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4 C.A.R.E.

完璧さは 
規格にとどまらない 

ライディングプレジャーは、実際にマシンを駆るよりもずっと前から始
まっています。それはライディング用の装備を身に着けたときに、走る
ことを心待ちにし、夢中になり、安全性を感じることで始まるのです。
そのために、C.A.R.E.（Concept of Advanced Rider Equipment）
があります。これは、BMW Motorradによる安全性、技術革新、快適
性、品質のためのコンセプトです。 

BMW Motorradのライダーエクイップメントはすべて、この観点に基
づいて開発されています。独自の研究部門で、耐久性に優れた新素材
の開発が行われています。インテリジェントなディテールが、BMW 
Motorradの製品にさらなる快適性をもたらし、安全性を向上させま
す。また、ライダーエクイップメントの品質についてさらに正確に検査
するために、特別に考案されたテスト方法があります。すべての製品
は長年の開発の成果であり、BMW Motorradの最も厳しい要求を満

たした場合にのみ、その製品にC.A.R.E.認証マークが付与されます。
その要求は、走行安全性に関する法的なCE認証やEU基準を上回るも
のです。それは、真のライディングの歓びとは、満たすべき基準をただ
満たせば生まれるものではなく、その基準をすべてにおいて上回るべ
きものとしてこそ、生まれるものだからです。

詳細については 
bmw-motorrad.com/careをご覧ください。
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安全性
モーターサイクルに乗っているときに最も優先すべきことは安全性
です。これは、モーターサイクル自体についてももちろんですが、ラ
イダーを防護するウェアにも当てはまります。ライダーは、良くも悪く
も常に外界からあらゆる影響を直接受けるからです。そのため、安全
性は当初からC.A.R.E.基準の1つであり、ライダーエクイップメントの
開発において特に注意を払われてきました。ライダー用のブーツから
ヘルメットに至るまで、その走行安全性に照らし合わせて設計および
テストされていないディテールはまず1つもありません。 

その際に重視されているのは、個々の商品の相互の適合性です。
BMW Motorradのジャケット、パンツ、ヘルメットのどれを着用しても、
また、さまざまな製品を組み合わせても、すべての装備品が1つのユ
ニットのように互いに協調し合い、ライダーを包括的に保護しなけれ
ばならないからです。 

ジャケット、パンツ、ライディングスーツはすべて、転倒でダメージを
受けやすい部分が2枚重ねになっている上に、二重に縫合されてお
り、さらに、最新世代のCEプロテクターが装着されています。これに
より、モーターサイクルでの日常的な走行で受けるあらゆる負荷や、
アスファルトや砂利道との非常にハードな接触にも耐え、ライダーの
動きを制限することもありません。 

BMW Motorradは素材準備から加工を経て、重要なテストすべてに至
るまで、1つの目的に向かっています。それは、どのような状況でもラ
イダーをアクティブおよびパッシブに保護し、安心してライディング体
験をお楽しみいただくことです。それがBMW Motorradの安全性で
す。

技術革新
1923年の創業以来、BMW Motorradは技術革新を成し続けてきまし
た。1970年代の半ばから、私たちはライダーエクイップメントの分野
でもリーダー的な存在になっています。それ以来、BMW Motorradの
絶え間ない努力は、素材や製品の研究開発および試験を通じて、ライ
ディングウェアに対する多様な要求に適合したソリューションを見い
出すことに向けられてきました。そして、BMW Motorradはライダー
エクイップメントの分野でいくつもの基準を打ち立てました。たとえ
ば、最先端のBMWクライメートフィルムの開発です。このフィルムで
は、高い防水性（10,000 mmH2O（水柱ミリメートル）以上）と非常に
高い通気機能が結びつけられています。徹底的に開発を加えられた
NPプロテクターもまた、最大限の快適性を保ちつつかつてない衝撃
吸収力を実現し、BMW Motorradライダーエクイップメントの革新力
を証明します。安全性へのさらなる配慮ももちろんおろそかにはして
いません。超軽量システム7カーボンヘルメットも、その100％高性能
カーボンファイバー（炭素繊維）製ヘルメットシェルにより、確実な保
護性能を発揮します。またこのヘルメットは、瞬時にジェットヘルメット
に変更することも可能です。その際、ツールを使用する必要はありま
せん。 

C.A.R.E.は、主要テーマである安全性、品質、快適性についてBMW
Motorradの製品が常に最新の技術水準にあることを、お客様に約束
するものです。

品質
長く使用できるものが、最終的には良いものです。また、使用すること
によって、ますます良くなるものもあります。そのため、BMW Motor-
radは路上でのテスト走行に長い距離を費やして、製品に弱点がある
場合にはその弱点を明らかにしようとしています。それは、BMW Mo-
torradライダーエクイップメントのあらゆる製品が、数え切れない道
のりを共にする長年のパートナーとなり得ることを知っているからで
す。 

品質と耐用性に関しては法的な要求がないため、BMW Motorradは
独自の仕様とともに独自の基準を設けています。そして、この基準を
一貫して守っています。そのためBMW Motorradには、ライダーエク
イップメントのメーカーとして、開発プロセス、素材、完成製品を入念
に検査するための専用の実験室があります。 

実際、その実験室で振動、研磨、引張の試験が十分にできないという
ことはありません。だからこそ、品質を信頼していただくことができる
のです。これは、他ではなかなか求められないものです。

快適性
安全性の他に、快適性もまた、ライダーエクイップメントにおいて最も
重要なものの1つです。快適でいられればライダーが煩わしさから気
をそらされることがなくなるので、最終的に快適性は最高のパッシブ
セーフティを意味します。 

そのため、BMW Motorradのヘルメットのノイズは特に小さくなって
おり、ウェアには革新的なベンチレーションシステムおよびフィルムシ
ステムが装備されています。どのような温度や天候でも快適に感じて
いられることによって、初めてライダーの反応性が保証されるからで
す。 

BMW Motorradのヘルメット、ジャケット、ライディングスーツ、パン
ツ、ブーツ、グローブは、ルックスの良さばかりでなく、機能面において
も抜群です。BMW Motorradは、目に見えない部分に新たな基準を打
ち立てることにも努力しているからです。
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C.A.R.E.
基準の比較

安全性

技術革新

テスト基準

衝撃吸収能力

耐裂性 

ヘルメットのエアロ
ダイナミクス／エア
ロアコースティクス

ヘルメット着用時の
視野角

テスト基準

防水性

実用性 

ヘルメットの防水性

ヘルメット着用時の
ずれ角

標準

ライダーに合わせて調整される左右のプロテクターは、
法的には規定されていません。 

素材の最低引き裂き強度は100N/cm2です。 
（DIN EN ISO 13937-2:2000；耐裂性*） 

モーターサイクルおよびライダーなしで、ヘルメットのみ
でエアロダイナミクスとエアロアコースティクスのテスト
が行われます。 

安全性の向上に貢献する視野領域の拡張は、規格の要求
事項にはありません。

標準

DIN規格に従い、1,300 mmH2O（水柱ミリメート
ル）の耐圧性のあるテキスタイルを、防水性があると
判断します。（DIN EN 20811:1992；防水性*）

法的ガイドラインでは、着用されるライディングウェ
アの検査については定められていません。

ヘルメットシールを組み込むことは、法的に規定され
ていません。貼り付けられていれば十分です。

法的なずれ角は最大30度です。 
（ECE 22.05ロールオフテスト*）

C.A.R.E.標準

BMW Motorradには、ライダーに合わせて正確に調整で
きる左右のプロテクターがあります。これにより、最高水
準の衝撃吸収値に達し、数多くのテストを制する卓越性を
示します。

BMW Motorradは採用するテキスタイル素材において
1000 N/cm2の引張強度に達するよう努めています。

エアロダイナミクスとエアロアコースティクスは、風洞テ
ストに多くの時間を費やし、システム全体（ヘルメット、ラ
イダー、モーターサイクル）として一緒にテストされます。 

標準的な要求を上回る視野角が、特に側面の端部分で、よ
り広い視野領域をもたらします。これにより、特に市街地
における走行時の安全性が向上します。

C.A.R.E.標準

BMWクライメートフィルムは、10,000 mmH2O（水柱ミ
リメートル）以上の高い水密性と極めて高い呼吸機能を
組み合わせたものです。 

BMW Motorradのテストライダーが、テスト走行や長時
間の耐久テストにおいて、また、さまざまな気候条件の下
で、すべての装備品の実用性を評価します。

BMW Motorradの革新的なヘルメットシールは、貼り付け
られるのではなく、しっかりと組み込まれるものです。これ
により、過酷な条件下において確実な保護力と防水性を
保証します。

BMW Motorradヘルメットのずれ角は、革新的なネックバ
ンドにより、法的に規定されているよりも著しく小さく抑
えられています。
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快適性

品質*

テスト基準

エルゴノミクス

プロテクターの高さ
調整機能 

ヘルメットのベンチ
レーション

テスト基準

光堅牢度

摩擦堅牢度 

汗に対する色堅牢度 

耐油性 

剥離強度 

洗濯堅牢度 

ヘルメットの耐UV性
／耐衝撃性

ヘルメット着用時の
チンガードの摩耗

標準

規格では標準サイズのみを規定していま
す。（DIN EN ISO 340*） 

ニープロテクターは高さ調整できなけれ
ばならないと定めているガイドラインはあ
りません。  

現行のコンセプトでは、頭部の上半分のみ
に通気性があります。

C.A.R.E.標準

BMW Motorradでご用意しているサイズの種類は、お客様のところで
測定されたサイズにおおむね対応しており、カタログに掲載されてい
ます。

BMW Motorradのプロテクターは標準仕様で膝部分の高さ調整が可
能であり、ライダーに理想的にフィットします。 

BMW Motorradヘルメットの場合、エアガイドにより頭部全体のベン
チレーションが可能となっています。さらに、洗練されたシールドのベ
ンチレーションとチンエリアのベンチレーションにより、厳しい状況に
おいても、鮮明な視野が確保されます。

C.A.R.E.標準

製品サンプルを固定し、キセノンライトで照らします。その際、素材が光と熱にさらされて、光堅牢度についてテストさ
れます。（DIN EN ISO 105-B02:2002に準拠；光堅牢度*） 

乾いた織地あるいは濡れた織地の上に素材を敷き、素材を擦ることで、摩擦堅牢度についてテストします。 
その際、その織地の変色はテスト結果の根拠として用いられます。 

（DIN EN ISO 105-X12:2002に準拠；摩擦堅牢度*） 

汗を染み込ませた織地の上にテキスタイルを置き、テキスタイルを擦ります。  
（DIN EN ISO 105-E04:2013に準拠；汗に対する堅牢度*） 

色堅牢度のテストと同様に、耐油性および耐燃料性についてもテストを行います。（DIN EN ISO 105-X12:2002に準
拠；摩擦堅牢度*） 

テキスタイルに対し、マーチンデール法に従って、9kPaの圧力で4000回の摩擦負荷をかけることにより、剥離強度に
ついて検査します。（VDA 230-210:2008 DIN EN 530:2013に準拠；剥離強度*） 

素材を織地に縫い付けて、石鹸水の入ったビーカーに入れて動かします。その後、織地を乾かして、変色を評価します。
（DIN EN ISO 105-C06:2010に準拠；テキスタイル洗濯堅牢度*） 

厳しい試験の要件のもとで、塗装の耐用性と外観的な反応を検査します。 

BMW Motorradの耐久試験用テストベンチで、シールドとチンガードの開閉を何度もシミュレーションします。 
そうすることでのみ、ライフサイクル全体にわたる機能を保証することができます。

*品質に関する法的な要求事項はないため、BMW Motorradは対応するDIN EN ISO規格を順守しています。
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HERITAGE
BMW Motorrad Heritageコレクションは、ただ機能性に優れたライ
ダーエクイップメントというだけでなく、それらを超える価値観を提供
します。それは、最初のモーターサイクルの製造を開始した1923年
にまで遡るBMW Motorradの歴史へのオマージュであるということ
です。当時のモーターサイクルウェアは必要不可欠なものに限られて
いました。Heritageコレクションによって、BMW Motorradはこの原点
に回帰します。
クラシックな数々のモーターサイクルで有名な特徴的なカラー
～力強いブラックのメタルパーツと繊細なホワイトの装飾ライン（い
わゆるTwin Stripes）～が、コレクション全体に反映されています。こ

のディテールは、クラシカルなデザインのレザージャケットを初めとし
て、BOWLERヘルメット、グローブ、そしてブーツに至るすべてのコレ
クションに反映されています。素材は耐摩耗性に優れ、ライダーの安
全性と機能性に関する今日の高度な要求にも適合しています。 
Heritageコレクションは、時代に合わせた正真正銘のライディングウ
ェアを提供すべく、伝統と最新技術が融合した結果です。
クラシカルデザインで、BMW Motorradの歴史とモーターサイクル
の情熱を一緒に体験しましょう。
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PUREBOXERレザージャケット
NEW

男性用

20世紀初頭に一般的だったクラシカルなス
タイルでデザインされたライディングジャケッ
トです。 同時に、快適で安全なライディング
を約束する機能性が備わっています。エクス
クルーシブなホースレザーは、シボ（皺）の少
ない滑らかな表面と繊細な光沢が特長です。 
使い込むことでよりいっそう艶や風合いが出
てきます。 袖に付いているブロンズカラーの
BMW エンブレムは、BMWクラシックバイクの
ように2本のボルトで取り付けられており、同
梱の他のエンブレムと付け替えることができ
ます。

•  1.2mm厚のホースレザーを使用したクラ
シックなデザインのジャケット

• 着脱式サーマルライナー、3つのアウター
ポケット、2つのインナーポケット

• 肩と肘にNP Flexプロテクター 
（EN 1621-1:2012）

•  NPLバックプロテクター装着可能（別売）
• 組み合わせ用の接続ジッパー：40 cm
• 追加の男性用サイズ：スリムフィット
•  CE基準適合

カラー：
ブラック

サイズ（男性用）：
S～3XL 

スリムフィットサイズ（男性用）：
XS～M 

希望小売価格：
￥132,000

価格は10%の消費税を含む表示です

HERITAGE BOWLERヘルメットはそのレトロ
なスタイルで流行に敏感なライダーにアピー
ルします。 BMW Motorradの歴史を垣間見
るようなクラシックなデザイン、BMWロゴの
刻印入りのインナーライナー、レザーパッチ
を装備しています。 すべてのサイズにぴった
りとフィットします。 幅広いアクセサリー類が
このヘルメットをいっそう引き立てます。

• スタイリッシュなレトロデザインのジェット
ヘルメット

•  BMWロゴがエンボス加工されたテキスタ
イルライニングと高品質レザー

• 自由に調整可能なダブルD式バックル付き
チンベルト

•  785 g（XSサイズ）～970 g（XXLサイズ）
の軽量ヘルメット

• 幅広いアクセサリー類 
（ページ30/31を参照）

•  ECE 22-05 ホモロゲーション取得

カラー：
ブラック

サイズ：
53/54～62（XS、S、M、L、XL、XXL）

HERITAGE BOWLERヘルメット（日本国内未導入）
NEW
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TWINSTRIPESレザージャケット
NEW

男性用／女性用
両袖に典型的なホワイトのストライプが入ったクラシカルでスポー
ティなレザージャケットです。数々の歴史的なBMWモーターサイクル
のデザインにある、伝統的なTwin Stripesが施されています。肩およ
び肘部分には最新のNP Flexプロテクターが装備されています。

• クラシックでスポーティなカウハイドレザー製ライディングジャケット
• フルライナー、計7個のポケット
• 組み合わせ用の接続ジッパー：40cm
• 肩と肘のNP Flexプロテクター（EN 1621-1:2012）
•  NPLバックプロテクター装着可能（別売）
• ベンチレーションジッパー
• 追加の男性用サイズ：スリムフィット、コンフォートフィット
•  CE基準適合

カラー：
ブラック（両袖にホワイトストライプ）

サイズ（女性用）：
XS～2XL

サイズ（男性用）：
S～3XL

スリムフィットサイズ（男性用）：
XS～M

コンフォートフィットサイズ（男性用）：
XL～3XL

希望小売価格：
￥78,100

男性用女性用

価格は10%の消費税を含む表示です
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男性用 
カラー：ブルー

女性用 
カラー：ブラック

男性用／女性用
耐摩耗性のデニム生地を使用しており保護機能も万全で、最高水
準の安全性と機能性がクラシックなデニムスタイルに融合していま
す。生地に使用されている繊維は伸縮性に富み、優れたフィット感を
実現。外側には小物の収納に便利なポケットを4つ、内側にはクロー
ジャー付きポケットを２つ備えています。
肩と肘にNP Flexプロテクターを装備しており、オプションでNPLバッ
クプロテクター（別売）も装着可能です。

• クラシックなデニムスタイル
• 耐摩耗性で伸縮性に富むデニム生地
• 肩と肘にNP Flexプロテクター（EN 1621-1:2012）、 

 NPLバックプロテクターを後付け可能（別売）
• ボタンライン（下側にファスナー付き）
•  2つのクロージャー付きインナーポケット
• 組み合わせ用の接続ジッパー：40  cm
• デニムジャケットの追加サイズ：スリムフィット、 

コンフォートフィット（男性用のみ）
•  CE基準適合

カラー（女性用）：
ブラック

カラー（男性用）：
ブルー

ジャケットサイズ（女性用）：
XS～2XL 

ジャケットサイズ（男性用）：
S～3XL

コンフォートフィットサイズ（男性用）：
XL～3XL

スリムフィットサイズ（女性用）：
XS～M

スリムフィットサイズ（男性用）：
XS～M

パンツサイズ（女性用）：
W26/L32、W27/L32、W28/L32、W29/L32、W30/L32、
W32/L32、W34/L32、W36/L32
W29/L34、W30/L34、W32/L34、W34/L34、W36/L34

パンツサイズ（男性用）：
W28/L30、W30/L30、W32/L30、W34/L30、W36/L30
W28/L32、W30/L32、W32/L32、W34/L32、W36/L32、
W38/L32、W40/L32、W42/L32
W30/L34、W32/L34、W34/L32、W36/L34、W38/L34、
W40/L34、W42/L34
W32/L36、W34/L36、W36/L36、W38/L36、W40/L36

希望小売価格：
ジャケット（男性用）　 ￥53,900
ジャケット（女性用）　 ￥49,500
パンツ（男性用）　 ￥30,800
パンツ（女性用）　 ¥28,000

ROADCRAFTEDデニムジャケット／ジーンズ
NEW

価格は10%の消費税を含む表示です
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PURESHIFTERブーツ
NEW

男性用／女性用
クラシックなルックスに魅力的なディテール、
高品質なカウハイドレザー製編み上げブーツ
です。ソールに縁縫いを施しており、NP Flex
くるぶしプロテクターおよび頑丈なつま先
ガード／かかとガードを備え、筒部も強化して
います。専用のインナーライナーが最適な温
度調整に役立ちます。

• クラシックなカウハイドレザー製編み上げ
ブーツ

• 縁縫いが施されたソール構造
•  NP Flexくるぶしプロテクター、つま先ガー

ド／かかとガード
• 耐油性および耐ガソリン性のビブラムソー

ル
•  DIN EN 13634に準拠したCE認証

カラー：
ブラック

サイズ（女性用）：
36～40

 サイズ（男性用）：
41～48

希望小売価格：
￥38,500

男性用

女性用

価格は10%の消費税を含む表示です
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PUREBOXERグローブ
NEW

PUREBOXERキドニーベルト
NEW

男性用
高品質で耐摩耗性に優れたクラシックなデザ
インの鹿革製グローブです。耐久性、柔軟性
に優れ、快適な装着感をお約束します。手首
の留め部分はボタンでサイズを調整できるよ
うになっており、思いがけずグローブが外れ
る心配もありません。

• クラシックな鹿革製グローブ
• タッチパネルの操作に適した人指し指
• 手首部分のサイズは調整可能
• グローブをベルトに固定するためのメタル

カラビナフック付き
•  DIN EN 13594に準拠したCE認証

カラー：
ブラック

サイズ（男性用）：
S～3XL 

希望小売価格：
￥16,500

男女兼用
クラシックなデザインのレザー製キドニーベルトが登場。2個のメタルバックルで体格に合わ
せてサイズを調整することが可能です。ボタン付きの小さなフロントポケットがあり、小銭など
の収納に最適。5種類のサイズ展開でさまざまな体型に対応します。

• クラシックなレザー製キドニーベルト
• ボタン付きアウターポケット
•  2個のメタルバックルでサイズ調整可能

カラー：
ブラック

サイズ：
S～2XL 

希望小売価格：
￥14,300
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BOXERTORQUEグローブ
NEW

男性用／女性用
BoxerTorqueグローブは高品質なカフハイ
ドレザーを使用し、クラシックなモーターサイ
クルグローブをスポーティにしたデザインで
す。ボクサーエンジンの魅力をまさに言葉通
り手中にしています。

• クラシックでスポーティなレザー製グロー
ブ

• 指の関節部分にパッド付き
• 手首部分のサイズを調整可能
• タッチパネルの操作に適した人指し指
•  DIN EN 13594に準拠したCE認証

カラー：
ブラック

サイズ（女性用）：
XS～2XL

サイズ（男性用）：
S～3XL

希望小売価格：
￥11,000

女性用

男性用

価格は10%の消費税を含む表示です
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ヘルメット
BMW Motorradのヘルメットは安全性、機能性、快適性において最高
水準の要件を満たしています。郊外の道を駆けぬけているときでも、
サーキットのコースを周回しているときでも。すべてのモデルで完璧
に視野が確保され、適切なベンチレーションが行われ、最良のエアロ
ダイナミクスがもたらされます。新しいスイングアップ式ヘルメットの
システム7カーボンヘルメットも同様です。このヘルメットは、4ジョイ
ントメカニズムとフルカーボンシェルにより、総合的に完璧なライディ
ング体験を実現します。

21

GSカーボンヘルメット   22
エンデューロスタイルゴーグル 23
システム7カーボンヘルメット 24
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 コミュニケーションシステム 34
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1  デザイン：GSトロフィー20（日本国内導入未定）* 
NEW

2 デザイン：ワンワールド（日本国内導入未定）

5  デザイン：GSトロフィー

3 デザイン：エクスプロア

6 カラー：ブラックマット

4 デザイン：コンプ

7 カラー：ライトホワイト

ヘルメット 23

GSカーボンヘルメット

オフロードシーンにふさわしいGSカーボンヘルメットは極めてスポーティなデザインで魅了し
ます。カーボンヘルメットシェルとBMWらしい内蔵ネックバンドを組み合わせて選択すれば、ラ
イダーに最大限の安全性がもたらされます。最高の走行快適性を実現するため、バイザーとス
ポイラーのコンビネーションは風洞システムでエアロダイナミクスの最適化が行われていま
す。

• 完璧なツーリング性を備えたスポーティなエンデューロヘルメット（ヘルメットシェルサイズ
2種）

• フルカーボンヘルメットシェル、100%カーボンファイバー（炭素繊維）強化プラスチック製
• 最高水準の衝撃吸収能力と安全性能
• 多層分割タイプ発泡ポリスチレン製インナーシェル
• ダブルシールド、3D成型
• サンバイザーに曇り止め加工、シールドは両面に耐スクラッチコーティング
• スポイラーと着脱式バイザーによりエアロダイナミクスを最適化
• 極めて効果的なベンチレーションシステム
• 着脱式チンフラップと防塵フィルターにより、オフロード走行時や暑い日のライディング時

に良好な通気性を保つ
• ヘッドパッドおよび頬パッドは洗濯可能および交換可能
• 確実な装着のためのネックバンド
•  BMW Motorradコミュニケーションシステムを装備可能
• 試験：ECE 22-05
• 重量：約1,450 g（バイザーとダブルシールド含む）
• スモーク、シルバーのミラーコーティング、ブルーのミラーコーティング、またはオレンジの

シールドをオプションで用意

サイズ：
52/53～62/63

希望小売価格：
1 デザイン：GSトロフィー20リミテッドエディション 日本国内導入未定
2 デザイン：ワンワールド  日本国内導入未定
3 デザイン：エクスプロア  ￥90,200
4 デザイン：コンプ  ￥90,200
5 デザイン：GSトロフィー  ￥93,060
6 カラー：ブラックマット  ￥84,700
7 カラー：ライトホワイト  ￥81,400

エンデューロスタイルゴーグル

完璧なベンチレーションを行うこのゴーグ
ルはスポーティなオフロード走行向きで、GS
カーボンヘルメットに100％マッチします。も
ちろん、欧州規格EN 1938:1998のすべての
安全規格を満たしています。サイズ調整可能
なゴーグルバンドとコンフォートクッションに
より、快適な装着感を実現します。クリアタイ
プ、スモーク、オレンジのダブルシールドをオ
プションで入手でき、付け替えも簡単です。

希望小売価格：
GSコンプエンデューロゴーグル  ￥12,650
GSトロフィーエンデューロゴーグル  
  ￥12,650

GSコンプエンデューロゴーグル

GSトロフィーエンデューロゴーグル

* 在庫がある限り。 価格は10%の消費税を含む表示です



24 ヘルメット

1  デザイン：オプション719（限定版） 
NEW

3 デザイン：スペクトラムフロー2  デザイン：MOTO 4 デザイン：プライム

25

システム7カーボンヘルメットは最大限の快適性と安全性を提供します。フルカーボンヘルメッ
トシェルにより、極めて軽量ながらも最高水準の衝撃吸収能力を発揮します。4ジョイントメカ
ニズムにより、開いた状態でも実にコンパクトです。このヘルメットは、2個のボタンを外すだけ
で、ツールなしでチンガードを取り外すことができ、完全なジェットヘルメットにすることができ
ます。無段階に調整可能なサンバイザーにより、照射される光の割合を瞬時に調整することが
できます。卓越したベンチレーションシステムが頭部をクールに保ち、ダブルシールド（標準装
備）が良好な視界を実現します。エアロダイナミクスとエアロアコースティクスについて、この
ヘルメットは市場で最高水準に属します。

•  4ジョイントメカニズムのスイングアップ式ヘルメット
• 軽量で最適な剛性と最高の衝撃吸収値のフルカーボンヘルメットシェル（2サイズ）
• 多層分割タイプ発泡ポリスチレン製インナーシェル
• ダブルシールド：サンバイザーは曇り止め加工、シールドは両面に耐スクラッチコーティング
• 頭部およびシールドに効果的なベンチレーション
• 卓越したエアロダイナミクスおよびエアロアコースティクス
• 内蔵型サンバイザー、スライドスイッチにより展開／収納が可能
• 非常に効果的な大型スポイラー
• 中央ボタンでチンガードを開く
• ラチェット式バックル付きチンベルト、確実な装着のためのネックバンド
• 着脱式で洗濯可能な内装（Alcantara／Dupont Coolmax製）
• 素早く簡単にジェットヘルメットに変更可能
•  BMW Motorradコミュニケーションシステムを装備可能
• 試験：ECE 22-05
• 軽量：約1,580 g（スモールヘルメットシェル）
• スモーク、シルバーのミラーコーティング、ブルーのミラーコーティング、またはオレンジの

シールドをオプションでご用意

サイズ：
52/53～64/65

5 カラー：ブラック

7 カラー：グラファイトマットメタリック

6 カラー：ライトホワイト

8 カラー：シルバーメタリック

システム7カーボンヘルメット（2020年JIS認証日本仕様 [アジアンフィット] 導入予定・導入カラーは未定）
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最大の安全性は、個々の機能が組み合わさる
ことによって初めて成立します。もちろん、 
Integral helmet（フルフェイスヘルメット）で
あるレースヘルメットは、卓越した衝撃吸収値
を誇ります。レーシングスポーツで実証済み
の装着感により、ライダーはライディングに集
中し、瞬時に反応できるようにします。

•  Integral helmet（フルフェイスヘルメッ
ト）、サーキットに最適

• ガラス繊維強化プラスチック（GFRP）／
カーボン製ヘルメットシェル（2サイズ）

• 多層分割タイプ発泡ポリスチレン製イン
ナーシェル

• 高速走行時に最高度の安定性を確保する
ための大型スポイラー

• 視野が広く（伏せた状態でも）、両面に耐ス
クラッチコーティングを施した2D成型シー
ルド

• 曇り止め加工のサンシェード
• 効果的なシールドおよび頭部のベンチ

レーション
• 側面のシールドロックボタン
• 伏せた姿勢用に首部分の切欠きを拡大
• ダブルD式バックル
• 確実な装着のためのネックバンド
• 内装は着脱式で洗濯可能
• すべてのカラーにクリアシールド付き

（ティアオフシールド1セットを含む）
• 試験：ECE 22-05
• 重量：1,350 g（スモールヘルメット）
• スモークシールドをオプションでご用意

サイズ：
52/53～62/63

1  デザイン：サーキット 
NEW

レースヘルメット（日本国内未導入）

2  デザイン：ハイパー 
NEW

3カラー：ホワイト

4 カラー：ブラックマット

27

ストリートXは多様なオンロード走行専用に開
発されたBMW Motorradヘルメットです。高
速道路、郊外、または市街地でのライディング
に最適です。快適性と安全性が最新のデザイ
ンで融合されています。無段階調整式サンバ
イザーにより、変わりやすい光の照射量に素
早く対応して調整することができます。ストリ
ートXは風洞システムで試験が行われており、
最適なエアロダイナミクスとエアロアコース
ティクスを保証します。ダブルシールドが最適
な視界を確保する一方で、優れたベンチレー
ションによって、頭部はクールに保たれます。
多彩な機能にもかかわらず、ストリートXは極
めて軽量です。

• サンバイザー内蔵のIntegral helmet（フ
ルフェイスヘルメット）

• 多層分割タイプ発泡ポリスチレン製イン
ナーシェル

• ダブルシールド：サンバイザーに曇り止め
加工、シールドは耐スクラッチコーティング

• あご部分および頭部用に効果的なベンチ
レーション

• 極めて優れたエアロダイナミクス
• サンバイザーを内蔵、ヘルメット上部にあ

るスライダーレギュレーターで操作
• ダブルD式バックル付きチンベルト
• 着脱式で洗濯可能な内装
• 試験：ECE 22-05
• 軽量なシステム：約1,450 g（スモールヘ

ルメット）
• スモーク、シルバーのミラーコーティング、

ブルーのミラーコーティングのシールドを
オプションでご用意

サイズ：
53/54～61/62

ストリートXヘルメット（日本国内未導入） 1  デザイン：コンプ 
NEW

5  カラー：グレーマット 
NEW

3  デザイン：RIDE 
NEW

7 カラー：ライトホワイト

2  デザイン：コンプネオン 
NEW

6 カラー：ナイトブラックマット

4 デザイン：サンダー
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暑い時期のライディングに適したヘルメット。
高品質素材製のモダンなデザインに独自の
エアフロー機能を備えています。最適な位置
にあるスライダー式のベンチレーション開口
部とダクトは、必要に応じて開閉でき、頭部を
クールに保ちます。エアロダイナミクスとエ
アロアコースティクスは最高水準です。エア
フローはBMW Motorradコミュニケーション
システムを装備可能で、ECE 22-05の要件も
満たしています。

• ベンチレーション効果の高いプレミアム
ジェットヘルメット

• グラスファイバー強化プラスチック製アウ
ターシェル

• 多層分割タイプ発泡ポリスチレン製イン
ナーシェル

• 多層分割タイプ発泡ポリスチレン製イン
ナーシェル内側に3D成型シールド、両面を
耐スクラッチコーティング（光学クラス2）

• 大型ベンチレーションゾーンが2箇所、スラ
イダー式防雨システム

• 卓越したエアロダイナミクスおよびエアロ
アコースティクス

• ラチェット式バックル付きチンベルト、留め
位置を調節可能

• 内蔵型ネックバンド
• 着脱式で洗濯可能な内装
• 高品質アルミニウム素材、BMWブランド名

入り
•  BMW Motorradコミュニケーションシステ

ムを装備可能
• 試験：ECE 22-05
• 重量約1,170／1,280／1,380 g（シェル

サイズにより異なる）
• スモークシールドをオプションでご用意

サイズ：
52/53～62/63

エアフローヘルメット（日本国内取り扱い終了） 1 デザイン：トレース

3 カラー：ライトホワイト2 デザイン：ロゴ

4 カラー：チタンシルバー 5 カラー：ナイトブラックマット
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1  デザイン：オプション719（限定版） 
NEW

2 デザイン：クラシック

4 デザイン：nineT 6 カラー：ダークブルーメタリック5 カラー：ブラックマット3 デザイン：トリコロール

8 カーボンサンバイザー 10 クリアシールド7  カーボンサンバイザー 
（ブラックマット）

11 ミラーシールド

9 スモークシールド

12 バブルシールド 
 （スモーク）

13 バブルシールド（ミラー）

31

Bowlerヘルメットは、紛れもなくBMW Motorradのヘルメットです。
デザインに関心が高いモーターサイクリストのために特別に開発され
ました。快適さと安全性を現代のレトロデザインと組み合わせていま
す。BMWロゴの刻印入りのインナーライナー、レザーパッチを装備し
ています。スリムでエレガントな外観は、発泡ポリスチレン（EPS）製の
インナー付きの4つのヘルメットシェルサイズが提供され、あらゆるサ
イズに最適なフィット感が優れた快適さを保証します。高品質のアク
セサリー（バイザー、革製のマスクなど）も提供されます。

• モダンなレトロデザインのジェットヘルメット
• 外殻：ガラスと炭素繊維強化プラスチック（GFRP/CFRP）からなる

繊維複合材
• 発泡ポリスチレン（EPS）製のインナーシェル
• 非常に良いエアロアコースティクス
• 抗菌性および抗アレルギー素材の裏地
• ダブルD式バックル付きチンベルト
• 高品質のカーフスキン製ヘルメットエッジ&ゴーグルストラップホ

ルダー
• 軽量：約785 g（小型ヘルメットシェル）
• 豊富なアクセサリー
•  ECE 22-05ホモロゲーション取得

サイズ：
53/54～62（XS～2XL）

クローム仕上げのフレーム、柔らかい本革に包まれたパッド、クリア
またはスモークから選択できるレンズにより、ROAD66ゴーグルはレ
ジェンドヘルメットを完璧なものにします。鼻あて用の切欠き部があ
り、メガネを装着したままでも使用できます。

• クールで高品質のモーターサイクルゴーグル
• レジェンドヘルメットに完璧にマッチ
• クローム仕上げのフレーム（カラー：ガンメタル）
• ソフトな革に包まれた、快適で高品質なパッド（ブラック）
• 調整式で伸縮性のあるストラップ（極めてしっかりした丈夫な仕様）
• メガネを装着したまま使用可（鼻あて用開口部）
• 左側の合成レザーアプリケーションにBMW Motorrad文字ロゴ
•  BMW Motorradプリント入りテキスタイル製ケースを含む
• クリアまたはスモークの交換用レンズをオプション設定

希望小売価格：
Road66ゴーグル　 ￥18,700

BOWLERヘルメット（日本国内未導入） ROAD 66ゴーグル

* 在庫がある限り。 価格は10%の消費税を含む表示です



32 ヘルメット

BMW Motorradヘルメットバッグはヘルメットを持ち運んだり、保管するのに理想的です。どこ
かに置くときには、安定したフォルムの底部がヘルメットをしっかりと守ります。また、通気孔が
あるのでベンチレーションも万全です。

• タイムレスなルックスの高品質ヘルメットバッグ
• ヘルメット（1個）の持ち運びや保管に最適
• 頑丈で安定した底部（通気孔あり）
• 緩衝パッド入りメインコンパートメント、ロングタイプのダブルファスナーによりアクセスし

やすい
• ソフトなフリース素材のインナーライナーにより、ヘルメットやシールドに傷が付くのを防ぐ
• キーなどの小物類用に便利な、ボタンで開閉するアウターポケット
• 頑丈なキャリングハンドルと着脱式ショルダーベルト（高品質のメタルバックル付）
• 前面にBMW Motorrad文字ロゴ
• ポリエステル製の機能的な表面素材（テキスタイルルック撥水加工、お手入れが簡単）
• 寸法（高さ×幅×奥行き）：約26×36×21 cm
• 容量：約20 L

カラー：
ブラック

希望小売価格：
￥9,680

BMW MOTORRADヘルメットバッグ

価格は10%の消費税を含む表示です



34 コミュニケーションシステム

コミュニケーションシステム
会話する、好きな音楽を聴く、電話する、BMW Motorradナビゲーターと接続して完璧にコース上を走る – BMW Motorradコミュニケーション
システムがそれらを実現します。ライダーが目を路上から離すことなく、すべてが可能です。 
BMW Motorradコミュニケーションシステムは、2つのヘルメットをワイヤレスでつなぎ、会話を可能にします。 
さらにBMW Motorradナビゲーターやスマートフォン、またTFTディスプレイやBMWモーターサイクルのオーディオシステムと接続することも
可能です。 
極めて優れた音質、簡単な操作、軽量さにより、最適なライディングとリスニング体験をご提供します。
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第3世代の統合BMW Motorradヘルメットコ
ミュニケーションシステムは、システム6、シス
テム6 EVO、システム7、GSカーボンヘルメッ
ト、またはエアフローヘルメットに適合しま
す。

• ヘルメットに完全に統合されたコミュニ
ケーションシステム（ヘルメット外側の操作
ボタン）

• ライダーとパッセンジャーのコミュニケー
ションシステム

•  BIKE-TO-BIKEコミュニケーションモ
ジュールを組み合わせることで、最大6名
のグループコミュニケーション用に拡張可
能

• ヘルメットに合わせたデザイン
•  BMW対応のオーディオソースを使用して

音楽をパッセンジャーにもストリーミング
• 通話（Bluetooth対応携帯電話が接続され

ている場合）
• ノイズの自動抑制
• ステレオ品質のオーディオ再生用のハイグ

レードスピーカー
•  HDオーディオシステムによる音声品質の

向上
• 接続した携帯電話の音声制御は、ボタンを

押すだけで開始可能
• バッテリー：最大16時間

（2500 mAh）

希望小売価格：
￥49,060

FIT-FOR-ALLコミュニケーションシステム  
は、機能性とスリムなデザインが融合してい
ます。このコミュニケーションシステムは、市
場に流通するほぼすべてのヘルメットに取り
付け可能です。

• ユニバーサルヘルメットコミュニケーショ
ンシステム

• ライダーとパッセンジャーのコミュニケー
ションシステム

•  BIKE-TO-BIKEコミュニケーションモ
ジュールを組み合わせることで、最大6名
のグループコミュニケーション用に拡張可
能

• ヘルメットへの簡単な統合
•  BMW対応のオーディオソースを使用して

音楽をパッセンジャーにもストリーミング
• 通話（Bluetooth対応携帯電話が接続され

ている場合）
• ノイズの自動抑制
• バッテリー：最大8時間（560 mAh）
•  Bowlerヘルメットには使用不可

BMWコミュニケーションシステムと組み合わ
せれば、BIKE-TO-BIKEコミュニケーションモ
ジュールを装備した最大6名までのグループ
でコミュニケーションが可能になります。

• グループコミュニケーションシステム用の
汎用拡張モジュール

•  BMW Motorrad V3およびFIT-FOR-ALL
コミュニケーションシステムと互換性

• モーターサイクル1台につき1台のBI-
KE-TO-BIKEコミュニケーションモジュー
ルが必要

• コミュニケーションモジュールごとにライ
ダー１名とパッセンジャー1名のヘルメット
を接続

•  2つのBIKE-TO-BIKEコミュニケーション
モジュール間の通信距離は、理想的な状況
で最大300 m

•  6台のコミュニケーションモジュールを備
えたグループの一部として、2台のBI-
KE-TO-BIKEコミュニケーションモジュー
ル間で最大2km

• グループが範囲外に移動して接続が切断
された場合、再検出時に自動的に接続を確
立

• コミュニケーショングループを作成し、無
料アプリを使って追加設定が可能

• バッテリー：最大9時間（1400 mAh）

コミュニケーションシステムV3 FIT-FOR-ALLコミュニケーション 
システム（2020年導入予定）

BIKE-TO-BIKEコミュニケーション 
モジュール（2020年導入予定）

価格は10%の消費税を含む表示です
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スーツ
ライダーは、あらゆる状況で走行風などの風や天候からしっかりと保
護されていることに大きな価値を置いています。極めて通気性に優れ
た夏向きの装備から防水性ツーリングスーツ、レザーコンビネーショ
ンに至るまで、BMW Motorradは非常によく考え抜かれた、広範囲に
わたるさまざまな用途に応じたソリューションを提供しています。たと
えば、ラリースーツは、世界中を駆け巡る要求水準の高いライダーの
ための、さらなる改良が施されたトップモデルです。
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男性用
 XRideプロジャケットは、とりわけ人目を引くデザインが特徴です。 
 BMW Motorradブランディング入りのショルダースライダー（プラス
チック／スチール製）、袖の白い牛革インサートが存在感を際立たせ
ます。限定版にも防水性アウタージャケットが付属します。

• 伸縮性に富む耐摩耗性のポリアミド製表面素材
• 腕の白い牛革インサートは、印象的な外観を与えると共に、転倒し

やすい部位の保護にも貢献
•  BMW Motorradブランディング入りのショルダースライダー（プラ

スチック／スチール製）
• 人間工学的コンセプト：厳選された素材と最適なデザインによっ

て動きの自由度が高い
• 高伸縮率の素材
• 背面の3Dメッシュによる最適なベンチレーション
• ぴったりフィットする肩のNP3プロテクター、肘のNP2プロテク

ター、およびNP Proバックプロテクター（ロングタイプ）
•  4つのフロントポケット（1つは防水）、1つのバックポケット、2つのイ

ンナーポケット
• 上腕部とジャケット前部に反射性インサート

• コンパクトに収納可能なアウタージャケットを含む
• レギュラーフィット
•  XRideパンツと組み合わせ可能
• 世界1500着限定

カラー：
ブラック／ホワイト

サイズ（男性用）：
46～60

希望小売価格：
XRIDEプロジャケット（限定版）　 ￥105,600

XRIDEプロジャケット*（限定版） 
NEW

* 在庫がある限り。 価格は10%の消費税を含む表示です



40 スーツ

女性用

男性用／女性用
 XRIDEスーツはスポーツライディング、長距
離アドベンチャーどちらにも最適な新しいス
タイルのテキスタイルスーツです。転倒時の
耐性に優れたレザーによる総合的な保護機
能と最大限の着用快適性が融合しています。

• 伸縮性に富む耐摩耗性のポリアミド製表
面素材

• 転倒時にダメージを受けやすいゾーンに
牛革製インサート

• 人間工学的コンセプト：専用の素材選択
と設計により動きの自由度が高い

• 高伸縮率の素材
• 背面の3Dメッシュによる最適なベンチ

レーション
• ぴったりフィットする肩のNP3プロテク

ター、および肘、ヒップ、膝、背中のNP2プ
ロテクター（オプションでNP Proバックプ
ロテクター（ロングタイプ）を装着可能）

• 多数の反射インサート
•  1つの防水ジャケットポケットを含む、多数

のポケット
• パンツ内側のレザーパッド
• ファスナーを開けてレッグエンドを伸ばす

ことが可能
• コンパクトに収納可能な防水アウタージャ

ケット&パンツを含む
• レギュラーフィット
•  CE基準適合

カラー：
ブラック

サイズ（女性用）：
34～48 

サイズ（男性用）：
24～32（ショートサイズ）、46～66、 
98～118（ロングサイズ） 

希望小売価格：
ジャケット　 ￥86,900
パンツ  ￥66,000

XRIDEスーツ 
NEW

価格は10%の消費税を含む表示です
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XRIDEアウタージャケット（女性用）

XRIDEアウターパンツ（女性用）

男性用

XRIDEアウタージャケット（男性用）

XRIDEアウターパンツ（男性用）
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男性用／女性用
湿度が高く、25℃以上の夏のような高い気温の国々でのアーバンアド
ベンチャーに適したライディングスーツ。より軽量になっているにも関
わらず、広範囲にコーデュラ製メッシュインサートを配した耐摩耗性の
デニムと軽量のNPLプロテクターにより、ショートツーリングでの高い
安全性が確保されています。

•  25度以上の真夏に適した軽量のテキスタイルスーツ
• 耐摩耗性のコーデュラ製メッシュインサートを広範囲に配し、最適

な通気性を確保
• スタイリッシュで丈夫なデニム素材を表面素材として使用
• 軽いダイナテック製ストレッチ素材を膝裏に配し、快適で動きやす

い
• 転倒時に当たりやすい部分は二重素材
• 肩、肘、膝（膝は高さ調整式）に軽量のNPLプロテクター、ヒップに 

 NP2プロテクター（着脱式）
•  NPLバックプロテクター（別売）
• バックプロテクター用ポケット、3Dスペーサーファブリックによる

最適なベンチレーション
• 袖口にファスナーとボタン
• 裾にボタン、脚部サイドのロングジッパー（ヒップまで）により、着脱

が容易
• ボタン付き胸ポケット2個、ジャケットにファスナー付きサイドポケッ

ト2個、パンツの前面／背面にポケット各2個
• ジャケットの裾とウエストバンド背面側に「BMW Motorrad,  

 engineered in Germany」の文字ロゴ入りレザーラベル
• 組み合わせ用の接続ジッパー：40  cm
• レギュラーフィット
•  CE基準適合

カラー：
アントラジット

サイズ（女性用）：
34～48 

サイズ（男性用）：
46～60 

希望小売価格：
ジャケット　 ￥53,900
パンツ　 ￥38,500

ベンティングスーツ

価格は10%の消費税を含む表示です
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男性用／女性用
暑い季節には、エアフローサマースーツがフレッシュな快適性を提供
します。耐摩耗性のダイナテック製ストレッチインサートおよびメッ
シュインサートが、最適な通気性と動きやすさを保証します。さらにブ
ラックカラーは、温度上昇を防ぐcoldblack仕様のスーツです。

• 気温が高いときのための理想的なサマースーツ
• 表面素材は高耐摩耗性のシェラーダイナテック製
• 背中、肩、肘、ヒップ、膝に着脱式NP2プロテクター（肘と膝は高さ調

整可能）
• 背中上部に広範囲に配したダイナテック製ストレッチ素材による抜

群の動きやすさ
• 胸部、腕部、大腿部のエアテックス製メッシュインサートによる最適

なベンチレーション
• 通気性と伸縮性に非常に富むメッシュライナー
• 気温が低いときにはおれる防風性カバージャケット付き（背面ポ

ケットに収納可）
• ジャケットとパンツに反射性素材
• ブラックカラーはcoldblack仕様
• 汚れ付着防止／撥水加工コーティング
• 襟、袖口、ウエストバンド部に心地よいソフトな素材
• ウエストバンド、袖口、パンツの裾の幅調整用の面ファスナー（女性

用の場合はジャケットのウエスト周りにも）
• 内蔵されている2本のストラップにより、ジャケットをリュックサック

としても使用可能
• ジャケットにサイドポケット2個、背面ポケット1個、インナーポケット3

個、パンツのポケット2個（ほとんどのポケットにファスナー付き）
• さらに、ジャケットのポケット内は防水性で、スマートフォンや財布

を入れておくのに最適
• 組み合わせ用の接続ジッパー：全周タイプ／40 cm
• レギュラーフィット
•  CE基準適合

カラー：
ジャケット／パンツ：ブラックまたはグレー 
カバージャケット：レッド

サイズ（女性用）：
34～48 

サイズ（男性用）：
 46～66、98～118（ロングサイズ）、 
 （パンツは25～28（ショートサイズ）設定あり） 
 （グレーは46～60のみ）

希望小売価格：
ジャケット  ￥73,700
パンツ  ￥47,300
カバージャケット  ￥17,050

エアフロースーツ カラー：グレー

カラー：ブラック カバージャケット
カラー：レッド



男性用
ジャケットカラー：グレー
パンツカラー：ブラック
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男性用／女性用
新たな基準を定義する、BMWクライメートフィルムによるスポーティなツーリングスーツ。Zラ
イナー構造の表面素材により、高い耐摩耗性とソフトな素材による快適性が結びついていま
す。

• スポーティな、防水性のオールシーズン用ツーリングスーツ
•  Zライナー構造にダイナテック製コンフォートを接着
•  BMWクライメートフィルム（防風性、防水性、極めて優れた通気性）
• 背中、肘、ヒップ、膝にNP2プロテクター（膝部は3段階に高さ調整可能）、肩にNPLプロテク

ター
• 上半身に防水性ベンチレーション用ファスナー
• 背面に3Dスペーサーファブリック
• 袖口、ウエストバンド、襟部分を面ファスナーでサイズ調整可能
• 肩、ジャケットのウエスト周り、膝上側にキルティングタイプのストレッチインサートを配し、

最適にフィットするフォルム
• ジャケット／パンツにそれぞれ防水性アウターポケット2個ずつ、ジャケットインナーポケット2

個（そのうちスマートフォン用ポケット1個、透明窓とケーブルガイド付き）、左袖に非防水性ポ
ケット1個

•  RIDEキルティングジャケットと最適に組み合わせ可（P,112）
• ジャケットとパンツには反射性素材が配されており、視認性抜群
• 組み合わせ用の接続ジッパー：40  cm
• レギュラーフィット
•  CE基準適合

カラー：
ジャケット：ブラック、グレー
パンツ：ブラック

サイズ（女性用）：
34～48

サイズ（男性用）：
46～60 

希望小売価格：
ジャケット ￥73,700
パンツ ￥57,090

TOURSHELLスーツ女性用
ジャケットカラー：グレー

女性用
ジャケットカラー：ブラック

男性用
ジャケットカラー：ブラック

価格は10%の消費税を含む表示です



46 スーツ

ショートタイプジャケットカラー：アントラジット 
パンツカラー：ブラック

ショートタイプジャケット
カラー：ブルー

ロングタイプジャケット
カラー：ブラック
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男性用／女性用
防風性、防水性、通気性に富み、単体でも着用できるサーマルインナージャケットと着脱式パン
ツインサートを備えたオールラウンダーは、あらゆる天候に立ち向かいます。  
ProtectionGuard（プロテクションガード）を備えた高耐摩耗性3層ラミネートと着脱式NP2プ
ロテクターが、必要な安全性を確保します。

• 年間を通して着用可能なプロ仕様のツーリングスーツ
• 高耐摩耗性で伸縮性に富む3層ラミネート（コーデュラ 95％／ポリウレタン 5％）
•  BMWクライメートフィルム（防風性、防水性、極めて優れた通気性）
• 転倒時にダメージを受けやすい部分を革新的な素材ProtectionGuard（プロテクションガー

ド）により二重補強
• 背中、肩、肘、ヒップ、膝にNP2プロテクター（膝部は高さ調整可能）、ヒッププロテクターを

尾骨プロテクターとして使用可能（別売）
• 防風防水性の着脱式ストームカラー、ストームフード内蔵
• 着脱式防風性サーマルインナージャケット
• ソフトシェルルックのインナージャケットは単体でも着用可能
• 着脱式パンツサーマルインサート
• 男性用パンツの場合、ファスナーで着脱可能なパンツフラップ、サイドにストレッチゾーンと

調整式サスペンダー付き
• 女性用パンツの場合、ファスナー着脱可能なハイウエストバンド、フリース素材層と伸縮性

に富むバンド付き（滑り止めタイプのシリコンプリント付き）
• ジャケットの前面／背面と大腿部に効果的なベンチレーションファスナー
• ジャケットのポケット：高撥水加工を施したアウターポケット2個、ラビリンスシールの下に

アクセスしやすい防水性ポケット1個、防水性インナーポケット3個（うち1個は精巧なデザイ
ンのマルチメディア用ポケット）

• パンツのポケット：高撥水加工を施したアウターポケット2個
• パンツのウエスト幅は無段階に調整可能
• ジャケットの前面／背面ならびにパンツ側面に反射プリント
• 組み合わせ用の接続ジッパー：全周タイプ／40 cm
• コンフォートフィット
•  CE基準適合

ストリートガードスーツ

サイドにストレッチゾーンと調節可能なブ
レースを備えたジップアップビブで、メンズ
パンツはこれまで以上に快適です。

フード付きの取り外し可能なストームカラー
は風と雨に対する信頼できるシールドです。

カラー：
ショートタイプジャケット：アントラジット、 
ブルー
ロングタイプジャケット：ブラック
パンツ：ブラック

サイズ（女性用）：
 34～48、72～88（ロングサイズ）、 
18～22（ショートサイズ）
 ブルーは34～48のみ

サイズ（男性用）：
46～66、98～118（ロングサイズ）、 
25～32（ショートサイズ） 
ブルーは46～60のみ

希望小売価格：
ショートタイプジャケット 　￥107,800
ロングタイプジャケット 　￥107,800
パンツ   　￥75,900 

価格は10%の消費税を含む表示です
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男性用／女性用
オンロードにぴったりなエンデューロルック。このライディングスーツは防水性に優れ、ツーリ
ングに適しており、あらゆるアドベンチャーで最適に天候から保護します。丈夫なコーデュラ 
500素材と極めて優れた通気性のBMWクライメートフィルムにより、卓越したベンチレーショ
ン機能が発揮されますので、夏のような高い気温のときにも最適です。

• 防水性があり、ツーリングに適したエンデューロスーツ
• 表面素材はコーデュラ500／ポリアミド製、高強度混紡素材により強度が向上
•  BMWクライメートフィルム（防風性、防水性、極めて優れた通気性）、採用のZライナー構造
• 転倒時にダメージを受けやすい部分をセラミック粒子入りのPUコーティングで補強
• 肩、肘、膝（無段階に高さ調整可能）、ヒップに着脱式NP2プロテクター
•  NP Proバックプロテクター（ロングタイプ）を含む
• 胸部および背中にベンチレーション用特製ファスナー、防水性のある接着方式。 フィルムも

開放することができ、直接上半身のベンチレーションを効果的に行える
• 腕部、膝、臀部にストレッチインサート
• 背面の3Dスペーサーファブリックによる最適なベンチレーション
• 袖、ウエスト部分、パンツ裾部は面ファスナーによりサイズ調整可能
• 防水性の外付けフラップポケット2個
• 胸部と袖にポケット各1個、背中とパンツにポケット各2個
• 膝内側にレザートリムを配し、オフロード走行時にフューエルタンクをしっかりとホールド
• 袖と襟に反射プリント
• 組み合わせ用の接続ジッパー：40  cm
• レギュラーフィット
•  CE 基準適合

カラー：
ジャケット：グレー、ネイビー 
パンツ：ネイビー

サイズ（女性用）：
34～48

サイズ（男性用）：
46～60

希望小売価格：
ジャケット  ￥74,800
パンツ  ￥57,200

GS ドライスーツ

男性用 
ジャケットカラー：グレー
パンツカラー：ネイビー

女性用 
カラー：ネイビー

価格は10%の消費税を含む表示です
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ラリースーツコンペティション*（限定版） 
カラー：グレー／イエロー
NEW

カラー：ネイビー

カラー：グレー

男性用
ベンチレーション機能に極めて優れたラリースーツ。防水性インナーはジャケットの中にも上
にも着用でき、風やさまざまな天候、汚れなどから、ライダーを最適に保護します。耐摩耗性の 
 ProTechWool製で、収納機能も豊富に備えており、世界中を駆け巡るライダーに最適なスーツ
です。40周年限定GSコレクションのラリースーツコンペティションは、伝説のBMW R 100 GSを
思い起こさせる歴史あるカラーコンビネーションを採用しています。

• オフロードに適したスーツ、着脱式防水性インナー付き（ラリースーツコンペティション用は
別売）

• 気温の高いときおよび季節の変わり目に適している
• カーボンフィニッシュ加工を施した、ポリアミドとウールの機能的な素材コンビネーション

 ProTechWool、速乾性で温度調節機能あり
• 防風性および防水性のインナー／アウター付きのジャケット：耐摩耗性の3層素材、雨や汚

れからの保護に適し、ジャケットの上にはおることも可能
• コンフォートマッピング付きBMWクライメートフィルム製の防風性および防水性インサート

を備えたパンツ：フィルム特性は各身体部位の必要性に適合
• 転倒時に当たりやすい部分は二重素材
• ジャケットにパンチングメッシュライナーを配し、通気性と伸縮性に富む
• ストレッチ素材インサート付きパンツ
• 膝内側にレザートリムを配し、オフロード走行時にフューエルタンクをしっかりとホールド
• パンツの裾を補強
• 肩、肘、ヒップ、膝にNP2プロテクター（3段階に高さ調節可能）
•  NP Proバックプロテクター（ロングタイプ）
• チェストプロテクター（別売）、ボタン4個で固定
• 考え抜かれたベンチレーション機能：広範囲（背中）、胸部にフラップ、腕部および大腿部に

ベンチレーションファスナー
• バックプロテクターのベンチレーション用に背面に3Dスペーサーファブリック
• ボタンと面ファスナーにより、さまざまに幅調整が可能
• 脚部の幅は簡単に調整可能で、大きく開くこともできる
• ジャケット：フロントポケット6個（うち2個は防水性）、背面にヒップポケット（中は二分割）、

ファスナー付きインナーポケット2個
• 背面にドリンクバッグ用ポケット、外側からアクセス可能、背面のAirnet織地に統合
• パンツポケット4個
• 袖、背中、パンツに反射性素材
• 組み合わせ用の接続ジッパー：40  cm
• レギュラーフィット
•  CE基準適合

カラー：
グレー／イエロー（限定版）、ネイビー、グレー

サイズ（男性用）：
 46～66、98～118（ロングサイズ）、24～32（ショートサイズ）
グレーは46～60のみ

希望小売価格：
ジャケット（グレー／イエロー） ￥126,500
ジャケット（ネイビー、グレー） 　￥115,500
パンツ（グレー／イエロー）  ￥80,300
パンツ（ネイビー、グレー） 　￥74,800
チェストプロテクターS（46～56、24～28）　 ￥7,480
チェストプロテクターL（52～66、29～32、98～118） 　￥7,480

ラリースーツ

* 在庫がある限り。 価格は10%の消費税を含む表示です
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ジャケットカラー：グレー
パンツカラー：ブラック

ジャケットカラー：ブラック

男性用／女性用
どのような天候になろうと、エンデューロガードスーツがあれば準備は万全です。プロ仕様の
エンデューロスーツは、最大限の機能性を提供します。ダイナテックおよびダイナテック製スト
レッチ素材から専用に開発された表面素材には粒子状のceraspaceプリントが施されており、
最高水準の耐摩耗性を発揮します。BMWクライメートフィルムを採用した3層ラミネートによ
り温度などの調整が完璧に行われ、このスーツは防風防水性がありながら、通気性にも優れ
ています。さまざまなベンチレーションファスナーとディテールの数々により、それぞれのライ
ダーが、暑いときにも快適さを満喫することができます。

• オフロード走行に適した新世代のライディングスーツ、防水性
• ダイナテックとダイナテック製ストレッチ素材による高耐摩耗性の表面素材、部分的に

 ceraspaceプリント（Schoeller Textil AG と協力し、BMW が独自に開発）
•  BMWクライメートフィルムを採用した3層ラミネート、（防風性、防水性、極めて優れた通気

性）
• 背中、肩、肘、ヒップ、膝（無段階に高さ調整可能）にNP2プロテクター
• ヒッププロテクターを尾骨プロテクターとして使用可能（別売）
• エアベントシステムとしての二重フロントファスナーなど、広範囲に施されているベンチ

レーション機能により、全体的なベンチレーションが極めて優れている
• ジャケットとパンツのメッシュライナーと背中の3Dスペーサーファブリックにより、通気性に

優れ、伸縮性に富む
• ジャケットポケット8個（うち7個は防水性）、メンズジャケットは追加の胸ポケット付き、パンツ

ポケット3個（うち1個はキー用ポケット）
• 悪天候のときにエアトラップを利用して防護するため、袖口とパンツ裾を大きく開くことが

できる
• ジャケットのエアトラップにより効果的に風雨から保護
• 防水性フードを襟に内蔵
• 膝内側にレザートリムを配し、オフロード走行時にフューエルタンクをしっかりとホールド
• ボタンと面ファスナーにより、さまざまに幅調整が可能
• ジャケットの反射プリント
• 組み合わせ用の接続ジッパー：全周タイプ／40 cm
• コンフォートフィット
•  CE基準適合

カラー：
ジャケット：グレー、ブラック
パンツ：ブラック

サイズ（女性用）：
34～48、72～88（ロングサイズ）、18～22（ショートサイズ） 

サイズ（男性用）：
46～66、98～118（ロングサイズ）、24～32（ショートサイズ） 

希望小売価格：
ジャケット ￥121,000
パンツ ￥81,180

エンデューロガードスーツ

価格は10%の消費税を含む表示です
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男性用／女性用
この高品質のレザー製プレミアムツーリングスーツは、年間を通して
確実なライディングプレジャーをもたらします。耐摩耗性で撥水性と
通気性に優れた牛ヌバックレザー製のコンビネーションが、ロングツー
リングにおいても完璧な着用快適性とクライメートコンフォートをも
たらします。

• 年間を通して着用できる、高品質牛ヌバックレザー製ツーリング
スーツ

• 高耐摩耗性のフルグレイン牛革（1.2～1.4 mm）、高撥水加工によ
る高度の撥水性（フィルム不使用のため、防水性ではありません）

• 肩、肘、ヒップ、膝にNP2プロテクター（3段階に高さ調節可能）
• 着脱式NP Proバックプロテクター
• ヒッププロテクターを尾骨プロテクターとして使用可能（別売）
• レザー自体の自然な通気性による抜群のクライメートコンフォート
• テープ加工を施した防水性の縫い目と、ラバーコーティングによる

撥水加工を施したファスナーが水の侵入を防止
• ジャケットフロントファスナーの防水性フィルムカバーは2本目のイ

ンナーファスナーで開閉
• フィルム地製防水性インサートをパンツスリット裏側に配し、水の

侵入を防ぐ
• パンツウエストバンド部内側にサスペンダー（別売）固定用の留め

具
• ストレッチゾーンを肩、背面、膝上側、後ろ側パンツウエストバンド

部に配し、ロングツーリングでも最高水準の快適性を実現
• ウエスト、袖口、裾を個別にサイズ調整可能
• ジャケットとパンツにファスナー付きアウターポケット2個ずつ、

ジャケットにファスナー付きインナーポケット2個
• 袖口はファスナー付きで、グローブをスーツの上にまたは下に着用

することが可能（下に着用している場合には、2つめのファスナーを
必要に応じて開けておくことができます）

• 両肩にグレーの反射プリント
• 組み合わせ用の接続ジッパー：全周タイプ／40 cm 
•  CE基準適合

カラー：
アントラジット

サイズ（女性用）：
34～48 

サイズ（男性用）：
46～66、24～32（ショートサイズ）、 
98～118（ロングサイズ） 

希望小売価格：
ジャケット  ￥147,400
パンツ  ￥104,500

アトランティススーツ 

価格は10%の消費税を含む表示です
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男性用
耐摩耗性に非常に優れた牛ナッパレザー製のロードスタースーツは、
快適性と安全性を高次元で融合させています。肩、袖の部分に弾性繊
維とレザー製のストレッチ素材が高い割合で採用されているため、ど
のようなライディングポジションでも動きの自由を妨げません。

• スポーティなレザーツーピース
• 牛ナッパレザー100%（約1.3 mm厚）
•  NP Proバックプロテクター（着脱式）
• ヒップに着脱式NP2プロテクター、肩、肘、膝のNP2プロテクターは

縫込みによる固定タイプ
• ニースライダーの後装着が可能
• 背面の3Dスペーサーファブリックによる優れたベンチレーション
• 肩、腕、キドニー、膝の範囲に採用されたレザー製のストレッチ素材

により最高の着心地を実現
• 腕および脚部にケブラー製ストレッチ素材を採用し、最適なフィット

感およびスムーズな動きを実現
• 頻繁に動く箇所には、伸縮性に優れたポリウレタン製裏地を採用
• ネオプレン製のソフトな襟部
• 袖口とパンツの裾部分にケブラーストレッチ素材
• テキスタイルストレッチ素材製ウエストバンド
• ジャケットにはアウターポケットとインナーポケットがそれぞれ2個

ずつ
• 縫い目はすべて安全な編み糸を使用した安全縫い
• 組み合わせ用の接続ジッパー（全周タイプ）
• レギュラーフィット
•  CE基準適合

カラー：
ブラック

サイズ（男性用）：
46～60 

希望小売価格：
ジャケット  ￥90,200
パンツ  ￥75,130
ニースライダー　 ￥6,600

ロードスタースーツ



男性用／女性用
クラシックなスタイルでありながらモダンなレザースーツ。ピュアなラ
イディング体験を求めるライダーに最適です。薬剤加工されていない
高品質のカウハイドレザーを使用し、ナチュラルな質感が保たれてい
るため、使い込むほど艶や風合いが出てきます。着脱式NPL／NP2プ
ロテクター、中綿入りキルティングインサート、その他多彩な装備や機
能によってクラシカルなスタイルを犠牲にせず、安心したライディン
グを可能にします。

• スタイリッシュなレザースーツ、高品質のカウハイドレザー
• 耐摩耗性の天然カウハイドレザー（1.0～1.1 mm厚）
• 撥水加工が施されていますが、防水性ではありません
• レザーの自然なベンチレーションによる極めて優れたクライメート

コンフォート
• 背中、肩、肘、膝（無段階に高さ調整可能）にNPLプロテクター、ヒッ

プにNP2プロテクター（着脱式）
• 背面、膝の上側、パンツウエストバンド部分後ろ側のストレッチゾー

ンによる高い動きの自由度
• 襟と肩に中綿入りキルティングインサート
• ジャケット／レディスパンツのウエスト周りはボタンでサイズ調整

可能
• 袖口およびパンツ裾にはメタルファスナー
• スタンドカラーはボタンで閉じられる
• ジャケットに3つのファスナー付きアウターポケット、3つのイン

ナーポケット（うち1つはスマートフォン用ポケット）、4つのパンツポ
ケット（ヒップポケットにファスナー付き）

• 背中に高品質のメタリックBMW Motorrad文字ロゴ、左上腕部に
 BMWロゴ刻印入り

• 胸部と背中にコットン製ライナー（背中の広範囲にプリント入り）、
袖とパンツにメッシュライナー

• 組み合わせ用の接続ジッパー：40 cm
• レギュラーフィット
•  CE基準適合

カラー：
ブラック

サイズ（女性用）：
34～48

サイズ（男性用）：
46～60 

希望小売価格：
ジャケット  ￥128,700
パンツ  ￥90,200

ダークナイトスーツ

価格は10%の消費税を含む表示です
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男性用女性用
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男性用
本格的なサーキット走行を見据えた妥協のな
い設計が随所に注ぎ込まれています。身体に
フィットするデザインの牛ナッパレザー製ワン
ピーススーツで肩、背、肘、ヒップおよび膝に
はプロテクターを装備。徹底したセーフティ
パッケージを提供しています。ネックブレース
はエアロダイナミクスを最適化し、ストレッチ
インサートによって動きの自由度を制限しま
せん。

• 完璧なフィッティングを実現するようにデ
ザインされたスポーツワンピーススーツ、 
 BMW Motorrad Mスポーツカラー

• 耐摩耗性に優れた牛ナッパレザー
（1.3 mm）

• 肩、肘、腰と膝に固定式プロテクター
•  NP Proバックプロテクターを追加可能
• エアロダイナミックなハンプ
• ニースライダーと肩、肘のスライダー
• 背面の3Dスペーサーファブリックによる

良好なベンチレーション
• 最大限の快適さと動きの自由度を確保す

るストレッチインサート
• 胸、背中、太ももにパンチングレザー
• ロングファスナーでスーツの脱着が簡単
• 袖と裾はファスナー付き
•  1つのインナーポケット
•  CE基準適合

カラー：
ブラック／ホワイト／レッド

サイズ（男性用）：
46～60

希望小売価格：
￥269,500

プロレーススーツ（MFJ公認取得未定） 
NEW

価格は10%の消費税を含む表示です
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男性用
プロレーススーツはフルオーダーが可能で
す。ライダーの要求や好みに合うように、コン
フィギュレーターを使用してスーツをデザイ
ンします。カラーや機能、フィッティングなど
のオーダーオプションを選択し、あなただけ
のスーツが作れます。世界に1着のスーツは、
それを着るライダーと同じくらい個性的で
す。

• フルオーダーによる完璧なフィッティング
• 耐摩耗性に優れた牛ナッパレザー、または

オプションのカンガルーレザー（有料）
• さまざまなカラーオプション
• ニースライダーの有無と肘と肩のスライ

ダーのさまざまなオプション

• 追加装備オプション（追加料金がかかる
場合があります）：ハンプカバーにドリン
クバッグの有無、パンチングのバリエー
ション、チェストプロテクターの有無、標準
フォームまたはビブラム製VPODサーマル
フォーム

• 名前やロゴでカスタマイズ
• さまざまなロゴオプション

（BMW Motorradロゴのカラー、ハンプカ
バー上にBMWロゴ、Mロゴ、またはモデル
ロゴ、たとえばRR）の選択

•  CE基準適合

プロレーススーツ（オーダーメイド）日本国内未導入

*画像は参照用です。
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ジャケット／パンツ
背中から膝に至るまで、すべてを完璧に保護されていることはライ
ダーにとって極めて重要な要素です。そのとき、いわば2番目の肌が
レザーであるか、頑丈な合成素材であるか、あるいは防水性ジーンズ
素材で作られているのかは問題ではありません。重要なのは、最高の
快適性、クールなルックス、最高水準の安全性です。
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62 ジャケット／パンツ

男性用
ワックス仕上げのコットン／ポリアミド混紡素
材により非常に丈夫で耐摩耗性に優れた、 
 Adventureセグメントにふさわしいジャケット
です。前面に2つの防水性ポケット、背面には 
 1つの大型ポケットを備えており、大型ポケッ
トには別売のRIDEレインインナージャケット
などを収納することもできます。

•  Adventureセグメント向けの丈夫なジャ
ケット

• ワックス仕上げのコットン／ポリアミド混
紡

• 前面に2つの防水性ポケット、背面に1つの
大型ポケット

•  RIDEレインインナージャケットとの組み合
わせ可能（別売）

• 肩および袖のストレッチ素材により動きの
自由度が高い

• 背面および胸のベンチレーション機能によ
る優れた通気性

• 一体型NPLプロテクター
•  CE基準適合

カラー：
ブラウン

サイズ（男性用）：
46～60 

希望小売価格：
￥52,800

PUREXCURSIONジャケット 
NEW

価格は10%の消費税を含む表示です
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男性用／女性用
防風性と防雨性を備えているので、オール
ウェザー対応ではないすべての BMW   
 Motorradジャケットと組み合わせることがで
きます。

カラー：
グレー

サイズ（女性用）：
34～48 

サイズ（男性用）：
46～60 

希望小売価格：
￥13,200

RIDEレインインナージャケット 
NEW

女性用

男性用



64 ジャケット／パンツ

男性用
TOKYOジャケットは、汚れ付着防止加工および撥水加工が施されて
いる表面素材、前面に内蔵されているエアベントシステムにより、気温
が高い時期の日常走行に適しています。もちろん、ジャケットの肩と肘
にはNPLプロテクターが内蔵されています。

• 夏の気温に適した男性用コミュータージャケット
• ポリエステル製表面素材、汚れ付着防止／撥水加工コーティング
• 肩と肘に軽量の着脱式NPLプロテクター
•  NPLバックプロテクター（別売）
• エアベントシステムとしての二重フロントファスナー、内側はメッ

シュ素材
• 襟にマグネットロック
• 袖口とウエスト幅をボタンで調整可能
•  4つのアウターポケット（ファスナー付きとボタン付きがそれぞれ2

つずつ）、3つのインナーポケット（うち1つはスマートフォン用）
• ジャケットのポケット内は防水性で、スマートフォンや財布を入れて

おくのに最適
• 袖と首に控えめな反射プリント
• 組み合わせ用の接続ジッパー：40 cm
• レギュラーフィット
•  CE基準適合

カラー：
ブラック

サイズ（男性用）：
S～4XL 

希望小売価格：
￥46,970

男性用
暑い季節にはスポーティなテキスタイルサマージャケット、レースフ
ロージャケットがおすすめです。通気性の高いメッシュ素材が広範囲
に採用されているため、暑い日でも身体や腕部が涼しく快適にライ
ディングできます。ウエスト幅は無段階調で調節可能です。肩および
肘部はプロテクターが標準装備されています。

• 暑い季節向けのスポーティなテキスタイルジャケット
• 耐摩耗性に優れた表面素材、メッシュ素材を広範囲に使用
• 転倒したときに損傷しやすい位置の素材は二重に加工
• 肩と肘に着脱式NPLプロテクター
•  NPLバックプロテクター（別売）
• 背面の3Dスペーサーファブリックによる優れたベンチレーション
•  2つのファスナー付きアウターポケット、2つのインナーポケット
• スナップ付きのスタイリッシュなスタンドアップカラー
•  2つのスナップで調節可能なウエスト
• ファスナーとボタン付きの袖スリット
• 組み合わせ用の接続ジッパー：40 cm
• レギュラーフィット
•  CE基準適合

カラー：
ブラック

サイズ（男性用）：
S～4XL 

希望小売価格：
￥46,970

TOKYOジャケット レースフロージャケット

価格は10%の消費税を含む表示です



66 ジャケット／パンツ

男性用／女性用
エアシェルジャケットがあれば、あらゆる天候
に対応できます。防風防水性で通気性の優れ
たBMWクライメートフィルム製インサートと、
中綿入り着脱式サーマルベストによりオール
シーズンで着用できます。空気のように軽い
着心地で夏盛りの酷暑、冷え込む季節、長雨
の時期にも対応します。

• 軽量ライディングジャケット、市街地走行で
も視認性が向上するシグナルカラーのネ
オンイエロー

• 高耐摩耗性の色褪せしにくいポリアミド／
ポリエステル混紡素材

• 肩、肘、背中に着脱式NPLプロテクター
• 防風性、防水性、通気性に優れたBMWクラ

イメートフィルムを採用したインサート、着
脱式の中綿入りサーマルベスト

• 非常に通気性の良い高耐摩耗性エアテッ
クス製メッシュインサート

• 背面の3Dライナーによる最適なベンチ
レーション

•  2つのファスナー付きポケット、1つの防水
性インナーポケット、インサート内に1つの
ポケット

• ウエスト周りのボタンと袖口／襟部分の面
ファスナーによりサイズ調整可能

• 腕と肩部分に反射プリント
• 袖口／裾周りにスエード調のトリミング
• 組み合わせ用の接続ジッパー：40 cm
• レギュラーフィット
•  CE基準適合

カラー：
ネオンイエロー／グレー

サイズ（女性用）：
34～48

サイズ（男性用）：
46～60 

希望小売価格：
女性用 ￥61,600
男性用 ￥63,800

エアシェルジャケット

価格は10%の消費税を含む表示です
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男性用
夏期やその前後の季節の変わり目に、日常か
らレジャーなどのフリータイムにも。カジュア
ルなジャケットが必要なときには、ボウルダー
がぴったりです。エアベントシステムが最適な
ベンチレーション機能を提供します。天候が
急変したときは、着脱式インサートが風雨か
ら守ってくれます。

• 市街地向きのカジュアルなショートタイプ
ジャケット

• 耐摩耗性ポリエステル／コットン混紡（撥
水性のワックス加工）

• 肩と肘に軽量の着脱式NPLプロテクター
•  NPLバックプロテクター（別売）
•  BMWクライメートフィルムを採用した着脱

式インサートによる防風性、防水性、極め
て優れた通気性

• 汚れ付着防止／撥水加工コーティング
• エアベントシステム付き二重フロントファ

スナー、内側はメッシュ素材
• 襟と袖を自由にサイズ調整可能
•  2つのファスナー付きサイドポケット、胸ポ

ケット2つ、2つのインナーポケット（うち1
つは防水性）、インサート内に1つの防水性
ポケット

•  RIDEキルティングジャケットと最適に組み
合わせ

• 首周りに反射プリント、反射プリントとし
てBMW Motorrad文字ロゴ（カラー：ア
ントラジット）

• 袖口／裾周りにスエード調のトリミング
• 組み合わせ用の接続ジッパー：40 cm
• コンフォートフィット
•  CE基準適合

カラー：
グレー

サイズ（男性用）：
46～60

希望小売価格：
￥61,600

ボウルダージャケット



68 ジャケット／パンツ

男性用／女性用
雨の後には太陽が輝く。そして、ビジネスミーティングの後にはライ
ディングが。そんなときにぴったりな、パーカールックのミディアムロ
ングのツーインワンジャケットです。サーマルジャケットは着脱式なの
で、ジャケットやライディングスーツの上に着用でき、市街地走行で効
果的な保護機能を発揮します。通勤にも、ちょっとした街中移動にも
理想的なパートナーです。

• パーカールックの防水性ミディアムロングジャケット、ビジネスや都
市圏での着用向き

• 軽く伸縮性に富んだポリエステル製の耐摩耗性表面素材
•  BMWクライメートフィルム（防風性、防水性、極めて優れた通気性）
• 肩と肘に着脱式NPLプロテクター
•  NPLバックプロテクター（別売）
• 袖口はボタンで、ウエスト幅は背面のベルトで調整可能
•  2つの防水性ファスナー付きポケット
• 袖部分は二重素材
•  2つのファスナー付きインナーポケット
• 調和した色合いのインナーライナー
• スタイリッシュな襟部分のアクセサリー
• 袖に控えめな反射性インサート
• 組み合わせ用の接続ジッパー：40 cm
• レギュラーフィット
•  CE基準適合

カラー（女性用）：
レッド

カラー（男性用）：
ネイビー

サイズ（女性用）：
34～48

サイズ（男性用）：
46～60 

希望小売価格：
女性用  ￥63,360
男性用  ￥65,230

DOWNTOWNジャケット

男性用 
カラー：ネイビー

女性用 
カラー：レッド

価格は10%の消費税を含む表示です
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男性用／女性用
スタイルのあるライディングを – ワックス加工を施したテキスタイル
と、耐摩耗性レザーのミックス素材を使用したクラシカルなジャケット
です。肩と肘のプロテクターは簡単に着脱できるので、フリータイム
にもふさわしい一着です。着用快適性が極めて高く、常に携行する必
要のある小物を収納できるポケットも備え、日常的に活躍する完璧な
パートナーです。

• カジュアルなデザインのジャケット、ライディングだけでなくフリー
タイムジャケットとしてもふさわしい

• 男性用は腰までの長さのストレートなフォルム、女性用はウエスト
をやや絞ったデザインの短めのフォルム

• 袖および肩に耐摩耗性の牛革（約1.0～1.2 mm厚）、軽いユーズド
感

• ジャケットの他の部分には、丈夫なワックス加工を施したテキスタ
イルを採用

• 肩と肘に着脱式NPLプロテクター
•  NPLバックプロテクター（別売）
• ヘムラインの内側のファスナーにより、肩およびバックプロテク

ターの着脱可能
• メタル製フルレングスフロントファスナー
• 数多くの胸ポケットとサイドポケット（ファスナー付き）
• 背面には二重のテキスタイル
• 背面の広範囲に「MAKE LIFE A RIDE」プリントを配した高級イン

ナーライナー、2つのインナーポケット、1つのスマートフォンポケッ
ト

• 袖口にはファスナーとボタン付き
• 下襟はボタンで閉じられる
• 組み合わせ用の接続ジッパー：40 cm
• レギュラーフィット
•  CE基準適合

カラー（女性用）：
ミディアムブラウン

カラー（男性用）：
ダークブラウン

サイズ（女性用）：
34～48

サイズ（男性用）：
46～60 

希望小売価格：
女性用 ￥74,800
男性用  ￥74,800

サンディエゴジャケット

男性用 
カラー：ダークブラウン

女性用 
カラー：ミディアムブラウン



70 ジャケット／パンツ

男性用／女性用
スポーティでモダンなクラブレザージャケット
は、ライディング用としてだけではなく普段着
としても使えるカジュアルなスタイルです。
高品質で耐摩耗性のカウハイドレザーを使
用し、袖を通せば最高の着心地に魅了されま
す。肩と肘のプロテクターはシックな表面の
下に隠れています。バックプロテクターは後
装着可能です。

• カジュアルなライディング／フリータイム
ジャケット

• 耐摩耗性のソフトなカウハイドレザー（厚
さ約1～1.2 mm）、軽いユーズド加工

• 肩と肘に着脱式NPLプロテクター
•  NPLバックプロテクター（別売）
• 袖ライニングがサテン製で脱ぎ着しやす

い
• 肩と袖にブルー（メンズ）またはレッド（レ

ディス）のレザーストライプ
• メタル製フルレングスフロントファスナー
•  4つのファスナー付きアウターポケット、

インナーポケットは2つ（メンズ）または1つ
（レディス）

•  BMW Motorradライダーエクイップメント
の誕生を記念する「1978」のロゴがライニ
ングにプリントされ、袖にはエンボス加工

• 組み合わせ用の接続ジッパー：40 cm
• レギュラーフィット
•  CE基準適合

カラー：
ブラック

サイズ（女性用）：
XS～3XL

サイズ（男性用）：
S～4XL 

希望小売価格：
女性用  ￥61,600
男性用  ￥63,800

クラブレザージャケット

男性用

女性用

価格は10%の消費税を含む表示です
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男性用
街中であろうとツーリング中であろうと、DoubleRジャケットを着用していれば、いつでもライ
ディングプレジャーを表現できます。明るい色のレザーパッチが男性的な際立つラインを強調
します。前面のエアベントシステムとパンチングレザー製インサートが、気温の高いときにも適
切なベンチレーションと快適性をもたらします。

• スポーティなデザインの都会的なレザージャケット
• 高耐摩耗性のカウハイドレザー（1.2 mm厚）
• 肩と肘に着脱式NPLプロテクター
•  NPLバックプロテクター（別売）
• パンチングレザー製インサートにより着用時の快適性が高い
• エアベントシステムとしての二重フロントファスナー、内側はパンチングレザー
• サイドポケット、胸ポケット、インナーポケットがそれぞれ2つずつ（すべてファスナー付き）
• ウエスト幅は面ファスナーで自由に調整可能
• スタンドカラーはボタンで閉じられる
• ファスナーとボタン付きの袖スリット
• 袖口をレザーでトリミング
• 前面の明るいレザーパッチが男性的な際立つラインを強調
• 組み合わせ用の接続ジッパー：40 cm
• レギュラーフィット
•  CE基準適合

カラー：
ブラウン

サイズ（男性用）：
46～60

希望小売価格：
￥75,130

DOUBLERジャケット



72 ジャケット／パンツ

男性用／女性用
カジュアルなスタイルと、信頼できる保護性
能。どちらかに絞る必要はありません。クール
なブラックレザージャケットは、摩耗耐性／耐
裂性に優れた表面素材と標準装備のプロテ
クターにより、安全なライディングウェアに必
要とされるすべてを備えています。このジャ
ケットを着ていれば、ライダーはどのような道
でもリラックスしてライディングできます。

• カジュアルなデザインのレザージャケット
（ユーズド感あり）

• 耐摩耗性と耐裂性に優れたバッファローレ
ザー製（厚さ約1.0～1.2 mm）

• 肩と肘に着脱式NPLプロテクター
•  NPLバックプロテクター（別売）
• 肩、上腕、サイドに中綿入りキルティングイ

ンサート
• ウエスト幅をボタンで調整可能
• スタンドカラーはボタンで閉じられる
• 袖口はファスナー付き
•  2つのサイドアウターポケット、胸ポケット1

つ（メンズ）、2つのインナーポケット
• アンティーク調でマット仕上げのメタル

ファスナー
• 背面ライナーの広範囲に「Ride Wild」プリ

ント
• 上腕にBMWロゴ、ウエスト後ろ側に

 BMW Motorrad文字ロゴ
• 組み合わせ用の接続ジッパー：40 cm
• レギュラーフィット
•  CE基準適合

カラー：
ブラック

サイズ（女性用）：
34～48

サイズ（男性用）：
46～60 

希望小売価格：
女性用  ￥81,070
男性用 ￥87,230

ブラックレザージャケット

男性用

女性用

価格は10%の消費税を含む表示です



74 ジャケット／パンツ

男性用／女性用
テキスタイル製ライダーパンツは、夏や季節
の移り変わりに最適です。機能的で耐摩耗性
があり、通気性と防水性の両方を備えた通気
性インサートを装備しています。腰と膝には
プロテクターが装備されています。裾周りの
調整が可能なファスナーにより、快適な着用
を実現しています。

• テキスタイル製モーターサイクルパンツ、
夏やその前後の時期に最適

• コットン／ポリアミド製耐摩耗性の表面素
材

• 臀部は二重素材
•  BMWクライメートフィルム製の着脱式イ

ンサート（防風性、防水性、極めて優れた通
気性）

• 膝に着脱式で高さ調整可能なNPLプロテ
クター、ヒップにNP2プロテクター

• 大腿部にフロントベンチレーションファス
ナー

• パンツの裾はファスナーでサイズ調整可
• バックポケット、サイドファスナーポケット

がそれぞれ2つ、メンズではさらに防水性
カーゴポケットが2つ

• 下部にBMW Motorradの文字の反射プリ
ント

• 伸縮性テキスタイルベルト（バックルに
 BMW Motorradブランド名入り）を含む

• 組み合わせ用の接続ジッパー：40 cm
• レギュラーフィット
•  CE基準適合

カラー：
ブラック

サイズ（女性用）：
34～48

サイズ（男性用）：
46～60

希望小売価格：
￥38,500

ライダーパンツ

女性用 男性用

価格は10%の消費税を含む表示です
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男女兼用
CLIMAPROTECTパンツは通勤用におすすめ
のコミューターパンツです。ポリアミド、ポリ
ウレタンとBMWクライメートフィルムによる
ミックス素材で耐摩耗性に優れ、伸縮性、防
水性、通気性があります。長いサイドファスナ
ーにより、ズボンの上から簡単に着用するこ
とができます。膝を保護するプロテクターを
装備し、ヒッププロテクター（別売）もありま
す。

• 三層ラミネートのテキスタイル製モー
ターサイクルパンツ

• 耐摩耗性、ストレッチ性のあるポリアミド／
ポリウレタンの混紡素材

•  BMWクライメートフィルムによる防風性、
防水性、通気性

• ぴったりフィット
• 座り心地を良くするために成形された脚部

分
• ブーツの脱ぎ履きが容易な長いサイドファ

スナー
• 膝に取り外し可能なNPLプロテクター（高

さ調整は非常に簡単）、オプションでNP2
ヒッププロテクターを装備可能

• 伸縮性のあるウエストバンド
• ポケットなし
• 下部にBMW Motorradの文字の反射プリ

ント
• 組み合わせ用の接続ジッパー：40 cm
•  CE基準適合

カラー：
ダークグレー

サイズ：
XS～4XL

希望小売価格：
￥41,800

CLIMAPROTECTパンツ



76 ジャケット／パンツ

男性用／女性用
空気のような軽さで最高水準の保護機能を
発揮する、このカジュアルなコットンパンツ
は、街中での着用にもふさわしい一着です。
外側から着脱可能なNPLプロテクターによ
り、堅牢なライディングパンツから、一瞬で最
高に快適で着心地の良いクールなフリータイ
ム用パンツに早変わりします。

• 夏向きのライディングパンツ
• ライディングにも、フリータイムにも最適
• 耐摩耗性のコットン／コーデュラ混紡素材
• 膝部分が予備成形されていることにより、

緩やかにフィットするフォルム
• 膝にNPLプロテクター（高さ調整可能）、外

側から着脱できるのでライディング用から
フリータイムパンツに素早く切替可能

• ヒップに着脱式NP2プロテクター
• 大小のポケット多数、そのうち1つ（メンズ）

または2つ（レディス）はファスナー付き
• 組み合わせ用の接続ジッパー：40 cm
• レギュラーフィット
•  CE基準適合

カラー：
アントラジット

サイズ（女性用）：
34～48

サイズ（男性用）：
46～60

希望小売価格：
￥35,200

シティーパンツ

価格は10%の消費税を含む表示です
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男性用／女性用
カジュアルなフィット感のフォルム、外側から
着脱可能なNPLプロテクター、丈夫なコット
ン／コーデュラ混紡素材。カジュアルなモー
ターサイクルパンツから、一瞬でカジュアル
なフリータイムパンツに変えることができ、
クールなデニムルックを至るところで披露で
きます。

• カジュアルなモーターサイクルジーンズ、
ライナーなし

• ライディングにも、フリータイムにも最適
• 耐摩耗性のコットン／コーデュラ混紡素材
• 膝部分が予備成形されていることにより、

緩やかにフィットするフォルム
• 膝にNPLプロテクター（高さ調整可能）、外

側から着脱できるのでライディング仕様か
らフリータイムパンツに素早く切替可能

• ヒップに着脱式NP2プロテクター
• 大小のポケット多数、そのうち1つ（メンズ）

または2つ（レディス）はファスナー付き
• 組み合わせ用の接続ジッパー：40 cm
• レギュラーフィット
•  CE基準適合

カラー：
インディゴ（ユーズド感あり）

サイズ（女性用）：
34～48

サイズ（男性用）：
46～60

希望小売価格：
￥35,200

シティーデニムパンツ



78 ジャケット／パンツ

男性用／女性用 
 RIDEジーンズは、カジュアルなファイブポケッ
トジーンズルックの完璧なライディングパン
ツです。 転倒時にダメージを受けやすい部分
に使用されている混紡素材と内蔵されてい
るケブラーインサートにより、耐摩耗性が向
上しています。ライダーが目的地に到着して
ニープロテクターを取り外せば、あっという間
にRIDEジーンズからフリータイム用のカジュ
アルなジーンズになります。

• スタイリッシュなファイブポケットライディ
ングジーンズ

• ライディングにも、フリータイムにも最適
• 耐摩耗性のコットン／ポリエステル／コー

デュラ混紡素材
• 臀部、ヒップ、大腿部側部、膝部分にケブ

ラーインサートを配し、高い耐摩耗性を実
現（外側からは見えない）

• 膝にNPLプロテクター（自由に高さ調整可
能）、外側から着脱できるのでライディング
用からフリータイムパンツに素早く切替可
能

• ヒップに着脱式NP2プロテクター
• 男性用デザイン／女性用デザイン（メン

ズはストレートなカッティング、レディスは
フォルムを強調したデザイン）

• ウエスト部分にBMW Motorrad文字ロゴ／
「engineered in Germany」刻印入りレ
ザー製ラベル

• ウエスト部分内側に「MAKE LIFE A RIDE」
プリント

• 組み合わせ用の接続ジッパー：40 cm
• レギュラーフィット
•  CE基準適合

カラー：
グレー

サイズ（女性用）：
ウエスト／レングス：W26～36/L32

サイズ（男性用）：
ウエスト／レングス：W29～42/L34

希望小売価格：
女性用  ￥35,200
男性用  ￥38,500

RIDEジーンズ

男性用女性用

価格は10%の消費税を含む表示です
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男性用
 WaterProofジーンズはクラシックなデニムパ
ンツに見えますが、防風性と防水性を備えて
います。BMWクライメートフィルムにより、通
気性にも優れています。太陽の下でも雨の中
でも – このジーンズはあらゆる天候に対応し
ます。

• クラシックなファイブポケットスタイルデニ
ムルックの防水性ライディングパンツ

• コットン／ポリエステル／コーデュラ製の3
層ラミネートによる耐摩耗性に優れた素材

• 膝（NPL、自由に高さ調節可能）とヒップ
（NP2）に着脱式プロテクター

•  BMWクライメートフィルムによる防水性、
防風性、通気性

• メッシュライナーによる快適な着心地
• ウエスト部分にBMW Motorrad文字ロゴ／

「engineered in Germany」刻印入りレ
ザー製ラベル

• ウエスト部分内側に「MAKE LIFE A RIDE」
プリント

• 組み合わせ用の接続ジッパー：40 cm
• レギュラーフィット
•  CE基準適合

カラー：
ブルー

サイズ（男性用）：
ウエスト／レングス：W29～42/L34、 
W30～34/L32、W34～38/L36 

希望小売価格：
￥41,800

WATERPROOFジーンズ



80 ジャケット／パンツ

男性用／女性用
普通のデニムのように見えますが、実はライ
ディングパンツです。ファイブポケットジー
ンズは、モーターサイクルから離れているフ
リータイムでも抜群のルックスを演出しま
す。丈に余裕があるストレートタイプのフォル
ムなので、裾部分を簡単にロールアップでき
ます。膝に使用されているNPLプロテクター
により、優れた衝撃吸収能力と高い着用快適
性が結びついています。

• カジュアルなファイブポケットスタイルデ
ニムルックの防水性ライディングパンツ

• 耐摩耗性の混紡素材
• 膝に着脱式／高さ調整式NPLプロテク

ター、ヒップにNP2プロテクター
• スリムなカッティング
• ストレートタイプのフォルム、丈に余裕があ

りロールアップ可能
• デニムカラーのフロント部はジップフラ

イ）、グレーカラーはボタンフライ
• ウエスト部分にBMW Motorrad文字ロゴ

／「engineered in Germany」刻印入りレ
ザー製ラベル

• 組み合わせ用の接続ジッパー：40 cm
• レギュラーフィット
•  CE基準適合

カラー（女性用）：
デニム

カラー（男性用）：
デニム、グレー

サイズ（女性用）：
ウエスト／レングス：W26～36/L32

サイズ（男性用）：
ウエスト／レングス：W29～42/L34

希望小売価格：
女性用  ￥28,600
男性用  ￥30,800

カラー：グレー カラー：デニム ファイブポケットジーンズ

価格は10%の消費税を含む表示です
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ブーツ／スニーカー
どれほど長いツーリングにも終わりはくるものです。しかし、目的地に
到着してモーターサイクルから降りれば、自分の足で散策が始まりま
す。BMW Motorradは、そのようなときにふさわしい、都会的なルック
スのスタイリッシュなブーツと、日常使用に適したスニーカーを提供し
ます。どちらも快適性と安全性に一切の妥協のない製品です。スポー
ティなスタイルがお好みのライダーには、レザー製のプロレースブー
ツが正しい選択となるでしょう。
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84 ブーツ／スニーカー

男女兼用
防水性、通気性、数々の実用的な機能を備え
たツーリングブーツです。すね、足首の保護
はもちろん、シフトプロテクターを装備してい
るだけでなく、ふくらはぎ周りの幅広い調整
が可能です。足裏にフィットする脱着式のイン
ソールは取り外して洗濯も可能です。

• オールシーズンで使えるビギナー向けの
ツーリングブーツ

• 表面素材：撥水加工を施したカウハイドレ
ザーとポリアミドのミックス素材

• GORE-TEX®フィルムによる防風性、防水
性、通気性

• DIN EN 13634に準拠したCE認証

カラー：
ブラック

サイズ：
39～48

希望小売価格：
￥29,700

クルーズコンフォートブーツ
NEW

価格は10%の消費税を含む表示です
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男女兼用
男女兼用の夏向けの軽量ショートブーツで
す。厳選された素材によって非常に良好なベ
ンチレーションを実現しています。すねとくる
ぶしの保護、つま先とかかとの保護キャップに
より十分な保護効果を発揮します。

• 軽量ショートブーツ
• レザーとテキスタイルのコンビネーション
• すねとくるぶし部分を保護
• かかととつま先を補強
• シフトペダルが当たるエリアを補強
• ファスナーと面ファスナーによる開閉
• 後方にフィンガーループ
• 機能的で速乾性と通気性に優れたライ

ナー
• 筒部はネオプレン製のソフトなライニング
• 丈夫なラバー製アウターソール
• 透湿性で足裏にフィットするインソール（取

り外し可能）
• ブーツの外側と内側に施された装飾的な

カラーによって得られる新しい外観
• かかとに反射テープ
• EN 13634に準拠したCE認証

カラー：
グレー

サイズ：
36～48

希望小売価格：
￥41,800

フローブーツ



86 ブーツ／スニーカー

男女兼用
防水通気性のプロレースブーツは、そのス
ポーティなルックスによる魅力だけでなく、
多くの実用的な機能も備えています。サイド
とヒールのスライダー、シフトガード、および
柔らかいスエード製の筒部内側により、モー
ターサイクルのグリップが最適化されていま
す。インソールは取り外して洗濯可能です。

• サイドとヒールにプラスチック製スライ
ダーが付いたスポーティでスタイリッシュ
なブーツ

• 交換可能なサイドスライダー、差し込んで
ボルトで固定

• 軽量でツーリングに適したエントリーモデ
ル

• 表面素材：合成皮革、内側はスエード（牛
革）

•  BMWクライメートフィルムによる防水性、
防風性、極めて優れた通気性

• フィット感のあるすね部のガード
• つま先内部を補強
• かかとのショックアブソーバー
• 柔らかいPU製シフトガード
• 柔らかいスエード製レッグライナーにより、

モーターサイクルとのグリップが向上
• 筒部内側の弾性ベルト付きファスナーで

簡単に着脱でき、足に合わせた調節が可能
• 幅広の面ファスナーにより、ふくらはぎ部

の幅広い調整が可能
• 甲とかかとにはストレッチゾーン
• 滑りにくいラバー製アウターソール
• インソール取り外して洗濯が可能
• 機能性ライナーは筒部上部にパンチング

加工
• 持ち運びに便利なフィンガーループ

• シンガード（すね）に大きなRACEのロゴ
• ブーツ筒の高さ：後ろ側で約28 cm（サイ

ズ42の場合）
•  DIN EN 13634に準拠したCE認証

カラー：
ブラック

サイズ：
39～48 

希望小売価格：
￥48,400

プロレースブーツ

価格は10%の消費税を含む表示です
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男女兼用
頑丈なフルグレイン牛革製エンデューロブー
ツで、オフロード走行にも出かけるライダー
にとって理想的なパートナーです。内蔵され
ているGORE-TEX®フィルムは防水性、防風
性、通気性に優れています。高い筒部および
頑丈なソール構造により、優れた履き心地で
さまざまな用途に使用可能です。

• 日常使用に適した防水性レザー製エン
デューロブーツ

• 表面素材：厚さ2.4～2.6 mmのフルグレ
インレザー（撥水加工）

• フォーム材によるすね部の衝撃保護とくる
ぶしの保護

• かかとつま先部の補強
• 機能的な成形のTPU製シフトプロテクター

（両側）

• 優れた防風性、防水性、通気性を備え
た GORE-TEX®フィルム

• 丈夫でグリップ力のあるラバー製アウター
ソール

• 足裏にフィットする抗菌インナーソール
• モーターサイクルのホールド性を高める

筒部のフルグレインレザー
• 面ファスナーにより自由に幅調整可能
•  DIN EN 13634に準拠したCE認証

カラー：
ブラック

サイズ：
38～48  

希望小売価格：
￥45,100

グラベルブーツEVO 
NEW



88 ブーツ／スニーカー

男女兼用
舗装道路を離れていても、妥協はしない。い
つでも完璧でいられる、撥水加工のフルグレ
インレザー製オフロードブーツ。着脱式イン
ソール、ジョイントシステム、熱成形されてい
るフロントカバー、ネオプレン製アイテムが最
適な履き心地をもたらします。

• 高品質のエンデューロブーツ、インソール
およびクラシックなプラスチック製プロテ
クター付き

• プロテクターの下には、厚さ約2.8～3.0 mm
の100%フルグレインレザー

• 高く安定した筒部、くるぶし部分にジョイン
ト付き

• ブーツ筒の高さ：約38 cm（サイズ42の
場合）

• インソールは着脱式の洗濯可能な伸縮性
に富むネオプレン製、くるぶし周りにジェル
クッション

• フィット感のあるふくらはぎおよびすねプ
ロテクター

• かかと／つま先のプラスチック製補強部
• 熱成形されている3Dフロントカバーが、泥

はねから保護
• フロントカバーには、熱成形3Dフォーム材

を採用
• はき口の柔らかく滑らかなカラー部分が

汚れの侵入を防止
•  4箇所のプラスチック製ロックによるク

ロージングシステムでつかみやすい
• ボルト止めされている、一体型メタル製の

つま先
•  DIN EN 13634に準拠したCE認証

カラー：
ブラック／ホワイト／レッド

サイズ：
41～48

希望小売価格：
￥51,700

GSプロブーツ

価格は10%の消費税を含む表示です

89

男女兼用
ツーリングにもエンデューロ走行にも最適な
機能を備えており、年間を通して使用可能な
防水性ブーツです。日常使用にも適したフル
グレインレザー製のオールラウンダーで、グ
リップの優れたソールだけでなく、数多くの
考え抜かれた安全機能を備えています。

• 日常使用に適したスポーティなルックスの
レザー製エンデューロブーツ（防水加工）

• 丈夫で快適、ツーリングに最適
• 高い耐摩耗性
• クロージングシステム、ソールのカラーア

クセント、高めの筒部分、オイルレザーによ
るエンデューロルック

•  100%フルグレインレザー（オイル加工）
•  BMWクライメートフィルム（極めて優れた

耐久性、防風防水性、通気性）

ベンチャーグリップブーツ

• 衝撃からすねを保護、熱成形された補強
• プラスチック製くるぶしガード、フォーム材

により衝撃を緩和
• 機能的に成形されたレザー製シフトプロテ

クター（両側）
• 筒部の内側にスエードを配していることに

より、スタンディング走行時にモーターサ
イクルとの良好なグリップを確保

•  3箇所の調整式クイックロックによる高品
質なクロージングシステム

• ふくらはぎの面ファスナーにより自由にサ
イズ調整可能

• ストレッチレザーを甲回りに配し、シフト時
や歩行時にスムーズな動きが可能

• より大きなねじり剛性を備えた頑丈なアウ
ターソール

• 非常に高いグリップ力のある溝により、オ
フロードで優れた保持力を発揮

• 脱着式の抗菌性インナーソール
• はき口には伸縮性があり、水や汚れの侵入

から保護
• はき口部分、すね部分に柔らかい緩衝パッ

ド入り
• ブーツ筒の高さ：後ろ側で約36 cm（サイ

ズ42の場合）
•  DIN EN 13634に準拠したCE認証

カラー：
ブラウン

サイズ：
36～48

希望小売価格：
￥39,600



90 ブーツ／スニーカー

男女兼用
ロックスターブーツは、見た目には分からな
いところでモーターサイクルブーツの保護機
能を備えています。カウハイドレザーに施さ
れている特殊な撥水加工により、撥水性と通
気性を同時に実現しています。スタイリッシュ
なデザインなので、日常使用にも最適です。

• スタイリッシュでシックなブーツ、快適で安
全

• ライディング時以外のフリータイムにも最
適

• 厚さ約1.6～1.8 mmの100%カウハイド
レザー（撥水加工）

• オイルドスムースレザーと筒部のカーフレ
ザーのミックス素材

• かかと部分とつま先を補強
• レザー製シフトプロテクター（左）
• ロングファスナーにより脱ぎ履きしやすい
• 速乾性と通気性に優れた機能性ライナー

（レザー調）
• 筒部上辺をスムースレザーでトリミング
• 丈夫なラバー製アウトソール

• 透湿性、緩衝性に優れ、足裏にフィットする
脱着式インナーソールは洗濯可能

• メタル製バックル付きの短い飾りベルト
• ブーツ筒の高さ：後ろ側で約23 cm（サイ

ズ43の場合）
•  DIN EN 13634に準拠したCE認証

カラー：
ブラック

サイズ：
36～48 

希望小売価格：
￥37,400

ロックスターブーツ

価格は10%の消費税を含む表示です
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男性用／女性用
モーターサイクルブーツが必要とするすべて
を備えたショートブーツ。レザーに施されてい
る特殊な撥水加工により、通気性を保ちなが
ら撥水性を発揮します。かかととつま先は補
強されており、くるぶし部には伸縮素材を使
用して快適性を高めています。

• 頑丈なショートブーツ
• 厚さ約1.6～1.8  mmの100%ヌバックレ

ザー（撥水性、縫い目を天然ラテックスで
シーリング）

• 広範囲にフォーム材を配したポリウレタン
製すねガード／くるぶしガード

• かかと／つま先の補強
• 裏付きファスナーにより水の侵入を防ぐ
• 小型の面ファスナーにより、履いたときに

しっかり閉じられる
• 筒部外側は伸縮性に富み、装着幅に自由

があり、快適
• 後ろ側には履くときに便利なつまみ付き
• 速乾性と通気性に優れた機能性ライナー
• 筒部にカーフ（仔牛革）製ライナー
• 丈夫なラバー製アウターソール

• 透湿性、緩衝性に優れ、足裏にフィットする
脱着式インナーソールは洗濯可能

• 女性用はスリムタイプでフィットするフォ
ルム（サイズ40まで）

• かかとの上に控え目な反射テープ
• ブーツ筒の高さ：前側は約26 cm、後ろ側

は約21 cm（サイズ42の場合）
•  DIN EN 13634に準拠したCE認証

カラー：
ブラウン

サイズ（女性用）：
37～40 

サイズ（男性用）：
41～48 

希望小売価格：
￥34,100

アーバンブーツ



男女兼用
ハーフカットのDRYスニーカーは、あらゆる天候条件での市街地走行に最適なカジュアル
シューズです。BMWクライメートフィルムにより防風性、防水性、通気性に優れています。表面
素材はスエードレザーです。足首のプロテクターとつま先とかかと部分の補強が安全性を確保
します。

• 防水性、防風性、通気性を備えたハーフカットスニーカー
• 粗面仕上げのレザー100％（部分的にエンボス加工とワックス加工）
• 内側ライナーにBMWクライメートフィルム
• 反射素材の付いたプラスチック成形部品による、かかと外側の補強
• かかと部分内側の補強およびつま先保護キャップ
• 内側にジェルパッド入りの丸型プラスチックキャップによる、くるぶしの保護
• ハーフカットの筒部内側にファスナーが付いており、素早く脱ぎ履きできる
• 靴ひもにより幅調整可能
• ブーツ筒の高さ：後ろ側で約16 cm（サイズ42の場合）
•  BMWロゴ刻印入りのレザー製シューレースカバー
• ボクサーエンジンモチーフ付きの軽量ラバー製アウターソール
• 鮮やかなカラーリングの3Dエアメッシュ機能性ライナーによる、空気のように軽やかな履き

心地
• 脱着式インソール
•  DIN EN 13634に準拠したCE認証

カラー：
ブラック

サイズ：
39～48

希望小売価格：
￥31,900

DRYスニーカー

価格は10%の消費税を含む表示です
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男女兼用
ライダーも時には都会的な地域に足を踏み入れたくなるでしょう。そんなときに最適な高品質
の牛革製軽量スニーカー。そのクールなルックスはジーンズにもライディングスーツにも合い
ます。シフトプロテクター、補強部、プロテクターが必要な安全性を確保します。

• 高品質のレザースニーカー、街中にもショートツーリングにも最適
• 高級で軽い100％牛革製
• 暑い夏や湿度が高い季節に適合
• 側面のパンチング加工ベロアレザーにより、軽量で優れた通気性
• かかとを成形部品により追加保護
• シフトプロテクター
• かかと部分内側およびつま先保護
• 側面とかかとに反射素材を使用し、暗い中での安全性を向上
• ハーフカットの筒部内側にファスナーが付いており、素早く脱ぎ履きできる
• 靴ひもにより幅調整可能
• シューレースとレザー製カバー
• ブーツ筒の高さ：後ろ側で約16 cm（サイズ43の場合）
• ボクサーエンジンモチーフ付きのラバー製アウターソール
•  3Dスペーサーファブリック製の機能性ライナーによる、空気のように軽やかな履き心地
•  BMW Motorradブランディング入りインナーソールは着脱式で、換気および交換可能
• 明るく、夏らしいカラー
•  DIN EN 13634に準拠したCE認証

カラー：
ブルー

サイズ：
36～48

希望小売価格：
￥28,600

RIDEスニーカー
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グローブ
ライダーの手は、どのような時でも確実に保護されていなければなり
ません。BMW Motorradは、どのような天候下でも常にすべてを手中
に収めておくために、親指付け根のふくらみと手の縁部分も強化した
防風防水性のグローブを提供します。快適性が損なわれないように、
機能性に優れた2チャンバーテクノロジーを採用したツーインワンタ
イプのモデルや、タッチパネルの操作に適した機能を備えたモデルも
ラインアップしています。
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96 グローブ

男女兼用
ユニークな2チャンバーテクノロジーを採用し
た高機能ツーリンググローブです。第1チャン
バー（GRIP）にはライナーがなく、カンガルー
レザーによりハンドルを確実にグリップするこ
とができる一方、第2チャンバー（PROOF）は 
 GORE-TEX®フィルムを使用し優れた通気性
と防風防水性を発揮します。

•  2チャンバーテクノロジー採用のスポー
ティなGORE-TEX®グローブ

• 天候状況に応じてチャンバー間の変更が
可能

ツーインワンTECHグローブ
NEW

• 左手人差し指に水滴を拭えるワイパー、
タッチパネル操作に適した人差し指と親指
の指先

• カラーマークが目印になり、素早く簡単に
着脱できる

•  DIN EN 13594に準拠したCE認証

カラー：
ブラック／グレー

サイズ：
6-6.5～12-12.5

希望小売価格：
￥26,400

価格は10%の消費税を含む表示です
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男女兼用
2チャンバーテクノロジーによるエンデューロ
グローブは比類のない多機能性を発揮しま
す。天候状態に応じて、チャンバーの選択を変
更して対応することができます。防水チャン
バーのPROOFは通気性、防水性、防風性に優
れ、断熱性ライナーが付いています。グリップ
チャンバーであるGRIPは、極めて薄く耐裂性
に優れたカンガルーレザーを採用しており、
たいへん触り心地が良く、しわが寄らずにフィ
ットします。

•  2チャンバーシステムのエンデューログ
ローブ、天候状態に応じてチャンバーの選
択を変更して対応できる

• オーバーグローブPROOFは、GORE-TEX®

製ツーインワンテクノロジーによる優れた
防水性、防風性、通気性（断熱性の軽量ピ
ケジャージーライナー付き）

• アンダーグローブGRIPは厚さ約0.7 mm
の高耐摩耗性のカンガルーレザー製でラ
イナーがなく、パンチング加工により最適
なグリップ感を実現

• 手の甲側：ソフトな牛革とシュラーダイナテッ
ク製生地のミックス素材

• ナックルガードと親指の付け根のふくらみ
部分に高耐摩耗性のceraspaceプリント

• 手の縁の部分は二重レザー
• 関節部分にプラスチック製ハードシェル、

衝撃吸収性に優れたフォーム材入り
• 指の上側と手の甲側に軽量フォーム材
• タッチパネルの操作が可能な人差し指と

親指の指先
• 左手人差し指に水滴を拭えるラバー製ワ

イパー
• やや長めの折り返し部分は面ファスナーで

幅調整可能
• 外側に反射素材
• 指と手のひら側に特殊縫製が施されてお

り、圧迫感がない
•  DIN EN 13594に準拠したCE認証

カラー：
ブラック／グレー

サイズ：
6-6.5～12-12.5

希望小売価格：
￥27,500

エンデューロガードツーインワングローブ
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カラー：ブラック

男女兼用
プロレースグローブは、極限での操縦性、最高の安全性、高速走行時におけるダイレクトなグ
リップを重視するスポーティなライダーに最適です。手のひら側はカンガルーレザー製、手の
甲側はストレッチゾーンのあるゴートレザー製で、重要な部分はTemperfoamによって保護さ
れています。

• スポーツライディングに適した夏向けのグローブ
• レザー100％
• 細部までスポーツライディング向けのデザイン
• 手のひらは丈夫なカンガルーレザー製、部分的に二重構造
• 手の甲は伸縮性があるストレッチゾーン付きのゴートレザー製
• パンチング加工による快適な通気性
•  BMW Motorradハードシェルの裏にはTemperform
• 面ファスナー付きの短い折り返し
• 手のひら側は特殊縫製により指への圧迫感を防止
• 手のひら側はライニングなし
•  BMWスポーツモーターサイクルにマッチするカラー
•  DIN EN 13594に準拠したCE認証

カラー：
ブラック／ホワイト／レッド

サイズ：
6 - 6.5～12 - 12.5

希望小売価格：
￥28,600

男女兼用
軽量で通気性に優れたゴートレザー製グロー
ブで、非常に短い折り返し部分が付いていま
す。手の甲および指の間にはパンチング加工
が施されているので、暑い季節でも装着感は
最高です。手の甲側は薄いライナー付きで、
転倒時にダメージを受けやすい部分は二重に
なっています。指の付け根の革素材は伸縮性
があり動きを妨げません。

• 軽量な夏向きのグローブ
• 表面：ゴートレザー100％
• パンチング加工による快適な通気性
• 面ファスナー付きの短い折り返し
•  DIN EN 13594に準拠したCE認証

• カラー：
ライトグレー、ブラック

サイズ：
6 - 6.5～12 - 12.5

希望小売価格：
￥16,500

プロレースグローブ サマーグローブ
NEW

価格は10%の消費税を含む表示です
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カラー：ライトグレー
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カラー：ブラック
NEW

男女兼用
ラリーグローブは、オフロード走行や暑い季
節向けに設計されています。伸縮性に富んだ
通気性に優れた軽量素材を組み合わせてい
ます。また、指およびハードシェルの下は緩衝
フォーム材と二重レザーにより、オンロード／
オフロードを問わず必要な保護機能を発揮し
ます。

• オンロード／オフロード走行に最適な夏向
きの軽量エンデューログローブ

• 通気性に優れた素材配合
• 優れた衝撃保護性能
• 手になじみ指が動かしやすい
•  DIN EN 13594に準拠したCE認証

カラー：
ブラック、グレー／レッド、ブラック／ブルー

サイズ：
6 - 6.5～12 - 12.5

希望小売価格：
￥13,860

ラリーグローブ

カラー：グレー／レッド カラー：ブラック／ブルー

価格は10%の消費税を含む表示です
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カラー：ネイビー

男性用／女性用
防水性と通気性に優れた、ツーリングに
最適なグローブ。Gore Gripテクノロジー 

（GORE-TEX®）を備えたレザーとテキスタ
イルのミックス素材を使用し、エンデューログ
ローブに対するライダーの期待に応えます。
頑丈な二重レザーを施し、高い耐摩耗性の
スーパーファブリック、さらには関節部にはソ
フトプロテクターも備えています。

• レザー／テキスタイルのミックス素材を使
用したエンデューロツーリンググローブ

• 手のひら側と指先をゴートレザーで補強
• 手の甲側は耐摩耗性のコーデュラ／コー

デュラストレッチ素材製
• 親指と人差し指にタッチパネル対応レザー
• 指の甲側は伸縮性に富むポリウレタン製

フォーム材で補強
•  Gore Gripテクノロジー（GORE-TEX®）、

防風性、防水性、極めて優れた通気性
•  3層ラミネートによる、しわの寄らない最高

の装着性と容易な着脱
• 手の縁の部分および親指の付け根部分は

二重レザー
• 親指の付け根部分を高耐摩耗性のスー

パーファブリックとメモリーフォームで補
強

• 関節部分をプロテクターにより保護
• コーデュラ製の折り返し（ハーフロング）は

面ファスナーでサイズ調整可能（手首内側
部分に取り外し用のストラップ付き）

•  DIN EN 13594に準拠したCE認証
•

カラー：
ネイビー、グレー

サイズ（女性用）：
 6～8

（より良いフィット感を実現するサイズ展開） 

サイズ（男性用）：
8 - 8.5～12 - 12.5

希望小売価格：
￥18,370

GSドライグローブ

カラー：グレー
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男女兼用
季節変わり目のライディングに最適な防水性のレザーグローブ。牛革
ベロアレザーと通気性に優れたゴアグリップフィルム（GORE-TEX®）
による丈夫な素材はアトランティススーツとの組み合わせに最適で
す。ロングツーリングのときにも最適なパートナーになります。

• 季節の変わり目に適したツーリングレザーグローブ
• 手の甲側は牛革ベロア、手のひら側はゴートナッパレザー、両側と

も撥水性
• 転倒時に当たりやすい箇所に二重レザー、親指付け根のふくらみ

部分をケプロテック製生地で補強
• 指と関節部分に衝撃吸収性に優れたメモリーフォーム
•  GORE-TEX®グローブ + ゴアグリップテクノロジーにより防水性、

防風性、通気性に優れ、卓越したグリップと心地よい触感を実現
• 折り返し部分がスリムなので、袖の上にかぶせることも下に入れる

こともできる

アトランティスグローブ

• タッチパネル操作に適した親指と人差し指の指先
• 左手人差し指に水滴を拭えるラバー製ワイパー
• 特殊縫製により圧迫感のない快適な着用感
•  DIN EN 13594に準拠したCE認証

カラー：
アントラジット

サイズ：
6 - 6.5～12 - 12.5

希望小売価格：
￥23,100

価格は10%の消費税を含む表示です
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男性用／女性用
太陽がフルパワーで照らし付けるような季節には、通気性に優れたゴ
アグリップテクノロジー（GORE-TEX®）を採用した夏向けのグローブ
が、最高のクライメートコンフォートをもたらします。突然の雨に見舞
われたときには、ゴートナッパレザーとナイロンストレッチ素材による
防風防水性の素材が、最適な保護機能を発揮します。

• 防水性の軽量な夏向けツーリンググローブ
• 撥水加工を施したゴートナッパレザーとナイロンストレッチ素材の

ミックス素材
•  GORE-TEX®グローブ + ゴアグリップテクノロジーにより防水性、

防風性、通気性に優れ、卓越したグリップと心地よい触感を実現
• ジャージーピケ製の極めて軽量の機能性ライナー（透湿性）
• 手のひら側、手の縁の部分、親指の物をつかむ位置は二重レザー
• 中手指節関節部（手甲側の指の付け根の関節部分）には衝撃吸収

性に優れたPORON®フォーム材
• 手首部分に幅の細い面ファスナー、折り返し部分内側に大型面ファ

スナー
• 関節部分にレザーストレッチ素材
• タッチパネル対応の指先
• 左人差し指に水滴を拭えるラバー製ワイパー、左親指に水滴を拭

えるスエード面
• 手の甲側、手の縁の部分、折り返し部分に沿って反射プリント入り
• 女性用デザインと男性用デザインあり
•  DIN EN 13594に準拠したCE認証

カラー：
ブラック

サイズ（女性用）：
 6～8
 （より良いフィット感を実現するサイズ展開） 

サイズ（男性用）：
8 - 8.5～12 - 12.5

希望小売価格：
￥17,600

男女兼用
暖かさを求めるライダーに最もお勧めしたいのは、防風性および防水
性を備えたGORE-TEX®ウィンターグローブです。このグローブがあ
れば、シンサレートパッドとフリースのインナーライナーにより、湿っぽ
く寒い天候のときでもレーシングトラックを目指したくなります。ネオ
プレン製の長めの折り返しと専用の指構造もまた、手の冷え込みを防
ぎます。

• 外気遮断効果が非常に高い、防水性の冬向けグローブ
• 手のひら側には撥水加工を施したゴートレザーを採用、親指の付け

根のふくらみ部分ならびに親指の物をつかむ位置には二重加工
• 手の甲側には伸縮性に富むハイテク機能素材Nyspanを採用し、着

用時の快適性が高い
•  GORE-TEX®フィルムによる優れた防風性、防水性、通気性
• 外気遮断効果の高いシンサレートパッド、手の甲側にはさらにアル

ミニウムラミネート入り
• 起毛させた合成繊維製フリースライナー（手のひら側）とテディフ

リース素材（手の甲側）
• 関節部分に衝撃に強くエネルギー吸収性に優れたハイテクシェル
• タッチパネル対応の指先
• 左人差し指に水滴を拭えるラバー製ワイパー、左親指に水滴を拭

えるスエード面
• 手の縁の部分と小指に反射テープ
•  DIN EN 13594に準拠したCE認証

カラー：
ブラック

サイズ：
6 - 6.5～12 - 12.5

希望小売価格：
￥22,000

プロサマーグローブ プロウィンターグローブ
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男女兼用
暖かいときに最適な軽量レザーグローブで
す。側面に施されたパンチング加工によって、
グローブ内のベンチレーションは良好です。
手のひら側はライナーがないのでダイレクト
なグリップ感があります。

• ショートタイプのレザーグローブ、暖かい
季節向け

• 手の甲側／手のひらは柔らかいゴートレ
ザー製（丈夫なグレインタイプ）

• 手の縁の部分および手のひら側は二重レ
ザー

• 中手指節関節部（手甲側の指の付け根の
関節部分）とふくらみ部分に衝撃吸収性に
優れた緩衝フォーム材

• 手のひら側はライナーがなくダイレクトな
グリップ感、手の甲側は軽量トリコットライ
ナー

• 指の間にパンチング加工
• 手の甲側手首部分の小ベルト（ボタン2個

付き）により、サイズ調整可能
• タッチパネル操作に適した人差し指と親指

の指先
•  DIN EN 13594に準拠したCE認証

カラー：
ブラック、ブラウン

サイズ：
6 - 6.5～12 - 12.5

希望小売価格：
￥14,300

ロックスターグローブ カラー：ブラック

カラー：ブラウン

価格は10%の消費税を含む表示です
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男女兼用
柔らかいゴートレザーと軽量テキスタイル
素材の薄いグローブで、着用したままタッチ
パネルが操作できます。ウインドストッパー

（GORE-TEX®）は防風性と通気性に優れた
素材です。

• 軽く薄いグローブ、短い折り返し部分付き
• 手のひら側はパンチング加工の施された

柔らかいゴートレザー
• 手の甲側はゴートレザーと伸縮性に富む

軽量テキスタイル素材の組み合わせ
• 手の縁の部分および手のひら側は二重レ

ザー
• ウインドストッパーテクノロジーに

よる GORE-TEX®グローブは防風性と通気
性に優れ、表面は撥水加工

• 手の甲側手首部分の小ベルト（ボタン2個
付き）により、サイズ調整可能

• タッチパネル操作に適した人差し指と親指
の指先

•  DIN EN 13594に準拠したCE認証

カラー：
ブラック

サイズ：
6 - 6.5～12 - 12.5

希望小売価格：
￥13,200

DOWNTOWNグローブ



106 グローブ

男女兼用
 1つですべてを実現。この防水性グローブを着用すれば、どのような天候になろうと準備は万
全です。テキスタイル／レザーのミックス素材製で、軽量マクロファイバーパッドによる保護な
ど新しい特長を備えたこのグローブは、穏やかな天気や少し肌寒い季節に最適なパートナー
です。

• ツーリングに適した防水性グローブ、さまざまなシチュエーションに対応
• 表面素材はテキスタイルとアニリン染色の牛革製
• 転倒時にダメージを受けやすい部分の素材を補強。手の縁の部分は二重、手のひら側は部

分的にケプロテックで補強
• 指関節部分の上に大きなレザー製ストレッチゾーン
•  2つの面ファスナーを装備（手首の固定用と折り返しのサイズ調整用）
• 手の甲の外側に細い反射テープ
• 親指に水滴を払えるソフト素材とラバー製ワイパー
• 人差し指の先端は特殊レザー
• 柔らかくて快適なライナー
• 手の甲側に60 gの軽量シンサレートパッド
•  DIN EN 13594に準拠したCE認証

カラー：
ブラック

サイズ：
6 - 6.5～12 - 12.5

希望小売価格：
￥12,100

男女兼用
モーターサイクルグローブのサポートとして
最適なシルク製アンダーグローブ。手を暖か
く／涼しく保ちます。レザーに過敏な肌を保
護します。

• 季節の変わり目に、モーターサイクルグ
ローブのサポートとして

• 素材は高級シルク100％

カラー：
ブラック

サイズ：
7～11

希望小売価格：
￥2,530

オールラウンドグローブ シルク製アンダーグローブ

価格は10%の消費税を含む表示です
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ファンクショナルウェア／
プロテクトウェア
真のモーターサイクルファンに季節は関係ありません。寒すぎる、蒸
している、暑すぎるなどということは、彼らにとって存在しないので
す。極端な条件下でも駆けぬける歓びに終わりはありません。そのた
めにBMW Motorradは、頭部から足先まで、全身におよぶファンクショ
ナルライディングウェアと安全に関わるアクセサリーを幅広くご用意
しています。
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110 ファンクショナルウェア／プロテクトウェア

男女兼用
液体の気化を利用した画期的なテキスタイル冷却テクノロジーを備
えた機能性ベストです。ベストを水で湿らせると、ハイパークールシス
テムが水分を吸収し、最大8時間キープします。これにより、外気温に
対して-6°C～-12°Cの冷却効果が得られます。このとき、ウェアが濡
れることはありません。

• 背面と前面のハイパークール機能性テキスタイルによる冷却ベス
ト

• 蒸発冷却技術により、冷却効果が持続
• 表面素材：ナイロン／ポリエステル機能繊維
• 側面に軽量メッシュ素材製のストレッチエリア
• フロントファスナー

カラー：
ダークグレー

サイズ：
XS～4XL

希望小売価格：
￥14,850

男女兼用
ノースリーブのハイビズベストは、特に安全意識の高いライダーのた
めにデザインされています。ネオンイエローカラー、胸と背中の反射
素材は、ライダーに対する視認性を大幅に向上させます。ぴったりと
密着するため、走行中でもばたつきません。すべてのBMW Motorrad
ジャケットの上に着用できます。

• 通気性に優れたポリエステル製の明るいイエローのベスト
• 胸と背中には、規格に準拠しながらスタイリッシュに浮かび上がる

シルバーの反射素材
• あらゆる天候下で優れた視認性
• ぴったりと密着し、ばたつきのないフィット感
• すべてのBMW Motorradジャケットに適合
•  EN 1150に準拠

カラー：
ネオンイエロー

サイズ：
XS～4XL

希望小売価格：
￥7,370

クールダウンベストハイビズベスト

価格は10%の消費税を含む表示です

男女兼用
この軽くてスポーティなヒーター機能付きベストは、すべて
の BMW Motorradジャケットに対応し、寒い季節に心地よい温かさ
を提供します。ヒーターエレメントの位置はライディング時の要求
に合わせて専用に調整されており、コントローラー（別売）*を使用
して、ベストのヒーター出力を調節することができます。

• しっかりと密着するフィット感のポリエステル製ヒーター機能付き
ベスト

• 通気性、透湿性、防風性
• 胸、背中、腎臓の部分に5つのヒーターエレメント
• 最大ヒーター出力35 W（12 V時）
• ヒーター出力を3段階に制御するコントローラーをオプションでご

用意
• モーターサイクルの電源ソケットに接続
• 軽量フリース素材のライナーにより、最適に断熱
• 高めにデザインされた襟で首回りも暖かい
•  1つのインナーポケット
•  K 1600シリーズは、Yケーブル（別売）を使用することでヒートアッ

プベストを2着同時に使用可能

カラー：
ブラック

サイズ：
XS～3XL

希望小売価格：
ベスト  ￥28,160
コントローラー  ￥7,700
Y型ケーブル ￥1,650
 スパイラルケーブル ￥4,180

ヒートアップベスト

* K 1600 GTLおよびK 1600 Bを除くモデルでは2着同時に使用できません。2着同時に使
用すると電源が自動的に遮断され、2着ともヒーター機能が停止します。
* Kx- モデルまたはC 400 xとの組み合わせ不可



112 ファンクショナルウェア／プロテクトウェア

4  カラー（男性用）：シルバー 
NEW

1  カラー（女性用）：シルバー 
NEW

5 カラー（男性用）：ブラック2 カラー（女性用）：ブラック

6 カラー（男性用）：ブルー3 カラー（女性用）：レッド

男性用／女性用
通気性に優れたRIDEキルティングジャケットは非常に薄く、すべての
BMW Motorradジャケットの下に着用することができます。身体にぴ
ったりとフィットするスタイリッシュなデザインで、単体で着用しても
十分な暖かさを発揮します。

• 機能的なキルティングジャケット、薄くて軽く、快適で温かく、通気
性あり

• すべてのライディングジャケットと組み合わせ可能、単体でも着用
可能

• ポリアミド製表面素材
• プリマロフト製の薄い中綿（80 g）、肘と肩は二重素材
• 側面のソフトシェル製ストレッチインサートによる優れたフィット感
• 襟外側のループでライディングジャケットに接続
• 背中下部のファスナーにより、ライディングジャケットとパンツの組

み合わせ用の接続ジッパー（40 cm）を使用可能
• 裾と襟ラインの水止めにより、雨天時の水の浸入を防ぐ
• ぴったりとフィットする襟で最適な快適性
•  2つのファスナー付きアウターポケット、パックアウェイインナーポ

ケット（小物用）
• ライダールックのデザイン、肘と肩にキルティング
• 身体にフィットするライン、レディスジャケットはさらにウエストをや

や絞ったデザイン
• レギュラーフィット

カラー（女性用）：
1 シルバー
2 ブラック
3 レッド

カラー（男性用）：
4 シルバー
5 ブラック
6 ブルー

サイズ（女性用）：
XS～3XL

サイズ（男性用）：
S～4XL 

希望小売価格：
女性用 ￥16,500
男性用 ￥18,700

RIDEキルティングジャケット

価格は10%の消費税を含む表示です



114 ファンクショナルウェア／プロテクトウェア

男女兼用
季節の変わり目で不安定な天候のときには、革新的なコンフォーテンプ素材が積極的に最適
なボディクライメートを提供します。この多機能ジャケットはあらゆるモーターサイクルジャ
ケットの下に着用できるだけでなく、袖を着脱できるので素早く簡単にベストとしても使用で
きます。

• 高機能のミドルレイヤー、ライディングでもフリータイムでも着用可能
• ソフトシェル、ストレッチ素材、Schoeller PCM製のミックス素材
•  Schoeller PCMによるアクティブな温度調整とダイナミックなクライメートコントロール
• 左ポケット内側にグラフィックによる素材説明
• 袖が着脱式なので、モーターサイクルジャケットの下にベストとして着用しても快適な着心

地
• 側面に2つのファスナー付きアウターポケット
• 背中下部のファスナーにより、ライディングジャケットとパンツの組み合わせ用の接続ジッ

パー（40 cm）を使用可能
• 襟外側のループでライディングジャケットに接続
• 最適な温度範囲：10 °C～20 °C
• レギュラーフィット

カラー：
ブラック

サイズ：
XS～4XL 

希望小売価格：
￥27,610

PCMジャケット

価格は10%の消費税を含む表示です



116 ファンクショナルウェア／プロテクトウェア

男女兼用
このツーピースタイプのレインスーツを着用
して走行すれば、どのような悪天候でも問題
ありません。防風性および防水性素材がしっ
かりと乾燥した状態を保ち、脚部内側は耐熱
性、臀部は耐滑性です。あらゆる不測の事態
にも対応できる保護付きレインスーツです。

• 防風性および防水性を備えたツーピース
タイプのレインスーツ

• 防水性PUコーティングを施したナイロ
ン 100%

• 臀部に滑り止め素材、脚部内側に耐熱性素
材

• ジャケットの襟の中にサイズ調整可能な着
脱式フード

• ジャケットは防水性ラビリンスシール付き
フロントジッパー

• ジャケットの裾にラバーコーティングを施
し、ずり上がりを防止

• ジャケットの裾は調整紐でサイズ調整可能
• 袖口が大きく、グローブの着脱がしやすい
• パンツのウエスト部分は伸縮性に富む素

材
• ロングタイプの脚部ファスナーにより着脱

が容易。水の侵入を防ぐため、プリーツ素
材を広範囲に配して補強

• 袖口とパンツ裾部分に面ファスナー
• ジャケットに2つのドレーン用リング付きア

ウターポケット、1つの防水性インナーポ
ケット

• 脚部、腕部、背中、胸部に反射プリント
• 軽量でコンパクトに収納

カラー：
ジャケット：レッド
パンツ：アントラジット

サイズ：
XS～4XL

希望小売価格：
ジャケット  ￥15,400
パンツ  ￥11,550

レインロックレインスーツ

価格は10%の消費税を含む表示です
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男女兼用
ついに、天候を制することができる。たとえ
長雨の季節でも、このフード内蔵ワンピース
スーツなら信頼のおける保護機能を発揮しま
す。使用されている防水性素材は、脚部内側
で耐熱性、臀部で耐滑性を発揮し、反射プリン
トにより最適な視認性を確保します。

• 防風性および防水性を備えたワンピース
タイプのレインスーツ

• 防水性PUコーティングを施したナイロ
ン 100%

• 臀部に滑り止め素材、脚部内側に耐熱性素
材

• ヘルメットとの隙間からの雨の侵入を回避
する襟高のデザイン（フード内蔵）

• 胸に大型のインナーポケット
• 前面および脚部内側のロングファスナー

により、着脱が容易
• 防水性ラビリンスシール付きフロントファ

スナー
• 広範囲に反射プリント
• 軽量で、小型ポーチ（ベルトとクランプ型

ロック付き）に収納可

カラー：
イエロー／ダークグレー

サイズ：
XS～4XL

希望小売価格：
￥25,300

プロレインオーバーオール



キドニーベルトは効果的なサポート機能と同時に、腰の筋肉を冷えから効果的に保護します。
人間工学に基づいた形状、背中とキドニーエリアの通気性は、優れた着用快適性を保証しま
す。また、幅は無段階で自由に調整が可能で、完璧なフィット感を保証します。

• 軽量な機能性材料を使用 - 夏場での使用に最適
• 背中やキドニーエリアの高い通気性
• 腰エリアにサポートクッションを統合
• キドニーエリアは人間工学に即したデザイン
• 幅は無段階で調整可能

カラー：
ブラック

サイズ：
S～XL

希望小売価格：
￥6,600

キドニーベルト

価格は10%の消費税を含む表示です

ソフトなプロテクター付きのプロキドニーベルトは、腰部を安全に保護します。軽量でボリュー
ム感があり、キドニーエリアには通気性の高い機能性素材を使用し、快適な装着感が得られま
す。幅は無段階で調整が可能で、完璧なフィット感が保証されます。

•  腰部をサポートするプロテクター付きキドニーベルト（CE認証）
• 腰部プロテクターは人間工学的に予備成形され、柔軟でしなやかなフィット感、軽量で良好

な通気性。マルチレイヤーおよびマルチチャンバーデザイン（新しいBMW NP Proプロテク
ターおよびBMWプロテクターベストと同様）

• パンチングが施されたプロテクターゾーン
• キドニーエリアには防風性と通気性の高い機能素材を使用
• 幅は無段階で調整可能
• バックプロテクターはDIN EN 1621-2に準拠（脊椎プロテクターレベル1に準拠）

カラー：
ブラック

サイズ：
S～XL

希望小売価格：
￥11,000

プロキドニーベルト



120 ファンクショナルウェア／プロテクトウェア

男女兼用
備えあれば憂いなし。雨天やオフロード走行時に、GSプロブーツまたは非防水性モーターサイ
クルブーツを補完するのに最適な防水性ハイソックスです。3層ラミネートを備え、非常に伸縮
性に富む4ウェイストレッチ素材が、どのような天候においても足を乾いた状態に保ちます。

• 防水性のファンクショナルハイソックス
• 雨天や濡れたオフロード走行時に、非防水性（エンデューロ）ブーツ用に理想的な追加アイ

テム
•  3層ラミネート加工
• 表面素材：ポリエステルとポリウレタンによる高伸縮性の混紡素材
• 防水性BMWクライメートフィルムを使用したラミネート加工
• 機能的なポリエステル織地製ライナー、防臭性および水分コントロール機能
• シームレスボンディング技術によるシームレス加工により、最高の着用快適性と圧迫する箇

所なくフィットするフォルムを実現
• 二重に結合されたカッティングエッジ、内側および外側をシーリング
• ソールは部分的に織地を強化
•  4ウェイストレッチ素材により、あらゆる方向にフレキシブルに対応
• フィット感のある快適な履き心地 

カラー：
ダークグレー

サイズ：
39/40～47/48 

希望小売価格：
￥11,000

男女兼用
 Dry-Texの採用により非常に通気性が高く、
夏のような気温の高い時期でも快適に着用
することができます。くるぶし、かかと、シフト
レバーゾーンなどに施されたクッションゾー
ン、足裏の優れたベンチレーションが快適性
を向上します。

• 気温の高い季節に適した軽量ファンクショ
ナルハイソックス

• 通気性と抗菌性に優れたDry-Tex繊維
• 防臭性の混紡素材
• フィット感のあるクッションゾーン

カラー：
ライトグレー（レッドのアクセント）

サイズ：
35 – 38、39 – 41、42 – 44、45 – 48 

希望小売価格：
￥3,080

ハイドロソックス TOURサマーソックス 
NEW

価格は10%の消費税を含む表示です
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男女兼用
ウールの割合が高いハイソックスで、冷え込
む時期にも足元を快適に暖かく保ちます。く
るぶし、かかと、すね、シフトレバーゾーンなど
施されたクッションゾーン、足裏の優れたベン
チレーションが快適性を向上します。

• 気温の低い季節に適したファンクショナル
ハイソックス

• 優れた保温性による温度調整機能
• 防臭性の混紡素材（高いウールの配合率）
• フィット感のあるクッションゾーン

カラー：
ブラック（ブルーのアクセント）

サイズ：
35 – 38、39 – 41、42 – 44、45 – 48 

希望小売価格：
￥3,080

男女兼用
ぴったりとフィットするDoubleRスキンは、まるで第2の皮膚のように身体に密着し、どのような
天候においても最適なクライメートコンフォートを実現します。暖かい日にも快適な乾燥状態
を保ち、すね、膝の屈曲部、肘、胸、背中にかかる圧力を軽減します。

• レザースーツの下に着用するワンピースタイプのアンダースーツ
• ポリアミド／ポリステル／ポリウレタンの機能的な混紡素材
• 優れた通気性と温度調整機能
• 抗菌性、防臭性
• 伸縮性に富み、速乾性で、お手入れが簡単
• シームレスでフィット感が良好、高い装着快適性
• フットループとフィンガーループが裾や袖のめくれを防止

カラー：
ブラック

サイズ：
 S～XL 

希望小売価格：
￥13,200

TOURウィンターソックス 
NEW

DOUBLE Rスキン



122 ファンクショナルウェア／プロテクトウェア

男女兼用
BMWプリント入りでスポーティ、かつ高機能
のロングスリーブTシャツ。速乾性があり水分
を外へ放散させ、身体を冷えから守ります。ラ
イディングジャケットの下に着用するのに最
適です。

• 魅力的なグラフィック入りの機能性シャツ
• ファッショナブルなラグランカット
• 人目を惹くエンデューログラフィック
• 素材：ポリエステル100％

カラー：
ブラック 

サイズ：
XS～4XL 

希望小売価格：
￥6,930

ADVENTUREロングスリーブシャツ 
NEW

価格は10%の消費税を含む表示です
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男女兼用
機能性に優れたインナーウェアは、ライダー
にとってマストアイテムであり、ライディング
ウェアの下に着用するベーシックアイテムと
して最適です。機能性繊維を使用しているた
め抗菌、防臭、温度調整機能に優れています。
水分を素早く身体から放散させるため、快適
性が向上します。

• 快適性の高い機能性シャツ
• 通気性、速乾性、お手入れが簡単
• 高耐久性、帯電防止
• 素材：ポリエステル100％
• 胸に「MAKE LIFE A RIDE」プリントが入っ

たライトグレーメランジカラー

カラー：
ライトグレーメランジ

サイズ：
XS～4XL 

希望小売価格：
￥5,500

TOURTシャツ 
NEW



124 ファンクショナルウェア／プロテクトウェア

女性用デザイン：グレーシャツ 男性用デザイン：グレーシャツ

女性用デザイン：3/4パンツ 男性用デザイン：3/4パンツ

男性用デザイン：グレーTシャツ女性用デザイン：グレーTシャツ
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男性用／女性用
非常に通気性の高いポリプロピレン製ファンクショナルアンダーウェ
アは、実際に風が吹いていなくても、涼しくて心地よい風の流れを感
じさせます。ライディングに特有の箇所を補強し、シームレスで仕上げ
られ、防臭性の混紡素材が夏日に最適なクライメートコンフォートを
提供します。

• 夏のような気温の高い時期にぴったりなファンクショナルアンダー
ウェア

• リサイクルポリアミド／ポリエステル製の混紡素材
• 通気性、透湿性、速乾性、伸縮性に優れ、お手入れが簡単
• 防臭性、抗菌性を備えたシルバー加工
• シームレス加工で、ぴったりとフィットするライディング向きのデザ

イン
• 極めて快適で涼しい着心地、ソフトな手触り
• 女性用コレクションの構成は、ロングスリーブシャツ、Tシャツ、トッ

プス、3/4パンツ
• 男性用コレクションの構成は、ロングスリーブシャツ、Tシャツ、

ショーツ、3/4パンツ
• すべて個々に入手可能
• 上部前面には、ジャカード織機によるアップビートで高品質なモー

ターサイクルモチーフ
• 織地にBMW Motorrad文字ロゴ

カラー：
グレー／アントラジット

サイズ（女性用）：
XS～3XL

サイズ（男性用）：
S～4XL 

希望小売価格：
グレーシャツ  ￥7,700
グレーTシャツ ￥6,930
トップス ￥4,620
 3/4パンツ  ￥6,930 
 ショーツ  ￥5,390

サマーファンクショナルアンダーウェア女性用デザイン：トップス

男性用デザイン：ショーツ

価格は10%の消費税を含む表示です



126 ファンクショナルウェア／プロテクトウェア

男性用／女性用
涼しい季節から寒い季節まで、ウェアの下に
着用するサーマルファンクショナルアンダー
ウェアが、心地よい暖かさを提供します。  
また、柔らかく水分コントロール機能と防臭
機能を備えたバンブー素材が、シームレスで
完璧に肌に寄り添います。

• 気温が低いときのアンダーウェア
• 天然バンブー繊維／ポリアミド／ポリエス

テル／ポリウレタンの機能的な混紡素材
• 柔らかく暖かい天然バンブー繊維による

優れた保温性
• 通気性、透湿性、速乾性、伸縮性に優れ、お

手入れが簡単
• 防臭性、抗菌性を備えたシルバー加工
• シームレス加工で、ぴったりとフィットする

ライディング向きのデザイン
• 刺激を感じやすいエリアは、断熱性を強化
• ファスナー付きハイネックデザイン
• ロングスリーブシャツとパンツは個別に入

手可能

カラー（女性用）：
ライトグレー／レッド

カラー（男性用）：
アントラジット／ブルー

サイズ（女性用）：
XS～3XL

サイズ（男性用）：
S～4XL 

希望小売価格：
シャツ  ￥10,780
パンツ  ￥10,780

サーマルファンクショナルアンダーウェア カラー（男性用）：
アントラジット／ブルー

カラー（女性用）：
ライトグレー／レッド

価格は10%の消費税を含む表示です
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男女兼用
夏季や暖かい季節に最適なアンダーマスク
です。

• 夏や暑い季節に適した軽量アンダーマス
ク。

• 抗菌性ウルトラフレッシュ素材
• 通気性、温度調整機能に優れた、伸縮性に

富む混紡素材
• シームレス加工による快適な装着感
• 洗濯可能でお手入れが簡単

カラー：
グレー

サイズ：
S～L

希望小売価格：
￥2,750

男女兼用
驚くほど保温性が高い、冬季や季節の変わり目に最適なアンダーマスクです。

• 冬や季節の変わり目に適した高品質アンダーマスク
• ウインドブレーカーフィルム、優れた通気性と温度調整機能
• 着用時の快適性が高く、優れたフィット感
• 洗濯可能でお手入れが簡単

カラー：
ブラック

サイズ：
S～L

希望小売価格：
￥4,180

TOURサマーアンダーマスク 
NEW

TOURウィンドブレーカーアンダーマスク 
NEW



128 ファンクショナルウェア／プロテクトウェア

男女兼用
夏季に最適。温度を最適に調整する、身に着
けているのを忘れるほど極めて薄いシルク製
アンダーマスクです。

• サマーシーズン用アンダーマスク（ライト
タイプ）

• 薄くてソフト、伸縮性に富んだ高品質シル
ク100％

• シームレス加工による快適な装着感
• 優れた通気性、温度調節機能

カラー：
ブラック

サイズ：
M、L

希望小売価格： 
￥3,300

RIDEシルクアンダーマスク

男女兼用
寒い時期に着用することで、喉や首周りを走
行風から効果的に保護し、快適に暖かく保ち
ます。

• 防風性の暖かいネックウォーマー
• 喉や胸部のウィンドブレーカーフィルム
• ジャケットの襟とヘルメットの間に最適に

収まる
• 最適なフィット感
• 洗濯可能でお手入れが簡単

カラー：
ブラック

サイズ：
S～L

希望小売価格：
￥3,850

男女兼用
夏季や暖かい季節には、ヘルメット下に着用
したRIDEハットが、あふれ出る汗からヘルメッ
トのパッドを保護します。

• ヘルメット下に着用する薄いポリエステル
製キャップ、春から秋にかけての使用に最
適

• ヘルメットのパッドを汗から最適に保護
• 優れた通気性、透湿性
• 洗濯可能でお手入れが簡単

カラー：
ブラック

サイズ：
M、L

希望小売価格：
￥2,200

ADVENTUREネックウォーマー 
NEW

RIDEハット

価格は10%の消費税を含む表示です
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男女兼用
機能性の高いイージーチューブは、アイデア
次第でさまざまな使い方が可能です。スカー
フ、フェイスマスク、キャップ、ヘッドスカーフ、
ヘアバンド、マフラーなどの代用に最適です。
お手入れが容易なポリエステル製で、口部分
に呼吸穴があるため快適に着用できます。

• 汎用性の高いアイテム
• 素材：お手入れの簡単なポリエステル製
• 呼吸穴があり、快適な着用感
• 眼鏡の使用者にも適している

カラー：
ブラック

希望小売価格：
￥2,530

イージーチューブ
NEW

デザイン：ADVENTURE

デザイン：TOUR



130 ファンクショナルウェア／プロテクトウェア

男女兼用
バックプロテクターは脊柱、肩およびキドニー
エリアへの怪我のリスクを低減します。プロ
テクターを身に着けてからジャケットを着ま
す。非常に軽量で通気性の高いプロテクター
です。体温により、まるでオーダーメイドのよ
うに完璧なフィット感を保証します。

• 自由に調整可能なキドニーベルト付きのス
トラッププロテクター

• 最適な保護により怪我のリスクを軽減
• 背面に革新的なKOMPERDELL社製のクロ

スプロテクター：フレキシブルなマルチ
レイヤー・マルチチャンバーデザイン、デュ
アルデンシティフォームによるしなやかな
フィット感、軽量で良好な通気性

• 表面素材：ポリエステルとポリウレタンの
混紡素材

• 人間工学的に成形されたパッド入りショル
ダーストラップは高さ調節可能。 
 BMW Motorradチェストプロテクターを装
着するためのボタン付き

• 広範囲のパンチング加工による高い通気
性

• 優れた衝撃吸収能力
• 脊柱、肩甲骨、キドニーエリアを十分にカ

バーするサイズのプロテクター
• 非常に軽量
• バックプロテクターはDIN 1621-2レベル

2に準拠

カラー：
ブラック／イエロー

サイズ：
S～XL

希望小売価格：
￥30,800

バックプロテクター

価格は10%の消費税を含む表示です
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男女兼用
プロテクターベストは、バックプロテクターに
代わる最適な代替品です。 
背骨、肩、キドニーエリア、胸部を十分にカ
バーし、怪我から効果的に身体を守ります。高
い通気性を保ちながら、体温が最適なフィット
感を実現する手助けをします。

• クロスバックとチェストプロテクター付き
ベスト

• 最適な保護により怪我のリスクを軽減
• 表面はポリエステルとライクラ（トリコット）

素材
• 背面および胸部に革新的なKOMPERDELL

社製のクロスプロテクター：フレキシブル
なマルチレイヤー。マルチチャンバーデザ
イン、デュアルデンシティフォームによるし
なやかなフィット感、軽量で良好な通気性

• 広範囲のパンチング加工による高い通気
性

• 優れた衝撃吸収能力
• 脊柱、肩甲骨、キドニーエリア、胸部を十分

にカバーするサイズのプロテクター
• 着脱容易なサイドフロントファスナー
• 二重構造のロールネックラインとアーム

ホールにより、高い快適性と柔軟性を実現
• バックプロテクターはDIN EN 1621-2レ

ベル2に準拠
• チェストプロテクターはDIN EN 1621-3

レベル1に準拠

カラー：
ブラック／イエロー

サイズ：
S～XL

希望小売価格：
￥36,300

プロテクターベスト
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バッグ／ 
アクセサリー
ライダーはあらゆる天候下でどこへでもモーターサイクルを駆りま
す。正しい装備がこの上なく重要なのは、そのためです。どのようなと
きでも必要な装備が欠けていることのないように、BMW Motorradの
製品プログラムにはあらゆるラゲッジソリューションが用意されてい
ます。たとえば、簡単に素早くBMWモーターサイクルに固定すること
ができる防水性ラゲッジロールは、日帰りツーリングにも、ロングツー
リングにも最適です。
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134 バッグ／アクセサリー

ファンクショナルリュックサック（トール） ファンクショナルリュックサック（スモール）

分割可能なメインコンパートメント付きの革新的なリュックサック
コンセプトの登場です。容量30 L、防水性インナーコンパートメン
トならびに数多くの収納機能を備えています。しかし本当のキーポ
イントは背面クッション内に収納可能なキャリングストラップで、こ
のストラップによりリュックサックをモーターサイクルに固定する
ことができます。

• ツーリング用の高品質リュックサック
• 容量：約30～35 Lまで拡張可能
• 表面素材：耐摩耗性ターポリン／ナイロン
• 防水性メインコンパートメント、ノートパソコン用コンパートメン

ト付き（15インチまで）
• 下部拡張部にヘルメットを収納可能
•  4つのアウターポケット、メッシュ素材インナーコンパートメント
• メインコンパートメントは上下に分割でき、下側部分に別途アク

セス可能
• 人間工学に基づいて成型された背面
• 調整可能なパッド入りショルダーベルト、脱着式ウエストベル

ト、胸部ベルト
• トラベルキャリーバッグと同様のキャリングハンドル
• 外側に荷物を固定するための固定ベルト
• ラゲッジロールの代用としてモーターサイクルに載せて固定す

ることも可能

カラー：
グレー／ホワイト／レッド／ブラック

希望小売価格：
￥23,980

ファンクショナルリュックサック（スモール）は、日常の走行にも通
勤にも最適なサイズのリュックサックです。ノートパソコン用コン
パートメント（15インチまで）内蔵の防水メインコンパートメントに
より、雨もまったく問題ありません。ファンクショナルリュックサッ
クの背面には、さらにドリンクバッグ（日本国内未導入）用の小さ
なインサートスリット付きコンパートメントがあります。

• 高品質の、機能的なリュックサック
• ロールストッパー付き防水メインコンパートメント、ノートパソ

コン用コンパートメント（15インチまで）と小型インナーポケッ
トを含む

•  4つのアウターポケット（うち1つはカバー部）、水の侵入を防ぐ
構造（ラバーコーティング加工のファスナー）

• 背面にドリンクバッグ（日本国内未導入）用のコンパートメント
（約2 L）、ボタンで開閉

• カバー内側にメッシュライニング
• 人間工学に基づき成型された背面
• 肩／胸部／ウエストのベルトを調整可能
• 前面と上部にキャリングハンドル
• ショルダーベルト、カバー、前面に反射素材
• 前面にBMW Motorradロゴ
• 表面素材：ポリエステル混紡素材、撥水加工でお手入れが簡単
• インナーライナー：ポリアミド混紡素材
• 重量：約550 g
• 寸法（高さ×幅×奥行き）：約40×30×16 cm
• 容量：約20 L

カラー：
グレー／ホワイト／レッド／ブラック

希望小売価格：
￥17,600

価格は10%の消費税を含む表示です
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ジャイアントバッグ

容量約90 Lの安定したトラベルキャリーバッグは、すべてのライ
ダーエクイップメントを積み込むのに十分なスペースを提供しま
す。2つに分かれたインナーコンパートメントにはヘルメット収納ス
ペース、ブーツケース、クロスベルトが装備されています。伸縮式の
ハンドルと転がり性の良いキャスターにより、持ち運びのための完
璧なソリューションとなっています。

• モーターサイクリスト専用の安定したトラベルキャリーバッグ
• 容量：約90 L、すべてのライダーエクイップメントを積み込むの

に十分
• 耐摩耗性の表面素材、背面側および底部を強化
• ロック付きメインコンパートメント、内部は2つに分割

• 緩衝パッド入りヘルメット収納スペース、着脱式パーティション
• ファスナー付きアウターコンパートメント、カバー内に2つの大型

コンパートメント
• 取り扱いが容易：転がり性の良いキャスター、伸縮式ハンドルと

キャリングハンドル、軽量
• 全周タイプのコンプレッションベルト4本
• セパレートタイプのブーツケースを含む

カラー：
グレー／ホワイト／レッド／ブラック

希望小売価格：
￥36,300



136 バッグ／アクセサリー

ソフトバッグ（スモール）

さらに収容スペースが必要な方へ。容量約30Lですが、さらに5L容量
を拡張することができます。丈夫でお手入れが簡単な素材製の防水
性メインコンパートメントを備え、取り扱いの容易な接続システムによ
り、ラゲッジラックまたはリアシートに固定することができます。

• フレキシブル素材のリアバッグ
• 容量：約30～35Lまで拡張可能
• 防水性メインコンパートメント、撥水加工を施した4つのアウターポ

ケット
• 耐裂性に優れたテキスタイルルックのポリエステル織地
• 底部および背面に成型EVA
• 着脱式ショルダーベルト、キャリングハンドル
• 各種固定ベルトを装備し、モーターサイクルへの固定が容易
• ホールドタブと差し込みロック付き調整式固定ベルトを含む
• 側面および前面に大型の反射エリア

カラー：
ダークグレー

希望小売価格：
￥26,400

ラゲッジロール

大型開口部により、荷物の出し入れがしやすい、汎用性のある防水性
ラゲッジロール。小型のメッシュ素材アウターポケットと小型の防水性
ファスナー付きインナーポケットにより、より多くの収納スペースを利
用できます。長さ調整可能なコンプレッションベルトは容量調整に便
利です。着脱式の調整可能なショルダーベルトとクッション入りキャリ
ングハンドル付きです。

• 防水性ラゲッジロール
• 容量：約50L
• 表面素材：耐摩耗性ターポリン、底部はテキスタイルルック
• 着脱式の3D成型EVA製底板
• 大型開口部により、荷物の出し入れがしやすい
• 着脱式ショルダーベルト、キャリングハンドル
• 固定を容易にする、差し込みロック付きの調整式固定ベルトを含む
• 側面および前面に反射性素材、BMW Motorrad反射プリント

カラー：
ダークブルー

希望小売価格：
￥28,710

価格は10%の消費税を含む表示です

ソフトバッグ（ラージ）

高品質の大型ソフトバッグは、容量は約50Lの防水性コンパートメン
トを備えています。外側のポケットによりさらに5L分の拡張が可能で
す。頑丈なEVA製底部はすべてのBMW Motorradモデルに適合し、滑
り止めコーティングが施されています。クイックロックシステム付きで
す。

• フレキシブル素材のリアバッグ
• 容量：約50～55Lまで拡張可能
• 防水性メインコンパートメント、撥水加工を施した4つのアウターポ

ケット
• 耐裂性に優れたテキスタイルルックのポリエステル織地
• 底部および背面に成型EVA
• 着脱式ショルダーベルト、キャリングハンドル
• 固定が容易
• ホールドタブと差し込みロック付き調整式固定ベルトを含む
• 側面および前面に大型の反射エリア

カラー：
ダークグレー

希望小売価格：
￥34,210
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RIDEヒップバッグ

日帰りツーリングに最適なRIDEヒップバッグは、財布や鍵一式などを収納するのに十分
な容量があります。防水性メインコンパートメントがしっかりと水から保護するので、雨が
降ってきても問題ありません。

• ライディングにもレジャーにも適している高品質のヒップバッグ
• 防水性メインコンパートメント、全周タイプの2ウェイファスナー付き
• ロールストッパー付きインナーバッグにより、メインコンパートメントの防水性を確保
• 左側に小型メッシュポケット、3つの小さなファスナー付きアウターポケット
• 背面の3Dメッシュによる最適なベンチレーション
• 自由に調整可能なウエストベルト、バックル
• 前面にボクサーエンジンデザイン入り反射プリント
• カバーにBMW Motorrad文字ロゴ
• ポリエステル製の機能的な表面素材（テキスタイルルック、撥水加工、お手入れが容

易）
• 寸法（高さ×幅×奥行き）：約18×20×11cm
• 容量：約3L

カラー：
ブラック

希望小売価格：
￥7,480

メッセンジャーバッグ

モーターサイクルでの通勤、または市街地
での走行に。この丈夫なキャンバス素材製
の実用的なショルダーバッグは、どちらに
も適しています。容量は18Lもあり、17イン
チノートパソコン一式を十分に収められる
スペースを提供します。ロールストッパー付
き防水性メインコンパートメントにより、風
や各種天候に対して最適な保護機能を発揮
します。

• 高品質のキャンバス製ショルダーバッグ
• 上端が斜めになっているスタイリッシュ

なフォルム
• 防水性の大型メインコンパートメント、

ロールストッパー付き
• 内側：17インチノートパソコン用コン

パートメントとボトルホルダー
•  2つのファスナー付きアウターポケット

（裏面はA4サイズ、前面はオーガナイ
ザー付き）（非防水性）

• 装飾的なファスナーベルト、BMW刻印入
りメタル製バックル、留めるところを4箇
所から選べるループバンド

• 長さ調整可能なツートンカラーのショル
ダーベルト、BMW Motorrad文字ロゴ入
り

• 補助キャリングハンドル
• ライディング時に固定するための長さ調

整可能な着脱式ウエストベルト
•  BMW Motorrad文字ロゴ（後ろ側）
• 寸法（高さ×幅×奥行き）：

約47×35×11cm
• 容量：約18L

カラー：
ブラック

希望小売価格：
￥16,500

価格は10%の消費税を含む表示です
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BMW純正ケア商品*（一部日本国内導入未定）

左から右へ

モーターサイクルクリーニングキット（日本
国内導入未定）
蓋付きの10Lのバケツに入った幅広い種類の
クリーニングおよびお手入れ製品
内容物：インセクトリムーバー、モーターサイ
クルクリーナー、リムクリーナー、シャインポ
リッシャー、機能性クリーナー、ボディ／バイ
クシャワージェルサンプル3個（各20ml）、ス
ポンジ（130×105×40mm）およびマイクロ
ファイバークロス（40×40mm）

モーターサイクルクリーナー（500ml）
クリーニングした箇所をコーティングしてク
リーナーを浸透させた後、優しく汚れを分
解させることであらゆる汚れを取り除きま
す。

リムクリーナー（500ml）（日本国内導入未
定）
ブレーキダストや路上の埃のような汚れを
効果的に除去します。溶剤により色が変わ
り、効果的に作用していることを確認でき
ます。

インセクトリムーバー（500ml）（日本国内
導入未定）
固着した虫の死骸や鳥の糞を簡単に除去す
ることのできる強力な洗浄剤。保湿成分に
より素材を保護します。

エンジングロススプレー（300ml）
（日本国内導入未定）　NEW 
BMW Motorradのエンジングロススプレーは
耐熱ケア製品で、特にエンジンやブラックに
塗装されたエキゾーストシステムに使用しま
す。変色防止および色褪せ部分の補修、すで
にダメージを受けたブラック塗装部分を補修
できます。

チェーンクリーナー（300ml）（日本国内導
入未定）
チェーンおよびスプロケットから、潤滑油、
砂、泥などの摩耗を促進する物質を素早く
簡単に取り除きます。

チェーンスプレー（300ml）（日本国内導入
未定）
完全合成潤滑油で、二輪車のドライブ
チェーン、特に高速回転を行うモーターサイ
クルチェーンに使用します。

グロスポリッシュ（250ml）（日本国内導入
未定）
高品質の自然素材から作られた、深い輝き
を取り戻すための特別な艶出し剤です。

メタルポリッシュ（75ml）（日本国内導入
未定）
高光沢艶出しクリーナーで、アルミニウム、
クローム、真鍮、ニッケル、ステンレス、その
他の未塗装の金属に使用できます。

ボディ／バイクシャワージェル（250ml）
（日本国内導入未定）
ライダーおよびモーターサイクル用のシャ
ワージェル。肌を優しく洗い栄養を与えま
す。皮膚科学試験済み。モーターサイクルの
洗浄にも適しています。

ヘルメットシールド用曇り止めスプレー
（50ml）
シールドの曇りを予防するための防曇剤で
す。

ヘルメット＆シールドクリーナー（50ml）
強力でありながら優しいクリーナーで、傷や
痕を残すことなくヘルメットやシールドから
汚れを落とします。

ヘルメットクッションクリーナー（300ml）
（日本国内導入未定）
内張りから汚れや染みを取り除く洗浄泡
で、爽やかな香りを残します。

機能性クリーナー（250ml）（日本国内導
入未定）
高品質のBMW Motorradウェア、アウトドア
ウェア、スポーツウェア、マイクロファイバー
ファブリックのためのクリーナーです。フィ
ルム（ラミネート、ライン、インサート）を利
用したウェアに特に適しており、繰り返しの
洗濯後も、防水防風機能と通気性が損なわ
れません。

ライディングウェア用含浸剤（300ml）（日
本国内導入未定）
天然繊維および合成繊維の広いファブリッ
ク面の防水および防油を実現する防水剤。
防水剤が、繊維に目に見えない疎水性単分
子膜を張ります。

希望小売価格：
モーターサイクルクリーナー（500ml）

￥1,980
ヘルメットシールド用曇り止めスプレー
（50ml） ￥1,100
ヘルメット＆シールドクリーナー（50ml）

￥1,320

* 入手できる製品は国により異なります。国ごとに化学製品
の輸入法が異なるため、すべての国ですべての製品を入手
できるわけではありません。価格は10%の消費税を含む表示です
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ドリンクバッグ（日本国内未導入）

このフレキシブルなドリンクシステムなら走
行中でも喉の渇きを潤してくれます。水筒
を捨て、この融通の利くドリンクシステムを
取り入れましょう。2L分の飲み物を補充し
てロック、チューブをプラグ&プレイ接続で
差し込み、ラリースーツまたはリュックサッ
クに収納するだけです。シンプルに、飲みな
がら走りましょう！

• 容量約2Lのドリンクシステム、ドリンク
チューブ付き

• ドリンクバッグを裏返すことで、素早く
簡単に洗えます。

•  Shape-Shift™（シェイプシフト）技術と
内側ファスナーで、安定した形状を保ち
ます。

• フレキシブルな0.25mm厚のTPU（熱可
塑性ポリウレタン樹脂）製

• 実用的なスライド式開口部により、取り
扱いが簡単で大きく開くことができます

•  BPA（ビスフェノールA）およびPVC（ポ
リ塩化ビニル）フリー

• 食器洗い機対応
• 容量：2L

ファンクショナルサングラス

ルート全体で完璧な視界を提供する、ライダー専用に開発されたファンクショナルサングラ
ス。交換可能な大きく湾曲したプラスチック製UVカットレンズ（3種類）により、その時々
の光の状況や天候の状況に対応します。

• スタイリッシュで軽量なサングラス
• 天候に合わせて交換可能なプラスチックレンズ：

ブラウン＝コントラストを強める、曇り止めコーティング
グレー＝軽いミラーコーティング、傷の付きにくいコーティング
クリア＝反射防止コーティング、傷の付きにくいコーティング

• ダークタイプのサングラスは、日光の強いときも、100％UVカット（UV-A、UV-Bおよび
UV-C）

• ヘルメットと同時装用に適した、快適な付け心地
• 湾曲したフォルムによりぴったりと密着し、すきま風を防止
• ブラックのプラスチック製フレーム、ラバーコーティングされたプラスチック製インサー

ト（カラー：アントラジット）付き
• ソフトプラスチック製ノーズパッドで圧迫箇所による不快感を防止
•  BMW MOTORRADブランディング入りのサングラスケースおよびマクロファイバー製の

袋を含む

カラー：
ブラック／アントラジット

希望小売価格：
サングラス  ￥14,850
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組み合わせてみましょう／ご自分のサイズを正しく測りましょう
周囲ファスナー付きモデルのサイズは、以下のように組み合わせることができます。（他のサイズの組み合わせの場合は、40 cmタイプの接
続ジッパーのみが使用可能で、周囲タイプファスナーは使用できません。）

お持ちのライダーエクイップメントと新しいBMW Motorradライダーエクイップメントの可能なコンビネーションについては、最寄りのBMW Motorradディーラーにお問い合わせください。

A  身長
 裸足でドア枠のところに立ちます。頭の上に本を載せて、本の位置
を固定します。身長に相当する位置に印を付け、測定します。

B 胸囲／バスト
 シャツや薄手のセーターを着た状態で測ってください。 
メジャーを両腕の下に通し、胸の一番高い位置と肩甲骨の上を通
るように測ります。

C ウエスト
 パンツやスカートのウエストバンドの少し上を、シャツやブラウスの
上から測ってください。測定中は自然な姿勢で立ち、お腹を引っ込
めないでください。パンツが快適なフィット感になります。

D ヒップ
 ズボンをはいたままで、腰まわりの一番大きい部分の周囲を測定し
てください。

E サイド丈
ウエストベルトの上端からかかとまで、脚の外側を測定してくださ
い。

F  股下丈
  股下内側からかかとまでを測定してください。

ご自分のサイズを正しく測りましょう

身体にぴったりとフィットしたモーターサイクルスーツを着用すること
は、さまざまな点から非常に重要です。きつすぎて身体に食い込んだ
り、緩すぎたりすれば、集中力に影響が出てしまいます。走行中に集中
力が切れれば、安全性の面から非常に危険です。 

ジャケットとパンツが完璧にフィットしていることも重要です。袖やパ
ンツの裾がずり上がることがあってはいけません。安全性の面からだ
けでなく、防風防水対策上からも重要なことです。

そのためすべてのスーツはライディングに合わせてカッティングされ、
調整機能、ストレッチプリーツ、さまざまな工夫を施したディテールを
随所に採り入れています。「ぴったりと合った」スーツを選ぶには、自分
の正確なサイズを知っていることが基本的な前提条件です。40種類
以上ものサイズをご用意していますので、ほぼどんな体型の方にも対
応することができます。 

まず、ご自分のサイズの正確な測定を行ってください。正しい寸法の
測り方については、以降をご参照ください。

男性用

エンデューロガードスーツ以外のライディングスーツ エンデュローガードスーツ

46 46

48 ／50／98／102 48／50／24／25／98

52／54／25／25／106／110 52／54／26／17／102／106

56／58／27／28／114／118 60／62／30／31／118

60／62／29／30 64／66／32

64／66／31／32 64／66／32

女性用

エンデューロガードスーツ以外のライディングスーツ エンデュローガードスーツ

34 34 ／36／17／18／72

36／18／72 38／40／19／20／76／80

38／40／19／20／76／80 42／44／21／22／84／88

42／44／21／22／84／88 46／48

46／48

重要：
次のサイズ表を参考資料として役立ててください。これは前述
の BMW Motorradライダーエクイップメントコレクションのデザイン
のベースであり、実際の測定値に基づいているものです。

 BMW Motorradでは、各ライダーエクイップメントの使用範囲に対
応して、2種類のフィットサイズを区別しています。 

コンフォートフィット： 
より動きやすい快適なデザイン

レギュラーフィット：
ボディラインを強調するデザイン
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サイズ表

女性用 国際表記 サイズ 身長 胸囲／バスト ヒップ ウエスト 股下丈

レギュラーサイズ XS 32 168 76 85 62 78
34 168 80 89 66 78

S 36 168 84 93 70 78
38 168 88 96 74 78

M 40 168 92 99 78 78
42 168 96 102 82 78

L 44 168 100 105 87 78
46 168 104 108 92 78

XL 48 168 110 113 97 77.5
50 168 116 118 104 77.5

2XL 52 168 122 123 111 77
54 168 128 129 118 77

ロングサイズ 72 176 84 93 70 83
76 176 88 96 74 83
80 176 92 99 78 83
84 176 96 102 82 83
88 176 100 105 87 83

ショートサイズ 17 160 80 89 66 73
18 160 84 93 70 73
19 160 88 96 74 73
20 160 92 99 78 73
21 160 96 102 82 73
22 160 100 105 87 73
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男性用 国際表記 サイズ 身長 胸囲／バスト ヒップ ウエスト 股下丈

レギュラーサイズ XS 40 174 80 87 65 80
42 175 84 90 70 80.5

S 44 176 88 93 75 81
46 177 92 96 80 81.5

M 48 178 96 98 85 82
50 179 100 101 90 82.5

L 52 180 104 104 95 83
54 181 108 107 100 83.5

XL 56 182 112 110 104 84
68 183 116 113 109 84.5

2XL 60 184 120 116 116 85
62 184 124 119 118 85

3XL 64 184 128 124 123 84
66 184 132 129 128 84

4XL 68 184 136 134 133 83
70 184 140 139 138 83

スリムフィットジャケット XS（スリム） 40 165 80 87 65
42 165 84 90 70

S（スリム） 44 168 88 93 75
46 168 92 96 80

M（スリム） 48 170 96 98 85
50 170 100 101 90

コンフォートフィット 
ジャケット

XL（コンフォート）
68 175 116 113 109

2XL（コンフォート） 60 178 120 116 116
62 178 124 119 118

3XL（コンフォート） 64 180 128 124 123
66 180 132 129 128

ロングサイズ 98 187 100 102 89 86.5
102 188 104 105 94 87
106 189 108 108 99 87.5
110 190 112 111 103 88
114 191 116 114 108 88.5
118 192 120 117 112 89

ショートサイズ 24 170 96 97.5 86 78
25 171 100 100 91 78.5
26 172 104 103 96 79
27 173 108 106 100 79.5
28 174 112 109 105 80
29 175 116 112 109 80.5
30 176 120 115 114 81
31 176 124 118 119 81
32 176 128 123 124 80

パンツ変換表

ウエスト（インチ） 26 27 28 29 30 32 34 36 38 40 42
ウエスト（cm） 67 69 72 74 77 82 87 92 97 102 107
股下丈（インチ） 30 32 34 36
股下丈（cm） 77 82 87 92



146 キーワード一覧

AirTex
耐摩耗性でメッシュ状のダイナフィル製で、
非常に風通しの良い構造。気温の高い日で
も快適な風通しを維持します。非常に軽い上
に、ライディングジャケットに必要な安全性が
すべて備わっています。気温の高い日の走
行に最適です。

アニリンレザー
可溶性塗料のみを使用して染色したレザー。
仕上げ用塗膜または顔料塗膜によるカバリ
ングは行われません。それによりレザーの通
気性が保持されます。

Breathability（呼吸機能）
技術的に水蒸気透過抵抗（RET値）で表すこ
とができ、RET値が低いほど、素材の通気性
は高くなります。

Azo dyes（アゾ塗料）
アゾ塗料は発ガン性のあるアミンに分解す
る可能性があるため、アウター素材の染色
には使用できません。

ベンチレーション
厳選された素材やシステムにより、より優れ
たクライメートコントロールと空気循環を実
現します。
カテゴリー： 
矢印マーク1：  標準システム

／ファスナーに
よるベンチレー
ション

矢印マーク2：   採用素材によ
る、選りすぐら
れたベンチレー
ション

矢印マーク3：  最高水準のベン
チレーション

BMW Climate Membrane（BMWクライ
メートフィルム）
BMWの基準に従って選ばれた機能的なフィ
ルム。防水性、防風性、通気性に優れていま
す。

Carbon（カーボン）
グラスファイバーよりも約30％軽く、極めて
高い安全性を発揮する高強度化学繊維。

CE test mark（CEテストマーク）
CEマーク（CE＝欧州共同体）は、その製品が
EUの安全規格に準拠したものであることを
表示認定しています。

ceraspaceプリント
ceraspace技術は、ポリマーマトリックスに
組み込まれているセラミックの比類ない組
成により、卓越した保護機能を発揮します。
特殊セラミックは非常に硬く、温度耐性に非
常に優れています。素材の柔軟性と呼吸機
能は維持されたまま、個々の3Dプリントによ
り耐摩耗性が著しく向上します。

coldblack
太陽光線を反射させUVカットを行う、ダーク
カラーに対する処理。ライディングスーツが
長時間クールな状態に保たれます。

CORDURA 500（コーデュラ500）
ポリアミド100％のナイロン素材。細かく
切断したポリアミド繊維を再度、紡ぎ織り
上げる方法で製造されています。融点は約
210℃。

Expanding pleats（ストレッチプリーツ）
アウター素材は、ストレッチ性のある生地に
波状に縫い付けられています。これにより、
耐裂性を維持しつつ、伸縮性を持たせること
ができます。

Design（デザイン）
BMWデザインの特徴はクラシックなフォル
ムとカラーリング。最も重要な基本理念は

「フォルムは機能についてくる」です。

DuPont Coolmax（デュポンクールマック
ス）
DuPont Coolmax（デュポンクールマック
ス）は、空洞になった繊維で、毛細管機能に
より湿気を素早く外へと運びます。この素材
は、コットンの半分の時間で乾燥します。

Dynafil（ダイナフィル）
耐裂性のあるポリアミド繊維、コーデュラ
500／700をさらに上回る高い引き裂き強
度を備え、高温に耐えられます。

Dynatec（ダイナテック）
ダイナフィルを使用した繊維。耐裂性と耐久
性に優れた素材です。融点は約290℃。

グラスファイバー（ガラス繊維）強化プラス
チック（GFRP）／カーボンファイバー（炭素
繊維）強化プラスチック（CFRP）
必要に応じて、個々の繊維（アラミド、カーボ
ン、グラスファイバー）をさまざまな割合で
混ぜ合わせることができます。特に、繊維の
方向と位置を変えることによって、軽量化、
高強度、剛性、低熱膨張、断熱性、最高水準
の安全性能といったさまざまな特性が作り
出されます。

GORE-TEX®

テフロン（PTFE／ポリテトラフルオロエチレ
ン）製のフィルムです。無数のミクロ孔によ
り、大きな水滴が浸入しない一方、このミク
ロ孔よりずっと微細な水蒸気分子は透過で
きます。フィルムのこうした枝状構造は、防
風機能も兼ね備えます。

GORE-TEX® X-TRAFIT
この特殊な3層構造ではグローブのライ
ナーはフィルムとしっかりと接着され、さらに
これが表面素材としっかりと接着されていま
す。それにより、最適なグリップを確保すると
ともに、完璧でしわの寄らない着用が可能で
す。また、この特殊構造はすべりを防止し、手
が濡れている状況下でも簡単に素早く着脱
することを可能にします。

Hydrophobic treatment（撥水機能）
レザーの撥水加工です。BMW Motorradで
は、レザーにかかった水をはじく加工がなめ
し加工の間に行われます。この最適な撥水
加工では、レザー繊維だけを包み込み、レ
ザーの毛穴は開いたままなので、呼吸機能
がそのまま維持されます。ドライクニーニン
グにより、製品の使用度によっては何シーズ
ンも撥水性が維持されます。

HyperKewl system（ハイパークールシス
テム）
ハイパークールのウォーターマネジメント
システムは、湿気を吸収・保持した後、しだい
に蒸発させます。これにより、外気温より6～
12℃低くする冷却効果が得られます。この
システムは、過酷な条件下でも身体を涼し
い状態に保つとともに、身体能力を発揮でき
るようにサポートします。

インサート
さまざまな気候下で、幅広い使用方法を可
能にする着脱式フィルム。保護用に、上側面
および下側面の極めて軽いテキスタイル
の中に装着されています。雨天時には、ジャ
ケットの一番上の層は濡れた状態になりま
す。

Integral helmet（フルフェイスヘルメッ
ト）
頭部全体を包み込むモーターサイクルヘル
メット。

Jet helmet（ジェットヘルメット）
チンガードとシールドのないオープンフェイ
スヘルメット。

Kangaroo leather（カンガルーレザー）
牛革に比べ、より細い皮皮繊維、より堅固な
皮革繊維結合、より密度の高い革皮組織。同
じ厚さの場合、耐摩耗性と耐裂性について
カンガルーレザーは牛革よりも優れていま
す。

Keprotec（ケプロテック）
ケブラーとPA繊維の混紡で、ケブラーの特
性である、伸縮性と耐摩耗性が活かされて
います。特に、転倒したときにダメージを受
けやすい箇所（肘、肩、膝、親指の付け根な
ど）の表面素材層間の補強に適した素材で
す。

Laminate（ラミネートフィルム）
さまざまな素材を高温接合処理したもので
す。接着剤は通常、間隔をおいて点状に貼
付。特に温度調整用フィルムの加工に適して
います。裏地ラミネートや3層ラミネートの
場合もあり、必ずしもアウター素材に貼り付
けられているとは限りません。

Leather（レザー）
レザーへのこだわりから、BMW Motorradが
採用するレザーは最高級品質のものに限ら
れています。モーターサイクルスーツの場
合、厚さは1.2 mm以上。強靱さでは並ぶも
のがありません。

素材の負荷耐性
使用されている素材とプロテクターの個々
の組み合わせにより、その製品の使用範囲
における耐摩耗性、耐裂性、耐衝撃性、耐
バースト性の程度が決まります。
カテゴリー： 
星1：  優れた保護性能 
星2：  極めて優れた保護性能 
星3：  すべての使用範囲において卓越
した負荷耐性

Motorcycle-specific pattern（ライディン
グに適応するカッティング）
ライディング姿勢に合わせたカッティング：
前寄りのアームホール、袖や脚部を曲げた
形に合わせたカッティングなど、多くのディ
テール部分に工夫が施されています。

Nappa leather（ナッパレザー）
地肌模様が出ている表皮。滑らかで、全体的
に光沢感があり、細やかな表面組織を持った
ソフトな仕上げのレザー。

Nickel-free accessories（ニッケルフリー
アクセサリー）
使用されているすべてのボタンとファス
ナーはニッケルを含んでいないので、肌へ
の接触に最適です。

Nubuk leather（ヌバックレザー）
呼吸機能に優れた、表面を軽く研磨してある
レザーで、滑らかな手触りです。

Nyspan
伸縮性に富む意図によるバイストレッチ素材
織地で、その伸縮性により高い快適性を提
供。容易に形を変えると共に、優れた回復特
性があります。 

Off-road helmet（オフロードヘルメット）
シールドがなく、チンガードとバイザーを備
えたモーターサイクルヘルメットです。

PCP/CP
PCP／CPペンタクロロフェノール（PCP）は
1993年10月14日発効のドイツ化学製品使
用禁止規定の対象となっており、規定最大限
界値5 mg/kg以上をレザーに使用すること
は禁じられています。

3-Perform（3層構造生地）
BMWクライメートフィルムによる、高耐摩耗
性、防風性、防水性、高水準の通気性、伸縮
性に富む3層ラミネート。

Phase change material（PCM） 
（コンフォーテンプ素材）
このマイクロカプセル内に封入されている
コンフォーテンプ素材は、周囲の温度変化や
体温の変化に反応し、その凝集体の状態を
特定の温度で変化させます。体温または周
囲温度が上がると、カプセルは余分な熱を保
存します。温度が下がると、保存していた熱
を再び放出します。

PORON
さまざまな密度と特性を備えたフォーム材。
長期にわたる圧迫による変形に対する耐性
と信頼性が求められるグローブ用に、特別に
開発されたフォーム材を採用し、衝撃に対し
て最高水準の保護機能を発揮します。

ProTechWool（プロテクウール）
ウールとポリアミドによる比類ない混紡素
材。高い呼吸機能、速乾性、熱伝導特性を提
供します。

ProtectionGuard（プロテクション 
ガード）
レザーの技術的な性能をテクニカルテキス
タイルのケア特性と結び付けた素材で、丈
夫なスエードのルックスと感触により、ライ
ディングスーツとして高い有用性を強調しま
す。

プロテクター
BMW Motorradで使用されているプロテク
ターは継続的に開発を加えられて改良され
続けており、それぞれの使用範囲に合わせ
て調整されています。プロテクターはDIN 
EN 1621認証を取得しています。最大限の
保護機能を提供するため、すべてのプロテク
ターが各種サイズで提供されています。既
製サイズの確認については、最寄りのBMW 
Motorradディーラーまでお問い合わせくだ
さい。
NP2：極めて高い衝撃吸収能力、優れた装
着時の快適性、ツーリング、アドベンチャー、
スポーツ専用、DIN EN 1621レベル2認証

（最も高い保護性能）。

NP Pro／NP Proバックプロテクター 
（ロングタイプ）：2018年以降の新しいラ
イディングスーツで、これまでのNP2バック
プロテクターに代わって登場します。6層で
構成されていることにより、非常に柔軟性に
優れ、快適で、多数の孔により気温の高いと
きにも高い装着快適性を実現します。DIN 
EN 1621レベル2認証（より高い保護性能）。
ロングタイプは約7㎝長く、アドベンチャーお
よびツーリング用ライディングスーツで採用
されます。最初に採用されるのはラリースー
ツとGSドライスーツになります。
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NP Proチェストプロテクター：ラリースー
ツ用。前面のボタンで固定され、2段階に高
さ調整可能です。複数の層で構成され、ベン
チレーション機能の向上のための孔があり
ます。中央部分には衝撃耐性を向上させる
ためのプラスチック製レールが配されてい
ます。この台形フォルムのプロテクターは2
サイズで提供されています。既製サイズの
確認については、最寄りのBMW Motorrad
ディーラーまでお問い合わせください。
NPL：アーバンエリア専用のより高い着用
快適性と優れた衝撃吸収能力を備えた軽量
プロテクター、DIN EN 1621レベル1認証。

Schoeller PCM（シェラーPCM）
宇宙工学技術から取り入れた素材で、特殊
パラフィンカプセルにより、暖かいときに熱
を取り込んで蓄え、寒くなると熱を放出する
ことで、温度を最適な状態に保ちます。その
結果、身体の感覚が快適な状態に保たれま
す。理想的な温度領域は、5～25℃です。

Seamless bonding technology 
（シームレスボンディング技術）
特殊な接着方法で、2つのピースを突き合わ
せ、バンドを使用して覆い、押し付け合わせ
ながら接着剤と熱により結合させます。縫い
合わせないので、接合部がフラットで伸縮性
のあるものになります。

Serafil（セラフィル）
耐裂性に非常に優れた縫い糸。BMW 
Motorradライディングスーツにはこの糸が
使用されています。

Shape-Shift™ technology（シェイプシフ
ト技術）
フォルムを作る技術の1つで、ドリンク容器内
ではパーティションがその役割を担っていま
す。2 Lの液体をいっぱいに充填した状態で
も、ドリンクチューブの周辺部が平らに保た
れます。

Safety – active and passive（アクティブ
およびパッシブセイフティー）
アクティブセイフティーとは、たとえば反射
性素材を使用して被視認性を高めることな
どにより、事故を防止することです。パッシ
ブセイフティーは、転倒時などの場合に備え
て、保護性の高いアウター素材や、衝撃減衰
機能のあるプロテクターを使用することで
す。

Z-Liner（Zライナー）
Zライナーでは、素地と実際の裏地の間にも
う1枚の生地が、裏地のように入っています

（シームレス）。

BMWクライメートフィルム

GORE-TEX®

GORE-TEX®WINDSTOPPER

フィットサイズ
各種ヘルメットシェルサイズ 

ネックバンド

ベンチレーション

ダブルシールド

カーボン

ダブルD式バックル

素材の負荷耐性
詳細はキーワード一覧を参照

気温の高いとき用

季節の変わり目用

気温の低いとき用

ベンチレーション
詳細はキーワード一覧を参照

防水性

防風性

二重素材

着脱式プロテクター

プロテクター（別売）

反射性素材

レザー

コーデュラ

ダイナテック

撥水加工／汚れ付着防止

防水性ポケット

着脱式防水性インナー

フード内蔵

coldblack

女性専用デザイン

極めて軽量
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