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Viaggio aiia vita con la bicicletta

- トラディツィオーネ - クロモリフレームのイメージを引き立たせるパーツ＆アクセサリー

Classic Hub
クラシカルなシェイプに日本製シールドベアリン
グを採用。スムーズな回転、メンテナンス性もよ
く、軽量です。
・重量 F/111g、R/271g
・カセット Type A
・クイック別売
32H （カンパ / シマノ）
※28H･36H についてはお問い合わせ下さい
フロント ¥4,900（税抜）
リア ¥11,000（税抜）

ステム
優れたデザインの１インチスレッド用ステム。
・アルミ鍛造
・長さ 90 ㎜
・バークランプ径 26 ㎜
・シルバーポリッシュ

Classic Hub Quick release lever
Front ¥1,100（税抜）
Rear ¥1,200（税抜）

¥6,000（税抜）
ヘッドセット

1 インチスレッド用ヘッドセット。フレームの規
格に合わせて JIS または ITA を選択してください。
フォークのクラウンレースは、JIS,ITA の両タイプ
が付属しているのでフォークのタイプを選びませ
ん（JIS のヘッドチューブに ITA のフォークをつけ
ることが可能）。また、このクラウンレースは工具
無しで装着可能です。
・重量 79g
・シールドベアリング２個使用
タイプ：ITA / JIS
※クラウンレースは、JIS・ITA 両タイプ付属

ZERO Hub
完組 ZERO にも使用される高性能ハブ。よりスムー
ズな回転と軽量化を実現した新設計のハブです。
フロント : 28H , 32H
リア：28H , 32H（カンパ／シマノ）
・重量 F/76g、R/245g
・カセット Type B
・クイック別売
フロント ¥8,600（税抜）

リア ¥17,200（税抜）

¥7,300（税抜）
クランクセット

クラシックなデザインのバイクに似合う
tradizione bello クランク。
・クランク長 165 ㎜ /167.5 ㎜ /170 ㎜
/172.5 ㎜
・チェーンリング 50-34 丁
・スクエアテーパー BB 仕様
・PCD 110 ㎜
・9s、10s、11s 対応
・重量 640g

¥18,000（税抜）

ZERO Wheel

tradizione リム（穴数違い）を使用したホイー
ルセット。シルバーポリッシュのシャープで
トラディショナルな外観ながら、ヒルクライ
ムレースでも使用したくなるほど軽量、もち
ろん剛性も確保しています。
・カンパニョーロ用、シマノ用
・スポーク F20 本 R 24 本 ダブルバテッド
・リム高 21 ㎜
・CNC サイド加工アイレット
・ハブ NOVATEC 製 Zero Hub
・重量 シマノ 11s1471g, カンパ 1458g
※体重制限 90kg 以下

¥50,000（税抜）

フロントフォーク只今開発中！
リム

APC-2910 ACOR ステンレストゥクリップ

トゥクリップペダルに装着する専用クリップ
です。
・50 ㎜ ×113 ㎜ ×62 ㎜
・重量 46g/ ペア

¥1,300（税抜）
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390g でとても軽量、シャープなデザインの
リムです。ペア 2 本セット。
・リム高 17.6 ㎜
・CNC サイド加工 アイレット
・スリーブジョイント
・重量 390g(1 本 )
シルバーポリッシュ
32H ¥13,000（税抜）
アルマイトレッド / アルマイトブルー
32H

¥14,000（税抜）

NISI SLUDI 390 リム
SLUDI 390 はダブルアイレット仕様でありながら 390ｇを
下回る軽量な仕上がりのクリンチャーリム。カラーは 2 色
でシルバーポリッシュは美しい深みのある輝き、あるいは
精悍なブラックと、コンポーネントやパーツにあわせた選
択が可能です。
・700C クリンチャーリム 32H
・高さ 13.5 ㎜ 幅 20 ㎜
・重量 390ｇ
・6082T6 アルミ
・ダブルアイレット

非常にデリケートなリムです。ホイールを組む際はテンション
を少しずつかけながら組み上げて下さい。また、スポークを馴
染ませる際はホイールを宙に浮かせて手で馴染ませる程度にし
て下さい。 ※地面や壁に押しつけて馴染ませないで下さい。

カラー：シルバーポリッシュ、ブラック

¥14,000（税抜）
イタリアでハンドメイドされている伝統のリム「NISI」。

昔から変わらないソフトな〝しなり″が楽しめる、クロモリファン待望のクリンチャーリムです。軽量、高剛性の現代のリムに対しても、重量は実測 390g と遜色
ない SLUDI 390。ツール・ド・フランスのように荒れた路面を高速で走行するようなシーンでは、軽量・高剛性のリムを使用する場合に挙動の乱れに対してバイク
コントロールに高いスキルが求められるようになりました。バイクの進化に相反するようなこのソフトなリムの存在価値がここにあります。耐久性という面に目を
向けても、リムがソフトなためスポークへの負荷も少なくなり、テンションに関係なくスポークが折れるリスクの軽減にも繋がります。
剛性を上げるのではなく、あえてソフトに仕上げる、昔から変わらないイタリアの頑固なポリシーによって作られている製品です。現代のリムにない低剛性を求め
る方だけに使ってほしいリムです。

オリジナリティあふれる製品を次々に開発する注目のブランド - キュービクル AIRKEY（エアキー）
CNC 加工されたアルミニウムボディが美しい
インフレーターヘッドです。
重量約 10ｇ・全高 27.5mm と軽量でコンパク
トな設計、エア注入時の流量
調節が可能。
・仏式バルブ専用
・重量 10g

AQUAir XL（アクエアーエックスエル）
サドルレールに装着し２本分のボ
トルケージと AIRKEY インフレー
ターヘッド＆ボンベ２本、さらに
ストラップを使用してチューブや
スペアタイヤなどが装着できま
す。20°の角度調整が可能、さ
らに 2021 年リニューアルモデル
からボディを 25mm 延長し、サ
ドル形状による不具合を解消して
います。
・重量 171g

New Model!!

※AQUAir、AIRCLUB にも装着可能

¥1,900（税抜）
◀AIRKEY の使用方法を動画で解説！
約 110mm

¥6,000（税抜）
サドルレール後部に固定
※様々なサドル形状に適応する XL モデルです。

AIRCLUB（エアクラブ）
シートポストに取り付けることで
CO2 カートリッジ２本と別売りのイ
ンフレーター AIR KEY＜エアキー＞
をコンパクトに収納できるアタッチ
メント。
・シートポスト径 27.2 ㎜ /31.6 ㎜
・重量 38g(27.2 ㎜ ) / 44g(31.6 ㎜ )

ボトルケージ ×２

インフレーターヘッド

¥2,300（税抜）

スペアタイヤ等

AIRSAFE（エアセーフ）

CO2 カートリッジ ×２
※装着イメージ

凍傷防止用ボンベカバー。

¥500（税抜）

タンジェントフェンダー
クイックレリーズのナット側に装着するロード用
フェンダー。斬新なデザインによりロードバイク
の外観の美しさを保ちます。付属パーツを付け替
えることで、フロントとリア、どちらにも対応可
能です。
・700C ロードバイク用
・適用タイヤ幅：25mm まで
・重量：82g

¥5,000（税抜）

タンジェントフェンダー
QF725 Carbon
タンジェントフェンダーの CARBON
アームモデル。従来のアルミアームよ
り 10g 軽量、黒みのカーボンカラーは
高価なロードバイクの外観を損なうこ
となく効率よく雨水の巻き上げをカッ
トします。
・700C ロードバイク用
・適用タイヤ幅 25mm まで
・重量：72g
タンジェントフェンダー
の装着イメージ＆使用感
をこちらの動画で確認▶
¥7,000（税抜）
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海外や離島の遠征に、自転車を安全に輸送する「バイクポーター」シリーズ
ACOR バイクポーターから進化した、新しい「自転車輸送箱」折り畳めるバイクポーター登場！
耐久性・機能性はそのまま、コンパクトな保管収納が可能になりました。

Qbicle BIKE PORTER STD サイズ /PRO サイズ
キュービクルバイクポーター STD（スタンダード）サイズ
耐久性に優れた 5 ㎜厚のプラスチック段ボールで、水ぬれに強く
何回でも使えます。

写真協力：宇都宮ブリッツェン 増田成幸 Capt.

外寸 W1160×H800×D305 ㎜（３辺合計 2265 ㎜） 重量 3.0kg
ロードバイクの前後輪を外すだけで収納可能なサイズ（従来の
スマートサイズと同じ）。
STD サイズ
折り畳みサイズ
STD:790×760×50mm
PRO:730×670×50mm

バイクポーターの
組み立て方を動画
で配信中！

カラー：ホワイト、ブラック

各 ¥18,000（税抜）

BLACK
COLOR

キュービクルバイクポーター PRO サイズ

小さく
畳める

日系航空会社の国際線受託荷物基準にあわせたコンパクト設計のバイクポーターです。
車両により、ハンドルや前後ホイールとリアディレーラー、ブレーキキャリパー等の
取り外しが必要になりますので、自転車整備の経験がある方向けの製品となります。
外寸 W1060×H740×D230 ㎜（３辺合計 2030 ㎜）
重量 2.4kg
カラー：ホワイト、ブラック

PRO サイズ

各 ¥18,000（税抜）

BIKEPOTER OPTION
Qbicle バイクポーター専用バッグ
STD BAG 116 ／ PRO BAG 106
各 ¥12,000（税抜）
肩パッド付きのショルダーベルトと持ち手
でバイクポーターの移動が楽々！
持ち運び易く、バイクポーターの耐久性も
大幅に向上します。

イージータイ

バイクポーター用の便利アイテム「イ
ージータイ」。バイクを梱包する時、フレームの緩衝
材を確実かつスマートに固定、外したパーツ等の保持などに
便利に使える面ファスナーの結束ベルトです。全長 34.5cm、繰り
返し使えて接着力はとても強力です。
ウラ・オモテとも全面が♂（フック）と♀（ループ）になっている
ので細いパーツから太いフレームまで対応、どの位置でもしっか
り固定できます。
12 本入り

￥1,200（税別）
バイクポーター未使用時
の折り畳んだ形状に対応

専用バッグ畳み方を動画で配信中▶

Qbicle ECO-TROLLEY

バイクポーター用キャスターセット。
マジックテープを使用した 2 本のベルトで
簡単に着脱でき、キャス
ター部分の位置の変更も
容易です。
・耐荷重 80kg
・重量 935g（Set）

¥8,000（税抜）

バイクポーターご注文の際は次の点にご注意下さい。
プラスティック素材の特性により、表面に摩擦や圧迫による白く濁った
傷のような痕が着くことがありますが、強度には殆ど影響せず、自転車
を安全に輸送する本来の目的に影響する物ではありません。

国際線受託荷物基準は各航空会社や搭乗クラスによって異なりますので事前
に各航空会社にお問い合わせ下さい。
また、航空会社や各イベント行き先（国内線、国際線）によって、自転車預
入費用は統一されていません。事前に各航空会社、旅行代理店、イベント事
務局等にご確認下さい。

Qbicle LOCK CLAMP ¥600（税抜）
BIKE PORTER のファスナーベルトを TSA ロックで施錠
するための樹脂製クランプ。TSA ロック対応の空港で
施錠したまま「荷物検査」に預ける事が出来ます。
TSA LOCK の他、ジップタイ（巾 5mm まで）
等の使用が可能です。
※Lock Clamp は盗難を防止する物では無く
盗難を抑止することを目的とした器具です。

ABG-21108 エイカーホイールバッグ

前後のホイールをずらして収納するため持ち
運び易く、ホイールの保護性も向上したスリ
ム形状のホイールバッグです。
・布製ペアホイールバッグ
・700C ホイール用

バイクポーターバッグ用
インナーボックス

バイクボックス

Bike Box

STD サイズ

バイクポーター規格の段ボール製インナーボックス。
「バイクポーター STD 用バッグ」と
一緒に使うことで複数回の
使用が可能です。
K6W 段ボール製、肉厚
でしっかりとバイクを
保護します
水濡厳禁 耐水段ボール
ではありません

¥9,000（税抜）
・外寸 W1160×H810×D305 ㎜
・重量 4.0kg

3

¥4,000（税抜）

- エイカー AMP-21205 軽量キャリーフロアポンプ
コンパクトに折りたため、レース、遠征などの持ち
運びに便利なフロアポンプ。
全長を短くし小柄な方でも楽に空気を入れることが
できます。

AMP-21301
ミニフロアポンプ AS3

¥3,800（税抜）

２段階に伸びるから
楽々ポンピング！

収納時は
持ち手と
足元がた
ためる！

ゲージ付

・ハンドル＆エアゲージ収納式
・米式、仏式対応
・全長 564 ㎜、重量 900g
・Max:150psi/10.5bar
・アルミ製ボディ

¥4,000（税抜）

AS3 ポンプは使い易さ
抜群の機能が満載！！
詳しくはこちらの動画
で確認できます！

ABC-21107 サドル用ボトルケージアダプター

サドルレールに取り付けることで 2 個のボトル
ケージが装着可能。
・アルミ製
・重量 122g

¥1,600（税抜）
ABC-21306

軽量ボトルケージ２

ワンピース構造により、従来の軽量アルミ
ケージより 15g 軽量になりました。
・4.3 ㎜アルミチューブ製
・スリムブラケット
・重量 32g
¥800（税抜）
カラー：シルバー

ABC-2901

カラーボトルケージ

耐久性に優れた素材を使用したカラフルで
カジュアルなデザインのボトルケージ。自
転車用ボトル、500ml のペットボトルにも
対応。
・重量 37g
カラー：レッド / イエロー

AWB-2703

携帯時の全長が 305 ㎜とコンパクトなが
ら２段階に約２倍に伸びるので、大容量
の MTB タイヤから高圧のロードタイヤ
まで、少ないポンピングで快適に空気が
入れられます。
・エアゲージ収納
・米式、仏式対応
・全長 305 ㎜、重量 215g
・Max:120psi/8.3bar
・アルミ製ボディ

AWS-2902
バッグサポーター

メッセンジャーバッグ着用
の際に肩にかかる重量負担
を軽減。
・アルミ製クランプ
・長さ調整が可能な
アルミ製レール
・耐荷重 10kg
・対応シートポスト径
27.2 ㎜
第 2 回 ACOR コンテスト
入賞作品（森村武 様） ・重量 150g
¥3,800（税抜）

¥700（税抜）

クリア PC ボトル

高い強度と耐熱性に優れたＰＣボトル。
・ポリカーボネイト製
・容量 700ml
・重量 58g

ATL-2618

ツールカン L サイズ

ボトルケージを小物入れとして活用。ハンドツー
ルやタイヤレバー、予備チューブなど使い方いろ
いろ。L サイズにはボトルケージのフックにあわ
せた窪みがあります。
・スタンダードボトルケージ対応
・容量 650ml

¥700（税抜）
ATL-2619 ツールカン M サイズ

カラー：シルバー

・スタンダードボトルケージ対応
・容量 450ml

カラー：ブルー / クリア

カラー：ブラック / シルバー / レッド / グリーン
¥600（税抜）

¥1,100（税抜）

アスリートの悩みを優しく解消…、一度使えば納得のスポーツケミカルグッズ
ATR-0001

ウェットジェル

プロテクト ジェイワン

アスリートの皆様の声を徹底追及して生まれた
「プロテクト J1」はスポーツ時の皮膚と服、靴、
用具との摩擦で起きる擦りむけ症状やマメを防
止するスキンケア用品です。例えば、マラソン
での乳首・靴擦れ、自転車での股擦れ、トライ
アスロンでのウェットスーツ擦れフリークライ
ミングでの指先の皮むけなど、皮膚に保護膜を
形成させて物理的な刺激を強力にブロックします。
ベタつきも匂いもない快適な使用感の「プロテ
クト J1」でスキントラブルを徹底的に防いで
下さい。

本製品は直接肌に塗布することでウェット
スーツ着用時の「肩周りのストレス」を低
減、スイムパートのタイムを縮めるトライ
アスロン競技用の潤滑剤です。ウェット
スーツの着脱がとてもスムーズになり、ト
ランジット時の時間も短縮できます。首周
り・肩周り・手首・腕・大腿部・足首等に
使用、ストレスを感じる部分にたっぷり塗
布してください。水溶性なので手についた
ウェットジェルは水で簡単に洗い落とすこ
とができ、ゴーグルを曇らせたりしません。
※皮膚保護機能はありません。
・成分 ポリアクリル酸、ナトリウム
・無着色・無香料、肌に優しい弱酸性
・内容量 140ml

¥1,200（税抜）

皮膚保護効果が長時間持続しますので、自転車
の長距離ツーリングやウルトラマラソン、トレ
イルラン、極地マラソン、長期間の登山、ロック
クライミングなどの過酷なスポーツに最適です。

80ml ¥1,800（税抜）
35ml ¥1,150（税抜）
35ml ディスプレイ箱
（小箱 24 本入り）

¥27,600（税抜）
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ASM-2404

35°ロードステム

小柄な方で、アングルが浅いステムでハンドルポ
ジションの設定が難しいときに最適なアイテムで
す。
・4 ボルト中空クランプ
・重量 116g (100 ㎜）
バークランプ径：26 ㎜
ステム長：80 ㎜、90 ㎜

AHS-2801

カートリッジヘッドセット

カートリッジタイプのベアリングを使用したヘッド
セット。
・アルミボディ
・1-1/8” 用
・重量 132g
・ブラック

¥3,100（税抜）

¥3,300（税抜）

AHB-2509 ロードバー・アルミ

・AL6061 ダブルバテッド
・アナトミカル形状
・幅 440 ㎜
・ステムクランプ径 26 ㎜
・重量 300g

¥3,600（税抜）

ASM-2810

ハンドルシムクランプ

31.8φのハンドルクランプを 25.4φ、26.0φそれぞれ
のハンドル径に適応させるアルミ合金製のシム。アシ
ストレバーのくランプ径変更にも使用できます。
・４ピースセット
・重量 21g
サイズ：31.8φ→26.0φ、31.8φ→25.4φ

¥1,000（税抜）

AHB-2802 ローライズハンドルバー・アルミ
走行安定性を高めるオーバーサイズのローライズバー。
・AL2014 ダブルバテッド
・ベント 10°
・幅 680 ㎜
・ステムクランプ径 31.8 ㎜
・重量 268g
・ブラック

ASM-2710 軽量アルミヘッドスペーサー

内側を大胆に肉抜きした軽量アルミスペー
サー。
3・5・10 ㎜の 3 点セット。
・1-1/8” 用
・重量 0.6g/3 ㎜ ,1g/5 ㎜ ,3g/10 ㎜
カラー：グリーン

¥630（税抜）
¥3,800（税抜）

ABL-21405

TT レバー

握りやすくスッキリしたデザインの TT ブレー
キレバー。リーチアジャスターあり、ケーブ
ルが外側に出るタイプです。
・キャリパーブレーキ用
・MTB ブレーキインナー仕様
・対応ハンドルバー内径 19.6 ㎜ ~
・重量 166g

ASM-21404 軽量アルミヘッドスペーサー 2

内側を大胆に肉抜きした軽量アルミスペー
サー。
3・5・8・10 ㎜の４点セット。
・1-1/8” 用
・重量 1g/3 ㎜ ,2g/5 ㎜ ,4g/8 ㎜ ,5g/10 ㎜
カラー：ブルー / ブラック / ゴールド / レッド

¥800（税抜）

¥3,500（税抜）

ASG-2804 アルミロックオングリップ

ハンドルバーへの取付が容易なアルミ製ロック
オングリップ。グリップの回転を防ぐバーロッ
クシステム。
・全長 130 ㎜（グリップ部 110 ㎜）
・重量 116g/ ペア
カラー：グリーン

¥2,200（税抜）
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ASG-21112 カラーバーテープ

滑りにくく、適度なグリップ感があるバーテープ
です。
・3×190 ㎜
・合成皮革
カラー：ブルー

¥1,500（税抜）

ASP-2602 ロータリークランプシートポスト
コンパクトで取り付けやすいロータリークランプ
を採用。チューブ内部を楕円とし、大きな応力が
かかる前後方向の肉厚を増すことで高い剛性と軽
量化を兼ね備えています。
・AL6061-T6 3D 構造
・径：27.2φ
・長さ：350 ㎜
・重量 286g

AQR-2101 アルミシム

27.2φ径のシートポストを 28.6φ、30.8φ、30.9
φ、31.6φそれぞれのシートチューブ内径に適応
させるアルミ合金製のシムです。
・長さ：80 ㎜
・重量 33g
サイズ：28.6φ、30.8φ、30.9φ、31.6φ

¥2,500（税抜）

¥490（税抜）

AQR-2501 カーボンポスト対応シートクランプ
クランプの力が局所的に掛かることを嫌うカーボ
ンシートチューブ対応のシートクランプです。内
蔵されたプロテクティブシムが固定する力を分散
し、カーボンシートチューブを保護します。
・ブラック
・重量 19g

ASD-2604D コンフォートサドル
人間工学に基づいたデザインで局所にかかる負荷
を効果的に分散・軽減し、快適なライディングを
提供します。
・重量 310g

サイズ：31.8φ、34.9φ

¥850（税抜）

カラー：ブラック / ホワイト / ブラウン

¥2,750（税抜）
AQR-2305 アルミシートクランプ

CNC 加工のアルミ製シートクランプ。
・重量 19g
サイズ：28.6φ、31.8φ
カラー：ブルー / グリーン

¥738（税抜）
ASD-2601 S / M ボディフィットサドルカバー

高いクッション性を備えたサドルカバーです。
固いサドルに被せるだけで乗り心地を改善でき
ます。
※ブラックのみ
・ASD-2601M（重量 151g）
シティ、トレッキングに適した M サイズ
・ASD-2601S（重量 119g）
MTB、ロードに適した S サイズ

ASD-21107
カラーボディフィットサドルカバー
ゲル＆メッシュでさらに快適なサドルカバー。
固いサドルに被せるだけで乗り心地を改善でき
ます。
MTB、ロードに適したサイズ
・重量 196g

¥1,600（税抜）

カラー：ブラック / ブルー / レッド

¥1,800（税抜）

APD-2806 THIN FORM ペダル
極限まで薄く仕上げた小さめなペダルで
す。裏表の非対応な削り出しがアクセン
トとなり、軽量なだけでなく交換対応な
ピン仕様のため、あらゆるカテゴリーに
対応します。
・アルミボディ CNC 加工
・クロモリアクスル
・DU シールドベアリング
・90 ㎜ ×80 ㎜ ×18 ㎜
・重量 328g/ ペア

AQR-21401
カラードレスアップ５点セット

カラー：ブラック × ブルー / ブラック × レッド

¥14,700（税抜）
GOLD

AOS-21205 アルミバルブキャップ

バルブキャップをアルマイトカラーでグレー
ドアップ !
・アルマイト加工
・仏式のみ
・2 個セット
・重量 2g

クイックリリース、シートクランプ、エンドキャッ
プ、ウォーターボトル用ボルト、ヘッドスペーサー
の５アイテムを同一色でまとめました。
・3 ダイヤル式デジタルロック
・マイコードを自由に設定・変更可能
・シートクランプ径 31.8 ㎜
・ヘッドスペーサー 5 ㎜ / 径 28.6 ㎜
カラー：ゴールド / レッド

RED

¥4,000（税抜）

カラー：ブラック / ブルー / レッド / ピンク / ゴールド

¥430（税抜）
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ARO-2501

アルミプーリー

ベアリング非内蔵プーリーからの交換では、大
幅なフリクション低減が計れます。ドレスアッ
プにも効果的なアイテム。
・11 丁
・ベアリング内蔵
・2 個セット
・重量 14g/1 個

カラー：ブルー / グリーン / ブラック / ゴールド

TBA-10 MTB26 インチ リプレイス用ホイール
TBA-20 クロスバイク 700C リプレイス用ホイール

¥1,800（税抜）

リムが歪んでしまったり、スポークが折れてしまった際の交換用ホイールです。
フロント用、リア用を単品にてご用意しております。
・仏式バルブ用
・シマノ 8･9s(10s) 対応
・リアエンド幅：135 ㎜
・クイック付属

TBA-10 フロント ¥7,500（税抜） リア ¥9,000（税抜）
TBA-20 フロント ¥7,500（税抜） リア ¥9,000（税抜）

ABE-2705

ATL-21203

B レバーベル

カラー：ブルー / レッド
¥800（税抜）

ACB-21201 OSHARE ドーナツ

¥704（税抜）

トップチューブのケーブルをカラフルに彩るカラ
ードーナツ。
・６個セット（シフター、ブレーキ各３個）
・重量 1g/1 個

カラーミニベル

工具要らずで簡単に取り外しができ、様々なハン
ドルに対応するストラップ式ブラケット。
・22~31.8 ㎜のハンドルバー対応
・重量 22g

カラー：ブルー / グリーン / ゴールド / シルバー

¥800（税抜）

カラー：レッド / ブルー / グリーン / ゴールド

¥569（税抜）

カラーチドリ

カンチブレーキ用のチドリをカラフルに仕上げ
たドレスアップパーツです。
・重量 20g

Ｖブレーキやカンチブレーキのレバーピボットに
取り付けるコンパクトなベルです。ハンドルバー
部分を占有しないためすっきりまとめることが出
来ます。
※ブレーキの形状により付かない場合もあります。
・ブラックのみ
・重量 35g

ABE-2807

シマノ 8･9s & 10s
シマノ 7s & カンパ 8s
カンパ 9･10s
スラム対応

※レッドカラーは生産終了

ATL-2603 リフレクタブルパンツクリップ

ACL-21101

エイカー 2 ロック

ワイヤー錠とリング錠が１つになった！強力な
タッグで貴方の愛車を守ります。
・8 ×1500 ㎜
・重量 490g

裾のバタつきやチェーンへの絡みを防ぐパンツク
リップに夜間走行の安全性を高めるリフレクター
機能を備えています。
・強くて軽い ABS 素材
・リフレクター付き
・重量 16g/ ペア
カラー：ブラック / ブルー / グリーン / ピンク

¥630（税抜）

¥2,000（税抜）

これ一つで『ダブルロック』の活躍

※ワイヤーを切断されても LOCK
本体が自転車に残る構造です。

第 4 回 ACOR コンテスト入賞作品（小林正樹 様）

ACL-21202 ミニワイヤロック
ツーリング中の一時的な駐車やサドルなどパー
ツの盗難防止に使いやすい、コンパクトなワイ
ヤーロック。
・3 ダイヤル式デジタルロック
・マイコードを自由に設定・変更可能
・3×1500 ㎜
・重量 89g
カラー：ブラック

¥1,300（税抜）
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ABL-21002

カラーアシストレバー

ドロップハンドルに不慣れな方にも扱いやすい
補助ブレーキレバー。ハンドルのフラットな部
分に取り付け、リラックスしたポジションでの
走行が楽しめます。
・アルミ製
・クランプ径：31.8φ
・重量 112g/ ペア
・31.8φ→26φのシム付属
カラー：シルバー / グリーン / ゴールド

¥2,500（税抜）

ABS-21202A ロード用ブレーキシュー

肉抜きされた軽量ブレーキシュー。カートリッジ
タイプでカラーが豊富、別売の ABS-21203 カラー
パッドと組み合わせてカラフルなドレスアップが
楽しめます。
・55 ㎜
・重量 34g/ ペア
カラー：ブラック / ホワイト / グレー / グリーン
/ レッド / ピンク

¥1,800（税抜）
ABS-21206A

ABS-21203
55 ㎜ロード用ブレーキパッド

55 ㎜カートリッジタイプのブレーキシュー
に使用するカラーパッド。
ABS-21202 カラーシューと組み合わせてカ
ラフルなドレスアップが楽しめます。
カラー：グレー / オレンジ
¥1,400（税抜）

ABS-21207 72 ㎜ブレーキパッド

カラー：グレー / ホワイト / オレンジ

¥1,400（税抜）

カラー：ホワイト / グレー / ブルー / イエロー

¥1,800（税抜）
ABS-2803

72 ㎜カートリッジタイプのブレーキシュー
に使用するカラーパッド。
ABS-21206A カラーシューと組み合わせて
カラフルなドレスアップが楽しめます。
イエロー / レッド

72 ㎜用ブレーキシュー

肉抜きされた軽量ブレーキシュー。カートリッジ
タイプでカラーが豊富、別売の ABS-21207 カラー
パッドと組み合わせてカラフルなドレスアップが
楽しめます。
・72 ㎜ シマノコンバーチブル
・重量 52g/ ペア

ブレーキパッド G/Force

AFD-21201 イノベイティブリアフェンダー
リアのクイック部に取り付けるスタイリッシュな
リアフェンダー。
ロードバイクの外観を損ねずに使用出来ます。
・ロードバイク専用
（タイヤ幅 25 ㎜まで対応）
・重量 78g

¥5,000（税抜）

ABS-703 72 ㎜ MTB ブレーキシュー

72 ㎜カートリッジタイプのブレーキシューに使用
するブレーキパッド。
・2 ペア（4 個セット）
・重量 12g/ ペア

¥800（税抜）

カラーデザインされたカートリッジタイプの 72 ㎜
ブレーキシュー。
・シマノコンバーチブル
・72 ㎜ラバーコンパウンド
・２ペアセット
・重量 56g/ ペア
カラー：ジャングル / フラワー

¥2,800（税抜）

AWS-2801 携帯用オリタタミスタンド
ツーリング中の休憩時などちょっとした時に使える
軽量コンパクトなスタンドです。たたむとドリンク
ボトルぐらいの大きさになります。
・展開時 375×233×60 ㎜
・収納時 247×20×60 ㎜
・ロード、軽量クロスバイク向け
収納サイズ
・重量 440g
・ソフトケース付属

¥5,500（税抜）
第 1 回 ACOR コンテスト入賞作品
（ひろしの店 八尾 様）

AFD-2501F MTB フロントフェンダー

フォークコラム固定式の MTB 用フロントフェン
ダー。
・ブラック
・重量 105g

¥1,800（税抜）
ABS-21301A ナイトリフレクターシュー
V ブレーキ用、蓄光性ゴムを使用したブレーキ
シュー。
暗所で発光し、視認性を高めます。ドレスアッ
プにもおすすめ。
・60 ㎜蓄光性シュー
・重量 56g/ ペア

¥1,200（税抜）

AKS-21201

キックスタンド

自転車に取り付けるタイプのスタンドです。軽量な
アルミ製で 22 インチから 28 インチまでの自転車に
対応します。
・22” ~28” まで無段階調整式
・ディスク台座付エンド対応
・重量 355g

¥2,000（税抜）
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ATL-2715

クランクツール

クランクボルト、クランク本体を脱着する工具。ク
ランクボルト用 8 ㎜レンチとコッタレス抜き工具は
ハンドルがフリーになっているのでラチェットのよ
うにスピーディな作業が可能。コッタレス抜き工具
の先端のパーツを取り外すことでスクエアタイプの
BB にも対応します。
・シマノオクタリンク / スクエア BB 対応
・240g

ATL-2620

ボトムブラケット廻し

ボトムブラケット専用ツールにハンドルを付けた工
具。ガタつくことが無くトルクの掛かり具合が分か
り易いのが特徴です。
・310g

¥2,200（税抜）

¥2,300（税抜）

ATL-2604 ヘックスレンチ 8 ㎜

ATL-2614 ロックリング廻し（シマノ用）
シマノ用

カセットスプロケットの組み付け時に必要なロック
リング専用レンチです。取り外しの際は ATL-2610
スプロケット廻しと一緒に使用します。
・重量 235g

¥1,600（税抜）

クランクボルトなどに使用されている 8 ㎜サイズの
六角レンチです。
ゴム製のグリップは滑り止めだけではなく、手にか
かる負担を軽減し、効率の良い作業を可能にします。
・シマノオクタリンク / スクエア BB 対応
・112g

¥600（税抜）

ATL-2610 スプロケット廻し
ホイールからカセットスプロケットを取り外す際に、
スプロケットがフリーで回転しないよう固定するため
の専用ツールです。
・重量 280g

¥1,300（税抜）
ATL-21806 ロックリング廻し C
（カンパニョーロ用）

・重量 230g

¥1,700（税抜）

ATL-21805

ローター修正ツール

ディスクローターの歪みを矯正する工具。角度と深
さの異なる３種類の溝で局所的にも大きくも矯正す
ることが可能です。
・重量 225g

カンパニョーロ用

¥2,100（税抜）

ATL-2613

ペダルスパナ

薄いスパナ部はあらゆるペダルのシャフトに使用す
ることが可能です。
・重量 185g

¥1,000（税抜）

ATL-2607

Y 型ヘックスレンチ

使用頻度の高い４､５､６㎜の六角レンチをＹ型ツール
にまとめました。
・重量 90g

¥800（税抜）

ATL-2711

ケーブルカッター

インナー、アウターを問わずケーブルをスムーズに
カット出来ます。カット時に潰れたアウターチュー
ブを速やかに整形するニードルを付属。
・重量 160g

¥3,800（税抜）

ATL-2710

トルクスレンチ

ブレーキディスクやカンパニョーロの組み付けに多
用される T25 ボルト用の T 型レンチ。エルゴノミッ
クグリップが優れた操作性と確実な作業性を発揮し
ます。
・重量 32g

¥820（税抜）
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ATL-2510 A〜H

T 型ヘックスレンチ

手のひらに優しくフィットするエルゴノミックグリッ
プのＴ型六角レンチ。締め付けの確実性を図りボール
ポイントではなくストレート形状にしています。

ATL-2621C ヘックスレンチカラー 9 本セット

必要なサイズを簡単に見分けることができるように
色分けした六角レンチセット。長尺側にボールポイ
ントを採用し、早廻しや角度を付けなければならな
い場所に便利です。
・1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10 ㎜
・ホルダー付

ATL-2510A 2 ㎜ / ¥700（税抜）
ATL-2510B 2.5 ㎜ / ¥700（税抜）
ATL-2510C 3 ㎜ / ¥700（税抜）

¥2,000（税抜）

ATL-2510D 4 ㎜ / ¥780（税抜）
ATL-2510E 5 ㎜ / ¥840（税抜）
ATL-2510F 6 ㎜ / ¥900（税抜）

ATL-2803
ATL-2702

チェーンチェッカー

チェーンの伸びを測定し、交換時期を判断するため
のツール。
・重量 36g

チェーンカッター

狭い箇所にも入りやすいナローヘッド。コンパクト
ですが、丸みを帯びた太めのグリップで本体を支持
しやすく、作業性の良いチェーンツールです。
・９速、1０速用
・重量 88g

¥700（税抜）

¥1,500（税抜）

ABCE-011

ATL-21308

チェーンカッター Pro2

スクリュー調整式のチェーンマウントを採用、スチー
ル素材のチェーンツールです。
・7 速〜11 速のチェーンに対応
・重量 354g

¥3,800（税抜）

80g

バイクグリス 80g

自転車のハブ ラチェット部分の構造と潤滑を重視し
た成分設計と粘度調整。「リチウムコンプレックス」
の優れた耐水性と温度特性で過酷な条件下でも安定
した性能を発揮します。
「有機モリブデン」を配合し摩擦抵抗を軽減、潤滑
性能を高めています。二硫化モリブデンを使用して
いないアメ色のグリスです。
ベアリングシールなどを考慮した安心の対ゴム性、
ハブを基準にした粘度調整ですがワイヤー類を含め
た様々な自転車整備に使用できます。

¥3,200（税抜）
Made in

Japan

ATL-21207

７機能携帯ツール

CNC 加工によるスタイリッシュなボディのコンパク
トツール。工具の取り出し易さにもこだわりました。
カンパユーザーにとても便利な携帯ツールです。
・六角レンチ 2.5/3/4/5/6 ㎜
・ドライバー ＋
・トルクスレンチ T25
・重量 63g
カラー：ブルー / グリーン / レッド / ゴールド

¥3,000（税抜）

ABCE-012 エコロジーマルチディグリーザー
生分解率 99%、高性能低毒性界面活性剤配合で高い
分散性と乳化安定性を実現した洗浄剤。チェーンや
パーツに付着した油汚れをしっかり落とします。塗
装面への影響はほとんどありません。非常に高い生
分解性で処理水は微生物によって分解される環境に
優しいエコロジーな洗浄剤です。
・500ml
・重量 32g

¥1,700（税抜）

30g

ABCE-014 バイクグリス 30g
¥1,500（税抜）
Made in

Japan

ABCE-008

ハンドプロテクター

作業前に塗ることで３種類の保護成分（アミノ変性
シリコン・フッ素化合物・ポリビニールピロリドン）
が手肌を守ります。臭いもべたつきもありません。
保護成分が皮膚に保護膜を形成、油汚れなどが皮膚
に浸透せず容易に汚れを落とすことが出来ます。
・ポンプ式
・600ml

¥6,800（税抜）
Made in

Japan

ABCE-009 ハンドプロテクター 詰め替え用
900ml ¥8,500（税抜）
Made in

Japan

Made in

Japan
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使用上の注意

- スタンズ ノーチューブス 【NoTubes タイヤシーラント】
1. チューブレスタイヤのバリエーションが増えます。
2. パンクし難くなります。シーラント剤のため、穴が開いてもピンホール程度であればすぐに内側から穴が塞がれます。
チューブレス構造だけでなく、ふつうのパンク防止剤としてエアバルブコアが外せるチューブやタイヤならば、種類を問わず利用できます。
3. 軽量化できます。チューブの代わりに「Tire Sealant」を入れるので、組み合わせによっては大幅な軽量化が出来ます。
タイヤが太くなるほど軽量化が可能で、DH タイヤでは片側で 200g 程度軽くなります。また、液状のままなのでホイルバランスを崩しません。
注入量はタイヤ１本あたり 26×1.95 であれば 60g 程度、27.5×2.1 では 90g、29×2.1 では 120g、700×23C では 30g 程度が目安です。
●他のパンク修理剤などの併用は、悪影響が出る可能性が高いので絶対避けて下さい。
●高圧を入れた場合、ビードが外れる場合がございますのでご注意下さい。
●水溶性ですので少しづつですが蒸発します。使用頻度や乗り方によって 2 〜 7 ヶ月くらい効果が持続しますが、補充の目安はポンプで
空気を入れる際、バルブコアの中に残るシーラント液の存在を感じなくなったら適量を補充してください。
水分が無くなると薄い乾燥した湯葉状のものが内部に残りますが、重量もほとんど無い状態であり、シーラントを補充してもホイルバ
ランス等に影響はありません。
Tire Sealant
・32oz ￥3,000（税抜）
946ml/ 一般的な XC タイヤで約 16 本分
・16oz ￥1,800（税抜）
473ml/ 一般的な XC タイヤで約 8 本分
・2oz ￥450（税抜）
約 60ml/ 一般的な XC タイヤで約 1 本分

RACE SEALANT
・32oz ￥3,800（税抜）
これまでのタイヤシーラントに、新技術の
「XL クリスタル」というより大きな微粒子
を配合することで、今までよりも大きな穴
を閉塞することが可能となりました。
※バルブや注入器具の内部で固まりが発生
する可能性が高まりますのでタイヤ内部に
直接注入してください。
Universal Valve Stem
・35mm ￥1,800（税抜）
・44mm ￥1,800（税抜）
Stan's Notubes の BST テクノロジーが採用
されているリムをはじめ多くのチューブレ
スタイヤ用リム、さらにそれ以外の MTB
リムに対応するバルブステムです。
8mm のバルブ穴まで適合。
■バルブコア脱着可能
■１ペア（２個入り）

Tire Sealant Injector
￥1,290（税抜）
シーラント剤をタイヤ内に入れる為のイン
ジェクターです。注射器、ホース、口金、
米式バルブコアリムーバーツールのセット。
口金は、仏式および米式のバルブコアを外
した状態でバルブボディにネジ込めるよう
になっている為、注入中にバルブ部から漏
れ出す事がありません。
YELLOW RIM TAPE
・21mm X 10yd ￥1,800（税抜）
・25mm X 10yd ￥2,000（税抜）
・27mm X 10yd ￥2,200（税抜）
BST（特許：ビートソケットテクノロジー）
のリムのために開発された薄く、軽量なリ
ムテープ。チューブレスシステムにはもち
ろんのこと、クリンチャータイヤのリムテ
ープとしても使用が可能です。
※ロード用タイヤでのご使用では高圧にな
りますので 2 重に巻いてください。
※10yd（9.54ｍ）は MTB26inch リムおよ
そ 5 本分に相当。

Rim Strip
オープン価格
・Standard Rim Strip - 32mm PV
26&24 インチ（21.5-24.5mm 幅）のク
ロスカントリー用リムに適合します。
受注対応
・Downhill Rim Strip - 32mm SV
26&24 インチ（36mm から 39mm 幅）
のリムに適合。
・Freeride Rim Strip - 32mm SV
27mm から 34mm 幅までのフリーライ
40mm Threaded Valve Extenders
ド向きリムに適合。
・シルバー /￥2,990（税抜）
長さ 40mm の延長バルブです。エクステ ・Enduro Rim Strip - 32mm PV
Sun /Rhyno Lite、Mavic/EX721、Easton/Havoc などに適合
ンション全体にねじ切り加工がされてい
・All Mountain 29er Rim Strip - 32mm PV
ます。
MAVIC/520 Touring、Sun/Phyno Lite 29er などに適合
バルブコア脱着可能。
・Olympic Rim Strip - 32mm PV
Valve Core Remover
標準的ＵＳＴリムに適合
・レッド /￥1,200（税抜）
・Cross Country 29er Rim Strip - 32mm PV
バルブステムやリムストラップのバルブ
Mavic /TN719、Bontrager/Mustang 29er、WTB/Laserdisc Trail 29er
コアを取り外すアイテムです。
などに適合
プレスタ・シュレッダーとしても使用で ・Cyclocross Rim Strip - 44mm PV
きます。
17mm から 21mm までの 700Ｃのシクロクロスリムに適合
・Flow Rim Strip - 32mm PV
この他の Stanʼ s 製品（Weel Set、Rim など）お問い合わせ下さい
Notubes/ZTR Flow、Bontrager/Rhythm などに適合
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■掲載商品の価格、仕様及び外観は 2022 年 6 月現在のものです。
■商品の価格、仕様及び外観は諸事情により予告無く変更される場合があります。
■掲載商品の色調は、印刷のため実物と異なる場合があります。
■掲載価格は全て税別価格です。

