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リンエイニュース（発注サイト用） 

令和 5年 2月 1日 

■ 新製品＆新規取り扱い情報 ■ 

 トップクラスの耐摩耗性！シティサイクルタイヤの決定版！！  

iRC 『CYCLE TOP PREMIUM（88 型）』 

 希望小売価格（税別）：オープン 

コードナンバー 選択肢 JAN 

200-95371 ブラック（24×1 3/8） 4571244749025 

 価格：発注サイトへ  

 希望小売価格（税別）：オープン 

コードナンバー 選択肢 JAN 

200-95372 ブラック（26×1 3/8） 4571244749032 

 価格：発注サイトへ  

 希望小売価格（税別）：オープン 

コードナンバー 選択肢 JAN 

200-95373 ブラック（27×1 3/8） 4571244749049 

 価格：発注サイトへ  

+++特 徴（Type88）+++ 

・耐摩耗性能に優れたコンパウンドを採用した高品質モデル 

・耐候性に優れたオールカバー構造を採用 

・新断面形状の採用により転がり抵抗を軽減 

・グリップが良く快適な乗り心地を追求したパターン設計 

・タイヤの交換時期がわかるスリップサインを採用 

・タイヤ裏面を大幅に改良し、チューブ揉まれを抑制（※チューブは別売） 

・スチールビード 

・タイヤのみ 

 

 便利なバックポケット付き  

リンエイ 『バックポケット T シャツ』 

 希望小売価格（税別）：オープン 

コードナンバー 選択肢 JAN 

662-00001 ブラック（M） 4510676826423 

662-00002 ブラック（L） 4510676826430 

662-00003 ブラック（XL） 4510676826447 

 価格：発注サイトへ  

+++特 徴（Back Pocket T-shirt）+++ 

・サイクルウェアからインスパイアされたバックポケット付き

無地 T シャツ 

・3 つに分かれたバックポケット 

・長く着られるしっかりした生地で着心地も良い綿 100%（ポケット部除く） 

・販促品や店舗スタッフのウェアとしても便利なブラック無地 

・クルーネック（丸首） 

・サイズ：M、L、XL 

 

コーポレート 

ウェブサイト 

https://www.rinei-web.jp/products/8495
https://www.rinei-web.jp/products/8496
https://www.rinei-web.jp/products/8497
https://www.rinei-web.jp/products/8502
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 荷物の量に合わせて高さ調整可能  

大久保製作所 『D-2F-UP02 ピックアップ前カゴカバー2』 

 希望小売価格（税別）：\ 3,840 
コードナンバー 選択肢 JAN 

288-00621 ワイン 4516076010196 

288-00622 ネイビー 4516076010189 

288-00623 カーキ 4516076010172 

288-00624 ブラウン 4516076010165 

 価格：発注サイトへ  

+++特 徴（D-2F-UP02）+++ 

・ファスナー開閉などの面倒な作業が必要なく、簡単に 20L

から 35L まで容量アップすることが可能 

・前開きから横開きにリニューアルし、荷物の出し入れがさらに簡単 

・耐久性のある丈夫なオックス生地（ポリエステル 300D＋150D）を採用 

・万が一、雨水などがカバー内側に入っても水抜き穴付きで安心 

・バスケットの上からかぶせて裾絞りゴムで調整するだけの簡単装着 

・フィットボタン付きで大きなバスケットでもしっかりフィット 

・カバーのズレ落ち防止用のひも付き 

・適応カゴサイズ：カゴ周囲約 122～147cm 以内、カゴ深さ約 23～29cm 

 

 容量アップできるリヤ用バスケットカバー  

大久保製作所 『D-2R-UP02 ピックアップ後ろカゴカバー2』 

 希望小売価格（税別）：\ 4,050 
コードナンバー 選択肢 JAN 

288-00631 ワイン 4516076010233 

288-00632 ネイビー 4516076010226 

288-00633 カーキ 4516076010219 

288-00634 ブラウン 4516076010202 

 価格：発注サイトへ  

+++特 徴（D-2R-UP02）+++ 
・ファスナー開閉などの面倒な作業が必要なく、簡単に 23L

から 40L まで容量アップすることが可能 

・ふたが大きく開いて楽に荷物を取り出すことが可能 

・耐久性のある丈夫なオックス生地（ポリエステル 300D＋150D）を採用 

・万が一、雨水などがカバー内側に入っても水抜き穴付きで安心 

・バスケットの上からかぶせて裾絞りゴムで調整するだけの簡単装着 

・フィットボタン付きで大きなバスケットでもしっかりフィット 

・カバーのズレ落ち防止用のひも付き 

・適応カゴサイズ：カゴ周囲約 127～161cm 以内、カゴ深さ約 28cm 以内 

 

 モンベル製フロントバッグオプションパーツ  

mont-bell 『1130287 フロントバッグ フレーム』 

 希望小売価格（税別）：\ 1,100 
コードナンバー 選択肢 JAN 

295-02005 ブラック 4943161846284 

 価格：発注サイトへ  

+++特 徴（1130287）+++ 

・「ツーリング フロントバッグ 9（295-02004）」、「ツーリン

グドライ フロントバッグ（295-02061）」、「ドライ フロント

バッグ（295-02041）」をハンドルバーに装着するためのフレームパーツ 

※バッグを装着するには、別売のフロントバッグ マウント（295-02006）が必要です。 

https://www.rinei-web.jp/products/8403
https://www.rinei-web.jp/products/8405
https://www.rinei-web.jp/products/8334
https://www.rinei-web.jp/products/8335
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 スタンダードなアルミ製ステム  

mont-bell 『1130591 シャイデックアルミステム』 

 希望小売価格（税別）：\ 3,800 

コードナンバー 選択肢 JAN 

295-06901 60mm 4548801761455 

295-06902 70mm 4548801761462 

295-06903 80mm 4548801761479 

295-06904 90mm 4548801761486 

295-06905 100mm 4548801761493 

 価格：発注サイトへ  

+++特 徴（1130591）+++ 

・ロードバイク用の軽量で剛性の高いアルミ製ステム 

・体格に合わせてポジションを細かく調整できる10mm刻みの5サイズ展開 

・モンベルの完成車「シャイデック GT / RD」シリーズに対応 

・サイズ：長さ 60mm、70mm、80mm、90mm、100mm 

・サイズ：バークランプ径 φ31.8mm、コラムクランプ径 φ28.6mm 

・サイズ：スタックハイト 42mm 

・重量：100g（参考値） 

 

 保温性に優れたヘリノックスオリジナルコット（簡易ベッド）  

Helinox 『1822189 コットワン コンバーチブル インシュレーテッド』 

 希望小売価格（税別）：\ 61,000 

コードナンバー 選択肢 JAN 

295-33621 ブラック（BK） 1000004026937 

 価格：発注サイトへ  

+++特 徴（1822189）+++ 

・簡単に組み立てができるロータイプのコット 

・フォーム入り空気注入式シートを採用し、保温性が高く快適な寝心地 

・キャンプサイトの地面の状況に影響を受けることなく、快適に眠ることが

できるアウトドア用簡易ベッド 

・てこの原理を応用した独自のシステムにより、少ない力でも組み立てが簡単 

・抜群の強度と軽量性に優れたオリジナル合金製ポール「TH72M」を採用 

・別売の「コットレッグ（295-33661）」を取り付けることで、ハイタイプ

のコットとして使用することが可能 

・持ち運びに便利なスタッフバッグ付き 

・サイズ：長さ 1900mm×幅 680mm×高さ 170mm（使用時） 

・サイズ：幅 640mm×奥行 200mm×高さ 200mm（収納時） 

・耐荷重：145kg（静荷重）   ・重量：3.17kg 

 

■ お知らせ ■ 

1 月 6 日の 号外 でご案内したスキーケース等

のウインターグッズは、【数量限定】

にて絶賛取り扱い中です。シーズン

も真っ只中ですので、ご用命はお急

ぎください。 

詳細は右の画像をクリック！ 

※なお、完売の際はご容赦ください。 

https://www.rinei-web.jp/products/8360
https://www.rinei-web.jp/products/8260
https://www.rinei-web.jp/news/24
https://www.rinei-web.jp/products?maker_id=265
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■ お知らせ ■ 

● PALMY 『P-MV12 パルミーキッズヘルメット』【仕様変更】のお知らせ ● 

パルミーキッズヘルメットのサイズ調整ダイヤルのデザインが変更となります。ランニングチェンジとなり

ますので予めご了承ください。 

新 型  旧 型 

 

← 

 

 なお、仕様変更によるコードナンバー、JAN コードの変更はございません。 

 

● Larigo×PALMY 『MV-10-M ラリゴキッズヘルメット』【仕様変更】のお知らせ ● 

ラリゴキッズヘルメットのサイズ調整ダイヤルのデザインが変更となります。ランニングチェンジとなりま

すので予めご了承ください。 

新 型  旧 型 

 

← 

 

 なお、仕様変更によるコードナンバー、JAN コードの変更はございません。 

 

● ALLIGATOR 『LY-BPT20-610+2C-C 

ROAD ブレーキ用インナーケーブル』【仕様変更】のお知らせ ● 

ROAD ブレーキ用インナーケーブル（151-00058）のエンドのカラーが変更となりました。 

新 型  旧 型 

 

← 

 

 なお、仕様変更によるコードナンバー、JAN コードの変更はございません。 

https://www.rinei-web.jp/products?keyword=P-MV12
https://www.rinei-web.jp/products/7532
https://www.rinei-web.jp/products/203
https://www.rinei-web.jp/products/203

