
DRIVO
エリート社の最新インタラクティブ（双方向通信）･ホームトレーナー「DRIVO（ドライ
ヴォ）」は、正確でリアルタイムなパワー（WATT）計測が出来る高精度パワーメータ

ーを内蔵したダイレクトトランスミッション方式のホームトレーナーです。100V で駆動する電子制
御マグネティック負荷ユニットを装備し、トレーニングプログラムと連動し負荷が自動的に変化、最
大で 24% もの登坂負荷を再現します。

コンピュータ・システム要件
CPU: Core duo, 3.0GHz 同等 - OS: Microsoft Windows XP/Vista/7/8/10 メモリー: 2GB - ハードディスク:10GB以上の空き容量, 7200RPM - ビデオカード: 512 MB以上のメモリ
ー モニター: 解像度1024x768以上 - ドライブ: DVD-ROMプレイヤー(リアルビデオに必要) - I/Oポート: USB x1 - ファイルシステム: NTFS同等 - オーディオカード: BGM利用時は必要

ドライヴォ インタラクティブ・ダイレクトトランスミッション・トレーナー　希望小売価格　\171,120-

　ドライヴォに付属するリアル・ソフトウェアに含まれる「リアルビデオ」で、実
在するレースコースを再現、実写映像を見ながら山岳コースでトレーニン
グが可能です。専用サイトから世界中のサイクリストがアップロードしている
「MYリアルビデオ」のデータも利用可能。再現できる最大の勾配は24％
で、ほとんどのライダーの登り坂への欲求を満たしてくれるでしょう。
ワット数や心拍数（心拍計は付属しません。）で負荷レベルをコントロー
ルしたり、WEBレースで世界中のサイクリストを相手に対戦することもでき
ます。MYリアルビデオ APPを利用して自身が走行した映像とGPSデータ
をインポートして、リアルターボムインでコースを再現すれば、屋外でのト
レーニングよりも濃密なトレーニングを実現してくれるでしょう。

■インターナル電子制御マグネティック負荷ユニットで低ケイデ
ンス/高負荷な”登板負荷”をリアルに再現

■パワーメーター内蔵で＋－1%の誤差でリアルなパワー
（WATT）を計測

■ANT+™ FE-C / Bluetooth SMARTトランスミッター
搭載でPCやポータブルデバイスとの接続も簡単に

■「トレーニングテスト」によりあなたの実力に合わせた１か月
分の専用トレーニングメニューを自動作成

■「コンコーニテスト」により現在のあなたの実力を評価
■MYリアルビデオをインストールしたデバイスで自身の走行を

映像と共に記録したデータやウェブ公開されているMYリア
ルビデオのコースデータをインポートしてコースを再現

■使用には100Ｖ電源が必要です。

※パワーメーター非搭載モデルでリアルソフトウェア使用時に表示される「POWER（W)」のワ
ット数は、計算上の数値で実際に出力されているパワー値とは必ずしも一致しません。正確
なパワー値を求める場合は、市販のパワー計測専用機器をご利用ください。

リアルソフトウェアで利用できる主なレーニング・プログラム

静粛性︓　★★★★★　負荷レベル︓　★～★★★★★

REALVIDEO TRAINING PROGRAMS TEST CONCONI TRAINING TEST

WEB RACE IMPORT GPS-DATA GEOLOCATED RACES MY REALVIDEO

・トレーニングプログラム︓プリセットされたプログラム
以外に自身でプログラムを組んでトレーニングする
サーキットトレーニング・プログラム

・コンコーニテスト︓ガイドに従って進めるだけで簡単
にAT値での出力などの計測と、有酸素、無酸素運
動時の出力を計測するプログラム

・トレーニングテスト︓ライダーの評価テスト後に、ラ
イダーのレベルや目的に応じた1ヶ月のトレーニング
プログラムを自動作成してくれるプログラム

・ウェブレース︓リアルビデオを利用して、世界中のラ
イダーとインターネットレース対戦が出来るプログラム

・GPSデータインポート︓GARMINやGoogle 
Mapなど、自身のデータやネット上に公開されてい
るデータをインポートして利用するプログラム

・ジオロケーテッドレース︓Google Mapのサテライ
トビュー上を自身で作成したデータやインポートした
GPSデータで議事走行が可能なプログラム

・MYリアルビデオ︓MYリアルビデオをインストールした
ポータブルデバイスでGPSデータと共に映像データを
記録しビデオレースとして利用可能なアプリケーション

・リアルビデオ︓実在のレースコースを実写映像と
GPSデータで収録して走行体験できるバーチャルト
レーニング・プログラム

対応アプリ:

           

付属アプリ:

  

付属ソフト:ワイヤレス通信規格︓

無期限ライセンス 無期限ライセンス

24%

無期限利用ライセンス付

24もの計測ポイントをもつ
誤差1％のパワーメーターを内蔵

運搬や保管に便利なフォールディング･レッグ採用

双方向通信･自動負荷で各種アプリと連携

* 5mm径のクイックレリーズが使用可能、エンド幅130/135mm、142x12mmのスルーアクスルに対応
** カンパニョーロ10/11スピード用フリーハブボディは別売り
※カセットスプロケットは付属しません。

28” ロード、27.5MTB、
29”MTB に対応するア
ジャスタブルフット

誤差＋－1%の高精度
パワーメーターを内蔵
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PROTEC PLUS

SU-STA

GEL BLOCK TRAINING MAT

COPERTON BIKE BLOCK 2
静粛性と快適性を高めるホームトレーナー
専用タイヤ。
ローラー上で滑りにくく耐摩耗性も高めてあり
ます。※屋外走行不可

\4,200－

ホームトレーナー使用時に自転車の水平を
取るための前輪用ブロック。スースタは5段階
に高さが調整可能

\3,260－

ホームトレーナー使用時に自転車の水平
を取るための前輪用ブロック。
エコノミータイプ

\1,710－

ホームトレーナー使用時に自転車の水平
を取るための前輪用ブロック。
エラストGELを前輪接地部とブロック底面
に配して振動が床へ伝わるのを軽減しま
す。

\2,630－

ホームトレーナー使用時に、汗で自転車や
床を濡らすのを防ぎます。
ハンドルバーとシートポストにベルトで固定し
ます。

\3,150－

ホームトレーナー使用時に床の傷付きや振
動が伝わるのを防ぎます。マンションなどフ
ローリング床での使用には必須アイテムで
す。

\9,770－

ACCESSORIES

VIDEO RACE DVD
リアルトレーナーシリーズで利用する「リアル
ビデオ」用DVDソフト。
ツール・ド・フランスやジロ・デ・イタリアなどの
コースを収録したソフトウェアです。詳しくは
弊社ウェブサイトでご確認ください。

\3,610～

VAISETA
ヴァイセタ・ホームトレーナーバッグ。
トレーナーの収納や運搬に便利な収納バッ
グ。前輪用ブロックも収納可能。
使用可能なトレーナーは弊社ウェブサイト
でご確認ください。

\6,880-

SENDOR AND ADAPTOR エリートのホームトレーナーをさらに活用する為の通信用センサーや心拍ベルト
など、純正アクセサリーも取り揃えております。

MISURO B+
ANT+、Blutoothワイヤレス通信規格の
どちらにも対応するセンサー
「MISURO READY」とされているホームト
レーナーに本センサーを装着することによ
り、トレーナー本体とスマホ等のデバイスが
接続され、MY E-Training等のトレーニン
グアプリを使用することができます。

\7,340-

HR TRANSMISSION BELT
REALソフトウェアやMY E-Trainingアプリで
心拍データを利用する場合に身体へ装着
し、心拍データをトレーナーに送信するトラン
スミッションベルトです。

通信規格はANT+となります。デバイス、ト
レーナーの通信規格に合わせてお選びくださ
い。

ANT+ \7,340-

USB ANT+ & REAL SOFTWARE
RAMPA、QUBO DIGITAL、ARION DIGITALに対応す
る、ANT+受信キー（PC側）とリアルソフトウェアのセットです。

\7,230-

DONGLE ANT+
ANT+ 専用ワイヤレスレシーバー。
iPhone、iPod touch、iPadでANT+の通信が
できるようになるコネクタです。

※iPhone 5/5C/5S以降の機種など、Apple 
Lightningコネクタ搭載機器に使用する場合は
別途Apple社純正の「Lightning - 30ピンアダ
プタ」が必要です。

\11,900-

　実際にELITEホームトレーナーをお試しいただける「ELITEホームトレーナー・デモ機設置店」
が全国各地にございます。詳しくは弊社HPをご覧ください。

このアイコンのある
モデルに対応

CASSETE BODY
ダイレクトトランスミッション･トレーナー用の
カンパニョーロ対応交換用9/10/11Sカ
セットボディ
TURBO MUIN各モデル用とVOLANO、
DRIVO、KURA用があります。

\5,830-

100V電源で駆動するユニットを装備しアプリのデータによ
り自動的に負荷が変化する。双方向通信機能搭載

データ通信機能内蔵でスピード、ケイデンス、パワー値を
各種デバイスに送信可能なスマートトレーナー

別売のMISURO B+センサーを追加することによりデータ
通信機能を持つスマートトレーナーにアップグレード可能

このアイコンのあるスマートトレーナー/ローラーには、データ送
信のセンサーが内蔵されているのでご自身のiPhoneや
Androidなどのスマホ、タブレットがあればすぐにエリートの高
機能な「MY E-Training」アプリでトレーニングが出来ます。

このアイコンのあるトレーナー/ローラーはご自身のiPhoneや
Androidなどのスマホ、ポータブルデバイスでトレーニング管
理が出来る高機能な「MY E-Training」アプリが利用可能
です。

エリート・ホームトレーナーはすべてトレーニングアプリ対応です。

KURA クラ・ダイレクトトランスミッション・スマートトレーナー　希望小売価格　\94,770-

　静かなホームトレーナーとして人気のエリート･ダイレクトトランスミッション･トレーナーで
さらに誤差＋－１％の高精度なパワーメーターも内蔵。高機能トレーニングアプリの「

My-E-Training」、レコーディングアプリ「My RealVideo」が無期限で利用可能なライセンスが
付属して、多彩なトレーニングプログラムを使ったトレーニングがご自宅でも可能になりました。

　KURAに内蔵されるパワーメーターは誤差＋－1%の精度でリアルタイ
ムなパワー計測が可能。ダイレクトトランスミッション方式の負荷ユニットは
静粛性に優れ自宅でのトレーニングに最適です。
　高機能トレーニングアプリ「MY E-Training」ではレースに必要な「持久
力」や「脚力」向上のために効果的なトレーニング方法「インターバル･ト
レーニング」「ゾーン･トレーニング」「LSD･トレーニング」「パワー･トレーニン
グ」などが容易に行え、自身のパフォーマンスレベルの評価に役立つ「コン
コーニテスト」や「トレーニングテスト」といった評価プログラムも利用可能と
なり、アプリでは複数のライダー登録ができるので、家族やグループでの利
用もできるようになります。

■ 静粛性に優れたフルード式ダイレクトトランスミッション負荷
ユニット搭載

■24ポイントセンサーの高精度パワーメーターを内蔵
■ ANT＋™ / Bluetooth SMART ワイヤレス通信機能

搭載でスマホやポータブルデバイスとの接続が簡単に
■スピード&ケイデンスとパワー値をアプリに送信（パワーは

独自プロトコルによる計算値）
■センサーやパワーメーターに使う電源は、トレーナー使用時

のペダリングパワーで発電されバッテリーに充電
■ 高機能トレーニングアプリ「MY E-Training」無期限利用

ライセンス付
■ コンパクトに収納できるフォールディングレッグを採用

VOLANO
　静粛性に優れたフルードタイプの負荷ユニットを搭載したダイレクト・トランスミッション方
式のホームトレーナー。大型フラーホィール搭載でスムーズな加速と実走感の高いペダリン
グを実現。「スマート・レディ」なので別売りセンサーでスマートトレーナーとして活用可能。

ヴォラーノ ダイレクトトランスミッション･トレーナー（2017）　希望小売価格　\51,760-

　VOLANOの負荷ユニットはTURBO MUINほど高い負荷は発生しませんが、アマチュア向けに
充分な負荷強度を持つハイ・コストパフォーマンスなダイレクトトランスミッション・ホームトレーナーで
す。　別売りの「MISURO B+ ワイヤレスセンサー」を装着することにより、高機能トレーニングアプ
リ「MY E-Training」を使ったトレーニングも可能。

■ 内装フルード負荷ユニット・ダイレクトトランスミッション方式
■ 非常に静粛性が高く屋内トレーニングに最適
■ センサーマグネットを内蔵した「スマート・レディ」
■ 3kgの大型内蔵フライホィール搭載でスムーズな加速
■ 安定感が高く折畳み可能なフレーム構造
■ ロードでもMTBでも使用可能*
■ シマノ10/11スピード カセットに対応**

* 5mm径のクイックレリーズが使用可能、エンド幅130/135mm、142x12mmのスルー
アクスルに対応
** カンパニョーロ10/11スピード用フリーハブボディは別売り
※カセットスプロケットは付属しません。

静粛性︓　★★★★★★　負荷レベル︓　★★★★★

持ち運びに便利な
ハンドグリップ

インテグレーテッド
フルード負荷ユニット

安定性が高くコンパクトに折畳め
収納時に場所を取らない設計

ご自身のiPhoneやAndroidなどのスマホ、ポータ
ブルデバイスを利用してエリートの高機能な「MY 
E-Training」アプリを利用できます。

三角形のフットを回転させることにより
700C/26in/29inで高さ調整可能

センサーマグネット内蔵で
別売りのMISURO B+センサーを
追加装着可能

静かで実走感の高い
ペダリングを実現する

大型フライホィール

別売りアクセサリー：
MUSURO B+
ANT+/ Blutooth対応センサー
￥7,340-

1ヶ月間無料
クーポンつき

通信機能&パワーメーター内蔵モデル

対応アプリ:

           

付属アプリ:

  

ワイヤレス通信規格︓

無期限ライセンス

無期限利用ライセンス付

静粛性︓　★★★★★　負荷レベル︓　★★★★

運搬や保管に便利なフォールディング･レッグ採用

24もの計測ポイントをもつ
誤差1％のパワーメーターを内蔵

ハイパワーアウトプット
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センサーやパワーメー
ターに使う電源は、ト
レーナー使用時のペダ
リングパワーで発電さ
れバッテリーに充電さ
れます。

誤差＋－1%の高精度
パワーメーターを内蔵

* 5mm径のクイックレリーズが使用可能、エンド幅130/135mm、142x12mmのスルーアクスルに対応
** カンパニョーロ10/11スピード用フリーハブボディは別売り
※カセットスプロケットは付属しません。

28” ロード、27.5MTB、
29”MTB に対応するア
ジャスタブルフット

双方向通信機能を内蔵
したハイパワー自動負
荷ユニット

静かで拡張性に優れたダイレクトトランスミッションモデル
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ット数は、計算上の数値で実際に出力されているパワー値とは必ずしも一致しません。正確
なパワー値を求める場合は、市販のパワー計測専用機器をご利用ください。

リアルソフトウェアで利用できる主なレーニング・プログラム

静粛性︓　★★★★★　負荷レベル︓　★～★★★★★

REALVIDEO TRAINING PROGRAMS TEST CONCONI TRAINING TEST

WEB RACE IMPORT GPS-DATA GEOLOCATED RACES MY REALVIDEO

・トレーニングプログラム︓プリセットされたプログラム
以外に自身でプログラムを組んでトレーニングする
サーキットトレーニング・プログラム

・コンコーニテスト︓ガイドに従って進めるだけで簡単
にAT値での出力などの計測と、有酸素、無酸素運
動時の出力を計測するプログラム

・トレーニングテスト︓ライダーの評価テスト後に、ラ
イダーのレベルや目的に応じた1ヶ月のトレーニング
プログラムを自動作成してくれるプログラム

・ウェブレース︓リアルビデオを利用して、世界中のラ
イダーとインターネットレース対戦が出来るプログラム

・GPSデータインポート︓GARMINやGoogle 
Mapなど、自身のデータやネット上に公開されてい
るデータをインポートして利用するプログラム

・ジオロケーテッドレース︓Google Mapのサテライ
トビュー上を自身で作成したデータやインポートした
GPSデータで議事走行が可能なプログラム

・MYリアルビデオ︓MYリアルビデオをインストールした
ポータブルデバイスでGPSデータと共に映像データを
記録しビデオレースとして利用可能なアプリケーション

・リアルビデオ︓実在のレースコースを実写映像と
GPSデータで収録して走行体験できるバーチャルト
レーニング・プログラム

対応アプリ:

           

付属アプリ:

  

付属ソフト:ワイヤレス通信規格︓

無期限ライセンス 無期限ライセンス

24%

無期限利用ライセンス付

24もの計測ポイントをもつ
誤差1％のパワーメーターを内蔵

運搬や保管に便利なフォールディング･レッグ採用

双方向通信･自動負荷で各種アプリと連携

* 5mm径のクイックレリーズが使用可能、エンド幅130/135mm、142x12mmのスルーアクスルに対応
** カンパニョーロ10/11スピード用フリーハブボディは別売り
※カセットスプロケットは付属しません。

28” ロード、27.5MTB、
29”MTB に対応するア
ジャスタブルフット

誤差＋－1%の高精度
パワーメーターを内蔵

2017

販売代理店

◆価格を含む最新情報のご確認はこちらへどうぞ◆

株式会社 カワシマサイクルサプライ
590-0007 大阪府堺市堺区北庄町3-3-16

Tel. 072 238 6126
info@riogrande.co.jp - www.riogrande.co.jp

イタリア・エリート社　日本輸入販売代理店

本カタログに掲載の価格は2016年10月現在の税抜き価格です。　最新の情報は弊社もしくはお
近くのスポーツサイクルショップへお問合せください。　もよりの販売店は弊社ホームページで
お調べいただけます。　ご購入はお近くの販売店へどうぞ。

PROTEC PLUS

SU-STA

GEL BLOCK TRAINING MAT

COPERTON BIKE BLOCK 2
静粛性と快適性を高めるホームトレーナー
専用タイヤ。
ローラー上で滑りにくく耐摩耗性も高めてあり
ます。※屋外走行不可

\4,200－

ホームトレーナー使用時に自転車の水平を
取るための前輪用ブロック。スースタは5段階
に高さが調整可能

\3,260－

ホームトレーナー使用時に自転車の水平
を取るための前輪用ブロック。
エコノミータイプ

\1,710－

ホームトレーナー使用時に自転車の水平
を取るための前輪用ブロック。
エラストGELを前輪接地部とブロック底面
に配して振動が床へ伝わるのを軽減しま
す。

\2,630－

ホームトレーナー使用時に、汗で自転車や
床を濡らすのを防ぎます。
ハンドルバーとシートポストにベルトで固定し
ます。

\3,150－

ホームトレーナー使用時に床の傷付きや振
動が伝わるのを防ぎます。マンションなどフ
ローリング床での使用には必須アイテムで
す。

\9,770－

ACCESSORIES

VIDEO RACE DVD
リアルトレーナーシリーズで利用する「リアル
ビデオ」用DVDソフト。
ツール・ド・フランスやジロ・デ・イタリアなどの
コースを収録したソフトウェアです。詳しくは
弊社ウェブサイトでご確認ください。

\3,610～

VAISETA
ヴァイセタ・ホームトレーナーバッグ。
トレーナーの収納や運搬に便利な収納バッ
グ。前輪用ブロックも収納可能。
使用可能なトレーナーは弊社ウェブサイト
でご確認ください。

\6,880-

SENDOR AND ADAPTOR エリートのホームトレーナーをさらに活用する為の通信用センサーや心拍ベルト
など、純正アクセサリーも取り揃えております。

MISURO B+
ANT+、Blutoothワイヤレス通信規格の
どちらにも対応するセンサー
「MISURO READY」とされているホームト
レーナーに本センサーを装着することによ
り、トレーナー本体とスマホ等のデバイスが
接続され、MY E-Training等のトレーニン
グアプリを使用することができます。

\7,340-

HR TRANSMISSION BELT
REALソフトウェアやMY E-Trainingアプリで
心拍データを利用する場合に身体へ装着
し、心拍データをトレーナーに送信するトラン
スミッションベルトです。

通信規格はANT+となります。デバイス、ト
レーナーの通信規格に合わせてお選びくださ
い。

ANT+ \7,340-

USB ANT+ & REAL SOFTWARE
RAMPA、QUBO DIGITAL、ARION DIGITALに対応す
る、ANT+受信キー（PC側）とリアルソフトウェアのセットです。

\7,230-

DONGLE ANT+
ANT+ 専用ワイヤレスレシーバー。
iPhone、iPod touch、iPadでANT+の通信が
できるようになるコネクタです。

※iPhone 5/5C/5S以降の機種など、Apple 
Lightningコネクタ搭載機器に使用する場合は
別途Apple社純正の「Lightning - 30ピンアダ
プタ」が必要です。

\11,900-

　実際にELITEホームトレーナーをお試しいただける「ELITEホームトレーナー・デモ機設置店」
が全国各地にございます。詳しくは弊社HPをご覧ください。

このアイコンのある
モデルに対応

CASSETE BODY
ダイレクトトランスミッション･トレーナー用の
カンパニョーロ対応交換用9/10/11Sカ
セットボディ
TURBO MUIN各モデル用とVOLANO、
DRIVO、KURA用があります。

\5,830-

100V電源で駆動するユニットを装備しアプリのデータによ
り自動的に負荷が変化する。双方向通信機能搭載

データ通信機能内蔵でスピード、ケイデンス、パワー値を
各種デバイスに送信可能なスマートトレーナー

別売のMISURO B+センサーを追加することによりデータ
通信機能を持つスマートトレーナーにアップグレード可能

このアイコンのあるスマートトレーナー/ローラーには、データ送
信のセンサーが内蔵されているのでご自身のiPhoneや
Androidなどのスマホ、タブレットがあればすぐにエリートの高
機能な「MY E-Training」アプリでトレーニングが出来ます。

このアイコンのあるトレーナー/ローラーはご自身のiPhoneや
Androidなどのスマホ、ポータブルデバイスでトレーニング管
理が出来る高機能な「MY E-Training」アプリが利用可能
です。

エリート・ホームトレーナーはすべてトレーニングアプリ対応です。

KURA クラ・ダイレクトトランスミッション・スマートトレーナー　希望小売価格　\94,770-

　静かなホームトレーナーとして人気のエリート･ダイレクトトランスミッション･トレーナーで
さらに誤差＋－１％の高精度なパワーメーターも内蔵。高機能トレーニングアプリの「

My-E-Training」、レコーディングアプリ「My RealVideo」が無期限で利用可能なライセンスが
付属して、多彩なトレーニングプログラムを使ったトレーニングがご自宅でも可能になりました。

　KURAに内蔵されるパワーメーターは誤差＋－1%の精度でリアルタイ
ムなパワー計測が可能。ダイレクトトランスミッション方式の負荷ユニットは
静粛性に優れ自宅でのトレーニングに最適です。
　高機能トレーニングアプリ「MY E-Training」ではレースに必要な「持久
力」や「脚力」向上のために効果的なトレーニング方法「インターバル･ト
レーニング」「ゾーン･トレーニング」「LSD･トレーニング」「パワー･トレーニン
グ」などが容易に行え、自身のパフォーマンスレベルの評価に役立つ「コン
コーニテスト」や「トレーニングテスト」といった評価プログラムも利用可能と
なり、アプリでは複数のライダー登録ができるので、家族やグループでの利
用もできるようになります。

■ 静粛性に優れたフルード式ダイレクトトランスミッション負荷
ユニット搭載

■24ポイントセンサーの高精度パワーメーターを内蔵
■ ANT＋™ / Bluetooth SMART ワイヤレス通信機能

搭載でスマホやポータブルデバイスとの接続が簡単に
■スピード&ケイデンスとパワー値をアプリに送信（パワーは

独自プロトコルによる計算値）
■センサーやパワーメーターに使う電源は、トレーナー使用時

のペダリングパワーで発電されバッテリーに充電
■ 高機能トレーニングアプリ「MY E-Training」無期限利用

ライセンス付
■ コンパクトに収納できるフォールディングレッグを採用

VOLANO
　静粛性に優れたフルードタイプの負荷ユニットを搭載したダイレクト・トランスミッション方
式のホームトレーナー。大型フラーホィール搭載でスムーズな加速と実走感の高いペダリン
グを実現。「スマート・レディ」なので別売りセンサーでスマートトレーナーとして活用可能。

ヴォラーノ ダイレクトトランスミッション･トレーナー（2017）　希望小売価格　\51,760-

　VOLANOの負荷ユニットはTURBO MUINほど高い負荷は発生しませんが、アマチュア向けに
充分な負荷強度を持つハイ・コストパフォーマンスなダイレクトトランスミッション・ホームトレーナーで
す。　別売りの「MISURO B+ ワイヤレスセンサー」を装着することにより、高機能トレーニングアプ
リ「MY E-Training」を使ったトレーニングも可能。

■ 内装フルード負荷ユニット・ダイレクトトランスミッション方式
■ 非常に静粛性が高く屋内トレーニングに最適
■ センサーマグネットを内蔵した「スマート・レディ」
■ 3kgの大型内蔵フライホィール搭載でスムーズな加速
■ 安定感が高く折畳み可能なフレーム構造
■ ロードでもMTBでも使用可能*
■ シマノ10/11スピード カセットに対応**

* 5mm径のクイックレリーズが使用可能、エンド幅130/135mm、142x12mmのスルー
アクスルに対応
** カンパニョーロ10/11スピード用フリーハブボディは別売り
※カセットスプロケットは付属しません。

静粛性︓　★★★★★★　負荷レベル︓　★★★★★

持ち運びに便利な
ハンドグリップ

インテグレーテッド
フルード負荷ユニット

安定性が高くコンパクトに折畳め
収納時に場所を取らない設計

ご自身のiPhoneやAndroidなどのスマホ、ポータ
ブルデバイスを利用してエリートの高機能な「MY 
E-Training」アプリを利用できます。

三角形のフットを回転させることにより
700C/26in/29inで高さ調整可能

センサーマグネット内蔵で
別売りのMISURO B+センサーを
追加装着可能

静かで実走感の高い
ペダリングを実現する

大型フライホィール

別売りアクセサリー：
MUSURO B+
ANT+/ Blutooth対応センサー
￥7,340-

1ヶ月間無料
クーポンつき

通信機能&パワーメーター内蔵モデル

対応アプリ:

           

付属アプリ:

  

ワイヤレス通信規格︓

無期限ライセンス

無期限利用ライセンス付

静粛性︓　★★★★★　負荷レベル︓　★★★★

運搬や保管に便利なフォールディング･レッグ採用

24もの計測ポイントをもつ
誤差1％のパワーメーターを内蔵

ハイパワーアウトプット
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センサーやパワーメー
ターに使う電源は、ト
レーナー使用時のペダ
リングパワーで発電さ
れバッテリーに充電さ
れます。

誤差＋－1%の高精度
パワーメーターを内蔵

* 5mm径のクイックレリーズが使用可能、エンド幅130/135mm、142x12mmのスルーアクスルに対応
** カンパニョーロ10/11スピード用フリーハブボディは別売り
※カセットスプロケットは付属しません。

28” ロード、27.5MTB、
29”MTB に対応するア
ジャスタブルフット

双方向通信機能を内蔵
したハイパワー自動負
荷ユニット

静かで拡張性に優れたダイレクトトランスミッションモデル



DRIVO
エリート社の最新インタラクティブ（双方向通信）･ホームトレーナー「DRIVO（ドライ
ヴォ）」は、正確でリアルタイムなパワー（WATT）計測が出来る高精度パワーメータ

ーを内蔵したダイレクトトランスミッション方式のホームトレーナーです。100V で駆動する電子制
御マグネティック負荷ユニットを装備し、トレーニングプログラムと連動し負荷が自動的に変化、最
大で 24% もの登坂負荷を再現します。

コンピュータ・システム要件
CPU: Core duo, 3.0GHz 同等 - OS: Microsoft Windows XP/Vista/7/8/10 メモリー: 2GB - ハードディスク:10GB以上の空き容量, 7200RPM - ビデオカード: 512 MB以上のメモリ
ー モニター: 解像度1024x768以上 - ドライブ: DVD-ROMプレイヤー(リアルビデオに必要) - I/Oポート: USB x1 - ファイルシステム: NTFS同等 - オーディオカード: BGM利用時は必要

ドライヴォ インタラクティブ・ダイレクトトランスミッション・トレーナー　希望小売価格　\171,120-

　ドライヴォに付属するリアル・ソフトウェアに含まれる「リアルビデオ」で、実
在するレースコースを再現、実写映像を見ながら山岳コースでトレーニン
グが可能です。専用サイトから世界中のサイクリストがアップロードしている
「MYリアルビデオ」のデータも利用可能。再現できる最大の勾配は24％
で、ほとんどのライダーの登り坂への欲求を満たしてくれるでしょう。
ワット数や心拍数（心拍計は付属しません。）で負荷レベルをコントロー
ルしたり、WEBレースで世界中のサイクリストを相手に対戦することもでき
ます。MYリアルビデオ APPを利用して自身が走行した映像とGPSデータ
をインポートして、リアルターボムインでコースを再現すれば、屋外でのト
レーニングよりも濃密なトレーニングを実現してくれるでしょう。

■インターナル電子制御マグネティック負荷ユニットで低ケイデ
ンス/高負荷な”登板負荷”をリアルに再現

■パワーメーター内蔵で＋－1%の誤差でリアルなパワー
（WATT）を計測

■ANT+™ FE-C / Bluetooth SMARTトランスミッター
搭載でPCやポータブルデバイスとの接続も簡単に

■「トレーニングテスト」によりあなたの実力に合わせた１か月
分の専用トレーニングメニューを自動作成

■「コンコーニテスト」により現在のあなたの実力を評価
■MYリアルビデオをインストールしたデバイスで自身の走行を

映像と共に記録したデータやウェブ公開されているMYリア
ルビデオのコースデータをインポートしてコースを再現

■使用には100Ｖ電源が必要です。

※パワーメーター非搭載モデルでリアルソフトウェア使用時に表示される「POWER（W)」のワ
ット数は、計算上の数値で実際に出力されているパワー値とは必ずしも一致しません。正確
なパワー値を求める場合は、市販のパワー計測専用機器をご利用ください。

リアルソフトウェアで利用できる主なレーニング・プログラム

静粛性︓　★★★★★　負荷レベル︓　★～★★★★★

REALVIDEO TRAINING PROGRAMS TEST CONCONI TRAINING TEST

WEB RACE IMPORT GPS-DATA GEOLOCATED RACES MY REALVIDEO

・トレーニングプログラム︓プリセットされたプログラム
以外に自身でプログラムを組んでトレーニングする
サーキットトレーニング・プログラム

・コンコーニテスト︓ガイドに従って進めるだけで簡単
にAT値での出力などの計測と、有酸素、無酸素運
動時の出力を計測するプログラム

・トレーニングテスト︓ライダーの評価テスト後に、ラ
イダーのレベルや目的に応じた1ヶ月のトレーニング
プログラムを自動作成してくれるプログラム

・ウェブレース︓リアルビデオを利用して、世界中のラ
イダーとインターネットレース対戦が出来るプログラム

・GPSデータインポート︓GARMINやGoogle 
Mapなど、自身のデータやネット上に公開されてい
るデータをインポートして利用するプログラム

・ジオロケーテッドレース︓Google Mapのサテライ
トビュー上を自身で作成したデータやインポートした
GPSデータで議事走行が可能なプログラム

・MYリアルビデオ︓MYリアルビデオをインストールした
ポータブルデバイスでGPSデータと共に映像データを
記録しビデオレースとして利用可能なアプリケーション

・リアルビデオ︓実在のレースコースを実写映像と
GPSデータで収録して走行体験できるバーチャルト
レーニング・プログラム

対応アプリ:

           

付属アプリ:

  

付属ソフト:ワイヤレス通信規格︓

無期限ライセンス 無期限ライセンス

24%

無期限利用ライセンス付

24もの計測ポイントをもつ
誤差1％のパワーメーターを内蔵

運搬や保管に便利なフォールディング･レッグ採用

双方向通信･自動負荷で各種アプリと連携

* 5mm径のクイックレリーズが使用可能、エンド幅130/135mm、142x12mmのスルーアクスルに対応
** カンパニョーロ10/11スピード用フリーハブボディは別売り
※カセットスプロケットは付属しません。

28” ロード、27.5MTB、
29”MTB に対応するア
ジャスタブルフット

誤差＋－1%の高精度
パワーメーターを内蔵

2017

販売代理店

◆価格を含む最新情報のご確認はこちらへどうぞ◆

株式会社 カワシマサイクルサプライ
590-0007 大阪府堺市堺区北庄町3-3-16

Tel. 072 238 6126
info@riogrande.co.jp - www.riogrande.co.jp

イタリア・エリート社　日本輸入販売代理店

本カタログに掲載の価格は2016年10月現在の税抜き価格です。　最新の情報は弊社もしくはお
近くのスポーツサイクルショップへお問合せください。　もよりの販売店は弊社ホームページで
お調べいただけます。　ご購入はお近くの販売店へどうぞ。

PROTEC PLUS

SU-STA

GEL BLOCK TRAINING MAT

COPERTON BIKE BLOCK 2
静粛性と快適性を高めるホームトレーナー
専用タイヤ。
ローラー上で滑りにくく耐摩耗性も高めてあり
ます。※屋外走行不可

\4,200－

ホームトレーナー使用時に自転車の水平を
取るための前輪用ブロック。スースタは5段階
に高さが調整可能

\3,260－

ホームトレーナー使用時に自転車の水平
を取るための前輪用ブロック。
エコノミータイプ

\1,710－

ホームトレーナー使用時に自転車の水平
を取るための前輪用ブロック。
エラストGELを前輪接地部とブロック底面
に配して振動が床へ伝わるのを軽減しま
す。

\2,630－

ホームトレーナー使用時に、汗で自転車や
床を濡らすのを防ぎます。
ハンドルバーとシートポストにベルトで固定し
ます。

\3,150－

ホームトレーナー使用時に床の傷付きや振
動が伝わるのを防ぎます。マンションなどフ
ローリング床での使用には必須アイテムで
す。

\9,770－

ACCESSORIES

VIDEO RACE DVD
リアルトレーナーシリーズで利用する「リアル
ビデオ」用DVDソフト。
ツール・ド・フランスやジロ・デ・イタリアなどの
コースを収録したソフトウェアです。詳しくは
弊社ウェブサイトでご確認ください。

\3,610～

VAISETA
ヴァイセタ・ホームトレーナーバッグ。
トレーナーの収納や運搬に便利な収納バッ
グ。前輪用ブロックも収納可能。
使用可能なトレーナーは弊社ウェブサイト
でご確認ください。

\6,880-

SENDOR AND ADAPTOR エリートのホームトレーナーをさらに活用する為の通信用センサーや心拍ベルト
など、純正アクセサリーも取り揃えております。

MISURO B+
ANT+、Blutoothワイヤレス通信規格の
どちらにも対応するセンサー
「MISURO READY」とされているホームト
レーナーに本センサーを装着することによ
り、トレーナー本体とスマホ等のデバイスが
接続され、MY E-Training等のトレーニン
グアプリを使用することができます。

\7,340-

HR TRANSMISSION BELT
REALソフトウェアやMY E-Trainingアプリで
心拍データを利用する場合に身体へ装着
し、心拍データをトレーナーに送信するトラン
スミッションベルトです。

通信規格はANT+となります。デバイス、ト
レーナーの通信規格に合わせてお選びくださ
い。

ANT+ \7,340-

USB ANT+ & REAL SOFTWARE
RAMPA、QUBO DIGITAL、ARION DIGITALに対応す
る、ANT+受信キー（PC側）とリアルソフトウェアのセットです。

\7,230-

DONGLE ANT+
ANT+ 専用ワイヤレスレシーバー。
iPhone、iPod touch、iPadでANT+の通信が
できるようになるコネクタです。

※iPhone 5/5C/5S以降の機種など、Apple 
Lightningコネクタ搭載機器に使用する場合は
別途Apple社純正の「Lightning - 30ピンアダ
プタ」が必要です。

\11,900-

　実際にELITEホームトレーナーをお試しいただける「ELITEホームトレーナー・デモ機設置店」
が全国各地にございます。詳しくは弊社HPをご覧ください。

このアイコンのある
モデルに対応

CASSETE BODY
ダイレクトトランスミッション･トレーナー用の
カンパニョーロ対応交換用9/10/11Sカ
セットボディ
TURBO MUIN各モデル用とVOLANO、
DRIVO、KURA用があります。

\5,830-

100V電源で駆動するユニットを装備しアプリのデータによ
り自動的に負荷が変化する。双方向通信機能搭載

データ通信機能内蔵でスピード、ケイデンス、パワー値を
各種デバイスに送信可能なスマートトレーナー

別売のMISURO B+センサーを追加することによりデータ
通信機能を持つスマートトレーナーにアップグレード可能

このアイコンのあるスマートトレーナー/ローラーには、データ送
信のセンサーが内蔵されているのでご自身のiPhoneや
Androidなどのスマホ、タブレットがあればすぐにエリートの高
機能な「MY E-Training」アプリでトレーニングが出来ます。

このアイコンのあるトレーナー/ローラーはご自身のiPhoneや
Androidなどのスマホ、ポータブルデバイスでトレーニング管
理が出来る高機能な「MY E-Training」アプリが利用可能
です。

エリート・ホームトレーナーはすべてトレーニングアプリ対応です。

KURA クラ・ダイレクトトランスミッション・スマートトレーナー　希望小売価格　\94,770-

　静かなホームトレーナーとして人気のエリート･ダイレクトトランスミッション･トレーナーで
さらに誤差＋－１％の高精度なパワーメーターも内蔵。高機能トレーニングアプリの「

My-E-Training」、レコーディングアプリ「My RealVideo」が無期限で利用可能なライセンスが
付属して、多彩なトレーニングプログラムを使ったトレーニングがご自宅でも可能になりました。

　KURAに内蔵されるパワーメーターは誤差＋－1%の精度でリアルタイ
ムなパワー計測が可能。ダイレクトトランスミッション方式の負荷ユニットは
静粛性に優れ自宅でのトレーニングに最適です。
　高機能トレーニングアプリ「MY E-Training」ではレースに必要な「持久
力」や「脚力」向上のために効果的なトレーニング方法「インターバル･ト
レーニング」「ゾーン･トレーニング」「LSD･トレーニング」「パワー･トレーニン
グ」などが容易に行え、自身のパフォーマンスレベルの評価に役立つ「コン
コーニテスト」や「トレーニングテスト」といった評価プログラムも利用可能と
なり、アプリでは複数のライダー登録ができるので、家族やグループでの利
用もできるようになります。

■ 静粛性に優れたフルード式ダイレクトトランスミッション負荷
ユニット搭載

■24ポイントセンサーの高精度パワーメーターを内蔵
■ ANT＋™ / Bluetooth SMART ワイヤレス通信機能

搭載でスマホやポータブルデバイスとの接続が簡単に
■スピード&ケイデンスとパワー値をアプリに送信（パワーは

独自プロトコルによる計算値）
■センサーやパワーメーターに使う電源は、トレーナー使用時

のペダリングパワーで発電されバッテリーに充電
■ 高機能トレーニングアプリ「MY E-Training」無期限利用

ライセンス付
■ コンパクトに収納できるフォールディングレッグを採用

VOLANO
　静粛性に優れたフルードタイプの負荷ユニットを搭載したダイレクト・トランスミッション方
式のホームトレーナー。大型フラーホィール搭載でスムーズな加速と実走感の高いペダリン
グを実現。「スマート・レディ」なので別売りセンサーでスマートトレーナーとして活用可能。

ヴォラーノ ダイレクトトランスミッション･トレーナー（2017）　希望小売価格　\51,760-

　VOLANOの負荷ユニットはTURBO MUINほど高い負荷は発生しませんが、アマチュア向けに
充分な負荷強度を持つハイ・コストパフォーマンスなダイレクトトランスミッション・ホームトレーナーで
す。　別売りの「MISURO B+ ワイヤレスセンサー」を装着することにより、高機能トレーニングアプ
リ「MY E-Training」を使ったトレーニングも可能。

■ 内装フルード負荷ユニット・ダイレクトトランスミッション方式
■ 非常に静粛性が高く屋内トレーニングに最適
■ センサーマグネットを内蔵した「スマート・レディ」
■ 3kgの大型内蔵フライホィール搭載でスムーズな加速
■ 安定感が高く折畳み可能なフレーム構造
■ ロードでもMTBでも使用可能*
■ シマノ10/11スピード カセットに対応**

* 5mm径のクイックレリーズが使用可能、エンド幅130/135mm、142x12mmのスルー
アクスルに対応
** カンパニョーロ10/11スピード用フリーハブボディは別売り
※カセットスプロケットは付属しません。

静粛性︓　★★★★★★　負荷レベル︓　★★★★★

持ち運びに便利な
ハンドグリップ

インテグレーテッド
フルード負荷ユニット

安定性が高くコンパクトに折畳め
収納時に場所を取らない設計

ご自身のiPhoneやAndroidなどのスマホ、ポータ
ブルデバイスを利用してエリートの高機能な「MY 
E-Training」アプリを利用できます。

三角形のフットを回転させることにより
700C/26in/29inで高さ調整可能

センサーマグネット内蔵で
別売りのMISURO B+センサーを
追加装着可能

静かで実走感の高い
ペダリングを実現する

大型フライホィール

別売りアクセサリー：
MUSURO B+
ANT+/ Blutooth対応センサー
￥7,340-

1ヶ月間無料
クーポンつき

通信機能&パワーメーター内蔵モデル

対応アプリ:

           

付属アプリ:

  

ワイヤレス通信規格︓

無期限ライセンス

無期限利用ライセンス付

静粛性︓　★★★★★　負荷レベル︓　★★★★

運搬や保管に便利なフォールディング･レッグ採用

24もの計測ポイントをもつ
誤差1％のパワーメーターを内蔵

ハイパワーアウトプット

７００Ｗ　（３５km/h 時）
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センサーやパワーメー
ターに使う電源は、ト
レーナー使用時のペダ
リングパワーで発電さ
れバッテリーに充電さ
れます。

誤差＋－1%の高精度
パワーメーターを内蔵

* 5mm径のクイックレリーズが使用可能、エンド幅130/135mm、142x12mmのスルーアクスルに対応
** カンパニョーロ10/11スピード用フリーハブボディは別売り
※カセットスプロケットは付属しません。

28” ロード、27.5MTB、
29”MTB に対応するア
ジャスタブルフット

双方向通信機能を内蔵
したハイパワー自動負
荷ユニット

静かで拡張性に優れたダイレクトトランスミッションモデル



　トレーニングソフトと連動させ100V駆動の電子制御マグネティック負荷ユニット搭載で低ケイデンス
・高負荷でリアルな”登板負荷”を最大で10%の登り坂まで再現できます。MY E-Trainingの1年
間ライセンスも付属し、より高度なトレーニングを専門知識が無くても自宅で気軽におこなうことがで
きます。

　　ランパは「REAL ソフトウェア（別売）」に対応する「ビデオレース DVD」にラインナップされる全て
のコース映像を楽しむことができます。再現できる最大の勾配は 10% で、ほとんどのライダーの登
り坂への欲求を満たしてくれるでしょう。　
　MY E-Training アプリでは、ワット数や心拍数で負荷レベルをコントロールしたり、ネット上にアッ
プロードされている GPS データをインポートも可能。MY リアルムービー APP を利用していつもの練
習コース走行を GPS データと映像で記録すれば、雨の日も自宅に居ながらいつものコースでトレー
ニングを行うことが出来ます。

■電子制御マグネティック自動負荷ユニット
■ANT™ +FE-C/Bluetooth SMART 双方向通信センサー内蔵
■使用には 100Ｖ電源が必要です。

静粛性︓　★★★　負荷レベル︓　★～★★★★

QUBO DIGITAL SMART B+ キューボデジタル スマートB+　希望小売価格　\46,860-

RAMPA ランパ･インタラクティブトレーナー　希望小売価格　\63,650- ARION DIGITAL SMART B+ アリオンデジタルスマートB+　希望小売価格　\67,380-

　トレーニングソフトと連動させ100V駆動の電子制御マグネティック負荷ユニット搭
載で低ケイデンス・高負荷でリアルな”登板負荷”を最大で10%の登り坂まで再現
できます。MY E-Trainingの1年間ライセンスも付属し、より高度なトレーニングを

専門知識が無くても自宅で気軽におこなうことができます。

　トレーニングソフトと連動する100V駆動の電子制御マグネティック負荷ユニット搭
載で、最大で5%の登り坂まで再現できる究極の3本ローラー。MY E-Trainingの
1年間ライセンスも付属し、より高度なトレーニングを専門知識が無くても自宅で気

軽におこなうことができます。

1年間無料
クーポンつき

双方向通信･自動負荷で各種アプリと連携

0
200
400
600
800

1000
1200
1400

0 10 20 30 40 50 60

POWER VS. SPEED

PO
W

ER
 - 

W
AT

T

SPEED - Km/h

対応アプリ:

           

ワイヤレス通信規格︓ 対応ソフト:

別売りオプション

付属アプリ:

  
1 年間利用ライセンス

10%

29”24”

《別売オプション》
USB ANT+ ドン
グル + リアルソフト
ウ ェ ア / 税 抜 定
価︓7,230 円

対応

静粛性︓　★★★　負荷レベル︓　★～★★★★

※デジタルシリーズで表示される「POWER（W)」のワット数は、計算上の数値で実際に出力されているパワー値とは必ずしも一致しません。正確なパワー値を求める場合は、市販のパワー計測専用機器をご利用ください。
※心拍データを利用する場合は、別途「心拍ベルト」をお買い求めください。

ご自身のiPhoneやAndroidなどのスマホ、ポータブ
ルデバイスを利用してエリートの高機能な「MY 
E-Training」アプリを利用できます。

対応アプリ:

           

ワイヤレス通信規格︓ 対応ソフト:

別売りオプション

付属アプリ:

  
1 年間利用ライセンス

1年間無料
クーポンつき

6%

対応

ご自身のiPhoneやAndroidなどのスマホ、
ポータブルデバイスを利用してエリートの高機能
な「MY E-Training」アプリを利用できます。
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　キューボデジタルの電子制御マグネティック負荷ユニットは100Vで駆動し、スタンダードな負荷ユニットと
は異なり負荷ユニット自身が負荷を生み出します。よって実際の登りと同様の低ケイデンス・高負荷な登
板負荷を実現しています。高機能トレーニングアプリ「MY E-Training」ではレースに必要な「持久力」や
「脚力」向上のために効果的なトレーニング方法「インターバル･トレーニング」「ゾーン･トレーニング」「LSD･
トレーニング」「パワー･トレーニング」などが容易に行え、自身のパフォーマンスレベルの評価に役立つ「コン
コーニテスト」や「トレーニングテスト」といった評価プログラムも利用可能となり、アプリでは複数のライダー登
録ができるので、家族やグループでの利用もできるようになります。

■ 100V駆動の電子制御マグネティック負荷ユニット搭載
■ ANT＋™ / Bluetooth ワイヤレス通信機能搭載でスマホやポータブルデバイスとの接続が簡単
■ ANT+/FE-Cプロトコル採用で各社トレーニングAPPとの連携が可能
■ 高機能トレーニングアプリ「MY E-Training」を1年間無料で使えるクーポン付属
■ スタイリッシュな新型フレーム”QUBO”を装備。　■ 安定感が高く水平調整機能が付いています。
■ 20～29インチホィールに対応　■ 使用には100Ｖ電源が必要です。
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ご自身のiPhoneやAndroidなどのスマホ、ポータブ
ルデバイスを利用してエリートの高機能な「MY 
E-Training」アプリを利用できます。

1年間無料
クーポンつき

対応アプリ:

           

ワイヤレス通信規格︓ 対応ソフト:

別売りオプション

付属アプリ:

  
1 年間利用ライセンス

対応

　　アリオンデジタルの電子制御マグネティック負荷ユニットは、100V で駆動し、スタンダードな 3
本ローラーとは異なり負荷ユニット自身が負荷を生み出します。よって実際の走行と同様に坂道で
はペダルが重くなりよりリアルなローラートレーニングを実現しています。

■電子制御マグネティック自動負荷ユニット
■ANT™ +FE-C/Bluetooth SMART 双方向通信センサー内蔵
■使用には 100Ｖ電源が必要です。

静粛性︓　★★　負荷レベル︓　★★★

5%

TURBO MUIN SMART B+ ターボムインスマート B+　希望小売価格　\71,220-

あなたの自転車のリアホィールをTURBO MUIN と交
換すれば、あなたのエネルギーの100% を利用したトレ
ーニングが可能になります。エリート社が開発した「ダイレ
クト・トランスミッション」方式を採用する「TURBO 
MUIN」はフルード式負荷ユニットとフライホィールを完全
に内装した、非常に静かなホームトレーナーです。

静粛性︓　★★★★★　負荷レベル︓　★～★★★★★

■インターナル フライホィール︓すべてのトレーニングにおいて、内装フライホィールがスムーズなペダリングフィールを
実現します。

■負荷抵抗はスピードに比例して累進的に徐々に増加します。
■ハイパワー出力︓スピードやケイデンス、パワーなどを意識した理想的なトレーニングが可能となります。
■フォールダブル フレーム︓保管や運搬時には折りたたむ事が出来るフレームを採用
■5mm 径のクイックレリーズを使用するエンド幅130-135mm のロードバイクやMTB に対応
■標準でシマノ 10/11 スピードに対応、別売りオプションを使用することによりカンパニョーロ 11 スピードにも対応
可能です。

■20 ～ 29 インチホィール対応
■・iPhone やiPad、Androidデバイスでトレーニング管理が出来る「My E-Training」や実走行データを映像と
共に記録し活用できる「My RealVideo」 アプリ対応*

※写真のスプロケットは付属しません。

あなたのスマートフォンやタブレットに MY E-Training アプリをインストール︕
トレーニングデータの管理や本格的なトレーニング ・ プログラムが利用できます。
My E-Training はほぼすべてのエリート社製トレーナーに対応しており、過去の
製品でもご利用いただく事が出来ます。My E-Training は iOS と Android 両
方のポータブルデバイスに対応しており Apple 「APP STORE」もしくは Google
「Google Play」よりダウンロードしてご利用ください。1 日 10 分間までの体験利
用は無料ですべての機能を試すことが可能です。継続してアプリを利用するには
年間利用ライセンスの購入が必要ですが、Apple APP STORE では、年間ライ
センスが€9.99-（2016/10 月現在）と非常に経済的です。アプリは日本語対応しています。
※画面のデザインは APP のアップデートにより変更されます。

注意︓本アプリを利用したトレーニングには、トレーナー本体以外に、ス
マホやタブレットなどのポータブル端末が必要です。通信機能が搭載され
ていないモデルでアプリを利用するには ELITE 純正オプションセンサーを
ご利用ください。心拍データを利用する場合には「ハートレートベルト」が
必要です。詳しくは http://www.elite-it.com/ でご確認ください。
※アプリ上で表示される「パワー（W）」は計算上の数値で実際に出力さ
れている値とは異なります。

MY E-Training MY E-トレーニング　

ベーストレーニング︓レベルモード、プログラムモード（プリセット 10 種類）、パワーモード * の
トレーニングモードを選択できます。（* パワーモードが利用できるのは 100V 電源を使用す
る電磁負荷ユニットを備えたモデルのみになります。※QUBO Digital や ARION Digital
にはデジタルシリーズ専用 iOS アプリ「iQubo」も利用可能）
コンコーニテスト︓最大有酸素（エアロビック）運動と無酸素（アナロビック）運動の心拍数閾
値（HRT）や乳酸閾値（LT）を求めるテストで、求められた乳酸閾値は閾値動力や持久力
向上トレーニングに役立ちます。
トレーニングテスト︓自身のパフォーマンスレベルの確認を行い、今後のトレーニングメニュー
作成の基礎データとなります。
コースマップ︓Google Map を利用して自作したり、Yahoo ルートラボにアップされている
GPS データをダウンロードして利用し、マップ上を擬似走行しながらトレーニングを行えるモー
ド。アプリケーションは GPM フォーマットに対応しています。
保存したトレーニングデータやマップデータは twitter や facebook、google+ などで共有
することも出来ます。
リアルビデオ︓My REALVIDEO で自身の走行データを映像と共に記録し、専用サイトへ
アップロードするとビデオレースとして利用できます。世界中のライダーがアップしたリアルビデオ
も活用可能。

1年間無料
クーポンつき

対応アプリ︓

ワイヤレス通信︓

MISURO B+
ワイヤレスセンサー標準装備

ご自身のiPhoneやAndroidなどのスマホ、ポータブ
ルデバイスがあればエリートの高機能な「MY 
E-Training」アプリをすぐに利用できます。

あなたのお使いのポータブルデバイ
スでエリートの高機能トレーニングア
プリ「MY E-Training」にはどんな
アクセサリーが必要かが簡単にわか
ります。

ELITE CONFIGURO

モード選択画面 ヒストリーデータ
（トレーニング履歴）

コンコーニテスト

ベーストレーニング
※パワーモード

コースマップホームメニュー画面

レースに必要な「持久力」や「脚力」向上のために効果的なトレーニング方法「インターバル･トレーニング」
「ゾーン･トレーニング」「LSD･トレーニング」「パワー･トレーニング」などが容易に行え、自身のパフォーマンス
レベルの評価に役立つ「コンコーニテスト」や「トレーニングテスト」といった評価プログラムもポータブルデバイ
スと連動させる専用トレーニングアプリ「MY E-Training」を利用することにより可能となり、アプリでは複数
のライダー登録ができるので、家族やグループでの利用もできるようになります。

MY REALVIDEOで実写映像
とともにGPSデータを記録、専
用サイトにアップロードするとMY 
E-Trainingでバーチャル走行

することが可能になります。 世界中のサイクリス
トがアップロードしたサイクリングデータやエリートが
販売するツールやジロのコースデータも利用可能
です。　MY E-Trainingは、ストイックにトレーニ
ングに打ち込む方、楽しみながらトレーニングを
する方どちらにもお勧めできる高機能なヴァーチ
ャルサイクリング・シミュレーターです。

QUBO POWER SMART B+ Pack キューボパワー スマートB+パック　希望小売価格　\40,570-

8段階調整付きマグ負荷ユニットを搭載す
るQUBOパワーマグに、ANT+/Blutooth
ワイヤレスセンサーを内蔵しトレーニングマッ

トもトラベルブロックも付属した、すぐにプログラム･トレー
ニングを始められるお買い得モデル。
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■慣性モーメント3600mgmm2の大型フライホィールを装備した強力なマグネット負荷ユニットを装備
■リモートコントロール8段階負荷調整レバー
■静粛性が高くタイヤの磨耗も軽減する30ｍｍ口径エラストGELローラー
■安定感と実走感の高い新型QUBOフレーム　■トレーナーの水平を出すのに役立つ「レベリングフィート」装備
■ファストフィキシングメカニズムによりバイクの取り付け、取り外しが容易に
■・専用クイックレリーズ付属　■20 ～ 29 インチホィール対応
■iPhone やiPad、Androidデバイスでトレーニング管理が出来る「My E-Training」や実走行データを映像と
共に記録し活用できる「My RealVideo」 アプリ1年間無料クーポンつき*

静粛性︓　★★★　負荷レベル︓　★～★★★★

1年間無料
クーポンつき

対応アプリ︓

ワイヤレス通信︓

ご自身のiPhoneやAndroidなどのスマホ、ポータブ
ルデバイスがあればエリートの高機能な「MY 
E-Training」アプリをすぐに利用できます。

キューボパワーマグ　希望小売価格　\29,140-

安定性と実走行感の高いQUBOフレームに、リモートコントロール8段階負荷調整レバーがついた
最大負荷1,420Wのパワーマグ負荷ユニットを組み合わせた「キューボ パワーマグ」に、プログラムの
指示に合わせて負荷を変更しながらトレーニングする「MY E-Training」の1ヶ月無料クーポンが付
属したホームトレーナー入門にお勧めのモデルです。

QUBO POWER MAG

■慣性モーメント3600mgmm2の大型フライホィールを装備した強力なマグネット負荷ユニットを装備
■リモートコントロール8段階負荷調整レバー
■静粛性が高くタイヤの磨耗も軽減する直径30ｍｍのエラストGELローラー
■安定感と実走感の高い新型QUBOフレーム　■トレーナーの水平を出すのに役立つ「レベリングフィート」装備
■ファストフィキシングメカニズムによりバイクの取り付け、取り外しが容易に
■専用クイックレリーズ付属　■20 ～ 29 インチホィール対応
■iPhone やiPad、Androidデバイスでトレーニング管理が出来る「My E-Training」や実走行データを映像と
共に記録し活用できる「My RealVideo」 アプリ対応*

静粛性︓　★★★　負荷レベル︓　★～★★★★

最大負荷1,420W︕
パワーマグ負荷ユニット

自転車の着脱が簡単な
ファストフィキシングレバー

安定性、実走感の高い
新型QUBOフレーム

使用時の安定性を高める
レベリングフィート

静かでタイヤの磨耗も軽減する
直径30mmエラストGELローラー

NOVO FORCE ノヴォ フォース　希望小売価格　\19,790-

1,090Wもの負荷を生み出すFORCEマグユニットを
採用したコストパフォーマンスモデルが「ノヴォ フォース」
です。スタイリッシュなデザインで安定感の高いNOVOフ
レーム、大きなレバーで女性でも自転車の着脱がしや
すいファスト・フィキシングレバーなど、基本装備は充実
しています。フィットネスやレース会場でのウォーミングアッ
プなどにお勧めするベーシックなホームトレーナーです。

■慣性モーメント2790mgmm2の大型フライホィールを装備した強力なマグネット負荷ユニットを装備
■リモートコントロール5段階負荷調整レバー　■ワンタッチでローラーを後輪に適正にセットできる
■静粛性が高くタイヤの磨耗も軽減する直径30ｍｍエラストGELローラー
■安定性の高いNOVOフレーム ■ファストフィキシングメカニズムによりバイクの取り付け、取り外しが容易に
■専用クイックレリーズ付属　■24 ～ 29 インチホィール対応
■iPhone やiPad、Androidデバイスでトレーニング管理が出来る「My E-Training」や実走行データを映像と
共に記録し活用できる「My RealVideo」 アプリ対応*
静粛性︓　★★★　負荷レベル︓　★～★★★

POWER VS SPEED

PO
W

ER
 -

 W
AT

T

SPEED - Km/h

最大負荷1,420W︕
パワーマグ負荷ユニット

自転車の着脱が簡単な
ファストフィキシングレバー

安定感の高い
スタイリッシュな
NOVOフレーム

静かでタイヤの磨耗も軽減する
直径30mmエラストGELローラー

VOLARE AL ヴォラーレ アルミニウム　希望小売価格　\19,280-

ベーシックな低負荷～中負荷トレーニングに適した5段階負荷調整付きマグネット負荷モデル。
軽量でコンパクトな設計により省スペースに収納できるのも魅力。

■強力なマグネット負荷ユニットを装備
■リモートコントロール5段階負荷調整レバー
■専用クイックレリーズ付属
■24 ～ 28 インチホィール対応
■iPhone やiPad、Androidデバイス
でトレーニング管理が出来る
「My E-Training」や実走行デー
タを映像と共に記録し活用できる
「My RealVideo」 アプリ対応*

静粛性︓　★★　負荷レベル︓　★～★★

MY REAL VIDEO MY リアルビデオ

いつもの練習コースで自宅トレーニングができる︕世界中のライダーがアップロードした
コースデータも利用可能。My E-Trainigアプリと組み合わせて自宅に居ながらヴァー
チャルトレーニングができます。 My RealVideoの利用は無料です︕

Apple APP STOREおよび
Google Playよりアプリをダウン
ロードしてご利用ください。

iOSもしくはAndroidポータブルデバイスにMy RealVideoをインストールしてください。
いつものコースを走るときにMy RealVideoを使って走ってください。GPSデータと共に走行映像も
同時に記録されます。その記録データをエリート社のRealVideoサイトにアップロードすると、My 
E-Trainingで利用可能なデータに変換されます。これであなたのリアルビデオがMy E-Trainingで
利用可能になります。また同サイトにアップロードされている世界中のライダーが記録したリアルビデオ
データも利用することが出来ます。

対応アプリ︓

対応アプリ︓

1ヶ月間無料
クーポンつき

QUBO FLUID キューボフルード　希望小売価格　\37,300-

エリートトレーナーラインナップ中、最も静粛性の高い
負荷ユニット”フルード”を搭載するベストセラーモデ
ル。新型フレーム”QUBO”は高い安定性と水平が
出せる調整機構を備えています。
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■エリート独自のフルード負荷システムにより静かで実走感の高いスムーズな負荷を実現
■静粛性が高くタイヤの磨耗も軽減する直径45ｍｍの大型エラストGELローラー
■安定感と実走感の高い新型QUBOフレーム　■トレーナーの水平を出すのに役立つ「レベリングフィート」装備
■ファストフィキシングメカニズムによりバイクの取り付け、取り外しが容易に
■専用クイックレリーズ付属　■20 ～ 29 インチホィール対応
■iPhone やiPad、Androidデバイスでトレーニング管理が出来る「My E-Training」や実走行データを映像と
共に記録し活用できる「My RealVideo」 アプリ対応*
静粛性︓　★★★★　負荷レベル︓　★～★★★★

自転車の着脱が簡単な
ファストフィキシングレバー

安定性、実走感の高い
新型QUBOフレーム

使用時の安定性を高める
レベリングフィート

タイヤの磨耗も軽減する
直径45mmの大型エラストGELローラー

静粛性が高く自然な負荷の
フルード負荷ユニット

対応アプリ︓

1ヶ月間無料
クーポンつき
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QUICK-MOTION クイック モーション　希望小売価格　\49,420-

　クイックモーションはトレーナーが前後にフローティングしてバランスをとる３本ローラー。
フロート式のフレームがライダーのペダリングにより発生する慣性を減衰し、従来の３本ロ

ーラーには無い劇的な乗りやすさをもたらします。これにより簡単に、安全にトレーニングに集中する
ことができます。クイックモーションのフロートシステムでなら、ゴールスプリントのような「もがき」のトレー
ニングさえ可能になります。

■新型フローティングシステムが乗車時の前後揺れを軽減
■3段階の負荷調整機能付きマグネティック負荷ユニット　■足つき性の良いロープロファイル設計
■脱輪の危険性を減らすつづみ型の帯電防止ポリプロピレン製ローラーと左右のガイドローラー
■ペダリング時の前後に揺れる慣性を相殺するフローティングフレームシステム
■iPhone やiPad、Androidデバイスでトレーニング管理が出来る「My E-Training」や実走行データを

映像と共に記録し活用できる「My RealVideo」 アプリ対応*

静粛性︓　★★★　負荷レベル︓　★★★

1ヶ月間無料
クーポンつき

P1

P2

P3

0

200

400

600

800

1000

0 10 20 30 40 50 60

POWER VS. SPEED

PO
W

ER
 - 

W
AT

T

SPEED - Km/h

924～1144mmのホィールベース対応 ロック機構付きフォールディング･フレーム 新しいフローティング･システム
対応 アプリ︓

ご自身のiPhoneやAndroidなどのスマホ、ポータブ
ルデバイスがあればエリートの高機能な「MY 
E-Training」アプリをすぐに利用できます。

ARION MAG アリオン マグ　希望小売価格　\41,030-

帯電防止ポリプロピレン製のローラーと樹脂製モノコック・フレームを採用して軽量で持ち運びしや
すい3本ローラー。3段階負荷調整付きマグネティック負荷ユニットと脱輪しにくいつづみ型ロー
ラーを採用しています。

静粛性︓　★★　負荷レベル︓　★～★★

1ヶ月間無料
クーポンつき

対応アプリ︓

ARION AL13 アリオン AL13　希望小売価格　\48,960-

重さのあるアルミニウム・ローラーでこぎ始めるとバランスがとりやすく初心者でも乗りやすい3本ロー
ラー。3段階負荷調整付きマグネティック負荷ユニットと脱輪しにくいつづみ型ローラーを採用して
います。

■つづみ型中空アルミニウムローラー
■3段階負荷調整機能付きマグネット負荷ユ
ニット

■足つき性のよい低床設計モノコックフレーム
■折畳んで自立収納可能
■iPhone やiPad、Androidデバイスでトレー
ニング管理が出来る「My E-Training」や実走
行データを映像と共に記録し活用できる「My 
RealVideo」 アプリ対応*

静粛性︓　★★　負荷レベル︓　★～★★
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1ヶ月間無料
クーポンつき

対応アプリ︓

ARION アリオン　希望小売価格　\26,810-

帯電防止ポリプロピレン製のローラーと樹脂製モノコック・フレームを採用して軽量で持ち運びしや
すい3本ローラー。初心者でも脱輪しにくいつづみ型ローラーを採用しています。

■つづみ型帯電防止ポリプロピレン製ローラー
■足つき性のよい低床設計モノコックフレーム
■折畳んで自立収納可能
■iPhone やiPad、Androidデバイスでトレー
ニング管理が出来る「My E-Training」や実走
行データを映像と共に記録し活用できる「My 
RealVideo」 アプリ対応*

静粛性︓　★★　負荷レベル︓　★

1ヶ月間無料
クーポンつき

対応アプリ︓

REAL E-MOTION B+ リアルEモーションB+　希望小売価格　\181,140-

　パソコンと連動させ100V駆動の電子制御マグネティック負荷ユニット搭
載で、低ケイデンス・高負荷でリアルな”登板負荷”を最大で6%の登り坂
まで再現できます。モニターに映した実際のレースコース映像とシンクロする
DVDビデオレースは2本付属しており、ツール・ド・フランスや世界選手権な
ど有名コースを実際に走っているかのような感覚でトレーニングできます。リ
アルアクションとほぼ同機能を持つ3本ローラーモデル。

■電子制御マグネティック負荷ユニット
■ANT™ ワイヤレス通信でコンピュータと接

続、負荷強度やパワー、ケイデンス、心拍、
スピード、時間、距離などを管理

■ペダリング時の揺れを再現するリトモフィートを
採用

■使用には100Ｖ電源とパソコンが必要です。静粛性︓　★★★　負荷レベル︓　★～★★★★★

無制限利用ライセンス付き

フローティングシステムによりダンシング可能︕

対応アプリ:

           

■つづみ型帯電防止ポリプロピレン製ローラー
■3段階負荷調整機能付きマグネット負荷ユ
ニット

■足つき性のよい低床設計モノコックフレーム
■折畳んで自立収納可能
■iPhone やiPad、Androidデバイスでトレー
ニング管理が出来る「My E-Training」や実走
行データを映像と共に記録し活用できる「My 
RealVideo」 アプリ対応*
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*2017モデルとしての出荷分から



　トレーニングソフトと連動させ100V駆動の電子制御マグネティック負荷ユニット搭載で低ケイデンス
・高負荷でリアルな”登板負荷”を最大で10%の登り坂まで再現できます。MY E-Trainingの1年
間ライセンスも付属し、より高度なトレーニングを専門知識が無くても自宅で気軽におこなうことがで
きます。

　　ランパは「REAL ソフトウェア（別売）」に対応する「ビデオレース DVD」にラインナップされる全て
のコース映像を楽しむことができます。再現できる最大の勾配は 10% で、ほとんどのライダーの登
り坂への欲求を満たしてくれるでしょう。　
　MY E-Training アプリでは、ワット数や心拍数で負荷レベルをコントロールしたり、ネット上にアッ
プロードされている GPS データをインポートも可能。MY リアルムービー APP を利用していつもの練
習コース走行を GPS データと映像で記録すれば、雨の日も自宅に居ながらいつものコースでトレー
ニングを行うことが出来ます。

■電子制御マグネティック自動負荷ユニット
■ANT™ +FE-C/Bluetooth SMART 双方向通信センサー内蔵
■使用には 100Ｖ電源が必要です。

静粛性︓　★★★　負荷レベル︓　★～★★★★

QUBO DIGITAL SMART B+ キューボデジタル スマートB+　希望小売価格　\46,860-

RAMPA ランパ･インタラクティブトレーナー　希望小売価格　\63,650- ARION DIGITAL SMART B+ アリオンデジタルスマートB+　希望小売価格　\67,380-

　トレーニングソフトと連動させ100V駆動の電子制御マグネティック負荷ユニット搭
載で低ケイデンス・高負荷でリアルな”登板負荷”を最大で10%の登り坂まで再現
できます。MY E-Trainingの1年間ライセンスも付属し、より高度なトレーニングを

専門知識が無くても自宅で気軽におこなうことができます。

　トレーニングソフトと連動する100V駆動の電子制御マグネティック負荷ユニット搭
載で、最大で5%の登り坂まで再現できる究極の3本ローラー。MY E-Trainingの
1年間ライセンスも付属し、より高度なトレーニングを専門知識が無くても自宅で気

軽におこなうことができます。

1年間無料
クーポンつき

双方向通信･自動負荷で各種アプリと連携
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対応アプリ:

           

ワイヤレス通信規格︓ 対応ソフト:

別売りオプション

付属アプリ:

  
1 年間利用ライセンス

10%

29”24”

《別売オプション》
USB ANT+ ドン
グル + リアルソフト
ウ ェ ア / 税 抜 定
価︓7,230 円

対応

静粛性︓　★★★　負荷レベル︓　★～★★★★

※デジタルシリーズで表示される「POWER（W)」のワット数は、計算上の数値で実際に出力されているパワー値とは必ずしも一致しません。正確なパワー値を求める場合は、市販のパワー計測専用機器をご利用ください。
※心拍データを利用する場合は、別途「心拍ベルト」をお買い求めください。

ご自身のiPhoneやAndroidなどのスマホ、ポータブ
ルデバイスを利用してエリートの高機能な「MY 
E-Training」アプリを利用できます。

対応アプリ:

           

ワイヤレス通信規格︓ 対応ソフト:

別売りオプション

付属アプリ:

  
1 年間利用ライセンス

1年間無料
クーポンつき

6%

対応

ご自身のiPhoneやAndroidなどのスマホ、
ポータブルデバイスを利用してエリートの高機能
な「MY E-Training」アプリを利用できます。
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　キューボデジタルの電子制御マグネティック負荷ユニットは100Vで駆動し、スタンダードな負荷ユニットと
は異なり負荷ユニット自身が負荷を生み出します。よって実際の登りと同様の低ケイデンス・高負荷な登
板負荷を実現しています。高機能トレーニングアプリ「MY E-Training」ではレースに必要な「持久力」や
「脚力」向上のために効果的なトレーニング方法「インターバル･トレーニング」「ゾーン･トレーニング」「LSD･
トレーニング」「パワー･トレーニング」などが容易に行え、自身のパフォーマンスレベルの評価に役立つ「コン
コーニテスト」や「トレーニングテスト」といった評価プログラムも利用可能となり、アプリでは複数のライダー登
録ができるので、家族やグループでの利用もできるようになります。

■ 100V駆動の電子制御マグネティック負荷ユニット搭載
■ ANT＋™ / Bluetooth ワイヤレス通信機能搭載でスマホやポータブルデバイスとの接続が簡単
■ ANT+/FE-Cプロトコル採用で各社トレーニングAPPとの連携が可能
■ 高機能トレーニングアプリ「MY E-Training」を1年間無料で使えるクーポン付属
■ スタイリッシュな新型フレーム”QUBO”を装備。　■ 安定感が高く水平調整機能が付いています。
■ 20～29インチホィールに対応　■ 使用には100Ｖ電源が必要です。
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ご自身のiPhoneやAndroidなどのスマホ、ポータブ
ルデバイスを利用してエリートの高機能な「MY 
E-Training」アプリを利用できます。

1年間無料
クーポンつき

対応アプリ:

           

ワイヤレス通信規格︓ 対応ソフト:

別売りオプション

付属アプリ:

  
1 年間利用ライセンス

対応

　　アリオンデジタルの電子制御マグネティック負荷ユニットは、100V で駆動し、スタンダードな 3
本ローラーとは異なり負荷ユニット自身が負荷を生み出します。よって実際の走行と同様に坂道で
はペダルが重くなりよりリアルなローラートレーニングを実現しています。

■電子制御マグネティック自動負荷ユニット
■ANT™ +FE-C/Bluetooth SMART 双方向通信センサー内蔵
■使用には 100Ｖ電源が必要です。

静粛性︓　★★　負荷レベル︓　★★★

5%

TURBO MUIN SMART B+ ターボムインスマート B+　希望小売価格　\71,220-

あなたの自転車のリアホィールをTURBO MUIN と交
換すれば、あなたのエネルギーの100% を利用したトレ
ーニングが可能になります。エリート社が開発した「ダイレ
クト・トランスミッション」方式を採用する「TURBO 
MUIN」はフルード式負荷ユニットとフライホィールを完全
に内装した、非常に静かなホームトレーナーです。

静粛性︓　★★★★★　負荷レベル︓　★～★★★★★

■インターナル フライホィール︓すべてのトレーニングにおいて、内装フライホィールがスムーズなペダリングフィールを
実現します。

■負荷抵抗はスピードに比例して累進的に徐々に増加します。
■ハイパワー出力︓スピードやケイデンス、パワーなどを意識した理想的なトレーニングが可能となります。
■フォールダブル フレーム︓保管や運搬時には折りたたむ事が出来るフレームを採用
■5mm 径のクイックレリーズを使用するエンド幅130-135mm のロードバイクやMTB に対応
■標準でシマノ 10/11 スピードに対応、別売りオプションを使用することによりカンパニョーロ 11 スピードにも対応
可能です。

■20 ～ 29 インチホィール対応
■・iPhone やiPad、Androidデバイスでトレーニング管理が出来る「My E-Training」や実走行データを映像と
共に記録し活用できる「My RealVideo」 アプリ対応*

※写真のスプロケットは付属しません。

あなたのスマートフォンやタブレットに MY E-Training アプリをインストール︕
トレーニングデータの管理や本格的なトレーニング ・ プログラムが利用できます。
My E-Training はほぼすべてのエリート社製トレーナーに対応しており、過去の
製品でもご利用いただく事が出来ます。My E-Training は iOS と Android 両
方のポータブルデバイスに対応しており Apple 「APP STORE」もしくは Google
「Google Play」よりダウンロードしてご利用ください。1 日 10 分間までの体験利
用は無料ですべての機能を試すことが可能です。継続してアプリを利用するには
年間利用ライセンスの購入が必要ですが、Apple APP STORE では、年間ライ
センスが€9.99-（2016/10 月現在）と非常に経済的です。アプリは日本語対応しています。
※画面のデザインは APP のアップデートにより変更されます。

注意︓本アプリを利用したトレーニングには、トレーナー本体以外に、ス
マホやタブレットなどのポータブル端末が必要です。通信機能が搭載され
ていないモデルでアプリを利用するには ELITE 純正オプションセンサーを
ご利用ください。心拍データを利用する場合には「ハートレートベルト」が
必要です。詳しくは http://www.elite-it.com/ でご確認ください。
※アプリ上で表示される「パワー（W）」は計算上の数値で実際に出力さ
れている値とは異なります。

MY E-Training MY E-トレーニング　

ベーストレーニング︓レベルモード、プログラムモード（プリセット 10 種類）、パワーモード * の
トレーニングモードを選択できます。（* パワーモードが利用できるのは 100V 電源を使用す
る電磁負荷ユニットを備えたモデルのみになります。※QUBO Digital や ARION Digital
にはデジタルシリーズ専用 iOS アプリ「iQubo」も利用可能）
コンコーニテスト︓最大有酸素（エアロビック）運動と無酸素（アナロビック）運動の心拍数閾
値（HRT）や乳酸閾値（LT）を求めるテストで、求められた乳酸閾値は閾値動力や持久力
向上トレーニングに役立ちます。
トレーニングテスト︓自身のパフォーマンスレベルの確認を行い、今後のトレーニングメニュー
作成の基礎データとなります。
コースマップ︓Google Map を利用して自作したり、Yahoo ルートラボにアップされている
GPS データをダウンロードして利用し、マップ上を擬似走行しながらトレーニングを行えるモー
ド。アプリケーションは GPM フォーマットに対応しています。
保存したトレーニングデータやマップデータは twitter や facebook、google+ などで共有
することも出来ます。
リアルビデオ︓My REALVIDEO で自身の走行データを映像と共に記録し、専用サイトへ
アップロードするとビデオレースとして利用できます。世界中のライダーがアップしたリアルビデオ
も活用可能。

1年間無料
クーポンつき

対応アプリ︓

ワイヤレス通信︓

MISURO B+
ワイヤレスセンサー標準装備

ご自身のiPhoneやAndroidなどのスマホ、ポータブ
ルデバイスがあればエリートの高機能な「MY 
E-Training」アプリをすぐに利用できます。

あなたのお使いのポータブルデバイ
スでエリートの高機能トレーニングア
プリ「MY E-Training」にはどんな
アクセサリーが必要かが簡単にわか
ります。

ELITE CONFIGURO

モード選択画面 ヒストリーデータ
（トレーニング履歴）

コンコーニテスト

ベーストレーニング
※パワーモード

コースマップホームメニュー画面

レースに必要な「持久力」や「脚力」向上のために効果的なトレーニング方法「インターバル･トレーニング」
「ゾーン･トレーニング」「LSD･トレーニング」「パワー･トレーニング」などが容易に行え、自身のパフォーマンス
レベルの評価に役立つ「コンコーニテスト」や「トレーニングテスト」といった評価プログラムもポータブルデバイ
スと連動させる専用トレーニングアプリ「MY E-Training」を利用することにより可能となり、アプリでは複数
のライダー登録ができるので、家族やグループでの利用もできるようになります。

MY REALVIDEOで実写映像
とともにGPSデータを記録、専
用サイトにアップロードするとMY 
E-Trainingでバーチャル走行

することが可能になります。 世界中のサイクリス
トがアップロードしたサイクリングデータやエリートが
販売するツールやジロのコースデータも利用可能
です。　MY E-Trainingは、ストイックにトレーニ
ングに打ち込む方、楽しみながらトレーニングを
する方どちらにもお勧めできる高機能なヴァーチ
ャルサイクリング・シミュレーターです。

QUBO POWER SMART B+ Pack キューボパワー スマートB+パック　希望小売価格　\40,570-

8段階調整付きマグ負荷ユニットを搭載す
るQUBOパワーマグに、ANT+/Blutooth
ワイヤレスセンサーを内蔵しトレーニングマッ

トもトラベルブロックも付属した、すぐにプログラム･トレー
ニングを始められるお買い得モデル。
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■慣性モーメント3600mgmm2の大型フライホィールを装備した強力なマグネット負荷ユニットを装備
■リモートコントロール8段階負荷調整レバー
■静粛性が高くタイヤの磨耗も軽減する30ｍｍ口径エラストGELローラー
■安定感と実走感の高い新型QUBOフレーム　■トレーナーの水平を出すのに役立つ「レベリングフィート」装備
■ファストフィキシングメカニズムによりバイクの取り付け、取り外しが容易に
■・専用クイックレリーズ付属　■20 ～ 29 インチホィール対応
■iPhone やiPad、Androidデバイスでトレーニング管理が出来る「My E-Training」や実走行データを映像と
共に記録し活用できる「My RealVideo」 アプリ1年間無料クーポンつき*

静粛性︓　★★★　負荷レベル︓　★～★★★★

1年間無料
クーポンつき

対応アプリ︓

ワイヤレス通信︓

ご自身のiPhoneやAndroidなどのスマホ、ポータブ
ルデバイスがあればエリートの高機能な「MY 
E-Training」アプリをすぐに利用できます。

キューボパワーマグ　希望小売価格　\29,140-

安定性と実走行感の高いQUBOフレームに、リモートコントロール8段階負荷調整レバーがついた
最大負荷1,420Wのパワーマグ負荷ユニットを組み合わせた「キューボ パワーマグ」に、プログラムの
指示に合わせて負荷を変更しながらトレーニングする「MY E-Training」の1ヶ月無料クーポンが付
属したホームトレーナー入門にお勧めのモデルです。

QUBO POWER MAG

■慣性モーメント3600mgmm2の大型フライホィールを装備した強力なマグネット負荷ユニットを装備
■リモートコントロール8段階負荷調整レバー
■静粛性が高くタイヤの磨耗も軽減する直径30ｍｍのエラストGELローラー
■安定感と実走感の高い新型QUBOフレーム　■トレーナーの水平を出すのに役立つ「レベリングフィート」装備
■ファストフィキシングメカニズムによりバイクの取り付け、取り外しが容易に
■専用クイックレリーズ付属　■20 ～ 29 インチホィール対応
■iPhone やiPad、Androidデバイスでトレーニング管理が出来る「My E-Training」や実走行データを映像と
共に記録し活用できる「My RealVideo」 アプリ対応*

静粛性︓　★★★　負荷レベル︓　★～★★★★

最大負荷1,420W︕
パワーマグ負荷ユニット

自転車の着脱が簡単な
ファストフィキシングレバー

安定性、実走感の高い
新型QUBOフレーム

使用時の安定性を高める
レベリングフィート

静かでタイヤの磨耗も軽減する
直径30mmエラストGELローラー

NOVO FORCE ノヴォ フォース　希望小売価格　\19,790-

1,090Wもの負荷を生み出すFORCEマグユニットを
採用したコストパフォーマンスモデルが「ノヴォ フォース」
です。スタイリッシュなデザインで安定感の高いNOVOフ
レーム、大きなレバーで女性でも自転車の着脱がしや
すいファスト・フィキシングレバーなど、基本装備は充実
しています。フィットネスやレース会場でのウォーミングアッ
プなどにお勧めするベーシックなホームトレーナーです。

■慣性モーメント2790mgmm2の大型フライホィールを装備した強力なマグネット負荷ユニットを装備
■リモートコントロール5段階負荷調整レバー　■ワンタッチでローラーを後輪に適正にセットできる
■静粛性が高くタイヤの磨耗も軽減する直径30ｍｍエラストGELローラー
■安定性の高いNOVOフレーム ■ファストフィキシングメカニズムによりバイクの取り付け、取り外しが容易に
■専用クイックレリーズ付属　■24 ～ 29 インチホィール対応
■iPhone やiPad、Androidデバイスでトレーニング管理が出来る「My E-Training」や実走行データを映像と
共に記録し活用できる「My RealVideo」 アプリ対応*
静粛性︓　★★★　負荷レベル︓　★～★★★
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最大負荷1,420W︕
パワーマグ負荷ユニット

自転車の着脱が簡単な
ファストフィキシングレバー

安定感の高い
スタイリッシュな
NOVOフレーム

静かでタイヤの磨耗も軽減する
直径30mmエラストGELローラー

VOLARE AL ヴォラーレ アルミニウム　希望小売価格　\19,280-

ベーシックな低負荷～中負荷トレーニングに適した5段階負荷調整付きマグネット負荷モデル。
軽量でコンパクトな設計により省スペースに収納できるのも魅力。

■強力なマグネット負荷ユニットを装備
■リモートコントロール5段階負荷調整レバー
■専用クイックレリーズ付属
■24 ～ 28 インチホィール対応
■iPhone やiPad、Androidデバイス
でトレーニング管理が出来る
「My E-Training」や実走行デー
タを映像と共に記録し活用できる
「My RealVideo」 アプリ対応*

静粛性︓　★★　負荷レベル︓　★～★★

MY REAL VIDEO MY リアルビデオ

いつもの練習コースで自宅トレーニングができる︕世界中のライダーがアップロードした
コースデータも利用可能。My E-Trainigアプリと組み合わせて自宅に居ながらヴァー
チャルトレーニングができます。 My RealVideoの利用は無料です︕

Apple APP STOREおよび
Google Playよりアプリをダウン
ロードしてご利用ください。

iOSもしくはAndroidポータブルデバイスにMy RealVideoをインストールしてください。
いつものコースを走るときにMy RealVideoを使って走ってください。GPSデータと共に走行映像も
同時に記録されます。その記録データをエリート社のRealVideoサイトにアップロードすると、My 
E-Trainingで利用可能なデータに変換されます。これであなたのリアルビデオがMy E-Trainingで
利用可能になります。また同サイトにアップロードされている世界中のライダーが記録したリアルビデオ
データも利用することが出来ます。

対応アプリ︓

対応アプリ︓

1ヶ月間無料
クーポンつき

QUBO FLUID キューボフルード　希望小売価格　\37,300-

エリートトレーナーラインナップ中、最も静粛性の高い
負荷ユニット”フルード”を搭載するベストセラーモデ
ル。新型フレーム”QUBO”は高い安定性と水平が
出せる調整機構を備えています。
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■エリート独自のフルード負荷システムにより静かで実走感の高いスムーズな負荷を実現
■静粛性が高くタイヤの磨耗も軽減する直径45ｍｍの大型エラストGELローラー
■安定感と実走感の高い新型QUBOフレーム　■トレーナーの水平を出すのに役立つ「レベリングフィート」装備
■ファストフィキシングメカニズムによりバイクの取り付け、取り外しが容易に
■専用クイックレリーズ付属　■20 ～ 29 インチホィール対応
■iPhone やiPad、Androidデバイスでトレーニング管理が出来る「My E-Training」や実走行データを映像と
共に記録し活用できる「My RealVideo」 アプリ対応*
静粛性︓　★★★★　負荷レベル︓　★～★★★★

自転車の着脱が簡単な
ファストフィキシングレバー

安定性、実走感の高い
新型QUBOフレーム

使用時の安定性を高める
レベリングフィート

タイヤの磨耗も軽減する
直径45mmの大型エラストGELローラー

静粛性が高く自然な負荷の
フルード負荷ユニット

対応アプリ︓

1ヶ月間無料
クーポンつき
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QUICK-MOTION クイック モーション　希望小売価格　\49,420-

　クイックモーションはトレーナーが前後にフローティングしてバランスをとる３本ローラー。
フロート式のフレームがライダーのペダリングにより発生する慣性を減衰し、従来の３本ロ

ーラーには無い劇的な乗りやすさをもたらします。これにより簡単に、安全にトレーニングに集中する
ことができます。クイックモーションのフロートシステムでなら、ゴールスプリントのような「もがき」のトレー
ニングさえ可能になります。

■新型フローティングシステムが乗車時の前後揺れを軽減
■3段階の負荷調整機能付きマグネティック負荷ユニット　■足つき性の良いロープロファイル設計
■脱輪の危険性を減らすつづみ型の帯電防止ポリプロピレン製ローラーと左右のガイドローラー
■ペダリング時の前後に揺れる慣性を相殺するフローティングフレームシステム
■iPhone やiPad、Androidデバイスでトレーニング管理が出来る「My E-Training」や実走行データを

映像と共に記録し活用できる「My RealVideo」 アプリ対応*

静粛性︓　★★★　負荷レベル︓　★★★

1ヶ月間無料
クーポンつき
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924～1144mmのホィールベース対応 ロック機構付きフォールディング･フレーム 新しいフローティング･システム
対応 アプリ︓

ご自身のiPhoneやAndroidなどのスマホ、ポータブ
ルデバイスがあればエリートの高機能な「MY 
E-Training」アプリをすぐに利用できます。

ARION MAG アリオン マグ　希望小売価格　\41,030-

帯電防止ポリプロピレン製のローラーと樹脂製モノコック・フレームを採用して軽量で持ち運びしや
すい3本ローラー。3段階負荷調整付きマグネティック負荷ユニットと脱輪しにくいつづみ型ロー
ラーを採用しています。

静粛性︓　★★　負荷レベル︓　★～★★

1ヶ月間無料
クーポンつき

対応アプリ︓

ARION AL13 アリオン AL13　希望小売価格　\48,960-

重さのあるアルミニウム・ローラーでこぎ始めるとバランスがとりやすく初心者でも乗りやすい3本ロー
ラー。3段階負荷調整付きマグネティック負荷ユニットと脱輪しにくいつづみ型ローラーを採用して
います。

■つづみ型中空アルミニウムローラー
■3段階負荷調整機能付きマグネット負荷ユ
ニット

■足つき性のよい低床設計モノコックフレーム
■折畳んで自立収納可能
■iPhone やiPad、Androidデバイスでトレー
ニング管理が出来る「My E-Training」や実走
行データを映像と共に記録し活用できる「My 
RealVideo」 アプリ対応*

静粛性︓　★★　負荷レベル︓　★～★★

POWER VS SPEED
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1ヶ月間無料
クーポンつき

対応アプリ︓

ARION アリオン　希望小売価格　\26,810-

帯電防止ポリプロピレン製のローラーと樹脂製モノコック・フレームを採用して軽量で持ち運びしや
すい3本ローラー。初心者でも脱輪しにくいつづみ型ローラーを採用しています。

■つづみ型帯電防止ポリプロピレン製ローラー
■足つき性のよい低床設計モノコックフレーム
■折畳んで自立収納可能
■iPhone やiPad、Androidデバイスでトレー
ニング管理が出来る「My E-Training」や実走
行データを映像と共に記録し活用できる「My 
RealVideo」 アプリ対応*

静粛性︓　★★　負荷レベル︓　★

1ヶ月間無料
クーポンつき

対応アプリ︓

REAL E-MOTION B+ リアルEモーションB+　希望小売価格　\181,140-

　パソコンと連動させ100V駆動の電子制御マグネティック負荷ユニット搭
載で、低ケイデンス・高負荷でリアルな”登板負荷”を最大で6%の登り坂
まで再現できます。モニターに映した実際のレースコース映像とシンクロする
DVDビデオレースは2本付属しており、ツール・ド・フランスや世界選手権な
ど有名コースを実際に走っているかのような感覚でトレーニングできます。リ
アルアクションとほぼ同機能を持つ3本ローラーモデル。

■電子制御マグネティック負荷ユニット
■ANT™ ワイヤレス通信でコンピュータと接

続、負荷強度やパワー、ケイデンス、心拍、
スピード、時間、距離などを管理

■ペダリング時の揺れを再現するリトモフィートを
採用

■使用には100Ｖ電源とパソコンが必要です。静粛性︓　★★★　負荷レベル︓　★～★★★★★

無制限利用ライセンス付き

フローティングシステムによりダンシング可能︕

対応アプリ:

           

■つづみ型帯電防止ポリプロピレン製ローラー
■3段階負荷調整機能付きマグネット負荷ユ
ニット

■足つき性のよい低床設計モノコックフレーム
■折畳んで自立収納可能
■iPhone やiPad、Androidデバイスでトレー
ニング管理が出来る「My E-Training」や実走
行データを映像と共に記録し活用できる「My 
RealVideo」 アプリ対応*
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*2017モデルとしての出荷分から



　トレーニングソフトと連動させ100V駆動の電子制御マグネティック負荷ユニット搭載で低ケイデンス
・高負荷でリアルな”登板負荷”を最大で10%の登り坂まで再現できます。MY E-Trainingの1年
間ライセンスも付属し、より高度なトレーニングを専門知識が無くても自宅で気軽におこなうことがで
きます。

　　ランパは「REAL ソフトウェア（別売）」に対応する「ビデオレース DVD」にラインナップされる全て
のコース映像を楽しむことができます。再現できる最大の勾配は 10% で、ほとんどのライダーの登
り坂への欲求を満たしてくれるでしょう。　
　MY E-Training アプリでは、ワット数や心拍数で負荷レベルをコントロールしたり、ネット上にアッ
プロードされている GPS データをインポートも可能。MY リアルムービー APP を利用していつもの練
習コース走行を GPS データと映像で記録すれば、雨の日も自宅に居ながらいつものコースでトレー
ニングを行うことが出来ます。

■電子制御マグネティック自動負荷ユニット
■ANT™ +FE-C/Bluetooth SMART 双方向通信センサー内蔵
■使用には 100Ｖ電源が必要です。

静粛性︓　★★★　負荷レベル︓　★～★★★★

QUBO DIGITAL SMART B+ キューボデジタル スマートB+　希望小売価格　\46,860-

RAMPA ランパ･インタラクティブトレーナー　希望小売価格　\63,650- ARION DIGITAL SMART B+ アリオンデジタルスマートB+　希望小売価格　\67,380-

　トレーニングソフトと連動させ100V駆動の電子制御マグネティック負荷ユニット搭
載で低ケイデンス・高負荷でリアルな”登板負荷”を最大で10%の登り坂まで再現
できます。MY E-Trainingの1年間ライセンスも付属し、より高度なトレーニングを

専門知識が無くても自宅で気軽におこなうことができます。

　トレーニングソフトと連動する100V駆動の電子制御マグネティック負荷ユニット搭
載で、最大で5%の登り坂まで再現できる究極の3本ローラー。MY E-Trainingの
1年間ライセンスも付属し、より高度なトレーニングを専門知識が無くても自宅で気

軽におこなうことができます。

1年間無料
クーポンつき

双方向通信･自動負荷で各種アプリと連携
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対応アプリ:

           

ワイヤレス通信規格︓ 対応ソフト:

別売りオプション

付属アプリ:

  
1 年間利用ライセンス

10%

29”24”

《別売オプション》
USB ANT+ ドン
グル + リアルソフト
ウ ェ ア / 税 抜 定
価︓7,230 円

対応

静粛性︓　★★★　負荷レベル︓　★～★★★★

※デジタルシリーズで表示される「POWER（W)」のワット数は、計算上の数値で実際に出力されているパワー値とは必ずしも一致しません。正確なパワー値を求める場合は、市販のパワー計測専用機器をご利用ください。
※心拍データを利用する場合は、別途「心拍ベルト」をお買い求めください。

ご自身のiPhoneやAndroidなどのスマホ、ポータブ
ルデバイスを利用してエリートの高機能な「MY 
E-Training」アプリを利用できます。

対応アプリ:

           

ワイヤレス通信規格︓ 対応ソフト:

別売りオプション

付属アプリ:

  
1 年間利用ライセンス

1年間無料
クーポンつき

6%

対応

ご自身のiPhoneやAndroidなどのスマホ、
ポータブルデバイスを利用してエリートの高機能
な「MY E-Training」アプリを利用できます。
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MIN

MAX

　キューボデジタルの電子制御マグネティック負荷ユニットは100Vで駆動し、スタンダードな負荷ユニットと
は異なり負荷ユニット自身が負荷を生み出します。よって実際の登りと同様の低ケイデンス・高負荷な登
板負荷を実現しています。高機能トレーニングアプリ「MY E-Training」ではレースに必要な「持久力」や
「脚力」向上のために効果的なトレーニング方法「インターバル･トレーニング」「ゾーン･トレーニング」「LSD･
トレーニング」「パワー･トレーニング」などが容易に行え、自身のパフォーマンスレベルの評価に役立つ「コン
コーニテスト」や「トレーニングテスト」といった評価プログラムも利用可能となり、アプリでは複数のライダー登
録ができるので、家族やグループでの利用もできるようになります。

■ 100V駆動の電子制御マグネティック負荷ユニット搭載
■ ANT＋™ / Bluetooth ワイヤレス通信機能搭載でスマホやポータブルデバイスとの接続が簡単
■ ANT+/FE-Cプロトコル採用で各社トレーニングAPPとの連携が可能
■ 高機能トレーニングアプリ「MY E-Training」を1年間無料で使えるクーポン付属
■ スタイリッシュな新型フレーム”QUBO”を装備。　■ 安定感が高く水平調整機能が付いています。
■ 20～29インチホィールに対応　■ 使用には100Ｖ電源が必要です。
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ご自身のiPhoneやAndroidなどのスマホ、ポータブ
ルデバイスを利用してエリートの高機能な「MY 
E-Training」アプリを利用できます。

1年間無料
クーポンつき

対応アプリ:

           

ワイヤレス通信規格︓ 対応ソフト:

別売りオプション

付属アプリ:

  
1 年間利用ライセンス

対応

　　アリオンデジタルの電子制御マグネティック負荷ユニットは、100V で駆動し、スタンダードな 3
本ローラーとは異なり負荷ユニット自身が負荷を生み出します。よって実際の走行と同様に坂道で
はペダルが重くなりよりリアルなローラートレーニングを実現しています。

■電子制御マグネティック自動負荷ユニット
■ANT™ +FE-C/Bluetooth SMART 双方向通信センサー内蔵
■使用には 100Ｖ電源が必要です。

静粛性︓　★★　負荷レベル︓　★★★

5%

TURBO MUIN SMART B+ ターボムインスマート B+　希望小売価格　\71,220-

あなたの自転車のリアホィールをTURBO MUIN と交
換すれば、あなたのエネルギーの100% を利用したトレ
ーニングが可能になります。エリート社が開発した「ダイレ
クト・トランスミッション」方式を採用する「TURBO 
MUIN」はフルード式負荷ユニットとフライホィールを完全
に内装した、非常に静かなホームトレーナーです。

静粛性︓　★★★★★　負荷レベル︓　★～★★★★★

■インターナル フライホィール︓すべてのトレーニングにおいて、内装フライホィールがスムーズなペダリングフィールを
実現します。

■負荷抵抗はスピードに比例して累進的に徐々に増加します。
■ハイパワー出力︓スピードやケイデンス、パワーなどを意識した理想的なトレーニングが可能となります。
■フォールダブル フレーム︓保管や運搬時には折りたたむ事が出来るフレームを採用
■5mm 径のクイックレリーズを使用するエンド幅130-135mm のロードバイクやMTB に対応
■標準でシマノ 10/11 スピードに対応、別売りオプションを使用することによりカンパニョーロ 11 スピードにも対応
可能です。

■20 ～ 29 インチホィール対応
■・iPhone やiPad、Androidデバイスでトレーニング管理が出来る「My E-Training」や実走行データを映像と
共に記録し活用できる「My RealVideo」 アプリ対応*

※写真のスプロケットは付属しません。

あなたのスマートフォンやタブレットに MY E-Training アプリをインストール︕
トレーニングデータの管理や本格的なトレーニング ・ プログラムが利用できます。
My E-Training はほぼすべてのエリート社製トレーナーに対応しており、過去の
製品でもご利用いただく事が出来ます。My E-Training は iOS と Android 両
方のポータブルデバイスに対応しており Apple 「APP STORE」もしくは Google
「Google Play」よりダウンロードしてご利用ください。1 日 10 分間までの体験利
用は無料ですべての機能を試すことが可能です。継続してアプリを利用するには
年間利用ライセンスの購入が必要ですが、Apple APP STORE では、年間ライ
センスが€9.99-（2016/10 月現在）と非常に経済的です。アプリは日本語対応しています。
※画面のデザインは APP のアップデートにより変更されます。

注意︓本アプリを利用したトレーニングには、トレーナー本体以外に、ス
マホやタブレットなどのポータブル端末が必要です。通信機能が搭載され
ていないモデルでアプリを利用するには ELITE 純正オプションセンサーを
ご利用ください。心拍データを利用する場合には「ハートレートベルト」が
必要です。詳しくは http://www.elite-it.com/ でご確認ください。
※アプリ上で表示される「パワー（W）」は計算上の数値で実際に出力さ
れている値とは異なります。

MY E-Training MY E-トレーニング　

ベーストレーニング︓レベルモード、プログラムモード（プリセット 10 種類）、パワーモード * の
トレーニングモードを選択できます。（* パワーモードが利用できるのは 100V 電源を使用す
る電磁負荷ユニットを備えたモデルのみになります。※QUBO Digital や ARION Digital
にはデジタルシリーズ専用 iOS アプリ「iQubo」も利用可能）
コンコーニテスト︓最大有酸素（エアロビック）運動と無酸素（アナロビック）運動の心拍数閾
値（HRT）や乳酸閾値（LT）を求めるテストで、求められた乳酸閾値は閾値動力や持久力
向上トレーニングに役立ちます。
トレーニングテスト︓自身のパフォーマンスレベルの確認を行い、今後のトレーニングメニュー
作成の基礎データとなります。
コースマップ︓Google Map を利用して自作したり、Yahoo ルートラボにアップされている
GPS データをダウンロードして利用し、マップ上を擬似走行しながらトレーニングを行えるモー
ド。アプリケーションは GPM フォーマットに対応しています。
保存したトレーニングデータやマップデータは twitter や facebook、google+ などで共有
することも出来ます。
リアルビデオ︓My REALVIDEO で自身の走行データを映像と共に記録し、専用サイトへ
アップロードするとビデオレースとして利用できます。世界中のライダーがアップしたリアルビデオ
も活用可能。

1年間無料
クーポンつき

対応アプリ︓

ワイヤレス通信︓

MISURO B+
ワイヤレスセンサー標準装備

ご自身のiPhoneやAndroidなどのスマホ、ポータブ
ルデバイスがあればエリートの高機能な「MY 
E-Training」アプリをすぐに利用できます。

あなたのお使いのポータブルデバイ
スでエリートの高機能トレーニングア
プリ「MY E-Training」にはどんな
アクセサリーが必要かが簡単にわか
ります。

ELITE CONFIGURO

モード選択画面 ヒストリーデータ
（トレーニング履歴）

コンコーニテスト

ベーストレーニング
※パワーモード

コースマップホームメニュー画面

レースに必要な「持久力」や「脚力」向上のために効果的なトレーニング方法「インターバル･トレーニング」
「ゾーン･トレーニング」「LSD･トレーニング」「パワー･トレーニング」などが容易に行え、自身のパフォーマンス
レベルの評価に役立つ「コンコーニテスト」や「トレーニングテスト」といった評価プログラムもポータブルデバイ
スと連動させる専用トレーニングアプリ「MY E-Training」を利用することにより可能となり、アプリでは複数
のライダー登録ができるので、家族やグループでの利用もできるようになります。

MY REALVIDEOで実写映像
とともにGPSデータを記録、専
用サイトにアップロードするとMY 
E-Trainingでバーチャル走行

することが可能になります。 世界中のサイクリス
トがアップロードしたサイクリングデータやエリートが
販売するツールやジロのコースデータも利用可能
です。　MY E-Trainingは、ストイックにトレーニ
ングに打ち込む方、楽しみながらトレーニングを
する方どちらにもお勧めできる高機能なヴァーチ
ャルサイクリング・シミュレーターです。

QUBO POWER SMART B+ Pack キューボパワー スマートB+パック　希望小売価格　\40,570-

8段階調整付きマグ負荷ユニットを搭載す
るQUBOパワーマグに、ANT+/Blutooth
ワイヤレスセンサーを内蔵しトレーニングマッ

トもトラベルブロックも付属した、すぐにプログラム･トレー
ニングを始められるお買い得モデル。
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■慣性モーメント3600mgmm2の大型フライホィールを装備した強力なマグネット負荷ユニットを装備
■リモートコントロール8段階負荷調整レバー
■静粛性が高くタイヤの磨耗も軽減する30ｍｍ口径エラストGELローラー
■安定感と実走感の高い新型QUBOフレーム　■トレーナーの水平を出すのに役立つ「レベリングフィート」装備
■ファストフィキシングメカニズムによりバイクの取り付け、取り外しが容易に
■・専用クイックレリーズ付属　■20 ～ 29 インチホィール対応
■iPhone やiPad、Androidデバイスでトレーニング管理が出来る「My E-Training」や実走行データを映像と
共に記録し活用できる「My RealVideo」 アプリ1年間無料クーポンつき*

静粛性︓　★★★　負荷レベル︓　★～★★★★

1年間無料
クーポンつき

対応アプリ︓

ワイヤレス通信︓

ご自身のiPhoneやAndroidなどのスマホ、ポータブ
ルデバイスがあればエリートの高機能な「MY 
E-Training」アプリをすぐに利用できます。

キューボパワーマグ　希望小売価格　\29,140-

安定性と実走行感の高いQUBOフレームに、リモートコントロール8段階負荷調整レバーがついた
最大負荷1,420Wのパワーマグ負荷ユニットを組み合わせた「キューボ パワーマグ」に、プログラムの
指示に合わせて負荷を変更しながらトレーニングする「MY E-Training」の1ヶ月無料クーポンが付
属したホームトレーナー入門にお勧めのモデルです。

QUBO POWER MAG

■慣性モーメント3600mgmm2の大型フライホィールを装備した強力なマグネット負荷ユニットを装備
■リモートコントロール8段階負荷調整レバー
■静粛性が高くタイヤの磨耗も軽減する直径30ｍｍのエラストGELローラー
■安定感と実走感の高い新型QUBOフレーム　■トレーナーの水平を出すのに役立つ「レベリングフィート」装備
■ファストフィキシングメカニズムによりバイクの取り付け、取り外しが容易に
■専用クイックレリーズ付属　■20 ～ 29 インチホィール対応
■iPhone やiPad、Androidデバイスでトレーニング管理が出来る「My E-Training」や実走行データを映像と
共に記録し活用できる「My RealVideo」 アプリ対応*

静粛性︓　★★★　負荷レベル︓　★～★★★★

最大負荷1,420W︕
パワーマグ負荷ユニット

自転車の着脱が簡単な
ファストフィキシングレバー

安定性、実走感の高い
新型QUBOフレーム

使用時の安定性を高める
レベリングフィート

静かでタイヤの磨耗も軽減する
直径30mmエラストGELローラー

NOVO FORCE ノヴォ フォース　希望小売価格　\19,790-

1,090Wもの負荷を生み出すFORCEマグユニットを
採用したコストパフォーマンスモデルが「ノヴォ フォース」
です。スタイリッシュなデザインで安定感の高いNOVOフ
レーム、大きなレバーで女性でも自転車の着脱がしや
すいファスト・フィキシングレバーなど、基本装備は充実
しています。フィットネスやレース会場でのウォーミングアッ
プなどにお勧めするベーシックなホームトレーナーです。

■慣性モーメント2790mgmm2の大型フライホィールを装備した強力なマグネット負荷ユニットを装備
■リモートコントロール5段階負荷調整レバー　■ワンタッチでローラーを後輪に適正にセットできる
■静粛性が高くタイヤの磨耗も軽減する直径30ｍｍエラストGELローラー
■安定性の高いNOVOフレーム ■ファストフィキシングメカニズムによりバイクの取り付け、取り外しが容易に
■専用クイックレリーズ付属　■24 ～ 29 インチホィール対応
■iPhone やiPad、Androidデバイスでトレーニング管理が出来る「My E-Training」や実走行データを映像と
共に記録し活用できる「My RealVideo」 アプリ対応*
静粛性︓　★★★　負荷レベル︓　★～★★★
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最大負荷1,420W︕
パワーマグ負荷ユニット

自転車の着脱が簡単な
ファストフィキシングレバー

安定感の高い
スタイリッシュな
NOVOフレーム

静かでタイヤの磨耗も軽減する
直径30mmエラストGELローラー

VOLARE AL ヴォラーレ アルミニウム　希望小売価格　\19,280-

ベーシックな低負荷～中負荷トレーニングに適した5段階負荷調整付きマグネット負荷モデル。
軽量でコンパクトな設計により省スペースに収納できるのも魅力。

■強力なマグネット負荷ユニットを装備
■リモートコントロール5段階負荷調整レバー
■専用クイックレリーズ付属
■24 ～ 28 インチホィール対応
■iPhone やiPad、Androidデバイス
でトレーニング管理が出来る
「My E-Training」や実走行デー
タを映像と共に記録し活用できる
「My RealVideo」 アプリ対応*

静粛性︓　★★　負荷レベル︓　★～★★

MY REAL VIDEO MY リアルビデオ

いつもの練習コースで自宅トレーニングができる︕世界中のライダーがアップロードした
コースデータも利用可能。My E-Trainigアプリと組み合わせて自宅に居ながらヴァー
チャルトレーニングができます。 My RealVideoの利用は無料です︕

Apple APP STOREおよび
Google Playよりアプリをダウン
ロードしてご利用ください。

iOSもしくはAndroidポータブルデバイスにMy RealVideoをインストールしてください。
いつものコースを走るときにMy RealVideoを使って走ってください。GPSデータと共に走行映像も
同時に記録されます。その記録データをエリート社のRealVideoサイトにアップロードすると、My 
E-Trainingで利用可能なデータに変換されます。これであなたのリアルビデオがMy E-Trainingで
利用可能になります。また同サイトにアップロードされている世界中のライダーが記録したリアルビデオ
データも利用することが出来ます。

対応アプリ︓

対応アプリ︓

1ヶ月間無料
クーポンつき

QUBO FLUID キューボフルード　希望小売価格　\37,300-

エリートトレーナーラインナップ中、最も静粛性の高い
負荷ユニット”フルード”を搭載するベストセラーモデ
ル。新型フレーム”QUBO”は高い安定性と水平が
出せる調整機構を備えています。
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■エリート独自のフルード負荷システムにより静かで実走感の高いスムーズな負荷を実現
■静粛性が高くタイヤの磨耗も軽減する直径45ｍｍの大型エラストGELローラー
■安定感と実走感の高い新型QUBOフレーム　■トレーナーの水平を出すのに役立つ「レベリングフィート」装備
■ファストフィキシングメカニズムによりバイクの取り付け、取り外しが容易に
■専用クイックレリーズ付属　■20 ～ 29 インチホィール対応
■iPhone やiPad、Androidデバイスでトレーニング管理が出来る「My E-Training」や実走行データを映像と
共に記録し活用できる「My RealVideo」 アプリ対応*
静粛性︓　★★★★　負荷レベル︓　★～★★★★

自転車の着脱が簡単な
ファストフィキシングレバー

安定性、実走感の高い
新型QUBOフレーム

使用時の安定性を高める
レベリングフィート

タイヤの磨耗も軽減する
直径45mmの大型エラストGELローラー

静粛性が高く自然な負荷の
フルード負荷ユニット

対応アプリ︓

1ヶ月間無料
クーポンつき
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QUICK-MOTION クイック モーション　希望小売価格　\49,420-

　クイックモーションはトレーナーが前後にフローティングしてバランスをとる３本ローラー。
フロート式のフレームがライダーのペダリングにより発生する慣性を減衰し、従来の３本ロ

ーラーには無い劇的な乗りやすさをもたらします。これにより簡単に、安全にトレーニングに集中する
ことができます。クイックモーションのフロートシステムでなら、ゴールスプリントのような「もがき」のトレー
ニングさえ可能になります。

■新型フローティングシステムが乗車時の前後揺れを軽減
■3段階の負荷調整機能付きマグネティック負荷ユニット　■足つき性の良いロープロファイル設計
■脱輪の危険性を減らすつづみ型の帯電防止ポリプロピレン製ローラーと左右のガイドローラー
■ペダリング時の前後に揺れる慣性を相殺するフローティングフレームシステム
■iPhone やiPad、Androidデバイスでトレーニング管理が出来る「My E-Training」や実走行データを

映像と共に記録し活用できる「My RealVideo」 アプリ対応*

静粛性︓　★★★　負荷レベル︓　★★★

1ヶ月間無料
クーポンつき
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924～1144mmのホィールベース対応 ロック機構付きフォールディング･フレーム 新しいフローティング･システム
対応 アプリ︓

ご自身のiPhoneやAndroidなどのスマホ、ポータブ
ルデバイスがあればエリートの高機能な「MY 
E-Training」アプリをすぐに利用できます。

ARION MAG アリオン マグ　希望小売価格　\41,030-

帯電防止ポリプロピレン製のローラーと樹脂製モノコック・フレームを採用して軽量で持ち運びしや
すい3本ローラー。3段階負荷調整付きマグネティック負荷ユニットと脱輪しにくいつづみ型ロー
ラーを採用しています。

静粛性︓　★★　負荷レベル︓　★～★★

1ヶ月間無料
クーポンつき

対応アプリ︓

ARION AL13 アリオン AL13　希望小売価格　\48,960-

重さのあるアルミニウム・ローラーでこぎ始めるとバランスがとりやすく初心者でも乗りやすい3本ロー
ラー。3段階負荷調整付きマグネティック負荷ユニットと脱輪しにくいつづみ型ローラーを採用して
います。

■つづみ型中空アルミニウムローラー
■3段階負荷調整機能付きマグネット負荷ユ
ニット

■足つき性のよい低床設計モノコックフレーム
■折畳んで自立収納可能
■iPhone やiPad、Androidデバイスでトレー
ニング管理が出来る「My E-Training」や実走
行データを映像と共に記録し活用できる「My 
RealVideo」 アプリ対応*

静粛性︓　★★　負荷レベル︓　★～★★
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1ヶ月間無料
クーポンつき

対応アプリ︓

ARION アリオン　希望小売価格　\26,810-

帯電防止ポリプロピレン製のローラーと樹脂製モノコック・フレームを採用して軽量で持ち運びしや
すい3本ローラー。初心者でも脱輪しにくいつづみ型ローラーを採用しています。

■つづみ型帯電防止ポリプロピレン製ローラー
■足つき性のよい低床設計モノコックフレーム
■折畳んで自立収納可能
■iPhone やiPad、Androidデバイスでトレー
ニング管理が出来る「My E-Training」や実走
行データを映像と共に記録し活用できる「My 
RealVideo」 アプリ対応*

静粛性︓　★★　負荷レベル︓　★

1ヶ月間無料
クーポンつき

対応アプリ︓

REAL E-MOTION B+ リアルEモーションB+　希望小売価格　\181,140-

　パソコンと連動させ100V駆動の電子制御マグネティック負荷ユニット搭
載で、低ケイデンス・高負荷でリアルな”登板負荷”を最大で6%の登り坂
まで再現できます。モニターに映した実際のレースコース映像とシンクロする
DVDビデオレースは2本付属しており、ツール・ド・フランスや世界選手権な
ど有名コースを実際に走っているかのような感覚でトレーニングできます。リ
アルアクションとほぼ同機能を持つ3本ローラーモデル。

■電子制御マグネティック負荷ユニット
■ANT™ ワイヤレス通信でコンピュータと接

続、負荷強度やパワー、ケイデンス、心拍、
スピード、時間、距離などを管理

■ペダリング時の揺れを再現するリトモフィートを
採用

■使用には100Ｖ電源とパソコンが必要です。静粛性︓　★★★　負荷レベル︓　★～★★★★★

無制限利用ライセンス付き

フローティングシステムによりダンシング可能︕

対応アプリ:

           

■つづみ型帯電防止ポリプロピレン製ローラー
■3段階負荷調整機能付きマグネット負荷ユ
ニット

■足つき性のよい低床設計モノコックフレーム
■折畳んで自立収納可能
■iPhone やiPad、Androidデバイスでトレー
ニング管理が出来る「My E-Training」や実走
行データを映像と共に記録し活用できる「My 
RealVideo」 アプリ対応*
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*2017モデルとしての出荷分から



　トレーニングソフトと連動させ100V駆動の電子制御マグネティック負荷ユニット搭載で低ケイデンス
・高負荷でリアルな”登板負荷”を最大で10%の登り坂まで再現できます。MY E-Trainingの1年
間ライセンスも付属し、より高度なトレーニングを専門知識が無くても自宅で気軽におこなうことがで
きます。

　　ランパは「REAL ソフトウェア（別売）」に対応する「ビデオレース DVD」にラインナップされる全て
のコース映像を楽しむことができます。再現できる最大の勾配は 10% で、ほとんどのライダーの登
り坂への欲求を満たしてくれるでしょう。　
　MY E-Training アプリでは、ワット数や心拍数で負荷レベルをコントロールしたり、ネット上にアッ
プロードされている GPS データをインポートも可能。MY リアルムービー APP を利用していつもの練
習コース走行を GPS データと映像で記録すれば、雨の日も自宅に居ながらいつものコースでトレー
ニングを行うことが出来ます。

■電子制御マグネティック自動負荷ユニット
■ANT™ +FE-C/Bluetooth SMART 双方向通信センサー内蔵
■使用には 100Ｖ電源が必要です。

静粛性︓　★★★　負荷レベル︓　★～★★★★

QUBO DIGITAL SMART B+ キューボデジタル スマートB+　希望小売価格　\46,860-

RAMPA ランパ･インタラクティブトレーナー　希望小売価格　\63,650- ARION DIGITAL SMART B+ アリオンデジタルスマートB+　希望小売価格　\67,380-

　トレーニングソフトと連動させ100V駆動の電子制御マグネティック負荷ユニット搭
載で低ケイデンス・高負荷でリアルな”登板負荷”を最大で10%の登り坂まで再現
できます。MY E-Trainingの1年間ライセンスも付属し、より高度なトレーニングを

専門知識が無くても自宅で気軽におこなうことができます。

　トレーニングソフトと連動する100V駆動の電子制御マグネティック負荷ユニット搭
載で、最大で5%の登り坂まで再現できる究極の3本ローラー。MY E-Trainingの
1年間ライセンスも付属し、より高度なトレーニングを専門知識が無くても自宅で気

軽におこなうことができます。

1年間無料
クーポンつき

双方向通信･自動負荷で各種アプリと連携
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対応アプリ:

           

ワイヤレス通信規格︓ 対応ソフト:

別売りオプション

付属アプリ:

  
1 年間利用ライセンス

10%

29”24”

《別売オプション》
USB ANT+ ドン
グル + リアルソフト
ウ ェ ア / 税 抜 定
価︓7,230 円

対応

静粛性︓　★★★　負荷レベル︓　★～★★★★

※デジタルシリーズで表示される「POWER（W)」のワット数は、計算上の数値で実際に出力されているパワー値とは必ずしも一致しません。正確なパワー値を求める場合は、市販のパワー計測専用機器をご利用ください。
※心拍データを利用する場合は、別途「心拍ベルト」をお買い求めください。

ご自身のiPhoneやAndroidなどのスマホ、ポータブ
ルデバイスを利用してエリートの高機能な「MY 
E-Training」アプリを利用できます。

対応アプリ:

           

ワイヤレス通信規格︓ 対応ソフト:

別売りオプション

付属アプリ:

  
1 年間利用ライセンス

1年間無料
クーポンつき

6%

対応

ご自身のiPhoneやAndroidなどのスマホ、
ポータブルデバイスを利用してエリートの高機能
な「MY E-Training」アプリを利用できます。
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MIN

MAX

　キューボデジタルの電子制御マグネティック負荷ユニットは100Vで駆動し、スタンダードな負荷ユニットと
は異なり負荷ユニット自身が負荷を生み出します。よって実際の登りと同様の低ケイデンス・高負荷な登
板負荷を実現しています。高機能トレーニングアプリ「MY E-Training」ではレースに必要な「持久力」や
「脚力」向上のために効果的なトレーニング方法「インターバル･トレーニング」「ゾーン･トレーニング」「LSD･
トレーニング」「パワー･トレーニング」などが容易に行え、自身のパフォーマンスレベルの評価に役立つ「コン
コーニテスト」や「トレーニングテスト」といった評価プログラムも利用可能となり、アプリでは複数のライダー登
録ができるので、家族やグループでの利用もできるようになります。

■ 100V駆動の電子制御マグネティック負荷ユニット搭載
■ ANT＋™ / Bluetooth ワイヤレス通信機能搭載でスマホやポータブルデバイスとの接続が簡単
■ ANT+/FE-Cプロトコル採用で各社トレーニングAPPとの連携が可能
■ 高機能トレーニングアプリ「MY E-Training」を1年間無料で使えるクーポン付属
■ スタイリッシュな新型フレーム”QUBO”を装備。　■ 安定感が高く水平調整機能が付いています。
■ 20～29インチホィールに対応　■ 使用には100Ｖ電源が必要です。
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ご自身のiPhoneやAndroidなどのスマホ、ポータブ
ルデバイスを利用してエリートの高機能な「MY 
E-Training」アプリを利用できます。

1年間無料
クーポンつき

対応アプリ:

           

ワイヤレス通信規格︓ 対応ソフト:

別売りオプション

付属アプリ:

  
1 年間利用ライセンス

対応

　　アリオンデジタルの電子制御マグネティック負荷ユニットは、100V で駆動し、スタンダードな 3
本ローラーとは異なり負荷ユニット自身が負荷を生み出します。よって実際の走行と同様に坂道で
はペダルが重くなりよりリアルなローラートレーニングを実現しています。

■電子制御マグネティック自動負荷ユニット
■ANT™ +FE-C/Bluetooth SMART 双方向通信センサー内蔵
■使用には 100Ｖ電源が必要です。

静粛性︓　★★　負荷レベル︓　★★★

5%

TURBO MUIN SMART B+ ターボムインスマート B+　希望小売価格　\71,220-

あなたの自転車のリアホィールをTURBO MUIN と交
換すれば、あなたのエネルギーの100% を利用したトレ
ーニングが可能になります。エリート社が開発した「ダイレ
クト・トランスミッション」方式を採用する「TURBO 
MUIN」はフルード式負荷ユニットとフライホィールを完全
に内装した、非常に静かなホームトレーナーです。

静粛性︓　★★★★★　負荷レベル︓　★～★★★★★

■インターナル フライホィール︓すべてのトレーニングにおいて、内装フライホィールがスムーズなペダリングフィールを
実現します。

■負荷抵抗はスピードに比例して累進的に徐々に増加します。
■ハイパワー出力︓スピードやケイデンス、パワーなどを意識した理想的なトレーニングが可能となります。
■フォールダブル フレーム︓保管や運搬時には折りたたむ事が出来るフレームを採用
■5mm 径のクイックレリーズを使用するエンド幅130-135mm のロードバイクやMTB に対応
■標準でシマノ 10/11 スピードに対応、別売りオプションを使用することによりカンパニョーロ 11 スピードにも対応
可能です。

■20 ～ 29 インチホィール対応
■・iPhone やiPad、Androidデバイスでトレーニング管理が出来る「My E-Training」や実走行データを映像と
共に記録し活用できる「My RealVideo」 アプリ対応*

※写真のスプロケットは付属しません。

あなたのスマートフォンやタブレットに MY E-Training アプリをインストール︕
トレーニングデータの管理や本格的なトレーニング ・ プログラムが利用できます。
My E-Training はほぼすべてのエリート社製トレーナーに対応しており、過去の
製品でもご利用いただく事が出来ます。My E-Training は iOS と Android 両
方のポータブルデバイスに対応しており Apple 「APP STORE」もしくは Google
「Google Play」よりダウンロードしてご利用ください。1 日 10 分間までの体験利
用は無料ですべての機能を試すことが可能です。継続してアプリを利用するには
年間利用ライセンスの購入が必要ですが、Apple APP STORE では、年間ライ
センスが€9.99-（2016/10 月現在）と非常に経済的です。アプリは日本語対応しています。
※画面のデザインは APP のアップデートにより変更されます。

注意︓本アプリを利用したトレーニングには、トレーナー本体以外に、ス
マホやタブレットなどのポータブル端末が必要です。通信機能が搭載され
ていないモデルでアプリを利用するには ELITE 純正オプションセンサーを
ご利用ください。心拍データを利用する場合には「ハートレートベルト」が
必要です。詳しくは http://www.elite-it.com/ でご確認ください。
※アプリ上で表示される「パワー（W）」は計算上の数値で実際に出力さ
れている値とは異なります。

MY E-Training MY E-トレーニング　

ベーストレーニング︓レベルモード、プログラムモード（プリセット 10 種類）、パワーモード * の
トレーニングモードを選択できます。（* パワーモードが利用できるのは 100V 電源を使用す
る電磁負荷ユニットを備えたモデルのみになります。※QUBO Digital や ARION Digital
にはデジタルシリーズ専用 iOS アプリ「iQubo」も利用可能）
コンコーニテスト︓最大有酸素（エアロビック）運動と無酸素（アナロビック）運動の心拍数閾
値（HRT）や乳酸閾値（LT）を求めるテストで、求められた乳酸閾値は閾値動力や持久力
向上トレーニングに役立ちます。
トレーニングテスト︓自身のパフォーマンスレベルの確認を行い、今後のトレーニングメニュー
作成の基礎データとなります。
コースマップ︓Google Map を利用して自作したり、Yahoo ルートラボにアップされている
GPS データをダウンロードして利用し、マップ上を擬似走行しながらトレーニングを行えるモー
ド。アプリケーションは GPM フォーマットに対応しています。
保存したトレーニングデータやマップデータは twitter や facebook、google+ などで共有
することも出来ます。
リアルビデオ︓My REALVIDEO で自身の走行データを映像と共に記録し、専用サイトへ
アップロードするとビデオレースとして利用できます。世界中のライダーがアップしたリアルビデオ
も活用可能。

1年間無料
クーポンつき

対応アプリ︓

ワイヤレス通信︓

MISURO B+
ワイヤレスセンサー標準装備

ご自身のiPhoneやAndroidなどのスマホ、ポータブ
ルデバイスがあればエリートの高機能な「MY 
E-Training」アプリをすぐに利用できます。

あなたのお使いのポータブルデバイ
スでエリートの高機能トレーニングア
プリ「MY E-Training」にはどんな
アクセサリーが必要かが簡単にわか
ります。

ELITE CONFIGURO

モード選択画面 ヒストリーデータ
（トレーニング履歴）

コンコーニテスト

ベーストレーニング
※パワーモード

コースマップホームメニュー画面

レースに必要な「持久力」や「脚力」向上のために効果的なトレーニング方法「インターバル･トレーニング」
「ゾーン･トレーニング」「LSD･トレーニング」「パワー･トレーニング」などが容易に行え、自身のパフォーマンス
レベルの評価に役立つ「コンコーニテスト」や「トレーニングテスト」といった評価プログラムもポータブルデバイ
スと連動させる専用トレーニングアプリ「MY E-Training」を利用することにより可能となり、アプリでは複数
のライダー登録ができるので、家族やグループでの利用もできるようになります。

MY REALVIDEOで実写映像
とともにGPSデータを記録、専
用サイトにアップロードするとMY 
E-Trainingでバーチャル走行

することが可能になります。 世界中のサイクリス
トがアップロードしたサイクリングデータやエリートが
販売するツールやジロのコースデータも利用可能
です。　MY E-Trainingは、ストイックにトレーニ
ングに打ち込む方、楽しみながらトレーニングを
する方どちらにもお勧めできる高機能なヴァーチ
ャルサイクリング・シミュレーターです。

QUBO POWER SMART B+ Pack キューボパワー スマートB+パック　希望小売価格　\40,570-

8段階調整付きマグ負荷ユニットを搭載す
るQUBOパワーマグに、ANT+/Blutooth
ワイヤレスセンサーを内蔵しトレーニングマッ

トもトラベルブロックも付属した、すぐにプログラム･トレー
ニングを始められるお買い得モデル。
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■慣性モーメント3600mgmm2の大型フライホィールを装備した強力なマグネット負荷ユニットを装備
■リモートコントロール8段階負荷調整レバー
■静粛性が高くタイヤの磨耗も軽減する30ｍｍ口径エラストGELローラー
■安定感と実走感の高い新型QUBOフレーム　■トレーナーの水平を出すのに役立つ「レベリングフィート」装備
■ファストフィキシングメカニズムによりバイクの取り付け、取り外しが容易に
■・専用クイックレリーズ付属　■20 ～ 29 インチホィール対応
■iPhone やiPad、Androidデバイスでトレーニング管理が出来る「My E-Training」や実走行データを映像と
共に記録し活用できる「My RealVideo」 アプリ1年間無料クーポンつき*

静粛性︓　★★★　負荷レベル︓　★～★★★★

1年間無料
クーポンつき

対応アプリ︓

ワイヤレス通信︓

ご自身のiPhoneやAndroidなどのスマホ、ポータブ
ルデバイスがあればエリートの高機能な「MY 
E-Training」アプリをすぐに利用できます。

キューボパワーマグ　希望小売価格　\29,140-

安定性と実走行感の高いQUBOフレームに、リモートコントロール8段階負荷調整レバーがついた
最大負荷1,420Wのパワーマグ負荷ユニットを組み合わせた「キューボ パワーマグ」に、プログラムの
指示に合わせて負荷を変更しながらトレーニングする「MY E-Training」の1ヶ月無料クーポンが付
属したホームトレーナー入門にお勧めのモデルです。

QUBO POWER MAG

■慣性モーメント3600mgmm2の大型フライホィールを装備した強力なマグネット負荷ユニットを装備
■リモートコントロール8段階負荷調整レバー
■静粛性が高くタイヤの磨耗も軽減する直径30ｍｍのエラストGELローラー
■安定感と実走感の高い新型QUBOフレーム　■トレーナーの水平を出すのに役立つ「レベリングフィート」装備
■ファストフィキシングメカニズムによりバイクの取り付け、取り外しが容易に
■専用クイックレリーズ付属　■20 ～ 29 インチホィール対応
■iPhone やiPad、Androidデバイスでトレーニング管理が出来る「My E-Training」や実走行データを映像と
共に記録し活用できる「My RealVideo」 アプリ対応*

静粛性︓　★★★　負荷レベル︓　★～★★★★

最大負荷1,420W︕
パワーマグ負荷ユニット

自転車の着脱が簡単な
ファストフィキシングレバー

安定性、実走感の高い
新型QUBOフレーム

使用時の安定性を高める
レベリングフィート

静かでタイヤの磨耗も軽減する
直径30mmエラストGELローラー

NOVO FORCE ノヴォ フォース　希望小売価格　\19,790-

1,090Wもの負荷を生み出すFORCEマグユニットを
採用したコストパフォーマンスモデルが「ノヴォ フォース」
です。スタイリッシュなデザインで安定感の高いNOVOフ
レーム、大きなレバーで女性でも自転車の着脱がしや
すいファスト・フィキシングレバーなど、基本装備は充実
しています。フィットネスやレース会場でのウォーミングアッ
プなどにお勧めするベーシックなホームトレーナーです。

■慣性モーメント2790mgmm2の大型フライホィールを装備した強力なマグネット負荷ユニットを装備
■リモートコントロール5段階負荷調整レバー　■ワンタッチでローラーを後輪に適正にセットできる
■静粛性が高くタイヤの磨耗も軽減する直径30ｍｍエラストGELローラー
■安定性の高いNOVOフレーム ■ファストフィキシングメカニズムによりバイクの取り付け、取り外しが容易に
■専用クイックレリーズ付属　■24 ～ 29 インチホィール対応
■iPhone やiPad、Androidデバイスでトレーニング管理が出来る「My E-Training」や実走行データを映像と
共に記録し活用できる「My RealVideo」 アプリ対応*
静粛性︓　★★★　負荷レベル︓　★～★★★
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最大負荷1,420W︕
パワーマグ負荷ユニット

自転車の着脱が簡単な
ファストフィキシングレバー

安定感の高い
スタイリッシュな
NOVOフレーム

静かでタイヤの磨耗も軽減する
直径30mmエラストGELローラー

VOLARE AL ヴォラーレ アルミニウム　希望小売価格　\19,280-

ベーシックな低負荷～中負荷トレーニングに適した5段階負荷調整付きマグネット負荷モデル。
軽量でコンパクトな設計により省スペースに収納できるのも魅力。

■強力なマグネット負荷ユニットを装備
■リモートコントロール5段階負荷調整レバー
■専用クイックレリーズ付属
■24 ～ 28 インチホィール対応
■iPhone やiPad、Androidデバイス
でトレーニング管理が出来る
「My E-Training」や実走行デー
タを映像と共に記録し活用できる
「My RealVideo」 アプリ対応*

静粛性︓　★★　負荷レベル︓　★～★★

MY REAL VIDEO MY リアルビデオ

いつもの練習コースで自宅トレーニングができる︕世界中のライダーがアップロードした
コースデータも利用可能。My E-Trainigアプリと組み合わせて自宅に居ながらヴァー
チャルトレーニングができます。 My RealVideoの利用は無料です︕

Apple APP STOREおよび
Google Playよりアプリをダウン
ロードしてご利用ください。

iOSもしくはAndroidポータブルデバイスにMy RealVideoをインストールしてください。
いつものコースを走るときにMy RealVideoを使って走ってください。GPSデータと共に走行映像も
同時に記録されます。その記録データをエリート社のRealVideoサイトにアップロードすると、My 
E-Trainingで利用可能なデータに変換されます。これであなたのリアルビデオがMy E-Trainingで
利用可能になります。また同サイトにアップロードされている世界中のライダーが記録したリアルビデオ
データも利用することが出来ます。

対応アプリ︓

対応アプリ︓

1ヶ月間無料
クーポンつき

QUBO FLUID キューボフルード　希望小売価格　\37,300-

エリートトレーナーラインナップ中、最も静粛性の高い
負荷ユニット”フルード”を搭載するベストセラーモデ
ル。新型フレーム”QUBO”は高い安定性と水平が
出せる調整機構を備えています。
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■エリート独自のフルード負荷システムにより静かで実走感の高いスムーズな負荷を実現
■静粛性が高くタイヤの磨耗も軽減する直径45ｍｍの大型エラストGELローラー
■安定感と実走感の高い新型QUBOフレーム　■トレーナーの水平を出すのに役立つ「レベリングフィート」装備
■ファストフィキシングメカニズムによりバイクの取り付け、取り外しが容易に
■専用クイックレリーズ付属　■20 ～ 29 インチホィール対応
■iPhone やiPad、Androidデバイスでトレーニング管理が出来る「My E-Training」や実走行データを映像と
共に記録し活用できる「My RealVideo」 アプリ対応*
静粛性︓　★★★★　負荷レベル︓　★～★★★★

自転車の着脱が簡単な
ファストフィキシングレバー

安定性、実走感の高い
新型QUBOフレーム

使用時の安定性を高める
レベリングフィート

タイヤの磨耗も軽減する
直径45mmの大型エラストGELローラー

静粛性が高く自然な負荷の
フルード負荷ユニット

対応アプリ︓

1ヶ月間無料
クーポンつき
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QUICK-MOTION クイック モーション　希望小売価格　\49,420-

　クイックモーションはトレーナーが前後にフローティングしてバランスをとる３本ローラー。
フロート式のフレームがライダーのペダリングにより発生する慣性を減衰し、従来の３本ロ

ーラーには無い劇的な乗りやすさをもたらします。これにより簡単に、安全にトレーニングに集中する
ことができます。クイックモーションのフロートシステムでなら、ゴールスプリントのような「もがき」のトレー
ニングさえ可能になります。

■新型フローティングシステムが乗車時の前後揺れを軽減
■3段階の負荷調整機能付きマグネティック負荷ユニット　■足つき性の良いロープロファイル設計
■脱輪の危険性を減らすつづみ型の帯電防止ポリプロピレン製ローラーと左右のガイドローラー
■ペダリング時の前後に揺れる慣性を相殺するフローティングフレームシステム
■iPhone やiPad、Androidデバイスでトレーニング管理が出来る「My E-Training」や実走行データを

映像と共に記録し活用できる「My RealVideo」 アプリ対応*

静粛性︓　★★★　負荷レベル︓　★★★

1ヶ月間無料
クーポンつき
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924～1144mmのホィールベース対応 ロック機構付きフォールディング･フレーム 新しいフローティング･システム
対応 アプリ︓

ご自身のiPhoneやAndroidなどのスマホ、ポータブ
ルデバイスがあればエリートの高機能な「MY 
E-Training」アプリをすぐに利用できます。

ARION MAG アリオン マグ　希望小売価格　\41,030-

帯電防止ポリプロピレン製のローラーと樹脂製モノコック・フレームを採用して軽量で持ち運びしや
すい3本ローラー。3段階負荷調整付きマグネティック負荷ユニットと脱輪しにくいつづみ型ロー
ラーを採用しています。

静粛性︓　★★　負荷レベル︓　★～★★

1ヶ月間無料
クーポンつき

対応アプリ︓

ARION AL13 アリオン AL13　希望小売価格　\48,960-

重さのあるアルミニウム・ローラーでこぎ始めるとバランスがとりやすく初心者でも乗りやすい3本ロー
ラー。3段階負荷調整付きマグネティック負荷ユニットと脱輪しにくいつづみ型ローラーを採用して
います。

■つづみ型中空アルミニウムローラー
■3段階負荷調整機能付きマグネット負荷ユ
ニット

■足つき性のよい低床設計モノコックフレーム
■折畳んで自立収納可能
■iPhone やiPad、Androidデバイスでトレー
ニング管理が出来る「My E-Training」や実走
行データを映像と共に記録し活用できる「My 
RealVideo」 アプリ対応*

静粛性︓　★★　負荷レベル︓　★～★★

POWER VS SPEED
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1ヶ月間無料
クーポンつき

対応アプリ︓

ARION アリオン　希望小売価格　\26,810-

帯電防止ポリプロピレン製のローラーと樹脂製モノコック・フレームを採用して軽量で持ち運びしや
すい3本ローラー。初心者でも脱輪しにくいつづみ型ローラーを採用しています。

■つづみ型帯電防止ポリプロピレン製ローラー
■足つき性のよい低床設計モノコックフレーム
■折畳んで自立収納可能
■iPhone やiPad、Androidデバイスでトレー
ニング管理が出来る「My E-Training」や実走
行データを映像と共に記録し活用できる「My 
RealVideo」 アプリ対応*

静粛性︓　★★　負荷レベル︓　★

1ヶ月間無料
クーポンつき

対応アプリ︓

REAL E-MOTION B+ リアルEモーションB+　希望小売価格　\181,140-

　パソコンと連動させ100V駆動の電子制御マグネティック負荷ユニット搭
載で、低ケイデンス・高負荷でリアルな”登板負荷”を最大で6%の登り坂
まで再現できます。モニターに映した実際のレースコース映像とシンクロする
DVDビデオレースは2本付属しており、ツール・ド・フランスや世界選手権な
ど有名コースを実際に走っているかのような感覚でトレーニングできます。リ
アルアクションとほぼ同機能を持つ3本ローラーモデル。

■電子制御マグネティック負荷ユニット
■ANT™ ワイヤレス通信でコンピュータと接

続、負荷強度やパワー、ケイデンス、心拍、
スピード、時間、距離などを管理

■ペダリング時の揺れを再現するリトモフィートを
採用

■使用には100Ｖ電源とパソコンが必要です。静粛性︓　★★★　負荷レベル︓　★～★★★★★

無制限利用ライセンス付き

フローティングシステムによりダンシング可能︕

対応アプリ:

           

■つづみ型帯電防止ポリプロピレン製ローラー
■3段階負荷調整機能付きマグネット負荷ユ
ニット

■足つき性のよい低床設計モノコックフレーム
■折畳んで自立収納可能
■iPhone やiPad、Androidデバイスでトレー
ニング管理が出来る「My E-Training」や実走
行データを映像と共に記録し活用できる「My 
RealVideo」 アプリ対応*
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*2017モデルとしての出荷分から



DRIVO
エリート社の最新インタラクティブ（双方向通信）･ホームトレーナー「DRIVO（ドライ
ヴォ）」は、正確でリアルタイムなパワー（WATT）計測が出来る高精度パワーメータ

ーを内蔵したダイレクトトランスミッション方式のホームトレーナーです。100V で駆動する電子制
御マグネティック負荷ユニットを装備し、トレーニングプログラムと連動し負荷が自動的に変化、最
大で 24% もの登坂負荷を再現します。

コンピュータ・システム要件
CPU: Core duo, 3.0GHz 同等 - OS: Microsoft Windows XP/Vista/7/8/10 メモリー: 2GB - ハードディスク:10GB以上の空き容量, 7200RPM - ビデオカード: 512 MB以上のメモリ
ー モニター: 解像度1024x768以上 - ドライブ: DVD-ROMプレイヤー(リアルビデオに必要) - I/Oポート: USB x1 - ファイルシステム: NTFS同等 - オーディオカード: BGM利用時は必要

ドライヴォ インタラクティブ・ダイレクトトランスミッション・トレーナー　希望小売価格　\171,120-

　ドライヴォに付属するリアル・ソフトウェアに含まれる「リアルビデオ」で、実
在するレースコースを再現、実写映像を見ながら山岳コースでトレーニン
グが可能です。専用サイトから世界中のサイクリストがアップロードしている
「MYリアルビデオ」のデータも利用可能。再現できる最大の勾配は24％
で、ほとんどのライダーの登り坂への欲求を満たしてくれるでしょう。
ワット数や心拍数（心拍計は付属しません。）で負荷レベルをコントロー
ルしたり、WEBレースで世界中のサイクリストを相手に対戦することもでき
ます。MYリアルビデオ APPを利用して自身が走行した映像とGPSデータ
をインポートして、リアルターボムインでコースを再現すれば、屋外でのト
レーニングよりも濃密なトレーニングを実現してくれるでしょう。

■インターナル電子制御マグネティック負荷ユニットで低ケイデ
ンス/高負荷な”登板負荷”をリアルに再現

■パワーメーター内蔵で＋－1%の誤差でリアルなパワー
（WATT）を計測

■ANT+™ FE-C / Bluetooth SMARTトランスミッター
搭載でPCやポータブルデバイスとの接続も簡単に

■「トレーニングテスト」によりあなたの実力に合わせた１か月
分の専用トレーニングメニューを自動作成

■「コンコーニテスト」により現在のあなたの実力を評価
■MYリアルビデオをインストールしたデバイスで自身の走行を

映像と共に記録したデータやウェブ公開されているMYリア
ルビデオのコースデータをインポートしてコースを再現

■使用には100Ｖ電源が必要です。

※パワーメーター非搭載モデルでリアルソフトウェア使用時に表示される「POWER（W)」のワ
ット数は、計算上の数値で実際に出力されているパワー値とは必ずしも一致しません。正確
なパワー値を求める場合は、市販のパワー計測専用機器をご利用ください。

リアルソフトウェアで利用できる主なレーニング・プログラム

静粛性︓　★★★★★　負荷レベル︓　★～★★★★★

REALVIDEO TRAINING PROGRAMS TEST CONCONI TRAINING TEST

WEB RACE IMPORT GPS-DATA GEOLOCATED RACES MY REALVIDEO

・トレーニングプログラム︓プリセットされたプログラム
以外に自身でプログラムを組んでトレーニングする
サーキットトレーニング・プログラム

・コンコーニテスト︓ガイドに従って進めるだけで簡単
にAT値での出力などの計測と、有酸素、無酸素運
動時の出力を計測するプログラム

・トレーニングテスト︓ライダーの評価テスト後に、ラ
イダーのレベルや目的に応じた1ヶ月のトレーニング
プログラムを自動作成してくれるプログラム

・ウェブレース︓リアルビデオを利用して、世界中のラ
イダーとインターネットレース対戦が出来るプログラム

・GPSデータインポート︓GARMINやGoogle 
Mapなど、自身のデータやネット上に公開されてい
るデータをインポートして利用するプログラム

・ジオロケーテッドレース︓Google Mapのサテライ
トビュー上を自身で作成したデータやインポートした
GPSデータで議事走行が可能なプログラム

・MYリアルビデオ︓MYリアルビデオをインストールした
ポータブルデバイスでGPSデータと共に映像データを
記録しビデオレースとして利用可能なアプリケーション

・リアルビデオ︓実在のレースコースを実写映像と
GPSデータで収録して走行体験できるバーチャルト
レーニング・プログラム

対応アプリ:

           

付属アプリ:

  

付属ソフト:ワイヤレス通信規格︓

無期限ライセンス 無期限ライセンス

24%

無期限利用ライセンス付

24もの計測ポイントをもつ
誤差1％のパワーメーターを内蔵

運搬や保管に便利なフォールディング･レッグ採用

双方向通信･自動負荷で各種アプリと連携

* 5mm径のクイックレリーズが使用可能、エンド幅130/135mm、142x12mmのスルーアクスルに対応
** カンパニョーロ10/11スピード用フリーハブボディは別売り
※カセットスプロケットは付属しません。

28” ロード、27.5MTB、
29”MTB に対応するア
ジャスタブルフット

誤差＋－1%の高精度
パワーメーターを内蔵

2017

販売代理店

◆価格を含む最新情報のご確認はこちらへどうぞ◆

株式会社 カワシマサイクルサプライ
590-0007 大阪府堺市堺区北庄町3-3-16

Tel. 072 238 6126
info@riogrande.co.jp - www.riogrande.co.jp

イタリア・エリート社　日本輸入販売代理店

本カタログに掲載の価格は2016年10月現在の税抜き価格です。　最新の情報は弊社もしくはお
近くのスポーツサイクルショップへお問合せください。　もよりの販売店は弊社ホームページで
お調べいただけます。　ご購入はお近くの販売店へどうぞ。

PROTEC PLUS

SU-STA

GEL BLOCK TRAINING MAT

COPERTON BIKE BLOCK 2
静粛性と快適性を高めるホームトレーナー
専用タイヤ。
ローラー上で滑りにくく耐摩耗性も高めてあり
ます。※屋外走行不可

\4,200－

ホームトレーナー使用時に自転車の水平を
取るための前輪用ブロック。スースタは5段階
に高さが調整可能

\3,260－

ホームトレーナー使用時に自転車の水平
を取るための前輪用ブロック。
エコノミータイプ

\1,710－

ホームトレーナー使用時に自転車の水平
を取るための前輪用ブロック。
エラストGELを前輪接地部とブロック底面
に配して振動が床へ伝わるのを軽減しま
す。

\2,630－

ホームトレーナー使用時に、汗で自転車や
床を濡らすのを防ぎます。
ハンドルバーとシートポストにベルトで固定し
ます。

\3,150－

ホームトレーナー使用時に床の傷付きや振
動が伝わるのを防ぎます。マンションなどフ
ローリング床での使用には必須アイテムで
す。

\9,770－

ACCESSORIES

VIDEO RACE DVD
リアルトレーナーシリーズで利用する「リアル
ビデオ」用DVDソフト。
ツール・ド・フランスやジロ・デ・イタリアなどの
コースを収録したソフトウェアです。詳しくは
弊社ウェブサイトでご確認ください。

\3,610～

VAISETA
ヴァイセタ・ホームトレーナーバッグ。
トレーナーの収納や運搬に便利な収納バッ
グ。前輪用ブロックも収納可能。
使用可能なトレーナーは弊社ウェブサイト
でご確認ください。

\6,880-

SENDOR AND ADAPTOR エリートのホームトレーナーをさらに活用する為の通信用センサーや心拍ベルト
など、純正アクセサリーも取り揃えております。

MISURO B+
ANT+、Blutoothワイヤレス通信規格の
どちらにも対応するセンサー
「MISURO READY」とされているホームト
レーナーに本センサーを装着することによ
り、トレーナー本体とスマホ等のデバイスが
接続され、MY E-Training等のトレーニン
グアプリを使用することができます。

\7,340-

HR TRANSMISSION BELT
REALソフトウェアやMY E-Trainingアプリで
心拍データを利用する場合に身体へ装着
し、心拍データをトレーナーに送信するトラン
スミッションベルトです。

通信規格はANT+となります。デバイス、ト
レーナーの通信規格に合わせてお選びくださ
い。

ANT+ \7,340-

USB ANT+ & REAL SOFTWARE
RAMPA、QUBO DIGITAL、ARION DIGITALに対応す
る、ANT+受信キー（PC側）とリアルソフトウェアのセットです。

\7,230-

DONGLE ANT+
ANT+ 専用ワイヤレスレシーバー。
iPhone、iPod touch、iPadでANT+の通信が
できるようになるコネクタです。

※iPhone 5/5C/5S以降の機種など、Apple 
Lightningコネクタ搭載機器に使用する場合は
別途Apple社純正の「Lightning - 30ピンアダ
プタ」が必要です。

\11,900-

　実際にELITEホームトレーナーをお試しいただける「ELITEホームトレーナー・デモ機設置店」
が全国各地にございます。詳しくは弊社HPをご覧ください。

このアイコンのある
モデルに対応

CASSETE BODY
ダイレクトトランスミッション･トレーナー用の
カンパニョーロ対応交換用9/10/11Sカ
セットボディ
TURBO MUIN各モデル用とVOLANO、
DRIVO、KURA用があります。

\5,830-

100V電源で駆動するユニットを装備しアプリのデータによ
り自動的に負荷が変化する。双方向通信機能搭載

データ通信機能内蔵でスピード、ケイデンス、パワー値を
各種デバイスに送信可能なスマートトレーナー

別売のMISURO B+センサーを追加することによりデータ
通信機能を持つスマートトレーナーにアップグレード可能

このアイコンのあるスマートトレーナー/ローラーには、データ送
信のセンサーが内蔵されているのでご自身のiPhoneや
Androidなどのスマホ、タブレットがあればすぐにエリートの高
機能な「MY E-Training」アプリでトレーニングが出来ます。

このアイコンのあるトレーナー/ローラーはご自身のiPhoneや
Androidなどのスマホ、ポータブルデバイスでトレーニング管
理が出来る高機能な「MY E-Training」アプリが利用可能
です。

エリート・ホームトレーナーはすべてトレーニングアプリ対応です。

KURA クラ・ダイレクトトランスミッション・スマートトレーナー　希望小売価格　\94,770-

　静かなホームトレーナーとして人気のエリート･ダイレクトトランスミッション･トレーナーで
さらに誤差＋－１％の高精度なパワーメーターも内蔵。高機能トレーニングアプリの「

My-E-Training」、レコーディングアプリ「My RealVideo」が無期限で利用可能なライセンスが
付属して、多彩なトレーニングプログラムを使ったトレーニングがご自宅でも可能になりました。

　KURAに内蔵されるパワーメーターは誤差＋－1%の精度でリアルタイ
ムなパワー計測が可能。ダイレクトトランスミッション方式の負荷ユニットは
静粛性に優れ自宅でのトレーニングに最適です。
　高機能トレーニングアプリ「MY E-Training」ではレースに必要な「持久
力」や「脚力」向上のために効果的なトレーニング方法「インターバル･ト
レーニング」「ゾーン･トレーニング」「LSD･トレーニング」「パワー･トレーニン
グ」などが容易に行え、自身のパフォーマンスレベルの評価に役立つ「コン
コーニテスト」や「トレーニングテスト」といった評価プログラムも利用可能と
なり、アプリでは複数のライダー登録ができるので、家族やグループでの利
用もできるようになります。

■ 静粛性に優れたフルード式ダイレクトトランスミッション負荷
ユニット搭載

■24ポイントセンサーの高精度パワーメーターを内蔵
■ ANT＋™ / Bluetooth SMART ワイヤレス通信機能

搭載でスマホやポータブルデバイスとの接続が簡単に
■スピード&ケイデンスとパワー値をアプリに送信（パワーは

独自プロトコルによる計算値）
■センサーやパワーメーターに使う電源は、トレーナー使用時

のペダリングパワーで発電されバッテリーに充電
■ 高機能トレーニングアプリ「MY E-Training」無期限利用

ライセンス付
■ コンパクトに収納できるフォールディングレッグを採用

VOLANO
　静粛性に優れたフルードタイプの負荷ユニットを搭載したダイレクト・トランスミッション方
式のホームトレーナー。大型フラーホィール搭載でスムーズな加速と実走感の高いペダリン
グを実現。「スマート・レディ」なので別売りセンサーでスマートトレーナーとして活用可能。

ヴォラーノ ダイレクトトランスミッション･トレーナー（2017）　希望小売価格　\51,760-

　VOLANOの負荷ユニットはTURBO MUINほど高い負荷は発生しませんが、アマチュア向けに
充分な負荷強度を持つハイ・コストパフォーマンスなダイレクトトランスミッション・ホームトレーナーで
す。　別売りの「MISURO B+ ワイヤレスセンサー」を装着することにより、高機能トレーニングアプ
リ「MY E-Training」を使ったトレーニングも可能。

■ 内装フルード負荷ユニット・ダイレクトトランスミッション方式
■ 非常に静粛性が高く屋内トレーニングに最適
■ センサーマグネットを内蔵した「スマート・レディ」
■ 3kgの大型内蔵フライホィール搭載でスムーズな加速
■ 安定感が高く折畳み可能なフレーム構造
■ ロードでもMTBでも使用可能*
■ シマノ10/11スピード カセットに対応**

* 5mm径のクイックレリーズが使用可能、エンド幅130/135mm、142x12mmのスルー
アクスルに対応
** カンパニョーロ10/11スピード用フリーハブボディは別売り
※カセットスプロケットは付属しません。

静粛性︓　★★★★★★　負荷レベル︓　★★★★★

持ち運びに便利な
ハンドグリップ

インテグレーテッド
フルード負荷ユニット

安定性が高くコンパクトに折畳め
収納時に場所を取らない設計

ご自身のiPhoneやAndroidなどのスマホ、ポータ
ブルデバイスを利用してエリートの高機能な「MY 
E-Training」アプリを利用できます。

三角形のフットを回転させることにより
700C/26in/29inで高さ調整可能

センサーマグネット内蔵で
別売りのMISURO B+センサーを
追加装着可能

静かで実走感の高い
ペダリングを実現する

大型フライホィール

別売りアクセサリー：
MUSURO B+
ANT+/ Blutooth対応センサー
￥7,340-

1ヶ月間無料
クーポンつき

通信機能&パワーメーター内蔵モデル

対応アプリ:

           

付属アプリ:

  

ワイヤレス通信規格︓

無期限ライセンス

無期限利用ライセンス付

静粛性︓　★★★★★　負荷レベル︓　★★★★

運搬や保管に便利なフォールディング･レッグ採用

24もの計測ポイントをもつ
誤差1％のパワーメーターを内蔵

ハイパワーアウトプット
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センサーやパワーメー
ターに使う電源は、ト
レーナー使用時のペダ
リングパワーで発電さ
れバッテリーに充電さ
れます。

誤差＋－1%の高精度
パワーメーターを内蔵

* 5mm径のクイックレリーズが使用可能、エンド幅130/135mm、142x12mmのスルーアクスルに対応
** カンパニョーロ10/11スピード用フリーハブボディは別売り
※カセットスプロケットは付属しません。

28” ロード、27.5MTB、
29”MTB に対応するア
ジャスタブルフット

双方向通信機能を内蔵
したハイパワー自動負
荷ユニット

静かで拡張性に優れたダイレクトトランスミッションモデル


