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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

エリート ・ ホームトレーナーは

全モデルＺＷＩＦＴ対応です。

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

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 \７,８００-

・ 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》

※”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 2019/9 現在の税抜き価格です。
※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

詳しくはウェブで！！

Power Meter Link︓自転車に装着されたパワーメーターを
使用する場合に、 パワーメーターとトレーナーをペアリングしパワー
メーターの計測値に基づいた負荷調整を行う事が出来る機能

エリート ・ トレーナーは各社アプリに幅広く対応

メタル＆ウッドのイタリアンファニチャーデザイン

内部ファンをなくした静かなトレーナー

ＴＵＯ　( トゥオ）

希望小売価格 \５５,４００-

・ オートマチックプリロード

・ イタリアンファニチャーデザイン

・ エラストＧＥＬ ローラー

・ スルーアクスル対応

・ 24 ～ 29 ホィール対応

１年間無料ライセンス付

高精度光学式パワーメーター内蔵の自動負荷モデル

ＤＲＩＶＯⅡ
希望小売価格 \１５５,４００-

・ ダイレクトトランスミッション

・ 従来モデルより負荷反応速度が向上

・ 光学センサー式パワーメーター内蔵

・ スルーアクスル対応

３年間無料ライセンス付

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 \７７,２００-

・ ダイレクトトランスミッション

・ 静かな内蔵フルード負荷ユニット

・ ＳＭＡＲＴデータ通信機能搭載

・ 最大負荷 1,950Ｗ=60km/h

１年間無料ライセンス付

ペダリング解析 APP︓My E-Training アプリ内のオプション機
能でペダリングを視覚的にチェックできる出来る機能を利用可能

（有料オプション）

　　　　　　光学センサー

パワーメーター内蔵

正確に実トルクを計測する光
学トルクセンサー式パワーメー
ター内蔵モデル。 DRIVOⅡ, 
DIRETO X に搭載

ＭＩＳＵＲＯ
ＲＥＡＤＹ

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 \４０,２００-

・ 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

・ 最大負荷 1,200Ｗ＝60km/h

・ 20 ～ 29 ホィール対応

１ヶ月無料ライセンス付

ＭＩＳＵＲＯ
ＲＥＡＤＹ

マグネット負荷のエントリーモデル

ＮＯＶＯ ＦＯＲＣＥ
希望小売価格 \２１,２００-

・ リモート８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

・ 最大負荷＝1,080Ｗ＝60km/h

１ヶ月無料ライセンス付

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 \３９,９００-

・ ＳＭＡＲＴデータ通信機能搭載

・ リモート８レベル / マグネット負荷ユニット

・ エラストＧＥＬローラー

・ 最大負荷 1,420Ｗ＝60km/h

１年間無料ライセンス付

エリート社のトレーナーは

すべてイタリアの本社工場

にて、 １台ずつ丁寧に負荷

ユ ニ ッ ト の キ ャ リ ブ レ ー

ション（補正）を行ってから出

荷されています。

さらに静かでパワフルになった自動負荷モデル！！

ＤＩＲＥＴＯ Ｘ
希望小売価格 \１１２,４００-

・ ダイレクトトランスミッション

・ 光学センサー式パワーメーター内蔵

・ 従来モデルより５０％静粛性向上

・ スルーアクスル対応

・ 前輪用ライザーブロック付属

ＭＩＳＵＲＯ
ＲＥＡＤＹ

ダイレクトトランスミッション＆フルード負荷で静粛性に優れ

パワーメーターをお持ちの方におススメ

ＶＯＬＡＮＯ
希望小売価格 \５４,７００-

・ ダイレクトトランスミッション

・ 静かな内蔵フルード負荷ユニット

・ ＭＩＳＵＲＯレディ

・ 最大負荷 1,350Ｗ＝60km/h

・ 20 ～ 29 ホィール対応

１ヶ月無料ライセンス付

超コンパクトで静かな自動負荷モデル！！

ＳＵＩＴＯ　( スィート）

希望小売価格 \９４,８００-

・ ダイレクトトランスミッション

・ パワー計測制度 ±2.5%

・ 収納サイズ ： 15ｘ49.5ｘ56ｃｍ

・ 前輪用ライザーブロック付属

・ シマノ 105 カセット装着済み

１年間無料ライセンス付

1 ヶ月無料ライセンス付



すべてのモデルで８つのアプリに正式対応 あらゆるデバイスに対応する通信規格搭載

2020 NEW MODEL

Power Meter Link︓自転車に装着されたパワーメーターを
使用する場合に、 パワーメーターとトレーナーをペアリングしパワー
メーターの計測値に基づいた負荷調整を行う事が出来る機能

15%

12 ヶ月無料

ZWIFT
1ヶ月無料

◆ダイレクトトランスミッション / 自動負荷トレーナー
◆ANT+FE-C / Bluetooth FTMS 通信対応
◆パワー計測精度︓±2.5％
◆自然な負荷を実現するスムーズペダリング
◆非常にコンパクトに収納できるフォールダブルフレーム
◆対応ハブ︓130-135x5mm QR、142x12mm ス

ルーアクスル
●前輪用ライザーブロック付属 & シマノ 105 スプロ

ケット装着済

SUITO（スィート）

税抜小売価格︓\94,800-

シマノ 105 11-28T
カセット装着済︕

収納サイズ︓幅 15 ㎝ｘ高 49.5 ㎝ｘ奥行 56 ㎝

40km/h
=1,900W

18%

12 ヶ月無料

◆ダイレクトトランスミッション / 自動負荷トレーナー
◆ANT+FE-C / Bluetooth FTMS 通信対応
◆内蔵光学センサー式パワーメーター精度︓±1.5％
◆自然な負荷を実現するスムーズペダリング
◆コンパクトに収納できるフォールダブルフレーム
◆対応ハブ︓130-135x5mm QR、142x12mmスルー

アクスル
●前輪用ライザーブロック付属

DIRETO X（ディレート X）

税抜小売価格︓\112,400-

40km/h
=2,100W

従来型 DIRETO と比較して
静粛性が 50％向上しました︕

収納場所に困らない薄さ15cm︕

◆タイヤドライブ / 自動負荷トレーナー
◆ANT+FE-C / Bluetooth FTMS 通信対応
◆パワー計測精度︓±3.0％
◆メタル＆ウッドのスタイリッシュなイタリアンファニチャーデ

ザイン
◆大型ファストフィキシングレバーですばやくバイクを着脱
◆対応︓135x5mm QR、142x12mm スルーアク

スル、148x12mm BOOST、シマノ -SRAM 
9/10/11S カセット、24 ～ 29”ホィール

12 ヶ月無料

TUO（トゥオ）

税抜小売価格︓\55,400-

40km/h
=1,250W

10%

すぐにトレーニングを始められる
簡単設定のプリロードレバー

部屋にあっても違和感がない
イタリアンファニチャーデザイン

※上記モデルは別売オプション利用で 148x12mmBOOST 規格やカンパニョーロ
9/10/11S、XD/XDR 12S にも対応可。詳しくは弊社 HP にてご確認ください。

18%

36ヶ月無料

◆ダイレクトトランスミッション / 自動負荷トレーナー
◆ANT+FE-C / Bluetooth FTMS 通信対応
◆内蔵光学センサー式パワーメーター精度︓±0.5％
◆自然な負荷を実現するスムーズペダリング
◆コンパクトに収納できるフォールダブルフレーム
◆対応ハブ︓130x5-135x5mm QR、142x12mm TA

DRIVOⅡ （ドライヴォ２ ）

税抜小売価格︓\155,400-

40km/h
=2,300W

従来型 DRIVO と比較して
負荷応答性が3倍よくなりました︕

*ペダリング解析機能︓My E-Trainingアプリで利用できる
有料オプション。自身のペダリングを視覚的にチェックすることが
でき、効率の良いペダリングを習得するのに役立つ機能です。

15%

12 ヶ月無料

◆フローティングフレーム/ 自動負荷3本トレーナー
◆ANT+FE-C / Bluetooth FTMS 通信対応
◆自然な負荷を実現するツー・フライホィール採用
◆非常にコンパクトに収納できるフォールダブルフレーム
◆対応ホィールベース︓944～1124mm
◆折り畳み乗降ステップ装備

NERO （ネロ）

税抜小売価格︓\101,000-

新感覚︕ダンシングも出来る自動負荷3本ローラー︕

ACCESSORIES インドアトレーニングにあれば便利なアクセサリー

①PROTEC PLUS
スエットプロテクター

②POSA
デバイススタンド 

③SU-STA バイクブロック 

④TRAINING MAT 

①PROTEC PLUS ¥3,400-
トレーニング中の汗で床や自転車を汚
すのを防ぎます。

②POSA ¥12,800-
APPを利用するタブレットやノートパソ
コン用のスタンド。トレーとベースは折り
畳み可能。

③SU-STA　 ¥3,500-
前輪用のブロックで高さは5段階に調
整可能。

④TRAINING MAT ¥10,400-
トレーニング中の汗で床を汚すのを防
ぎ、防振防音効果もあります。

他にも様々なアクセサリーをご用意してお
ります。弊社ウェブサイトにてご確認くださ
い。

40km/h
=760W


