
フレーム重量：約680g
フォーク重量：約330g
サイズ：XS, S, M, L
完成車重量：約6.3kg（デュラエース/WH-R9100-C40-CL）

写真と実際の仕様は異なります。

P2

110周年記念として開発され、三菱ケミカル社製のハイグレードカーボンファイバーを
採用した超軽量のレーシングバイク

マットブラック

モデル カラー フレーム 完成車仕様 価格（税抜き）

Zero.6 マットブラック 三菱ダイアリード

ゼロ セーイ 65Tカーボン

+MR70パイロフィル+S.E.I

メカニカル/Di2兼用

シマノプレスフィット

¥650,000

¥1,100,000デュラエース/R9100-C40-CL

フレーム



フレーム重量：約780g
フォーク重量：約350g
サイズ：XS, S, M, L
完成車重量：約6.8kg（デュラエース/WH-RS300）

写真と実際の仕様は異なります。

P3

衝撃吸収性と耐破断性を高めるS.E.I フィルムと60Tカーボンを採用した
軽量レーシングバイク

マットブラック/レッド

モデル カラー フレーム 完成車仕様 価格（税抜き）

Zero.7 マットブラック/レッド 60Tカーボン+S.E.I フレーム ¥500,000

ゼロ セッテ メカニカル/Di2兼用 デュラエース/RS300 ¥700,000

シマノプレスフィット アルテグラ/RS300 ¥585,000



フレーム重量：約980g
フォーク重量：約370g
サイズ：XS, S, M
完成車重量：約7.2kg（アルテグラ/WH-RS300）

写真と実際の仕様は異なります。

P4

ゼロセッテのモールドを使って作られ、耐久性と走行性能が高次元でバランスしたモデル。
日本オリジナル。

ブルー

モデル カラー フレーム 完成車仕様 価格（税抜き）

Zero.9 LTD ブルー 60Tカーボン フレーム ¥300,000

ゼロ ノヴェ リミテッド ホワイト メカニカル/Di2兼用 デュラエース/RS300 ¥500,000

マットブラック シマノプレスフィット アルテグラ/RS300 ¥385,000

105(R7000)/RS100 ¥345,000

ホワイト マットブラック



フレーム重量：約1,190g
フォーク重量：約390g
サイズ：XS, S, M, L
完成車重量：約7.6kg（デュラエース/WH-RS300）

写真と実際の仕様は異なります。

P5

フレーム ステンマ

サイズ （ステム）
アングル:10.5° 幅 リーチ ドロップ

XS 90mm

S 100mm

M 110mm

L 120mm 420mm 68mm 126mm
ハンドル・ステム セパレートタイプ （寸法はC-Cです）

123mm66mm400mm

バッラ

(ハンドル)

開発に2年以上を費やしたアクティフレックスシステムを採用し、2つのブレーキシステム
（ダイレクトマウントキャリパーブレーキ＆ディスクブレーキ）に対応したレーシングバイク。

マットブラック

モデル カラー フレーム 完成車仕様 価格（税抜き）

Cento10 NDR マットブラック 60Tカーボン+S.E.I

チェント ディエチ エヌディーアール メカニカル/Di2兼用

ダイレクトマウント

シマノプレスフィット

ディスクブレーキ対応

（フラットマウント）
¥585,000アルテグラ/RS300

¥700,000デュラエース/RS300

¥500,000フレーム+ステンマ+バッラ

別売りのスルーアクスルキット（15,000円/税別）をご利用いただくと
ディスクブレーキ（フラットマウント）仕様としてお使いいただけます。

アクティフレックス
(リンク＋エラストマーダンパー)



フレーム重量：約990g
フォーク重量：約350g
サイズ：XS, S, M, L, XL
完成車重量：約7.3kg（デュラエース/WH-RS300） ブレーキの仕様はダイレクトマウントになります。

写真およびイラストと実際の仕様は異なります。

,

P6

110周年記念として開発されたCento10Airから、さらに剛性を高めたモデル。
ツール・ド・フランスにてディレクトエネルジーが使用する。

レッド
（写真はディスクモデルです。）

モデル カラー フレーム 完成車仕様 価格（税抜き）

Cento10 PRO レッド 60Tカーボン フレーム+ステンマ+バッラ ¥500,000
チェント ディエチ プロ マットブラック メカニカル/Di2兼用 デュラエース/RS300 ¥700,000
■NEW ! イエロー シマノプレスフィット アルテグラ/RS300 ¥585,000

マットブラック

イエロー

フレーム ステンマ
サイズ （ステム）

アングル:10.5° 幅 リーチ ドロップ

XS 90mm
S 100mm
M 110mm
L 120mm 420mm 68mm 126mm
XL 130mm 440mm 72mm 132mm

ハンドル・ステム セパレートタイプ （寸法はC-Cです）

バッラ

123mm66mm400mm

(ハンドル)



フレーム重量：約990g
フォーク重量：約350g
サイズ：XS, S, M, L, XL
完成車重量：約7.3kg（デュラエース/WH-RS300）

写真と実際の仕様は異なります。

P7

110周年記念として開発されたエアロレーシングバイク。
イタリア語で110を意味する。

ホワイトマットブラック

レッド

モデル カラー フレーム 完成車仕様 価格（税抜き）

Cento10 Elite レッド 60Tカーボン フレーム+アラバルダ ¥400,000
チェントディエチ エリート マットブラック メカニカル/Di2兼用 デュラエース/RS300 ¥600,000

ホワイト シマノプレスフィット アルテグラ/RS300 ¥485,000
■NEW ! 105(R7000)/RS100 ¥445,000

フレーム
サイズ サイズ リーチ ドロップ

XS 90ｘ40 66.5 123

S 100ｘ40

M 100ｘ40

L 110ｘ42 70.5 126.5

XL 120ｘ43 72 128.5

ステム一体型ハンドル （寸法はC-Cです）

アラバルダ

124.568.5



フレーム重量：約1,200g
フォーク重量：約390g
サイズ：XS, S, M, L, XL
完成車重量：約8.0kg（アルテグラ/WH-RS300）

写真およびイラストと実際の仕様は異なります。

P8

60Tカーボンを採用したカムテールデザインのエアロレーシングバイク。
ロードレースはもちろんショートトライアスロンにも最適。

ホワイトマットブラック

レッド

モデル カラー フレーム 完成車仕様 価格（税抜き）

Cento1 Air レッド 60Tカーボン フレーム ¥320,000
チェントウノ エアー マットブラック メカニカル/Di2兼用 デュラエース/RS300 ¥510,000

ホワイト シマノプレスフィット アルテグラ/RS300 ¥395,000
■NEW ! 105(R7000)/RS100 ¥355,000



フレーム重量：約1,200g
フォーク重量：約430g
サイズ：XS, S, M, L, XL
完成車重量：約8.0kg（アルテグラ/WH-RS300） ステンマ、バッラは付属しません。

写真およびイラストと実際の仕様は異なります。

P9

ウィリエールのレーシングバイク Cento1（チェントウノ）が新しくなりました。
キャリパーブレーキとディスクブレーキを使い分けることができます。

マットブルー
（写真はディスクブレーキ仕様です。）

マットブラック

モデル カラー フレーム 完成車仕様 価格（税抜き）

Cento1 NDR マットブラック 60Tカーボン

チェント ウノ エヌディーアール マットブルー メカニカル/Di2兼用

ダイレクトマウント

シマノプレスフィット

ディスクブレーキ対応

■NEW ! （フラットマウント）
¥355,000

¥395,000

¥510,000

¥320,000

105(R7000)/RS100

アルテグラ/RS300

デュラエース/RS300

フレーム

別売りのスルーアクスルキット
（15,000円/税別）をご利用いただくと

ディスクブレーキ（フラットマウント）仕様
としてお使いいただけます。



フレーム重量：約1,120g
フォーク重量：約390g
サイズ：XXS, XS, S, M, L, XL
完成車重量：約8.1kg（アルテグラ/WH-RS300）

写真およびイラストと実際の仕様は異なります。

P10

46T/30Tカーボンを使い、高い快適性も備えたレーシングバイク。

ホワイト

マットブラック

レッド

マットブラック/シルバー

モデル カラー フレーム 完成車仕様 価格（税抜き）

GranturismoR team マットブラック 46T/30Tカーボン

グランツーリズモ アール チーム レッド（New） メカニカル/Di2兼用

ホワイト（New） シマノプレスフィット

マットブラック/シルバー（New）

¥270,000105(R7000)/RS100

¥310,000アルテグラ/RS300

¥200,000フレーム



フレーム重量：約1,250g
フォーク重量：約420g
サイズ：XS, S, M
完成車重量：約8.5kg（105/WH-RS100） 在庫限りの販売となります。

写真と実際の仕様は異なります。

P11

30T/46Tカーボンを使い、ミドルからエントリーユーザーまでカバーする
ロングセラーのカーボンロードバイク。

ブラック/シルバー

モデル カラー フレーム 完成車仕様 価格（税抜き）

GranturismoR ブラック/シルバー 30T/46Tカーボン フレーム ¥170,000

グランツーリズモ アール メカニカル/Di2兼用 アルテグラ/RS300 ¥280,000

BSA 105(R7000)/RS100 ¥240,000

ティアグラ/RS100 ¥215,000


