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ホワイト / ブラック
41.0.965.0315 // 56-58cm
41.0.965.0317 // 59-61cm

ホワイト / レッド
41.0.969.0815 // 53-57cm
41.0.969.0817 // 57-60cm

オールブラックマット
41.0.969.0715 // 53-57cm
41.0.969.0717 // 57-60cm

革新的な特大のベンチレーションは、
これまでのuvex製ヘルメットの中
でも最も高い通気性を実現します。

コンパクトで非常に軽量なこのヘル
メットは、すべてのロードレーサー
に適します。

シェル内部に組み込まれた超軽量
なケージ構造は、衝撃による圧力を
分散し、高い安全性を確保します。

¥39,000（税別）¥26,000（税別）

空力学的に優れた uvex race 9 により高度なパ
フォーマンスが実現可能です。革新的なケージ
構造により、軽量化と安全性を兼ね備えます。
2k IAS システムにより高さと幅の両方が調整可
能で快適なフィッティングが得られます。

・エアロベンチデザイン
・マルチインモールド
・ケージ構造
・14 ベンチレーションオープニングス
・2k IAS フィットシステム
・モノマティック
・FAS ストラップ
・ベンチパッド

・重量：285g, 300g
・スタンダード：EN1078

uvex race 8 は短いドロップ型のフォルムを採
用し、乱気流を抑える空力学的パフォーマンスと
ベンチレーションによる快適さを兼ね備えます。
革新的なマグネット式バイザーのタイムトライア
ル用ヘルメットです。

・エアロベンチデザイン
・PC ハードシェル
・シームレス
・2k IAS フィットシステム
・モノマティック
・FAS ストラップ
・ベンチパッド
・マグネットバイザー
  ライトミラースモーク（S1）

・重量：450g, 455g
・スタンダード：EN1078

uvex race 9

performance

3
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features
uvex race 9

uvex race 8

Features

Max Neumann  

Team BMC

Helmet: uvex race 8

レース、トレーニング、そして次のレース、またはアフター
ワークのライドであってもパーソナルベストを追い求める
ときは、全てが適切でなければなりません。
uvex race 9 ヘルメットには特大のベンチレーションが
装備されているため、激しい山岳ステージにおいてもヘ
ルメット内部を涼しく保つことが可能です。

優れたエアフローと特別なケージ構造により、この軽量
でコンパクトなヘルメットはスタートからゴールまで卓越
したパフォーマンスを実現します。
過酷な条件下においても、非常に高いレベルの安全性を
提供します。ロードバイク愛好家のためのハイパフォーマ
ンスヘルメットです。

Features

 
Ventilation Lightweight Protection
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¥15,000（税別）

ブラック
41.0.229.0317 // 55-60cm

ブラック / ライム
41.0.229.2017 // 55-60cm

ホワイト / ブラック
41.0.968.0217 // 55-61cm

ホワイト
41.0.229.0217 // 55-60cm

レッド / ホワイト
41.0.968.0317 // 55-61cm

スカイ
41.0.229.1917 // 55-60cm

¥8,000（税別）

カーボンルックブラック
41.0.409.0617 // 56-60cm

カーボンルックホワイト
41.0.409.0517 // 56-60cm

5

¥11,000（税別）

ブラック
41.0.968.0117 // 55-61cm

ダブルインモールド構造の軽量で高機能なロー
ドバイクヘルメットです。高さと幅の両方が調整
可能な2k IAS システムによる正確なフィッティ
ングと24のベンチレーションにより快適な空気
循環が得られます。

・インモールド
・24 ベンチレーションオープニングス
・2k IAS フィットシステム
・モノマティック
・FAS ストラップ
・ベンチパッド

・重量：240g
・スタンダード：EN1078

・インモールド
・24 ベンチレーションオープニングス
・3D IAS 3.0 フィットシステム
・モノマティック
・FAS ストラップ
・ベーシックインナーパッド
・バグネット

・重量：220g
・スタンダード：EN1078

シンプルなデザインの軽量なローバイクヘルメッ
トです。高さと幅の両方が調整可能な3D IAS シ
ステムにより優れたフィッティングと24のベンチ
レーションによる快適な空気循環が得られます。

・ダブルインモールド
・19 ベンチレーションオープニングス
・3D IAS 3.0 フィットシステム
・モノマティック
・FAS ストラップ
・X-フィットパッド
・バグネット

・重量：245g
・スタンダード：EN1078

3D IAS 3.0システムと高品質な x-fit パッドに
より、非常に優れたフィッティングを実現します。
19個のベンチレーションとバグネットが装備さ
れた快適で高級感のあるダブルインモールド構
造のロードバイクヘルメットです。

uvex boss race
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uvex i-vo raceuvex race 7

proudly
protected
by uvex

Nicola Spirig 
Olympic champion 2012  
and 6x Eu

 Matthias Schindler 
Winner Paracycling  
World Cup 2018

Bart Aernouts  
3x Winner  
Ironman 70.3

Laura Philipp  
12x Winner  
Ironman 70.3

 Chris Leiferman 
Team BMC 
2x Winner Ironman 
1x Winner Ironman 70.3

Anne Haug  
Winner Ironman World  
Championships 2019

Team Lexware 
45x World Cup  
Top 10

Protecting people これは私達の使命と責
任であり、情熱でもあります。私達はサポートす
るプロアスリートのパフォーマンスに誇りを持っ
ています。
あらゆる状況下においても、彼らを最高レベル
の安全性でサポートしていくことが、100分の1
秒の短縮へ繋がると信じ製品の開発に取り組ん
でいます。

 

Features Features

Features
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容易に着脱可能なチンガードにより、
フルフェイスからハーフシェルへの
モデルチェンジが可能です。

上下に稼働し高さの調整可能な大
きなバイザーは、低い日差しや雨、
石などからも保護してくれます。着
脱も可能です。

後頭部を衝撃から保護する設計で
す。首回りを深くカットすることで安
全性を高めています。

¥29,000（税別）

グレイマット
41.0.978.0815 // 52-57cm
41.0.978.0817 // 56-61cm

ブラックマット
41.0.978.0715 // 52-57cm
41.0.978.0717 // 56-61cm

ブラック
41.0.821.0102 // 56-58cm
41.0.821.0103 // 58-60cm
41.0.821.0104 // 60-62cm

フォレスト / マスタードマット
41.0.978.0515 // 52-57cm
41.0.978.0517 // 56-61cm

ブルー / ファイアー
41.0.821.0302 // 56-58cm
41.0.821.0303 // 58-60cm
41.0.821.0304 // 60-62cm

¥14,000（税別）

・ハードシェル
・13 ベンチレーションオープニングス
・ダブル D リングホルダー
・アジャスタブルバイザー
・リムーバブルライナー

・重量：1,027g（56-58cm）
・スタンダード：EN1078

ハードシェルテクノロジーを採用した強靭なフル
フェイスヘルメットです。ゴーグルを適したポジショ
ンで装着できる形状に設計され、バイザーも可動
します。インナーライニングは洗濯可能です。

・ダブルインモールド
・14 ベンチレーションオープニングス
・Boa® フィットシステム
・モノマティック
・FAS ストラップ
・アジャスタブルバイザー
・リムーバブルチンガード
・ゴーグルストラップホルダー
・バグネット
・リムーバブルバイザー
・ベンチパッド

・重量：630g, 690g
・スタンダード：EN1078

Hi-end convertible: 容易に着脱可能なチン
ガードは、超軽量フルフェイスヘルメットをツー
リングに適したハーフシェルに変更することが
できます。可動式のバイザーを上げると外した
ゴーグルを留め置くことも可能です。快適な14
個のベンチレーションを備えます。

mountain-
bike
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features
uvex jakkyl hde 2.0

uvex jakkyl hde 2.0

uvex hlmt 10 bike

舗装された道路を抜けるとマウンテンバイカーのチ
ャレンジがはじまります。砂、水、岩、そして泥、この
整備されていない道こそが彼らのフィールドです。
アップヒルまたはダウンヒル、トレイルまたはバイク
パーク、そして森の中まであらゆるシーンに適した
マウンテンバイクヘルメットがあります。

uvex jakkyl hde は、簡単な留め具の操作による
容易なチンガードの着脱、快適なベンチレーション
とフィッティング、高い安全性を実現した多機能ヘ
ルメットです。
wherever you ride、wherever you go。

 

Helmet: uvex hlmt 10 bike

Features

Features

Removable Chin Guard Adjustable Visor Deeper Neck Design
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高さと幅の両方が調整可能な 
uvex 3D IAS systemは快適な
フィッテングを実現します。

ヘルメット後部の着脱可能なLED
ライトは、夜間の安全性も向上しま
す。

夜間での視認性を高めるため、反
射率の高いリフレクトストラップが
採用されています。

¥9,900（税別）

¥16,000（税別）

スペースブルーマット
41.0.050.0315 // 55-58cm
41.0.050.0317 // 58-61cm

ローズマット
41.0.050.0115 // 55-58cm
41.0.050.0117 // 58-61cm

チタンマット
41.0.612.0215 // 52-57cm
41.0.612.0217 // 56-60cm

モスグリーンマット
41.0.050.0215 // 55-58cm
41.0.050.0217 // 58-61cm

オールホワイトマット
41.0.612.0115 // 52-57cm
41.0.612.0117 // 56-60cm

・MIPS（multi impact protection system)
・インモールド
・24 ベンチレーションオープニングス
・3D IAS フィットシステム
・モノマティック
・FAS ストラップ
・リフレクトストラップ
・バグネット
・プラグイン LED ライト

・重量：240g（52-57cm）
・スタンダード：EN1078

安全性の高いMIPS 機能、視認性を高めるLED
ライトとリフレクトストラップを搭載した軽量な
シティーヘルメットです。フィッティングを高める
3D IAS システムを採用し、24個のベンチレーショ
ンとバグネットも備え付けられています。

・インモールド
・10 ベンチレーションオープニングス
・3D IAS フィットシステム
・モノマティック
・FAS ストラップ
・ベーシックパッド
・リフレクトストラップ
・プラグイン LED ライト

・重量：300g（55-58cm）
・スタンダード：EN1078

ファッショナブルで気軽にタウンユースできるヘ
ルメットです。安全性を高めるLEDライトとリフ
レクトストラップを搭載した軽量なインモールド
テクノロジーに10個のベンチレーションも備え
付けられています。

city

3

1

2

features
uvex city 4

uvex city 4

Plug-in LED
¥2,200（税別）
41.9.115.0700

（city4用）

Plug-in LED
¥1,800（税別）
41.9.115.0100

（i-vo用）

31 2

+ height
adjustment

uvex city i-vo MIPS

+ height
adjustment

MIPS

Day or night 。シティバイク、e-バイク、ピストバイ
ク。 uvexシティヘルメットは常に快適で高い安全
性を提供します。通勤時や街を巡る中でのストリー
トの課題を解決できるよう設計され、様々なスタイ
ルに合うようデザインしました。

uvex city 4 は、ファッショナブルなデザインとカ
ラーリングのシティヘルメットです。スタイリッシュ
に、そして安全に街を駆け巡りたい人に向けデザイ
ンしました。
後頭部のバックLEDライトとリフレクトストラップ
により夜間における安全性も向上します。

 

Accessories

Accessories

Helmet: uvex city i-vo MIPS

斜角の付いた衝撃は、重大な損傷につながる回
転運動を発生することがあります。MIPSシステ
ムは、ヘルメット内側の保護レイヤーが、衝撃を
受けた方向に頭部をスライドさせることで回転
運動を減らし、頭部の損傷のリスクを減らすこと
ができます。

 

Features

Features

uvex 3D IAS system Plug-in LED Reflective Strap

ci
ty

 h
el

m
et

s



10 11

¥24,000（税別） ¥25,000（税別）

ブラックマット
41.0.753.0315 // 52-57cm
41.0.753.0317 // 56-61cm

フォレストマット
41.0.753.0915 // 52-57cm
41.0.753.0917 // 56-61cm

¥25,000（税別）¥29,000（税別）

シルバー
41.0.974.0217 // 56-61cm

ブラック
41.0.974.0117 // 56-61cm

アンスラサイトマット
41.0.752.0217 // 56-61cm

ストラトスチールマット
41.0.977.0115 // 52-57cm
41.0.977.0117 // 56-61cm

明るいミラーコーティングのバイザーがファッショ
ナブルなアーバンヘルメットです。後部は衝撃保
護を強化するため深めの構造となっており、道路
での視認性を高めるLEDライトが付属します。
19個のベンチレーションとバグネットも備え付
けられています。

uvex city light は可視効果をさらに向上させ
ています。アウターシェルに内臓された4ライ
ンのLEDライトはボタンにより点灯できます。
USB 接続充電の内臓バッテリー、IASシステム
による高さと幅の調整、18個のベンチレーショ
ンで快適な仕様になっています。

・ダブルインモールド
・19 ベンチレーションオープニングス
・IAS フィットシステム
・モノマティック
・FAS ストラップ
・バグネット
・プラグイン LED ライト
・リフレクトストラップ
・ベンチパッド
・バイザー
  ライトミラーシルバー（cat.1）

・重量：350g, 370g
・スタンダード：EN1078

・ダブルインモールド
・18 ベンチレーションオープニングス
・IAS フィットシステム
・モノマティック
・FAS ストラップ
・リムーバブルバイザー
・バグネット
・プラグイン LED ライト
・リフレクトストラップ
・X-フィットパッド
・32 個の内蔵 LED ライト
・IP44 基準（防水性）

・重量：370g
・スタンダード：EN1078

より目に付くということは、街中でより安全であ
るということを意味します。uvex finale light 
はアウターシェルに分散したLEDライトを内蔵
し、暗闇の中でも明るく光り確認できます。内臓
バッテリーがヘルメット内部に配置されており、
USB 接続で充電できます。大きなベンチレーショ
ン、角度の調整できるバイザーを備えます。

・ダブルインモールド
・20 ベンチレーションオープニングス
・IAS フィットシステム
・モノマティック
・FAS ストラップ
・アジャスタブルバイザー
・バグネット
・プラグイン LED ライト
・リフレクトストラップ
・ベンチパッド
・32 個の内蔵 LED ライト
・IP44 基準（防水性）

・重量：390g
・スタンダード：EN1078

uvex variomatic®( 調光）バイザー付きのスタ
イリッシュなハイテクアーバンヘルメットです。
後部は衝撃保護を強化するため深めの構造となっ
ており、道路での視認性を高めるLEDライトが
付属します。19個のベンチレーションとバグネッ
トも備え付けられています。

・ダブルインモールド
・19 ベンチレーションオープニングス
・IAS フィットシステム
・モノマティック
・FAS ストラップ
・バグネット
・プラグイン LED ライト
・リフレクトストラップ
・ベンチパッド
・バイザー
  ヴァリオマティックライトミラー（cat.1-3）

・重量：350g, 370g
・スタンダード：EN1078

uvex finale visor V 

uvex finale visor uvex city light

uvex finale light

Helmet: uvex finale visor V

Features Features

Features

Helmet: uvex city light

Features

Plug-in LED
¥1,800（税別）
41.9.115.0500

（finale, true用）

Accessories
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¥12,500（税別）

¥12,000（税別）

2つのシェルサイズと、実用的な 
uvex IAS サイズ調整システムによ
り、快適なフィッテングを実現します。

ヘルメットの外側シェルは耐衝撃性、
内側EPSは衝撃吸収性を持ち、効
率的で安全性の高い組み合わせと
なっています。

チンストラップはワンプッシュ操作
でセット、リセットが可能で着脱が
容易にできます。

¥5,400（税別）

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

ブルー / ホワイトマット
41.0.160.0817 // 61-65cm

ホワイト / ピーチマット
41.0.054.0315 // 52-56cm
41.0.054.0317 // 55-58cm

パピルス / ピーコックマット
41.0.054.0115 // 52-56cm
41.0.054.0117 // 55-58cm

レーススカイ
41.4.819.3115 // 51-55cm
41.4.819.3117 // 55-58cm

ダートバイクブラック
41.4.819.0915 // 51-55cm
41.4.819.0917 // 55-58cm

レースシルバー
41.4.819.3015 // 51-55cm
41.4.819.3017 // 55-58cm

レースミッドナイト
41.4.819.3215 // 51-55cm

ピンクハート
41.4.819.3415 // 51-55cm

ブラック / グレイマット
41.0.054.0215 // 52-56cm
41.0.054.0217 // 55-58cm

uvex oversize は、頭のサイズの大きい方向け
のオールラウンドヘルメットです。ヘルメット本
体シェルの横幅もワイドな構造です。3D IAS
システムにより、高さと幅の調整ができ、24個
のベンチレーションで長距離のサイクリングで
も頭部を涼しく保ちます。

・ダブルインモールド
・24 ベンチレーションオープニングス
・3D IAS フィットシステム
・モノマティック
・FAS ストラップ
・X-フィットパッド
・リムーバブルバイザー

・重量：345g
・スタンダード：EN1078

・ダブルインモールド
・17 ベンチレーションオープニングス
・ポニーテールカット
・3D IAS 3.0 フィットシステム
・モノマティック
・FAS ストラップ
・ベーシックパッド
・バグネット

・重量：245g（52-56cm）
・スタンダード：EN1078

ダブルインモールド構造とマット塗装により高
級感のあるスタイリッシュなレディースヘルメッ
トです。フィッティングを高める3D IAS 3.0シ
ステムを採用し、後部のポニーテールカット構造
によりロングヘアーの方も快適に着用ができます。

アクティブなキッズ・ジュニア向けの丈夫なハー
ドシェルヘルメットです。着脱の容易なモノマ
ティックファスナーを採用し、10 個のベンチレー
ションも備え付けられています。

・ハードシェル
・10 ベンチレーションオープニングス
・IAS フィットシステム
・モノマティック
・FAS ストラップ
・X-フィットパッド

・重量：350g（51-55cm）
・スタンダード：EN1078

uvex oversize

uvex true cc

Plug-in LED 
optional（別売）
¥1,800（税別）
41.9.115.0500

（finale, true用）
（Plug-in LED別売）

kids

3

1

2

31 2

features
uvex kid 3

uvex kid 3

Accessories

キッズやジュニアのヘルメットにおいても正確にフ
ィットするという事は安全性の確保における前提
条件です。

uvex kid 3 は、フィッティングを高めるuvex IAS 
フィットシステムを採用した頑丈なハードシェルの
ヘルメットです。クールな装飾が施されたアクティ
ブな子供たちのためのヘルメットです。トレンディな
レースデザインも人気です。

 

Features

Features Features

uvex IAS system Protection uvex monomatic
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COMFORT 
［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ドライニング

［ベーシックインナーパッド］
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-フィットパッド］
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。

［ベンチパッド］
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。

［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。

PROTECTION
［tested to standards│安全基準］

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

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。

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

FIT 
［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。

［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。

［FASストラップ］
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。

［モノマティック］
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。

［MIPS］

Individual  
anatomy

14 15

Mission and 
responsibility

tech summary

+ height
adjustment

私たちの願い：“made in uvex”
uvex グループの持続可能性の目標には、生態
学、経済、労働条件と人権、従業員と社会、そし
て製品という責任のある分野が含まれます。
ここで特に重点を置いているのは、生産設備の
拡張と近代化です。お客様に選ばれたuvex 製
品は、当社の高品質基準を満たした製品となり
ます。
私達はこれを「made in uvex」という原則の
もと確実にしていきます。

環境への取り組み
私たちは、特にCO2削減の分野で大きな目標を
設定し、過去3年間でこの目標が単なるヴィジョ
ンではないことを示しました。
持続可能性への取り組みのおかげで、自社工場
のCO2排出量は大幅に削減されました。一部の
プラントでは、2016年以降、最大63％のCO2が
節約されています。
私達の未来のために － protecting people.

Additionally GS-testedEuropean cycling helmet standard

The voluntary test mark “GS” stands for “Geprüfte Sicherheit” 
(“tested safety”). Find details about test criteria: www.tuv.com

斜角の付いた衝撃は、重大な損傷につながる回転
運動を発生することがあります。MIPSシステムは、
ヘルメット内側の保護レイヤーが、衝撃を受けた
方向に頭部をスライドさせることで回転運動を減
らし、頭部の損傷のリスクを減らすことができます。

私たちは90年以上もの間、スポーツ、レジャー、
ワークのあらゆるシーンで、人々を守るための高
品質な商品を製作し、販売してきました。人々を
守りたいなら、責任も持たなくてはなりません。
このミッションのために、私たちの義務は継続的
に社会的責任があるという自覚を持った行動を
とることにつながるのです。

ウベックスグループ
マネージングパートナー
マイケル・ウィンター
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