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5 キロ先だろうと、50 キロ先だろうと、
望む限り、ぼくらはどこにでも行ける。
いまは遠すぎる目標や理想だろうと、

自分の足で進むかぎり、ぼくらはどこにでも行ける。

風をきって走る気持ち良さだけじゃない。
ふと出会う海の美しさ。偶然見つけたすてきなお店。

今まで見落としていた路地。昨日より軽く速く走れる自分がいる。
そのカーブの先にある光景を楽しみにしている自分がいる。

さあ今日も、新しい発見が待っている。
グレートジャーニーを楽しもう。
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ペダルを漕いで、リズミカルな鼓動を感じているときも、
足を止めて街のカフェに入るときも、着心地のよい快適さと大人のオシャレを忘れない。
また、ランニングをする日も、バイクと同じお気に入りのコーディネートで駆け出そう。
18AWのrericでは、双方で重宝する速乾性と保温性に優れる素材と機能を凝縮しています。
BIKEとRUN。私たちの生活に密着したライフスタイルスポーツをサポートするクロスオー
バーウエアを新たに提案します。

商品名
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ネレイド アルファ ベントブロック ジャージ
Nereid α Vent Block Jersey1180204

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、M.KHAKI、NAVY
S、M、L、XL、XXL
¥21,000+税 

前身頃は肩部分まで防風素材を採用し、前面からの冷気を完全にシャットアウトし
ます。襟足も高めの設計で防寒効果も高いです。また、腕と背面には、2WAY中肉起
毛素材であるヴェルタを使用し、高い保温性と速乾性を発揮し、運動中の身体を適
温を保ちます。ウェア全体が2WAY方向に伸び、フィット性を確立しています。

真冬でもライダーに快適性を提供し
立体縫製がパフォーマンスを引き出す
乗車ポジションを最優先に考えた立体縫製。動きやすさと肌触りのよさを追求した生地選び。
優れた吸汗速乾性と高い透湿性を実現しています。真冬もサイクリングを楽しみたい人へ贈る
レリックのバイクウエアコレクションです。

BIKE

rericの定番ファブリック「ヴェルタ」

レリックのAWウェアで多く使われている生地「VUELTA（ヴェルタ）」はイ
タリア・カルヴィコ社の裏起毛2WAYストレッチ素材です。柔らかく快適な
肌触りはレリックの特徴でもある着心地の良さを体感することができるア
イテムの1つです。レリックのウォーマー系だけではなく、ジャケット、
ジャージ、ピプの裏起毛素材として多く使われています。
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着るだけで快適さが手に入る
ウィンターシーズンの必須アイテム
ウィンターシーズンを快適に過ごせる保温性と蒸れない快適性を両立。気温が下がりだす秋口に
最適な軽量で防風性に優れるジャージや、極寒時のサイクリングでも高い保温性を約束するジャ
ケットなどを展開しています。

フォボス インサレーションハイジャケット
Phobos Insulation High Jacket1100701

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、WHITE、TURQUOISE
S、M、L、XL、XXL
¥28,800+税 

表地にPERTEX® MICRO LIGHTを採用し、強度と軽さを両立した、防風性と撥水
性・耐久性に優れたインサレーションジャケットです。中綿にはPOLARTEC®Al-
pha®を使用しており、表面の暖かい空気を逃さず保温性に優れています。また、軽
量性・速乾性に加え、非常に高い通気性も備えています。

デネブ ハイベントブロックジャケット
Deneb High Vent Block Jacket1170701

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、L.GRAY、RED、ROYAL BLUE
S、M、L、XL
¥25,800+税 

自然と前傾姿勢のライディングポジションを実現するアンティベーション・ポジショ
ン・システム（APS）を採用する軽量ウィンタージャケットです。中空糸を使用したハ
ニカムデザインの裏地は適度な保湿性により、ウェア内を快適にします。袖口・裾口
はフリーカット仕様となり、すっきりとしたデザインになっています。

アドラ インサレーションミディアムジャケット
Adra Insulation Medium Jacket1100702

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、WHITE、TURQUOISE
S、M、L、XL、XXL
¥25,800+税 

表地にPERTEX MICRO LIGHTを採用し、防風性・撥水性・耐久性を備えました。中
綿には軽量性・速乾性・保温性・通気性に優れた合成断熱（インサレーション）素材
であるポーラテック社のPOLARTEC®Alphaを使用しています。また、ベンチレー
ションが内側からのオーバーヒートを防ぎます。

ポラリス ミディアムベントブロックジャケット
Polaris Medium Vent Block Jacket1170702

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

WHITE、NAVY、NEON YELLOW、SKY BLUE
S、M、L、XL
¥22,800+税 

全体が2方向に伸び、身体になじむことで自然な前傾姿勢をサポートする独自の
APSを導入するミッドウインターモデルです。中空糸を使用した裏地は、保温性と
保湿性により、ウェア内を快適にします。肩甲骨周り・脇・内袖に裏起毛素材を使う
ことで、保温性とベンチレーション機能を兼ね、オーバーヒートを防ぎます。

ウィンターのモデル
「ハイ」と「ミディアム」の違い

冬の製品では、「ハイ」と「ミディアム」で分けて表現していま
す。ジャケットの前身頃は防風素材を使い。前から来る冷た
い風をシャットアウト。ただ、ライド時に発生する、こもった
熱を逃す量を、変えています。「ハイ」タイプは、極寒仕様の
ため。後ろの首の付け根の部分のみが非防風素材をつか
い、熱を放出。「ミディアム」タイプでは。脇の下から腕の内
側、背面はより広い面積から放出します。真冬にライド時に
よる、オーバーヒートを防いでくれます。

「ハイ」タイプ 「ミディアム」タイプ
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シノーペ ロングジャージ
Sinope Long Jersey1100203

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、WHITE、NAVY
S、M、L、XL
¥18,000+税 

シンプルな色使いながら、バックポケットのデザインが特徴の秋春用長袖ジャージ
です。薄く軽量の防風素材「Hill 85 Light」や半起毛2WAY素材を採用しながら、着
用するだけで自然な前傾姿勢を作り、空気抵抗を減らせるAPS（アンティベーショ
ン・ポジション・システム）を採用する機能性が特徴です。

ポーシャ ロングジャージ
Portia Long Jersey1100202

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、WHITE、BLUE
S、M、L、XL
¥18,000+税 

独特のアシメントリーのカモフラージュ柄が特徴の秋春用長袖ジャージです。前身頃の
生地は薄く軽量の防風素材「Hill 85 Light」を、そのほかの部位には半起毛2WAY素材を
採用しました。美しいライディングフォームを取れる空気抵抗軽減APS（アンティベーショ
ン・ポジション・システム）を採用しています。

バルドル オールラウンド ロングスリーブ ジャージ
Balder All-round long Sleeve Jersey1180206

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、WHITE、CHARCOAL、KHAKI
S、M、L、XL、XXL
¥18,000+税 

防風機能があり、軽くて暖かい秋口のヒルクライムシーンに携帯したい秋春向けのロ
ングスリーブジャージです。前身頃にはオリジナル素材の「Hill 85 Light」を採用し、軽
量ながら防風性を有し、前面からの風をシャットアウトできます。また、半起毛2WAY
素材を脇・後身頃・袖に採用し透湿性にも優れます。

トール オールラウンド ロングスリーブ ジャージ
Thor All-round long Sleeve Jersey1180205

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK-BLUE、BLACK-PINK、NAVY-GREEN
S、M、L、XL、XXL
¥18,000+税 

前身頃に「Hill 85 Light」を採用し、軽量ながら防風性を有し、前面からの風をシャッ
トアウトできます。また、半起毛2WAY素材を脇・後身頃・袖に採用し透湿性にも優
れます。防風機能があり、軽くて暖かい秋春向けの長袖ジャージです。背面にレリッ
クのロゴデザインをあしらいアクセントになっています。

スピカ ロングジャージ
Spica Long Jersey1170201

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLUE、LIME、PINK
S、M、L、XL
¥18,000+税 

春夏ジャージの定番モデル「SPICA（スピカ）」デザインの秋春用の長袖ジャージで
す。エアロポジョションを取りやすいAPS（アンティベーション・ポジション・システ
ム）に加え、防風素材「Hill 85 Light」や、脇・後身頃・袖に半起毛2WAY素材を採用し
ました。軽くて暖かく、前面からの風を防ぎます。

ゲミニ ライトウィンドブレーカー
Gemini Light Windbreker1170901

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

WHITE、GRAY、GREEN
S、M、L、XL
¥12,000+税 

68g（XLで実測）と超軽量なウインドブレーカーです。15デニールの糸で作られた
防風・撥水機能を持つ日本製のリップ素材を採用しています。フィット性も高くバタ
つきにくいです。後ろにあるメッシュポケットにコンパクトに収納できます。そして、
背中のベンチレーションは、ジャージへのポケットへアクセスできます。

夏用ジャージの風合いで、
前からの風を防ぐ「Hill 85 Light」

レリックオリジナル素材の「Hill 85 Light」。長袖ジャージの
前身頃には、速乾性の高いメッシュ素材を使用し、裏面
に透湿性と防風性の高い特殊フィルムが張り合わせて
います。夏用ジャージのような薄さと、高機能の両立を実
現しました。
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ELASTIC INTERFACE
サイテック

レリックのボトムスには、イタリア・
サイテック社のパッドを採用してい
ます。主にロングライド用のパッドを
用い、長距離でも快適なライドを約束
します。

ROAD PERFOROMANCE WOMEN

数多くの女性サイクリストの悩みである、レディース用パッドの代
名詞。股の部分の圧迫を最小限にとどめ、深く座ってもサポートし
てくれる安心感があります。

ROAD PERFOROMANCE SPACE MEN

長距離ライドに対応するハイスペックのパッド。超高密度のクッ
ション材を採用し、快適な乗り心地と振動吸収性がありながら、非
常に薄く仕上げられています。

URBAN MEN

中密度のクッション材で、必要最低限の大きさとスリムな
フォルムでパッド付き下着に多く採用しています。カジュア
ルウェアでのライド時でも、快適な走りを約束します。

BASTOGNE HP MEN

会陰部に超高密度八方帯を採用した、長距離ライド使用の
パッド。尿道の圧迫を最小限に抑え快適なライドを実現。3層
構造で厚さを感じさせないつくりは、幅広いユーザーに支持
されています。

ネレイド ライトビブタイツ
Nereid Light Bib Tights1101903

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK
S、M、L、XL
¥21,800+税 

脚の動きをサポートするスパイラルソーイングシステムを導入し、
裏起毛が特徴の2WAYストレッチ素材ヴエルタを使用したライト
タイプのビブタイツです。ショルダーと足口は切りっぱなし素材が
肌との当たりを最小限に抑えます。また、後裾生地にREFLEC-
TIVE 2WAYを使い、後方からの視認性を向上させています。

アドラ ミディアムベントブロックビブタイツ
Adra Medium Vent Block Bib Tights1171901

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK
S、M、L、XL
¥25,000+税 

2WAY+防風フィルム+起毛素材の2.5レイヤー素材を採用し、
防風・保温・透湿を兼ね備えています。股～尻部分にはイタリ
ア・カルヴィコ社の肉厚起毛素材のアルティカを採用し、汗の逃
げ道を確保します。さらに、スパイラルソーイングシステムと、後
方からの視認性を高めるREFLECTIVE 2WAYを使っています。

フォボス ハイベントブロックビブタイツ
Phobos High Vent Block Bib Tights1101901

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK
S、M、L、XL
¥28,000+税 

防風・保湿に優れるイタリア・カルヴィコ社の起毛2WAY素材で
あるアルティカを胸部に採用しています。また、肩と足口のフ
リーカット素材は、肌とのアタリを最小限に抑えます。後方から
の視認性を高めるREFLECTIVE 2WAYや、理想のペダリングを
サポートするスパイラルソーイングシステムも採用しています。

ドラド-HT ミディアムベントブロックタイツ
Drado-HT Medium Vent Block Tights1101902

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK
S、M、L、XL
¥22,800+税 

表地は軽量2WAY素材と防風フィルムを貼り合わせた生地を使
い、裏地にはサーモライトファブリックを使ったオリジナル生地を
使用しています。下半身の筋肉と関節の動きをサポートするスパ
イラルソーイングシステムを採用しています。後ウエストと足口に
は切りっぱなし素材を採用し、肌のアタリを最小限に抑えました。

アルヘナ ビブニッカ
Alhena Bib Knicker1112001

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK
S、M、L、XL、XXL
¥19,500+税 

七分丈ビブタイツです。少し風が冷たく膝を冷やしたくない
ときにオススメです。股部分には摩擦に強いナイロン2WAY
素材を、肩紐と裾口にはフリーカット素材を使い、空気抵抗
と肌ストレスの軽減を実現しています。

動きやすさと保温性を実現
寒さ別に選べるビブタイツ

ROAD PERFOROMANCE
SPACE MEN

ROAD PERFOROMANCE
SPACE MEN

ROAD PERFOROMANCE
SPACE MEN

BASTOGNE HP MEN BASTOGNE HP MEN
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ウィメンズ アドラ インサレーションミディアムジャケット
Women's Adra Insulation Medium Jacket1103502

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、WHITE、TURQUOISE
S、M、L
¥24,800+税 

中綿に速乾性・保温性と、高い通気性を有した化学繊維であるPOLARTEC®Al-
pha®を使用したインサレーションジャケットです。また、PERTEX MICRO LIGHTを
採用し、軽量ながら、防風性・撥水性・耐久性に優れた1着。ベンチレーションを多く
取り。激しい運動中でもオーバーヒートを防ぎます。

ウィメンズ フォボス インサレーションハイジャケット
Women's Phobos Insulation High Jacket1103501

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、WHITE、TURQUOISE
S、M、L
¥27,800+税 

中綿にPOLARTEC®Alpha®を使用し、寒い外気は遮断して内部の暖かい空気は
逃さないインサレーションジャケットです。0～8℃の真冬に対応します。軽量性・速
乾性・保温性に加え、非常に高い通気性も備えています。ファスナーを非対称にし、
顎の部分にファスナーが干渉しないようにつくられています。

ウィメンズ デネブ ハイベントブロックジャケット
Women's Deneb High Vent Block Jacket1173501

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

WHITE、PINK、SKY BLUE
S、M、L
¥24,800+税 

乗車時のポジションを優先して立体裁断されるAPSを採用する女性用軽量ウイン
タージャケットです。ウェア全体が2方向に伸び身体になじみます。中空糸を使用し
たハニカムデザインの裏地は、保温性と適度な保湿性により、ウェア内を快適にし
ます。胸にシームレスポケットを採用し、スマホなどを収納できます。

寒さに合わせたコーディネートで
冬でも快適にライディングを楽しむ
適材適所で生地を使いわけ、立体縫製で自然なライディングフォームをサポートする。防風性、
吸汗速乾性、そして保温性を追求した独自の機能とすぐれたデザイン性を融合したウィンター
シーズンのレディースコレクションです。

インサレーション素材には、
ポーラテック®アルファ®を使用

レリックが採用している中綿素材「ポーラテック®アルファ®」
は従来の化繊綿と比べ、通気性は２倍、速乾性は1.5倍以上
あるのが最大の特徴です。ベース生地に中綿を編み込んで
いるために、中綿の部分は格子状の隙間をしっかりと保ち、
保温性と通気性を両立。運動時による内部が熱くなったり、
ムレてしまうことがありません。
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ウィメンズ ネレイド アルファ ベントブロック ジャージ
Women's Nereid α Vent Block Jersey1183004

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

WHITE、M.BLUE GRAY
S、M、L
¥21,000+税 

腕と背面に肌触りのよい2WAY中肉起毛素材のヴェルタを採用しています。前身頃
は肩部分まで防風素材を採用し、冬の厳しい冷気をブロックします。ジッパーの折り
返しはリフレクター素材にもなり、裏生地の色にもこだわったデザイン性も魅力で
す。主素材は高い保温性と速乾性を持ち、運動中の身体を適温を保ちます。

ウィメンズ シノーペロングジャージ
Women's Sinope Long Jersey1103003

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、TURQUOISE
S、M、L
¥17,000+税 

乗車時のポジションを優先して立体裁断される空気抵抗軽減APS設計を採用しま
す。前身頃に軽量な防風素材「Hill 85 Light」を、脇・後身頃・袖に半起毛2WAY素材
を採用し、保温性と防風性を両立することで体幹を冷やしません。バックポケットの
ロゴが主張するデザインが特徴の秋春用長袖ジャージです。

ウィメンズ EC-2 ウィンドブレーカー
Women's EC-2 Windbreker1103703

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

WHITE、WINE
S、M、L
¥8,800+税 

女性のカラダのラインに合わせた作りで、着用時にばたつきを少なくしています。さ
らに、撥水性に優れるナイロン素材が雨粒を弾きます。背中のベンチレーションは、
ジャージのバックポケットにアクセスがしやすい作りです。

ウィメンズ トール オールラウンド ロングスリーブ ジャージ
Women's Thor All-round long Sleeve Jersey1183002

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

WHITE、NAVY
S、M、L
¥18,000+税 

前身頃は夏用ジャージのような薄さを実現したオリジナル素材「Hill 85 Light」を採
用し防風性を高め、冷気をシャットアウトします。一方、半起毛2WAY素材を脇・後身
頃・袖に採用し保温と透湿性を両立します。袖は前面と背面で生地を使い分けるこ
だわりの仕様です。秋春向けの軽量な長袖ジャージです。

自然な
ライディング
ポジション

風の抵抗を
最小限に

自然な
前傾姿勢

レリックの製品を語る上で欠かせない、コンセプトのひと
つ「APS」とはアンティベーション ポジション システムとい
う、空気抵抗を軽減するパターンのこと。着用すると、無意
識のうちにライディグポジションを取るような感じになりま
す。自然と腕が前にでてきて、上半身は自然と丸まった
フォームになるシルエット。長時間のライドでも風の抵抗を
軽減することで、体力の消耗を軽減する配慮をしています。

APSって何ですか？
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ウィメンズ ピクシス ミディアム ビブタイツ
Women's Pyxis Medium Tights1090403

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK
S、M、L
¥25,000+税 

着脱可能なベルトストラップを採用したビブタイツです。ビブタイプと通常のタイツ
との使い分けが可能です。肩紐部分は切りっぱなし素材を採用しています。胸を圧
迫しないようにデザインされ、縫い目の当たり軽減しました。下半身に巻きつくよう
な立体縫製を特徴とするスパイラルソーイングシステムも採用しています。

ウィメンズ アルヘナ 7分丈ニッカ
Women's Alhena Knicker1112003

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK
S、M、L
¥15,750+税 

3シーズン使える七分丈の女性用タイツです。ペダリング時に下半身の筋肉や関節
の動きをサポートするスパイラルソーイングシステムにより、自然とライディングポ
ジションをとることができ、程よい着圧感もありパフォーマンスを最大限に補助しま
す。裾口にはフリーカット素材を採用し、生地の当たりを軽減させています。

ウィメンズ フォボス ハイベントブロックビブタイツ 
Women's Phobos High Vent Block Bib Tights1104801

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK
S、M、L
¥27,000+税 

防風・保温・透湿に加え、撥水性も備えたビブタイツです。ストラップは着脱でき、タ
イツとしても使えます。肩と足口にフリーカット素材を採用し、肌のアタリを最小限
に抑えました。ふくらはぎ部にはリフレクターを配置し視認性を高めます。ペダリン
グ時をサポートするスパイラルソーイングシステムも採用しています。

ウィメンズ ネレイド ライトビブタイツ
Women's Nereid Light Bib Tights1104802

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK
S、M、L
¥20,800+税 

イタリア・カルヴィコ社の中肉起毛素材であるヴエルタを採用し、高い保温性と速
乾性を持ち合わせたライトタイプタイツです。スパイラルソーイングシステムが動き
をサポートし、後裾の生地にはREFLECTIV2WAYが後方からの視認性を向上させ
ました。ストラップを着脱でき、タイツとしても使えるのがポイントです。

エニフ UV タイツ
Enif UV Tights1111901

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK
S、M、L
¥16,750+税 

下半身に巻きつくような立体縫製を特徴とし理想のペダリングをサポートするスパイラルソーイングシステムを採用する3シーズン
使えるフルレングスの女性用機能性タイツです。ウエストと裾口にはフリーカット素材を採用し、空気抵抗と肌ストレスを軽減させ
ます。UVカット（UPF50+）機能も備え、日焼けも予防します。

女性ライダーからの意見を
取り入れてできました

レリックのビブタイツは、女性ライダーからの意見を取り込
みながら作られています。タイツにもビブタイツにも両方つ
かえるように、肩ひもが着脱できるように作られています。ラ
イドの途中休憩時にもストレスなく行動がしたいという意
見から作られました。その肩ひもは乳頭部が当たらないよ
うに作られているのも特徴です。

ROAD PERFOROMANCE
WOMEN

ROAD PERFOROMANCE
WOMEN

ROAD PERFOROMANCE
WOMEN

ROAD PERFOROMANCE
WOMEN

ROAD PERFOROMANCE
WOMEN
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ダグ 防水 シューズカバー
Dagr Water-proof Shoes Covers1185902

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、NAVY
M、L
¥6,300+税 

レリックオリジナル技術である無縫製で編みたてた靴下に防水フィルムを貼り合わ
せた、防水・防風のソックス型シューズカバーです。2方向に伸縮し高いフィット性を
実現し、寒冷期や悪天時に足元を快適に守ってくれます。ビジュアルもお洒落で、カ
カトとつま先にホールを設けて、様々なクリートやシューズに対応します。

ダグ 防水 トゥカバー
Dagr Water-proof Toes Covers1185903

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、NAVY
FREE
¥5,600+税 

冷えに弱い指先を冷気や雨から守ってくれる防水・防風のソックス型トゥカバーで
す。レリックオリジナル技術の無縫製で編みたてた靴下ベースの生地に、防水フィ
ルムを貼り合わせ、2方向に伸びる高いフィット性を実現しています。つま先にホー
ルが開き、様々なクリートに対応しています。手軽に脱着できる魅力があります。

ストレスのない着用感を追求した
寒さからカラダを守るアクセサリー

コマ ネックウォーマー
Coma Neck Warmer1096002

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、WHITE、CHARCOAL
FREE
¥5,500+税 

防風ネックウォーマーです。前面には防風素材FT-AIRを採用し、冷気をブロックします。また、側面には柔ら
かく快適な肌触りが特徴のカルヴィコ社の2WAYストレッチ素材であるヴィエルタを採用しています。高い保
温性と速乾性、ムレを軽減します。内側にメッシュ素材を採用し、口元までカバーしても呼吸がしやすいです。

コルティナ ベントブロック ミディアムグローブ
Cortina Vent Block Medium Glove1186202

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

CHARCOAL
XS、S、M、L、XL
¥5,600+税 

高い保温性と速乾性を併せ持ち、ごわつかずフィット性も高いロングシーズンモデルです。手のひらには滑り
止め素材を使用し、親指・人差し指・中指にはタッチパネル対応します。従来品のフィット性に加え、防風撥水
素材を採用、真冬での使用にも耐え抜く高い保温性も有しています。

ネレイド ライトグローブ
Nereid Light Glove1106205

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、WHITE、RED、NAVY、NEON YELLOW
XS、S、M、L、XL
¥5,100+税 

素材にカルヴィコ社のヴェエルタを採用しています。高いフィット性だけでなく、高い保温性と速乾性を併せ
持つため、ロングシーズン活用できます。親指・人差し指・中指にはタッチパネル対応素材を採用し、グローブ
を外すことなくスマートフォンの操作が可能です。新色としてネオンイエローとネイビーが追加されました。

フォボス ハイベントブロックグローブ
Phobos High Vent Block Glove1176201

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、BLACK／WHITE
XS、S、M、L、XL
¥7,650+税 

防風性の高い素材を採用することで、保温性・防寒性を高めた極寒期など過酷なコンディションにも対応し
ます。人間工学に基づき立体裁断された技術を採用し、余計なシワを排除した裏起毛素材を採用する超立体
モデルです。手首のカフスの巾を広くし、手首からの風や冷気の侵入を防ぎます。

コマ サーモキャップ
Coma Thermo Cap1096001

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、WHITE、CHARCOAL
FREE
¥5,500+税 

ウィンターシーズン向けの防風キャップです。前面には防風素材“FT-AIR”を採用し、前からの風をブロックし
ます。さらに、側面はカルヴィコ社の2WAYストレッチ素材のヴェエルタを採用し、高い保温性と速乾性を実
現し快適性をキープします。耳当て部分は折り込む事ができ、不要なときには収納することも可能です。
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コルティナ ベントブロックレッグウォーマー
Cortina Vent Block Leg Warmer1106004

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK
S、M、L、XL
¥7,800+税 

防風・保温・透湿に加え、撥水性も兼ね備えたレッグウォーマーです。前面に防風素
材を使い、風の当たらない面には柔らかく快適な肌触りが特徴のカルヴィコ社の
ヴェルタを採用しています。裾口のフリーカット仕様により、空気抵抗と肌ストレスを
軽減してくれるのも嬉しいポイントです。ずれ落ちないフィット性の高さも特徴です。

レリック レッグウォーマー
reric Leg Warmer1106005

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK
S、M、L、XL
¥5,800+税 

保温性と吸湿速乾性に優れ、伸縮性を持つ2WAYストレッチ性起毛素材である、カ
ルヴコ社のヴエルタを使用したレッグウォーマーです。ふくらはぎ部分にリフレク
ターを施し、視認性を高めています。あらゆるジャージに合わせやすいシンプルな
デザインです。秋口で気温が低い日のライドなどに足元を保温してくれます。

レリック ニーウォーマー
reric Knee Warmer1106008

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK
S、M、L、XL
¥4,900+税 

肌寒い日や急に気温が下がった時のライディングに膝の冷えから守ってくれる
ニーウォーマーです。保温性はもちろん、吸湿速乾性にも優れたアイテムです。同
色でデザインされたシリコンプリントがさりげなくあしらわれたデザインです。膝
まわりにフィットし、ライディング中もズレ落ちないフィット性も確保されています。

コルティナ ベントブロックアームウォーマー
Cortina Vent Block Arm Warmer1106001

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK
S、M、L、XL
¥5,800+税 

1枚で防風・保温・透湿に加え、撥水性も兼ね備えたアームウォーマーです。前面に
防風素材を使い、風の当たらない面には起毛素材を使用しています。また、フリー
カット仕様の袖口にが、空気抵抗を軽減すると同時に肌ストレスの軽減を図ってい
ます。フィット性が高く、長時間ライドでもズレ落ちがなくストレスフリーです。

レリック アームウォーマー
reric Arm Warmer1106002

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

WHITE、BLACK、BLUE
S、M、L、XL
¥4,800+税 

イタリア・カルヴィコ社の裏起毛2WAYストレッチ素材のヴェルタを使用したアーム
ウォーマーです。起毛素材で保温性はもちろん吸湿速乾性にも優れる特徴があり
ます。また、外側にリフレクターを付け、視認性を高め、安全性も高めています。レ
リックのロゴがワンポイントであしらわれたシリコンプリントが施されています。

ヘラクルス 輪行バッグ
Hercles Bike Carrying Bag1109902

カラー ：
サイズ ：

価格　： 

BLACK／WHITE、BLACK／RED
タテ1,200mm×ヨコ1,070mm×マチ265mm(本体)
タテ200mm×ヨコ150mm×マチ75mm(小袋)
￥9,500+税 x

レリックは、遠征先までストレスなく移動ができるように、オリジナルの輪行バッグ
を作りました。耐久性に優れた、レリック開発のリップタフタを採用。バッグ本体の
マチ部分には、サドルとディレイラー位置がイラストで記載されています。収納用の
小袋はサドル裏に固定できるようにバックル付きのベルトも備えています。

ヘラクルス 輪行用金具（リアエンド用）
Herecles　Rearend Bracket1109905

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

SILVER
高さ130mm×幅128mm×奥行34mm
￥2,650+税 

輪行の時にあわせて使いたいエンド金具は高さが128ｍｍと高めに設定をして
いることで、ディレイラーが地面の接触することで故障や傷の原因となることを
防いでくれます。固定するクイックレリーズの差し込み口は鍵型にしたことで、ず
れを防いでくれます。

オリジナル輪行バックと
温度調整がしやすい豊富なウォーマー
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FTS-5 5本指ショートソックス
FTS-5 5Fingers Short Socks1116102

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK／WHITE、WHITE／BLACK、BLACK／SKY BLUE
S、M、L
¥1,780+税 

膝下を長く見せることができる、くるぶし丈の5本指ショートソックスです。通気性や速乾性に優れる天然系デ
オドラント加工をした素材を採用しています。また、靴下に付着した繊維状の常在菌の繁殖を抑え、防臭効果
が期待できるのもポイントです。拇指球部にはシリコンプリントを配置しペダリング時のグリップ力を高めます。

ロウバイクス ベントブロックサーモジップインナー
Roubaix Vent Block Thermo Zip Inner1101403

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK
S、M、L、XL
¥9,800+税 

裏起毛サーモ素材を採用したジップインナーです。立体縫製され身体にフィットします。前身頃には防風
2wayストレッチ「FT-AIR」採用し、前面からの風と冷気をシャットアウトします。また、脇部分はメッシュ素材を
使い内側からの湿気を放出します。ハーフジップ仕様でハイネックタイプの厳冬期向けアイテムです。

RTS-2 ミドルソックス
RTS-2 Middle Socks1106101

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK／WHITE、WHITE／BLACK、WHITE／GRAY、LIME／NAVY
S、M、L
¥1,750+税 

ふくらはぎ下丈のミドルソックスです。速乾性と抗菌防臭性を兼ね備えたドラロン糸を細かく編み立てること
で風合いを出し、素肌に近い感覚で着用できます。甲側をメッシュ編みにすることにより、通気性も確保して長
時間ライドでもムレを防ぎます。また、拇指球部にはシリコンプリントを配置し、グリップ力を発揮してくれます。

ロウバイクス ロングスリーブサーモインナー
Roubaix Long Sleeve Thermo Inner1101404

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK
S、M、L、XL
¥7,800+税 

保温性・速乾性に優れた冬用インナーです。また、立体縫製を採用し2WAYストレッチを効かせているので、
フィット性も良好です。脇部分にはメッシュ素材をあしらい、内側からの湿気を放出しムレを防ぎます。防風・
撥水効果もあり、通勤通学から冬場のロングライドまで、様々なシーンで活躍が期待できる1着です。

サイクルボクサーパンツ
Cycle Boxxer Pants1092501

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLUE、RED、YELLOW
S、M、L
¥6,500+税 

イタリアのサイテック社のパッドを採用し、吸水速乾性に優れ、消臭・抗菌性を兼ね備えたメッシュ素材のボ
クサーパンツです。ライディング時、パッドのズレが少ない設計になっているので、フィット感も良好です。パッ
ドの中密度のクッション材がカジュアルウエアのインナーとして最適で、気軽なポタリング時にオススメです。

RTS-2 ショートソックス
RTS-2 Short Socks1106102

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK／WHITE、WHITE／BLACK、WHITE／GRAY、LIME／NAVY
S、M、L
¥1,650+税 

膝下を長く見せることができる、くるぶし丈のショートソックスです。吸湿速乾性と抗菌防臭性を兼ね備えたド
ラロン糸を細かく編み立てることで風合いを出し、素肌に近い感覚で着用できます。甲側をメッシュ編みにす
ることにより、通気性も確保しています。また、拇指球部にシリコンプリントを配置し、脚裏のズレを防ぎます。

AS-8 ウィンターミドルソックス
AS-8 Winter Middle Socks1106104

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK／BLACK、WHITE／GRAY
S、M、L
¥1,800+税 

銀イオンを練りこんだ抗菌防臭効果を持つAG MAX糸を使用した冬用ミドルソックスです。日本から古来使わ
れている足袋をベースにし、指先を２つに分け、足首の部分はテーピングの8の字巻きの考えを元に編立をし
ています。拇指球部分にはシリコンプリントを配置してペダリング時のグリップ力を向上させています。

FTS-5 5本指ミドルソックス
FTS-5 5Fingers Middle Socks1116101

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK／WHITE、WHITE／BLACK、BLACK／SKY BLUE
S、M、L
¥1,830+税 

ふくらはぎ下丈のある5本指ミドルソックスです。吸湿速乾性に優れる天然系デオドラント加工の素材を採用し
ています。また、靴下に付着した繊維状の常在菌の繁殖を抑え、防臭効果が期待できます。さらに、拇指球部に
シリコンプリントを配置してシューズ内での脚裏のズレを防ぎます。機能面を生かしたデザイン性も魅力です。

日々のサイクリングで暖かさを約束する
高機能インナーとソックス

URBAN MEN
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レリック独自の機能性はそのままに
お値打ち感を実現したエントリーモデル

ウィメンズ イズン ウォーム ロングスリーブ ジャージ
Women's Idhunn Warm Long Sleeve Jersey1183003

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、GREEN、PINK
S、M、L
¥9,800+税 

実績のある生地と縫製技術を採用しながらお手頃価格を実現した秋・春向けの長
袖ジャージです。袖の生地はイタリアのMITI社製の保温性の高い起毛素材を採用
しています。また、身頃の生地は毛足の高い保温性に優れる2WAY素材を採用して
います。シルエットはゆったりめでカジュアルにも着こなすことができます。

ボル ベントブロック ジャケット
Bor Vent Block Jacket1180701

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、BLUE、CHARCOAL、TURQUOISE
S、M、L、XL、XXL
¥14,800+税 

手に取りやすい価格の防風タイプのミディアムジャケットです。シルエットは、ハイ
エンドモデルほどタイトではなく、太すぎない細目の設計です。高い防風性を実現
しています。裏地にはパイル素材を採用し、温かく吸湿速乾性に優れています。

クヴァシル ウォーム ロングスリーブ ジャージ
Kvasir Warm Long Sleeve Jersey1180207

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

WHITE、NAVY、RED
S、M、L、XL、XXL
¥9,800+税 

レリック独自の立体縫製を採用したお手頃価格の秋・春向けの長袖ジャージです。
袖の生地はイタリアのMITI社の保温性の高い起毛素材を採用しています。また、身
頃の生地は毛足が高く保温性の高い2WAY素材を採用しています。夏用のロング
ジャージと同じサイズ感になっており、ゆったりめのシルエットが特徴です。

フレイ ウォーム ロングスリーブ ジャージ
Frey Warm Long Sleeve Jersey1180208

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、WHITE
S、M、L、XL、XXL
¥9,800+税 

独自の立体縫製などの技術を採用しつつ、お手頃価格で展開する秋・春向けの長
袖ジャージです。袖の生地はイタリアのMITI社の保温性の高い起毛素材を採用し
ています。また、身頃の生地は毛足が高く保温性の高い2WAY素材を採用していま
す。エントリーユーザーが着用しやすいゆったりめのシルエットが特徴です。

レリック独自の機能性はそのままに
お値打ち感を実現したエントリーモデル

ウィメンズ イズン ウォーム ロングスリーブ ジャージ
Women's Idhunn Warm Long Sleeve Jersey1183003

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、GREEN、PINK
S、M、L
¥9,800+税 

実績のある生地と縫製技術を採用しながらお手頃価格を実現した秋・春向けの長
袖ジャージです。袖の生地はイタリアのMITI社製の保温性の高い起毛素材を採用
しています。また、身頃の生地は毛足の高い保温性に優れる2WAY素材を採用して
います。シルエットはゆったりめでカジュアルにも着こなすことができます。

ボル ベントブロック ジャケット
Bor Vent Block Jacket1180701

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、BLUE、CHARCOAL、TURQUOISE
S、M、L、XL、XXL
¥14,800+税 

手に取りやすい価格の防風タイプのミディアムジャケットです。シルエットは、ハイ
エンドモデルほどタイトではなく、太すぎない細目の設計です。高い防風性を実現
しています。裏地にはパイル素材を採用し、温かく吸湿速乾性に優れています。

クヴァシル ウォーム ロングスリーブ ジャージ
Kvasir Warm Long Sleeve Jersey1180207

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

WHITE、NAVY、RED
S、M、L、XL、XXL
¥9,800+税 

レリック独自の立体縫製を採用したお手頃価格の秋・春向けの長袖ジャージです。
袖の生地はイタリアのMITI社の保温性の高い起毛素材を採用しています。また、身
頃の生地は毛足が高く保温性の高い2WAY素材を採用しています。夏用のロング
ジャージと同じサイズ感になっており、ゆったりめのシルエットが特徴です。

フレイ ウォーム ロングスリーブ ジャージ
Frey Warm Long Sleeve Jersey1180208

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、WHITE
S、M、L、XL、XXL
¥9,800+税 

独自の立体縫製などの技術を採用しつつ、お手頃価格で展開する秋・春向けの長
袖ジャージです。袖の生地はイタリアのMITI社の保温性の高い起毛素材を採用し
ています。また、身頃の生地は毛足が高く保温性の高い2WAY素材を採用していま
す。エントリーユーザーが着用しやすいゆったりめのシルエットが特徴です。
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10℃

0℃

推奨気温別アイテムチャート
秋から冬のライドは、気象条件によってコーディネイトが変わります。レリックは推奨気温を
4つに分けて、ウェアからのラインナップを考えました。それぞれの気温帯でコーディネイト
することで、冬のライドをより快適に。

晩秋から初冬にかけて、風が冷たくなった時はネレイ
ドシリーズ。全体は裏起毛をつかい暖かさを保ち、前
面だけに防風素材を使ったライトタイプを。

8-14℃対応商品

初秋・初春の肌寒くなる季節の気温帯では、夏用の素材と薄手の防風素材を使った長袖ジャージや、
七分丈、ウォーマーを使い身体を冷やさないように。

12-18℃対応商品

限りなく0度に近い真冬のライドはハイベントブロックシリーズ。
完全防風の素材をフルに使い、外気をシャットアウト。

0-8℃対応商品

冬に入り、外気温が5～10度の時は、ミディアムタイプを。汗を放出
するベンチレーションが確保をし、体幹部分はしっかりと防風性・
保湿性を確保。

5-10℃対応商品

デネブ
ハイベントブロックジャケット （P.08）

ウィメンズ フォボス
インサレーションハイジャケット（P.14）

フォボス
インサレーションハイジャケット（P.08）

ポラリス
ミディアムベントブロックジャケット（P.08）

アドラ
インサレーションミディアムジャケット（P.08）

ウィメンズ アドラ
インサレーションミディアムジャケット（P.14）

ピクシスレディース ミディアム
ビブタイツ（P.18）

ドラド-HT ミディアム
ベントブロックタイツ（P.12）

アドラ ミディアム
ベントブロックビブタイツ（P.12）

ウィメンズ フォボス
ハイベントブロックビブタイツ（P.18）

フォボス
ハイベントブロックビブタイツ（P.12）

ウィメンズ トール
オールラウンド ロングスリーブ ジャージ（P.17） ポーシャ ロングジャージ（P.10）スピカ ロングジャージ（P.10）

バルドル
オールラウンド ロングスリーブ ジャージ（P.10）

ゲミニ
ライトウィンドブレーカー（P.10）シノーペ ロングジャージ（P.10）

ネレイド
アルファ ベントブロック ジャージ（P.06）

ウィメンズ ネレイド
アルファ ベントブロック ジャージ（P.16）

ウィメンズ ネレイド
ライトビブタイツ（P.12）

ネレイド
ライトビブタイツ（P.19）

アルヘナ ビブニッカ（P.13）

ウィメンズ デネブ
ハイベントブロックジャケット（P.14）
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ハーフジップ フーディ
Half Zip Hoodie2180802

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、BROWN、NAVY
S、M、L
¥10,500+税 

コットンのような軽やかな見た目をもつ軽量の2WAY生地を採用。吸水・速乾性に優れるフィールドセン
サーに対応している為、ウインターシーズンのバイクからランニングまで幅広く活躍するクロスオーバーア
スレチックウエアです。動きを考慮した３D設計で、衿を深くしファスナーを横にずらした設計で、ファス
ナーが顎に当たりません。

機能性にスタイリッシュが融合
身に付けたくなるクロスオーバースタイル
サイクリングやランニングはもちろん、様々なスポーツシーンにも適応する
クロスオーバーシリーズ。寒さが厳しい時期も防風性や透湿性に優れるアパレルを豊富に揃え、
毎日の快適なアクティビティーを約束します。

GEAR
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防水性と透湿性を高次元で両立する
雨天時に強いヴィルンガシリーズ

（上段左から）①ポケットの横にある、ファスナーからは、内側にあるパンツのポケットへのア
クセスすることができる。　②携帯用の収納袋に収めると、バイクジャージのバックポケットに
も収納ができるぐらいコンパクトに。　③膝裏の部分にダーツ処理を施すことでペダリングや
ランニングでも膝が曲げやすくなり動きやすい作りになっています。　④靴を履いた状態でも
着脱できるようにジッパーも深めに作られている。また裾口がばたついたり、巻き込まないよう
に絞れるようになっている。

（上段左から）①ドローコードで頭のサイズに合わせてフィッティングが可能。　②収納もでき、
着脱もできるフード。邪魔にな時は、取り外して使うことはもちろん、取り外さず襟に収納もでき
る。　③前身頃の止水ファスナーは、アシンメトリーの配置で、顎下に当たらないように避けた
作りに。　④胸のポケットには水抜きの加工がされている。　⑤両サイドにのポケットの内側に
はもう1つファスナーを用意。ジャケットの下に着用しているウエアのポケットへのアクセスが可
能。　⑥動作工学を追求したパターン。ランニングをしても肘がつっぱらない作りになっていま
す。　⑦付属の袋に収納することで、自転車のボトルゲージに入るサイズまでコンパクトに。

ヴィルンガ レイン パンツ
Virnuga Rain Pants3172301

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、KHAKI、ORANGE
XS、S、M、L、XL
¥15,800+税 

裾部に止水ZIPPERを設け、靴を履いたまま着脱可能なレインパンツです。高い防風性、撥水
性だけでなく耐久性にも優れるパーテックス・マイクロライト素材を採用しています。立体パ
ターンで縫製し、シーンを問わず動きやすいシルエットを実現しています。不意の天候の変化
に対応するパッカブル仕様となっています。

ヴィルンガ レイン ジャケット
Virnuga Rain Jacket3170701

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、KHAKI、ORANGE
XS、S、M、L、XL
¥24,800+税 

立体パターンを採用し、バイク、ラン、アウトドアやタウンユースと多用途に対応する凡庸性の
高いデザインのレインジャケットです。30デニールクラスの高強度ナイロン糸を高密度で織り、
耐久性にも優れるパーテックス・マイクロライト素材を採用しています。不意の天候の変化に
対応するパッカブル仕様となっています。
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ベントブロック ライト ジャージ
Vent Block Light Jersey2180201

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、BROWN、KHAKI
S、M、L、XL
¥12,500+税 

薄くて軽量ながら、特殊ポリマーのコーティングで防風性の高い素材を使用した
ジャージです。また、ニット素材のため、ストレッチ性が高く動きやすく、ランニングに
もバイクにも対応するクロスオーバーモデルです。運動時の動きを追求した３D設計
で、腕部分のカッティングはランニング時の腕の振りの妨げを最小限にします。

ベントブロック ロング パンツ
Vent Block Long Pants2182305

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、KHAKI
S、M、L、XL
¥12,500+税 

ランやバイクのシーンで幅広く活躍するクロスオーバータイプのロングパンツです。
薄くて軽量ながら、特殊ポリマーのコーティングで防風性の高い素材を使用してい
ます。また、ニット素材のため、ストレッチ性が高く動きやすさを実現しています。さら
に、フロントとバックにリフレクターを使用し、視認性も高めています。

ベントブロック ボックス ショーツ
Vent Block Box Shorts2182403

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、BROWN、KHAKI
S、M、L、XL
¥8,200+税 

特殊ポリマーのコーティングで防風性の高い素材を使用しつつ、薄くて軽量な
ショーツです。フロントとバックにリフレクターを採用し、視認性を高めています。ま
た、バックポケットはフラップが無くても物が落ちない仕様とし、バック姿をスッキリ
と見せることができます。ポケットから物の落下の不安がありません。

ウィメンズ ベントブロック ロング パンツ
Women's Vent Block Long Pants2185205

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、D.PURPLE
S、M、L
¥12,500+税 

伸縮性の高いニット素材と特殊ポリマーのコーティングを施した防風性の高い素
材を使用し、運動時の動きを追求した3D設計を採用しています。薄くて軽いだけで
なく、バイクやランニング時の膝の曲げ伸ばしの負担を軽減するように作られてい
ます。また、フロントとバックにリフレクターを採用し、視認性も高めています。

ウィメンズ ベントブロック ライト ジャージ
Women's Vent Block Light Jersey2183001

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、WHITE／BLACK、BLACK／PURPLE
S、M、L
¥12,500+税 

薄くて軽量ながら、特殊ポリマーのコーティングで防風性の高い素材を採用してい
ます。また、ストレッチ性が高いニット素材を採用し、運動時の動きを追求した３D設
計になっています。携帯性にも優れ、ラン、バイクはもちろん登山にも活躍します。フ
ロントとバックにリフレクターを使用し、視認性を高めています。

ウィメンズ ベントブロック ボックス ショーツ
Women's Vent Block Box Shorts2185303

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、D.PURPLE
S、M、L
¥8,200+税 

特殊ポリマーのコーティングで防風性の高い素材を使用していますが、伸縮性が高
いニット素材は、激しい運動にも対応します。防風性に優れ、薄くて軽量なボックス
ショーツです。バックポケットは、フラップが無くても物が落ちない仕様で、ポケット
からの物の落下の不安がありません。スタイリッシュなデザインが特徴です。
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ウィメンズ ウォーム ジレ
Women's Warm Gillet2183901

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

CHARCOAL、NAVY、NEON PINK
S、M、L
¥12,500+税 

冬のスポーツに最適な防寒ベストです。肉厚の暖かい素材を使用し、襟は高めで
首元の寒さを防ぎ、肩からは末広がりのメッシュデザインを追求し、ベンチレーショ
ン性能も高めています。また、フロントとバックにリフレクターを使用し、視認性を高
めています。バイクでもランでも使える使い勝手の良いクロスオーバージレです。

ウィメンズ ウォーム ロングパンツ
Women's Warm Long Pants2185204

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BEIGE、CHARCOAL
S、M、L
¥12,000+税 

肉厚で防風、起毛2WAY保湿素材であるアルティカ素材を採用し、ホッキョクグマ
の毛並みの機能を参考に作られており、とても暖かいロングパンツです。また、膝の
曲げ伸ばしの負担を軽減する3D設計を特徴としています。スポーツウェアはカラー
トップスが多いため、トップスを選ばす着れるシンプルなロゴデザインです。

ウィメンズ ウォーム ロング Tシャツ
Women's Warm Long T-shirts2183202

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、BLUE、GRAY、PINK
S、M、L
¥7,500+税 

上質な肌触りの裏起毛を特徴とするカルヴィコのコロラド生地を採用するロングT
シャツです。ストレッチ性が高く動きやすい上に、袖まわりなどにゆとりのある設計
です。シックなカラーとトレンド色のスモーキーカラーはアウターに合せやすいで
す。さらに、ベストとも合せやすいよう袖口にロゴデザインが入っています。

ウォーム ジレ　
Warm Gillet2181101

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

CHARCOAL、NAVY、NEON YELLOW
S、M、L、XL
¥12,500+税 

冬のスポーツに最適な肉厚の暖かい素材を使用する防寒ベストです。裏起毛の
2WAYストレッチ素材が特徴のカルヴィコ社のヴェルタを採用し、動きやすさを追求
しています。バック部分にはメッシュ素材を使用し、ベンチレーションを設けてオー
バーヒートを防ぎます。また、視認性の高いエナジーカラーを取り入れています。

ウォーム ロング パンツ
Warm Long Pants2182304

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK／BLUE、CHARCOAL
S、M、L、XL
¥12,000+税 

肉厚で防風、起毛2WAY保湿素材であるカルヴィコのアルティカ素材を採用し、
ホッキョクグマの毛並みの機能を活かして作られた一枚でとても暖かいロングパン
ツです。膝の曲げ伸ばしへの負担を軽減する3D設計で、本気で取り組むアスリート
もサポートします。トップスを選ばす着れるシンプルなロゴデザインが特徴です。

ウォーム ロング Tシャツ
Warm Long T-shirts2180402

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、BLUE、GRAY、KHAKI
S、M、L、XL
¥7,500+税 

柔らかく絹のような感触とストレッチ性で身体にやさしくフィットするカルヴィコ社
のコロラド素材を採用しています。裏起毛で保温性に優れています。アウターに合
せやすいようにシックなカラーとトレンド色のスモーキーカラーを展開しています。
また、ベストと合せやすい袖口のロゴデザインもワンポイントになっています。
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ビッグ ロゴ ボックス Tシャツ
Big Logo Box T-shirts2180303

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLUE、GRAY、NAVY
S、M、L、XL
¥5,300+税 

ウィメンズ ビッグ ロゴ ボックス Tシャツ
Women's Big Logo Box T-shirts2183103

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

GRAY、NAVY、TURQUOISE
S、M、L
¥5,300+税 

トウキョウ ボックス Tシャツ
Tokyo Box T-shirts2180304

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLUE、GRAY、NAVY
S、M、L、XL
¥5,300+税 

ウィメンズ トウキョウ ボックス Tシャツ
Women's Tokyo Box T-shirts2183104

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLUE、NAVY、TURQUOISE
S、M、L
¥5,300+税 

上質な肌触りの吸水・速乾性のあるニット素材で、コットンライクな肌触で吸汗速
乾性に優れています。また、ストレッチ性が高く動きやすいランニングを始めとす
るスポーツシーンにぴったりなTシャツです。シックなカラーをセレクトし、胸に
TOKYOのスタイリッシュなロゴが入ったシンプルなデザインなっています。

上質な肌触りの吸水・速乾性のあるニット素材で、コットンライクな肌触で吸汗速
乾性に優れています。また、ストレッチ性が高く動きやすいランニングを始めとす
るスポーツシーンにぴったりなTシャツです。シックなカラーをセレクトし、胸に
TOKYOのスタイリッシュなロゴが入ったシンプルなデザインなっています。

上質な肌触りの吸水・速乾性のあるニット素材です。肌触りはコットンライクで気
持ちが良いです。吸汗速乾性とストレッチ性に優れ、動きやすいTシャツです。ア
ウターに合せやすいように、シックなカラーをセレクトしています。そして、フロン
ト面には、トレンドのビックロゴデザインをあしらった個性的なビジュアルです。

上質な肌触りの吸水・速乾性のあるニット素材で、コットンライクな肌触で吸汗速
乾性に優れています。また、ストレッチ性が高く動きやすいランニングシーンに
ぴったりなTシャツです。また、アウターに合せやすいカラーバリエーションを用
意し、フロント面にはレリックのロゴを大胆にあしらったデザインになっています。
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①引き手はグローブをしてもつかみやすいサイズ。②伸縮性のある素材を使うことで、腰回りへ
のフィットし、走行時に揺れにくい作りです。③コンパクトサイズながら、マチが伸びるため収納
物が固定しやすい設計。④外側にポケットを2つ備え、大きい方のポケットは150ml程度のフラ
スクを収納でき、小さい方は補給食等のゴミを入れるのに便利なサイズ。

①耐久性の高い高密度タフタ素材に、耐光性、耐温度変化、耐水性などに優れるマジックプロ
テクション加工　②内側には小ポケット、外側には大小ふたつのパッチポケットが付く　③さり
げなく、コンパクトなレリックのロゴを配しています。④ショルダー部分は取り外しができ、サコッ
シュとしてではなく、取り外して、バックインバックとしても使えます。

①両肩には、それぞれボトルを装着できるだけでなく、ジェルなども収納するスペースも用意。②ショルダーをフックで固
定することにより、激しい動きをしても、中の荷物がバタつきを軽減。③ファスナーの引き手はグローブをしながらでもつか
みやすいサイズ。④アウターバンドを締めることで、バックの中身の動きを外側から固定。⑤背負った際に、腰の部分が開
くのでバイクウエアのような背中にポケットへもアクセス可能。

11L バックパック
11l back pack2176302

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、GRAY
 FREE
¥13,500+税 

サイクリングやランニング、トレイルランなどで活躍するコンパクトなバック
パックです。背面のフロントコードを引っ張ると全体的に絞ることでき、荷物
が揺れる心配がありません。水を弾く撥水性のあるナイロン素材を使用し、悪
天候にも対応します。両ショルダー部分にはペットボトルが入れられるポケッ
トを装備しています。

ウエストポーチ
Waist Pouch2176301

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

WHITE、BLUE、RED
FREE
¥3,500+税 

レリックのロゴ入りウエストポーチです。コンパクトなサイズ感ながら、マチが伸び
るため収納物が固定しやすいです。外側にポケットを2つ備え、大きい方にはソフト
フラスクなどを収納でき、小さい方は補給食等のゴミを入れるのに便利な小さめの
サイズ設定。肌に当たる面にハニカムのメッシュ生地を使い通気性を確保。汗によ
る湿気がバックの内側にしないように防水のパネルを挟み込んでいる設計になっ
ています。キーストラップ付き。

0.8L WRサコッシュ
0.8L WR Musette bag2186303

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、WHITE、RED
FREE
¥4,150+税 

レリックのロゴをあしらったシンプルなデザインのサコッシュです。3ポケット構造に
よる収納性の高さが、500mlのペットボトルさえも収納します。高密度のタフタに
「MAGIC PRODUCTION TM」加工を施し、耐温度変化、耐光・高耐水圧など多機
能性を実現しています。プレゼントにもぴったりです。

抜群のフィット性と収納性を実現した
バックパックやサコッシュ
サイクリングやランニング、トレイルランなど運動時の携帯性を高めるバックパックやポーチ、
そしてサコッシュ。レリックが培った独自技術を生かし、身体へのフィット性と高い収納力を実
現しています。
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マルチループバンド
Multi Loop Band2175901

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLUE、RED
FREE
¥2,500+税 

1枚で10通り以上の使い方ができるマルチループバンドです。ネックウォーマーと
してはもちろん、ヘアバンドとしても使え、スポーツシーンからカジュアルスタイル
のアクセントとしてまで幅広く活躍します。コンパクトに畳んでポケットに入れてお
ける携帯性の高さも魅力です。UVカットも備え日焼け対策にもオススメです。

防風性に優れる「Polartec® WindPro®」を採用するフリース素材の機能性キャップとグローブ。
さらに、頭や首回りには使い勝手のよいマルチルーフバンドで、冬の寒さをしっかりとしのげます。

ウィンド プロ フリース キャップ
Wind Pro Fleece Cap3175801

カラー ：

サイズ ：
価格　： 

BLACK、WHITE、CHARCOAL、KHAKI、NAVY、PURPLE、
TURQUOISE
FREE
¥3,900+税 

何度も試作を重ね、頭の形状にフィットするよう仕上げた機能性キャップです。冬の
冷たい風を防ぐため、フリースの編みをより丈夫な編み構造に変え、風の浸透を大
幅に低減することに成功した「Polartec®WindPro®」を採用しています。この新しいフ
リース素材は、従来よりも4倍の風力耐性を実現しています。

ウィンド プロ フリース グローブ
Wind Pro Fleece Glove3176201

カラー ：

サイズ ：
価格　： 

BLACK、WHITE、CHARCOAL、KHAKI、NAVY、PURPLE、
TURQUOISE
FREE
¥2,500+税 

フリースの編みをより丈夫な構造に変え、風の浸透を大幅に低減することに成
功した新しいフリース素材「Polartec®WindPro®」を使用したグローブです。側
面の穴に親指を入れて使用することで、5本の指先の自由度を確保しつつ、手の
甲から手首までを保温してくれます。マルチに使用できるグローブです。
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効果的な摂取方法

STEP 3

運動後は頑張った
カラダへのリカバ
リーとして

STEP 4

運動中は補給食、水分補給と
して摂取。他の糖質と同時に
摂取をしてエネルギーを
キープ

STEP 2

運動15～30分前にGELを摂
取すれば、胃に負担かけるこ
となくゆっくり吸収し、脂肪
燃焼をサポート

STEP 1

朝食時、インパラを一緒に摂
取すれば、一気に血糖値が上
がることなく、食事で摂取し
たエネルギー（糖質）がゆっ
くり消化・吸収

2
POINT Vinitorox（ビニトロックス）とは

INPARAの特徴はパラチノースだけではありません。GELに含まれ
ているVinitrox（ビニトロックス）はリンゴとブドウのフルーツポ
リフェノールの複合素材で血管拡張機能の作用があります。ビニ
トロックスはeNOs（内皮型一酸化窒素合成酵素）の濃度に依存す
る形で、一酸化窒素は増加します。結果として、一酸化窒素は筋肉
の血管を弛緩させます。この一連の働きによって拡張された血管
に、より多くの血液が筋肉に供給されます。また抗酸化作用が高い
ので活性酸素の除去や美肌効果もあります。

1
POINT パラチノースがなぜよいのか？

パラチノースは蜂蜜に含まれる、天然の糖質。消化・吸収が
ゆっくりな機能性甘味料です。エネルギー量は砂糖と同じ
4kcalで、砂糖と同じく、小腸ですべて消化・吸収されます。
その速度は砂糖よりもゆっくりなので、急激な血糖値の上
昇（インシュリンショック）がありません。INPARAと一緒
に別の糖質も吸収しても同様に、ゆっくりと消化・吸収を
してくれるので、あともうひと踏ん張りの力になってくれ
るのはその理由からなのです。

持久系アスリートの新常識 インパラシリーズ　
天然の糖質「パラチノース」を配合。
持久系スポーツにオススメのエナジーブースター

INPALA
プロデュース

インパラ ジェル
Inpara Gel1109804

内容：
エネルギー：
価格：
栄養成分：

（1包あたり）20ｇ
65kcal
￥250+税
パラチノース／3,000mg、マルトデキストリン／9,150mg、総ポリフェノール
（ビニトロックス）／237mg、クエン酸／110mg、食塩相当量／0.138g

蜂蜜に含まれる天然の糖質であるパラチノースを配合した持久系アスリートのため
のエネルギージェルです。糖質よりも吸収速度が遅く、急激な血糖値の上昇（イン
シュリンショック）を防ぎ、エネルギー補給と脂肪燃焼をサポートします。また、成分に
含まれるビニトロックスには、血管拡張機能の作用が認められています。
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ウィメンズ ウォーム ロングタイツ
Women's Long Tights2185101

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、BLUE、GRAY、PURPLE
S、M、L
¥6,500+税 

裏起毛素材のヴェルタを採用し、上質な肌触りを実現しています。また、ストレッチ
性が高く動きやすいです。アウターに合せやすいように、シックなカラーとトレンド
色のスモーキーカラーを展開しています。カラフルな裏生地もオシャレを演出してい
ます。左足にロゴのリフレクターが視認性を高めています。

ウォーム ロングタイツ
Warm Long Tights2182201

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、GRAY、KHAKI、RED
S、M、L、XL
¥6,500+税 

上質な肌触りの裏起毛素材であるブエルタを採用しています。ストレッチ性が高く、
動きやすい点が特徴です。シックなカラーとトレンド色のスモーキーカラー、reric
レッドを展開しています。左足にロゴのリフレクターを使用し、視認性を高めていま
す。ポケットはファスナー付きなので、激しい動きにも安心です。

ウィメンズ アルティカ ウォーム ロングタイツ
Women's Artica Long Tights2185102

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK-BLUE、BLUE
S、M、L
¥7,000+税 

ホッキョクグマからヒントを得た毛足の高い起毛素材であるアルティカを採用して
います。一枚でとても暖かく、冬のスポーツシーンに最適なロングタイツです。また、
ランニング時の膝の曲げ伸ばしの負担を軽減する3D設計を採用しています。左足
にブランドロゴのRマークのリフレクターを使用し、視認性を高めています。

アルティカ ウォーム ロングタイツ
Artica Warm Long Tights2182202

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、CHARCOAL
S、M、L、XL
¥7,000+税 

冬のスポーツに最適な肉厚で防風、更に裏起毛素材のため、一枚でとても暖かい
ロングタイツです。ホッキョクグマからヒントを得た毛足の高い起毛素材であるアル
ティカを採用しています。また、スポーツ時の膝の曲げ伸ばしへの負担を軽減する
3D設計です。左足にRマークのリフレクターを使用し、視認性を高めています。

裏起毛素材で高い保温性を実現
足元を寒さから守るロングタイツ
高い保温性と上質な肌触りに定評のある裏起毛素材のアルティカやブエルタを採用する
ウィンターシーズンにぴったりのウォームロングタイツです。
膝まわりのカッティングなど動きやすさも追求しています。

INNER
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ウィメンズ シャウラ シームレスショーツ
Women's Shaula Seamless Shorts1185401

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、CORAL、L.GRAY
S、M、L
¥2,300+税 

完全無縫製で作られた女性向けシームレスインナーです。ウエスト部分と袖口をフ
リーカットにし、肌へ当たる負担を軽減させています。素材には、カルヴコ社のイン
ナー向け生地を採用し、スレにくい縫製を追求しています。薄手なのでアウターに
ひびきにくく、吸湿速乾性と防菌・消臭の機能を備えている点もポイントです。

ウィメンズ ブラトップインナー
Women's Bratop Inner2114302

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、WHITE、CORAL、LIME
S、M、L
¥6,500+税 

バイク、ランをはじめとする幅広いスポーツシーンで着用できるパッド付きタンク
トップです。身体にフィットし、美しいラインを演出できます。インナー部分は、汗を
素早く吸収して、ムレを防いで長時間快適な肌触りを保ちます。さらに、後下がり
の裾が、バイクなどの前傾姿勢になっても背中が出ないようになっています。

直接肌に触れるところだから
着心地を重視してつくりました。
レリックが誕生する以前から、レリックの母体では、女性用の下着
を企画生産しています。そのノウハウがスポーツモデルにもフィー
ドバックされています。
女性の身体を知り尽くした会社だからこそ、スポーツ時の着心地に
はこだわり、ストレスのないパターンや生地を選んでいます。

ウィメンズ ラッセンスポーツブラ
Women's  Lassen Sports Bra2104301

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

DARK GRAY、TURQUOISE
S、M、L
¥6,200+税 

超軽量で繊細な肌触りの、着心地の良い2WAYストレッチ生地を使用したスポーツ
ブラです。背面にはカルヴィコ社のメッシュを使用し、通気性と運動性を高めていま
す。クロスストラップが胸の重みを分散させ、肩の負担を軽減します。また、パッド部
分にあしらったWラッセルが胸をホールドし、走りやすさをサポートします。
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肌触りのよさと快適性を実感する
プリマロフト採用のセミフィットシリーズ
肌に直接触れるインナーには、特別な肌触りのよさと長時間の運動でも汗冷えしない吸湿速乾性
を求めたい。ポリエステルにウールをブレンドしたプリマロフトを採用した着やすいセミフィット
シリーズです。

ウィメンズ セミフィット
ショートスリーブ Tシャツ

Women's Semi-Fit Short Sleeve T-Shirts3173101

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、WHITE、NAVY
S、M、L
¥6,500+税 

ウィメンズ セミフィット タイツ
Women's Semi-Fit Tights3175101

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、WHITE、NAVY
S、M、L
¥7,000+税 

ウィメンズ セミフィット
モックネック ロングスリーブ Tシャツ

Women's Semi-Fit Mock Neck Long Sleeve T-Shirts3173201

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、WHITE、NAVY
S、M、L
¥7,500+税 

ウィメンズ セミフィット
ロングスリーブ Tシャツ

Women's Semi-Fit Long Sleeve T-Shirts3173202

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、WHITE、NAVY
S、M、L
¥7,000+税 

セミフィット
ショートスリーブ Tシャツ

Semi-Fit Short Sleeve T-Shirts3170501

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、WHITE、NAVY
S、M、L、XL
¥6,500+税 

セミフィット タイツ
Semi-Fit Tights3172201

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、WHITE、NAVY
S、M、L、XL
¥7,000+税 

セミフィット
モックネック ロングスリーブ Tシャツ

Semi-Fit Mock Neck Long Sleeve T-Shirts3170401

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、WHITE、NAVY
S、M、L、XL
¥7,500+税 

セミフィット
ロングスリーブ Tシャツ

Semi-Fit Long Sleeve T-Shirts3170402

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、WHITE、NAVY
S、M、L、XL
¥7,000+税 

プリマロフト

セミフィットTシャツ・タイツに使われている糸は「PR  IMALOFT®GOLD-
WOOL」を使用。ポリエステルとウールを均一にブレンドした特殊な工程に
より作られた生地は、ポリエステルの持つ速乾性に、ウールの着心地・調湿
機能・消臭効果を併せ持ち、かつ「耐摩耗性」「坑ピリング性」にも優れてお
り、スポーツやアウトドアのシーンで高い評価を得ています。 ウール

ポリエステル
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微弱な電気で身体の動きをサポートする
高機能パフォーマンスインナー
スポーツテーピングラインに沿って配されたレリックの特許技術であるシリコンプリントが、運動
時の生地の伸び縮みによって微弱の発電を起こし発熱。筋肉を動きやすくし、パフォーマンスを引
き出す高機能インナーです。

発電する特殊シリコンプリント
～なぜ電気を発生するのか～

「Silva」最大の特徴。それは、「発電す
るシリコンプリント」です。プリント
に配合された圧電粒子が、生地の伸縮
や圧力によって電気を発生。その微弱
な電流が血管を拡張し、さらに多くの
酸素を供給する事が可能となります。

スポーツテーピングに沿った
シリコンプリントポジション

「Silva」のシリコンプリントは、「ス
ポーツテーピング理論」に基づき運
動量の大きな筋肉に沿って配置さ
れています。筋肉のブレを抑制する
事で、本来のパフォーマンスが発揮
できるように設計されました。

SILVA
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シルバ インナーパンツ（オール）
Silva Inner Pants（ALL）2102601

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK
S、M、L、XL
¥15,000+税 

シルバ  ロングスリーブインナー（オール）
Silva Long Sleeve Inner（ALL）2101401

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK
S、M、L、XL
¥14,000+税 

シルバ インナーパンツ（ホット）
Silva Inner Pants（HOT）2112601

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK
S、M、L、XL
¥16,000+税 

シルバ ロングスリーブ インナー（ホット）
Silva Long Sleeve Inner（HOT）2111401

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK
S、M、L、XL
¥15,000+税 

ウィメンズ シルバ  インナータイツ（オール）
Women's Silva Inner Tights（ALL）2115003

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK
S、M、L
¥1４,000+税 

ウィメンズ シルバ ロングスリーブ インナー（オール）
Women's Silva Long Sleeve Inner（ALL）2104202

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK
S、M、L
¥13,000+税 

ウィメンズ シルバ インナーパンツ（ホット）
Women's Silva Inner Pants（HOT）2115002

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK
S、M、L
¥15,000+税 

ウィメンズ シルバ  ロングスリーブ インナー（ホット）
Women's Silva Long Sleeve Inner（HOT）2113203

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK
S、M、L
¥14,000+税 

3シーズン使えるユーティリティーインナー「オール」

イタリア カルヴィコ社のコンプレッション製に富んだ中肉2WAY素材を
採用したオールシーズンモデル。高いけどコンプレッション力にて、筋肉・
揺れや乳酸の生成を軽減させ、パフォーマンスの向上を期待できます。
UFP50＋とモックネックにより、直射日光をシャットアウトします。

真冬でも快適に、裏起毛素材を使った「ホット」

カルヴィコ社の「アルティカ」を採用。白くまの体毛の構造を応用したこの
生地は、中空糸を細かく起毛させることで、空気の層をより多く確保。空気
含有率を高めることでとても高い保温性を有します。

レリックが独自開発するシリコンプリントが生地の伸縮によって発電することで表面
温度を2～3度上昇させ、パフォーマンスを高める効果をもたらしてくれます。紫外線
からのダメージを減らしてくれるUVカット機能（UPF50+）もつき、シーズン問わず使
えるユーティリティーの高いタイツです。

特殊シリコンプリントが伸縮することで発熱し、パフォーマンス向上を期待できる
SILVAシリーズに展開される厳冬期向けのインナータイツです。イタリア・カルヴィコ
の起毛2WAY素材「アルティカ」を使用しています。トップスのインナーとセットで、
ウィンターシーズンの防寒・汗冷え対策として使うことができます。

皮膚とインナーの間に断熱層を作り出し、保温性に優れる裏起毛素材であるアルティカ
を採用。厳冬期のインナーとして最適なウィンターモデルです。首元まで包んでくれるハ
イネック仕様に加え、ジップアップタイプなので首元での体温調整が可能です。ウイン
タースポーツ時のベースレイヤーとしてオススメです。

首元のレリックのロゴがお洒落なロングスリーブインナーです。伸縮性が高く筋肉をサ
ポートするカルヴィコ社の生地である「レボリューショナルエナジー」を採用し、春や秋
はもちろん、夏にも使える3シーズン対応モデルです。ハイネック仕様になっており、バ
イクやランだけではなく、ゴルフのインナーとしても使えます。
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シンプルだからこそ着心地にこだわり
動きやすさを追求した機能性ウェア
一つひとつの生地選びから、動きやすさを追求した立体縫製、さらにはポケットなどの細部の作り
込みまで妥協なし。冬の本格的なマラソンシーズンに向けて、レリックがすべてのランナーに贈る
機能性ランニングウェアです。

RUN
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ロングスリーブ フィットTシャツ
Long Sleeve Fit T-Shirts2110401

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、GRAY、NAVY
S、M、L、XL
¥6,800+税 

立体縫製により、身体に綺麗にフィットする細身の長袖Tシャツです。手の甲が隠せ
るサムホール付きスタイルです。裏起毛の2WAYストレッチ構造が特徴のイタリア
のヴェルタを採用し、高いストレッチ性と吸水速乾を実現しています。また、UVカッ
ト（UPF50+）機能もあり、紫外線からのダメージを軽減します。

インサレーションベスト
Insulation Vest2111101

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、TURQUOISE
S、M、L、XL
¥17,000+税 

中綿に高い通気性を実現したPOLARTEC®Alphaを使った軽量なインサレーショ
ンベストです。胸部にスタイリッシュなポケット付きです。また、背面にはUVカットと
ストレッチ性の高いカルヴィコ社のVITAを採用し、筋肉の動きをサポートします。ウ
インドブレーカーやアウターとのレイヤードもできます。

アシンメトリーパーカー
Asymmetory Parker2110801

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、BLUE、M.GRAY
S、M、L、XL
¥14,800+税 

フロントジッパーが斜めに設計されたデザイン性と高い耐久性とストレッチ性能
に優れるアシンメトリーパーカーです。薄いフリース素材を採用し、肩まわりは肩
甲骨とのあたりを避ける独自のカッティングで、運動ストレスを軽減しています。
フィットタイプのシルエットですが、 通気性が確保され汗のべた付きを防ぎます。

ミドルレイヤーフリース
Middle Layer Fleese2110201

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、DARKGRAY、M.GRAY
S、M、L、XL
¥9,800+税 

ストレッチ性と柔らかな肌触りを特徴とするイタリアのヴェルタを採用し、高い伸縮
性が身体の動きにストレス無くフィットします。襟裏に施した吸水速乾と抗菌性を持
つメッシュ素材が汗を吸い、不快な悪臭を軽減します。また、背面にはファスナータ
イプのポケットを配して、スマートフォンや補給食などを収納ができます。

ロングスリーブ ポケットTシャツ
Long Sleeve Pocket T-Shirts2110402

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

GRAY、NAVY
S、M、L、XL
¥7,200+税 

ストレッチ性と吸水速乾、通気性の高い生地を採用したポケット付き長袖Ｔシャツ
です。高機能ストレッチ素材であるREVOLUTIONTALを採用し、立体縫製で作られ
身体に綺麗にフィットします。さらに、背面のポケットは携帯などの小物の収納がで
きます。切り替え部分にポケット布を挟み込めば、ばたつきも防げます。
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足の動きをさまたげない
レベルやスタイルで選べるパンツ

サングレ メンズ インナーショーツ
Sangre Men's Inner Shorts2102501

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

DARKGRAY、GRAY
S、M、L、XL
¥3,200+税 

コットンのような肌触りで、通気性と吸水速乾性、ストレッチ性が優れたインナー
ショーツです。特許を取得した、股間をゆったりと包み込む立体構造で作られてい
るため股間部のストレスを軽減し、涼しくてむれにくい快適さを保ちます。綿混のよ
うな見た目ながら高いストレッチ性を発揮するFANTASIAを採用しています。

ザグロス レギンスタイツ
Zagros Leggins Tights2102101

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、NEON YELLOW、NEON ORANGE
S、M、L、XL
¥9,000+税 

再生繊維を使用した薄くて軽い2WAY生地で、撥水・静菌性・耐塩素性を備えてい
るVITAを採用してます。着圧も高く、筋肉の動きをサポートします。ひざ裏はメッシュ
素材とし、汗を発散させる仕様です。ウエストにはドローコードを施し、サイズ調節
が可能です。ハーフパンツとのコーディネートもオススメです。

カリブー ショートパンツ
Caribou Short Pants2102402

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、BLUE、GRAY
S、M、L、XL
¥9,200+税 

撥水性と通気性を持つ2WAY生地を使用して運動量を確保しています。また、内股
部分に大きなマチを配して、足の動きやすさを重視した設計も魅力です。このほか、
後ろポケットの口をクロスさせる特徴的な設計で物の落ちにくさを実現していま
す。ランニングはもちろん、それ以外のスポーツでも活躍するショートパンツです。

クォーツプリント ランニングパンツ
Quartz Print Running Pants2115305

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、NAVY
S、M、L、XL
¥12,800+税 

ランの邪魔にならないマイクロ丈で作ったハイランナー向けのランニングパンツで
す。スパッツは筋肉の揺れを防ぐ高いコンプレッション性生地である
REVOLUTIONTAL ENERGY に特許の「クォーツプリント」を施してパフォーマンス
を追求しています。後裏にはキーホルダーストラップ付きのポケット付きです。

アクティブ ショートパンツ
Active Short Pants2102404

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BALCK、NAVY
S、M、L、XL
¥9,200+税 

ランニング時の動きやすさを重視した設計のパンツです。撥水性と通気性に優れて
おり、2WAY生地を使うことでトレランにも対応できる運動量を確保しています。内
股部分には大きなマチを配置しスムーズな足の動きを実現しています。さらに、後ろ
ポケットの口をクロスさせ、ものが落ちにくい仕様に仕上がっています。

ランニングハーフパンツ
Running Half Pants2115303

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、BLUE
S、M、L、XL
¥6,800+税 

ランニング時に最適なはきやすい膝上丈のハーフパンツです。吸水速乾の高い生
地が清涼感を常に確保します。脇には遮熱、吸水速乾、UVカット機能を備えたスト
レッチメッシュを採用し、サイドの切り込みが運動性を高めています。前両脇にはポ
ケットを配置し、小物の収納が可能です。タイツとの組み合わせも相性抜群です。

6160



ウィメンズ ミドルレイヤーフリース
Women's Middle Layer Fleese2113001

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、M.GRAY、NAVY
S、M、L
¥9,800+税 

高い保温性と吸水速乾性を併せ持つフリース素材のミドルレイヤーです。ストレッ
チ性と柔らかな肌触りを特徴とするイタリアのブエルタを採用し、高い伸縮性が身
体の動きにフィットします。ポケットにはファスナーが付き、スマホや補給食などの
小物の落下を防ぎます。1枚での着用も可能なので、3シーズン活躍します。

ウィメンズ ザグロスレギンスタイツ
Women's zagros Leggins Tights2105001

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、NEON YELLOW、NEON ORANGE
S、M、L
¥9,000+税 

再生繊維を使用した薄くて軽い2WAY生地で、撥水・静菌性・耐塩素性を備えてい
るVITAを採用してます。着圧も高く、筋肉の動きをサポートします。ひざ裏はメッシュ
素材とし、汗を発散させる仕様です。ウエストにはドローコードを施し、サイズ調節
が可能です。ハーフパンツとのコーディネートもオススメです。

ウィメンズ カリブー ショートパンツ
Women's Caribou Short Pants2105302

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、BLUE、GRAY
S、M、L
¥9,200+税 

撥水性と通気性を持つ2WAY生地を使用する普段使いもできるスタイリッシュなパ
ンツです。内股部分に大きなマチを配して、動きやすさを重視した設計も魅力です。
このほか、後ろポケットの口をクロスさせる特徴的な設計で物の落ちにくさを実現
しています。ランニング以外のアクティビティでも活躍するショートパンツです。

ウィメンズ ランニングパンツ
Women's Runnnig Pants2115301

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、GRAY、NAVY
S、M、L
¥7,800+税 

スタンダードタイプのランニングパンツです。ウエストコードでサイズの調節が可能
で身体へのフィットが容易です。大きな切り替えしパターンを採用し運動量も確保し
ています。さらに、ファスナー付きの後ポケットにはカギなどの小物を入れることが
可能で、両脇のリフレクターテープが夜間時の視認性も高めてくれます。

ウィメンズ インサレーション ベスト
Women's Insulation Vest2113901

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、TURQUOISE
S、M、L
¥17,000+税 

表地にPERTEX MICRO LIGHTを使い、中綿には保温性を高いPOLARTEC Alpha
を採用した軽量インサレーションベストです。防風性・撥水性・速乾性に優れる機能
性アイテムです。胸部にはスタイリッシュなポケットが付きます。ウインドブレーカー
やアウターとのレイヤードもオススメです。
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ウィメンズ トレーニング ジャージ
Women's Training Jersey2113501

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、NAVY
S、M、L
¥15,000+税 

撥水加工ストレッチツイル生地を使用したジャージです。ひじ部分には曲げ伸ばし
しやすい立体裁断を採用しています。さらに、マチ、内袖、背面などの運動量の多い
部分にはストレッチスムースを積極的に使用し、細身ながらも充分な運動量を確保
しています。前面のファスナーポケット含め３つのポケットを採用しています。

ウィメンズ ポケット付 長袖フィット Tシャツ
Women's Long Sleeve Pocket T-Shirts2113202

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

LAVENDER、NAVY
S、M、L
¥7,200+税 

高いストレッチ性と吸水速乾、通気性に優れた生地を採用した長袖のフィットT
シャツです。高機能ストレッチ素材であるREVOLUTIONTALを立体縫製によっ
て作り、身体に綺麗にフィットさせています。背面の切り替えポケットはファスナー
で閉じることができるため、運動中に小物を落としてしまう心配がありません。

ウィメンズ アクティブ ショートパンツ
Women's Active Short Pants2105303

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BALCK、NAVY
S、M、L
¥9,200+税 

撥水性と通気性の高い2WAY生地を採用し、トレランにも対応できる運動量を確保
しています。内股部分には大きなマチを配置しスムーズな足の動きを実現していま
す。さらに、後ろポケットの口をクロスさせ、ものが落ちにくい仕様に仕上がってい
ます。ランニング時はじめ、日常使いもできるデザインのパンツです。

ウィメンズ トレーニング ジャージパンツ
Women's Training Jersey Pants2115201

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、NAVY
S、M、L
¥12,000+税 

高品質の撥水加工ストレッチツイルを使用したトレーニングジャージパンツです。ジ
ムなどのインドアからアウトドアまで幅広いアクティビティシーンで着用できます。
ひざ部分の余分な生地をカットし、自然に曲がる立体パターンを実現しています。
裾にもファスナーを取り付け、シューズを履いたままの脱ぎ着を行いやすいです。

ウィメンズ ロングスリーブ フィットTシャツ
Women's Long Sleeve Fit T-Shirts2113201

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、GRAY
S、M、L
¥6,800+税 

立体縫製により、身体に綺麗にフィットする細身の長袖Tシャツです。手の甲が
隠せるサムホール付きスタイルです。裏起毛の2WAYストレッチ構造が特徴の
イタリアのブエルタを採用し、高いストレッチ性と吸水速乾を実現しています。
また、UVカット（UPF50+）機能もあり、紫外線からのダメージを軽減します。
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ウィメンズ レイニア フリースジャケット
Women's Rainier Fleese Jacket2103503

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、PURPLE、TURQUOISE
S、M、L
¥14,000+税 

立体裁断で作られ、首元まで包んでくれるハイネックタイプのフリースジャケット
です。柔かいマイクロナイロンを使用するコロラドを採用し、軽量でストレッチ性
が高く、絹のような肌触りの生地を実現しています。形状記憶機能もあり、着用す
れば身体に優しくフィットします。UVカットも嬉しいポイントです。

レイニア フリース ジャケット
Rainner Fleese Jacket2100703

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、LIME、PURPLE
S、M、L、XL
¥14,000+税 

マイクロファイバーによる絹のような肌触りを実現したコロラドを採用するフリー
スジャケットです。立体裁断で動きやすさと細身のシルエットを確保しています。
そして、ストレッチ性に優れているため、体に優しくフィットします。また、前身頃の
ポケットがメッシュ仕様で、ベンチレーションとしても機能します。

不意の悪天候にも対応する
軽量コンパクト設計の定番アウター
日々のランニングシーンに欠かせないアウターです。冷たい風をシャットアウトするウィンドブ
レーカーや、保温性やベンチレーションに優れるジャケット。不意の悪天候にも対応するマスト
アイテムです。

エレボス ウィンドブレーカー
Erebus Windbreker2100901

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

LIME、NAVY、TURQUOISE
S、M、L、XL
¥12,000+税 

15デニールの極細の糸を使ったナイロン生地が高い撥水性・防風性を発揮し、急
な天候変化にも対応します。薄手で軽量な上、コンパクトに収納できるパッカブル
仕様なので、トレーニング時はもちろん鞄に忍ばせておけば、幅広いシチュエー
ションに活躍が期待できます。ランニング時などに一着携帯しておくと安心です。

ウィメンズ エレボス ウィンドブレーカー
Women's Erebus Windbreker2103701

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

LIME、NAVY、TURQUOISE
S、M、L
¥12,000+税 

持ち運びに便利なパッカブル仕様のウインドブレーカーです。折りたためば右ポ
ケットに収納することが可能です。素材には、15デニールの極細の糸で作られた軽
量で光沢のあるナイロン生地を採用しています。高い撥水性と防風性を実現し、急
な天候変化にも対応するため、ランニング時などに一着携帯しておくと安心です。

トレーニングジャージ
Training Jersey2110701

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、GRAY、NAVY
S、M、L、XL
¥15,000+税 

撥水加工ストレッチツイル生地を使用したジャージです。細身のシルエットながら
も、立体裁断を採用しているため、ランニング時の動きを妨げない着用感を実現し
ています。マチ、内袖、背面など運動量の多い部分はストレッチスムースを採用し、
動きやすさを追求しています。前面と背面に合計3つのポケットを採用しています。
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マウンテン ロゴＴシャツ
Mountain Logo T-shirts2110302

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

WHITE、BLUE、GRAY
S、M、L、XL
¥5,500+税 

高いストレッチ性と吸水速乾に優れ、UVカット（UPF50+）も持ち合わせたコットン
調の生地を採用したTシャツです。ラグランスリーブになっているので、肩周りの動
きを妨げません。また、立体裁断で作られ、ゆったりと美しいシルエットを実現しま
した。アウトドアを象徴する山がプリントされたデザインが特徴です。

ウィメンズ レリック ロゴ Tシャツ
Women's reric Logp T-shirts2113101

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

GRAY、NAVY、PINK
S、M、L
¥5,500+税 

スタイリッシュなレリックランのオリジナルプリントを施した定番のスタンダードT
シャツです。スムーズな動きを実現する高いストレッチ性や、汗の不快感を軽減す
る吸水速乾機能が付いた優れた生地を使用しています。UVカット(UPF50+)機能
付きです。発色のよいピンクなどカラーバリエーションも展開してます。

ウィメンズ マウンテン柄Ｔシャツ
Women's Mountain pattern T-shirt2183102

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

WHITE、GRAY、PINK
S、M、L
￥5,500+税

立体縫製によって作られた、身体に綺麗にフィットするＴシャツです。UVカット
(UPF50+)で紫外線からのダメージを軽減。背面にはリフレクタープリントを施し、
夜間時の視認性を高めました。肩の動きを妨げないラグランスリーブも魅力のひと
つです。

着心地にこだわった高機能Tシャツ
身体のラインに合ったタイプが見つかる

ランニング フィットTシャツ
Running Fit T-shirts2110304

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、WHITE、YELLOW
S、M、L、XL
¥5,800+税 

高い通気性と速乾性を実現する2WAYストレッチ素材のダーウィンを使用していま
す。そして、立体縫製によって作られた身体に綺麗にフィットするＴシャツです。UV
カット(UPF50+)で紫外線からのダメージを軽減します。また、背面にはリフレク
タープリントを施し、夜間時のランニングの視認性を高めています。

デジロゴ フィット Tシャツ
Digi logo Fit T-shirt2180301

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLUE、BURGUNDY、GRAY
S、M、L、XL
¥5,800+税 

杢調の風合ながら、柔らかい着心地が好評のイタリアカルヴィコ社のファンタジアを採用。
脇から裾にかけての立体的なカーブがレリックのフィットタイプTシャツです。えり足にはワ
ンポイントのパイピング処理がされています。左サイドに特徴的なレリックのRロゴが配置
されています。

ウィメンズ ランニング フィットTシャツ
Women's Running Fit T-shirts2113104

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、GRAY
S、M、L
¥5,800+税 

立体縫製で作られた、身体に綺麗にフィットするＴシャツです。塩素耐性が強く色落
ちがしにくいダーウィンを使用しています。UVカット(UPF50+)で紫外線からのダ
メージを軽減し、背面にはリフレクタープリントを施し、夜間時の視認性を高めてい
ます。肩の動きを妨げないラグランスリーブも特徴のひとつです。
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ネックウォーマー
Neck Warmer2116001

カラー ：

サイズ ：
価格　： 

BLACK、CHARCORLGRAY、GRAY、M.GRAY、LIME、NAVY、
ROSE、TURQUOISE
S、M、L
¥00,000+税 

ウィンターシーズンに重宝する薄くてあたたかい、ストレッチの効いたカルヴコ社の
ブエルタ素材を採用したネックウォーマーです。頭から被る仕様で、着用もスムーズ
です。首元だけでなく、使い方によっては耳元を隠すヘアバンドとして使用できます。
カラーバリエーションは豊かに8色を展開し、コーディネートを楽しめます。

AS-8 サーモ ランニング ミドルソックス
AS-8 Thrmo Running Middle Socks2116103

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK／BLACK、WHITE／GRAY
S、M、L
¥1,800+税 

丈の長めの冬用のランニングソックスです。日本から古来使われている足袋をベー
スにした設計で、足首の部分はテーピングの8の字巻きの考えを元に編立され、ペ
ダリング時の足の動きをサポートします。また、「AG MAX」糸は繊維を異型断面に
することにより毛細管現象を起こし、高い吸水性と速乾性を実現しています。

ライトグローブ
Light Glove2116205

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、WHITE、NAVY
S、M、L
¥5,100+税 

イタリアで開発された2WAYストレッチ素材のブエルタを採用し、高い保温性と速
乾性を併せ持つ裏起毛素材のグローブです。親指・人差し指・中指にはタッチパネ
ルに対応素材を使用し、グローブを着けたままスマホやタブレットの操作が可能で
す。同色であしらわれたシリコンプリントがさりげないアクセントになっています。

快適性とモチベーションを高める
冬のランニングシーンを支えるアクセサリー

RTS-2 ランニング ショートソックス
RTS-2 Running Short Socks2106102

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK／WHITE、WHITE／BLACK、WHITE／GRAY、LIME／NAVY
S、M、L
¥1,550+税 

くるぶし下のショートソックスです。吸湿速乾性と抗菌防臭性を兼ね備えたドラロン
糸を採用しています。細い糸を細かく編み立て、風合いがある柔らかく素足に近い
感覚が特徴です。メッシュ素材の甲側は通気性を確保しています。

RTS-2 ランニング ミドルソックス
RTS-2 Running Middle Socks2106101

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK／WHITE、WHITE／BLACK、WHITE／GRAY、LIME／NAVY
S、M、L
¥1,650+税 

ふくらはぎ下丈のミドルソックスです。吸湿速乾性と抗菌防臭性を兼ね備えたドラ
ロン糸を採用しています。細い糸を細かく編み立て、風合いがある柔らかく素足に
近い感覚が特徴です。メッシュ素材の甲側は通気性を確保しています。
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5

アームカバー 単位：cm

サイズ

S

M

L

XL

長さ

41

44

47

50

上腕部

24～29

27～32

30～35

33～38

レッグウォーマー 単位：cm

サイズ

S

M

L

XL

長さ

58.5

62.5

66.5

70.5

腿周

48～52

50～56

54～58

54～58

ニーウォーマー 単位：cm

サイズ

S

M

L

XL

長さ

41

44

47

50

腿周

48～52

50～56

54～58

56～62

グローブ 単位：cm

サイズ

XS

S

M

L

XL

手囲

20～21

21～22

22～23

23～24

24～25

5　手囲 ： 親指以外の指付け根の周囲長

10

ソックス 単位：cm

サイズ

S

M

L

足長

23～25

25～27

27～29

シューズカバー 単位：cm

サイズ

S～M

M～L

L～XL

足長

23～25

25～27

27～29

10　足長 ： かかとから指先までの最大長

9　長さ ： 足首から大腿までの長さ

7　長さ ： 手首から上腕部の位置までの長さ

8　腿周 ： 大腿の最も太い位置の周囲長

6　上腕部 ： 上腕の最も太い位置の周囲長

6

7

8

9

1　身長　　： 床面から頭頂までの垂直距離

2　チェスト： 胸まわりで最も大きい高さの周囲長 

3　ウエスト： 胴まわりの最もくびれた位置の周囲長

4　ヒップ　： お尻で最も高い位置の周囲長

メンズウェア 単位：cm

サイズ 身長 チェスト ウェスト

S

M

L

XL

XXL

160～168

167～174

173～180

178～185

178～185

85～91

89～95

93～99

97～103

101～107

72～78

76～82

80～86

84～90

88～94

メンズウェア 単位：cm（JIS規格）

サイズ 身長 チェスト ウェスト

S

M

L

XL

162～168

167～173

172～178

177～183

85～91

89～95

93～99

97～103

71～77

75～81

79～85

83～89

ウィメンズウェア 単位：cm

サイズ

S

M

L

身長

152～158

157～163

162～168

チェスト

77～83

80～86

83～89

ヒップ

82～90

86～94

90～98

ウェスト

58～64

61～67

64～70

ウィメンズウェア 単位：cm（JIS規格）

サイズ

S

M

L

身長

152～158

157～163

162～168

チェスト

77～83

80～86

83～89

ヒップ

82～90

86～94

90～98

ウェスト

58～64

61～67

64～70

2

3

2

3

41

サイズチャート

BIKE

RUN

※バイクとランのウェアにつきましては、適用サイズが異なりますのでご注意下さい
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機能性アイコン&使用生地

VUELTA
イタリアで開発された裏起毛の
2WAYストレッチ素材を使う、柔らか
く快適な肌触りの素材です。スポー
ツライクラ糸を使用するカラダへ
フィット感は、自由な動きを可能に
するのと同時に、高い気性と摩擦へ
の耐久性を実現。

COLORADO
マイクロナイロンを使用している為非
常に柔らかく、絹のような感触と、高機
能なストレッチ性で身体に優しく
フィットします。UVカット(UPF50+) 
も兼ね備えた非常に軽く、柔らかいフ
リース素材です。形状記憶機能があり
ますので型崩れしにくく、長期間ご使
用いただける素材です。

COLORADO

DARWIN
撥水性とUVカット（UPF50+）、高い
通気性と速乾性を持つ2WAY生地で
す。塩素耐性が強く、色落ち型崩れし
にくい生地です。

DARWIN

FANTASIA
杢調で羽根のように軽く繊細な肌さ
わりの生地です。通気性、吸水速乾に
優れ、肌との接触を快適に保ちます。
綿混のような見た目ですが高度なス
トレッチ性で身体に優しくフィット
します。

FANTASIA

VITA
再生繊維を使用した薄くて軽い
2WAY生地で。UVカット性も高く、日
焼け止めクリームやオイルに対して
も強い耐性を持ちます。優れたスト
レッチによる着圧で筋肉の動きをサ
ポートします。

VITA

PERTEX® SHILED®
防水耐水圧20,000mm、透湿性30,000g
/㎡/dayの機能に、軽量かつ、２WAY
のストレッチ性をプラスした、高機能
防水生地です。

PRIMALOFT®GOLDWOOL®
ポリエステルとウールを均一にブレ
ンドし、特殊な紡績工程よって作ら
れた生地です。ポリエステルの持つ
速乾性に、ウールの着心地・調質機能
を併せ持ち、かつ「耐摩耗性」「抗ピリ
ング性」にもすぐれています。

Revolutional
rericで最も採用さている高機能スト
レッチ生地。撥水のような見た目に
反し、吸水速乾、通気性に優れ、UV
カット、筋肉の揺れを防ぐ強いコン
プレッション性を持つ生地。

dralon
ドイツ生まれのアクリルファイバー
で、乾式紡糸法によって作られてい
ます。綿などの天然繊維にも勝る高
い吸汗性を発揮します。また、吸収し
た汗による匂いを「デオドランド機
能」により押されることができます。

ARTICA
起毛2WAY保温素材は、ストロー上の
中空糸を使用し柔らかく肌触りの良
い素材です。ホッキョクグマの毛並
みの機能を活かした作りになってい
ます。抗菌性、保湿機能も兼ね備えた
生地です。

ARTICA

コンプレッション
（機能）

2WAY
ストレッチ素材

吸汗・速乾

形状記憶

UVカット

パッカブル仕様超軽量

立体縫製保温発熱 高通気性防汚性 通気機能

防水透湿撥水 防風

ポケットの数

PERTEX®MICROLIGHT®
パーテックス マイクロライトは30デ
ニールクラスの高強力ナイロン糸を
高密度で織って作られており、防風
性、撥水性と並んで耐久性にも優れ
ております。

POLARTEC®Alpha®
アルファは従来の化繊綿と比べ、通
気性は2倍、速乾性は1.5倍以上あるの
が最大の特徴です。ベースの生地に
ポリエステル綿を編み込むことによ
り、中綿部に空気の層を作ることが
できる。中綿を編み込んでいること
で、ダウンのように毛が抜けること
もありません。

POLARTEC®Wind Pro®
冬の強風に対応するために、フリース
の編みをより丈夫な編み方に変え、風
と水の浸透を大幅に軽減することに
成功した新しいフリース生地です。こ
れにより、風と水を防ぐ機能が向上し
たのはもちろん、フリースの断熱効
果、快適性、通気性が向上。通気性を維
持しながら、従来のフリースよりも4
倍の風力耐性を提供します。

Hill 85 Light
軽量で伸縮性があり、速乾性の高い
メッシュ素材を表面に使用し、裏面に
は透湿性と防風性の高い透明フィルム
が貼り合わされています。夏用ジャー
ジのような薄さでありながら、完全防
風で高い透湿性を実現しました。

REFRECTIVE 2WAY
500cdの光でライダーの安全を守る再
帰反射素材です。さらに、SPAN2WAY
生地で空気抵抗を最小化し、突然の雨
にも対応できます。

シームレス

全ての商品の修理を保証するものではなく、サービス対象外の製品は下記の通
りです。

≪摩擦による擦れ、毛玉≫
サドルバックとの擦れ、シートポストとの擦れ、刺繍入りのサドルとの擦れ、コ
ンクリートや石などのとの擦れ、リュックサックやベルクロとの擦れ、腕時計・
アクセサリーとの擦れ

≪ジッパーの破損≫
負荷のかかる場所など、時にはジッパーが破損することがあります。通常の使用
でも保証出来ませんので、ご了承ください。

※製品の不良による破損の場合は新品に交換いたします。
※交換商品の在庫のない場合、同価格のアイテムに交換させていただきます。

rericでは、ご利用中のウェアやアクセサリーに破損等のダメージが生じた際、修理（リペア）サー
ビスを承っております。ご購入から90日以内の保証サービス期間中は、無償で修理させていただ
きます。泫無償保証サービス期間を過ぎた商品でも有償にて対応をいたします。

泫：落車などによる大きなダメージを受けている場合は、無償保証サービス期間でも有償となる場合がございますので、ご了承く
ださい。修理の内容により、多少お時間をいただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。

直接の修理依頼は、rericオンラインショップからのご購入者様に限ります。取
扱店舗にてご購入頂きましたお客様は購入店舗にご相談くさだい。
修理の際は、購入時の領収書・タグ（バーコード付きタグ）が必要となりますの
で大切に保管お願いいたします。

修理・リペアについて

株式会社イノセントデザインワークス　reric事業部
TEL:03-6433-5598
MAIL:info@reric.jp

お問い合わせ先

修理依頼の流れ

STEP 1

◇

ホームページの専用フォームから
破損・修理個所の画像をお送り下さい。

弊社より修理の可否、無償・有償について折り返しご連
絡をいたします。 
「reric購入後90日間無償保証」のご登録のないお客様に
つきましては、修理をお請けできませんのでご注意く
ださい。

reric公式ホームページ：http://reric.jp

STEP 2

◇

タグを同封のうえ、弊社まで
お送り下さい（修理可能の場合）。

修理可能な場合は、弊社担当者よりご連絡いた
します。その後タグを同封のうえ、弊社までお送
り下さい。修理の際の運賃はお客様負担となり
ますのでご了承ください。
必ず洗濯し、完全に乾いてからの梱包をお願い
いたします。

STEP 3

◇

修理・リペア完了後、
発送いたします。

程度によっては一度お客様へご連絡を差し上げ
る場合がございます。
修理・リペア完了後お客様へ発送いたしますが、
修理の期間によってはお時間を頂戴する場合も
ございますのでご容赦ください。

修理・リペアおよび90日間無償修理補償について
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