
本書の各図記号は下記のような意味を表しています

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。

取扱説明書

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。

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。

本製品は日本国内仕様です。国外では使用しないでください。尚、他国には各々の国で必要となる法律、規格等が定められており、日本国内仕様である本製品

は適合していません。



▼あご紐は正しく締めてください。

転倒した際、頭に受ける衝撃の方向は予想することができません。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、あご紐を正

しく締めていなければノーヘル状態と同じです。ヘルメットをかぶる時には必ずあご紐を締めてください。

▼ヘルメットは必ず試着を行ってください。

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十

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。

ポイント①

ポイント②

ポイント③

ヘルメットはモデルが異なるとフィット感も微妙に異なるため、必ず希望するモデルを試着すること。

かぶった状態で頭を前後左右にブンブン振っても、頭の動きに対してヘルメットが遅れずに追従すること。

内装素材の改良によって、「少しきつめのサイズを選んでおけば、使っているうちに次第に馴染んで緩くなる！」といっ

た事は、最近ではあまり期待できません。サイズ選びの際にはヘルメットをかぶった際の内装のフィット感が全体的に

均一であり、尚且つ頭部に部分的な締め付け（圧迫など）を感じないサイズのヘルメットをお選びください。

▼走行条件にマッチしたシールド色をお選びください。（シールドを装着したヘルメットの場合）

周りが暗くなってきたのにも関わらずスモークシールドのままで走行すると、視界が悪化し状況判断し難くなり危険です。長距離

ツーリングなどで夜間も走行する場合は、光線透過率が７０％以上のシールド（アライヘルメット純正品パーツのクリアーシールド・

ライトスモークシールド）に交換してください。尚、外したシールドは傷を付けないようにご注意ください。

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ことを、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為に努力しております。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。
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▼走行中の急激な環境変化に注意する。

走行時におけるヘルメット内の温度は、ほぼ一定ですが、ライダーは高速度で移動しているため周辺環境（気温、湿度）は常に変

化しています。そのため、峠道などの高低差が生じる道路、または突然の雨やトンネルに入った（出た）瞬間、ヘルメット内部と

周辺環境の急激な温度変化により、シールド面（外面か内面かは状況によって変わります）に結露（露付き現象）が発生し、急激

に曇ってしまう場合があります。このような状況が予想される時には、シールドを微開にしておき、予めシールド内外の温度差を少

なくしたり、安全を確保できる走行スピードに調節するなどの注意が必要です。

▼ヘルメットを塗装する際の注意。

ヘルメットを塗装する際は、以下の点にご注意ください。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

を落としてから８００番程度のサンドペーパーで表面を研磨します。尚、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。但し、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。ホルダーやダクト等の樹脂成型パーツの塗装は、

ポリカーボネート用塗料をご使用ください。

▼衝撃を受けたヘルメットは使用不可！

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て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。ヘルメットの往復送料のみ、お客様のご負担となります。

▼走行時のヘルメット操作は危険！

オートバイで走行中、シャッターの開閉等の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、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。ヘルメットの操作は停車時に行ってください。但し、シールドの走行中の開閉は、視界

の確保に必要なのでこの限りではありません。
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▼ヘルメットの持ち運びには注意！

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。

▼ヘルメットの高温乾燥は厳禁！

ヘルメットを５０℃以上の熱に曝すと素材に変形や変質が生じ、ヘルメットの性能を大きく損ないます。ヘルメット全体、または取

り外した内装を、業務用乾燥機・ドライヤー・ストーブ・各種ヒーター類・電子レンジ・オーブン・各種バーナー、トーチ類・直火

などで絶対に乾かさないでください。また、衣類乾燥機、洗濯乾燥機による内装の乾燥も、その乾燥温度が５０℃以上に達する

場合は使用をお止めください。

▼ヘルメットの改造は厳禁！

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 ､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。

▼ヘルメットを不安定な場所に置かないで！

オートバイのタンクやシート上など平面でない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るおそれがあります。

ヘルメットは中身が空っぽの状態で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。※１ｍ以下からの落下であっても、同じ所に何度も衝撃が加わった場合にはヘルメットの性能が損なわれます。
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▼ペットの近くにヘルメットを置かないで！

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、

引きずり回したり、ヘルメットを「なわばり」と主張したり、猫が中で寝てたりする場合があります。また、齧
げっしるい

歯類の場合には内装

生地やウレタンのクッション材を巣作り（寝床）の材料にするために齧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などをペットが誤飲するおそれもありますので十分ご注意ください。

▼ヘルメットをミラーに引っ掛けないで！

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。

▼ヘルメットの性能は永久不変ではありません！

ヘルメットは日々の着用に伴い、ヘルメットを構成する素材の老朽、劣化などの経時変化によって、新品時と同じ性能を維持でき

なくなる場合があります。ご使用中のヘルメットに特に不具合が見られなくても、ＳＧマーク※の有効期限である三年を目安に、

着用を開始した日から数えて三年以上経過したヘルメットは買い替えをお勧めします。※財団法人製品安全協会の被害者救済制度

▼長期間ご使用の場合は樹脂成型パーツの点検及び交換を行ってください。

ヘルメットに使用されている樹脂成型パーツ類は、日々の使用による可動部の磨耗や紫外線による素材劣化が生じます。不意の破

損を防ぐために定期的な点検を行ってください。特にシールドベースやそれを取り付けるためのネジ、ホルダーやワッシャー類など

はとても重要なパーツですので、キズや磨耗、破損を発見した場合はパーツの早期交換をお勧めいたします。

▼ヘルメットの製造年月日について。

ヘルメットの製造日は、ヘルメットの内面に貼られた「検査ラベル」で確認できます。尚、ヘルメットに付属の印刷物（シールドラ

ベルや取扱説明書など）に表示された数字は印刷物の管理コードであり、ヘルメットの製造日とは関係ありません。
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ツヤ消し塗装のヘルメットについて

ツヤ消し塗装のヘルメットのお手入れに、アルコール・ガソリン・ベンジン・灯油・シンナー系の溶剤等は絶対に使用しないでくださ

い。付着した汚れは水やぬるま湯を少量含ませた軟らかい布で拭き取ってください。この時に表面を強くこすると部分的なツヤが生

じてしまいますのでご注意ください。もし汚れが落ちない場合は、中性タイプの台所用洗剤を水で薄めてご使用ください。

ツヤ消し塗装表面を消しゴムで強くこすると、塗装面に部分的なツヤが生じますので使用しないでください。また、コンパウンド（研

磨剤）や、コンパウンドを含むワックス等でヘルメット表面を磨くと、塗装面に部分的なツヤが生じますので使用しないでください。

ツヤ消し塗装の性質上、各種塗料・インク・ボールペン・油性 /水性マーカーなどが付着した場合、きれいに落とす事ができません。

付着させないように十分ご注意ください。

6

ＥＴポイントラベル

※モデルによって意匠は異なる

エマージェンシータブについて

エマージェンシータブとは、救護者が傷病者のヘルメットを脱帽させる前段階として、脱帽時の抵抗とな

る頬パッドの除去をスムーズに行うことを目的としたシステムです。救護者は、頬パッドのカバー等に縫

い付けられた目印（ＥＴポイントラベル）で傷病者の着用するヘルメットがエマージェンシータブに対応

している事を認識できます。

エマージェンシータブによる頬パッドの除去は、当システムを十分に理解した上で、ヘルメット脱帽の訓

練を経験した救護者によって行ってください。尚、事故状況や傷病者の状態によっては、エマージェンシー

タブが頬パッドの取り外しを確実に行なう有効な手段とならない場合があります。



冷/ 乾仕様の内装生地について

冷/ 乾仕様の内装生地は、路上に直接ヘルメットを置いたり、内装生地より硬いもので強く擦ったりすると生地に毛羽立ちやほつれ

が生じる場合がありますのでご注意ください。尚、内装に毛羽立ちやほつれが生じた際は、新しい内装をお買い求めになり交換を行

なってください。

ベンチレーションダクトについて

ベンチレーションダクトは、強力な両面テープやネジでヘルメットに固定されています。無理に取り外そうとするとヘルメット本体や

ベンチレーションダクトが破損するおそれがあります。

リアケース等ケース類にヘルメットを収納する際は、ケース内部（特に天井部）とヘルメットとの間に隙間があるかどうか確認を行っ

てください。この隙間が十分確保されていない場合、ケースの蓋をバン！と閉じた際、ヘルメットに打撃が加わりベンチレーションダ

クトを破損させるおそれがあります。また、ヘルメットを取り出す時にダクトの開口部などに指をかけないでください。

暑い日に、リアケース等ケース類にヘルメットを長時間収納すると、内部温度の上昇によってベンチレーションダクトを固定する両面

テープの接着力が低下して、ズレや剥がれが生じるおそれがあります。また、ヘルメットの収納部がマフラーに近い場合も内部温度

の上昇によって同様のトラブルが生じるおそれがあります。

ヘルメットの裾カットについて

裾カットがハイパーカット仕様（鎖骨を避けるように湾曲させた裾カット）のヘルメットを平

面上に置くと左右にグラグラする傾向がありますので、ヘルメットを棚などに置く際には十分

ご注意ください。
グラ
グラ
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①ＶＸ- ４バイザー
飛来する小石からガードするエリアを確保しつつ、大胆に配置されたエア
ーパス（排気口）によって風によるバイザーのあおりを軽減。

②Ｖラムインテーク
バイザー下のＶラムインテークは、バイザーに設けられた角状のＶラムチャ
ンバーに走行風を集めてヘルメット内部に送り込む。

③ＶＡトップダクト
通り抜ける空気を絞ることで流速を高め、圧力を下げるベンチュリー効果
によってヘルメット内部の空気を吸い出す。

④ＶＡリアダクト
その後端がゴーグルストラップの保持ガイドにもなっているＶＡリアダクト
は、ウィング前方のスリットからの気流に乗せてヘルメット内部の熱気を
排気する。両ウィングを保持するセンターパーツは、ダクト開口部からの
気流に乗せてヘルメット内部の空気を排気する。

⑤ＶＡサイドダクト
上端がゴーグルストラップの保持ガイドにもなっているＶＡサイドダクトは、
前方のスリットからの気流に乗せてヘルメット内部の空気を排気する。

情熱的な赤メッシュを大胆に配したインナーを、

先進のエッジド・フォルムで包み込む。

全く新しいＶＸ-４の誕生です！

③

① ②

⑦ ⑤

⑨

④

⑩

⑧

⑥

ＰＢ-ｃＬｃ
（円周ベルト封入複合基材積層構造）

Ａｒａｉ初のカーボンコンポジット製Ｆ-１専用ヘルメット『ＧＰ-５
ＲＣ』の開発を進めるなか、「スーパーファイバーで編まれたベルト
を、ぐるり一周帽体に配する」という新しい製法にトライしました。
それは、帽体にクラックが入る程の大きな衝撃を受けた際も、スー
パーファイバーベルトによリクラックの成長を食い止めて帽体剛性
を確保するという試みでした。そしてＧＰ-５ＲＣの完成後、そのノ
ウハウを二輪用ヘルメットに応用したのがこのＰＢ -ｃＬｃです。
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⑥ＶＡマウスカバー
三ヶ所のインテークを持つマウスカバーは運動量の多いモトクロス走行時に不可
欠な空気を効率よく口元に導き、息苦しさを解消。また、インナーシャッター機
能によってセンターインテークの開閉も選択可能。

⑦ＶＡゴーグルストッパー
激しいライディング時にも、ゴーグルストラップをしっかりと保持。

⑧Ｖクロス２ノーズディフレクター
着脱可能なＶクロス２ノーズディフレクターは、雨粒や飛来する小石から鼻をガー
ドする。

⑨ＶＡ前マチ
前マチ（おでこ前方）部分に設けられた突起によってゴーグルフレーム上部に隙
間を作り、汗をかきやすい額部分に走行風を導く。

⑩エマージェンシータブ
救護者が傷病者のヘルメットを脱帽させる前段階として、脱帽時の抵抗となる頬
パッドの除去をスムーズに行うことを目的としたシステム。

新設計ＶＸ- ４フルシステム内装
随所に配された真紅のメッシュ生地が目を引くＶＸ- ４フルシステム内装。Ｗメッシ
ュ＆冷／乾生地を使用しているので、オフロード走行後のよごれた内装も、外して
洗えて乾きも早い。乾きづらかったネック部分も、着脱式ネックパッドによってお
手入れかんたん。フルシステム内装を洗濯ネットに入れれば、洗濯機で洗うことも
できます。

１０～１１ページ

１２ページ

３０～３１ページ

１６ページ

２０ページ

１３～１５ページ

１６ページ

２５ページ

２７ページ

２１ページ

２２～２３ページ

３２～３３ページ

３４ページ

２８～２９ページ

あご紐の締め方
バイザーの角度調節

ストラップカバーの着脱

ＶＡインナーシャッターの操作
ノーズディフレクターの着脱

ＶＡリアダクトについて
Ｖラムインテークの操作

システム内装の着脱
ヘルメットサイズの調節

ＦＣＳシステムパッドの着脱
パッドカバーの着脱

ヘルメットのお手入れ
オプションパーツリスト

システムネックの着脱

B
C

A

D

F
G

E

H

J
K

I

L

N
M

も　く　じ
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順番に通す

１８０°折り返す

再び通す

あご紐を正しく締めていない場

合、転倒時の衝撃でヘルメット

が脱落し、死亡または重傷を負

う危険性があります。

１.二つの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。

※あご紐を通す際には、途中でねじれさせないようにご注意くだ

さい。

２.あご紐を１８０°折り返す

二つのＤリングにあご紐を通したら、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.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。当ページ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。

あご紐各部の名称

Ｄリング①

あご紐 ストラップスナップ

Ｄリング②

リリースタブ

1.

2.

3.

あご紐の締め方A

10
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４.あご紐を引っぱる

あご紐の先端部を持って矢印の方向に引っぱ

ると、あご紐が締まります。

５.余った先端部を留める

余ったあご紐の先端部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。

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。

折り返して留める

ストラップスナップを留めただけの状態で

あご紐を持たないでください。ストラップス

ナップが外れ、ヘルメットが落下して破損

させるおそれがあります。

※人差し指と中指の一番太いところ

が直径２ｃｍ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。

あご下とあご紐の間に指を１～２本差し入れて

襟元を直すように左右に動かしても、指の背が

常にあごに触れる位が適切な締め具合です。

あご紐に乗車服や雨具などの襟元の面ファス

ナーが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、あご紐に面フ

ァスナーが付着するとあご紐の毛羽立ちの原因

になります。

4.

5.



ネジの着脱にはドライバーなどは使用せずに十円硬貨等をご使用ください。また、バイザーの調節後は

ネジの締め付けを忘れずに行ってください。尚、バイザーの上げ過ぎや下げ過ぎは、空気抵抗によって

バイザーを持ち上げる力（リフト）や押し下げる力（ダウンフォース）を発生させる原因となりますので、

走行状況に応じたバイザー角度の設定を行ってください。

バイザーの角度調節B

ネジを緩めずにバイザーを動かすと、ヘルメットの

表面にスリ傷が付くおそれがあります。

センター用（Ｖセンタースクリュー）両サイド用（Ｅスクリュー）

①バイザーの三ヶ所のネジを全て緩めます。そしてヘ

ルメットをかぶり、バイザーを好みの角度に調節しま

す。角度が決まったらセンターのネジを手で締めて

バイザーを動かさないように注意してヘルメットを脱

ぎます。

②バイザーをネジの方向に軽く押し付けながら締め

付けます。

12

押す



ＶＡリアダクトは、メイン排気ダクトとして機能する【ＶＡリアウィングダクト】。その保

持装置である【ＶＡベース】。サブ排気ダクトとして機能し、両ウィングを保持する【ＶＡ

センターダクト】。それをヘルメットに固定する【ネジ】とで構成されています。

リアダクトの取り外し

①ＶＡセンターダクトを固定している

ネジを、硬貨で回して取り外してくだ

さい。

ＶＡリアダクトについてC

ＶＡリアウィングダクト

ポケット

ＶＡセンターダクト

ＶＡベース

ネジ

前方フック

後方フック

ウィングポケット

ネジの着脱にはドライバーなどは使用せず

に硬貨をご使用ください。

金属ネジでヘルメットに固定されているＶＡベースは、

ヘルメットから外さないでください。

13

※予備のネジが 1本付属しています。



リアダクトの取り付け

①先ず、ウィングポケットをベースの前

方フックに引っかけます。

ＶＡリアウィングダクト先端部を段差に

合わせ、そこから前方へ５ｍｍほど移動

させてヘルメットに接触させます。そし

て、そのまま段差のあった位置まで引き

下げると、ウィングポケットがベースの

前方フックに引っかかります。

②次にＶＡリアウィングダクトの後ろ側を、ヘル

メットのセンターに寄せます。そして、全体をヘ

ルメットの前方にスライドさせると、ＶＡリアウィ

ングダクトを取り外すことができます。

14

Step-2

Step-3

Step-1

Step-2

Step-1

Step-3

帽体の段差

強く押し付けてスライドさせると、ヘルメッ

トにスリ傷が付くおそれがあります。



ネジは始め手で回して、ネジ穴に正しく噛

み合っているのを確認してから硬貨で回

してください。

②次に、ＶＡリアウィングダクトの後方フックをＶＡ

ベースのポケットに入れます。前方フックを支点にし

て、ＶＡリアウィングダクト後方を段差に向けてスイ

ングさせ、後方フックをポケットに入れます。反対

側も同じ手順でＶＡリアウィングダクトを取り付けて

ください。

③ＶＡセンターダクト前方下部

の突起をヘルメットの排気口に

入れ、ＶＡセンターダクト後方

の穴からヘルメット側のネジ穴

が見えるように左右に動かして

位置を調節します。

④位置が決まったらＶＡセン

ターダクトをネジで固定します。

ガタツキ防止の為、ＶＡセンター

ダクトをネジの方に向けて軽く

押し付けながらネジを締めます。

最後に、各パーツにズレや浮き

がないか確認を行ってください。

突起
支点

ダクトが外れるおそれがありますので、ヘルメットを持ち上げる

きっかけとしてダクトの開口部に指をかけないでください。

15

※透過イメージ



Ｖラムインテークの操作D
インナーシャッターは、内面のプレートを操作してシャッターの

開閉を行います。プレートの【滑り止め】部分に指をあてて引き

下げるとシャッターは開き、上げるとシャッターは閉じます。

ＶＡインナーシャッターの操作E

滑り止め

インナーシャッターは着脱が可能です。

インナーシャッターを取り外して空気

流入量を増すことができます。

16

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。

スライダー突起

吸気孔



インナーシャッターの取り外し

先ずヘルメットを逆さまにしてください。イン

ナーシャッター上部に設けられた「ハンドル」を

指で摘んで真っ直ぐ後ろに引っ張ると、インナー

シャッターを取り外すことができます。

インナーシャッターの取り付け

シャッターの向きと上下を確認し、センターパッ

ドの孔にシャッター下部から先に入れます。止

まる位置まで入ったら、シャッター上部をパチ

ン！と音がするまで押し付けてください。

ＶＡインナーシャッターの着脱

ヘルメットを逆さまにして作業を

行いますのでインナーシャッター

の向きにご注意ください。

17

ハンドル

ＶＡインナーシャッター

このハンドルを摘む



激しい衝撃を受けた際、路面との引っ掛かり防止のため

にマウスカバーが脱落する場合があります。

18

ＶＡマウスカバーの着脱

マウスカバーの取り外し

①ヘルメットを逆さまにして作業を行います。ゴロゴロと転がらないようにクッション

等で安定させてください。インナーシャッターを取り外すと、マウスカバー取り付け用

ネジが見えます。

②十円硬貨または柄の短いマイナスドライバーでネジを回し、マウスカバーを取り外し

てください。作業時に手元が窮屈な場合は、左右のＦＣＳシステムパッドを一旦取り外

してください。

マウスカバーを外したままの状態でヘルメットを使用すると、開口部から小石や昆虫が口元に直接飛び

込んでくるおそれがあります。



破損の恐れがありますので、ネジの締めす

ぎに十分ご注意ください。

19

③両サイドのタブが入ったら内側よりネジを締めます。手で締めてネジが噛み合っている

事を確認してから十円硬貨または柄の短いマイナスドライバーで締めます。

マウスカバーの取り付け

①マウスカバー取り付け部が真上を向くようにヘルメットを置きます。ゴロゴロと転がら

ないようにクッション等で安定させてから作業を行います。

②マウスカバー裏面の両サイドにあるタブを差

し込みます。片方を先に差し込み、もう片方を

マウスカバーを内側に少したわませながら差し

込みます。

※予備のネジが 1本付属しています。



ノーズディフレクターの外し方

ノーズディフレクターの端をしっかりと持ち、引き上げるとノーズディフレクターを外す

ことができます。

ノーズディフレクターの付け方

窓ゴムとセンターパッドの隙間に、ノーズディフレクターの足を奥まで差し込みます。

ヘルメットを持ち歩く際にノーズディフレクターを持つと、ノーズディフレクターが外れてヘルメットが落

下するおそれがあります。

ノーズディフレクターの着脱F

20



システムパッドの取り外し

①システムパッドの前方を掴み、後方に向かってス

ライドするとシステムパッド前方のロックが解除され

るのでシステムパッド前方を持ち上げます。

②システムパッド前方が外れたら、システムパッドを

斜め前方に抜き取ります。

システムパッドの取り付け

①予め、システムパッド中央の穴にあご紐を通して

おきます。システムパッドは後方から先にヘルメット

にはめ込みます。

②システムパッド前方をロックされるまで上から押し

付けます。この時、エマージェンシータブの先端が

必ず表に出るようにしてください。取り付け後、シス

テムパッド前方を上下に動かしてもガタ付きが生じな

ければ取り付け完了です。

パッド中央の穴にあご紐を正しく通さないでシステムパッドを取り付けると、あご紐の機能が損なわれて危

険です。また、システムパッド未装着で使用するのもヘルメットの装着安定感が失われて大変危険です。

ＦＣＳシステムパッドの着脱G

21



パッドカバーの取り外し

パッド後部の爪の部分よりパッドカバーを外します。そして、パッドカバー全体をパッド本体から外

します。次に、システムパッド裏面のストッパー（あご紐の通る穴の、四角く固い部分）を縦にして、

パッド本体の穴へと通します。

パッドカバーの着脱H

パッドカバーの取り付け

①パッド本体に前方から先にカバーをかぶせ、形を整えつつ後方までカ

バーをかぶせます。

パッドカバーの取り付け準備

■パッド本体とパッドカバーの左右を確認します。

パッド本体とカバーには、左（Ｌｅｆｔ）右（Ｒｉｇｈｔ）の表示ラベルが付いています。

22

パッドの本体は熱や変形に弱いデリ

ケートな素材で構成されているので、

やさしく手洗いしてください。

取り外したカバーは、洗濯

ネットに入れて洗濯機で洗

うことができます。



ＥＴポイントラベル付きのエマージェンシータブがＦＣＳシステム

パッドから１．５ｃｍ以上飛び出た状態でヘルメットを使用するの

はお止めください。エマージェンシータブが突起物や周辺物に引

っ掛かるおそれがあります。

②カバーをかぶせた直後はウレタンの角がカバーに押されて丸

まっています。このままではかぶり心地に影響するので、ウレタ

ンの角を出す作業が必要となります。ウレタンパッドの角を出す

には、パッドの頬にあたる面の中央の孔に指を入れ、パッドカバ

ーを指先でグイッ！と引っぱり上げます。すると、パッドとウレタ

ンフォームとの間に空間ができ、ウレタンの角が回復します。

③パッドの中央の孔にストッパーを縦向きにして通し、パッド裏

面の四角い窪みにキチンと収めます。

⑤ＥＴポイントラベルが１．５ｃｍほど外に出るよう、カバーの位置を調節します。

23

1.5cm

④ＥＴポイントラベル付きのエマージェンシータブの先端をカバーのボタンホ

ールから外に出し、【ＯｎｅＰｏｉｎｔ】で示した二枚のタブを持ち、止まる位

置まで引っぱり上げます。そして、引き上げられてできたループはカバーの下

に収めます。

エマージェンシータブのこの

部分、上から二枚分を持って

引っぱり上げます。

① ②

ＥＴポイントラベル

エマージェンシータブ



調節パッドを剥がす際、本体側のパッドをちぎってしまわな

いようにご注意ください。尚、剥がしたパッドは再利用でき

ません。お住まいの地域の、軟質ポリウレタンフォーム製

品の分別ルールにしたがって廃棄してください。

■ＦＣＳシステムパッドには、容易に剥がして厚み変更ができる【調節パッド】が予め取り付

けられています。この調節パッドを取り除くことでパッドの厚みを４ｍｍほど薄くでき、フィッ

ト感を緩くすることができます。

調節パッドの取り除き方

ＦＣＳシステムパッドからカバーを外し、一番上に貼られている調節パッドを剥がします。

このパッドは本体パッドにストライプ状に部分接着されているので容易に剥がすことができ

ます。調節パッドを剥がし終えたら、システムパッド本体にパッドカバーをかぶせてください。

尚、外した調節パッドには接着力が残っていますので、周辺の物に誤ってくっ付けないよう

ご注意ください。

調節パッドによるサイズの調節

調節パッド

24

ＥＴポイントラベルだけを持って強く引くとラベル部が引きちぎれるおそれがあります。必ずエマージェ

ンシータブのループ部分に指をしっかりと通してください。



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

①システム内装の向きに注意し

て、ヘルメット内に入れます。

②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。尚、後方の二カ所は、

システムネック内側の枠に設け

られたリングを重ね合わせてス

ナップを押し込んでください。

取り付け完了後に内装の歪み

を整えてください。

システム内装の着脱I

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の内部を傷める場合がありますのでご注意ください。
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調節パッドを剥がす際、本体側のパッドをちぎってしまわな

いようにご注意ください。尚、剥がしたパッドは再利用でき

ません。お住まいの地域の、軟質ポリウレタンフォーム製

品の分別ルールにしたがって廃棄してください。

■システム内装のサイドパッド部分には、容易に剥が

すことができる【調節パッド】が貼り付けられていま

す。この調節パッドを取り除くことで、システム内装

のサイド部を片側で４ｍｍほど薄くできます。

①システム内装のサイドパッド（側頭部にあたる部分）

の外側のポケットをめくります。

②調節パッドは、パッドの本体側に粘着テープで部

分止めされているので丁寧に剥がしてください。

③調節パッドを取り除き、ポケットを閉じてシステム

内装の形を整えます。尚、外した調節パッドには接

着力が残っていますので、周辺の物に誤ってくっ付

けないようご注意ください。

26



■標準設定の内装ではヘルメットがきつい方やゆるい方のため、厚さの異なる内装に替える事で、頭周りと頬部のサイズ調節

が行えます。システム内装とＦＣＳシステムパッドの厚さの異なるオプションが用意されていますが、交換される場合には、お

持ちのヘルメットの標準設定をご参照のうえ、お選びください。

システム内装による頭回りの調節

【５４と５５‐５６】そして【５７‐５８と５９‐６０未満】に

は其々共通の内装枠が使用されています。この事により表

のような頭周りの微調整が行えます。

内装枠サイズはローマ数字（Ⅰ～Ⅴ）で表示されています。

この枠の数字が異なると取り付けることができませんので

ご注意ください。

ヘルメットサイズ（ｃｍ）
５４

５５-５６
５７-５８

５９-６０未満

６１-６２未満
フィット感

内装枠サイズ・パッド厚（ｍｍ）

ゆるくなる 標準 きつくなる

Ⅱ－１０

Ⅲ－１０

Ⅱ－７

Ⅲ－７

Ⅱ－１０
Ⅱ－７

Ⅲ－１０
Ⅲ－７
Ⅳ－７

ＦＣＳシステムパッドによる頬部の調節

ＦＣＳシステムパッドは内部のウレタンパッドの厚みが異な

る以外は全て共通です。基本的に全サイズのヘルメットに

、どの厚さのＦＣＳシステムパッドも取り付けることができ

ます。しかし、標準設定よりも極端に厚くしたり薄くした

りすると、ヘルメットのかぶり心地を大きく損なう場合が

あります。

ヘルメットサイズの調節J

ヘルメットサイズ（ｃｍ）

５５-５６
５７-５８

５９-６０未満

６１-６２未満
フィット感

５４
ＦＣＳシステムパッド厚（ｍｍ）

ゆるくなる 標準 きつくなる

２５

２５２０

１５ ２０
２０１５

２５
３０

３０
２０
２５

１５
２０

１２
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システムネックの着脱K

ヘルメットを持ち歩く際にシステムネックを持つと、システムネックが外れてヘルメットが落下するおそ

れがあります。

システムネックの取り外し

■システムネックを取り外す際は、予め左右のＦＣＳシステムパッドと、システム内装の

後方二カ所の取り付け用スナップを外しておきます。

①システムネックの内側の枠をひっくり返します。

②システムネックの下に指を入れてしっかりと持ち、横に３～４ｃｍほどひねります。すると、

システムネックが移動してロックが解除されるので、システムネックを取り外すことが可能と

なります。

ネックの中央をしっかりと持つ。 右、または左にネックをひねる。 ロックの解除後、ネックを外す。
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システムネックの取り付け

①システムネックのセンターとヘルメットのセンターとを合わせ、帽体とライナーの隙間に

枠を差し込みます。

②枠に取り付けられたフックを上から左右同時に、カチッと音がするまで押し込みます。

③ヘルメット後方のスナップの受け側にシステムネック内枠のリングを重ね合わせ、システ

ム内装の後方のスナップを押し込んでください。

取り付け後に少し引っ張って、フックが外れ

ないことを確認してください。

６１－６２ｃｍ未満～

５７－５８・５９－６０ｃｍ未満

５４ｃｍ・５５－５６ｃｍ

大

中

ヘルメットサイズ

小

システムネックの大きさは、

ヘルメットのサイズによっ

て異なります。
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フック フック

リング リング

対応システムネック



ストラップカバーの取り外し

①あご紐基部の金属製アンカーにかぶさっている、

ストラップカバーの取り付け具【カバーハンガー】を

しっかり持ち、カバーハンガーを上の方からめくるよ

うにして金属製アンカーから取り外します。

②ストラップカバーをあご紐から抜き取ります。反対側も同じ手順でストラップカバーを外

してください。

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。ストラップカバーは合成皮革が縫い付

けられている方を【裏】とします。
左側（合皮部分が短い） 右側（合皮部分が長い）

ストラップカバーの着脱L
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左側ストラップカバーの取り付け

①カバーの裏（合皮側）を手前に向け、Ｄリング側のあご紐を

カバーに差し込みます。

②カバーハンガーを、あご紐の金属製アンカーに重ね合わせて

押し付けます。

右側ストラップカバーの取り付け

①カバーの裏（合皮側）を手前に向け、長い方のあご紐をカバ

ーに差し込みます。

②カバーハンガーを、あご紐の金属製アンカーに重ね合わせて

押し付けます。

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。

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。
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あご紐は、刻印の入った

スナップの頭を上に向け

てカバーに通します。



パーツ類のお手入れ（中性タイプのキッチン用洗剤を使用）

バイザーやダクトなどのパーツ類は、中性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。

ヘルメットのお手入れに、アルコールを含むガラスクリーナーやシンナー

系の溶剤、ガソリンなどを使用すると、表面塗装や素材が侵されますの

で絶対に使用しないでください。

ヘルメットのお手入れM

32

乾燥時、ドライヤー等で５０℃以上の熱を加えたり、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。

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着脱式内装を取り外し、中性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、内装のメッシュを手洗いしてください。そして、洗い終えたら水でよく濯ぎ、水分を拭き取って風通し

の良い日陰で自然乾燥させてください。
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内装のお手入れ（中性タイプの洗濯用洗剤を使用）

フルシステム内装（システム内装・パッドカバー・ストラップカバー・ネックパッド）をヘルメットから取り外して手洗いを行いますが、

システム内装やネックパッド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

濯ぎ、水分を拭き取って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、ソフト、弱、手洗い

など素材に負担をかけないモードで洗ってください。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。乾燥温度に関して

は、衣類乾燥機や洗濯乾燥機に付属の取扱説明書でご確認ください。

※洗濯ネットは、別途お買い求めください。



Ｖクロス４バイザー

オプションパーツリストN パーツ名 部品番号

ＶＡトップダクト

ＶＡセンターダクト

ＶＡリアウィングダクト

ＶＡマウスカバー

白

白

白

白

黒

黒

黒

黒

フラットブラック

フラットブラック

フラットブラック

フラットブラック

スモーク

スモーク

スモーク

メタリカルシルバー

5344

5362

5353

5371

5345

5363

5354

5372

5346

5364

5355

5373

5347

5365

5356

5374

パーツ名 部品番号

ＯＷ・Ｖクロス２用ノーズディフレクター
ＶＡインナーシャッター

ＴＸ-３システム内装

Ｖクロス４ＦＣＳシステムパッド

Ｖクロス４システムネック

冷・乾ストラップカバー クールグレー
Ｖクロス２

ハイパーシャークバイザー
ネジセット

白

パトリオット

黒

スクラブ

フラットブラック

フューチャー

小
中
大

Ⅱ－１０ｍｍ
Ⅱ－７ｍｍ

Ⅲ－１０ｍｍ
Ⅲ－７ｍｍ
Ⅳ－７ｍｍ

１５ｍｍ
２０ｍｍ
２５ｍｍ

１２ｍｍ

３０ｍｍ

白
黒

クリアー

5381

5391

5382

5392

5383

5393

2356
2349

5562

5402

5563

5403

5566

5404

5567

5405

5570

5406
5410
5411
5412
3606
2480
2481
2483
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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。



ＦＣＳパッド採用ヘルメットのかぶり方

ＦＣＳは頬パッドが下まで回りこ

んでいるため間口が狭くなってい

ます。あご紐をしっかり持って左

右に広げると間口が広がり、ヘ

ルメットがかぶりやすくなります。

※ヘルメットを脱ぐときも同様に、あご紐

を左右に広げると脱ぎやすくなります。

天井パッドが頭に触れるまであ

ご紐を下に引っぱり、ヘルメット

の位置を整えます。最後に、あ

ご紐を締めればヘルメットの装

着完了です。

ヘルメットは真上からではなく、

額から先にかぶります。こうする

事で前髪が目の前に垂れ下がり

にくくなり、同時に耳たぶの折れ

も防げます。

内装生地のコットン化について

ヘルメットの内装生地には化学繊維が使われています。しかし、天然

素材以外は使用できないお客様のためにコットン（綿１００％）内装

の製作ご相談も、アライヘルメット品質管理課で受け付けています。

アライヘルメット品質管理課 ☎０４８-６４５-３６６１
受付時間：午前９時～午後５時（土日、祝日を除く）
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〠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）


