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インタラクティブ トレーナー

DRIVO 希望小売価格　\180,860-（税抜）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

ANT+ FE-C、Bluetooth 双
方向通信機能搭載であら
ゆるデバイスと連携可能

POWER (W) vs SPEED (KM/H)
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24 ポイントの光学トルクセンサーで誤差± 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

　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” 24%
もの登板負荷” を自動で再現。 そして本体に内蔵された高精度なパワーメーターがリアルなパワー値
も測定。高機能トレーニングソフトの「REAL SOFTWAREや、トレーニングアプリ「My-E-Training」、
レコーディングアプリ 「My RealVideo」 を使ったさまざまなトレーニングが可能

自動負荷モデル

無期限利用
ライセンス付

各種トレーニングアプリに対応！

24%
ドングル付属

ダイレクトトランスミッション、 パワー

メーター内蔵、 リアルソフトウェア付

属するハイスペックトレーナーです。

　ドライヴォ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。 そして表示される
パワー値は 24 の測定ポイントを持つパワーメータで測定され、
高機能トレーニングソフト 「REAL SOFTWARE」 や 「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 ＋ FE-C / Bluetooth ワイヤレス相互通信機能搭載でパ

ソコンやスマホ、 ポータブルデバイスとの接続が簡単に
■ 高 機 能 ト レ ー ニ ン グ ソ フ ト 「REAL SOFTWARE」 と 「MY 

E-Training」 は無期限で利用できるライセンスが付属
■ 静粛性が非常に高いダイレクト ･ トランスミッション方式。
■ 使用には 100 Ｖ電源が必要です。

静粛性に優れた 100V 電
源で作動する電子制御マ
グネティック負荷ユニット

28" ロード、 27.5"MTB、
29"MTB に 対 応 す る ア
ジャスタブル ・ フットリアルなパワー値、 ケイデンス、

スピードのデータを送信する双
方向通信ユニット内蔵

静粛性 ： ★★★★★

負荷強度 ： ★～★★★★★

ロードも MTB も OK なダイレクトトランスミッション
130-135mmQR、 135-142mm スルーアク
スル対応

●自動負荷・双方向通信
●ダイレクトトランスミッション
●高精度パワーメーター内蔵

2,300W：40km/h

24%

パワーメーター内蔵

※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。

ANT+ FE-C、Bluetooth 双方向通信機能搭載・自動負荷モデル



インタラクティブ トレーナー

DIRETO 希望小売価格　\110,880-（税抜）ディレート 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

2018 NEW

ANT+ FE-C、Bluetooth 双
方向通信機能搭載であら
ゆるデバイスと連携可能

自動負荷モデル

%

12 ポイントの光学トルクセンサーで誤差± 2.5%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

14%　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 14%
の登板負荷を自動で再現。そして本体に内蔵されたパワーメーターがリアルなパワー値も測定。エリー
ト純正の高機能トレーニングアプリ 「My-E-Training」 やサードパーティ製の 「ZWIFT」、「Trainer 
Road」 などアプリを使ったさまざまなトレーニングが可能です。

ライセンス付

各種トレーニングアプリに対応！

●自動負荷・双方向通信
●ダイレクトトランスミッション
●パワーメーター内蔵

自動負荷、 ダイレクトトランスミッション、

パワーメーター内蔵、 My E-Training ライ

センス付属で価格を抑えたバリューモデル

　ディレート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。 そして表示されるパワー値は 12 の光学トルクセ
ンサーを持つパワーメーターで測定され、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」 「ペダリング解析（アプリ内有料）」 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 ＋ FE-C / Bluetooth ワイヤレス相互通信機能搭載でパ

ソコンやスマホ、 ポータブルデバイスとの接続が簡単に
■ 高機能トレーニングアプリ 「MY E-Training」 を 1 年間利用でき

るライセンスが付属
■ 静粛性が非常に高いダイレクト ･ トランスミッション方式。
■ 使用には 100 Ｖ電源が必要です。

静粛性 ： ★★★★★

負荷強度 ： ★～★★★★

静粛性に優れた 100V 電
源で作動する電子制御マ
グネティック負荷ユニット

ロードも MTB も OK なダイレクトトランスミッション
130-135mmQR、 135-142mm 
スルーアクスル対応

リアルなパワー値、 ケイデンス、
スピードのデータを送信する双
方向通信ユニット内蔵

1年間利用

設置サイズ：840x650mm
収納サイズ：300x650x550mm

POWER (W) vs SPEED (KM/H)
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1,400W：40km/h

※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。 ※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。

ANT+ FE-C、Bluetooth 双方向通信機能搭載・自動負荷モデル



インタラクティブ トレーナー

RAMPA 希望小売価格　\67,270-（税抜）ランパ インタラクティブ ・ トレーナー

QUBO DIGITAL SMART B+ 希望小売価格　\49,530-（税抜）キューボデジタル スマート B ＋
インタラクティブ ・ トレーナー

ANT+ FE-C、Bluetooth 双方向通
信機能搭載であらゆるデバイス
と連携可能

自動負荷モデル

各種トレーニングアプリに対応！

ライセンス付
1年間利用

アプリと連動して自動的に負荷が変わり、 よりリアルなインドア

トレーニングが可能！！　マイＥトレーニング 1 年間使い放題！！

■ 100V 駆動の電子制御マグネティック負荷ユニット搭載
■ ANT ＋ FE-C / Bluetooth ワイヤレス相互通信機能搭載でパソコンやスマホ、 ポータブルデバイスとの接続が簡単に
■ 高機能トレーニングソフト 「REAL SOFTWARE」 と 「MY E-Training」 は 1 年間利用できるライセンスが付属
■ 静粛性が非常に高いダイレクト ･ トランスミッション方式。
■ 使用には 100 Ｖ電源が必要です。 　※ ANT+ USB ドングルは別売りです。

静粛性 ： ★★★

負荷強度 ： ★～★★★★
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高負荷を生み出す電子制御マグネ
ティック負荷ユニット＋静粛性に優れた
Φ 40 エラスト GEL ローラー

女性でも扱いやすい大
型フィキシングレバー

セッティング簡単なオートマ
チック ・ テンションプレート

●自動負荷・双方向通信
● 24 ～ 29 インチホィール対応
●安定性の高いＡ型フレーム

ANT+ FE-C、Bluetooth 双方向通
信機能搭載であらゆるデバイス
と連携可能

自動負荷モデル

各種トレーニングアプリに対応！

ライセンス付
1年間利用

ＺＷＩＦＴにもお勧めなコストパフォーマンスに優れた自動負荷

トレーナー！　マイＥトレーニングも 1 年間使い放題！！

■ 100V 駆動の電子制御マグネティック負荷ユニット搭載
■ ANT ＋ FE-C / Bluetooth ワイヤレス相互通信機能搭載でパソコンやスマホ、 ポータブルデバイスとの接続が簡単に
■ 高機能トレーニングアプリ 「MY E-Training」 を 1 年間利用できるライセンスが付属
■ ナチュラルに負荷が掛かる自重式 QUBO フレーム採用。
■ 使用には 100 Ｖ電源が必要です。

静粛性 ： ★★★

負荷強度 ： ★～★★★★

高負荷を生み出す電子制御マグネ
ティック負荷ユニット＋静粛性に優れた
エラスト GEL ローラー

女性でも扱いやすい大
型フィキシングレバー

自重式 QUBO フレーム

●自動負荷・双方向通信
● 20 ～ 29 インチホィール対応
●扱いが簡単な自重式 QUBO フレーム
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※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。

※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。

ANT+ FE-C、Bluetooth 双方向通信機能搭載・自動負荷モデル



ホームメニュー画面 トレーニングメニュー
トレーニング：

プログラムモード

トレーニング：

自作プログラム
ビデオ： リアルビデオ

ビデオ ：ＭＹリアルビデオ マップコース
トレーニングテスト

自動作成プログラム

ヒストリーデータ

（トレーニング履歴）

ペダリング解析：  

オプションメニュー

MY E-Training マイ ・ E トレーニング

　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、 年間ライセンスが約￥1,200-（2017/2 月現在）と非常に経済的です。 ※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。

　「My E-Training」 を活用すればレースに必要な 「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、 トレーニング
の知識がなくても本格トレーニングが可能な 「トレーニングテスト」 といったトレーニングメニュー作成プログラムも利用できます。

トレーニング︓多彩なトレーニングが行える 2 ～ 3 種類のトレーニングモードを搭載。 機種によりアプリの動作は異なります。
パワーモード *1 / 任意のワット数を設定すると負荷ユニットが自動的に負荷を調整して任意のパワーを発生し続ける
レベルモード *2 / 任意の負荷レベルを設定しプログラムに応じて負荷を増減させる
プログラムモード / 10 種類の異なるトレーニングプログラムに沿って負荷を変化させる 「プログラムモード」 がプリセットされています。 プログラムモード
では、 自身でオリジナルプログラムも作成可能
　（*1 パワーモードが利用できるのは 100V 電源を使用する自動負荷モデルのみになります。）（*2 機種により調整できる負荷レベルは異なります。 自動負荷モデルでは自動的に負荷が変
動します。 クラシック系トレーナーでは、 画面の指示に従い負荷調整レバーもしくは自転車の変速で対応します。）

トレーニングテスト︓ 30 分程度の評価テストを実施して自身のパフォーマンスレベルの確認を行い、 目的やレベルに応じて１ヶ月間のトレーニングメ
ニューを自動作成。 作成されるプログラムはプロツアー選手の指導もイタリア ･ マペイスポーツセンター監修の本格的なトレーニングプログラムです。

マップコース︓ 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でき、 エリート社が公開するジロやツールなどの有名コースのリアルビデオ（有料）も利用可能。

ペダリング解析︓パワーメーター内蔵の 「DRIVO」 や 「DIRETO」 「KURA」 で利用することができる有料オプションメニュー。 効率のいいペダリング
の習得に役立つパワー解析機能（対応モデルの場合のみメニューに表示されます。 アプリ内課金約 1,000 円 /2017/1 現在）

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 ・ プログラムが自宅に居ながら活用できます。



スマート トレーナー

KURA 希望小売価格　\100,160-（税抜）クラ ダイレクトトランスミッション ・ トレーナー

ANT+ 、Bluetooth 通信機能搭載で
あらゆるデバイスと通信可能

ＳＭＡＲＴ Ｂ＋

24 ポイントの光学トルクセンサーで誤差± 1%のパワーメーターを内蔵

0
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

2600

2800

3000

3200

3400

3600

3800

4000

10 20 30 40 50 60

POWER VS. SPEED

PO
W

ER
 - 

W
AT

T

SPEED - Km/h

KURA
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1,020W：40km/h

無期限利用
ライセンス付

各種トレーニングアプリに対応！

±１％の精度で計測する高精度パワーメーターを内蔵！！ 

多彩なトレーニングプログラムをご自宅で！！

■ 24 ポイント光学トルクセンサー式パワーメーター内蔵
■ ANT ＋ / Bluetooth ワイヤレス通信機能搭載でパソコンやスマホ、 ポータブルデバイスとの接続が簡単
■ 高機能トレーニングアプリ 「MY E-Training」 を無期限で利用できるライセンスが付属
■ 自然な負荷で静粛性に優れたフルード式イレクトトランスミッション負荷ユニット
■ ロ ー ド も MTB も OK な ダ イ レ ク ト ド ラ イ ブ 130-135mmQR、 135-

142mmTA 対応
■ 28” ロード、 27.5MTB、 29” MTB に対応するアジャスタブルフット
■収納に便利なフォールディングレッグ採用
■ セルフチャージバッテリーで電源不要（USB 充電可）

静粛性 ： ★★★★★

負荷強度 ： ★★★★★

●高精度パワーメーター内蔵
●フルード式ダイレクトトランスミッション
● ANT ＋ / Bluetooth ワイヤレス通信機能搭載

TURNO 希望小売価格　\76,380-（税抜）トゥルノ ダイレクトトランスミッション ・ トレーナー

ANT+ 、Bluetooth 通信機能搭載で
あらゆるデバイスと通信可能

ＳＭＡＲＴ Ｂ＋

各種トレーニングアプリに対応！

ハイパワーで超静かなダイレクトトランスミッション！

通信機能標準装備でアプリトレーニングも簡単！！

■ 1 台づつキャリブレーションされた MISURO B+ センサー搭載でパワー、 ケイデンス、 スピードデータを送信
■ ANT ＋ / Bluetooth ワイヤレス通信でパソコンやスマホ、 ポータブルデバイスとの接続が簡単
■ 高機能トレーニングアプリ 「MY E-Training」 を 1 年間利用できるライセンスが付属
■ 自然な負荷で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
■ ロードも MTB も OK なダイレクトドライブ 130-135mmQR、 135-142mmTA 対応
■ 収納に便利なフォールディングレッグ採用

静粛性 ： ★★★★★

負荷強度 ： ★★★★

●計算値でも正確なキャリブレーション済 MISURO B+
センサー搭載

●フルード式ダイレクトトランスミッション
● ANT ＋ / Bluetooth ワイヤレス通信機能

2018 NEW

ライセンス付
1年間利用

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すぐにエリートの高機能な
「MY E-Training」 アプリを利用できます。

設置サイズ： 840x650mm
収納サイズ： 300x650x550mm

※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。

※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。

780W：40km/h
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ANT+、Bluetooth 通信機能搭載



スマート トレーナー

QUBO POWER SMART B+ 希望小売価格　\39,920-（税抜）

ANT+ 、Bluetooth 通信機能搭載で
あらゆるデバイスと通信可能

ＳＭＡＲＴ Ｂ＋
本格トレーニングからフィットネスまで気軽にインドア ・ トレーニ

ングが出来るアプリトレーニング入門機

■ MISURO B+ センサー搭載でパワー、 ケイデンス、 スピードデータを ANT ＋ / Bluetooth ワイヤレス通
信でデバイスへ送信

■ 高機能トレーニングアプリ 「MY E-Training」 を 1 年間利用できるライセンスが付属
■ 8 レベル調整可能なマグネティック負荷ユニット＋静かなエラスト GEL ローラー
■ 自転車の着脱が簡単な大型のファスト ・ フィキシングレバー
■ 実走行に近い自然な負荷が掛かる自重式 QUBO フレーム採用

ライセンス付
1年間利用

キューボパワー スマート B ＋
スマート ・ トレーナー
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各種トレーニングアプリに対応！

静粛性 ： ★★★

負荷強度 ： ★★★★

● ANT ＋ / Bluetooth ワイヤレス通信機能搭載
● 20 ～ 29 インチホィール対応
●実走感の高い自重式 QUBO フレーム

※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。

約900W：40km/h

MY REALVIDEO マイ ・ 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︕

Download the app MyRealVideo

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、 MyE-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。

ANT+、Bluetooth 通信機能搭載



クラシックトレーナー

VOLANO 希望小売価格　\54,700-（税抜）

ＭＩＳＵＲＯ ＲＥＡＤＹ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

■ 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
■ スマートトレーナーにアッグレード可能な 「ミズロ レディ」 仕様
■ 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
■ ロードも MTB も OK なダイレクトドライブ 130-35mmQR、

135-142mmTA 対応
■ 28” ロード、 27.5MTB、 29” MTB に対応するアジャスタ

ブルフット

ヴォラーノ ダイレクトトランスミッション ・ トレーナー

QUBO FLUID 希望小売価格　\39,420-（税抜）

ＭＩＳＵＲＯ ＲＥＡＤＹ静粛性に優れ扱いがシンプルなエリートのベストセラーモデル

キューボ フルード

　静粛性に優れたフルードタイプの負荷ユニットを内装したダイレクト ・
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。

　VOLANO の負荷ユニットは TURNO 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。

別売りアクセサリー：
MUSURO B+ ANT+/ Blutooth対応センサー
￥7,760-

静粛性 ： ★★★★★★

負荷強度 ： ★★★★★
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約600W：40km/h

NOVO FORCE 希望小売価格　\20,910-（税抜）

ＭＩＳＵＲＯ ＲＥＡＤＹ
レースのウォームアップやフィットネスにもおススメ

基本装備充実で拡張性もあるホームトレーナー入門機

ノヴォ フォース

■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 45 ｍｍの大型エラ
スト GEL ローラー

■スマートトレーナーにアップグレード可能な 「ミズロ レディ」 仕様
■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
■大型のファストフィキシングレバーでバイク着脱が容易に
■ 20 ～ 29 インチホィール対応

　エリートトレーナーラインナップ中でも、 シンプルユースで静粛性の
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。 自重
式” QUBO” フレームは、 高い安定性と水平が出せるレベル調整機
構を備えています。

　エリート独自のフルード負荷ユニットは、 負荷ユニット内部でオイルを撹拌する
ことにより負荷を生み出す仕組みで、 実走に近い負荷特性を持ち、 回転部
分はオイルで封入されているため非常に静かなトレーナーです。

静粛性 ： ★★★★

負荷強度 ： ★★★★
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各種トレーニングアプリに対応！

各種トレーニングアプリに対応！

■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 8 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 30 ｍｍエラスト

GEL ローラー
■スマートトレーナーにアップグレード可能な 「ミズロ レディ」 仕様
■安定性の高い NOVO フレーム 
■大型のファストフィキシングレバーでバイク着脱が容易に
■ 24 ～ 29 インチホィール対応

　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。

静粛性 ： ★★★

負荷強度 ： ★～★★★

各種トレーニングアプリに対応！
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すべての 「MISURO READY」 モデルは、 「MISURO B+ センサー」
を追加することによりスマートトレーナーにアップグレードが可能



1ヶ月間無料
クーポンつき

3 本ローラー

ARION DIGITAL SMART B+ 希望小売価格　\71,210-（税抜）アリオン デジタル スマート B

ANT+ FE-C、Bluetooth 双方向通
信機能搭載であらゆるデバイス
と連携可能

自動負荷モデル

各種トレーニングアプリに対応！

ライセンス付
1年間利用

唯一の双方向通信 ・ 自動負荷の３本ローラー !!

より実走に近い感覚でＺＷＩＦＴを楽しめるインタラクティブローラー

■ 100V 駆動の電子制御マグネティック負荷ユニット搭載
■ ANT ＋ FE-C / Bluetooth ワイヤレス相互通信機能搭載でパソコンやスマホ、 ポータブルデバイス

との接続が簡単に
■ 高機能トレーニングアプリ 「MY E-Training」 を 1 年間利用できるライセンスが付属
■ 脱輪しにくく静電気も予防する帯電防止つづみ型ローラー採用。
■ 924 ～ 1144mm のホィールベース対応
■ 使用には 100 Ｖ電源が必要です。

静粛性 ： ★★

負荷強度 ： ★★★

※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。

※パワーメーター内蔵モデル以外の、 インタラクティブトレーナー、 スマートトレーナー、 MISURO B+ より送信される 「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。

　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。

QUICK MOTION 希望小売価格　\52,240-（税抜）

ダンシング出来るフローティング ・ システム ローラー

＆コンパクト収納可能なフォールディングフレーム採用

■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
■ 924 ～ 1144mm のホィールベース対応

ＭＩＳＵＲＯ ＲＥＡＤＹ

クイック モーション

　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。

静粛性 ： ★★★

負荷強度 ： ★★★

各種トレーニングアプリに対応！
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3 本ローラー

1ヶ月間無料
クーポンつきＭＩＳＵＲＯ ＲＥＡＤＹ

各種トレーニングアプリに対応！
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ARION AL13 希望小売価格　\51,740-（税抜）アリオン AL13

　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
■ 924 ～ 1144mm のホィールベース対応
■スマートトレーナーにアップグレード可能な 「ミズロ レ

ディ」 仕様
静粛性 ： ★★

負荷強度 ： ★～★★
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1ヶ月間無料
クーポンつきＭＩＳＵＲＯ ＲＥＡＤＹ

各種トレーニングアプリに対応！

POWER VS SPEED

ARION MAG 希望小売価格　\43,370-（税抜）アリオン マグ

　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。

■ 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
■ 924 ～ 1144mm のホィールベース対応
■スマートトレーナーにアップグレード可能な 「ミズロ レ

ディ」 仕様
静粛性 ： ★★

負荷強度 ： ★～★★

1ヶ月間無料
クーポンつきＭＩＳＵＲＯ ＲＥＡＤＹ

各種トレーニングアプリに対応！

POWER VS SPEED

ARION 希望小売価格　\28,340-（税抜）アリオン

　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
■ 924 ～ 1144mm のホィールベース対応
■スマートトレーナーにアップグレード可能な 「ミズロ レ

ディ」 仕様
静粛性 ： ★★

負荷強度 ： ★

トレーナー・アクセサリー

ホームトレーナー使用時に自転車の水
平を取ったり傾斜をつけるための前輪
用ブロック。 スースタは 5 段階に高さが
調整可能

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

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。

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。

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。

ヴァイサ ・ 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。  Drivo、 Kura、 Turno 用

SU-STA BIKE BLOCK 2

PROTEC PLUS

NEW VAISETA VAISA for DRIVO

BIKE BLOCK ELASTO GEL 2

　アプリトレーニング時に重宝するノートパソコンやタ
ブレットなどを乗せるスタンド式ホルダーです。 トレイ
は角度調整可能で、 表面はアンチスリップになって
おりデバイスの脱落、 傷つきを防止します。 トレイ
とフットは折りたためコンパクトに収納できます。

POSA’ STAND

\12,690-

\3,450- \1,810- \2,780-

\3,330-

\7,270- \7,270-

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。 適合モデ
ルは販売店へお問い合わせください。

CASSETE BODY

\6,160-

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。

MISURO B+

\7,760-

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。 ANT+ 用、 Bluetooth
用があります。

HR TRANSMISSION BELT

\7,390 ～ 7,760-

PC 側に ANT+ 受信機能が必要な
場合に用いる USB 通信キーです。

ANT+ USB KEY

\6,160-

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。

ANT+ DONGLE

\11,830-

リアソフトウェアで利用する 「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。
詳しくはメーカーウェブサイトでご確認ください。

VIDEO RACE DVD

\3,820 ～

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。

TRAINING MAT

\10,320-

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

COPERTON

\4,440-

QUBO などの固定式トレーナーでス
ルーアクスル仕様のバイクを使用するた
めのアダプターと、 ダイレクトトランスミッ
ションモデルで BOOST 仕様のバイクを
使用するスペーサー

THRU-AXLE ADAPTER / BOOST SPACER

\3,200- \860-
スルーアクスルアダプター BOOST スペーサー



             

             

             

             

７８０Ｗ

             

１４００Ｗ

             
１０９０Ｗ

             
１２００Ｗ

             

対応通信規格 対応トレーニング･アプリ100V 駆動 再現可能勾配

アイコン説明

             
８００Ｗ

ＭＩＳＵＲＯ
ＲＥＡＤＹ

ＭＩＳＵＲＯ
ＲＥＡＤＹ

ＭＩＳＵＲＯ
ＲＥＡＤＹ

ＭＩＳＵＲＯ
ＲＥＡＤＹ

100V 電源で駆動しアプ
リのデータにより自動的に
負荷が変化する

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

MISURO B+ センサーを
追加することによりデータ
通信機能を追加できる

１２００Ｗ

ＭＩＳＵＲＯ
ＲＥＡＤＹ

パワーメーター
内蔵

双方向通信、 自動負荷で各種アプリと連携

ＤＲＩＶＯ
希望小売価格 \１８０,８６０-

・ ダイレクトトランスミッション

・ パワーメーター内蔵

・ ハイパワー再現可能勾配２４％

・ 双方向データ通信 ・ 自動負荷

各種アプリとの連携可能な

ダイレクトトランスミッションモデル

ＴＵＲＮＯ
希望小売価格 \７６,３８０-

・ ダイレクトトランスミッション

・ パイパワー７８０Ｗ (40km/h)

・ＳＭＡＲＴデータ通信

双方向通信、 自動負荷で各種アプリと連携

ＲＡＭＰＡ
希望小売価格 \６７,２７０-

・ リアルソフトウェア対応 （別売）

・ 双方向データ通信 ・ 自動負荷

・ エラストＧＥＬローラー

・ 再現可能勾配１０％

双方向通信、 自動負荷で各種アプリと連携

ＱＵＢＯ ＤＩＧＩＴＡＬ

ＳＭＡＲＴ Ｂ＋
希望小売価格 \４９,５３０-

・ リアルソフトウェア対応 （別売）

・ 双方向データ通信 ・ 自動負荷

・ エラストＧＥＬローラー

・ 再現可能勾配６％

フルード負荷ユニットで静粛性に優れたモデル

ＱＵＢＯ ＦＬＵＩＤ
希望小売価格 \３９,４２０-

・ フルード負荷ユニット / エラストＧＥＬローラー

・ＭＩＳＵＲＯレディ

・ 自然な負荷の自重式ＱＵＢＯフレーム

データ通信機能搭載のマグユニットモデル

ＱＵＢＯ ＰＯＷＥＲ

ＳＭＡＲＴ Ｂ＋
希望小売価格 \３９,９２０-

・ＳＭＡＲＴデータ通信

・ ８レベル / マグネット負荷ユニット

・ エラストＧＥＬローラー

マグネット負荷のエントリーモデル

ＮＯＶＯ ＦＯＲＣＥ
希望小売価格 \２０,９１０-

・ ５レベル / マグネット負荷ユニット

・ エラストＧＥＬローラー

・ＭＩＳＵＲＯレディ

機能や目的、予算で選べるエリートの固定式ホーム･トレーナー

ＺＷＩＦＴにオススメの自動負荷モデル

誤差１％のパワーメーター内蔵

ＳＭＡＲＴトレーナー入門機

レース会
場

持
込

みに最
適

なモデル

フルスペック･ハ
イエンドモデル

ハイパワー自動負荷モデル

ダイレクトトランスミッションで静粛性に優れたモデル

ＶＯＬＡＮＯ（２０１７）

希望小売価格 \５４,７００-

・ ダイレクトトランスミッション

・ 内蔵フルード負荷ユニット

・ＭＩＳＵＲＯレディ

シンプルで女性にも扱いやすい

静
か

なダイレクトドライブモデル

パワーメーター内蔵

光学トルクセンサー式パワー
メーター内蔵モデル
DRIVO, DIRETO, KURA
に搭載

※”SMART B+ モデル ”、”MISURO B+” で表示されるケイデン
ス、パワーは、独自アルゴリズムによる計算値になります。

※価格はすべて税抜き価格です。
※お求めお問合せは全国の弊社取引先サイクルプロショップまで

ＭＩＳＵＲＯレディモデルをスマート･トレーナーにアップグレード

ＭＩＳＵＲＯ Ｂ＋
希望小売価格 \７,７６０-

・ スピード / ケイデンス / パワーのデータを送信

・Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ ＳＭＡＲＴ、ＡＮＴ＋対応

・ＭＩＳＵＲＯレディの表示のあるトレーナーに使用可能

《OPTION》

● リアルソフトウェア付属＆無期限ライセンス付

● マイＥトレーニング無期限ライセンス付

● マイＥトレーニング 1 年間ライセンス付

● マイＥトレーニング 1 年間ライセンス付

● マイＥトレーニング 1 年間ライセンス付

● マイＥトレーニング 1 年間ライセンス付

             
７００Ｗ

パワーメーター内蔵のスマート･トレーナー

ＫＵＲＡ
希望小売価格 \１００,１６０-

・ ダイレクトトランスミッション

・ パワーメーター内蔵

・ＳＭＡＲＴデータ通信

● マイＥトレーニング無期限ライセンス付

             

双方向通信、 自動負荷で各種アプリと連携

ＤＩＲＥＴＯ
希望小売価格 \１１０,８８０-

・ ダイレクトトランスミッション

・ パワーメーター内蔵

・ ハイパワー再現可能勾配１４％

・ 双方向データ通信 ・ 自動負荷

自
動

負
荷

・ バ
リューモデル！

● マイＥトレーニング１年間ライセンス付

ＳＭＡＲＴダイレクトトランスミッション



ウォーターボトル

ソフトで軽量な新型 FLY（フライ）ボトルを採
用した、 2017 チームボトル。

容量：550ml
重量：54g

FLY TEAM 550ML

\710-
BMC レーシング チームスカイ FDJ チームサンウェブ バーレーンメリダ

ロットソウダル モビスターチーム オリカスコット AG2R UAE チームエミレーツ

異なる特徴のプラスチック素材を混ぜ合わせた
非常に軽量で丈夫な複合マテリアルを使用。
握りやすく超軽量な新型 FLY（フライ）ボトル。

容量：550ml / 750ml
重量：54g(550ml)
550ml カラー：クリア / グレー、 クリア / レッ
ド、 ブラック / グレー、 ブラック / レッド、 ホワイ
ト / グレー、 レッド / ブラック、 グリーン / ブラッ
ク、 ネオンイエロー / ブラック、 ライトブルー / ブ
ラック、 オレンジ / ブラック
750ml カラー：クリア / グレー、 ブラック / レッ
ド、 レッド / ブラック、 ライトブルー / ブラック

FLY 550ML / 750ML

\660-（550ml）
\780-（750ml） 550ml 750ml

逆流防止メンブレンバルブ採用で 3 サイズ揃
うウォーターボトル

容量：550ml / 750ml / 950ML
550ml カラー：クリア / グレー、 クリア / レッド、
ブラック / グレー、グレー / レッド、グレー / グリー
ン、 グレー / ブルー、 グレー / オレンジ
750ml カラー：クリア / レッド、ブラック / グレー
950ML カラー：クリア / レッド

OMBRA 550ML / 750ML /950ML

\690-（550ml）
\810-（750ml）
\890-（950ml）

550ml 750ml 950ml

550ml 750ml

グランフォンド BLK

グランフォンド WHT

エリート社のロングセラー商品 「コルサボトル」
3 サイズ＋ダストキャップの有無が選択できます。

容量：550ml / 750ml / 950ML
重量：89g（550ml/ キャップなし）
マテリアル：生分解性プラスチック
カラー：クリア / レッド

CORSA / SUPER CORSA / MAXI CORSA

\560-（550ml）
\690-（750ml）
\740-（950ml）

\620-（550ml）
\750-（750ml）
\800-（950ml）

ダストキャップなし ダストキャップ付き

550ml 750ml 950ml 550ml 750ml 950ml

ホコリ汚れを防ぐダストキャップ付き

750ml 950ml

サーヴェロ専用モデル
逆流防止メンブレンバルブ採用で 3 サイズ揃
うウォーターボトル

容量：550ml / 750ml
カラー：サーヴェロ

OMBRA CERVELO 550ML / 750ML

\740-（550ml）
\890-（750ml）

●サイクルボトル使用上の注意●
エリート社のウォーターボトル製品はサイクルスポーツ用途への最適化を目的に開発されています。 　軽さ、 握りや
すさ（やわらかさ）を実現するために、 構造上、 液体の密封は完全ではありません。 　ボトルを逆さにしたり、 か
ばん等に入れて使用すると液体が漏れる場合がありますのでご注意ください。 　「食洗機対応」 と記載のある製品
は、 本体や付属品も含め食洗機での洗浄に対応しておりますが、 食洗機使用中の耐熱温度は 40℃と なって
おります。 　また洗浄中、 ヒーター等の熱源に接触しないようご注意ください。



ボトルケージ

インジェクテッド ・ カーボン製軽量ボトルケージ

カラー：カーボングロッシー / ホワイト、カーボンマット / レッ
ド、カーボンマット / ホワイト、カーボンマット / ブラック、カー
ボンマット / ピンク、カーボンマット / イエロー、カーボンマッ
ト / オレンジ、カーボンマット / ライトブルー、カーボンマッ
ト / ゴールド、 カーボンマット / グリーン

重量：23g

VICO CARBON

\3,270-

FRP コンポジット製軽量ボトルケージ

カラー：ブラック / レッド、 ブラック / ホワイト、 ソフトタッ
チブラック、 ブラック / ブルー、 ブラック / グリーン、 ブラッ
ク / イエロー、 ブラック / オレンジ、 ブラック / ピンク、 ネ
オンイエロー、 ソフトタッチホワイト、 ホワイト / ブラック、
ホワイト / レッド、 レッド / ホワイト、 マットブラック / ホワ
イト、 ソフトタッチグレー、 ブラック / ライトブルー

重量：40g

CUSTOM RACE PLUS

\1,650-
NEW ブラック / ライトブルー

インジェクテッド ・ カーボン製軽量ボ
トルケージ

カラー：カーボンマット / ブラック、カー
ボンマット / ホワイト、 カーボンマット
/ レッド、 カーボングロッシー / ホワ
イト

重量：21g

ROCKO CARBON

\3,450-

FRP コンポジット製軽量ボトルケー
ジ

カラー：ソフトタッチブラック、 ソフト
タッチグレー、ブラック / ライトブルー、
ブラック / グリーン、 ブラック / ホワイ
ト、 ブラック / レッド、 ブラック / オレ
ンジ、 ネオンイエロー / ブラック、 ホ
ワイト / ブラック

重量：

CANNIBAL XC

\1,710-

2018 NEW

2018 NEW

FRP コンポジット製軽量ボトルケー
ジ

カラー：ソフトタッチブラック、 マット
ブラック / ホワイト、 ブラック / ホワイ
ト、ブラック / ブルー、ブラック / レッド、
ホワイト / ブラック、 レッドグロッシー

重量：41g

CUSTOM RACE

\1,580-

FRP コンポジット製軽量ボトルケー
ジ

カラー：ソフトタッチブラック、 マット
ブラック / ホワイト、 ブラック / ホワイ
ト、ブラック / ブルー、ブラック / レッド、
ホワイト / ブラック、 レッドグロッシー

重量：

PARON RACE

\1,020-

100% カーボンファイバー製超軽量ボトルケージ。

重量：15g ( ± 10%)

LEGGERO CARBON

\8,110-

70 ～ 74mm 調整可能なアジャスタブルケージ

PRIA PAVE’

\1,800-

サイドエントリーも可能でハイクオリティなステンレス ・
スチール製ボトルケージ

MOREO INOX

\2,820-

シンプルで美しいデザインのハイクォリティ ・ ステンレ
ススチール製ボトルケージ

CIUSSI INOX

\2,820-

CIUSSI GEL

\1,620-

シンプルなアルミ製ボトルケージの定番アイテム

CIUSSI

\1,320-

ボトル台座の無い 25 ～ 70mm までの
チューブにボトルケージを固定できるフィッ
ティングキット

VIP

\980-

パリ ・ ルーベでも使用される信頼性の高いアルミ製
のロングセラーボトルケージ

装着例：



サーモボトル

ヴィンテージコレクション トライアスロン・ストレージ

保温機能を備えた握りやすいスクイーズボトルに新型の吸い口を採
用、 旧製品に比べ中身が流れる容量がアップ。
ポリエチレンシートと空気層の二重構造によりアイスでもホットでも約
2 時間、 保冷／保温効果が持続します。 泥やほこりから吸い口
を守るキャップは取外し可能。

容量：500ml / 650ml
500ml カラー：グレー、 レッド、 オレンジ、 ブルー、 イエロー、 パー
プル、 グリーン　650ml：レッド、 グレー
■耐熱温度：75℃■ BPA 不使用■食洗機対応

ICE BARG 500ml / 650ml

\1,230-（500ml）
\1,490-（650ml）

NANOGELITE 500ml / 650ml

\2,760-（500ml）
\3,230-（650ml）

304 ステンレス製 真空二重構造の本体による優れた断
熱性能により、 最長で 12 時間の保冷 ・ 保温が可能な
サーモボトル。
ステンレスキャップ、サイクリングキャップの 2 種類が付属し、
サイクリング時だけでなくアウトドアやオフィス等で幅広く活
躍します。
エリート社製ボトルケージに対応する直径74mmサイズ。

容量：500ml
■耐熱温度 100℃■食洗機対応（50℃以下）■
電子レンジ非対応

DEBOYO

\3,450-

500ml 650ml

500ml 650ml

固定物としては世界最軽量の断熱 素 材 「Nanogel
（ ナ ノ ゲ ル ）」 を 採 用 し た 保 温 / 保 冷 ボ ト ル で す。
NANOGELITE は抜群の保温 / 保冷能力のみならず、 軽
量でフレキシブル、 ソフトな握りやすさを備えています。

容量：500ml / 650ml
500ml カラー：スモーク / ホワイト、 ホワイト /
グレー、 ホワイト / レッド、 ホワイト / ブルー
650ml カラー：ホワイト / グレー

●サイクルボトル使用上の注意●
エリート社のウォーターボトル製品はサイクルスポーツ用途への最適化を目的に開発されています。 　軽さ、 握りやすさ（やわらかさ）を実現するために、 構造上、 液体の密封は完全ではありません。 　ボトルを逆さにしたり、 かばん等に入れて使用すると液体が
漏れる場合がありますのでご注意ください。 　「食洗機対応」 と記載のある製品は、 本体や付属品も含め食洗機での洗浄に対応しておりますが、 食洗機使用中の耐熱温度は 40℃と なっております。 　また洗浄中、 ヒーター等の熱源に接触しないようご注意く
ださい。

EROICA  / ALLOY BOTTLE

\3,300-

サテン仕上げでしっかりした厚みのあるアルミニウム製ボディに
コルク製のキャップを備えたクラシックデザインボトル。
ボディには 「L'Eroica」 のロゴが入ります。

コルクキャップには紛失防止のためひもが付けられています。

容量：600ml　
直径：74mm

EROICA  / ALLOY BOTTLE

\4,200-（シングル）
\7,210-（ダブル）

ハンドルバーに 固定するレトロスタイルでクラシカルなデザインのサテン仕上げ アルミニウム製ボトルケージ。
ワンタッチでアルミボトルをしっかり固定できるレバー式でベルトには 「L'Eroica」 のエンボスロゴが入ります。
ベルトの内側にはラバーパッドが付くので、 グラベルロードでもボトルをしっかり保持しボトルの傷付きも軽減し
ます。

※ノーマルハンドルサイズ、 クイル
ステム専用設計につき、 アヘッド
式のハンドルバーには取付できませ
ん。

装 着 可 能 ボ ト ル 直 径：70 ～
78mm

サドルの後ろにボトルケージやアクセサリーを取り付けるための軽
量アルミニウム製リアウマウントシステム。
トライアスロンバイクには必須のアイテムですが、 ボトルケージを最
大 3 個取り付け可能な積載力はロードバイクに乗るサイクリスト
にとってもロングライドやブルベなど、 携行物が増えるライドに活
躍します。

■内容：本体 x1、 CO2 ボンベステー x1、 ストラップ x2、
レール取り付けプレート x4、 ボルト x5、 ナットｘ 7、 ワッシャー
x12
■材質：アルミニウム
■カラー：ブラック、 ホワイト
■重量：115g

SKEKANE

\4,650-

装着例：

トライアスロンやレース遠征時に便利なトラベル ・ ギアバッグ。
4 パターンの収納が可能でシューズやヘルメット、ボトルなどを効率よくパッ
キングできます。

スペック
使用時サイズ : 38 x 24 x 42 cm
未使用時クローズドサイズ : 38 x 24 x 14 cm
重要 : 2.5 kg

TRI BOX

\19,520-

工具やタイヤチューブ、 パンク修理キットなど、
分割して収納するのに便利な 2 段構造。 チュー
ブラータイヤやウィンドブレーカーなどかさばるもの
を収納する場合は、 上段をとりはずし下段のみ
で使用可能です。

BYASI / SUPER BYASI

\890-（BYASI）
\990-（SUPER BYASI）

■上段を付けた際の下段容量：BYASI 約
500ml S-BYASI 約 670ml
■上段深さ：約 6cm
■下段深さ：BYASI 約 17cm, S-BYASI 約 19.5cm
■上段を付けた際の下段深さ：BYASI 約 12.5cm, S-BYASI 約 15.5cm
■フタ付き全長：BYASI 約 20cm, S-BYASI 約 23cm



ワークスタンド・アクセサリー

スピーディーな作業効率の良さ
素早く設置、 収納が可能な構造で、 水平アームはトリガーの固定でワンタッチ。 バイクの固定はフロ
ントエンド、 リアエンド（130mm）のどちらでも可能で、 水平アームへの固定位置はスライダーで無
段階に調整でき、 固定もレバーでワンタッチ。 ハイトアジャストメントノブを開閉すれば、 素早く高さを
調整できます。 BB 位置は地面から約 72cm ～ 102cm の間で昇降でき、 最も作業しやすい高さ
に無段階調整が可能。 ハイトアジャストメントノブを開き、 プラスチックリングのクイックレリースを閉じれ
ばバイクを 360°スイングさせることができます。 これにより、 洗車時や反対側へのアクセスが圧倒的に
楽になります。

確実な作業が可能な堅牢さ
安定感の高いトライポッドを備え、 BB まわりの力のかかる作業にも対応。 自転車を装着すると BB
下のトリガーがロックされ、 不意にアームが閉じられてしまうのを防ぐ構造。 作業中にフレームの脱落を
防止するストラップ付き。 フレーム BB 部の傷つきを防ぐラバーパッド、 アルミニウム製フレーム、 防錆
のスチール製ラケット、 ピボットを備え錆びにくく洗車にも対応

軽量性
軽量なアルミニウム製フレームに負荷のかかる部分にはスチール製のブラケット、 ピボットを備え、
軽さと耐久性をバランスさせた持ち運びが苦にならない 5kg の重量。
折り畳みが可能で収納時は長さ約 100cm とコンパクトです。

■収納時長さ：約 100cm
■高さ調整範囲 (BB の高さ ) ：約 72cm ～ 102cm
■重量：約 5kg

WORKSTAND RACE PRO

\32,730-

シンプルながら高機能 ・ 省スペースでホームユーズに最適です。

■アルミニウム製チューブ、 キャストアルミ製クランプヘッド
■大型クランプレバー
■ 360 度回転する大型クランプヘッド
■クランプ対象物の傷付きを軽減するソフトラバーグリップ
■安定性が高く折畳み可能なフレーム構造
■ロードや MTB、 電動アシスト車でも対応可能な耐荷重 30kg
■高さは 100 ～ 150cm まで調整可能
■収納サイズ：118cm x 33cm
■展開サイズ：68.5cm x 121cm x 高さ 100 ～ 150cm
■重量：約 8kg

TIENSU’

\23,720-

■取扱い簡単
■高さ調整可能
■ 360°回転するクランプヘッド
■重量：17kg

WORKSTAND TEAM

\19,220-

■最大荷重：30kg
■最大タイヤ幅：60mm
■タイヤ + リムの最大高：75mm

リムの傷防止にアームには樹脂が埋め込まれています。
壁を汚さず、 ぐらつきを抑制する後輪受け付属。
壁にボルトで固定し、 自転車の前輪を吊るすバイクラック。

自転車を立てて、 前輪で奥の丸ボタンを押しこむとアームが回って前
輪を固定。 取り外す際は、 ロック解除ボタンを押し、 前輪で丸いボタ
ンを押すとアームが解放されます。 自転車の収容 ・ 取り外しとも、 両
手で自転車を支えたまま行えるため、 力の弱い人でも楽に扱えます。

TAKA’

\10,810-

【注意事項】
※本製品は、 石膏ボードの壁や、 木材パネルにはご使用にな

れません。
※取付けには、壁の素材、構造に合ったボルトをお使いください。

壁の強度や構造などがわからない場合は必ず工務店などに取
付を依頼してください。

※取付け作業をする際、 ガスや水道の配管を傷つけないよう注
意してください。

※自転車を掛ける前に、 本製品がしっかりと壁に取り付けられて
いるかどうかをよく確認してください。 確実にとりつけが出来てい
ない場合、 バイクが破損したり、 人が怪我をする可能性があ
ります。

4 ホィールタイプのバイクケース。

ケース底部は丈夫なハードシェルに安定性の高いバイク、 上側はファ
ブリックを使用したソフトケースになっています。 軽量かつ丈夫で輸送
中のバイクトラブルを効果的に防ぎます。 未使用時はコンパクトに収
納できます。
製品情報について詳しくはメーカー HP でご確認ください。

BORSON

\90,090-



youtube.com/elitebiketraining

instagram.com/elite_cycling

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 2017 年 10 月現在の税抜き価格です。 価格や製品の仕様は予告なく変
更になる場合があります。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。

facebook.com/elitebiketraining
facebook.com/kawashimacyclesupply

twitter.com/elite_cycling
twitter.com/RIOGRANDE_KAWA




