
御購入時 製品説明チェック項目

被り方・脱ぎ方の説明を行いお客様に理解を得て、
サイズ選択に問題が無い事の確認を行う。
(試着を前提としサイズ選択を実施)
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サイズ選択目安として周長をメジャーにて計測をする

［測定ポイント］
眉毛の上2センチ、
耳の上2センチ、
後頭部の出っ張っている部分を
通るように確認します。
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適切なフィッティングのヘルメットである
ことを確認してください。

1.ヘルメットが、お客様の頭にフィットしている

かどうかをチェックしてください。

2.頭部全体にパッドの押圧を感じているかどう

かをチェックしてください。

　(一部分に押圧が強く感じられる場合は、大き

いサイズへの変更を検討)

3.チークパッドが、あなたの頬に密着しているかどうかをチェックしてください。

　(きつい場合は、オプション販売の31mm等を検討)

4.あなたの額のまわりに、指が入るような隙間が無いことを確認してください。

5.次に、両手をヘルメットに添えてください。あなたの頭を動かさずに、ヘルメット

を上下や、左右に動かそうとしてください。あなたの頭部や、顔の皮膚が、ヘル

メットを動かそうとする方向へ引っ張られるはずです。もし、お客様がヘルメット

を容易に動かせる場合には、1サイズダウンのヘルメットの試着をお勧め願い

ます。

前／FRONT

あごひもカバー
Chinstrap cover

A両手でヘルメットの開口部を拡げて、（図A参

照）頭を滑り込ませてください。この時、あご紐

カバーではなく、あご紐を引っ張ってください。

カバーを引っ張ると破れることがありますので

注意が必要です。

(システムヘルメットはフェイスカバーを開けて

試着を実施)

1
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あご紐の締め方を理解しているか確認を行う。
ラチェットバックルは適正な長さになっているか確認し調整を行う。
その後、適切なフィッティングサイズを選択しているか確認を行う。
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1.あご紐を締めてください。（Dリング、ワンタッチ・バックル）

　あご紐にゆるみが無く、指1～2本分入る程度の隙間が出来る程度に締めるよ

うに説明をする。

　ラチェットバックル･ワンタッチバックルはあご紐を適正な長さに調整を行なう。

2.顎ひもをしっかり締めたら、両手をヘルメッ

トの後頭部に当て、前方へ回転させるように

力を入れヘルメットが前方へ回転しないかを

確認。

3.次に、手をヘルメットの前部より上（または、

チンガード）に置き、ヘルメットを上に押し上

げるように力を入れヘルメットが後方へ回転

しないかを確認。

4.もし、ヘルメットがどちらかの方向に大きく

動くようであれば、そのヘルメットは、お客様

には大きすぎるか、

　または、あご紐の締め方が充分でない可能

性がある為、お客様の試着状態を確認し対

応する。

1.Dリング

2.タブ

3.あごひも

4.エンドホック

Dリング 

ストラップラダー

(d)バックル あごひも(c)

ラチェットバックル
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シールド・サンバイザー等の着脱方法をお客様へ説明を行う。
お客様が不明確な場合には着脱方法をしっかりと説明し理解を得る。3

■シールドの取り外し方
1.シールドを全開の状態にします（図1）。

2.トリガーを下に引きながら、シールドを手前に持ち上げフック（A）（B）を外したのち（図2）、フック

（C）を矢印方向に外して取ります（図3）。

3.反対側も同じ要領で取り外します。

■シールドの取り付け方
1.シールドを全開状態の位置に合わせ、フック（C）を差し込みます（図4）。

2.シールドの矢印付近（図5）を上からカチッとロックされるまで押し、フック（A）（B）をしっかりと図の

位置にはめ込みます（図6）。

3.シールドを数回開閉して、シールドのフック（A）（B）（C）すべてが確実にはまっているか確認してく

ださい。

4.反対側も同じ要領で取り付けます。

例: Z-7

31 2

トリガー
Trigger

シールド
Shield / Visor

フック（C）
Hook (C)フック（B）

Hook (B)  

フック（A）
Hook (A) 

4 5 6

ギア
Gear

フック（C）
Hook (C)

フック（B）
Hook (B)  

フック（A）
Hook (A) 

フックやギアがQR-Eシールドベースにはまっていないと、走行中にシールドが外れ、思わぬ事故

を引き起こす可能性があります。取り付け後は、CWR-1シールドの開閉操作を数回繰り返し、

フックやギアが確実にはまっているか確認してください（図6）。また、シールドを完全に下ろした

状態で、シールドノブがフックに掛かるか確認してください。
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■CNS-3シールドの取り外し方
1.CNS-3シールドを全開の状態（図1）にします。
2.トリガーを下に引きながら、シールドを下からめくるように持ち上げてフックAを外します（図2）。
フックAを外すとフックBも外れます。

3.シールドを軽く下に引いて、フックCを外します（図3）。
4.反対側も同じ要領で取り外します。

フックやギアがシールドベースにはまっていないと、走行中にシールドが外れ、思わぬ事故を引き起こ
す可能性があります。CNS-3シールド取り付け後は、シールドの開閉操作を数回繰り返し、フックやギ
アが確実にはまっているか確認してください。また、シールドを完全に下ろした状態で、シールドノブが
フックに掛かるか確認してください。

例: NEOTEC Ⅱ

4 5 6

1 32

シールドシールド

ギア

トリガー

フック
レール

シールド

フックC

フックCフックB

フックA

フックA

トリガー

フックレール
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■QR-Eベース シールド調整ダイヤル
ご使用の過程で、シールドを閉めても、シールドと窓ゴムの間に隙間ができた場合は、図のようにシー
ルドベースのダイヤルを回すことで、シールドベースを前後に調整することができ、シールドと窓ゴム
との間隔を詰めることができます。ダイヤルは左右にあり、それぞれ4段階に調整が出来ます。*ダイヤ
ルは0～4の位置以外に回さないでください。*調整がきつすぎた状態のままにすると、窓ゴムが劣化
することがあります。シールド
の隙間を見ながら調整してく
ださい。ダイヤルで調整しき
れない場合は、スクリューを
緩めシールドベースを動かし
て調整してください。

■シールドの取り付け方
1.CNS-3シールドを全開状態の位置（図4）に合わせ、フックBをシールドベースのギアに押し込みま
す（図5）。

2.フックA、フックCの位置を目安にして、それぞれのフックを上から押します。カチッという音とともに
フックAとフックCがフックレールにはまります（図6）。

3.反対側も同じ要領で取り付けます。
4.最後に、シールドのフックおよびギアがを数回開閉して、シールドのフック（A）（B）（C）すべてが確実
にはまっているか確認してください。

フックC

フックB

フックA
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オプションシールドをお客様へご案内する。

例: Z-7

標準装備：ＣＷＲ－１シールド　クリア
可視光線透過率７０%以上を確保するためクリアシールドが標準装備されています。ただ、日中の日

差しの強い環境下での対応を考慮し、オプションシールドとして以下のカラーが販売されていることを

ご案内ください。

なお使用上のご注意点として、以下を必ずご案内ください。
ご注意点
◆PINLOCK® fog-free sheet／PINLOCK® EVO lensをシールドに取り付けた場合は、透過率が
最大10%程度低下します。クリア以外のシールドにPINLOCK® fog-free sheet／PINLOCK® 
EVO lensを装着した状態で、夜間走行はしないでください。
◆着色シールドは、夜間やトンネル内、雨天や霧等、視界の悪い環境では使用しないでください。

■フォトクロミックシールド
紫外線が当たることによって発色する機能があ
ります。
左記の写真上は紫外線が少ない時、下は紫外
線が多い時の発色写真です。

※別紙資料の取り扱い説明をご案内してくださ
い(フォトクロＰＯＰ)

メロースモーク スモーク ダークスモーク

スモークミラーゴールド スモークミラーファイヤーオレンジ ソフトスモークミラーシルバー メロースモークミラーブルー
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■QSV-1サンバイザーの取り外し方
1．QSV-1サンバイザーを下げます。
2．図のようにサンバイザーを持ち、サンバイザーホ
ルダーとサンバイザーの隙間を爪で広げながら、
矢印の方向に回転させるようにサンバイザーを抜
き取ります。

3．反対側も同じ要領で抜き取り、サンバイザーを取
り外します。

■QSV-1サンバイザーの取り付け方
1．サンバイザー開閉レバーを図の位置にします。
2．サンバイザーホルダーが動かないように開閉レ
バーを押さえ、図のように、QSV-1サンバイザー
下端の凸部分をホルダーに差し込み、矢印の方向
に回転させながら、サンバイザーの突起部をホル
ダーの穴にパチンと音がするまではめ込みます。

3．反対側も同じ要領で取り付けます。
4．サンバイザーに指紋が付いたときは、乾いた柔ら
かい布でふき取ってください。

QSV-1サンバイザーの取り外し方

QSV-1サンバイザーの取り付け方

サンバイザーレバー

サンバイザー着脱
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QSV-1サンバイザーの開閉は、シェル左側にあるサ
ンバイザー開閉レバーで行います。サンバイザーを
開けるときは、図の位置まで
レバーを下げきってくださ
い。サンバイザーが完全に
開いていないと、走行中に振
動等で不意に閉まって視界
が妨げられる可能性があり
危険です。



PINLOCKシートの着脱方法をお客様が理解をしているか確認を行う。
不明な場合には着脱方法を説明し理解を得る。4

PINLOCK® fog-free sheet/PINLOCK®EVO lensの取り付け／取り外し

図はCWR-1 PINLOCK®シールドです。シールドはタイプにより
形状が異なります。他のPINLOCK® fog - f ree sheet / 
PINLOCK® EVO lensも同じ要領で行ってください。
❶専用シールドに取り付けられているピンの突起がそれぞれ図
1のように、シールドの中心に向いているか確認します。突起が
中心方向を向いていないときは工具などで回して調整します。

❷-1 PINLOCK® fog- f ree 
sheet/PINLOCK®EVO lens
を用意し、保護フィルムの両端を
剥がし、シリコン製のシールがあ
る面をシールドに密着するように
取り付けます。（図2）

❷-2 取り付けは、図3のよ
う に 片 方 の ピ ン に
PINLOCK® fog-free sheet
/ PINLOCK®EVO lensを
差し込みます。

図1

図3

❷-4 次に、PINLOCK® fog-free sheet /PINLOCK® EVO 
lensの保護フィルムを全て剥がします。
❸シールドをヘルメットに取り付け、PINLOCK® fog-free sheet/ 
PINLOCK®EVO lensのシリコンシールが全周にわたって、シール
ドに密着していることを確認します（図6）。隙間がある場合は次項の
「PINLOCK® fog-free sheet/PINLOCK® EVO lensの調整」を参
照し調整します。

断面図

図6

シリコン製のシール

シールド

ピン

隙間が
ないように

PINLOCK® fog-free sheet 
/PINLOCK®EVO lensの
上下は、保護フィルムに貼付
されているステッカーの表
示で確認してください。

PINLOCK® fog-free sheet / 
PINLOCK®EVO lens

PINLOCK® fog-free sheet /PINLOCK® EVO lens断面図

PINLOCK® fog-free sheet /
PINLOCK® EVO lens

シリコン製のシール
シールド

シールドの内側保護フィルム

図2

❹取り外すときはまず、シールドをヘルメットから外し、取り付け
たときと同様にシールドを十分に開きながら（図７）、ピンから
PINLOCK® fog-free sheet/PINLOCK® EVO lensを抜き
取ります。 図7

❷-3 次にシールドを十分に開
き（ 図 4 ）、P I N L O C K ® 
fog-free sheet / 
PINLOCK® EVO lensの反対
側もピンに差し込みます（図5）。

注意：シールドを十分広げずに装着しようとすると、ピンを破損することがあります。取り付けの
際、シールド内側の汚れを取り、PINLOCK® fog-free sheet/PINLOCK® EVO lensのシリコン
シール側の面に手を触れないように、取り付けてください。

図4 図5

シリコン製のシール380mm～400mm

この保護フィルムが
貼ってある面を手前にして
シールドに取り付け、
保護フィルムをはがしてから
ご使用ください。

こちらが
上になります

UP
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PINLOCK®fog-freesheet/PINLOCK® EVO lensがシールドに密着しない場合は次の方法で
調整を行います。
注意：シールドはヘルメットに装着していない状態では、装着した状態よりPINLOCK® fog-free 
sheet / PINLOCK®EVOlensの応力により広がっている場合があります。PINLOCK® fog-free 
sheet / PINLOCK®EVOlensの密着確認はヘルメットに装着した状態で行ってください。

①シールドをヘルメットから外したうえで、シ
ールドからPINLOCK® fog-free sheet / 
PINLOCK®EVO lensを取り外します。

②ピンは中心をずらした設計の「偏心ピン」を
採用しています。ピンの突起がシールドの中
心方向に向いている状態がもっとも軸間が
広がっているので、工具などでピンを回し軸
間を狭めて調整します。

③ P I N L O C K ® f o g - f r e e s h e e t 
/PINLOCK® EVO lensを取り付け、ヘルメ
ットに装着して密着を確認します。調整が必
要な場合は同様の作業を繰り返します。

1.PINLOCK® fog-free sheet/PINLOCK® EVO lensは、定期的に取り外し、メンテ
ナンスを行ってください。長期間装着したままにすると、シリコン製シールがシール
ド面に張り付くことがあります。
2.PINLOCK® fog-free sheet/PINLOCK® EVO lensはシールドより傷が付きやす
いため、装着時や取り扱いには十分注意してください。

3.防曇性能が低下したり、PINLOCK® fog-free sheet/PINLOCK® EVO lensに
傷が付いたりした場合は、新しいものと交換してください。

PINLOCK® fog-free sheet/PINLOCK® EVO lensは、シート自体が湿気を吸収
することにより高い曇り止め効果を発揮します。しかし激しい発汗や呼吸、低温多湿な
どの曇りやすい条件下でヘルメット内が密閉された状態が続くと、水蒸気でシートが飽
和状態となり、PINLOCK® fog-free sheet/PINLOCK® EVO lensを装着しても
にじみや曇りが発生することがあります。また、チンカーテンを装着すると、チンガード
内の換気が弱まるため、にじみや曇りが発生しやすくなります。その際は使用を直ちに
やめ、シールドからシートを外して、十分乾燥させ、ヘルメットのロアエアインテークを
開けるか、プリセットレバーの付いているモデルではシールドを微開状態にするなど
し、ヘルメット内をよく換気してください。

注意：PINLOCK® fog-free sheet/PINLOCK®EVO lensは気候により伸縮したり長期使用によ
り取り付け部が変形する場合があります。定期的に取り付け状態を確認し、調整範囲を超えた場合は
PINLOCK® fog-free sheet/PINLOCK® EVO lensを交換してください。

PINLOCK® fog-free sheet/PINLOCK®EVO lensの調整

ピン

ピンの軸距離
一番広い状態

ピンの軸距離
一番狭い状態

注意事項①

注意事項②
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ヘルメットに同梱しているパーツとその着脱方法をご案内する。4

10

例: Z-7

例: X-Fourteen

ブレスガード

チンカーテン

ロア エア スポイラー

・ヘルメットを持ち運ぶときなどに、ブレスガードを持たないでください。パーツが外れ、ヘルメット
が落下して破損する可能性があります。

デフロスター

ブレスガード

ブレスガードは呼吸によるシールドの曇りを軽減します。ブレスガードを装着する際は、下記の方法で
取り付けます。
■ブレスガードの取り付け方
図のように、ブレスガードをデフロスター
と衝撃吸収ライナーの隙間に入れ、上か
ら押し込みます。取り付け後、ブレスガー
ドがしっかり固定されているか確認して
ください。
■ブレスガードの取り外し方
デフロスターと衝撃吸収ライナーの隙間から、ブレスガードを引き抜きます。

(A)

ロアエアスポイラーは、整流効果を高めます。
■ロアエアスポイラーの取り付け方
ロアエアスポイラーは図のとおり、シェルと衝撃吸収ライナーの間にしっかり差し込み、取り付けます。
■ロアエアスポイラーの取り外し方
取り外しは、先にロアエアスポイラーの
両サイドのプレートを引き抜き、中央部分
を抜き取ります。
※チンカーテンを装着後ロアスポイラー 
　を同時に装着することを可能です。

(A)

(A)プレート

プレート

チンカーテンは、ヘルメットのあご周りの巻き込みおよび風切り音の進入を低減します。以下の方
法で、取り付け取り外しを行います。
■チンカーテンの取り付け方
取り付けはまずプレートの中央とヘルメット先端部中央を合わせ、シェルと衝撃吸収ライナーの隙間
（A）に差し込んだ後、両サイドのプレート
を差し込んでいきます。
■チンカーテンの取り外し方
取り外しは、先にチンカーテンの中央部
分のプレートを引き起こして抜き、両サイ
ドを抜き取ります。

チンカーテンを装着すると、周りの車やバイクの音が通常より小さく聞こえるので、運転時は
特に注意してください。・ヘルメットを持ち運ぶときなどに、ロアエアスポイラーやチンカーテ
ンを持たないでください。パーツが外れ、ヘルメットが落下して破損する可能性があります。
・ロアエアスポイラーを装着したまま、長時間ヘルメットを平置きにしないでください。ロアエ
アスポイラーが変形する恐れがあります。

ブレスガード・チンカーテン・PINLOCK® EVO lens装着をお客様がご要望がされましたらご対応ください。



内装着脱方法をお客様が理解をしているか確認を行う。
不明な場合には着脱方法を製品にて実演しお客様の理解を得る。5

ホック

チークパッド
ベース

プレート

プレート

3

2

前

後

1

4

チークパッドベース

イヤーパッド

例: Z-7

内装の取り外し方

ホック

プレート

5

7

6

チンストラップ

チンストラップ
カバー

ホック

センターパッド
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チークパッドブラケット (A)

チークパッドブラケット (B)

(a)

(b)

1.チークパッドの取り外し
　チンカーテンを装着している場合は、まずチン
カーテンを取り外します。

　チークパッドベースから引き剥がすようにホック
を3か所外し（図１）、前部チークパッドブラケット
（A）からプレート（a）部分を引き抜きます（図2）。
次に後部チークパッドブラケット（B）からプレート
（b）部分を引き抜きます（図3）。プレート（b）部
分を引き抜く際は、強く引かずていねいに引き
抜いてください。必ずプレート（a）部分から外し
てください。プレート（a）部分を取り付けた状態
でプレート（b）部分を真上に引き抜くと、プレー
トを破損する可能性がありますので、ご注意くだ
さい。

2.イヤーパッドの取り外し
　 4か所の爪を、図のようにチークパッドベースか
ら引き抜き、イヤーパッドを取り外します（図4）。
反対側も、同じ要領で取り外します。

3.センターパッドの取り外し
　センターパッドはまず、後頭部の2か所のホック（図
5）を取り外します。前頭部は、プレートを引きは
がすように取り（図6）、センターパッドを取り外しま
す。

4.チンストラップカバーの取り外し
　チンストラップカバーを取り外すには、チークパッ
ドを取り外してからチンストラップカバーのホック
を外し、チンストラップから引き抜きます（図7）。
反対側も、同じ要領で取り外します。



5 例: Z-7

内装の取り付け方 8

11
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（A） 12

ブラケット

前

後

14

15

チンストラップ

チンストラップカバー

ホック

ホック

プレート

ボス

プレート

イヤーパッド

センターパッド

13

17

16
❶
❷

❸

(A)

チンストラップ
カバー

12

チークパッドブラケット (A)

チークパッドブラケット (B)

(a)

(b)

1．チンストラップカバーの取り付け
　チンストラップカバーは左右共通です。取り付け
は図8を参照し、チンストラップに通し、カチッと
音がするまでホックをはめ込みます。

2．センターパッドの取り付け
　前部プレートは、片側（図9参照）から反
対側にかけてブラケットの隙間（図10
矢印部分参照）にすべらせるように入れ
ます。次に後頭部の2か所のホックをカチッと音が
するまではめます（図11）。

3．イヤーパッドの取り付け
　イヤーパッドは、左右兼用です。取り付けるとき
は、図12のように（A）の部分をセンターパッドと
衝撃吸収ライナーの間に挟み、4か所の爪を、そ
れぞれチークパッドベースの切り欠き部分と合わ
せ、パッドの上から押さえはめます。反対側も、同
じ要領で取り付けます。

4．チークパッドの取り付け
　チークパッドを取り付けるまえに、3か所のホック
が図13の位置にあることを確認してください。
正しい位置でない場合、ホックがはまらないこと
があります。

　 取り付けるときは、チークパッドの左右を確認して
ください。プレート後端部の(b)部分をチーク
パッドブラケット(B)のボスに差し込みます（図
14）。次に、プレート後端から前方に向かって差し
込んでいき、プレート(a)部分をチークパッドブラ
ケット(A)のボスに差し込みます（図15）。反対側
も、同じ要領で取り付けます。

　プレートを差し込んだあと、図16のようにチンス
トラップをチークパッドのくぼみに通し、❶→❷→
❸の順にホックをはめ込みます。ホックは、パッド
側からホックの上部分を強く押し、カチッと音が
するまではめ込みます。最後に、図17のように
パッドの角部分(A)を押し、チークパッドのプレー
トをチークパッドベースの突起部にはめ込みま
す。反対側のチークパッドも、同じ要領で取り付け
ます。



オプション内装をお客様へご案内する。5

例: Z-7

例: X-Fourteen

13

標準装備されている内装サ
イズをご案内ください。ご試
着時やご使用により頭回り、
頬部の微調整を行うことを
考慮し、オプション内装とし
て、きつめ若しくはゆるめの
パッドに調整可能なことをご
案内お願いいたします。

X-Fourteenでは被り心地の要となるセンターパッドを６分割とし、すべてが独立
して交換が可能な新たな内装システムを採用しました。このシステムにより、前
頭部、後頭部、側頭部、頭頂部、ネック部の各パッドは、ライダーの頭の形に合わ

せてパッドの厚みを変えることで（オプション）、フィット
感をより一層高めることが可能となりました。

TYPE-E センターパッド

センターパッドサイズ早見表

Z-7 チークパッド

センターパッド ネック センターパッド リア

センターパッド サイドセンターパッド フロント センターパッド トップ

チークパッドサイズ早見表

＊チークパッドはヘルメットサイズを問わず互換性があります。

製品サイズ

TYPE-E 
センターパッド

緩め（オプション）

標準

きつめ（オプション）

S

S5

S9

S13

M

M5

M9

M13

L

L5

L9

L13

XL

XL5

XL9

XL13

XXL

――

XL5

XL9

XS

S9

S13

――

製品サイズ

Z-7 
チークパッド

緩め（オプション）

標準

きつめ（オプション）

S M L XL XXL

――

31

39

XS

35

39

――

31

35

39



ライディング時にメガネをご使用されるお客様の、
メガネのフィッティングを確認する。
メガネが上手くフィットしない場合は、メガネスリット加工をする。

5

メガネスリット加工

14

必要に応じて、チークパッドの斜線の部分をはさ
みやカッターナイフで裁断し、メガネが入りやす
いスペースを作る加工を行って下さい。但しその
際、ヘルメットサイズが大きくて頭が深く入り過ぎ
ていないか確認をしてください。メガネスリットと
耳の位置関係が異なる場合があるのでご注意く
ださい。（講習時の動画参照ください）

チークパッドのホックをそれぞれ矢印方向に外し、
パッドカバーの中からスポンジを取り出してくだ
さい。

ヘルメットメンテナンス方法をお客様へ説明をし理解を得る。
(シールド洗浄・内装洗濯・稼動プラパーツのシリコン塗布等)6

例

つや消し塗装のメンテナンスは?

シールドベーススクリューの締め付け

つや消し塗装の表面は一般塗装に比べて柔らかく、塗装面に傷や汚れ、しみが付きやすいため、取り扱
いには十分ご注意ください。つや消し塗装の表面に付いた汚れやしみは、中性洗剤を水で薄めたもの
を湿らせた柔らかい布で拭き取ってください。この時、強く擦るとつやが生じる原因となりますので十
分注意してください。また、コンパウンド(研磨剤)、プラスチッククリーナー、ワックス等ケミカル用品お
よび、ベンジン、シンナー、ガソリン等の溶剤を使うと、塗装面にしみが付いたり、つやが生じたりする恐
れがありますので、使用しないでください。

シールドの開閉頻度や、走行中の振動などでシールドベースを固定しているベーススクリューの締め
付けが緩くなることがあります。シールドと窓ゴムとの密着に影響が出てくることもありますので、定
期的な締め付け具合をご確認いただくようご案内ください。
締め付けを行う際のご注意点として、ビットサイズ【ＮＯ．２】のプラスドライバーを垂直に当て丁寧に回
してください。サイズの合わないドライバーや電動ドライバーを使用
したり、スクリューをななめに締め付けたりねじ頭を破損する場合が
ありますので、十分注意して回してください。スクリューは必ず純正
品をご使用下さい。なおスクリューを強く締めすぎると、スクリューが
破損する場合がございますのでご注意ください。

サイズ
(No.2)

✓



店舗アフターサービスへのサポートに関する
説明を行い理解を得る。7

例: 1

事故による転倒

事故などにより、強い衝撃を吸収したヘルメットに関しては、修理をお受けしておりません。一度強い
衝撃を吸収しているとヘルメットの保護性能が低下し、次に衝撃を受けた際に本来の性能を発揮し
ない恐れがあり、安全性を保障いたしかねます。オートバイで走行中に衝撃を受けたヘルメットは、
外観に損傷がなくてもご使用にならないでください。

例: 2

ヘルメットの修理や耐用年数

廃番モデルの修理については、モデルやサイズによって対応可否が異なります。
基本は製品(プレーンモデル)廃番後、5年から7年程度は対応が可能となっておりますが、修理が
必要なときは当店にお問い合わせください。
尚、安全面から、使い始めてから3年を目安にお取り替えいただくことをお勧めしております。
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