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Scan the QR code to learn more: an app takes you straight to  

more information on the uvex website.

Find out more 
with QR codes

01  

Download a free QR 

code reader from 

the Apple App Store  

or Google Play Store.

02  

Open the code reader 

app on your smartphone 

and scan the QR code 

with your smartphone 

camera.

03  

You will be transferred 

automatically to a 

website with further 

information.
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PROTECTION technology
［tested to standards│安全基準］

uvexヘルメットの装着で安全で快適なサイクルスポーツが楽しめます。
uvexサイクルスポーツヘルメットは、厳しい安全基準を満たしています。

Plus GS tested European helmet standardsUS helmet standards

EPS
hardshell // inmould

多数の微細な気室からなる保
護素材で、落下の際に生じる
力を吸収します。

CFK
hardshell

ハイエンドモデルに使用される
超軽量強化カーボンファイバー。

ABS
hardshell

ハードシェルテクノロジーの
標準素材。

PC
inmould

インモールドテクノロジーの
標準素材。

［shell material │シェル素材］
High-tech in all layers

［shell construction│シェル構造］
The best of the best

Outer material

Inner material

［ハードシェル
テクノロジー］
射出成型されたアウタ
ーシェルとEPS（発砲
ポリスチレンフォーム）
からなり、耐衝撃のア
ウターとショックを吸
収するインナーのコン
ビネーションにより高
い安全性を実現してい
ます。

［インモールド
テクノロジー］
EPS（発砲ポリスチレ
ンフォーム）のインナ
ーシェルが抗衝撃のポ
リカーボネイトのアウ
ターシェルの内側に直
接形づくられています。
ヘルメット構造上、軽
量かつ高強度です。

［ダブルインモールド
テクノロジー］
証明されたインモール
ド 構 造 が 第2のPCシ
ェルにフィットし、ダ
メージからの外縁への
さらなる保護の役割を
果たす。

EPSインナーシ
ェルとポリカー
ボネイトアウタ
ーシェルの一体
型構造

EPSイ ン ナ ー
シェルとダブル
のポリカーボネ
イトアウターシェ
ルのサンドウィッ
チ構造

丈夫な
アウターシェル

EPS
インナーシェル

はめ込み式構造

COMFORT technology

FIT technology

［vent system］
快適なベンチレーション（通気）システム
革新的なuvexベンチレーションシステムは、快適な空気循環によりヘル
メット内の不快な熱の発生を抑えます。通気用のホールは熱い空気を外
へ逃がし、新鮮な空気を取り込むよう設計されています。

［removable lining］
取り外し可能なインナーパットライニング

［FAS］
シンプルで実用的なストラップ
FASストラップにより簡単にかつ何度でも自身の頭に合ったサイズに調整で
きます。それにより、いかなる状況においてもヘルメットが安全に頭に固定
され、ストラップはいつもベストの位置にあります。

［monomatic］
ボタンプッシュのストラップ着脱
uvexの多段階ストラップ調整可能システムのモノマティッククロージャーに
より、チンストラップは常にベストな位置での固定が可能です。また、ワン
プッシュ操作により、セット、リセットの着脱が容易にできます。

［uvex IAS3.0│uvex 3D IAS3.0］
サイズ調整システム
人それぞれ頭の形状は異なります。uvex IAS3.0システムはサイ
ズ幅を調整できる調整システムです。uvex 3D IAS3.0システムは
これに加え、このサイズ幅調整のワイヤーの高さを調整できるシ
ステムで、よりフィッティングが向上します。

［ベーシックインナーパット］
特別な抗菌素材のパッドで取り外し、微調整
が可能です。もちろん洗濯も可能です。

［X-フィットパット］
特別な抗菌素材のメッシュパッドで取り外し、
微調整が可能です。

［ ベントパット］
特別な抗菌素材のパッドをエンボス加工し、
最大の換気機能と最適のフィット感を保証し
ます。

［ カーボンインナーパット］
静菌性のカーボンファイバーと特別な抗菌素
材により優れた無菌効果の持続を約束しま
す。また、パッドにはエンボス加工し、最大
の換気機能と最適のフィット感を保証します。

［uvex IAS3.0│3D IAS 3.0］
幅の調整：ダイヤルを回転させるこ
とによりサイズ幅の調整が可能です。

［uvex 3D IAS 3.0］
高さの調整：サイズ幅調
整のワイヤーの高さを調
整することが可能です。

［涼しい空気］
中央のエアベントか
ら直接空気がヘルメ
ットへ流れ込む。

［暖まった空気］
熱（気）を効果的にヘ
ルメットの外へと放
出する。

［頭を冷やす］
通気エリアの温度を
低く。

Individual  
anatomy
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FASTEST
YOU’RE THE

KEEP COOL

耐久性と軽量性を兼ね備えたリールと航空
機グレードのステンレス鋼製のワイヤー、
専用ガイドとの組合せで構成されるこのシ
ステムは安全で快適、カスタマイズされた
フィット感、そして円滑な締めつけを実現
します。

uvex EDAero [uvex
EveryDayAerodynamics]
The fastest uvex helmet
in its class – plus optimal
ventilation.

16ワットパワーを従来のスプリント
ヘルメットに比べてセーブ。

40km以上を平均時速38kmで走行
するとタイムを1分25 秒短縮します。

※当社比  実験室内  平均250ワットパワー

uvex EDAero [uvex
EveryDayAerodynamics]
The fastest uvex helmet
in its class – plus optimal
ventilation.

16ワットパワーを従来のスプリント
ヘルメットに比べてセーブ。

40km以上を平均時速38kmで走行
するとタイムを1分25 秒短縮します。

※当社比  実験室内  平均250ワットパワー
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¥24,000（税別）

¥19,500（税別）¥33,000（税別）　made in china

uvex race 5

uvex race 1uvex EDAero

・ ダブルインモールド
・ ハイインパクトシェル

・ ダブルインモールド
・ ロールオーバーバー

・ ダブルインモールド
・ エアロベンチデザイン

・ 2K IAS
・ モノマティック
・ FAS ストラップ

・ 2K IAS
・ モノマティック
・ FAS ストラップ

・ BOA
・ モノマティック
・ FAS ストラップ

・ 23 ベンチレーションオープニングス
・ カーボンインナーパット
・ サンプロテクション
・ 重量：250g

・ 20 ベンチレーションオープニングス
・ ベントパット
・ 重量：230g

・ 8 ベンチレーションオープニングス
・ ベントパット
・ 重量：300g

・ 04 / 2014 very good

・ 05 / 2015 very good

PROTECTION

PROTECTIONPROTECTION

FIT

FITFIT

COMFORT

COMFORTCOMFORT

AWARDS

AWARDS

race

racerace

ホワイト
41.0.190.0117 // 55-58cm
41.0.190.0119 // 58-61cm

グリーン / ホワイト
41.0.170.1917 // 55-59cm

ホワイト / ブラックマット
41.0.963.0417 // 53-57cm
41.0.963.0419 // 57-59cm

ブラックマット / レッド
41.0.190.1217 // 55-58cm
41.0.190.1219 // 58-61cm

ブラックマット / シャイニー 
41.0.170.1717 // 55-59cm

レッドマット / ホワイト
41.0.963.0517 // 53-57cm
41.0.963.0519 // 57-59cm

ホワイト / ブラック
41.0.190.1317 // 55-58cm
41.0.190.1319 // 58-61cm

ホワイト
41.0.170.1117 // 55-59cm

ブラック / ホワイトマット
41.0.963.0317 // 53-57cm
41.0.963.0319 // 57-59cm

ダークシルバー / グリーン
41.0.190.1417 // 55-58cm
41.0.190.1419 // 58-61cm

レッド / ホワイト
41.0.170.2017 // 55-59cm

ホワイト / ブルー
41.0.963.0217 // 53-57cm
41.0.963.0219 // 57-59cm

High-tech partnership  
with Boa Technology Inc.
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¥12,500（税別） ¥12,500（税別）

¥9,900（税別）¥8,000（税別）

uvex boss race uvex oversize

uvex onyxuvex i-vo race

・ ダブルインモールド ・ ダブルインモールド

・ インモールド・ インモールド

・ 3D IAS 3.0
・ モノマティック
・ FAS ストラップ

・ 3D IAS 3.0
・ モノマティック
・ FAS ストラップ

・ 3D IAS 3.0
・ モノマティック
・ FAS ストラップ

・ 3D IAS 3.0
・ モノマティック
・ FAS ストラップ

・ 19 ベンチレーションオープニングス
・ X-フィットパット
・ ノーインセクトメッシュ
・ 重量：235g

・ 24 ベンチレーションオープニングス
・ ベーシックインナーパット
・ ノーインセクトメッシュ
・ クロスシールドリムーバブル
・ 重量：330g

・ 17 ベンチレーションオープニングス
・ ベーシックインナーパット
・ ノーインセクトメッシュ
・ クロスシールドリムーバブル
・ 重量：245g

・ 24 ベンチレーションオープニングス
・ ベーシックインナーパット
・ ノーインセクトメッシュ
・ 重量：215g

・ 04 / 2014 very good

PROTECTION PROTECTION

PROTECTIONPROTECTION

FIT FIT

FITFIT

COMFORT COMFORT

COMFORTCOMFORT

AWARDS

race active

activerace

カーボンルックホワイト
41.0.229.0117 // 55-60cm

ブラック / シルバー
41.4.543.2515 // 52-57cm

カーボンルックブラック
41.0.409.0617 // 56-60cm

ホワイト / ブラック
41.0.229.0817 // 55-60cm

グレイ / ネオングリーン
41.0.229.1417 // 55-60cm

ブラック
41.0.229.0317 // 55-60cm

ホワイト / ライトブルー
41.4.543.2715 // 52-57cm

グレイ / ネオンオレンジ
41.0.229.1317 // 55-60cm

ブラックマット / シルバー
41.0.160.0617 // 61-65cm

ホワイト / レッド
41.4.543.1815 // 52-57cm

カーボンルックホワイト
41.0.409.0517 // 56-60cm
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¥3,700（税別）　made in china

¥1,500（税別）　made in china¥9,600（税別）　made in china

aero rain cap

bike capuvex hlmt 5 bike pro

・ ハードシェル ・ IAS
・ モノマティック
・ FAS ストラップ

・ 10 ベンチレーションオープニングス
・ X-フィットパット
・ 重量：420g

PROTECTION FIT COMFORT

accessories

accessoriescore

ブラック / ホワイト
41.9.953.0100

シアン / レッドマット
41.0.303.0417 // 55-58cm
41.0.303.0419 // 58-61cm

ブルー / ブラック
41.9.953.0300

イエロー / ブラック
41.9.953.0200

グレイ / ピンクマット
41.0.303.1117 // 55-58cm
41.0.303.1119 // 58-61cm

ヴァイオレット / ブラック
41.9.953.0400

グレイ / ライムマット
41.0.303.1217 // 55-58cm
41.0.303.1219 // 58-61cm

ブラック
41.S.141.0002 
// 出荷単位は6枚



  PROTECTION-TECHNOLOGY   COMFORT-TECHNOLOGY
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抜群のグリップ力と耐久性がある日本製合皮を使用。 親指は、タオル生地を使用し汗を吸い取る。 日焼け止めロングカフは伸縮タイプの生地を使用。
（ロングフィンガータイプに採用）

手首が動かしやすいように、内側にベルクロを設計。 夜間でも安心のリフレクター（反射布）を装備。指が筒状（パイプ状）で曲がっているから握りやすい。

追求したのは、疲れにくさと高いフィット感
長時間のライディングによる疲労の軽減と高いフィット感の持続を実現するために、人間工学（エルゴノミクス）に基づき、独自の3D 立
体断裁・縫製技術を使い設計。フィット感を損なうしわやヨレが生じにくく、正確なグリップ力を確保するトップアスリートグローブです。

  抜群のグリップ力と耐久性を実現   親指のタオル生地   ロングカフ

  オリジナルベルクロ   リフレクター（反射板）  握りやすさを追求

GLOVE 
TECHNOLOGY

  FIT-TECHNOLOGY

ロングフィンガーグローブ

ミドルフィンガーグローブ

ショートフィンガーグローブ

¥4,300（税別）　made in indonesia

¥4,000（税別）　made in indonesia

¥3,700（税別）　made in indonesia

1  ホワイト/ ブラック（WK）

1  ホワイト/ スカイブルー（WSB）

1  ホワイト/ ブラック（WK）

2  ブラック/ ブラック（KK）

2  ブラック/ ブラック（KK）

2  ブラック/ スカイブルー（KSB） 3  ブラック/ ブラック（KK）

オールシーズン対応の全指タイプ
品番：U173 
サイズ：S、M、L、XL

3 シーズン快適 8 分指タイプ
品番：U172 
サイズ：S、M、L、XL

オーソドックスな半指タイプ
品番：U171 
サイズ：S、M、L、XL

Ergo Grip Racing パッドをなくし、ハンドルとのダイレクト感を追求したレーシンググローブ

  FIT-TECHNOLOGY   COMFORT-TECHNOLOGY

手の平、中央に引っ張るように縫製し
てあるので、シワができない。

中指と薬指に脱着がしやすいよう補強
してある。

ベンチレーション（空気穴）により不快
な蒸れを解消。またパッドがないので
究極のフィット感を実現。

伸縮性の良い生地を使用し、手首ま
わりをよりタイトに動きやすさにこだ
わった。

  究極のフィット感   簡単な脱着   伸縮性の良い生地  こだわりの縫製
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ロングフィンガーシックパッド

ミドルフィンガーシックパッド

レディースグローブ

ウィンターグローブ

ショートフィンガーシックパッド

¥4,900（税別）　made in indonesia

¥4,600（税別）　made in indonesia

¥4,900（税別）　made in indonesia

¥4,500（税別）　made in indonesia

¥4,300（税別）　made in indonesia

Ergo Grip ThickPad Ergo Grip Ladies

Ergo Grip Winter

1  ホワイト/ ブラック（WK）

1  ブラック（K）

1  ブラック/ グリーン（KG）

1  ホワイト/ ブラック（WK）

1  ホワイト/ ブラック（WK）

2  スカイブルー / ブラック（SBK）

2  グレイ（GRY）

2  ブラック/ ホワイト（KW）

2  スカイブルー / ブラック（SBK）

2  スカイブルー / ブラック（SBK）

3  ブラック/ ブラック（KK）

3  ブラック/ ブラック（KK）

3  ブラック/ ブラック（KK）

オールシーズン対応の全指タイプ
品番：U163 
サイズ：XS、S、M、L、XL

3 シーズン快適 8 分指タイプ
品番：U162 
サイズ：XS、S、M、L、XL

3 シーズン快適全指タイプ
品番：U175 
サイズ：S、M、L

ウィンターシーズン対応の全指タイプ
品番：U-164
サイズ：XS、S、M、L、XL

オーソドックスな半指タイプ
品番：U161 
サイズ：XS、S、M、L、XL

女性が設計した女性のための ERGO GRIP グローブ UV CUT

冬でも暖かく曲がった指で快適に

ロングライド対応  厚手パッド内蔵グローブ

株式会社 ウベックス スポーツ ジャパン　　uvex-sports.jp
〒 101-0054 東京都千代田区神田錦町 3-6 共同ビル 7F　TEL: 03-5283-5561　FAX: 03-5283-5562　

※本紙掲載の商品の色調は印刷のため実物と異なる場合があります。
※カラー、仕様等は予告なく変更する場合があります。
※本紙に記載の価格はすべてメーカー希望小売価格で、消費税抜きの本体価格です。
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ジャージの上からかぶせ、空気抵抗を減らします。

  ロングカフ仕様

ストレッチ性に優れた軽量なUVケアファブリッ
ク❶と保温性に優れた起毛素材❸で冷気を完
全にカットする防風シート❷をサンドイッチした
3層構造で高いフィッティングと防風保温が可能。

ファブリック❶

防風シート❷

起毛素材❸

  防風裏起毛ストレッチ素材（5℃〜10℃対応）

  COMFORT-TECHNOLOGY   FIT-TECHNOLOGY

  FIT-TECHNOLOGY

  COMFORT-TECHNOLOGY

  COMFORT-TECHNOLOGY

硬さの違う2素材のウレタンを使用し、第1層
の低反発ウレタンで衝撃をしっかり吸収し、
第2層の硬質ウレタンで長時間の使用でもつ
ぶれること（型崩れ）がなく耐久性がUP。

従来のデザイン
より手の周囲を
5mm 細くし、指
の 太 さも3mm
細く設計。また
全 体 的 に 細 く
長くすることに
より、女性 のし
なやかな手のサ
イズ 感 を 再現。

（当社比）

パッドの位置を
生命線上（ やや
中央 ）に設置す
ることにより、ロ
ングライドにも
対応。またロン
グカフを採用し
ているので袖口
の日焼け防止に
もなる。

❶ドロップハンドルをもつ場合　❷ブラケットをもつ場合　❸ Tバー（MTB クロスバイク）でのクルージングの場合。
実際の接地面とパッドの位置関係の比較。

ファブリック
第 1層

第 2 層

  シックパッド（ロングライド対応）   レディースカット

  レディース用パッド＆テクノロジー

❶ドロップハンドル

❷ブラケット

❸ Tバーのクルージング

❷

❶

❸


