
B I K E
2019 // 2020  JP



uvex race 8uvex race 6

Photographer: © BrakeThrough Media

Photographer: © Marcel Hilger

Learn more: 
uvex-sports.com/
aerodynamics

po
w

er
 //

 w
at

ts

326.6 
watts

312.9 
watts

180 km
36.0 km/h

2分21秒

13.7 ワットパワー

抵抗

の省エネ
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の平均速度で走行すると

タイムが短縮します。
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[ race 6 と race 8 の比較グラフ ]

aerodynamics
Nexus of engineering, 
computer simulation, 
and expert know-how.
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¥39,000（税別）uvex race 8　

// technology
uvex エンジニアとBMC Etixx プロサイクリングチームのプロアスリートで uvex race 
8 ヘルメットを共同開発しました。
スペイン・ランサローテのキャンプにおいて、トレーニング開始から試作ヘルメットを着用
することで、次のトライアスロンシーズンに向けての様々なテストや準備をする絶好の機
会を得ました。選手からのフィードバックが技術チームの開発の最終調整に活かされてい
ます。
新しい uvex race 8 タイムトライアルヘルメットは短いドロップ型のフォルムを採用し、
ベンチレーションと空気力学的パフォーマンスの完璧なコンビネーションを備えています。
更なるテスト、現代の乗車ポジションや3Dボディスキャンの分析、CFDによる空気力学シ
ミュレーションを経て試作ヘルメットを作成し、改良をしました。
ベンチレーションのフロント開口部は最大動圧のエリアに位置しています。エアーはヘル
メットの内部と表面に沿って流れることで空気抵抗を最小限に抑えています。

uvex race 8 のCFD（計算流体
力学）分析では、ベンチレーション
と空気抵抗に空気力学上の相乗
効果が見られた。背中の上を通っ
て頭部後方から効果的に乱気流
が排除される。
肩周りの最適なシールド効果
あご周りの薄いエアフロー効果
背中を通る気流分散の軽減効果

FEATURES

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

VIEWS

乱気流を抑え、最適な通気性、扱い易さ : ドロップ形の uvex race 8 はサイドのくぼみと、大きな中央ベンチレーショ
ン、革新的なマグネット式バイザーを備えたタイムトライアル用ヘルメットです。気流トンネル試験では突出したパワー
とタイム短縮を示しています。

・エアロベンチデザイン
・PC ハードシェル
・シームレス
・2k IAS
・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 (cat. 1)

・重量：450g, 455g
・スタンダード：EN1078

wherever 
you ride 

performance
Fast roads. Hairpin bends. The uvex road collection ensures a confident perfor-

mance from the first push of  

the pedal. Assured safety – even when the pace heats up. 

 

Shave seconds off your personal best with the uvex race 8 pro helmet, or push 

boundaries with the uvex boss race. Lightweight, extremely aero- 

dynamic, with perfect ventilation and  

a comfortable fit. Hot blacktop or  

mountain pass. The distance makes  

no difference.



全レースで涼しさを：
uvex race 9 が実現します。
この印象的なデザインのレース
ヘルメットは、大きく開いたベンチ
レーションからヒルクライムに必
要な涼しさを得ることができます。
For a cool, stylish look.

この革新的なベ
ンチレーション
システムは、前頭
部に特別大きな
通気孔 があり、
uvex race 9 
は歴代の uvex
製ヘルメットの
なかで最も高い
通気性を実現し
ているモデルの
ひとつです。

コンパクトな形状で、
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
しています。

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
実現しています。

頭との接地面を少な
くした速乾ライナー
と素晴らしいフィッ
ティングで高い快適
レベルを実現してい
ます。

新しいYクリップで
より細かな調整が
可能です。安全で快
適なフィットを実現
します。

個性的でクールなデ
ザイン、とりわけ流
行りのレースカラー
であるブルーを基調
としたヘルメットは、
様々なシーンで注目
を集めることでしょ
う。クラシカルなホ
ワイトやブラックも
あります。
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¥26,000（税別）uvex race 9　

FEATURES

VIEWS

ブラックマット
41.0.969.0115 // 53-57cm
41.0.969.0117 // 57-60cm

ブルー
41.0.969.0315 // 53-57cm
41.0.969.0317 // 57-60cm

ホワイト
41.0.969.0215 // 53-57cm
41.0.969.0217 // 57-60cm

RECOMMENDATION

uvex sportstyle 803 race vm
ブラックレッドマット

安全、軽い、通気性がよい ー 新しい uvex race 9 を着用すれば、ロードサイクリストはいつでも体感することができます。
ダブルインモールド、シームレス構造、部分的に見える内部フレーム、重量わずか285g（53-57cm）。高さと幅を調整で
きる 2k IASシステムと特別にあつらえた速乾パッドにより高いレベルの快適さを実現しています。

・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
・シームレス
・2k IAS
・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 9power is in the airperformance

empowering

Ventilation

Comfort

Innovation

Design

Lightness Protection

uvex race 9.  
The comfortable all-rounder.
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¥8,000（税別）

¥12,500（税別）

¥13,500（税別）

¥15,000（税別）

uvex i-vo race

uvex boss race

uvex quatro xc

uvex race 7

FEATURES

FEATURES

FEATURES

FEATURES

VIEWS

VIEWS

VIEWS

VIEWS

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

ホワイト
41.0.751.0317 // 56-61cm

ブラック
41.0.968.0117 // 55-61cm

ブラック
41.0.229.0317 // 55-60cm

カーボンルックホワイト
41.0.229.0117 // 55-60cm

ブラック
41.0.751.0117 // 56-61cm

ネオンライム
41.0.751.0217 // 56-61cm

ホワイト / ブラック
41.0.968.0217 // 55-61cm

カーボンルックホワイト
41.0.409.0517 // 56-60cm

ブラック / ネオンイエロー
41.0.229.1617 // 55-60cm

ブルー/ブラック
41.0.751.0617 // 56-61cm

レッド / ホワイト
41.0.968.0317 // 55-61cm

RECOMMENDATION

RECOMMENDATION

RECOMMENDATION

RECOMMENDATION

uvex sportstyle 115
ホワイト

uvex sportstyle 115
ブラックマットイエロー

uvex sportstyle 802v 
ブルーグリーン

uvex sportstyle 803 race vm small
レッド

AWARDS

04 / 2014 very good

uvex race 7 はまさに羽のような軽さで、頭上の存在をほとんど感じさせません。このダブルイ
ンモールドのヘルメットは、高さと幅を調整する 2k IASシステムにより正確なフィッティングが行え、
24の通気孔で暑い日でもすばらしいエアー循環を確保することで、快適な被り心地です。

・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
・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

・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
・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

・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
・anatomic IAS
・モノマティック
・FAS ストラップ
・バグネット
・X-フィットパッド

・重量：270g
・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
・2k IAS
・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

uvex quatro xc は、17の大きな通気孔による快適な通気性を備え、270gと軽量
なモデルです。後部が深くデザインされたこのヘルメットは、ロードレーサーのみならず、
クロスカントリーアスリートにも適しています。

uvex boss race は、3D IAS システムと高品質で構造的なx-fit バッドにより、非常に優れたフィッ
ティングのヘルメットです。この高級感のあるダブルインモールド仕様のロードバイクヘルメットは、
高い安全性も兼ね備えます。19の通気孔で頭部を快適に保ちます。

uvex i-vo race は、シンプルなデザインのロードバイクヘルメットです。3D IAS システ
ムによる優れたフィッテングと24の通気孔による快適性を兼ね備えたヘルメットです。
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FEATURES

VIEWS

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

¥9,600（税別）

¥24,000（税別）

uvex hlmt 5 bike pro

uvex finale visor

ベリーマット
41.0.303.1917 // 55-58cm
41.0.303.1919 // 58-61cm

グレイマット
41.0.303.1717 // 55-58cm
41.0.303.1719 // 58-61cm

ブルーエナジーマット
41.0.303.1817 // 55-58cm
41.0.303.1819 // 58-61cm

VIEWS

FEATURES

RECOMMENDATION

uvex lgl 42
ブラックトランスパレント

8

・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
・anatomic IAS
・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

uvex hlmt 5 bike pro は、ハードシェルテクノロジーを採用した安全性の高いヘルメッ
トです。取り外し可能なバイザー、反射するuvexロゴで 昼夜問わず目を引くデザインです。
反射するストラップにより、さらに可視性を高めています。

uvex finale visor は側頭部と後頭部をより深く覆っており、より保護性の高いヘルメッ
トです。ヘルメットと一体型バイザーで風と太陽から目を守ります。IASシステムにより
高さと幅の調整ができ、的確なベンチレーションで通気性を保ちます。

・ハードシェル
・モノマティック
・IAS
・10 ベンチレーションオープニングス
・リムーバブルバイザー
・FAS ストラップ
・X-フィットパッド

・重量：440g, 460g
・スタンダード：EN1078

wherever 
you ride 

city
Day or night. S-Pedelec or city bike, e-scooter or fixie. The uvex city helmets deliv-

er optimum protection at all times. Whether on the way to work or cruising through 

town, uvex understands the challenges of the city streets and has designed a 

helmet to meet each one.

Intelligent lighting systems, like the one integrated in the uvex finale light, ensure 

increased safety, even in heavy traffic, while the uvex hlmt 5 bike pro guarantees a 

confident, stylish look. Hit the street and arrive safely. No matter which route you 

follow.
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uvex finale light uvex city light
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Visibly safe in the city.  Visibly safe in the city.  
With uvex LED city helmets.With uvex LED city helmets.

The new uvex LED city helmet The new uvex LED city helmet 

with adjustable visor.with adjustable visor.

The sleek, sporty city cycling helmet The sleek, sporty city cycling helmet 

that stands out.that stands out.

uvex finale light の 軽 量uvex finale light の 軽 量
で、角度調整可能なバイで、角度調整可能なバイ
ザーは飛散物から保護するザーは飛散物から保護する
だけでなく、目のくらむ日差だけでなく、目のくらむ日差
しを避ける効果もあります。しを避ける効果もあります。
光の条件により、バイザー光の条件により、バイザー
を上げたり下げたりできます。を上げたり下げたりできます。

反射ストラップにより、特に反射ストラップにより、特に
サイドからの可視性をさらサイドからの可視性をさら
に高めています。に高めています。

電源をON⇔OFFした時に電源をON⇔OFFした時に
バッテリーの残量表示をバッテリーの残量表示を
し ま す。（ 赤：5〜30%、し ま す。（ 赤：5〜30%、
黄：30〜70%、緑：70〜黄：30〜70%、緑：70〜
100%）。マイクロUSBで内100%）。マイクロUSBで内
臓バッテリーに充電でき、6臓バッテリーに充電でき、6
〜12時間使用できます。〜12時間使用できます。

ヘルメット後頭部にプラグイヘルメット後頭部にプラグイ
ンLEDライトがあります。ンLEDライトがあります。
バッテリー 残 量 表 示もしバッテリー 残 量 表 示もし
ます。ます。

NEW

LEDチェーンが内臓された革新的な LEDチェーンが内臓された革新的な 
uvex のLEDシティヘルメットは、夕暮uvex のLEDシティヘルメットは、夕暮
れ時や夜間の街中での走行時に可視効れ時や夜間の街中での走行時に可視効
果を向上させてくれます。果を向上させてくれます。

uvex city light と新製品のuvex finale lightは、uvex city light と新製品のuvex finale lightは、
日中はおしゃれなスポーツタイプのシティサイクリ日中はおしゃれなスポーツタイプのシティサイクリ
ング用ヘルメットとして使用でき、夜間にLEDをング用ヘルメットとして使用でき、夜間にLEDを
点灯すれば目に付きやすいヘルメットになります。点灯すれば目に付きやすいヘルメットになります。

内臓LEDはUSBケーブルの充電式でボタン操作に内臓LEDはUSBケーブルの充電式でボタン操作に
より、点灯、点滅、グラデーション、消灯ができます。より、点灯、点滅、グラデーション、消灯ができます。
ブルーのLED色はホワイトに比べより注意喚起しブルーのLED色はホワイトに比べより注意喚起し
やすく、バッテリー消費も抑えられます。やすく、バッテリー消費も抑えられます。

目をひくLEDライトにより、あらゆる状況、特に路目をひくLEDライトにより、あらゆる状況、特に路
上でもっとも事故の起こりやすい車の左折巻き込上でもっとも事故の起こりやすい車の左折巻き込
み事故を防ぎやすくします。み事故を防ぎやすくします。
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¥27,000（税別） ¥25,000（税別）uvex finale light uvex city light

FEATURESFEATURES

VIEWSVIEWS

ホワイトマット
41.0.752.0117 // 56-61cm

シルバー
41.0.974.0217 // 56-61cm

アンスラサイトマット
41.0.752.0217 // 56-61cm

ブラック
41.0.974.0117 // 56-61cm

RECOMMENDATIONRECOMMENDATION

uvex sportstyle 706 colorvision vm
ブラックマット

uvex lgl 21 
ブラックマット

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
LEDライトを内蔵し、明るく光り、暗闇の中でも確認できます。内臓バッテリーがヘルメット内に分散して配置されており、
USB 接続で充電できます。大きな通気孔、角度の調整できるバイザーを備えます。

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の通気孔で快適な仕様になっています。

・integrated LED chains
・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
・anatomic IAS
・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 コ内蔵 LED ライト
・IP44 基準の防水性

・重量：370g
・スタンダード：EN1078

・integrated LED chains
・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
・anatomic IAS
・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 コ内蔵 LED ライト
・IP44 基準の防水性

・重量：390g
・スタンダード：EN1078
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VIEWS

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

ミントマット
41.0.423.2115 // 52-57cmVIEWS

FEATURES

RECOMMENDATION

uvex sportstyle 802 v small
パープルピンクマット

¥12,500（税別）

¥9,900（税別）

uvex oversize

uvex i-vo cc

AWARDS

06 / 2014 very good

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

FEATURES

RECOMMENDATION

uvex blaze III
ブラックブルー

12

・インモールド
・FAS ストラップ
・モノマティック
・3D IAS 3.0
・バグネット
・24 ベンチレーションオープニングス
・X-フィットパッド
・リムーバブルバイザー

・重量：250g
・スタンダード：EN1078

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
の通気孔で長距離のサイクリングでも頭部を涼しく保ちます。

uvex i-vo cc は、幅広い用途に使えるスタイリッシュなヘルメットです。3D IAS シス
テムと高品質で構造的な x-fit バッドにより優れたフィッティングが得られるヘルメッ
トです。24の通気孔による快適性を兼ね備えます。

・ダブルインモールド
・FAS ストラップ
・モノマティック
・3D IAS 3.0
・バグネット
・24 ベンチレーションオープニングス
・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

wherever 
you ride 

allround
Trekking or touring. Dirt track or city streets. Mountain biking or pushing hard on 

the hot blacktop. An allround helmet from uvex is 

the perfect companion on all your rides.

The optimized ventilation and breathable padding of our bestseller for example, 

the uvex i-vo cc, ensure perfect climate management and excellent wearing com-

fort. Enjoy a relaxed ride in the countryside or a short tour through town and arrive 

home safely.



PROTECTION technology
［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。

Plus GS tested European 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。

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ドライニング

［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。

［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。

［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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