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リンエイニュース（発注サイト用） 

令和 4年 12月 1日 

■ お知らせ ■ 

● 年末年始の営業について ● 

年末年始の営業につきましては下記通りとさせていただきますのでよろしくお願いいたします。 

12月 29日（木）は正午までに限りお問い合わせのみのご対応となります。 

 1月 4日（水）は出荷のみのご対応とさせていただき、最終受注は通常通り 13：00 厳守となります。 

日 月 火 水 木 金 土 

12/ 25 ◎26 ◎27 ◎28 年内最終出荷 △29（正午まで） 30 31 

1/ 1 2 3 ◎4（出荷のみ） ◎5 ◎6 ◎7 

  ◎：出荷可能日 

 

■ 新製品＆新規取り扱い情報 ■ 

 キャップタイプのカジュアルヘルメット  

OGK Kabuto 『LIBERO リベロ』 

 希望小売価格（税別）：\ 8,800 

コードナンバー 選択肢 JAN 

211-11671 ベージュ 4966094610517 

211-11672 チャコール 4966094610500 

 価格：発注サイトへ  

+++特 徴（LIBERO）+++ 

・国内の頭部形状データに基づく設計で、快適な被り心地の軽

量コンパクトなソフトシェル帽体に、5 方型のカジュアルなキャップタイプ

の帽子（ヘルメットカバー）を装着 

・車などのライトに反射して光るリフレクター素材を後頭部とつば後部に装

備し、夜間走行時の視認性をアップ 

・大きめのつばは視野を妨げない角度で設計され、日差しをしっかりとガード 

・つばのエッジ部分のパイピングやアイレットでより自然なキャップスタイ

ルに見えるようデザイン 

・内装の脱着が可能 

・安心の安全基準｢自転車用 SG基準｣認証品 

・サイズ：54～57cm 未満   ・重量：315g 

 

 LIBERO 用交換＆補修パーツ  

OGK Kabuto 『CA-1 帽子（ヘルメットカバー）』 

 希望小売価格（税別）：\ 3,000 

コードナンバー 選択肢 JAN 

211-20311 ベージュ 4966094610531 

211-20312 チャコール 4966094610524 

 価格：発注サイトへ  

+++特 徴（CA-1）+++ 

・補修、交換用帽子パーツ 

・適合モデル：LIBERO 

 

コーポレート 

ウェブサイト 

https://www.rinei-web.jp/products/8384
https://www.rinei-web.jp/products/8413
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 センサー内蔵のオート点灯機能付き  

Panasonic 『NSKR606 LED かしこいテールライト』 

 希望小売価格（税別）：オープン 

コードナンバー 選択肢 JAN 

234-00321 ブラック 4519389547823 

 価格：発注サイトへ  

+++特 徴（NSKR606）+++ 

・赤色 LED3 灯に加え、被視認性を向上させるレンズ加工 

・連続点滅約 100 時間 

・シートポストとシートステーに取り付け可能 

・本体とホルダー（3 種類）を固定するネジ付き 

・使用電池：単 4 形乾電池×2 個 ※電池別売 

・使用時間：約 100 時間（パナソニックアルカリ乾電池使用時） 

・サイズ：65mm×30mm×60mm  ・重量：60g（電池含む） 

・対応サイズ：φ25.4～32.0mm（シートポスト） 

・対応サイズ：φ12.7～16.0mm／φ19.0～23.0mm（シートステー） 

 

 ホイール用リフレクター  

CATEYE 『RR-340-WUW ホイールリフレクター』 

 希望小売価格（税別）：オープン 

コードナンバー 選択肢 JAN 

526-10090 クリアー 4510676836262 

 価格：発注サイトへ  

+++特 徴（RR-340-WUW）+++ 

・取り付けが簡単な金具付きホイールリフレクター 

・#12、#13、#14 ゲージのスポークに対応  ・JIS 規格適合品 

 

 フロント用リフレクター  

CATEYE 『RR-165-BPW リフレクター』 

 希望小売価格（税別）：オープン 

コードナンバー 選択肢 JAN 

526-10171 クリアー/ブラック 4510676836286 

 価格：発注サイトへ  

+++特 徴（RR-165-BPW）+++ 

・ワイドアングル（広角）フロントリフレクター 

・パイプ取り付け用  ・JIS 規格適合品  ※取付バンドは別売です。 

 

 フロント用リフレクター（ハンドル固定用）  

CATEYE 『RR-165-BP2W リフレクター』 

 希望小売価格（税別）：オープン 

コードナンバー 選択肢 JAN 

526-10172 クリアー/ブラック 4510676836293 

 価格：発注サイトへ  

+++特 徴（RR-165-BP2W）+++ 

・ワイドアングル（広角）フロントリフレクター 

・ハンドル取り付け用  ・JIS 規格適合品  ※取付バンドは別売です。 

https://www.rinei-web.jp/products/8317
https://www.rinei-web.jp/products/8414
https://www.rinei-web.jp/products/8415
https://www.rinei-web.jp/products/8416
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 電動アシスト自転車対応窓付き  

Kawasumi 『KWH-510-KH/-NV オールシーズンハンドルカバー』 

 希望小売価格（税別）：オープン 

コードナンバー 選択肢 JAN 

259-00041 カーキ（KWH-510-KH） 4986012204673 

259-00042 ネイビー（KWH-510-NV） 4986012204680 

 価格：発注サイトへ  

+++特 徴（KWH-510KH/-NV）+++ 

・面ファスナー付きベルトで簡単装着 

・内蔵のボアは脱着式で寒い日は暖かく、暖かい日は取り外して快適 

・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見やすい大型窓付き 

・高い UV カット率（カーキ：99.9％、ネイビー：99.8％）で強い日差しも安心 

・反射バイアステープで夜間の視認性をアップ 

・雨でも安心な防水、はっ水加工 

・サイズ：幅 230mm×長さ 390mm 

・重量：140g 

 

 電動アシスト自転車対応＆簡単取り付け！  

大久保製作所 『HC-HM01 電動アシスト車対応杢柄ハンドルカバー』 

 希望小売価格（税別）：\ 2,980 

コードナンバー 選択肢 JAN 

288-00071 杢ネイビー 4516076013111 

288-00072 杢グレー 4516076013104 

288-00073 杢ブラック 4516076013098 

 価格：発注サイトへ  

+++特 徴（HC-HM01）+++ 

・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 

・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 

・内側には温かいボア付き 

・優れたはっ水性で急な雨でも安心 ※縫製品につき完全防水ではありません 

 

 カバーを付けたままバスケットの取っ手が使える！  

OGK 技研 『TN-016R 取手付リヤバスケット専用カバー』 

 希望小売価格（税別）：オープン 

コードナンバー 選択肢 JAN 

210-01611 ブラック 4511890220967 

 価格：発注サイトへ  

+++特 徴（TN-016R）+++ 

・バスケットを買い物バッグにする取っ手付きバスケット専用

カバー 

・カバーを付けたままバスケットの取っ手を使用することが可能 

・開閉が簡単で荷物の容量によって調節が可能な巾着タイプ 

・底部のスリットからバスケットのロックレバーを操作可能 

・適用リヤバスケット：OGK 製取っ手付きリヤバスケット（RB-037B2、

RB-037B6、RB-037F、RB-009B2、RB-009B6、RB-009F 等） 

 

https://www.rinei-web.jp/products/8494
https://www.rinei-web.jp/products/8408
https://www.rinei-web.jp/products/8499
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 補修交換用スパイクピン  

SCHWALBE 『SW-WT5512.01 スペアスパイク 工具付』 

 希望小売価格（税別）：\ 2,000 

コードナンバー 選択肢 JAN 

427-59042 50 ピン 4026495899314 

 価格：発注サイトへ  

+++特 徴（SW-WT5512.01）+++ 

・1 セット 50 ピン入りのスチールスパイク 

・付属の専用ツールで簡単に取り付けが可能 

 

 インナーバッグ付きリヤバスケット  

OGK 技研 『RB-020+TN-017R インナーバッグ付リヤバスケット』 

 希望小売価格（税別）：\ 7,800 

コードナンバー 選択肢 JAN 

210-00661 ブラック+カーキ  4511890221353 

210-00662 ブラック+ブラック 4511890221346 

 価格：発注サイトへ  

+++特 徴（RB-020+TN-017R）+++ 

・パイプ構造で軽量のリヤバスケットと取り外してお買い物バ

ッグとして使えるインナーバッグのセット 

・バスケットは丈夫で錆びない樹脂製で内側の角を丸くした荷物にやさしい設計 

・レジカゴ 1 個分の買い物がそのまま入る大容量のバッグは飛びはねを防止

し、さらにはっ水仕様で急な雨も安心 

・バッグは開閉が簡単で荷物の容量によって調節が可能な巾着タイプで内側に

は保冷剤を入れる内ポケット付き 

・取り外したバッグはトートバッグ単体としても使用可能 

・バスケットサイズ：幅 350mm×奥行 485mm×高さ 210mm 

（底面：幅 240mm×奥行 380mm） 

・内容量：約 25L  ・重量：1.1kg  ・耐荷重：15kg 

・バッグサイズ：幅 290mm×奥行 440mm×高さ 220mm 

 

 スポーツバイク用バスケット＆キャリアセット  

丸八工機 『CK-10-3+FC アルミバスケット フロントキャリア付き』 

 希望小売価格（税別）：オープン 

コードナンバー 選択肢 JAN 

406-00301 ブラック 4571479582862 

 価格：発注サイトへ  

+++特 徴（CK-10-3+FC）+++ 

・バスケットはつや消し塗装のスタイリッシュなデザインと使

いやすいサイズでスポーツバイクに最適 

・付属のフロントキャリアはスチール製で丈夫 

・V ブレーキ仕様のほとんどの自転車に対応 

・ステー部分が 2点で稼働する設計で、自転車へ平行に取り付けることが可能 

・バスケット：幅 360mm×奥行 285mm×高さ 160mm 

（底面：幅 275mm×奥行 195mm） 

・キャリア：幅 120mm×奥行 210mm×高さ 160mm 

※高さは背面のみ、ステー長 120mm 除く 

・重量：750ｇ（バスケット）、750ｇ（キャリア）  ・耐荷重：3kg 

https://www.rinei-web.jp/products/8413
https://www.rinei-web.jp/products/7351
https://www.rinei-web.jp/products/8417
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 新ブランド「ADVANS」のフロントバスケット  

昭和インダストリーズ 『BRLA ワイヤーバスケット LA』 

 希望小売価格（税別）：\ 3,800 

コードナンバー 選択肢 JAN 

409-51001 メッキ（BRLA ZW） 4580253417320 

 価格：発注サイトへ  

 希望小売価格（税別）：\ 3,600 

コードナンバー 選択肢 JAN 

409-51002 ブラック（BRLA BLK） 4580253417313 

 価格：発注サイトへ  

+++特 徴（BRLA）+++ 

・すっきりとしたスタイリッシュなデザインで、様々なスポー

ツ車にマッチする浅型設計の「ADVANS+f」フロント用マウントシステム

対応ワイヤーバスケット 

・同シリーズの BRMAに比べ、ひと回り大きくした大容量ワイドサイズ 

・通学や通勤など日常的な使用を想定し、バスケット底部を補強することに

より優れた耐久性を実現 

・サイズ：幅 465mm×奥行 315mm×高さ 115mm 

（底面：幅 405mm×奥行 270mm）※底面は弊社実測 

・重量：990g 

・耐荷重：5kg 

※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。 

 

 「ADVANS」コンパクトフロントバスケット  

昭和インダストリーズ 『BRMA ワイヤーバスケット MA』 

 希望小売価格（税別）：\ 3,600 

コードナンバー 選択肢 JAN 

409-51011 メッキ（BRMA ZW） 4580253417306 

 価格：発注サイトへ  

 希望小売価格（税別）：\ 3,400 

コードナンバー 選択肢 JAN 

409-51012 ブラック（BRMA BLK） 4580253417290 

 価格：発注サイトへ  

+++特 徴（BRMA）+++ 

・すっきりとしたスタイリッシュなデザインで、様々なスポー

ツ車にマッチする浅型設計の「ADVANS+f」フロント用マウントシステム

対応ワイヤーバスケット 

・同シリーズの BRLA に比べ、ひと回り小さくしたコンパクトサイズ 

・通学や通勤など日常的な使用を想定し、バスケット底部を補強することに

より優れた耐久性を実現 

・サイズ：幅 385mm×奥行 255mm×高さ 115mm 

（底面：幅 330mm×奥行 195mm）※底面は弊社実測 

・重量：740g 

・耐荷重：5kg 

※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。 

 

https://www.rinei-web.jp/products/8298
https://www.rinei-web.jp/products/8299
https://www.rinei-web.jp/products/8300
https://www.rinei-web.jp/products/8301
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 背板レスのすっきりデザインへリニューアル  

昭和インダストリーズ 『WRN ウッドワイヤーラック 浅型』 

 希望小売価格（税別）：\ 6,700 

コードナンバー 選択肢 JAN 

409-51022 メッキ（WRN ZW） 4580253417351 

 価格：発注サイトへ  

 希望小売価格（税別）：\ 6,500 

コードナンバー 選択肢 JAN 

409-51021 ホワイト（WRN WHT） 4580253417344 

409-51023 ブラック（WRN BLK） 4580253417337 

 価格：発注サイトへ  

+++特 徴（WRN）+++ 

・シンプルなワイヤーフレームに天然木の底板を使用し、レト

ロな雰囲気が漂うフロントラック 

・「ADVANS+f」フロント用マウントシステム対応 

・別売の「ADVANS+f」フロント用マウントシステム対応マウントを使用す

ることでフロントキャリヤなしで自転車に装着することが可能 

・背板をなくしてさらにすっきりとしたデザインへとリニューアル 

・浅底設計でクラシカルな雰囲気の自転車やイメージチェンジなどに最適 

・杉やヒノキ等の国産材を屋外用のオイルステインで仕上げることで高い防腐、

防カビと自然な木材の風合いの両立を実現 

・サイズ：幅 420mm×奥行 262mm×高さ 104mm 

・重量：960g  ・耐荷重：7kg 

 

 高さをアップした深底タイプ  

昭和インダストリーズ 『WRN-DEEP ウッドワイヤーラック 深型』 

 希望小売価格（税別）：\ 7,200 

コードナンバー 選択肢 JAN 

409-51032 メッキ（WRN-DEEP ZW） 4580253417382 

 価格：発注サイトへ  

 希望小売価格（税別）：\ 6,900 

コードナンバー 選択肢 JAN 

409-51031 ホワイト（WRN-DEEP WHT） 4580253417375 

409-51033 ブラック（WRN-DEEP BLK） 4580253417368 

 価格：発注サイトへ  

+++特 徴（WRN-DEEP）+++ 

・シンプルなワイヤーフレームに天然木の底板を使用し、レト

ロな雰囲気が漂うフロントラックの深底タイプ 

・「ADVANS+f」フロント用マウントシステム対応 

・別売の「ADVANS+f」フロント用マウントシステム対応マウントを使用す

ることでフロントキャリヤなしで自転車に装着することが可能 

・背板をなくしてさらにすっきりとしたデザインへとリニューアル 

・クラシカルな雰囲気の自転車やイメージチェンジなどに最適 

・杉やヒノキ等の国産材を屋外用のオイルステインで仕上げることで高い防腐、

防カビと自然な木材の風合いの両立を実現 

・サイズ：幅 420mm×奥行 262mm×高さ 180mm 

・重量：1180g  ・耐荷重：7kg 

https://www.rinei-web.jp/products/8303
https://www.rinei-web.jp/products/8302
https://www.rinei-web.jp/products/8305
https://www.rinei-web.jp/products/8304
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 「ADVANS+f」マウント  

昭和インダストリーズ 『MVA-D-R V ブレーキ＋ダボ止め用マウント』 

 希望小売価格（税別）：\ 2,950 

コードナンバー 選択肢 JAN 

409-51102 メッキ（MVA-D-R ZW） 4580253417580 

 価格：発注サイトへ  

 希望小売価格（税別）：\ 2,800 

コードナンバー 選択肢 JAN 

409-51101 ホワイト（MVA-D-R WHT） 4580253417573 

409-51103 ブラック（MVA-D-R BLK） 4580253417566 

 価格：発注サイトへ  

+++特 徴（MVA-D-R）+++ 

・V ブレーキ装着自転車に対応した「ADVANS+f」アイテム

（バスケット、キャリア）取り付け用マウント 

・フォークセンター穴とキャリヤダボもしくはドロヨケダボを使用し、調整金

具で脚の長さを調整して装着 

・ハンドルを固定場所としないため、スレッドステム、アヘッドステム車を問

わず装着可能 

・対応車種：20 インチ～700C まで 

・重量：420g 

 

 「ADVANS+f」マウント  

昭和インダストリーズ 『MVA-N-R Vブレーキ＋ナット止め用マウント』 

 希望小売価格（税別）：\ 2,750 

コードナンバー 選択肢 JAN 

409-51112 メッキ（MVA-N-R ZW） 4580253417610 

 価格：発注サイトへ  

 希望小売価格（税別）：\ 2,600 

コードナンバー 選択肢 JAN 

409-51111 ホワイト（MVA-N-R WHT） 4580253417603 

409-51113 ブラック（MVA-N-R BLK） 4580253417597 

 価格：発注サイトへ  

+++特 徴（MVA-N-R）+++ 

・V ブレーキ装着自転車に対応した「ADVANS+f」アイテム

（バスケット、キャリア）取り付け用マウント 

・フォークセンター穴とハブ軸を使用し、調整金具で脚の長さを調整して装着 

・ハンドルを固定場所としないため、スレッドステム、アヘッドステム車を問

わず装着可能 

・対応車種：20 インチ～700C まで 

・重量：500g 

 

https://www.rinei-web.jp/products/8308
https://www.rinei-web.jp/products/8307
https://www.rinei-web.jp/products/8310
https://www.rinei-web.jp/products/8309
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 「ADVANS+f」マウント  

昭和インダストリーズ 『MCA-D-R 

キャリパーブレーキ＋ダボ止め用マウント』 希望小売価格（税別）：\ 2,900 

コードナンバー 選択肢 JAN 

409-51122 メッキ（MCA-D-R ZW） 4580253417641 

 価格：発注サイトへ  

 希望小売価格（税別）：\ 2,750 

コードナンバー 選択肢 JAN 

409-51121 ホワイト（MCA-D-R WHT） 4580253417634 

409-51123 ブラック（MCA-D-R BLK） 4580253417627 

 価格：発注サイトへ  

+++特 徴（MCA-D-R）+++ 

・キャリパーブレーキ装着自転車に対応した「ADVANS+f」

アイテム（バスケット、キャリア）取り付け用マウント 

・フォークセンター穴とキャリヤダボもしくはドロヨケダボを使用し、調整金

具で脚の長さを調整して装着 

・ハンドルを固定場所としないため、スレッドステム、アヘッドステム車を問

わず装着可能 

・対応車種：20 インチ～700C まで 

・重量：400g 

 

 「ADVANS+f」マウント  

昭和インダストリーズ 『MCA-N-R 

 キャリパーブレーキ＋ナット止め用マウント』 希望小売価格（税別）：\ 2,650 

コードナンバー 選択肢 JAN 

409-51132 メッキ（MCA-N-R ZW） 4580253417672 

 価格：発注サイトへ  

 希望小売価格（税別）：\ 2,550 

コードナンバー 選択肢 JAN 

409-51131 ホワイト（MCA-N-R WHT） 4580253417665 

409-51133 ブラック（MCA-N-R BLK） 4580253417658 

 価格：発注サイトへ  

+++特 徴（MCA-N-R）+++ 

・キャリパーブレーキ装着自転車に対応した「ADVANS+f」

アイテム（バスケット、キャリア）取り付け用マウント 

・フォークセンター穴とハブ軸を使用し、調整金具で脚の長さを調整して装着 

・ハンドルを固定場所としないため、スレッドステム、アヘッドステム車を問

わず装着可能 

・対応車種：20 インチ～700C まで 

・重量：480g 

 

https://www.rinei-web.jp/products/8312
https://www.rinei-web.jp/products/8311
https://www.rinei-web.jp/products/8314
https://www.rinei-web.jp/products/8313
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 スーパーカブ 110 プロ対応  

大久保製作所 『KGP-4000 ナックルガード スーパーカブ 110 プロ用（JA61 用）』 

 希望小売価格（税別）：\ 4,850 

コードナンバー 選択肢 JAN 

288-30001 白 4516076026081 

 価格：発注サイトへ  

+++特 徴（KGP-4000）+++ 

・操作感や防風効果はそのままに、リニューアルされた車両の

ハンドル周りに対応 

・配達や集金時など、天候の悪い日でも作業効率アップ 

・耐寒、耐候、耐衝撃性に優れた樹脂を採用 

・ミラー穴を利用して簡単取り付け（ミラー対応径：φ10mm） 

・日本製 

・適合車種：ホンダ スーパーカブ 110 プロ（JA61）※ディスクブレーキ装着車 

 

 スーパーカブ 110 プロ対応  

大久保製作所 『HD-DCP001 スーパーカブ 110 プロ用ハンドルカバー（JA61 用）』 

 希望小売価格（税別）：\ 3,600 

コードナンバー 選択肢 JAN 

288-30011 ブラック 4516076021291 

 価格：発注サイトへ  

+++特 徴（HD-DCP001）+++ 

・操作感や防寒性はそのままに、リニューアルされた車両のハ

ンドル周りに対応 

・右側には結んだ紐がゆるみにくい紐留めフラップ付き 

・耐久性の高いビニールレザー、保温力を逃しにくいアクリルボア、風の巻き

込みを防止する 2 重ジャージでしっかり防寒し、寒い冬場の配達に最適 

・日本製 

・適合車種：ホンダ スーパーカブ 110 プロ（JA61） 

※スーパーカブ 110 プロ JA42 には取り付けできません。 

 

 ブラウンのシートのカブに最適  

大久保製作所 『HC-PRM001 丸目カブ用ハンドルカバー』 

 希望小売価格（税別）：\ 4,890 

コードナンバー 選択肢 JAN 

288-30021 モカブラウン 4516076021338 

 価格：発注サイトへ  

+++特 徴（HC-PRM001）+++ 

・長年業務用として愛用され続けた定番商品が新しいデザイン

で登場 

・ハンドルカバーを付けたまま直接スイッチに触れて操作することができる

安心の操作性 

・内側は寒い冬場でも暖かい 3 層構造 

・ボタンを留めて紐をくくるだけの簡単取り付け仕様 

・日本製 

・適合車種：ホンダ スーパーカブ 50（AA09/AA01）、スーパーカブ 110

（JA07/JA44/JA59）、リトルカブ（AA01） 

 

https://www.rinei-web.jp/products/8400
https://www.rinei-web.jp/products/8398
https://www.rinei-web.jp/products/8399
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 業務用バイクに最適  

大久保製作所 『SCBE-001 業務用サドルカバー ベンリィ e専用』 

 希望小売価格（税別）：\ 1,980 

コードナンバー 選択肢 JAN 

288-30101 黒 4516076001781 

 価格：発注サイトへ  

+++特 徴（SCBE-001）+++ 

・丈夫なビニールレザー製 

・日本製 

・適合車種：ホンダ ベンリィ eⅠ、Ⅱ/ベンリィ e プロⅠ、Ⅱ 

 

■ お知らせ ■ 

● 大久保製作所 『FHT-002 フラットハンドル専用ハンドルカバー02』【新色追加】のお知らせ ● 

 ※現行カラーは令和 4年 3月リンエイニュースに掲載  希望小売価格（税別）：4,580円 

摘 要 コードナンバー 選択肢 JAN 価 格 

新色追加 

288-00054 杢ネイビー 4516076014545 

発注サイトへ 288-00055 杢グレー 4516076014538 

288-00056 杢ブラック 4516076014521 

+++特 徴（FHT-002）+++ 

・電動アシスト自転車に対応した見える透明窓付きのフラッ

トバー専用ハンドルカバー 

・電動アシスト自転車のスイッチパネルの操作も楽々 

・裏地ボアで温かく、冬場や寒い時期に最適 

・駐輪時に虫や雨が入りにくい構造 

・撥水加工で突然の雨にも対応 

・簡単かつ確実に取り付け可能 

・日本製 

・サイズ：幅 270mm×長さ 270mm 

 

● OGK Kabuto 『PROTE プロテ』【画像差し替え】のお知らせ ● 

OGK Kabuto製ヘルメット「PROTE」に関しまして、メーカー支給の画像に誤って SGマークが貼付され

ており、是正の通知がございましたので、弊社 EC サイトの関連ページを訂正致しました。 

弊社 ECサイトの画像を流用いただいております場合には、画像の差し替えをお願い致します。 

対象商品：プロテ-01、プロテ-02、プロテ-03、サンシェードクロス-1 

 

● 取り扱い商品拡充のお知らせ ● 

下記メーカー、ブランドの取り扱い商品を拡充しましたのでご確認ください。 

・BioLite  ・GRAYL  ・Helinox  ・KUPILKA  ・mont-bell  

 

https://www.rinei-web.jp/products/8401
https://www.rinei-web.jp/products/7701
https://www.rinei-web.jp/products?maker_id=255
https://www.rinei-web.jp/products?maker_id=257
https://www.rinei-web.jp/products?maker_id=256
https://www.rinei-web.jp/products?maker_id=254
https://www.rinei-web.jp/products?maker_id=105

