報道関係各位
2014 年７月 10 日
株式会社ミヤタサイクル

～環境にやさしく、健康づくりに役立つ～

通勤も遊びもこれ１台！毎日乗れるアーバンスポーツバイク
『EX クロス』シリーズ３機種を 7 月 15 日に新発売
株式会社ミヤタサイクル（本社：東京、代表取締役社長：髙谷信一郎）は、自転車通勤やサイクリングを気軽
に楽しみたい方向けに、スポーティーな走行性とユーティリティ機能を兼ね備えたアーバンスポーツバイク
『EX クロス』シリーズ３機種を全国の MIYATA Care 店ならびに MIYATA 取扱店を通じて、7 月 15 日に発売
致します。

『EX クロス』シリーズは、こまめなメンテナンスや洋服の汚れを気にせずお洒落でスタイリッシュに自転車通勤
やサイクリングを楽しみたい方のために開発されました。軽快でスポーティーな走行性を活かしつつ、雨の日
や都会の段差もアクティブに楽しめる『EX クロス ストリート』、夜間も安心で明るく盗難防止機能も充実した
『EX クロス』、お買い物にも便利でお洒落な『EX クロス アーバン』と様々な使用シーンに合わせてお選びい
ただけます。

『EX クロス ストリート』
ツーリングなどスポーティーな走りを楽しめる基本性能と、
通勤・通学に便利で役立つ機能を装備した
フルスペック・アーバンスポーツバイク。

＝EX クロス ストリート 価格表＝
車種略号

シフト段数

ライト
タイプ

重量

販売価格
（8％税込）

カラー（１色）

発売月日

BES75LB5

内装 5 段

LED オート
ライト

20.2kg

\77,800

ハーフマットブラック（OK26）

7 月 15 日

「EX クロス ストリート」の商品特長
◎アクティブなスタイルを演出する本格的な「フロントサスペンション」
・75mm トラベルのフロントサスペンションで不整地や段差を難なく
乗り越えられるだけでなく、路面からのショックを吸収し長距離走行時の
疲れを軽減します。

◎こぎ出しが軽く滑らかな走行感の「ローラーフローティングベルトドライブ」
・オイル塗布の必要がなく長期間メンテナンスフリー、
裾が油で汚れる心配もありません。
・スタート時のこぎ出しが、とても軽く滑らかで音鳴りもなく
スムースな走りが楽しめます。

◎雨の日でも確実な制動力を発揮する「冷却フィン付き前後ローラーブレーキ」
・ブレーキ機構が耐水カバーに覆われているので、雨の日でも安定した
制動性能を発揮します。
・ブレーキ内部に専用グリスを封入し、金属シューを採用しているので
長寿命で嫌なキーキー音を抑えます。
・ブレーキ時の摩擦による熱を放出する冷却フィン付で耐久性にも優れています。
・前ブレーキには、モジュレーター機構を内蔵。急ブレーキ時にブレーキ力を調整しロックを抑えます。

◎細かなギヤ設定でオールマイティーな走りのシマノ「Ｎｅｘｕｓ INTER-５」
・変速機構をハブに内蔵し耐水カバーで覆っているため、変速時に
チェーン移動がなく、音も静かで長期間メンテナンスフリー。
・停車時にも変速可能なので、信号待ちなどで軽くし忘れても安心。
いつでも軽いペダリングで発進可能です。

◎暗くなると自動点灯し、明るくワイドに照射「センターレーザービームライト」
・暗くなると自動点灯し、中央の明るい白青色 L E D（ 中心最大光度 2000cd）が
地面を左右均等にワイドに照射します。
・信号待ちや停止時にも、ライト横に配された緑色 LED が点滅し、
前方＆側方からの視認性を高めるので安全です。
◎臀部圧迫を和らげ快適な乗り心地を実現する「アナトミックホールデザインサドル」
◎ソーラーパネル内蔵で夜間走行時に自動点滅し、後方からの視認性を高める「ソーラーテール」
◎バスケット（オプション）の装着も可能でちょっとした荷物を載せられる、スタイリッシュな「フロントキャリア」

『EX クロス』
ベルトドライブで軽快な走りが楽しめる、アーバンクロスバイク。
夜間走行も安心の明るいオートライト＆ソーラーテールと、
雨天走行や盗難防止対策など機能も充実。

＝EX クロス 価格表＝
車種略号

シフト段数

ライト
タイプ

重量

販売価格
（8％税込）

カラー（３色）

発売月日

BEC75LB5

内装 5 段

LED オート
ライト

17.2kg

\66,800

パールオレンジ（OY79）
ブラック（OK21）
ソリッドホワイト（OW29）

7 月 15 日

「EX クロス」の商品特長
◎こぎ出しが軽く滑らかな走行感の「ローラーフローティングベルトドライブ」
・オイル塗布の必要がなく長期間メンテナンスフリー、
裾が油で汚れる心配もありません。
・スタート時のこぎ出しが、とても軽く滑らかで音鳴りもなく
スムースな走りが楽しめます。

◎細かなギヤ設定でオールマイティーな走りのシマノ「Ｎｅｘｕｓ INTER-５」
・変速機構をハブに内蔵し耐水カバーで覆っているため、変速時に
チェーン移動がなく音も静かで長期間メンテナンスフリー。
・停車時にも変速可能なので、信号待ちなどで軽くし忘れても安心。
いつでも軽いペダリングで発進可能です。

◎暗くなると自動点灯し、明るく照射「ウルトラレーザービーム６」
・暗くなると自動点灯し、圧倒的に明るい光の白青色のハイパワーLED
（中心最大光度 2400cd）を採用、低速走行時にはストロボ照射します。
・信号待ちの時など、停止時にも、ライト横に配された青色 LED が点滅し、
前方＆側方からの視認性を高めるので安全です。

◎雨の日でも確実な制動力を発揮する「後ローラーブレーキ」
・ブレーキ機構が耐水カバーに覆われているので、雨の日でも安定した
制動性能を発揮します。
・ブレーキ内部に専用グリスを封入し、金属シューを採用しているので
長寿命で嫌なキーキー音を抑えます。
◎ソーラーパネル内蔵で夜間走行時に自動点滅し、後方からの視認性を高める「ソーラーテール」
◎ギヤ位置がわかるオプティカル・ギヤ・ディスプレイ搭載したシマノ「Nexus RevoShift-5」

『EX クロス アーバン』
男女を問わず乗れる、おしゃれなアーバンスポーツバイク。
成長期のお子様や、小柄な方にも最適な 380mm サイズもご用意。
＝420mm モデル＝
（適正身長：158ｃｍ～）

＝EX クロス アーバン 420ｍｍモデル 価格表＝
車種略号

BEU42L5

シフト段数

ライト
タイプ

外装 7 段

LED オート
ライト

重量

18.58kg

販売価格
（8％税込）

カラー（４色）

発売月日

\55,800

ネイビーブルー（OB24）
レッド（OR43）
ソリッドホワイト（OW29）
ハーフマットブラック（OK26）

7 月 15 日

＝380ｍｍモデル＝
（適正身長：140ｃｍ～）

＝EX クロス アーバン 380ｍｍモデル 価格表＝
車種略号

BEU38L5

シフト段数

ライト
タイプ

外装 7 段

LED オート
ライト

重量

18.56kg

販売価格
（8％税込）

カラー（４色）

発売月日

\55,800

ペールピンク（OP50）
ネイビーブルー（OB24）
レッド（OR43）
ソリッドホワイト（OW29）

7 月 15 日

「EX クロス アーバン」の商品特長
◎スポーティーな走りが楽しめるシマノ「Tourney 外装７段変速」
・ワイドで細かなギヤ設定なので、上り坂の多い道や長距離走行でも安心です。
ローギアに 28T を採用しているため、こぎ出しも軽くスムースです。
（7 段ギヤ歯数：14×16×18×20×22×24×28T）

◎暗くなると自動点灯し、明るく照射「ウルトラレーザービーム６」
・暗くなると自動点灯し、圧倒的に明るい光の白青色のハイパワーLED
（中心最大光度 2400cd）を採用、低速走行時にはストロボ照射します。
・信号待ちや停止時にも、ライト横に配された青色 LED が点滅し、
前方＆側方からの視認性を高めるので安全です。

◎雨の日でも確実な制動力を発揮する「後ローラーブレーキ」
・ブレーキ機構が耐水カバーに覆われているので、雨の日でも安定した
制動性能を発揮します。
・ブレーキ内部に専用グリスを封入し、金属シューを採用しているので
長寿命で嫌なキーキー音を抑えます。

◎通勤・通学や買い物にも便利。ビジネスバッグもすっぽり入る「大型バスケット」
◎ギヤ位置がひとめでわかるオプティカル・ギヤ・ディスプレイ搭載したシマノ「Tourney RevoShift-7」

「EX クロス」シリーズ共通の日常使用に便利な機能
○ピッキングに強いディンプルキーと壊されにくいダイカスト製法の「頑丈ロック」
・壊されにくいボックス構造ダイカスト製法でピッキングに強いディンプル
キーを採用、キーはスペアキーも含めて 3 個付いています。
万が一紛失した際は、有償でスペアキー対応しているので安心です。
○雨の日などに泥水の飛散を防ぎ衝撃にも強い「ポリカーボネイト製ドロヨケ」
○衝撃によるリム打ちパンクも軽減する「耐パンクタイヤ＆肉厚チューブ」
○大型で滑りにくく、漕ぎやすい「アルミフラットペダル」
○安全と環境に配慮した「BAA（自転車協会安全基準）」マークに対応

◎ミヤタこだわりのサポート「MIYATA Care」プログラム対応＊２
○品質保証：ご購入から最長で６年間の品質保証をいたします。
○盗難補償：ご購入の翌日から３年間、愛車の盗難を補償いたします。
○傷害保険：お客様の保険料負担は\0。万が一の際も MIYATA なら安心。
＊２ 詳しくはホームページをご参照下さい。 http://www.miyatabike.com/project/care/

本件に関する問い合わせ先
【報道関係者様】
株式会社ミヤタサイクル 営業企画部
TEL.03-3436-2030

担当：福田

E-mail：fukuda-saburo@gear-m.co.jp

【一般のお客様】
株式会社ミヤタサイクル お客様相談室
TEL. 03-5408-9420 （受付時間 9:00～17:00 土・日・祝日は休み）

