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リンエイニュース（発注サイト用） 

令和 5年 1月 5 日 

■ 新製品＆新規取り扱い情報 ■ 

 季節に関係なく 365 日使えるオールシーズンタイヤ  

SCHWALBE 『マラソン 365』 

 希望小売価格（税別）：\ 4,200 

コードナンバー 選択肢 JAN 

427-59051 ブラック（20×1.50） 4026495910774 

 価格：発注サイトへ  

 希望小売価格（税別）：\ 5,800 

コードナンバー 選択肢 JAN 

427-59054 ブラック（700×38C） 4026495910873 

427-59055 ブラック（28×2.00） 4026495910910 

 価格：発注サイトへ 700×38C・28×2.00  

+++特 徴（MARATHON 365）+++ 

・雪が降る地域でもタイヤを交換することなく年間を通して使

用できるタイヤ 

・FourSeason コンパウンドは通常路面はもちろん、濡れた

路面及び軽い雪のコンディションにも最適なグリップを提供 

・耐パンクベルトには 3mm厚のグリーンコンパウンドを搭載 

・夜間も安心なリフレクター付き 

・電動アシストバイク（E-BIKE）にも対応 

・ワイヤービード 

※タイヤのみ 

※スタッドレスタイヤではありませんので凍結路面でのご使用

はお控えください。 

 

 「ADVANS+f」フロント用マウントシステム対応  

昭和インダストリーズ 『FCN-001 BLK フロントキャリヤ 001』 

 希望小売価格（税別）：\ 1,900 

コードナンバー 選択肢 JAN 

409-51041 ブラック 4580253417504 

 価格：発注サイトへ  

+++特 徴（FCN-001 BLK）+++ 

・「ADVANS+f」フロント用マウントシステム対応キャリヤ 

・市販のフロントバスケットの固定や、荷物を直接ベルト等で固定して載せ

ることが可能 

・様々な車種に対応し、シーンに応じて自由な使い分けが可能 

・サイズ：115mm×80mm（背面）、165mm×175mm（底面） 

・耐荷重：10kg  重量：410g 

※本製品は単品では使用できません。 

※取り付けにはフロント用マウントシステム対応の専用マウントが別途必要です。 

※背面サイズは弊社実測となります。 

コーポレート 

ウェブサイト 

700×38C 

28×2.00 

20×1.50 

https://www.rinei-web.jp/products/8385
https://www.rinei-web.jp/products/8388
https://www.rinei-web.jp/products/8389
https://www.rinei-web.jp/products/8306
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 状況に合わせて使えるリバーシブルペダル  

三ヶ島製作所 『Urban Step-in A Ezy Superior』 

 希望小売価格（税別）：\ 11,100 

コードナンバー 選択肢 JAN 

528-00414 シルバー 4560369000272 

528-00415 ブラック 4560369000296 

 価格：発注サイトへ  

+++特 徴（Urban Step-in A Ezy Superior）+++ 

・ツーリングの時にはビンディング面、街中ではフラット面と

状況にあわせた乗り方が可能なリバーシブルペダル 

・オートマチックリターンメカニズムにより工具不要でペダルを簡単に脱着

できる MKS オリジナル機構「イージースーペリア」搭載モデル 

・気軽にスニーカーで近所に買い物など、靴を気にせず使用可能 

・フラット面の中心は踏み面より凹みがあり、クリートをつけたままでも乗車可能 

・ツーリング中に信号待ちが多い街中でもそのままフラット面で踏み込むことが可能 

・トリプルシールドベアリング採用により、なめらかで高い回転性能 

・スプリングのテンションは好みに合わせて 3 段階の調整をすることが可能 

・専用 2 つ穴クリートセット付属 

・踏面：両面（片面ビンディング、片面プラットフォーム） 

・踏面サイズ：横 66mm×前後 94mm  ・重量：461g 

 

 広い踏み面のプラットフォームペダル  

三ヶ島製作所 『GR-10』 

 希望小売価格（税別）：\ 3,570 

コードナンバー 選択肢 JAN 

528-00551 シルバー 4560369004041 

528-00552 ブラック 4560369004058 

 価格：発注サイトへ  

+++特 徴（GR-10）+++ 

・人気定番製品 GR-9 の後継モデルとして、さらに広く乗りや

すい踏み面 

・スニーカーにトゥクリップをつけて乗車する際に最適 

・ベアリング：ボールベアリング 

・踏面サイズ：横 76mm×前後 88mm  ・重量：340g 

 

 スニーカーで走ることを想定されたデザイン  

三ヶ島製作所 『RMX』 

 希望小売価格（税別）：\ 3,570 

コードナンバー 選択肢 JAN 

528-00130 コズミックシルバー 4560369001224 

 価格：発注サイトへ  

+++特 徴（RMX）+++ 

・踏み面の正方形に近いシルエットで、より広い面積に均等に

荷重を分散させる足に優しいデザイン 

・平らなソールのシューズとの相性が良く、角度をつけたロープロファイルト

レッドを採用し、靴底を傷めずに安定した走りを実現 

・リフレクター付きで軽快車のカスタムにも最適 

・ベアリング：ボールベアリング 

・踏面サイズ：横 90mm×前後 86mm  ・重量：384g 

https://www.rinei-web.jp/products/7852
https://www.rinei-web.jp/products/7860
https://www.rinei-web.jp/products/7869
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 最高級ツーリングペダルの片側 Ezy ペダル  

三ヶ島製作所 『TOURING-LITE One Side Ezy Superior』 

 希望小売価格（税別）：\ 9,530 

コードナンバー 選択肢 JAN 

528-00137 サテンシルバー 4560369000449 

528-00138 ブラック 4560369000470 

 価格：発注サイトへ  

+++特 徴（TOURING-LITE One Side Ezy Superior）+++ 

・最高級ツーリングペダル「TOURING-LITE」の左ペダルを

簡単に脱着ができる Ezy Superior システム、右ペダルをノーマル軸にした

折りたたみ自転車対応の One Side Ezy Superior（ワン・サイド・イージ

ースーペリア）モデル 

・左ペダルは簡単脱着機構Ezy Superiorシステムにより工具なしで簡単に脱着が可能 

・回転機構部まで手作業で研磨を施し、高い精度を実現する「高回転性能ボー

ルベアリングシステム」を採用し、優れた回転性能 

・側板はコンパクトなショートサイズ 

・波型にデザインされた側板はトゥクリップやストラップを使わなくてもし

っかりとシューズをホールド 

・踏面サイズ：横 86mm×前後 69mm  ・重量：350g 

 

 軽量＆コンパクト片側 Ezy ペダル  

三ヶ島製作所 『CYGMA One Side Ezy』 

 希望小売価格（税別）：\ 7,680 

コードナンバー 選択肢 JAN 

528-00253 シルバー 4560369000432 

 価格：発注サイトへ  

+++特 徴（CYGMA One Side Ezy）+++ 

・CNC 製法の Compact Ezy と比べ、ほぼ同等の軽量＆コン

パクトサイズでありながらリーズナブルな価格を実現したペダル 

・左ペダルを簡単に脱着ができる Ezy システム、右ペダルをノーマル軸にし

た折りたたみ自転車対応の One Side Ezy（ワン・サイド・イージー）モデル 

・街乗りに最適な両面踏みタイプで輪行にも便利なコンパクトサイズ 

・トゥクリップやリフレクターの装着も可能 

・ペダルの脱着が容易にできるクイックリリース機構「Ezy システム」搭載 

・高い回転性能のシールドベアリング採用 

・踏面サイズ：横 73mm×前後 64mm  ・重量：278g 

 

 軽量＆コンパクト＆リーズナブル  

三ヶ島製作所 『CYGMA』 

 希望小売価格（税別）：\ 4,830 

コードナンバー 選択肢 JAN 

528-00252 シルバー 4560369004218 

 価格：発注サイトへ  

+++特 徴（CYGMA）+++ 

・CNC 製法の Compact と比べ、ほぼ同等の軽量＆コンパク

トサイズでありながらリーズナブルな価格を実現したペダル 

・街乗りに最適な両面踏みタイプ 

・トゥクリップやリフレクターの装着も可能 

・高い回転性能のシールドベアリング採用 

・踏面サイズ：横 73mm×前後 64mm  ・重量：240g 

https://www.rinei-web.jp/products/7756
https://www.rinei-web.jp/products/7857
https://www.rinei-web.jp/products/7867
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 「SYLVAN」ツーリングの細口（BC 1/2）タイプ  

三ヶ島製作所 『SYLVAN TOURING 細口（BC 1/2）』 

 希望小売価格（税別）：\ 4,970 

コードナンバー 選択肢 JAN 

528-00297 シルバー 4560369005130 

528-00298 ブラック 4560369005147 

 価格：発注サイトへ  

+++特 徴（SYLVAN TOURING（BC 1/2））+++ 

・ランドナーやスポルティーフなどツーリング車ペダルの大定番 

・1978 年発売より今もなお人気を誇るロングセラー製品 

・幅広な両面側板により、足の位置を調整しやすく疲れを軽減、ロングライドに最適 

・専用のキャップスパナ（別売）によりキャップの開閉が可能で、ベアリングの

調整やメンテナンスが可能 

・正しくメンテナンスをすることで長年使用できる優れた耐久性 

・ベアリング：ボールベアリング 

・踏面サイズ：横 94mm×前後 63mm  ・重量：391g 

 

 補修・交換用  

三ヶ島製作所 『ROYAL NUEVO プレート リア』 

 希望小売価格（税別）：オープン 

コードナンバー 選択肢 JAN 

528-02171 シルバー 4560369009657 

 価格：発注サイトへ  

+++特 徴（ROYAL NUEVO Plate Rear）+++ 

・ROYAL NUEVO の交換、補修用パーツ 

 

 お子様を乗せるのがさらに楽になった新バージョン  

大久保製作所 『D-5RG5-O シェル型レインカバー horo! Ver.5』 

 希望小売価格（税別）：\ 12,500 

コードナンバー 選択肢 JAN 

288-03111 杢ネイビー 4516076001187 

288-03112 杢グレー 4516076001170 

288-03113 杢ブラック 4516076001163 

288-03114 ベージュ 4516076001194 

288-03115 カーキ 4516076001200 

 価格：発注サイトへ  

+++特 徴（D-5RG5-O）+++ 

・暑い日でも下カバーを外して、上カバーのみで独立して使用

できるオールシーズンタイプ 

・お子様の乗せ降ろしが左右どちらからも可能で、新たにダブルファスナーの

採用によりお子様の乗せ降ろしが更に簡単 

・上カバーの前面日よけは角度調節が可能で効率よく遮光＆遮熱 

・透明窓だけを開けたときのファスナーが降りすぎない固定ボタン付き 

・簡単かつ確実に装着できる一体型の取り付けプレート 

・使用時の歪みを抑える分割式サブフレーム構造 

・生地は丈夫で、雨天にも対応する耐水圧 1000mm をクリア 

・外した下カバーの収納などに便利な背面ポケット 

・盗難防止用のロック穴付き（※ロックは別売です。）  ・重量：1260g 

https://www.rinei-web.jp/products/7937
https://www.rinei-web.jp/products/7929
https://www.rinei-web.jp/products/8406
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 電動アシスト自転車対応  

大久保製作所 『HC-AM01 オールシーズン使えるハンドルカバー Round』 

 希望小売価格（税別）：\ 2,880 
コードナンバー 選択肢 JAN 

288-00061 杢ネイビー 4516076013142 

288-00062 杢グレー 4516076013135 

288-00063 杢ブラック 4516076013128 

 価格：発注サイトへ  

+++特 徴（HC-AM01）+++ 
・夏は紫外線防止、冬はボアを取り付けて防寒対策することが可能 

・電動アシスト自転車のスイッチパネルや変速機の部分は透明で見やすい窓付き 

・ボアの暖かさとアルミの反射熱の 2 重構造ですぐれた保温効果 

・紐なしで付属のカバーストッパーをハンドルに留めるだけの簡単装着 

・優れたはっ水性で急な雨でも安心 

 

 荷物の容量に合わせてサイズ変更可能  

大久保製作所 『D-2F-PMK 2 段式バスケットカバー Step! 前用』 
 希望小売価格（税別）：\ 3,290 

コードナンバー 選択肢 JAN 

288-00641 ベージュ 4516076001248 

288-00642 カーキ 4516076001255 

288-00643 ネイビー 4516076001262 

288-00644 杢ネイビー 4516076001231 

288-00645 杢グレー 4516076001224 

288-00646 杢ブラック 4516076001217 

 価格：発注サイトへ  

+++特 徴（D-2F-PMK）+++ 
・ボタンを外せば 20 センチ高くなり容量がアップ 

・天面の芯材を前方まで配置することで容量アップした時も開閉がスムーズ 

・ハンドル側から開閉できる手前開きタイプ 

・フタに水が溜まりにくい構造で、急な雨にも安心なはっ水加工 

・バスケットの上からかぶせて裾絞りゴムで調整するだけの簡単装着 

・適応カゴサイズ：カゴ周囲約 122～147cm 以内、カゴ深さ約 23～26cm 

 

 荷物の容量に合わせてサイズ変更可能  

大久保製作所 『D-2R-PMK 2 段式バスケットカバー Step! 後用』 
 希望小売価格（税別）：\ 3,740 

コードナンバー 選択肢 JAN 

288-00651 ベージュ 4516076001309 

288-00652 カーキ 4516076001316 

288-00653 ネイビー 4516076001323 

288-00654 杢ネイビー 4516076001293 

288-00655 杢グレー 4516076001286 

288-00656 杢ブラック 4516076001279 

 価格：発注サイトへ  

+++特 徴（D-2R-PMK）+++ 
・ボタンを外せば 20 センチ高くなり容量がアップ 

・天面の芯材を前方まで配置することで容量アップした時も開閉がスムーズ 

・ハンドル側から開閉できる手前開きタイプ 

・フタに水が溜まりにくい構造で、急な雨にも安心なはっ水加工 

・バスケットの上からかぶせて裾絞りゴムで調整するだけの簡単装着 

・適応カゴサイズ：カゴ周囲約 127～161cm 以内、カゴ深さ約 28cm 

https://www.rinei-web.jp/products/8407
https://www.rinei-web.jp/products/8402
https://www.rinei-web.jp/products/8404
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 ヘルメット補修・交換パーツ  

OGK Kabuto 『AERO-R2 ノーマルインナーパッドセット』 希望小売価格（税別）：\ 1,800 
コードナンバー 選択肢 JAN 

211-05072 ブラック 4966094608200 

 価格：発注サイトへ  

+++特 徴（AERO-R2 Normal Inner Pad set）+++ 

・適合モデル：AERO-R2、AERO-R2TR 

 

OGK Kabuto 『AERO-R2 専用 A.I.ネット』 希望小売価格（税別）：\ 2,100 
コードナンバー 選択肢 JAN 

211-05073 ブラック 4966094608217 

 価格：発注サイトへ  

+++特 徴（AERO-R2 A.I.net）+++ 

・適合モデル：AERO-R2、AERO-R2TR 

 

OGK Kabuto 『AERO-R2 用エアパスプレート』 希望小売価格（税別）：\ 1,500 
コードナンバー 選択肢 JAN 

211-05074 ブルー 4966094608224 

 価格：発注サイトへ  

+++特 徴（AERO-R2 Air Pass Plate）+++ 

・適合モデル：AERO-R2、AERO-R2TR 

 

OGK Kabuto 『ノンスリップラバー-02』 希望小売価格（税別）：\ 400 
コードナンバー 選択肢 JAN 

211-05075 ブラック 4966094608231 

 価格：発注サイトへ  

+++特 徴（AERO-R2 Non Slip Rubber）+++ 

・4mm 厚  ・適合モデル：AERO-R2、AERO-R2TR 

 

OGK Kabuto 『SB-03 専用インナーパッドセット』 希望小売価格（税別）：\ 900 
コードナンバー 選択肢 JAN 

211-20301 ブラック 4966094610609 

 価格：発注サイトへ  

+++特 徴（SB-03-inner-pad-set）+++ 

・適合モデル：SB-03 

 
OGK Kabuto 『SB-03 専用バイザー』 希望小売価格（税別）：\ 1,000 

コードナンバー 選択肢 JAN 

211-20302 ブラック（L） 4966094610616 

211-20303 ブラック（XL） 4966094610623 

 価格：発注サイトへ  

+++特 徴（SB-03-visor）+++ 

・適合モデル：SB-03 

 

OGK Kabuto 『インナーパッドセット-2』 希望小売価格（税別）：\ 500 
コードナンバー 選択肢 JAN 

211-20136 レッド 4966094463601 

 価格：発注サイトへ  

+++特 徴（Inner Pad set-2）+++ 

・適合モデル：SCUDO-J、SCUDO-L SERIES、SN-10、 

SN-11、WR-J、WR-L 

https://www.rinei-web.jp/products/7734
https://www.rinei-web.jp/products/7735
https://www.rinei-web.jp/products/7736
https://www.rinei-web.jp/products/7737
https://www.rinei-web.jp/products/8069
https://www.rinei-web.jp/products/8070
https://www.rinei-web.jp/products/8501
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■ お知らせ ■ 

● カナック企画 『ふとん de クッション』【新色追加】のお知らせ  

 ※現行カラーは令和 3年 1 月、令和 4年 1 月リンエイニュースに掲載  希望小売価格（税別）：3,000 円 

摘 要 品 番 コードナンバー 選択肢 JAN 価 格 

新色追加 
SFC-005 209-00405 500 系こだま 4985285095995 

発注サイトへ 
SFC-006 209-00406 E235 系山手線 4985285096008 

+++特 徴（SFC-005/-006）+++ 

・布団を畳んで入れるだけでクッションや抱き枕にもなる布

団収納カバーに新デザイン登場！ 

・押し入れに眠っている布団を有効活用でき、押し入れのス

ペース問題も解消 

・シングルの掛け布団や毛布、タオルケットの収納が可能 

・洗濯機で丸洗いすることが可能 

・サイズ：幅 45mm×長さ 86mm（収納時：270mm×270mm×730mm） 

・重量：220ｇ 

 

● SCHWALBE 『マラソンウィンタープラス』【サイズ追加】のお知らせ ● 

 ※現行サイズは令和 4年 1 月リンエイニュースに掲載  希望小売価格（税別）：8,000 円 

摘 要 コードナンバー 選択肢 JAN 価 格 

サイズ追加 427-59010 ブラック（20×1.60） 4026495849777 発注サイトへ 

+++特 徴（MARATHON WINTER PLUS）+++ 

・最高レベルの耐パンク性能を誇るウィンタータイヤシリー

ズのスタンダードモデルとして、積雪の多い地域の日常使

いにオススメ 

・空気圧を上げると直進時はピンが路面に触れないためノイズと抵抗を抑え

られ、コーナリング時はピンが接地して、滑りやすい路面でもグリップを

得る事が可能 

・空気圧をやや下げると、トレッドの接地面が広がることでショルダーから

サイド面にかけて配置されたピンが路面をしっかりと捉え、直進時、コー

ナリング時ともにグリップを効かせた走行が可能 

・耐パンクレベルが最も高い「スマートガード®」を採用し、5mm 厚の高品

質ラバーレイヤーにより突起物からも強靭にタイヤをガード 

・夜間も安心なリフレクター付き 

・ピン数：168 個 

https://www.rinei-web.jp/products/6975
https://www.rinei-web.jp/products/8500

