
㊟手配できない物もあります。

自転車
ＢＩＤＧＥＳＴＯＮＥ 通学車　軽快車　子供車　クロスバイク
ブリヂストンサイクル アシスト車

パーツ　アクセサリー　他
日本 https://www.bscycle.co.jp/items/bicycle/index.html

自転車
Ｐａｎａｓｏｎｉｃ アシスト車
パナソニックサイクルテック 軽快車アシスト　スポーツバイクアシスト

パーツ　アクセサリー　他
日本 https://cycle.panasonic.com/

カーボン　ロードフレームセット
ＢＯＭＡ カーボン　ホイール
ボーマ カーボン　パーツ　アクセサリー

http://www.boma.jp/

ＧＨＩＳＡＬＬＯ 株式会社フカヤ　オリジナルブランド
ギザロ ロードフレームセット
フカヤオリジナル http://www.fukaya-nagoya.co.jp/brand/ghisallo/road306/

ＤＡＢＯＳ ツーリング　Ｅ-Ｂｉｋｅ
ダボス アクセサリー
フカヤオリジナル http://www.fukaya-nagoya.co.jp/brand/davos/

ロードフレームセット
EDDY MERCKX グラベル　シクロクロス　フレームセット
エディ・メルクス ロード完成車
ベルギー http://www.fukaya-nagoya.co.jp/eddymerckx/

自転車
ＭＯＵＬＴＯＮ ミニベロ（小径車）
モールトン フレーム・キット
ＥＮＧＬＡＮＤ 完成車
日本 https://www.dynavector.co.jp/am/news/?p=577

メーカータイアップ商品
ＦＵＫＡＹＡ ワイヤーｒック　スターターセット　トレーナータイヤ　
フカヤ　オリジナル 輪行袋　トラベルバッグ　他

http://www.fukaya-nagoya.co.jp/
ＭＩＮＯＵＲＡ メーカータイアップ商品
ミノウラ トレーナー　バイクタワー　バイクスタンド　バイクラック
フカヤオリジナル ワークスタンド　タランスポート　キャリヤ　キックスタンド

リペアパーツ
日本

自転車　部品　バイシクルコンポーネント　
ＳＨＩＭＡＮＯ ロード　ＭＴＢ　ホイール　
シマノ ペダル　シューズ　スモールパーツ
日本 アクセサリー

自転車部品
ＮＩＴＴＯ 各種　ハンドルバー　ステム　シトピラー
ニットウ フロント＆リアキャリア　ボトルケージ　
日本 アクセサリー

輪行袋　トラベルバッグ
ＯＳＴＲＩＣＨ ホイールバッグ　フロントバッグ　サドルバッグ　
オーストリッチ サイドバッグ　リアバッグ
日本 バラエティパーツ　アクセサリー

ロードタイヤ　チューブラータイヤ
ＰＡＮＡＲＡＣＥＲ シクロクロスタイヤ　オフロードタイヤ
パナレーサー ツーリングタイヤ　コンパクトタイヤ　アーバンタイヤ
日本 ポンプ　修理キット　各種チューブ

ＡＲＡＹＡ 自転車リムメーカー
アラヤ チューブラーリム　クリンチャーリム　ＭＴＢリム
日本

オンロードタイヤ　チューブレスタイヤ
ＩＲＣ　ＴＩＲＥ グラベルロードタイヤ　シクロクロスタイヤ　オフロードタイヤ
アイアールシー　タイヤ 小径タイヤ

各種　チューブ　リペアツール
日本 https://ircbike.jp/

トレーナー　トランスポーター　ストレージ
ＭＩＮＯＵＲＡ ホビータワー　アタッチメント
ミノウラ キャリアヤ　スタンド
日本 http://www.minoura.jp/japan/

自転車部品
ＤＩＡ-ＣＯＭＰＥ チェーンホイール　ボトムブラケット　
ダイアコンペ フェンダー　ブレーキ　ブレーキレバー　ヘッドセット
日本 シフター　ハブ　ボスフリー

自転車用ヘルメット
ＯＧＫ　ｋａｂｕｔｏ スポーツ（オンロード＆オフロード）　
オージーケー　カブト 一般用　ヘルメット　＆　アクセサリー
日本 サングラス

★取扱い（取り寄せ可能 ）メーカー＆ブランド
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自転車ライト
ＣＡＴＥＹＥ ヘッドライト　テールライト　セーフティライト
キャットアイ サイクルコンピューター　
日本 パーツ　アクセサリー　他

各種ケミカル  
ＷＡＫＯ’Ｓ バリアスコート（保護コーティング剤）　
ワコーズ メンテルーブ（多目的潤滑剤）　チェーンルブ（水置喚性　浸透性用防錆潤滑剤）
日本

サイクリングウエア
ＰＥＡＲＬ　ｉＺＵＭｉ ジャージ　インナー　パンツ　タイツ　グローブ
パールイズミ ウインドブレーカー　レインジャケット　アクセサリー　
日本 ＭＥＮＳ　ＬＡＤＩＥＳ

ＳＵＧＩＮＯ スポーツ自転車用
スギノ チェーンホイール　クランク　ボトムブラケット　
日本 http://www.suginoltd.co.jp/

自転車用　ケミカル
ＲＥＳＰＯ チェーンオイルから洗浄剤までバイクメンテナンスグッズ
レスポ チェーンスプレー　チタンスプレー　パーツクリーナー　防錆スプレー
日本

ペダル
ＭＫＳ ロード＆スポーツ　ツーリング　ＢＭＸ　他
エムケーエス アクセサリー
日本

Ｈｏｓｈｉ　Ｓｐｏｋｅ 自転車用スポーク
ホシスポーク 各種
日本

ＨＯＺＡＮ 自転車用工具
ホーザン バッグ　収納
日本

ＣＡＲＢＯＮＤＲＹ スポーツ自転車用カーボンフレーム　キズ　ワレ　オレ　補修　他
カーボンドライジャパン
日本

ＣＡＮＥ　ＣＲＥＥＫ 自転車用
ケーンクリーク 各種ヘッドセット

アクセサリー　他

SELLE ITALIA 老舗サドルブランド
セラ イタリア ＳＬＲ　フライト　ターボ　サドル　他　
イタリア

MICHELIN クリンチャータイヤ
ミシュラン ロードタイヤ　ＭＴＢタイヤ　ツーリングタイヤ
フランス 各種チューブ
パークツール メンテナンスツール
ParkTool 作業スタンド　振れ取り台　
パークツール 各種工具　クリーニング　ケミカル　他
アメリカ

高品質のアルミリムを製造するイタリアの老舗
ＡＭＢＲＯＳＩＯ ＭＴＢリム
アンブロッシオ ロードリム
イタリア チューブラーリム

ＸＯＮ 自転車パーツ
エックスオン アクセサリー

スモールパーツ
サドル

ＳＰＯＲＴＯＵＲＥＲ トレキング
スポーツアラー スポーツ

アクセサリー
フロントハブ　フリーハブ　

ＷＨＩＴＥＩＮＤＵＳＴＲＩＥＳ ディスクフロント　ディスクフリーハブ
ホワイトインダストリーズ ヘッドセット　他

バーテープ 　グリップ
SUPACAZ ボトルケージ
スパカズ アクセサリー
アメリカアメリカ http://www.fukaya-nagoya.co.jp/brand/supacaz/

サイクリングシューズ
SIDI ロード　ＭＴＢ　
シディー スペアパーツ
イタリアイタリア http://www.fukaya-nagoya.co.jp/brand/sidi/

ハンドルバー
RITCHEY ステム
リッチー シートピラー
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ＵＳＡ アクセサリー　のみ取寄せ可能

ＲＥＣ-ＭＯＵＮＴＳ 各種　マウント　アダプター
レックマウント

ＢＥＬＬ 自転車用　ヘルメット
ベル ロード　ＭＴＢ　他

ＴＡＮＧＥ 自転車用
タンゲ ハッドパーツ　補修パーツ

フロント＆リアキャリアー
ＴＯＰＥＡＫ トランクバッグ　サドルバッグ　ポンプ　ツール　スタンド　リペアスタンド　ストレージスタンド
トパーク フロント＆リア　フェンダー　ハンディフォンバッグ　ボトルケージ

アクセサリー

ＰＲＯＦＩＬＥ　ＤＥＳＩＧＮ ハンドルバー　エアロバー　ＴＴバー　ステム　シートピラー　
プロファイルデザイン サドル　ボトルケージ　バーテープ

他

fi‘zi:ｋ 各種　スポーツサドル　バッグ（サドル用）
フィージック バーテープ

Deda ハンドルバー　ＴＴバー　ステム　シートポスト　
デダ バーテープ

他

ＳＥＬＬＥ　ＲＯＹＡＬ コンフォートサドル　アーバンバイク系サドル
セラロイヤル

各種　ハンドルバー　ステム　サドル　
ＴＩＯＧＡ クイックレリーズ　
タイオガ ホイールバッグ　輪行袋　

他
スポーツ自転車用

ＤＴ　ＳＥＩＳＳ 各種　スポーク　チャンピオン　コンペティション　他
デーテー　スイス ＲＯＡＤ　ＭＴＢ　カーボン＆アルミ　ホイール　リム　ハブ　スキュワー　

ホイール関連パーツ
ハンドルバー　ステム　ペダル　タイヤ　スタンド

ＧＩＺＡ　ＰＲＯＤＵＣＴＳ フロントバスケット　グリップ　ミラー　ベル　チェーンロック
ギザ　プロダクト 工具

アクセサリー

ＦＩＮＩＳＨ　ＬＩＮＥ 自転車用　ケミカル
フィニッシュ　ライン 潤滑剤　洗浄剤　グリス　クリーニングツール
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