G
O
L
A
T
A
C
)
w
a
(
2
2
0
2
E
L
C
Y
C
I
B
R
FO GO TO GRAVEL
new

トップチューブバッグ

new

パニアトート

SM22-76

ソフトタイプのパニアトート。

KAHKI

背面にはリュックになるベルトがついています。
■SIZE：W350mm*D130mm*H400mm
■COLOR：KAHKI

■素材：アーガイルナイロン

SM22-73

new

ステムバッグ ( 蓋無し )

SM22-66
KAHKI

USB ケーブル対応

KAHKI

molle システムに対応するポーチ。

トップチューブに取り付けるミニバッグです。

500/600ml のペットボトルに対応した

側面から USB ケーブルを出す穴もあります。

USB ケーブル対応

■SIZE：W210mm*D50mm*H100mm
フレームバッグとしても

■COLOR：KAHKI

new

SM22-74

➡

molle システム対応 / 固定ベルト付 ( フレームに取付 ) ■素材：アーガイルナイロン

new

ステムバッグ ( 蓋付き )

KAHKI

molle システムに対応するポーチ。

拡張ができるフレームインナーバッグ。
汎用性の高いサイズです。

USB ケーブル対応

■SIZE：W430mm*D45mm*H125mm

SM22-75

■SIZE：W90mm*D50mm*H160mm

molle システム対応 / 固定ベルト付 ( フレームに取付 ) ■素材：アーガイルナイロン / 裏地 - アルミ蒸着

■素材：アーガイルナイロン / ターポリン PVC

new

蓋がついているので、落としたくないものを。
■COLOR：KAHKI

■COLOR：KAHKI

サドルバッグ

SM22-67
KAHKI

ファスナーを開けると

拡張時

■SIZE：W90mm*D50mm*H150mm
■COLOR：KAHKI

■素材：アーガイルナイロン / ターポリン PVC

フレームインナーバッグ ( 拡張付 )

ドリンクホルダーとしてもご使用いただけます。

new

平型ステムバッグ

SM22-84

KAHKI

KAHKI

小さいサイズのサドルバッグ。

molle システムに対応するポーチ。

■SIZE：W75mm*D150mm*H80mm

■SIZE：W190mm*H190mm

取り付けたままでもファスナーの開閉が可能です。
OPEN 時

■COLOR：KAHKI

■素材：アーガイルナイロン / ターポリン PVC

口元がマグネットなので出し入れ簡単。
molle システム対応

■COLOR：KAHKI

■素材：ターポリン PVC

new

ハンドルバーバッグ

SM22-63

フロントキャリアバッグ

new

ウェルダー

SM22-72

USB ケーブル対応
蓋の開閉がフラップで開け閉め簡単。

MOLD 工具ケース

KAHKI

KAHKI

ウェルダー加工、防水バッグ＋ホルダーのセット。

スマホを入れる窓もあります。

絶対に濡らしたくない荷物を入れて下さい。

■COLOR：KAHKI

■COLOR：KAHKI

■SIZE：W250mm*D75mm*H125mm

■SIZE：直径 145mm*W500mm

■素材：ターポリン PVC/ 裏地 - アルミ蒸着

■素材：TPU / ターポリン PVC

new

MOLD

SM22-68

フォーク用ロールアップバッグ

SM21-58

ウェルダー

BLACK

MOLD( 熱成形プレス加工 ) の

BLACK

フロントフォークに装着する、

硬質な工具ケースです。

ウェルダー加工、防水バッグです。

ペットボトルも入るサイズです。

ズレ防止のために LOOP は 2 本付いています。

■SIZE：直径 83mm*W260mm

■SIZE：直径 125mm*H410mm

■COLOR：BLACK

取付には別途ケージが必要です

■素材：表 - 滑り止め生地ポリエステル / 芯材 -EVA / 裏地 - 起毛ポリエステル

new

サイドバッグ

SM22-71

防水ウォレット

■素材：TPU

SM22-19

ウェルダー

BROWN

KAHKI

KAHKI

ウェルダー加工、防水なので濡れても安心。

ファスナーが左右についていて、

YKK 製止水ファスナーを使用しています。

どちらからも中身が取り出せます。
■SIZE：直径 100mm*W230mm

内装

■COLOR：KAHKI

■SIZE：W170mm*D25mm*H90mm
■COLOR：KAHKI / BROWN

■素材：TPU/ ポリエステル

■素材：ターポリン PVC

スローサイン型リフレクター

■COLOR：BLACK

SM21-67/SM22-14

トップチューブケース

SM22-20

ウェルダー

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。
■SIZE：W180mm* H155mm

W110mm* H95mm( ミニ )

■COLOR：RED

■素材：反射生地 / 裏地 - ターポリン PVC

BROWN

KAHKI

トップチューブに取り付ける

ウェルダー加工、防水ミニバッグです。
■SIZE：W215mm*D40mm*H110mm
■COLOR：KAHKI / BROWN

■素材：TPU/ ポリエステル

フレームバッグ

SM22-21/22

ウェルダー

スマホポーチ

SM22-08

オーロラ

BROWN
AURORA
KAHKI

ボトルゲージにかぶりにくい、

光を当てると

➡

ウェルダー加工、防水フレームバッグです。
■SIZE：W430mm*D50mm*H85mm( 薄型 )

カード入れやメッシュポケット付。

■SIZE：W85mm*D25mm*H170mm

W330mm*D50mm*H130mm( ミニ )

■COLOR：AURORA

■COLOR：KAHKI / BROWN

■素材：オーロラ反射生地 / 600D ポリエステル

■素材：TPU/ ポリエステル

サドルバッグ

SM22-23

ウェルダー

スマホケース

SM21-72

オーロラ

AURORA

底面

BROWN

KAHKI

光を当てると

➡

ロールトップタイプの
天面

ウェルダー加工、防水サドルバッグです。

反射生地を使用したスマホケースです。
リュックにつけるカラビナ付き。

■SIZE：W310mm*D500mm*H130mm

■SIZE：W200mm*D40mm*H85mm

■COLOR：KAHKI / BROWN

■COLOR：AURORA

■素材：TPU/ ポリエステル

ハンドルバーバッグ

フルオープンタイプのスマホポーチです。

■素材：オーロラ反射生地 / ポリエステル

SM22-24

ウェルダー

サコッシュ

SM21-73

オーロラ

AURORA
BROWN

KAHKI

光を当てると

➡

横から取り出せる円型ファスナー付。

ウェルダー加工、防水ハンドルバーバッグです。
■SIZE：直径 100mm*W250mm
側面にもファスナー有

サコッシュ ウェルダー

反射生地を使用したサコッシュです。
使い勝手の良いサイズです。

■SIZE：W325mm*D25mm*H250mm

■COLOR：KAHKI / BROWN

■COLOR：AURORA

■素材：TPU/ ポリエステル

■素材：オーロラ反射生地 / ポリエステル

SM22-25/26

ツールボトル

オーロラ

SM21-74

MOLD

BROWN

KAHKI

ハンドルにも装着可能なウェルダー加工、防水サコッシュ。

■SIZE：W245mm*D25mm*H160mm (L)

W210mm*D25mm*H130mm (M)

■COLOR：KAHKI / BROWN

■素材：TPU/ ポリエステル

AURORA

光を当てると

➡

MOLD( 熱成形プレス加工 ) の表面に

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：直径 70mm*H190mm
■COLOR：AURORA

■素材：表 - オーロラ反射生地 / 芯材 -EVA / 裏地 - 起毛ポリエステル

