
サイズの目安

サイズの目安

■ サイズ : S (S～M対応) 有効幅85～100cm,、 L (L～3XL対応) 有効幅95～120cm
■ カラー : ブラック　　■重量 ： 800g　　■使用CO2ボンベ ： 30cc　
■ 素材 : 600D（ポリエステル）、リップ（ナイロン）、メッシュ（ポリエステル）、エアバッグチューブ : ウレタン 30cc

首部エアバッグシステムNW
首周りへの衝撃を緩和する二重構造

脱着式パスケース装備
(ネームカード)

サイドアジャストベルト カートリッジボンベ30ccを
装備したエアバッグの基盤部

カートリッジボンベ50ccを
装備したエアバッグの基盤部

別売サイドパッド装着可能

30cc

DOUBLE NECK AIRBAG SYSTEM
￥38,500 (税込) 本体価格￥35,000

ベルクロ（メス）

ベルクロ（オス）

脱着式ゼッケン

伸縮ワイヤーW

Blue

ベルクロ（オス）

重量 : 200g

Red

※転倒によるダメージを緩和するために
　必ず装着して下さい。

エアバッグ首気室

エアバッグ脇気室

エアバッグ胸気室

60cc

White

Black

レース専用のエアバッグシステム、キーボックスを背中に配備RS-1

RS-1用オプション　破損・紛失した場合の交換用にご利用下さい。

■ サイズ : Medium (S-L対応） 重量 : 1.2kg 
　　　　   XL (XL-3XL対応)  重量 : 1.3kg
　　　　   2XL (2XL-4XL対応)  重量 : 1.4kg   
■ カラー : レッド、ホワイト、ブルー、ブラック
■ 使用CO2ボンベ : 60cc
■ 素材 : 600D（ポリエステル）、リップ（ナイロン）、
　　　   メッシュ（ポリエステル）、
　エアバッグチューブ : ポリウレタン
■ バックプロテクター：ポリプロピレン、EVA、 
　　　　　　　　　　ポリエステルメッシュ

■ カラー : レッド、ホワイト、ブルー、ブラック
■ 素材 : 600D（ポリエステル）

二段階で接続する２つのコネクター

標準
装備

標準
装備

ウェストアジャスター

ベルクロ（メス）
キーボックスプロテクター

エアバッグ展開時

バックアジャスター

チームやスポンサーロゴなどがご自身で自由に入れ
られるゼッケン仕様！《ベルクロ着脱式》

トラックスーツの背中のコブに合わせて調節が可能です。

MFJ 公認レース2020年より18歳以下のライダーへエアバッグ式プロテクションの着用が義務付けられます。(MFJに登録されたエアバッグ式プロテクション)

前ゼッケン

前面用

＊前面用と背中用は別売です。

ベルクロ（メス） 後ゼッケン

背中用

コネクター2
降車時に自身で
取外しが可能

コネクター1

ループセッター

レースシーンでの使用を目的としたエアバッグ
脊髄神経でも重要な頚部への保護を重視し
開発したエアバッグシステムです

頚部打撃試験の結果、エアバッグを着用する 
ことで傷害値を十分にクリアしている状況であり、
重傷以下の傷害へ軽減できると推測されます。

頚部打撃試験

（財団法人日本自動車研究所にて試験実施 報告書より抜粋）

脊髄神経
頚髄

胸髄

腰髄

仙髄

尾髄

ゴムブッシング（付属品）
(カウル専用 伸縮ワイヤー保護パーツ)
カウル等に穴を開け伸縮ワイヤーを通す場合には、
ゴムブッシングにて穴部を保護して下さい。

RACE MODEL 
AIRBAG SYSTEM
RACE MODEL 
AIRBAG SYSTEM

MFJエアバッグ式プロテクション登録モデル

■サイズ : XS ・ S ・ M ・ L ・ XL ・ 2XL ・ 3XL　■カラー : ブラック　■重量 : 1.5kg (Lサイズ)　■使用CO2ボンベ : 50cc  
■素材 : 表地 : メッシュ（ナイロン）、　500D （ナイロン）、　LUMIDEX、 　裏地 : メッシュ（ポリエステル）、　
　　　    エアバッグチューブ : ポリウレタン 

エアバッグアクセサリー

尻気室ベルクロ仕様
エアバッグの展開を
スムーズにしました。

定番のエアバッグメッシュベスト
Vest MC5

Black

エアバッグ尻気室

エアバッグメッシュベスト オールシーズン対応

オールシーズン対応

エアバッグ展開時

エアバッグ展開時

エアバッグ首気室

エアバッグ脇気室

エアバッグ背中気室

エアバッグ胸気室

交換用CO2カートリッジボンベ
※必ずモデル指定のカートリッジボンベをご使用下さい。

ご不明な場合は当社ホームページの
交換用ボンベサイズ表を参照下さい。 キーボックスB型 キーボックスY型

伸縮ワイヤーがエンジン
などの高温箇所に接触
するのを防ぎます。

附属のバインド線で
取付けてください。

使用例

複数のバイクにお乗りの方や劣化・紛失した
場合の交換用としてご利用下さい。

破損・紛失した場合の交換用にご利用下さい。

背面にキーボックスを
配置したモデル専用

キーボックスB型用 キーボックスY型用
バックル型
キーボールセットB型

バックル型
キーボールセットY型

※RS-1(レースモデル)、背中にキーボックスが配置された
　モデルには使用できません。

バックル型 伸縮ワイヤー

バックル型 キーボールセット

交換用 伸縮ワイヤーW 交換用 伸縮ワイヤーWパーツ
レースモデル
RS-1 専用

バックル型 収納用ワンタッチコネクター

ウェア側パーツ(バックルオス)
￥3,520 (税込) 本体価格￥3,200

￥5,720 (税込) 本体価格￥5,200

￥39,600 (税込) 本体価格￥36,000

￥52,800 (税込) 本体価格￥48,000

車体側パーツ(バックルメス)
￥2,200 (税込) 本体価格￥2,000

RS-1 ゼッケン前面用・背中用
各種￥2,200 (税込) 本体価格￥2,000

各種￥1,320 (税込) 本体価格￥1,200

￥1,760 (税込) 本体価格￥1,600 ￥990 (税込) 本体価格￥900

各種￥1,320 (税込) 本体価格￥1,200
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ベストのエアバッグシステムは取外しが可能、洗濯の際はエアバッグシステムを取外してベストのみを洗濯します。エアバッグシステムは洗濯できません。 

ゴムブッシング
（付属品）

ゴムブッシング
（付属品）

キーボックスを背中に配置
ライディングの際にコーナーリング
などでワイヤーが邪魔になりにくい
背中に配置しています。

キーボックスを背中に配置
ライディングの際にコーナーリング
などでワイヤーが邪魔になりにくい
背中に配置しています。

胸囲

ウェスト

有効幅 有効幅はサイドアジャストベルトの位置での胴回りの長さです。
（胸囲とウェストの間あたりです。）

重量身長 胸囲 ウェストSize
Medium
XL
2XL

XL～3XL
S～L 150～180 80～105 70～85 1.2kg

1.3kg84～104100～125170～195
2XL～4XL 1.4kg90～110105～125175～195

Medium       有効幅 85～100cm

    XL           有効幅 95～110cm

   2XL          有効幅 110～120cm

キーボックス(B型)

キーボックス(B型)

キーボックス(Y型)

エアバッグ構造

胸囲

ウェスト

有効幅

有効幅はサイドアジャスト
ベルトの位置での胴回りの
長さです。（胸囲とウェスト
の間あたりです。）

二重首気室

頚部気室

ガス抜き
バルブ

軽さの訳は、表面の
細かいメッシュ素材！

透湿防水素材”INTERON”で防水・防風・防寒性を高める軽くてソフトな着心地のインナーウェア。 

春夏はメッシュジャケットのライナーに、秋冬は防寒・防水対策に最適です。
軽さの訳は、表面の
細かいメッシュ素材！

雨や風の侵入を防ぐ
フロントダブルフラップ

ライディング姿勢を
考慮した背面ロング丈

袖口にフィット感のある
ネオプレーンを採用

上着を脱いだ際の視認性を考慮し、
胸と背中にリフレクターを配備

透湿性 保温性防水性B-Liner6 透湿防水インナージャケット

■サイズ : S ・ Free(M~XL対応) ・ 2XL   ■カラー : ブラック　■重量 : 420g (Free)  ■素材 : 表地 :  INTERON（透湿防水フィルム/ポリウレタン）、ナイロン、ネオプレーン、裏地 ： フリース（ポリエステル）

￥8,800 (税込) 本体価格￥8,000

オールシーズン対応


