
THE SUFFERFEST VIDEO LIST 

BASE 

 
60min / Z3 

 
90min Z3 

 
22min Z4 

 
48min Z3 

Style 

 
38min Z3 

DRILLS 

 
58min Z3 

 
46min Z3 

SPEED 

 
51min Z5 

 
55min Z5,6 

 
45min Z5 

 
60min Z4～6 

 

68min Z6 
 

48min Z4,5 
 

44min Z5,6 
 

39min Z5 
 

75min  
Z5~Max 

 
Short 47min 
Z5~Max 

Endurance 

 
100min Z3~6 

 
Short 
56min Z3～6 

 
75min Z4~5 

 
120min Z4~6 

CLIMBING 

 
60min Z4,5 

 
48min Z3~6 

 
50min Z4 

 
60min Z4 

Race Simulation 

 
22min Z4 

 
85min Z4 

 
54min Z4 

 
47min. Z5,6 

 
50min Z6,Max 

Time Trial 

 
35min Z4 

 
60min Z4 

MUSH-UPS 

 
46min Z5 

 
55min Z5,6 

 
55min Z4~6 

 
112min Z4~6 
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The WAY OUT 
時間 概要 目的 ハードさ ケーデンス その他 

60min Type: ベーストレ

ーンング 

閾値より少し低い

運動レベルで８つ

の山を登る 

 

疲労せずに閾値レベルの向上 

心肺能力を上げ LT 閾値値、

FTP 値を上げたい初級人以

上、上級者のの強度低めのト

レーニング日向け 

SST による心肺能力の向上と

登りのための筋力アップ 

サファーフェ

ストとしては

かなり楽な

方 

筋肉的には

辛さを感じる

筈 

最大   110rpm （ウオームダウンの前 1 分のみサファー

レベル８で） 

最小   55rpm （クライム６，７のサファーレベルが一番

高くなる 7.5 の場面にて） 

ヒルクライム区間で追い込むときはケーデンス 55～75rpm

というかなりの低ケーデンスでのエクササイズ。サファーレ

ベルは 5～7.5 と低いが筋肉的な辛さを感じるはず。 

推奨プロファイル：青以外エアレジ

A1（より青が少ない）  

推奨 FTP レンジ ：120 以上 

それ以下の方もケーデンス 100rpm

より大きい所とリカバリー期間のケー

デンスを画面指示より下げてターゲ

ットのサファーレベルになるように調

整すれば参加可能 

 
 
フランス、イタリアの山岳コースをマイク・コティーがカウチランドリアからの脱却へと誘います。トレーニングは SST（スイートスポットトレーニング）と

呼ばれる乳酸臨界強度よりも少し低いぐらいで行われます。長い期間 SST での運動に慣れることで LT レベルかそれ以上の負荷をかけた後の SST で少しは休ん

でいる気になれるようになります。  
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TO GET TO THE OTHER SIDE 
時間 概要 目的 ハードさ ケーデンス その他 
90min 色々な時間、運動レ

ベル、ケーデンスで６

つのクライミングを乗

り切る 

ベーストレーニングとし

て、ハードトレーニングの

中日のテンポトレーニン

グとして 

基礎力をアップしたい初

心者、高強度トレーニン

グの中日に負荷の軽いメ

ニューが必要な人 

低め （サファーフェストで

一番楽なビデオ） 

９０分中にサファーレベル

７を超えるのは５分未満 

 

最大   120 

最後の 5 分間のインタ

ーバルのみ 

最小   60 

Climb 2 と 4 が低い  

メイン  80 - 100 

 フランス、イタリアの山岳コー

スをマイク・コティーがカウチ

ランドリアからの脱却へと誘

います。トレーニングは SST
（スイートスポットトレーニン

グ）と呼ばれる乳酸臨界強度

よりも少し低いぐらいで行わ

れます。長い期間 SST での

運動に慣れることで LT レベ

ルかそれ以上の負荷をかけ

た後の SST で少しは休んで

いる気になれるようになりま

す。 
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Igniter 
時間 概要 目的 ハードさ ケーデンス その他 
22min Type: ウオームア

ップ 

タフなトレーニン

グのための効率

的なウオームアッ

プ 

レース、イベント、サ

ファーフェストなど

のための完璧なウ

オームアップ 

 

中 

ウオームアップとはいえ高い

ケーデンスが要求されるとこ

ろがある。しかしたった 8 秒

なので多少無理して挑戦し

てみてはいかがでしょうか？

初心者には自分のレベルよ

り上の運動を体験するため

に良いプログラム 

最大   90rpm 

最小   120rpm 

後半のスプリント 4 回は

120rpm が要求される 

推奨プロファイル：青以外

エアレジ A10（より青が多

い） 

推奨 FTPレンジ：160以上

が望ましいが、シート状

NA#となっている所はエ

アレジ１、マグレジ１にして

ケーデンスを落としパワ

ーを合わせればそれ以下

の方も無理なく参加可

能。 

 

ジロデイタリアの TT に挑む Team SKY, BMC 他のチームの映像とともに、この後に控える激しく厳しいトレーニングに備えてウオームアップをしっかり

しましょう。 高めのケーデンスで数秒の全力パワー解放がありますが脚に疲労が残ったり集中に影響を及ぼすほどではなく、体を研ぎ澄ますことがで

きるはずです。時間がない時やトレーニング強度は抑えたいが心肺機能を上げておきたい日などにも便利なプログラムと言えます。  
5 r2.0 / Sep-6 '17



Getting Away With It 
時間 概要 目的 ハードさ ケーデンス その他 

48min Type: ベーストレーニング 

ピレネー山脈を舞台にした映

像の中でテンポレベルの強

度で短めで程良いトレーニン

グを行う 

様々に変化するケーデ

ンスの閾値レベル以下

でのワークアウトにより

ペダリングスキルの向

上をして調子を上げるき

っかけをつかむ 

低め 

スキルアップ的な要素が

大きく精神的には疲れるト

レーニングといえる 

最大  110 rpm 

最小   50rpm 

ケーデンスドリル的な要素が盛

り込まれ、50rpm->110rpm の様

な急な変化を求められる所があ

る 

推奨プロファイル：青以外エアレジ A10 よ

り小さい（より青が少ない）  

推奨 FTP レンジ： 180-300 

低いパワーで高いケーデンスを求められ

るところは FTP の低い方にはつらく、ケー

デンスが低く高いパワーの所は FTP が高

い方に Wattbike が対応できない 
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Element of Style 

~ペダリング講座<低強度＞ 

時間 概要 目的 ハードさ ケーデンス その他 
38min Type:スキルアップ 

 
ペダリング効率アップと

フォーム改善の講座 

ライディングの基本習得と見

直し。 
定期的なライディングのチェッ

ク。 

低め 

全てのレベルの方が対象。 

高速ペダリングは初心者にはきつ

く感じる所があるので少しケーデン

スを下げる。 

最大 115 
最小 50 
 
メイン 
前半 90 
高速ペダリング 115 
低速ペダリング 

50~75 
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<Element of Style 追加説明> 

ペダルズアップに入会しパフォーマンステストをして FTP 値が測定できたらまずはこれをやりましょう。ニユージーランド CyclingTips と共同で開発され

たこのプログラムはサファーフェスト全体のトレーニングを進めていくにあたり大変重要性の高いトレーニングプログラムです。６つのドリルで学び、練習

します。まず９ポイントのシステムチェックを学び、最適なポジションの確認をした後はセッションにわたりこのシステムチェックを繰り返し確認しながらプ

ログラムを進めて習得レベルを上げていく。後半ではヒルクライム中の立ち漕ぎをした時にもっとパワーを出せる４ステップ手順を習得します。もっと安

定し、パワーフルなライディングを可能にする体幹、大臀筋（お尻の筋肉）の効率のいい使い方の習得します。スムースなペダリングをする為の要素を

理解し、高回転、低回転でのペダリングについて解説します。高い負荷がかかっている状態でどのようにリラックスして効率を上げるかを習います。ペ

ダリングを意識しつつ指示通りケーデンスをキープするのが難しい所があるが、まずはスムースなペダリングの方法を理解することに集中すればいい。

低回転の Drill はマグレジ（磁気抵抗）も最大に近いぐらいの大きな抵抗でのワークになるが、エフォートレベルが低めでも筋力的に負荷が高いためき

つく感じるでしょう。中盤での高回転 Drill ではエフォートレベルがかなり高くなる場面もあり、全体を通して意外にきつく感じるかもしれません。初心者

は無理をせずにエフォートレベルを少し低くして、ケーデンスはできるだけ指示通りにワークしましょう。今までのポジション、フォームが大きく変わり使う

筋肉も変わってくるために筋力的な辛さを感じるかもしれません。また背中をできるだけ真っすぐにして体重はできるだけサドルに乗せるという乗り方を

実践するとこれまでのサドル、ハンドルポジションを見直す必要を感じるかもしれません。 
１度だけでやめず、何度も定期的に繰り返しやることで自分のものにしていくことをお勧めいたします。またサファーフェストの多くのトレーニングのライ

ディングスタイルはこちらのプログラムを前提にされています。こちらのトレーニングでライディングフォームの基礎、状況に応じたワークアウトを理解し

経験しておくことでその他のトレーニングでも大きな成果があげられることが期待でします。 
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Cadence Builds:58 
時間 概要 目的 ハードさ その他 
 
58min 

Type: ドリル（スキ

ルアップトレーニン

グ） 

ケーデンス９０rpm
からあなたの MAX
まで廻すのを30秒。

7 分のリカバリー期

間というセットを 6 回

繰り返す 

脚、大臀筋、体幹を強化。

ペダリングをスムースに行

えるようなる為にトローク中

に使う筋肉の ON/OFF 切り

替えが出来るようになる：

例えばハムストリングスを

使っている時は四頭筋は

OFF になったりその逆も 

イージーではあるがケーデンス

MAXはきつく感じる人もいるかも

しれない 

ケーデンスは 130+などと指示が

出るが自分の出せる MAX を出

せば OK。その後長いリカバリー

があるので高速ペダリング中は

ハードでも全部できるはず 

推奨プロファイル：青のコマが多いプロフ

ァイル（青以外のエアレジを１0 に固定） 

推奨 FTP レンジ：特になし 

画面の指示通りにやるとケーデンス

130+でサファーレベル６なんて FTP250
ぐらいないとできないので気にせず一番

軽い負荷で廻せるだけ廻してください 

 

  アップ 高速ペダリ

ング 
リカバリー 

ｘ ６回 繰り返し 

ダウン 

時間(分) 12 0:30 7:00 6 
ケーデンス 90 100 -> 130+ 90 90 
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Primers 
時間 概要 目的 ハードさ その他 
 
46min 

Type: ドリル（スキル

アップトレーニング） 

中強度から高強度ま

でのインターバル 

サファーフェストのト

レーニングプランに組

み込まれている 

サイクル体力が低い方のビ

ルドアップに 

近く行われるビックイベントに

備えた調整用に 

中 

高強度のトレーニングに慣れてい

ない方にはちょうどいいON/OFF時

間配分 

高強度で長い時間のトレーニング

に慣れている人にはかなり楽に感

じるかもしれない 

推奨プロファイル：青のコマが多いプロファ

イル（青以外のエアレジを１0 に固定） 

推奨 FTP レンジ：特になし 

FTP１50 以下の人はリカバリー期間ケーデ

ンスを 90 より下げてサファーレベルのパワ

ーに合わせる 
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A Very Dirk Place 
時間 概要 目的 ハードさ ケーデンス その他 
51min Type: スピード 

ウオームアップの後

30 秒のスプリント 2 本

に続き 4 分間の高強

度インターバルを 5
本。間には 3 分と長め

のリカバリーが設けら

れている 

短い距離で

のスピードと

パワーの向

上が期待で

きる。逃げ

力、アタック

を決める力

がつけられ

る。 

中 

インターバルのハイ

側のサファーレベル

は 8 中心と高いが 4
分と短めでリカバリ

ーも 3 分と十分な時

間があるので何とか

こなせるはず 

最大   110rpm        インターバル 2
つ目の途中でケーデンスが 110 でサファー

レベル 8.25があるが FTP 120-130 以下の

方はここだけ少しケーデンスを下げて頂け

れば参加可能 

最小   60rpm          インターバル２

で 40 秒だけ６０rpm, level 9 があるがそれを

除けば高い FTP の方でも十分参加可能 

 推奨プロファイル：FTP150 以

上の方は青以外エアレジが

A10 より小さいもの（より青が

少ない） 

推奨 FTP レンジ：120～310 

FTP150 以下の方はリカバリ

ーでのケーデンスは下げる。 

 
インターバル１：パリ‐ニースで単独の逃げを決める 
インターバル２：フレッシュ-ワロンヌでスモールグループによる逃げを決める 
インターバル３：リエージ-バストーニュ-リエージでジルベルト、シュレック兄弟とともに登りアタックを決める 
インターバル４：パリ-ルーベでカンチェラーラとハイスピードかつパワフルに石畳区間を走る 
インターバル５：クリテリウム・ドゥ・ドーフィネでサー・ウィギンスとヒルクライム！ 
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Downward Spiral 
時間 概要 目的 ハードさ ケーデンス その他 

55min Type: スピード 

VO2MAX以上の強度で2分間から15秒ず

つ短くして 15 秒間になるまでの 8 本のイン

ターバルを 2セット。最後にかけてスプリント

パワーを掛ける。 

2本目にはスプリント 3 回分のボーナス付き 

最大強度での走行を

繰り返し行う事に慣

れ、最大強度自体の

向上も期待できる 

中 

サファーレベルは 8
～10 が要求される

が短い時間でその

後リカバリー期間

があるので意外に

楽に感じるはず 

最 大  

100rpm 

最 小   

80rpm 

  

推奨プロファイル：青以外エ

アレジ A10（より青が多い） 

推奨 FTPレンジ：誰でも可。

ただしリカバリー期間で

#N/A となっている所がある

ひとはケーデンスを下げて

パワーを合わせましょう 

 

春のクラッシクレースから延々と石畳が繰り返されるパリ〜ルーベ、最大勾配２６％ととてつもない激坂で有名なユイの壁ほかいくつもの厳しい峠を越

えていくフレッシュ・ロワンヌの２つを舞台にトムボーネン、フーソフトなどちょっと懐かしい選手たちが高負荷の１６本のインターバルトレーニングを盛り

上げます。インターバルは最初２分から始め最後の８本目は１５秒へと時間を短縮していきます。最後の１本はゴールスプリントをイメージして全力を出

しきります。これを２セットやりますが、２セット目には苦しみを愛するサファードリアンの皆様のためにボーナススプリントが付いていますのでお楽しみ

に！ダウンワード・スパイラルでスピード、強さ、パワーを鍛え上げましょう 
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Revolver:45 
 
時間 概要 目的 ハードさ ケーデンス その他 

45min Type: Speed 

１分最大強度

インターバル  

ｘ１５本 

最大パワーとリカ

バリー能力の向上 

中 

1 分間の高強度の後、1 分間のレストがある

ので中盤までは楽に感じる方が多いと思いま

すが後半はきつさを感じるはずです 

サファーレベル９がきついかたはレベルを１

～２落として参加してください 

最大   110+rpm 

サファーレベル６で軽い負荷で

下りをイメージした練習 

最小   90rpm 

高負荷時はほぼすべて 100rpm 

 ケーデンス 90 にキープしてサファーレベ

ル２と９ or 10 を 15 回繰り返すだけなので

Wattbike の操作は簡単に行える 

ケーデンス９０でサファーレベル２のパワ

ーがNAになっている方はケーデンスを 80

に落としてください 

 

UCI のトラック、マウンテンバイク、シクロクロス、女子ロード ワールドチャンピオンレースをフィーチャーし RPE９の強度を１分と休息期間１分をひたす

ら１５回繰り返します。短く効率が良くサファーフェストの中でも頻繁に利用されるトレーニングとなっています。インターバルが進み半分終わる前からキ

ツくなってくると思いますが正しいフォームで首や方はリラックスし、円回転がスムースかつ力強いペダリングを心がけましょう。  
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There Is No Try 
時間 概要 目的 ハードさ ケーデンス その他 

60min Type:スピード  

閾値付近の負荷が徐々に 4 段階

上がっていくセッションのインター

バルを 9 本 

平坦、下り、登り、TTなどを想定し

てケーデンスが設定されている 

プレッシャの中での

加速力向上 

 

中の上 

高いサファーレベル

のところは短く、リカ

バリー期間も長め 

最大 1１0  rpm 

最小 75  rpm 

インターバル内のサファーレベル変化は 4回だ

けでケーデンスも変わらないので操作は楽 

推奨プロファイル： 青以外のエア

レジ A10（より青が多い） 

推奨 FTP レンジ： 130 以上 

  

 
ツールドフランスでウィギンズ、フルーム、カンチェラーラ、カベンディッシュ、サガンが逃げ、スプリント、クライム、TT をする場面を見ながらトレーニン

グが進みます。３部構成のプログラムの第１部は①から④までで逃げ、ヒルクライムをイメージし１分間から４分間へと徐々に伸び、強度は徐々に低くなる。①

から③の最後はスプリントします。２部目は⑤の８分間で TT をシミュレートし終盤に向け少しずつ負荷を上げていきます。３部目は⑥から⑨でヒルクライムを

1 本やった後にシャンゼリゼでのウイニングランへ向かいます。１部目の逆で４分から 1 分と短くなるが強度は上がっていく。 
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Violator:68 
時間 概要 目的 ハードさ ケーデンス その他 

68min Type: スピード 

5 秒、１０秒、15 秒のス

プリント  

x６４本 

レースで勝てるスプリント

力をつける 

ペースの上げ下げに対

応できる能力を付ける 

高め 

SET が進むにつれキツさ

を強く感じる。最初は余裕

があっても設定より高め

でやると後が続かない可

能性が高い 

最大   110rpm 

最小   rpm 

同じケーデンスのスプリン

トとリカバリーが短い周期

で繰り返される。エアレジを

少し変えるだけでいいので

操作は楽 

推奨プロファイル：青以外エアレジ A10

（より青が多い） 

推奨 FTP レンジ：140 以上 

スプリントのケーデンスを 100rpm、リカ

バリーを 80rpm に落とせば FTP110 以

上あれば参加可能 

  

 
ジロデイタリアでカベンディッシュ、サガン、デゲンコルブなど屈指のスプリンターと共に３セット計６４本のスプリントインターバルをこなしていただきます。

各セットのスプリントは５秒、１０秒、１５秒と後半に向け少しずつ長くなっていきます。ペースのチェンジが激しく、画面だけでなく音により素早い負荷調整

が要求されます。スピードをつけたい方はバイオレーターをやりましょう。  
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NINE Hammer:48 
時間 概要 目的 ハードさ ケーデンス その他 

48min Type: スピード 

VO2MAX と乳酸性

作業閾値のインター

バル ９本 

限界状態でのパフォーマンス

向上 

高め 

定期的なトレーニングを続

け、高負荷心肺トレーニング

に耐えられる必要あり 

最大  110 rpm 

最小   70rpm ごく短い時間

70rpm まで下げる場面があるが

それ以外ほとんど 90rpm 以上 

推奨プロファイル：青以外エアレジ A10

（より青が多い） 

推奨 FTP レンジ： 150 

リカバリー期間をケーデンスを下げてパ

ワーを調整すれば FTP が低くても参加

可能  

 
ツールドスイス、ツールドロマンディーを舞台に競い合うニーバリ、フルーム、ボクレール、ルイコスタなど共に乳酸閾値から有酸素閾値レベルの負荷で３分か

ら４.５分のインターバル９本をこなしていただきます。各セッションは辛く厳しいですが十分な休息時間を設けてあるので、トレーニングを積んできたサファ

ードリアンたちなら乗り切れるでしょう。何度もなんども繰り返されるきついセッションを乗り越える度に自分に驚き自信へとつながります。 
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Do As You Told:44 
時間 概要 目的 ハードさ ケーデンス その他 

44min Type: スピード 

1 セット目はエフォートとリ

カバリーが同じ時間のイ

ンターバル１１本。２セット

目はエフォートとインタバ

ールの時間は変化するイ

ンターバル１１本。 

トップスピード力強化と

高負荷からのリカバリー

スピード向上 

高め 最大   110rpm 

最小   60rpm 

ケーデンス、サファーレベルの

変化幅が大きく頻繁に変わる為

負荷操作に慣れてることが望ま

しい 

推奨プロファイル：青以外エアレジ A10

以下（より青が少ない） 

推奨 FTP レンジ：160W  

高負荷トレーニングを始めて半年以上

経過した方 

 
 

 
ツールドフランドルを舞台にカンチェラーラ、サガン、バルベルデなどが走る映像を使い、RPE10 を何度も出すかなりきついトレーニングを盛り上げる  
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Half is Easy 
時間 概要 目的 ハードさ ケーデンス その他 

39min Type:スピード 

15 秒最大パワーと

15 秒のリカバリーの

インターバルを２０

回を２本 

クリテリュウム、シクロクロスなどで求められる

頻繁な急激なペースのアップダウンに強くなる 

強く、パワフルになりたい 

高いプレッシャの中でもリラックスしたフォーム

をキープできる練習 

短時間で高い効率を求めたい時に向いている 

シート通りのパワーでやればそ

れほどきつくないが、20 回を続け

られるぎりぎりのパワーを見つけ

てやることによりきつくなるが強

化の成果が期待できる 

サファーレベル MAX：9 （インタ

ーバルの高い所は全部９）-  

ケーデンス：90 ～ 

110rpm＋（インター

バルの高い所は全

て１00) 

 

推奨プロファイル：青のコマが多いプロ

ファイル （青以外のエアレジ１０に近い

もの） 

推奨 FTP：160 以上がビデオの指示通り

実行するために必要だが、リカバリー・

イージーの所のケーデンスを下げバワ

ーがレベル 2 に合うようにすれば

FTP100 の方でも参加可能 

 

UCI のサイクルボール、BMX ワールドチャンピオンシップ、マウンテンバイク・シクロクロス・ロードサイクリングのワールドカップを舞台に走るトップレー

サーをフューチャーした映像で神経筋パワーを４０本という信じられないきついトレーニングを乗り切らせてくれる 
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Shovel:75 or 47 
時間 概要 目的 ハードさ ケーデンス その他 
75min 
/47min(Short
版) 
 

２３のインターバルを 2セ
ット 

Short版は 2 セット目で終

了 

メンタル、フィジカルのリ

ミットに持っていくが途中

十分なリカバリーが含ま

れているので限界まで掘

り込んでいける 

内在しているはずの力を

深く掘り出し、さらに深い

ところまで持っていく 

サファーレベル MAX があ

り指示通りやるとかなりき

ついが、高いレベルの時

間は数秒と短くレストの時

間も長いため乗り切れる

はず。 

最大   120 

4-6 秒の MAX の時 

最小   60 

2 セット目後半は低

めのケーデンスが多

い 

 レスト時はほぼ全て

90rpm・level 3 

 高いケーデン

スを出さなけ

ればならない

ため FTP150
以上ないと参

加は難しい 
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Blender:100 or 56 
時間 概要 目的 ハードさ その他 

60min / 

56min 

(short 版) 

Type: エンデューランス 

20 秒から 10 分の幅広いイン

ターバルを体験する 

 様々な状況を想定した長いワー

クアウトを通しそれぞれどのよう

に体が反応するのかを理解する 

かなりきつい 推奨プロファイル：青のコマが多いプロファイル（青以外のエアレジを１0 に固定） 

推奨 FTP レンジ：200 以上 

ケーデンス９０のリカバリーと幅広いサファーレンジでケーデンス 100 が要求される

ため低い FTP の方はほとんど指示通り出来ない 

 

   アップ 閾値 VO2 閾値 閾値の上 閾値 VO2 VO2 Sprint 閾値  ダウン 

時間(分) 12 10+R2 2+R2 8+R2 4+R2 6+R4 40s/R20s  

6 回+ R2 

30s/R30s  

6 回 +R2 

20s/R40s  

6 回 + R4 

4 /R1   3 回 5 

ケーデンス 100/90 80~100 100 80~ 95 80~100 85 ~ 95 100 100 100 90 90 

(s の所のみ秒、R:リカバリー期間） 

~ LT 強度と状況の変化への適用 

サイクルスポーツの五目丼といえる内容。MTB, スプリント、シクロクロス、TT、トラックレース、ロードの男子、女子 W 杯レースをモチーフにサファーフ

ェストでも最も長い部類のワークアウトを行う。APEX Coaching で設計されたこのコースは全く同じ内容でプロサイクリストやオリンピック選手でも利用

されています。 
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HELL HATH NO FURY 
時間 概要 目的 ハードさ その他 

75min  Type: エンデューランス 

UCI 女子ワールドカッププロレース

の映像と共に、ウオームアップ、テンポ

走の後、閾値レベル以上が 20 分続く高

強度インターバル 2 本の後チーム TT を

想定した Vo2Max 3:30 を乗切る 

長い期間の高強度エフォートに

慣れ、20 分間を乗り切れるペー

ス配分を認識する。スプリンター

でもクライマーでもないあなたは

逃げを決めて勝利をもぎ取る作

戦を成功できるようになる。 

非常にキツイ。 

FTPよりも上の強度で 20分間を 2本、3：

30 を 1 本は長期間高心拍トレーニングを

して毛細血管が十分に強化されている必

要がある。最初に上げすぎて最後までも

たくならないように注意しましょう。 

推奨プロファイル：青のコマが少ないプロフ

ァイル（青以外のエアレジを１～５に固定） 

推奨 FTP レンジ：130 以上  

FTP によらず高負荷トレーニングを長期実

施されていない方には向かない 
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ISLAGIATT 
時間 概要 目的 ハードさ ケーデンス その他 

120min １ ５分 、 ２ ０

分、２０分、８

分の４つのビ

ッククライム

に続いてゴ

ールに向け

たスプリント 

レースパフォ

ーマンスと登

坂力の向上 

高 

ヒルクライム区間はサファー

レベル 7 以上が基本で最大

10 まで上がる。レストは挟

むがこれを 4 回やると足の

疲労度はかなり高くなる。最

後のスプリント区間も 7：30
と長く本当にエンヂューロレ

ースに参加しているような

感覚でトレーニングが出来

る 

最大   110+rpm 

 最小   60rpm 

 高速下り、最後の

フラットランでは高

いケーデンスが要

求される。 

長い立ち漕ぎも随

所に出現する 

推奨プロファイル：青のコマが少ない（エ

青以外のアレジ A1 から A５で固定） 

 公道ではなかなか難しい 2時間ノンスト

ップでアップダウン、フラットの走り込み

が出来るのはインドアならでは。ジロデ

イタリアの映像を使っておりスター選手

と一緒に走っている気分を味わえる 

推奨 FTP レンジ：150 以上 

ケーデンス、持久力など総合的に

FTP150 以下の方には参加が難しい 
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Angels 
時間 概要 目的 ハードさ ケーデンス その他 
60min Type: Climb 

アタックを繰り返

す 8 分の登り ３

セット 

 テンポで走る登り

中での変化に対応

できるようになる 

中 最大   100rpm 

最小   75rpm 

推奨プロファイル：青のコ

マが多いプロファイル（青

以外のエアレジを１0 に固

定） 

推奨 FTPレンジ：130以上 

 

クラッシックレースのルイージーバストンーリエージュ、クリテリュームドフィネ、パリーニースとブエルタエスパーニャを舞台にヒルクライムの強 
者、コンタドール、クリスフルーム、ニーバリなどをフューチャーしてヒルクライムをシミュレートしたトレーニングプログラムが進行する。１セット 
8 分の期間にはアタックが繰り返されるが、ビックギアを想定したケーデンスを意識し、上半身の力を抜きボディーコア（体幹）を意識して大腿筋を 
使って効率の良いペダルを心掛けて走るなどライディングのヒントがたくさん習得できる 
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The Wretched:48 
時間 概要 目的 ハードさ ケーデンス その他 

48min Type: ヒルクライム 

なんどもアッタクを繰り返す３

つの登りの後、ゴールへの

逃げ切り 

限られたリカバリーの中でもしっかりと

したペースをキープし、時にアタックに

も対応できる様になる 

ヒルクライムレース、エンデューロレー

スでの成績アップ 

高い 

リカバリーでもサファーレ

ベル５を下回らないため

高強度を長い時間続けら

れるトレーニングを積まれ

ている必要がある 

最大   110rpm 

最小   70rpm 

登攀区間は 70～80rpmが

メインだが下りや平坦区

間で 100rpm 以上の区間

も長い所がある 

推奨プロファイル：青以外エアレジ

A1 （より青が少ない） 

推奨 FTP レンジ：150 

 初級者には FTP レンジも問題になる

がそれ以上に長い時間の高負荷に耐

えらえる心肺能力が問題になるだろう 
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Power Station:50 
時間 概要 目的 ハードさ ケーデンス その他 

50min Type: ヒルクライム 

登りを想定した低いケー

デンスでの１１のインター

バルにより筋力と耐久力

を鍛える 

低いケーデンンス、時に

立ち漕ぎでベダルへ伝え

る力、トルクを向上させる 

 

中 

一つの”壁”は３０秒から３分で

きつい所でもサファーレベル９

が少しあるぐらいでほとんどが

７か８となるのでそれほどきつ

いプログラムではないが低いケ

ーデンスで重たい負荷を踏む

ので筋トレになる 

最大   90rpm 

最小   60rpm 

ケーデンス９０rpm 以下ではマグネット

抵抗をメインに使い低ケーデンスでの

ペダリングに集中します。ダンシングを

交えながらもしっかりとペダルに力を伝

えるペダリングの練習になる。 

推奨プロファイル：青以外エアレ

ジ A1（より青が少ない） 

推奨 FTP レンジ：誰でも 

FTP が低い方はリカバリー期間

のサファーレベル２のケーデンス

を画面指示より下げてパワーを

合わて下さい 
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THIN AIR 
時間 概要 目的 ハードさ ケーデンス その他 

60min Type: クライム 

 

断続的な 40分間の

ヒルクライム 

クライマーから羨望の眼

差しを受ける登りの耐久

力をつける 

高め 

最後のスプリントで 10 秒だけサファーレ

ベル１０があるがそこまでは淡々と７〜8

をメインに４０分継続 

長い時間高い強度をキープすることに慣

れていない人にはつらいビデオ。地震が

付くまでは強度を 1～1.5低くして参加して

みてください 

最大   100rpm 

FTP150 以下の方：ウオームアップ

にサファーレベル 6 以下でケーデ

ンス90rpm以上の所があるが重要

な所でないので積極的にケーデン

スを下げてパワーを調整しましょう 

最小   60rpm 

クライム中のケーデンスは６０～80

がメイン 

  

推奨プロファイル：青以外エアレ

ジが 10 より小さいもの（より青が

少ない） 

推奨 FTP レンジ：150 以上（それ

以下でもケーデンス 90 以上で設

定より低いサファーレベルにして

十分参加可能） 
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<THIN AIR 追加解説> 

１６年のジロデイタリアにおいてニーバリ（愛称メッシナのシャーク）、チャベス、ザッカリン、バルベデ、アプタマほかがフューチャーされて長い登りのエク

ササイズが映像とシンクロナイズされて進んでいく。あなたは”シャーク”を倒すために頑張らなければなりません。 
最初の１５分ぐらいはちょいちょいエフォートレベル４以下になるので余裕ですがそのあとの４０分間はほとんが７以上でアッタクを想定したダンシング、

サージなどを繰り返し徐々に８、９の時間が長くなり山頂ゴールラインまでのオールアウトをしていただきます。きついワークアウトですが負荷のアップ

ダウンのペースがつかめるとノリのいい音楽と合わせリズムに乗れ山頂スプリントが終わる頃には心地よい満足感で満たされること請け合いです。 
まずはケーデンスを画面の通りになる様に気をつけましょう。ダンシングになると如何してもペダル効率が落ちるため同じケーデンスをキープする場合

でもエアレジを２〜３レベルアップしましょう。また高回転のダンシングはしっかりと意識をしていないとキープできないのでメーターをしっかり確認しなが

ら行いましょう。全体を通して頑張りすぎて画面での設定負荷よりも高くしてしまいがちかとは思いますが、特に最初の３０分ぐらいは画面指示よりも少

し低いぐらいに抑えた方がいいでしょう。最後までやって軽すぎると感じる様でしたらFTPが上がっている可能性がありますのでそろそろパフォーマンス

テストを受ける時期かもしれません。 
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EXTRA SHOT 
時間 概要 目的 ハードさ ケーデンス その他 
22min Type: Racing 

レース中の閾値付

近の断続的な運動

と短い登坂をシミュ

レート 

 処理しきれない

乳酸が体内に蓄

積され始める FTP
よりすこし上の負

荷を継続的に行う

耐性をつける。 

高 

一瞬だとなんてことない閾値レベ

ルの運動は 10分以上続けるとか

なりきつく感じるはずです。たった

20分ですが最初の 100 秒の後は

最後までずーっと level7 以上とい

うこのプログラムは FTP 以上の

負荷で FTP テストをまるまるやっ

ているような物（じゃそれが FTP
なのでは？ともおもえます

が。。。） 

最大   110+rpm 

序盤、終盤の高速ダウンヒ

ル、最後のスプリントで

110+rpm が要求される 

最小   80rpm 

石畳や短い登り区間を想定

し、低ケーデンスで重いペダ

ルをビックパワーで踏む場

面が頻繁にある 

推奨プロファイル：青以外エ

アレジ A10（より青が多い） 

推奨 FTP レンジ：全て指示

通りで行うのには 160 以上

が要求されるが、FTP130で
もケーデンス 110+rpm の所

だけ 100rpm 付近まで落せ

ばあとは全部指示通りでき

る 

Cad-Suffer level Matrix 

  50 60 70 80 90 100 110 120 + 

2                   

3         x          

4                   

5                   

6                   

7         xxx  xxxxx  xx     

8       xxxxxx  xxx xxxxx       

9                   

10             x      

max                   
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Local Hero:85 
時間 概要 目的 ハードさ ケーデンス その他 

85min Type: レースシミュレーション 

<Main Set> 

ピラミッド型 TT 6:00x3 RPE 7~8 

レースシミュレーション 3:00x5 RPE 7~9 

スプリント 2:30x3 RPE 7~10  

映像が古く、ケーデンス、サファーレベルの表示も他と違う

が、基本システムは同じ。トレーニング内容は良いので内容

重視を求める人にお勧め 

TT,クリテリュウム、

ロードレースなどに

おいて様々な忍耐力

を付ける 

サファーレベルはピラミッドで

は最大８、レースシミュレーシ

ョンでも 4 回目に 9 がある以

外８でリカバリー時間も長い

のでそれほどきつくはない。

最後のスプリント 4 本は自分

次第でかなりきつくもなる 

最大   

100+rpm 

最小   

75rpm 

 

推奨プロファイル：青以外エアレ

ジ A10（より青が多い） 

推奨 FTP レンジ：どなたでも可能 

Cad 高い所はサファーレベル高く、

Cad 低い所はサファーレベル低い

ので FTP によらず調整可能 

※ RPE ：主観的運動強度の事。サファーフェストではサファーレベルと呼んでいるが強度に対応する数値は同じ。 
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The Rookie:54 
時間 概要 目的 ハードさ ケーデンス その他 

54min Type:レースシ

ュミレーション 

  

レースシミュレ

ーション １０分

ｘ３ 

レース中の振るい落としの場面で生き残る 

高速ケーデンスでの高パワーワークアウト

を極めてレース中でのスピード変化にでき

るようになりましょう。  

中よりやや高め 

 

最大   110+rpm 

最小   80rpm 

平地メインを想定したコースで

高めのケーデンスをキープし

ながら、頻繁なサージ、ダンシ

ングが要求されます。 

推奨プロファイル：青以外エアレジ A10

（より青が多い） 

推奨 FTP レンジ：120 以上 

  

 

 
 
ジャイアントシマノが全面的に協力し制作された本作は、デゲンコルブ、コーエン・デ・コルトが話しあってあなたがルーキーとしてプロデビューできる実力が

あるあかどうかツアー・オブ・サファードリアン（実際にはツールドスイス、ツアーオブカルフォルニアから映像を引用）で実力を試していくが。。。というスト

ーリー設定です。 
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The Best Thing In The World 
時間 概要 目的 ハードさ ケーデンス その他 

47min 

/  

ショート

版 

30min 

Type: レースシミュレーション 

アタックが繰り返されることを

想定した 13：30 のレースを 2

本 

短い急な登りを想定した低ケ

ーデンスや平地区間の高速ケ

ーデンスなど状況が頻繁に切

り替わる 

クリテリュウム、シク

ロクロス、短いレー

スに向けてパワー、

スピードと回復力の

向上が期待できる 

 

 

高め 

長い時間高い負荷に慣

れていない方はレース

中のサファーレベル４～

６の所を 2 に下げること

により楽になる 

最大   110rpm 

最小   70rpm 

 

推奨プロファイル：青以外エアレジ A10

（より青のコマが多い）のプロファイル 

推奨 FTP レンジ：140 以上 

レース区間中はケーデンス、サファーレ

ベルが頻繁に変わるので操作に慣れて

いる必要がある 
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The Omnium:50 
時間 概要 目的 ハードさ ケーデンス その他 

50min Type:レースシュミレーショ

ン  

 

オムニウム・トラック・レー

スを再現した６本のインタ

バル 

厳しいレースを想

定。限界までスプリ

ントできるようになる 

全般的にはハードなサファ

ーフェストの中でも 1，2 を争

うハードさ 

最大   130rpm スプリントでサファー

レベル MAX のとき 

最小   80rpm  

リカバリーに少しだけ 80rpm があるが

ほとんどが 90rpm 以上 

推奨プロファイル：青以外エアレジ A10

（より青が多い） 

推奨 FTP レンジ：150 

 かなり高い負荷レベルを持続できるトレー

ニングを継続している方でないと参加は難

しく、心肺へのダメージもありうるので注意

が必要 

 
２０１６年ロンドンで行われた UCI トラック・ワールド・チャンピオンシップを舞台に男女のトラック競技国代表選手のが凌ぎをけづる。その中にはあのカベ

ンディシュも！ワークアウトプロファイルを見て一つ一つのスプリント期間が短いからキツイところがあっても大丈夫だろうと思ったら大間違い。最初の２本ぐ

らいまではまだ脚もあるので結構いけるかもと勘違いしてしまいますが、３本目 Eliminator からきつくなってきて、４本目 Flying 200M!なにこれ！最後 MAX
って平気で４００W 以上がターゲットとして示されているではないか！１３秒の MAX が収まったと持って安心してたら Kilomatre ってスタンディングスター

トのレースはスタートから MAXｘ２！トータル１分超えでケーデンスのターゲットは１２０から１３０へ上げてって？ここまででALL OUT している私には１

２０の部分も完了できずギブ！最後の Point Race もエフォートレベル９．１０連発の後だめおしの MAX、ケーデンス１２０は出せませーん！比較的高いケー

デンスですすむワークアウトなので全てエアレジで調整可能だが、その分ちょっとの調整で大きなパワー変化がある。特に序盤は楽に感じてパワーオーバーにな

りがちだが後半間違いなくきつくなるので控えめにすべきである。MAX というエフォートレベルはこのビデオから新規導入したらしいのだがキツすぎないです

か？グランター・バン・アゴニーさん！ 
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Long Scream:35 
時間 概要 目的 ハードさ ケーデンス その他 

35min Type: タイムト

ライアル 

TT の WW 

Top サイクリス

トと走る 

高いパワーを

出し続けてい

る際の集中力

キープし続けら

れるようになる 

かなり高い 

20～30 分以上

最大心拍数の

90％以上をキ

ープすることが

求められる 

 

最大   100rpm 

最小   0rpm 

ウオームアップの後に TT のスタートを想定した

0rpm がある。その後サファーレベル７以上が 30

分継続。この間はずっと 90rpm だがコーナーで

は一旦緩めてまた踏むを繰り返そう。最後のス

プリント 19s のみ 100rpm に上げ、ダウンは

80rpm で 

推奨プロファイル：青以外エアレジ A10（より青が多

い） 

推奨 FTP レンジ：誰でも可（アップ・ダウンは除く）だ

が FTP 以上のパワーを 30 分キープできるのはかな

り上級者になる。自信のない人はレベルを１下げて

参加して高強度長時間の運動に少しずつ慣らしてい

こう 

 

時間の単位は s のない所は分。s の所は秒。 
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＜The Long Scream 追加説明＞ 

ナイトの称号を持つ Sirウィギンス、トニーマーティン、カンチェラーラなど歴史に名を残すTTの名士たちのビデオからライディングテクニックを学ぶことができる。３５分と短いプログラ

ムだがウオームアップは IGNITERなどで事前に完了しておく必要がある。TTを想定してスタート前完全に漕ぐのをストップするシーンがある珍しいプログラムだが、そのあと３０分程

度継続して FTP〜Vo２MAX 付近の強度での運動を求められかなりきついが、TT を実際に経験した人ならわかると思うがこれが現実なのだ。前半頑張りすぎると後半まで持たなく

なるので注意が必要。パワーはターゲットより少し低めにしてケーデンスは画面の表示にできる限り合わせて、TT バーをつかみ低い姿勢で上半身があまり動かず体重のほとんどは

サドルの上に乗るようにして脚全体のパワーを最大限引き出すための効率の良いペダリングを意識しながら最後まで乗り切りましょう。トレーニングマシンを TT のライディングポジシ

ョンを意識してポジション調整をしても良いが、ライディング中にはサドルを前に出し過ぎて TT バーに体重が乗ることがないようにしなければならない。こちらのトレーニングの前に

Element of Style を完了しておくことを強く推奨します. 
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Rubber Grove:60 
時間 概要 目的 ハードさ ケーデンス その他 

60min Type: タイムト

ライアル 

 

２０分間 FTP

（機能的作業

閾値パワー）テ

スト 

サファーフェストのトレーニング

を実施するために必須のサファ

ーレベル１〜１０のパワー、心

拍数を割り出す際に必要な

FTP 値の測定 

高い 

日頃から有酸素運動をされている方はまずは

ここから 

日常的に運動をしていない人の場合まずは

Wattbike の beginner 向け 16 週プランから始め

るのがおすすめ 

最大   110rpm 

最小   90rpm 

 

推奨プロファイル：青以外エアレジ A10

（より青が多い） 

推奨 FTP レンジ：なし 

  

 

 
Sufferfest ではいつもの通り最初から軽いジョークの効いた映像とトランス系のノリのいい音楽で気分を盛り上げてくれる。特に FTP テストというできれば避

けたいエクササイズをするのに当たり楽しめる要素が提供されるのはかなり救われる。このプログラムを始めるにあたり想定される RPE レベルについて決めて

おく必要がある。アップの最初はレベル２から３分おきにレベル７まで上げていき、その後レベル２の休憩とケーデンスを 110rpm に上げたレベル４が４回繰り

返される。休憩時間には綺麗なおねいさんが３本ローラーに乗りながらスクランブルエッグを作って和ませてくれ、高ケーデンス中にはカンチェラーラーの独走

状態のビデオで盛り上げてくれる。その少しの休憩の後、いよいよ FTP テストが開始される。レベル７で始まり５分ごとにレベル７.５、８そして８.５へと上

昇するように表示されるがここは自分の判断で上げ下げはすればいいと思う。無理をしすぎて最後までペースをキーブできなくなっては正しいテストができたと

は言えなくなるので注意が必要だ。FTP テスト期間は新城とチームメイトだったこともあるボクレールが単独での逃げを試みているがもうちょっとでプロトン

に捕まりそうになりつつもものすごい形相でゴールまで粘り続けるというなかなか珍しい展開の映像が流れる。FTP で辛い時にボクレールだって頑張っている

んだからこっちも！って頑張れた。  
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Revolver is Easy:46 
時間 概要 目的 ハードさ ケーデンス その他 

46min Type: マッシュアップ（複数のビ

デオを編集しして作られた作品） 

Revolver からインターバル１分ｘ

１０と Half is Easy のインターバ

ル１５秒ｘ２０を 1 セット 

 

サファーランド人らしいスピー

ド狂へチューニング 

高め 最大   110+ rpm 

最小   90rpm 

インターバル中は

100rpm /90rpm の繰り

返し 

推奨プロファイル：青以外エアレジ A10

（より青が多い） 

推奨 FTP レンジ：150 

  

 

 
 ウオームアップ インターバル１ インターバル 2  
強度 2 - 7.5 VO2Max - レスト 

x 10 
Vo2Max - レスト 

x 15 
 

時間(分) ｓの所は秒  1:00 - 1:00  15s – 15s  
ケーデンス  100 -95 100 - 90  
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The Best Way is Blended 
時間 概要 目的 ハードさ ケーデンス その他 

55min Type: MASHUP 

The Way Out からウオームアップと

テンポ走、Blender からペインシェー

カー 1min *6 回 3 セット、さらに

The Best thing in the world より

13.5 分にわたるアタック合戦と続く 

 自分の限界を見つ

け、乗り越えられるよ

うになる 

中～高 

ペインシェーカー

後半と最後高ケー

デンス、高負荷で

長い所がキツイ 

最 大   

110rpm 

最小   60rpm 

推奨プロファイル：青のコマが少ないプロファイル（青以

外時にエアレジを１～５に固定） 

推奨 FTP レンジ：160 

リカバリーのケーデンスをビデオの指示より低く抑えれ

ば FTP120 以上あれば参加可能 

 

  アップ テンポ ペインシェーカー レースシュミレーション ダウン 

時間

(分) 
5:30 

8:30+ R1 + 11 
+ R1 

E40s/R20s~E20s/R40s の 1 分イ

ンターバル 6 回を 3 セット 13：30 ３ 

ケーデ

ンス 60 – 100 85 -100 90 – 100 
80~110 

90 
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E:エフォート時間、R：リカバリー時間 

 

TOLD OFF BY ANGELS:55 
時間 概要 目的 ハードさ ケーデンス その他 
55min Type: MASHUP 

Do As You're Toldから前半

23:30, Rookie より中盤の

10：00、Angels の終盤 8:00 
をミックス 

 ペース走、スピードの変

化、アタックへの対応が

出来るようになりリカバリ

ー力を向上させる 

高 最大   110+rpm 

最小   60rpm 

推奨プロファイル：青のコ

マが少ないプロファイル

（青以外時にエアレジを１

～５に固定） 

推奨 FTPレンジ：140以上 

 

  アップ インターバル リカ

バリ

ー 

レースシュミレーショ

ン 
リカ

バリ

ー 

ヒルクライム

シュミレーシ

ョン 

ダウン 

時間(分) 

ｓの所は秒 

11：30 10s/50s ~50s/10s でエフォ

ート時間が変化するインタ

ーバル 11 回 

  10：00 3 8：00 3 

ケーデンス 80/100 60~110+   90～110+ 90 80~90 90 
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It Seems Like THIN AIR 
時間 概要 目的 ハードさ その他 
150min Type: クライミング 

ISLAGIATT ほぼ全編を

やり終えた後、ウオーム

アップだけを削った

THIN AIR をやる。組み

合わさり登りに次ぐ登り

を 2 時間半にわたり継

続。 

 長い時間、繰り返し閾値よ

り上の負荷でクライムする

ことへの耐性を付ける 

かなりきつい 推奨プロファイル：TBD 

推奨 FTP レンジ：TBD 

ISLAGIATT の詳細情報はこちら 

THIN AIR の詳細情報はこちら 
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http://pedalsup.jp/members-page/islagiatt120/
http://pedalsup.jp/members-page/thin-air60/
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