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リンエイニュース（発注サイト用） 

令和 4年 9月 1日 

■ 新製品＆新規取り扱い情報 ■ 

 センサー内蔵で自動に点滅・消灯  

PALMY 『P-2203 ソーラーフラッシングテールライト』 

 希望小売価格（税別）：\ 1,500 

コードナンバー 選択肢 JAN 

149-00001 レッド 4510676002223 

 価格：発注サイトへ  

+++特 徴（P-2203）+++ 

・ソーラーパネルによる充電機能と、明るさ・振動センサーに

よる自動点滅/消灯機能を搭載したリフレクター型セーフティライト 

・約 3lm の明るさでリフレクターの周りが光る先進デザイン 

・シートステー（バックホーク）取り付け専用 

・雨の日も安心な防滴仕様（IPX3） 

・使用電池：ニッケル水素充電池（Ni-Mh 1.2V 80mAh） 

・サイズ：43.5mm×47mm×48mm（ブラケット除く） ・重量：46g 

 

 カットタイプで補修も楽々  

豊田商店 『虫ゴム カットタイプ 450g』 

 希望小売価格（税別）：オープン 

コードナンバー 選択肢 JAN 

410-00016 ブラック 4510676904022 

 価格：発注サイトへ  

+++特 徴（MG-Cut-450g）+++ 

・約 25mm にカットされた虫ゴム 

・大容量＆カット済みで、手間をかけず補修に最適 

 

 

 高い運動性を備えた薄手のパンツ  

モンベル 『1130568 ペダリングパンツ ライト』 

 希望小売価格（税別）：\ 7,000 
コードナンバー 選択肢 JAN 

295-03211 タン（XS） 4548801685522 

295-03212 タン（S） 4548801685539 

295-03213 タン（M） 4548801685546 

295-03214 タン（L） 4548801685553 

295-03215 タン（XL） 4548801685560 

295-03201 ブラック（XS） 4548801685478 

295-03202 ブラック（S） 4548801685485 

295-03203 ブラック（M） 4548801685492 

295-03204 ブラック（L） 4548801685508 

295-03205 ブラック（XL） 4548801685515 

 価格：発注サイトへ  

+++特 徴（1130568）+++ 

・縦横 2 方向へのストレッチ性を備えた薄手の素材を使用し、

ライディング時の姿勢に合わせたパターンにより抜群の運動性を実現 

・優れたはっ水性能で多少の雨も弾くため急な天候の変化も安心 

・素材：ナイロン 88%＋ポリウレタン 12%（はっ水加工） 

コーポレート 

ウェブサイト 

https://www.rinei-web.jp/products/7791
https://www.rinei-web.jp/products/8071
https://www.rinei-web.jp/products/7711
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 泥汚れ専用洗剤  

Flat-LAB. 『FL01-0130 BIKE WASH（泥汚れ専用洗剤）』 

 希望小売価格（税別）：\ 1,600 

コードナンバー 選択肢 JAN 

739-00001 1000ml 4547836452161 

 価格：発注サイトへ  

+++特 徴（FL01-0130）+++ 

・オフロードを楽しむ全ての人に向けて独自開発された強力洗

浄剤のスプレーガンボトルタイプ 

・MTB からシティサイクル、オフロードバイク等幅広い車種に使用可能 

・弱アルカリ性で塗装面や金属部品、樹脂部品、ゴム等を傷めることなく安全

に使用可能 

・表面に被膜を形成し、錆、腐食、汚れを防止 

・環境に配慮した原料を使用し、生活排水としての排水が可能 

・安心の日本製 

・内容量：1000ml 

 

 泥汚れ専用洗剤の詰め替え用  

Flat-LAB. 『FL01-0150 BIKE WASH 詰替え用』 

 希望小売価格（税別）：\ 5,600 

コードナンバー 選択肢 JAN 

739-00002 4000ml 4547836452178 

 価格：発注サイトへ  

+++特 徴（FL01-0150）+++ 

・オフロードを楽しむ全ての人に向けて独自開発された強力洗

浄剤「BIKE WASH」の詰め替えボトル 

・安心の日本製 

・内容量：4000ml 

 

 

 

 

 泥汚れ専用洗剤の詰め替え用大容量タイプ  

Flat-LAB. 『FL01-0170 BIKE WASH 詰替え用』 

 希望小売価格（税別）：\ 22,000 

コードナンバー 選択肢 JAN 

739-00003 18L 4547836452185 

 価格：発注サイトへ  

+++特 徴（FL01-0170）+++ 

・オフロードを楽しむ全ての人に向けて独自開発された強力洗

浄剤「BIKE WASH」の詰め替え用大容量タイプ 

・安心の日本製 

・内容量：18 リットル 

 

（ダートフリーク） 

（ダートフリーク） 

（ダートフリーク） 

https://www.rinei-web.jp/products/8062
https://www.rinei-web.jp/products/8063
https://www.rinei-web.jp/products/8064
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 お得な数量限定セット  

OGK 技研 『RBC-017DX2+RCR-010 チャイルドシート＋レインカバーセット』 

 希望小売価格（税別）：\ 29,000 

コードナンバー 選択肢 JAN 

210-01275 マットブラック＋ブラック 4511890222909 

 価格：発注サイトへ  

+++特 徴（RBC-017DX2+RCR-010）+++ 

・リアキッズシート「GRANDIA」（RBC-017DX2）と

GRANDIA 専用レインカバー「GRANDIA roof リア用」（RCR-010）の

数量限定セット 

・別々に購入するよりお得な価格設定 

 

 Camily サイクルトレーラー対応リアキャリア  

OGK 技研 『CTC-005 Camily リアキャリア』 

 希望小売価格（税別）：\ 8,500 

コードナンバー 選択肢 JAN 

210-02931 ブラック 4511890222572 

 価格：発注サイトへ  

+++特 徴（CTC-005）+++ 

・自転車でけん引する「Camily サイクルトレーラー」に対応

したスポーツサイクル向けリアキャリア 

・シートポストアームは長さと角度の調節ができるためシートクランプのほ

かシートステーのダボ穴にも取り付け可能 

・4 段階に調節ができる高さ調節アームにより、小径車から 700C まで対応

し、かつ天板の水平が調節しやすい構造 

・Camily サイクルトレーラーのジョイントプレートがジャストフィットする

設計で相性抜群 

・サイズ：高さ 315～400mm×幅 170mm×奥行 452mm 

・重量：1.3kg 

・最大積載量：27kg 

 

 Camily サイクルトレーラー専用バッグ  

OGK 技研 『CTC-002 Camily トートバッグ』 

 希望小売価格（税別）：\ 6,000 

コードナンバー 選択肢 JAN 

210-02921 グレー 4511890221384 

210-02922 ブラック 4511890221391 

 価格：発注サイトへ  

+++特 徴（CTC-002）+++ 

・「Camily サイクルトレーラー」にジャストフィットする専用

設計に加え、トートタイプの肩にかけて持ち運びやすい実用性も重視 

・バスケットに入りきらない荷物もしっかり入る最大 35Lの容量 

・ロールトップとサイドベルトにより荷物の量に応じて容量を調節可能 

・雨天も対応の水に強いターポリン生地 

・前面フチの上から下に、上下どちらからでも開閉可能なダブルスライダー仕

様の止水ファスナーを配置し、荷物の出し入れが最大限しやすい構造 

・バッグの取っ手をまとめられるスナップバンド付き 

・サイズ：幅 350mm×マチ 240mm×高さ 560mm  ・重量：580g 

https://www.rinei-web.jp/products/8061
https://www.rinei-web.jp/products/8066
https://www.rinei-web.jp/products/8065
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 さらなる空力特性の向上を狙った後継モデル  

OGK Kabuto 『AERO-R2 エアロ・R2』 

 希望小売価格（税別）：\ 21,000 

コードナンバー 選択肢 JAN 

211-06831 マットホワイト（XS/S） 4966094607517 

211-06832 マットホワイト（S/M） 4966094607524 

211-06833 マットホワイト（L/XL） 4966094607531 

211-06841 オリーブイエロー（XS/S） 4966094607487 

211-06842 オリーブイエロー（S/M） 4966094607494 

211-06843 オリーブイエロー（L/XL） 4966094607500 

211-06851 クリムゾンレッド（XS/S） 4966094607425 

211-06852 クリムゾンレッド（S/M） 4966094607432 

211-06853 クリムゾンレッド（L/XL） 4966094607449 

211-06861 ネイビーブルー（XS/S） 4966094607456 

211-06862 ネイビーブルー（S/M） 4966094607463 

211-06863 ネイビーブルー（L/XL） 4966094607470 

211-06871 マットトランスグリーン（XS/S） 4966094607579 

211-06872 マットトランスグリーン（S/M） 4966094607586 

211-06873 マットトランスグリーン（L/XL） 4966094607593 

211-06881 マットブラック（XS/S） 4966094607548 

211-06882 マットブラック（S/M） 4966094607555 

211-06883 マットブラック（L/XL） 4966094607562 

 価格：発注サイトへ  

 

 

 

 

 

 

 

 

■ お知らせ ■ 

● OGK Kabuto 『VITT ヴィット』【新色追加】のお知らせ ● 

 ※現行カラーはカタログ（vol.17）145頁 2 に掲載  希望小売価格（税別）：15,000 円 

摘要 コードナンバー 選択肢 JAN 価 格 

新色追加 

211-10851 G-3ブラックブルー（S/M） 4966094606466 

発注サイトへ 

211-10852 G-3ブラックブルー（L） 4966094606473 

211-10853 G-3ブラックブルー（XL/XXL） 4966094606480 

211-10861 G-3 マットネイビーオーカー（S/M） 4966094606497 

211-10862 G-3 マットネイビーオーカー（L） 4966094606503 

211-10863 G-3 マットネイビーオーカー（XL/XXL） 4966094606510 

+++特 徴（VITT）+++ 

・コンパクトフォルムを追求した、シールド付きスタンダード

モデル「VITT」に新色『G-3』カラーを追加 

・JCF（公財）日本自転車競技連盟公認レースに対応 

・国内頭部計測データに基づくラウンド形状で快適なかぶり心地 

・アイウェアとして機能する「AR-3 シールド」を標準装備 

・サイズ／重量：S/M（55～58cm）／245g、L（59～60cm）／255g、

XL/XXL（61～64cm）／270g ※重量はシールド除く 

+++特 徴（AERO-R2）+++ 

・世界の注目を集めたトラックエアロヘルメットの遺伝子

を受け継いだ、エアロロードモデル 

・CFD解析と風洞実験で徹底的に追求、実証された空力性能 

・エア整流によって空力性能を向上させる「エアトンネル

構造（PAT.P）」 

・Boa®フィットシステムを使用した「KBF-2」アジャス

ターを採用 

・両サイドへの2段階調整が可能な新機構ヘッドレスト採用 

・特許空力デバイス「ウェイクスタビライザー（PAT.）」 

・眼鏡との干渉を考慮した AR-5 シールド 

（ライトスモーク）標準装備 

・ウルトラスウェットパッド-03 同梱 

・アイウェアホールド機能とノンスリップラバー-02 同梱 

・空冷効果を最大限にアシストする COOLMAX®採用 

・消臭繊維 MOFF®に撥水をプラスしたあごひも 

・YKK 株式会社と共同開発の「アンチスリップバックル」 

・サイズ／重量：XS/S（54～56cm）／235g 

・サイズ/重量：S/M（55～58cm）／245g 

・サイズ/重量：L/XL（59～61cm）／270g 

※重量はシールド除く 

https://www.rinei-web.jp/products/7731
https://www.rinei-web.jp/products/6176
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■ お知らせ ■ 

● ALLIGATOR 『LY-HPA09-1-S シフト用アウターキャップ 3 個入』【新色追加】のお知らせ ● 

 ※現行カラーはカタログ（vol.17）286頁 5 に掲載  希望小売価格（税別）：510円 

摘要 コードナンバー 選択肢 JAN 価 格 

新色追加 151-00347 シルバー 4510676092323 発注サイトへ 

+++特 徴（LY-HPA09-1-S）+++ 

・アルミ製シフト用アウターキャップ 

・フックの陳列に最適なヘッダー付き個包装 

・1 セット 3 個入り 

・サイズ：φ4mm×17.5mm 

・材質：アルミニウム 

 

● IceToolz 『M097 ボトムブラケットツール』【カラー変更】のお知らせ ● 

 ※旧型「M097 シルバー」はカタログ（vol.17）235頁 3 に掲載  希望小売価格（税別）：3,270円 

変更内容 品番 コードナンバー 選択肢 JAN 価 格 

カラー 
コードナンバー 
選択肢、JAN  

M097 
152-00232 

○旧：152-00231 

ブラック 

○旧：シルバー 

4510676280812 

○旧：4510676282724 
発注サイトへ 

+++ 仕様変更内容（シルバー → ブラック）+++ 

・カラー変更 

+++ 特 徴 +++ 

・対応 BB：HawkRacing BB3086、RaceFace Cinch、

Rotor BSA30、Zipp Vuma など 

・ノッチ数：12 

・差し込み角：1/2"（12.7mm） 

 

● SCHWALBE 『自転車用チューブ』【BOX タイプ取り扱い開始】のお知らせ ● 

シュワルベの自転車用チューブにおきまして、「BOX」の個包装タイプの取り扱いを開始いたします。 

従来の「ヘッダー付き袋」の個包装タイプも併売いたしますので、展示形態に合わせてお選びください。 

ご注文時のコードナンバーは、「BOX」が【427-70xxx】、「ヘッダー付き袋」が【427-30xxx】です。 

ラインナップは、リンエイ総合カタログ vol.17の 183～184ページをご参照ください。 

※ご注文時のコードナンバーの末尾 3 桁は、リンエイ総合カタログ vol.17 の 183～184 ページをご参照ください。 

※ヘッダー付き袋のコードナンバーは従来のまま変更はありません。 

※令和 4 年 3 月リンエイニュース掲載の 13D-AV、13J-SV は【427-30xxx】ですが「BOX」です。 

 427-30114 13D-AV（26×2.10/3.00 AV40mm）/ 427-30116 13J-SV（26×3.50/4.80 FV40mm） 

 

● Vesrah 『ディスクブレーキパッド』【JAN 変更】のお知らせ ● 

ベスラのディスクブレーキパッドにおきまして、従来の JANコードからメーカー発行の JANコードに統一

いたします。JAN コードの変更に伴いまして、コードナンバーを新設いたしますのでご確認ください。 

 

● 取り扱い商品拡充のお知らせ ● 

下記メーカーの取り扱い商品を拡充しましたのでご確認ください。 

・東洋ケース 

https://www.rinei-web.jp/products/3191
https://www.rinei-web.jp/products/8154
https://www.rinei-web.jp/products?maker_id=51
https://www.rinei-web.jp/products?maker_id=58
https://www.rinei-web.jp/products?maker_id=164

