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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「FUN」「EASY」「SAFETY」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。
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フレーム アルミ
フォーク アルミ / スチールコラム
ボトムブラケット
( ユニット )

BAFANG M200

( センターユニット ) 

出力 :250W
クランク アルミ 170mm
スプロケット 7 スピード 14-28T
シフター サムシフター

サドル最低地上高 81cm
車種記号 TB-22-006

付属品

バッテリー (36V x 10.4Ah)、バッ
テリーライト ( 乾電池式 )、充電器、
ペダル、ベル、リフレクタ、英式
バルブアダプター、キックスタン
ド

ブレーキ 機械式ディスクブレーキ
ハンドル アルミ
ステム アルミ
シートポスト アルミ
タイヤ 700 × 32C
最大空気圧 90PSI
チューブ 仏式チューブ
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FESMOTOR
￥199,100 ( 税込 ) / ￥181,000( 税抜 )

重量
　19.8kg 
 
サイズ / 適応身長
　460mm (160cm 〜 )
変速
　外装 7 段 (1 × 7)

カラー

　

BAFANG 製センターユニット
海外での豊富な実績とシェアを持つ BAFANG 製
のセンターユニットを採用。走り出しが軽快。

フレーム内蔵式バッテリー
フレームデザインを損なわないすっきりした見た
目の内蔵式バッテリー。次世代のクロスバイク。

ディスクブレーキ
様々なシチュエーションでも制動力を発揮する
機械式ディスクブレーキを搭載。

フェスモーター

マットブラック
JAN:4977323-382181

（うろこ）

三角形を並べた模様で、魚や蛇の鱗に形が似ていることから鱗文様と呼ばれるようになりました。
もともと三角形には魔除けの力があるとされていたのに加え、鱗は身を守るためのものであることから鱗
文様も魔除けとして使われます。また、脱皮を繰り返す蛇は生命力を象徴する生きものとされていたため「再
生」「心機一転」の意味も込められています。
FESMOTOR には、乗った人が安全に楽しめることを願い、フレームや車輪のデザインにこの伝統的な鱗文
様をあしらっています。

鱗

THIRDBIKES の電動アシスト付きクロスバイク。

どこに行くかはあなたの自由。思ったよりも速く、思ったよりも遠くに

連れていってくれる FESMOTOR に乗って、パワフルな一日を。

トップチューブ上の鱗文様
（イラスト）

THIRDBIKES が開発した『FESMOTOR』は
あらゆる人が気軽に楽しめる e-CROSS BIKE。

心機一転した新しい生活への希望を
日本の伝統模様である『鱗 ( うろこ )』に

想いを込めた一台です。

楽しく、やさしく、安全に。
レッド

JAN:4977323-382136

※ 1 走行可能距離は使用用途により変動します
※ 2 一般社団法人自転車協会が定める「電動アシスト自転車の走行距離の測定方法に関する基準」に準拠したテスト条件
※ 3 バッテリーをバッテリー残量ランプの赤色点滅まで使用した場合

■バッテリー容量

　36V / 10.4Ah

■充電時間

　0 〜 100％：約 6 時間 30 分

■最大トルク値

　65Nm

■ 1 充電あたりの走行可能距離 ※1

　標準パターン ( 業界統一基準 ) ※2　

　アシストレベル 1：108km

　アシストレベル 3 ：81km

　アシストレベル 5：68km
{※3



フレーム アルミ
フォーク アルミ / スチールコラム
ボトムブラケット カートリッジ
クランク アルミ 175mm
スプロケット 8 スピード 11-32T
シフター L-Twoo 製シフター

サドル最低地上高 開発中
車種記号 TB-23-001

付属品
バッテリーライト ( 乾電池式 )、ペダ

ル、ベル、リフレクタ、キックスタ

ンド、英式バルブアダプター

ブレーキ 機械式ディスクブレーキ
ハンドル アルミ
ステム アルミ
シートポスト アルミ
タイヤ 700 × 35C
最大空気圧 90PSI
チューブ 仏式チューブ

フレーム アルミ
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 175mm
スプロケット 7 スピード 14-28T
シフター EZ ファイヤープラス

サドル最低地上高 84cm
車種記号 TB-23-007

付属品
バッテリーライト ( 乾電池式 )、ペダ

ル、ベル、リフレクタ、キックスタ

ンド

ブレーキ ダブルピボットキャリパー
ハンドル スチール
ステム アルミ 
シートポスト スチール
タイヤ 700 × 32C
チューブ 英式チューブ

FESCROSS LIMITED THIRDBIKES で一番人気の FESCROSS から上位モデルが登場！

エアロフレームを採用した最強にクールなシティレーサー。

￥84,700( 税込 ) / ￥77,000( 税抜 )

重量
　開発中
 
サイズ / 適応身長
　465mm (160cm 〜 )
変速
　外装 24 段 (3 × 8)

カラー

フェスクロス リミテッド
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FESCROSS 

グレープフルーツピンク
( 倉沢しえりさんオリジナルモデル )

JAN:4977323-397123

ネイビーブルー
JAN:4977323-394147

レッド
JAN:4977323-397130

フェスクロス

※画像はデザイン検討用イラストです。仕様は実際と異なる場合があります。

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シティライドに必要な装備をすべて揃えた

エントリークロスバイク。

￥49,500( 税込 ) / ￥45,000( 税抜 )

重量
　13.5kg 
 
サイズ / 適応身長
　470mm (160cm 〜 )
変速
　外装 21 段 (3 × 7)

カラー

　

エアロフレーム
ボリューミーでインパクトのあるダウンチューブを採用したエアロフレーム。

制動力の高いディスクブレーキ
どんなシチュエーションでも制動力を保つ機械式ディスクブレーキ。

外装 24 段変速
坂道をかろやかに走りたいときも、平坦を速く走りたいときも、
より細かくギアが切り替えできる L-Twoo 製前 3 段、後ろ 8 段の外装 24 段変速。

マットガンメタル / マットブラック
JAN:4977323-396782

ホワイト
JAN:4977323-397116

カレッジグリーン
JAN:4977323-397154

マットブラック
JAN:4977323-397185

※一部の画像はデザイン検討用イラストです。仕様は実際と異なる場合があります。

倉沢しえりさんオリジナルモデルについて ➡ P21



フレーム アルミ
フォーク アルミ / スチールコラム
ボトムブラケット カートリッジ
クランク アルミ 170mm
スプロケット 7 スピード 14-28T
シフター デ ュ ア ル コ ン ト ロ ー ル レ バ ー

(STI レバー )

サドル最低地上高 開発中
車種記号 TB-23-006

付属品
バッテリーライト ( 乾電池式 )、ペダ

ル、ベル、リフレクタ、キックスタ

ンド、英式バルブアダプター

ブレーキ ダブルピボットキャリパー
ハンドル アルミ 
ステム アルミ 
シートポスト アルミ 
タイヤ 700 × 28C
最大空気圧 100PSI
チューブ 仏式チューブ

フレーム アルミ
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 スチール 170mm
スプロケット 6 スピード 14-28T
シフター グリップシフター

サドル最低地上高 84cm
車種記号 TB-23-012

付属品
バ ッ テ リ ー ラ イ ト ( 乾 電 池 式 )、

ペダル、ベル、リフレクタ、キッ

クスタンド

ブレーキ ダブルピボットキャリパー
ハンドル アルミ 
ステム アルミ 
シートポスト アルミ 
タイヤ 700 × 32C
チューブ 英式チューブ

ブラック / オーロラパープル
JAN:4977323-397024

FESROAD 規格外のエアロフレーム。力強い走りを実現する剛性感。

最強にクール、そして、最速。

￥84,700( 税込 ) / ￥77,000( 税抜 )

重量
　開発中 
 
サイズ / 適応身長
　465mm (160cm 〜 )
変速
　外装 14 段 (2 × 7)

カラー

　

フェスロード

FESCROSS LIGHT 「ちょっとそこまで」のちょい乗りクロスバイク。

フロントシングルの外装 6 段変速だから、ギヤの切り替えも簡単で複雑な

メンテナンスも少なく済むのでライトなライドを楽しめる。

ブラック
JAN:4977323-397680

￥42,900( 税込 ) / ￥39,000( 税抜 )

重量
　12.8kg 
 
サイズ / 適応身長
　470mm (160cm 〜 )
変速
　外装 6 段 (1 × 6)

カラー

　

フェスクロスライト

マットライトグレー
JAN:4977323-397697
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※画像はデザイン検討用イラストです。仕様は実際と異なる場合があります。

レッド
JAN:4977323-397031

マットグレー
JAN:4977323-397093

※画像はデザイン検討用イラストです。仕様は実際と異なる場合があります。

街乗りに最適
チェーントラブルの少ないフロントシングルギヤと街乗りに必要十分な外装 6 段。

キャリパーブレーキ
メンテナンスと調整がしやすいキャリパーブレーキを採用。

耐久性のあるパーツ
空気の漏れが少なく、シティサイクルと同じ空気入れで空気を入れることができる
英式スーパーバルブを採用。

エアロフレーム
ボリューミーでインパクトのあるダウンチューブを採用したエアロフレーム。

外装 14 段変速
前 2 段、後ろ 7 段の本格的な変速システムでアップダウンのある道もすいすい漕げる。

ドロップハンドル
ロードバイクの特徴であるドロップハンドル。
握る場所を変えられるので長距離でも手が疲れにくい。



フレーム アルミ
フォーク サスペンション
ボトムブラケット カートリッジ
クランク アルミ 170mm
スプロケット 7 スピード 14-34T
シフター サムシフター

サドル最低地上高 開発中
車種記号 TB-23-005

付属品
バッテリーライト ( 乾電池式 )、ペダ

ル、ベル、リフレクタ、キックスタ

ンド

ブレーキ V ブレーキ
ハンドル アルミ 
ステム アルミ 
シートポスト アルミ 
タイヤ 27.5 × 2.1
チューブ 英式チューブ

フレーム スチール 
フォーク スチール
ボトムブラケット カートリッジ
クランク スチール 165mm
スプロケット 6 スピード 14-28T
シフター サムシフター

サドル最低地上高 85cm
車種記号 TB-23-008

付属品
バッテリーライト ( 乾電池式 )、ペ

ダル、ベル、リフレクタ、キック

スタンド

ブレーキ V ブレーキ
ハンドル スチール
ステム スチール
シートポスト アルミ
タイヤ 26 x 1.95
チューブ 英式チューブ

SURFSIDE 黎明期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に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スタイル。

パープル / オレンジグラデーション
JAN:4977323-397222

￥44,000( 税込 ) / ￥40,000( 税抜 )

重量
　開発中
 
サイズ / 適応身長
　465mm (160cm 〜 )
変速
　外装 6 段 (1 × 6)

カラー

　

グレイッシュブルー
JAN:4977323-397246

ブラック
JAN:4977323-397284

サーフサイド

FESMTB ビッグシルエットタイヤとフロントサスペションフォークで異次元の乗り

心地を体験。多くの人の心を奪い続けるゲームの世界観をリスペクトした

デザイン。

￥69,300( 税込 ) / ￥63,000( 税抜 )

重量
　開発中 
 
サイズ / 適応身長
　420mm (160cm 〜 )
変速
　外装 7 段 (1 × 7)

カラー

　

フェス MTB

マットカーキグリーン
JAN:4977323-396959

マットネイビーブルー
JAN:4977323-396942
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※画像はデザイン検討用イラストです。仕様は実際と異なる場合があります。
※オフロード走行はできません。

※画像はデザイン検討用イラストです。仕様は実際と異なる場合があります。
※オフロード走行はできません。

MTB スタイル
フロントのサスペンションフォークでマウンテンバイクの乗り心地を体験できる。

フロントシングルギヤ
マウンテンバイクトレンドのフロントシングルギヤを採用。チェーン落ちのトラブルが少ない。

ビッグシルエットタイヤ
27.5 × 2.1 の幅広タイヤを採用することで安定感のある走りを提供。

どこか懐かしいフレームデザイン
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。懐かしくも新しい。

アップライトハンドル
ハンドル位置が高めで楽な姿勢がとれるから、
景色を見ながらのんびりとサイクリングすることができる。

幅広ブロックタイヤ
段差でも安定してスイスイ走れる溝が深いブロックタイヤを採用。



マットガンメタル
JAN:4977323-397789

フレーム スチール
フォーク スチール
ボトムブラケット カートリッジ
クランク スチール 170mm
スプロケット 7 スピード 14-34T
シフター サムシフター

サドル最低地上高 81cm
車種記号 TB-23-013

付属品
LED オートライト、ペダル、ベル、

リフレクタ、オリジナルリヤキャ

リヤ ( クラス 18）、両立スタンド

ブレーキ V ブレーキ
ハンドル スチール 
ステム アルミ 
シートポスト アルミ 
タイヤ 700 × 32C
チューブ 英式チューブ

フレーム アルミ
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 スチール 165mm
スプロケット 7 スピード 14-28T
シフター サムシフター

サドル最低地上高 81cm
車種記号 TB-23-009

付属品
常時点灯ライト、テールライト、前

後ドロヨケ、ペダル、ベル、リフレ

クタ、キックスタンド

ブレーキ ダブルピボットキャリパー
ハンドル アルミ 
ステム アルミ 
シートポスト アルミ 
タイヤ 700 × 35C
チューブ 英式チューブ

ホワイト
JAN:4977323-397314

FESWORK これからの通勤・通学は自転車だ！

ドロヨケ・常時点灯ライト・スタンドがあらかじめ装着されている通勤・

通学専用クロスバイク。通うことがもっと気軽に、もっと楽しくなる！

￥53,900( 税込 ) / ￥49,000( 税抜 )

重量
　開発中 
 
サイズ / 適応身長
　480mm (160cm 〜 )
変速
　外装 7 段 (1 × 7)

カラー

　

フェスワーク

ガンメタル
JAN:4977323-397383

FESCIT Y キャリヤ一体設計の街乗り用コミューターバイク。

スポーティーな車体に灯 LED オートライトや両立スタンドといった装備で

通勤通学、フードデリバリー用途などオールマイティーに使える。

￥49,500( 税込 ) / ￥45,000( 税抜 )

重量
　18.5kg 
 
サイズ / 適応身長
　460mm (160cm 〜 )
変速
　外装 7 段 (1 × 7)

カラー

　

オリジナルリヤキャリヤ
フレームに合わせた専用設計のクラス 27 リヤキャ
リヤ。フレームと同じカラーでデザイン性に優れる。

オリジナルハンドル
アクセサリーを取り付けしやすくするため、エクス
テンションバーを追加したオリジナルハンドル。

両立スタンド
リヤキャリヤに荷物を載せても安定する両立
スタンドを採用。

フェスシティ

マットダークブルー
JAN:4977323-397741
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※画像はデザイン検討用イラストです。仕様は実際と異なる場合があります。

TSU-KIN BIKE( 通勤バイク )
毎日の通勤に対応できるライトやドロヨケ、裾の巻き込みを防ぐクランクカバー、スタンドを標
準装備。

前後ライト＆反射ロゴで被視認性 UP
安全性を高める常時点灯ライトとテールライト、光に反射するリフレクト機能がついたロゴマーク
を採用。街中走行では自分を目立たせることが重要。

軽くて乗りやすい
軽さと頑丈さを両立した 6061 アルミフレームでスイスイ進む。



フレーム アルミ
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 175mm
スプロケット 6 スピード 14-28T
シフター グリップシフター

サドル最低地上高 開発中
車種記号 TB-23-016

付属品
バッテリーライト ( 乾電池式 )、ペダ

ル、ベル、リフレクタ、キックスタ

ンド

ブレーキ 機械式ディスクブレーキ
ハンドル アルミ 
ステム アルミ 
シートポスト アルミ 
タイヤ 700 × 38C
チューブ 英式チューブ

フレーム アルミ
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 スチール 170mm
スプロケット 7 スピード 14-28T
シフター サムシフター

サドル最低地上高 84cm
車種記号 TB-23-010

付属品
バッテリーライト ( 乾電池式 )、ペ

ダル、ベル、リフレクタ、キック

スタンド

ブレーキ V ブレーキ
ハンドル アルミ 
ステム アルミ 
シートポスト アルミ 
タイヤ 27.5 × 1.75
チューブ 英式チューブ

マットダークグレー
JAN:4977323-398090

制動力の高いディスクブレーキ
様々なシチュエーションでも制動力を発揮する機械式ディスクブレーキ。

安定感のある太めタイヤ
幅が広くてあらゆる道を安心して走行できる 700 × 38C のタイヤ。

アップライトポジション
ハンドル位置が高めで楽な姿勢がとれるから、
景色を見ながらのんびりとサイクリングすることができる。

ライトブルー
JAN:4977323-398045

FESRESORT 広い海を眺めながらビーチリゾートをスローに走る。

太めのタイヤで安定感のある走りをもたらしてくれる FESRESORT に

乗って、めいっぱい太陽と海のエネルギーを吸収して。

￥49,500( 税込 ) / ￥45,000( 税抜 )

重量
　14.0kg 
 
サイズ / 適応身長
　460mm (160cm 〜 )
変速
　外装 7 段 (1 × 7)

カラー

　

幅広のビッグシルエットタイヤ
幅が太めの 27.5 × 1.75 のタイヤは安定感に優れて
いるだけでなくフカフカの快適性を提供。

トラブルの少ないシングルギヤ
トラブルの少ないフロントシングルギヤを搭載。
後ろのギヤのみで変速するので操作もシンプル。

安全性の高い V ブレーキ
少ない力でもしっかりと止まることができる
V ブレーキを採用。

フェスリゾート

マットサンドベージュ
JAN:4977323-397413

マットスレートブルー
JAN:4977323-397475

マットダークグリーン
JAN:4977323-397451

サンセットダークブルー
JAN:4977323-397444

FESREL A X 姿勢もスピードものんびり、ゆったりでいいスポーツバイク。

自由に走る喜びを感じて、自分を開放しよう。

￥59,400( 税込 ) / ￥54,000( 税抜 )

重量
　開発中 
 
サイズ / 適応身長
　465mm (160cm 〜 )
変速
　外装 18 段 (3 × 6)

カラー

　

フェスリラックス
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※画像はデザイン検討用イラストです。仕様は実際と異なる場合があります。 ※オフロード走行はできません。



フレーム アルミ
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 170mm
スプロケット 7 スピード 14-28T
シフター パームシフター

サドル最低地上高 84cm
車種記号 TB-23-011

付属品
バッテリーライト ( 乾電池式 )、ペ

ダル、ベル、リフレクタ、キック

スタンド

ブレーキ V ブレーキ
ハンドル アルミ 
ステム アルミ 
シートポスト アルミ 
タイヤ 27.5 × 1.75
チューブ 英式チューブ

フレーム クロモリ
フォーク クロモリ
ボトムブラケット カートリッジ
クランク アルミ 165mm
スプロケット 8 スピード 11-32T
シフター ラピッドファイヤー

サドル最低地上高 開発中
車種記号 TB-23-002

付属品
バッテリーライト ( 乾電池式 )、

ペダル、ベル、リフレクタ、キッ

クスタンド

ブレーキ V ブレーキ
ハンドル アルミ 
ステム アルミ 
シートポスト アルミ 
タイヤ 700 × 38C
 チューブ 仏式チューブ

SUPERSONIC CHILL ラフなスタイルで自由に街を駆け巡り、途中で見つけたカフェでチルアウト。

情報過多なこの時代をシンプルに過ごしたい方へ送るクロモリバイク。

これで、あなたの悩みはきっと解決。

￥66,000( 税込 ) / ￥60,000( 税抜 )

重量
　開発中 
 
サイズ / 適応身長
　500mm (160cm 〜 )
変速
　外装 8 段 (1 × 8)

カラー

　

スーパーソニック チル

グレイッシュブルー
JAN:4977323-396898

FESCAMP スポーツバイクの楽しみ方は人それぞれ。速くなくていい、全部じゃなくて

いい。眠っていた冒険心を呼び起こして、これまで行ったことがない場所へ

FESCAMP で行ってみよう。そして、満足したらひとやすみしよう。

￥68,200( 税込 ) / ￥62,000( 税抜 )

重量
　14.0kg 
 
サイズ / 適応身長
　460mm (160cm 〜 )
変速
　外装 7 段 (1 × 7)

カラー

　

幅広のビッグシルエットタイヤ
幅が太めの 27.5 × 1.75 のタイヤは安定感に優れて
いるだけでなくフカフカの快適性を提供。

ロードバイクのハンドル
ガンガン進みたいときはハンドルの下を握って
スピードを出し、ゆっくり走りたいときは上を握って景
色を見ながら走れるドロップバーハンドル

安全性の高い SHIMANO 製 V ブレーキ
少ない力でもしっかりと止まることができる
SHIMANO 製の V ブレーキを採用。

フェスキャンプ

マットダークグリーン
JAN:4977323-397550
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※画像はデザイン検討用イラストです。仕様は実際と異なる場合があります。

パープル
JAN:4977323-396829

THIRDBIKES 初のクロモリフレーム・フォーク
乗って良し、眺めて良しのクロモリホリゾンタルフレーム。しなりが大きく、踏み込む力が
増幅されて「自転車」を身体全体で感じることができる。

安定感のある太めタイヤ
幅が広くあらゆる道を安心して走行できる 700 × 38C のタイヤ。

ストリートカルチャーをリスペクト
メッセンジャーやストリートカルチャーから着想を得たグラフィックデザインと

「丈夫」で「走れる」バイク設計。

※オフロード走行はできません。



ブラック
JAN:4977323-397888

SUPERSONIC SMART Simple and Smart. 都心を駆け抜けるシティボーイへ。

チェーンが外れて走れないとか、キーキー音がしてうるさいとか、

もう関係ない。見た目も中身もかっこよく、スマートに。

￥49,500( 税込 ) / ￥45,000( 税抜 )

重量
　14.0kg 
 
サイズ / 適応身長
　480mm (160cm 〜 )
変速
　内装 3 段 

カラー

　

内装 3 段ギヤでトラブルが少ない
シティサイクルに多く採用される、停車時にも変速
ができてトラブルの少ない内装 3 段ギヤを搭載。

キーキー音が鳴らないローラーブレーキ
キーキー音が鳴らず雨の日でも安定した制動力を
誇るローラーブレーキ。

前後ライトで被視認性 UP
リフレクタの他にバッテリーライトとバッテリー
テールライトが付属。夜道を安全に走ることができる。

スーパーソニック スマート

マットライトグレー
JAN:4977323-397895
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SUPERSONIC VICTORY 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
JAN:4977323-397994

￥47,300( 税込 ) / ￥43,000( 税抜 )

重量
　14.0kg 
 
サイズ / 適応身長
　480mm (160cm 〜 )
変速
　外装 18 段 (3 × 6)

カラー

　

スーパーソニック ヴィクトリー

フレーム スチール
フォーク スチール
ボトムブラケット カートリッジ
クランク スチール 165mm
スプロケット 6 スピード 14-28T
シフター グリップシフター
ブレーキ ダブルピボットキャリバー
ハンドル アルミ 
ステム アルミ 
シートポスト アルミ 
タイヤ 700 × 32C
チューブ 英式チューブ 
サドル最低地上高 85cm
車種記号 TB-23-015

付属品
バッテリーライト ( 乾電池式 )、ペ

ダル、ベル、リフレクタ、キック

スタンド

フレーム スチール
フォーク スチール
ボトムブラケット カートリッジ
クランク アルミ 170mm
スプロケット 内装ハブ
シフター グリップシフター

サドル最低地上高 85cm
車種記号 TB-23-014

付属品
バッテリーライト ( 乾電池式 )、ペダ

ル、ベル、リフレクタ、キックスタ

ンド

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
ステム アルミ
シートポスト スチール
タイヤ 700 × 32C
 チューブ 英式チューブ

キャリパーブレーキ
メンテナンス性に優れ、調整がしやすいキャリパーブレーキを採用。

外装 18 段変速
様々なシチュエーションで便利な前 3 段、後ろ 6 段の 18 段変速。



Instagram
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FESMOTO ワクワクする遊びをしよう。

BMX 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。

￥33,000( 税込 ) / ￥30,000( 税抜 )

重量
　12.5kg 
 
サイズ / 適応身長
　280mm (150cm 〜 )
変速
　シングル

カラー

　

BMX テイスト激盛り
世界最大のスポーツの祭典でも競技種目に追加
された BMX のテイストを激盛りした一台。

本格的なハンドル・ステム
BMX テイストに貢献するハイライズバーを採用。

遊びゴコロを注入
細かいところもストリートテイストにアレンジ。

フェスモト

THIRDBIKES BRAND AMBASSADOR

マゼンタピンク
JAN:4977323-356526

ブラック
JAN:4977323-356588

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 170mm
スプロケット 16T
シフター -

サドル最低地上高 66.5cm
車種記号 TB-21-005

付属品
バッテリーライト ( 乾電池式 )、ペダ

ル、ベル、リフレクタ、キックスタ

ンド

ブレーキ V ブレーキ
ハンドル スチール
ステム アルミ
シートポスト アルミ
タイヤ 20 × 2.125
チューブ 英式チューブ

倉沢しえり
1999 年 12 月 24 日生まれ、東京都出身。

趣味はスポーツ観戦、日記を書く、音楽鑑賞。特技は声がよく通ることとテー

ピング。2021 年 3 月に 1stDVD を発売、映画『死刑にいたる病』、舞台「星

の少年と月の姫」「嶺上開花」に出演するなど活躍の幅を広げています。

倉沢さんは、松竹グループ初の合同大型オーディション「松竹ジャパングラ

ンプリ」のファイナリストであり、講談社の 2 大週刊漫画誌「ヤングマガジン」

「週刊少年マガジン」主催「ミスマガジン 2018」でもベスト 16 に選出され

た正統派タレント。

倉沢さんの様々なジャンルにチャレンジしていく一生懸命さとひたむきさは

多くのファンに愛されています。そんな倉沢さんの姿勢と THIRDBIKES が掲

げてきた「あらゆる人が気軽に楽しめるスポーツバイク」を作るというメッ

セージが重なって就任が決定しました。

「THIRDBIKES ブランドアンバサダー」として、各種イベント、コンテンツ、

媒体へ出演し、THIRDBIKES ブランドや製品の魅力を広く発信いたします。

倉沢しえりさんコメント
はじめまして！この度 THIRDBIKES のアンバサダーに就任致しました、倉沢しえりです。

私は学生の頃から毎日自転車に乗っています。歩いてる時とはまた違う、自転車でしか味わえない爽快感や四季それぞれの風を楽しめる事が自転車の魅力の１つ

だと感じています。これから皆さまにそんな自転車の楽しさ、そして「あらゆる人が気軽に楽しめるスポーツバイク」になるべく、THIRDBIKES の魅力をお伝え

していければと思います。よろしくお願いします！

松竹芸能所属 俳優・タレント

★オリジナル「FESCROSS」発売決定★
倉沢しえりさんがアンバサダーに就任した記念として、THIRDBIKES の一番人気

モデル「FESCROSS」から、倉沢しえりさんデザインのオリジナルカラーを発売

することが決定しました！

開発がスタートしたのは 2022 年 6 月。THIRDBIKES の開発者とデザイナーと一

緒に、フレームカラーとロゴのデザインを決めていきました。何百種類ものフレー

ムカラーの中から悩み抜いて選んだ色は「グレープフルーツピンク」。ファンの

方にも乗っていただきたいという想いを込めて、倉沢さんらしく元気でフレッ

シュなイメージかつ誰からも愛されるカラーをチョイスしました。また、ロゴの

形にもこだわり、かわいい丸形のロゴに変化しました。他にも、フレームの上部

には直筆のイラストやサインをプリントしています。

発売時期は 2023 年春頃を予定しています。乞うご期待です！

▲おやつのフルーツ大福でアイデア
が湧き…？

▲ロゴデザインも好みの形にこだわ
りました

▲グレープフルーツの上にはかわい
いサイクリストが！

▲フレームには倉沢さんのサインが
プリントされています※オフロード走行、BMX 使用はできません。



05: ポータブルチェーンロック 400

P&P COMPONENTSブランドの破断に強いチェー
ンロック。軽量コンパクトでサドルバッグに入れ
て携帯できる。好みの番号にセット可能なナン
バーセット式。長さ：400mm

・JAN：4977323093674
202371

希望小売価格　￥1,320 ( 税込 ) / ￥1,200 ( 税抜 )

パーツ & アクセサリー

22
23

パーツ装着例

■装着オプションパーツ
10: ワイヤーバスケット ワイドタイプ
11:26/700C SB キャリヤセット
12:ATB 用キャリヤ MT-800N

SURFSIDE(2022 年モデル ) 車体の詳細 ➡ P11

■装着オプションパーツ
01:THIRDBIKES ASS SAVERS
04: コイルワイヤーロック 1800
16: アジャスタブルボトルケージ
17: ラプタースマートフォンバーマウント

FESCROSS(2022 年モデル ) 車体の詳細 ➡ P 7

03:USB リヤライト SL-R9RC

シリコンバンドの USB 充電式リアライト。ブラケッ
ト対応経φ 20-40mm

・JAN：4977323089769
209485

希望小売価格　￥3,410( 税込 ) / ￥3,100 ( 税抜 )

04: コイルワイヤーロック 1800

ブラケット付きでシートポストなどに装着して携
帯できるワイヤーロック。ナンバーセット式

・JAN：4977323093681
202372

希望小売価格　￥2,200 ( 税込 ) / ￥2,000 ( 税抜 )

09: スマートサドルバッグ

サイクリングに必要十分なサイズ感。縫い目を
なくし、防水性を高めたサドルバッグ。

・W70xD125xH55(mm)

・JAN： 4977323089721
 229013

希望小売価格　￥2,750 ( 税込 ) / ￥2,500 ( 税抜 )

10: ワイヤーバスケット ワイドタイプ

・最大積載量：3kg
・W405xH185xD225(mm) 取付けには別途フロ
ントキャリヤ (222492) が必要です。

・JAN：4510676100653
227127

希望小売価格　￥3,300 ( 税込 ) / ￥3,000 ( 税抜 )

06: ケーブルロック 1000

荷物を少なくしたいサイクリング時やサドルの
盗難防止に役立つナンバーセット式ケーブル
ロック。サイズ：2.5mm × 1,000mm コイル

・JAN： BK:4977323094053                         202390                 
              WH:4977323094060                       202391

希望小売価格　各￥1,100(税込) / ￥1,000 (税抜)

07: ライトウェイトフロアポンプ

アルミ製軽量フロアポンプ。対応バルブ：英・米・
仏、ボール浮き輪用アダプター付属

・重量 ( 平均値 )：900g
・JAN：4977323090932

231032

希望小売価格　￥3,630( 税込 ) / ￥3,300( 税抜 )

08: バイクカバー ブラック

自転車を劣化や汚れから守るカバー。
・サイズ：W1950 × H1050 × D600mm

・JAN：4977323089578
213918

希望小売価格　￥3,960 ( 税込 ) / ￥3,600 ( 税抜 )

02:USB コンパクトフロントライト
       SL-F300RC

300 ルーメンの超小型ライト。軽量アルミボディ。
USB 充電式。ブラケット対応経φ 20-40mm

・JAN： RD:4977323089752                         209484
              BK:4977323089745                         209483

希望小売価格　￥4,290 ( 税込 ) / ￥3,900 ( 税抜 )

01:THIRDBIKES ASS SAVERS

工具なしでサドルのレールに簡易取り付けが可能
なリアフェンダー。

・JAN：4977323093506
230165

希望小売価格　￥1,760 ( 税込 ) / ￥1,600( 税抜 )

12:ATB 用キャリヤ MT-800N

軽量で丈夫なスチールパイプ製のパニアバッグ
対応リヤキャリヤ。

・700C への取付には別売りの「MT-800N 延長
金具 ( ￥440 税込 /214117)」が必要です。

・JAN：4944924060732 
222424

希望小売価格　￥5,280 ( 税込 ) / ￥4,800 ( 税抜 )

11:26/700C SB キャリヤセット

ナット留めの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。

・JAN：4977323079838
222492

希望小売価格　￥3,960 ( 税込 ) / ￥3,600 ( 税抜 )

13:700C クロスバイク用リヤフェンダー       　　　　
      MF-021R

着脱が簡単なリヤフェンダー。
・シートポスト径：φ 25.4-31.6mm

・JAN：4511890209276
230219

希望小売価格　￥2,420( 税込 ) / ￥2,200 ( 税抜 )

16: アジャスタブルボトルケージ

ボトルサイズに合わせた調整が可能なボトル
ケージ。φ 60-73mm のボトルに対応

・JAN： BK:4510676700938                        206479
               RD:4510676700907                       206480

希望小売価格　￥2,200( 税込 ) / ￥2,000( 税抜 )

17: ラプタースマートフォンバーマウント

台座部分が 360°回転するため、装着したまま縦
横回転可能なスマートフォンホルダー。

・JAN：0094664043602
206684

希望小売価格　各￥3,135(税込) / ￥2,850 (税抜)

14:ATB サスペンション付き用ドロヨケ
       MF-018 ガンメタ

ロング＆ワイド設計で泥はね上げ防止効果 UP。
ノーマル＆サスペンションフォーク対応。

・JAN：4511890205315
230267

希望小売価格　￥4,840( 税込 ) / ￥4,400 ( 税抜 )

15: アジャスタブルステー
        ショートフェンダーセット

リムブレーキクロスバイク等に取付可能なショー
トフェンダー。
・JAN：4977323093803

230018

希望小売価格　￥5,280( 税込 ) / ￥4,800 ( 税抜 )



●このカタログに掲載されている情報は 2022 年 11 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身長は
あくまで目安であり、個人差により乗車可能範囲に多少の差が出ます。●原材料や市場状況
などの変化により、仕様、デザイン、価格などの変更または生産を中止する場合がございます。
あらかじめご了承ください。●各種コンポーネント名称は ( 株 ) シマノの商標です。●一部モデル
でデザイン参考用のイラストにて掲載しています。
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