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WE BELIEVE SOMETHING 
INCREDIBLE HAPPENS 
WHEN BICYCLE AND RIDER 
FUNCTION TOGETHER IN 
PERFECT HARMONY.
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フットウェア―ラストテクノロジー

フィット感の理由 1-1　ラストテクノロジー
シマノのあらゆるシューズに注ぎ込まれたテクノロジーは、足とシューズを最適化することで、ライダーとバイクの境界線をなくすことを
目指しています。
シマノフットウェアは、データとデザインを活用し、できる限りあらゆるライダーの足にフィットさせることに挑戦し続けています。
そのために、多数のライダーの足を測定し、収集したデータを分析して、理想的なラストシェイプを開発します。
その為、クロージャーを締めすぎることなく、ライダーの足はぴったりとシューズに収まり、ペダリングパフォーマンスが向上することで快適へと
つながります。
シマノダイナラストは、ペダルストローク時にバックスピン方向のブレーキングロスを軽減して、効率の良いスムーズなペダリングを実現します。
このシステムはS-PHYREラインにも採用されており、その優れた性能はロード、シクロクロス、クロスカントリーの各ライダーによって
証明されています。

シマノダイナラストには、ノーマルとワイドの2種類があります。ノーマルとワイドを合わせると、ライダーの約90%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、ワイドラストでより良いフィット感が得られるため、1サイズ上のシューズを選ぶ必要がありません。

男性、女性、あらゆる足に快適なフィット感を
お届けできるよう、シューズの形状を調整します。
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ラストチャート
ラスト A B C 幅 モデル

ダイナラストは、つま先の角度を最適化し
足の自然な形状に一致するように、
解剖学的に考えられた曲線のラストです。
かかとに沿うようにデザインされ、
ぴったりとフィットします。シューズとの
ギャップが少なくレースやロングライドで
より快適なライディングが楽しめます。

シマノ ダイナラスト  0%  0%  0% D SH-RC901*/RC901T*/RC900*/RP901*/RC701*/
R C 7 0 0 * / R C 5 0 0 / R P 5 0 1 / R P 4 0 0 * / R P 3 0 1 * /
RP300*/RP100/RW500/TR901/TR900/TR500/
XC901*/XC900*/XC701*/XC700*/XC501/XC500/
RX800*/RT500/RT400

ダイナラスト ワイド +5% +6% +6% E

ダイナラスト 
ウイメンズ

-3% -5% -5% C SH-RC500 ウイメンズ /RP400 ウイメンズ /RP201 
ウイメンズ /RP200 ウイメンズ /TR900 ウイメンズ /
RT500 ウイメンズ /RT400 ウイメンズ

つま先部分に余裕をもたせたラストは、
サイズを変えずに幅広い足の形状に対応
することができます。ボリューム+ラスト
は、幅広い足の形状にフィットする余裕を
もたせることで快適性を高めています。

ボリューム+ +5%  0%  0% D SH-ME400/ME301/ME300/MW501/MW500

ボリューム+ラストよりもボール周りが広く
なり、快適なはき心地のパフォーマンス
ラスト。ボリュームパフォーマンスラスト 
は高い快適性と安定性を提供するとともに、
カスタムインソールを使用することが 
できます。

ボリューム 
パフォーマンス

+5% +6% +6% E SH-AM500/XM900

ボリュームツアーラストは、ボリューム
パフォーマンスラストと比べて足のボール
部にゆとりがあり、快適性を高めながら
自転車への乗り降りの際のサポート感を
向上しています。

ボリュームツアー +10% +8% +6% 2E SH-AM902/AM901/AM702/AM701/AM501/
GR901/GR900/GR701/GR700/GR500/MT701GTX/
MT701/MT700/MT501/MT500/MT301/MT300/
CT500

ボリュームツアー
ウイメンズ

+2% +3%  0% E SH-AM702 ウイメンズ /GR701 ウイメンズ /GR700 
ウイメンズ /GR500 ウイメンズ

*ワイドもご用意しています

フットウェア―ラストテクノロジー

ラストシェイプ

トレイルライディング向き
ボリューム+ラストはつま先部分に余裕があるため、シューズの長さを変えずに幅広い足の形状に
ぴったりと合わせることができます。
このラストシェイプは、トレイルライディングに必要なペダリング効率をもたらすと同時に、
アーチのサポートを減らし、つま先に広めの余裕を持たせることにより、バイクを降りたときに
必要な歩行時の快適さを提供します。

ツーリング/デイリーユース向き
ボリュームツアーラストは足先と足の指の付け根部分に余裕があり、バイクに乗っている
ときも、バイクから降りたときも快適感とサポート感が得られます。

レース向き 
シマノのR&Dエキスパートによる広範な調査とプロライダーからのフィードバックが、
トースプリング部の効率が良い優れたシューズのラストデザインにインスピレーションを
もたらしました。
滑らかでエネルギー効率の良いアップストロークをもたらすのは、適切にポジショニング
されたトースプリングです。
位置が高すぎれば、足の裏やふくらはぎ、ハムストリング筋の緊張が強くなります。
低すぎれば、膝頭の離れた効率の悪いペダリングフォームになってしまいます。
シマノダイナラストは、競技ライダーが長時間のライディングで失うエネルギーを抑制し、
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しておけるようにサポート
します。

フィット感の理由 1-2　ラストテクノロジー

ダイナラスト

ボリューム+ラスト

ボリュームパフォーマンスラスト

ボリュームツアーラスト

シマノ ダイナラスト

ボリューム+ラスト ボリュームパフォーマンスラスト

ボリュームツアーラスト



フットウェア―アッパーテクノロジー

シューズのクロージャーに組み込まれたBoa®フィットシステムは、無段階調整で
グローブのようなフィット感を実現し、圧力を均等に分散します。また、必要な
ときには片手で簡単に微調整、着脱ができます。

フィット感の理由 2　アッパーテクノロジー
アッパーおよびクロージャーシステムの構造は、ライダーそれぞれの足の特性に合わせてカスタマイズされます。
サラウンドラッピングアッパーは、足全体を縫い目のないレザーで包み込むことで、シューズと足の間の隙間を減らし、 
よりよいフィット感をもたらします。



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 3　ミッドソールテクノロジー
レザーアッパーにつながるようにミッドソールをデザインすることで、ソールがライダーの足に密着するようになります。
これによりソールの厚みを低く抑えてフィット感を向上させ、ペダリング中に足をしっかりと固定することができます。
これによってパワーロスを軽減します。

シームレスなミッドソール構造

マウンテン用
ソールの厚みの低いMTBシューズでも同様に、
ペダリング効率やバイク制御が向上するため、当社の
MTBシューズにもシームレスなミッドソール構造を
採用し、ソールの厚みを当社のロードシューズと
同程度まで引き下げました。

ソールの厚み

Shoes

ソールの厚さ 
(mm)

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 
XC701 5.9 
XC501 5.9 
ME701 5.8 
ME501 5.8

ミッドソール構造

ロード用
シマノダイナミクスラボの調査の結果、ソールの
厚み (ソールとペダル軸の距離) を小さくすると、
ペダルストロークが安定し、特にペダルに下方向の
大きな力をかけたときに、パワーの伝達効率が
向上することがわかりました。S-PHYRE RC9では、
当社の製造力を活かして、ごく低いソールの厚みの
ミッドソールを開発しました。低いソールの厚みの
恩恵を多くのライダーと分かち合うため、
RC5シューズにも、このミッドソール構造を取り入れ
ました。

ソールの厚み

Shoes

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

RC901 4.7 X
RP901 6.6 
RC701 8.8 
RC500 6.5 X
RP501 9.8 
RP400 10.0 
RP301 10.0 
RP201 10.0
RP100 8.8

ミッドソール構造

1.  Boa®ダイヤルを 
回しフィットさせる

2.  ミッドソールが
引き上げられる

2.

3.  ミッドソールと足の
密着度が保持される

RP5 9.8 mm RC5  6.5 mm

シームレスミッドソール構造

ラスティング
ボード

ラスティングボード + アウトソール

-3.3 mm



フットウェア―アウトソールテクノロジー

フィット感の理由 4　アウトソールテクノロジー
アウトソールは、ライディングに応じた適切な硬さに調整されています。
より大きなパワーが必要なときにはより硬くし、歩きやすさが求められるときには硬さを抑えます。
たとえばプロのロードレーサー用に作られたRC9の硬さは、剛性対応表において最高の12に位置付けられています。
一方この対応表で最も剛性の低い2にはバイクから降りて過ごすことの多いサイクリスト向けのGR5やCT5などがあります。

平らなペダルに 
対するグリップが良好

ダート、ぬかるみ、濡れた石に 
対するグリップが良好

歩行性とバイクコント
ロール性に優れる

ぬかるみでの歩行性に優れる/ 
ペダリングが安定/軽量

剛性対応表

アウトソールパターン

ロード オフロード

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

RT5

CT5/CT5 ウイメンズ

XC9 XC7/XC5
AM7

GR9

RC9

RP3

TR5RP1

NEW TR9

NEW RC9T

NEW
RC5/RC5 ウイメンズ

RP2 ウイメンズ

RC7

RP4/RP4 ウイメンズ

NEW MT7

NEW RX8

XC9

XC7

NEW XC5

ME4

NEW GR9

MT5

SD5XM9

MT3

NEW AM7

ME3

AM5

GR5

当社のアウトソールパターンや素材は、走行面の状態、ライディングスタイル、コースなどに合わせて最適化されています。シマノの
オフロードシューズのアウトソールに使用されているラバーは品質が高く、あらゆる路面状態でトラクションを発揮し、ピンを介して
ペダルをしっかりグリップするだけでなく、耐久性にも優れています。

オフロードシューズの性能は、ラバーアウトソール素材のパターンと品質に大きく影響されます。
専門ブランドとの共同開発により、それぞれのライディングスタイルに適したアウトソールのシューズを提供しています。

XM9
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フットウェア―インソールテクノロジー

カスタムフィットインソール
当社のカスタムフィットインソールは、ライダーそれぞれの足に合わせてカスタマイズできます。ソールの形状はライダーごとに異なるだけでなく、
右足と左足でも異なるため、その違いに合わせたカスタマイズができます。カスタム成型により、重要なペダルゾーンで圧力が均等に分散され、
パワーもバランス良く伝達されるようになります。また足底にとっては、既製品のインソールよりも、カスタムフィットソールの方がはるかに効果的
です。
その結果、快適さが大幅に向上し、長時間にわたるライディングのストレスが軽減されます。

ライダーの足にフィットする
熱成型によってあらゆるライダーにフィットする、カスタムフィットインソールが、
サイクリングフットウェアに革命をもたらしました。剛性のある高密度PEサポート構造と
カスタマイズできるアーチインサートを配置し、快適性と安定性を高次元で発揮します。

ハイミッドアーチパッド
選べるモジュラーアーチパッドの一つ
でハイミッドアーチ用。自分のアーチ
形状を選択することで、あなたの
アーチ部を快適にサポートします。

ホールド性の高い深めのヒールカップ
ホールド性に優れた深めのヒールカップ
がかかとをしっかりとホールド。安定感
が増し、かかとのズレを抑制します。

深めのヒールカップを持つ高密度
熱成型パッド優れた剛性、安定性、 
サポート機能を発揮します。

熱成型のEVA層
個々のライダーの足の形にフィット
するインソールを成型します。

足面に施された滑り止め
足の位置をしっかりとキープして、
ペダル効率をサポート。

カスタムフィットインソール成型ツール
カスタムフィットインソール専用の
成型ツールが、足の形状に合った
シェイプをもたらし、パワー、快適性、
サポート力をスムーズにします。

詳しくはBIKE.SHIMANO.COM
をご覧ください。

ミッドローアーチパッド
選べるモジュラーアーチパッドの一つで
ミッドローアーチ用。自分のアーチ形状
を選択することで、あなたのアーチ部を
快適にサポートします。

カスタムフィット圧力マッピング
圧力をより均等に分散し、長時間快適
性を目指すためにより広い範囲を
サポートします。また、かかとの骨の
角度をスムーズにし、かかとを安定
してパワー伝達能力を向上させます。

フィット感の理由 5　インソールテクノロジー
インソールはライダーのパワーを伝達する重要なアイテムです。
また、ライダーのかかとを適切に固定するにはインソールが有効です。
シマノのインソールは、効率よくパワーを伝達しながら、
安定性と快適さを誘導することができます。

高

低

カスタムフィット

高い圧力が
かかる
ポイント

X=重心の変化

圧力の分散

X

大きな空白

一般的なインソール

圧力を分散し、
アーチを最適 
にサポート

つま先 かかと



フットウェア―パーソナライズの方法

フィット感の理由 6　充実したフィッティングツールとアクセサリー

シマノORIGINALブランノックデバイス カスタムフィットインソール 成型ツールセット

シューズ―フィッティングツール

3種類のクリート

SPD-SL可動域

SM-SH10 SM-SH12 SM-SH11

SM-SH10/11/12 SPD-SL 
クリート
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

ソールの厚みと位置の調整アクセサリー

SM-SH20 クリートスペーサー
スタッキングができるクリート 
スペーサーは、1 mmと5 mmの間で 
高さ調節に対応。
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

アクセサリー

シマノORIGINALブランノックデバイス
クリートの推奨位置を表示します

クリートセッティング工具
人間光学的により正確なポジショニングのため、足の指の付け根
とクリートの位置を揃えるためのツール。

クリートセッティング工具



フットウェア―シューフィッティング

準備
測定を始める前にウィズバー、アーチ長ポインターを最大値に設定しておくと効率的です。

フィット感の理由 7-1　ブランノックデバイスを使ったフィッティング 
最適なサイズ選びは、アーチの長さ、足の長さとワイズ (幅) を測定すればわかります。
測定したサイズ情報をサイズ表と比較して、あなたにあったサイズとワイズのシューズが
見つかります。

測定

上図のように、測定する足のかかとを対応する
ヒールカップに添わせて測定器の上に立って
ください。このとき、左右の足に均等に体重が
かかるように姿勢を維持してください。

上図のようにつま先が反り上がらないように軽く
押さえ、最も長い部分の目盛を読み取ってください。
注：最も長い部分の指は人によって異なります。

足長を基準に対応するシューズサイズを 
選びます。足幅がシューズ幅より広い場合、
シューズ幅と足幅の差分1目盛あたり、
0.5サイズ長いシューズを選択してください。
例） 足サイズの計測値が43/Eで、シューズの
幅がDのときは43.5が推奨サイズです。

ウィズバーをスライドし、足に接触させてください。
測定した足長に対応する目盛が示す足幅記号を読み
取ってください。

例） 上図の場合、足長が42の
とき足幅はDです。

母指球の位置を確認してアーチ長ポインターの中心
を母指球の中心に合わせてください。母指球部を
アーチ長ポインターに軽くあててください。アーチ
長ポインターの示す値を読み取ってください。

1 測定準備

3 足長の測定

5 推奨シューズ選択

2 アーチ長の測定

4 足幅の測定

部位名称

ヒールカップ 
(左)

ウィズバー

ヒールカップ (右)

アーチ長ポインター

シューズサイズ一覧
シューズ幅 Dの場合

足幅
足長 C D E 2E 3E
36 36 36 36.5 37 37.5
36.5 36.5 36.5 37 37.5 38
37 37 37 37.5 38 38.5
37.5 37.5 37.5 38 38.5 39
38 38 38 38.5 39 39.5
38.5 38.5 38.5 39 39.5 40
39 39 39 39.5 40 40.5
39.5 39.5 39.5 40 40.5 41
40 40 40 40.5 41 41.5
40.5 40.5 40.5 41 41.5 42
41 41 41 41.5 42 42.5
41.5 41.5 41.5 42 42.5 43
42 42 42 42.5 43 43.5
42.5 42.5 42.5 43 43.5 44
43 43 43 43.5 44 44.5

シューズ幅 Eの場合

足幅
足長 E 2E 3E
36 36 36.5 37
36.5 36.5 37 37.5
37 37 37.5 38
37.5 37.5 38 38.5
38 38 38.5 39
38.5 38.5 39 39.5
39 39 39.5 40
39.5 39.5 40 40.5
40 40 40.5 41
40.5 40.5 41 41.5
41 41 41.5 42
41.5 41.5 42 42.5
42 42 42.5 43
42.5 42.5 43 43.5
43 43 43.5 44

足幅
足長 C D E 2E 3E
43.5 43.5 43.5 44 44.5 45
44 44 44 44.5 45 45.5
44.5 44.5 44.5 45 45.5 46
45 45 45 45.5 46 46.5
45.5 45.5 45.5 46 46.5 47
46 46 46 46.5 47 47.5
46.5 46.5 46.5 47 47.5 48
47 47 47 47.5 48 48.5
47.5 47.5 47.5 48 48.5 49
48 48 48 48.5 49 49.5
48.5 48.5 48.5 49 49.5 50
49 49 49 49.5 50
49.5 49.5 49.5 50
50 50 50

足幅
足長 E 2E 3E
43.5 43.5 44 44.5
44 44 44.5 45
44.5 44.5 45 45.5
45 45 45.5 46
45.5 45.5 46 46.5
46 46 46.5 47
46.5 46.5 47 47.5
47 47 47.5 48
47.5 47.5 48 48.5
48 48 48.5 49
48.5 48.5 49 49.5
49 49 49.5 50
49.5 49.5 50
50 50



フットウェア―クリートセッティング

ロード/XC
ペダリング重視

クリート調整範囲 標準 標準より広め + かかと方向 かかと方向

アーチ長がシューズサイズと
同じ場合、ソールのクリート
中心表示に合わせて取付けて
ください。

ME
ペダリングとコントロール性の共存 (ライダーによるチューニング)

AM 
コントロール性重視

アーチ長がシューズサイズ
より長い場合、クリートは
中心表示より前側（つま先
側）に取り付けてください。

アーチ長がシューズサイズ
より短い場合、クリートは
中心表示より後側（かかと
側）に取り付けてください。

6 推奨クリートポジション
以下の基準で、選択したシューズサイズとアーチ長の差からクリートポジションをセットしてください。シューズサイズよりアーチ長が長い場合、差分1サイズ
あたり約4mmクリートを前に移動してください。シューズサイズよりアーチ長が短い場合、差分1サイズあたり約4mmクリートを後に移動してください。
例）シューズサイズが43、アーチ長が44の場合、クリートは約4mm前に取付けてください。

7 理想的なクリート位置調整
ブランノックデバイスで測定した足のサイズデータは、推奨されるクリート位置にクリートを取り付けるときにも役立ちます。クリートを標準位置に
設定したあとで微調整し、バイクコントロール性をさらに向上させることができます。

フィット感の理由 7-2　ブランノックデバイスを使ったフィッティング 

クリートの標準位置は母指球と同じ
足長位置で最大足幅の中央です。

クリート移動量一覧
シューズ
サイズ

アーチ長　+:つま先側へ移動　-:かかと側へ移動
36 36.5 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 47.5 48 48.5 49 49.5 50

36 0 +2 +4 +6 +8 +10 36
36.5 -2 0 +2 +4 +6 +8 +10 36.5
37 -4 -2 0 +2 +4 +6 +8 +10 37

37.5 -6 -4 -2 0 +2 +4 +6 +8 +10 37.5
38 -8 -6 -4 -2 0 +2 +4 +6 +8 +10 38

38.5 -10 -8 -6 -4 -2 0 +2 +4 +6 +8 +10 38.5
39 -10 -8 -6 -4 -2 0 +2 +4 +6 +8 +10 39

39.5 -10 -8 -6 -4 -2 0 +2 +4 +6 +8 +10 39.5
40 -10 -8 -6 -4 -2 0 +2 +4 +6 +8 +10 40

40.5 -10 -8 -6 -4 -2 0 +2 +4 +6 +8 +10 40.5
41 -10 -8 -6 -4 -2 0 +2 +4 +6 +8 +10 41

41.5 -10 -8 -6 -4 -2 0 +2 +4 +6 +8 +10 41.5
42 -10 -8 -6 -4 -2 0 +2 +4 +6 +8 +10 42

42.5 -10 -8 -6 -4 -2 0 +2 +4 +6 +8 +10 42.5
43 -10 -8 -6 -4 -2 0 +2 +4 +6 +8 +10 43

43.5 -10 -8 -6 -4 -2 0 +2 +4 +6 +8 +10 43.5
44 -10 -8 -6 -4 -2 0 +2 +4 +6 +8 +10 44

44.5 -10 -8 -6 -4 -2 0 +2 +4 +6 +8 +10 44.5
45 -10 -8 -6 -4 -2 0 +2 +4 +6 +8 +10 45

45.5 -10 -8 -6 -4 -2 0 +2 +4 +6 +8 +10 45.5
46 -10 -8 -6 -4 -2 0 +2 +4 +6 +8 +10 46

46.5 -10 -8 -6 -4 -2 0 +2 +4 +6 +8 +10 46.5
47 -10 -8 -6 -4 -2 0 +2 +4 +6 +8 +10 47

47.5 -10 -8 -6 -4 -2 0 +2 +4 +6 +8 +10 47.5
48 -10 -8 -6 -4 -2 0 +2 +4 +6 +8 48

48.5 -10 -8 -6 -4 -2 0 +2 +4 +6 48.5
49 -10 -8 -6 -4 -2 0 +2 +4 49

49.5 -10 -8 -6 -4 -2 0 +2 49.5
50 -10 -8 -6 -4 -2 0 50

36 36.5 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 47.5 48 48.5 49 49.5 50 シューズ
サイズ+:つま先側へ移動　-:かかと側へ移動　アーチ長



フットウェア-シマノ ペダリング ダイナミクス (SPD)

私たちのライディングスタイルを変えたシューズとペダル

SPDの最大の強みは 
効率的なパワー伝達能力

それぞれのライディング 
スタイルにあった理想的な 
ペダルとシューズのシステム

シマノはシューズのソールにフィットするクリートシステムの導入により、業界を変えました。
ステップインシステムの大きなメリットは、サイクリストが安全かつ快適に歩けるようになったことでした。
誰が見てもシンプルなこのシステムは、ペダルに足をかけただけでしっかりと装着され、かかとをひねるだけで外れます。
この革新的な発明が、ライディングの新しい形を生み出しました。オフロードライディングで大きな成果を上げただけでなく、サイクリストが
今までよりも自由にバイクを降り、休憩し、歩き回れるようになりました。

シマノはオンロードとオフロード両方の 
スタイルに向けて、理想的なSPDシステム 
を各種用意しています。ここへさらに 
クリッカーとフラットペダルが加わり、 
多用途性が向上します。

フィット感の理由 8　シマノペダリングダイナミクス

1
理想的な位置で  

安定したペダリングを  
続けられる。

2  

ペダルと一体化することで  
バイクコントロールを  

向上させる。

3 
ライディングスタイルに 
合わせて、さまざまな 

シューズやペダルを思い通り 
に組み合わせられる。



GRアウトソールテクノロジー (グラビティ)

グラビティライディングシューズ
GRシリーズは、グラビティライディング独自のあらゆる要求を満たすべく特別にデザインされたものです。
フラットペダルを使ったライディングでは、シューズとペダルの間に強力なインターフェイスが求められます。
当社のシューズとペダルのプラットフォームシステムは、グラビティライダーが直面する難問にすばやく反応できるよう設計されています。

シューズとペダルの間の接触面を広げてグリップを強化

ペダリング圧力が低くなる

ペダリング圧力が高まる

アウトソールのアーチ
領域を広げ、ペダルとの
接触面を拡大。

ソールの接触面をできる
限り拡大。ペダルに打ち
込まれたピンが、アウト
ソールをがっちりつかみ、
インターフェイスの 
グリップ力が高まります。

12本のピン

ペダリングの圧力が標準的なレベルを超えると、ピンがアウトソールの
ベースラバーにさらに深く食い込みます。

グリップ力をさらに向上させるアウトソールラバーとペダルピンの組み合わせ

ピンの長さ、本数、配置はすべて
理想的になるよう調整できます。
ペダリングの圧力が小さい場合は、
外側の浅いパターンがストッパー
となり、ピンを適切な位置に保ち
ます。



RX8 (グラベルアドベンチャー)

RX8フェザーウェイトグラベルレーシングシューズ
グラベルライディングやグラベルレースの人気が高まり続ける中、センチュリーライダーやグランフォンドライダー、チャリティーライダーは、 
グラベル対応のエンデューロバイクにシフトし始めています。しかしこれらのライダーにとって、今までのXCシューズやMTBシューズは重すぎたり、
スペックが高すぎたりして、実際のライディングスタイルには合いません。ロードシューズは軽量でペダリング時の安定性も良好ですが、オフロード
での使用や歩行には適していません。RX8フェザーウェイトグラベルレーシングシューズは、グラベルライディング向けにカスタム設計されており、
ロードシューズとMTBシューズの長所を併せ持つ新たなシューズです。

グラベル独自の新しいアウトソール

トープロテクター

カーボンコンポジットソール

小さな歩行用トーパッド小さな歩行用ヒールパッド スリップ/キズ防止パッド
広い接触面

ヒールスタビライザー



AM7ラバーアウトソールテクノロジー

シマノ独自のコンパウンドとパターン設計で 
強力なグリップ力と耐久性を実現します。

トラクションに理想的な 
ヒールパターン

クリップインしていないときに
シューズからペダルへの 
プラットフォームを安定させる
新たな拡張ペダルチャネル。

PD-M820向けに調整された 
広い接触面

トラクションに理想的な 
トーパターン



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

ロード

RC9  
￥42,000 希望小売価格（税別）
優れたパワー伝達。

特徴
 · ソールとアッパーの構造を統合することにより、フィット感、安定性、 
剛性、そして軽量性とパフォーマンスのレベルを向上。
 · ブレーキングロスを軽減するシマノダイナラスト。
 · 一体構造のサラウンドアッパーはライダーの足型に沿った 
すき間のない靴底、かかと、つま先設計。
 · 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。
 · パワーゾーンワイヤーガイドが足をしっかりと固定。
 · 雨天走行用の水抜きホールを内蔵。
サイズ
 · 36-48 
ハーフサイズ 39-43 
ワイドタイプあり

NEW

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。
 · パワーブーストワイヤーガイド付き薄型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

フットウェア
すべてのライダーと 
すべてのライディングに 
最適なシューズを

ブルー
SH-RC901

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-RC901

ブラック
SH-RC901

12

243 g
(サイズ42)

12

249 g
(サイズ42)

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



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
  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
  オフセット
ストラップ

  ワイドクリート
アジャスト

  

ホワイト
SH-RP400

ブラック
SH-RP400

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ワイヤー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

NEW

RC5
￥18,500 希望小売価格（税別）
軽量、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 
40-44/ブルー

RP4
￥15,000 希望小売価格（税別）
履き心地と耐久性に優れたパフォーマンスシューズ。

特徴
 · パーフォレーションを入れ、フィット感と通気性を追求した高密度の 
シンセティックレザー。
 · Boa® L6ダイヤルによって素早く正確な微調整が可能。
 · オフセットストラップは位置をずらすことで足にかかるプレッシャーを
分散。
 · 軽量グラスファイバーコンポジットナイロンソールによって、 
パワー伝達が向上。
 · 丈夫で幅広のヒールパッドが、安定した歩行を確保。
サイズ
 · 36-48 
40-44/ネオンイエロー 
ワイドタイプあり

レッド
SH-RC701

ブルー
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

ホワイト
SH-RC500

6

258 g
(サイズ42)

10

245 g
(サイズ42)

8

250 g
(サイズ42)

最適なペダル
PD-R7000

ブラック/オレンジレッド
SH-RP400

ネオンイエロー
SH-RP400

限定モデル

限定モデル



   

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
  ロープロファイル

リバースバックル
  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
  外付け

ヒールカップ
  クイック
ストラップ

  カーボン
ソール

 

ワイドクリート
アジャスト

RP1
￥10,000 希望小売価格（税別）
高品質と快適性、機能性を備えた、オールラウンドの 
パフォーマンスロード・サイクリングシューズ。

特徴
 · 快適なフィット感と最適なぺダリングサポート。
 · フック＆ループのデュアルストラップでフィット感に安定感をプラス。
 · 軽量グラスファイバーコンポジットナイロンソール。
 · SPD-SL/SPDクリート両対応。
 · ヒールカップにリフレクトプリントを施し、視認性を向上。
サイズ
 · 36-46

RP3
￥13,000 希望小売価格（税別）
バックル搭載のオールラウンドモデル。

特徴
 · パーフォレーションを入れ、フィット感と通気性を追求した高密度の 
シンセティックレザー。
 · ロープロファイルのリバースバックルが足をしっかりとホールド。
 · オフセットストラップは位置をずらすことで足にかかるプレッシャーを
分散。
 · 軽量グラスファイバーコンポジットナイロンソールによって、 
パワー伝達が向上。
 · 丈夫で幅広のヒールパッドが、安定した歩行を確保。
サイズ
 · 36-48 
ワイドタイプあり

6

261 g
(サイズ42)

6

255 g
(サイズ42)

ブラック
SH-RP301

ブラック
SH-RP100

ホワイト
SH-RP301

最適なペダル
PD-R550, PD-RS500

最適なペダル
PD-R550, PD-RS500,
PD-ES600

トライアスロン

NEW

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-クイックストラップとワイドな開口部により、 
トランジションが素早く、簡単に。
 · 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 
シンセティックレザー。
 · 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。
 · 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

ブルー
SH-TR901

最適なペダル
PD-R9100

10

230 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

  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
  クイック
ストラップ

  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

  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

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ワイヤーガイドが前足部をしっかりと固定。
 · シマノ専用のミシュランアウトソールは軽量かつ耐久性、泥抜け性に 
優れたドレットパターン。
 · 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。
 · 18mmのスパイク（オプション）。
サイズ
 · 38-48 
40-44/レッド 
ワイドタイプのみ

9

326 g
(サイズ42)

ブラック
SH-XC701

レッド
SH-XC701

クロスカントリー

6

265 g
(サイズ42)

XC9  
￥42,000 希望小売価格（税別）
優れたパワー伝達。

特徴
 · 妥協を許さないレーシングシューズはクロスカントリーやシクロクロス 
レースで活躍。
 · ロースタックハイトソールがぺダリングの安定感を提供します。
 · 一体構造のサラウンドアッパー、ナローボトム、丸みを帯びたかかと部、 
スリムなトゥーボックスによって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ワイヤーガイドが前足部をしっかりと固定。
 · シマノ専用のミシュランアウトソールは軽量かつ耐久性、泥抜け性に 
優れたドレットパターン。

サイズ
 · 36-48 
ハーフサイズ 39-43

TR5
￥18,000 希望小売価格（税別）
軽量。パフォーマンスに優れたトライアスロンモデル。

特徴
 · ワイドな開口部で素早い履き替えが可能なT1クイックストラップ。
 · 左右非対称なヒールループは指を通しやすくトランジションに有利。
 · 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。
 · 軽量グラスファイバーコンポジットナイロンソール。
 · SPD-SL/SPDクリート両対応。
 · ライダーの足にフィットするカップインソール。
サイズ
 · 36-46

11

330 g
(サイズ42)

ホワイト
SH-TR500

ブラック
SH-XC901

最適なペダル
PD-R7000

最適なペダル
PD-M9100

最適なペダル
PD-M8100

限定モデル



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
  強化型

スパイクマウント

グラベル / アドベンチャー

10

265 g
(サイズ42)

7

298 g
(サイズ42)

NEW

RX8
￥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
 · 高強度で軽量のカーボンコンポジットソール。
 · ペダリング効率と安定性に優れたSPD対応シューズ。
 · 軽量で耐摩耗性に優れたTPUにより、ペダリングパフォーマンスと 
歩行性能のバランスが最適化。
 · サラウンドアッパーは長時間のライディングを快適にします。
 · デュアルマイクロアジャスト機能付きBoa®IP1が素早く正確な 
微調整を可能にします。

サイズ
 · 40-44

NEW

XC5
￥19,500 希望小売価格（税別）
軽量、高性能の中距離XCシューズ。

特徴
 · 低いスタックハイトミッドソールは、安定感とパワー伝達 
効率を最大化。
 · サラウンドラップ構造はオーバーラップを減らし、 
グローブのようなフィット感を提供。
 · メッシュ/ TPU /合成皮革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。
 · Boa® L6ダイヤルで、細かい微調整が瞬時に可能。
 · パワー伝達のためにグラスファイバーで補強されたミッドソール。
 · MICHELIN®ハイトラクション、泥除け性能に優れるトレッドパターン 
アウトソール。
 · 悪条件のための強化型スパイクマウント、18 mmの 
スパイクオプション。

サイズ
 · 38-48 
40-44/ブルー

シルバー
SH-RX800

ブラック
SH-XC501

ブラック
SH-RX800

ブルー
SH-XC501

最適なペダル
PD-M9100, PD-M8100

最適なペダル
PD-M8100

限定モデル

限定モデル

限定モデル



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
  オフセット
ストラップ

  ロープロファイル
リバースバックル

  ワイドクリート
アジャスト

ME4
￥16,000 希望小売価格（税別）
高性能かつコストパフォーマンスに優れた高性能オフロードトレイルシューズ。

特徴
 · パーフォレーションを入れ、フィット感と通気性を追求した高密度の 
シンセティックレザー。
 · Boa® L6ダイヤルによって素早く正確な微調整が可能。
 · オフセットストラップは位置をずらすことで足にかかるプレッシャーを
分散。
 · 軽量ラバーアウトソールがさまざまな状況でトラクションとグリップを
提供。
 · グラスファイバーコンポジットナイロン/ラバーソール。
サイズ
 · 40-44

ME3
￥15,000 希望小売価格（税別）
バイクに乗っている時も、それ以外の時も、パフォーマンスと機能を発揮する 
多用途使用のオフロードシューズ。

特徴
 · パーフォレーションを入れ、フィット感と通気性を追求した高密度の 
シンセティックレザー。
 · リバースバックルとクロスバックルが足をしっかりと保護する。
 · オフセットストラップは位置をずらすことで足にかかるプレッシャーを
分散。
 · 軽量ラバーアウトソールがさまざまな状況でトラクションとグリップを
提供。
 · グラスファイバーコンポジットナイロン/ラバーソール。
サイズ
 · 36-48

5

339 g
(サイズ42)

5

343 g
(サイズ42)

最適なペダル
PD-M530, PD-M520

ブラック
SH-ME400

ブラック/ブルー
SH-ME400

最適なペダル
PD-M530, PD-M520

ブラック
SH-ME301

エンデューロ /トレイル

限定モデル

限定モデル



シンセティックレザー
  

オールマウンテン

6

405 g
(サイズ42)

5

455 g
(サイズ42)

NEW

AM7
￥18,000 希望小売価格（税別）
優れたペダリング性能を備えた多用途な 
ダウンヒル/エンデューロSPDシューズ。

特徴
 · アウトソールのコンパウンドとパターンが、グリップと耐久性を 
最大化します。
 · メッシュとTPUアッパーは水の吸収が少なく、濡れても素早く 
乾きます。
 · 頑丈なトゥキャップでつま先をしっかり保護します。
 · ライディング中の足を保護するパッド入りアンクルカラーと 
サイドウォールソール。
 · ステップインしていない時でも安定したライディングが可能な 
ペダルチャネル。

サイズ
 · 40-44

最適なペダル
PD-M820, PD-M9120

ブルー
SH-AM702

AM5
￥14,000 希望小売価格（税別）
グラビティのサイクリストのために優れたパフォーマンスと快適性、 
スタイルを提供するSPD シューズ。

特徴
 · 丈夫なシンセティックレザーアッパーにメッシュを加え、 
優れた保護と通気性を提供。

 · トゥ＆ヒール トラクションを採用したグリップ力の強い 
ラバーソールがスムーズな歩行をサポート。
 · ステップインしていない時でも安定したライディングが可能な 
ペダルチャネル。
 · シューレースをしっかり固定するシングルストラップ。
 · 別のカラーのスペアレースが付属。
サイズ
 · 40-44

オリーブ
SH-AM501 

最適なペダル
PD-M424

ブラック
SH-AM702

レッド
SH-AM501 

ブラック
SH-AM501 

限定モデル

限定モデル

限定モデル

限定モデル 限定モデル
NEWカラー



シンセティックレザー

スピード
レーシング

2

400 g
(サイズ42)

3

390 g
(サイズ42)

最適なペダル
PD-GR500

GR5
￥14,000 希望小売価格（税別）
優れたパフォーマンスと快適性、スタイルを提供する 
フラットペダルシューズ。

特徴
 · 粘着性のあるラバーアウトソールにより、ライディング時の 
グリップ力を追求。
 · 丈夫なシンセティックレザーアッパーにメッシュを加え、 
優れた保護と通気性を提供。
 · 40-44サイズを展開。
 · 別カラーのスペアレースが付属。
サイズ
 · 40-44

NEW

GR9
￥18,500 希望小売価格（税別）
優れたグリップと高い保護性、歩きやすさを備えた 
フラットペダル用ダウンヒル/エンデューロシューズ。

特徴
 · 強力なグリップ力のミシュラン™ ラバー製アウトソール
 · 外装のレースシールドが小石や木辺から足を保護。
 · 頑丈なトゥキャップでつま先をしっかり保護。
 · ライディング中の足を保護するパッド入りアンクルカラーと 
サイドウォールソール。
 · スピードレーシングシステムにより、素早い調節が可能。
 · 水分の吸収を抑え、素早く乾く素材を採用。
サイズ
 · 40-44

ネイビー
SH-GR500

ブラック
SH-GR901

レッド
SH-GR500

ネイビー
SH-GR901

グレー
SH-GR500

最適なペダル
PD-M828

グラビティ

限定モデル

限定モデル

限定モデル

限定モデル 限定モデル
NEWカラー



シンセティックレザー

シンセティックレザー

2

342 g(スエード)
332 g(メッシュ)
(サイズ42)

グレー
SH-CT500

NEWカラー

ネイビー
SH-CT500

ブラック
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

RT5
￥17,000 希望小売価格（税別）
スマートで多才なオンロードサイクリングシューズ。

特徴
 · クラシックな3ストラップスタイル、高いペダリング性能と歩行時の 
快適性。
 · 3本のワイドストラップクロージャー方式によってアッパー部分の 
剛性を向上。
 · 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。
 · 足底全体をカバーするラバーソールで歩行も快適。
 · 確実なフィット感を追求してデザインされた、耐久性に優れた穴付き 
合成皮革アッパー。
 · ライダーの足にフィットするカップインソール。
 · 360度リフレクターで市街地でも高い視認性を確保。
サイズ
 · 36-46

5

317 g
(サイズ42)

ブラック
SH-RT500

最適なペダル
PD-ES600, PD-ED500

シティツーリング

ロードツーリング

最適なペダル
PD-ED500, PD-T421

ブルー
SH-CT500

NEWカラー



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

ブラック
SH-MT701

最適なペダル
PD-M8120,PD-T8000

NEW

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ダイヤルで、細かな調節を迅速かつ正確に行うことができます。
 · 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
 · 40-44

4

365 g
(サイズ42)

4

348 g
(サイズ42)

4

353 g
(サイズ42)

MT5
￥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

最適なペダル
PD-T8000, PD-EH500

最適なペダル
PD-T8000, PD-EH500

グレー
SH-MT501

ブラック
SH-MT501

MT3
￥12,000 希望小売価格（税別）
洗礼されたデザイン。気軽にオフロードライディング。

特徴
 · あらゆるシーンで対応するシンプルデザインのMTシリーズ。 
気軽なライディングにおすすめ。
 · 優れた歩行性能とぺダリング性能を追求したクラシックな 
レースアップスタイル。
 · 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
 · 40-44

ブラック
SH-MT301

グレー
SH-MT301

マウンテンツーリング

限定モデル

限定モデル

限定モデル



ナチュラル
レザー

  

   

シンセティックレザー

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

XM9
￥32,000 希望小売価格（税別）
マルチシーズン、全天候アドベンチャーシューズ。

特徴
 · 柔軟性に優れたハーフサイズのシャンクプレートと衝撃を吸収する 
EVAが、本格的サイクリングシューズでのトレイル歩行を可能にします。
 · ミッドトップデザインにより、安定性、足首の保護機能、そして歩行時の
サポート機能を向上。
 · カップインソール。
 · 通気性が高い防水GORE-TEXを採用した、高性能コンフォート 
フットウェアライナーが足をドライにキープ。
 · 保護機能と耐久性を重視した強化ラバートーボックス付きの天然 
ヌバックレザー。
 · 検討を重ねてデザインされた足首用パッドが、ペダリングの動きを 
妨げることなくシューズ内への異物の侵入を防ぎます。

サイズ
 · 36-46

3

579 g
(サイズ42)

グレー
SH-XM900

最適なペダル
PD-M8120,PD-T8000

グレー
SH-SD500

最適なペダル 
PD-EH500, PD-M324

SD5
￥15,000 希望小売価格（税別）
SPDサイクリングサンダル。

特徴
 · 暑い季節でも高いペダリング効率を維持。カジュアルライドにピッタリ。
 · フラットフットベッドによってロングライドも快適。
 · 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。
 · ライディングと歩行の快適性を確保するため幅広のラバーソールを 
採用。
 · モイスチャーコントロールメッシュと耐久性の高い合成皮革アッパー。
 · 効率的で、快適なフィット感を実現したクラシックスタイルのストラップ 
デザイン。

サイズ
 · 38/40/42/44/46

3

387 g
(サイズ42)

クロスマウンテン

8

238 g
(サイズ40)

NEW

RC5 ウイメンズ
￥18,500 希望小売価格（税別）
ウイメンズ、軽量ハイパフォーマンスロードシューズ。

特徴
 · サラウンドラップ構造はオーバーラップを減らし、手袋のような 
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。高剛性と軽量化を両立するために先端技術を投入した
ハイエンドモデル。
 · メッシュ/ TPU /合成皮革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。
 · 自然で快適なフィット感のウイメンズ専用のラスト。
サイズ
 · 36-40

ホワイト
SH-RC500 ウイメンズ

最適なペダル
PD-R7000

ウイメンズ

ネイビー
SH-RC500 ウイメンズ

限定モデル

限定モデル



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
  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
 

6

258 g
(サイズ40)

RP4 ウイメンズ
￥15,000 希望小売価格（税別）
初心者の女性サイクリストにおすすめの、履き心地と耐久性に優れた 
パフォーマンスシューズ。

特徴
 · パーフォレーションを入れ、フィット感と通気性を追求した高密度の 
シンセティックレザー。
 · Boa® L6 ダイヤルによって素早く正確な微調整が可能。
 · オフセットストラップは位置をずらすことで足にかかるプレッシャーを
分散。
 · 軽量グラスファイバーコンポジットナイロンソール。
 · 丈夫で幅広のヒールパッドが、安定した歩行を確保。
 · 自然で快適なフィット感のウイメンズデザイン。
サイズ
 · 36-40

最適なペダル
PD-R7000

ホワイト
SH-RP400 ウイメンズ

RP2 ウイメンズ
￥13,000 希望小売価格（税別）
3ストラップ採用のエントリーモデル。

特徴
 · パーフォレーションを入れ、フィット感と通気性を追求した高密度の 
シンセティックレザー。
 · 3つのフック＆ループストラップが足甲部の締付けを適切に分散。
 · オフセットストラップは位置をずらすことで足にかかるプレッシャーを
分散。
 · 軽量グラスファイバーコンポジットナイロンソール。
 · 自然で快適なフィット感のウイメンズデザイン。
サイズ
 · 36-40

6

235 g
(サイズ40) 最適なペダル

PD-R550, PD-RS500, 
PD-R540-LA

グレー
SH-RP201 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
 · 36-40

ブラック
SH-CT500 ウイメンズ

2

326 g
(サイズ40)

最適なペダル
PD-ED500, PD-T421



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-RC901/RC901T/RC701/RC500/RC500 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/ 
TR901/TR500/TR500 ウイメンズ/ 
XC901/XC701/XC501/XC501 ウイメンズ/RX800/
RX800 ウイメンズ/IC500/ 
RC900/RC700/RP901/RP900/R321/RP700 ウイメンズ/
R260/RP501/RP501 ウイメンズ/RP500/RP500 ウイメンズ/
RP300/RP300 ウイメンズ/RP200/RP200 ウイメンズ/R065/
RW500/ 
TR900/TR900 ウイメンズ/TR60/TR32/RT82/RT33/ 
XC900/XC90/XC700/XC70/XC61/XC500/XC500 
ウイメンズ/XC51/XC51N/XC31/MW81/MW500/
MT91/MT71/MT54/RT500/RT500 ウイメンズ/
RT400/RT400 ウイメンズ/ 
WR84/WR83/WR62/WR42/WR32/WT60/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

ハイデンシティ カップインソール
（RP901）
¥4,100 希望小売価格（税別）
耐久性の高い高密度フォーム。カーブしたカップ型インソールと
順応性の高いアーチパッドにより、かかとの骨側面の角度を 
最適化。SILVADUR™インテリジェントフレッシュネスは、生地を
長時間に渡り爽やかに保ちます。

対応モデル
SH-RC901/RC901T/RC701/RC500/RC500 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/TR901/ 
XC901/XC701/XC501/XC501 ウイメンズ/RX800/
RX800 ウイメンズ/ 
IC500/ 
RC900/RC700/RP901/RP700 ウイメンズ/RP501/
PR501 ウイメンズ/ 
XC900/XC700/XC500/XC500 ウイメンズ/MW500/ 
RT500/RT500 ウイメンズ/RT400/RT400 ウイメンズ
注文コード
 · ESMSHRP9PIN (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）
このインソールはそのカップ形状により、かかとの角度が最適化し、
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、硬く、極め
て耐久性の高いEVAヒールカップが内蔵されています。

対応モデル
SH-RC901/RC901T/RC701/RC500/RC500 ウイメンズ/
RP201 ウイメンズ/RP100/TR901/ 
XC901/XC701/XC501/XC501 ウイメンズ/RX800/
RX800 ウイメンズ/ 
ME400/ME400 ウイメンズ/ME301/ME301 ウイメンズ/
ME201 ウイメンズ/IC500/ 
RC900/R321/RP901/RP900/RP700 ウイメンズ/
R260/RC700/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/
RP300/RP300 ウイメンズ/RP200/RP200 ウイメンズ/
R065/RW500/ 
TR900/TR900 ウイメンズ/TR60/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/ 
MW81/MW500/MT91/MT71/MT54/ 
RT500/RT500 ウイメンズ/RT400/RT400 ウイメンズ/ 
WR84/WR83/WR62/WR42/WR32/WT60/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

ユニバーサルインソール
¥2,476 希望小売価格（税別）
高い通気性を持つ硬めのインソール。 
EVAで成型されたクレードルとアーチサポート。 
かかとに沿ったシューズの形状にフィット。

対応モデル
SH-RT82/RT33/ 
ME200/ME200 ウイメンズ/ME100/M065/MW81/ 
AM700/AM41/XM900/XM700/ 
MT91/MT71/MT54
注文コード
 · ESMSHUNCPISN (サイズ) 
サイズ
 · 36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、 
47、48、49、50

ウイメンズインソール
¥2,476 希望小売価格（税別）
高い通気性を持つ硬めのインソール。 
EVAで成型されたクレードルとアーチサポート。 
かかとに沿ったシューズの形状にフィット。

対応モデル
SH-WR35
注文コード
 · ESMSHWUNCPIS (サイズ) 
サイズ
 · 36、37、38、39、40、41、42、43、44

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-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/GR500/GR500 ウイメンズ/
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/MT44/MT34/WM34/CT500/
CT500 ウイメンズ/IC300
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



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
¥387 希望小売価格（税別）
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/ME701/ME700/
ME501/ME500/AM900/AM700
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/MT91/MT71/
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/WM43/WM34/
SD500/SD50/CT80/CT71/CT70/CT46/
CT45/CT41/CT40/UT70/CW41/CW40
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-IC500/IC300/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

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/R064/TR500/TR32/TR31/
RW500/RP500 ウイメンズ/WR62/ 
RP300 ウイメンズ/WR42/RP200 ウイメンズ/
WR32/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-R320/R315/R260/R241/R170/R107/
RP300/RP300 ウイメンズ/XC90/XC70/
XC61/XC51/XC51N/M315/M200/
M163/M089/WR83/WR62/WM83/
WM64
注文コード
 · R315タイプ: ESMSHLOBWSS
 · ブラック/ブラック：ESMSHLOLBLSS

ユニバーサルラージバックル＆
ストラップ
¥1,902 希望小売価格（税別）
対応モデル
SH-R310/R300/R191/R240/R220/R190/
M310/M300/M240/M230/XC60/XC50/
XC50N/WR82/WR81/WR80/WM82
注文コード
 · ユニバーサル: ESHUNILBS
 · R310/M310タイプ: ESHRM310BS

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-R215/R133/R132/R131/R130/R106/
R088/R087/R086/R085/RT82/RT81/
RT80/WR61/WR42/WR41/WR40/
M225/M183/M182/M181/M162/
M161/M088/M087/M086/WM81/
WM80/WM63/WM62/WM61
注文コード
 · ユニバーサル: ESHUNISBS
 · 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/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

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/RC900/XC901/XC900
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)

スペア用 Boa L6キット
右または左用(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-RP400/RP400 ウイメンズ/ME400/
ME400 ウイメンズ
注文コード
 · ブラック: ESMSHRP400MBOL01000(左/右)
 · ホワイト: ESMSHRP400WBOW01000(左/右)

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

NEW

NEW
NEW

Boa®システムダイヤルとシューレースは、それらが統合された製品の
製品寿命全体に渡り保証されます。Boa®保証およびオーダーに関する
詳しい情報は、Boa®テクノロジーウェブサイトをご覧ください。 
https://www.theboasystem.com/support



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/WM82
注文コード
 · ESHM225SPIKE

クリートナットセット
対応モデル
SH-RC900/RC901/RC901T
注文コード
 · ESMSHRC900CLNT
  ¥1,000 希望小売価格（税別）

対応モデル
SH-R321/R320
注文コード
 · ESMSHR321CLNT
  ¥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/
WR62/WR42/WR32
注文コード
 · ESMSHRP100CLNT
  ¥700 希望小売価格（税別）

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/WM82
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/WM82
注文コード
 · レッド: ESMSHXC60SPIKER
 · グレー: ESMSHXC901MSKG01000

(ESMSHR321CLNT)

(ESMSHRP900CLNT)

(ESMSHRP100CLNT)

(ESMSHRC900CLNT)

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-ME701/ME700/M200/MW700/
RW500/MW501/MW500/AM902/
AM901/GR901/GR900
注文コード
 · ESMSHM200SLK

NEW

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-RC900/RC901/RC901T
注文コード
 · ESMSHRC900HP（サイズ）



ヒール
スタビライザー

ナチュラル
レザー

マイクロファイバー
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

強化型
スパイクマウント

外付け
ヒールカップ

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

クイック
ストラップ

ホロー
チャンネル

クッション
インソール

カーボン
プレート

ハーダーコンタクト
ブロック

ワイドクリート
アジャスト

ワイドクリート
アジャスト

カーボン
ソール

フットウェアのアイコン

特徴

テクノロジー

SPDおよびSPD-SLに対応

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

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

 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

ウイメンズフットウェア

 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



ペダルコンセプト―SPD-SL/SPD/フラットペダル

シマノ ペダリング ダイナミクス 
3つのペダルシステム

SPD-SL
ゆるぎなきパワー伝達
SPD-SL ペダルはパワーを高効率に伝達するためにシマノシューズとトータルに設計され、世界のレースで
磨きあげられてきたロードペダルです。

エクストラワイドプラットフォーム
ワイドでロープロファイルなデザインは抜群の安定性と高剛性を誇り、レースの過酷な状況下でも高いレベルの
ペダリング効率を追究します。

スプリングテンション調整
SPD-SLペダルは、3つの異なる範囲のスプリングテンション調整をサポートしています。
標準、ライトアクション、およびワイドの各設定により、個々の好みや使用状況に合わせてテンションの調整が
可能です。

SPD
ライダーの要求に応えるSPD
クロスカントリーレースからトレイルライドまで、走りのスタイルに合わせたペダルをラインアップ。ライダー
の目線から考えられたペダルは、軽量化とともに過酷なオフロードを走破するための耐久性と信頼性を追求し、
さらなる進化を遂げています。

ステップイン/アウトの調整
テンション調整可能なため、各ライダーの好みに合わせて設定できます。

優れた泥除け性能
オープンバインディング機構と改良されたアクスルボディにより、ライダーが足を載せたときに泥やほこりを
排出します。

カートリッジ式スピンドルベアリングユニット
カートリッジ式ベアリングユニットがほこりや汚れをよせ付けず、メンテナンスの必要性を大幅に軽減しています。

耐久性と信頼性の高いシマノの構造
オフロード用ペダルはハンマリングが行える必要があり、SPDペダルが軽量性、耐久性、そして信頼性の理想的
なバランスを追究しています。

フラットペダル/プラットフォームペダル
グラビティライダーのニーズに応える
シマノのプラットフォームペダルは、DH、トレイルライドのようなアグレッシブライダーに向けて、バイクと
ペダリングの安定性、充実したバイクコントロールの理想的なバランスを提供します。

アグレッシブなライディングのためのグリップ力
ペダル本体の形状とステンレス鋼製ピンの配置により、ライダーがペダルとしっかりとつながることができ、
コントロールとペダリングの効率の両方を向上しています。

ペダルのプラットフォームサイズを改良
M828 SAINTおよびM8040 DEORE XTペダルは（中央が低く前後が高い）表面がくぼんだ形状になっており、
シューズとペダルのインターフェイスとグリップをさらに強化しています。調整可能なピンにより、さらに
結合力を強化します。

重量と耐久性
材質、構造、形状、デザインのすべてを慎重に検討し、ライディング状況にあう軽量性、Qファクター、そして
耐久性のバランスがよくなるプラットフォームペダルを設計しています。



ペダル―SPD-SL

ロード用
SPD-SL

ROAD SPD-SLペダル PD-RS500
着脱が簡単
  エントリーライダーに最適な軽めのテンション設定。
  ステップイン/アウトが容易な大きな開口部。

改良されたシステム設計
  幅広いプラットフォームがペダリング力を効果的に伝達。
  耐久性に優れたステンレス製ボディープレートが、ペダルボディー摩耗を軽減。

PD-RS500



ペダル―SPD

走行時、歩行時どちらも快適
SPD

XC SPDペダル PD-M8100

エンデューロ/トレイルSPDペダル PD-M8120

高剛性かつ軽量デザインがアグレッシブなライディングをアシスト。
   ワイドなインターフェイスが動力を効果的に伝達。

軽量設計。

ライダーによるチューニング。
  1.0 mm クリートスペーサー同梱。

アクスルの耐久性を向上。

激しいライディングシーンにも対応する。
   ワイドなインターフェイスが動力を効率的に伝達し、 
バイクのコントロールを向上。

ライダーによるチューニング。
  1.0 mm クリートスペーサー同梱。

アクスルの耐久性を向上。

PD-M8100

PD-M8120



ペダル―フラットペダル/プラットフォームペダル

より快適なサイクリングのために
フラットペダル/プラットフォームペダル

エンデューロ/トレイルフラットペダル PD-M8140
起伏のある激しいコースでも自分のスタイルで、アグレッシブな
ライディングを継続。
  アグレッシブなトレイルライドに最適。
  適所にピンを配置し、凹型形状でグリップ力が向上する。
  ワイドボディが安定性と快適性を提供する。

ライダーによるチューニング。
  スタイルにあった2種類のサイズオプション。

PD-M8140



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

SPD-SL
  

   

SPD-SL
  

   

SPD-SL
  

   

PD-R9100
ノーマルタイプ

￥24,520 希望小売価格（税別）

ロングタイプ（＋4mm）

￥24,771 希望小売価格（税別）
最軽量、高効率のDURA-ACEペダルが誕生

特徴
 · 重量と剛性のバランスを最適化
 · カーボンコンポジットボディ
 · ワイドなペダル踏面により抜群のパワー伝達
 · 負荷を均一に分散するワイドベアリングを配置
 · ステップイン・アウトのテンション設定をカスタマイズ
 · シマノの3年間保証
 · +4mm軸仕様のモデルをラインアップ

PD-R8000
￥15,312 希望小売価格（税別）

￥15,559 希望小売価格（税別）
プロレベルから本格的なサイクリングまで幅広い対応

特徴
 · カーボンコンポジットボディ
 · ワイドなペダル踏面による抜群のパワー伝達
 · 耐久性に優れたステンレス製ボディープレートが、 
ペダルボディーの曲りや摩耗を軽減
 · 負荷を均一に分散するワイドベアリングを配置
 · ステップイン・アウトのテンション調整が可能
 · +4mm軸仕様のモデルをラインアップ

248 g

265 g

228 g

PD-R7000
￥11,769 希望小売価格（税別）
カーボンボディ採用 
軽量なハイパフォーマンスモデル

特徴
 · カーボンコンポジットボディ
 · ワイドなペダル踏面による抜群のパワー伝達
 · 耐久性に優れたステンレス製ボディープレートが、 
ペダルボディーの曲りや摩耗を軽減
 · 剛性を備え、負荷を均一に分散するワイドベアリングを配置
 · ステップイン・アウトのテンション調整が可能
 · 信頼される品質と性能を兼ね備えたシマノデザイン

ペダル
「カチッ」とつけた瞬間から 
新たなライディングステージへ



SPD-SL
 

 

SPD-SL
 

 

310 g

320 g

ブラック
PD-R550

グレー
PD-R550

PD-R550
￥7,785 希望小売価格（税別）
スプリングテンションの調整範囲が広く、 
さまざまなライダーに対応

特徴
 · スプリングテンションの調整幅を広く設定
 · テンション調整幅を広く設定
 · コンポジットボディ
 · ワイドなペダル踏面により抜群のパワー伝達
 · 丈夫なステンレス製ボディープレートが、湾曲や磨耗を低減
 · 負荷を均一に分散するワイドベアリングを配置
 · 受け継がれてきた品質と性能を兼ね備えたシマノデザイン

NEW

PD-RS500
￥5,011 希望小売価格（税別）
エントリーライダーにも最適、オールラウンドモデル

特徴
 · ステップイン・アウトが簡単
 · 初心者でも着脱しやすい軽めのテンション設定が可能
 · テンションの調整幅をワイド化、あらゆるシーンに対応
 · 上位グレードの機能を継承する
 · ワイドな踏み面がペダリング力を効率的に伝達
 · 耐久性に優れたステンレス製ボディープレート



SPD
 

MUD

  

SPD
 

MUD

  

SPD
 

MUD

  

NEW

PD-M8100
￥10,064 希望小売価格（税別）
パワー効率が最大になるように最適化された 
クロスカントリーレース用ペダル

特徴
 · 大型のプラットフォーム
 · 安定したペダリングを実現した低いプラットフォーム
 · 信頼性の高いリテンション爪がスムーズな 
ステップイン・アウトを実現
 · ステップイン・アウトのテンション調整が可能
 · 8mm六角レンチマウント付きの耐久性に優れた 
クロモリ材スピンドルを採用

314 g/310 g

   

398 g

PD-M9100
￥15,255 希望小売価格（税別）

PD-M9100-S（マイナス3mm軸仕様）

￥15,255 希望小売価格（税別）
優れたパワー伝達と泥抜け性能 
プロ仕様のXCレーシングペダル

特徴
 · 泥除けを備え、ペダルとシューズの接触面の性能を向上
 · 剛性を備え、負荷を均一に分散するワイドベアリングを配置
 · 優れた重量バランスを追求した、スリムなアクスル 
（長さ2タイプ）
 · 安定したペダリングを実現した低いプラットフォーム
 · 1足 310 gの軽量性
 · さらにスリムになったアクスルユニットが、 
泥や小石をはじきます

PD-M9120
￥16,551 希望小売価格（税別）
ワイドな踏面が抜群の安定性を生む 
トレイル設計のトップモデル

特徴
 · エクストラロング＆ワイド化されたペダルとシューズの 
接触面
 · 剛性を備え、負荷を均一に分散するワイドベアリングを配置
 · 幅の広いプラットフォームが、ステップインしていない時も安定性と 
コントロールを追求
 · 接合部を衝撃から保護するペダルデザイン
 · さらにスリムになったアクスルユニットが、 
泥や小石をはじきます

   

342 g



SPD
 

MUD

  

SPD
 

  

SPD
 

MUD

  

NEW

PD-M8120
￥10,645 希望小売価格（税別）
抜群の安定感のトレイル用およびエンデューロ用ペダル

特徴
 · ペダルとシューズの接触部をワイド化
 · 安定したペダリングを実現した低いプラットフォーム
 · ケージを組み込むことにより、固定していないときの 
安定性とコントロール性を高め、接合部を衝撃から保護
 · 信頼性の高いリテンション爪がスムーズな 
ステップイン・アウトを実現
 · ステップイン・アウトのテンション調整が可能
 · 8mm六角レンチマウント付きの耐久性に優れたクロモリ材スピンドルを採用

   

352 g

   

455 g

PD-M540
￥7,361 希望小売価格（税別）
本格的なオフロードコンペティション、ワイドな 
ビンディングメカニズムを装備して軽量化に成功

特徴
 · 高い信頼性と性能を誇るSPDペダル
 · ステップイン・アウトのテンション調整が可能
 · 優れた泥抜け性と高いステップイン性能を発揮
 · クロモリ材スピンドルとローメンテナンスシーリング構造のカートリッジ軸

シルバー
PD-M540

ブラック
PD-M540

ホワイト
PD-M530

ブラック
PD-M530

PD-M530
￥4,775 希望小売価格（税別）
大型の踏面を採用した高い信頼性と性能を誇るSPDペダル

特徴
 · ケージを組み込むことにより、固定していないときの安定性と 
コントロール性を高め、接合部を衝撃から保護
 · 優れた泥抜け性と高いステップイン性能を発揮
 · ステップイン・アウトのテンション調整が可能
 · ローメンテナンスシーリング構造のカートリッジ軸ユニット

   

438 g



SPD
 

MUD

SPD
 

POP-UP
 

MUD

   

SPD
 

MUD

PD-M647
￥10,561 希望小売価格（税別）
過酷なライディングやBMXレース用のデザイン

特徴
 · 12.5°傾斜した「ポップアップ」機構で、素早く簡単に 
ステップイン
 · ステップイン・アウトのテンション調整が可能
 · 泥やゴミ抜けがしやすい設計
 · 強化スチール製カラーを備えた、クロモリ材のシーリング構造 
カートリッジスピンドル

PD-M820
￥12,530 希望小売価格（税別）
アグレッシブなダウンヒル/エンデューロライダーのための 
SAINT-SPDペダル

特徴
 · 幅広の接触部とAMシューズとの組み合わせにより、安定性を向上
 · スマートな本体部によりスタックハイトを抑え、スムーズな走行を 
アシスト
 · ポップアップ機構のない合金ペダル本体はシンプルかつ頑丈
 · 丈夫でスリムなクロモリスピンドル、8mm六角レンチマウント付き
 · 両面に配置の4つの高さ調整ピンで、クリップインしていない時の 
グリップを向上
 · 激しいライディングにおいてもビンディングシステムは最適に機能する

380 g

546 g (ピンなし)

568 g

シルバー
PD-M520

ホワイト
PD-M520

ブラック
PD-M520

PD-M520
ブラック/シルバー

￥4,241 希望小売価格（税別）

ホワイト

￥4,408 希望小売価格（税別）
MTBやロードサイクリストにも対応する、高い信頼性と性能を誇るSPDペダル

特徴
 · コンパクトな本体、エントリーが容易なオープンデザイン
 · 優れた泥抜け性と高いステップイン性能を発揮
 · ステップイン・アウトのテンション調整が可能
 · クロモリ材スピンドルとローメンテナンスシーリング構造のカートリッジ軸



 

SPD
 

POP-UP
 

MUD

 

SPD

PD-MX70
￥12,373 希望小売価格（税別）
アグレッシブなペダリングを受け止めるBMXレース用ペダル

特徴
 · BMXレースのハードなペダリングに対応し強化されたクリート保持力
 · ワイド化したペダルとシューズの接触面により、サポート力とグリップを向上
 · 安定したペダリングを実現した低いプラットフォームとケージ
 · 一体化されたケージ部がステップインしていない時の安定感を確保
 · ステップイン・アウトのテンション調整が可能

493 gPD-M828
￥14,932 希望小売価格（税別）
優れたグリップ性、サポート、耐久性を実現した 
SAINTレベルのフラットペダル

特徴
 ·  “バーチャルコンケーブ”調整ピン付きの凹型プラットフォーム
 · サポートとグリップ力を高める幅広のプラットフォーム
 · 長ピンと短ピンの選択肢がある、両面に配置された12のピン
 · 丈夫でスリムなクロモリスピンドル、8mm六角レンチマウント付き

472 g

414 g

PD-M424
￥5,095 希望小売価格（税別）
幅広いサイクリストに最適な汎用性の高いペダル

特徴
 · 12.5°傾斜した「ポップアップ」機構で、素早く簡単に 
ステップイン
 · 高い耐衝撃性を持つ大型の樹脂ケージ
 · クロモリ材スピンドルとローメンテナンスシーリング構造のカートリッジ軸
 · ステップイン・アウトのテンション調整が可能



  

SPD
 

MUD

 

 

279 g

535 g

シルバー
PD-GR500

ブラック
PD-GR500

PD-GR500
￥7,190 希望小売価格（税別）
耐久性の高いフラットペダルは、様々な地形やライディングの 
スタイルで活躍します

特徴
 · 優れたグリップ力、長時間ライドでの快適性、効率性を提供する 
凹型プラットフォーム
 · 踏み面に高さ調整と交換が可能なピンを配置
 · クロモリ材スピンドルとローメンテナンスシーリング構造の 
カートリッジ軸

PD-ES600
￥9,178 希望小売価格（税別）
軽量でシンプルなボディデザインSPD ロードツーリングペダル

特徴
 · シマノの軽量ロードバイクにも最適なSPDペダル
 · SPDシューズからのパワーを効率よく伝達する幅の広いプラットフォーム
 · ロープロファイルで、片面からエントリーするSPDデザイン
 · マッチするSPDシューズは歩きやすさもポイント
 · ステップイン・アウトのテンション調整が可能

NEW

PD-M8140
￥10,237 希望小売価格（税別）
ハイパフォーマンスと耐久性を両立した 
トレイルに最適のフラットペダル

特徴
 · 2サイズ展開（SMとML）でペダリング効率の最適化をサポート
 · 長時間グリップし続ける凹型プラットフォームが効率性と快適性を高
める
 · 両面に配置する10のピンは、シーンによって長短選択可能
 · 8mm六角レンチマウント付きの耐久性に優れた 
クロモリ材スピンドルを採用
 · SM: 36 ～ 44 GR シューズ用 100 mm x 105 mm/ML：43 ～ 48 
GRシューズ用 110 mm x 115 mm

461 g (SM)
505 g (ML)

PD-M8140-SM

PD-M8140-ML



SPD

SPD
 

MUD

 

SPD
 

MUD

 

PD-M324
￥6,638 希望小売価格（税別）
エントリーユーザーに最適な汎用性の高いSPDペダル。 
毎日のサイクリングに最適

特徴
 · SPDシステムの効率性に、プラットフォームペダルの利便性をプラス
 · ステップイン・アウトのテンション調整が可能
 · カップ＆コーンベアリング

PD-ED500
￥4,218 希望小売価格（税別）
ライトアクション、着脱が容易なSPD ロードツーリングペダル

特徴
 · ライトアクションSPDペダルが、ステップイン・アウトを 
サポートする
 · ステップイン・アウトのテンション調整が可能
 · クロモリ材スピンドルとローメンテナンスシーリング構造のカートリッジ軸
 · 多方向へステップアウトできるマルチクリートSM-SH56が付属

442 g

392 g

533 g

PD-T8000
￥9,997 希望小売価格（税別）
ツーリング、トレッキング、通勤に最適な、 
高品質で機能的なデュアルプラットフォーム

特徴
 · 片面フラットとハイパフォーマンス設計
 · ステップイン・アウトのテンション調整が可能
 · わずか392 g
 · ペダル踏面には凹状のクリートクリアランス
 · ハイグリップピン
 · シールドカップとコーンベアリング

383 g

PD-EH500
￥8,289 希望小売価格（税別）
着脱簡単、ライディングシーンで使い分け可能な 
片面フラットタイプ

特徴
 · 片面は着脱が簡単なライトアクション仕様、もう片面は 
スニーカーでも使えるフラット面
 · フラット側のグリップ性を向上して優れたコントロール性能を実現
 · ローメンテナンスシーリング構造のカートリッジ軸ユニット
 · ステップイン・アウトのテンション調整が可能



SPD
 

POP-UP
 

MUD

  

SPD
 

POP-UP
 

MUD

  

SPD
 

POP-UP
 

MUD

 

PD-T400
￥5,099 希望小売価格（税別）
楽しさ溢れるサイクリングライフをより多くの人々にお届けします

特徴
 · 軽いスプリングテンション
 · ステップインが容易なポップアップケージ
 · 安全のための一体型反射材
 · ステップイン・アウトのテンション調整が可能
 · クロモリ材スピンドルとローメンテナンスシーリング構造のカートリッジ軸
 · 多方向へステップアウトできるマルチクリートSM-SH56を付属

423 g

498 g

ブラック
PD-T400

ホワイト
PD-T400

PD-MT50
￥7,972 希望小売価格（税別）
MTBスタイルのシマノクリッカー。趣味でMTBを使用するときに最適

特徴
 · 軽いスプリングテンション
 · ステップインが容易なポップアップケージ
 · ステップイン・アウトのテンション調整が可能
 · クロモリ材スピンドルとローメンテナンスシーリング構造のカートリッジ軸
 · 多方向へステップアウトできるマルチクリートSM-SH56を付属

PD-T421
￥6,656 希望小売価格（税別）
毎日のサイクリングに最適、デュアルプラットフォームの 
シマノクリッカーペダル

特徴
 · 片面フラットでスポーツシューズにも対応する
 · 軽いスプリングテンション
 · ステップイン・アウトが簡単に
 · ポップアップケージ
 · 滑り防止面と凹形状の採用によりフラット側のグリップ性を向上
 · ライダーがテンションの設定を調整可能

507 g



SPD

SPD-SL

MUD

POP-UP

反射板
SM-PD58
￥1,055 希望小売価格（税別）

対応モデル
PD-7810、PD-6700、PD-6620、PD-5700、 
PD-5610、PD-5600、PD-7800、PD-6610、 
PD-7750、PD-R670、PD-R600、PD-RS500、 
PD-R540、PD-R540-LA
注文コード
 · Y40R98070

SM-PD60
￥1,005 希望小売価格（税別）

対応モデル
PD-M9000、PD-M9120、PD-M9020、PD-M980、 
PD-M985、PD-M8100、PD-M8000、PD-M8120、 
PD-M8020、PD-MX80、PD-M647、PD-M785、 
PD-M780、PD-M530、PD-EH500
注文コード
 · Y40Z98010

SM-PD62
￥2,520 希望小売価格（税別）

対応モデル
PD-ES600, PD-A600
注文コード
 · Y46D98050

SM-PD63
￥1,094 希望小売価格（税別)

対応モデル
PD-R9100, PD-9000, PD-7900, PD-R8000, 
PD-6800, PD-6700C, PD-R7000
注文コード
 · Y46J98010

SM-PD64
￥1,005 希望小売価格（税別）

対応モデル
PD-MX80、PD-GR500、PD-M828
注文コード
 · YL8A98090

SM-PD22
￥1,420 希望小売価格（税別）

対応モデル
PD-M970、PD-M770、PD-M959、PD-M515、 
PD-M520、PD-M540、PD-M505
注文コード
 · Y41R98070

SM-PD68
￥2,095 希望小売価格（税別）

対応モデル
PD-EH500
注文コード
 · YL8H98010

SM-PD67
￥1,005 希望小売価格（税別）

対応モデル
PD-M8140、PD-M8040
注文コード
 · YL8698070

オリジナルツール

TL-HS40
ペダルアクスル工具 20 mm
￥2,411 希望小売価格（税別）

対応モデル
PD-R9100、PD-9000、PD-7900、PD-7700、 
PD-7750、PD-7800の組立および分解用
注文コード
 · Y13098320

TL-HS37
ハブスパナ 17 mm
￥2,246 希望小売価格（税別）

対応モデル
PD-R9100、PD-9000、PD-7900、PD-7700、 
PD-7750、PD-7800の組立および分解用
注文コード
 · Y23098030

TL-PD63
ペダルコーン調整工具  
(7 mm x 8 mmおよび10 mm x 11 mm)
￥5,488 希望小売価格（税別）

対応モデル
ペダルアクスルのベアリング調整用 
ペダル 7 mm ロックナットと10 mm  
コーン/8 mm ロックナット/11 mm コーン付き
注文コード
 · Y46098630

TL-PD33
ペダルコーン調整工具  
(7 mm x 10 mmおよび10 mm x 13 mm)
￥5,488 希望小売価格（税別）

対応モデル
ペダルアクスルのベアリング調整用 
ペダル 7 mm ロックナットと10 mm  
コーン/10 mm ロックナット/13 mm コーン付き
注文コード
 · Y41N98040

TL-PD40
ペダルアクスル工具
￥212 希望小売価格（税別）

対応モデル
10歯ロックボルト付きペダルアクスルの取付け 
および取外し用
注文コード
 · Y42A09000

ペダルのアイコン

SPD
歩行可能なSPDシューズに 
対応するクリートデザイン

カーボンボディ

泥抜け機構
オープンビンディング 
メカニズムによる優れた泥抜け

軸長
+4mmロングタイプあり

オンロード

タイムトライアル

トライアスロン

コンペティション

フラットハンドルバー/
ロードバイク

XCレース

クロスカントリー

シクロクロス

エンデューロ

トレイル

オールマウンテン

フリーライド

ダウンヒル

BMX

トレッキング

カジュアルMTB

シティバイク

ポップアップ機構
着脱が楽な 
ホップアップデザイン

特徴

各シューズと推奨するペダルの用途を簡単に特定できます。

SPD-SL
パフォーマンスに特化した 
幅広のクリートデザイン



アパレル―37°Cを目指すダイナミックレイヤリング

37°C TEMPERATURE REGULATION

最適な素材を最適な場所に

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。

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。



アパレル―SS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、競技や天候がヒートアップしても、
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、高性能モイスチャーマネージメントも可能です。

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
身頃に、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。

ドライタッチの本体ファブリックパネルは、湿気の排出
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

アパレル―フィット感

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経て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けに、
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―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。

AIRWAY 
グローブ

グローブ

ESCAPE
グローブ

EVOLVE
グローブ

CLASSIC
グローブ

ADVANCED
グローブ

S-PHYRE

グローブチャート
2019年グローブライン
性能比較

ス
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&
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衝撃吸収 ダイレクトな感触

コ
ン
ペ
テ
ィ
シ
ョ
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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

Gel

Gel

ポロン ®XRD

ポロン ®XRD ポロン ®XRD



E N T R YオールラウンドR A C E

アパレル―パッド

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

SHORTERRIDE DURATIONLONGER
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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



レースフィット

    

アパレル
頭からつま先まで
ハイパフォーマンスを
追及したデザイン

S-PHYRE ショートスリーブジャージ
￥22,000 希望小売価格（税別）
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 - XL

ブラック
CW-JSRS-SS11ML01

S-PHYRE ビブショーツ
￥26,000 希望小売価格（税別）
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

ブラック
CW-PARS-SS11ML01

BACK

BACK

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

S-PHYRE

ネオングリーン
CW-PARS-SS11ME08

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

      

グリーン
CW-SCBS-SS31UE01

ブルー
CW-SCBS-SS31UB01

ホワイト
CW-SCBS-SS31UW01

ブラック
CW-SCBS-SS31UL01

BACK

ブラック
CW-GLBS-SS11ML01

S-PHYRE グローブ
￥8,000 希望小売価格（税別）
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（税別）
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
 · S - L

NEW

EVOLVE ジャージ
￥18,000 希望小売価格（税別）
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

チャコール
CW-JSPS-TS11MG08

BACK

ネイビー
CW-JSPS-TS11MN01

グリーン
CW-JSPS-TS11ME01

パフォーマンスウェア

BACK

ホワイト
CW-BLBS-TS33MW01

NEW

メッシュベースレイヤー
￥6,500 希望小売価格（税別）
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

ブラック
CW-BLBS-TS33ML01



   

  

          

パフォーマンスフィット

    

  

    

 

  

NEW

ブレイカウェイ ジャージ
￥11,000 希望小売価格（税別）
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

NEW

ブレイカウェイ ビブショーツ
￥12,000 希望小売価格（税別）
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

BACK

ESCAPE ジャージ
￥9,500 希望小売価格（税別）
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

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

グリーン
CW-JSPS-TS41ME01

ブルー
CW-JSPS-TS41MB01

ブラック
CW-JSPS-TS41ML01

ホワイト
CW-JSPS-TS41MW01

BACK

ブルー
CW-PAPS-TS31MB01

ホワイト
CW-PAPS-TS31MW01

グリーン
CW-PAPS-TS31ME01

NEWカラー

パフォーマンス 8 パッド

BACK

NEW

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（税別）
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

ブラック
CW-PAPS-TS61ML01

パフォーマンス 8 パッド



            

スポーツフィット

      

    

BACK

NEW

チームジャージ
￥9,000 希望小売価格（税別）
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

ネイビー
CW-JSPS-TS21MN01

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

NEW

チームショーツ
￥9,000 希望小売価格（税別）
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 パフォーマンス 3 パッド

BACK

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

ブラック
CW-PAGS-RS11ML

ビブショーツ SHIMANO
￥7,500 希望小売価格（税別）
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

パフォーマンス 3 パッド

BACK

ショーツ SHIMANO
￥6,500 希望小売価格（税別）
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

パフォーマンス 3 パッド

ブラック
CW-PAGS-RS12ML



    

  

    

  

          

スポーツフィット

    

コンパクト ウインドブレーカー
￥9,000 希望小売価格（税別）
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

BACK

レッド
CW-WBPS-SS11MR01

ブラック
CW-WBPS-SS11ML01

ネオンイエロー
CW-WBPS-SS11MY07

コンパクト ウインドベスト
￥7,000 希望小売価格（税別）
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

BACK

ネオンイエロー
CW-WBPS-SS12MY07

ブラック
CW-WBPS-SS12ML01

BACK

ブラック/グリーン
CW-JSPS-TS21JL12

ブルー
CW-JSPS-TS21JB01

NEW

ジュニア チームジャージ
￥7,000 希望小売価格（税別）
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

ブラック
CW-PAPS-SS22JL01

NEW

ジュニア チームショーツ
￥7,500 希望小売価格（税別）
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

BACK

ジュニアパッド

限定モデル

限定モデル

限定モデル



  

エクスプローラーシリーズウェア

ブラック
CW-BLBS-RS14ML

ライナーショーツ
￥4,500 希望小売価格（税別）
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

ライナーショーツパッド

BACK



          

ウイメンズフィット

  

           

ウイメンズフィット

  

      

ウイメンズフィット

  

       

ウイメンズフィット

  

スミレ ビブショーツ ブラック
￥12,000 希望小売価格（税別）
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

ウイメンズパフォーマンス  
5 パッド

BACK

ブラック
CW-PAPS-SS31WL01

スミレ ショーツ ブラック
￥10,000 希望小売価格（税別）
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

ウイメンズパフォーマンス  
5 パッド

BACK

ブラック
CW-PAPS-SS32WL01

NEW

スミレ ジャージ
￥11,000 希望小売価格（税別）
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

BACK

ネイビー
CW-JSPS-TS21WN01

ブルー/オレンジ
CW-JSPS-TS21WB12

ピンク
CW-JSPS-TS21WK01

ブラック
CW-JSPS-TS21WL01

ウイメンズ パフォーマンスウェア

BACK

ネイビー
CW-PAPS-TS22WN01

NEW

スミレ ショーツ
￥11,000 希望小売価格（税別）
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

ブルー/オレンジ
CW-PAPS-TS22WB12

ピンク
CW-PAPS-TS22WK01

ウイメンズパフォーマンス  
5 パッド

限定モデル

限定モデル 限定モデル 限定モデル

限定モデル

限定モデル 限定モデル

限定モデル 限定モデル



     

    

    

       

    

  

                

       

  

     

    

    

    

      

    

    

        

BACK

ネイビー
CW-GLBS-TS61MN01

ブラック
CW-GLBS-TS61ML01

ホワイト
CW-GLBS-TS61MW01

NEW

EVOLVE グローブ
￥5,000 希望小売価格（税別）
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

BACK

ブラック
CW-GLBS-TS12ML01

ブルー
CW-GLBS-TS12MB01

NEW

SHIMANO ロンググローブ
￥3,800 希望小売価格（税別）
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

ホワイト
CW-GLBS-TS12MW01

アクセサリー

BACK

ブラック
CW-GLBS-TS21ML01

ブルー
CW-GLBS-TS21MB01

レッド
CW-GLBS-TS21MR01

NEW

ESCAPE グローブ
￥4,000 希望小売価格（税別）
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

BACK

ブルー
CW-GLBS-TS11MB01

レッド
CW-GLBS-TS11MR01

ブラック
CW-GLBS-TS11ML01

イエロー
CW-GLBS-TS11MY01

NEW

CLASSIC グローブ
￥3,600 希望小売価格（税別）
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



    

       

       

      

    

       

   

    

    

    

       

    

    

  

     

BACK

ブルー
CW-GLBS-SS61MB01

エアウェイ グローブ
￥3,000 希望小売価格（税別）
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

ブラック
CW-GLBS-SS61ML01

レッド
CW-GLBS-SS61MR01

イエロー
CW-GLBS-SS61MY01

NEW

SHIMANO グローブ
￥3,300 希望小売価格（税別）
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

BACK

ブラック
CW-GLBS-TS31ML01

ホワイト
CW-GLBS-TS31MW01

ブルー
CW-GLBS-TS31MB01

レッド
CW-GLBS-TS31MR01

BACK

ホワイト
CW-GLBS-SS21MW01

ブラック
CW-GLBS-SS21ML01

レッド
CW-GLBS-SS21MR01

ADVANCED グローブ
￥4,000 希望小売価格（税別）
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らします。
 · 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

ネイビー
CW-GLBS-TS51WN01

ブルー/オレンジ
CW-GLBS-TS51WB12

ピンク
CW-GLBS-TS51WK01

ブラック
CW-GLBS-TS51WL01

NEW

スミレ グローブ
￥3,600 希望小売価格（税別）
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

限定モデル

限定モデル 限定モデル 限定モデル



     

    

    

         

     

        

    

         

    

    

     

    

      

         

BACK

ブラック
CW-GLBS-TS31WL01

NEW

ウイメンズ SHIMANO グローブ
￥3,300 希望小売価格（税別）
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

BACK

ブラック
CW-GLBS-TS12WL01

NEW

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

BACK

ブルー
CW-GLBS-SS51JB01

レッド
CW-GLBS-SS51JR01

ジュニア バリューグローブ
￥2,500 希望小売価格（税別）
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

限定モデル

限定モデル

限定モデル

限定モデル

BACK

ネイビー
CW-GLBS-SS41MN01

ブラック
CW-GLBS-SS41ML01

カーキ
CW-GLBS-SS41ME15

トランジット グローブ
￥3,500 希望小売価格（税別）
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

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。

NEWカラー



 

      

      

      

    

          

NEW

バンダナ
￥2,500 希望小売価格（税別）
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

ブラック
CW-WABS-SS11ML01

ホワイト
CW-WABS-SS12MW01

ブラック
CW-WABS-SS12ML01

ブルー
CW-OABS-TS22UB01

ブラック
CW-OABS-TS22UL01

サンブロックレッグカバー
￥4,800 希望小売価格（税別）
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

サンブロックアームカバー
￥3,600 希望小売価格（税別）
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

NEW

ルーメン トールソックス
￥2,000 希望小売価格（税別）
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

ネイビー
CW-SCBS-TS14UN01

ブラック
CW-SCBS-TS14UL01



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)



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 • • •



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。



クロスハーネス

バッグとライダーはひとつになる

クロスハーネステクノロジー
ライディングスタイルに応じたクロスハーネスは、あらゆる部分に3Dモデリングを採用することで、さまざまなシーンに応じた快適なフィット感を
提供します。また、ライド用に設計されたシマノオリジナルハーネスフックで素早く簡単に装着することができます。

身長にあわせてサイズ調整
ライダーの体型や身長にあわせて
簡単にカスタマイズできるので、
ハーネスの長さを正確にフィット
することが可能。

ハーネスフック
汗ばんだ手でも状況に応じて簡単に
素早く調整が可能です。

調整フラップ
ハーネスフックを装着したのちに、
さらに快適なフィット感を調整する
ことができます。

サイクリングバッグは運ぶものではなく、ライダーとできる限り一体化すべきものである―これがシマノのヴィジョンです。
このヴィジョンを実現するために当社が生み出した新しいアプローチがクロスハーネスです。
このフィッティングシステムは、バッグをしっかり身体の中心部で固定することで、腕の動きを妨げずバイクを自由自在にコントロールすることが
可能となりました。また、ベンチレーションシステム、フィット感を改良したことで身に着けていることも忘れるような装着感です。

クロスハーネス（タイプA）
U-6,10,14

大容量のU-6/U-10/U-14は、安定性と快適性を向上 
させるために、幅広のストラップを下部側面に配 
しています。また、着脱可能なウエストストラップ 
も備えています。

クロスハーネス（タイプB）
U-2

クロスハーネス（タイプB）は軽量なバックを快適かつ
安定して装着できるように開発されています。 
着脱可能なウエストストラップも装備。

ウェストベルトのバックル/テープ構造を変更
現モデル:  テープを適切な強さで締めて 

いないと、バックルはベルトの
先端から移動してしまいます。

新モデル:  バックルは常にベルトの先端 
に留まるので、簡単に 
締められます。

*写真はU-10を掲載しています。



model U10
(MY17)

U10
(MY20)

温熱性発汗 76% 100%

U10(MY17)

U10(MY20)

バックパネル

通気性に優れたベンチレーションシステムが、確かなフィット感と快適性を
お届けします。

2020年モデルでは、優れた通気性
を確保する新型バックパネルを 
採用しています。背中の中央部分
にこもる不要な熱気を効率よく 
放出するデザイン構造が空気の 
流れをスムーズにします。

効率的に熱気を放出 換気性能テスト（当社比）

適切に配置されたパッドとフォーム。

高
い
値
は
よ
り
よ
い
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
示
し
ま
す

120%

100%

80%

60%

40%

20%

0%

* 試験結果はシマノ独自の放熱・発汗試験によるものです

従来品(U-10)

NEWモデル(U-10)



RIDER FIT X-HARNESS

バッグ
ライダーの求める”革新”を詰め込んだ 
自転車専用バッグ

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

NEW

U-2
￥8,000 希望小売価格（税別）
軽量でお手頃サイズの2Lは、ポケット感覚で手軽に使用できます。

特徴
 · ウエストストラップ付きのクロスハーネス タイプB 
乗車姿勢に追従するフィット性と腕まわりがスムーズかつ、 
バッグを安定させます。
 · 凹凸のあるエアメッシュバックが通気性を向上しています。
 · 内側の仕切りは自転車アイテムがフレキシブルに収納可能。
 · サイドアクセスが簡単でグローブをはめた手でも掴みやすい 
ジッパープル。
 · プロテクター、アイウェアヘルメットをしっかり収納。
 · 所持品を安全に収納できるフリースポケット、キークリップ、 
ハーネスポケットを配置。

NEW

U-6
￥12,000 希望小売価格（税別）
体に吸い付くようなフィット感の6Lは気軽なサイクリングでもおすすめです。

特徴
 · ウエストストラップ付きのクロスハーネス タイプＡは、 
乗車姿勢に追従するフィット性と腕まわりがスムーズかつ、 
バッグを安定させます。
 · 背面パネルのスカルプトエアメッシュが通気性を向上しています。
 · 内側の仕切りは自転車アイテムがフレキシブルに収納可能。
 · サイドアクセスが簡単でグローブをはめた手でも掴みやすい 
ジッパープル。

 · トレイルギア、アイウェア、ヘルメットをしっかり収納。
 · 所持品を安全に収納できるフリースポケット、キークリップ、 
ハーネスポケットを配置。

ブラック
 · BG-DPMA-TW02UL01

グレー
 · BG-DPMA-TW02UG01

ブラック
 · BG-DPMA-TW06UL01

グレー
 · BG-DPMA-TW06UG01

容量 重量 カラー

2 L 415 g

ブラック グレー

6 L 725 g

ブラック グレー

レインカバー付属 
(6 L)



RIDER FIT X-HARNESS

容量 重量 カラー

10 L 
14 L

820 g 
850 g

ブラック グレー

レインカバー付属 
(10、14 L)

NEW

U-10
￥13,000 希望小売価格（税別）
多くのアイテムを収納できる10Lは、ロングライドでもおすすめです。

特徴
 · ウエストストラップ付きのクロスハーネス タイプAは、よりよくフィットし、 
乗車姿勢に追従するフィット性と腕まわりがスムーズかつ、バッグを 
安定させます。
 · 背面パネルのスカルプトエアメッシュが通気性を向上しています。
 · 内側の仕切りは自転車アイテムがフレキシブルに収納可能。
 · サイドアクセスが簡単でグローブをはめた手でも掴みやすい 
ジッパープル。

 · トレイルギア、アイウェア、ヘルメットをしっかり収納。
 · 所持品を安全に収納できるフリースポケット、キークリップ、 
ハーネスポケットを配置。

NEW

U-14
￥14,000 希望小売価格（税別）
大容量の14Lは、多くの荷物を詰め込んでもボディーフィットデザインで 
安定性を高めます。

特徴
 · ウエストストラップ付きのクロスハーネス タイプAは、よりよくフィットし、 
乗車姿勢に追従するフィット性と腕まわりがスムーズかつ、バッグを 
安定させます。
 · 背面パネルのスカルプトエアメッシュが通気性を向上しています。
 · 内側の仕切りは自転車アイテムがフレキシブルに収納可能。
 · サイドアクセスが簡単でグローブをはめた手でも掴みやすい 
ジッパープル。

 · トレイルギア、アイウェア、ヘルメットをしっかり収納。
 · 所持品を安全に収納できるフリースポケット、キークリップ、 
ハーネスポケットを配置。

ブラック
 · BG-DPMA-TW10UL01 ブラック

 · BG-DPMA-TW14UL01

グレー
 · BG-DPMA-TW14UG01

グレー
 · BG-DPMA-TW10UG01



ブラック/グレー
 · BG-DPMB-RW08UL13

R-8/12/16
￥8,000 R-8 希望小売価格（税別）

￥9,000 R-12 希望小売価格（税別）

￥10,000 R-16 希望小売価格（税別）
オンロード、それともオフロード？ 
いいえ、両方で使えます。オールラウンドモデルのRシリーズは 
週末のトレイルライディングや通勤、ロングライドでも、 
快適に使用できます。

超軽量なRシリーズはバックパネルが背中の熱を逃がし 
ロングライドでも快適性をキープする。 
8,12,16 Lとバリエーションも豊富。

特徴
 · エアーメッシュバックパネル 
背面メッシュパッドが熱気を放出する。
 · ウエストベルトポケット 
バッグを下さなくても容易にアイテムを取りだせます。
 · スマートでスタイリッシュなデザイン 
軽量でより良い快適性と機能性を兼備える。
 · ヘルメットホルダー 
あらゆるヘルメットが収容可能。
 · フリースポケット 
柔らかい裏地付ポケットが所持品を安全に保管します。
 · ハイドレーションシステム対応 
＊リザーバーは付属しておりません。
 · 通気性の高いエルゴストラップ 
乗車姿勢に沿うストラップがドライな状態を保ちます。

ブラック/グレー
 · BG-DPMB-RW12UL13

ブラック/グレー
 · BG-DPMB-RW16UL13

容量 重量 カラー

8 L
12 L

455 g
490 g NEWカラー NEWカラー NEWカラー

ブラック / グレー チャコール グレーシャーグレー

16 L 560 g
NEWカラー

ブラック / グレー ブラック

チャコール
 · BG-DPMB-RW08UG08

グレーシャーグレー
 · BG-DPMB-RW08UG10

チャコール
 · BG-DPMB-RW12UG08

グレーシャーグレー
 · BG-DPMB-RW12UG10

レインカバー付属 
(R-16)

R-8

R-12

R-16

NEWカラー NEWカラー NEWカラー

NEWカラー NEWカラー NEWカラー

NEWカラー
ブラック
 · EBGDPMBRW16UL0



T-23
￥18,000 希望小売価格（税別）
街中を走ったり、通勤通学、買い物などで使用できる、 
日常生活に溶け込むスタイリッシュなデザイン。

PC、本、充電器、コード類、ジャケットなどいつも持ち運ぶ 
アイテムをすっぽりと収納する。 
出し入れがしやすくなったPC用ポケットや、自転車アイテムを 
収納できるポケットももちろん配置。

特徴
 · 360°リフレクター 
効果的に配置されたリフレクターが暗闇の中でもライダーの視認性を 
高めます。
 · アップデートしたデザインと機能 
手入れがしやすいボトルパネル、大容量のマチ付きサイドポケット、 
多彩なアイテムが収納。
 · 開口部の巻き込みを開放することでさらに3Lを追加で収納できます。
 · 底部に防水シートを採用 
高品質なナイロンが優れた耐摩耗性を発揮し、悪天候でも所持品を守ります。 
*完全防水ではありません。
 · ハイビジブルレインカバー 
普段はポケットに収納可能な、発色の良いレインカバー。
 · 安全にノートPCが収納可能 
上部から取り出しやすいPC＆タブレット収納はジッパー付き。
 · エルゴストラップ 
通気性に優れた乗車姿勢に沿うストラップは、ドライで肩への負担を 
軽減する設計。
 · エルゴノミックバック パネル 
アナトミカルデザインのバックパネルが熱気を排出し、快適でクールな状態を 
保ちます。
 · 23 L 素材 
撥水性のバリスティックナイロン。

容量 重量 カラー

23 L + 3 L 1,485 g
NEWカラー

ブラック ミリタリーグレー

T-15
￥11,000 希望小売価格（税別）
街中を走ったり、通勤通学、買い物などで使用できる、 
日常生活に溶け込むスタイリッシュなデザイン。

PC、本、充電器、コード類、ジャケットなどいつも持ち運ぶ 
アイテムをすっぽりと収納する。 
出し入れがしやすくなったPC用ポケットや、自転車アイテムを 
収納できるポケットももちろん配置。

特徴
 · 360°リフレクター 
効果的に配置されたリフレクターが暗闇の中でもライダーの視認性を 
高めます。
 · アップデートしたデザインと機能 
手入れがしやすいボトルパネル、大容量のマチ付きサイドポケット、 
多彩なアイテムが収納。
 · 開口部の巻き込みを開放することでさらに3Lを追加で収納できます。
 · 底部に防水シートを採用 
高品質なナイロンが優れた耐摩耗性を発揮し、悪天候でも所持品を守ります。
 · 安全にノートPCが収納可能 
ノートPCやタブレットを安全に収納できます。
 · サイクルギア収納ホルダー 
ヘルメットなどのツールを柔軟に収納可能なステーショナリーオーガナイザー。
 · エルゴストラップ 
通気性に優れた乗車姿勢に沿うストラップは、ドライで肩への負担を 
軽減する設計。
 · 15 L 素材 
撥水性のナイロンファブリック。

容量 重量 カラー

15 L + 3 L 865 g
NEWカラー

ブラック ネイビー

ブラック
 · BG-DPCJ-SW15UL01

ネイビー
 · BG-DPCJ-SW15UN01

NEWカラー

ブラック
 · BG-DPCH-SW23UL01

ミリタリーグレー
 · BG-DPCH-SW23UG11

NEWカラー

＊レインカバー付き



パフォーマンスバッグ仕様
製品名 U-2  NEW U-6  NEW U-10  NEW U-14  NEW

説明 トレイル デイパック

容量 2 L 6 L 10 L 14 L

重量 (グラム) 415 725 820 850

水分補給用リザーバー対応 • • • •

バックパネル 
エルゴノミクス通気口＋エアメッシュバックパネル • • • •
エルゴノミクスの通気口を入れたバックパネル — — — —

ハーネス

クロスハーネス (アイコン) • • • •
エルゴノミックカーブ — — — —

スターナムストラップ構造 — — — —

ウエストハーネス • • • •

ファブリック
撥水加工されたファブリック • • • •
撥水生地 • • • •

リフレクター 反射パーツ • • • •

保管

収納ポケットの合計数 1 2 2 2

サイドポケット — • • •
フロントポケット • • • •
フリースポケット • • • •
ボトルポケット — — — —

外側ポケット — — — —

ノートパソコン用スペース (アイコン) — — — —

手が届きやすい側面構造 • • • •
拡張可能 — — — —

ウエストハーネスポケット — — — —

ショルダーハーネスポケット • • • •
ツールオーガナイザー • • • •
ステーショナリーオーガナイザー — — — —

アーマーホルダー • • • •
アイウェアホルダー (アイコン) • • • •
ゴーグルホルダー — — — —

ヘルメットホルダー (アイコン) • • • •
フルフェイスヘルメットホルダー — — — —

キークリップ • • • •
ライト用ループ • • • •
バイクロックホルダー — — — —

ショルダーハーネス Dリング — — — —

撥水ファスナー • • • •
グローブ着用時も使いやすいジッパープル • • • •
ファスナーガレージ — — — —

リジッドハンドル — — — —

レインカバー (アイコン) — • • •
コンプレッションストラップ — — — —



エクスプローラーバッグ仕様
製品名 R-8  R-12 R-16 T-15  T-23

説明 オールラウンド デイパック アーバン デイパック

容量 8 L 12 L 16 L 15 L 23 L

重量 (グラム) 455 490 560 865 1485

水分補給用リザーバー対応 • • • — —

バックパネル
エルゴノミクス通気口＋エアメッシュバックパネル • • • — —

エルゴノミクスの通気口を入れたバックパネル — — — • •

ハーネス

クロスハーネス (アイコン) — — — — —

エルゴノミックカーブ • • • • •
スターナムストラップ構造 • • • • •
ウエストハーネス • • • — •

ファブリック
撥水加工されたファブリック • • • • •
撥水生地 • • • • •

リフレクター 反射パーツ • • • • •

保管

収納ポケットの合計数 1 1 1 1 2

サイドポケット — • • • •
フロントポケット • • • • •
フリースポケット • • • — —

ボトルポケット — — — • •
外側ポケット — — — • •
ノートパソコン用スペース (アイコン) — — — • •
手が届きやすい側面構造 — — — — •
拡張可能 — — — • •
ウエストハーネスポケット • • • — —

ショルダーハーネスポケット — — — — —

ツールオーガナイザー • • • — —

ステーショナリーオーガナイザー — — — • •
アーマーホルダー — — — — —

アイウェアホルダー (アイコン) • • • — —

ゴーグルホルダー — — — — —

ヘルメットホルダー (アイコン) • • • • •
フルフェイスヘルメットホルダー — — — — —

キークリップ • • • — •
ライト用ループ • • • • •
バイクロックホルダー — — — • •
ショルダーハーネス Dリング — — — • •
撥水ファスナー • • • — •
グローブ着用時も使いやすいジッパープル • • • • •
ファスナーガレージ • • • — •
リジッドハンドル — — — • •
レインカバー (アイコン) — — • — •
コンプレッションストラップ — — — — —



RIDER FIT X-HARNESS

バッグアイコン

特徴

ヘルメットホルダー
ヘルメットを収納することが可能。

ハイドレーション
ハイドレーションシステムを収納することが
可能。

レインカバー
視認性の高いハイビジブルレインカバーが 
雨の侵入を防ぐ。

ライトアタッチメントループ
リヤマウントライトアタッチメントループは
リフレクターを配置。

ノートPC用コンパートメント
ノートPCやタブレットを安全に 
収納できるスペースを配置。

アイウェアホルダー
ショルダーストラップ上のループが、 
アイウェアを手早く収納可能。

撥水コーティング 
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。

ハーネスフック
ライディングシーンに合わせて素早く簡単に
取付け調整が可能。



S-PHYRE アイウェア

プロチームとの共同開発
プロチームからのフィードバックに基づいて、アイウェアを改良しています。
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
簡単に取り外すことができます。

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 
調節できます。

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
です。オプティマル PL MLC  
(明)/クラウドミラー (暗)/PH D 
グレー (中間)

プロが証明したアイウェア



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。

レンズテクノロジー
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）

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れる
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

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

スモークオレンジミラー

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%

カラーチャート

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

調光レンズ

オプティマルPL MLCレンズ
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。



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。
··ハイドロフォ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

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

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

S-PHYRE R-PH S-PHYRE R-OP

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

￥19,800·希望小売価格（税別）

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。
··ハイドロフォ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 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。

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

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

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

参考重量
28.6 g

S-PHYRE X-OP

NEW

NEW

￥19,800·希望小売価格（税別）

￥21,000·希望小売価格（税別）



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

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：クリアー

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

AEROLITE S-PH AEROLITE S-MR

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

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

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

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

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

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-PH

SPARK-ML SPARK-MR

NEW

￥16,000·希望小売価格（税別）· ￥10,000·希望小売価格（税別）

￥15,000·希望小売価格（税別）·

￥9,000·希望小売価格（税別）· ￥9,000·希望小売価格（税別）·



アイウェア仕様
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

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

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



フットウェア ラインアップ

ロード

RC9
￥42,000 希望小売価格（税別）

サイズ
36-48 
ハーフサイズ 39-43 
ワイドタイプあり ブルー

SH-RC901

ホワイト
SH-RC701

ブラック
SH-RC500

ブラック
SH-RP400

ホワイト
SH-RP301

ホワイト
SH-RC901

ブラック
SH-RC701

ホワイト
SH-RC500

ブラック/オレンジレッド
SH-RP400

NEW

NEW

ブラック
SH-RC901

RC9T
￥42,000 希望小売価格（税別）

サイズ
36-48 
ハーフサイズ 39-43 
ワイドタイプあり

RC7
￥25,000 希望小売価格（税別）

サイズ
38-48 
ハーフサイズ 39-43 
ワイドタイプあり

RC5
￥18,500 希望小売価格（税別）

サイズ
36-48 
40-44/ブルー

RP4
￥15,000 希望小売価格（税別）

サイズ
36-48 
40-44/ネオンイエロー 
ワイドタイプあり

RP3
￥13,000 希望小売価格（税別）

サイズ
36-48 
ワイドタイプあり

RP1
￥10,000 希望小売価格（税別）

サイズ
36-46

ブルー
SH-RC901T

レッド
SH-RC701

ブルー
SH-RC500

ホワイト
SH-RP400

ブラック
SH-RP301

ブラック
SH-RP100

ネオンイエロー
SH-RP400

トライアスロン

TR9
￥27,500 希望小売価格（税別）

サイズ
36-48 
ハーフサイズ 39-43 ブルー

SH-TR901NEW

TR5
￥18,000 希望小売価格（税別）

サイズ
36-46

ホワイト
SH-TR500

限定モデル

限定モデル



クロスカントリー

XC9
￥42,000 希望小売価格（税別）

サイズ
36-48 
ハーフサイズ 39-43

XC7
￥25,000 希望小売価格（税別）

サイズ
38-48 
40-44/レッド 
ワイドタイプのみ

XC5
￥19,500 希望小売価格（税別）

サイズ
38-48 
40-44/ブルー

ブラック
SH-XC901

ブラック
SH-XC701

ブラック
SH-XC501

レッド
SH-XC701

ブルー
SH-XC501NEW

グラベル/アドベンチャー

RX8
￥27,500 希望小売価格（税別）

サイズ
40-44

NEW シルバー
SH-RX800

ブラック
SH-RX800

エンデューロ/トレイル

ME4
￥16,000 希望小売価格（税別）

サイズ
40-44

ME3
￥15,000 希望小売価格（税別）

サイズ
36-48

ブラック/ブルー
SH-ME400

ブラック
SH-ME301

ブラック
SH-ME400

限定モデル

限定モデル

限定モデル 限定モデル

限定モデル 限定モデル

オールマウンテン

AM7
￥18,000 希望小売価格（税別）

サイズ
40-44

AM5
￥14,000 希望小売価格（税別）

サイズ
40-44

ブルー
SH-AM702

オリーブ
SH-AM501

ブラック
SH-AM702

NEWカラー レッド
SH-AM501

NEW

ブラック
SH-AM501

限定モデル 限定モデル

限定モデル 限定モデル 限定モデル

グラビティ

GR9
￥18,500 希望小売価格（税別）

サイズ
40-44

GR5
￥14,000 希望小売価格（税別）

サイズ
40-44

ブラック
SH-GR901

ネイビー
SH-GR500

ネイビー
SH-GR901

レッド
SH-GR500

NEW

NEWカラー グレー
SH-GR500

限定モデル 限定モデル

限定モデル限定モデル限定モデル



マウンテンツーリング

MT7
￥16,000 希望小売価格（税別）

サイズ
40-44

MT5
￥14,000 希望小売価格（税別）

サイズ
36-48

MT3
￥12,000 希望小売価格（税別）

サイズ
40-44

SD5
￥15,000 希望小売価格（税別）

サイズ
38/40/42/44/46

ブラック
SH-MT701

グレー
SH-MT501

ブラック
SH-MT301

グレー
SH-SD500

NEW

ブラック
SH-MT501

グレー
SH-MT301

クロスマウンテン

XM9
￥32,000 希望小売価格（税別）

サイズ
36-46

グレー
SH-XM900

限定モデル

限定モデル 限定モデル

ウイメンズフットウェア ラインアップ

ネイビー
SH-RC500 ウイメンズ

RC5 ウイメンズ
￥18,500 希望小売価格（税別）

サイズ
36-40

ホワイト
SH-RC500 ウイメンズ

RP4 ウイメンズ
￥15,000 希望小売価格（税別）

サイズ
36-40

RP2 ウイメンズ
￥13,000 希望小売価格（税別）

サイズ
36-40

ホワイト
SH-RP400 ウイメンズ

グレー
SH-RP201 ウイメンズ

NEW

限定モデル 限定モデル

CT5 ウイメンズ
￥12,000 希望小売価格（税別）

サイズ
36-40

ブラック
SH-CT500 ウイメンズ

ロードツーリング

RT5
￥17,000 希望小売価格（税別）

サイズ
36-46

ブラック
SH-RT500

シティツーリング

CT5
￥12,000 希望小売価格（税別）

サイズ
36-48

NEWカラー グレー
SH-CT500

ネイビー
SH-CT500

ブラック
SH-CT500

NEWカラー ブルー
SH-CT500



ペダル ラインアップ

PD-R9100
ノーマルタイプ ￥24,520 希望小売価格（税別）
ロングタイプ（＋4mm） ￥24,771 希望小売価格（税別）
228 g

PD-R8000
￥15,312 希望小売価格（税別）
￥15,559 希望小売価格（税別）
248 g

PD-R7000
￥11,769 希望小売価格（税別）
265 g

PD-R550
￥7,785 希望小売価格（税別）
310 g

PD-M9100
￥15,255 希望小売価格（税別）
PD-M9100-S（マイナス3mm軸仕様）
￥15,255 希望小売価格（税別）
314 g/310 g

PD-M540
￥7,361 希望小売価格（税別）
352 g

PD-RS500
￥5,011 希望小売価格（税別）
320 g

PD-M8120
￥10,645 希望小売価格（税別）
438 g

PD-M9120
￥16,551 希望小売価格（税別）
398 g

PD-M530
￥4,775 希望小売価格（税別）
455 g

PD-M8100
￥10,064 希望小売価格（税別）
342 g

NEW

NEW

NEW

PD-R9100

PD-R8000

PD-R7000

ブラック
PD-R550

PD-RS500

PD-M9100

PD-M9120

PD-M8100

PD-M8120

シルバー
PD-M540

ホワイト
PD-M530

グレー
PD-R550

ブラック
PD-M540

ブラック
PD-M530



PD-M520
ブラック/シルバー  ￥4,241 希望小売価格（税別）
ホワイト  ￥4,408 希望小売価格（税別）
380 g

PD-M820
￥12,530 希望小売価格（税別）
546 g (ピンなし)

PD-M647
￥10,561 希望小売価格（税別）
568 g

PD-M424
￥5,095 希望小売価格（税別）
472 g

PD-M828
￥14,932 希望小売価格（税別）
493 g

PD-T8000
￥9,997 希望小売価格（税別）
392 g

PD-MX70
￥12,373 希望小売価格（税別）
414 g

PD-ES600
￥9,178 希望小売価格（税別）
279 g

PD-EH500
￥8,289 希望小売価格（税別）
383 g

PD-M8140
￥10,237 希望小売価格（税別）
461 g (SM)
505 g (ML)

PD-ED500
￥4,218 希望小売価格（税別）
442 g

PD-GR500
￥7,190 希望小売価格（税別）
535 g

シルバー
PD-M520

PD-M820

PD-M647

PD-M424

PD-MX70

PD-M828

PD-M8140-SM

ブラック
PD-GR500

PD-ES600

PD-EH500

PD-T8000

PD-ED500

ホワイト
PD-M520

シルバー
PD-GR500

PD-M8140-ML

ブラック
PD-M520

NEW



PD-M324
￥6,638 希望小売価格（税別）
533 g

PD-T421
￥6,656 希望小売価格（税別）
423 g

PD-T400
￥5,099 希望小売価格（税別）
507 g

PD-MT50
￥7,972 希望小売価格（税別）
498 g

PD-M324

PD-T421

ブラック
PD-T400

PD-MT50

ホワイト
PD-T400



ウェアラインナップ

S-PHYRE

S-PHYRE   
ショートスリーブジャージ
￥22,000 希望小売価格（税別）

サイズ
S - XL

ブラック
CW-JSRS-SS11ML01

S-PHYRE   
ビブショーツ
￥26,000 希望小売価格（税別）

サイズ
S - XL

ネオングリーン
CW-PARS-SS11ME08

ブラック
CW-PARS-SS11ML01

S-PHYRE   
グローブ
￥8,000 希望小売価格（税別）

サイズ
S - XL

ブラック
CW-GLBS-SS11ML01

S-PHYRE   
トールソックス
￥2,500 希望小売価格（税別）

サイズ
S - L

グリーン
CW-SCBS-SS31UE01

ブラック
CW-SCBS-SS31UL01

ブルー
CW-SCBS-SS31UB01

ホワイト
CW-SCBS-SS31UW01

EVOLVE ジャージ
￥18,000 希望小売価格（税別）

サイズ
S - L

チャコール
CW-JSPS-TS11MG08

NEW

パフォーマンスウェア

ネイビー
CW-JSPS-TS11MN01

グリーン
CW-JSPS-TS11ME01

メッシュ ベースレイヤー
￥6,500 希望小売価格（税別）

サイズ
S - XL

ブラック
CW-BLBS-TS33ML01

ホワイト
CW-BLBS-TS33MW01

NEW

ESCAPE ジャージ
￥9,500 希望小売価格（税別）

サイズ
S - XL

ブラック
CW-JSPS-SS51ML01

NEWカラー ネイビー/ブルー
CW-JSPS-SS51MN10

ホワイト
CW-JSPS-SS51MW01

ネオングリーン
CW-JSRS-SS11ME08



ブレイカウェイ ジャージ
￥11,000 希望小売価格（税別）

サイズ
S - XL

グリーン
CW-JSPS-TS41ME01

ブラック
CW-JSPS-TS41ML01NEW ホワイト

CW-JSPS-TS41MW01
ブルー
CW-JSPS-TS41MB01

ブレイカウェイ ビブショーツ
￥12,000 希望小売価格（税別）

サイズ
S - XL

グリーン
CW-PAPS-TS31ME01NEW

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（税別）

サイズ
S - XL

ブラック
CW-PAPS-TS61ML01NEW

チームジャージ
￥9,000 希望小売価格（税別）

サイズ
S - XL

レッド
CW-JSPS-TS21MR01

ネイビー
CW-JSPS-TS21MN01

ブルー
CW-JSPS-TS21MB01NEW ブラック

CW-JSPS-TS21ML01
ブラック/グリーン
CW-JSPS-TS21ML12

チームショーツ
￥9,000 希望小売価格（税別）

サイズ
S - XL

ネイビー
CW-PAPS-TS22MN01NEW レッド

CW-PAPS-TS22MR01
ブルー
CW-PAPS-TS22MB01

ブラック
CW-PAPS-TS22ML01

ブラック/グリーン
CW-PAPS-TS22ML12

ビブショーツ SHIMANO
￥7,500 希望小売価格（税別）

サイズ
S - XL

ブラック
CW-PAGS-RS11ML

ショーツ SHIMANO
￥6,500 希望小売価格（税別）

サイズ
S - XL

ブラック
CW-PAGS-RS12ML

ホワイト
CW-PAPS-TS31MW01

ブルー
CW-PAPS-TS31MB01



コンパクト ウインドブレーカー
￥9,000 希望小売価格（税別）

サイズ
S - XL

ブラック
CW-WBPS-SS11ML01

レッド
CW-WBPS-SS11MR01

ネオンイエロー
CW-WBPS-SS11MY07

コンパクト ウインドベスト
￥7,000 希望小売価格（税別）

サイズ
S - XL

ネオンイエロー
CW-WBPS-SS12MY07

ブラック
CW-WBPS-SS12ML01

ジュニア チームジャージ
￥7,000 希望小売価格（税別）

サイズ
Jr.M - Jr.L

ブルー
CW-JSPS-TS21JB01

ブラック/グリーン
CW-JSPS-TS21JL12NEW

ジュニア チームショーツ
￥7,500 希望小売価格（税別）

サイズ
Jr.M - Jr.L

ブラック
CW-PAPS-SS22JL01

エクスプローラーシリーズウェア

ライナーショーツ
￥4,500 希望小売価格（税別）

サイズ
S - XL

ブラック
CW-BLBS-RS14ML

限定モデル 限定モデル

限定モデル

NEW

NEW



ウイメンズウェアラインナップ

ウイメンズ パフォーマンスウェア

スミレ ジャージ
￥11,000 希望小売価格（税別）

サイズ
WM - WL

ブルー/オレンジ
CW-JSPS-TS21WB12

ネイビー
CW-JSPS-TS21WN01

NEW ピンク
CW-JSPS-TS21WK01

ブラック
CW-JSPS-TS21WL01

スミレ ショーツ
￥11,000 希望小売価格（税別）

サイズ
WM - WL

ブルー/オレンジ
CW-PAPS-TS22WB12

ネイビー
CW-PAPS-TS22WN01

NEW ピンク
CW-PAPS-TS22WK01

スミレ ビブショーツ ブラック
￥12,000 希望小売価格（税別）

サイズ
WM - WL

ブラック
CW-PAPS-SS31WL01

スミレ ショーツ ブラック
￥10,000 希望小売価格（税別）

サイズ
WS - WL

ブラック
CW-PAPS-SS32WL01

限定モデル 限定モデル 限定モデル 限定モデル

限定モデル 限定モデル 限定モデル

限定モデル

限定モデル



SHIMANO ロンググローブ
￥3,800 希望小売価格（税別）

サイズ
S - XL

ブルー
CW-GLBS-TS12MB01

ブラック
CW-GLBS-TS12ML01

NEW

アクセサリー

ホワイト
CW-GLBS-TS12MW01

SHIMANO グローブ
￥3,300 希望小売価格（税別）

サイズ
S - XL

ブルー
CW-GLBS-TS31MB01

レッド
CW-GLBS-TS31MR01

NEW ホワイト
CW-GLBS-TS31MW01

ブラック
CW-GLBS-TS31ML01

EVOLVE グローブ
￥5,000 希望小売価格（税別）

サイズ
S - XL

ブラック
CW-GLBS-TS61ML01

ホワイト
CW-GLBS-TS61MW01

NEW ネイビー
CW-GLBS-TS61MN01

ESCAPE グローブ
￥4,000 希望小売価格（税別）

サイズ
S - XL

ブルー
CW-GLBS-TS21MB01

レッド
CW-GLBS-TS21MR01

ブラック
CW-GLBS-TS21ML01

NEW

CLASSIC グローブ
￥3,600 希望小売価格（税別）

サイズ
S - XL

NEW レッド
CW-GLBS-TS11MR01

ブルー
CW-GLBS-TS11MB01

イエロー
CW-GLBS-TS11MY01

ブラック
CW-GLBS-TS11ML01

エアウェイ グローブ
￥3,000 希望小売価格（税別）

サイズ
S - XL

ブラック
CW-GLBS-SS61ML01

ブルー
CW-GLBS-SS61MB01

レッド
CW-GLBS-SS61MR01

イエロー
CW-GLBS-SS61MY01

ADVANCED グローブ
￥4,000 希望小売価格（税別）

サイズ
S - XL

ブラック
CW-GLBS-SS21ML01

ホワイト
CW-GLBS-SS21MW01

レッド
CW-GLBS-SS21MR01



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

サイズ
WS - WL

ブラック
CW-GLBS-TS12WL01

NEW

ウイメンズ SHIMANO 
グローブ
￥3,300 希望小売価格（税別）

サイズ
WS - WL

ブラック
CW-GLBS-TS31WL01

NEW

スミレ グローブ
￥3,600 希望小売価格（税別）

サイズ
WS - WL

ブルー/オレンジ
CW-GLBS-TS51WB12

ネイビー
CW-GLBS-TS51WN01

ピンク
CW-GLBS-TS51WK01

ブラック
CW-GLBS-TS51WL01

NEW

ジュニア バリューグローブ
￥2,500 希望小売価格（税別）

サイズ
Jr.M - Jr.L

レッド
CW-GLBS-SS51JR01

ブルー
CW-GLBS-SS51JB01

トランジット グローブ
￥3,500 希望小売価格（税別）

サイズ
S - XL

ネイビー
CW-GLBS-SS41MN01

NEWカラー カーキ
CW-GLBS-SS41ME15

ブラック
CW-GLBS-SS41ML01

限定モデル 限定モデル 限定モデル 限定モデル

限定モデル

限定モデル

限定モデル 限定モデル



サンブロック アームカバー
￥3,600 希望小売価格（税別）

サイズ
S - XL

ブラック
CW-WABS-SS12ML01

ホワイト
CW-WABS-SS12MW01

サンブロック レッグカバー
￥4,800 希望小売価格（税別）

サイズ
S - XL

ブラック
CW-WABS-SS11ML01

バンダナ
￥2,500 希望小売価格（税別）

サイズ
ONE SIZE

ブラック
CW-OABS-TS22UL01

ブルー
CW-OABS-TS22UB01NEW

ルーメン トールソックス
￥2,000 希望小売価格（税別）

サイズ
S / M - M / L

NEW ネイビー
CW-SCBS-TS14UN01

ブラック
CW-SCBS-TS14UL01



バッグラインナップ

U-2
￥8,000 希望小売価格（税別）

注文コード
BG-DPMA-TW02U

ブラック
EBGDPMATW02UL0159

トレイル デイパック

グレー
EBGDPMATW02UG0159NEW

U-6
￥12,000 希望小売価格（税別）

注文コード
BG-DPMA-TW06U

ブラック
EBGDPMATW06UL0159

グレー
EBGDPMATW06UG0159NEW

U-10
￥13,000 希望小売価格（税別）

注文コード
BG-DPMA-TW10U

ブラック
EBGDPMATW10UL0159

グレー
EBGDPMATW10UG0159NEW

U-14
￥14,000 希望小売価格（税別）

注文コード
BG-DPMA-TW14U

ブラック
EBGDPMATW14UL0159

グレー
EBGDPMATW14UG0159NEW

U-シリーズ



R-8
￥8,000 希望小売価格（税別）

注文コード
BG-DPMB-RW08U

NEWカラー ブラック/グレー
EBGDPMBRW08UL1301

オールラウンド デイパック

NEWカラー チャコール
EBGDPMBRW08UG0801

NEWカラー グレーシャーグレー
EBGDPMBRW08UG1001

R-12
￥9,000 希望小売価格（税別）

注文コード
BG-DPMB-RW12U

NEWカラー ブラック/グレー
EBGDPMBRW12UL1301

NEWカラー チャコール
EBGDPMBRW12UG0801

NEWカラー グレーシャーグレー
EBGDPMBRW12UG1001

R-16
￥10,000 希望小売価格（税別）

注文コード
BG-DPMB-RW16U

NEWカラー ブラック/グレー
EBGDPMBRW16UL1301

T-15
￥11,000 希望小売価格（税別）

注文コード
BG-DPCJ-SW15U

ブラック
EBGDPCJSW15UL0101

アーバン デイパック

NEWカラー ネイビー
EBGDPCJSW15UN0101

T-23
￥18,000 希望小売価格（税別）

注文コード
BG-DPCH-SW23U

ブラック
EBGDPCHSW23UL0101

NEWカラー ミリタリーグレー
EBGDPCHSW23UG1101

R-シリーズ

T-シリーズ

ブラック
EBGDPMBRW16UL0






