
ELITE HOME-TRAINER and ROLLER 2017 カワシマサイクルサプライ

インタラクティブ・トレーナー 各種デバイスやアプリとの双方向データ通信に対応した自動負荷ユニット搭載のハイエンド・トレーナー

モデル 希望小売価格（税抜） タイプ 通信機能 通信規格 負荷ユニット 再現スロープ パワー計測 静粛性 リアルソフト MY E-Training

NEW DRIVO ¥171,120 ダイレクトトランスミッション 双方向データ通信
Bluetooth SMART

ANT+FE-C
自動負荷

24%

＞3500W

24ポイントセンサー・

誤差約1%
★★★★★

対応・付属・無

期限
無期限

NEW RAMPA ¥63,650 Aフレーム 双方向データ通信
Bluetooth SMART

ANT+FE-C
自動負荷

10%

約1200W
計算値 ★★★ 対応・別売 1年間

QUBO DIGITAL

SMART B+
¥46,860 QUBOフレーム・自重式 双方向データ通信

Bluetooth SMART

ANT+FE-C
自動負荷

6%

約1600W
計算値 ★★★ 対応・別売 1年間

インタラクティブ・ローラー 各種デバイスやアプリとの双方向データ通信に対応した自動負荷ユニット搭載のハイエンド・ローラー

モデル 希望小売価格（税抜） タイプ 通信機能 通信規格 負荷ユニット 再現スロープ パワー計測 静粛性 リアルソフト MY E-Training

REAL E-MOTION B+ ¥181,140
フローティングシステム・樹脂3

本ローラー
双方向データ通信

Bluetooth SMART

ANT+FE-C
自動負荷

8%

約1400W
計算値 ★★

対応・付属・無期

限、2xDVDレース
無期限

NEW
ARION DIGITAL

SMART B+
¥67,380

樹脂3本ローラー・フォール

ディング
双方向データ通信

Bluetooth SMART

ANT+FE-C
自動負荷

5%

約1100W
計算値 ★★ 対応・別売 1年間

スマート・トレーナー ワイヤレスデータ通信機能を搭載し、各種デバイスやアプリとの連携が可能な本格トレーニング向けホーム・トレーナー

モデル 希望小売価格（税抜） タイプ 通信機能 通信規格 負荷ユニット 最大負荷 パワー計測 静粛性 リアルソフト MY E-Training

NEW KURA ¥94,770 ダイレクトトランスミッション
ワイヤレスデータ送信

機能内蔵

Bluetooth SMART

ANT+

インテグレーテッド・フ

ルード
約700W

24ポイントセンサー・

誤差約1%
★★★★★ 未対応 無期限

TURBO MUIN

SMART B+
¥71,220 ダイレクトトランスミッション

ワイヤレスデータ送信

機能内蔵

Bluetooth SMART

ANT+

インテグレーテッド・フ

ルード
約2800W 計算値 ★★★★★ 未対応 1年間

NEW
QUBO POWER MAG

SMART B+ Pack
¥40,570 QUBOフレーム・自重式

ワイヤレスデータ送信

機能内蔵

Bluetooth SMART

ANT+
8レベル・マグネット 約1400W 計算値 ★★★ 未対応 1年間

クラシック・トレーナー（MISURO READY） 通信機能を搭載しないスタンダードタイプの固定式ホーム・トレーナー

モデル 希望小売価格（税抜） タイプ 通信機能 通信規格 負荷ユニット 最大負荷 パワー計測 静粛性 リアルソフト MY E-Training

NEW VOLANO 2017 ¥51,760 ダイレクトトランスミッション
MISURO B+対応

（別売）*1 -
インテグレーテッド・フ

ルード
約800W - ★★★★★ 未対応 1ヶ月

QUBO FLUID ¥37,300 QUBOフレーム・自重式
MISURO B+対応

（別売）*1 - フルード 約1200W - ★★★★ 未対応 1ヶ月

NEW QUBO POWER MAG ¥29,140 QUBOフレーム・自重式
MISURO B+対応

（別売）*1 - 8レベル・マグネット 約1400W - ★★★ 未対応 1ヶ月

NOVO FORCE ¥19,790 Aフレーム
MISURO B+対応

（別売）*1 - 8レベル・マグネット 約1090W - ★★★ 未対応 対応

VOLARE ¥19,280 Aフレーム - - 5レベル・マグネット - - ★★ 未対応 対応

ローラー（MISURO READY） バランス感覚やペダリングスキルを養うのに最適なトレーニング・ローラー

モデル 希望小売価格（税抜） タイプ 通信機能 通信規格 負荷ユニット 最大負荷 パワー計測 静粛性 リアルソフト MY E-Training

NEW QUICK-MOTION ¥49,420
フローティングシステム・樹脂3

本ローラー・フォールディング

MISURO B+対応

（別売）
*1 - 3レベル・マグネット 約550W - ★★★ 未対応 1ヶ月

ARION AL13 ¥48,960
アルミ3本ローラー・フォール

ディング

MISURO B+対応

（別売）*1 - 3レベル・マグネット 約550W - ★★ 未対応 1ヶ月

ARION MAG ¥41,030
樹脂3本ローラー・フォール

ディング

MISURO B+対応

（別売）*1 - 3レベル・マグネット 約550W - ★★ 未対応 1ヶ月

ARION ¥26,810
樹脂3本ローラー・フォール

ディング

MISURO B+対応

（別売）*1 - - - - ★★ 未対応 1ヶ月
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センサー（送信機） オプションで利用できるエリート純正各種センサー送信機

モデル 希望小売価格（税抜） タイプ 送信データ 通信規格

MISURO B+ ¥7,340
ELITE専用データ送信セン

サー

スピード、ケイデンス、

パワー*2

Bluetooth SMART

ANT+

HR TRANSMISSION

BELT/Bluetooth
*** 胸部装着式心拍ベルト 心拍データ Bluetooth SMART

HR TRANSMISSION

BELT/ANT+
¥7,340 胸部装着式心拍ベルト 心拍データ ANT+

レシーバー（受信機） オプションで利用できるエリート純正各種センサー受信機

モデル 希望小売価格（税抜） 通信規格

DONGLE ANT+(WAHOO KEY) ¥11,900 ANT+

USB ANT+ DONGLE & REAL

SOFTWAREセット
¥7,230 ANT+

アクセサリー エリート ホームトレーナー＆ローラーの純正アクセサリー

モデル 希望小売価格（税抜）

COPERTON ホームトレーナー用タイヤ ¥4,200

SUSTA エレベーターバイクブロック ¥3,260

バイクブロック エラストGEL ¥2,630

バイクブロック 2 ¥1,710

スウェット・プロテック プラス ¥3,150

トレーニングマット ¥9,770

VAISETA トレーナーバッグ ¥5,830

TURBO MUIN用カンパ9/10/11Sカ

セットボディ
¥5,830

VOLANO/DRIVO/KURA用カンパ

9/10/11Sカセットボディ
¥5,830 VOLANO、DRIVO、KURA用の交換用カンパ・カセットボディ

特徴

iPhone、iPad、iPod TouchでANT+通信をする為の通信ドングル。Apple 30pinコネクタ用。Apple lightningコネクタ搭

載機種で使用する場合は、別途Apple純正の「30pin = Lightning 変換アダプタ」が必要となります。

RAMPA、QUBO DIGITAL、ARION DIGITAL用、PC用ANT+受信USBキーにリアルソフトウェア

が含まれています。

*1 「MISURO B+」使用時には、Bluetooth SMART、ANT+データ通信が可能になります。

*2 「MISURO B+」で送信されるケイデンス、パワーのデータは、実測値ではなく独自アルゴリズムに基づいて計算された

値になります。

※ELITE純正トレーニングアプリ「MY E-Training」の年間ライセンスは約1,200円です。有償コースのビデオライドは1

コース約1,200~2,600円（2016/8現在）

ホームトレーナー使用時に床の傷付きを防ぎ、振動や騒音を低減します。マン

ションやフローリング床での使用には必須のアイテム

TURBO MUIN各モデル用の交換用カンパ・カセットボディ

特徴

ホームトレーナー専用タイヤ、屋外走行はできません。

ホームトレーナー使用時にバイクの水平を出すための前輪用ブロック。5段階に

高さ調整可能。

ホームトレーナー使用時にバイクの水平を出すための前輪用ブロック。底面をエラ

ストGELにすることにより床の傷付きを低減

ホームトレーナー使用時にバイクの水平を出す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

とシートポストで簡単に固定できます。

トレーナーの運搬や保管に、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WEBサイトで確認してください。


