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販売店名

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

オーダー年月日 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

!"#$%&'()!%*$+,$)-*.%(&+$/%*
名前＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

E-mail＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

〒＿＿＿＿＿＿ 住所＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

電話番号＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

0(+&')2'#/3*)45',#

サイズ：
◯セミカスタム(サイズ＿＿＿cm)
◯フルカスタム（Sizing info参照）

チューブ選択：
◯Columbus Zona (Steel)
◯Columbus Life（Steel）

フォーク選択：
◯DeSalvo Steel Fork
◯その他＿＿＿＿＿＿＿＿

ブレーキタイプ：
◯キャリパー
◯ロングリーチキャリパー
◯Vブレーキ
ブレーキケーブルルーティン： ◯DISCブレーキ
◯マウンテンバイク
◯マウンテンバイク
（シングルスピード） ◯トップチューブ上部
◯トップチューブサイド
その他の特別オプション：
◯トップチューブ下部
◯ラック／フェンダー用ダボ穴
◯シクロクロス（スローピングトップチューブ）
◯３箇所ボトル台座
◯シクロクロス(ホリゾンタルトップチューブ)
シフトケーブルルーティン：
◯携帯用ポンプペグ
◯トップチューブ
◯トラックバイク
◯S & S Couplers
◯ダウンチューブ
◯Eccentric Bottom Bracket
◯ツーリングバイク
◯その他＿＿＿＿＿＿＿＿
ホイールサイズ：
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
◯26 inch
◯その他＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
◯29 inch
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
◯700C

◯Titanium
フレームタイプ：
◯ロードレーサー（スローピングトップチューブ）◯その他＿＿＿＿＿＿＿＿
◯ロードレーサー(ホリゾンタルトップチューブ)

0/*/#1
1色までのパウダー塗装はフレーム代に
含まれています。
フレームカラー：
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
ロゴカラー：
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

カスタムペイント(別途料金)：
◯Titanium パウダー塗装
◯Candy Colors
◯Daisies
◯Panels
◯Dragonﬁles
◯Flames
◯Matte clear with heat eﬀects
◯名前入り
◯その他・カスタムデザイン
◯Darts
◯２色グラデーション
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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今まで乗ってきたバイクの情報を教えてください：
メーカー＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

モデル＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

サイズ＿＿＿＿＿＿＿

気に入っていた点＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
気に入らなかった点＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

!
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1. シートチューブ長：＿＿＿＿＿＿＿＿

1. シートチューブ長：
＿＿＿＿＿＿＿＿
,1!3,//,&!3$%D4'/!/,!D'*/'$!,1!+'%/!/.3'0!/,E!/.3'!F.*D/),*!!!

ボトムブラケット中心点からシートチューブとトップチューブの交点までを計測

2. サドル高：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
ボトムブラケット中心点からサドル上面までを計測

3. トップチューブ長：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
水平な場所にバイクを置き、ヘッドチューブとトップチューブの交点と
シートポストの中心点を地面と水平にして計測

4. コクピットサイズ：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

6'%+.$'!1$,&!D'*/'$!
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2. サドル高：
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
3,//,&3$%D4'/!/,!/,E!,1!+%889'!!!!!
I./!3)4'!

3. トップチューブ長：
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
,*!9'2'9!19,,$J!6'%+.$'!1$,&!D'*/'$9)*'!,1!='%8!/.3'0!/,E!
/.3'!F.*D/),*!/,!D'*/'$9)*'!,1!+'%/!E,+/!!K=)9'!4''E)*C!/='!
&'%+.$)*C!/%E'!9'2'9!/,!19,,$ J

4. コクピットサイズ：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
6'%+.$'!1$,&!

D'*/'$!,1!+%889'!/,!D'*/'$9)*'!,1!=%*89'!3%$+!!!!

サドルの中心点からハンドルバーの中心点までを計測

5. ハンドルバードロップ：＿＿＿＿＿＿＿＿

サドル上面からハンドルバーの中心点まで垂直落差を計測

!!!
6. ヘッドチューブ長：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

5. ハンドルバードロップ：＿＿＿＿＿＿＿＿
6. ヘッドチューブ長：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
7. チェーンステイ長：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
ボトムブラケット中心点からリアエンド中心点までを計測

8. ヘッドチューブ角度：＿＿＿＿＿＿
9. シートチューブ角度：＿＿＿＿＿＿
!
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7. チェーンステイ長：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
6'%+.$'!1$,&!D'*/'$!

,1!3,//,&!3$%D4'/!/,!D'*/'$!,1!$'%$!%M9'
8. ヘッドチューブ角度：
＿＿＿＿＿＿

9. シートチューブ角度：＿＿＿＿＿＿

!
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身体測定をするにあたり、サイクリングウェアに着替えて靴は脱いで測定してください。
!
水平な場所に真っ直ぐに立ち、もう一人にサポートしてもらい計測してください。
!
!

1.! 性別：＿＿＿＿＿＿
!
2.年齢：＿＿＿＿＿＿
!

3.体重：＿＿＿＿＿＿
!
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4.身長：＿＿＿＿＿＿
!
!
5.股下長：＿＿＿＿＿＿

!
靴を脱ぎ肩幅に足を開き真っ直ぐ立ちます。
厚めの本を股にはさみ、地面から本の上部までの高さを計測。
!

-

!
6.胴長：＿＿＿＿＿＿

地面から胸骨の上部のV字になっているくぼみまで高さを計測。
!
!
7.腕の長さ：＿＿＿＿＿＿＿

,

ハンドルバーほどの太さの棒を握った状態で腕を真っ直ぐ伸ばします。
!
肩の先端突起している部分から棒の中心までを計測。
!

8.肩幅：＿＿＿＿＿＿＿＿
!

肩の先端突起している部分間の長さを計測。
!
!
!
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6"7.-%8"+7%8.-9/-.7'"*+5
フレーム：＿＿＿＿＿＿＿＿

◯レース

カスタムジオメトリ：＿＿＿＿＿＿＿＿

◯ツーリング

カスタムペイント：＿＿＿＿＿＿＿＿

◯トレーニング
◯ファンライド

など

新しいバイクの仕様用途・目的
将来的にどのようにお乗になるつもりか教えてください。

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

この度は

コンポーネンツ：＿＿＿＿＿＿＿＿
オプション：＿＿＿＿＿＿＿＿
その他：＿＿＿＿＿＿＿＿
合計金額：＿＿＿＿＿＿＿＿

!"#$%&'()*+,'-(./$-" をオーダー頂き誠にありがとうございます。

1.

現在、納期は約12ヶ月でお願いしております。

2.

オーダーの流れとしては、ご注文確定後まずウィティングリストにお客様の名前が載ります。
お客様の製造順番が回ってきたらフレームデザインシートと契約書が発行されます。
最終確認の上、製造が開始されます。(これ以降の変更は不可となります)

3.

ご注文の確定後、前金として¥40,000からのご入金をお願いしております。
納品時に残りの金額をお支払いください。(キャンセル時の前金の返金はお受けできません)

4

溶接などの技術的要因は5年、パイプ等素材上の要因には1年の製品保証がつきます。

5.

輸入商材に付き予告なく、価格等を変更する場合がございますのでご了承ください。
その他、ご不明な点はお近くの!"#$%&'取り扱い店、または#0-1'2/+まで、
いつでもお気軽にお問い合わせください。

(#0-1'/2+(3"%(4(567898:7;<777(.$=(4(567898:7;<77:(>$0%(4(0?@'A+0-;B'/2+CD'-(1"E(4(+0-;B'/2+CD'-

Price List

2014年1月1日 価格改定 (税抜)

-Steel Zona Frame (Road, Cross, MTB, Track)
Stock & Custom ￥238,000
-Steel Zona Frame (SingleSpeed)
Stock & Custom ￥248,000
-Steel Life Frames (LightWeight Road, Cross, MTB, Track)
Stock & Custom ¥268,000
-Steel Life Frame (LightWeight SingleSeed)
Stock & Custom ¥278,000
-Titanium Frames (Road, Cross, MTB, Track)
Stock & Custom ¥368,000
-Titanium Frame (SingleSpeed)
Stock & Custom ¥378,000
※全てのフレーム価格には単色ストックカラーのパウダーコート代が含まれます。
※特殊ペイント、フレームカスタムなどについてはお問い合わせください。

1. 現在、納期は約 6ヶ月でお願いしております。
2. オーダーの流れとしては、ご注文確定後まずウィティングリストにお客様の名前が載ります。
お客様の製造順番が回ってきたらフレームデザインシートと契約書が発行されます。
最終確認の上、製造が開始されます。(これ以降の変更は不可となります)
3. ご注文の確定後、前金として¥40,000からのご入金をお願いしております。
納品時に残りの金額をお支払いください。(キャンセル時の前金の返金はお受けできません)

4 溶接などの技術的要因は5年、パイプ等素材上の要因には1年の製品保証がつきます。
5. 輸入商材に付き予告なく、価格等を変更する場合がございますのでご了承ください。
ご不明な点はSimWorksまでお気軽にお問い合わせください。

SimWorks

Tel:(052) 265-7555

Fax:(052) 265-7556

Mail:info@sim-works.com

http//:sim-works.com

