
本書の、左のマークで表記されている事項は、この表

示を無視して誤った取り扱いをした場合、使用者が死亡

または重傷を負う可能性が高いと思われる事項である

ことを示しています。

本書の、左のマークで表記されている事項は、この表示を無視し

て誤った取り扱いをした場合、ヘルメットを破損させ、安全装備

としての機能を低下させる可能性が高いと思われる事項であるこ

とを示しています。

ご使用前に必ず本書をお読みください

本書はヘルメットの使用方法、お手入れ方法、使用上の注意を説明しています。正し
くご使用していただくため、最後までよくお読みください。また、本書はいつでも読み
返せるよう、大切に保管してください。万一、本書を紛失された場合は、弊社『品質
管理課』までお問い合わせください。製品の改良などにより、お客様に予告なく仕様
の変更を行う場合がありますのでご了承ください。
◆本書の各図記号は以下のような意味を表しています◆

パーツ名 部品番号

ハイパーＴバイザー

ハイパーＴプロ
ＥＰイヤーカップ

ハイパーＴプロ
ＥＰシステム内装

091710
091713

065715
065716

065714

075753

075760
075757
075756
075754

ＩＣダクト３（1個）

ハイパーＴプロ
ロックガード用ネジセット
ハイパーＴプロ ロックガード（クリアー）

ハイパーＴプロＥＰストラップカバー

104955

115720

104922

115719

095721

075718

白
黒

20mm（55-56・57-58 標準）
25mm（54 標準）

15mm（59-60・61-62 標準）

Ⅱ・10mm（54 標準）

Ⅳ・7mm（61-62 標準）
Ⅲ・7mm（59-60 標準）
Ⅲ・10mm（57-58 標準）
Ⅱ・7mm（55-56 標準）

黒

黒

白

白

オプションパーツリスト

Ｖクロス２ハイパーシャークバイザー
ネジセット

112480
112481黒

白

正しいサイズのヘルメットを選ぶ！

安全のためには、【自分の頭に合ったサイズのヘルメットをかぶる】ということが大切です。サイズの合っ

ていないヘルメットでは充分な安全性能を発揮することはできません。ヘルメットは同じサイズ表示で

あっても、モデルによってフィット感が各々異なります、以下の①～③を試着のポイントとしてヘルメッ

トをお選びください。①希望するヘルメットを実際にかぶる。②ヘルメットをかぶって頭を上下左右に

振っても、頭の動きに対してヘルメットが追従する。③内装のフィット感が頭に対して均一である。

ヘルメットをかぶる際は、あご紐を正しくしめる！

転倒した際、頭に受ける衝撃の方向は予想する事ができません。ある時はヘルメットを脱がすような

方向から衝撃が来るかもしれません。そんな時、ヘルメットを頭にしっかりと固定しておくのがあご紐

の役目です。ヘルメットをかぶっていても、あご紐をしめていなければノーヘルと同じです。ヘルメッ

トをかぶる時には必ずあご紐をしめてください。

衝撃を受けたヘルメットは再度使用しない！

ヘルメットは衝撃を受けると、その一部が壊れることで衝撃を吸収し、頭を守るように作られています。

したがって、かぶった状態で衝撃を受けたヘルメットは、例え外観に大きなキズが見られなくても衝撃

吸収のために内部構造は壊れています。一度でも大きな衝撃を受けたヘルメットは継続して使用せず、

弊社品質管理課まで事故の状況説明と共にヘルメットをお送り頂き、再使用可能かどうか検査※を依

頼されるか、新しいヘルメットをご購入ください。

※ヘルメットの検査は無料ですが、ヘルメットの往復送料はお客様のご負担となります。

ヘルメットを自分で塗装する際の注意！

ヘルメットをご自分で塗装する際には、以下の事によく注意して行ってください。まず、ヘルメットの

外側を中性洗剤（食器洗い用）で洗い、汚れや油分を落として８００番程度のサンドペーパーで擦って

表面の処理を行ってください。ヘルメット内の衝撃吸収ライナーは、塗料に含まれる溶剤に侵されると、

溶けてしまい衝撃吸収性が失われてしまいますので、塗料が染み込まないように紙とテープで入念に

マスキングしてください。ヘリ部分、ホック類、ネジ孔なども同様にマスキングして、ご使用になる塗

料の説明書にしたがって塗装を行ってください。ただし、乾燥時に５０℃以上の熱を必要とする塗料は

ご使用できませんのでご注意ください。なお、ホルダーなどの樹脂成型品は塗装に適していませんの

でご注意ください。

ヘルメットの改造は絶対に行わないこと！

ヘルメットの基本構造は頭を何らかの物質と空間で覆い ､これによって頭を保護するものです｡安全

性を高める為には、より多くの物質 ､空間が必要となり､したがって安全性の代償として僅かとはいえ

視界、聴力、運動性が損なわれる可能性があります｡例えば、ヘルメットをかぶると音が聞こえにくく

感じる例があげられます。これは、高周波のカン高い音がクッション材などによって吸収されることに

よって音質が変化するためで、通常の会話などの周波数音はほとんど吸収されません。このことをご

理解いただければ、ご支障なく運転ができます。また、帽体に聴音孔をあけると衝撃吸収性能が低下

するだけでなく、かえって風切音が大きくなり、聴力を妨げる原因となります。メーカーに相談せず帽

体や発泡スチロールに孔をあけたり、削ったりするのはおやめください。

安全のため、守っていただきたいこと

このたびアライヘルメットをお求めくださいました事を、心より感謝いたします。私共は日本で最も長い歴史を誇るヘルメットメーカーとしてその

歴史に恥じぬヘルメットを作り、より多くの方々の安全を守るため努力しております。しかし、私共が努力して作った製品といえども、いかなる

事故にも絶対という訳ではありません。ヘルメットは万一の際に危険の度合を減らす装備の一つであり、安全の一要素にすぎません。ヘルメッ

トの着用に際しては以下の注意事項をよくご理解いただき、常に安全を心がけて運転されますよう、お願いいたします。

走行中のヘルメットの操作は危険です！

オートバイで走行中にヘルメットの操作(シャッターの開閉など )を行うには、ハンドルから一時的に

手を離さなければならず、その結果オートバイの運転に支障をきたすおそれがあります。ヘルメットの

各操作は、オートバイが停車状態の時に行ってください。ただし、シールドの開閉操作は視界の確保

などに必要なので、この限りではありません。

ヘルメットを不安定な場所に置かない！

オートバイのタンクやシート上など、不安定でツルツルした場所にヘルメットを置くと、ヘルメットが滑

り落ちて破損するおそれがあります。ヘルメットは、中身が空の状態で１ｍ以下からの落下であれば、

性能に大きくは影響しませんが※、落下時にヘルメットの部品が破損した場合、そのまま使用すると

走行中に部品が外れたりするおそれがあります。部品が破損した時には、速やかに新しい部品と交換

してください。※但し、１ｍ以下でもヘルメットの同じ所を何回も落とした場合は性能が低下します。

ヘルメットをハンドルやミラーなどに引っ掛けない！

バックミラーにヘルメットをかけると、ミラーの角でシールドが傷付いたり、衝撃吸収ライナーが変形

するおそれがあり、変形したライナーは衝撃吸収能力に少なからず影響を及ぼします。また、ヘルメッ

トの上に腰掛けるのも厳禁です。ヘルメット裾部のエッジモールを傷付け、それをきっかけにエッジモー

ルが剥がれたり、削れたりしてヘルメット裾部が露出するおそれがあります。帽体の裾部は硬いので、

それを保護しているエッジモールが無いと、転倒時に首や肩など身体を傷つけるおそれがあります。

ヘルメットを運ぶ時には注意する！

ヘルメットホルダーにヘルメットを吊り下げたまま走行すると、ヘルメットと車体との干渉により車体可

動部の動きを妨げるおそれがあります。そして、ヘルメット本体や、車体とヘルメットを繋いでいるあ

ご紐も傷つけるおそれがあります。また、ヘルメットを持ち運ぶためにヘルメットの窓に腕を通したり、

あご紐で腕に吊り下げて運転するのもオートバイの操縦に支障をきたしますので絶対におやめくださ

い。

ヘルメットをペットの近くに置かない！

ペットの活動範囲内にヘルメットを置かないようにご注意ください。ペットがヘルメットをおもちゃにし

て、噛んだり、転がしたり、引き摺り回したり、内装の布やウレタンクッションを巣作り（寝床）の材

料にするために齧
かじ

り取ったりしてヘルメットを破損させるおそれがあります。また、ヘルメットから外

れた部品をペットが飲み込むおそれもありますので、ヘルメットの置き場所にはご注意ください。

ヘルメットの性能は不変ではありません！

ヘルメットは日々着用することで帽体や衝撃吸収ライナーなどの経時変化による劣化が進み、衝撃吸収性能が徐々に低下して行き

ます。財団法人製品安全協会の被害者救済制度（ＳＧマーク）の有効期限（ヘルメットの着用開始から３年間）を目安に、ご使用

中のヘルメットに、これといった異常が見られなくても、着用開始から３年以上経過したヘルメットは、お買い替えをお勧めします。

取扱説明書

この度は、アライヘルメットの製品をお買い上げ頂きまして

誠に有難うございます。

アライヘルメットではヘルメットやパーツ類のお客様への直接販売を行なっていません。お客様のお近くの

オートバイ用品取扱店にてご注文及びご購入ください。オプションパーツの価格につきましては、アライ

製品のカタログやアライヘルメットのホームページをご参照ください。尚、通信料はお客様のご負担となり

ますので、予めご了承ください。

株式会社アライヘルメット
〠３３０-０８４１ 埼玉県さいたま市大宮区東町２-１２

☎０４８-６４１-３８２５
ヘルメットに関するご質問ご相談は品質管理課まで。

☎０４８-６４５-３６６１
受付時間：午前９時～午後５時（土曜・日曜、祝日を除く）



折り返す

４. あご紐を引っぱる
あご紐先端を矢印の方向に引っぱると、あご
紐が徐々に締まります。
※あご紐の引っぱり加減で、締め具合を調節することが

できます。 ４.

５.

あご紐が乗車服やレインウェアなどの襟元の面ファス

ナーに付着すると、後方確認の際に首の動きを妨げ

るおそれがあります。また、あご紐が面ファスナーへ

付着すると毛羽立ちの原因になります。

あごの下とあご紐との間に指を一～二本差し入れ、

襟元を直すように左右に動かしても、指の背が常に

あご下に触れる位が適切な締め具合です。

※人差し指と中指の一番太いとこ

ろが、直径２０ｍｍ未満の方は指

二本で、それ以上の方は、人差し

指一本で確認しましょう。

リリースタブの使い方
あご紐先端のストラップスナップを外し、リリー
スタブを摘んで矢印の方向に引っぱると、あご紐
を簡単に緩めることができます。

５. 余った先端部を留める
余ったあご紐の先端をストラップスナップで留
めることで、あご紐の風によるバタ付きや、襟
元の面ファスナーへの付着を防止できます。

あご紐を正しく締めていない場合、転倒時にあご紐が緩んで

ヘルメットが脱落し、死亡または重傷を負う危険性があります。

ストラップスナップが外れてヘルメットが

落下するおそれがありますので、あご紐を

ストラップスナップで留めただけの状態で

は持ち歩かないでください。

１８０°折り返す

再び通す

順番に通す

１.

２.

３.

１. あご紐を、二つのＤリングに通す
あご紐を、Ｄリング①→Ｄリング②の順に通し
ます。

２. あご紐を１８０°折り返す
二つのＤリングにあご紐を通し終えたら、あ
ご紐の先端を軽く引っぱって弛みを取り除きな
がら１８０°折り返します。

３. あご紐を、Ｄリング①に再び通す
折り返したあご紐の先端を、Ｄリング①に通し
ます。

あご紐を正しく締めていない場

合、万一の際にヘルメットの安全

装備としての機能が十分に発揮で

きません。当項目を良くお読みに

なり、あご紐を正しくご理解いた

だきますよう、お願いいたします。 Ｄリング①

リリースタブ Ｄリング②

あご紐 ストラップスナップ

あご紐を通す際には、途

中で捩れさせないように

ご注意ください。

1 2あご紐の取り扱い方法 ロックガードについて
ロックガードの着脱方法
ロックガードを外す際は、ロックガードを固定している左右四ヵ所のネジを十円硬貨で
緩めて取り外します。
ロックガードを付ける際は、ロックガードの上下左右を確認してロックガードの穴とヘ
ルメット側のネジ穴を合わせ、ワッシャーを被せてネジを締め付けます。ロックガード
が動かないように左右四ヵ所のネジをしっかりと締め込んでください。

ロックガードの調節方法
①ロックガードをヘルメットに固定して
いる左右四ヵ所のネジを、ロックガード
が手で自由に動かせる程度に十円硬貨で
緩めます。

②ロックガードを持ち、前後上下に動か
して好みの位置に設定します。そして、
ロックガードが外力で簡単に動かないよ
うに左右四ヵ所のネジをしっかりと締め
つけます。

当ヘルメットに装着されている【ロックガード】は、安全装備として

の備えの一つです。しかし、岩石へのヒットなどの衝撃から必ずしも

１００％守れるものではありません。この事を十分にご理解して頂いて

ヘルメットをご使用ください。

ロックガードはヘルメットを持ち運ぶ際の持ち手に利用しても特に問

題はありません。しかし、ロックガードをオートバイのハンドルなどに

引っ掛けると、ヘルメットの重量によってハンドルが不意に動き、ロッ

クガードがハンドルから外れてヘルメットが落下するおそれがありま

す。十分ご注意ください。

ロックガードは、左図を参照に上下を

ご確認ください。尚、ロックガードを

上下逆に取り付けないよう、十分ご注

意ください。

ロックガードを外してヘルメットをご使用になるお客様へ
ネジ穴への泥の詰まりを予防する為、同梱の【ＣＴロックネジ】に付
け替えてください。
このネジは星形の窪みによって手で十分回せますが、脱落防止のた
めにしっかりと締め付けたい時にはラジオペンチ等で星形の窪みを
対角線上に掴んで締めてください。尚、ネジ首が破断するおそれが
ありますので、締め過ぎには十分ご注意ください。



Ｖラムインテークシャッターの開閉
バイザー下のＶラムインテークのシャッ
ター開閉は、スライダーを操作して行いま
す。スライダー下部の突起に指をかけて
引き下げると吸気孔が露出します。スラ
イダーを上げると吸気孔はふさがれます。

ＩＣダクト３の開閉
シャッターの開閉は、各ダクト上にある【スイッチ】で
行います。スイッチの前方（ヘルメットの前後に準じま
す）を押すとシャッターが開き、後方を押すとシャッター
が閉じます。

走行中、各部のシャッター操作を行うにはハンドルから一時的に手を

離さなければならず、運転に支障をきたすおそれがあります。シャッ

ターの操作は、オートバイが停止状態の時に行ってください。

スライダー突起

吸気孔

スイッチ

バイザーの外し方
バイザーを固定している三本のネジを緩めてバイ
ザーを取り外してください。

バイザーの付け方
バイザーのセンター部と両サイドを、それぞれ専用
の取り付けネジで固定してください。

センターのネジ 左右のネジ

センターネジは手で回すことができます。

両サイドのネジは、１０円硬貨などで回し

てください。

バイザーの角度調節
①バイザー取り付けネジ３ヵ所を、バイザーが動
かせる程度に少しだけ緩めます。

②ネジを緩めた状態でヘルメットを被り、バイザー
を好みの角度に合わせます。位置が決まったらセ
ンター部のネジを締めて角度を固定し、一旦ヘル
メットを脱ぎます。

③左右のネジを締めつけますが、ヘルメットとバ
イザーが良く密着するようにバイザーの端をネジ
の方向に押し付けながらネジを締めてください。

バ
イ
ザ
ー
は
上
下
に

調
節
で
き
ま
す
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4

ベンチレーションの操作

バイザーについて ヘルメットにイヤーカップを取り付ける際、イヤーカップと取り付け用

ベースとの間にあご紐を挟み込まないようにご注意ください。あご紐

を挟み込んだ状態でヘルメットを着用すると、あご紐の機能が大きく

損なわれます。

イヤーカップの外し方
イヤーカップ裏に図①のように指をかけ、内側から外側へとめくると外すことができます。次に、
イヤーカップ下部に指をかけ、図②のようにひっぱり上げるとフックを外すことができます。

イヤーカップの付け方
図③のようにフックをベースの穴に差し込み、イヤーカップの上からパチンと音がするまで押
し込みます。次に、上部２ヶ所のボスをベースの穴にあてがい、図④のようにイヤーカップの上
からパチンと音がするまで押し込んでください。

■イヤーカップは、裏面上部二ヶ所の【ボス】と下部
の【フック】で、ヘルメット側のイヤーカップベースに
取り付けられています。（右図を参照）イヤーカップ
の裏面とベースの表面には、Ｌ（左）Ｒ（右）の刻印
が入っています。同じ向きの組み合わせで取り付けを
行います。

フック

ボス

Image

5 イヤーカップの着脱

走行中にバイザーの調節を行うのは危険です。必

ず停止時に行ってください。また、調節のために

緩めたネジは、調節後に必ず締めてください。尚、

バイザー中央のスライド穴の上下を削るなどして、

バイザーの調節範囲を広げる目的の改造は行わな

いでください。バイザーの設計強度を損なう危険

性があります。

ホック及び内装枠の破損防止のため、全てのホックを外してから内装

を取り出してください。また、乗車用手袋をヘルメット内に入れると、

手首部分の面ファスナーが内装に貼り付いたり、手袋に装備されたプ

ロテクターやエアーダクト類がヘルメット内を傷める場合がありますの

でご注意ください。

内装の外し方
①システム内装は四つのスナップで取り付
けられています。
それぞれのスナップのなるべく近くを持ち、
ヘルメットの中心に向けて引っぱってスナ
ップを取り外してください。
②システム内装をヘルメットから取り出し
ます。

内装の付け方
③内装の前後の向きに注意してヘルメット
内に入れます。
④システム内装のそれぞれのスナップ位置
を合わせて押し込みます。
取り付け完了後に内装の歪みを整えてくだ
さい。

6 システム内装の着脱



ストラップカバーの外し方
■ストラップカバーの着脱は、一旦左右のイヤ
ーカップを取り外してから行います。

①ストラップカバー根元部分に縫い付けられた【フ
ック】をしっかりと掴みます。

②【フック】を上に（ヘルメットの天井に向けて）
スライドさせて、【ハンガーマウント】から抜き取
ります。

③【フック】が外れたら、ストラップカバーをあご
紐から抜き取ります。

ストラップカバーの取り付け準備
まず、ストラップカバーの左右表裏の確認を行います。カバーの表裏は、かぶった際に肌に接
触する方が【表】、合成皮革が縫い付けられている方が【裏】になります。

右ストラップカバー（裏）左ストラップカバー（裏）

ストラップカバーは、カバー根元に設けられた【フック】が、

あご紐アンカー部の【ハンガーマウント】のスリットに差し込

まれて固定されています。

カバー左側の付け方
①左側（Ｌ）のストラップカバ
ー裏面を手前に、あご紐はＤ
リング根元のストラップスナッ
プ（凹）を手前に向け、カバー
に通します。
②ストラップカバーのフック
を、ストラップアンカーのＴ字
形の穴の上部にはめ込み、下
に向けて止まる位置までスラ
イドさせます。

カバー右側の付け方
①右側（Ｒ）のストラップカバ
ー裏面を手前に、あご紐は先
端のストラップスナップの飾り
ボタン（Ａｒａｉ刻印入り）を手
前に向けてカバーに通します。
②ストラップカバーのフック
を、ストラップアンカーのＴ字
形の穴の上部にはめ込み、下
に向けて止まる位置までスラ
イドさせます。

カバーの途中に開いてい

る穴に指を入れてＤリング

を送り出すと、楽に通すこ

とができます。

カバーの途中の穴に指を

入れ、あご紐を送り出すと、

楽に通すことができます。

ストラップカバー未装着の状態で、ヘルメットを使用しないでください。

また、ストラップカバーの取り付けが不十分だと、ヘルメットをかぶる

際に、ストラップカバーが外れるおそれがあります。

7 8ストラップカバーの着脱 ヘルメットのお手入れ

内装のお手入れ（中性タイプの洗濯用洗剤をご使用ください）

内装をヘルメットから取り外して手洗いを行いますが、システム内装は内装の枠を折り曲げた
り変形させないよう、やさしく洗ってください。そして、洗い終えたら水でよく濯いで水分を
取り除き、風通しの良い日陰で自然乾燥させてください。

内装を洗濯機で洗う際は、必ず「洗濯ネット」

に入れて【ソフト】【弱】【手洗い】など素材に

負担をかけない洗濯モードで洗ってください。

また、衣類乾燥機や洗濯乾燥機による内装の

乾燥につきましては、その乾燥温度が５０℃以

上に達する場合はご使用頂けませんのでご注意

ください。
※乾燥温度については、衣類乾燥機や洗濯乾燥機に付属している取扱

説明書をご確認ください。

ｐＨコントロール：抗菌消臭高機能生地について
ｐＨコントロール：抗菌消臭高機能生地を使用した内装は、路上に直接ヘルメットを置いたり、
内装生地よりも硬い物で強く擦ったりすると、ほつれや毛羽立ちが生じる場合がありますので
ご注意ください。尚、内装にほつれや毛羽立ちが生じた際は、新しい内装をお買い求めくだ
さい。

ドレンキャップの外し方
ヘルメット内部の天井部分の穴（ドレンホール）に
ボールペンの軸を差し込み、衝撃吸収ライナーを傷
付けないように注意しながらドレンキャップをゆっく
りと押し出してください。

ドレンキャップで塞がれているドレンホールは、ヘ

ルメットを洗った後の水抜きに利用します。

ヘルメットの丸洗い（中性タイプの洗濯用洗剤をご使用ください）

ヘルメット本体を丸洗いする時は、ヘルメットからバイザーや内装を取り外し、洗剤を少量溶
かした水にヘルメット全体を浸し、ヘルメット表面、あご紐、内装のメッシュを洗ってください。
そして、洗い終えたら水でよく濯いで水分を取り除き、風通しの良い日陰で自然乾燥させてく
ださい。

ヘルメットを乾燥させる際、５０℃以上加熱し

たりヘルメットを長時間日光にさらし続けると、

ヘルメット内の衝撃吸収ライナーが熱や太陽光

に含まれる紫外線により変形、変質し、衝撃吸

収性が失われてしまいますのでご注意ください。

パーツ類のお手入れ（中性タイプの台所用洗剤をご使用ください）

バイザーやロックガードなどのパーツ類は、洗剤を適量の水で薄め柔らかい布にふくませてパ
ーツ表面の汚れを拭き取ってください。

お手入れにアルコールを含むクリーナー類やシ

ンナー系の溶剤、ガソリンなどを使用すると、

塗装面や素材が侵されますので絶対に使用しな

いでください。

ヘルメットは、バイザーやベンチレーションダクトなどの【樹脂成型品】、衝撃吸収ライナーの
【発泡スチロール】、内装材の【発泡ウレタン】及び内装生地の【化学合成繊維】などで構成さ
れています。これらの材料はシンナー系の溶剤、ガソリンなどに触れると素材が侵されて本来
の機能を損ない、ヘルメットの安全装備としての性能を維持できなくなります。

シンナー等各種溶剤、ガソリン、軽油、灯油、ベンジン、ナフサ燃料、

アルコール、エーテル、アルコールを含む各種クリーナーはヘルメッ

トのお手入れに使用できません。


