
PRICE LIST in 2022-6~ (JP) 
                      *Ask a dealer in your region for international price list. 
 
  *消費税、シッピング代 (2,500 円/本州、四国、九州。 3,500 円/北海道) は別途となります。 
  
  -Material 
   Titanium/ High quality 3Al-2.5V CWSR titanium tubing (straight gauge, In-house full custom 
butted tube)   
   Steel/ KAISEI, Columbus tubing, Deddacciai tubing  
 
-KT (Titanium)- 
1. KT- R /KUALIS Titanium Road (Semi-custom bike) 
 
- Road/ ¥440,000 
- Disc road/ ¥470,000 
  
*KUALIS non-butted straight tube set  

    *カスタムフレームジオメトリー 
*KUALIS ロードエンド or 142x12mm フラットマウント ディスクロードエンド（Skewer 付） 

   *イングリッシュスタンダード BB 
    *44mm ストレートヘッドチューブ 
    *ストレートシートステー 
    *KUALIS selected Road fork/ 1.500 (1 1/2) テーパード, offset/45mm 

Disc road (Skewer 付) / 1.500 (1 1/2) テーパード, offset/43mm 
    *アルミシートクランプ  
    *チタンヘッドバッジ   
 
- フレームオプション 
  *T47 オーバーサイズド BB/ +¥5,000 
  *インターナルブレーキルーティング/ +¥20,000 
  *3rd ボトルマウント/ +¥5,000 

     
- 仕上げ  
*ブラッシュド (or ブラスト) 仕上げ + フィルムロゴ（ダウンチューブ） 

 
- 仕上げオプション 
*ブラッシュド (or ブラスト) 仕上げ + ブラスト (or ブラッシュド) ロゴ / +¥10,000 
*ブラッシュド/ブラスト仕上げ + アナダイズドロゴ/ +¥20,000 
*ペイント/ Ask 



2. KT- AR/CX /KUALIS Titanium All Road/ CX (Semi-custom bike) 
 

- All Road, CX/ ¥470,000 
 

*KUALIS non-butted straight tube set 
    *カスタムフレームジオメトリー 

*KUALIS 142x12mm フラットマウント ディスクロードエンド（Skewer 付） 
   *イングリッシュ スタンダード BB 
    *44mm ストレートヘッドチューブ 
    *KUALIS selected Gravel road fork (Skewer 付) / 1.500 (1 1/2) テーパード, offset/45mm 
    *アルミシートクランプ  
    *チタンヘッドバッジ 
 
- オプション 
  *T47 オーバーサイズド BB/ +¥5,000 
  *インターナルブレーキルーティング / +¥20,000 
  *3rd ボトルマウント/ +¥5,000 
 

- 仕上げ  
*ブラッシュド (or ブラスト) 仕上げ + フィルムロゴ（ダウンチューブ） 

 
- 仕上げオプション 
*ブラッシュド (or ブラスト) 仕上げ + ブラスト (or ブラッシュド) ロゴ/ +¥10,000 
*ブラッシュド/ブラスト仕上げ + アナダイズドロゴ/ +¥20,000 
*ペイント/ Ask 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



3. KT- SR /KUALIS Titanium Special Road (Full-custom bike) 
   
- Road/ ¥490,000 
- Disc road/ ¥520,000 

 
*KUALIS in-house full custom butted tube set for each bike 

    *カスタムフレームジオメトリー 
*KUALIS ロードエンド or 142x12mm フラットマウント ディスクロードエンド（Skewer 付） 

   *イングリッシュスタンダード BB 
    *44mm ストレートヘッドチューブ or KUALIS テーパードヘッドチューブ or 1 1/8 ヘッドチ

ューブ 
    *S-ベンド シートステー or ストレート シートステー  

*ENVE Road fork/ 1.250 (1 1/4) テーパード, offset/43mm 
*ENVE Road fork/ 1.125 (1 1/8) ストレート, offset/45mm, 50mm 

    *ENVE Disc road fork (skewer 付) / 1.250(1 1/4) テーパード, offset/43mm, 50mm 
    *KUALIS チタンシートクランプ 
    *チタンヘッドバッジ 
 
- オプション 
  *インテグレーティッド テーパードヘッドチューブ / +¥20,000 
  *T47 オーバーサイズド BB/ チャージなし 
  *インターナルブレーキルーティング / +¥15,000 
  *インテグレーティッドシートポスト（ISP） / +¥50,000 
  *フェンダーマウント/ +¥5,000 
  *3rd ボトルマウント/ チャージなし 
*その他/ Ask 
 

- 仕上げ 
*ブラッシュド (or ブラスト) 仕上げ + フィルムロゴ/ チャージなし 
*ブラッシュド (or ブラスト) 仕上げ + ブラスト (or ブラッシュド) ロゴ / チャージなし 
*ブラッシュド (or ブラスト) 仕上げ + アナダイズドロゴ/ チャージなし 
*ペイント/ Ask 

 
- 仕上げオプション 
*オリジナルロゴ、その他カスタムデザインの追加/ +¥10,000〜 
*ペイント/ Ask 

 
 
 



4. KT- SAR/SCX /KUALIS Titanium Special All Road/ CX (Full-custom bike) 
 

- All Road, CX/ ¥520,000 
 

*KUALIS in-house full custom butted tube set for each bike 
    *カスタムフレームジオメトリー 

*KUALIS 142x12mm フラットマウント ディスクロードエンド（Skewer 付） 
   *イングリッシュ スタンダード BB 
    *44mm ストレートヘッドチューブ or KUALIS テーパードヘッドチューブ 
    *S-ベンド シートステー 
    *ENVE G-series Gravel road fork (skewer 付) / 1.500 (1 1/2) テーパード, offset/47mm 
    *KUALIS チタンシートクランプ 
    *チタンヘッドバッジ 
 
- オプション 
  *インテグレーティッド テーパードヘッドチューブ / +¥20,000 
  *T47 オーバーサイズド BB/ チャージなし 
  *インターナルブレーキルーティング / +¥15,000 
  *フェンダーマウント/ +¥5,000 
  *3rd ボトルマウント/ チャージなし 
*その他/ Ask 
 

- 仕上げ 
*ブラッシュド (or ブラスト) 仕上げ + フィルムロゴ/ チャージなし 
*ブラッシュド (or ブラスト) 仕上げ + ブラスト (or ブラッシュド) ロゴ / チャージなし 
*ブラッシュド (or ブラスト) 仕上げ + アナダイズドロゴ/ チャージなし 
*ペイント/ Ask 

 
- 仕上げオプション 
*オリジナルロゴ、その他カスタムデザインの追加/ +¥10,000〜 
*ペイント/ Ask 

 
 
 
 
 
 
 
 



5. KT- MTN /KUALIS Titanium MTN     *フレームのみ 
 
- 27.5, 29, 27.5+, 29+/ ¥420,000 
 
KUALIS non-butted straight tube set 

    *カスタムフレームジオメトリー 
*KUALIS 148 x12mm ISO low-mount ディスクエンド（Skewer 付） 

   *イングリッシュスタンダード BB 
    *44mm ストレートヘッドチューブ 
    *アルミシートクランプ  
    *チタンヘッドバッジ 
    
- オプション 
  *インテグレーティッド テーパードヘッドチューブ / +¥20,000 
  *T47 オーバーサイズド BB/ チャージなし 
  *インターナルブレーキルーティング / +¥15,000 
  *フェンダーマウント/ +¥5,000 
  *3rd ボトルマウント/ チャージなし 
*その他/ Ask 

 
- 仕上げ 
*ブラッシュド (or ブラスト) 仕上げ + フィルムロゴ/ チャージなし 
*ブラッシュド (or ブラスト) 仕上げ + ブラスト (or ブラッシュド) ロゴ / チャージなし 
*ブラッシュド (or ブラスト) 仕上げ + アナダイズドロゴ/ チャージなし 
*ペイント/ Ask 

 
- 仕上げオプション 
*オリジナルロゴ、その他カスタムデザインの追加/ +¥10,000〜 
*ペイント/ Ask 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-KS (Steel)- 
6. KS- R /KUALIS Steel Road   *ペイント代別途 
 
- Road/ ¥240,000 
- Disc road/ ¥270,000 
 
*KUALIS selected high-end steel tube set  
*カスタムフレームジオメトリー 
*KUALIS ロードエンド or 142x12mm フラットマウント ディスクロードエンド（Skewer 付） 

   *イングリッシュスタンダード BB 
    *44mm ストレートヘッドチューブ or テーパードヘッドチューブ or 1 1/8 ヘッドチューブ 
    *OD/31.8mm シートチューブ 
    *S-ベンド シートステー or ストレート シートステー  

*ENVE Road fork/ 1.125 (1 1/8) ストレート, offset/45mm, 50mm 
*KUALIS selected Road fork/ 1.500 (1 1/2) テーパード, offset/45mm 
*KUALIS selected Disc road fork (Skewer 付) / 1.500 (1 1/2) テーパード, offset/43mm 

    *アルミシートクランプ  
    *チタンヘッドバッジ 
 
- オプション 
*T47 オーバーサイズド BB/ チャージなし 

  *3rdボトルマウント/ +¥5,000 
*フェンダーマウント/ +¥5,000 

 
- ペイント 
*フレーム + フォーク (1color + 防錆メッキ)/ ¥45,000~ 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. KS- AR/CX /KUALIS Steel All road/ CX   *ペイント代別途 
 

- All road, CX/ ¥270,000  
 
*KUALIS selected high-end steel tube set  
*カスタムフレームジオメトリー 
*KUALIS 142x12mm フラットマウント ディスクロードエンド（Skewer 付） 

   *イングリッシュ スタンダード BB 
    *44mm ストレートヘッドチューブ or テーパードヘッドチューブ 
    *OD/31.8mm シートチューブ 

*S-ベンド シートステー 
*KUALIS selected Gravel road fork (Skewer 付) / 1.500 (1 1/2) テーパード, offset/45mm 

    *アルミシートクランプ  
    *チタンヘッドバッジ 
 
- オプション 
*T47 オーバーサイズド BB/ チャージなし 

  *フェンダーマウント/ +¥5,000 
  *3rd ボトルマウント/ +¥5,000 
*その他/ Ask 

 
- ペイント 
*フレーム + フォーク (1color + 防錆メッキ)/ ¥45,000~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-Parts- 

8. Custom stem 
 

- Titanium stem/ ¥45,000 
 
*バークランプサイズ/ 31.8mm 

    *長さ/ 60mm~、角度/ カスタム 
*ブラッシュド、ブラスト、アナダイズドロゴ 仕上げ/ チャージなし 
 

9. Seat post 
 

- Titanium seat post/ ¥35,000 
 
*Offset/ 0mm~25mm 
*ブラッシュド、ブラスト、アナダイズドロゴ 仕上げ/ チャージなし 
 

 

 
 


