SM-SH12 - ESMSH45 ¥1,870

クリートキャップ

SH-EX700/EX700GTX/EX300/
EX300 ウイメンズ /XM900/
MT701GTX/MT701/MT501/
MT501 ウイメンズ /MT301/MT301 
ウイメンズ /SD500/SD501

- ESMSHMT33CC ¥990

クリートキャップ
SH-IC300 ウイメンズ /
CT500/CT500 ウイメンズ

- ESMSHCT500CC ¥1,210

バックル＆ストラップセット

モデル名 互換性 サイズ カラー コード番号 メーカー希望
小売価格

バックル＆ストラップセット
SH-RP301/RP301 WOMEN/ME702/
ME701/ME301/ME301 WOMEN

ブラック ESMSHRP301MBSL010000 ¥2,420

ホワイト ESMSHRP301MBSW010000 ¥2,420

MINI	POWER	ストラップセット SH-ET500

36 - 40

ブラック

ESMSHET500MMPL01400 –

41 - 44 ESMSHET500MMPL01440 –

45 - 48 ESMSHET500MMPL01480 –

MINI	POWER	ストラップセット SH-XM900

37 ESMSHXM900MPS37 –

40 ESMSHXM900MPS40 –

42 ESMSHXM900MPS42 –

44 ESMSHXM900MPS44 –

46 ESMSHXM900MPS46 –

48 ESMSHXM900MPS48 –

スピードレーシングキット
SH-ME702/ME701/MW501/AM903/
AM902/GR901/MT502/MT502 
WOMEN/MT501/MT501 WOMEN

ESMSHAM903MSLL01000 ¥1,210

ヒールパッド

モデル名 互換性 サイズ コード番号 メーカー希望
小売価格

スペア用ヒールパッド SH-RC901/RC901T

36 - 39.5 ESMSHRC900HPS ¥2,090

40 - 43.5 ESMSHRC900HPM ¥2,090

44 - 48 ESMSHRC900HPL ¥2,090

スペア用ヒールパッド SH-RC902/RC902T

36 - 39.5 ESMSHRC902MHPL01395 ¥2,090

40 - 43.5 ESMSHRC902MHPL01435 ¥2,090

44 - 48 ESMSHRC902MHPL01480 ¥2,090

クリート	/	その他

モデル名 互換性 サイズ	/	備考 コード番号 メーカー希望
小売価格

SPD-SLシール - SPD-SL 用防水シール ESMSHRC902MSSW01000 ¥660

SPD シール - SPD 用防水シール  · ESMSHME700SEAL ¥660

(ESMSHRP900CLNT)

(ESMSHRP100CLNT)

(ESMSHRC900CLNT)

(ESMSHRC902MCNL01000)

クリートナットセット

SH-RC902/RC902T/RC702 - ESMSHRC902MCNL01000 ¥1,210

SH-RC901/RC901T - ESMSHRC900CLNT ¥1,210

SH-RC701/RC502/RC502 ウイメンズ
/RC500/RC500 ウイメンズ /TR901/
RP400/RP400 ウイメンズ /RP301/
RP301 ウイメンズ /RP201 ウイメンズ

- ESMSHRP900CLNT ¥1,210

SH-RP100/RP101/TR500/
TR500 ウイメンズ /IC100

- ESMSHRP100CLNT ¥880



メンズフットウェア

ウイメンズフットウェア

EU

アメリカ

CM

 36 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46 46.5 47 48

 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12

 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5

EU

アメリカ

CM

 36 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40

 5 5.5 6 6.5 7 7.5

 22.5 23 23.5 24 24.5 25

サイズ展開表

BOAフィットシステムのダイヤルとシューレースは、搭載される製品の製品寿命の期間において保証が付いています。 
BOA保証制度については、BOAテクノロジーウェブサイトをご確認ください。
https://www.boafit.com/ja-jp/support

BOA®	キット

モデル名 互換性 カラー コード番号 メーカー希望
小売価格

BOA® キット
BOA®	L6	リペア
キット	1	ダイヤル

SH-RC702/RC701/XC702/XC701/
ME501/MW701/MW702 グレー

ESMSHMW701MBOG01000L ¥3,080

ESMSHMW701MBOG01000R ¥3,080

BOA® キット
BOA®	L6	リペア
キット	1	ダイヤル

SH-RC300/RC300	WOMEN/XC300/
XC300	WOMEN/RP400/RP400	
WOMEN/ME400/ME400	WOMEN/
ET700/ET700	WOMEN/EX700

ブラック
ESMSHRC300MBOL0100L ¥3,080

ESMSHRC300MBOL0100R ¥3,080

ホワイト
ESMSHRC300MBOW0100L ¥3,080

ESMSHRC300MBOW0100R ¥3,080

BOA® キット
BOA®	L6	リペア
キット	1	ダイヤル

SH-RC502/RC502	WOMEN/RC500/
RC500	WOMEN/XC502/XC502	
WOMEN/XC501/XC501	WOMEN/
MT701GTX/MT701/ME502/RX600/
RX600	WOMEN/EX700GTX

クリア
ESMSHRC500MBOC0100L ¥3,080

ESMSHRC500MBOC0100R ¥3,080

ブラック
ESMSHMT701MBOL0100L –

ESMSHMT701MBOL0100R –

BOA® キット
BOA®	L6	Rリペア
キット	1	ダイヤル SH-RC901T ブルー

ESMSHRC901TBOB0100L ¥3,080

ESMSHRC901TBOB0100R ¥3,080

BOA® キット
BOA®	Li2	リペア
キット	2	ダイヤル SH-RC902/XC902

ブルー
ESMSHRC902MBOB0100L ¥5,500

ESMSHRC902MBOB0100R ¥5,500

ブラック
ESMSHRC902MBOL0100L ¥5,500

ESMSHRC902MBOL0100R ¥5,500

レッド
ESMSHRC902MBOR0100L ¥5,500

ESMSHRC902MBOR0100R ¥5,500

ホワイト
ESMSHRC902MBOW0100L ¥5,500

ESMSHRC902MBOW0100R ¥5,500

BOA® キット
BOA®	Li2	リペア
キット	1	ダイヤル SH-RC902T ホワイト

ESMSHRC902TBOW0100L ¥4,070

ESMSHRC902TBOW0100R ¥4,070

BOA® キット
BOA®	Li2	Rリペア
キット	1	ダイヤル SH-RX801R/RX801 ブラック

  ESMSHRC902TBOL0100L ¥4,070

  ESMSHRC902TBOL0100R ¥4,070

BOA® キット
BOA®	IP1	リペア
キット	2	ダイヤル SH-RC901/XC901

ブルー
ESMSHRC901MBOB01000L ¥5,500

ESMSHRC901MBOB01000R ¥5,500

ブラック
ESMSHRC901MBOL01000L ¥5,500

ESMSHRC901MBOL01000R ¥5,500

ホワイト
ESMSHRC901MBOW01000L ¥5,500

ESMSHRC901MBOW01000R ¥5,500

BOA® キット
BOA®	IP1	リペア
キット	1	ダイヤル SH-RX800/RX800	WOMEN ブラック

ESMSHRX800MBOL0100L ¥4,070

ESMSHRX800MBOL0100R ¥4,070



EYEWEAR
ライダーがライダーのためにデザインしたアイウェア



ギア - アイウェア - RIDESCAPE

今までにない鮮明な視界が広がります。
RIDESCAPEはさまざまな環境に順応して視界の鮮明度を高め、ライディング体験を充実させます。視界不良は安全性が損なわれ、距離の見誤りや、 
障害物の見落としなどのミスにつながり、安心してライドを楽しむことができなくなります。

ライド中にサイクリストが直面するさまざまなシーンに適応するRIDESCAPEレンズは、彩度を強調し、コントラストを高め対象物の輪郭と表面を鮮明に 
浮き上がらせます。裸眼や普通のレンズではぼんやりとしてはっきり見えないような環境でも、より鮮明な輪郭と色鮮やかな視界を提供します。

新時代のアイウェアを通して、新しい世界を発見してください。

シャープな視界
RIDESCAPEレンズは、低屈折率、高アッベ数、高可視光線透過率を特徴と
する超クリアで軽量ポリアミド(PA) を採用。隅々まで明るくシャープで 
クリアな視界を提供します。

レンズ素材の屈折率は、光がレンズを通ったときに屈折することで速度が 
低下する比率を指します。屈折率が低いほど鮮明度が高くなります。

アッベ数は、色収差の度合いを示す数値です（色収差は色にじみやかすれ、
輪郭がぼやける原因となります）。数値が高いほど鮮明さが増します。

かけていることを忘れてしまうほどの軽さ
RIDESCAPEアイウェアはとても軽く、かけていることを忘れてしまうほど
自然なかけ心地が特徴です。

超軽量のPAレンズと全体のバランスを重視したデザインを組み合わせる 
ことで、快適なフィット感を実現しました。

PAレンズは PCレンズより 16.4%軽い

ポリアミドレンズ

よりはっきり よりぼやける

ポリカーボネートレンズ

高アッベ数

低屈折率

PA VS. PC

ギア - アイウェア - RIDESCAPE

ライドシーンに適したレンズでパフォーマンスにフォーカス。
シマノは、レンズの光学性能とハイスピードライドのための思想を融合させ、それぞれ特性の異なる6つのレンズを開発しました。各レンズは、ライドシーンに
応じて特定の波長（色）を反射または強調してコントラストを高めるように設計されており、レンズによって対象物の見え方が異なります。

ロード用レンズは、オールラウンドに使用でき、特定の色を強調して他の色を 
抑えることでアスファルトのコントラストを高め、視認性を向上させます。 
ハイコントラストの鮮明な視界は、目の疲れを軽減し、遠くからでも道路の 
くぼみや穴、石などの危険を察知することができます。

グラベル用レンズは、コントラストを高めて細微な地面の変化を強調し、
グラベルからダート、アスファルトまでさまざまな地面に対応します。

オフロード用レンズは、日なたと日陰を交互に駆け抜けるトレイルで木漏れ日の
まぶしい光をカットします。地面の変化 （岩、土、砂）や障害物（木の根、切り株、
溝や裂け目）を素早く察知し、瞬時に反応することができます。

ダークレンズは、より多くの光を透過させることで、曇りや雨の日など暗くて 
見えにくい視界を改善します。反射防止コーティングが対向車のヘッドライトの
ぎらつきを抑えます。

デイライトレンズは、日中のアスファルトの強烈なぎらつきを除去することで、
コントラストを高め、路面の凹凸を強調します。 色の識別性の向上に加え、 
解像度が上がることで、鮮明な視界が広がり、日常のライディングをさらに安心
かつ快適にします。

デイライト

ロード

グラベル

トレイル

ダーク



RXクリップ対応

シマノの新しいAEROLITEなら、度付き
レンズを簡単に追加できます。  
RXクリップはAEROLITEフレームと 
ともに開発されており、調整可能な 
ノーズピースに素早くしっかりと取り付け
られます。

ギア - アイウェア - S-PHYRE

マグネットレンズシステム

エアロハーフリムフレーム

次世代のS-PHYREエアロ 
デザインとマグネットレンズ
システムを採用した、 
プロレベルのパフォーマンス
サイクリングアイウェア。

第2世代のS-PHYREアイウェアは、エアロ 
ダイナミクスに基づいて設計された直線的な
アッパーリム、そしてリム・レンズと完全に 
一体化した折りたたみ可能なテンプルが 
特徴です。すべり止め加工を施したＲ形状の 
テンプルが、安定したフィット感と快適な 
かけ心地を提供します。

サイクリングアイウェアは、一般的に 
他のスポーツより頻繁にかけ替えが必要に 
なります。シマノの新しいマグネットレンズ 
システムでは、簡単なプロセスでレンズ交換
が可能。メインのRIDESCAPEレンズと付属
のRIDESCAPE CLレンズを素早く切り替え、
天候や明るさの変化に対応できます。

スペアレンズ

ギア - アイウェア - AEROLITE

AEROLITEのワイドレンズ、 
アグレッシブなデザイン、 
RXクリップ対応で、新しい視野を。

しっかりとしたフィット感
安定したフィット感とかけ心地の良さを
追求した、すべり止め加工を施した 
Ｒ形状のテンプル。

抜群の視認性
RIDESCAPEレンズが特定の色を 
強調し、遠くからでも道路上の障害物や
路面の凸凹を見分けやすい。

よりクリアな視界
フラットなシングルレンズ（6×3.5カーブ）
により、レンズの歪みを軽減し、視野全体
を見やすく快適に。

ボールドハーフリムフレーム
視界を遮らない高剛性の 
ロープロファイルボトムリム。

幅広い視野
ワイドな視野角と保護を提供する
シングルレンズタイプ。

RXクリップ対応
同時開発のRXクリップの着脱が容易。

調節可能なノーズパッド
アジャスタブルノーズパッドで
顔とレンズの距離を調整可能。



フレームカラー

ギア - アイウェア - TECHNIUM

アグレッシブなトレイルライドに最適な、オフロード向けシングルレンズTECHNIUM。
ワイドな視界と優れた保護を提供します。

広い視界と頑丈なフレーム
オフロード専用のワイドシングルレンズは隅々までクリアな視界を提供し、目の疲れを軽減。 
 フルリムフレームが、ホコリやゴミが入るのをブロックします。

幅広い視野
ワイドな視界と優れた保護を提供する
シングルレンズタイプ

強力なプロテクト
ワイドなフルリムフレームがホコリや
ゴミから目を保護

強くて軽量 (27.1 g)、耐久性の高い
Grilamid® TR90フレーム素材

よりフラットなレンズ（6カーブ）で視界
のゆがみを軽減

信頼のグリップ力
ノンスリップ加工を施したテンプルで
安心のフィット感（デュアルインジェク
ションモールド）

レンズベンチレーション
レンズ上部に設けたベンチレーション
により、レンズが曇るのを軽減

ギア - アイウェア - TOKYO2

エレガントなウェリントンスタイルのアーバンシックアイウェア。

ディープオーシャンマットブラック エボニー

耐久性の高いメタルヒンジ
高精度なボルト止めメタルヒンジを
使用。

2ピースレンズ（4カーブ）
透明度が高いよりフラットな形状の
レンズで、日常使いにも最適。

ハイコントラストレンズ
RIDESCAPE HCレンズが強烈な 
ぎらつきを抑え、より鮮明な視界を
提供。

アーバンシックスタイル
レンズが大きいウェリントンスタイル
のフレーム。



マルチコートレンズ
シマノのアイウェアは、軽くて衝撃に強いポリアミド (PA) またはポリカーボネート (PC) を
レンズに使用しています。高温・低温環境下でも優れた性能を発揮します。

紫外線を99%カットするUV400コーティングとキズ防止コーティングを施し、常にクリアな
視界を保ちます。 すべてのシマノ製ワンピースレンズは、ゆがみのない視界で目の疲れ 
にくい非共軸レンズを採用しています。

フォトクロミックレンズ
フォトクロミックレンズ（調光レンズ）は、紫外線によって透過率が変化します。周囲の明るさ
が変わるたびにレンズを交換する必要がありません。周囲が暗くなると、レンズはほぼ透明の
状態になります。明るいときはレンズが濃い色に変わります。

衝撃テスト
実際のライディングを想定した 
レンズの衝撃試験を行い、ゴミや
小石などの飛び散ってくる小さな
障害物から目を守れるようにして
います。

撥油・撥水コーティング
撥油コーティングによって油や水を弾き、
レンズをよりクリアで清潔に保ちます。 
また、指紋の汚れやレンズの汚れも軽減
します。
※S-PHYRE専用コーティング

すべてのシマノアイウェアレンズは、 
両面に撥水コーティングを施しており、 
雨や汗、水しぶきを弾いてクリアな視界が
得られます。
※S-PHYRE アイウェアでは使用していません

撥油または撥水コーティング

撥油または撥水コーティング

キズ防止コーティング

キズ防止コーティング

ポリアミドまたは 
ポリカーボネートレンズ

コーティング

非撥水

撥水

オレオフォビック（撥油性）

レンズテクノロジー

シマノの最高水準を満たすように設計されたレンズ。

約8秒でレンズが暗く >

< 約35秒でレンズが明るく

ギア - アイウェア - レンズテクノロジー

レンズ ラインアップチャート

レンズ名レンズ 可視光線透過率 フィルター説明

N3

N3

N2

N2

N2

N0

F0→F3

N0

RIDESCAPE HC

RIDESCAPE ES

RIDESCAPE RD

RIDESCAPE GR

RIDESCAPE OR

フォトクロミック グレー

RIDESCAPE CL

クリア

13%

13%

21%

82%

17 ～ 85%

90.7%

21%

35%

クリアレンズは色を加えない自然な視界を提供し、風やホコリから目を保護します。
悪天候、日昇・日没時、夜間のライドだけでなく、暗い森でのトレイルライドにも 
理想的です。

曇り空／低光量：曇りや雨の日、夜間のライドに適しています。低光量の状況で、より多く
の光を透過させて視界を向上。反射防止コーティングにより対向車のヘッドライトなど
のぎらつきを抑えます。

ハイコントラスト：アスファルトのぎらつきを除去してコントラストを改善し、細部を鮮明
にすることで、日々のライディングを安心して楽しめるクリアな視界を提供します。

エクストラサニー：強い光が降り注ぐ環境下に適しています。光の量を調節し、 
路面の凸凹や段差を見えやすくします。
※日本国内でのお取り扱いはございません。

オールラウンドロード：主に舗装路でライドを楽しむサイクリストに最適で、視界が 
良好な晴れの日のライドに適してます。特定の色が強調され、遠くからでも道路上の
障害物や路面の凸凹がくっきりと見えます。

グラベル／マルチサーフェイス：舗装路からグラベル、本格的なトレイルまで、あらゆる
状況に順応します。コントラストを高めて細微な地面の変化を強調します。

オフロード／トレイル：日なたと日陰を交互に駆け抜けるトレイルで木の根や岩を乗り 
越えたり、機敏なハンドリングが求められるダートコースでのライディングに適して 
います。よりクリアな視界で常に変化する状況を素早く察知し、瞬時に反応することが
できます。

光の状態が頻繁に変わる状況に適したレンズ。光の量が少ないときにはレンズの色は、
明るいグレーですが、日なたではダークグレーに変わります。晴れから曇りの天候条件
で自然な色合いを保ちます。



   

        

    

 

アイウェア 
JPN：

ライディングシーンの視界がクリアな	
アイウェアデザイン

>>> https://bike.shimano.com/ja-JP/apparel-accessories/eyewear.html

フレーム
	·UV400フルプロテクション。
	·安定したフィット感とかけ心地の良さを追求した、スリップ防止Ｒ形状テンプル。
	·XLノーズパッド付属。
	·衝撃に強く耐久性の高い、軽量なGrilamid®	TR90フレーム。
	·デュアルインジェクションモールド、環境にやさしいTPEを採用したテンプルチップ。
	·空気抵抗を軽減してライドへの集中力を高める、直線状のアッパーリム。
	·強力なマグネットレンズシステムによって容易に素早いレンズ交換が可能。
	·前後の厚さが異なるリバーシブルノーズパッドでフィット感を調整可能。
レンズ
	·あらゆるライディングシーンで鮮明な視界を提供する、サイクリングのために最適化されたRIDESCAPEレンズを採用。
	·シングルレンズにより、幅広い視野角と保護を提供。
	·レンズ交換可能。
	·鮮明度の高い超軽量・耐衝撃性ポリアミド（PA）レンズ。
	·マグネットレンズシステムにより、レンズの歪みを軽減し、視野全体を見やすく快適に。
	·通常のコーティングより耐久性が3倍のキズ防止コーティング。
	·オレオフォビックコーティングにより撥水性が向上し、指紋の付着を抑制。

パッケージ
	·トラベルボックス付属。
	·レンズのクリーニングクロスとしても使える
専用ポーチ。
参考重量
	·29.3	g

NEW

S-PHYRE 次世代S-PHYREエアロデザインとマグネットレンズシステムを採用した、
ハイエンドパフォーマンスサイクリングアイウェア。

マットブラック
レンズ：ライドスケープ	GR	(N2)
スペアレンズ：ライドスケープ	CL	(N0)

マットブラック
レンズ：ライドスケープ	RD	(N2)
スペアレンズ：ライドスケープ	CL	(N0)

メタリックブルー
レンズ：ライドスケープ	OR	(N2)
スペアレンズ：ライドスケープ	CL	(N0)

メタリックレッド
レンズ：ライドスケープ	RD	(N2)
スペアレンズ：ライドスケープ	CL	(N0)

メタリックオレンジ
レンズ：ライドスケープ	RD	(N2)
スペアレンズ：ライドスケープ	CL	(N0)

S-PHYRE-RD

S-PHYRE-OR S-PHYRE-GR

NEW COMBINATION NEW COMBINATION

フレーム
	·一体型ワイドレンズを採用したフルリムフレーム。
	·CNCモールディングにより精密性、対称性、クオリティを確保。
	·軽量で強く、耐久性の高いGrilamid®	TR-90素材。
	·デュアルインジェクションモールド、環境にやさしいTPEを採用したノンスリップテンプルチップ。
レンズ
	·サイクリングのために最適化されたRIDESCAPE	(ライドスケープ)	レンズを採用。	
あらゆるライディングシーンで優れた鮮明度を発揮するハイコントラストレンズ。
	·ワイドな視野角と保護を提供するシングルレンズタイプ。
	·レンズ交換可能。
	·ハイドロホビックコーティングによりレンズの撥水性を高め、クリーンな状態をキープ。
	·レンズベンチレーションで曇りにくい。
	·UV400フルプロテクション。
	·鮮明度の高い超軽量・耐衝撃性ポリアミド	(PA)	レンズ。
	·キズ防止コーティング。

パッケージ
	·レンズのクリーニングクロスとしても使える
専用ポーチ。
	·トラベルボックス。
参考重量
	·27.1	g

TECHNIUM アグレッシブなトレイルライドに最適なオフロード専用シングルレンズタイプ。
ワイドな視界と優れたプロテクションを提供します。

TECHNIUM-OR

TECHNIUM-GR

メタリックブラック
レンズ：ライドスケープ	RD	(N2)
スペアレンズ：PC	クリア	(N0)

ブロンズゴールド
レンズ：ライドスケープ	OR	(N2)
スペアレンズ：PC	クリア	(N0)

ダークグレー
レンズ：ライドスケープ	RD	(N2)
スペアレンズ：PC	クリア	(N0)

メタリックブラック
レンズ：ライドスケープ	GR	(N2)
スペアレンズ：PC	クリア	(N0)

TECHNIUM-RD

￥19,800	希望小売価格（税込）

￥19,800	希望小売価格（税込） ￥19,800	希望小売価格（税込）

￥9,900	希望小売価格（税込）

￥9,900	希望小売価格（税込）

￥9,900	希望小売価格（税込）

シマノ公式オンラインストア限定

シマノ公式オンラインストア限定

NEW COMBINATION



  
  フレーム

	·視界を遮らない高剛性のロープロファイルボトムリム。
	·安定したフィット感とかけ心地の良さを追求した、スリップ防止Ｒ形状テンプル。
	·同時開発のRXクリップの着脱が容易。
	·アジャスタブルノーズパッドで顔とレンズの距離を調整可能。
	·衝撃に強く耐久性の高い、軽量なGrilamid®	TR90フレーム。　レンズ
	·強烈なグレアを防いで視界をより鮮明に保つRIDESCAPE	HCハイコントラストレンズ。
	·撥水コーティングによりレンズの撥水性を高め、クリーンな状態をキープ。
	·キズ防止コーティング。
	·レンズ交換可能。
	·可視光線透過率の高いグレーのフォトクロミックレンズオプションは、	
明るさが目まぐるしく変わるライディングシーンに最適。
	·ワイドな視野角と保護を提供するシングルレンズタイプ。
	·UV400フルプロテクション。

パッケージ
	·レンズのクリーニングクロスとしても使える
専用ポーチ。
参考重量
	·26.0	g　※AEROLITE-PH：27.8	g

NEW

AEROLITE AEROLITEワイドレンズ、アグレッシブなデザイン、RXクリップ対応で、新しい視野を。　

ブラック
レンズ：フォトクロミック	グレー	(F0>F3)
スペアレンズ：なし

ブラック
レンズ：ライドスケープ	HC	(N3)
スペアレンズ：なし

メタリックレッド
レンズ：ライドスケープ	HC	(N3)
スペアレンズ：なし

マットメタリックブルー
レンズ：ライドスケープ	HC	(N3)
スペアレンズ：なし

モスグリーン
レンズ：ライドスケープ	HC	(N3)
スペアレンズ：なし

AEROLITE-PH

AEROLITE-HC

フレーム
	·軽量で強く、耐久性の高いGrilamid®	TR-91素材。
	·高精度のボルト止めメタルヒンジ。
	·レンズが大きいウェリントンスタイルのフレームは、面長顔の方におすすめです。
	·CNCモールディングにより精密性、対称性、クオリティを確保。
レンズ
	·鮮明度の高い超軽量・耐衝撃性ポリアミド（PA）レンズ。
	·UV400フルプロテクション。
	·撥水コーティングによりレンズの撥水性を高め、クリーンな状態をキープ。
	·キズ防止コーティング。
	· RIDESCAPE	HCハイコントラストレンズが強烈なグレアを防いで視界をより鮮明に保ち、	
毎日のライディングを楽しいものにします。

優美なウェリントンスタイルとともに都市を新たな光で見るアーバンシックアイウェア。

マットブラック
レンズ：ライドスケープ	HC	(N3)

ディープオーシャン
レンズ：ライドスケープ	HC	(N3))

エボニー
レンズ：ライドスケープ	HC	(N3)

TOKYO-HC

パッケージ
	·レンズのクリーニングクロスとしても使える
専用ポーチ。
参考重量
	·27.5	g

TOKYO

RXクリップで、AEROLITEを矯正レンズに対応したスポーツフレームに。

フレーム
	·ARLT2フレームとの同時開発で、着脱が容易。
	·衝撃に強くて耐久性の高い、軽量なGrilamid®	TR90素材を採用。
	·CNCモールディングにより精密性、対称性、クオリティを確保。
レンズ
	·ダミーレンズ付属。

NEW

RX-クリップ

シマノ公式オンラインストア限定

￥8,800	希望小売価格（税込）

￥12,100	希望小売価格（税込）

シマノ公式オンラインストア限定

￥6,600	希望小売価格（税込）

シマノ公式オンラインストア限定

￥2,750	希望小売価格（税込）



アイウェア仕様

モデル フレームカラー フレームレンズ スペアレンズ 部品番号

CE-SPHR2RD マットブラック ライドスケープ RD (N2) ライドスケープ CL (N0) ECESPHR2RDL02

CE-SPHR2RD メタリックレッド ライドスケープ RD (N2) ライドスケープ CL (N0) ECESPHR2RDR03

CE-SPHR2RD メタリックオレンジ ライドスケープ RD (N2) ライドスケープ CL (N0) ECESPHR2RDA03

CE-SPHR2OR メタリックブルー ライドスケープ OR (N2) ライドスケープ CL (N0) ECESPHR2ORB03

CE-SPHR2GR マットブラック ライドスケープ GR (N2) ライドスケープ CL (N0) ECESPHR2GRL02

CE-TCNM1RD メタリックブラック ライドスケープ RD (N2) PCクリア (N0) ECETCNM1RDL03

CE-TCNM1RD ダークグレー ライドスケープ RD (N2) PCクリア (N0) ECETCNM1RDG20

CE-TCNM1OR ブロンズゴールド ライドスケープ OR (N2) PCクリア (N0) ECETCNM1ORD07

CE-TCNM1GR メタリックブラック ライドスケープ GR (N2) PCクリア (N0) ECETCNM1GRL03

CE-ARLT2HC ブラック ライドスケープ HC (N3) スペアレンズなし ECEARLT2HCL01

CE-ARLT2HC メタリックレッド ライドスケープ HC (N3) スペアレンズなし ECEARLT2HCR03

CE-ARLT2HC マットメタリックブルー ライドスケープ HC (N3) スペアレンズなし ECEARLT2HCB04

CE-ARLT2HC モスグリーン ライドスケープ HC (N3) スペアレンズなし ECEARLT2HCE20

CE-ARLT2PH ブラック フォトクロミック グレー (F0>F3) スペアレンズなし ECEARLT2PHL01

CE-TKYO2HC マットブラック ライドスケープ HC (N3) ECETKYO2HCL02

CE-TKYO2HC ディープオーシャン ライドスケープ HC (N3) ECETKYO2HCB27

CE-TKYO2HC エボニー ライドスケープ HC (N3) ECETKYO2HCG23

RX-CLIP ESMCERXCLIP3C010000

フレーム/レンズのコーディネート仕様

モデル ライドスケープ フォトクロミック スペアレンズ

ライドスケープ	RD ライドスケープ	OR ライドスケープ	GR ライドスケープ	HC グレー ライドスケープ	CL クリア

 CE-SPHR2 

• • • •

CE-TCNM1 

• • • •

 CE-ARLT2 

• •

CE-TKYO2 

•



WEAR
頭からつま先までハイパフォーマンスを追求したデザイン

2023 Spring & Summer



ロード - ギア - SS23 - S-PHYRE コンセプト

情熱と精密の融合、S-PHYRE。

シマノは、ギアのパフォーマンスを一層向上させるために、プロライダーからの膨大なフィードバックや最先端の
テクニカルファブリックを取り入れながら、何度も改良を繰り返しています。

S-PHYREで私たちが目指す究極のゴールは、システム工学の粋を集め、ライダーが100%の実力を発揮できる
快適なレーシングギアを開発することです。

IGNITE YOUR PERFORMANCE

ロード - ギア - SS23 - S-PHYRE シリーズの特長

飽くなきイノベーションの追求。妥協を許さないパフォーマンス。  
魔法のようなフィット感。

S-PHYREには、炎天下でのトップライダーのパフォーマンスを 
サポートするために、選び抜かれたテクニカルファブリックを使用
しています。

また、シマノは業界のリーディングサプライヤーと協力し、 
ファブリックの性能に妥協することなく再生素材の使用率を高めて
います。

なにより、どのギアも卓越した軽量性と通気性、そして速乾性を 
備えています。すべては、あなたの素晴らしいライディングを 
サポートするために。

伸縮性に優れ、高いフィット感をもつS-PHYRE。軽量で通気性の
高いテクニカルファブリックが採用され、ライダーが新しい高みに
到達できるよう設計されています。

S-PHYREのすべてのギアは、快適性とパフォーマンスを向上 
させるために1つのシステムとして開発されています。

シマノの、システム工学を用いてアプローチしたレイヤリングに 
よって、あなたはいとも簡単に別次元のサイクリングを体感する 
ことができるでしょう。

S-PHYREは、どんな天候でもライドを楽しもうとする、いわゆる 
オフシーズンのないライダーをサポートするサイクリングウェア 
です。オールシーズンのレイヤリングシステムは、天気やライダーの
好みに合わせた組み合わせが可能。

どのような温度状況でもレイヤーを調節することで涼しくドライな
状態を保てるよう、パフォーマンスを重視した様々なソリューション
を取り入れています。

S-PHYREを選ぶライダーの中には、まだ薄暗い夜明け前から 
出発し、サドルに跨っている時間が長く、より過酷な状況下でも 
走り続ける方が多いでしょう。

そのため、リフレクターや高品質のメタリックプリントを適切に 
配置。暗い場所での視認性を高めています。

これら多くのリフレクターによって、ライダーはいつでも360°の 
「見られやすさ」を確保できます。

高視認性オールシーズン
対応

テクニカル
ファブリックシステム設計

IGNITE YOUR PERFORMANCE



リフレクター 再生素材

      

       

 » 再生ポリエステルを92%使用した軽量で 
風通しのよいジャージ素材が、夏空の下での
ハイパフォーマンスをサポート。

 » 縫い目を最小限に抑えたレッググリッパーが
ショーツをしっかりホールドし、スプリントや
坂道をより快適に。

S-PHYRE  
LEGGERA ビブショーツ

厳しい温度条件や激しいライドにも 
対応できるよう設計された、 
シマノレーシングビブショーツの決定版。

S-PHYRE LEGGERAビブショーツは、シワを抑えて 
体にぴったりとフィットするアナトミックデザインです。 
シマノのデザイナーは、最新の速乾ファブリックを 
組み合わせ、炎天下のライドでも驚異的な快適性を 
確保できるよう設計しています。

65%の再生ナイロンによる圧縮素材が、体を優しく 
ホールド。激しいスプリントやクライミングでも快適な 
サポート力を提供します。さらに、一日中の過酷なライド
でも、軽量メッシュアッパーのオープン構造が余分な熱を
効率的に体外へ逃がします。

#S-PHYRE #LEGGERA #ビブショーツ
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S-PHYRE  
LEGGERA ショートスリーブジャージ

厳しい温度条件や激しいレースにも 
対応できるよう設計された、 
シマノレーシングジャージの決定版。

新しくなったS-PHYRE LEGGERAショートスリーブ
ジャージはレースフィットタイプで、Cannondale Pro 
Cycling Team（キャノンデール・プロサイクリングチーム）
の夏のクライミングジャージをイメージしてデザイン 
されています。主に再生糸を使用して織られた最新の 
テクニカルファブリックを存分に活用しました。

なめらかなレーシングフィットデザインにはセットイン 
スリーブと特殊なバックヨークパターンを採用。 
体をしっかりと包み込みながらもシワになりにくく、 
肩部分の通気性を向上させています。

#S-PHYRE #LEGGERA #ジャージ

ロード - ギア - SS23 - S-PHYRE LEGGERA

 » レース仕様の
襟デザイン

 » セットインスリーブ
と特殊バックヨーク

 » ポケット内に通気性
の高いメッシュ素材
を使用

 » なめらかなエアロ 
ダイナミックフィット

 » フリーフロー 
システム採用の 
IN FUGAパッド

 » 軽量のアッパー
バックメッシュ

16 ～ 26°C (61 ～ 80°F)

27 ～ 38°C (81 ～ 100°F)

16 ～ 26°C (61 ～ 80°F)

27 ～ 38°C (81 ～ 100°F)

ロード - ギア - SS23 - EVOLVE コンセプト

優れた耐久性と効率性
EVOLVEギアは例えライディングで汚れても、洗濯やブラッシングに
よって、いつも変わらず素晴らしい着心地をライダーに感じて 
いただけるよう設計されています。そのために、ロードバイクの効率性と
MTBの耐久性を兼ね備えた、頑丈な最新素材を採用しています。

持続する快適さ
フィット感と柔軟性を兼ね備えるEVOLVEのアナトミックカットが、 
上品なスタイリングと快適な長距離走行性をシームレスに融合。 
今まで以上に遠くを目指し、オフロードの冒険を広げてください。

全天候対応
グラベルライドでは、何が起こるか予測がつかないことがその魅力の
1つです。EVOLVEはどれだけ過酷な気象条件下でも対応できる、 
マルチレイヤーの耐候性を提供します。EVOLVEラインアップ内の 
アイテム、または他のロードギアを組み合わせて、あなたが理想とする
レイヤリングを揃えてください。

豊富な収納力
EVOLVEでは、追加のレイヤーやアクセサリーなど、グラインド中に
必要なものを収納できるよう十分なスペースが用意されています。

360°リフレクター
EVOLVEギアには自然をイメージしたカラーグラフィックに、上品に
輝くリフレクターがあしらわれ、360°の視認性をライダーに提供して
います。

グラベルを進化させるEVOLVEギア
EVOLVEは、ワイルドなオフロードトリップを愛するライダーのためにデザイン 
された、シマノの新しいグラベル＆グラインディング向けシリーズです。 
冒険に走り出すライダーが思い切ってペダルを踏み込めるよう、多彩な機能と 
保護性能、収納力のすべてを備えています。

また、EVOLVEシリーズのデザインと構造、パッケージには、高性能の再生素材を 
可能な限り採用。パフォーマンスを損なうことなく、環境負荷の軽減に努めています。

さあここから、あなたのグラベルエクスペリエンスを進化させる物語が始まります。
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リフレクター 再生素材

            

            

ロードスポーツウェア

NEW IRODORI/LOGO

AEROLITE

ELEMENTO

SHIMANO ジュニア

ロードコンペティションウェア

NEW S-PHYRE LEGGERA

ロードパフォーマンスウェア

BREAKAWAY

深めの前傾姿勢時のアームパターン
エアロダイナミック効率を追求したショルダー 
パネルにより、ハイスピードのロードレースから 
短距離のトライアスロンまで、アグレッシブな 
レーシングポジションに対応しています。

浅めの前傾姿勢時のアームパターン
ハイパフォーマンスと快適性を両立させた乗車 
姿勢。中級者から上級者まで幅広いサイクリスト
に最適です。

アップライトな乗車姿勢時の 
アームパターン
ロードバイクの乗車姿勢にまだ慣れていない 
エントリーレベルのサイクリストに適したアップ 
ライトな乗車姿勢。きつい登り坂でも呼吸しやすく、 
ペダリング効率を追求するヒルクライマーにも 
適しています。

ギア - アパレル - ジャージフィット

フィットコンセプト
私たちは、プロサイクリストの乗車姿勢と体の動き、疲労感などを常に研究。ダイナミックな動きとストレスフリーでハイパフォーマンスなライディングを 
追求しています。これらの研究から得られたニーズをもとにカスタマイズされたフィット性能により、効率的で快適な乗車姿勢をキープすることができます。 
つまり、あなたのライディングスタイルとレベルに合った機能的なフィット感を選ぶことができるのです。

レースデザイン
パフォーマンスの向上を重視した設計で、 
まるで自分の肌のようにぴったりと体にフィットし、 
空気抵抗を最小限に抑えます。

パフォーマンスデザイン
体の動きを妨げることなく、風によるバタつきを
抑えたスリムフィット。快適さとパフォーマンスの
最適なバランスを追求しています。

スポーツデザイン
体をやさしく包み込むような、スポーティで
心地よいフィット感です。

ロードコンペティション ロードパフォーマンス ロードスポーツ

KODAMA

シマノショーツ／
ビブショーツ

ADVANCED ショーツ

HIKARI

LINERS

 » 体にぴったりとフィットする 
アナトミックデザインで、乗車時の快適性を向上。

27 ～ 38°C (81 ～ 100°F)

16 ～ 26°C (61 ～ 80°F)

27 ～ 38°C (81 ～ 100°F)

16 ～ 26°C (61 ～ 80°F)

 » アクセスが容易で、ブロンズのリフレクター 
パイピングを施した丈夫なメッシュポケットを
右側に配置。
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収納力と視認性に優れた 
この軽量ジャージで、颯爽とグラベルを
駆け抜けよう。

EVOLVEショートスリーブジャージは、体にぴったりと 
フィットするアナトミックデザインで、快適なグラベル 
ライディングをサポートします。また、一日中の冒険を何日
にも渡って楽しめるよう、複数のポケットとリフレクターを
備えました。

想像を超える探検を楽しみ、あなたのグラベル 
ライディングをさらに進化させてください。

#EVOLVE #グラベル #ジャージ

機能性とデザイン性を兼ね備えた 
このビブショーツで、グラベルグライン
ディングを一日中楽しみましょう。

EVOLVEビブショーツは、アナトミックなフィット感、 
ソフトストレッチの太ももグリッパーバンド、 
イタリア製のパッドが体をサポートし、乗車姿勢での 
快適性を高めます。

太もものリフレクターバーと、メッシュポケット上部に 
あしらったブロンズのアクセントが、あらゆる角度からの
ライダーへの視認性を高めます。
 
#EVOLVE #グラベル #ビブショーツ

EVOLVE  
ビブショーツ

EVOLVE  
ショートスリーブジャージ

ロード - ギア - SS23 - EVOLVE

 » 体にぴったりフィット
するアナトミック 
デザイン

 » イタリア製パッド 
STERRATO

 » 360º から見える 
高い視認性

 » 伸縮性の高い 
長めのスリーブ

 » 優れた収納力  » 反射性のブロンズ
エレメント



長く愛用できる
製品開発の際にシマノが重視しているのは、 

製品寿命いっぱいまで使える、 
丈夫で長持ちするギアを作ることです。

季節をまたいで着られるデザイン
私たちは、季節の移り変わりを超えて着られる 

アパレルデザインを行うことで、衣替えのその日まで、 
できる限り長く愛用していただけるように努めています。

よりリサイクルしやすく
新デザインのジッパーレストップスは、 

リサイクルしやすいように 1つの素材だけで作りました。

高機能の再生ファブリック
パフォーマンスや快適性で妥協せずに 
高品質のサイクリングウェアを作るため、 

高機能の再生素材を綿密に組み合わせて活用しています。

     

フッ素フリーのDWR 
（耐久性撥水加工）

フッ素を含まないエコロジカルな防水・防汚加工を採用。 
何度洗っても乾きやすく、いつも清潔さをキープ。

MTB - ギア - SS23 - 全ラインアップ コンセプト

PFCフリー 
（非フッ素）

環境に優しい選択肢を、もっとたくさん。
第2世代のシマノMTBギアによって、次のシーズンも山へ向かう理由が増えました。シマノのこの妥協のないMTBコレクションは、季節に縛られるものでは 
ありません。私たちは、あなたのお気に入りの1着を長く楽しんでいただけるよう考慮しながら開発しています。

最新のMTBギアでは、パフォーマンスをより向上させるデザインを採用しながら、同時に環境への負荷も軽減させています。例えば、素材供給元から生産工場までの
運搬距離を短くするため、新開発のSS23 MTBジャージのファブリックをすべてヨーロッパ現地で生産しています。また、耐久性のある再生材やアパレル素材の採用、
フッ素フリーの撥水加工の選択など、環境を考慮した調達方針を大切にしています。

あなたがシマノのMTBギアを身に着けるたびに、見た目と同じぐらい気分も最高になってほしい。私たちはそう願っています。

ギア - SS23 - コンセプト - 環境に優しいアパレル

世界中のサイクリストに、 
快適なライディングや洗練 
されたスタイリング、そして 
よりよい毎日のパフォーマンスを 
提供するため、シマノは挑戦を
続けています。私たちの最新の 
サイクリングウェアは 
サスティナブルを考慮し、 
高品質の再生素材を可能な限り
活用して設計されています。

高機能の 
再生ファブリック

例えば、アップサイクルしたエアバッグ
で作られたREVO MTBショーツ。 
廃棄物として捨てられるはずだった 
素材がトレイルの場で再び陽の目を 
浴びています。

アップサイクル素材

オーガニック
コットン

私たちが使うオーガニックコットンは、
すべて信頼できる供給元から調達 
されています。

すべてのファブリックとその他の
アパレル関連アイテムには、有害
物質の含有検査を行っています。

FSC™ 認証紙

私たちがアパレル製品に使用する紙箱やカード、タグ類は、すべてFSC™認証の
再生紙とミックス紙です。

環境に優しいアパレル
私たちは、より環境に優しいサイクリングファッションを提案していきます。 
シーズンごとに、極めて高いファブリック性能を保持したまま、環境への負荷を
低減させた再生素材を選択し、高品質ウェアのデザインを追求しています。

100%

S-PHYREのパッケージには、 
再生プラスチックを100%使用。

再生プラスチック
パッドの

改良

シマノのパッドの多くには、 
トップレイヤーにソフトな 
再生素材を使用しています。

PFC処理

SS23の新製品はすべて環境に優しいフッ素フリーの
DWR処理を行い、環境への負荷を抑えながら優れた
防水性を確保しています。

SS23向けのほぼすべてのファブリック 
およびトリムは、シマノのヨーロッパ
工場の近くから調達しています。

ニア 
ソーシング

>90%
再生素材を含む製品

使い捨て 
プラスチック

私たちは、アパレルの新製品の 
パッケージから使い捨てプラスチック
の使用を廃止しました。

17
SS23の新製品のうち、 
再生ファブリックを100%使用 
している製品数。

私たちは、製造工程の検証がなされ、 
GRS認証を取得した再生ファブリック
のみを使用しています。

シマノの新しいSS23アパレルには、
リサイクルされたファブリックが 
含まれています。



ギア - アパレル - オンロードパッド

最先端のパッドテクノロジー
イタリア製のメンズ＆ウイメンズパッドには、抗菌加工を施した柔らかく伸縮性のある素材を使用。ライディングスタイルにかかわらず、清潔で心地良い肌感を 
キープします。最先端の工法で成型されたパッドは、トリプルステッチを使用してショーツに縫い付けられ、体の動きに合わせて一緒に伸縮。快適な履き心地です。

パッドラインアップチャート
2023 ロードパッド比較表

ロードコンペティション ロードパフォーマンス ロードスポーツ

ジュニア
ジュニアサイクリストのために開発 
されたシマノのジュニアパッドには、 
滑らかで柔らかな肌触りの素材を採用。 
サドルからの衝撃を吸収し、優しい 
履き心地です。

URBAN
速乾性に優れたSPストレッチパッドが、
サドルから伝わる衝撃を吸収して 
ライディングの疲労を軽減。

GITA
やわらかな再生素材のトップレイヤー
に、体に合わせて動くプログレッシブ
4wayストレッチパッドを組み合わせた 
イタリア製のGITAパッド。半日におよぶ
ライディングを快適にサポートします。

STRADA
4wayストレッチ素材を使用し、 
部分的に厚みを変えたイタリア製
STRADAパッド。中距離から長距離 
までのライドに対応。

TORNANTE
テクニカルファブリックと進化した 
クッションを採用した、立体構造の 
イタリア製TORNANTEパッド。 
アグレッシブなロングライドで優れた
サポート力を発揮。

TORNANTE 48
テクニカルファブリックと進化した 
クッションを採用した、立体構造の 
イタリア製ショートノーズTORNANTE 
48パッド。アグレッシブなロングライド
で優れたサポート力を発揮。

IN FUGA
特許取得済のフリーフローシステムを
備え、薄型で通気性と衝撃吸収性に 
優れたイタリア製IN FUGAパッドを
採用。

ギア - アパレル - オフロードパッド

グラベル MTB

ZONE
トレイルを一日中楽しめるよう設計 
され、通気性に優れた裏地とパッドで 
快適性をキープするZONE MTB
パッド。

STERRATO
イタリア製STERRATOパッドが振動を
吸収し、空気圧を均等に分散して、 
一日中快適なライディングをサポート。

最先端のパッドテクノロジー
イタリア製のメンズ＆ウイメンズパッドには、抗菌加工を施した柔らかく伸縮性のある素材を使用。ライディングスタイルにかかわらず、清潔で心地良い肌感を 
キープします。最先端の工法で成型されたパッドは、トリプルステッチを使用してショーツに縫い付けられ、体の動きに合わせて一緒に伸縮。快適な履き心地です。

パッドラインアップチャート
2023 グラベル／MTBパッド比較



メンズ ウイメンズ ジュニア

ギア - アパレル - アクセサリー - グローブ

自転車とライダーをひとつに繋ぐ。
グローブは、ライダーと自転車をつなぐ重要なインターフェイスです。シマノ独自のシステムエンジニアリングアプローチと、シフトレバーやブレーキレバーに 
関する豊富なノウハウが、グローブの設計にも反映されています。用途に応じた素材を使用し、人間工学に基づいた設計を採用することで、高い信頼性と操作性
を実現しています。

ダイレクトフィーリング
グローブの各モデルは、それぞれの使用条件と目的に合わせて設計されています。より自然なライディング体験を実現するために、ライダーと自転車の一体感を
高めています。

パッドレスワンピースパーム
手のひら部分のパッドをなくすことで、コックピットとの一体感を高め、フィーリングと操
作性を最大化。レース用グローブのワンピースパームは、超軽量でなめらかなフィット感
を生み出します。

シマノオリジナルスリーピースパームパターン
オリジナルのスリーピースパームは、手に自然に馴染み、快適なフィット感でバイクコントロールをサポ
ート。

人間工学に基づく 
フィンガークロッチ
親指と人差し指の間にある
特殊な切れ込みを入れるこ
とで、自然な手の動きをサ
ポート。

最適なパッドデザイン
改良がくわえられたパッドは、 
シマノの最新デュアルコントロールレ
バーにもマッチし、手のしびれを 
抑え、自転車との一体感を保ちます。

マルチディメンションコントロール
アナトミカルグリップデザインにより、手のひら、グローブ、シフターの間のスリップを抑え、安定した快適なバイクコントロールを実現します。

SHIMANO ADVANCED グローブ ESCAPE グローブ

ギア - アパレル - アクセサリー - グローブ

グローブ ラインアップ
2023年モデル グローブ性能比較

長い

短い

特徴

ダイレクトフィーリング 長距離ライド オールラウンド

ADVANCED 
レースグローブ

• パッドなし

• ワンピースパーム

• レースフィット

• エアロダイナミクス

• 戦略的パッド

• スリーピースパーム

• 人間工学に基づくフィンガークロッチ

• ぴったりとしたフィット感

• ソフトパッド

• スリーピースパーム

• 人間工学に基づくフィンガークロッチ

• 優れた通気性

ADVANCED 
グローブ

グラベルグローブ

ESCAPE グローブ

EXPLORER 
グローブ

AIRWAY グローブ

EXPLORER FF 
グローブ

カ
フ
の
長
さ

N
EW

N
EW

N
EW

低反発パッド

ソフトパッド

低反発パッド



  

  

  

  

  

         

  

         

S-PHYRE

トータルで 
ハイパフォーマンスを 
追及したデザイン

>>> https://bike.shimano.com/ja-JP/apparel-accessories/apparel.html

サイクリングウェア 

BACK

ブラック
CW-PARS-WE11ML01

IN FUGA

NEW

S-PHYRE LEGGERA 
ショートスリーブジャージ
厳しい温度条件や激しいレースにも対応できるよう設計された、シマノレーシングジャージの決定版。 

￥28,600 希望小売価格（税込）

特徴
 · 再生ポリエステルを85%使用した通気性の高い軽量素材が、 
気温が高い状況でもハイパフォーマンスをサポート。
 · 通気性に優れた再生ポリエステルを88%使用したメッシュのサイドパネルが、余分な熱を発散。
 · 胸にS-PHYREのメタリックロゴを、背面にリフレクターを配置し、暗がりでの視認性を向上。
 · 綿密に編まれたメッシュ素材の長めのスリーブが、腕を快適にサポート。
 · セットインスリーブと特殊なバックヨークが体をぴったりと包み込み、シワを抑制。
 · プロチームのサマークライミングジャージから着想を得たカラーデザインで、 
滑らかなアナトミックフィットを実現。
 · 伸縮性のあるインナーフラップが付いたフラット構造のポケットは、 
中身をしっかりと保護するとともに、グローブをつけたままでも出し入れが容易。
 · 軽量で伸縮性があるシリコン加工を施した背面のすそ部分は、 
優れたフィット感に加えてずれも防止。
 · バックポケットの下に軽量かつ伸縮性のあるメッシュレイヤーを配置し、
通気性を確保。

素材
 · 本体：85%再生ポリエステル、15%エラスタン、 
インサート：88%再生ポリエステル、7%エラスタン、5%ポリエステル、 
インナーポケット：100%ポリエステル

サイズ
 · S, M, L

NEW

S-PHYRE LEGGERA ビブショーツ
厳しい温度条件や激しいライドにも対応できるよう設計された、シマノレーシングビブショーツの決定版。 

￥31,900 希望小売価格（税込）

特徴
 · 再生ポリアミドを65%を使用した非常に通気性に優れたファブリックが、 
長時間の激しいライドでも脚部をサポート。
 · 縫い目を最少限に抑えたレッググリッパーがショーツをしっかりホールドし、 
スプリントや坂道での快適性をキープ。
 · 薄型で通気性と衝撃吸収性に優れ、特許取得済のフリーフローシステムを備えた 
イタリア製IN FUGAパッド。
 · 吸湿発散性とレイヤリングに優れた、オープン構造の軽量メッシュアッパー。
 · 脚の後ろにリフレクターとメタリックのS-PHYREロゴをプラス。
 · 太もも開口部のリフレクティブパターンにより、 
暗がりの中でも360°の視認性を確保。
 · エアロダイナミクスを追求したフィット感で体をぴったりと包み込み、 
シワを抑制。

素材
 · 本体：65%再生ポリアミド、35%エラスタン、ビブ部分：71%ポリアミド、 
29%エラスタン、メッシュ部分：92%ポリアミド、8%エラスタン

サイズ
 · S, M, L

ミラーパープル
CW-JSRS-WE12MP05

BACK

ミラーブルー
CW-JSRS-WE12MB05

シマノ公式オンラインストア限定

シマノ公式オンラインストア限定

  

  

S-PHYRE トールソックス
より優れたパフォーマンスのために、ペダリング効率と快適性を向上させるプログレードソックス。 

￥2,860 希望小売価格（税込）

特徴
 · ソールにベンチレーションを取り入れ、熱の分散を追求。
 · かかとのすべり止めが加速時に足が滑るのを防ぐ。
 · シューズとの接地面をより広げる、細かく編まれたソール。
 · 足の甲部分に一体型のパイルクッションを配置。
素材
 · ポリアミド62%、ポリエステル35%、エラスタン3%
サイズ
 · S - M(36 - 40)
 · M - L(41 - 44)
 · L- XL(46 - 48)

ブラック/グレー
CW-SCBS-US31UL13

ホワイト/パープル
CW-SCBS-US31UW10

ブルー/ネイビー
CW-SCBS-US31UB28

メンズ ROAD

BACK

ブラック
CW-JSPS-WE13ML01

グリーン
CW-JSPS-WE13ME01

モスグリーン
CW-JSPS-WE13ME20

マスタードイエロー
CW-JSPS-WE13MY09

NEW

BREAKAWAY ジャージ
リサイクル素材を使用した、スタイリッシュな多機能ジャージ。 

￥17,050 希望小売価格（税込）

特徴
 · 伸縮性のある長めのスリーブが腕をしっかり包み込み、快適なロングライドをサポート。
 · 通気性が高い再生ポリエステルを85%使用し、気温が高い日のライディングでも快適。
 · ぴったりとしたフィット感で、ライディングの快適性と効率性が持続。
 · デザインを邪魔しない隠しジッパー。
 · シリコングリッパー付きの伸縮性のあるリアバンドがライディングポジションでの 
ジャージのずり上がりを防止。
 · フラットな仕上がりの滑らかなネックシームが摩擦を軽減。
 · 暗がりでの視認性を高める左スリーブとバックポケットのリフレクター。
 · アクセスしやすい3バックポケットと、再生ポリエステルを100%使用した 
ジッパー付き耐汗ポケット。

素材
 · 本体：85%再生ポリエステル、15%エラスタン、背面：96%再生ポリエステル、 
4%エラスタン、防水ポケット：100%再生ポリエステル

サイズ
 · S, M, L

BACK

NEW

BREAKAWAY ビブショーツ
リサイクル素材を使用した、スタイリッシュな多機能ビブショーツ。 

￥17,600 希望小売価格（税込）

特徴
 · しっかりと編まれたコンプレッション素材が太ももを優しく包み込み、 
一日中快適なライディングをサポート。
 · 滑りにくいシリコン裏地が付いたワイドなグリッパーバンドが快適にフィットし、 
ショーツのずれを防止。
 · 再生ポリアミドを80%使用して作られた、快適なサポート力のビブショーツ。
 · 4wayストレッチ生地の快適さと革新的なクッション性を併せ持つイタリア製STRADAパッドが、
中距離から長距離までのライディングをサポート。
 · 暗がりでの視認性を高める、反射性のシマノタブ。
 ·レッグパネルのプリントは、Breakawayジャージのスタイリッシュな 
カラーとデザインにマッチ。
 · 通気性の高い再生ポリエステルを94%使用して作られた 
ホワイトメッシュアッパーは、どんな色のジャージとも相性抜群。

素材
 · 本体：80%再生ポリアミド、20%エラスタン、 
メッシュ部分：94%再生ポリエステル、6%エラスタン

サイズ
 · S, M, L

ブラック
CW-PAPS-WE11ML01

グリーン
CW-PAPS-WE11ME01

ブロンズゴールド
CW-PAPS-WE11MD07

STRADA



         

  

         

  

  

  

         

  

         

  

    

STRADA

BACK

ブラック
CW-PAPS-US61ML01

HIKARI ビブショーツ
通気性に優れたアナトミックフィットと快適なパッドを採用した、 
サポート力の高いロングライドビブショーツ。 

￥16,500 希望小売価格（税込）

特徴
 · 優れたサポート力と伸縮回復性を発揮するイタリア製高性能4ウェイストレッチ素材を使用。
 · 4wayストレッチ生地の快適さと革新的なクッション性を併せ持つイタリア製STRADAパッドが、
中距離から長距離までのライディングをサポート。
 · 本体部にUPF50+の素材を使用。
 · 太ももにやさしくフィットするグリッパーバンド全体にリフレクター加工を施し、 
快適さだけでなく視認性も確保。
 · 通気性と速乾性に優れた軽量のメッシュビブアッパー。
素材
 · 本体：ポリアミド80%、エラスタン20%  
部分：ポリエステル94%、エラスタン6%

サイズ
 · S, M, L, XL

ネイビー
CW-PAPS-US61MN01

STRADA

ブラック
CW-PAPS-VE12ML01

BACK

ADVANCED ショーツ
快適なライディングを追求した、ジャストフィットのロードショーツ。 

￥14,300 希望小売価格（税込）

特徴
 · 本体部にUPF50+の素材を使用。
 · 両脚の後ろにリフレクターをプラス。
 · 型崩れを抑え、快適な履き心地が長続きする、耐久性に優れたリサイクル生地を採用。
 · サポート力の高いハイライズのウエストバンドが腰を保護し、ずれを防止。
 · 超ワイドなレッググリッパーバンドが圧力を均等に分散し、締め付け感がなく快適。
 · 4wayストレッチ生地の快適さと革新的なクッション性を併せ持つイタリア製STRADAパッドが、
中距離から長距離までのライディングをサポート。

素材
 · 本体:ナイロン80%、ポリウレタン20%
サイズ
 · S, M, L, XL

NEW

AEROLITE ショートスリーブジャージ
毎日のライディングを快適にする、リサイクル素材を使用した軽量エアロメッシュジャージ。 

￥14,850 希望小売価格（税込）

特徴
 · フラットな仕上がりの滑らかなネックシームが摩擦を軽減。
 · 3つのバックポケットのうち、両側のサイドポケットは簡単にアクセスできるよう 
開口部を斜めにデザイン。
 · 暗がりでの視認性を高める、反射性のバックポケットの縁部分と縦ストライプ。
 · 再生ポリエステルを85%使用した柔らかなジャージ素材により、エアロ性能と通気性を両立。
 · ジャージのデザインを邪魔しない、カムロック式の隠しジッパー。
 · 伝統的な和をイメージしたデザイン。
 · 伸縮性のあるシリコングリッパー付きボトムバンドが、ジャージのずり上がりを防止。
 · 快適さとエアロ性能のための長めのスリーブ。
素材
 · 本体：85%再生ポリエステル、15%エラスタン、背面：96%再生ポリエステル、4%エラスタン
サイズ
 · XS, S, M, L

ブラック/ホワイト
CW-JSPS-WE14ML15

インディゴブルー
CW-JSPS-WE14MB17

ブロンズ
CW-JSPS-WE14MM07

マテリックグレー
CW-JSPS-WE14MG03

SHIMANO ショーツ
高いパフォーマンスを発揮するために、両脚を快適にサポートするフィット感に優れたショーツ。 

￥11,550 希望小売価格（税込）

特徴
 · テーパード4wayストレッチパッドとフラットロックシームを採用したイタリア製GITAパッドは、 
体の動きに追従し、長時間の快適なライディングをサポート。
 · 型崩れせず、両脚をしっかりと包み込む、伸縮性の高いリサイクル素材を採用。
 · 暗がりでの視認性を高める左脚のシマノロゴリフレクター。
 · フラットシームのアナトミックパターンで、快適でストレスフリーなペダリングをサポート。
 · 伸縮性のあるソフトなグリッパーバンドが快適にフィットし、ずり上がりを防止。
 · 本体部にUPF50+の素材を使用。
素材
 · 本体:ナイロン80%、ポリウレタン20%
サイズ
 · S, M, L, XL

BACK

ブラック
CW-PAPS-VE32ML01

GITA

SHIMANO ビブショーツ
本来のパフォーマンスを発揮するために、 
上体と両脚を快適にサポートするフィット感に優れたビブショーツ。 

￥14,300 希望小売価格（税込）

特徴
 · 型崩れせず、両脚をしっかりと包み込む、伸縮性の高いリサイクル素材を採用。
 · 軽量なアッパーとフラットなメッシュのビブストラップは通気性に優れ、レイヤリングにも最適。
 · 伸縮性のあるソフトなグリッパーバンドが快適にフィットし、ずり上がりを防止。
 · フラットシームのアナトミックパターンで、快適でストレスフリーなペダリングをサポート。
 · 暗がりでの視認性を高める左脚のシマノロゴリフレクター。
 · テーパード4wayストレッチパッドとフラットロックシームを採用したイタリア製GITAパッドは、 
体の動きに追従し、長時間の快適なライディングをサポート。
 · 本体部にUPF50+の素材を使用。
素材
 · 本体:ナイロン80%、ポリウレタン20%、 
本体(上部分):ナイロン73%、ポリウレタン27%

サイズ
 · S, M, L, XL

BACK

ブラック
CW-PAPS-VE31ML01

GITA

NEW

IRODORI ショートスリーブジャージ
信頼できる快適さと冒険的なスタイルで、あなたのロード用ウェアに新鮮味を。 

￥12,650 希望小売価格（税込）

特徴
 · ジャージのデザインを邪魔しない、カムロック式の隠しジッパー。
 · Irodoriショーツやビブによく合う、汎用性の高いプリントデザイン。
 · フラットな仕上がりの滑らかなネックシームが摩擦を軽減。
 · 暗がりでの視認性を高めるバックポケットのリフレクター。
 · 再生ポリエステルを100%使用した、速乾性に優れ、快適なジャージ素材。
 · シリコンリアグリッパーが、ライディングポジションでのジャージのずり上がりを防止。
 · 腕が動かしやすい、スポーティなラグランスリーブ。
 · ゆったりとしたフィット感のサイドパネル。
素材
 · 本体：100%再生ポリエステル
サイズ
 · XS, S, M, L

マットゴールド
CW-JSPS-WE15MD02

グレーストライプ
CW-JSPS-WE15MG17



  

    

  

         

         

  

    

  

    

NEW

LOGO ショートスリーブジャージ
シマノプライドを示す、快適性と汎用性の高いショートスリーブジャージ。 

￥12,100 希望小売価格（税込）

特徴
 · ゆったりとしたフィット感のサイドパネル。
 · 再生ポリエステルを100%使用した、速乾性に優れ、快適なジャージ素材。
 · 腕が動かしやすい、スポーティなラグランスリーブ。
 · フラットな仕上がりの滑らかなネックシームが摩擦を軽減。
 · Irodoriショーツやビブ、Logoショーツやビブによく合う、汎用性の高いプリントデザイン。
 · シリコンリアグリッパーが、ライディングポジションでのジャージのずり上がりを防止。
 · 暗がりでの視認性を高めるバックポケットのリフレクター。
 · ジャージのデザインを邪魔しない、カムロック式の隠しジッパー。
素材
 · 本体：100%再生ポリエステル
サイズ
 · XS, S, M, L

プラム
CW-JSPS-WE16MP14

ブラック
CW-JSPS-WE16ML01

チャコール
CW-JSPS-WE16MG08

ウォームオリーブ
CW-JSPS-WE16ME10

インディゴブルー
CW-PAPS-WE13MB17

ブラック/グレー ライン
CW-PAPS-WE13ML20

ウォームオリーブ
CW-PAPS-WE13ME10

NEW

IRODORI ショーツ
信頼できる快適さと冒険的なスタイルで、あなたのロード用ウェアに新鮮味を。 

￥12,650 希望小売価格（税込）

特徴
 · 伸縮性のある柔らかなグリッパーバンドが快適にフィットし、ずり上がりを防止。
 · テーパード4wayストレッチパッドとフラットロックシームを採用したイタリア製GITAパッドは、 
体の動きに追従し、長時間の快適なライディングをサポート。
 · 再生ポリアミドを80%使用した柔らかく耐久性に優れたショーツ生地で、 
ストレスフリーなライディングを実現。
 · IrodoriジャージやLogoジャージによく合う、汎用性の高いプリントデザイン。
 · フラットシームのアナトミックパターンで、快適でストレスフリーなペダリングをサポート。
素材
 · 本体：80%再生ポリアミド、20%エラスタン、 
サイドパネル：80%再生ポリエステル、20%エラスタン

サイズ
 · XS, S, M, L

GITA

INIZIO ショーツ
機能性とスタイル、快適さを備えたロード用パフォーマンスショーツ。 

￥8,140 希望小売価格（税込）

特徴
 · 伸縮性のあるソフトなグリッパーバンドが太ももに快適にフィットし、ずり上がりを防止。
 · サポート力のあるファブリックとアナトミカルカットを組み合わせたデザインで、 
優れた伸縮回復性を発揮。
 · フラットロックステッチを施したLUCKYパッドが快適なサポート感を提供。 
初めてのサイクリングショーツとしておすすめです。

素材
 · ポリエステル80%、エラスタン20%
サイズ
 · XS, S, M, L, XL

BACK

ブラック
CW-PAPS-US72ML01

GITA

BACK

ブラック
CW-PAPS-US51ML01

KODAMA ビブショーツ
毎日のライドで活躍する軽量で快適なビブショーツ。 

￥12,100 希望小売価格（税込）

特徴
 · 本体部にUPF50+の素材を使用。
 · 伸縮性のあるソフトなグリッパーバンドが太ももに快適にフィットし、ずり上がりを防止。
 · 伸縮回復性に優れたコンプレッションファブリックが脚の筋肉をしっかりとサポート。
 · 通気性と速乾性に優れた軽量のメッシュビブアッパー。
 · テーパード4wayストレッチパッドとフラットロックシームを採用したイタリア製GITAパッドは、 
体の動きに追従し、長時間の快適なライディングをサポート。

素材
 · 本体：ポリアミド80%、ポリウレタン20% 部分：ポリアミド80%、エラスタン20%
サイズ
 · XS, S, M, L, XL

ELEMENTO ジャージ
カラフルで快適なジャージで、さらなるパフォーマンスへの挑戦を。 

￥10,120 希望小売価格（税込）

特徴
 · 軽量のリサイクル素材で、どんな乗車姿勢でも快適なフィット感を実現。
 · 通気が容易なフルレングスジッパー。
 · 滑らかな肌ざわりのスリーブは、ずれることなく快適にフィット。
 · 中央ポケットにリフレクターを配した3バックポケット。
 · シマノロゴプリント。
素材
 · 本体：再生ポリエステル100%
サイズ
 · XS, S, M, L, XL

ブラック
CW-JSPS-VE41ML01

ブルー
CW-JSPS-VE41MB01

レッド
CW-JSPS-VE41MR01

ネイビー
CW-JSPS-VE41MN01



  

  

  

  

  

    

  

         

ジュニア ROAD

NEW

ジュニアショートスリーブジャージ
未来のシマノアスリートのために、再生素材で作られた 
ジュニアサイクリスト向けパフォーマンスジャージ。 

￥8,030 希望小売価格（税込）

特徴
 · 大人用ジャージともマッチする楽しくモダンなデザインで、チームライドにも最適。
 · 再生ポリエステル100%を使用し、子どもに優しい快適な着心地を実現。
 · 通気が容易なカムロック式ショートジッパー。
 · 暗がりでの視認性が向上するリフレクター。
 · 速乾性に優れた軽量ファブリック。
 · 3つのバックポケット。
 · ジュニア専用のサイズとフィット感。
素材
 · 本体：100%再生ポリエステル
サイズ
 · ジュニアS (130cm)
 · ジュニアM (140cm)
 · ジュニアL (150cm)

マットゴールド
CW-JSPS-WE11JD02

BACK

チャコール
CW-JSPS-WE11JG08

プラム
CW-JSPS-WE11JP14

グリーン
CW-JSPS-WE11JE01

BACK

JUNIOR

ブラック
CW-PAPS-US22JL01

ジュニアショーツ
大人用ショーツと同じ機能性を備えた、将来のシマノアンバサダーのための 
ジュニア用パフォーマンスショーツ。 

￥8,250 希望小売価格（税込）

特徴
 · 伸縮性のあるソフトなウエストバンドがショーツをしっかり固定。
 · 伸縮性のあるソフトなグリッパーバンドが太ももに快適にフィットし、ずり上がりを防止。
 · 本体部にUPF50+の素材を使用。
 · パッド付きショーツのメリットを実感できるジュニア用パッドは、 
初めてのサイクリングショーツとしておすすめです。
 · 体にぴったりとフィットする伸縮性ファブリックが成長期のジュニアライダーの筋肉をサポート。
素材
 · 本体：ポリアミド80%、エラスタン20%
サイズ
 · ジュニアS (130cm)
 · ジュニアM (140cm)
 · ジュニアL (150cm)

グラベル

NEW

EVOLVE ショートスリーブジャージ
収納力と視認性に優れたこの軽量ジャージで、颯爽とグラベルを駆け抜けよう。 

￥28,050 希望小売価格（税込）

特徴
 · つかみやすく、滑らかに動くジッパー。
 · シリコングリッパー付きの伸縮性のあるリアバンドがライディングポジションでの 
ジャージのずり上がりを防止。
 · 体にぴったりとフィットするアナトミックデザインで、乗車姿勢での快適性を向上。
 · 快適なグラベルライドのために、本体に再生ポリエステルを85%使用して高い耐久性を確保。
 · 昼夜を問わず視認性を高めるブロンズリフレクターをポケットとスリーブに配置。
 · 3バックポケット、貴重品収納用の防水ポケット、アクセスが容易なメッシュサイドポケットを装備。
 · フラットな仕上がりの滑らかなネックシームが摩擦を軽減。
 · 暗がりでも目立つリアリフレクター。
 · 伸縮性のある長めのスリーブが腕をしっかり包み込み、 
快適なロングライドをサポート。

素材
 · 本体：85%再生ポリエステル、15%エラスタン、 
背面：96%再生ポリエステル、4%エラスタン、 
サイドポケット：88%ポリアミド、12%エラスタン

サイズ
 · S, M, L

BACK

ネイビー
CW-PAPS-VE41MN01

ブラック
CW-PAPS-VE41ML01

STERRATO

EVOLVE ビブショーツ
リサイクル素材で作られたモダンでスタイリッシュなビブショーツで、さらなるロングライドへ。 

￥28,600 希望小売価格（税込）

特徴
 · 物の出し入れが容易で、ブロンズのリフレクターパイピングを施した丈夫な 
メッシュポケットを右側に配置。
 · 軽量なメッシュ素材のアッパーはレイヤリングに最適。
 · イタリア製STERRATOパッドは振動を吸収し、圧力を均等に分散して、 
一日中快適なライディングをサポート。
 · 脚開口部にブラックのリフレクターラインを配し、360度の視認性を確保。
 · 本体部にUPF50+の素材を使用。
 · 体と環境にやさしい高性能リサイクル素材を100％使用。
 · 伸縮性のあるソフトなグリッパーバンドが快適にフィットし、 
ずり上がりを防止。
 · 体にぴったりとフィットするアナトミックデザインで、 
乗車姿勢での快適性を向上。

素材
 · 本体:ナイロン78%、ポリウレタン22%、 
本体(上部分):ポリエステル93%、ポリウレタン7%

サイズ
 · S, M, L

トランスペアレントブラウン
CW-JSPS-WE11MM06

トランスペアレントゴールド
CW-JSPS-WE11MD06

トランスペアレントネイビー
CW-JSPS-WE11MN06



   

    

  

    

  

    

    

    

    

メンズ OFFROAD

レッド
CW-JSMS-WE11MR01

ネオンイエロー
CW-JSMS-WE11MY07

グリーン
CW-JSMS-WE11ME01

NEW

KITA ショートスリーブジップジャージ
ハードなライディングやレースのために作られた、 
エレガントでありながらアグレッシブなクロスオーバージャージ。 

￥16,500 希望小売価格（税込）

特徴
 · ジャージのデザインを邪魔しない、カムロック式の隠しジッパー。
 · 3つのバックポケットと貴重品用のジッパー付きポケットを装備。
 · 左スリーブにプリントされた反射性のシマノロゴが、暗がりでの視認性を向上。
 · シリコングリッパー付きの伸縮性のあるリアバンドがライディングポジションでの 
ジャージのずり上がりを防止。
 · サイド、スリーブ、背面には、伸縮性と通気性に優れた再生ポリエステルを96%使用。
 · フレンチカラーがアグレッシブなライディングポジションでも首が窮屈になるのを防ぎ、 
快適さを提供。
 · 通気性の高い再生ポリエステルを96%使用したメッシュバックのポケット裏地。
 · 伸縮性の高い再生ポリエステルを85%使用。動きやすくぴったりと 
体を包み込むバランスの取れたフィット感は、MTBライドに最適。
 · エッジ部分を滑らかにレーザーカットしたセットインスリーブにより、 
乗車姿勢でのフィット感と快適さを向上。

素材
 · 本体：85%再生ポリエステル、15%エラスタン、 
メッシュ部分：96%再生ポリエステル、4%エラスタン

サイズ
 · S, M, L

BACK

NEW

FUJIMI ショートスリーブジャージ
エンデューロとフリーライディングを愛する人に最適な、 
通気性と耐久性に優れた軽量ショートスリーブジャージ。 

￥13,200 希望小売価格（税込）

特徴
 · 隠しジッパー付きポケット。
 · 肩部分にシリコンプリントを施し、トレイルでの保護性能とバックパックのグリップ力を向上。
 · 前面に縫い込まれた柔らかいアイウェアクリーニング用ワイプ。
 · コントラストがはっきりした大胆な配色の袖口。
 · 暗がりでの視認性が向上するリフレクター。
 · 再生ポリエステルを100%使用した伸縮性のあるジャージ生地で、 
MTB用ボディアーマーのための十分なスペースを確保。
 · 襟首を高く、フロント部を低くした、スポーティなオフセットパターン。
 · 通気性の高い再生ポリエステルを93%使用したメッシュインサートを背面上部に配置し、 
速乾性を向上。

素材
 · 本体：100%再生ポリエステル、 
メッシュ部分：93%再生ポリエステル、7%エラスタン

サイズ
 · S, M, L

ブラック/グリーン
CW-JSMS-WE12ML12

レッド/ネイビー
CW-JSMS-WE12MR16

グレー
CW-JSMS-WE12MG01

BACK

ブラック
CW-PATS-VE22ML01

REVO ショーツ
エアバッグをアップサイクルした、MTB用ハイパフォーマンスショーツ。 

￥31,900 希望小売価格（税込）

特徴
 · シマノのジッパープル付きカムロック式ジッパー。
 · 伸縮性のあるアップサイクル素材が、動きを制限することなくサドルによる摩耗に耐久性を発揮。
 · テクニカルファブリックと進化したクッションを採用した3D立体構造のイタリア製TORNANTE
パッドが、アグレッシブなロングライドで優れたサポート力を発揮。
 · ボンディング加工のすそ部分にはシリコングリッパーを配し、ずれを防止。
 · ボタンとジッパー付きリアウエストバンドに滑りにくいシリコンライナーを配し、
ショーツのずれを防止。
 · 中身が移動してペダリングの邪魔になるのを防ぐ、 
斜めに取り付けた2つのサイドポケット。
 · やわらかく丈夫なリサイクル素材で作られたインナーショーツ。
 · エアバッグをアップサイクルした素材に耐久性のある撥水加工を施し、 
水はねや水しぶきをブロック。

素材
 · 本体：ポリアミド100%、部分：再生ポリアミド81%、再生エラスタン11%、 
エラスタン8%、インサート：ポリエステル93%、エラスタン7%、 
インナー：再生ポリエステル85%、エラスタン15%、 
ポケット：再生ポリエステル100%

サイズ
 · 30 inch(S)
 · 32 inch(M)
 · 34 inch(L)

グレー
CW-PATS-VE22MG01

NEW COLOR

ZONE

BACK

ペールグリーン
CW-JSCS-WE12ME19

NEW

SHIMANO Tシャツ
個性的かつ機能的なオーガニックコットンのグラフィックTシャツ。 

￥4,840 希望小売価格（税込）

特徴
 · カジュアルウェアにもサイクリングウェアにもよく合う、 
サイクリング愛を表現したスタイリッシュなデザイン。
 · 認証済みオーガニックコットンを100%使用。
 · ちょっとした外出からライディングまで、あらゆるシーンで快適に過ごせるリラックスフィット。
素材
 · 本体：100%認証済みオーガニックコットン
サイズ
 · S, M, L

モスグリーン
CW-JSCS-WE12ME20

ベージュ
CW-JSCS-WE12MF01

グレー
CW-JSCS-WE12MG01



  

   

   

    

    

    

    

   

  

    

  

  

  

BACK

VERTEX スリーブレスベースレイヤー
暑い日のライドでも涼しく快適に保つためにシステム設計されたスリーブレスベースレイヤー。 

￥7,370 希望小売価格（税込）

特徴
 · シマノ製ジャージとビブショーツとのシームレスなレイヤリングに最適なデザイン。
 · シームレスなポリプロピレン素材が肌の表面から湿気を吸い取り、衣服内温度を調整。
素材
 · 本体：ポリプロピレン85%、ポリアミド10%、エラスタン5%
サイズ
 · S-M, L-XL

ホワイト
CW-BLBS-UE13MW01

グレー
CW-BLBS-UE13MG01

BACK

URBAN

ブラック
CW-BLBS-UE11ML01

VERTEX ライナー
普段着の下に履いて快適にライドを楽しめる、軽量シームレスライナー。 

￥8,470 希望小売価格（税込）

特徴
 · URBANパッドは衝撃吸収力と速乾性に優れ、MTBやツーリングに最適。
 · 常にパッドがサドルの上に重なるようにやさしくフィットするシームレスライナー。
素材
 · 本体：ポリアミド90%、ポリウレタン10%
サイズ
 · S-M, L-XL

アクセサリー

BACK

レッド
CW-GLBS-VS21MR01

ブルー
CW-GLBS-VS21MB01

ホワイト
CW-GLBS-VS21MW01

ブラック
CW-GLBS-VS21ML01

BACK

グレー
CW-GLBS-VS41MG01

ネイビー
CW-GLBS-VS41MN01

レッド
CW-GLBS-VS41MR01

ADVANCED レースグローブ
優れたコントロール性能とレーシングパフォーマンスを発揮するS-PHYREグローブの最新モデル。 

￥4,730 希望小売価格（税込）

特徴
 · フラットで柔らかな吸水性テリークロスが汗を吸収。
 · 3Dアナトミックパターンと手のひら部分の特殊な素材によりグリップ力と快適さを向上。
 · 手の甲部にエアロファブリックを使用。
 · 手のひら部分のパッドをなくすことで、コックピットとの一体感を高め、 
フィーリングと操作性を最大化。
 · 着脱が簡単なデザイン。
素材
 · 主な素材：ポリエステル、エラスタン、 
ポリアミド；手のひら部分：シンセティックレザー

サイズ
 · S, M, L, XL

ADVANCED グローブ
最高のコントロール性能を引き出すために作られたパームパッドレスグローブ。 

￥4,730 希望小売価格（税込）

特徴
 · 着脱も簡単にする薄く伸縮性に優れたカフ。
 · KURARAY® Clarino™ 60%リサイクルナイロンで作られた柔らかく丈夫な 
合成スエードパームが、ライダーの快適性を向上。
 · 手の甲部分に、光沢のある網代織りのラインパターン。
 · パッドなしの手のひら部分がレバーとの一体感を高め、操作性を強化。
 · 伸縮性と通気性に優れた80%リサイクルナイロンで作られた、 
手の甲部分と人間工学に基づくフィンガークロッチ。
 · フラットで柔らかな吸水性テリークロスが汗を吸収。
素材
 · 主な素材：ポリアミド、ポリエステル、エラスタン； 
手のひら部分：シンセティックレザー

サイズ
 · S, M, L, XL

ESCAPE グローブ
最適化したパッドとソフトなスエードパームを備えた快適なスリップオングローブ。 

￥4,510 希望小売価格（税込）

特徴
 · ロープロファイル設計のソフトな親指部分は汗の拭きとりに便利。
 · 最適化されたグリップデザインが、手のひら、グローブ、シフターの間のスリップを防止。
 · オリジナルの3ピースパームとフィンガークロッチが、より自然に手にフィット。
 · 手のひら部分は耐久性と耐摩耗性に優れたAX™シンセティックレザー。
 · ポロン® XRD™パッドのデザインと配置は、シマノの最新シフターに最適。
 · 柔らかな82%ポリエステル製の通気性に優れたエアロダイナミックな裏地。
素材
 · 主な素材：ポリエステル、エラスタン、ポリアミド； 
手のひら部分：シンセティックレザー

サイズ
 · S, M, L, XL

ブラック
CW-GLBS-VS41ML01

BACK

ホワイト
CW-GLBS-US21MW01

レッド
CW-GLBS-US21MR01

ブルー
CW-GLBS-US21MB01

ブラック
CW-GLBS-US21ML01



  

    

    

    

    

    

    

    

       

     

    

    

  

    

  

       

    

  

       

BACK

チャコール
CW-GLBS-WS51MG08

オリーブ／デニム
CW-GLBS-WS51ME27

デニム／ワイン
CW-GLBS-WS51MN19

NEW

グラベルグローブ
手をしっかりと包み込み、振動を吸収して快適さが持続する、グラベルグローブ。 

￥5,280 希望小売価格（税込）

特徴
 · 柔らかく伸縮性のあるメッシュ素材の裏地で快適なフィット感と通気性を確保。
 · 左右で色が異なるユニークな2色セットもラインアップ。
 · スリップオンタイプの幅広のカフが、長時間のグラベルライドでも安心のサポートを発揮。
 · オリジナルの3ピースパームとエルゴノミックなフィンガークロッチが、 
より自然に手にフィット。
 · 親指部分に広くやわらかな汗拭き面。
 · PORON®XRD™と低反発パームパッドを効果的に組み合わせ、 
グラベルライドでの振動を抑制。
 · 再生ポリエステルを60%使用した、グリップ力の高い 
合成スエードレザーのパーム。
 · 通気性の高い再生ナイロンを94%使用した、 
伸縮性に優れたフィンガークロッチ。

素材
 · 手のひら：合成皮革 
手の甲：85% ポリエステル、15% エラスタン

サイズ
 · S, M, L

NEW

EXPLORER グローブ
通気性と振動吸収性に優れた、快適なツーリンググローブ。 

￥4,180 希望小売価格（税込）

特徴
 · オリジナルの3ピースパームとエルゴノミックなフィンガークロッチが、より自然に手にフィット。
 · ミッドレングスのスリップオンタイプのカフ。
 · 通気性の高い再生ポリアミドを94%使用した、伸縮性に優れたフィンガークロッチとカフ。
 · 柔らかな低反発スポンジパッドで快適さが持続。
 · 再生ポリエステルを60%使用した、グリップ力の高い合成スエードレザーのパーム。
 · 再生ポリエステルを82%使用した、通気性の高いメッシュ素材の裏地。
素材
 · 手のひら：合成皮革 
手の甲：71%再生ポリエステル、25%ポリエステル、4%エラスタン 
カフ：80%再生ポリアミド、20%エラスタン

サイズ
 · S, M, L, XL

BACK

ブラック
CW-GLBS-WS31ML01

ブルーグレー
CW-GLBS-WS31MG29

レッド
CW-GLBS-WS31MR01

カーキ
CW-GLBS-WS31ME15

ネイビー
CW-GLBS-WS31MN01

BACK

ブラック
CW-GLBS-WS32ML01

ネイビー
CW-GLBS-WS32MN01

ブルーグレー
CW-GLBS-WS32MG29

レッド
CW-GLBS-WS32MR01

カーキ
CW-GLBS-WS32ME15

NEW

EXPLORER フルフィンガーグローブ
通気性と振動吸収性に優れた、快適なツーリンググローブ。 

￥4,840 希望小売価格（税込）

特徴
 · 通気性と振動吸収性に優れた、快適なフルフィンガーツーリンググローブ。
 · ミッドレングスのスリップオンタイプのカフ。
 · オリジナルの3ピースパームとエルゴノミックなフィンガークロッチが、より自然に手にフィット。
 · タッチスクリーン対応。
 · 柔らかな低反発スポンジパッドで快適さが持続。
 · 通気性の高い再生ナイロンを80%使用した、 
伸縮性に優れたフィンガークロッチ。
 · 再生ポリエステルを82%使用した、通気性の高いメッシュ素材の裏地。
 · 再生ポリエステルを60%使用した、グリップ力の高い 
合成スエードレザーのパーム。

素材
 · 手のひら：合成皮革 
手の甲：73% 再生ポリエステル、23% ポリエステル、4% エラスタン 
カフ：80%再生ポリアミド、20%エラスタン

サイズ
 · S, M, L, XL

BACK

ブラック
CW-GLBS-VS61ML01

ホワイト
CW-GLBS-VS61MW01

ブルー
CW-GLBS-VS61MB01

レッド
CW-GLBS-VS61MR01

レッド
CW-GLBS-VS61JR01

イエロー
CW-GLBS-VS61JY01

ブルー
CW-GLBS-VS61JB01

BACK

ジュニア AIRWAY グローブ
人間工学に基づいた3パネルデザインと通気性が高いメッシュバックを備えた、 
フル装備のジュニア サマーグローブ。 

￥3,190 希望小売価格（税込）

特徴
 · 伸縮性と通気性に優れた80%リサイクルナイロンで作られた、 
人間工学に基づくフィンガークロッチ。
 · オリジナルの3ピースパームとフィンガークロッチが、より自然に手にフィット。
 · カフを短くすることで脱着が容易に。
 · 伸縮性と通気性に優れたメッシュ裏地。
 · ロープロファイル設計のソフトな親指部分は汗の拭きとりに便利。
 · エンボス加工が施されたシンセティックレザーの手のひら部分は、優れたグリップ力を発揮。
 · 柔らかく弾力のある5 mmパームパッド。
素材
 · 主な素材：ポリエステル、エラスタン、ポリアミド； 
手のひら部分：シンセティックレザー

サイズ
 · ジュニアS, M, L

AIRWAY グローブ
人間工学に基づいた3パネルデザインと通気性が高いメッシュバックを備えた、 
フル装備のサマーグローブ。 

￥3,430 希望小売価格（税込）

特徴
 · カフを短くすることで脱着が容易に。
 · 伸縮性と通気性に優れた80%リサイクルナイロンで作られた、 
人間工学に基づくフィンガークロッチ。
 · オリジナルの3ピースパームとフィンガークロッチが、より自然に手にフィット。
 · 伸縮性と通気性に優れたメッシュ裏地。
 · ロープロファイル設計のソフトな親指部分は汗の拭きとりに便利。
 · エンボス加工が施されたシンセティックレザーの手のひら部分は、優れたグリップ力を発揮。
 · 柔らかく弾力のある5 mmパームパッド。
素材
 · 主な素材：ポリエステル、エラスタン、ポリアミド； 
手のひら部分：シンセティックレザー

サイズ
 · S, M, L, XL



  

    

  

  

    

  

  

  

              

  

  

              

     

チャコール
CW-SCBS-WS51UG08

カーキ
CW-SCBS-VS11UE15

マルーン
CW-SCBS-VS11UR22

ブルーグレー
CW-SCBS-VS11UG29

ネイビー
CW-SCBS-VS11UN01

ディープオーシャン
CW-SCBS-WS51UB27

NEW COLOR

NEW COLOR NEW COLOR

NEW COLOR

クレイ
CW-SCBS-WS51UR21

オリジナルアンクルソックス
適切な場所にクッション性を持たせた、通気性に優れたミドル丈ソックス。 

￥1,980 希望小売価格（税込）

特徴
 · シューズのベンチレーションとリンクしたメッシュ部分が足をドライかつ涼しく保つ。
 · シューズとの接地面をより広げる、細かく編まれたソール。
 · 様々な用途に対応するアンクル丈のサイクリングソックス。
 · シマノシューズやサイクリングウェアにマッチするデザイン設計。
 · 適所にクッションを追加したことで、足への負担を緩和。
素材
 ·  ポリアミド 60%、ポリエステル 36%、ポリウレタン 4%
サイズ
 · S - M(36 - 40)
 · M - L(41 - 44)
 · L - XL(45 - 48)

NEW

グラベルソックス
グラベルライドを全力で楽しみたい人のために、 
柔らかく耐久性のある素材で作られた通気性の高いトールソックス。 

￥2,420 希望小売価格（税込）

特徴
 · アーチパネルのサポートで足の疲れを軽減。
 · 前足部のクッションによりペダリング時の快適性を向上。
 · かかと部分を補強し、耐久性を強化。
 · 甲部分に通気性の高いメッシュを使用し、足をドライにキープ。
 · しなやかさで耐久性のあるナイロンブレンドで、一日中快適さが持続。
素材
 · 素材 ポリアミド 60%、ポリエステル 36%、ポリウレタン 4%
サイズ
 · S - M(36 - 40)
 · M - L(41 - 44) ブラック

CW-WAPS-WE12UL01

ブラック
CW-WAPS-WE11UL01

ホワイト
CW-WAPS-WE11UW01

ホワイト
CW-WAPS-WE12UW01

NEW

VERTEX サンブロックスリーブ
再生素材を使用した、通気性が高く紫外線を防ぐスリーブカバー。 

￥6,050 希望小売価格（税込）

特徴
 · ブラックは、再生ポリアミドを80%使用。
 · 快適なアナトミカルフィット。
 · ホワイトは、再生ポリエステルを80%使用。
 · 上腕部のシリコングリッパーが、激しいライディングでもスリーブカバーのずれを防止。
 · 暗がりでの視認性を高める、反射性の転写シマノロゴ。
素材
 · 本体（ホワイト）：再生ポリエステル80%、エラスタン20%、 
本体（ブラック）：再生ポリアミド80%、エラスタン20%

サイズ
 · S, M, L

NEW

VERTEX サンブロックスリーブ
再生素材を使用した、通気性が高く紫外線を防ぐスリーブカバー。 

￥7,040 希望小売価格（税込）

特徴
 · ホワイトは、再生ポリエステルを80%使用。
 · ブラックは、再生ポリアミドを80%使用。
 · 快適なアナトミカルフィット。
 · 暗がりでの視認性を高める、反射性の転写シマノロゴ。
 · 上腿部のシリコングリッパーが、激しいライディングでもレッグカバーのずれを防止。
素材
 · 本体（ホワイト）：再生ポリエステル80%、エラスタン20%、 
本体（ブラック）：再生ポリアミド80%、エラスタン20%

サイズ
 · S, M, L

NEW

SHIMANO キャップ
様々な再生素材で作られた、環境にやさしく快適なカジュアルトラッカーキャップ。 

￥4,400 希望小売価格（税込）

特徴
 · カジュアルウェアにもサイクリングウェアにもよく合う、 
グラベルをイメージしたスタイリッシュなデザイン。
 · フロント、ツバ、メッシュバックのすべてに、再生ペットボトルを100%使用。
 · 前面にシマノロゴを配置。
 · ワンサイズ
素材
 · 本体：100%再生ポリエステル、背面：100%再生ポリエステル

ブラック
CW-OABS-WE12UL01

グレー
CW-OABS-WE12UG01

ブロンズ
CW-OABS-WE12UM07

BACK



ウェアサイズ展開

ヨーロッパ XS S M L XL XXL XXXL

北米 XXS XS S M L XL XXL

南米 PP P M G GG XG XGG

アジアサイズ S M L XL XXL XXXL XXXXL

1. 身長 157 - 167 167 - 173 172 - 178 177 - 183 183 - 189 189 - 195 189 - 195

2. 胸囲 85 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 100 101 - 107 107 - 113 114 - 120

3. ウエスト 72 - 76 77 - 81 82 - 86 87 - 91 92 - 97 97 - 101 101 - 107

4. ヒップ 85 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 100 101 - 107 107 - 113 114 - 120

5. 股下 74 - 77 78 - 80 81 - 83 84 - 86 87 - 89 89 - 91 89 - 91

サイズ 28 Inch 30 Inch 32 Inch 34 Inch 36 Inch 38 Inch 40 Inch

3. ウエスト 74 - 78 78 - 82 82 - 86 87 - 91 92 - 96 97 - 101 102 - 105

4. ヒップ 86 - 89 90 - 93 94 - 97 99 - 102 104 - 107 109 - 113 114 - 117

5. 股下 76 - 78 79 - 81 81 - 83 83 - 85 85 - 87 87 - 89 89 - 91

S M L XL XXL

手の周り メンズグローブ 17.8 - 20.3 20.3 - 22.9 22.9 - 24.8 24.8 - 26.7 26.7 - 28.6

手の周り ウイメンズグローブ 16.5 - 18.3 18.3 - 19.6 19.6 - 20.8 20.3 - 22.1

手の周り ジュニアグローブ 13.0 – 15.0 15.0 – 17.0 17.0 – 19.0

オーダーサイズ S/M M/L L/XL

足のサイズ 36 - 40 41 - 44 45 - 48

Cm 22.5 - 25.2 25.8 - 27.8 28.5 - 30.5

グローブ ソックス

(cm)

(cm)

(cm)

手の周り

メンズ アパレル

メンズ アパレル

ユニセックス

(cm)

ウェアアイコン

特徴

汗ふきパッド
激しい運動でかいた額の汗を拭うための柔らかい
吸収性タオル生地。

タッチスクリーン対応
人差し指と親指部分を覆う導電性生地はタッチ 
スクリーンデバイス操作に対応。

リフレクター
光を反射し夜間の視認性を向上させ、 
安全なライディングを実現。

フォームパッド
フォームパッドは事故の場合に保護を提供し、 
ハンドルバーの振動・衝撃を吸収することで疲れ
を抑制します。

甲部クッション
ぺダリング時にかかるストレスを最小限にする。

UVプロテクト
紫外線による日焼けを予防します

パッカブルファンクション
ウェアのポケットにすっぽり収納できます

シリコングリップ
適所にシリコンプリントを配置することで、 
すべりにくい設計。

フレクションフリー
手首の動きを妨げず、快適。シマノ独自の 
グローブデザイン

撥水
洗濯した後でも耐久性のあるコーティングで 
より水をはじく。

3Dの解剖学的デザイン
手の自然な曲線にフィットする3Dパターンで 
グローブ全体を設計しています。

ゲルパッド
ゲルフォームが衝撃・振動を吸収します。

エアロダイナミック
優れた空力特性を持つ形状により、空気抵抗を
低減する。

最適なパネル構造
シマノ独自のカッティングにより、シューズに 
ジャストフィット。

テープシーム
縫目に耐水テープを貼ることで風と水の侵入を
防ぎます。

耐水機能
撥水素材は、小雨や多少の濡れに耐久性を発揮。

アーチパネル
アーチ部分が上がった状態で維持されるのを 
補助し、疲労を防止します。

フィットタイプ

PORON® XRD™
分子構造を変化させ瞬時に90％以上の 
衝撃を吸収する。 
繰り返し使用しても柔軟性・通気性・ 
耐久性を、長期に渡って 
パフォーマンスを保ちます。

ロードコンペティション
パフォーマンスを追求するレース志向の 
シリアスライダーに最適です。体の一部の 
ようにぴったりとフィットし、風による 
バタつきを抑えたエアロダイナミック効果も 
期待できます。

ロードパフォーマンス
アクティブライディングやパフォーマンス 
ライディングを求めるライダー向けです。 
乗車姿勢でも動きやすく、 
スリムなフィット感で 
バタつきが抑えられています。

ロードスポーツ
乗車姿勢で動きやすく、 
体へ適度にフィットします。 
快適でスリムなフィット感が 
ストレスを軽減します。

3Dパルムデザイン
ハンドルを握ったときに、親指まわりがしわに
なりにくい。

ベンチレーション
メッシュ素材で通気性を確保、ドライで快適な
ライディング。

着脱しやすい中央のプルオフタブ
取り外しが簡単なプルオフタブ

防風機能
採用されている防風部材が、風の侵入を防ぐ。

起毛裏素材
柔らかな肌触りを持つ裏起毛の内部層が、 
暖かさと快適さを促進。



WEAR
パフォーマンスを次のレベルへ

2022 Autumn & Winter



         

                        

                  

撥水 防風機能 裏起毛 リフレクター

EVOLVEシリーズでは、ライディングの種類や季節を問わずいつでも快適な 
状態をキープする、通気性と速乾性に優れた軽量のギアを多彩にラインアップして
います。レイヤリングによって温度調整し、携帯するウェアやアクセサリー類は 
収納力に優れたビルトインストレージに入れて持っていくことができます。

EVOLVE

オールシーズン 
アドベンチャーギア

VERTEX

ロングライドのための 
高機能フリース

BEAUFORT & 
KAEDE

スタイリッシュな 
防風ウェア

ELEMENT

サイクリングを始める人に、
心地よい暖かさを

Vertexに着替えて、サイクリングを楽しみましょう。このシリーズでは、冬の 
ライドを積み重ねていく間、あなたの体を快適に暖かく保つ上で必要な特徴を
すべて備えた高機能フリースを使用しています。

サドルにまたがる時間が長ければ長いほど、あなたはBeaufort & Kaede 
（ウイメンズ）の機能性やファッショナブルな外観を気に入るでしょう。幅広い
用途に対応できるラインアップには、DWR（耐久性撥水）加工を施した軽量の
防風素材を使用しており、長時間のライディングでも快適な乗り心地を維持 
しながら効率的な温度調節を実現します。

寒い日のサイクリングを楽しむために必要な暖かさと機能を備えたアイテムで、 
最高のスタートを切りましょう。Elementの高品質で軽量なファブリックは、 
体にぴったりフィットしながらも動きやすいので、ライド中のあらゆる瞬間を楽しむ
ことができます。

IGNITE YOUR PERFORMANCE

S-PHYREは優れたフィット感を提供するだけでなく、コンパクトにたたんでポケットに 
入れて携帯できます。必要なときにすぐにポケットから取り出して、暖かく快適なライドを
楽しめます。また、全方向からの視認性を高めるため、要所に反射性素材のインサートを
配し、反射性プリントを施しています。

ロード - ギア - 22AW アパレルラインアップ

パフォーマンスを感じる。
速さがこれほど良いとは思いませんでした。ロードギアを構成するすべてのピースは、ライダーのパフォーマンス、快適さ、そして自信を次のレベルに引き上げ 
られるようシステム設計されています。さらにシマノでは、誰もが新たな高みに到達できるように、より長く、より頻繁にライドに出かけたくなるアパレルをデザイン
しています。レースの勝敗を決するコンマ数秒を競り合うとき、あるいは初めて自転車に乗るときでも。すべてのライダーのサイクリング体験を向上させる 
ソリューションが私たちにはあります。

ロード - ギア - 22AW - S-PHYRE コンセプト

IGNITE YOUR PERFORMANCE

もっと遠くへ 快適性、通気性、速乾性

もっと速く ウインドスライシングレースフィット & エアロダイナミックパターン

もっとハードに 激しいライディングに応える構成

もっとスマートに レイヤリングしやすい材質とデザイン

もっと軽く 薄く通気性に優れたイタリア製ファブリック

もっと安全に 高反射性インサート、プリント、ロゴ

もっと暖かく 通気性に優れた断熱材と保護

もっと大胆に エキサイティングなカラーリングとアクセントを施したプレミアムデザイン



ロード - ギア - 22AW - S-PHYRE シリーズの特長

飽くなきイノベーションの追求。妥協を許さないパフォーマンス。 
マジカルフィット。
S-PHYREは優れたフィット感を提供するだけでなく、コンパクトにたたんでポケットに入れて携帯でき、必要なときにすぐに取り出して、暖かく快適なライドを 
楽しめます。また、全方向からの視認性を高めるため、要所に反射性素材のインサートを配し、反射性プリントを施しています。

サイクリストが身体能力を発揮するのに最適な衣服内温度 37℃を 
より長くキープできるよう、激しいライド中の体温と湿気の調節に 
おいて、設計する上で一つ一つ特別な選択をしていかなければなり
ません。シマノは世界のトップサプライヤーと協力し、高速レース
や寒い日のライドをサポートするテクニカルファブリックを厳選して
います。

プロライダーの厳しいオーダーに応えられるのであれば、再生素材
ファブリックの使用量を増やしています。

レイヤー間のギャップやミスマッチは、衣服内に冷たい外気が忍び込み、
余分な熱や汗がこもる原因となります。立体設計の S-PHYREなら、
体の動きに合わせてぴったりとフィット。軽量素材を使用しているので 
かさばらず、優れた保護性能を発揮します。

S-PHYREのソックスは、システム工学を駆使してシューズと一体と 
なるように設計されています。ジャージ、ジャケット、ベースレイヤー、
ビブショーツはすべてがシームレスに組み合わさり、摩擦を防ぎ、 
優れた通気性と保護性能を発揮します。簡単に着脱できるアクセサリー
は、ポケットに入れて携帯することができます。すべてのギアがライダー
の体の動きに追従して相乗効果を生み出すことで、ライディング体験を
一段と向上させます。

S-PHYREはどんな天候でもライドを楽しもうとする、いわゆる
オフシーズンのないライダーをサポートするサイクリングウェア
です。完璧なレイヤリングシステムとして、天気やライダーの 
好みに合わせて組み合わせることができます。

S-PHYREは最も先進的なオールシーズン対応のテクニカル 
ファブリックを採用してるので、周囲の気温に左右されることなく、
衣服内を暖かくドライに保ちます。

安全のために視認性を高めるのであれば、スタイリッシュにやって
みませんか？視認性の向上は、道路での安全につながります。早朝
や日没前後、雨の日など、周囲が暗い状況でもライドに出かける 
シリアスライダーにとって、ハイペースでのトレーニングライドで 
視認性を高めることは、極めて重要です。

S-PHYREは、弱光条件での全方向からの視認性を高めるために 
反射性素材のパネルとパイピング、転写グラフィックを採用して 
います。「見つけやすさ」を高めることで、いつでも、どこにいても 
注目を集めることができるでしょう。

高視認性オールシーズン
対応

機能性 
ファブリック

立体的な
フィット感

ロード - ギア - 22AW - S-PHYRE レイヤリングソリューション

ハードに乗る。スマートなレイヤリング。
秋冬のライドでは、天候の急変などによる影響を受けやすく、運動強度も変化します。S-PHYRE秋冬サイクリングウェアのラインアップは、不安定な天候条件で
優れたパフォーマンスを発揮するように設計されています。

S-PHYRE  
ウインドビブタイツ

S-PHYRE  
ウインドジャケット

S-PHYRE  
ロングスリーブ
ベースレイヤー

ロングスリーブベースレイヤー、ウインドジャケット、サーマルビブタイツの一見シンプルな 
組み合わせにより、真冬のライドでも最適な温度を保つことができます。これらの 3ウェアは、
すべてレイヤリングしたときに最適な保護を実現できるよう設計されています。

S-PHYRE  
ウインドジャケット

S-PHYRE  
ウインドビブタイツ

S-PHYRE  
サーマルショートスリーブ

ジャージ

S-PHYRE  
ロングスリーブ
ベースレイヤー

サーマルショートスリーブジャージの下に吸湿性と通気性の高いベースレイヤーを合わせれば、
プロライダーのように氷点下でも体幹を暖かく保つことができます。このレイヤリングは、 
防風性と撥水性のあるビブタイツと軽量ながら低温のライドで体を暖かく保護するジャケットを
合わせて完成します。

S-PHYRE  
サーマルビブタイツ
（ブラック）

S-PHYRE  
ウインドジャケット

S-PHYRE  
ショートスリーブ
ベースレイヤー

S-PHYRE  
ショートスリーブウインド
ジャケット（プリント）

S-PHYRE  
サーマルビブタイツ 
（プリント）

S-PHYRE  
フラッシュショート
スリーブジャージ

S-PHYRE  
アームウォーマー

S-PHYRE  
ショートスリーブ
ベースレイヤー

涼しい日のハイペースライドであれば、最適なレイヤリングの準備はそれほど複雑ではありません。
通気性の高いショートスリーブのベースレイヤーにウインドジャケット、そしてサーマルビブタイツが
あれば、十分寒さを防ぐことができます。

寒くて風の強い日には、ドライな状態を保つことが暖かさを保つ秘訣です 。3種類の 
通気性の高いトップレイヤーにサーマルビブタイツを組み合わせ、さらに気温の変化に応じて 
アームウォーマーを付け外しして調整しましょう。

S-PHYRE  
ウインドベスト
（プリント）

S-PHYRE  
ウインドベスト
（ブラック）

S-PHYRE  
サーマルビブタイツ
（プリント）

S-PHYRE  
サーマルロングスリーブ

ジャージ

S-PHYRE  
サーマルショート
スリーブジャージ

S-PHYRE  
サーマル 
ビブショーツ

S-PHYRE  
アームウォーマー

S-PHYRE  
レッグウォーマー

S-PHYRE  
ショートスリーブ
ベースレイヤー

S-PHYRE  
スリーブレス
ベースレイヤー

気温が穏やかな日のハイペースライドでは、適切なギアを選択しないと温度調節がしづらくなる
ことがあります。通気性と耐候性、そして温度調節機能を備えた S-PHYREのトップスと 
ボトムスは、オーバーヒートを防ぎながら適切に体を保護します。

このレイヤリングは、適度に涼しい日のライドに最適です。その特徴は、暑くなりすぎずに 
適度な暖かさが得られること。軽量の耐候性ベストやアーム＆レッグウォーマーを着用するか 
携帯すれば、外出先での気温の変化に合わせて暖かさを調整することもできます。

極寒

涼しい 涼しい

寒い

穏やか 穏やか

-5 ～ 0°C

5 ～ 10°C 5 ～ 10°C

10 ～ 15°C 10 ～ 15°C

0 ～ 5°C



 » レイヤーを重ねてもかさばらない裏地メッシュの
フラットなビブストラップ。

 » 脇の下のインサート、ウエスト部分とカフに 
反射性素材を採用し、暗がりでの視認性を向上。

            

            

撥水 防風機能 裏起毛 リフレクター

0 ～ 5°C

0 ～ 5°C
5 ～ 10°C
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ロード - ギア - キャリーオーバー - S-PHYRE

S-PHYRE  
ウインドジャケット

 » 肩と腕の動きに追従するアナトミカル設計でシワにならず、冷たい風
をシャットアウト。

 » 防風・撥水素材に裏起毛を施し、保護性能、通気性、快適性の最適な
バランスを確保。

 » 脇の下のインサート、ウエスト部分とカフに反射性素材を採用し、 
暗がりでの視認性を向上。

 » フラット構造のポケットは、グローブをつけたままでも出し入れが 
簡単。

 » エラスティックバンドに透明なシリコンライニングを配してジャケット
のずり上がりを防止し、冷たい風の侵入をブロック。

 » 裏起毛を施した高めの防風スタンドカラーが襟元を暖かく保護し、 
冷たい風をブロック。

冬場のライドに欠かせない機能が満載
のプログレードのウインドジャケット。

空気抵抗を抑えたスリムなシルエットのジャケットは、 
風速冷却からライダーを守り、余分な熱を逃がします。 
体のカーブに沿ってぴったりとフィットするアナトミカル
カットでシワにならず、冷たい風をシャットアウト。 
スタイリッシュな360°のリフレクターを配し、全方向から
の視認性を高めています。

要所にDWR（耐久性撥水）加工を施した軽量の裏起毛 
サーマルフリースは、保護性能、通気性、快適性の最適な
バランスを確保しています。

#S-PHYRE #ジャケット

風にとっては最悪の敵であり、 
ライダーの最高の友となる、 
プログレードのビブタイツ。

空気抵抗を抑えたスリムなシルエットのウインター 
ビブタイツは、風速冷却からライダーを守り、余分な熱を
逃がします。筋肉を包み込むようなアナトミカルレース
フィットで暖かさを保ち、寒い日のライドでも冷たい風を
ブロックします。

要所にDWR（耐久性撥水）加工を施して冷たい風や雨を
寄せ付けず、衣服内温度を調節して最適なパフォーマンス
ゾーンに保ちます。S-PHYREのベースレイヤー、ジャージ、
シューズカバーとシームレスに融合するようにシステム設計
されており、厳しい冬の寒さに負けないレイヤリング 
ソリューションを提供します。

#S-PHYRE #ベスト

S-PHYRE  
ウインドビブタイツ

 » 体のカーブに沿ってぴったりとフィットするアナトミカルカットでシワ
にならず、冷たい風をシャットアウト。

 » フリース素材の要所にDWR（耐久性撥水）加工を施し、 
毛玉ができにくく、形状をしっかり保持するアナトミカル設計。

 » ふくらはぎの反射性パネルが暗がりでの視認性を向上。

 » レイヤーを重ねてもかさばらない裏地メッシュのフラットな 
ビブストラップ。

 » 軽量のエラスティックアンクルバンド。

 » 衝撃吸収性と通気性に優れた4層構造のS-PHYREパッド。

ロード - ギア - 22AW - EVOLVE シリーズの特長

ロングライドをスタイリッシュに走破する、ハードウエアリングソリューション。
EVOLVEは、都会生活の快適さから遠く離れ、長くタフなアドベンチャーライドを求める人々のためのギアです。ライダーが自信を持って先へ先へと進み続けて
いくために必要な多くの機能や保護、収納力を備えています。また、性能を損なうことなく可能な限り多くの再生材料を使用し、環境に配慮した設計や製造、 
パッケージングを行っています。

360°リフレクター
より長く、そしてより多くライドするためには、周囲からの視認性を高める必要が
あります。EVOLVEでは、暗がりでの視認性を向上するために反射性素材や 
エレメントを採用しています。

豊富な収納力
ソロライドを楽しむためには、すべての必需品（と追加装備）を入れておける 
収納力が必要です。EVOLVEは十分なポケットストレージを備えるよう設計 
されており、様々な状況を想定した準備をすることができます。

優れた耐久性と効率性
最先端のサスティナブルなファブリックの採用により、アスファルトを走るのと 
同じようにオフロードライドを楽しむことができるEVOLVE。ロードバイクの 
効率性とMTBの耐久性をもたらし、ライドの後でもクリーンな外観と快適さを
保ちます。

全天候対応
グラベルライドでは、何が起こるか予測がつかないことがその魅力の一つです。 
EVOLVEは過酷な気象条件にオールシーズン対応できる、マルチレイヤーの 
耐候性を提供。ラインアップを組み合わせて、あなたの冒険に理想的な 
レイヤリングを準備してください。

持続する快適さ
湿気を肌から遠ざけ、冬は暖かく、夏は涼しく保つEVOLVEの最先端ファブリック
を身にまとい、ライドの記録を伸ばしましょう。体にぴったりとフィットしながらも
動きに追従するアナトミカルカットは、洗練されたスタイリングをシームレスに 
融合させ、快適な長距離ライディングと数日間の冒険を可能なものにします。



ロード - ギア - 22AW - EVOLVE レイヤリングソリューション

極寒

涼しい 涼しい

寒い

穏やか 穏やか

-5 ～ 0°C

5 ～ 10°C 5 ～ 10°C

10 ～ 15°C 10 ～ 15°C

通気性に優れたベースレイヤーにライトサーマルビブタイツとロングスリーブジャージを重ね、
さらにジャケットで風を防げば氷点下の日々も満喫することができます。寒さが特に厳しい日は、
ウインドジャージとセットで着用できるウォームベストで暖かさをプラスしてください。

氷点下の寒さでも、家にこもっている必要はありません。レイヤーを上手く組み合わせれば、
天候に合わせて最適な暖かさに調節することができます。予備のレイヤーや他の必需品を豊富
なポケットに収納しておけば、急な天候の変化にも十分対応できるでしょう。

ショートスリーブベースレイヤーとビブタイツの上に軽量でありながら暖かいレイヤーを 
重ねれば、1桁台の気温でもより長く、より遠くまでライドできます。涼しい天候であっても 
通気性を確保するために、ショートスリーブジャージとウインドジャージで仕上げます。

4種類の快適なレイヤーで、涼しい気候のライド中も体幹を暖かく保護します。まず通気性の
良いベースレイヤーとビブタイツを着用し、その上にサーマルジャージとオールシーズンの 
ウインドブレーカーを合わせるのが基本です。このレイヤリングは豊富なポケットによる抜群の
収納力と、どの季節のどの時間帯のライドでも安心の高い視認性を提供してくれます。

BEAUFORT  
ウインドベスト（ライト）

EVOLVE  
インサレーテッド
ウインドジャージ

EVOLVE  
ウォームベスト

EVOLVE  
ウォームベスト

EVOLVE  
オールシーズン 
ウインドブレーカー

EVOLVE  
ウォームベスト

EVOLVE  
ビブタイツ

EVOLVE  
ビブタイツ

BEAUFORT  
エクストラビブタイツ

BEAUFORT  
ビブタイツ

EVOLVE  
ビブタイツ

VERTEX  
サーマルロングスリーブ

ジャージ

EVOLVE  
ショートスリーブ
ジャージ

EVOLVE  
インサレーテッド
ウインドジャージ

EVOLVE  
インサレーテッド
ウインドジャージ

VERTEX  
サーマルロングスリーブ

ジャージ

EVOLVE  
ショートスリーブ
ジャージ

EVOLVE  
ビブショーツ

VERTEX  
アームウォーマー

VERTEX  
レッグウォーマー

VERTEX  
ショートスリーブ
ベースレイヤー

VERTEX  
ショートスリーブ
ベースレイヤー

BEAUFORT  
ロングスリーブ
ベースレイヤー

VERTEX  
ロングスリーブ
ベースレイヤー

VERTEX  
ショートスリーブ
ベースレイヤー

VERTEX  
スリーブレス
ベースレイヤー

穏やかな日のライドには、暖かくて通気性の高いウェアが好ましく、ベースレイヤーに長袖の 
サーマルジャージ、脱ぎ着しやすい軽量のウインドベストを合わせ、さらに脚部全体をカバー 
するフルレングスのビブタイツを履くのが正しい選択です。

少し涼しい日のライドでは、外出中の気温変化に適応できるレイヤーを準備してください。 
まずは通気性の高いベースレイヤーとお気に入りのサマージャージ、そしてビブタイツを合わせ
ます。そこにウインドベスト、ウォーマー、そしてアクセサリー類を着用するか携帯し、気温が
下がった時にすぐに対応できるようにしましょう。

オールシーズンアドベンチャーギア
EVOLVEシリーズでは、ライディングの種類や季節を問わずいつでも快適な状態をキープする、通気性と速乾性に優れた軽量のギアを多彩にラインアップして 
います。レイヤリングによって温度調整し、携帯するウェアやアクセサリー類は収納力に優れたビルトインストレージに入れて持っていくことができます。

0 ～ 5°C

ロード - ギア - 22AW - ファブリックテクノロジーコンセプト

寒さに動じない。
冬場のライディングでは様々な困難が待ち受けていますが、デザインに科学的アプローチを活用することで、その多くを解決することができます。 
気温の低い状況で快適さとコントロール性を確保するには、ライダーの体とサイクリングウェア、そして周囲の環境を理解する必要があります。 
寒さが厳しくなる季節を安全に乗り切るために必要なファブリックテクノロジーを適材適所に取り入れ、ライダーを暖かくドライに保護します。

シマノのサイクリングウェアが持つ優れた快適性やパフォーマンス
を損なうことなく、フッ素を含まない撥水加工を施したリサイクル
素材のファブリックをできる限り取り入れています。

耐久性撥水 (DWR) 加工は、ほぼすべての秋冬製品に採用されて
います。小雨や路面からの水はねをブロック。過熱を防ぎ、 
ライダーを常に暖かくドライな状態に保ちます。使用や洗濯を繰り
返しても撥水力をキープします。

シマノでは、従来の厚手のファブリックと同じレベルの暖かさを 
提供しながらも、肌触り、ストレッチ性、コンパクトにたためる収納性
を重視した、より薄手のファブリックを採用しています。

ライダーの体の動きに追従する伸縮性に優れた軽量ファブリックと
アナトミカルカットを組み合わせることで、ライド中の自然な動きを
妨げることなく、優れたパフォーマンスと保護を実現します。

薄くて暖かいフィット感

環境への配慮保護性能



M.I.T.I

ファブリック認証

対応製品

S-PHYRE サーマルビブタイツ、 
EVOLVE/KAEDE  

ウインド &ウィンタービブタイツ
» GREEN ISLAND

EVOLVE/KAEDE  
ウインド & ウィンタービブタイツ » THERMAL GREEN

VERTEX スリーブレスベースレイヤー » MAESTRALE GREEN

SITIP

ファブリック認証

対応製品

S-PHYRE サーマルビブタイツ »
»

ECO GRS BLIZZARD
ACQUA ZERO ECO

S-PHYRE ショートスリーブウインドジャケット 
（ブラック／プリント） » NATIVE INSTINCT GZ 

（再生ナイロン 50%）

MYOKO & SAIKO  
ロングスリーブウォームジャージ

»
»

ECO GRS BLIZZARD
ACQUA ZERO ECO

SITIP社の Blizzard Thermal Comfortは、ソフトなマイクロ 
ファイバーの裏起毛を使用したサーマルファブリックです。 
優れた伸縮性と形状保持性、通気性を備え、毛玉になりにくく、 
メンテナンスも簡単です。標準タイプ、GRS認証タイプの 
いずれも、同じく素晴らしいパフォーマンスを発揮します。

ACQUA ZERO ECOは、フッ素樹脂／ PFOAを使用せずに 
撥水加工を施した環境にやさしいファブリックで、通気性を損なう 
ことなく優れた撥水性と耐久性を発揮します。

SITIP社の Native ecoknitは、Native Instinct GZを含む 
GRS認定ファブリックのファミリーで、再生ナイロンを 50%含み 
ます。これらの機能性ファブリックは、リサイクルされていない 
製品と同等の優れたフィット感、感触、機能を備えています。

M.I.T.I. GREENSOULは、リサイクルされたナイロン、ポリエステル、 
エラスタンファイバーを 100%使用し、パフォーマンスを損なう 
ことなく環境に優しい仕上げプロセスで作られたファブリック 
コレクションです。

GREEN ISLAND 
（再生ナイロン）

GREEN ISLANDは、廃棄されたナイロンで作られた、通気性
が高く軽量のパワーメッシュです。

THERMAL GREEN
（再生ナイロン）

THERMAL GREENは、再生ナイロンで作られた起毛サーマル
フリースで、高い保温性と通気性を提供します。

MAESTRALE GREEN 
（再生ポリエステル）

MAESTRALE GREENは、軽量で通気性の高い 
再生ポリエステル生地で、グラフィックプリントに最適です。

PIDIGI

ファブリック認証

対応製品

S-PHYRE ショートスリーブジャケット 
（プリント） » PANAMA BIO

S-PHYRE ショートスリーブジャケット 
（ブラック） » WONDER BIO

S-PHYRE ウインドベスト 
（プリント） » INPACK BIO

FURANO ウォームジャケット »
»

ZERO WIND® BIO-WR
ECO by Zero Wind®

ZERO WIND® BIO-WRには、環境に配慮したフッ素フリーの撥水
防汚処理が施されており、ギアをよりドライでより清潔な状態に 
保ちます。高い通気性と速乾性を持つ耐候性ファブリックで、洗濯
を数回繰り返してもその効果が持続します。

PANAMA BIO
構成：アウター／ミドル／インナー
100%ポリエステルWR ／ 100%ポリエステル／ 
100%ポリエステル

WONDER BIO
100%ポリエステルWR／ 100%ポリエステル／ 
86%ポリエステル + 14%エラスタン

INPACK BIO
82%ポリエステル + 18%エラスタン／ 
100%ポリエステル／ 82%PES + 18%エラスタン

ECO by Zero Wind®は、使用済みペットボトルから作られた多層
ファブリックです。使用済みペットボトルは、GRS認定プロセスに 
よって機械的に変換され、標準的なポリエステルと同じ特性を持つ
再生プラスチックへと生まれ変わります。その結果、通気性と 
保護性を備えた、よりサスティナブルなサイクリングウェアが誕生 
します。

ロード - ギア - 22AW - 新たなファブリックテクノロジー

ライダーにとって素晴らしい。環境にとってより優しい。
シマノは世界でもトップクラスのファブリックサプライヤーと協力し、より環境に優しいサイクリングウェアを設計しています。パフォーマンスや快適さを損なうこと
がないよう十分留意しながら、再生素材やフッ素フリー撥水処理、高度なテクノロジーの最適な組み合わせを選択し、環境への影響を最小限に抑えています。

ロード - ギア - 22AW - 新たなファブリックテクノロジー

ライダーにとって素晴らしい。環境にとってより優しい。
シマノは世界でもトップクラスのファブリックサプライヤーと協力し、より環境に優しいサイクリングウェアを設計しています。パフォーマンスや快適さを損なうこと
がないよう十分留意しながら、再生素材やフッ素フリー撥水処理、高度なテクノロジーの最適な組み合わせを選択し、環境への影響を最小限に抑えています。



                                    

                        

           

         

            

ソフトシェル 最適なパネル構造 撥水機能 耐水機能 防風機能 裏起毛 テープドシーム エアロダイナミック

2022 秋冬シューズカバーラインアップ

ロード - ギア - 22AW - シューズカバー

極寒

涼しい

寒い

穏やか

-5 ～ 0°C

5 ～ 10°C

0 ～ 5°C

10 ～ 15°C

S1100X ソフトシェル
シューズカバー

S1100R ソフトシェル
シューズカバー

S2100D  
シューズカバー

T1100R ソフトシェル
トゥカバー

ロード用サーマル
シューズカバー

S1100R H2O  
シューズカバー

S-PHYRE  
トールシューズカバー

S-PHYRE  
ハーフシューズカバー

N
EW

N
EW

主な用途：MTB & ロード

主な用途：ロード

主な用途：ロード

DUAL

主な用途：ロード

主な用途：ロード 主な用途：ロード

主な用途：MTB主な用途：ロード

ロード - ギア - 22AW - ジッパーレスシューズカバー

シューズカバーのネック部分をロール
しておき、ソックスの上から履きます。

ジッパーレスシューズカバーの履き方
ジッパーレスシューズカバーは、多くのライダーにとって初めての経験となる、理想的なフィット感と優れた防水性をもたらしてくれます。 
このシンプルガイドを読めば、シューズカバーの着脱が簡単にできるようになります。

クリートの開口部から足を通し、ロール
していたネック部分を伸ばしながら、 
ふくらはぎ部分まで引き上げます。

シューズを履き、まずかかとをシューズ
カバーで覆います。次に足先に向かって
シューズカバーを伸ばし、慎重にしっかり
とつま先を覆います。

クリート部分にシューズカバーがかかって
いないか、またソール部分全体にカバー
が均一に覆われているかを確認します。

フィット感を調整し、大きなシワを 
伸ばせば完了です。

脱ぐときは、この手順を逆に行えば 
簡単に脱ぐことができます。

1 2 3

4 5 6
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断熱性 通気性

防風 & 撥水機能

NEW

2022 秋冬グローブ ラインアップ

ロード - ギア - 22AW - グローブ

INFINIUM™ 
PRIMALOFT® 
グローブ

INFINIUM™  
インサレーテッド 
グローブ

GORE-TEX GRIP 
PRIMALOFT®  
グローブ

ウインドブレーク
サーマルグローブ

ライトサーマル
グローブ

ウインドブレーク
レースグローブ

INFINIUM™ 
レースグローブ

N
EW

N
EW

極寒 寒い-5 ～ 0°C 0 ～ 5°C

主な用途：氷点下の天候 主な用途：寒い天候

主な用途：レース

主な用途：寒い天候

主な用途：気温が低い雨の日

主な用途：レース 主な用途：穏やかな天候

涼しい 穏やか5 ～ 10°C 10 ～ 15°C

裏起毛 3パネルパーム
デザイン

ソフトスポンジ
パッド

タッチスクリーン
対応

インサレーション
レイヤー スーパー 3D構造 リサイクル素材 防風機能

シマノ スプラッシュシールドTHERMOROUBAIX® AERO 3.0

ミスリナストームシールド

SITIP社のBlizzard Thermal Comfortは、ソフトなマイクロファイバーの裏起毛を使用した
サーマルファブリックです。優れた伸縮性と形状保持性、通気性を備え、毛玉になりにくく、 
メンテンナンスも簡単です。
Acqua Zero ecoは、フッ素樹脂/PFOAを使用せずに撥水加工を施した環境にやさしい
ファブリックで、通気性を損なうことなく優れた撥水性と耐久性を発揮します。

これらの先進ファブリックテクノロジーは、S-PHYREサーマルビブタイツに採用されており、
冬の悪天候のなかでのライドでも、冷たい風や雪からライダーをしっかりと守ります。

THERMOROUBAIX® Aero 3.0は、裏起毛を施した超軽量ファブリックです。体の動きに 
合わせて4方向に伸縮するファブリックは、抜群の伸縮回復性と耐摩耗性を備え、優れた温度
調節機能を発揮します。THERMOROUBAIX® Aero 3.0のニット構造と裏起毛を組み合わせ
ることで、従来の薄くて軽量のパフォーマンスファブリックでは成しえなかった抜群の快適さ
と断熱効果を実現しています。

この高いパフォーマンスと快適性を有する特殊なファブリックは、真冬のライドに欠かせ
ないEVOLVEライトサーマルビブタイツに採用されています。

ミスリナファブリックにストームシールドテクノロジーを組み合わせた軽量のメンブレンは、 
優れた通気性と伸縮性、熱調整機能も備えています。厳しい条件下で冷たい風や雨を遮断し、
衣服内を暖かく快適に保ちます。ミスリナ4WAYストレッチファブリックは、やさしい肌触りと
温もりが感じられる通気性に優れたファブリックです。

S-PHYREショートスリーブウインドジャケットに採用されているこのファブリックは、保温性
と通気性の絶妙なバランスを実現することで、気温や運動強度に左右されることなく、最適な
37°Cのパフォーマンスゾーンに保ちます。

スプラッシュシールド加工を施したファブリックは、水や汚れを弾き、雨天時のサイクリングの
心配を軽減します。多くの類似ファブリックに比べ、撥水性とメンテナンス性に優れており、 
雨や泥を恐れることなく、自信を持って出かけることができます。

スプラッシュシールドはシマノのデュアルレインシューズカバーに採用されており、 
ロードとオフロードの両方で足元を効果的に保護します。また、スプラッシュシールドは
ET7シューズの中間層にも使用されており、熱をこもらせることなく水しぶきから前足部
を守ります。

BLIZZARD + ACQUA ZERO ECO

ロード - ギア - ファブリックテクノロジー

寒さに動じない。
冬場のライディングでは、多くの困難がライダーを待ち受けています。しかし、デザインに科学的アプローチを活用することで、その多くを解決することができます。 
気温の低い状況で快適さとコントロール性を確保するには、ライダーの体とサイクリングウェア、そして周囲の環境を理解する必要があります。寒さが厳しくなる季節を
安全に乗り切るために必要なファブリックテクノロジーを適材適所に取り入れ、サイクリストを暖かくドライに保護します。

撥水性 防汚性

4WAYストレッチ

温度調節機能

超軽量



  

    

  

  

    

  

 

  

  

  

  

    

    

    

   

      

    

   

BACK

ブラック
CW-JARW-UE11ML01

S-PHYRE  
ウインドジャケット
冬場のライドに欠かせない機能が満載のプログレードのウインドジャケット。 

￥36,300 希望小売価格（税込)

特徴
 · 肩と腕の動きに追従するアナトミカル設計でシワにならず、冷たい風をシャットアウト。
 · 防水・撥水素材に裏起毛を施し、保護性能、通気性、快適性の最適なバランスを確保。
 · 脇の下のインサート、ウエスト部分とカフに反射性素材を採用し、暗がりでの視認性を向上。
 · フラット構造のポケットは、グローブをつけたままでも出し入れが簡単。
 · エラスティックバンドに透明なシリコンライニングを配してジャケットのずり上がりを防止し、 
冷たい風の侵入をブロック。
 · 裏起毛を施した高めの防風スタンドカラーが襟元を暖かく保護し、冷たい風をブロック。
素材
 · 本体：ポリエステル45%、ポリアミド45%、エラスタン10%; 背面：ポリアミド85%、 
エラスタン15%; インサート：ポリアミド36%、ポリエステル41%、エラスタン23%
サイズ
 · S . M . L

サイクリングウェア 
>>> https://bike.shimano.com/en-EU/apparel-accessories/apparel.html

S-PHYRE

S-PHYRE  
ウインドビブタイツ
風や雨を寄せつけず、最適なパフォーマンスのために衣服内温度を調節する 
プログレードのウインドビブタイツ。 

￥38,500 希望小売価格（税込)

特徴
 · 体のカーブに沿ってぴったりとフィットするアナトミカルカットでシワにならず、 
冷たい風をシャットアウト。
 · フリース素材の要所にDWR加工を施し、毛玉ができにくく、 
形状をしっかり保持するアナトミカル設計。
 · ふくらはぎの反射性パネルが暗がりでの視認性を向上。
 · レイヤーを重ねてもかさばらないフラットなビブストラップとメッシュ裏地。
 · 軽量のエラスティックアンクルバンド。
 · 薄型で通気性と衝撃吸収性に優れた、特許取得済のフリーフローシステムを備えた 
イタリア製IN FUGAパッドを採用。
素材
 ·フロント: ポリエステル45%、ポリアミド45%、エラスタン10%;  
バック: ポリアミド85%、エラスタン15%; アッパー: ポリエステル95%、 
エラスタン5%
サイズ
 · S . M . L

BACK

ブラック
CW-PARW-UE11ML01

IN FUGA

S-PHYRE  
ウインターベースレイヤー
体にフィットして保温性と通気性を維持するプロフェッショナルグレードの 
シームレスなベースレイヤー。 

￥11,880 希望小売価格（税込)

特徴
 · 2層構造により、ハードなライディングでも、優れた吸湿速乾性を発揮し、 
湿気と熱を効率的に逃がし体温を調整。
 · シームレスなワンピース構造のエンジニアードニットは体の動きに合わせて伸縮し、 
快適な着心地を実現。
 · 背面中央と脇の下の適所にメッシュを採用し、ベンチレーションを向上。
 · 冷気が当たりやすい背面上部に厚手のニットを採用することで、体を温かく保ちます。
 · 肌寒い天気でも体が冷えにくいやや長めのカット。
 · 乗車姿勢をとっても肩周りのフィット感を損なわないセットインスリーブ。
素材
 · ポリエステル 49%、ポリプロピレン 43%、エラスタン 8%
サイズ
 · S-M , L-XL

BACK

ブラック
CW-BLRW-TS11ML01

S-PHYRE  
メリノトールソックス
一年中快適にライディングにフォーカスできる、 
プログレードのメリノウールレーシングソックス。 

￥2,750 希望小売価格（税込)

特徴
 · S-PHYREシューズと融合するようにシステム工学を駆使して設計された、 
オールシーズン対応レーシングソックス。
 · タイツと完璧に融合するミッドカーフ丈。
 · 足を快適に保つ、吸湿性に優れたメリノウール混紡。
 · ソール面に薄手のニット素材を使用し、パワー伝達を向上。
 · ニット素材の丈夫なスリップ防止ヒール。
素材
 · ウール51%、ポリエステル36%、ポリアミド11%、エラスタン2%
サイズ
 · S/M - L/XL

グレー / ピンク
CW-SCBW-VS31MG16

レッド
CW-SCBW-VS31MR01

ブラック / グレー
CW-SCBW-VS31ML13 NEW COLOR

NEW COLOR

NEW COLOR

NEW

S-PHYRE  
トールシューズカバー
足元を最適に保温し、水はねを完全にガードするプログレードのエアロシューズカバー。 

￥6,600 希望小売価格（税込)

特徴
 · 激しいライディングでも、薄くて軽量なファブリックがつま先を最適に保温。
 · 起毛裏地を使用した伸縮性のある防水ファブリックが、最高の快適さを提供。
 · 小雨や水しぶきから足元を保護。
 ·フィット感の高いジッパーレスのスリップオンデザインにより、 
防水性とエアロダイナミクスを向上。
 · 360°サラウンドラップパターンがRCシューズと完璧にフィット。
素材
 · 70% ポリエステル、30% エラスタン
サイズ
 · M . L

ブラック
CW-FARW-VS12ML01

NEW

S-PHYRE  
ハーフシューズカバー
保護が必要な時にすぐに装着できるプログレードのエアロハーフシューズカバー。 

￥3,850 希望小売価格（税込)

特徴
 · 激しいライディングでも、軽くしなやかなファブリックがつま先を最適に保温。
 · 起毛裏地を使用した伸縮性のある防水ファブリックが、最高の快適さを提供。
 · トゥカバーよりも優れたスプラッシュプロテクションにより、甲部分を完全にカバー。
 · 軽量で携帯が容易。
 · サラウンドラップパターンがRCシューズと完璧にフィット。
素材
 · 70% ポリエステル、30% エラスタン
サイズ
 · M . L

ブラック
CW-FARW-VS14ML01

トータルで 
ハイパフォーマンスを
追及したデザイン



  

    

  

  

  

  

  

    

  

  

    

  

  

  

  

EVOLVE ウインドジャージ
防風・耐水性に優れた軽量ジャージ。 
豊富なポケットで収納力抜群で悪天候下でのロングライドにも最適。 

￥25,300 希望小売価格（税込)

特徴
 · 通気性に優れた裏起毛が暖かく快適に保ち、DWR加工を施したフロントパネルが風をブロック。
 · 弱光下で全方向からの視認性を向上するリフレクター。
 · 3バックポケット、防水インナーポケット。両サイドに追加のメッシュパネルポケット。
 · フラップ付きのフラットなリバースジッパーで無駄のないすっきりとしたシルエット。
 · 裏起毛を施した高めの防風スタンドカラーが冷たい風をブロックし、暖かく保護。
 · 単体で着ても暖かく、気温が下がってきたらEvolveウォームベストと組み合わせて 
断熱効果をアップ。
素材
 ·フロント: ポリエステル70%, PET30%; パーツ: ポリアミド80%、 
エラスタン20%; パーツ: ポリアミド88%、エラスタン12%;  
パーツ: ポリエステル100%
サイズ
 · S . M . L

メンズ ROAD

アーミーグリーン
CW-JAPW-UE11ME15

ブラック
CW-JAPW-UE11ML01

BACK

NEW

EVOLVE ビブタイツ
軽量で丈夫な素材を採用し、グラベルライドに対応したビブタイツ。 

￥27,500 希望小売価格（税込)

特徴
 · メインボディには、再生ポリアミドを83%、再生エラスタンを17%の高性能素材を使用。
 · フッ素フリーのDWR（耐久性撥水）加工により衣服内外の湿気に対応し、 
極寒のライドでも脚を暖かく保護。
 · ふくらはぎのスタイリッシュな反射性ブロンズストライプが、暗がりでの視認性を向上。
 · 伸縮性のあるソフトなグリッパーバンドが快適にフィットし、 
ずり上がりを防止。
 · 右側にあるブロンズリフレクターパイピングを施した丈夫なメッシュポケット
は、ライディング中でも出し入れが簡単。
 · アッパーには、再生ポリアミドを73%、再生エラスタンを27%使用した軽量
メッシュ素材を使用
 · イタリア製STERRATOパッドが振動を吸収し、圧力を均等に分散して、 
一日中快適なライディングをサポート。
素材
 · 本体：83% 再生ポリアミド、17% 再生エラスタン、 
メッシュ部分：73% 再生ポリアミド、27%  
再生エラスタン；ポケット：82% ポリアミド、18% エラスタン
サイズ
 · S . M . L

ブラック
CW-PAPW-VE15ML01

STERRATO

BACK

ビューフォートジャケット
DWR加工を施した防風ファブリック使用し、視認性も向上。 
寒い日のロングライドでも、体の動きを妨げないややスリムなフィット感で暖かさをキープ。 

￥19,800 希望小売価格（税込)

特徴
 · 防風・撥水性能に優れた暖かいジャケット。体の動きを妨げることなく、 
風によるバタつきを抑えた立体的なフィット感。
 · 裏起毛を施した高めのスタンドカラーが襟元を暖かく保護。
 · 3バックポケット＋耐汗インナーポケット。中央のポケットにリフレクター。
 · フラットエラスティックバンドにシリコングリッパーとリフレクターを配し、 
ジャケットのずれを防止し、視認性も向上。
 · エラスティックカフで暖かさをキープ。バックポケットに快適にアクセス。
 · YKKカムロックフルジップ。チンガードとインナーウインドフラップ付き。
素材
 · 本体：ポリエステル90.7%、エラスタン9.3%; パターンド部分：ポリエステル
90.6%、エラスタン9.4%; インサート：ポリエステル49%、エラスタン6%、
ガラス24%、ポリウレタン21%; 部分：ポリエステル100%; 部分：ポリエス
テル50%、ポリウレタン50%; 部分：ポリエステル86%、エラスタン14%
サイズ
 · S . M . L . XL

NEW COLORNEW COLOR

ブラック
CW-JAPW-UE12ML01

スパイスレッド
CW-JAPW-UE12MR08

ディープオーシャン
CW-JAPW-UE12MD27

アーミーグリーン
CW-JAPW-UE12ME15

ビューフォートジャージ
さまざまなコンディションでライダーを守る、汎用性に優れたジャージ。 

￥17,600 希望小売価格（税込)

特徴
 · 保温性と通気性に優れたバックパネルと、防風・撥水性能に優れたフロントパネルを 
組み合わせたアナトミカルカット。
 · 裏起毛を施した高めのスタンドカラーが襟元を暖かく保護。
 · 3バックポケット＋耐汗インナーポケット。
 · 接着結合されたウエストバンドの背面にシリコングリッパーとリフレクターを配し、 
スタイル性と視認性を向上。
 · アッパーアームに配した大きなプリントが光に反射し、視認性を向上。
 · YKKカムロックフルジップ。チンガードとインナーウインドフラップ付き。
素材
 · 本体：ポリエステル90.7%、エラスタン9.3%; パターンド部分：ポリエステル90.6%、 
エラスタン9.4%; インサート：ポリエステル49%、エラスタン6%、 
ガラス24%、ポリウレタン21%; 部分：ポリエステル100%;  
部分：ポリエステル50%、ポリウレタン50%; 部分：ポリエステル86%、 
エラスタン14%
サイズ
 · S . M . L . XL

BACK

ブラック
CW-JAPW-UE13ML01

アーミーグリーン
CW-JAPW-UE13ME15

エレメントジャケット
冬場のライドに欠かせない、暖かさとプロテクションを提供する機能性に優れたジャケット。 

￥17,050 希望小売価格（税込)

特徴
 · 快適性を重視したフィット感で暖かく、防風・撥水性能に優れた素材を使用。
 · 裏起毛を施した高めのスタンドカラーが襟元を暖かく保護。
 · 3バックポケット＋耐汗インナーポケット。
 · エラスティックカフで暖かさをキープ。バックポケットに快適にアクセス。
 · YKKカムロックフルジップ。チンガードとインナーウィンドフラップ付き。
 · フロントとバックにリフレクター。
素材
 · 本体：ポリエステル100%; 部分：ポリエステル86%、エラスタン14%;  
部分：ポリエステル50%、ポリウレタン50%
サイズ
 · S . M . L . XL

ブラック
CW-JAPW-UE14ML01

スパイスレッド
CW-JAPW-UE14MR08

スパイスレッド
CW-JAPW-UE13MR08

ダークアース
CW-JAPW-UE14ME11

ディープオーシャン
CW-JAPW-UE13MD27

NEW COLOR

NEW COLOR

NEW COLOR

NEW COLOR

BACK

BACK



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

   

  

   

   

  

バーテックスプリントジャージ
肌寒い季節の幅広い気温の変化に対応し、さまざまなのライドシーンで活躍する 
軽量ロングスリーブジャージ。 

￥13,750 希望小売価格（税込)

特徴
 · フルシーズン快適に着られる、ソフトで軽量なファブリック。
 · エラスティックバンドにシリコングリッパーを配してジャージのずり上がりを防止し、 
冷たい風の侵入をブロック。
 · 反射性テープを配した3バックポケットと、ジッパー付き耐汗サイドポケット。
 · ジャージのデザインを損なわない隠しジッパー。
 · 胸元とバックポケットに配した反射性プリントと、バックポケットの反射性テープで 
前後からの視認性を確保。
 · 日本の伝統的なデザインを採用。
素材
 · メインボディ: ポリエステル (マルチフィラメント) 100%;  
パーツ: ポリエステル50%、ポリウレタン50%
サイズ
 · S . M . L . XL

スパイスレッド
CW-JSPW-UE11MR08

ブラック
CW-JSPW-UE11ML01

ブロンズ
CW-JSPW-UE11MM07

ダークアース
CW-JSPW-UE11ME11

ディープオーシャン
CW-JSPW-UE11MD27

スモーキーネイビー
CW-JSPW-UE11MN15

NEW COLOR

NEW COLOR

NEW COLOR NEW COLOR

NEW COLORNEW COLOR

BACK

NEW

エレメントロングスリーブジャージ
袖口から肩にかけての快適性を追求した、軽量ロングスリーブジャージ。 

￥13,200 希望小売価格（税込)

特徴
 · 通気性に優れ、DWR（耐久性撥水）加工を施したサーマル生地が、寒冷時のライドを快適に。
 · 3つのバックポケット。
 · 伸縮性のある袖口は着用しやすく、風もしっかり遮断。
 · 片手でも簡単に開くことができるフルリバースフロントジッパーにより、 
通気性の確保が素早く簡単に。
 · 暗がりでの視認性が向上するリフレクター。
 · 伸縮性のある前面すそ部分と背面のシリコングリッパーが、ジャージのずれを防止。
素材
 · メインボディ: ポリエステル (マルチフィラメント) 100%;  
パーツ: ポリエステル50%、ポリウレタン50%
サイズ
 · S . M . L . XL

レッド
CW-JSPW-VE12MR01

ネイビー
CW-JSPW-VE12MN01

BACK

ビューフォート ビブタイツ
さまざまなコンディションでライダーを守る、汎用性に優れたビブタイツ。 

￥19,250 希望小売価格（税込)

特徴
 · 通気性に優れ、DWR（耐久性撥水）加工を施した防風素材が、オーバーヒートを防ぎ 
過酷な天候を跳ね返します。
 · 体の動きに追従するアナトミカルカットにより、シワになりにくく、快適なフィット感を実現。
 · ジャージやジャケットと重ねても快適なフィット感を損なわない、 
フラット構造のメッシュビブアッパー。
 · アンクルバンドに配したシリコングリッパーがずれを防止し、 
シューズカバーとの一体感を向上。
 · ふくらはぎの反射性パネルが暗がりでの視認性を向上。
 ·レッグ部分に明るく反射するブラックのシマノのロゴ。
 · 4wayストレッチ生地の快適さと革新的なクッション性を併せ持つイタリア製
STRADAパッドが、中距離から長距離までのライディングをサポート。
素材
 · 本体：85% ポリアミド、15% エラスタン；本体(上体部)：94%  
ポリエステル、6% エラスタン；インサート：49% ポリエステル、6%  
エラスタン、24% ガラス、21% ポリウレタン
サイズ
 · S . M . L . XL

ブラック
CW-PAPW-VE65ML01

STRADA

ビューフォート タイツ
さまざまなコンディションでライダーを守る、汎用性に優れたタイツ。 

￥18,700 希望小売価格（税込)

特徴
 · 通気性に優れ、DWR（耐久性撥水）加工を施したサーマル生地が、寒冷時のライドを快適に。
 · 3つのバックポケット。
 · 伸縮性のある袖口は着用しやすく、風もしっかり遮断。
 · 片手でも簡単に開くことができるフルリバースフロントジッパーにより、 
通気性の確保が素早く簡単に。
 · 暗がりでの視認性が向上するリフレクター。
 · 伸縮性のある前面すそ部分と背面のシリコングリッパーが、 
ジャージのずれを防止。
素材
 ·メインボディ: ポリエステル (マルチフィラメント) 100%;  
パーツ: ポリエステル50%、ポリウレタン50%
サイズ
 · S . M . L . XL

ブラック
CW-PAPW-VE26ML01

STRADA

BACK

  

  

エレメントビブタイツ 
冬場のライドに欠かせない、暖かさとプロテクションを提供する機能性に優れたビブタイツ。 

￥13,200 希望小売価格（税込)

特徴
 · 軽量ながらも暖かいファブリックを使用。体の動きに追従するアナトミカルカットでシワにならず、
快適なフィット感を実現。
 · ふくらはぎの反射性ストライプが暗がりでの視認性を向上。
 · ジャージやジャケットとレイヤリングしやすいメッシュアッパー。
 · ジッパーなしのアンクルバンドに配したシリコングリッパーがずれを防止し、 
シューズカバーとの一体感を向上。
 · フラットロックステッチを施したシマノP3パッドが摩擦を抑え、一日中快適な履き心地が持続。
素材
 · 本体：ポリアミド86%、エラスタン14%; 本体(上体部)：ポリアミド78%、 
エラスタン22%
サイズ
 · S . M . L . XL

ブラック
CW-PAPW-UE21ML01

BACK

Performance 
3 chamois

バーテックス ビブタイツ
雨を寄せつけず衣服内温度を調節し、360°リフレクターを配した軽量サーマルビブタイツ。 

￥16,500 希望小売価格（税込)

特徴
 · 通気性に優れ、DWR（耐久性撥水）加工を施した防風素材が、オーバーヒートを防ぎ 
過酷な天候を跳ね返します。
 · ふくらはぎの反射性ストライプが暗がりでの視認性を向上。
 · 体の動きに追従するアナトミカルカットでシワにならず、快適なフィット感を実現。
 · ジャージやジャケットとレイヤリングしやすいメッシュアッパー。
 · ジッパーなしのアンクルバンドに配したシリコングリッパーがずれを防止し、 
シューズカバーとの一体感を向上。
 ·レッグ部分に明るく反射するブラックのシマノのロゴ。
 · 4wayストレッチ生地の快適さと革新的なクッション性を併せ持つイタリア製
STRADAパッドが、中距離から長距離までのライディングをサポート。
素材
 · 本体：85% ポリアミド、15% エラスタン；本体(上体部)：94%  
ポリエステル、6% エラスタン；インサート：49% ポリエステル、6%  
エラスタン、24% ガラス、21% ポリウレタン
サイズ
 · S . M . L . XL

ブラック
CW-PAPW-VE45ML01

STRADA STRADA

バーテックス タイツ
雨を寄せつけず衣服内温度を調節し、360°リフレクターを配した軽量サーマルタイツ。 

￥14,850 希望小売価格（税込)

特徴
 · 通気性に優れ、DWR（耐久性撥水）加工を施した防風素材が、オーバーヒートを防ぎ 
過酷な天候を跳ね返します。
 · 体の動きに追従するアナトミカルカットにより、シワになりにくく、快適なフィット感を実現。
 · ジッパーなしのアンクルバンドに配したシリコングリッパーがずれを防止し、 
シューズカバーとの一体感を向上。
 · レッグ部分に明るく反射するブラックのシマノのロゴ。
 · ふくらはぎの反射性ストライプが暗がりでの視認性を向上。
 · 4wayストレッチ生地の快適さと革新的なクッション性を併せ持つイタリア製
STRADAパッドが、中距離から長距離までのライディングをサポート。
素材
 · 本体：85% ポリアミド、15% エラスタン；部分：49% ポリエステル、6%  
エラスタン、24% ガラス、21% ポリウレタン
サイズ
 · S . M . L . XL

ブラック
CW-PAPW-VE16ML01

BACK

BACK



 

     

    

    

  

  

    

     

    

  

 

  

    

    

    

  

   

    

    

    

  

     

    

    

  

    

    

  

      

  

   

  

グローブ

INFINIUM™ レースグローブ
防御性とコントロール性を追求した3Dフォームフィッティンググローブ。 

￥7,150 希望小売価格（税込)

特徴
 · 通気性に優れたゴアテックスINFINIUM™防風ファブリックが、暖かさと防御性をバランスよく両立。
 · 手の甲部分に厚めの断熱材を加えて保温性を高め、 
手のひら部分は薄めにしてダイレクト感のあるグリップ力を強化。
 · 着脱が簡単なスリップオンデザインと長めのカフ。
 · 暗がりでも目立つリフレクター。
 · シリコンプリントを施したパームグリップ。
 · ロープロファイル設計のソフトな親指部分は汗の拭きとりに便利。
 · タッチパネル対応。
素材
 · 手のひら：90% ポリエステル、10% エラスタン
 · 手の甲：93% ポリエステル、7% ポリウレタン
サイズ
 · S-XL

GORE-TEX GRIP PRIMALOFT®グローブ
グリップ力と快適性、断熱性に優れた防水ウインターグローブ。 

￥9,350 希望小売価格（税込)

特徴
 · 指先をドライに保つ、通気性に優れたゴアテックス防風・防水メンブレン。
 · 接着結合されたゴアテックスグリップが、ライド中のグリップ力と指先の 
コントロールを強化。
 · PrimaLoft® Gold 200インサレーションが指先を暖かく保護。
 · PORON® XRD™パームパッド。
 · 暗がりでも目立つリフレクター。
 · グローブをはめたままでカフを簡単に留められるコネクテッドコードストッパー。
 · タッチパネル対応。
素材
 · 手のひら：合成皮革
 · 手の甲：84% ポリアミド、10% エラスタン、6% ポリエステル
 · 裏地：ポリエステル100％
 · インサート：100% 延伸ポリテトラフルオロエチレン
サイズ
 · S-XL

BACKBACK

ブラック
CW-GLBW-US12ML01

ブラック
CW-GLBW-US15ML01

INFINIUM™ PRIMALOFT®グローブ
厳しい寒さから手を守る、防風性と断熱性に優れたウインターグローブ。 

￥7,150 希望小売価格（税込)

特徴
 · 指をいつまでも温かく保つ高性能ゴアテックス  
INFINIUM™ WS防風レイヤー。
 · PrimaLoft® Gold 200インサレーションが指先を暖かく保護。
 · PORON® XRD™パームパッド。
 · 着脱しやすい快適なリブ編みカフ。
 · 暗がりでも目立つリフレクター。
 · タッチパネル対応。
素材
 · 手のひら：合成皮革
 · 手の甲：95% ポリエステル、5% 綿
 · カフ：80% ポリエステル、20% ポリイソプレン
 · 裏地：ポリエステル100％
サイズ
 · S-XL

BACK

ブラック
CW-GLBW-US25ML01

ネオンイエロー
CW-GLBW-US25MY07

メタリックグレー
CW-GLBW-US25MG03

ネオンイエロー
CW-GLBW-US35MY07

ネイビー
CW-GLBW-US35MN01

INFINIUM™インサレーテッドグローブ
手を快適に暖かく保護する3レイヤー構造と、3Dアナトミックデザインを採用したグローブ。 

￥6,050 希望小売価格（税込)

特徴
 · 指をいつまでも温かく保つ高性能ゴアテックス INFINIUM™ WS防風レイヤー。
 · 3レイヤー構造により保温性を強化。
 · PORON® XRD™パームパッド。
 · グローブを外しやすいワイドなVELCRO®カフクロージャー。
 · 暗がりでも目立つリフレクター。
 · タッチパネル対応。
素材
 · 手のひら：合成皮革
 · 手の甲：41% ポリアミド、40% ポリエステル、19% エラスタン
 · カフ：80% エラスタン、20% ポリアミド
 · 裏地：ポリエステル100％
サイズ
 · S-XL

BACK

ブラック
CW-GLBW-US35ML01

ウインドブレーク サーマルグローブ
寒い冬場のライドに欠かせない、保温性に優れた3層構造の防風サーマルグローブ。 

￥5,500 希望小売価格（税込)

特徴
 · クロロプレンゴムと裏起毛ライナーが手を温かく保ち、寒い日のライドに最適。
 · シマノSTIフードに完璧にフィットするようにパッド形状を改良。
 · PORON® XRD™パームパッド。
 · グローブを外しやすいワイドなVELCRO®カフクロージャー。
 · 暗がりでも目立つリフレクター。
 · タッチパネル対応。
素材
 · 手のひら：合成皮革
 · 手の甲：52% エラスタン、48% ポリエステル
サイズ
 · S-XL

BACK

ブラック
CW-GLBW-US32ML01 ネオンイエロー

CW-GLBW-US32MY07
メタリックグレー
CW-GLBW-US32MG03

NEW

ウィンドブレーク レースグローブ
高いストレッチ性でぴったりフィットする防風レースグローブ。 

￥4,400 希望小売価格（税込)

特徴
 · 防風メンブレンを備えた伸縮性のある3層ファブリックが指先を暖かく保護。
 · よりダイレクトな握り心地のためにパッドを使用せず、ステッチを最小限に留めた 
レースフィットグローブ。
 · 着脱が簡単なスリップオンデザインと長めのカフ。
 · シリコンプリントを施したパームグリップ。
 · 親指部分に柔らかい汗拭き面。
 · タッチスクリーン対応。
 · 手のひら部分にリサイクルポリエステル60%のスエードを使用。
素材
 · 手のひら：合成皮革
 · 手の甲：97% ポリエステル、3% エラスタン
サイズ
 · S-XL

Black
CW-GLBW-VS72ML01

BACK

ブラック
CW-GLBW-VS62ML01

NEW

ライトサーマルグローブ
裏起毛フリースを使用して涼しい気候での快適性を高めた、ぴったりフィットするグローブ。 

￥3,850 希望小売価格（税込)

特徴
 · 起毛裏地を使用した軽量のストレッチファブリックが、快適な暖かさを提供。
 · 手を包み込むようなアナトミックデザインが、優れたフィット感とスムーズな着脱を実現。
 · 薄く幅広で、柔らかなスポンジパームパッド。
 · 着脱が簡単なスリップオンデザインと長めのカフ。
 · 親指部分に柔らかい汗拭き面。
 · タッチスクリーン対応。
 · 手のひら部分にリサイクルポリエステル60%のスエードを使用。
素材
 · 手のひら：合成皮革
 · 手の甲：95% 再生ポリエステル、5% エラスタン
サイズ
 · S-XL

BACK
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ROAD シューズカバー

ネオンイエロー
CW-FABW-TS11UY07 ブラック

CW-FABW-TS11UL01

S1100R ソフトシェルシューズカバー
3Dシームを採用したソフトシェル素材を採用。 着脱が容易で、冷たい風や雨から足元を守ります。 

￥6,380 希望小売価格（税込)

特徴
 · アナトミックパネル構造により快適なペダリングを追求。 
水の侵入を防ぐオフセットテープシームを採用。
 · 防風機能を備えたソフトシェルファブリックに撥水コーティングをプラス。
 · 伸縮性の高いネオプレンを使用することで着脱が容易。
 · アナトミック立体裁断を施したつま先は、シューズとぴったりマッチ。
 · 耐久性の高い補強を加えたつま先。
 · YKKジッパーは水を弾き、足元をドライに保ちます。
 · ロード特有のセミクローズドソールにより、フィット感と機能性を向上。
 · 暗がりでも目立つリフレクター。
素材
 · ポリエステル 92%、ポリウレタン 8%
サイズ
 · S-L

ブラック
CW-FABW-TS14UL01

T1100R ソフトシェルトゥカバー
つま先部分に防風機能を備えたソフトシェルファブリックを使用し、 
撥水コーティングを プラスしたロードシューズカバー。 
柔らかな伸縮性のあるライニングがつま先を保温し、 ドライに保ちます。 

￥2,750 希望小売価格（税込)

特徴
 · 防風機能を備えたソフトシェルファブリックに撥水コーティングをプラス。
 · アナトミック立体裁断を施したつま先は、シューズとぴったりマッチ。
 · ロードレーシングシューズに適した特別なデザイン。
 · 耐久性の高い補強を加えたつま先。
素材
 · ポリエステル 92%、ポリウレタン 8%
サイズ
 · S-L

ネオンイエロー
CW-FABW-US32UY07

ブラック
CW-FABW-US32UL01

ROAD サーマルシューズカバー
冷たい風と水しぶきから足を守る、断熱性に優れたロード用防水シューズカバー。 

￥7,150 希望小売価格（税込)

特徴
 · 防水加工を施した伸縮性のある厚さ3 mmのクロロプレンが、 
寒い日や雨の日のライドで優れた保温性と断熱性を発揮。
 · 最適なパネル構造の採用によって甲中央のシームをなくし、足を温かくドライにキープ。
 · 接着加工により補強されたフロントシームと、フラットリアステッチで湿気をシャットアウト。
 · YKKジッパーと面ファスナーのヒールクロージャーで着脱も簡単。
 · SPD-SLをはじめ、ほとんどの3ホールタイプのロードシューズに対応。
 · 暗がりでも目立つリフレクター。
素材
 · ラバー70%、ポリアミド20%、エラスタン10%
サイズ
 · S-L

S1100R H2O シューズカバー
伸縮性のある起毛裏地で保温性を高めたロードシューズカバー。 

￥6,050 希望小売価格（税込)

特徴
 · アナトミックパネル構造を採用することで、ペダリング時の快適性を向上。
 · アナトミック立体裁断を施したつま先は、シューズとぴったりマッチ。
 · 耐久性の高い防水ポリウレタンコーティング。
 · 断熱フリースの裏地がさらに保温性を提供。
 · ロードシューズ用のセミクローズソール。
 · 暗がりでも目立つリフレクター。
 · 完全防水を実現するシームシールド仕様。
 · 耐久性の高い補強を加えたつま先。
素材
 · ポリアミド 70%、ポリウレタン 30%
サイズ
 · S-L

ネオンイエロー
CW-FABW-QS52UF

ブラック
CW-FABW-QS52UL

OFF-ROAD シューズカバー

ブラック
CW-FABW-TS62UL01

S2100D シューズカバー
柔軟性のある薄手のネオプレンを使用したMTBシューズカバー。 
着脱が容易で、 ポリウレタンコーティングと立体的な3Dシームにより 
快適なフィット感と防滴効果を提供。 

￥4,950 希望小売価格（税込)

特徴
 · オフセットシームとアナトミックパネル構造により快適なペダリングを追求。
 · トレイルサイクリングシューズにぴったりフィットするアナトミック3Dカットの トゥボックス。
 · 耐久性に優れた防水コーティングを施し、さらに撥水加工をプラス。 
（洗濯20回で80%の撥水性を維持）
 · 厚さわずか2 mmのネオプレンに防水コーティングを施し、悪天候からしっかり保護。
 · 暗がりでも目立つリフレクター。
 · 防水性を高めるシームシールド仕様。
素材
 · ゴム 55%、ポリアミド 30%、ポリウレタン 15%
サイズ
 · S-L

ネオンイエロー
CW-FABW-TS21UY07

ブラック
CW-FABW-TS21UL01

S1100X ソフトシェルシューズカバー
伸縮性のある薄手の起毛ライニングを使用したMTBシューズカバーは足元を快適に保ち、 
シューズ本体を水滴から保護します。 

￥6,380 希望小売価格（税込)

特徴
 · アナトミックパネル構造により快適なペダリングを追求。 
水の侵入を防ぐオフセットテープシームを採用。
 · 防風機能を備えたソフトシェルファブリックに撥水コーティングをプラス。
 · 伸縮性の高いネオプレンを使用することで着脱が容易。
 · MTBシューズにぴったりフィットするアナトミック3Dカットのトゥボックス。
 · 耐久性の高い補強を加えたつま先。
 · YKKジッパーは水を弾き、足元をドライに保ちます。
 · セミクローズドソールにより、フィット感と機能性を向上。
 · 暗がりでも目立つリフレクター。
素材
 · ポリエステル 92%、ポリウレタン 8%
サイズ
 · S-L



    

    

   

    

   

      

  

   
                      

ブラック
CW-OABY-VE22UL01

グレー
CW-OABY-VE22UG01

ブラック
CW-OABY-VE14UL01

ブラック
CW-OABY-VE18UL01

スパイスレッド
CW-OABY-VE18UR08

ブルー
CW-OABY-VE18UB01

ブラック
CW-OABW-TS41UL01

ブラック
CW-OABW-TS11UL01

サーマルスカルキャップ
防寒性に優れた快適なサーマルフリーススカルキャップ。 

￥3,850 希望小売価格（税込)

特徴
 · 4WAYストレッチファブリックと裏起毛素材により保温性を向上。
 · 暗がりでも目立つリアリフレクター。
 · 直接肌に触れても気にならないフラットステッチ。
素材
 · ポリアミド 85％、ポリウレタン 15％
サイズ
 · ワンサイズ

ウィンドブレークスカルキャップ
防風・防水性に優れたスカルキャップ。快適に頭部を保護します。 

￥4,400 希望小売価格（税込)

特徴
 · 防風・撥水性に優れたファブリックをフロント部分に使用し、湿った冷気を遮断。
 · ソフトな肌触りの起毛ライニング。
 · 暗がりでも目立つリフレクター。
 · アナトミックフィットにより着用感を向上。
素材
 · 本体：ポリアミド 85%、ポリウレタン 15%、 部分：ポリエステル 100%
サイズ
 · ワンサイズ

エクストリームウィンターキャップ
ヘルメットの下に着用できる防風性に優れたエクストリームウインターキャップ。  
日差しと雨から目を保護します。 

￥4,950 希望小売価格（税込)

特徴
 · 防風・撥水性に優れたファブリックをフロント部分に使用し、湿った冷気を遮断。
 · ライド中に視界を遮らないように特別にデザインされたツバ。
素材
 · 本体：ポリアミド 85%、ポリウレタン 15%、 部分：ポリエステル 100%
サイズ
 · ワンサイズ

ブラック
CW-OABW-TS21UL01

ヘッドウェア & ウォーマー

ブラック
CW-WABW-UE11YL01

バーテックス 
アームウォーマー
暖かく快適なフリースライニングを施したアームウォーマー。 

￥5,500 希望小売価格（税込)

特徴
 · 伸縮性のあるフリースファブリックが 
腕の動きに合わせてぴったりとフィット。
 · シマノの反射するロゴ。
 · 上腕部分のシリコングリッパーが快適にフィットし、 
ライド中のずれを防止。
素材
 · 本体：85% ポリアミド、15% エラスタン
サイズ
 · S-L

SHIMANO バラクラバ
メリノウール配合で、頭部から首元まで快適に保護します。 

￥4,400 希望小売価格（税込)

素材
 · 47,5% メリノ; 47,5 % アクリル, 5% エラスタン
サイズ
 · ワンサイズ

ブラック
CW-WABW-UE12YL01

バーテックス 
ニーウォーマー
暖かく快適なフリースライニングを施したニーウォーマー。 

￥5,500 希望小売価格（税込)

特徴
 · 伸縮性のあるフリースファブリックが 
脚の動きに合わせてぴったりとフィット。
 · レッグ部分に反射性のあるブラックのシマノのロゴ。
 · 太もも部分のシリコングリッパーが快適にフィットし、 
ライド中のずれを防止。
素材
 · 本体：85% ポリアミド、15% エラスタン
サイズ
 · S-L

SHIMANO ポンポンハット
環境に配慮した素材を使用、冬場のレース観戦などに。 

￥4,950 希望小売価格（税込)

素材
 · 35% ポリエステル; 35 % 再生ポリエステル, 30%メリノ
サイズ
 · ワンサイズ

バーテックス 
レッグウォーマー
暖かく快適なフリースライニングを施したレッグウォーマー。 

￥6,050 希望小売価格（税込)

特徴
 · 伸縮性のあるフリースファブリックが 
脚の動きに合わせてぴったりとフィット。
 · レッグ部分に反射性のあるブラックのシマノのロゴ。
 · 太もも部分のシリコングリッパーが快適にフィットし、 
ライド中のずれを防止。
素材
 · 本体：85% ポリアミド、15% エラスタン
サイズ
 · S-L

SHIMANO マスク
メリノウール配合で、口元から首周辺まで快適に保護します。 

￥4,400 希望小売価格（税込)

素材
 · 47,5% メリノ; 47,5 % アクリル, 5% エラスタン
サイズ
 · ワンサイズ

ブラック
CW-WABW-UE13YL01



ウェアサイズ展開

ヨーロッパ XS S M L XL XXL XXXL

北米 XXS XS S M L XL XXL

南米 PP P M G GG XG XGG

アジアサイズ S M L XL XXL XXXL XXXXL

1. 身長 157 - 167 167 - 173 172 - 178 177 - 183 183 - 189 189 - 195 189 - 195

2. 胸囲 85 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 100 101 - 107 107 - 113 114 - 120

3. ウエスト 72 - 76 77 - 81 82 - 86 87 - 91 92 - 97 97 - 101 101 - 107

4. ヒップ 85 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 100 101 - 107 107 - 113 114 - 120

5. 股下 74 - 77 78 - 80 81 - 83 84 - 86 87 - 89 89 - 91 89 - 91

(cm)

メンズ アパレル ユニセックス

S M L XL XXL

手の周り メンズグローブ 17.8 - 20.3 20.3 - 22.9 22.9 - 24.8 24.8 - 26.7 26.7 - 28.6

オーダーサイズ S/M M/L L/XL

足のサイズ 36 - 40 41 - 44 45 - 48

Cm 22.5 - 25.2 25.8 - 27.8 28.5 - 30.5

グローブ

ソックス (cm)

手の周り

ワンサイズ

(cm)

AW22 アクセサリー仕様

GORE-TEX GRIP 
PRIMALOFT® グローブ

INFINIUM™  
レースグローブ

INFINIUM™ 
PRIMALOFT® グローブ

INFINIUM™ 
インサレーテッドグローブ

ウインドブレーク 
サーマルグローブ

ウィンドブレーク 
レースグローブ ライトサーマルグローブ

CW-GLBW-US15M CW-GLBW-US12M CW-GLBW-US25M CW-GLBW-US35M CW-GLBW-US32M CW-GLBW-VS72M CW-GLBW-VS62M

リフレクター • • • • •
起毛裏素材 • • • • • •
防水機能 •
防風機能 • • • • • •
シリコングリップ • • • • • •
スーパー 3D構造 •
汗ふきパッド • • • • • •
3 パネルパームデザイン • • • • •
タッチスクリーン • • • • • • •
インサレーションレイヤー • • •
ソフトスポンジパッド •
リサイクル素材 • •

S-PHYRE  
メリノトールソックス

S-PHYRE  
トールシューズカバー

S-PHYRE  
ハーフシューズカバー

ROAD サーマル 
シューズカバー

S1100R ソフトシェル
シューズカバー

S1100R H2O  
シューズカバー

CW-SCBW-VS31M CW-FARW-VS12M CW-FARW-VS14M CW-FABW-US32U CW-FABW-TS11U CW-FABW-QS52U

SPD-SL • • • • •
ネオプレーン 3 mm •
リフレクター • • • •
テープシーム • • •
ボンデットシーム •
甲部クッション •
3Dニット構造 •
ベンチレーション •
起毛裏素材 • • • •
耐水機能 • • • •
撥水 • • •
防風機能 • • • • •
ソフトシェル •
最適なパネル構造 • • •
エアロダイナミック • •



AW22 アクセサリー仕様

T1100R ソフトシェル
トゥカバー

S2100D  
シューズカバー

S1100X ソフトシェル
シューズカバー

CW-FABW-TS14U CW-FABW-TS62U CW-FABW-TS21U

SPD-SL • •

SPD • •

ネオプレーン 2 mm •

リフレクター • • •

テープシーム • •

ボンデットシーム

起毛裏素材 • •

耐水機能 • •

撥水 •

防風機能 • • •

ソフトシェル • •

最適なパネル構造 • •

エクストリーム 
ウィンターキャップ

ウィンドブレーク 
スカルキャップ サーマルスカルキャップ バーテックス 

アームウォーマー
バーテックス 

レッグウォーマー
バーテックス 

ニーウォーマー

CW-OABW-TS21U CW-OABW-TS11U CW-OABW-TS41U CW-WABW-UE11Y CW-WABW-UE12Y CW-WABW-UE13Y

リフレクター • • • • • •

起毛裏素材 • • • • • •

撥水 • •

防風機能 • •

ウェアアイコン

特徴
ボンデットシーム
平たく加工された軽量で耐久性のある 
シーム構造。

汗ふきパッド
激しい運動でかいた額の汗を拭うための柔らかい
吸収性タオル生地。

スーパー3D構造
グリップの握りやすさを最適にした、 
ハンドル形状に沿うデザイン。

タッチスクリーン対応
人差し指と親指部分を覆う導電性生地は 
タッチスクリーンデバイス操作に対応。

リフレクター
光を反射し夜間の視認性を向上させ、 
安全なライディングを実現。

甲部クッション
ぺダリング時にかかるストレスを最小限にする。

テープシーム
縫目に耐水テープを貼ることで風と水の侵入を
防ぎます。

シリコングリップ
適所にシリコンプリントを配置することで、 
すべりにくい設計。

インサレーションレイヤー
断熱層により熱を遮り、ライダーの手を 
暖めます。

3Dニット構造
母子球まわりを包み込む快適な履き心地。

ベンチレーション
メッシュ素材で通気性を確保、ドライで快適なラ
イディング。

撥水
洗濯した後でも耐久性のあるコーティングで 
より水をはじく。

防水機能
厳選した素材は、大雨の中でも耐浸水性を発揮。

防風機能
採用されている防風部材が、風の侵入を防ぐ。

エアロダイナミック
優れた空力特性を持つ形状により、空気抵抗を
低減する。

耐水機能
撥水素材は、小雨や多少の濡れに耐久性を発揮。

最適なパネル構造
シマノ独自のカッティングにより、シューズに 
ジャストフィット。

起毛裏素材
柔らかな肌触りを持つ裏起毛の内部層が、 
暖かさと快適さを促進。

フィットタイプ

ロードコンペティション
パフォーマンスを追求するレース志向の 
シリアスライダーに最適です。体の一部の 
ようにぴったりとフィットし、風による 
バタつきを抑えたエアロダイナミック効果も 
期待できます。

ロードパフォーマンス
アクティブライディングやパフォーマンス 
ライディングを求めるライダー向けです。 
乗車姿勢でも動きやすく、 
スリムなフィット感で 
バタつきが抑えられています。

ロードスポーツ
乗車姿勢で動きやすく、 
体へ適度にフィットします。 
快適でスリムなフィット感が 
ストレスを軽減します。

パッカブル
このアイテムは、取り外して製品の一体型 
ポケットに入れ、ジャージのポケットに収納する
ことができます。

UVプロテクト
紫外線による日焼けを予防します。



車のクランプルゾーンにヒントを得て、
ヘルメット内部にその構造に似た独自の機構を搭載

クランプルゾーンが変形する事で衝撃を吸収する

これまで回転衝撃に対する保護には、追加の機構を搭載することで対応をしてきました。
KinetiCore 搭載モデルは追加機構が不要でプラスチック使用量の削減につながり、

さらに内部形状が見直され、軽量かつ高い通気性を誇ります。

クランプルゾーン
ボンネットが変形する事によって

衝撃を吸収する仕組み

直接衝撃 回転衝撃

BETTER BY DESIGN
LAZERは10年にも渡る研究開発の結果、これまでにない保護機構KinetiCoreを実現いたしました。
KinetiCoreは直接衝撃だけでなく、回転衝撃も最小限に抑えサイクリストの頭部を保護します。

Ingenuity Built-In. Not Added On.

自転車が国技ともいわれている、ベルギーのフランドル地方で

誕生したヘルメットブランド「LAZER（レイザー）」。

モニュメントと呼ばれる 5 大クラシック自転車レースの 1 つ

ロンド・ファン・フラーンデレンに代表されるように、

「自転車レース」＝「フランドル」と言っても過言ではないくらい

その結びつきは大きく、石畳の道路やタイトな曲がり角、

いくつもの小さな町を通り抜けていく素晴らしい自転車レースが、

フランドルの代名詞になっています。

サイクリングやクラシックレースを愛し育んできたこの地で

生まれた「LAZER」は、デザイン、快適性、安全性、技術の

完璧な融合を目指し、プロチームからのフィードバックを得ながら、

創業から 100 年以上経過した現在もベルギーで設計されております。



新機構の調整システム
「スクロールシス」を搭載。

Lazer Bullet 2.0と比較して、
通気性能が 5.4% 改善

Lazer Bullet 2.0と比較して、
空力性能が 2.3% 改善

Vento KinetiCore
￥35,090 希望小売価格（税込）

No compromise

プロのライダーと共同開発による Vento KinetiCore は、重量や快適性を
犠牲にすることなく、空気抵抗を最小限にすることを目指した、LAZER 史上
最も速いヘルメットです。角度 15°のスプリントポジションで最高速となるよう
設計されており、それに加えて、背面から熱気を排出する革新的なベンチュリ 
エフェクト ベンチレーション システムと独自の KinetiCore テクノロジーを
採用することで、驚くほど高速で、軽量、快適、通気性能に優れたヘルメットを
実現しました。

マットブラック ホワイト

レッド

Vento KinetiCore

スペック情報
・サイズ：S(52-56 cm) M(55-59 cm) L(58-61 cm)・重量：290g (M サイズ )  
・スクロールシス ・アジアンフィット ・JCF 公認 ・EU 安全基準 CE EN1078 に適合

カラー マットブラック ホワイト レッド

注文コード

S R2LA002942X R2LA003062X R2LA003307X

M R2LA002935X R2LA003055X R2LA003291X

L R2LA002928X R2LA003048X R2LA003284X



Strada KinetiCore

スペック情報
・サイズ：S(52-56 cm) M(55-59 cm) L(58-61 cm)・重量：290g (M サイズ )  
・スクロールシス ・アジアンフィット ・JCF 公認 ・EU 安全基準 CE EN1078 に適合

高度なベンチレーションシステムにより
高負荷時でも頭をクールに保ちます

KinetiCore のクランプルゾーンが
落車時の衝撃から保護

新機構の調整システム
「スクロールシス」を搭載

Strada KinetiCore
￥14,520 希望小売価格（税込）

Enjoy every ride

あらゆるレベルの幅広いサイクリストに高性能なプロテクション性能を
提供するオールラウンドなパフォーマンスモデルです。
空力を妨げないスクロールシスにより簡単にフィット感の調整ができ、
高い快適性と、頭部を涼しく保つ高度なベンチレーションにより、
ライドを楽しむことにだけ集中できます。

フルマットブラック

マットチタニウム

マットグリーン

ホワイト

レッド

マットダークグレーフラッシュイエロー 

カラー フルマットブラック ホワイト マットチタニウム レッド マットグリーン マットダークグレー 
フラッシュイエロー

注文コード

S R2LA013900X R2LA013931X R2LA013962X R2LA013993X - -

M R2LA013894X R2LA013924X R2LA013955X R2LA013986X R2LA014075X R2LA014013X

L R2LA013887X R2LA013917X R2LA013948X R2LA013979X R2LA014068X R2LA014006X



アクションカメラマウントが標準装備

マグネット式バックルを採用。
グローブをしたままでも
簡単に付け外し可能です

バイザーはライド中でも
簡単に上下でき、
ゴーグルやアイウエアの
スペースも容易に確保

Jackal KinetiCore
￥25,410 希望小売価格（税込）

Embrace the trails

高いベンチレーション性能とプロテクション性能、快適性を両立。
ゴーグルはもちろん、アイウエアにのフレンドリーな形状を採用し、
アイウェアのアームから圧力を感じることはもうありません。
バックルはマグネット式でグローブを付けたままでも付け外しが簡単。
カメラ等のアクセサリーマウントを標準装備しており、
本格的なトレイルライドに最適なモデルです。

マットブラック マットホワイトブラック

マットライトブルー

Jackal KinetiCore

スペック情報
・サイズ：M(55-59 cm) L(58-61 cm)・重量：340g (M サイズ )  
・ターンシス ・JCF 公認 ・EU 安全基準 CE EN1078 に適合

カラー マットブラック マットホワイトブラック マットライトブルー

注文コード
M R2LA005479X R2LA005530X R2LA011890X

L R2LA005462X R2LA005523X R2LA011883X



ABS 製のシェルと二重構造の
KinetiCoreで優れた耐久性

KinetiCore のクランプルゾーンが
落車時の衝撃から保護

CityZen KinetiCore
￥6,710 希望小売価格（税込）

Commute with confidence

CityZen KinetiCore は、通勤や街乗り向けに設計されており、
新技術 KinetiCore を 2 層構造で備え、究極の快適さと、
軽量でありながらも高いプロテクション性能を提供します。
前頭部に大きくて開いた通気口により、ヘルメット内部を涼し快適に、
簡単に調整可能なターンシスシステムは高いフィット感を提供します。

マットブラック

マットリビド

マットホワイト

マットリラ

CityZen KinetiCore

スペック情報
・サイズ：M(55-59 cm) L(58-61 cm)・重量：420g (M サイズ ) 
・ターンシス ・EU 安全基準 CE EN1078 に適合

カラー マットブラック マットホワイト マットリビド マットリラ

注文コード
M R2LA014136X R2LA014198X R2LA014259X R2LA014372X

L R2LA014129X R2LA014181X R2LA014242X R2LA014365X

パッド ￥2,420 希望小売価格（税込）

注文
コード

S R2LA016246X

M / L R2LA016239X

パーツ



「アドバンスドロールシス」で
フィット感を調整

通気性に優れた
ベンチレーション

アジアンフィット
モデル中最軽量

Genesis AF
￥31,460 希望小売価格（税込）

Speed of Light

S サイズで 190g と LAZER アジアンフィットモデル中、最軽量モデル
頭頂部のダイヤルで頭部全体を優しく包み込むようにフィット感を調整する

「アドバンスドロールシス」を採用。
軽さだけでなく通気性に優れており、大型のベンチレーションから取り込んだ
空気がライダーの頭部周囲に流れ、スムーズに後方へ排出します。

フラッシュイエロー

フラッシュイエロー ブラック

サイズ：
S / M / L 共通

注文コード
R2LA885999X

マットグリーン

マットチタニウム ホワイト

アイスグレーコズミックベリー グロスチタニウム

マットブルーグレー

マットブラック

レッドブラック

Genesis AF

シマノ公式
オンラインストア限定

スペック情報

パーツ

※エアロシェルは UCI 規定に基づく競技では使用できません。(UCI 規定 1.3.031)

・サイズ：S(52-56 cm) M(55-59 cm) L(58-61 cm)・重量：190g (S サイズ ) 
・優れたベンチレーション ・アドバンスドロールシス・軽量で快適なパッド 
・UCI ワールドツアーチーム使用 ・JCF 公認 ・EU 安全基準 CE EN1078 に適合

Aero Shell エアロシェル パッド (S,M,L 共通 )
冬場や強風時、雨天時の走行に効果的な、空気抵抗を軽減する“ エアロシェル”。
ヘルメットの外観を簡単に変えられる様々なデザインが揃っています。

￥2,420 希望小売価格（税込）

￥2,420 希望小売価格（税込）

カラー マットブラック ホワイト マットチタニウム レッドブラック マットブルーグレー フラッシュイエロー コズミックベリー グロスチタニウム アイスグレー

注文コード

S R2LA877215X R2LA877154X R2LA877307X R2LA877185X R2LA877246X - R2LA016857X R2LA016888X R2LA018936X

M R2LA877208X R2LA877147X R2LA877291X R2LA877178X - R2LA877116X R2LA016840X R2LA016871X R2LA018929X

L R2LA877192X R2LA877130X R2LA877284X R2LA877161X R2LA877222X R2LA877109X R2LA016833X R2LA016864X R2LA018912X

カラー フラッシュイエロー ブラック

注文
コード

S R2LA889157X R2LA889126X

M R2LA889140X R2LA889119X

L R2LA889133X R2LA889102X

NEW NEWNEW



空気を効率良く後方へ
流すリアデザイン

流線型エアロフォルムで
スマートな外観

乗車姿勢に最適化した
ベンチレーション設計

SPHERE
￥18,150 希望小売価格（税込）

Sphere has everything you need.

スマートなフォルムに効率の高いベンチレーションを備える新しいロード用ヘルメット。
ロードバイクの乗車姿勢の際に、ヘルメット内部に最も効率的に風が通る
ベンチレーション設計がなされています。
上位モデル Genesisにも使われているポリカーボネートロールケージ構造を採用。
シェル素材を見直すことで、 高強度かつ高級感のあるスマートな流線形の
フォルムを実現しただけでなく、ヨーロッパの厳しい安全規格 「CE 規格」も
クリアし、安全性も高めています。

ブルー

ブラック

フラッシュイエロー

ライトブルーサンセット

コズミックベリー

マットチタニウム

グロスチタニウム

ホワイト

マットブラック

レッド

Aero Shell エアロシェル パッド ￥2,420 希望小売価格（税込） ￥2,420 希望小売価格（税込）

カラー マット
チタニウム

ライトブルー
サンセット レッド ホワイト マットブラック ブルー コズミックベリー グロスチタニウム

注文コード

S R2LA004533X R2LA004816X R2LA895943X R2LA896308X R2LA895356X - R2LA017229X R2LA017243X

M R2LA004526X R2LA004809X R2LA895936X R2LA896292X R2LA895349X R2LA895578X R2LA017199X R2LA017205X

L R2LA004519X R2LA004793X R2LA895929X R2LA896285X R2LA895332X R2LA895561X R2LA017212X R2LA017236X

装着例

カラー フラッシュイエロー ブラック

注文
コード

S R2LA899897X R2LA899866X

M R2LA899880X R2LA899859X

L  R2LA899873X R2LA899842X

注文
コード

S
R2LA899972X 

M

L R2LA000818X

・サイズ：S(52-56 cm) M(55-59 cm) L(58-61 cm)・重量：280g (M サイズ ) ・優れた通気性 
・アドバンスドロールシス ・オールフィットを採用 ・JCF 公認 ・EU 安全基準 CE EN1078 に適合

SPHERE

スペック情報

パーツ

NEW NEW



日本人の頭にフィットする
「アジアンフィット」

「アドバンスドロールシス」で
フィット感を調整

通気性に優れた
ベンチレーション

Blade+AF
￥12,100 希望小売価格（税込）

Performant!

スタイルと気品に溢れた Blade+ ヘルメットは、優れたルックスと高性能を
兼ね備え週末のライドや毎日の通勤時まで幅広くお使い頂けるヘルメットです。
細身の形状とアドバンスドロールシスを組み合わせることで、優れたフィット感と
優れた調整性を実現しています。22 個の通気口が涼しさを保ち、
軽量化されているため、快適に道を駆け抜けることができます。
Blade+ にはボトムスシェルが付属しており、クリーンな仕上がりと衝撃からの
保護機能が追加されています。

マットブラック マットブルーグレーホワイト

マットブラック/ ピンク レッド／ブラック

カラー マットブラック ホワイト マットブラック / ピンク レッド / ブラック マットブルーグレー

注文コード

S R2LA866349X R2LA866523X - R2LA866462X -

M R2LA866332X R2LA866516X - R2LA866455X R2LA877505X

L - - R2LA866387X R2LA866448X R2LA877499X

・サイズ：S(52-56 cm) M(55-59 cm) L(58-61 cm)・重量：260g(S サイズ )290g（M サイズ )310g(Lサイズ )
・22 個の通気孔 ・EU 安全基準 CE EN1078 に適合・インモールドシェル ・アドバンスド ロールシス 
・アジャスタブル ヘッドバスケット ・JCF 公認 ・アジアンフィット

注文コード
R2LA821072X

マッドキャップ (LEDテールライト対応 )
￥990 希望小売価格（税込）

Blade+AF

スペック情報

パーツ



One size fits all.

アジアンフィットを採用したエントリーグレードのヘルメット。
ターンフィットプラス機構によって簡単にフィット感の調整
が可能です。54cm～ 61cmに対応する1サイズ設定です。

ブラック

ホワイト フラッシュイエロー

チタニウム レッド

ダークブルー

LEDライト 

カラー ブラック ホワイト チタニウム フラッシュイエロー レッド ダークブルー

注文コード R2LA878212X R2LA878229X R2LA878236X R2LA878243X R2LA878250X R2LA878267X

COMPACT AF
￥6,710 希望小売価格（税込）

・サイズ： 1サイズ (54-61 cm) ・重量：320g  ・20 個の通気孔・インモールドシェル
・ターンフィットシステム ・アジアンフィット ・EU 安全基準 CE EN1078 に適合

￥1,100 希望小売価格（税込） ￥990 希望小売価格（税込）

注文コード
R2LA872203X

注文コード
R2LA819222X

Compact Pad

パーツ

スペック情報

CHIRU
￥9,130 希望小売価格（税込）

Off-road style.

CHIRUはカジュアルライドにぴったりなモデルで、
トレッキングや近年、盛り上がりを見せる
グラベルライドにも最適です。
もちろんクロスバイクなどのアーバンライドにも
使えるマルチヘルメットです。

マットレッド

マットホワイト

マットブルーピンク

マットブラックグレー

LEDライト パッド 

カラー マットレッド マットホワイト マットブラックグレー マットブルーピンク マットブラック

注文コード
M R2LA879882X R2LA879820X R2LA879769X R2LA883599X R2LA007459X

L R2LA879875X R2LA879813X R2LA879752X R2LA883582X R2LA007442X

・サイズ： M(55-59 cm) L(58-61 cm)・重量：340g (M サイズ ) ・オールフィットを採用
・サイドとリア部分をしっかりと保護。・ LED ライトの取付けが可能 ・EU 安全基準 CE EN1078 に適合

￥1,100 希望小売価格（税込） ￥2,420 希望小売価格（税込）

注文コード
R2LA819222X

注文コード
R2LA886002X

パーツ

スペック情報

バイザー ￥1,540 希望小売価格（税込）

カラー マットブラックグレー マットホワイト ブルースチール ブルーピンク

注文
コード

M R2LA001204X R2LA001235X R2LA001259X R2LA001280X

L R2LA001198X R2LA001228X R2LA001266X R2LA001297X

マットブラック



パーツ

スペック情報

Matching your cycling style

通勤にも週末のサイクリングにも使えるマルチパーパス
ヘルメット。アジャスタブルヘッドバスケットを備えた
アドバンスドロールシスにより、簡単に調整でき、
完璧なフィット感を実現しています。

マットホワイト マットブラックレッド マットダークブルー

マットブラックグレイ

CAMELEON
￥10,010 希望小売価格（税込）

LEDライト ￥2,420 希望小売価格（税込）

￥990 希望小売価格（税込）

注文コード
R2LA886019X

注文コード
R2LA885890X

CAMELEON Pad

別売りの LED ライト装着で安全視認性を確保
USB ケーブル付属（ 満充電時間　約 2 時間 ）
点灯 7 時間　点滅 24 時間　パルス 9 時間

・サイズ： M(55-59 cm) L(58-61 cm)・重量：265g (M サイズ ) ・13 個の通気孔・インモールドシェル
・アドバンストロールシス・EU 安全基準 CE EN1078 に適合

カラー マットブラックグレイ マットホワイト マットブラックレッド マットダークブルー

注文コード
M R2LA880420X R2LA880482X R2LA880543X R2LA880604X

L R2LA880413X R2LA880475X R2LA880536X R2LA880598X

Petit DLX
￥7,260 希望小売価格（税込）

Compact Beauty!

スタイリッシュなデザインでスポーツバイクだけでなく、
通勤・通学、街乗りに幅広くご使用いただけるヘルメットです。
スッキリとした見た目のオーバルフィットを採用しており、
ワンサイズで頭の小さい方やジュニアにおすすめです。

マットブラック

ホワイト

レッドブラック

マットダークブルー シナモン

・サイズ： 1サイズ (50-56 cm)・重量：260g ・20 個の通気孔（前面に虫よけネット付き）
・安全、スタイリッシュなデザインで通勤・通学にぴったり
・ターンフィットプラスにより、頭部の全周で調整を行うことで部分的な圧迫を防ぐ
・LED ライト標準装備（CR1632 使用）点灯：100 時間 / 点滅：150 時間・EU 安全基準 CE EN1078 に適合

カラー マットブラック ホワイト レッドブラック マットダークブルー シナモン

注文コード R2LA872005X R2LA872029X R2LA007855X R2LA878830X R2LA007879X

スペック情報

バイザー ￥1,540 希望小売価格（税込）

注文
コード

S / M R2LA002140X

L R2LA002133X

パーツ
パッド ￥2,420 希望小売価格（税込）

注文コード
R2LA899965X



マットブラック

マットダーティーローズ

マットライトブルー

マットコバルトオレンジ

Off-road security
ライディングエクスペリエンスを向上させるように設計。
快適さと安全性を提供します。側面に拡張された
シェルカバレッジと EPS インパクトプロテクションにより、
軽いかぶり心地を維持したまま頭部全体を保護します。

マットホワイト

マットブラック

IMPALA
￥13,310 希望小売価格（税込）

シマノ公式
オンラインストア限定

・サイズ： M(55-59 cm) L(58-61 cm) 
・重量：295g(S サイズ ) ・可動式バイザー
・ターンフィットプラスによって、頭部を全体的に締め付け
  部分的な圧迫を防ぐ
・アジャスタブルヘッドバスケットでヘルメットの縦方向の
  サイズ調整が可能
・優れた通気性を実現した 22 個のベンチレーション
・EU 安全基準 CE EN1078 に適合

スペック情報

スペック情報

ONE+
￥5,500 希望小売価格（税込）

シマノ公式
オンラインストア限定

Blend in!
クラシックスタイルな外観とモダンテクノロジーの融合により、
軽量性・耐久性に優れたアーバンヘルメット。
適切に配置されたベンチレーションホールで頭部に
こもりやすい熱を逃がし、ハードシェル構造により
頭部を保護します。

マットグレー

マットダークブルー

マットグリーン

・サイズ： M(55-59 cm) L(58-61 cm)・重量：450g (S サイズ ) 
・頭部を全体的に締め付け、部分的な圧迫を防ぐ
  『ターンフィットプラス』
・アジャスタブルヘッドバスケットは、リテンションシステムの
  後部を上下にスライドさせることで、ヘルメットの縦方向の
  サイズ調整が可能
・EU 安全基準 CE EN1078 に適合

オプションパーツ一覧
エアロシェル 

対応モデル名 サイズ
カラー / 注文コード

希望小売価格（税込）
フラッシュイエロー ブラック

Genesis AF

S R2LA889157X R2LA889126X

￥2,420

M R2LA889140X R2LA889119X

L R2LA889133X R2LA889102X

SPHERE

S R2LA899897X R2LA899866X 

M R2LA899880X R2LA899859X

L  R2LA899873X R2LA899842X

パッド 
対応モデル名 サイズ 注文コード 希望小売価格（税込）

Genesis AF 共通 R2LA885999X

￥2,420

SPHERE
S / M R2LA899972X 

L R2LA000818X

Blade+AF

共通

R2LA601375X

Century AF R2LA872630X

CHIRU R2LA886002X

CityZen KinetiCore
S R2LA016246X

M / L R2LA016239X

Petit DLX - R2LA899965X

COMPACT AF
共通

R2LA872203X
￥990

CAMELEON R2LA886019X

Lifebeam Gear Kit 
対応モデル名 注文コード 希望小売価格（税込）

Blade+AF R2LA824707X ￥12,100

マグネット式レンズ
対応モデル名 注文コード 希望小売価格（税込）

Bullet 2.0AF R2LA867025X ￥8,250

充電式 LED リアライト
対応モデル名 注文コード 希望小売価格（税込）

Blade+AF R2LA867063X ￥3,520

LED ライト
対応モデル名 注文コード 希望小売価格（税込）

CAMELEON R2LA885890X ￥2,420

COMPACT AF
R2LA819222X ￥1,100

CHIRU

マッドキャップ
対応モデル名 注文コード 希望小売価格（税込）

Blade+AF R2LA821072X ￥990

バイザー 

対応モデル名 サイズ
カラー / 注文コード

希望小売価格（税込）
マットブラックグレー マットホワイト ブルースチール ブルーピンク

CHIRU
M R2LA001204X R2LA001235X R2LA001259X R2LA001280X

￥1,540
L R2LA001198X R2LA001228X R2LA001266X R2LA001297X

NEW

NEW NEW

NEW LAZERのヘルメットはすべて、EU加盟国で必要となる安全基準CE EN1078に適合しており、
以下スポーツに起因する衝撃から頭部を保護いたします。

サイクリング、ローラースケート、スケートボード



最強のパートナー PRO。



Pro brand Strategy

Saddle Introduction
Find Your Shape
Pro Stealth road
Pro Turnix
Pro Falcon
Pro Griffon
Pro Stealth offroad
Pro e_MTb and enduro
Pro Triathlon and Time Trial
 
road Introduction
Pro Vibe eVo
Pro Vibe
Pro PLT
Pro LT road

Pro Gravel
Pro discover Handlebars
Pro discover Seatpost, dropperpost
Pro bike Packing bags

MTb Introduction
Tharsis 3Five
Pro Tharsis XC
Pro LT MTb

Pro Missile evo

Pro Maintenance Introduction
Pro Torque Tools
Pro dIY Team Tools
Pro dIY Tools
Pro Smart Cage
Pro Mini Tools

Pro Accessories Introduction
Pro Computer Mounts
Pro Handlebar Tapes
Pro Grips  
Pro Mini pumps
Pro Floor pumps
Pro Co2 Cartridges
Pro bottles & bottle Cages
Pro bottle Cages (e)bike
Pro bike & workstands
Pro Clamps
Pro Headsets & Spacers
Pro Saddle & Travel bags
Pro Mounts & Saddle Accessories
Pro di2 & Maintenance
Pro (e)bike & bike Protection
Pro Triathlon Accessories

road / Gravel / MTb Specifications

Pro Global distributors

SkU Number / Page Location 

InTroDucTIon

saDDLes

roaD comPonenTs

GraVeL

mTB comPonenTs

TrIaTHLon, TIme TrIaL  
& enDurance comPonenTs

TooLs, 
smarT caGe anD

mInI TooLs

accessorIes

sPecs & DImensIons

DIsTrIBuTors

ParT numBer InDeX

conTenTsPro
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brANd sTraTeGYPro

Pro 
communITY

PRO製品は最新の素材、デザインテクノロジーを駆使しながら膨大な研究、テストを繰り返して
生み出さています。プロ選手であろうと、カジュアルライダーであろうと、レースをしようと、
週末ライドを楽しもうと関係ありません。快適な乗車姿勢やサドル選びはもちろん、
愛車をより良いコンディションに保つためのツールやアクセサリーまで、PRO製品は
多岐に渡って展開されており、あなたの自転車ライフをより充実したものにしてくれるでしょう。

私たちはワールドツアーチームのライダーからMTBフリースタイルライダーまで幅広く
サポートしています。サイクリストの多くは達成したい個人目標やモチベーションがあり、
当然ながらそれぞれの要求レベルも違ってきます。これこそ、私たちが製品を改善する理由であり、
全てのサイクリストが今日より明日へ進歩することを私たちPROはサポートします。



brANd sTraTeGYPro

BranD
sTaTemenT

私たちの目的は、ライダーが自身の目標を達成するために、
必要なパーツを設計、デザイン、試作、テスト、改善することです。

最高の商品とサービスは斬新なアイデアやインプットからだけではなく、
デザイナーやエンジニアのフィードバックからも常に生まれます。  

これらの集合知に基づいているからこそ、私たちは商品を常に
限界を超えたところまで押し進めることができるのです。
それは世界で最も過酷なロード、トレイル、トラックを走る
ライダーにとっても同じことです。

our VaLues

coLLaBoraTIon 
新しいアイデアやプロダクトは効果的なコラボレーションによってのみ
生み出されます。

reLIaBLe  
一つ一つの商品は過酷な限界領域でテストされています。
それはつまり信頼の土台とも言えるのです。  

ProGressIVe 
自転車ライフをより良くするための画期的な方法を
PROは常に模索しています。

JoY  
「お客様のためにできることは何か」その先にはいつも
喜びや楽しさがあることを私たちは忘れることはありません。.

wHaT 
すべてのサイクリストは「BeTTeR（ベター）」という言葉と密接に関係します。
それはある種の習慣であり、終わることのない発展、改善、進歩を表します。 

How  
お客様は単にその特徴やテクノロジーだけで商品を選ぶのではありません。
想いを形にするものだからこそ、その商品を買うのです。 

wHY  
私たちはライダーの成長を助けるためにいます。私たちはそのために全力を注ぎ、
全てのライダーをさらなる高みへと導きます。
PROはそれができると信じています。 



brANd sTraTeGYPro

our
manIfesTo
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成功への近道やマニュアルなんてありません。

ただあるとすれば、それは常に全力を尽くすことです。

私たちは「いつ止まるべきなのか」は知りませんが、

「いつ進むべきなのか」は常に知っています。

私たちの製品全てに物語が存在しており、

様々なライダーのニーズとウォンツに基づき、

PROの製品はデザインされ、製造されています。 

 

私たちはライダーの成長を助けるためにいます。

私たちはそのために全力を注ぎ、

全てのライダーをさらなる高みへと導きます。

PROはそれができると信じています。.

 

私たちは全ての人が「最高の自分になりたい」という

願望があることを知っています。

実はライダーには自分を鼓舞してくれるような、

モチベーションを上げてくれるようなロールモデルが必要です。

それはビギナーであっても、ベテランサイクリストであっても同じです。

 

PROはパフォーマンスと情熱を混ぜ合わせます。

自転車を通じた友情が素晴らしい思い出を作ってくれることを知っています。

 

私たちを前に進めてくれるのはあなた自身であり、全てのライダー達です。

「押し進め」「ペダルを踏め」「情熱を持て」

自転車に乗ることは人生そのもの。

私たちは常にあなたと一緒にライドしています。

ペダルひと漕ぎ、ひと漕ぎに 

Pro. Powers Your Performance.

GooD, BeTTer, BesT

世界中のライダーには自転車と自分だけの特別なつながりが存在し、
達成したい目標は全てそのつながりに関係しています。
私たちはいわゆるフリーサイズが役に立たないことを知っています。
PROの製品は様々なタイプのライダーのために作られており、
また彼らの要求はレベルによって多岐に渡ります。

これらに違いはあるかもしれませんが、一つにまとめ上げることができます。
そうすることによってその効果を最大限発揮し、PROのブランドへのニーズ
が高まります。私たちの品質に妥協という言葉は存在しません。   

これらの特徴を認識することで「グッド/ベター/ベスト」の原則に基づいて
プロダクトポートフォリオを構築します。製品はそれぞれのレベルによって、
素材、重量、形状など求める要素が異なりますが、
この違いを把握することは私たちのマーケティング活動を
より効果的にするために非常に大切になります。

• スタミナ  
• 持久力  
• テクニック  

• コミットメント  
• 忍耐力  
• 知識  

• 経験  
• スキル  
• 自信



roAd & oFFroAd saDDLes

saDDLes
ライディングスタイルの違いに関わらず、進化した人間工学に
よってPROサドルはあらゆるライダーにとって最高のサドルに
なることを実現しました。プロのライダーであろうと、
エリートマウンテンバイカーであろうと、シリアスなアマチュア
ライダーであろうと、フィットネス目的のサイクリストであろうと、

「PRO Powers Your Performance」PROはライダーの
パフォーマンスを引き上げます。
また近年盛り上がりを見せるE-MTBに最適なサドルや
生まれ変わった新たなステルスサドル、そしてステルスCurved
サドルなど新たな商品開発にも余念がありません。

Model Year2023のプロダクトレンジはPROチーム、
パフォーマンス、CromoそしてGELなどラインナップを
増やすことで、ライダーの体格だけではなく、予算にあった
モデルを幅広くご用意。全てのライダーがカーボン製
レールやベースなどのハイパフォーマンスモデルや
軽量モデルの"TEAM"を必要としている訳ではありません。
耐久性に優れるステンレス製レールの"Performance"であったり、
快適性を増した”GEL"の方が好ましいライダーもいるでしょう。
PROの豊富なサドルラインナップの中から、お気に入りのサドル
を見つけてみてください。



SAddLe sHaPes

fInD Your
sHaPe



roAd saDDLes roAd saDDLes

roAd SAddLeS

Pro STeALTH

Stealth Superlight
¥47,300 希望小売価格(税込)

• カーボン一体成型ベースの軽量モデル 
• 超軽量eVAパッド
• アナトミックフィットエリア   
• スタイリッシュなブラックロゴ
• 重量　145g
• サドル幅 142mm

注文コード 
R20RSA0315X 



Stealth Curved team
¥31,900 希望小売価格(税込)

• 快適かつ、耐久性の高いPUカバー 
• PROのサドルアクセサリーとの高い互換性
• 広めのアナトミックリセスエリア   
• ショート＆ワイドノーズ設計
 （※ノーズはステルスサドルよりも少し幅が狭くなっています）
• ペダリングの妨げにならない丸みを帯びた後部形状
• 深い前傾姿勢に最適な柔軟性の高いライダー向けサドル
• カーボン強化ポリマー性ベース
• サドル幅 142mm
• 超軽量eVAパッド
• レール素材　カーボン
• 重量　161g

注文コード 
R20RSA0356X 

roAd saDDLes roAd saDDLesPro STeALTH

new

Stealth team
¥31,900 希望小売価格(税込)

• 快適かつ、耐久性の高いPUカバー 
• PROのサドルアクセサリーとの高い互換性
• 広めのアナトミックリセスエリア   
• ショート＆ワイドノーズ設計
• 深い前傾姿勢に最適な柔軟性の高いライダー向けサドル
• カーボン強化ポリマー性ベース
• サドル幅 142mm
• 超軽量eVAパッド
• レール素材　カーボン
• 重量　161g

注文コード 
R20RSA0352X 

Stealth performanCe
¥20,900 希望小売価格(税込)

• 快適かつ、耐久性の高いPUカバー 
• PROのサドルアクセサリーとの高い互換性
• 広めのアナトミックリセスエリア   
• ショート＆ワイドノーズ設計
• 深い前傾姿勢に最適な柔軟性の高いライダー向けサドル
• カーボン強化ポリマー性ベース
• サドル幅 142mm
• 超軽量eVAパッド
• レール素材　ステンレス
• 重量　204g

注文コード 
R20RSA0350X 

Stealth performanCe ltd
¥17,600 希望小売価格(税込)

• 快適かつ、耐久性の高いPUカバー 
• ショート＆ワイドノーズ設計
• 広めのアナトミックリセスエリア 
• 深い前傾姿勢に最適な柔軟性の高いライダー向けサドル
• サドル幅 142mm
• 超軽量eVAパッド
• レール素材　ステンレス
• 重量　216g

注文コード 
R20RSA0358X 

Stealth Curved performanCe
¥20,900 希望小売価格(税込)

• 快適かつ、耐久性の高いPUカバー 
• PROのサドルアクセサリーとの高い互換性
• 広めのアナトミックリセスエリア   
• ショート＆ワイドノーズ設計
 （※ノーズはステルスサドルよりも少し幅が狭くなっています）
• ペダリングの妨げにならない丸みを帯びた後部形状
• カーボン強化ポリマー性ベース
• サドル幅 142mm
• 超軽量eVAパッド
• レール素材　ステンレス
• 重量　203g

注文コード 
R20RSA0354X 



turnix Crmo
¥7,480 希望小売価格(税込)

• 厚めのパッドによってさらに高い快適性
• アナトミックフィットデザイン 
• 重量を抑え、快適性を高めたナイロン製ベース 
• レール素材　クロモリ 
• 重量　277g 

注文コード  
R20RSA0300X 

turnix gel
¥14,300 希望小売価格(税込)

• 快適性をさらに高めたパッド形状 
• 振動吸収に優れた発泡体 
• 圧迫を抑えるゲル素材 
• アナトミックフィットデザイン
• グラスファイバーベース
• 軽量かつ耐久性に優れたステンレスレール
• 重量　280g

注文コード  
R20RSA0291X 

turnix performanCe
¥18,480 希望小売価格(税込)

• インモールドカーボンベース
• 柔軟性の高いライダー向けのセミラウンドシェイプ
• 超軽量eVAパッド
• 耐久性の高いPUカバー
• サドル幅 　132mm / 142mm
• レール素材　ステンレス
• 圧力を分散させるための穴あき構造
• PROのサドルアクセサリーとの高い互換性
• 重量　202g , 209g

注文コード サドル幅 
R20RSA0337X 132mm 
R20RSA0338X 142mm 

roAd saDDLesPro TUrNIX



roAd saDDLes Pro GrIFFoNPro FALCoN roAd saDDLes

falCon performanCe
¥18,480 希望小売価格(税込)

• インモールドカーボンベース
• パッドとの接地面を高めたフラットシェイプ
• 超軽量eVAパッド
• 耐久性の高いPUカバー
• サドル幅 　142mm
• レール素材　ステンレス
• PROのサドルアクセサリーとの高い互換性
•	 重量　223g 

注文コード  
R20RSA0327X  

griffon performanCe
¥18,480 希望小売価格(税込)

• インモールドカーボンベース
• フラットなパッド表面、サイドはラウンドシェイプ
• 超軽量eVAパッド
• 耐久性の高いPUカバー
• サドル幅 　142mm
• レール素材　ステンレス
• PROのサドルアクセサリーとの高い互換性
• 重量　209g 

注文コード  
R20RSA0330X  



oFFroAd saDDLes

Stealth offroad
¥18,700 希望小売価格(税込)

• ステルスのオフロード向けサドル
• アグレッシブな乗車姿勢に最適
• パッドの厚みをオフロード向けに最適化
• 超軽量eVAパッド
• 重量　195g 
• サドル幅 　142mm

注文コード  
R20RSA0320X  



oFFroAd saDDLes

new

e-mTB
 & enDuro

SAddLeS

mSn 1.3
¥18,700 希望小売価格(税込)

• オフロード向けサドル
• マウンテン＆グラベルバイク向けのデザイン
• パッドの厚みをオフロード向けに最適化
• 耐久性の高いPUカバー
• PROのサドルアクセサリーとの高い互換性
• 重量　276g 
• サドル幅 　142mm

注文コード  
R20RSA0372X  



TrIATHLoN - TIMe TrIAL saDDLes

SAddLeS

TrIaTHLon-
TIme TrIaL

tSa 1.1
¥22,000 希望小売価格(税込)

• 快適かつ、耐久性の高いPUカバー
• PROのサドルアクセサリーとの高い互換性
• 広めのアナトミックリセスエリア
• カーボン強化ポリマー性ベース
• 超軽量eVAパッド
• レール素材　カーボン
• 重量　172g 
• サドル幅 　132mm

注文コード  
R20RSA0376X  

tSa 1.2
¥30,800 希望小売価格(税込)

• 快適かつ、耐久性の高いPUカバー
• PROのサドルアクセサリーとの高い互換性
• 広めのアナトミックリセスエリア
• カーボン強化ポリマー性ベース
• 超軽量eVAパッド
• レール素材　ステンレス
• 重量　207g 
• サドル幅 　132mm

注文コード  
R20RSA0377X  

new new



DeVeLoPeD BY LeaDInG enGIneers,  
wITH THe InPuT of ProfessIonaL 

rIDers, eVerY Pro roaD 
comPonenT Is BuILT To  

BenefIT eVerY rIDer.

roaD
comPonenTs

roAd comPonenTsPro  VIberoAd comPonenTs

INTeGrATed HANdLebArS

viBe evo Carbon
¥115,500 希望小売価格(税込)

•　軽量で耐久性のあるT700カーボン構造
•　シマノDI2システムと油圧ディスクブレーキに最適化
•　フル内装、セミ内装、従来型の各ケーブルルーティングに対応
•　VIBe eVOコンピューターマウント取り付け可能
•　滑り止め効果のある交換可能なトップセクショングリップ
•　ステムの角度を±2度調整可能なシムを付属
•　人間工学に基づいた5つのハンドポジションを実現
•　1 1/4インチのステアラーチューブと付属シムを使えば1 1/8ステアラーに対応 
•　ハンドル幅　380mm/400mm/420mm
•　ステム長　95mm/105mm/115mm/125mm
•　重量　390g～

注文コード ハンドル幅 ステム長
R20RHA0483X 380mm 95mm
R20RHA0600X 380mm 105mm
R20RHA0601X 380mm 115mm
R20RHA0602X 380mm 125mm
R20RHA0488X 400mm 95mm
R20RHA0603X 400mm 105mm
R20RHA0604X 400mm 115mm
R20RHA0605X 400mm 125mm
R20RHA0493X 420mm 95mm
R20RHA0606X 420mm 105mm
R20RHA0607X 420mm 115mm
R20RHA0608X 420mm 125mm

newアスファルトを制するため、PROロード製品は長年に渡り改良を続けています。
ロードバイクの進化は目覚ましく、ワールドツアーの選手から一般のライダー

に至るまで、今や全てのロードサイクリングに必要な要素が高い次元
で要求されます。PROはサドル、ステム、シートポスト、ハンドルバー

など数多くの製品を取り揃え、すべてのライダーのスポーツバイク
エクスペリエンスを更なる高みへと引き上げます。



viBe evo用ドロップバーグリップ ergo
¥4,950 希望小売価格(税込)

•　ハンドルバーテープの代わりに使用するバーグリップ
•　グリップ力に優れたエルゴノミックデザイン
•　VIBe eVOカーボン専用
•　直径23.8mmハンドルバーにフィット
•　長さ　210～230mm

注文コード
R20RGP0087X

roAd comPonenTs

viBe evo用コンピューターマウント 
¥8,800 希望小売価格(税込)

•　VIBe eVOカーボンに取り付け可能なコンピューターマウント
•　ハンドルバーに直接取付
•　軽量アルミ製
•　Garmin、Wahoo、Brytonサイクルコンピューター対応
•　スクリーンを見やすい角度に調整可能

注文コード
R20RAC0228X



roAd comPonenTsPro VIbe roAd comPonenTs

HANdLebArS - SeATPoSTS - STeMS

viBe aero Superlight
¥62,700 希望小売価格(税込)

• 素材 UDカーボン T800&M4075
• リーチ/ドロップサイズ　80mm/130mm   
• クランプ径　31.8mm"
• 超軽量カーボンエアロハンドル

注文コード ハンドル幅 　 重量
R20RHA0445X 380mm　　　　　195g
R20RHA0446X 400mm　　　　　200g
R20RHA0447X 420mm　　　　　205g

viBe CarBon CompaCt
¥53,900 希望小売価格(税込)

• 素材 カーボンT800
• リーチ/ドロップサイズ　80mm/130mm   
• クランプ径　31.8mm"
• 軽量カーボンハンドル

注文コード ハンドル幅 　 重量
R20RHA0374X 400mm　　　　　220g
R20RHA0375X 420mm　　　　　225g

viBe aero CompaCt
¥58,300 希望小売価格(税込)

• 素材 カーボンT800
• リーチ/ドロップサイズ　80mm/130mm   
• クランプ径　31.8mm"
• 軽量カーボンエアロハンドル

注文コード ハンドル幅 　 重量
R20RHA0380X 380mm　　　　　240g
R20RHA0381X 400mm　　　　　245g
R20RHA0382X 420mm　　　　　250g

viBe alloy CompaCt
¥16,500 希望小売価格(税込)

• 素材 ALLOY6066
• リーチ/ドロップサイズ　80mm/130mm   
• クランプ径　31.8mm"

注文コード ハンドル幅 　 重量
R20RHA0365X 380mm　　　　　245g
R20RHA0366X 400mm　　　　　250g
R20RHA0367X 420mm　　　　　255g

viBe aero alloy purSuit
¥19,800 希望小売価格(税込)

• 素材 アルミ AL-6066
• ドロップサイズ　130mm   
• クランプ径　31.8mm"
• ハンドル形状　コンパクト
• フレア/ トップスィープ　6°/12°

注文コード ハンドル幅 　 重量
R20RHA0470X 360mm　　　　　330g
R20RHA0471X 380mm　　　　　340g
R20RHA0472X 400mm　　　　　350g

viBe Superlight
¥64,900 希望小売価格(税込)

•　素材 UDカーボン T1100
•　リーチ/ドロップサイズ　80mm/130mm
•　クランプ径　31.8mm
•　超軽量カーボンハンドル
•　重量　160g～

注文コード ハンドル幅
R20RHA0579X 380mm
R20RHA0580X 400mm
R20RHA0581X 420mm

new



roAd comPonenTsPro VIbe roAd comPonenTsPro VIbe

viBe CarBon ステム
¥46,200 希望小売価格(税込)

• 高剛性カーボンステム
• 空気抵抗を抑えたエアロダイナミクスに優れるデザイン
• パズルクランプeVOシステム採用
• DI2対応
• アングル ±8°
• 重量　120g～

注文コード ステム長
R20RSS0502X 80mm
R20RSS0503X 90mm
R20RSS0504X 100mm
R20RSS0505X 110mm
R20RSS0506X 120mm

viBe alloy シートポスト
¥16,500 希望小売価格(税込)

• 1ボルトクランプシステム
• レースにも使える軽量ポスト
• 重量　230g～

注文コード シートポスト径 オフセット
R20RSP0170X 27.2ｍｍ            0mm
R20RSP0172X 27.2ｍｍ            0mm
R20RSP0171X 31.6ｍｍ          20mm
R20RSP0173X 31.6ｍｍ          20mm

viBe Superlight ステム
¥25,300 希望小売価格(税込)

•　空気抵抗を抑えたエアロダイナミクスに優れるデザイン
•　DI2対応
•　チタンボルト採用
•　フル内装、セミ内装、従来型の各ケーブルルーティングに対応
•　重量92g～

注文コード コラムサイズ ステム長
R20RSS0569X 1-1/4 70mm
R20RSS0570X 1-1/4 80mm
R20RSS0571X 1-1/4 90mm
R20RSS0572X 1-1/4 100mm
R20RSS0573X 1-1/4 110mm
R20RSS0574X 1-1/4 120mm
R20RSS0575X 1-1/4 130mm
R20RSS0559X 1-1/8 70mm
R20RSS0560X 1-1/8 80mm
R20RSS0561X 1-1/8 90mm
R20RSS0562X 1-1/8 100mm
R20RSS0563X 1-1/8 110mm
R20RSS0564X 1-1/8 120mm
R20RSS0565X 1-1/8 130mm

viBe ステム
¥17,600 希望小売価格(税込)

•　DI2対応
•　チタンボルト採用
•　専用トップキャップ付属
•　アングル -10° / -17°
•　重量120g～

注文コード コラムサイズ ステム長 アングル
R20RSS0580X 1-1/8 80mm -10°
R20RSS0581X 1-1/8 90mm -10°
R20RSS0582X 1-1/8 100mm -10°
R20RSS0583X 1-1/8 110mm -10°
R20RSS0584X 1-1/8 120mm -10°
R20RSS0585X 1-1/8 130mm -10°
R20RSS0590X 1-1/4 80mm -10°
R20RSS0591X 1-1/4 90mm -10°
R20RSS0592X 1-1/4 100mm -10°
R20RSS0593X 1-1/4 110mm -10°
R20RSS0594X 1-1/4 120mm -10°
R20RSS0595X 1-1/4 130mm -10°
R20RSS0601X 1-1/8 90mm -17°
R20RSS0602X 1-1/8 100mm -17°
R20RSS0603X 1-1/8 110mm -17°
R20RSS0604X 1-1/8 120mm -17°
R20RSS0605X 1-1/8 130mm -17°
R20RSS0611X 1-1/4 90mm -17°
R20RSS0612X 1-1/4 100mm -17°
R20RSS0613X 1-1/4 110mm -17°
R20RSS0614X 1-1/4 120mm -17°
R20RSS0615X 1-1/4 130mm -17°

new new

viBe スペーサーセット
1-1/8  ¥3,850 希望小売価格(税込)　｜　1-1/4  ¥4,400 希望小売価格(税込)

•　トップ　5mm
•　ボトム　3/5/10/15ｍｍ

注文コード 適応サイズ
R20RYSS477X 1-1/8
R20RYSS478X 1-1/4



roAd comPonenTs

carBon

HANdLebArS - SeATPoSTS - STeMS

plt ergo CarBon
¥42,900 希望小売価格(税込)

• 素材 カーボン 
• エルゴノミックデザイン
• ケーブル類はフラット部下側に設けられた溝に沿ってルーティング
• ドロップ 130mm
• リーチ 73mm

注文コード ハンドル幅 　 重量
R20RHA0476X 400mm　　　　　205g  ±10g
R20RHA0477X 420mm　　　　　210g  ±10g

plt CarBon CompaCt
¥35,200 希望小売価格(税込)

• 素材 カーボン 
• ブレーキケーブル、シフトケーブルをスマートに収めるセミインテグレーテッドホールを採用 
• コントロール性向上のため下ハンドル部分は2°オフセット
• クランプ径　31.8mm"

注文コード ハンドル幅 　 重量
R20RHA0431X 380mm　　　　　235g
R20RHA0432X 400mm　　　　　240g
R20RHA0433X 420mm　　　　　245g
R20RHA0434X 440mm　　　　　250g



roAd comPonenTsPro PLT roAd comPonenTsPro PLT

aLLoY

plt CompaCt ergo
¥10,780 希望小売価格(税込)

• 素材　AL-2014 ダブルバテッド 
• コンパクトな曲げ形状
• ハンドル幅　380mm / 400mm / 420mm
• 痛みを和らげるエルゴノミック形状のハンドルトップ
• クランプ径　31.8mm

注文コード ハンドル幅 　 重量
R20RHA0346X 380mm　　　　　275g
R20RHA0347X 400mm　　　　　280g
R20RHA0348X 420mm　　　　　285g

plt CompaCt
¥10,120 希望小売価格(税込)

• 素材　AL-2014 ダブルバテッド 
• コンパクトな曲げ形状
• ハンドル幅　360mm / 380mm / 400mm / 420mm / 440mm
• クランプ径　31.8mm

注文コード ハンドル幅 　 重量
R20RHA0340X 360mm　　　　　255g
R20RHA0341X 380mm　　　　　260g
R20RHA0342X 400mm　　　　　265g
R20RHA0343X 420mm　　　　　270g
R20RHA0344X 440mm　　　　　275g

plt ステム
¥9,020 希望小売価格(税込)

• 素材　AL-2014 
• アングル　±10°
• サイズ 1-1/8インチ
• クランプ径　31.8mm"
• クランプ固定力を高めるヘッドロックシステム 
• 重量　130g（100mm）

注文コード ステム長
R20RSS0415X 50mm
R20RSS0416X 60mm
R20RSS0417X 70mm
R20RSS0418X 80mm
R20RSS0419X 90mm
R20RSS0420X 100mm
R20RSS0421X 110mm
R20RSS0422X 120mm
R20RSS0423X 130mm

plt シートポスト
¥10,120 希望小売価格(税込)

• 素材　AL-7050
• シートポスト径　27.2mm / 31.6mm  シートポスト長　400mm
• オフセット 0mm / 20mm
• 革新的な1ボルトクランプシステム
• 重量　265g～

注文コード  シートポスト径 / オフセット
R20RSP0141X 27.2mm / 0mm
R20RSP0142X 31.6mm / 0mm
R20RSP0145X 27.2mm / 20mm
R20RSP0146X 31.6mm / 20mm



roAd comPonenTsPro LTroAd comPonenTs

aLLoY

HANdLebArS - SeATPoSTS - STeMS
roaD

lt CompaCt ergo
¥6,600 希望小売価格(税込)

• 素材　AL-6061 ダブルバテッド
• コンパクトな曲げ形状
• ハンドル幅　400mm / 420mm
• クランプ径　31.8mm"
• 重量　280g～

注文コード ハンドル幅
R20RHA0285X 400mm
R20RHA0286X 420mm

lt CompaCt
¥6,160 希望小売価格(税込)

• 素材　AL-6061 ダブルバテッド
• コンパクトな曲げ形状
• ハンドル幅　380mm / 400mm / 420mm
• クランプ径　31.8mm"
• 重量　280g～

注文コード ハンドル幅
R20RHA0281X 380mm
R20RHA0282X 400mm
R20RHA0283X 420mm

lt アジャスタブルステム
¥6,490 希望小売価格(税込)

• 素材　AL-6061
• クランプ固定力を高めるヘッドロックシステム
• クランプ径　31.8mm"
• サイズ 1-1/8インチ
• 重量　255g（90mm）

注文コード アングル ステム長
R20RSS0335X -30°～+40° 90mm
R20RSS0336X -30°～+40° 110mm

lt ステム 35degree
¥5,720 希望小売価格(税込)

• 素材　AL-6061
• クランプ固定力を高めるヘッドロックシステム
• クランプ径　31.8mm"
• サイズ 1-1/8インチ
• 重量　148g（100mm）

注文コード アングル ステム長
R20RSS0319X ±35° 70mm
R20RSS0320X ±35° 90mm

lt ステム
¥5,720 希望小売価格(税込)

• 素材　AL-6061
• クランプ固定力を高めるヘッドロックシステム
• クランプ径　31.8mm"
• サイズ 1-1/8インチ
• 重量　148g(100mm)

注文コード アングル ステム長
R20RSS0328X ±6° 60mm
R20RSS0329X ±6° 70mm
R20RSS0330X ±6° 80mm
R20RSS0331X ±6° 90mm
R20RSS0332X ±6° 100mm
R20RSS0333X ±6° 110mm
R20RSS0334X ±6° 120mm
R20RSS0321X ±17° 60mm
R20RSS0322X ±17° 70mm
R20RSS0323X ±17° 80mm
R20RSS0324X ±17° 90mm
R20RSS0325X ±17° 100mm
R20RSS0326X ±17° 110mm
R20RSS0327X ±17° 120mm

lt シートポスト
¥5,830 希望小売価格(税込)

• 素材　AL-6061
• 革新的な1ボルトクランプシステム
• シートポスト径　27.2mm / 30.9mm / 31.6mm
• オフセット　0mm / 20mm
• 重量　285g～

注文コード オフセット シートポスト径
R20RSP0114X 0mm 27.2mm
R20RSP0118X 0mm 30.9mm
R20RSP0115X 0mm 31.6mm
R20RSP0116X 20mm 27.2mm
R20RSP0119X 20mm 30.9mm
R20RSP0117X 20mm 27.2mm



GrAVeL DIscoVer

GraVeL
aDVenTure awaITs wHen  

You Turn off THe asPHaLT  
anD HeaD Down a GraVeL roaD. 

DIscoVer freeDom wITH Pro’s 
GraVeL comPonenTs. 

PROでグラベルに出かけよう。スリルを見つけよう。そして何よりライド
を楽しもう。PROのグラベルラインナップによって地平線の遥か

向こうまで、ライダーの限界を伸ばすことが可能となるでしょう。
PROグラベルはオフロードトラックの冒険に向けてデザイン

されており、日常を抜け出し、荒れたオフロードを制し、走りやすい
スムーズなグラベルトラックに向かうことも可能にします。



GrAVeL DIscoVer
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aLLoY

HANdLebArS - SeATPoSTS - STeMS

diSCover Carbon
¥46,200  希望小売価格 ( 税込 )

•　素材　UD カーボン
•　ハンドル幅　400mm/420mm
•　重量　195g ～ 
•　リーチ　75mm
•　ドロップ　110mm
•　-20°フレア / バックスイープ 5°
•　エルゴノミックデザイン採用
•　DI2 対応

注文コード ハンドル幅
R20RHA0450X 400㎜
R20RHA0451X 420㎜

diSCover
¥9,460  希望小売価格 ( 税込 )

•　素材　AL-6066
•　ハンドル幅　400mm/420mm
•　クランプ径　31.8mm
•　ステム長 / アングル　31.8mm
•　12°のフレアアングル
•　エルゴノミックデザイン採用
•　DI2 対応

注文コード ハンドル幅 重量
R20RHA0423X 400㎜ 265g
R20RHA0424X 420㎜ 270g

diSCover
¥9,350 希望小売価格 ( 税込 )

•　素材　AL-6066
•　ハンドル幅　420mm
•　重量　275g 
•　クランプ径　31.8mm
•　ステム長 / アングル　31.8mm
•　幅広な 30°のフレアアングル
•　エルゴノミックデザイン採用
•　DI2 対応

注文コード ハンドル幅
R20RHA0568X 420㎜



sTems anD seaTPosT DroPPer PosTPro dISCoVer Pro dISCoVer

diSCover Carbon シートポスト
¥41,800 希望小売価格 ( 税込 )

•　軽量で頑丈なカーボン製
•　DI2 バッテリー内蔵可
•　ワンボルトクランプデザイン 
•　シートポスト長　400mm
•　シートポスト径　27.2mm / 31.6mm
•　オフセット　20mm
•　重量　205g ～

注文コード シートポスト径
R20RSP0182X 27,2ｍｍ
R20RSP0183X 31,6ｍｍ

ドロッパーポストレバー
￥9,130 希望小売価格 ( 税込 )

•　DISCOVeR ドロッパーポスト付属のドロッパーポストレバー
•　ドロップハンドル対応 2way リリース
•　素材　アルミ 

注文コード
R20RAC0213X

diSCover ドロッパーポスト
￥41,800 希望小売価格 ( 税込 )

•　アルミ製ヘッド
•　トラベル量　70mm
•　GRX コンポとの互換性
•　ケーブル内蔵式
•　ワンボルトクランプデザイン 
•　ドロップハンドル対応のリリースレバー付属
•　シートポスト径　27.2mm
•　オフセット　0mm
•　シートポスト長　350mm
•　重量　417g

注文コード
R20RSP0234X



BIke PackInG
BIke PackInG BaGsPro dISCoVer

BaGs

GrAVeL DIscoVer

diSCover team フレームバッグ
¥14,850 希望小売価格 ( 税込 )

•　ストラップで簡単に固定
•　フレーム前三角にフィット
•　止水ジッパーと完全防水仕様
•　固定力に優れたベルクロ 
•　容量：2.7L

注文コード
R20RBA0069X

diSCover team ハンドルバーバッグ
¥11,550 希望小売価格 ( 税込 )

•　2 か所の収納スペース
•　止水ジッパーと完全防水仕様
•　あらゆるフレームサイズへの取付を可能とするストラップ形状
•　安全性と視認性を高める反射材を配置 
•　容量：2L

注文コード
R20RBA0066X

diSCover team トップチューブバッグ
¥9,900 希望小売価格 ( 税込 )

•　完全防水仕様
•　シームレス仕様
•　軽量モデル
•　容量：0.7L 

注文コード
R20RBA0060X

diSCover team シートバッグ
¥22,000 希望小売価格 ( 税込 )

•　高い収納力を誇るサドルバッグ
•　完全防水仕様
•　さまざまな形のシートポストに取り付け可能
•　ライトやその他アクセサリーを取り付けることで安全性と視認性が向上
•　大型衝撃吸収パネルによりバッグの揺れを軽減
•　容量：10L 

注文コード
R20RBA0080X



BIke PackInG BaGsPro dISCoVer BIke PackInG BaGsPro dISCoVerGrAVeL DIscoVer

diSCover トップチューブバッグ
¥5,720  希望小売価格 ( 税込 )

•　防水ジッパー仕様
•　充電ケーブル用の穴を加工
•　2 本のボルト固定、ストラップ固定対応
•　すぐに使うアイテムはバンジーコードで固定 
•　安全性、視認性を高める反射材を使用
•　容量：0.7L

注文コード
R20RBA0063X

diSCover フレームバッグ
¥9,020 希望小売価格 ( 税込 )

•　内部の収納スペースは 2 か所
•　防水ジッパー仕様
•　あらゆるフレームサイズに取り付け可能なストラップ形状
•　安全性、視認性を高める反射材を使用 
•　容量：5.5L

注文コード
R20RBA0064X

diSCover シートバッグ
¥12,100 希望小売価格 ( 税込 )

•　本体サイズ　58cm x 12cm x 30cm
•　高い収納力を誇るサドルバッグ
•　すぐに使うアイテムはバンジーコードで固定
•　ライトやその他アクセサリーを取り付けることで安全性と視認性が向上
•　大型衝撃吸収パネルによりバッグの揺れを軽減
•　耐水仕様
•　容量：15L

注文コード
R20RBA0053X

diSCover ハンドルバーバッグ
¥10,120 希望小売価格 ( 税込 )

•　本体サイズ　20cm x 20cm x 40 cm( 最大）
•　ハンドルバーに取り付け
•　メインバッグは両側開きでバッグへのアクセスも容易
•　すぐに使うアイテムはバンジーコードで固定
•　安全性、視認性を高める反射材を使用
•　大型衝撃吸収パネルによりバッグの揺れを軽減
•　耐水仕様
•　容量：8L

注文コード
R20RBA0052X

diSCover フレームバッグ
¥7,700 希望小売価格 ( 税込 )

•　ストラップで簡単取り付け
•　あらゆるフレームサイズに取り付け可能なストラップ形状
•　固定力に優れるストラップ
•　耐水仕様
•　容量：2.7L

注文コード
R20RBA0056X

diSCover シートバッグ
¥7,700 希望小売価格 ( 税込 )

•　携帯に便利なスモールパーツを収納
•　開口部はロールして固定
•　防水素材
•　固定力に優れたベルクロ
•　容量：0.6L

注文コード
R20RBA0057X

diSCover ハンドルバーバッグ
¥6,930  希望小売価格 ( 税込 )

•　内部の収納スペースは 2 か所
•　防水ジッパー仕様
•　あらゆるフレームサイズに取り付け可能なストラップ形状
•　安全性、視認性を高める反射材を使用 
•　容量：2.5L

注文コード
R20RBA0065X

diSCover  フォンポーチ
¥3,190 希望小売価格 ( 税込 )

•　携帯電話や小銭をスマートに収納
•　耐水仕様
•　容量：0.5L

注文コード
R20RBA0055X

diSCover ボトルバッグ
¥4,620 希望小売価格 ( 税込 )

•　ハンドル周りに取付可能なボトルバッグ
•　片手で簡単に操作
•　固定力に優れるストラップ
•　耐水仕様
•　容量：0.5L

注文コード
R20RBA0054X



mTB
comPonenTs

from ePIc Back counTrY TraIL DaYs  
To fuLL Gas cross counTrY racInG,  

Pro HaVe THe mounTaIn BIke 
ProDucTs To Power You anD  

Your BIke’s Performance. 

MTb comPonenTs

エンジニアとプロライダーとの共同により発展してきたPROマウンテン
バイクギアはあなたのライドをより洗練されたものにします。

世界のトップライダーによるテストとフィードバック。それは全ての
商品はライダーの「より速く」「より遠く」「よりコントロールしたい」

という要望を叶えるということを意味します。さあPROを装着し、
バックカントリーやクロスカントリーコースを制そう。



MTb comPonenTs

carBon

HANdLebArS - SeATPoSTS - STeMS

tharsis Carbon flat
¥28,600 希望小売価格 ( 税込 )

•　素材　カーボン
•　クランプ径　35 ㎜
•　ハンドル幅　720 ㎜
•　バックスイープ　9°
•　重量　130g

注文コード
R20RHA0505X

tharsis Carbon riser
¥27,500 希望小売価格 ( 税込 )

•　素材　T800 カーボン
•　クランプ径　35㎜
•　ハンドル幅　800mm（720㎜までカット可）
•　ライズ　20㎜
•　バックスイープ　9°
•　重量　198g

注文コード
R20RHA0435X



MTb comPonenTsPro THArSIS 3FIVe / Pro THArSIS droPPer PoSTS

tharsis CnC ステム
¥19,250 希望小売価格 ( 税込 )

•　素材　AL-7075
•　アングル　0°
•　クランプ径　35㎜
•　重量　150g(35mm)

注文コード ステム長
R20RSS0390X 35mm
R20RSS0391X 45mm
R20RSS0392X 55mm

tharsis alloy ステム
¥18,700 希望小売価格 ( 税込 )

•　素材　AL-7075
•　アングル　±9°
•　クランプ径　35㎜

注文コード ステム長 重量
R20RSS0520X 70mm 158g
R20RSS0521X 80mm 161g
R20RSS0522X 90mm 164g
R20RSS0523X 100mm 168g

tharsis xC シートポスト
¥34,100 希望小売価格 ( 税込 )

•　素材　UD カーボン
•　革新的な 1 ボルトクランプシステム
•　DI2 バッテリー内蔵可
•　シートポスト長　400mm
•　重量　199g

注文コード シートポスト径 オフセット
R20RSP0107X 27.2mm 0mm
R20RSP0108X 30.9mm 0mm
R20RSP0109X 31.6mm 0mm

tharsis ドロッパーポスト
¥52,800 希望小売価格 ( 税込 )

•　素材　アルミ
•　スムーズなトラベル調整
•　オーバル形状にも対応
•　ケーブル内装式
•　シートポスト長　400mm
•　チタンボルト
•　トラベル量　100mm

注文コード シートポスト径 重量
R20RSP0237X 27.2mm 427g
R20RSP0238X 30.9mm 449g
R20RSP0239X 31.6mm 471g



MTb comPonenTsPro LTMTb comPonenTs

mTB
HANdLebArS - SeATPoSTS - STeMS

lt rise
¥8,030 希望小売価格 ( 税込 )

•　素材　AL-2014
•　高強度鍛造材として使用される A2014
•　ライズ　20mm
•　バックスイープ　9°
•　アップスイープ　5°
•　クランプ径　31.8mm
•　ハンドル幅　800mm
•　重量　346g

注文コード
R20RHA0577X

lt high rise
¥6,600 希望小売価格 ( 税込 )

•　素材　AL-6061
•　コントロールに優れたワイドハンドル
•　ライズ　40mm
•　クランプ径　31.8mm
•　ハンドル幅　740mm
•　重量　340g

注文コード
R20RHA0512X

lt flat
¥6,270 希望小売価格 ( 税込 )

•　素材　AL-6061
•　コントロールに優れたワイドハンドル
•　クランプ径　31.8mm
•　ハンドル幅　720mm
•　重量　280g

注文コード
R20RHA0510X

lt high rise
¥8,030 希望小売価格 ( 税込 )

•　素材　AL-2014
•　高強度鍛造材として使用される A2014
•　ライズ　40mm
•　バックスイープ　9°
•　アップスイープ　5°
•　クランプ径　31.8mm
•　ハンドル幅　800mm
•　重量　346g

注文コード
R20RHA0576X

lt low rise
¥6,160 希望小売価格 ( 税込 )

•　素材　AL-6061
•　ライズ　20mm
•　クランプ径　31.8mm
•　ハンドル幅　720mm
•　重量　330g

注文コード
R20RHA0289X

lt ステム 35degree
¥5,720 希望小売価格(税込)

•　素材　AL-6061
•　クランプ固定力を高めるヘッドロックシステム
•　クランプ径　31.8mm
•　サイズ 1-1/8インチ
•　重量　148g（100mm）

注文コード アングル ステム長
R20RSS0319X ±35° 70mm
R20RSS0320X ±35° 90mm

lt ステム
¥5,280 希望小売価格(税込)

•　素材　AL-6061
•　全てのLTハンドルバーに使用可能
•　MTBに最適
•　クランプ径　31.8mm
•　重量　148g

注文コード アングル ステム長
R20RSS0545X 0° 40mm

lt アジャスタブルステム
¥6,490 希望小売価格(税込)

•　素材　AL-6061
•　クランプ固定力を高めるヘッドロックシステム
•　クランプ径　31.8mm
•　サイズ 1-1/8インチ
•　重量　255g（90mm）

注文コード アングル ステム長
R20RSS0335X -30° ～ +40° 90mm
R20RSS0336X -30° ～ +40° 110mm

lt ステム
¥5,720 希望小売価格(税込)

•　素材　AL-6061
•　クランプ固定力を高めるヘッドロックシステム
•　クランプ径　31.8mm
•　サイズ 1-1/8インチ
•　重量　148g（100mm）

注文コード アングル ステム長
R20RSS0328X ±6° 60mm
R20RSS0329X ±6° 70mm
R20RSS0330X ±6° 80mm
R20RSS0331X ±6° 90mm
R20RSS0332X ±6° 100mm
R20RSS0333X ±6° 110mm
R20RSS0334X ±6° 120mm
R20RSS0321X ±17° 60mm
R20RSS0322X ±17° 70mm
R20RSS0323X ±17° 80mm
R20RSS0324X ±17° 90mm
R20RSS0325X ±17° 100mm
R20RSS0326X ±17° 110mm
R20RSS0327X ±17° 120mm



Pro LT MTb comPonenTsPro LTMTb comPonenTs

lt シートポスト
¥5,830 希望小売価格(税込)

• 素材　AL-6061
• 革新的な1ボルトクランプシステム
• シートポスト径　27.2mm / 30.9mm / 31.6mm
• オフセット　0mm / 20mm
• 重量　285g～

注文コード オフセット シートポスト径
R20RSP0114X 0mm 27.2mm
R20RSP0118X 0mm 30.9mm
R20RSP0115X 0mm 31.6mm
R20RSP0116X 20mm 27.2mm
R20RSP0119X 20mm 30.9mm
R20RSP0117X 20mm 27.2mm



Compact Carbon クリップオン
¥26,400 希望小売価格(税込)

•　素材　UD T700カーボン
•　クランプ径　31.8mm
•　Garmin、BrytonおよびWahooバイクコンピューターマウントが付属
•　重量　135g

注文コード
R20RAC0243X

comPonenTsTrIATHLoN / TIMe TrIALTrIATHLoN / TIMe TrIAL & eNdUrANCe comPonenTs

DeVeLoPeD To aID You In Your BID  
To Go fasTer, for LonGer, In GreaTer 

comforT eacH Pro TrIaTHLon 
comPonenT was DesIGneD BY LeaDInG 

enGIneers, In coLLaBoraTIon wITH 
ProfessIonaL TrIaTHLeTes. 

TrIaTHLon / TIme TrIaL
& enDurance

new

あなたがトライアスロンの旅のスタートにいようと、既にアイアン
マンレースの経験者であろうと、エアロダイナミクスやバイクでの

快適性への追及は誰でも得たいものと言えるでしょう。
PROトライアスロンプロダクトであれば、バイクの時間を

短縮し、ランで持てる能力を発揮することが可能となります。



comPonenTsTrIATHLoN / TIMe TrIAL & eNdUrANCeTrIATHLoN / TIMe TrIAL & eNdUrANCe comPonenTs

ミサイルevo ttバー
¥159,500 希望小売価格(税込)

•　素材　UDカーボン
•　クランプ径　31.8mm
•　ハンドル幅　400mm
•　UCIレース対応のUDカーボンエアロダイナミクスデザイン
•　アームパッド位置、エアロバーの長さを調整して理想的なエルゴノミック、
 　エアロダイナミクスポジションを実現可能
•　ブレーキケーブル、シフトケーブルはもちろんDI2の内蔵にも対応
•　重量　595g

注文コード
R20RAB0042X

ミサイルevo Jベンドエクステンション
¥41,800 希望小売価格(税込)

•　素材　UDカーボン
•　エアロダイナミクスに優れたオーバル形状のUDカーボン素材エアロバーエクステンション
•　グリップとエアロポジションに優れたベンド形状
•　内径19.4mmでDI2をはじめ各種メカニカルシフトにも対応
•　重量　125g

注文コード
R20RAB0047X

ミサイル Skiベンドクリップオン
¥22,440 希望小売価格(税込)

•　素材　AL-6061
•　クランプ径　31.8mm
•　手首の負担を軽減するエルゴノミックデザイン
•　調整可能なブラケット
•　幅広のアームレスト
•　ICMソフトパッド
•　重量　484g

注文コード
R20RAB0039X

ミサイル tri クリップオン
¥18,700 希望小売価格(税込)

•　素材　AL-6061
•　クランプ径　31.8mm
•　手首の負担を軽減するエルゴノミックデザイン
•　調整可能なブラケット
•　幅広のアームレスト
•　ICMソフトパッド
•　重量　484g

注文コード
R20RAB0040X

ミサイル ベースバー
¥14,520 希望小売価格(税込)

•　素材　アルミ
•　クランプ径　31.8mm
•　ハンドル幅　400mm
•　ドロップサイズ　35mm
•　エアロフォイルトップセクション
•　バーエンド部は10°のスティルティッドアップ
•　UCIレース対応
•　ケーブル内装対応
•　重量　275g

注文コード
R20RAB0038X

ミサイル Sベンドクリップオン
¥22,440 希望小売価格(税込)

•　素材　AL-6061
•　クランプ径　31.8mm
•　エアロポジションに最適なエクステンション
•　調整可能なブラケット
•　幅広のアームレスト
•　ICMソフトパッド
•　重量　484g

注文コード
R20RAB0041X

ミサイルevo ステム
¥60,500 希望小売価格(税込)

•　素材　UDカーボン
•　クランプ径　31.8mm
•　ステム長　85mm
•　アングル　-10°
•　UDカーボンエアロダイナミクスデザイン
•　DI2対応
•　ミサイルeVOエアロバーと組み合わせることで理想的なエアロダイナミクスを実現
•　重量　295g

注文コード
R20RSS0426X
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maInTenance 

ACCeSSorIeS  maInTenance 

keeP Your BIke runnInG LIke a Dream, 
In Your Home worksHoP or DurInG 

roaD/TraIL-sIDe rePaIrs, wITH 
Pro’s worLD cLass maInTenance 

accessorIes. 

自転車をいじるのが好きな人や自分で自転車を組む人にとっても、
PROは全てのバイクを快適にするツールを取り揃えています。

プロのメカニック御用達のツールボックスから個々のツールに
至るまで、PROはいつでもあなたの力になります。



TorQue
ACCeSSorIeS  TooLs Pro dIY TooLS  accessorIes

トルクレンチ
¥20,900 希望小売価格(税込)

•　トルク　3～15 Nm
•　サイズ 仕様  3/4/5/6mm　T25/T30

注文コード
R20R100340X



Pro dIY TooLS Pro dIY TooLS accessorIes  accessorIes

team タイヤレバー チューブレス
¥1,650 希望小売価格(税込)

注文コード
R20RTL0115X

team チェーンツール
¥5,720 希望小売価格(税込)

•　エルゴノミックグリップ
•　12S対応

注文コード
R20RTL0086X

インターナル ルーティング ツール
¥9,240 希望小売価格(税込)

•　ケーブル内装用ツール
•　Di2ケーブル、ブレーキ・シフトアウターケーブル対応
•　耐久性の高いアルミ製
•　コンパクトに収納
•　付属ポーチ

注文コード
R20RTL0150X

team チェーンウィップ
¥6,820 希望小売価格(税込)

•　エルゴノミックデュアルコンパウンドグリップ
•　12速対応カセットの取外しツール
•　チームロックリングルーツと併用

注文コード
R20RTL0084X

team ロックリングツール
¥5,720 希望小売価格(税込)

•　エルゴノミックデュアルコンパウンドグリップ
•　12速対応カセットの取外しツール
•　チームチェーンウィップと併用

注文コード
R20RTL0085X

スターターツールキット
¥20,350 希望小売価格(税込)

•　カセットリムーバーセット
•　チェーンツール
•　ペダルレンチ
•　ケーブルカッター
•　タイヤレバー
•　Yレンチヘックスキー（4/5/6）
•　Yレンチヘックスキー（2/2.5/3）
•　クイックリンクツール

注文コード
R20RTL0105X

advanCed ツールボックス
¥42,900 希望小売価格(税込)

•　ペダルレンチ
•　チェーンツール
•　ケーブルカッター
•　ロックリングリムーバー
•　チェーンウィップ
•　チェーンリングナットレンチ
•　スポークレンチ（3.6/3.75/4.0/4.4）
•　ヘックスキーセット（2/2.5/3/4/5/6/8/10)
•　Yレンチヘキサロビューラー（T20/T25/T40）
•　タイヤレバー
•　プラスドライバー
•　クイックリンクツール
•　BBリムーバー　Hollowtech II

注文コード
R20RTL0106X

expert ツールボックス
¥75,900 希望小売価格(税込)

•　ペダルレンチ
•　チェーンツール
•　ケーブルカッター
•　ロックリングリムーバー
•　チェーンリングナットレンチ
•　スポークレンチ（3.6/3.75/4.0/4.4）
•　ヘックスキーセット（2/2.5/3/4/5/6/8/10)
•　ヘキサロビューラーレンチセット（T10/T15/T20/T25/T30/T40/T45/T50)
•　タイヤレバー
•　プラスドライバー
•　ハンマー
•　プライヤー
•　ブレーキピストンレバー
•　ディスクツルーイングツール
•　キャリパーアライメントツール 
•　メジャー
•　クイックリンクツール
•　BB圧入工具
•　チェーンウィップ
•　BBリムーバー Hollowtech II+クランクボルトアダプター
•　BBリムーバー
•　チェーンチェッカー

注文コード
R20RTL0107X



Pro dIY TooLS Pro dIY TooLS accessorIes  accessorIes

チェーンツール
¥4,180 希望小売価格(税込)

•　9-12S対応

注文コード
R20RTL0119X

クイックリンクツール
¥3,300 希望小売価格(税込)

•　エルゴノミックグリップ

注文コード
R20RTL0095X

BBリムーバーカートリッジ
¥3,520 希望小売価格(税込)

•　デュアルコンパウンドグリップ

注文コード
R20RTLB030X

BBリムーバー hollowtech Ⅱ 
¥5,060 希望小売価格(税込)

•　デュアルコンパウンドグリップ
•　スルーアスクルのセンターロックディスクの組み立ても可能
•　クランクキャップ取付工具付

注文コード
R20RTLB031X

クランクツール
¥3,080 希望小売価格(税込)

•　デュアルコンパウンドグリップ

注文コード
R20RTLB036X

ブレーキホースインストールツールカッター
¥9,790 希望小売価格(税込)

•　エルゴノミックデザイン
•　油圧ホーストリマー
•　バーブ挿入ツール

注文コード
R20RTL0145X

ペダルレンチ
¥2,640 希望小売価格(税込)

•　デュアルコンパウンドグリップ
•　15mm

注文コード
R20RTLB039X

コーンレンチセット
¥1,430 希望小売価格(税込)

•　サイズ 仕様 13/14/15/16mm

注文コード
R20RTL0035X

ブレーキピストンレバー
¥3,080 希望小売価格(税込)

•　デュアルコンパウンドグリップ
•　ハイドローリックディスクブレーキのピストンを押し戻す工具

注文コード
R20RTLB051X

チェーンリングナットレンチ
¥1,100 希望小売価格(税込)

•　9・10mmのスパナ

注文コード
R20RTL0034X

ケーブルカッター
¥5,500 希望小売価格(税込)

•　エルゴノミックグリップ

注文コード
R20RTLB050X



Pro dIY TooLS Pro dIY TooLS accessorIes  accessorIes

ヘックスキーレンチセット
¥3,850 希望小売価格(税込)

•　サイズ 仕様  2/2.5/3/4/5/6/8/10mm

注文コード
R20RTL0037X

ヘキサロビューラーキーレンチセット
¥4,400 希望小売価格(税込)

•　サイズ 仕様  T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50

注文コード
R20RTL0038X

yレンチ
¥1,430 希望小売価格(税込)

注文コード 仕様
R20RTL0126X  2/2.5/3mm
R20RTL0128X  T25/T30/T40

ペダルレンチ
¥2,200 希望小売価格(税込)

•　8mm

注文コード
R20RTLB040X

スポークレンチ
¥1,430 希望小売価格(税込)

注文コード サイズ
R20RTLB043X 3.6mm
R20RTL0044X 3.75mm
R20RTL0045X 4.0mm
R20RTL0046X 4.4mm

カセットリムーバーセット
¥5,940 希望小売価格(税込)

•　デュアルコンパウンドグリップ
•　スプロケット戻し工具（6.7.8.9.10.11スピード対応）
•　ロックリング締付け工具セット

注文コード
R20RTLB032X

ディスクツルーイングツール
¥3,520 希望小売価格(税込)

注文コード
R20RTL0064X

タイヤレバー
¥770 希望小売価格(税込)

•　40g(3本)

注文コード
R20RTL0049X



smarT caGe
ACCeSSorIeS smarT caGe

soLuTIon

 accessorIesPro SMArT CAGe

an InTeLLIGenT soLuTIon for  
sToraGe of essenTIaL TooLs  

anD easY access To HYDraTIon. 

スマートボトルケージ
¥2,640 希望小売価格(税込)

•　4方向への取付調整可能
•　様々なフレームに取り付け可能
•　PROミニツール、ミニポンプ、CO2カートリッジ、タイヤレバーを取り付け収納可能（別売）
•　ボトルケージ下部に300ml ポンチBCスマートを取り付け可能（別売 ￥3,300）
•　重量　80g

注文コード
R20RBC0049X

ポンチBCスマート
¥3,300 希望小売価格(税込)

•　ボトルケージ下部に取り付け可能
•　容量　300ml

注文コード
R20RBA0070X

PROスマートボトルケージは高い互換性と調整機能を持つ一体型
ツールストレージの最適解です。PROミニツール、2つのタイヤ

レバー、PROミニポンプ（もしくはCO2カートリッジ）などを
取付するためのスマートデザインはライド中に起きる急な

トラブルに必要なツールへのアクセスを簡単にしました。
またPROスマートボトルケージにスペアチューブや

その他スモールツールもスマートに収納可能な
ストレージポーチをクリップオンで取り付ける

することができます。



mInI TooLs
ACCeSSorIeS mInI TooLs  accessorIesPro MINI TooLS

インテグレーテッド ツール
¥6,380 希望小売価格(税込)

•　ラチェット機構
•　クイックリンク収納スペース
•　ヘックスキー、ヘキサロビューラー、タイヤレバー、チェーンツール

注文コード
R20RTL0099X

ミニツール performance
¥5,720 希望小売価格(税込)

•　アルミ製
•　耐久性の高いスチール製ツール
•　2・2,5・3・4・5・6・8mmヘックスキー
•　T10・T25ヘキサロビューラー
•　PH2スクリュードライバー
•　7・8・9・10mmレンチ
•　9-12sチェーンツール
•　チェーンホルダー
•　スポークレンチ
•　重量　176g

注文コード
R20RTL0133X



Pro MINI TooLS  accessorIes

ミニツール performance
¥5,500 希望小売価格(税込)

•　コンパクトデザイン
•　PROスマートボトルゲージとの互換性
•　素材　アルミ
•　耐久性の高いスチール製ツール
•　3・4・5・6mmヘックスキー
•　T25ヘキサロビューラー
•　SL5スクリュードライバー
•　チューブレスリーマー、プラグ、プラグツール
•　重量　66g

注文コード
R20RTL0130X

ミニツール performance
¥5,720 希望小売価格(税込)

•　コンパクトデザイン
•　PROスマートボトルゲージとの互換性
•　素材　アルミ
•　耐久性の高いスチール製ツール
•　2・2,5・3・4・5・6mmヘックスキー
•　T25・T30ヘキサロビューラー
•　SL5・PH2スクリュードライバー
•　9-12sチェーンツール
•　3.6・3.75・4・4.4スポークレンチ
•　重量　78g

注文コード
R20RTL0132X

ミニツール performance
¥1,540 希望小売価格(税込)

•　コンパクトデザイン
•　グラスファイバー＋強化ナイロン
•　耐久性の高いスチール製ツール
•　3・4・5・6mmヘックスキー
•　T25ヘキサロビューラー
•　PH2・フラットスクリュードライバー

注文コード
R20RTL0121X

ミニツール performance
¥2,090 希望小売価格(税込)

•　グラスファイバー＋強化ナイロン
•　耐久性の高いスチール製ツール
•　2・2,5・3・4・5・6・8mmヘックスキー
•　T25ヘキサロビューラー
•　PH2・フラットスクリュードライバー

注文コード
R20RTL0122X



accessorIes
Pro ACCeSSorIeS

eVerY Pro accessorY Is DesIGneD To 
Power Your Performance. from 

comforT anD conTroL ensurInG 
Bar TaPes anD GrIPs; To BIke BaGs, 

THaT wILL ProTecT Your BIke 
on THe fLIGHT from Your 

Home To Your neXT race or 
aDVenTure. 

バイクの細部へのこだわりはあなたの自転車をより特別なものに
します。PROバーテープ、グリップ、ボトルケージ、シートポストクラ

ンプ、豊富なサドルアクセサリーなど充実したアフターパーツに
よって、誰でも簡単に自転車カスタムを楽しむことできます。



comPuTer 

ACCeSSorIeS  comPuTer mounTs

mounTs

new

Pro CoMPUTer MoUNTS  accessorIes

vibe evo用コンピュータマウント
¥8,800 希望小売価格(税込)

•　VIBe eVOカーボンに取り付け可能なコンピューターマウント
•　ハンドルバーに直接取付
•　軽量アルミ製
•　Garmin、Wahoo、Brytonサイクルコンピューター対応
•　スクリーンを見やすい角度に調整可能

注文コード
R20RAC0228X

viBe aero レースマウント
¥13,200 希望小売価格(税込)

•　CNC機械加工6061-T6 アルミニウム製
•　クランプ径　31.8mm
•　重量　30g～

注文コード
R20RAC0136X Garmin 820/520/25/20対応
R20RAC0137X Garmin 1030/1000/820/520/25/20対応

ステムコンピューターマウント
¥8,800 希望小売価格(税込)

•　素材　AL-6061
•　Garmin、Wahoo、Bryton対応
•　±20度/11mm調整可能 
•　重量　37g

注文コード
R20RAC0247X

viBe コンピューターマウント
¥9,900 希望小売価格(税込)

•　素材　AL-6061
•　Garmin、Wahoo、Bryton対応
•　±20度/11mm調整可能 
•　重量　37g

注文コード
R20RAC0248X

new



HanDLeBar

ACCeSSorIeS  TaPes

TaPes

 accessorIesPro HANdLebAr TAPeS

gravel コンフォートテープ
¥4,950 希望小売価格(税込)

•　カラー　マルチカラー
•　厚さ　3mm
•　長さ　2300㎜

注文コード
R20RTA0071X

レース コンフォート シリコン
¥4,730 希望小売価格(税込)

•　カラー　ブラック
•　高いグリップを誇るシリコン素材
•　厚さ　3mm

注文コード
R20RTA0052X

スポーツコントロール team
¥3,300 希望小売価格(税込)

•　厚さ　3mm

注文コード カラー
R20RTA0057X ブラック/ブラック
R20RTA0058X ブラック/ホワイト

クラシック コンフォート
¥1,650 希望小売価格(税込)

•　厚さ　２.5mm

注文コード カラー
R20RTA0048X ブラック
R20RTA0049X ホワイト

スポーツコンフォート
¥2,640 希望小売価格(税込)

•　厚さ　3.5mm

注文コード カラー
R20RTA0040X ブラック
R20RTA0041X ホワイト

スポーツコントロール
¥2,200 希望小売価格(税込)

•　厚さ　2.5mm

注文コード カラー
R20RTA0001X ブラック
R20RTA0004X ホワイト
R20RTA0006X ブルー
R20RTA0007X レッド

ハンドルバーエンドプラグ
¥1,760 希望小売価格(税込)

•　重量　22g
•　素材　アルミ
•　最小対応内径　17.5mm

注文コード カラー
R20RAC0056X ブラック
R20RAC0058X ブルー

ハンドルバーゲルパッド
¥1,760 希望小売価格(税込)

•　素材　シリコン

注文コード
R20RAC0087X



Pro GrIPS Pro GrIPS  accessorIes accessorIes

eコントロール ロックオングリップ
¥3,850 希望小売価格(税込)

•　カラー　ブラック
•　素材　デュアルコンパウンド
•　ロックタイプ　シングルロック
•　e-MTBに最適
•　エルゴノミクスかつ理想的な手首のポジションを実現
•　長さ　135mm
•　径　32×36mm

注文コード
R20RGP0077X

ロックオントレイルグリップ
¥3,520 希望小売価格(税込)

•　カラー　ブラック
•　素材　デュアルコンパウンド
•　ロックタイプ　シングルロック
•　トレイル、エンデューロに最適
•　テーパードコアによってさらに優れた固定力を発揮
•　長さ　132.5mm
•　径　32mm

注文コード
R20RGP0066X

エルゴノミックグリップ
¥3,300 希望小売価格(税込)

•　カラー　ブラック
•　重量　170g /セット
•　長さ　135mm
•　素材　ハイブリッドコンパウンド
•　グリップ外径　32～47mm

注文コード
R20RGP0034X

スライドオンスポーツ
¥1,650 希望小売価格(税込)

•　カラー　ブラック
•　重量　81g/セット
•　長さ　125mm
•　素材　シングルコンパウンド
•　ロックタイプ  ロック無し

注文コード 径
R20RGP0050X 30mm
R20RGP0051X 32mm

ロックオンレース
¥3,520 希望小売価格(税込)

•　カラー　ブラック
•　重量　55g/セット
•　長さ　130mm
•　素材　デュアルコンパウンド
•　ロックタイプ　シングルロック

注文コード 径
R20RGP0045X 30mm
R20RGP0046X 32mm

スライドオンレース
¥3,300 希望小売価格(税込)

•　カラー　ブラック
•　長さ　130mm
•　素材　シリコン

注文コード 径
R20RGP0035X 30mm
R20RGP0036X 32mm

デュアルロックスポーツ
¥3,300 希望小売価格(税込)

•　カラー　ブラック
•　重量　81g/セット
•　長さ　132.5mm
•　素材　シングルコンパウンド
•　ロックタイプ　デュアルロック

注文コード 径
R20RGP0054X 30mm
R20RGP0055X 32mm



ACCeSSorIeS PumPs & co2

& co2
PumPs

冒険にトラブルはつきものです。そしてロングライドにおいては
パンクは避けて通ることはできないかも知れませんし、エア

ボリュームの多いタイヤでは素早くグラベルトラックに戻る
ために優れたポンプが必要不可欠と言えるでしょう。

パンクトラブルから素早く立ち直り、すぐにサドルに飛び乗ろう。

PRO CO2インフレーターは小さく軽量なため、サドルバックや
ジャージのポケットに収納することができるため、ライドの

力強い味方となるでしょう。タイヤがどんどん太くなっている
トレンドからすれば、マウンテンバイク、E-bike、ロード、そして

グラベルライダーにとっては最小の時間で最大の空気圧を
送ることができるCO2インフレーターは理にかなっていると

言えるかも知れません。

PROは以前と比較してCO2の商品ラインナップを増やすと
同時にミニポンプラインナップもさらに充実させています。

仏式バルブ、米式バルブとの互換性、また太いタイヤに対応
するため、CO2インフレーターとミニポンプは試す価値の

ある組み合わせと言えるでしょう。



Pro TeAM MINIPUMPS  / PerForMANCe MINIPUMPS  accessorIesPro TeAM FLoor PUMPS / FLoor PUMPS accessorIes

performance ミニポンプ xS
¥4,400 希望小売価格(税込)

•　アルミ製ボディー
•　最大空気圧 120PSI/8気圧
•　仏式、米式バルブ対応
•　マグネットロックシステム
•　重量　99g

注文コード
R20RPU0104X

team hpミニポンプ
¥6,490 希望小売価格(税込)

•　PROミニポンプシリーズで最もコンパクト
•　ホース内蔵
•　バルブの互換性のためのフリップヘッド
•　アルミ製ボディー
•　仏式、米式バルブ対応
•　Size: L 18 cm x Diam. 1,85 cm
•　重量　85g
•　最大空気圧　160PSI/11気圧

注文コード
R20RPU0098X

11 Bar  I  160 PsI

performance ミニポンプ xl
¥6,820 希望小売価格(税込)

•　アルミ製ボディー
•　仏式、米式バルブ対応
•　コンパクトデザイン
•　ゲージ付き
•　フットパッド付き
•　重量　213g
•　最大空気圧　160PSI/11気圧

注文コード
R20RPU0105X

11 Bar  I  160 PsI

8 Bar  I  120 PsI

performance サスペンション
¥6,050 希望小売価格(税込)

•　素材　アルミ
•　最大空気圧 400PSI/28気圧
•　仏式バルブ対応
•　マグネットロックシステム
•　マイクロアジャストプレッシャーリリースボタンを搭載
•　JIS規格
•　重量　153g

注文コード
R20RPU0050X

28 Bar  I  400 PsI

performance ミニポンプ hv
¥4,620 希望小売価格(税込)

•　素材　アルミ
•　最大空気圧 100PSI/7気圧
•　仏式、米式バルブ対応
•　重量　100g

注文コード
R20RPU0092X

7 Bar  I  100 PsI

Compact ミニポンプ
¥1,980 希望小売価格(税込)

•　素材　樹脂
•　最大空気圧　160PSI/11気圧
•　仏式、米式バルブ対応
•　マグネットロックシステム
•　取付ブラケット付属
•　重量　99g 

注文コード
R20RPU0042X

11 Bar  I  160 PsI Compact ミニポンプ ホース
¥3,080 希望小売価格(税込)

•　素材　樹脂
•　最大空気圧 100PSI/7気圧
•　仏式、米式バルブ対応
•　重量　85g

注文コード
R20RPU0090X

7 Bar  I  100 PsI

team コンプレッサータンク
¥13,200 希望小売価格(税込)

•　素材　スチール
•　最大空気圧　160PSI/11気圧
•　充填用バルブロ米式
•　チューブレスホイールのビート上げに最適のコンプレッサーモデル
•　eZスナップロックヘッド採用

注文コード
R20RPU0087X

12 Bar  I  180 PsI フロアポンプ コンペティション
¥6,820 希望小売価格(税込)

•　素材　スチール
•　最大空気圧　160PSI/11気圧
•　英式バルブアダプター
•　浮き輪、ビニールボート用、ボール用　アダプター付属（ハンドル横のキャップに格納）

注文コード
R20RPU0100X

11 Bar  I  160 PsI

フロアポンプ touring
¥4,290 希望小売価格(税込)

•　素材　スチール
•　最大空気圧　160PSI/11気圧
•　仏式、米式、英式バルブ対応

注文コード
R20RPU008JX

11 Bar  I  160 PsI



 accessorIesPro CAPSULeS / boTTLeS

ストレージボトル

注文コード 容量 カラー 希望小売価格(税込)
R20RBT0022X 500ml ホワイト ¥1,100
R20RBT0020X 500ml ブラック ¥1,100
R20RBT0023X 750ml ホワイト ¥1,210
R20RBT0021X 750ml ブラック ¥1,320

team サーマルボトル
¥2,420 希望小売価格(税込)

•　容量　600ml
•　カラー　クールグレー

注文コード
R20RBT0038X

ボトル
600ml ¥990 ／ 800ml ¥1,100 希望小売価格(税込)

注文コード 容量 カラー
R20RBT0014X 600ml ブラック
R20RBT0010X 600ml クリア
R20RBT0015X 800ml ブラック
R20RBT0011X 800ml クリア



 accessorIesPro boTTLe CAGeS  accessorIesPro boTTLe CAGeS (e) bIke / bIke STANdS

ボトルケージ Carbon
¥8,580  希望小売価格(税込)

•　素材　UDカーボン
•　重量　21g

注文コード
R20RBC0017X

ボトルケージ alloy
¥2,200 希望小売価格(税込)

•　素材　アルミ
•　重量　48g

注文コード カラー
R20RBC0012X ブラック/ホワイト
R20RBC0013X ブラック/ブルー
R20RBC0014X ブラック/レッド
R20RBC0019X ブラック/グレイ

ボトルケージ pC
¥2,420 希望小売価格(税込)

•　素材　ポリカーボネート
•　重量　36g

注文コード カラー
R20RBC0029X ブラック/ホワイト
R20RBC0031X ブラック/クリア

ボトルケージ Classic
¥1,100 希望小売価格(税込)

•　素材　アルミ
•　重量　60g

注文コード カラー
R20RBC0010X ホワイト
R20RBC0011X ブラック

サイドケージ alloy
¥2,310 希望小売価格(税込)

•　素材　アルミ
•　重量　46g

注文コード 仕様 カラー
R20RBC0022X 左抜き ブラック/ホワイト
R20RBC0023X 右抜き ブラック/ホワイト
R20RBC0026X 左抜き ブラック/クリア
R20RBC0027X 右抜き ブラック/クリア

スマートボトルケージ
¥2,640 希望小売価格(税込)

•　4方向への取付調整可能
•　様々なフレームに取り付け可能
•　PROミニツール、ミニポンプ、CO2カートリッジ、タイヤレバーを取り付け収納可能（別売）
•　ボトルケージ下部に300ml ポンチBCスマートを取り付け可能（別売 ￥3,300）
•　重量　80g

注文コード
R20RBC0049X

ボトルケージ e-Bike サドルマウント
¥3,080 希望小売価格(税込)

•　素材　アルミ

注文コード
R20RBC0036X

バイクスタンド
¥4,620 希望小売価格(税込)

•　カラー　シルバー
•　対応サイズ　26’　700C

注文コード
R207100399X

バイクスタンド 29'er
¥5,280 希望小売価格(税込)

•　カラー　ブラック
•　対応サイズ　26’～29’　700C

注文コード
R20RAC0043X



Pro CLAMPS  accessorIes Pro HeAdSeTS & SPACerS  accessorIes

alloy シートポストクランプ
¥1,760 希望小売価格(税込)

•　カラー　ブラック
•　重量　25g
•　素材　アルミ

注文コード クランプ径
R20RAC0060X 28.6mm
R20RAC0061X 31.8mm
R20RAC0062X 34.9mm

クイックリリースシートポストクランプ
¥1,650 希望小売価格(税込)

•　カラー　ブラック
•　素材　アルミ

注文コード クランプ径
R207900111X 28.6mm
R207900112X 31.8mm
R207900113X 34.9mm

performance シートポストクランプ
¥2,750 希望小売価格(税込)

•　カラー　ブルー
•　重量　19g
•　素材　アルミ

注文コード クランプ径
R20RAC0102X 28.6mm

performance シートポストクランプ
¥2,750 希望小売価格(税込)

•　カラー　ブラック
•　重量　19g
•　素材　アルミ

注文コード クランプ径
R20RAC0063X 28.6mm
R20RAC0064X 31.8mm
R20RAC0065X 34.9mm

ギャップキャップ expander
¥4,180 希望小売価格(税込)

•　トップキャップ素材　UDカーボン
•　高さ　50mm

注文コード 適応サイズ
R20RHS0072X 1-1/8

ギャップキャップ expander Carbon
¥4,840 希望小売価格(税込)

•　トップキャップ素材　UDカーボン
•　高さ　25mm
•　重量　24g 

注文コード 適応サイズ
R20RHS118X 1-1/8
R20RHS119X 1-1/4

new



 accessorIesPro HeAdSeTS ANd SPACerS Pro SAddLe  bAGS / TrAVeL bAGS  accessorIes

viBe evo スペーサーセット
¥5,500 希望小売価格(税込)

•　VIBe eVOカーボン専用スペーサー
•　5mm、10mmスペーサー
•　ケーブル内装に対応
•　外装ケーブルにも対応するスプリットデザイン

注文コード 適応サイズ
R20RAC0229X 1-1/8
R20RAC0230X 1-1/4

viBe スペーサーセット
1-1/8  ¥3,850 希望小売価格(税込)　｜　1-1/4  ¥4,400 希望小売価格(税込)

•　トップ　5mm
•　ボトム　3/5/10/15ｍｍ

注文コード 適応サイズ
R20RYSS477X 1-1/8
R20RYSS478X 1-1/4

スペーサーセット alloy
¥1,100 希望小売価格(税込)

•　素材　アルミ
•　内容　5枚（2mm, 2mm, 5mm, 10mm, 20mm）
•　適応サイズ　1-1/8

注文コード
R207320492X

スペーサーセット Carbon
¥2,750 希望小売価格(税込)

•　素材　UDカーボン
•　内容　4枚（3mm, 5mm, 10mm, 15mm)

注文コード 適応サイズ
R20RAC0004X 1-1/8
R20RHS0082X 1-1/4

スペーサーセット 3K　Carbon
¥3,080 希望小売価格(税込)

•　素材　UDカーボン
•　内容　4枚（3mm, 5mm, 10mm, 15mm)
•　適応サイズ　1-1/8

注文コード
R207320442X

ギャップキャップ alloy
¥1,430 希望小売価格(税込)

•　素材　アルミ
•　適応サイズ　1-1/8
•　重量　15g～

注文コード カラー
R20RHS0018X ブラック
R20RHS0020X ブルー

ギャップキャップ Carbon
¥2,420 希望小売価格(税込)

•　素材　UDカーボン
•　適応サイズ　1-1/8
•　重量　16g 

注文コード
R20RHS0070X

performance ツールラップサドルバッグ
¥3,520 希望小売価格(税込)

•　サドルレールに巻き付き固定
•　軽量かつコンパクト
•　PROミニツール、ミニポンプ、CO2カートリッジ、タイヤレバーを取り付け収納可能（別売）
•　420Dナイロン素材
•　様々なサドルとの互換性
•　反射材リム
•　リアライト取付用ストラップ

注文コード
R20RBA0067X

バイクバッグ
¥24,200 希望小売価格(税込)

•　対応　ロードバイク～29‘erフルサスバイク
•　ホイール用収納スペース付
•　ショルダーストラップ付

注文コード
R20RBA0045X

サドルバック
S ¥3,630 ／ M ¥4,290 希望小売価格(税込)

L ¥4,620 ／ XL ¥5,060 希望小売価格(税込)

•　サドルレールに巻き付き固定
•　頑丈な420Dナイロン素材と強度の高いジッパー仕様
•　ベロクロ固定で様々なサドル形状に取り付け可能
•　反射材トリム
•　ミディアム、ラージ、エクストララージサイズもラインナップ

注文コード サイズ 容量
R20RBA0071X S 400ml
R20RBA0072X M 600ml
R20RBA0073X L 1L
R20RBA0074X XL 2L



 accessorIesPro MoUNTS / di2 & MAINTeNANCe  accessorIesPro bIke ProTeCTIoN / TrIATHLoN

リアフェンダー
¥1,760 希望小売価格(税込)

注文コード
R20RAC0127X

カメラブラケット
¥2,420 希望小売価格(税込)

注文コード
R20RAC0129X

di2 バッテリーホルダーシートポスト用
¥1,760 希望小売価格(税込)

•　素材　ラバー
•　重量　8g

注文コード シートポスト径
R20RAC0094X 27.2  -  28.6mm
R20RAC0095X 30.9  -  31.6mm

チェーンテンションデバイス
¥3,960 希望小売価格(税込)

•　クリックリリース適応

注文コード
R20RAC0096X

チェーンステープロテクションセット
¥1,760  希望小売価格(税込)

•　チェーンステー×1
•　シフト＆ブレーキアウター×4
•　インナーケーブル×3
•　エンドキャップ付属

注文コード
R20RAC0030X

チェーンステープロテクター
ノーマル ¥1,540 ／ ロング＆ワイド ¥1,980 希望小売価格(税込)

•　素材　ネオプレーン カーボンPUコーティング

注文コード サイズ
R20RAC0001X ノーマル
R20RAC0054X ロング＆ワイド

Carbon フレームガイドセット
¥1,650 希望小売価格(税込)

•　チェーンステー×1
•　ヘッドチューブ×2

注文コード
R207500095X



sPecs &
DImensIons

Pro sPecs & DImensIons

e



model Vibe superlight Vibe alloy Vibe carbon PLT LT LT adjust.

material AL7075 AL7075 Ud CArboN AL2014 AL6061 AL6061

angle (a) [degrees] ± 6 -10 -17 ± 8 ± 10 ± 6 ± 17 ± 35 AdjUSTAbLe

Length (B) [mm] 70 - 80 - 90 - 100 
- 110 - 120 

80 - 90 - 100 - 110 
- 120 - 130

90 - 100 - 110 
- 120 - 130

80 - 90 - 100 - 110 
- 120 - 130

50 - 60 - 70 - 80 - 90 - 
100 - 110 - 120 - 130

60 - 70 - 80 - 90 - 100 - 
110 - 120 70 - 90 90 - 110

Bar diameter (c) [mm] 31,8 31.8 31.8 31.8 31.8 31.8

steerer diameter (D) 1 1/8" - 1 1/4" 1 1/8" - 1 1/4" 1 1/8" 1 1/8" 1 1/8" 1 1/8"

stack (e) [mm] 38 36.5 40 40 40 45 40

weight (from) [grams] 92 (eXPeCTed 
weIGHT)

163 (130MM 
LeNGTH) 120 130 (100) 148 (100MM) 255

Di2 integration No YeS YeS No No No

colour bLACk bLACk bLACk bLACk bLACk bLACk

roAd STeMS

VIbe eVoroAd HANdLebArS

model Vibe superlight Vibe alloy PLT LT
material Ud CArboN (PoST) AL7075 (PLATeS) AL2014 AL7050 AL6061
offset (a) [mm] 0 - 20 0 - 20 0 - 20 0 - 20
clamp construction 2-boLT (ToP ANd boTToM PLATe) 1 boLT SIde CLAMP 1 boLT SIde CLAMP 1 boLT SIde CLAMP
Diameter [mm] 27.2 - 31.6 27.2 - 31.6 27.2 - 31.6 27.2 - 30.9 - 31.6
Length [mm] 350 350 400 400
weight (from) [grams] 176 (2.2) - 186 (31.6) 230 265 285
Di2 battery YeS, reAdY YeS, CoMPATIbLe YeS, CoMPATIbLe YeS, CoMPATIbLe
colour bLACk bLACk bLACk bLACk

side clamps PLATeS Are INdIPeNdeNT  
FroM rAIL dIMeNSIoNS No No No

roAd SeATPoSTS

model Vibe superlight Vibe aero superlight Vibe carbon
material Ud T1100 & T800 CArboN Ud T800 &M4075 HM CArboN Ud T800 CArboN
Top shape roUNd Aero roUNd
Drop shape CoMPACT CoMPACT CoMPACT / ANAToMIC
width c-c (w1) [cm] 38 - 40 - 42 38 - 40 - 42 40 - 42 - 44
Drop (D) [mm] 130 130 130
reach (r) [mm] 80 80 80
flare (f) [degrees] 0 0 0
sweep (s) [degrees] 0 0 0
width drops c-c (w2) [cm] 38 - 40 - 42 - 44 38 - 40 - 42 40 - 42 - 44
cable routing FULL INTerNAL FULL INTerNAL (dI2) FULL INTerNAL (dI2)
Diameter [mm] 31.8 31.8 31.8
weight (from) [grams] 154 230 220
colour bLACk bLACk bLACk
stem length [L] [mm] N/A N/A N/A
stem angle [degree] N/A N/A N/A
steerer diameter [c] N/A N/A N/A

model Vibe alloy Vibe aero carbon Vibe aero alloy Vibe aero alloy Pursuit
material AL6066 Ud T800 CArboN AL6066 AL6066
Top shape roUNd Aero Aero Aero
Drop shape CoMPACT / ANAToMIC CoMPACT CoMPACT CoMPACT
width c-c (w1) [cm] 40 - 42 - 44 38 - 40 - 42 38 - 40 - 42 36 - 38 - 40
Drop (D) [mm] 130 130 130 130
reach (r) [mm] 80 80 78 101 - 103 - 105
flare (f) [degrees] 0 0 6 10
sweep (s) [degrees] 0 0 0 0
width drops c-c (w2) [cm] 40 - 42 - 44 38 - 40 - 42 41 - 43 - 45 40 - 42 - 44
cable routing FULL INTerNAL (dI2) FULL INTerNAL (dI2) INTerNAL INTerNAL
Diameter [mm] 31.8 31.8 31.8 31.8
weight (from) [grams] 240 245 330 330
colour bLACk bLACk bLACk bLACk
stem length [L] [mm] N/A N/A N/A N/A
stem angle [degree] N/A N/A N/A N/A
steerer diameter [c] N/A N/A N/A N/A

model PLT carbon PLT ergo carbon PLT PLT ergo
material Ud T700 CArboN Ud T700 CArboN AL2014 AL2014
Top shape roUNd erGo roUNd TAPered erGo
Drop shape CoMPACT CoMPACT erGo CoMPACT CoMPACT
width c-c (w1) [cm] 38 - 40 - 42 - 44 36 - 38 - 40 -42 44 - 46 36 - 38 - 40 - 42 - 44 - 46 38 - 40 - 42 - 44
Drop (D) [mm] 130 120 130 140 128 128
reach (r) [mm] 80 68 73 78 75 75
flare (f) [degrees] 0 4 0 0
sweep (s) [degrees] 0 0 0 0
width drops c-c (w2) [cm] 38 - 40 - 42 - 44 38 - 40 42 - 44 46 - 48 36 - 38 - 40 - 42 - 44 - 46 38 - 40 - 42 - 44
cable routing eXTerNAL eXTerNAL eXTerNAL eXTerNAL
Diameter [mm] 31.8 31.8 31.8 31.8
weight (from) [grams] 220 195 255 275
colour bLACk bLACk bLACk bLACk

model LT LT ergo LT Gravel
material AL 6061 AL 6061 AL 6061
Top shape roUNd TAPered erGo roUNd TAPered
Drop shape CoMPACT CoMPACT CoMPACT
width c-c (w1) [cm] 38 - 40 - 42 - 44 40 - 42 - 44 40 - 42 - 44 - 46
Drop (D) [mm] 125 125 110
reach (r) [mm] 70 70 65
flare (f) [degrees] 0 0 10
sweep (s) [degrees] 0 0 0
width drops c-c (w2) [cm] 38 - 40 - 42 - 44 40 - 42 - 44 44 -46 - 48 - 50
cable routing eXTerNAL eXTerNAL eXTerNAL
Diameter [mm] 31.8 31.8 31.8
weight (from) [grams] 280 280 310
colour bLACk bLACk bLACk

 sPecs & DImensIons sPecs & DImensIons Pro roAd STeMS ANd SeATPoSTSroAd HANdLebArS
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model Vibe evo carbon
material Ud CArboN
Top shape Aero
Drop shape CoMPACT
width c-c (w1) [cm] 38 - 40 - 42
Drop (D) [mm] 132
reach (r) [mm] 80
flare (f) [degrees] 5
sweep (s) [degrees] 0
width drops c-c (w2) [cm] 40.5 - 42.5 - 44.5
cable routing INTerNAL
Diameter [mm] N/A
weight (from) [grams] 400
colour bLACk
stem length [L] [mm] 105 - 115 - 125

stem angle [degree] 7,5 - 8,5 - 9,3

steerer diameter [c] 1 1/8'' - 1 1/4'' (w/o SHIM)



model THarsIs 3fIVe cnc THarsIs 3fIVe Dm THarsIs sL aLLoY koryak koryak e-performance

material AL7075 AL7075 AL7075 AL7075 AL6061

angle (a) [degrees] 0 0 ± 9 ± 6 0

Length (B) [mm] 35 - 45 - 45 45/50 60 - 70 - 80 - 90 - 100 70-110MM 35 - 45 - 55

Bar diameter (c) [mm] 35 35 35 31.8 35

steerer diameter (D) 1 1/8" 1 1/8" 1 1/8" 1 1/8" 1 1/8"

stack (e) [mm] 40 40 40 41 45

weight [grams] 150 125 150 137 160

Di2 integration No No No YeS No

colour bLACk bLACk bLACk bLACk bLACk

model LT LT 35 Degree LT 0 Degree LT adjustable
material AL6061 AL6061 AL6061
angle (a) [degrees] ± 6 ± 17 ± 35 0 AdjUSTAbLe

Length (B) [mm] 60 - 70 - 80 - 90 
- 100 - 110 - 120 70 - 90 40 - 50 - 60 90 - 110

Bar diameter (c) [mm] 31.8 31.8 31.8
steerer diameter (D) 1 1/8" 1 1/8" 1 1/8"
stack (e) [mm] 40 45 40 40
weight [grams] 148 (100MM) 132 255
Di2 integration No No No
colour bLACk bLACk bLACk

MTb STeMS

model Tharsis Xc koryak LT

material Ud CArboN AL7050 AL6061

offset (a) [mm] 0 - 20 0 - 20 0 - 20

clamp construction 1 boLT SIde CLAMP 1 boLT SIde CLAMP 1 boLT SIde CLAMP

Diameter [mm] 27.2 - 30.9 - 31.6 27.2 - 30.9 - 31.6 27.2 - 30.9 - 31.6

Length [mm] 400 400 400

weight (from) [grams] 199 246 285

Di2 battery YeS, reAdY YeS, CoMPATIbLe YeS, CoMPATIbLe

colour bLACk bLACk bLACk

side clamps CArboN rAIL CLAMP INCL. No No

MTb SeATPoSTS

model Tharsis 3five flat Tharsis 3five 
flat Top

Tharsis 3five  
carbon mini rise

Tharsis 3five  
carbon rise

Tharsis 3five  
carbon High rise

material Ud CArboN T800 Ud CArboN T800 Ud CArboN Ud CArboN Ud CArboN

width (a) [mm] 720 740 780 800 800

rise (B) [mm] 0 5 10 20 30

Backsweep (c) [degrees ] 9 9 9 9 9

upsweep (D) [degrees ] 0 0 4 4 4

stack (s) [mm] 0 5 29 39 49

reach (r) [mm] -37 -39 -42 -45 -48

Diameter [mm] 35 35 35 35 35

weight [grams] 130 135 195 198 210

Di2 integration No No No No No

colour bLACk bLACk bLACk bLACk bLACk

model Tharsis 3five alloy koryak flat koryak Lowrise koryak riser koryak flat top carbon koryak riser carbon

material AL7050 AL2014 AL2014 AL2014 CArboN + GLASS FIber CArboN + GLASS FIber

width (a) [mm] 800 720 760 800 740 800

rise (B) [mm] 20 0 8 20 5 20

Backsweep (c) [degrees ] 9 9 9 9 9 9

upsweep (D) [degrees ] 4 N/A 4 4 N/A 4

stack (s) [mm] 39 0 26 39 5 39

reach (r) [mm] -45 -37 -41 -45 -39 -45

Diameter [mm] 35 31.8 31.8 31.8 31.8 31.8

weight [grams] 250 225 222 274 169 189

Di2 integration No No No No No No

colour bLACk bLACk bLACk bLACk bLACk bLACk

model LT flat LT low rise LT high rise LT low rise 20 LT high rise 40

material AL6061 AL6061 AL6061 AL2014 AL2014

width (a) [mm] 720 720 740 800 800

rise (B) [mm] 0 20 40 20 40

Backsweep (c) [degrees ] 9 9 9 9 9

upsweep (D) [degrees ] 0 4 5 5 5

stack (s) [mm] 0 37 61 44 64

reach (r) [mm] -37 -34 -38 -44 -45

Diameter [mm] 31.8 31.8 31.8 31.8 31.8

weight [grams] 280 330 340 346 346

Di2 integration No No No No No

colour bLACk bLACk bLACk bLACk bLACk

 sPecs & DImensIons sPecs & DImensIons MTb STeMS ANd SeATPoSTSMTb HANdLebArS
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model koryak e-Performance koryak e-performance alloy koryak e-performance carbon

material Ud Carbon AL7050 Carbon

width [mm] 800 800 800

rise [mm] 20 20 20

Backsweep [degrees] 11 11 11

upsweep [degrees] 4 4 4

reach [mm] -49 -54 -54

stack [mm] 50 40 40

cable routing Steps/di2 only* Steps/di2 only* Steps/di2 only*

Diameter [mm] / 35 35

weight (from) [grams] 550 285 245

colour black black black

stem lenght [mm] 65

stem angle [degree] 0

MTb HANdLebArS

* = no brake cables



Pro droPPerPoSTS Pro dISCoVer

 sPecs & DImensIonsdroPPer PoSTS

model Discover koryak 120 koryak 150 koryak 170

material  
lower tube: 
upper shaft: 
bolts:

"AL6061 
AL6061 
STAINLeSS STeeL"

"AL6061 
AL2024 
STAINLeSS STeeL"

"AL6061 
AL2024 
STAINLeSS STeeL"

"AL6061 
AL2024 
STAINLeSS STeeL"

offset (a) [mm] 0 0 0 0
Travel (B) [mm] 70 120 150 170
Diameter [mm] 27.2 30.9 - 31.6 30.9 - 31.6 - 34.9 30.9 - 31.6 - 34.9
cable routing INTerNAL INTerNAL INTerNAL INTerNAL 
weight (a) [grams] 417 Tbd Tbd Tbd
colour bLACk bLACk bLACk bLACk
Lever type droP bAr TYPe N/A N/A N/A
other dimensions [mm]* 
a > D Total lenght 350 412 472 512
a > B minimum insert 120 110 110 110
a > c Lower tube length 249 236 266 286
c > D saddle height at max. insertion 134.5 176 206 226
B > D saddle height at min. insertion 236.5 302 362 402

model Tharsis 100 Tharsis 160 Tharsis 200 Tharsis 34.9 LT 150 LT 150

material  
lower tube: 
upper shaft: 
bolts:

"AL6061 
AL7050 
TITANIUM"

"AL6066 
AL7050 
TITANIUM"

"AL7075 
AL7050 
TITANIUM"

"AL7075 
AL7050 
TITANIUM"

"AL6061 
AL6066 
STAINLeSS 
STeeL"

"AL6061 
AL6066 
STAINLeSS 
STeeL"

offset (a) [mm] 0 0 0 0 0 0
Travel (B) [mm] 100 160 200 160/200 150 150
Diameter [mm] 27.2 30.9 - 31.6 30.9 - 31.6 34.9 30.9 - 31.6 30.9 - 31.6
cable routing INTerNAL INTerNAL INTerNAL INTerNAL INTerNAL eXTerNAL
weight (a) [grams] 417 485 545 485 / 545 635 660
colour bLACk bLACk bLACk bLACk bLACk bLACk
Lever type N/A N/A N/A N/A N/A N/A
other dimensions [mm]*
a > D Total lenght 400 465 545 465 / 545 470 459
a > B minimum insert 113 110 150 110 / 150 120 160
a > c Lower tube length 257 235 275 235 / 275 238 249
c > D saddle height at max. insert. 143 206 246 206 / 246 205 210
B > D saddle height at min. insert. 287 331 371 331 / 371 318 299

model Discover carbon Discover alloy Discover medium flare Discover alloy 30
material Ud CArboN AL6066 AL6066 AL6066
Top shape erGo erGo erGo oVerSIzed
Drop shape CoMPACT CoMPACT CoMPACT CoMPACT
width c-c (w1) [cm] 40 - 42 - 44 40 - 42 - 44 40 - 42 - 44 42 - 44 - 46 - 48
Drop (D) [mm] 105 105 115 90
reach (r) [mm] 75 75 65 65
flare (f) [degrees] 20 20 12 30
sweep (s) [degrees] 5 0 0 5
width drops c-c (w2) [cm] 50 - 52 - 54 50 - 52 - 54 45 - 47 - 49 56 - 58 - 60 - 62
cable routing FULL INTerNAL SeMI INTerNAL SeMI INTerNAL SeMI INTerNAL
Diameter [mm] 31.8 31.8 31.8 31.8
weight (from) [grams] 205 270 255 275
colour bLACk bLACk bLACk bLACk

model Discover 400 Discover 320
material Ud CArboN, dYNeeMA Ud CArboN, dYNeeMA
offset (a) [mm] 20 20
clamp construction 1 boLT SIde CLAMP 1 boLT SIde CLAMP
Diameter [mm] 27.2 - 31.6 27.2 - 30.9 - 31.6
Length [mm] 400 320
weight (from) [grams] 205 190
Di2 battery YeS, reAdY YeS, reAdY
colour bLACk / dYNeeMA bLACk / dYNeeMA
side clamps CArboN rAIL CLAMP INCL CArboN rAIL CLAMP INCL

A

 sPecs & DImensIonsdISCoVer

HANdLebArS

SeATPoST

STeM
model Discover
material AL7075
angle (a) [degrees] ± 6
Length (B) [mm] 70 - 80 - 90 - 100 - 110
Bar diameter (c) [mm] 31.8
steerer diameter (D) 1 1/8"
stack (e) [mm] 41
weight [grams] 145
Di2 integration YeS
colour bLACk

E

*FINd THe beST FITTING droPPer SeATPoST bY USING THe oNLINe Pro dSP SeLeCTor TooL   

*FINd THe beST FITTING droPPer SeATPoST bY USING THe oNLINe Pro dSP SeLeCTor TooL   

LT Ext 150mm LT Int 150mm Koryak150mm Tharsis 100mm Tharsis 160mm Tharsis 200mm Discover 70mm

D

C

B

A



Pro GrAVeL bAGS 

Pro TrAVeL bAGS 

 sPecs & DImensIonsbAGS  sPecs & DImensIonsbAGS

model Team Top Tube Bag Team frame Bag Large Team seatpost Bag Discover Top Tube Bag
material PoLYeSTer/NYLoN PoLYeSTer/NYLoN PoLYeSTer/NYLoN PoLYeSTer/NYLoN
colour bLACk bLACk bLACk GreY
Volume 0,75L 5,5L 10L 0,75L
weight 83Gr 135Gr 200Gr 100Gr
Dimensions  (L*B*H) 190*55*90MM 450*65*150MM 400*55*150MM 190*55*85MM

model Bike Travel case Bike Bag wheel Bag 29''
material T600d PVC 420d PU 210d NYLoN w/PVC CoATING
colour bLACk - bLUe bLACk bLACk
Volume N/A N/A N/A
weight APProX. 9k N/A N/A
Dimensions  (L*B*H) 1305*210*830MM 1350*235*880MM 820*820*135MM

model Discover 
frame Bag Large

Discover 
Handlebar Bag small

Discover
seatpost Bag

Discover  
frame Bag small

material PoLYeSTer/NYLoN PoLYeSTer/NYLoN PoLYeSTer/NYLoN PoLYeSTer/NYLoN
colour GreY GreY GreY GreY
Volume 5,5L 2,5L 8L 3L
weight 220Gr 215Gr 360Gr 140Gr
Dimensions  (L*B*H) 450*75*150MM 230*70*160MM 275-640MM wIdTH 310*65*140MM

model Discover Bottle Bag Discover Phone wallet Discover saddle Bag

material PoLYeSTer/NYLoN PoLYeSTer/NYLoN PoLYeSTer/NYLoN
colour GreY GreY GreY
Volume 0,75L N/A 1L
weight N/A 59Gr 90Gr
Dimensions  (L*B*H) N/A 165*20*100MM 165*60*65MM

HANDLEBAR BAG (LARGE)

TEAM FRAME BAG (LARGE) FRAME BAG (LARGE)

TEAM TOP TUBE BAG TOP TUBE BAG   FOOD POUCH

SEATPOST BAG

SADDLEBAG

FRAME BAG (SMALL)

PHONE WALLETTEAM SEATPOST BAG

TEAM HANDLEBAR BAG (SMALL)



スポーツ車の取扱いについてのお願い
スポーツ車を安全に快適に乗っていただくためには、自転車の正しい整備が欠かせません。 
それには多くの場合、整備の専門知識が必要です。消費者の皆様におかれましては、必ず、スポーツ車専門ショップに
ご相談いただき、より安全により快適にライディングを楽しんでいただきたいと願っております。 
このたび、独立法人「国民生活センター」より、自転車業界に対しての要望があり、その要約を掲載させていただきました。 
是非ご一読下さいますようお願いいたします。

国民生活センターより消費者へのアドバイス

（1）スポーツ車の取り扱いには注意が必要です

スポーツ車では、調整が不完全なまま使用したり転倒させると部品が破損

し、走行に支障をきたす場合があります。

前ホークは正しい手順で固定し、 

定期的にガタつきや緩みがないことを確認しましょう

ハンドルステムと前ホークを誤った手順で固定すると軸受け部にガタつ

きが生じることがあり、非常に危険です。

また、ハンドルステムを固定するボルトの締め付けが弱いとハンドル操

作が効かなくなる場合があるので、乗車する前には、前車輪を両足で挟

み、ハンドルを持って左右に動かしたり、前ブレーキを握ったまま前後

に動かしたりして固定に問題がないことを確認しましょう。

サドルは正しく固定し、定期的に緩みがないことを確認しましょう

サドルを固定するボルトの締め付けが不十分な状態で使用し続けると、

走行中にサドルの固定が緩み、転倒する危険があります。定期的に確認

しましょう。

ディレーラハンガーの曲がりに注意しましょう

転倒などによってディレーラハンガーが曲がった状態のままリヤディ

レーラをローギヤ側へ変速操作すると、リヤディレーラの内側と後車輪

のスポークが接触したり、リヤディレーラが後車輪に巻き込まれること

があります。

走行をする前には低速走行をして一通りの変速操作を試して、リヤディ

レーラが後車輪に接触しないか確認をしましょう。

クイックレリーズハブは正しく固定し、 

乗車前には緩みがないことを確認しましょう

前ホークには、正常に固定された前車輪がカムレバーを解放しただけでは

直ちに脱落しないよう爪が設けられています。しかし、正しく固定しない

で走行すると、やがて外れて車輪が脱落するおそれがあるので、乗車前に

はタイヤの上部を数回下に強くたたいて車輪が緩んだり外れたりしないこ

とを確認しましょう。

（2）目的に合った自転車を選択しましょう

スポーツ車は軽量化に重点を置いて設計されており、取り扱いに注意が必

要であるほか、調整やメンテナンスにはより専門的な知識を必要とします。

自身の使用目的やこれまでの乗車経験をよく考えて無理のない自転車を選

択しましょう。

（3）スポーツ車に乗る場合は、まず安全な場所で
練習しましょう。また、安全装備の着用と、
定期的な点検整備を心がけましょう

スポーツ車に乗車したことがない方は、いきなり乗りこなすのは困難です

ので、まず安全な場所で練習しましょう。

また、自転車の安全で適正な利用のためには、各部が正常に動作したり必

要な性能を満たすように整備する必要があります。自転車を利用するごと

に行う日常的な点検整備のほかに、１年に一度を目安に販売店などで定

期的な点検整備を行いましょう。

詳しくは、「国民生活センター」ホームページをご覧下さい。

http://www.kokusen.go.jp/news/news.html

国民生活センターより業界への要望

スポーツ車の販売時には、その特性を消費者に
十分に説明することを要望します。

PIO-NET（注）には、購入したスポーツ車の特性や取り扱い上の注意を理

解せず使用したとみられる事例が多数あります。スポーツ車を販売する際

には、購入者の使用目的や経験をよく聞き取り、知識を見定めた上で、商

品の特性や使用上の注意を説明し、理解してもらった上で販売することを

要望します。

PIO-NET によると、近年、スポーツ車の危害・危険に関する相談は、自転

車全体の危害・危険に関する相談の 2割程度で推移しており、今後スポー

ツ車の普及が進むことで、さらに相談が増加することが懸念されます。

一般的に、スポーツ車は高価なものになるほど軽量化に重点を置いて造ら

れているため、条件によっては取り扱い中に横倒しにしただけでも重要部

品が変形することがあり、そのまま気付かずに乗車すると部品が破損し転

倒事故に発展することもあります。このほか、スポーツ車特有の構造や点検・

調整方法を熟知せず調整が不完全のまま使用していると、やがて走行中に

車体の構成部品が破損して転倒事故に発展することもあります。

そこで、取扱方法に起因した事故の発生を未然に防ぐために、スポーツ車

を取り扱う上で注意するべき点について調査し、消費者に情報提供するこ

ととしました。

（注）PIO-NET（パイオネット：全国消費生活情報ネットワーク・システム）とは、国
民生活センターと全国の消費生活センター等をオンラインネットワークで結び、
消費生活に関する相談情報を蓄積しているデータベースのことです。

販売店様へのお願い

シマノでは、販売店様向けにさまざまな製品の組み立てやメンテナンスに必要な情報を DM（ディーラーズマニュアル）と
してまとめ、専用 Web サイトで順次情報発信しています。
当社製品の性能を永く維持していただくためにも、ぜひご活用下さるようお願いいたします。

http://si.shimano.com/

B-00000000

BICYCLE
ASSOCIATION(JAPAN)

APPROVED

シマノは業界の定めた安全基準に適合した自転車に貼られるSBAAマーク、

BAAマーク（自転車協会認証）制度に積極的に参加します。

スポーツ BAA マークとは？
SBAA マークは「スポーツ用自転車安全基準」に適合している自転車に貼付される

安全・安心なスポーツ用自転車の証としての役割を果たしてきました。

しかし、近年は国際規格 ISO4210 にて品質面の安全性の確認が行えるようになったこともあり、

「スポーツ用自転車安全基準」は、2018 年 3 月末をもちまして終了し、

スポーツ用自転車に携わる全ての方々を対象に、従来の「品質マーク」から

“スポーツ用自転車が持つ楽しさ・素晴らしさ・健康性を利用者へ的確にお伝えすることで、

サイクリング文化の振興を図る”

という当会の理念や活動指針に賛同いただける方を認定させていただく

「認定マーク」として生まれ変わりました。

BAA マークとは？
（社）自転車協会は、安全・安心なものづくりを最大の使命として、

利用者の皆様の安全を第一に考え、自転車業界の自主基準である

「自転車安全基準」を制定しました（平成 16 年 9 月から開始）。

自転車協会では、更に環境負荷物質使用削減を「自転車安全基準」に取入れ、

環境に配慮した製品を目指しています。

そして、その自転車安全基準に適合した自転車に貼付されるのが、

BAA（BICYCLE ASSOCIATION(JAPAN) APPROVED）マーク

「社団法人自転車協会認証」です。

自転車安全利用五則（平成 19 年 7 月 10 日　警察庁交通対策本部決定より）

1. 自転車は、車道が原則、

歩道は例外道路交通法上、自転車は軽車両と位置づけられています。

したがって、歩道と車道の区別のあるところは車道通行が原則です。また、自転車道があるところでは、

道路工事などやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければなりません。

2. 車道は左側を通行

自転車は車道の左側に寄って通行しなければなりません。右側通行は禁止されています。

3. 歩道は歩行者優先で、自転車は車道寄りを徐行

自転車が歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければなりません。

歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止、又は自転車から降りて押して歩きましょう。

4. 安全ルールを守る

飲酒運転は禁止：自転車も飲酒運転は禁止二人乗りは禁止：二人乗りをしてはいけません並進は禁止：「並進可」標識のある場所以外では、

並進禁止信号を守る：信号を必ず守る交差点での一時停止と安全確認：一時停止の標識を守り狭い道から広い道に出るときは徐行

5. 子どもはヘルメットを着用　児童・幼児の保護責任者は、児童・幼児を自転車に乗車させるときは、

乗車用ヘルメットをかぶせるようにしましょう。

* 平成 21 年 7 月 1 日改正道路交通法より

傘を差しながら、携帯電話を使用しながらの運転をしない。

自転車の安全な走行のために、『自転車安全利用五則』を守りましょう。




