
Tel : 0561-86-8307
Fax : 0561-86-8308

ヨツバ事業部

リペアパーツ

レッド

レッドブルーゴールド

ブラック

ライトブルー

オレンジ

ブラック

グリーン
アクア

ピンク

■サドル
各\1,980 (税込)

12”、14” 　各\1,320 (税込)

16”

18”、20” 　各\1,540 (税込)

22”　　　　　　各\1,760 (税込)

\1,980 (税込)

各\550 (税込)φ19.1用

全長 : 600mm

高さ : 115mm

各\2,420 (税込)

各

16T 18T 20T

各\1,100 (税込)

■リヤコグ

■MXハンドルバー

■グリップ （左右セット）

■タイヤ （1pc）

各\550 (税込)

12”、14”、16”、18”、20”、22”

■チューブ （米式 1pc）

■ブレーキレバー　（左右セット）

REPAIR PARTS

\1,430 (税込)

ヨツバキッズは子供たちと二輪車の関係をグッと近づけて、もっとバイク
や自転車で遊んでもらえるよう、様々なイベントで体験走行や専用コースの
提案を行っています。ホームページやSNSで随時情報を更新しています。

商品の価格、仕様、ロゴデザイン等は予告無く変更される場合があります。

ホワイト/オレンジ

ホワイト/ネイビーブラック

（ピクニック純正）

ホワイト/ブルー

12”、14”用

16”、18”、20”、22”用

φ19.1

φ19.1

22”、24”、27.5”用 φ22.2

Vol.9



ヨツバサイクルの特徴 

軽量設計

５kg以上軽量！！

子供専用ブレーキ

最適サイズ 太めのタイヤ

「軽さ」は成長過程の非力な子供たちにとって最も重要な性能のひとつです。フレーム

など主要部分に軽量素材のアルミニウムを採用したヨツバサイクルは、一般的な子供自転車

の約半分の重さしかないので子供にも取り回しが簡単で、メキメキ上達することでしょう！

成長の早い子供の服を買う時はどうしても大きめの物を選んでしまいますよね？ 

でも、自転車だけは体に合ったものを選んであげてください。なんと言っても上達する早さが

違います。そして「操れる」楽しさにキラキラした良い顔を見せてくれます。

小さな手でも握りやすい細いグリップと、 少ない

力で楽に引ける子供専用レバーを装備。子供の

握力でもしっかり止まれます。

全モデルに、 低速でもバランスが取りやすい

太めのタイヤを装備。上達の手助けになると

共にクッション性が高く、乗り心地も向上します。
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一般的な子供自転車

ヨツバサイクル

定価対象年齢（目安） 対象身長（目安） （税込）サドルを最も下げた状態

\31,9006.2kg12インチ ２～３歳 83～98cm 42cm 約7.0cm

約9.0cm 8.1kg \36,300

18インチ ５～８歳 102～123cm 52cm 約9.0cm

20インチ ６～９歳 110～１3０cm 56cm

7.8kg \35,200

約17.5cm \51,700

22インチ 7～10歳 118～140cm

128～152cm

58cm

65cm

約12.5cm

24インチ 8～12歳

9.8kg

10.0kg

\48,400

約17.5cm 10.6kg \55,00027.5インチ 12歳～ 150cm～ 72cm

サイズ サドルの高さ 調整幅 重量（補助輪無し、ペダルあり）

３～５歳 90～107cm 45cm 約7.0cm \33,000

16インチ 4～６歳 97～118cm 49cm 約9.0cm 7.5kg \34,100

6.9kg14インチ

子供の成長に合わせて選べる8つのサイズ設定
子供達が怖がらず楽しく自転車で遊ぶためには、体にピッタリ

合ったサイズを選ぶことが重要です。ヨツバサイクルでは、お子様の

成長に合わせた細かいサイズ設定をご用意しました。

流した汗とあふれた涙は一生の宝物になる

ジャストフィットキッズバイク

ヨツバサイクル

Zero シリーズ



YOTSUBA Zero 12
キックバイクと同じサイズで乗り換えかんたん！

対象年齢

補助輪、反射板、ベル

反射板、ベル

補助輪、反射板、ベル

補助輪、反射板、ベル

付属品

対象身長目安

重量

２-３歳

83～98cm

6.2kg

対象年齢

付属品

対象身長目安

重量

4-6歳

97～118cm

7.5kg

対象年齢

付属品

対象身長目安

重量

3-5歳

90～107cm

6.9kg

対象年齢

付属品

対象身長目安

重量

5-8歳

102～123cm

7.8kg

一般的なキックバイクと同じ12″のホイールを採用。軽量・コンパクトな車体に、低速でも

バランスの取りやすい太めのタイヤを装備した、初めての自転車にピッタリな一台。キック

バイクからの乗り換えなら、あっという間に乗りこなしてしまうでしょう。

YOTSUBA Zero 16
2台目にも、初めての1台にも幅広くオススメ！

初めて自転車に挑戦するお子様でも、乗ってみようと思わせる軽量でコンパクトな車体。

軽快な取り回しがペダルを漕ぎ出す気持ちの余裕を生み出します。また、二台目の自転車

としても、軽い車体が実現する軽快な操作性は、サイズアップを感じさせません。

YOTSUBA Zero 18
「こんなサイズが欲しかった」を形にしました！

16インチは小さすぎて、20インチでは大きすぎるというお子様に最適。子供は少しずつ成長

するのに、キッズバイクのサイズ設定は大雑把過ぎないか？という疑問から生まれました。

体に合った自転車を手に入れたお子様の走る姿が、パパやママも笑顔にするでしょう。

\34,100(税込)ヨツバゼロ 16

\35,200(税込)ヨツバゼロ 18

\31,900(税込)ヨツバゼロ 12

\33,000(税込)ヨツバゼロ 14

YOTSUBA Zero 14
キックバイクや三輪車を卒業したらコレ！

キックバイクや三輪車が小さくなってしまったお子様にオススメの一台。小さなお子様でも

ラクラク扱うことができる軽量・コンパクトな車体と、低速でもバランスの取りやすい太めの

タイヤとの相乗効果で、あっという間に乗りこなしてしまうでしょう。

ラムネブルー

ヒーローレッド

ヒーローレッド

ラムネブルー

ラムネブルー

ヒーローレッド

ラムネブルー

キャプテンネイビー

ヒーローレッド

クリスタルピンク

クリスタルピンク

クリスタルピンク

クリスタルピンク

キャプテンネイビー

キャプテンネイビー

キャプテンネイビー



対象年齢

反射板、ベル付属品

対象身長目安

重量

6～9歳

110-130cm

8.1kg

YOTSUBA Zero 20
大人を凌ぐ走りをサポートする1台！

\36,300(税込)ヨツバゼロ 20

大人顔負けの走りを見せ始めたキッズに最適な一台。9kgを下回る軽さやハイスピードにも

対応する剛性を備える車体に、少ない力でよく効くブレーキを装備。無駄をそぎ落とし、より

スポーツ性能を高めました。パパやママを追い抜く日はすぐそこかもしれませんよ！

YOTSUBA Zero 24 8s
広い世界へ飛び出す1台！

\51,700(税込)ヨツバゼロ 24　8ｓ

より軽く、よりシンプルに新たに登場したヨツバZero24は、子供たちの成長に合わせフレー

ムやデザインに加え、ハンドル径やサドルの大きさを見直した、大人に近づくヨツバキッズに

ピッタリな自転車です。

対象年齢

シマノ ターニーTX 8段変速

ディレーラーガード、反射板、ベル付属品

対象身長目安

重量

7～10歳

118-140cm

9.8kg

対象年齢

シマノ ターニーTX 8段変速

ディレーラーガード、反射板、ベル

ディレーラーガード、反射板、ベル

付属品

対象身長目安

重量

8～12歳

128-152cm

10kg

YOTSUBA Zero 22 8s
アグレッシブな走りを足元から支えるニューサイズ！

\48,400(税込)ヨツバゼロ 22 8s

20インチでは小さく、24インチでは大きい場合に最適な22インチ。サイズの谷間を埋める

ことで、バイク選びの問題を解決します。

YOTSUBA Zero 275 8s
スポーツサイクル始めませんか？

\55,000(税込)ヨツバゼロ 275 8ｓ

「成長する子供たちと一緒に走りたい」そんなパパやママのために生まれたヨツバ

Zero275。ヨツバサイクルのコンセプトである軽さや乗りやすさはそのままに、大人サイズ

に仕上げました。もちろん、大きくなった子供達にもオススメできる一台です。

オーロラブラック

パッションレッド

パッションレッド

パッションレッド

ラムネブルー

※ゼロ22、24、27.5はイメージと若干仕様が異なる場合がございます。

キャプテンネイビー

オーロラブラック

オーロラブラック

キャプテンネイビー

キャプテンネイビー

対象年齢

シマノ ターニーTX 8段変速

付属品

対象身長目安

重量

12歳～

150cm-

10.6kg

ヒーローレッド

クリスタルピンク

キャプテンネイビー



いちごミルク、アクア、ピスタチオ

Picinic 16
いつもの公園もピクニックでもっとワクワク！

\52,800(税込)ピクニック16

アクア

ピスタチオ

いちごミルク

対象年齢

反射板、ベル付属品

カラー

対象身長目安

重量

4～6歳

102～118cm

10.4kg

軽量設計 普段使いOK

圧倒的な積載能力

最適サイズ

お子様でもラクラク扱える軽量アルミフレーム採用で、自転車が楽しくなる！

頑丈なリヤキャリア装備で重たい荷物も楽々運べる！

前後タイヤをしっかり覆うアルミ製の泥除けや、 センタースタンドが標準

装備で普段使いにも最適！

16、 18、 20 インチの 3 サイズをラインナップ。体に合ったサイズなら

怖くないから、メキメキ上達！
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強力ブレーキ

小さな手でもしっかり握れて、しっかり止まれる！

3

ヨツバサイクル PICNIC (ピクニック)

タイヤにはクッション性が高く、アスファルト

ユースに適した太めのセミスリックタイヤを

採用。

近所の公園までピクニック感覚でサイクリ

ングするのにぴったりな自転車が誕生。

ヨツバサイクルの特徴である軽量な車体は

そのままに、普段使いにも便利なリヤキャリ

ア、前後フルフェンダー、センタースタンドを

標準装備。

ヨツバサイクル ピクニックシリーズは、キッズバイク

では世界初のロングテールスタイルを採用した

キッズカーゴバイク。

子供の成長に合わせて選べる3つのサイズ設定
子供達が怖がらず楽しく自転車で遊ぶためには、体にピッタリ合った

サイズを選ぶことが重要です。お子様の成長に合わせた3つのサイズ

設定をご用意しました。

定価対象年齢（目安） 対象身長（目安） （税込）サドルを最も下げた状態

26.0cm16インチ 4～6歳 102～118cm 46cm 約12cm

サイズ サドルの高さ 調整幅 シートポスト長

5～8歳 110～132cm 50cm 約14cm

20インチ 6～9歳 128～145cm 53cm 約14cm 27.8cm

27.8cm

10.4kg

重量（ペダルあり）

11.0kg

10.7kg18インチ

ロングテールスタイルの
カーゴバイク

Picnic シリーズ

\52,800

\55,000

\57,200



いちごミルク、アクア、ピスタチオ

Picinic 18
毎日を冒険へと導いてくれる！

\55,000(税込)ピクニック18

アクア

ピスタチオ

いちごミルク

対象年齢

反射板、ベル付属品

カラー

対象身長目安

重量

5～8歳

110～132cm

10.7kg

いちごミルク、アクア、ピスタチオ

Picinic 20
さぁ、たくさんの荷物を積んで冒険に出よう！

\57,200(税込)ピクニック20

アクア

ピスタチオ

いちごミルク

いちごミルク

対象年齢

反射板、ベル付属品

カラー

対象身長目安

重量

6～9歳

128～145cm

11.0kg

ホールショット ヘルメット

楽しい自転車遊びは安全、安心から。

ヨツバキッズの自転車遊びは、ハラハラの連続。ホールショットヘルメットは

そんなハラハラを解消します。帽体は日本人の頭に合うよう幅広に設計し、

ヘルメット後部のダイヤルと厚さの異なる3種類のチークパッドでバッチリ

フィット。また、子供達の首への負担を減らす680gの軽量設計。

楽しい自転車遊びに安全安心をプラスします。

\13,200 (税込)ホワイト/ブルー　、　レッド/ブラック

ホワイト/ブルー

レッド/ブラック

バイザー固定ボルト（1pｃ） \330 (税込)

アジャスターダイヤルにより、

フレキシブルに頭部にフィット

発汗量の多いキッズ達の為

に大きなベンチレーション

頭部ベルトの取り付け位置は

前後2箇所。より幅広く頭の

大きさに対応

3種類の厚みのチークパッド

を用意

サイズ：48-58cm

適用年齢の目安：3歳～小学校低学年位

後寄り

前寄り

ピンク
ブルーホワイト

\4,950 (税込)

フィニッシャー ヘルメット

サイズ : 48-53cm　

適用年齢の目安 : ３歳～小学校低学年位

フィッティング・システム

後部のダイヤルを回すことで

フィッティングの微調整が可能。

大胆なベンチレーションホール（通気孔）を備え、一般的な子供用ヘルメットよりも、「軽く」「涼しく」仕上げ

ました。汗っかきな子供たちも長時間快適に被ることが出来ます。厚みの違う二種類のインナーパッド

とヘルメット後部に備える「フィッティング・システム」を利用すれば、お子様の頭にピッタリとフィットさせれます。



ミトンタイプ（YXSサイズ）

フロッグ

フロッグ

リボン

リボン オウル

オウル

カー

カー

ブラック (YLのみ) ホワイト (YLのみ)

\2,200 (税込)

子供の小さな手に合わせて独自に開発したチャレンジグローブ。

掌側に薄手の一枚生地を、甲側には肌触りの良いストレッチ生地を

使用し、グローブ嫌いのお子様でも嫌がらない柔らかい着け心地を

実現しました。

①ブレーキレバーの操作がしやすい指先の滑り止め加工。

②小さな手でも不意に脱げてしまわないよう、アジャストゴムを装備。

③グローブの紛失を防ぐ左右連結スナップボタン。

④ベントホールが汗っかきな子供たちのムレを軽減。

サイズ : YXS（ミトン）, YS, YM, YL　※YXSはミトンタイプ。

        ※YLのみ全カラーの設定

チャレンジ グローブ

滑り止め加工 アジャストゴム

＆マジックテープ

左右連結ボタン ベントホール

① ② ③ ④

適用年齢の目安 

YXS YS YM

3～5歳 5～7歳　　　　　　　7～9歳
YL

9～11歳

デニムカラー

手首

小指付根

生命線の始まり

1/3

2/3

手囲い手囲い

手長

サイズ YXS YS YM

手囲い 15cm 16cm 17cm

サイズ S/M L/XL

肘・膝回り 16～20cm 20～24cm

18cm

手長 15cm 16cm 17cm 18cm

YL

■ 手囲いとは

自分の手はどのサイズかな？目盛りに手を置いてはかってみましょう。→

5

10

15

20

親指の第一関節とほぼ同位置にあたる

生命線の始点を（A)。小指の付け根から

手首を結んだ線(B)の手首から1/3の位

置を(C)とし、（A)と(C)の2点をる手の外

周の事を手囲いと呼びます。

A

C

各\3,080 (税込)S/M 、 L/XL

スタンダード

[2通りのストラップ取り付け方法]

クロス

お子様の成長にあわせて肘、膝の両方に対応。立体構造なので曲げ伸ばす動作でも

ズレずにフィット。着け心地が良く、通気性の良い穴あきパッドを使用。2通りのストラップ

取り付け方法で異なるサイズにアジャストします。　肘・膝兼用　1pair

アタック  プロ エルボー＆ニーガード

ゴーゴー ゴーグル

元気いっぱいなヨツバキッズにオススメなゴーゴーゴーグルは、雨上がりの泥跳ねや

シングルトラックの枝などから子供たちの大切な目を保護します。

そしてヒーローみたいにカッコ良くなれます！  

\3,080 (税込)

クリアレンズ

スペアレンズ

ゴーゴー ゴーグル

\1,100 (税込)

フィット感と吸汗性に

優れる 三層フォーム
滑り止め

シリコンプリント

・ レンズ ： 曇り止め/傷防止/UVカット

・ フォーム ： 三層

・ ストラップ ： 滑り止めシリコンプリント

・ フレーム幅 ： 150mm

\3,080 (税込)
【製品説明動画】

身長100cmから使用できる高さを抑えた子供専用の空気入れ。

上からしっかりと体重を掛けれるようにしました。　自分の自転車に

自分で空気を入れることで、更なる愛着が湧くこと間違いなし。

付属のアタッチメントでボール、浮き輪にも対応。　

ハッスルポンプ

H40 x W24（cm）

子供専用空気入れ

米式/仏式/英 式の各バルブに

対応。ヨツバサイクルに限らず幅

広い自転車に使用可能。

身長100cmから使用できる高さ

を抑えた子供専用の空気入れ。

スペースの少ない12インチや

14インチでも簡単に装着できる

小型のバルブヘッドを採用。

100cm～

H400 x W240mm

50psi/340Kpa

60cm

アルミニウム

米式/仏式/英式

・対象身長

・サイズ

・最大空気圧

・ホース長

・シリンダー素材 

・対応バルブ



1本で様々なサイズに使用できるアジャスト式を採用したヨツバ

ゼロ用サイドスタンド。確実な固定ができるネジ止め構造にする

ことで、アジャスト式の弱点である荷重が掛かった際の　”ズレ”を

完全に防ぎ、ヨツバサイクルを足元からシッカリと支えます。また穴

位置に、ホイールサイズが一目で分かる目盛りを記載。

新たにゼロ8s用をラインナップ。

レフトスタンド　　　

各\2,200 (税込)

● ゼロシングル用

● ゼロ8s用

S（ショート）　14″-18″対応

L（ロング） 　20″-26″対応

※12″にはご利用いただけません。

/　重量 : 220g

/　重量 : 240g

XL（エクストラロング） 　27.5″-29″対応 /　重量 : 280g

22″-27.5″対応 /　重量 : 280g

一目で分かる目盛り付

長さ調整可能！

ドクタースタンド

ドクタースタンドはヨツバサイクル専用に設計された、省スペース型サイクルスタンド。

2台同時に縦置き保管ができるほか、サドルを引っ掛けてメンテナンス

スタンドとして利用することも可能。

\6,930 (税込)

ヘルメットや小物かけにも便利

S

L

XL

ゼロ8ｓ用

使用例 ： 20インチと16インチ

使用例： 縦置き保管

・製品仕様

使用例： メンテナンス

段階別の高さと縦置き用適応サイズ

上グリップ 下グリップ

1段目 820 670 12-16

Zero

2 段目 906 756 18

992 842 203 段目

1078 928 224 段目

1164 1014 245 段目

1250 1100 275

単位：mmm

6 段目

・幅 515 x 奥行 370 ｘ　高さ　850-1250(mm)

・耐荷重 最大 20kg

・6段階 高さ調整

※総重量20kgを超えるご利用は、スタンドの転倒や破損から

お子様の怪我につながる恐れがありますのでお控えください。

フルーツバスケット

荷物も夢もいっぱい運べます。ヨツバサイクルをどんな時でも使いたい。そんな

子供達に使ってもらうために生まれたフルーツバスケットは、軽量化のためハン

ドルとバスケットを一体化し、取り付けも簡単。また、ハンドル形状を純正から1

インチアップすることで、上半身に余裕を持たせます。

18インチからの対応で、ハンドル径によりφ19.1とφ22.2の2サイズをラインナッ

プ。ハンドリングに影響の少ない軽量なアルミ製。

※フルーツの大きさによっては落下する場合がありますのでご注意ください。

フルーツバスケット19 フルーツバスケット22

各\7,700 (税込)

フルーツバスケット19

フルーツバスケット22

φ25.4ーφ19.1 5kg

φ31.8ーφ22.2 7kg

980g

1340g

重量耐荷重ステムクランプ－グリップ径

19

22

215mm310mm

245ｍｍ340mm

160mm

160mm

高さ奥行幅

フルーツバスケット寸法

65X150 (cm)

参考例：

ヨツバ16インチ

\7,920 (税込)

ヨツバサイクルの整備や室内保管に最適。吸収性・耐久性・対摩耗

性に優れたナイロン素材のカーペットと不侵透性TRP素材ベースシ

ートで構成。裏面はフローリングでも滑りにくいディンプル加工。

ヨツバ レーシングフロアマット

各\5,280 (税込)
ヨツバサイクル12-16インチ

ヨツバサイクル18-20インチ

/ヨツバモト12インチ用

/ヨツバモト16インチ用

ヨツバサイクルやヨツバモトを運んだり、車に積載する際の汚れを防止

するバック。持ち運びに便利な持ち手をバック下に配置しました。

表側と内側にポケットがあり、グローブやプロテクターなどを収納

できます。　車体に合わせた2サイズ設定。

ヨツバ キャリーバック　　　　

①ヘルメットなどを引っ掛けるのに便利なディジーチェーン。

持ち運びに便利な持ち手付き
②持ち手にカバーをつけることで、手や肩の負担を軽くしました。

③内ポケットにグローブなどを収納可能。

※カラビナは商品に付属しません。

① ② ③

\3,300 (税込)

大人二人が余裕で入れる直径130cmのビッグサイズ。本降りの雨

や大きな荷物の持ち運びにも大活躍します。

ヨツバ アンブレラ
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