
軽くて持ち運べる 簡単に組み立てられる

アルミ サイクルスタンド

スポーツサイクル用

ALUMINUM CYCLE STAND

Made in JAPAN

〒422-8530 静岡市駿河区曲金3-2-1

TEL.0120-319-614
【RICCAL（リッカル）サポートセンター】

email : riccal-support@rikenkeikinzoku.co.jp

■特設ページ

http://www.rikenkeikinzoku.co.jp/products/development/cyclestand/

 

CST2003SN200303

予告なく仕様変更する場合がありますので、御了承ください。RICCALは、日本国内における理研軽金属工業株式会社の登録商標です。
本パンフレットに掲載の写真、画像データは理研軽金属工業株式会社に帰属します。
複写・転用・転載・二次的使用、その他これらに類する全ての行為をお断りします。





1150mm

1080
mm

800
mm

1450mm 1700mm

アルミ製で軽量
折り畳み可能
耐荷重１００kg
耐候性抜群
簡単組立

タイプ（伸縮あり）S

タイプ（伸縮なし）

設置可能
5台
最大

設置可能
3台
最大

3段階の
幅調節が
可能

1150mm

1080
mm

800
mm

サイクルスタンドはここまで進化した

【Sタイプ】
5台設置状態

アルミ サイクルスタンドがサイクルシーンを盛り上げます!!

カフェ 自転車店

レース会場 イベント会場 ホテル・旅館

サイクリスト お店

サイクリストに気軽に寄ってもらえる!
手軽に設置できて片付けも簡単!

コンビニ、サイクリング先での
喫茶店、自転車店、レース会場、
ライドイベント会場、ホテル・
旅館の駐輪場など、さまざまな

場所で活躍します！

1150mm、
オールアルミの

車での持ち運び時に横積み
できて邪魔にならない

一人でも簡単組み立て約20秒!!一人でも簡単組み立て約20秒!!

幅調節が可能（Sタイプのみ）

完　成幅を調整

左右の脚を展開

軽量&コンパクト 不慣れな方は
下に置いて展開
してください。

まで設置可能

最大5台
【Sタイプ】

最大3台
【Fタイプ】

1150
オールアルミ

車での持ち運び時に横積み
できて邪魔にならない

軽量
の

車での持ち運び時に横積み
&コンパクト

左右の脚を展開

完　成

お店や宿泊施設にも寄りやすい!
コンパクトだからレース会場にも持って行きやすい!

コンビニ

STEP1 STEP2

STEP3

収納時

1150mm

150
mm

60mm

収納時【Sタイプ・Fタイプ共通】

オールアルミで
軽量&コンパクト

3 4

持ち運びに便利な
収納袋付き

もっと手軽に、もっと便利に、もっと必要とされる場所に。

サイクルスタンド
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ALUMINUM CYCLE STAND

LINEUPラインナップ

タイプSS 【伸縮あり】

設置可能
5台
最大

最大5台まで設置できる伸縮タイプ
タイプ【伸縮なし】

設置可能
3台
最大

3台設置できる据置タイプ最大5台まで設置できる伸縮タイプ

Silver color
RCSH115SN品 番

Black color
RCSH115SN-BK品 番

Silver color
RCSH115FN品 番

Black color
RCSH115FN-BK品 番

二段階伸縮時一段階伸縮時

二段階伸縮時一段階伸縮時

24,000円税抜 18,800円税抜

22,000円税抜 16,800円税抜

サイクルスタンド



お受取
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サイクルスタンド仕様

RCSH115SN-BK

RCSH115FN-BK

実用新案登録済

材　質

アルミニウム アルマイト

品　番カラータイプ

RCSH115SNシルバー

ブラック

シルバー

ブラック

RCSH115FN

重　量仕　上 耐荷重

5kg

4.5kg

100kg
仕
　様

注意事項

■ 本製品はスポーツタイプ自転車用のスタンドです。その他の用途では使用しないでください。  ■ 本製品に乗る、ぶら下がる、寄り
かかる等しないでください。ケガや破損の原因となります。  ■ サイクルスタンドが揺れる程の強風（気象庁強風注意報発令運用基準
参考（概ね10m/s）（広告幕を取り付ける場合は概ね9m/s））またはそれが予想される時は、転倒し人身事故や破損事故の恐れがあり
ますので、絶対に使用しないでください。  ■ 最大使用荷重は100 kgです。これ以上での使用は、製品の変形、破損等を招く恐れがあ
ります。  ■ お子様には、組立や折りたたみはさせないでください。 ■  使用時は本製品を安定した水平な場所に設置し、脚が沈み込
むような足場の悪い場所では使用しないでください。  ■ 自転車は脚の内側に駐輪してください。  ■ 雨や直射日光の当たらない場
所で保管してください。農薬やセメント、石灰の近くに置くと腐食の原因となりますので絶対に置かないでください。  ■ 開き止め金
具に足等で負荷を加えると、破損の原因となりますのでおやめください。  ■ 改造はしないでください。思わぬ事故や、製品の破損に繋が
ります。  ■ キャップが脱落したままの使用は、製品内部に砂やゴミ等が入る恐れがありますのでやめてください。紛失した場合は
RICCAL（リッカル）サポートセンターまでお問い合わせください。

■ 自転車同士がぶつからないよう、十分注意してください。  ■ 輸送時は必ず結束バンドで固定してください。脚が回転し思わぬ
事故に繋がります。  ■ 組立や折りたたみの際は、手や指、足を挟まないようお気を付けください。  ■ 使用後は屋内で保管してく
ださい。屋外に放置すると腐食する恐れがあります。  ■ 本製品を濡れたまま使用、保管すると、腐食する恐れがあります。濡れた
場合は、乾いた布で拭いてください。  ■ 本製品を落下させたり、強い衝撃を与えないでください。破損する恐れがあります。  ■ 使
用時に移動させる場合は一度自転車を降ろし、本製品を持ち上げて移動してください。  ■ 自転車を掛けたまま移動すると、自転
車の落下、キャップの破損に繋がります。  ■ キャップが脱落してしまった場合は、接着剤（アクリル系）で固定してください。  ■ 
袋への出し入れはゆっくり行い、怪我が無いように注意してください。  ■ 暗い場所や夜間など、本製品を目立ちにくい状況でご使
用する場合は、思わぬ事故が発生する恐れがありますので十分にご注意ください。■ 暗い場所や夜間など、本製品を目立ちにくい
状況でご使用する場合は、市販の反射板等を利用し、本製品を目立たせてからご利用ください。  ■ 製品の特性上、可動部に傷や黒
い擦れが発生しますが、機能上問題はありません。  ■ ご使用の際は、必ず取扱説明書を良くお読みになり使用してください。

禁止事項

Sタイプ

Fタイプ

収　納

収納時：1150×１５０×６０mm【Sタイプ・Fタイプ共通】
展開時：（幅）1150/１4５０/1700×（高さ）1080mm【Sタイプ】
展開時：（幅）1150×（高さ）1080mm【Fタイプ】

折りたたみ式

サイズ

持ち運びに便利な
収納袋付きメーカー

希望小売
価格

22,000円 16,800円

（税抜・送料別）

【Sタイプ Silver】 【Fタイプ Silver】

24,000円 18,800円
【Sタイプ Black】 【Fタイプ Black】

広告幕

ハンドルハンガー

特許出願中

広告バナーはのぼり旗などに使われているテトロンポンジを使用。
広告バナーのデザインは印刷可能範囲内で自由。
ロゴを均等に配置するデザインや、ラフからデザインを起こすことも可能です。
（デザイン調整料別途）

※デザインによって、価格・納期が変動いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

専用アタッチメントで簡単取付

デザイン可能範囲

1750mm

150
mm

1640mm
130mm

※地のカラーは全面OKです。 ※裏面への印刷は出来ません。
※印刷物の為、データとの色調に誤差が生じる場合があります。

ターポリンセット3,000円（税抜き）～

RCSA01AST

品 名

記 号

金 額

デザイン調整料

リッカルサポートセンター TEL：0120-319-614
お問合せ先 E-mail：riccal-support@rikenkeikinzoku.co.jp

57mm

50mm

搭載可能台数

3台
2台

フック部はスライド可能、
ハンドル形状や周辺パーツ
に合わせ調節が可能。

サイクルスタンドSタイプ専用の広告幕オプションパーツです。スポンサー広告・チームの
アピール・ショップの宣伝広告・イベント会場での案内表示板など様々なシーンで、サイクル
スタンドのデッドスペースを有効活用！！

サドル掛けのサイクルスタンドにハンガー設置するだけ。ハンドルをハンガーに掛けること
で、風や衝撃によるバイクの揺れを軽減し、落下や接触によるバイクの損傷を防ぎます。ハン
ドルに接するフック部は「ディップコーティング」を施してあるため、ハンドルを傷つけません。

Sタイプ

Fタイプ

オープン価格

弊社サイクルスタンド
に設置する場合、地上
から自転車のハンドル
を掛ける箇所までの高
さ[A]が900mmより
高い自転車は、前輪が
地面についてしまい製
品の効果が得られなく
なる恐れがありますの
でご注意ください。

自転車の高さを確認して下さい。

A（mm）<900（mm）

AA

【注意】ハンドルのブレーキレバーの位置・DHバーの有無・ライト等により、本製品に掛けにくい、または、掛けられなくなる場合があります。
　　   弊社サイクルスタンド以外のスタンド等に取り付ける場合は、地上からの高さやパイプ径などを確認しご使用ください。

167
mm
167
mm

アルミ サイクルスタンドレンタルサービス
どこでも・誰でも・簡単組立・簡単設置、軽量なので移動もかんたん！

タルサ

レンタル専用
ケースで、準備も保管も
撤収も簡単で安心！

最大30台まで貸出し可能! 
（最大150名程度参加のイベント）
小～中規模のイベントに最適､ ※1

年に1度のイベントだから、なるべく経費を抑えたい・・・
1日1台1,000円 ※2からご利用いただけます!

ガイドツアーに最適
コンパクトに折畳みが可能でモバイル性抜群!
サポートカー付き です!

®

レンタル台数:12台／レンタル期間：４日間の場合

レンタル台数:12台／レンタル期間：４日間の場合

■ レンタルの流れ

■ レンタル費用

レンタルサービスについて、詳しくは裏表紙のQRコードよりアルミサイクルスタンド特設ページをご覧ください

レンタル費用 円60,000 （税込）

お問合せ～申込/契約 レンタル期間 ご返却

お客様

イベント５日前までにご入金！

1日目 2日目 3日目 4日目

参考例

発 送

申込/入金

お見積り

お問合せ イベント2日間

受取/確認

ご返却

① 機材費:1,000円/台･日×12台×4日間＝48,000円
② 運送費:3,000円/箱×4箱＝12,000円（往路のみ/1箱3台まで収納）

※１ご利用状況によりますので、ご確認ください。 ※２ご予約時に、レンタル料金のお見積もりさせていただきます。

お申し込みは、お申込用紙に必要事項
を記入の上、メールまたはFAXにてご
連絡ください。レンタル規約にご同意
のうえ、お申し込みください。

お受取り

発 送

申込/入金

お見積り 受取り/確認

ご返却

®

お問合せ～申込/契約 レンタル期間 ご返却

お客様 お問合せ

イベント５日前までにご入金！

イベント2日間
1日目 2日目 3日目 4日目

RENT
レンタルサービス

【搭載可能自転車重量】 20kg

AD

広告幕

サイクルハンガー

Sタイプ・Fタイプ注意事項

【テトロンポンジセット RCSA01ASP】

【RCSA02CHS】

メーカー希望小売価格 15,000円（税別）

メーカー希望小売価格 4,000円（税別）
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自転車インフラの整備に最適な設置固定可能タイプ

サイクルスタンド
CYCLESTAND Permanent Type【RCSH190PH】

【Pタイプ】

■ 〈アルミメーカーが作る〉アルミサイクルスタンドオールアルミ製で耐候性抜群!!

■ 店舗・公共施設・道の駅などサイクリストが立ち寄る場所に設置固定可能タイプの
　アルミサイクルスタンド

■ 安心の【耐荷重１５０kg】

同方向では余裕をもって4台の駐輪可能

交互最大7台の駐輪可能

サドルレールのキズ防止＆バイクの横滑り対策も
万全！ パイプ部分を塩ビゴムでしっかりガード。

注意喚起
ステッカー 反射ステッカーで暗い場所でも安心。

反射イメージ

1,900mm

1,100
mm

920
mm

M10アンカーで設置固定可能。 ユニット化されて出荷。
組立が簡単。

■ 一般的な工具で簡単組立、簡単設置

■ 重量約８ｋｇちょっとした移動も無理なく可能

自転車をインテリアとして楽しむ

サイクルシェルフ

■ スリムタイプとワイドタイプの2種類をラインナップ設置場所に合わせて選択可能
■ 自転車関連グッズを纏めておけるオールインワンのサイクルシェルフ

■ 直線的なデザインが力強さを、アルマイトブラック仕上げが落ち着き感を与える
■ インテリアファニチャーとしても落ち着いたデザイン
■ 主役はあくまでもバイク！ バイクが最も際立つ直線的なデザイン
■ カフェや店舗のインテリアとしても最適

■ 耐荷重は安心の２０kg（フック部・棚部） ■ 大切なバイクを美しく室内に保管

スリムタイプ
高さ：1525mm
巾：304mm
奥行：426mm

高さ：1525mm
巾：1000mm
奥行：426mm

ワイドタイプ

バイクが最も美しく見える様、フック部の高さ
調整が可能。フレーム形状を選びません。

■ホリゾンタルフレーム■スローピングフレーム

簡易的なメンテナンスが出来る様、フック部の寸法を設計。

落下防止ゴム（2本付属） ハンドル回転防止バンド（付属）

CYCLESHELF【スリムタイプ RCSIN030BK】
【ワイドタイプ RCSIN100BK】

駐輪可能

最大

7台

メーカー希望小売価格

メーカー希望小売価格

30,000円（税別） メーカー希望小売価格 85,000円（税別）
47,000円（税別）

サイクルシェルフ 固定可能タイプ


