ブランドの2013年注目モデルを収録！

ングシューズは
いまが買い!!

アナタのビンディングシューズは、
しっかり足にフィットしているだろうか？ 愛着が強いあまり汚れや傷みを気にせず
履き続けてはいないだろうか？ もし、新しいシューズの購入を考えるなら、
オフシーズンの今がオススメだ！
PHOTO:Shingo NITTA, Kenichi INOMATA

ジワジワと
注目を集める本革素材

TEXT:Masayuki WAKABAYASHI, BiCYCLE CLUB

．
．
．
＆BICYCLE

（アンドバイシクル）

本革は、履けば履くほど足に馴染んでく
るのが最大の特徴。革特有の雰囲気が幅
広いスタイルにマッチする。
「自然素材
なので、メッシュほどではないですが、
さほど蒸れないし暑くないです」
（渡辺）

渡辺誠一店長
脱サラした後、千葉県
の某プロショップに
勤務。2012 年 4 月に、
念願のショップオーナ
ーとなった。ロードバ
イク、シクロクロス、
MTBなど、ジャンル、
スタイルを問わず幅広
いサイクリストの要望
に応えてくれる

渡辺店長
イチ押しモデル!!

シューズは
ゆっくり乗れる
冬に買う！

Ichioshi

Shop Data
〒272-0138 千葉県市川市南行徳３-18-22
YAWARA PARTS 1F
TEL.047-727-4171
営／11:00-20:30
（日・祝は13:00-20:00）
休／水曜

FIZI:K
R1

51,000円
問:カワシマサイクルサプライ
サッカーやバスケットシューズなど、ス
ポーツシューズに最高の素材とされるカ
ンガルーレザーをアッパーに使用。日本
人向けの足型の“G-FIT”と、欧州人向
けの“EURO-FIT”
（店長愛用）がある
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厳選９

ロード用

ビンディ
1

2013年もボントレガーシューズを愛用する
グレッグ・ヘンダーソン選手（ロットベリソル）

足馴染みが良い
エナメル加工
バリエーション豊富な
化繊複合素材
人工合成皮革やナイロン、メッシュなど、
加工しやすい素材を複合して成型できる
ため、デザインや重量、価格のバリエー
ションがつけやすいのがメリット。伸び
に強く、へたりにくいことも特徴だ
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問：インターマックス TEL.055-252-733 http://www.intermax.co.jp/

SIDIの“ヴェルニーチェ”などに代表
される、エナメル加工は、キズやスクラ
ッチ
（ひっかき傷）
、
汚れに強い。また
「比
較的柔らかい印象があります」と渡辺さ
ん。足馴染みが良く軽量な点も特徴だ

素材、フィット感で選ぶ
ベストシューズ

レースやイベントがめっきり少
なくなる冬の時期は、バイクにゆ
っくり乗れる時期でもあり、機材
の切り替えや調整にも最適だ。ビ
ンディングシューズもその つ。
新しいシューズに替えるなら、時
間をかけてフィッティングやクリ
ート調整ができる今の時期が絶好
の買いどきだ。各メーカーの最新
モデルが続々登場し、在庫が豊富
にあるため、選択の幅が広い。今
回は千葉県のプロショップ「アン
ドバイシクル」の渡辺店長に、ビ
ンディングシューズを選ぶコツや
フィッティングのポイントなど聞
いた。見た目や雰囲気だけでなく、
自分の足にフィットする納
得の一足を手に入れよう！

シーズンに
向けた調整に
最適！

アッパーとソールの違いで走りが変わる

シューズの構造と素材の意味を知ろう
アッパーとソールに注目してシューズ選びのコツを紹介する。
素材や調整機構の違いで、
フィット感が大きく変わるのだ

最も負荷のかかる
カカトに要注意！

Check

1

シューズ選びの際に見落としが
ちなのが、カカト部分のフィッ
ト感。
「くるぶしに食い込んで痛
いという人がいます」と渡辺さ
ん。また、走行時のほか脱ぎ履
きするときも負荷がかかる部分
なので、素材の耐久性にも注意

構造がシンプルな
「ベルクロ式」
留め具がすべてベルクロ式のシューズは、フィッティングに慣れてない
人でも使いやすいシンプルさが特徴。締め付け感の微調整が簡単に行え、
特殊なパーツを使ってないぶん、軽量に仕上げられているものが多い

Check 1
Check 2

C

o

Binding Shoes

lu

mn
インソールにも
着目しよう
フィット感や快適性が向上す
る要因としてインソールの性
能にも注目すると良い。とく
に、人によって差がある土踏
まずの隙間を調整できるよう、
厚さの異なるシムなどをライ
ンナップするメーカーもある

Check 3

3

履き心地に違いが出る
アッパーとソール

アッパーとソール、これがシュ
ーズの履き心地の大きな決め手と
なる。まずはアッパー。とくに留
め具の機構の違いでフィット感が
違ってくる。 本のベルクロを使
ったシンプルなものから、ワイヤ
ーを使って調整するもの。乗車時
にかかる負荷を考慮して部分的留
め具を変えているものなど様々だ。
重視したいのはもっとも負荷のか
かる足首と、そこから最も遠い、
つま先部分のフィット感。ココを
確実にホールドしてくれるものを
選ぶと良い。また、
「一番早く壊れ
やすい部分」と渡辺さんが指摘す
るカカト部分も注意。ホールド感
と合わせて耐久性にも着目しよう。
次にソール。これは、素材による
硬さがキモだ。カーボン素材の硬
いソールは、ペダリング時にかけ
たぶんの力が逃げないので、ブレ
も起こりにくい。ただ反発性が高
いぶん、踏み負けるときがある。
いっぽう、樹脂を使った柔らかめ
のソールは、ペダルへのダイレク
ト感は劣るものの、ぺダリング時
のブレを吸収してくれるメリ
ットがある。ヒールカップ
や、ベンチレーションな
ど、パーツにも注目だ。

乗り手の感覚が
最も大切
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Check

2

Check

3

調整のしやすさで決める留め具

幅広い人にフィットする
「ワイヤー式」

最もポピュラーな
「ベルクロ+ラチェット式」

急激にシェアを拡大しているワイヤー式。足の各部のフィット感をダイ
ヤルで細かく微調整できるため、様々な足型のライダーにフィットしや
すい。ただし、ボア1個のモノはつま先の調整がしにくいとのこと

最も負荷がかかる足首に近い部分に強度のあるラチェット式バックルを
使用したタイプは、最もポピュラーな機構だ。引き上げたときに足をし
っかりホールドする。調整ピッチの細かさやリリースのしやすさがキモ

ペダリング効率につながる
ソールの素材

MTB
model

クリート穴
ペダルに装着するため
のクリートを取り付け
るためのネジ穴。ロー
ド用は基本 3 穴。MT
B用との違いに注意

通気口
風通しをよくすること
でシューズ内部の蒸れ
を防ぐために設けられ
るベンチレーション機
構。夏場に重宝する

ヒールカップ
写真左はハイエンド、
右はエントリーモデル。
「レース以外の使用も
考慮したエントリーモ
デルのほうか歩くこと
を考慮して大きめに作
られている傾向がある
と思います」
（渡辺）
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カーボン素材を使った
硬いソール

樹脂素材を使った
柔らかめのソール

強い力をかけてもロスなくペダルを踏
み抜ける“硬さ”が特徴。素材が成型
しやすく、厚さで性能差がつけられる

カーボンと比較して柔らかいので、パ
ワーのない人や疲れているときのペダ
リングのブレを吸収してくれる

フィッティングのコツを知っていれば

もっと快適に走れるシューズが手に入る
シューズに限った話ではないが、機材はデザインや値段だけでなく、性能も重視して選ばなければならない。
シューズでは、性能を引き出すためのフィッティングがカギとなる。

キチンとフィットする
シューズで快適に走ろう

「まずシューズのサイズが合って
ない人がすごく多いように思いま
す。また、キチンとフィッティン
グできていないのにクリート位置
で違和感を調整しようとしている
人も多いですね。サドル、ハンド
ルなど、バイクのフィッティング
はシビアにやるのに、シューズフ
ィッティングはおろそかになって
いる」と渡辺さん。フィットして
いないシューズを選ぶと「つま先
が当たって痛い」
、
「緩くてシュー
ズの中で足が動く」
「骨や血管に
ベルトが当たってしびれる」など、
ライディングパフォーマンスに大
きな影響を及ぼしかねない。
シューズフィッティングでは、
ペダリング時、つまり足が地面か
ら浮いた状態と、地面に足が着い
て伸びた状態の両方でフィット感
を確かめることがポイントだ。ま
た、つま先やカカト、母趾球など、
負荷がかかる部分の感触はとくに
重視したい。

シューズが
フィットしてこその
クリート
セッティング

ショップでできるシューズフィッティングのコツ
まずフィッティングのポイントを解説。
「クリートはつけずに行ったほう良い」と渡辺さん。
ショップで購入する際にも実践できるぞ。

3

2

1

立ち上がって
フィット感を確認
立ち上がってフィット感を
確かめる。
「 体重が足に掛
かかることで伸び、キチン
としたサイズがわかりま
す」と渡辺さん。ここでフ
ィット感の第一印象を確認

4
負荷がかかる部分の当たりを確認
立ち上がった状態で、つま先、母趾球、カカトとい
った、ライディング時に負荷がかかる部分のフィッ
ト感をチェック。つま先は捨て寸0.5㎝が目安

留め具を締める

カカトに合せる

写真のように足を浮かせた状態で留め具を締める。
つま先と足首に近い部分（1本目と3本目）のベル
クロは確実に、2本目は軽く押さえる程度に締める

まず足を入れたら、カカトを「トントン」と地面に
つけて合わせる。商品を傷つけてしまう可能性があ
るのでショップでは強くやらないように注意

Point

内側で足を動かして確認
シューズの内側で足を動かし、フィット感を確認す
る。写真上が、足をひらいた状態で“着地時”
。下
が丸めた状態で“ペダリング時”を仮想したものだ

フィットするかは履いたときにわかる
数多のシューズがある中で、そのシューズが最終的にフィット
するかは、足を入れただけの状態である程度見極めることがで
きる。写真のように甲部分の幅を確認してみよう

5
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調整の基準となるクリートセッティングのコツ
レーザーなどを駆使する科学的根拠に基づいたフィッティングシステムが人気だが、
「それでもなかなか決まらないのが
クリート位置」と渡辺さん。
ココでは母趾球を基準にしたオーソドックスなクリートセッティングを紹介する。

3

2

1
母趾球にカットバンを張る
親指の付け根の膨らんだ部分が母趾球（写真右）の
つま先立ちになると見つけやすい。このとき、カッ
トバンを張っておくのがポイント

クリートの軸と目印を合わせる

母趾球の位置に目印を付ける

クリートを横から見ると真ん中に小さな刻みがある。
そこをクリートの軸として、シューズにつけた目印
に合わせて取り付ける

シューズを履くとあいまいになる母趾球の位置。カ
ットバンが引っ掛かかる感覚を目安にすると、シュ
ーズの上からでも母趾球の位置がわかりやすい

Point

乗ったうえで
上下左右に
微調整

次ページから厳選９ブランドの
最新シューズを徹底紹介!

基本セッティングが終わっ
たら、すぐ乗ってチェック。
違和感があれば、上下左右
に微調整しよう。乗り手の
感覚が最も大切だ

Point

スピードプレイは穴の数に注意
スピードプレイはクリートの取り付け穴が4つあること
に注意。対応シューズもあるが、一般的な3つ穴のシュ
ーズにはソールにアダプターを取り付ける必要がある

ロード用シューズ×
クリート×ペダルの対応表
シューズの性能を引き出すのに不可欠な、主要4ブランドの
ロード用ビンディングペダルと専用クリートをまとめてみた。
それぞれの特徴を把握しておこう。

スピードプレイ

タイム

ルック

シマノ

他と比べ踏み面が小さいが「クリ
ートがペダルをしっかりとつかん
でいる感覚がある」
（渡辺）

シューズとペダルの距離が近く
ダイレクトなペダリングが可能。
「ステップインにコツあり」

ビンディングペダルの元祖で着脱
のしやすさが魅力。歩行を考慮し
たグリップクリートも特徴だ

レベルを問わず使いやすい定番の
シマノは「リーズナブルで耐久性
が高いのが魅力です」
（渡辺）

Go!
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