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ISM Maxtal FTS-L 

SUP

ツール・ド・フランス、アイアンマン世界選手権大会で実証されたレースを制するスピードとエアロダイナミクス

タイムトライアルやトライアスロンで貴重な数秒を短縮
■クラス最高峰の空力性能を実現したフルカーボンディスク
■非フリー側のレンチキュラーフランジが空気抵抗を最低限に

少ない労力で、より速い加速
■超軽量・強靭性を実現した単一方向ハニカム構造のハイモジュール カーボンファイバー
■重量を最低限に抑えながら優れた耐久性をもたらすアルミ製アクスル

制御性を高めながら、さらなる高速性を実現
■マヴィック独自のリムブレーキ面加工、エグザリット 2 と最適化されたブレーキパッドが、リムの耐久性に全く妥協することなく、ウェットコンディションでの
　制動距離を最大 18％も短縮

REAR 1100 g

COMÈTE ROAD TUBULAR
 コメット ロード チューブラー

FEATURES
リム
・タイヤ：チューブラー
・エグザリット 2
・SUP
ストラクチャー
・アシンメトリー（左右非対称）ウォール：
   凸型パラキュラー（フリー側）、両凸型（非フリー側）
・単一方向でハニカム構造のハイモジュール カーボンファイバー
・6106 アルミニウム製リム
・ブレーキトラック：エグザリット
・タイヤ：チューブラー
・ETRTO サイズ：28" チューブラー

ハブ
・リアボディー素材：アルミニウム
・アクスル素材：アルミニウム
・ベアリング（F/R）：アジャスタブルシールドカートリッジ
                            ベアリング（QRM+）
・フリーホイール：FTS-L スチール

互換性
・フリーホイール：シマノ/スラム。
・オプションでカンパニョーロヘ変換可能（別売）
・フロントアクスル：クイックリリース
・リアアクスル：クイックリリース

付属品
・BR601クイックリリース
・エグザリットブレーキパッド
・マルチファンクション アジャストメント レンチ
・ユーザーガイド
・バルブエクステンダー
・ホイールバッグ

使用に際して
・ホイールのロングライフのため、最大重量は車両を含め
   120kgを推奨
・最大空気圧：8.7BAR-125PSI（23mm）
・推奨タイヤサイズ：18〜25mm

リア ¥330,000（＋消費税）
M-23  R9936125

FRONT
9 × 100 12 × 100 15 × 100

REAR
9 × 130 9 × 135 12 × 135 12 × 142

●

●付属　◯オプション

REAR
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UST Fore Carbon Instant Drive 360 

新しい軽量65mmリムと使いやすくなったロード チューブレス テクノロジーを備え、
ロードレースやトライアスロンに必要な高速性と効率性をもたらすカーボンディスクブレーキホイール

比類のないエアロ効率と横風に対する安定性
■空気抵抗を極めて低く抑え、横風に対しても安定性を保つ高さ65mm/幅26mmのNACAリムプロファイル
■マヴィック特許の軽量エアロスポーク

素早い加速とパワフルなブレーキ性能
■新登場のインフィニティ ハブプラットフォーム：高剛性アクスル、耐久性の高いベアリング、ID360 テクノロジー搭載の新しいハブデザイン
■新しいリムのデザインがテープを不要にすることで30gの軽量化
■ディスクブレーキ専用設計

使いやすいチューブレスシステムで、スピード性、快適性、制御性を高める改善されたUSTロード
■チューブがないので摩擦がなく、効率性とグリップ力がアップし、リム打ちパンクのリスクが軽減
■リムベッドの形状が新しくなり、タイヤの着脱が容易に
■FOREカーボンドリル加工がリムテープを不要に

PAIR 1570 g
FRONT 720 g
REAR 850 g

FEATURES
リム
・素材：カーボンファイバー 100％
・リム高：65mm
・ディスクブレーキ専用形状
・タイヤ：UST チューブレス＆チューブタイプ
・内幅：19mm
・ETRTO サイズ：622×19TC ロード
・FOREカーボン
・UST
スポーク
・素材：スチール
・形状：ストレートプル、楕円形エアロ、ダブルバテッド(特許取得)
・ニップル：FOREテクノロジーによるアルミニウム一体型
・スポーク数：フロント＆リア側 24本
・スポーク組：フロント＆リア側 2クロス組、コンタクトレス

ハブ
・ボディー素材：アルミニウム（フロント、リア）
・アクスル素材：アルミニウム
・ベアリング（F/R）：QRMオート
・フリーホイール：インスタントドライブ360

互換性
・フリーホイール：シマノ/スラム
   オプションでカンパニョーロもしくはスラムXD-Rヘ
   変換可能（別売）
・フロントアクスル：12mmスルーアクスル
   アダプターでクイックリリースに変更可能
・リアアクスル：12mmスルーアクスル
   オプションアダプターでクイックリリースに変換可能（別売）

付属品
・USTバルブ＆アクセサリー
・ユーザーガイド

使用に際して
・ASTM規格カテゴリー2：ロード+ジャンプ15cmまでの
  オフロード
・ホイールのロングライフのため、最大重量は車両を含め
  120kgを推奨
・推奨タイヤサイズ：25〜32mm

COSMIC SLR 65 DISC
コスミック SLR 65 ディスク

QRM AutoInfinity Hubs Platform

ペア       ¥250,000（＋消費税）

フロント ¥105,000（＋消費税）
NS  F9227101  

リア ¥145,000（＋消費税）
M11  R3981155

FRONT
9 × 100 12 × 100 15 × 100

◯ ●

REAR
9 × 130 9 × 135 12 × 135 12 × 142

◯ ◯ ●

●付属　◯オプション
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UST Instant Drive 360 

新しいエアロリム形状、全体的な軽量化、使いやすくなったロード チューブレス テクノロジーによって、
エネルギー効率が最適化されるディスクブレーキ専用ロードホイール

実証されたエアロスピード
■空気抵抗を低く抑え、横風に対しても安定性を保つ高さ65mm/幅26mmのNACAプロファイルのリム
■25mmタイヤ用に最適化
■フラットなスポーク

素早い加速と優れたコントロール性能
■低慣性を実現する軽量リムがもたらす瞬時の加速
■軽量化されたスポークがホイールのフィーリングをよりダイナミックに
■ディスクブレーキ専用のスポーク組み、スルーアクスルにも対応

使いやすいチューブレスシステムで、スピード性、快適性、制御性を高める改善されたUSTロード
■チューブがないので摩擦が少なく、効率性とグリップ力がアップし、リム打ちパンクのリスクが軽減
■リムベッドの形状が新しくなり、タイヤの着脱が容易に

PAIR 1750 g
FRONT 820 g
REAR 930 g

FEATURES
リム
・素材: カーボンファイバー 100％
・リム高：65mm
・ドリリング：トラディショナル
・ディスクブレーキ専用形状 
・タイヤ：UST チューブレス＆チューブタイプ
・内幅：19mm
・ETRTO サイズ：622×19TC ロード
・UST
スポーク
・素材：スチール
・形状：ストレートプル、フラット、ダブルバテッド
・ニップル：真鍮、ABS
・スポーク数：フロント＆リア側 24本
・スポーク組：フロント＆リア側 2クロス組、コンタクトレス

ハブ
・ボディー素材：アルミニウム（フロント、リア）
・アクスル素材：アルミニウム
・ベアリング（F/R）：QRMオート
・フリーホイール：インスタントドライブ360

互換性
・フリーホイール：シマノ/スラム
   オプションでカンパニョーロもしくはスラムXD-Rヘ
   変換可能（別売）
・フロントアクスル：12mmスルーアクスル
   付属アダプターでクイックリリースに変更可能
・リアアクスル：12mmスルーアクスル
   オプションアダプターでクイックリリースに変換可能（別売）

付属品
・フロントQRアダプター
・リアQRアダプター(インスタントドライブ360用）
・USTバルブ＆アクセサリー
・ユーザーガイド

使用に際して
・ASTM規格カテゴリー2：ロード+ジャンプ15cmまでの
   オフロード
・ホイールのロングライフのため、最大重量は車両を含め
   120kgを推奨
・推奨タイヤサイズ：25〜32mm

COSMIC SL 65 DISC
コスミック SL 65 ディスク

QRM Auto 

Infinity Hubs Platform

ペア     ¥160,000（＋消費税）

フロント ¥70,000（＋消費税）
NS  F9031101

リア ¥90,000（＋消費税）
M11  R3686155

FRONT
9 × 100 12 × 100 15 × 100

● ●

REAR
9 × 130 9 × 135 12 × 135 12 × 142

● ◯ ●

●付属　◯オプション
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Instant Drive 360 R2R 

F1並みのパフォーマンスをもたらす競争力があり、何の妥協もなく開発された、比類のない高剛性、エアロ効率、高速性を
兼ね備えた超軽量ディスクブレーキ ロードレースホイール

クラス最高の剛性を備えたホイールシステム
■フルカーボンリム
■R2Rカーボンスポークとモノブロック構造
■ID360フリーにカーボンラミネート加工のハブ

上り坂、スプリント、加速がより速く
■チューブラータイヤ専用のフルカーボン構造
■空気抵抗を低く抑え、横風に対しても安定性を発揮する高さ40mm/幅26mmのNACAプロファイルリム
■スポークとリムとのシームレスなインターフェイス

あらゆる可能性のある構成でディスクブレーキ対応
■フロント：12mmx100mm、QRに組み替え可
■リア：12mmx142mm、12mmx135mmとQRに組み替え可
■XD-Rにも組み替え可

PAIR 1240 g
FRONT 565 g
REAR 675 g

FEATURES
リム
・素材：3Kカーボンファイバー
・リム高：40 mm 
・ドリリング：穴を開けず、スポークとリムを一体成型
・ディスクブレーキ専用形状
・バルブ穴径：6.5 mm 
・タイヤ：チューブラー
・ETRTO サイズ：28" チューブラー
スポーク
・素材：一方向カーボンファイバー 100％ 
・スポーク数：フロント＆リア側 20本
・スポーク組：フロント＆リア側 2クロス組
・R2R

ハブ
・ボディー素材：カーボン（フロント、リア）
・アクスル素材：アルミニウム
・ベアリング（F/R）：QRMオート
・フリーホイール：インスタントドライブ360

互換性
・フリーホイール：シマノ/スラム。
   オプションでカンパニョーロもしくはスラムXD-Rヘ
   変換可能（別売）
・フロントアクスル：12mmスルーアクスル。
   付属アダプターでクイックリリースに変更可能。
・リアアクスル：12mmスルーアクスル。
   オプションアダプターでクイックリリースに変換可能（別売）

付属品
・コンピューターマグネット
・フロントQRアダプター
・リアQRアダプター(インスタントドライブ360用）
・ユーザーガイド

使用に際して
・ASTM規格カテゴリー1：ロードのみ
・ホイールのロングライフのため、最大重量は車両を含め
   120kgを推奨
・推奨タイヤサイズ：23〜32mm

COSMIC ULTIMATE T DISC
コスミック アルチメイト チューブラー ディスク

QRM Auto 

ペア       ¥480,000（＋消費税）

フロント ¥206,000（＋消費税）
NS  F9021101

リア ¥274,000（＋消費税）
M11  R3674155

FRONT
9 × 100 12 × 100 15 × 100

● ●

REAR
9 × 130 9 × 135 12 × 135 12 × 142

● ◯ ●

●付属　◯オプション
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R2R iTgMAX 

F1並みのパフォーマンスをもたらす競争力があり、何の妥協もなく開発された、比類のない高剛性、エアロ効率、高速性を
兼ね備えた超軽量リムブレーキ ロードレースホイール

並ぶもののないプロレベルのライドクオリティと安定性
■25mm以上の幅のタイヤと完全に一体化する高さ40mmで幅25mmのワイドリム
■NACAプロファイルが横風での高い安定性を実現

上り坂、スプリント、加速がより速く
■リム、スポーク、ハブは最小限の重量と最大限の剛性を実現するフルカーボンのモノブロック構造
■重量わずか1215g

同クラスで最も剛性が高いホイールで、シャープなハンドリングと最大限のパワー伝達を実現
■R2R フルカーボン スポーク テクノロジー
■左右非対称のリアリム プロファイルが最大限のパワー伝達を可能に
■ID360 フリーホイールによって高速のペダリングを実現

PAIR 1215 g
FRONT 550 g
REAR 665 g

FEATURES
リム
・素材: 3Kカーボンファイバー
・リム高：40 mm 
・ドリリング：穴を開けず、スポークとリムを一体成型
・バルブ穴径：6.5 mm 
・タイヤ：チューブラー
・ETRTO サイズ：28" チューブラー 
・iTgMAX
スポーク
・素材：一方向カーボンファイバー 100％
・スポーク数：フロント＆リア側 20本
・スポーク組：フロント＆リア側 2クロス組
・R2R

ハブ
・フロントボディー素材：カーボン
・リアボディー素材：アルミニウム
・アクスル素材：アルミニウム
・フロントベアリング：アジャスタブルシールドカートリッジ
                                  ベアリング（QRM+）
・リアベアリング：オートアジャストシールドカートリッジ   
                           ベアリング（QRMオート）
・フリーホイール：インスタントドライブ360

互換性
・フリーホイール：シマノ/スラム。
   オプションでカンパニョーロもしくはスラムXD-Rヘ
   変換可能（別売）
・フロントアクスル：クイックリリース
・リアアクスル：クイックリリース

付属品
・BR601チタニウムクイックリリース
・カーボンブレーキパッド
・ユーザーガイド

使用に際して
・ASTM規格カテゴリー1：ロードのみ
・ホイールのロングライフのため、最大重量は車両を
   含め120kgを推奨
・最大空気圧：ホイール＆タイヤの表示を見ること。
   表示と異なる場合は最低2気圧で使用する
・推奨タイヤサイズ：23〜32mm

COSMIC ULTIMATE T
 コスミック アルチメイト チューブラー

ペア      ¥480,000（＋消費税）

フロント ¥206,000（＋消費税）
NS  F8693101

リア ¥274,000（＋消費税）
M11  R3199155

FRONT
9 × 100 12 × 100 15 × 100

●

REAR
9 × 130 9 × 135 12 × 135 12 × 142

●

●付属　◯オプション

FRONT REAR
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Fore Carbon UST  Instant Drive 360 

デザインが新しくなった45mmのリムテープレスのリムと、使いやすくなったロード チューブレス テクノロジーを搭載し、
高速性、高剛性、軽量性を兼ね備えたオールラウンダーのディスクブレーキロードバイク用カーボンホイール

加速性がアップし、上り坂走行を高速化し、しかもスピードを維持
■新しいリムラミネートと、FOREカーボンにスポークを取り付けることで40gの軽量化となり、リムテープが不要になることでさらにホイール当たり30gの軽量化と
   なった新登場のリム
■ディスクブレーキ用に最適化された高さ45mm/幅26mmのNACAプロファイルリム
■マヴィック特許の軽量エアロスポーク

パワー伝達を向上させる高剛性ホイール
■FOREカーボン テクノロジーによってリムの上部ブリッジに穴が開かないので、リムの高剛性をキープ
■新登場のインフィニティ ハブプラットフォーム：高剛性アクスル、耐久性の高いベアリング、スポーク組みとスポークテンションを最適化させた新しいハブデザイン
■瞬時のパワー伝達をもたらすID360テクノロジー

使いやすいチューブレスシステムで、スピード性、快適性、制御性を高める改善されたUSTロード
■チューブがないので摩擦が少なく、効率性とグリップ力がアップし、リム打ちパンクのリスクが軽減
■リムベッドの形状が新しくなり、タイヤの着脱が容易に
■FOREカーボンドリル加工がリムテープを不要に

PAIR 1470 g
FRONT 670 g
REAR 800 g

FEATURES
リム
・素材：カーボンファイバー 100％
・リム高：45mm
・ディスクブレーキ専用形状
・タイヤ：UST チューブレス＆チューブタイプ
・内幅：19mm
・ETRTO サイズ：622×19TC ロード
・FOREカーボン
・UST
スポーク
・素材：スチール
・形状：ストレートプル、楕円形エアロ、ダブルバテッド(特許取得)
・ニップル：FOREテクノロジーによるアルミニウム一体型
・スポーク数：フロント＆リア側 24本
・スポーク組：フロント＆リア側 2クロス組、コンタクトレス

ハブ
・ボディー素材：アルミニウム（フロント、リア）
・アクスル素材：アルミニウム
・ベアリング（F/R）：QRMオート
・フリーホイール：インスタントドライブ360

互換性
・フリーホイール：シマノ/スラム
   オプションでカンパニョーロもしくはスラムXD-Rヘ
   変換可能（別売）
・フロントアクスル：12mmスルーアクスル
   アダプターでクイックリリースに変更可能
・リアアクスル：12mmスルーアクスル
   オプションアダプターでクイックリリースに変換可能（別売）

付属品
・USTバルブ＆アクセサリー
・ユーザーガイド

使用に際して
・ASTM規格カテゴリー2：ロード+ジャンプ15cmまでの
   オフロード
・ホイールのロングライフのため、最大重量は車両を含め
   120kgを推奨
・推奨タイヤサイズ：25〜32mm

COSMIC SLR 45 DISC
コスミック SLR 45 ディスク

QRM Auto Infinity Hubs Platform

ペア       ¥250,000（＋消費税）

ペア     ¥260,000（＋消費税）
日本限定

フロント ¥105,000（＋消費税）
NS  F9018101

フロント ¥110,000（＋消費税）
NS  F9244101

リア ¥145,000（＋消費税）
M11  R3671155

リア ¥150,000（＋消費税）
M11  R4015155

FRONT
9 × 100 12 × 100 15 × 100

◯ ●

REAR
9 × 130 9 × 135 12 × 135 12 × 142

◯ ◯ ●

●付属　◯オプション
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Instant Drive 360 UST Fore Carbon 

Isopulse 

40mmリムを再設計し、使いやすくなったロード チューブレス テクノロジーを搭載。
高速性、高剛性、軽量性を兼ね備えたリムブレーキロードバイク用のオールラウンダーカーボンホイール

踏み出しが軽く、上り坂走行を高速化し、しかもスピードを維持
■新しいラミネート加工リムで40gの軽量化
■40mm/幅26mmのNACAプロファイルリム
■マヴィック特許の軽量エアロスポーク

パワー伝達を向上させる高剛性ホイールと優れたブレーキ 
■新登場のインフィニティ ハブプラットフォーム：高剛性アクスル、耐久性の高いベアリング、スポーク組みとスポークテンションを最適化させた新しいハブデザイン
■瞬時のパワー伝達をもたらすID360 フリーホイール テクノロジー
■あらゆるカーボンリムの中でも最大のブレーキ効率と最高の信頼性を誇るiTgMAX ブレーキトラック

改良されたUSTロードは、使いやすいチューブレスシステムでより高速性、快適性、そしてコントロール性を向上させます
■チューブがないので摩擦が発生しないため、効率性とグリップ力がアップし、リム打ちパンクのリスクが軽減
■リムベッドの形状が新しくなり、タイヤの着脱が容易に
■FOREカーボンドリル加工がリムテープを不要に

PAIR 1390 g
FRONT 640 g
REAR 750 g

FEATURES
リム
・素材：カーボンファイバー 100％
・リム高：40mm
・バルブ穴径：6.5mm
・タイヤ：UST チューブレス＆チューブタイプ 
・内幅：19mm 
・ETRTO サイズ：622×19TC ロード
・FOREカーボン
・USTチューブレスレディ
スポーク
・素材：スチール
・形状：ストレートプル、楕円形エアロ、ダブルバテッド (特許取得)
・ニップル：FOREテクノロジーによるアルミニウム一体型
・スポーク数：フロント側 18本、リア側 20本
・スポーク組：フロント側 ラジアル組、リア側 イソパルス組
・イソパルス

ハブ
・ボディー素材：アルミニウム（フロント、リア）
・アクスル素材：アルミニウム
・ベアリング（F/R）：QRMオート
・フリーホイール：インスタントドライブ360

互換性
・フリーホイール：シマノ/スラム
   オプションでカンパニョーロもしくはスラムXD-Rヘ
   変換可能（別売）

付属品
・BR601クイックリリース
・カーボンブレーキパッド
・USTバルブ＆アクセサリー
・ユーザーガイド

使用に際して
・ASTM規格：1 ロードのみ

COSMIC SLR 40
コスミック SLR 40

QRM Auto 

Infinity Hubs Platform

iTgMAX 

ペア      ¥250,000（＋消費税）

フロント ¥105,000（＋消費税）
NS  F9242101

リア ¥145,000（＋消費税）
M11  R4013155

FRONT
9 × 100 12 × 100 15 × 100

●

REAR
9 × 130 9 × 135 12 × 135 12 × 142

●

●付属　◯オプション
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UST Instant Drive 360 

USTチューブレスのエアロ効率、素早い加速、優れたライドクオリティ。
使いやすくなったロード チューブレス テクノロジーと軽量性によってあらゆるニーズを叶えるディスクブレーキ専用ホイール

加速性がアップし、上り坂走行を高速化し、しかもスピードを維持
■45mm NACA準拠のリム形状がドラッグを低く抑えスピードアップを可能に
■低慣性を実現する軽量リムがもたらす瞬時の加速
■重量を抑えレスポンス性能を向上させたフラットなダブルバテッドスポーク

あらゆるロードライド コンディションに対応する幅広い汎用性 
■最低限の空気抵抗、低慣性、高い横剛性が、平地から上り坂まで、あらゆる地形でより速く、より効率的に走行することを可能に
■コントロール性能を向上させたディスクブレーキ専用の構造で、12mmスルーアクスルにも対応

使いやすいチューブレスシステムで、スピード性、快適性、制御性を高める改善されたUSTロード
■チューブがないので摩擦が少なく、効率性とグリップ力がアップし、リム打ちパンクのリスクが軽減
■リムベッドの形状が新しくなり、タイヤの着脱が容易に

PAIR 1575 g
FRONT 730 g
REAR 845 g

FEATURES
リム
・素材：カーボンファイバー 100％
・リム高：45mm
・ドリリング：トラディショナル
・ディスクブレーキ専用形状
・タイヤ：UST チューブレス＆チューブタイプ
・内幅：19mm 
・ETRTO サイズ：622×19TC ロード
・UST
スポーク
・素材：スチール
・形状：ストレートプル、フラット、ダブルバテッド
・ニップル：真鍮、ABS 
・スポーク数：フロント＆リア側 24本
・スポーク組：フロント＆リア側 2クロス組、コンタクトレス

ハブ
・ボディー素材：アルミニウム（フロント、リア）
・アクスル素材：アルミニウム
・ベアリング（F/R）：QRMオート
・フリーホイール：インスタントドライブ360

互換性
・フリーホイール：シマノ/スラム
   オプションでカンパニョーロもしくはスラムXD-Rヘ
   変換可能（別売）
・フロントアクスル：12mmスルーアクスル
   付属アダプターでクイックリリースに変更可能
・リアアクスル：12mmスルーアクスル
   オプションアダプターでクイックリリースに変換可能（別売）

付属品
・フロントQRアダプター
・リアQRアダプター(インスタントドライブ360用）
・USTバルブ＆アクセサリー
・チューブレスリムテープ
・ユーザーガイド

使用に際して
・ASTM規格カテゴリー2：ロード+ジャンプ15cmまでの
   オフロード
・ホイールのロングライフのため、最大重量は車両を含め
   120kgを推奨
・推奨タイヤサイズ：25〜32mm

COSMIC SL 45 DISC
コスミック SL 45 ディスク

QRM Auto 

Infinity Hubs Platform

ペア     ¥160,000（＋消費税）

ペア     ¥170,000（＋消費税）
日本限定

フロント ¥70,000（＋消費税）
NS  F9029101

フロント ¥73,000（＋消費税）
NS  F9243101

リア ¥90,000（＋消費税）
M11  R3684155

リア ¥97,000（＋消費税）
M11  R4014155

FRONT
9 × 100 12 × 100 15 × 100

● ●

REAR
9 × 130 9 × 135 12 × 135 12 × 142

● ◯ ●

●付属　◯オプション
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UST Instant Drive 360 Isopulse 

QRM Auto Infinity Hubs Platform iTgMAX 

USTチューブレスのエアロ効率、素早い加速、優れたライドクオリティ。
使いやすくなったロード チューブレス テクノロジーと軽量性によってあらゆるニーズを叶えるカーボン ロードホイール

加速性がアップし、上り坂走行を高速化し、しかもスピードを維持
■40mm NACA準拠のリム形状がドラッグを低く抑えスピードアップを可能に
■低慣性を実現する軽量リムがもたらす瞬時の加速
■重量を抑えレスポンス性能を向上させたフラットなダブルバテッドスポーク

あらゆるロードライド コンディションに対応する幅広い汎用性
■最低限の空気抵抗、低慣性、高い横剛性が、平地から上り坂まで、あらゆる地形でより速く、より効率的に走行することを可能に
■あらゆるカーボンリムの中でも最大のブレーキ効率と最高の信頼性を誇るiTgMAX ブレーキトラック

使いやすいチューブレスシステムで、スピード性、快適性、制御性を高める改善されたUSTロード
■チューブがないので摩擦がなく、効率性とグリップ力がアップし、リム打ちパンクのリスクが軽減
■リムベッドの形状が新しくなり、タイヤの着脱が容易に

PAIR 1600 g
FRONT 705 g
REAR 895 g

FEATURES
リム
・素材：カーボンファイバー 100％ 
・リム高：40mm
・ドリリング：トラディショナル
・タイヤ：UST チューブレス＆チューブタイプ
・内幅：19mm
・ETRTO サイズ：622×19TC ロード
・マヴィック チューブレステープを使用
・UST 
・iTgMAX
スポーク
・素材：スチール
・形状：ストレートプル、フラット、ダブルバテッド
・ニップル：アルミニウム、ABS
・スポーク数：フロント側 18本、リア側 20本
・スポーク組：フロント側 2クロス組、リア側 イソパルス組
・イソパルス

ハブ
・ボディー素材：アルミニウム（フロント、リア）
・アクスル素材：アルミニウム
・ベアリング（F/R）：QRMオート
・フリーホイール：インスタントドライブ360

互換性
・フリーホイール：シマノ/スラム
   オプションでカンパニョーロもしくはスラムXD-Rヘ
   変換可能（別売）
・フロントアクスル：クイックリリース
・リアアクスル：クイックリリース

付属品
・BR301クイックリリース
・カーボンブレーキパッド
・USTバルブ＆アクセサリー
・チューブレスリムテープ
・ユーザーガイド

使用に際して
・ASTM規格：1 ロードのみ
・ホイールのロングライフのため、最大重量は車両を含め
   120kgを推奨
・推奨タイヤサイズ：25〜32mm

COSMIC SL 40
コスミック SL 40

ペア     ¥160,000（＋消費税）

フロント ¥70,000（＋消費税）
NS  F9020101

リア ¥90,000（＋消費税）
M11  R3673155

FRONT
9 × 100 12 × 100 15 × 100

●

REAR
9 × 130 9 × 135 12 × 135 12 × 142

●

●付属　◯オプション
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Instant Drive 360 UST QRM Auto 

SUP

ディスクブレーキロードバイクにおけるエアロパフォーマンスを今まで以上に可能にし、より速くスムーズにする
USTチューブレスロードホイール

加速性がアップし、上り坂走行を高速化し、しかもスピードを維持
■転がり効率とトラクションに優れたロードUSTチューブレス
■フロント、リア24本のスポークで強靱な横剛性と最適な動力伝達を実現

優れた乗り心地
■ロードUSTホイールタイヤシステムは、転がり抵抗を低減させ、快適性とトラクション性能を向上
■エアボリュームの豊富な25mmタイヤ付きの内幅17mm リムを採用

現代のディスクブレーキバイクに準拠
■ディスクブレーキ専用リムプロファイル 12mmスルーアクスル、クイックリリースとの互換性あり。
  センターロック、インターナショナル対応

PAIR 1870 g
FRONT 845 g
REAR 1015 g

FEATURES
リム
・素材：S6000アルミニウム
・リム高：30mm
・ドリリング：トラディショナル
・ディスクブレーキ用プロファイル
・バルブホール径：6.5mm
・ジョイント：SUP
・タイヤ：USTチューブレス＆クリンチャー
・内幅：17mm
・ETRTOサイズ：622×17TC ロード

スポーク
・本数：24本（フロント、リア）
・組み：2クロス（フロント、リア）
・素材：スチール
・ニップル：スチール、ABS
・形状：ストレートプル、フラット

ハブ
・ボディー素材：アルミニウム（フロント、リア）
・アクスル素材：スチール
・ベアリング（F/R）：オートアジャストシールドカートリッジ
                                 ベアリング（QRMオート）
・フリーホイール：インスタントドライブ360、スチール

互換性
・フリーホイール：シマノ/スラム
   オプションでカンパニョーロもしくはスラムXDフリー
   ボディヘ変換可能（別売）
・フロントアクスル：12mmスルーアクスル
   付属アダプターでクイックリリースに変更可能
   オプションで15mmスルーアクスルに変換可能（別売）
・リアアクスル：12mmスルーアクスル
   オプションアダプターでクイックリリースに変換可能（別売）

付属品
・チューブレスリムテープ
・USTバルブ＆アクセサリー
・フロントQRアダプター
・リアQRアダプター（インスタントドライブ360用）
・ユーザーガイド

使用に際して
・ホイールのロングライフのため、最大重量は車両を含め
   120kgを推奨
・最大空気圧：チューブレス  7BAR-100PSI（25mm）,
   6BAR-87PSI（28mm）
   クリンチャー  7.7BAR-110PSI（25mm/28mm）
・推奨タイヤサイズ：25〜32mm

COSMIC ELITE UST DISC
コスミック エリート UST ディスク

ペア       ¥60,000（＋消費税）

フロント ¥25,800（＋消費税）
NS  F9295101

リア ¥34,200（＋消費税）
M11  R4105155

FRONT
9 × 100 12 × 100 15 × 100

● ● ◯

REAR
9 × 130 9 × 135 12 × 135 12 × 142

● ◯ ●

●付属　◯オプション
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Instant Drive 360 FTS-L  UST 

SUP 

マヴィックのエアロダイナミクス効果を手軽に味わえるホイール。
エントリーグレードながら、USTチューブレスシステム、ワイドリムの利点を付加

低ドラッグで横風安定性も改善
■新しい30mmディープ、24mmワイドのNACA準拠のリムプロファイル
■ブレードスポーク

優れた乗り心地
■ロードUSTホイールタイヤシステムは、転がり抵抗を低減させ、快適性とトラクション性能を向上
■エアボリュームの豊富な25mmタイヤ付きの内幅17mm リムを採用

マヴィックの誇る高品質
■SUP溶接
■交換可能なQRMカートリッジベアリング

PAIR 1770 g
FRONT 815 g
REAR 955 g

FEATURES
リム
・素材：S6000アルミニウム
・リム高：30mm
・ドリリング：トラディショナル
・ブレーキ面：UBコントロール
・バルブホール径：6.5mm
・ジョイント：SUP
・タイヤ：USTチューブレス＆クリンチャー
・内幅：17mm
・ETRTOサイズ：622×17TC ロード

スポーク
・本数：20本（フロント、リア）
・組み：ラジアル（フロント、リアノンドライブサイド）、
            2クロス（リアドライブサイド）
・素材：スチール
・ニップル：スチール、ABS
・形状：ストレートプル、ブレード

ハブ
・ボディー素材：アルミニウム（フロント、リア）
・アクスル素材：スチール
・ベアリング（F/R）：シールドカートリッジベアリング（QRM）
・フリーホイール：FTS-Lスチール　

互換性
・フリーホイール：シマノ/スラム
   オプションでカンパニョーロヘ変換可能（別売）
・フロントアクスル：クイックリリース
・リアアクスル：クイックリリース

付属品
・BR101クイックリリース
・リムテープ
・チューブレスリムテープ
・USTバルブ＆アクセサリー
・ユーザーガイド

使用に際して
・ホイールのロングライフのため、最大重量は車両を含め
   120kgを推奨
・最大空気圧：チューブレス  7BAR-100PSI（25mm）,  
   6BAR-87PSI（28mm）
   クリンチャー  7.7BAR-110PSI（25mm/28mm）
・推奨タイヤサイズ：25〜32mm

COSMIC ELITE UST
コスミック エリート UST

ペア       ¥60,000（＋消費税）

フロント ¥25,800（＋消費税）
NS  F9296101

リア ¥34,200（＋消費税）
M11  R4106155

FRONT
9 × 100 12 × 100 15 × 100

●

REAR
9 × 130 9 × 135 12 × 135 12 × 142

●

●付属　◯オプション



road 
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Fore Carbon Instant Drive 360 UST 

新しい軽量32mmリムと使いやすくなったロード チューブレス テクノロジーを備え、
特に急坂の上りでの瞬時の加速パフォーマンスを叶える超軽量ディスクブレーキホイール

瞬時の加速、クライミング能力を向上
■ディスクブレーキ用に最適化された高さ32mm/幅28mmのNACAプロファイルリム
■40gの軽量化を実現し、リムテープを不要にすることでさらに30gの軽量化をもたらしたFOREカーボン
■マヴィック特許の軽量エアロスポーク

パワー伝達を向上させる高剛性ホイール
■FOREカーボン テクノロジーによってリムの上部ブリッジに穴が開かないので、リムの高剛性をキープ
■新登場のインフィニティ ハブプラットフォーム：高剛性アクスル、耐久性の高いベアリング、スポーク組みとスポークテンションを最適化させた新しいハブデザイン
■瞬時のパワー伝達をもたらすID360 テクノロジー

使いやすいチューブレスシステムで、スピード性、快適性、制御性を高める改善されたUSTロード
■チューブがないので摩擦が少なく、効率性とグリップ力がアップし、リム打ちパンクのリスクが軽減
■リムベッドの形状が新しくなり、タイヤの着脱が容易に
■FOREカーボンドリル加工がリムテープを不要に

PAIR 1410 g
FRONT 640 g
REAR 770 g

COSMIC SLR 32 DISC
コスミック SLR 32 ディスク

FEATURES
リム
・素材：カーボンファイバー 100％
・リム高：32mm
・ディスクブレーキ専用形状
・タイヤ：UST チューブレス＆チューブタイプ 
・内幅：21mm
・ETRTO サイズ：622×21TC ロード
・FOREカーボン 
・UST
スポーク
・素材：スチール 
・形状：ストレートプル、楕円形エアロ、ダブルバテッド (特許取得) 
・ニップル：FOREテクノロジーによるアルミニウム一体型
・スポーク数：フロント＆リア側 24本
・スポーク組：フロント＆リア側 2クロス組、コンタクトレス

ハブ
・ボディー素材：アルミニウム（フロント、リア）
・アクスル素材：アルミニウム
・ベアリング（F/R）：QRMオート
・フリーホイール：インスタントドライブ360

互換性
・フリーホイール：シマノ/スラム
   オプションでカンパニョーロもしくはスラムXD-Rヘ
   変換可能（別売）
・フロントアクスル：12mmスルーアクスル
   アダプターでクイックリリースに変更可能
・リアアクスル：12mmスルーアクスル
   オプションアダプターでクイックリリースに変換可能（別売）

付属品
・USTバルブ＆アクセサリー
・ユーザーガイド

使用に際して
・ASTM規格カテゴリー2：ロード+ジャンプ15cmまでの
   オフロード
・ホイールのロングライフのため、最大重量は車両を含め
   120kgを推奨
・推奨タイヤサイズ：25〜32mm

Infinity Hubs Platform QRM Auto 

ペア      ¥250,000（＋消費税）

フロント ¥105,000（＋消費税）
NS  F9226101

リア ¥145,000（＋消費税）
M11  R3978155

FRONT
9 × 100 12 × 100 15 × 100

○ ●

REAR
9 × 130 9 × 135 12 × 135 12 × 142

◯ ◯ ●

●付属　◯オプション
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Instant Drive 360 UST 

USTロード チューブレス テクノロジーとディスクブレーキ専用機能を兼ね備えた軽量32mmリムによって、
上り坂走行でもコーナ―リングでも高速化を実現した新作カーボンロード ホイール

高速の上り坂走行と素早い加速
■瞬時の加速をもたらす低慣性軽量リム
■空気抵抗を最小限に抑えるNACAにインスパイアされたリム形状（リム高：32mm）
■重量を抑え、レスポンス性能を向上させたフラットなダブルバテッドスポーク

パワー伝達を向上させる高い横剛性
■スポーク組みとスポークテンションを最適化し、ホイール安定性を向上させる新登場のインフィニティ ハブプラットフォーム
■瞬時の加速を可能にする頑強なハブアクスルとID360 テクノロジー

使いやすいチューブレスシステムで、スピード性、快適性、制御性を高める改善されたUSTロード
■チューブがないので摩擦が少なく効率性とグリップ力がアップし、リム打ちパンクのリスクが軽減
■リムベッドの形状が新しくなり、タイヤの着脱が容易に

PAIR 1499 g
FRONT 692 g
REAR 807 g

COSMIC SL 32 DISC
コスミック SL 32 ディスク

FEATURES
リム
・素材：カーボンファイバー 100％
・リム高：32mm
・ドリリング：トラディショナル
・ディスクブレーキ専用形状 
・タイヤ：UST チューブレス＆チューブタイプ
・内幅：21mm 
・ETRTO サイズ：622×21TC ロード
・UST
スポーク
・素材：スチール
・形状：ストレートプル、フラット、ダブルバテッド 
・ニップル：真鍮、ABS
・スポーク数：フロント＆リア側 24本
・スポーク組：フロント＆リア側 2クロス組、コンタクトレス
ハブ
・ボディー素材：アルミニウム（フロント、リア）
・アクスル素材：アルミニウム
・ベアリング（F/R）：QRMオート
・フリーホイール：インスタントドライブ360

互換性
・フリーホイール：シマノ/スラム
   オプションでカンパニョーロもしくはスラムXD-Rヘ
   変換可能（別売）
・フロントアクスル：12mmスルーアクスル
   付属アダプターでクイックリリースに変更可能
・リアアクスル：12mmスルーアクスル
   オプションアダプターでクイックリリースに変換可能（別売）

付属品
・フロントQRアダプター
・リアQRアダプター（インスタントドライブ360用）
・USTバルブ＆アクセサリー
・ユーザーガイド

使用に際して
・ASTM規格カテゴリー2：ロード+ジャンプ15cmまでの
   オフロード
・ホイールのロングライフのため、最大重量は車両を含め
   120kgを推奨
・推奨タイヤサイズ：25〜32mm

QRM Auto 

Infinity Hubs Platform

ペア     ¥160,000（＋消費税）

フロント ¥70,000（＋消費税）
NS  F9032101

リア ¥90,000（＋消費税）
M11  R3687155

FRONT
9 × 100 12 × 100 15 × 100

● ●

REAR
9 × 130 9 × 135 12 × 135 12 × 142

● ◯ ●

●付属　◯オプション
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ISM 4D Maxtal  Zicral spokes 

UST Instant Drive 360 Isopulse 

SUP QRM Auto 

効率性が高まり、少ない労力でスピードが出せるようになる、まったく新しいUSTロード チューブレス テクノロジーを搭載した
超軽量オールラウンダー

より速くスムーズな回転とパンクリスクの軽減
■USTロード チューブレスでは、チューブによる摩擦が発生しないため、転がり抵抗が減少し、さらなる高速走行が可能に
■より低いタイヤ空気圧でもよりスムーズでパンクリスクの低い走行を可能にするUSTロード チューブレス
■マヴィック特許のUSTシステムがタイヤとホイールを完璧に結合させ、装着、取り外し、メンテナンスも容易

スピード感のある上り坂走行と素早い加速を実現する超軽量性
■ISM 4Dリム機械加工が実現した最軽量ロードリム 
■剛性を維持しながら軽量化を達成したジクラル スポーク
■スムーズなライドをもたらすイクシオン プロ UST タイヤ

自信を持って走行できる強度と耐久性と高めたホイールシステム
■より強いスポークとリムの結合を実現するフォードリル加工
■強靱なオーバーサイズのジクラル アルミ スポーク
■シール加工されたカートリッジベアリング

PAIR 1410 g
FRONT 590 g
REAR 820 g
WEIGHT TYRE 700X23 260 g

FEATURES
リム
・素材：マクスタル
・リム高：フロント側 22mm、リア側 25mm
   アシンメトリー（左右非対称）
・ブレーキトラック：UBコントロール
・軽量化：ISM 4D
・バルブ穴径：6.5mm
・タイヤ：UST チューブレス＆チューブタイプ
・内幅：17mm 
・ETRTO サイズ：622×17TC ロード 
・FORE
・UST
・USTチューブレスレディ
・SUP
スポーク
・素材：ジクラル
・形状：フロント＆リア非フリー側 ストレートプル、
   ブレード、ダブルバテッド
・ニップル：FOREテクノロジーによるアルミニウム一体型
・スポーク数：フロント側 18本、リア側 20本
・スポーク組：フロント側 ラジアル組、リア側 イソパルス組
・イソパルス

ハブ
・ボディー素材：アルミニウム（フロント、リア）
・アクスル素材：アルミニウム
・ベアリング（F/R）：オートアジャストシールドカートリッジ
   ベアリング（QRMオート）
・フリーホイール：インスタントドライブ360
互換性
・フリーホイール：シマノ/スラム
   オプションでカンパニョーロもしくはスラムXDフリー
   ボディヘ変換可能（別売）
・フロントアクスル：クイックリリース
・リアアクスル：クイックリリース
付属品
・BR301クイックリリース
・タイヤシーラント（リアホイール）
・USTバルブ＆アクセサリー
・ユーザーガイド
使用に際して
・ホイールのロングライフのため、最大重量は車両を含め
   120kgを推奨
・最大空気圧：チューブレス  7BAR-110PSI（25mm）,
   6BAR-87PSI（28mm）
   チューブ使用  7.7BAR-110PSI（25mm/28mm）
・推奨タイヤサイズ：25〜32mm

KSYRIUM PRO UST
キシリウム プロ UST

ペア     ¥140,000（＋消費税）

フロント ¥65,000（＋消費税）
25  F7324125

リア ¥75,000（＋消費税）
M-25  R1723130

FRONT
9 × 100 12 × 100 15 × 100

●

REAR
9 × 130 9 × 135 12 × 135 12 × 142

●

●付属　◯オプション

FRONT REAR
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ISM 4D Maxtal Fore  

Instant Drive 360 UST Infinity Hubs Platform 

SUP QRM Auto 

世界最高のアルミ製ロードホイールに求められるものとは？軽量ながら耐久性があり、横剛性にも路面追従性にも優れ、自信をもって
ブレーキングができ、チューブレスにも簡単に対応するといった特徴すべてを兼ね備えた全く新しいキシリウム SL ディスク

日常のパフォーマンスをアップさせる超軽量性と耐久性
■重さわずか400gのISM4Dリム
■マヴィック特許の軽量エアロスポークと高さ22mm/幅19mmのワイドリムが低慣性と高い制御性を実現
■穴の開かない上部リムブリッジがリムテープを不要にすることで60gの軽量化

優れた横剛性と路面追従性でライドがよりダイナミックに
■FOREドリル加工によってリムの上側ブリッジに穴が開かないので、リムの高剛性をキープ
■新登場のインフィニティ ハブプラットフォーム：高剛性アクスル、耐久性の高いベアリング、新しいハブデザインがホイールの安定性を保証
■パワー伝達を向上させるID360 テクノロジー

使いやすいチューブレスシステムで、スピード性、快適性、制御性を高める改善されたUSTロード
■チューブがないので摩擦が発生しないため、効率性とグリップ力がアップし、リム打ちパンクのリスクが軽減
■リムベッドの形状が新しくなり、タイヤの着脱が容易に
■FOREドリルテクノロジーがリムテープを不要に

PAIR 1575 g
FRONT 723 g
REAR 852 g

FEATURES
リム
・素材：マクスタル
・リム高：22mm
・ディスクブレーキ専用形状
・軽量化：ISM 4D
・タイヤ：UST チューブレス＆チューブタイプ
・内幅：19mm
・ETRTO サイズ：622×19TC ロード
・FORE
・UST
・SUP
スポーク
・素材：スチール
・形状：ストレートプル、楕円形エアロ、ダブルバテッド(特許取得)
・ニップル：FOREテクノロジーによるアルミニウム一体型
・ポーク数：フロント＆リア側 24本
・スポーク組：フロント＆リア側 2クロス組、コンタクトレス

ハブ
・ボディー素材：アルミニウム（フロント、リア）
・アクスル素材：アルミニウム
・ベアリング（F/R）：QRMオート
・フリーホイール：インスタントドライブ360

互換性
・フリーホイール：シマノ/スラム
   オプションでカンパニョーロもしくはスラムXD-Rヘ
   変換可能（別売）
・フロントアクスル：12mmスルーアクスル
   アダプターでクイックリリースに変更可能
・リアアクスル：12mmスルーアクスル
   オプションアダプターでクイックリリースに変換可能（別売）

付属品
・USTバルブ＆アクセサリー
・ユーザーガイド

使用に際して
・ASTM規格カテゴリー2：ロード+ジャンプ15cmまでの
   オフロード
・ホイールのロングライフのため、最大重量は車両を含め
   120kgを推奨
・推奨タイヤサイズ：25〜32mm

KSYRIUM SL DISC
キシリウム SL ディスク

ペア       ¥90,000（＋消費税）

フロント ¥40,000（＋消費税）
NS  F9041101

リア ¥50,000（＋消費税）
M11  R3697155

FRONT
9 × 100 12 × 100 15 × 100

○ ●

REAR
9 × 130 9 × 135 12 × 135 12 × 142

◯ ◯ ●

●付属　◯オプション
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ISM 4D Maxtal Instant Drive 360 f

UST Isopulse Fore  

QRM Auto Infinity Hubs Platform SUP 

軽量で、耐久性に優れ、横剛性と路面追従性性を実現したアルミ製ロードホイールの新基準を打ち立て、
ハードルを上げたキシリウム SL

日常のパフォーマンスをアップさせる超軽量性と耐久性
■重さわずか400gのISM4Dリム
■マヴィック特許の軽量エアロスポークと高さ22mm/幅19mmのワイドリムが低慣性と高い制御性を実現
■穴の開かない上部リムブリッジがリムテープを不要にすることで60gの軽量化

優れた横剛性と路面追従性でライドがよりダイナミックに
■FOREドリル加工によってリムの上側ブリッジに穴が開かないので、リムの高剛性をキープ
■新登場のインフィニティ ハブプラットフォーム：高剛性アクスル、耐久性の高いベアリング、新しいハブデザインがホイールの安定性を保証
■パワー伝達を向上させるID360テクノロジー

使いやすいチューブレスシステムで、スピード性、快適性、制御性を高める改善されたUSTロード
■チューブがないので摩擦が発生しないため、効率性とグリップ力がアップし、リム打ちパンクのリスクが軽減
■リムベッドの形状が新しくなり、タイヤの着脱が容易に
■FOREドリルテクノロジーがリムテープを不要に

PAIR 1480 g
FRONT 645 g
REAR 835 g

FEATURES
リム
・素材：マクスタル 
・リム高：22mm 
・ブレーキトラック：UBコントロール
・軽量化：ISM 4D
・タイヤ：UST チューブレス＆チューブタイプ
・内幅：19mm
・ETRTO サイズ：622×19TC ロード 
・FORE
・UST 
・SUP
スポーク
・素材：スチール
・形状：ストレートプル、楕円形エアロ、ダブルバテッド(特許取得)
・ニップル：FOREテクノロジーによるアルミニウム一体型
・スポーク数：フロント＆リア側 24本
・スポーク組：フロント側 ラジアル組、リア側 イソパルス組
・イソパルス

ハブ
・ボディー素材：アルミニウム（フロント、リア）
・アクスル素材：アルミニウム
・ベアリング（F/R）：QRMオート
・フリーホイール：インスタントドライブ360

互換性
・フリーホイール：シマノ/スラム
    オプションでカンパニョーロもしくはスラムXD-Rヘ
    変換可能（別売）
・フロントアクスル：クイックリリース
・リアアクスル：クイックリリース

付属品
・BR601クイックリリース
・USTバルブ＆アクセサリー
・ユーザーガイド

使用に際して
・ASTM規格カテゴリー 2：ロード+ジャンプ15cmまでの
   オフロード 
・ホイールのロングライフのため、最大重量は車両を含め
   120kgを推奨
・推奨タイヤサイズ：25〜32mm

KSYRIUM SL
キシリウム SL

ペア       ¥90,000（＋消費税）

フロント ¥40,000（＋消費税）
NS  F9025101

リア ¥50,000（＋消費税）
M11  R3678155

FRONT
9 × 100 12 × 100 15 × 100

●

REAR
9 × 130 9 × 135 12 × 135 12 × 142

●

●付属　◯オプション
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Maxtal UST Instant Drive 360 

Fore  QRM Auto Infinity Hubs Platform

SUP

あらゆるロードライダーにとってのスマートなアップグレードとなる、信頼性の高いマヴィックのテクノロジーと
デザインが凝縮され、見事な仕上げが施された耐久性に優れる軽量ホイールセット

日常のパフォーマンスをアップさせる軽量性と耐久性
■重さわずか430gのリム
■リムテープが不要なので、従来のホイールセットより60g軽量化
■フラットな軽量スポークとID360 フリーホイールテクノロジー

優れた横剛性と路面追従性でライドがよりダイナミックに
■FOREテクノロジーによってリムの上部ブリッジに穴が開かないので、19mm幅のリムの剛性がさらにアップ
■新登場のインフィニティ ハブプラットフォーム：高剛性アクスル、耐久性の高いベアリング、新しいハブデザイン

使いやすいチューブレスシステムで、スピード性、快適性、制御性を高める改善されたUSTロード
■チューブがないので摩擦が発生しないため、効率性とグリップ力がアップし、リム打ちパンクのリスクが軽減
■リムベッドの形状が新しくなり、タイヤの着脱が容易に
■FOREドリルテクノロジーがリムテープを不要に

PAIR 1670 g
FRONT 750 g
REAR 820 g

FEATURES
リム
・素材：マクスタル
・リム高：22mm
・ディスクブレーキ専用形状
・タイヤ：UST チューブレス＆チューブタイプ
・内幅：19mm 
・ETRTO サイズ：622×19TC ロード
・FORE
・UST
・SUP
スポーク
・素材：スチール
・形状：ストレートプル、フラット、ダブルバテッド
・ニップル：FOREテクノロジーによるアルミニウム一体型
・スポーク数：フロント＆リア側 24本
・スポーク組：フロント＆リア側 2クロス組、コンタクトレス

ハブ
・ボディー素材：アルミニウム（フロント、リア）
・アクスル素材：アルミニウム
・ベアリング（F/R）：QRMオート
・フリーホイール：インスタントドライブ360

互換性
・フリーホイール：シマノ/スラム
   オプションでカンパニョーロもしくはスラムXD-Rヘ
   変換可能（別売）
・フロントアクスル：12mmスルーアクスル。
   付属アダプターでクイックリリースに変更可能。
・リアアクスル：12mmスルーアクスル。
   オプションアダプターでクイックリリースに変換可能（別売）

付属品
・フロントQRアダプター
・リアQRアダプター（インスタントドライブ360用）
・USTバルブ＆アクセサリー
・ユーザーガイド

使用に際して
・ASTM規格カテゴリー 2：ロード+ジャンプ15cmまでの
   オフロード
・ホイールのロングライフのため、最大重量は車両を含め
   120kgを推奨
・推奨タイヤサイズ：25〜32mm

KSYRIUM S DISC
キシリウム S ディスク

ペア       ¥70,000（＋消費税）

フロント ¥30,000（＋消費税）
NS  F9023101

リア ¥40,000（＋消費税）
M11  R3676155

FRONT
9 × 100 12 × 100 15 × 100

● ●

REAR
9 × 130 9 × 135 12 × 135 12 × 142

● ◯ ●

●付属　◯オプション
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Maxtal Instant Drive 360 UST 

Isopulse Fore  QRM Auto 

Infinity Hubs Platform SUP 

あらゆるロードライダーにとってのスマートなアップグレードとなる、信頼性の高いマヴィックのテクノロジーと
デザインが凝縮され、見事な仕上げが施された耐久性に優れる軽量ホイールセット

日常のパフォーマンスをアップさせる軽量性と耐久性
■重さわずか430gのリム
■リムテープが不要なので、従来のホイールより60g軽量化
■フラットな軽量スポークとID360 フリーホイールテクノロジー

優れた横剛性と路面追従性でライドがよりダイナミックに
■FOREテクノロジーによってリムの上部ブリッジに穴が開かないので、19mm幅のリムの剛性がさらにアップ
■新登場のインフィニティ ハブプラットフォーム：高剛性アクスル、耐久性の高いベアリング、新しいハブデザイン

使いやすいチューブレスシステムで、スピード性、快適性、制御性を高める改善されたUSTロード
■チューブがないので摩擦が発生しないため、効率性とグリップ力がアップし、リム打ちパンクのリスクが軽減
■リムベッドの形状が新しくなり、タイヤの着脱が容易に
■FOREドリルテクノロジーがリムテープを不要に

PAIR 1570 g
FRONT 675 g
REAR 895 g

FEATURES
リム
・素材：マクスタル 
・リム高：22mm 
・ブレーキトラック：UBコントロール 
・タイヤ：UST チューブレス＆チューブタイプ
・内幅：19mm 
・ETRTO サイズ：622×19TC ロード 
・FORE
・UST
・SUP
スポーク
・素材：スチール
・形状：ストレートプル、フラット、ダブルバテッド 
・ニップル：FOREテクノロジーによるアルミニウム一体型
・スポーク数：フロント＆リア側 24本 
・スポーク組：フロント側 ラジアル組、リア側 イソパルス組
・イソパルス

ハブ
・ボディー素材：アルミニウム（フロント、リア）
・アクスル素材：アルミニウム
・ベアリング（F/R）：QRMオート
・フリーホイール：インスタントドライブ360

互換性
・フリーホイール：シマノ/スラム
   オプションでカンパニョーロもしくはスラムXD-Rヘ
   変換可能（別売）
・フロントアクスル：クイックリリース
・リアアクスル：クイックリリース

付属品
・BR101クイックリリース
・USTバルブ＆アクセサリー
・ユーザーガイド

使用に際して
・ASTM規格カテゴリー 2：ロード+ジャンプ15cmまでの
   オフロード
・ホイールのロングライフのため、最大重量は車両を含め
   120kgを推奨
・推奨タイヤサイズ：25〜32mm

KSYRIUM S
キシリウム S

ペア       ¥70,000（＋消費税）

フロント ¥30,000（＋消費税）
NS  F9019101

リア ¥40,000（＋消費税）
M11  R3672155

FRONT
9 × 100 12 × 100 15 × 100

●

REAR
9 × 130 9 × 135 12 × 135 12 × 142

●

●付属　◯オプション
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Instant Drive 360 

ディスクブレーキ特有のニーズに応えるよう開発されたアクシウムが、毎日のライドで信頼性の高いパフォーマンスを発揮

パワフルで信頼性の高いディスクブレーキが、確実なコントロールを実現
■24本のリア、フロントのスポークが、ブレーキトルク分配を最適化 
■ディスクブレーキに最適化されたリム形状
■ディスク用のスポーク形状とスポーク組みを採用

スムーズで、エネルギー効率に優れるライドクオリティ
■よりワイドな内幅17mmのリムが32mmまでのタイヤに対応 
■高品質 QRMカートリッジベアリング
■Jベンドスポークより強靭なストレートプル ラウンドスポークを採用

PAIR 1905 g
FRONT 870 g
REAR 1035 g

FEATURES
リム
・素材：S6000アルミニウム
・リム高：21mm
・ドリリング：トラディショナル
・ディスクブレーキ用プロファイル
・バルブホール径：6.5mm
・ジョイント：ピン
・タイヤ：クリンチャー
・内幅：17mm 
・ETRTOサイズ：622×17C

スポーク
・本数：24本（フロント、リア）
・組み：2クロス（フロント、リア）
・素材：スチール
・ニップル：スチール、ABS
・形状：ストレートプル、ラウンド

ハブ
・ボディー素材：アルミニウム（フロント、リア）
・アクスル素材：アルミニウム
・ベアリング（F/R）：オートアジャストシールドカート
   リッジベアリング（QRMオート）
・フリーホイール：インスタントドライブ360

互換性
・フリーホイール：シマノ/スラム
   オプションでカンパニョーロもしくはスラムXD-Rフリー
   ボディヘ変換可能（別売）
・フロントアクスル：12×100スルーアクスル
   付属アダプターでクイックリリースに変更可能
・リアアクスル：12mmスルーアクスル
   付属アダプターでクイックリリースに変換可能

付属品
・フロントQRアダプター
・リアQRアダプター（インスタントドライブ360用）
・リムテープ
・ユーザーガイド

使用に際して
・ホイールのロングライフのため、最大重量は車両を含め
   120kgを推奨
・最大空気圧：8.7BAR-125PSI（23mm）, 
   7.7BAR-110PSI（25mm/28mm）
・推奨タイヤサイズ：23〜32mm

AKSIUM DISC
アクシウム ディスク

QRM Auto  

ペア       ¥36,000（＋消費税）

フロント ¥17,000（＋消費税）
NS  F8086101  (INT 12 ×100)
NS  F8088101  (CL 12 ×100)

リア ¥19,000（＋消費税）
M11  R2315155  (INT 12 ×142)
M11  R2317155  (CL 12 ×142)

FRONT
9 × 100 12 × 100 15 × 100

● ●

REAR
9 × 130 9 × 135 12 × 135 12 × 142

● ◯ ●

●付属　◯オプション

FRONT REAR
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FTS-L 

エントリープライスのマヴィックであっても、幅広のリムと耐久性の高いハブは、日々のロードライドに最適

スムーズで効率性に優れるライドクオリティを、毎日のロードライドに
■より太いタイヤに対応する17mmリムが快適性を向上 
■Jベンドスポークより強靭なストレートプルスポークを採用

耐久性重視で開発されているので、より長い距離をメンテナンスなしで走行可能
■高品質カートリッジベアリング
■ピンジョイントと補強加工を施したリムデザイン
■安定したスポーク組み

PAIR 1840 g
FRONT 845 g
REAR 995 g

FEATURES
リム
・素材：S6000アルミニウム
・リム高：21mm
・ドリリング：トラディショナル
・ブレーキ面：UBコントロール
・バルブホール径：6.5mm
・ジョイント：ピン
・タイヤ：クリンチャー
・内幅：17mm 
・ETRTOサイズ：622×17C

スポーク
・本数：20本（フロント、リア）
・組み：ラジアル（フロント、リアノンドライブサイド）、
            2クロス（リアドライブサイド）
・素材：スチール
・ニップル：スチール、ABS
・形状：ストレートプル、ブレード

ハブ
・ボディー素材：アルミニウム（フロント、リア）
・アクスル素材：スチール
・ベアリング（F/R）：シールドカートリッジベアリング（QRM）
・フリーホイール：FTS-Lスチール

互換性
・フリーホイール：シマノ/スラム
   オプションでカンパニョーロヘ変換可能（別売）
・フロントアクスル：クイックリリース
・リアアクスル：クイックリリース

付属品
・BR101クイックリリース
・リムテープ
・ユーザーガイド

使用に際して
・ホイールのロングライフのため、最大重量は車両を含め
   120kgを推奨
・最大空気圧：7.7BAR-110PSI（25/28mm）
・推奨タイヤサイズ：25〜32mm

AKSIUM
アクシウム

ペア       ¥35,000（＋消費税）

フロント ¥16,500（＋消費税）
NS  F8094101

リア ¥18,500（＋消費税）
M11  R2324155

FRONT
9 × 100 12 × 100 15 × 100

●

REAR
9 × 130 9 × 135 12 × 135 12 × 142

●

●付属

FRONT REAR



allroad
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Instant Drive 360 UST Isopulse 

荒れた路面や石畳、グラベルに挑むためのスピード、コントロール、ダイナミックなライドクオリティを実現するマヴィックの
最もハイパフォーマンスなカーボン製オールロード ホイール

上り坂走行において、より少ない労力でより素早い加速を実現
■耐衝撃性を最適化した超軽量フルカーボンリム
■重量を抑えながらも優れた路面追従性を維持したスチール製軽量ダブルバテッドスポーク
■素早いエンゲージメントと高い信頼性を実現したインスタントドライブ360 フリーホイール

過酷な路面でもよりスムーズでより速いライドを実現
■内幅23mmのワイドUSTリムとチューブレスタイヤが転がり抵抗を軽減
■USTロードチューブレスが低圧設定を可能にし荒れた路面での快適性とコントロール性能を向上
■28mm〜64mmまでのタイヤに幅広く対応

確実なコントロールを実現するパワフルで信頼性の高いブレーキ
■24本のフロントとリアのスポークがブレーキトルク分配を最適化
■12mm/15mmスルーアクスル、QRをはじめあらゆるアクスルに対応
■別売オプションのドライバーボディでXDRに組み替えられるセンターロックタイプのディスクローター

700C  650B
PAIR 1445 g 1550 g
FRONT 670 g 725 g
REAR 775 g 825 g

FEATURES
リム
・素材：一方向カーボンファイバー 100％ 
・リム高：25mm
・ドリリング：トラディショナル
・ディスクブレーキ専用形状
・バルブ穴径：6.5mm
・タイヤ：UST チューブレス＆チューブタイプ
・内幅：23mm 
・ETRTO サイズ：622×23TSS ロード、584×26TSS ロード
・フックレス形状
・マヴィック チューブレステープと使用
・USTチューブレスレディ
スポーク
・素材：スチール
・形状：ストレートプル、フラット、ダブルバテッド
・ニップル：アルミニウム、ABS
・スポーク数：フロント＆リア側 24本
・スポーク組：フロント側 2クロス組、リア側 イソパルス組
・イソパルス

ハブ
・ボディー素材：アルミニウム（フロント、リア）
・アクスル素材：アルミニウム
・ベアリング（F/R）：QRMオート
・フリーホイール：インスタントドライブ360

互換性
・フリーホイール：シマノ/スラム
   オプションでカンパニョーロもしくはスラムXD-Rフリー
   ボディヘ変換可能（別売）
・フロントアクスル：12×100スルーアクスル
   付属アダプターでクイックリリースに変更可能
・リアアクスル：12mmスルーアクスル
   付属アダプターでクイックリリースに変換可能

付属品
・フロントQRアダプター
・リアQRアダプター（インスタントドライブ360用）
・USTバルブ＆アクセサリー
・ユーザーガイド

使用に際して
・ASTM規格カテゴリー 2：ロード+ジャンプ15cmまでの
   オフロード
・ホイールのロングライフのため、最大重量は車両を含め
   120kgを推奨
・推奨タイヤサイズ：28〜64mm（1.1"〜2.5"）

ALLROAD PRO CARBON SL
オールロード プロ カーボン SL

QRM Auto  

ペア       ¥275,000（＋消費税）

フロント ¥120,000（＋消費税）
NS  F9139101
NS  F8789101  (R+ / 650B)

リア ¥155,000（＋消費税）
M11  R3858155
M11  R3371155  (R+ / 650B)

FRONT
9 × 100 12 × 100 15 × 100

● ● ◯

REAR
9 × 130 9 × 135 12 × 135 12 × 142

● ◯ ●

●付属　◯オプション
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ISM 4D Maxtal Instant Drive 360 

UST Fore  Infinity Hubs Platform

QRM Auto SUP 

グラベル、ダート、でこぼこの石畳といった どんな路面状態でも、コントロールを効かせながら、自信をもってライドができる、MAVIC 
USTロード チューブレス テクノロジーを搭載した、軽量で、レスポンス性に優れ、あらゆるコンディションに対応するアルミ製ホイール

荒れた路面でも、グラベルでもダートでも、よりスムーズでより速いライドを実現
■スムーズなライドをもたらす22mmのワイドなUSTリムを搭載し、28mmから64mmまでのチューブレスタイヤに幅広く対応
■USTロードチューブレスが低圧設定を可能にし荒れた路面での快適性とコントロール性能を向上
■チューブがないので摩擦が発生しないため、効率性、グリップ力、リム打ちパンク耐性がアップ

超軽量ながら、優れた耐久性
■重さわずか440gのISM4Dリム
■マヴィック特許の軽量エアロスポーク
■ベアリングの与圧を自動で調整するQRM オートにより、調整が不要になることで長期耐久性を保証
■FOREドリル加工がリムテープを不要にすることで、ホイール当たり30gの軽量化

優れた横剛性と路面追従性がダイナミックなライドクオリティを実現
■FOREドリル加工によってリムの上側ブリッジに穴が開かないので、リムの高剛性をキープ
■17mmアクスルと新しいハブデザイン
■ID360 フリーホイール テクノロジーは12mmに対応し、クイックリリース（スルーアクスル交換で15mm アクスル）への組み替えが可能

700C  650B
PAIR 1590 g 1550 g
FRONT 740 g 723 g
REAR 850 g 832 g

FEATURES
リム
・素材：マクスタル
・リム高：22mm
・ディスクブレーキ専用形状
・軽量化：ISM 4D 
・タイヤ：UST チューブレス＆チューブタイプ 
・内幅：22mm 
・ETRTO サイズ：622×22TSS ロード、584×25TSS ロード
・フックレス形状
・FORE 
・UST 
・SUP
スポーク
・素材：スチール
・形状：ストレートプル、楕円形エアロ、ダブルバテッド (特許取得)
・ニップル：FOREテクノロジーによるアルミニウム一体型
・スポーク数：フロント＆リア側 24本
・スポーク組：フロント＆リア側 2クロス組、コンタクトレス

ハブ
・ボディー素材：アルミニウム（フロント、リア）
・アクスル素材：アルミニウム
・ベアリング（F/R）：QRMオート
・フリーホイール：インスタントドライブ360

互換性
・フリーホイール：シマノ/スラム
   オプションでカンパニョーロもしくはスラムXD-Rヘ
   変換可能（別売）
・フロントアクスル：12mmスルーアクスル
   アダプターでクイックリリースに変更可能
   オプションで15mmスルーアクスルに変換可能（別売）
・リアアクスル：12mmスルーアクスル
   オプションアダプターでクイックリリースに変換可能（別売）

付属品
・USTバルブ＆アクセサリー
・ユーザーガイド

使用に際して
・ASTM規格カテゴリー 2：ロード+ジャンプ15cmまでの
   オフロード
・ホイールのロングライフのため、最大重量は車両を含め
   120kgを推奨
・推奨タイヤサイズ：28〜64mm（1.1"〜2.5"）

ALLROAD SL
オールロード SL

ペア       ¥90,000（＋消費税）

フロント ¥38,500（＋消費税）
NS  F9033101
NS  F9037101  (R+ / 650B)

リア ¥51,500（＋消費税）
M11  R3688155
M11  R3693155  (R+ / 650B)

FRONT
9 × 100 12 × 100 15 × 100

○ ● ◯

REAR
9 × 130 9 × 135 12 × 135 12 × 142

◯ ◯ ●

●付属　◯オプション
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冒険心にあふれるライダーにとってのスマートなアップグレードとなる、信頼性の高いマヴィックのテクノロジーとデザインが凝縮
され、見事な仕上げが施された耐久性に優れる軽量USTオールロード ホイールセット

荒れた路面でも、グラベルでもダートでも、よりスムーズでより速いライドを実現
■スムーズなライドをもたらす22mmのワイドなUSTリムを搭載し、28mmから64mmまでのチューブレスタイヤに幅広く対応
■USTロードチューブレスが低圧設定を可能にし荒れた路面での快適性とコントロール性能を向上
■チューブがないので摩擦が発生しないため、効率性、グリップ力、リム打ちパンク耐性がアップ

軽量でありながら、高い耐久性
■軽量フラットスポークとID360 テクノロジーが高い信頼性の軽量パフォーマンスを実現
■ベアリングの与圧を自動で調整するQRM オートにより、調整が不要になることで長期耐久性を保証
■FOREドリル加工がリムテープを不要にすることで、ホイール当たり30gの軽量化

優れた横剛性と路面追従性がダイナミックなライドクオリティを実現
■FOREドリル加工によってリムの上側ブリッジに穴が開かないので、リムの高剛性をキープ
■17mmアクスルと新しいハブデザイン
■ID360テクノロジーは12mmに対応し、クイックリリース（スルーアクスル交換で15mm アクスル）への組み替えが可能

PAIR 1765 g
FRONT 830 g
REAR 935 g

FEATURES
リム
・素材：マクスタル
・リム高：22mm 
・ディスクブレーキ専用形状 
・タイヤ：UST チューブレス＆チューブタイプ
・内幅：22mm 
・ETRTO サイズ：622×22TSS ロード
・フックレス形状 
・FORE
・UST
・SUP
スポーク
・素材：スチール
・形状：ストレートプル、フラット、ダブルバテッド
・形状：ストレートプル、楕円形エアロ、ダブルバテッド (特許取得)
・ニップル：FOREテクノロジーによるアルミニウム一体型
・スポーク数：フロント＆リア側 24本 

ハブ
・ボディー素材：アルミニウム（フロント、リア）
・アクスル素材：アルミニウム
・ベアリング（F/R）：QRMオート
・フリーホイール：インスタントドライブ360

互換性
・フリーホイール：シマノ/スラム
   オプションでカンパニョーロもしくはスラムXD-Rヘ
   変換可能（別売）
・フロントアクスル：12mmスルーアクスル
   アダプターでクイックリリースに変更可能
   オプションで15mmスルーアクスルに変換可能（別売）
・リアアクスル：12mmスルーアクスル
   オプションアダプターでクイックリリースに変換可能（別売）

付属品
・USTバルブ＆アクセサリー
・ユーザーガイド

使用に際して
・ASTM規格カテゴリー 2：ロード+ジャンプ15cmまでの
   オフロード
・ホイールのロングライフのため、最大重量は車両を含め
   120kgを推奨
・推奨タイヤサイズ：28〜64mm（1.1"〜2.5"）

ALLROAD S
オールロード S

Maxtal UST Fore 

Instant Drive 360 SUP QRM Auto 

Infinity Hubs Platform

ペア       ¥70,000（＋消費税）

フロント ¥31,000（＋消費税）
NS  F9022101

リア ¥39,000（＋消費税）
M11  R3675155

FRONT
9 × 100 12 × 100 15 × 100

○ ● ◯

REAR
9 × 130 9 × 135 12 × 135 12 × 142

○ ◯ ●

●付属　◯オプション
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Instant Drive 360 UST 

起伏の激しい、冒険的なロードをスムーズなコントロールで攻める際に必要な自信を与えてくれる頼りになるUST ロードホイール

荒れたロード、グラベルやダートのための設計
■ワイドな22mmリムが62mmまでのタイヤに対応
■快適性と転がり効率を改善し、パンクのリスクを軽減するUST ロード チューブレス テクノロジー 
■標準的なあらゆるリテンションシステムと互換性

手頃な価格で実現される実証済みのパフォーマンスと信頼性
■高品質 QRMカートリッジベアリング
■ディスクブレーキ専用のスリーブスタイル リム テクノロジー
■Jベンドスポークより強靭なストレートプル ラウンドスポークを採用

高い転がり効率と大胆に楽しめるライドクオリティ
■重量を最低限に抑えるスリーブジョイント リム 
■安定したスポーク組み
■低抵抗ハブ

PAIR 1890 g
FRONT 870 g
REAR 1020 g

FEATURES
リム
・素材：S6000アルミニウム
・リム高：22mm
・ディスクブレーキ用プロファイル
・バルブホール径：6.5mm
・ジョイント：スリーブ式
・タイヤ：USTチューブレス＆チューブタイプ
・内幅：23mm
・ETRTOサイズ：622×23TC ロード
スポーク
・本数：24本（フロント、リア）
・組み：2クロス（フロント、リア）
・素材：スチール
・ニップル：スチール、ABS
・形状：ストレートプル、ラウンド
ハブ
・ボディー素材：アルミニウム（フロント、リア）
・アクスル素材：アルミニウム
・ベアリング（F/R）：クイックリリース、オートアジャスト
　シールドカートリッジベアリング（QRMオート）
・フリーホイール：インスタントドライブ360、スチール

互換性
・フリーホイール：シマノ/スラム
   オプションでカンパニョーロもしくはスラムXD-Rヘ
   変換可能（別売）
・フロントアクスル：12mmスルーアクスル
   付属アダプターでクイックリリースに変更可能
   オプションで15mmスルーアクスルに変換可能（別売）
・リアアクスル：12mmスルーアクスル
   付属アダプターでクイックリリースに変換可能
付属品
・フロントQRアダプター
・リアQRアダプター（インスタントドライブ360）
・USTバルブ＆アクセサリー
・チューブレスリムテープ
・ユーザーガイド
使用に際して
・ASTM規格カテゴリー 2：ロード+ジャンプ15cmまでの
   オフロード
・ホイールのロングライフのため、最大重量は車両を含め
   120kgを推奨
・最大空気圧：ホイール＆タイヤの表示を見ること
   表示と異なる場合は最低2気圧で使用する
・推奨タイヤサイズ：28〜62mm（1.1"〜2.5"）

ALLROAD DISC
オールロード ディスク

QRM Auto  

ペア       ¥36,000（＋消費税）

フロント ¥17,000（＋消費税）
NS  F8124101  (INT 12 ×100)
NS  F8126101  (CL 12 ×100)

リア ¥19,000（＋消費税）
M11  R2333155  (INT 12 ×142)
M11  R2335155  (CL 12 ×142)

FRONT
9 × 100 12 × 100 15 × 100

● ● ◯

REAR
9 × 130 9 × 135 12 × 135 12 × 142

● ◯ ●

●付属　◯オプション



track
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トラックレースのオリンピックメダリストやワールドチャンピオンが選ぶNo. 1チョイス、このカーボンフライヤーは風を切って
走れる5本のスポークデザインとワイドリムは最大の高剛性とエアロパフォーマンスを実現している

数秒のタイム短縮を可能にする無敵の空力性能
■よりワイドな新しい楕円形上のリム
■耐風性を高める5本の航空機翼型スポーク

シャープなステアリングと最大限のパワー伝達を実現するよう考え抜かれた高剛性
■剛性を最大化するよりワイドなリム
■モノブロック構造
■3Kカーボンファイバー製

優れた効率性がもたらす、より高速の回転
■フリクションを最低限に抑えるチューブラーリムと交換可能なQRMカートリッジベアリング

FRONT 750 g

FEATURES

リム
・タイヤ：チューブラー
ストラクチャー
・5エアクラフトウィング型スポーク
・ウーブンカーボンファイバー 
・タイヤ：チューブラー
・ETRTO サイズ：28" チューブラー

ハブ
・ボディー素材：アルミニウム
・アクスル素材：アルミニウム
・ベアリング（F/R）：シールドカートリッジベアリング（QRM）

付属品
・フィキシングナット
・ユーザーガイド
・バルブエクステンダー
・ホイールバッグ

使用に際して
・ホイールのロングライフのため、最大重量は車両を含め120kgを推奨
・最大空気圧：8.7BAR-125PSI（23mm）
・推奨タイヤサイズ：18〜25mm

iO
 イオ

フロント ¥475,000（＋消費税）
NS  F7074101
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世界トップクラスの選手たちが愛用する。プロレベルのエアロディスクホイールは、ホイールとタイヤをシームレスに統合するために
凸レンズ形状パネルとワイドリムベッドを採用しています

世界トップクラスのアスリートたちによって証明された無敵の空力性能
■よりワイドなフルカーボンリムベッドが、シームレスなホイール・タイヤインテグレーションを実現
■凸レンズ形状が比類なき空力性能を実現

パワー伝達を最大限にまで高める優れた剛性
■妥協なき剛性を実現するフルカーボンディッシュとレンチキュラーフランジ

優れた効率性がもたらす、より高速の回転

■フリクションを最低限に抑えるチューブラーリムと交換可能なQRMカートリッジベアリング

FRONT 1010 g
REAR 1070 g

FEATURES
リム
・タイヤ：チューブラー
・SUP
ストラクチャー
・左右対称のレンチキュラーウォール
・単一方向でハニカム構造のハイモジュール カーボンファイバー 
・6106アルミニウム製リム 
・SUPジョイント
・タイヤ：チューブラー
・ETRTO サイズ：28" チューブラー

ハブ
・ボディー素材：アルミニウム
・アクスル素材：アルミニウム
・ベアリング（F/R）：シールドカートリッジベアリング（QRM）
・フィクスドコグ

付属品
・コグロックナット
・フィキシングナット
・ユーザーガイド
・バルブエクステンダー
・ホイールバッグ

使用に際して
・ホイールのロングライフのため、最大重量は車両を含め120kgを推奨
・最大空気圧：8.7BAR-125PSI
・推奨タイヤサイズ：18〜25mm
・最小コグ幅：7.5mm

COMÈTE TRACK
 コメット トラック

ペア       ¥660,000（＋消費税）

フロント ¥330,000（＋消費税）
NS  F7177101

リア ¥330,000（＋消費税）
NS  R9935101

FRONT REAR
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レッド･フック･クリテ シリーズのトップクラスのスピードスターたちとクリテリウムレースやトラックレースのために開発した、
エアロダイナミクスに優れ、丈夫なフラットアウト ファストのカーボンホイールシステム

スピードと加速を実現するエアロダイナミクスと剛性
■高さ64mmフルカーボンNACA リムプロファイル
■25mmタイヤに適合の26mm幅で、低い空気抵抗と横風での高い安定性を実現
■高い横剛性を得るために3本で組まれた20本のフラット ストレート プルスポーク

直進においては高速で効率的、コーナリングにおいては高いコントロール性能を発揮
■USTがチューブの摩擦を除去し転がり抵抗を低減
■USTによって低空気圧でもライドが可能になりコーナーでのグリップが向上

毎日のトレーニングやレースでのセットアップやメンテナンスが簡単
■シンプルなチューブレスタイヤのセットアップで万全のパンク予防
■多様性を実現するために同じホイールに2つのコグを使用できるフリップフロップスタイルのリアハブ

PAIR 1815 g
FRONT 865 g
REAR 950 g

FEATURES
リム
・素材：3Kカーボンファイバー
・リム高：64mm 
・ドリリング：トラディショナル
・バルブ穴径：6.5mm
・タイヤ：UST チューブレス＆チューブタイプ
・内幅：19mm
・ETRTO サイズ：622×19TC ロード 
・マヴィック チューブレステープと使用
・UST
・iTgMAX
スポーク
・素材：スチール
・形状：ストレートプル、楕円形エアロ、ダブルバテッド(特許取得)
・ニップル：スチール、ABS 
・スポーク数：フロント＆リア側 20本
・素材スポーク組：フロント側 ラジアル組、リア側 2クロス組

ハブ
・ボディー素材：アルミニウム（フロント、リア）
・アクスル素材：スチール
・ベアリング（F/R）：アジャスタブルシールド
   カートリッジベアリング（QRM+）
・フィクスドコグ

互換性
・フリーホイール：固定コグのみ、フリップフロップハブ
                       （ハブの両サイドにコグの取り付け 可）
                         コグスレッド：1,37x24TPI.
                         ロックリング スレッド：左スレッドM33×1
・フロントアクスル：固定用ナットのみ（含む）、M9×1スレッド
・リアアクスル：固定用ナットのみ（含む）、M9×1スレッド

付属品
・USTバルブ＆アクセサリー
・チューブレスリムテープ
・マルチファンクション アジャストメント レンチ
・ユーザーガイド

使用に際して
・ASTM規格：1 ロードのみ
・ホイールのロングライフのため、最大重量は車両を含め
   120kgを推奨
・推奨タイヤサイズ：25〜32mm

UST tubeless technology

ELLIPSE PRO CARBON UST
 エリプス プロ カーボン UST

ペア       ¥295,000（＋消費税）

フロント ¥143,000（＋消費税）
25  F8779125

リア ¥152,000（＋消費税）
M-25

iTgMAX QRM+ 

QRM+
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信頼性と高い空力性能を誇る、日常のトラックトレーニングやレースに最適なホイールセット

トレーニングでもレースでも発揮される信頼の空力性能
■無敵のエアロダイナミクスを実現する継ぎ目なしの高さ30mmアルミ製リム
■従来よりも少ないスポーク本数（フロント、リア共に20本）
■ウルトラ ブレード スポーク

素早い加速性、最適なパワー伝達、低い転がり抵抗を実現
■並外れた高剛性をもたらすよう最適化されたフロントとリアのディッシュ
■転がり効率を最大限に引き出すQRM+ カートリッジベアリング

素早く簡単なタイヤ交換とギアチェンジを実現
■トラックに応じたギア調整を可能にするリアの「フリップフロップ」ハブ
■タイヤ交換に便利なクリンチャーリム

PAIR 1895 g
FRONT 905 g
REAR 990 g

ELLIPSE
 エリプス

FEATURES
リム
・素材：S6000アルミニウム
・リム高：30mm
・ドリリング：トラディショナル
・バルブ穴径：6.5mm
・タイヤ：クリンチャー
・内幅：15mm
・ETRTO サイズ：622×15C
・SUP
スポーク
・素材：スチール
・形状：ストレートプル、フラット
・ニップル：スチール、ABS 
・ニップル：真鍮、ABS
・スポーク数：フロント＆リア側 20本
・スポーク組：フロント側 ラジアル組、リア側 2クロス組

ハブ
・ボディー素材：アルミニウム（フロント、リア）
・アクスル素材：スチール
・ベアリング（F/R）：アジャスタブルシールドカートリッジ
   ベアリング（QRM+）
・フィクスドコグ

互換性
・フリーホイール：固定コグのみ、フリップフロップハブ
                       （ハブの両サイドにコグの取り付け 可）
                         コグスレッド：1,37x24TPI.
                         ロックリング スレッド：左スレッドM33×1
・フロントアクスル：固定用ナットのみ（含む）、M10×1スレッド
・リアアクスル：固定用ナットのみ（含む）、M10×1スレッド

付属品
・コグロックナット
・フィキシングナット
・マルチファンクション アジャストメント レンチ
・リムテープ
・ユーザーガイド
・バルブエクステンダー

使用に際して
・ホイールのロングライフのため、最大重量は車両を含め
   120kgを推奨
・最大空気圧：8.7BAR-125PSI（23mm）
・推奨タイヤサイズ：18〜25mm
・最小コグ幅：7.5mm

Maxtal SUP 

ペア       ¥70,000（＋消費税）

フロント ¥33,000（＋消費税）
INTL  F3250110

リア ¥37,000（＋消費税）
INTL  R5670110

FRONT REAR

QRM+

QRM+

























mountain bike 
cross-country
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Instant Drive 360 Adaptive Layup UST 

軽量性、高剛性、高速性という金メダルを獲得に必要な全ての要素を兼ね備え、オリンピックアスリートのために開発された、
マヴィック史上最もダイナミックな性能を備えた新しい「クロスマックス SL アルチメイト」XCホイールセット

飛ぶような上り坂走行とより素早い加速性
■新しいカーボン アダプティブ レイアップ テクノロジーががリム当たり70gの軽量化。25mmのワイドリムながら重量わずか340g
■軽量ハブデザインに24本のストレートプルスポークを組み付け、剛性をアップ

高剛性、効率の高いパワー伝達、スムーズなライドクオリティ
■抜群のリム剛性をもたらす特殊積層カーボンリムダブルバテッドで2本のスポークを交差させるホイールパターンが路面追従性を改善
■瞬時のエンゲージメントをもたらす高い信頼性のID360デュアルラチェット フリーホイールがコーナ―リングを高速化

ライディングスタイルと地形に合わせたリム幅
■25mmのフックレスカーボンリムが、XCレーシング用の最軽量で最も優れた動的性能を備えたホイールセットを実現

PAIR 29" 1340 g
FRONT 29" 605 g
REAR 29" 735 g

FEATURES
リム
・素材：カーボンファイバー 100％
・ドリリング：トラディショナル 
・内幅：25mm
・ETRTO サイズ 29"：622×25TSS
・フックレス形状
・アダプティブ レイアップ カーボン
・非対称形状のリム
・USTチューブレスレディ
スポーク
・素材：スチール
・形状：ストレートプル、フラット、ダブルバテッド
・ニップル：アルミニウム、ABS
・スポーク数：フロント＆リア側 24本
・スポーク組：フロント＆リア側 2クロス組、コンタクトレス

ハブ
・アクスル：15×110 Boost（フロント）、
                  12×148 Boost（リア）
・ベアリング（F/R）：オートアジャストシールドカートリッジ
                             ベアリング（QRMオート）
・フリーホイール：インスタントドライブ360

互換性
・フリーホイール：シマノ マイクロスプライン、
                           スラム XD に変換可能（別売）、HG9
・フロントアクスル：15×110 Boost スルーアクスル
・リアアクスル：12×148 Boost スルーアクスル

付属品
・USTバルブ＆アクセサリー
・チューブレスリムテープ
・マルチファンクション アジャストメント レンチ（リアのみ）
・ホイールバッグ
・スペアスポーク（各2本）
・ユーザーガイド

使用に際して
・ASTM規格カテゴリー 3：クロスカントリー
・ホイールのロングライフのため、最大重量は車両を含め
   120kgを推奨
・推奨タイヤサイズ：50〜76mm（2.0"〜3.0"）

CROSSMAX SL ULTIMATE
クロスマックス SL アルチメイト

QRM Auto Infinity Hubs Platform

ペア       ¥275,000（＋消費税）

フロント ¥118,250（＋消費税）
INTL  F9224210  (BST)

CL     F9042215  (BST)

リア ¥156,750（＋消費税）
INTL  R3995210  (BST)
INTL  R3975210  (BST XD)
CL     R3771315  (BST MS)

29

FRONT
9 × 100 9 × 110 12 × 100 15 × 100 15 × 110

◯ ●

REAR
9 × 135 9 × 141 12 × 135 12 × 142 12 × 148 12 × 150 12 × 157

◯ ●

●付属　◯オプション
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アグレッシブなクロスカントリー用に設計されたこの軽量29インチホイールは、最新のテクニカルなXC地形での俊敏性、効率性、
コントロール性を高めるために、フルカーボン製のフックレスリムを採用しています。

少ないパワーでテクニカルな上り坂を走破
■軽量フルカーボン フックレスリム
■新しい軽量で高剛性のインフィニティ ハブに高い信頼性のID360デュアルラチェット フリーホイール

アグレッシブなXCの地形での正確なハンドリングと優れた追従性を実現
■24本のストレートプルスポークを組み付けさらに改良されたカーボンファイバーリム
■トレイルで発揮される優れた横剛性と路面追従性

低いタイヤ空気圧設定により効率性と制御性が向上
■最近のチューブレスXCタイヤ用に最適化された26mmのワイドなリム形状

PAIR 29" 1570 g
FRONT 29" 720 g
REAR 29" 850 g

FEATURES
リム
・素材：カーボンファイバー 100％
・ドリリング：トラディショナル
・内幅：26mm
・ETRTO サイズ 29"：622×26TSS
・フックレス形状
・非対称の形状のリム
・USTチューブレスレディ
スポーク
・素材：スチール
・形状：ストレートプル、フラット、ダブルバテッド
・ニップル：アルミニウム、ABS 
・スポーク数：フロント＆リア側 24本
・スポーク組：フロント＆リア側 2クロス組、コンタクトレス

ハブ
・アクスル：15×110 Boost（フロント）、
                  12×148 Boost（リア）
・ベアリング（F/R）：オートアジャストシールドカートリッジ
                             ベアリング（QRMオート）
・フリーホイール：インスタントドライブ360

互換性
・フリーホイール：シマノ マイクロスプライン、
                            スラム XD に変換可能（別売）、HG9
・フロントアクスル：15×110 Boost スルーアクスル
・リアアクスル：12×148 Boost スルーアクスル

付属品
・USTバルブ＆アクセサリー
・チューブレスリムテープ
・マルチファンクション アジャストメント レンチ（リアのみ）
・スペアスポーク（各2本）
・ユーザーガイド

使用に際して
・ASTM規格カテゴリー 3：クロスカントリー
・ホイールのロングライフのため、最大重量は車両を含め
   120kgを推奨
・推奨タイヤサイズ：50〜76mm（2.0"〜3.0"）

CROSSMAX CARBON SL R
クロスマックス カーボン SL R

UST Instant Drive 360 QRM Auto 

Infinity Hubs Platform

ペア     ¥175,000（＋消費税）

フロント ¥75,250（＋消費税）
INTL  F9043210  (BST)

CL     F9176215  (BST)

リア ¥99,750（＋消費税）
INTL  R3702210  (BST)
INTL  R3772210  (BST XD)
CL     R3873215  (BST MS)

29

FRONT
9 × 100 9 × 110 12 × 100 15 × 100 15 × 110

◯ ●

REAR
9 × 135 9 × 141 12 × 135 12 × 142 12 × 148 12 × 150 12 × 157

◯ ●

●付属　◯オプション
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ISM 4D UST Instant Drive 360 

Fore  SUP Infinity Hubs Platform

Black Shield treatment QRM Auto 

このプレミアムな29インチ アルミホイールセットは、より速い登りや下りを含むオールラウンドなクロスカントリーモデル
パフォーマンスを実現するために、剛性と耐久性、そして最も簡単なチューブレスシステムを提供します。

クラス最高のアルミ製XCホイールセット
■ISM4Dリム加工は、強度を損なうことなくカーボンリムに引けを取らないぐらい軽量化されています
■リムの軽量化により、超低慣性と瞬時の加速を実現

トラクションと耐久性がアップ
■低空気圧用に最適化された25mm幅のフックレスリム形状により、あらゆる状況でのグリップ力が向上
■2.1〜2.30"の最近のXCチューブレスタイヤ用に最適化
■ブラックシールド加工がリムを衝撃やキズから保護

最高に使いやすいチューブレスシステム
■FOREテクノロジーによるフルシールドリムがリムテープを不要にすることで、チューブレスタイヤの着脱・交換を容易に
■上部リムブリッジに穴を開ける必要がないので、リムの剛性と耐久性がアップ

PAIR 29" 1595 g
FRONT 29" 735 g
REAR 29" 860 g

FEATURES
リム
・素材: マクスタル
・素材: S6000アルミニウム
・軽量化：ISM 4D
・タイヤ：UST チューブレス＆チューブタイプ
・内幅：25 mm
・ETRTO サイズ 29"：622x25TSS
・フックレス形状
・非対称形状のリム
・リムを衝撃やキズから保護するブラックシールド加工
・FORE
・SUP
スポーク
・素材：スチール
・形状：ストレートプル、フラット、ダブルバテッド
・ニップル：FOREテクノロジーによるアルミニウム一体型
・スポーク数：フロント＆リア側 24本
・スポーク組：フロント＆リア側 2クロス組、コンタクトレス

ハブ
・アクスル：15×110 Boost（フロント）、
                  12×148 Boost（リア）
・ベアリング（F/R）：オートアジャストシールドカートリッジ
                             ベアリング（QRMオート）
・フリーホイール：インスタント ドライブ360

互換性
・フリーホイール：シマノ マイクロスプライン、
                            スラム XD に変換可能（別売）、HG9
・フロントアクスル：15×110 Boost スルー アクスル
・リアアクスル：12×148 Boost スルー アクスル

付属品
・USTバルブ＆アクセサリー
・マルチファンクション アジャストメント レンチ（リアのみ）
・スペアスポーク（各2本）
・ユーザーガイド

使用に際して
・ASTM規格カテゴリー3：クロスカントリー
・ホイールのロングライフのため、最大重量は車両を含め
   120kgを推奨
・推奨タイヤサイズ：50〜76mm（2.0"〜3.0"）

CROSSMAX SL S
クロスマックス SL S

ペア     ¥100,000（＋消費税）

フロント ¥43,000（＋消費税）
INTL  F9044310  (BST)

CL     F9196315  (BST)

リア ¥57,000（＋消費税）
INTL  R3703210  (BST)
INTL  R3773310  (BST XD)
CL     R3915315  (BST MS)

29

FRONT
9 × 100 9 × 110 12 × 100 15 × 100 15 × 110

◯ ●

REAR
9 × 135 9 × 141 12 × 135 12 × 142 12 × 148 12 × 150 12 × 157

◯ ●

●付属　◯オプション
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「クロスマックス SL」は、マヴィック史上最先端のアルミ製クロスカントリーホイールとして設計された。
この軽量で効率性に優れた29”ホイールが、XCコースを猛スピードで走り抜けたいと願っているライダーのために、手頃な価格で、
世界一簡単なチューブレスシステムを提供する

より素速い加速と優れた上り坂走行力
■FOREテクノロジーによるシールドリムデザインが、重要を最低限に抑えながら、強度をアップリムテープが不要になることで、リム当たり30gの軽量化 
■高い信頼性のID360フリーホイールシステムが瞬時のエンゲージメントを実現

トラクションと耐久性がアップ 
■低空気圧用に最適化された25mm幅のフックレスリム形状により、あらゆる状況でのグリップ力が向上
■2.1〜2.30"の最近のXCチューブレスタイヤ用に最適化ブラックシールド加工がリムを衝撃やキズから保護

最高に使いやすいチューブレスシステム
■FOREテクノロジーによるフルシールドリムがリムテープを不要にすることで、チューブレスタイヤの着脱・交換を容易に
■上部リムブリッジに穴を開ける必要がないので、リムの剛性と耐久性がアップ

PAIR 29" 1695 g
FRONT 29" 785 g
REAR 29" 910 g

FEATURES
リム
・素材：マクスタル
・素材：S6000アルミニウム
・タイヤ：UST チューブレス＆チューブタイプ
・内幅：25mm
・ETRTO サイズ 29"：622×25TSS
・フックレス形状
・Asymmetrical rim design
・リムを衝撃やキズから保護するブラックシールド加工
・FORE
・SUP
スポーク
・素材：スチール
・形状：ストレートプル、フラット、ダブルバテッド
・ニップル：FOREテクノロジーによるアルミニウム一体型
・スポーク数：フロント＆リア側 24本
・スポーク組：フロント＆リア側 2クロス組、コンタクトレス

ハブ
・アクスル：15×110 Boost（フロント）、
                  12×148 Boost（リア）
・ベアリング（F/R）：オートアジャストシールドカートリッジ
                             ベアリング（QRMオート）
・フリーホイール：インスタント ドライブ360

互換性
・フリーホイール：シマノ マイクロスプライン、
                            スラム XD に変換可能（別売）、HG9
・フロントアクスル：15×110 Boost スルー アクスル
・リアアクスル：12×148 Boost スルー アクスル
付属品
・USTバルブ＆アクセサリー
・マルチファンクション アジャストメント レンチ（リアのみ）
・スペアスポーク（各2本）
・ユーザーガイド

使用に際して
・ASTM規格カテゴリー 3：クロスカントリー
・ホイールのロングライフのため、最大重量は車両を含め
   120kgを推奨
・推奨タイヤサイズ：50〜76mm（2.0"〜3.0"）

CROSSMAX SL
クロスマックス SL

Instant Drive 360 UST Fore

Infinity Hubs Platform SUP QRM Auto 

Black Shield treatment

ペア       ¥80,000（＋消費税）

フロント ¥35,000（＋消費税）
INTL  F9045210  (BST)

CL     F9195215  (BST)

リア ¥45,000（＋消費税）
INTL  R3704210  (BST)
INTL  R3805210  (BST XD)
CL     R3914215  (BST MS)

29

FRONT
9 × 100 9 × 110 12 × 100 15 × 100 15 × 110

◯ ●

REAR
9 × 135 9 × 141 12 × 135 12 × 142 12 × 148 12 × 150 12 × 157

◯ ●

●付属　◯オプション
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クロスマックスの伝説的な名にふさわしい、強靭で高い信頼性を誇るチューブレスレディの最新式XCホイール

効率的で強靭、高い信頼性のXC性能
■強度に妥協することなく軽量化を実現した新しい内幅25mmのよりワイドなスリーブリム デザイン
■剛性と信頼性を最適化する24本のストレートプルスポーク

パンクのリスク軽減し、よりスムーズなライドとトラクションを実現
■チューブレスレディタイヤのセットアップを容易にするUSTデザインとチューブレスリムテープ

マヴィックのハイエンドXC ホイールからのトリクルダウン テクノロジー
■信頼性の高いID 360 フリーハブシステムと軽量リムデザイン

PAIR 27.5" 1850 g
PAIR 29" 1930 g
FRONT 27.5" 842 g
REAR 27.5" 1008 g
FRONT 29" 884 g
REAR 29" 1047 g

FEATURES
リム
・素材：S6000アルミニウム
・ドリリング：トラディショナル
・フックレスプロファイル
・バルブホール径：6.5mm
・ジョイント：Sleeved
・タイヤ：USTチューブレス＆クリンチャー
・ETRTOサイズ 27.5"：584×25TSS
・ETRTOサイズ 29"：622×25TSS
・マヴィックチューブレステープ使用
スポーク
・素材：スチール
・形状：ストレートプル、ラウンド
・本数：24本（フロント、リア）
・組み：2クロス（フロント、リア）

ハブ
・ボディー素材：アルミニウム（フロント、リア）
・アクスル素材：アルミニウム（フロント、リア）
・ベアリング（F/R）：オートアジャストシールドカートリッジ
                             ベアリング（QRMオート）
・フリーホイール：インスタントドライブ360

互換性
・フリーホイール：シマノ マイクロスプライン、
                            スラム XD に変換可能（別売）
・フロントアクスル：15mmスルーアクスル、
   オプションアダプターでクイックリリースに変換可能
   （ノンブーストホイールに付属）
・リアアクスル：12mmスルーアクスル、
   付属アダプターでクイックリリースに変換可能
  （ノンブーストホイールに付属）

付属品
・フロントQRアダプター（ノンブーストホイール）
・リアQRアダプター（ノンブーストホイール）
・チューブレスリムテープ
・ユーザーガイド

使用に際して
・ホイールのロングライフのため、最大重量は車両を含め
   120kgを推奨
・推奨タイヤサイズ：46〜64mm（1.8"〜2.5"）

CROSSMAX
 クロスマックス

UST Instant Drive 360 QRM Auto 

ペア       ¥43,000（＋消費税）

フロント ¥20,000（＋消費税）
INTL  F8182110
INTL  F8183110  (BST)

INTL  F8187110
INTL  F8188110  (BST)

リア ¥23,000（＋消費税）
INTL  R2466110  
INTL  R2467110  (XD)
INTL  R2468110  (BST)
INTL  R2469110  (BST XD)

INTL  R2476110  
INTL  R2477110  (XD)
INTL  R2478110  (BST)
INTL  R2479110  (BST XD)

29

27.5

FRONT
9 × 100 9 × 110 12 × 100 15 × 100 15 × 110

● ◯（専用） ● ●（専用）

REAR
9 × 135 9 × 141 12 × 135 12 × 142 12 × 148 12 × 150 12 × 157

● ◯（専用） ◯ ● ●（専用）

●付属　◯オプション
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FTS-X 

シンプルで信頼性にも優れた27.5、29インチの交換用ホイールセット

ホイールシステムの入り口となるモデル
■すべて一環設計されたコンポーネント
■すべてのコンディションに対応する21mmリム
■ストレートプルスポーク

実績のあるメカニズム
■スリーブ式リム：軽量で高剛性
■FTS-X フリーハブ
■汎用性: 9/15 フロント、9x135 リア

PAIR 26" 1925 g
FRONT 26" 865 g
REAR 26" 1060 g
PAIR 27.5" 1985 g
FRONT 27.5" 895 g
REAR 27.5" 1090 g
PAIR 29" 2075 g
FRONT 29" 940 g
REAR 29" 1135 g

FEATURES
リム
・素材：S6000 アルミニウム
・ドリリング：トラディショナル
・バルブホール径：8.5mm（ポップオフリデューサー付き）
・ジョイント：Sleeved
・タイヤ：クリンチャー
・内幅：21mm
・ETRTOサイズ 27.5"：584×21C
・ETRTOサイズ 29"：622×21C
スポーク
・素材：スチール
・形状：ストレートプル、ラウンド
・ニップル:スチール、ABS
・本数：24本（フロント、リア）
・組み：2クロス（フロント、リア）

ハブ
・ボディー素材：アルミニウム（フロント、リア）
・アクスル素材：アルミニウム（フロント）、スチール（リア）
・ベアリング（F/R）：シールドカートリッジベアリング（QRM）
・フリーホイール：FTS-Xスチール

互換性

・フリーホイール：シマノ／スラム
・フロントアクスル：15mmスルー アクスル、
   付属アダプターでクイックリリースに変換可能
・リアアクスル：クイックリリースのみ

付属品
・BR101クイックリリース
・フロントQRアダプター
・バルブリデューサー
・リムテープ
・ユーザーガイド

使用に際して
・ASTM規格カテゴリー 3：クロスカントリー
・ホイールのロングライフのため、最大重量は車両を含め
   120kgを推奨
・推奨タイヤサイズ：46〜64mm（1.4"〜2.5"）

CROSSRIDE FTS-X
 クロスライド FTS-X

ペア       ¥38,000（＋消費税）

フロント ¥16,000（＋消費税）
INTL  F5070110

INTL  F5060110

INTL  F5050110  (QR ×100)

リア ¥22,000（＋消費税）
INTL  R7640110  

INTL  R7630110  

INTL  R7620110  (QR ×135)

29

27.5

26

FRONT
9 × 100 15 × 100 20 × 110

● ●

REAR
9 × 135 12 × 135 12 × 142 BOOST 12 × 150 12 × 157

●

●付属　◯オプション

FRONT REAR
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マヴィックのMTBホイールパフォーマンスとアイデンティティを、Vブレーキユーザーにも提供

マヴィッククオリティーを気軽に味わえる
■強化されたリム：H2コンプレッション
■ハブの品質を向上させるFTS-X フリーホイールと QRM ベアリング
■耐久性のあるストレートプルスポーク

マヴィックの性能を手軽に味わえる
■最適化されたコンポーネントデザイン
■僅か1700g

マヴィックのアイデンティティーを手軽に味わえる
■大きく目立つグラフィック
■ストレートプルブレードスポーク

PAIR 26" 1700 g
FRONT 26" 780 g
REAR 26" 920 g

FEATURES
リム
・素材：S6000 アルミニウム
・ドリリング：トラディショナル
・内幅：17mm
・ジョイント：Pinned
・UB コントロール
スポーク
・素材：スチール
・形状：ストレートプル、ブレード
・ニップル:スチール、ABS
・本数：20本（フロント、リア）
・組み：2クロス（フロント、リア・ドライブサイド）
            ラジアル（リア・ノンドライブサイド）

ハブ
・ボディー素材：アルミニウム（フロント、リア）
・アクスル素材：スチール
・フリーホイール：FTS-Xスチール

互換性
・フリーホイール：シマノ/スラム
・アクスル：クイックリリースのみ（フロント、リア）

付属品
・BR101クイックリリース
・リムテープ
・ユーザーガイド

使用に際して

・ASTM規格カテゴリー 3：クロスカントリー
・ホイールのロングライフのため、最大重量は車両を含め
   120kgを推奨
・推奨タイヤサイズ：25〜52mm（1.1"〜2.5"）

CROSSRIDE UB
 クロスライド UB

ペア       ¥38,000（＋消費税）

フロント ¥16,000（＋消費税）
NS  F5690101  

リア ¥22,000（＋消費税）
NS  R8370101  26

FRONT
9 × 100 12 × 100 15 × 100 15 × 110

●

REAR
9 × 135 9 × 141 12 × 135 12 × 142 12 × 148 12 × 150 12 × 157

●

●付属　◯オプション
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急坂の上りを難なくこなし、テクニカルな下りを爆走できるマヴィック史上最強のオールラウンドアルミ製トレイルホイールで、より
軽量、より頑強で、チューブレスタイヤのセットアップも超簡単な新作「クロスマックスXL S」

クラス最高のアルミ製トレイルホイールセット
■強度を何ら犠牲にすることなく重量を最低限に抑えたISM加工を施した超頑強なリム

起伏の激しいトレイルでの自信とコントロール性がアップ
■低空気圧用に最適化され30mmワイドリムが、トラクションとコントロール性能をアップさせることでよりスムースなライドを提供
■三角形のリム形状が強い衝撃を吸収するので、下り坂でも安心して爆走が可能

最高に使いやすいチューブレスシステム 
■FOREテクノロジーによるフルシールドリムがリムテープを不要にすることで、チューブレスタイヤの着脱・交換を容易に
■上部リムブリッジに穴を開ける必要がないので、リムの剛性と耐久性がアップ

PAIR 29" 1790 g
FRONT 29" 830 g
REAR 29" 960 g

FEATURES
リム
・素材：マクスタル
・素材：S6000アルミニウム
・軽量化：ISM 
・タイヤ：UST チューブレス＆チューブタイプ
・内幅：30 mm
・Asymmetrical rim design 
・ETRTO サイズ 29"：622×30TC
・リムを衝撃やキズから保護するブラックシールド加工
・FORE 
・SUP
スポーク
・素材：スチール
・ニップル：FOREテクノロジーによるアルミニウム一体型
・スポーク数：フロント＆リア側 24本
・スポーク組：フロント＆リア側 2クロス組、コンタクトレス

ハブ
・アクスル：15×110 Boost（フロント）、
                  12×148 Boost（リア）
・ベアリング（F/R）：オートアジャストシールドカートリッジ
                             ベアリング（QRMオート）
・フリーホイール：インスタント ドライブ360

互換性
・フリーホイール：シマノ マイクロスプライン、
                            スラム XD に変換可能（別売）、HG9 
・フロントアクスル：15×110 Boost スルー アクスル
・リアアクスル：12×148 Boost スルー アクスル

付属品
・USTバルブ＆アクセサリー
・マルチファンクション アジャストメント レンチ（リアのみ）
・スペアスポーク（各2本）
・ユーザーガイド

使用に際して
・ASTM規格カテゴリー4：エンデューロ＆トレイルライド
・ホイールのロングライフのため、最大重量は車両を含め
   120kgを推奨
・推奨タイヤサイズ：60〜76mm（2.35"〜3.0"）

CROSSMAX XL S
クロスマックス XL S

ISM light Instant Drive 360 UST

Fore Infinity Hubs Platform QRM Auto 

SUP Black Shield treatment

ペア     ¥100,000（＋消費税）

フロント ¥43,000（＋消費税）
INTL  F9049310  (BST)

CL     F9197215  (BST)

リア ¥57,000（＋消費税）
INTL  R3708310  (BST)
INTL  R3777310  (BST XD)
CL     R3916315  (BST MS)

29

FRONT
9 × 100 9 × 110 12 × 100 15 × 100 15 × 110

◯ ●

REAR
9 × 135 9 × 141 12 × 135 12 × 142 12 × 148 12 × 150 12 × 157

◯ ●

●付属　◯オプション
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QRM Auto 

Infinity Hubs Platform Black Shield treatment SUP 

UST Instant Drive 360 Fore 

超強力で耐久性に優れたこの29インチ／27.5インチのMTBホイールセットは、他の追随を許さないアルミリムの性能と、
最高の使いやすさを誇るチューブレスシステムを備える

幅広い汎用性ダイナミックなトレイルライドのパフォーマンスを実現
■リムを衝撃やキズから保護するブラックシールド加工を施したワイドで頑強なリム形状
■新しい軽量で高剛性のインフィニティ ハブに高い信頼性のID360フリーホイール システムを組み合わせ瞬時の加速を実現

起伏の激しい地形での自信とコントロール性がアップ
■低空気圧用に最適化され30mmワイドリムが、トラクションとコントロール性能をアップさせることでよりスムースなライドを提供
■三角形のリム形状が強い衝撃を吸収するので、下り坂でも安心して爆走が可能

最高に使いやすいチューブレスシステム 
■FOREテクノロジーによるフルシールドリムがリムテープを不要にすることで、チューブレスタイヤの着脱・交換を容易に
■上部リムブリッジに穴を開ける必要がないので、リムの剛性と耐久性がアップ

PAIR 27.5" 1830 g
FRONT 27.5" 850 g
REAR 27.5" 980 g
PAIR 29" 1930 g
FRONT 29" 900 g
REAR 29" 1030 g

FEATURES
リム
・素材：マクスタル
・素材：S6000アルミニウム
・タイヤ：UST チューブレス＆チューブタイプ
・内幅：30mm
・Asymmetrical rim design
・ETRTO size 27.5": 584×30TC
・ETRTO サイズ 29"：622×30TC
・リムを衝撃やキズから保護するブラックシールド加工
・FORE
・SUP
・非フックレス形状
スポーク
・素材：スチール
・形状：ストレートプル、フラット、ダブルバテッド
・ニップル：FOREテクノロジーによるアルミニウム一体型
・スポーク数：フロント＆リア側 24本
・スポーク組：フロント側 ラジアル組、
                     リア側 2クロス組、コンタクトレス
・スポーク組：フロント＆リア側 2クロス組、
                     コンタクトレス

ハブ
・アクスル：15×110 Boost（フロント）、
                  12×148 Boost（リア）
・ベアリング（F/R）：オートアジャストシールドカートリッジ
                             ベアリング（QRMオート）
・フリーホイール：インスタント ドライブ360

互換性
・フリーホイール：シマノ マイクロスプライン、
                           スラム XD に変換可能（別売）、HG9
・フロントアクスル：15×110 Boost スルー アクスル
・リアアクスル：12×148 Boost スルー アクスル

付属品
・USTバルブ＆アクセサリー
・マルチファンクション アジャストメント レンチ（リアのみ）
・スペアスポーク（各2本）
・ユーザーガイド

使用に際して
・ASTM規格カテゴリー 4：エンデューロ＆トレイルライド
・ホイールのロングライフのため、最大重量は車両を含め
   120kgを推奨
・推奨タイヤサイズ：60〜76mm（2.35"〜3.0"）

CROSSMAX XL
クロスマックス XL

ペア       ¥80,000（＋消費税）

フロント ¥35,000（＋消費税）
INTL  F9051210  (BST)

CL     F9198215  (BST)

INTL  F9052210  (BST)

CL     F9199215  (BST)

リア ¥45,000（＋消費税）
INTL  R3711210  (BST)
INTL  R3779210  (BST XD)
CL     R3918215  (BST MS)

INTL  R3712210  (BST)
INTL  R3781210  (BST XD)
CL     R3921215  (BST MS)

29

27.5

FRONT
9 × 100 9 × 110 12 × 100 15 × 100 15 × 110

◯ ●

REAR
9 × 135 9 × 141 12 × 135 12 × 142 12 × 148 12 × 150 12 × 157

◯ ●

●付属　◯オプション
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Maxtal Zicral UST 

Fore Instant Drive 360 

サム･ヒルとともに2度にわたりEWSワールドチャンピオンに輝いた伝説のディーマックス プロをさらに進化させたホイール

レスポンスに優れるライドクオリティ
■トップクラスのエンデューロ プロレーサーによる広範なテストで最速であることが実証された内幅28mmのリム
■ISM 4D構造、イソパルス組み、24本のジクラルスポークが軽量パッケージで最大限の加速を実現

自信をもったハンドリングと頼れる耐久性
■ISM 4Dテクノロジーにより強度を犠牲にすることなく軽量化を実現したリム
■マヴィック独自のアルミ合金Maxtal（マクスタル）とジクラルスポークが強度と耐久性を向上

さらなるトラクションとコントロールをもたらすUSTチューブレスレディ
■パンクリスクを軽減し、優れたトラクションとコントロール性を実現する使いやすいチューブレステクノロジー
■USTバルブ付きホイールセット

PAIR 27.5" 1930 g
FRONT 27.5" 860 g
REAR 27.5" 1070 g
PAIR 29" 1940 g
FRONT 29" 915 g
REAR 29" 1025 g

FEATURES
リム
・素材：マクスタル
・軽量化：ISM 4D
・バルブ穴径：6.5 mm
・タイヤ：UST チューブレス＆チューブタイプ 
・内幅：28 mm
・フックレス形状
・ETRTO サイズ 27.5"：584x28TSS
・ETRTO サイズ 29"：622x28TSS
・FORE
・UST
・SUP
スポーク
・素材：ジクラル
・形状：ストレートプル、フラット
・ニップル：FOREテクノロジーによるアルミニウム一体型
・スポーク数：フロント＆リア側 24本
・スポーク組：フロント側 2クロス組、リア側 イソパルス組

ハブ
・ボディー素材：アルミニウム（フロント、リア）
・フロント ベアリング：アジャストシールドカートリッジ
                                 ベアリング（QRM+）
・リア ベアリング：オートアジャストシールドカートリッジ
                          ベアリング（QRMオート）

互換性
・リアアクスル：12mm スルー アクスル、
   付属アダプターでクイックリリースに変換可能

付属品
・USTバルブ＆アクセサリー
・マルチファンクション アジャストメント レンチ（リアのみ）
・専用ディスクボルト
・スペアスポーク（フロント2本／リア4本）
・ユーザーガイド
・スラムDX、シマノHG フリーボディ

使用に際して
・ASTM規格カテゴリー 4：エンデューロ＆トレイルライド
・ホイールのロングライフのため、最大重量は車両を含め
   120kgを推奨
・推奨タイヤサイズ：46〜64mm（1.8"〜2.5"）

DEEMAX PRO SAM HILL
 ディーマックス プロ サム ヒル

QRM Auto 

SUP 

ペア     ¥140,000（＋消費税）

フロント ¥60,000（＋消費税）
INTL  F8975110
INTL  F8910110  (BST)

INTL  F8973110
INTL  F8911110  (BST)

リア ¥80,000（＋消費税）
INTL  R3596110  (XD+HG)
INTL  R3515110  (BST XD+HG)

INTL  R3594110  (XD+HG)
INTL  R3516110  (BST XD+HG)

29

27.5

FRONT
9 × 100 9 × 110 12 × 100 15 × 100 15 × 110

◯ ◯（専用） ● ●（専用）

REAR
9 × 135 9 × 141 12 × 135 12 × 142 12 × 148 12 × 150 12 × 157

◯ ◯（専用） ◯ ● ●（専用）

●付属　◯オプション
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世界最速のDHとエンデューロのレーサーたちから絶大な信頼が寄せられ、その高い性能が実証済みのハイパフォーマンス
ホイールセット。常に進化し続ける「ディーマックス」がより頑強、より高速に

自信を持って荒れた地形を攻めることが可能に
■強い衝撃を吸収するよう設計された28mm（内幅）の幅広リム
■マヴィックのプロライダーたちがどんなに過酷なDHやエンデューロのレーストラックでも制することができるよう開発されたホイール

プロによって実証済みの高い性能
■ハードコアなバイクパークシュレッダーやビッグマウンテン エンデューロライダーも使えるようになった、ダウンヒル
■ワールドカップを闘うレーサーたちの高い基準を満たすよう開発され、テストされ、その性能が実証されているホイール

メンテナンスも容易  
■J字型スポークによって修理も素早く、簡単に行える
■各ホイールセットに交換用スポークが2本が付属している

PAIR 27.5" 2010 g
FRONT 27.5" 955 g
REAR 27.5" 1055 g
PAIR 29" 2110 g
FRONT 29" 1005 g
REAR 29" 1105 g

FEATURES
リム
・素材：マクスタル
・素材：S6000アルミニウム
・ドリリング：トラディショナル
・内幅：28 mm
・ETRTO サイズ 27.5"：584×28TC
・ETRTO サイズ 29"：622×28TC
・Asymmetrical rim design
・リムを衝撃やキズから保護するブラックシールド加工
・USTチューブレスレディ
・SUP
スポーク
・素材：スチール
・ニップル：スチール、ABS
・スポーク数：フロント＆リア側 28本
・スポーク組：フロント＆リア側 3クロス組

ハブ
・フロントアクスル：15×110 Boost
・リアアクスル：12×150、12×157、12×157-7S専用、
                        12×148 Boost
・ベアリング（F/R）：オートアジャストシールドカートリッジ
                             ベアリング（QRMオート）
・フリーホイール：インスタント ドライブ360

互換性
・フリーホイール：シマノ マイクロスプライン、
                            スラム XD に変換可能（別売）、HG9
・フロントアクスル：20×110 Boost、オプションアダプターで
                           15×110 Boost スルーアクスルに変換可能
・リアアクスル：12×150、12×157、12×157-7S
・フロントアクスル：15×110

付属品
・USTバルブ＆アクセサリー
・チューブレスリムテープ
・マルチファンクション アジャストメント レンチ（リアのみ）
・スペアスポーク（各2本）

使用に際して
・ASTM規格カテゴリー 5：下りを重視したグラビティライド
・ホイールのロングライフのため、最大重量は車両を含め
   150kgを推奨
・推奨タイヤサイズ：60〜76mm（2.35"〜3.0"）

DEEMAX 
ディーマックス

Instant Drive 360 UST SUP

QRM Auto Black Shield treatment

ペア       ¥85,000（＋消費税）

フロント ¥36,500（＋消費税）
INTL  F9217110

INTL  F9218110  (BST)

INTL  F9222110

INTL  F9223110  (BST)

リア ¥48,500（＋消費税）
INTL  R3956110  (12×157)
INTL  R3957110  (12 ×157 7S)
INTL  R3959110  (12 ×157 XD)
INTL  R3954110  (BST)
INTL  R3955110  (BST XD)
INTL  R3958110  (BST MS)

INTL  R3968110  (12 × 157)
INTL  R3969110  (12 ×157 7S)
INTL  R3972110  (12 ×157 XD)
INTL  R3966110  (BST)
INTL  R3967110  (BST XD)
INTL  R3971110  (BST MS)

29

27.5

FRONT
9 × 100 12 × 100 15 × 100 15 × 110 20 × 110

◯ ◯ ◯（専用） ●
（専用 /NON-Boost）

REAR
9 × 135 9 × 141 12 × 135 12 × 142 12 × 148 12 × 150 12 × 157 12×157-7S

◯（専用） ●（専用） ◯ ● ●（専用）

●付属　◯オプション
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