
スポーツバイクブランドを有する数少ない国内完成車メーカーとして、

その技術力と情熱をより多くの人々に届けられないか？

その想いがP&P COMPONENTSの出発点だ。

自転車開発を通して培われた独自のノウハウとパートナーシップ。

それらを最大限活用し、より満足度の高い、より身近な商品を提供していく。

「もっとスポーツバイクの愉しみ方を深めたい。」

その声に応え、新しい選択肢を与える新時代のパーツブランドとして、

我々の進歩が今、始まる。

情熱のその先へ

LINEUP CATALOG
VoI.3.1

P&P COMPONENTS は、MTBチームB・B・Q所属の女子大生マウンテンバイ
クライダー矢吹優夏選手と競技サポート契約を締結しました。

矢吹優夏選手はMTB XCO (マウンテンバイク クロスカントリーオリンピック
) 競技の選手です。大学に通いながら日本最高峰カテゴリーであるCoupe 
du Japon女子エリートクラスや全日本選手権U-23カテゴリーなど各地のレ
ースに出場しています。2018年からメキメキと頭角を現し、全日本選手権
U-23カテゴリー優勝への階段を登っています。

P&P COMPONENTSはカーボンホイール、カーボンパーツ類を供給し 、矢吹
選手の競技活動をバックアップします。今シーズン開幕戦では3位に入賞し、
コロナ禍においてもモチベーションを切らさずにトレーニングしていた成果
を発揮しています。

女子大生マウンテンバイクライダー矢吹優夏選手をサポート

●このカタログに掲載されている情報は2020年9月現在のものです。
●カタログ掲載の商品は、印刷のため実際の色と異なることがあります。
●原材料や市場状況などの変化により、仕様、デザイン、価格などの変更
　または生産を中止する場合がございます。あらかじめご了承ください。

HODAKA CORPORATION
〒 343-8520 1-1-9 Ryutsudanchi, 
KoshigayaCity, Saitama 
TEL.048-985-2000

Volume3.1@PandPCOMPONENTS

希望小売価格 3,300円 (税抜)

素材  ポリエステル100%
  高密布繊維 水溶性特殊コーティング
適応車種 スポーツバイク(26～29inchなど)
目安寸法 ハンドル幅： 600mm
  サドル地上高： 1050mm
  ハンドル地上高： 1100mm
  全長： 1950mm

※画像はイメージです。
　実際は透明ではありません。

※画像は開発中のものです。

■バイクを劣化や汚れから守る
■かぶせやすいゆったり設計
■高級感のあるブラックコート
■日本製

車輪径  700C
ステー  ステンレス
素材  ポリカーボネート

■700Cクロスバイク用フルフェンダー
　KhodaaBloom・NESTO対応 リムブレーキ用
　　KhodaaBloom RAIL (2020～)
　　NESTO  LIMIT (2021～)
　　   VACANZE (2021～)

FENDER

BIKE COVER

希望小売価格 4,000円 (税抜)
　　　　  2020年12月発売予定

センターロックハブ
チューブレスレディ対応
19Cワイドリム
かかりの良い36ノッチ
価格と重量のベストバランス



リム素材 アルミ

リムハイト 30mm

リム内幅 19mm

車輪径  700C

スポーク ストレートプルバテッドスポーク

ハ　ブ  F: Thru Axle 12×100mm 24H

  R: Thru Axle 12×142mm 24H

対応タイヤ クリンチャー/チューブレスレディ

ブレーキ ディスクブレーキ(センターロックタイプ)

フリーボディ SHIMANO HG 11速

重量(平均値) F:  660g

  R:  770g

付属品  リムテープ

  8/9/10s用スペーサー

備　考  スルーアクスルは別売り

リム素材 カーボン

リムハイト 26mm

リム内幅 25mm

車輪径  29inch

スポーク ストレートプルバテッドスポーク

ハ　ブ  F: Thru Axle 15x110mm(BOOST規格) 28H

  R: Thru Axle 12x148mm(BOOST規格) 28H

対応タイヤ クリンチャー/チューブレスレディ

ブレーキ ディスクブレーキ(センターロックタイプ)

フリーボディ SHIMANO MicroSpline 

重量(平均値) F:  722g

  R:  913g

付属品  チューブレスリムテープ(貼付済み)

備　考  最大指定空気圧有り(3BAR)

オプション SRAM XD Driver(交換用フリーボディ)

  SHIMANO HG(交換用フリーボディ)

  希望小売価格 各8,000円(税抜)

希望小売価格 90,900円 (税抜)

■ロード・CX用ディスクホイール
　アルミホイールながら前後セット重量
　1,430g(平均値)を実現。軽量な足回りに
　よって、加速・巡航・登坂などあらゆる
　走りをアップグレード

■センターロックディスクブレーキ
　ローターの取付・取外しが容易で、
　ブレーキの精度や剛性の向上に貢献

■19Cワイドリム
　転がりの軽さや安定感向上につながり
　チューブレスレディにも対応

■かかりの良い36ノッチ
　即座にギアが噛み合うのでコーナー
　の立ち上がりや障害物を越える際など
　の瞬間的な踏み直しにも素早く対応

■軽量な29inch BOOSTホイール
　軽量・高剛性なカーボンリムを採用する
　ことで、29inch BOOST規格のホイール
　としては軽量な1,625gを実現。XCレース
　からトレイルライドまで幅広くカバー

■チューブレスレディ対応リム
　あらかじめチューブレスリムテープが
　貼付済のため、チューブレスタイヤの
　装着を簡易化

■かかりの良い78ノッチ
　即座にギアが噛み合うので障害物を
　越える際などの瞬間的な踏み直しにも
　素早く対応可能

■高い互換性
　別売りオプションでSHIMANO HG、
　およびSRAM XD Driverに対応

SHIMANO HG
フリーボディ
(別売り)

SRAM XD Driver
フリーボディ
(別売り)

希望小売価格 75,000円 (税抜)
　　　　　　2021年1月発売予定

※画像は開発中のものです。



HB-C13OM

希望小売価格 11,000円 (税抜)

素材  T700フルカーボン
コラム径 1-1/8～1-1/2 inch
コラム長 300mm
オフセット 45mm
カラー  艶ありカーボンブラック
車輪径  700C
最大タイヤ幅 25C
エンド規格 QR 9x100mm
ブレーキ キャリパーブレーキ
重量(平均値) 390g(コラムノンカット)

■アップグレードや補修に最適
　コラムまでフルカーボンなので軽量化
　と低重心化をもたらす

■反応の良いストレートフォーク
　キビキビとしたステアリングの反応性
　が特長

希望小売価格 22,000円 (税抜)

FF-C4OOR

SP-C2OO-18

BC-C25

希望小売価格 4,500円 (税抜)

素材  カーボン
ポスト径 27.2mm、31.6mm
ポスト長 350mm
オフセット 18mm
重量(平均値) 198g(27.2mm)
  225g(31.6mm)

素材  フルカーボン
重量(平均値) 24g

素材  フルカーボン
クランプ径 31.8mm
ハンドル幅 720mm
バックスイープ 5°
重量(平均値) 133g

■超軽量かつ十分な剛性感
　バイクの低重心化に貢献
　高剛性により、正確なバイクコントロールが可能

■どのバイクにも合うシンプルな形状
■確実なホールド力

■サドル角の微調整が可能な2本ボルト
■固定力が高いアルミ製やぐら

形状  ショートノーズ
サイズ  242x142mm
レール素材 CrMo
重量(平均値) 250g

■ロード・MTB用ショートノーズサドル

SP-C2OO-O

希望小売価格 各11,000円 (税抜)
　SP-C200-0は2020年12月発売予定

素材  カーボン
ポスト径 27.2mm、31.6mm
ポスト長 450mm
  (サドルレール～末端)
オフセット 0mm
重量(平均値) 180g(27.2mm)
  193g(31.6mm)

WH-A18OOR-R

WH-A18OOR-HD

WH-A18OOR
■11速対応ホイール
　ロードバイク・クロスバイクに使用可能。
　スペーサーを入れることで8速～10速
　にも対応

■17Cワイドリム
　転がりの軽さや安定感向上につながり
　チューブレスレディにも対応

■前後別売り
　ホイールが破損した時に補修用として
　単品購入が可能

■ダイナモホイールとライトのセット
■安全性を高める常時点灯ライト化
　車輪の回転で発電するので、電池交換や
　充電の手間が不要。デイライトで被視認性
　を高め、毎日の通勤通学での安全性アップ

希望小売価格 6,500円 (税抜)
　　　　　2021年1月発売予定

希望小売価格 9,000円 (税抜)
　　　　　2021年1月発売予定

リム素材 アルミ
リムハイト 25mm
リム内幅 17mm
車輪径  700C
スポーク Jベンドストレートスポーク
ハ　ブ  QR 9x100mm 28H ハブダイナモ
定格出力・電圧 6V-0.8W
対応タイヤ クリンチャー/チューブレスレディ
ブレーキ リムブレーキ
重量(平均値) 1,210g
付属品  リムテープ、ハンドルマウント式ライト
ライト明るさ 1200カンデラ (中心光度)
ブラケット対応径  Φ22.2mm、Φ31.8mm

リム素材 アルミ
リムハイト 25mm
リム内幅 17mm
車輪径  700C
スポーク Jベンドストレートスポーク
ハ　ブ  QR 10x130mm 28H
対応タイヤ クリンチャー/チューブレスレディ
ブレーキ リムブレーキ
フリーボディ SHIMANO HG 11速
重量(平均値) 1,075g
付属品  リムテープ、QRレバー
  8/9/10s用スペーサー

WH-A18OOR-F

希望小売価格 5,500円 (税抜)
　　　　　2021年1月発売予定

リム素材 アルミ
リムハイト 25mm
リム内幅 17mm
車輪径  700C
スポーク Jベンドストレートスポーク
ハ　ブ  QR 9x100mm 28H
対応タイヤ クリンチャー/チューブレスレディ
ブレーキ リムブレーキ

重量(平均値) 830g
付属品  リムテープ、QRレバー

希望小売価格 4,800円 (税抜)
　　　　  2020年12月発売予定

SP-C2OO



PORTABLE MULTI CASE

SMART SADDLE BAG

希望小売価格 2,800円 (税抜)

サイズ  W85mm×D25mm×H160mm
素材  外：ポリエステル(TPU加工)
  内：起毛生地
仕様  止水ジッパー
  メッシュポケット付き
重量(平均値) 68g

■縫い目をなくし、防水性を高めたマルチケース
■スマートフォンから小物までコンパクトに収納
■サイクルジャージのバックポケットにピッタリ入る

希望小売価格 2,200円 (税抜)

■縫い目をなくし、防水性を高めたサドルバッグ
■超軽量ながらサイクリングに必要十分なサイズ感

サイズ  W70mm×D125mm×H55mm
素材  ポリエステル(TPU加工)
容量  0.4L
仕様  止水ジッパー
付属品  ベルクロ(長さ：350mm)
重量(平均値) 40g

SL-F3OORC

SL-R9RC

希望小売価格 3,000円 (税抜)
　　　2020年9月中旬発売予定

バッテリー容量  580mAh
電池  microUSB リチウムイオン充電池
充電時間 約2.5時間
防水性能 生活防水 IPX4
明るさ  300ルーメン
点灯パターン 点灯・点滅5パターン
使用時間   1時間 300ルーメン(ハイ)
    2時間 150ルーメン(ミドル)
    6時間   75ルーメン(ロー)
  12時間 125ルーメン(点滅)
  60時間 125ルーメン(クイック点滅)
ブラケット対応径  Φ20～40mm
ボディ素材 アルミ
付属品  microUSBケーブル　
重量(平均値) 50g

■高輝度LEDチップを採用した超小型LEDライト
■対向車に配慮した配光特性

希望小売価格 2,800円 (税抜)
　　　2020年9月中旬発売予定

バッテリー容量  220mAh
電池  microUSB リチウムイオン充電池
充電時間 約2時間
防水性能 生活防水 IPX4
明るさ  9ルーメン
点灯パターン 点灯・点滅5パターン
使用時間   2時間 9ルーメン(ハイ)
    5時間 5ルーメン(ロー)
    5時間 5ルーメン(クイック点滅)
    5時間 5ルーメン(スロー点滅)
  40時間 6ルーメン(点滅)
ブラケット対応径  Φ20～40mm
ボディ素材 アルミ / ポリカーボネイト / ABS
付属品  microUSBケーブル　
重量(平均値) 20g

■シートポスト形状に左右されにくいシリコンバンド
■ランニングコストに優れたUSB充電式


