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ラストシェイプ
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。
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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*/XC901*

ダイナラスト ワイド +5% +6% +6% E

*ワイドもご用意しています

ダイナラスト

フットウェア―ラストテクノロジー

フィット感の理由 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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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。

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

XC9

RC9 NEW RC9T

XC9

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。
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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。



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

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

249 g
(サイズ42)

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

クロスカントリー

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

11

330 g
(サイズ42)

ブラック
SH-XC901

最適なペダル
PD-M9100

S-PHYRE フットウェア



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。



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。

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。

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。

レースデザイン



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
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衝撃吸収 ダイレクトな感触
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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

ペ
ダ
リ
ン
グ
効
率

-
+

S-PHYRE

ウイメンズ　パフォーマンス5パッド

パフォーマンス3パッド

パッドチャート

パフォーマンス8パッド



S-PHYRE
フラッシュビブショーツ
￥30,000 希望小売価格（税別）
機能性に優れたプロフェッショナルグレードのビブ。 

レースフィットのアナトミックかつエアロダイナミクス構造がアクティブな
ライディング姿勢へと導く。
快適なライディングのために、シームレスな設計を採用。
· 太ももに織り込まれたコンプレッション素材が血行を良くし、長距離走行時の疲労を軽減。
  レッグウォーマーを着用している間も、コンプレッション素材はショートパンツを適切に
  サポート。
· 伸縮性のあるフラットなビブストラップ構造は、高い通気性を保ち、モイスチャー
  マネジメントに優れる。
· 衝撃吸収性と通気性に優れた4層式S-PHYREパッドを採用。

素材
 ·メインボディ ： ポリアミド 71%、エラスタン 29%
 · パーツ : ポリアミド66%、エラスタン34%、
             ポリエステル86%、エラスタン14%
サイズ
 · S - L

S-PHYRE アパレル

  

ブルー
CW-JSRS-TS11MB01

ブラック
CW-PARS-TS11ML01

ネオングリーン
CW-JSRS-TS11ME08

BACK

BACK

BACK

S-PHYREパッド

NEW

S-PHYRE
フラッシュショートスリーブジャージ
￥28,000 希望小売価格（税別）
スタイリッシュかつ機能性にも優れたプロフェッショナルグレードのジャージ。 

様々な素材の緻密な組み合わせによるアナトミックかつ優れたエアロダイナミクスを実現。
レースフィットが効率的なライディング姿勢をサポート。
· 新しいパターンとショルダーカットは、滑らかでシワのないフィット感を実現。
· エアロダイナミクス効果と優れた通気性によって、快適なライディングを追求。
· 腕の下は異なる素材を組み合わせて作られており、アナトミックなフィット感を演出。
· 特殊な構造により、ジャージの着用時にポケット内のアイテムを安全に保持。
· シリコンドットが付いたフラットなゴムバンドは、体の安定性を高め、
  アクティブな姿勢をサポート。
· フラットリバースファスナーによって、上質な外観とエアロダイナミクスを実現。

素材
 ·メインボディ ： ポリエステル75%、エラスタン25%
 · パーツ : ポリエステル95% 、エラスタン5%、
             ポリエステル86%、エラスタン14%
サイズ
 · S - L

NEW

レースフィット

  





S-PHYRE アパレル

レースフィット

    

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

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

  

     

      

      

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



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

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 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

グローブ

S-PHYRE トールソックス

(cm)

(cm)
手の周り

メンズ アパレル

(cm)

レースフィット

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。

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

甲部クッション
ぺダリング時にかかるストレスを最小限にする。

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

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

フィットタイプ

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。 

S-PHYRE アパレル



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
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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
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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。
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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
￥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）
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