サイズ表
メンズ

(cm)

サイズ

XS

S

M

L

XL

1 身長

157-167

167-173

172-178

177-183

183-189

2 胸囲

85-89

90-93

94-97

98-100

101-104

3 ウエスト

72-76

77-81

82-86

87-91

92-96

4 ヒップ

85-89

90-93

94-97

98-100

101-104

5 股下

74-77

78-80

81-83

84-86

87-89

レディース
XS

S

M

L

XL

1 身長

152-158

157-163

162-168

167-173

173-179

2 胸囲

81-83

84-86

87-89

90-92

93-95

3 ウエスト

61-63

64-66

67-69

70-72

73-75

4 ヒップ

88-90

91-93

94-96

97-99

100-102

5 股下

71-73

74-76

77-79

78-80

81-83

レディース

2

2
3

3
4

1

(cm)

サイズ

メンズ

1

4

5

5

グローブ
グローブ

(cm)

サイズ

S

M

L

XL

手の周り

17.8-20.3

20.3-22.9

22.9-24.8

24.8-26.7

レディース 手の周り

16.5-18.3

18.3-19.6

19.6-20.8

20.8-22.1

S

M

L

XL

メンズ

ソックス
サイズ
足のサイズ
（cm 換算）

手の周り

37-39
40-42
43-45
46-48
（23.2-24.5） （25.2-26.5） （27.2-28.5） （29.2-30.5）

ウェアに関するご注意
■

防水機能を有するウェアは、必ず手洗いを行ってください。

■

バックル、ファスナーのついたウェアは洗濯機を使用しないでください。

■

ウェアの取り扱いに関しては、製品についている品質表示をご参照ください。

※ この表はあくまでも目安であり、試着で実際のサイズを確かめた後に購入されることをおすすめします。

シマノシューズサイズ換算表
シマノサイズ

36.0

37.0

38.0

39.0

39.5

40.0

40.5

41.0

41.5

42.0

cm 換算（近似値）

22.5

23.2

23.8

24.5

24.8

25.2

25.5

25.8

26.2

26.5

シマノサイズ

42.5

43.0

43.5

44.0

45.0

46.0

47.0

48.0

49.0

50.0

cm 換算（近似値）

26.8

27.2

27.5

27.8

28.5

29.2

29.8

30.5

31.2

31.8

cm 換算は、あくまでも近似値です。サイズ選びの参考にしてください。
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W E A R

静から動へのサイエンス。
自転車と人を徹底的に研究して生まれたシマノサイクリングウェアは、
長年に渡るコンポーネントの開発で培った技術、データ、そして設計思想を共有し、
ライディングフォームに追従する理想のフォルムを実現。
上質なウェアが生み出す、最高の着心地をあなたに。

ライディングフォームに追従する
異次元の着心地。

ACCU3D SPEC
A C C U 3 D カット

ボンディングシーム

乗車時の前傾姿勢を解析した 3D カッティング。

伸縮率の高いシーム

弾性の高い生地が踏み込み時のペダリングを

ライディングフォームに追従し、パフォーマンス

テープで 生 地を接

アシスト。ロングライドも快適。

ペダリングサポート

合。限りなくフラット

の向上とさらなる快適性を実現。

な肌触りで、滑らかな
着心地。
スマートア ー ムホ ー ル＆レッグホ ー ル
縫 い 目 の 凸 凹 がな
いシームレスの裾加
工。腕 と 大 腿 部 を
線ではなく面で包み
こみ、抜 群のフィッ
継ぎ目が厚く、ストレッチ性が制限される従来の縫製（オーバーロッ

ト感と快適な着心地

クステッチ）に対し、生地の接合部分の伸縮率が 128％に向上。

を実現。

Super Fit
Design

踏み込み時のペダリングをアシスト。

Pad Technologies
快適なライディングを支える高機能パッド
ACCU3D
レースパッド

オリジナルパッド

ブリーザブル
3Dパッド

内部フォームを2層に分離、肌に触れる

表面にペダリングの動きを妨げないス

アンダーショーツに採用しているシン

面をフラットにすることで、滑らかな肌触

トレッチ素材、体重が集中する部分に

プルで薄めの1層構造パッド。優れた

り。パッドとウェア生地をボンドで接着し

は厚く硬めのスポンジを使用し、長時

通気性を持っています。

間のライディングでも快適。

ウルトラライト
パッド

レディース
ブリーザブル
3Dパッド

レディース
オリジナルパッド

ボ ク サ ー ショー ツ に 採 用 。快 適 に

表面にペダリングの動きを妨げないス

アンダーショーツに採用しているシン

フィットする超薄型パッドで見た目も

トレッチ素材、体重が集中する部分に

プルで薄めの1層構造パッド。優れた

スッキリ。

は厚く硬めのスポンジを使用し、長時

通気性を持っています。女性用。

通気性に優れた素材
こしがあり
安定感のある素材

ACCU3D レース リミテッド
2レイヤーパッド
削りだし製法による立体成型で、滑らかな肌触り
を実現するとともに目詰まりも解消。抜群の通
気性と安定感を両立した2層構造。

3D 切削

圧縮

ACCU3D レースリミテッド 2 レイヤーパッドの
立体成型には、従来の熱圧縮でなく、削りだし
製法を採用。クッション素材本来の弾力性が保
たれ、肌触リはスムーズで快適。

ACCU3D
レースリミテッド
2 レイヤーパッド
削りだし製法
( 弾力性が均質 )

従来製品
熱圧縮製法
( 圧縮部が目詰まり )
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間のライディングでも快適。女性用。

TECHNOLOGY

ないことで優れた通気性を実現。

4

過酷なロードを
颯爽と駆け抜ける。

Functions
ヒートベンチレーションシステム

ビッグホ ー ルメッシュビブ

ター ボソックス

ライディング時に最も体温が高くなる背中部

ベンチレーションホールが

細部にまで走りへのこだわりが詰め込まれた

分に通気性の高いメッシュ素材を採用するこ

大きな構造で、いつでもサ

高機能ソックス。

とで、背面の体温上昇をおさえパフォーマン

ラッとなめらかな肌 触りを

スの向上をサポートします。

実現。

シュリンク生地

甲部クッション

かかとをホールド

リフレクター
夜間のライディングの安
全 性を考 慮し、全 ての

シューズ連携
メッシュ

３Ｄニット構造

アーチサポート

ジャージにリフレクターを
搭載しています。
※画像はイメージです。

Stressfree
Technology

耐 汗 ポケット

イージー アクセスバックポケット

パッカブル

汗 の 浸 入を防

横一列のバックポケットと

ウェアのポケットにすっぽり収納

ぎ、ポケットの

異なり、絶妙の角度でデザ

できるパッカブル機能。

中 身を守 る耐

インされたバックポケット。

コンパクトに携帯できます。

汗ポケット。

出し入れのし易さは抜群。

Materials
ミラークー ル

ウインドストッパ ー

ミネラレ

ミラークールは太 陽 光を跳ね

防風性と透湿性を高次元で両立。耐水性能

一般的なポリエステルに比べ約

返す事ができる画期的な素材

にも優れた高機能素材です。

2 倍 * の速乾性。ベタつきがな

です。当社実験では従来の素

く常にサラッとした肌触り。

材よりも 3 ℃〜 5 ℃の温 度 上

＊当社実験データ。

昇を抑える結果を示しています。ミラークー
アトランタプラス
優れた伸縮性と形状保持性を備えた高機能

厳しい真夏でも涼しく快適にラ

素材。体にしっかりとフィットし、

イディングが出来るでしょう。

筋肉の振動を抑え、筋疲労を低
減します。
レボリューショナル

動きやすさを追 求した素 材。

高 い 伸 縮 性 で 筋 肉 の 動きをサ

軽 量 性、通 気 性に 加え、筋
肉サポート、動きやすさを高次元でバランス。

ポート。通気性、速乾性、軽量
※ウインドストッパーは W.L.GORE & ASSOCIATES の商標です。

性にも優れた素材。

Fit types
ライディングスタイルに合わせて選ぶ、最適なフォルム。
タイトフィット

スリムフィット

コンフォートフィット

ツアーフィット

レース志向の本格ライダーに

程よいフィット感でスポーツライド

ゆったり快適なサイクリングに

カジュアルに、ゆったりライド

2013 SPRING & SUMMER CYCLING WEAR

ライクラスポ ー ツ

TECHNOLOGY

ル採用のサイクリングウェアを身
にまとったライダーは、陽射しの

6

異次元の着心地。

ライディングフォームに追従する究極の一枚。

最高を求めるロードレーサーに
捧げる A C C U 3 D 。
過酷なレースやトレーニングに
おいてライダーの運動能力を
最大限発揮できるよう、
厳選された素材と機能を搭載。
3 D フィットテクノロジーが、
快適性とさらなるパフォーマンスの
向上を実現します。

ホワイト

ブラック

ホワイト

ブラック

ACCU3D リミテッド ショートスリーブジャージ

ACCU3D リミテッド ビブショーツ

¥12,600 希望小売価格

¥12,600 希望小売価格

先進テクノロジーを結集したフラッグシップモデル。

ペダリングサポート機能搭載の快適設計。

シマノが提案する究極の自転車ウェア。乗車姿勢でフィットする 3D パターンに、縫製に

乗車姿勢でフィットする 3D パターンに、縫製による接合を極限まで減らしたボンディン

よる接合を極限まで減らしたボンディングシームと腕を包み込むような着心地のスマート

グシームと大腿部を包み込むような着心地のスマートレッグホールを使用することで最高

アームホールを使用することで最高のフィット感を実現。袖部分は伸縮性に優れた 4way

のフィット感を実現。袖部分は伸縮性に優れた 4way 生地によりライダーのあらゆる動

生地によりライダーのあらゆる動きを妨げません。UPF50+

きを妨げません。UPF50+

サイズ：XS S M L XL

サイズ：XS S M L XL

タイトフィット

ACCU3D レース
リミテッド2レイヤーパッド

FUNCTION
ボンディングシー ム

ペダリングサポ ート

伸縮率の高いシームテープで生地を接合。限

弾性の高い生地が踏み込み時のペダ

ACCU3D レース
リミテッド 2 レイヤーパッド

りなくフラットな肌触りで、滑らかな着心地。

リングをアシスト。ロングライドも快適。

立体成型には、削りだし製法を採

制限される従来の縫製（オー

が保たれ、肌触りはスムーズで快
適。

バーロックステッチ） に対し、
生地の接合部分の伸縮率が
128％に向上。

A C C U 3 D カット
乗車時の前傾姿勢を解析した 3D カッティング。
シームレスの裾加工。腕と大腿部

こしがあり
安定感のある素材

3D 切削

通気性に優れた素材

圧縮

ジッパ ー 付 耐 汗 ポケット

を線ではなく面で包みこみ、快適な

3 つのバックポケットに加え、汗の浸入を防ぎ、ポケッ

着心地を実現。

トの中身を守るジッパー付耐汗ポケットを搭載。

ACCU3D レースリミテッド
従来製品
2 レイヤーパッド
熱圧縮製法
( 圧縮部が目詰まり )
削りだし製法
( 弾力性が均質 )
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用。クッション素材本来の弾力性
継ぎ目が厚く、ストレッチ性が

AC C U 3 D

AC C U 3 D

7

スマ ートア ー ムホ ー ル
＆レッグホ ー ル

8

ピュアレーサーに呼応する、3D フィッティング。
ブルー

ライトグレー

ACCU3D

ACCU3D

ショート スリーブジャージ

ロングスリーブジャージ

¥10,500 希望小売価格

¥11,550 希望小売価格

メインパネルに速乾性の高い素材を使用し

メインパネルに速乾性の高い素材を使

ているので汗をかいた時でもウェア内部を

用しているので汗をかいた時でもウェ

快適な状態にキープ。袖部分は 4way スト

ア内部を快適な状態にキープ。袖部分

レッチ材採用のスマートアームホール仕様。

は 4way ストレッチ材採用のスマー

締め付けが少なくストレスの無い着心地。

トアームホール仕様。締め付けが少な

3 バックポケット + ジッパー付ポケット

くストレスの無い着心地。3 バックポ

UPF50+( 袖・肩部分）

ケット + ジッパー付ポケット

サイズ：XS S M L XL

UPF50+( 袖・肩部分）
サイズ：XS S M L XL

タイトフィット
タイトフィット

バックスタイル

レッド

ホワイト / レッド

ブルー

バックスタイル

レッド

ライトグレー

ホワイト / レッド

バックスタイル
DURA-ACE

DURA-ACE

レース プリント ショートスリーブジャージ

レース プリント ビブショーツ

¥12,600 希望小売価格

¥13,650 希望小売価格

メインパネルに速乾性の高い素材を使用しているので汗を

独自の製法により非常に薄くてフラットかつ高い速乾性を実

かいた時でもウェア内部を快適な状態にキープ。袖部分は

現した生地を使用。伸縮性にも優れており、ストレスフリー

4way ストレッチ材採用のスマートアームホール仕様。締め

な着心地を実現。裾口にはスマートレッグホール採用で大腿

付けが少なくストレスの無い着心地。3 バックポケット +

部のストレスを大幅に軽減できます。肩ひも部分は通気性と

ジッパー付耐汗ポケット採用。UPF50+( 袖・肩部分）

伸縮性を兼ね備えています。UPF50+

サイズ：XS S M L XL

サイズ：XS S M L XL

ACCU3D レースパッド

タイトフィット

FUNCTION
スマート
アームホール＆
レッグホール
シームレスの裾加工。腕
で包みこみ、快適な着
心地を実現。

乗車時の前傾姿勢を解析
した 3D カッティング。

いつでもサラッとなめらかな肌触りを実現。

ACCU3D ショーツ

ACCU3D ビブショーツ

¥10,500 希望小売価格

¥11,550 希望小売価格

ライトグレー

独自の製法により非常に薄くてフラッ

独自の製法により非常に薄くてフ

トかつ高い速乾性を実現した生地を使

ラットかつ高い速乾性を実現した生

用。伸縮性にも優れており、ストレス

地を使用。伸縮性にも優れており、

フリーな着心地を実現。裾口にはスマー

ストレスフリーな着心地を実現。裾

トレッグホールを採用で大腿部のスト

口にはスマートレッグホールを採用

レスを大幅に軽減できます。肩ひも部

で大腿部のストレスを大幅に軽減で

分は通気性と伸縮性を兼ね備えていま

きます。UPF50+

す。UPF50+

サイズ：XS S M L XL

サイズ：XS S M L XL

ホワイト

ACCU3D レースパッド

ブルー

ACCU3D レースパッド
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ACCU3D カット

熱と汗を素早く放出。ベンチレーションホールが大きな構造で、

ライトグレー

ホワイト

ブルー

AC C U 3 D

AC C U 3 D

9

と大腿部を線ではなく面

ビッグホール メッシュビブ

レッド
レッド

10

PERFORMANCE
色とりどりの本格スポーツ。
スポーツライドに求められる基本性能を集約した、多彩な本格スポーツライン。
新登場のクーリングシリーズには、過酷な夏のライディングを快適にする
最新のテクノロジーが満載です。

Cooling
Series
バックスタイル

ブリーザブル3Dパッド

ブルー

ホワイト

バーミリオン

MIRROR COOL ジャージ

MIRROR COOL ショーツ

¥10,500 希望小売価格

¥8,400 希望小売価格

セラミックをプリントした生地が太陽光を跳ね返し、

太陽光を跳ね返す加工を採用。

ウェアと体温の上昇を抑えます。

ウェアと体温の上昇を抑えます。

ヒートベンチレーションシステム採用。

UPF50+

イージーアクセスバックポケット + ジッパー付耐汗ポケット。

サイズ： XS S M L XL

UPF50+
サイズ： S M L XL

FUNCTION
ミラークール

ヒートベンチレーション システム

Temperature in C ( F)

60(140)

Unprocessed
fabric

50(122)

40(104)

Mirror cool
fabric

30(86)

20(68)

0

3

6

Time (min)

9

12

15

も体 温が高くなる

横一列のバックポケットと異な

背中部分に通気性

り、絶妙の角度でデザインさ

の高いメッシュ素材

れたバックポケット。

を採用することで、

出し入れのし易さは抜群。

背面の体温上昇を
ミラークールは太陽光を跳ね返す事がで

おさえパフォーマン

きる画期的な素材です。当社実験では従

スの向上をサポート

来の素材よりも 3℃〜 5℃の温度上昇を

します。

中身を守るジッパー付耐汗

※画像はイメージです。

ポケットを搭載。

抑える結果を示しています。ミラークール
採用のサイクリングウェアを身にまとったライダーは、陽射し

MIRROR COOL ジャージ＆ショーツ

の厳しい真夏でも涼しく快適にライディングが出来るでしょう。

熱を放出

ジッパー付耐汗ポケット
汗の浸入を防ぎ、ポケットの
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Knit Shielding Performance (PET Smooth)

イージーアクセス
バックポケット

ライディング時に最

PERFORMANCE

過酷なロードを颯爽と駆ける ── クーリングシリーズ。

PERFORMANCE

11

スリムフィット

12

PERFORMANCE

PERFORMANCE

暑さを、アドバンテージに。
パフォーマンス クーリングシリーズ。

プリント ショート
スリーブジャージ

¥6,800

プリント ショーツ

ブラック

¥6,800 希望小売価格

希望小売価格

胸元に大きなロゴをあしらっ

プリントジャージと併せて

たレーシングジャージ。

コーディネートする事で

3 バックポケット。UV カット

よりレーシーな装いに。

サイズ： S M L X

サイズ： S M L XL
ホワイト

バックスタイル

ブラック

バーミリオン

バーミリオン

ブリーザブル3Dパッド

スリムフィット

バックスタイル

ビブショーツ

ショートスリーブ

SHIMANO

ジャージ フルジップ

￥6,500 希望小売価格

￥5,800 希望小売価格

シマノサイクリングウェアの定

ブラック

タイト過ぎないフィット感でツー

番 モ デ ル。 更 に 通 気 性 の 高 い

リングに最適な一枚。機能をベー

ブラック

パッドに進化。
サイズ： XS S M L XL

ショーツ SHIMANO

シックなものだけに絞った

￥5,500 希望小売価格

エントリーモデル。

グレーブルー

3 バックポケット。UPF40+

シマノサイクリングウェアの定

サイズ： XS S M L XL

番モデル。更に通気性の高いパッ
ドに進化。
ブリーザブル3Dパッド

ブラック

フラッシュグリーン

バーミリオン

サイズ： XS S M L XL

ブリーザブル3Dパッド

ホワイト

コンフォートフィット

FUNCTION

HOT CONDITION ジャージ

ESCAPE ジャージ

¥9,450 希望小売価格
全てのパネルにメッシュ素材を採用した 2013 モデルで最も涼しいジャージ。

¥8,400 希望小売価格

Cooling
Series

吸湿速乾・抗菌防臭効果の高い素材を採用。

厳しい暑さの中でも熱を効率よく排出し、エネルギーロスを抑えます。

汗の気になる季節でも快適にライディングを楽しめます。

ヒートベンチレーションシステム採用。

ヒートベンチレーションシステム採用。

イージーアクセスバックポケット + ジッパー付耐汗ポケット。

3 バックポケット + 耐汗ポケット。UPF50+

サイズ： S M L XL

サイズ： XS S M L XL

背面メッシュ

ウェア自身にすっぽり収納。

こもった熱を逃がす抜群の通気性。

いざという時、役立つ
パッカブルタイプの
ウインドブレーカー＆ベスト。

ウェアのポケッ

収納時

収納時

ウェア内の熱を効

トに本体がすっ

率的に逃す通気性

ぽり収まるパッ

に優 れたメッシュ

カブル。コンパ

素材を脇下から背

クトに携帯でき

面にかけて大きく

ます。

配置。

PERFORMANCE

PERFORMANCE

バックスタイル

スリムフィット

スリムフィット

バックスタイル

バックスタイル

フラッシュグリーン

ホワイト

バックスタイル

ブラック

ホワイト
ブルー

ライムグリーン

バーミリオン

ホワイト
ライムグリーン

ブラック

バーミリオン

スリムフィット

￥6,800 希望小売価格

パッカブル

ブラック

スリムフィット

パッカブル

スリムフィットのウインドブレーカー。背面に配置した

スリムフィットのウインドベスト。背面に配置した

ポケットの中にウェアが収納できるパッカブルタイプ。

ポケットの中にウェアが収納できるパッカブルタイプ。
背面にはメッシュ部分を大きく配置。

背面にはメッシュ部分を大きく配置。
グレーブルー

ホワイト

ウインドベスト コンパクト

ウインドブレーカー コンパクト

￥7,800 希望小売価格

グレーブルー

サイズ： S M L XL

フラッシュグリーン

サイズ： S M L XL

2013 SPRING & SUMMER CYCLING WEAR
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Cooling
Series

パッカブルタイプ

14

TOUR
TOUR

TOUR

スポーツライドを、もっと身近に。
毎日の通勤、街乗り、サイクリングからトレッキングまで。
幅広いフィールドで活躍する TOUR シリーズ

FUNCTION
FUNCTION
ウインドストッパー 
コンパクトジャケット
ジップオフ

¥18,900 希望小売価格

ウインドストッパー

風による体温低下を防ぐ。
防風性と透湿性を高次元で両立。耐水性能にも優れた高機能
素材です。

薄くて軽量なウインドストッパー 
を採用。ポケットにウェアを収納

表生地

できるパッカブル機能とコンディ

ウインド
ストッパー®
メンブレン

ションに合わせて袖部分を着脱で
イエロー

グレーブルー

きるデタッチャブルスリーブ機能
を搭載。様々な気象変化へもこの
一枚で対応できるジャケット。
サイズ： S M L

ツアーフィット

ブラック

袖部分取外し可能

パッカブル

バックスタイル

ブラック

ブラック
雨、
雪の
侵入を
防ぎます

※ ウインドストッパー ®は
W.L.GORE&ASSOCIATES
の商標です。

インナーショーツ付

サンドベージュ

インナーショーツ付

サンドベージュ

裏生地

ルーズフィットコンフォート

ジップオフ

理想的な防風性能

最高レベルの透湿性

冷気や寒風の侵入を防ぎ、

汗による湿気を外へ逃がし、ウェア内

体を冷えから守ります。

のムレやベタつきを抑えます。

FUNCTION

コンフォート ロングパンツ

スリークォーターパンツ

様々な機能で
サイクリングライフをサポート。

¥12,600

¥11,550 希望小売価格

2012 年ヒットモデルが、さらに伸縮性と耐久性に富んだ素材

2012 年ヒットモデルが、さらに伸縮性と耐久性に富んだ素材

袖部分を取り外せる 2WAY タイプ。

ストレッチ素材

にバージョンアップ。暑い時には裾を取り外して膝上丈のショー

にバージョンアップ。自転車を降りても違和感の無いデザイン。

袖部分をジッパーで着脱することで、長袖でもベストでも

乗車時の身体の動きを防げないように、伸縮性に優

ツとしても使えます。自転車を降りても違和感の無いデザイン。

取り外し可能なメッシュインナーショーツ付

使える 2WAY タイプ。夏の高原から寒い季節まで年中活

れた素材を採用。

取り外し可能なメッシュインナーショーツ付。

サイズ： S M L XL

デタッチャブルスリーブ

躍します。

希望小売価格

サイズ： S M L XL
オリジナルパッド
ツアーフィット

オリジナルパッド

ツアーフィット

ウインドブレーク
コンパクトジャケット

ルーズフィット

ジップオフ

￥12,600 希望小売価格

パッカブルタイプ

薄くて軽量なポリウレタンコー

自身のポケットに収納。

ティング防水生地を採用。ポケット

ウェアのポケットにすっぽり収納できるパッカ

にウェアを収納できるパッカブル

ブル機能。コンパクトに携帯できます。

グレーブルー

¥10,500

￥8,400 希望小売価格
ペダリングしやすいよう伸縮性

2012 年ヒットモデルが、さら

取り外し可能なパッド付アンダーショーツ付属で長

に伸縮性と耐久性に富んだ素材

時間のライディングも快適。

にバージョンアップ。自転車を降

したパターンのショーツ。取

りても違和感の無いデザイン。取

り外し可能なメッシュインナー

り外し可能なメッシュインナー

ショーツ付。

ショーツ付。

サイズ： S M L XL

袖部分を着脱できるデタッチャブ
ルスリーブ機能を搭載。様々な気
象変化へもこの一枚で対応できる

ルーズフィットショーツ

希望小売価格

パッド付アンダーショーツ付属

機能とコンディションに合わせて
ブラック

コンフォートショーツ

収納時

ブラック

サンドベージュ

サイズ： S M L XL

のある素材を使用。ゆったりと

ブラック

インナーショーツ付

ジャケット。
ツアーフィット

サイズ： S M L XL

オリジナルパッド

ツアーフィット

オリジナルパッド

インナーショーツ付

イエロー
袖部分取外し可能

バックスタイル

ツアーフィット

パッカブル

ドローコード
すそを絞って位置調整できるドローコード付き。

薄手のパッドを採用した
長時間の着用でもストレスの少ない
インナーショーツです。
￥3,000

バックスタイル

取り外し可能

ウインドブレーク ジャケット

膝下は季節に合わせて取り外せます。

薄手パッド付のアンダーショーツ。

￥3,800 希望小売価格

ローライズ仕様なので前傾姿勢時

通気性に優れたメッシュ素材

でも腰部分がスッキリ。

のパッド付アンダーショー

サイズ： S M L XL

ツ。カジュアルウェアで自転
車を楽しみたい方に。

¥9,870 希望小売価格

サイズ： S M L XL

防風、撥水、ストレッチと 3 拍子揃っ
グレー

たジャケット。パッカブルタイプ。
サイズ： S M L XL

オリジナルパッド

ブラック
フラッシュグリーン

ブラック

コンフォートフィット パッカブル

ウルトラライトパッド
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ストレッチ

ブラック

アンダーショーツ

希望小売価格

TOUR

TOUR

ボクサーショーツ

16

WOMEN'S

WOMEN'S

美しく、心地よく。 春夏のサイクリングにぴったりな機能性とファッション性を両立した、
女性のためのサイクリングウェアです。

レディース ウインドブレーク
コンパクトジャケット ジップオフ

￥12,600 希望小売価格

FUNCTION
バックスタイル

ヒートベンチレーション システム

ブルー / ホワイト

水生地を採用。ポケットにウェア自身を収

ライディング時に最

納できるパッカブル機能とコンディション

も体 温が高くなる

に合わせて袖部分を着脱できるデタッチャ

背中部分に通気性

ライムグリーン

薄くて軽量なポリウレタンコーティング防

ブルスリーブ機能を搭載。様々な気象変化

の高いメッシュ素材
を採用することで、

へもこの一枚で対応できるジャケット。

背面の体温上昇を

サイズ： S M L XL

おさえパフォーマン
スの向上をサポート

熱を放出

グレーブルー
ツアーフィット

します。

パッカブル

ピンク / ブラック

FUNCTION
ブラック

デタッチャブルスリーブ

レディース ESCAPE
バックスタイル

ショートスリーブジャージ

¥8,400 希望小売価格

袖部分を取り外せる 2WAY タイプ。

Cooling
Series

袖部分をジッパーで着脱することで、長袖でもベストでも使
える 2WAY タイプ。夏の高原から寒い季節まで年中活躍
する 1 枚。

バックスタイル

吸湿速乾・抗菌防臭効果の高い素材を採用。
汗の気になる季節でも快適にライディングを楽しめます。
ヒートベンチレーションシステム採用。
ライムグリーン / ホワイト

イージーアクセスバックポケット + 耐汗ポケット。UV カット
サイズ： XS S M L
袖部分
取外し可能

スリムフィット

ブラック

レディース

レディース ストレッチ

ショーツ SHIMANO

ウインドブレーク ジャケット

￥5,800 希望小売価格

フラッシュグリーン

シマノサイクリングウェアの

防風、撥水、ストレッチと

定番モデル。更に通気性の高

ジップオフで
2通りの使い方。

￥9,870 希望小売価格

サイズ： S M L

コンフォートフィット

パッカブル

収納時

ブラック

レディース ブリーザブル
3Dパッド

レディース ルーズフィット

レディース アンダーショーツ

コンフォート
ブラック

レディース ジップオフ
スリークォーター

2012 年ヒットモデルが、さ

素材にバージョンアップ。暑

シマノサイクリングウェア

い時には裾を取り外して膝上

の定番モデル。

丈のショーツとしても使えま

シーズンを通して使える七分丈。

す。自転車を降りても違和感

更に通気性の高いパッドに

の無いデザイン。取り外し可

進化。

能なメッシュインナーショー

サンドベージュ

レディース
オリジナルパッド

素材にバージョンアップ。自
転車を降りても違和感の無い
ブラック

デザイン。取り外し可能なメッ

レディース

シュインナーショーツ付。

ボクサー ショーツ

サイズ： S M L XL

￥3,000 希望小売価格
長時間の着用でもストレスの少ない
ブラック

ツアーフィット

サイズ： S M L XL
インナーショーツ付

ツ付。

レディース
オリジナルパッド

薄手パッド付のアンダーショーツ。
ローライズ仕様なので前傾姿勢時で
も腰部分がスッキリ。

サイズ： S M L

サイズ： S M L

ブラック
ツアーフィット

サイズ： S M L XL

レディース
オリジナルパッド

インナーショーツ付
レディース ブリーザブル
3Dパッド

曲線のカットが
女性らしさを演出。
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らに伸縮性と耐久性に富んだ

付アンダーショーツ
ブラック

らに伸縮性と耐久性に富んだ

タイツ SHIMANO

￥6,800 希望小売価格

通気性に優れたメッシュ素材のパッド

¥11,550 希望小売価格

W O ME N ' S

W O ME N ' S

¥12,600 希望小売価格
2012 年ヒットモデルが、さ
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￥3,800 希望小売価格

スリークォーターパンツ
レディース

コンパクトに携帯できます。

パッカブルタイプ。

サイズ： S M L XL

コンフォート ロングパンツ

ウェアのポケットに本体がすっぽり収納できるパッカブル。

3 拍子揃ったジャケット。

いパッドに進化。

パッカブルタイプ

自身のポケットに収納。

18
グレー

ウルトラライトパッド

Accessory

Accessory

Riding Equipment

Glove Technology

Women's Glove

ハンドリングを徹底的に追及。

女性の手に

ピュアレーサーからエンジョイライダーまで、多彩なラインアップから

やさしくフィット。

スタイルに応じて、あなたにぴったりのグローブを。

よりシビアな操作性と
本格的なフィット性を追求。

グリップ性を重視した
ベーシックモデル。

ネイビー

ブラック

エンデューロ ロンググローブ

¥3,300 希望小売価格
ピュアレース

オールラウンド

向き

ブルー / ホワイト

シーンを問わず使える夏用ロンググローブ。

女性専用
設計

指先には滑り止め加工を施し高い操作性を実現。
サイズ： S M L XL

ホワイト

イエロー
握った手を解析
した3Dパターン。

レース

柔らかく耐久性の高い
合成皮革
（クラリーノ）
。

握りやすさにこだ
わった薄手パッド。

柔らかく耐久性の
高い合成皮革。

衝撃をしっかり吸収、
エントリー用にも最適。

ベーシック

通気性とクッション性
の快適性能を両立。

向き

向き

ブラック

レディース

コンフォート

ベーシック グローブ レース

¥2,900

¥2,900 希望小売価格

希望小売価格

手のひらはメッシュ素材で通気性が良く、厚手の

グリップ性を重視したベーシックモデル。

パッドを採用しているので路面からの衝撃をしっか

パッドは薄手でハンドルバーをしっかりと

りと吸収します。ツーリングに最適のモデル。

握ることができます。

握りやすいアナトミック構造。

UPF50+
ウォルナット

親指に汗拭きパッド付。ベルクロタイプ。

ツーリング

ロングツーリング

ホワイト

ベーシックグローブ

着脱しやすいシリコンプルタブ。

チーム グローブ

UPF50+

¥3,800 希望小売価格

サイズ： S M L XL

グリップ力と耐久性を
路面からの衝撃を 両立した人工皮革。
吸収するGEL入り。

ライト

通気性抜群の
メッシュ素材。

イエロー

ブラック

サイズ： S M L

レッド

プロテクター付のオールマウンテンモデル。
指先には滑り止め加工を施し高い操作性を実現。

握りやすい
アナトミック構造。

ブルー / ホワイト

レディース

サイズ： S M L XL

ロング グローブ ライト

コンフォート

グレーブルー

¥3,000 希望小売価格
ゲル入りパッドで衝撃吸収性の高
いエントリーモデル。夏の陽射し
から肌を守る夏用ロンググローブ。
UPF50+

ブラック

パープル / ブラック

サイズ： S M L

ブルー
バーミリオン

ブラック

ベーシックグローブ レース

¥4,200 希望小売価格

¥2,900 希望小売価格
グリップ性を重視したベーシックモデル。

抜群のフィット感とグリップ性能。

パッドは薄手でハンドルバーをしっかりと握ることができます。

ハンドルバーを自然に掴める

レッド

ホワイト

握りやすいアナトミック構造。

3D フィットパターン。

親指に汗拭きパッド付。ベルクロタイプ。

手のひらは柔らかくて耐久性の高い

着脱しやすいシリコンプルタブ付。

クラリーノ（合成皮革）を使用。

UPF50+

ベルクロ無しタイプ。UV カット

サイズ： S M L XL

サイズ： S M L XL

ライトグレー

ブルー

ブラック

イエロー

バーミリオン

¥3,000

ブラック

ゲル入りパッドで衝撃吸収性の高いエント

ゲル入りパッドで衝撃吸収性の高いエン

リ ー モ デ ル。 ロ ン グ ツ ー リ ン グ に も 最 適。

トリーモデル。夏の陽射しから肌を守る

UPF50+

夏用ロンググローブ。UPF50+

サイズ： S M L XL

サイズ： S M L XL

グローブ ライト

¥2,500 希望小売価格

希望小売価格

パープル / ブラック

ゲル入りパッドで衝撃吸収性の高い
エントリーモデル。
ホワイト

ロングツーリングにも最適。UPF50+
サイズ： S M L

グレーブルー ブラック

2013 SPRING & SUMMER CYCLING WEAR

2013 SPRING & SUMMER CYCLING WEAR

ピュアレーサー向けモデル。

¥2,500

希望小売価格

レディース

ブルー

ロング グローブ ライト

ACCESSORY

ACCESSORY
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レーシング グローブ

ホワイト バーミリオン

グローブ ライト
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Accessory

Accessory

Riding Equipment

Socks Technology
足とシューズのインターフェイス。
トランスファー ライト スリーブレス

走りへのこだわりが細部にまで宿った高機能 ── TURBO ソックス

甲部クッション
ペダリング時にかかる
圧力を最小限にします。

ベースレイヤー

かかとをホールド

シュリンク生地
足首の角度が動いたとき
でも偏りにくい生地を採用。

バックスタイル

¥2,600 希望小売価格

汗対策のベストアンダー。

独自の編み方でペダリング
の安定性を高めます。

一般的なポリエステルに比べ 2 倍の速乾性があるミネラ
レを使用。ライディング中の汗を素早く吸収・拡散。ウェ

FUNCTION

アの内部環境を快適に保つ人気の春夏用インナーです。

2倍の速乾性。

無理なく体にフィットするアナトミックデザイン
UPF30+
サイズ： S M L XL

ホワイト

ブラック
スリムフィット

ミネラレ

ブラック

一般的なポリエステル素材に比べ、約2倍
の速乾性を持つMineraleTM（ミネラレ）を
使用。汗を素早く吸収拡散し、べたつきが
なく常にサラッとした肌触り。
ホワイト

※当社実験データ

速乾性の比較

ブラック

SUN BLOCK アームカバー

SUN BLOCK レッグカバー

¥2,700

¥3,500 希望小売価格

希望小売価格

シューズ連携メッシュ

３Ｄニット構造

アーチサポート

UV カットのアームカバー。サラッとした着心地が持続

UV カットのレッグカバー。サラッとした着心地が持続

メッシュ位置をシマノシューズ
と合わせ、より高い通気性を実現。

母子球まわりを滑らかに包み
込む快適な履き心地です。

ロングライドも快適な
アーチサポート。

するドライタッチファブリック採用。

するドライタッチファブリック採用。

アナトミックデザイン。UPF50+

アナトミックデザイン。UPF50+

サイズ： XS S M L XL

サイズ： XS S M L XL

TURBO ソックス

¥1,800 希望小売価格
ペダリングにおける最も理想的な
120 度に近い足首の角度をキープし
サポート。力強いパワーを伝達し、快
適な走りを追求した高機能ソックス。

ピンク / ブラック

サイズ： S M L XL
ホワイト

ブラック

レーシングキャップ

¥2,100

¥900 希望小売価格

希望小売価格

ブルー / ホワイト

吸湿速乾性が高い素材を使用した、

¥1,600 希望小売価格

¥1,200 希望小売価格

優れた速乾性を持つ繊維を採用。足裏を支えるアーチ

足裏部に通気性を確保するシューズ連携メッ

サポート、通気性を確保するシューズ連携メッシュに

シュと、耐久性の高さが魅力のソックス。

よりライダーのパフォーマンスを引き出します。

サイズ： M L XL

サイズ： フリー

サイズ： フリー
ブラック

ブラック

ブラック

ホワイト

ブラック
バーミリオン

ブルー

レッド

ローアンクル ソックス

インビジブル ソックス

¥1,100

¥1,000 希望小売価格

希望小売価格

足裏部に通気性を確保するシューズ連携メッシュ

ホワイト

足裏部に通気性を確保するシューズ連携メッシュ

ブラック

ホワイト

ホワイト

プリントバンダナ

ベーシックバンダナ

¥1,300 希望小売価格

と、耐久性の高さが魅力のソックス。

と、耐久性の高さが魅力のソックス。

¥1,500 希望小売価格

サイズ： S M L XL

サイズ： S M L XL

ベタつきにくい速乾素材。

速乾素材を採用。長い襟足部分が夏の陽射

ヘルメットの下に着用 。UV カット

しから肌を守ります。

サイズ： フリー

ヘルメットの下に着用 。UV カット

ブラック

ブラック

サイズ： フリー
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ブルー

ブルー / ホワイト

ホワイト

レッド

ACCESSORY

ACCESSORY
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ノーマルアンクル ソックス

レトロな雰囲気のレーシングキャップ。
ヘルメットの下に着用 。

ヘルメットの下に着用 。UV カット

ノーマルアンクル ソックス

サイズ： S M L XL

ホワイト

夏に最適の蒸れにくいキャップ。

パフォーマンス

SHIMANO ブルー

トランスファー
ライトキャップ

ホワイト
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SHOES NEWS
SPD-SL と SPD ペダルの両用可能なロードシューズ。
2013 年モデル、３タイプ追加新発売。

Newest Road Models
SH-R107L（ブラック / ブルー）SH-R107W（ホワイト）

¥16,000 希望小売価格
レースで求められる基本機能を備えたハイパフォーマンスモデル。
底面形状を最適化し、ペダリング効率を高める
シマノ・ダイナラスト採用。
ソールにカーボンファイバー
コンポジットプレートを使用し高剛性を実現。
• アッパー：シンセティックレザー＆メッシュ素材
• ソール：グラスファイバー強化ナイロンソール /
カーボンファイバーコンポジットプレート SPD-SL/SPD クリート両対応
• ラスト：SHIMANO DYNALAST、カーブドラスト
• サイズ：36 〜 48 ハーフサイズなし ※ 36、37、47、48 は受注生産。ご注文後、約 3 ヶ月かかります。

493g
ホワイト

シンセティックレザー エアインテーク

ブラック / ブルー

オフセットストラップ

ワイドクリート
アジャスト

(SIZE40)

カーボン
プレート

ソール
剛性

7

SH-R088W（ホワイト）SH-R088WE（ホワイト / ワイドタイプ）
SH-R088L（ブラック）SH-R088LE（ブラック / ワイドタイプ）

¥13,900 希望小売価格
優れたトータルバランス。人気のワイドタイプもラインアップ。
アッパーにフィット感と通気性に優れた素材を組み合わせて使用。
SPD ＆ SPD-SL ペダルが使用可能で、多様なライディングスタイルに対応。
• アッパー：シンセティックレザー＆メッシュ素材
• ソール：グラスファイバー強化ナイロンソール、SPD-SL/SPD クリート両対応
• ラスト：SHIMANO DYNALAST、カーブドラスト
• サイズ：36 〜 50 ハーフサイズなし

ブラック

498g

ホワイト
シンセティックレザー エアインテーク オフセットストラップ

アジャスタブル
バックルマウント

ソール
剛性

(SIZE40)

ワイドクリート
アジャスト

6

SH-R078L（ブラック）SH-R078W（ホワイト）

¥12,000 希望小売価格
基本機能を備えた、スタンダードモデル。
• アッパー：シンセティックレザー＆メッシュ素材

• ラスト：SHIMANO DYNALAST、カーブドラスト
• サイズ：36 〜 46 ハーフサイズなし
• 重量：461g（サイズ 40）

461g
ホワイト

シンセティックレザー エアインテーク オフセットストラップ

ブラック

(SIZE40)

ワイドクリート
アジャスト

ソール
剛性

6

少

シマノ・ダイナラスト

ブレーキングロス 軽減

膝が広がりやすくなり、パワーがペダルに伝わりにくくなり、逆につま先が高すぎると足
底やふくらはぎ、太腿の筋肉が緊張してしまいます。シマノの開発スタッフは数多くの研
究結果を元に、最もペダリングに適した底面形状を導き出し、多くのプロライダーからの
フィードバックを得ながら、高効率なペダリングを実現する「SHIMANO DYNALAST
（シマノ・ダイナラスト）」を完成させました。

ペダリング効率 向上

%

（当社テスト結果）

張 を減

足底の形状でペダリングが変わる。

肉の緊

%

従来の底面形状

ふくら
はぎの
筋

底面形状の最適化、高効率ペダリング。
シューズの底面形状は、ペダリング効率に重要な役割を持ちます。つま先が低すぎると

従 来の底面形状に比べ、
股関節の可動域を広げる
ことができる。

足 底の

筋 肉の

緊張を

減少

底面形状を最 適化
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SHOES NEWS

SHOES NEWS

• ソール：グラスファイバー強化ナイロンソール、SPD-SL/SPD クリート両対応
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CYCLING BAGS

Useries
U シリーズ 6L/10L/15L
体を包み込むように、あらゆる乗車姿勢にしっかりとフィット。
快適性を備え、ライダーの求める機能を満載したハイエンドモデル。

ブラック

レッド

オレンジ

容量 / 重量

希望小売価格（税込）

U-6

6L/0.52kg

¥8,400

U-10

10L/0.57kg

¥9,450

U-15

15L/0.59kg

¥10,500

FUNCTION

放熱
調整可

ハイドレーションリザーバー 2.0L

¥2,940 希望小売価格
C

R

O

S

S

ハイドレーションリザーバー 3.0L

ライダーフィット クロスハーネス

あらゆるサイズに調整可能

熱を逃がすバックパネル

¥3,360 希望小売価格

乗車姿勢を追究することで生まれたクロスハーネス・テクノロ

様々な体型にぴったりとフィットさせる調整可能なショル

3Dフィット技術を活かしたバックパネルを搭載。体と

定評のある Hydrapak 社製のハイドレーション

ジーにより、肩まわりの動きを制限されない快適性とフィット

ダーハーネスを採用。簡単かつスムーズなカスタマイズ

バッグとの間に気流層を生み出すことで効率的に熱を

感を実現。

を可能にしています。

放出し、背中の冷却を促進します。

リザーバーを使用。裏返すことが出来るので洗い
やすく簡単に乾かすことができます。

Rseries
R シリーズ 12L
超軽量。バックパネルが熱を逃がし、
長時間走行でも快適性をキープ。
ロングツーリング向き。
容量 / 重量

希望小売価格（税込）

12L/0.47kg

¥6,300

C YC L I N G BAG S

C YC L I N G BAG S

R-12
ブラック
レッド

長年にわたりサイクリストを見つめてきたシマノが、
乗車姿勢や機能性などディテールの随所にこだわり、

Tseries

ライディングをより快適にするサイクリングバッグを開発。

T シリーズ 20L/30L

走りを追求し、テクノロジーを凝縮したバッグが誕生。

ノート PC などの収納力が充実。

Oseries
O シリーズ 25L/35L
ワンタッチ装着や使い勝手の良い機能性を装備。

レッド

カジュアルなシティライドに。

ビジネスマンに必携の機能が満載のツーキニスト仕様。

ブラック

25
レッド

容量 / 重量

希望小売価格（税込）

T-20

20L/0.86kg

¥9,975

T-30

30L/1.04kg

¥11,550

レインカバー付

ブラック

容量 / 重量

希望小売価格（税込）

O-25

25L/0.94kg

¥10,500

O-35

35L/1.04kg

¥11,550
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ライダーの求める
革新を詰め込んで。
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