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The family of carbon aero wheels is further enhanced with the 33 mm profile, available in both rim and disc 
brake versions and designed to appeal to a broader customer base.
Bora™ wheels have been a market benchmark for top-end wheels since their introduction in 1998; after 
more than twenty years of innovation they are today taken to an even higher performance level.

Following the success of the WTO™ (Wind Tunnel Optimized) line, the new Bora™ WTO™ 33 have been 
studied to offer yet another profile in addition to the existing 45, 60 and 77. Each component of this wheel 
has been optimized in the wind tunnel in order to improve its aerodynamic performance.
It therefore delivers multiple benefits that can be noted on different routes, from the most demanding of 
sprints to relaunching after a bend, while still ensuring efficiency on the flat and now also suitable for the 
hardest uphill finishes!
It is a turning point in the all-rounder segment: a truly multi-purpose wheel. 
This new product was given its initial trial testing by the pros on the UAE Team Emirates during the recent 
training camp in Spain and received some very positive feedback from the cyclists. “This profile is a further 

Bora™ WTo™ 33: The mulTi-purpose Wheel

幅広いライダーのために設計された 33 mm プロファイルが加わり、カーボン製エアロ・ホイール・ファミリーは、
リム・ブレーキ、ディスク・ブレーキ・バージョン共に大きく強化されました。
ボーラは 1998 年に発表されて以来、トップ・エンド・ホイールのベンチマークであり続けてきました。20 年以
上にもわたって進化し、今日でも最高のパフォーマンス・レベルを維持しています。
45、60、77 mm の WTO（ウィンド・トンネル・オプティマイズド）シリーズの成功を受け、ボーラ WTO 33 
の開発が進められました。すべての構成部品はエアロダイナミック性能を引き上げるため、風洞実験を通じて更
なる最適化が図られています。

コーナーから立ち上がる際の厳しいダッシュや、平地での効果的な巡行走行、過酷な山岳コースでのゴールなど、
様々な異なるシチュエーションで大きな恩恵を受けることができます。
オール・ラウンダーにとって、この真のマルチ・パーパス・ホイールは大きなターニング・ポイントになるでしょう。
UAE チーム・エミレーツのプロ選手が最近スペインで行われたトレーニング・キャンプでこのホイールのトライ
アル・テストを行い、非常にポジティブなコメントを残しています。

ボーラ™  WTO™  33：マルチ・パーパス・ホイール
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option when we have to adapt to the different kinds of ter-
rain we tackle over a season. I pedaled for a good many 
kilometers on it and have to say that it is a really versatile 
wheel,” says Marco Marcato, ready for his debut in the 
Tour Down Under. “Its lighter weight is yet further added 
value and I can’t wait to try it out in a race, too!”

The new configuration brings some tangible advantages: 
wind tunnel testing carried out during the development 
stage gave extremely significant results for a low profile 
wheel. Compared to a wheel that is not wind tunnel opti-
mized, this one gives an aerodynamic advantage of 7.5 
watts at 45 km/h. 

Bora™ WTO™ 33 wheels have the same USB™ ceramic 
bearings, guaranteeing legendary Campagnolo smooth-
ness, and the traditional G3™ spoke pattern, optimized 
thanks to the use of specially developed elliptical cross-
section elements.

Modern studies confirm that tubeless is the best choice for 
rolling resistance, yet another reason for appreciating the 
2-Way Fit™ technology that enables perfect compatibility 
with both tubeless tires or clinchers.
The 19 mm internal rim width is studied to give the best 
performance with 25mm tread tires and it also compatible 
with the classic 23 mm options or the more comfortable 
28 mm versions.

The Bora™ WTO™ 33 are available in a DB version in 
the Dark colorway, while the rim version also offers the 
more traditional Bright option at 2160 euros.

「このプロファイルは、シーズンを通じて克服しなければなら
ない多くの異なるコースに対応するための大きな選択肢にな
るだろう。長い距離を試乗してみたが、これは本当にオール
マイティーなホイールだ」
ツアー・ダウン・アンダーでのデビューを目前にしたマルコ・
マルカートはなおも続けます。

「この軽さは大きなアドバンテージだ。レースで使うのが待ち
きれないよ」

33 mm のプロファイルは目に見える大きなアドバンテージ
を生み出します。開発の段階で行われた風洞実験では、ロー・
プロファイル・ホイールにも関わらず、驚くべき結果を残し
ました。通常のホイールと比べると、45 km/h で 7 .5 ワッ
トものエアロ効果を記録したのです。

ボーラ WTO 33 には、優れた回転性能を誇る USB セラミッ
ク・ベアリングと、独自に開発された楕円形状のダブル・バ
テッド・スポークによって最適化された G3 スポーク・パター
ンが採用されています。

最新の研究では、チューブレス・タイヤが回転に対する抵抗
を減少させるベストの選択肢であることが証明されていま
す。2 - ウェイ・フィット・テクノロジーは、チューブレス・
タイヤとクリンチャー・タイヤの両方に完璧に適合し、 
19 mm のインナー・リム幅は 25 mm のタイヤと組み合わ
せると最高のパフォーマンスを発揮します。また、クラシッ
クな 23 mm や快適性に優れた 28 mm のタイヤを使用する
ことも可能です。

DB バージョンはダーク・カラーのみの展開で、リム・バージョ
ンにはブライト・カラーも用意されています。
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TECHNICAL SPECS

Rim brake
WEIGHT: 1395 g
DISCIPLINE: Road
ASTM CATEGORY: 1
HEIGHT: 33 mm
CLASS: C19
TYRE TYPE: clincher, tubeless, tubeless ready
RIM FINISH: UD carbon fiber (no paint)
RIM DIAMETER: 28” – 700C
TYRE COMPATIBILITY: 23mm, 25mm, 28mm
EXTERNAL WIDTH: 36,5mm
SPOKES:
• 18 F / 21 R / G3 spoke pattern
• double butted 2-1.6 - aero
• elliptical shape, straight-pull
NIPPLES: aluminum, black, self-locking
WEIGHT LIMIT: 120 kg (cyclist+bike)
PRICE: 2.160 €

Disc brake
WEIGHT: 1485 g
DISCIPLINE: Road
ASTM CATEGORY: 2
HEIGHT: 33 mm
CLASS: C19
TYRE TYPE: copertoncino, tubeless, tubeless ready
RIM FINISH: fibra di carbonio UD (non verniciata)
RIM DIAMETER: 28” – 700C
TYRE COMPATIBILITY: 23mm, 25mm, 28mm - up to 33 for cyclo-
cross application
EXTERNAL WIDTH: 26,1 mm
SPOKES:
• 24 - G3 spoke pattern
• double butted 2-1.6 - aero
• elliptical shape, straight-pull
NIPPLES: aluminum, black, self-locking
WEIGHT LIMIT: 120 kg (cyclist+bike)
PRICE: 2.160 €

重量 1 ,395 g

用途 ロード

ASTMカテゴリー 1

ハイト 33 mm

クラス C19

タイヤ · タイプ クリンチャー、チューブレス、チューブレス・
レディー

リム · フィニッシュ UD カーボン・ファイバー （未塗装）

リム径 28” - 700 C

適合タイヤ 23 mm、25 mm、28 mm

外幅 36 .5 mm

スポーク フロント 18 本 / リア 21 本 / G3 スポーク・
パターン
ダブル・バテッド 2 - 1 .6 - エアロ 
楕円形状、ストレート・プル

ニップル アルミ製、ブラック、セルフ・ロック式

重量制限 120 kg（ライダー + 自転車）

重量 1 ,485 g

用途 ロード

ASTMカテゴリー 2

ハイト 33 mm

クラス C19

タイヤ・タイプ クリンチャー、チューブレス、チューブレス・
レディー

リム・フィニッシュ UD カーボン・ファイバー （未塗装）

リム径 28” - 700 C

適合タイヤ 23 mm、25 mm、28 mm - 33 mm まで
（シクロクロス用として）

外幅 26 .1 mm

スポーク 24 本 - G3 スポーク・パターン
ダブル・バテッド 2 - 1 .6 - エアロ
楕円形状、ストレート・プル

ニップル アルミ製、ブラック、セルフ・ロック式

重量制限 120 kg（ライダー + 自転車）

テクニカル・スペック
リム・ブレーキ

ディスク・ブレーキ


