最適なタイヤの選び方とは？ 【オフロード編】

チャレンジでは、シチュエーションに合わせて最適なタイヤを選択をしていただけるように
さまざまな製品ラインナップを用意しています。

最適なタイヤ選択はライドフィールはもちろん、レースの結果にも大きく影響します。
では、最適なタイヤを選ぶには、どうしたらいいでしょうか。
それは、タイヤの特性を知っていただき、

シチュエーションに合ったタイヤを選択していただくことだと考えます。
こちらのページでは、製品ごとの特性と、製品どうしの比較を行っています。
今回は、手が出しにくい価格帯のハイグレードモデルもお求めやすい価格にて

販売しているので、普段のご予算でハイスペックタイヤを試す絶好の機会です。
タイヤ選びの基準にぜひご覧ください。

チャレンジのラインナップの製品比較
使用シーンに合わせた選択が可能

さまざまなバリエーションのあるチャレンジタイヤですが、ケーシングやトレッドを変えることで用途に合わせたラインナップとなっています。
それぞれのタイヤがどういった用途で考えられているかを一覧にしました。

シクロクロスなどのレース用か、長距離ライド用かに加え、しなやかさや耐摩耗性などご自身の使用シーンに合わせて選んでください。

■ハンドメイドチューブラー ベイビーライムス

TPI
HIGH

（しなやか、競技向け）

■ハンドメイドチューブラー グリフォ チームエディション
■ハンドメイドチューブラー ライムス チームエディション
■ハンドメイドチューブラー デューン チームエディション
■ハンドメイドチューブラー コクセッド チームエディション

■ハンドメイドクリンチャー グリフォ
■ハンドメイドクリンチャー ベイビーライムス
■ハンドメイドチューブラー デューン

■ハンドメイドクリンチャー
ストラーダビアンカ

■ハンドメイドチューブラー シケイン
■ハンドメイドチューブラー デューン

■ハンドメイドチューブラー
グラベルグラインダー

■チューブレスレディ ライムス
■チューブレスレディ ベイビーライムス

LOW

（デイリーユース） ■クリンチャー ストラーダビアンカ

■クリンチャー グリフォ

TOURING（グラベル/長距離）

CX（競技用）

各製品の特性

最適なタイヤの選び方とは？

より詳しくタイヤの特性を知りたい場合は、下記のグラフをご覧ください。

他に類を見ない乗り心地とスピードをもたらす高 TPI のケーシング（カーカス）を使用したタイヤは、ハンドメイドならではの品質です。

またウェットコンディションに適したトレッドパターンを備えるタイヤや、オンオフで使えるバランスの良いタイヤなど、
さまざまなバリエーションを用意しております。

ぜひシーンに合わせてタイヤを付け替えて、ライバルに差をつけてください。

CX（競技用）

■ハンドメイドチューブラー ベイビーライムス（HTU BABY LIMUS チューブラー）

ウェット性能

耐久性

グリップ力

GRIFO と双璧を成すオールコンディションシクロクロスタイヤ。

泥に特化した LIMUS をベースにセンターノブをやや低くし、サイドノブの間隔を

しなやかさ

転がりの軽さ

軽量性

高速安定性
振動吸収性

CX（競技用）

耐久性

ションを上回るしなやかさ。
【SPEC】

TPI：1,000
幅：33mm

ケーシング：セタ（シルク）

定価：17,500 円（税込 19,250 円）

セール価格 50%OFF

8,750 円（税込 9,625 円）

セール会場はこちら

（オフィシャルショップ）

て最も汎用性が高く、CX の歴史そのものと言える伝統的なトレッドパターンを備
しなやかさ

転がりの軽さ

軽量性

高速安定性
振動吸収性

えています。センターとサイドに配されたノブは転がりの軽さ、ハイスピードコー

ナーでの高いグリップ力をもたらし、ウェット、ドライ、柔らかい路面、岩場のよ

うな硬い路面、木の根に覆われた路面などあらゆる局面で優れた性能を発揮し
ます。タイヤ選択に迷った時はこのタイヤの使用をお勧めします。

チームエディションソフトの 320TPI コアスパンコットンは UCI ワールドツアーで
もハイグレードタイヤとして広く認知されている高性能ケーシングです。
【SPEC】

TPI：320

幅：30mm

ケーシング：コアスパンコットン

定価：12,500 円（税込 13,750 円）

セール価格 50%OFF

6,250 円（税込 6,875 円）

セール会場はこちら

（オフィシャルショップ）

■ハンドメイドチューブラー ライムス チームエディション（HTU LIMUS チューブラー）

ラテン語で泥を意味する LIMUS。ラインナップで一番高いノブパターンをセン

ウェット性能

耐久性

グリップ力

ター、サイド共に採用し深くスリッピーな泥セクションが多いコースでのコントロー

しなやかさ

転がりの軽さ

軽量性

高速安定性
振動吸収性

ル性に優れたタイヤ。特にコーナリング時のグリップ性の高さはライン取りやブ

レーキングを助けてくれる面もあるので、バイクコントロールに不安を感じるライ
ダーにおすすめです。

チームエディションソフトとなるハンドメイド製 320TPI コアスパンコットンは UCI

ワールドツアーでもハイグレードタイヤとして広く認知されている高性能ケーシン
グです。

【SPEC】

TPI：320

ケーシング：コアスパンコットン

幅：30,33mm

定価：12,800 円（税込 14,080 円）

セール価格 50%OFF

6,400 円（税込 7,040 円）

セール会場はこちら

（オフィシャルショップ）

■ハンドメイドチューブラー デューン チームエディション（ HTU DUNE チューブラー）

ウェット性能

耐久性

グリップ力

砂、もしくは凍った路面コンディションで特に性能を発揮するモデル。粗めのダイヤ

目のセンタートレッドと等間隔に配されたスクエアのサイドノブという特徴的なト

しなやかさ

転がりの軽さ

軽量性

高速安定性
振動吸収性

CX（競技用）

ハンドメイドの伝説のセタ ( シルク ) ケーシング仕様でコットン仕様のチームエディ

シクロクロスで最も有名かもしれないレースタイヤ。オールラウンド用タイヤとし

グリップ力

CX（競技用）

するようなコースコンディションで特に優れたコントロール性能を発揮します。

■ハンドメイドチューブラー グリフォ チームエディション（HTU GRIFO チューブラー）

ウェット性能

CX（競技用）

広げることで転がり抵抗を削減。水を含んだ砂や粘り気のある泥に芝生面が混在

レッドパターンは砂抜けがよく転が抵抗削減を可能にし、砂を大きく掻き出さないの
でドライブトレーンに砂をかける量も大幅に削減できます。

舗装路等の使用にも適しているのでエンデュランス、グラベルタイヤとしても活躍。

チームエディションソフトのハンドメイド製 320TPI コアスパンコットンは UCI ワー

ルドツアーでもハイグレードタイヤとして広く認知されている高性能ケーシングです。
【SPEC】

TPI：320

幅：33mm

ケーシング：コアスパンコットン

定価：12,800 円（税込 14,080 円）

セール価格 50%OFF

6,400 円（税込 7,040 円）

セール会場はこちら

（オフィシャルショップ）

■ハンドメイドチューブラー コクセッド チームエディション
（HTU KOKSIJDE チューブラー）
ウェット性能

耐久性

オステンデで開催された 21 年のシクロクロス世界選手権で使用率が急激に上
がったモデル。

しなやかさ

ベルギーはフランダース地方にある北海に面する町「コクセッド」から名付けら

れた新型シクロクロスチューブラータイヤは乾いた砂地コースに特化したモデル。

2018 年 の ベルギーチャンピオンシップで共 に 優 勝 を飾った Thijs Aerts と
Thibau Nys との共同開発で生まれ、DUNE よりも細かなダイヤ目のセンタート

グリップ力

転がりの軽さ

軽量性

高速安定性
振動吸収性

CX（競技用）

耐久性

グリップ力

耐久性

しなやかさ

減とグリップ力の両立を図り、サイドノブは LIMUS よりも若干低くして間隔を狭

めているので悪路でのコーナリング時のコントロール性も持ち合わせています。

特に硬い土、濡れた草原、地表が凍っているコンディションでのテクニカルなコー

ナリングを得意とします。スピードレースなどで特に活躍するモデルです。
【SPEC】

TPI：300

幅：33mm

ケーシング：スーパーポリエステル

定価：10,000 円（税込 11,000 円）

セール価格 30%OFF

セール会場はこちら

（オフィシャルショップ）

ヤ目のセンタートレッドと等間隔に配されたスクエアのサイドノブという特徴的な

しなやかさ

高速安定性

耐久性

グリップ力

トレッドパターンは砂抜けがよく転が抵抗削減を可能にし、砂を大きく掻き出さな
いのでドライブトレーンに砂をかける量も大幅に削減できます。

また、舗装路等の使用にも適しているのでエンデュランス、グラベルタイヤとして
も活躍します。
【SPEC】

TPI：300

幅：33mm

ケーシング：スーパーポリエステル

定価：10,000 円（税込 11,000 円）

セール価格 50%OFF

5,000 円（税込 5,500 円）

セール会場はこちら

（オフィシャルショップ）

シクロクロスで最も有名かもしれないレースタイヤのクリンチャー仕様。オールラ

ウンド用タイヤとして最も汎用性が高く、CX の歴史そのものと言える伝統的なト

しなやかさ

転がりの軽さ

軽量性

高速安定性
振動吸収性

レッドパターンを備えています。センターとサイドに配されたノブは転がりの軽さ、
ハイスピードコーナーでの高いグリップ力をもたらし、ウェット、ドライ、柔らかい
路面、岩場のような硬い路面、木の根に覆われた路面などあらゆる局面で優れ

た性能を発揮します。タイヤ選択に迷った時はこのタイヤの使用をお勧めします。
【SPEC】

TPI：300

幅：33mm

ケーシング：スーパーポリエステル
定価：8,000 円（税込 8,800 円）

セール価格 30%OFF

5,600 円（税込 6,160 円）

セール会場はこちら

（オフィシャルショップ）

■ハンドメイドクリンチャー ベイビーライムス（HCL BABY LIMUS クリンチャー）

ウェット性能

耐久性

グリップ力

GRIFO と双璧を成すオールコンディションシクロクロスタイヤのクリンチャー仕

様。泥に特化した LIMUS をベースにセンターノブをやや低くし、サイドノブの間
しなやかさ

転がりの軽さ

軽量性

高速安定性
振動吸収性

隔を広げることで転がり抵抗を削減。水を含んだ砂や粘り気のある泥に芝生面が

混在するようなコースコンディションで特に優れたコントロール性能を発揮しま

す。

【SPEC】

TPI：300

幅：33mm

ケーシング：スーパーポリエステル
定価：8,000 円（税込 8,800 円）

セール価格 30%OFF

5,600 円（税込 6,160 円）

セール会場はこちら

（オフィシャルショップ）

■ハンドメイドチューブラー グラベルグラインダー
（HTU GRAVEL GRINDER チューブラー）
ウェット性能

耐久性

グリップ力

グラベルモデルの中で特に悪路でのコントロール性と快適性を重視したモデルで

しなやかさ

転がりの軽さ

軽量性

高速安定性
振動吸収性

未舗装路をガンガン走るライダーにおすすめ。

260TPI のハンドメイド製スーパーポリエステルケーシングはしなやかさ、耐久性、

コストパフォーマンスのバランスに優れたハンドメイドシリーズの定番モデル。
【SPEC】

TPI：260

幅：33mm

ケーシング：スーパーポリエステル

定価：12,000 円（税込 13,200 円）

セール価格 50%OFF

6,000 円（税込 6,600 円）

セール会場はこちら

（オフィシャルショップ）

■ハンドメイドクリンチャー ストラーダビアンカ（HCL STRADA BIANCA クリンチャー）

ウェット性能

耐久性

グリップ力

イタリア はトスカー ナ で 開 催 され る UCI ワー ルドツアーレース” STRADE

BIANCHE” をオマージュしたモデルのクリンチャー仕様。スムースな杉目トレッ

しなやかさ

転がりの軽さ

軽量性

高速安定性
振動吸収性

ドとダブル耐パンクプロテクションによってグラベルレースで要求される低い転が
り抵抗と耐パンク性能を両立したグラベルタイヤ。こちらはグリップ性、快適性重
視の 36mm で、260TPI のスーパーポリエステルケーシングはしなやかさ、耐久

性、コストパフォーマンスのバランスに優れた定番モデル。
【SPEC】

TPI：260

幅：36mm

ケーシング：スーパーポリエステル
定価：8,400 円（税込 9,240 円）

セール価格 20%OFF

8,400 円（税込 9,240 円）

セール会場はこちら

（オフィシャルショップ）

■チューブレスレディ ライムス（V-TLR LIMUS チューブレスレディ）

ウェット性能

耐久性

グリップ力

ラテン語で泥を意味する LIMUS。ラインナップで一番高いノブパターンをセン
ター、サイド共に採用し深くスリッピーな泥セクションが多いコースでのコントロー

しなやかさ

転がりの軽さ

軽量性

高速安定性
振動吸収性

ル性に優れたタイヤのバルカナイズドチューブレス仕様。特にコーナリング時のグ

リップ性の高さはライン取りやブレーキングを助けてくれる面もあるので、バイク
コントロールに不安を感じるライダーにおすすめです。2018 年の W 杯ではこの
タイヤで 4 つの金メダルを獲得、泥ハケ重視のコースコンディションを想定して常
備しておきたいモデル。
【SPEC】

TPI：1200

幅：33mm

ケーシング：ナイロンスーパーライト
定価：6,500 円（税込 7,150 円）

セール価格 30%OFF

4,550 円（税込 5,005 円）

セール会場はこちら

（オフィシャルショップ）

■チューブレスレディ ベイビーライムス（V-TLR BABY LIMUS チューブレスレディ）

ウェット性能

耐久性

グリップ力

GRIFO と双璧を成すオールコンディションシクロクロスタイヤのチューブレスレ

ディ仕様。泥に特化した LIMUS をベースにセンターノブをやや低くし、サイドノ

しなやかさ

転がりの軽さ

軽量性

高速安定性
振動吸収性

ブの間隔を広げることで転がり抵抗を削減。水を含んだ砂や粘り気のある泥に芝
生面が混在するようなコースコンディションで特に優れたコントロール性能を発揮

します。

【SPEC】

TPI：120

幅：33mm

ケーシング：ナイロンスーパーライト
定価：6,500 円（税込 7,150 円）

セール価格 30%OFF

4,550 円（税込 5,005 円）

セール会場はこちら

（オフィシャルショップ）

■クリンチャー グリフォ（VCL GRIFO クリンチャー）

ウェット性能

耐久性

グリップ力

シクロクロスで最も有名かもしれないレースタイヤのバルカナイズドクリンチャー
仕様。オールラウンド用タイヤとして最も汎用性が高く、CX の歴史そのものと言

しなやかさ

転がりの軽さ

軽量性

高速安定性
振動吸収性

TOURING（グラベル/長距離）

（オフィシャルショップ）

■ハンドメイドクリンチャー グリフォ（HCL GRIFO クリンチャー）

ウェット性能

CX（競技用）

セール会場はこちら

砂、もしくは凍った路面コンディションで特に性能を発揮するモデル。粗めのダイ

振動吸収性

CX（競技用）

セール価格 50%OFF

7,000 円（税込 7,700 円）

転がりの軽さ

軽量性

CX（競技用）

定価：12,500 円（税込 13,750 円）

声によって生まれたモデル。細かいダイヤ目のセンタートレッドは転がり抵抗の削

高速安定性

グリップ力

TOURING（グラベル/長距離）

幅：33mm

ケーシング：コアスパンコットン

■ハンドメイドチューブラー デューン（HTU DUNE チューブラー）

ウェット性能

TOURING（グラベル/長距離）

TPI：320

直線での走行抵抗を軽くしながらコーナリング時のグリップ力の高さも必要という

振動吸収性

CX（競技用）

【SPEC】

6,400 円（税込 7,040 円）

転がりの軽さ

軽量性

CX（競技用）

ド形状なのでエンデュランス、グラベルタイヤとしても活躍します。

■ハンドメイドチューブラー シケイン（HTU CHICANE チューブラー）

ウェット性能

CX（競技用）

レッドは低い転がり抵抗でスピードレースで実力を発揮。比較的フラットなトレッ

える伝統的なトレッドパターンを備えています。センターとサイドに配されたノブ

は転がりの軽さ、ハイスピードコーナーでの高いグリップ力をもたらし、ウェット、

ドライ、柔らかい路面、岩場のような硬い路面、木の根に覆われた路面などあら
ゆる局面で優れた性能を発揮します。タイヤ選択に迷った時はこのタイヤの使用
をお勧めします。
【SPEC】

TPI：120

幅：33mm

ケーシング：ナイロンスーパーライト
定価：5,800 円（税込 6,380 円）

セール価格 30%OFF

4,060 円（税込 4,466 円）

セール会場はこちら

（オフィシャルショップ）

■クリンチャー ストラーダビアンカ（VCL STRADA BIANCA クリンチャー）

ウェット性能

耐久性

グリップ力

イタリア はトスカー ナ で 開 催 され る UCI ワー ルドツアーレース” STRADE

BIANCHE” をオマージュしたモデルのバルカナイズドクリンチャー仕様。こちら

しなやかさ

転がりの軽さ

軽量性

高速安定性
振動吸収性

はグリップ性、快適性重視の 36mm。

ナイロン製では最高レベルとなる 120TPI のケーシングを採用。ケーシングのし
なやかさやコシはハンドメイドシリーズには劣りますが合成ゴムならではの耐久性

とコストパフォーマンスがポイントです。
【SPEC】

TPI：120

幅：36mm

ケーシング：ナイロンスーパーライト
定価：5,200 円（税込 5,720 円）

セール価格 20%OFF

4,160 円（税込 4,576 円）

セール会場はこちら

（オフィシャルショップ）

