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リンエイニュース（発注サイト用） 

令和 4年 7月 1 日 

■ お知らせ ■ 

● リンエイ発注サイトをリニューアル ● 

デザインを一新し、クレジット決済に対応するなど機能面でも大幅に改善しております。 

これからも、引き続きご利用の皆様のお役に立つ情報のご提供や、内容の充実に努めてまい

りますので、是非、ご活用いただければと存じます。（https://www.rinei-web.jp/） 

 

● オープン社内報「RINZINE」vol.5 を公開 ● 

オープン社内報「RINZINE」（Interview Magazine）の vol.05 を公開しました。 

［第 5回］ 「連携力」でサイト刷新（https://note.com/rinei/n/n03e4f27a6210） 

 

■ 新製品＆新規取り扱い情報 ■ 

 電動アシスト自転車のバッテリーの盗難予防に  

GORIN 『G230W 電動アシスト自転車バッテリーロック』 

 希望小売価格（税別）：オープン 

コードナンバー 選択肢 JAN 

503-00411 レッド 4939168162021 

503-00412 ネイビー 4939168162243 

503-00413 ブラック 4939168162014 

 価格：発注サイトへ  

+++特 徴（G230W）+++ 
・電動アシスト自転車のバッテリーを守る専用設計のワイヤー

ロック 

・ワイヤー先端部はバッテリーのグリップ部などに通しやすいスリム設計 

・バッテリーと車体フレーム部分を繋ぎやすい長さ300mmのコンパクト設計 

・シリンダー部を軟質樹脂でカバーし、車体をやさしく保護 

・付属のマジックテープでバッテリーに固定することで、解錠したまま充電

できる利便性 

・鍵の裏表がないリバーシブルキー3 本付属 

・サイズ：φ8mm×300mm（先端部：φ13mm） 

 

 電動アシスト自転車対応サマーハンドルカバー  

Kawasumi 『KW-469SL アシスト車対応窓付サマーハンドルカバー』 

 希望小売価格（税別）：オープン 

コードナンバー 選択肢 JAN 

259-00681 シルバー 4986012204321 

 価格：発注サイトへ  

+++特 徴（KW-469SL）+++ 
・透明窓付きで手元スイッチが見やすく操作しやすい電動アシ

スト自転車対応サマーハンドルカバー 

・カバー下部がメッシュ素材で風通しが良く、内部がムレにくい夏仕様 

・日焼け対策に有効な UV カット率 99.2％生地で紫外線を予防 

・アシスト車のスイッチのほか、変速レバーやベルなど手元周りが見やすい透

明窓を左右に配置 

・面ファスナーをハンドルにくるっと巻くだけで取り付けられる簡単装着 

・水をはじきやすいはっ水加工で雨の日も安心 

・サイズ：幅 230mm×長さ 400mm 

コーポレート 

ウェブサイト 

https://www.rinei-web.jp/
https://note.com/rinei/n/n03e4f27a6210
https://www.rinei-web.jp/products/7829
https://www.rinei-web.jp/products/7827
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 車載に最適！車輪を外した後にベース不要の輪行袋タイプ  

大久保製作所 『SBC-01 車載専用輪行袋』 

 希望小売価格（税別）：\ 5,900 

コードナンバー 選択肢 JAN 

288-02002 ブラック 4516076062645 

 価格：発注サイトへ  

+++特 徴（SBC-01）+++ 

・JR 持ち込み規定（3 辺合計 250cm 以内）により、公共交

通機関に持ち込みできない場合を想定して誕生した車載対応輪行袋 

・輪行袋タイプによりスペースが限られたセダンなどには前後輪を外してコ

ンパクトに収納でき、ミニバンなどには後輪を付けたままの収納が可能 

・外した車輪はポケットに入れるだけの簡単収納 

・ハンドルとサドルを下にすることで運搬時の安定性を確保し、カバー左右の

D カンと付属の調整式ゴムフックにより車内にしっかりと固定可能 

・防水性に優れたブルーシート調のポリエチレン生地を採用し、コストを抑え

つつ防汚性を確保し、汚れた場合もサッと拭き取ることが可能 

・携行に便利な収納袋付きで公共交通機関を利用した輪行にも対応 

・サイズ：高さ 1040mm×横 1680mm  ・耐荷重：15kg 未満 

・重量：1050g（付属品含む） 

 

 折りたたみ式トレーニングバイク  

エム・アンド・エム 『1090 FFB-12（Folding First Bike 12）』 

 希望小売価格（税別）：\ 13,800 

コードナンバー 選択肢 JAN 

212-00201 ブルー 4967057109024 

212-00202 イエロー 4967057109079 

212-00203 レッド 4967057109017 

 価格：発注サイトへ  

+++特 徴（1090）+++ 

・画期的な折りたたみ構造で、コンパクトに運搬可能 

・ハンドルは 2 段階の高さ調整が可能 

・ノーパンクタイヤを採用 

・金属と樹脂の混合素材で作った特徴的なデザイン 

・ステム部分に方位磁石付き 

・車体サイズ：幅 355mm×高さ 580mm×奥行 910mm 

・折りたたみ時：幅 355mm×高さ 460mm×奥行 690mm 

・サドル高さ：360mm～410mm 

・ハンドル高さ：560mm、580mm（2 段階） 

・適正体重：30kg 未満  ・重量：3.8kg 

 

 マイクロニッパ  

UNIOR 『620072 精密ニッパー』 

 希望小売価格（税別）：\ 3,300 

コードナンバー 選択肢 JAN 

651-01137 ブルー/ブラック 3838909200729 

 価格：発注サイトへ  

+++特 徴（620072）+++ 

・ヘッド部がコンパクトで刃先が薄い精密作業用のニッパー 

・全長：115mm  ・重量：95g 

https://www.rinei-web.jp/products/7828
https://www.rinei-web.jp/products/7830
https://www.rinei-web.jp/products/7831
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 広い視界と高い快適性を兼ね備えたフラッグシップモデル  

OGK Kabuto 『122』（2 枚レンズ）＆『122PH』（調光レンズ） 

122（2 枚レンズ） 希望小売価格（税別）：\ 15,000 

コードナンバー 選択肢 JAN 

211-30001 ホワイト 4966094608286 

211-30002 アースブルー 4966094608293 

211-30003 アースグリーン 4966094608309 

211-30004 マットブラック 4966094608316 

 価格：発注サイトへ  

+++特 徴（122）+++ 

・プロサイクリストも使用することを想定し、高い視認性と優

れた遮光性を両立したモーブグリーンレンズと、レンズ内面に乱反射を低減

するコーティングを施した AR クリアレンズのレンズ 2 枚仕様 
 

122PH（調光レンズ） 希望小売価格（税別）：\ 20,000 

コードナンバー 選択肢 JAN 

211-30011 ホワイト 4966094608323 

211-30012 アースブルー 4966094608330 

211-30013 アースグリーン 4966094608347 

211-30014 マットブラック 4966094608354 

 価格：発注サイトへ  

+++特 徴（122PH）+++ 

・外面に撥水撥油コート、内面に防曇シート、さらに高温環境

下でも一定の遮光性を確保するミラーコーティングを施し、強い日差しも考

慮したレッドクリアカラーを採用するなど、調光レンズが持つユーティリテ

ィー性能をさらに高めた最高峰レンズ（レッドクリア調光）を採用 

+++特 徴（122＆122PH 共通）+++ 

・レンズは紫外線をカットし（透過率 0.1％以下）、透明性、耐衝撃性、耐熱性などに優れたポリカーボネート製 

・フレームには軽量性、耐衝撃性に優れた超弾性樹脂「TR90」を採用 

・装着感を自由に調整できるメタルフレーム入りノーズパッド 

・レンズ可視光線透過率：モーブグリーン 20％（122）、AR クリア 90％（122）、レッドクリア調光 65％～13％（122PH） 

・レンズコーティング：外面撥水撥油コート（全レンズカラー共通）、内面乱反射防止コート（ARクリア）、内面防曇シート（レッドクリア調光） 

・レンズカーブ : シリンドリカル 6 カーブ（円柱型ワイドレンズ） 

・別売のインナーフレーム（122-INF）に対応 

 

 左右ハーフタイプグリップ  

OGK 技研 『C-58 ハーフ＆ハーフ』 

 希望小売価格（税別）：オープン 

コードナンバー 選択肢 JAN 

210-03027 ブラウン 4510676293607 

210-03028 グレー 4510676293614 

210-03029 ブラック 4510676293621 

 価格：発注サイトへ  

+++特 徴（C-58）+++ 

・手にフィットして運転を快適にするグリップ 

・グリップシフトやBS製グリップベル採用のシティサイクルやスポーツ車に最適 

・日本製 

・サイズ：φ22.2mm×82mm 

https://www.rinei-web.jp/products/7741
https://www.rinei-web.jp/products/7742
https://www.rinei-web.jp/products/7832
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 700C 用アルミリム（米式バルブ仕様）  

JETSET 『700C アルミリム A/V』 

 希望小売価格（税別）：\ 3,740 

コードナンバー 選択肢 スポーク穴 JAN 

521-30713 シルバー 32H 4582189760594 

521-30714 シルバー 36H 4582189760808 

 価格：発注サイトへ  

+++特 徴（700C-AL-RIM）+++ 

・2 層式 

・スポーク穴：32H（521-30713）、36H（521-30714） 

・バルブ穴：A/V（米式バルブ） 

・ジョイント：Pinned 

 

 20 インチ用アルミリム  

JETSET 『20inch アルミリム』 

 希望小売価格（税別）：\ 2,680 

コードナンバー 選択肢 スポーク穴 バルブ穴 JAN 

521-30731 シルバー（20×1.50） 28H 米式 4582189760778 

521-30732 シルバー（20×1.50） 36H 米式 4582189760761 

521-30741 シルバー（20×1 1/8） 32H 仏式 4582189760785 

521-30742 シルバー（20×1 1/8） 36H 仏式 4582189760792 

 価格：発注サイトへ  

+++特 徴（20inch-AL-RIM）+++ 

・2 層式 

・スポーク穴：28H（521-30731）、32 H（521-30741）、36 H（521-30732、521-30742） 

・バルブ穴：A/V（米式バルブ）（521-30731、521-30732） 

・バルブ穴：F/V（仏式バルブ）（521-30741、521-30742） 

・ジョイント：Pinned 

 

 

■ お知らせ ■ 

● Kawasumi 『SL-02 SOKULOCK（バッテリー専用ロック）』【新色追加】のお知らせ ● 

 ※現行カラーは令和 4年 4 月のリンエイニュースに掲載  希望小売価格（税別）：オープン 

摘要 コードナンバー 選択肢 JAN 価 格 

新色追加 259-01414 ブラック 4986012910369 発注サイトへ 

+++特 徴（SL-02）+++ 

・結束バンドをヒントに即座にロックできるバンド型ダイヤル

ロック 

・電動アシスト自転車のバッテリーの盗難防止を目的としたシ

ョートサイズで、走行中でも邪魔になりにくい超コンパクト設計 

・バンドは内側のステンレス板で防犯性を高め、外側は樹脂で車体へ傷が付

きにくい構造 

・カギの紛失の心配がいらないダイヤル式を採用し、ダイヤルはお好みの暗

証番号に設定可能 

・サイズ：長さ 305mm×幅 23mm×厚さ 14mm 

・有効使用範囲：φ40mm～φ75mm 

https://www.rinei-web.jp/products?maker_id=25
https://www.rinei-web.jp/products?maker_id=25
https://www.rinei-web.jp/products/7762
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■ お知らせ ■ 

● OGK Kabuto 『VOLZZA ヴォルツァ』【新色追加】のお知らせ ● 

 ※現行カラーはカタログ（vol.17）145 頁 3 に掲載  希望小売価格（税別）：17,800 円 

摘要 コードナンバー 選択肢 JAN 価 格 

新色追加 

211-11521 G-1 ブラックホワイト（S/M） 4966094606381 

発注サイトへ 

211-11531 G-1 ブラックホワイト（L/XL） 4966094606398 

211-11524 G-1 イエローグリーン（S/M） 4966094606442 

211-11534 G-1 イエローグリーン（L/XL） 4966094606459 

211-11522 G-1 マットブラックレッド（S/M） 4966094606404 

211-11532 G-1マットブラックレッド（L/XL） 4966094606411 

211-11523 G-1 マットアッシュブルー（S/M） 4966094606428 

211-11533 G-1マットアッシュブルー（L/XL） 4966094606435 

+++特 徴（VOLZZA）+++ 

・空冷機能とかぶり心地を重視し、上位モデルの最新機能を搭

載したミドルクラスレーシングモデル「ヴォルツァ」に G-1

カラーが追加 

・均一な締め心地により安定感のあるかぶり心地を実現セミフローティング構造 

・多くの方にフィットしやすい頭部形状 

・クラス以上の空冷機能をもたらすエアルートデザイン 

・Boa®フィットシステム採用「KBF-2」アジャスター 

・「上下８段階」と両サイドへの２段階調整が可能な新機構ヘッドレスト 

・消臭繊維 MOFF®に撥水をプラスしたあごひも 

・用途で選べる 2 種類のインナーパッド 

・空冷効果を最大限にアシストする COOLMAX®採用 

・額から目への汗の浸入を防ぐ「ウルトラスウェットパッド-03（別売）」対応 

・サイズ／重量：S/M（55～58cm）／235g、L/XL（59～61cm）／250g 

 

● モンベル 『JETBOIL の新規取り扱いと従来取り扱いブランドの商品拡充』のお知らせ ● 

わずかな燃料で素早く湯沸かしや調理のできるアウトドア・バーナーのパイオニア・ブランド「JETBOIL

（ジェットボイル）」の取り扱いを開始しました。 

mont-bell（モンベル）、GEAR AID（ギアエイド）、humangear（ヒューマンギア）の商品を追加しま

した。 

https://www.rinei-web.jp/products/7081
https://www.rinei-web.jp/products?maker_id=24
https://www.rinei-web.jp/products?maker_id=24
https://www.rinei-web.jp/products?maker_id=105
https://www.rinei-web.jp/products?maker_id=14
https://www.rinei-web.jp/products?maker_id=68

