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リンエイニュース（発注サイト用） 

令和 4年 11月 1 日 

■ お知らせ ■ 

● オープン社内報「RINZINE」vol.7 を公開 ● 

オープン社内報「RINZINE」（Interview Magazine）の vol.07 を公開しました。 

［第 7回］ 詳細は右のアドレスから→（https://note.com/rinei/n/n94a7f78f1a7e） 

 

■ 新製品＆新規取り扱い情報 ■ 

 片側ワンタッチ着脱で折りたたみ自転車対応  

三ヶ島製作所 『Promenade One Side Ezy』 

 希望小売価格（税別）：\ 7,100 

コードナンバー 選択肢 JAN 

528-00036 チタンカラー 4560369000258 

528-00037 ブラック 4560369000333 

 価格：発注サイトへ  

+++特 徴（Promenade One Side Ezy）+++ 

・大人気の両面踏みスポーツペダル「Promenade」の左ペダ

ルを簡単に脱着ができる Ezy システム、右ペダルをノーマル軸にした折り

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

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

・アルミボディにアルミプレートをあわせた軽量タイプ 

・両面踏みで軽くて乗りやすく、ツーリングや街乗りに最適 

・側板は万が一の破損時でも交換することができるオプションを用意 

・軽量アルミニウムボディ  ・ベアリング：ボールベアリング 

・踏面サイズ：幅 85mm×前後 64mm  ・重量：327g（参考値） 

 

 片側ワンタッチ着脱で折りたたみ自転車対応  

三ヶ島製作所 『MASH STREAM WIDE All Black』 

 希望小売価格（税別）：\ 4,800 

コードナンバー 選択肢 JAN 

528-00270 ブラック 4560369004898 

 価格：発注サイトへ  

+++特 徴（MASH STREAM WIDE All Black）+++ 

・サンフランシスコに拠点を持つピスト系バイクショップ

「MASH SF」とコラボしてデザインした蹴返し付き両面ペダル「MASH 

STREAM」のワイドタイプ 

・SYLVAN TOURING をベースに後方に約 8.5mm の蹴返しを配置 

・優れたグリップ力を維持しつつ、クリップインの操作性が向上 

・MASH STREAM と比較すると横幅が 15mm 広く安定した踏み面 

・ボディ全体を電着塗装が覆い、軸には黒色の特殊なメッキが施されたこだわ

りの All Black 仕様 

・クラシカルな車体へ適用される事が多い SYLVAN TOURING とは対照的

に、ストリート系バイクによく馴染むデザイン 

・軽量アルミニウムボディ  ・ベアリング：ボールベアリング 

・踏面サイズ：幅 94mm×前後 63mm  ・重量：384g 

※チタンカラーは初回入荷分完売。
次回 2 月中旬入荷予定。 

コーポレート 

ウェブサイト 

※初回入荷分完売。次回入荷未定。 

https://note.com/rinei/n/n94a7f78f1a7e
https://www.rinei-web.jp/products/7755
https://www.rinei-web.jp/products/7849
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 バイザー付きスクールヘルメット  

OGK Kabuto 『SB-03 Schoolmet（軽涼ヘルメット）』 

 希望小売価格（税別）：オープン 

コードナンバー 選択肢 JAN 

211-11063 ホワイト（L） 4966094606961 

211-11064 ホワイト（XL） 4966094606992 

211-11073 ネイビー（L） 4966094606985 

211-11074 ネイビー（XL） 4966094607012 

211-11083 ブラック（L） 4966094606978 

211-11084 ブラック（XL） 4966094607005 

 価格：発注サイトへ  

+++特 徴（SB-03）+++ 

・安全かつ快適な軽涼ヘルメット「Schoolmet」シリーズに

バイザータイプのスポーティーモデル登場 

・着脱できる樹脂製バイザーで日差しが強い日でも快適な走行が可能 

・帽体シェルと衝撃吸収ライナーを一体化するインモールド成形を採用し、軽

量コンパクト化による扱いやすさと、耐久性が大幅にアップ 

・付属のインナーパッドは簡単に取り外して洗えるためいつでも清潔をキープ 

・帽体エアホールを風が通り抜けることで内部の温度上昇を抑え、蒸れを防止

するエアスルー設計 

・後部と左右の大型リフレクターが夜間に車のライトを反射してドライバーへ

存在をアピール 

・アジャスター調整でしっかりフィットさせることで走行時のズレを防止 

・衝撃吸収性やあごひもの強度など、製品安全協会が定めた複数の厳しい試

験をクリアした「自転車用 SG 基準適合品」 

・サイズ／重量：L（57～60cm 未満）／280g、XL（60～62cm 未満）／300g 

 

 インモールド成型の改良版スクールヘルメット  

OGK Kabuto 『SN-13 Schoolmet（軽涼ヘルメット）』 

 希望小売価格（税別）：オープン 

コードナンバー 選択肢 JAN 

211-11101 ホワイト（M） 4966094606602 

211-11102 ホワイト（L） 4966094606725 

211-11103 ホワイト（XL） 4966094606848 

211-11111 ブラック（M） 4966094606664 

211-11112 ブラック（L） 4966094606787 

211-11113 ブラック（XL） 4966094606909 

 価格：発注サイトへ  

+++特 徴（SN-13）+++ 

・スクールヘルメットのスタンダードシリーズ「SN」モデルが

インモールド成型に改良し、軽さと耐久性がグレードアップ 

・帽体シェルと衝撃吸収ライナーを一体化するインモールド成形を採用 

・夜間に車のライトを反射するリフレクターを後部と左右に装備 

・簡単に取り外して洗えるインナーパッドで清潔さをキープ 

・インナーパッドは 12mm厚と 6mm 厚の 2 種類付き 

・本格スポーツタイプと同様の 16 のエアホールを風が通り抜け不快な蒸れを

軽減し暑さ対策も万全 

・名前と購入日を記入できるステッカーを内側に貼付 

・自転車用 SG 基準適合品 

・サイズ／重量：M（56～58cm）／270g、L（57～59cm）／295g、XL（59～61cm）／325g 

https://www.rinei-web.jp/products/8067
https://www.rinei-web.jp/products/8068
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 フックレスリムに対応したフラッグシップモデル登場  

IRC 『HP-97HL/TL RBCC 

フォーミュラプロ フックレス チューブレス RBCC』 希望小売価格（税別）：\ 8,400 

コードナンバー 選択肢 JAN 

200-66701 ブラック（700×25C） 4571244749070 

200-66702 ブラック（700×28C） 4571244749087 

200-66703 ブラック（700×30C） 4571244749094 

 価格：発注サイトへ  

+++特 徴（HP-97HL/TL RBCC）+++ 

・通常のチューブレス用リムに加えてフックレスリムにも対応

したロード用チューブレスのフラッグシップモデル 

・RBCC2 コンパウンドがドライからウェットまで、あらゆる路面状況で優

れたグリップ力を発揮 

・タイヤの空気保持層をしなやかで高反発な天然ゴムベースのコンパウンド

で構成し、より速く、よりしなやかな走行性能を追求 

・トレッドパターンには、タイヤの滑りはじめなど限界付近の挙動が把握し

やすい「杉目」を採用し、縦に 4 本の溝を追加することで転がり抵抗の軽

減、路面追従性の向上をプラス 

・強いブレーキングにも耐えうるよう力の掛かるビード周りをさらに補強、

タイヤとリムの密着度だけでなく安全性も向上 

・急制動時の高負荷に耐えるディスクブレーキ対応 

・ワイドリム（リム幅：15mm、17mm、19mm）にも対応 

・フォールディングビード 

・重量：275g（25C）、310g（28C）、340g（30C） 

 

 フックレスリムに対応したヒルクライムレースタイヤ  

IRC 『HP-92HL/TLR S-LIGHT 

フォーミュラプロ フックレス チューブレスレディ S-LIGHT』 希望小売価格（税別）：\ 8,400 

コードナンバー 選択肢 JAN 

200-66711 ブラック（700×23C） 4571244749100 

200-66712 ブラック（700×25C） 4571244749117 

200-66713 ブラック（700×28C） 4571244749124 

200-66714 ブラック（700×30C） 4571244749131 

 価格：発注サイトへ  

+++特 徴（HP-92HL/TLR S-LIGHT）+++ 

・ヒルクライムレースをメインターゲットとしたロード用チュ

ーブレスレディタイヤのフックレスリム対応モデル 

・ヒルクライム、タイムトライアル、クリテリウム、ロードレースに 1 本で

対応できる万能性 

・タイヤサイドに 40×40tpi メッシュ耐パンクガードを設置し、チューブレ

スレディ仕様とすることで、シーラントが必須となるものの、軽いだけでは

ない剛性感との融合 

・RBCC2 コンパウンドがドライからウェットまで、あらゆる路面状況で優

れたグリップ力を発揮 

・トレッドパターンには、タイヤの滑りはじめなど限界付近の挙動が把握し

やすい「杉目」を採用し、縦に 4 本の溝を追加することで転がり抵抗の軽

減、路面追従性の向上をプラス 

・強いブレーキングにも耐えうるよう力の掛かるビード周りをさらに補強、

タイヤとリムの密着度だけでなく安全性も向上 

・急制動時の高負荷に耐えるディスクブレーキ対応モデル 

・ワイドリム（リム幅：15mm、17mm）にも対応 

・フォールディングビード 

・重量：205g（23C）、220g（25C）、255g（28C）、275g（30C） 

https://www.rinei-web.jp/products?keyword=HP-97HL%2FTL
https://www.rinei-web.jp/products?keyword=HP-92HL%2FTLR
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 1 線式、2 線式のハブダイナモに対応した兼用モデル  

Panasonic 『NSKL155 LED ハブダイナモ専用ライト』 

 希望小売価格（税別）：オープン 

コードナンバー 選択肢 JAN 

234-00451 グレー（NSKL155-N） 4519389547502 

234-00452 ブラック（NSKL155-B） 4519389547427 

 価格：発注サイトへ  

+++特 徴（NSKL155）+++ 

・自動点灯、常時点灯の切り替え可能 

・フロントリフレクター付き 

・フロントフォーク固定 

・サイズ65mm×92mm×63mm 

・明るさ：約 2100cd/21lx（6V-0.8W 接続時）、約 2300cd/23lx

（6V-2.4W 接続時） 

・重量：93g 

・付属品：コード（3 種類） 

 

 停車時もサイド LED が光る残光機能付き  

Panasonic 『NSKL156 LED ハブダイナモ専用ライト』 

 希望小売価格（税別）：オープン 

コードナンバー 選択肢 JAN 

234-00461 シルバー（NSKL156-S） 4519389547786 

234-00462 ブラック（NSKL156-B） 4519389547625 

 価格：発注サイトへ  

+++特 徴（NSKL156）+++ 

・1 線式、2 線式のハブダイナモに対応した兼用モデル 

・自動点灯、常時点灯の切り替え可能 

・サイド LED イルミネーション搭載 

・停車時もサイド LED が光る残光機能付き 

・フロントリフレクター付き 

・フロントフォーク固定 

・サイズ：65mm×92mm×63mm 

・明るさ：約 1500cd/15lx（6V-0.8W 接続時）、約 1800cd/18lx

（6V-2.4W 接続時） 

・重量：100g 

 

 シマノパーツ  

シマノ 『MF-TZ510-7 Tourney マルチプルフリーホイール（7 スピード）』 

 希望小売価格（税別）：\ 1,502 

コードナンバー 選択肢 JAN 

524-00192 14-28T（7S） 4550170617677 

 価格：発注サイトへ  

+++特 徴（MF-TZ510-7）+++ 

・Tourney MTB 7 スピードシステム 

・MF-TZ500 よりも優れた耐腐食性 

・ボスフリータイプ 

・7 スピード（14、16、18、20、22、24、28T） 

・スポークプロテクター付き  シマノパート No：EMFTZ5107428CP 

https://www.rinei-web.jp/products/8315
https://www.rinei-web.jp/products/8316
https://www.rinei-web.jp/products/8059
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 取り外しと取り付けが 1 本で可能  

Tyre Glider 『14900001 タイヤグライダー』 

 希望小売価格（税別）：\ 1,900 

コードナンバー 選択肢 JAN 

646-00001 レッド 0658556064818 

 価格：発注サイトへ  

+++特 徴（14900001）+++ 

・ロード、MTB、グラベルなど全てのタイヤ幅に対応したタ

イヤレバー 

・最大 3.3mm のタイヤフック幅に対応 

・取り付けと取り外しが 1 本で可能 

・前方に押すと取り外し、下方に押すと取り付けできるタイプ 

・硬くて嵌めづらいタイヤの取り付けがチューブを挟み込むことなく楽に行え

るのでタイヤ交換のストレスから解放 

・カーボンリムにも使用可能 

・持ち運びに便利なコンパクトサイズ 

・丈夫で耐久性のあるプラスチック製 

・リサイクル素材を利用し、環境にも配慮 

・サイズ：78mm×43mm×32mm  ・重量：23g 

 

 タイヤのインナーチューブ交換ツール  

TyreKey 『13400001 タイヤキー ROAD 18-28mm』 

 希望小売価格（税別）：\ 1,700 

コードナンバー 選択肢 JAN 

646-10001 ブラック 0797776947058 

 価格：発注サイトへ  

+++特 徴（13400001）+++ 

・タイヤとリムの間にチューブが挟まらず、チューブが咬む事

なく簡単に交換することが可能 

・アルミリム、カーボンリムに使用可能 

・ロード用リム外幅 18～28mm に対応 

・タイヤ幅 18～35mm に最適 

・サイズ：148mm×48mm×6mm  ・重量：20g 

 

 交換用ボンベ  

TNi 『2600463/2643008 CO2 ボンベ（単体）』 

2600463 希望小売価格（税別）：\ 180 

コードナンバー 選択肢 JAN 

646-20001 ブラック/シルバー 4573138510070 

 価格：発注サイトへ  

2643008 希望小売価格（税別）：\ 450 

コードナンバー 選択肢 JAN 

646-20002 ブラック/シルバー 4573138510124 

 価格：発注サイトへ  

+++特 徴（2600463/2643008）+++ 

・CO²交換用ボンベ 

・重量：16g（2600463）、25g（2643008） 

https://www.rinei-web.jp/products/8289
https://www.rinei-web.jp/products/8290
https://www.rinei-web.jp/products/8291
https://www.rinei-web.jp/products/8292
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 オーバーサイズテーパーコラムスペーサー  

TNi 『2601301 テーパーコラムスペーサー OS』 

 希望小売価格（税別）：\ 250 

コードナンバー 選択肢 JAN 

646-20011 ブラック 4573138516607 

 価格：発注サイトへ  

+++特 徴（2601301）+++ 

・ヘッド周りのわずかな段差をなくし、見た目をスッキリさせ

るテーパーコラムスペーサー 

・内径：φ28.6mm×5ｍｍ 

・外径：φ32.5mm（上部）、φ34.0mm（下部） 

 

 オーバーサイズアルミコラムスペーサー  

TNi 『260084x アルミハイコラムスペーサー OS』 

2600843 希望小売価格（税別）：オープン 

コードナンバー 選択肢/サイズ JAN 

646-20021 ブラック/3mm 4510676825426 

 価格：発注サイトへ  

2600846 希望小売価格（税別）：オープン 

コードナンバー 選択肢/サイズ JAN 

646-20022 ブラック/15mm 4510676825433 

 価格：発注サイトへ  

2600847 希望小売価格（税別）：オープン 

コードナンバー 選択肢/サイズ JAN 

646-20023 ブラック/20mm 4510676825440 

 価格：発注サイトへ  

2600848 希望小売価格（税別）：オープン 

コードナンバー 選択肢/サイズ JAN 

646-20024 ブラック/30mm 4510676825457 

 価格：発注サイトへ  

+++特 徴（2600843/2600846/2600847/2600848）+++ 

・アルミニウム製コラムスペーサー 

・サイズ：φ28.6mm×3mm（2600843） 

・サイズ：φ28.6mm×15mm（2600846） 

・サイズ：φ28.6mm×20mm（2600847） 

・サイズ：φ28.6mm×30mm（2600848） 

 

■ お知らせ ■ 

● 取り扱い商品拡充と新規取り扱いメーカー・ブランドのお知らせ ● 

下記メーカー、ブランドの取り扱い商品を拡充しましたのでご確認ください。 

・BioLite 新規取り扱い ・KUPILKA 新規取り扱い 

・GRAYL 新規取り扱い ・mont-bell 

・Helinox 新規取り扱い ・武田コーポレーション 

https://www.rinei-web.jp/products/8293
https://www.rinei-web.jp/products/8294
https://www.rinei-web.jp/products/8295
https://www.rinei-web.jp/products/8296
https://www.rinei-web.jp/products/8297
https://www.rinei-web.jp/products?maker_id=255
https://www.rinei-web.jp/products?maker_id=254
https://www.rinei-web.jp/products?maker_id=257
https://www.rinei-web.jp/products?maker_id=105
https://www.rinei-web.jp/products?maker_id=256
https://www.rinei-web.jp/products?maker_id=245
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■ お知らせ ■ 

● CIONLLI 『6520 CTB サドル』【仕様変更】のお知らせ ● 

 ※旧型「6520」はカタログ（vol.17）44 頁 4 に掲載  希望小売価格（税別）：2,240 円 

変更内容 品 番 コードナンバー 選択肢 JAN 価 格 

仕様 
コードナンバー 

JAN 
6520 

111-00041 

○旧：109-32471 

ブラック 
（エナメル） 

4510676300749 

○旧：4510676300206 
発注サイトへ 

+++ 仕様変更内容 +++ 

・ガードがメッキからグレーに変更 

+++ 特 徴 +++ 

・エナメル加工を施し、シャープでおしゃれな CTB サドル 

・サイドからリアにかけてガードを配置し、デザインのアクセントとともに

サドルをガード 

・長時間座っても疲れない厚手のクッションを採用 

・成長の早いお子様にも長く使用していただけるように高さ調節の幅が広い

シートポスト 

・ポスト径：φ25.4mm×200mm 

・サイズ：前後 240mm×幅 140mm×厚さ 70mm  ・重量：550ｇ 

 

● CIONLLI 『6520 直付サドル（ジュニア用）』【仕様変更】のお知らせ ● 

 ※旧型「6520」はカタログ（vol.17）44 頁 2 に掲載  希望小売価格（税別）：2,240 円 

変更内容 品 番 コードナンバー 選択肢 JAN 価 格 

仕様 
コードナンバー 

JAN 
6520 

111-00042 

○旧：109-32472 
ピンク 

4510676300756 

○旧：4510676300459 
発注サイトへ 

111-00045 

○旧：109-32475 
グレー 

4510676300787 

○旧：4510676300473 

+++ 仕様変更内容 +++ 

・ガードがメッキからグレーに変更 

+++ 特 徴 +++ 

・ポップなカラーでジュニアサイクルに最適 

・サイドからリアにかけてガードを配置し、デザインのアクセントとともに

サドルをガード 

・長時間座っても疲れない厚手のクッションを採用 

・成長の早いお子様にも長く使用していただけるように高さ調節の幅が広い

シートポスト 

・ポスト径：φ25.4mm×200mm 

・サイズ：前後 240mm×幅 140mm×厚さ 70mm  ・重量：550ｇ 

 

https://www.rinei-web.jp/products/7631
https://www.rinei-web.jp/products/7632

