
100% MADE IN ITALY
2016.12 初版新製品発売開始！！

数々の EU諸国の厳格なる品質規格製造での証明証取得済み

今般、サイクルキャリアで日本市場で好評を得ておりますイタリア最大手メーカーである FABBRI 社より数々の新製品が販売開始されたので
これらの商品の特色（特徴）を列挙してご紹介致します。
今回発売された・TECH-PRO BIKE・FREE BILE・EASY BIKE には従来の商品 BICI EXCLUSIVE DELUXE がヨーロッパ規格トーボール（ISO50π）固定用
特殊メカニズム機構内蔵の固定式（ワンタッチ工具なし）と違い、いとも簡単に EU規格 ISO50∅トーボールに固定できるように設計されております。
さらに安価で購入できる点が最大のメリットです。但し、この三種類のサイクルキャリアは固定するには道具が必要です。

TECH-PRO BIKE FREE BIKE EASY BIKE
FA6201872 FA6201873 FA6201871

• Rear aluminium bike carrier for tow bar   
• For 3 bikes with max. load 45 Kg     
• With tilter to ease the car boot opening     
• Foldable when not in use   
• Equipped with orientable, telescopic 
　aluminum plate holder including lighting 
　system and telescopic rails   
• Extendable rails   
• Bike wheels fixing with quick release strap   
• Completely pre-assembled   
• Packed in carton box   
• Compliant to the regulation DIN 75302   
• Ease to assemble   
• Wwth anti-theft   
• MTB rails   
• Weight : 15 kg

• Rear aluminium bike carrier for tow bar   
• For 3 bikes with max. load 45 Kg   
• With tilter to ease the car boot opening     
• When empty it can be folded up   
• Equipped with telescopic and orientable 
　plate and  lighting system holder    
• Completely pre-assembled   
• Packed in carton box   
• Compliant to the regulation DIN 75302   
• Easy to assemble   
• Weight : 14 kg   
• For wheels up to 51mm wide & with pitch up 
　to 1360mm   
• Extendable rails   
• With anti-theft

• Aluminium rear bike carrier for tow bar   
• For 3 bikes with max. load 45 Kg     
• Foldable when not in use   
• Equipped with orientable aluminum plate 
　holder including lighting system   
• Completely pre-assembled   
• Packed in carton box   
• Compliant to the regulation DIN 75302   
• Easy  to assemble   
• Weight : 11 kg   
• For wheels up to 51mm wide 
　& rail length 1200mm

定価：￥67,980（税込） 定価：￥65,920（税込） 定価：￥51,500（税込）

上記３種類のサイクルキャリアを ISO 規格５０∅トーボール（ヒッチはボール交換のみ）固定には道具が必要です。

SKI PASS ALUSKI
FA6201875

定価：￥59,740（税込）
FA6201874

定価：￥65,510（税込）
• Aluminium Ski rack for towbar   
• For 4 pairs of Ski or 2 Snowboards   
• With tilter to ease the car boot opening     
• Completely pre-assembled   
• Packed in carton box   
• Compliant to the regulation DIN 75302   
• Weight : 10 kg

スキー４PAIRS または
スノーボード２セット運搬可能

• Aluminium Ski rack for towbar   
• For 4 pairs of Carving Ski or 2 Snowboards   
• With tilter to ease the car boot opening     
• Completely pre-assembled   
• Packed in carton box   
• Compliant to the regulation DIN 75302   
• Weight : 11 kg

スキー４PAIRS または
スノーボード２セット運搬可能
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日本総輸入販売元 ニュー オー・イー・エム・サプライ有限会社 日本ＲＶ協会正規会員

■本社 ：〒２７３－００３１　千葉県船橋市西船１丁目１２番３２号　ＴＥＬ.０４７－４９５－００９２／ＦＡＸ.０４７－４９５－００９３　■三郷展示場 ：〒３４１－００３４　埼玉県三郷市新和４－４４６　TEL.０９０－３５９３－９７１７

http://www.newoem.co.jp/

ヨーロッパタイプとアメリカタイプの両ヒッチメンバーを日本正規代理店として直接輸入販売しているのは唯一当社のみです。


