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環境配慮型塗料「ミライカラー」

先人たちが守ってきた大自然を未来の世代に受け継ぐため、
私たちは環境保護に取り組みます。

コーダーブルームでは普及モデルに水性塗料を採用しています。
従来の有機溶剤型塗料と比べ光化学スモッグの原因となる

VOC ( 揮発性有機化合物 ) の排出量を削減しています。

コーダーブルームはサイクリングで人生を変えて欲しいと願っています。

子どもにとっては知育自転車として社会性 ( 交通ルールや協調性、判断力 ) を育みます。
大人にとっては人生を豊かにし、環境に配慮した生活を始めることができます。

コーダーブルームは 40%プラスチックごみ削減や水性塗料の採用を通じ、
環境保全に取り組んでいます。

また、あらゆる人と生活にフィットした製品を届けるため、
スポーツとしてアクティブに運動するためのモデルと

リラックスして身も心も癒されるモデルを作り続けています。

コーダーブルームはあなたのための日本ブランドであり続けます。



RACING ROAD BIKE

あなたに勝利という名の花束を贈ろう。

高速そして高性能。
国内最高峰のレースで戦っている日本人プロライダーたちの
フィードバックを反映し、ジオメトリーを最適化。

「誰よりも速く走る」ことを追求したレースマシン。
STRAUSS ( ストラウス ) はあなたと共に勝利をつかむ一台だ。
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STRAUSS PRO DISC ULTEGRA

STRAUSS PRO DISC FrameSet

オーロラブルー

フレームサイズ 540(XL) 480(M)

A シートチューブ長 芯 - トップ (mm) 540 480

B トップチューブ長※水平換算 (mm) 565 526

C ヘッドチューブ長 (mm) 177 136

D ヘッド角 ( 度 ) 73 71.5

E シート角 ( 度 ) 73.5 74.5

F フロントセンター (mm) 600 585

G リヤセンター (mm) 410 406

H BB 下がり (mm) 70 70

I スタック (mm) 578 534

J リーチ (mm) 394 378

K フォークオフセット (mm) 45 45

適応身長 (cm) 175-190 160-175

STRAUSS PRO DISC
優れたトータルバランス。レースの終盤まで脚を残してライバルを引き離したいあなたへ

優れたトータルバランス
固いだけのフレームでは表彰台の頂点に立つことはできない。
ペダルへの踏み込みに応える高い剛性感を持ったフレームにするのはもちろんのこと、軽量性と快適性を併せ持つことでレースの最終盤まで脚を残せる
バイクとなった。

東レ T-800 カーボン フレーム
フレームには航空機にも使用される東レ T-800 カーボンをメイン
素材に使用。強固なペダリングにも負けない剛性を確保しながら、
軽量なフレームに仕上がっている。

気品あるデザイン
STRAUSS PRO DISC のオーロラブルーカラーは見る角度によって
色を変える偏光塗料を使用し、奥深く、気品のあるカラーデザイ
ンとなっている。走行性能だけではない深み、質感、雰囲気をま
とった芸術品のごとき一台だ。

GEOMETRY
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フレーム “STRAUSS CARBON” BB86, 142x12mm スルーアクスル ,
フラットマウントディスク

フォーク “STRAUSS CARBON” テーパードコラム 1-1/8 to 1-1/2 inch,
100x12mm スルーアクスル , フラットマウントディスク

ボトムブラケット SHIMANO BB-RS500-PB, BB86 プレスフィット
クランク SHIMANO FC-R8000 52x36T 172.5mm(540)/165mm(480)
フロントディレーラ SHIMANO FD-R8000
リヤディレーラ SHIMANO RD-R8000-SS
スプロケット SHIMANO CS-R7000 11S 11-30T
チェーン SHIMANO CN-HG601
シフター SHIMANO ST-R8020(540) / SHIMANO ST-R8025(480)
ブレーキレバー SHIMANO ST-R8020(540) / SHIMANO ST-R8025(480)
ブレーキセット SHIMANO BR-R8070 / RT-MT800 フロント 160mm, リヤ 140mm

(SM-RT800 メーカー廃盤のため順次変更 )

ハンドル LightWeight アルミ 420mm(540)/380mm(480) φ 31.8
グリップ バーテープ
ステム LightWeight アルミ -7°100mm(540)/80mm(480) φ 31.8
シートポスト カーボン 350mm φ 27.2
サドル PROLOGO ZERO2 PAS TIROX
フロントホイール VISION TriMax30 DB センターロック 100x12mm スルーアクスル , 

DT SWISS RWS スキュワー M12x1.5
リヤホイール VISION TriMax30 DB センターロック 142x12mm スルーアクスル 

11 速対応 , DT SWISS RWS スキュワー M12x1.5
タイヤ Continental GRAND PRIX5000 700x25C BK/BK, 仏式 , バルブ長 48mm
付属品 ベル、リフレクタ
カラー オーロラブルー
サイズ 540(XL)/480(M)
車種記号 KB-21-002
重量 8.0kg (510mm、付属品除く )

フレーム “STRAUSS CARBON” BB86, 142x12mm スルーアクスル ,
フラットマウントディスク

フォーク “STRAUSS CARBON” テーパードコラム 1-1/8 to 1-1/2 inch
100x12mm スルーアクスル , フラットマウントディスク

ボトムブラケット規格 BB86 プレスフィット
シートポスト規格 φ 27.2
F ディレーラ規格 直付けタイプ

付属品 ヘッドパーツ , シートクランプ
カラー オーロラブルー
サイズ 540(XL) / 480(M)
車種記号 KB-20-001
重量 フレーム：1,065g(480mm)/ フォーク：435g(480mm)

推奨スルーアクスル F: SHIMANO SM-AX720-F, DT RWS Thru axle 100mm M12x1.5 / 
R: SHIMANO SM-AX720-R, DT RWS Thru axle 142mm M12x1.5

￥528,000 ( 税込 ) / ￥480,000 ( 税抜 ) 

重量
　8.0kg (540mm) 

サイズ＆適応身長
　540mm (175-190cm) 
　480mm (160-175cm) 

￥239,800 ( 税込 ) / ￥218,000 ( 税抜 ) 

※画像はディスクローターが SM-RT800 です 

油圧ディスク
ブレーキ
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フレームサイズ 500(L) 465(M) 430(S)

A シートチューブ長 芯 - トップ (mm) 500 465 430

B トップチューブ長※水平換算 (mm) 550 535 520

C ヘッドチューブ長 (mm) 145 130 115

D ヘッド角 ( 度 ) 73 72 71

E シート角 ( 度 ) 73.5 74 74.5

F フロントセンター (mm) 585 579 587

G リヤセンター (mm) 410 410 410

H BB 下がり (mm) 70 72 72

I スタック (mm) 547 533 512

J リーチ (mm) 387 382 377

K フォークオフセット (mm) 45 45 50

適応身長 (cm) 170-190 165-175 155-170

STRAUSS DISC

極限の軽量追求　Extra Aluminum Shaping Technology Super Light　"EAST-SL"
最薄部「0.85mm」と極限まで薄くトリプルバテッド加工することでフレームを構成するパイプの軽量化を追求。
また、フレーム生産時に 2 重の溶接を施し、手作業で溶接部の凹凸を研磨することで、
応力集中の原因となる溶接部の急激な肉厚の変化を除去。極限まで軽さを追求しつつ「強度」と「美しさ」を兼ね備えたフレームを実現した。

パワーを推進力に変えるジオメトリー
どれだけ強力にペダルを踏み込んだとしても、その力が逃げてし
まっては意味はない。STRAUSS DISC は角型断面のチュービング
を随所に採用することでレーシングアルミバイクらしい剛性の高
いライドフィールを実現。特にシートチューブは BB 部分に向かっ
て広がるようなテーパー形状の設計を施し、ペダリングに対して
瞬時に反応する。

ライダーファーストなパーツ選定
フレーム性能を引き出すベストマッチなホイール、グリップ力と
走行性能を兼ね備えたタイヤ、小さな手の人が握りやすいコンパ
クトハンドルなど、STRAUSS DISC はショップで受け取った状態
で高次元な走りができる。そのままレースで戦えるバイクだ。

GEOMETRY
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STRAUSS DISC ULTEGRA

￥352,000 ( 税込 ) / ￥320,000 ( 税抜 )

重量
　8.4kg (500mm) 

サイズ＆適応身長
　500mm (170-190cm) 
　465mm (165-175cm) 
　430mm (155-170cm) 

レーシングホワイト

フレーム “EAST-SL” ト リ プ ル バ テ ッ ド ス ム ー ス ウ ェ ル デ ィ ン グ , BB86, 
142x12mm スルーアクスル , フラットマウントディスク

フォーク フルカーボンテーパードコラム 1-1/8 to 1-1/2 inch,
 100x12mm スルーアクスル , フラットマウントディスク

ボトムブラケット SHIMANO BB-RS500-PB BB86 プレスフィット
クランク SHIMANO FC-R8000 52x36T 172.5mm(500) / 170mm(465) / 

165mm(430)
フロントディレーラ SHIMANO FD-R8000
リヤディレーラ SHIMANO RD-R8000-SS
スプロケット SHIMANO CS-R7000 11S 11-30T
チェーン SHIMANO CN-HG601
シフター SHIMANO ST-R8020(500,465)/SHIMANO ST-R8025(430)
ブレーキレバー SHIMANO ST-R8020(500,465)/SHIMANO ST-R8025(430)
ブレーキセット SHIMANO BR-R8070 / RT-MT800 フロント 160mm, リヤ 140mm

(SM-RT800 メーカー廃盤のため順次変更 )

ハンドル LightWeight アルミ 420mm(500)/400mm(465)/380mm(430) φ 31.8
グリップ バーテープ
ステム LightWeight アルミ -7°100mm(500)/90mm(465)/80mm(430) φ 31.8
シートポスト カーボン 350mm φ 27.2
サドル PROLOGO ZERO2 PAS TIROX
フロントホイール VISION TriMax30 DB センターロック 100x12mm スルーアクスル , 

DT SWISS RWS スキュワー M12x1.5
リヤホイール VISION TriMax30 DB センターロック 142x12mm スルーアクスル 

11 速対応 , DT SWISS RWS スキュワー M12x1.5
タイヤ Continental GRAND PRIX5000 700x25C BK/BK, 仏式 , バルブ長 48mm
付属品 ベル、リフレクタ、予備 RD ハンガー
カラー レーシングホワイト
サイズ 500(L) / 465(M) / 430(S)
車種記号 KB-20-005
重量 8.4kg (500mm、付属品除く )

乗り手の意志通り忠実に動き、タフな実用性を求めるレース志向のライダーへ

渡邉優介選手 ( トライアスロン )

油圧ディスク
ブレーキ

※画像はディスクローターが SM-RT800 です 
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￥247,500 ( 税込 ) / ￥225,000 ( 税抜 )

重量
　8.8kg (500mm) 

サイズ＆適応身長
　500mm (170-190cm)
　465mm (165-175cm)
　430mm (155-170cm)   

ダークブルー
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マットシルバー

STRAUSS DISC FLAT10

￥129,800 ( 税込 ) / ￥118,000 ( 税抜 )

重量
　9.2kg (500mm) 

サイズ＆適応身長
　500mm (170-190cm) 
　465mm (165-175cm)
　430mm (155-170cm)  

※実際の商品とはリヤディレーラの仕様が異なります

フレームサイズ 350

A シートチューブ長 芯 - トップ (mm) 350

B トップチューブ長※水平換算 (mm) 440

C ヘッドチューブ長 (mm) 112

D ヘッド角 ( 度 ) 70

E シート角 ( 度 ) 75

F フロントセンター (mm) 519

G リヤセンター (mm) 385

H BB 下がり (mm) 30

I スタック (mm) 434

J リーチ (mm) 323

K フォークオフセット (mm) 45

適応身長 (cm) 135-150

GEOMETRY
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STRAUSS 24

レーシングホワイト

レーシングイエロー

￥79,970 ( 税込 ) / ￥72,700 ( 税抜 )

重量
　8.9kg ( 付属品除く ) 

サイズ＆適応身長
　350mm (135-150cm) 

フレーム “EAST-SL” ト リ プ ル バ テ ッ ド ス ム ー ス ウ ェ ル デ ィ ン グ , BB86, 
142x12mm スルーアクスル , フラットマウントディスク

フォーク フルカーボンテーパードコラム 1-1/8 to 1-1/2 inch,
100x12mm スルーアクスル , フラットマウントディスク

ボトムブラケット SHIMANO BB-RS500-PB, BB86 プレスフィット
クランク SHIMANO FC-R7000 52x36T 172.5mm(500)/170mm(465)/165

mm(430)
フロントディレーラ SHIMANO FD-R7000
リヤディレーラ SHIMANO RD-R7000-SS
スプロケット SHIMANO CS-R7000 11S 11-30T
チェーン SHIMANO CN-HG601
シフター SHIMANO ST-7020(500, 465)/ST-7025(430)
ブレーキレバー SHIMANO ST-7020(500, 465)/ST-7025(430)
ブレーキセット SHIMANO BR-R7070/SHIMANO SM-RT70 センターロック 

フロント 160mm, リヤ 140mm

ハンドル LightWeight アルミ 420mm(500)/400mm(465)/380mm(430) φ 31.8
グリップ バーテープ
ステム LightWeight アルミ -7° 100mm(500)/90mm(465)/80mm(430) φ 31.8
シートポスト カーボン 350mm φ 27.2
サドル PROLOGO ZERO2 PAS TIROX
フロントホイール オリジナルシールドベアリングハブ 28H センターロック 100x12mm

スルーアクスル , DT SWISS RWS スキュワー M12x1.5
リヤホイール オリジナルシールドベアリングハブ 28H センターロック 142x12mm

スルーアクスル 11 速対応 , DT SWISS RWS スキュワー M12x1.5
タイヤ Continental GRAND PRIX5000 700x25C BK/BK, 仏式 , バルブ長 48mm
付属品 ベル、リフレクタ、予備 RD ハンガー
カラー ダークブルー
サイズ 500(L)/465(M)/430(S)
車種記号 KB-20-006
重量 8.8kg(500mm、付属品除く )

フレーム “EAST-SL” ト リ プ ル バ テ ッ ド ス ム ー ス ウ ェ ル デ ィ ン グ , BB86, 
142x12mm スルーアクスル , フラットマウントディスク

フォーク フルカーボンテーパードコラム 1-1/8 to 1-1/2 inch,
100x12mm スルーアクスル , フラットマウントディスク

ボトムブラケット BB86 プレスフィット
クランク アルミ 46T 170mm
フロントディレーラ -
リヤディレーラ SHIMANO RD-RX400
スプロケット SHIMANO CS-HG500-10 10S 11-32T
チェーン KMC X10
シフター SHIMANO SL-4700
ブレーキレバー TEKTRO FL540
ブレーキセット TEKTRO MD-C510 / センターロック 160mm

ハンドル アルミ 620mm φ 31.8
グリップ ロックオングリップ
ステム アルミ -6° 100mm(500)/90mm(465)/80mm(430) φ 31.8
シートポスト アルミ 350mm φ 27.2
サドル オリジナルサドル
フロントホイール オリジナルシールドベアリングハブ 28H センターロック 100x12mm

スルーアクスル , リムーバブルレバースキュワー M12x1.5
リヤホイール オリジナルシールドベアリングハブ 28H センターロック 142x12mm

スルーアクスル 11 速対応 , リムーバブルレバースキュワー M12x1.5
タイヤ Continental ULTRASPORT 700x28C BK/BK, 仏式 , バルブ長 48mm
付属品 ベル、リフレクタ
カラー マットシルバー
サイズ 500(L)/465(M)/430(S)
車種記号 KB-20-009
重量 9.2kg(500mm、付属品除く )

フレーム "EAST-L" アルミ , BSA, 130mm クイックリリース ,
キャリパーブレーキ

フォーク アルミテーパードコラム 1-1/8  to 1-1/4 inch, 
100mm クイックリリース , キャリパーブレーキ

ボトムブラケット BSA 68mm-118mm, シールドベアリングスクエアテーパー
カートリッジ BB

クランク アルミ 48x32T 152mm
フロントディレーラ SHIMANO FD-R2000
リヤディレーラ SHIMANO RD-R2000-SS
スプロケット SHIMANO CS-HG50-8 13-26T
チェーン KMC Z8
シフター SHIMANO ST-R2000
ブレーキレバー SHIMANO ST-R2000
ブレーキセット SHIMANO BR-R451

ハンドル アルミ 360mm φ 26.0
グリップ 滑りにくいバーテープ
ステム アルミ -10° 60mm φ 26.0
シートポスト アルミ 300mm φ 27.2
サドル オリジナルサドル
フロントホイール 20H OLD:100mm, クイックリリース
リヤホイール 20H OLD:130mm, クイックリリース
タイヤ KENDA K-191 24x1.0(ETRTO 520), 仏式 , バルブ長 40mm
付属品 ベル、リフレクタ、補助ブレーキレバー、

交換用ステム (-10°90mm φ 26.0)
カラー レーシングホワイト、レーシングイエロー
サイズ 350
車種記号 KB-21-004
重量 8.9kg ( 付属品除く )

MAVIC ニュートラルバイク採用。質実剛健で本格的なレースを見据えている人に

何時いかなる時も安全かつ素早く。デリバリーのプロ「メッセンジャー」に着想を得たバイク

育ち盛りのお子さまが安全に乗れるように、大人用と同じ技術で誕生

初めてロードバイクにチャレンジする子どもが使いや
すいように、一般的な自転車と同じようにブレーキが
できる補助ブレーキレバーを装備。さらに、成長に合
わせてハンドル位置を柔軟に調整できるように 2 種類
の長さのハンドルステムが付属。

油圧ディスク
ブレーキ

機械式ディスク
ブレーキ
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STRAUSS TRI  FrameSet
￥218,900 ( 税込 ) / ￥199,000 ( 税抜 )

重量
　2,065g(460mm/ フレームセット )

サイズ＆適応身長
　490mm (170-185cm) 
　460mm (165-175cm)

ブラック
※完成車組立例

フレームサイズ 490(L) 460(M)

A シートチューブ長 芯 - トップ (mm) 490 460

B トップチューブ長※水平換算 (mm) 530 515

C ヘッドチューブ長 (mm) 100 90

D ヘッド角 ( 度 ) 72.5 72.5

E シート角 ( 度 ) 78 78

F フロントセンター (mm) 612 596

G リヤセンター (mm) 400 400

H BB 下がり (mm) 60 68

I スタック (mm) - -

J リーチ (mm) 425 410

K フォークオフセット (mm) 45 45

適応身長 (cm) 170-185 165-175

STRAUSS TRI
優れたエアロ性能は 1 秒を削り出す。自己ベストを狙う全ての人のために

エアロダイナミクス
より効率よく駆け抜けるためにエアロダイナミクスを突き詰め
た。整流効果を高めたフレームは高速域での巡航性能に優れる。

ダイレクトマウントブレーキシステム
前後のブレーキはダイレクトマウントブレーキシステムを採用。
高い制動力を獲得しながらリヤブレーキ位置をボトムブラケット
裏にすることで優れた空力性能を両立。整備性も得たことでメン
テナンスやパッキングにおける実用性を獲得した。

スローピングフレーム
すべてのサイズでトップチューブがスローピングしたフレーム形
状。欧米人に比べて小柄で手足の短めな日本人の体格でもポジ
ションを出しやすいサイズを展開することで、トライアスリート
のイメージするポジションをセッティング可能にしている。

伝統的スタイルによる軽量性の獲得
伝統的なリムブレーキシステムや一般的なハンドル・ステムを使
用できる仕様にしたことでトライアスロンバイクとしては軽量な
フレームセット 2,065g ( フレーム + フォーク ) を実現。踏み出し
が軽く、テクニカルなコースやアップダウンの有るコースにも対
応できるマシンに仕上がっている。

GEOMETRY
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フレーム Carbon,BB386,130mm クイックリリース , 
ダイレクトマウントブレーキ

フォーク Full Carbon Fork,1-1/8 inch 100mm クイックリリース , 
ダイレクトマウントブレーキ

ボトムブラケット規格 BB386
シートポスト規格 専用シートポスト
F ディレーラ規格 直付けタイプ

付属品 オリジナルステム、専用エアロシートポスト、ヘッドパーツ
カラー ブラック
サイズ 490(L) / 460(M)
車種記号 -
重量 2,065g(460mm/ フレームセット )

渡邉優介選手 ( トライアスロン )



フレームサイズ 540(XL) 520(L) 500(M)

A シートチューブ長 芯 - トップ (mm) 540 520 500

B トップチューブ長※水平換算 (mm) 544 532 517

C ヘッドチューブ長 (mm) 160 150 130

D ヘッド角 ( 度 ) 72 71.5 70.8

E シート角 ( 度 ) 73 73.5 73.8

F フロントセンター (mm) 584 581 575

G リヤセンター (mm) 410 410 410

H BB 下がり (mm) 68 68 70

I スタック (mm) 556 547 525

J リーチ (mm) 374 370 364

K フォークオフセット (mm) 45 45 45

適応身長 (cm) 175-190 170-185 160-175

GEOMETRY
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FARNA PRO DISC FrameSet
￥119,900 ( 税込 ) / ￥109,000 ( 税抜 )

重量
　フレーム：1,110g(520mm)/ フォーク：440g(520mm)

サイズ＆適応身長 
　540mm (175-190cm) 
　520mm (170-185cm)
　500mm (160-175cm) 

オーロラブルー
※完成車組立例

FARNA PRO DISC
どこまでも走り続けたいあなたへ

エンデュランスの追求
スポーツ自転車がもたらす感動をより多くの方に知っていただく
ことが KhodaaBloom の使命だ。エンデュランスバイクカテゴリー
においては快適に楽しく、どこまでも走っていけるバイクを追求
している。

東レ T-700 カーボン採用 新設計フレーム
フレーム素材には東レ T-700 カーボンを採用。T-700 カーボンは
弾性率を押さえた素材でしなやかかつマイルドな乗り心地を実現
している。各部に快適性を追求したフレーム形状と組み合わさる
ことで優れた振動吸収性を発揮し、ロングライド時の疲労を軽減
させながらも、フレーム全体でしなりを生み出し程よい加速感を
もたせている。

気品あるデザイン
FARNA PRO DISC のオーロラブルーカラーは見る角度によって色
を変える偏光塗料を使用し、奥深く、気品のあるカラーデザイン
となっている。走行性能だけではない深み、質感、雰囲気をまとっ
た芸術品のごとき一台だ。

快適性を高める扁平形状
シートステーを薄く扁平形状にすることで縦方向の振動吸収性を
高めて地面からの振動や突き上げを和らげ、快適性を向上させて
いる。

14

ENDURANCE ROAD BIKE

道は走り尽くしたか

快適なペースを守る安定感、
思う存分風を感じられる走行性能を両立させた

新しい道を開拓するためのエンデュランスロード。

あの日、走りたいと思った道を次は FARNA と一緒に。

フレーム “FARNA CARBON” BB86, 142x12mm スルーアクスル , 
フラットマウントディスク

フォーク “FARNA CARBON”,1-1/8 to 1-1/2 inch 100x12mm
スルーアクスル , フラットマウントディスク

ボトムブラケット規格 BB86 プレスフィット
シートポスト規格 φ 31.6
F ディレーラ規格 直付けタイプ

付属品 ヘッドパーツ ( 上下ベアリング / 下玉押し / コンプレッションリ
ング / コニカルスペーサー ) 

カラー オーロラブルー
サイズ 540(XL) / 520(L) / 500(M)
車種記号 KB-20-010
重量 フレーム：1,110g(520mm)/ フォーク：440g(520mm)

推奨スルーアクスル F: SHIMANO SM-AX720-F, DT RWS Thru axle 100mm M12x1.5 / 
R: SHIMANO SM-AX720-R, DT RWS Thru axle 142mm M12x1.5



フレームサイズ 500(L) 465(M) 430(S) 395(XS)

A シートチューブ長 芯 - トップ (mm) 500 465 430 395

B トップチューブ長※水平換算 (mm) 550 535 520 495

C ヘッドチューブ長 (mm) 155 137 120 100

D ヘッド角 ( 度 ) 72 71 70.5 70

E シート角 ( 度 ) 73 73.5 74 75

F フロントセンター (mm) 589 593 586 573

G リヤセンター (mm) 410 410 410 410

H BB 下がり (mm) 70 72 75 75

I スタック (mm) 557 537 522 501

J リーチ (mm) 379 375 370 360

K フォークオフセット (mm) 45 50 50 50

適応身長 (cm) 170-190 165-175 155-170 145-160

FARNA DISC /  FARNA
笑顔で安全、マイペースにスポーツしたい人のロードバイク標準形

別売スタンド取付可能 ( リムブレーキモデル )
サイクリングやツーリングで気軽にバイクを停めたいという声に
応えて、リムブレーキモデルの FARNA 105 / Tiagra / Claris は別売
りの純正キックスタンドを取り付け可能。マイペースにスポーツ
を楽しもう。

GEOMETRY
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軽さと強度の両立　Extra Aluminum Shaping Technology Light　”EAST-L”
重量剛性比の高いアルミ合金を組み合わせたパイプにトリプルバテッド加工することでフレームを構成するパイプを軽量化。またフレーム生産時に
2 重の溶接を施し手作業で溶接部の凹凸を研磨することで、応力集中の原因となる溶接部の急激な肉厚の変化を除去。「軽さ」と「強度」を両立し
たフレームとなっている。

マットブルー

FARNA DISC 105
￥225,500 ( 税込 ) / ￥205,000 ( 税抜 )

重量
　9.0kg (500mm) 

サイズ＆適応身長 
　500mm (170-190cm) 
　465mm (165-175cm)
　430mm (155-170cm) 
　395mm (145-160cm) 
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マットブラック

ホワイト

FARNA 105
￥174,900 ( 税込 ) / ￥159,000 ( 税抜 )

重量
　8.8kg (500mm) 

サイズ＆適応身長
　500mm (170-190cm) 
　465mm (165-175cm)
　430mm (155-170cm) 
　395mm (145-160cm) 

フレーム “EAST-L” トリプルバテッドスムースウェルディング , BSA,
142x12mm スルーアクスル , フラットマウントディスク

フォーク フルカーボンテーパードコラム 1-1/8 to 1-1/2 inch,
100x12mm スルーアクスル , フラットマウントディスク

ボトムブラケット SHIMANO SM-BBR60, BSA
クランク SHIMANO FC-R7000 50x34T 172.5mm(500)/170mm(465)/

165mm(430)/160mm(395)
フロントディレーラ SHIMANO FD-R7000
リヤディレーラ SHIMANO RD-R7000-GS
スプロケット SHIMANO CS-R7000 11S 11-32T
チェーン SHIMANO CN-HG601
シフター SHIMANO ST-7020(500, 465)/ST-7025(430, 395)
ブレーキレバー SHIMANO ST-7020(500, 465)/ST-7025(430, 395)
ブレーキセット SHIMANO BR-R7070/SM-RT10S センターロック 160mm

ハンドル LightWeight アルミ 420mm(500)/400mm(465)/380mm(430)/360mm(395) φ 31.8
グリップ バーテープ
ステム アルミ -7° 100mm(500)/90mm(465)/80mm(430,395) φ 31.8
シートポスト アルミ 350mm(500, 465, 430)/300mm(395) φ 27.2
サドル オリジナルサドル
フロントホイール オリジナルシールドベアリングハブ 28H センターロック 100x12mm

スルーアクスル , リムーバブルレバースキュワー M12x1.5
リヤホイール オリジナルシールドベアリングハブ 28H センターロック 142x12mm

スルーアクスル 11 速対応 , リムーバブルレバースキュワー M12x1.5
タイヤ Continental GRAND PRIX5000 700x25C BK/BK, 仏式 , バルブ長 48mm
付属品 ベル、リフレクタ
カラー マットブルー
サイズ 500(L)/465(M)/430(S)/395(XS)
車種記号 KB-20-013
重量 9.0kg(500mm、付属品除く )

フレーム “EAST-L” ト リ プ ル バ テ ッ ド ス ム ー ス ウ ェ ル デ ィ ン グ , BSA, 
130mm クイックリリース , キャリパーブレーキ

フォーク カーボンテーパードコラム 1-1/8 to 1-1/2 inch, 100mm
クイックリリース , キャリパーブレーキ

ボトムブラケット SHIMANO BB-RS500, BSA
クランク SHIMANO FC-R7000 50x34T 172.5mm(500)/170mm(465)/

165mm(430)/160mm(395)
フロントディレーラ SHIMANO FD-R7000
リヤディレーラ SHIMANO RD-R7000-GS
スプロケット SHIMANO CS-R7000 11S 11-32T
チェーン SHIMANO CN-HG601
シフター SHIMANO ST-R7000
ブレーキレバー SHIMANO ST-R7000
ブレーキセット SHIMANO BR-R7000

ハンドル LightWeight アルミ 420mm(500)/400mm(465)/380mm(430)/360mm(395) φ 31.8
グリップ バーテープ
ステム アルミ -7° 100mm(500)/90mm(465)/80mm(430,395) φ 31.8
シートポスト アルミ 350mm(500,465,430)/300mm(395) φ 27.2
サドル オリジナルサドル
フロントホイール SHIMANO WH-RS300 16H OLD:100mm, クイックリリース
リヤホイール SHIMANO WH-RS300 11 速対応 20H OLD:130mm, クイックリリース
タイヤ Continental ULTRASPORT 700x25C BK/BK, 仏式 , バルブ長 48mm
付属品 ベル、リフレクタ
カラー マットブラック、ホワイト
サイズ 500(L)/465(M)/430(S)/395(XS)
車種記号 KB-20-016
重量 8.8kg(500mm、付属品除く )

ライダーファーストなパーツ選定
ワイドリムを使用したホイール、グリップ力と走行性能を兼ね備
えたタイヤ、小さい手で握りやすいコンパクトハンドルとショー
ト リ ー チ ブ レ ー キ レ バ ー (DISC 105: 395,430mm / DISC Tiagra: 
430mm) など、扱いやすさに重点を置いてパーツを選んでいる。

スタンド取付可能モデル

油圧ディスク
ブレーキ

※ 395mm サイズはボトルケージ台座がダウンチューブのみ

※ 395mm サイズはボトルケージ台座がダウンチューブのみ

　純正キックスタンド取り付け可能 ( 別売り )
※ 395mm(XS) サイズは FARNA DISC 105、FARNA105 のみ設定



FARNA DISC TIAGRA
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ブラック ブルー

FARNA TIAGRA

FARNA CLARIS
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より安全に軽い力でブレーキをかけら
れるように、メインコンポ「Tiagra」
よりもワンランク上の「105」ブレー
キを装着。

ワングレード上のブレーキで安心

マットレッド

マットガンメタル

フレーム “EAST-L” ト リ プ ル バ テ ッ ド ス ム ー ス ウ ェ ル デ ィ ン グ , BSA, 
130mm クイックリリース , キャリパーブレーキ

フォーク カーボンテーパードコラム 1-1/8 to 1-1/2 inch, 100mm
クイックリリース , キャリパーブレーキ

ボトムブラケット SHIMANO BB-RS500, BSA
クランク SHIMANO FC-4700 50x34T 170mm(500,465)/165mm(430)
フロントディレーラ SHIMANO FD-4700
リヤディレーラ SHIMANO RD-4700-GS
スプロケット SHIMANO CS-HG500-10 10S 11-32T
チェーン KMC X10
シフター SHIMANO ST-4700
ブレーキレバー SHIMANO ST-4700
ブレーキセット SHIMANO BR-R7000

ハンドル LightWeight アルミ 420mm(500)/400mm(465)/380mm(430) φ 31.8
グリップ バーテープ
ステム アルミ -7° 100mm(500)/90mm(465)/80mm(430) φ 31.8
シートポスト アルミ 350mm φ 27.2
サドル オリジナルサドル
フロントホイール SHIMANO WH-RS100 16H OLD:100mm, クイックリリース
リヤホイール SHIMANO WH-RS100 11 速対応 20H OLD:130mm, クイックリリース
タイヤ Continental ULTRASPORT 700x25C BK/BK, 仏式 , バルブ長 48mm
付属品 ベル、リフレクタ
カラー マットレッド、マットガンメタル
サイズ 500(L)/465(M)/430(S)
車種記号 KB-20-017
重量 9.2kg(500mm、付属品除く )

フレーム “EAST-L” ト リ プ ル バ テ ッ ド ス ム ー ス ウ ェ ル デ ィ ン グ , BSA, 
130mm クイックリリース , キャリパーブレーキ

フォーク カーボンテーパードコラム 1-1/8 to 1-1/2 inch, 100mm
クイックリリース , キャリパーブレーキ

ボトムブラケット SHIMANO BB-RS500, BSA
クランク SHIMANO FC-R2000 50x34T 170mm(500,465)/165mm(430) 

チェーンガード付き
フロントディレーラ SHIMANO FD-R2000
リヤディレーラ SHIMANO RD-R2000
スプロケット SHIMANO CS-HG200-8 8S 12-32T
チェーン KMC Z8
シフター SHIMANO ST-R2000
ブレーキレバー SHIMANO ST-R2000
ブレーキセット SHIMANO BR-R2000

ハンドル LightWeight アルミ 420mm(500)/400mm(465)/380mm(430) φ 31.8
グリップ バーテープ
ステム アルミ -7° 100mm(500)/90mm(465)/80mm(430) φ 31.8
シートポスト アルミ 350mm φ 27.2
サドル オリジナルサドル
フロントホイール SHIMANO WH-R501 20H OLD:100mm, クイックリリース
リヤホイール SHIMANO WH-R501 24H 8/9/10 速対応 OLD:130mm,

クイックリリース
タイヤ Continental ULTRASPORT 700x25C BK/BK, 仏式 , バルブ長 48mm
付属品 ベル、リフレクタ、補助ブレーキレバー
カラー ブラック、ブルー
サイズ 500(L)/465(M)/430(S)
車種記号 KB-20-018
重量 9.5kg(500mm、付属品除く )

マットブラック

※純正キックスタンド取り付け可能 ( 別売り )

※純正キックスタンド取り付け可能 ( 別売り )

ハンドル上部で安全にブレーキを
かけられる補助ブレーキレバー

フレーム “EAST-L” トリプルバテッドスムースウェルディング , BSA,
142x12mm スルーアクスル , フラットマウントディスク

フォーク フルカーボンテーパードコラム 1-1/8 to 1-1/2 inch,
100x12mm スルーアクスル , フラットマウントディスク

ボトムブラケット SHIMANO BB-RS500, BSA
クランク SHIMANO FC-4700 50X34, 172.5mm(500)/170mm(465)/165

mm(430)
フロントディレーラ SHIMANO FD-4700
リヤディレーラ SHIMANO RD-4700-GS
スプロケット SHIMANO CS-HG500-10 10S 11-32T
チェーン KMC X10
シフター SHIMANO ST-4720(500, 465)/ST-4725(430)
ブレーキレバー SHIMANO ST-4720(500, 465)/ST-4725(430)
ブレーキセット SHIMANO BR-4770/ SM-RT10S センターロック 160mm

ハンドル LightWeight アルミ 420mm(500)/400mm(465)/380mm(430) φ 31.8
グリップ バーテープ
ステム アルミ -7° 100mm(500)/90mm(465)/80mm(430, 395) φ 31.8
シートポスト アルミ 350mm φ 27.2
サドル オリジナルサドル
フロントホイール オリジナルシールドベアリングハブ 28H センターロック 100x12mm

スルーアクスル , リムーバブルレバースキュワー M12x1.5
リヤホイール オリジナルシールドベアリングハブ 28H センターロック 142x12mm

スルーアクスル 11 速対応 , リムーバブルレバースキュワー M12x1.5
タイヤ Continental ULTRASPORT 700x25C BK/BK, 仏式 , バルブ長 48mm
付属品 ベル、リフレクタ
カラー マットブラック
サイズ 500(L)/465(M)/430(S)
車種記号 KB-20-014
重量 9.4kg(500mm、付属品除く )

座面全体がしなることで快適なコーダー
ブルームオリジナルサドルを採用。

ロングライド中の制動力確保を狙った、
前後 160mm ローターの油圧ディスクブ
レーキ。フラットマウント・スルーアク
スル仕様。

オリジナルシールドベアリングハブを採
用。回転が非常に滑らかなので、スピー
ドが落ちにくい。ペダルを漕ぐ足を止め
てもしばらく惰性で進んでくれる。

十分なグリップ力を持つのでコーナー
や ブ レ ー キ 時 に 安 全 な Continental 
ULTRASPORT タイヤ。足回りが軽く、走
行感も軽くなるケブラービード仕様。

純正キックスタンドを取り付け可能。
マイペースにスポーツを楽しもう。

別売スタンド取付可能 

￥109,890 ( 税込 ) / ￥99,900 ( 税抜 )

重量
　9.5kg (500mm) 

サイズ＆適応身長
　500mm (170-190cm) 
　465mm (165-175cm) 
　430mm (155-170cm) 

￥121,000 ( 税込 ) / ￥110,000 ( 税抜 )

重量
　9.2kg (500mm) 

サイズ＆適応身長
　500mm (170-190cm) 
　465mm (165-175cm) 
　430mm (155-170cm) 

￥174,900( 税込 ) / ￥159,000 ( 税抜 )

重量
　9.4kg (500mm) 

サイズ＆適応身長
　500mm (170-190cm) 
　465mm (165-175cm) 
　430mm (155-170cm) 

スタンド取付可能モデル

スタンド取付可能モデル

油圧ディスク
ブレーキ
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CROSS BIKE

日常を飛び出そう。

RAIL ( レイル ) はいつだってドキドキとワクワクに
満ちあふれた世界に連れ出してくれる。

風を感じたいなら、
遠くに行きたいなら、
速く走りたいなら、

RAIL がすべての挑戦を叶えてくれる。

RAIL のミッション
RAIL はあなたの日常を豊かにする相棒であるために、安全で快適でなければならない。

例えば、どんな路面や坂道でもしっかり止まれるブレーキや、お尻が痛くならないクッションサ
ドルの採用。また、永く愛用してもらうために修理時に入手性の高い部品を採用するなど、パー
ツ選定には厳しい基準が設けられている。

KhodaaBloom は、あなたが RAIL に乗ってサイクリングを楽しんだあと、笑顔で「ただいま」と
言えるようなクロスバイクを提供する。
あなたの帰りを待つ大切な人が「おかえり」と安心して言えるように。

レイル

トリプル

ダブル

無し

パイプの中まで加工して
圧倒的軽量性を実現

フレームを構成するパイプの厚みを最大 3 段階に
変化させる「トリプルバテッド加工」を施すこと
で耐久性を保ちながら極限まで軽量化。
強度が求められる箇所を厚く、そうでない所を
薄くすることで強度と軽量化を両立させる。

きれいな見た目と強度を
確保するスムース溶接

細身なシルエットが美しい RAIL フレームの溶接は
溶接部分を手作業で研磨する「スムースウェルデ
ィング加工」を施している。美しい外観を実現し
ながら、応力分散で耐久性がアップしている。

まっすぐ走りやすい
安定設計

他ブランドの同等サイズクロスバイク
よりも 20mm 長いフロントセンターに
することでふらつきやすい低速時にお
いても高い安定性を発揮して安心して
走りやすい。

谷
間
が

割
れ
や
す
い

均
一
に
力

が
か
か
る

加工無し 加工

☆溶接痕の見た目がキレイ
☆応力分散で耐久性アップ

軽量クロスバイク

総額 6,000 円相当アイテム付属
ライト、スタンド、ベル、ペダル、リフレクタ

法律で義務付けられている装備品など、クロスバイク必須アイテムがまとめてついてくる。

ライトは JIS ( 日本産業規格 ) 前照灯基準の約 3 倍以上の明るさなので、実用性は十分だ。

ロードバイク並みの
1,350g 軽量フレーム

惜しみなく技術を投入することで RAIL はロード
バイク並みに軽量なフレームに仕上がった。

車体が軽量であることはライド中の上り坂や
信号待ちからの発進をより楽に、より速く走って
くれる。

環境配慮型塗料
「ミライカラー」を使用

RAIL では水性塗料を採用。
従来の有機溶剤型塗料と比べ生産時の
VOC( 揮発性有機化合物 ) 排出量を削減。

環境問題に対して積極的に取り組み
サステナブルな社会の実現へ。

デジタルコンテンツを
提供する QR コード

購入時はディーラーで丁寧な納車説明を受けられ
るが、手入れが必要なその時までしっかり覚えて
おくことはなかなか難しい。

そんな時は車体の QR コードを
読み取るだけで、空気入れや
チェーンのお手入れといった
基本的な扱い方に関する情報
を知ることができる。

ロードバイク級の
超軽量

アルミフレーム



マットスレートブルー

￥119,900 ( 税込 ) / ￥109,000 ( 税抜 )

重量
　9.7kg (480mm) 

サイズ＆適応身長
　480mm (170-190cm) 
　440mm (165-180cm) 
　400mm (155-170cm) 

全ての道をレッドカーペットに変える、カーボンフォーク搭載
カーボンフォークを標準装備。軽量化と振動吸収性を高い次元で両立させている。

幅が広い座面とサドル表面の凹んだ形状
が局部の圧迫を軽減するので、長時間の
ライドが快適になる。
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フレーム “EAST-L” アルミトリプルバテッド , BSA, 135mm 
クイックリリース , インターナショナルディスクマウント

フォーク カーボン 1-1/8 inch, 100mm クイックリリース ,
インターナショナルディスクマウント

ボトムブラケット SHIMANO BB-RS500, BSA
クランク アルミ 40T 170mm
フロントディレーラ -
リヤディレーラ SHIMANO RD-RX400
スプロケット SHIMANO CS-HG50-10 10S 11-36T
チェーン KMC X10
シフター SHIMANO SL-4700
ブレーキレバー SHIMANO BL-MT200
ブレーキセット SHIMANO BR-MT200/SHIMANO SM-RT10S センターロック 160mm

ハンドル アルミ 560mm φ 31.8
グリップ オリジナルロックリング付 エルゴグリップ
ステム アルミ 7° 100mm(480)/90mm(440)/80mm(400) φ 31.8
シートポスト アルミ 350mm φ 27.2
サドル オリジナルワイド穴あきサドル
フロントホイール SHIMANO HB-TX505 32H センターロック OLD:100mm,

クイックリリース
リヤホイール SHIMANO FH-TX505 32H 8/9/10 速対応 センターロック

OLD:135mm, クイックリリース
タイヤ Continental ULTRASPORT 700x32C BK/BK, 仏式 , バルブ長 48mm
付属品 フラットペダル、高輝度ライト、キックスタンド、ベル、リフレクタ
カラー マットスレートブルー
サイズ 480(L)/440(M)/400(S)
車種記号 KB-22-001
重量 9.7kg(480mm、付属品除く )※ 400mm サイズはボトルケージ台座がダウンチューブのみ

RAIL DISC GRX
RAIL シリーズフラッグシップモデル

RAIL series
あなたに最適なクロスバイクを探そう。RAIL は全 8 モデルから選べる (RAIL 20 を除く )

堅牢で信頼感の高いシマノ GRX コンポー
ネント。スタビライザー機構は少々ラフ
な扱いでもチェーントラブルを減らして
くれる。

手のひらを面で支えるエルゴ形状で手が
しびれにくいグリップ。オリジナルレー
ザー刻印入りのロックオンタイプ。

都会から大自然までなじむマットスレー
トブルー。90 年代の四駆をイメージした
カラーでクロスオーバーテイストを引き
立たせる。

フレームサイズ 540(XL) 480(L) 440(M) 400(S)

A シートチューブ長 芯 - トップ (mm) 540 480 440 400

B トップチューブ長※水平換算 (mm) 600 580 550 525

C ヘッドチューブ長 (mm) 185 160 150 135

D ヘッド角 ( 度 ) 70.5 70.5 71 71.5

E シート角 ( 度 ) 73.5 73.5 74 75

F フロントセンター (mm) 662.9 641.5 611.6 581.8

G リヤセンター (mm) 450 450 450 450

H BB 下がり (mm) 65 65 65 65

I スタック (mm) - - - -

J リーチ (mm) - - - -

K フォークオフセット (mm) - - - -

適応身長 (cm) 180-195 170-190 165-180 155-170

GEOMETRY

※ 540mm(XL) サイズは RAIL700 のみラインナップ
※ RAIL シリーズは付属品を外した状態で重量計測
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DISC GRX DISC EX DISC 700SL 700 RAIL
sakura ACTIVE 700A

希望小売価格
( 税込 )

119,900 円 92,400 円 69,960 円 109,890 円 69,960 円 77,777 円 59,950 円 56,100 円

ブレーキ 油圧ディスクブレーキ
軽い力で安全に止まれる

V ブレーキ ( リムブレーキ )
スポーツ走行で必要十分な軽量システム

重量
( 付属品除く )

9.7kg 10.3kg 10.9kg 8.7kg 9.5kg 9.4kg 9.9kg 11.0kg

変速段数
10 段変速

(1x10)
18 段変速

(2x9)
16 段変速

(2x8)
18 段変速

(2x9)
18 段変速

(2x9)
10 段変速

(1x10)
16 段変速

(2x8)
24 段変速

(3x8)

軽さ ★★★★★★★★★★ ★★★☆☆ ★★★☆☆ ★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★ ★★★☆☆

ホイール性能 ★★★★☆ ★★★★☆ ★★★★☆ ★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★ ★★★★☆ ★★★★☆ ★★★☆☆

上り性能 ★★★★☆ ★★★☆☆ ★★★☆☆ ★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★ ★★★★☆ ★★★★☆ ★★★☆☆

雨・下り坂の
制動力

( ブレーキ力 )
★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★ ★★★★☆ ★★★★☆ ★★★★☆ ★★★★☆ ★★★★☆

カーボン
パーツ搭載 ★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★ ☆☆☆☆☆ ★★★★★★★★★★ ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆

付属品 フラットペダル、高輝度ライト、キックスタンド、ベル、リフレクタ シマノ最高のタフネスコンポ GRX 搭載
シマノのグラベルコンポーネント最高峰シリーズ GRX を搭載。

ロードバイク級の
超軽量

アルミフレーム

油圧ディスク
ブレーキ



コバルトブルー / ブラック
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RAIL DISC EX

￥92,400 ( 税込 ) / ￥84,000 ( 税抜 )

重量
　10.3kg (480mm) 

サイズ＆適応身長
　480mm (170-190cm) 
　440mm (165-180cm) 
　400mm (155-170cm) 

特別な物を選ぶ大人のあなたに最適なプレミアムモデル

マットダークブラウン

大人のあなたにフィットする、ワンランク上のパーツ多数搭載
 

穴あきタイプのサドルでお尻が痛くなり
にくい。長時間のライドも快適。

マットダークグリーン
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RAIL DISC

￥69,960 ( 税込 ) / ￥63,600 ( 税抜 )

重量
　10.9kg (480mm) 

サイズ＆適応身長
　480mm (170-190cm) 
　440mm (165-180cm) 
　400mm (155-170cm) 

コーダーブルーム販売台数 No.1 ！　ラストワンマイル最強バイク

マットブラック

マットサンドベージュ

選ばれる秘密大公開！
アンダー 7 万円ディスクブレーキクロスバイク最強のパーツ構成。

穴あきタイプのサドルでお尻が痛く
なりにくい。長時間のライドも快適。

チェーンガード付きでズボンのすそ
が汚れにくいので、使い勝手が良い。

ダークブルー

フレーム “EAST-L” アルミトリプルバテッド , BSA, 135mm 
クイックリリース , インターナショナルディスクマウント

フォーク カーボン 1-1/8 inch, 100mm クイックリリース ,
インターナショナルディスクマウント

ボトムブラケット SHIMANO BB-MT500, BSA
クランク SHIMANO FC-MT210-2 46x30T 170mm チェーンガード付き
フロントディレーラ SHIMANO FD-T3000-2-TS3
リヤディレーラ SHIMANO RD-M370-SGS
スプロケット SHIMANO CS-HG200-9 9S 11-32T
チェーン KMC X9
シフター SHIMANO SL-M2010
ブレーキレバー SHIMANO BL-MT200
ブレーキセット SHIMANO BR-MT200/SHIMANO SM-RT10S センターロック 160mm

ハンドル アルミ 560mm φ 31.8
グリップ オリジナルロックリング付 エルゴグリップ
ステム アルミ 7° 100mm(480)/90mm(440)/80mm(400) φ 31.8
シートポスト アルミ 350mm φ 27.2
サドル オリジナル穴あきサドル
フロントホイール SHIMANO HB-TX505 32H センターロック OLD:100mm,

クイックリリース
リヤホイール SHIMANO FH-TX505 32H 8/9/10 速対応 センターロック

OLD:135mm, クイックリリース
タイヤ Continental ULTRASPORT 700x32C BK/BK, 仏式 , バルブ長 48mm
付属品 フラットペダル、高輝度ライト、キックスタンド、ベル、リフレクタ
カラー コバルトブルー / ブラック、マットダークブラウン
サイズ 480(L)/440(M)/400(S)
車種記号 KB-22-003
重量 10.3kg(480mm、付属品除く )

フレーム “EAST-L” アルミトリプルバテッド , BSA, 135mm 
クイックリリース , インターナショナルディスクマウント

フォーク アルミ 1-1/8 inch, 100mm クイックリリース ,
インターナショナルディスクマウント

ボトムブラケット BSA 68mm-122.5mm, シールドベアリングスクエアテーパー
カートリッジ BB

クランク SHIMANO FC-TY501-2 46x30T 170mm チェーンガード付き
フロントディレーラ SHIMANO FD-TY710-2-TS3
リヤディレーラ SHIMANO RD-M310
スプロケット SHIMANO CS-HG200-8 8S 12-32T
チェーン KMC Z8
シフター SHIMANO SL-M315
ブレーキレバー SHIMANO BL-MT200
ブレーキセット SHIMANO BR-MT200/SHIMANO SM-RT10S センターロック 160mm

ハンドル アルミ 560mm φ 25.4
グリップ エルゴグリップ
ステム アルミ 7° 100mm(480)/90mm(440,400) φ 25.4
シートポスト アルミ 350mm φ 27.2
サドル オリジナル穴あきサドル
フロントホイール SHIMANO HB-TX505 32H センターロック OLD:100mm,

クイックリリース
リヤホイール SHIMANO FH-TX505 32H 8/9/10 速対応 センターロック

OLD:135mm, クイックリリース
タイヤ KENDA K-193 700x32C BK/BK, 仏式 , バルブ長 48mm
付属品 フラットペダル、高輝度ライト、キックスタンド、ベル、リフレクタ
カラー マットブラック、マットサンドベージュ、

マットダークグリーン、ダークブルー
サイズ 480(L)/440(M)/400(S)
車種記号 KB-22-005
重量 10.9kg(480mm、付属品除く )

※ 400mm サイズはボトルケージ台座がダウンチューブのみ※ 400mm サイズはボトルケージ台座がダウンチューブのみ

1 本 3,600 円相当の高級タイヤ
Continental ULTRASPORT を装備。

ロードバイク級の
超軽量

アルミフレーム

油圧ディスク
ブレーキ

ロードバイク級の
超軽量

アルミフレーム

油圧ディスク
ブレーキ

カーボンフォーク、高級タイヤ、18 段ギヤで快適に走れる。



オーロラパープル / ブラック
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RAIL 700SL

￥109,890 ( 税込 ) / ￥99,900 ( 税抜 )

重量
　8.7kg (480mm) 

サイズ＆適応身長
　480mm (170-190cm) 
　440mm (165-180cm) 
　400mm (155-170cm) 

軽量＆快適性に優れるカーボンパーツ
フルカーボンフォーク & カーボンシートポストを標準搭載。軽量化と快適性を高い次元で両立させている。

高い回転性能と耐久性のオリジナルシールドベアリングハブ
ロードバイクにも搭載しているシールドベアリングハブを採用。回転が非常に滑らかなので、足を止めてもよく進む。1 本 4,000 円相当の高級タイヤを装備。

クロスバイク界のサラブレッド
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RAIL 700

シャイニーオレンジ

高級ロードバイクに採用されるベアリングのホイールを装備した高速クロスバイク

￥69,960 ( 税込 ) / ￥63,600 ( 税抜 )

重量
　9.5kg (480mm) 

サイズ＆適応身長
　540mm (180-195cm) 
　480mm (170-190cm) 
　440mm (165-180cm) 
　400mm (155-170cm) 

ソリッドホワイトマットブラック

ロードバイク級の
超軽量

アルミフレーム

クラス最軽量
モデル

ロードバイク級の
超軽量

アルミフレーム

フレーム “EAST-L” アルミトリプルバテッド , BSA, 130mm クイックリリース ,
V ブレーキ

フォーク フルカーボン 1-1/8 inch, 100mm クイックリリース ,V ブレーキ
ボトムブラケット SHIMANO BB-RS500, BSA
クランク アルミ 46x30T 170mm
フロントディレーラ SHIMANO FD-R3000
リヤディレーラ SHIMANO RD-R3000-GS
スプロケット SHIMANO CS-HG200-9 9S 11-32T
チェーン KMC X9
シフター SHIMANO SL-R3000
ブレーキレバー TEKTRO CL520
ブレーキセット SHIMANO BR-T4000

ハンドル アルミ 560mm φ 31.8
グリップ オリジナルロックリング付 エルゴグリップ
ステム アルミ 7° 100mm(480)/90mm(440)/80mm(400) φ 31.8
シートポスト カーボン 350mm φ 27.2
サドル オリジナルワイド穴あきサドル
フロントホイール オリジナルシールドベアリングハブ 28H OLD:100mm, クイックリリース
リヤホイール オリジナルシールドベアリングハブ 28H 11 速対応 OLD:130mm, 

クイックリリース
タイヤ MAXXIS DETONATOR 700x28C BK/BK, 仏式 , バルブ長 48mm
付属品 フラットペダル、高輝度ライト、キックスタンド、ベル、リフレクタ
カラー オーロラパープル / ブラック
サイズ 480(L)/440(M)/400(S)
車種記号 KB-22-002
重量 8.7kg(480mm、付属品除く )

フレーム “EAST-L” アルミトリプルバテッド , BSA, 130mm クイックリリース ,
V ブレーキ

フォーク アルミ 1-1/8 inch, 100mm クイックリリース , V ブレーキ
ボトムブラケット BSA 68mm-122.5mm, シールドベアリングスクエアテーパー

カートリッジ BB
クランク アルミ 46x30T, 175mm(540) / 170mm(480,440,400)

チェーンガード付き
フロントディレーラ SHIMANO FD-T3000-2-TS3
リヤディレーラ SHIMANO RD-M370-L
スプロケット SHIMANO CS-HG200-9 9S 11-32T
チェーン KMC X9
シフター SHIMANO SL-M2010
ブレーキレバー TEKTRO CL520
ブレーキセット SHIMANO BR-T4000

ハンドル アルミ 560mm φ 31.8
グリップ オリジナルロックリング付 エルゴグリップ
ステム アルミ 7° 100mm(540,480)/90mm(440)/80mm(400) φ 31.8
シートポスト アルミ 350mm φ 27.2
サドル オリジナルワイド穴あきサドル
フロントホイール オリジナルシールドベアリングハブ 28H OLD:100mm, クイックリリース
リヤホイール オリジナルシールドベアリングハブ 28H 11 速対応 OLD:130mm, 

クイックリリース
タイヤ MAXXIS DETONATOR 700x28C BK/BK, 仏式 , バルブ長 48mm
付属品 フラットペダル、高輝度ライト、キックスタンド、ベル、リフレクタ
カラー シャイニーオレンジ、マットダークブルー、

マットブラック、ソリッドホワイト
サイズ 540(XL)/480(L)/440(M)/400(S)
車種記号 KB-22-004
重量 9.5kg(480mm、付属品除く )※ 400mm サイズはボトルケージ台座がダウンチューブのみ

※ 540mm サイズはマットブラックのみ
※ 400mm サイズはボトルケージ台座がダウンチューブのみ

マットダークブルー

クラス最軽量クロスバイク
車体重量 9.5㎏ (480mm、付属品除く ) は国内販売中の 10 万円以下前 2 段変速機付きクロスバイク
において最軽量 (2021 年 5 月現在、当社調べ )。車体が軽量であることはサイクリングで爽快さを
感じたい人にとってあらゆる場面で有利に働く。

幅が広い座面とサドル表面の凹んだ形状
が局部の圧迫を軽減するので、長時間の
ライドが快適になる。

回転がとても滑らかで足を止めてもよく
進むオリジナルシールドベアリングハ
ブ。

コラムまでカーボン素材製のフロント
フォーク。軽くて、振動をよく吸収する
ので長く乗った時の疲れが違う。

ロードバイク用コンポーネントのシマノ
SORA。変速動作がスムーズなのでギヤ
切換えが多くなる長距離サイクリングで
ストレスを軽減する。

1. 国内販売中の 10 万円以下、前 2 段変速機付きクロスバイクにおいて (2021 年 5 月現在、当社調べ )

1

足を止めてもよく進む、前後スゴ楽ホイール
上位モデルの RAIL 700SL と同じロードバイクにも搭載しているシールドベアリングハブを採用。
回転が非常に滑らかなので、足を止めてもよく進む。1 本 4,000 円相当の高級タイヤを装備。



トキオレンジ 2 (RAIL210Challenge 限定モデル ) 
※ 210 台限定販売

トキオレンジのトップチューブには
”RAIL 210 CHALLENGE” と

さーどくんが描かれる
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RAIL ACTIVE

RAIL 700A

￥59,950 ( 税込 ) / ￥54,500 ( 税抜 )

重量
　9.9kg (480mm) 

サイズ＆適応身長
　480mm (170-190cm) 
　440mm (165-180cm) 
　400mm (155-170cm) 

不可能にチャレンジする人へ 自転車女子ヤッホーカレンさんが佐渡島 1 周 210km にクロスバイク RAIL で挑戦！

全てはここから始まった。RAIL シリーズの原点

ソリッドグレーネオンイエロー

初めてクロスバイクにチャレンジするユーザー
が多い RAIL 700A だからこそ、安心して乗って
ほしい。ブレーキには制動力に優れたシマノ製
V ブレーキを採用。

ワングレード上のブレーキで安心

マットホワイト

29

マットガンメタル

ロードバイク級の
超軽量

アルミフレーム

フレーム “EAST-L” アルミトリプルバテッド , BSA, 130mm クイックリリース ,
V ブレーキ

フォーク アルミ 1-1/8 inch, 100mm クイックリリース , V ブレーキ
ボトムブラケット BSA 68mm-120mm, シールドベアリングスクエアテーパー

カートリッジ BB
クランク SHIMANO FC-TY501-2 46x30T 170mm チェーンガード付き
フロントディレーラ SHIMANO FD-TY710-2-TS3
リヤディレーラ SHIMANO RD-M310
スプロケット SHIMANO CS-HG200-8 12-32T
チェーン KMC Z8
シフター SHIMANO SL-M315
ブレーキレバー TEKTRO CL520
ブレーキセット SHIMANO BR-T4000

ハンドル アルミ 560mm φ 25.4
グリップ エルゴグリップ
ステム アルミ 7° 100mm(480)/90mm(440,400) φ 25.4
シートポスト アルミ 350mm φ 27.2
サドル オリジナルクッションサドル
フロントホイール P&P COMPONENTS WH-A1800R 28H OLD:100mm, クイックリリース
リヤホイール P&P COMPONENTS WH-A1800R 28H 11 速 対 応 OLD:130mm, ク

イックリリース
タイヤ MAXXIS DETONATOR 700x32C BK/BK, 仏式 , バルブ長 48mm
付属品 フラットペダル、高輝度ライト、キックスタンド、ベル、リフレクタ
カラー トキオレンジ 2、ダークブルー、ソリッドグレー、ネオンイエロー

マットブラック
サイズ 480(L)/440(M)/400(S)
車種記号 KB-21-010
重量 9.9kg(480mm、付属品除く )

※ 400mm サイズはボトルケージ台座がダウンチューブのみ

フレーム “EAST-L” アルミトリプルバテッド , BSA, 130mm クイックリリース ,
V ブレーキ

フォーク アルミ 1-1/8 inch, 100mm クイックリリース , V ブレーキ
ボトムブラケット BSA 68mm-126mm, シールドベアリングスクエアテーパー

カートリッジ BB
クランク アルミ 48x38x28T, 170mm(480)/ 165mm(440,400)

チェーンガード付き
フロントディレーラ SHIMANO FD-TY710-TS3
リヤディレーラ SHIMANO RD-M310
スプロケット SHIMANO CS-HG200-8 12-32T
チェーン KMC Z8
シフター SHIMANO SL-M310
ブレーキレバー SHIMANO ST-M310
ブレーキセット SHIMANO BR-T4000

ハンドル アルミ 560mm φ 25.4
グリップ エルゴグリップ
ステム アルミ 10° 100mm(480),90mm(440,400) φ 25.4
シートポスト アルミ 350mm φ 27.2
サドル オリジナルクッションサドル
フロントホイール 28H OLD:100mm, クイックリリース
リヤホイール 28H OLD:130mm, クイックリリース
タイヤ KENDA K-1029 700x32C BK/BK, 仏式 , バルブ長 48mm
付属品 フラットペダル、高輝度ライト、キックスタンド、ベル、リフレクタ
カラー マットガンメタル、マットホワイト
サイズ 480(L)/440(M)/400(S)
車種記号 KB-20-022
重量 11.0kg(480mm、付属品除く )

※ 400mm サイズはボトルケージ台座がダウンチューブのみ

￥56,100 ( 税込 ) / ￥51,000 ( 税抜 )

重量
　11.0kg (480mm) 

サイズ＆適応身長
　480mm (170-190cm) 
　440mm (165-180cm) 
　400mm (155-170cm) 

ロードバイク級の
超軽量

アルミフレーム

ダークブルー

転びにくい幅広タイヤ
やや太めで溝が入ったタイヤは地面にしっかり
グリップするので転びにくい。

マットブラック

日本最大級のロングライドイベント『佐渡ロングライド』は参加者の大多数がロードバイクでの参加ですが、

果たして本格的なサイクリングに挑むにはクロスバイクでは物足りないのでしょうか。

「いや、そんなことは無い」と証明するため、RAIL に乗って『佐渡ロングライド』のコースを

スタンプラリー形式で巡る『佐渡ロングライド TRIAL』に挑みました。

スポーツとしてアクティブに運動したい人に、クロスバイクの RAIL にはとても大きな可能性があることを

ぜひ知っていただきたいと願っています。



GEOMETRY
フレームサイズ 480(M) 420(S)

シートチューブ長 芯 - トップ (mm) 480 420

トップチューブ長※水平換算 (mm) 535 507

ヘッドチューブ長 (mm) 270 270

ヘッド角 ( 度 ) 70 70

シート角 ( 度 ) 69 69

フロントセンター (mm) 579 552

リヤセンター (mm) 405 405

BB 下がり (mm) -31 -31

スタック (mm) 506 506

リーチ (mm) 340 312

フォークオフセット (mm) 40 40

適応身長 (cm) 165-180 155-170
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RAIL 20

￥79,200 ( 税込 ) / ￥72,000 ( 税抜 )

重量
　8.4kg (480mm) 

サイズ＆適応身長
　480mm (165-180cm) 
　420mm (155-170cm) 

オーロラパープル

圧倒的軽さ。ロードバイクコンポーネントを搭載した ” キング オブ ミニベロ ”

ソリッドグレー

フレーム “EAST-L” アルミトリプルバテッド , BSA, 130mm クイックリリース ,
V ブレーキ

フォーク アルミ 1-1/8 inch, 100mm クイックリリース , V ブレーキ
ボトムブラケット BSA 68mm-122.5mm, シールドベアリングスクエアテーパー

カートリッジ BB
クランク アルミ 52T 170mm チェーンガード付き
フロントディレーラ -
リヤディレーラ SHIMANO RD-R3000-SS
スプロケット SHIMANO CS-HG400-9 11-32T
チェーン KMC X9
シフター SHIMANO SL-M2010
ブレーキレバー TEKTRO CL520
ブレーキセット SHIMANO BR-T4000
ハンドル アルミ 560mm φ 25.4
グリップ シリコングリップ
ステム アルミ 7°90mm(480)/80mm(420) φ 25.4
シートポスト アルミ 350mm φ 27.2
サドル オリジナルサドル
フロントホイール オリジナルシールドベアリングハブ 20H OLD:100mm, クイックリリース
リヤホイール オリジナルシールドベアリングハブ 24H 11 速対応 OLD:130mm, 

クイックリリース
タイヤ KENDA K1018 20x1.25HE, 仏式 , バルブ長 48mm
付属品 フラットペダル、高輝度ライト、キックスタンド、ベル、リフレクタ
カラー オーロラパープル、ソリッドグレー
サイズ 480(M)/420(S)
車種記号 KB-21-011
重量 8.4kg(480mm、付属品除く )

女性従業員比率 90% & ダイバーシティ先進企業 VELO 社とコラボレーション

「カラフルな世界を実現する」という思いで開発したのが RAILsakura です。

KhodaaBloom ではダイバーシティ ( 多様性 ) を大切にしています。自転車の経験値、
体格、年齢、性別によらず誰もが楽しめるスポーツバイクを提供したいと考えています。

RAILsakura ではサドルメーカーの VELO 社とコラボレーションしたサドルを採用し
ています。これは女性従業員比率 90% かつダイバーシティ先進企業である同社に敬
意を表したものです。ダイバーシティへの共感がきっかけとなり、今まで自社ブ
ランドだけで販売していた女性用オリジナルサドルが特別に供給されました。

サドル自体もソフトな座面とデリケートゾーンの圧迫を逃がす中央の溝、後方が広
がったワイド形状はお尻が痛くなりにくいものとなっています。

※現在ダイバーシティ & インクルージョンに関するドネーションプロジェクトが進行
中です。詳細はウェブサイトでお知らせします。

ホワイト ( グラデーションロゴ )
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RAILsakura

￥77,777 ( 税込 ) / ￥70,706 ( 税抜 )

重量
　9.4kg (480mm) 

サイズ＆適応身長
　480mm (170-190cm) 
　440mm (165-180cm) 
　400mm (155-170cm) 

We  are human.　カラフルな世界を実現するためのクロスバイク

フレーム “EAST-L” アルミトリプルバテッド , BSA, 130mm クイックリリース ,
V ブレーキ

フォーク アルミ 1-1/8 inch, 100mm クイックリリース , V ブレーキ
ボトムブラケット BSA 68mm-122.5mm, シールドベアリングスクエアテーパー

カートリッジ BB
クランク アルミ 38T 170mm チェーンガード付き
フロントディレーラ -
リヤディレーラ SHIMANO RD-M5120-SGS
スプロケット SHIMANO CS-M4100-10 11-42T
チェーン KMC X10
シフター SHIMANO SL-M4100
ブレーキレバー TEKTRO CL520
ブレーキセット SHIMANO BR-T4000

ハンドル アルミ 560mm φ 25.4
グリップ エルゴグリップ
ステム アルミ 10° 100mm(480),90mm(440,400) φ 25.4
シートポスト アルミ 350mm φ 27.2
サドル VELO コラボレーションソフト穴あきサドル
フロントホイール P&P COMPONENTS WH-A1800R 28H OLD:100mm, クイックリリース
リヤホイール P&P COMPONENTS WH-A1800R 28H 11 速 対 応 OLD:130mm, ク

イックリリース
タイヤ MAXXIS DETONATOR 700x32C BK/BK, 仏式 , バルブ長 48mm
付属品 フラットペダル、高輝度ライト、キックスタンド、ベル、リフレクター
カラー ホワイト ( グラデーションロゴ )
サイズ 480(L)/440(M)/400(S)
車種記号 KB-22-007
重量 9.4kg(480mm、付属品除く )

ロードバイク級の
超軽量

アルミフレーム

RAILsakura だけのグラデーションロゴ ギアチェンジは片手だけなのでシンプル
な操作ができるフロントシングル・リヤ
10 段ギヤ。

太めで乗り心地が良く、軽量なので走り
が軽い。1 本 4,000 円相当の高級タイヤ
MAXXIS DETONATOR を装備。

※ 400mm サイズはボトルケージ台座がダウンチューブのみ

手のひらを面で支えることで、手がしび
れにくいエルゴ形状のグリップ。
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フレームサイズ 500 (L) 460 (M) 420 (S) 

A シートチューブ長 芯 - トップ (mm) 500 460 420

B トップチューブ長※水平換算 (mm) 565 545 525

C ヘッドチューブ長 (mm) 120 110 100

D ヘッド角 ( 度 ) 71.5 71.5 70.5

E シート角 ( 度 ) 73.5 74 74.5

F フロントセンター (mm) 615 600 595

G リヤセンター (mm) 425 425 425

H BB 下がり (mm) 70 70 70

I スタック (mm) 582 572 559

J リーチ (mm) 392 380 369

K フォークオフセット (mm) 45 45 45

適応身長 (cm) 170-190 165-180 155-170

KESIKI
一生忘れない景色を見に行こう。人生が変わる体験を KESIKI で

GEOMETRY
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どこでもフカフカ＆スイスイ走れる！

幅広ビッグシルエットタイヤはあなたの味方。

アップライトなポジションで景色を見ながら楽に走れる

ライザーバーハンドル (KESIKI のみ )。

KESIKI に乗って過ごした 1 日の終わり。

ふと、目に入ってくる夕日を表現したロゴ。

キャリヤを取り付けてツーリング仕様にも変身 !

ダボ穴装備で拡張性もばっちり。

© 2021 Shugo Tezuka © 2021 Shugo Tezuka 



KESIKI  Tour ing

フレーム "EAST" アルミ , BSA, 135mm クイックリリース , フラットマウント
ディスク

フォーク アルミ 1-1/8 inch スチールコラム , 100mm クイックリリース , 
フラットマウントディスク

ボトムブラケット BSA68mm-124.5mm シールドベアリングスクエアテーパー
カートリッジ BB

クランク SHIMANO FC-TY501-2 46x30T 170mm チェーンガード付き
フロントディレーラ SHIMANO FD-R2000
リヤディレーラ SHIMANO RD-R2000-SS
スプロケット SHIMANO CS-HG50-8 11-32T
チェーン KMC Z8
シフター SHIMANO ST-R2000
ブレーキレバー SHIMANO ST-R2000
ブレーキセット TEKTRO MD-C550/ センターロック 160mm

ハンドル アルミ フレアタイプ 420-490mm(500)/400-470mm(460,420) φ 31.8
グリップ バーテープ
ステム アルミ 6°90mm(500)/80mm(460,420) φ 31.8
シートポスト アルミ 350mm φ 27.2
サドル オリジナルサドル
フロントホイール SHIMANO HB-TX505 32H センターロック OLD:100mm, クイックリリース
リヤホイール SHIMANO FH-TX505 32H 8/9/10 速対応 センターロック

OLD:135mm, クイックリリース
タイヤ KENDA K-1082 27.5x1.75 BK/BR, 仏式 , バルブ長 48mm
付属品 フラットペダル、キックスタンド、ベル、リフレクタ
カラー ダークグリーン
サイズ 500(L)/460(M)/420(S)
車種記号 KB-21-015
重量 11.5kg(500mm、付属品除く )

ダークグリーン

￥86,900 ( 税込 ) / ￥79,000 ( 税抜 )

重量
　11.5kg(500mm)

サイズ＆適応身長
　500mm (170-190cm) 
　460mm (165-180cm) 
　420mm (155-170cm) 

ツーリング仕様のフレア形状ドロップハンドル
正面から見てハンドル下側が末広がりの形状ドロップハンドルは幅広で安定感を提供。
多彩なポジションを取ることができるので、ツーリングを楽しむのに最も適している。

ペダルを漕いだら旅の始まり

ダークブルー

マットグレー

KESIKI

￥69,960 ( 税込 ) / ￥63,600 ( 税抜 )

重量
　11.9kg(500mm)

サイズ＆適応身長
　500mm (170-190cm) 
　460mm (165-180cm) 
　420mm (155-170cm) 

操作感と制動性に優れる油圧ディスクブレーキ
握りやすく操作性に優れ、ブレーキング性能が高い油圧ディスクブレーキ搭載。
雨でも制動力が落ちにくいのでサイクリングだけでなく、街乗りにも対応。

ベル・ライト・スタンド付属
ベル・ライト・スタンドを標準装備。
ライトは高輝度の約 2000 カンデラと実用に足る仕様となっている。

フレーム "EAST" アルミ , BSA, 135mm クイックリリース , フラットマウント
ディスク

フォーク アルミ 1-1/8 inch スチールコラム , 100mm クイックリリース , 
フラットマウントディスク

ボトムブラケット BSA 68mm-124.5mm, シールドベアリングスクエアテーパー
カートリッジ BB

クランク SHIMANO FC-TY501-2 46x30T 170mm チェーンガード付き
フロントディレーラ SHIMANO FD-TY710-2-TS3
リヤディレーラ SHIMANO RD-M310
スプロケット SHIMANO CS-HG200-8 12-32T
チェーン KMC Z8
シフター SHIMANO SL-M315
ブレーキレバー SHIMANO BL-MT200
ブレーキセット SHIMANO BR-UR300/SM-RT10 センターロック 160mm

ハンドル ステンレス 570mm φ 25.4
グリップ ラバーグリップ
ステム アルミ 7° 100mm(500)/90mm(460,420) φ 25.4
シートポスト アルミ 350mm φ 27.2
サドル オリジナルクッションサドル
フロントホイール SHIMANO HB-TX505 32H センターロック OLD:100mm, クイックリリース
リヤホイール SHIMANO FH-TX505 32H 8/9/10 速対応 センターロック

OLD:135mm, クイックリリース
タイヤ KENDA K-1082 27.5x1.75 BK/BR, 仏式 , バルブ長 48mm
付属品 フラットペダル、高輝度ライト、キックスタンド、ベル、リフレクタ
カラー マットグレー、ダークブルー
サイズ 500(L)/460(M)/420(S)
車種記号 KB-21-013
重量 11.9kg(500mm、付属品除く )

最高の土曜日の過ごし方　
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油圧ディスク
ブレーキ

機械式ディスク
ブレーキ
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子どもの価値観を育てる " くじらのじてんしゃ "
KhodaaBloom の子ども自転車は価値観を育てる「知育自転車」。
かしこく、社会性がつよいクジラをモチーフにしたバッジには、
子どもにすくすく成長してほしいという願いが込められています。

asson、tanken が育む生きる力
子どもの脳は 6 歳までに約 80% 発達して、12 歳ではほぼ 100%
になると言われています。この時期に自転車に乗ることは社会性
( 交通ルールや友達との協調性、判断力 ) を育みます。どう学び、
どう運動したか。将来の成長や発達に影響する大切な要素です。
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asson K12 ￥31,900 ( 税込 )  / ￥29,000 ( 税抜 )　重量：9.2kg　サイズ：12 インチ

マットホワイト

asson K16 ￥31,900 ( 税込 )  / ￥29,000 ( 税抜 )　重量：9.6kg　サイズ：16 インチ

マットアイボリー

マットキャメルベージュ

マットパステルブルー

マットラベンダーパープル

asson K18 ￥31,900 ( 税込 )  / ￥29,000 ( 税抜 )　重量：10.2kg　サイズ：18 インチ

適応身長
75-100cm

初めての自転車を贈ろう。手押し棒と補助輪を装備したはじめの一歩にぴったりのキッズバイク

自分で進む、自分で止まる。だから学べる自転車の感覚。4 輪だからいつも安心

マットパステルピンク

マットパステルイエローマットネイビーブルー

KIDS & JUNIOR BIKE

フレーム "EAST" アルミ , BSA,  手押し棒台座付
フォーク スチール
ボトムブラケット BSA 68mm スクエアテーパー BB
クランク アルミ 28T 89mm
フロントディレーラ -
リヤディレーラ -
スプロケット 16T
チェーン KMC Z410A
シフター -
ブレーキレバー キッズ用調整ネジ付
ブレーキセット F: サイドプル　R: バンドブレーキ
ハンドル アルミ 430mm φ 22.2
グリップ 樹脂グリップ
ステム H ＝ 115mm まで  φ 22.2
シートポスト サドル一体型 140mm φ 25.4
サドル オリジナルキッズサドル
フロントホイール 20H OLD:100mm ナット式
リヤホイール 20H OLD:114mm ナット式
タイヤ KENDA K50 12x2.125, 英式
付属品 ペダル、補助輪、サドル調整用六角レンチ、ベル、リフレクタ、スチー

ルフェンダー、手押し棒
カラー マットホワイト
サイズ 12 インチ (153mm)
車種記号 KB-20-030
重量 9.2kg

フレーム "EAST" アルミ , BSA,  手押し棒台座付
フォーク スチール
ボトムブラケット BSA 68mm スクエアテーパー BB
クランク アルミ 28T 114mm
フロントディレーラ -
リヤディレーラ -
スプロケット 16T
チェーン KMC Z410A
シフター -
ブレーキレバー キッズ用調整ネジ付
ブレーキセット F: サイドプル　R: バンドブレーキ

ハンドル アルミ 445mm φ 22.2
グリップ 樹脂グリップ
ステム H=145mm まで  φ 22.2
シートポスト サドル一体型 190mm φ 25.4
サドル オリジナルキッズサドル
フロントホイール 28H OLD:100mm ナット式
リヤホイール 28H OLD:114mm ナット式
タイヤ KENDA K50 16x1.75, 英式
付属品 ペダル、補助輪、サドル調整用六角レンチ、ベル、リフレクタ、スチー

ルフェンダー
カラー マットアイボリー、マットパステルブルー、マットパステルピンク
サイズ 16 インチ (235mm)
車種記号 KB-21-016
重量 9.6kg

フレーム "EAST" アルミ , BSA,  手押し棒台座付
フォーク スチール
ボトムブラケット BSA 68mm スクエアテーパー BB
クランク アルミ 28T 114mm
フロントディレーラ -
リヤディレーラ -
スプロケット 16T
チェーン KMC Z410A
シフター -
ブレーキレバー キッズ用調整ネジ付
ブレーキセット F: サイドプル　R: バンドブレーキ

ハンドル アルミ 445mm φ 22.2
グリップ 樹脂グリップ
ステム H=145mm まで  φ 22.2
シートポスト サドル一体型 190mm φ 25.4
サドル オリジナルキッズサドル
フロントホイール 28H OLD:100mm ナット式
リヤホイール 28H OLD:114mm ナット式
タイヤ KENDA K50 18x1.75, 英式
付属品 ペダル、補助輪、サドル調整用六角レンチ、ベル、リフレクタ、スチー

ルフェンダー
カラー マットキャメルベージュ、マットネイビーブルー、

マットラベンダーパープル、マットパステルイエロー
サイズ 18 インチ (250mm)
車種記号 KB-21-017
重量 10.2kg

KhodaaBloom の子ども自転車は価値観を育てる「知育自転車」です。

自転車は親子で交通ルールを学ぶ道具になります。
それに加えて、親子や友達と一緒に自転車に乗ることで協調性が育まれますし、
乗ることそのものが SDGs のお手伝いになるのでサステナビリティを学ぶことができます。

「アッソン」と「タンケン」を生産する工程では様々なサステナビリティに取り組んでいます。
今の子どもたちが大きくなって、さらに次の世代の子どもたちも
自転車を楽しめる環境を守っていくことは私たちの使命のひとつだと考えました。
自転車はエコな乗り物ですが、それを作る過程でも
将来の子どもたちの力になりたいと思ったのです。

お子様にとって自転車デビューは一大イベントです。
初めて乗れた瞬間が一生の思い出になってくれるよう、
初めてのひとこぎから、お子様の体と心の成長に寄り添ってずっと見守る。

「アッソン」と「タンケン」はそんな思いを込めた自転車です。

適応身長
105-125cm

自分で進む、自分で止まる。だから学べる自転車の感覚。4 輪だからいつも安心

適応身長
90-115cm

交通ルールを学ぶことで
他者と共に生活するための

社会性を育む

学び
asson、tankenの

SDGs 活動から自然環境や
サステナビリティを学ぶ

環境保全

親子や友達と一緒に
楽しむことを通じて

協調性を育む

楽しさ・喜び



マットアイボリー
マットスカーレットレッドマットスカイブルー

マットパステルブルー

マットパステルピンク
マットアイボリー

assonのシンプルデザインに合わせた可愛いヘルメット。 
首に負担をかけない軽量仕様。

・重量：215g
・サイズ：52-56cm
・SG 規格安全基準合格品

ネイビーブルー：250453　アイスグリーン：250454
ポピーオレンジ：250481　パステルブルー：250482

カワイイ顔と動く目で楽しくロック！ 柔らかいシリ
コン素材を採用で車体を傷つけません。

ブラウン：202330
ブラック：202383

ピンク：202381
ブルー：202382

工具無しで装着可能な手押し棒。
乗り始めを安全にサポートします。

・適合：asson K16/assonK18

商品コード：206004
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asson J20 ￥44,000 ( 税込 )  / ￥40,000 ( 税抜 )　重量：11.4kg　サイズ：20 インチ

asson J22 ￥46,200 ( 税込 )  / ￥42,000 ( 税抜 )　重量：12.4kg　サイズ：22 インチ

asson J24 ￥48,400 ( 税込 )  / ￥44,000 ( 税抜 )　重量：12.8kg　サイズ：24 インチ

asson ヘルメット ドギーロックビスケットキー

手押し棒

希望小売価格　￥4,950 ( 税込 ) / ￥4,500 ( 税抜 ) 希望小売価格　￥1,408 ( 税込 ) / ￥1,280 ( 税抜 )

希望小売価格　￥3,300 ( 税込 ) / ￥3,000 ( 税抜 )

asson accessories

憧れの自分に一歩近づくビジュアルとクオリティ

一人で乗るから太いタイヤの安心できる自転車を

一人で乗るから太いタイヤの安心できる自転車を

マットラベンダーパープルマットミントグリーン

マットネイビーブルーマットアイボリー

ネイビーブルー アイスグリーン

補助輪を外したあとに取り付ける両立スタンド。

・適合：assonK16/assonK18

assonK16 用：225646
assonK18 用：225647

asson K16 / K18 両立スタンド

希望小売価格　￥1,870 ( 税込 ) / ￥1,700 ( 税抜 )

 Official Instagram Account

こども自転車 asson　@kodomojitensha_asson

シンプルでモダンなデザインが魅力のキッズバイクシリーズ

「asson」公式 Instagram を運営中。成長に合わせた自由な

スタイルが、親子の時間をもっと豊かにしてくれる。

そんな姿をお伝えしています。

公式ハッシュタグは「#asson のある生活」

フレーム "EAST" アルミ , BSA, V ブレーキ
フォーク スチール , V ブレーキ
ボトムブラケット BSA 68mm-126mm スクエアテーパー BB
クランク 36T 127mm チェーンリングカバー付
フロントディレーラ -
リヤディレーラ SHIMANO RD-TY300 6S
スプロケット SHIMANO MF-TZ20 6S 14-28T
チェーン KMC Z51
シフター SHIMANO SL-RS36 6S
ブレーキレバー TEKTRO TS325A
ブレーキセット V ブレーキ

ハンドル アルミ 520mm φ 25.4
グリップ 樹脂グリップ
ステム H=150mm φ 25.4
シートポスト 250mm  φ 27.2
サドル オリジナルジュニアサドル
フロントホイール 36H OLD:100mm, ナット式
リヤホイール 36H OLD:130mm, ナット式
タイヤ KENDA K924 20x1.75, 英式
付属品 ペダル、キックスタンド、ベル、リフレクタ、スチールフェンダー
カラー マットスカイブルー、マットアイボリー、マットパステルピンク
サイズ 20 インチ (235mm)
車種記号 KB-21-018
重量 11.4kg

フレーム "EAST" アルミ , BSA, V ブレーキ
フォーク スチール , V ブレーキ
ボトムブラケット BSA 68mm-126mm スクエアテーパー BB
クランク 36T 140mm チェーンリングカバー付
フロントディレーラ -
リヤディレーラ SHIMANO RD-TY300 6S
スプロケット SHIMANO MF-TZ20 6S 14-28T
チェーン KMC Z51
シフター SHIMANO SL-RS36 6S
ブレーキレバー TEKTRO TS325A
ブレーキセット V ブレーキ

ハンドル アルミ 520mm φ 25.4
グリップ 樹脂グリップ
ステム H=150mm φ 25.4
シートポスト 250mm  φ 27.2
サドル オリジナルジュニアサドル
フロントホイール 36H OLD:100mm, ナット式
リヤホイール 36H OLD:130mm, ナット式
タイヤ KENDA K924 22x1.75, 英式
付属品 ペダル、キックスタンド、ベル、リフレクタ、スチールフェンダー
カラー マットミントグリーン、マットラベンダーパープル

マットアイボリー、マットネイビーブルー
サイズ 22 インチ (260mm)
車種記号 KB-21-019
重量 12.4kg

フレーム "EAST" アルミ , BSA, V ブレーキ
フォーク スチール , V ブレーキ
ボトムブラケット BSA 68mm-126mm スクエアテーパー BB
クランク 36T 152mm チェーンリングカバー付
フロントディレーラ -
リヤディレーラ SHIMANO RD-TY300 6S
スプロケット SHIMANO MF-TZ20 6S 14-28T
チェーン KMC Z51
シフター SHIMANO SL-RS36 6S
ブレーキレバー TEKTRO TS325A
ブレーキセット V ブレーキ

ハンドル アルミ 520mm φ 25.4
グリップ 樹脂グリップ
ステム H=150mm φ 25.4
シートポスト 250mm  φ 27.2
サドル オリジナルジュニアサドル
フロントホイール 36H OLD:100mm, ナット式
リヤホイール 36H OLD:130mm, ナット式
タイヤ KENDA K924 24x1.75, 英式
付属品 ペダル、キックスタンド、ベル、リフレクタ、スチールフェンダー
カラー マットアイボリー、マットパステルブルー、

マットスカーレッドレッド
サイズ 24 インチ (285mm)
車種記号 KB-21-020
重量 12.8kg

補助輪を外したあとに取り付けるキックスタンド。

・適合：assonK16/assonK18

assonK16 用：225639
assonK18 用：225640

asson K16 / K18 キックスタンド

希望小売価格　￥1,650 ( 税込 ) / ￥1,500 ( 税抜 )

ポピーオレンジ パステルブルー

適応身長
115-135cm

適応身長
120-140cm

適応身長
125-145cm
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tanken ￥48,400 ( 税込 )  / ￥44,000 ( 税抜 )　重量：9.2kg　サイズ：20 インチ

失敗はするけど後悔はしない

マットレッドマットターコイズブルー

￥50,600 ( 税込 )  / ￥46,000 ( 税抜 )　重量：9.5kg　サイズ：22 インチ

フレーム "EAST" アルミ , BSA, V ブレーキ
フォーク アルミ , V ブレーキ
ボトムブラケット BSA 68mm スクエアテーパー BB
クランク 32T 140mm (22 インチ ) / 127mm (20 インチ ) チェーンリングカバー付
フロントディレーラ -
リヤディレーラ SHIMANO RD-TY300 6S
スプロケット SHIMANO MFTZ20 6S 14-28T
チェーン KMC Z51
シフター SHIMANO SL-RS36 6S
ブレーキレバー TEKTRO JL510-TS
ブレーキセット V ブレーキ
ハンドル アルミ 520mm φ 25.4
グリップ ラバーグリップ
ステム アルミ 17° 50mm φ 25.4
シートポスト 200mm  φ 27.2
サドル オリジナルジュニアサドル
フロントホイール 32H OLD:100mm, ナット式
リヤホイール 32H OLD:135mm, ナット式
タイヤ KENDA K924 BK/BR 22x1.75(22 インチ ) / 

20x1.75(20 インチ ), 英式
付属品 ペダル、キックスタンド、ベル、リフレクタ
カラー マットターコイズブルー、マットレッド
サイズ 22 インチ / 20 インチ
サドル最低地上高 615mm(22 インチ ) / 580mm(20 インチ )
車種記号 KB-22-011(22 インチ ) / KB-22-010(20 インチ )
重量 9.5kg (22 インチ ) / 9.2kg (20 インチ ) ※開発中のため参考値

GEOMETRY
サイズ 22 インチ 20 インチ

シートチューブ長 芯 - トップ (mm) 270 254

トップチューブ長※水平換算 (mm) 480 450

ヘッドチューブ長 (mm) 100 100

ヘッド角 ( 度 ) 69 69

シート角 ( 度 ) 72 72

フロントセンター (mm) 543.8 516.9

リヤセンター (mm) 390 375

BB 下がり (mm) 0 0

スタック (mm) - -

リーチ (mm) - -

フォークオフセット (mm) - -

サドル地上高 (mm) 615 580

適応身長 (cm) 120-135 110-125

フレーム "EAST" アルミ , BSA, V ブレーキ
フォーク スチール , V ブレーキ
ボトムブラケット BSA 68mm-113mm, シールドベアリングスクエアテーパー

カートリッジ BB
クランク アルミ 45T 165mm チェーンガード付き
フロントディレーラ -
リヤディレーラ SHIMANO RD-FT35-SS 6S
スプロケット SHIMANO MF-TZ20 6S 14-28T
チェーン KMC Z51
シフター SHIMANO SL-RS36 6S
ブレーキレバー TEKTRO CL331
ブレーキセット SHIMANO BR-T4000

ハンドル アルミ 560mm φ 25.4
グリップ ラバーグリップ
ステム アルミ 60mm φ 25.4
シートポスト アルミ 350mm φ 27.2
サドル オリジナルサドル
フロントホイール 32H OLD:93mm, ナット式 ダイナモハブ
リヤホイール 32H OLD:130mm ナット式
タイヤ KENDA K193 26x1.5, 英式
付属品 フラットペダル、キックスタンド、ベル、リフレクタ、フェンダー、

ダイナモライト
カラー マットアイボリー、アッシュブルー
サイズ 360
車種記号 KB-21-012
重量 13.9kg ( 開発中のため参考値 )

適応身長 
120-135cm(22 インチ ) 
110-125cm(20 インチ )

JUNIOR BIKE enaf  26
カメラを持って目黒川へ

アッシュブルー

マットアイボリー

￥55,000 ( 税込 ) / ￥50,000 ( 税抜 )

重量
　13.9㎏ ( 開発中のため参考値 )

サイズ＆適応身長
　360mm (145-165cm) 

幅広形状で体重を支えやすいサドル すそ汚れを防止するチェーンガード。 パイプ接合部が低いので、またぎやすい
フレーム形状

暗くなったら自動で点灯するオートライ
ト。電池切れしないので、暗い時間に走
る人におすすめ。

※開発中のため重量は参考値

※実際の商品とはデザイン・仕様が一部異なります
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KhodaaBloom オリジナルボトル FLY KhodaaBloom オリジナルボトルケージ

「ELITE」の FLY ボトルをベースにつくられたボトル。軽
量で、柔らかく握りやすいボトル。新型の吸い口を採用、
キャップ部の流量がアップしています。 

・容量：550ml
・重量：54g

206645

ELITE の『CUSTOM RACE』ボトルケージを元に製造
されたボトルケージ。ボトルの保持力に優れ、レース
シーンにかぎらずサイクリングでも使いやすさを実感
できます。
・重量：45g

206392

希望小売価格　￥1,100 ( 税込 ) / ￥1,000 ( 税抜 ) 希望小売価格　￥1,848 ( 税込 ) / ￥1,680 ( 税抜 )

ダボ付きシートクランプ

フレームのシートステー部にダボ穴の無いバイクに、
キャリヤを取り付けるためのダボ穴増設部品

・クランプ径：φ 31.8

206644

希望小売価格　￥1,320 ( 税込 ) / ￥1,200 ( 税抜 )

KhodaaBloom チェーンロック1500 P&P COMPONENTS コイルロック

KhodaaBloom ロゴが入ったチェーンロック。長さが
1500mm なのでバイクと周囲の構造物をくくりつける
のに最適。ダイヤル式で好きな番号にセット可能。

・長さ：1500mm

202370

P&P COMPONENTS ブランドのワイヤーロック。シートポ
スト等に取り付けられるブラケット付き。ダイヤル式で
好きな番号にセット可能。

・長さ：1800mm

202372

希望小売価格　￥1,980 ( 税込 ) / ￥1,800 ( 税抜 ) 希望小売価格　￥2,090 ( 税込 ) / ￥1,900 ( 税抜 )

フロントバスケット -2 (S サイズ ) フロントバスケット -2 (L サイズ ) 

自転車の外観を損なわないスマートなバスケット。サッ
カーボールが余裕で入る大きさ。
・幅 305mm/ 高さ 180mm/ 奥行 305mm
・適合：asson J20 / J22 / J24 
※その他の車種には別途フロントキャリヤが必要です。

底面が網目状で小物が落ちにくい大型バスケット。バス
ケットボールが余裕で入る大きさ。バスケット後部を低く
し、プレーキレバーと干渉がありません。
・幅 335mm/ 高さ 210mm/ 奥行 320mm
・適合：assonJ20/J22/J24 
※その他の車種には別途フロントキャリヤが必要です。

希望小売価格　￥2,640 ( 税込 ) / ￥2,400 ( 税抜 ) 希望小売価格　￥2,970( 税込 ) / ￥2,700 ( 税抜 )

シルバー：227083
ブラック：227082

シルバー：227085
ブラック：227084

ワイヤーバスケットワイドタイプ asson K シリーズ用フロントバスケット

気軽に使えるワイドバスケット
・最大積載量 3kg
・幅 405mm/ 高さ 185mm/ 奥行 225mm
・取付けには別途フロントキャリヤが必要です。

227127

asson K シリーズ専用の小ぶりでキュートなバスケッ
ト。
・適合：asson K12 / K16 / K18 
・取付用部品付属

227993

希望小売価格　￥2,750 ( 税込 ) / ￥2,500 ( 税抜 ) 希望小売価格　￥2,860 ( 税込 ) / ￥2,600 ( 税抜 )

V ブレーキ止めフロントキャリヤ

V ブレーキ台座固定式の日本製フロントキャリヤ

222348

希望小売価格　￥2,530 ( 税込 ) / ￥2,300 ( 税抜 )

ATB 用キャリヤ MT-800N

軽量で丈夫なスチールパイプ製のパニアバッグ対応リ
ヤキャリヤ。シートステーにキャリヤ取付け用ダボなし
でも装着できるクリップバンド付属。クラス 18kg。
・装着には「ダボ付きシートクランプ」が必要です
・700C への取付けには別売りの「MT-800N 延長
　金具 (¥330 税込 /214117) 」が必要です。
・適合：RAIL リムブレーキモデル

希望小売価格　￥3,850 ( 税込 ) / ￥3,500 ( 税抜 )

222424

Parts  & Accessories  /  Af terPar ts
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Parts  & Accessories  /  Af terPar ts
KhodaaBloom オリジナルヘルメット KhodaaBloom LED テールライト

KhodaaBloom ロゴ が入った純正ヘルメット。スポーツ
バイクを安全に乗ってほしいという願いを込めて、日常
的に使えるシンプルデザインにしました。

・重量：260g
・サイズ：58-61cm

250519

KhodaaBloom ロゴが入った純正テールライト。暗い
場所を走る機会がある人は、安全のために自分の存
在を視認させましょう。

・重量：17g / ・ブラケット：Φ 20-40mm
・点灯約 50 時間、点滅約 150 時間

希望小売価格　￥7,480 ( 税込 ) / ￥6,800 ( 税抜 ) 希望小売価格　￥1,980 ( 税込 ) / ￥1,800 ( 税抜 )

RAILsakura サドル FARNA / RAIL 純正キックスタンド

世界的サドルメーカー VELO とコラボレーションし
た RAILsakura 採用サドル。ゾーンカット形状で局部
の圧迫を逃がしつつ、後方が広がったワイド座面で
体重を支えます。

226053

ロードバイク FARNA、クロスバイク RAIL に取り付け
可能な純正キックスタンド。立ち寄り、駐輪など実用
的なシーンでとても便利です。
取付確認済みモデル

・FARNA ( リムブレーキモデル )
・RAIL (RAIL 20 以外の 700C モデル )

225702

希望小売価格　￥6,160 ( 税込 ) / ￥5,600 ( 税抜 ) 希望小売価格　￥2,860 ( 税込 ) / ￥2,600 ( 税抜 )

ディレーラハンガー　希望小売価格：オープン価格

■ディレーラハンガー①　商品コード：445125
　・対象車種：STRAUSS DISC ( アルミ ) /FARNA DISC ( アルミ )
■ディレーラハンガー②　商品コード：400846
　・対象車種：FARNA ( リムブレーキモデル ) /RAIL シリーズ
■ディレーラハンガー③　商品コード：445147
　・対象車種：KESIKI シリーズ

※ディレーラハンガーの色は予告なく変更となる場合がございます。

700C 用 PC ショートフェンダー

RAIL ディスクブレーキモデルに取付可能なフェン
ダー。

・適合：RAIL ディスクブレーキモデル

230215

希望小売価格　￥5,940 ( 税込 ) / ￥5,400 ( 税抜 )

ロード・クロス用ハーフフェンダー

ワンタッチで脱着可能なハーフフェンダー
・取り付け時「10mm」以上のタイヤクリヤラン　
　スを確保してください。

・付属カラー等を使用せずに、装着する場合が　　　
　あります。

・「リングロックブラケット付き」との併用不可

希望小売価格　￥3,520 ( 税込 ) / ￥3,200 ( 税抜 )

230004

オリジナルディスプレイスタンド

コーダーブルームのロゴがきらりと光る、自転車用の
鉄製展示スタンドです。つやのあるホワイトカラーで
自転車が映えます。
適合車輪径：20 インチ～ 700C

225672

希望小売価格　￥3,190 ( 税込 ) / ￥2,900 ( 税抜 )

ダイナモホイール・ライトセット

P&P COMPONENTS ブランドの WH-A1800R-HD。車輪の
回転で発電してライトを光らせるので、電池交換や充電
の手間が不要です。常時点灯で視認性を高め、乗る時の
安全性を高めましょう。

・適合：FARNA / RAIL リムブレーキモデル
259207

希望小売価格 ￥11,550 ( 税込 ) / ￥10,500 ( 税抜 )

KhodaaBloom ツールケース リングロック  ブラケット付き

ポリウレタン素材と止水ファスナーで高い防水機能を
実現したツールケース。ジッパーを開けると左右に大
きく開き、簡単に中身を取り出せます。メッシュイン
ナーポケットが両サイドに配置されており、アイテム
を整理して収納可能。

206770

取り付け位置が調整可能なシリンダーロック。本体取
付式なので持ち運び不要でらくらく。V ブレーキ搭載
車種に取り付け可能。

・スペアキー作成可能
・「ロード・クロス用ハーフフェンダー」と併用不可

202334

希望小売価格　￥2,640 ( 税込 ) / ￥2,400 ( 税抜 ) 希望小売価格　￥1,980 ( 税込 ) / ￥1,800 ( 税抜 )

ライトウェイトフロアポンプ

P&P COMPONENTS ブランドのフロアポンプ。パンクは
怖いですが、日々空気を入れて予防することができます。

・重量 ( 平均値 )：900g
・対応バルブ：英・米・仏
・付属品：英式バルブクリップ、ボール浮き輪アダプター

231032

希望小売価格　￥3,300 ( 税込 ) / ￥3,000 ( 税抜 )

アジャスタブルステーフェンダーセット

P&P COMPONENTS ブランドの RAIL リムブレーキモデル
に取り付け可能な純正フェンダー。タイヤにピタッと沿
う形状でスッキリとした外観を保ちます。
・適合：RAIL リムブレーキモデル
・車輪径：700x28 ～ 32C

230017 

希望小売価格　￥4,400 ( 税込 ) / ￥4,000 ( 税抜 )

エアバンク 2WAY

P&P COMPONENTS ブランドのフロアポンプ。通常のポ
ンプモードとチューブレスのビードを上げるインフレート
モードを切換えて使うことができる。

・重量 ( 平均値 )：1,955g
・対応バルブ：米・仏

希望小売価格　￥9,570 ( 税込 ) / ￥8,700 ( 税抜 )

KhodaaBloom CO2インフレーター

出先でのパンク時、携帯ポンプの代わりに素早くタイ
ヤを膨らませることができるツール。別売りの CO2 ボ
ンベを取り付けて使用します。

231199

予定価格　￥1,540( 税込 ) / ￥1,400 ( 税抜 )

KhodaaBloom CO2 ボンべ

出先でのパンク時、携帯ポンプの代わりに素早くタイ
ヤを膨らませることができるツール。別売りの CO2 イ
ンフレーターを取り付けて使用します。
・容量：16g / 本
・2 本入り

231198

予定価格　￥1,100 ( 税込 ) / ￥1,000 ( 税抜 )

アジャスタブルステーショートフェンダーセット

P&P COMPONENTS ブランドの RAIL リムブレーキモデル
に取り付け可能な純正フェンダー。タイヤにピタッと沿
う形状でスッキリとした外観を保ちます。
・適合：RAIL リムブレーキモデル
・車輪径：700x28 ～ 32C

230018

希望小売価格　￥4,180 ( 税込 ) / ￥3,800 ( 税抜 )
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サイクリングホイールのパイオニア MAVIC ( マヴィック ) 日本国内レースや
イベントで使用するニュートラルサービス用ニュートラルバイクに STRAUSS 
DISC 105 が使用されています。

「ニュートラルバイク」とは、MAVIC がレース現場においてチームや国籍に
かかわらず中立的に選手をサポートするバイクのことです。
日本国内ではレースに限らずロングライドイベントでも多くのサイクリストを
サポートしています。

コーダーブルームも国内最高峰の J プロツアーチームへの機材提供や、各種
サイクリングイベントのサポートを行なってきました。多くのサイクリストを
サポートしたいという思いは MAVIC の精神と同じであり、スポーツバイクの
普及と発展をともに願う仲間として MAVIC の活動を支えています。

KB Connected Par tners 古山稀絵 選手 ( 自転車トラック競技 )

渡邊優介 選手 ( トライアスロン )

飯塚唯 選手 ( トライアスロン )

メッセンジャーに着想を得て生まれた STRAUSS DISC FLAT10 が、実際にプロの
仕事道具として使われています。

選んだのは自転車で物を運ぶプロ集団「T-serv」。都内中心に急ぎの書類などを
短時間でデリバリーするバイシクル・メッセンジャーカンパニーです。
同社の強みはマナー・安全運転・接客サービス。一流企業がひしめく東京都内
で多くのクライアントとの信頼を築き上げてきました。
 
スローガンは「カラダデトドケル。」

自らのカラダと自転車を使って、
東京都心の「ラストワンマイルデリバリー」で活躍しています。

越谷アルファーズは埼玉県・越谷市をホームタウンとする B.LEAGUE 所属の
プロバスケットボールクラブです。

プロ選手とサラリーマン兼業選手がともに環境の違いを越えて協働することで
チームとして 1 つの目標に向かって団結するプロ意識、
ともに越谷に本拠地を置く企業として地元貢献・地域スポーツの発展を願う
気持ちに共感してこの度のスポンサーシップ締結に至りました。

越谷アルファーズ選手および専属チアリーダー・アルファヴィーナスのコンディ
ショニングを、サイクリングを通じてサポートします。

古山稀絵選手は日本体育大学大学院に所属する、自転車トラック競技ナショナル
強化指定選手です。中長距離種目を得意としており、2018・2019・2020 年
アジアチャンピオンに輝くなど素晴らしい成績を収めてきました。

2021 シーズンから国際自転車競技連合 (UCI) 登録の自転車トラック競技チーム
「チーム楽天 K ドリームス」にも所属して、2024 年パリを目指します。

メインで取り組む種目はトラック競技となりますが、ロードタイムトライアル種目
にも挑戦する古山選手のために、コーダーブルームはカーボントライアスロン・
タイムトライアル用バイク「STRAUSS TRI  フレームセット」をサポートします。

渡邉優介選手は 2015 年から 2019 年まで自転車ロードレース「J プロツアー」に
参戦していた Honda 栃木の初期メンバーです。フルタイムで働きながら現在は
トライアスロンを主戦場としてレースに参戦し、横浜国際トライアスロン大会
でエイジの部総合 3 連覇など活躍してきました。

ハワイ・コナ島で開催される世界最高峰のトライアスロン大会「アイアンマン
ワールドチャンピオンシップ」出場を最大の目標に掲げる渡邉選手に、コーダー
ブルーム は「STRAUSS TRI フレームセット ( オリジナルペイント )」と「STRAUSS 
DISC ULTEGRA」をサポートしています。

渡邉選手はアイアンマンへの足がかりとしてハーフ・アイアンマン国内予選に
挑戦。STRAUSS TRI に乗って「2021 アイアンマン 70.3 ワールドチャンピオン
シップ ( アメリカ・ユタ州セントジョージ )」の出場権を獲得しています。

飯塚唯選手は父親の影響で幼少期からトライアスロンに励み、現在は日本体育
大学トライアスロン部に所属しています。日本選手権や日本学生選手権、国民
体育大会などで数々の戦績を誇るトライアスリートです。

ドラフティング有の「エリートレース」に主眼を置く飯塚選手のために、コーダー
ブルームはカーボンディスクロードバイク「STRAUSS PRO DISC FrameSet」を
サポートします。目標は「日本学生トライアスロン選手権」「国民体育大会」で
の入賞です。

コーダーブルームが支え、また支えられているパートナーをご紹介します ( 順不同 )

マヴィックジャパン株式会社

株式会社ティーサーブ

越谷アルファーズ

古山稀絵選手 ホダカ株式会社
代表取締役社長

堀田宗男

そしてありがとう、全てのコーダーブルームオーナー様！

© Kazutaka INOUE

谷顕真 さん ( レズミルズインストラクター )

谷顕真さんは FITTER PLANET( より健康的な世界 ) の創造を使命に活動する 
レズミルズ・ジャパンのトップインストラクターです。

レズミルズは世界中で何百万人ものユーザーを熱狂させるニュージーランド発
祥のグループワークアウト・プログラム。谷さんはインストラクターとして参
加者の前でコーチングとパフォーマンスを行い、一人ひとりのモチベーション
を高めます。

公私ともにアクティブなライフスタイルを送る谷さんの相棒は RAIL ACTIVE。
スポーツ・フィットネスの楽しさを全身で体現していきます。
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KhodaaBloom Owner’s Club ”KBOC” はコーダーブルームブランド立ち上
げ当初から掲げる「スポーツバイクを通じて人生をより豊かにしていく」
ことをさらに推進するため、2020 年 3 月にスタートしたコミュニティ
です。

メーカーと消費者の立場、年代、性別を超えたコミュニティとして、
オーナーの皆さんと共に成長しながら創り上げていく楽しいクラブを
目指します。

2021 年は待望のオーナー限定サイクリングイベント ( オーナーズライド )
開催が実現。オーナー同士集まってサイクリング体験を共有することが
最高のコミュニケーションであると実感しました。

これからも多くのオーナーとつながって、人生を豊かにする瞬間を共に
作っていければと考えています。

■クラブ詳細 ( 一部抜粋 ) 
　①加入対象者
　　コーダーブルームのスポーツバイクをお持ちの中学生以上の方
　②加入方法
　　専用のお申し込みフォームから申請後、
　　審査を経て加入いただけます
　③活動内容
　　1. オーナー限定サイクリングイベント ( オーナーズライド ) の開催
　　2. 直営店舗 (KhodaaBloom ショップ東越谷店 ) でのイベント開催
　④特典
　　1. 会員限定メンバーズカードの進呈
　　2. オーナーズライド、イベントのご案内
　⑤年会費
　　無料
　※新型コロナウイルスの影響により
　　感染拡大を防ぐ活動内容にて運営をしております。

クラブの詳細
加入申し込み

コーダーブルームショップ東越谷店は日本唯一のメーカー直営店。

コーダー ブルームの在庫数・ラインナップは日本一です。

専門性の高い豊富なスポーツバイク知識を持ったスタッフの接客、

プロメカニックによる安心の組み立て、ビギナー向けレクチャー

イベントの実施など、みなさまのスポーツバイクがある暮らしを

全面的にサポートします。

取扱ブランド：KhodaaBloom、MAVIC、LEOMO、SHIMANO、

　　　　　　　Continental、GARMIN 他

KBOC 会員限定サイクルジャージ　　　　　

オーナー限定サイクリングイベント
( オーナーズライド ) の様子

■コーダーブルームショップ東越谷店だけのサービス
　・サイクリング中に愛車との一体感を感じられる、コーダーブルームオリジナルサイクルジャージ販売
　・デジタル解析でカラダの悩みを解消。LEOMO( リオモ ) を利用したバイクフィッティングサービス
　詳しくはお問い合わせください。

コーダーブルームショップ東越谷店
〒 343-0023 埼玉県越谷市東越谷 7 丁目 26 番地
TEL: 048-960-6588

営業時間 平日 11：00 ～ 18：00
 土日祝祭日 10：00 ～ 18：00
定休日 毎週水曜日及び年末年始、特定日

レースデザインジャージ クラシックデザインジャージ LEOMO バイクフィッティングのイメージ

公式ブログ

KhodaaBloom Owner's  Club KhodaaBloom shop Higashi-koshigaya



HODAKA CORPORATION
〒 343-8520 1-1-9 Ryutsudanchi, 
KoshigayaCity, Saitama 
TEL.048-985-2000 Version2.0.0
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★ Special Thanks ★
Photographer: さつきさん、本池邦雄さん、手塚柊冴さん、井上和隆さん
Location: 東京クラシックキャンプ


