
Cycle Catalog

eBike

PSA1は、2014年グッドデザイン賞BEST100を受賞した人気モデルである
「PS1」のエントリーモデル
電動アシスト自転車とは思えないスタイリッシュなデザインはそのままに
10.5Ahの高性能バッテリーを搭載し、フル充電で90kmの航続が可能
デュアルショックサスペンションに加え、前後ディスクブレーキを搭載し快
適な走行性能を実現

BESV PSA1

スポーツサイクルとしての走りを考えた専用設計のフレームを採用し
100km を超える走行距離を実現した ミヤタの電動アシストスポーツ
サイクル 

MIYATA CRUISE

専用設計されたアルミフレームとアルミホークで軽快な
ランディングポジンションを実現
コミューティング、シティライドから長距離のツーリングまで楽しめる

・おすすめ度  　★★★★★
・適正身長　　   155cm～ 190cm
・ひとこと　　　初心者の方でも、伊豆の山地を難なく乗ることがで
　　　　　　　 きます！

BESV JR1 
国内初となるフルカラー液晶ディスプレイには、スピード以外にも、パワー
/ケイデンスなど9つのパラメーターを表示可能
ファンライドからロングライドまで走る楽しさを演出
また、ドロップハンドルでも操作が容易なデュアルアシストコントロール
スイッチを採用し、走行中のダイレクトなアシスト切り替えも可能

・おすすめ度  　★★★
・適正身長    　   160cm～
・ひとこと　　　しっかりと大地をとらえます。Stop＆Go のポタリングに
　　　　　　　 最適です！

・おすすめ度　  ★★★★★
・適正身長　　   170cm～
・ひとこと　　　外見からはわからない電池の位置と後輪内のモーターで
　　　　　　　 一般サイクリストも抵抗なく乗ることができます！
　　　　　　　 スポーツ性能も完璧です！



ツーリング車のＦＵＫＡＹＡが作ったＥバイク
1回の充電で100Ｋｍ以上の走行が可能なパワフルなユニットを採用
更に自転車としての機能を追求した狭いＱファクター
スポーツバイクとしてのハンドリングで操作している喜びを感じられる
ジオメトリー

DAVOS E-600

Sports Bike
MERIDA CROSSWAY 100-R
走りの基本にこだわったTFS製法によるアルミフレームを採用したCROSS
WAYのベーシックモデル
日常の生活利便性を考えたキックスタンドの標準装備
パンクしにくく快適な走りを実現する28C タイヤの採用など、基本性能に
こだわったクロスバイク

BIANCHI C·Sport 1
ビアンキのエントリーグレードバイク
バイク初心者でも扱いやすい700×35Cタイヤは歩道の段差や砂利道な
どで苦労しない
変速はシマノ　アセラ24スピードは脚力がなくても坂道がらくらく登れる
重量も11.3キロと軽く持ち運びも楽

・おすすめ度　  ★★★★★
・適正身長　　   170cm～
・ひとこと　　　リヤー 11 段外装変速で本格的なロードレーサー並みの
　　　　　　　 パフォーマンス！

・おすすめ度　  ★★★★
・適正身長　　   170cm～
・ひとこと　　　高めのハンドルポジションと３x８の外装変速機でどこまで
　　　　　　　 も行ける予感！ イージーポタリングが可能です。

・おすすめ度　  ★★★★
・適正身長　　   170cm～
・ひとこと　　　イタリアンなデザインと、だれでも乗りやすいポジション
　　　　　　　 でダウンヒルの世界へ！ スピードは控えめに。



TREK FX2  Women’s Disc
FX 2 Women's Discは、悪天候でも素早く停止できるディスクブレーキを
搭載した多才なクロスバイク
多段変速、路面が滑らかでも荒れていも速く走れるタイヤ、最初から女性
により良くフィットするタッチポイントで、トレーニング、通勤・通学、気まま
なライドを楽しめる

TREK FX3
FX 3は、ロードバイクのように速く走れ、シティーバイクの多用途さを
持ち、フィットネスバイクの快適さを備えた働き者のクロスバイク
軽いAlpha Gold アルミフレーム、カーボンフォーク、高性能のドライブ
トレインが、通勤・通学からトレーニングまでの全てに、速さ、多用途さ、
信頼性の高さをもたらす

FX LTDは、トレックの40年の歴史を祝うクロスバイク
オールドトレックにインスパイアされたクラシックデザインだが、軽いア
ルミフレームとカーボンフォークなど最新の機能を備えている
このバイクなら、フィットネス、通勤・通学も全てこなせる
他にはないヴィンテージスタイル

TREK FX LTD

・おすすめ度　  ★★★★
・適正身長　　   165cm～
・ひとこと　　　アメリカの本格的スポーツバイクです。 女性のために作
　　　　　　　 られた乗りやすいバイクです！

・おすすめ度　  ★★★★
・適正身長　　   170cm～
・ひとこと　　　ダートコースを走ってみたくなるようなバイクです。

・おすすめ度　  ★★★★
・適正身長　　   170 ～
・ひとこと　　　TREK40 周年記念モデルをぜひ！



SPECIALIZED  Men’s Sirrus Sport
スペシャライズドのBody Geometryチームとの協力で設計された、快適
性と効率性の最適なバランスを取ったフレーム
軽量性と抜群の耐久性を両立させたA1 SL高品質アルミ合金製
ラック、フェンダー、ディスクマウントが付いた、汎用性の高いパッケージ

SPECIALIZED Women’s Sirrus V-Brake
ウィメンズ Sirrusは、のびのびと開放的なフィットネストレーニングをした
い方にぴったりのバイク
乗り降りがスムースにできるだけでなく、足を地面にサッと着けるよう、独
自のステップスルーデザインを採用
フィットネスジオメトリーが快適性とパフォーマンスの最適なバランスを
実現し、グリップやサドルには女性用のBody Geometry製品を使って快
適性をさらに高めている

FELT Verza Speed 50
FELTのロードバイクのスピード、俊敏な走行性能、振動吸収性を、フラット
ハンドルの安心感に詰め込んだスピードクロス
フレームは、ロードレーサーであるFRの開発過程で完成した新しいシート
ステーのテクノロジーを採用
垂直方向の柔軟性を作り出し、振動吸収性と路面追従性を高める一方で
加速に必要な横方向の剛性は高いレベルを維持している

・おすすめ度　  ★★★★
・適正身長　　   170 ～
・ひとこと　　　21 段変速のギアと太めのタイヤで伊豆の山々へ！

・おすすめ度　  ★★★★
・適正身長　　   165 ～
・ひとこと　　　女性に優しい仕様のクロスバイクです。

・おすすめ度　  ★★★★
・適正身長　  　 165 ～
・ひとこと　　　軽く堅めのフレームからのダウンヒルはロードレーサー
　　　　　　　 そのもの！ 安定感もあり、ロード入門者にもオススメ。



内装ケーブル式のホリゾンタルスタイル軽量エアロフレーム
街中での走行性能を高める28C仕様

GIANT FORMA

街中で求められる様々な走行性能を兼ね備えた、耐パンク性も高いタ
イヤで、AC=全天候仕様

KHODAA BLOOM RAIL 700A
軽やかな走行感はもちろん、クッションサドルの採用で乗り心地を
重視したモデル
より多くの人に性能を味わってもらうために手に取りやすいバイク
としてRAILのDNAを受け継いだ1台

"日本人が企画した、日本人のためのスポーツバイク"

Sports Bike Premium

MERIDA SCULTURA 4000
上位機種と同じセミエアロのScultura CF2 フレームにリヤ11 速の
Shimano 105 を搭載したオールラウンダー。各部にMERIDA オリジ
ナルスペックのパーツをアッセンブル
１レベル上のフレームスペックを採用
風洞実験により形状を最適化し、走りと快適性を失うことなくエアロ
ロードに迫る空力性能を手に入れている

・おすすめ度　  ★★★★
・適正身長　　   170 ～
・ひとこと　　　足に優しいサドルと無理のないポジションで、万人
　　　　　　　 受けするバイクです！

・おすすめ度　  ★★★
・適正身長　　   170 ～
・ひとこと　　　２x８の変速ギアで思うままに自転車を操ることが
　　　　　　　 可能です！

・おすすめ度　  ★★★★★
・適正身長　  　 170 ～
・ひとこと　　　お手持ちのビンディングペダルをつけて、ぜひアタッ
　　　　　　　 クをかけてみて下さい！ 力のダイレクト感が最高です！



アルミのエントリーながら山岳ステージでの勝利が由来の通り、非常に高
い走行性能を秘めたモデル
リア三角のブレーキ周りのチュービングや各部ボックス形状は上位カーボ
ンモデル譲りの造形で、デザイン・走り共にメルクスらしさを存分に味わえ
る

EDDY MERCKX　BLOCKHAUS 67

・おすすめ度　  ★★★★★
・適正身長　　   170 ～
・ひとこと　　　いわずと知れたツールドフランスのレジェンド、エディ·メ
　　　　　　　 ルクスの名を冠したロードレーサー。 ロード愛好家なら一度
　　　　　　　 は乗ってみたい、スーパ－ロードレーサーです！

Kid’s Bike

MARIN DONKY Jr26
小学校高学年ごろから乗れる自転車
路面状況が悪い道や、段差が多い道でも安心して走れる
スピードを出しがちなお年頃のお子様の為によく利くブレーキを使用
7段変速なので坂道もよく登る

・おすすめ度　  ★★★★
・適正身長　　   135cm～ 155cm


