
初めてロードバイク購入の際に必要な用品・パーツ 

【2015 年6 月現在】 

★：納車時に揃えた方が良いもの 

■：必要に応じて揃えるもの 

 

★フロントライト 

・ANCHOR の完成車には付属します(CATEYE HL-EL010)。 

・乾電池式、ボタン電池式と充電式があります。夜間走行が多い方はランニングコストの安い充電式がおすすめです。充電式は小

型・軽量で明るいですが価格は高めです。 

・明るさは価格に比例します。街中中心の走行でも、ある程度の明るさがあった方が安心・安全です。 

乾電池式：1,000～3,000 円位 ボタン電池式：1,000～1,500 円位 USB 充電式：2,000 円位～ 

AKSLEN HL-190 GTO4：3,210 円 

乾電池2 本使用 
CATEYE HL-EL140：2,330 円 

乾電池2 本使用 

 
ﾊﾞｲｸｶﾞｲﾄﾗｲｽﾀｰﾌﾛﾝﾄ:1,460 円 

ボタン電池2 個使用 
 

GIZA CG-211W：2,430 円 

 

★リアライト 

・ボタン電池式、充電式があります。 

・こちらも夜間走行が多い方は充電式がおすすめですが、ボタン電池式でも 50～100 時間程度点滅します。 

・明るさにそれほど大きな違いはありません。 

・商品によって取り付け方法が異なり、シートポスト、サドルバック、フレーム、ハンドルバーエンドなどに取り付けられます。 

・サドルバックを使用する場合は隠れてしまうので、シートポスト以外に取り付けられるタイプがおすすめです。 

ボタン電池式：1,000～2,000 円位 USB 充電式：2,000 円位～ 

 
バイクガイ トライスターリア：1,310円 

ボタン電池2 個使用 

 
TOPEAK レッドライト 2：1,360 円 

ボタン電池2 個使用 

 
バーエンドライト：1,850 円 

ボタン電池2 個使用 

 
GIZA CG-211R  USB：2,330

円 

 



★自宅用ポンプ 

・ママチャリ(英式)とはバルブの方式が異なるため、フレンチバルブ(仏式)対応のポンプが必要になります。 

・価格は 4,000 円位～ですが、価格差ほど性能に違いはありません。 

英/米/仏式兼用：折り畳み式 英/米/仏式兼用 

 

パナレーサー 可変式フロアポンプ：

6,550 円 

 
TOPEAK ジョーブロスポーツⅡ：4,670 円 

 
TOPEAK ジョーブロマックス HPX：4,080 円 

 

■ボトルケージ 

・専用ボトル用とペットボトル用の 2 種類のサイズがあります。両方使える兼用タイプもあります。 

 

○専用ボトル用ケージ 

樹脂製：1,000～1,500 円位   金属製：1,000～2,000 円位 カーボン製4,000 円～ 

 
ELITE CUSTOM RACE:1,690 円 

 
ELITE CIUSSI INOX:3,010 円 

 
OGK RC-11:4,860 円 

 

○ペットボトル用ケージ 

金属製 

 
ミノウラ PC-500:900 円  

 

○兼用ボトルケージ 

樹脂製 樹脂+金属製 

 
TOPEAK ﾓｼﾞｭﾗｰｹｰｼﾞ EX:780 円  

 
TOPEAK ﾓｼﾞｭﾗｰｹｰｼﾞ 2:1,150 円 



■専用ボトル 

・外径は共通ですので、どの製品を選んでも使えます。 

・容量は 500ml～1,000ml です。容量が多くなれば長くなりサイズが小さいフレームは出し入れがしづらくなる場合があります。 

・機能的な違いは少ない製品ですが外装を 2 重構造にした保温タイプや、より保温性を高めた魔法瓶もあります。 

ノーマルボトル 550ml ノーマルボトル 1,000ml 保温ボトル 魔法瓶ボトル 

ELITE BIO CORSA: 570円 
 

ELITE MAXICORSA:1,270 円 
 

CAMELBAK 600ml:1,560 円 
 

ELITE DEBOYO 500ml:3,680 円 

 

■携帯ポンプ 

・乗車中パンクした際に使用します。入れづらく時間が掛かるので応急処置用です。自宅用としては使用できません。 

・本体が長ければ長いほど楽に空気を入れられますが、実用性とスタイルとの兼ね合いで選んでください。 

・ホース付きのモデルは入れ易くおすすめです。 

・瞬間的に空気を入れられるボンベタイプもありますが、ボンベは使い切りになります。 

ホース付き ホース付き ボンベ/ホース付き共用 ボンベ 

 

TOPEAK レースロケット HP マスタ

ーブラスター：3,690 円 

 
TOPEAK ミニモーフ：3,690 円 

 
TOPEAK ハイブリッドロケットHP：5,350 円 

交換用ボンベ:320 円 

 
TNI CO2 ボンベセット:1,460 円 

交換用ボンベ:320 円 

 

■携帯工具 

・たくさん機能がついていても乗車時には使用しない事が多いので、アーレンキー(六角)+ドライバーがあれば十分です。 

・パンク修理する場合は別途タイヤレバーが必要です。 

携帯工具 携帯工具 携帯工具 タイヤレバー 

 
TOPEAK ミニ 6：1,360 円 

 

TOPEAK ミニ 9＜プロ＞:1,830

円 

 
TNI ハンディ 6 マルチツー

ル：610 円 

 
IRC タイヤレバー3 本組：

380 円 

 

■交換用チューブ 

・ホイールの径(ロードレーサー：700C)、バルブの長さ(42mm/52mm/60mm)タイヤの太さ(23C/25C/28C)に適合したチューブ

が必要になります。 

・ロードレーサーは、700C×19～25C の規格で 40～50mm 前後のバルブの長さのチューブを選んで下さい。 

・通常のチューブは1本当たり7～800円位のため、パンクした場合は修理せずにチューブごと交換してしまう方が多いです。もち

ろんママチャリと同様にパッチを貼ることで修理できます。 



通常チューブ 軽量チューブ 

  
MICHELIN A1 AIRSTO 700×18/25C 

40mm バルブ：830 円 

  
MICHELIN A1AIRCOMP ウルトラライト 

700×18/23C 40mm バルブ：1,100 円 

 

 

パナレーサー R-AIR 700×

18-23C 48mmバルブ：1,570円 

 

■カギ 

・コンビニなど短時間とめておく場合には、小さく携帯性に優れたタイプがおすすめです。 

・ロードバイクはホイールが工具が無とも簡単に脱着できるため、ホイールだけ盗まれないためにできれば 180cm くらいの前後輪

とも回せるタイプを選んでください。 

小型・軽量タイプ：180 ㎝ 中型タイプ：180 ㎝ 大型タイプ：120 ㎝ 

 
クロップス スパイダー：1,460 円 

 

GIZA WL-654：1,750 円 

 
I live Lock リフレクト：1,460 円 

 

■メーター 

・機能により価格が大きく変わるパーツです。 

・速度/走行距離～クランク回転数(ケイデンス)～心拍～GPS～地図という機能が付属するにつれて、4,000円台から数万円とな

ります。 

・特に必要な機能が無い/見極められない場合は、最もベーシックな機能のメーターをおすすめします。 

速度/走行距離 速度/走行距離/クランク回転

数( 

速度/走行距離/クランク回転

数/心拍 

速度/走行距離/クランク回転

数/心拍/GPS 

 

キャットアイ CC-VT210W：

4,590 円 

 

キャットアイ CC-RD410DW：

13,610 円 

 

キャットアイ CC-RD500B：

22,360 円 

 

GARMIN EDGE510 日本語

版：51,090 円 

 



■スタンド 

・自転車本体に取り付けるものと、自宅で保管、整備する用の 2 種類あります。 

・自転車本体にスタンドがあると外出先で留めるのに便利ですが、スタイル兼ね合いで選んでください。また、自転車によっては取

り付けられないものもあります。 

・自宅用のスタンドは整備する場合は、後輪を浮かせて空回しできるタイプを選んでください。 

整備用 整備用 自宅保管用 自転車取付用 

 

ミノウラ DS-532：4,410 円 

 

ミノウラ DS-30AL：2,590 円 

 

GIZA YC-109：2,720 円 

 

N1 KC136AA ボトムレッグス

タンド：3,770 円 

 

■サドルバック 

・工具類や交換用チューブを携行するためのバックです。 

・ストラップ式とワンタッチで脱着できる台座式があります。 

・ストラップ式はサドルの種類を問わず取り付けができます。台座式はサドルのレール部分の形状によっては取り付けられないもの

もあります。適合についてはスタッフにお問い合わせください。 

・一番小さいものを選んでも、チューブ１本＋携帯工具は収納できます。大きくなるほどたくさん収納できますが、スタイルとの兼

ね合いで選んでください。 

ストラップ式（各種大きさ有） 台座式（防水） 台座式（各種大きさ有） 

TOPEAK エアロ ウェッジパッ

ク （ストラップ） S：1,850 円 

ZIXTRO WASP サドルバック：

2,200 円 

 

TOPEAK エアロ ウェッジパッ

ク  

（クイッククリック） S：2,530 円 

 

■ツールボトル 

・工具類や交換用チューブを携行するためのボトルです。ボトルケージに挿して携行します。 

ノーマル：630cc 大容量：800cc ケースタイプ：500cc ケースタイプ：500cc 

 
ELITE BYASI：940 円 

 
ELITE SUPERBYASI ： 1,040

円 

 
Premier：1,460 円  

VITTORIA：1,940 円 



 


