
2021/8/1 プライスリスト



• 本Price Listは、NASK Tradingが日本国内で正規輸入品として供給する製品の希望小売価格(税込)とな
ります。

• 本製品は予告なく仕様変更、改良等が行われる可能性がございます。
• 本製品は輸入品のため、為替レートの変動、国際情勢による輸送良品の変動等により価格の見直しが予

告なく行われることがございます。
• 本リスト内でのアルマイトカラーは、下記の写真を参考ください。

アルマイトカラーサンプル
左から
• Silver
• Black
• White（製造中止）
• Red
• Gold
• Orange
• Froggy-Green
• Green（製造中止）
• Blue



KillHill CL (旧King CL)
Hole:24H/28H/32H
ブレーキ：センターロック
カラー：計7色

silver/black/blue/red/gold/orange/froggy-green
アクスル：100mm-QR5/100mm-12mm/100mm-15mm
重量：115g
価格：29,600円

ClimbKillHill CL (旧KNGKong CL)
Hole:24H/28H/32H
ブレーキ：センターロック
カラー：計7色

silver/black/blue/red/gold/orange/froggy-green
アクスル：135mm-QR5/142mm-12mm
フリー：HG11/SH-MS/xDR/Campy
重量：213g
価格：57,700円



KillHill (旧King)
Hole:28H/32H
ブレーキ：IS-6H
カラー：計7色

silver/black/blue/red/gold/orange/froggy-green
アクスル：100mm-QR5/100mm-12mm/100mm-15mm

/Torque-Cap
重量：120g
価格：29,600円

ClimbHill (旧KINGKong)
Hole:28H/32H
ブレーキ：IS-6H
カラー：計7色

silver/black/blue/red/gold/orange/froggy-green
アクスル：135mm-QR5/142mm-12mm
フリー：HG11/SH-MS/xDR/Campy
重量：218g
価格：57,700円



KillHill Boost (旧King Boost)
Hole:28H/32H
ブレーキ：IS-6H
カラー：計7色

silver/black/blue/red/gold/orange/froggy-green
アクスル：110mm-15mm/Torque-Cap
重量：123g
価格：29,600円

ClimbHill Boost (旧KINGKong Boost)
Hole:28H/32H
ブレーキ：IS-6H
カラー：計7色

silver/black/blue/red/gold/orange/froggy-green
アクスル：148mm-12mm
フリー：HG11/SH-MS/xDR
重量：220g
価格：57,700円



Princess CL Ceramic
Hole:24H/28H/32H
ブレーキ：センターロック
カラー：計7色

silver/black/blue/red/gold/orange/froggy-green
アクスル：100mm-QR5/100mm-12mm/100mm-15mm

/100mm-12mmCarbon/100mm-15mmCarbon
重量：78g
価格：47,000円

Prince CL Ceramic
Hole:24H/28H
ブレーキ：センターロック
カラー：計7色

silver/black/blue/red/gold/orange/froggy-green
アクスル：135mm-QR5/142mm-12mm
フリー：HG11/SH-MS/xDR/Campy
重量：184g
価格：70,500円



Princess Ceramic
Hole:28H/32H
ブレーキ：IS 6H
カラー：計7色

silver/black/blue/red/gold/orange/froggy-green
アクスル：100mm-QR5/100mm-12mmCarbon

/100mm-15mmCarbon/100mm-15mmTorque
重量：86g
価格：47,000円

Prince Ceramic
Hole:28H/32H
ブレーキ：IS 6H
カラー：計7色

silver/black/blue/red/gold/orange/froggy-green
アクスル：135mm-QR5/142mm-12mm
フリー：HG11/SH-MS/xDR/Campy
重量：204g
価格：70,500円



Princess Boost Ceramic
Hole:28H/32H
ブレーキ：IS 6H
カラー：計7色

silver/black/blue/red/gold/orange/froggy-green
アクスル：110mm-15mm/110mm-15mmCarbon

/110mm-15mmTorqueCap
重量：94g
価格：47,000円

Prince Boost Ceramic
Hole:28H/32H
ブレーキ：IS 6H
カラー：計7色

silver/black/blue/red/gold/orange/froggy-green
アクスル：135mm-QR5/142mm-12mm
フリー：HG10/SH-MS/xDR
重量：210g
価格：70,500円



Super KillHill
Hole:32H
ブレーキ：IS 6H
カラー：計7色

silver/black/blue/red/gold/orange/froggy-green
アクスル：110mm-20mm/110mm-20mmBoost
重量：146g
価格：29,600円

Super ClimbHill
Hole:32H
ブレーキ：IS 6H
カラー：計7色

silver/black/blue/red/gold/orange/froggy-green
アクスル：150mm-12mm/157mm-12mm
フリー：HG10/SH-MS/xD
重量：235g
価格：57,700円



Cannonball 2.0
Hole:28H/32H
ブレーキ：IS 6H(Lefty)
カラー：計7色

silver/black/blue/red/gold/orange/froggy-green
アクスル：Lefty2.0/Ocho
重量：97g
価格：30,400円



Mig
Hole:20H/24H/28H
ブレーキ：リム
カラー：計7色

silver/black/blue/red/gold/orange/froggy-green
アクスル：100mm-QR5
重量：73g
価格：24,800円

Mag
Hole:24H/28H
ブレーキ：リム
カラー：計7色

silver/black/blue/red/gold/orange/froggy-green
アクスル：130mm-QR5
フリー：HG10/HG11/xD/xDR/Campy
重量：177g
価格：51,000円



Mig Skyline
Hole:20H/24H
ブレーキ：リム
カラー：計7色

silver/black/blue/red/gold/orange/froggy-green
アクスル：100mm-QR5
重量：54g
価格：54,400円

Mag Skyline
Hole:24H/28H
ブレーキ：リム
カラー：計7色

silver/black/blue/red/gold/orange/froggy-green
アクスル：130mm-QR5
フリー：HG10/HG11/xD/xDR/Campy
重量：166g
価格：70,500円



Conversion Kit for Front
アクスル：100mm-QR5(IS-6H/CL)

100mm-12㎜(IS-6H/CL)
100mm-15㎜(IS-6H/CL)
110mm-15㎜TorqueCap(IS-6H)

重量：16g
価格：6,400円

14,500円（TorqueCap）

Conversion Kit for Rear
アクスル：135mm-QR5（HG10/HG11/xD/xDR/Campy）
141mm-QR5（HG10/HG11/xD/xDR/Campy）
142mm-12㎜（HG10/HG11/xD/xDR/Campy）
150mm-12㎜（HG10/HG11/xD/xDR/Campy）
157mm-12㎜（HG10/HG11/xD/xDR/Campy）
フリー：重量：36g
価格：8,900円



Freewheel Kit
タイプ：xDR(QR5/12mm)

HG11(QR5/12mm)
SH-MS(12mm)
Campy(QR5/12mm)

重量：53g
価格：27,300円



DC130
アクスル：100/130mmペア
カラー：計7色

silver/black/blue/red/gold/orange/froggy-green
重量：34g
価格：16,900円



One Shot （シーラント）
タイプ：アンモニアフリー
価格：1,100円(60mL)

2,100円(120mL)
5,400円(1Lレフィル)



Geiles Teil 4.0
カラー：計7色

silver/black/blue/red/gold/orange/froggy-green
ステム⾧：50/60/75/85/95/110/120mm
アングル：±8°
ステア径：1-1/8”
クランプ径：31.8㎜
価格：30,400円

重量
50mm：94g
60mm：99g
75mm：106g
85mm：112g
95mm：117g
110mm：126g
120mm：131g



Geiles Teil 4.0
カラー：計7色

silver/black/blue/red/gold/orange/froggy-green
ステム⾧：35mm
アングル：+5°
ステア径：1-1/8”
クランプ径：35.0㎜
重量：119g
価格：32,000円



Porteur
カラー：black
重量：26g
価格：16,900円

Porteur w/GoPro mount
カラー：black
重量：31g
価格：22,300円

UpGrade Kit for GoPro
カラー：Black
重量：16g
価格：5,700円



Turnstange low riser Bar 2.0
仕様：UD Matte
クランプ径：31.8mm
バー幅：750㎜
Backsweep：9°
Upsweep：6°
Rise：15㎜
重量：135g
価格：35,200円

Turnstange Flat Bar 2.0
仕様：UD Matte
クランプ径：31.8mm
バー幅：750㎜
Backsweep：9°
Upsweep：0°
Rise：0㎜
重量：125g
価格：35,200円



Wunderbar Riser
仕様：UD Matte
クランプ径：35mm
バー幅：800㎜
Backsweep：9°
Upsweep：4°
Rise：20㎜
重量：215g
価格：34,900円

Geweih
仕様：UD Matte
クランプ径：31.8mm
Width(C-C)：400/420/440㎜
Drop：125mm
Reach：75mm
Flare：4°
重量：191g/198g/202g
Max. rider weight：100kg
価格：54,400円



TuneCap
カラー：計7色

silver/black/blue/red/gold/orange/froggy-green
ステア径：1-1/8mm
重量：5g
価格：4,800円

Turnstange Flat Bar 2.0
仕様：UD Matte
クランプ径：31.8mm
バー幅：750㎜
Backsweep：9°
Upsweep：0°
Rise：0㎜
重量：125g
価格：5,300円



FusePlugs
カラー：計7色

silver/black/blue/red/gold/orange/froggy-green
外径：24mm
対応ハンドルバー内径：18.7㎜以上
重量：12g（ペア）
価格：4,800円



SkyRacer
カラー：計6色

black/blue/red/gold/orange/green
レール径：7mm
サドル⾧/サドル幅：230mm/130mm
重量：69g
Max. Rider Weight：100kg
価格：53,800円

Komm Vor
カラー：計7色

black/blue/red/gold/orange/froggy-green/white
レール径：8x9mm
サドル⾧/サドル幅：265mm/131mm
重量：95g
Max. Rider Weight：90kg
価格：39,700円



Komm Vor+
カラー：計7色

black/blue/red/gold/orange/froggy-green/white
レール径：8x9mm
サドル⾧/サドル幅：265mm/130mm
重量：88g
Max. Rider Weight：90kg
価格：47,100円

Komm Vor+Alcantara
カラー：black
レール径：8x9mm
サドル⾧/サドル幅：265mm/130mm
重量：108g
Max. Rider Weight：90kg
価格：47,100円



Speedneedle Leather
カラー：計5色

black/blue/red/yellow/white
レール径：7.5x9.5mm
サドル⾧/サドル幅：260mm/125mm
重量：97g
Max. Rider Weight：90kg
価格：37,700円

Speedneedle Alcantara
カラー：black
レール径：7.5x9.5mm
サドル⾧/サドル幅：260mm/125mm
重量：86g
Max. Rider Weight：90kg
価格：37,700円



Speedneedle Marathon ALcantara
カラー：black
レール径：7.5x9.5mm
サドル⾧/サドル幅：260mm/135mm
重量：97g
Max. Rider Weight：90kg
価格：40,500円



Speedneedle 20TWENTY Leather
カラー：計3色

black/red/white
レール径：7.5x9.5mm
サドル⾧/サドル幅：260mm/135mm
重量：114g
Max. Rider Weight：90kg
価格：48,000円

Speedneedle 20TWENTY Alcantara
カラー：black
レール径：7.5x9.5mm
サドル⾧/サドル幅：260mm/135mm
重量：86g
Max. Rider Weight：90kg
価格：48,000円



Starkes Stuck
カラー：計7色

silver/black/blue/red/gold/orange/froggy-green
ポスト径：27.2mm/31.6mm
重量：179g(27.2/340mm)/218g(27.2/420mm)

181g(27.2/340mm)/215g(31.6/420mm)
価格：23,300円(340㎜)/25,600円(420㎜)

Leichtes Stuck
カラー：計7色

silver/black/blue/red/gold/orange/froggy-green
ポスト径：27.2mm
重量：157g(27.2/340mm)/167g(27.2/420mm)
価格：33,200円(340㎜)/34,900円(420㎜)



Schraubwurger
カラー：計7色

silver/black/blue/red/gold/orange/froggy-green
ポスト径：30.0mm/31.8mm/34.9mm/36.4mm/38.0mm
価格：5,700円(31.8mm/34.9mm)

7,300円(30.0mm/36.4mm/38.0mm)

重量
30.0mm：10g
31.8mm：10g
34.9mm：11g
36.4mm：11g
38.0mm：11g



WASSERTRÄGER 2.0
素材：UDカーボン
重量：9g
価格：8,900円

WASSERTRÄGER MTB
素材：UDカーボン
重量：15g
価格：8,900円



LINKSTRÄGER w/left side opening
素材：UDカーボン
重量：21g
価格：8,900円

RECHTSTRÄGER w/right side opening
素材：UDカーボン
重量：21g
価格：8,900円



Water Bottle
メーカー：Tacx製
素材：BPA free
重量：70g(500ML)/95g(750ML)
価格：900円



Würzburg Salz-/Pfeffer-/Zucker
カラー：計7色

silver/black/blue/red/gold/orange/froggy-green
タイプ：Salz(塩)/Pfeffer(胡椒)/Zucker(砂糖)
重量：110g
価格：6,900円



Stampfer tamper
カラー：計7色

silver/black/blue/red/gold/orange/froggy-green
タンパ―径：58㎜
重量：340g
価格：24,100円



Logo t-shirt wood fibers
カラー：black
素材：木材由来ビスコース70%、綿30%
サイズ：S/M/L/XL
重量：150g/158g/164g/175g
価格：7,100円



Pawl set, 3 pcs.
材質：チタン
重量：2g
価格：3,900円

Pawl spring set, 3pcs.
重量：1g
価格：700円



Shim set, 5 pcs.
サイズ：17*24*0.1/17*24*0.15/17*24*0.2
重量：2g
価格：800円

Spacer 1.8mm
重量：1g
価格：800円



Linientreu derailleur adjustment tool
重量：470g
価格：23,700円

BITS bｙTune
重量：85g
価格：4,500円



お問い合わせは下記まで
NASK Trading
担当：小⾧谷
メール：nasktradingbikes@gmail.com
電話：090-1825-0830（受話できない際には折り返しさせていただきます。）
FAX：047-405-0687


