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REDIMOS-CVについて
この商品は、REDIMOSに専用オーバーシェルを

取り付けたモデルです。
装備されている機能部品のご使用方法は、

当商品に付属のREDIMOS・取扱説明書をご覧ください。

レジモス



REDIMOS・取扱説明書
保存用

2011年10月版



●このヘルメットは「自転車専用」です。
オートバイやその他の用途には絶対に使用しないでください。
●国で定められている交通規則に必ず従ってください。

当製品のあごひも本体およびインナーパッドの一部メッシュ部分には、ナノテク技術
を利用した従来とは全く異なる新しい消臭方法を採用した素材「MOFF」を使用して
います。「MOFF」は瞬間消臭効果・安全性に加え、環境への影響もない次世代の消臭
繊維です。

[MOFF素材のお手入れについて]
汗などで汚れた場合のお手入れは、水もしくはぬるま湯（35℃以下）のみで軽くすす
いで汚れを落とし、しっかり水気を拭き取ってから、陰干しするとMOFF本来の効果が
持続できます。なお洗浄剤を使用する場合は、中性の洗たく用洗剤を使用してくださ
い。（アルカリ性洗剤はMOFFの効果が減少しますので使用しないでください）









「別売・XF-1アジャスター」について詳しくは、
弊社カタログもしくはホームページに掲載の
パーツリストをご覧ください。
KABUTO 検索

スウェットパッドの上下



Lサイズの場合は、
前側の差し込み穴に
「XF-1アジャスター」の
突起を差し込む

XL/XXLサイズの場合は、
後側の差し込み穴に「XF-1ア
ジャスター」の突起を差し込む

※XS/S, S/Mサイズの差し込み穴は、
　１つだけです。

左図のように、A.Iネット本体をヘ
ルメット内部にあるマジックテー
プに押しつけて貼り付けます。
なお、XF-1アジャスターの前側の
突起は、A.Iネットを取り付けてか
ら、A.Iネットにある差し込み穴※と
本体の差し込み穴を合わせ、そこ
に確実に押し込んでください。



REDIMOS・補修用パッド各種について詳しくは、
弊社カタログもしくはホームページに掲載のパーツリストをご覧ください。
KABUTO 検索



下記の文章は必ずお読みください。

ストラップを締めなかったり、締め方がゆるいと、万一転倒した時などに脱げてしまい、頭を守るこ
とができず非常に危険です。また、ヘルメットの下に、帽子・フード・バイザー・ヘッドフォン等を着用
しないでください。ヘルメットがずれたり、落ちるおそれがあります。

警 告：
「ストラップは必ずしっかり締めてください。」

ヘルメットはシェル及び衝撃吸収ライナーが潰れることで、衝撃エネルギーを吸収します。大きな
衝撃を受けたヘルメットは、既にライナーが潰れていることが多く、そのまま使用すると、再度衝
撃吸収エネルギーを吸収できず非常に危険です。外観にキズがなくても、使用しないでください。

「大きな衝撃を受けたヘルメットは外観上に損傷がなくても、ご使用にならないでください。」

ヘルメットに穴を開けたり、内部の衝撃吸収材を削ったり、また、ストラップなどは絶対に改造しな
いでください。ヘルメット本来の性能が発揮できなくなり非常に危険です。

「ヘルメットの改造および分解は絶対にしないでください。」

衝撃吸収ライナーは、塗料や熱の影響により材質が侵され衝撃吸収力が低下する場合があります
ので、ペイントは絶対におやめください。

「ヘルメットのペイントは絶対にしないでください。」

ヘルメットは丈夫だからといって、床等に放り投げたり、上に座ったりしないでください。その度に
衝撃を吸収するため、衝撃吸収力が低下します。万一のために大切に取り扱ってください。
また、乗車時での頭を保護する以外の目的には使用しないでください。

「ヘルメットは大切に取り扱ってください。」

ヘルメットは直射日光の当たる場所への長時間の放置や、車の中および、暖房機のそばなど、高
温（５０℃以上）の場所に長時間放置しないでください。
ヘルメットに使われている材質等が変質して、性能が低下します。

「ヘルメットの保管について」

ヘルメットのカラーによっては、長期間日光を浴びることにより、シェル表面の色調が薄く変色す
る場合があります。

「長期間の日光照射によるシェルの変色について」

ガソリン・シンナー・ベンジン・熱湯（５０℃以上）や、塩水等は絶対に使用しないでください。
「ヘルメットのお手入れは薄めた中性洗剤でふき取るようにしてください。」

ご注意：

マットカラーは表面処理の都合上、あらかじめ貼付されているステッカーをはがすと、表面のマッ
ト（つや消し）処理がはがれる事がありますので、ステッカーは絶対にはがさないでください。また
お客様がご購入後にご自身で貼付したステッカーを再度はがし取る場合も、同様のことが考えら
れますので、ステッカーを貼付される際は十分にご注意ください。

「マット（つや消し）カラーについて」
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REDIMOS
INSTRUCTION MANUAL

BE SURE TO READ THIS MANUAL BEFORE 
USING THE HELMET. 

KEEP THE MANUAL IN A SAFE PLACE FOR 
FUTURE REFERENCE. 

NOTES BEFORE USE



NOTES BEFORE USE:
Thank you for purchasing an KABUTO helmet. This manual explains how to use your 
KABUTO helmet correctly. Please take time to read this instruction manual before 
using the helmet, and keep the manual in a safe place for future reference. No helmet 
can protect the user 100% in any case of accidents, but it can reduce the risk of injury.  
Please make sure you understand the following cautions and enjoy riding your bicycle 
safely. 

●This helmet is for bicycle use only.
Do not use this helmet for motorcycle riding or any other activities.

●Please obey all traffic rules.

Features of materials

■ Carbon composite 
The REDIMOS’s role cage (core material for reinforcement) uses carbon 
composite (made from carbon fiber and resin). The finished surface of carbon 
composite tends to vary in terms of smoothness due to its material characteristics. 

■ MOFF instant deodorizing fiber 
The REDIMOS’s strap uses a new deodorant fiber called MOFF, developed with 
nanotechnology, which employs a new odor elimination method never done 
before.  
MOFF is the next-generation deodorizing fiber with an environment-friendly nature 
as well as instant odor elimination and safety characteristics. 
[How to clean the MOFF materia]
To keep the effectiveness of MOFF material, gently wash the chin strap with cool 
or warm water (below 35°C, 95°F.) Towel dry and place it in a shaded and 
ventilated area.
When using a cleanser, use mild soap.
(Do not use alkaline or similar detergent.) 

■ COOLMAX® for quick perspiration evaporation and constant dry 
 comfort
When you perspire, COOLMAX® wicks the moisture and takes in outside air to 
cool and dry your skin to control your body temperature.
COOLMAX® is a naturally soft-textured, lightweight, and breathable material.
*COOLMAX® is a registered trademark of Invista. 

CAUTION!









Please refer to Parts List on our website for more 
information about replacement. 

http://www.ogkhelmet.com/





Please refer to Parts List on our website for more information about replacement. 
http://www.ogkhelmet.com/



Do not leave the helmet in the direct sun. The outer color of the shell may
be changed.

THE EFFECTS OF THE DIRECT SUNLIGHT

Matte processing on the surface of this product could be peeled off if the 
attached sticker is removed from the surface. To prevent this, never remove the 
sticker.  The same problem may occur also when other stickers are attached 
and removed. If you attach stickers on the product, please be aware of the risk.

CAUTION FOR MATTE COLOR PRODUCT

Be sure to read these instructions.WARNING:
● This helmet is designed for bicycle use only. Never use the helmet for purposes or 

activities other than bicycle riding.

● The helmet should be worn in a way that it protects your forehead, with the edge just 
above your eyebrows, and never pushed far over the back of your head.
Wear the helmet so it is level from front to back.

● No helmet can protect the wearer against all injuries or foreseeable impacts.

● Before riding a bicycle, make sure to adjust the helmet so it fits your head correctly.  The 
strap should be positioned not to cover the ears, the buckle positioned away from the 
jawbone, and the strap and buckle adjusted to be both comfortable and secure.

● Your helmet is effective as protection only when it is worn properly. You should try 
different sizes to choose the size which feels secure and comfortable on your head at 
time of purchase.

● Please handle the helmet with care. The helmet is designed to absorb shock by 
partial destruction of the liner and its damage may not be visible. DO NOT sit on it, 
drop it on the floor or otherwise cause impact. 

● If subjected to a severe impact, the helmet should be discarded and destroyed.

● Wipe the helmet with common ph-neutral detergent diluted with clear water.
Never use any petroleum, thinner, benzine, hot water above 50°C or saline water.

● Do not leave the helmet in the direct sunlight or where the temperature may surpass 
50°C, e.g. in a car or near a heater.
Doing so will affect the materials and the performance of the helmet will diminish.

● Do not paint the helmet. Paints may reduce the original protective performance of the 
helmet considerably.

● Do not modify the helmet. In order to fully maintain the performance of the helmet, do 
not attempt to take it apart or change it in any manner that involves making holes in it 
or cutting it (or any of its parts) other than as recommended by the manufacturer.

● This helmet should not be used by children while climbing or doing other activities

    when there is a risk of strangulation/hanging if the child gets trapped with the helmet.




