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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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ウエアに袖を通した際の着心地。思わず「おっ！」と言葉を発してしまう。
動作工学に基づいて研究されたパターンをベースがある。
そこに吸汗・速乾・透湿・暴風といった機能素材と、
最適な着心地を実現した素材を選び、配置をしています。
レリックはこれからも「走るを楽しむ」ウエアをつくり続けていきます。
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プロフェッショナルなライダーに捧げる
レリックのエアロジャージ
動作工学を突き詰めたパターンで体に沿ったその作りは走る気持ちを昂らせます。袖を通すと自
然と腕が前方へと流れ、上体は軽く丸まった自然な前傾姿勢へと導く。この結果、タイトなシル
エットを実現し、空気抵抗を最小限にするフォームを取りやすくなります。

ディオネ  エアロジャージ
Dione Aero Jersey1190106

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK/NAVY、CHARCOAL/BLUE GRAY、NAVY/RED
S、M、L、XL、XXL
¥15,000+税

レリックの独自開発した新素材メッシュ生地を採用。。従来のエアロジャージより軽
量化に成功しました。タイトに設計されていますが、軽量で伸縮性の高い生地を採
用しているので、自然なフィット感を実現しています。最速を目指すライダーのため
の空気抵抗軽減するためにパターンを採用したエアロダイナミックモデルです。

腕周りは軽量のマイクロポリエステ
ル素材の2WAYストレッチ生地を使
い、袖口はフリーカット処理でスッキ
リとしたシルエットに。

ボディのパネル数を極限まで減らす
ことで生地使用量の軽量化と、縫い
目への空気抵抗を軽減することでエ
アロ効果を実現

前身頃にはバタフライ形状のメッシュ。縦横
の伸縮性だけではなく斜め方向にも伸びる
のが特徴。柔らかい着心地を実現
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グルス エアロジャージ
Grus Aero Jersey1110108

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、WHITE、BLUE、RED
S、M、L、XL、XXL
¥15,000+税

レリックの定番デザイン「グルス」シリーズの第二世代モデルです。袖口と袖幅を狭
くし、バタツキの少ない仕様で作りました。空気抵抗をより軽減させるレリック独自
開発のパターンは、着用するだけで自然とライディングポジションへと導きます。裾
口と袖口にはシリコンプリントをそれぞれあしらい、ずり上がりを防止します。

アーケ エアロジャージ
Arche Aero Jersey1190107

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK/ASSORT、BLUE、NAVY
S、M、L、XL、XXL
¥15,000+税

エアロダイナミックなアドバンテージを追求したエアロジャージです。薄く軽量でス
トレッチ性に優れたレリック開発の新素材メッシュを使用。レリック独自技術により
空気抵抗を最小限に抑え、ペダリングの出力をロスなくスピードへ変換させます。
目の醒めるようなデジタルカモフラージュ柄を採用した2019モデルです。

アトリア エアロジャージ
Atria Aero Jersey1180102

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、WHITE、NAVY
S、M、L、XL、XXL
¥15,000+税

レリックのオリジナルパターンは空気抵抗を軽減することを目的として開発されまし
た。着るだけで前傾姿勢へと導きます。袖口と裾口は薄くて軽いフリーカット素材を
使いゴムを使わず軽量化に成功しました。バックポケットにさりげなく傾斜をつける
ことで、荷物が取りやすくなっています。国旗をモチーフにしたデザインが特徴。

スコル エアロジャージ
Skoll Aero Jersey1190108

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK/KHAKI、BLUE/NAVY、WHITE/BLACK
S、M、L、XL、XXL
¥15,000+税 

従来のモデルよりも機能性・快適性を向上させた、新しいエアロジャージです。レ
リックオリジナルメッシュ素材のディンプル加工は汗のべとつきを抑えるだけでな
く、空気抵抗の低減効果も期待でき、毒ｊ日開発のパターンにより、乗車時にしわの
少ない作りとなり、過去最高のエアロダイナミクスを実現しています。
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オーソドックスなシルエットは、
多くのライダーに選ばれています
多くの人にレリックの着心地を体感できるように、ゆったりとしたオーソドックスなパターンを
採用。独自のスタイリッシュなカッティングながら、体型を問わず多くのサイクリストが選択で
きるようになっています。2019年モデルには、独自に開発したメッシュ素材を採用しました。

レオ2 スタンダード 半袖ジャージ
LeoⅡStandard Short Sleeve Jersey1190101

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、WHITE
S、M、L、XL、XXL
¥11,500+税 

スタンダードタイプがマイナーチェンジ。レリック独自に開発したパターンを採用。こ
のモデルから使われている新開発のレリックオリジナルのメッシュ生地は、ディンプ
ル加工が施され、肌との接触面積を少なくすることで、高い快適性を確保していま
す。エアロジャージシリーズよりも、ゆったりとした作りで身体にほどよくフィット。

袖には、２WAYストレッチによる程よ
いコンプレッション機能と、吸水速乾
機能とUV性をもつイタリア製の生地
を採用。

サイドパネルは脇の下から腰へ流れ
るような作りになっています。それに
より乗車姿勢になった際に綺麗なシ
ルエットが実現します。

ディンプル状に凹みを入れることで肌への
接地面が少なくなり、ベトつきを軽減します。
横方向への伸縮に優れ、フィット感を確保。
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メトネ スタンダード 半袖ジャージ
Methone Standard Short Sleeve Jersey1190104

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLUE、M.GREEN、YELLOW
S、M、L、XL、XXL
¥11,500+税 

シンプルなデザインで着るライダーを選ばない、定番のスタンダードジャージです。
新開発のメッシュ生地「Magnus Mesh」を採用し、旧来のスタンダードジャージを
新しくアップデートしたモデルです、右側に大きなデザインがプリントされ、ファス
ナーの配色がワンポイントで、遠くからの視認性も高いデザインです。

アトラス 半袖ジャージ
Atlas Short Sleeve Jersey1180104

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

WHITE、GRAY、NAVY
S、SR、M、MR、L、LR、XL、XLR（※Rのつくサイズは身幅をワイドにしています）
¥12,000+税

レリック独自のパターンで作られているカモ柄が特徴のスタンダードタイプの半袖
ジャージです。吸水速乾性を持つ素材の2WAY生地はストレッチが効いているため
腕のポジションを自由に変更可能です。身頃にはメッシュを使用し、伸縮性と速乾
性を高めました。バックのファスナーポケットには水分を通さない生地を使用。

ロゲ  スタンダード 半袖ジャージ
Loge Standard Short Sleeve Jersey1190103

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、WHITE、NAVY
S、M、L、XL、XXL
¥11,500+税

2019シーズンから使われている独自開発のメッシュ生地を採用し、新しくマイナー
チェンジされたスタンダードジャージです。高い吸湿速乾性、UVカット性能、コンプ
レッション性などを備えた素材を、適材適所に配置することで、レリックらしい高機
能なジャージです。レリックのマークが散りばめられた特徴的なデザインです。

ナルヴィ スタンダード 半袖ジャージ
Narvi Standard Short Sleeve Jersey1190102

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、WHITE、NAVY
S、M、L、XL、XXL
¥11,500+税

レリック定番のスタンダードジャージ。イタリア製の生地と独自開発のオリジナル
メッシュ素材を要所に使い分けています。独自開発のパターンで作られたボディは
着るだけでライディングフォームへと、導いてくれます。右側に大きくプリントされた
レリックのロゴとアシンメトリなデザインが特徴的なジャージです。
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¥12,000+税
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レッション性などを備えた素材を、適材適所に配置することで、レリックらしい高機
能なジャージです。レリックのマークが散りばめられた特徴的なデザインです。

ナルヴィ スタンダード 半袖ジャージ
Narvi Standard Short Sleeve Jersey1190102

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、WHITE、NAVY
S、M、L、XL、XXL
¥11,500+税

レリック定番のスタンダードジャージ。イタリア製の生地と独自開発のオリジナル
メッシュ素材を要所に使い分けています。独自開発のパターンで作られたボディは
着るだけでライディングフォームへと、導いてくれます。右側に大きくプリントされた
レリックのロゴとアシンメトリなデザインが特徴的なジャージです。

メトネ スタンダード 半袖ジャージ
Methone Standard Short Sleeve Jersey1190104

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLUE、M.GREEN、YELLOW
S、M、L、XL、XXL
¥11,500+税 

シンプルなデザインで着るライダーを選ばない、定番のスタンダードジャージです。
新開発のメッシュ生地「Magnus Mesh」を採用し、旧来のスタンダードジャージを
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Atlas Short Sleeve Jersey1180104

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

WHITE、GRAY、NAVY
S、SR、M、MR、L、LR、XL、XLR（※Rのつくサイズは身幅をワイドにしています）
¥12,000+税

レリック独自のパターンで作られているカモ柄が特徴のスタンダードタイプの半袖
ジャージです。吸水速乾性を持つ素材の2WAY生地はストレッチが効いているため
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サイズ ：
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¥11,500+税

2019シーズンから使われている独自開発のメッシュ生地を採用し、新しくマイナー
チェンジされたスタンダードジャージです。高い吸湿速乾性、UVカット性能、コンプ
レッション性などを備えた素材を、適材適所に配置することで、レリックらしい高機
能なジャージです。レリックのマークが散りばめられた特徴的なデザインです。

ナルヴィ スタンダード 半袖ジャージ
Narvi Standard Short Sleeve Jersey1190102

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、WHITE、NAVY
S、M、L、XL、XXL
¥11,500+税

レリック定番のスタンダードジャージ。イタリア製の生地と独自開発のオリジナル
メッシュ素材を要所に使い分けています。独自開発のパターンで作られたボディは
着るだけでライディングフォームへと、導いてくれます。右側に大きくプリントされた
レリックのロゴとアシンメトリなデザインが特徴的なジャージです。

13



日本のサイクルウエアメーカーとして初めて
「ポーラテック®デルタ™」を採用
シンプルなデザインで、バイクを選ばずに着用できる「デルタ」。接触冷感素材とコンビネーショ
ンで作られた「ドラコ」には「ポーラテック®デルタ」を使用。特徴的なうろこ状の生地は、速乾性
に優れたポリエステル素材に、テンセル素材が混紡され、気化熱による汗冷えを防ぎます。

サビク 半袖ジャージ
Sabik Short Sleeve Jersey1180106

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、BLUE、GRAY、PINK
S、M、L、XL
¥13,000+税 

シンプルなデザインで、バイクを選ばずに着用できる半袖ジャージです。テンセルを
含んだ素材を使用し、汗がゆっくりと乾燥するため、汗冷えを防ぎます。レリックが開
発したオリジナルパターンは、着用するだけで前傾姿勢へと導いてくれます。袖口も
切りっぱなしで作っているので、縫製部分に当たる僅かな空気抵抗も軽減します。

ドラコ β ＵＶ半袖ジャージ
Draco β UV Short Sleeve Jersey1180105

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、BLUE、GRAY、PINK
S、M、L、XL
¥13,500+税 

光沢のある黒が目を引く、レリックの定番「ドラコ」シリーズの第3世代モデル。接触
冷感とUPF50+の機能を持つ、イタリア製素材「Revolutional Gloss」を採用。猛暑
でも快適な着心地を保ちます。切替え部分には「POLATEC® Delta」を使用。テンセ
ル素材を含んだ生地は、気化熱による汗冷えを防ぎます。

ドラコ β ＵＶ長袖ジャージ
Draco β UV Long Sleeve Jersey1180201

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、BLUE、GRAY、PINK
S、M、L、XL
¥14,500+税

日焼けを望まないライダーに向けて作られた長袖ジャージです。光沢のある黒い素
材「Revolutional Gloss」は、接触冷感を持つためオーバーヒートし易い猛暑に
ぴったりの素材です。また、切替えに使用した「POLATEC® Delta」には、テンセル
素材が含まれ、汗冷えを防ぐという機能も備えています。

長袖・半袖タイプともに袖口はフリー
カットの仕上げになっており、縫い目
によるストレスを軽減して、エアロ効
果もあわせもつ。

独特の光沢感のある黒い生地は「ドラ
コ」シリーズの最も大きな特徴。高いUV
性（UPF50+）と接触冷感機能をもつ。

ドラコシリーズの肩、背中に、「ポーラ
テック®デルタ」を使い、急激な気化
熱による汗冷えを抑える効果をもた
せている。
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スポーツバイクに初めてまたがる
ビギナーモデル

パフォーマンス コンフォート

デザインタイプ

ブラックタイプ

グルス アトリア

アーケ アトラス

メトーネ

レオ

ヒドラ

シンプルイズベスト。
オーソドックスタイプ

ヒドラパンツ

ビブパンツはまだという
ライダーにはこちら

カウス

マーレ

縫い目が極限まで少なく、
着心地を重視

エアロタイプ
太ももからすそ口にかけてシームレスでコンプレッションに優れた作り

ポタリングやタウンライドの時に
カジュアルウエアの下に

サイクルボクサーパンツ

ドラコ

ギラリと輝くブラックは
UVカット機能をもつ

アルヘナ

膝もサポートしたい
7分丈ニッカタイプ

レリックのオリジナルパッド登場
レリックが3年間の年月をかけて登場したのが2012年。そこからオリジナルパッドを提案するた
めに、研究開発を続け、満を持して完成しました。「ライダーのために…」という、レリックの思い
から生まれたパッドです。その「座り心地」を体感してください

ARM-15 for Men
エンデュランス ：
パッド密度　   ：

2-3時間
90㎏/㎡

パッド専業のエンジニアと共同開発を経て完成したオリジナルパッドです。200種類以
上といった多くのパッドを集約した形状で快適性を重視した形状になっています。会陰
部を凹ませ、圧迫感を最小限に抑えた設計となっています。必要最低限の機能として
パッドが欲しいライトユーザーに向けたパッドです。レリックのビギナー向けモデルの
「カウス」ハーフパンツで使われています。

ARW-12 for Women
エンデュランス ：
パッド密度　   ：

2-3時間
90㎏/㎡

レリックとエンジニアと共同開発を経て完成した女性向けオリジナルパッドです。女性ラ
イダーの意見を取り入れ、日本人女性の骨格に合わせ、快適性を重視した形状になって
います。股関節の動作を元によりペダリングしやすい形状になりました。肌面の生地は
吸水速乾性を付与しているため、快適な履き心地を体感できるでしょう。女性向けビギ
ナーモデルの「ベリンダ」に使われています。

RBC-00 BIO for Men
エンデュランス ：
パッド密度　   ：

7-8時間
120㎏/㎡

レリックがイタリアのパッド専業のエンジニアと共同開発を経て完成したオリジナル
パッドです。肌面をできるだけフラットに設計することで肌面への圧力を一定にし、まる
で肌の一部かのような履き心地を実現しました。波型のウェーブデザインは、プロチーム
でも正式採用されているパッドの形状です。またパッドの縁を丸くフォーミングすること
で、擦れによるストレスを軽減することができました。生地は銀糸を練り込むことで、消
臭・抗菌性を高め、陰部の部分にはメッシュを切り替え高い通気性を実現。今シーズン
モデルの、「アーケ」「メゾーネ」「レオ」「ドラコ」シリーズで使われています。

ROAD PERFORMANCE
SPACE MEN

ロングディスタンスに対応するハ
イスペックパッドです。超高密度の
クッション材を採用することで、快
適性と振動吸収性をキープしなが
ら、非常に薄く仕上げられている
のが特徴。ハイエンドモデルのビ
ブ「マーレ」「アルヘナニッカ」に使
われています。　　

推奨乗車時間 ： 7-8時間
パッド密度 ： 120㎏/㎥

ROAD PERFORMANCE
WOMEN

数多くの女性サイクリストの悩み
を解決してきたレディースパッドの
代名詞。長時間のライドでも女性
器への圧迫を最小限に留めなが
ら、比較的どっかりと座ってもしっ
かりとサポートしてくれる安心感
があります。レリックのほとんどの
ボトムスで使われています。

推奨乗車時間 ： 7-8時間
パッド密度 ： 120㎏/㎥

BASTOGNE HP MEN

会陰部に超高密度発泡体を採用
したロングディスタンス仕様。尿
道・血管の圧迫を最小限に抑え、
快適なライドを実現。3層構造で
厚感をそこまで感じず、快適な履
き心地です。定番の「グルス」「アト
リア」「アトラス」「ヒドラ」シリーズ
で使われています。

推奨乗車時間 ： 7-8時間
パッド密度 ： 120㎏/㎥

MINI TRI

「スイム」「バイク」「ラン」の異なる
運動時に妨げることないパッドと
して開発されました。単一の密度
のウレタンで生地による擦れを保
護し、伸縮性の高い肌面の素材は
運動時の自由度とフィット感を提
供します。トライスーツ、トライパン
ツで使われています。

推奨乗車時間 ： 2-3時間
パッド密度 ： 60㎏/㎥

COMP HP MEN

シームレスなスタイリングのパッド
です。他のパッドと同様のサイズ
ですが、フォームの大きさは拡大し
ています。中央の部分は会陰部を
圧迫させないために作られていま
す。 後ろのライナーの使用量を減
らすことで軽量化しました。エアロ
スーツの「タウルス」で使用。

推奨乗車時間 ： 7-8時間
パッド密度 ： 120㎏/㎥

レリックの定番モデルではイタリアのパッド専業メーカー「ELASTIC INTERFACE」社のパッドを使っています。ボトムスのタイプによって使い分けています。
CYT ECH  [ E L A S T I C  I N T E R FACE ]
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レオ2 ストレート ビブショーツ
LeoⅡ Straight Bib Shorts1191801

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、WHITE
S、M、L、XL、XXL
¥14,500+税

アルカンシェル風なカラーが特徴的なレオ２ジャージとのセットアップを想定してデ
ザインされたビブショーツです。コンプレッション性能を調整することにより、着圧
機能を維持しながらストレスのない着用感を実現。レリック独自開発の高性能パッ
ド「RBC-00 BIO」を採用し、機能性と快適性を両立させています。

メゾーネ ストレート ビブショーツ
Methone Straight Bib Shorts1191802

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、M.GREEN
S、M、L、XL、XXL
¥14,500+税

メゾーネ スタンダード半袖ジャージとコーディネートできるようデザインされたビブ
ショーツです。腿外側のイタリア製生地はディンプル加工がされており、肌離れ良く
快適に設計されています。程よい着圧感は、ライダーへのストレスを最小限に抑え
ています。レリックの開発したオリジナルパッド「RBC-00 BIO」を採用。

RBC-00 BIO

11
22

外側の生地はディンプル状のスパン
デックス素材を採用。肌面の接地面
積を少なくし、通気性と汗によるベタ
つきを軽減させてくれる

裾口にはフリーカットの特殊ゴムを
使用。肌面はすべりどめ加工をしてお
り、ラバーのようなかゆみを感じさせ
ない作りになっている

11
22

RBC-00 BIO

18



レオ2 ストレート ビブショーツ
LeoⅡ Straight Bib Shorts1191801

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、WHITE
S、M、L、XL、XXL
¥14,500+税

アルカンシェル風なカラーが特徴的なレオ２ジャージとのセットアップを想定してデ
ザインされたビブショーツです。コンプレッション性能を調整することにより、着圧
機能を維持しながらストレスのない着用感を実現。レリック独自開発の高性能パッ
ド「RBC-00 BIO」を採用し、機能性と快適性を両立させています。

メゾーネ ストレート ビブショーツ
Methone Straight Bib Shorts1191802

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、M.GREEN
S、M、L、XL、XXL
¥14,500+税

メゾーネ スタンダード半袖ジャージとコーディネートできるようデザインされたビブ
ショーツです。腿外側のイタリア製生地はディンプル加工がされており、肌離れ良く
快適に設計されています。程よい着圧感は、ライダーへのストレスを最小限に抑え
ています。レリックの開発したオリジナルパッド「RBC-00 BIO」を採用。

RBC-00 BIO

11
22

外側の生地はディンプル状のスパン
デックス素材を採用。肌面の接地面
積を少なくし、通気性と汗によるベタ
つきを軽減させてくれる

裾口にはフリーカットの特殊ゴムを
使用。肌面はすべりどめ加工をしてお
り、ラバーのようなかゆみを感じさせ
ない作りになっている

11
22

RBC-00 BIO
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アーケ レースフィット ビブショーツ
Arche Race-fit Bib Shorts1191803

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK/ASORT、BLUE、NAVY
S、M、L、XL、XXL
¥14,500+税

アーケ エアロジャージと合わせてデザインされた2019年モデル。ストレートタイプ
のビブショーツと比べ、コンプレッションの強い生地を採用。大腿筋を包み込むよ
うな独特のパターンで設計されているため、筋肉へのサポート効果の高いレース
フィット仕様です。レリックオリジナルのパッド「RBC-00 BIO」を採用。

RBC-00 BIO

11

22

複雑なカッティングにより大腿部の部
分を包み込む大胆なパネル。スパン
デックス素材が程よいコンプレッショ
ンとホールド感をうむ

股の素材は耐久性に優れたスパン
デックス素材を使用。肌面はグリッド
状になっており、肌離れがよく、通気
性にすぐれています

11
22 グルス ビブパンツ

Grus Bib Pants1111806

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、WHITE、BLUE、RED
S、M、L、XL、XXL
¥14,800+税

程よい着圧によりパフォーマンスを最大限補助する、スパイラルソーイングシステ
ムを採用。肩ベルトにはストレッチ性に優れた2WAYメッシュを使用することで、肌
触りと吸湿性を向上させました。裾口はフリーカットとなっており、裏側にはドライタ
イプのシリコンプリントを採用。グルスジャージとセットアップでお使いください。

BASTOGNE HP MEN

アトリア ビブショーツ
Atria Bib Shorts1181801

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、WHITE、NAVY
S、M、L、XL、XXL
¥14,800+税

レリック独自開発の「スパイラルソーイングシステム」はペダリングの動きに沿って
巻き付くように作られており、程よいコンプレッション性もあり、ストレスのないライ
ディングを実現。裾口は切りっぱなし仕様にしています、国旗をモチーフにしたデザ
インとなっており、アトリアジャージとセットアップさせるのがおすすめです。

アトラス ビブショーツ
Atlas Bib Shorts1181803

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

WHITE、GRAY、NAVY
S、SR、M、MR、L、LR、XL、XLR（※Rのつくサイズは身幅をワイドにしています）
¥14,800+税

前傾姿勢を意識させつつもキツ感を感じさせない作りはレリックの独自開発によ
るパターンの賜物になっています。大腿部の素材は、包み込むようなカッティングで
イタリア製の2way生地を採用。コンプレッション性・耐UV性（UPF50+）にも優れて
ます。カモ柄が特徴のアトラスジャージと上下セットアップがオススメです。

BASTOGNE HP MEN

BASTOGNE HP MEN

20



アーケ レースフィット ビブショーツ
Arche Race-fit Bib Shorts1191803

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK/ASORT、BLUE、NAVY
S、M、L、XL、XXL
¥14,500+税

アーケ エアロジャージと合わせてデザインされた2019年モデル。ストレートタイプ
のビブショーツと比べ、コンプレッションの強い生地を採用。大腿筋を包み込むよ
うな独特のパターンで設計されているため、筋肉へのサポート効果の高いレース
フィット仕様です。レリックオリジナルのパッド「RBC-00 BIO」を採用。

RBC-00 BIO

11

22

複雑なカッティングにより大腿部の部
分を包み込む大胆なパネル。スパン
デックス素材が程よいコンプレッショ
ンとホールド感をうむ

股の素材は耐久性に優れたスパン
デックス素材を使用。肌面はグリッド
状になっており、肌離れがよく、通気
性にすぐれています

11
22 グルス ビブパンツ

Grus Bib Pants1111806

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、WHITE、BLUE、RED
S、M、L、XL、XXL
¥14,800+税

程よい着圧によりパフォーマンスを最大限補助する、スパイラルソーイングシステ
ムを採用。肩ベルトにはストレッチ性に優れた2WAYメッシュを使用することで、肌
触りと吸湿性を向上させました。裾口はフリーカットとなっており、裏側にはドライタ
イプのシリコンプリントを採用。グルスジャージとセットアップでお使いください。

BASTOGNE HP MEN

アトリア ビブショーツ
Atria Bib Shorts1181801

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、WHITE、NAVY
S、M、L、XL、XXL
¥14,800+税

レリック独自開発の「スパイラルソーイングシステム」はペダリングの動きに沿って
巻き付くように作られており、程よいコンプレッション性もあり、ストレスのないライ
ディングを実現。裾口は切りっぱなし仕様にしています、国旗をモチーフにしたデザ
インとなっており、アトリアジャージとセットアップさせるのがおすすめです。

アトラス ビブショーツ
Atlas Bib Shorts1181803

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

WHITE、GRAY、NAVY
S、SR、M、MR、L、LR、XL、XLR（※Rのつくサイズは身幅をワイドにしています）
¥14,800+税

前傾姿勢を意識させつつもキツ感を感じさせない作りはレリックの独自開発によ
るパターンの賜物になっています。大腿部の素材は、包み込むようなカッティングで
イタリア製の2way生地を採用。コンプレッション性・耐UV性（UPF50+）にも優れて
ます。カモ柄が特徴のアトラスジャージと上下セットアップがオススメです。

BASTOGNE HP MEN

BASTOGNE HP MEN
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ヒドラ パンツ
Hydra Pants1102405

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK
S、M、L、XL、XXL
¥12,500+税 

カジュアルウエアの下に履いて、ちょっとしたサイクリングでやロングライドでも使
え、どんなバイクジャージとも合わせやすいヒドラビブパンツの肩紐のない使い勝
手の良いパンツタイプです。股の生地には擦れに強い新素材ナイロン2WAYを使
用。パッドはイタリアCYTEC社の「BASTOGNE HP MEN」を採用。

BASTOGNE HP MEN

ヒドラ ビブパンツ
Hydra Bib Pants1101804

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK
S、SR、M、MR、L、LR、XL、XLR（※Rのつくサイズは身幅をワイドにしています）
¥14,800+税

肩ベルト部分に2WAYメッシュ素材を使用し、従来の物よりもストレッチ性と吸湿速
乾性、肌当たりの良さを高めたビブパンツです。腿の生地はキックバックの強く、コ
ンプレッション性の高い生地を採用。裾口はフリーカット仕上げになっています。
パッドはイタリアCYTEC社の「BASTOGNE HP MEN」を採用。

BASTOGNE HP MEN 

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

前傾姿勢をサポートするレリックのテクノロジーを採用する七分丈ビブタイツです。
春夏秋と3シーズン使えます。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、肌ストレスの軽減しています。パッドはCYTEC社
の「ROAD PERFORMANCE SPACE MEN」を採用。

ROAD PERFOROMANCE
SPACE MEN

ドラコβ UV ビブタイツ
Draco β UV Bib Tights1192001

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

G.BLACK
S、M、L、XL、XXL
¥19,500+税

日焼けをしたくないライダーに向けて登場した真夏のフルレングスタイツ。特徴的
な光沢のある黒い生地、非常に高いUVカット性能、軽量性、吸湿速乾性、接触冷感
性と複数の特性を備えた高性能素材です。裾は肌面に滑り止め加工をしたフリー
カットの特殊ゴムを使用。。レリックオリジナルパッド「RBC-00 BIO」を採用。

RBC-00 BIO

ドラコβ UV ビブショーツ
Draco β UV Bib Shorts1191805

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

G.BLACK
S、M、L、XL、XXL
¥14,500+税

特徴的な光沢のある黒い生地は、非常に高いUVカット性能、軽量性、吸湿速乾性、
接触冷感性と複数の特性を備えた高性能素材です。ドラコシリーズでコーディネー
トすることで、紫外線による体力の消耗を抑え、真夏でもハイパフォーマンスを発揮
することができます。レリックのオリジナルパッド「RBC-00 BIO」を採用。

RBC-00 BIO

マーレ ビブパンツ
Mare Bib Pants1091801

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK
S、M、L、XL、XXL
¥18,500+税

太ももには薄く軽量のイタリア製2WAYストレッチ素材を採用。肌に優しいシリコン
プリントを足口に施すことで、ライディング時のずり上がりを防止。パッドにはイタリ
アのサイテック社が開発した「ROAD PERFORMANCE SPACE MEN」を使用して
いるため、ロングライドでも快適な乗り心地を実現します。

ROAD PERFOROMANCE
SPACE MEN

22



ヒドラ パンツ
Hydra Pants1102405

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK
S、M、L、XL、XXL
¥12,500+税 

カジュアルウエアの下に履いて、ちょっとしたサイクリングでやロングライドでも使
え、どんなバイクジャージとも合わせやすいヒドラビブパンツの肩紐のない使い勝
手の良いパンツタイプです。股の生地には擦れに強い新素材ナイロン2WAYを使
用。パッドはイタリアCYTEC社の「BASTOGNE HP MEN」を採用。

BASTOGNE HP MEN

ヒドラ ビブパンツ
Hydra Bib Pants1101804

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK
S、SR、M、MR、L、LR、XL、XLR（※Rのつくサイズは身幅をワイドにしています）
¥14,800+税

肩ベルト部分に2WAYメッシュ素材を使用し、従来の物よりもストレッチ性と吸湿速
乾性、肌当たりの良さを高めたビブパンツです。腿の生地はキックバックの強く、コ
ンプレッション性の高い生地を採用。裾口はフリーカット仕上げになっています。
パッドはイタリアCYTEC社の「BASTOGNE HP MEN」を採用。

BASTOGNE HP MEN 

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

前傾姿勢をサポートするレリックのテクノロジーを採用する七分丈ビブタイツです。
春夏秋と3シーズン使えます。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、肌ストレスの軽減しています。パッドはCYTEC社
の「ROAD PERFORMANCE SPACE MEN」を採用。

ROAD PERFOROMANCE
SPACE MEN

ドラコβ UV ビブタイツ
Draco β UV Bib Tights1192001

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

G.BLACK
S、M、L、XL、XXL
¥19,500+税

日焼けをしたくないライダーに向けて登場した真夏のフルレングスタイツ。特徴的
な光沢のある黒い生地、非常に高いUVカット性能、軽量性、吸湿速乾性、接触冷感
性と複数の特性を備えた高性能素材です。裾は肌面に滑り止め加工をしたフリー
カットの特殊ゴムを使用。。レリックオリジナルパッド「RBC-00 BIO」を採用。

RBC-00 BIO

ドラコβ UV ビブショーツ
Draco β UV Bib Shorts1191805

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

G.BLACK
S、M、L、XL、XXL
¥14,500+税

特徴的な光沢のある黒い生地は、非常に高いUVカット性能、軽量性、吸湿速乾性、
接触冷感性と複数の特性を備えた高性能素材です。ドラコシリーズでコーディネー
トすることで、紫外線による体力の消耗を抑え、真夏でもハイパフォーマンスを発揮
することができます。レリックのオリジナルパッド「RBC-00 BIO」を採用。

RBC-00 BIO

マーレ ビブパンツ
Mare Bib Pants1091801

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK
S、M、L、XL、XXL
¥18,500+税

太ももには薄く軽量のイタリア製2WAYストレッチ素材を採用。肌に優しいシリコン
プリントを足口に施すことで、ライディング時のずり上がりを防止。パッドにはイタリ
アのサイテック社が開発した「ROAD PERFORMANCE SPACE MEN」を使用して
いるため、ロングライドでも快適な乗り心地を実現します。

ROAD PERFOROMANCE
SPACE MEN
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レア ウインドブレーカー
Rhea Windbreaker5180901

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK , GRAY , KHAKI , ORANGE
XS、S、M、L、XL
¥9,800+税

バタつきを最小限に抑えた、レリック従来のモデルより少しだけゆったりとした設計
のウィンドブレーカーです。シティライドにおすすめです。バックポケットにアクセスで
きるベンチレーションを設置。備え付きのバックポケットにコンパクトに収納でき持ち
運びに便利です。ユニセックス仕様で買い求めやすい価格設定になっています。

タウルス エアロスーツ
Taurus Aerosuits1111301

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

WHITE、RED、SKYBLUE
S、M、L、XL、XXL
¥23,000+税

ヒルクライムやタイムトライアルといったレースに適したエアロスーツ。レリックが開
発したオリジナルパターン空気抵抗軽減システムは、一枚の生地で背面を設計す
ることで余計な段差を排除。前身頃の縦横方向に伸びる3WAY生地は通気性と柔
軟性に優れています。袖と腿はイタリア製生地でコンプレッション性を高めました。

ゲミニ ライトウィンドブレーカー
Gemini Light Windbreaker1170901

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。

COMP HP MEN
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レア ウインドブレーカー
Rhea Windbreaker5180901

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK , GRAY , KHAKI , ORANGE
XS、S、M、L、XL
¥9,800+税

バタつきを最小限に抑えた、レリック従来のモデルより少しだけゆったりとした設計
のウィンドブレーカーです。シティライドにおすすめです。バックポケットにアクセスで
きるベンチレーションを設置。備え付きのバックポケットにコンパクトに収納でき持ち
運びに便利です。ユニセックス仕様で買い求めやすい価格設定になっています。

タウルス エアロスーツ
Taurus Aerosuits1111301

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

WHITE、RED、SKYBLUE
S、M、L、XL、XXL
¥23,000+税

ヒルクライムやタイムトライアルといったレースに適したエアロスーツ。レリックが開
発したオリジナルパターン空気抵抗軽減システムは、一枚の生地で背面を設計す
ることで余計な段差を排除。前身頃の縦横方向に伸びる3WAY生地は通気性と柔
軟性に優れています。袖と腿はイタリア製生地でコンプレッション性を高めました。

ゲミニ ライトウィンドブレーカー
Gemini Light Windbreaker1170901

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。

COMP HP MEN
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ウィメンズ ユミル スタンダード 半袖ジャージ
Women's Ymir Standerd Short Sleeve Jersey1192902

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

WHITE、PURPLE、BLUE GRAY
S、M、L
¥11,500+税

スタンダードジャージの女性モデルです。独自開発のパターンはライディング時のベ
ストポジションにいざなってくれます。UV機能を持ったレリック開発のオリジナルメッ
シュ素材を使用。ディンプル状に凹みを入れる事で肌の設置面積が少なくなり肌離れ
をがよくベトつきを軽減します。機能性と快適性の両立を実現したジャージです。

ウィメンズ サビク 半袖ジャージ
Women's Sabik Short Sleeve Jersey1182902

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、BLUE、GRAY、PINK
S、M、L
¥13,000+税

「ポーラテック®デルタ」を使った、シンプルなデザインで、バイクを選ばずに着用で
きる半袖ジャージです。テンセルを含んだ素材は、汗がゆっくりと乾燥するため、汗
冷えを防ぎます。レリック開発のパターンは自然と前傾姿勢を取りやすい作り。袖
口はフリーカット仕上げなので、縫い目によるストレスの無い作りになっています。

もっと遠くに行きたくなるウエアで
走りませんか？
ライダーの意見を取り入れ作られたウイメンズシリーズ。機能性とデザインと両立することを目
指しているレリックだからこそできました。もう一人の自分になれるウエアです。
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ウィメンズ ユミル スタンダード 半袖ジャージ
Women's Ymir Standerd Short Sleeve Jersey1192902

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

WHITE、PURPLE、BLUE GRAY
S、M、L
¥11,500+税

スタンダードジャージの女性モデルです。独自開発のパターンはライディング時のベ
ストポジションにいざなってくれます。UV機能を持ったレリック開発のオリジナルメッ
シュ素材を使用。ディンプル状に凹みを入れる事で肌の設置面積が少なくなり肌離れ
をがよくベトつきを軽減します。機能性と快適性の両立を実現したジャージです。

ウィメンズ サビク 半袖ジャージ
Women's Sabik Short Sleeve Jersey1182902

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、BLUE、GRAY、PINK
S、M、L
¥13,000+税

「ポーラテック®デルタ」を使った、シンプルなデザインで、バイクを選ばずに着用で
きる半袖ジャージです。テンセルを含んだ素材は、汗がゆっくりと乾燥するため、汗
冷えを防ぎます。レリック開発のパターンは自然と前傾姿勢を取りやすい作り。袖
口はフリーカット仕上げなので、縫い目によるストレスの無い作りになっています。

もっと遠くに行きたくなるウエアで
走りませんか？
ライダーの意見を取り入れ作られたウイメンズシリーズ。機能性とデザインと両立することを目
指しているレリックだからこそできました。もう一人の自分になれるウエアです。
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ウィメンズ アダーラ エアロジャージ
Women's Adhara Aero Jersey1112903

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK/BLUE、WHITE/TURQUOISE
S、M、L
¥14,750+税

レリックが開発した空気抵抗を減らすためのパターンを使うことで、乗車姿勢時に
はスッキリとしたフォルムになります。袖口のシリコンプリントは肌に接するため、ベ
タツキの少ないドライタイプを採用。裾のシリコンプリントは生地に当たるため、グ
リップ力の高いステッキータイプを採用しました。シックなグラデーションが特徴。

ウィメンズ ウェズン ジャージ
Women's Wezen Jersey1112901

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

PURPLE、SKYBLUE、TURQUOISE
S、M、L
¥11,500+税

スタンダードジャージの女性モデル。袖には吸水速乾の機能を持つ、2WAY生地を
使用しているので、腕のポジションを自由に変えることができます。バックのファス
ナー付ポケットは、汗が浸透しない素材を使用しているので、スマートフォンなどを
そのまま入れることができます。襟と袖のカラーパネルがワンポイントのジャージ。

ウィメンズ グルス エアロジャージ
Women's Grus Aero Jersey1112904

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、TURQUOISE
S、M、L
¥14,750+税

レリックの定番デザイン「グルス」シリーズの女性モデルです。袖口と袖幅を狭くし、
バタツキの少ない仕様で作りました。空気抵抗をより軽減させるレリック独自開発
のパターンは、着用するだけで自然とライディングポジションへと導きます。裾口と
袖口にはシリコンプリントをそれぞれあしらい、ずり上がりを防止します。
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ウィメンズ アダーラ エアロジャージ
Women's Adhara Aero Jersey1112903

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK/BLUE、WHITE/TURQUOISE
S、M、L
¥14,750+税

レリックが開発した空気抵抗を減らすためのパターンを使うことで、乗車姿勢時に
はスッキリとしたフォルムになります。袖口のシリコンプリントは肌に接するため、ベ
タツキの少ないドライタイプを採用。裾のシリコンプリントは生地に当たるため、グ
リップ力の高いステッキータイプを採用しました。シックなグラデーションが特徴。

ウィメンズ ウェズン ジャージ
Women's Wezen Jersey1112901

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

PURPLE、SKYBLUE、TURQUOISE
S、M、L
¥11,500+税

スタンダードジャージの女性モデル。袖には吸水速乾の機能を持つ、2WAY生地を
使用しているので、腕のポジションを自由に変えることができます。バックのファス
ナー付ポケットは、汗が浸透しない素材を使用しているので、スマートフォンなどを
そのまま入れることができます。襟と袖のカラーパネルがワンポイントのジャージ。

ウィメンズ グルス エアロジャージ
Women's Grus Aero Jersey1112904

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、TURQUOISE
S、M、L
¥14,750+税

レリックの定番デザイン「グルス」シリーズの女性モデルです。袖口と袖幅を狭くし、
バタツキの少ない仕様で作りました。空気抵抗をより軽減させるレリック独自開発
のパターンは、着用するだけで自然とライディングポジションへと導きます。裾口と
袖口にはシリコンプリントをそれぞれあしらい、ずり上がりを防止します。
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クレシダ 2WAYビブパンツ
Cressida 2Way Bib Pants1104701

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK
S、M、L
¥17,500+税

女性サイクリストのために考えられたビブパンツ。着脱可能の肩紐は、休憩の際に
ウエアを全部脱がなくても良い作りになっています。前面は胸のトップを避ける作
りになっているので、擦れによるストレスを軽減。パンツだけの使用ができるのも魅
力。パッドはCYTEC社の「ROAD PERFORMANCE WOMEN」を使用。

ウィメンズ アルヘナ 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。

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。

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。

ハーフタイプからフルレングスタイプまで、
ペダリング時のシルエットがきれいなボトムス
ハーフタイプからフルレングスタイプまで、
ペダリング時のシルエットがきれいなボトムス
UVカットはもちろん、程よいコンプレッションが効いた女性用のボトムス。
ペダリングをより快適にしてくれます。
UVカットはもちろん、程よいコンプレッションが効いた女性用のボトムス。
ペダリングをより快適にしてくれます。

ROAD PERFORMANCE
WOMEN

ROAD PERFORMANCE
WOMEN

ROAD PERFORMANCE
WOMEN
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クレシダ 2WAYビブパンツ
Cressida 2Way Bib Pants1104701

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK
S、M、L
¥17,500+税

女性サイクリストのために考えられたビブパンツ。着脱可能の肩紐は、休憩の際に
ウエアを全部脱がなくても良い作りになっています。前面は胸のトップを避ける作
りになっているので、擦れによるストレスを軽減。パンツだけの使用ができるのも魅
力。パッドはCYTEC社の「ROAD PERFORMANCE WOMEN」を使用。

ウィメンズ アルヘナ 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。

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。

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。

ハーフタイプからフルレングスタイプまで、
ペダリング時のシルエットがきれいなボトムス
ハーフタイプからフルレングスタイプまで、
ペダリング時のシルエットがきれいなボトムス
UVカットはもちろん、程よいコンプレッションが効いた女性用のボトムス。
ペダリングをより快適にしてくれます。
UVカットはもちろん、程よいコンプレッションが効いた女性用のボトムス。
ペダリングをより快適にしてくれます。

ROAD PERFORMANCE
WOMEN

ROAD PERFORMANCE
WOMEN

ROAD PERFORMANCE
WOMEN
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裏面グリップ

アルカイド フルフィンガーグローブ
Alkaid Full Finger Gloves1196201

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

WHITE、CHARCOAL、KHAKI、NAVY、PINK
XS、S、M、L、XL
¥4,900+税

長年かけて研究開発されて作られたグローブ。UVカット効果の高い生地を採用し、
手首のカフは長めに設計されており、夏用のロングスリーブジャージと組み合わせ
ることにより、より高いUVカット効果をもたらします。指を通すだけでハンドルを最
もストレスなく握ることができます。親指、人差し指と中指はタッチパネルに対応。

アルカイド フィットグローブ
Alkaid Fit Gloves1186201

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、WHITE、BLUE、RED
XS、S、M、L、XL
¥4,200+税

ゲル入りのパッドを採用することにより、クッション性を高めています。ゲルパッドの
表面にはシリコンプリントが配置されグリップ力を確保。指を通した瞬間から自然
とハンドルを握りやすくなる立体的な構造をしており、パッドつきでありながら手の
ひらがフラットな作りです。ダイレクト感のある握り心地も特徴です。

ハダル エアログローブ
Hadar Aero Gloves1116201

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、WHITE、LIME、SKYBLUE
XS、S、M、L、XL
¥4,580+税

薬指と小指を一体型にしたエアログローブです。一体化することによるハンドルの
握りを意識させた作りになっています。人間工学に基づいて、最も力を抜いた状態
の指が曲がった形状で立体カーブを作るために研究・設計した超立体構造を採
用。パッドをなくしたながらも、掌のシリコングリップがしっかりとグリップ性を発揮。

ナイアド フィットグローブ
Naiad Fit Gloves1106204

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、WHITE、LIME、SKYBLUE
XS、S、M、L、XL
¥4,300+税

人間工学に基づいて開発された「Ergo grip」技術を採用し、自然と指が曲がった状
態になるように作られたフィットグローブです。手の甲の生地はUV性能とコンプ
レッションに優れているイタリア製素材を採用。掌にパッドが付いているため、ビギ
ナーからエキスパートまで、幅広いユーザーに対応するグローブです。

ムルジム グローブ
Murzim Gloves5186202

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、WHITE、CHARCOAL、KHAKI、NAVY、RED
XS , S , M , L , XL
¥2,800+税

初心者向けやレリック入門者用に作られたグローブです。国産の生地を採用し、レ
リックらしい立体的な設計ながら、お求めになりやすい価格設定を実現しています。
手のひら中央の大きめなパッドは、何度もテストライドを繰り返し微調整の上配置さ
れています。ベーシックな色合いは、様々なジャージと合わせてお使いいただけます。

快適なライドはグローブ選びから
レリックのグローブは用途に合わせて5種類。パフォーマンスアップを目指す人。日焼けしたく
ない人。素手感覚を求める人などそれぞれ。あなたはどのタイプ？
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裏面グリップ

アルカイド フルフィンガーグローブ
Alkaid Full Finger Gloves1196201

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

WHITE、CHARCOAL、KHAKI、NAVY、PINK
XS、S、M、L、XL
¥4,900+税

長年かけて研究開発されて作られたグローブ。UVカット効果の高い生地を採用し、
手首のカフは長めに設計されており、夏用のロングスリーブジャージと組み合わせ
ることにより、より高いUVカット効果をもたらします。指を通すだけでハンドルを最
もストレスなく握ることができます。親指、人差し指と中指はタッチパネルに対応。

アルカイド フィットグローブ
Alkaid Fit Gloves1186201

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、WHITE、BLUE、RED
XS、S、M、L、XL
¥4,200+税

ゲル入りのパッドを採用することにより、クッション性を高めています。ゲルパッドの
表面にはシリコンプリントが配置されグリップ力を確保。指を通した瞬間から自然
とハンドルを握りやすくなる立体的な構造をしており、パッドつきでありながら手の
ひらがフラットな作りです。ダイレクト感のある握り心地も特徴です。

ハダル エアログローブ
Hadar Aero Gloves1116201

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、WHITE、LIME、SKYBLUE
XS、S、M、L、XL
¥4,580+税

薬指と小指を一体型にしたエアログローブです。一体化することによるハンドルの
握りを意識させた作りになっています。人間工学に基づいて、最も力を抜いた状態
の指が曲がった形状で立体カーブを作るために研究・設計した超立体構造を採
用。パッドをなくしたながらも、掌のシリコングリップがしっかりとグリップ性を発揮。

ナイアド フィットグローブ
Naiad Fit Gloves1106204

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、WHITE、LIME、SKYBLUE
XS、S、M、L、XL
¥4,300+税

人間工学に基づいて開発された「Ergo grip」技術を採用し、自然と指が曲がった状
態になるように作られたフィットグローブです。手の甲の生地はUV性能とコンプ
レッションに優れているイタリア製素材を採用。掌にパッドが付いているため、ビギ
ナーからエキスパートまで、幅広いユーザーに対応するグローブです。

ムルジム グローブ
Murzim Gloves5186202

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、WHITE、CHARCOAL、KHAKI、NAVY、RED
XS , S , M , L , XL
¥2,800+税

初心者向けやレリック入門者用に作られたグローブです。国産の生地を採用し、レ
リックらしい立体的な設計ながら、お求めになりやすい価格設定を実現しています。
手のひら中央の大きめなパッドは、何度もテストライドを繰り返し微調整の上配置さ
れています。ベーシックな色合いは、様々なジャージと合わせてお使いいただけます。

快適なライドはグローブ選びから
レリックのグローブは用途に合わせて5種類。パフォーマンスアップを目指す人。日焼けしたく
ない人。素手感覚を求める人などそれぞれ。あなたはどのタイプ？
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リギル エアロシューズカバー
Rigil Aero Shoes Covers1185901

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、BLUE、RED
M(25-27cm)、L(27-29cm)
¥3,200+税

コンプレッション性の高い生地を使用したエアロタイプのシューズカバー。2WAY
ストレッチが効いているため、シューズにしっかりとフィット。吸汗速乾や透湿性が
高いため、内部が蒸れる心配もありません。空気抵抗を軽減するために履くのはも
ちろん、コーディネートの差し色として、お洒落に履くこともできるアイテムです。

レリック レッグウォーマー
reric Leg Warmers1106005

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
ルヴィコ社のヴェ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。春先や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 Warmers1106008

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。

日焼けも寒さも体力を奪うもの
パフォーマンスを下げないために
日焼けや急な天候変化による体力消耗は、故障や怪我の原因にもなります。レリックは日焼け対
策用と防寒用カバーを用意しました。ライド時には常にバックポケットに忍ばせておけばひと安
心。足元をスッキリ見せるシューズカバーも。

ウルサ UVアームカバー
Ursa UV Arm Covers1115901

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

G.BLACK、M.BLACK、WHITE
S、M、L、XL
¥4,600+税 

接触冷感の生地は、UVカット（UPF50+）機能も備えているので、日差しによる肌へ
のダメージも軽減します。適度にコンプレッションが効いているため、腕の筋肉をサ
ポート。二の腕の外側部分にリフレクターを配し、急な悪天候時や夜間での安全性
を配慮しているのもポイント。様々なジャージと相性良くコーディネートが可能。

ウルサ UVレッグカバー 
Ursa UV Leg Covers1115902

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

G.BLACK、M.BLACK
S、M、L、XL
¥5,500+税

適度にコンプレッションが効いているため、ライダーの筋肉をサポートします。UV
カット（UPF50+）機能も付いているため、日差しによる肌へのダメージを減らしま
す。袖口はフリーカット仕様で作り、空気抵抗をさらに軽減させました。シンプルな
ワントーンのカラーリングで、様々なバイクジャージとコーディネートできます。

レリック アームウォーマー
reric Arm Warmers1106002

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tシリコンプリントが施されています。
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リギル エアロシューズカバー
Rigil Aero Shoes Covers1185901

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、BLUE、RED
M(25-27cm)、L(27-29cm)
¥3,200+税

コンプレッション性の高い生地を使用したエアロタイプのシューズカバー。2WAY
ストレッチが効いているため、シューズにしっかりとフィット。吸汗速乾や透湿性が
高いため、内部が蒸れる心配もありません。空気抵抗を軽減するために履くのはも
ちろん、コーディネートの差し色として、お洒落に履くこともできるアイテムです。

レリック レッグウォーマー
reric Leg Warmers1106005

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
ルヴィコ社のヴェ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。春先や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 Warmers1106008

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。

日焼けも寒さも体力を奪うもの
パフォーマンスを下げないために
日焼けや急な天候変化による体力消耗は、故障や怪我の原因にもなります。レリックは日焼け対
策用と防寒用カバーを用意しました。ライド時には常にバックポケットに忍ばせておけばひと安
心。足元をスッキリ見せるシューズカバーも。

ウルサ UVアームカバー
Ursa UV Arm Covers1115901

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

G.BLACK、M.BLACK、WHITE
S、M、L、XL
¥4,600+税 

接触冷感の生地は、UVカット（UPF50+）機能も備えているので、日差しによる肌へ
のダメージも軽減します。適度にコンプレッションが効いているため、腕の筋肉をサ
ポート。二の腕の外側部分にリフレクターを配し、急な悪天候時や夜間での安全性
を配慮しているのもポイント。様々なジャージと相性良くコーディネートが可能。

ウルサ UVレッグカバー 
Ursa UV Leg Covers1115902

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

G.BLACK、M.BLACK
S、M、L、XL
¥5,500+税

適度にコンプレッションが効いているため、ライダーの筋肉をサポートします。UV
カット（UPF50+）機能も付いているため、日差しによる肌へのダメージを減らしま
す。袖口はフリーカット仕様で作り、空気抵抗をさらに軽減させました。シンプルな
ワントーンのカラーリングで、様々なバイクジャージとコーディネートできます。

レリック アームウォーマー
reric Arm Warmers1106002

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tシリコンプリントが施されています。
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ツバにはプラ素材を使っているので、
洗濯して、型崩れすることなく常に、形
をキープしてくれる。

前頭部には雨の侵入を防ぐ布帛素材を
使い、後頭部にはニット素材を使用。一般
的なキャップと比較して雨天時が快適に
高まる 裏地には吸汗速乾性の高いポーラ

テック®グリッドを採用し、内部からの
蒸れを吸い上げ、真夏でも快適な環
境を維持

レオ2 キャップ
LeoⅡ Cap1195801

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、WHITE、NAVY
FREE
¥2,600+税

アトリア キャップ
Atria Cap1185801

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、WHITE、NAVY
FREE
¥2,600+税

メティス キャップ　　　
Metis Cap1195802

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLUE、M.GREEN、NAVY、RED　
FREE
¥2,600+税

アーケ キャップ
Arche Cap1195803

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK/ASSORT、BLUE、NAVY
FREE
¥2,600+税

グルス キャップ
Grus Cap1115801

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、WHITE、BLUE、RED
FREE
¥2,600+税

ジャージにあわせてキャップもチョイス
ヘルメットを外したあともキャップがあればよりスタイリッシュに。ジャージとデザインをそろ
えて統一感を出すもよし。コーディネートのアクセントにするもよし。思わずそろえたくなるデ
ザインです。
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ツバにはプラ素材を使っているので、
洗濯して、型崩れすることなく常に、形
をキープしてくれる。

前頭部には雨の侵入を防ぐ布帛素材を
使い、後頭部にはニット素材を使用。一般
的なキャップと比較して雨天時が快適に
高まる 裏地には吸汗速乾性の高いポーラ

テック®グリッドを採用し、内部からの
蒸れを吸い上げ、真夏でも快適な環
境を維持

レオ2 キャップ
LeoⅡ Cap1195801

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、WHITE、NAVY
FREE
¥2,600+税

アトリア キャップ
Atria Cap1185801

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、WHITE、NAVY
FREE
¥2,600+税

メティス キャップ　　　
Metis Cap1195802

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLUE、M.GREEN、NAVY、RED　
FREE
¥2,600+税

アーケ キャップ
Arche Cap1195803

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK/ASSORT、BLUE、NAVY
FREE
¥2,600+税

グルス キャップ
Grus Cap1115801

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、WHITE、BLUE、RED
FREE
¥2,600+税

ジャージにあわせてキャップもチョイス
ヘルメットを外したあともキャップがあればよりスタイリッシュに。ジャージとデザインをそろ
えて統一感を出すもよし。コーディネートのアクセントにするもよし。思わずそろえたくなるデ
ザインです。
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RFM-2 レーシングミドルソックス　
RFM-2 Racing middle socks1196102

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、NAVY
M(23-26cm)、L(25-28cm)
¥1,800+税

ペダリング時に最も力が入ると言われている足袋タイプのレーシングソックスです。
天然系デオドラント加工された素材を採用し、非常に高い防菌防臭効果を持ちます。
足首部分はテーピングの８の字巻の理論に沿って編立がされており、ペダリング時の
足首の安定に貢献します。カラフルなデザインは集団の中にいても視認性が滝です

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（23-25cm）、M（25-27cm）、L（27-29cm）
¥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。

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（23-25cm）、M（25-27cm）、L（27-29cm）
¥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。

くるぶしを回って、足の甲から裏側までを
「8の字」で巻いたテーピングのように、強
く編み立てられていることで、足首のブレ
を軽減。

母子球近くに、シリコンプリントを配置する
ことで、ペダリング時にシューズの中で足
がずれないようグリップ力を向上させる。

甲の周りも強く編み立てることで、足
底筋膜をサポートし、アーチを常に
キープをする効果があります。

ペダリングを変えるソックスあります
レリックのソックスは特殊な編み方により、テーピングをしているような着圧感を実現。足首を
しっかりとホールドすることで、ペダリング時の足全体の動きを良くします。足袋タイプと5本
指タイプの2種類を用意。
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RFM-2 レーシングミドルソックス　
RFM-2 Racing middle socks1196102

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、NAVY
M(23-26cm)、L(25-28cm)
¥1,800+税

ペダリング時に最も力が入ると言われている足袋タイプのレーシングソックスです。
天然系デオドラント加工された素材を採用し、非常に高い防菌防臭効果を持ちます。
足首部分はテーピングの８の字巻の理論に沿って編立がされており、ペダリング時の
足首の安定に貢献します。カラフルなデザインは集団の中にいても視認性が滝です

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（23-25cm）、M（25-27cm）、L（27-29cm）
¥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。

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（23-25cm）、M（25-27cm）、L（27-29cm）
¥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。

くるぶしを回って、足の甲から裏側までを
「8の字」で巻いたテーピングのように、強
く編み立てられていることで、足首のブレ
を軽減。

母子球近くに、シリコンプリントを配置する
ことで、ペダリング時にシューズの中で足
がずれないようグリップ力を向上させる。

甲の周りも強く編み立てることで、足
底筋膜をサポートし、アーチを常に
キープをする効果があります。

ペダリングを変えるソックスあります
レリックのソックスは特殊な編み方により、テーピングをしているような着圧感を実現。足首を
しっかりとホールドすることで、ペダリング時の足全体の動きを良くします。足袋タイプと5本
指タイプの2種類を用意。
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オベロン ポケット　半袖ジャージ
Oberon Pocket Short Sleeve Jersey5180107

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、L.GRAY、CHARCORL、KHAKI
S、M、L、XL、XXL
¥7,800+税

左胸の大きなポケットが特徴のコンフォートよりのお買い得なサイクルジャージで
す。体のラインを気にすることなく、スポーティかつカジュアルなルックスはユー
ザーを選びません。レリックの通常のジャージよりも２サイズほどワイドに設計さ
れ、従来のモデルよりもゆるやかな前傾姿勢を意識した、立体設計です。

カウス 半袖ジャージ
Kaus Short Sleeve Jersey5180101

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、NAVY
S、M、L、XL、XXL
¥7,800+税

レリックの通常のジャージよりも２サイズほどワイドに設計された、コンフォートな半袖
ジャージです。従来のモデルよりもゆるやかな前傾姿勢を意識した、立体的な設計を
採用しています。お買い得な価格を実現していますが、レリックらしいスタイリッシュな
デザインと高品質な素材感を維持。シンプルなブラックとネイビーの２色展開。

カウス レースハーフパンツ
Kaus  Race Half Pants1181802

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、NAVY
S、M、L、XL、XXL
¥7,800+税

国産の2WAYトリコットと、イタリアのカルヴィコ社製の生地を使用したパッド付き
ショーツです。レリックオリジナルのパッドを採用し、厚めのフォームに仕上げてい
るため、普段あまりサドルに跨がらない方でも圧迫によるお尻の痛みを感じ辛い
作りになっています。両サイドにはワンポイントでロゴプリントをあしらいました。

チタニア　サマーロングジャージ
Titania Summer Long Sleeve Jersey5180203

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、BLUE、L.GRAY、RED
S、M、L、XL、XXL
¥8,800+税

エントリーユーザーや、ゆったりとしたライドを楽しみたいライダーに向けて設計。
シンプルなカラーリングデザインが特徴の夏用の長袖ジャージです。通常ラインよ
りも２サイズほどワイドで、乗車姿勢が取りやすいパターンを採用しています。低価
格ながらイタリア製生地を使用し、吸湿速乾性やUVカット性能もそなえています。

ゆったりとライドを
楽しみたい人たちにむけて
あまりぴったりしたジャージは好まないけど、機能性はしっかりあってほしい。そんなライダー
の声に応える形で作られたラインナップ。初心者でもお試しになりやすいモデルです。

ARW-15 for Man
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オベロン ポケット　半袖ジャージ
Oberon Pocket Short Sleeve Jersey5180107

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、L.GRAY、CHARCORL、KHAKI
S、M、L、XL、XXL
¥7,800+税

左胸の大きなポケットが特徴のコンフォートよりのお買い得なサイクルジャージで
す。体のラインを気にすることなく、スポーティかつカジュアルなルックスはユー
ザーを選びません。レリックの通常のジャージよりも２サイズほどワイドに設計さ
れ、従来のモデルよりもゆるやかな前傾姿勢を意識した、立体設計です。

カウス 半袖ジャージ
Kaus Short Sleeve Jersey5180101

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、NAVY
S、M、L、XL、XXL
¥7,800+税

レリックの通常のジャージよりも２サイズほどワイドに設計された、コンフォートな半袖
ジャージです。従来のモデルよりもゆるやかな前傾姿勢を意識した、立体的な設計を
採用しています。お買い得な価格を実現していますが、レリックらしいスタイリッシュな
デザインと高品質な素材感を維持。シンプルなブラックとネイビーの２色展開。

カウス レースハーフパンツ
Kaus  Race Half Pants1181802

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、NAVY
S、M、L、XL、XXL
¥7,800+税

国産の2WAYトリコットと、イタリアのカルヴィコ社製の生地を使用したパッド付き
ショーツです。レリックオリジナルのパッドを採用し、厚めのフォームに仕上げてい
るため、普段あまりサドルに跨がらない方でも圧迫によるお尻の痛みを感じ辛い
作りになっています。両サイドにはワンポイントでロゴプリントをあしらいました。

チタニア　サマーロングジャージ
Titania Summer Long Sleeve Jersey5180203

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、BLUE、L.GRAY、RED
S、M、L、XL、XXL
¥8,800+税

エントリーユーザーや、ゆったりとしたライドを楽しみたいライダーに向けて設計。
シンプルなカラーリングデザインが特徴の夏用の長袖ジャージです。通常ラインよ
りも２サイズほどワイドで、乗車姿勢が取りやすいパターンを採用しています。低価
格ながらイタリア製生地を使用し、吸湿速乾性やUVカット性能もそなえています。

ゆったりとライドを
楽しみたい人たちにむけて
あまりぴったりしたジャージは好まないけど、機能性はしっかりあってほしい。そんなライダー
の声に応える形で作られたラインナップ。初心者でもお試しになりやすいモデルです。

ARW-15 for Man
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ウィメンズ カウス 半袖ジャージ
Women s Kaus Short Sleeve Jersey5182901

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

WHITE、SKYBLUE
S、M、L
¥7,800+税

シルエットは通常のジャージより2サイズ程度大きく設計され、初心者やレリックを
初めて着る人にオススメの女性モデルです。袖にはレースモデルで使用してる生
地を使い、レリックの素材感は十分に感じれるジャージです。シンプルなデザインな
がら、袖にはチェック柄のプリントをあしらったスタイリッシュな一枚です。

ウィメンズ ヒマリア 半袖ジャージ
Women's Himalia Short Sleeve Jersey5182903

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、WHITE、NAVY、PINK
S、M、L
¥7,800+税

色鮮やかなデザインが目を引く半袖ジャージ「ヒマリア」です。シルエットを通常の
ジャージより2サイズ程度大きく設計し、ゆったりと着られる1着に仕上げました。若
干、前傾姿勢を考慮したパターンになっているのもポイント。UVカット機能も備えて
います。低価格ながらイタリアンファブリックを使用した国産モデルです。

ウィメンズ エラーラ 長袖ジャージ
Women's Elara Long Sleeve Jersey5183001

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、SKY BLUE
S、M、L
¥8,800+税

カラーによりデザインが異なる美しいプリントは、走ることをより楽しくしてくれるで
しょう。肌を紫外線に晒したくない、女性ライダー向けに作られた夏用の長袖ジャー
ジです。通常のジャージよりも大きめにシルエットを設計。ゆったりと着られるのが
特徴です。エントリーユーザーやポタリングを楽しみたい人に向けて。

ウィメンズ ベリンダ フルレングス タイツ
Women's Belinda Full length Tights5185101

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、PINK
S、M、L
¥9,800+税

腰のサイドにある大きなロゴが特徴的なデザインのタイツ。生地のコンプレッションが
優しく設計されているため、ゆったりとしたフィット感を実現していました。女性専用に
設計されたレリックのオリジナルのパッドは厚めのフォームに仕上げている為、普段あ
まりサドルに跨らない方でも圧迫によるお尻の痛みを感じずらい作りになっています。

シンプルなカラーリングとデザインで
気軽に楽しみたいロードバイク女子のみなさんへ
ロングライドからシティライドまで、美味しい食事、綺麗な景色を楽しみながら走りたい。
レリックの基本的な機能は残しながら、お財布に優しい価格帯で登場。

ARW-12 for Woman
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ウィメンズ カウス 半袖ジャージ
Women s Kaus Short Sleeve Jersey5182901

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

WHITE、SKYBLUE
S、M、L
¥7,800+税

シルエットは通常のジャージより2サイズ程度大きく設計され、初心者やレリックを
初めて着る人にオススメの女性モデルです。袖にはレースモデルで使用してる生
地を使い、レリックの素材感は十分に感じれるジャージです。シンプルなデザインな
がら、袖にはチェック柄のプリントをあしらったスタイリッシュな一枚です。

ウィメンズ ヒマリア 半袖ジャージ
Women's Himalia Short Sleeve Jersey5182903

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、WHITE、NAVY、PINK
S、M、L
¥7,800+税

色鮮やかなデザインが目を引く半袖ジャージ「ヒマリア」です。シルエットを通常の
ジャージより2サイズ程度大きく設計し、ゆったりと着られる1着に仕上げました。若
干、前傾姿勢を考慮したパターンになっているのもポイント。UVカット機能も備えて
います。低価格ながらイタリアンファブリックを使用した国産モデルです。

ウィメンズ エラーラ 長袖ジャージ
Women's Elara Long Sleeve Jersey5183001

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、SKY BLUE
S、M、L
¥8,800+税

カラーによりデザインが異なる美しいプリントは、走ることをより楽しくしてくれるで
しょう。肌を紫外線に晒したくない、女性ライダー向けに作られた夏用の長袖ジャー
ジです。通常のジャージよりも大きめにシルエットを設計。ゆったりと着られるのが
特徴です。エントリーユーザーやポタリングを楽しみたい人に向けて。

ウィメンズ ベリンダ フルレングス タイツ
Women's Belinda Full length Tights5185101

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、PINK
S、M、L
¥9,800+税

腰のサイドにある大きなロゴが特徴的なデザインのタイツ。生地のコンプレッションが
優しく設計されているため、ゆったりとしたフィット感を実現していました。女性専用に
設計されたレリックのオリジナルのパッドは厚めのフォームに仕上げている為、普段あ
まりサドルに跨らない方でも圧迫によるお尻の痛みを感じずらい作りになっています。

シンプルなカラーリングとデザインで
気軽に楽しみたいロードバイク女子のみなさんへ
ロングライドからシティライドまで、美味しい食事、綺麗な景色を楽しみながら走りたい。
レリックの基本的な機能は残しながら、お財布に優しい価格帯で登場。

ARW-12 for Woman
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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

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。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 

輪行の際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。

バイクライフを充実させる輪行バッグや
プレゼントなどに最適な小物
破れ強度が高く、撥水性、撥油製に優れたタフタ素材は、埃や雨からバイクを保護します。
オリジナルデザインのボトルやタオルはプレゼントにも最適。

ミニタオル
Mini Towel 2109901

カラー ：
価格　： 

：BLACK×RED、WHITE×BLACK、LIME×NAVY
：￥780+tax

ロングタオル
Long Towel2109902

カラー ：
価格　： 

：BLACK×RED、WHITE×BLACK、LIME×NAVY
：￥1,980+tax

レリック  ギア ボトル
reric Gear Bottle1109904

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、C.BLUE
620ml
￥2,000+tax

レリック ボトル
reric Bottle1109903

カラー ：
価格　： 

BLACK、BLUE、GRAY、RED
￥1,880+tax

URBAN MEN

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。
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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

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。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 

輪行の際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。

バイクライフを充実させる輪行バッグや
プレゼントなどに最適な小物
破れ強度が高く、撥水性、撥油製に優れたタフタ素材は、埃や雨からバイクを保護します。
オリジナルデザインのボトルやタオルはプレゼントにも最適。

ミニタオル
Mini Towel 2109901

カラー ：
価格　： 

：BLACK×RED、WHITE×BLACK、LIME×NAVY
：￥780+tax

ロングタオル
Long Towel2109902

カラー ：
価格　： 

：BLACK×RED、WHITE×BLACK、LIME×NAVY
：￥1,980+tax

レリック  ギア ボトル
reric Gear Bottle1109904

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、C.BLUE
620ml
￥2,000+tax

レリック ボトル
reric Bottle1109903

カラー ：
価格　： 

BLACK、BLUE、GRAY、RED
￥1,880+tax

URBAN MEN

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。
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プリント部分の生地には、エアロジャージ
で使われているバタフライ状のメッシュ
を使用。薄くて軽く、通気性に優れてます。

袖背中の部分にはUV機能とコンプ
レションの高い素材を使い、スイム
やランで動かす腕や肩周りの筋肉
をサポート

パッドには、イタリアCYTEC社のト
ライアスロン専用のパッドを採用。ス
イムやランの動きを妨げない小ぶり
なタイプ

足回りも肩の素材と同じくコンプレッショ
ンの高いスパンデックス素材を使用。足回
りの。筋肉をサポート。縫い目のないフリー
カット処理。

今年こそトライアスロンに
というあなたへ
トライアスリートの声を拾い、改良を重ねて出来上がったトライウエア。
スイム、バイク、ランの3種目をストレスなく走りきるために部位ごとに異なる生地を選び、
動きやすさを追求しています。

カストル トライアスロンパンツ
Castor Triathlon Pants1182201

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、RED
S、M、L、XL
¥10,500+税

レリックが提案する２ピースタイプのトライウエアのパンツ。レリック独自開発のパ
ターンを用い適度な着圧感を実現。メインの生地には擦れに強いナイロン2WAY素
材を使用しています。サイド部分の生地はコンプレッション性の高い生地を使用。ス
イム、ランの時に妨げにならない、小ぶりのトライアスロン専用パッドを採用。

ミザール トライアスロンスーツ
Mizar Triathlon Suit1181301

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、WHITE
S、M、L、XL
¥21,000+税

ショートスリーブに設計したトライアスロンスーツです。コンプレッションが効いたイ
タリア製の生地を使い、主要の筋肉をしっかりとサポート。前身頃部分にはバイク
ジャージでも使われているメッシュ生地を使用。袖口、裾口をフリーカットにして肌へ
のストレスを軽減させているのもポイントです。他にはないカラーリングが特徴です。

カストル トライアスロンシャツ
Castor Triathlon Shirts1181501

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、RED
S、M、L、XL
¥11,000+税

レリックが提案する２ピースタイプのトライウエア。ほどよくコンプレッションが効い
ており、アスリートのパフォーマンスを最大限サポートします。前身頃部分に通気性
と柔軟性に優れ、縦横斜めとストレッチの効いたメッシュ素材を採用しているので
泳ぎやすく、走りやすく、動きやすい作りとなっています。バックファスナータイプ。

MINI TRI

MINI TRI
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プリント部分の生地には、エアロジャージ
で使われているバタフライ状のメッシュ
を使用。薄くて軽く、通気性に優れてます。

袖背中の部分にはUV機能とコンプ
レションの高い素材を使い、スイム
やランで動かす腕や肩周りの筋肉
をサポート

パッドには、イタリアCYTEC社のト
ライアスロン専用のパッドを採用。ス
イムやランの動きを妨げない小ぶり
なタイプ

足回りも肩の素材と同じくコンプレッショ
ンの高いスパンデックス素材を使用。足回
りの。筋肉をサポート。縫い目のないフリー
カット処理。

今年こそトライアスロンに
というあなたへ
トライアスリートの声を拾い、改良を重ねて出来上がったトライウエア。
スイム、バイク、ランの3種目をストレスなく走りきるために部位ごとに異なる生地を選び、
動きやすさを追求しています。

カストル トライアスロンパンツ
Castor Triathlon Pants1182201

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、RED
S、M、L、XL
¥10,500+税

レリックが提案する２ピースタイプのトライウエアのパンツ。レリック独自開発のパ
ターンを用い適度な着圧感を実現。メインの生地には擦れに強いナイロン2WAY素
材を使用しています。サイド部分の生地はコンプレッション性の高い生地を使用。ス
イム、ランの時に妨げにならない、小ぶりのトライアスロン専用パッドを採用。

ミザール トライアスロンスーツ
Mizar Triathlon Suit1181301

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、WHITE
S、M、L、XL
¥21,000+税

ショートスリーブに設計したトライアスロンスーツです。コンプレッションが効いたイ
タリア製の生地を使い、主要の筋肉をしっかりとサポート。前身頃部分にはバイク
ジャージでも使われているメッシュ生地を使用。袖口、裾口をフリーカットにして肌へ
のストレスを軽減させているのもポイントです。他にはないカラーリングが特徴です。

カストル トライアスロンシャツ
Castor Triathlon Shirts1181501

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、RED
S、M、L、XL
¥11,000+税

レリックが提案する２ピースタイプのトライウエア。ほどよくコンプレッションが効い
ており、アスリートのパフォーマンスを最大限サポートします。前身頃部分に通気性
と柔軟性に優れ、縦横斜めとストレッチの効いたメッシュ素材を採用しているので
泳ぎやすく、走りやすく、動きやすい作りとなっています。バックファスナータイプ。

MINI TRI

MINI TRI
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デルタ スリーブレスインナー
Delta Sleeveless Inner3191401

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、BLUE、GRAY、PINK
S、M、L、XL
¥5,200+税

「POLARTEC®DELTA」を採用した高性能インナーです。うろこ状の凹凸のある特
徴的なメッシュは肌と点で接触するため、インナーが濡れていても肌は快適な状態
を維持できます。ストレッチ性が高く、ユニセックスなのでどんな体型にも合わせら
れます。更に消臭・抗菌性を付与しているため、清潔感も保ちます

ウィメンズ ブラタンクトップ
Women's Bra Tanktop2114302

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インナー付きタンク
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。

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。

フォランス α スリーブレスインナー
Volans α Sleeveless Inner3171401

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、WHITE
S、M、L、XL
¥4,800+税

2WAYMESH素材を使用のスリーブレスインナーです。高い伸縮性と吸湿速乾に加え、高
通気性を持つのが特徴です。着丈を長く設定して前後差を少なくしたので、より多くのス
ポーツインナーとしてお使いいただけます。上部でかいた汗が下部で乾燥するように設計
されているため、快適な着心地を保ちます。

フォランス ショートスリーブメッシュインナー
Volans Short Sleeve Mesh Inner1101402

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK
S、M、L、XL
¥5,500+税

ストレッチが効いているため、身体にしっかりとフィットします。通気性、速乾性に加
えて柔軟性も高く、肌触りが良いのが特徴です。袖には超軽量素材「Revolutional」
を採用し、通気性、ストレッチ性、吸水速乾と高紫外線保護機能を備えています。ま
た、程よい着圧感による、パフォーマンスアップも期待できます。

ラッセンスポーツブラ
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。

高温多湿なシーズンこそ
インナー選びは大切です
気化熱による体の冷えを抑え、肌面を快適にする
ポーラテック®デルタを採用した高機能イン
ナー。ストレッチ性が高く、体にフィットします。

丈を長めにとり、バイクだけではなく、ラ
ンニングやフィットネスといった様々なス
ポーツシーンで活躍することができます。

丈を長めにとり、バイクだけではなく、ラ
ンニングやフィットネスといった様々なス
ポーツシーンで活躍することができます。

脇を広めにとることで、動きやすい作りに
なっています。首回りと脇の周りをパイピ
ング処理することで肌と生地のストレス
を軽減

脇を広めにとることで、動きやすい作りに
なっています。首回りと脇の周りをパイピ
ング処理することで肌と生地のストレス
を軽減
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デルタ スリーブレスインナー
Delta Sleeveless Inner3191401

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、BLUE、GRAY、PINK
S、M、L、XL
¥5,200+税

「POLARTEC®DELTA」を採用した高性能インナーです。うろこ状の凹凸のある特
徴的なメッシュは肌と点で接触するため、インナーが濡れていても肌は快適な状態
を維持できます。ストレッチ性が高く、ユニセックスなのでどんな体型にも合わせら
れます。更に消臭・抗菌性を付与しているため、清潔感も保ちます

ウィメンズ ブラタンクトップ
Women's Bra Tanktop2114302

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インナー付きタンク
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。

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。

フォランス α スリーブレスインナー
Volans α Sleeveless Inner3171401

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、WHITE
S、M、L、XL
¥4,800+税

2WAYMESH素材を使用のスリーブレスインナーです。高い伸縮性と吸湿速乾に加え、高
通気性を持つのが特徴です。着丈を長く設定して前後差を少なくしたので、より多くのス
ポーツインナーとしてお使いいただけます。上部でかいた汗が下部で乾燥するように設計
されているため、快適な着心地を保ちます。

フォランス ショートスリーブメッシュインナー
Volans Short Sleeve Mesh Inner1101402

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK
S、M、L、XL
¥5,500+税

ストレッチが効いているため、身体にしっかりとフィットします。通気性、速乾性に加
えて柔軟性も高く、肌触りが良いのが特徴です。袖には超軽量素材「Revolutional」
を採用し、通気性、ストレッチ性、吸水速乾と高紫外線保護機能を備えています。ま
た、程よい着圧感による、パフォーマンスアップも期待できます。

ラッセンスポーツブラ
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。

高温多湿なシーズンこそ
インナー選びは大切です
気化熱による体の冷えを抑え、肌面を快適にする
ポーラテック®デルタを採用した高機能イン
ナー。ストレッチ性が高く、体にフィットします。

丈を長めにとり、バイクだけではなく、ラ
ンニングやフィットネスといった様々なス
ポーツシーンで活躍することができます。

丈を長めにとり、バイクだけではなく、ラ
ンニングやフィットネスといった様々なス
ポーツシーンで活躍することができます。

脇を広めにとることで、動きやすい作りに
なっています。首回りと脇の周りをパイピ
ング処理することで肌と生地のストレス
を軽減

脇を広めにとることで、動きやすい作りに
なっています。首回りと脇の周りをパイピ
ング処理することで肌と生地のストレス
を軽減
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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

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

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

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 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 タイツ
Semi-Fit Tights3172201

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、WHITE、NAVY
S、M、L、XL
¥7,000+税

肌寒いランニング時のTシャツの下に着るベースレイヤーとして使うことができる長
袖タイプのTシャツです。生地には、速乾性と調湿機能が特徴のPRIMALOFT® 
GOLD WOOLを採用し、汗冷えを防ぎ、常に皮膚を快適に保ちます。寒さを防ぐ高
い保温性を実現しつつ、ストレスフリーな軽量性も誇っています。

普段づかいのTシャツとして、フリースやジャケットといった長袖のトップスのベー
スレイヤーとして、使い勝手のよい丸襟の半袖Tシャツ。冬だけではなく、真夏でも
使えるオールシーズンタイプ。ゆったりとした作りなので、動きやすいのが特徴。速
乾性と調湿機能を併せ持ち、ウールのもつ消臭効果も期待できます。

ポリエステルとウールを均一にブレンドしたPRIMALOFT   GOLD WOOLを使用し
た、ゆったりとしたフィット感は動きやすさを実現しています。ポリエステルの持つ
透湿速乾性とウールの持つ調湿機能が標高の高い場所でのランニングや、トレッ
キングなどのベースレイヤーとして使い勝手のよいタイツです。

脇を広めにとることで、動きやすい
作りになっています。首回りと脇の周
りをパイピング処理することで肌と
生地のストレスを軽減。

丈を長めにとり、バイクだけではな
く、ランニングやフィットネスといっ
た様々なスポーツシーンで活躍する
ことができます。

ウールの力で、快適な着心地を実現
体を優しく包み込む、セミフィットシリーズ。プリマロフト®を採用したインナーはオールシー
ズン使えるユーテリティーアイテム。インナーとして使うもよし、Tシャツのようにアウターと
して使うもよし。
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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

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

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

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 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 タイツ
Semi-Fit Tights3172201

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、WHITE、NAVY
S、M、L、XL
¥7,000+税

肌寒いランニング時のTシャツの下に着るベースレイヤーとして使うことができる長
袖タイプのTシャツです。生地には、速乾性と調湿機能が特徴のPRIMALOFT® 
GOLD WOOLを採用し、汗冷えを防ぎ、常に皮膚を快適に保ちます。寒さを防ぐ高
い保温性を実現しつつ、ストレスフリーな軽量性も誇っています。

普段づかいのTシャツとして、フリースやジャケットといった長袖のトップスのベー
スレイヤーとして、使い勝手のよい丸襟の半袖Tシャツ。冬だけではなく、真夏でも
使えるオールシーズンタイプ。ゆったりとした作りなので、動きやすいのが特徴。速
乾性と調湿機能を併せ持ち、ウールのもつ消臭効果も期待できます。

ポリエステルとウールを均一にブレンドしたPRIMALOFT   GOLD WOOLを使用し
た、ゆったりとしたフィット感は動きやすさを実現しています。ポリエステルの持つ
透湿速乾性とウールの持つ調湿機能が標高の高い場所でのランニングや、トレッ
キングなどのベースレイヤーとして使い勝手のよいタイツです。

脇を広めにとることで、動きやすい
作りになっています。首回りと脇の周
りをパイピング処理することで肌と
生地のストレスを軽減。

丈を長めにとり、バイクだけではな
く、ランニングやフィットネスといっ
た様々なスポーツシーンで活躍する
ことができます。

ウールの力で、快適な着心地を実現
体を優しく包み込む、セミフィットシリーズ。プリマロフト®を採用したインナーはオールシー
ズン使えるユーテリティーアイテム。インナーとして使うもよし、Tシャツのようにアウターと
して使うもよし。
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ストレスなく、快適に走るために
開発されたレリックのランウエア
吸汗速乾性に優れたポーラテック®の生地を採用。バイクウエアのようなフォルムでありなが
ら、ランナーの動きを追求したパターンによるフィット感を実現。補給食などが収納できるバッ
クポケット付きのランニングウエアが登場。

スノーカモ フルジップ半袖ジャージ
Snow Camo Fullzip Shortsleeve Jersey2180102

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

WHITE、SKYBLUE
S、M、L、XL
¥12,500+税

涼し気なスモーカモ柄のランニング用ジャージです。レリックサイクルジャージです
でに実績のある素材、「ポーラテック®パワーグリッド」を採用しており、吸湿速乾、
UVカット、抗菌防臭に優れています。伸縮性の高い生地のため、フィット感に優れて
います。 フラップが付のバックポケットは物が落ちにくい設計になっています。

スリーブレス ジャージ
Sleeveless Jersey2181501

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLUE、PINK
S、M、L、XL
¥9,800+税

腕振りをしやすく肩甲骨周りの動きを妨げないパターンが特徴のノースリーブタイ
プ。身頃に「ポーラテック®デルタ」を採用。ディンプル状に凹みが肌の設置面積が
少なくなり肌離れをがよくベトつきを軽減します。。バックポケットにはフラップが採
用され、上下運動の多いランニングの際にも物が飛び出すのを防止しています。

グルス フルジップ半袖ジャージ
Grus Fullzip Shortsleeve Jersey2180101

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、BLUE、RED
S、M、L、XL
¥12,500+税

レリックの定番サイクルジャージ「グルス」のデザインをモチーフにし、ランニング向
けに作られたジャージ。身頃の生地は「ポーラテック®パワーグリッド」を使用。走っ
ても揺れにくいバックポケットを採用しています。フィット感がが高く腕のフリもス
ムーズに行なうことができ、空気抵抗も大幅に削減できます。

レースフィット ハーフタイツ
Race-fit Half Tights2182401

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、BLUE、NAVY
S、M、L、XL
¥9,800+税

イタリア製の2WAY素材を使用したレースフィットハーフタイツです。凹凸のある生
地を使い、肌に接する面を少なくしているのが特徴です。また、ほどよくコンプレッ
ションが効いているので、ランニング時の身体の動きをサポートします。こしの部分
にはポケットを備え、補給食などの小物を入れることも可能です。
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ストレスなく、快適に走るために
開発されたレリックのランウエア
吸汗速乾性に優れたポーラテック®の生地を採用。バイクウエアのようなフォルムでありなが
ら、ランナーの動きを追求したパターンによるフィット感を実現。補給食などが収納できるバッ
クポケット付きのランニングウエアが登場。

スノーカモ フルジップ半袖ジャージ
Snow Camo Fullzip Shortsleeve Jersey2180102

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

WHITE、SKYBLUE
S、M、L、XL
¥12,500+税

涼し気なスモーカモ柄のランニング用ジャージです。レリックサイクルジャージです
でに実績のある素材、「ポーラテック®パワーグリッド」を採用しており、吸湿速乾、
UVカット、抗菌防臭に優れています。伸縮性の高い生地のため、フィット感に優れて
います。 フラップが付のバックポケットは物が落ちにくい設計になっています。

スリーブレス ジャージ
Sleeveless Jersey2181501

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLUE、PINK
S、M、L、XL
¥9,800+税

腕振りをしやすく肩甲骨周りの動きを妨げないパターンが特徴のノースリーブタイ
プ。身頃に「ポーラテック®デルタ」を採用。ディンプル状に凹みが肌の設置面積が
少なくなり肌離れをがよくベトつきを軽減します。。バックポケットにはフラップが採
用され、上下運動の多いランニングの際にも物が飛び出すのを防止しています。

グルス フルジップ半袖ジャージ
Grus Fullzip Shortsleeve Jersey2180101

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、BLUE、RED
S、M、L、XL
¥12,500+税

レリックの定番サイクルジャージ「グルス」のデザインをモチーフにし、ランニング向
けに作られたジャージ。身頃の生地は「ポーラテック®パワーグリッド」を使用。走っ
ても揺れにくいバックポケットを採用しています。フィット感がが高く腕のフリもス
ムーズに行なうことができ、空気抵抗も大幅に削減できます。

レースフィット ハーフタイツ
Race-fit Half Tights2182401

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、BLUE、NAVY
S、M、L、XL
¥9,800+税

イタリア製の2WAY素材を使用したレースフィットハーフタイツです。凹凸のある生
地を使い、肌に接する面を少なくしているのが特徴です。また、ほどよくコンプレッ
ションが効いているので、ランニング時の身体の動きをサポートします。こしの部分
にはポケットを備え、補給食などの小物を入れることも可能です。
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あなたはどの素材でTシャツを選びますか？
立体縫製によるフィットタイプと、オーソドックスなボックスタイプの2種類があります。スト
レッチ性の優れた素材もあれば、コットンライクながら吸汗速乾性にすぐれた素材などを使用し
た、様々な表情のTシャツがそろっています。

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ストレッチ素材のイタリア製生地を使用して
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
Degi Logo Fit T-shirt2180301

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BURGUNDY、GRAY、NAVY
S、M、L、XL
¥5,800+税

立体縫製で身体にFITするように作られたTシャツです。バタつかない様に設定さ
れているため、ランニング時の不快感を軽減します。生地には、高いストレッチ性と
吸水速乾、UVカット（UPF50+）を持つ機能的な素材を採用。耐久性も高いため、
洗濯しても色落ちしにくく、型崩れしにくいという特徴も持っています。

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

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。

アトラス ロゴTシャツ
Atlas Logo T-Shirts2100503

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、WHITE、LIME、SKYBLUE
S、M、L、XL
¥5,500+税

「ポーラテック®パワーグリッド」を使用したTシャツです。通気性と吸水性を持ち、さ
らりと肌触りが魅力の1着です。UVカット（UPF50+）も備えているため夏場のト
レーニングシーンにぴったり。前身頃にはオリジナルロゴプリントをあしらってデザ
イン性もアップ。ランニングだけでなく、様々なスポーツで使えます。

マウンテン柄Ｔシャツ
Mountain Pattern T-shirts2180302

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

WHITE、BLUE、GRAY
S、M、L、XL
¥5,500+税

山をモチーフにしたデザインが特徴的な、スタンダードなボックスシルエットのT
シャツです。普段のカジュアルスタイルはもちろん、ちょっとしたトレーニングシーン
にもお使いいただける汎用性抜群の1着。UVカット機能も付いているため、日差し
の強い日にも対応します。ロゴがさりげなくワンポイントで入っているのも特徴的。

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

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。
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あなたはどの素材でTシャツを選びますか？
立体縫製によるフィットタイプと、オーソドックスなボックスタイプの2種類があります。スト
レッチ性の優れた素材もあれば、コットンライクながら吸汗速乾性にすぐれた素材などを使用し
た、様々な表情のTシャツがそろっています。

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ストレッチ素材のイタリア製生地を使用して
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
Degi Logo Fit T-shirt2180301

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BURGUNDY、GRAY、NAVY
S、M、L、XL
¥5,800+税

立体縫製で身体にFITするように作られたTシャツです。バタつかない様に設定さ
れているため、ランニング時の不快感を軽減します。生地には、高いストレッチ性と
吸水速乾、UVカット（UPF50+）を持つ機能的な素材を採用。耐久性も高いため、
洗濯しても色落ちしにくく、型崩れしにくいという特徴も持っています。

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

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。

アトラス ロゴTシャツ
Atlas Logo T-Shirts2100503

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、WHITE、LIME、SKYBLUE
S、M、L、XL
¥5,500+税

「ポーラテック®パワーグリッド」を使用したTシャツです。通気性と吸水性を持ち、さ
らりと肌触りが魅力の1着です。UVカット（UPF50+）も備えているため夏場のト
レーニングシーンにぴったり。前身頃にはオリジナルロゴプリントをあしらってデザ
イン性もアップ。ランニングだけでなく、様々なスポーツで使えます。

マウンテン柄Ｔシャツ
Mountain Pattern T-shirts2180302

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

WHITE、BLUE、GRAY
S、M、L、XL
¥5,500+税

山をモチーフにしたデザインが特徴的な、スタンダードなボックスシルエットのT
シャツです。普段のカジュアルスタイルはもちろん、ちょっとしたトレーニングシーン
にもお使いいただける汎用性抜群の1着。UVカット機能も付いているため、日差し
の強い日にも対応します。ロゴがさりげなくワンポイントで入っているのも特徴的。

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

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。

55



走っている姿が美しくなるTシャツです
着心地を重視した素材選びだけではなく、女性の身体のフォルムをスタイル良く見せるパターン
で作られています。ランニングだけではなく、フィットネやアウトドアなど、フィールドを選ば
ない作りです。

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
ちがしにくいイタリア製の生地を使用しています。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。

ウィメンズ デジロゴ フィットＴシャツ
Women's Degi Logo Fit T-shirt2183101

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BARGUNDY、GRAY、PINK
S、M、L
¥5,800+税

左側にデジタル体ロゴがプリントされたデザインが特徴的なTシャツです。バタつ
かない様に設定されているため、ランニング時の不快感を軽減します。高いストレッ
チ性と吸水速乾、UVカット（UPF50+）を持つ機能的な軽量のイタリア製生地を使
用。洗濯しても色落ちしにくく、型崩れしにくいという特徴も持っています。

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く、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。

ウィメンズ アトラス ロゴTシャツ
Women's Atlas Logo T-Shirts2103101

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、LIME、SKY BLUE
S、M、L
¥5,500+税 

ランニングだけでなく、様々なスポーツシーンに対応するロゴ入りTシャツです。
「ポーラテック®パワーグリッド」を採用。ゆったりしながら、女性の身体のラインを
優しく包み込むよう美しいシルエットに設計しました。UVカット（UPF50+）も付い
ているので、日差しの影響を軽減してくれるのも嬉しいポイントです。

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 

幾何学的に山をモチーフにしたデザインが特徴的な、スタンダードなボックスシル
エットのTシャツです。普段のカジュアルスタイルはもちろん、ちょっとしたトレーニ
ングシーンにもお使いいただける汎用性抜群の1着。UVカット機能も付いているた
め、日差しの強い日にも対応します。体のラインが綺麗に映えるTシャツです。

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

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く、　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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走っている姿が美しくなるTシャツです
着心地を重視した素材選びだけではなく、女性の身体のフォルムをスタイル良く見せるパターン
で作られています。ランニングだけではなく、フィットネやアウトドアなど、フィールドを選ば
ない作りです。

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
ちがしにくいイタリア製の生地を使用しています。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。

ウィメンズ デジロゴ フィットＴシャツ
Women's Degi Logo Fit T-shirt2183101

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BARGUNDY、GRAY、PINK
S、M、L
¥5,800+税

左側にデジタル体ロゴがプリントされたデザインが特徴的なTシャツです。バタつ
かない様に設定されているため、ランニング時の不快感を軽減します。高いストレッ
チ性と吸水速乾、UVカット（UPF50+）を持つ機能的な軽量のイタリア製生地を使
用。洗濯しても色落ちしにくく、型崩れしにくいという特徴も持っています。

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く、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。

ウィメンズ アトラス ロゴTシャツ
Women's Atlas Logo T-Shirts2103101

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、LIME、SKY BLUE
S、M、L
¥5,500+税 

ランニングだけでなく、様々なスポーツシーンに対応するロゴ入りTシャツです。
「ポーラテック®パワーグリッド」を採用。ゆったりしながら、女性の身体のラインを
優しく包み込むよう美しいシルエットに設計しました。UVカット（UPF50+）も付い
ているので、日差しの影響を軽減してくれるのも嬉しいポイントです。

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 

幾何学的に山をモチーフにしたデザインが特徴的な、スタンダードなボックスシル
エットのTシャツです。普段のカジュアルスタイルはもちろん、ちょっとしたトレーニ
ングシーンにもお使いいただける汎用性抜群の1着。UVカット機能も付いているた
め、日差しの強い日にも対応します。体のラインが綺麗に映えるTシャツです。

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

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く、　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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ラン、トレーニングと
マルチユースな機能性パンツ
撥水性と通気性のある素材を採用。普段使いもできるスタイリッシュなデザインにしました。
2WAY生地を使うことで大きな動きにも対応。内股部分には大きなマチを配しています。普段使
いにも対応できる使い勝手のよいパンツです。

ボックスショートパンツ
Box short pants2182402

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、BLUE、KHAKI
S、M、L、XL
¥8,200+税

ストレッチ性の高い2WAY生地を使用しているので、ランニングはもちろん、ハード
なトレイルランシーンでも活躍。内股部分には大きなマチを配し、動きやすさを重視
した設計に。後ろポケットは、物が落ちにくいクロスポケットになっているので、激し
い動きでも対応します。スタイリッシュなデザインは普段使いにもオススメです。

アスレ クロップドパンツ
Athle Cropped Pants2182302

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、BLUE、KHAKI
S、M、L、XL
¥9,500+税

撥水性と通気性のある素材を採用。普段使いもできるスタイリッシュなデザインで
す。2WAY生地でトレイルランにも対応できる運動量を確保しています。内部部分に
は大きなマチを配し、動きやすさを重視したつくりです。ランニングだけではなく、ヨ
ガやフィットネスなどアスレジャーウエアとしても、使い勝手の良いパンツです。

ルーズフィットパンツ
Loose-fit Pants2182301

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、GRAY、NAVY
S、M、L、XL
¥9,200+税

撥水加工の施されたストレッチツイルを採用。膝部分は余分な生地をカットし、自
然と脚が曲がるような立体的なパターンが特徴的なロングパンツ。細身なシルエッ
トですが、汗をかいても生地がべたつかなく、運動性が非常に高いのが特徴です。
ファスナー付きポケットなので、運動中に物を落とす心配もありません。

ウィメンズ ボックスショートパンツ
Women's Box Short Pants2185302

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、BLUE、KHAKI
S、M、L
¥8,200+税

ストレッチ性の高い2WAY生地を使用しているので、ランニングはもちろん、ハード
なトレイルランシーンにも使えます。内部部分には大きなマチを配し、動きやすさを
重視した設計に。後ろポケットは、激しい動きをしても物が落ちにくいクロスポケッ
トになっています。ちょっと丈を短めに作られているので脚長にみえます。

ウイメンズ アスレクロップドパンツ
Women's Athle Cropped Pants2185202

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、BLUE、KHAKI
S、M、L
¥9,500+税

ストレッチ性の高い2WAY生地を使用しているので、ランニングはもちろん、ハード
なトレイルランシーンにも使えます。内部部分には大きなマチを配し、動きやすさを
重視した設計に。後ろポケットは、激しい動きをしても物が落ちにくいクロスポケッ
トになっています。ちょっと丈を短めに作られているので脚長にみえます。

ウイメンズ ルーズフィットパンツ
Women's Loose-fit Pants2185201

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、GRAY、NAVY
S、M、L
¥9,200+税

撥水加工の施されたストレッチツイルを採用。膝部分は余分な生地をカットし、自
然と脚が曲がるような立体的なパターンが特徴的なロングパンツ。独特なパターン
による切り替えが、足が綺麗に見えると評判です。汗をかいても生地がべたつきま
せん。ファスナー付きポケットなので、運動中に物を落とす心配もありません。
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ラン、トレーニングと
マルチユースな機能性パンツ
撥水性と通気性のある素材を採用。普段使いもできるスタイリッシュなデザインにしました。
2WAY生地を使うことで大きな動きにも対応。内股部分には大きなマチを配しています。普段使
いにも対応できる使い勝手のよいパンツです。

ボックスショートパンツ
Box short pants2182402

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、BLUE、KHAKI
S、M、L、XL
¥8,200+税

ストレッチ性の高い2WAY生地を使用しているので、ランニングはもちろん、ハード
なトレイルランシーンでも活躍。内股部分には大きなマチを配し、動きやすさを重視
した設計に。後ろポケットは、物が落ちにくいクロスポケットになっているので、激し
い動きでも対応します。スタイリッシュなデザインは普段使いにもオススメです。

アスレ クロップドパンツ
Athle Cropped Pants2182302

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、BLUE、KHAKI
S、M、L、XL
¥9,500+税

撥水性と通気性のある素材を採用。普段使いもできるスタイリッシュなデザインで
す。2WAY生地でトレイルランにも対応できる運動量を確保しています。内部部分に
は大きなマチを配し、動きやすさを重視したつくりです。ランニングだけではなく、ヨ
ガやフィットネスなどアスレジャーウエアとしても、使い勝手の良いパンツです。

ルーズフィットパンツ
Loose-fit Pants2182301

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、GRAY、NAVY
S、M、L、XL
¥9,200+税

撥水加工の施されたストレッチツイルを採用。膝部分は余分な生地をカットし、自
然と脚が曲がるような立体的なパターンが特徴的なロングパンツ。細身なシルエッ
トですが、汗をかいても生地がべたつかなく、運動性が非常に高いのが特徴です。
ファスナー付きポケットなので、運動中に物を落とす心配もありません。

ウィメンズ ボックスショートパンツ
Women's Box Short Pants2185302

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、BLUE、KHAKI
S、M、L
¥8,200+税

ストレッチ性の高い2WAY生地を使用しているので、ランニングはもちろん、ハード
なトレイルランシーンにも使えます。内部部分には大きなマチを配し、動きやすさを
重視した設計に。後ろポケットは、激しい動きをしても物が落ちにくいクロスポケッ
トになっています。ちょっと丈を短めに作られているので脚長にみえます。

ウイメンズ アスレクロップドパンツ
Women's Athle Cropped Pants2185202

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、BLUE、KHAKI
S、M、L
¥9,500+税

ストレッチ性の高い2WAY生地を使用しているので、ランニングはもちろん、ハード
なトレイルランシーンにも使えます。内部部分には大きなマチを配し、動きやすさを
重視した設計に。後ろポケットは、激しい動きをしても物が落ちにくいクロスポケッ
トになっています。ちょっと丈を短めに作られているので脚長にみえます。

ウイメンズ ルーズフィットパンツ
Women's Loose-fit Pants2185201

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、GRAY、NAVY
S、M、L
¥9,200+税

撥水加工の施されたストレッチツイルを採用。膝部分は余分な生地をカットし、自
然と脚が曲がるような立体的なパターンが特徴的なロングパンツ。独特なパターン
による切り替えが、足が綺麗に見えると評判です。汗をかいても生地がべたつきま
せん。ファスナー付きポケットなので、運動中に物を落とす心配もありません。
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天候に敏感なランナーにとって、アウターは必須
アイテム。快適さと動きやすさを兼ね備えています。
バイクウエアから始まったレリックは身体の動きに合わせたパターンにこだわりがつまってい
ます。伸びるところは伸び、締めるところは締める。ウインドブレーカーのように伸びない生地
でも走りやすい作りになっています。

アシンメトリー フーディ
Asymmetric Hoodie2180801

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BURGUNDY、GRAY、NAVY
S、M、L、XL
¥12,800+税

ファスナー部分が喉に当たらないように、アシンメトリーのデザインで作られたフー
ディーパーカーです。動きやすさを最大限生かすため、コットンのような軽やかな見
た目の2WAY生地を採用し、軽量且つ繊細な肌触りを実現しているのが特徴です。
通気性、吸水速乾に優れているので、汗をかいても快適な着心地を保ちます。

ポケッタブルウィンドブレーカー
Pocketable Windbreaker2180901

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

WHITE、BLUE、GRAY
S、M、L、XL
¥12,000+税

15デニールの極細の糸を使用した、独特の光沢感があるリップ素材を使用したウ
インドブレーカーです。撥水加工に加えて防風性も備えているので、急な天候変化
にも対応します。軽量なので、荷物がかさばらないのが魅力です。脇にはメッシュ素
材を使い、背中にベンチレーションもあり、運動時の熱と湿気を放出します。

エレボス ウィンドブレーカー
Erebus Windbreaker2100901

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 アシンメトリー フーディ
Women's Asymmetric Hoodie2183601

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BARGUNDY、GRAY、TURQUOISE
S、M、L
¥12,800+税

アシンメトリーのデザインで作られたフーディーパーカー。ファスナーのズラしが可
愛く見えます。機能面的にもランニング時に喉に当たらないようになっています。
コットンのような、軽やかな見た目を持つ高機能な軽量2WAY生地を使用し、通気
性と吸水速乾に優れているため、長時間の着用でも快適な着心地を保ちます。

ウィメンズ ポケッタブルウィンドブレーカー
Women's Pocketable Windbreaker2183701

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

WHITE、GRAY、PINK
S、M、L
¥12,000+税

レリックのBIKE用ウインドブレーカーでも使われている、極薄のナイロン生地を使
用しています。独特の光沢感が上品な雰囲気を演出。パッカブル仕様になっている
ためコンパクトになるので、携帯性も優れています。脇部と背中にベンチレーション
機能を持っています。通気性を高めました。また、防風性と撥水性を備えています。  

ウィメンズ エレボス ウィンドブレーカー
Women's Erebus Windbreaker2103701

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

TURQUOISE、LIME、NAVY
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。
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天候に敏感なランナーにとって、アウターは必須
アイテム。快適さと動きやすさを兼ね備えています。
バイクウエアから始まったレリックは身体の動きに合わせたパターンにこだわりがつまってい
ます。伸びるところは伸び、締めるところは締める。ウインドブレーカーのように伸びない生地
でも走りやすい作りになっています。

アシンメトリー フーディ
Asymmetric Hoodie2180801

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BURGUNDY、GRAY、NAVY
S、M、L、XL
¥12,800+税

ファスナー部分が喉に当たらないように、アシンメトリーのデザインで作られたフー
ディーパーカーです。動きやすさを最大限生かすため、コットンのような軽やかな見
た目の2WAY生地を採用し、軽量且つ繊細な肌触りを実現しているのが特徴です。
通気性、吸水速乾に優れているので、汗をかいても快適な着心地を保ちます。

ポケッタブルウィンドブレーカー
Pocketable Windbreaker2180901

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

WHITE、BLUE、GRAY
S、M、L、XL
¥12,000+税

15デニールの極細の糸を使用した、独特の光沢感があるリップ素材を使用したウ
インドブレーカーです。撥水加工に加えて防風性も備えているので、急な天候変化
にも対応します。軽量なので、荷物がかさばらないのが魅力です。脇にはメッシュ素
材を使い、背中にベンチレーションもあり、運動時の熱と湿気を放出します。

エレボス ウィンドブレーカー
Erebus Windbreaker2100901

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 アシンメトリー フーディ
Women's Asymmetric Hoodie2183601

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BARGUNDY、GRAY、TURQUOISE
S、M、L
¥12,800+税

アシンメトリーのデザインで作られたフーディーパーカー。ファスナーのズラしが可
愛く見えます。機能面的にもランニング時に喉に当たらないようになっています。
コットンのような、軽やかな見た目を持つ高機能な軽量2WAY生地を使用し、通気
性と吸水速乾に優れているため、長時間の着用でも快適な着心地を保ちます。

ウィメンズ ポケッタブルウィンドブレーカー
Women's Pocketable Windbreaker2183701

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

WHITE、GRAY、PINK
S、M、L
¥12,000+税

レリックのBIKE用ウインドブレーカーでも使われている、極薄のナイロン生地を使
用しています。独特の光沢感が上品な雰囲気を演出。パッカブル仕様になっている
ためコンパクトになるので、携帯性も優れています。脇部と背中にベンチレーション
機能を持っています。通気性を高めました。また、防風性と撥水性を備えています。  

ウィメンズ エレボス ウィンドブレーカー
Women's Erebus Windbreaker2103701

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

TURQUOISE、LIME、NAVY
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。
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耐水圧20,000mmと透湿性を
兼ね備えたレリックのレインウエア
タウンユースでも映えるシルエットのレインウエア「ヴィルンガ」。軽量で伸縮性のある「Per-
tex® Shield+」を採用。雨天の運動時も体の動きを妨げず、内側で発生する、汗による湿気を外に
放出し、快適な運動を約束します。

ヴィルンガ レイン ジャケット
Vinuga 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。

ヴィルンガ レイン パンツ
Vinuga 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。
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耐水圧20,000mmと透湿性を
兼ね備えたレリックのレインウエア
タウンユースでも映えるシルエットのレインウエア「ヴィルンガ」。軽量で伸縮性のある「Per-
tex® Shield+」を採用。雨天の運動時も体の動きを妨げず、内側で発生する、汗による湿気を外に
放出し、快適な運動を約束します。

ヴィルンガ レイン ジャケット
Vinuga 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。

ヴィルンガ レイン パンツ
Vinuga 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。
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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。

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。マチが伸び、350mlのペットボトルも収納
可能です。メインポケットの他に、外側に2つのポケットを備え、大きい方に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使えます。肌に
当たる面に防水の板を挟み込んでいるので、内側に汗が侵入しません。

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。

サンバイザー 
Sunvisor2185801

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、BLUE、PINK
FREE
¥2,800+税

日差しの強い日に活躍するサンバイザー。内側の生地にパイルを使用しているの
で、優れた吸湿・速乾性を備えています。頭の形に沿うように立体裁断し、耳の上の
部分にあたりが出ないよう設定しているため、不快感が少なく、長時間の着用にも
適しています。

0.8L WRサコッシュ
0.8L WR Sacoche2186303

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 PROTECTION 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。

ランナーやサイクリストのために
考えられたレリックのアクセサリー
ユーザーの意見を取り入れて作られたバック類は普段使いでも使い勝手のよいデザインに。そし
てシチュエーションに合わせて、ネックウォーマーにもキャップにも、使いかた様々なマルチ
ループバンド。
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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。

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。マチが伸び、350mlのペットボトルも収納
可能です。メインポケットの他に、外側に2つのポケットを備え、大きい方に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使えます。肌に
当たる面に防水の板を挟み込んでいるので、内側に汗が侵入しません。

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。

サンバイザー 
Sunvisor2185801

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK、BLUE、PINK
FREE
¥2,800+税

日差しの強い日に活躍するサンバイザー。内側の生地にパイルを使用しているの
で、優れた吸湿・速乾性を備えています。頭の形に沿うように立体裁断し、耳の上の
部分にあたりが出ないよう設定しているため、不快感が少なく、長時間の着用にも
適しています。

0.8L WRサコッシュ
0.8L WR Sacoche2186303

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 PROTECTION 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。

ランナーやサイクリストのために
考えられたレリックのアクセサリー
ユーザーの意見を取り入れて作られたバック類は普段使いでも使い勝手のよいデザインに。そし
てシチュエーションに合わせて、ネックウォーマーにもキャップにも、使いかた様々なマルチ
ループバンド。
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coldblack®技術を採用したイタリア製生地素材を使
用。UPF50＋を最上級の紫外線遮断機能と、肌に触れ
るとヒンヤリとした感触のする接触冷感を併せ持つ。
※「coldblack®」はSchoeller社テクノロジーの登録商標です。

1
POINT reric Silicorn Print

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。

2
POINT Sports Taping

シルバ インナーパンツ(コールド)
Silva Inner Pants(COLD)2102602

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK
S、M、L、XL
¥14,000+税 

ウィメンズ シルバ インナータイツ（コールド)
Women's Silva Inner Tights（COLD)2105101

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK
S、M、L
¥13,000+税

大きなパワーを発生する大腿筋のブレを抑え、動きの大きな膝まわりやアキレス腱
をしっかりとサポートする一枚。発熱によって血流を促進するシリコンプリントや、履
くだけでスポーツテーピング効果が得られる「Silva」シリーズの最新鋭インナーパ
ンツです。

coldblack®を採用した「COLD」シリーズ

微弱な電気がパフォーマンスを変える
高機能コンプレッションインナー「シルバ」
圧電粒子である鉱石を細かく砕き、シリコンプリントに練りこんだレリックの特許技術。プリン
ト部分が運動時による生地の伸縮により圧力で微弱が発生するメカニズム。関節や筋肉のテーピ
ングラインに沿ってプリントをすることで、効果を発揮します。

シルバ ハーフスリーブ インナー(コールド)
Silva Half Sleeve Inner(COLD)2101403

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK
S、M、L、XL
¥12,000+税

接触冷感素材に、肩から背中にかけて、肘、腰回りにシリコンプリントを施しました。
日焼けを防ぎ、テーピング効果が期待でき、段階的着圧によるパフォーマンスアッ
プを期待します。真夏でも使える長袖タイプ。

ウィメンズ シルバ ロングスリーブ インナー(コールド)
Women's Silva Long Sleeve Inner(COLD)2104201

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK
S、M、L
¥12,000+税

接触冷感素材に、肩から背中にかけて、肘、腰回りにシリコンプリントを施しました。
日焼けを防ぎ、テーピング効果が期待でき、段階的着圧によるパフォーマンスアッ
プを期待します。半袖タイプはオールシーズンつかえます。

シルバ ロングスリーブインナー(コールド)
Silva Long Sleeve Inner(COLD)2101402

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK
S、M、L、XL
¥13,000+税
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coldblack®技術を採用したイタリア製生地素材を使
用。UPF50＋を最上級の紫外線遮断機能と、肌に触れ
るとヒンヤリとした感触のする接触冷感を併せ持つ。
※「coldblack®」はSchoeller社テクノロジーの登録商標です。

1
POINT reric Silicorn Print

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。

2
POINT Sports Taping

シルバ インナーパンツ(コールド)
Silva Inner Pants(COLD)2102602

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK
S、M、L、XL
¥14,000+税 

ウィメンズ シルバ インナータイツ（コールド)
Women's Silva Inner Tights（COLD)2105101

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK
S、M、L
¥13,000+税

大きなパワーを発生する大腿筋のブレを抑え、動きの大きな膝まわりやアキレス腱
をしっかりとサポートする一枚。発熱によって血流を促進するシリコンプリントや、履
くだけでスポーツテーピング効果が得られる「Silva」シリーズの最新鋭インナーパ
ンツです。

coldblack®を採用した「COLD」シリーズ

微弱な電気がパフォーマンスを変える
高機能コンプレッションインナー「シルバ」
圧電粒子である鉱石を細かく砕き、シリコンプリントに練りこんだレリックの特許技術。プリン
ト部分が運動時による生地の伸縮により圧力で微弱が発生するメカニズム。関節や筋肉のテーピ
ングラインに沿ってプリントをすることで、効果を発揮します。

シルバ ハーフスリーブ インナー(コールド)
Silva Half Sleeve Inner(COLD)2101403

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK
S、M、L、XL
¥12,000+税

接触冷感素材に、肩から背中にかけて、肘、腰回りにシリコンプリントを施しました。
日焼けを防ぎ、テーピング効果が期待でき、段階的着圧によるパフォーマンスアッ
プを期待します。真夏でも使える長袖タイプ。

ウィメンズ シルバ ロングスリーブ インナー(コールド)
Women's Silva Long Sleeve Inner(COLD)2104201

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK
S、M、L
¥12,000+税

接触冷感素材に、肩から背中にかけて、肘、腰回りにシリコンプリントを施しました。
日焼けを防ぎ、テーピング効果が期待でき、段階的着圧によるパフォーマンスアッ
プを期待します。半袖タイプはオールシーズンつかえます。

シルバ ロングスリーブインナー(コールド)
Silva Long Sleeve Inner(COLD)2101402

カラー ：
サイズ ：
価格　： 

BLACK
S、M、L、XL
¥13,000+税
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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
¥15,000+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 

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。

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」

イタリアカルヴィコ社の「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。
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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
¥15,000+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 

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。

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」

イタリアカルヴィコ社の「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。
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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

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
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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

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
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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

2019シーズンのバイク用ジャージのボディに使われ
ている、rericオリジナル生地。ディンプル状に凹みを
入れることで肌の接地面積が少なくなり、肌離れをよ
くしベトつきを軽減します。また横方向の伸縮に優れ
フィット感を確保します。吸水速乾性、耐UV性
（UPF30）、帯電性も付与。3シーズンに渡り適応するテ
クニカルファブリックです。

三角デザインを特徴とするデルタ形状のベースレイ
ヤー生地で、吸汗速乾性だけでなく、急激な汗冷えを
防ぎ体温調整をサポートする機能を持持っています。
rericの高機能ジャージやランニングコレクションに
採用されています。運動時に発生する気化熱による冷
却機能に優れるポリエステルに、テンセルを混繊。ポ
リエルテルのみの吸汗速乾モデルに比べて、気化熱に
よる急激な体温低下を防ぐため、適度な乾燥スピード
と快適性をキープし続けます。

格子型をするグリッド状の構造をもち、裏生地から汗
を吸い上げ、表生地で放出速乾させる二重構造を特長
としています。また、グリッド状の凸凹の中に、気化熱
を適度に滞留させ、汗冷えを防ぐ保温機能としても働
きます。さらに、肌に密着しない格子状の肌面が通気性
も確保し、ウエア内部のコンディションを快適にする。

柔らかなタッチ感と縦横に伸びるreric開発の素材で
す。特に、表面のバタフライ形状の穴は高い通気性を
提供。より快適なライディング環境を提供します。

イタリアで開発された、TOUC ITはマイクロポリエス
テル素材の2WAYストレッチ生地により、高いフィット
感と機能で激しい動きにも快適な環境を保護します。

レリックで最も採用さている高機能ストレッチ生地。
撥水素材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。

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。

防水耐水圧20,000mm透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。裏地は汗離れの良いトリコット生地を
選び、ベタつき感を感じさせません。

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・調湿機能を併せ持ち、かつ
「耐摩耗性」「抗ピリング性」にもすぐれています。

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。U V 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。

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。

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。

機能性アイコン&使用生地

DARWIN

COLORADO

TOUCH IT

3WAY BF MESHMagnus Mesh

ストレッチ機能
筋肉をサポート

サイドシーム
腰を大きくカバー

2WAY
ストレッチ素材

撥水・透湿 撥水・防風 吸汗・速乾

接触冷感

シームレス

ノンカールUVカット パッカブル仕様

軽量吸汗 超軽量

防汚性

透湿撥水 防風

グット
ポジション

ポケットの数

高通気性通気性 通気機能
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2019シーズンのバイク用ジャージのボディに使われ
ている、rericオリジナル生地。ディンプル状に凹みを
入れることで肌の接地面積が少なくなり、肌離れをよ
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柔らかなタッチ感と縦横に伸びるreric開発の素材で
す。特に、表面のバタフライ形状の穴は高い通気性を
提供。より快適なライディング環境を提供します。

イタリアで開発された、TOUC ITはマイクロポリエス
テル素材の2WAYストレッチ生地により、高いフィット
感と機能で激しい動きにも快適な環境を保護します。

レリックで最も採用さている高機能ストレッチ生地。
撥水素材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。

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。

防水耐水圧20,000mm透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。裏地は汗離れの良いトリコット生地を
選び、ベタつき感を感じさせません。

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・調湿機能を併せ持ち、かつ
「耐摩耗性」「抗ピリング性」にもすぐれています。

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。U V 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。

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。

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。
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ゴール直前で燃え尽きるな！
インパラで最後の一踏ん張りを

天然の糖質「パラチノース」が配合され
ている「INPARA」は持久系スポーツにお
すすめなエナジーブースター。
エナジー補給を兼ねて、パラチノースを摂
取。疲れに負けない体づくりをしたい時
にオススメです！

効果的な摂取方法

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

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。

STEP 3

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 4

運動後は頑張ったカ
ラダへのリカバリー
として

スローカロリーによりエネルギーを蓄える「パラチノース®」とは？
アスリートにとって糖質は直接
エネルギーとして利用できるな
くてはならない栄養素です。まさ
にガソリンのような役割を担っ
ているとともに、それが身体から
なくなってしまうと、ハンガー
ノック現象になり、身体の動きが
停止し、脳へのエネルギー補給量
が停止するため、意識の低下や思
考の鈍化を生じてしまいます。そ
うなる前に糖質を摂取する必要
があるものの、こまめな摂取を忘
れてしまい、気づいたらハンガー

ノックに陥ってしまったという
アスリートもいるのではないで
しょうか。インパラに含まれてい
るパラチノース®は蜂蜜に微量に
含まれ、ブドウ糖と果糖から成る
天然由来の糖質です。
そして何よりの特徴が「糖質の消
化・吸収がゆっくりになる」とい
う事。これはグラフでもわかるよ
うに一般的な糖質（蔗糖）とパラ
チノース®と比較すると消化吸収
速度が1/5のスピードというこ
と。これはパラチノースが一般的

な糖質よりも5倍程度糖質を身体
に貯めておくことができるとい
うことから、「エネルギーが5倍長
持ちする」という事になり、長時
間スポーツをするアスリートに
うってつけの糖質なのです。

吸収の早い糖
（急激な消化吸収）

スローカロリー
（穏やかな消化吸収）

スポーツサプリメント・疲労回復素材「Vinitorox™」とは？
INPARA GELにはもう一つス
ポーツをする上で大いに役立つ
栄養素が含まれています。それが
Vinitorox™（ビニトロックス™）
です。アスリートのニーズに応え
るために開発された天然にこだ
わった栄養素です。Vinitorox™
は、独自のリンゴとブドウのポリ
フェノールの相乗的な組み合わ
せてできたものです。これは運動
機能の強化と持続性など、特別な
スポーツニュートリションとし
ての有効性のある素材として評
価されています。最新の臨床試験
では、25～45歳の50人のアス
リートがVinitorox™を500mg/日
の摂取によって、身体機能の向上

と筋肉パフォーマンスが刺激さ
れたという報告がされています。
そして最大の効果として、「血管
拡張機能と抗酸化作用」です。血
管拡張は、eNOsと呼ばれる酵素
（内皮型一酸化窒素合成酵素）に
よって産生される窒素化合物
（NOx）Vinitorox™（ビニトロック
ス）が、以下の機能を持っている
ことが確認されています。
◎43%のeNOsの活性化
◎24%のNOxの生産
◎50%の血管拡張
血管拡張作用は文字通り、血管内
皮細胞が弛緩することによって
拡張されます。これには、eNOs
（一酸化窒素合成酵素）による一

酸化窒素生成が密接に関わって
いて、eNOsの濃度に依存する形
で、一酸化窒素は増加していきま
す。結果として、一酸化窒素は筋
肉の血管を弛緩させる。この一連
の働きによって拡張された血管
からは、より多くの血液が筋肉に
供給されるという仕組みなので
す。これによって以下の効果が得
られると実証されている。

疲労の限界点が
約13%向上

運動の持続時間が
約10%向上
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ゴール直前で燃え尽きるな！
インパラで最後の一踏ん張りを

天然の糖質「パラチノース」が配合され
ている「INPARA」は持久系スポーツにお
すすめなエナジーブースター。
エナジー補給を兼ねて、パラチノースを摂
取。疲れに負けない体づくりをしたい時
にオススメです！

効果的な摂取方法

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

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。

STEP 3

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 4

運動後は頑張ったカ
ラダへのリカバリー
として

スローカロリーによりエネルギーを蓄える「パラチノース®」とは？
アスリートにとって糖質は直接
エネルギーとして利用できるな
くてはならない栄養素です。まさ
にガソリンのような役割を担っ
ているとともに、それが身体から
なくなってしまうと、ハンガー
ノック現象になり、身体の動きが
停止し、脳へのエネルギー補給量
が停止するため、意識の低下や思
考の鈍化を生じてしまいます。そ
うなる前に糖質を摂取する必要
があるものの、こまめな摂取を忘
れてしまい、気づいたらハンガー

ノックに陥ってしまったという
アスリートもいるのではないで
しょうか。インパラに含まれてい
るパラチノース®は蜂蜜に微量に
含まれ、ブドウ糖と果糖から成る
天然由来の糖質です。
そして何よりの特徴が「糖質の消
化・吸収がゆっくりになる」とい
う事。これはグラフでもわかるよ
うに一般的な糖質（蔗糖）とパラ
チノース®と比較すると消化吸収
速度が1/5のスピードというこ
と。これはパラチノースが一般的

な糖質よりも5倍程度糖質を身体
に貯めておくことができるとい
うことから、「エネルギーが5倍長
持ちする」という事になり、長時
間スポーツをするアスリートに
うってつけの糖質なのです。

吸収の早い糖
（急激な消化吸収）

スローカロリー
（穏やかな消化吸収）

スポーツサプリメント・疲労回復素材「Vinitorox™」とは？
INPARA GELにはもう一つス
ポーツをする上で大いに役立つ
栄養素が含まれています。それが
Vinitorox™（ビニトロックス™）
です。アスリートのニーズに応え
るために開発された天然にこだ
わった栄養素です。Vinitorox™
は、独自のリンゴとブドウのポリ
フェノールの相乗的な組み合わ
せてできたものです。これは運動
機能の強化と持続性など、特別な
スポーツニュートリションとし
ての有効性のある素材として評
価されています。最新の臨床試験
では、25～45歳の50人のアス
リートがVinitorox™を500mg/日
の摂取によって、身体機能の向上

と筋肉パフォーマンスが刺激さ
れたという報告がされています。
そして最大の効果として、「血管
拡張機能と抗酸化作用」です。血
管拡張は、eNOsと呼ばれる酵素
（内皮型一酸化窒素合成酵素）に
よって産生される窒素化合物
（NOx）Vinitorox™（ビニトロック
ス）が、以下の機能を持っている
ことが確認されています。
◎43%のeNOsの活性化
◎24%のNOxの生産
◎50%の血管拡張
血管拡張作用は文字通り、血管内
皮細胞が弛緩することによって
拡張されます。これには、eNOs
（一酸化窒素合成酵素）による一

酸化窒素生成が密接に関わって
いて、eNOsの濃度に依存する形
で、一酸化窒素は増加していきま
す。結果として、一酸化窒素は筋
肉の血管を弛緩させる。この一連
の働きによって拡張された血管
からは、より多くの血液が筋肉に
供給されるという仕組みなので
す。これによって以下の効果が得
られると実証されている。

疲労の限界点が
約13%向上

運動の持続時間が
約10%向上
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