最適なタイヤの選び方とは？ 【オンロード編】

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。

しなやかさや耐摩耗性などが異なりますので、レースやデイリーユースなどご自身の使用シーンに合わせて選んでください。

TPI
HIGH

（しなやか、競技向け）

■ハンドメイドチューブラー パリルーベ

■ハンドメイドチューブラー クリテリウム

■ハンドメイドチューブラー パリルーベ

■ハンドメイドクリンチャー レコード
■ハンドメイドチューブレスチューブラー
ストラーダビアンカ

LOW

■ハンドメイドチューブラー ストラーダ

■ハンドメイドチューブラー
ストラーダビアンカ

（デイリーユース）

ALL ROUND（舗装路/グラベル）

ON ROAD（舗装路）

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。

ON ROAD（舗装路）

■ハンドメイドチューブラー クリテリウム（HTU CRITERIUM チューブラー）

ウェット性能

耐久性

グリップ力

チャレンジのラインナップの中でオンロードレースの決定版となるクリテリウム。

特にドライコンディションでのグリップ力と転がり抵抗の低さが特徴で、高品質

しなやかさ

転がり抵抗

軽量性

高速安定性
振動吸収性

ON ROAD（舗装路）

耐久性

グリップ力

【SPEC】

TPI：1,000

ケーシング：セタ（シルク）

サイズ：28/25mm

定価：16,800 円（税込 18,480 円）

セール価格 50%OFF

セール会場はこちら

（オフィシャルショップ）

いでオンロードでも荒れた路面の走行を想定したチューブラーモデル。

しなやかさ

高速安定性

ストラーダと同様のトレッドパターンと耐パンク性の高い PPS2 を採用したオール

コンディション仕様で、27mm 幅なのでロードレーサーへの着用を可能にします。

これまで数多くのトップライダーが愛用したハンドメイドの伝説のセタ（シルク）
ケーシング仕様。
【SPEC】

TPI：1,000

サイズ：27mm

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）

■ハンドメイドチューブラー パリルーベ（HTU PARIS-ROUBAIX チューブラー）

ウェット性能

耐久性

グリップ力

石畳を走破する有名なクラシックレースの名を冠するとおり、エアボリュームを稼

いでオンロードでも荒れた路面の走行を想定したチューブラーモデル。ストラーダ

しなやかさ

転がりの軽さ

軽量性

高速安定性
振動吸収性

と同様のトレッドパターンと耐パンク性の高い PPS2 を採用したオールコンディ
ション仕様で、27mm 幅なのでロードレーサーへの着用を可能にします。

320TPI のコアスパンコットンは UCI ワールドツアーのオンロードレースでもハイ

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：27mm

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 30%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 ストラーダ（HTU STRADA チューブラー）

ウェット性能

耐久性

グリップ力

クリテリウムと双璧を成す定番のオンロードタイヤ。最近主流のワイドリムホイー

ルにベストマッチ。ロードレースからラフな長距離レースなどの場面で、快適さと

しなやかさ

転がり抵抗

軽量性

高速安定性
振動吸収性

スムーズな走行を実現します。ウェットコンディションに強いトレッドパターンを採
用した万能タイプで、高速コーナリングでのグリップ力の高さも大きな特徴。

300TPI のスーパーポリエステルはコアスパンコットンに匹敵するしなやかさを与

えると同時に、水や汚れからの耐久性を高めてデイリーユースに適したケーシン
グです。実業団レースからホビーレースまで幅広く活躍しています。
【SPEC】

TPI：300

サイズ：28mm

ケーシング：スーパーポリエステル
定価：9,800 円（税込 10,780 円）

セール価格 20%OFF

7,840 円（税込 8,624 円）

カラー：
ブラック、タン

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 レコード（HCL RECORD クリンチャー）

ウェット性能

耐久性

グリップ力

主に屋外トラック、トライアスロン、タイムトライアル、ロードレースでの使用を
想定したハンドメイドクリンチャー。ダブル耐パンクプロテクション採用はチューブ

しなやかさ

転がり抵抗

軽量性

高速安定性
振動吸収性

ALL ROUND（舗装路/グラベル）

心地とスピードをもたらします。

石畳を走破する有名なクラシックレースの名を冠するとおり、エアボリュームを稼

振動吸収性

ON ROAD（舗装路）

ルク）ケーシング仕様で、1,000TPI という数値は他に類を見ない異次元の乗り

8,400 円（税込 9,240 円）

転がり抵抗

軽量性

ON ROAD（舗装路）

こちらはこれまで数多くのトップライダーが愛用したハンドメイドの伝説のセタ（シ

■ハンドメイドチューブラー パリルーベ（HTU PARIS-ROUBAIX チューブラー）

ウェット性能

ON ROAD（舗装路）

ケーシングの優れた路面追従性はスピードと快適性の両立を実現します。

ラーと同様で、水や汚れへの耐久性い優れている 300TPI スーパーポリエステル
ケーシングのみの展開。

【SPEC】

TPI：300

サイズ：23mm

ケーシング：スーパーポリエステル
定価：7,800 円（税込 8,580 円）

セール価格 50%OFF

3,900 円（税込 4,290 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レスチューブラー ストラーダビアンカ
（HTLTU STRADA BIANCA チューブレスチューブラー）
ウェット性能

耐久性

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

しなやかさ

BIANCHE” をオマージュしたモデルにチューブレスタイプが登場。

スムースな杉目トレッ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。

こちらは舗装路走行も想定したスピード重視の 30mm で、260TPI のスーパー
グリップ力

転がり抵抗

軽量性

高速安定性
振動吸収性

ALL ROUND（舗装路/グラベル）

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

サイズ：30mm

ケーシング：スーパーポリエステル

定価：¥9,800 円（税込 10,780 円）

セール価格 20%OFF

7,840 円（税込 8,624 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 ストラーダビアンカ（HTU STRADA BIANCA チューブラー）

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。スムースな杉目トレッドとダブル耐パンク

しなやかさ

転がり抵抗

軽量性

高速安定性
振動吸収性

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。こちらは舗装路走行も想定したスピード重視の

30mm で、ハンドメイド製 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。

エンデュランスロード用としても活躍します。
【SPEC】

TPI：260

サイズ：28mm

ケーシング：スーパーポリエステル

定価：11,000 円（税込 12,100 円）

セール価格 50%OFF

5,500 円（税込 6,050 円）

カラー：
ブラック、タン

セール会場はこちら

（オフィシャルショップ）

