
5 6

カートリッジボンベはどれを付ければいいの？　　モデルによってカートリッジボンベのサイズ（容量）が異なります。　カートリッジボンベシールの表示サイズ（容量）とキーボックスカバー裏側のラベル表示が同じである事を
ご確認下さい。　モデルごとに圧力の調整をしていますので、違うサイズのカートリッジボンベを取り付けると破裂や圧力不足で効果が出ない場合がありますのでご注意下さい。

Q&AQ&A

オプションプロテクター

女性・子供におすすめ 本体/160g

メッシュ
カバー付

衝撃を面で捕らえ分散する《中空構造》

簡単装着

ベルクロ着脱式　最軽量 CE脊髄パッド ベルクロ着脱式　フレキシブルタイプの脊髄パッド

軽量 ・ ソフト ・ フレキシブル

装着可能モデル
ハーネスA,B,SV2,MLV-C 等

胸部パッド（小）
本体価格 ¥2,900 +税

サイズ : W230xH145x厚み20mm
カラー : ブラック　　重量 : 150g(2個)
素材 : パッド本体：ポリエチレン、
　　　カバー：600D、エアメッシュ（ポリエステル）

ハーネス専用
サイドパッド（2個セット）

本体価格 ¥3,200 +税

セパレート型胸部パッド 本体価格 ¥3,000 +税

一体型胸部パッド２ 本体価格 ¥3,800 +税

HC胸部パッド
サイズ : W275 x H226mm　素材 : ポリプロピレン、ポリエチレン、メッシュ
カラー : ブラック　重量 : 190g　附属：ウェア取付け用ソフトベルクロ付 

本体価格 ¥3,800 +税

一体型胸部パッド・ライトモデル 本体価格 ¥2,800 +税

ベルクロ（オス）

ベルクロ（オス）

ベルクロ
（オス）

ベルクロ（オス）

格子の溝でフレキシブルに！
通気穴とメッシュ素材で蒸れ
を軽減します

本体

MLV-C

装着例

サイズ : フリーサイズ 【M～3XL対応】
カラー : ブラック ・ イエロー　素材 : PPテープ、ベルクロ

サイズ : フリーサイズ 【M～3XL対応】
カラー : ブラック ・ イエロー　素材 : PPテープ、ベルクロ

本体価格 ¥3,000 +税ハーネスB

本体価格 ¥2,600 +税ハーネスA

サイズ : W255 x H390 mm　カラー : ブラック
重量 : 115g　素材 : EVA ・ ポリプロピレン ・ ポリエチレン

CE脊髄パッドLW 本体価格 ¥2,000 +税
サイズ : W175 x H450 mm　カラー : ブラック
重量 : 140g　素材 : ポリエチレン

ハーネス専用 脊髄パッド 本体価格 ¥1,333 +税

サイドホルダー

伸縮ワイヤー

サドルストラップは中心部分が二重仕様 (ループ状 )になっており、そこに伸縮ワイヤーを取付ければ伸縮ワイヤーが左右にずれる事なく固定されてます。

取付け方法はとても簡単
両サイドを鐙用フックに取付けるだけ！
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Airbag Jacket Support Item

《サドルストラップ》
伸縮ワイヤー装着用ストラップ
伸縮ワイヤーをサドルホルダーに装着した
際に生じる左右へのズレを解消した、
取付け簡単な伸縮ワイヤー装着ストラップ！

サドルストラップの
中心のループ部分に
伸縮ワイヤーを通し
て取付けてます

サドルストラップへの伸縮ワイヤー装着方法

伸縮ワイヤー

サドルストラップ

サドルストラップは鞍の鐙用フックに取付けます

Blue/長さ約53cm

Yellow/長さ約48cm

Red/長さ約43cm

サドルストラップ

伸縮ワイヤー

交換用 CO2カートリッジボンベ 交換用 キーボールセット

プロテクターハーネス

ハーネス専用サイドパッド

劣化等の交換用に、
鞍ごとに取り付ける
ときの追加用として
ご使用下さい。

バックル型 伸縮ワイヤー

バックル型 伸縮ワイヤー2(ベルトタイプ)

Short     内寸約42.5cm
Mediam 内寸約47.5cm
Long      内寸約52.5cm

＊長さは３種類、馬具に合った
　長さをお選び下さい

鐙(あぶみ)を
取付け、
開閉レバー
を閉めます

鐙革託鐶（あぶみがわたっかん）に
サドルストラップのワッペン面を上し、
両端のループ部分をしっかり奥まで
差し込みます
(開閉レバー《セーフティロック》は
 場合もあります)

サドルストラップ鐙革託鐶

開閉レバー
鐙革

サドルストラップ
両端がループ状
で鐙革託鐶に
掛けられます

サドルストラップのワッペン面を上にし、
中央の輪部に伸縮ワイヤーの輪部を通す

ワッペン面を
上にする

伸縮ワイヤーの輪に
先端から通す

伸縮ワイヤーの輪にゆとりが
なくなるまで締めて下さい

伸縮ワイヤー

ベルトタイプの伸縮ワイヤーです。長さ調節はベルトで簡単調節、取付けも簡単！　破損や劣化した場合にご利用ください。

バックル型伸縮ワイヤー２
（ベルトタイプ）

バックル型伸縮ワイヤー２ショート
（ベルトタイプ）

伸縮ワイヤー2を鞍のサドルホルダー（サドルストラップ）に結びつけるだけで準備完了。
サイドホルダー

伸縮ワイヤー2

サドルホルダーへの伸縮ワイヤー2（ベルトタイプ）取り付け
サドルホルダーの付いていない鞍はあらかじめご用意下さい。

伸縮ワイヤーを鞍のサドルホルダー（サドルストラップ）に結びつけるだけで準備完了。

サドルホルダーへの伸縮ワイヤー取り付け
サドルホルダーの付いていない鞍はあらかじめご用意下さい。

カートリッジボンベはhit-airエアバッグジャケット
附属の工具ツールで各自で再生が可能です

キーボックスのキーボールが破損や紛失した
場合のご利用ください

キーボックスB型
エアバッグ製品に装着されている
キーボールが破損・紛失した場合
の交換用にご利用下さい。

一体型伸縮ワイヤー3 伸縮ワイヤー2とサドルストラップの一体型です。バックルで伸縮ワイヤー部・サドルストラップ部で分離でき、それぞれの長さが調節可能です。

鐙(あぶみ)を取付け、ストッパーを
閉めます

鐙革託鐶（あぶみがわたっかん）にサドルストラ
ップの両端のループ部分をしっかり奥まで差
し込み、ストラップの長さを調節します

サドル
ストラップ鐙革託鐶

（あぶみがわたっかん）

ストッパー
鐙革

伸縮ワイヤー部

サドルストラップ部

一体型
伸縮ワイヤー3

子供用の
ショートタイプ

子供用のショートタイプ

簡単調節！

バックル

一体型
伸縮ワイヤー3
ショート

サドルストラップ胸部パッド

脊髄パッド

サイズ  : W260 x H270mm　カラー : ブラック　
重量 : 270g　素材 : ポリプロピレン（中空構造）
附属：ウェア取付け用ソフトベルクロ付 

サイズ  : W120 x H220mm　カラー : ブラック
重量 : 155g(2枚)　素材 : ポリプロピレン（中空構造）
附属：ウェア取付け用ソフトベルクロ付 

サイズ  : W310 x H250mm　カラー : ブラック　重量 : 140g
素材 : 本体：ポリエチレン、カバー：メッシュ
附属：ウェア取付け用ソフトベルクロ付 

サイズ  : W208 x H210mm
カラー : ホワイト  重量 : カバー付195g
素材 : ポリプロピレン（中空構造）
附属：メッシュカバー付（ブラック）
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CE脊髄パッド
 LW

ベルクロで簡単調節
サイドパッド装着可能

一体型
胸部パッド２

ハーネス専用
脊髄パッド

HC胸部パッド
サイドパッド

セパレート型
胸部パッド

ベルクロで簡単装着
上下の調節可能

胸部・脊髄・サイドパッドのフィット感を高めるパッド装着用ハーネスです

胸部パッド取付け専用

胸部+脊髄パッド取付け用

Black

装着用ベルトループ
（ベルクロ）装備

裏面メッシュ素材

ベルトループ
で左右のベル
トへ装着！

動きに柔軟性を持たせる格子状の溝
パッド本体

通気穴と裏面メッシュで蒸れを解消

MLV-CM + HC胸部パッド MLV-CS + セパレート型胸部パッドMC5 + HC胸部パッド

ウェア側ベルクロ（メス）

パッド側ベルクロ（オス）

hit-airエアバッグ製品には胸部パッド取付け用のベルクロ（メス）を装備しています。

表面に小さな通気口、裏面に開いた小さな
通気口で蒸れを軽減します。

裏面：メッシュ
メッシュと通気口

胸にフィットする立体的な蜂の巣構造！

prEN1621-3 : 2011ベルクロ（オス）

ベルクロ
（オス）

ベルクロ
（オス）

裏面

裏面

hit-airジャケットの背中内側にパッド装着用のベルクロ（メス）を装備、パッド側のベルクロ（オス）で簡単装着！

EN 1621-2

裏面のメッシュの
凹凸が蒸れを
軽減します

MLV－CM
装着例

装着例

MLV－CM

MC5

簡 単 装 着！

分 離 時

必ずジャケット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

hit-airジャケットの胸部内側にパッド装着用のベルクロ（メス）を装備、パッド側のベルクロ（オス）で簡単装着！

サイズ/カラー :  S / レッド　　  内寸 約425 mm
　　　　　　   M / イエロー　内寸 約475 mm
　　　　　　    L / ブルー　    内寸 約525 mm
素材 : PPテープ

サドルストラップ 各種 本体価格 ¥1,000 +税

素材 : PPテープ
各種 　　本体価格 ¥1,600 +税

素材 : PPテープ
各種 　　本体価格 ¥2,400 +税

素材 : ケブラー、ウレタン
本体価格 ¥1,600 +税

バックル型 伸縮ワイヤー

本体価格 ¥1,200 +税
バックル型 キーボールセット

各種 本体価格 ¥1,200 +税
交換用CO2カートリッジボンベ

伸縮ワイヤーは強度に優れたケブラー糸を使用したワイヤーを使用しています。 長さ調節はワイヤーを切って調節します。

エアバッグの音で馬が驚くのでは？　エアバッグが作動する際に音が出ます、その音で馬が驚くことは無いとは言い切れませんが、何頭かの馬の前でエアーバッグを作動させ作動音で馬が驚くか室内と屋外でテストしました、
その際は特に驚いて暴れる事はありませんでした。また、エアバッグは馬の急な動きなどで振り落とされたりした場合に作動しますので、馬が驚いた後に作動する事の方が多いと考えています。

《サドルストラップ》
伸縮ワイヤー装着用ストラップ
伸縮ワイヤーをサドルホルダーに装着した
際に生じる左右へのズレを解消した、
取付け簡単な伸縮ワイヤー装着ストラップ！

伸縮ワイヤー2の輪に先端
から通す

伸縮ワイヤー2の輪にゆとり
がなくなるまで締めて下さい

伸縮ワイヤーの輪に先端
から通す

伸縮ワイヤーの輪にゆとりが
なくなるまで締めて下さい

キャップ

２cm以上残す

必ず硬く結ぶ


