30 YEARS OF INNOVATION

30年を越えるイノベーション

トピークは、創業当初から様々なイノベーションを生み出し、業界標準を打ち立てる製品を数多く
世界に送り出してきました。それらを絶えず改良し続け、世界最高のサイクリング アクセサリーを
作ることに全力で取り組んでいます。30 年を越える経験を持つトピークは、これからも数々のイ
ノベーションで業界をリードし続けます。

サバイバル ツール ボックス

1991

あらゆるフレームチューブに取り付けられる、コンパクト
なケースに収められたサイクリングツールキット。トピー
クが最初に生み出した、これ一つで修理が行える画期的
なアイテムです。

クイッククリック ウェッジ バッグ

1992

サドルレールに取り付ける独自の固定システムにより、
小さなタブを押すだけですばやく着脱可能なサドルバッ
グ。このシステムにより、複数の自転車で一つのバッグ
を使い回すことが可能です。

1993

スーパーライト チューブラー ボトル ケージ
49g と軽量なボトルケージ。

サスペンション ベビーシート

1994

悪路や予期せぬ振動を吸収する革新的なスプリングサ
スペンションシステムを備えた世界初の自転車用ベビー
シート。 革新的なクイックリリースマウントシステムによ
り、取り付けおよび取り外しも簡単です。

モーフ ポンプ
フロアポンプのように地面に立てて、体重をかけてポン
ピングできるベストセラー ポータブルポンプ。

1995
ツインヘッド
仏式、米式バルブのチューブそれぞれにそのまま差し込
める 2 つの口金を備えた、革新的なフロアポンプ ホー
スヘッド。バルブアダプターや内部部品を変更する必要
はありません。

エイリアン マルチツール
2 つに分離することで機能性を高めるマルチツール。そ

1996

の革新性から、数々の模倣品が作られました。ロードバ
イクやマウンテンバイクの調整や修理に使用するツール
を多数備えたこのマルチツールは、今でも売れ続けるベ
ストセラー サイクリングツールの1 つです。

QR ビームラック & トランクバッグ
QR クランプで素早く着脱可能な軽量シートポスト装着

1997

型ラック。この革新的なラックは、対応するトランクバッ
グをスライドさせるだけで着脱可能な QuickTrack® マ
ウントシステムを備えているため、キャリアーダボを備え
ていない自転車やサスペンションバイクでも荷物を積載
することが可能になりました。

スマートヘッド
世界初！仏式／米式バルブにそのまま差し込める革新的

1998

なポンプヘッド「スマートヘッド」
。仏式バルブのロードバ
イクに空気を入れてから、米式バルブのマウンテンバイ
クに空気を入れるといった作業をよりスピーディーに行え
るようになりました。バルブアダプターや内部部品を変
更する必要はありません。

1999

パノラマ サイクリング コンピューター
すべての機能を一画面に同時に表示するワイドスクリー
ンサイクリングコンピューター。

インタークール サドル

2000

センターレリーフインサートと、ライダーとサドル間の空
気の流れを方向付けるように設計された通気孔を組み合
わせた独創的なデザインのサドル。

ツールバー マルチツール
ツールビットをヘッドに挿入して使用する軽量ミニツー
ル。 ビットはツール本体の折りたたみ式コンパートメン
トに収納され、携帯性にも優れています。

2001

ヘキサス マルチツール
チェーンツールやタイヤレバーを含む多数のツールをコン
パクトボディに収めた使い勝手の良いマルチツール。

バーンミラー

2002

通勤などに最適なミラー一体型バーエンド。使うときは
ミラーを引き出して使用し、使わないときはミラーをバー
エンドに折りたたんでおける画期的なデザインです。

プレップスタンド プロ

2003

小さなボルトから自転車全体の重量までを計測できる重
量計を内蔵した、使い勝手がよく頑丈なメンテナンスス
タンド。

ムーンシャイン HID

2004

市場に登場した最初の自転車用 HID ライティングシステ
ムの1 つ。 軽量なステムキャップマウントバッテリーは、
余分な配線を排除し、ボタンに簡単にアクセスできるよ
う設計されました。

チェーンボット
REDDOT デザイン賞を受賞した、ショップ品質のヘビー
デューティー チェーンツール。使用しないときは小さな
ロボットのように折り畳める可愛らしいフォルムも好評を
博しました。

フラッシュスタンド

2005

自転車のボトムブラケットに取り付けて、リアディレイ
ラーの微調整などが行える折りたたみ式マイクロワーク
スタンド。

ミニ シリーズ
剛性が高く、ツールが緩みにくい鍛造ボディを採用した
ミニシリーズツール。折り畳むと非常にコンパクトに収ま
るのも特徴です。

バイキャンパー

2006

自転車のフレームと前輪をテントサポートシステムとして
利用した、REDDOT デザイン賞 受賞歴のある軽量一人
用テント。防水レインフライを備えたこの軽量テントは、
持ち運びに便利なサイズに折りたためます。

2007

エアーフェンダー
空気を充填して形状を保つ革新的な軽量フェンダー。晴
天時には空気を抜いて、コンパクトに収納可能です。

フラッシュスタンド スリム
非駆動側クランクアームに取り付けて、ロードバイクを
立てておける折りたたみ式マイクロスタンド。外出先で
のちょっとした休憩などに便利です。コンパクトに折り畳
めるのでジャージのポケットに収納して持ち運べます。

2008
ラチェット ロケット
外出先での調整に便利な小さなラチェットレンチを備え
た超コンパクトなツール。個々のツールビットは、本体
内に収納可能。

CO2- ブラ
素早く CO2 を充填できる、コブラ型の CO2 インフレー
ター。

2009
D トルク レンチ
カーボン製パーツの取り付けなどでの締め過ぎを防ぐた
めの電子式トルクレンチ。アラームで必要なトルク値に
達したときに警告します。

エアー バックパック
空気を充填してサポートする、革新的なサイクリング専
用バックパック。 ウエストベルトに備えられたマイクロエ
アーポンプにより、快適さを微調整できます。

メガモーフ

2010

フロアポンプのように地面に立てて、体重をかけてポン
ピングできるポータブルポンプ。大容量の空気が充填可
能な大型モーフ。車載時でもかさばりにくい便利なサイ
ズなので、レース会場などでの空気充填にも最適です。

トローリートート
伸縮自在なハンドルとトロリーホイールにより移動しやす
く、たくさんの荷物を持ち運べます。使用しないときは
折りたたんでコンパクトに保管可能。すべてのトピーク
MTX ラックに対応する QuickTrack® 互換システムを
採用した耐久性のある樹脂製キャリーカートは、街中や
市場などでの買い物にも最適です。

レースロケット HPC
コンパクトで超軽量なカーボン製ポータブルポンプ。延
長可能なホースを備えた SmartHead®ThreadLock に
より、仏式／米式バルブの両方に使用可能。

モジュラー ジャバ ケージ

2011

コーヒータンブラーや保温マグなどを保持できるボトル
ケージ。ラバーストラップと下部調整機構により、様々な
ボトルに対応します。

サイドキック ウェッジ パック
成形されたサイドパネルと柔軟な 600 デニールの生地
を組み合わせた、剛性感と耐候性のあるサドルバッグ。
サイドに大きく開くパネルにより、すべての収納物に簡
単にアクセスできます。

リンク マイスター
ピンタイプとリンクタイプの両方のチェーンに簡単に対応
できる世界初のチェーンツール。あらゆるマルチスピード
チェーンに使用可能な高品質チェーンツールです。

2012
ハイブリッドロケット シリーズ
ポータブルポンプに CO2 インフレーターの機能を一体
化したハイブリッド ポンプ！信頼性と素早い空気充填能
力を一つにまとめた革新的なポンプです。

プレップステーション
プロショップ品質の自転車ツールを 6 つのコンパートメ
ントにセットしたツールステーション。5 インチホイール
で移動が簡単なトロリータイプのツールボックスです。

2013

パノバイク シリーズ
スマートフォンをサイクルコンピューターとして活用でき
るトピーク独自のサイクリングアプリ。

ミニロケット i グロウ
インテグラルグロー（iGlow®）テクノロジーを採用した
リアライト機能付きマイクロサイズ ミニポンプ。夜間や
視界の悪い状況での安全性が向上します。

フリー サドル シリーズ
スポーツ、フィットネス、ツーリングライダー向けサドル。
トリプル密度フォーム構造
（TPE-AirFoam-BaseFoam）
が組み込まれた 3D コンフォートシステムは、長距離ラ
イドでの快適性を保ち、しびれを防ぎます。

エアロ ウェッジ i グロウ
インテグラルグロー（iGlow®）テクノロジーを採用した
リアライト機能付きサドルバッグ。夜間や視界の悪い状
況での安全性が向上します。

ウェザープルーフ ライドケース ( パワーパッ

2014

ク付 )
3150mAh の高電力充電式バックアップバッテリーパッ
クを備えた耐候性 iPhone 保護ケース。

プレップボックス
プロショップ品質のツールを専用キャリングケースに収め
たツールセット。

トランスフォーマー XX
自転車スタンド機能を一体化した革新的フロアポンプ。

i グロウケージ B
超高輝度 RGBLED をウォーターボトルケージに巧みに
統合することで、ボトルを照らして 360 度の視認性を
実現。

ジョーブロー ファット

2015

低圧ファットタイヤバイク専用に設計されたフロアポン
プ。 標準のフロアポンプの1.5 倍の大きさの特大シリン
ダーにより、
大容量の空気をすばやく充填します。 エアー
リリースボタンにより、空気圧を正確に調整できます。

トランスフォーマー RX
自転車スタンド機能を一体化した革新的フロアポンプ。
車載時でもかさばりにくい便利なサイズなので、レース
会場などでの空気充填にも最適です。

ニンジャ シリーズ ツール
シートポスト内に隠れるポンプ、ハンドルバーエンドに隠
れるチェーンツール、ボトルケージ下に隠れるツールなど、
普段は存在感を消し、必要な時に現れる、まさにニンジャ
のようなアイテム。

2016

ナノ トルク シリーズ
適正トルクで確実に締められる単能型トルクツール。

ジョーブロー ブースター
チューブレスタイヤの取り付けをより効率的に行える、エ
アーコンプレッサー機能搭載フロアポンプ。

ジョーブロー ツインターボ

2017

押す・引く両方のストロークを利用して、2 つのシリンダー
間で空気を移動・圧縮・放出させることにより、効率的
に空気を充填できるツインターボ テクノロジー採用フロ
アポンプ。

パックゴー X
愛車で旅をしたい自転車愛好家や、遠方でのレースに出
場するプロサイクリストに最適なバイクトラベルケース。

2018

マクロロン ® ポリカーボネートシェルとアルミ製フレー
ムにより、軽く、強く、耐久性に優れています。ユニー
クなデザインだけでなく、移動に便利な大型・多方向対
応ホイール、収納物を保護する機能的なコンパートメン
トを備えています。

エアーブースター G2

2019

世界初のエアーゲージ付き CO2 インフレーター。仏式
／米式バルブに適合するヘッドにより、CO2 を充填しな
がら空気圧を計測できます。 カートリッジの保管が可能
なデュアルエンド設計を採用。

ジョーブロー スポーツ 2 ステージ
ユニークな 2 ステージデザインのフロアポンプ。驚き
のスピードで高圧と大容量の空 気充 填を実現します。
ステージ 1 は、2 本のシリンダーを開き、標準のフロ
アポンプよりも 30％少ない労力で大容量の空気充填
を可能にします。ステージ 2 では、細いシリンダーの
みを使用して、最大 160psi までの高圧充填が可能に

2020

します。

テトララック シリーズ
フレーム／フォークの角度に合わせて調整できる革新
的なトッププレートを備えた完璧なクイックマウント
ラックシステム。クイックトラック ® システムにより、
トピーク製トランクバッグを装着可能。革新的なベルク
ロストラップによる取り付けシステムは、負荷を安定さ
せ、さまざまなバイクにしっかりと固定することができ
ます。

チュビヘッド
仏式バルブコア脱着機能を持つ「チュビヘッド」
。バルブ
コアを取り外すことで大量の空気をタイヤに送り込むこ
とができるので、チューブレスタイヤやバルブコア脱着式
チューブへの素早い空気充填が可能です。ジョーブロー
チュビ 2 ステージに採用されています。

2021
プレップスタンド e アップ
フットペダルで操作する内蔵加圧カートリッジにより、
持ち上げる力をアシストするワークスタンド。重量のあ
る e バイクや大型自転車などの作業に最適です。バイ
クを安全に保持しながら 360°回転可能なクランプヘッ
ド、コンパクトに折り畳めるクイックリリース レッグを
採用。

