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S-PHYRE
ライダーの情熱と
無限の可能性を
いま解き放つ
S-PHYREが目指すもの。それはグラム単位でのパフォーマンス
向上、空気抵抗軽減、それぞれの関係性を密にし、力を効率的に
伝え、最高のパフォーマンスが発揮出来る様、パワー伝達を最大
化させることです。
S-PHYREは、サイクリストを行動に駆り立て、結果に導く、高品質
のものを創り上げるシマノの情熱の結晶です。

S-PHYRE.
細部への
こだわりが、
あらゆる
条件下を
克服する。

天候をものともせず
ライディング、
レースに集中
S-PHYREは、風や雨が侵入しにくいように工夫
されています。
この細やかなディテールが、みぞれや
雨の中などのきびしい条件でのライディングに
おいても、快適性と保温性を生み出します。

S-PHYREウインターベースレイヤーとウインド
レジスタントジャージは、
システム工学を駆使して、
一体となって作用するように作られています。ベース
レイヤーの熱を放出する背面メッシュと、
ジャケットに
マイクロベントファブリック技術を組み合わせる
ことで、激しいライディングにおけるウェア内の
過剰な熱を効率的に放出します。

3Dグローブパターンは、
シフティングレバーを
しっかりと握ることができ、長袖のジャージ、
ジャケットの袖口と一体化するかのよう
デザインされています。

S-PHYRE トゥシューズカバーには、S-PHYRE RC9およびXC9
シューズのBoa®調整ダイヤルと一致するよう設計された
ウインドウが配置されています。
もう悪天候の中、
バイクを停めて微調整する必要はありません。

柔軟性の高いプレミアムジッパー、
シーム、
ステッ
チがボディに追従しぴったりとフィット。走るたび
に、その存在すら忘れるほどウェアとの一体感が生
まれます。

真冬のライディングは走り始めから走り終える
まで気温・天候など状況が刻々と変化し続けます。
凍てつくような早朝は、寒さから身を守る必要が
ありますし、日中は晴天に恵まれることもあれば、
小雨に打たれることもあるでしょう。変化するのは
天候だけではなく走り方やコースの変化によって
運動強度も変化し続けます。
その様な変化に対応し、ライディング時に快適な
衣服内温度を維持するためのテクノロジーを
随所に搭載しています。
S-PHYREは、
どのような条件下も克服するために
創られています。
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距離 32.2 KM

速度 37 KM/H

距離 27.4 KM

速度 29 KM/H

距離 24.1 KM

速度 67.6 KM/H

距離 30 KM

速度 34 KM/H

距離 42 KM

速度 50 KM/H

グレード +1.0%

風速冷却 -6°C

グレード +5.0%

風速冷却 -8°C

グレード -5.0%

風速冷却 -3°C

グレード +1.8%

風速冷却 2°C

グレード -2.4%

風速冷却 1°C

海抜 134 M

天気 霧

海抜 501.7 M

天気 霧雨

海抜 794 M

天気 くもり

海抜 410 M

天気 一時くもり

海抜 152 M

天気 晴れ

気温 1.1°C

道路状況 湿気

気温 -0.6°C

道路状況 水しぶき

気温 5°C

道路状況 水しぶき

気温 6.7°C

道路状況 変わりやすい

気温 7.2°C

道路状況 乾燥

1ミリごとに
科学を
織り込む
S-PHYREのファブリックは、卓越したテクニカル
を駆使した最新素材です。複数のディテールを
持つよう細工したニット生地をはじめ、
ボンディング加工のシームレスや
マイクロベンツ、悪天候をブロックする
サンドウィッチ構造など、多種多様な工夫が
施されています。先進素材を戦略的且つ新たな
組み合わせで用いることで、さらに速く、
快適に走るための、ウェアやフットウェアを
創り出しています。

外面

内面

メタリックサーマルテックTI

ドライインサイドファブリック

3層ネオプレン

マイクロベンツ

寒風からのバリアとなるファブリックレイ
ヤー（断熱層）を2層のウルトラハイテク
素材で挟み込んでいます。内側の層は
ライダーの背中の熱を反射し、外側の
層は寒気が断熱層に到達するのを防ぎ
ます。
またグローブ内側に柔らかな起毛
フリースを採用して暖かさを保ちます。

肌が触れるニット生地の表面には、凹凸
パターンを採用。吸収性の低い繊維で
作られた凸面が肌をドライに保ち、吸収
力の高い繊維を採用した凹面は汗を
素早く吸収・排出します。

耐候・防水性を備えた生地を戦略的に
配置することで、
ドライゾーンを確保。
内側の起毛フリースのドライインサイド
ファブリックが、暖かな空気層を生み
出し、柔らかく快適に暖かさをキープ
します。

マイクロベンツは、
「隠れたパフォー
マンス」のイノベーションです。
レー
ザーカットによる小穴のグリッドで、
空気抵抗を減少し軽量化を追求、
さらに通気性も高めます。

S-PHYREレッグウォーマー

S-PHYREビブショーツは、締め付け感、通気性、
そしてモイスチャーマネジメントのために高い
精度で作られたファブリックにより、優れた
エアロダイナミクス特性をもつように設計
されています。

S-PHYREビブショーツ

S-PHYREフットウェアのBoa®ダイヤルと
ぴったり適合する調節ポートを設置。
多用途に活躍するトゥカバーは、
寒冷時は保温性に優れ、取り外しで
変わりやすい天候時に役立ちます。

S-PHYREは、オフシーズンなど存在しない、
どのような天候条件下でもライディングを
楽しむサイクリストのために創られました。

S-PHYERトゥーシューズカバー

調節可能

3Dアナトミックシェイプと、
ストレッチ力の
強い
サーマルファブリック搭載することで、
格別なフィット感をもたらします。
また簡単に取り外しが可能なためあら
ゆる
シーンで活躍します。

S-PHYREアームウォーマー
S-PHYREアームウォーマーは、幅が広くフラットな
グリッパー構造により、S-PHYREショートスリーブジャージ
とシームレスに一体化します。簡単に取り外し
が可能なうえ、エアロダイナミクスのメリットも
備えています。

取り外しが可能

次世代のS-PHYRE ショートスリーブジャージは、
重量を減らし、温度調節機能を改良し、
エアロダイナミクスの効率性を
追求しています。

S-PHYREショートスリーブジャージ

システム設計

EXTEND YOUR SEASON
S-PHYREは、全プロダクトにおけるシームレスな統合、絶え間ない
進化、入念なデザインを提供し続ける、優れたパフォーマンスの
ための優れたギアです。

S-PHYRE ウインドジャケット

コンフォート

パワー
S-PHYREシューズにリンクし機能するよう
にデザインされたシューズカバー。
柔軟なプルオーバー仕様で、冷気から
足をガード。
軽く着脱しやすく、寒い日のライディング
でも快適さをキープします。

S-PHYREのサイクリストは寒さをものともしません。
効率的なパワー伝達に加え、寒冷時も快適に過ごせるよう
システム設計されているが故です。

S-PHYREインサレーテッド
シューズカバー

精密に設計され配置された撥水防風
素材が、下腿を水しぶきから、上腿
を強風から守ります。

S-PHYREウインド
ビブロングタイツ

エアロダイナミクス、快適なカッティングと優れた防風性能。
S-PHYRE ウインドジャケットは、サイクリストが
理想とするパフォーマンスを実現するとともに、
冷たい風から体を守ります。

柔軟なデザインと適材適所に設計し配置したグリップが
バイクとのシームレスなインターフェースを
提供します。
また、裏地に起毛が配置された
メタリックサーマルテックTiは暖かさをキープします。

S-PHYREサーマルグローブ

プロテクション

FAST... AND WARM
新しく改善されたS-PHYREウインドビブロングタイツとS-PHYRE
ウインドジャケットにより衣服内温度を一定に保ち、新しいS-PHYRE
サーマルグローブやS-PHYREインサレーテッドシューズカバーが
コントロールをサポートします。

風を味方につける

どれほど強い風が吹いても、
あなたは風に立ち向かい、
その風を制して前に進む準備を整えることができる。

体温調節機能、解剖学的デザイン、
どこにでも収納できるコンパクトさ、
S-PHYREウインドジャケットがあれば、風はもう敵ではない。

S-PHYRE NEW
ウインドジャケット

￥30,000

希望小売価格
（税別）

S-PHYREウインドジャケットは、パフォーマンスに一切妥協することなく、
ライダーにさまざまな機能を提供します。
防シワ素材や精密に設計されたベンチレーションシステム、
柔軟なジッパーデザインなど、低温、強風といったハードな状況下においても
快適なライディングを提供します。

防シワ素材

便利な収納

快適性を損なうことなく、
スピードを極限まで追
求。柔軟性の高い素材でどんな態勢でもシワが
寄りにくく、全体のエアロダイナミクスを高める
とともに、理想的な乗車姿勢を快適に保つこと
ができます。

大収納ですが邪魔になりません。
3つのフラットポケットに加えてポンプ用ポケット
とファスナー付ポケットを一つずつ備えて、貴重
品を安全に保管します。

S-PHYREはすぐれたパフォーマンスをもたらす性能はもちろん、
使いやすい位置に配置された所持品保管用ポケットや
暗い場所での視認性を増す大きな反射素材を備え
実用性も確保しています。
素材
• メインボディ:ポリエステル 53%、ポリアミド 37%、ポリウレタン 10%（通気性のある防風&撥水加工ポリウレタ
ン）
• バックスタイル :ポリアミド 56%、ポリエステル 25%、ポリウレタン 19%（撥水加工）
サイズ
• S.M.L.

最先端のマイクロベンツ
戦略的に配置されたベンツによる通気性の高い素
材が、激しい運動時に熱を放出。快適な体温に維
持することで、理想的なパフォーマンスをサポート
します。

柔軟なファスナー
ライダーの動きを妨げない
柔軟なファスナー。

ブラック
CW-JARW-SS12ML01

S-PHYRE NEW
ウインドビブロングタイツ

￥35,000

希望小売価格
（税別）

3D構造と、37ºC温度調節テクノロジーを融合した、
コールド
ウェザートレーニングビブタイツが誕生しました。戦略的に配
置された独自の防風防水ソフトシェル型外面が付属し、上腿
の保温性と下腿部の防水性を確保します。
アナトミックパターンやスムーズなペダルのための防風素材、
快適性を高めるフラットなど、便利なフロントジッパーなどの
機能が一体となって、極限の状況でもライディングにフォーカ
スできます。
素材
• メインボディ:ポリアミド 85%、
エラスタン 15%（撥水）
• メッシュ部：ポリエステル75%、ポリウレタン25%
• サイド：ポリエステル42%、ポリアミド41%、ポリウレタン17%（通気性・防風機能を
備えたポリウレタン、撥水)

アナトミックデザイン
3Dアナトミックパターンに、防風サーマル
素材を組み合わせ、寒い天候時に高い レ
ベルのプロダクトを提供。快適なペダリン
グを目指します。
S-PHYREパッド
独自のデザインは、ペダリング時の
回転運動に追随し、ロスの少ない
パワー伝達を追求し、
ライディングの
快適性を向上させます。

悪天候にも対応
撥水素材を使用し、
ライディング
時の変わりやすいコンディションに
対応。

ライディング時の利便性を向上
フロントジッパーにより、風の取り込みを
調整できます。

サイズ
• S.M.L.

ブラック
CW-PARW-SS15ML01

S-PHYREパッド

戦略的な素材配置
撥水性ソフトシェルの表面が水撥ねに
よる濡れから下腿を保護し、風からも
守ります。
着心地の良さを追求
悪天候でも高性能を発揮する素材
を戦略的に厳選。
フラットに貼り合わ
せたシームで、
ライディング時の快適
性を向上。

存在を感じさせない作り
さりげなくリフレクターを
採用することで暗がりでも
ライダーの視認性を向上。

システム工学を活用
フラットに仕上げた裾のデザインにより、
S-PHYREインサレーテッドシューズ
カバーとシームレスな一体感をもたらします。

デザイン ━設計━
フォルム ━形━
ファンクション ━機能━
が調和する
パッドの開発では、数々の課題を克服
しなければなりません。
なぜなら誰にでも好みがあり、意見も
異なるからです。
自由な発想を持つエンジニアと情熱に
満ちたライダーで構成されたシマノの
S-PHYREチームは、インサイトや
分析ツール、コンピュータモデルを活用し、
無数の試験を繰り返すことで、
次世代性能を備えたS-PHYREパッドを作り
出しました。

意志を持つかのように追従するパッド
シマノの最高性能を誇るパッドは
ライダーの動きに合わせて自然に
フィット。最新のS-PHYREパッドは
さらにパワフルで効率的、かつ快適な
ライディングを約束します。

ターゲットサポート
ライダーによる試行錯誤から生まれた
新しい衝撃吸収テクノロジーは、
集中する衝撃を緩和し圧力を
均等に分散する素材を適所に配置。

すぐれた耐久性
新S-PHYREパッドは、全体の快適性や
サイクリストの耐久力を増すために、
新しいV字デザインを採用しました。
スムーズでフラットな接触面ときわめて
柔軟性の高い素材を用いて、
サイクリストがパッドに求めるものを提供
しています。
通気性の制御
3 mmの丸い換気口による先進的な
通気システムが、あらゆる環境で
優れた通気性を発揮し、
湿度を適切に管理します。
軽量で柔軟性 の高いTRSフォーム
パッドを使用 しています。

シームレスインターフェイス
一般的に、パッドはサドルに注目して
作られていますが、S-PHYREは、
ライダーのボディに注目した
システム設計を採用しています。
肌のようなスムースな表面、
そして、サドルが当たる部分には
最適な衝撃吸収素材を配置し、
プレッシャーポイントや摩擦を軽減
します。

S-PHYRE
レッグウォーマー

￥7,000

S-PHYRE
アームウォーマー

￥6,000

希望小売価格
（税別）

リンケージ エフェクト - 相乗効果

S-PHYRE レッグウォーマーはシマノのシステムエンジニアリ
ングアプローチを活用し、S-PHYREビブショーツとシームレ
スに適合。体温調節が容易となり、パフォーマンスと快適性を
提供します。

幅広シリコン製レッグバンドは、
S-PHYREビブショーツとシームレスに
リンクするようにシステム設計されて
います。快適性向上を目指し、
風をブロックします。

3Dアナトミックシェイプと伸縮性の高いサーマルファブリック
を使用することで、優れたフィット感をもたらします。軽量か
つ携帯が可能で、幅広いシーンで活躍します。
素材
• メインボディ: ナイロン 80%、ポリウレタン 20%
• テープ: ポリアミド 72%、ポリウレタン 28%

取り外し可能なサーマルプロテクション

サイズ
• S.M.L.

柔らかく、4方向に伸縮するファブリック。
裏面には起毛素材を使用することで、
保温性を向上しています。風から身体を
守り、心地よいペダリングが可能です。

ブラック
CW-WARW-RS11ML

希望小売価格
（税別）

3Dアナトミックシェイプと、最小限に抑えた縫い目、伸縮性
の高いサーマルファブリックにより、快適な フィット感を
追求。寒冷時のライディングに快適性とパフォーマンスを
提供します。

リンケージ エフェクト - 相乗効果
幅広シリコン製アームバンドは、
S-PHYREショートスリーブジャージと
シームレスにリンクするようにシステム
設計されています。快適性向上を
目指し、風をブロックします。

S-PHYREアームウォーマーは、幅が広くフラットなグリッパー
構造により、S-PHYREショートスリーブジャージとシームレス
に一体化します。簡単に取り外しが可能なうえ、エアロダイナ
ミクスのメリットも備えています。
素材
• メインボディ：ナイロン 80%、ポリウレタン 20%
• テープ:ポリアミド 72%、ポリウレタン 28%

コンプレッション＆エアロダイナミクス
縫い目を効率的に抑え、
アナトミック
パターンを採用し、
さらに圧縮ファブリックを
使用することで、
シワを防ぎ、セカンド
スキンのようなフィット感をもたらします。

サイズ
• S.M.L.

コンプレッション＆エアロダイナミクス

取り外し可能なサーマルプロテクション

縫い目を効率的に抑え、
アナトミック
パターンを採用し、
さらに圧縮ファブ
リックを使用することで、
シワを防ぎ、
セカンドスキンのようなフィット感を
もたらします。

柔らかく、4方向に伸縮するファブリック。
裏面には起毛素材を使用することで、
保温性を向上しています。

ブラック
CW-WARW-RS12ML

サイクリストに役立つ利便性
足首の開口部に配置したロング
ジッパーにより、着脱が簡単で、
体にぴったりとフィットするエアロ
ダイナミクス効果をもたらします。

S-PHYREビブショーツと
コーディネートできます

S-PHYRE ショートスリー
ブジャージとコーディネー
トできます

DURA-ACE マインドがもたらす
快適性と優れたコントロール性
あなたとバイクとのインターフェース

DURA-ACEを設計したエンジニアたちによる、

快適性と優れたコントロールを提供する解剖学的な設計。
シマノのグローブはグリップ力が強く、振動を抑えて、
温度や湿度を調整します。

S-PHYRE サーマルグローブ

￥11,500

NEW

希望小売価格
（税別）

S-PHYRE サーマルグローブは、ハイレベルのコントロール性能と
保護機能を両立します。ギアシフトやブレーキレバーを知りつくした
私たちのグローブは、適材適所な柔軟性とプロテクト機能を提供します。
新しいガセットの組み合わせにより指の可動範囲が広がり、
一新されたデザインにより、手のひら部分の全体的なパターン設計が
改善されています。同時に、
メタリックサーマルチタン層が外気の
寒さを防ぎ、内部の温度を反射してグローブ内の暖かさを保ちます。

柔らかなワイピング生地

タッチパネル対応

柔らかく吸収力の高いテリークロスは
ハードな動きでも汗を吸収。

人差し指と親指はタッチパネル対応。指を
冷気にさらすことなく、デバイスを快適に使
用することができます。

サーマルレイヤー
衣服内温度を効率的に利用して内側を
暖かく保つとともに、寒い外気を防いで
快適な暖かさを保ちます。

素材
• 手のひら：ポリアミド 60%、ポリウレタン 40%
• 手の甲:ポリアミド37%、ポリプロピレン29%、
クロロプレンゴム25%、ポリウレタン9%
サイズ
• S.M.L.

シームレスな設計
シマノのサイクリングウェアに見事に
リンクする袖口デザイン。

すぐれたフィット感
グローブの小指球の部分に加えられた
耐摩擦素材により、手とグローブ、
レバー
の動きが一体化し、
コントロール性能を
効果的に高めるとともに、
「第二の皮膚」
のように装着感が高まります。

調整を施したグリップ
ブラック
CW-GLRW-SS12ML01

シフトやブレーキレバーと高精度で
連結するよう入念に設計。

ガセット構造
ガセットデザインにより柔軟性が増し、
指のすばやい動きが可能になります。

S-PHYRE
インサレーテッド
シューズ カバー

￥8,500

希望小売価格
（税別）

寒い天候時に足を保護するために設計された、S-PHYRE
インサレーテッドシューズカバーは、
シマノフュージョン
コンセプトのシステムエンジニアリングとアナトミック3D
デザインを活用。S-PHYREフットウェアと優れたリンク作用を
もたらします。
柔軟な一枚仕立てのプルオンデザインにより効果的な防水
性を発揮し、3 mmのネオプレン層により、涼しく雨の降る中
のトレーニングも快適に行えます。
カバーを外すことなくBoa®
ダイアルをさわって簡単に調整することができ、
ライディング
中の微調整を容易に行えるのもシューズとシューズカバーを
システムとして作り上げるもう一つの利点です。

S-PHYRE NEW
トゥシューズカバー

アナトミック構造
3Dアナトミックパターンを採用し、
ローカット開口部によりストレスを
感じさせずに快適なペダリングを
目指し設計。
悪天候でも準備OK
防水のシームシールド構造です。

お手入れが簡単
ハイドロホビックファブリックは、
泥や汚れを簡単に
落とすことができます。

￥4,000

シマノS-PHYRE RC9 フットウェアとのシームレスな
インターフェイスのためのシステム設計で誕生した
S-PHYREトゥシューズカバー。

高い保温力
メタリックサーマルテック-Ti 3 mm
断熱性に優れたネオプレン素材が
足を暖かくドライに保ち、
快適なライディングをサポートします。

変化しやすい状況を想定し、S-PHYRE フットウェア上の
Boa®ダイアルと適合し、バイク上で瞬時に調節できる調整
ポートを備えています。
また、変わりやすい気象条件下では防寒用としても活用
できます。

快適性を追求したデザイン
ストレッチ力の高いネオプレン素材と
ジッパー未使用の構造により、
エアロダイナミクスとフィットを
目指します。

高い保温力
メタリックサーマルテックTIを
採用したネオプレン素材の
保温効果により、足先からの
冷えを抑えます。

シューズカバーの上から調整が可能
シューズカバーを外さず
Boa®ダイヤルの微調整が可能。

素材
• ゴム 88%、ポリアミド 12%

希望小売価格
（税別）

素材
• メインボディ：ポリアミド43%、
クロロプレンゴム30%、ポリウレタン27%
サイズ
• M.L.

シューズカバーの上から調整が可能

サイズ
• S.M.L.

Boa®ダイヤルホールにより、
直接ダイヤル調整が可能。

システム設計
シューズカバーは、
シューズと一体化して
機能するように設計されています。
システム工学を駆使し、S-PHYREシューズ
とのスムーズなインターフェイスを
生み出しています。

底面に補強を配置
S-PHYREシューズ靴底のベンチ
レーションを カバー。冷気や水の
浸入を防ぎます。
システム工学を活用
S-PHYREシューズとリンクする
設計。
ブラック
CW-FARW-QS12ML

ブラック
CW-FARW-SS14ML01

2019 Spring & Summer

「S-PHYREアイウェアは、最先端の
視覚技術です」
– チーム ロットNL ユンボ

伝統的な発想を
超えた先にあるもの
それがS-PHYRE
多くの人たちにとってプロ選手の要求は、限界を超え、非現実的であると
考えています。しかしそれらはまさに真の要求であり、
今まで解決不可能であった問題について解決すべく挑戦することが
チームシマノを動かす原動力です。
より速く、さらに遠くへ、効率的に走るために
さらに快適性を追求するプロのライダーからのたゆまぬプレッシャーは、
新たなチャレンジへのきっかけとなります。

すべての
ライダーに捧げる
プロライダー
デザイン
S-PHYREは、条件下でレースを行う、プロライダーによる
幾度となる厳しいフィードバックによる成果です。
ジャージの袖のディテールからシューズインソールの
構造に至るまで、S-PHYREは効率を向上させて性能を強化し、
快適性を高めるように設計されています。
そしてトレーニング走行とレースの後には、
シーズンごと、年ごとに学んだことを
必ず次の世代の製品へと組み込んでいます。

S-PHYREアイウェアは、クリアな視界、衝撃および紫外線からの
保護の強化、高い工学的透明度を提供するために、チームロット
NLユンボのプロライダーとともに共同開発したものです。

S-PHYREスリーブレスベースレイヤーは、S-PHYRE ジャージとビブショーツを
組み合わせることで、サイクリストのエアロダイナミクス特性と温度調節機能を
向上します。

S-PHYRE XC9は、高速、軽量で耐久性が高く、快適で効率性が高く
魅力的であり、第二の肌のようにフィットします。

最新のパッドを使用したプロフェッショナルグレードの
レース用ビブショーツによって自由に動ける範囲が広くなり、
ペダルへの力の伝達効率も向上します。

第2世代のS-PHYRE RC9はさらに軽量になり、改良されたヒールカップと
パターンによりフィット感が向上してペダルに力を伝えやすくなっています。

第2.0世代のS-PHYREショートスリーブジャージは、チーム ロットNL ユンボとの
コラボレーションで学んだことを取り入れ、軽量化を図って温度調節機能を改良し、
エアロダイナミクスの効率性を追求しています。

妥協することなく設計

フットウェアの優位性

ソックス、インソール、シューズ、そして
ペダルが一体となるように
設計しているのはシマノのシステム
だけです。

第2世代のS-PHYRE RC9は、フィット感の向上の
ためにさらに軽量になり、ペダルへの力の伝達が
さらに改善されています。

プログレード レーシング ジャージ 2.0
次世代のS-PHYRE ショートスリーブジャージは、
重量を減らし、温度調節機能を改良し、
エアロダイナミクスの効率性を
追求しています。

サイクリストを解放する
細部にまで考慮したS-PHYREソックス

S-PHYREビブショーツは、締め付け感、
通気性、そしてモイスチャーマネジメント
のために高い精度で作られたファブリック
により、優れたエアロダイナミクス特性を
もつように設計されています。

次世代のビブショーツ

次世代のS-PHYREグローブをアップデート
しました。自転車とのつながりとバイク
コントロール性を向上します。

次世代S-PHYREがもたらす
快適性とコントロール

メッシュパネルをシームレスに組み込んだ
S-PHYREベースレイヤーの洗練された構造は、
過剰な熱を放散し蒸発冷却を促進します。

一体となって機能するように設計されたシステム

S-PHYREアイウェアは、最適な視界と強化
された保護機能、そして高い透明度を提供
するために、UCIワールドチーム ロット
NL-ユンボとの共同により開発された
ものです。

THINK. FAST.
この2つの言葉は、S-PHYREに対する理念を明確に表現しています。ライダーの終わり
のない要求に応える革新的なプロダクトを生み出し続けることが私たちの使命だと考
えています。

S-PHYRE R
アイウェア

￥19,800

NEW

希望小売価格
（税別）

妥協することなく設計
S-PHYRE Rアイウェアは、チーム ロットNL-ユンボとの
共同開発により、最適な視野、耐衝撃性と
UVプロテクションの強化、光学的な鮮明度の向上、
過酷なトレーニングやレースの条件にも対応する
サイクリングに理想的なフィット感を実現しています。

基本機能
軽量でしっかりとフィットするため、
レンズを適切な位置に保つことができ
ます。
広いカバー範囲
保護性能を高めた超大型レンズ。

ブラック
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

クロスブラック
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

高い視認性
全体にわたって歪みのない視野を実現。
クリアな視界

基準重量
25.9 g

ダークカラーを使用したフォト
クロミックレンズは、光の状態の
変化に応じて13% 〜 62%の透過率に
調整します。

リバーシブルノーズパッド
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。

グリッパーテンプル
安定したフィット感とかけ心地の良さを
求めた、滑り止めパターン入りR形状
テンプル。

S-PHYRE
RC9

￥42,000

NEW

多彩な機能の
シームレスアッパーデザイン
しなやかで伸びに強く、高い通気性を
持つワンピースのTEIJIN AVAILマイクロ
ファイバー合成皮革により水分や汗が
保持されにくくなっており、MicroVent
ホールが熱の放散を高め、手袋のよう
なフィット感を実現しています。

希望小売価格
（税別）

フットウェアの優位性
第1世代のS-PHYRE RC9は、サイクリングシューズ
の性能、重量、効率性、剛性、快適性に関する
新たなベンチマークを確立しました。しかし
S-PHYREは、常に技術革新により、改良を目指し
ています。
第2世代のS-PHYRE RC9はさらに軽量になり、強化
された疎水性素材によって水分が保持されにくくな
るとともに、改良されたヒールカップとパターンに
よってフィット感が向上しペダルに力を伝えやすく
なっています。S-PHYREの技術革新に本当の意味で
の終わりはありません。
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マイクロファイバー
シンセティックレザー

外付け
ヒールカップ

アシンメトリックコントロール

従来のラスティングボードを取り除き、
軽量化とともにダイレクト感とサポート力
が増し力の伝達と効率性が向上して
います。

左右非対称のアイステイパターン
により、フルスピードのペダリング
時にも足のねじれを防止。

抗臭機能で快適性向上

243 g
(サイズ42)

カーボン
ソール

ホロー
チャンネル

パワーゾーンガイドを持つ独立した
デュアルBoa® IP1ダイヤルによって、
安定性を保ちながら瞬時にフィットする
正確な微調整が可能。

一体型構造

ブルー
SH-RC901

サイズ
• 36〜48
ハーフサイズ 39〜43
ワイドタイプあり

微調整可能なBOA IP1ダイヤル

ロースタックハイト
足裏からペダルまでの距離を従来より
3.2mm縮めたことで、安定感と
ダイレクトなペダリング、
効率的なパワー伝達を追求。

ワイドクリート
アジャスト

外付けヒールカップ
シューズ外側にヒールカップを配し、
かかとを安定させ、アーチ後方の
ねじれを最小限に抑制。

ブラック
SH-RC901

ホワイト
SH-RC901

最適なペダル
PD-R9100

Silvadurの特許取得済み高耐性
シルバーイオンインテリジェント
テクノロジーにより、爽やかさが
長時間続きます。
製品の寿命を短くする可能性のある
不快なにおいや色落ちは
発生しません。

クリートアジャスト
前後11mmのワイドなクリート調整幅。

S-PHYRE
XC9

￥42,000

NEW

デュアルBOA IP1ダイヤル
足全体をすばやく均等に締付け。
解放も即時に可能。

希望小売価格
（税別）

オフロードコンペティション フットウェアの
頂点を極めました。
ロードシューズで好評を得ている「サラウンドラップ
構造」をオフロードで採用。激しいライディングでも
ライダーの足をぴったりとフィットする。
クロスカントリーレースでの過酷な条件下においても
最高のパフォーマンスを発揮する。

アシンメトリックコントロール
レースフィットアッパー
ワンピースのサラウンドアッパー
デザインは、全体を包み込み、
快適なフィット感を追求。

サイズ
• 36〜48
ハーフサイズ 39〜43

ブラック
SH-XC901
11

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

330 g
(サイズ42)

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

カーボンファイバーコンポジット
ミッドソール
軽量高剛性構造により、力の伝達
とペダリングの効率を向上してい
ます。

左右非対称のアイステイパターン
により、フルスピードのペダリング
時にも足のねじれを防止。

ロースタックハイト
ペダルまでの距離が近く、安定感の
あるダイレクトなペダリングが可能。

外付けヒールカップ
シューズ外側にヒールカップを
配し、かかとを安定させ、アーチ
後方のねじれを最小限に抑制。

エクストラロングスパイクオプション
シクロクロスなどで活躍する18mm
の軽量ロングマウントがオプション
で付属。

自転車を降りたときの耐久性
ミシュランアウトソール
軽量かつ耐久性、泥抜け性に優れた
トレッドパターン。

強化されたつま先のゴムとダミー
スパイク。
軽量成型トゥキャップを追加可能。

抗臭機能で快適性向上
アンチスリップパターン
ステップインしていない時のペダル
コンタクトが安定します。
最適なペダル
PD-M9100

Silvadurの特許取得済み高耐性
シルバーイオンインテリジェント
テクノロジーにより、爽やかさが
長時間続きます。
製品の寿命を短くする可能性のある
不快なにおいや色落ちは
発生しません。

S-PHYRE NEW
トールソックス

￥2,500

希望小売価格
（税別）

サイクリストを解放する
細部にまで考慮したソックス
ソックス、ペダル、サイクリングシューズ、それぞれを
製造する会社がある中で、シマノはソックスから
インソール、シューズ、そしてペダルまでをひとつの統合
システムとして設計しています。
ディレイラーとして、シフトレバーやケーブル、そして
それを作動させるハウジングまで 、よりよい
パフォーマンス実現を目指し設計するのはもちろん、
ソックスからインソール、シューズ、そしてペダルまでを
統合システムとして捉えているのです。
各コンポーネントを改良し向上させることで真のパワーを
ペダルに伝えます。

プロ用の長さ
高めのトールカフ

着心地の良さを追求

素材
• ポリアミド52%、ポリエステル42%、エラスタン6%

ニットドットパターンを採用する
ことで、足の上部にクッション性
をプラス。

サイズ
• S (37〜39)、M (40〜42)、L (43〜45)

サイクリング時の快適性を追求
リンケージ エフェクト - 相乗効果

ソールにベンチレーションを
取り入れ、熱の分散を追求。

S-PHYREフットウェア（RC9）
とリンクするよう、ニットのス
リップ防止ヒールを
システム設計。

ブラック
CW-SCBS-SS31UL01

熱を効率的に分散
左右非対称の通気チャンネル
シームレスインターフェイス
縫い目のないつま先の構造。
ダイレクトな結合
足の中心部分に取り入れた薄手の
ニット面により、ダイレクト感を
向上。

グリーン
CW-SCBS-SS31UE01

ブルー
CW-SCBS-SS31UB01

ホワイト
CW-SCBS-SS31UW01

S-PHYRE NEW
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、
UCIワールドチーム ロットNL-ユンボとの共同開発で
得た、貴重なフィードバックを製品制作に取り入れ
ています。重量を減らし、温度調節機能を改良し、
エアロダイナミクスの効率性を追求しています。
新設計されたファブリックは、より軽量で、
吸汗速乾性に優れ、熱を効果的に放出します。

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
アジアサイズ
• S〜XL

エルゴノミクスのディテール
アナトミックデザインの
プルジッパー

常にドライで快適

エアロダイナミクス

4方向に伸縮する速乾ファブリック
により快適性を追求し、
モイスチャーマネージメントを
向上。

改良を加えた3Dアナトミックパターンと
ファブリックにより、しわになりにくく、
エアロダイナミクスの効率性を向上。

ライディング時のフィット感を向上

ブラック
CW-JSRS-SS11ML01

弱光での視認性向上
薄明りの中でも視認性が向上する
リフレクター

ライディング時の利便性を向上
イージーアクセスバックポケット

ネオングリーン
CW-JSRS-SS11ME08

腰部に配した伸縮性のあるシリコン製
グリッパーがジャージのずり上がりを
予防

デザイン
フォルム、
機能が
見事に調和
パッドの開発では、数々の課題を克服し
なければなりません。なぜなら誰にでも
好みがあり、意見も異なるからです。
かつての発想は、パンツの座面に工夫
することでした。しかし現在、技術は
猛烈な速さで進化しています。
自由な発想を持つエンジニアと情熱に
満ちたライダーで構成されたシマノの
S-PHYREチームは、インサイトや
分析ツール、コンピュータモデルを
活用し、無数の試験を繰り返すことで、
次世代性能を備えたS-PHYREパッドを
作り出しました。

意志を持つかのように追従するパッド
シマノの最高性能を誇るパッドは
ライダーの動きに合わせて自然に
フィット。最新のS-PHYREパッドは
さらにパワフルで効率的、かつ快適な
ライディングを約束します。

ターゲットサポート
ライダーによる試行錯誤から生まれた
新しい衝撃吸収テクノロジーは、集中
する衝撃を緩和し圧力を均等に分散
するよう最適な素材を適所に配置。

シームレスインターフェース
通気性の制御
革新的な3 mmスクエアーシェイプ
気孔を採用することで、あらゆる
コンディションで優れた通気性と
湿気管理を可能に。軽量で柔軟性
の高いTRSフォームパッドを使用
しています。

ほとんどのパッドがボトムアップで
構築されるのに対して、S-PHYREは
肌に触れる部分を最も滑らかにして
います。また、サドルが当たる部分に
は最適な衝撃吸収素材を配置し、
プレッシャーポイントや摩擦を軽減
します。
多様なポジションが可能
厚みのある3Dパッド形状は、平地、
登坂、起伏の激しいフィールドでの
自由なポジションを可能にします。
多様なポジションで快適に過ごせる
ということは、1日中、心地よく
ライディングが楽しめることに
つながります。

S-PHYRE NEW
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
S-PHYREビブショーツは、スムーズなエアロダイナ
ミクスのフィットを追求してデザインされています。
締め付け感、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。

ライディング時の快適性を向上

新しいパターン

しなやかな伸縮性メッシュを配したフラット
なビブストラップが、自転車に乗っている
ときも、乗っていないときも、快適に
フィットします。

新しいパターンにより、フィット感が
さらに向上。

S-PHYRE パッドにより自由な可動域が生まれ、
ペダルに効率的にパワーを伝えることができます。
グラフィックスにこだわり、ニット加工、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。

UPF 50+
長時間のトレーニングやレースの日々に、
紫外線から保護します

コード番号
• CW-PARS-SS11M

シームレス構造

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%

もも背部のシームレス構造がペダリング時の
摩擦を低減。

サイズ
アジアサイズ
• S〜XL

耐久性とパフォーマンス
優れた形状保持性を備えた耐久性の
あるファブリックは、長持ちする
優れたフィット感を提供します。

エアロダイナミクスを採用した
テクスチャーパネル
エアロダイナミクスのパターン入り
ファブリックをサイドとバック
スタイルのパネルに効率的に配置。

1日中、フィットが安定
ブラック
CW-PARS-SS11ML01

織り込まれた一体型レッグ
グリッパーが脚をしっかり保持。

ネオングリーン
CW-PARS-SS11ME08

S-PHYRE NEW
スリーブレスベースレイヤー

￥8,500

希望小売価格
（税別）

システム設計した37°C温度調節
S-PHYREスリーブレス ベースレイヤーは、S-PHYRE
ジャージとビブショーツを組み合わせることで、サイ
クリストのエアロダイナミクス特性と温度調節機能を
向上します。
メッシュパネルをシームレスに組み込んだ洗練された
構造は、過剰な熱を放散し蒸発冷却を促進します。
ポリエステルとポリプロピレンの糸を編み込むことで、
汗を遠ざけ、ドライで快適な着心地を保ちます。
素材
• メインボディ：ポリエステル55%、ポリプロピレン37%、エラスタン8%
• パーツ：ポリエステル45%、ポリアミド30%、エラスタン25%

シームレス構造
シームレス構造によりセカンドスキンのような
フィット感を実現し、体とウェアが密着する
ことにより、エアロダイナミクス効果を最大限
に発揮します。

軽量化と快適性
ポリプロピレンとポリエステルを巧みに編み
合わせたメッシュパネルは、吸湿機能と
衣服内の熱気放出を最大限発揮することで、
サイクリストの体をドライで快適に保ちます。

サイズ
アジアサイズ
• L〜XL、XXL〜XXXL

衣服内の熱気放出
サイクリストとジャージの間に冷却メッシュ
レイヤーを配置することで、湿気を素早く
排出し、冷気を循環させます。

3Dアナトミックフィット
伸縮性が高く、競技姿勢に追従する自転車専用
設計のベースレイヤーは、ライディング時の
動きを妨げず、余計なシワもできにくいため、
最適なフィット感を実現します。

ホワイト
CW-BLBS-SS13MW01

S-PHYRE
グローブ

￥8,000

NEW

トッププロサイクリストと開発した
S-PHYREグローブの重要機能

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ワールドチーム ロットNL-ユンボとの共同開発で得た
貴重なフィードバックを取り入れて、次世代のS-PHYRE
グローブをアップデートしました。
バイクとの接点、バイクコントロール性をアップデート
した3Dアナトミックパターンと手のひら部分の素材が、
手とグローブ、シフター/フードのインターフェースと
グリップを強化し、サイクリストの快適性を追求します。
より薄い手の甲の素材と特別な圧縮ゾーンが、
セカンドスキンのようなフィット感をさらに
向上させ、ブレーキやシフトの際のエルゴノミクス
を助けます。
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%

コンプレッションデザイン
手と手首の背面に締め付けゾーンの
ある軽量ファブリックを使用する
ことで、ブレーキやシフトの際の
快適性を改良し、エルゴノミクス
をサポートします。

1. サイクリストの信頼感
S-PHYREグローブは、さまざまな条件
において内側と外側のグリップ感を
優れたバランスで実現します。

3Dアナトミックデザイン
セカンドスキンのようにフィットし、
柔軟に曲がる独自のデザインと構造。

シフトレバーへのダイレクト感
内外のグリップ力の優れた
バランスを保つことができる、
パッドなしの手のひら部分の
薄手素材により、グリップと
バイクコントロールを追求

サイクリストに役立つ利便性
着脱がしやすいデザイン。

サイズ
• S〜XL

2. サイクリストの快適性
優れた快適性をもたらす素材を
使用して、繊細な使い心地を
提供します。

3. サイクリストによる制御
弾力性と耐久性を高めることで、
シフトレバーとの一体感を感じながら
自転車をコントロールすることができ
ます。

ブラック
CW-GLBS-SS11M

バイクコントロールを向上

UVプロテクション

手のひら部分にパッドを入れないことで、
バーとの一体感を生み出し、
自転車の感触とバイクコントロール性を
効率よく引き出します。

長時間のトレーニングやレースの
紫外線から保護する

耐久性とパフォーマンス
構築技術を改良することにより
耐久性が向上。

S-PHYRE
トゥシューズカバー

S-PHYRE
ウインドベスト

￥9,800

希望小売価格
（税別）

S-PHYRE ウインドベストは、S-PHYREジャージと合わせて
着用するように開発されています。
多様な天候条件に適応し、シマノのダイナミックな
レイヤード哲学に基づいています。
3Dアナトミック構造と共に、防風・はっ水機能をもたせた
フロントファブリックと通気性の高いバックメッシュパネル
を採用。このパッキング可能なベストは、余分なムレを
放出しながら、必要な時に風や小雨による体の冷えを
軽減します。
素材
• メインボディ：ナイロン100%
• メッシュ部：ナイロン75%、エラスタン25%
• パーツ：ポリエステル86%、エラスタン14%
• テープ：ポリアミド81%。エラストマー29%
サイズ
アジアサイズ
• S〜XL

高い保温力
メタリックサーマルテックTIを採用した
ネオプレン素材の保温効果により、
足先からの冷えを抑えます。
多様なコンディションでのライディング

お手入れが簡単

フロントの軽量、防風、はっ水ファブリックが、
冷たい風や道路の水しぶき、小雨から
サイクリストを保護します。

はっ水性素材のため、泥や汚れを簡単に
落とすことができます。

￥4,000

希望小売価格
（税別）

システム工学を活用した設計により、
S-PHYRE フットウェアとシームレスに適合します。
S-PHYRE トゥシューズカバーは、調節用のポートを採用。
S-PHYRE フットウェアの Boa®ダイヤルと完璧に適合し、
ライディング中も簡単に微調整が可能です。
あらゆるシーンに活躍するアイテムとして汎用性が高く、
取り外して携帯することも簡単です。
素材
• ゴム 59%、ポリアミド 41%
サイズ
• S〜L

パッキング可能な3Dアナトミック設計
伸縮性のあるファブリックを使用した
高度な3Dパターンで、効率的なエアロ
ダイナミクスを目指した設計。
軽量でパッキング可能なため、
寒さなど多様なコンディションで
保護を提供します。

シューズカバーの上から調整が可能
Boa®ダイヤルホールにより、直接ダイヤル
調整が可能。

長く持続するパフォーマンス
優れたはっ水ファブリックが100回の
洗濯後も80%の機能を保持。

底面に補強を配置
ブラック
CW-JARW-RS12ML

ブラック
CW-FARW-QS14ML

S-PHYREシューズ靴底のベンチレーションを
カバー。冷気や水の浸入を防ぎます。

バイク上で活躍するエンジニアリング
心地よいフィットは、卓越したエアロ
ダイナミクスを提供。リアパススルー
オープニングにより、ライディング中、
ジャージのポケットへのアクセスが
容易となりました。

弱光での視認性向上
大きなサイズのリフレクターを後ろ身頃に
使用。暗がりでも被視認性を高めます。

システム設計
S-PHYREシューズとリンクする設計。

S-PHYRE
レッグウォーマー

￥7,000

S-PHYRE
アームウォーマー

￥6,000

希望小売価格
（税別）

リンケージ エフェクト 相乗効果

S-PHYRE レッグウォーマーは
シマノのシステムエンジニアリングアプローチを活用し、
S-PHYREビブショーツとシームレスに適合。体温調節が
容易となり、パフォーマンスと快適性を提供します。

幅広シリコン製レッグバンドは、
S-PHYREビブショーツとシームレスに
リンクするようにシステム設計されて
います。快適性向上を目指し、風を
ブロックします。

3Dアナトミックシェイプと
伸縮性の高いサーマルファブリックを使用することで、
優れたフィット感をもたらします。
軽量かつ携帯が可能で、幅広いシーンで活躍します。

取り外し可能な
サーマルプロテクション

素材
• メインボディ: ナイロン 80%、ポリウレタン 20%
• テープ: ポリアミド 72%、ポリウレタン 28%

柔らかく、4方向に伸縮するファブリック。
裏面には起毛素材を使用することで、
保温性を向上しています。
風から身体を守り、心地よいペダリング
が可能です。

サイズ
• S〜L

希望小売価格
（税別）

3Dアナトミックシェイプと、最小限に抑えた縫い目、
伸縮性の高いサーマルファブリックにより、快適な
フィット感を追求。寒冷時のライディングに快適性と
パフォーマンスを提供します。

リンケージ エフェクト 相乗効果
幅広シリコン製アームバンドは、
S-PHYREショートスリーブジャージと
シームレスにリンクするようにシステム
設計されています。快適性向上を目指し、
風をブロックします。

幅広くフラットなグリッパー構造により、
S-PHYREショートスリーブジャージとシームレスに適合して
エアロダイナミクス効果を発揮します。
軽く、携帯が可能なのも特長です。
素材
• メインボディ：ナイロン 80%、ポリウレタン 20%
• テープ：ポリアミド 72%、ポリウレタン 28%

コンプレッション&エアロダイナミクス
縫い目を効率的に抑え、アナトミック
パターンを採用し、
さらに圧縮ファブリックを使用することで、
シワを防ぎ、セカンドスキンのような
フィット感をもたらします。

サイズ
• S〜L

コンプレッション&
エアロダイナミクス

ブラック
CW-WARW-RS11ML

縫い目を効率的に抑え、アナトミック
パターンを採用し、さらに圧縮ファブ
リックを使用することで、シワを防ぎ、
セカンドスキンのようなフィット感を
もたらします。

取り外し可能なサーマルプロテクション
ブラック
CW-WARW-RS12ML

サイクリストに役立つ利便性
足首の開口部に配置したロングジッパー
により、着脱が簡単で、体にぴったりと
フィットするエアロダイナミクス効果を
もたらします。

S-PHYREビブショー
ツとコーディネート
できます

S-PHYRE ショート
スリーブジャージと
コーディネートできます

柔らかく、4方向に伸縮するファブリック。
裏面には起毛素材を使用することで、
保温性を向上しています。

