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ブランド ヒストリー
1895年10月22日 — イグナズ・シュウィンとアドルフ・アーノルドによって当時のアメリカ自転車産業の中心、シカゴにてシュウィンを設立。
1896年 — 全米には300有余の自転車製造会社があり、シカゴにはそのうちの約100社がひしめき合っていました。その中でシュウィン® は他社との競争を

スタートし、$100〜$125までの自転車(重量は、19〜24ポンド(約8.6〜10.8kg)ほど)を取り揃え、その年の終わりには早くも競争に打ち勝ちました。
1900年 — 20世紀に入るまでに、全米での自転車の売上は年間1億台以上にまで成長しました。19世紀から20世紀への変わり目、特許事務所は2種類ありました。

それは自転車技術専門とそれ以外。それほどまでに自転車産業は盛んだったのです。
1908年 — シュウィン夫妻に子供が誕生しました。名前はフランク・・・のちに数々の名作を開発します。
1930年 — シュウィン® は品質とデザインを改良するため、自転車とモーターサイクルの技術者からなる新しい部門を立ち上げました。

彼らの開発したいくつかの製品は、自転車産業において標準規格となりました。
1934年 — のちに標準規格となる26"×2.125"サイズの「バルーンタイヤ」や、モーターサイクルを模倣した「ガスタンク」、クローム加工されたヘッドライト、

プッシュボタン式ホーンなどを装備した初代クルーザー “エアロサイクル” を発表。
そしてシュウィン® はその後、当時大流行していた6日間レースに出場する自転車レーシングチームのサポートを始めます。

1938年 — 高強度クロモリ鋼パイプを採用したハイエンド レースモデル “パラマウント” を発表。
1941年 — フランス人レーサー「Alfred・Letourner」は、ギア比 9.5:1(通常は2.5：1程度)の超特大チェーンリングを装備した “パラマウント” で、

時速108.92マイル(時速 約174.3km)を記録。
1952年 — フランク・シュウィンは、将来のビジネス戦略として、マーケティング スーパーバイザー「Ray・Burch」、ジェネラル マネージャー「Bill Stoeffhaas」、

デザイン スーパーバイザー「Al Fritz」による新チームを結成。
1960年 — “バーシティ” 8スピードバイクと、"コンチネンタル” 10スピードバイクを発表。 “バーシティ” はツーリングバイクというカテゴリーをアメリカに広めました。
1963年 — ハイライズ ハンドルバー、バナナシート、スティックシフター、そして20"スリック タイヤを採用した “スティングレイ” を発表。
1965年 — もう自転車だけではありません。フィットネスに流行の兆しを見て、シュウィン® は家庭用のフィットネスマシンを送りだしました。
1966年 — アメリカの子供向け番組の人気タレント「Captain・Kangaroo」が、定期的に番組でシュウィン® ブランドの自転車を取り上げる。
1975年 — BMX熱が最高潮に達し、次々とダートへ向かうライダーが増加していきました。
1993年 — 新しい投資グループにシュウィン® の技術と理念は引き継がれました。
1994年 — 会社をシカゴからコロラド州 ボウルダーに移転。
1995年 — 大改革を行ったシュウィン® の “モアブ S” が、マウンテンバイク マガジンの「ベスト オブ ショー」に選ばれました。
1997年 — ハイテク軽量マウンテンバイクである “ホームグローン” シリーズの生産を米国に戻し、最新の数値化技術や3Dモデリング ソフトウェアなどを駆使して

限定数量で発表しました。
1998年 — 60年代から70年代前半に爆発的に流行した “スティングレイ” と “クレイト” をリバイバル生産。当時を懐かしむ全米のファンが歓喜の声をあげました。

また、同時期にフルサスペンションのマウンテンバイク “4バンガー” を発表。「得られるものの中で最高」とマウンテンバイク マガジン誌は絶賛。
2001年 — パシフィック サイクルがシュウィン® を買収。本拠地を発祥の地 シカゴに戻し、106年間続いてきたシュウィン® ブランドを継続。
2004年 — ドレル インダストリーがパシフィック サイクルを買収。さらなる企業の安定性と世界的な存在感をもたらしました。
2006年 — 30年以上の時を経て、オリジナル スティングレイの魂を引き継いだ “新スティングレイ” シリーズを発表。
2007年 — 1986年当時のデカルを再現した、シングルスピード バイク “マディソン” を発表。
2012年 — 亜麻を含む複合素材のフラックス ファイバー製フレームにLEDライトを内蔵した、 “ベスティッジ” を発表。
2013年 — アーバン向けラインナップに “ランデブー” シリーズが登場。4ワン ワン、スリッカーなど、街中でのライディングに特化したモデルを豊富にラインナップ。

2015年 — シュウィン® らしさ溢れる “クラシック クルーザー SS” や、ベリー アメリカンな “コーヒー” 、 “クリーム” など、昔ながらのシュウィンが感じら
れるモデルに加えて、ヨーロピアンティストの “ブライトン” 、 “オールストン” などでラインナップを拡充。

2016年 — 従来の26"だけでなく、29"、27.5"、24" のタイヤを採用し、さらに個性的なラインナップを取り揃えたクルーザー。
アーバン カテゴリーには、シュウィンブランドならではのクラシックテイストに、シティ コミューターとしての利便性を備えた“スリッカー”が復活。
街乗りバイクにスポーツマインドをミックスした、スポーツ ハイブリッド カテゴリーには、シートチューブとシートステーとの間にショック吸収のための
エラストマーを組み込んだ 「SRT - Smooth Ride Tech(スムース ライド テック)」フレームの“ヴァンテージ”が新たにラインナップに加わりました。

2017年 — シュウィンの伝説的モデル“スティングレイ”が復活。ハイライズ ハンドルバー、サスペンションとして機能するスプリンガーフォーク、印象的な形状の
バナナシート、特徴的なトレッドパターンを持つ20" スリック タイヤなど、オリジナル スティングレイの雰囲気を忠実に再現。
クルーザー カテゴリーには、26" x 3.0"の極太タイヤを装備した“ヘヴィーデューティー プラス”や、フレームにコンパートメントを備えた
新しい“ホーネット”、“パンサー”など、個性的なモデルを追加。
さらに、シンプルでクールなデザインのアーバン カテゴリー、リラックスポジションでの快適走行が楽しめるバイクパス カテゴリー、ロードバイクの醍醐味を
味わえるロード カテゴリーなど、豊富なラインナップを取り揃えています。
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CRUISER
P3 >> P9

スティングレイ
クラシック デラックス 7

クルーザー SS
タイフーン

ミスクリアント
ヘヴィーデューティー プラス

トルネード
ホーネット

パンサー
フリート

フィエスタ
コルベット
スプライト

S1 クルーザー

INDEX

URBAN
P10 >> P13

トラベラー
ブライトン 2

オールストン 2
スリッカー

カッター
リージェント

レーサー

ROAD
P15 >> P17

ファストバック カーボン
ファストバック 1
ファストバック 2
ファストバック 3

ヴァンテージ RX1
ヴァンテージ  RX2

MOUNTAIN
P18

メサ
フロンティア

BIKE PATH
P18

ストリームライナー 2

SPORT
HYBRID

P14
ヴァンテージ F2

スーパースポーツ 2 ディスク
スーパースポーツ 3

KIDS
P19 >> P22
コルベット 24"
スプライト 24"

フロンティア 24"
エラ 24"
メサ 20"
ルラ 20"

エアロスター
スターダスト

グレムリン
リトル スターダスト

トゥルーパー
ピクシー

ロードスター トライク

シュウィン®の自転車は、これまでの歴史を見ても分かる通り、「アメリカの自転車」を語るうえで欠くこと
の出来ない唯一の存在として、今も変わらず愛され続けています。なぜなら、シュウィン®の自転車は非常に
シンプルかつ簡単に、自転車の楽しさを感じることができるからです。
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フレーム SCHWINN クラシック スティングレイ 
カンチレバー デザイン スチール フレーム

フォーク SCHWINN スティングレイ 
スプリンガー サスペンション フォーク

タイヤ SCHWINN F/スティングレイ 16"×1.75"、
R/スティングレイ スリック 20"×2.125"、米式バルブ

クランクセット ワンピース、46T
ブレーキ STURMEYARCHER ドラム(F)/コースター（R）
付属品 フェンダー、センタースタンド
重量 17.2kg

ご注文コード カラー フレームサイズ 適応身長

ZSX18301 レッド
33.4cm 130 〜185cm

ZSX18302 イエロー

※ 適応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。

STING-RAY ®

スティングレイ ®  ¥48,000 + 税

リアフロント

100年を超える歴史を誇るシュウィンブランドの代名詞とも言えるクルーザー カテゴリー。2017年は、バナナシート、スプリンガー
フォーク、20" スリックタイヤなど、オリジナルの雰囲気を忠実に再現した大注目モデル「スティングレイ」が登場！
他にもクラシック モデル、29"、27.5"、26" ホイール採用モデル、3.0" 太径バルーンタイヤ採用モデルなど豊富なラインナップを
揃え、多彩なニーズにお応えします。

ロング＆ワイドな座面で快適な乗り心地を提供するバナナシート

サスペンションとして機能するスプリンガー フォーク

サスペンションとして機能するシーシーバー、特徴的な形状のスリックタイヤ

スターメーアーチャー製ドラムブレーキ
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ご注文コード サイズ 重量

TIR29200 20" x 2.125" 955g
ご注文コード サイズ 重量

TIR29300 16" x 1.75" 385g

STING-RAY ® REAR TIRE STING-RAY ® FRONT TIRE
スティングレイ ® リアタイヤ  ¥4,800 + 税 スティングレイ ® フロントタイヤ  ¥2,500 + 税

スタンダードなトレッドパターンのフロント用タイヤ。特徴的な形状の“スティングレイ”リア用スリックタイヤ。

“スティングレイ”のスタイルを際立たせる前後タイヤを単品でご用意しています。

  スチール ビード
  推奨空気圧 : 200〜240kPa / 30〜35PSI /2.0〜2.4BAR

  スチール ビード
  最大空気圧 : 310kPa / 45PSI /3.1BAR

イエロー

レッド
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※ 適応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。
※ 日本向け仕様は前後ブレーキ付

ご注文コード カラー フレームサイズ 適応身長

ZSX16901 ホワイト / ブラック MEN'S(47.3cm) 155 〜185cm

CLASSIC DELUXE 7™

クラシック デラックス 7 TM  ¥75,000 + 税

フレーム SCHWINN クラシック クルーザー 1955デザイン カンチレバー 
スチールフレーム､ホーン付 ダミータンク

フォーク SCHWINN クラシック スプリンガー サスペンション フォーク､1"
タイヤ SCHWINN タイフーン､26"×2.125"､米式バルブ
クランクセット 鍛造ワンピース、36T
コンポ ー/SHIMANO ネクサス、レボシフター
ブレーキ アルミ リニアプル(F)/コースター(R)
変速段数 内装7スピード
付属品 フェンダー一体型 フロントライト、フェンダー､リアキャリアー､

センタースタンド
重量 21.2kg

※ 適応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。
※ 日本向け仕様は前後ブレーキ付 クラシック レッドグロス ブラック

ご注文コード カラー フレームサイズ 適応身長

ZSX17101 グロス ブラック MEN'S(47.3cm) 155 〜185cm

ZSX17102 クラシック レッド WOMEN'S(43.2cm) 150 〜180cm

CRUISER SS
クルーザー SS  ¥40,000 + 税

フレーム SCHWINN クラシック クルーザー スチールフレーム(MEN'S)、
SCHWINN クラシック クルーザー ステップスルー スチールフレーム(WOMEN'S)

フォーク SCHWINN クルーザー リジッド フォーク､1"
タイヤ SCHWINN タイフーン､26"×2.125"､米式バルブ
クランクセット ワンピース､40T
ブレーキ アルミ キャリパー(F)/コースター(R)
付属品 センタースタンド
重量 15.8kg(グロス ブラック)、

15.3kg(クラシック レッド)
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ご注文コード カラー フレームサイズ 適応身長
ZSX17201 スレート グレー MEN'S(46.5cm) 160 〜190cm

フレーム SCHWINN リラックスポジション ジオメトリー アルミフレーム
フォーク SCHWINN スチール オーバーサイズ クルーザー フォーク､1.1/8"
タイヤ クラシック クルーザー､29"×2.25"､米式バルブ
クランクセット ワンピース スチール､44T
ブレーキ アルミ リニアプル(F)/コースター(R)
付属品 フェンダー､センタースタンド
重量 17.3kg

TYPHOON ®

タイフーン ®  ¥55,000 + 税

※ 適応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。
※ 日本向け仕様は前後ブレーキ付

ご注文コード カラー フレームサイズ 適応身長
ZSX17301 ブライト シルバー MEN'S(42cm) 155 〜185cm

フレーム SCHWINN バルーン タイヤ クルーザー スチールフレーム
フォーク SCHWINN スチール オーバーサイズ クルーザー フォーク､1.1/8"
タイヤ レトロ バルーン､24"×3.0"､米式バルブ
クランクセット ワンピース スチール､44T
ブレーキ アルミ リニアプル (F)/コースター (R)
付属品 フェンダー､センタースタンド
重量 19.6kg

MISCREANT ™

ミスクリアント TM  ¥55,000 + 税

※ 適応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。
※ 日本向け仕様は前後ブレーキ付
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※ 適応身長は参考値です。
　 適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。
※ 日本向け仕様は前後ブレーキ付

ご注文コード カラー フレームサイズ 適応身長

ZSX18201 ブラック MEN'S(45.7cm) 155 〜185cm

HEAVY DUTI ®+
ヘヴィーデューティー ® プラス  ¥50,000 + 税

フレーム SCHWINN キャメルバック クルーザー 
26" スチールフレーム

フォーク SCHWINN リジッド スチールフォーク､1.1/8"
タイヤ クラシック バルーン､26"×3.0"､米式バルブ
クランクセット ワンピース､44T
ブレーキ アルミ リニアプル(F)/コースター(R)
付属品 ステンレスフェンダー、センタースタンド
重量 20.9kg

ご注文コード カラー フレームサイズ 適応身長

ZSX17801 クラシック ブラック/
シュウィン レッド MEN'S(45.7cm) 155 〜185cm

TORNADO™

トルネード TM  ¥45,000 + 税

フレーム SCHWINN リラックスポジションジオメトリー クルーザー アルミフレーム
フォーク SCHWINN スチール オーバーサイズ クルーザー フォーク､1.1/8"
タイヤ SCHWINN クルーザー､26"×2.25"､米式バルブ
クランクセット ワンピース､46T
ブレーキ アルミ リニアプル(F)/コースター(R)
付属品 フェンダー、キャリアー、センタースタンド
重量 16.4kg

※ 適応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。
※ 日本向け仕様は前後ブレーキ付
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※ 適応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。

PANTHER ™

パンサー TM  ¥54,000 + 税

ご注文コード カラー フレームサイズ 適応身長
ZSX17501 ブルー MEN'S(46.5cm) 155 〜185cm

ご注文コード カラー フレームサイズ 適応身長
ZSX17401 ブラック MEN'S(46.5cm) 155 〜185cm

フレーム SCHWINN リラックスポジション ジオメトリー タンカー 
クルーザー アルミフレーム

フォーク SCHWINN スチール オーバーサイズ クルーザー フォーク､
1.1/8"

タイヤ SCHWINN クルーザー､27.5"×2.25"､米式バルブ
クランクセット アルミ 3ピース、42T
コンポ SHIMANO ネクサス
ブレーキ アルミ リニアプル(F)/コースター(R)
変速段数 内装3スピード
付属品 フェンダー、センタースタンド、

3ケタ コンビネーションロック付 コンパートメント
重量 17.0kg

HORNET ™

ホーネット TM  ¥59,000 + 税

※ 適応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。
※ 日本向け仕様は前後ブレーキ付

※ 適応身長は参考値です。
　 適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。
※ 日本向け仕様は前後ブレーキ付

FIESTA®

フィエスタ ®  ¥52,000 + 税

フレーム SCHWINN リラックスポジション ジオメトリー 
クルーザー ステップスルー アルミフレーム

フォーク SCHWINN スチール オーバーサイズ クルーザー フォーク､1.1/8"
タイヤ SCHWINN クルーザー､26"×2.25"､米式バルブ
クランクセット ワンピース､46T
コンポ SHIMANO ネクサス
ブレーキ アルミ リニアプル(F)/コースター(R)
変速段数 内装3スピード
付属品 フェンダー、センタースタンド
重量 15.7kg

ご注文コード カラー フレームサイズ 適応身長

ZSX17701 ケリー グリーン
WOMEN'S(44.5cm) 150 〜180cm

ZSX17702 コラーダ ホワイト

ご注文コード カラー フレームサイズ 適応身長
ZSX17601 ブリックヤード レッド MEN'S(46.5cm) 155 〜185cm

フレーム SCHWINN リラックスポジション ジオメトリー クルーザー アルミフレーム
フォーク SCHWINN スチール オーバーサイズ クルーザー フォーク､1.1/8"
タイヤ SCHWINN クルーザー､27.5"×2.25"､米式バルブ
クランクセット ワンピース､42T
コンポ SHIMANO ネクサス
ブレーキ アルミ リニアプル(F)/コースター(R)
変速段数 内装3スピード
付属品 フェンダー、センタースタンド
重量 15.8kg

FLEET ®

フリート ®  ¥52,000 + 税

※ 適応身長は参考値です。
　 適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。
※ 日本向け仕様は前後ブレーキ付

コラーダ ホワイト

SHIMANO ネクサス 
内装3スピードを採用

SHIMANO ネクサス 
内装3スピードを採用

フレーム SCHWINN リラックスポジション ジオメトリー タンカー 
クルーザー アルミフレーム

フォーク SCHWINN スチール オーバーサイズ クルーザー フォーク､
1.1/8"

タイヤ SCHWINN クルーザー､27.5"×2.25"､米式バルブ
クランクセット アルミ 3ピース、46T
コンポ SHIMANO ターニー
ブレーキ アルミ リニアプル
変速段数 7スピード
付属品 フェンダー、センタースタンド、

3ケタ コンビネーションロック付 コンパートメント
重量 18.4kg

3ケタ コンビネーション
ロック付きコンパートメント

3ケタ コンビネーション
ロック付きコンパートメント

ケリー グリーン 8



ご注文コード カラー フレームサイズ 適応身長
ZSX17901 エレクトリック ブルー MEN'S(45.7cm) 155 〜185cm

CORVETTE ™

コルベット TM  ¥38,000 + 税

フレーム SCHWINN クラシック クルーザー スチールフレーム、
フェンダーダボ

フォーク SCHWINN スチール オーバーサイズ クルーザー フォーク､1.1/8"
タイヤ SCHWINN クルーザー､26"×2.25"､米式バルブ
クランクセット ワンピース､46T
コンポ SHIMANO ターニー
ブレーキ アルミ リニアプル
変速段数 7スピード
付属品 センタースタンド
重量 17.2kg

※ 適応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。

※ 適応身長は参考値です。
　 適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。

SPRITE ™

スプライト TM  ¥38,000+ 税

フレーム SCHWINN クラシック クルーザー ステップスルー スチールフレーム
フォーク SCHWINN スチール オーバーサイズ 

クルーザー フォーク､1.1/8"
タイヤ SCHWINN クルーザー､26"×2.25"､米式バルブ
クランクセット ワンピース､46T
コンポ SHIMANO ターニー
ブレーキ アルミ リニアプル
変速段数 7スピード
付属品 センタースタンド
重量 16.6kg

ご注文コード カラー フレームサイズ 適応身長

ZSX18001 ヴィンテージ ホワイト
WOMEN'S(43.2cm) 150 〜180cm

ZSX18002 ルビー レッド

ルビー レッド ヴィンテージ ホワイト

ストーム グレー

ライツアウト ブラック

ピンク

ミント

ご注文コード カラー フレームサイズ 適応身長

ZSX18101 ライツアウト ブラック
MEN'S(45.7cm) 155 〜185cm

ZSX18102 ストーム グレー

ZSX18103 パープル

WOMEN'S(43.2cm) 150 〜180cmZSX18104 ピンク

ZSX18105 ミント

S1™ CRUISER
S1 TM クルーザー  ¥28,000 + 税

フレーム SCHWINN クラシック クルーザー スチールフレーム(MEN'S)、
SCHWINN クラシック クルーザー ステップスルー スチールフレーム(WOMEN'S)

フォーク SCHWINN スチール クルーザー フォーク､1"
タイヤ SCHWINN クルーザー､26"×2.3"､米式バルブ(MEN'S)、

SCHWINN クルーザー､26"×2.125"､米式バルブ(WOMEN'S)
クランクセット ワンピース､44T
ブレーキ アルミ キャリパー(F)/コースター(R)
付属品 センタースタンド
重量 15.0kg(ライツアウト ブラック、ストーム グレー)、

14.9kg(パープル、ピンク、ミント)

※ 適応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。
※ 日本向け仕様は前後ブレーキ付

パープル
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クラシックなヨーロッパテイストのコミューターバイク／
シンプルでクールなデザインのアーバンバイクを揃えた
アーバン カテゴリー。通勤・通学などに適したコミュー
ターバイクは、スチールフレームに外装変速や内装変速、
フェンダー、キャリアー、スタンドを標準装備。街乗りに
適したアーバンバイクは、シンプルなルックスを重視しな
がら流行に合わせた太めのタイヤを採用しています。

TRAVELER ™

トラベラー TM  ¥53,000 + 税

フレーム SCHWINN クラシック ライトウエイト スチールフレーム(MEN'S)、
SCHWINN クラシック ライトウエイト ステップスルー スチールフレーム(WOMEN'S)

フォーク SCHWINN リジッド スチールフォーク､1"
タイヤ KENDA K-192、700×38C、米式バルブ
クランクセット アルミ 3ピース、38T
コンポ SHIMANO アルタス
ブレーキ アルミ キャリパー
変速段数 7スピード
付属品 フェンダー、キャリアー、センタースタンド
重量 14.8kg(ネイビー ブルー)、14.6kg(パウダー ブルー、ティール ブルー)

ご注文コード カラー フレームサイズ 適応身長

ZSX16801 ネイビー ブルー MEN'S M(48.2cm) 160 〜185cm

ZSX16802 パウダー ブルー
WOMEN'S S(43.2cm) 150 〜175cm

ZSX16803 ティール ブルー

※ 適応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。

ネイビー ブルー

ティール ブルー

パウダー ブルー
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ご注文コード カラー フレームサイズ 適応身長
ZSX15001 グレー M(53cm) 165 〜185cm

フレーム SCHWINN クラシック ユーロスタイル スチールフレーム
フォーク SCHWINN リジッド スチールフォーク､1"
タイヤ KENDA K-192、700×38C、米式バルブ
クランクセット アルミ 3ピース、38T
コンポ SHIMANO ネクサス
ブレーキ アルミ キャリパー
変速段数 内装3スピード
付属品 フェンダー、キャリアー、センタースタンド
重量 15.1kg

BRIGHTON ™ 2
ブライトン TM 2  ¥58,000 + 税

※ 適応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。

ご注文コード カラー フレームサイズ 適応身長
ZSX15101 ライラック パープル

S(48cm) 155 〜175cm
ZSX15102 ラズベリー

フレーム SCHWINN クラシック ユーロスタイル ステップスルー スチールフレーム
フォーク SCHWINN リジッド スチールフォーク､1"
タイヤ KENDA K-192、700×38C、米式バルブ
クランクセット アルミ 3ピース、38T
コンポ SHIMANO ネクサス
ブレーキ アルミ キャリパー
変速段数 内装3スピード
付属品 フェンダー、キャリアー、センタースタンド
重量 15.5kg

ALLSTON ™ 2
オールストン TM 2  ¥58,000 + 税

※ 適応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。 ラズベリーライラック パープル

SHIMANO ネクサス 
内装3スピードを採用

SHIMANO ネクサス 
内装3スピードを採用
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ゴールド

ブラック

ご注文コード カラー フレームサイズ 適応身長
ZSX16101

ブラック
XS(50cm) 155 〜170cm

ZSX16102 S(53cm) 165 〜180cm

ZSX16103
ホワイト

XS(50cm) 155 〜170cm

ZSX16104 S(53cm) 165 〜180cm

ZSX16105
レッド

XS(50cm) 155 〜170cm

ZSX16106 S(53cm) 165 〜180cm

ZSX16107
ゴールド

XS(50cm) 155 〜170cm

ZSX16108 S(53cm) 165 〜180cm

フレーム SCHWINN アーバンレース スチールフレーム
フォーク SCHWINN リジッド スチールフォーク､1.1/8"
タイヤ INNOVA ロード、700×25C､仏式バルブ
クランクセット アルミ、46T
コンポ SHIMANO クラリス
ブレーキ アルミ キャリパー
変速段数 8スピード
重量 11.9kg(S)

SLICKER ™

スリッカー TM  ¥58,000 + 税

※ 適応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。

SHIMANO クラリス 
リアディレイラーを装備

※ 写真のフレームサイズは S(53cm) です。

ホワイト
※ 写真のフレームサイズは XS(50cm) です。

レッド
※ 写真のフレームサイズは XS(50cm) です。 ※ 写真のフレームサイズは XS(50cm) です。 12



フレーム SCHWINN シングルスピード スチールフレーム
フォーク SCHWINN リジッド スチールフォーク､1.1/8"
タイヤ FREEDOM シックスリック、700×28C、仏式バルブ
クランクセット アルミ 3ピース、46T
ブレーキ アルミ キャリパー
リア スプロケット 18T コグ/18T フリー
重量 12.0kg(M)

ご注文コード カラー フレームサイズ 適応身長

ZSX15201
ブラック

XS(48cm) 160 〜175cm

ZSX15202 S(52cm) 165 〜180cm

ZSX15203 M(54cm) 175 〜190cm

CUTTER ™

カッター TM  ¥46,000 + 税

※ 適応身長は参考値です。
　 適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。

フレーム SCHWINN シングルスピード スチールフレーム
フォーク SCHWINN リジッド スチールフォーク､1.1/8"
タイヤ アーバン ロード､700×28C､仏式バルブ
クランクセット アルミ 3ピース、46T
ブレーキ アルミ キャリパー(Ｆ)/コースター(R)
リア スプロケット 18T
重量 12.5kg(S)

ご注文コード カラー フレームサイズ 適応身長

ZSX15401
シンダー グレー

XS(48cm) 160 〜175cm

ZSX15402 S(52cm) 165 〜180cm

ZSX15403 M(54cm) 175 〜190cm

RACER ™

レーサー TM  ¥35,000 + 税

※ 適応身長は参考値です。
　 適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。
※ 日本向け仕様は前後ブレーキ付

フレーム SCHWINN シングルスピード スチールフレーム
フォーク SCHWINN リジッド スチールフォーク､1.1/8"
タイヤ アーバン ロード､700×28C､仏式バルブ
クランクセット アルミ 3ピース、46T
ブレーキ アルミ キャリパー
リア スプロケット 18T フリー
重量 12.2kg(M)

ご注文コード カラー フレームサイズ 適応身長

ZSX15301
ブラッド レッド

XS(48cm) 160 〜175cm

ZSX15302 S(52cm) 165 〜180cm

ZSX15303 M(54cm) 175 〜190cm

REGENT ™

リージェント TM  ¥38,000 + 税

※ 適応身長は参考値です。
　 適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。

※ 写真のフレームサイズは M(54cm) です。

※ 写真のフレームサイズは M(54cm) です。

※ 写真のフレームサイズは M(54cm) です。13



フレーム SCHWINN スムース ライド テック エンデュランス アルミフレーム、
インテグラル ヘッド、キャリアー＆フェンダーダボ、
リプレイサブル リアメカハンガー

フォーク SCHWINN スポーツ アルミフォーク､
アルミ コラム、1.1/8"

タイヤ KENDA K-193､700×32C､米式バルブ
クランクセット SR SUNTOUR NEX アルミ、

48/38/22T
コンポ SHIMANO アルタス(F)/

SHIMANO アセラ(R)
ブレーキ PROMAX メカニカルディスク、

160mmローター
変速段数 24スピード
重量 11.8kg(M)

ご注文コード カラー フレームサイズ 適応身長

ZSX16201
グラファイト

S(45cm) 160 〜175cm

ZSX16202 M(48cm) 165 〜180cm

ZSX16203 L(51cm) 170 〜185cm

VANTAGE ™ F2
ヴァンテージ TM F2  ¥73,000 + 税

※ 適応身長は参考値です。
　 適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。

フレーム SCHWINN Nlitened 3 スポーツハイブリッド トリプルバテッド アルミフレーム、
インテグラル ヘッド、キャリアー＆フェンダーダボ、リプレイサブル リアメカハンガー

フォーク SCHWINN ストレートブレード クロモリフォーク､1.1/8"
タイヤ KENDA K-193､700×32C､米式バルブ
クランクセット SR SUNTOUR NEX アルミ、48/38/28T
コンポ SHIMANO アルタス
ブレーキ アルミ リニアプル
変速段数 21スピード
重量 12.1kg(M)

ご注文コード カラー フレームサイズ 適応身長

ZSX16401

マット ブラック

XS(39.5cm) 150 〜165cm

ZSX16402 S(43cm) 155 〜170cm

ZSX16403 M(48cm) 165 〜180cm

ZSX16404 L(52cm) 170 〜185cm

スーパー スポーツ ® 3  ¥49,000 + 税

SUPER SPORT ® 3

※ 適応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。

フレーム SCHWINN Nlitened 3 スポーツハイブリッド トリプルバテッド アルミフレーム、
インテグラル ヘッド、キャリアー＆フェンダーダボ、リプレイサブル リアメカハンガー

フォーク SCHWINN ストレートブレード クロモリフォーク､1.1/8"
タイヤ KENDA K-193､700×32C､米式バルブ
クランクセット SR SUNTOUR NEX アルミ､48/38/28T
コンポ SHIMANO アルタス(F)/SHIMANO アセラ(R)
ブレーキ PROMAX メカニカルディスク、160mmローター
変速段数 24スピード
重量 12.1kg(M)

ご注文コード カラー フレームサイズ 適応身長

ZSX16301
マット ネイビー

S(43cm) 155 〜170cm

ZSX16302 M(48cm) 165 〜180cm

ZSX16303 L(52cm) 170 〜185cm

スーパー スポーツ ® 2 ディスク  ¥60,000 + 税

SUPER SPORT ® 2 DISC

※ 適応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。

シートチューブとシートステーの間に
振動を吸収するエラストマーを挿入し、
快適性を高めています

街乗りバイクにスポーツテイストをミックスした、スポーツ ハイ
ブリッド カテゴリー。SRT( スムース ライド テック ) フレームに
35mm 幅のタイヤを装備した快適性重視の“ヴァンテージ”。
やや細めの 32mm 幅のタイヤを装備した軽快な走行を重視した

“スーパースポーツ”をラインナップしています。

※ 写真のフレームサイズは M(48cm) です。

※ 写真のフレームサイズは M(48cm) です。 ※ 写真のフレームサイズは M(48cm) です。

14



颯爽と駆け抜けるロードバイクの醍醐味を気軽に楽しめる、ロードカテゴリー。
カーボンフレーム仕様、油圧成型アルミフレーム仕様の2モデルが加わった“ファスト
バック”シリーズと、不安定な不整地路面の走行にも適したフレームジオメトリーを採用
したグラベルロード対応モデル“ヴァンテージ RX”シリーズをラインナップ。 

精悍なマットブラック カラーの
軽量カーボン フレーム & フォーク

STI レバー／ディレイラー／クランクセットからチェーン／カセットスプロケット／ブレーキに至るまで、
コンポーネントには信頼の SHIMANO 105 を採用

フレーム SCHWINN Nlitened ブラックラベル カーボンフレーム、
インテグラル テーパーヘッド、リプレイサブル リアメカハンガー

フォーク SCHWINN レース カーボンフォーク､
カーボン テーパーコラム、1.1/8"-1.5"

タイヤ KENDA クリテリウム､700×25C､仏式バルブ
クランクセット SHIMANO 105､50/34T
コンポ SHIMANO 105
ブレーキ SHIMANO 105
変速段数 22スピード
重量 8.5kg(M)

ご注文コード カラー フレームサイズ 適応身長

ZSX15701
マットブラック

S(48cm) 165 〜175cm

ZSX15702 M(51cm) 170 〜180cm

FASTBACK ® CARBON
ファストバック ® カーボン  ¥190,000 + 税

※ 適応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。

※ 写真のフレームサイズは M(51cm) です。
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フレーム SCHWINN Nlitened ハイドロフォーム 
アルミフレーム、インテグラル ヘッド、
28mmタイヤクリアランス、フェンダーダボ、
リプレイサブル リアメカハンガー

フォーク SCHWINN レース カーボンフォーク､
アルミ コラム、1.1/8"

タイヤ INNOVA ロード､700×25C､仏式バルブ
クランクセット SHIMANO 105､50/34T
コンポ SHIMANO 105
ブレーキ SHIMANO 105
変速段数 22スピード
重量 9.5kg(M)

フレーム SCHWINN ファストバック Nlitened 3 トリプルバテッド アルミフレーム、
インテグラル ヘッド、28mmタイヤクリアランス、フェンダーダボ、
リプレイサブル リアメカハンガー

フォーク SCHWINN ファストバック アルミフォーク､アルミ コラム、1.1/8"
タイヤ INNOVA ロード､700×25C､仏式バルブ
クランクセット FSA ヴェロ コンパクト､50/34T
コンポ SHIMANO ソラ
ブレーキ SCHWINN アルミ
変速段数 18スピード
重量 9.7kg(S/M)

ご注文コード カラー フレームサイズ 適応身長

ZSX15801
グレー

S(48cm) 165 〜175cm

ZSX15802 M(51cm) 170 〜180cm

ZSX15803 L(54cm) 175 〜185cm

ご注文コード カラー フレームサイズ 適応身長

ZSX15901
ネイビー ブルー

S(47cm) 160 〜170cm

ZSX15902 S/M(50cm) 165 〜175cm

ZSX15903 M/L(53cm) 170 〜180cm

FASTBACK ® 1
ファストバック ® 1  ¥135,000 + 税

FASTBACK ® 2
ファストバック ® 2  ¥94,000 + 税

※ 適応身長は参考値です。
　 適合するサイズの選定は
　 正規販売店にご相談ください。

※ 適応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。

グロス ブラック/ レッド

フレーム SCHWINN ファストバック Nlitened 3 トリプルバテッド アルミフレーム、インテグラル ヘッド、
28mmタイヤクリアランス、フェンダーダボ、リプレイサブル リアメカハンガー

フォーク SCHWINN ファストバック アルミフォーク､アルミ コラム、1.1/8"
タイヤ INNOVA ロード､700×25C､仏式バルブ
クランクセット アルミ コンパクト､50/34T
コンポ SHIMANO クラリス
ブレーキ SCHWINN アルミ
変速段数 16スピード
重量 10.0kg(S/M)

ご注文コード カラー フレームサイズ 適応身長

ZSX16001

マットブラック

XS(44cm) 155 〜165cm

ZSX16002 S(47cm) 160 〜170cm

ZSX16003 S/M(50cm) 165 〜175cm

ZSX16004 M/L(53cm) 170 〜180cm

ZSX16005

グロス ブラック/
レッド

XS(44cm) 155 〜165cm

ZSX16006 S(47cm) 160 〜170cm

ZSX16007 S/M(50cm) 165 〜175cm

ZSX16008 M/L(53cm) 170 〜180cm

FASTBACK ® 3
ファストバック ® 3  ¥73,000 + 税

※ 適応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。

STI レバー／ディレイラー／クランクセットからチェーン／カセットスプロケット／
ブレーキに至るまで、コンポーネントには信頼の SHIMANO 105 を採用

マットブラック

※ 写真のフレームサイズは M(51cm) です。

※ 写真のフレームサイズは S/M(50cm) です。

※ 写真のフレームサイズは S/M(50cm) です。※ 写真のフレームサイズは S/M(50cm) です。
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シートチューブとシートステーの間に振動を吸収する
エラストマーを挿入し、快適性を高めたSRT(スムース 
ライド テック)採用フレーム

ヴァンテージ RX1にはSRAM ライバル コンポーネ
ントを、ヴァンテージ RX2にはSHIMANO ソラ コン
ポーネントを装備

フレーム SCHWINN スムース ライド テック エンデュランス アルミフレーム、
インテグラル ヘッド、キャリアー＆フェンダーダボ、リプレイサブル リアメカハンガー

フォーク SCHWINN スポーツ カーボンフォーク､アルミ コラム、1.1/8"、15mmスルーアクスル
タイヤ CONTINENTAL スポーツ コンタクト II､700×35C､仏式バルブ
クランクセット FSA ゴッサマー コンパクト アロイ、50/34T
コンポ SRAM ライバル 22
ブレーキ SRAM ライバル ハイドロディスク、160mmローター
変速段数 22スピード
重量 10.7kg(L)

ご注文コード カラー フレームサイズ 適応身長

ZSX15501
スレート グレー

M(48cm) 165 〜180cm

ZSX15502 L(51cm) 170 〜185cm

VANTAGE ™ RX1
ヴァンテージ TM RX1  ¥215,000 + 税

※ 適応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。

フレーム SCHWINN スムース ライド テック エンデュランス アルミフレーム、
インテグラル ヘッド、キャリアー＆フェンダーダボ、リプレイサブル リアメカハンガー

フォーク SCHWINN スポーツ カーボンフォーク､アルミ コラム、1.1/8"
タイヤ CONTINENTAL スポーツ コンタクト II､700×35C､仏式バルブ
クランクセット SR SUNTOUR SP2、48/32T
コンポ SHIMANO ソラ
ブレーキ TRP スパイア C メカニカルディスク、160mmローター
変速段数 18スピード
重量 11.5kg(M)

ご注文コード カラー フレームサイズ 適応身長

ZSX15601
チャコール

S(45cm) 160 〜175cm

ZSX15602 M(48cm) 165 〜180cm

ZSX15603 L(51cm) 170 〜185cm

VANTAGE ™ RX2
ヴァンテージ TM RX2  ¥120,000 + 税

※ 適応身長は参考値です。
　 適合するサイズの選定は
　 正規販売店にご相談ください。

キャリアー＆フェンダーダボを備えたカーボンフォーク、
CONTINENTAL スポーツ コンタクト Ⅱ 700×35C
タイヤを装備

※ 写真のフレームサイズは M(48cm) です。 ※ 写真のフレームサイズは M(48cm) です。
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気軽にオフロード走行を楽しめるシュウィンのマウンテン
バイク カテゴリー。2017年はアルミフレーム仕様のメサ
と、スチールフレーム仕様のフロンティアをラインナップ
しています。

※ 適応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。

※ 適応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。

MESA®

メサ ®  ¥41,000 + 税

FRONTIER ®

フロンティア ®  ¥36,000 + 税

ご注文コード カラー フレームサイズ 適応身長

ZSX16601

グロス ブラック

XS(33cm) 145 〜160cm

ZSX16602 S(39.4cm) 160 〜175cm

ZSX16603 M(44.5cm) 165 〜180cm

ZSX16604 L(49.5cm) 170 〜185cm

ご注文コード カラー フレームサイズ 適応身長

ZSX16701
マット ブルー

XS(33cm) 145 〜160cm

ZSX16702 S(39.4cm) 160 〜175cm

ZSX16703 M(44.5cm) 165 〜180cm

フレーム SCHWINN トレイル チューン アルミフレーム、リプレイサブル リアメカハンガー
フォーク ZOOM HL565 サスペンションフォーク､60mmトラベル､1.1/8"
タイヤ SCHWINN MTB､26"×2.1"､米式バルブ
クランクセット アルミ MTB、42/34/24T、チェーンガード付
コンポ SHIMANO ターニー
ブレーキ アルミ リニアプル
変速段数 21スピード
重量 13.2kg(M)

フレーム SCHWINN トレイル チューン スチールフレーム
フォーク ZOOM HL565 サスペンションフォーク､60mmトラベル､1.1/8"
タイヤ SCHWINN MTB､26"×2.1"､米式バルブ
クランクセット アルミ MTB、42/34/24T、チェーンガード付
コンポ SHIMANO ターニー
ブレーキ アルミ リニアプル
変速段数 21スピード
重量 14.5kg(M)

フレーム SCHWINN リラックス ポジション ジオメトリー コンフォート アルミフレーム、
キャリアー&フェンダー ダボ、リプレイサブル リアメカハンガー(MEN'S)
SCHWINN リラックス ポジション ジオメトリー コンフォート ステップスルー アルミフレーム、
キャリアー&フェンダー ダボ、リプレイサブル リアメカハンガー(WOMEN'S)

フォーク SCHWINN リジッド スチールフォーク、1.1/8"
タイヤ SCHWINN クラシック、26"×2.125"、米式バルブ
クランクセット SCHWINN アルミ、38T
コンポ SHIMANO ターニー
ブレーキ アルミ リニアプル
変速段数 7スピード
重量 14.1kg

ご注文コード カラー フレームサイズ 適応身長

ZSX16501 ネイビー ブルー MEN'S(43.5cm) 155 〜185cm

ZSX16502 チャコール MEN'S(43.5cm) 155 〜185cm

ZSX16503 コーラル オレンジ WOMEN'S(41.5cm) 150 〜180cm

ZSX16504 シルバー WOMEN'S(41.5cm) 150 〜180cm

※ 適応身長は参考値です。
　 適合するサイズの選定は
 　正規販売店にご相談ください。

ストリームライナー TM 2  ¥43,000 + 税

STREAMLINER™ 2

チャコール

シルバー

リラックスポジションでのライディングを楽しめる、バイク
パス カテゴリー。クルーザー並みの安定した走行感が魅力の
フレームジオメトリーに、実用性を高める外装変速を備えて
います。

コーラル オレンジネイビー ブルー

※ 写真のフレームサイズは M(44.5cm) です。

※ 写真のフレームサイズは M(44.5cm) です。
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アメリカンなデザインと豊富なラインナップが揃った、
キッズ カテゴリー。シュウィンらしいクルーザータイ
プ、アグレッシブなキッズにお勧めのMTBタイプ、マイ 
ファースト シュウィンに最適な補助輪付の16インチ、
12インチタイプ、ロー&ワイドなアメリカンテイスト
に溢れる3輪車まで、充実のラインナップです。

ご注文コード カラー フレームサイズ 適応身長
ZSX18401 レース レッド BOY'S(33cm) 130 〜150cm

フレーム SCHWINN 24" クルーザー キッズ スチールフレーム、フェンダーダボ
フォーク SCHWINN リジッド スチールフォーク､1"
タイヤ キッズ クルーザー、24"×2.125"、米式バルブ
クランクセット ワンピース スチール､42T
ブレーキ アルミ キャリパー(F)/コースター(Ｒ)
付属品 フェンダー、センタースタンド
重量 14.8kg

CORVETTE ™ 24"
コルベット TM 24"  ¥33,000 + 税

※ 適応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。
※ 日本向け仕様は前後ブレーキ付

ご注文コード カラー フレームサイズ 適応身長
ZSX18501 デイジーヘイズ パープル GIRL'S(33cm) 130 〜150cm

フレーム SCHWINN 24" クルーザー キッズ スチールフレーム、フェンダーダボ
フォーク SCHWINN リジッド スチールフォーク､1"
タイヤ キッズ クルーザー、24"×2.125"、米式バルブ
クランクセット ワンピース スチール、42T
ブレーキ アルミ キャリパー(F)/コースター(Ｒ)
付属品 フェンダー、センタースタンド
重量 14.6kg

SPRITE ™ 24"
スプライト TM 24"  ¥33,000 + 税

※ 適応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。
※ 日本向け仕様は前後ブレーキ付
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ご注文コード カラー フレームサイズ 適応身長
ZSX18801 アーバン グリーン BOY'S(27cm) 115 〜140cm

フレーム SCHWINN トレイル キッズ 20" アルミフレーム、フェンダーダボ、リプレイサブル リアメカハンガー
フォーク リジッド スチールフォーク、1.1/8"
タイヤ MTB、20"×2.25"、米式バルブ
クランクセット アルミ 3ピース、36T、チェーンガード付
コンポ SHIMANO ターニー
ブレーキ アルミ リニアプル
変速段数 7スピード
付属品 センタースタンド
重量 10.7kg

MESA® 20"
メサ ® 20"  ¥32,000 + 税

※ 適応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。

ご注文コード カラー フレームサイズ 適応身長
ZSX18901 トワイライト ブルー GIRL'S(27cm) 115 〜140cm

フレーム SCHWINN トレイル キッズ 20" アルミフレーム､フェンダーダボ、リプレイサブル リアメカハンガー
フォーク リジッド スチールフォーク、1.1/8"
タイヤ MTB、20"×2.25"、米式バルブ
クランクセット アルミ 3ピース、36T、チェーンガード付
コンポ SHIMANO ターニー
ブレーキ アルミ リニアプル
変速段数 7スピード
付属品 センタースタンド
重量 10.6kg

LULA™ 20"
ルラ TM 20"  ¥32,000 + 税

※ 適応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。

ご注文コード カラー フレームサイズ 適応身長
ZSX18601 シュウィン レッド BOY'S(27.9cm) 135 〜150cm

フレーム SCHWINN トレイル キッズ 24" スチールフレーム、キャリアー＆フェンダーダボ､センタースタンド台座
フォーク SCHWINN MTB リジッド スチールフォーク､1.1/8"
タイヤ MTB、24"×1.95"、米式バルブ
クランクセット アルミ 3ピース、40T､チェーンガード付
コンポ ー(F)/SHIMANO ターニー(R)
ブレーキ アルミ リニアプル
変速段数 7スピード
重量 12.3kg

FRONTIER ® 24"
フロンティア ® 24"  ¥36,000 + 税

※ 適応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。

ご注文コード カラー フレームサイズ 適応身長
ZSX18701 ターコイズ GIRL'S(27.9cm) 135 〜150cm

フレーム SCHWINN トレイル キッズ 24" スチールフレーム、キャリアー＆フェンダーダボ､センタースタンド台座
フォーク SCHWINN MTB リジッド スチールフォーク､1.1/8"
タイヤ MTB、24"×1.95"、米式バルブ
クランクセット アルミ 3ピース、40T､チェーンガード付
コンポ ー(F)/SHIMANO ターニー(R)
ブレーキ アルミ リニアプル
変速段数 7スピード
重量 12.5kg

ELLA™ 24"
エラ TM 24"  ¥36,000 + 税

※ 適応身長は参考値です。適合するサイズの選定は正規販売店にご相談ください。
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子供の身体に適したフレーム設計と、乗り易さと快適性を重視した
パーツ選び。お子様のことを第一に考えて設計された“スマートス
タート™”フレーム採用キッズバイク。

ご注文コード カラー フレームサイズ 適応身長
ZSX19001 グロス ブラック

BOY'S(30cm) 115 〜140cm
ZSX19002 レッド / ブラック

フレーム SCHWINN スマートスタート キッズ 20" アルミフレーム
フォーク リジッド スチールフォーク､1"
タイヤ キッズ、20"×1.95"、米式バルブ
クランクセット ワンピース､32T
ブレーキ アルミ リニアプル
付属品 リアフェンダー、

センタースタンド
重量 11.4kg

AEROSTAR ™

エアロスター TM  ¥27,000 + 税

※ 適応身長は参考値です。
　 適合するサイズの選定は
　 正規販売店にご相談ください。
※ 日本向け仕様は前後ブレーキ付

ご注文コード カラー フレームサイズ 適応身長
ZSX19101 レッド

GIRL'S(29cm) 115 〜140cm
ZSX19102 ピンク

フレーム SCHWINN スマートスタート キッズ 20" アルミフレーム
フォーク リジッド スチールフォーク､1"
タイヤ キッズ、20"×2.125"、米式バルブ
クランクセット ワンピース､32T
ブレーキ アルミ リニアプル
付属品 フェンダー、センタースタンド、

ハンドル ストリーマー
重量 10.9kg

STARDUST ™

スターダスト TM  ¥27,000 + 税

※ 適応身長は参考値です。
　 適合するサイズの選定は
　 正規販売店にご相談ください。
※ 日本向け仕様は前後ブレーキ付

ピンク

レッド / ブラック

レッド

グロス ブラック

握り易い細径グリップ

必要十分な大きさの小型サドル

軽量な車体重量

Qファクターが小さく、ペダリングし易い
位置に設定されたクランク

小さな力でも漕ぎ易いサイズの
リアスプロケット
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GREMLIN™

グレムリン TM  ¥25,000 + 税

フレーム SCHWINN スマートスタート キッズ 16" アルミフレーム
フォーク リジッド スチールフォーク､1"
タイヤ キッズ、16"×1.95"、米式バルブ
クランクセット ワンピース､28T
ブレーキ アルミ リニアプル
付属品 リアフェンダー、補助輪
重量 9.8kg

ご注文コード カラー フレームサイズ 適応身長
ZSX19201 グロス ブラック

BOY'S(25cm) 95 〜120cm
ZSX19202 グリーン

※ 適応身長は参考値です。
　 適合するサイズの選定は
　 正規販売店にご相談ください。
※ 日本向け仕様は前後ブレーキ付

ご注文コード カラー フレームサイズ 適応身長
ZSX19301 パール ホワイト

GIRL'S(24cm) 95 〜120cm
ZSX19302 ライト パープル

LIL STARDUST ™

リトル スターダスト TM  ¥25,000 + 税

フレーム SCHWINN スマートスタート キッズ 16" アルミフレーム
フォーク リジッド スチールフォーク､1"
タイヤ キッズ、16"×2.0"、米式バルブ
クランクセット ワンピース､28T
ブレーキ アルミ リニアプル
付属品 フェンダー、補助輪、

ハンドル ストリーマー
重量 10.1kg

※ 適応身長は参考値です。
　 適合するサイズの選定は
　 正規販売店にご相談ください。
※ 日本向け仕様は前後ブレーキ付

ご注文コード カラー 適応年齢
ZSX19601 クラシック レッド 2 歳〜

フレーム SCHWINN トライク スチールフレーム
フォーク リジッド スチールフォーク
タイヤ 12"(F)／10"(R)、米式バルブ
付属品 フェンダー、ハンドル ストリーマー
重量 8.1kg

ROADSTER® TRIKE
ロードスター ® トライク  ¥18,000 + 税

フロント リア

ご注文コード カラー フレームサイズ 適応身長
ZSX19401 ホワイト / ブルー BOY'S(19cm) 90 〜110cm

フレーム SCHWINN スマートスタート キッズ 12" スチールフレーム
フォーク リジッド スチールフォーク､1"
タイヤ キッズ、12 1/2"×2 1/4"、米式バルブ
クランクセット ワンピース､24T
ブレーキ アルミ リニアプル
付属品 リアフェンダー、補助輪
重量 8.9kg

TROOPER ™

トゥルーパー TM  ¥21,000 + 税

※ 適応身長は参考値です。
　 適合するサイズの選定は
　 正規販売店にご相談ください。
※ 日本向け仕様は
　 前後ブレーキ付

ご注文コード カラー フレームサイズ 適応身長
ZSX19501 ピンク GIRL'S(19cm) 90 〜110cm

フレーム SCHWINN スマートスタート キッズ 12" スチールフレーム
フォーク リジッド スチールフォーク､1"
タイヤ キッズ、12 1/2"×1/2×2 1/4"、米式バルブ
クランクセット ワンピース､24T
ブレーキ アルミ リニアプル
付属品 フェンダー、補助輪､

ハンドル ストリーマー
重量 8.9kg

PIXIE ™

ピクシー TM  ¥21,000 + 税

※ 適応身長は参考値です。
　 適合するサイズの選定は
　 正規販売店にご相談ください。
※ 日本向け仕様は
　 前後ブレーキ付

パール ホワイト ライト パープル

グリーングロス ブラック
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SPECIFICATION
モデル スティングレイ クラシック デラックス 7 クルーザー SS クルーザー SS タイフーン ミスクリアント ヘヴィー デューティー プラス トルネード

サイズ 33.4cm MEN'S(47.3cm) MEN'S(47.3cm) WOMEN'S(43.2cm) MEN'S(46.5cm) MEN'S(42cm) MEN'S(45.7cm) MEN'S(45.7cm)

カラー レッド、イエロー ホワイト/ブラック グロス ブラック クラシック レッド スレート グレー ブライト シルバー ブラック クラシック ブラック/
シュウィン レッド

フレーム
SCHWINN クラシック スティン
グレイ カンチレバー デザイン 
スチール フレーム

SCHWINN クラシック クルー
ザー 1955デザイン カンチレ
バー スチールフレーム､ホーン
付 ダミータンク

SCHWINN クラシック クルー
ザー スチールフレーム

SCHWINN クラシック クルー
ザー ステップスルー スチール
フレーム

SCHWINN リラックスポジショ
ン ジオメトリー アルミフレーム

SCHWINN バルーン タイヤ ク
ルーザー スチールフレーム

SCHWINN キャメルバック ク
ルーザー 26" スチールフレー
ム

SCHWINN リラックスポジショ
ンジオメトリー クルーザー アル
ミフレーム

フォーク
SCHWINN スティングレイ 
スプリンガー サスペンション 
フォーク

SCHWINN クラシック スプリン
ガー サスペンション 
フォーク､1"

SCHWINN クルーザー リジッ
ド フォーク､1"

SCHWINN クルーザー リジッ
ド フォーク､1"

SCHWINN スチール オーバー
サイズ クルーザー 
フォーク､1.1/8"

SCHWINN スチール オーバー
サイズ クルーザー 
フォーク､1.1/8"

SCHWINN リジッド スチール
フォーク､1.1/8"

SCHWINN スチール オーバー
サイズ クルーザー 
フォーク､1.1/8"

フロント ハブ SUNRACE、ナット式、36H SCHWINN アルミボディ､ナッ
ト式､36H

アルミボディ､ナット式、36H アルミボディ､ナット式、36H アルミボディ､ナット式､36H アルミボディ､ナット式､36H アルミボディ、ナット式､36H アルミボディ､ナット式､36H

リア ハブ スチールボディ、ナット式、36H SHIMANO ネクサス 内装7ス
ピード､ナット式､36H

スチールボディ､ナット式､36H スチールボディ､ナット式､36H スチールボディ､ナット式､36H スチールボディ､ナット式､36H スチールボディ、ナット式､36H スチールボディ､ナット式､36H

スポーク 14G ステンレス 14G ステンレス 14G ステンレス 14G ステンレス 14G ステンレス 14G ステンレス 12G(φ2.6mm) ステンレス 14G ステンレス

タイヤ
SCHWINN F/スティングレイ 
16"×1.75"、R/スティングレイ 
スリック 20"×2.125"、米式バ
ルブ

SCHWINN タイフーン､26"×
2.125"､米式バルブ

SCHWINN タイフーン､26"×
2.125"､米式バルブ

SCHWINN タイフーン､26"×
2.125"､米式バルブ

クラシック クルーザー､29"×
2.25"､米式バルブ

レトロ バルーン､24"×3.0"､米
式バルブ

クラシック バルーン､26"×
3.0"､米式バルブ

SCHWINN クルーザー､26"×
2.25"､米式バルブ

リム アルミ、36H アルミ、36H アルミ、36H アルミ、36H アルミ、36H アルミ、36H アルミ、36H ALEX ZUMA 1.0、36H

ボトムブラケット アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ

クランク ワンピース、46T 鍛造ワンピース
､36T､165mm

ワンピース､40T、165mm ワンピース､40T、165mm ワンピース スチール､44T、
170mm

ワンピース スチール､44T、
165mm

ワンピース､44T､165mm ワンピース､46T、170mm

チェーン KMC Z410 KMC Z410A KMC Z410 KMC Z410 KMC Z510 KMC Z510 KMC Z410ARB ラストバス
ター

KMC Z510

ペダル SCHWINN BOWTIE ラバーブ
ロック

SCHWINN クラシック クルー
ザー

SCHWINN クラシック クルー
ザー

SCHWINN クラシック クルー
ザー

樹脂ボディ クラシック クルーザー WELLGO アルミ/樹脂 SCHWINN クラシック クルー
ザー

ヘッド セット スレッド、1" スレッド、1" スレッド、1" スレッド、1" スレッド、1.1/8" スレッド、1.1/8" スレッド､1.1/8" スレッド､1.1/8"

ハンドルバー SCHWINN クラシック スティン
グレイ、幅 675mm

クルーザー スチール､
幅 700mm

クルーザー スチール、
幅 675mm

クルーザー スチール、
幅 675mm

クルーザー スチール、
幅 700mm

クルーザー スチール、
幅 670mm

クルーザー スチール、
幅 635mm

クルーザー スチール、
幅 700mm

ステム アルミ クイル、25.4mmバーク
ランプ、突き出し 85mm

アルミ クイル、25.4mmバーク
ランプ、突き出し 85mm

アルミ クイル、25.4mmバーク
ランプ、突き出し 85mm

アルミ クイル、25.4mmバーク
ランプ、突き出し 85mm

アルミ クイル、25.4mmバーク
ランプ、突き出し 100mm

アルミ クイル、25.4mmバーク
ランプ、突き出し 36mm

アルミ クイル、25.4mmバーク
ランプ、突き出し 85mm

アルミ クイル、25.4mmバーク
ランプ、突き出し 100mm

ブレーキ STURMEYARCHER ドラム
(F)/コースター（R）

アルミ リニアプル(F)/コース
ター（R）

アルミ キャリパー(F)/コース
ター（R）

アルミ キャリパー(F)/コース
ター（R）

アルミ リニアプル(F)/コース
ター（R）

アルミ リニアプル(F)/コース
ター（R）

アルミ リニアプル(F)/コース
ター（R）

アルミ リニアプル(F)/コース
ター（R）

ブレーキレバー アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ

フロント ディレーラー ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

リア ディレーラー ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

シフター ----- SHIMANO ネクサス、
レボ シフター

----- ----- ----- ----- ----- -----

リア スプロケット 20T 20T 22T 22T 22T 22T 22T 22T

サドル
SCHWINN スティングレイ バ
ナナシート、シーシー バー サス
ペンション

SCHWINN クラシック クルー
ザー スプリング

SCHWINN クラシック クルー
ザー スプリング

SCHWINN クラシック クルー
ザー スプリング

SCHWINN クラシック クルー
ザー スプリング

SCHWINN クラシック クルー
ザー スプリング

SCHWINN クラシック クルー
ザー スプリング

SCHWINN クラシック クルー
ザー スプリング

シートポスト スチール、22.2mm スチール､25.4mm スチール、25.4mm スチール、25.4mm スチール､27.2mm スチール､25.4mm スチール、25.4mm スチール、27.2mm

その他
フェンダー、センタースタンド フェンダー一体型 フロントライ

ト、フェンダー､リアキャリアー､
センタースタンド

センタースタンド センタースタンド フェンダー､センタースタンド フェンダー､センタースタンド ステンレスフェンダー、
センタースタンド

フェンダー、キャリアー、
センタースタンド

重量 17.2kg 21.2㎏ 15.8kg 15.3kg 17.3kg 19.6kg 20.9kg 16.4kg

リアメカハンガー ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

モデル ホーネット パンサー フリート フィエスタ コルベット スプライト S1 クルーザー S1 クルーザー

サイズ MEN'S(46.5cm) MEN'S(46.5cm) MEN'S(46.5cm) WOMEN'S(44.5cm) MEN'S(45.7cm) WOMEN'S(43.2cm) MEN'S(45.7cm) WOMEN'S(43.2cm)

カラー ブラック ブルー ブリックヤード レッド ケリー グリーン、
コラーダ ホワイト

エレクトリック ブルー ヴィンテージ ホワイト、
ルビー レッド

ライツアウト ブラック、
ストーム グレー

パープル、ピンク、ミント

フレーム
SCHWINN リラックスポジショ
ン ジオメトリー タンカー ク
ルーザー アルミフレーム

SCHWINN リラックスポジショ
ン ジオメトリー タンカー ク
ルーザー アルミフレーム

SCHWINN リラックスポジショ
ン ジオメトリー クルーザー ア
ルミフレーム

SCHWINN リラックスポジショ
ンジオメトリー クルーザー ス
テップスルー  アルミフレーム

SCHWINN クラシック クルー
ザー スチールフレーム、フェン
ダーダボ

SCHWINN クラシック クルー
ザー ステップスルー  スチール
フレーム

SCHWINN クラシック クルー
ザー スチールフレーム

SCHWINN クラシック クルー
ザー ステップスルー スチール
フレーム

フォーク
SCHWINN スチール オーバー
サイズ クルーザー 
フォーク､1.1/8"

SCHWINN スチール オーバー
サイズ クルーザー 
フォーク､1.1/8"

SCHWINN スチール オーバー
サイズ クルーザー 
フォーク､1.1/8"

SCHWINN スチール オーバー
サイズ クルーザー
フォーク､1.1/8"

SCHWINN スチール オーバー
サイズ クルーザー
フォーク､1.1/8"

SCHWINN スチール オーバー
サイズ クルーザー
フォーク､1.1/8"

SCHWINN スチール クルー
ザー フォーク､1"

SCHWINN スチール クルー
ザー フォーク､1"

フロント ハブ アルミボディ､ナット式、36H アルミボディ､ナット式､36H アルミボディ､ナット式､36H アルミボディ､ナット式､36H アルミボディ､ナット式､36H アルミボディ､ナット式､36H スチールボディ､ナット式､36H スチールボディ､ナット式､36H

リア ハブ SHIMANO ネクサス 内装3ス
ピード､ナット式､36H

アルミボディ、ナット式、36H SHIMANO ネクサス 内装3ス
ピード､ナット式､36H

SHIMANO ネクサス 内装3ス
ピード､ナット式､36H

アルミボディ、ナット式、36H アルミボディ、ナット式、36H スチールボディ､ナット式､36H スチールボディ､ナット式､36H

スポーク 14G ステンレス 14G ステンレス 14G ステンレス 14G ステンレス 14G ステンレス 14G ステンレス 14G ステンレス 14G ステンレス

タイヤ SCHWINN クルーザー､
27.5"×2.25"､米式バルブ

SCHWINN クルーザー､
27.5"×2.25"､米式バルブ

SCHWINN クルーザー､
27.5"×2.25"､米式バルブ

SCHWINN クルーザー､26"×
2.25"､米式バルブ

SCHWINN クルーザー､26"×
2.25"､米式バルブ

SCHWINN クルーザー､26"×
2.25"､米式バルブ

SCHWINN クルーザー､26"×
2.3"､米式バルブ

SCHWINN クルーザー､26"×
2.125"､米式バルブ

リム ALEX ZUMA 1.0、36H ALEX Z1000、36H ALEX ZUMA 1.0、36H ALEX ZUMA 1.0、36H アルミ、36H アルミ、36H アルミ、36H アルミ、36H

ボトムブラケット カートリッジ カートリッジ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ

クランク アルミ 3ピース、42T、
170mm

アルミ 3ピース、46T、
170mm

ワンピース､42T、170mm ワンピース､46T、170mm ワンピース､46T、165mm ワンピース､46T、165mm ワンピース､44T、165mm ワンピース､44T、165mm

チェーン KMC Z410 ラストバスター KMC Z51 KMC Z510 KMC Z510 KMC Z51 KMC Z51 KMC Z410 KMC Z410

ペダル SCHWINN クラシック クルー
ザー

SCHWINN クラシック クルー
ザー

SCHWINN クラシック クルー
ザー

SCHWINN クラシック クルー
ザー

樹脂ボディ 樹脂ボディ 樹脂ボディ 樹脂ボディ

ヘッド セット スレッド､1.1/8" スレッド､1.1/8" スレッド､1.1/8" スレッド､1.1/8" スレッド､1.1/8" スレッド､1.1/8" スレッド、1" スレッド、1"

ハンドルバー クルーザー スチール、
幅 700mm

クルーザー スチール、
幅 700mm

クルーザー スチール、
幅 700mm

クルーザー スチール、670mm クルーザー スチール、
幅 680mm

クルーザー スチール、
幅 650mm

クルーザー スチール、
幅 680mm

クルーザー スチール、
幅 650mm

ステム アルミ クイル、25.4mmバーク
ランプ、突き出し 100mm

アルミ クイル、25.4mmバーク
ランプ、突き出し 100mm

アルミ クイル、25.4mmバーク
ランプ、突き出し 100mm

アルミ クイル、25.4mmバーク
ランプ、突き出し 100mm

アルミ クイル、25.4mmバーク
ランプ、突き出し 100mm

アルミ クイル、25.4mmバーク
ランプ、突き出し 100mm

アルミ クイル、25.4mmバーク
ランプ、突き出し 100mm

アルミ クイル、25.4mmバーク
ランプ、突き出し 100mm

ブレーキ アルミ リニアプル(F)/コース
ター（R）

アルミ リニアプル アルミ リニアプル(F)/コース
ター（R）

アルミ リニアプル(F)/コース
ター（R）

アルミ リニアプル アルミ リニアプル アルミ キャリパー(F)/コース
ター（R）

アルミ キャリパー(F)/コース
ター（R）

ブレーキレバー アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ

フロント ディレーラー ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

リア ディレーラー ----- SHIMANO ターニー、RD-
TY300

----- ----- SHIMANO ターニー、RD-
TX35

SHIMANO ターニー、RD-
TX35

----- -----

シフター SHIMANO ネクサス、レボ シフ
ター

SHIMANO レボシフター SHIMANO ネクサス、レボ シフ
ター

SHIMANO ネクサス、レボ シフ
ター

MAICROSHIFT ツイストシフト MAICROSHIFT ツイストシフト ----- -----

リア スプロケット 20T 14-34T、7スピード 21T 21T 14-28T、7スピード 14-28T、7スピード 18T 18T

サドル SCHWINN クラシック クルー
ザー スプリング

SCHWINN クラシック クルー
ザー スプリング

SCHWINN クラシック クルー
ザー スプリング

SCHWINN クラシック クルー
ザー スプリング

SCHWINN クラシック クルー
ザー スプリング

SCHWINN クラシック クルー
ザー スプリング

SCHWINN クラシック クルー
ザー スプリング

SCHWINN クラシック クルー
ザー スプリング

シートポスト アルミ マイクロアジャスト、
27.2mm

アルミ マイクロアジャスト、
27.2mm

スチール、27.2mm スチール、27.2mm スチール、25.4mm スチール、25.4mm スチール、25.4mm スチール、25.4mm

その他
フェンダー、センタースタンド、3
ケタ コンビネーションロック付 
コンパートメント

フェンダー、センタースタンド、3
ケタ コンビネーションロック付 
コンパートメント

フェンダー、センタースタンド フェンダー、センタースタンド センタースタンド センタースタンド センタースタンド センタースタンド

重量 17.0kg 18.4㎏ 15.8㎏ 15.7㎏ 17.2㎏ 16.6㎏ 15.0㎏ 14.9kg

リアメカハンガー ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
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モデル トラベラー トラベラー ブライトン 2 オールストン 2 スリッカー カッター リージェント レーサー

サイズ MEN'S M(48.2cm) WOMEN'S S(43.2cm) M(53cm) S(48cm) XS(50cm)、S(53cm) XS(48cm)、S(52cm)、
M(54cm)

XS(48cm)、S(52cm)、
M(54cm)

XS(48cm)、S(52cm)、
M(54cm)

カラー ネイビー ブルー パウダー ブルー、
ティール ブルー

グレー ライラック パープル、
ラズベリー

ブラック、ホワイト、レッド、ゴール
ド

ブラック ブラッド レッド シンダー グレー

フレーム
SCHWINN クラシック  ライト
ウエイト スチールフレーム

SCHWINN クラシック  ライト
ウエイト ステップスルー スチー
ルフレーム

SCHWINN クラシック ユーロ
スタイル スチールフレーム

SCHWINN クラシック ユー
ロスタイル ステップスルー ス
チールフレーム

SCHWINN アーバンレース ス
チールフレーム

SCHWINN シングルスピード 
スチールフレーム

SCHWINN シングルスピード 
スチールフレーム

SCHWINN シングルスピード 
スチールフレーム

フォーク SCHWINN リジッド スチール
フォーク､1"

SCHWINN リジッド スチール
フォーク､1"

SCHWINN リジッド スチール
フォーク､1"

SCHWINN リジッド スチール
フォーク､1"

SCHWINN リジッド スチール
フォーク､1.1/8"

SCHWINN リジッド スチール
フォーク､1.1/8"

SCHWINN リジッド スチール
フォーク､1.1/8"

SCHWINN リジッド スチール
フォーク､1.1/8"

フロント ハブ アルミボディ､ナット式、36H アルミボディ､ナット式、36H アルミボディ､ナット式、36H アルミボディ､ナット式、36H アルミボディ､ナット式､32H アルミボディ､ナット式､32H アルミボディ､ナット式､36H アルミボディ､ナット式､36H

リア ハブ アルミボディ、ナット式、36H アルミボディ、ナット式、36H SHIMANO ネクサス 内装3ス
ピード､ナット式､36H

SHIMANO ネクサス 内装3ス
ピード､ナット式､36H

アルミボディ、ナット式､36H アルミボディ、フリップフロップ､
ナット式､36H

アルミボディ、フリップフロップ､
ナット式､36H

スチールボディ、ナット式､36H

スポーク 14G ステンレス 14G ステンレス 14G ステンレス 14G ステンレス 14G ステンレス 14G ステンレス 14G ステンレス 14G ステンレス

タイヤ KENDA K-192、700×38C、
米式バルブ

KENDA K-192、700×38C、
米式バルブ

KENDA K-192、700×38C、
米式バルブ

KENDA K-192、700×38C、
米式バルブ

INNOVA ロード、700×25C､
仏式バルブ

FREEDOM シックスリック、
700×28C、仏式バルブ

アーバン ロード､700×28C､
仏式バルブ

アーバン ロード､700×28C､
仏式バルブ

リム アルミ、36H アルミ、36H WEINMANN ZAC19、36H WEINMANN ZAC19、36H アルミ､32H(F)/36H(Ｒ) アルミ､32H(F)/36H(Ｒ) アルミ､36H アルミ､36H

ボトムブラケット カートリッジ カートリッジ カートリッジ カートリッジ カートリッジ カートリッジ カップコーン カップコーン

クランク アルミ 3ピース、38T、
165mm

アルミ 3ピース、38T、
165mm

アルミ 3ピース、38T、
165mm

アルミ 3ピース、38T、
165mm

アルミ、46T、170mm アルミ 3ピース、46T、
170mm

アルミ 3ピース、46T、
170mm

アルミ 3ピース、46T、
170mm

チェーン KMC Z51 KMC Z51 KMC Z410A KMC Z410A KMC Z-72 KMC Z410A KMC Z510H KMC Z510H

ペダル 樹脂ボディ 樹脂ボディ SCHWINN ボウタイ SCHWINN ボウタイ 樹脂ボディ 樹脂ボディ 樹脂ボディ 樹脂ボディ

ヘッド セット スレッド、1" スレッド、1" スレッド、1" スレッド、1" スレッドレス､1.1/8" スレッドレス､1.1/8" スレッドレス､1.1/8" スレッドレス､1.1/8"

ハンドルバー スチール クラシック ライザー、
幅 600mm

スチール クラシック ライザー、
幅 600mm

アルミ クラシック ライザー、
幅 610mm

アルミ クラシック ライザー、
幅 610mm

スチール アーバンライザー、
幅 580mm

スチール アーバンライザー、
幅 600mm

スチール アーバンライザー、
幅 500mm

スチール アーバンライザー、
幅 500mm

ステム アルミ クイル、25.4mmバーク
ランプ、突き出し 85mm

アルミ クイル、25.4mmバーク
ランプ、突き出し 85mm

アルミ クイル、25.4mmバーク
ランプ、突き出し 85mm

アルミ クイル、25.4mmバーク
ランプ、突き出し 85mm

アルミ スレッドレス、突出し 
90mm

アルミ スレッドレス、25.4mm 
バークランプ、突出し 90mm

アルミ スレッドレス、25.4mm 
バークランプ、突き出し 90mm

アルミ スレッドレス、25.4mm 
バークランプ、突き出し 90mm

ブレーキ アルミ キャリパー アルミ キャリパー アルミ キャリパー アルミ キャリパー アルミ キャリパー アルミ  キャリパー アルミ  キャリパー アルミ  キャリパー(Ｆ)/コース
ター(R)

ブレーキレバー アルミ  アルミ  アルミ  アルミ  アルミ アルミ アルミ アルミ

フロント ディレーラー ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

リア ディレーラー SHIMANO アルタス、RD-
M310

SHIMANO アルタス、RD-
M310

----- ----- SHIMANO クラリス ----- ----- -----

シフター SHIMANO レボ シフター SHIMANO レボ シフター SHIMANO ネクサス、レボ シフ
ター

SHIMANO ネクサス、レボ シフ
ター

SHIMANO SL-M310 ----- ----- -----

リア スプロケット SHIMANO ターニー、14-
34T、7スピード

SHIMANO ターニー、14-
34T、7スピード

SHIMANO、19T SHIMANO、19T SUNRACE、11-32T、8スピー
ド

18T コグ /18T フリー 18T フリー 18T

サドル クラシック ライトウエイト スプ
リンガー サドル

クラシック ライトウエイト スプ
リンガー サドル

クラシック ライトウエイト スプ
リンガー サドル

クラシック ライトウエイト スプ
リンガー サドル

SCHWINN アーバン SCHWINN アーバン SCHWINN アーバン SCHWINN アーバン

シートポスト スチール、25.4mm スチール、25.4mm アルミ、25.4mm アルミ、25.4mm アルミ、25.4mm アルミ、25.4mm スチール、25.4mm スチール、25.4mm

その他 フェンダー、キャリアー、
センタースタンド

フェンダー、キャリアー、
センタースタンド

フェンダー、キャリアー、
センタースタンド

フェンダー、キャリアー、
センタースタンド

----- ----- ----- -----

重量 14.8㎏ 14.6kg 15.1㎏ 15.5㎏ 11.9㎏(S) 12.0kg(M) 12.2kg(M) 12.5kg(S)

リアメカハンガー ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

モデル ヴァンテージ F2 スーパースポーツ 2 ディスク スーパースポーツ 3 ファストバック カーボン ファストバック 1 ファストバック 2 ファストバック 3 ヴァンテージ RX1

サイズ S(45cm)、M(48cm)、
L(51cm)

S(43cm)、M(48cm)、
L(52cm)

XS(39.5cm)、S(43cm)、
M(48cm)、L(52cm)

S(48cm)、M(51cm) S ( 4 8 c m ) 、M ( 5 1 c m ) 、
L(54cm)

S(47cm)、S/M(50cm)、
M/L(53cm)

XS(44cm)、S(47cm)、
S/M(50cm)、M/L(53cm)

M(48cm)、L(51cm)

カラー グラファイト マット ネイビー マット ブラック マット ブラック グレー ネイビー ブルー マット ブラック、
グロス ブラック / レッド

スレート グレー

フレーム

SCHWINN スムース ライド 
テック エンデュランス アルミ
フレーム、インテグラル ヘッド、
キャリア＆フェンダーダボ、リプ
レイサブル リアメカハンガー

SCHWINN Nlitened 3 ス
ポーツハイブリッド トリプルバ
テッド アルミフレーム、インテ
グラル ヘッド、キャリア＆フェン
ダーダボ、リプレイサブル リアメ
カハンガー

SCHWINN Nlitened 3 ス
ポーツハイブリッド トリプルバ
テッド アルミフレーム、インテ
グラル ヘッド、キャリア＆フェン
ダーダボ、リプレイサブル リアメ
カハンガー

SCHWINN Nlitened ブラック
ラベル カーボンフレーム、イン
テグラル テーパーヘッド、リプレ
イサブル リアメカハンガー

SCHWINN Nlitened ハイドロ
フォーム アルミフレーム、イン
テグラル ヘッド、28mmタイヤ
クリアランス、フェンダーダボ、リ
プレイサブル リアメカハンガー

SCHWINN ファストバック 
Nlitened 3 トリプルバテッド 
アルミフレーム、インテグラル 
ヘッド、28mmタイヤクリアラン
ス、フェンダーダボ、リプレイサ
ブル リアメカハンガー

SCHWINN ファストバック 
Nlitened 3 トリプルバテッド 
アルミフレーム、インテグラル 
ヘッド、28mmタイヤクリアラン
ス、フェンダーダボ、リプレイサ
ブル リアメカハンガー

SCHWINN スムース ライド 
テック エンデュランス アルミ
フレーム、インテグラル ヘッド、
キャリア＆フェンダーダボ、リプ
レイサブル リアメカハンガー

フォーク
SCHWINN  スポーツ アル
ミフォーク､アルミ コラム、
1.1/8"

SCHWINN ストレートブレード 
クロモリフォーク､1.1/8"

SCHWINN ストレートブレード 
クロモリフォーク､1.1/8"

SCHWINN レース カーボン
フォーク､カーボン テーパーコ
ラム、1.1/8"-1.5"

SCHWINN レース カーボ
ンフォーク､アルミ コラム、
1.1/8"

SCHWINN ファストバック ア
ルミフォーク､アルミ コラム、
1.1/8"

SCHWINN ファストバック ア
ルミフォーク､アルミ コラム、
1.1/8"

SCHWINN スポーツ カー
ボンフォーク､アルミ コラム、
1.1/8"、15mmスルーアクス
ル

フロント ハブ
アルミボディ、Q/R、32H アルミボディ、Q/R、32H アルミボディ、Q/R、32H アルミボディ シールドベアリン

グ､Q/R､32H
アルミボディ シールドベアリン
グ､Q/R､28H

アルミボディ､Q/R､28H アルミボディ､Q/R､32H FORMULA シールドベアリン
グ ディスク、15mmスルーアク
スル、32H

リア ハブ アルミボディ、Q/R、32H アルミボディ、Q/R、32H アルミボディ、Q/R、32H アルミボディ シールドベアリン
グ､Q/R､32H

アルミボディ シールドベアリン
グ､Q/R､28H

アルミボディ､Q/R､28H アルミボディ､Q/R､32H FORMULA シールドベアリン
グ ディスク、Q/R、32H

スポーク 14G ステンレス 14G ステンレス 14G ステンレス 14G ステンレス 14G ステンレス 14G ステンレス 14G ステンレス 14G ステンレス

タイヤ
KENDA K-193､700×32C､
米式バルブ

KENDA K-193､700×32C､
米式バルブ

KENDA K-193､700×32C､
米式バルブ

KENDA クリテリウム､700×
25C､仏式バルブ

INNOVA ロード､700×25C､
仏式バルブ

INNOVA ロード､700×25C､
仏式バルブ

INNOVA ロード､700×25C､
仏式バルブ

CONTINENTAL スポーツ コ
ンタクト II､700×35C､仏式バ
ルブ

リム ALEX DC-26､
ダブルウォール､32H

ALEX DC-26､
ダブルウォール､32H

ALEX DC-26､
ダブルウォール､32H

ALEX R500、ダブルウォール、
32H

ALEX R500、ダブルウォール、
28H

ALEX R500、ダブルウォール、
28H

ALEX X2200、ダブルウォー
ル、32H

ALEX ドロー 2.1P､チューブレ
スレディ､32H

ボトムブラケット カートリッジ カートリッジ カートリッジ SHIMANO  SHIMANO  FSA カートリッジ カートリッジ FSA BB386 エヴォ

クランク
SR SUNTOUR NEX アルミ、
48/38/22T、170mm(S,M) 
175mm(L)

SR SUNTOUR NEX アルミ、
48/38/22T、170mm(S) 
175mm(M,L)

SR SUNTOUR NEX アルミ、
48/38/28T、170mm(XS、
S) 175mm(M、L)

SHIMANO 105､50/34T、
170mm(S) 172.5mm(M)

SHIMANO 105､50/34T、
170mm(S) 172.5mm(M、
L)

FSA ヴェロ コンパクト、
50/34T、170mm(S) 
172.5mm(M、L)

アルミ コンパクト､50/34T、
170mm(XS、S) 
172.5mm(S/M、M/L)

FSA ゴッサマー コンパ
クト アロイ、50/34T、
172.5mm(M) 175mm(L)

チェーン KMC Z72 KMC Z72 KMC Z51 SHIMANO 105、CN-
HG600

SHIMANO 105、CN-
HG600

SHIMANO CN-HG53 KMC Z72 FSA CN-1102

ペダル 樹脂ボディ、アルミケージ 樹脂ボディ、アルミケージ 樹脂ボディ、アルミケージ 樹脂ボディ、トークリップ付 樹脂ボディ、トークリップ付 樹脂ボディ、トークリップ付 樹脂ボディ、トークリップ付 樹脂ボディ、トークリップ付

ヘッド セット VP インテグラル､1.1/8" VP インテグラル､1.1/8" VP インテグラル､1.1/8" インテグラル､1.1/8"-1.5" VP セミインテグラル､1.1/8" VP インテグラル､1.1/8" VP インテグラル､1.1/8" VP インテグラル､1.1/8"

ハンドルバー
SCHWINN S2 スポーツ 
アルミ、15mmライズ、幅 
620mm(S) 640mm(M) 
660mm(L)

SCHWINN S2 スポーツ アル
ミ、15mmライズ、幅 620mm

（S) 640mm(M、L)

SCHWINN スポーツ スチー
ル、20mmライズ、幅 600mm

（XS、S) 620mm(M、L)

SCHWINN S1 ロード アルミ、
幅 420mm

SCHWINN S1 ロード アルミ、
幅 420mm

SCHWINN S2 ロード アルミ、
幅 420mm

SCHWINN S2 ロード アルミ、
幅 400mm(XS) 420mm(S、
S/M、M/L)

SCHWINN エルゴ エン
デュランス、幅 420mm(M) 
440mm(L)

ステム
SCHWINN S2 スポーツ ア
ルミ、31.8mm バークラ
ンプ、突き出し 80mm(S) 
90mm(M,L)

SCHWINN S2 スポーツ ア
ルミ、31.8mm バークラ
ンプ、突き出し 90mm(S) 
100mm(M) 110mm(L)

SCHWINN スポーツ アル
ミ、25.4mm バークランプ、
突き出し 90mm(XS、S、M) 
110mm(L)

SCHWINN S1 ロード アルミ、
31.8mm バークランプ、突き出
し 90mm(S) 100mm(M)

SCHWINN S1 ロード アルミ、
31.8mm バークランプ、突き出
し 90mm(S) 100mm(M、L)

SCHWINN S2 ロード アルミ、
31.8mm バークランプ、突き
出し 90mm(S) 100mm(S/
M､M/L)

SCHWINN S2 ロード アルミ、
31.8mm バークランプ、突き
出し 80mm(XS) 90mm(S) 
100mm(S/M、M/L)

TranzX アンチショック エラ
ストマー、31.8mm バークラ
ンプ、突き出し 100mm(M) 
110mm(L)

ブレーキ PROMAX メカニカルディス
ク、160mmローター

PROMAX メカニカルディス
ク、160mmローター

アルミ リニアプル SHIMANO 105 SHIMANO 105 SCHWINN アルミ SCHWINN アルミ SRAM ライバル ハイドロディ
スク、160mmローター

ブレーキレバー SHIMANO ST-EF500 SHIMANO ST-EF500 SHIMANO ST-EF500 SHIMANO 105 SHIMANO 105 SHIMANO ソラ SHIMANO クラリス SRAM ライバル ハイドロ

フロント ディレーラー SHIMANO アルタス、FD-
TY710

SHIMANO アルタス、FD-
TY710

SHIMANO アルタス、FD-
TY510

SHIMANO 105､FD-5800 SHIMANO 105､FD-5800 SHIMANO ソラ SHIMANO クラリス SRAM ライバル 22

リア ディレーラー SHIMANO アセラ、RD-
M360

SHIMANO アセラ、RD-
M360

SHIMANO アルタス、RD-
M310

SHIMANO 105、RD-5800-
GS

SHIMANO 105、RD-5800-
GS

SHIMANO ソラ、RD-3500-
GS

SHIMANO クラリス、RD-
2400-GS

SRAM ライバル 22

シフター SHIMANO ST-EF500 SHIMANO ST-EF500 SHIMANO ST-EF500 SHIMANO 105 SHIMANO 105 SHIMANO ソラ SHIMANO クラリス SRAM ライバル 22

リア スプロケット SUNRACE、11-32T、8スピー
ド

SUNRACE、11-32T、8スピー
ド

SHIMANO ターニー、14-
34T、7スピード

SHIMANO 105、CS-5800、
11-28T、11スピード

SHIMANO 105、CS-5800、
11-28T、11スピード

SUNRACE、12-28T、9スピー
ド

SUNRACE、12-25T、8スピー
ド

SRAM PG1090、11-32T、
11スピード

サドル SCHWINN S1 スポーツ エル
ゴ

SCHWINN S2 スポーツ エル
ゴ

SCHWINN S1 スポーツ エル
ゴ

SCHWINN S1 ロード レース SCHWINN S1 ロード レース SCHWINN S1 ロード SCHWINN S2 ロード エルゴ FIZI'K ポネンテ

シートポスト SCHWINN S1 スポーツ アル
ミ、27.2mm

SCHWINN S2 スポーツ アル
ミ、27.2mm

SCHWINN S2 スポーツ アル
ミ、27.2mm

SCHWINN S1 ロード アルミ、
31.6mm

SCHWINN S1 ロード アルミ、
31.6mm

SCHWINN S1 ロード アルミ、
27.2mm

SCHWINN S2 ロード アルミ、
27.2mm

SCHWINN S1 スポーツ アル
ミ、27.2mm

その他 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

重量 11.8kg(M) 12.1kg(M) 12.1kg(M) 8.5kg(M) 9.5kg(M) 9.7kg(S/M) 10.0kg(S/M) 10.7kg(L)

リアメカハンガー FRP05000 FRP02200 FRP02200 FRP05000 FRP05200 FRP04400 FRP04400 FRP05000
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SPECIFICATION
モデル ヴァンテージ RX2 メサ フロンティア ストリーム ライナー 2 ストリーム ライナー 2 コルベット 24" スプライト 24" フロンティア 24" エラ 24"

サイズ S(45cm)、M(48cm)、
L(51cm)

XS(33cm)、S(39.4cm)、
M(44.5cm)、L(49.5cm)

XS(33cm)、S(39.4cm)、
M(44.5cm)

MEN'S(43.5cm) WOMEN'S(41.5cm) 33cm (24"ホイール) 33cm (24"ホイール) 27.9cm (24"ホイール) 27.9cm (24"ホイール)

カラー チャコール グロス ブラック マット ブルー ネイビー ブルー、
チャコール

コーラル オレンジ、
シルバー

レース レッド デイジーヘイズ パープル シュウィン レッド ターコイズ

フレーム

SCHWINN スムース ライ
ド テック エンデュランス ア
ルミフレーム、インテグラル 
ヘッド、キャリア＆フェンダー
ダボ、リプレイサブル リアメ
カハンガー

SCHWINN トレイル チュー
ン アルミフレーム、リプレイ
サブル リアメカハンガー

SCHWINN トレイル チュー
ン スチールフレーム

SCHWINN リラックス ポ
ジション ジオメトリー コン
フォート アルミフレーム、
キャリア&フェンダー ダボ、
リプレイサブル リアメカハ
ンガー

SCHWINN リラックス ポ
ジション ジオメトリー コン
フォート ステップスルー ア
ルミフレーム、キャリア&フェ
ンダー ダボ、リプレイサブル 
リアメカハンガー

SCHWINN 24" クルー
ザー キッズ スチールフレー
ム、フェンダーダボ

SCHWINN 24" クルー
ザー キッズ スチールフレー
ム、フェンダーダボ

SCHWINN トレイル キッズ 
24" スチールフレーム、キャ
リアー＆フェンダーダボ､セ
ンタースタンド台座

SCHWINN トレイル キッズ 
24" スチールフレーム、キャ
リアー＆フェンダーダボ､セ
ンタースタンド台座

フォーク
SCHWINN スポーツ カー
ボンフォーク､アルミ コラ
ム、1.1/8"

ZOOM HL565 サスペン
ションフォーク､60mmトラ
ベル､1.1/8"

ZOOM HL565 サスペン
ションフォーク､60mmトラ
ベル､1.1/8"

SCHWINN リジッド スチー
ルフォーク、1.1/8"

SCHWINN リジッド スチー
ルフォーク、1.1/8"

SCHWINN リジッド スチー
ルフォーク､1"

SCHWINN リジッド スチー
ルフォーク､1"

SCHWINN MTB リジッド 
スチールフォーク､1.1/8"

SCHWINN MTB リジッド 
スチールフォーク､1.1/8"

フロント ハブ FORMULA アルミボディ 
ディスク、Q/R、32H

アルミボディ、Q/R、32H アルミボディ、Q/R、32H アルミボディ、Q/R、36H アルミボディ、Q/R、36H アルミボディ､ナット式、
32H

アルミボディ､ナット式、
32H

アルミボディ､ナット式、
32H

アルミボディ､ナット式、
32H

リア ハブ FORMULA アルミボディ 
ディスク、Q/R、32H

アルミボディ、Q/R、32H アルミボディ、Q/R、32H アルミボディ、Q/R、36H アルミボディ、Q/R、36H スチールボディ、ナット式、
32H

スチールボディ、ナット式、
32H

アルミボディ、ナット式、
32H

アルミボディ、ナット式、
32H

スポーク 14G ステンレス 14G ステンレス 14G ステンレス 14G ステンレス 14G ステンレス 14G ステンレス 14G ステンレス 14G ステンレス 14G ステンレス

タイヤ
CONTINENTAL スポーツ 
コンタクト II､700×35C､
仏式バルブ

SCHWINN MTB､26"×
2.1"､米式バルブ

SCHWINN MTB､26"×
2.1"､米式バルブ

SCHWINN クラシック、
26"×2.125"、米式バルブ

SCHWINN クラシック、
26"×2.125"、米式バルブ

キッズ クルーザー、24"×
2.125"、米式バルブ

キッズ クルーザー、24"×
2.125"、米式バルブ

MTB、24"×1.95"、米式バ
ルブ

MTB、24"×1.95"、米式バ
ルブ

リム ALEX DP21､チューブレス
レディ､32H

ALEX DC-26、ダブル
ウォール、32H

ALEX IC1000､32H ALEX DC-26、ダブル
ウォール、36H

ALEX DC-26、ダブル
ウォール、36H

アルミ､32H アルミ､32H ALEX IC-1000､32H ALEX IC-1000､32H

ボトムブラケット
SR SUNTOUR エクス
ターナルタイプ シールドベ
アリング

カートリッジ カートリッジ カートリッジ カートリッジ アメリカンタイプ アメリカンタイプ カートリッジ カートリッジ

クランク

SR SUNTOUR SP2、
48/32T、170mm(S) 
172.5mm(M) 
175mm(L)

アルミ MTB、
42/34/24T、
170mm(XS、S、M) 
175mm(L)、チェーンガー
ド付

アルミ MTB、
42/34/24T、170mm、
チェーンガード付

SCHWINN アルミ、38T、
170mm

SCHWINN アルミ、38T、
170mm

ワンピース スチール､42T、
160mm

ワンピース スチール､42T、
160mm

アルミ 3ピース、
40T､152mm、チェーン
ガード付

アルミ 3ピース、
40T､152mm、チェーン
ガード付

チェーン KMC Z99 KMC Z51 KMC Z51 KMC Z51 KMC Z51 KMC Z510 KMC Z510 KMC Z51 KMC Z51

ペダル 樹脂ボディ、トークリップ付 樹脂ボディ 樹脂ボディ SCHWINN コンフォート SCHWINN コンフォート 樹脂ボディ 樹脂ボディ 樹脂ボディ 樹脂ボディ

ヘッド セット VP インテグラル､1.1/8" スレッドレス､1.1/8" スレッドレス､1.1/8" スレッド、1.1/8" スレッド、1.1/8" スレッド、1" スレッド、1" スレッドレス､1.1/8" スレッドレス､1.1/8"

ハンドルバー
SCHWINN エルゴ エン
デュランス、幅 400mm(S) 
420mm(M) 440mm(L)

MTB スチール､40mmラ
イズ､幅 600mm(XS、S) 
620mm(M､L)

MTB スチール､40mmラ
イズ､幅 620mm

SCHWINN パス スチー
ル、100mmライズ、幅 
640mm

SCHWINN パス スチー
ル、100mmライズ、幅 
640mm

スチール キッズ クルー
ザー、幅 550mm

スチール キッズ クルー
ザー、幅 550mm

MTB スチール、幅 
580mm

MTB スチール、幅 
580mm

ステム
SCHWINN S1 ロード ア
ルミ、31.8mm バークラ
ンプ、突き出し 90mm(S) 
100mm(M、L)

SCHWINN トレイル MTB、
25.4mmバークランプ、
突き出し 75mm(XS、S) 
90mm(M、L)

SCHWINN S2 MTB アル
ミ、25.4mmバークランプ、
突き出し 75mm(XS、S) 
90mm(M)

アルミ クイル、25.4mm
バークランプ、突き出し 
80mm

アルミ クイル、25.4mm
バークランプ、突き出し 
80mm

アルミ クイル、25.4mm
バークランプ、突き出し 
80mm

アルミ クイル、25.4mm
バークランプ、突き出し 
80mm

MTB アルミ、25.4mm
バークランプ、突き出し 
85mm

MTB アルミ、25.4mm
バークランプ、突き出し 
85mm

ブレーキ
TRP スパイア C メカニカ
ルディスク、160mmロー
ター

アルミ リニアプル アルミ リニアプル アルミ リニアプル アルミ リニアプル アルミ キャリパー(F)/コー
スター(Ｒ)

アルミ キャリパー(F)/コー
スター(Ｒ)

アルミ リニアプル アルミ リニアプル

ブレーキレバー SHIMANO ソラ SHIMANO ターニー、ST-
EF41

アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ

フロント ディレーラー SHIMANO ソラ SHIMANO ターニー、FD-
TY10

SHIMANO ターニー ----- ----- ----- ----- ----- -----

リア ディレーラー SHIMANO ソラ SHIMANO ターニー SHIMANO ターニー SHIMANO ターニー SHIMANO ターニー ----- ----- SHIMANO ターニー、RD-
TY300

SHIMANO ターニー、RD-
TY300

シフター SHIMANO ソラ SHIMANO ターニー、ST-
EF41

SHIMANO ターニー、レボ
シフター

SRAM MRX、グリップシフ
ト、RD-TY300

SRAM MRX、グリップシフ
ト、RD-TY300

----- ----- SRAM MRX SRAM MRX

リア スプロケット SHIMANO HG-300、11-
32T、9スピード

SUNRACE、14-34T、7ス
ピード

SUNRACE、14-32T、7ス
ピード

SHIMANO ターニー、14-
34T、7スピード

SHIMANO ターニー、14-
34T、7スピード

18T 18T 13-28T、7スピード 14-28T、7スピード

サドル SCHWINN S1 ロード エ
ルゴ

SCHWINN  MTB SCHWINN トレイル MTB SCHWINN コンフォート ク
ルーザー

SCHWINN コンフォート ク
ルーザー

キッズ クルーザー キッズ クルーザー キッズ MTB キッズ MTB

シートポスト SCHWINN S1 スポーツ 
アルミ、27.2mm

アルミ、27.2mm アルミ、28.6mm アルミ、27.2mm アルミ、27.2mm スチール、25.4mm スチール、25.4mm アルミ、25.4mm アルミ、25.4mm

その他 ----- 31.8mmシートクランプ 31.8mmシートクランプ ----- ----- フェンダー、
センタースタンド

フェンダー、
センタースタンド

----- -----

重量 11.5kg(M) 13.2kg(M) 14.5kg(M) 14.1kg 14.1kg 14.8kg 14.6kg 12.3kg 12.5kg

リアメカハンガー FRP05000 FRP01400 ----- FRP05300 FRP05300 ----- ----- ----- -----

モデル メサ 20" ルラ 20" エアロスター スターダスト グレムリン リトル スターダスト トゥルーパー ピクシー ロードスター トライク

サイズ 27cm (20"ホイール) 27cm (20"ホイール) 30cm (20"ホイール) 29cm (20"ホイール) 25cm (16"ホイール) 24cm (16"ホイール) 19cm (12"ホイール) 19cm (12"ホイール) 12cm (10"ホイール)

カラー アーバン グリーン トワイライト ブルー レッド / ブラック、
グロス ブラック

レッド、ピンク グロス ブラック、グリーン パール ホワイト、
ライト パープル

ホワイト / ブルー ピンク クラシック レッド

フレーム
SCHWINN トレイル キッズ 
20" アルミフレーム､フェン
ダーダボ、リプレイサブル リ
アメカハンガー

SCHWINN トレイル キッズ 
20" アルミフレーム､フェン
ダーダボ、リプレイサブル リ
アメカハンガー

SCHWINN スマートスター
ト キッズ 20" アルミフレー
ム

SCHWINN スマートスター
ト キッズ 20" アルミフレー
ム

SCHWINN スマートスター
ト キッズ 16" アルミフレー
ム

SCHWINN スマートスター
ト キッズ 16" アルミフレー
ム

SCHWINN スマートスター
ト キッズ 12" スチールフ
レーム

SCHWINN スマートスター
ト キッズ 12" スチールフ
レーム

SCHWINN トライク ス
チールフレーム

フォーク リジッド スチール
フォーク､1.1/8"

リジッド スチール
フォーク､1.1/8"

リジッド スチールフォーク、1" リジッド スチールフォーク、1" リジッド スチールフォーク、1" リジッド スチールフォーク、1" リジッド スチールフォーク、1" リジッド スチールフォーク、1" リジッド スチールフォーク

フロント ハブ アルミボディ、ナット式、
32H

アルミボディ、ナット式、
32H

スチールボディ､ナット式、
28H

スチールボディ､ナット式、
28H

スチールボディ､ナット式、
20H

スチールボディ､ナット式、
28H

スチールボディ､ナット式、
16H

スチールボディ､ナット式、
16H

スチールボディ､16H

リア ハブ アルミボディ、ナット式、
32H

アルミボディ、ナット式、
32H

スチールボディ､ナット式、
28H

スチールボディ､ナット式、
28H

スチールボディ､ナット式、
20H

スチールボディ､ナット式、
28H

スチールボディ､ナット式、
16H

スチールボディ､ナット式、
16H

スチールボディ、12H

スポーク 14G ステンレス 14G ステンレス 14G ステンレス 14G ステンレス 14G ステンレス 14G ステンレス 14G ステンレス 14G ステンレス 14G スチール

タイヤ MTB、20"×2.25"、米式バ
ルブ

MTB、20"×2.25"、米式バ
ルブ

キッズ、20"×1.95"、米式バ
ルブ

キッズ、20"×2.125"、米式
バルブ

キッズ、16"×1.95"、米式バ
ルブ

キッズ、16"×2.0"、米式バ
ルブ

キッズ、12 1/2"×2 1/4"、
米式バルブ

キッズ、12 1/2"×2 1/4"、
米式バルブ

12"(F)、10"(R)、米式バル
ブ

リム アルミ､32H アルミ､32H アルミ、28H アルミ、28H アルミ、20H アルミ、28H アルミ､16H アルミ､16H スチール

ボトムブラケット カートリッジ カートリッジ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ ワンピース イージー リムー
バル

-----

クランク
アルミ 3ピース、
36T､140mm､チェーン
ガード付

アルミ 3ピース、
36T､140mm､チェーン
ガード付

ワンピース､32T、127mm ワンピース､32T、127mm ワンピース､28T､89mm ワンピース､28T､89mm ワンピース､24T､89mm ワンピース､24T､89mm スチール フロント フィクス

チェーン KMC Z51 KMC Z51 KMC Z410 KMC Z410 KMC C410 KMC C410 KMC C410 KMC C410 -----

ペダル 樹脂ボディ 樹脂ボディ 樹脂ボディ 樹脂ボディ 樹脂ボディ 樹脂ボディ 樹脂ボディ 樹脂ボディ 樹脂ボディ

ヘッド セット スレッドレス､1.1/8" スレッドレス､1.1/8" スレッド、1" スレッド、1" スレッド、1" スレッド、1" スレッド、1" スレッド、1" スチール ブッシュ

ハンドルバー MTB スチール ライザー、
幅 560mm

MTB スチール ライザー、
幅 560mm

キッズ BMX、幅 580mm キッズ BMX、幅 580mm キッズ BMX、幅 500mm キッズ BMX、幅 500mm キッズ BMX、幅 460mm キッズ BMX、幅 460mm スチール トライクバー、
幅 435mm

ステム
MTB アルミ、25.4mm
バークランプ、突き出し 
60mm

MTB アルミ、25.4mm
バークランプ、突き出し 
60mm

アルミ、22.2mmバークラ
ンプ、突き出し 20mm

アルミ、22.2mmバークラ
ンプ、突き出し 20mm

アルミ、22.2mmバークラ
ンプ、突き出し 20mm

アルミ、22.2mmバークラ
ンプ、突き出し 20mm

アルミ、22.2mmバークラ
ンプ、突き出し 30mm

アルミ、22.2mmバークラ
ンプ、突き出し 30mm

スワンネック、突き出し 
75mm

ブレーキ アルミ リニアプル アルミ リニアプル アルミ リニアプル アルミ リニアプル アルミ リニアプル アルミ リニアプル アルミ リニアプル アルミ リニアプル -----

ブレーキレバー アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ -----

フロント ディレーラー ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

リア ディレーラー SHIMANO ターニー、
RD-TY300

SHIMANO ターニー、
RD-TY300

----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

シフター SRAM MRX SRAM MRX ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

リア スプロケット 14-28T、7スピード 14-28T、7スピード 16T 16T 16T 16T 16T 16T -----

サドル キッズ MTB キッズ MTB スマートスタート キッズ スマートスタート キッズ スマートスタート キッズ スマートスタート キッズ スマートスタート キッズ キッズ 5ポジション 調整式 シート

シートポスト アルミ、27.2mm アルミ、27.2mm アルミ、25.4mm アルミ、25.4mm アルミ、25.4mm アルミ、25.4mm アルミ、25.4mm スチール、25.4mm -----

その他 センタースタンド センタースタンド リアフェンダー、
センタースタンド

フェンダー、センタースタン
ド、ハンドル ストリーマー

リアフェンダー、補助輪 フェンダー、補助輪、
ハンドル ストリーマー

リアフェンダー、補助輪 フェンダー、補助輪、ハンドル 
ストリーマー

フェンダー、
ハンドル ストリーマー

重量 10.7kg 10.6kg 11.4kg 10.9kg 9.8kg 10.1kg 8.9kg 8.9kg 8.1kg

リアメカハンガー FRP01400 FRP01400 ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
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SCHWINN リアメカハンガー適合表 (2012 年〜 2017 年 )

Head Angle :  ヘッドチューブ角度
Seat Angle :  シートチューブ角度
Seat Tube :  BB 中心からシートチューブ上端までの長さ
Horizontal Top Tube Length :  仮想トップチューブ長
Standover Height :  トップチューブの横中心先端からフレームの垂直測定値

Chainstay Length :  チェーンステー長
Head Tube Length :  ヘッドチューブ長
HANGER DROP :  ホイールベースからBBまでの長さ
Fork Offset :  フロントフォークのオフセット量
Wheelbase :  前輪センターから後輪センターまでの長さ

FRAME GEOMETRY
HANGER DROP

HORIZONTAL TOP TUBE

STANDOVER

HEAD TUBE

FORK OFFSET

SEAT TUBESEAT TUBE

SEAT ANGLE HEAD ANGLE

CHAINSTAY

WHEELBAS EWHEELBASE

フレームサイズ ヘッドアングル シートアングル シートチューブ トップチューブ スタンドオーバー チェーンステー ヘッドチューブ ハンガー下がり フォークオフセット ホイールベース
cm DEGREES DEGREES mm mm mm mm mm mm mm mm

STING-RAY 33.4cm 70 73 334 450 450 385 102 15 75 871
CLASSIC DELUXE 7 MEN'S(47.3cm) 70 70 473 594 742 482 135 63.5 65 1118

CRUISER SS MEN'S(47.3cm) 70 70 473 594 762 482 135 64 65 1118
WOMEN'S(43.2cm) 70 70 432 594 508 482 135 64 65 1118

TYPHOON MEN'S(46.5cm) 70 65 465 680 816 525 120 58 65 1167
MISCREANT MEN'S(42cm) 68.5 67 420 680 764 487 140 53 60 1191

HEAVY DUTI + MEN'S(45.7cm) 68.5 67 457 680 742 512 130 70 55 1189
TORNADO MEN'S(45.7cm) 70 67 457 665 788 518 130 45 45 1139

HORNET MEN'S(46.5cm) 70 67 465 675 811 525 125 50 50 1155
PANTHER MEN'S(46.5cm) 70 67 465 675 811 518 125 50 50 1151

FLEET MEN'S(46.5cm) 70 67 465 665 788 522 125 50 50 1145
FIESTA WOMEN'S(44.5cm) 70 67 445 646 742 522 130 45 45 1124

CORVETTE MEN'S(45.7cm) 70 68.3 457 650 760 499 130 58 65 1175
SPRITE WOMEN'S(43.2cm) 70 68.3 432 635 662 500 120 58 65 1067

S1 CRUISER
MEN'S(45.7cm) 70 69 457 650 762 502 130 48 65 1186

WOMEN'S(43.2cm) 70 69 432 630 668 502 120 48 65 1171

TRAVELER
MEN'S M(48.2cm) 69 69 482 595 757 475 100 65 50 1094
WOMEN'S(43.2cm) 69 69 432 595 589 475 95 65 50 1094

BRIGHTON 2 M(53cm) 70 72 530 580 782 452 115 70 60 1086
ALLSTON 2 S(48cm) 70 72 480 570 639 452 215 70 60 1079

SLICKER
XS(50cm) 72 74.5 500 535 730 425 90 70 45 1004
S(53cm) 72 73.5 530 545 750 425 105 70 45 1004

CUTTER
XS(48cm) 73 76 480 528 750 415 95 63 45 996
S(52cm) 74 75.5 520 541 793 415 125 63 45 996
M(54cm) 74.3 74.5 540 551 814 415 145 60 45 994

REGENT
XS(48cm) 73 76 480 528 759 415 95 63 45 996
S(52cm) 74 75.5 520 541 797 415 125 63 45 996
M(54cm) 74.3 74.5 540 551 816 415 145 60 45 994

RACER
XS(48cm) 73 76 480 528 773 415 95 63 45 996
S(52cm) 74 75.5 520 541 797 415 125 63 45 996
M(54cm) 74.3 74.5 540 551 816 415 145 60 45 994

VANTAGE F2
S(45cm) 71.5 74.5 450 550 750 435 160 75 45 1035
M(48cm) 72 74 480 565 773 435 180 75 45 1040
L(51cm) 72.5 73.5 510 580 804 435 205 70 45 1047

SUPER SPORT 2 DISC/ 
SUPER SPORT 3

XS(39.5cm) 70 75 395 520 745 440 140 65 45 1033
S(43cm) 70 74 430 545 765 440 150 65 45 1049
M(48cm) 70 73 480 565 799 440 170 65 45 1048
L(52cm) 71 72 520 580 826 440 190 65 45 1052

FASTBACK CARBON
S(48cm) 71 73.5 480 533 747 410 138 70 45 986
M(51cm) 72 72.5 510 550 775 413 165 70 45 987

FASTBACK 1
S(48cm) 71 73.5 480 533 748 410 138 70 45 986
M(51cm) 72 72.5 510 550 775 413 165 70 45 987
L(54cm) 73 72 540 566 790 415 195 70 45 990

FASTBACK 2/3

XS(44cm) 72 75 440 515 704 425 125 70 45 989
S(47cm) 72 74.5 470 530 704 425 140 70 45 1000

S/M(50cm) 73 74 500 545 728 425 155 70 45 1001
M/L(53cm) 73 73.5 530 560 753 425 170 70 45 1010

VANTAGE RX1/2
S(45cm) 71.5 74.5 450 550 750 435 160 75 45 1035
M(48cm) 72 74 480 565 773 435 180 75 45 1040
L(51cm) 72.5 73.5 510 580 804 435 205 70 45 1047

MESA 

XS(33cm) 70 74 330 525 689 430 110 42 42 1023
S(39.4cm) 70 73 394 550 724 430 120 42 42 1038
M(44.5cm) 70 73 445 575 760 430 140 42 42 1064
L(49.5cm) 70 73 495 600 790 430 160 42 42 1090

FRONTIER 
XS(33cm) 70.5 74 330 525 689 430 110 42 42 1023
S(39.4cm) 70.5 73 394 550 724 430 120 42 42 1026
M(44.5cm) 70.5 73 445 575 760 430 140 42 42 1053

STREAM LINER 2
MEN'S(43.5cm) 69 67 435 670 794 535 170 45 42 1165

WOMEN'S(41.5cm) 69 67 415 655 571 535 170 45 42 1150
CORVETTE 24 BOY'S(33cm) 69.4 69.4 330 572 678 467 100 25 45 1079

SPRITE 24 GIRL'S(33cm) 69.4 69.4 330 572 590 467 100 25 45 1079
FRONTIER 24 BOY'S(27.9cm) 70 71 279 476 634 420 100 18 45 946

ELLA 24 GIRL'S(27.9cm) 70 71 279 476 614 420 100 18 45 946
MESA 20 BOY'S(27cm) 70 72 270 465 555 380 100 0 30 893
LULA 20 GIRL'S(27cm) 70 72 270 465 533 380 100 0 30 893

AEROSTAR BOY'S(30cm) 73 70 300 480 535 380 110 2 35 865
STARDUST GIRL'S(29cm) 73 70 290 465 530 380 100 2 35 850

GREMLIN BOY'S(25cm) 73 69 250 402 455 305 130 2 30 710
LIL STARDUST GIRL'S(24cm) 73 69 240 382 448 305 115 2 30 691

TROOPER/PIXIE BOY'S,GIRL'S(19cm) 73 69 190 279 317 241 105 22 23 547

画像 ご注文コード 2012年モデル 2013年モデル 2014年モデル 2015年モデル 2016年モデル 2017年モデル 価格

FRP01400
411 24、SIERRA 7
FRONTIER ELITE
FRONTIER SPORT
MIDI MESA、MINI MESA

MESA 20” MESA 20”、LULA 20” MESA 20”、LULA 20” MESA、
MESA 20”、LULA 20”

¥1,500 +税

FRP01600 LE TOUR SPORT、
LE TOUR

FRP02200 MESA COMP、
MESA SPORT、MESA

4 ONE ONE 1、2、3
SPORTERRA 1
SEARCHER 4、MOAB 29
MESA 1、2、MESA 24”

4 ONE ONE 2
SUPER SPORT 全モデル
SEARCHER 全モデル
ROCKET 全モデル
MOAB 全モデル
MESA 24"、MESA 20"

TRANSIT 2、FASTBACK RX
SUPER SPORT 全モデル
SEARCHER 全モデル
ROCKET 全モデル
MOAB 全モデル
MESA 2

SUPER SPORT 2 DISC、
SUPER SPORT 3

SUPER SPORT 2 DISC、
SUPER SPORT 3

FRP04000
SPORTERRA ELITE
SPORTERRA COMP
SPORTERRA

SPORTERRA 2、3、4

FRP04300 VESTIGE

FRP04400
FASTBACK 1、
FASTBACK 2、
FASTBACK 3

FASTBACK 全モデル
STREAM LINER 全モデル

FASTBACK 2、
FASTBACK 3 FASTBACK 3 FASTBACK 2、

FASTBACK 3

FRP05000 VANTAGE F1、
VANTAGE F2

VANTAGE F2、
FASTBACK CARBON、
VANTAGE RX1、VANTAGE 
RX2

FRP05200 FASTBACK 1

FRP05300 STREAM LINER 2
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シュウィンバイク総輸入販売元

〒658-0024　神戸市東灘区魚崎浜町 27-1　TEL.078-451-2742（代）

http://schwinn-jpn.com

●商品の仕様は改良等のため予告なく変更することがあります。
●印刷のため商品の色が実際と異なる場合があります。
●適応身長はあくまでも参考値であり、適合を保証するものではありません。
　サイズの選定については必ず正規販売店にてご相談ください。
●ハンドル幅が 600mm 以上になる場合は普通自転車の規格外になるため、
　原則的に歩道の走行はできません。

■定期的なメンテナンスと、専門店による総点検

■ヘルメット着用で安全運転

ご用命はシュウィン正規販売店へ

時間が経過するにつれ、あなたの愛車は疲弊し、新車のときに感じた気持ちのよい乗車感覚は失わ
れていきます。これは当然のことで、スポークニップルは緩み、ケーブルは伸び、サドルは弾性を失い、
どんどん疲れは進行していきます。定期的なメンテナンスは愛車を常に最高の状態にし、整備不良
による高価につく損害を防ぎます。そして少なくとも1年に一度は専門店のメカニックに総点検を
依頼しましょう。彼らはホイールの芯を出し、主なベアリングを調整してグリスを交換し、ケーブル
を新品にし変速システムを調べ、チューブを点検し…。専門店でのプロメカニックによる総点検に
まさるものはありません。

安全なサイクリングにはヘルメットは欠かせません。ヘルメットを着用しないで走行することは非
常に危険です。あなた自身の安全のため、自転車に乗る時はヘルメットの着用を心がけてください。
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