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畳んで『小さく』

夢は『大きく』

ライフスタイルを変える
ツーリズムバイク

カ ラ ク ル - エ ス



『軽く』

　『速く』

　　『カッコよく』

ライフスタイルを変える
ツーリズムバイク



20
世界最小

インチ
折り畳み自転車

CARACLE‐S(20 インチ)スポーツ rev.4

市販のスーツケースに収納できる「収納性」を
実現させるだけでなく、「走りやすさ」も実現し、
スズカエンドューロ優勝やブルベ完走を達成。
この 2つを兼ね備えた今までにない
折りたたみ自転車が CARACLE‐S です。

世界最小に畳めても
走りはロードをも凌駕！

カ ラ ク ル ‐ エ ス

4color

14インチ以上の折り畳み自転車中

154,000 円（税込 169,400 円）



市販スーツケースに収まる
世界唯一の自転車

収納性と走行性能を両立した
唯一の折りたたみ自転車
気軽に飛行機に預けられて、走行性能も優れているので、
旅行先の行動範囲を大幅に広げることができます。
慣れれば 10 秒で世界最小サイズに折りたたみ、
コインロッカーに収納できる唯一の 20 インチ自転車。

LCC を除くほとんどの航空会社で無料運送可能
［三辺合計 158cm 未満］

※掲載写真は販売車両とは一部異なります



カーボンファイバー製フレームやパーツを採用し、

驚異的な軽量化を成し遂げました。

軽くを極限まで追求して、

折りたたんで運ぶ負担を大幅に軽減しました。

袋に収納できるので、電車に乗せたり、

ホテルや旅館に持ち込んだりすることが可能です。

持ち運びが楽な、超軽量 6.7kg～
リムブレーキ、アルテグラモデルもラインナップ



最新ロード規格採用
【フラットマウント＋スルーアクスル】

圧倒的な軽さと走行性能の小径ロードバイク

CARACLE‐COZ DB 105モデル（R7000)

※写真はオプションパーツ装着車のフレームサイズL

290,000 円（税込 319,000 円）



長いヘッドチューブで強度が低下するのが、小径車の宿命。
COZ シリーズの『3TRYANGLE』は
フレーム前部にもうひとつ「三角形」を作ることで、
問題を解決。高強度と超軽量を両立しました。

都会をスポーティに駆ける
『街ロード /match road』

シ ャ レ ー ・ コ ー ジ ー

3color

Chalet‐COZ rev.0 DROP
175,000 円（税込 192,500 円）



『ロードを超えるミニベロ』

『au chalet』

DROP モデルはドロップハンドルバーに
シマノ Tiagra デュアルコントロールレバーと
前後ディレイラーを搭載し、2×10 スピード。
ブレーキシステムも、ロードバイク用の
フラットマウント規格ディスクブレーキです。

さらにカーボンファイバー製フロントフォークを装着し、
最新の 700C車に負けないフルスペックロードバイクです。

FLAT モデルは 8.3kg で女性にも優しく、
1DK の玄関でも邪魔になりにくい
首振りフラットハンドルモデル



DB(デイスクブレーキ）105モデル（R7000） 約7.9kg
ラージサイズフレーム

ミディアムサイズフレーム ミディアムサイズフレーム

ラージサイズフレーム

DB(デイスクブレーキ)アルテグラ(R8000) 約7.7kg

DB及びRBフレーム単品／フレーム＋ホイールセット

RB(リムブレーキ)105 ライト(R7000) 6.9kg RB(リムブレーキ)アルテグラ(R8000) 6.7kg

CARACLE‐S(20インチ)標準仕様 rev.4
132,000円（税込145,200円） 154,000円（税込169,400円）

CARACLE‐S(20インチ)スポーツ rev.4

Chalet-COZ rev.0 FLAT Chalet-COZ rev.0 DROP

PRODUCT

シ ャ レ ー ・ コ ー ジ ー

カ ラ ク ル ・ エ ス

【その他、各モデルのオプションパーツはウェブページに掲載しています。】

290,000円（税込319,000円）

260,000円（税込286,000円）

138,000円（税込151,800円） 175,000円（税込192,500円）

320,000円（税込352,000円）

117,000円 ～（税込128,700円）

350,000円（税込385,000円）

画像準備中



開発・製造・販売　株式会社テック・ワン www. caracle. co. jp
※掲載写真は試作車改造車含み市販モデルと異なることがあります。
※価格および仕様は2021年6月1日現在の情報であり、予告なく変更することがあります。

同左

同左

同左

同左

シャレーコージー仕様書
Chalet‐COZ rev. 0 FLAT

CARACLE‐COZ DB rev.0 105 (R7000)

Chalet‐COZ rev.O DROP

重量 約8.3kg(ペダル除く) 約9.0kg(ペダル除く)

カラー スカイ、スノー、ローズ

フレーム 6061‐T6アルミニウム合金

6061‐T6アルミニウム合金フォーク カーボンファイバー(CFRP)

シートクランプ Kalloy UNO SC208(34. 9mm)

ホイール リムブレーキホイールZ‐TOUGH 2 オリジナルディスクブレーキホイール

タイヤ Panaracer MINITS TOUGH 20 X 1‐1／8 Schwalbe ONE 20 X 1‐1／8

ブレーキ本体 Tektro R539キャリパー(47-59mm) TRP MD‐C610メカニカルディスク

シフトレバー シマノTiagra SL‐4700 シマノTiagra‐4700 デュアルコントロールレバー

リアディレイラー シマノTiagra RD‐4700-SS

フロントディレイラー 無し シマノTiagra FD‐4700

クランクセット Chalet Sports 50Tナローワイド170mm Chalet Sports 53 X 39T 170mm

スプロケット microshift CS‐H100(10S／11‐28T) microshift CS‐H100(10S／11‐25T)

ペダル UNION SP‐2712 無し(オプション)

COZの他モデルはウェブページに搭載しています。

重量 約7.9kg (Mサイズ／ペダル無し）

フレーム カーボンファイバー(CFRP)

フォーク カーボンファイバー(CFRP)

ハンドル カーボン(d31.8／W400／R95／D140)　※他サイズオプションあり

ステム カーボン(d31.8／L 70／17°)　※他サイズオプションあり

シートP カーボン(d31.6／ X L400mm)

ホイール Z‐DISK1 (1, 320g／スルーアクスル／センターロック)

サドル カーボンベース／カーボンレール

タイヤ Schwalbe One 20 X 1‐1／8 (28‐451)

ヘッドパーツ カーボンダストキャップ、pアンカー、70／20／10mmカーボンスペーサー付属

レバー シマノ105 ST‐R7000 BKデュアルコントロールレバー

ブレーキ本体 Juin TECH F1(油圧2ピストン／メカニカルワイヤー) RD

ディスクローター シマノSM-RT70 (160mm／センターロック)

チェーンホイール シマノ105 FC‐R7000 BK(170mm／53‐39Tダブル)

BB シマノBBR60 (JIS68mm)

その他コンポ 105 R7000

カラクルコージー仕様書

CARACLE‐S(20インチ)スポーツrev.4

約10.4kg(ペダル除く) 約9.6kg(ペダル除く)

折畳サイズ 縦66 X 横47.5 X 幅33cm 縦65 X 横47 X 幅33cm

DURO DB‐7023 Rollover 20 X 1. 3 5 DURO DB-7043 Stinger 20×1.25

サスペンション エラストマーサスペンションf.light

ホイール固定クランプ

カラクル エス 仕様書
CARACLE‐S(20インチ)標準仕様rev.4

新型マグネットクランプ

サドル CARACLEコンフォートサドル CARACLEスポーツサドル2(カーボンレール)

ハンドルバー アルミ製ライズバー 軽量アルミ製ストレートバー(幅520mm／クランプ径25.4mm)

ハンドルポスト 固定長タイプ(12° ) テレスコヒ ッ゚クハンドルポスト2(6° )

グリップ VELO VLG‐864-4AD3

ペダル 折りたたみペダルVP-F55または同等品 無し(オプション)

同左

同左

シリコンフォーム軽量タイプ＋アルミ製バーエンドキャップ

重量

タイヤ
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