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重　　　量：16g (per pair)
商 品 番 号：00.7018.210.000(150mm)、00.7018.210.001(230mm)
　　　　　　00.7018.210.002(450mm)、00.7018.210.003(650mm)

￥15,100 +Tax  ETAP BLIPS
イータップ ブリップス

重　　　量：31g
商 品 番 号：00.7018.235.001

￥43,600 +Tax  ETAP BLIPBOX
イータップ ブリップボックス

eTap フロントディレイラー
リアディレイラー共通のバッ
テリー。
フル充電の状態で、フロント
約 90 時間、リア約 60 時間の
使用ができます。
AXS にも使用可能。

DESCRIPTION
eTap 専用バッテリーチャージャー。
ディレイラーから外したバッテリー
を約 60 分でフル充電にできます。
チャージャーはmicroUSBポートを
採用しているので ACアダプターだ
けでなく、PCやモバイルバッテリー
からも充電が可能。
LEDインジケーター搭載。

DESCRIPTION

重　　　量：24g
商 品 番 号：00.3018.102.000

￥8,460 +Tax  
イータップ バッテリー

ETAP BATTERY
商 品 番 号：00.3018.117.000

￥6,990 +Tax  
イータップ バッテリー チャージャー

ETAP BATTERY CHARGER

eTap Blips をドロップ
ハンドルのアクセサリ
取付け部分にクランプ
させる為に使用します。
※クランプ部：φ31.8mm

DESCRIPTION

イータップ ブリップクランプ

重　　　量：12g (pair)
商 品 番 号：00.3018.098.000
※ステムは付属されません。

￥2,190 +Tax  
ETAP BLIPCLAMP

eTap Blips を DHバー及び
ベースバーの先端にクラン
プさせる為に使用します。
外形22.2mm/突出し65mm
以上のバーに取り付けでき
ます。

DESCRIPTION

イータップ ブリップグリップ

重　　　量：57g for pair (does not include Blip)
商 品 番 号：00.3018.097.000

￥3,500 +Tax  
ETAP BLIPGRIP

eTap Blips をドロップ
ハンドルのシフター本体
及びBlipBoxの専用ポート
に接続して使用する、DH
バー専用サテライトスイッチ。
内径 19mm～21.5mmの
DHバーに取り付け可能。

DESCRIPTION

イータップ クリックス

重　　　量：32g (pair)
サ　イ　ズ：500mm、650mm
商 品 番 号：00.7018.308.000(650mm)
　　　　　　00.7018.308.001(500mm)

￥16,500 +Tax  
ETAP CLICS

eTap シフトブレーキレバーに替って使用される、トライアス
ロン /TT バイク用のシフトコントロールモジュール。
片側 2つの Blips ポートを装備し、任意の場所に合計 4か所シ
フトボタンを増設することができます。
エアロバーやDHバー、ステムに取り付けできるマウント付属。
Garmin 用のマウントに適合します。

DESCRIPTION

シフト /ブレーキレバーおよび BlipBox の専用ポートに接続して
使用するサテライトスイッチ。
ポートは左右それぞれのシフターに2個づつ装備される為、3ポジ
ションでのシフト操作を可能にします。
操作方法はシフターと同じく右でリヤのシフトアップ、左でリヤ
のシフトダウン、左右同時押しでフロントが変速。4種類の設定
から最適な長さをチョイス。専用のブリップクランプを使用して、
またはバーテープで巻き付け固定することで、個々のライダーに
最適な場所に設置可能です。

DESCRIPTION

ライダーが求める軽さ、扱いやすさ、空力性能、静穏性を高次元でバランスさせた、SRAMロードコンポーネントのトップレンジが
SRAM Red です。2007年の発表以来、様々なアップデートを施されつつ、トップアスリート達が数々の名だたるレースでその実力
を証明し続けてきました。
Red22 はシンプルな構造やカーボンやチタンといった素材、高度な成型技術を用いることにより、ライバルたちを圧倒する軽量性
を獲得。FDを 3次元的に動かすYawテクノロジーにより、トリム操作が必要なくなり、変速性能と操作性も向上しています。近年
急激にシェアを拡大しているロード用Disc ブレーキも、Avid ブランドで培った油圧ブレーキテクノロジーにより対応。コントロー
ラブルでありながら、天候や路面コンディションにも左右されない安定したブレーキング性能を獲得しました。
SRAM Red の優れたイノベーションはライダーのパフォーマンスを犠牲にすることなく、マシンとの一体感を高めます。

チタンボルトやカーボンレバーを採用した機械式最軽量のシフト
ブレーキレバー。
細めの径で握りやすい形状のエルゴフィットボディと、それぞれ
独立してリーチ調整できるブレーキレバーとシフトレバーがより
高いコントール性を実現。１本のレバーでシフトアップとダウン
の両方を可能にするDoubleTapテクノロジーが素早くで確実な変
速を可能にします。

DESCRIPTION

重　　　量：280g (pair)
商 品 番 号：00.7018.231.000(Pair)、00.7018.232.001(Left)、00.7018.232.000(Right)

ペア　￥64,400 +Tax
片側　￥32,400 +TaxRED22 SHIFT BRAKE LEVER

レッド 22 シフト ブレーキ レバー

究極の軽さを追求した、
メカニカルグループセットのフラッグシップ

※クランク、スプロケット、ブレーキ、チェーンは eTAP と共通です。

グループセット価格：￥261,030 +TAX
※機械式シフター、GXPクランク、RDショート、
　スプロケット11-25の場合

フラットマウント

ポストマウント

20192019

030029

各部品には個体差があり、メーカーアナウンスの装着可能値はあくまでも指標です。
パーツの適合・装着の可否については、お近くの販売店にお問い合わせください。































































SL-K BOTTLE
CAGE

エスエルケー ボトル ケージ

￥1,680 +Tax
重　　　量：28g
商 品 番 号：FA-041

COLOR SPACER
カラースペーサー

10mm ￥135 +Tax 5mm ￥102 +Tax
重　　　量：318g
サ　イ　ズ：5mm※ブラックは 5mmのみ※
　　　　　　10mm※ホワイトは 10mmのみ※
カ　ラ　ー：ホワイト、ブラック、ブルー、レッド、クリア、オレンジ、グリーン、ピンク、グレー
商 品 番 号：FA-042

重　　　量：83.9g
商 品 番 号：FA-032
J I SタイプのフレームにBB386EVO
クランクが使用できます。

BB
EVO8200

ビービー
エボ 8200

￥23,340 +Tax
重　　　量：83.9g
商 品 番 号：FA-035
BB386、PF30 規格共通のセラミックベア
リング BB
【BB30 クランクセット対応】

BB
PF8200

ビービー
ピーエフ 8200

￥27,550 +Tax
重　　　量：83.9g
商 品 番 号：FA-033
J I SタイプのフレームにBB386EVO
クランクが使用できます。

BB
EVO8681

ビービー
エボ 8681

￥5,900 +Tax
重　　　量：83.9g
商 品 番 号：FA-034
FSA MegaExo アルミクランク
セット用 BB。JIS

BB
6200

ビービー
6200

￥5,820 +Tax
重　　　量：83.9g
商 品 番 号：FA-036
BB386、PF30 規格共通の BB
【BB30 クランクセット対応】

BB
PF6000

ビービー
ピーエフ 6000

￥3,420 +Tax

PRESSURE
PLUG
プレッシャー プラグ 

￥1,680 +Tax
商 品 番 号：FA-040

PRESSURE
PLUG PRO
プレッシャー プラグ プロ

￥3,590 +Tax
商 品 番 号：FA-039

HEAD SET GUIDE
ヘッドセットガイド

￥3,600 +Tax
重　　　量：75g
サ　イ　ズ：1&1-1/8 用、1-1/4&1.5 用
商 品 番 号：FA-037
目測では判断しにくいヘッドセットを見分けるため
のガイドです。カンパ、ケーンクリーク、ＴＨなど
に適応しています。

CERAMIC BEARING
GREASE
セラミック ベアリング グリス

￥1,460 +Tax
商 品 番 号：FA-038
回転抵抗を少なくする高精度のセラミックベ
アリング専用のグリスが登場しました。粘度
を抑え回転抵抗を抑えたレーシングスペック
のグリスです。

重　　　量：219g
サ　イ　ズ：φ27.2、φ31.6
カ　ラ　ー：グレー
商 品 番 号：FA-016
サドル後退幅を大きく取れる
二本締めタイプの軽量シート
ピラー。

K-FORCE LIGHT
CARBON Di2
SEAT PILLAR
SB.32

ケーフォースライト カーボン
シートピラー

￥23,400 +Tax
重　　　量：210g
サ　イ　ズ：φ27.2、φ31.6
カ　ラ　ー：グレー、
　　　　　　レッド
　　　　　　※φ31.6 のみ
商 品 番 号：FA-017
後退幅 25 ミリの K-Forceライ
トのDi2 対応タイプ。

K-FORCE LIGHT
CARBON Di2
SEAT PILLAR
SB.25

ケーフォースライト カーボン
シートピラー

￥23,400 +Tax
重　　　量：221g
サ　イ　ズ：φ27.2、φ31.6
カ　ラ　ー：ナチュラル
商 品 番 号：FA-018
後退幅 20 ミリの SL-K の Di2
対応タイプ。

SL-K CARBON
SB.20 Di2
SEAT PILLAR

エスエルケー カーボン
シートピラー

￥9,880 +Tax
重　　　量：275g
サ　イ　ズ：φ27.2、φ31.6
カ　ラ　ー：グレー
商 品 番 号：FA-019

ENERGY SBS
SB.20
SEAT PILLAR

エナジー エスビーエス
シートピラー

￥6,770 +Tax

重　　　量：318g
サ　イ　ズ：φ27.2、φ31.6
カ　ラ　ー：ナチュラル
商 品 番 号：FA-020
固定力が強く、メンテナンス
の容易な 1本締めタイプのア
ルミピラーです。

GOSSAMER
SB.20
SEAT PILLAR

ゴッサマ シートピラー

￥3,980 +Tax

重量：62.6g　サイズ：OSカンパ
タイプ
商品番号：FA-026

ORBIT CF
オービット シーエフ

￥10,880 +Tax

重量：64.2g　サイズ：OSケーン
クリークタイプ
商品番号：FA-031

ORBIT IS
オービット アイエス

￥3,980 +Tax

重量：62g　サイズ：1-1/8 1-1/4
商品番号：FA-030

ORBIT C-33
オービット シー 33

￥5,790 +Tax
重量：62.6g　サイズ：OSカンパ
タイプ
商品番号：FA-027
15mmのトップキャップが付き
高めのハンドルポジションが可
能になりました。

ORBIT CE
PLUS

オービット シーイー
プラス

￥7,890 +Tax
重量：98g　サイズ：1-1/8
商品番号：FA-028

ORBIT MX
オービット エムエックス

￥8,170 +Tax
重量：90.6g　サイズ：1-1/8 1-1/2
商品番号：FA-029

ORBIT
No42

オービット ナンバー 42

￥10,800 +Tax

重量：175g　サイズ：700mm　カラー：グレー　商品番号：FA-021
カーボンならではのショック吸収性を持ち、ハンドルクランプ、ブレー
キレバーバーエンド部に補強が施されています。

￥19,960 +Tax
K-FORCE
FLAT CARBON HANDLE

ケーフォース フラット カーボン ハンドル

￥20,210 +Tax
重量：185g　サイズ：700mm　カラー：グレー　商品番号：FA-022
緩やかにライズしたデザインは上半身のパワーを十分に引き出し、ライ
ダーのパワーを効率的に推進力に変えると共に、リラックスポジション
もとりやすい設計となっています。

K-FORCE
LOW RISER CARBON HANDLE

ケーフォース ローライザー カーボン ハンドル

￥12,530 +Tax
サイズ：740mm　カラー：グレー
商品番号：FA-023
カーボン素材の振動吸収性とアルミ素材の剛性
という、それぞれの素材の長所を生かして開発
されたMTB ハンドルです。アルカーボンハン
ドルながら 165g と軽量であることも魅力のモ
デルです。

SL-K FLAT CARBON
HANDLE

エスエルケー フラット カーボン ハンドル

￥12,530 +Tax
サイズ：740mm　カラー：グレー
商品番号：FA-024
僅かにライズした (18mm) 形状は、オフロード
でのバイクの挙動を安定させ、アップヒルでは
リラックスポジションのとれる、フリーライド
系の XCマシンに最適なハンドルです。

SL-K LOW RISER CARBON
HANDLE

エスエルケー ローライザー カーボン ハンドル

￥5,210 +Tax
重量：310g　サイズ：740mm　カラー：ブラック
商品番号：FA-025
ダブルバテッドチューブを採用。

V-DRIVE FLAT
HANDLE

ブイドライブ フラット ハンドル

シートピラー

ヘッドセット

アクセサリー

ボトムブラケット

ツ　ー　ル

MTB ハンドル

ナチュラル

グレーレッド

NEW
COLOR

NEW
COLOR

重　　　量：195g
サ　イ　ズ：380mm、400mm、420mm(C-C)
　　　　　　※ドロップ /リーチ 131mm/79mm※
商 品 番 号：WR-001
日本人に最適なショートリーチ、ショートドロップのコンパクト形状を持つカーボン
ロードハンドルです。ステムクランプ部付近を大口径化して剛性を確保しながら、重
量は 195g という軽量化も実現。カーボンの特性を活かして手に伝わる微振動も軽減
し、長時間のライディングもストレスを低減させます。

￥39,000 +TaxRM08 CARBON ROAD HANDLE
RM08 カーボン ロード ハンドル

重　　　量：75g(±5%)
サ　イ　ズ：128mm×262mm
商 品 番 号：WR-002
座面のパッドを廃してシートレールもカーボン一体成型とする事で、圧倒的な軽さを
実現しました。ロードレースはもちろん、ヒルクライムレースではこの軽さが強い味
方になってくれます。取り付けの際はシートピラーとの相性をご確認ください。
※体重制限 85kg※

￥39,900 +TaxS1 CARBON SADDLE
S1 カーボン サドル

重　　　量：125g(100mm)
カ　ラ　ー：カーボン /ブラック
サ　イ　ズ：90mm-130mm(10mm刻み )
角　　　度：84°
商 品 番 号：WR-006
四角断面が迫力のフルカーボン製、超高剛性軽量ステム。ハン
ドルバーとコラムのクランプ部の面積を大きく取る事で、負担
をかけずに確実な固定を可能にしました。

￥43,500 +Tax
A-H VICTORY
ALL CARBON STEM

A-H ビクトリー オール カーボン ステム

重　　　量：78g( ペア )
カ　ラ　ー：レッド、シルバー、ブルー、ブラック
商 品 番 号：WR-007
シンプルな大型カムを採用し固定が容易で軽量なクイックレリ
ーズです。

￥14,900 +TaxQUICK RELEASE
クイックレリース

重　　　量：6g
サ　イ　ズ：φ31.8mm、φ34.9mm
商 品 番 号：WR-008
直付けディレイラーに対応した6gと超軽量 FDカーボンバンド。
必要十分な剛性で金属製パーツ同様の正確なシフトチェンジを
可能にします。

￥10,500 +Tax
WR FRONT 
DERAILLEUR MOUNT

WRフロントディレイラー マウント

重　　　量：124g(27.2×255mm)
カ　ラ　ー：カーボン
サ　イ　ズ：φ27.2mm、φ31.6mm
セットバック：19mm
長　　　さ：340mm
商 品 番 号：WR-003
T800カーボンファイバーを採用し軽量に仕上げたフラッグシップ
シートピラーです。
ピラーはカーボンモノコック、ヤグラは堅牢なアルミヤグラ、取り
付けネジはチタンを採用し剛性、減衰性、信頼性を高バランスで両
立しています。ピラー径は27.2 mm/31.6mmを用意しています。

￥29,500 +Tax
WRC
CARBON SEAT PILLAR

WRC カーボン シートピラー

重　　　量：185g(27.2×255mm)
カ　ラ　ー：カーボン /ブラック
サ　イ　ズ：φ25.0mm、φ25.4mm、φ26.8mm、φ27.0mm
　　　　　　 φ27.2mm、φ27.5mm、φ28.0mm、φ29.4mm
　　　　　　 φ30.0mm、φ30.9mm、φ31.0mm、φ31.6mm
　　　　　　 φ32.4mm、φ34.9mm
セットバック：19mm
長　　　さ：340mm
商 品 番 号：WR-004
ロード、MTB問わず使用出来るカーボンシートピラーです。
堅牢でサドルレールを確実に保持出来るアルミヤグラを採用し
軽量性と耐久性を求めボルトはチタンを採用しています。
25.0mm～ 34.9mmまでシートピラー径を揃え特殊なサイズ径
のフレームにも適合します。

￥24,800 +Tax
RS CARBON 
SEAT PILLAR ROAD

RS カーボン シートピラー ロード

重　　　量：195g
カ　ラ　ー：カーボン /ブラック
サ　イ　ズ：φ27.2mm、φ31.6mm
セットバック：37mm
長　　　さ：340mm
商 品 番 号：WR-005
RS シートピラーと同じくロード、MTB 問わず使用出来ます。
セットバックが 32mmと大きく後退しておりシンプルなデザ
イン、信頼性を求める方に最適です。こちらもチタンボルトを
採用し 25.0mm～ 34.9mm までシートピラー径を揃え特殊な
サイズ径のフレームにも適合します。

￥24,000 +Tax
RSR CARBON 
SEAT PILLAR ROAD

RSR カーボン シートピラー ロード

重　　　量：138g(±5％)
カ　ラ　ー：パイソン
サ　イ　ズ：130mm×265 mm、135mm×265mm、
　　　　　　145mm×265mm
商 品 番 号：WR-009
カーボンファイバーで作られたベースにパットを挟み、本物の
パイソンレザーを使用したサドル。熟練の職人によるハンドメ
イド、100% Made in Italy のサドルです。

￥59,000 +Tax
LUXURY PYTHON
SADDLE

ラグジュアリー パイソン サドル

LUXURY NERA
SADDLE

ラグジュアリー ネラ サドル

LUXURY MARANELLO
SADDLE

ラグジュアリー マラネッロ サドル

重　　　量：138 g(±5％)
カ　ラ　ー：ブラック
サ　イ　ズ：130mm×265 mm、135mm×265mm、
　　　　　　145mm×265mm
商 品 番 号：WR-010
カーボンファイバーで作られたベースにパットを挟み、トップ
には最高品質のイタリアンレザーを使用したサドルです。
他のモデルと同じ様に３サイズのサドル幅が選べ、スタイリッ
シュかつ快適にライディング出来ます。

￥59,000 +Tax
重　　　量：138 g(±5％)
カ　ラ　ー：レッド
サ　イ　ズ：130mm×265 mm、135mm×265mm、
　　　　　　145mm×265mm
商 品 番 号：WR-011
カーボンファイバーで作られたベースにパットを挟み、トップ
には最高品質のイタリアンレザーを使用したサドルです。
イタリアンレッドを纏ったこのサドルは、あなたのバイクをよ
りスタイリッシュに彩ります。

￥59,000 +Tax

WRコンポジッティ ｜ ITALY

カーボン素材のパイオニア、それがWR compositi

※ブルー、ホワイト、グレー、ブラウ
ン、イエローもお取り寄せ可能です。

NEW NEW NEW

2019 2019

092091

各部品には個体差があり、メーカーアナウンスの装着可能値はあくまでも指標です。
パーツの適合・装着の可否については、お近くの販売店にお問い合わせください。



重　　　量：200g(23mm)、205g(25mm)　※バルブ長 42mm※
サ　イ　ズ：23mm、25mm
カ　ラ　ー：オールブラック、ブラック、ブラックグレー
商 品 番 号：VT-001
革新素材グラフェンを使用し、40%もの転がり抵抗を削減した世界最速のチューブラータイヤ
です。幅広いエアロリムに合わせた設計がなされています。
1/100 秒を競うタイムトライアルや、軽さを求めるヒルクライムに適しています。

￥15,000 +TaxCORSA SPEED TUBULAR
コルサ スピード チューブラー

ブラック

オールブラック

ブラックグレー

重　　　量：275g(23mm)、290g(25mm)　※バルブ長 42mm※
サ　イ　ズ：23mm、25mm
カ　ラ　ー：オールブラック、ブラック、ブラックグレー (25C のみ )
商 品 番 号：VT-002
グランフェンを使用し、19%もの転がり抵抗の低減と、グリップ性能、耐久性能を両立しました。
柔軟性の高いコットンケーシングはアラミド繊維で強化されています。その速さや柔軟性、信頼
性は膨大なレース経験により証明されており、細部に渡り進化してきたものです。

￥13,800 +TaxCORSA TUBULAR
コルサ チューブラー

ブラック

オールブラック

ブラックグレー

重　　　量：225g(23C)、240g(25C)
サ　イ　ズ：700×23C、700×25C
カ　ラ　ー：オールブラック、ブラックグレー (23C のみ )
商 品 番 号：VT-010
インナーチューブを入れても使用可能な、チューブレスコアスパンケーシング。マーケットに
おいて最軽量のチューブレスレディ・ケーシングを採用。外部テストの結果、史上最速のロー
ドタイヤと証明されました。ヴィットリア純正の PIT STOP TNT EVO シーラントと合わせてご使
用いただくことで、高い耐パンク性能を発揮します。

￥9,000 +TaxCORSA SPEED CLINCHER
コルサ スピード クリンチャー

オールブラック ブラックグレー

重　　　量：245g(23mm)、255g(25mm)
サ　イ　ズ：23mm、25mm
カ　ラ　ー：オールブラック、ブラック、ブラックグレー
商 品 番 号：VT-011
様々な性能を限界まで引き出し、世界に認められたベストパフォーマンスクリンチャータイヤ
です。スピード、グリップ、耐久性、ロングライフ、耐パンク性能を最大限に引き出す為、4種
類のコンパウンドを使用しています。

￥7,800 +TaxCORSA CLINCHER
コルサ クリンチャー

ブラックオールブラック ブラックグレー

重　　　量：295g(25mm)、350g(28mm)
　　　　　　※バルブ長 42mm※
サ　イ　ズ：25mm、28mm
カ　ラ　ー：オールブラック、ブラック
商 品 番 号：VT-003
信頼性の高いコルサの特性を活かし、滑りやす
い石畳や荒い路面でもしっかり路面を捉えます。
更に織り目の入ったトレッドとショルダー部分
があり、滑りやすい路面でのグリップ力と耐久
性を高めています。

￥13,800 +Tax
CORSA CONTROL
TUBULAR

コルサ コントロール チューブラー

ブラック ブラックオールブラック

重　　　量：140g(19mm)、165g(23mm)
　　　　　　※バルブ長 42mm※
サ　イ　ズ：19mm、23mm
カ　ラ　ー：ブラック
商 品 番 号：VT-004
オリンピックなどのタイムトライアル競技で
勝利するための、最速のチューブラー・トラ
ックタイヤです。スピードに特化し、グラフェ
ンで強化したコンパウンドを採用しています。

￥15,000 +Tax
PISTA SPEED
TUBULAR

ピスタ スピード チューブラー

重　　　量：300g(21mm)、310g(23mm)
　　　　　　※バルブ長 42mm※
サ　イ　ズ：21mm、23mm
カ　ラ　ー：オールブラック、ブラック
商 品 番 号：VT-006
コットンケーシングを採用したトレーニング用
チューブラー。伝統的な外観で、オールブラッ
クと、ブラックがあります。
バルブコア取り外し不可。

￥4,000 +Tax
RALLY TUBULAR
ラリー チューブラー

ブラック ブラックオールブラック

- ブチルチューブ -
重　　　量：295g　※バルブ長 42mm※
サ　イ　ズ：21mm
カ　ラ　ー：オールブラック、ブラック
商 品 番 号：VT-007
トレーニングチューブラータイヤのベンチ
マークとも言えるストラーダチューブラー。
乗り心地、耐パンク性能が向上しています。

￥3,600 +Tax
STRADA TUBULAR
ストラーダ チューブラー

- ブチルチューブ -

オールブラック オールブラック オールレッド オールブラック

重　　　量：300g　※バルブ長 51mm※
サ　イ　ズ：23mm
カ　ラ　ー：オールブラック
商 品 番 号：VT-008
「カーボンディープ用にロングバルブのトレー
ニングチューブラーが欲しい」という要望に
応えた製品。

￥3,600 +Tax
MONDIALE TUBULAR
モンディアーレ チューブラー

- ブチルチューブ - - ブチルチューブ -

ブラック

重　　　量：300g　※バルブ長 36mm※
サ　イ　ズ：21mm
カ　ラ　ー：ブラック
商 品 番 号：VT-009
クラシカルなデザインが特徴のトレーニング
用チューブラータイヤ。日本国内限定モデル
です。
バルブコア取り外し不可。

￥3,000 +Tax
FORMULA UNO
TUBULAR

フォーミュラー ウノ チューブラー

重　　　量：250g(23C)、280g(25C)
サ　イ　ズ：700×23C、700×25C
カ　ラ　ー：オールブラック
商 品 番 号：VT-017
トレーニングタイヤの定番モデルがG+ Isotech
コンパウンドを採用してモデルチェンジ。
トレッドの耐久性が向上し長期間使用出来、更
にグリップ性能も向上しました。

￥3,200 +Tax
重　　　量：275g(23C)、280g(25C)、375g(28C)
サ　イ　ズ：700×23C、700×25C、700×28C
カ　ラ　ー：オールブラック
商 品 番 号：VT-018
コスフォパフォーマンスの高いグラフェン未配
合モデル。
トレッドデザインは上位モデルと共通です。

￥2,500 +Tax
重　　　量：270g
サ　イ　ズ：700×23C
カ　ラ　ー：オールレッド
商 品 番 号：VT-019
オフシーズンの時の、ホームトレーニング
用にデザインされたタイヤです。

￥3,700 +Tax
重　　　量：500g
サ　イ　ズ：700×28C
カ　ラ　ー：オールブラック
商 品 番 号：VT-020
街乗りやツーリング、濡れた路面にも対応す
る耐パンク性能と耐久性に優れたタイヤです。
ダブルシールディング耐パンク性能ベルトが
ガラスや鋭い破片などからタイヤを守ります。
通勤ライドにお薦めです。

リフレクト有 ￥4,200 +Tax
リフレクト無 ￥3,900 +Tax
RANDONNEUR TECH
ランドナー テック

ZAFFIRO PRO
CLINCHER

ザフィーロ プロ クリンチャー

ZAFFIRO
CLINCHER

ザフィーロ クリンチャー

ZAFFIRO PRO HOME
TRAINER

ザフィーロ プロ ホーム トレーナー

重　　　量：285g(23mm)、295g(25mm)　※バルブ長 42mm※
サ　イ　ズ：23mm、25mm
カ　ラ　ー：オールブラック、ブラックグレー
商 品 番 号：VT-005
最もポピュラーかつ、長距離トレーニングやレースに最適なオールラウンドタイヤのチュー
ブラーバージョン。
スピード、グリップ力、しなやかさを最大限に引き出す 3種類のコンパウンドを使用するこ
とで、厳しい天候やロードコンディションにも対応が可能。
また、高い耐パンク性も特徴の一つです。

￥8,500 +TaxRUBINO PRO TUBULAR
ルビノ プロ チューブラー

オールブラック

- ブチルチューブ -

- チューブレスレディ -

ブラックグレー

オールブラック

重　　　量：190g(23C)、205g(25C)
サ　イ　ズ：700×23C、700×25C
カ　ラ　ー：オールブラック
商 品 番 号：VT-013
4 種類のバリエーションを誇るルビノシリーズ
内で最も軽く、レーシーなタイヤです。低い転
がり抵抗によって、ロードコンディションを問
わず高い競争力を発揮します。

￥6,300 +Tax
RUBINO PRO SPEED
CLINCHER

ルビノ プロ スピード クリンチャー

重　　　量：295g(25C)、350g(28C)
サ　イ　ズ：700×25C、700×28C
カ　ラ　ー：オールブラック、ブラック
商 品 番 号：VT-012
新しいコルサコントロールのクリンチャーバー
ジョン。信頼性の高いコルサの特性を活かし、
滑りやすい石畳や荒い路面でもしっかり路面を
捉えます。

￥7,800 +Tax
CORSA CONTROL
CLINCHER

コルサ コントロール クリンチャー

ブラックオールブラック

重　　　量：290g(23C)、305g(25C)
サ　イ　ズ：700×23C、700×25C
カ　ラ　ー：オールブラック
商 品 番 号：VT-014
如何なるコンディションでも優れたハンドリン
グ性能を発揮出来るよう開発されたタイヤです。
ケーシングレイヤーを追加する事で、柔軟性を
損なうことなくタイヤを強化しました。

￥5,000 +Tax
RUBINO PRO CONTROL
CLINCHER

ルビノ プロ コントロール クリンチャー

オールブラック

KM

オールブラック

重　　　量：365g(23C)、390g(25C)
サ　イ　ズ：700×23C、700×25C
カ　ラ　ー：オールブラック
商 品 番 号：VT-015
ロングライドやブルベでの使用をターゲットに
開発されたタイヤです。厳しい路面状況や氷点
下を超えるような寒さの中でも、驚異的なグリ
ップ力を発揮します。

￥5,000 +Tax
RUBINO PRO ENDURANCE
CLINCHER

ルビノ プロ エンデュランス クリンチャー

重　　　量：230g(23C)、250g(25C)
サ　イ　ズ：700×23C、700×25C
カ　ラ　ー：オールブラック、ブラックブルー、ブラックホワイト、ブラックイエロー、ブラックレッド
商 品 番 号：VT-016
重要な性能全てを高い次元でバランスさせた、オールラウンドカテゴリーで最もポピュラー且つベストなタイヤの一つ
です。スピード、グリップ、しなやかさを最大限引き出すために３種類のコンパウンドを使用し、耐パンク性能としな
やかさを更に高める為に厚みのあるトレッドを採用しています。
高強度のトレーニングに適していると同時に、レースイベントにも最適なモデルです。

￥5,000 +TaxRUBINO PRO CLINCHER
ルビノ プロ クリンチャー

オールブラック

ブラックブルー ブラックホワイト ブラックイエロー ブラックレッド

オールブラック

チューブラー

クリンチャー

KM
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アウトドアウェア・グッズの国内トップブランド「モンベル」。
自然やバイクライフを楽しむための提案がここにあります。

サイクルライン

サ　イ　ズ：100cm×140cm( 本体 )
　　　　　　6.5cm×17.5cm×6.5cm( 収納 )
重　　　量：297g
カ　ラ　ー：GRPH
商 品 番 号：#1130424
シートを広げて自転車を置く一般的な方法ではなく、
筒状のシートを畳んだ自転車にかぶせるだけの極めて
シンプルな使い方。内側のポケットが収納ケースとし
て使用できるポケッタブルデザインで、使用しない時
はコンパクトになります。26～29インチに対応します。
※フレームやハンドル等のサイズ・形状により、収納
できない場合があります。

コンパクト リンコウ バッグ
￥4,850 +Tax

サ　イ　ズ：φ15cm×25cm
重　　　量：211g
容　　　量：4.5L
カ　ラ　ー：LEGN、SV、BK
商 品 番 号：#1130385
ストラップで容易にハンドルバーへ固定できるフロ
ントバッグです。メイン荷室には行動食やレインウ
ェア、小物などが入れられる容量を設け、サイドポ
ケットは予備のチューブなどが収まるサイズに設定。
※装着する場合は、レバーの動きに干渉しない事を
お確かめください。

フロントバッグ ￥4,200 +Tax

重　　　量：371g※ガスカートリッジ
　　　　　　を除く※
容　　　量：1.0L
カ　ラ　ー：CARB
商 品 番 号：#1824393
保温クッカーと熱効率の高いストーブ
がセットになった簡単便利なアウトド
ア用調理器具。クッカーの底のフラッ
クスリングが抜群の熱効率を実現して
います。※ガスカートリッジは別売り。
※2018年 7月以降発売。

ジェットボイル
FLASH
￥14,800 +Tax

サ　イ　ズ：XS、S、M、L、XL
重　　　量：125g(L.W 平均 )、170g(M.W平均 )
カ　ラ　ー：IND、BK、LTSV
商 品 番 号：#1107486(L.W.)、#1107282(M.W.)
軽量で速乾性に優れているので、寒い季節の激し
く汗をかく運動や、夏場のウォータースポーツな
ど、オールシーズン活躍する汎用性の高いモデル
です。また、薄手で、伸縮性にも優れ、重ね着が
しやすくなっています。

ジオライン ラウンド
ネックシャツ
L.W.( 薄手 )　　￥3,239 +Tax
M.W.( 中厚手 )　￥4,300 +Tax

サ　イ　ズ：S、M、L、XL
重　　　量：55g
カ　ラ　ー：GRPH、WT
商 品 番 号：#1130413
驚異の軽さと、超コンパクト収納を実現したウイン
ドブレーカーです。超軽量と強度を両立した素材を
使用し、表面には多少の雨なら難なくはじく撥水加
工を施しています。また、適度なフィット感を持た
せることでばたつきを軽減しています。軽量化の追
求と同時に、ベンチレーションなど、サイクリング
に必要な機能を搭載しています。

EXライト ウィンドバイカー
M’S ￥8,100 +Tax

サ　イ　ズ：XS、S、M、L、XL
重　　　量：299g( 平均 )
カ　ラ　ー：ROSE、FBL、PLYL、
商 品 番 号：#1128578
レインウエアに必要とされる機能をバランス
よく備え、軽量性・コンパクト性にも優れる
スタンダードモデルです。
華やかな柄をプリントしたモデルです。ゴア
テックス®ファブリクスを採用したモデルと
して、最もリーズナブルな価格です。

レインダンサー 
プリントジャケット
Women's
￥18,500 +Taxサ　イ　ズ：XS、S、M、L、XL

　　　　　　※男女兼用※
重　　　量：281g( 平均 )
カ　ラ　ー：HRD、BK、CNBL
商 品 番 号：#1130453
ツーリングから街乗りまで、季節やシーンを
選ばず、一年を通じて活躍する軽量ジャケッ
トです。前面は防風性と撥水性を備えた表地
に、暖かく蒸れにくい裏地を組み合わせてい
ます。背面にはストレッチ性・通気性を備え
た生地を使用し、蒸れを効果的に解消。
胸ポケットにコンパクトに収納できるポケッ
タブル仕様です。

ライトシェル
サイクルジャケット
￥10,600 +Tax

アンダーウェア

そ　の　他

ジャケット

モンベル ｜ JAPAN

LEGN

BK

SV

サ　イ　ズ：H9cm×W8cm×D19cm
重　　　量：134g
容　　　量：1.3L
カ　ラ　ー：BK、LEGN、SV
商 品 番 号：#1130502
トップチューブやハンドルステムにベルクロで簡単
に取り付けできるポーチです。
上部にはスマートフォンの収納に適したポケットを
配置。タッチパネルの操作も可能で、荷室にはバッ
テリーのコードが引き出せるスリットを設けていま
す。車のライトなどを反射して光るロゴが夜間の視
認性を高めます。

ヘッドポーチ ￥2,700 +Tax

BK

SV

LEGN

IND

LTSV

BK

ROSE
HRD

WT

GRPH

BK

CNBL FBL

PLYL

サ　イ　ズ：H50cm×W28cm×D17cm
重　　　量：710g
容　　　量：10L
カ　ラ　ー：BK、WT
商 品 番 号：#1130503
空気抵抗が少ない流線型シルエットのロード・クロ
スバイク用軽量バックパックです。
体にしっかりとフィットする構造なので、走行時に
も揺れにくくなっています。アクセスしやすいポケ
ットや工具用のポーチなど、便利な機能を多く備え
ています。

サイクール
パック 10 ￥13,000 +Tax

BK

CARB
WT

サ　イ　ズ：H7cm×W5cm×D16cm
重　　　量：49g
容　　　量：0.6L
カ　ラ　ー：DKFS、SKGY、GM
商 品 番 号：#1130384
工具や小物類の収納に便利な超軽量ポーチです。
シートピラーとサドルレールに、ベルクロで簡単に
装着することが可能。背面には車のライトなどを反
射して光るプリントを施し、視認性を高めています。

ULサドルポーチ ￥1,400 +Tax
SKGY GM

DKFS

キャンプ用品から登山用品まで自転車用品以外も取り扱っています !
　　　　　　　　　　自転車 + アウトドア要素で、遊び方は無限大に広がります !

※一部お取り扱い出来ない商品がございます。

挑戦する手に、感動をもたらす光を。

ジェントス ｜ JAPAN

AX  Se r i e s

XB  Se r i e s

メタルグレー ガンメタル

モ　ー　ド：ハイパワー>ノーマル >エコ
　　　　　　>点滅
電 池 寿 命：3h / 6h / 16h / 20h
照 射 距 離：約 95m
商 品 番 号：GE-004
楕円形の照射面でワイドに照射可能なオーバ
ルビーム採用し、バイクライトの中で最も明
るい最大800ルーメンを誇ります。
リチウムイオン充電池を使用し、USB 充電可
能モデルです。バッテリーインジケーター、
スイッチロック機能搭載しています。

￥8,700 +Tax
XB-800R

GENTOS バイクライトのプレミアムモデル。

配光や明るさに様々なバリエーションをもたせた、GENTOS バイクライトのスタンダードレンジ。

BL  Se r i e s

セーフティバンド

GENTOS バイクライトのエントリーモデル。

カ　ラ　ー：メタルグレー
モ　ー　ド：ハイパワー>ノーマル >エコ >
　　　　　　点滅>スロー点滅
電 池 寿 命：1.5h /3h / 6h / 11h / 22h
照 射 距 離：約 93m
商 品 番 号：GE-002
バイクライトシリーズの最高峰モデル。アルミ
ダイキャストのコンパクトな形状ながら、ライ
ンナップ中最大の光量を実現。バッテリー残量
の確認ができるバッテリーインジケーターや
横方向の被視認性を高めるサイドエミッター
などの機能も搭載しています。

￥5,000 +Tax
AX-007GR

カ　ラ　ー：ガンメタル
モ　ー　ド：ハイ>エコ >高速点滅 >スロー
　　　　　　点滅
電 池 寿 命：6h / 12h / 100h / 100h
照 射 距 離：約 90m
商 品 番 号：GE-003
特殊設計のリフレクターを搭載し、最大 200
ルーメンの大光量でも対向車への眩惑を最小
限にできます。Hiモードで約 6時間の連続使
用が可能。バッテリーインジケーター付きで
電池交換の目安が一目で分かります。サイド
エミッターで周囲からの被視認性も向上。

￥5,500 +Tax
AX-002MG

モ　ー　ド：オートディマー>ハイパワー
　　　　　　>エコ >点滅
電 池 寿 命：5h ( ハイパワー ) / 10h( エコ ) / 
　　　　　　20h( 点滅 )
照 射 距 離：約 79m
商 品 番 号：GE-005
暗い場所では光量を多く、明るい場所では光
量を少なく、自動で明るさを調節するオート
ディマーモード搭載。USB 充電可能リチウム
ポリマー充電池と単 3形アルカリ電池のどち
らでも使用可能。AXビームリフレクター搭載。

￥4,980 +Tax
XB-555LR

モ　ー　ド：オートディマー>ハイパワー
　　　　　　>エコ >点滅
電 池 寿 命：7h ( ハイパワー ) / 45h( エコ) / 
　　　　　　20h( 点滅 )
照 射 距 離：約 52m
商 品 番 号：GE-006
暗い場所では光量を多く、明るい場所では光
量を少なく、自動で明るさを調節するオート
ディマーモード、AXビームリフレクター（ナ
ロータイプ）搭載しています。

￥3,300 +Tax
XB-550LD

モ　ー　ド：ハイ>ロウ >高速点滅 >スロー
　　　　　　点滅
電 池 寿 命：5h / 10h / 12h / 12h
照 射 距 離：約 100m
商 品 番 号：GE-007
コンパクトボディながら 110 ルーメンのハイ
パフォーマンスを実現。
対向車への眩惑を抑える AXビームリフレク
ター（狭角タイプ）を搭載。

￥3,300 +Tax
XB-350
SUPERIOR

カ　ラ　ー：ガンメタル、シルバー
モ　ー　ド：点灯>高速点滅 >スロー点滅
電 池 寿 命：6h / 40h / 120h
照 射 距 離：約 70m
商 品 番 号：GE-008
BL-300 と同じくコンパクトなボディを採用し
つつ、明るさを 80 ルーメンまで高めた大光量
モデル。専用設計の高効率オプティカルレンズ
で配光をベストバランスにコントロール。狭す
ぎず広すぎずのベストな配光を実現しました。

￥2,800 +Tax
BL-350
SUPERIOR

ガンメタル

シルバー

カ　ラ　ー：ブラック、ターコイズブルー
モ　ー　ド：点灯>点滅
電 池 寿 命：12h / 80h
照 射 距 離：約 67m
商 品 番 号：GE-012
拡散する光を集め遠くに飛ばすことのできる
コリメータレンズを採用。両サイドにもバイ
クの存在をアピールし視認性を上げるサイド
エミッタ―機能。ひっぱるだけで簡単装着で
きる一体型ラバーブラケットです。

￥1,480 +Tax
BL-500

カ　ラ　ー：ブラック、ホワイト
モ　ー　ド：点灯>高速点滅 >スロー点滅
電 池 寿 命：40h / 200h / 600h
照 射 距 離：約 45m
商 品 番 号：GE-009
12 ルーメンの明るさで 40 時間の点灯、600
時間の点滅と電池のロングライフを図ったエ
ントリーモデル。サイドエミッターを採用し
視認性の高いデザインは、街灯の多いナイト
ライドや常時点灯用のサブライトとして使う
のに最適です。

￥1,500 +Tax
BL-300

ブラック

ブラック

ターコイズ
ブルー

ホワイト

カ　ラ　ー：ブラック、ホワイト (B01のみ )
モ　ー　ド：点灯>点滅
電 池 寿 命：10h / 20h（BL-B01）、8h / 20h（BL-B02）
照 射 距 離：約 20m（BL-B01）、40m（BL-B02）
商 品 番 号：GE-013
本体の照射方向を垂直に 3段階（左 15°・正面
・右 15°）に調節可能。
φ25 ～ 32mmのハンドル径に対応。
点灯 / 点滅のシンプルな点灯パターンです。

￥1,280 +Tax
￥2,280 +TaxBL-B02

BL-B01

モ　ー　ド：点灯>点滅
電 池 寿 命：15h ～ 40h
商 品 番 号：GE-010
MicroUSBでの充電に対応した LEDセーフティ
バンドです。1本で青、赤、緑の 3色に切り替
えが可能。

￥2,500 +Tax
AX-R100

カ　ラ　ー：レッド (AX830)
モ　ー　ド：点灯>点滅
電 池 寿 命：70h / 100h
商 品 番 号：GE-011
腕や足首に巻いて夜間の被視認性を高めるセ
ーフティバンド。付属の布バンドを使用して
ヘルメットに取り付けることも可能です。

￥1,680 +Tax
LED セーフティバンド

AX830：レッド

10m
20m30m

オーバル ( 楕円型 ) ビーム

自動調光 ( オートディマー )

AX ビームリフレクター

周囲の明るさを感知して、自動で明るさを調
節するバイクライト。

LEDの光を全反射させて配光をコントロール。
斧形に照射面を形成するリフレクターのため、
車のロービームのように対向車への眩惑を軽
減する事が可能。

広範囲照射に最適なオーバル ( 楕円
形 ) ビームタイプ。
ナロー ( 狭角 ) タイプに比べ、周囲
の路面状況を察知し、危険から身を
守ります。

NEW NEW

B01：ブラック

B01：ホワイト

B02：ブラック

20192019
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イタリアに本拠を置くヘルメット専門メーカー【MET】
1987 年に創業したMET は 30 年もの間、自転車乗りの安全を考え
てサイクルスポーツ用のヘルメットだけを生産してきました。
常にヘルメットの研究、開発、ブラッシュアップを重ね、いつの
世代でもより速く、軽く、快適な製品を生みだしています。
その姿勢は、プロチームへの供給、テスト、フィードバックという
形で創業当初から現在まで行われています。
2018年は UAE Team Emirates にヘルメットを供給。極限のレース
現場でMET のヘルメットは試され続けています。

MET が製品開発において最も重要にしている事が安全性です。
物理エンジンや3Dグラフィックモデルを駆使し、使用状況を想定
した安全性を確保。その上で、CFD解析を用いたクーリング性能、
エアロダイナミクスを計算します。
シミュレーションを重ねて細かなデザインが決まると、3Dプリンタ
で成形。実際に製品が機能することを検証しながら、製品を作り
上げています。
このような高いシミュレーション技術と厳格なテストによって、
METのヘルメットは安全性・機能性・デザインに優れた製品と
なるのです。

そして2017年、MET は 30 年という節目の年にふさわしい、新た
なハイエンドロードヘルメット、【トレンタ 3Kカーボン】を発表
しました。
注目したのはカーボンファイバー素材。シェル内側に一体成型
されたカーボンのフレームを内蔵。カーボンの持つ弾性を衝撃
吸収に利用することで、EPSフォームの密度を減らして軽量化
させつつ、他モデルと同じ強度を持たせることに成功しています。

安全性能はレース向けのモデルだけではありません。
エントリーロードヘルメットやレジャー用、シティ用、キッズ用
ヘルメットに至るまで、全てのヘルメットは、安全性能に細心の
注意を払って設計されています。

T R E N T A  3K CARBON
LANDMARK PERFORMANCE

DEFEND YOUR PASSION

重　　　量：215g(M size)、255g(L size)
サ　イ　ズ：S(52-56cm)、M(56-58cm)、L(58-61cm)
カ　ラ　ー：1. ブラック、2. ホワイト、3. イタリアン 30th
　　　　　   ANNIVERSARY、4.One Pro Cycling、5. ブラ
　　　　　　ックイリディセント
商 品 番 号：ME-001

￥35,500 +TaxTRENTA 3K CARBON

車連公認

1. M・L size

5. M・L size

2. S・M・L size

3. M・L size

新開発のフィッティングシステムを
採用。
・4段階の垂直調整
・2段階の後頭部接触位置調整

SAFE-T ORBITAL

ヘルメット尾部で空気の流れを整流。
取り込んだ空気は効率的にヘルメット
内から排出されます。
25°に設けられたデフレクターが、
下を向いてもがくような体勢でも、
ドラッグの発生を低減します。

REAR DEFLECTORS

頭頂部に設けられた通気口がベンチュリ効果によって効率的に空気を取り
込み、ドラッグを発生させることなくヘルメット内を換気します。

NACA VENT

TRENTAは頭部の約30%のみがヘルメット
と接触するように設計されています。
残りの70%は、計算されたヘルメット内の
エアフローによって常に快適に保たれます。

HEAD CONTACT
SURFACE

NACA VENTとREAR DEFLECTORの相乗効
果で最適なエアロダイナミクスを実現。
イタリア、ミラノのニュートン研究所の
風洞施設で実験を行い、エアフローとエ
アロダイナミクスに優れた筒状のプロフ
ァイルが採用されました。

TUBE-SHAPED TAILTeam UAE Emirates
アラブ首長国連邦を本拠地とするUCI ワールドツアーチーム。
2017 年よりMET のサポートを受け、ワールドツアーレースを戦っています。主に使用するヘルメットは、クーリングと空力のバランスに優れた
トレンタ 3Kカーボン、スプリンターに重宝されているマンタHES、一昨年からメインとなっていたリヴァーレHESの3モデル。

2019シーズンも、METはレース現場の最前線で選手の安全を守ります。

4. M・L size

-トレンタ 3K カーボン -

30年にも及ぶ、ヘルメット開発の集大成
カーボンの弾性を衝撃吸収に利用することで、EPSフォームの密度を減らして軽量化させつつ、従来と同レベルの強度を持たせる事に成功
しました。
革新的なのは製法だけではありません。イタリアのニュートン研究所で行われた風洞試験では、クローズドエアロヘルメットのマンタHES 以上の
空力性能を証明。それでいながら頭部とヘルメットの接触面積を最適化し、ラインナップ中最高のエアフローを実現しています。
新開発の Safe-T Orbitalフィッティングシステムは、周長を2mmごと、垂直方向に4段階、さらに後頭部のパッド接触位置を2段階で調整が可能。
オプションの Safe-T USB LED ライトも装着できます。

NEW
COLOR

メット ｜ ITALY

20192019
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◎このカタログの内容は2019年2月現在のものです。
◎当社は輸入卸専門ですので小売りは致しておりません。ご注文の際は、どうぞお近くの販売店へご相談ください。
◎商品の価格は全て参考価格です。
◎商品の価格、カラーを含む外観及び仕様は予告なく変更する場合があります。
◎各部品には個体差があり、メーカーアナウンスの装着可能値はあくまでも指標です。
　パーツの適合・装着については、お近くの販売店にお問い合わせください。
◎本体価格の他に、別途組み付け作業工賃が発生する場合がございます。詳しくは販売店までお問い合わせください。

インターマックス特約店は、こちらのWebサイトでご確認いただけます
最新情報は、こちらでご確認いただけます

www.intermax.co.jp

www.facebook.com/InterMax.co.jp twitter.com/InterMax_JP

株式会社インターマックス
KUOTA, DedacciaiSTRADA, SRAM, ZIPP, SPINERGY, MET, CASTELLI, SCICON,WR,SIGMA SPORT 日本総代理店

〒406-0032 山梨県笛吹市石和町四日市場1640-1 TEL 055-261-0220 FAX 055-261-0221
￥500+Tax
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