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お礼
Bontrager自転車用ヘルメットをお選びいただき、ありがとうございました。このヘ
ルメットは、最も高い基準で性能と安全性を満たすように組み立てられています。
正しい調整、お手入れ、それにメンテナンスがあれば、このヘルメットは安全に自
転車に乗る助けになるでしょう。
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この新しいヘルメットをかぶって自転車に乗る前に、まずこのマ
ニュアルを読んでください!
このヘルメットを正しく調整して使用することは、安全にとってとても大切なことで
す。保護者におかれましては、このマニュアルにある情報を自分の子供たち、ある
いはその内容が理解できないどなたに対しても、説明してあげてください。 

このマニュアルにある情報を理解できない場合、ディーラーに相談してください。
ディーラーが対処できない質問や問題がありましたら、当社の住所、電話、または
ウェブサイトを通じてご連絡ください。

Bontrager
宛て:カスタマーサービス
801 W. Madison Street
Waterloo, WI 53594
920.478.4678
www.bontrager.com

イラストは、必ずしも正確にお手元のヘルメットと一致するわけではありません。
すべてのBontragerヘルメットが、記載されたすべての機能を持っているというわ
けではありません。

このマニュアルは以下の規格にある要件を満たしています:
• 米国消費者製品安全委員会、16 CFR パート 1203
• ASTM F 1447-06
• EN 1078
• AS/NZS 2063:2008

検査者:
• CRITT Sport Loisirs、〒86100 フランス、シャテルロー、n°0501。
• SPスウェーデン技術研究所

スウェーデン、SE-501 15 ボーラス市、私書箱857
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あなたのヘルメットに関して
正しくフィットして装着されたヘルメットなら、大きな保護が提供されます。
重要な安全情報:

保護が提供されるには、ヘルメットを正しくかぶってメンテナンスしなければ
なりません。丁寧に以下の指示を読んで、それに従ってください。ヘルメットの
不正確な使用やメンテナンスは、大怪我または死につながる可能があります。

安全に乗ってください。 どんなヘルメットであれ、すべての起こりうる衝撃から
着用者を保護することはできません。厳しい衝撃、尖った物体、不適当な使用、
または調整不十分の場合、ヘルメットの保護を超えた状態が引き起こされる
可能性があります。 

自転車に乗る毎に調整をチェックしてください。ヘルメットに効果を持たせる
ためには、それが正しくフィットして着用されなければなりません。ヘルメット
は、下顎の下のひもによって保持されるように設計されています。ヘルメット
が正しくフィットしているかチェックするため、それを頭に置いてみて、必要な
調整をしてください。しっかりとリテンションシステムを締めてください。ヘル
メットをつかんで、前後にそれを回転させてください。正確にフィットしたヘル
メットなら、快適さを感じることができ、前に動いて視界を遮ったり、あるいは
後方へ動いて額を露出させることもないはずです。正しくヘルメットを調整で
きない場合、ディーラーに相談してください。

高温を避けてください。晴れた日の車内など、ヘルメットを熱にさらすことがな
いようにしてください。過度の熱は、ライナーやシェルにダメージを与えたり、
はがれる原因になることがあります。 

化学物質を避けてください。 ヘルメットは、石油、石油製品、洗浄剤、絵の具、
接着剤などにより、たとえユーザにとって目に見える損傷がなくても、効力を
失ってしまうことがあります。また、一部の殺虫剤には、ヘルメットを破損する
ものもあります。

古いヘルメットや損傷したヘルメットは取り替えてください。ヘルメットは、シェ
ルとライナーを部分的に破壊させることで衝撃を吸収するように設計されて
います。こうした損傷は、目に見えないことがあります。したがって、激しい打撃
を受けた場合、無傷に見えても、そうしたヘルメットは壊して取り替えるべきで
す。ヘルメットの使用期限は限られており、消耗の明白な兆候が示されたら取
り替えるべきです。ヘルメットの部品は時間がたつにつれて強度を失うので、

警告
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ヘルメットに衝撃や破損がなくても、3年たったら取り替えてください。

各ヘルメットはデザインと保護の両面で異なります。このヘルメットはレクレー
ションで自転車に乗る場合のために設計されています。ロッククライミング、ロ
ーラースケート、あるいはスキー用に設計されたヘルメットが提供するような
保護は提供しておりません。お使いのヘルメットが、ご自分のサイクリングのタ
イプ用に設計されているのかどうか、またそうした使用を意図しているのかど
うか、お確かめください。スタントや技能を披露する場合、あるいはオフロード
で乗る場合、または高速で乗る場合には、より強い保護があるヘルメットを選
ぶべきです。

頭とヘルメットの間に何かあると、保護が減少します。帽子、スカーフ、あるいは
大げさなヘアスタイルでさえも、衝撃を受けたときにヘルメットを動かす原因
になるかもしれません。髪留め、ヘッドホン、またはその他どんなものであれ、
そうしたものがヘルメットの中にあるとヘルメットが衝撃を受けたときに、あな
たが傷つけられることがあります。

ヘルメットに改良を加えないでください。 ヘルメットメーカーによって推薦され
た以外のアタッチメントを、ヘルメットに付けないでください。これにはステッ
カーや粘着性のラベルが含まれます。

窒息しないようにしてください。 子供が木登りやその他の活動をしている時、ヘ
ルメットをかぶっていると何かに挟まれて首を絞められる恐れがあるので、ヘ
ルメットを使用するべきではありません。

ヘルメットを清潔に保ってください。 刺激性の少ない石鹸と水の溶液で洗ってく
ださい。フィットパッドは、低温でゆるやかな回転なら洗濯機でも洗うことがで
きます。フィットパッドのセットは乾燥機に入れないでください。また、ディーラ
ーから新しいフィットパッドを買うこともできます。

通気口は浸透を許容するものです。 棒、石、または昆虫がその穴を通り抜けてヘ
ルメットの内部に入ることがあります。

警告

交換方針
ヘルメットを所有してから最初の1年以内に衝撃を受けた場合には、Bontragerは
無料でお取り替えします。領収書のコピーと事故の状況の説明を付けて、送料前
払いでBontragerのカスタマーサービスへ送付してください。破損したヘルメット
を受け取り次第、新しいヘルメットを送付します。
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ヘルメットの調整
Bontragerはさまざまなヘッドのサイズにフィットするよう、いくつかのシェルサイ
ズを提供しています。ご自分のヘルメットのシェルサイズをチェックするには、正し
い位置でそれを頭にかぶってみてください (図1と図2参照)。ただし、バックルは固
定しないでください。うまくフィットすると快適ですが、きつくはありません。

図1. 正しいヘルメットの装着 図2. 正しくないヘルメットの装着

左こめかみのひも調整
1.  頭にヘルメットを置いてください。

2.  ひも調整器 (図3) をアンロックしてください。

3.  左の耳たぶのすぐ下にひも調整器が来るまで、左こめかみのひも (図4) の上で
ひも調整器をスライドさせてください。

4.  うなじ調整器でうなじのひも (図4) を引きながら、こめかみのひもの上にある
ひも調整器の位置を保持してください。

左バックルが、ひも調整器にほぼ触れるようにしてください。

5.  ひも調整器をロックしてください。

図3. ひも調整器の操作 図4.  左バックル (1)、左こめかみのひも (2)、お
よび左のうなじのひも (3)

1

2
3

注:ヘルメットを頭にかぶった時には、あらゆる方向 (左、右、上部、下部) を確かめ
てください。
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左のうなじのひも調整
1.  ヘルメットを脱いだ状態で、ヘルメット (図5) の後部を通して左のうなじのひも 

(図4) を引き、左のひも調整器の位置を調整してください。

2.  ヘルメットをかぶってください。

 ヘルメットが頭に正しく置かれている場合には、耳たぶのすぐ下に左のひも調
整器が来ているはずです (図6)。こめかみのひもとうなじのひもの両方をしっか
り締めてください。

3.  必要なら、左のこめかみのひもを再調整してください (前のセクション参照)。

図5. ヘルメット後部のひもの位置 図6. 左のひも調整器の最終位置

右のうなじのひもと右のこめかみのひもを調整
1.  ヘルメットを脱いだ状態で、右のひも調整器を開けてください。

2.  うなじのひも上にある右のひも調整器を、右のうなじのひもが左のうなじのひ
もと同じ長さになるまでスライドさせてください。

3.  右のこめかみのひもが左のこめかみのひもと同じ長さになるまで、右のひも調
整器を通して右のこめかみのひも引いてください (図7)。

4.  ひも調整器をロックしてください。

5.  ヘルメットをかぶって、ヘルメットの調整をチェックしてください。

 + 両方の耳たぶのすぐ下に両方のひも調整器が来るようにしてください。
 + こめかみのひもとうなじのひもの両方をしっかり固定してください。 

6.  必要なら、再調整してください。

図7. 左のこめかみのひもと右のこめかみのひもの長さを一致させてください。
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あごひもの調整
ヘルメットは、下顎の下のひもによって保持されるように設計されています。下顎
の下を通る右のひも調整器に掛かる2本のひもが、総称的にあごひもと呼ばれま
す (図8)。あごひもが、右のバックルを通して正しく通されているか確認してくださ
い (図9)。

1.  あごひもをバックルを通してスライドさせることによって、その長さを調整して 
ください。

図8. 正しいあごひもの装着 図9. バックルとO-リングを通るあごひもの経路

2.  左手のバックルに右手のバックルを挿入してください (図10)。

3. バックルが正しく固定されるか確認してください:
 + バックルが噛み合っているか、クリック音で確かめてください。
 + バックルをあごひもから引き離してみてください。2つに分かれてはいけません。

あごひもは図8の位置にあるようにしてください。あなたの顎の下部に気持ちよくフ
ィットしている必要があります。そうでなければ、再調整してください。

4. あごひもがパタパタしないようにするため、ゴム製のO-リングにあごひもを通し
て押し込んでください (図9)。

図10. あごひもバックルの取り外しと装着
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フィットシステム (提供されている場合のみ)
ヘルメットに、Micro-Manager (図12a) あるいはHeadmaster (図12b) というフィッ
トシステムがついている場合があります。これらのフィットシステムは、ヘルメット
を頭部にしっかり保持させるための追加の方法を提供します。

図12a.Micro-Manager

図12b.Headmaster

ヘルメットを脱ぐ
あごひもを軽く引きながら、バックルの凹んでいる両方のタブを押してください    
(図11)。

図11. バックルを開ける
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フィットシステムの調整
1.  ヘルメットをかぶってください。ただし、ひも同士はつながないでください。 

2.  フィットシステムが後頭葉 (頭蓋骨の付け根にある骨の突出部) の下部に来る
ようにしてください。 

3.  フィットシステムがゆる過ぎる場合、調整用のホイールを時計回りに回転させ
て締めてください (図13aと14a)。フィットシステムがきつ過ぎる場合、調整用の
ホイールを反時計回りに回転させてください (図13bと14b)。

4. あごひもにバックルをかけてください。

5.  調整をテストしてください (次ページ参照)。

あなたにとって都合のよいヘルメットの位置が利用可能な調整の最後の部分に
来ている場合、追加的なフィット用オプションが提供されるように、フィットシステ
ムの位置決めができます (次セクション参照)。

図13a.Micro-Managerを締める

図14a.Headmasterを締める

図13b.Micro-Managerを緩める

図14b.Headmasterを緩める

Micro-Manager

Headmaster
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フィットシステムの位置決め 
1.  ヘルメットを脱いで、フィットシステムのハーネスにあるアンカーとヨークを確

認し (図15)、外周の各位置も確認してください (図16)。

2.  高さを変えるには、アンカーとヨークを一緒にゆっくり引くか、または押してくだ
さい。 

3.  外周の幅を変えるには、フィットシステムをヘルメットに装着したまま、フィット
システムの各スライド端部にあるスナップをゆっくり外してください (図16)。

4.  ヘルメットの側面上にある位置のうちの1箇所に、各スナップを装着してくださ
い。

図15. Micro-Managerの高さの位置 図16. Micro-Managerの外周の各位置

調整のテスト
これら2つのテストをそれぞれ実行してください:

 + 頭を左右に振ってください。ヘルメットが頭の上で動いてはいけません。

 + 頭の上で、ヘルメットを前方と後方に押してみてください。もし、ヘルメットが後
ろに動く場合、こめかみのひもを締めてください。ヘルメットが前方へ動くなら、
うなじのひもを締めてください。

正しくヘルメットを調整できない場合、あなたは、より小さいシェルサイズを必要
とするかもしれません。ディーラーにご相談ください。

余分なあごひもを切ります。
あごひもを切る場合、バックルの上少なくとも1インチ (25 mm) は残すようにして
ください。短過ぎるあごひもでは、ヘルメットの調整と保護が失われるかもしれま
せん。切断の後に、あごひもの端部を溶かして、擦り切れるのを防いでください。
高温の火がヘルメットに近づかないよう注意してください。ひもは可燃性です。
燃える可能性があるので、ひもが冷えるまでは溶けたナイロンとの接触を避けて
ください。
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バイザーを脱ぐ
一部のBontragerヘルメットは、取り外し可能なバイザーがついています。バイザ
ーを外すには、ヘルメットシェルの中にあるソケットから各スナップをゆっくり引
いてください (図17)。
注意:ヘルメットのソケットは酷使すると拡がってきます。それにより、バイザーが
ゆるんだり、あるいは思いがけず外れてしまうことがあります。

バイザーのソケットプラグの挿入
一部のBontragerヘルメットにはオプションでプラグが含まれているものがありま
す (図18)、これはバイザーが使用されていないときにヘルメットに挿入できます。
これらのプラグは、バイザーアタッチメント用のソケットを隠すことによって化粧
的機能を果たします。プラグを挿入するには、左右のプラグを確かめてから、適切
な側のバイザーアタッチメント用ソケットに押し込んでください。

図19. バイザーの調整

図18. バイザープラグの場所を見つけて挿入図17. ヘルメットのバイザースナップとソケット

バイザーの調整
一部のBontragerヘルメットには、調
整可能なバイザーがついています。バ
イザーの角度を調整するには、4 mm
のアレンキーを使用することでバイザ
ー保持ねじ (図19) を緩めてください。
希望の位置にバイザーを調整してくだ
さい。バイザーを希望の位置に保つこ
とができるような強さで、ねじを締め
てください。締めすぎないようにして
ください。
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www.bontrager.com


