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リンエイニュース（発注サイト用） 

令和 5年 3月 1日 

■ 新製品＆新規取り扱い情報 ■ 

 錆びにくい仕様にアップデート  

MINOURA 『LEVEL-170HS サドル引掛け式スタンド』 

 希望小売価格（税別）：\ 22,500 

コードナンバー 選択肢 JAN 

419-20237 シルバー 4944924425098 

 価格：発注サイトへ  

+++特 徴（LEVEL-170HS）+++ 

・サドルを掛けるだけで手軽に展示、保管できるスタンド 

・クランプ部、連結部、リンク金具を鉄製からステンレス製に

変更することで錆びにくい仕様にバージョンアップ 

・相向き合いに配置することで最大 5 台まで搭載可能 

・ロード、MTB、シクロクロス、BMX、ミニベロなど車種を問わず対応 

・持ち運びに便利な折りたたみ式で折りたたみの際は工具不要 

・1.7m のバーは防錆処理が施されたスチールパイプ製 

・サイズ：幅 1700mm×奥行 900mm×高さ 1140mm 

・重量：11kg 

 

 チェレステカラーが数量限定で登場！  

CATEYE 『OH-2400 ピッコロベル（数量限定カラー）』 

 希望小売価格（税別）：\ 800 
コードナンバー 選択肢 JAN 

526-00004 チェレステ 4990173021475 

 価格：発注サイトへ  

+++特 徴（OH-2400）+++ 

・真鍮製でさわやかな音色のする軽量小型ベル 

・操作がしやすい穴型引手を採用 

・手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケットを採用 

・フレックスタイトブラケットを使用するライトやコンピュータと一緒に取

り付けられ、省スペースを実現 

・引手が 360 度回転し鳴らしやすい位置にセッティングが可能 

・サイズ：直径φ23mm  ・重量：25g 

・取り付け対応径：φ12～32mm 

 

 かんたんバスケットカバー  

LAKIA 『ESBC-GY/ESBC-BK EASY バスケットカバー（フロント用）』 

（ラキア） 希望小売価格（税別）：オープン 

コードナンバー 選択肢（品番） JAN 

285-00131 グレー（ESBC-GY） 4571420843660 

285-00132 ブラック（ESBC-BK） 4571420843677 

 価格：発注サイトへ  

+++特 徴（ESBC-GY/ESBC-BK）+++ 

・開口部はマグネット式で「簡単（EASY）」に開け閉めできて便利 

・大きく開口するため荷物の出し入れも「簡単（EASY）」 

・バックルを外して「簡単（EASY）」に拡張でき、約30cmの容量アップが可能 

・カゴに被せて四隅をヒモで固定するだけで「簡単（EASY）」に取り付け可能 

・しっかり撥水する生地で雨のあとのお手入れも「簡単（EASY）」 

・サイズ：幅 480mm×奥行 330mm×高さ 250～550mm 

コーポレート 

ウェブサイト 

https://www.rinei-web.jp/products/8512
https://www.rinei-web.jp/products/8510
https://www.rinei-web.jp/products/8513
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 エプロンタイプのカバー付きで膝を雨から守る！  

Kawasumi 『KW-320 膝を雨から守る前カゴカバー』 

 希望小売価格（税別）：オープン 

コードナンバー 選択肢 JAN 

259-00951 カーキ 4986012403359 

259-00952 ネイビー 4986012403366 

259-00953 ブラック 4986012403342 

 価格：発注サイトへ  

+++特 徴（KW-320）+++ 

・付属の取付金具をハンドルに装着しておき、雨が降ったらサ

ッとエプロンをかけるだけの簡単装着 

・エプロンは前ポケットに収納可能、前カゴカバーのみで使用することが可能 

・反射材が正面とバイアスに付属し、夜道でも安心 

・サイズ：幅 410mm×奥行 335mm×高さ 310mm（エプロン部：幅

830mm×奥行 570mm） 

・材質：ポリエステル 100％（上部）、ポリエステルオックス（下部） 

・重量：236ｇ 

 

 オシャレで膝が濡れないレインポンチョ  

Kawasumi 『KW-900KH 膝が濡れないレインポンチョ』 

 希望小売価格（税別）：オープン 

コードナンバー 選択肢 JAN 

259-00941 カーキ 4986012106489 

 価格：発注サイトへ  

+++特 徴（KW-900KH）+++ 

・優れたはっ水、防水性で雨の日も安心 

・顎紐と被り込み調整ベルトでフードの調整でき前方が見やすく安全 

・背面反射ロゴと前面グリップ部の反射帯入りで夜道も安心 

・手元のベルトで走行中もポンチョの前面がめくれ上がらず膝が濡れるのを防止 

・手元のベルトや被り込み調整ベルトなどを使用して乾燥も楽 

・適応身長：155～175cm  着丈：87cm  裄丈：100cm 

・材質：ポリエステル 100％ （PVC コーティング） 

 

 ネオプレーン生地でしっかり防寒  

Kawasumi 『KB-1000BK クロスバイク用ハンドルカバー』 

 希望小売価格（税別）：オープン 

コードナンバー 選択肢 JAN 

259-00051 ブラック 4986012204697 

 価格：発注サイトへ  

+++特 徴（KB-1000BK）+++ 

・厚手ネオプレーン生地のクロスバイク用ハンドルカバー 

・冷たい風や雨から手を守る、防寒性に優れた厚手ネオプレーン生地を採用 

・ファスナーと面ファスナーで簡単装着 

・前面とサイドの反射材で夜間の視認性をアップ 

・雨でも安心な防水、はっ水加工 

・適応車種：クロスバイク 

・サイズ：幅 240mm×長さ 280mm×厚さ 20ｍｍ  ・重量：148g 

※一部特殊なハンドルには対応していません。 

https://www.rinei-web.jp/products/8531
https://www.rinei-web.jp/products/8530
https://www.rinei-web.jp/products/8528
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 前後が長いロングタイプが新登場  

Kawasumi 『KW-373SL サイクルカバーハーフをロングにしました』 

 希望小売価格（税別）：オープン 

コードナンバー 選択肢 JAN 

259-01011 シルバー 4986012201931 

 価格：発注サイトへ  

+++特 徴（KW-373SL）+++ 

・かがむ負担を軽減してカゴ、ハンドル、サドルの上部をしっ

かり守る新提案“ハーフタイプ”サイクルカバーの前後ロングタイプ 

・「Panasonic 製電動アシスト自転車ギュット・クルーム」等の車体が長い自転車に対応 

・前方はゴム、サドル下は面ファスナー、後方は絞り紐でめくり上がりを防止 

・乾燥時に物干し竿などに固定できる便利なボタン付きベルト搭載 

・はっ水加工で雨などの侵入を防止（※完全防水ではありません。） 

・使わないときは後方内側に付いた収納袋にコンパクトに収納可能 

・UV カット率 98.5％  ・ポリエステル 100％（シルバーコーティング） 

・サイズ：前後 1760mm×高さ 560（前 350）mm×幅 710mm 

・重量：290ｇ 

 

 ダイヤル式ロック付きで盗難防止  

Kawasumi 『KW-76 NEW サイクル傘ロック』 

 希望小売価格（税別）：オープン 

コードナンバー 選択肢 JAN 

259-00101 シルバー 4986012910376 

259-00102 ブラック 4986012910277 

 価格：発注サイトへ  

+++特 徴（KW-76）+++ 

・ダイヤル式ロック付き傘ホルダー 

・ロック機能付きで駐輪場での傘の盗難を防止 

・従来モデルよりも本体ホルダー部が太く、生地が厚い傘も楽に収納可能 

・20 インチから 27 インチまでの自転車に取り付けることが可能 

・太い前フォークにも対応した 2 種類の U 字型ブラケット付き 

・サイズ：幅 50mm×長さ 70mm×高さ 146mm  ・重量：38ｇ 

・取り付け対応径：20～23mm 

 

 ヘルメットの保管に最適  

Kawasumi 『KW-79 ヘルメットホルダー（南京錠付）』 

 希望小売価格（税別）：オープン 

コードナンバー 選択肢 JAN 

259-01421 シルバー 4986012012247 

259-01422 ブラック 4986012012230 

 価格：発注サイトへ  

+++特 徴（KW-79）+++ 

・ハンドルポストやハンドルバーに取り付けてヘルメットの保

管場所を確保 

・ヘルメットの盗難防止にピッタリなダイヤル式南京錠付き 

・南京錠はお好みの 3 桁の暗証番号に設定できるマイセット機能付き 

・クランプ対応径：φ20mm～φ23mm 

・材質：ポリプロピレン（ホルダー）、亜鉛合金（鍵本体）、鉄（鍵ツル） 

https://www.rinei-web.jp/products/8532
https://www.rinei-web.jp/products/8529
https://www.rinei-web.jp/products/8520
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 チューブレス、チューブレスレディタイヤ用バルブ  

iRC 『FORMULA PRO TL MULTIWAY VALVE』 

 希望小売価格（税別）：\ 2,500 

コードナンバー 選択肢 JAN 

200-68205 仏式/米式 50mm 4571244749056 

 価格：発注サイトへ  

+++特 徴（FORMULA PRO TL MULTIWAY VALVE）+++ 

・バルブコア取り外し可能 

・バルブコアツール兼米式用変換アダプター1 個付き 

・バルブの根元に入ったスリットにより、別売のチューブレスタイヤ用インサ

ート「INNER SAVER AIR INSERT」併用時に空気調整が可能 

・1 セット 2 個入り  ・仏式/米式バルブ 50mm  ・重量：5ｇ（1 個） 

 

 チューブレス、チューブレスレディタイヤ用バルブ  

iRC 『FORMULA PRO TL MULTIWAY VALVE』 

 希望小売価格（税別）：\ 2,700 

コードナンバー 選択肢 JAN 

200-68206 仏式/米式 70mm 4571244749063 

 価格：発注サイトへ  

+++特 徴（FORMULA PRO TL MULTIWAY VALVE）+++ 

・バルブコア取り外し可能 

・バルブコアツール兼米式用変換アダプター1 個付き 

・バルブの根元に入ったスリットにより、別売のチューブレスタイヤ用インサ

ート「INNER SAVER AIR INSERT」併用時に空気調整が可能 

・1 セット 2 個入り  ・仏式/米式バルブ 70mm  ・重量：6ｇ（1 個） 

 

 3 サイズ展開で幅広いリムに対応  

SCHWALBE 『SW-347x チューブレスバルブ』 

 SW-3470（仏式 40mm） 希望小売価格（税別）：\ 4,000 

コードナンバー 選択肢 JAN 

427-40791 ブラック 4026495876254 

 価格：発注サイトへ  

 SW-3471（仏式 60mm） 希望小売価格（税別）：\ 4,300 

コードナンバー 選択肢 JAN 

427-40792 ブラック 4026495876278 

 価格：発注サイトへ  

 SW-3472（仏式 100mm） 希望小売価格（税別）：\ 6,800 

コードナンバー 選択肢 JAN 

427-40793 ブラック 4026495876292 

 価格：発注サイトへ  

+++特 徴（SW-3470/ SW-3471/ SW-3472）+++ 

・アルミニウム製で軽量なチューブレスリム専用仏式バルブ 

・幅広いハイトのリムをカバーする 3 サイズ（40mm、60mm、100mm）展開 

・様々なバルブホールに対応する形状の台座を採用 

・バルブ内径は空気やシーラントが入りやすい 4mm 径 

・1 セット 2 個入り  ・仏式バルブ 40mm、60mm、100mm 

・重量：4.6g（40mm）、5.4g（60mm）、7.3g（100mm） 

https://www.rinei-web.jp/products/8521
https://www.rinei-web.jp/products/8522
https://www.rinei-web.jp/products/8633
https://www.rinei-web.jp/products/8634
https://www.rinei-web.jp/products/8635
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 コンパクト＆シンプルデザイン  

crops 『C1S01N-xx-xxxx SX8-CW』 

 希望小売価格（税別）：オープン 

コードナンバー 選択肢（品番） JAN 

237-00061 ホワイト（C1S01N-02-0131） 4573298210131 

237-00062 シルバー（C1S01N-07-0148） 4573298210148 

237-00063 ブラック（C1S01N-01-0124） 4573298210124 

 価格：発注サイトへ  

+++特 徴（C1S01N-xx-xxxx）+++ 

・クロスバイクやシティサイクルにおすすめ 

・JIS 規格に準拠した前照灯 

・スイッチの長押しによるオンオフとモードメモリー機能搭載 

・低電圧インジケーター搭載 

・付属品：ボルトオンブラケット（ZP-FB22-28N） 

・使用時間：約 25 時間（点灯）、約 50 時間（点滅） 

・使用電池：単 4 形乾電池×3 本（アルカリ乾電池推奨） 

・明るさ：約 800cd（約 14lm） 

・サイズ：81mm×34mm×32mm  ・重量：68g（電池含む） 

 

 3LED 搭載で明るく電池が長持ち  

crops 『C1S04-01-9923 SX7-CW』 

 希望小売価格（税別）：オープン 

コードナンバー 選択肢 JAN 

237-00071 ブラック 4571144619923 

 価格：発注サイトへ  

+++特 徴（C1S04-01-9923）+++ 

・ボルト式ブラケットでハンドルバーにしっかり固定すること

が可能 

・JIS 規格に準拠した前照灯 

・スイッチの長押しによるオンオフとモードメモリー機能搭載 

・付属品：ボルトオンブラケット（ZP-FB22-28N） 

・低電圧インジケーター搭載 

・使用時間：約 90 時間（点灯）、約 175 時間（点滅） 

・使用電池：単 3 形乾電池×3 本（アルカリ乾電池推奨） 

・明るさ：約 1000cd（約 36lm） 

・サイズ：95mm×42mm×50mm  ・重量：68g（電池含む） 

 

 かさキャッチ用補修パーツ  

第一精工 『39884/39642/39888 ワンタッチネジ』 

 希望小売価格（税別）：\ 300 

コードナンバー 選択肢（品番） JAN 

451-01031 レッド（39884） 4995915398846 

451-01032 グレー（39642） 4995915396422 

451-01033 ブラック（39888） 4995915398884 

 価格：発注サイトへ  

+++特 徴（39884/39642/39888）+++ 

・かさキャッチ用補修、交換パーツ 

https://www.rinei-web.jp/products/8534
https://www.rinei-web.jp/products/8535
https://www.rinei-web.jp/products/7318
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 クラシックなデザインとスタイルが大好評  

三ヶ島製作所 『Urban Platform』 

 希望小売価格（税別）：\ 5,670 
コードナンバー 選択肢 JAN 

528-00153 シルバー 4560369004010 

528-00154 ブラック 4560369004034 

 価格：発注サイトへ  

+++特 徴（Urban Platform）+++ 

・アルミダイキャストボディのプラットフォームには凸型の

滑り止めを美しくデザインし、クランク側に少し高さのある

リッジ加工を施すことでシューズがクランクアームに干渉するのを防止 

・トリプルシールドベアリングにより驚くほどなめらかな高回転性能を実現し、

長距離走行のストレスが大きく軽減 

・トゥクリップ（別売）を装着した状態で、素早くシューズ先端をクリップに

送りこめる大型のフリップタブが一体成型 

・MKS のステンレス製「ケージクリップ」の装着を推奨 

・踏面サイズ：幅 80mm×前後 69mm  ・重量：310g 

 

■ お知らせ ■ 

● SCHWALBE 『マラソン 365』【新サイズ追加】のお知らせ ● 

 ※現行サイズはリンエイニュース 1月号に掲載  希望小売価格（税別）：6,300円 

摘要 コードナンバー 選択肢 JAN 価 格 

新サイズ 

追加 

427-59052 ブラック（26×2.00） 4026495910811 発注サイトへ 

427-59053 ブラック（700×35C） 4026495910859 発注サイトへ 

+++特 徴（Marathon 365）+++ 

・雪が降る地域でもタイヤを交換することなく年間を通して使

用できるタイヤ 

・FourSeason コンパウンドは通常路面はもちろん、濡れた

路面及び軽い雪のコンディションにも最適なグリップを提供 

・耐パンクベルトには 3mm厚のグリーンコンパウンドを搭載 

・夜間も安心なリフレクター付き 

・電動アシストバイク（E-BIKE）にも対応  ・ワイヤービード 

※タイヤのみ ※スタッドレスタイヤではありません 

 

● GEAR AID 『1824565 ナイグロー』【新色追加】のお知らせ ● 

 ※現行カラーはカタログ（vol.17）358頁 1 に掲載  希望小売価格（税別）：1,000円 

摘要 コードナンバー 選択肢 JAN 価 格 

新色追加 
295-20054 グリーン 1000004540914 

発注サイトへ 
295-20055 イエロー 1000004944606 

+++特 徴（1824565）+++ 

・日光やライトを約 10 分間当てると暗闇で 10 時間発行する

蓄光ギアマーカー 

・テントのジッパー、バックパック、バッグの中の小物などに

取り付けると便利 

・高い防水性を備え、スキューバダイビングの器具などにも対応 

・連結用パーツとクリップが付属 

・サイズ：52mm×12mm 

 

● 取り扱い商品拡充のお知らせ ● 

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。 

・Helinox  ・JETBOIL 

26×2.00 

700×35C 

https://www.rinei-web.jp/products/7858
https://www.rinei-web.jp/products/8386
https://www.rinei-web.jp/products/8387
https://www.rinei-web.jp/products/7474
https://www.rinei-web.jp/products?maker_id=256
https://www.rinei-web.jp/products?maker_id=24

