


日本人に
フィットする
ヘルメット。

アジアンフィット



Bullet 2.0

LED ライト標準装備

後頭部に収納可能

ベンチレーションタイプ エアロダイナミクスタイプ

着脱可能なマグネット式レンズ標準装備

※ M サイズ 360g◦ JCF 公認 ◦CE certified to EN1078

カラー サイズ 注文コード 商品名 希望小売価格（税別）

マットブラック

S（52-56 ｃｍ） R2LA861214X

レンズ標準装備

/LED ライト内蔵
¥27,000

M（55-59 ｃｍ） R2LA861221X

L（58-61 ｃｍ） R2LA861238X

レッド
S（52-56 ｃｍ） R2LA861153X
M（55-59 ｃｍ） R2LA861160X
L（58-61 ｃｍ） R2LA861177X

ホワイト
S（52-56 ｃｍ） R2LA861122X
M（55-59 ｃｍ） R2LA861139X
L（58-61 ｃｍ） R2LA861146X

マットブラック

マットブラック

ホワイト

レッド

レッド

Bullet 2.0AF
バレット 2.0 アジアンフィット

閉 閉

開 開

ホワイト

※空力（エアロ）と通気性を調整するエアスライドが 2 種類付属しています。

◦アイシールドは UCI、JCF の公認競技大会および JCF 競技規則を適用する大会において使用できません。

LAZER Bullet 2.0AFLAZER Bullet 2.0AF



Z1
こめかみを保護する “T-Pro" デザイン ”
転倒時に衝撃を受けやすいこめかみの部分のシェル
を突出させた “T-Pro( テンプル プロテクション )”
デザインを採用し、安全性を高めています。  7ピースインモールドシェル

 リジッドブレースシステム
 アドバンスドロールシス
 アジャスタブルヘッドバスケット
 LEDテールライト用マッドキャップ

 31個の通気孔
 JCF 公認
 190g(S)
 パッドキット
 LED用マッドキャップ
 収納サック付

アドバンスドロールシスを採用したフラッグシップモデル。
高いこめかみ部分の保護性能、十分な通気性を確保し、
さらにはSサイズで190gという軽さを実現。

アドバンスド ロールシス
前頭部を支えるバンド部分と樹脂ワイヤーを一体化
し、さらに軽量かつ快適なフィッティングを実現した
“ アドバンスド ロールシス ”。

LED テールライト
( 別売 ) 対応

ライフビーム ギア キット
( 別売 ) 対応

マットブラック／レッド レッド

マットチタニウム ホワイトマットブラック

ブルーブラック

マットブラックイエロー

カラー サイズ 注文コード 希望小売価格（税別）

マットブラック
S（52-56cm） R2LA646802X

¥22,000

M（55-59cm） R2LA646819X
L（58-61cm） R2LA646826X

マットチタニウム
S（52-56cm） R2LA830609X
M（55-59cm） R2LA830616X
L（58-61cm） R2LA830623X

マットブラック / レッド
S（52-56cm） R2LA823830X
M（55-59cm） R2LA823847X
L（58-61cm） R2LA823854X

ブルーブラック
S（52-56 ｃｍ） R2LA843418X
M（55-59 ｃｍ） R2LA843425X
L（58-61 ｃｍ） R2LA843432X

マットブラックイエロー
S（52-56 ｃｍ） R2LA842930X
M（55-59 ｃｍ） R2LA842947X
L（58-61 ｃｍ） R2LA842954X

レッド
M（55-59cm） R2LA859839X
L（58-61cm） R2LA859846X

ホワイト
M（55-59cm） R2LA859808X
L（58-61cm） R2LA859815X

◦ CE certified to EN1078

LAZER Z1



Genesis

アジアンフィットモデルで最軽量！
「GENESIS」が新登場

アドバンスドロールシスを採用したフラッグシップモデル。
高いこめかみ部分の保護性能、十分な通気性を確保し、
さらにはSサイズで190gという軽さを実現。

アジアンフィットモデル最軽量

優れたベンチレーション 

アドバンスドロールシス 

 軽量で快適なパッド UCIワールドツアーチーム使用

※・JCF 公認　・CE 規格クリア

マットブラック

マットブルーグレー

ホワイトブラックレッドブラック マットチタニウム

Genesis AF  ジェネシス アジアンフィット
カラー サイズ 注文コード 希望小売価格（税別）

マットブラック
S（52-56 cm） R2LA877215X

¥21,000

M（55-59 cm） R2LA877208X
L（58-61 cm） R2LA877192X

ホワイトブラック
S（52-56 cm） R2LA877154X
M（55-59 cm） R2LA877147X
L（58-61 cm） R2LA877130X

マットチタニウム
S（52-56 cm） R2LA877307X
M（55-59 cm） R2LA877291X
L（58-61 cm） R2LA877284X

レッドブラック
S（52-56 cm） R2LA877185X
M（55-59 cm） R2LA877178X
L（58-61 cm） R2LA877161X

フラッシュイエロー
M（55-59 cm） R2LA877116X
L（58-61 cm） R2LA877109X

マットブルーグレー
S（52-56 cm） R2LA877246X
M（55-59 cm） R2LA877239X
L（58-61 cm） R2LA877222X

かつてヘルメットブランド LAZER のハイエンドモデルとして歴史を彩った
「GENESIS（ジェネシス）」が軽量ヘルメット且つ日本人にマッチするアジ
アンフィットとなって復活。
Genesis AF（ジェネシス アジアンフィット）は、ヨーロッパの安全規格
である CE をクリアしつつ、軽量化に成功。S サイズで 190g と LAZER
アジアンフィットモデルの中で最軽量モデルとなりました。
LAZER の代名詞ともいえる、頭頂部のダイヤルで頭部全体を優しく包み
込むようにフィット感を調整できる「アドバンスドロールシス」を採用。
従来のハイエンドモデル Z1よりもベンチレーションを増加しさらに通気性
に優れたモデルとなっております。

フラッシュイエロー

ジェネシス  アジアンフィット

アジアンフィットモデルで最軽量ヘルメット	

GenesisAF
GENESIS AF



ツイストキャップの向きの変更で通気性 /エアロ性能を調整可能。	 	 	
テールライト標準装備で視認性に優れるモデル	 	 	

リアライトユニット取り外しは、ツイストキャップを
外し、マグネット後方のホールに鉛筆等で下方に押し
出すことで取り外し可能。

CenturyAF センチュリー アジアンフィット

LED リアライト標準装備
（USB 充電式）

リアライトユニット

リアライトユニットの取り外し、充電方法

ヘルメット内側、頭頂部にリアライトユニット収納 リアライトユニットは付属の USB ケーブルで充電可

USB 端子カバー

LED 発光部

リアライト
点灯ボタン

リアライトユニットは固定具なしで、
ヘルメット内側に挿入

リアライトユニット収納箇所

CenturyAF

日本人にフィットする
アジアンフィット

CenturyAF 

 インモールドシェル
 18 個の通気孔+ツイストキャップ
 アドバンスドターンフィット
 インテグレーテッド LEDライト
 JCF 公認
 260g（Mサイズ）

Century AF （センチュリー アジアンフィット） 

ツイストキャップの向きや取り外すことで
エアロ性能／通気性能を調整可能

エアロダイナミクス仕様

※マグネット式

フルベンチレーションセミベンチレーション
（エアロダイナミクス仕様に比べ11％通気性向上）

USB充電式
大型リアライト標準装備

アジアンフィット

日本人の頭の形にフィットする
“アジアンフィット”

※イラストは上から見たイメージです

カラー サイズ 注文コード 希望小売価格（税別）

マットブラック
S（52-56 ｃｍ） R2LA854179X

¥17,500

M（55-59 ｃｍ） R2LA854186X
L（58-61 ｃｍ） R2LA854193X

ホワイト / ブラック
S（52-56 ｃｍ） R2LA854117X
M（55-59 ｃｍ） R2LA854124X
L（58-61 ｃｍ） R2LA854131X

フラッシュイエローブラック
M（55-59 ｃｍ） R2LA854063X
L（58-61 ｃｍ） R2LA854070X

レッドブラック
M（55-59 ｃｍ） R2LA854094X
L（58-61 ｃｍ） R2LA854100X

ブルーブラック
M（55-59 ｃｍ） R2LA854155X
L（58-61 ｃｍ） R2LA854162X

フラッシュイエローブラック レッドブラック

ツイストキャップ

LEDリアライト標準装備
（USB 充電式）

マットブラック

ブルーブラック

ホワイトブラック

LED リアライト標準装備
（USB 充電式）

◦CE certified to EN1078

●通気口を覆うカバーは UCI、JCF の公認競技大会

および JCF 競技規則を適用する大会において使用できません。

CenturyAF 



BladeAF

アドバンスドロールシスを採用。
Z1の軽量性・機能性を受け継ぎつつ、
コストパフォーマンスを高めたミドルグレード。

 インモールドシェル
 アドバンスドロールシス
 アジャスタブルヘッドバスケット

 22 個の通気孔
 JCF 公認
 重量260g(S)290ｇ（M)310g (L)

LED テールライト
( 別売 ) 対応

アドバンスド ロールシス
前頭部を支えるバンド部分と樹脂ワイヤーを一体化
し、さらに軽量かつ快適なフィッティングを実現した
“ アドバンスド ロールシス ”。

ライフビーム ギア キット
( 別売 ) 対応

カラー サイズ 注文コード 希望小売価格 ( 税別）

マットブラック
S（52-56 ｃｍ） R2LA866349X

¥10,000

M（55-59 ｃｍ） R2LA866332X
L（58-61 ｃｍ） R2LA866325X

ホワイト
S（52-56 ｃｍ） R2LA866523X
M（55-59 ｃｍ） R2LA866516X
L（58-61 ｃｍ） R2LA866509X

マットブラック / ピンク
S（52-56 ｃｍ） R2LA866400X

M（55-59 ｃｍ） R2LA866394X
L（58-61 ｃｍ） R2LA866387X

マットブラック / グリーン
S（52-56 ｃｍ） R2LA871893X
M（55-59 ｃｍ） R2LA871886X
L（58-61 ｃｍ） R2LA871879X

マットチタニウム
S（52-56 ｃｍ） R2LA866493X
M（55-59 ｃｍ） R2LA866486X
L（58-61 ｃｍ） R2LA866479X

フロストブルー
S（52-56 cm) R2LA878595X
M (55-59 cm) R2LA878588X
L (58-61 cm) R2LA878571X

レッド / ブラック
M（55-59 ｃｍ） R2LA866455X
L（58-61 ｃｍ） R2LA866448X

マットブルーグレー
M（55-59 ｃｍ） R2LA877505X
L（58-61 ｃｍ） R2LA877499X

Blade+AF
ブレイドアジアンフィット

待望のアジアンフィットモデル登場！

マットブラック

レッド／ブラック

マットチタニウム ホワイト

Tardiz2
マットホワイト

空気抵抗の低減と快適性を、高次元で実現するエアロヘルメット。Tardiz2

マットブラック/ピンク

マットブラック/グリーン
マットブルーグレー

Blade+AF

 エアロダイナミックフォルム
 インモールドシェル
 ターンフィットプラス

 アクアベントシステム
 JCF 公認
 340g(S)

カラー サイズ 注文コード 希望小売価格（税別）

マットホワイト
Ｍ（55-59 ｃｍ） R2LA838162X

¥24,000
L （58-61 ｃｍ） R2LA838179X

◦CE certified to EN1078

フロストブルー

●このヘルメットは、タイムトライアル系の競技においてのみ使用できるものであり、

練習時および公道上において、絶対に使用しないでください。

LAZER Blade+AF Tardiz2



Parts 
COMPACT 

Aero Shell 
Lifebeam Gear Kit

※エアロシェルは UCI 規定に基づく競技では使用できません。(UCI 規定 1.3.031)

適応モデル 注文コード 希望小売価格（税別）

ライフビームギアキット

(Z1 対応 )

（バレット 2.0AF 対応）

（ターディス 2 対応）

R2LA819055X

¥10,000
ライフビームギアキット

( ブレイド +AF 対応 )

（バレット 2.0AF 対応）

（ターディス 2 対応）

R2LA824707X

適応モデル カラー サイズ 注文コード 希望小売価格（税別）

ジェネシス

AF

フラッシュ

イエロー

S R2LA889157X

¥2,000

M R2LA889140X

 L R2LA889133X

ブラック

S R2LA889126X

M R2LA889119X

L R2LA889102X

商品名 適応モデル 注文コード 希望小売価格（税別）

LED テールライト ( マッドキャップ ) 

Z1/ ブレイド用
Z1/ ブレイド用 R2LA817600X ¥2,500

マッドキャップ (LED テールライト対応 )

ブレイド用
ブレイド用 R2LA821072X ¥800

マッドキャップ (LED テールライト対応 )

Z1 用
Z1 用 R2LA601344X ¥800

ツイストキャップ

センチュリー用

ブラック　S
R2LA871084X

¥3,000センチュリー用

ブラック　M
R2LA871091X

センチュリー用

ブラック　L
R2LA871107X

マグネット式レンズ バレット用 R2LA867025X ¥6,800

パッド (S,M,L 共通 ) ブレイド用 ブレイド用 R2LA601375X ¥2,000

パッド (S,M,L 共通 ) ジェネシス用 ジェネシス用 R2LA88599X ¥2,000

充電式 LED リアライト
Z1/ センチュリー

/ ブレイド用
R2LA867063X ¥2,900

カラー サイズ 注文コード 希望小売価格（税別）

ブラック
1 サイズ

（54cm 〜 61cm）
R2LA878212X ¥5,500

ホワイト
1 サイズ

（54cm 〜 61cm）
R2LA878229X ¥5,500

チタニウム
1 サイズ

（54cm 〜 61cm）
R2LA878236X ¥5,500

フラッシュイエロー
1 サイズ

（54cm 〜 61cm）
R2LA878243X ¥5,500

レッド
1 サイズ

（54cm 〜 61cm）
R2LA878250X ¥5,500

ダークブルー
1 サイズ

（54cm 〜 61cm）
R2LA878267X ¥5,500

額部分に内蔵されたセンサーが心拍を計測し、
後部のユニットから心拍データを送信するギアキット。
ブルートゥース®	スマート規格、ANT+	規格のサイクルコンピューターに対応しています。

Lifebeam Gear Kit

Aero Shell 

Parts 

エアロシェル

パーツ

ライフビームギアキット

ブラック

 インモールドシェル
 ターンフィットシステム

 20 個の通気孔
 重量320g

◦CE certified to EN1078

LAZER Repair PARTS 　ヘルメットアップグレードキットLAZER COMPACT AF 　

マッドキャップ
(LED テールライト対応 )

ブレイド用

マッドキャップ
(LED テールライト対応 )

Z1用 LED テールライト
( マッドキャップ )

ブレイドパッド
(S,M,L)

Bullet2.0　レンズ

ツイストキャップ

充電式 LED ライト
（センチュリー &Z1& ブレイド）用

冬場や強風時、雨天時の走行に効果的な、
空気抵抗を軽減する“	エアロシェル”。
ヘルメットの外観を簡単に変えられる
様々なデザインが揃っています

ジェネシス AF用

COMPACT AF
コンパクト アジアンフィット

ダークブルー

フラッシュイエロー

チタニウム

レッド
ホワイト

快適性、安全性、魅力的なスタイルを提供します。ワンサイズの設定で
54cm〜61cmのサイズに対応しています。




