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ペダル装着
ペダル装着可能
装着可能な
可能なキックバイク--キックバイク---レンラッド
---レンラッドを
レンラッドをニコライドが
ニコライドが取り扱い開始
レスポンス 2月5日(日)19時0分配信

NicoRide（ニコライド、神奈川県逗子市）は、子供と共に成長す
るドイツ生まれのステップアップバイク、『レンラッド』シリーズの
（「レンラッド14”」および「レンラッド18”」）の正規輸入発売を1日
より開始した。

ブログパーツ

経済トピックス
経済トピックス
東京株大幅反発 8900円台回復

［関連写真］
ギリシャ 追加緊縮策再協議へ
三菱自、欧州生産撤退を検討
拡大写真

レンラッド・シリーズは、近年注目を集めているランバイクの進化
レンラッド
型だ。ランバイク（キックバイクとも。ランニングバイク、バランス
バイク、ストライダーなどの商標含も）は、ライダーが地面を走る
ように蹴って推進する、ペダルのない自転車のこと。おもに幼児向けだ。

スズキ アジアで生産し逆輸入
オリンパス臨時総会は4月20日
「787」機体後部に不具合か
中米独、どの上司が厳しいか

レンラッドの最大の特徴は、ランバイク車体に専用ペダルシステムの装着が可能な点にある。こ
れにより子供は、最初はレンラッドをランバイクとして楽しみながらバランス感覚を習得、その後、
乗り慣れた車体で安心してキッズバイクに挑戦できる。ペダルシステムの組立/分解作業は付属
の工具を用いて10分程度完了する。レンラッドのフレーム、ペダルシステムおよびリムは軽量アル
ミ製だ。

滞在型の女性トイレ 駅に続々
バックナンバー｜一
バックナンバー 一覧

注目の
注目の情報

←体重９２
体重９２.
９２.８kgの
kgの私が…
南キャン山里がダイエットに挑戦！
脱ブサイク芸人成功なるか？≫DHC

対象年齢は、レンラッド14”が3歳半頃～（身長95cm以上、股下寸法40cm以上）、レンラッド18”が4
歳半頃～（身長105cm以上、股下寸法45cm以上）が目安となる。
女33歳
33歳、マンション購入
マンション購入
2000万円台、年収400万円台で買う
女ひとり、理想の間取りって…？

希望小売価格はレンラッド14”が2万7300円、レンラッド18”が3万1500円。

記事横断検
記事横断検索
横断検索(G-Search)

《レスポンス 高木啓》

【関連記事】
1億円まで補償する自転車保険「新自転車ワイドプラン」 au損保が発売へ
【オートモーティブワールド12】半導体メーカーが電動アシスト自転車を製作
【トヨタ 86 発表】幕張メッセでドリフト走行…写真蔵その1
アウディ S7 のLEDライトがまぶしくて…米スーパーボウルCM［動画］
【インタビュー】ケーシー・ストーナー＆ダニ・ペドロサ/中本修平レプソル・ホンダチーム総監督

不況下でも盛況！ 太陽電池ビジネスの動向・課
題
成長産業として注目される太陽電池ビジネスにつ
いて、業界動向や課題を、Yahoo!ニュースの新聞記
事横断検索を使って調査。

経済アクセスランキング
経済アクセスランキング
記事
パチンコホール倒産、ピークの3分の1に 震災
でも顧客マインド衰えず（MONEYzine） 2月5日
8時0分

最終更新:2月5日(日)19時0分

≪公式≫ヤナセ認定中古車

日本国債の暴落そう遠くない？ メガバンクもし
ている「備え」
（J-CASTニュース） 2月5日
18時4分

brand-square.com

首都圏エリアで中古車探すなら。在庫検索後、最寄りのヤナセで商談可能

新世代デミオの見積もりチェック

スズキ、アジアから逆輸入 ９０万円台のコン
パクト車、１３年度末にも発売（フジサンケイ ビ
ジネスアイ） 2月6日 8時15分

ssl.mazda.co.jp

新世代デミオのカンタン見積りはこちら！オプション付きの見積りも可能

中古車探しならガリバー

221616.com

1位～20位
20位
「えっ、この車がこの価格？」。ご予算内で満足する車が見つかる。

≪自動車保険≫一括見積もり比較

他のランキングを
ランキングを見る
コメント

www.bang.co.jp

一番安い自動車保険にビックリ！最大20社へ一括見積りでムダをカット

ソーシャルブックマーク

みんなの感想
ブロガー注目

インタレストマッチ - 広告の掲載について

この記事
この記事を
記事を読んでいる人
んでいる人はこんな記事
はこんな記事も
記事も読んでいます

PR

注目の
注目の商品・
商品・サービス

「清武氏解任は正当」巨人・読売本社改めて主張（読売新聞） 2月3日(金)3時8分

手軽にできる定期預金のカンタン運用術
「ムネオ節」復活 銀座で新党結成をアピール

（産経新聞） 2月4日(土)16時19分

企業発 話題の新商品やお役立ち情報配信中
ホンダ NSX 初代開発責任者「名前を継ぐことは大変なこと」

（レスポンス） 2月5日(日)18時0分
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＜衆院＞「改革・機能強化小委員会」設置 ねじれに危機感（毎日新聞） 2月5日(日)18時56分

芸能・恋愛・美容 旬の話題満載 ネタりか

自公、更迭先送りを批判＝国民新も苦言―防衛局長問題（時事通信） 2月5日(日)14時9分
経済主要
経済主要ニュース
主要ニュース
みんなの感想
みんなの感想
米マイクロン、新ＣＥＯにダーカン氏が昇格（ロイタ
ー）11時27分
スズキ、アジアから逆輸入 ９０万円台のコンパク
ト車、１３年度末にも発売（フジサンケイ ビジネス
アイ）8時15分
フリーゲージ、敷設割安でも線路保守費用など課
題 北陸新幹線も導入検討 （フジサンケイ ビ
ジネスアイ）8時15分
反発＝欧米株高受け買い先行〔東京株式〕（6日
前場寄り付き）（時事通信）9時30分
みんなの感想
みんなの感想（
感想（話題ランキング
話題ランキング）
ランキング）
経済ニュース
経済ニュース

コメント機能の投稿者名（Yahoo! JAPAN ID）の表示に関するお知らせ（2012年2月実施予定）

スポーツバイクのことなら
コメント [ 表示する
]
表示する｜表示しない
する

≪レッドバロン≫在庫は新車・中古車合わせて54800台以
上！
www.redbaron.co.jp

コメントの使い方

三井ダイレクト自動車保険 公式
すべてのコメント
すべてのコメントを
コメントを読む

コメント数：4件 平均投稿数：0.1件/時 投稿人数：3人

『三井』の安心を、この価格で。《三井ダイレクトの自動車
保険》
www.mitsui-direct.co.jp

こんにちは ゲスト さん

カードローン35社今すぐ借りる
銀行を中心に豊富なカードローン情報が満載。更にその
場で申込可能
www.eloan.co.jp

並べ替え [ 投稿順｜ そう思
そう思う順｜そう思わない順｜注目順｜共感順 ]
2012年2月5日 22時3分

hor*****さん

中古車といえばGoo-net
6点

3点

削除/違反報告
29万台以上の在庫から簡単検索！お得な1台からこだわ
りの1台まで
www.goo-net.com

いいアイデアだとは思うが
ペダルが無い状態での使用も一瞬だし

インタレストマッチ - 広告の掲載について

普通の自転車でよい
PR

2012年2月5日 20時6分

mas*****さん
5点

3点

削除/違反報告

おれのチャリより高い。。
Yahoo!ニュース
Yahoo!ニュース：
ニュース： ニューストップ 主要 速報 国内 海
2012年2月5日 20時49分

goe*****さん

外 経済 エンターテインメント スポーツ テクノロジ
2点

4点

削除/違反報告

ハンドル回りとフレームのクッション。
何より体格にあったフレーム。
『子どもを大切にする』がお題目でなく、形になってます。
前後に子どもを乗せて、ふらふら無灯火の自転車をこいでる国の人には眩しすぎます。

ー

Adobe Flash Playerは、
Adobe Flash Playerインス
トールガイド （Yahoo!ダウンロードセンター）で入手でき
ます。さらに詳しい情報は「Adobe Flash Playerをインス
トールするには」をご覧ください。

2012年2月6日 11時31分

swx*****さん
0点

0点

削除/違反報告

ランニングバイクだけのものは結構見たことあるけど、
ペダルが付けられるのは素晴らしい。
長い目で見れば、コストパフォーマンスもいいのかもしれない。
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すべてのコメントを
コメントを読む
コメントのついた記事一覧を見る
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分
次の記事：
記事： ホンダ NSX 初代開発責任者「名前を継ぐことは大変なこと」

（レスポンス） 5日(日)21時0

（レスポンス） 5日(日)18時0分
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中古・新車を超値引きで買う裏技

www.crt-diy.com/vew-ppc/

新車・中古自動車を超値引きで安く買うための裏ワザを公開／提携

簡単高額≪オンライン１分査定≫

www.car-jcm.jp

出張買取のみだから下取よりも高額買取！全国対応＆オンライン査定も有

円高７０円と株暴落の前兆

kabunogakkou.com

なぜいま株価が乱高下するのか？株で勝つ人負ける人の違いとは何か

≪ダックスフンド≫の仔犬なら

pets-kojima.com

ペットショップのコジマ。かわいいダックスフンドの仔犬がいっぱい！
インタレストマッチ - 広告の掲載について
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