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※メーカー希望小売価格、デザイン、仕様等は予告なく変更となる場合がございます。
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BRAND STORY

私たちは多くの取引先との長期的かつ強力なパートナーシップにより、
継続的なスポーツバイク開発 (KhodaaBloom、NESTO) を行っています。

自社製品開発から得たトレンドや最新技術とノウハウを全て活用し、
身近な存在を目指すスポーツバイクブランド「THIRDBIKES」を立ち上げました。

NO RIDE NO LIFE

THIRDBIKES は「ファン」「イージー」「セーフティー」を大切に考え、
「あらゆる人が気軽に楽しめるスポーツバイク」という

新しい常識を作り出していきます。

FESWORK
フェスワーク

クロスバイクにドロヨケ、ライト、スタンドが標準装備！
通勤対応装備を揃えた FES WORK で通勤がもっと気軽に、
もっと楽しくなる！

マットダークブルー

軽さと頑丈さを両立した
6061 アルミフレーム。

軽くて乗りやすい
座面に厚みをもたせたクッ
ションサドルで快適性が高
く長時間でも乗りやすい。

クッションサドル
雨の日の必須装備であるド
ロヨケが標準装備。スポー
ツと実用を兼ね備える。

ドロヨケを標準装備
裾汚れを防ぐチェーンケー
スとギアカバーが最初から
付属。

服装を選ばず乗れる
常時点灯型のフロントライ
トやリアライトが標準装
備。安全な通勤を応援！

安全通勤をサポート

フレーム アルミニウム
フォーク スチール
ボトムブラケット カートリッジ
クランク アルミニウム 46T 165mm
スプロケット 7 スピード 14-28T

チューブ 仏式チューブ

付属品

ベル / 常時点灯ライト / テールライト /

リフレクター / 前後ドロヨケ / キックス

タンド / バルブアダプター / チェーン

ケース / ペダル

シフター サムシフタープラス
ブレーキ ダブルピボットキャリパー
ハンドル アルミニウム φ 25.4 580mm
ステム アルミニウム φ 25.4 90mm
シートポスト アルミニウム φ 30.4 350mm

マットダークブルー マットガンメタ
タイヤサイズ 適正身長 変速段数 重量 希望小売価格（税込 / 税抜） 車種記号

700 × 32C 160cm ～ 外装 7 段 13.7kg ￥39,600 / ￥36,000 TB-21-009 351842 351880

▲ JAN コード…4977323+ 色別コード

「TSU-KIN BIKE ( ツウキンバイク )」は 90 年続く自転車ブランドを持つメーカーが、
これからの時代に提案するスポーツバイクカテゴリーです。
自転車通勤を始めたい人のために「これを選べば間違いない」と思えるスポーツバイクを作りました。

公共交通機関や車で通う距離を、朝も夜も、時には雨の日も走るのが自転車通勤です。
このような環境でのニーズを見つめ直し、【安全、快適、スピーディー】に通勤できる

「オートライト・ドロヨケ装備のスポーツバイク」を TSU-KIN BIKE と定義しました。

あわせてお求めやすい値段に設定することで、
多くの働く人が毎日安全に通勤してほしいと願っています。

通勤に最適化した自転車「ツウキンバイク」

これからの通勤は自転車だ！
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SOON
スーン

小柄な方にも対応する設計のミキストフレーム採用。毎日
の使用を考えたバスケットやオートライト搭載の TSU-KIN 
BIKE（ツウキンバイク）

ウッド調底板を採用した
温かみのあるバスケット。
日々の場面で幅広く対応。

ウッド調のバスケット
乗り降りのしやすさと
デザイン性を兼ね備えた
フレーム形状

またぎやすい形状
暗くなると自動点灯する
オートライトを標準搭載。
普段使いの利便性を高める。

安心のオートライト
外装 7 段変速を標準装備し
て通勤・通学のあらゆるシー
ンでスムーズに走れる。

外装 7 段変速
座面に厚みをもたせたクッ
ションサドルで快適性が高
く長時間でも乗りやすい。

クッションサドル

ベージュ

マットスレートブルー コーラルピンク

フレーム スチール
フォーク スチール / スレッド
ボトムブラケット カートリッジ
クランク CP 36T 165mm
スプロケット 7 スピード 14-28T

チューブ 英式チューブ

付属品

ベル / オートライト / リフレク

ター / 前後ドロヨケ / キックスタ

ンド / チェーンケース / ノンス

リップペダル / バスケット / カギ

シフター サムシフタープラス
ブレーキ 前：ダブルピボットキャリパー

 / 後：ローラー
ハンドル アルミニウム φ 25.4 540mm
ステム アルミニウム φ 25.4 40mm
シートポスト アルミニウム φ 25.4 250mm

コーラルピンク
マット
スレートブルー ベージュ

タイヤサイズ 適正身長 変速段数 重量 希望小売価格（税込 / 税抜） 車種記号

26 × 1.5 150cm ～ 外装 7 段 18.9kg ￥36,300 / ￥33,000 TB-20-003 335927 335941 335965

▲ JAN コード…4977323+ 色別コード

FESCOOL
フェスクール

マウンテンバイクのような太いタイヤを装備した TSU-KIN 
BIKE。太いタイヤで安定感があり安心して通勤通学に使っ
ていける。充実の装備で使い勝手良く毎日乗れる一台。

太いタイヤを標準装備。安定
感の良さを発揮しながら駐
輪ラックも大丈夫。

安定感ある太いタイヤ
ライトやリアドロヨケ、カ
ギやスタンドを装備して毎
日の通勤に対応。

TSU-KIN BIKE
外装 7 段変速を標準装備し
て通勤・通学のあらゆるシー
ンでスムーズに走れる。

外装 7 段変速
自転車安全基準に適合した
自転車に貼付される BAA
マーク。安全・安心の証。

BAA 対応で安全！

フレーム スチール
フォーク スチール
ボトムブラケット カップアンドコーン
クランク スチール 42T 170mm
スプロケット 7 スピード 14-28T

チューブ 仏式チューブ

付属品
ベル / 常時点灯ライト / リフレクター

/ リアドロヨケ / キックスタンド / バ

ルブアダプター / ペダル / カギ

シフター サムシフタープラス
ブレーキ V ブレーキ
ハンドル アルミニウム φ 25.4 560mm
ステム アルミニウム φ 25.4 90mm
シートポスト アルミニウム φ 25.4 300mm

マットブラック サンドベージュ
タイヤサイズ 適正身長 変速段数 重量 希望小売価格（税込 / 税抜） 車種記号

27.5 × 1.5 160cm ～ 外装 7 段 16.5kg ￥37,400 / ￥34,000 TB-21-007 351781 351774

マットブラック

サンドベージュ

▲ JAN コード…4977323+ 色別コード



マットダークブルー マットガンメタ
タイヤサイズ 適正身長 変速段数 重量 希望小売価格（税込 / 税抜） 車種記号

700 × 32C 160cm ～ 外装 7 段 ー ￥37,400 / ￥34,000 TB-21-006 369045 369083
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FESCROSS
フェスクロス

初めてスポーツバイクを始める人にフィットする
キックスタンドや LED バッテリーライトなど街乗りに
必要な装備をすべて揃えたエントリークロスバイク。

軽さと頑丈さを両立した
6061 アルミフレーム。

軽くて乗りやすい
座面に厚みをもたせたクッ
ションサドルで快適性が高
く長時間でも乗りやすい。

クッションサドル
フロント 3 段、リア 7 段の
本格的な変速システム。

外装 21 段変速
スポーツ車用空気入れでな
くても、空気入れに対応す
るアダプターを標準搭載。

バルブアダプター
街乗りに必要なベル、ライ
ト、スタンドを標準装備。
使う人を考え抜いた構成。

街乗り装備を搭載

レッド

ブルー マットブラック

ホワイト

フレーム アルミニウム
フォーク スチール
ボトムブラケット カップアンドコーン
クランク アルミニウム 28X38X48T 175mm
スプロケット 7 スピード 14-28T

チューブ 仏式チューブ

付属品
ベル / バッテリーライト / リフレ

クター / キックスタンド / バルブ

アダプター / ペダル

シフター EZ- ファイヤープラス
ブレーキ ダブルピボットキャリパー
ハンドル アルミニウム φ 25.4 560mm
ステム アルミニウム φ 25.4 90mm
シートポスト アルミニウム φ 27.2 300mm

フレーム アルミニウム
フォーク アルミニウム
ボトムブラケット カートリッジ
クランク アルミニウム 28X38X48T 175mm
スプロケット 7 スピード 12-28T

チューブ 仏式チューブ

付属品
ベル / バッテリーライト / リフレ

クター / キックスタンド / バルブ

アダプター / ペダル

シフター EZ- ファイヤープラス
ブレーキ 機械式ディスクブレーキ
ハンドル アルミニウム φ 25.4 560mm
ステム アルミニウム φ 25.4 90mm
シートポスト アルミニウム φ 27.2 300mm

レッド
マット
ブラック ブルー ホワイト

タイヤサイズ 適正身長 変速段数 重量 希望小売価格（税込 / 税抜） 車種記号

700 × 28C 160cm ～ 外装 21 段 12.3kg ￥36,300 / ￥33,000 TB-20-001M2 329230 329285 329247 329216

FESCROSS DISC
フェスクロスディスク

FESCITY
フェスシティ

雨天時も確実なブレーキ性能を発揮するディスクブレーキ
を搭載したクロスバイク。上下異径ヘッドなど走行性能を
高めるテクノロジーを盛り込んだ一台。

キャリア一体設計の街乗りモデル。スポーティな車体に
オートライトや両立スタンドといった装備でフードデリバ
リー用途などで便利に使える。

フレーム スチール
フォーク スチール
ボトムブラケット カップアンドコーン
クランク スチール 42T 170mm
スプロケット 7 スピード 14-28T

チューブ 仏式チューブ

付属品
ベル / 常時点灯ライト / リフレクター /

両立スタンド / バルブアダプター / ノン

スリップペダル

シフター サムシフタープラス
ブレーキ V ブレーキ
ハンドル アルミニウム φ 25.4 560mm
ステム アルミニウム φ 25.4 90mm
シートポスト アルミニウム φ 25.4 300mm

ダークブルー ガンメタル
タイヤサイズ 適正身長 変速段数 重量 希望小売価格（税込 / 税抜） 車種記号

700 × 28C 160cm ～ 外装 21 段 ー ￥52,800 / ￥48,000 TB-21-002 368949 368987

マットダークブルー

マットガンメタル

▲ JAN コード…4977323+ 色別コード

▲ JAN コード…4977323+ 色別コード

▲ JAN コード…4977323+ 色別コード
※画像は検討用イラストです。実物と異なる場合があり、仕様等は変更となる場合がございます。

ガンメタル

ダークブルー



マットグリーン
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※一部画像は検討用イラストです。実物と異なる場合があり、仕様等は変更となる場合がございます。

SURFSIDE
サーフサイド

昔のマウンテンバイクをモチーフに、現代のトレンドに
合うようアレンジを加えた一台。
懐かしくも新しい「ネオクラシカルマウンテン」

往年のマウンテンバイクの
スタイルをリスペクトした
フレームデザイン。

OLD MTB スタイル
安定感ある幅広のブロックタ
イヤを搭載。路面を気にせず
安定感ある走りを楽しめる。

幅広ブロックタイヤ
外装 6 段変速で坂道があっ
てもゆったりマイペースに
街乗りを楽しめる。

外装 6 段変速
裾の噛み込みを防ぐギアカ
バー。服装を気にせず乗る
ことができる。

ギアカバー
ハンドル位置が高く設計さ
れているため、疲れにくく
街乗りにピッタリ。

アップライトハンドル

マットオレンジ

サイケデリックシルバー

マットダークブルー

レッド

フレーム スチール
フォーク スチール
ボトムブラケット カップアンドコーン
クランク アルミニウム 46T 165mm
スプロケット 6 スピード 14-28T

チューブ 英式チューブ

付属品
ベル / バッテリーライト / リフレ

クター / キックスタンド / ペダル

シフター サムシフタープラス
ブレーキ V ブレーキ
ハンドル CP φ 25.4 580mm
ステム CP φ 25.4 65mm
シートポスト アルミニウム φ 26 300mm

マットグリーン マットオレンジ
マットグレイッシュ
ブルー

タイヤサイズ 適正身長 変速段数 重量 希望小売価格（税込 / 税抜） 車種記号

26 × 1.95 160cm ～ 外装 6 段 13.9kg ￥33,000 / ￥30,000 TB-20-002 335552 335569 335545

SUPERSONIC
スーパーソニック

SUPERSONIC VICTORY
スーパーソニックビクトリー

細身のフレームに、スタンドやバッテリーライトの充実装
備がついたシンプルで扱いやすいストリートクロスバイク。

シンプルなシルエットと充実の装備で高い走行性能を持っ
たクロスバイク。街乗りからサイクリングまで様々なシ
チュエーションで活躍する一台。

シルバー

フレーム スチール
フォーク スチール / スレッドタイプ
ボトムブラケット カップアンドコーン
クランク スチール 28X38X48T 170mm
スプロケット 6 スピード 14-28T

チューブ 英式チューブ

付属品
ベル / バッテリーライト / リフレ

クター / キックスタンド / ペダル

シフター レボシフト
ブレーキ ダブルピボットキャリパー
ハンドル アルミニウム φ 25.4 560mm
ステム アルミニウム φ 25.4 80mm
シートポスト アルミニウム φ 25.4 300mm

サイケデリック
シルバー レッド

マット
ダークブルー

タイヤサイズ 適正身長 変速段数 重量 希望小売価格（税込 / 税抜） 車種記号

700 × 28C 160cm ～ 外装 6 段 13.8kg ￥26,400 / ￥24,000 TB-21-008 356793 356731 356748

シルバー
タイヤサイズ 適正身長 変速段数 重量 希望小売価格（税込 / 税抜） 車種記号

700 × 28C 160cm ～ 外装 18 段 14.0kg ￥33,000 / ￥30,000 TB-21-010 367898

フレーム スチール
フォーク スチール / スレッドタイプ
ボトムブラケット カップアンドコーン
クランク スチール 42T 170mm
スプロケット 6 スピード 14-28T

チューブ 仏式チューブ

付属品
ベル / バッテリーライト / リフレ

クター / キックスタンド / バルブ

アダプター / ペダル

シフター サムシフタープラス
ブレーキ ダブルピボットキャリパー
ハンドル アルミニウム φ 25.4 560mm
ステム アルミニウム φ 25.4 90mm
シートポスト アルミニウム φ 25.4 300mm

マットグレイッシュブルー

▲ JAN コード…4977323+ 色別コード

▲ JAN コード…4977323+ 色別コード

▲ JAN コード…4977323+ 色別コード
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FESMTB
フェスMTB

ディスクブレーキ用のマウントを備えることで、ステップ
アップに対応できる拡張性の高さを持ったマウンテンバイ
ク。

フレーム アルミニウム
フォーク サスペンションフォーク
ボトムブラケット カートリッジ
クランク アルミニウム 38T 170mm
スプロケット 7 スピード 12-32T

チューブ 仏式チューブ

付属品
ベル / バッテリーライト / リフレ

クター / キックスタンド / バルブ

アダプター / ペダル

シフター サムシフタープラス
ブレーキ V ブレーキ
ハンドル アルミニウム φ 25.4 560mm
ステム アルミニウム φ 25.4 60mm
シートポスト アルミニウム φ 31.6 350mm

マットブラック マットグレー
タイヤサイズ 適正身長 変速段数 重量 希望小売価格（税込 / 税抜） 車種記号

27.5 × 2.1 160cm ～ 外装 7 段 13.5kg ￥46,200 / ￥42,000 TB-21-003 353488 353495

FESROAD
フェスロード

ロードバイクにチャレンジする人に最適なエントリーモデル。
28C の幅広タイヤで安心して乗車できる。
ライトやスタンドが付属し、購入したそのままで充実の装備。

ハイグレードにも採用され
る規格をフレームの各所に
採用。走行性能を高める。

ハイスペックフレーム
ロードバイクの特徴である
ドロップハンドル。長距離
のライドも手が疲れにくい。

ドロップハンドル
フロント 2 段、リア 7 段の
本格的な変速システム。

外装 14 段変速
キックスタンドや LED バッ
テリーライトなど必要なも
のを全て装備。

充実の初期装備

フレーム アルミニウム
フォーク アルミニウム
ボトムブラケット カートリッジ
クランク アルミニウム 34X50T 170mm
スプロケット 7 スピード 14-28T

チューブ 仏式チューブ

付属品
ベル / バッテリーライト / リフレ

クター / キックスタンド / バルブ

アダプター / ペダル

シフター デュアルコントロールレバー（STI レバー）

ブレーキ ダブルピボットキャリパー
ハンドル アルミニウム φ 26 400mm
ステム アルミニウム φ 26 90mm
シートポスト アルミニウム φ 30.9 300mm

マットブラック レッド
タイヤサイズ 適正身長 変速段数 重量 希望小売価格（税込 / 税抜） 車種記号

700 × 28C 160cm ～ 外装 14 段 11.8kg ￥58,300 / ￥53,000 TB-20-004 335781 335736

マットグレー レッド

マットブラック
マットブラック

▲ JAN コード…4977323+ 色別コード ▲ JAN コード…4977323+ 色別コード

マウンテンバイクトレンド
のフロントシングルギアを
採用。ノートラブルを追求。

シングルギア
街乗りに必要なベル、ライ
ト、スタンドを標準装備。
使う人を考え抜いた構成。

街乗り装備を搭載
幅広タイヤを標準装備。どん
な道も安心して走れる安定
感の良さがポイント。

幅広タイヤで安心
拡張性の高いフレームで
ディスクブレーキへのカス
タムが可能。

ディスクブレーキ対応
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FESMOTO
フェスモト

Parts & AccessoryBMX を普段から使える仕様に落とし込んだカジュアル
ストリートデザインのバイク。

スポーツの祭典でも使用さ
れる BMX のテイストを盛り
込んだ一台。

BMX テイスト
BMX テイストに貢献する
ストリートハンドルバーを
採用。

本格的なハンドル
ステムにいたるまで BMX テ
イストのパーツを搭載。本
格的な装備に統一している。

BMX ステム
スタンドやバッテリーライ
トが標準装備。コストパ
フォーマンスに優れる。

充実の初期装備
変速機構を持たないシング
ルギアタイプは、トラブルが
少なくメンテナンスが簡単。

シングルギア

フレーム スチール
フォーク スチール
ボトムブラケット カップアンドコーン
クランク スチール 36T 170mm
スプロケット 16T

チューブ 英式チューブ

付属品
ベル / バッテリーライト / リフレ

クター / キックスタンド / ペダル

シフター ー
ブレーキ V ブレーキ
ハンドル スチール φ 25.4 580mm
ステム アルミニウム φ 25.4 48mm
シートポスト アルミニウム φ 25.4 300mm

マゼンタピンク ブラック
タイヤサイズ 適正身長 変速段数 重量 希望小売価格（税込 / 税抜） 車種記号

20 × 2.125 150cm ～ シングル 12.5kg ￥27,500 / ￥25,000 TB-21-005 356526 356588

マゼンタピンク

ブラック

■高輝度 LED チップを採用した超小型 LED ライト
■対向車に配慮した配光特性
■ランニングコストに優れた USB 充電式
■生活防水 :IPX4
■使用時間
　・点灯＆点滅 5 種
　　ハイ（300 ルーメン）  ：1 時間
　　ミドル（150 ルーメン） ：2 時間
　　ロー（75 ルーメン）  ：6 時間
　・点滅（125 ルーメン） ：12 時間
　・クイック点滅（125 ルーメン） ：60 時間
■ブラケット対応径Φ 20~40mm
■カラー：ブラック、レッド

USB コンパクトフロントライト

参考価格
（税抜）￥ 3,000

SL-F300RC

USB

■シートポスト形状に左右されにくいシリコン
バンド
■ランニングコストに優れた USB 充電式
■生活防水 :IPX4
■使用時間
　・点灯＆点滅 5 種
　　ハイ（9 ルーメン）   ：2 時間
　　ロー（5 ルーメン）  ：5 時間
　・クイック点滅（5 ルーメン） ：5 時間
　・スロー点滅（5 ルーメン） ：5 時間
　・点滅（6 ルーメン）  ：40 時間
■ブラケット対応径Φ 20~40mm

USB リアライト

参考価格
（税抜）￥ 2,800

SL-R9RC

USB

■ポリエステル
■日本製
■高級感のあるブラックコーティング仕上げ
■ 700C クロスバイクから 29 インチまで対応
( ハンドル幅 600mm まで )
■かぶせやすいゆったり設計
■風飛び防止留め具付きで安心
■ W1950 × H1050 × D600mm

P&P バイクカバー

参考価格
（税抜）￥ 3,300

※写真はイメージです

■縫い目をなくし、防水性を高めたサドルバッグ

■超軽量ながらサイクリングに必要十分な

　サイズ感
■サイズ：W70 × D125 × H55mm

■材質：ポリエステル

スマートサドルバッグ

参考価格
（税抜） ￥ 2,200

BG-500SWP

NITEIZE

■台座部分が 360°回転する為
　装着したまま縦・横に切替可能
■シリコンバンドで 4 隅をしっかり固定
■対応サイズ
　高さ：138.1 ～ 162.3mm
　幅　：67.0 ～ 78.1mm
　厚さ：6.9 ～ 8.3mm
※使用ケースにより取り付けできない場合があります

ラプタースマートフォンバーマウント

参考価格
（税抜）￥ 2,800

■本体背面のダイヤルを回しボトルサイズに

合わせた調整が可能なボトルゲージ

■Φ 60 ～ 73mm のボトルに対応

■ポリカーボネート素材を採用

■重量 : 約 80g

■カラー：ブラック、レッド

アジャスタブルボトルゲージ

参考価格
（税抜）￥ 1,900

レッド

ブラック

■衝撃吸収素材と低反発素材の 2 つの最先端

技術を組み合わせたハイブリッドサドル

■一般車からスポーツ車まで好みに合わせて

選べるラインナップ

■サイズ：

　DD043：265 × 147mm

　DD063：273 × 142mm

　DD0123：266 × 192mm

ハイブリッドサドル

参考価格
（税抜）￥ 3,900

DD043 DD0123DD063
▲ JAN コード…4977323+ 色別コード
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Parts & Accessory JAN Code List

■スポーツ車向けワイドバスケット
■ A4 サイズ対応のカバンを積載可能
( 横幅 350mm まで )
■装着には別売りの「カンチ台座フロントキャ
リア ATB-FR（222348）」が必要となります。

■サイズ：W405 × H185 × D225mm

■材質：スチール

ATB ワイドワイヤー前カゴ

参考価格
（税抜）￥ 2,500

ATB-W2
■カチオン塗装

■強度・デザイン・機能性等を追求したカン

チ台座用フロントキャリア

■ L 型金具は 4 通りの装着が可能

■ V ブレーキ・カンチブレーキ車専用

■耐荷重 3㎏

■適合：FES COOL、FES MOTO

カンチ台座フロントキャリア

参考価格
（税抜）￥ 2,300

 ATB-FR

車種記号 モデル名 カラー /サイズ等 商品コード JANコード

TB-21-009 FESWORK
マットダークブルー 35184 4977323351842

マットガンメタ 35188 4977323351880

TB-21-007 FESCOOL
マットブラック 35178 4977323351781

サンドベージュ 35177 4977323351774

TB-20-003 SOON

コーラルピンク 33592 4977323335927

マットスレートブルー 33594 4977323335941

ベージュ 33596 4977323335965

TB-20-001M2 FESCROSS

レッド 32923 4977323329230

マットブラック 32928 4977323329285

ブルー 32924 4977323329247

ホワイト 32921 4977323329216

TB-21-002 FESCROSS DISC
ダークブルー 38694 4977323368949

ガンメタル 36898 4977323368987

TB-21-006 FESCITY
マットダークブルー 36904 4977323369045

マットガンメタル 36908 4977323369083

TB-21-008 SUPERSONIC

サイケデリックシルバー 35679 4977323356793

レッド 35673 4977323356731

マットダークブルー 35674 4977323356748

TB-21-010 SUPERSONIC VICTORY シルバー 36789 4977323367898

TB-20-002 SURFSIDE

マットグリーン 33555 4977323335552

マットオレンジ 33556 4977323335569

マットグレイッシュブルー 33554 4977323335545

TB-21-003 FESMTB
マットブラック 35348 4977323353488

マットグレー 35349 4977323353495

TB-20-004 FESROAD
マットブラック 33578 4977323335781

レッド 33573 4977323335736

TB-21-005 FESMOTO
マゼンタピンク 35652 4977323356526

ブラック 35658 4977323356588

- USB コンパクトフロントライト
レッド 209484 4977323089752

ブラック 209483 4977323089745

- USB リアライト - 209485 4977323089769

- スマートサドルバッグ - 229013 4977323089721

- P ＆ P バイクカバー ブラック 213918 4977323089578

- ラプタースマートフォンバーマウント - 206684 0094664043602

- アジャスタブルボトルケージ
ブラック 206479 4510676700938

レッド 206480 4510676700907

- ハイブリッドサドル

DD043 226039 4571479582268

DD063 226040 4571479582275

DD0123 226041 4571479582305

- ATB ワイドワイヤー前カゴ ブラック 227127 4510676100653

- カンチ台座フロントキャリア - 222348 4510676907023

- SB キャリアセット - 222492 4977323079838

- 700C 用 PC ショートフェンダー ブラック 230215 4510676320198

- ATB サスペンション付き用ドロヨケ ガンメタ 230267 4511890205315

- 700C クロスバイク用リアフェンダー ブラック 230219 4511890209276

- アークライトレインスーツ
M サイズ 236870 4939108009010

L サイズ 236871 4939108009027

- クツ CAP

M　/　ブラック 236872 4580394089882 

M　/　ネイビー 236873 4580394089899 

M　/　カーキ 236874 4580394089905 

L　/　ブラック 236875 4580394089912 

L　/　ネイビー 236876 4580394089929 

L　/　カーキ 236877 4580394089936 

■高輝度蓄光と反射プリントで夜間も反射し
て安全
■ストレッチ生地とアクションカットで動き
を妨げないレインスーツ
■形状維持フードつば
■手差しポケット
■裾上げボタン調整機能
■材質：ポリエステル TPU ラミネート

■サイズ：M（着丈約 68cm）、L（約 71cm）

アークライトレインスーツ

参考価格
（税抜）￥ 5,980

エール

■お気に入りの靴を雨から守る防水シリコン

靴カバー

■伸びる材質で靴にしっかりフィット

クツ CAP

サイズ カラー 参考価格（税抜）
M：22.5-25.5cm ブラック ￥1,480
M：22.5-25.5cm ネイビー ￥1,480
M：22.5-25.5cm カーキ ￥1,480

L：26-28cm ブラック ￥1,580
L：26-28cm ネイビー ￥1,580
L：26-28cm カーキ ￥1,580

ブラック

カーキ ネイビー

■ 700C のバイクに最適なショートフェンダー
■フェンダー幅が広く跳ね上がりをガード
■本体は衝撃に強いポリカーボネート、
　ステーは錆に強いステンレス仕様
■サイズ：700C

■カラー：ブラック

■適合 FES CROSS、FES CROSS DISC、
　SUPER SONIC、FES ROAD

700C 用 PC ショートフェンダー

参考価格
（税抜）￥ 5,400

■ハブ軸とフォークセンターでしっかり固定

できる

■様々なカゴが取り付け可能

■ 26 インチ、700C 兼用

■適合：SURF SIDE

SB キャリアセット

参考価格
（税抜）￥ 3,000

26/700C

■ロング & ワイド設計で泥跳ね上げ防止効果

アップ

■大人の感性にも応えるデザイン

■ノーマル、サスフォーク対応

■カラー：ガンメタ

ATB サスペンション付き用ドロヨケ

参考価格
（税抜）￥ 4,400

MF-018
■着脱が簡単なリアフェンダー

■ドロヨケ部が 460mm とロング

■シートポスト径Φ 25.4-31.6mm

■カラー：ブラック

700C クロスバイク用リアフェンダー

参考価格
（税抜）￥ 2,200

MF-021R



●このカタログに掲載されている情報は 2020 年 12 月現在のものです。●カタログ掲載の商
品は、印刷のため実際の色と異なることがあります。●このカタログに表示されている適応
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