
ALL ITEMS



FRONT FORK　フロントフォーク

How About RPS ?
AVEDIOのほぼ全てのフォークにRPSが採用されています。
RPSとは「RIB POWER SYSTEM」の略で、文字通りカーボンパイプに
リブが入っている製品です。フォークを成型する際に２つのカーボン
パイプをさらに一つに結合することでできるこのリブは、高い剛性を
実現できます。曲げや捩れに強いこのカーボンパイプは高剛性かつ軽
量に仕上がっています。乗り味の半分以上を占めると言って良いほど
フォークは自転車の中でも大切なパーツの一つですが、AVEDIOのフ
ォークは軽量かつ高剛性なので、走り出しの軽さ、高速域や下りでの
安定感が得られます。

コラム長：300mm
ヘッドサイズ：アヘッド1-1/8(IS)
オフセット：45mm
重量：295g
アンカーナット付属

定価　¥70,000

定価　¥60,000

(PEGASUS,BACCHUS SLに使用)

(VENUS RSに使用)

RPS
RS Front Fork

コラム長：300mm
ヘッドサイズ：アヘッド上1-1/8
　　　　　　　　　 下1-1/2(IS)
オフセット：45mm
重量：340g
アンカーナット付属

RPS
Ultra Light
Front Fork



PAINT SERVICE

FRONT FORK　フロントフォーク

RPS
01 Front Fork 定価　¥60,000
(VENUS 01,VENUS αに使用)

コラム長：300mm
ヘッドサイズ：アヘッド上1-1/8 下1-1/2(ZS)
オフセット：45mm
重量：340g
アンカーナット付属

29er MTB
CARBON RIGID
Front Fork 定価　¥45,000
(RHEAに使用)

フォークに自分のこだわりを付け加えたい方へ、フォークペイン
トのサービスをご提供致します。フォークカラー、デカールカラ
ーを選択頂き、カスタムペイント致します。
詳しくはAVEDIO特約店までお問い合わせ下さい。

コラム長：300mm
ヘッドサイズ：アヘッド上1-1/8 下1-1/2(IS)
オフセット：38mm
重量：535g
ポストマウント専用 / アンカーナット付属



HEAD SET　ヘッドセット

定価 ¥9,000A45RC 定価 ¥4,000A45AC 定価 ¥5,000A45AC3
カーボンヘッドキャップ　重量85g
ゼロスタッグ　上 1-1/8　下 1-1/8
カーボンスペーサー付属

アルミヘッドキャップ　重量79g
ゼロスタッグ　上 1-1/8　下 1-1/8
（VENUS SL , BACCHUS使用）

アルミヘッドキャップ　重量79g
ゼロスタッグ　上 1-1/8　下 1-1/2
（VENUS 01 , BACCHUS 01使用）

シールドベアリング

軽量アルミヘッドセット軽量アルミヘッドセット 定価 ¥5,000 定価 ¥5,000

アルミヘッドキャップ　重量50g
インテグラル　上 1-1/8　下 1-1/8　　カートリッジベアリング
（PEGASUS , BACCHUS SL使用）

アルミヘッドキャップ　重量83g
インテグラル　上 1-1/8　下 1-1/2　　カートリッジベアリング
（VENUS RS , RHEA , PHENIX 使用）

オーバーサイズ 
SIZE:41mm×6.5mm×45°

定価 ¥2,000

スーパーオーバーサイズ 
SIZE:52mm×7mm×45°

定価 ¥2,000

0.25mmスペーサー
定価 ¥100

シールパッキン
定価 ¥100

ANCHOR NUT　アンカーナット

アンカーナットⅠ
定価 ¥1,400

ツバ付きでフォークの中
に落ちる心配がありませ
ん。またツバが薄くなっ
ているので、ステムの上
部に余計なスペーサーを
入れなくてもOKです。

アンカーナットⅡ
定価 ¥1,400

アンカーナットⅢ
定価 ¥1,000

重量12gという、従来のア
ンカーナットの1/3の軽さ
を実現した超軽量アンカー
ナット。
とことん軽量にこだわる方
にオススメです。

ステム上部面に直接キャ
ップを装着できるように、
ツバを取り外した。細部
までこだわりを持つ方に
オススメです。



HANDLE　ハンドル

LIGHT DROP HANDLE
COMPACT

LIGHT DROP HANDLE
CLASSIC

定価 ¥8,000

定価 ¥8,000

サイズ（C-C）：380mm 400mm 420mm
クランプ径：31.8φ
リーチ：　　78mm
ドロップ：　128mm
重量：　　　260g

サイズ（C-C）：380mm 400mm 420mm
クランプ径：31.8φ
リーチ：　　82mm
ドロップ：　132mm
重量：　　　260g

STEM　ステム

AVE-LIGHT STEM Ⅱ 定価 ¥6,000

定価 ¥500

サイズ（C-C）：60mm 70mm 80mm 90mm 100mm
　　　　　　　  110mm 120mm 130mm
Rise：±7°
カラー：ブラック、ホワイト
径：31.8φ
ステンレスボルト　M5×18mm　6本

Size 60 70 80 90 100 110 120 130Size

98g 102g 107g 113g 117g 122g 127g 130g

96g 99g 104g 110g 115g 120g 125g 128g

White

Black7°

ステム用チタンボルト

M5×18mm　　重量：2.5g/本

M5×16mm　　重量：2.5g/本



SPACER　スペーサー　

軽量アルミスペーサー

ライトカーボンスペーサー

カラー： BLACK , RED , BLUE , GOLD ,

　　　　 SILVER , GRAY, PINK , GREEN

重量：5mm/1.5g 10mm/3g 20mm/6g

5mm/10mm/20mm　各1枚セット 定価 ¥700

肉抜きして軽量化されたカーボンスペーサー。

重量：   3mm /　　    1g

　　       5mm /　　1.5g

            10mm /　　   3g

10/5/3mm　各2枚セット　　

10/5/3mm　各1枚セット　　

10mm　1枚 　　　　　　　

5mm　1枚　　            　　

3mm　1枚　　 

定価　

定価　

定価　

定価

定価

¥1,340

 ¥700

 ¥300

¥240

 ¥240



TOP CAP　トップキャップ

軽量アルミトップキャップ 

一体型

トップキャップとネジが一体になった、厚み1mm を切る極薄

のトップキャップ。

装着時にステム上部がフラットになるので、自転車の完成度が

グッとアップ。

材質：アルミ　　重量：5g

カラー：BLACK , RED , BLUE , SILVER , GOLD , 

　　　　PINK , GREEN , TITAN GRAY

定価 ¥900

定価 ¥800 定価 ¥800

軽量アルミトップキャップ

セパレート

軽量アルミトップキャップ

セパレート（ロゴなし）

アンカーナットにフィットしやすい形状で、

ボルトを使用する事でしっかりと固定でき

ます。ボルトはアルミ、ステンレス、チタ

ンを別売りで用意しています。

材質：アルミ　　重量：3.5g

カラー：BLACK , RED , BLUE , SILVER , 

　GOLD , PINK , GREEN ,  TITAN GRAY

※フレームと同じロゴデザインもあります。

材質：アルミ　　重量：3.5g

カラー：BLACK , RED , BLUE , SILVER , 

　　　　GOLD , PINK , GREEN ,

トップキャップ用

カラーアルミボルト 定価 ¥300

全長：30mm

重量：2g

カラー：BLACK , RED , BLUE , SILVER , GOLD , 

      　　 PINK , GREEN

従来のボルトに比べ根元までネジが切ってあり、より

低い位置でのトップキャップの固定が可能となります。

トップキャップ用

ステンレスボルト

トップキャップ用

チタンボルト

トップキャップ用カラーアルミボルト

※　在庫限り廃番となります

全長：30mm

重量：2.5g

全長：20mm

重量：2.5g

定価 ¥200 定価 ¥700

全長：35mm　

重量：2.5g

カラー：BLUE , SILVER , 

　　　　GOLD , GREEN

定価 ¥200



QUICK RELEASE　クィックリリース

AVEDIO SUPER LIGHT 
QUICK SET

カラー：BLACK、RED、BLUE、GOLD

重量：36g（前後セット）

シャフトに特殊なアルミ合金を使用することで、超軽量を

実現させたクイックとなっています。

エンド接触面がセパレートになっており、エンド面をしっ

かりと面で固定する事ができます。リリースハンドルは曲

線状になっており、しっかりと奥までロックができ、固定

力もあります。

定価　¥5,800

AVEDIO QUICK SET 定価　¥1,980

カラー：BLACK、RED　　　

重量：102g（前後セット）

シャフト素材：スチール



FRAME SMALL PARTS　フレーム小物パーツ

セラミックBB
BB規格：JIS 68mm
重量：72g
カラー：BLACK , RED , GOLD , SILVER , BLUE

セラミックベアリングで抵抗が少なくよく回転
します。表面がフラットなため、汚れが付きに
くくなっています。

定価 ¥12,000

Di2/EPS用
フレームグロメット

定価 ¥100

直径8mm
(PEGASUS  Di2/EPS , BACCHUS 01 Di2に使用）

アウター受け
アジャストボルト
カラー：BLACK , RED , GOLD , SILVER , BLUE

変速アウターワイヤーの受けとインナーワイヤーの張りを調整する
パーツです。アルマイトでカラフルに仕上がっています。

定価 ¥380

AVEDIOロゴ・ロゴなし
フレームとブレーキ、シフトアウターワイヤーの擦れ傷を防止す
るためのパーツです。ただのゴムではなく、弾力性のある素材を
使用しています。

AVEDIO チューブトップス
定価 ¥120/本

フロントディレイラー
直付バンド

フロントディレイラー
直付バンド定価 ¥900 定価 ¥1,350

カラー：SILVER 
サイズ：28.6φ
クロモリなどの細身のフレームに使用できる直付けバンドです。

カラー：BLACK 
サイズ：34.9φ
従来のバンドよりも幅が広く、内側のクランプ面が丸く
処理してあるので、しっかり固定でき、フレームの塗装
面を傷めにくくなっています。

プレスフットBB（スクリュー型）

BB規格：シマノ　BB86/92
カラー：BLACK , GOLD , RED

「プレスフィットタイプのBBはどうしても音鳴りがする」という声を解消するBB。
従来のプレスフィットBBは圧入するだけなので、フレームのよじれによってきしみ
音が発生しがちだが、本商品は内側でねじ込み固定をすることで、BBのよじれが起
きず、きしみ音の発生を防止。
フレーム接着面には樹脂リングをかますことで、密着度を高めるだけではなく、剛
性も高め、音鳴り防止につながっている。
ベアリングはセラミックを使用し滑らかに回転。
専用工具も不要で、シマノのホローテック２用のBBレンチで回せる。

定価 ¥14,800



BAR TAPE　バーテープ

VENUS CUSHION 定価　¥1,980

定価　¥3,200HIGH GRIP GEL PLUS
カラー : BLACK

シリコンゲルが入ったクッション性に優れた
バーテープです。
ハンドルを握った時のもさっとした感覚を抑
えるためにバーテープ自体は薄くなっていま
す。表面がヤスリ目になっており、グリップ
力に長けています。
レースでもがく方にはオススメのバーテープ
です。

カラー：BLACK , WHITE

弾力性が非常に高く、ゲルが入っているので
クッション性抜群です。
表面はレザーのような感触でとても手に馴染
みます。クッションとグリップ感、両方を求
める方にオススメです。

RC Fit 2.0 定価　¥2,980

カラー : BLACK/RED , BLACK/YELLOW ,
　　　   BLACK/BLUE , BLACK/GREEN ,BLACK/PINK

表面がヤスリ目になっており、グリップ力に優れたバーテープ。
本体の薄さを2mmに抑えることで手にフィットしやすく、レース志向
の方にはピッタリ。カラフルな5色展開。



BAR TAPE　バーテープ

VENUS CORK GEL 定価　¥1,480

カラー : BLACK , WHITE

シリコンゲルが入ったクッション性に優れたバー
テープです。
コルクが入っており、肌ざわりがとてもグッド。
弾力性があり、少し伸ばすくらいでは切れません。
ロングライドや振動を気にされる方にオススメの
バーテープ。

BAR TAPE FINISH TAPE　25m

2cm×25m/ROLL

粘着力が非常に高く、よく伸びるので使いやすくなっています。
HIGH GRIP GEL PLUS、RC Fit 2.0に付属しています。

参考上代　¥100 / 20cmあたり

BAR END CAP　バーエンドキャップ

プラスティック
バーエンドキャップ 定価　¥300/ペア

リフレクテッドレッド , カーボン柄

特殊な形状で外れにくくなっています。
リフレクテッドレッドは反射するので、後方からの視認性も高く
なります。

固定式
バーエンドキャップ 定価　¥500/ペア

BLACK , RED , BLUE , WHITE , PINK

ボルトで固定をするので、外れる心配がありません。
ハンドル周りのワンポイントアクセントとしても使えます。



SADDLE　サドル

Air-Fit CARBON 定価　¥22,000

定価　¥12,000

カラー : BLACK,RED,YELLOW,WHITE

重量 : 102g 前後(カラーによって異なります）

サイズ : 270mm × 130mm

レール材質 : カーボン

軽量かつ快適性を備えたサドルです。
座面は柔らかく圧迫感のないライディングが可能。
座面の穴からお尻へ風を送り込む構造になっており、
お尻が蒸れる心配がありません。

Air-Fit CR-MO

カラー : BLACK,RED,YELLOW,WHITE

重量 : 169g 前後(カラーによって異なります）

サイズ : 270mm × 130mm

レール材質 : クロモリ

軽量かつ快適性を備えたサドルです。
座面は柔らかく圧迫感のないライディングが可能。
座面の穴からお尻へ風を送り込む構造になっており、
お尻が蒸れる心配がありません。

CARBON two 定価　¥15,000 Racing one 定価　¥7,000

カラー : BLACK,WHITE

重量 : 180g 前後

サイズ : 272mm × 131mm

レール材質 : カーボン

レース志向の方にオススメの
軽量コンパクトサドル。

カラー : BLACK,WHITE

重量 : 205g 前後

サイズ : 275mm × 132mm

レール材質 : チタン

サドル本体の真ん中部分が
割れているため圧迫感を逃
がしてくれます。



SEAT PILLAR　シートピラー

VENUSシートピラー 定価 ¥17,000

aluminumシートピラー 定価 ¥3,800

フィンカラー : WHITE , RED , BLACK
重量：177g前後

軽量のカーボンシートピラーです。
2本のボルトで固定するタイプのやぐらが採用されており、
固定力が上がっています。
オフセットは15mmと30mmの2タイプご用意しています。

① 31.6φ×300mm / オフセット15mm　フィンカラー RD　
② 31.6φ×300mm / オフセット15mm　フィンカラー WH
③ 31.6φ×300mm / オフセット30mm　フィンカラー RD
④ 31.6φ×300mm / オフセット30mm　フィンカラー WH
⑤ 31.6φ×300mm / オフセット15mm　フィンカラー BK

クランプ径：31.6φ
全長：300mm
オフセット：15mm
重量：230g

SEAT CLAMP　シートクランプ

軽量アルミシートクランプ
(Ti-6Al-4V チタンボルト使用） シートクランプ定価 ¥2,500 定価 ¥1,350

サイズ：34.9φ
重量：10.5g
カラー：BLACK , RED , LIGHTBLUE , GOLD , SILVER , DARKBLUE

サイズ：34.9φ
重量：25g
カーボンピラーを傷めず、しっかり固定できます。



FLOOR PUMP　フロアポンプ

DX FLOOR PUMP ST FLOOR PUMP
定価 ¥6,800 定価 ¥4,500

全長 66cm 全長 62cm

米・仏の切り替えが必要のないクレーバー
バルブを採用しており、最大160 psi まで
楽に充填ができます。
ゲージが上部に位置し、気圧が見えやすく
なっています。

米・仏の切り替えが必要のないクレーバーバルブ
を採用しており、160 psi まで充填可能です。バ
ルブ部にエアー調整機能がついています。全長が
短めで、小柄な方でも力が入れ易く、かつフット
部分の幅が狭いので輪行バッグ、スカイケースな
どにも収まりがよく携行するのにも最適なサイズ。

PUMP REPAIR PARTS　ポンプリペアパーツ

FL
O
O
R

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

①英式アダプター　
②STポンプヘッド(ホース付き)　
③DXポンプヘッド
④ホースノズルパッキン
⑤フレンチ側パッキン
⑥フレンチ側パッキン(旧) 　

定価 
定価
定価
定価
定価
定価

 ¥250
¥1,500
¥1,500

¥100
¥100
¥100



HANDY PUMP　携帯ポンプ

ハンディポンプテレスコープワンミニ 定価 ¥3,200

全長:18cm　　
直径：2cm　　
本体重量：78g

全長18cmとツール缶に入る大きさながら、33cmまで伸ばすことが可能。
120psiまで充填可能です。本体が細い分、高圧になってからでも楽に入れることができます。

PUMP REPAIR PARTS　ポンプリペアパーツ

H
A
N
D
Y ①　　  ②　　 ③

④

テレスコープワンミニ フロアミニ

携帯ポンプ用ゲージ付ホース 
定価 ¥600

携帯ポンプに装着して使用します。
これをお手持ちのポンプに着けて充填することで、
バルブを傷める心配がありません。ゲージ付きで
どのくらい入っているかがすぐに分かります。

①バルブキャップ
②パッキン
③米仏変換アダプター
④ボトル台座取付ホルダー

定価¥100
定価¥100
定価¥100
定価¥200

①バルブキャップ
②パッキン
③米仏変換アダプター
④ボトル台座取付ホルダー

定価¥100
定価¥100
定価¥100
定価¥200



BOTTLE　ボトル

＜WHITE＞ ＜WHITE/RED＞

＜BLACK＞ ＜WHITE/BLUE＞

WATER BOTTLE 定価 ¥700

容量：500ml

側面に内容量がわかるように目盛が刻まれています。

口径が広いので、氷も楽に入ります。

ソフトで扱いやすいので、疲れていても押し出しが

簡単にできます。

BOTTLE CAGE　ボトルケージ

クラシックボトルケージ（ステンレス） 定価 ¥2,400

重量：80g

チタン、クロモリバイクにマッチするクラシックデザインです。

耐食性がありサビにも強いステンレス製になっています。

ボトルと干渉する部分にはレザー素材を使用し、ボトルが傷つきにくくなっています。

プラボトルケージ

定価 ¥800BLACK、WHITE

定価 ¥1,100カーボン柄

カラー：BLACK、WHITE、カーボン柄

重量：35.5g

通常のボトルだけではなく、500ml のペットボトルにも使用できます。

BLACKとカーボン柄は、ロゴがフレーム仕様となります。



ACCESSORY　アクセサリー

ボトルケージアジャスターⅡ 定価 ¥800

フレームサイズが小さくてボトルがうまく装着できない場合や、フレームサイ

ズが大きくてボトルの位置を上げたい場合などに力を発揮するアイテム。

前後5cmずつ可動域があり、ボトル位置をズラすことができます。

TRI-MINI BAR +30 定価 ¥4,200

長距離ライドでポジションを上げたいときに最適なミニバーです。

通常130mmのTRI-MINI BARを30mm伸ばし160mmに伸ばすことで使い勝手

がさらに良くなっています。

ハンドルの各サイズにも対応できるようにシムも付属されています。

シムは25.4φ用、26.0φ用で、シムなしの場合は31.8φ用となっています。

マルチマウント 定価 ¥2,000 マルチマウント +60 定価 ¥2,800

定価 ¥2,800 定価 ¥700

サイクルコンピュータやラ

イトの装着に最適。

装着部がカーボンになっ

ており、通常のものよりも

軽くなっています。

シムは 25.4φ用、26.0 φ

用で、シムなしの場合は、

31.8φ用となっています。

通常の「マルチマウント」

より60mm伸ばすことで、

スマートフォンや大きめ

のサイクルコンピュータ

など、複数取り付けるこ

とが可能です。

シムは 25.4φ用、26.0φ

用で、シムなしの場合は

31.8φ用となっています。

キャリングセーフティクイックR

輪行用のクイックですが、チェーンの洗浄

用のブラシもついており、愛車のお手入れ

の際にも使えます。

MTB には専用シムを入れることで使用可能

になります。

フリーバンドベル

カラー：BLACK , GOLD

取り外しがし易いワンタッチバンドタイプ。

ハンドル径に合わせて2種類のバンドが

用意されています。

音色もよく、コンパクトなので、外観を損

なわず取り付けることができます。

※カラーはブラックのみ



ACCESSORY　アクセサリー

イージーフェンダーR

イージーフェンダーF

定価　¥900

カラー：BLACK , RED , WHITE , GREEN , YELLOW , ORANGE

簡単に着脱可能な簡易フェンダーです。
通勤や通学でスポーツバイクを使用されている方にはオススメな1枚。
サドルレールに引っ掛ける部分が深く設計されているため、走行中の
衝撃で飛んでしまう心配がありません。
レールが太すぎる場合も、結束バンドで止めることができます。

定価　¥1,000

カラー：BLACK 

MTB専用のフロント用フェンダーです。
結束バンドを利用しフロントフォーク上部に取り付けることで、泥が
顔にかかる心配がありません。様々な箇所に取り付け用の穴が開いて
いるので、微妙な位置のズレの心配はいりません。

バルブアルミキャップ 定価　¥300

参考上代

¥1,400/セット

カラー：BLACK  , RED , BLUE , GOLD , SILVER , PINK , PURPLE

フレンチ用のアルミバルブキャップ。
樹脂製よりも強度が高く、割れる心配がありません。

ボトルケージ用
カラーアルミボルト 定価　¥80/本

フロント M6×20mm
リア M6×10mm　　　　
重量4.5g（セット）

カラー：BLACK  , RED , BLUE , GOLD , SILVER , PINK , GREEN

チタンブレーキ
ナットセット



TOOL CASE　ツールケース

ツール缶 定価 ¥700

カラー：BLACK  , WHITE

高さ：19cm　　直径：7cm

携帯ポンプや携帯工具、タイヤレバー、リペアチューブなどを

入れる小物入れです。

内側にスポンジが入っているため、走行中のカタカタ音がしま

せん。

ツールボックス 定価 ¥2,500

高さ：19cm　　直径：7cm

センターファスナーになっており工具の出し入れが便利です。

ネットのポケットはゴム素材になっているので工具の出し入れが

簡単にできます。

2WAYツールボックス 定価 ¥3,000

高さ：19cm　　直径：7cm

ツールボックスとサドルバックが一体となったニューアイテムです。

サドルの下に取り付ける事ができるアダプタがついており、使い勝手が非常

によくなっています。冬の寒い時期にはボトルケージにも挿す事が可能。



APPAREL　アパレル

ネオプレーンを使用しており防風、保温性に優れた

トゥーカバーです。

表面を二重にしてポケットを付けてあるので、使い

捨てカイロを入れることでつま先を温めます。

ベルクロタイプになっているので、サイズフリーで

使用できます。

TOE COVER 定価 ¥2,500

カイロや小物を入れられる

ポケット付き。

ベルクロで

サイズ調整が可能！

BAG　バッグ

Saddle Bag Slim Enamel

カラー : BLACK,WHITE

　

防水性のあるエナメル素材の生地を使用したサドルバックです。

漕いだ時に脚に当たらないように先端をスリムにしており、見

た目もすっきりしています。後ろに反射材がついており、夜間

の視認性にも長けています。

オスメスのないマジックテープなので、どんな形状のサドルに

も合います。

定価 ¥2,980

見た目すっきり！
サドルからはみ出ることなく、足への干渉

がありません。

マジックテープにこだわり！ シートピラーを傷めない！
オスメスが無いマジックテープなので、

余分なテープは好きなところでカット

できます。

マジックテープだと傷ついてしまうシート

ピラー固定をゴム紐を使用することで解消

しました。

Turtle Bag 定価　¥2,980

背負えるホイールバックです。フロントホイール専用になります。

決戦用ホイールを大事に使いたい方にオススメ！

ヒルクライムレースなどで役立ちます。

ソフト携帯ケース 定価　¥2,480

貴重品などをまとめてしまえる携帯ケースです。　カードホルダー、

ジッパー付きポケットが付いています。　

止水ファスナーを使用しているので、雨の日も安心。



APPAREL　アパレル

Size

着丈（前）

着丈（後）

身幅

すそ幅

袖幅

XS

47

59

43

32

8

S

49.5

61.5

45

34

8.5

M

52

64

47

36

9

L

54.5

66.5

49

38

9.5

XL

57

69

51

40

10

AVEDIO Race Jersey 定価 ¥9,000 定価 ¥9,800

定価 ¥11,000 定価 ¥12,800

AVEDIO Cycling Jersey

AVEDIO Racing Bib AVEDIO Racing Bib Knicker

HO-COOLING素材を採用し、速乾性の高いジャージと
なっています。
袖は締め付け感がない滑り止めになっています。

UVカット＋HO-COOLING素材を採用し、快適にライドできる
ジャージになっています。
夏の日焼けを気にする必要がありません。
冬のインナージャージにもオススメ。

伸縮性の高い生地でフィット感抜群。パッドは不快感のない
形状になっており履き心地抜群。
裾に滑り止めが付いておりズレにくいです。

膝下まであるため露出に抵抗がある方でも気軽に履ける
タイプのパンツとなっています。
裾に滑り止めが付いておりズレにくいです。

Size

着丈（前）

着丈（後）

身幅

すそ幅

袖幅

XS

48

60

40

29

11

S

50

62

43

32

12

M

52

64

46

35

12.5

L

54

66

49

38

13

XXL

58

70

55

44

14.5

XL

56

68

52

41

13.5

Size

肩〜すそ

股下

ウエスト

すそ幅

XS

60

20

27

16

S

62

20

29

17

M

64

21

31

18

L

66

22

33

19

XXL

70

24

37

21

XL

68

23

35

20



MAINTENANCE TOOL　メンテナンスツール

Ave-Stand

Ave-Stand Ⅰ

Ave-Stand Ⅰmini

Ave-Stand Ⅱ

Ave-Stand Ⅲ

定価　¥2,800

定価　¥2,800

定価　¥3,800

定価　¥2,500

対応クイック
シマノ、マヴィック、スピナジー、イーストン
ロードバイク、MTB、クロスバイクに対応し、足が長くなっています。

対応クイック
カンパニョーロ、フルクラム、ボントレガー、FSA
MTBにも対応できるように足を長めに改良しました。

エンドの内側にホルダーをはめ込むスタンド。
フレーム形状、クイック形状問わず対応します。
MTBにも対応できるように足を長めに改良しました。

ミニベロ愛好家のために作られたメンテナンススタンド。
20インチ以下のミニベロも最適です。

Ave-Stand Repair parts　エヴァスタンドリペアパーツ

Ave-StandⅠ
左側ホルダー

定価　¥500

Ave-StandⅡ
左側ホルダー

定価　¥500

Ave-StandⅢ
左側ホルダー

定価　¥500

Ave-StandⅠ・Ⅱ
右側ホルダー

定価　¥500

Ave-StandⅢ
右側ホルダー

定価　¥500

Ave-Stand
サイドネジ

定価　¥200

Ave-Stand
サイドクイック

定価　¥200

Ave-Stand
左右ボルト

定価　¥150

使い勝手のいいメンテナンススタンドです。
クイックレバー側のホルダーは改良に改良を重ね、メンテナンス中に体重をかけて
も外れないほど、しっかりと固定されています。
クイックやフレームの形状に合わせて、ホルダーを変えることでほぼ全ての車体に
フィットするようになっています。



MAINTENANCE TOOL　メンテナンスツール

タイヤレバー 定価 ¥120/本
マルチコンパクト
ツール 定価 ¥2,500 携帯ツール 定価 ¥1,200

カラー：BLACK , WHITE, LUGHT BLUE , PINK ,
　　　   GREEN , DEEP BLUE , YELOOW , RED

簡単にタイヤを外すことができます。
重ねることでくっつくのでバラバラにならず、
収納が便利。

応急アイテムがすべて一つに凝縮されたマルチ
コンパクトツール。
驚くほど多機能でコンパクト！
2/2.5/3/4/5/6/8/T25/+/-
2pcs tire lever
0.130”/0.136”/0.156”Spoke wrench
2-size Mavic Spoke wrench
chain tool

サイズ：71×22×7mm　　重量：79g
2/3/4/5/6mmアーレンキー
プラスドライバー　1番/2番
マイナスドライバー
走行中の簡単なトラブルならこれさえあれば
大丈夫！

ワイヤー
カッター

フリーホイール
リムーバー

フリーホイール
ターナー

ボトムブラケット
レンチセット

ワイヤーカットした際に
閉じてしまったライナー管を
再生できる突起が付いています。

SHIMANO用。
クイックを外さずに
はめ外しが可能です。

カセットスプロ
ケットを取り外すため
の工具。

ホローテックⅡに対応。
クランク取り付け工具が
セットになっています。

定価 ¥2,000 定価 ¥1,400 定価 ¥1,400 定価 ¥1,100

※フリーホイールリムーバーとフリーホイールターナーはセット販売が可能です。
（セット価格 定価 ¥2,500）

マスター
リンクツール

チェーン
カッター

チェーン
チェッカー&フック

アーレンキー
（4・5・6セット）

ミッシングリンクを外す
際に使用する工具。

シングルギアから11速
まで対応。

チェーンの伸びをチェック
でき、さらにチェーンを繋げる時に
フックとして使えます。

必要最低限の工具のみで収めたい
方にオススメ。
コンパクトなので携帯にも便利。

定価 ¥700 定価 ¥1,500 定価 ¥800 定価 ¥300

※ロゴはフレームデザイン仕様となります。

※ロゴはフレームデザイン仕様となります。



WIRE　ワイヤー

31 SLICK STAINLESS INNER WIRE

31本の細いワイヤーを束ねてあるインナーワイヤーです。
強度が高く、柔らかくなっているので、滑りがよくタッチ
がスムーズになります。
SHIMANO用。

ロード用シフト 参考上代 ¥440
ロード用ブレーキ 参考上代 ¥420

ロード用シフト(1700mm) 定価 ¥1,000
ロード用ブレーキ(2000mm) 定価 ¥1,000

MTB/ATB用ブレーキ 参考上代 ¥420

（BOX販売あり　100本/BOX）

31 SUPERIOR SHINE INNER WIRE

31 本の細いワイヤーを束ねてあるインナーワイヤーに、さらに
スムーズになるようにスすぺリアルシャイン加工が施してあり
ます。
触ると滑りの良さがわかるほど、抵抗がありません。
タッチがとてもよいワイヤーです。
SHIMANO用。

ライナー管 オープン価格

インナーワイヤーの露出部を保護するために使用する管です。
内装式のフレームを組む際にも役立つアイテムです。
シフトとブレーキの両方で使用可能。



WIRE CAP　ワイヤーキャップ

14.5mm
18mm

シフトアウターキャップ

ブレーキアウターキャップ

カラー：BLACK , RED , GOLD , SILVER

ボトル

3個パック

オープン価格

定価　¥300

6個パック 定価　¥500

カラー：BLACK , RED , GOLD , SILVER

ボトル

3個パック

オープン価格

定価　¥360

6個パック 定価　¥600

アウターワイヤーキャップメタル

カラーインナーキャップ

5mmブレーキアウターキャップと一緒に使うとベストマッチ

ボトル

3個パック

オープン価格

定価　¥150

6個パック 定価　¥250

カラー：RED , BLACK , BLUE , GOLD , PINK , 

              GREEN , PURPLE 

ボトル

4個パック

オープン価格

定価　¥140

シフト用インナーキャップ

カラー：SILVER

ボトル

4個パック

オープン価格

定価　¥140



OTHER ITEM　その他のアイテム

STRONG TUBE

肉厚チューブなので、耐久性、耐パンク性に優れている。
空気の減りも一般的なチューブに比べて遅いので、空気を
入れる面倒が省けます。

重量：105g
バルブ長48mm

定価　¥1,000

エヴァリムフラップ 定価　¥400 2本/セット

サイズ：700C×18mm
160psiまで対応。

ロングタイラップ オープン価格

200mm × 2mm
1袋100本　袋売りのみ
細くて長いのでメーターの取り付けなどにおすすめです！



NEW ITEM　ニューアイテム

AVEDIO BB90 セラミックベアリングセット

カーボンボトルケージ

軽量かつ高精度のセラミックベアリングによりスムーズな

回転を実現！

負荷をかけた状態でも、優れた性能を発揮します。

トレックBB90専用

シマノホローテックⅡ対応（内径 24mm 外径 37mm）

定価　¥9,800

定価　¥4,800

定価　¥198,000

重量：25g

付属品：ドット柄デカール（６色より選択可能）

　　　　（ホワイト、レッド、ブルー、ピンク、グリーン、ブルー）

RS48 CARBON 

リム：カーボン

スポーク：アルミ　

ベアリング：エンデューロ製　カートリッジベアリング

重量：（F）710g  (R) 880g (F+R) 1590g

リムサイズ：高さ 48mm 幅 25mm

エンド幅：(F) 100mm  (R) 130mm

ハブ：オリジナルカーボン

重量制限：100kg

クリンチャー

シマノ11S対応

　（カンパフリーボディの場合は¥10,000のアップチャージ）

※ロゴはカラーを選択可能なデカール仕様です。

※RS48 CARBON DISC  販売予定　予価￥208,000（税別）

SL38 CARBON 

リム：カーボン

スポーク：ステンレス　ピラー製 PSR-X-TRA1442 

ベアリング：エンデューロ製　カートリッジベアリング

リムサイズ：高さ 38mm 幅 25mm

重量制限：90kg

クリンチャー

シマノ11S対応

　（カンパフリーボディの場合は¥10,000のアップチャージ）

※ロゴはカラーを選択可能なデカール仕様です。

重量：（F）640g  (R) 780g 

　　　  (F+R) 1420g

リム：高さ 38mm 幅 25mm

エンド幅：(F) 100mm 

                  (R) 130mm

ハブ：オリジナルアルミ

【キャリパー】

重量：（F）720g  (R) 880g 

　　　  (F+R) 1600g

リム：高さ 38mm 幅 25mm

エンド幅：(F) 100mm 

                  (R) 142mm

ハブ：オリジナルカーボン

【ディスク】

定価　¥148,000 定価　¥158,000

＜ディスク・リア＞

画像のドット柄は付属品のデカールとなります。

商品には貼付されておりませんので、あらかじめご了承ください。


