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

ヨツバ事業部

リペアパーツ

レッド

16T 18T 20T

ライトブルー

オレンジ

ソーダ

イエロー

ブラック

各\1,000 (税抜)

各\1,500 (税抜) 各\500 (税抜)

12”、14”、16”、18”、20”

12”、14” 　各\1,200 (税抜)

16”

18”、20” 　各\1,400 (税抜)

12”、14”、16”\1,800 (税抜)

\1,800 (税抜)

各\500 (税抜)

全長 : 600mm

高さ : 95mm

\2,200 (税抜)

12”、14”用

12”、14”用

16”、18”
20”、22”用

16”、18”、20”、22”用

■リヤコグ
各\600 (税抜)

■ペダル （左右セット）

■MXハンドルバー

■グリップ （左右セット）

■タイヤ （1pc）

■チューブ （1pc）■トレーニングホイール （左右セット）■ブレーキレバー　（左右セット）

REPAIR PARTS

\1,300 (税抜)

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。

■サドル

ホワイト/オレンジブラック/ピンク

ホワイト/ネイビークリーム/ソーダ

各\1,800 (税抜)

ホワイト/ブルー



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） （税抜）サドルを最も下げた状態

\28,0006.8kg12インチ ２～３歳 83～98cm 42cm 約7.0cm

約9.0cm 8.7kg \30,000

18インチ ５～８歳 102～123cm 52cm 約9.0cm

20インチ ６～９歳 110～１3０cm 56cm

7.9kg \29,500

約9.0cm \46,000

22インチ 7～10歳 118～140cm

125～155cm

59cm

62.5cm

約9.0cm

24インチ 8～12歳

8.9kg

9.8kg

\33,000

約9.0cm 10.3kg \47,00026インチ 10歳～ 135cm～ 67.0cm

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 \28,500

16インチ 4～６歳 97～118cm 49cm 約9.0cm 7.4kg \29,000

7.3kg14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



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

6.8kg

対象年齢

付属品

対象身長目安

重量

4-6歳

97～118cm

7.4kg

対象年齢

付属品

対象身長目安

重量

3-5歳

90～107cm

7.3kg

対象年齢

付属品

対象身長目安

重量

5-8歳

102～123cm

7.9kg

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。

\29,000(税抜)ヨツバゼロ 16

\29,500(税抜)ヨツバゼロ 18

\28,000(税抜)ヨツバゼロ 12

\28,500(税抜)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

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

8.7kg

YOTSUBA Zero 20
大人を凌ぐ走りをサポートする1台！

\30,000(税抜)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！

対象年齢

反射板、ベル付属品

対象身長目安

重量

7～10歳

118-140cm

8.9kg

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

\33,000(税抜)ヨツバゼロ 22

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。

子供と共に成長するバイク

そんな想いを叶える『YOTSUBA24/26シリーズ』。  

成長真っ只中のキッズでも長く乗り続けられる低床設計に加え、

どんなコンディションでも安定した制動力が得られるディスク

ブレーキを採用。 また、標準規格を取り入れたパーツアッセンブル

によりアップグレードに対応。 別売りのサスペンションや変速機を

取り付けることで、生活スタイルの変化に合わせてお子様と共に

ヨツバサイクルも成長します。

”憧れの大人に少しでも近づきたい” 

少しずつ大人に近づく子供の成長に合わせ、「カッコいい」デザインを目指

しました。車体はオーロラブラックとパッションレッドの2色。

オーロラブラックにはブルーメタリックを混合。アイスブルーのロゴ＆ステム

と合わさり奥深いクールなイメージを演出します。パッションレッドはゴー

ルドの下地処理に深みのあるレッドを塗装。オレンジロゴとの組み合わせ

は、いつまでも自転車に乗っていたい子供たちの情熱を表します。

成長と共に行動範囲が広がり、友達と遠くへ行ったり、急坂を登らなけれ

ばいけない場面で欲しくなる変速装置。ヨツバ24/26では多段ギア対応

ハブとリヤディレイラー取り付け可能なスライドエンドを標準装備。部品交

換をすることなく変速装置（別売り）を取り付けることができます。

オフロード走行を想定しフロントサスペンションに対応したフレーム構造を

採用。上下φ44のヘッドチューブは、ヘッドパーツの変更のみでストレート、

テーパー両タイプのコラムに対応します。

どんなコンディションでも安定した制動力を発揮し、メンテナンス性に優

れるワイヤー式ディスクブレーキを採用。雨天時の制動力と共に、大人に

迫るスピードで走る子供たちの安全を確保します。

① デザイン

②変速対応

③サスペンション対応

④ディスクブレーキ装備

①

③ ④

②

ヒーローレッド

キャプテンネイビー

キャプテンネイビー

ヒーローレッド

ラムネブルー

ラムネブルー



YOTSUBA 24

YOTSUBA 26

対象年齢 8～12歳

対象身長目安 125-155cm

重量 9.8kg

付属品 反射板、ベル

\46,000 (税抜)ヨツバ24

対象年齢 10歳～

対象身長目安 135cm-

重量 10.3kg

付属品 反射板、ベル

\47,000 (税抜)ヨツバ26

オーロラブラックパッションレッド

ヨツバ24 カラー

オーロラブラックパッションレッド

ヨツバ26 カラー

ヨツバ 24/26　アップグレード シリーズ

※各バージョンで使用する部品は単体での発送となり、別途組付けが必要になります。

\52,000 (税抜)

スピードバージョン (8速)

内容

● SRAM X3 リヤディレイラー

● SRAM X4 トリガーシフター

● SRAM PG-830 カセットスプロケット 11-32

● SRAM PC830 チェーン

\53,000 (税抜)

ヨツバ24

ヨツバ26＝ 

スピードバージョン 車体価格

ジャンプバージョン (サスペンション) 

内容

● ROCKSHOX 30 SILVER

\65,000 (税抜)ヨツバ26＝ ・100mm ストローク

・コイルスプリング

・ 2180g

\71,000 (税抜)ヨツバ26「スピードバージョン」 ＋ 「ジャンプバージョン」

アクティブバージョン (8速+サスペンション) 

＝ 

※ヨツバ26にのみ対応

※ヨツバ26にのみ対応

ジャンプバージョン 車体価格

アクティブバージョン 車体価格
内容

ジャンプバージョンは、100mmストロークのサスペンションを導入。激しい走り

を支えると共に快適性も兼ね備える。コイルスプリング（別売り）の変更に

より、体重や走り方に合わせたセッティングが可能。 

アクティブキットの装着により本格的なオフロード走行に対応。様々な場面で

ワンランク上の走りを実現。 

スピードキットの装着により8速化が可能。遠くへのサイクリングや激しいアップダウン

に対応。親指一本で手元のシフターを押すだけのラクラク操作。変速位置が一目で

分かるインジケーター付き。



ピンク
ブルーホワイト

ミトンタイプYXXS、YXSサイズ

YL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 ホワイト

\4,500 (税抜)

\2,000 (税抜)

\2,200 (税抜)

フィニッシャー ヘルメット

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。

肌に触れる部分には柔らかく通気性の良い素材を使用。着け心地が良く、

動かしやすいので子供が嫌がらずに着けてくれます。

二重に重ねたパッドが転倒の際、ヒジとヒザをしっかり保護します。

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 : 48-53cm　

適用年齢の目安 : ３歳～小学校低学年位

適用年齢の目安 : 2～7歳

サイズ : YXXS, YXS, YS, YM, YL　※YXS,YXXSはミトンタイプ。YLはブラック,ホワイトの設定。

チャレンジ グローブ

アタック  エルボー＆ニーガード

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。

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

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。

適用年齢の目安 

YXXS YXS YS YM

1.5～３歳 3～5歳 5～7歳　　　　　　　7～9歳

YL

9～11歳

\3,000 (税抜)

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

65X150(cm)

参考例：

ヨツバ16インチ

\7,200 (税抜)

ヨツバサイクルの整備や室内保管に最適。吸収性・耐久性・対磨耗

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\4,800 (税抜)
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。

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

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。

ヨツバ キャリーバック　　　　

レフトスタンド　　　

各\2,000 (税抜)

● ホイールサイズに合わせた2サイズ設定

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

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

一目で分かる目盛り付

長さ調整可能！
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