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The obsession with speed is what drives our research in 
the road bike sector. #fulcrumfast is a daily mantra in our
offices in Vicenza spreading from the R&D department to 
conversations with the cyclists in sponsored professional 
teams. The development of the Speed range has always 
responded to the challenge of building high-performance 
wheels in aerodynamic terms while also continuously 
keeping abreast of the latest technological and design 
innovations.

The new rim profile characterizing the Speed 55 DB 
is a further step forwards in the search for the best 
aerodynamic performance. The model therefore focuses 
on a demanding and "racing" audience. To improve the 
rolling resistance (and ultimately the speed) of the wheel/
tyre system, we designed this model in the 2-WAY FIT™ 
version, thus making it fully compatible with tubeless tyres 
granting minimal rolling resistance, as well as clincher 
tyres. The manufacturing process of the carbon fibre 
rim without holes in the internal channel - a patented 
construction technology - also allows a stronger and 
sturdier construction capable of withstanding even the 
most extreme racing conditions.  The rim with a 19 mm 
inner width perfectly matches recent trends of using 
increasingly wider tyres - a choice that further improves 
the aerodynamic performance of the wheel/tyre system. 
This data has been validated by intensive wind tunnel 

スピードに対する強いこだわりは、フルクラムがロード・バイク・
ホイールの研究開発を推し進める大きな原動力です。#fulcrum 
wheels は、ヴィチェンツァを拠点とするR&D部門が、スポン
サードしているプロフェッショナル・チームのライダー達と日々
情報交換を行うためのマントラと言えるでしょう。エアロダイナ
ミクスに優れたハイ・パフォーマンス・ホイールを作り出すため
の飽くなき挑戦に応えるべくスピード・シリーズは進化し、常に
最新のテクノロジーと革新的なデザインの最先端を歩んでいま
す。

スピード 55 DBの特徴である新しいリム・プロファイルは、最
高のエアロダイナミクスを追求し、大いなる一歩を踏み出しまし
た。非常に要求の強い、“レース”に参加するライダーがそのター
ゲットです。ホイール /タイヤ・システムの転がり抵抗を減らし、
究極のスピードを目指すために、2 - ウェイ・フィット・テクノ
ロジーが選択され、転がり抵抗を最小化するチューブレス・タイ
ヤとクリンチャー・タイヤの双方を使用することができます。カー
ボン・ファイバー製リムの内側にはスポーク・ホールがなく（特
許取得）、最も過酷なレース・コンディションにも耐えることの
できる頑丈な構造を備えています。19mmのインナー幅を持つ
リムは最近のトレンドであるワイドなタイヤと最高の適合性を発
揮し、ホイール /タイヤのシステムとしてのエアロダイナミック
性能を大きく向上させます。これに関するデータは、徹底した風

洞実験とその研究から実証され、新しいプロジェクトごとに定期
的にアップデートされています。スピード 55 DBはエアロダイ
ナミック効果を示す指標の点で、最高の選択であることが証明さ
れており、ワールド・ツアー・チームで使用されているチューブ
ラー・バージョンの開発においても有効なリム・プロファイルで
あることが明らかになっています。

スピード・シリーズはエアロダイナミクスに特化しただけではあ
りません。理想とされるホイールの性能は軽量さと回転の滑らか
さも不可欠です。それに対応すべく重量は 1580 g に抑えられ、
USBセラミック・ベアリングがカーボン製のフロント・ハブと
アルミ製のリア・ハブに収められています。ハブは独自設計のス
ポーク・ドリル・パターンを持ち、余分なマテリアルをそぎ落と
しています。

大いなる進化とそのテクノロジーは、既にトレーニングでこのホ
イールをテストしたコフィディス・チームのエリア・ヴィヴィアー
ニ（2018年ベローナ開催のイタリア選手権チャンピオン）から
称賛のコメントが届いています。「ここ数か月の間にテストした
フルクラムのすべてのホイールには本当に驚かされたよ。トレー
ニングでも、レースでも、異なるニーズに応じた最適なホイール
を選択することができる。スピード 55 DBは間違いなく、もう
ひとつの武器だ。レースで使うのが楽しみだよ」。

フルクラム スピード・ファミリーの
新しいパフォーマンス・プロファイル

スピード 55 DB 2WF
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タイヤ・タイプ	 2 - ウェイ・フィット™（クリンチャー/チューブレス）

タイヤ・サイズ	 28”

用途	 ロード /トライアスロン

ASTMカテゴリー	 2

重量	 1580 g

リム・マテリアル	 カーボン

リム・マテリアルの詳細	 フル・カーボン、ツイル・カーボン・フィニッシュ

プロファイル	 ディープ

リム・ハイト	 55 mm

リム幅	 26 .5 mm

インナー・リム幅	 19 mm

適合するタイヤ・サイズ	 23 mm～40mm

ブレーキ・システム	 ディスク・ブレーキ

ブレーキ・オプション	 AFS™

フロント・アクスルの適合性	 HH12 –100

リア・アクスルの適合性	 HH12 –142

フロント・ホイールのスポーク	 21本、ツー・トゥー・ワン™（左側14本 +右側7本）
リア・ホイールのスポーク	 21本、ツー・トゥー・ワン™（左側7本+右側14本）

スポーク：マテリアル	 スチール –ダブル・バテッド

スポーク：プロファイル	 ラウンド

ニップル	 アルミニウム

フロント・ハブ	 カーボン製、アルミ製オーバーサイズ・フランジ

リア・ハブ	 アルミ製、アルミ製オーバーサイズ・フランジ

ベアリング	 USB™セラミック・ベアリング、カップ＆コーン式

その他	 	プラズマ処理HG	FWボディー、アルミ製アク

スル、反射グラフィック

重量制限	 120 g（ライダー、バイク、装備品、荷物の総重量）

FWボディー	 HG11、カンパニョーロ、XDR

希望小売価格（税抜）	 	¥274 ,000（HG11&	Campy）、	

¥275 ,000（XDR）
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我たちフルクラムは自転車を愛し、
自らの自転車に組み込みたい製品のみを
製造しています。
そして様々なホイールのタイプごとに、
より優れた製品を生み出すことを目指して、
設計・開発を行うべきであると考えています。
これこそが、私たちのゴールであり、
存在理由です。


