
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。



フットウェア-ミッドソールテクノロジー

フィット感の理由_ミッドソールテクノロジー
ミッドソールとアッパーとの一体感のあるデザインによって、ライダーの足によりダイレクト感が生まれます。 
スタックハイトを最小限に抑えることでフィット感を向上し、ペダリング中も足がしっかりと固定されます。 
パワーロスも軽減され、快適にライドを楽しめます。

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

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されます。
より安定したペダルストロークと効率的なペダリングを
実現するために、ロードシューズと同じシームレスミッド
ソール構造をXC MTBシューズにも取り入れました。

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ミッド
ソール

XC901 5.9 X
XC701 5.9 X
XC501 5.9 X
XC300 5.9 X
XC100 5.9 X

ロード
シマノのエンジニアと研究者チームによる調査の結果、 
スタックハイト (ソールとペダル軸の距離) を低くすることで
ペダルストロークが安定し、パワー伝達効率が向上される 
ことがわかりました。この傾向は、ダウンストロークで 
ペダルにかける負荷を高くすると特に顕著に現れました。

ロースタックハイトがもたらすパフォーマンスベネフィット
をより多くのライダーに体験してもらいたいと考え、 
S-PHYRE RC9のシームレスミッドソール構造をRC5 
およびRC3ロードシューズ、さらにはTR5トライアスロン 
シューズにも取り入れました。 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

RC902 4.9 360°
RC901T 4.7 X
RC701 8.8
RC500 6.5 X
RC300 6.5 X
RC100 10.0
RP400 10.0
RP301 10.0
RP100 8.8
TR901 6.6
TR501 6.5 X
TR500 8.3

1.  フィットを調整する

2. ミッドソールを持ち上げる

3. 3.

2.2. 2. 2.

1. 1.3.  ミッドソールと足の密着度
が保持される

ラスティングボード
インソール

スタックハイト
が低い

従来の構造

スタックハイトを低くすることでペダルストロークを安定させ、 
ペダリング効率を最大限に引き上げます。

新しいS-PHYRE RC9

トリックはない。ギミックなどない、科学的根拠に基づいたデザイン。
重要なのは、快適性を確保すること。シューズの性能と機能性は、そのフィット感と履き心地に左右されます。S-PHYRE RC9は、従来のフィット感の概念を 
覆し、新たな次元に引き上げます。新しい360°サラウンドラップ構造のアッパー、適材適所の特性を考慮した構造、ねじれを防止するスタビライザー、改良された
ダイナラストプロファイルを採用しています。画期的なフィットにより、パワーロスを抑えてパワー伝達を最大限に引き上げ、今までにない優れた着用感と機能性
を発揮するプログレードのパフォーマンスを実現しています。

フットウェア-RC9

360°サラウンドラップアッパー
エンジニアードフィットの進化

新たに考案された360°サラウンドラップ構造のアッパーは、アッパーから
アウトソールまで一体設計し、卓越したサポート感を生み出します。

この画期的な構造の開発には材質、技術の数多くのハードルがありました。
それらを乗り越え、軽量化とこれまでにない比類なき安定性やパフォーマンス
を両立させました。

適材適所の特性
剛性と柔軟性の両立

強化メッシュとマイクロファイバーレザーをアッパー
に使用し、それぞれの素材の特性を活かした配置
とレイヤリングを工夫することでフィット感、柔軟
性、剛性、通気性を最大限に高めています。

完成したシューズには、これまで培ってきた知識
とサイエンスの両方が反映されています。

アンチツイストスタビライザー
加速性能

アンチツイストスタビライザーは、爆発的な加速時
に生じるねじれを防止するように設計されています。

ペダリング中の足の動きの研究結果と、ペダリング
モニターシステムによる分析結果をもとに、 
シューズの構造を再設計し、よりアグレッシブな
加速時のサポート力を高めています。

改良されたダイナラストプロファイル
卓越したフィット感

完成度の高いサイクリングシューズを生み出す 
ためには、わずかな角度や数ミリの違いが最終 
結果を大きく左右します。

前足部のフィット感を改善するために、サイクリスト
からのフィードバックをもとにシューラストをアップ
デートしました。

強化マイクロファイバー
レザー パワーゾーンシューレース

ガイド

アンチツイスト 
スタビライザー

強化メッシュ360°サラウンド
ラップアッパー

ロープロファイルのシルエット
デザインを刷新した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
微調整が可能。

究極の剛性
ダイナラスト カーボンファイバー
ソール (剛性レベル12)。

新しいダイナラスト
プロファイル

改良されたプロファイル

RC9
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マイクロファイバー
シンセティックレザー

  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
アジャスト

マイクロファイバー
シンセティックレザー

  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
アジャスト

フットウェア- S-PHYREのフィッティング哲学

S-PHYREの優れたフィット感と性能を 
すべてのサイクリストに。
プロフェッショナルレベルのRC9シリーズに採用されているシームレスミッド 
ソール構造、サラウンドラップアッパー、シマノダイナラストのフィットテクノロジー
は、他のRCシリーズにも展開されています。

このような技術展開を通じて、S-PHYREと同じ優れたフィット感と性能をより多く
のライダーに提供することが可能になります。プロフェッショナルサイクリストの
ために開発された最新テクノロジーを日々のサイクリングに活用できる、それが
シマノのアドバンテージです。

シームレスミッドソール構造
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。スタックハイトを低くすることでペダル
ストロークを安定させ、ペダリング効率を最大限に引き上げます。

このテクノロジーを他のRCシューズやXCシューズにも採用し、ライディングスタイル
を問わず、あらゆるレベルのサイクリストに同様のパフォーマンスを提供します。

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、素材の無駄な 
オーバーラップを解消し、シューズと足の間にできるギャップを減らし、グローブ
のようにぴったりとしたフィット感を実現します。

ワンピース構造のアッパーと調整可能なクロージャーシステムを組み合わた 
デザインにより、ライダーの足の形状や特徴に合わせてより快適にフィットさせる
ことができます。

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し、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。スタンダード、ワイド、ウイメンズの3種類の 
サイズ展開によりほとんどのライダーのニーズに応えることが 
できます。足幅の広いライダーは、これまでのように1サイズ上の 
シューズを選ぶ必要がなく、ワイドラストから自分に合ったサイズ 
を見つけることができます。ウイメンズラストは、幅の狭い足に合う
ように自然で快適なフィット感を生み出します。

シマノのR&Dエキスパート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構築されたシマノダイナラストによって、
長時間のライドでのエネルギーロスを抑え、ゴールラインへ向けて
ラストスパートをかけられるパワーを残すこと可能です。

XC9
S-PHYREレベルのフィット感と機能

*従来のアッパー

RC9

RC7* XC7*

RC5 XC5*

RC3 XC3

RC1* XC1MTBロード
1. フィットを調整する

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

2. ミッドソールを持ち上げる

3. 3.

2. 2.2.2.

1. 1.

3.  ミッドソールと足の密着度
が保持される

A
B

C

+5% -3%
+6% -5%

+6% -5%

ラスト A B C 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た 
スムーズな曲線を描くシュ
ーラストです。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。シューズとのギャップ
が少なくなることで、より
長く、速く、快適にライドを
楽しめます。

シマノ  
ダイナラスト

0% 0% 0% S RC902、RC901、RC901T、RC701、RC500、 
RC300、RC100、RP400、RP301、RP100、 
TR901、TR501、TR500、XC901、XC701、
XC501、XC300、XC100、RX800

ダイナラスト 
ワイド

+5% +6% +6% E RC902、RC901、RC901T、RC701、RC500、 
RC300、RP400、RP301、XC901、XC701、 
XC501、XC300、RX800

ダイナラスト 
ウイメンズ

-3% -5% -5% W RC300 ウイメンズ、IC500 ウイメンズ

ロード

RC9T  
￥42,000 希望小売価格（税別）
S-PHYREトラックレーシングシューズ。

特徴
 · 強化したアッパーとクロージャーが足の動きを最小限に抑え、 
よりパワー伝達の優れたコントロール性を提供。
 · しなやかでありながら耐久性に優れ、剛性の高いアッパー。
 · パワーブーストシューレースガイド付き薄型BOA® L6ダイヤル。
 · スプリンター、T.T.、クリテリウムスペシャリストに対応。
サイズ
 · 36-48
 · ハーフサイズ 39-43
 · ワイドタイプあり
重量
 · 249 g (サイズ42)

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

ブラック
SH-RC902

ブルー
SH-RC901T

最適なペダル
PD-R9100

最適なペダル
PD-R9100

ホワイト
SH-RC902

ブルー
SH-RC902
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>>> https://bike.shimano.com/ja-JP/apparel-accessories/footwear.html

NEW

RC9  
￥42,000 希望小売価格（税別）
抜群のフィット感と最適なパワー伝達を追求した 
ロードコンペティションシューズのフラッグシップモデル。

特徴
 · 360º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。急加速を 
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維持します。
 · 科学的に最適化されたアッパー素材を適材適所に採用することで、 
フィット感とペダリングパフォーマンスを追求。
 · 2つの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。
 · 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。
 · 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
 · ワイドタイプあり
重量
 · 240 g (サイズ42)



シンセティックレザー
  ヒール
スタビライザー

  カーボン
ソール

  ワイドクリート
アジャスト

シンセティックレザー
  ワイドクリート

アジャスト

シンセティックレザー
  カーボン

ソール
  ワイドクリート

アジャスト

マイクロファイバー
シンセティックレザー

  クイック
ストラップ

  外付け
ヒールカップ

  エアイン
テーク

カーボン
ソール

シンセティックレザー
  オフセット
ストラップ

  ワイドクリート
アジャスト

   

シンセティックレザー
  クイック
ストラップ

  ワイドクリート
アジャスト

  

ブラック
SH-RC300

RC7
￥25,000 希望小売価格（税別）
快適性とペダリング性能を追求したコンペティションシューズ。

特徴
 · 高剛性、軽量カーボンコンポジットソール。
 · ブレーキングロスを軽減するシマノダイナラスト。
 · 最高のフィットを追求した、穿孔換気機能付きの柔軟な高密度合成 
レザー。
 · 独立したデュアル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。
サイズ
 · 38-48
 · ハーフサイズ 39-43
 · ワイドタイプあり
重量
 · 245 g (サイズ42)

RC5
￥18,500 希望小売価格（税別）
ハイエンドのテクノロジーを継承した高性能ロードシューズ。

特徴
 · サラウンドラップ構造はオーバーラップを減らし、 
包み込むようなフィット感を提供。
 · 低いスタックハイトのミッドソールは、安定感と 
パワー伝達効率を最大化。
 · ソールとアッパーの一体構造によってダイレクト感、安定性を 
高次元で両立。高剛性と軽量化を実現するために先端技術を投入した 
高性能ロードシューズ。
 · メッシュ/ TPU /シンセティックレザーのコンポジットアッパーは、 
快適なフィット感とより良い通気性を提供。
 · 軽量カーボンファイバーがナイロンソールを補強し、パワー伝達が 
向上。

サイズ
 · 36-48
重量
 · 250 g (サイズ42)

NEW

RC3
￥14,000 希望小売価格（税別）
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)

レッド
SH-RC701

ホワイト
SH-RC500

最適なペダル
PD-R8000

最適なペダル
PD-R7000

ホワイト
SH-RC701

ブラック
SH-RC500

ブラック
SH-RC701

6
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最適なペダル
PD-RS500

ホワイト
SH-RC300

8 トライアスロン

TR9
￥27,500 希望小売価格（税別）
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)

最適なペダル
PD-R9100

10

ブラック
SH-RC100

NEW

RC1
￥10,000 希望小売価格（税別）
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)

6

最適なペダル
PD-RS500

イエロー
SH-RC100

ネイビー
SH-RC100

ブルー
SH-TR901

6NEW

TR5
￥18,000 希望小売価格（税別）
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を履けるように掴みやすいアシメトリー 
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)

ホワイト
SH-TR501

最適なペダル
PD-R7000



シンセティックレザー
  ヒール
スタビライザー

  カーボン
ソール

  ハーダーコンタクト
ブロック

強化型
スパイクマウント

マイクロファイバー
シンセティックレザー

  外付け
ヒールカップ

  カーボン
ソール

  カーボン
プレート

ハーダーコンタクト
ブロック

  強化型
スパイクマウント

シンセティックレザー
    

シンセティックレザー
  オフセット
ストラップ

  

シンセティックレザー
  ヒール
スタビライザー

  カーボン
ソール

シンセティックレザー

XC7
￥25,000 希望小売価格（税別）
快適性とパフォーマンスを追求したオフロードレーシングシューズ。

特徴
 · カーボンファイバー＆強化ナイロンソール＆プレート＋ 
ミシュランラバーソール。
 · フィット感を追求したしなやかなシンセティックレザーが通気性を確保。
 · 独立したデュアル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。
 · 限定のミシュランハイトラクション、泥除け機能付きトレッドパターン 
アウトソール。
 · 高密度デュアルラバーコンパウンドが走行時におけるグリップ力、 
柔軟性の絶妙なバランスを実現する。
 · 過酷な条件に適した強化スパイクマウント。
サイズ
 · 38-48
 · ワイドタイプのみ
重量
 · 326 g (サイズ42)

9

ブラック
SH-XC701

レッド
SH-XC701

クロスカントリー

XC9  
￥42,000 希望小売価格（税別）
抜群のフィット感と最適なパワー伝達を追求した 
オフロードコンペティションシューズのフラッグシップモデル。

特徴
 · 妥協を許さないクロスカントリーMTB/シクロクロスレーシングシューズ。
 · 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。
 · 一体構造のサラウンドアッパーとナローボトム、丸みのあるかかと部分 
とスリムなトゥボックスを組み合わせることで、グローブのような 
フィット感を実現。
 · 独立したデュアルBOA® IP1ダイヤルによって素早く正確な微調整が
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。
 · シマノ独自のMICHELINアウトソールは重量を最大限に抑え、しかも 
抜群のトラクションを発揮します。

サイズ
 · 36-48
 · ハーフサイズ 39-43
重量
 · 330 g (サイズ42)

11

ブラック
SH-XC901

最適なペダル
PD-M9100

最適なペダル
PD-M8100

5NEW

XC3
￥15,000 希望小売価格（税別）
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
 · 36-48
重量
 · 332 g (サイズ42)

ブラック
SH-XC300

最適なペダル
PD-ME700, PD-M520

5NEW

XC1
￥11,000 希望小売価格（税別）
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
 · 38-50
重量
 · 334 g (サイズ42)

ブラック
SH-XC100

レッド
SH-XC100

最適なペダル
PD-ME700, PD-M520

グラベル / アドベンチャー

10RX8
￥27,500 希望小売価格（税別）
軽量グラベルレーシングシューズ。

特徴
 · 高剛性・軽量カーボンコンポジットソール。
 · SPDペダルとのシステム設計により、ペダリング効率と安定性を追求。
 · 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。
 · サラウンドアッパーパターンはしっかりとしたホールド感を提供しながら、
一日中快適な履き心地をキープ。
 · デュアルマイクロ調整機能付きBOA® IP1。
サイズ
 · 38-48
重量
 · 265 g (サイズ42)

ブラック
SH-RX800

最適なペダル
PD-M9100

シルバー
SH-RX800

2

ネイビー
SH-CT500

ブラック
SH-CT500

グレー
SH-CT500

CT5
￥12,000 希望小売価格（税別）
街中ではスニーカー感覚で、自転車に乗ったらサイクリングシューズとして 
活躍する、唯一無二の多用途シューズ。

特徴
 · カジュアルなスニーカースタイルのデザインで、毎日のサイクリングを
スタイリッシュにする。
 · 内蔵されたシャンクプレートが、ぺダリング時にパワーを伝達。
 · 衝撃を吸収するEVA素材のミッドソールが歩行時も快適さをキープ。
 · クリートの取り付けが簡単。
 · SPDとシマノクリッカーペダルシステムに最適。
サイズ
 · 36-48
重量
 · 332 g (サイズ42)

シティツーリング

最適なペダル
PD-ED500, PD-T421



シンセティックレザー

シンセティックレザー
  スピード

レーシング

シンセティックレザー

マウンテンツーリング

ブラック
SH-MT701

最適なペダル
PD-M8120,PD-T8000

MT7
￥16,000 希望小売価格（税別）
山間部のツーリング、バックパッキング、通勤のために設計された多用途 
サイクリングシューズ。

特徴
 · メッシュとTPUコンポジットアッパーは快適なフィット感、より良い 
通気性と耐久性を提供します。
 · BOA® L6ダイヤルを回して素早く正確な微調整が可能。
 · EVA素材のミッドソールとラバーソールで、効率の良いペダリングが 
可能になり、歩行時も快適。
 · フレキシブルな1/2の長さのシャンクプレートと、衝撃を吸収するEVA素材 
により、バイクに乗ってる時も、それ以外の時も抜群の機能性を発揮。

サイズ
 · 36-48
重量
 · 365 g (サイズ42)

4

4MT5
￥14,000 希望小売価格（税別）
優れた履き心地、気ままなツーリングやトレッキングにぴったり。

特徴
 · アウトドアスタイルシューズとして歩行性とMTBシューズの性能を 
両立する。
 · 速く簡単に調整できるスピードレーシングシステム。 
上部ストラップによってさらに調整が可能。
 · 最適なソール剛性を得るためにグラスファイバーで補強された 
シャンクプレート。
 · EVAミッドソールとラバーソールがペダリング効率と歩行時の 
快適性を実現。
 · ワンピース構造はフィット感と耐久性に加え、軽量化も実現。
サイズ
 · 36-48
重量
 · 348 g (サイズ42)

最適なペダル
PD-T8000, PD-EH500

グレー
SH-MT501

ブラック
SH-MT501

ブラック
SH-SD501

最適なペダル
PD-T8000, PD-M324

NEW

SD5
￥15,000 希望小売価格（税別）
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)

4

NEW

ET3
￥8,500 希望小売価格（税別）
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)

4

カーキ
SH-ET300

最適なペダル
PD-T8000, PD-M324, 
PD-GR500, PD-M8140

アウトドアツーリング

ネイビー
SH-ET300

グレー
SH-ET300



シンセティックレザー
   ワイドクリート

アジャスト

シンセティックレザー

シンセティックレザー

インソール

カスタムフィットインソール  (RC9)
¥4,800 希望小売価格（税別）
2倍の密度を持つこのカスタムフィットインソールは、ライダーが 
加える圧力を均等に分散させ、パワー伝達効率や快適性を 
向上させます。適応性に優れた高さの異なるアーチパッドが 
アーチサポートを最適化します。スリップ防止面がライダーの 
足を固定し、ペダリング効率を最適にします。

対応モデル
SH-RC902/RC901/RC901T/RC701/RC500/RC500 
ウイメンズ/ 
RC300/RC300 ウイメンズ/RC100/RC100 ウイメンズ/ 
TR901/TR501/TR501 ウイメンズ/ 
XC901/XC701/XC501/XC501 ウイメンズ/XC300/ 
XC300 ウイメンズ/ 
XC100/XC100 ウイメンズ/ 
RX800/RX800 ウイメンズ/ 
IC500 ウイメンズ/ 
RC900/RC700/RP901/RP900/R321/RP700 ウイメンズ/ 
RP501/RP501 ウイメンズ/RP500/RP500 ウイメンズ/ 
RP400/RP400 ウイメンズ/RP301/RP301 ウイメンズ/ 
RP201 ウイメンズ/RP100/ 
RP300/RP300 ウイメンズ/RP200/RP200 ウイメンズ/ 
R065/RW500/TR900/TR900 ウイメンズ/TR500/ 
TR500 ウイメンズ/ 
TR32/RT82/RT33/ 
XC900/XC90/XC700/XC70/XC61/ 
XC500/XC500 ウイメンズ/XC51/XC51N/XC31/ 
RT500/RT500 ウイメンズ/RT400/RT400 ウイメンズ/ 
WR84/WM83/WM53
注文コード
 · ESMSHRC9INCF (サイズ) 
サイズ
 · 36〜37.5、38〜39.5、40〜41.5、42〜43.5、 
44〜45.5、46〜47.5、48〜50

スタンダードカップインソール (RC5)
¥3,000 希望小売価格（税別）
このインソールのカップ形状は、ヒール角を最適化して、ペダリング時の 
安定性を確保します。 このインソールには、高密度で高い耐久性を持つ 
硬質のEVAヒールカップが備わっています。

対応モデル
SH-RC902/RC901/RC901T/RC701/RC500/RC500 
ウイメンズ/ 
RC300/RC300 ウイメンズ/RC100/RC100 ウイメンズ/ 
TR901/TR501/TR501 ウイメンズ/ 
XC901/XC701/XC501/XC501 ウイメンズ/XC300/ 
XC300 ウイメンズ/ 
XC100/XC100 ウイメンズ/ 
RX800/RX800 ウイメンズ/ 
IC500 ウイメンズ/ 
RC900/RC700/RP901/RP900/R321/RP700 ウイメンズ/ 
RP501/RP501 ウイメンズ/RP500/RP500 ウイメンズ/ 
RP400/RP400 ウイメンズ/RP301/RP301 ウイメンズ/ 
RP201 ウイメンズ/RP100/ 
RP300/RP300 ウイメンズ/RP200/RP200 ウイメンズ/ 
R065/RW500/TR900/TR900 ウイメンズ/TR500/ 
TR500 ウイメンズ/ 
TR32/RT82/RT33/ 
XC900/XC90/XC700/XC70/XC61/ 
XC500/XC500 ウイメンズ/XC51/XC51N/XC31/ 
RT500/RT500 ウイメンズ/RT400/RT400 ウイメンズ/ 
WR84/WM83/WM53
注文コード
 · ESMSHRC500MIN (サイズ) 
サイズ
 · 36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、 
48、49、50

エクストラクッションインソール
¥2,500 希望小売価格（税別）
カップ形状がヒール角を最適化し、ペダリング時の安定性を確保 
します。高密度で高い耐久性を持つ硬質のEVAヒールカップが 
備わっています。ヒール部のクッションが歩行時の快適性を 
高めます。

対応モデル
SH-ME702/ME701/ME501/MW701/ 
ME700/ME500/ME300/ME300 ウイメンズ/ 
M200/M163/M089/MW700/WM64
注文コード
 · ESMSHM200CPIN (サイズ)
サイズ
 · 36〜38、38.5〜40、40.5〜42、42.5〜44、 
44.5〜46、46.5〜48、49〜50

AM/MTインソール
¥2,000 希望小売価格（税別）
前部の溝と、さまざまな足の形やライディングに適応するよう 
デザインされた後部を特徴とするインソール。

対応モデル
SH-AM902/AM901/AM900/AM702/ 
AM702 ウイメンズ/AM701/AM501/AM500/ 
GR901/GR900/GR701/GR701 ウイメンズ/GR700/
GR700 ウイメンズ/ 
GR501/GR501 ウイメンズ/GR500/ 
GR500 ウイメンズ/ 
ME502/ME400/ME400 ウイメンズ/ME301/ 
ME301 ウイメンズ/ 
ME201 ウイメンズ/ME100/MW501/MW500/
MW81/ 
MT701GTX/MT701/MT700/MT501/ 
MT501 ウイメンズ/MT500/MT500 ウイメンズ/ 
MT301/MT301 ウイメンズ/MT300/ 
MT300 ウイメンズ/ 
MT54/MT44/MT34/WM34/ 
ET500/ET500 ウイメンズ/ET300/ET300 ウイメンズ/ 
XM900/MT91/MT71/ 
CT500/CT500 ウイメンズ/IC300 ウイメンズ
注文コード
 · ESMSHAM900IN (サイズ) 
サイズ
 · 33〜35、36〜38、38.5〜40、40.5〜42、 
42.5〜44、44.5〜46、46.5〜48

6NEW

RC3 ウイメンズ
￥14,000 希望小売価格（税別）
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-RS500

インディゴブルー
SH-RC300 ウイメンズ

ウイメンズ

CT5 ウイメンズ
￥12,000 希望小売価格（税別）
街中ではスニーカー感覚で、自転車に乗ったらサイクリングシューズとして 
活躍する、唯一無二の多用途シューズ。

特徴
 · カジュアルなスニーカースタイルのデザインで、毎日のサイクリングを 
スタイリッシュにする。
 · 内側に隠れたシャンクプレートが、ぺダリング時にパワーを伝達。
 · 衝撃を吸収するEVA素材のミッドソールが歩行時も快適さをキープ。
 · クリートの取り付けが簡単。
 · SPDおよびシマノクリッカーペダルシステムに最適。
サイズ
 · ウイメンズ 36-40
重量
 · 326 g (サイズ40)

ブラック
SH-CT500 ウイメンズ
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最適なペダル
PD-ED500, PD-T421

パープル
SH-IC500 ウイメンズ

5IC5 ウイメンズ
￥16,000 希望小売価格（税別）
快適なフィット感と最高の通気性を備えた、ウイメンズのパフォーマンス室内
SPDサイクリングシューズ。

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。
 · BOA® L6ダイヤルを回して簡単に開け閉めでき、フィット感の調整も
簡単。
 · 足先まで補強されたプレートは安定したパワー伝送を提供します。
 · 足先までのラバーソールにより、快適な歩行を提供します。
 · 自然で快適なフィット感のウイメンズ専用のパフォーマンス
DYNALAST。

サイズ
 · ウイメンズ 36-40
重量
 · 292 g (サイズ40)

最適なペダル
PD-ES600, PD-ED500

ブラック
SH-IC500 ウイメンズ



SM-SH10 SM-SH12 SM-SH11

    

    

    

クリート

SM-SH10/11/12 SPD-SLクリート
¥2,045 希望小売価格（税別）
注文コード
 · SM-SH10 (固定タイプ) Y42U98020
 · SM-SH11 (6度フロートタイプ) Y42U98010
 · SM-SH12 (2度フロントセンターピボットタイプ) Y40B98140 

SM-SH20クリートスペーサー
¥1,005 希望小売価格（税別）
スタッキング可能なクリートスペーサーは、 
1 mmと5 mmの間で高さ調節が可能。

注文コード
 · Y40B98150
サイズ
 · 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

SPD-SLクリートボルト
注文コード
 · Y42U14200 (ノーマル)
 · YL8898050 (軽量タイプ)
 · Y42U98070 (ミディアム)
 · Y42U98060 (ロング)
サイズ
 · ノーマル (M5×8 mm) 1個  ¥252 希望小売価格（税別）
 · 軽量タイプ (M5×8 mm) 6個  ¥1,005 希望小売価格（税別）
 · ミディアム (M5×10 mm) 6個  ¥760 希望小売価格（税別）
 · ロング (M5×13.5 mm) 6個  ¥760 希望小売価格（税別）

SM-SH51 SPDクリート 
シングルリリースと「イージーステップイン」機能

注文コード
 · Y42498220 
¥1,686 希望小売価格(税別)
 · Y42498201 (クリートユニットなし) 
¥1,323 希望小売価格(税別) 

SM-SH56 SPDクリート 
マルチリリース（PD-M858を除く）

注文コード
 · Y41S98092 
¥1,686 希望小売価格(税別) 
 · Y41S98100 (クリートユニットなし) 
¥1,323 希望小売価格(税別)

クリートナット
注文コード
 · YL0E04000 (1個)

クリートホールスペーサー
¥500 希望小売価格（税別）
対応モデル
SH-M200/M163/M089/ME700/ME500/
AM900/AM700/ME701/ME501
注文コード
 · ESMSHM200CHS

クリートキャップ
¥743 希望小売価格（税別）
対応モデル
SH-XM900/XM700/MT701GTX/MT701/
MT700/MT54/MT501/MT501 ウイメンズ/
MT500/MT500 ウイメンズ/MT44/MT301/
MT301 ウイメンズ/MT300/MT300 ウイメンズ/
MT34/WM34/SD500/CT80/CT71/CT46/
CT41/UT70/CW41
注文コード
 · ESMSHMT33CC

クリートキャップ
¥1,000 希望小売価格（税別）
対応モデル
SH-IC300 ウイメンズ/CT500/CT500 ウイメンズ
注文コード
 · ESMSHCT500CC

SPDシール
SPD用防水シール

¥500 希望小売価格（税別）
注文コード
 · ESMSHME700SEAL

NEW
SPD-SLシール
SPD-SL用防水シール

¥500 希望小売価格（税別）
注文コード
 · ESMSHRC902MSSW01000

SPDクリートスペーサー
¥212 希望小売価格（税別）
注文コード
 · YL8098030

SM-SH45 SPD-SLクリートカバー
¥1,500 希望小売価格（税別）
注文コード
 · ESMSH45

SPD-SL可動域

SM-SH40 SPDクリートアダプター
ポンツーン部に耐久性に優れた滑り止めのコーディング。 
ロングクリートマウントボルトとノンリターンボルトが付属。

対応モデル
SH-RP500/R107/RP300/R088/RP200/R078/
RP100/R065/TR500/TR32/RW500/RP500  
ウイメンズ/RP300 ウイメンズ/RP200 ウイメンズ/
TR500 ウイメンズ
注文コード
 · ESMSH40M (クリートなし)  ¥1,470 希望小売価格（税別）
 · ESMSH4051M (SM-SH51あり)  ¥2,181 希望小売価格（税別）
 · ESMSH4056M (SM-SH56あり)  ¥2,181 希望小売価格（税別）

SM-SH41 SPDクリートアダプター
¥1,470 希望小売価格（税別）
最小のクリート調整範囲のシンプルなアダプター。 
ロードシューズに対するSPDの互換性を拡大。

シマノのすべての3ホールアウトソール用
注文コード
 · ESMSH41

バックル ＆ ストラップ

アダプタブルバックル & ストラップ
¥2,000 希望小売価格（税別）
対応モデル
SH-R321/R171/RP900/RP500/ 
RP500 ウイメンズ/WR84
注文コード
 · ブラック: ESMSHR321ABSSL2
 · ホワイト: ESMSHR321ABSSW2

ロープロファイル・バックル＆ 
ストラップ
¥1,902 希望小売価格（税別）
対応モデル
SH-R107/RP300/RP300 ウイメンズ/
XC90/XC70/ 
XC61/XC51/XC51N/M200/M163/
M089/WM83/WM64
注文コード
 · R315タイプ: ESMSHLOBWSS
 · ブラック/ブラック：ESMSHLOLBLSS

ユニバーサルスモールバックル＆
ストラップ
¥1,902 希望小売価格（税別）
対応モデル
SH-R088/RT82/ 
M225/M088
注文コード
 · ブラック/ブラック: ESMSHUNISBSL

バックル＆ストラップセット
¥2,000 希望小売価格（税別）
対応モデル
SH-RP301/RP301 ウイメンズ/ME702/
ME701/ME700/ME500/ME301/ME301 
ウイメンズ/ME300/ME300 ウイメンズ
注文コード
 · ブラック: ESMSHRP301MBSL010000
 · ホワイト: ESMSHRP301MBSW010000

BOA® IP1リペアキット 1 ダイヤル
右または左（左右別売）

¥3,000 希望小売価格（税別）
対応モデル
SH-RX800/RX800 ウイメンズ
注文コード
 · ブラック: ESMSHRX800MBOL0100(左/右)

スペア用 BOA® IP1キット
左右にそれぞれ2個のダイヤル（左右別売）

¥4,500 希望小売価格（税別）
対応モデル
SH-RC901/XC901
注文コード
 · ブルー: ESMSHRC901MBOB01000(左/右)
 · グリーン: ESMSHRC901MBOE01000(左/右)
 · ホワイト: ESMSHRC901MBOW01000(左/右)
 · ブラック: ESMSHRC901MBOL01000(左/右)

NEW
BOA® LI2スペア用キット (2セット)
左右にそれぞれ2個のダイヤル（左右別売）

¥4,500 希望小売価格（税別）
対応モデル
SH-RC902
注文コード
 · ブルー: ESMSHRC902MBOB0100(左/右)
 · ブラック: ESMSHRC902MBOL0100(左/右)
 · レッド: ESMSHRC902MBOR0100(左/右)
 · ホワイト: ESMSHRC902MBOW0100(左/右)

BOA® L6 リペアキット 1 ダイヤル
右または左（左右別売）

¥2,500 希望小売価格（税別）
対応モデル
SH-RC901T
注文コード
 · ブルー: ESMSHRC901TBOB0100(左/右)

対応モデル
SH-RC701/XC701/ME501/MW701
注文コード
 · ブラック: ESMSHME501MBOL01000(左/右)
 · グレー: ESMSHMW701MBOG01000(左/右)

対応モデル
SH-RC300/RC300 ウイメンズ/XC300/
XC300 ウイメンズ/RP400/RP400 ウイメンズ/
ME400/ME400 ウイメンズ
注文コード
 · ブラック/ホワイト: 
ESMSHRC300MBO(カラー)0100 (左/右) 

対応モデル
SH-RC500/RC500 ウイメンズ/XC501/XC501 
ウイメンズ/MT701GTX/MT701/ME502
注文コード
 · クリア: ESMSHRC500MBOC0100(左/右)
 · ブラック: ESMSHMT701MBOL0100(左/右)

対応モデル
SH-IC500/IC300
注文コード
 · クリア: ESMSHIC500WBOC0100(左/右)

NEW



カーボン
ソール

ハーダーコンタクト
ブロック

ワイドクリート
アジャスト

クッション
インソール

ホロー
チャンネル

ワイドクリート
アジャスト

エアイン
テーク

マイクロファイバー
シンセティックレザー

クイック
ストラップ

ナチュラル
レザー シンセティックレザー

外付け
ヒールカップ

オフセット
ストラップ

ヒール
スタビライザー

カーボン
プレート

強化型
スパイクマウント

ロープロファイル
リバースバックル

スピード
レーシング

スパイク＆アクセサリー

スペア用MTBスパイク
¥2,000 希望小売価格（税別）
軽量で泥地でも高いトラクション

対応モデル
SH-XC901/XC900/XC701/XC700/XC501/
XC501 ウイメンズ/XC500/XC500 ウイメンズ
注文コード
 · ESMSHXC900SPIKE

スペア用MTBスパイク
¥1,257 希望小売価格（税別）
対応モデル
SH-XC901/XC900/XC90/XC70/XC701/
XC700/XC61/XC501/XC501 ウイメンズ/
XC500/XC500 ウイメンズ/XC51/XC51N/
MW81/WM83
注文コード
 · ESHM225SPIKE

クリートナットセット
対応モデル
SH-RC902
注文コード
 · ESMSHRC902MCNL01000 NEW
¥1,000 希望小売価格(税別) 

対応モデル
SH-RP901/RP900/RP700 ウイメンズ/RC701/
RC700/RC500/RC500 ウイメンズ/RP501/
RP501 ウイメンズ/TR901/TR900/ 
TR900 ウイメンズ/TR60/WT60/RP400/ 
RP400 ウイメンズ/RP301/RP301 ウイメンズ/
RP201 ウイメンズ
注文コード
 · ESMSHRP900CLNT 
¥1,000 希望小売価格(税別) 

対応モデル
SH-RP500/RP500 ウイメンズ/R107/RP300/
RP300 ウイメンズ/R088/RP200/ 
RP200 ウイメンズ/R078/RP100/R065/TR500/
TR500 ウイメンズ/TR32
注文コード
 · ESMSHRP100CLNT 
¥700 希望小売価格(税別) 

対応モデル
SH-RC900/RC901/RC901T
注文コード
 · ESMSHRC900HP（サイズ）

スペア用ロープロファイルスパイク
¥1,300 希望小売価格（税別）
対応モデル
SH-XC901/XC900/XC90/XC70/XC701/
XC700/XC61/XC501/XC501 ウイメンズ/
XC500/XC500 ウイメンズ/XC51/XC51N/
MW81/WM83
注文コード
 · ESMSHXC90SPIKE

ロープロファイルレジンスパイク
¥686 希望小売価格（税別）
対応モデル
SH-XC901/XC900/XC90/XC70/XC701/
XC700/XC61/XC501/XC501 ウイメンズ/
XC500/XC500 ウイメンズ/XC51/XC51N/
MW81/WM83
注文コード
 · グレー: ESMSHXC901MSKG01000

スピードレーシングキット
¥600 希望小売価格（税別）
対応モデル
SH-MT54/MT44/MT501/ 
MT501 ウイメンズ/MT500/ 
MT500 ウイメンズ/CT71/CT46
注文コード
 · ESMSHMT44SLK

対応モデル
SH-ME702/ME701/ME700/M200/
MW700/RW500/MW501/MW500/
AM902/AM901/GR901/GR900
注文コード
 · ESMSHM200SLK

スペア用ヒールパッド
¥1,700 希望小売価格（税別）
対応モデル
SH-RC902
注文コード
 · ESMSHRC902HP NEW

対応モデル
SH-RC901/RC901T/RC900
注文コード
 · ESMSHRC900CLNT 
¥1,000 希望小売価格(税別) 

(ESMSHRP900CLNT)

(ESMSHRP100CLNT)

(ESMSHRC900HP)

(ESMSHRC902HP)

(ESMSHRC900CLNT)

(ESMSHRC902MCNL01000)

フットウェアのアイコン

特徴

テクノロジー

ヒールスタビライザー
ホールド感を向上

カーボンソール/ミッドソール
カーボンファイバー複合材の 
ソール/ミッドソール

固めのコンタクトブロック
安定性とペダリング効率を向上

幅広いクリート調整
クリート取り付け範囲を拡大

クッションインソール
衝撃吸収用

中空のチャンネル
軽量で高い剛性を持つ中空 
アウトソール

幅広いクリート調整
クリート取り付け範囲を拡大

エアインテーク
一体化されたエアインテーク 
およびエキゾーストシステム

マイクロファイバー合成皮革
しなやかで軽く、傷つきにくい素材

クイックストラップ
トライアスロンで素早い 
履き替えが可能

通気性天然皮革
GORE-TEXの高機能/高性能 
フットウェアと抜群の相性

合成皮革
天然皮革に比べて軽くて強く、 
耐久性に優れています

強化されたスパイクマウント
過酷な条件に適した強化 
スパイクマウント

外付けヒールカップ
外側にカーブの付いたヒールカップが足の捻れ
や回転を抑制

素早いレーシング
素早く簡単な調整で確実にフィット

オフセットストラップ
非対称ストラップが圧力ポイントを解放

ロープロファイルリバースバックル
信頼できるセキュアな調節用 
クロージャー

ミニパワーストラップ
重要なエリアに効果的な 
ホールド機能を提供

カーボンプレート
親指の付け根部分に挿入



サイズ展開表

メンズフットウェア

EU

アメリカ

CM

EU

アメリカ

CM

ウイメンズフットウェア

 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

 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



ラ イ ダ ー が ラ イ ダ ー の た め に デ ザ イ ン し た ア イ ウ ェ ア

バイシクル・コンポーネントと同様に、革新

的なサイクリング用品・アクセサリーを提

案し続けてきたシマノがお届けする、シマ

ノ・アイウェア。2020 年モデルでは、プロ

レースで活躍する多くのトップアスリートの

フィードバックを反映させた魅力的なライン

アップを揃えています。サイクリングに求め

られる快適性と安全性を、高い次元で両立さ

せたシマノ・アイウェア。あらゆるサイクリ

ストを満足させる定番アイテムです。	

EYEWEAR
アイウェア



プロチームからのフィードバックに基づいて、アイウェアは常に進化しています。
その結果はS-PHYREの性能が証明しています。

グリップ力の強いテンプル

丸みのあるテンプル形状と滑り防止

パターンで快適にフィットする。

大きな一体型レンズ

ゆがみのない視野と、ゴミや

ほこりから目を保護する。

ライダーやレースシーンに合わせてカスタ

マイズが可能。下側のリムを簡単に取り外

し可能。（S-PHYER X）

大きな信頼感 (フィット感)

ハーフリムフレームは丈夫で軽量（S-PHYER X）

リムレスデザインは軽量で並外れた快適感

（S-PHYER R）

リバーシブルのノーズパッドは前後の 

厚さが異なり、フィット感をより細かく 

調節可能。

柔軟な多様性

あらゆる視界条件に対応するに

は、マルチレンズが理想的。

プロが証明したアイウェア

レンズテクノロジーはすべてのアイウェア光学製品の"コア"となるもの。

シマノのレンズは、最高水準に合わせて設計されています。（当社比）

SHIMANO EYEWEAR

プロチームとの共同開発 レンズテクノロジー

ポリカーボネート製
オールシーズンにおいて優れ
た耐衝撃性、軽量性が得られ
るポリカーボネートを採用して
います。UV-400コーティング
が、クリアな視界を確保し、ゆ
がみのない視覚が得られるた
め、目の疲れが軽減されます。

撥水テクノロジー
全モデルの両面にハイドロ
ホビックコーティングを施
しています。撥水性が高く
粉塵や汚れがレンズに付着
しにくく、長期にわたって
きれいな状態が継続するた
めお手入れが簡単です。

撥水コーティング

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

ポリカーボネート製レンズ

コーティング 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
るようにしています。

非撥水

撥水



レンズテクノロジー

レンズカラー
ライトトランス 
ミッション フィルター説明

オプティマル PL ブルー MLC 

オプティマル PL グリーン MLC

オプティマル PL レッド MLC

P3

P3

P3

P3

N3

N3

N1

N3

N1

F1 F3

F0 F3

N1

N0

調光 D グレーレッド MLC

スモークレッド MLC

スモークシルバー ミラー

オレンジブルーミラー

フォトクロミックダークグレー

フォトクロミックグレー

オレンジ

クラウドミラー 

クリア

ポラライズド

ミラー

オプティマルPL

フォトクロミック

MLC 
（多層コーティング）

スペアレンズ

オプティマルPL MLCレンズは、晴れた日に理想的なレンズです。80% 
調光により車のガラスの眩しさを抑え、道路上の水たまりを見えやすく 
します。100%フィルターを持つ従来の調光アイウェアとは対照的に、 
オプティマルPL MLCはLCD画面のデータの読み取りを妨げません。 
MLC（多層コーティング）により優れた奥行き感と透明性を追究して 
います。内側の面は反射防止コーティングが施され、背後からの光の 
反射を防止しています。レンズの両側には疎水性コーティングが施さ
れ、水、よごれ、ほこりの付着を防止し、道路がより自然に見えるよう
になっています。

暗色の調光レンズは眩しさや反射を抑える一方で、視野の明瞭さを 
高め、目の疲れを軽減します。MLC（多層コーティング）により、 
良好な距離感と透明性を追究しています。

スモークカラーレンズが反射を抑え、自然な色合いで長時間の使用 
でも目が疲れにくくなっています。MLCミラーコーティングが表情を
さりげなく隠します。

スモークカラーレンズが反射を抑え、自然な色合いで長時間の使用 
でも目が疲れにくくなっています。ミラーコーティングが表情を 
さりげなく隠します。

オレンジブルーミラーレンズは、ブルーライトの波長を遮断して 
コントラストを高め、地面の状況を簡単に把握できるようにする 
ことで、くっきりとした明瞭な視野をサポートします。

当社標準のフォトクロミックグレー レンズよりも濃いバージョン。Jumbo-
Visma の協力を得て開発されたこのレンズは、明るく晴れた状態でその威力
を発揮し、晴天から薄曇りの天候でレンズを自然なカラー濃度に保ちます。
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。快晴から曇天の天候でレンズを自然なカラー濃度に保ちます。

スモークカラーレンズが反射を抑え、自然な色合いで長時間の使用 
でも目が疲れにくくなっています。ミラーコーティングが表情を 
さりげなく隠します。

オレンジレンズは、コントラストを高めて地上の状況を簡単に把握で
きるようにします。

クラウドミラーレンズは85%の可視光を透過し、赤/黄色の光から 
ブルーライトを遮断して色のコントラストを高め、光が乏しい条件下
での視界を向上させます。

クリアレンズは、色を加えない自然な視界のままで目を風および 
ほこりから保護します。悪天候、夜明け、夕暮れ、夜だけでなく、 
暗い森のトレイルにおけるライディングに理想的です。

14.1%

12%

13%

16%

15.7%

12%

13%

49%

13-62%

17-85%

85%

90.7%

37.5%

裸眼 偏光レンズ

約8秒でレンズが暗く>

< 約35秒でレンズが明るく

オプティマルPL（80%偏光）レ

ンズは、太陽光などの眩しさや

反射を軽減します。サイクルコ

ンピュータを見えやすくすると

ともに、視界をはっきりさせ距

離感をつかみやすくします。可

視光透過率は、晴れた日のライ

ディングに理想的な12%-16%に

設定されています。

オプティマル PL シルバー MLC 
NEW

P313.5%

調光レンズ (PH) は、紫外線

に曝されると透過率が変化

します。光の条件が変わる

ときに、止まってレンズを 

交換する必要がありません。周

囲が暗くなると、レンズはクリ

アな状態になります。明るいとき

はレンズが濃い色に変わります。

調光レンズ オプティマルPL MLCレンズ

SHIMANO EYEWEAR

アイウェア
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

フレーム
··快適性を追求した、軽量リムレスフレームデザイン。
··安定したフィット感とかけ心地の良さを求めたスリップ防止のＲ形状テンプル。
··リバーシブルのノーズパッドはフィット感の調整用に前後の厚さを変えています。
··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による、TPEテンプルチップの形成。
レンズ
··一体型レンズにより、幅広い視野角と保護を提供。
·· 80%偏光レンズが、舗装道路とデータ画面間の優れた可視性のバランスを提供。
··ダークカラーを使用した調光レンズは、光の状態の変化に応じて13%·〜·62%の透過率に
調整。
··ポリカーボネート製レンズ。
··UV400。
··ハイドロホビックコーティングにより、レンズをよりクリーンにキープ。
··通常のコーティングより3倍優れたキズ防止コーティング。
··レンズ交換可能。

パッケージ
··丈夫な携帯用ケースが付属。
··レンズクリーニングが可能な専用保護ポーチ。
··追加の·XL·ノーズパッドが付属。

S-PHYRE R
S-PHYRE·Rは、ワイド型ワンピースレンズを採用。軽量リムレスフレームは、視認性と防風性を向上させています。

参考重量
25.9 g

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

フレーム
··軽量と剛性を兼ね備えたハーフリムフレーム。
··カスタマイズしやすい取り外し可能なローリムを採用。
··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。
··リバーシブルのノーズパッドはフィット感の調整用に前後の厚さを変えています。
··強くて丈夫、軽量なGrilamid·TR90フレーム。
··無害なテンプルチップ。
レンズ
··一体型レンズにより、幅広い視野角と保護を提供。
·· 80%偏光レンズが、舗装道路とデータ画面間の優れた可視性のバランスを提供。
··ポリカーボネート製レンズ。
··UV400。
··ハイドロホビックコーティングにより、レンズをよりクリーンにキープ。
··通常より3倍優れたキズ防止コーティング。
··レンズ交換可能。

パッケージ
··丈夫な携帯用ケースが付属。
··レンズクリーニングが可能な専用·
保護ポーチ。
··追加の·XL·ノーズパッドが付属。

S-PHYRE X
最も要求の厳しいロードおよびオフロードのライディング条件に合わせて設計した·S-PHYRE·X·モデルは、·
JUmbo-ViSma·の多くのライダーが選択するアイウェアです。

参考重量
28.6 g

レンズテクノロジー/レンズカラーカラーチャート

スモークオレンジミラー

 	

S-PHYRE R-PH
￥19,800 希望小売価格 ( 税抜 )

ミラーシルバー

フレームレンズ：フォトクロミック D グレー

スペアレンズ：クラウドミラー

 	

S-PHYRE X-OP
￥21,000 希望小売価格 ( 税抜 )

メタリックブラック

フレームレンズ : オプティマル PL レッド MLC

スペアレンズ：クラウドミラー

 	

S-PHYRE X-OP
￥21,000 希望小売価格 ( 税抜 )

ネオングリーン

フレームレンズ：オプティマル PL グリーン MLC

スペアレンズ：クラウドミラー

 	

S-PHYRE R-OP
￥19,800 希望小売価格 ( 税抜 )

ミラーシルバー

フレームレンズ : オプティマル PL シルバー MLC

スペアレンズ：クラウドミラー

CESPHR1

 	

S-PHYRE X-OP
￥21,000 希望小売価格 ( 税抜 )

マットメタリックホワイト

フレームレンズ：オプティマル PL レッド MLC

スペアレンズ：クラウドミラー

CESPHX1 CESPHX1

CESPHX1

CESPHR1



SHIMANO EYEWEAR

フレーム
 · 軽量かつ優れたフィット感、ワイドな視野を確保するフレームデザイン。
 · リバーシブルのノーズパッドはフィットの調整用に前後の厚さを変えています。
 · 軽量で強く、耐久性の高いGrilamid TR-90素材。
 · CNC モールディングによる精度、対称性、クオリティの追求。
 · 側頭部の形状にフィットさせるアジャスタブルテンプルを採用。
 · デュアルインジェクションによる、TPEテンプルチップの形成。
レンズ
 · シングルレンズにより、幅広い視野角と保護を提供。
 · ポリカーボネート製レンズ。
 · UV400。
 · 撥水性を高め、レンズをより長くクリーンに保つ疎水コーティングをプラス。
 · キズ防止コーティング。
 · 交換可能レンズ。

パッケージ
 · 丈夫な携帯用ケースが付属。
 · レンズクリーニングが可能な専用ポーチ。
 · フィット調整用の XL ノーズパッドが付属。

AEROLITE S
スリム形状に設計された AEROLITE のコンパクトバージョン。

参考重量
23.6 g

フレーム
 · Jumbo-Visma と共同開発したシングルレンズデザイン。
 · 軽量で、幅広い視野が特徴。
 · 表と裏で厚さの違うリバーシブルノーズパッドでフィッティング調整が可能。
 · CNCモールディングによる高精度なデザイン。
 · デュアル射出成型、TPEスリップ防止テンプルを採用。
レンズ
 · シングルレンズのデザインによりワイドな視野角を確保。
 · ポリカーボネート製レンズ。
 · UV400。
 · 撥水性を高め、レンズにハイドロボビックコーティングを採用。
 · キズがつきにくいレンズ加工。
 · レンズ交換可能。

パッケージ
 · トラベルボックス。
 · レンズのクリーニングにも利用できるアイウェアポーチ。
 · 大きなサイズのノーズパッドが付属。

SPARK
パノラマの1枚レンズがあらゆるサイクリングシーンに最適。

参考重量
30.2 g

モデル フレームカラー レンズカラー 交換用レンズ 部品番号

CE-SPHR1PH ミラーシルバー フォトクロミック·D·グレー クラウドミラー ECESPHR1PHS05

CE-SPHR1PL ミラーシルバー オプティマル·PL·シルバーmLC クラウドミラー ECESPHR1PLS05

CE-SPHX1PL マットメタリックホワイト オプティマル·PL·レッド·mLC クラウドミラー ECESPHX1PLW04·

CE-SPHX1PL メタリックブラック オプティマル·PL·レッド·mLC クラウドミラー ECESPHX1PLL03

CE-SPHX1PL ネオングリーン オプティマル·PL·グリーン·mLC クラウドミラー ECESPHX1PLE12

CE-ARLS1PH メタリックブラック フォトクロミック·D·グレー クリアー ECEaRLS1PHL03

CE-ARLS1MR メタリックブラック スモークシルバー·ミラー クリアー ECEaRLS1mRL03

CE-SPRK1PH メタリックブルー フォトクロミック·グレー ECESPRK1PHb03

CE-SPRK1PH マットブラック フォトクロミック·グレー ECESPRK1PHmL

CE-SPRK1ML メタリックホワイト スモークレッド·mLC クリアー ECESPRK1mLKW

CE-SPRK1MR メタリックブルー スモークシルバー·ミラー クリアー ECESPRK1mRb03

CE-SPRK1MR マットブラック スモークシルバー·ミラー クリアー ECESPRK1mRmL

モデル フォトクロミック オプティマルPL マルチレイヤー
コーティング ミラー スペアレンズ

Dグレー グレー レッド MLC グリーン MLC シルバー MLC スモークレッド 
MLC

スモークシルバー 
ミラー クラウドミラー クリアー

CE-SPHR1 

• • •

CE-SPHX1 

• • •

CE-ARLS1 

• • •

CE-SPRK1 

• • • •

タイプ 写真 サイズ カラー モデル

リバーシブルノーズパッド

XL ブラック

CE-SPHR1/SPHX1/ARLS1/SPRK1

L ブラック

CESPRRK1

アイウェア仕様

フレーム /レンズのコーディネート仕様

ノーズパッド仕様

 	

AEROLITE S-PH
￥16,000 希望小売価格 ( 税抜 )

メタリックブラック

フレームレンズ：フォトクロミック D グレー

スペアレンズ：クリア

 	

AEROLITE S-MR
￥10,000 希望小売価格 ( 税抜 )

メタリックブラック

フレームレンズ：スモークシルバー ミラー

スペアレンズ：クリアー

 	

SPARK-PH
￥15,000 希望小売価格 ( 税抜 )

メタリックブルー

フレームレンズ : フォトクロミック グレー

 	

SPARK-PH
￥15,000 希望小売価格 ( 税抜 )

マットブラック

フレームレンズ : フォトクロミック グレー

 	

SPARK-ML
￥9,000 希望小売価格 ( 税抜 )

メタリックホワイト

フレームレンズ：スモークレッド MLC

スペアレンズ：クリアー  	

SPARK-MR
￥9,000 希望小売価格 ( 税抜 )

マットブラック

フレームレンズ：スモークシルバー ミラー

スペアレンズ：クリアー

 	

SPARK-MR
￥9,000 希望小売価格 ( 税抜 )

メタリックブルー

フレームレンズ：スモークシルバー ミラー

スペアレンズ：クリアー

CESPRRK1

CESPRRK1

CEARLS1

CESPRRK1

CEARLS1

CESPRRK1
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アパレル 37°Cを目指すダイナミックレイヤリング

ライダーが身体能力を効率良く発揮できる理想的な衣服内温度は、37°C

であることが研究により明らかになっています。暑い・温かい・寒い・

涼しいと変わりやすい天候とライディングシーンが常に変化する中で、

年間を通じたシステム設計として衣服内温度を37°Cを目指すことが

快適で効率的なサイクリングへとつながります。

適材適所に配置したベンチレーション・クーリングテクノロジー

・吸湿速乾素材・軽量断熱素材・防風/防水素材を外気温に応じた

レイヤリングにコーディネートすることで、衣服内を快適に保ちます。

最適な素材を最適な場所に

太陽光からの保護
ハイテクファブリックが太陽熱を反射して、夏
のライダーの衣服内温度を涼しく保ち、紫外線
から守ります。

蒸発によるクーリング
湿度をコントロールするために吸湿速乾性に
優れる素材と構造を適材適所に配置。

湿気管理
ハイテクファブリックが発汗をコントロール
して余分な湿気を効率的に放出する。

ベンチレーションを一体化
戦略的に配置したベンチレーションと
自身でコントロールできるジッパーも
配置。

ヒートマネージメント
ファブリック構造が熱を分散し、
快適なライディングへと導きます。

ダイナミックレイヤリング
それぞれが調和して機能することで
衣服内温度を快適に保ちます。

 SHIMANO WEAR

Technology

37°C TEMPERATURE REGULATION



 SHIMANO WEAR

Technology アパレル―ファブリック

真夏のライディングに対応
SHIMANO FUSION CONCEPTのESCAPEジャージは、先進的なファブリック素材を採用し、1人1人に
あわせたフィット感、綿密に調整されたベンチレーションシステムで、ライダーをクールに保ちます。
また、アクティブベンチレーションとパッシブベンチレーションの両方のメリットとを併せ持ち、
高性能なモイスチャーマネージメントを発揮します。

クールで快適

ESCAPEジャージ
先進のドライタッチ凹凸パターンを持つ素材を採用し
たパターンに、特に高い吸排湿性を備えた肩部分の素
材を組み合わせた構造となっています。この2-in-1構
造は、かさばることなくライダーを涼しく快適に保つ
内蔵ベースレイヤーとして機能します。

ドライタッチのファブリックパネルは、湿気の排に
とても効果的です。

RACE DESIGN

PERFORMANCE DESIGN

SPORTS DESIGN

RACE DESIGN

PERFORMANCE DESIGN

SPORTS DESIGN

RACE DESIGN

PERFORMANCE DESIGN

SPORTS DESIGN

フィット感のコンセプト
シマノのフィット感に対するコンセプトは、プロのサイクリングチームのフィードバックを基に開発されたものです。
私たちはそれによりライディングでのダイナミックな動きを可能にし、ストレスを感じず、高いパフォーマンスを得られるフィット性能を提供します。
ライダーはそれぞれのライディングスタイルに適したデザインで、効率的な姿勢のまま快適な走行が可能となりました。

スポーツフォーム
ヒルクライマーや、エントリーライダー向に、
コンフォートな姿勢に合わせてデザインされて
います。

レースフォーム
エアロダイナミクスやスピードをできる限り引き
出したい高速レーサー、トライアスリートのレー
スなどでのライディング姿勢を快適にします。

パフォーマンスフォーム
ハイパフォーマンスと快適さの両方を求める、
幅広いライダーに適したフォームパターン
設計です。

レースフィット
体の一部のようにフィットします。
パフォーマンス向上を優先する妥協を許さな
いデザイン。
体の一部のようにフィットしバタつきを抑え、
空気力学上の利点をもたらします。

勝利のためのフィット
体に吸い付くようなフィット感。プロレベルの
レーサーが好む、速く走る乗車姿勢に合わせて
デザインされています。

パフォーマンスフィット
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。

バランスの取れたサポート
スリムフィットは、バランスの取れた軽い前傾
姿勢でのライディングを好む、アクティブな
ライダー向けにデザインされています。

スポーツフィット
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。

コンフォートで快適
身体をまっすぐに立たせ、リラックスした
ライディングを好むライダーに、適度にゆとり
のある快適なフィット感をもたらします。

レースデザイン パフォーマンスデザイン スポーツデザイン

アパレル―フィット感



 SHIMANO WEAR

Technology アパレル―グローブ

バイクとライダーをひとつに繋ぐ

グローブは、ライダーとバイクの間に存在

する重要なインターフェイスです。シマノ

では、グローブの設計においてもシステム

エンジニアリングの考え方を用いています。

この独特の視点により、生物学的に最適化

された素材に、人間工学的にダイナミック

な設計を組み合わせ、ライダーの信頼感を

高めています。

ダイレクトフィーリング
それぞれのライディングシーンに合うように設計されてい
ます。ライダーとバイクの間のギャップを小さくし、より
自然なライディングを提供します。

快適性とコントロール
刷新されたパッドの配置と材質により、
さらにコントロール性能が改善されて
います。次の段階の安心感と信頼感を
提供します。

 効果的な手のひら構造  
手のひら部分のパッド素材は、各ライディ
ングスタイルのニーズに合わせて設計配置
しています。

 シームレスな結合
一体型フードパネルによりシフターが握り
やすく、より快適で自然なバイクコント
ロールが可能になります。

フレクションフリー
ワイドな「V」形開口部により手首の自由な動
きが可能になり、しっかりとしたフィット感と
容易な脱着を両立しています。

ラップ式デザイン
フレクションフリーでしっかりと包み込む
クロージャーを提供し、手のひらから手の甲へ
と至るフィット感を向上させています。

バイクコントロール
フレクションフリーは、しっかりと包み込むクロージャーシステ
ムと幅広い動きに対応する広い開口部を備えることにより、バイ
クコントロール性能を向上させてライダーの信頼感を高めます。

A I R W A Y
グローブ

グローブ

ESCAPE
グローブ

E V O L V E
グローブ

CLASSIC
グローブ

ADVANCED
グローブ

 S-PHYRE 

グローブチャート
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衝撃吸収 ダイレクトな感触
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ン
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ョ
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スリップオンスリップオンスリップオン

スリップオンスリップオンスリップオン スリップオンスリップオンスリップオン

フレクションフリーフレクションフリーフレクションフリー フレクションフリーフレクションフリーフレクションフリー

GelGelGel

GelGelGel

ポロンポロンポロン ®®®XRDXRDXRD

ポロンポロンポロン ®®®XRDXRDXRD ポロンポロンポロン ®®®XRDXRDXRD

アパレル―パッド

E N T R YオールラウンドR A C E

パッドテクノロジー
あらゆるライディングに対応するパッドは、最新の素材を採用し、最先端の工法でシームレスに成形しています。

パフォーマンス8パッド

ロングライドやツーリングを楽しむ

ライダーのライディングを快適に

サポートします。

パッド断面図

ウイメンズ　パフォーマンス5パッド

振動吸収力が快適性を確保、解剖学的に

ペダリング能力を高め、数時間にわたる

ライディングをサポートします。

パッド断面図

パフォーマンス3パッド

シームレスでアナトミックな機能を備えて

おり、幅広いライダーに最適な設計です。

パッド断面図

 S-PHYRE 

吸汗性と通気性を最適化。ペダリング

効率と快適性を高次元で両立します。

また、シームレス仕様が 着用時の心地

良さを効率的に高めます。

パッド断面図

 SHORTER  RIDE DURATION  LONGER 

ペ
ダ
リ
ン
グ
効
率

-
+

 S-PHYRE 

ウイメンズ パフォーマンス5パッド

パフォーマンス3パッド

パッドチャート

パフォーマンス8パッド



S-PHYRE

レースフィット

    

サイクリングウェア
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/brand/s-phyre.html

S-PHYREパッド
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￥28,000 希望小売価格 ( 税抜 )

スタイリッシュかつ機能性にも優れたプロフェッショナルグレードのジャージ。

様々な素材の緻密な組み合わせによるアナトミックかつ優れたエアロダイナミクスを実現。

レースフィットが効率的なライディング姿勢をサポート。

· 新しいパターンとショルダーカットは、滑らかでシワのないフィット感を実現。

· エアロダイナミクス効果と優れた通気性によって、快適なライディングを追求。

· 腕の下は異なる素材を組み合わせて作られており、アナトミックなフィット感を演出。

· 特殊な構造により、ジャージの着用時にポケット内のアイテムを安全に保持。

· シリコンドットが付いたフラットなゴムバンドは、体の安定性を高め、アクティブな姿勢をサポート。

· フラットリバースファスナーによって、上質な外観とエアロダイナミクスを実現。

素材

· 本体 : ポリエステル 75%、エラスタン 25%

· パーツ : ポリエステル 95% 、エラスタン 5%、ポリエステル 86%、エラスタン 14%

サイズ ·S 〜 L

S-PHYRE フラッシュビブショーツ
￥30,000 希望小売価格 ( 税抜 )

機能性に優れたプロフェッショナルグレードのビブ。

レースフィットのアナトミックかつエアロダイナミクス構造がアクティブなライディング姿勢へと導く。

快適なライディングのために、シームレスな設計を採用。

· 太ももに織り込まれたコンプレッション素材が血行を良くし、長距離走行時の疲労を軽減。

レッグウォーマーを着用している間も、コンプレッション素材はショートパンツを適切にサポート。

· 伸縮性のあるフラットなビブストラップ構造は、高い通気性を保ち、モイスチャーマネジメントに優れる。

· 衝撃吸収性と通気性に優れた 4 層式 S-PHYRE パッドを採用。

素材

· 本体 : ポリアミド 71%、エラスタン 29%

· パーツ : ポリアミド 66%、エラスタン 34%、ポリエステル 86%、エラスタン 14%

サイズ ·S 〜 L

S-PHYRE フラッシュショートスリーブジャージ

ブラック
CW-PARS-TS11ML01

ネオングリーン
CW-JSRS-TS11ME08

ブルー
CW-JSRS-TS11MB01

BACK

BACK
BACK



S-PHYRE

パフォーマンス ウェア

EVOLVE ジャージ
¥18,000 希望小売価格 ( 税抜 )

快適さ、多機能ポケット、デザイン性と多様な機能性をあわせ持つ

ラグジュアリーモデル。

特徴

· ロングライドで活躍する収納力に優れたマルチ 7 バックポケット。

· 乗車姿勢に追従する新しいアナトミックパターン。

· 新しいアナトミックパターン（肩回り構造）。

· 極上に柔らかい素材、ストレッチ性を兼ね備えたイタリア製の生地を採用。

· インナーメッシュとの特殊二重構造が衣服内環境をコントロール（ベースレイヤーが不要）。

· レーザーカットによるベンチレーションホールが通気性とデザイン性を向上。

素材 · メインボディ : ポリアミド 73%、ポリウレタン 27%

· パーツ : ポリエステル 94%、エラスタン 6%

サイズ ·S - L

メッシュベースレイヤー
￥6,500 希望小売価格 ( 税抜 )

ロングライド・タフライドでもライダーの快適性を維持する

機能性ベースレイヤー。

特徴

· オンロードに最適なパターン設計。

· 優れた透湿性と速乾性。

· 快適なストレッチ素材。

· フラットな縫い目がライダーのストレスを軽減します。

素材

· ポリエステル 94%、エラスタン 6%

サイズ ·S - XL

￥22,000 希望小売価格 ( 税抜 )

プロレベルのレース用ジャージ。

次世代の S-PHYRE ショートスリーブジャージは軽量化と温度調節機能を向上し、

空気力学的な効率性を高めるべく、UCI ワールドツアーチームとの

コラボレーションでのフィードバックを採用しています。

刷新されたファブリックは、より軽量で、優れた吸湿速乾性を獲得しています。

素材

· メインボディ：ポリエステル 93%、エラスタン 7%

· バック：ポリエステル 100%

· メッシュ部：ポリエステル 100%

サイズ

·S -L

S-PHYRE ビブショーツ
￥26,000 希望小売価格 ( 税抜 )

プログレードのレーシングビブショーツ。

次世代の S-PHYRE ビブショーツは、エアロダイナミクスとフィット感を追求したデザイン。

最適なフィット感、通気性、湿度調整機能を得るために精密に編み込まれた

ファブリックを採用しています。

S-PHYRE パッドにより自由な可動域が生まれ、効率的なペダリングが可能となりました。

グラフィックスにこだわり、貼接着やプリント、蒸着転写は使用せず、

擦れの原因をなくしました。

素材

· メインボディ：ポリアミド 65%、エラスタン 33%、ポリエステル 2%

· メッシュ部：ポリアミド 75%、エラスタン 25%

サイズ ·S - XL

レースフィット

  
  

ブラック
CW-JSRS-SS11ML01

ブラック
CW-PARS-SS11ML01

BACK

ネオングリーン
CW-JSRS-SS11ME08

S-PHYREパッド

  

     

      

      

          

パフォーマンスフィット

      

ブラック
CW-SCBS-SS31UL01

チャコール
CW-JSPS-TS11MG08

BACK

ネイビー
CWJSPSTS11MN01

グリーン
CW-JSPS-TS11ME01

BACK

ホワイト
CW-BLBS-TS33MW01

ブラック
CW-BLBS-TS33ML01
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BACK

S-PHYRE グローブ
￥8,000 希望小売価格 ( 税抜 )

次世代 S-PHYRE がもたらす快適性と優れたバイクコントロール性。

UCI ワールドツアーチームからのフィードバックを採用し、

次世代の S-PHYRE グローブをアップデートしました。

3D アナトミックパターンと手のひら部分の素材が、

シフターとの接面を最適化し、ライダーの快適性を高めます。

また、第 2 の肌のようにシームレスなファブリックが、シフティングや

ブレーキングをスムーズに操作することが可能となりました。

素材

· 手のひら部 : ポリアミド 60%、エラスタン 40%

· 手の甲 : ポリエステル 76%、エラスタン 24%

· パーツ : ポリエステル 100%

サイズ ·S - XL

S-PHYRE トールソックス
￥2,500 希望小売価格 ( 税抜 )

緻密に編み込まれたソックスが良質なライディングシーンを演出。

シマノは足元に纏わるソックス・サイクリングシューズ・ペダルを

ひとつのシステムとしてトータルで設計しています。

コンポーネンツで培われたそれぞれの製品が互いに最適にリンクする

思考がソックスでも生かされています。

素材 · ポリアミド 52%、ポリエステル 42%、エラスタン 6%

サイズ ·M - L

ネオングリーン
CW-PARS-SS11ME08

S-PHYRE ショートスリーブジャージ

グリーン
CW-SCBS-SS31UE01

ブルー
CW-SCBS-SS31UB01

ホワイト
CW-SCBS-SS31UW01

BACK

ブラック
CW-GLBS-SS11ML01



ブレイカウェイ ビブショーツ
￥12,000 希望小売価格 ( 税抜 )

耐久性に優れた高性能ビブショーツは、ロングライドに最適。

特徴

· シームレスのパフォーマンス8パッドはロングライドでも快適。

· 快適なフィット感な幅広グリッパーバンド。

· 耐久性の高い生地は型崩れを抑え、快適な形状を長持ちさせます。

· 背面のメッシュ構造によりモイスチャーマネージメントと通気性を向上します。

· 薄明りでも視認性を発揮するリフレクター。

· 股下 28 cm (Mサイズ )。

素材

· メインボディ : ポリアミド 80%、ポリウレタン 20%

· サイド : ポリエステル 84%、ポリウレタン 16%

· メッシュ部 : ポリエステル 77%、ポリウレタン 23%

サイズ ·S - XL

ESCAPE ジャージ
￥9,500 希望小売価格 ( 税抜 )

クイックドライファブリックが暑い日もサイクリストを涼しくドライに保つ。

特徴

· フロント＆バックのウィッキングパネルにより、冷却効果を向上。

· 吸湿速乾に優れた素材が衣服内を涼しくドライに保つ。

·3 バックポケット＋耐汗ポケット。

· 背面に配置した裾バンドがジャージのずり上がりを防止。

·UPF 40+ · 高品質で鮮やかな昇華プリント。

素材 · ポリエステル 100%

サイズ ·S - XL

   

            

パフォーマンスフィット

    

BACK

 ネイビー  / ブルー 
CW-JSPS-SS51MN10  ブラック 

CW-JSPS-SS51ML01

 ホワイト 
CW-JSPS-SS51MW01

BACK

BACK

 ブルー 
CW-PAPS-TS31MB01

 ホワイト 
CW-PAPS-TS31MW01

 グリーン 
CW-PAPS-TS31ME01

 グリーン 
CW-JS.PS-TS41ME01

BACK

            

スポーツフィット

    

BACK BACK

 ブラック /グリーン 
CW-JSPS-TS21ML12

 レッド 
CW-JSPS-TS21MR01

 ブルー 
CW-JSPS-TS21MB01

 ブラック 
CW-JSPS-TS21ML01

 ネイビー 
CW-PAPS-TS22MN01

 レッド 
CW-PAPS-TS22MR01

 ブルー 
CW-PAPS-TS22MB01

 ブラック /グリーン 
CW-PAPS-TS22ML12

 ブラック 
CW-PAPS-TS22ML01

BACK

  

 パフォーマンス
 3 パッド 

  

 パフォーマンス
 3 パッド 

  

 パフォーマンス
 3 パッド 

BACK
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ブレイカウェイ ビブショーツ ブラック
￥12,000 希望小売価格 ( 税抜 )

耐久性に優れた高性能ビブショーツは、サドルの上に長く乗っている日でも快適です。

特徴

· シームレスのパフォーマンス8パッドはロングライドでも快適。

· 快適なフィット感な幅広グリッパーバンド。

· 耐久性の高い生地は型崩れを抑え、快適な形状を長持ちさせます。

· 背面のメッシュ構造によりモイスチャーマネージメントと通気性を向上します。

· 薄明りでも視認性を発揮するリフレクター。

· 股下 28 cm (Mサイズ )。

素材

· メインボディ : ポリアミド 80%、ポリウレタン 20%

· メッシュ部 : ポリエステル 77%、ポリウレタン 23%

サイズ ·S - XL

ブレイカウェイ ジャージ
￥11,000 希望小売価格 ( 税抜 )

真夏のトレーニング時においても、パフォーマンスと快適性を両立する。

特徴

· 着心地を追求した新しいパターンデザイン。

· 新しいアナトミックパターン（肩回り構造）。

· 高級感のあるダイヤモンド柄素材。

· 袖には伸縮性に優れた 4way ストレッチ素材を採用。

· 吸湿性に優れた素材で快適なライディングを提供。

· フラット構造のイージーアクセスポケットとジッパー付耐汗ポケット。

素材

· メインボディ : ポリエステル 100%

· メッシュ部 : ポリエステル 93%、エラスタン 7%

· 袖 : ポリエステル 80%、エラスタン 20%

サイズ ·S - XL

チームジャージ
￥9,000 希望小売価格 ( 税抜 )

チームシマノグラフィックを採用したデザインジャージ。

特徴

· クイックドライファブリック。

·UVプロテクション。

· 新しいアナトミックパターン（肩回り構造）。

·3 バックポケット＋耐汗ポケット。

· 背面シリコングリッパーでジャージを固定。

· リフレクターを配置。

素材

· ポリエステル 100%

サイズ ·S - XL

ビブショーツ SHIMANO
￥7,500 希望小売価格 ( 税抜 )

優れたフィット感に、高性能と快適性、耐久性を加えた、

多機能なビブショーツ。

特徴

·6枚パネルのアナトミックデザインにより、ライディングを快適にする。

· 通気性に優れたパフォーマンス3パッド。

· 暗がりでも目立つリフレクター。

· シリコンレッググリッパー。

· メッシュビブで通気性を向上。

素材

· メインボディ : ポリアミド 77%、ポリウレタン 23%

· パーツ： ポリエステル 82%、ポリウレタン 18%

サイズ ·S - XL

チームショーツ
￥9,000 希望小売価格 ( 税抜 )

チームシマノグラフィックを採用したパフォーマンスショーツ。

チームジャージとペアで。

特徴

· 通気性に優れたパフォーマンス3パッドが快適なライディングへ。

· サイクリングに特化したアナトミックパターン。

· シリコングリッパー。

· 股下 25 cm (Mサイズ )。

素材

· メインボディ : ポリアミド 77%、ポリウレタン 23%

· サイド : ポリエステル 84%、ポリウレタン 16%

サイズ ·S - XL

ショーツ SHIMANO
￥6,500希望小売価格 ( 税抜 )

人気のショーツは、性能の高さと快適性、耐久性を備え、

卓越したフィット感をもたらします。

特徴

·6枚パネルのアナトミックデザインにより、ライディングを快適にする。

· 通気性に優れたパフォーマンスパッド。

· 暗がりでも目立つリフレクター。

· シリコンレッググリッパー。

素材

· メインボディ : ポリアミド 77%、ポリウレタン 23%

サイズS - XL

 ブラック 
CW-PAGS-RS11ML

 ブルー 
CW-JSPS-TS41MB01

 ブラック 
CW-JSPS-TS41ML01

 ホワイト 
CW-JSPS-TS41MW01

 ブラック 
CW-PAGS-RS12ML

 ブラック 
CW-PAPS-TS61ML01

 ネイビー 
CW-JSPS-TS21MN01

  

    

パフォーマンス
8パッド

  

    

パフォーマンス
8パッド



コンパクト ウインドベスト
￥7,000希望小売価格 ( 税抜 )

軽量で収納可能なベストは、様々な環境や肌寒いときに風を遮断し、

暖かさを提供します。

特徴

· 耐久性に優れた撥水仕上げ (10回の洗濯後もグレード３)。

· ウェア自らをポケットに収納可能。

·360度ハイビジブルリフレクター。

· 防風 & 撥水ファブリック。

· ベンチレーションが余分な熱を放出。

· 風の雑音を低減するファブリック構造。

素材

· メイン : ポリアミド 100%

· パーツ : ポリエステル 100%

サイズ ·S - XL

エクスプローラーシリーズ 

    

  
    

  

  

BACK

 レッド 
CW-WBPS-SS11MR01

 ネオンイエロー 
CW-WBPS-SS11MY07

BACK

 ネオンイエロー 
CW-WBPS-SS12MY07

BACK

 ブラック /グリーン 
CW-JSPS-TS21JL12

BACK

 ジュニアパッド 

  

 ブラック 
CW-BLBS-RS14ML

 ライナーショーツ
パッド BACK
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コンパクト ウインドブレーカー
￥9,000 希望小売価格 ( 税抜 )

自らをポケットに収納可能なコンパクト設計。

撥水機能を備え急激な気候の変化に対応します。

特徴

· 耐久性に優れた撥水仕上げ (10回の洗濯後もグレード３)。

· ウェア自らをポケットに収納可能。

·360度ハイビジブルリフレクター。

· 防風 & 撥水ファブリック。

· 風の雑音を低減するファブリック構造。

素材

· メイン : ポリアミド 100%

· パーツ : ポリエステル 100%

サイズ ·S - XL

ジュニア チームジャージ
￥7,000 希望小売価格 ( 税抜 )

チームジャージと同じデザインを採用。

親子でリンクコーディネートで着用可能。

特徴

· ジュニア専用のサイズとフィット感。

· クイックドライファブリック。

·UVプロテクション。

·3バックポケット。

· 薄明りの中でも視認性が向上するリフレクター。

素材

· ポリエステル 100%

サイズ ·Jr.M - Jr.L

ジュニア チームショーツ
￥7,500希望小売価格 ( 税抜 )

ジュニアチームジャージとの組み合わせがおすすめ。

特徴

· ジュニア専用サイズとフィット感。

· アナトミックフィット。

· ジュニア専用の通気性に優れたパフォーマンスパッドで快適。

· シリコンレッググリッパー。

· 股下 16.5 cm (Jr.M サイズ )。

素材

· メインボディ : ポリアミド 77%、エラスタン 23%

· サイド： ポリエステル84%、ポリウレタン16%

サイズ ·Jr.M - Jr.L

ライナーショーツ
￥4,500希望小売価格 ( 税抜 )

通勤アーバンスタイルに最適なパッド付きライナーショーツ。

特徴

· アーバンライドに最適なマッピングを施した透湿性パッドを採用。

· スポーツウェアや普段着などにも合わせやすいローライズデザイン。

· クイックドライファブリック。

素材

· ポリエステル 82%、ポリウレタン 18%

サイズ ·S - XL

 ブラック 
CW-WBPS-SS11ML01

 ブラック 
CW-WBPS-SS12ML01

 ブラック 
CW-PAPS-SS22JL01

          

スポーツフィット

  

 ブルー 
CW-JSPS-TS21JB01



BACK

BACK BACK

 ブラック 
CW-JSPS-TS21WL01

BACK

 ネイビー 
CW-PAPS-TS22WN01

     

    

    

       

    

  

                

       

  

     

    

    

    

      

    

    

        

BACK

BACK

 ブラック 
CW-GLBS-TS12ML01

BACK

 レッド 
CW-GLBS-TS21MR01

BACK
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スミレ ショーツ
￥11,000 希望小売価格 ( 税抜 )

トレンドカラー、しなやかな素材、衝撃吸収パッドが快適さを提供します。

特徴

· 通気性に優れたウイメンズパフォーマンス5パッドがライディングを

快適にします。

· 裾を折り込むことで、股下の長さ（5cm）をカスタマイズ可能。

· 幅が広く快適なウエストバンドを配した、ウイメンズ専用の

アナトミックフィット。

· シリコンのドットプリントを施したグリッパーが裾のずれを防止。

· エレガントで柔らかなファブリックが、終日快適さをキープ。

· 暗がりでも目立つリフレクター。

素材

· メインボディ : ポリアミド 87%、ポリウレタン 13%

· パーツ : ポリエステル 80%、ポリウレタン 20%

サイズ ·WM - WL

スミレ ジャージ
￥11,000 希望小売価格 ( 税抜 )

エレガントなデザイン、贅沢なファブリック、パフォーマンスと快適性を追求。

特徴

· ウイメンズ専用のアナトミックフィット。· 袖部分のデザインは快適なフィット感を提供。

·3 バックポケットとイージーアクセススモールポケット。

· 高品質の昇華プリント。· 柔らかく、しなやかで速乾性を備えたファブリック。

·UPF 50+ ( メインの素材 )。

素材

· メインボディ : ポリエステル 87%、ポリウレタン 13%

· サイド : ポリエステル 91%、ポリウレタン 9%

· パーツ : ポリエステル 80%、ポリウレタン 20%

サイズ ·WM - WL

EVOLVE グローブ
￥5,000 希望小売価格 ( 税抜 )

シフターの操作性向上を考慮した

機能的なデザイン設計。

特徴

着脱が簡単なスリップオンデザインと長めのカフ。

·PORON®XRD™ と低反発パッドが快適さを向上。

· シフターと連動するよう設計された手のひら部分。

· 着脱しやすいプルオフタブ。

· 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。

素材

· 手の裏面 : ポリアミド 64%、ポリエステル 20%、エラスタン 16%

· 手のひら : ポリアミド 49%、エラスタン 36%、ポリエステル 15%

サイズ ·S - XL

CLASSIC グローブ
￥3,600 希望小売価格 ( 税抜 )

解剖学的に設計されたパームと GEL パディングで、長距離の快適さを提供するスリップオングローブ。

特徴

· 着脱が簡単なスリップオンデザイン。

· 手のひらにアナトミックデザイン。

·GEL+ EVA パッド。

· 着脱しやすいプルオフタブ。

· 手のひら部分のシリコンプリントがグリップを追求。

素材

· 手の裏面 : ポリアミド 59%、エラスタン 26%、ポリエステル 10%、コットン 5%

· 手のひら側： ポリエステル 80%、ポリウレタン 20%

サイズ ·S - XL

ESCAPE グローブ
￥4,000 希望小売価格 ( 税抜 )

シフレクションフリーとメッシュ素材を採用した

アナトミックパームが通気性と操作性を高める。

特徴

· 通気性のあるメッシュベースのフレクションフリーと、

耐久性のある合成皮革により、快適さとコントロール性が向上。

·PORON®XRD™ と低反発パッドが快適さを向上。

· 通気性の高いメッシュ素材と合成皮革が耐久性を向上。

·· 手のひらにアナトミックデザイン。

· 手のひらのシリコンプリントが操作性を向上。

素材

· 手の裏面 : ポリアミド 45%、ポリエステル 41%、エラスタン 14%

· 手のひら : ポリエステル 69%、エラスタン 18%、ポリアミド 13%

サイズ ·S - XL

SHIMANO ロンググローブ
￥3,800希望小売価格 ( 税抜 )

GEL ＋ EVA パッドが快適性と振動吸収力を提供。操作性もサポートする。

特徴

· 快適性と操作性に優れるGEL ＋ EVA パッドと手のひら部分は耐久性のある合成皮革。

· タッチパネル対応。

· 手のひら部分に丈夫な合成皮革を使用し、優れたグリップ力を実現。

· 快適性とコントロール力を追求したパッドの形状。

· フック＆ループのカフアジャスター。· 親指部分に柔らかい汗拭き面。

素材

· 手の裏面 : ポリアミド 65%、エラスタン 15%、ポリエステル 15%、コットン 3%、ゴム 2%

· 手のひら : エラスタン 45%、ポリアミド 30%、ポリエステル 25%

サイズ ·S - XL

スミレ ショーツ ブラック
￥10,000 希望小売価格 ( 税抜 )

エレガントなショーツのデザイン、優れた柔軟性を持つファブリック、

衝撃を吸収するパッドが組み合わさり、快適さと美しさを提供します。

特徴

· 通気性に優れたウイメンズパフォーマンス5パッドがライディングを

快適にします。

· 裾を折り込むことで、股下の長さ（5cm）をカスタマイズ可能。

· 幅が広く快適なウエストバンドを配した、ウイメンズ専用の

アナトミックフィット。

· シリコンドットプリントを施したグリッパーが裾のずれを防止。

· エレガントで柔らかなファブリックが、終日快適さをキープ。

·UPF 50+。

素材

· メインボディ : ポリアミド 87%、ポリウレタン 13%

· パーツ : ポリアミド 78%、ポリウレタン 22%

サイズ

·WS - WL

スミレ ビブショーツ ブラック
￥12,000 希望小売価格 ( 税抜 )

エレガントなビブショーツのデザイン、

優れた柔軟性を持つファブリック、

衝撃を吸収するパッドが組み合わさり、

快適さと美しさを提供します。

特徴

· 通気性に優れたウイメンズパフォーマンス5パッドが

ライディングを

快適にします。

· 裾を折り込むことで、股下の長さ（5cm）を

カスタマイズ可能。

· 幅が広く快適なウエストバンドを配した、ウイメンズ専用の

アナトミックフィット。

· シリコンドットプリントを施したグリッパーが裾のずれを防止。

· エレガントで柔らかなファブリックが、終日快適さをキープ。

·UPF 50+。

素材

· メインボディ : ポリアミド 87%、ポリウレタン 13%

· メッシュ部分 : ポリエステル 82％、ポリウレタン 18％

· パーツ : ポリアミド 78%、ポリウレタン 22%

サイズ ·WM - WL

アクセサリーウイメンズ パフォーマンスウェア   

 ブルー /オレンジ 
CW-JSPS-TS21WB12

 ピンク 
CW-JSPS-TS21WK01

          

ウイメンズフィット

  

 ブラック 
CW-PAPS-SS31WL01

           

ウイメンズフィット

  

 ウイメンズ
パフォーマンス

5パッド 

           

ウイメンズフィット

  

 ウイメンズ
パフォーマンス

5パッド 

           

ウイメンズフィット

  

 ウイメンズ
パフォーマンス

5パッド 

BACK  ブラック 
CW-PAPS-SS32WL01

 レッド 
CW-GLBS-TS11MR01

 ブラック 
CW-GLBS-TS11ML01

 イエロー 
CW-GLBS-TS11MY01

 ブルー 
CW-GLBS-TS12MB01

 ホワイト 
CW-GLBS-TS12MW01

 ホワイト 
CW-GLBS-TS61MW01

 ピンク 
CW-PAPS-TS22WK01

 ブルー /オレンジ 
CW-PAPS-TS22WB12

 ブルー 
CW-GLBS-TS11MB01

 ネイビー 
CW-GLBS-TS61MN01

 ブラック 
CW-GLBS-TS61ML01

 ブラック 
CW-GLBS-TS21ML01

 ブルー 
CW-GLBS-TS21MB01

 ネイビー 
CW-JSPS-TS21WN01



ウイメンズ SHIMANO ロンググローブ
￥3,800 希望小売価格 ( 税抜 )

GEL ＋ EVA パッドが快適性と振動吸収力を提供。操作性もサポートする。

特徴

· 快適性と操作性に優れるGEL ＋ EVA パッドと手のひら部分は耐久性のある合成皮革。

· タッチパネル対応。

· 手のひら部分に丈夫な合成皮革を使用し、優れたグリップ力を実現。

· 快適性とコントロール力を追求したパッドの形状。

· フック＆ループのカフアジャスター。· 親指部分に柔らかい汗拭き面。

素材

· 手の裏面 : ポリアミド 65%、エラスタン 15%、ポリエステル 15%、

コットン 3%、ゴム 2%

· 手のひら : エラスタン 45%、ポリアミド 30%、ポリエステル 25%

サイズ ·WS - WL

トランジット グローブ
￥3,500 希望小売価格 ( 税抜 )

グリップとバイクコントロール力を追求する設計。カジュアルウェアと

コーディネートされたファブリックとデザインを採用。

特徴

· アーバンスタイルにマッチするスタイリッシュなデザイン。

· 暗がりでも目立つリフレクター。

· 視認性のために小指の側面にリフレクターをプラス。

· 簡単に着脱できるデザイン。· 適所に配したパッド形状。

· 手のひらの小指側には、1.2 mmのPORON® XRD™パッドを採用。

素材

· 手のひら部分 : ポリアミド 60％、ポリウレタン 40％

· 手の裏面 : ポリエステル 77%、ポリアミド 19%、ポリウレタン 4%

サイズ ·S - XL

スミレ グローブ
￥3,600 希望小売価格 ( 税抜 )

ジャージとマッチする綺麗なグラフィックデザイン。

特徴

· 手のひら部分にウイメンズ専用の3D アナトミックデザイン。

· エレガントに昇華したメッシュ素材。

· 着脱が簡単なスリップオンデザイン。

·3 mm の EVA パッドを配置。· プルオフタブが着脱を簡単に。

· リフレクター。

素材

· 手の裏面 : ポリエステル 75%、エラスタン 14%、ポリアミド 7%、コットン 4%

· 手のひら : ポリエステル 99%、ポリウレタン 1%　　

サイズ ·WS - WL

GLOVE GLOVE

    

       

       

      

    

       

    

    

  

     

BACK
 レッド 

CW-GLBS-SS61MR01

BACK

 ブラック 
CW-GLBS-SS21ML01

BACK  ブルー /オレンジ 
CW-GLBS-TS51WB12

     

    

    

         

     

        

    

         

    

    

     

    

      

         

BACK

BACK

 ブラック 
CW-GLBS-TS12WL01

BACK

SHIMANO グローブ
￥3,300 希望小売価格 ( 税抜 )

GEL ＋ EVA パッドが快適性と振動吸収力を提供。操作性もサポートする。

特徴

· 快適性と操作性に優れるGEL ＋ EVA パッドと手のひら部分は耐久性のある合成皮革。

· タッチパネル対応。

· 手のひら部分に丈夫な合成皮革を使用し、優れたグリップ力を実現。

· 快適性とコントロール力を追求したパッドの形状。

· フック＆ループのカフアジャスター。

· 親指部分に柔らかい汗拭き面。

素材

· 手の裏面 : ポリアミド 61%、エラスタン 25%、ポリエステル 7%、コットン 4%、ゴム 3%

· 手のひら : エラスタン 42%、ポリエステル 30%、ポリアミド 28%

サイズ ·S - XL

ジュニア バリューグローブ
￥2,500希望小売価格 ( 税抜 )

手のひら部分に厚手パッドを採用し、安全かつ快適な感触をもたらす、

はじめてのグローブとして最適なジュニアグローブ。

特徴

· ジュニア専用のサイズとフィット感。·3mm厚 EVAパッド。

· 簡単に着脱できるデザイン。· 親指部分には柔らかな汗ふき付き。

·UVプロテクション。

素材

· 手のひら部分 : ポリアミド 51%、ポリウレタン 49%

· 手の裏面 : ポリエステル 37%、ポリアミド 37%、

ポリウレタン 11%、コットン 15％

サイズ ·Jr.M - Jr.L

ウイメンズ SHIMANO グローブ
￥3,300 希望小売価格 ( 税抜 )

GEL ＋ EVA パッドが快適性と振動吸収力を提供。操作性もサポートする。

特徴

· 快適性と操作性に優れるGEL ＋ EVA パッドと手のひら部分は耐久性のある合成皮革。

· タッチパネル対応。· 手のひら部分に丈夫な合成皮革を使用し、優れたグリップ力を実現。

· 快適性とコントロール力を追求したパッドの形状。· フック＆ループのカフアジャスター。

· 親指部分に柔らかい汗拭き面。

素材

· 手の裏面 : ポリアミド 61%、エラスタン 25%、ポリエステル 7%、

コットン 4%、ゴム 3%

· 手のひら : エラスタン42%、ポリエステル30%、ポリアミド28%

サイズ ·WS - WL

エアウェイ グローブ
￥3,000 希望小売価格 ( 税抜 )

パッドを入れた伸縮性のあるシンセティックレザーと、

効率的に配置したメッシュが、涼しさと快適さ、コントロール性を提供します。

特徴

· 手の裏部分に高級感ある素材とデザインを採用。

· 手のひら部分に丈夫な合成皮革を使用し、

優れたグリップ力を実現。·TPRシマノロゴ。

· 通気性に優れる指の間のパワーニットメッシュ。· 簡単に着脱できるデザイン。

· 手のひらの適所に厚手のフォームパッド。

素材

· メインの生地 : ポリアミド 70%、ポリウレタン 30%

· 手の裏面 : ポリアミド 71%、ポリウレタン 15%、ポリエステル 9%、コットン 5%

サイズ ·S - XL

ADVANCED グローブ
￥4,000 希望小売価格 ( 税抜 )

アップデートしたパッドとフレクションフリーのデザインが、ロングライドもストレスなく、快適さをもたらします。

特徴

· 手の裏面にCORDURA製のクーリング機能を配置。

· 着脱が容易になるよう、アップデートしたフレクションフリーデザイン。

· 手のひら部分の柔らかな素材は、レザーのような心地よさで、優れたフィット感をもたします。

· 手のひら部分のパッドの配置と形状を改善。

· 衝撃吸収材PORON®XRD™ 採用（2mm/4mm）。

素材

· 手のひら部分 : ポリアミド 60％、ポリウレタン 40％

· 手の裏面 : ポリアミド 88%、ポリウレタン 12%· パイル部分： ポリエステル 100%

· パーツ : ポリエステル 84%、ポリウレタン 16%

サイズ ·S - XL

BACK

 ブラック 
CW-GLBS-TS31ML01

 ホワイト 
CW-GLBS-TS31MW01

 レッド 
CW-GLBS-TS31MR01

 ブルー 
CW-GLBS-TS31MB01

   

    

    

    

       

 ブラック 
CW-GLBSSS61ML01

 イエロー 
CW-GLBS-SS61MY01

 ブラック 
CW-GLBS-TS31WL01

 布地に施されている抗菌機能は、通常の洗濯や
衛生対策に代わるものではありません。 
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 ホワイト 
CW-GLBS-SS21MW01

 レッド 
CW-GLBS-SS21MR01

 ピンク 
CW-GLBS-TS51WK01

 ブラック 
CW-GLBS-TS51WL01

 ネイビー 
CW-GLBS-TS51WN01

 ブルー 
CW-GLBS-SS61MB01  ブルー 

CW-GLBS-SS51JB01  レッド 
CW-GLBS-SS51JR01

BACK

 ネイビー 
CW-GLBS-SS41MN01

 ブラック 
CW-GLBS-SS41ML01

 カーキ 
CW-GLBS-SS41ME15



Accessory

 

      

      

      

    

          

 ブラック 
CW-WABS-SS11ML01

 ホワイト 
CW-WABS-SS12MW01

 ブルー 
CW-OABS-TS22UB01

 ブラック 

CW-OABS-TS22UL01

 ブラック 
CW-SCBS-TS14UL01

 ネイビー
CW-SCBS-TS14UN01

 ウェアサイズ展開  ( ヨーロッパサイズ表記）

ヨーロッパサイズ S M L XL

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

2.  胸囲 90 - 93 94 - 97 98 - 100 101 - 107

3.  ウエスト 77 - 81 82 - 86 87 - 91 92 - 97

4.  ヒップ 90 - 93 94 - 97 98 - 100 101 - 107

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

ヨーロッパサイズ WS WM WL

1.  身長 157 - 163 162 - 168 167 - 173

2.  胸囲 84 - 86 87 - 89 90 - 92

3.  ウエスト 64 - 66 67 - 70 71 - 74

4.  ヒップ 91 - 93 94 - 96 97 - 99

5.  股下 74 - 76 77 - 79 80 - 82

ヨーロッパサイズ Jr.M Jr.L

1.  身長 140 150

2.  胸囲 68 - 72 72 - 76

3.  ウエスト 62 - 66 66 - 70

4.  ヒップ 72 - 76 76 - 80

5.  股下 61 - 67 66 - 72

S M L XL

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

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

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

S / M M / L

 足のサイズ 36 - 40 41 - 44

 Cm 22.5 - 25.2 25.8 - 27.8

S M  L

 足のサイズ 37 - 39 40 - 42  43 - 45

 Cm 23.2 - 24.5 25.2 - 26.5  27.2 - 28.5

 ウイメンズ アパレル  ジュニア アパレル 

 グローブ 

 ソックス  S-PHYRE トールソックス 

 (cm) 

 (cm)  (cm) 

 (cm)  (cm) 
 手の周り 

ONE SIZE

 メンズ アパレル  ユニセックス 

 (cm) 

サンブロックアームカバー
￥3,600 希望小売価格 ( 税抜 )

人間工学的にアナトミックフィットにデザインされた

軽量なアームカバーが紫外線を防ぎます。

特徴

· ドライタッチの通気性素材。

· 上腕部のシリコングリッパーは、アームカバーのズレを防止。

· 夜間での視認性が高いリフレクターを配置。

·UPF 50+。

素材

· ポリエステル90%、エラスタン10%

サイズ ·S - XL

バンダナ
￥2,500 希望小売価格 ( 税抜 )

ワイド化した襟足部分が夏の日差しから肌を守る。

特徴

· ワイド化したエリアが首の後ろ側の日焼けを防止。

· ヘルメットの下にフィットするデザイン。

·UPF 45+。· クイックドライファブリック。· 昇華型グラフィック。

素材 · ポリエステル 100%

サイズ ·ONE SIZE

ルーメン トールソックス
￥2,000 希望小売価格 ( 税抜 )

リフレクターを配置し視認性を高めた

サイクリングソックス。

特徴

· 暗闇でも目立つリフレクターを採用。

· シマノシューズとリンクするデザイン設計。

· 適所にクッションを施し、負担を緩和。

· 前面はメッシュのベンチレーション仕様。

· アーチパネル構造。

素材

· ポリエステル 82%、ポリアミド 12%、綿 5%、エラスタン 1%

サイズ ·S / M - M / L

サンブロックレッグカバー
￥4,800希望小売価格 ( 税抜 )

人間工学的にアナトミックフィットにデザインされた

軽量なレッグカバーが紫外線を防ぎます。

特徴

· ドライタッチの通気性素材。

· アナトミックデザインとフィット。

· 腿部のシリコングリッパーは、レッグカバーのズレを防止。

· 夜間での視認性が高いリフレクターを配置。·UPF 50+。

素材 · ポリエステル90%、エラスタン10%

サイズ ·S - XL

Apparel
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ブラック

 ブラック 
CW-WABS-SS12ML01



  

 

  S-PHYRE グローブ   EVOLVE グローブ  ESCAPE グローブ  CLASSIC グローブ   SHIMANO ロンググローブ 
 SHIMANO グロー

ブ 
 ADVANCED 
グローブ  エアウェイ グローブ 

   

 CW-GLBS-SS11M  CW-GLBS-TS61M CW-GLBS-TS21M CW-GLBS-TS11M  CW-GLBS-TS12M CW-GLBS-TS31M CW-GLBS-SS21M CW-GLBS-SS61M

 
  ポロンファブリック   • •  •

 
  リフレクター   • • •  • • •

 
  手のひらパッド   • •  • •

 
  シリコングリップ   • • •  • • •

 
  着脱しやすい中央のプルオフタブ   • •  •

 
  汗ふきパッド •  • • •  • • •

 
  フレクションフリー   •  •

 
  3D パルムデザイン  •  • • •  • • •

 
  3D の解剖学的デザイン     •

 
  タッチスクリーン    •

 
  UV プロテクト  •  • • •  • • • •

 
  抗菌素材    

 
  ゲル        •   •   •     

  

 スミレ グローブ  ウイメンズ SHIMANO 
ロンググローブ 

  ウイメンズ SHIMANO 
グローブ 

 ジュニア バリュー
グローブ  

 トランジット 
グローブ  

 

CW-GLBS-TS51W CW-GLBS-TS12W  CW-GLBS-TS31W CW-GLBS-SS51J CW-GLBS-SS41M

 
  ポロンファブリック  •

 
  リフレクター • •  • •

 
  手のひらパッド •  • •

 
  シリコングリップ • •  •

 
  着脱しやすい中央のプルオフタブ •  • •

 
  汗ふきパッド • •  • • •

 
  フレクションフリー  

 
  3D パルムデザイン •  • •

 
  3D の解剖学的デザイン •  

 
  タッチスクリーン •  

 
  UV プロテクト • •  • • •

 
  抗菌素材  •

 
  ゲル    •   •     

 SS20 アクセサリー仕様  SS20 アクセサリー仕様  
 

  S-PHYRE トール
ソックス   ルーメン トールソックス  サンブロックアームカバー   サンブロックレッグカバー   バンダナ 

  

CW-SCBS-SS31U  CW-SCBS-TS14U CW-WABS-SS12M CW-WABS-SS11M CW-OABS-TS22U

 
  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   

 
  撥水機能   

 
  防風機能   

 
  最適なパネル構造   

 
  エアロダイナミック   

 
  UV プロテクト   • • •

Apparel
 SHIMANO WEAR

 2020 春夏モデル 



 SHIMANO WEAR

Specifi cations

パフォーマンスフィット

レースフィット

スポーツフィット

ウイメンズフィット

 ウェアアイコン 

 特徴 

 3Dニット構造 
 母子球まわりを包み込む快適な履き心地 

 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。 

 手のひらパッド 
 ハンドルバーの当たる部分の衝撃を吸収し、
疲労を防ぎます。 

 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。 

 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 

 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 

 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 

 撥水機能 
 洗濯した後でも耐久性のあるコーティングに
より水をはじく。 

 抗菌素材 
 汗の気になる季節でも快適な抗菌素材 

 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。 

 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。 

 防風機能 
 採用されている防風部材が、風の侵入を防ぐ。 

 ゲル 
 ゲルフォームにより衝撃と振動を吸収します。 

 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。 

 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。 

 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。 

 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。 

 耐水機能 
 撥水素材は、小雨や多少の濡れに
耐久性を発揮。 

 フィットタイプ 

 レースフィット 
 体の一部のようにフィットします。
パフォーマンス向上を優先する妥協を
許さないデザイン。
体の一部のようにフィットし
バタつきを抑え、空気力学上の利点を
もたらします。
 

 パフォーマンスフィット 
 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。 

 スポーツフィット 
 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。 

 ウイメンズフィット 
 ウイメンズボディラインに合わせた、
美しく適度なフィット感を提供します。 



WEAR
パフォーマンスを次のレベルへ

2020 Autumn & Winter

パフォーマンスフィット

レースフィット

スポーツフィット

ウイメンズフィット

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。

手のひらパッド
ハンドルバーの当たる部分の衝撃を吸収し、
疲労を防ぎます。

フィットタイプ

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。

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。

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。

レースフィット
体の一部のようにフィットします。 
パフォーマンス向上を優先する妥協を 
許さないデザイン。 
体の一部のようにフィットし 
バタつきを抑え、空気力学上の利点を 
もたらします。 

パフォーマンスフィット
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。

スポーツフィット
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。

ウイメンズフィット
ウイメンズボディラインに合わせた、 
美しく適度なフィット感を提供します。

撥水機能
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。



S-PHYRE 秋冬サイクリングウェア

S-PHYREは、1年365日、常に最高のパフォーマンスを追求するライダーのためのサイクリングウェアです。シマノのサイクリングウェアの頂点
として、S-PHYREは寒暖差の激しい秋から春にかけてのさまざまな気候条件に対応します。衣服内の温度と湿度を最適に保ち、風速冷却を防ぐ
ことで、ライダーはいつでも最高のパフォーマンスを発揮できます。

S-PHYREに使用されている防風撥水性素材は、軽量ながらも抜群の保温効果を発揮します。

最先端のハイテク素材とデザインを採用することでオーバーヒートや汗冷えを防ぎ、運動強度や気温に左右されることなく、最適な37°C 
パフォーマンスゾーンに保ちます。伸縮性の高い素材とパターンによって、体の動きに合わせてぴったりとフィットしてしわができにくく、軽量で
すっきりとしたシルエットはエアロダイナミック効果を高めます。

最先端の素材とパターンを組み合わせたS-PHYREとなら、オフシーズンなどありません。他のライダーが悪天候で乗れない間に、パーソナル 
ベストの更新を目指しましょう。

With S-PHYRE, the ride is always on.

IGNITE YOUR PERFORMANCE

ALWAYS ON

S-PHYRE 秋冬サイクリングウェア - レイヤリングストラテジー

THE RIDE IS ALWAYS ON
S-PHYRE 秋冬サイクリングウェアは、オフシーズンなしでトレーニングに励むライダーのために、秋冬の不安定
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。

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。霧が立ちこめ、霜の降りる
早朝。晴れ間がのぞき、風が吹き、雨の降る午後。日が沈み、冷たい雨がみぞれに変わる。そんな寒い季節でも
ライドを楽しむライダーは、ドライな状態を保つことが暖かさを保つ秘訣であることを知っています。最先端の
ハイテク素材を使用するS-PHYREはウェアの内側も外側もドライに保ちます。

S-PHYREなら、寒さの中でも快適に最高のパフォーマンスを追求できます。

With S-PHYRE, the ride is always on.

S-PHYRE  
秋冬レイヤリングストラテジー

保温・風速冷却をブロック・
湿気の最小化



S-PHYRE 秋冬サイクリングウェア - ショートスリーブジャケット & ウインタービブタイツ

S-PHYRE ショートスリーブウインドジャケット
あらゆる天候に対応するプログレードの 
ショートスリーブジャケット
グランフォンドなどの高強度なロングライドで活躍するショートスリーブウインドジャケットは、気温
の変化に応じて衣服内温度を最適化し、体幹を保護します。超軽量の防風撥水性素材を適材適所に
配置することで、かさばることなくオーバーヒートを防ぎます。

システム工学を駆使して設計されたS-PHYREベースレイヤーやアームウォーマーと組み合わせる
ことで、寒い日のライドでも暖かさを保持できます。

冬の天候に対応する耐久性
伸縮性と通気性に優れた暖かいフリースは、 
撥水加工を施した毛玉のできにくい素材を
使用。

シルクのような滑らかさ
サイドパネル、背面、襟の内側
とアーム下にソフトな裏起毛
素材を配し、機能性だけでなく
着心地も追求。

ライディング時の 
フィット感向上
背面のすそ部分に透明な
シリコンパターンを施し、
ジャージのずれを防止。

襟元も保護
断熱素材を使用した 
スタンドカラーが冷たい
空気をブロック。

エアロダイナミック 
デザイン
体にぴったりとフィット
するレースカットで 
しわになりにくく、無駄
のないすっきりとした
エアロダイナミックな
シルエット。

プロレベルのプロテクション
フロント、ショルダー、バックポケット、
襟に軽量ファブリックを採用。 
通気性に優れた背面上部が余分な
熱を逃がし、長時間にわたる雨天の
レースでも快適な状態を保ちます。

スムーズなレイヤリング
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背面上部 
の通気性に優れた軽量素材が、 
ライダーをドライで快適な状態に 
保ちます。

システム工学を活用
足首周りに軽量で伸縮性のある素材を
使用することでシューズカバーと 
シームレスに融合。

暗がりでの視認性
前後にオーロラカラーの 
反射性S-PHYREロゴ、背面
に反射性SHIMANOタブを
配し、暗がりでも360°の 
視認性を確保。

ボトムアップコンフォート
トリプルステッチS-PHYREパッド。

暗がりでの視認性
前後にオーロラカラーの反射性
S-PHYREロゴ、背面に反射性
SHIMANOタブを配し、暗がりでも
360°の視認性を確保。

簡単にアクセス
フラット構造のポケットは、
グローブをつけたままでも
簡単に出し入れできます。

S-PHYRE ウインタービブタイツ
通気性と撥水性を備えたプログレードのウインタービブタイツ
アナトミックレースフィットと撥水加工により、過酷な環境でも研ぎ澄まされたスタイルとパフォーマンス
を発揮。寒い季節のトレーニングのために設計されたビブショーツは、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し、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。

適材適所に配置したサーマルフリースが両脚を暖かく快適に保ち、最高のパフォーマンスをもたらします。
アナトミック3Dデザインと衣服内温度37ºCを目指す素材技術を融合させて誕生したウインタートレー
ニング用ビブタイツです。

EVOLVE 秋冬サイクリングウェア

あらゆるアドベンチャーへの挑戦を快適に
EVOLVE 秋冬サイクリングウェアは、寒さや悪天候からライダーをしっかりと守り、不安定な天気に左右されることなく、 
快適なロングライドへと導きます。

ロングライドでの快適性を追求した設計により、ダイナミックなデザインと全体的なフィット感を向上。特性に応じて素材を使い分け、
身体に立体的にフィットするアナトミックカットを採用。ロングライドでの効率性、マルチレイヤードウェザープロテクション、しわに 
なりにくいエレガントなスタイルを融合。フラットロックステッチとソフトな肌触りのファブリックにより不快感や違和感を和らげ、 
通気性の高い素材がウェア内の湿度を快適に保ちます。

EVOLVEは寒い日の長距離・長時間のライディングを進化させるハイパフォーマンスウェアです。ライドの最初から最後までライダー
を寒さから守り、快適な状態を保ちます。

EVOLVED

COMFORT

ADAPTABILITY

PERFORMANCE



EVOLVE 秋冬サイクリングウェア

EVOLVE ウインドジャケット
快適で万能なウインドジャケット。

EVOLVE ウインドビブタイツ
アナトミックデザインの 
撥水性ライトサーマルビブタイツ。

ソフトな肌触りのファブリックを使用した快適な着心地のウインタージャケット。
秋冬の気温や天候の変化に適応します。

取り外し可能なインナーエプロンが冷気をシャットアウトし、暖かさを確保。 
着脱は簡単でバックポケットにもすっぽり収まります。

通気性の高い素材を使用し、DWR処理を施したアナトミックデザインの 
ライトサーマルビブタイツ。冷たい雨の中のロングライドでも快適な状態を
保ち、水しぶきや小雨からライダーをしっかりと守ります。

自然なライディングフォーム
ラグランスリーブにセットインデザインを取り
入れて肩回りをすっきりさせ、より効率的で 
快適なライディングフォームをサポート。 
ロングライドでのパフォーマンスを維持し
ます。

通気性のあるプロテクション
DWR（耐久性撥水加工）処理を施した 
温度調節素材は、バタつきや過熱を防ぎ、
ライダーをしっかりと保護します。

インテグレーテッドデザイン
足首のジッパーを廃しシューズカバーとの 
一体感を向上。

アナトミックコンフォート
フラットロックステッチとアナトミカルカッ
トにより、快適なセカンドスキンフィットを 
実現。ペダリングを妨げません。

暗がりでの視認性
ふくらはぎの反射素材により視認性を 
向上します。

メタリックサーマルテック
熱反射するメタリックサーマルファブリックが
ウェア内を暖かく保ち、ライダーの体温を一定
に保ちます。

いつまでも持続するコンフォート
ソフトな肌触りのプレミアムファブリック
で、ライドの最初から最後まで快適な着心
地と機能性を維持します。

マルチレイヤープロテクション
防風性のあるフロントパネルが寒さを防ぎ、 
耐久性撥水ファブリックが雨や道路の水しぶき
からライダーを守ります。繰り返し洗濯しても
性能をキープします。

サーマルベンチレーション
脇の下のジッパー、マイクロベント、通気性の高
いサーマルニットファブリックが余分な熱を効
率的に放出します。

取り外し可能なシールドエプロン
取り外し可能なインナーエプロンが胸と 
体幹を保護。不要なときは取り外して 
収納できます。

パッシブベンチレーション
空気の流れを利用して衣服内温度をコントロール。
オーバーヒートした熱気を体の表面から放出。

防風機能
乗車姿勢で前面から受ける冷たい風をブロックし、
冷えから体幹を保護。

ヒートマネージメント
身体の軸となる「体幹」の温度を保つことで、
高いパフォーマンスを維持。

アクティブベンチレーション
熱のこもりやすいエリアにジッパーとベンチ 
レーションを配置することで、衣服内の温度調整が
容易に。

撥水性能
小雨や水しぶきをはじき、衣服内を暖かく保ちます。

レイヤリング
さまざまな特性を持つ複数のレイヤーを組み合わせる
ことで、抜群の快適性を確保。

衣服内温度 37℃を目指すダイナミックレイヤリング

サイクリストが身体能力を最大限発揮できる理想的な衣服内温度は、37°Cであることが研究により明らかになっています。しかし、サイクリストは驚くほど 
さまざまな状況下に置かれ、多くの場合、その変化は突然で、前触れなくやってきます。一日のライドで、サイクリストはさまざまな気温や天候に直面します。 
こうした変わりやすい気象条件や運動の負荷レベルの変化の中でサイクリストの体温を調節するのは、とても困難です。37℃は年間を通したシステムとして
設計されており、サイクリストの運動強度に合わせて快適性、パフォーマンスを最適化します。

シマノは衣服内温度37°Cを保つために、湿度管理、通気性、温度調節など、コントロール可能な数々の要因を機能として取り入れることでそれを実現可能に
しました。防風・防水・断熱素材、タイプの異なるベンチレーションを適材適所に配置し、気温に応じたレイヤリングにコーディネートすることで、厳しい寒さの
中でも快適なパフォーマンスを実現します。

37°C TEMPERATURE REGULATION



涼しい 寒暖差（三寒四温）寒い

衣服内温度 37℃を目指すダイナミックレイヤリング

四季を通じた5つのコンディション
シマノは、自転車に乗る日の状況を、「寒い、涼しい、寒暖差（三寒四温）、暖かい、暑い」で表した方がわかりやすいと考えています。風速、湿気、日差しの強さ、
湿度レベルなど、さまざまな組み合わせからなる自然状況を、これら5つのコンディションに当てはめて考えます。そのため、シマノでは、従来の春夏秋冬という
4つの季節で分けるのではなく、核となる5つのコンディションに基づいてウェアを特定・開発しています。どこに暮らしていようと、季節がいつであろうと、 
実際のサイクリングのコンディションに適合するようウェアを提供します。

5つのコンディションによるアプローチ
サイクリストの能力を効率的に発揮し、あらゆるコンディションで衣服内温度を37°Cにキープすることを目指すため、慎重に練り上げられたソリューションが
開発されました。

寒い 暖かい涼しい 暑い寒暖差（三寒四温）

ヒートコントロール ヒートコントロール ヒートコントロール

保温する 温度を調整する 熱気を放出する

モイスチャーコントロール モイスチャーコントロール モイスチャーコントロール

湿気を最小化する 湿気を調整する 湿気を蒸発させる

風速冷却をブロックする 空気の流れを調整する 通気性を向上する

エアフロー エアフロー エアフロー

サイクリストが涼しく快適に過ごせるデザ
イン。暖かい時期や真夏にサイクリストが
経験する、暑い、暖かい、変わりやすいといっ
た気温状況に応じた設計をしています。

取り外しが可能なアイテムでさまざまな
コンディションやライディングの強度の
変化に対応する多用性を提供します。

サイクリストを保温し寒さから守るデザ
イン。寒冷時や季節の変わり目などに 
サイクリストが経験する、寒い、涼しい、
寒暖の差が激しいといった気温状況に 
応じる設計をしています。

秋／冬コレクション 春／夏コレクション

レイヤリングシステム

あらゆるライドシーンに対応。シマノフュージョンコンセプトのダイナミックレイヤリングは、サイクリストからのフィードバック、異なる環境による様々な使用
方法とシステムエンジニアリングを融合し、あらゆる天候条件、運動強度を考慮しながら、5つのボディゾーンにわたってサイクリストに役立つウェアを開発
しています。

状況の選択

頭： 
コマンドセンター

COMPLETE 
LAYERING 
SOLUTIONS

完璧な 
レイヤリング 
ソリューション

手： 
コントロール

下半身:
駆動

足：
パワー伝達

胴体： 
パワー生成

5つの 
ボディゾーン

サーマルスカルキャップ

S1100R H2O  
シューズカバー

アーリーウインター 
グローブ

ウインタータイツ

ウインタービブタイツ

ウインドブレークスカル
キャップ

ウインドストッパー® 

インサレーテッドグローブ

S1100R ソフトシェル 
シューズカバー

ウインドジャケット

エクストリームウインター
キャップ

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

ロングスリーブ 
ベースレイヤー

サーマルジャージ

サーマルジャージ

ウインドストッパー® 

サーマルリフレクティブグローブ

S3100R NPU+ 
シューズカバー

ウインドジャケット

またはウインドビブタイツ ウインドビブタイツ

5つのボディゾーンをカバーするダイナミックレイヤリング



RACE DESIGN

PERFORMANCE DESIGN

SPORTS DESIGN

RACE DESIGN

PERFORMANCE DESIGN

SPORTS DESIGN

RACE DESIGN

PERFORMANCE DESIGN

SPORTS DESIGN

パフォーマンスフィットレースフィット スポーツフィット

サイクリングウェア-フィッテイング

レースフィット
体と一体化するようなフィット感。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。

勝負に挑むフィット
体にぴったりと吸いつくようなフィット感で、プロ
レベルのライダーが好むアグレッシブな前傾姿勢
をサポート。

パフォーマンスフィット
パフォーマンス志向のアクティブなサイクリストに
適しています。動きやすく、風によるバタつきを 
抑えたスリムフィット。

バランスのとれたサポート
コンフォートとパフォーマンスのバランスを重視し、
やや前傾姿勢を好むアクティブなサイクリストに 
適しています。

スポーツフィット
動きやすく快適なフィット感。快適さを重視した
ややゆとりのあるスリムフィット。

快適性重視
ややリラックスした快適なフィット感で、アップ 
ライトな乗車姿勢を好むカジュアルサイクリスト
に適しています。

前傾姿勢時の 
アームパターン
エアロダイナミック効率とスピードを追求した 
ショルダーパネルにより、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。

やや前傾姿勢時の 
アームパターン
ハイパフォーマンスとコンフォートを両立させた
乗車姿勢。中級者から上級者まで幅広い 
サイクリストに適しています。

アップライトな乗車姿勢時の 
アームパターン
ヒルクライマーや、ロードバイクの乗車姿勢に
慣れていないエントリーレベルのサイクリスト
が好む、アップライトな乗車姿勢を考慮した 
デザイン。

レースデザイン パフォーマンスデザイン スポーツデザイン

フィットコンセプト
シマノのフィット感に関するコンセプトは、プロサイクリングチームからのフィードバックをもとに考案されています。実際にバイクに乗っているプロサイクリスト
の乗車姿勢と体の動きを測定し、サイクリストのダイナミックな動きをサポートする違和感のないフィット感と、ハイパフォーマンスなライドを追求しています。 
サイクリストのニーズに合わせて開発されたカスタムフィットにより、効率的な乗車姿勢を快適にサポート。ライディングスタイルとレベルに合った機能的な 
フィットデザインを選ぶことができます。

サイクリングウェア-グローブ

ウインターグローブラインアップ
涼しい 寒暖差（三寒四温）寒い

S-PHYRE  
サーマルグローブ

WINDSTOPPER®  
サーマルリフレクティブグローブ

アーリーウインター
グローブ

ゴアテックス 
ウインターグローブ

ウインドコントロール
グローブ

WINDSTOPPER®  
インサレーテッドグローブ

ウインドブレークサーマル
リフレクティブグローブ

手先や足先には最先端のテクノロジーが必要です。
手は、人体で最も複雑な部位のひとつです。27本の骨で構成され、可動域の広い複雑な関節動作が可能です。サイクリストの手は自転車の最前部に位置するため、
衝撃や振動を吸収し、風や冷気にもさらされます。手がかじかむと手の動きが弱まり、シフティング操作に影響するだけでなく、全体の快適性も損なわれます。

グローブはサイクリストとバイクをつなぐ重要なインターフェイスです。シフティングレバーの設計と同様に、シマノフュージョンコンセプトのグローブの設計
にも手の複雑な構造を考慮した人間工学に基づく設計が反映されています。

人間の手の自然な曲線により近づけるために、アドバンスド3Dシェイプをさらに改良。ファブリックの使用量を減らし、かさばりを低減することで、グローブを
はめた手とコントロールレバーとの一体感を高めています。

<0ºC <32ºF 0 - 5ºC 32 - 41ºF 5 - 10ºC 41 - 50ºF 10 - 15ºC 50 - 59ºF



アパレルーシューズカバー

シマノサイクリングシューズにジャストフィット
各シューズカバーの形状は、シマノサイクリングシューズにぴったりとフィットします。ペダルシステムに合わせて考案されたソール部分のパターン設計は、
歩きやすさを確保しながらも、冷たい外気を遮断します。

RC5 
&

S1100R 
ソフトシェル シューズカバー

XC5 
&

S1100X 
ソフトシェル シューズカバー

最適なパネル構造
オプティマルパネルコンストラクション（OPC）は、ペダリングの快適性を追求したシマノ独自の立体裁断方式です。

シューズカバーのインステップ部分の縫い目を完全に排除したユニークなパネル構造により、冷たい雨や外気の侵入を防ぎ、足元を温かくドライに保ちます。

仕様表

ソールデザイン モデル名 カラーオプション 機能 ºC ファブリック
厚さ パネル構造 シーム

テープ
ブラック: 防寒性能
ブルー: 防雨性能

ロード用
ソールデザイン

S-PHYRE 
インサレーテッド 
シューズカバー

S-PHYREフットウェアとシームレスに統合。
カバーを装着したままBoa®ダイヤルの微調整
が可能。

0ºC未満 3 mm センターシーム ボンディング

S-PHYRE 
トゥシューズ
カバー

S-PHYREフットウェアのBoa®ダイヤルとピッタリ
マッチする。 10ºC 〜 15ºC 0.5 mm ー ー

S3100R 
NPU+ 
シューズカバー

厚さ3 mmの伸縮性の高いネオプレンに
防水コーティングを施すことで、保温性が高く、
断熱性に優れる。

0ºC未満 3 mm

OPTIMAL PANEL
CONSTRUCTION最適なパネル構造

ボンディング

S1100R H2O 
シューズカバー

裏地に保温性を高める断熱フリースを採用。
耐久性のある防水コーティングをプラス。 5ºC 〜 10ºC 1 mm テープド

S1100R 
ソフトシェル 
シューズカバー

厚さ1 mmの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。 5ºC 〜 10ºC 1 mm テープド

T1100R 
ソフトシェル 
トゥシューズ
カバー

サイクリングシューズにぴったりとフィットする
3Dカットのトゥボックス。 10ºC 〜 15ºC 1 mm未満 ー ー

S2100D 
シューズカバー

厚さ2 mmの伸縮性の高いネオプレンに
防水コーティングを施し、防寒・防水機能を強化。
着脱も容易。

0ºC 〜 5ºC 2 mm

OPTIMAL PANEL
CONSTRUCTION
最適なパネル構造

テープド

S1100X 
ソフトシェル 
シューズカバー

厚さ1 mmの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。 5ºC 〜 10ºC 1 mm テープド

仕様表＿シマノシューズカバー

マウンテン用
ソールデザイン



アパレルーシューズカバー

<0ºC 0-5ºC 5-10ºC 10-15ºC

涼しい 寒暖差（三寒四温）寒い

S1100R H2O 
シューズカバー

T1100R 
ソフトシェル 
トゥシューズカバー

S-PHYRE 
トゥシューズカバー

S1100R 
ソフトシェル 
シューズカバー

S2100D 
シューズカバー

S3100R NPU+ 
シューズカバー

S-PHYRE 
インサレーテッド 
シューズカバー

シューズカバーラインアップ

優れた防水性能で足元から暖かく
シマノフュージョンコンセプトのシューズカバー&トゥカバーは、システム工学を駆使し、シマノのサイクリングシューズとリンクするように設計されています。 
また、伸縮性に優れ着脱が簡単。冷たい雨や冷気から足元を守り、走行中のライドパフォーマンスに貢献します。

S1100X 
ソフトシェル
シューズカバー

HI VIZ（ハイビズ） シリーズ
日の出前や日没後、曇り空など、薄暗い状況では視認性が安全に直結 
します。遠くからでも目につきやすいHI VIZ（ハイビズ）シリーズは、 
周囲からの視認性を高めることでライド中の安全性を向上。冬場の 
ライドに欠かせないシューズカバーなどの防寒用アイテムに明るい 
ネオンイエローと反射性素材を採用することで、他のサイクリストは 
もちろん、ドライバーや歩行者の注意を引くことができます。

次世代のメタリックサーマルテック
次世代のメタリックサーマルテックは、体から発せられる赤外線を反射し
て肌とファブリックの間の空気層を暖め、衣服内温度を快適に保ちます。
柔らかなテクスチャー加工を施し、肌へのまとわりつきを抑えています。

ブレスハイパー
皮膚の表面からは常に水分が蒸発しています。この自然な身体機能を
利用して発熱するのがブレスハイパー。体幹を温めることで冷えやすい
手足の血行を促進。肌から湿気を取り除くことで、汗による冷却効果を
和らげます。

発熱効果

寒冷時のライディングソリューション
最も寒さが厳しくなる季節を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。通気性の高い断熱性素材により湿気を取り除き、適切な暖かさを確保。 
高視認性リフレクター（反射性素材）により暗がりでの視認性を向上し、ライド中の安全性を高めています。

秋冬サイクリングウェア- ファブリック

吸湿効果
肌
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アパレル
トータルで
ハイパフォーマンスを追及

NEW

S-PHYRE ショートスリーブウインド
ジャケット
￥26,000 希望小売価格（税別）
シリアスレーサーに本格的なオフシーズンはありません。 
ライディングによる体温の変化に対応し、保温性を発揮します。

特徴
 · フロント、両肩、バックポケット、襟など適材適所へ、軽量かつ防風性と撥水性に優れた 
VAGOTEX WINDTEX®を配置。雨天でのレースやグランフォンドでのライドシーン 
でも活躍します。
 · サイドパネル、バックサイド、襟の内側と腕の下部に柔らかな起毛素材を使用。
 · 特殊構造のフラットポケットは、グローブをはめたまま簡単にアクセス可能。
 · 裾部分にシリコンパターンを施したフラットエラスティックバンドを採用し、 
ジャケットの裾を固定。
 · 風の侵入を防ぐ高めの襟を採用。外地は防風性に優れ、裏地は断熱フリースが 
保温性を確保する。
 · YKKフルジッパーはライダーの動きに追従しながらしなやかに曲がるので、 
動きやすさを損ないません。
素材
 · メインボディ： 外側表面： ポリエステル 84%、ポリウレタン 16%、 
バックパネル、サイドパネル、襟の内側： ポリエステル 81%、ポリウレタン 19%、 
ウインドフラップ： ポリアミド 58%、ポリウレタン 42%、 
メンブレン： ポリウレタン 100%
サイズ
 · S . M . L

ブラック
CW-JARW-TS11ML01

BACKBACK

S-PHYRE

ブラック
CW-JARW-SS12ML01

S-PHYRE ウインドジャケット
￥30,000 希望小売価格（税別）

S-PHYERテクノロジーは一切の妥協を許しません。防シワ素材、精密に設計された 
ベンチレーションシステム、柔軟なジッパーデザインなど、低温、強風といったハードな
状況下においても快適なライディングを提供します。  
ハイパフォーマンスをもたらす性能はもちろん、適材適所に配置されたバック 
ポケットや、暗いフィールドでの視認性を増す大きなリフレクターを兼ね備え 
実用性も確保します。
素材
 · メインボディ: ポリエステル 53%、ポリアミド 37%、 
ポリウレタン 10% (通気性のある防風＆撥水加工を施したポリウレタン)
 · バックスタイル: ポリアミド 56%、ポリエステル 25%、 
ポリウレタン 19%（撥水加工）
サイズ
 · S . M . L 

BACK BACK

NEW

S-PHYRE ウインタービブタイツ
￥28,000 希望小売価格（税別）
アナトミカルレースカットを採用したプロフェッショナルグレードのインサレーテッドビブタイツ。
撥水加工を施し、過酷な環境に立ち向かうライダーに無類のパフォーマンスとスタイル性を 
提供します。

特徴
 · 保温性、伸縮性、通気性に優れ、耐久性の高いACQUA ZERO ECO撥水加工が
施され、毛玉になりにくいBLIZZARDサーマルコントロールフリースを採用。
 · フラットで伸縮性のあるビブストラップと軽量で通気性に優れたアッパーバック素材
により、快適でドライな状態をキープします。
 · 足首部分に軽量エラスティックバンドを採用。
 · トリプルステッチS-PHYREパッド。
 · ふくらはぎにリフレクタープリント、左大腿部のオーロラカラーのS-PHYREロゴ、
シマノタブにより、暗所での視認性を向上。
素材
 · メインボディ： ポリアミド 86%、エラスタンン 14%、ビブ： ポリアミド 74%、 
エラスタン 26%、アッパーボディ： ポリエステル 95%、
エラスタン 5%
サイズ
 · S . M . L 

S-PHYRE ウインドビブロングタイツ
￥35,000 希望小売価格（税別）

アナトミック3Dデザイン、37ºCを目指す素材技術を融合した、寒い日用のトレーニング 
ビブタイツが誕生しました。戦略的に配置された防風＋撥水ソフトシェル素材が、 
上腿の保温性と下腿部の防水性・耐久性を確保します。 
スムーズなペダリングのためのアナトミックパターン、防風性・快適性を高める 
フラットな裾部分、便利なフロントジッパーなどの機能が一体となって、極限の状況でも  
ライディングに集中できます。
素材
 · メインボディ： ポリアミド 85%、エラスタン 15%（撥水）
 · メッシュ部： ポリエステル 75%、エラスタン 25%
 · サイド： ポリエステル 42%、ポリアミド 41%、 
エラスタン 17%（通気性・防風機能を備えたポリウレタン、撥水)
サイズ
 · S . M . L

ブラック
CW-PARW-SS15ML01
CW-PARW-SS25ML01 (パッドなし)

ブラック
CW-PARW-TS15ML01

NEW

S-PHYRE ウインターベースレイヤー
￥10,800 希望小売価格（税別）
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。

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

S-PHYREパッド

BACK

ブラック
CW-BLRW-TS11ML01

S-PHYRE ビブショーツと
コーディネートできます

S-PHYRE レッグウォーマー
￥7,000 希望小売価格（税別）

シマノのシステムエンジニアリングアプローチを活用し、S-PHYREビブショーツとの
相性に優れる。ライド中、簡単な体温調節が可能となり、ハイパフォーマンスと快適性
を提供します。 
3Dアナトミックシェイプと、ストレッチ力の強いサーマルファブリックを採用することで、
最適なフィット感をもたらします。 
簡単に取り外しが可能なためあらゆるシーンで活躍します。
素材
 · メインボディ: ナイロン 80%、ポリウレタン 20%
 · テープ: ポリアミド 72%、ポリウレタン 28%
サイズ
 · S . M . L

ブラック
CW-WARW-RS11ML
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スポーツフィット

  

     

   

パフォーマンスフィット

   

  

  

ブラック
CW-FARW-QS12ML

ブラック
CW-FARW-SS14ML01

S-PHYRE インサレーテッド シューズカバー
￥8,500 希望小売価格（税別）

寒い天候時にも対応するために設計。 
シマノフュージョンコンセプトのシステムエンジニアリングとアナトミック3Dデザイン 
を活用。S-PHYREフットウェアと優れた相性を発揮します。 
柔軟な一枚仕立てのプルオンデザインにより防水性を発揮し、3 mmのネオプレン層 
により、寒く雨天時のトレーニングも快適に行えます。カバーを外すことなくそのまま 
ライド中にBoa®ダイアルの微調整を容易に行えるのもシステム設計として 
作り上げる一つの利点です。
素材
 · ゴム 88%、ポリアミド 12%
サイズ
 · S . M . L

BACK

ブラック
CW-GLRW-SS12ML01

S-PHYRE サーマルグローブ
￥11,500 希望小売価格（税別）

ハイレベルのコントロール性能と保温機能を両立する。 
シフト・ブレーキレバーとの相性を追及し、柔軟性やプロテクト機能を提供します。 
新しいガセット構造により指の可動域が広がり、手のひら全体のパターン設計が改善されて
います。また、メタリックサーマルチタン層が外気の寒さを防ぎ、内部の体温を反射して
グローブ内の暖かさを保ちます。
素材
 · 手のひら: ポリアミド 60％、ポリウレタン 40％
 · 手の甲: ポリアミド 37%、ポリプロピレン 29%、 
クロロプレンゴム 25%、ポリウレタン 9%
サイズ
 · S . M . L

S-PHYRE トゥシューズカバー
￥4,000 希望小売価格（税別）

S-PHYRE RC9 フットウェアとの相性を優先し、システム設計で開発誕生した 
S-PHYREトゥシューズカバー。 
変化しやすい環境下でも、RC9シューズのBoa®ダイアルをライド中でも直接瞬時に 
調節が可能です。 
冷えやすいつま先部分の防寒用として活躍する。
素材
 · メインボディ： ポリアミド 43%、クロロプレンゴム 30%、ポリウレタン 27%
サイズ
 · M . L

S-PHYRE ショートスリーブジャージと 
コーディネートできます

S-PHYRE アームウォーマー
￥6,000 希望小売価格（税別）

3Dアナトミックシェイプと、縫い目の少ない、伸縮性の高いサーマルファブリック 
により、快適なフィット感を追求。 寒冷時のライディングに快適性とパフォーマンス 
を提供します。 
幅が広くフラットなグリッパー構造により、S-PHYREショートスリーブジャージと 
シームレスに一体化。 簡単に取り外しが可能なうえ、エアロダイナミクスのメリット
も兼ね備えます。
素材
 · メインボディ: ナイロン 80%、ポリウレタン 20%
 · テープ: ポリアミド 72%、ポリウレタン 28%
サイズ
 · S . M . L

ブラック
CW-WARW-RS12ML

NEW

EVOLVE ウインドジャケット
￥20,000 希望小売価格（税別）
気温と天気の変化に順応する、ソフトな肌触りと快適さを追求した万能ウインタージャケット。

特徴
 · 取り外しが可能で携帯性にも優れた、ウインドシールドエプロンが胸部と体幹を 
プロテクト。
 · パターン構造がペダリング効率と快適なライディング姿勢をサポート。
 · プレミアムソフトタッチ素材は快適な肌ざわりと機能性にも優れる。
 · 繰り返し洗濯しても撥水性を損なわないDWR（耐久性撥水）加工。 
（洗濯20回で80%の撥水性を維持）
 · 背面に通気性のあるサーマルニットを使用し、放熱性を向上。
 · 背面にマイクロベンツと脇の下のジッパーが余分な熱を放出。
素材
 · メインボディ： ポリエステル 85%、エラスタン 15% 
（通気性のある防風＆撥水加工を施したポリウレタン）、 
バック： ポリエステル 94%、エラスタン 6%（撥水加工）、 
パーツ： ポリアミド 80%、エラスタン 20%、 
パッド： ポリエステル 100% 

サイズ
 · S . M . L 

ブラック
CW-JAPW-TS12ML01

ブラック
CW-JSPW-SS12ML01

BACKBACK

EVOLVE ウインドロングスリーブ 
ジャージ
￥18,000 希望小売価格（税別）
ソフトで伸縮性があり、秋から初冬、春に適した薄手防風ジャージ。

特徴
 · 快適な着心地の洗練されたデザインとパターン構造。
 · フロント、上腕、バックポケットに撥水加工を施したストレッチ防風ファブリック。
 · 吸湿発散性と速乾性に優れたファブリックで発汗を調節。
 · 360度リフレクター。
 · 3バックポケット＋耐汗ポケット。
 · 空気の流入を防ぐ袖口のデザイン。
 · ハイグレードで伸縮性のある裾バンドで背中をカバーし、 
ジャージのずり上がりを防止。
素材
 ·メインボディ： ポリエステル 79%、エラスタン 21% 
（通気性のある防風＆撥水加工を施したポリウレタン)、 
袖： ポリアミド 57%、ポリエステル 28%、エラスタン 15%、 
バック： ポリエステル 100%
サイズ
 · S . M . L

アパレル

ネイビー
CW-JSPW-SS12MN01

BACK

NEW

EVOLVE ライトサーマルビブタイツ
￥23,000 希望小売価格（税別）
DWR（耐久性撥水） 加工を施したアナトミカルデザインを採用。 
冷たい雨の降るロングライドでも適切な体温を維持しながら快適にライディングを楽しめます。

特徴
 · アナトミカルカットとフラットステッチによりセカンドスキンフィットを実現。 
しわになりにくく、ペダリングを妨げません。
 · DWR（耐久性撥水）加工を施した温度調節素材を採用。 
ライド中に暑くなりすぎず、ペダリングもスムーズ。
 · 足首のジッパーがなく、シューズカバーを重ねて着用しても快適。
 · トリプルステッチEVOLVEパッド。
 · SHIMANOのロゴをプリントした透明ラバーが、機能性とスタイル性をプラス。
 · レッグ部分とバックスタイルにリフレクターとバーティカルストライプを配置し、 
夜間の視認性を向上。
素材
 ·メインボディ： ポリアミド 51%、ポリエステル 33%、 
ポリウレタン 16%、アッパー： ポリアミド 100%
サイズ
 · S . M . L

ブラック
CW-PAPW-TS45ML01

BACK

ウインドジャケット
￥16,000 希望小売価格（税別）
メタリックサーマルテックと裏起毛フリースでパフォーマンスと快適性を実現。

特徴
 · 快適な着心地の洗練されたデザインと構造。
 · メタリックサーマルテック 体温維持用。
 · 撥水加工を施した3層の防風ファブリック。（20回の洗濯後で80%）
 · 背中側に放熱ファブリックを使用した新しい通気システム。
 · 背中側の3M™リフレクターで360度の反射率を実現。
 · あらゆるアクティビティに対応するユニバーサルデザイン。
 · フラット仕上げのグリッパーでジャージを所定の位置に保持。
素材
 ·メインボディ： ポリエステル 88%、ポリウレタン 12% 
(通気性のある防風加工と撥水加工のあるポリウレタン)
サイズ
 · S . M . L . XL

ブルー
CW-JAPW-SS22MB01

ブラック
CW-JAPW-SS22ML01

ネオンイエロー
CW-JAPW-SS22MY07

レッド
CW-JAPW-SS22MR01
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NEW

チーム ロングスリーブジャージ
￥11,000 希望小売価格（税別）
軽量でスリムなデザインのサーマルロングスリーブジャージは秋から春にかけて活躍する
マストアイテム。重ね着に適しています。

特徴
 · 風でばたついたり、体の動きを妨げることなく、激しいライディングを快適に 
楽しめます。
 · 暖かさを温存し、湿気をすばやく逃すサーマルファブリック。
 · サイドパネルは放熱性に優れたニットメッシュ。
 · 暗がりでも目出つリアリフレクター。
 · 3バックポケット。
 · 半自動ロックスライダー付きYKKジッパー。
 · シリコングリッパーでジャージを固定。
素材
 · メインボディ： ポリエステル 100％、メッシュ部： ポリエステル 100%
サイズ
 · S. M . L . XL

BACK

ウインドジャージ
￥14,000 希望小売価格（税別）
冬に快適に過ごすためにぴったり。撥水加工と裏起毛を施し、 
フロントと袖は3層のストレッチ防風素材。

特徴
 · 快適な着心地の洗練されたデザインと構造。
 · メタリックサーマルテック 体温調節。
 · エンボス加工の3層防風ファブリック。撥水加工と裏起毛が施されています。
 · 裏起毛がある4方向ストレッチのサーマルニットファブリック。
 · 耐久性のある撥水加工。（20回の洗濯後で80%）
 · 耐汗性、ファスナー付きポケット。
素材
 ·メインボディ： ポリエステル 88%、ポリウレタン 12% 
（通気性の高い防風加工と撥水加工のあるポリウレタン)、 
パーツ： ポリエステル 93%、ポリウレタン 7%
サイズ
 · S . M . L . XL

レッド
CW-JSPW-SS22MR01

ブラック
CW-JSPW-SS22ML01

ブルー
CW-JSPW-SS22MB01

ネオンイエロー
CW-JSPW-SS22MY07

ネオンイエロー
CW-JSPW-SS32MY07

BACK

サーマルジャージ
￥12,000 希望小売価格（税別）
4Wayストレッチ素材を使った裏起毛フリースの寒冷時撥水サーマルジャージ。

特徴
 · 快適な着心地の洗練されたデザインと構造。
 · メタリックサーマルテック 体温調節。
 · 裏起毛がある4方向ストレッチのサーマルニットファブリック。
 · 放熱性に優れた通気ニットファブリック。
 · 耐久性のある撥水加工。（10回の洗濯後で80%）
 · 背中側の3M™リフレクターで360度の反射率を実現。
素材
 ·メインボディ： ポリエステル 93%、ポリウレタン 7%、 
サイド： ポリエステル 100%
サイズ
 · S . M . L

ブラック
CW-JSPW-SS32ML01

ネイビー
CW-JSPW-SS32MN01

BACK

グリーン
CW-JSPW-TS42ME01

ワイン
CW-JSPW-TS42MP12

ブラック
CW-JSPW-TS42ML01

ブルー
CW-JSPW-TS42MB01

ネイビー
CW-JSPW-TS42MN01

BACK

ウインドビブタイツ
￥15,500 希望小売価格（税別）
前面に防風素材、肌面には起毛を採用した真冬のライディングでも 
暖かいビブロングタイツ。

特徴
 · 3Dアナトミックパターンと伸縮性により、ペダリング時の快適性を追求。
 · パフォーマンス3パッドは長時間のライディングにも快適。
 · 伸縮性のある3層の防風素材と起毛フリースを採用。
 · 撥水加工ファブリックは複数回の洗濯後も効果をキープ。
 · 新たに改良された3Dアナトミックパターン。
 · ロック式足首ジッパー。
 · 3M™リフレクターが暗所でも視認性を向上。
 · 多様な天候条件に適応可能。
 ·ビブタイプ。
素材
 ·メインボディ： (フロント面) ポリアミド 82%、 
ポリウレタン 18% (バック面) ポリエステル 94%、ポリウレタン 6% 
 (通気性のある防風加工を施したポリウレタン)
 ·メッシュ部： ポリエステル 82％、ポリウレタン 18％
 · パーツ： ポリアミド 86％、ポリウレタン 14％
サイズ
 · S . M . L . XL

ブラック
CW-PAPW-RS25ML
CW-PAPW-RS27ML  (パッドなし)

パフォーマンス  
3 パッド

ブラック
CW-PAPW-RS35ML

ブラック
CW-PAPW-RS36ML

ウインタービブタイツ
￥13,500 希望小売価格（税別）
高いストレッチ性と確かな保温力でライディング時のパフォーマンスを高める。 
サーマル生地を使ったビブタイツ。

特徴
 · 3Dアナトミックパターンと伸縮性により、ペダリング時の快適性を追求。
 · パフォーマンス3パッドは長時間のライディングにも快適。
 · 4wayストレッチと起毛フリース素材を採用。
 · 新たに改良された3Dアナトミックパターン。
 · ロック式足首ジッパー。
 · 3M™リフレクターが暗所でも視認性を向上。
 · あらゆるアウターに対応するシンプルデザイン。
素材
 ·メインボディ： ポリアミド 86％、ポリウレタン 14％
 ·メッシュ部： ポリエステル 82％、ポリウレタン 18％
サイズ
 · S . M . L . XL

ウインタータイツ
￥12,000 希望小売価格（税別）
高いストレッチ性と確かな保温力でライディング時のパフォーマンスを高める。 
サーマル生地を使ったタイツ。

特徴
 · 3Dアナトミックパターンと伸縮性により、ペダリング時の快適性を追求。
 · パフォーマンス3パッドは長時間のライディングにも快適。
 · 4wayストレッチと起毛フリース素材を採用。
 · 新たに改良された3Dアナトミックパターン。
 · ロック式足首ジッパー。
 · 3M™リフレクターが暗所でも視認性を向上。
 · あらゆるアウターに対応するシンプルデザイン。
素材
 · ポリアミド 86％、ポリウレタン 14％
サイズ
 · S . M . L . XL

BACK

BACK

ブラック
CW-PAPW-RS26ML

ウインドタイツ
￥14,000 希望小売価格（税別）
前面に防風素材、肌面には起毛を採用した真冬のライディングでも暖かいロングタイツ。

特徴
 · 3Dアナトミックパターンと伸縮性により、ペダリング時の快適性を追求。
 · パフォーマンス3パッドは長時間のライディングにも快適。
 · 伸縮性のある3層の防風素材と起毛フリースを採用。
 · 撥水加工ファブリックは複数回の洗濯後も効果をキープ。
 · 新たに改良された3Dアナトミックパターン。
 · ロック式足首ジッパー。
 · 3M™リフレクターが暗所でも視認性を向上。
 · 多様な天候条件に適応可能。
素材
 · メインボディ： (フロント面) ポリアミド 82%、 
ポリウレタン 18% (バック面)  
ポリエステル 94%、ポリウレタン 6% 
 (通気性のある防風加工を施したポリウレタン)
 · パーツ： ポリアミド 86％、ポリウレタン 14％
サイズ
 · S . M . L . XL

パフォーマンス  
3 パッド

パフォーマンス  
3 パッド

パフォーマンス  
3 パッド

BACK
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NEW

ウイメンズサーマルジャージ
￥12,000 希望小売価格（税別）
ソフトな肌触りで伸縮性の高いファブリックを使用したサーマルジャージはスタイリッシュで
着心地が良く、断熱性にも優れています。

特徴
 · 体の動きに合わせてしなやかにフィットするパターンと構造を追求。
 · 快適さを追求し、とても柔らかなファブリックの特性を生かしたウイメンズフィット。
 · 3バックポケットとイージーアクセススモールポケット。
 · 暗がりでも目立つリフレクター。
 · フラット仕上げのグリッパーでジャージを固定。
素材
 · メインボディ： ポリエステル 100％、メッシュ部： ポリエステル 100%
サイズ
 · WM . WL

BACK

ブラック
CW-JSPW-TS42WL01

ピンク
CW-JSPW-TS42WK01

ブルー
CW-JSPW-TS42WB01

パープル
CW-JSPW-TS42WP01

ウイメンズ アパレル

ゴアテックス ウインターグローブ
￥8,500 希望小売価格（税別）
グローブは、過酷な条件下でも保温性と防湿性を確保するため、 
GORE-TEX ウォータープルーフ皮膜を備えた高度な3層システムを採用しています。

特徴
 · GORE-TEX ウォータープルーフ技術。
 · Primaloft® 170 g（6オンス）の断熱材。
 · 新しくなったパッド型STIフード。
 · 3D構造。
 · PORON® XRD™3 mm（0.12インチ）のパームパッド。
 ·リフレクターで薄明りの中でも視認性向上。
 · タッチパネル対応。
素材
 · 手のひら： ポリアミド47%、ポリウレタン53%、 
手の甲： ポリアミド89%、ポリウレタン11%、 
裏地： ポリエステル100％、インサート： ポリアミド100% 

（通気性のあるウォータープルーフ）
サイズ
 · S . M . L . XL

BACK BACK

ブラック
CW-GLBW-RS35ML

ブラック
CW-GLBW-SS32ML01

ネオンイエロー
CW-GLBW-SS32MY07

ウインドブレークサーマルリフレクティブ
グローブ
￥5,000 希望小売価格（税別）
3層のクロロプレン/クロロプレンゴムを接合して保温性を高め、 
寒冷地も快適に過ごすことができる設計。

特徴
 · 3D構造。
 · メタリックサーマルテック 熱から手を保護。
 ·クロロプレンゴムを使っているので、保温性だけでなく着脱も簡単。
 · 新しくなったパッド型STIフード。
 · PORON® XRD™パッド。
 · タッチパネル対応。
素材
 · 手のひら： ポリエステル 79%、ポリウレタン 13%、ポリアミド 8%、 
手の甲： ポリアミド 25%、クロロプレンゴム 26％、ポリウレタン 14%、 
ポリエステル 25%、コットン 10%（アルミプリント）
サイズ
 · S . M . L . XL

ネオンイエロー
CW-GLBW-RS35MF

ブルー
CW-GLBW-SS32MB01

レッド
CW-GLBW-RS35MD

レッド
CW-GLBW-SS32MR01

グローブ

Windstopper® 
サーマルリフレクティブグローブ
￥6,500 希望小売価格（税別）
Windstopper®ファブリック、Primaloft®断熱材、次世代のメタリックサーマルテックを 
使用したグローブで、風や厳しい寒さの中でも快適な暖かさ。

特徴
 · 新しくなったパッド型STIフード。
 · Windstopper® 手を守る皮膜。
 ·メタリックサーマルテック 熱から手を保護。
 ·リブ付き袖。
 · 3D構造。
 · PORON® XRD™。
素材
 · 手のひら： ポリエステル 67%、ポリウレタン 18%、ポリアミド 15%、 
手の甲： ポリエステル 88%、ポリアミド 10%、ポリウレタン 2%、 
裏地： ポリエステル 82%、ポリアミド 15%、ポリウレタン 3% 

（アルミプリント)
サイズ
 · S . M . L . XL

Windstopper® 
インサレーテッドグローブ
￥5,500 希望小売価格（税別）
3層構造のWindstopper®と3Dアナトミックデザインにより、 
風を防ぎ保温性とグリップ性を向上。

特徴
 · Windstopper®ファブリックと起毛ライニングが寒冷時も暖かに。
 · 3Dアナトミックパターンと、快適性を保ちつつ自転車を 
コントロールできるフィット感。
 · 暗がりでも目立つリフレクター。
 · 3つのレイヤー構造で、熱を効率よく温存。
 · 手のひら部分はアナトミック3Dデザイン。
 · タッチスクリーン対応。
素材
 · 手のひら: ポリエステル 58%、ポリウレタン 24%、ポリアミド 18%
 · 手の甲: ポリアミド 64%、ポリウレタン 13%、 
クロロプレンゴム 11%、ポリエステル 11%、ゴム 1% 
サイズ
 · S . M . L . XL

レッド
CW-GLBW-SS25MR01

BACK BACK

ブラック
CW-GLBW-SS15ML01

ブラック
CW-GLBW-SS25ML01

ネオンイエロー
CW-GLBW-SS25MY07



  

   

  

   

     

    

   

   

      

   

   

  

  

    

     

   

    

  

    

  

      

    

   

S3100R NPU+ シューズカバー
￥6,500 希望小売価格（税別）
シマノの高性能防水ロードシューズカバーのファブリックとデザインパターンをアップデートし、
さらにフィット感を向上。

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、ロードサイクリングシューズとぴったりマッチ。
 · アナトミック立体裁断のヒールのデザインが、足首のフィット感を向上。
 · 雨や泥から足元をしっかり守るシームシールド構造。
 · 厚さ3 mmの伸縮性の高いネオプレンに防水コーティングを施すことで、保温性が
高く、断熱性に優れる。
 · ロードシューズ特有のデザインに、セミクローズソールをあしらい、最適なフィット感を
実現。
素材
 · ゴム 70%、ポリアミド 20%、ポリウレタン 10%
サイズ
 · S . M . L

ウインドコントロールグローブ
￥4,000 希望小売価格（税別）
3Dアナトミックデザインとウインドブレークメンブレン、3つのレイヤーのファブリックを採用し、
風や寒さから保護を提供。

特徴
 · 便利なスリップオンのデザイン。
 · 3Dアナトミックパターンと、快適性を保ちつつ自転車をコントロールできるフィット感。
 · ウインドブレークファブリックを使用し、内側にライニングをプラス。
 · コントロールできるようにスリップしないシリコンプリントを手のひら部分に使用。
 · 暗がりでも目立つ反射材。
 · タッチスクリーン対応。
素材
 · 手のひら: ポリエステル 70%、ポリウレタン 23%、ポリアミド 7%
 · 手の甲: ポリエステル 57%、ポリアミド 32%、ポリウレタン 11%
サイズ
 · S . M . L . XL . XXL

アーリーウインターグローブ
￥3,500 希望小売価格（税別）
4方向ストレッチファブリックと裏地に裏起毛フリースを使った冷涼な気候用の多目的グローブ。

特徴
 · 3D構造。
 · 新しくなったパッド型STIフード。
 · PORON® XRD™。
 · タッチパネル対応。
 · 裏起毛がある4方向ストレッチファブリック。
 · リフレクターで薄明りの中でも視認性向上。
 · 手のひら部分に耐久性のある合成皮革を使用し、良好なグリップ感を追求。
素材
 · 手のひら： ポリウレタン 61%、ポリアミド 34%、ポリエステル 5%、 
手の甲： ポリアミド 56%、ポリウレタン 39%、コットン 5%
サイズ
 · S . M . L . XL

BACK BACK

ブラック
CW-GLBW-RS72ML

ブラック
CW-GLBW-SS62ML01

ロードシューズカバー

ネオンイエロー
CW-GLBW-RS72MF

ブラック
CW-FABW-QS32UL

ネオンイエロー
CW-FABW-TS11UY07

ブラック
CW-FABW-TS11UL01

NEW

S1100R ソフトシェル シューズカバー
￥5,800 希望小売価格（税別）
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。

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。
素材
 · ポリエステル 92%、ポリウレタン 8%
サイズ
 · S. M . L

S1100R H2O シューズカバー
￥5,500 希望小売価格（税別）
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。

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。
素材
 · ポリアミド 70%、ポリウレタン 30%
サイズ
 · S. M . L

オフロードシューズカバー

ネオンイエロー
CW-FABW-QS52UF

ブラック
CW-FABW-QS52UL

ブラック
CW-FABW-TS21UL01

NEW

S1100X ソフトシェル シューズカバー
￥5,800 希望小売価格（税別）
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。

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。
素材
 · ポリエステル 92%、ポリウレタン 8%
サイズ
 · M . L

ブラック
CW-FABW-TS14UL01

NEW

T1100R ソフトシェル トゥシューズ
カバー
￥2,500 希望小売価格（税別）
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。

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
 · M . L

ブラック
CW-FABW-TS62UL01

NEW

S2100D シューズカバー
￥4,500 希望小売価格（税別）
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。

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
 · M . L



      

  

   

    

    

   

    

                 

        

ヘッドウェア＆ウォーマー

NEW

エクストリームウインターキャップ
￥4,500 希望小売価格（税別）
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。

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。
 · サイクリングに特化したツバは、視界を妨げることなく冷気をブロック。
素材
 ·メインボディ： ポリアミド 85%、ポリウレタン 15%、 
パーツ： ポリエステル 100%
サイズ
 · ワンサイズ

ブラック
CW-OABW-TS21UL

NEW

サーマルスカルキャップ
￥3,500 希望小売価格（税別）
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。

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

NEW

ウインドブレークスカルキャップ
￥4,000 希望小売価格（税別）
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。

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
 ·メインボディ： ポリアミド 85%、ポリウレタン 15%、 
パーツ： ポリエステル 100%
サイズ
 · ワンサイズ

ブラック
CW-OABW-TS41UL

ブラック
CW-OABW-TS11UL

ブラック
CW-WABW-RS21UL

レッグウォーマー
￥4,800 希望小売価格（税別）
アナトミックレッグウォーマーは、内側に柔らかな起毛を施した 
ストレッチ素材を使用し、寒冷時や変わりやすい天候時に活躍します。

特徴
 · 動きに追従する伸縮性を備え、セカンドスキンのように快適。
 · バイク上でのペダリングパフォーマンスを追求する3D アナトミックパターン。
 · 開口部にスムースなシリコングリップを採用し、 
サイクリングショーツとシームレスに適応。
 · 暗がりでも目立つリフレクター。
素材
 · ポリアミド 86％、ポリウレタン 14％
サイズ
 · S . M . L

ブラック
CW-WABW-RS22UL

ニーウォーマー
￥4,500 希望小売価格（税別）
アナトミックニーウォーマーは、内側に柔らかな起毛を施したストレッチ素材を使用し、 
寒冷時や変わりやすい天候時に温かさと汎用性を提供します。

特徴
 · 動きに追従する伸縮性を備え、セカンドスキンのように快適。
 · バイク上でのペダリングパフォーマンスを追求する3D アナトミックパターン。
 · 開口部にスムースなシリコングリップを採用し、 
サイクリングショーツとシームレスに適応。
 · 暗がりでも目立つリフレクター。
素材
 · ポリアミド 86％、ポリウレタン 14％
サイズ
 · S . M . L

アームウォーマー
￥4,000 希望小売価格（税別）
アナトミックアームウォーマーは、内側に柔らかな起毛を施したストレッチ素材を使用し、 
寒冷時や変わりやすい天候時に活躍します。

特徴
 · 動きに追従する伸縮性を備え、セカンドスキンのように快適。
 · バイク上でのひじの動きを快適にする3Dアナトミックパターン。
 · 開口部にスムースなシリコングリップを採用し、 
サイクリングジャージとシームレスに適応。
 · 暗がりでも目立つリフレクター。
素材
 · ポリアミド 86％、ポリウレタン 14％
サイズ
 · S . M . L

ブラック
CW-WABW-RS23UL



ウェアサイズ展開 (ヨーロッパサイズ表記）

ヨーロッパサイズ S M L XL

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

2. 胸囲 90 - 93 94 - 97 98 - 100 101 - 107

3. ウエスト 77 - 81 82 - 86 87 - 91 92 - 97

4. ヒップ 90 - 93 94 - 97 98 - 100 101 - 107

5. 股下 78 - 80 81 - 83 84 - 86 87 - 89

ヨーロッパサイズ WS WM WL

1. 身長 157 - 163 162 - 168 167 - 173

2. 胸囲 84 - 86 87 - 89 90 - 92

3. ウエスト 64 - 66 67 - 70 71 - 74

4. ヒップ 91 - 93 94 - 96 97 - 99

5. 股下 74 - 76 77 - 79 80 - 82

S M L XL

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

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

ウイメンズ アパレル

グローブ

(cm)

(cm)

手の周り

ワンサイズ

メンズ アパレル ユニセックス

(cm)



2020年秋冬アクセサリー仕様

S-PHYRE サーマル
グローブ

ゴアテックス  
ウインターグローブ

Windstopper® 
サーマルリフレクティブ

グローブ

Windstopper® 
インサレーテッド

グローブ
ウインドブレークサーマル
リフレクティブグローブ

ウインドコントロール
グローブ

アーリーウインター 
グローブ

CW-GLRW-SS12M CW-GLBW-SS15M CW-GLBW-SS25M CW-GLBW-RS35M CW-GLBW-SS32M CW-GLBW-RS72M CW-GLBW-SS62M

PORON ファブリック • • • • •

リフレクター • • • • • • •

起毛裏素材 • • • •

防水機能 •

防風機能 • • • • • •

手のひらパッド •

シリコングリップ •

スーパー 3D 構造 • •

汗ふきパッド • • •

タッチスクリーン • • • • • • •

インサレーションレイヤー • • • •

S-PHYRE  
インサレーテッド 
シューズカバー

S-PHYRE  
トゥシューズカバー

S3100R NPU+  
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

T1100R ソフトシェル 
トゥシューズカバー

S1100X ソフトシェル 
シューズカバー

S2100D  
シューズカバー

CW-FARW-QS12M CW-FARW-SS14M CW-FABW-QS32U CW-FABW-TS11U CW-FABW-QS52U CW-FABW-TS14U CW-FABW-TS21U CW-FABW-TS62U

SPD-SL • • • • • •

SPD • •

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 • • • • •

撥水機能 • •

防風機能 • • • • • • • •

最適なパネル構造 • • • • •

エアロダイナミック •

エクストリーム 
ウインターキャップ

ウインドブレーク
スカルキャップ

サーマルスカル
キャップ

S-PHYRE  
レッグウォーマー

S-PHYRE  
アームウォーマー レッグウォーマー ニーウォーマー アームウォーマー

CW-OABW-TS21U CW-OABW-TS11U CW-OABW-TS41U CW-WARW-RS11M CW-WARW-RS12M CW-WABW-RS21U CW-WABW-RS23U CW-WABW-RS22U

リフレクター • • • • • • • •

起毛裏素材 • • • • • • • •

耐水機能 •

撥水機能 •

防風機能 • •

2020年秋冬アクセサリー仕様



ウェアラインナップ

S-PHYRE

S-PHYRE 
ウインドジャケット
￥30,000 希望小売価格（税別）

サイズ
S . M . L

S-PHYRE 
ショートスリーブウインド
ジャケット
￥26,000 希望小売価格（税別）

サイズ
S . M . L

S-PHYRE 
ウインドビブロングタイツ
￥35,000 希望小売価格（税別）

サイズ
S . M . L

S-PHYRE 
ウインタービブタイツ
￥28,000 希望小売価格（税別）

サイズ
S . M . L

S-PHYRE 
ウインターベースレイヤー
￥10,800 希望小売価格（税別）

サイズ
S-M . L-XL

S-PHYRE 
レッグウォーマー
￥7,000 希望小売価格（税別）

サイズ
S . M . L

ブラック
CW-JARW-SS12ML01

ブラック
CW-JARW-TS11ML01NEW

NEW

NEW

ブラック
CW-PARW-SS15ML01
CW-PARW-SS25ML01 (パッドなし)

ブラック
CW-PARW-TS15ML01

ブラック
CW-BLRW-TS11ML01

ブラック
CW-WARW-RS11ML

S-PHYRE 
アームウォーマー
￥6,000 希望小売価格（税別）

サイズ
S . M . L

ブラック
CW-WARW-RS12ML

アパレル

EVOLVE 
ウインドジャケット
￥20,000 希望小売価格（税別）

サイズ
S . M . L

EVOLVE
ライトサーマルビブタイツ
￥23,000 希望小売価格（税別）

サイズ
S . M . L

ブラック
CW-JAPW-TS12ML01

ブラック
CW-PAPW-TS45ML01

NEW

NEW

EVOLVE 
ウインドロングスリーブ
ジャージ
￥18,000 希望小売価格（税別）

サイズ
S . M . L

ブラック
CW-JSPW-SS12ML01

ネイビー
CW-JSPW-SS12MN01

S-PHYRE 
インサレーテッド 
シューズカバー
￥8,500 希望小売価格（税別）

サイズ
S . M . L

S-PHYRE 
トゥシューズカバー
￥4,000 希望小売価格（税別）

サイズ
M . L

S-PHYRE 
サーマルグローブ
￥11,500 希望小売価格（税別）

サイズ
S . M . L

ブラック
CW-FARW-QS12ML

ブラック
CW-FARW-SS14ML01

ブラック
CW-GLRW-SS12ML01

ブラック
CW-JAPW-SS22ML01

ネオンイエロー
CW-JAPW-SS22MY07

レッド
CW-JAPW-SS22MR01

ブルー
CW-JAPW-SS22MB01

ウインドジャケット
￥16,000 希望小売価格（税別）

サイズ
S . M . L . XL



チーム ロングスリーブ
ジャージ
￥11,000 希望小売価格（税別）

サイズ
S . M . L . XL

NEW

ブラック
CW-JSPW-SS22ML01

ブルー
CW-JSPW-SS22MB01

ネオンイエロー
CW-JSPW-SS22MY07

レッド
CW-JSPW-SS22MR01

ウインドジャージ
￥14,000 希望小売価格（税別）

サイズ
S . M . L . XL

サーマルジャージ
￥12,000 希望小売価格（税別）

サイズ
S . M . L

ウインドビブタイツ
￥15,500 希望小売価格（税別）

サイズ
S . M . L . XL

ウインドタイツ
￥14,000 希望小売価格（税別）

サイズ
S . M . L . XL

ネオンイエロー
CW-JSPW-SS32MY07

ブラック
CW-JSPW-SS32ML01

ネイビー
CW-JSPW-SS32MN01

ブルー
CW-JSPW-TS42MB01

ネイビー
CW-JSPW-TS42MN01

ワイン
CW-JSPW-TS42MP12

ブラック
CW-JSPW-TS42ML01

グリーン
CW-JSPW-TS42ME01

ブラック
CW-PAPW-RS25ML

ブラック
CW-PAPW-RS26ML

ブラック
CW-PAPW-RS35ML

ウインタービブタイツ
￥13,500 希望小売価格（税別）

サイズ
S . M . L . XL

ブラック
CW-PAPW-RS36ML

ウインタータイツ
￥12,000 希望小売価格（税別）

サイズ
S . M . L . XL

グローブ

ゴアテックス 
ウインターグローブ
￥8,500 希望小売価格（税別）

サイズ
S . M . L . XL

Windstopper® 
インサレーテッドグローブ
￥5,500 希望小売価格（税別）

サイズ
S . M . L . XL

ウインドブレークサーマル
リフレクティブグローブ
￥5,000 希望小売価格（税別）

サイズ
S . M . L . XL

ウインドコントロール
グローブ
￥4,000 希望小売価格（税別）

サイズ
S . M . L . XL . XXL

アーリーウインターグローブ
￥3,500 希望小売価格（税別）

サイズ
S . M . L . XL

Windstopper® 
サーマルリフレクティブ
グローブ
￥6,500 希望小売価格（税別）

サイズ
S . M . L . XL

ブラック
CW-GLBW-SS15ML01

ブラック
CW-GLBW-RS35ML

ブラック
CW-GLBW-SS32ML01

ブラック
CW-GLBW-RS72ML

ブラック
CW-GLBW-SS62ML01

ネオンイエロー
CW-GLBW-SS32MY07

ネオンイエロー
CW-GLBW-RS72MF

ネオンイエロー
CW-GLBW-RS35MF

ブルー
CW-GLBW-SS32MB01

レッド
CW-GLBW-RS35MD

レッド
CW-GLBW-SS32MR01

ブラック
CW-GLBW-SS25ML01

ネオンイエロー
CW-GLBW-SS25MY07

レッド
CW-GLBW-SS25MR01

NEW

ウイメンズ アパレル

ウイメンズサーマルジャージ
￥12,000 希望小売価格（税別）

サイズ
WM . WL

ブルー
CW-JSPW-TS42WB01

パープル
CW-JSPW-TS42WP01

ピンク
CW-JSPW-TS42WK01

ブラック
CW-JSPW-TS42WL01



オフロードシューズカバー

ロードシューズカバー

S1100X ソフトシェル 
シューズカバー
￥5,800 希望小売価格（税別）

サイズ
M . L

S1100R ソフトシェル 
シューズカバー
￥5,800 希望小売価格（税別）

サイズ
S . M . L

ネオンイエロー
CW-FABW-TS11UY07

NEW

NEW

S3100R NPU+ 
シューズカバー
￥6,500 希望小売価格（税別）

サイズ
S . M . L

ブラック
CW-FABW-QS32UL

ブラック
CW-FABW-TS11UL01

S1100R H2O 
シューズカバー
￥5,500 希望小売価格（税別）

サイズ
S . M . L

ブラック
CW-FABW-QS52UL

ネオンイエロー
CW-FABW-QS52UF

ブラック
CW-FABW-TS21UL01

ブラック
CW-FABW-TS14UL01NEW

T1100R ソフトシェル 
トゥシューズカバー
￥2,500 希望小売価格（税別）

サイズ
M . L

S2100D シューズカバー
￥4,500 希望小売価格（税別）

サイズ
M . L

NEW
ブラック
CW-FABW-TS62UL01

ヘッドウェア＆ウォーマー

エクストリーム
ウインターキャップ
￥4,500 希望小売価格（税別）

サイズ
ワンサイズ

ウインドブレーク
スカルキャップ
￥4,000 希望小売価格（税別）

サイズ
ワンサイズ

サーマルスカルキャップ
￥3,500 希望小売価格（税別）

サイズ
ワンサイズ

ブラック
CW-OABW-TS21UL

ブラック
CW-OABW-TS11UL

ブラック
CW-OABW-TS41UL

NEW

NEW

NEW

アームウォーマー
￥4,000 希望小売価格（税別）

サイズ
S . M . L

ブラック
CW-WABW-RS22UL

ブラック
CW-WABW-RS23UL

レッグウォーマー
￥4,800 希望小売価格（税別）

サイズ
S . M . L

ニーウォーマー
￥4,500 希望小売価格（税別）

サイズ
S . M . L

ブラック
CW-WABW-RS21UL



最強のパートナー PRO。



2021 New Product

VIBE エアロパシュート   
¥15,000 希望小売価格 ( 税抜 )

・カラー　ブラック　・ドロップサイズ  130mm

・素材 アルミ AL-6066　・重量 330g 〜　・ハンドル形状　コンパクト

・クランプ径　31.8mm

PLT エルゴカーボン   
¥32,000 希望小売価格 ( 税抜 )

・カラー　ブラック　・リーチ / ドロップサイズ  73mm/130mm

・素材 カーボン　・重量 220g 〜　・ハンドル形状　コンパクト

・クランプ径　31.8mm

タルシス カーボン フラットバー   
¥20,000 希望小売価格 ( 税抜 )

・カラー　ブラック　

・素材 カーボン　・重量 120g 〜　

・クランプ径　35mm

注文コード ハンドル幅
R20RHA0471X 380mm
R20RHA0472X 400mm

注文コード ハンドル幅
R20RHA0476X 400mm
R20RHA0477X 420mm

注文コード ハンドル幅
R20RHA0505X 720mm

LT フラットバー   
¥4,500 希望小売価格 ( 税抜 )

・カラー　ブラック　

・素材 アルミ　

・クランプ径　31.8 mm

LT ライザーバー   
¥4,500 希望小売価格 ( 税抜 )

・カラー　ブラック　

・素材 アルミ  ・ハンドル形状　ライザー（40mm)

・クランプ径　31.8 mm

タルシス ステム   
¥15,000  希望小売価格 ( 税抜 )

・カラー　ブラック　

・素材 アルミ　AL-7050 ・アングル± 9°

・クランプ径　35 mm

・ステム長　70mm/80mm/90mm/100mm

注文コード ハンドル幅
R20RHA0510X 720mm

注文コード ハンドル幅
R20RHA0512X 740mm

注文コード ステム長
R20RSS0520X 70mm
R20RSS0521X 80mm
R20RSS0522X 90mm
R20RSS0523X 100mm



 

ファルコン パフォーマンス
R20RSA0327X 注文コード

¥13,000  希望小売価格 ( 税抜 )

・カラー　ブラック　

・レール素材 ステンレス・サドル幅　142 mm

 

グリフォン パフォーマンス
R20RSA0330X 注文コード

¥13,000  希望小売価格 ( 税抜 )

・カラー　ブラック　

・レール素材 ステンレス・サドル幅　142 mm

 

タイヤレバー チューブレス
R20RTL0115X 注文コード

¥1,200   希望小売価格 ( 税抜 )

 

チェーン切り 9 ～ 12S 用
R20RTL0119X 注文コード

¥3,000    希望小売価格 ( 税抜 )

　

 

ミニツール 6 ファンクション
R20RTL0121X 注文コード

¥1,200    希望小売価格 ( 税抜 )

 

ミニツール 10 ファンクション
R20RTL0122X 注文コード

¥1,600    希望小売価格 ( 税抜 )

　
ターニックス パフォーマンス   
¥13,000  希望小売価格 ( 税抜 )

・カラー　ブラック　

・レール素材 ステンレス・サドル幅　132mm/142 mm

2021 New Product

注文コード サドル幅
R20RSA0337X 132mm
R20RSA0338X 142mm



 

ミニポンプパフォーマンス XS
R20RPU0104X 注文コード

¥3,000    希望小売価格 ( 税抜 )

 

ミニポンプパフォーマンス XL
R20RPU0105X 注文コード

¥5,000    希望小売価格 ( 税抜 )

 

スポーツコントロール チーム PRO オーロラ
R20RTA0068X 注文コード

¥2,400    希望小売価格 ( 税抜 )

 

フロアポンプコンペティション
R20RPU0100X 注文コード

¥5,200     希望小売価格 ( 税抜 )

・カラー　ブラック　　素材　スチール

・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）

 

Discover チームシートバッグ
R20RBA0062X 注文コード

¥20,000     希望小売価格 ( 税抜 )

・容量 10 L

 

Discover フレームバッグ
R20RBA0064X 注文コード

¥6,500      希望小売価格 ( 税抜 )

・容量 5.5 L

 

Discover トップチューブバッグ
R20RBA0063X 注文コード

¥4,000      希望小売価格 ( 税抜 )

・容量 0.7 L

2021 New Product



 

ミサイル EVO TT バー
R20RAB0042X 注文コード

¥120,000　 希望小売価格 ( 税抜 )

プロツアーチーム使用モデル。世界最速のタイムトライアルハンド

ルを造るために人間工学と空気力学を追求、プロツアーチームの実

走テストと風洞実験を繰り返し造り上げた最新鋭のフルカーボン T.T

ハンドル。Di2 システムに対応、突き出し量調整可能、ブレーキ &

シフトケーブル内蔵可能。位置調整 & 高さ調整可能なアームパッド

を採用、UCI 公認モデル。

・ハンドル幅 400mm　・クランプ径 31.8mm　

・カラー カーボン

・素材 UD カーボン　・重量 665g

※ステムは付属しません。　

 

ミサイル EVO ステム
R20RSS0426X 注文コード

¥45,000 希望小売価格 ( 税抜 )

ミサイル EVO T.T バーを理想のカタチでフレームに取り付け

るために開発された高剛性フル UD カーボンステム。エアロダ

イナミクス形状でミサイル EVO TT バーにマッチしたデザイ

ン。Di2 システムに対応、シフトケーブル内蔵式。インテグラ

ルギャップキャップ付属。

・カラー カーボン　・クランプ径 31.8mm 

・ ステム長  85mm  ・アングル -10°

・素材 UD カーボン　・重量 295g

 

ミサイル EVO
ナローブリッジセット
R20RAB0018X 注文コード

¥12,500 希望小売価格 ( 税抜 )

・カラー  SB ブラック

 

ミサイル EVO
ワイドブリッジセット
R20RAB0019X 注文コード

¥13,500 希望小売価格 ( 税抜 )

・カラー  SB ブラック

 

ミサイル EVO
スペーサーセット
R20RAB0023X 注文コード

¥12,500 希望小売価格 ( 税抜 )

・カラー  SB ブラック 

 

ミサイル EVO
アームレストセット
R20RAB0048X 注文コード

¥14,000 希望小売価格 ( 税抜 )

・カラー  カーボン・重量 56g

 

ミサイル EVO
クリップオンブラケットセット
R20RAB0028X 注文コード

¥14,000 希望小売価格 ( 税抜 )

・SB ブラック＆カーボン

 

ミサイル EVO
アームパッド
R20RAB0030X 注文コード

¥1,700 希望小売価格 ( 税抜 )

・カラー ブラック・重量 21g

ミサイル EVO TT バー パーツ

 

ミサイル EVO
J ベンドエクステンション
R20RAB0047X 注文コード

¥30,000 希望小売価格 ( 税抜 )

UD カーボン製の楕円型エアロダイナミックエアロ

バーエクステンション。内側に 5°、上に 12°チッ

プ。ホール数：10。シフト取付用ホーツは、内径

19.4mm。エンドキャップ× 2 付属

・カラー  カーボン・素材 UD カーボン・重量 142g

 

ミサイル EVO
クリップオン
R20RAB0045X 注文コード

¥56,000 希望小売価格 ( 税抜 )

付き出し調整可能。位置調整可能なアームパッド。

ロードハンドルに取り付けるカーボンバー仕様の軽

量クリップオンタイプ。下からの突出しにより低い

ポジションセッティングが可能。Di2 対応。 

カラー  カーボン・素材 UD カーボン・重量 400g



 

エアロバー コネクティングブリッジ
R20RAC0015X 注文コード

 ¥2,500 希望小売価格 ( 税抜 )

エアロハンドルのエクステンションバーの先端を

つなぐラバーブリッジ。コンピューターのモデルに

よりブラケットを取り付け可能。・C-C 幅 75mm・

径 22.2mm　・カラー ブラック　・重量 20g

 

ミサイルベースバー
R20RAB0038X 注文コード

¥10,000 希望小売価格 ( 税抜 )

ミサイル EVO が世界選手権で培ったテクノロジーを踏襲し、

リーズナブルなアルミタイプとして登場。ハイドロフォーミ

ングアルミを採用したエアロダイナミクスベースバーは、Di2

システムに対応したシフトケーブル内蔵式で軽量。タイムト

ライアルやトライアスロンに最適。

・カラー ブラック・重量 275g・素材 アルミ　・ハンドル幅

400mm・ドロップサイズ 35mmg・クランプ径 31.8mm

　

 

ミサイル Ski ベンドクリップオン
R20RAB0039X 注文コード

¥15,800 希望小売価格 ( 税抜 )

付き出し調整可能。位置調整可能なアームパッド。ロー

ドハンドルに取り付けるアルミクリップオン。タイムト

ライアル＆トライアスロンに最適。エンドキャップ付属。

・カラー ブラック・重量 478g・素材 アルミ・クラン

プ径 31.8mm　

 

ミサイル S ベンドクリップオン
R20RAB0041X 注文コード

¥15,800 希望小売価格 ( 税抜 )

付き出し調整可能。位置調整可能なアームパッド。ロードハンドルに取り

付けるアルミクリップオン。タイムトライアル＆トライアスロンに最適。

エンドキャップ付属。・カラー ブラック・重量 474g・素材 アルミ・クラ

ンプ径 31.8mm　

 

ミサイル TRI クリップオン
R20RAB0040X 注文コード

¥15,800 希望小売価格 ( 税抜 )

付き出し調整可能。位置調整可能なアームパッド。

ロードハンドルに取り付けるアルミクリップオ

ン。タイムトライアル＆トライアスロンに最適。

エンドキャップ付属。・カラー ブラック・重量 

476g・素材 アルミ・クランプ径 31.8mm　



VIBE ステム（1-1/8）・（1-1/4）専用のスペーサー。

内容物：トップ用スペーサー 1 個（5㎜）、ボトム用スペーサー 4 個（3/5/10/15㎜）　

※トップ用スペーサーを使用すると Di2 ケーブルをステム内へ

内蔵することができなくなります。

VIBE ステム専用のトップキャップ　（1-1/8）・（1-1/4）

VIBE ステム  
¥13,000 希望小売価格 ( 税抜 )

勝つためにテクノロジーを集結した NEW「VIBE シリーズ」は、風洞

実験を行い徹底的に空気抵抗を抑えたデザインにバージョン UP。エ

アロロードにもフィットするデザイン。チタンボルト採用。Di2 対応

・カラー ブラック ・重量 135g(100mm) ・素材 AL7075 ・クラン

プ径 31.8 ｍｍ　専用トップキャップ付属

注文コード ハンドル幅 ハンドル形状
R20RHA0374X 400 ｍｍ

コンパクト
R20RHA0375X 420 ｍｍ

注文コード サイズ

R20RSS0502X 80㎜

R20RSS0503X 90㎜
R20RSS0504X 100㎜
R20RSS0505X 110㎜
R20RSS0506X 120㎜

　
VIBE カーボン コンパクト
¥40,000 希望小売価格 ( 税抜 )

勝つためにテクノロジーを集結した NEW「VIBE シリーズ」のフルカーボンハンドルタイプ。

T800 と INNEGRA を採用しトップフルオーバーサイズの超軽量・高剛性で勝利へと導く。Di2

対応、ブレーキケーブル内装可能。

・カラー ブラック ・重量 230 ｇ〜 ・素材 カーボン T800 ・クランプ径 31.8 ｍｍ 

・リーチ / ドロップサイズ 80mm/ 130mm

注文コード ステム長 アングル コラムサイズ
R20RSS0440X 80mm

-10°

1-1/8

R20RSS0441X 90mm
R20RSS0442X 100mm
R20RSS0443X 110mm
R20RSS0444X 120mm
R20RSS0445X 130mm
R20RSS0461X 90mm

-17°
R20RSS0462X 100mm
R20RSS0463X 110mm
R20RSS0464X 120mm
R20RSS0465X 130mm
R20RSS0450X 80mm

-10°

1-1/4

R20RSS0451X 90mm
R20RSS0452X 100mm
R20RSS0453X 110mm
R20RSS0454X 120mm
R20RSS0471X 90mm

-17°
R20RSS0472X 100mm
R20RSS0473X 110mm
R20RSS0474X 120mm

VIBE エアロ カーボンコンパクト   
¥42,000 希望小売価格 ( 税抜 )

勝つためにテクノロジーを集結した NEW「VIBE シリーズ」のフルカーボンエアロハンドルタイプ。

TeamSKY と共に風洞実験を重ね共同開発したエアロハンドルはライダーを新たな次元へ導く。T800、

INNEGRA を採用の超軽量・高剛性。Di2 対応、ブレーキケーブル内装可能。

・カラー ブラック ・重量 245 ｇ〜 ・素材 カーボン T800 ・ハンドル：リーチ / ドロップサイズ 

80mm/ 130mm ・クランプ径 31.8 ｍｍ

VIBE エアロ カーボン コンパクト スーパーライト   
¥46,000 希望小売価格 ( 税抜 )

勝つためのテクノロジーを集結した「VIBE シリーズ」のフルカーボンエアロハンドル。

最軽量のフルインテグレーテッドハンドルを目指したスーパーライトシリーズが登場。

カーボン積層を見直し、さらなる軽量化と剛性アップを実現。

Di2 対応、ブレーキケーブル内装可能

･ カラー　ブラック　・重量 205g 〜　・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"

VIBE カーボンスーパーライト   
¥43,000 希望小売価格 ( 税抜 )

･ カラー　ブラック　・重量 185g 〜　・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"

注文コード ハンドル幅
R20RHA0380X 380 ｍｍ
R20RHA0381X 400 ｍｍ
R20RHA0382X 420 ｍｍ

注文コード ハンドル幅
R20RHA0445X 380mm
R20RHA0446X 400mm
R20RHA0447X 420mm

注文コード ハンドル幅
R20RHA0439X 400mm
R20RHA0440X 420mm
R20RHA0441X 440mm

注文コード コラムサイズ

R20RYSS477X  1-1/8

R20RYSS478X  1-1/4

注文コード コラムサイズ

R20RYSS480X 　1-1/8

R20RYSS481X 　1-1/4

ケーブル内蔵対応

空気抵抗を軽減する
エアロダイナミクスデザイン

ケーブル内蔵対応
握りやすいエルゴノミックデザイン

ヨーロッパのプロツアーチームを支える超高剛性ステム

空気抵抗を低減するエアロダイナミクスデザイン

VIBE ステム専用スペーサーセット
¥2,200 希望小売価格 ( 税抜 )

VIBE ステムトップキャップ
¥1,600 希望小売価格 ( 税抜 )

VIBE カーボンステム
￥34,000 希望小売価格 ( 税抜 )

VIBE シリーズに最適化した高剛性カーボンステム。

パズルクランプ EVO システム採用。

・素材 UD カーボン  ・重量 120 ｇ〜 

・クランプ径 31.8㎜

・ステム長 / アングル 80,90,100,110,120mm / ± 8°

・サイズ 1-1/8

コンパクトタイプ



シートポスト用 Di2 バッテリーホルダー 
¥1,200 希望小売価格 ( 税抜 )

Di2 用バッテリー（SM-BTR2) を Di2 未対応のシートポス

トに格納するホルダー。

・重量 8g ・素材 ラバー

注文コード PRO シートポスト径
R20RAC0094X 27.2-28.6mm 用
R20RAC0095X 30.9-31.6mm 用

 

VIBE スプリントステム
R20RSS0299X 注文コード

¥32,000 希望小売価格 ( 税抜 )

プロツアーチーム使用モデル、数々のビッグレー

スで勝利を量産してきたバイブシリーズ。スプリ

ンターの力をしっかりと受け止める、高剛性のス

テム。

・カラー カーボン ・重量 215 ｇ ・素材 UD

カーボン ・クランプ径 31.8 ｍｍ ・ステム長 

105mm ・アングル -10°

VIBE シートポスト 
¥12,000 希望小売価格 ( 税抜 )

ハンドル・ステムと合わせたシックなデザイン。サイド

クランプにより、サドルの取付け、セッティングが簡単。

楕円レール用サイドクランプは付属しません。・カラー ブ

ラック ・重量 234 ｇ〜 ・素材 ALLOY ・シートポスト

長 350 ｍｍ

注文コード シートポスト径 オフセット
R20RSP0170X

27.2 ｍｍ
0 ｍｍ

R20RSP0172X 20 ｍｍ
R20RSP0171X

31.6 ｍｍ
0 ｍｍ

R20RSP0173X 20 ｍｍ

注文コード サイズ
R20RAC0136X ノーマル
R20RAC0137X ラージ

注文コード ハンドル幅
R20RHA0365X 380 ｍｍ
R20RHA0366X 400 ｍｍ
R20RHA0367X 420 ｍｍ

VIBE シートポスト　カーボンレール用クランプパーツ
R20RYSP121X 注文コード 
¥1,800 希望小売価格 ( 税抜 )

VIBE　シートポスト専用のカーボンレールサドル対応クランプ。

ボルトは付属しません。

 

VIBE エアロハンドルバー用マウント
¥9,500 希望小売価格 ( 税抜 )

VIBE エアロカーボンコンパクト +VIBE ステム　に最適な専用設計マウント

・カラー ブラック ・重量 30 ｇ 

 

VIBE コンパクト
¥12,000 希望小売価格 ( 税抜 )

勝つためにテクノロジーを集結した NEW「VIBE シリーズ」

のアルミハンドルタイプ。トップバーのフルオーバーサイズ

デザインは世界最高レベルのゴールスプリントパワーを確実

に受け止める。Di2 対応

・カラー ブラック ・重量 240 ｇ〜 ・素材 ALLOY6066 ・

クランプ径 31.8 ｍｍ ・リーチ / ドロップサイズ 80mm/ 

130mm

PRO 楕円サドルレール用

クランプアダプター対応サイズ

サドルレール断面

8 ～ 9mm

7mm

VIBE カーボン シートポスト 
¥28,000　

フルカーボンモノコック構造、サイドクランプにより、

サドルの取付け、セッティングが簡単。楕円サドルレール

対応クランプ付属。

・カラー ブラック ・重量 214g 〜 ・素材 カーボン T800 

・シートポスト長 350 ｍｍ

注文コード シートポス径 オフセット
R20RSP0161X

27.2 ｍｍ
0 ｍｍ

R20RSP0164X 20 ｍｍ
R20RSP0163X

31.6 ｍｍ
0 ｍｍ

R20RSP0166X 20 ｍｍ



 

PLT ステム 
¥7,300 希望小売価格 ( 税抜 )

より豊富なサイズ展開でベストなステムポジションを選択。

世界のビッグレースでも使われる実力、軽量化と剛性のバランスがと

れた AL-2014 アルミステム。   

・カラー ブラック ・重量 96g 〜 ・素材 AL-2014 ・クランプ径 

31.8mm ・アングル ± 10° ・サイズ 1-1/8 インチ  

  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

0㎜オフセット

 

PLT コンパクト
PLT コンパクトエルゴノミック

軽量化と剛性をバランスさせたダブルバテッドアルミハンドル。手の小さな人にも握

りやすいコンパクトモデルに加え、ハンドル上部が扁平加工され手のひらにフィット

するエルゴノミックタイプもご用意。今までにない豊富なハンドル幅で、ジュニアカ

テゴリーからライディングスタイルに合わせてベストなハンドルを選べます。  

・カラー ブラック ・素材 AL-2014 ダブルバテッド ・形状 コンパクト 

・ハンドル：リーチ / ドロップサイズ 75mm/127.5mm ・クランプ径 31.8mm 

     

 

エルゴノミックタイプコンパクトタイプ

 
PLT コンパクト　

PRO ロードハンドルサイズ表

素材 ハンドル幅
（芯 - 芯㎝）

クランプ径
（㎜）

リーチサイズ
（㎜）

ドロップサイズ
（㎜） 重量（ｇ） 希望小売価格

（税抜）
ステルス EVO コンパクトリミテッド UD カーボン 40-42 - 69 130 410g 〜 ¥65,000
VIBE エアロ カーボン コンパクト スーパーライト T800&M4075　UD カーボン 38-40-42 31.8 80 130 205g 〜 ¥46,000
VIBE カーボン コンパクト スーパーライト T800&M4075　UD カーボン 40-42-44 31.8 80 130 185g 〜 ¥43,000
VIBE エアロ カーボン コンパクト T800　UD カーボン 38-40-42 31.8 80 130 245g 〜 ¥42,000
VIBE カーボン アナトミック T800　UD カーボン 40-42 31.8 80 130 230g 〜 ¥40,000
VIBE カーボン コンパクト T800　UD カーボン 40-42 31.8 80 130 230g 〜 ¥40,000
VIBE　コンパクト ALLOY6066 38-40-42 31.8 80 130 240g 〜 ¥12,000
PLT カーボン コンパクト T700　UD カーボン 38-40-42-44 31.8 78 130 235g 〜 ¥25,000
PLT　コンパクト AL-2014 DB 36-38-40-42-44 31.8 75 127.5 255 ｇ〜 ¥7,400
PLT　コンパクトエルゴノミック AL-2014 DB 38-40-42 31.8 75 127.5 275g 〜 ¥7,800
LT　コンパクト AL-6061  DB 38-40-42 31.8 70 125 280g 〜 ¥4,000
LT　コンパクトエルゴノミック AL-6061  DB 40-42 31.8 70 125 280g 〜 ¥4,000

PRO ステムサイズ表

※ステム長は 10㎜刻み

※ 1 VIBE ステム 1-1/4 には 130mm は無し

※ 2 LT ステム ± 35°のみステム長は 70㎜と 90㎜の 2 サイズ

※ 3 タルシス XC ステム　アングル各 -17° は 80-110 ｍｍ

素材 アングル角 ステム長 (mm) クランプ径 (mm) コラム径 ( インチ ) 重量 (g) 希望小売金額 ( 税抜 )
ミサイル EVO UD カーボン ー 85 31.8 1-1/8 295g 〜 ¥45,000 
VIBE スプリント UD カーボン -10° 105 31.8 1-1/8 195g ¥32,000 
VIBE カーボンステム UD カーボン ± 8° 80-120 31.8 1-1/8 120g 〜 ¥34,000 
VIBE AL7075 -10°-17° 80-130( ※ 1) 31.8 1-1/8、1-1/4 135g(100mm) ¥13,000 
PLT AL2014 ± 10° 50-130 31.8 1-1/8 96g 〜 ¥7,300 
LT AL6061 ± 6° ± 17° ± 35° 60-120( ※ 2) 31.8 1-1/8 145g 〜 ( ± 6°± 17)170g 〜 ( ± 35°) ¥3,800 
タルシス XC AL7075 -6°-17° 80-110( ※ 3) 31.8 1-1/8 145g 〜 ¥14,800 
タルシス Trail AL7075 0° 35-55 31.8 1-1/8 95g ¥14,800 

PLT シートポスト 
通常の 20 ｍｍオフセットに加え、トライアスロンやタイムトライアル

レースでの前乗りポジションに最適な 0 ｍｍオフセットモデルをライン

アップ。サイドクランプにより、サドルの取付け、セッティングが簡単。

※オーバーサイズのカーボンレールには非対応。

・カラー ブラック ・重量 270g 〜 

・素材 AL-2014 ・シートポスト長 400mm   

 注文コード シートポスト径 / 長 オフセット 希望小売価格 ( 税抜 )

R20RSP0141X 27.2mm/400mm 0mm

¥8,000
R20RSP0142X 31.6mm/400mm 0mm
R20RSP0145X 27.2mm/400mm 20mm
R20RSP0146X 31.6mm/400mm 20mm

 
PLT コンパクト　エルゴノミック

注文コード ハンドル幅
R20RHA0431X 380mm
R20RHA0432X 400mm
R20RHA0433X 420mm
R20RHA0434X 440mm

 

PLT カーボン　コンパクト
¥25,000 希望小売価格 ( 税抜 )

軽量性と剛性をバランスさせたミドルグレードカーボンハンドル

シフト、ブレーキケーブルをスマートに納めるセミインテグレーテッドホールを採用

ハンドリング性向上のため、下ハンドル部分は 2°オフセット

･ カラー　ブラック　・重量 253g 〜　・素材 UD カーボン　T700

・リーチ / ドロップサイズ　78mm/130mm　・クランプ径　31.8mm"

商品名 注文コード ハンドル幅 重量 希望小売価格 ( 税抜 )

PLT コンパクト

R20RHA0340X 360mm

255g ～ ¥7,400
R20RHA0341X 380mm
R20RHA0342X 400mm
R20RHA0343X 420mm
R20RHA0344X 440mm

PLT コンパクトエルゴノミック
R20RHA0346X 380mm

275g ～ ¥7,800R20RHA0347X 400mm
R20RHA0348X 420mm



 

アヘッドステムアダプター
R207320300X 注文コード

¥2,200 希望小売価格 ( 税抜 )

ネジ切りコラムにアヘッドステムを付ける事がで

きるアダプター。

・ステム取付対応径 1 インチ , 1-1/8 インチ

・コラム取付対応径  ノーマル & オーバーサイズ

LT コンパクト

LT コンパクトエルゴノミック

¥4,000  希望小売価格 ( 税抜 )

ライディング時のしびれを軽減するエルゴノミック形状を

新たにラインアップした、リーチ：70mm、ドロップ：

125mm のコンパクト設計で、アップライトポジションで

快適にライディングできるスタンダードなハンドル。

・カラー ブラック・重量 280g 〜　・素材 AL-6061 ダブ

ルバテッド　・クランプ径 31.8mm

LT ステム

¥3,800   希望小売価格 ( 税抜 )

ロードバイク・MTB を問わず 3 種類のアングルで幅広いポ

ジションに対応するフリップフロップ設計のステム

・カラー ブラック　・素材 AL-6061 

・クランプ径 31.8mm

LT アジャスタブルステム

¥4,200  希望小売価格 ( 税抜 )

トレッキング規格のテストをクリアした様々なポジションに

対応可能な角度調整付ステム。

・カラー ブラック　・ 参考重量 270g(110mm)　・素材 

AL-6061 ・クランプ径 31.8mm

LT シートポスト

¥3,800  希望小売価格 ( 税抜 )

実績のある組付けが容易なワンボルトクランプをトリクルダ

ウン。オーバーサイズのカーボンレールには未対応。

・カラー ブラック・重量 265g 〜　・素材 AL-6061

・レール径 7mm・シートポスト長 400mm

商品名 注文コード アングル ステム長

LTアジャスタブルステム
R20RSS0335X

-30°～+40°
90mm

R20RSS0336X 110mm

注文コード オフセット シートポスト径
R20RSP0114X

0mm
27.2mm

R20RSP0118X 30.9mm
R20RSP0115X 31.6mm
R20RSP0116X

20mm
27.2mm

R20RSP0119X 30.9mm
R20RSP0117X 31.6mm

商品名 注文コード アングル ステム長 参考重量

LTステム

R20RSS0328X

±6°

60mm

148g(100mm)

R20RSS0329X 70mm
R20RSS0330X 80mm
R20RSS0331X 90mm
R20RSS0332X 100mm
R20RSS0333X 110mm
R20RSS0334X 120mm
R20RSS0321X

±17°

60mm
R20RSS0322X 70mm
R20RSS0323X 80mm
R20RSS0324X 90mm
R20RSS0325X 100mm
R20RSS0326X 110mm
R20RSS0327X 120mm
R20RSS0319X

±35°
70mm

170g(90mm)
R20RSS0320X 90mm

商品名 注文コード ハンドル幅 クランプ径 リーチ／ドロップサイズ 形状

LTコンパクト
R20RHA0281X 380mm

31.8mm 70mm/125mm コンパクト
R20RHA0282X 400mm
R20RHA0283X 420mm

LTコンパクトエルゴノミック
R20RHA0285X 400mm
R20RHA0286X 420mm

握りやすいコンパクトタイプ。
ハンドル上部を扁平加工し、
手のひらにフィットする
エルゴノミックタイプも
ラインアップ。



注文コード ステム長
R20RSS0390X 35mm
R20RSS0391X 45mm
R20RSS0392X 55mm

 

タルシス XC シートポスト
¥25,000  希望小売価格 ( 税抜 )

Di2 対応。実績のあるワンボルトクランプは、

位置調整や組付けが容易。サイドクランプは、

7 × 7mm と 7 × 9 ｍｍが標準装備。

・カラーブラック・重量 199g 〜

・素材 UD カーボン・シートポスト長　

400mm

注文コード シートポスト径 オフセット
R20RSP0107X 27.2mm

0mmR20RSP0108X 30.9mm
R20RSP0109X 31.6mm

 

フォークコラム用 Di2 バッテリーホルダー
R20RAC0085X 注文コード

¥1,200  希望小売価格 ( 税抜 )

Di2 用バッテリー（SM-BTR2）をフォークステア内

部に格納するフォルダ。

・カラー ブラック・重量 18g・素材ラバー

 

タルシス カーボン ライザーバー 20
R20RHA0435X 注文コード

￥20,000  希望小売価格 ( 税抜 )

さらに高い剛性とコントロール性を追求した

35㎜クランプのカーボンハンドルバー。

・T800 カーボン

・ハンドル幅 800mm

（720㎜までカット可）

・クランプ径 35㎜

・ライズ 20㎜　バックスイープ 9°

 

タルシス CNC ステム
￥13,000  希望小売価格 ( 税抜 )

さらなる剛性とコントロール性を追求した

35㎜クランプのステム。

・素材 AL-7075

・クランプ径 35㎜

・ステム長 / アングル 35 〜 55㎜ / 0°

 

ステルス オフロード
R20RSA0320X 注文コード

￥16,000 希望小売価格 ( 税抜 )

ステルスサドルのオフロード向けタイプ。

MTB ライドに形状をアップデート。

グラスファイバー強化ベース、ステンレスレール。

・サドル長 255㎜

・サドル幅 142㎜

・レール径 7 ｘ 7㎜

・レール素材 ステンレス

 

ターニックス オフロード
¥12,000 希望小売価格 ( 税抜 )

ターニックスにオフロードモデルが登場。トレイル、クロスカントリー、エンデューロあらゆる場面を想定。

パッドの厚さはロードに比べ前方は 2㎜、後方は 5㎜厚く変更。幅広のノーズ部分は登りの際に前乗りにな

るライダーの体を積極的にサポートします。

・サドル長：279 ｍｍ　レール径 7 × 7 ｍｍ　

・レール素材：ステンレス・重量 240 ｇ

商品名 注文コード サドル幅

ターニックスオフロード
R20RSA0261X 132ｍｍ
R20RSA0262X 142ｍｍ

MTB MTB



注文コード カラー 重量 グリップ外径
R20RGP0036X ブラック 64g 32mm
R20RGP0035X ブラック 55g 30mm

 

スライドオンレースグリップ
¥2,400 希望小売価格 ( 税抜 )

100％シリコンを採用した衝撃吸収グリップ。疲労を軽減し手のひ

らへの負担も解消。手のひらに当たる部分を肉厚にし、指のかかる

部分を薄くしたエルゴノミックデザイン。

・長さ 130mm　・素材　シリコン

注文コード グリップ外径
R20RGP0045X 29mm
R20RGP0046X 32mm

注文コード グリップ外径
R20RGP0050X 30mm
R20RGP0051X 32mm

注文コード グリップ外径
R20RGP0054X 30mm
R20RGP0055X 32mm

 

ロックオンレースグリップ
¥2,500  希望小売価格 ( 税抜 )

デュアルコンパウンド採用のシングルロックオンタイプ。内

部のプラスチックスリーブを改良しさらに握り心地＆安定感

抜群に。好みに合わせて選べる 2 種の太さをラインアップ。

・カラー ブラック・長さ 130mm・重量 55g/ セット

・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

 

スライドオンスポーツグリップ
¥1,100   希望小売価格 ( 税抜 )

グリップ感の良い握り心地で、PRO のロゴをスタイリッシュ

にデザインされたモデル。ライディングスタイルに合わせて

選べる 2 種の太さをラインアップ。

・カラー ブラック・長さ 135mm・重量 81g/ セット

・素材  シングルコンパウンド　

・ロックタイプ  ロック無し

 

デュアルロックスポーツグリップ
¥2,300   希望小売価格 ( 税抜 )

グリップ感の良い握り心地で、PRO のロゴをスタイリッシュ

にデザインされたデュアルロックモデル。また内部のプラス

チックスリーブを改良しさらに握り心地＆安定感抜群に。ラ

イディングスタイルに合わせて選べる 2 種の太さをライン

アップ。

・カラー ブラック・長さ 130mm　

・81g/ セット　・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

 

エルゴノミックグリップ
¥2,300 希望小売価格 ( 税抜 )

ハイブリッドコンパウンドを採用し、握りやすさを追

及したエルゴノミックグリップ。しっかりとクランプ

するロックオンタイプ。

・カラー ブラック・長さ 135mm  

・グリップ径　32 〜 47mm　・重量 170g / セット

 

E コントロール ロックオングリップ
¥2,800 希望小売価格 ( 税抜 )

新エルゴノミックデザインのグリップ。

衝撃吸収コア採用でより快適な MTB ライドを提案。

・デュアルコンパウンド

・グリップ外径 36㎜

・長さ 132㎜

 

ロックオントレイルグリップ
¥2,600 希望小売価格 ( 税抜 )

トレイルライドからオールマウンテンまで

対応のロックオンタイプ。

・デュアルコンパウンド

・グリップ外径 32㎜

・長さ 132㎜

注文コード カラー
R20RGP0034X ブラック

注文コード カラー
R20RGP0077X ブラック

注文コード カラー
R20RGP0066X ブラック

注文コード カラー
R20RBE0009X ブラック

 

アナトミックエルゴバーエンド
¥2,500 希望小売価格 ( 税抜 )

ハイブリッドコンパウンドを採用し、握りやすさを追及したエルゴノ

ミックグリップ。クロスバイクからＭＴＢでのシティーライディングや

ツーリングにおススメ。 

・長さ 125mm　・重量 140g/ セット

グリップバーエンド  / 



 

リアフェンダー
R20RAC0127X 注文コード

¥1,400 希望小売価格 ( 税抜 )

ステルス、ファルコン、グリフォン、ターニックスの NEW サドルに

ねじ止めで装着できるリアフェンダー。

 

サドルマウント用ボトルケージ
R20RBC0036X 注文コード

￥2,300 希望小売価格 ( 税抜 )

PRO サドルにボトルケージを取り付ける

ことができるオプションパーツ。

ボトルケージは別売。

 

ステルス
R20RSA0190X 注文コード

¥14,000  希望小売価格 ( 税抜 )

PRO サドルのフラッグシップモデル。最高の安定性と快適さを追求し、

かつパワー伝達を向上させるためにプロライダーと共同開発したモデル。

・カラー ブラック ・重量 210 ｇ ・サドル長 255 ｍｍ ・サドル幅 142

ｍｍ ・レール径 7x7mm ・レール素材 ステンレス

 

ターニックス GEL
R20RSA0291X 注文コード

¥12,000  希望小売価格 ( 税抜 )

PRO サドルのスタンダードモデル　ターニックスの形状を採用しつつ、

衝撃吸収性に優れた新 PU フォームとプレッシャーポイントに配置された GEL パッドが路面からの振動・衝撃を

緩和グラベルロードや快適なロングライドにおすすめ・カラー ブラック・重量 280g　・サドル長 279mm　・

サドル幅 142mm　・レール径 7 × 7mm　・レール素材 ステンレス

 

ターニックス CrMo
R20RSA0300X 注文コード

¥6,500 希望小売価格 ( 税抜 )

PU フォームとクロモリレールを採用した PRO サドルエントリーモデル

エントリーライダーにおすすめのアナトミックフィット・カラー ブラック　・サドル長 279mm　・

サドル幅 142mm　・レール径 7 × 7mm　・レール素材 ステンレス

 

ステルスカーボン スーパーライト
R20RSA0315X 注文コード

￥35,000 希望小売価格 ( 税抜 )

ステルスサドルシリーズの最高峰。カーボン一体成型ベースの軽量モデル。

超軽量 EVA パッド、低摩擦 PU カバー採用。

・重量 145g・サドル長 255mm

・レール径 7 × 9mm　レール素材カーボン

 

ステルス Ltd
R20RSA0310X 注文コード

¥15,000  希望小売価格 ( 税抜 )

PRO サドルのフラッグシップモデル　ステルスのリミテッドカラー

メタリック調の外観はバイクのアクセントにも効果的です

・カラー ブラック　・重量 210g　・サドル長 255mm　・サドル幅

142mm　・レール径 7 × 7mm　・レール素材 ステンレス

 

ステルスカーボン
R20RSA0192X  注文コード

¥24,000  希望小売価格 ( 税抜 )

ステルスサドルにカーボンレールを採用した軽量モデル。 

・カラー ブラック ・重量 172g ・サドル長 255 ｍｍ ・サドル幅 142

ｍｍ ・レール 径 7 ｘ 9 ㎜・レール素材 カーボン 

サドル



注文コード カラー
R20RAC0056X ブラック
R20RAC0058X ブルー

 

ハンドルバーエンドプラグ
¥1,350 希望小売価格 ( 税抜 )

・ハンドルのエンド部分をすっきり見せるアルミ製エンドプラグ。

マウンテンバイク・ロードバイク両方使用可能。

・重量  22g・素材 アルミ・最小対応内径 17.5mm

 

ハンドルバー用ゲルパッド
R20RAC0087X　注文コード

¥1,500 希望小売価格 ( 税抜 )

走行時、地面からの衝撃を和らげることのできるシリコンゲルタ

イプの吸収材。

・素材 シリコン

 

レース コンフォート シリコン
R20RTA0052X　注文コード

¥3,600 希望小売価格 ( 税抜 )

グリップに優れ、路面からの衝撃吸収性に優れた 3㎜厚のバーテープ

･ カラー ブラック

 

バーテープクラシックコンフォート 
¥1,000 希望小売価格 ( 税抜 )

弾力性のある EVA とコルクを採用したコス

トパフォーマンスの高いテープ。エンドプ

ラグ＋エンドテープ付。

・厚さ 2.5mm   

 

注文コード カラー
R20RTA0048X ブラック
R20RTA0049X ホワイト

商品名 カラー 注文コード 厚さ 希望小売価格（税抜）

バーテープ スポーツ
コントロール チーム

PRO

ﾌﾞﾗｯｸ Debossed R20RTA0057X

3mm ¥2,400

ﾌﾞﾗｯｸ R20RTA0058X
ｲｴﾛｰ R20RTA0059X
ﾋﾟﾝｸ R20RTA0060X
ﾎﾜｲﾄ R20RTA0061X

ﾚｯﾄﾞ Debossed R20RTA0062X

バーテープスポーツコントロール 

バーテープスポーツコンフォート 

弾力性のある EVA テープ。ハンドルとの接着面にスマートシ

リコン採用でハンドルがベタつかず交換が容易です。バイク

のカラーリングにアクセントを加える 2 トーンカラーも新登

場。エンドプラグ＋エンドテープ付。  

  

バーテープ スポーツコントロール チーム PRO 

プロツアーチーム レプリカモデル。弾力性のある EVA テープ。ハンドルとの接着面はスマートシリコン採用。エンドプラグ + エンドテープ付。

注文コード カラー 厚さ 希望小売価格 ( 税抜 )

バーテープスポーツ
コントロール

R20RTA0001X ブラック

2.5mm ¥1,600
R20RTA0004X ホワイト
R20RTA0006X ブルー
R20RTA0007X レッド

バーテープスポーツ
コンフォート

R20RTA0040X ブラック

3.5mm ¥1,800
R20RTA0041X ホワイト
R20RTA0042X レッド
R20RTA0043X ブルー

バーテープバーテープ



 

ミニポンプ コンパクト テレスコピック 
R20RPU0042X 注文コード

¥1,400 希望小売価格 ( 税抜 )

２段階に伸び効率の良いポンピングが可能なた軽量モデル、マグネットロックシステム、

仏・米バルブ対応、取付ブラケット付属。樹脂製。

・サイズ 22.4cm/27mm　・素材 樹脂　・カラー ブラック・最大空気圧　160PSI/11 気圧　

 

ミニポンプ パフォーマンス HV
R20RPU0092X 注文コード

¥3,500  希望小売価格 ( 税抜 )

ミニポンプのハイボリュームタイプ。MTB など

多くのエアを入れるときに便利なモデル。

・ 重 量 100 ｇ  ・ 素 材 ア ル ミ ・ 最 大 空 気 圧 

100PSI/7 気圧
 

ミニポンプ コンパクト ホース
R20RPU0090X 注文コード

¥2,400   希望小売価格 ( 税抜 )

ミニポンプのホースモデル。入れやすさはもちろ

んバルブコアの曲がりを防ぐことができる

・ 重 量 75 ｇ  ・ 素 材 樹 脂  ・ 最 大 空 気 圧 

100PSI/7 気圧

 

ミニポンプ　サスペンション用
R20RPU0050X 注文コード

¥3,900 希望小売価格 ( 税抜 )

軽量コンパクトな高性能サスペンションポンプ。

便利なマグネットロックシステムやマイクロアジャ

ストプレッシャーリリースボタンを搭載。JIS 規格。

・素材 アルミ・最大空気圧 400PSI/28 気圧

 

チーム ハイプレッシャーミニポンプ
R20RPU0098X 注文コード

￥4,500 希望小売価格 ( 税抜 )

PRO ミニポンプシリーズで最もコンパクト。

・ホース内蔵

・仏式、米式バルブ対応

・最大空気圧 11 気圧

 

コンプレッサータンク
R20RPU0087X 注文コード

¥10,000  希望小売価格 ( 税抜 )

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。 

・素材 スチール ・最大空気圧 180PSI/12 気圧・充填用バルブロ米式

※ご使用の際は 、別売のフロアポンプなどで空気を本製品に充填して

ご使用いただく必要があります。   

    

 

フロアポンプ　ツーリング
英式バルブ付属
R20RPU008JX 注文コード

¥3,500 希望小売価格 ( 税抜 )

ココストパフォーマンスに優れたベー

シックモデル。スチールバレル。米・仏

対応のデュアルバルブヘッド。 ・素材 ス

チール（グリップ部分：樹脂） ・最大空気

圧 160PSI/11 気圧

 

フロアポンプ チーム チューブレス
R20RPU0088X 注文コード

¥13,000 希望小売価格 ( 税抜 )

チューブレスタイヤにも対応するフロアポンプ

大口でスムーズなポンピングにつながる AH ヘッドを採用

プレッシャーリリースバルブの操作でチューブレスホイールの

ビード上げも可能。

エルゴノミックハンドル、スチールバレル

･ 素材 スチール　・最大空気圧 160PSI/11 気圧

ポンプ



商品名 注文コード サイズ カラー

シートポストクランプ
　パフォーマンス

R20RAC0063X 28.6mm ブラック

R20RAC0064X 31.8mm ブラック

R20RAC0065X 34.9mm ブラック

注文コード サイズ
R20RAC0060X 28.6mm
R20RAC0061X 31.8mm
R20RAC0062X 34.9mm

注文コード サイズ コラムサイズ 希望小売価格 ( 税抜 )
R20RHS0071X 25mm

1-1/8 インチ ¥2,800
R20RHS0072X 50mm
R20RHS0080X 25mm

1-1/4インチ ¥3,500
R20RHS0081X 50mm

注文コード カラー 素材 サイズ 重量 希望小売価格 ( 税抜 )
R207320442X カーボン ３Kカーボン 1-1/8インチ

12g
¥2,600

R20RAC0004X
UDカーボン UDカーボン

1-1/8インチ
¥1,800

R20RHS0082X 1-1/4インチ 16g

注文コード カラー クランプ径
R207900111X

ブラック
28.6mm

R207900112X 31.8mm
R207900113X 34.9mm

注文コード カラー 希望小売価格 ( 税抜 )
R20RBC0010X ホワイト

¥800
R20RBC0011X ブラック

注文コード カラー 希望小売価格 ( 税抜 )
R20RBC0012X ブラック/ホワイト

¥1,500
R20RBC0013X ブラック / ブルー
R20RBC0014X ブラック/レッド
R20RBC0019X ブラック/グレイ

注文コード 仕様 カラー 希望小売価格 ( 税抜 )
R20RBC0022X 左用 ブラック/ホワイト

¥1,700
R20RBC0023X 右用 ブラック / ホワイト
R20RBC0026X 左用 ブラック/クリア
R20RBC0027X 右用 ブラック/クリア

 

スペーサー カーボン
高級感あるリアルカーボン製、好みで選べる 3K と UD カーボン。4 枚セット。・

内容 4 枚（3mm, 5mm, 10mm, 15mm)

 

シートクランプ クイックレリーズ
￥1,300 希望小売価格 ( 税抜 )

サドルの高さ調整が簡単なクイックレリーズタイプ。

 

ギャップキャップエクスパンダーカーボン
カーボンコラムに対応したエキスパンダータイプ。

・カラー カーボン・素材 UD カーボン　

 

ギャップキャップ カーボン
R20RHS0070X 注文コード

¥1,700  希望小売価格 ( 税抜 )

・サイズ 1-1/8 インチ　・カラー カーボン

・素材 UD カーボン　・重量 16g
 

ギャップキャップ　アルミ
¥1,000 希望小売価格 ( 税抜 )

アルミ製キャップとブラックステンレスボルトを採用したロープ

ロファイルデザインのギャップキャップ。・素材アルミ・サイズ

1-1/8 インチ・重量 15g~

ボトルケージ　アロイ
しっかりとボトルをホールドするスマートデザイン。

・素材 アルミ・重量 48g

ボトルサイドケージ
小さいサイズのフレームやスローピングフレームで

便利なサイドから取り出せるボトルケージ。

右用、左用をご用意。※掲載写真はすべて左用。

・素材 アルミ　・重量 46g

ボトルケージ　クラシック
シンプルなスタンダードデザイン。

・素材 アルミ・重量 60g

 

シートポストクランプ　アルミ
¥1,320 希望小売価格 ( 税抜 )

アルマイト処理したアルミボディとステンレスボルトを

使用した耐久性の高いスタンダードなシートクランプ。

・カラー ブラック・重量 25g・素材 アルミ

ボトルケージ

ボトルサイドケージ

バイクスタンド

ブラック / ホワイト

 

スペーサー アルミ
R207320492X 注文コード

￥950 希望小売価格 ( 税抜 )

スタンダードなアルミモデル・５枚セット。

・内容 5 枚（2mm, 2mm, 5mm, 10mm, 20mm）　

・素材 アルミ・カラー SB ブラック・サイズ 1-1/8 インチ

 

シートポストクランプ　パフォーマンス
¥1,980 希望小売価格 ( 税抜 )

肉抜き加工とアルマイト処理をしたアルミボディにステンレ

スボルトを使用した軽量性と耐久性の高いシートクランプ。

・重量 19g・素材 アルミ

ブラック / クリア

ブラック / クリアブラック / ホワイト

商品名 注文コード カラー 対応サイズ 希望小売価格（税抜）

バイクスタンド
R207100399X シルバー 26’　700C ¥3,000
R20RAC0043X

ブラック
26’～29’　700C ¥3,500

アジャスタブルバイクスタンド R20RAC0055X 20’～29’　700C ¥4,200

 

バイクスタンド
洗練されたデザインで安定感も抜群。スタンダードタイプに加えて，

29er 対応タイプと幅広い対応サイズのアジャスタブルタイプもラインアップ。

幅広いサイズに対応

アジャスタブルタイプ

29 インチ対応

26 インチ 700C

注文コード カラー
R20RHS0018X ブラック
R20RHS0020X ブルー

アクセサリー



注文コード サイズ 希望小売価格 ( 税抜 )
R20RAC0001X ノーマル ¥1,100
R20RAC0054X ロング＆ワイド ¥1,400

チェーンステー＆ヘッドチューブ
カーボンプロテクターセット
R207500095X 注文コード

¥1,300 希望小売価格 ( 税抜 )

リアルカーボンプロテクターセット、チェーンステー× 1、ヘッドチューブ

× 2 愛車をさりげなく演出できるアイテム。

カラー カーボン

 

チェーンステープロテクターセット 
R20RAC0030X 注文コード

¥1,100 希望小売価格 ( 税抜 )

フレームプロテクターセット、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 大切なバイクのた

めの必需品。　カラー クリアー＆ブラック

 

エキスパート ツールボックス 
R20RTL0107X 注文コード

¥48,000  希望小売価格 ( 税抜 )

整備に必要な主要工具が入っており、プロも満足の品揃え、遠征時にも最適 

内容・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） 

・アーレンキーセット（2/2.5/3/4/5/6/8/10) 

・トルクスレンチセット（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

・HOLLOWTECH Ⅱ　BB リムーバー + 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

・カラー ブラック

 

チェーンステープロテクター
伸縮、防水性の高いネオプレーン素材を使用したチェーンステープロテク

ター。ロング＆ワイドはチェーンステーが太く長いフルサスや 29er バイク

におすすめ。バイクサイズに合わせてカット可能。

・素材 ネオプレーン カーボン PU コーティング　・カラー カーボン

ツールスターターキット

R20RTL0105X 注文コード

¥15,000  希望小売価格 ( 税抜 )

まずはそろえておきたい 8 種類の工具が付属。

専用バッグ付属。

内容・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 レンチアーレンキー（4/5/6）

・Y レンチアーレンキー（2/2.5/3）

・クイックリンクツール

・カラー ブラック

 

ミニツール 22 ファンクション
R20RTLB027X 注文コード

¥4,000 希望小売価格 ( 税抜 )

ロングツーリングやトレイルにオススメの超多機能ミニツール。

22 機能：2・2.5・3・4・5・6mm アーレンキー、ペダルキー

(8mm)、プラスドライバー、T10・T25 ヘキサロビューラー、

チェーンツール、チェーン交換補助工具、タイヤレバー、ブレー

キパッドスプレッダー、7・8・9・10mm オープンレンチ、3.6・

3.75・4.0・4.4 スポークレンチ・カラー ブラック　・重量 

172g・素材アルミ・収納袋付属

 

アドバンスド ツールボックス
R20RTL0106X 注文コード

¥27,000   希望小売価格 ( 税抜 )

自転車を整備するための専用工具をワンセットに。

コストパフォーマンスに優れた工具 KIT。

専用ボックス付属

内容・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）

・アーレンキーセット（2/2.5/3/4/5/6/8/10)

・Y レンチトルクス（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　

・HOLLOWTECH Ⅱ　BB リムーバー

・カラー ブラック

 

ミニツール 15 ファンクション
R20RTLB026X 注文コード

¥3,400 希望小売価格 ( 税抜 )

機能満載タイプ。15 機能：2・2.5・3・4・5・6mm アーレ

ンキー、ペダルキー (8mm)、プラスドライバー、T10・T25 ヘ

キサロビューラー、チェーンツール、スポークレンチ 3.6・3.75・

4.0・4.4mm・カラー ブラック　・重量 124g・素材アルミ

コンパクトに収納

 

ミニツール 8 ファンクション
R20RTLB025X 注文コード

¥2,300 希望小売価格 ( 税抜 )

必要機能を集約。8 機能：2・2.5・3・4・5・6mm アーレンキー、

ペダルキー (8mm)、プラスドライバー・カラー ブラック　・重

量 81g・素材アルミ

 

リアエンドプロテクター
R20RAC0096X 注文コード

¥3,200  希望小売価格 ( 税抜 )

輪行するときに愛車のリアエンド部

をしっかりガード。

※キャップボルトのカラーは青から黒に変更

ツールアクセサリー /



Y レンチ
¥1,100 希望小売価格 ( 税抜 )

・カラー ブラック

注文コード サイズ
R20RTLB043X 3.6mm
R20RTL0044X 3.75mm
R20RTL0045X 4.0mm
R20RTL0046X 4.4mm

注文コード 仕様
R207100352X  2mm/2.5mm/3mm アレンキー
R207100349X  4mm/5mm/6mm アレンキー
R207100350X  T25/T30/T40 ヘキサロビューラ

 

スクラバーセット
R207100335X 注文コード

¥1,500 希望小売価格 ( 税抜 )

ギア用クリーニングに大変便利なツールセット。

カラー ブラック

 

カートリッジ BB リムーバー
R20RTLB030X 注文コード

¥2,300 希望小売価格 ( 税抜 )

シマノカートリッジ BB 用。・カラー ブラック　

 

HOLLOWTECH Ⅱ BB リムーバー
R20RTLB031X 注文コード

¥3,300 希望小売価格 ( 税抜 )

シマノHOLLOWTECHⅡBB用、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。

・カラー ブラック

 

カセットリムーバーセット
R20RTLB032X 注文コード

¥3,500 希望小売価格 ( 税抜 )

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。・カラー ブラック

 

チェーンリングナットレンチ
R20RTL0034X 注文コード

¥700 希望小売価格 ( 税抜 )

9・10mmのスパナ。チェーンリング用ナット及びクランクキャッ

プの取り外しに使用できます。

 

コーンレンチセット
R20RTL0035X 注文コード

¥1,000 希望小売価格 ( 税抜 )

ハブのメンテナンスに必須。　

・サイズ 仕様 13/14/15/16mm

 

コッタレス＆オクタリンククランクツール
R20RTLB036X 注文コード

¥2,100 希望小売価格 ( 税抜 )

コッタレスクランク用ツール・カラー ブラック

 

アーレンキーセット
R20RTL0037X 注文コード

¥2,600 希望小売価格 ( 税抜 )

・カラー クローム・サイズ 仕様  2/2.5/3/4/5/6/8/10mm

 

ヘキサロビューラセット
R20RTL0038X 注文コード

¥2,700 希望小売価格 ( 税抜 )

・カラー クローム・サイズ 仕様  T10/T15/T20/T25/T27/

T30/T40/T45/T50

 

ペダルレンチ 15mm
R20RTLB039X 注文コード

¥1,900 希望小売価格 ( 税抜 )

使いやすいオフセットヘッド。・カラー ブラック / ブルー・サイ

ズ 15mm

 

ペダル 8mm アーレンキー
R20RTLB040X 注文コード

¥1,500 希望小売価格 ( 税抜 )

力を入れやすりエルゴノミックグリップ。方側は便利なボールポ

イントタイプ。・カラー ブラック　・サイズ 8mm

 

スポークレンチ
¥900 希望小売価格 ( 税抜 )

シマノホイールのメンテナンスに最適。・カラー ブラック

 

タイヤレバー
R20RTL0049X 注文コード

¥480 希望小売価格 ( 税抜 )

3 本セット、1 つにまとまりスマートに収納。・カラー ブラック

・重量 40g(3 本 )

 

ブレーキピストンレバー
R20RTLB051X

¥2,200  希望小売価格 ( 税抜 )

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。

パッド交換時に最適。・カラー ブラック

 

ケーブルカッター
R20RTL0050X 注文コード

¥4,000 希望小売価格 ( 税抜 )

・カラー ブラック

 

コンビパック
R20RAAC118X 注文コード

¥4,500 希望小売価格 ( 税抜 )

最初に揃えておきたい必需品をワンセットに。単品商品合計 ¥6,280（税抜）

を抜群のコストパフォーマンスでお届け。

セット内容　ミニツール 10 ファンクション、ミニポンプコンパクト、

タイヤレバー 3 本、サドルバック　MIDI ストラップ

 

カプセルコンビパック
R20RAC0145X 注文コード

¥5,000 希望小売価格 ( 税抜 )

好評のコンビパックに ZIP カプセルタイプが新登場。

最初に揃えておきたい必需品をワンセットに。　

セット内容：ZIP カプセル、ミニツール 10 ファンクション、

パフォーマンス XS ミニポンプ、タイヤレバー

※工具グリップ部カラーはオールブラックに変更

※工具グリップ部カラーはオールブラックに変更

ツール



商品名 注文コード サイズ 希望小売価格
フレームバッグ　MEDI　トライアスロン R20RBA0017X 180mm/80mm ¥4,200
フレームバッグ　MAXI　トライアスロン R20RBA0018X 220mm/100mm ¥4,500

トライアスロン サドルマウントケージ 
R20RBC0009X 注文コード

¥3,300 希望小売価格 ( 税抜 )

トライアスロンに最適、ボトルケージを 2 本取り付けできるサ

ドルレール取付タイプのケージブラケット。軽量なアルミ製、取

付け角度は好みに合わせて水平または 20°に変更可能。便利に

使えるストラップ 2 本付属。

・調整角度：水平 or 20°・カラー ブラック

・重量：92g

 

フレームバッグ MEDI トライアスロン
フレームバッグ MAXI トライアスロン

補給食をスムーズに出し入れできるトップオープンタイプ。流線型のデザイ

ンを採用し、ストラップでトップチューブに簡単に取付。左サイドには便利

なジッパー付。用途に合わせて選べる 2 つのサイズをラインアップ。

・カラー ブラック

 

トライアスロン　ボトルプレート
R20RAC0068X 注文コード

¥4,000 希望小売価格 ( 税抜 )

エアロバーにストラップにて素早く簡単に取付可能。

ボトルケージとサイクルコンピューターが取付できます。

・カラー SB ブラック・素材 アルミ
 

トライアスロン　レースベルト
R20RAC0066X 注文コード

¥1,580 希望小売価格 ( 税抜 )

簡単に調整できる便利なゴム製レースベルト。ベルト裏面にすべ

り止め用にシリコン採用。・カラー ブラック・重量  47g

エアロフューエル 
R20RSA0185X 注文コード

¥15,000  希望小売価格 ( 税抜 )

トライアスロンやロードレーシングチームのプロライダーとともに開発。長時間のエアロダイ

ナミクスポジションにおいて効率性と快適性を追求したサドル。カーボン強化ベースにすべり

止め加工されたライトフォームマイクロファイバーカバー採用。前モデルをベースにさらにコン

ピューター解析や実戦テストを行い 33% の軽量化。

・カラー ブラック ・重量 200 ｇ ・サドル長 250 ｍｍ ・ サドル幅 142mm ・レール径 

7x7mm ・レール素材 ステンレス

 

チーム チェーンツール
R20RTL0086X 注文コード

¥4,000 希望小売価格 ( 税抜 )

PRO 工具シリーズの決定版。

レーザーカット成形による信頼の精度と

エルゴノミックグリップにより作業性も向上。8S 〜 12S 対応。

 

チームロックリングツール
R20RTL0085X 注文コード

¥4,000 希望小売価格 ( 税抜 )

"PRO 工具シリーズの決定版。

レーザーカット成形による信頼の精度と

軽量アルミスリーブ、エルゴノミックデュアルコンパウンド

グリップにより作業性も向上。12S 対応。

 

インターナル ルーティング ツール
R20RTL0080X 注文コード

¥5,800 希望小売価格 ( 税抜 )

ケーブルの内装が可能なハンドルバーやフレーム組みに

有効な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

 

チームチェーン ウィップ
R20RTL0084X 注文コード

¥4,000 希望小売価格 ( 税抜 )

PRO 工具シリーズの決定版。

レーザーカット成形による信頼の精度と

軽量アルミスリーブ、エルゴノミックデュアルコンパウンド

グリップにより作業性も向上。12S 対応。

 

クイックリンクツール
R20RTL0095X 注文コード

¥2,000 希望小売価格 ( 税抜 )

クイックリンクの取り付け、取り外しを行うツール

 

ディスクツルーイングツール
R20RTL0064X 注文コード

¥2,500  希望小売価格 ( 税抜 )

ディスクローターの曲がりを修正する工具

・カラー ブラック

 

インテグレーテッド ツール
R20RTL0099X 注文コード

¥5,800 希望小売価格 ( 税抜 )

携帯工具の新たな形を提案。

アーレンキー、トルクス、タイヤレバー、チェーンツール

クイックリンク収納スペースを搭載。さらにラチェット機構も備え

ミニツールを越える作業性を実現。

※付属のマウントにより、ステルス、ファルコン、グリフォン、

ターニックスの NEW サドルに取付可能

ツール トライアスロン



BAG Bottle

注文コード カラー
R20RBT0022X ホワイト
R20RBT0020X ブラック

注文コード カラー
R20RBT0014X ブラック　600ml
R20RBT0010X クリア　600ml

注文コード カラー
R20RBT0015X ブラック　800ml
R20RBT0011X クリア　800ml

サドルバッグ MINI ストラップ
R20RBA0033X 注文コード

¥2,700 希望小売価格 ( 税抜 )

ベーシックなストラップタイプ、リフレクト効果

のあるロゴとパイピングストラップタイプ。 

・容量 0.4L 

サドルバック MEDI ストラップ
R20RBA0035X 注文コード

¥2,900 希望小売価格 ( 税抜 )

ベーシックなストラップタイプ、リフレクト効果

のあるロゴとパイピングストラップタイプ。 

・容量 0.6L 

収納ボトル 500CC
¥800 希望小売価格 ( 税抜 )

ミニツールやチューブなどを格納する

に最適な収納ボトル 2 種類の容量とカ

ラーをご用意。

PRO ボトル 600ml
¥750 希望小売価格 ( 税抜 )

大きくロゴをあしらったドリンクボトル

• 容量：600ml

PRO ボトル 800ml
¥850 希望小売価格 ( 税抜 )

大きくロゴをあしらったドリンクボトル

• 容量：800ml

 

サドルバッグ MAXI プラス ストラップ
R20RBA0039X 注文コード

¥3,300 希望小売価格 ( 税抜 )

バッグ下部が拡張する大容量サドルバック。イン

ナーネット付。左右ジッパーサイドポケット付。

ストラップタイプ。リフレクト効果のあるロゴ＆

パイピング。 

・容量 1.5L-2.0L 

 

サドルバッグ MAXI ストラップ
R20RBA0037X 注文コード

¥3,100 希望小売価格 ( 税抜 )

ベーシックなストラップタイプ、リフレクト効果

のあるロゴとパイピングストラップタイプ。 

・容量 1.0L 

 

ホイールバッグ（2 本用）
R20RBA0031X 注文コード

¥8,000  希望小売価格 ( 税抜 )

29 インチホールにタイヤを装着した状態

で 2 本収納できるホイールバック。カセッ

トスプロケットからバックを保護するた

め中央部を補強しており、インナーポケッ

トやショルダーストラップも装備してお

りとても便利。

・重量 1260g・カラー ブラック

 

ホイールバッグ
R20RBA0019X 注文コード

¥4,500 希望小売価格 ( 税抜 )

カーボンホイールなどに最適、インナーポ

ケット付、ホイール 1 本用、

ロード・MTB 共通。

・カラー ブラック

 

チームボトルサーマル
R20RBT0038X 注文コード

￥1,800 希望小売価格 ( 税抜 )

保温機能を備えた PRO の新ボトル。

・容量 600ml

 

バイクバッグ
R20RBA0045X 注文コード

¥19,000 希望小売価格 ( 税抜 )

ロードバイク〜 29‘er フルサスバイク

まで対応。底部のプレートとクッションで

バイクを保護。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 カラー
R20RBT0023X ホワイト
R20RBT0021X ブラック

収納ボトル 750CC
¥900 希望小売価格 ( 税抜 )

ミニツールやチューブなどを格納する

に最適な収納ボトル 2 種類の容量とカ

ラーをご用意。

バッグ



DISCOVER グラベル シートバッグ
R20RBA0053X 注文コード

¥8,000 希望小売価格 ( 税抜 )

さまざまな形状のシートポストに取り付け可能

大型衝撃吸収パネルによりバッグの横揺れを軽減

耐水仕様　リフレクティブストラップ、バックライトクリップ採用

・本体サイズ 58cm x 12cm x 30cm　・容量 15L

DISCOVER ハンドルバーバッグ
R20RBA0052X 注文コード

¥7,500 希望小売価格 ( 税抜 )

メインバッグ部分が取り外し可能で持ち運びも快適。

メインバッグは両側開きで、バッグへのアクセスも容易

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 ･ 本体サイズ 20cm x 20cm x 40 cm( 最大）　・容量 8L

Discover

DISCOVER 

ドロッパーポストレバー
R20RAC0213X 注文コード

￥6,500 希望小売価格 ( 税抜 )

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 ALLOY

DISCOVER  フレームバッグ S
R20RBA0056X 注文コード

￥5,200 希望小売価格 ( 税抜 )

PRO のバイクパッキング向けラインナップ。

小さめのフレームサイズに取付しゃすい

フレームバッグのスモールバージョン。

・耐水仕様

DISCOVER フォンポーチ
R20RBA0055X 注文コード

￥2,300 希望小売価格 ( 税抜 )

携帯電話や小銭をスマートに収納。

・素材 ALLOY

DISCOVER  ハンドル 30°
R20RHA0420X 注文コード

￥7,000 希望小売価格 ( 税抜 )

グラベルロード用ハンドルバー。

さらに幅広な 30°のフレアアングルで

グラベルでの操作性を確保。Di2 対応。

・カラー ブラック

・重量 280g 〜

・素材 AL-6066

・ハンドル幅 420mm

・クランプ径 31.8mm

・ステム長 / アングル 31.8mm

グラベルコンフォートテープ
R20RTA0071X 注文コード

¥3,500 希望小売価格 ( 税抜 )

弾力性のある EVA テープ。

通常よりも長いこのバーテープはハンドルに分厚く

巻き付けることができ、より高い快適性を発揮。

ハンドルとの接着面にはスマートシリコン採用。

・カラー マルチカラー

・長さ 2300㎜

DISCOVER  ドロッパーポスト
R20RSP0234X 注文コード

￥29,500 希望小売価格 ( 税抜 )

快適なグラベルライドを提供する

ドロッパーシートポストが登場。

ドロップハンドル対応のリリースレバー付属。

ワンボルトクランプデザイン。

・シートポスト径 27.2㎜

・シートポスト長 350㎜

・オフセット 0㎜

・トラベル量 70㎜

DISCOVER  ボトルバッグ
R20RBA0054X 注文コード

￥3,400 希望小売価格 ( 税抜 )

PRO のバイクパッキング向けラインナップ。

ハンドル周りに取付可能なボトルバッグ

・耐水仕様

注文コード ハンドル幅
R20RHA0450X 　400 ｍｍ
R20RHA0451X 　420 ｍｍ

R20RHA0423X 400㎜
R20RHA0424X 420㎜

注文コード シートポスト径
R20RSP0182X 27,2 ｍｍ
R20RSP0183X 31,6 ｍｍ

注文コード 長さ
R20RSS0513X 80㎜
R20RSS0514X 90㎜
R20RSS0515X 100㎜
R20RSS0516X 110㎜

 

DISCOVER  カーボン 20°
￥34,000 希望小売価格 ( 税抜 )

高い振動吸収性と剛性を備えた

ハイエンドグラベルカーボンハンドル。

・ハンドル幅 400 〜 420㎜

・リーチ 75㎜ / ドロップ 110㎜

・-20°フレア / バックスイープ 5°

・シフト / ブレーキケーブル DI2 内蔵可

 

DISCOVER  ハンドル 12°
￥7,000 希望小売価格 ( 税抜 )

グラベルロード用ハンドルバー。

12°のフレアアングルでグラベルでの

操作性を確保。

トップバーはエルゴノミックデザイン採用。

Di2 対応。

・カラー ブラック

・重量 265g 〜

・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

 

DISCOVER ステム
¥8,000 希望小売価格 ( 税抜 )

DISCOVER シリーズのハンドルバーに

最適なステム。DI2 対応。

・素材 AL-7050

・クランプ径 31.8㎜

・ステム長 / アングル

　80,90,100,110mm / ± 6°

・サイズ 1-1/8

 

DISCOVER  カーボンシートポスト
￥32,000 希望小売価格 ( 税抜 )

グラベルライドに対応するカーボンシートポスト。

Dyneema 採用で高い快適性を実現

ワンボルトクランプデザイン。

・シートポスト径 27.2 , 31.6mm

・シートポスト長 400㎜

・オフセット 20㎜

・Di2 バッテリー内蔵可





VITTORIA #1
PRODUCER OF COTTON CASING TIRES

VITTORIA #1
GRAPHENE USER IN THE BIKE TIRE INDUSTRY

VITTORIA #1
IN 4-COMPOUNDS TIRE TREADS

VITTORIA #1
TIRE CHOICE OF THE WINNERS



ヴィットリアは自転車業界で
No.1のグラフェンユーザーです
毎年何トンものグラフェンがヴィットリアタイヤとホイールに使用されています。グラフェンはラバー分

子同士の隙間を埋めることでラバーと相互に作用します。磁石の様にラバー分子を互いに引き付けること

でラバーの構造全体を強化します。可能性を更に押し上げる為、ヴィットリアは新世代のグラフェンコン

パウンドの開発に成功しました：グラフェン2.0です。

グラフェン2.0 (G 2.0)はヴィットリアが建設したグラフェンコンパウンド施設で開発され、タイヤの特

定のパフォーマンスを強化すべく機能します。言い換えると、第1世代のグラフェンコンパウンドはそれ

ぞれの性能を均等に改善しましたが、グラフェン2.0は特定のパフォーマンスをピンポイントで向上させ

ることに成功しました。ヴィットリアは特にスピード、ウェット時のグリップ、耐久性と耐パンク性能の

パフォーマンスを押し上げるべくグラフェンを使っています。　

グラフェン2.0は新製品に大きな変化をもたらしており、ライダーはその違いを実感することができるで

しょう。特定のパフォーマンスを特に強化させています。そしてグラフェン2.0とラバーが科学的に結合

することで、他のキーとなる特性にマイナスな影響を与えることなく、素晴らしいレベルアップが実現で

きました。

グラフェン2.0
ベストなアップグレード
タイヤのタイプや必要とされる機能によって、グラフェン2.0はピンポイントでパフォーマンスを強化

します。MTBの場合、グラフェン2.0は全ての製品ラインでウェット時のグリップ力を著しく改善し

ています。ロードタイヤの場合、グラフェン2.0はCorsa、Pista、Triathlon製品ラインの転がり抵

抗と耐摩耗性能を、Rubinoではウェット時のグリップ力と製品寿命を、Zaffiroでは耐パンク性能を

目覚ましく改善しています。

TECHNOLOGIES GRAPHENE 2.O

ヴィットリア　ロードタイヤ   G1.0 VS G2.0

耐カット性能グリップ力エアー保持力スピード製品寿命

ヴィットリア　オフロードタイヤ    G1.0 VS G2.0

グラフェン無し

グラフェン1.0コンパウンドのVittoria オフロードタイヤ

グラフェン2.0コンパウンドのVittoria オフロードタイヤ

耐カット性能グリップ力エアー保持力スピード製品寿命

グラフェン無し

グラフェン1.0コンパウンドのVittoria オフロードタイヤ

グラフェン2.0コンパウンドのVittoria オフロードタイヤ



安定性とコーナリング時のタイヤよれを防ぐ

グラフェン2.0による耐久性

ヴィットリア #1  
4つのコンパウンドを使用した
タイヤトレッド 

ヴィットリアはシングル・タイヤ
トレッドに4つのコンパウンド
を使用する世界で”唯一”の企
業です。
ヴィットリアはシングルトレッドに4つのコンパウンドをミックスすることができる世界で唯

一の成型設備に数百万ドルを投資しました。それは正にエンジニアリングの奇跡のようなハイ

テク設備です。これがヴィットリアの4Cテクノロジーです。

ヴィットリア 4Cコンパウンドのレイヤ―技術は、ベースと表面、センターとサイドエリアに

それぞれ別のコンパウンドを使用することが特徴です。 これによってベースと表面の柔軟性が

最適になるよう調整することができ、コーナリング、クライミング、転がり、ブレーキ性能を

最大限発揮するようグラフェン2.0を適切に配合し調整しています。更に耐久性と耐パンク性

能も改善しており、頑丈なベースコンパウンドがパンクを減らし、安定したベースコンパウン

ドが深いMTBタイヤトレッドを可能にしています。

TECHNOLOGIES COMPOUNDS

クライミングとブレーキングパフォーマンスの改良

グラフェン2.0によりトラクション性能を強化

素晴らしい耐摩耗（タイヤ寿命）性能とスピード

グラフェン2.0による転がり抵抗の軽減とパンクの低減

タイヤ寿命の延長

グラフェン2.0による耐パンク性能

転がり抵抗の低さと快適性を確かなものに

グラフェン2.0がショルダートレッドをサポート、更にパンクも低減

コーナリング時の究極のグリップ

グラフェン2.0によりウェット時のグリップを向上

ウェットコンディションにおいてもワールドクラスのグリップ力を発揮

グラフェン2.0によるウェットコンディション時の比類なきグリップ力

厳しいコーナリングの為のスーパーソフトコンパウンド

グラフェン2.0によりコーナリングぎりぎりのコントロールを確かなものに



TECHNOLOGIES MTB CASING

4つのコンパウンド(4C)を採用した革新的な

グラフェン2.0トレッド

4つのコンパウンドを使用することで、グリップ、転がり

抵抗、タイヤ寿命のベストなコンビネーションを実現

4つのコンパウンド(4C)を採用した革新的な

グラフェン2.0トレッド

4つのコンパウンドを使用することで、グリップ、転がり

抵抗、タイヤ寿命のベストなコンビネーションを実現

4つのコンパウンド(4C)を採用した革新的な

グラフェン2.0トレッド

4つのコンパウンドを使用することで、グリップ、転がり

抵抗、タイヤ寿命のベストなコンビネーションを実現

4つのコンパウンド(4C)を採用した革新的な

グラフェン2.0トレッド

4つのコンパウンドを使用することで、グリップ、転がり

抵抗、タイヤ寿命のベストなコンビネーションを実現

120ナイロンケーシング

軽さとパフォーマンスのコンビネーションを発揮

120ナイロンケーシング

軽さとパフォーマンスのコンビネーションを発揮

120ナイロンケーシング

軽さとパフォーマンスのコンビネーションを発揮

120ナイロンケーシング

軽さとパフォーマンスのコンビネーションを発揮

強化したケーシング

120TPIナイロンケーシングに、サイドウォール保護の

レイヤーを追加

強化したケーシング

120TPIナイロンケーシングに、サイドウォール保護の

レイヤーを追加

チューブレスレディ・折りたたみアラミドビード

チューブレスレディ・折りたたみアラミドビード

トップレベルの信頼性とパフォーマンスを発揮する軽量

レース用ケーシング。

TECHNOLOGIES MTB CASING

XC-RACE TLR

XC-TRAIL TNT 

最軽量のXCチューブレスレディ・ケーシング

チューブレスレディ・折りたたみアラミドビード

トレイル・チューブレスレディ・ケーシングと、強化したサイド
ウォールプロテクション 

ENDURO 2-PLY 
エンデューロ＆e-MTB
チューブレスレディ・ダブルレイヤー・ケーシング

最強のXCチューブレスレディ・ケーシング

   サイドウォールのレイヤーを追加
   アンチ・ピンチ・フラット
　(APF)内蔵

　サイドウォールの究極の

　耐パンク性能の為にデザイン

　されました。

2-プライ・ケーシング

耐久性を最大限発揮する2-プライ（2層）・ケーシング

APF（アンチ・ピンチ・フラット）内蔵

ピンチ・フラット（リム打ちパンク）を防ぎ、タイヤの

ショルダー部分を安定化

APF（アンチ・ピンチ・フラット）内蔵

ピンチ・フラット（リム打ちパンク）を防ぎ、タイヤの

ショルダー部分を安定化

チューブレスレディ・折りたたみアラミドビード

TRAIL TNT 

+   2 レイヤーケーシング
+   アンチ・ピンチ・フラット
 

　　e-MTBの重量による強いインパクトに対応し

　　エンデューロコースで必要とされる高い

　　パフォーマンスを発揮するために

　　デザインされました。

  サイドウォールのレイヤーを追加
　最も厳しく挑戦的なXCコースの為に

　デザインされました。

　TNTとは、通常のTLR（チューブレスレディ）に、 

　サイドウォール保護のレイヤーを追加した

　サイドカットパンクに強いタイヤです。

+
+

 (APF)内蔵

+



BARZO
・テクニカルなテラインにも対応するアグレッシブなトレッドデザインのXCタイヤ

・�傾斜に沿って角度をつけたサイプ（ノブ上の溝）による高いコーナリンググリップ

・四角いノブによる安定性と耐吸性

・機能的なグラフェン2.0コンパウンドによるウェット時の究極のグリップ力

・�4つのコンパウンドを使用したトレッド（4C)によるテクニカルなコースでの� �

比類の無いトラクション性能

MEZCAL
・密集したノブの配列と低い断面により、スピードを最大限発揮するXCタイヤ

・交互に配列したセンターリッジ・トレッドによる低い転がり抵抗

・�効果的な多数のエッジによるコーナリング、ブレーキング、クライミング時の高い

トラクション性能

・機能的なグラフェン2.0コンパウンドによる究極のグリップ力

・4つのコンパウンドを使用したトレッド（4C)により耐摩耗性能を改良

SIZE ETRTO CASING CONSTRUCTION MATERIAL COMPOUND COLOR WEIGHT 注文ナンバー PRICE (+tax)

27.5x2.1 52-584 XC Trail TNT Nylon 120 TPI 4C Graphene2.0 ブラック/グレー 660 g R2VT017657X ￥7,300＋税

27.5x2.25 55-584 XC Trail TNT Nylon 120 TPI 4C Graphene2.0 ブラック/グレー 670 g R2VT017671X ￥7,300＋税

27.5x2.35 57-584 XC Trail TNT Nylon 120 TPI 4C Graphene2.0 ブラック/グレー 680 g R2VT017695X ￥7,300＋税

27.5x2.6 65-584 XC Trail TNT Nylon 120 TPI 4C Graphene2.0 ブラック/グレー 830 g R2VT017718X ￥7,300＋税

29x2.1 52-622 XC Trail TNT Nylon 120 TPI 4C Graphene2.0 ブラック/グレー 680 g R2VT017770X ￥7,300＋税

29x2.25 55-622 XC Trail TNT Nylon 120 TPI 4C Graphene2.0 ブラック/グレー 725 g R2VT017831X ￥7,300＋税

29x2.35 57-622 XC Trail TNT Nylon 120 TPI 4C Graphene2.0 ブラック/グレー 735 g R2VT017855X ￥7,300＋税

29x2.6 65-622 XC Trail TNT Nylon 120 TPI 4C Graphene2.0 ブラック/グレー 870 g R2VT017879X ￥7,300＋税

26x2.1 52-559 XC Rigid Nylon 26 TPI 1C フルブラック 755 g R2VT002240X ￥3,200＋税

27.5x2.1 52-584 XC Rigid Nylon 26 TPI 1C フルブラック 770 g R2VT002219X ￥3,200＋税

29x2.1 52-622 XC Race TLR Nylon 120 TPI 4C Graphene2.0 ブラック 660 g R2VT017756X ￥7,300＋税

29x2.25 55-622 XC Race TLR Nylon 120 TPI 4C Graphene2.0 ブラック 690 g R2VT017817X ￥7,300＋税

SIZE ETRTO CASING CONSTRUCTION MATERIAL COMPOUND COLOR WEIGHT 注文ナンバー PRICE (+tax)

27.5x2.1 52-584 XC Trail TNT Nylon 120 TPI 4C Graphene2.0 ブラック/グレー 670 g R2VT017213X ￥7,300＋税

27.5x2.25 55-584 XC Trail TNT Nylon 120 TPI 4C Graphene2.0 ブラック/グレー 680 g R2VT017251X ￥7,300＋税

27.5x2.35 57-584 XC Trail TNT Nylon 120 TPI 4C Graphene2.0 ブラック/グレー 700 g R2VT017275X ￥7,300＋税

27.5x2.6 65-584 XC Trail TNT Nylon 120 TPI 4C Graphene2.0 ブラック/グレー 805 g R2VT017299X ￥7,300＋税

29x2.1 52-622 XC Trail TNT Nylon 120 TPI 4C Graphene2.0 ブラック/グレー 650 g R2VT017350X ￥7,300＋税

29x2.25 55-622 XC Trail TNT Nylon 120 TPI 4C Graphene2.0 ブラック/グレー 680 g R2VT017411X ￥7,300＋税

29x2.35 57-622 XC Trail TNT Nylon 120 TPI 4C Graphene2.0 ブラック/グレー 745 g R2VT017435X ￥7,300＋税

29x2.6 65-622 XC Trail TNT Nylon 120 TPI 4C Graphene2.0 ブラック/グレー 880 g R2VT016520X ￥7,300＋税

27.5x2.1 52-584 XC Rigid Nylon 26 TPI 1C フルブラック 770 g R2VT220602X ￥3,200＋税

27.5x2.25 55-584 XC Rigid Nylon 26 TPI 1C フルブラック 790 g R2VT221401X ￥3,200＋税

29x2.1 52-622 XC Rigid Nylon 26 TPI 1C フルブラック 750 g R2VT220909X ￥3,200＋税

29x2.25 55-622 XC Rigid Nylon 26 TPI 1C フルブラック 800 g R2VT221708X ￥3,200＋税

29x2.1 52-622 XC Race TLR Nylon 120 TPI 4C Graphene2.0 ブラック 610 g R2VT017336X ￥7,300＋税

29x2.25 55-622 XC Race TLR Nylon 120 TPI 4C Graphene2.0 ブラック 660 g R2VT017398X ￥7,300＋税

ハードパック
ミックス
ルーズ
マッド
ウェット
アイス

ハードパック
ミックス
ルーズ
マッド
ウェット
アイス

¥

DEALING-BRAND

OFF ROAD / CROSS COUNTRY



PEYOTE
・ハードパックのテラインで速く転がる様、低い断面のノブを配置したXCタイヤ

・�木の根や石の上でも高いトラクション性能を発揮する、方向を付けたサイプ�

（ノブの溝）

・機能的なグラフェン2.0コンパウンドによるウェット時の究極のグリップ力

TERRENO
・速く走るコースのためのセミスリックXCタイヤ

・�速く転がるセンターの傾斜した”魚の鱗”デザインと、鋭く信頼性の高いブレー

キやコーナリング時用のエッジ

・ヴィットリアで最軽量のXCチューブレースレディ・ケーシング

・機能的なグラフェン2.0コンパウンドによるウェット時の究極のグリップ力

SIZE ETRTO CASING CONSTRUCTION MATERIAL COMPOUND COLOR WEIGHT 注文ナンバー PRICE (+tax)

29x2.1 52-622 XC Race TLR Nylon 120 TPI 1C Graphene2.0 ブラック 600 g R2VT018296X ￥6,000＋税

29x2.25 55-622 XC Race TLR Nylon 120 TPI 1C Graphene2.0 ブラック 650 g R2VT018333X ￥6,000＋税

SIZE ETRTO CASING CONSTRUCTION MATERIAL COMPOUND COLOR WEIGHT 注文ナンバー PRICE (+tax)

27.5x2.1 52-584 XC Trail TNT Nylon 120 TPI 4C Graphene2.0 ブラック/グレー 690 g R2VT018111X ￥7,300＋税

27.5x2.25 55-584 XC Trail TNT Nylon 120 TPI 4C Graphene2.0 ブラック/グレー 730 g R2VT018159X ￥7,300＋税

27.5x2.35 57-584 XC Trail TNT Nylon 120 TPI 4C Graphene2.0 ブラック/グレー 730 g R2VT018173X ￥7,300＋税

29x2.1 52-622 XC Trail TNT Nylon 120 TPI 4C Graphene2.0 ブラック/グレー 715 g R2VT018197X ￥7,300＋税

29x2.25 55-622 XC Trail TNT Nylon 120 TPI 4C Graphene2.0 ブラック/グレー 710 g R2VT018234X ￥7,300＋税

29x2.35 57-622 XC Trail TNT Nylon 120 TPI 4C Graphene2.0 ブラック/グレー 750 g R2VT018258X ￥7,300＋税

29x2.25 55-622 XC Race TLR Nylon 120 TPI 4C Graphene2.0 ブラック 670 g R2VT018210X ￥7,300＋税

ハードパック
ミックス
ルーズ
マッド
ウェット
アイス

ハードパック
ミックス
ルーズ
マッド
ウェット
アイス

¥

DEALING-BRAND

OFF ROAD / CROSS COUNTRY

 

AGARRO

ハードパック
ミックス
ルーズ
マッド
ウェット
ハーディシィ

・トレイルカテゴリートレッド：MartelloとBarzoの中間に位置する

���アグレッシブなトレッドデザイン

・岩や木の根をグリップするための革新的なサイプ（ノブの溝）幅

・傾斜をつけたエッジで早く転がり、低速でのテクニカルなテラインの

���クライミングにも対応

Size Casing Construction Material Compound COLOR Weight [g] 注文ナンバー PRICE(+tax)

57-584 / 27.5x2.35 Trail TNT Nylon 120 TPI 4C Graphene2.0 ブラック/グレー 850 R2VT020855X ¥7,800＋税

65-584 / 27.5x2.6 Trail TNT Nylon 120 TPI 4C Graphene2.0 ブラック/グレー 940 R2VT020879X ¥7,800＋税

57-622 / 29x2.35 Trail TNT Nylon 120 TPI 4C Graphene2.0 ブラック/グレー 940 R2VT020848X ¥7,800＋税

65-622 / 29x2.6 Trail TNT Nylon 120 TPI 4C Graphene2.0 ブラック/グレー 970 R2VT020817X ¥7,800＋税



OFF ROAD / CYCLOCROSS | GRAVEL

TERRENO DRY
・傾斜を付けたセンターの”魚の鱗”デザインによる速い転がり

・鋭く、信頼性の高いブレーキやコーナリング用のエッジ

・320TPIコットンチューブラーケーシング：プロのライダーが選択するタイヤ

・�機能的なグラフェン2.0コンパウンドにより究極のパフォーマンス性能を実現

・�3つのコンパウンドを使用したトレッド(3C)により耐摩耗性能とグリップ力

を改良（チューブラーのみ）

TERRENO WET
・ワールドカップで勝利したトレッド　ウェットコンディション用のデザイン

・交互に配置したセンターリッジが速く転がり、推進力を発揮

・トレッド全体の溝によって泥や細かいがれきを効率的に取り除きます

・機能的なグラフェン2.0コンパウンドによる究極のウェット時のグリップ力

・�3つのコンパウンドを使用したトレッド(3C)により耐摩耗性能とグリップ

力を改良（チューブラーのみ）

TERRENO MIX
・様々なテラインでもスムーズに適応する伝統的なトレッド断面

・�ショルダー部のブロックがオフキャンバー・ターン時のトラクションを確実にします

・320TPIコットンチューブラーケーシング：プロのライダーが選択するタイヤ

・機能的なグラフェン2.0コンパウンドによる究極のウェット時のグリップ力

・�3つのコンパウンドを使用したトレッド(3C)により耐摩耗性能とグリップ力を

改良（チューブラーのみ）

TERRENO ZERO
・舗装した路面と、ハードパックなテライン用にデザインしたグラベルタイヤ

・�コルサにインスパイアされたスムーズなセンタートレッドにより転がり抵抗を

����最小限に

・�サイドトレッドの”魚の鱗”デザインが、コーナリングやブレーキ時に

���確実に路面をつかみます

・機能的なグラフェン2.0コンパウンドによる究極のパフォーマンス性能

SIZE ETRTO CASING CONSTRUCTION MATERIAL COMPOUND COLOR WEIGHT 注文ナンバー PRICE (+tax)

650x47c 47-584 Gravel TNT Nylon 120 TPI 1C Graphene2.0 ブラック/グレー 560 g R2VT018739X ￥6,000＋税

700x32c 32-622 Gravel TNT Nylon 120 TPI 1C Graphene2.0 ブラック/グレー 470 g R2VT021265X ￥6,000＋税

700x35c 37-622 Gravel TNT Nylon 120 TPI 1C Graphene2.0 ブラック/グレー 490 g R2VT021227X ￥6,000＋税

700x38c 40-622 Gravel TNT Nylon 120 TPI 1C Graphene2.0 ブラック/グレー 510 g R2VT018692X ￥6,000＋税

650x47c 47-584 Gravel TLR Nylon 120 TPI 1C Graphene2.0 フルブラック 560 g R2VT018715X ￥6,000＋税

700x32c 32-622 Gravel TLR Nylon 120 TPI 1C Graphene2.0 フルブラック 440 g R2VT021241X ￥6,000＋税

700x35c 37-622 Gravel TLR Nylon 120 TPI 1C Graphene2.0 フルブラック 450 g R2VT021203X ￥6,000＋税

700x38c 40-622 Gravel TLR Nylon 120 TPI 1C Graphene2.0 フルブラック 470 g R2VT018678X ￥6,000＋税

SIZE ETRTO CASING CONSTRUCTION MATERIAL COMPOUND COLOR WEIGHT 注文ナンバー PRICE (+tax)

700x31c 31-622 Cyclocross TNT Nylon 120 TPI 1C Graphene2.0 ブラック/グレー 390 g R2VT018579X ￥6,000＋税

700x33c 33-622 Cyclocross TNT Nylon 120 TPI 1C Graphene2.0 ブラック/グレー 410 g R2VT018593X ￥6,000＋税

700x38c 40-622 Gravel TNT Nylon 120 TPI 1C Graphene2.0 ブラック/グレー 500 g R2VT018616X ￥6,000＋税

31-28 31-28 Cyclocross Tubular Cotton 320 TPI 3C Graphene2.0 ブラック 440 g R2VT018630X ￥11,000＋税

33-28 33-28 Gravel Tubular Cotton 320 TPI 3C Graphene2.0 ブラック 445 g R2VT018654X ￥11,000＋税

SIZE ETRTO CASING CONSTRUCTION MATERIAL COMPOUND COLOR WEIGHT 注文ナンバー PRICE (+tax)

650x47c 47-584 Gravel TNT Nylon 120 TPI 1C Graphene2.0 ブラック/グレー 550 g R2VT018418X ￥6,000＋税

700x31c 31-622 Cyclocross TNT Nylon 120 TPI 1C Graphene2.0 ブラック/グレー 400 g R2VT018357X ￥6,000＋税

700x33c 33-622 Cyclocross TNT Nylon 120 TPI 1C Graphene2.0 ブラック/グレー 410 g R2VT018371X ￥6,000＋税

700x38c 40-622 Gravel TNT Nylon 120 TPI 1C Graphene2.0 ブラック/グレー 490 g R2VT018395X ￥6,000＋税

31-28 31-28 Cyclocross Tubular Cotton 320 TPI 3C Graphene2.0 ブラック 450 g R2VT018432X ￥11,000＋税

33-28 33-28 Gravel Tubular Cotton 320 TPI 3C Graphene2.0 ブラック 460 g R2VT018456X ￥11,000＋税

700x35c 37-622 Gravel TNT Nylon 120 TPI 1C Graphene2.0 ブラック/グレー 470 g R2VT022453X ￥6,000＋税

SIZE ETRTO CASING CONSTRUCTION MATERIAL COMPOUND COLOR WEIGHT 注文ナンバー PRICE (+tax)

700x31c 31-622 Cyclocross TNT Nylon 120 TPI 1C Graphene2.0 ブラック/グレー 380 g R2VT018470X ￥6,000＋税

700x33c 33-622 Cyclocross TNT Nylon 120 TPI 1C Graphene2.0 ブラック/グレー 420 g R2VT018494X ￥6,000＋税

700x38c 40-622 Gravel TNT Nylon 120 TPI 1C Graphene2.0 ブラック/グレー 500 g R2VT018517X ￥6,000＋税

31-28 31-28 Cyclocross Tubular Cotton 320 TPI 3C Graphene2.0 ブラック 440 g R2VT018531X ￥11,000＋税
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OFF ROAD / ENDURO | TRAIL

MORSA
・�スペースを十分空けたアグレッシブなトレッドの、様々なコンディションに使用

できるタイヤ

・曲線状に入れたサイプ（ノブ上の溝）が繊細なグリップ感を発揮

・傾斜を付けたエッジが転がり抵抗を最小限に抑えます

・機能的なグラフェン2.0コンパウンドによる究極のパフォーマンス性能

・�4つのコンパウンドを使用したトレッド（4C)により耐摩耗性能と転がり

抵抗を改良

SIZE ETRTO CASING CONSTRUCTION MATERIAL COMPOUND COLOR WEIGHT 注文ナンバー PRICE (+tax)

27.5x2.3 58-584 Enduro & EMTB TLR Nylon 120 TPI (2ply) 4C Graphene2.0 フルブラック 1140 g R2VT017916X ￥7,800＋税

27.5x2.6 65-584 Enduro & EMTB TLR Nylon 120 TPI (2ply) 4C Graphene2.0 フルブラック 1280 g R2VT017978X ￥7,800＋税

29x2.3 58-622 Enduro & EMTB TLR Nylon 120 TPI (2ply) 4C Graphene2.0 フルブラック 1140 g R2VT017039X ￥7,800＋税

27.5x2.3 58-584 Trail TNT Nylon 120 TPI 4C Graphene2.0 ブラック/グレー 890 g R2VT017954X ￥7,800＋税

27.5x2.6 65-584 Trail TNT Nylon 120 TPI 4C Graphene2.0 ブラック/グレー 1040 g R2VT017992X ￥7,800＋税

29x2.3 58-622 Trail TNT Nylon 120 TPI 4C Graphene2.0 ブラック/グレー 930 g R2VT017077X ￥7,800＋税

MOTA
・ウェットでマディーなコンディション用のアグレッシブなタイヤ

・�スペースを十分空けたトレッドデザインにより、泥やがれきを素早く掃き出します

・�先進のサイプ幅のパターンにより、スピードやグリップ力を損なわずに�

���ノブ表面で繊細なグリップ感を発揮

・�機能的なグラフェン2.0コンパウンドによる究極のウェット時のグリップ力

・�4つのコンパウンドを使用したトレッド（4C)によりトラクション性能を

���最大限発揮し、耐久性を強化

MARTELLO
・用途の広いオールコンディションタイヤ

・モーターサイクルからインスパイアされた四角いノブによる安定性と耐吸性

・�先進のサイプ幅のパターンにより、スピードやグリップ力を損なわずにノブ表面で繊

細なグリップ感を発揮

・機能的なグラフェン2.0コンパウンドによる究極のウェット時のグリップ力

・�4つのコンパウンドを使用したトレッド（4C)により耐摩耗性能と転がり抵抗を� 改良

SIZE ETRTO CASING CONSTRUCTION MATERIAL COMPOUND COLOR WEIGHT 注文ナンバー PRICE (+tax)

27.5x2.35 57-584 Enduro & EMTB TLR Nylon 120 TPI (2ply) 4C Graphene2.0 フルブラック 1160 g R2VT017091X ￥7,800＋税

27.5x2.6 65-584 Enduro & EMTB TLR Nylon 120 TPI (2ply) 4C Graphene2.0 フルブラック 1250 g R2VT018036X ￥7,800＋税

29x2.35 57-622 Enduro & EMTB TLR Nylon 120 TPI (2ply) 4C Graphene2.0 フルブラック 1260 g R2VT018050X ￥7,800＋税

27.5x2.35 57-584 Trail TNT Nylon 120 TPI 4C Graphene2.0 ブラック/グレー 940 g R2VT018012X ￥7,800＋税

29x2.35 57-622 Trail TNT Nylon 120 TPI 4C Graphene2.0 ブラック/グレー 1000 g R2VT018074X ￥7,800＋税

SIZE ETRTO CASING CONSTRUCTION MATERIAL COMPOUND COLOR WEIGHT 注文ナンバー PRICE (+tax)

27.5x2.35 57-584 Enduro & EMTB TLR Nylon 120 TPI (2ply) 4C Graphene2.0 フルブラック 1180 g R2VT017497X ￥7,800＋税

27.5x2.6 65-584 Enduro & EMTB TLR Nylon 120 TPI (2ply) 4C Graphene2.0 フルブラック 1260 g R2VT017534X ￥7,800＋税

27.5x2.8 70-584 Enduro & EMTB TLR Nylon 120 TPI (2ply) 4C Graphene2.0 フルブラック 1300 g R2VT020770X ￥7,800＋税

29x2.35 57-622 Enduro & EMTB TLR Nylon 120 TPI (2ply) 4C Graphene2.0 フルブラック 1230 g R2VT017596X ￥7,800＋税

27.5x2.35 57-584 Trail TNT Nylon 120 TPI 4C Graphene2.0 ブラック/グレー 920 g R2VT017510X ￥7,800＋税

27.5x2.6 65-584 Trail TNT Nylon 120 TPI 4C Graphene2.0 ブラック/グレー 1100 g R2VT017558X ￥7,800＋税

27.5x2.8 70-584 Trail TNT Nylon 120 TPI 4C Graphene2.0 ブラック/グレー 1140 g R2VT017572X ￥7,800＋税

29x2.35 57-622 Trail TNT Nylon 120 TPI 4C Graphene2.0 ブラック/グレー 960 g R2VT017619X ￥7,800＋税

29x2.6 65-622 Trail TNT Nylon 120 TPI 4C Graphene2.0 ブラック/グレー 1100 g R2VT016568X ￥7,800＋税
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VITTORIAはNO.1のコットン
ケーシングタイヤメーカー

プロフェッショナルライダーの
NO.1の選択 ヴィットリア 

ヴィットリアはコットンケーシングを使用したタイヤのパイオニアであり世界のリーディングメ

ーカーです。コットンはケーシングの重量を抑え、同時に高いプロテクション機能とグリップ力

を発揮します。ケーシング全体の強度を高める為、ヴィットリアはコットンとアラミド繊維を結

合したコアスパン・ヤーン（糸）を使用しています。コアスパン・ケーシングは路面に柔軟に順

応することで、スムーズなライドと軽い転がり、より良いグリップを提供します。タイヤケーシ

ングに使用されている繊維のグレードはTPI�(1インチ辺りの繊維数値）で表記されます。

4つのコンパウンド(4C)を採用した革新的な
グラフェン2.0トレッド
グラフェン2.0と最大4つのコンパウンドによって耐摩耗、低い
転がり抵抗を最大限発揮。

ブレーカー
素晴らしい耐パンク性能

コットン
320TPI繊維 - 最軽量、最もしなやかで速いケーシング、トラッ
ク競技での高い空気圧を維持、ヴィットリア独自の技術です。

チューブレスレディ・折りたたみZYLON®️ビード
アラミド繊維の2倍の強度を持つZYLON®️をビードに採用し、
エアーの気密性を向上。
ZYLON®️は東洋紡の登録商標です。

4つのコンパウンド(4C)を採用した革新的な
グラフェン2.0トレッド
グラフェン2.0と最大4つのコンパウンドによって耐摩耗、低い
転がり抵抗を最大限発揮。

ブレーカー
素晴らしい耐パンク性能

コットン
320TPI繊維 - 最軽量、最もしなやかで速いケーシング、トラッ
ク競技での高い空気圧を維持、ヴィットリア独自の技術です。

折りたたみアラミドビード

4つのコンパウンド(4C)を採用した革新的な
グラフェン2.0トレッド
グラフェン2.0と最大4つのコンパウンドによって耐摩耗、低い
転がり抵抗を最大限発揮。

ブレーカー
素晴らしい耐パンク性能

コットン
320TPI繊維 - 最軽量、最もしなやかで速いケーシング、トラッ
ク競技での高い空気圧を維持、ヴィットリア独自の技術です。

縫いこまれたインナーチューブ

新しいTLR構造は究極の耐パンク性能とスピー

ドを提供します。そして頑丈な新しいビード素材

ZYLON��によって最高の空気保持力を発揮します。

最軽量で速いケーシングによるチューブレスレディ

です。CORSAとCORSA� CONTROLの製品ライン

があります。

ヴィットリアのプレミアムなコットンクリンチャ

ーはハンドメイドで、チューブラーと同じ製造工

程と特性を持っています。一般的な加硫式タイヤ

と比べて非常にしなやかで速く、且つ乗り心地に

優れます。

ヴィットリア・コットンチューブラーのトレッドは

ケーシングに手作業で接着されています。� チュー

ブラーの構造により耐パンク性能と低い転がり抵抗

を発揮します。� チューブラーはプロのライダーが

使用するタイヤ構造です。

クリンチャー　コットン・ロードケーシング

チューブラー　コットンロードケーシング

コットン
密集した繊維が路面に柔軟に順

応することで、スムーズなライ

ドと軽い転がり、より良いグリ

ップを提供します。

TPI
ヴィットリアのタイヤは26TPI

から320TPI�(1インチ辺りの繊

維数値)があります。TPI値が高

くなればなるほど、重量は軽く

なり、転がり抵抗も低くなりま

すが、耐久性は低くなります。
インナーチューブ
別売り

®����

チューブレスレディ（TLR）  コットン・ロードケーシング



CORSA
・�プロトンのプロフェッショナルライダ―達が選ぶタイヤ。ツール・ド・フラン

ス、ジロ・デ・イタリア、　ブエルタ・ア・エスパーニャ、クラシックス、ワー

ルドチャンピオンシップ、ヨーロピアンチャンピオンシップ、そしてオリンピッ

クゲームで勝利しました。

・�プレミアムなコットンケーシングが路面に順応し、よりスムーズなライドと軽い

転がり、より良いグリップ力を発揮

・機能的なグラフェン2.0コンパウンドによる速いスピード

・�4つのコンパウンドを使用したトレッド（4C)により耐摩耗性能、転がり抵抗、

���サイドのグリップ力を改良

スピード
しなやかさ
耐摩耗性
軽量性
グリップ
耐パンク

SIZE ETRTO CONSTRUCTION MATERIAL COMPOUND COLOR WEIGHT 注文ナンバー PRICE (+tax)

700x23c 23-622 Fold Cotton K 320 TPI 4C Graphene2.0 フルブラック 245 g R2VT018777X ￥6,900＋税

700x23c 23-622 Fold Cotton K 320 TPI 4C Graphene2.0 ブラック 245 g R2VT018791X ￥6,900＋税

700x25c 25-622 Fold Cotton K 320 TPI 4C Graphene2.0 フルブラック 255 g R2VT018814X ￥6,900＋税

700x25c 25-622 Fold Cotton K 320 TPI 4C Graphene2.0 ブラック 255 g R2VT018838X ￥6,900＋税

700x28c 28-622 Fold Cotton K 320 TPI 4C Graphene2.0 フルブラック 270 g R2VT018876X ￥6,900＋税

700x28c 28-622 Fold Cotton K 320 TPI 4C Graphene2.0 ブラック 270 g R2VT018890X ￥6,900＋税

700x30c 30-622 Fold Cotton K 320 TPI 4C Graphene2.0 フルブラック 285 g R2VT021180X ￥6,900＋税

700x30c 30-622 Fold Cotton K 320 TPI 4C Graphene2.0 ブラック 285 g R2VT021166X ￥6,900＋税

700x25c 25-622 TLR Cotton 320 TPI 4C Graphene2.0 フルブラック 290 g R2VT018852X ￥8,000＋税

700x28c 28-622 TLR Cotton 320 TPI 4C Graphene2.0 フルブラック 310 g R2VT018913X ￥8,000＋税

23-28 23-28 Tubular Cotton K 320 TPI 4C Graphene2.0 フルブラック 275 g R2VT018937X ￥12,500＋税

23-28 23-28 Tubular Cotton K 320 TPI 4C Graphene2.0 ブラック 275 g R2VT018951X ￥12,500＋税

25-28 25-28 Tubular Cotton K 320 TPI 4C Graphene2.0 フルブラック 290 g R2VT018975X ￥12,500＋税

25-28 25-28 Tubular Cotton K 320 TPI 4C Graphene2.0 ブラック 290 g R2VT018999X ￥12,500＋税

28-28 28-28 Tubular Cotton K 320 TPI 4C Graphene2.0 フルブラック 360g R2VT019019X ￥12,500＋税

28-28 28-28 Tubular Cotton K 320 TPI 4C Graphene2.0 ブラック 360 g R2VT019033X ￥12,500＋税

30-28 30-28 Tubular Cotton K 320 TPI 4C Graphene2.0 フルブラック 380 g R2VT022071X ￥12,500＋税

30-28 30-28 Tubular Cotton K 320 TPI 4C Graphene2.0 ブラック 380 g R2VT022095X ￥12,500＋税

ROAD / COMPETITION RACE
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CORSA CONTROL
・�石畳の路面で行われるレース時にプロフェッショナルライダ―達が選ぶタイヤです。�

2018年ストラーデ・ビアンケで勝利しました。

・寒いコンディションでベストな耐パンク性能を発揮する厚みのあるトレッド

・機能的なグラフェン2.0コンパウンドによる高い堅牢性

・�4つのコンパウンドを使用したトレッド（4C)により耐摩耗性能、転がり抵抗、

サイドのグリップ力を改良

・�ロングライドで様々な路面状況や天候となるグランフォンドにおすすめ。

SIZE ETRTO CONSTRUCTION MATERIAL COMPOUND COLOR WEIGHT 注文ナンバー PRICE (+tax)

700x25c 25-622 Fold Cotton K 320 TPI 4C Graphene2.0 フルブラック 265 g R2VT019057X ￥6,900＋税

700x25c 25-622 Fold Cotton K 320 TPI 4C Graphene2.0 ブラック 265 g R2VT019071X ￥6,900＋税

700x28c 28-622 Fold Cotton K 320 TPI 4C Graphene2.0 フルブラック 280 g R2VT019118X ￥6,900＋税

700x28c 28-622 Fold Cotton K 320 TPI 4C Graphene2.0 ブラック 280 g R2VT019132X ￥6,900＋税

700x30c 30-622 Fold Cotton K 320 TPI 4C Graphene2.0 フルブラック 280 g R2VT019170X ￥6,900＋税

700x30c 30-622 Fold Cotton K 320 TPI 4C Graphene2.0 ブラック 280 g R2VT019194X ￥6,900＋税

700x25c 25-622 TLR Cotton 320 TPI 4C Graphene2.0 フルブラック 300 g R2VT019095X ￥8,000＋税

700x28c 28-622 TLR Cotton 320 TPI 4C Graphene2.0 フルブラック 315 g R2VT019156X ￥8,000＋税

700x30c 30-622 TLR Cotton 320 TPI 4C Graphene2.0 フルブラック 320 g R2VT019217X ￥8,000＋税

25-28 25-28 Tubular Cotton K 320 TPI 4C Graphene2.0 フルブラック 295 g R2VT019231X ￥12,500＋税

25-28 25-28 Tubular Cotton K 320 TPI 4C Graphene2.0 ブラック 295 g R2VT019255X ￥12,500＋税

28-28 28-28 Tubular Cotton K 320 TPI 4C Graphene2.0 フルブラック 350 g R2VT019279X ￥12,500＋税

28-28 28-28 Tubular Cotton K 320 TPI 4C Graphene2.0 ブラック 350 g R2VT019293X ￥12,500＋税

30-28 30-28 Tubular Cotton K 320 TPI 4C Graphene2.0 フルブラック 370 g R2VT019316X ￥12,500＋税

CORSA SPEED
・�タイムトライアルでプロフェッショナルライダー達が選ぶタイヤです。

��2018年ツール・ド・フランス、ジロ・デ・イタリア、

���ブエルタ・ア・エスパーニャのタイムトライアルで勝利しました

・ヒルクライムレースにもおすすめです。

・最軽量のケーシングと最も薄いトレッドにより最高のスピードを発揮

・機能的なグラフェン2.0コンパウンドにより最小限の転がり抵抗を実現

（注）トレッドゴムが非常に薄い為、ブレーキロック等により、トレッドゴムが著しく摩耗することがあります。

SIZE ETRTO CONSTRUCTION MATERIAL COMPOUND COLOR WEIGHT 注文ナンバー PRICE (+tax)

700x23c 23-622 TLR Cotton 320 TPI 1C Graphene2.0 フルブラック 225 g R2VT019354X ￥8,000＋税

700x25c 25-622 TLR Cotton 320 TPI 1C Graphene2.0 フルブラック 240 g R2VT019378X ￥8,000＋税

23-28 23-28 Tubular Cotton T 320 TPI 1C Graphene2.0 フルブラック 200 g R2VT019392X ￥13,500＋税

23-28 23-28 Tubular Cotton T 320 TPI 1C Graphene2.0 ブラック 200 g R2VT019415X ￥13,500＋税

25-28 25-28 Tubular Cotton T 320 TPI 1C Graphene2.0 フルブラック 205 g R2VT019439X ￥13,500＋税

25-28 25-28 Tubular Cotton T 320 TPI 1C Graphene2.0 ブラック 205 g R2VT019453X ￥13,500＋税

スピード
しなやかさ
耐摩耗性
軽量性
グリップ
耐パンク

スピード
しなやかさ
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軽量性
グリップ
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オールマウンテン・ファットバイク フリースタイル

ROAD / RACE PERFORMANCE

SPEED
SUPPLENESS
MILEAGE
LIGHTWEIGHT
GRIP
PROTECTION

RUBINO PRO
・全てのコンディションに対応するオールラウンダー

・�クリンチャーとチューブレスレディには、走行性と耐久性のバランスに優れた

150TPIナイロンケーシングを採用。

・機能的なグラフェン2.0コンパウンドによりウェット時のグリップ力を強化

・�3つのコンパウンドを使用したトレッド(3C)により耐摩耗性能と転がり抵抗を改良

・クリンチャーに加え、チューブレスレディ、チューブラーもラインアップ。

SIZE ETRTO CONSTRUCTION MATERIAL COMPOUND COLOR WEIGHT 注文ナンバー PRICE (+tax)

650x23c 23-571 Fold Nylon 150 TPI 3C Graphene2.0 フルブラック 205 g R2VT019675X ￥4,500＋税

700x23c 23-622 Fold Nylon 150 TPI 3C Graphene2.0 フルブラック 230 g R2VT019699X ￥4,500＋税

700x25c 25-622 Fold Nylon 150 TPI 3C Graphene2.0 ブラック/ブルー 250 g R2VT019712X ￥4,500＋税

700x25c 25-622 Fold Nylon 150 TPI 3C Graphene2.0 ブラック/レッド 250 g R2VT019736X ￥4,500＋税

700x25c 25-622 Fold Nylon 150 TPI 3C Graphene2.0 ブラック/ホワイト 250 g R2VT019750X ￥4,500＋税

700x25c 25-622 Fold Nylon 150 TPI 3C Graphene2.0 ブラック/イエロー 250 g R2VT019774X ￥4,500＋税

700x25c 25-622 Fold Nylon 150 TPI 3C Graphene2.0 フルブラック 250 g R2VT019798X ￥4,500＋税

700x28c 28-622 Fold Nylon 150 TPI 3C Graphene2.0 フルブラック 270 g R2VT019835X ￥4,500＋税

700x30c 30-622 Fold Nylon 150 TPI 3C Graphene2.0 フルブラック 300 g R2VT019873X ￥4,500＋税

700x25c 25-622 TLR Nylon 150 TPI 3C Graphene2.0 フルブラック 270 g R2VT019811X ￥5,900＋税

700x28c 28-622 TLR Nylon 150 TPI 3C Graphene2.0 フルブラック 285g R2VT019859X ￥5,900＋税

700x30c 30-622 TLR Nylon 150 TPI 3C Graphene2.0 フルブラック 305g R2VT019897X ￥5,900＋税

23-28 23-28 Tubular Cotton 290 TPI 3C Graphene2.0 フルブラック 285 g R2VT019910X ￥7,800＋税

25-28 25-28 Tubular Cotton 290 TPI 3C Graphene2.0 フルブラック 295 g R2VT019934X ￥7,800＋税

28-28 28-28 Tubular Cotton 290 TPI 3C Graphene2.0 フルブラック 335 g R2VT019958X ￥7,800＋税

RUBINO PRO SPEED
・低い転がり抵抗を実現するために最適化したトレッドとケーシングの厚さ

・�220TPI�-�より速いスピードのためにケーシングの中のナイロン繊維数を増やしました

・�機能的なグラフェン2.0コンパウンドによりウェットな路面でも極限のスピードを実現

・�3つのコンパウンドを使用したトレッド(3C)により耐摩耗性能と転がり抵抗を改良

SIZE ETRTO CONSTRUCTION MATERIAL COMPOUND COLOR WEIGHT 注文ナンバー PRICE (+tax)

700x23c 23-622 Fold Nylon 220 TPI 3C Graphene2.0 フルブラック 190 g R2VT020091X ￥5,600＋税

700x25c 25-622 Fold Nylon 220 TPI 3C Graphene2.0 フルブラック 200 g R2VT020114X ￥5,600＋税

RUBINO PRO CONTROL
・強化されたサイドウォールにより、耐カット性能を向上

・耐久性を高め長持ちする様デザインされたナイロンケーシング

・�機能的なグラフェン2.0コンパウンドによりウェットなコンディションでも高い

　耐パンク性能を実現

・�3つのコンパウンドを使用したトレッド(3C)により耐摩耗性能と

　パフォーマンス性能を改良

・�ロード・トレーニングやツーリング等に最適

SIZE ETRTO CONSTRUCTION MATERIAL COMPOUND COLOR WEIGHT 注文ナンバー PRICE (+tax)

700x23c 23-622 Fold Nylon 60 TPI 3C Graphene2.0 フルブラック 290 g R2VT019972X ￥4,500＋税

700x25c 25-622 Fold Nylon 60 TPI 3C Graphene2.0 フルブラック 300 g R2VT019996X ￥4,500＋税

700x28c 28-622 Fold Nylon 60 TPI 3C Graphene2.0 フルブラック 340 g R2VT020015X ￥4,500＋税

スピード
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DEALING-BRAND



ツーリング・ストリート

ROAD / RACE PERFORMANCE ROAD / PERFORMANCE TRANING

RUBINO PRO ENDURANCE
・耐パンクベルトを追加

・�冷たくウェットなコンディションにも対応するサイプ（溝）を入れたトレッドデザイン

・機能的なグラフェン2.0コンパウンドによりウェット時のグリップ力を強化

・�3つのコンパウンドを使用したトレッド(3C)により耐摩耗性能とパフォーマンス性能

を改良

・舗装路から未舗装路まで、非常に高い耐パンク性を誇ります。

SIZE ETRTO CONSTRUCTION MATERIAL COMPOUND COLOR WEIGHT 注文ナンバー PRICE (+tax)

700x23c 23-622 Fold Nylon 60 TPI 3C Graphene2.0 フルブラック 365 g R2VT020039X ￥4,500＋税

700x25c 25-622 Fold Nylon 60 TPI 3C Graphene2.0 フルブラック 390 g R2VT020053X ￥4,500＋税

700x28c 28-622 Fold Nylon 60 TPI 3C Graphene2.0 フルブラック 470 g R2VT020077X ￥4,500＋税

ZAFFIRO PRO
・究極の耐久性と軽さのトレーニング用折りたたみタイヤ

・トレッドのセンターに耐パンク性能ベルトを追加

・機能的なグラフェン2.0コンパウンドにより耐カット性能と全体の強度を改良

SIZE ETRTO CONSTRUCTION MATERIAL COMPOUND COLOR WEIGHT 注文ナンバー PRICE (+tax)

700x23c 23-622 Fold Nylon 60 TPI 1C Graphene2.0 フルブラック 250 g R2VT020176X ￥3,200＋税

700x25c 25-622 Fold Nylon 60 TPI 1C Graphene2.0 フルブラック 280 g R2VT020190X ￥3,200＋税

700x28c 28-622 Fold Nylon 60 TPI 1C Graphene2.0 フルブラック 310 g R2VT020213X ￥3,200＋税

700x30c 30-622 Fold Nylon 60 TPI 1C Graphene2.0 フルブラック 320 g R2VT020237X ￥3,200＋税

700x32c 32-622 Fold Nylon 60 TPI 1C Graphene2.0 フルブラック 370 g R2VT020251X ￥3,200＋税

スピード
しなやかさ
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軽量性
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DEALING-BRAND DEALING-BRAND

ZAFFIRO
・耐久性の高いトレーニング用タイヤ

・経済的でエントリーレベルに最適

Size Construction Material Compound Color Weight [g] 注文ナンバー PRICE(+TAX)

23-622 / 700x23c Rigid Nylon 26 TPI 1C フルブラック 350g R2VT007580X ¥2,000＋税

25-622 / 700x25c Rigid Nylon 26 TPI 1C フルブラック 380g R2VT007627X ¥2,000＋税

28-622 / 700x28c Rigid Nylon 26 TPI 1C フルブラック 440g R2VT007658X ¥2,000＋税

30-622 / 700x30c Rigid Nylon 26 TPI 1C フルブラック 455g R2VT013970X ¥2,000＋税

32-622 / 700x32c Rigid Nylon 26 TPI 1C フルブラック 480g R2VT007665X ¥2,000＋税

23-622 / 700x23c Fold Nylon 26 TPI 1C フルブラック 305g R2VT012959X ¥2,500＋税

25-622 / 700x25c Fold Nylon 26 TPI 1C フルブラック 335g R2VT012966X ¥2,500＋税

28-622 / 700x28c Fold Nylon 26 TPI 1C フルブラック 375g R2VT012973X ¥2,500＋税

スピード
しなやかさ
耐摩耗性
軽量性
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ROAD / PERFORMANCE TRAINING

RALLY
・長い期間使用できる、耐久性の高いチューブラー

・レースレベルのパフォーマンスを発揮するコットンケーシング

・高いパフォーマンス性能を引き出す、強く耐久性の高いコンパウンド

・RVCバルブ

JUNIORES
・ヤングライダーのための長持ちするチューブラー

・レースレベルのパフォーマンスを発揮するコットンケーシング

・経済的でエントリーレベルのタイヤで、全てのヤングライダーに最適

SIZE ETRTO CONSTRUCTION MATERIAL COMPOUND COLOR WEIGHT COLOR PRICE (+tax)

23-28 23-28 Tubular Cotton 220 TPI 1C フルブラック 310 g フルブラック ￥4,000＋税

23-28 23-28 Tubular Cotton 220 TPI 1C ブラック 310 g ブラック ￥4,000＋税

25-28 25-28 Tubular Cotton 220 TPI 1C フルブラック 320 g フルブラック ￥4,000＋税

25-28 25-28 Tubular Cotton 220 TPI 1C ブラック 320 g ブラック ￥4,000＋税

SIZE ETRTO CONSTRUCTION MATERIAL COMPOUND COLOR WEIGHT 注文ナンバー PRICE (+tax)

21-20 21-20 Tubular Cotton 220 TPI 1C ブラック 220 g R2VT059806X ￥4,800＋税

21-22 21-22 Tubular Cotton 220 TPI 1C ブラック 240 g R2VT059707X ￥4,800＋税

21-24 21-24 Tubular Cotton 220 TPI 1C ブラック 260 g R2VT059608X ￥4,800＋税

21-26 21-26 Tubular Cotton 220 TPI 1C ブラック 290 g R2VT059509X ￥4,800＋税
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軽量性
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ROAD / TRACK | TRIATHLON

PISTA
・�トラック競技の走行方向に合わせてスピードとグリップ力を最大限発揮するようデ

ザインされた、左右非対称なトレッドデザイン

・高い密度のコットンケーシングによる低い転がり抵抗

・機能的なグラフェン2.0コンパウンドにより速いスピードと耐久性を実現

PISTA SPEED
・インドアの木製バンクに適したオールスリックトレッド

・究極のスピードのためのベストな選択、チューブラーのみ

・機能的なグラフェン2.0コンパウンドにより転がり抵抗を最小限に

PISTA CONTROL
・アウトドアのトラック競技に適した、強化したケーシング

・傾斜のあるトラックでのグリップ力を確実にする左右非対称なトレッドデザイン

・機能的なグラフェン2.0コンパウンドにより高い耐久性を実現

TRIATHLON SPEED
・強化したコットンケーシングによる、プロテクション機能の高いサイドウォール

・エアロダイナミック・ホイールに完璧にマッチするデザイン

・ブチルチューブの使用でエア保持性を確保

・機能的なグラフェン2.0コンパウンドによる究極のスピード

SIZE ETRTO CONSTRUCTION MATERIAL COMPOUND COLOR WEIGHT 注文ナンバー PRICE (+tax)

19-28 19-28 Tubular Cotton T 320 TPI 1C Graphene2.0 ブラック 140 g R2VT019576X ￥15,000＋税

23-28 23-28 Tubular Cotton T 320 TPI 1C Graphene2.0 ブラック 165 g R2VT019590X ￥15,000＋税

SIZE ETRTO CONSTRUCTION MATERIAL COMPOUND COLOR WEIGHT 注文ナンバー PRICE (+tax)

700x23c 23-622 Fold Cotton 320 TPI 1C Graphene2.0 ブラック 180 g R2VT019477X ￥9,000＋税

19-28 19-28 Tubular Cotton 320 TPI 1C Graphene2.0 ブラック 170 g R2VT019491X ￥13,800＋税

23-28 23-28 Tubular Cotton 320 TPI 1C Graphene2.0 ブラック 210 g R2VT019514X ￥13,800＋税

SIZE ETRTO CONSTRUCTION MATERIAL COMPOUND COLOR WEIGHT 注文ナンバー PRICE (+tax)

700x23c 23-622 Fold Cotton 290 TPI 1C Graphene2.0 ブラック 210 g R2VT019538X ￥9,000＋税

23-28 23-28 Tubular Cotton 290 TPI 1C Graphene2.0 ブラック 250 g R2VT019552X ￥13,800＋税

SIZE ETRTO CONSTRUCTION MATERIAL COMPOUND COLOR WEIGHT 注文ナンバー PRICE (+tax)

23-28 23-28 Tubular Cotton K 320 TPI 2C Graphene2.0 フルブラック 280 g R2VT020138X ￥12,500＋税
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RANDONNEUR TECH
・�ウェットなコンディションにも対応する浅いサイプ（溝）が入ったクラシックな

　トレッド

・安全のための、耐パンク性能ベルトの追加とリフレクトサイドウォール

・�機能的なグラフェン2.0コンパウンドによりe-bikeのバッテリー消耗を�

　最小限に

REVOLUTION TECH
・�スリックよりも速く転がる一方、様々なコンディションでトラクション性能を

　発揮するトレッドデザイン

・安全のための、耐パンク性能ベルトの追加とリフレクトサイドウォール

・�機能的なグラフェン2.0コンパウンドによりe-bikeのバッテリー消耗を�

　最小限に

ADVENTURE TECH
・速く転がるセンタートレッドと、マイルドなサイドトレッド

・安全のための、耐パンク性能ベルトの追加とリフレクトサイドウォール

・�機能的なグラフェン2.0コンパウンドによりe-bikeのバッテリー消耗を

　最小限に

TRAIL TECH
・�速く走るためのセンタートレッドと、グラベルの様なルーズでラフな路面にも

　対応するサイドトレッドを備える、頑丈で多目的なタイヤ

・安全のための、耐パンク性能ベルトの追加とリフレクトサイドウォール

・�機能的なグラフェン2.0コンパウンドによりe-bikeのバッテリー消耗を�

　最小限に

SIZE ETRTO CONSTRUCTION MATERIAL COMPOUND COLOR WEIGHT 注文ナンバー PRICE (+tax)

26x1.5 40-559 Rigid Nylon 33 TPI 1C Graphene2.0 フルブラック 720 g R2VT020473X ￥3,900＋税

27.5x1.5 40-584 Rigid Nylon 33 TPI 1C Graphene2.0 フルブラック 770 g R2VT020350X ￥3,900＋税

27.5x1.75 47-584 Rigid Nylon 33 TPI 1C Graphene2.0 フルブラック 810 g R2VT020374X ￥3,900＋税

700x28c 28-622 Rigid Nylon 33 TPI 1C Graphene2.0 フルブラック 490 g R2VT020398X ￥3,900＋税

700x32c 32-622 Rigid Nylon 33 TPI 1C Graphene2.0 フルブラック 580 g R2VT020411X ￥3,900＋税

700x35c 37-622 Rigid Nylon 33 TPI 1C Graphene2.0 フルブラック 670 g R2VT020435X ￥3,900＋税

700x40c 42-622 Rigid Nylon 33 TPI 1C Graphene2.0 フルブラック 800 g R2VT020497X ￥3,900＋税

700X48c 50-622 Rigid Nylon 33 TPI 1C Graphene2.0 フルブラック 970 g R2VT020510X ￥3,900＋税

SIZE ETRTO CONSTRUCTION MATERIAL COMPOUND COLOR WEIGHT 注文ナンバー PRICE (+tax)

700x32c 32-622 Rigid Nylon 33 TPI 1C Graphene2.0 フルブラック 645 g R2VT020275X ￥3,600＋税

700x35c 37-622 Rigid Nylon 33 TPI 1C Graphene2.0 フルブラック 740 g R2VT020299X ￥3,600＋税

700x38c 40-622 Rigid Nylon 33 TPI 1C Graphene2.0 フルブラック 840 g R2VT020312X ￥3,600＋税

SIZE ETRTO CONSTRUCTION MATERIAL COMPOUND COLOR WEIGHT 注文ナンバー PRICE (+tax)

700x35c 37-622 Rigid Nylon 33 TPI 1C Graphene2.0 フルブラック 870 g R2VT020671X ￥3,600＋税

700x38c 40-622 Rigid Nylon 33 TPI 1C Graphene2.0 フルブラック 890 g R2VT020695X ￥3,600＋税

26x1.75 47-559 Rigid Nylon 33 TPI 1C Graphene2.0 フルブラック 1040 g R2VT020732X ￥3,600＋税

SIZE ETRTO CONSTRUCTION MATERIAL COMPOUND COLOR WEIGHT 注文ナンバー PRICE (+tax)

26x2.0 50-559 Rigid Nylon 33 TPI 1C Graphene2.0 フルブラック 1120 g R2VT020534X ￥3,900＋税

27.5x2.0 50-584 Rigid Nylon 33 TPI 1C Graphene2.0 フルブラック 1170 g R2VT020558X ￥3,900＋税

700x28c 28-622 Rigid Nylon 33 TPI 1C Graphene2.0 フルブラック 540 g R2VT020572X ￥3,900＋税

29x2.0 50-622 Rigid Nylon 33 TPI 1C Graphene2.0 フルブラック 1270 g R2VT020596X ￥3,900＋税

700x32c 32-622 Rigid Nylon 33 TPI 1C Graphene2.0 フルブラック 580 g R2VT020619X ￥3,900＋税

700x35c 37-622 Rigid Nylon 33 TPI 1C Graphene2.0 フルブラック 780 g R2VT020633X ￥3,900＋税

700x38c 40-622 Rigid Nylon 33 TPI 1C Graphene2.0 フルブラック 790 g R2VT020657X ￥3,900＋税
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STREET RUNNER
・マウンテンバイクを街乗り用にするために適したタイヤ

・�ミニマルなトレッドパターンによってどんな路面でも良く走り、しっかりと�

グリップします。

EVOLUTION
・どんな路面にも対応する適度な幅の街乗り用タイヤ

ROADSTER
・道路での使用に適した、良く走るタイヤ

SIZE ETRTO CONSTRUCTION MATERIAL COMPOUND COLOR WEIGHT 注文ナンバー PRICE (+tax)

26x1.25 32-559 Rigid Nylon 26 TPI 1C ブラック 530 g R2VT237709X ￥2,400＋税

26x1.6 40-559 Rigid Nylon 26 TPI 1C ブラック 590 g R2VT237808X ￥2,400＋税

SIZE ETRTO CONSTRUCTION MATERIAL COMPOUND COLOR WEIGHT 注文ナンバー PRICE (+tax)

26x1.9 48-559 Rigid Nylon 30 TPI 1C ブラック 790 g R2VT228509X ￥2,400＋税

29x1.9 46-622 Rigid Nylon 26 TPI 1C ブラック 950 g R2VT228400X ￥2,900＋税

スピード
耐摩耗性
軽量性
耐パンク

スピード
耐摩耗性
軽量性
耐パンク
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ROAD / URBANROAD / URBAN

TATTOO LIGHT
・耐久性の高いサイドウォールプロテクション

・様々な角度に対応するビードからビードにかけて連続したトレッド

HARDPACK
MIXED
LOOSE
MUD
WET
HARDICY

Size Casing Construction Material Compound Color Weight [g] 注文ナンバー PRICE(+TAX)

58-622 / 29x2.3 Freestyle Rigid Nylon 120 TPI 1C All Black 650 R2VT239109X ¥3,200

TOWNEE
・早く転がるシティライド用タイヤ。小径車や折り畳み自転車にも対応。

・耐久性に優れ、長寿命のコンパウンド

・長い走行距離、様々なコンディションに対応

スピード
耐摩耗性
軽量性
耐パンク

Size Construction Material Compound Color Weight [g] 注文ナンバー PRICE(+TAX)

 35-349 / 16x1.35 Fold (Steel) Nylon 26 TPI 1C All Black 357 R2VT016087X ¥1,800

35-406 / 20x1.35 Fold (Steel) Nylon 26 TPI 1C All Black 416 R2VT016100X ¥1,800

40-406 / 20x1.50 Fold (Steel) Nylon 26 TPI 1C All Black 455 R2VT016124X ¥1,800

40-559 / 26x1.50 Fold (Steel) Nylon 26 TPI 1C All Black 687 R2VT016025X ¥1,800

47-559 / 26x1.75 Fold (Steel) Nylon 26 TPI 1C All Black 728 R2VT016049X ¥1,800

47-584 / 27.5x1.75 Fold (Steel) Nylon 26 TPI 1C All Black 785 R2VT016063X ¥2,400

¥

DEALING-BRAND

SIZE ETRTO CONSTRUCTION MATERIAL COMPOUND COLOR WEIGHT 注文ナンバー PRICE (+tax)

26x1.5 38-559 Rigid Nylon 26 TPI 1C ブラック 650 g R2VT234906X ￥2,400＋税



COMPETITION LATEX
レースで最高のパフォーマンスを必要とするサイクリストのためのプレミアムラテックスインナ

ーチューブ。ラテックスチューブは軽くて繊細で、タイヤとの摩擦抵抗が低く、転がり抵抗の低

減につながります。

COMPETITION BUTYL
軽さと品質を求めるライダーに、コンペティションブチルチューブ。

STANDARD
日常使用のための汎用ブチルチューブ。スタンダードブチルチューブは0.9mmの肉厚で、

耐パンクに優れています。多くのサイズを揃えています。

CATEGORY DESCRIPTION MATERIAL SIZE VALVE WEIGHT (g) 注文ナンバー PRICE (+tax)

Road Competition Latex 19/23-622 FV presta RVC 48mm 75 R2VT009409X ￥1,680＋税

Road Competition Latex 25/28-622 FV presta RVC 48mm 85 R2VT009416X ￥1,680＋税

Road Competition Latex 30/38-622 FV presta RVC 48mm 105 R2VT009423X ￥1,680＋税

CATEGORY DESCRIPTION MATERIAL SIZE VALVE WEIGHT (g) 注文ナンバー PRICE (+tax)

Road Competition Butyl 19/23-622 FV presta RVC 48mm 90 R2VT009430X ￥1,100＋税

Road Competition Butyl 25/28-622 FV presta RVC 48mm 105 R2VT009447X ￥1,100＋税

Road Competition Butyl 30/38-622 FV Presta RVC 48mm 125 R2VT009454X ￥1,100＋税

Road Competition Butyl 19/23-571 FV presta RVC 48mm 85 R2VT009461X ￥1,100＋税

CATEGORY DESCRIPTION MATERIAL Size Valve Weight [g] 注文ナンバー PRICE(+TAX)

ROAD Standard Butyl 20/28-622  700x20/28c Presta (FV) 48mm RVC 116 R2VT009492X ￥600＋税

ROAD Standard Butyl 20/28-622  700x20/28c Presta (FV) 60mm RVC 117 R2VT009508X ￥700＋税

ROAD Standard Butyl 20/28-622  700x20/28c Presta (FV) 80mm Standard 119 R2VT009515X ￥800＋税

ROAD Standard Butyl 28/42-622  700x28/42c Dunlop (EV) 40mm Standard 152 R2VT010467X ¥700＋税

ROAD Standard Butyl 28/42-622  700x28/42c Presta (FV) 48mm RVC 151 R2VT010450X ￥700＋税

MTB Standard Butyl 26x1.25/1.50  32/40-559 Presta (FV) 48mm Standard 135 R2VT009621X ¥800＋税

MTB Standard Butyl 26x1.50/2.0  40/52-559 Dunlop (EV) 40mm Standard 192 R2VT009652X ¥800＋税

MTB Standard Butyl 26x1.50/2.0  40/52-559 Schrader (AV) 48mm Standard 194 R2VT009638X ¥800＋税

MTB Standard Butyl 26x1.50/2.0  40/52-559 Presta (FV) 48mm Standard 191 R2VT009645X ¥800＋税

MTB Standard Butyl 26x1.95/2.50  50/63-559 Schrader (AV) 48mm Standard 208 R2VT009669X ¥800＋税

MTB Standard Butyl 26x1.95/2.50  50/63-559 Presta (FV) 48mm Standard 205 R2VT009676X ¥800＋税

MTB Standard Butyl 27.5x1.50/2.0  40/52-584 Schrader (AV) 48mm Standard 200 R2VT009683X ¥800＋税

MTB Standard Butyl 27.5x1.50/2.0  40/52-584 Presta (FV) 48mm Standard 197 R2VT009690X ¥800＋税

MTB Standard Butyl 27.5x1.95/2.50  50/63-584 Schrader (AV) 48mm Standard 217 R2VT009706X ¥900＋税

MTB Standard Butyl 27.5x1.95/2.50  50/63-584 Presta (FV) 48mm Standard 214 R2VT009713X ¥900＋税

MTB Standard Butyl 27.5x2.50/3.0  63/76-584 Schrader (AV) 48mm Standard 303 R2VT009720X ¥1,100＋税

MTB Standard Butyl 27.5x2.50/3.0  63/76-584 Presta (FV) 48mm Standard 300 R2VT009737X ¥1,100＋税

MTB Standard Butyl 29x1.50/2.0  40/52-622 Schrader (AV) 48mm Standard 212 R2VT009744X ¥900＋税

MTB Standard Butyl 29x1.50/2.0  40/52-622 Presta (FV) 48mm Standard 209 R2VT009751X ¥900＋税

MTB Standard Butyl 29x1.95/2.50  50/63-622 Schrader (AV) 48mm Standard 237 R2VT009768X ¥900＋税

MTB Standard Butyl 29x1.95/2.50  50/63-622 Presta (FV) 48mm Standard 235 R2VT009775X ¥900＋税

MTB Standard Butyl 29x2.50/3.0  63/76-622 Schrader (AV) 48mm Standard 321 R2VT009782X ¥1,100＋税

MTB Standard Butyl 29x2.50/3.0  63/76-622 Presta (FV) 48mm Standard 318 R2VT009799X ¥1,100＋税

INNER TUBESINNER TUBES
INNER TUBES

¥

DEALING-BRAND



アクセサリーズ

Tire levers
イタリアンフラッグカラーのおしゃれなタイヤレバー3本セット。

Preventive Latex PIT STOP TNT
耐パンクの為の予防とチューブレスレディ（TNT)のシーリングに。�PIT�STOP�TNT�EVOは耐パンク時のシーリン

グに優れます。

MASTIK ONE （リムセメント）
プロチームも使用するチューブラー用リムセメントです。一回分に便利なチューブ入りと

業務用の缶入りがあります。

Valve Extension
アルミ製のバルブエクステンション。20mm、30mm、60mmのラインアップで、パッケージにはエクステンショ

ン2本と専用スパナがセットされています。

Valve Core
交換用バルブコア。10個セットです。

DESCRIPTION SIZE 注文ナンバー PRICE (+tax)

Pit Stop TNT - Prevention latex sealant 250ml R2VT241003X ￥1,600＋税

Pit Stop TNT - Prevention latex sealant 1000ml R2VT241201X ￥4,800＋税

Pit Stop TNT EVO - Prevention latex sealant 200ml R2VT178804X ￥1,680＋税

Pit Stop TNT EVO - Prevention latex sealant 500ml R2VT002554X ￥2,580＋税

DESCRIPTION SIZE 注文ナンバー PRICE (+tax)

Mastik'One Original 250g per tin R2VT026709X ￥5,000＋税

Mastik'One Original 30g per tube x 12pcs R2VT026600X ￥2,800＋税

DESCRIPTION SIZE PACK 注文ナンバー PRICE (+tax)

Valve extension 20mm 2 pcs. in alu + spanner R2VT000536X ￥2,100＋税

Valve extension 30mm 2 pcs. in alu + spanner R2VT000543X ￥2,200＋税

Valve extension 60mm 2 pcs. in alu + spanner R2VT000550X ￥2,900＋税

DESCRIPTION WEIGHT 注文ナンバー PRICE (+tax)

Valve mechanism cores 10 pcs. + spanner R2VT027805X ￥1,680＋税

DESCRIPTION PACK 注文ナンバー PRICE (+tax)

Tire remover lever 3 pcs. (green, white, red) R2VT240600X ￥410＋税

DESCRIPTION 注文ナンバー PRICE (+tax)

Vittoria Zip Case R2VT206408X ￥1,600＋税

ZIP CASE

SPECIAL RIM FLAP
ハイプレッシャー対応のクリンチャーリム用リムテープ（リムフラップ）です。

DESCRIPTION SIZE PACK 注文ナンバー PRICE (+tax)

Special Rim Tape 26" 18mm 2 R2VT027508X ￥780＋税

Special Rim Tape 26" 20-559 2 R2VT241805X ￥780＋税

Special Rim Tape 27.5" 20-584 2 R2VT242406X ￥780＋税

Special Rim Tape 700-15mm 2 R2VT027409X ￥780＋税

Special Rim Tape 700-18mm 2 R2VT079606X ￥780＋税

ACCESSORIES

¥

DEALING-BRAND



● このカタログの内容は2019年4月現在のものです。

● 改良のため予告なく仕様が変更される場合がございます。

● 表示価格には消費税は含まれておりません。

● 製品カラーは印刷の都合上、実際と異なって見える場合がございます。

● 製品のご使用前には、必ず製品に付属の取扱い説明書をお読みください。

● 製品ロゴマークは入荷時期により異なる事がございます。ご了承ください。

● 記載されている重量は製品の平均重量です。製造上の公差が生じる場合がございます。

 警告 タイヤの取り付けに関しては、付属の取り扱い説明書をよくお読みになり、装着方法を守って 

  正しく装着してください。装着に誤りがあると重大な事故につながる恐れがあります。装着に 

  関して少しでも不安がある場合は、信頼のおける専門店へ装着を依頼してください。

 警告 乗車前には空気圧を確認しタイヤに表示された空気圧の範囲に設定してください。また、タイヤ 

  に亀裂・異常な膨らみ・著しい摩耗・破裂の兆し・リムにしっかり装着されているかを必ず確認の上、 

  ご乗車ください。走行中、タイヤに異常や異音が認められた場合、ただちに走行を中止し、点検作業 

  を行って下さい。

 警告 チューブラータイヤに関してはリムセメントの経年劣化により接着力が低下します。外観に異常が 

  ない場合でも、３カ月～６カ月周期での貼り直しを行ってください。

 警告 保管の際は直射日光など紫外線、雨など水のかかる所や高温多湿の所を避けてください。ひび割 

  れ等の劣化原因になりますので、ケミカル類を使用しないでください。



Human Voyage (M) Sdn Bhd

日本人に
フィットする
ヘルメット。

※イラストは上から見たイメージです

縦幅 -2.8％

横幅 +3.4％

アジアンフィット

従来モデル

日本人の頭の形にフィットする”アジアンフィット”



Bullet 2.0

LED ライト標準装備

後頭部に収納可能

ベンチレーションタイプ エアロダイナミクスタイプ

着脱可能なマグネット式レンズ標準装備

※ M サイズ 360g◦ JCF 公認 ◦CE certified to EN1078

カラー サイズ 注文コード 商品名 希望小売価格（税別）

マットブラック

S（52-56 ｃｍ） R2LA861214X

レンズ標準装備

/LED ライト内蔵
¥27,000

M（55-59 ｃｍ） R2LA861221X

L（58-61 ｃｍ） R2LA861238X

レッド
S（52-56 ｃｍ） R2LA861153X
M（55-59 ｃｍ） R2LA861160X
L（58-61 ｃｍ） R2LA861177X

ホワイト
S（52-56 ｃｍ） R2LA861122X
M（55-59 ｃｍ） R2LA861139X
L（58-61 ｃｍ） R2LA861146X

マットブラック

マットブラック

ホワイト

レッド

レッド

Bullet 2.0AF
バレット 2.0 アジアンフィット

閉 閉

開 開

ホワイト

※空力（エアロ）と通気性を調整するエアスライドが 2 種類付属しています。

◦アイシールドは UCI、JCF の公認競技大会および JCF 競技規則を適用する大会において使用できません。

LAZER Bullet 2.0AFLAZER Bullet 2.0AF



Genesis

アジアンフィットモデルで最軽量！
「GENESIS」が新登場

アドバンスドロールシスを採用したフラッグシップモデル。
高いこめかみ部分の保護性能、十分な通気性を確保し、
さらにはSサイズで190gという軽さを実現。

アジアンフィットモデル最軽量	

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　・CE 規格クリア	

マットブラック

マットブルーグレー

ホワイトブラックレッドブラック マットチタニウム

Genesis AF  ジェネシス アジアンフィット
カラー サイズ 注文コード 希望小売価格（税別）

マットブラック
S（52-56 cm） R2LA877215X

¥21,000

M（55-59 cm） R2LA877208X
L（58-61 cm） R2LA877192X

ホワイトブラック
S（52-56 cm） R2LA877154X
M（55-59 cm） R2LA877147X
L（58-61 cm） R2LA877130X

マットチタニウム
S（52-56 cm） R2LA877307X
M（55-59 cm） R2LA877291X
L（58-61 cm） R2LA877284X

レッドブラック
S（52-56 cm） R2LA877185X
M（55-59 cm） R2LA877178X
L（58-61 cm） R2LA877161X

フラッシュイエロー
M（55-59 cm） R2LA877116X
L（58-61 cm） R2LA877109X

マットブルーグレー
S（52-56 cm） R2LA877246X
M（55-59 cm） R2LA877239X
L（58-61 cm） R2LA877222X

かつてヘルメットブランド LAZER のハイエンドモデルとして歴史を彩った
「GENESIS（ジェネシス）」が軽量ヘルメット且つ日本人にマッチするアジ
アンフィットとなって復活。
Genesis AF（ジェネシス アジアンフィット）は、ヨーロッパの安全規格
である CE をクリアしつつ、軽量化に成功。S サイズで 190g と LAZER
アジアンフィットモデルの中で最軽量モデルとなりました。
LAZER の代名詞ともいえる、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できる「アドバンスドロールシス」を採用。
従来のハイエンドモデル Z1よりもベンチレーションを増加しさらに通気性
に優れたモデルとなっております。

フラッシュイエロー

ジェネシス  アジアンフィット

アジアンフィットモデルで最軽量ヘルメット	

GenesisAF
GENESIS AF



ツイストキャップの向きの変更で通気性 /エアロ性能を調整可能。	 	 	
テールライト標準装備で視認性に優れるモデル	 	 	

リアライトユニット取り外しは、ツイストキャップを
外し、マグネット後方のホールに鉛筆等で下方に押し
出すことで取り外し可能。

CenturyAF センチュリー アジアンフィット

LED リアライト標準装備
（USB 充電式）

リアライトユニット

リアライトユニットの取り外し、充電方法

ヘルメット内側、頭頂部にリアライトユニット収納 リアライトユニットは付属の USB ケーブルで充電可

USB 端子カバー

LED 発光部

リアライト
点灯ボタン

リアライトユニットは固定具なしで、
ヘルメット内側に挿入

リアライトユニット収納箇所

CenturyAF

日本人にフィットする
アジアンフィット

CenturyAF 

 インモールドシェル
 18 個の通気孔+ツイストキャップ
 アドバンスドターンフィット
 インテグレーテッド LEDライト
 JCF 公認
 260g（Mサイズ）

Century AF （センチュリー アジアンフィット） 

ツイストキャップの向きや取り外すことで
エアロ性能／通気性能を調整可能

エアロダイナミクス仕様

※マグネット式

フルベンチレーションセミベンチレーション
（エアロダイナミクス仕様に比べ11％通気性向上）

USB充電式
大型リアライト標準装備

アジアンフィット

日本人の頭の形にフィットする
“アジアンフィット”

※イラストは上から見たイメージです

カラー サイズ 注文コード 希望小売価格（税別）

マットブラック
S（52-56 ｃｍ） R2LA854179X

¥17,500

M（55-59 ｃｍ） R2LA854186X
L（58-61 ｃｍ） R2LA854193X

ホワイト / ブラック
S（52-56 ｃｍ） R2LA854117X
M（55-59 ｃｍ） R2LA854124X
L（58-61 ｃｍ） R2LA854131X

フラッシュイエローブラック
M（55-59 ｃｍ） R2LA854063X
L（58-61 ｃｍ） R2LA854070X

レッドブラック
M（55-59 ｃｍ） R2LA854094X
L（58-61 ｃｍ） R2LA854100X

ブルーブラック
M（55-59 ｃｍ） R2LA854155X
L（58-61 ｃｍ） R2LA854162X

フラッシュイエローブラック レッドブラック

ツイストキャップ

LEDリアライト標準装備
（USB 充電式）

マットブラック

ブルーブラック

ホワイトブラック

LED リアライト標準装備
（USB 充電式）

◦CE certified to EN1078

●通気口を覆うカバーは UCI、JCF の公認競技大会

および JCF 競技規則を適用する大会において使用できません。

CenturyAF 



BladeAF

アドバンスドロールシスを採用。
Z1の軽量性・機能性を受け継ぎつつ、
コストパフォーマンスを高めたミドルグレード。

 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

 22 個の通気孔
 JCF 公認
 重量260g(S)290ｇ（M)310g (L)

LED テールライト
( 別売 ) 対応

アドバンスド ロールシス
前頭部を支えるバンド部分と樹脂ワイヤーを一体化
し、さらに軽量かつ快適なフィッティングを実現した
“ アドバンスド ロールシス ”。

ライフビーム ギア キット
( 別売 ) 対応

カラー サイズ 注文コード 希望小売価格 ( 税別）

マットブラック
S（52-56 ｃｍ） R2LA866349X

¥10,000

M（55-59 ｃｍ） R2LA866332X
L（58-61 ｃｍ） R2LA866325X

ホワイト
S（52-56 ｃｍ） R2LA866523X
M（55-59 ｃｍ） R2LA866516X
L（58-61 ｃｍ） R2LA866509X

マットブラック / ピンク
S（52-56 ｃｍ） R2LA866400X

M（55-59 ｃｍ） R2LA866394X
L（58-61 ｃｍ） R2LA866387X

マットブラック / グリーン
S（52-56 ｃｍ） R2LA871893X
M（55-59 ｃｍ） R2LA871886X
L（58-61 ｃｍ） R2LA871879X

マットチタニウム
S（52-56 ｃｍ） R2LA866493X
M（55-59 ｃｍ） R2LA866486X
L（58-61 ｃｍ） R2LA866479X

フロストブルー
S（52-56 cm) R2LA878595X
M (55-59 cm) R2LA878588X
L (58-61 cm) R2LA878571X

レッド / ブラック
M（55-59 ｃｍ） R2LA866455X
L（58-61 ｃｍ） R2LA866448X

マットブルーグレー
M（55-59 ｃｍ） R2LA877505X
L（58-61 ｃｍ） R2LA877499X

Blade+AF
ブレイドアジアンフィット

待望のアジアンフィットモデル登場！

マットブラック

レッド／ブラック

マットチタニウム ホワイト

Tardiz2
マットホワイト

空気抵抗の低減と快適性を、高次元で実現するエアロヘルメット。Tardiz2

マットブラック/ピンク

マットブラック/グリーン
マットブルーグレー

Blade+AF

 エアロダイナミックフォルム
 インモールドシェル
 ターンフィットプラス

 アクアベントシステム
 JCF 公認
 340g(S)

カラー サイズ 注文コード 希望小売価格（税別）

マットホワイト
Ｍ（55-59 ｃｍ） R2LA838162X

¥24,000
L （58-61 ｃｍ） R2LA838179X

◦CE certified to EN1078

フロストブルー

●このヘルメットは、タイムトライアル系の競技においてのみ使用できるものであり、

練習時および公道上において、絶対に使用しないでください。

LAZER Blade+AF Tardiz2



COMPACT カラー サイズ 注文コード 希望小売価格（税別）

ブラック
1 サイズ

（54cm 〜 61cm）
R2LA878212X ¥5,500

ホワイト
1 サイズ

（54cm 〜 61cm）
R2LA878229X ¥5,500

チタニウム
1 サイズ

（54cm 〜 61cm）
R2LA878236X ¥5,500

フラッシュイエロー
1 サイズ

（54cm 〜 61cm）
R2LA878243X ¥5,500

レッド
1 サイズ

（54cm 〜 61cm）
R2LA878250X ¥5,500

ダークブルー
1 サイズ

（54cm 〜 61cm）
R2LA878267X ¥5,500

ブラック

 インモールドシェル
 ターンフィットシステム

 20 個の通気孔
 重量320g

◦CE certified to EN1078

カラー サイズ 注文コード 希望小売価格（税別）

マットブラックグレイ

M サイズ
（55cm 〜 59cm）

R2LA880420X

¥7,000

L サイズ
（58cm 〜 61cm）

R2LA880413X

マットホワイト

M サイズ
（55cm 〜 59cm）

R2LA880482X

L サイズ
（58cm 〜 61cm）

R2LA880475X

マットブラックレッド

M サイズ
（55cm 〜 59cm）

R2LA880543X

L サイズ
（58cm 〜 61cm）

R2LA880536X

マットダークブルー

M サイズ
（55cm 〜 59cm）

R2LA880604X

L サイズ
（58cm 〜 61cm）

R2LA880598X

Parts 

 インモールドシェル
 アドバンストロールシス

 13 個の通気孔
 重量265g（M）

◦ CE certified to EN1078

LEDライト（別売） バイザー

パーツ

LAZER COMPACT AF 　 CAMELEON 　

COMPACT AF
コンパクト アジアンフィット

ダークブルー

フラッシュイエロー

チタニウム

レッド
ホワイト

快適性、安全性、魅力的なスタイルを提供します。ワンサイズの設定で
54cm 〜 61cm のサイズに対応しています。

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
別売￥2,000   R2LA885890X

バイザーは簡単に取り外し可能

CAMELEON 

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

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
カメレオン



Parts 

Aero Shell 
※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)

適応モデル 注文コード 希望小売価格（税別）

ライフビームギアキット

(Z1 対応 )

（バレット 2.0AF 対応）

（ターディス 2 対応）

R2LA819055X

¥10,000
ライフビームギアキット

( ブレイド +AF 対応 )

（バレット 2.0AF 対応）

（ターディス 2 対応）

R2LA824707X

適応モデル カラー サイズ 注文コード 希望小売価格（税別）

ジェネシス

AF

フラッシュ

イエロー

S R2LA889157X

¥2,000

M R2LA889140X

 L R2LA889133X

ブラック

S R2LA889126X

M R2LA889119X

L R2LA889102X

商品名 適応モデル 注文コード 希望小売価格（税別）

LED テールライト ( マッドキャップ ) 

Z1/ ブレイド用
Z1/ ブレイド用 R2LA817600X ¥2,500

マッドキャップ (LED テールライト対応 )

ブレイド用
ブレイド用 R2LA821072X ¥800

マッドキャップ (LED テールライト対応 )

Z1 用
Z1 用 R2LA601344X ¥800

ツイストキャップ

センチュリー用

ブラック　S
R2LA871084X

¥3,000センチュリー用

ブラック　M
R2LA871091X

センチュリー用

ブラック　L
R2LA871107X

マグネット式レンズ バレット用 R2LA867025X ¥6,800

パッド (S,M,L 共通 ) ブレイド用 ブレイド用 R2LA601375X ¥2,000

パッド (S,M,L 共通 ) ジェネシス用 ジェネシス用 R2LA88599X ¥2,000

充電式 LED リアライト
Z1/ センチュリー

/ ブレイド用
R2LA867063X ¥2,900

額部分に内蔵されたセンサーが心拍を計測し、
後部のユニットから心拍データを送信するギアキット。
ブルートゥース® スマート規格、ANT+ 規格のサイクルコンピューターに対応しています。

Lifebeam Gear Kit

Aero Shell 

Parts 

エアロシェル

パーツ

ライフビームギアキット

LAZER Repair PARTS 　ヘルメットアップグレードキット

マッドキャップ
(LED テールライト対応 )

ブレイド用

マッドキャップ
(LED テールライト対応 )

Z1用 LED テールライト
( マッドキャップ )

ブレイドパッド
(S,M,L)

Bullet2.0　レンズ

ツイストキャップ

充電式 LEDライト
（センチュリー&Z1&ブレイド）用

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

ジェネシス AF用



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。




