
ロードホイールパーツキット アルミAero
64,000円（税抜）※組立て工賃別
リム：ユニパーアルミAero
ハブ：ユニパー ストレートプル F20H / R24H/2:1
スポーク：ピラー（PBA1420）
重量：（フロント）630g （リア）767g （セット）1,397g
制限体重：90kg
シマノ11S用
※未組み立ての状態ですので、必ずお買い上げの
ショップにて組立てのご依頼ください。
※別途組立て工賃が発生します。

ロードホイールパーツキット カーボン
140,000円（税抜）※組立て工賃別
リム：ユニパーカーボン
ハブ：ユニパー ストレートプル F20H / R24H
スポーク：ピラー（PBA1420）
重量：（フロント）559g （リア）690g （セット）1,249g
制限体重：90kg
シマノ11S用
※未組み立ての状態ですので、必ずお買い上げの
ショップにて組立てのご依頼ください。
※別途組立て工賃が発生します。

記載の重量は参考値です。

ロードホイールパーツキット
レーシングカーボン35
165,000円（税抜） ※組立て工賃別
リム：ユニパーレーシングカーボン35
ハブ：ユニパー (2:1) ストレートプル F20H / R24H(2:1)
スポーク：ピラー（PBA1420）
重量：（フロント）533g （リア）688g （セット）1221g
制限体重：90kg
シマノ11S用
※未組み立ての状態ですので、必ずお買い上げのショップにて
組立てのご依頼ください。
※別途組立て工賃が発生します。

ロードホイール組立てキット



記載の重量は参考値です。

ロードカーボンリム 20H / 24H
50,000円（税抜）/本
ハイト38mm 重量：380g

レーシングカーボン35 20H / 24H
65,000円（税抜）/本
ハイト:35mm リム幅:27mm 重量:367g
リア (24H) は2:1仕様と1:1仕様がございます。

ロードアルミリムAero 20H / 24H
8,000円（税抜）/本
ハイト30mm 重量：450g

ロードリム



ストレートプル 130mm 21H

ドライブ側：14H ノンドライブ側：7H

本体カラー：ブラック、レッド
シマノ11S用

ロード フロントハブ
16,000円（税抜）
ストレートプル 100mm 20H
重量：76g
本体カラー：ブラック、レッド

ロード リアハブ(1:1)
36,000円（税抜）
ストレートプル 130mm 24H
重量：186g
本体カラー：ブラック、レッド
フリーボディカラー：オレンジ、ブルー
シマノ11S用

記載の重量は参考値です。

ロード リアハブ(2:1) 21H
36,000円（税抜）

ロード リアハブ(2:1) 24H
36,000円（税抜）

ナローフランジフロントハブ
16,000円（税抜）
ストレートプル 100mm 20H
本体カラー：ブラック
重量：77g

ロードハブ

ストレートプル 130mm 24H

ドライブ側：16H ノンドライブ側：8H

本体カラー：ブラック、レッド
シマノ11S用



MTB フロントハブ
16,000円(税抜)
フランジタイプ 100mm 32H
クイック（118g） / 15mmスルー（115g） / レフティー（103g）
本体カラー：ブラック、レッド（スルーのみ）

MTB リアハブ
26,000円(税抜)
フランジタイプ 32H
クイック135mm（230g）/12mmスルー142mm（227g）
本体カラー：ブラック、レッド（スルーのみ）

MTBアルミリム 32H
15,000円(税抜) /1本
サイズ：26ｲﾝﾁ、27.5ｲﾝﾁ、29ｲﾝﾁ
レッド / ディスクブレーキ専用
チューブレスレディ

MTB フロントハブ
22,000円(税抜)
ストレートプルタイプ 100mm 32H
15mmスルー（112g） / レフティー
本体カラー：ブラック

MTB リアハブ
38,000円(税抜)
ストレートプルタイプ 32H
12mmスルー142mm 
本体カラー：ブラック

記載の重量は参考値です。

※チューブレスで使用する時は、ユニパーのチューブレステープをお使い下さい。（シーラントを合わせてお使いする事をオススメします。）

マウンテンバイクハブ＆リム パーツ

チューブレスバルブ（1台分2個セット）
700円（税抜）
ユニパーMTBリム用の仏式チューブレスバルブ

チューブレスリムテープ

1,100円(税抜)
ユニパーMTBリム用のチューブレスリムテープ。
長さ：4M



セラミック・ナイトロ（ユニパーオリジナルセラミックベアリング）

ブラック・ナイトロ（ユニパーオリジナルスチールベアリング）

ボトムブラケット
386規格のクランクセットを68mm規格のフレームに取り付け可能なボトムブラケットです。
付属のスペーサーを使用することで、ローター3D＋も取り付け可能です。
なお、取り付けには専用工具が必要です。

工具
ユニパーのボトムブラケットを取り付けるための専用工具です。

ボトムブラケット＋工具
ボトムブラケットと専用取付工具のセットです。

■セットでご購入いただくとお得です！

ベアリング 価格

セラミック・ナイトロベアリング 14,700円(税抜)

ブラック・ナイトロベアリング 7,700円(税抜)

ベアリング 価格 重量

セラミック・ナイトロベアリング 13,000円(税抜) 80.0g

ブラック・ナイトロベアリング 6,000円(税抜) 83.0g

適合 価格

ユニパーボトムブラケット 2,500円(税抜)

記載の重量は参考値です。

サイズ 価格 適合例 重量

25x37x7 5,000円(税抜) ゼロ系、チェントウノ系、ブレード系BB 19.1g

30x42x7 5,600円(税抜) BB30 21.1g

30.15x41.80x45x45 6,000円(税抜) カンパ規格インテグレーテッド1-1/8 19.9g

サイズ 価格 適合例 重量

25x37x7 2,200円(税抜) ゼロ系、チェントウノ系、ブレード系BB 21.5g

30x42x7 2,200円(税抜) BB30 23.3g

30.15x41.80x45x45 2,400円(税抜) カンパ規格インテグレーテッド1-1/8 22.1g

ベアリング＆BB



シートクランプ
アルミボディとチタンボルトの軽量シートクランプ。

エキスパンダー
エキスパンダー方式のアンカープラグ。

サイズ 数量 価格 重量

Φ31.8
ブラック

2,600円(税抜) 5.6g
レッド

Φ34.9

ブラック

2,600円(税抜) 5.8g
レッド

仕様 価格 重量

カーボントップキャップ付き（ボルト付き） 3,800円(税抜) 16.0g

記載の重量は参考値です。

サイズ 数量 価格 重量

Φ31.8
ブラック

2,600円(税抜) 8.5g
レッド

シートクランプ２
アルミボディとチタンボルトの軽量シートクランプ。

チタンボルト
高品質で軽量なチタンボルト。（Ti-6Al-4V）
ボトルケージ取り付け、ステムなどのネジのグレードアップに最適です。
■セットでご購入いただくとお得です！

アルミワッシャー
M5のボルトに合う7075S製（超々ジュラルミン）のワッシャー。
ブラックまたはレッドを選んでいただけます。
■セットでご購入いただくとお得です！

サイズ 数量 価格 重量

M5×15mm/M5×18mm 1本 600円(税抜) 1.66ｇ

4mmヘックス穴 6本セット 3,000円(税抜) 10.0ｇ

サイズ カラー 数量 価格 重量

外径8mm ブラック 1枚 120円(税抜) 0.08ｇ

内径5.4mm レッド 10枚セット 700円(税抜) 0.8g

軽量シートクランプ＆軽量エキスパンダー

チタンボルト＆アルミワッシャー



RITCHEY WCS-C220シリーズステム用チタンボルトセット
リッチーWSC-C220ステムのネジが錆びてきたが、ボルト＆ワッシャーが専用品で交換が
できない！という声をいただいておりました。
そこで、2種類の長さのチタンボルトと片面にアールの付いたアルミワッシャーを用意しました。

前後ブレーキ取付ナット軽量化キット
前後ブレーキの沈頭ナットをジュラルミンで作りました。
見えない部分のほんの少しの軽量化ですが、積み重ねが大切です。

■セットでご購入いただくとお得です！

記載の重量は参考値です。

3T アークスⅡチタンボルトセット
3TのアークスⅡステムは専用サイズでトルクスのチタンボルトを使用しており、（携行している）
アーレンキーが使えない！という声をいただいておりました。
そこで、ヘックスのチタンボルトとワッシャーを用意しました。
アークスⅡステムをすでにお持ちの方も、これからお考えの方も、ぜひご利用ください。

■セットでご購入いただくとお得です！

サイズ 数量 適用 重量 価格

18mm ブラックアナダイズド 1本 フロントブレーキ用ナット 1.3g 650円(税抜)

9.5mm ブラックアナダイズド 1本 リアブレーキ用ナット 1.9g 550円(税抜)

18mm ブラックアナダイズド
9.5mm ブラックアナダイズド

セット ブレーキ用ナットセット 3.2g 1,100円(税抜)

サイズ 数量 適用 重量 価格

M7×15mm 5mmヘックス穴 1本
3TアークスⅡステムのステアリング側ボルト
アルミワッシャー付き

3.5g（ボルト）
0.11g（ワッシャー）

1,500円(税抜)

M5×15mm 4mmヘックス穴 4本
3TアークスⅡステムのフェイスプレート側ボルト
アルミワッシャー付き

1.66g（ボルト）
0.08g（ワッシャー）

2,200円(税抜)

M7×15mm 5mmヘックス穴
M5×15mm 4mmヘックス穴

セット
3TアークスⅡステムのステアリング側ボルト×1本
3TアークスⅡステムのフェイスプレート側ボルト×4本
アルミワッシャー付き

10.6ｇ（セット） 3,300円(税抜)

サイズ 数量 適用 重量 価格

M5×18mm 5mmヘックス穴
M5×15mm 5mmヘックス穴
アルミアールワッシャー

セット
ステアリング側ボルト×2本
フェイスプレート側ボルト×4本
アルミアールワッシャー×6枚

1.9g（18mm）
1.7g（15mm）
0.07g（ワッシャー）
11.1g（セット）

3,200円(税抜)

チタンボルトセット＆軽量ナットセット


