helmet
Full face

Open face

■フルフェイス

■オープンフェイス

Air X-treme Cloud Chaser

LAZER B-cool

■クラウドチェーサー

■ビークール

グラスファイバーにカーボン／ケブラー繊維を
配合した軽量で、強度の高いヘルメットです。
日本人の頭に合った設計で長時間のフライトも
快適
サイズ S、M、L、XL、XXL
カラー ホワイト、つや消しグレー、つや消しレッ
ド、つや消しブルー
\19,000 (税込 \20,900)

EN966取得

ベーシックなスタンダードタ
イプ。軽くて使いやすいシン
プルなデザイン。
サイズ (XS-M)、(L-XL)
カラー ホワイト
\12,000 (税込 \13,200)

EN966取得
ヘルメットサイズ目安：
XS 54cm S 56cm M 58cm L 60cm XL 62cm XXL 64cm

LAZER Down hill

opium helmet bag

■ダウンヒル

広い視野を確保したベーシックなフルフェイスヘ
ルメット。素材はカーボン繊維とケブラー繊維を
複合し、強靭かつ軽量。排気口、イヤーホール
付。630ｇ（M）
サイズ XS、S、M、L、XL
カラー カーボン、ホワイト、シルバー
\19,000 (税込 \20,900)

EN966取得

Order Headset

■ヘルメットバッグ
弊社扱いのヘルメットに全対応。
軽量コンパクトなので、かさばらない。
サイズ フリー
カラー お問い合わせください。
\5,800 (税込 \6,380)

■ヘルメットヘッドセット加工
ヘッドセット加工は、弊社で一つ一つオーダーメイドで制作します。
基本加工の他に追加のオプションで様々な仕様にアップグレードが可
能です。追加オプションは下記を参照してください。

■オープンフェイスヘルメットヘッドセット加工
オープンフェイスヘルメットに無線通信用システム等を組込む加工サービス
当社扱いヘルメット \14,000 (税込 \15,400) 他社品 \18,000 (税込 \19,800)

■追加オプション

■フルフェイスヘルメットヘッドセット加工

〇 指スイッチ \3,000 (税込 \3,300)
〇 指スイッチ対応コネクタ \400 (税込 \440)

フルフェイスヘルメットに無線通信用システム等を組込む加工サービス
当社扱いヘルメット \11,000 (税込 \12,100) 他社品 \15,000 (税込 \16,500)

（ヘルメット側の指スイッチコネクタ。）

■価格に含まれる内容

〇 マイク １個
〇 コネクタ １個
〇 スピーカー 1個 〇 加工一式

〇
〇
〇
〇

〇 送信スイッチ １個

オープンフェイス/スピーカー追加 \1,000C
ボリューム \1,000 (税込 \1,100) / イヤマフ用 \3,000
フルフェイス/スピーカー追加 \800 (税込 \880)
送信スイッチ追加 \800 (税込 \880)

(税込 \3,300)

パラモーター用通信システムは、右マイク+左スイッチ、もしくは左マイク+右スイッチの何れかが標準仕様です。オプションで両スイッチも可能です。

Order Headset
ストレート型

F型

■通信接続ケーブル

L型

F型

ストレート型

icom他 2ピン
\3,100

icom他 2ピン
\4,000

icom/Standard1ピン
\4,000

KENWOOD 2ピン
\4,000

防水4極 1ピン
\4,000

(税込 \3,430)

(税込 \4,400)

(税込 \4,400)

(税込 \4,400)

(税込 \4,400)

Motor helmet

VXD1S対応

ストレート型

KENWOOD防水1ピン VXD291S/VXD450S用
\5,600
\5,600
(税込 \6,160)

(税込 \6,160)

■パラモーターヘルメット

■フリーエアコム 3 ・ モーター

■PM バイザー
①

②

③

② クリアフェイス
\7,800
(税込 \8,580)

③ FA2スペシャルミラー
\6,500
(税込 \6,150)

PELTOR

■ペルターイヤーマフ

■モーターコム
人気だったフリーエアコム１型と同じ形状の通信システムつきヘルメッ
ト。シンプル＆軽量デザインのモデルです。スペシャルダイナミックマイ
ク標準搭載 （デジタル無線対応）
サイズ L、XL、XXL カラー ホワイト
対応バイザー ③ \43,000 (税込 \47,300)
ヘルメット単体 \24,000 (税込 \26,400)
※パラモーター用ヘッドセットの新型マイクへの部品交換 （工賃込） 限定特価 \7,000

① スモークショート
\7,300
(税込 \8,030)

フリーエア2をより進化させて新しい機能が搭載された３。バイザー操
作性の向上、エアー取り入れ口やフォルムの変更など様々なテクノロ
ジーを取り入れて新発売。更に今までオプションだったスペシャルダイ
ナミックマイク標準搭載してお値段そのまま。（デジタル無線対応）
サイズ S、M、L、XL カラー ホワイト、マットグレー、ブルー、レッド
対応バイザー ①、② \48,000 (税込 \52,800)
ヘルメット単体 \29,000 (税込 \31,900)

Moter com SD

25

通信システムを搭載したヘルメットの
通信ケーブルは付属しません。
弊社通信システム以外ではご使用で
きません。

TPZ-D510対応

R SD マイク搭載でエンジン高回転時でもクリアボイスを実現！
CLEAICE
Air X-treme Free air com III SD
VO

EN966取得

デジタル型

ヘルメット装着用イヤーマフ。航空産業を初め、
様々な場所で騒音が発生する世界中の産業
界で使用されているイヤーマフです。
（デジタル無線対応）
通信システムセット \24,000 (税込 \26,400)
※スペシャルダイナミックマイク標準搭載

イヤーマフセット単体 \9,000
(税込 \7,700)

パラモーター用通信システムは、右マイク+左スイッチ、もしくは左マイク+右スイッチの何れかが標準仕様です。オプションで両スイッチも可能です。

(税込 \9,900)

