SM21-63 NEw
横型サドルバッグ
参考上代：¥9,800
ハンドルバッグにもなる

2021 (AW) CATALOG

FOR BICYCLE

GO TO GRAVEL

BLACK

2WAY のバッグ。
レインカバーも内蔵しているので

レインカバーは底部分に内蔵しております。

突然の雨にも安心。

➡

■SIZE：W220mm*D100mm*H115mm
■COLOR：BLACK

SM21-47② NEw
ダウンチューブバッグ

SM21-58 NEw
フォーク用ロールアップバッグ

参考上代：¥4,500

参考上代：¥3,000

ウェルダー
BLACK

フロントフォークに装着する防水バッグです。

ロールトップタイプのフレームバッグです。

ズレ防止のために LOOP は 2 本付いています。

ズレないように滑り止めが付いています。

■SIZE：直径 125mm*H410mm

■SIZE：直径 80mm*H310mm

■COLOR：BLACK

■COLOR：BLACK

※取り付けには別途ケージが必要です。

BLACK

⬅商品リンク

SM21-52② NEw
ステムバッグ ( 蓋付き )

SM21-61 NEw
フレームインナーバッグ ( ハーフ )

参考上代：¥4,400

参考上代：¥7,000
ボトルゲージにかぶりにくい

蓋付きで中身が飛び出すのを防ぎます。

薄型のフレームバッグです。

アルミ蒸着の裏地を用い、保冷機能も。

■SIZE：W430mm*D45mm*H110mm

■SIZE：W100mm*D50mm*H180mm

BLACK

■COLOR：BLACK

■COLOR：BLACK

BLACK

SM21-63 NEw
フロントドラム型バッグ

SM21-62 NEw
フレームインナーバッグ ( フル )

参考上代：¥6,000

参考上代：¥15,000
専用設計の大容量フレームインナーバッグです。

コンパクトサイズのフロントバッグ。

中央部には二分割の仕切りが付いています。

アルミ蒸着の裏地を用い、保冷機能も。

■SIZE：W430mm*D45mm*H352mm

■SIZE：W220mm*D100mm*H115mm

■COLOR：BLACK

■COLOR：BLACK
BLACK

BLACK

SM21-59 NEw
トップチューブケース

SM21-01/02/03
防水ウォレット (S・M・L)

参考上代：¥4,650

参考上代：¥3,300 / ¥3,750 / ¥3,900

S

ウェルダー

防水なので濡れても安心。

トップチューブに取り付けるミニバッグです。
側面から USB ケーブルを出す穴もあります。

BLACK

■SIZE：W210mm*D50mm*H100mm

M

YKK 製止水ファスナーを使用しています。
■SIZE：W160mm*D30mm*H85mm (S)
W170mm*D25mm*H90mm (M)

■COLOR：BLACK

W190mm*D25mm*H100mm (L)
■COLOR：BROWN

S

M

L

L
BROWN

SM21-60 NEw
シートチューブバッグ

SM21-04
トップチューブケース ウェルダー

参考上代：¥2,800

参考上代：¥3,600
トップチューブに取り付けるミニバッグです。

おにぎりサイズのフレームバッグ。

使い勝手の良いサイズです。

様々な箇所に取り付け可能です。

■SIZE：W215mm*D40mm*H110mm

■SIZE：W110mm*D45mm* H110mm
■COLOR：BLACK

■COLOR：BROWN

BLACK

BROWN

SM21-67 NEw
スローサイン型リフレクター

SM21-05
フレームインナーバッグミニ

参考上代：¥600

RED

海外のリフレクターをモチーフに。
様々な箇所に取り付け可能です。

ウェルダー

参考上代：¥5,600
小さいフレームでもボトルゲージに
かぶらないショートサイズです。

■SIZE：W110mm*D45mm* H110mm

■SIZE：W330mm*D50mm*H130mm

■COLOR：BLACK

■COLOR：BROWN

BROWN

■SMV(slow moving vehicle) emblem
…北米やカナダで、動きの遅い車両などに
表示が必要とされているマークです。

SM21-64/65/66②
ウォレット L/M/ コインポーチ

SM21-06
フレームインナーバッグ

参考上代：¥3,500/¥2,980/¥1,800

参考上代：¥5,300

選べるサイズ。

ウェルダー

ボトルゲージにかぶりにくい、

それぞれに使いやすさがあります。

BLACK

■SIZE：W100mm*D20mm*H180mm (L)
W85mm*D20mm*H160mm (M)

薄型のフレームバッグです。
■SIZE：W430mm*D50mm*H85mm
■COLOR：BROWN

W95mm*H70mm( コインポーチ )
■COLOR：CAMO / BLACK

CAMO
L

M

コインポーチ

BROWN

SM21-07
サドルバッグ

SM21-72
スマホケース

ウェルダー

オーロラ

参考上代：¥3,500

参考上代：¥7,400

光を当てると

反射生地を使用したスマホケースです。

防水ロールトップタイプのサドルバッグです。

➡

リュックにつけるカラビナ付き。

大容量です。

■SIZE：W200mm*D40mm*H85mm

■SIZE：W310mm*D500mm*H130mm

■COLOR：AURORA

■COLOR：BROWN
BROWN

AURORA
背面

SM19-05
ハンドルバーバッグ

SM21-73
サコッシュ

ウェルダー

オーロラ

参考上代：¥5,200

参考上代：¥5,500

反射生地を使用したサコッシュです。

横から取り出せる円型ファスナー付。

使い勝手の良いサイズです。

ベルクロで簡単に取りはずし可能です。

■SIZE：W325mm*D25mm*H250mm

■SIZE：直径 100mm*W250mm

光を当てると

■COLOR：AURORA

■COLOR：BROWN

➡

BROWN

AURORA

SM19-06/07
サコッシュ (M・L)

SM21-74
ツールボトル

ウェルダー

参考上代：¥5,000 / ¥7,500
ハンドルにも。

BROWN

バックパックに連結できる機能付きです。

オーロラ

光を当てると

参考上代：¥3,500
反射生地を使用したツールボトルです。
携帯工具などを入れるのにぴったりです。

■SIZE：W210mm*D25mm*H130mm (M)

M

W245mm*D25mm*H160mm (L)

L

■COLOR：BROWN

➡

■SIZE：直径 70mm*H190mm
■COLOR：AURORA

バックパックと連結

AURORA

SM21-17
ヘルメットカバー

SM19-62
バックパックパッド

参考上代：¥1,980

参考上代：¥2,980

ニット素材でかぶせるだけのカバーです。
寒さを防ぐ効果があります。
■SIZE：W200mm*D250mm*H150mm
■COLOR：BLACK

背面

MOLD

内部

車のシートにも

あらゆるバックパックに。
背中の蒸れを防ぎます。

➡

■SIZE：W295mm*H380mm
BLACK

背面ボンディングメッシュ
GRAY CAMO

■COLOR：GRAY CAMO

バックパック装着イメージ

