01

L E N S T EC HNO L O GY

雪上の過酷な環境からアスリートの眼を護る。あらゆる要求に SWANS は最先端のテクノロジーとクオリティーで応えます。

ウ ル ト ラ ラ イト グ レ イ レ ン ズ

・ULTRA LIGHT GRAY

可視光線透過率

55

「ローライト専用」光量の不十分な、暗い状況下でも明るく感じる信頼の視認性。

周 囲 の 環 境 に合わ せて

明るさが 変 化 する
紫外線量に反応してレンズの明るさが変化する技術で、
降雪・降雨・曇天から晴天までのあらゆる天候でレンズ
の明るさを自動的に調整します。 紫外線量が多いほど
レンズカラーが濃くなり、紫外線量が少なくなるにつれて
レンズカラーも薄くなります。SWANSのフォトクロミック
・テクノロジーは「色 の 変 化 が 速 い」
「少 量 の 紫 外 線 に
反応」
という、一般のフォトクロミックにはない画期的な
技術です。

降雪や夕暮れ 、北斜面の日陰など、いわゆる日照量が極端に少ない低光量下にフォーカスして開発されたローライト専用のULTRA
レンズ。単に明るさレベルを高めたのみでなく、コントラスト強調機能も追求。ゴーグルの存在意義がもっとも求められる視界の悪い時
でも、視認性を確実に維持することにより、安全なライディングを提供します。

ウ ル ト ラ ラ イト パ ー プ ル レ ン ズ

・ULTRA LIGHT PURPLE

可視光線透過率

35

天候の変化が多い日本の山でも凹凸をくっきりと見せ、快適な視界を提供。

変化の多い日本の雪山で、低光量のシーンにおいても凹凸をくっきりと見せることに成功した高視認性レンズ。雪面の凹凸を確実に
目視することで、快適なライディングをサポートします。

02

03

LE N S CH ART

FUN CT I O N

プロのアスリートの要望を元に共同開発した機能性レンズ群。SWANS のレンズテクノロジーを、あなたに。

PHOTOCHROMIC

快適性を追求することは、安全性を追求すること。くもり止めをはじめとした技術で、すべてのライダーをサポートします。

A LL D AY

フォトクロミック・テクノロジー（調光）を搭載したレンズ。ウルトラレンズの特徴である
「凹凸が見やすい」機能はそのままに、降雪時や曇天時〜晴天時までのあらゆる環境でレンズ
の明るさを自動的に調整する全天候レンズ。

“ PHOTOCHROMIC × ULTRA LIGHT PURPLE ”
・アイスミラー × ウルトラライトパープル調光

MIRROR

LO W LI G H T

降雪・降雨・曇天などの悪天候が多い日本の雪山のために開発された高視認性レンズ。低光
量下でも凹凸をくっきりと見せることができる。
NEW LENS

“ LIGHT SILVER MIRROR × ULTRA LIGHT GRAY ”
・ライトシルバーミラー × ウルトラライトグレイ

PHOTOCHROMIC

C LO U D Y

「ミラーの剥がれなし・キズがつかない」という MIT レンズの特徴に、紫外線で色が変わる
フォトクロミックテクノロジー（調光）をプラスしたレンズ。明るさを自動的に調整するこ
とで、幅広い環境で使用できる。

“ PHOTOCHROMIC × MIRROR INSERT TECHNOLOGY ”
・MIT レッドミラー × ライトスモーク調光
・MIT ブルーミラー × ライトスモーク調光

ALL DAY

“ PHOTOCHROMIC × ULTRA LIGHT PURPLE ”
NEW LENS

LOW LIG HT

“ LIGHT SILVER MIRROR × ULTRA LIGHT GRAY ”
C LOUDY

“ PHOTOCHROMIC × MIRROR INSERT TECHNOLOGY ”

04

05

SKIER : YUSUKE FUKASAWA / PHOTO : HIROYA NAKATA

A-BLOW SYSTEM

眼鏡対応

レンズ着脱方法

1
レンズがポップアップするA-BLOW SYSTEMは、
ゴー
グル内の湿気を換気し快適な視界をキープすること
ができます。

視界を広げるワイドレンズと大型フレーム設計によ
り、眼鏡にも対応しています。
※ご使用になる眼鏡のサイズによってはゴーグルに入らない場合
もありますのでご注意ください。

2

レンズがポップアップされた状態を確認し、ゴーグル内
部のロックパーツ（左右）を下げます。左右のどちらか片
側ずつ操作します。

ロックパーツを下げると、
レンズが簡単に取り外せます。
反対側のロックパーツも同様に操作してください。
取り付けの際は、外す時と同じようにロックパーツを下げ
てレンズをはめ込みます。

RIDGELINE-MDH-CMIT
MIT
￥33,000 （本体価格￥30,000）

33-69

フレームカラー：ブラックオプティカルチェック
ルチェック

33-69

フレームカラー
フレ
ム
：シルバー ×レッド

45-72

フレームカラー：ダークネイビー

45-72

フレームカラー：ホワイト ×ブルー

レンズカラー：MITレッドミラー×ライトスモーク調光
モーク調光

レンズカラー：MITレッドミ
MITレッドミラー×ライトスモーク調光

レンズカラー：MITブルーミラー×ライトスモーク調光

レンズカラー：MITブルーミラー×ライトスモーク調光

注文番号：RIDGELINE-MDH-CMIT
MIT BKOC

注文番号：RIDG
RIDGELINE-MDH-CMIT SLR

注文番号：RIDGELINE-MDH-CMIT DNAV

注文番号：RIDGELINE-MDH-CMIT W/BL

RIDGELINE-MDH-CU
U
￥30,800 （本体価格￥28,000）

17-35

フレームカラー：ブラックオプティカルチェック

ワイドレンズで眼鏡にも対応。着け心地も新たな呼吸するゴーグル
RIDGELINEは、SWANSが生み出したゴーグル内部を換気するシステム「A-BLOW
SYSTEM」を採用した眼鏡対応の大型フレームモデルです。 ロックパーツを操作

17-35

フレームカラー：マットオリーブ

17-35

フレームカラー：ダークネイビー

17-35

フレームカラー：ホワイト ×ブルー

レンズカラー：アイスミラー×ウルトラライトパープル調光

レンズカラー：アイスミラー×ウルトラライトパープル調光

レンズカラー：アイスミラー×ウルトラライトパープル調光

レンズカラー：アイスミラー×ウルトラライトパープル調光

注文番号：RIDGELINE-MDH-CU BKOC

注文番号：RIDGELINE-MDH-CU MOLV

注文番号：RIDGELINE-MDH-CU DNAV

注文番号：RIDGELINE-MDH-CU W/BL

RIDGELINE-MPDH

RIDGELINE-MDH-UL

￥28,600 （本体価格￥26,000）

￥27,500 （本体価格￥25,000）

することでレンズがポップアップし、ゴーグル内部の湿気を排出し新鮮な空気を
取り込むことで、
レンズのくもりを抑え快適な視界を長時間提供します。
またワイドレンズなので視界が広く、眼鏡にも対応しています。RIDGELINEは
今までに体験したことのない安心・快適な視界体験を提供します。

37

フレームカラー：ブラックオプティカルチェック

27

フレームカラー：ホワイト ×ブルー

55

フレームカラー：グロスブラック

55

フレームカラー：シルバー ×レッド

レンズカラー：シャドーミラー×偏光ピンク

レンズカラー：パステルブラウンミラー×偏光ピンク

レンズカラー：ライトシルバーミラー×ウルトラライトグレイ

レンズカラー：ライトシルバーミラー×ウルトラライトグレイ

注文番号：RIDGELINE-MPDH BKOC

注文番号：RIDGELINE-MPDH W/BL

注文番号：RIDGELINE-MDH-UL GLBK

注文番号：RIDGELINE-MDH-UL SLR

06

07

スキーやスノーボードで最も重要な「 視 界の 確保 」。 長時間滑走していると
ゴーグル内部に湿気が溜まり、前が見えにくくなると事故やパフォーマンスの
低下に繋がる恐れがあります。 視界が悪化するたびにゴーグルを外し、
くもり
を解消するという面倒な作業をなくしたい。そんな思いから[ROV]Oは誕生し
ました。フレーム下部のレバーを押し上げるだけ。
ワンアクションで簡単に換気
ができるゴーグル、それが[ROV]Oです。

A-BLOW SYSTEM

レンズ着脱方法

ロックパーツ

1
レンズがポップアップするA-BLOW SYSTEMは、
ゴー
グル内の湿気を換気し快適な視界をキープすること
ができます。

2
フレーム下部にある左右のレバーを前方へ押し上げ、
レンズをポップアップさせます。次にロックパーツ（上
図）の操作を行います。

3
レンズがポップアップされた状態を確認し、ゴーグル
内部のロックパーツ（左）を下げます。

ロックパーツを下げると、
レンズが簡単に取り外せます。
取付けの際は、外す時と同じようにロックパーツを下げて
レンズをはめ込みます。

ROVO-MDH-CMIT
￥30,800 （本体価格￥28,000）

33-69

フレームカラー：ブラックオプティカルチェック

45-72

フレームカラー：ホワイト ×ブルー

レンズカラー：MITレッドミラー×ライトスモーク調光
ク調光

レンズカラー：MITブルーミラー×
：MITブルーミラー×ライトスモーク調光

注文番号：ROVO-MDH-CMIT BKOC

注文番号：ROVO
ROVO-MDH-CMIT W/BL

ROVO-MDH-CU
￥28,600 （本体価格￥26,000）

17-35

フレームカラー：ブラックオプティカルチェック

17-35

フレームカラー：マットオリーブ

17-35

フレームカラー：ダークネイビー

17-35

フレームカラー：ホワイト ×ブルー

レンズカラー：アイスミラー×ウルトラライトパープル調光

レンズカラー：アイスミラー×ウルトラライトパープル調光

レンズカラー：アイスミラー×ウルトラライトパープル調光

レンズカラー：アイスミラー×ウルトラライトパープル調光

注文番号：ROVO-MDH-CU BKOC

注文番号：ROVO-MDH-CU MOLV

注文番号：ROVO-MDH-CU DNAV

注文番号：ROVO-MDH-CU W/BL

ROVO-MDH-UL
￥26,400 （本体価格￥24,000）

55

フレームカラー：グロスブラック

SKIER : AYANO SUZUKI / PHOTO : HIROYA NAKATA

55

フレームカラー：シルバー ×レッド

レンズカラー：ライトシルバーミラー×ウルトラライトグレイ

レンズカラー：ライトシルバーミラー×ウルトラライトグレイ

注文番号：ROVO-MDH-UL GLBK

注文番号：ROVO-MDH-UL SLR

08

SKIER : IKUMA HORISHIMA
SAJ 令和 2 承認第 00259 号

09

8
ワイドな視界を約束。新型レンズ搭載の新世代モデル
成型シリンダーレンズを搭載し、
「ワイドな視界」とゴーグル内容積を
大きく取ることで 得られる「曇りにくさ」という基 本 性 能をしっかりと
抑えた新世代モデル。大型設計によって眼鏡にも対応し、さらに眼鏡
フレームを上から押さえつけない独自のフォーム構造を採用。

V4-CPDH

V4-MPDH

格￥17,000）
￥18,700 （本体価格￥17,000）

￥17,600 （本体価格￥16,000）

18-34

成型シリンダーレンズ
成型シリン

8

30

フレームカラー：ブラックオプティカルチェック

レンズカラー：シルバーミラー ×偏光ピンク

レンズカラー：パステルブラウンミラー ×偏光ピンク

レンズカラー：シャドーミラー ×偏光ピンク

注文番号：V4-CPDH GLBK

注文番号：V4-CPDH SLR

注文番号：V4-MPDH BKOC

注文番号：V4-MPDH DNAV

注文番号：V4-MPDH W/BL

レンズカラー：偏光ピンク調光

フレームカラー：ダークネイビー

42

フレームカラー：シルバー ×レッド

レンズカラー：偏光ピンク調光

SKIER : SHO ENDO / PHOTO : HIROYA NAKATA

18-34

フレームカラー：グロスブラック

フレームカラー：ホワイト ×ブルー

眼鏡対応の独自構造

「ワイドな視界」
と、ゴーグル内容積を大きく取ることで
得られる
「レンズの曇りにくさ」を両立。
「レンズ

眼鏡の上からストレスなくゴーグルを装着できるよう、
フレーム・フォーム形状をゼロからリファイン。

RACAN-MDH-CU
CU
0）
￥20,900 （本体価格￥19,000）

17-35

フレームカラー：ブラックオプティカルチェック

17-35

フレームカラー：マットオリーブ

17-35

フレームカラー：ダークネイビー

17-35

フレームカラー：ホワイト ×ブルー

レンズカラー：アイスミラー×ウルトラライトパープル調光

レンズカラー：アイスミラー×ウルトラライトパープル調光

レンズカラー：アイスミラー×ウルトラライトパープル調光

レンズカラー：アイスミラー×ウルトラライトパープル調光

注文番号：RACAN-MDH-CU BKOC

注文番号：RACAN-MDH-CU MOLV

注文番号：RACAN-MDH-CU DNAV

注文番号：RACAN-MDH-CU W/BL

RACAN-MDH-UL
￥19,800 （本体価格￥18,000）

55

フレームカラー：ブラックオプティカルチェック

55

フレームカラー：グロスブラック

55

フレームカラー：シルバー ×レッド

55

フレームカラー：ホワイト ×ブルー

HELI-CPDTBS-N
TBS-N

HELI-MPDTBS-N

HELI-XED

634-XED

■ラウンドバックル (BH-12)
■トリガーフレーム
■ノンスリップストラップ

■ラウンドバックル (BH-12)
■トリガーフレーム
■ノンスリップストラップ

■ラウンドバックル (BH-12)
■トリガーフレーム
■ノンスリップストラップ

■ラウンドバックル (BH-12)
■ノンスリップストラップ

格￥25,000）
￥27,500 （本体価格￥25,000）

￥25,300 （本体価格￥23,000）

19-40

フレームカラー：マットブラック

￥38,500 （本体価格￥35,000）

24

フレームカラー：マットブラック

￥38,500 （本体価格￥35,000）

35

フレームカラー：ブラック

44

フレームカラー：マットネイビー

レンズカラー：ライトシルバーミラー×ウルトラライトグレイ

レンズカラー：ライトシルバーミラー×ウルトラライトグレイ

レンズカラー：ライトシルバーミラー×ウルトラライトグレイ

レンズカラー：ライトシルバーミラー×ウルトラライトグレイ

レンズカラー：偏光トライアンバー調光

レンズカラー：イエローミラー ×偏光ピンク

レンズカラー：XED ピンク

レンズカラー：シャドーミラー ×XED ピンク

注文番号：RACAN-MDH-UL BKOC

注文番号：RACAN-MDH-UL GLBK

注文番号：RACAN-MDH-UL SLR

注文番号：RACAN-MDH-UL W/BL

注文番号：HELI-CPDTBS-N MBK

注文番号：HELI-MPDTBS-N MBK

注文番号：HELI-XED BK

注文番号：634-XED MNV

10

11

190-MDH

視界が広く、シンプルなスタイルのゴーグル

￥12,100（本体価格￥11,000）

140-MDH

ミラーレンズが搭載されたジュニア向けゴーグル

￥6,600 （本体価格￥6,000）

30

フレームカラー：マットブラック

レンズカラー：レッドミラー×グレイ

注文番号：190-MDH MBK

080-MDHS

50

フレームカラー：ブラック×ホワイト

レンズカラー：シルバーミラー×クリア

25

フレームカラー：ブラック

46

レンズカラー：パープルミラー×グレイ

レンズカラー：ゴールドミラー×ブライトピンク

注文番号：190-MDH BK

注文番号：190-MDH SND

注文番号：190-MDH BK/W

10

フレームカラー：マットブラック

13

フレームカラー：レッド

フレームカラー：マットブラック

50

レンズカラー：ピンクミラー×ブライトピンク

レンズカラー：ゴールドミラー×グレイ

注文番号：140-MDH W

注文番号：140-MDH R

くもりを効果的に抑えるダブルレンズモデル

56

50

レンズカラー：オレンジミラー×グレイ

レンズカラー：レッドミラー×グレイ

レンズカラー：ピンクミラー×ブライトピンク

レンズカラー：ゴールドミラー×ブライトピンク

注文番号：080-MDHS MBK

注文番号：080-MDHS R

注文番号：080-MDHS W/LBL

注文番号：080-MDHS SND

56

フレームカラー：グロスホワイト

フレームカラー：ピンク×ブラック

注文番号：140-DH BKBL

注文番号：140-DH GLW

注文番号：140-DH PIBK

JUMPIN-DH

レンズカラー：ピンク

レンズカラー：ピンク

安全性と機能性を考えたジュニア向けの眼鏡対応ゴーグル

￥5,500 （本体価格￥5,000）

180-MDH

56

フレームカラー：ブラック×ブルー

レンズカラー：ピンク

フレームカラー：サンド

12

フレームカラー：レッド

注文番号：140-MDH MBK

￥5,280 （本体価格￥4,800）

フレームカラー：ホワイト×ライトブルー

25

フレームカラー：ホワイト

レンズカラー：レッドミラー×グレイ

140-DH

左右の視界が広く眼鏡対応の球面レンズゴーグル

￥10,450 （本体価格￥9,500）

19

フレームカラー：サンド

シンプルなスタイルの眼鏡対応ゴーグル

￥10,450 （本体価格￥9,500）

52

15

52

フレームカラー：ブラック×ネイビー

14

フレームカラー：レッド

39

フレームカラー：サンド

レンズカラー：オレンジミラー×グレイ

レンズカラー：シルバーミラー×クリア

レンズカラー：レッドミラー×グレイ

レンズカラー：ゴールドミラー×ブライトピンク

注文番号：180-MDH BK

注文番号：180-MDH BKNA

注文番号：180-MDH R

注文番号：180-MDH SND

150-MDHS

フレームカラー：ブラック×ブルー

注文番号：JUMPIN-DH BK

注文番号：JUMPIN-DH W

注文番号：JUMPIN-DH BKBL

レンズカラー：ピンク

レンズカラー：ピンク

101S

￥1,870 （本体価格￥1,700）

38

セミフレームレスで広い視界を実現するスタイリッシュモデル

￥10,450 （本体価格￥9,500）

45

フレームカラー：ホワイト

レンズカラー：オレンジ

フレームカラー：ブラック

45

フレームカラー：ブラック

38

38

38

フレームカラー：ブラック×ブルー

フレームカラー：ブルー×ブルー

フレームカラー：ピンク×ピンク

フレームカラー：ホワイト×ピンク

注文番号：101S BKBL

注文番号：101S BLBL

注文番号：101S PIPI

注文番号：101S W/PI

レンズカラー：グレイ

レンズカラー：グレイ

レンズカラー：グレイ

レンズカラー：グレイ

101S-PIN
18

フレームカラー：マットブラック

18

フレームカラー：ネイビー

19

フレームカラー：グロスホワイト

32

￥1,870 （本体価格￥1,700）

フレームカラー：ブラック×レッド

レンズカラー：レッドミラー×グレイ

レンズカラー：ブルーミラー×グレイ

レンズカラー：ピンクミラー×ブライトピンク

レンズカラー：オレンジミラー×ブライトピンク

注文番号：150-MDHS MBK

注文番号：150-MDHS NAV

注文番号：150-MDHS GLW

注文番号：150-MDHS BK/R

45

フレームカラー：ホワイト×ピンク

注文番号：101S-PIN PIPI

注文番号：101S-PIN W/PI

レンズカラー：ピンク

170-MDH

シンプル&コンパクトスタイル

￥7,700 （本体価格￥7,000）

45

フレームカラー：ピンク×ピンク

レンズカラー：ピンク

PK-160H
15

フレームカラー：マットブラック

35

フレームカラー：ホワイト×ピンク

18

￥4,400 （本体価格￥4,000）

フレームカラー：ブラック×ブルー

レンズカラー：オレンジミラー×グレイ

レンズカラー：ピンクミラー×ブライトピンク

レンズカラー：ブルーミラー×グレイ

注文番号：170-MDH MBK

注文番号：170-MDH W/PI

注文番号：170-MDH BKBL

52

52

フレームカラー：グロスイエロー

フレームカラー：グロスブラック

注文番号：PK-160H GLYL

注文番号：PK-160H GLBK

レンズカラー：オレンジ

レンズカラー：オレンジ

12

13

SKIER : MASAAKI SATO / PHOTO : HIROYA NAKATA

アンチ バイブレーション
メッシュ

HSF-230

￥22,000 （本体価格￥20,000）

抜群のベンチレーション機能を備えたハイブリッドモデル
■M(53~58cm) 約 500g
L(58~62cm) 約 530g
■CE 規格 EN1077B 認証

ワンタッチで開閉できる通気穴から、外気を効率的に
取り入れて、頭部の群れを抑制します。

特許技術である磁石式ファスナーによって、パーツ同
士を近づけると自動的にはまり、グローブ着用時でも
片手で簡単に外すことができます。
丈夫で安全な素材を使用しており、確実に、簡単にス
トラップの装着ができます。

ヘルメット内側の衝撃吸収材と生地との間に、 特殊
素材のメッシュを挟み込むことにより、衝撃時の頭部
振動を低減。ライダーの頭部を保護します。

アンチ
バイブレーション
メッシュ

HSF-240

カラー：マットブラック P

カラー：ダークネイビー

カラー：マットレッド

カラー：ライム

注文番号：HSF-230 MBKP

注文番号：HSF-230 DNAV

注文番号：HSF-230 MR

注文番号：HSF-230 LIM

￥19,800 （本体価格￥18,000）

BACK

軽量性と機能性を備えたハイパフォーマンスモデル
■M(53~57cm) 約 430g
L(58~61cm) 約 450g
■CE 規格 EN1077B 認証

アンチ バイブレーション
メッシュ

カラー：グレイ ×ブラック

カラー：マットネイビー

カラー：マットレッド

注文番号：HSF-240 GRBK

注文番号：HSF-240 MNV

注文番号：HSF-240 MR

BACK

ヘルメット内側の衝撃吸収材と生地との間に、 特殊
素材のメッシュを挟み込むことにより、衝撃時の頭部
振動を低減。ライダーの頭部を保護します。

14
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SKIER : RYUNOSUKE OHKOSHI
SAJ 令和 2 承認第 00255 号

HSF-220

￥14,300 （本体価格￥13,000）

H-80

￥19,800 （本体価格￥18,000）

㍍㔞࣭ࢥࣥࣃࢡࢺ࡞ࢪࣕࣃࣥࣇࢵࢺࣔࢹࣝ
■SM(54~58cm) 約 400g
LXL(59~62cm) 約 460g ※MAWF は SM サイズのみ
■CE 規格 EN1077B 認証

カラー：ブラック ×レッド

カラー：マットグレイ

カラー：マットオレンジ

カラー：マットホワイトF

注文番号：HSF-220 BK/R

注文番号：HSF-220 MGRY

注文番号：HSF-220 MAOR

注文番号：HSF-220 MAWF

BACK

㞷ࡸ⣸እ⥺ࡽ║ࢆㆤࡿࠊࣂࢨ࣮ࡁࣔࢹࣝ
■ONE(52~58cm) 約 540g
■CE 規格 EN1077B 認証

バイザーカラー：グレイ 可視光線透過率：54％

H-41

￥9,900 （本体価格￥9,000）

カラー：マットブラック

カラー：マットホワイト

注文番号：H-80 MBK

注文番号：H-80 MAW

￥41,800 （本体価格￥38,000）

￥40,700 （本体価格￥37,000）

BACK

ࡸࡉࡋࡃໟࡳ㎸ࡴࣞࢹ࣮ࢫ࣭ࢪࣗࢽྥࡅࣔࢹࣝ
■ONE(54~58cm) 約 350g
■CE 規格 EN1077B 認証

カラー：レッド ×ブラック

BACK

注文番号：HSR-95FIS-RS R/BK

H-56

￥8,800 （本体価格￥8,000）

H-45R

￥7,700 （本体価格￥7,000）

カラー：マットブラック

カラー：マットホワイト

カラー：マットブルー

カラー：マットオレンジ

注文番号：H-41 MBK

注文番号：H-41 MAW

注文番号：H-41 MBL

注文番号：H-41 MAOR

カラー：ブラック

カラー：ホワイト

注文番号：HSR-95FIS BK

注文番号：HSR-95FIS W

BACK

BACK

￥27,500 （本体価格￥25,000）

￥26,400 （本体価格￥24,000）

ึࡵ࡚ࡢ㞷య㦂࡛ࡶᛌ㐺࡞࢟ࢵࢬ࣭ࢪࣗࢽࣔࢹࣝ
■ONE(51~54cm) 約 310g
■CE 規格 EN1077B 認証

カラー：ブルー

カラー：ピンク

カラー：イエローグリーン

注文番号：H-56 BL

注文番号：H-56 PIN

注文番号：H-56 YG

■S(48~54cm) 約 500g、M(52~58cm) 約 520g、L(58~64cm) 約 530g
■CE 規格 EN1077B 認証

㢌ࢆ☜ᐇㆤࡿࣁ࣮ࢻࢩ࢙ࣝࡢ࣮࣋ࢩࢵࢡࣔࢹࣝ

カラー：ホワイト

カラー：ガンメタリック

注文番号：H-45R W

注文番号：H-45R GMR

H-46R

￥6,600 （本体価格￥6,000）

BACK

カラー：レッド ×ブラック

BACK

注文番号：HSR-90FIS-RS R/BK

■S(48~54cm) 約 550g、M(52~57cm) 約 550g
■CE 規格 EN1077B 認証

カラー：ブラック

カラー：ホワイト

注文番号：HSR-90FIS BK

注文番号：HSR-90FIS W

BACK

￥17,600 （本体価格￥16,000）

ࢪࣗࢽࡽேࡲ࡛ᖜᗈࡃᑐᛂࡍࡿࣔࢹࣝ

BACK

カラー：ブラック

カラー：ブラック

注文番号：H-46R S BK
※Sサイズのみ

注文番号：H-46R M BK
※Mサイズのみ
※サイズによりベルトカラーが異なります。

BACK

カラー：ブラック×シルバー

カラー：ホワイト×レッド

カラー：ライム

注文番号：H-70FIS BKSL

注文番号：H-70FIS W/RD

注文番号：H-70FIS LIM

BACK

16

17

総額 ( 本体価格 )



レンズクリーナー



ゴーグルハードケース

￥1,100（本体価格￥1,000）
￥1
カラー：ブラック

素材：ポリプロピレン

注文番号：A-23 BK



ゴーグルセミハードケース

￥1,980（本体価格￥1,800）

￥1,320（本体価格￥1,200）

RIDGELINE

発注単位：1セット
（20枚入り）
サイズ：30×30cm

注文番号：A-50

カラー：ブラック

スペアレンズケース
スペアレン

（本体価格￥1,500）
￥1,650（本体価格
カラー：ブラック

￥22,000(￥20,000)

RIDGELINE-MDH-CU

￥20,350(￥18,500)

注文番号：A-131 BK

RACAN



スペアレンズケース

￥1,650（本体価格￥1,500）
カラー：ブラック

R
対応モデル：RIDGELINE

対応モデル：ROVO

注文番号：A-134
A
BK

注文番号：A-133 BK



V4

￥990（本体価格￥900）

634

多くのヘルメットにフィットします。
BH-4式ベルトバックルに対応。

対応モデル：190/080/180/150/170/140/JUMPIN

HELI

注文番号：BH-4 BK
JUMPIN

RDLSM

MITレッドミラー×ライトスモーク調光

33-69%

LRL-5191

BLLSM

MITブルーミラー×ライトスモーク調光

45-72%

LRL-4265

CUL

アイスミラー×ウルトラライトパープル調光

17-35%

LRL-1357

PISH

シャドーミラー×偏光ピンク

37%

LRL-1354

PSBR

パステルブラウンミラー×偏光ピンク

27%
55%

￥17,050(￥15,500)

RIDGELINE-MDH-UL

￥15,950(￥14,500)

LRL-4470

LSIL

ライトシルバーミラー×ウルトラライトグレイ

RIDGELINE-DH

￥12,100(￥11,000)

LRL-0199

CLA

クリア

LRV-5190

RDLSM

MITレッドミラー×ライトスモーク調光

33-69%

81%

ROVO-MDH-CMIT

￥22,000(￥20,000)

LRV-5191

BLLSM

MITブルーミラー×ライトスモーク調光

45-72%

ROVO-MDH-CU

￥20,350(￥18,500)

LRV-4265

CUL

アイスミラー×ウルトラライトパープル調光

17-35%

ROVO-MDH-UL

￥15,950(￥14,500)

LRV-4470

LSIL

ライトシルバーミラー×ウルトラライトグレイ

ROVO-DH

￥12,100(￥11,000)

LRV-0199

CLA

クリア

RACAN-MDH-CU

￥13,200(￥12,000)

LRA-4265

CUL

アイスミラー×ウルトラライトパープル調光

RACAN-MDH-UL

￥12,100(￥11,000)

LRA-4470

LSIL

ライトシルバーミラー×ウルトラライトグレイ

V4-CPDH

￥11,000(￥10,000)

LV4-5299

PIN

偏光ピンク調光

LV4-3168

PISH

シャドーミラー×偏光ピンク

V4-MPDH

￥8,250(￥7,500)

LV4-3171

PISL

シルバーミラー×偏光ピンク

8%

LV4-3166

PSBR

パステルブラウンミラー×偏光ピンク

30%

ベルトクリップ

ゴーグルベルトの長さを延長し、

LRL-5190

RIDGELINE-MPDH

素材：EVA

ROVO




RIDGELINE-MDH-CMIT

634-XED

￥19,800(￥18,000)

L634-XED

XEDP

シャドーミラー×XEDピンク ※修理対応

HELI-CPDTBS-N

￥11,000(￥10,000)

LHELI-5399

TIU

偏光トライアンバー調光

55%
81%
17-35%
55%
18-34%
42%

44%
19-40%

HELI-MPDTBS-N

￥8,250(￥7,500)

LHELI-MPDH

PI/Y

パステルイエローミラー×偏光ピンク

24%

HELI-XED

￥19,800(￥18,000)

LHELI-XED

XEDP

XEDピンク ※修理対応

35%

JUMPIN-DH

￥4,400(￥4,000)

L-JUMP-DH

OR

オレンジ

52%

L-JUMP-DH

PIN

ピンク

45%

●在庫状況により対応できない場合もございますので、あらかじめご了承願います。

：PREMIUM ANTI-FOG

●以下品番については、スペアレンズ対応をしておりませんので、あらかじめご了承願います。




デミストセット
デミストセ

（本体価格￥600）
￥660（本体価格￥6
ゴーグル・グラスレンズ用のくもり止めスプ
グラスレンズ用のくもり止めスプレー

（30個入
発注単位：1セット
（30個入り）

注文番号：A
A-45



撥水スプレー

￥1,980（本体価格￥1,800）
レンズ面の水滴をスッキリはじきとばします
レ

発注単位：1セット
（6個入り）

注文番号：A-49



ベルトクリップ

￥990（本体価格￥900）
ゴーグルベルトの長さを延長し、

多くのヘルメットにフィットします。

（スペアレンズ対応外品番：190-MDH、080-MDHS、180-MDH、150-MDHS、170-MDH、140-MDH、140-DH）
●その他、掲載外の品番・カラーにつきましては、別途お問い合わせ願います。
※可視光線透過率とは、可視光（人が見ることのできる光）の透過率のことで、レンズを通した視界の明るさを示します。裸眼の視界は可視光線透過率100％になります。
※球面レンズ（カラー、ミラー、偏光、調光とも）は、レンズ中央部で測定していますので、眼の位置、周辺部、ミラーの濃度により、透過率や実際の見え方が異なることがあります。
※可視光線透過率の数値は、レンズの厚み等の条件で、各モデルにより異なりますので、カタログには標準的な数値を記載しています。

BH-12式ベルトバックルに対応。

対応モデル：RIDGELINE/ROVO/V4/RACAN/HELI/634

注文番号：BH-12 BK



チンガード

￥5,500（本体価格￥5,000）
カラー：ブラック

対応ヘルメット：HSR-95FIS,HSR-90FIS,H-70FIS

注文番号：HA-23 BK



ソフトヘルメットケース

￥990（本体価格￥900）
カラー：ブラック

注文番号：HA-31 BK



メッシュインナーキャップ

￥2,750（本体価格￥2,500）
カラー：ブラック
サイズ：フリー

注文番号：HA-33 BK



マルチヘルメットバッグ

￥5,500（本体価格￥5,000）
カラー：ネイビー

ゴーグルなどを入れる小物収納ポケット付

注文番号：HA-34



バラクラバ

￥4,950（本体価格￥4,500）
カラー：ブラック
サイズ：フリー

注文番号：HA-35 BK



ヘルメットポーチ

￥3,960（本体価格￥3,600）
カラー：ブラック
注文番号：HA-36

SKIER : SHO ENDO , YUSUKE FUKASAWA , MASAAKI SATO
/ PHOTO : HIROYA NAKATA
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