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WHAT'S 　PROLOGO?

「PROLOGO」とは、ラテン語でスタートを意味します。
グランツールのスタートである 1stステージは、タイムトライアルレースです。
「PROLOGO」のロゴはストップウォッチを象ったデザイン。

PROLOGOは、世界のトップライダーと共に製品開発を行っております。

カーボンモノコック構造を用いた軽量サドル。

グリップ力、通気性が高まったハイグレードCPC。

軍事分野やF1などにも使用される、グリップ力やクッション性、通気性に優れた素材。 

圧力を軽減するためにサドルベースに設けられた溝。

PAS搭載で幅広、パッドも3mmほど厚くなっています。女性や身体の大きなライダーに。 

P2

丸みを帯びた形状です。

プロロゴオリジナルのカーボンレール

NACK（ナック）

平らな形状です。丸みの緩やかな形状です。

クロム素材の金属レール

T2.0（ティー2.0）

 強度、衝撃吸収性、軽量を実現した金属レール 

TIROX（タイロックス）



C3 シリーズ

C3 ( CARBON COMPOSIT COMPOUND )
カーボンモノコック構造を用いた軽量サドル。座面のタイプはセミラウンド（ナゴ）とフラット（ゼロ）。

P3

ナゴ C3 ナック

\47,000（税抜）

レール：ナック（カーボン）

サイズ（mm）：275x139

重量（g）：150

ゼロ C3 ナック

\47,000（税抜）

レール：ナック（カーボン）

サイズ（mm）：270x132

重量（g）：146

ゼロ C3 パス ナック

\47,000（税抜）

レール：ナック（カーボン）

サイズ（mm）：270x132

重量（g）：143

ハードブラック

ハードブラック

ハードブラック



ディメンション シリーズ

軽さと快適性を両立したサドルで、長時間パーフォーマンスを維持できるように設計されています。

P4

ディメンション Ti-rox

\14,500（税抜）

レール：Ti-rox

サイズ（mm）：245x143

重量（g）：179

ハードブラック

ハードブラック

ディメンション ナック 

\25,000（税抜）

レール：ナック（カーボン）

サイズ（mm）：245x143

重量（g）：149

ディメンション ナック CPC

\32,500 （税抜）

レール：ナック（カーボン）

サイズ（㎜）：245×143

重量（g）：159

ハードブラック

ホワイト/ブラッ

ディメンション Ti-rox  CPC

\20,500 （税抜）

レール：Ti-rox

サイズ(mm) : 245×143

重量(g) : 189

ハードブラック

ホワイト/ブラック



ディメンション シリーズ

『ディメンション』より約3㎜パッド厚くしたモデル。ロングライドなどに最適です。

全長約10㎜長く伸ばす事により、快適性を追求したモデル。

トライアスロン/タイムトライアル用に開発されたエアロダイナミクスデザイン。

P5

ディメンション NDR Ti-rox  CPC

\20,500（税抜）

レール：Ti-rox

サイズ（mm）：245x143

重量（g）：196

ディメンション NDR Ti-rox

\14,500（税抜）

レール：Ti-rox

サイズ（mm）：245x143

重量（g）：184

アンスラサイト/ブラック

ディメンション SPACE Ti-rox

\14,500（税抜）

レール：Ti-rox

サイズ(mm):245×153

重量(g) : 202

ディメンション SPACE T4.0

\11,800（税抜）

レール：T4.0

サイズ(mm):245×153

重量(g) : 228

アンスラサイト/ブラック

アンスラサイト/ブラック

ホワイト/ブラック

（Ti-roxのみ）

ディメンション TRI Ti-rox

\15,500（税抜）

レール：Ti-rox

サイズ（mm）：245x143

重量（g）：212

ディメンション TRI Ti-rox  CPC

\20,500（税抜）

レール：Ti-rox

サイズ（mm）：245x143

重量（g）：222

ハードブラック

ハードブラック

NEW !

ディメンション NDR T4.0

\11,800（税抜）

レール：T4.0

サイズ（mm）：245x143

重量（g）：221



スクラッチM5 シリーズ

ミラノ工科大学と共同開発した”T-SHRPE"デザインを採用。
硬さの異なるパッドを組み合わせた最新作。

プロキシム　W650

後部には滑りにくい素材を使用し、リフレクティブ（反射板）付きです。

P6

「ディメンション」の形状を継承したコンフォートサドル。

スクラッチ M5 パス

\14,500（税抜）

レール：Ti-rox

サイズ（mm）：250x140

重量（g）：185

スクラッチ M5

\14,500（税抜）

レール：Ti-rox

サイズ（mm）：250x140

重量（g）：189

ハードブラック

ハードブラック

ハードブラック

プロキシム W650

\14,000（税抜）

レール：Ti-rox

サイズ（mm）：250×145

重量（g）：220

NEW !



ナゴエボ CPC シリーズ

座面がやや丸みを帯びたセミラウンドタイプ。　ハイグリップ素材「CPC」をサドルトップに配したモデル。

P7

ナゴエボ Ti-rox CPC Airing 134

\18,000（税抜）

レール：Ti-rox

サイズ（mm）：278x134

重量（g）：224

ナゴエボ ナック CPC Airing 134

\28,500（税抜）

レール：ナック（カーボン）

サイズ（mm）：278x134

重量（g）：199

ハードブラック

ハードブラック

ハードブラック

ハードブラック

ホワイト/ブラック

ナゴエボ パス ナック CPC 134

\29,000（税抜）

レール：ナック（カーボン）

サイズ（mm）：278x134

重量（g）：197

ナゴエボ パス Ti-rox CPC 134

\18,500（税抜）

レール：Ti-rox

サイズ（mm）：278x134

重量（g）：225



ナゴエボ シリーズ

座面がやや丸みを帯びた、セミラウンドタイプ。スクラッチ2シリーズと共に定番のロード用レーシングサドルです。　

P8

ナゴエボ パス Ti-rox  134

\14,000（税抜）

レール：Ti-rox

サイズ（mm）：278x134

重量（g）：205

ナゴエボ Ti-rox  134

\13,000（税抜）

レール：Ti-rox

サイズ（mm）：278x134

重量（g）：218

ハードブラック

ハードブラック

ホワイト/ブラック



カッパエボ シリーズ

 ニューデザインの幅広、パッドが厚めのコンフォートモデル。

スペース シリーズ

パス搭載で幅が広めでパッドが厚め、快適性の高いモデル。

P9

スクラッチ2 スペース Ti-rox  143

\13,000（税抜）

レール：Ti-rox

サイズ（mm）：282x143

重量（g）：230

カッパエボ T2.0

\7,980（税抜）

レール：T2.0

サイズ（mm）：273x147

重量（g）：273

ハードブラック

ナゴ スペース Ti-rox  141

\13,000（税抜）

レール：Ti-rox

サイズ（mm）：273x141

重量（g）：222

ハードブラック

カッパエボ パス T2.0

\8,700（税抜）

レール：T2.0

サイズ(mm)：273×147

重量(g)：273

ハードブラック

ハードブラック

NEW !



TT & TRI シリーズ

P10

ティゲイル パス CPC Ti-rox

\23,000（税抜）

レール：Ti-rox

サイズ（mm）：240x128

重量（g）：258

ハードブラック

ホワイト/ブラック

ハードブラック

ティゲイル CPC Ti-rox

\23,000（税抜）

レール：Ti-rox

サイズ（mm）：240x128

重量（g）：274

ゼロ ＴＲＩ パス T2.0 136

\10,200（税抜）

レール：T2.0

サイズ（mm）：254x136

重量（g）：268

ハードブラック

ゼロ2 ＴＴ Ti-rox  CPC 136

\16,500（税抜）

レール：Ti-rox

サイズ（mm）：254x136

重量（g）：255



バーテープ

プレーンタッチ ¥1,500（税抜）
定番のコルクタイプ

ブラック

ホワイト

レッド

ブルー

グレー

ダブルタッチ ¥2,000（税抜）
ドロップ部は薄くダイレクト感があり、アッパー部はゲル入りでクッション性があります。

ブラック

ホワイト

レッド

ブルー

グレー

スキンタッチ ¥2,500（税抜）
シルクのようなソフトなタッチ。

ブラック

レッド

マイクロタッチ ¥2,500（税抜）
薄くて硬く、グリップ性のあるタイプ。プロの使用率も高いです。

ブラック

ホワイト

レッド

ワンタッチ ¥3,100（税抜）
全天候型のハイグリップ性のバーテープ。

ワンタッチ ゲル ¥3,400（税抜）
ワンタッチのゲル入り。

ブラック

ホワイト

ブルー

P11



ブラック ホワイト レッド ゴールド シルバー

ユーティリティ

ワールドクリップ ¥1,300（税抜） サドルに付属のクリップを、お好きな選手やチームの国旗模様に付け替えできます。

Uクリップ ¥1,300（税抜） UライトやUバッグを取り付けるアダプターとして使います。（同時に複数のアイテムは取付できません。）

Uライト ¥4,400（税抜） Uバッグ(M) ¥3,980（税抜）

Uバッグ(S) ¥3,980（税抜）
カメレオングリップ ¥3,600（税抜）

ブラック/ホワイト ホワイト/ブラック

カタログに記載されている内容は、予告なく変更される場合がありますので、ご了承ください。

商品のご購入や組み付けに関しては、事前に販売店に相談されることをオススメいたします。

プロロゴ日本正規代理店 服部産業株式会社

〒537-0013 大阪市東成区大今里南5-2-10 TEL:06-6981-3960 FAX:06-6981-5947

（2019年12月作成）

日本 アメリカ スイス フランス イタリア スペイン

プロロゴサドル専用のテールライト。
取り付けにはUクリップが必要です。

プロロゴサドル専用のサドルバッグ 。
約0.41リットル / 約66x148x81mm
取り付けにはUクリップが必要です。

プロロゴサドル専用のサドルバッグ 。
約0.21リットル / 約57x108x76mm
取り付けにはUクリップが必要です。

両側で締め付けできるので安定した固定力です。
握り部分はお好みのバーテープに交換できます。
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