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○改良のため予告なく仕様・価格を変更することがございますの
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○容量はポケット等を含む総容量です。
○当社にはショールーム等ございませんのでご了承下さい。
○表示価格は全てメーカー希望小売価格（税込）です。

2020 年、 夏。

テント、 マット、 クッカー、 カップ、 消毒液、 マスク…を

大きなサドルバッグに詰め込んで、

友人 3人とライド＆キャンプに出かけた。

密にならないようにソロキャンプ× 3 人（おじさん）で夏の大冒険。

小学生の頃、 夏休みに自転車で

土手沿いを海まで走ったあの時と同じ気持ち。

グラベルロードを買ってみたが、私の住む東京 （のはずれ） はほとんどが舗装路。

グラベルをつなぎ合わせてライドしてみても舗装路を走る割合が多い。 エアボ

リュームのある太いタイヤとディスクブレーキ、 そしてフロントシングルは、 街乗り

や都心部への通勤に最適だが、 私は徒歩通勤なのでその用途はなく、 活かし

きれてない状態だった。

そんな中、 友人からキャンプライドのお誘い。 なんだか準備の前からワクワク

気分が盛り上がる。 息子のソロテント一式を借りて準備開始だ。

キャリアを付けるか付けないかで、 まず悩む。 夏、 荷物は少なく行けるはず。

大きなサドルバッグ、 フレームバッグ、 そしてカモフラ柄のフロントバッグに決定。

だが、 どうしてもシュラフが収まらない。 バックパックは担ぎたくなかったので、

あきらめた。

待ち合わせ場所までは始発で輪行。 荷物の量によっては輪行で走る距離を調

整。 ライドも楽しみだが、 ライド後のビールが一番の楽しみ。 だから無理はし

ても無茶はしない。

来客が少ない時間帯を選んで、 早めのランチで激ウマ海鮮丼。 ビールはまだ

我慢。

海沿いを50㎞走って、山を20㎞登って、10㎞下ってゴール。あー自転車最高。

そしてビールがサイコー。 仲間が最高！！

すっかり暗くなったテントサイトで社会的距離を保ちながら、 コンビニで買ったサ

キイカをつまみに、 静かに仕事の話をしたり、 昔の話をしたり。 お酒が無くなっ

たところでお開き。

翌日、 山を下りると雨が降りそう。 あっさり輪行で帰宅。 バイクとキャンプの相

性も良く、 ホントに満足したライド＆キャンプになった。

冬キャンプも楽しそうだが、 今の時期、 風邪もひけないを言い訳にして、 次の

夏にまたおじさん 3人でソロキャンプに出かけようと思っている。

今から楽しみだ。 それまでに軽量のイスと焚き火台をゲットする予定。
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持ち物リスト
テント
シュラフ
マット
タープ
カップ
クッカー
雨具

日焼け止め
イス
消毒液
マスク
サコッシュ
輪行袋など 少しのグラベル

夏場はダブルボトルが助かる！！

3 人で いざ出発

大冒険の
スタート

小さな

ひとつ前の駅で降りて
自走で集合場所へ

ここから
山のスタート

50km

20km

ひたすら登る

アイスで
休憩

山
頂

ダウンヒル 10km

カーブのたびに
休憩

アクセス　on road

海鮮丼

山登り

集合

自宅

三人でソロキャンプ

Lake

cheers

Home

Solo Camping×3

Station

Seafood

Gravel
Tent

Climb the mountain by bicycle

I N D E X

P. 4   FRONT BAG  
フロントバッグ

P. 7   SIDE BAG  
サイドバッグ� �

 PANNIER BAG  
パニアバッグ

P. 9   REAR BAG  
リアバッグ

P. 10   FRAME BAG  
フレームバッグ� �

SADDLE BAG  
サドルバッグ

P. 15   SACOCHE  
サコッシュ� �

BACKPACK  
バックパック

P. 16   WHEEL BAG  
ホイールバッグ

P. 17   CARRY BAG  
輪行袋

P. 22   CASE  
ケース

P. 23   VARIETY PARTS  
バラエティパーツ

P. 27   PRICE LIST  
価格一覧表
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ブラック

最大時 最小時

グリーン

▼F-300K FRONT BAG

ブラック

ブラック

F-300K フロントバッグ
￥6,160
材質  NL420D/PVC

F-301K フロントバッグ
￥8,250
材質  NL420D/PVC

ℓ
7.8

540ℊ

ℓ
4.2

280ℊ

グレー

▼LIBERO BAG

使い方いろいろ
ロードにMTBに小径車にママチャリに。

ハンドルの内側に、外側に、ヒップに、肩に。
マジックテープで簡単装着。

融通の利くお手軽便利バッグ。

リベロバッグ
￥3,190
材質  綿・帆布8号

ネイビー
ブルーℓ

1.6 140ℊ

フタは便利な手前開き
ポタリングにぴったりな小ぶりのサイズ。

シンプルなデザインの4色展開。

視認性を考慮したデザイン
前面のポケットを反射テープで縁どりしました。

両サイドはメッシュポケットです。

別売でマップケースKが装着できます。

○マスクケース ○マップケースK

関連
商品

本体に上記商品は付属しておりません。別売にてお買い求め下さい。

▼F-301K FRONT BAG

ネイビー
ブルー

グレー ネイビー
ブルー

生成

ネイビー
ブルー

F-301Kをひと回り大きくしたサイズ。
日帰りサイクリングからロングツーリングまで
幅広く活用できます。
サイドはメッシュポケットとファスナー付ポケット。

別売でマップケースKが装着できます。

F-303K フロントバッグ
￥8,910
材質  NL420D/PVC

▼F-303K FRONT BAG

レッド

レッド

レッド

ℓ
11.1

700ℊ

ブラック

グレー

▼SMART TWIN PACK

▼POTARI FRONT BAG LIGHT ▼POTARI STEM BAG LIGHT

二分割タイプのフロントバッグ
バッグをふたつに分割し、
片方は乗車側からもアクセスできます。
スマートイージーパック（P.10）、
スマートロングパック（P.11）、
TTポケット（P.10）との
コーディネートができるように
デザインされています。
マジックテープで
ハンドルに取り付け。

ドラム型のかわいらしいフォルム
ハンドルへの装着はマジックテープで。正面に反射テープ付き。
側面には持ち手が付いていて、取り外した際にも便利です。
グリーンは数量限定。

手元のポケットとして大活躍
ペットボトル、モバイルバッテリー、補給食などの収納に。
ハンドル、ステム、ヘッドチューブの３点で固定。
左右両方に取り付け可能。グリーンは数量限定。

310ℊℓ
2.9

▼POTARI FRONT BAG

6号帆布製の小型バッグ
街乗りや日帰りツーリングなど、
ちょっとした荷物を入れるのに便利なサイズ。
革ベルトでハンドルに直接装着。
フタは3段階に調節可能。

POTARI フロントバッグ
￥4,840 
材質  綿・帆布6号

スマートツインパック
￥4,730
材質  ターポリン500D・NL420D/PVC

POTARI フロントバッグライト
￥3,300 
材質  NL420D/HPC

POTARI ステムバッグライト
￥3,300 
材質  NL420D/HPC

A
B

C

A
B

C

D

1.パーツA2つをハンドルに取り付けます。
2. パーツAにアタッチメントBを差し込み、ネジで仮止めします。
3.バンドCをステムの下を通すようにAに差し込みます。
4.Bの位置を調節し、ネジを締め固定します。
5.バッグをBに取り付け、カチッと音がするまで黄色のレバーを回し、固定します。
6.バッグの取り外しはレバーを戻すだけです。

※ノーマルサイズの場合はパーツDを使用してください。

カチッと脱着システム/　KDS〔フロントバッグ〕
※ハンドル径はノーマル・オーバー両サイズに対応

関連
商品

TIPS!

ℓ
4.2

270ℊ

フレームのサイズにより、バッグの底とタイヤが当たる場合があります。
キャリヤを付ける事で解消できます。
ミノウラ／フカヤ製「フロントバッグサポーター」
参照URL http://www.fukaya−nagoya.co.jp

TIPS!

 FRONT BAG  
フロントバッグ

ℓ
1.7

70ℊ

ℓ
1.1

90ℊ

ブルー

グリーン

オレンジ

オレンジ

ブルー

グリーン

ブラック

ブラック
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関連
商品

▼ F-516 HANPU FRONT BAG

▼F-104 FRONT BAG ▼F-104 FRONT BAG  CAMOUFLAGE

▼ F-516 FRONT BAG

▼F-106 FRONT BAG

▼ F-530 FRONT BAG ▼F-702 FRONT BAG

▼DLX SIDE BAG

リサイクル素材エコユースを使用
地球資源を守るため素材にこだわったバッグ。
容量12ℓで、国内ツーリングには最適サイズ。

F-530 フロントバッグ
￥9,020
材質  東レPE【エコユース】900D/PUC

※ 直接ハンドルへ装着する
こともできますが、フッ
クキャリアK（別売）と
セットでお求めになるこ
とをおすすめします。

ネイビー
ブルー

ブラック

グレー

690ℊ

ℓ
12.2

大容量が自慢のフロントバッグ
長距離遠征者に絶大なる信頼を得ている、

大型フロントバッグ。前後左右に
それぞれポケットが付いているので、

装備品の整理に役立ちます。

F-702 フロントバッグ（レインカバー付）
￥14,080
材質  NL900D/PVC

ブラック

ネイビー
ブルー

ベージュ

900ℊ

ℓ
14.5

ℓ
12.4

味わい深い一品
週末のツーリングに便利なミドルサイズ。
採用している生地の帆布は、
使いこんでいく程に深い味わいとなり、
愛着の一品となるでしょう。

グラベルバイクによく似合う
長年愛されている帆布単色のバッグにカモフラカラーをMIX。

F-104 フロントバッグ
￥7,920 
材質  綿・帆布6号

F-104フロントバッグ　カモフラ
￥8,250 
材質  綿・帆布6号 /10s葛城グリーン

800ℊ
720ℊ

800ℊ

ℓ
12.4

変わらぬ良さを
トラディッショナルなフロントバッグ。
半世紀近くに渡って愛され続け、
世界の道を知り尽くしています。

F-106 フロントバッグ
￥10,890 
材質  綿・帆布6号 グリーン

1,030ℊℓ
13.9

グリーン

DLX サイドバッグ左右共通
￥10,780 ／ 1個
￥21,560 ／ペア
材質  綿・帆布6号

950ℊ

ℓ
13.0

帆布の逸品
街乗りにもロングツーリングにもお似合いの優しい風合い。
帆布の裏にPVC加工を施し防水性を強化。

F-516帆布 フロントバッグ
￥7,590
材質  綿・帆布8号 /PVC

フランス型フロントバッグ
走行時に使いやすい手前開きのフタ。
フックキャリアK（別売）に取り付けることにより、
楽なハンドルポジションを保てます。

F-516 フロントバッグ
¥5,720
材質  NL420D/HPC

※直接ハンドルへ装着することもできますが、
　フックキャリアK（別売）と
　セットでお求めになることをおすすめします。

※直接ハンドルへ装着することもできますが、
　フックキャリアK（別売）と
　セットでお求めになることをおすすめします。

ブラック

360ℊ

ℓ
8.9

ℓ
8.9

540ℊ

ℓ
8.9

□フックキャリアKの特長
○バッグとハンドルとの間に隙間ができるので、

ドロップハンドルの場合は楽なハンドルポジ
ションが保てます。フラットハンドルの場合は
ワイヤーとの緩衝を防ぎます。

●フックキャリアK

●レインカバー 小・大

グレー

※ 直接ハンドルへ装着することもできますが、
フックキャリアK（別売）とセットでお求めに
なることをおすすめします。

※ 直接ハンドルへ装着する
こともできますが、フッ
クキャリアK（別売）と
セットでお求めになるこ
とをおすすめします。

※ 直接ハンドルへ装着する
こともできますが、フッ
クキャリアK（別売）と
セットでお求めになるこ
とをおすすめします。

※ 日東・フロントバッグサポーター
ZL-60P装着可

▼F-104N FRONT BAG

カラフルな色展開
奥行きが14センチと薄型タイプ。
ハンドルから出過ぎずスッキリと見えます。
昔からのデザインを継承しつつ、
古さを感じさせないパステル帆布。
ツーリング車だけでなく、
クロスバイクやミニベロでの街乗りにも
ピッタリ。

F-104N フロントバッグ
￥9,460 
材質  綿・帆布8号 /PVC

ピンク

キャメル

生成

優れた耐久性とクラシカルな魅力
6号帆布、皮革のベルト、編み上げサイドなどが

醸し出すクラシカルな雰囲気。
そして何よりも優れた耐久性が

長年愛されている理由です。
4本の革ベルトでキャリアに装着します。

フックキャリアK（別売）使用

カモフラ
グリーン

▼F-500 FRONT BAG

軽量化を図ったフロントバッグ
フタの透明シート部分はスマホを入れ
ても、そのままで操作可能です。
底の４か所のループを利用すれば、長
尺の荷物も固定が出来ます（別売りの
中締ベルトなどを利用）。自転車への装
着にはフックキャリアＫ（別売）が必要。
グリーンは数量限定。

F-500 フロントバッグ
￥4,950 
材質  NL420D/HPC ℓ

6.9

255ℊ

ブルー

グリーン オレンジブラック

装着にはフックキャリアＫ（別売）が必要。
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ブラック

▼S-7 SIDE BAG ▼P-115 PANNIER BAG▼S-7 TARPAULIN SIDE BAG

▼P-225 PANNIER BAG

▼S-4 SIDE BAG

▼S-83 SIDE BAG

サイドバッグの定番
オーストリッチのスタンダードモデル。
縦と横のベルトで安定性は抜群。

定番サイドバッグの新しい仲間
S−7サイドバッグの生地違い。
防水性の高いターポリン生地を使用。
※ 防水性の高い生地を使用していますが、縫製品の

ため完全防水ではありません。
※ 車からの認識性を高めるためにも、レインカバー

サイド用・中（別売）のご使用をお勧めします。

ブラック

グレー

S-7 サイドバッグ（レインカバー付）左右共通
￥8,250 ／ 1個
￥16,500 ／ペア  
材質  NL420D/PVC

S-7 ターポリン サイドバッグ 左右共通
￥8,360 ／ 1個
￥16,720 ／ペア  
材質  ターポリン

950ℊ

ℓ
18.5

ℓ
18.5

1100ℊ

ブラック

ネイビー
ブルー

落ちない、揺れない、サイドバッグの秘密
1. ゴムに付いているSカンをキャリア底部のパイプへ引っ掛けます。
2. ゴムを上方へ引っ張りながら、
 2つのフックをキャリア上部へ掛けます。
 ここまででも充分ですが、この先でさらに
 グレードアップを図りましょう。（S-4を除く）
3. 上部と底部のパイプを縦ベルト（青）でしっかりと固定すれば
 走行時のバッグのはね上がりを防ぎます。
4. さらに横ベルト（赤）でキャリアとバッグを
 包みこむ様に締めましょう。
 横ゆれしても、バッグ内の荷物がガタつくことはありません。
 （大容量のS-83はさらに2本のベルトで安定感が増しています。）
 多くの海外遠征者を支援してきた
 オーストリッチの経験だけがなせる技です。
※縦ベルト及び横ベルトは、実際は黒、又は本体の色と同色です。

スモールサイズのサイドバッグ
でしゃばらず、控えめに…。

その心意気はスマート＆スモール。

S-4 サイドバッグ（レインカバー付）左右共通
￥7,150 ／ 1個
￥14,300 ／ペア
材質  東レ 66ナイロン ストロンテックス

410ℊ

ℓ
9.0

ブラック

ストロンテックス使用のタフなバッグ
海外・長距離遠征などハードな走行にも十分耐え得ることができるよう、
強力素材、東レ“ストロンテックスR ”を全面に使いました。
何といっても大容量の24リットル。長く使える一品です。

ブラック

S-83 サイドバッグ（レインカバー付）
￥28,050 ／ペア 
※ペア販売のみとなります。
材質  東レ 66ナイロン ストロンテックス

1,040ℊ

ℓ
24.0

初心者にも最適
底の部分に丸みをもたせ、初心者にも
より扱いやすいバッグです。

P-115 パニアバッグ
￥7,260 
材質  NL420D/HPC

ブラック

グレー

ネイビー
ブルー

800ℊ

ℓ
12.5

×2

リサイクル素材エコユースを使用
地球資源を守るため素材にこだわったバッグ。
上部のDカンを使用し、寝袋やテントなどの
荷物を固定する事もできます。

P-225 パニアバッグ
￥18,150 
材質  東レ PE【エコユース】900D/PUC

ブラック

グレー

ネイビー
ブルー

1,400ℊ

ℓ
19.5

×2

パニアバッグ特大
￥24,200 
材質  NL900D/PVC

ブラック

ネイビー
ブルー

ベージュ

関連
商品

⃝レインカバー
サイドバッグ用・パニアバッグ用

1,800ℊ

ℓ
37.0

×2

▼PANNIER BAG TOKUDAI

R

ストロンテックスⓇ

東レ“ストロンテックスⓇ”は、車のエアーバッグ
にも使用されている高強力原糸をベースにしてい
ます。ハードな使用にも耐える強靱性を発揮する、
ハイグレードな素材です。

好評の大容量パニアバッグ
海外遠征者などに絶大なる支持を得ている特大パニアバッグ。
74ℓという大容量は装備の収納性も抜群。
サイクリストの皆様のご意見を活かし、作られた商品です。

▼P-115S PANNIER BAG

P-115のハーフサイズ
ロードバイクやクロスバイクでの
ツーリングに最適なサイズのパニアバッグ。
520gの軽量タイプで快適走行。

P-115S パニアバッグ
￥5,720 
材質  NL420D/HPC

520ℊ

ℓ
5.1
×2

TIPS!

▼N-3 REAR BAG

ブラック

740ℊℓ
14.2

大小選べるリアバッグ
3本のベルトで脱着は楽々。

2箇所は底部に、もう1箇所はシートポストなどに
固定することで前後の揺れを抑えます。

サイズは大小2つ。書類も楽々入ります。
3 ヶ所の反射テープは取り外し可能。

N-3 リアバッグ（レインカバー付）
大￥8,910
小￥7,370
材質  東レ 66ナイロンストロンテックス

ブラック

510ℊ

ℓ
9.9

※写真は小※写真は大

SIDE BAG
PANNIER BAG and
REAR BAG  
サイドバッグ‚ パニアバッグ‚ リアバッグ
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大きいスペースにはフック付き。 小さいスペースには補給食なども入ります。

上部には輪行袋を固定できる
ベルトがついています

ブラック

ブラック ブラック

ブラック

ブラック

165ℊ
105ℊ

90ℊ

ℓ
1.2

ℓ
0.8

ℓ
0.6

▼ADD POKKE

490ℊ

45ℊ

▼SMART EASY PACK

▼TT POCKET

少し小さ目なシートパック
シートポストが低めの日本人に合わせたサイズ。
インナーバッグを取り出しファスナーを開ければ、
奥の荷物の出し入れも簡単です。
また、インナーバッグは単体で担ぐことができます。
容量に合わせたサイズになります。

スマートイージーパック（インナーバッグ付）
￥12,650 
材質  ターポリン500D・NL420D/PVC ℓ

7.0

ℓ
0.2

レッド

グレーグレー レッドレッド

アドポッケ
￥2,035 
材質  NL420/PVC

サドルバッグにポッケを付け足し
大きなサドルバッグなどのロールアップベルトを
使用して固定します。ちょっとポケットが欲しい
という要望から生まれました。
反射テープ付。

ネイビー
ブルーネイビー

ブルー

スマートロングパック
￥5,445 
材質 NL420D/PVC

トップチューブ下を有効活用
ペダリングの邪魔にならないスリム設計。
左右ふたつの収納スペースは、大小に分かれています。
用途に合わせてご使用ください。

手元で便利に活用。
スマートフォン、充電器、補給食、カギなどを入れるのに
ぴったりサイズ。サイドのメッシュポケットは補給食の
ごみ入れとしても活用。

TTポケット
大￥3,850 
材質  NL420D/PVC

小￥3,520 
材質  NL420D/PVC

▼WRAP B

キャンプライドのお供に
キャンプ用品などをフロントフォーク用ケージに取り付けるためのカバー。
荷物を直接くくりつける際の破損防止。
ガードレールにこすったり、落車した際に、
薄い生地のテントなどを破損から守ります。
内側に小物を入れるポケット付き。
直径17cm程度までの物に使用できます。

wrap B（ラップビー）
￥2,750 
材質  NL1680D/PUC

クラシカルなシルエット。
F-702とのコーディネイトで、
バッチリ決まります。
マジックテープでサドルへ装着。

▼SP-731 SADDLE BAG

▼S-2 SADDLE BAG

SP-731 サドルバッグ
￥7,150   
材質  NL900D/PVC

カラフルな色展開
F-104NやF-516帆布と同色のサドルバッグ。
約7ℓと十分な容量なのでこれひとつでも
1泊2日程度のサイクリングが楽しめます。

SP-731帆布 サドルバッグ
生成 ￥7,370 
キャメル・ピンク ￥7,590  
材質  綿・帆布8号 /PVC

こだわるあなたのレトロなバッグ
帆布の生地を使った
ちょっとレトロなサドルバッグ。
※サポーターキャリヤを
　お使いいただくことを
　おすすめします。

S-2 サドルバッグ
￥8,800   
材質  綿・帆布6号

ブラックネイビー
ブルー

ベージュ

グリーン

430ℊ 520ℊℓ
6.8

ℓ
6.8

600ℊ ℓ
8.2

○F-516帆布フロントバッグ（P.6）

○F-104Nフロントバッグ（P.7）

ピンク

生成

キャメル

▼SP-731 HANPU SADDLE BAG

▼POTARI FRAME BAG LIGHT▼SMART LONG PACK

カラフルな色展開でサイクリングを楽しく
カギやハンディ工具などをすっきり収納。
小ぶりなサイズで、どんな自転車にもフィットします。
グリーンは数量限定。

POTARI フレームバッグライト
￥3,300 
材質  NL420D/HPC

115ℊ

ℓ
0.6

55ℊ

ブルー グリーンブラック

オレンジ

FRAME BAG and 
SADDLE BAG  
フレームバッグ，サドルバッグ

小 大
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▼SP-101 SADDLE BAG ▼SP-102 SADDLE BAG

▼SP-103 SADDLE BAG

コンパクトサイズ
必要最低限の装備で
走行の邪魔になりません。

SP-101 サドルバッグ
￥2,310 
材質  NL420D/PVC

簡単装着
取り付けはマジックテープを
レールに通すだけ。

SP-102 サドルバッグ
￥2,530 
材質  NL420D/PVC

安心サイズ
WOチューブ2本他、
小物を入れてもサドル下に
スッキリと収まります。

SP-103 サドルバッグ
￥2,750 
材質  NL420D/PVC

ブラック

65ℊ
80ℊ

90ℊ

ℓ
0.3

ℓ
0.4

ℓ
0.7

ミニサイズの特権
自転車のデザインを邪魔しないサイズで
チューブもしっかり収納。

SP-305 サドルバッグ
￥1,980
材質  NL420D/PVC

売れ筋№1のベストサイズ
ロードチューブ2本、ハンディ工具一式が入るサイズ。
通勤からロングツーリングまで、幅広く使えます。

SP-505 サドルバッグ
￥2,420
材質  NL420D/PVC

便利な小袋付
チューブやタオルなども入る安心サイズ。
汚れたチューブが気になる場合は
付属の小袋へ。

SP-605 サドルバッグ
￥2,860
材質  NL420D/PVC

SP-705 サドルバッグ
￥3,190
材質  NL420D/PVC

ロングサイズのサドルバッグ
SP-605を後方に5センチ長くしました。
ロングライドやブルベにおすすめ。

レッドブラック ネイビー
ブルー

グレー

75ℊ

ℓ
0.4

100ℊ

ℓ
0.8

140ℊ

185ℊ

ℓ
1.2

ℓ
1.6

▼SP-505 SADDLE BAG

▼SP-605 SADDLE BAG

▼SP-705 SADDLE BAG

▼SP-305 SADDLE BAG

レッド

グレー ネイビー
ブルー

ネイビー
ブルー

ブラック レッドグレー

▲SP-305

▲SP-505

▲SP-605

ブラック

ブラック

レッド

※小物入付

ブラック

▲  WOチューブ1本、タイヤレバー、ハンディ
工具セット程度。

▲  WOチューブ2本、タイヤレバー程度。

▲  WOチューブ2本、タイヤレバー、ハンディ
工具セット、カギ程度。

ブラック

▲SP-705

底面は泥が拭き取りやすい
ターポリン素材。 通し穴がついているので、タイラップ等で

固定すればより安定します。
※タイラップは付属していません。

※小物入付

コロナ禍でオーストリッチがしてきたこと。

▼MASK CASE ▼MASK

肌ざわりの良い布製マスク
外側は、銀イオンの効果により菌を抑制、

また防臭作用があります。
内側はオーガニックコットンを使用し、

肌触りの良い風合いになっています。
サイズ：レギュラー、小さめ

マスクを外した際のマナーとして
内側に制菌・抗菌防臭に適したバイオライナーⓇを使用し、

臭いを元から除去します。洗濯しても効果は持続します。

カラー： ブラック、ブラウン、レッド、オレンジ、ブルー、  
和柄波、和柄麻の葉、和柄かすり

サイズ：W195×120㎜

輪行袋職人が作った布マスク
￥1,320
材質  表ポリエステル・裏コットン

輪行袋職人が作ったマスクケース
￥1,650  和柄￥1,980
材質  NL420D、綿PVC

2020 年、春。新型コロナが猛威を奮いだした頃、布マスクに続き医療用ガウンの生産に着手しました。
厚労省から出されたフリー型紙を元に、軽量で防水性のあるロード220 輪行袋の生地を使用。医療関係
の方にご指導いただきながら形にしてきました。
サイクリストのSNSの繋がりから、少しずつ必要とされているところにお届けできるようになりました。
使い捨てガウンはコロナ最前線に優先されるので、ガウンが入手しづらくなった内視鏡科、歯科、透析セ
ンター、整形外科、また介護タクシーなどに納めました。今でも定期的に生産を続けています。
次亜塩素酸の希釈（コロナ基準）で付け置き洗いすることで、繰り返し使用できます。色落ちはしますが、
いまだに価格が高騰している使い捨てガウンに比べれば、金銭的負担は少なく喜ばれています。
ご興味のある方はぜひお問い合わせください。サンプルも用意しております。
オーストリッチにできること、少しでもお役に立てれば。

ブラック

カラー全5色二層構造 和柄全3色 小さめサイズ
着用

耳ひもの長さはコネクターで調整可能

レッド レッド

Since 1968New Products Catalogue
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▼621-1 TUBULAR BAG ▼621-2 TUBULAR BAG

▼LP-03 SADDLE BAG ▼SP-464 SADDLE BAG

▼SP-222 SADDLE BAG

チューブラータイヤ用バッグ
チューブラータイヤを両端から丸めてたたみ、最後を重ね、このバッグヘ。
取り付けはマジックテープで止めるだけ。

621-1 チューブラバッグ
￥1,595 
材質  NL420D/USD

ロイヤル
ブルー

ブラック

ブラック

グレー

35ℊ ℓ
0.6

大容量が自慢のダブルサイズ
エクステンションジッパーで最大2ℓになります。
ちょっとしたツーリングには重宝するバッグです。

SP-464 サドルバッグ
￥3,960 
材質  PE【リペット】1000D/PUC

グレー

ブラック

ネイビー
ブルー

150ℊ

ℓ
1.3～2.0

LP-03 サドルバッグ
￥4,950 
材質  NL900D/PVC

180ℊℓ
2.0

ベージュ

小径車用サドルバッグ
長いシートピラーを活かした縦長タイプ。
マジックテープとバックルで
固定するだけの簡単取り付け。
車種の色を選ばない
モノトーンの2色展開。

※ サドルから取り外した際には、  
マジックテープをポケットに  
収納できます。

レッド

ブラック

チューブラータイヤ用バッグ
チューブラータイヤ1本が楽に入るサイズです。
2本のファスナーで下から上へと開けるタイプなので、出し入れが楽です。

621-2 チューブラバッグ
￥1,980 
材質  NL420D/PVC

カラーも充実の6色。三層構造のサドルバッグ
内部の三層構造により、
WOチューブ・タイヤレバー・アーレンキーなどを
それぞれ別々に収納することができます。

SP-222 サドルバッグ
￥1,430 
材質  NLグログラン /PUC

35ℊ

ℓ
0.3

レッドネイビー
ブルー グリーン

ロイヤル
ブルーピンク

ホワイト

▼SACOCHE SL-machi

約10cmのマチ付きサコッシュ
マチが付いているので荷物がたっぷり入ります。
もちろんたたむとコンパクトになります。

サコッシュ SL-machi
￥1,925 
材質  レオナWリップ66ナイロン

▼BACKPACK LIGHT 5.5

バックパックライト5.5（収納袋付）
ブラック ￥4,290 
ネオン ,ブラック /ネオン ￥5,170
材質  NL70D/PUC

用途に合わせてカラーをチョイス
サイクリングや通勤・ブルベに。
ブルベライダーの意見をベースに開発。リフレクターを
多用し、夜間の視認性を高めました。

※ 付属の収納袋に収めれば、ボトルケージにも入れられます。

ツーリングの最中に荷物が
増えても心配なし。
諦めていたお土産も
これさえあれば大丈夫。

SL-100輪行袋と同じ生地を使用

ECOな買い物袋として

※ ブラックは２本の縦ライン
が反射テープです。

100

230

400

ブラックネオン
ブラック
ネオン

160ℊ

ℓ
5.5

◦�担いだ状態でも背中の
ポケットが使えます

◦�夜間走行を考慮した
リフレクター付

◦収納袋付

▼SACOCHE SL▼SACOCHE BIG

超軽量・超コンパクト
SL-100輪行袋と同生地の超軽量サコッシュ。
たたむとベルトの幅になり、
サドルバッグやポケットに入ります。
A4サイズ。

サコッシュ SL
￥1,650 
材質  レオナWリップ66ナイロン

30ℊ60ℊ

大きなサコッシュ
￥1,650 
材質  NL 70D・210D/ARC

乗車時に使用不可

輪行時のお助けサコッシュ
脱いだ靴やヘルメットなど、輪行時に
かさばる荷物を持ち運ぶためのサコッシュ。
L-100輪行袋と同生地で軽量です。
たたむとコンパクトな手のひらサイズ。

SACOCHE and 
BACKPACK  
サコッシュ，バックパック

30ℊ

ポーラボトル24oz（約710mℓ）

70ℊ ℓ
0.9

Since 1968New Products Catalogue

14 1514 15◦表示価格は税込み価格です。

SACOCHE and BACKPACK
サコッシュ，バックパック



▼L-100 CARRY BAG／ LIGHT TYPE

▼ULTRA SL-100 CARRY BAG

265ℊ110ℊ

軽量かつ強度も安心の輪行袋
軽くて丈夫。サドルバッグにも入るので、
いざという時の備えとしてご活用下さい。
※エンド金具（別売）の
　ご使用をおすすめします。
●付属品：ショルダーベルト、
　　　　   中締ベルト

SL-100 輪行袋
￥9,350 
材質  レオナ Wリップ66ナイロン

超軽量タイプの輪行袋
シンプルな形で超軽量タイプ。
オーストリッチで
最も人気のある輪行袋です。
※エンド金具（別売）の
　ご使用をおすすめします。
●付属品：ショルダーベルト、
　　　　   中締ベルト

L-100 輪行袋 超軽量型
￥6,820
材質  NL70D・210D/ARC

写真のような状態にすると、
ペダリングを防げません。
※SP505サドルバッグ使用時

ブラック

ブラック

ブラック

ロイヤル
ブルー ブラック

※付属品は含まず

※付属品は含まず ※付属品は含まず

※イメージ

※付属品は含まず

200ℊ

235ℊ

▼SL-100 CARRY BAG／ SUPER LIGHT TYPE

※イメージ

レッド

ロード MTB クロス

ロード MTB クロス

ロード MTB クロスロード クロス

▼TIRE COVER WIDE

▼E-22 WHEEL COVER

▼OS-20 WHEEL BAG

タイヤの保護に　安心の極太サイズ。

タイヤカバー極太
2本1組 ￥4,290  材質  PE250D/CLC 適応サイズ  26×2.8、29×2.4

泥汚れもシャットアウト
タイヤとリムの保護に手軽で
しかも効果の大きいグッズです。MTBのホイールも可。

タイヤカバー
2本1組 ￥3,960  材質  PE250D/CLC 適応サイズ  27インチ

スポンジを入れた2層構造
側面と中仕切りに
10mmのスポンジを
入れた2層構造により、
2本のホイールを
大切に保管します。

OS-20 ホイールバッグ
2本入￥13,200 
材質  PE600D/PVC 適応サイズ  27インチ

ウルトラSL−100輪行袋
￥10,450 
材質  NL15D/両面シレー加工

L−100輪行袋エアロ&ワイド
￥8,140 
材質  NL70D・210D/ARC

ハンドルが切れないロードバイクのための輪行袋
タイヤの太いグラベルバイクや、
大きめサイズの自転車も収納できます。
※エンド金具（別売）のご使用をおすすめします。
● 付属品：ショルダーベルト、中締ベルト、ハンドル固定ベルト

目で見て確認
透明の小窓から中が確認できるので、
開ける手間なし。
ウレタンサンドの生地が
車輪を守ります。

E-22 車輪カバー
1本入￥5,445
材質  NL420D/USD 適応サイズ  27インチ

ネイビー
ブルーシルバー

ネイビー
ブルーシルバー

ブラック

グレー

135ℊ

110ℊ

1,000ℊ

420ℊ

▼WHEEL COVER

室内の保管や車載用として
ロード用ホイール（700×32C）が2本入ります。
ホイールが入っていないときには、
小さくたためて便利です。

車輪カバー 2本入
￥4,950 
材質  NL420D/HPC 適応サイズ  27インチ

ブラック

365ℊ

▼TIRE COVER

ホイールをしっかりガード
全面にプラスチック板、
さらに20mmのスポンジで
ホイールの保護に努めました。

OS-10 ディスクホイールバッグ
1本入 ￥14,080 
材質  NL900D/PUC 適応サイズ  27インチ

ブラック

2,300ℊ

▼OS-10 DISK WHEEL BAG

巾着型の車輪カバー
薄い生地でできているので折りたたむと
ボトルより小さいサイズになります。
ディープリム仕様車を輪行する際にハンドルとの
緩衝を防ぐため、輪行袋と別持ちが出来ます。

車輪カバー軽量型（巾着タイプ）
1本入 ￥2,420 
材質  NL70D・210D/ARC 適応サイズ  27インチ

ブラック

85ℊ

▼WHEEL COVER LIGHT TYPE

※生地アップ

110g（本体のみ）の軽さにこだわった輪行袋
ウェアのポケットに入れても重さを感じない程の優れもの。
※ 生地が大変薄くなっています。通常の取り扱いであっても破れ

る可能性があります。取り扱いには十分ご注意ください。
※エンド金具（別売）の
　ご使用をおすすめします。

※イメージ

※イメージ

●付属品： ショルダーベルト、  
 中締ベルト

中に入っている自転車は
サーヴェロS5（サイズ：51）です。

WHEEL BAG  
ホイールバッグ

CARRY BAG  
輪行袋

▼L-100 CARRY BAG AERO

二本のベルトでハンドルを固定することで、
ハンドルに負担がかからず輪行できます。

Since 1968New Products Catalogue
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WHEEL BAG and CARRY BAG
ホイールバッグ，輪行袋



▼CHOSOKU-FIVE CARRY BAG／ STRONGER

▼R-420 CARRY BAG

▼ROAD220 CARRY BAG ▼ROAD320 CARRY BAG

▼ROAD520 CARRY BAG

※イメージ

※イメージ

※イメージ

あっという間のFIVE minutes
前輪を外すだけで簡単に素速く収納できる輪行袋。
もちろん、前後キャリヤを装着したままでもOK。

（車種により入らない場合もあります。）
ロード、ツーリング、MTB共通。
●付属品：ショルダーベルト、中締ベルト

超速FIVE 輪行袋（車輪カバー付）
￥9,240 
材質  PE250D/CLC

ハイグレードな超速FIVE
超速FIVEの厚手タイプ。
丈夫で長持ち、厚手の生地で大切な自転車を守ります。
もちろん収納は前輪を外すだけでOKです。
●付属品：ショルダーベルト、中締ベルト、外締ベルト

超速FIVE 輪行袋 ストロンガー
（車輪カバー付）￥13,200 

材質  NL420D/ARC

コンパクトなロード用輪行袋
ロード用輪行袋の軽量タイプ。ボトルケージにスッポリと収まります。
※タイヤを入れるポケット（中仕切）があるので、大切なロードバイクも安
心して収納できます。
●付属品：エンド金具（リア用130mm）、ショルダーベルト、中締ベルト

ロード220 輪行袋 中仕切付 ￥8,030 
材質  NL70D/ARC

ポピュラーなタイプ
重量、収納性、価格など、バランスに優れた
もっともポピュラーなモデルのひとつです。
※タイヤを入れるポケット（中仕切）があるので、
大切なロードバイクも安心して収納できます。
●付属品：エンド金具（リア用130mm）、
　ショルダーベルト、
　中締ベルト、フレームカバー小

ロード320 輪行袋
中仕切付 ￥8,415 
材質  PE250D/CLC

ハードな条件下でも安心
ロードシリーズでもっともヘビーデューティな輪行袋。
生地の厚さは、そのまま自転車を守る信頼性の高さでもあります。
※タイヤを入れるポケット（中仕切）があるので、大切なロードバイクも安心し
て収納できます。
●付属品：エンド金具（リア用130mm）、ショルダーベルト、中締ベルト、フレームカバー小

ロード520 輪行袋
中仕切付 ￥10,780 
材質  NL420D/ARC

ランドナー用ならこれ
ランドナー用輪行袋。

ペダル、マッドガード、
サドル、ハンドルなどをはずし、
フロントフォークを抜去ります。

そして後輪をはずし、フレームと重ねれば
コンパクトに収納できます。

●付属品：ショルダーベルト、中締ベルト

R-420 輪行袋
￥10,230 
材質  NL420D/ARC

ロイヤル
ブルー

グレー

ネイビー
ブルー

シルバー

ブラック

ネイビー
ブルー

▼E-10 CARRY BAG ▼E-11 CARRY BAG

お手頃価格の輪行袋
ホイールを入れるポケットを外し、よりシンプルな
機能で、お求め易い価格を追求しました。
※エンド金具（別売）のご使用をおすすめします。
●付属品：ショルダーベルト、 中締ベルト

29インチ用輪行袋
収納確認済自転車一例
▪NINER JET 9 RDO・Mサイズ　（ミズタニ自転車取扱い）
　◦120mmフォーク使用時　ホイールベース　1.123mm
　◦ハンドル幅　約700mm
上記自転車において袋には若干の余裕有
※エンド金具（別売）のご使用をおすすめします。
●付属品：ショルダーベルト、中締ベルト

E-10 輪行袋
￥6,270 
材質  NL210D/PUC

E-11 輪行袋
￥7,150 
材質  NL70D/PUC

カーキ

※付属品は含まず ※付属品は含まず

430ℊ 330ℊ

レッド ブルー

ロード

ロード

ランドナー

ロード

320ℊ
※付属品は含まず

820ℊ
※付属品は含まず

735ℊ
※付属品は含まず

600ℊ
※付属品は含まず

800ℊ
※付属品は含まず

500ℊ
※付属品は含まず

▼CHOSOKU-FIVE CARRY BAG

ブラック

ブラック

ランドナーMTB クロスロード

ランドナーMTB クロスロード

ロード MTB クロス

MTBクロス

ブラック

ロイヤル
ブルー

MTB輪行袋（29インチ可）
中仕切りのポケットがあるので、タイヤの収納は簡単。
丈夫な生地で愛車の運搬も安心です。
29、27.5、26インチ、700Cクロスバイクも収納可。
横持ちタイプ。
● 付属品：エンド金具（リア用135mm）、ショルダーベルト、  

外締めベルト、中締ベルト

▼MTB CARRY BAG

MTB 輪行袋
中仕切付 ￥15,950 
材質  NL420D/PUC ※付属品は含まず

1,100ℊ

※イメージ

MTB クロス
ブラック

CHOSOKU-FIVE CARRY BAG SERIES

Since 1968New Products Catalogue
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CARRY BAG
輪行袋



ちび輪バッグがパワーアップ
大人気のちび輪バッグの生地を強化。
小径車フォールディングバイク用輪行袋。
生地が丈夫なだけでなく、
ベーシックなカラーリングは飽きずに長く使えます。

▼ALEX MOULTON CARRY BAG

950
160

1350

▼CHIBIRIN BAG-MINIVELO

▼CHIBIRIN BAG-PW

大人気の折り畳み自転車用輪行袋
小径車フォールディングバイク用の
オーストリッチオリジナル輪行袋。
小さく丸められるので、
走行時の邪魔になることはありません。
●付属品：ショルダーベルト

ちび輪
りん
バッグ

￥5,500 
材質  PE250D/CLC

ミニベロ専用輪行袋
人気のミニベロが輪行出来る。
前輪を外すだけの簡単収納。
● 付属品：ショルダーベルト、中締ベルト、マジックベ

ルト、フレームカバー小

ちび輪
りん
バッグ・ミニベロ

￥7,590 
材質  NL210D/ARC

ちび輪
りん
バッグPW

￥7,370 
材質  NL420D/ARC

グレー

ブラック

アレックス・モールトン オーナーの常識 !!
モールトンオーナーの熱いご要望に応えました。
前後に分割した車体を、
ウレタン製中仕切りにより
包み込む2層構造。AM、APB共収納可能。

アレックス･モールトン用輪行袋
￥23,100 
材質  NL420D/ARC

ブラック

430ℊ
※付属品は含まず

ブラックは
数量限定生産に
なります。

※イメージ

390ℊ
※付属品は含まず

570ℊ
※付属品は含まず

1,010ℊ
※付属品は含まず

サドルはむやみに下げなくても大丈夫。

C

A

B

この向きにペダルがあると袋に入らない!!
チェーンと平行になるように。

使用商品
⃝L-100輪行袋　

（付属品ショルダーベルト 1 本、
中締めベルト3本）

⃝エンド金具（リア用130mm）※
⃝チェーンカバー※
⃝フリーカバー 小※
⃝フレームカバー C ※
⃝チェーンハンガー ※
使用自転車 ※別売り
⃝ロードバイク

準備として。 
タイヤを外す。 後輪を外すのも
簡単なのがスポーツバイク。 難
しいと思わずに、わからない人
はショップへGO!!

付属の 3 本のベルトは
矢印A・B・Cで使用。
タイヤとフレームの接
する場所（矢印A）を最
初に固定。図のように
フレームにベルトを一
周させるとぐらつき防
止になります。

自転車を覆うように
袋を持ち上げ、口を
閉じれば完成 !

ショルダーベルトの
取り付け⃝その2
この窓からベルトを取り出
し、ハンドル付近に取り付
けます。
ベルトは長すぎると担ぎづ
らいので注意。

ショルダーベルトの
取り付け⃝その1
付属の長いベルトをこの部
分（チェーンステー）に取
り付けます。

自転車は袋内部の印刷に
従って置くだけ。自転車に乗る時には、

サドル下やボトルケージに。

大切なフレームに傷が付かな
いように、ハブが当たりそうな
場所はフレームカバー、フリー
カバーできっちりガード。

持って走って行くもよし 
使って遠くに行くもよし。 
やってみると意外とカンタン 
コツをつかんでさあ輪行。 

一連の作業は慣れると5 〜 10分で
出来るようになります。

チェーンカバーを取り付ければ
輪行袋は油汚れの心配なし。

エンド金具を動かないように
しっかりと取り付けます。
ワイヤーが地面に着かない角度
に調整することが肝心。
チェーンハンガーでチェーンを
引っ張る。

A

〜 オーストリッチの輪行袋で遊びのエリアが広がる方法 〜

始めてみよう !  輪行サイクリング

ブラック

ブラック

小径

小径

小径

小径

大阪府　磯田喜之
2009年8月～ 2020年3月  
訪問国と地域　95  
総走行距離　62,964km

2020 年 3 月 27 日に関空へ帰着し、同 29 日、旅
の最終地点と決めていた大阪城にて、自転車世界一
周旅行のゴールをしてきました。

2009 年 8 月からスタートした自転車世界一周旅
行ですが、最終ステージのユーラシア大陸横断の途
中に新型コロナウイルスが流行しはじめ、東南アジ
アのタイまで走ったものの、予定ルート上の国々が
つぎつぎと国境封鎖となり、タイから先へと進む道
がなくなってしまいました。そんな中、早すぎる帰
国を決めきれずにいたのですが、タイ国内でも感染
が急速に広がり始めついには戒厳令が敷かれ移動
が制限されると公式な発表がされるに至りました。
フライトが相次ぎキャンセルされ残されたものも値
上がりしていく中、戒厳令前日のフライトをなんとか
押さえることができ、帰国することができました。計

画では、東南アジアから中国へ入り香港や台湾を旅
した後、韓国からフェリーで大阪に渡り、合計 100
の国と地域を訪れる予定でしたが、計 95 の国と地
域を旅し、総走行距離 62,964km で旅を終えること
となりました。

～中略～
ぼくの旅はけっして大きな何かを成し得たもので

はありませんが、やりたい事を追求するということは
ブレることなく、常に新鮮な気持ちで旅を楽しみ続
けることができました。

多くの人と出会い、数えきれない親切を受け、異
なる文化や大自然の中に身を置いた
日々は何事にも代えがたい貴重な経
験で、旅での経験が今のぼくの考え
方や人間性のベースになっているの
を感じています。

～中略～
最後になりましたが、ぼくの旅を

支援・応援してくださり、本当にあり

がとうございました。この旅は自分一人の力では走
り切ることができませんでした。ご支援いただいた
物資に加えて、支援していただいている心強さがぼ
くを動かす大きな原動力でした。サポートしていた
だいたパニアバッグは、この 11 年でかなり色あせは
しましたが、いまだ強度に何の問題もなく、大容量
の荷物をストレスなく運んでくれました。旅の初めか
ら訪れた国の国旗ワッペンを張ってきましたが、フ
ロント・リアにももう貼る場所がなくなるくらいいっ
ぱいになりました。お墓まで持っていくぼくの人生の
宝物です！

USER
REPORT

SUPPORTSUPPORTSUPPORT

あなたに合った
輪行袋を選ぶ

丈夫な生地がいい方
走行距離の短い方
輪行袋を持って
　走らない方など…向け

軽い生地がいい方
走行距離の長い方
念のために持って
　行きたい方など…向け

ちび輪PW
ちび輪ミニベロ
ちび輪バッグ小径

❶空気を抜き2つ折りに

た
た
み
方

❷4つ折りに ❸8つ折りに ❹半分に折る ❺A側に付属品を置く ❻巻く ❼外袋に入れる

A A
A

シ
ョ
ル
ダ
ー
ベ
ル
ト

ロード520
超速FIVEストロンガー

ロード320　　E-10
超速FIVEロード ロード220

L-100
SL-100

L-100エアロ
ウルトラSL-100

MTB
超速FIVEストロンガー

E-10
超速FIVE

L-100
SL-100クロス

L-100エアロ
ウルトラSL-100

MTB
超速FIVEストロンガー

E-10
超速FIVE E-11（29インチ用） L-100

SL-100MTB

L-100エアロ

▼CHIBIRIN BAG

SMALL WHEEL SERIES

AZUMA SANGYO CO.,LTD.

◀OS-500トラベルバッグ

上記の他に、宅配便・飛行機・船・バスなどを 
使う方法があります。 
用途に合った輪行袋を選びましょう。

Since 1968New Products Catalogue
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▼OS-1000 TRAVEL BAG

▼OS-800 TRAVEL BAG

肩パッド15▲ エアーエンドプロテクター▲ エンド金具 フロント用▲

※イメージ

※自転車を入れると形状が変わる為、
上記サイズは変わります。

折りたためるトラベルバッグ
厚さ10mmのウレタンを使用し、プロテクション効果をより高めました。
3つに折りたたみ、コンパクトになります。（キャスターは付いていません。）
送り状を入れるポケット付。
車種、サイズにより、パーツを外さなければならない場合もあります。
● 付属品：ショルダーベルト

OS-500 トラベルバッグ
中仕切付 ￥24,200 
材質  NL420D/PUC

軽くて丈夫が自慢
底のフレームはアルミ製なので軽くて丈夫。
内側には40mmのスポンジ、外側にはプラスチック板を張り、
マシンの保護に努めました。
車種、サイズにより、パーツを外さなければならない場合もあります。

OS-1000 トラベルバッグ
（車輪カバー付）￥62,700 

材質  NL900D/PUC

ブラック

ブラック

ブラック

TEAM BRIDGESTONE Cycling

エキップアサダ / EQADS（エカーズ）

愛三工業レーシングチーム

CIEL BLEU KANOYA

オーストリッチは、国内主要レー
シングチーム・個人に機材サポー
トをしています。
選手以外にも、自転車業界関係者
や自転車雑誌編集者の方々にも
広く愛用され、支持されています。

2.0
㎏

※付属品は含まず

11.5
㎏

※付属品は含まず

11.0
㎏

※付属品は含まず

SUPPORTSUPPORTSUPPORT

※未使用時

OS-800 トラベルバッグ   
（車輪カバー付）￥53,900 

材質  NL900D/PUC

サドルの位置をキープしたまま収納
サドルの位置はレーサーの
ベストポジションを保てるので、
組み立てる度に調整する
わずらわしさがありません。
競輪・ピスト専用

▼HARD CASE

ロイヤル
ブルー

21.0
㎏

※カラーオーダー

ブラック ホワイト グレー レッド

オレンジ イエロー グリーン ライト
ブルー

※付属品は含まず

パープル

ハードケース
ロイヤルブルー￥106,700 　受注生産　納期約3週間
※カラーオーダー＋2,000円
材質  表面FRP加工

強度抜群のハードケース
キャスターがついた底部の強度は抜群。
ヘルメットなどレース装備も楽に入ります。
ストラップ仕様ですから持ち降ろしが楽です。
● 付属品：外締ベルト

フレームカバー A
（3枚セット）￥1,705
○材　質：NL420D/USD
○サイズ：450m/m ×150m/m

フレームカバー B
（4枚セット）￥1,705
○材　質：NL420D/USD
○サイズ：240m/m ×140m/m

フレームカバー C
（4枚セット）￥1,760
○材　質：NL420D/USD
太いパイプ用（パイプ周120 ～ 180mm対応）の
フレームカバー。フレームへの傷を防ぎます。
○サイズ：220m/m ×200m/m

ブラック

ロイヤル
ブルー グレー

グレー

ロイヤル
ブルー

ブラック

ロイヤル
ブルー グレー

ブラック ブラック

エンド金具 リア用 135mm
￥1,892 
○材　質：アルミ
□エンド幅135m/m

エンドスタンド 12mmスルー用
110mm ￥1,595  150mm ￥1,650 
○材　質：鉄、アルミ

●スペーサー

●折りたたみ時 ●折りたたみ時

エンド金具 リア用 130mm
￥1,848 
○材　質：アルミ
□エンド幅130m/m

エンドスタンド
110mm ￥1,320  150mm ￥1,375 
○材　質：鉄、アルミ

エンド金具 フロント用
（ロード・MTB兼用）￥1,320 
○材　質：アルミ　　　　　　　　　エンド幅のキープに効果抜群。
□エンド幅100m/m

※付属の車輪カバーの色は写真とは異なることがございます。

※付属の車輪カバーの色は写真とは異なることがございます。

MTB クロスロード

MTB クロスロード

写真は110mm

ちゃりん娘

110mm

130mm 150mm

110mm

130mm 150mm

関連
商品

サ イ ク リ ス ト の 体 験 か ら 生 ま れ た ア イ デ ア ツ ー ル

輪行時の最低必需品。 輪行時の最低必需品。

フレームカバーエアロ
（2枚セット）￥1,540
○材　質：NL420D/USD
太いパイプ用（パイプ周180 ～ 280mm対
応）のフレームカバー。フレームへの傷を
防ぎます。
○サイズ：220m/m ×300m/m

エンド金具リア用12mmスルー
￥2,530 
○材　質：アルミ

エンド金具フロント用12mmスルー
￥880 
○材　質：アルミ
□エンド幅100m/m

調整ナットを使用することで、エンド幅の個体差に対応します。

※ご自分のスルーアクスルをご使用下さい

※ご自分のスルーアクスルをご使用下さい

エンド幅のキープに効果抜群。

▼OS-500  TRAVEL BAG

CASE  
ケース

サ イ ク リ ス ト の 体 験 か ら 生 ま れ た ア イ デ ア ツ ー ルVARIETY PARTS  
バラエティ・パーツ

Since 1968New Products Catalogue
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CASE / VARIETY PARTS
ケース，バラエティパーツ



チェーンジャケット
￥2,640
ロード、MTB共通。チェーンの油での汚れを防ぎます。
○材　質：NL420D/ARC

ズボンクリップR
1個　￥1,320  

○材　質：3M反射材、PE150D

消臭袋
￥1,210 

ヘルメット・ウエア・靴入れに
制菌・消臭加工素材使用。
においの元となる細菌を殺し、悪臭を中和・無臭化します。
ヘルメットやウエア・靴などの嫌なにおいを消してくれます。

チェーンマスター
￥1,650 

エンド幅を狂わせない小道具、チェーンフックとしても使えます。
■エンド幅130,135,160,165m/m

※リア用のクイックレリーズは
商品に付属しておりません。

肩パッド
￥990 
走行時に邪魔にならないコンパクト設計。
肩への負担を軽減します。

肩パッド15
￥1,320
厚手のスポンジ（15m/m厚）で肩への負担を軽減。
50m/m幅のベルトにジャストフィット。

○材　質：バイオライナー（制菌素材）
 ＋ 消臭加工付ナイロン210D
○サイズ：420m/m ×370m/m
○カラー：ネイビーブルー

チェーンハンガー
1個￥330
後輪を外した際、チェーンによる油汚れや傷が気になる場合や、輪行
時、エンド金具を使用しても変速機のワイヤーが地面に着く場合にご
利用下さい。チェーンを引っ張ることでワイヤーが上がります。

フックにはゴムとヒモの2本が付属しています。
お好みに合わせてどちらかをお使い下さい。

透明フィルムの上からスマホ画面を操作できます 透明フィルムの上からスマホ画面を操作できます

中締ベルト伸縮タイプ
（1本）￥880
○サイズ：30m/m ×700m/m
柔軟性があるソフトな素材。
高い伸縮性によりホイールとフレームをしっかりと固定します。

中締ベルト
（3本組）￥1,034

中締ベルト軽量タイプ
（3本組）￥880

中締ベルトYSR20
（3本組）￥1,100

エアーエンドプロテクター
OS-500トラベルバッグ専用商品
￥2,420 

不要チューブを活用
不要なチューブを使用し、
リアエンド部分をしっかりガード。
OS-500トラベルバッグの必需品。
○材　質：ナイロン420D ARC

ズボンクリップ全商品反射材付き

チェーンカバー
￥759
チェーンの油による汚れ防止に
○材　質：PE250D/CLC

GMズボンクリップ
1個　￥1,320 

○材　質：GM

ズボンクリップB
2本／ 1組　￥748  

○材　質：ゴム
○カラー：ブラック　グレー
 ブラウン　ピンク

ズボンクリップC
1個　￥814 

○材　質：合成ゴム
○カラー：ブラック

ズボンクリップ和柄
1個　￥1,100
○材　質：綿PVC

GMGMGMGM

和柄

麻の葉

和柄

波

和柄

かすり

ダミーローター（2個組）
￥550
ディスクブレーキ仕様のホイールを外した時に
ローターの代わりにキャリパーに使用。

フリーカバー
小（32T程度まで。主にロード用） ￥440 
大（ 38T程度まで。主にMTB用  

140、160mmのローターに装着可） ￥572 
○材　質：ナイロン

ローターカバー
140/160 ￥1,430 　180/200 ￥1,485 
○材　質：NL420D/USD
○カラー：ブラック

ローターガード
￥2,970 
○材　質：アルミ
12mmスルーの前輪用。輪行時にローターが直接体に当
たるのを防ぎます。さらに、フリーカバー（大）の併用
をおすすめします。

※写真は小

36Tの装着

36T及び160mmの
ローターに装着

大は38T程度のスプロケット
に対応。
加えて140、160mmのロー
ターにも対応。
※写真は大

スマホケースS　シングル
￥3,520 

○材　質：NL420D/PVC ○サイズ：165m/m ×85m/m ×30m/m　60g
キャッシュレス決済をする方におすすめ。小さな小銭入れ付き。止水ファスナー使用。

グレー グレーネイビー
ブルー

ネイビー
ブルーレッド レッド

スマホケースW　ダブル
￥4,180 

○材　質：NL420D/PVC ○サイズ：165m/m ×85m/m ×45m/m 75g

スマホを入れる側とカード類を入れる側の2層に分かれています。

ブラックブラック
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VARIETY PARTS
バラエティパーツ



シューズカバー
￥2,420 

○材　質：NL420D/ARC
○カラー：ブラック

自転車カバー 302
￥3,190
○材　質：ポリエステル250デニール
○カラー：ネイビーブルー　シルバー

自転車カバー 402
￥3,630
○材　質：ポリエステル250デニール
○カラー：ネイビーブルー　シルバー
大きなハンドルやMTBも余裕をもって入れられます。

レインカバー（フロント用）

大／ F106, F530, F702用 
￥1,815 

小／ F104, F-303K, F516用 
￥1,705 
○材　質：ナイロン　○カラー：イエロー

レインカバー（サイド用）

大／ S-83 用 ￥1,815 

中／ S-7用 ￥1,705 

小／ S-4用 ￥1,595 
○材　質：ナイロン　○カラー：イエロー

レインカバー（パニア用）

特大用 ￥4,675  

P-225 用 ￥4,345 

P-115 用 ￥3,685 
○材　質：ナイロン　○カラー：イエロー

屋外だけでなく、大切な自
転車をホコリなどから守る
ため、屋内での使用もおす
すめします。

2021年　オーストリッチ製品　希望小売価格一覧表（税込価格） 2021年1月現在

フロント用

サイド用 パニア用

■略語解説
■材質 PE ポリエステル NL ナイロン

■加工 PUC ポリウレタンコート CLC カラーコート
HPC ハイパロンコート PVC ビニールコート
ARC アクリルコート USD ウレタンサンド

工具袋　　※工具は含まれておりません。

￥1,100 
○材　質：ナイロン・UC

オプションパーツ

輪行袋用外袋各種 輪行袋用ベルト各種
右記以外の輪行袋の付属品もオプションにてお求めいただけます。

（オープン価格）
販売店にてお問合せ下さい。

フックキャリアK
シルバー ￥3,850 　　グリーン ￥3,960 　　アルミ枠のみ ￥オープン
F-500、F-516、F-530、F-104、F-104Nフロントバッグ専用。
ノーマルサイズ、オーバーサイズ兼用。

マップケースK
￥660 

○材　質：ビニール
F-301K、F-303K専用

KDS（ハンドル側）／ KDS（バッグ側）

オープン価格
ノーマルサイズオーバーサイズ兼用
何台も自転車をお持ちの方、これさえ付けておけば、後はバッグ
を換えるだけ。手間いらずです。

フロントバッグ用ショルダーベルト
￥924 
パット付・フロントバッグ用
○カラー：ブラック　ベージュ　ネイビーブルー

ナイロンベルト
（2本組）￥440
○サイズ：約300m/m

革ベルト
（2本組）￥990
○サイズ：約230m/m

フロントバッグ
商        品        名 メーカー希望

小売価格（税込） 頁
F-300K� フロントバッグ 6,160 5
F-301K� 　〃 8,250 5
F-303K� 　〃 8,910 5

New F-500� 　〃 4,950 6
F-516� 　〃 5,720 6
F-516帆布�　〃 7,590 6
F-530� 　〃 9,020 6
F-104� 　〃 7,920 7
F-104� 　〃� カモフラ 8,250 7
F-104N� 　〃� キャメル・ピンク 9,460 7
F-106� 　〃 10,890 7
F-702　� 　〃 14,080 6
POTARI� 　〃 4,840 4

New POTARI� 　〃� ライト 3,300 4
New POTARI� ステムバッグライト 3,300 4

リベロバッグ 3,190 4
スマートツインパック 4,730 4

フレームバッグ
商        品        名 メーカー希望

小売価格（税込） 頁
TTポケット�大 3,850 10
TTポケット�小 3,520 10
スマートロングパック 5,445 11

New POTARI　フレームバッグライト 3,300 11

サイドバッグ・パニアバッグ・リアバッグ
商        品        名 メーカー希望

小売価格（税込） 頁
スマートイージーパック 12,650 10
アドポッケ 2,035 10

New wrap�B 2,750 10
N-3� リアバック� （大） 8,910 9
��〃� 〃� （小） 7,370 9
DLX� サイドバッグ 10,780 7
S-4� 〃 7,150 8
S-7� 〃 8,250 8
S-7�ターポリン�〃 8,360 8
S-83� 〃� （左右１組） 28,050 8
P-115� パニアバッグ 7,260 9
P-115S� 〃 5,720 9
P-225� 〃 18,150 9
パニアバッグ特大 24,200 9

サドルバッグ
商        品        名 メーカー希望

小売価格（税込） 頁
621-1� チューブラバッグ 1,595 14
621-2� 　〃 1,980 14
SP-101� サドルバッグ 2,310 12
SP-102� 　〃 2,530 12
SP-103� 　〃 2,750 12
SP-222� 　〃 1,430 14
SP-464� 　〃 3,960 14
SP-731� 　〃 7,150 11
SP-731帆布�　〃 7,370 11
SP-731帆布�　〃　　キャメル・ピンク 7,590 11
S-2� 　〃 8,800 11
LP-03� 　〃 4,950 14
SP-305� 　〃 1,980 13
SP-505� 　〃 2,420 13
SP-605� 　〃 2,860 13
SP-705� 　〃 3,190 13

輪行袋･ケース
商        品        名 メーカー希望

小売価格（税込） 頁
ロード220� 輪行袋 8,030 18
ロード320� 　〃 8,415 18
ロード520� 　〃 10,780 18
R-420� 　〃 10,230 18
MTB� 　〃 15,950 19
L-100� 　〃　超軽量型 6,820 17
L-100� 　〃　エアロ＆ワイド 8,140 17
SL-100� 　〃 9,350 17
ウルトラSL-100�　〃 10,450 17
EMU/E-10� 　〃 6,270 19
EMU/E-11� 　〃 7,150 19
超速FIVE� 　〃 9,240 19
超速FIVE� 　〃　ストロンガー 13,200 19
ちび輪

りん

バッグ 5,500 20
ちび輪

りん

バッグPW 7,370 20
ちび輪

りん

バッグミニベロ 7,590 20
A・モールトン用�輪行袋 23,100 20
OS-500　トラベルバッグ 24,200 22
OS-800� 　〃 53,900 22
OS-1000� 　〃 62,700 22
ハードケース 106,700 22

バックパック
商        品        名 メーカー希望

小売価格（税込） 頁
バックパックライト5.5　ブラック 4,290 15
バックパックライト5.5　ネオンカラー 5,170 15
サコッシュSL 1,650 15

New サコッシュSL-machi 1,925 15
大きなサコッシュ 1,650 15

ホイールバッグ
商        品        名 メーカー希望

小売価格（税込） 頁
タイヤカバー� （2本1組） 3,960 16
タイヤカバー�極太� （2本1組） 4,290 16
車輪カバー�2本入 4,950 16
車輪カバー�軽量型�（巾着タイプ） 2,420 16
EMU/E-22�車輪カバー�1本入 5,445 16
OS-10�ディスクホイールバッグ� 1本入 14,080 16
OS-20�ホイールバッグ� 2本入 13,200 16

バラエティパーツ
商        品        名 メーカー希望

小売価格（税込） 頁
フレームカバーA（3枚セット） 1,705 23
フレームカバーB（4枚セット） 1,705 23
フレームカバーC（4枚セット） 1,760 23
フレームカバーエアロ（2枚セット） 1,540 23
ズボンクリップB　1組 748 25
ズボンクリップＣ　1個 814 25
ズボンクリップ和柄�1個 1,100 25
ズボンクリップR　1個 1,320 25
GMズボンクリップ　1個 1,320 25
革ベルト�（2本組） 990 26
ナイロンベルト�（2本組）� 440 26
消臭袋 1,210 25
フロントバッグ用ショルダーベルト 924 26
肩パッド 990 24
肩パッド15 1,320 24
工具袋 1,100 26
中締ベルト（3本組） 1,034 25
中締ベルト軽量タイプ（3本組） 880 25
中締ベルト伸縮タイプ（1本） 880 25
中締ベルトYSR20（3本組） 1,100 25
フリーカバー�小 440 24
� 〃� 大 572 24
チェーンカバー 759 24
チェーンジャケット 2,640 24
ローターカバー140/160 1,430 24
ローターカバー180/200 1,485 24
ダミーローター（2個組） 550 24
ローターガード 2,970 24
フックキャリア�Ｋ� シルバー 3,850 26

New � 〃� Ｋ� グリーン 3,960 26

バラエティパーツ
商        品        名 メーカー希望

小売価格（税込） 頁
エンド金具� リア用� 130ｍｍ 1,848 23
� 〃� 〃� 135ｍｍ 1,892 23
� 〃� 〃� 12ｍｍスルー 2,530 23
エンド金具�フロント用�（ロード・MTB兼用） 1,320 23
� 〃� 〃� 12mmスルー 880 23
エンドスタンド+110ｍｍ 1,320 23
エンドスタンド+150ｍｍ 1,375 23
エンドスタンド12ｍｍスルー用　+110ｍｍ 1,595 23
エンドスタンド12ｍｍスルー用　+150ｍｍ 1,650 23
チェーンマスター 1,650 24
チェーンハンガー 330 24
エアーエンドプロテクター 2,420 24
マップケースＫ 660 26
スマホケースSシングル 3,520 25
スマホケースWダブル 4,180 25
ＫDS OPEN 26
シューズカバー 2,420 26
レインカバー�（フロント用）�大 1,815 26
� 〃� � 小 1,705 26
� 〃� （サイド用）� 大 1,815 26
� 〃� � 中 1,705 26
� 〃� � 小 1,595 26
� 〃� �（パニア用）� 特大 4,675 26
� 〃� � P-225 4,345 26
� 〃� � P-115 3,685 26
自転車カバー� 302 3,190 26
� 〃� 402 3,630 26

その他オプションパーツ
商        品        名 メーカー希望

小売価格（税込） 頁

輪行袋用
ショルダー
ベルト

L-100、L-100エアロ、SL-100、
ウルトラSL-100、FIVE、E-10、
E-11、ちび輪、ミニベロ

770 26

ロード220、320、520 880 26
MTB、ストロンガー、R-420 1,100 26
OS-500 1,320 26

その他オプションパーツ
商        品        名 メーカー希望

小売価格（税込） 頁

輪行袋用
外袋

L-100、L-100エアロ、ロード220、ちび輪 880 26
E-10、E-11、ミニベロ、ロード320、
FIVE、SL-100、ウルトラSL-100 990 26

PW 1,100 26
MTB、ストロンガー、
ロード520、R-420、モールトン 1,320 26

シルバー

グリーン
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