
RBC-016DX　ハニカム RBC-009DX3

全４色 全３色

RBC-011DX3 RBC-009DXF3-B2

全6色 全３色

RBC-015DX RBC-009S3

全４色 全5色

全３色

RBC-017DX2　GRANDIA RBC-007DX3

全３色

●自動巻き取りシートベルト採用
●頭部を２７０°守るトリプルヘッドガード
●立体駐車場でも安心!折りたたみ機能
●車輪巻き込み、すれ違い接触から守るフットガード搭載

●１歳児のからだに合う設計
●衝撃を吸収!包みこむ安心デザイン
●お手入れが簡単!EVAクッション
●安全性をアップ!大きなフロントガード

●超衝撃吸収クッションをヘッドレストに採用
●高さ調整可能なスライド式ワイドヘッドレスト
●ズリ落ち防止、５点式シートベルト採用
●４段階に高さが調整できるステップ

●超衝撃吸収クッションをヘッドレストに採用
●側頭部まで守るワイドヘッドレストで安心
●ズリ落ち防止、５点式シートベルト採用
●２段階に高さが調整できるステップ

●超衝撃吸収クッションをヘッドレストに採用
●背中のムレを防ぐオープンエアタイプ
●簡易後ろバスケットにもなります
●高さ調整可能なスライド式ワイドヘッドレスト

●超衝撃吸収クッションをヘッドレストに採用
●高さ調整可能なスライド式ワイドヘッドレスト
●簡易後ろバスケットにもなります
●ズリ落ち防止、５点式シートベルト採用

●立体駐車場にも便利な簡単着脱タイプ
●背中のムレを防ぐオープンエアタイプ
●車輪への巻き込みを防止、大型ステップ
●簡易後ろバスケットにもなります

●コストパフォーマンス重視。スタンダードキャリアシート
●背中のムレを防ぐオープンエアタイプ
●車輪への巻き込みを防止、大型ステップ
●簡易後ろバスケットにもなります

シートベルト 3点式
ヘッドレスト -
ステップ機能 固定
バスケット機能 あり
製品重量 約2.7kg

シートベルト 5点式
ヘッドレスト 固定
ステップ機能 2段階調節
バスケット機能 -
製品重量 約3.6kg

シートベルト 5点式
ヘッドレスト 高さ調整可能
ステップ機能 固定
バスケット機能 あり
製品重量 約3.5kg

シートベルト 5点式
ヘッドレスト 高さ調整可能
ステップ機能 4段階調節
バスケット機能 -
製品重量 約4.4kg

シートベルト 5点式
ヘッドレスト 高さ調整可能
ステップ機能 固定
バスケット機能 あり
製品重量 約3.5kg

シートベルト 5点式
ヘッドレスト 高さ調整可能
ステップ機能 固定
バスケット機能 -
製品重量 約5.0kg

シートベルト 5点式
ヘッドレスト 高さ調整可能
ステップ機能 2段階調節
バスケット機能 あり
製品重量 約3.8kg

シートベルト 5点式
ヘッドレスト 高さ調整可能
ステップ機能 2段階調節
バスケット機能 -
製品重量 約4.5kg



RBC-006N FBC-006S3

全２色

全4色

FBC-011DX3 RCF-003 InRed

全4色

FBC-015DX

FBC-003S2 RCH-003 InRed

全4色

全5色

全２色

全4色

RCF-003 

全4色

●籐風オール樹脂リアキッズシートの定番
●簡易後ろバスケットにもなります
●４点式シートベルト

●超衝撃吸収クッションをヘッドレストに採用
●段付ハンドルポストに対応
●ヘッドレスト付の高級タイプ
●ズリ落ち防止、５点式シートベルト採用

●超衝撃吸収クッションをヘッドレストに採用
●側頭部まで守るワイドヘッドレストで安心
●ズリ落ち防止、５点式シートベルト採用
●ほとんどの軽快車に取り付け可能な２段階反転式取付フック

●強度を保ちながら軽量化を実現したデザイン
●抜群の軽快感
●ズリ落ち防止、２点式シートベルト

●籐風オール樹脂フロントキッズシートの定番
●ズリ落ち防止、２点式シートベルト
●ほとんどの軽快車に取り付け可能な２段階反転式取付フック

●ヘッドレスト無しでも取付可能
●上下セパレートタイプだから乗せ降ろしもラクラク
●やわらかパイピングで折りたたみも簡単
●風抜き窓でムレを防止
●専用袋付き

●ヘッドレスト無しでも取付可能
●上下セパレートタイプだから乗せ降ろしもラクラク
●やわらかパイピングで折りたたみも簡単
●風抜き窓でムレを防止
●専用袋付き

●HBCシリーズ専用
●ヘッドレスト無しでも取付可能
●やわらかパイピングで折りたたみも簡単
●風抜き窓でムレを防止
●専用袋付き

シートベルト 2点式
ヘッドレスト -
ステップ機能 固定
バスケット機能 -
製品重量 約1.9kg

シートベルト 4点式
ヘッドレスト -
ステップ機能 固定
バスケット機能 -
製品重量 約3.9kg

シートベルト 5点式
ヘッドレスト 高さ調整可能
ステップ機能 2段階調節
バスケット機能 -
製品重量 約3.4kg

シートベルト 5点式
ヘッドレスト 固定
ステップ機能 3段階調節
バスケット機能 -
製品重量 約2.4kg

シートベルト 2点式
ヘッドレスト -
ステップ機能 固定
バスケット機能 -
製品重量 約1.7kg



約2.1kg

約1.3kg

約1.8kg

約1.0kg

約26L→約31L
RCH-003  RB-037B2/こげ茶

全4色 全2色

約26L→約31L
RCR-007 RB-037

全4色

全1色

RCR-003 InRed RB-009B2

全4色

RCR-003  RB-009

全4色

約23L

約23L

全4色

全1色

●HBCシリーズ専用
●ヘッドレスト無しでも取付可能
●やわらかパイピングで折りたたみも簡単
●風抜き窓でムレを防止
●専用袋付き

●ヘッドレスト付RBCシリーズ専用
●選べる開閉方法で乗せ降ろしもらくらく
●晴れた日はくるくる収納
●開閉できる風抜き窓

●RBCシリーズ専用
●ヘッドレスト無しでも取付可能
●やわらかパイピングで折りたたみも簡単
●風抜き窓でムレを防止

●RBCシリーズ専用
●ヘッドレスト無しでも取付可能
●やわらかパイピングで折りたたみも簡単
●風抜き窓でムレを防止

●荷物の量で大きさが変えられます
●荷物にキズが付きにくい設計
●簡単着脱で使い勝手自由自在
●FCベース台/B-2付

●荷物の量で大きさが変えられます
●荷物にキズが付きにくい設計
●FCアダプター/FCS-005　取付可能

●見た目スッキリ!ワイヤーメッシュ
●持ち運びに便利な取っ手付き
●簡単着脱で使い勝手自由自在
●FCベース台/B-2付
※バスケットのみの購入も可能です

●金属製ワイヤーカゴとのコーディネートも良好
●見た目スッキリ軽快なデザイン
●FCアダプター/FCS-005　取付可能

※在庫終了次第で廃番となります



約1.3kg 約1.1kg

約1.3kg 約840ｇ

約1.1kg 約1.4kg

約990ｇ 約1.5kg

RB-015 RB-017

全3色 全3色

約27L

RB-052 RB-016

全２色

約33L

RB-020 RB-012

全3色 全4色

RB-019

全5色

約25L

約23L

約23L

全2色

約27L

約27L

RB-006

約20L

全3色

●ナチュラルでやさしいパターン
●FCアダプター/FCS-005　取付可能

●容量もドーンと大きな３３L!!
●荷物が多い時に大活躍

●パイプ構造にしたことで同容量の
金属バスケットに比べると多さが約半分に!
●取り付け穴を増やしたことで、対応できる
リヤキャリヤが増えました

●コンセプトは『見た目の良さ!』
●若年層をターゲットにしたデザインバスケット
●FBC-011DX3、FBC--015DXと
コーディネートができます

●荷物の量でパーティションを移動
　荷物の転がりを防ぎます

●1kgをきった超軽量
●FCアダプター/FCS-005　取付可能

●金属製ワイヤーカゴとのコーディネートも良好
●見た目もすっきり軽快なデザイン
●FCアダプター/FCS-005　取付可能

●取り外しが超簡単なカギ付きバスケット
●水平方向にスライドさせるだけで簡単に
　取り外しができます



約640ｇ 約1.6kg

約1.1kg 約1.0kg

約1.5kg 約740ｇ

約890ｇ 約710ｇ

RB-018 RB-002

全3色 全3色

全2色

RB-005 FB-065

SB-011 FB-057K

全3色

FB-055K FB-053K

全1色

約20L

約27L

約20L

約31L

約28L

全3色

約23L

約24L

全5色

約24L

全2色

●新スタンダードうしろバスケット
●お手軽サイズで軽量

●ナチュラルでやさしいパターン
●お手軽サイズで軽量

●前後に取付け出来てとても便利!

●容量たっぷりのうしろバスケットです

●パイプ構造にしたことで同容量の
金属バスケットに比べると多さが約半分に!

●エナメルバックがすっぽり入ります!

●ファッション車・小径車をはじめ
クロスバイクにもよく似合う洗練されたデザイン
●ちょっと無骨、だけどカッコイイ!

●ドーンと大きな24L
●RB-052とセットでお使いいただくと、
　さらに買い逃しがありません



約920ｇ 約650ｇ

約670ｇ 約610ｇ

約1.1kg 約570ｇ

約550ｇ 約800g

全3色 全3色

全1色 全2色

FB-038K FB-037K

全3色

約16L→約26L
FB-060K FB-025

FB-039K FB-002

全2色

FB-052K FB-032

約19L

約22L

約11L

約21L

約17L

全2色

約17L

全2色

約19L

●大きな横幅でビジネスバックにも対応します

●A4ファイルもすっぽり入ります

●左右に広がる前バスケット

●いま流行りの小径車にピッタリの
　小型籐風バスケット

●丸みをおびたデザインがキュートなバスケット

●ヨコ幅が広めのオシャレなバスケット

●トイレットペーパー12ロールがすっぽり入る
　ちょっと大きめのバスケット

●シャープなスタイルが自転車を引き立てます!



約930ｇ 約520g

約1.0kg 約600ｇ

約920ｇ 約480ｇ

約580ｇ 約680ｇ 全3色

約17L

約13L

FB-003 FB-050　フレームバスケット

全3色 全2色

約8L

約17L
FB-3600S FB-022

全2色

FB-5000S FB-018

全2色

約16L

FB-050　インナーバック FB-067

全5色

約8L 約17L

全3色

約9L

全2色

●トイレットペーパー12ロールがすっぽり入る
　ちょっと大きめのバスケット

●籐風バスケットの大型モデル!

※在庫終了次第廃番となります

●ハイグレードな籐風バスケット

FB-5000S
専用フタキット

●自転車をよりファッションアイテムに!
●インナーバックはラバー製で、中の荷物を衝撃から守ります
●フレームバスケットは、太めのデザインを採用

●自転車をよりファッションアイテムに!
●インナーバックはラバー製で、中の荷物を衝撃から守ります
●フレームバスケットは、太めのデザインを採用

●ちょっと大きめでコンビニ弁当に対応
●折りたたみ自転車に最適
●ワンタッチ着脱で使い勝手自由自在
●金具にステンレスを使いサビ知らず

●折りたたみ自転車に最適
●ワンタッチ着脱で使い勝手自由自在
●金具にステンレスを使いサビ知らず

※インナーバッグとフレームバスケットはそれぞれ別売りです

●お手頃価格で使いやすい
●軽量うしろバスケット【RB-018】とのコーディネートの上々!


