
電話受付時間 10:00～19:00 土日祝日休業

ダムトラックス 検索 株式会社ダムトラックス：〒334-0013 埼玉県川口市南鳩ケ谷4-4-14

※商品発送までに2～3日かかる場合がございますので、希望配送日の指定等がある場合は予め余裕を持ってご注文頂けるようお願い申し上げます。

FAX : 048 -299 -5636

TEL :

FAX
24h

MAIL :
通販受付 order@dammtrax.com
MAIL :
お問い合わせ info@dammtrax.com

048-299-5635

WEB : www.dammtrax.com

※配送手数料は1回の発送につき上記金額となります。商品の個数は関係ありません。

□代金引換 商品お届けの際に
宅配会社との決済になります。

都 道
府 県

月日

□クレジットカード払い □ペイパルお支払い
方法

ご住所

お名前

名
TEL

FAX

希望配送日
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E-mail

フリガナ

小計

合計金額 （小計  + 配送料  ）

商品名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

色

ご注文商品
サイズ 個数 単価 合計

姓

注:カタログ内の価格は全て税込表記です。記入の際は税込価格をご記入ください。

DAMMTRAX FAX ORDER SHEET
ご注文日/　 月　 日 ※太枠線内は必ずご記入下さい。ご記入漏れがある場合、発送手続きが取れなくなることがございます。

全国一律 ¥880(税込)配送手数料

受付可能

※離島、一部地域は追加料金がかかる場合があります。

DAMMTRAX Co., Ltd.
4-4-14  Minamihatogaya Kawaguchi-shi Saitama-ken〒334-0013

TEL:048-299-5635  FAX:048-299-5636
WEB:www.dammtrax.com

通販ご注文以外に、
お問い合わせ、在庫の確認なども
こちらの電話番号へどうぞ。

1万円以上で送料無料お買上金額税込
(①の記入額)

②

①

②①

※必ずご記入下さい。

※必ずご記入下さい。※必ずご記入下さい。

※必ずご記入下さい。

※お持ちの方のみ

※ご希望のお届け日がある場合はご記入下さい。
　ご希望の方は時間帯に○をしてください。

●このカタログ掲載は2022年5月現在のものです。 
●掲載商品の価格・仕様・廃盤は予告無く変更になる場合があります。 
●カタログと実際の商品の色とは、印刷の都合上多少異なる場合があります。ご了承下さい。 
●掲載商品の価格表記は全て消費税込です。 

●Sorry.We did not take the order for overseas individuals.  

●Our product conformed to a Japanese security standard. 
　Please confirm whether you clear safe standard of each country by oneself. 

ファックスオーダーシート

since 1993.

has been creating funky helmet

and fashonable items for

motorcycle riders

www.dammtrax.com
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※★印は専用ではありません。よくマッチする商品です。
※記載されていない廃盤商品に関しても、付属品のみ取扱を継続している場合がございます。お問い合わせくださいませ。

ヘルメット シールド ビスリングセット

エラスティックシールド (P.29)★
・CLEAR
・SMOKE
・F.MIRROR

アキラ

フラワージェット
フラワージェットグランデ

フラッパージェットファイナリー

バードヘルメット

ポポGT
ラビー

ニューチアーバタフライ
バブルビー
カリーナ

アキラスピーディ
ポポ8
ジェット-S

フラワージェットシールド (P.29)
・CLEAR
・L.SMOKE
・G.AMBER
・F.CLEAR

バブルビーシールド (P.29)
・CLEAR
・L.SMOKE
・G.AMBER
・F.CLEAR

ニューチアーバタフライシールド (P.29)
・CLEAR
・L.SMOKE
・G.AMBER
・F.CLEAR

ファイナリーシールド (P.29)
・WHITE/
CLEAR
・WHITE/
L.SMOKE

・BLACK/
CLEAR
・BLACK/
L.SMOKE

・M.BLACK/
CLEAR
・M.BLACK/
L.SMOKE

・BROWN/
CLEAR
・BROWN/
L.SMOKE

・GRAY BEIGE/
CLEAR
・GRAY BEIGE/
L.SMOKE

・GLOSS GRAY/
CLEAR
・GLOSS GRAY/
L.SMOKE

バードシールド (P.29)
・CLEAR
・L.SMOKE
・SMOKE

JPSシールド (P.29)
・CLEAR
・L.SMOKE
・G.AMBER

・WHITE ・BLACK 各¥330(税込）

※リングにはR（右）、L（左）が明記して
ありますので、装着時にご確認ください。

※メンズ製
品はこちら

※レディース
製品はこちら

バブルビーシールド (P.29)
・CLEAR
・L.SMOKE
・G.AMBER
・F.CLEAR

ニューチアーバタフライシールド (P.29)
・CLEAR
・L.SMOKE
・G.AMBER
・F.CLEAR

※メンズ製
品はこちら

※レディース
製品はこちら

バブルビー系ヘルメット用 ビスリングセット 

・WHITE ・BLACK 各¥330(税込）
※2011年8月以前製造分は異なります。
※リングにはR（右）、L（左）が明記して
ありますので、装着時にご確認ください。

フラワージェット用 ビスリングセット 

・BLACK ¥330(税込）

※2個入り。左右の違いはありません。
クッションスポンジ無し。

※2個入り。左右の違いはありません。
クッションスポンジ無し。

フラッパージェットファイナリー用 ビスリングセット 

・CLEAR ¥330(税込）
JPSシールド用 ビスリングセット 

バブルビーハーフ
カリーナハーフ

・WHITE(カリーナハーフ専用白色)
・BLACK 各¥330(税込）
※リングにはR（右）、L（左）が明記して
ありますので、装着時にご確認ください。

バブルビーハーフ系ヘルメット用 ビスリングセット 

ポポGTシールド (P.29)
・CLEAR
・L.SMOKE

ブラスター -改
ブラスターコブラ-改

レディースサイズ
（57cm～58cm）（エアマテリアル、F.J.ファイナリーは56cm～57cm未満）

フリーサイズ
（57cm～60cm未満）

Mサイズ
（57cm～58cm）

Lサイズ
（59cm～60cm）

キッズサイズ
（54cm～57cm未満）（ポポGT、エアマテリアルは54cm～56cm）

SG規格適合

125cc以下適合

全排気量適合

装飾品
危険ですので公道走行はご遠慮下さい。

小型犬用サイズ
（12cm）

内装手洗い可

ワンタッチ
コネクタ

メンズサイズ
（57cm～60cm未満）

APシールド (P.29)★
・CLEAR
・L.SMOKE
・G.AMBER

青木 淳耶

所属
クレヨン

出海 アレックス

MAME 鈴木 翼

所属
ブロッサムエンターテイメント

大河 ちひろ

Twitter 
@chihiro_taiga19

藤田 柊丞

藤盛 空斗

所属
クレヨン

前田 晴香

所属
タカギビジネスプランニング

公式ブログ
ameblo.jp/tgr0812

渡辺 圭亮

Instagram
Keisuke.r

YURIA

交換用シールド・ビス等 対応表

アイコン説明 モデル

5.商品の交換・返品

交換・返品は、商品到着後7日以内にお願い致します。お届けした商品に不備があった場合、無料にて交換致します。

※ダムトラックスの商品はとても趣味性が強い商品となっております。 そのため基本的には返品をお受けてしおりません。どうしても返品を希望
　する場合は、弊社までご連絡の上、元払いにてご返送下さい。銀行振込にて代金を返金致します。(返金の際、振込み手数料を引かせて頂きます。) 

・返送方法　　： 交換・返品の際には、必ず048-299-5635にご連絡の上、商品に同封された返送用紙に必要事項を記し、商品と一緒にお送りください。

・返品について ： 以下の場合には、交換・返品はお受けできません。
●ご使用・ご着用された商品（ただし、ご使用後不良品と判明した場合は除く）。
●お客様の元で破損・汚損が生じた商品。
●商品到着後、7日以上経過した場合。
●セール品のお客様都合によるご返品。

 ・返送料　　　： お客様送料負担（元払い）…お客様のご注文ミスやイメージ違い等のお客様都合による場合。
 　　　　　　　 弊社送料負担（着払い）…商品不良、またはご注文と違う商品が届いた場合。

2.お支払い方法

・SHOP : 日本全国お近くのバイク用品販売店にてお求め頂けます。取扱いがないショップもありますので、
お住まいのご住所をご連絡頂ければ、お近くの取扱いショップをご案内致します。
※ホームページ（www.dammtrax.com）にも取扱店舗一覧を掲載しております。

・WEB    : http://www.dammtrax.com（パソコン、携帯からアクセスしてください。）

・TEL     : 048-299-5635  ※土日祝日休業　受付時間/10：00～19：00

・FAX     : 048-299-5636  裏表紙のオーダーシートをご利用ください。 ※年中無休24時間受付

・MAIL   : お問合わせ：info@dammtrax.com

1.ご注文・お問い合わせ

4.お届け

・商品到着の目安　 ： 商品はご注文承り日より1日から5日営業日前後でお届け致します。
　　　　　　　　　  ご注文確認後商品が欠品中の場合は、 もうしばらくお待ち頂く事があります。
　　　　　　　　　  欠品等あった場合メールにてご連絡致します。

・配達希望日時指定 ： 商品のお届け日の指定をご希望の場合には、お申し付けください。
　　　　　　　　　  お届け時間帯をご指定できます。
　　　　　　　　　  【午前中】【12時～14時】【14時～16時】【16時～18時】【18時～21時】

3.配送料

全国一律￥880(税込)　お買上金額税込￥10,000以上で配送料無料。 

※沖縄、離島、一部地域は追加料金がかかる場合があります。
※配送料は1回の発送につき上記金額となります。商品の個数は関係ありません。

交換・返品商品送付先
〒334-0013
埼玉県川口市南鳩ケ谷4-4-14
TEL:048-299-5635

SHOPPING GUIDE
ショッピングガイド

WEB通販なら会員登録ナシでも
その場で即購入できちゃう！

商品をカートに入れたら
名前、住所、電話番号、
メールアドレスを入力して
支払い方法を選ぶだけ！

・代金引換　　　　： 商品のお届けの際に、配達業者に代金をお支払いいただきます。

・クレジットカード ： 商品お届けの際に配達業者との決済となります。配達業者にクレジットカードをご提示ください。
　　　　　　　　　（詳細については佐川急便ホームページhttp://www.sagawa-exp.co.jp/receive/payment.htmlより確認頂けます。）

・ペイパル　　　　： オンライン決済にてお支払い頂けます。
　　　　　　　　　（ペイパル詳細についてはペイパル日本公式HP http://www.paypal.jpより確認頂けます。）

・切手払い　　　　： ビスリングセットはポストへ郵送可能かつ低価格商品のため、例外的に切手払いとなっております。
　　　　　　　　　(他製品と同時購入の場合は、通常通り宅配便で代引きやクレジット払いの扱いです。)
　　　　　　　　　弊社あてに450円分(税込商品代330円＋送料120円)の切手を封筒へ入れお送りください。
　　　　　　　　　その際に封筒内にお客様の ・氏名・電話番号・住所・ご注文パーツの名称と色 を記入したメモを同封願います。
　　　　　　　　　弊社に到着、確認次第商品を郵送いたします。

・BLACK ¥330(税込）

※2個入り。左右の違いはありません。
クッションスポンジ無し。リング無し。ビスのみ。

ポポGT系ヘルメット用 ビスセット



GLOSS GRAY YELLOW REDFLAT 
GUNMETAL

MAT BLACK OFF WHITEBLACKWHITE

鼻のカーブにピッタリはまる、ブラスター
専用設計の「エラスティックシールド」！バ
ンドで固定する珍しいタイプのシールド。
シールドの替わりにバイザーを付けるMXス
タイルも定番。

DAMMTRAXでトップを争う人気モデル「ブラスタ

ー」。随所をブラッシュアップし「ブラスター -改」として

正当進化のリニューアル。ビンテージMXなフォルムは

そのままに、内部構造と材質を一新。以前とは比較にな

らない程の軽量化に成功し、装着快適性が格段にアッ

プ。サイズ展開もフリーサイズからM、Lの2種に増え、

より自分に適したセレクトが可能に。
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¥17,050(税込)
ブラスター -改 Mサイズ

（57cm～58cm）
Lサイズ
（59cm～60cm）

ワンタッチ
コネクタ

全排気
量適合

SG規格
適合 ダックバイザー P.30オーバーグラスゴーグル P.31専用シールド P.29

オーバーグラスゴーグルが
開口部にピッタリハマる。

ビンテージヘルメットの
経年変色した白を完全再現！

神奈川県足柄下郡湯河原町鍛冶屋955-17 
アネスト岩田スカイラウンジ1F

TEL : 0460-83-6592   

E-MAIL : dammcafe@cg8.so-net.ne.jp

営業時間 ： 平日 9：３０～16:00
　　　　　土日祝 7:30～17:00
　　　　　不定休（季節や天気によって異なります）

カフェブログ

日本では数少ない、バイク乗りの為のバイカーズカフェです！店内は60年代

イギリスロッカーズの雰囲気で、窓から雲海を眺めながらのコーヒーはツー

リング中の疲れを癒してくれます。定番人気のホットドッグ（¥610）や温泉

卵ドライカレー（¥930）、本物の富士山の隣で食べるフジヤママグマカレー

（¥1,050）などなど様々なメニューをご用意！

メンズアイテムを中心に開発しています。ヘルメットやシールド、バイザー、グロー

ブ、 アパレルなど、オートバイに関係するアイテムを幅広く展開しています。

TOKYOから発信し続けること20年以上、国内のみならず、海外のバイカー達に

も愛用いただいています。今や当たり前になった「スモールジェット」もダムトラッ

クスが最初にヒットさせたヘルメットです。業界のリーディングブランドであり続

けるために、スタッフ一同 今日も面白いことをアタマに思い描きながら商品開発

に取り組んでいます。カラーバリエーション豊富なヘルメットやシールドで組み合

わせは無限大。ダムトラックスのアイテムで、ぜひ想像性あふれる“自分オリジナ

ル”をつくってみてください。間違いなく “DAMMTRAX IS FASHION”です！

ダムフラッパーは女性バイカーのため

のブランドです。ヘルメットのサイズの

みならず、ファンデーションが付いて

も目立たないベージュ色の内装など、

細部に至るまでアイデアを盛り込みな

がら展開しています。カラーバリエーションが豊富なシールドやバイザーで、自分だけのオリジ

ナリティ溢れる組み合わせが無限大で可能です。“オートバイに乗る”を前提につくられている

アパレルは、そのデザインと機能性から、おかげさまで女性バイカーに大好評。「クールで使い

やすい」「バイカーのことを理解してくれている」と、“今までなかった感”を評価していただいて

います。よく使われているデザインのモチーフは「蝶」。華麗に変化する「蝶」には、私たちダムト

ラックス社スタッフからお客さまへの「さらに オシャレな“バイクがあるライフスタイル”を楽し

んでもらいたい」という想いがこめられています。

世界中のLOVEバイカーに送るペア

ブランド「ダム＆ラックス」。『彼と彼

女のラブメット」「親と子のラブメッ

ト」をテーマに、基本はメンズサイズ

とレディースサイズを用意して、お揃

いで使ってもらうといいな～というデ

ザインを作っています。「彼（彼女）と

お揃いでかぶってみたいな」というデザインがありましたら、是非是非教えてく

ださい。そして、一緒に『ラブメット』ブランドを盛り上げてください。

ダムキッズは「親子でオシャレな

“バイカー家族”がいたらカッコイ

イよね！？」 という会話から生ま

れた子供向けのヘルメットブラン

ドです。子供用だからってサイズ

が小さいだけのヘルメット、普通のデザインのヘルメットでは、つまらない！ダムトラックスが子

供用ヘルメットをつくると、こんな風になります。お父さんとお揃いのデザインで決めたりもでき

ます。キッズだけじゃなくて、頭のサイズが小さい“レディースバイカー”にもかぶれて、好評です。

BRAND LABELS
ブランドレーベル

DAMMTRAX CAFE
ダムトラックスカフェ

ツーリングの名所箱根ターンパイク

DAMMTRAX × MX

BLASTER-KAI



もちろんブラスターコブラにも、ブラスター
専用設計の「エラスティックシールド」は
着用可能。雨の中を走らなければなら
ないシーンでおおいに活躍。

メガネをかけていてもインナーサンバイ
ザーは使用可能！

65

「ブラスター」のリニューアルに伴い、もちろん「ブラスタ

ーコブラ」も「ブラスターコブラ-改」に進化。ビジュアル

は変わらずに性能は大幅アップ！帽体中央のゴツい２

本ラインがスポーティなイメージをさらに高めている。

もちろん、ダックバイザー（別売）やゴーグルを合わせれ

ば、ブラスターの個性はさらにアップ！アナタだけのス

タイルで楽しんでほしい。

根 強 いDAMMTRAXフ ァン の 声 に お 応 えし、

「BLASTER-改」のインナーサンバイザー内蔵モデルが

登場！その名も「BLASTER PILOT」。

「BLASTER-改」のヴィンテージMXフォルムをそのま

まにインナーサンバイザーを内蔵したことにより、さら

にダークヒーロー感を増した「BLASTER PILOT」は、

頼もしい戦闘パイロットの風格も兼ね備えたフルフェ

イスヘルメットです。インナーサンバイザーを収納しオ

ーバーゴーグル装着やダックバイザー装着でMXスタイ

ルと個性豊かに楽しむことが出来ます。

DAMMTRAX × INNER SHIELD

DAMMTRAX × RACING

BLASTER PILOT

BLASTER COBRA-KAI

極太ツーラインがインパクト抜群！

安全面で意外に重要なチンガード。
転倒時の定番負傷「アゴ砕け」を防止。

WHITE MAT BLACK BLACK BLUE

¥19,800(税込)
ブラスターパイロット Mサイズ

（57cm～58cm）
Lサイズ
（59cm～60cm）

ワンタッチ
コネクタ

全排気
量適合

SG規格
適合 ダックバイザーP.30オーバーグラスゴーグルP.31専用シールド P.29

¥18,150(税込)
ブラスターコブラ -改 Mサイズ

（57cm～58cm）
Lサイズ
（59cm～60cm）

ワンタッチ
コネクタ

全排気
量適合

SG規格
適合 ダックバイザーP.30オーバーグラスゴーグルP.31専用シールド P.29

※インナーサンバイザー端部のロゴシールは剥離可能です。視界
　に干渉する場合は取り除いてください。

※メガネの形状や大きさによってはインナーサンバイザーに干渉
　する場合があります。ご購入前に店頭にてお確かめください。

BLACK GRAY BEIGE GLOSS GRAY FLAT BLACKOFF WHITE

ブラスター -改ベースなので超軽量



フォルムのムダな部分を削っていき、ひと
回り小さくする事に成功！それでも内部の
サイズ感は同じだからラクにかぶれる。

耳アテはファスナーが付いており、自由に
着脱可能。
暑い夏には外して快適にと、季節に合わ
せてオールシーズン使用可能！

87

シンプルなシルエットを持っている「バブルビー」。従来

より小さめのボディを新開発し、バブルシールドも定番

のカタチとはちょっと違ったオリジナルフォルムとなっ

ている。ありそうでなかったサイズと形状を持つ、コダ

ワリがいっぱい詰まったヘルメットなのだ！ボディは小

さくても着用サイズは変わらないのでキツくない。現行

のDAMMTRAX商品の中で比較しても、「実際にかぶっ

た時にコレが一番ラク」という意見多し。シールドは開

閉式で、グラデーションアンバーを標準装備。実用性も

バッチリ兼ね備えている、使い勝手の良いアイテムだ。

「気軽にかぶれるハーフヘルメットがいい！」「でも雨も

風も心配だからシールドも欲しい…」そんなワガママバ

イカーの声にお応えして開発されたのが、このバブルビ

ーハーフ。つまりこれぞ「いいとこ取りヘルメット」！半

帽タイプのヘルメットにはゴーグルを合わせるもの…と

いう常識を覆し、ヘルメット本体に開閉式シールドを一

体化。しかも目だけでなく顔全体を覆うバブルシールド

なので、ふつうのシールドジェットと遜色無い防風性

能。さらに着脱式の耳アテも追加し、オールシーズン対

応で隙の無い仕上がりに。　ヘルメット自体も、ずっぽ

りと深くかぶれる設計で、フィット感、シルエットともに

文句なし！ありそうでなかった、他ではお目にかかれな

い機能性ハーフヘルメット！

DAMMTRAX × NEW STYLE

FRONT

SIDE

※比較しているのは2014年までダムトラックスの
　メインだったヘルメット「JET-J」

PEARL WHITE MAT BLACK

MAROON

PEARL BLACK

PEARL IVORYGLOSS GRAY

交換用シールド P.29125cc以下適合SG規格適合 ワンタッチ
コネクタ

フリーサイズ
（57cm～60cm未満）¥9,900(税込)

バブルビーハーフ

交換用シールド P.29SG規格適合 全排気量適合 ワンタッチ
コネクタ

フリーサイズ
（57cm～60cm未満）¥13,200(税込)

バブルビー

BLACK MAT BLACKWHITE

別売りの交換用シールドで
カラーチェンジ可能

DAMMTRAX × COMPACT

BUBBLE BEE HALF

BUBBLE BEE

グロスグレーだけは
ライトスモークの
シールドがデフォルト

シールドはバブルビーと同形状



デザイン上での大きな特徴であるバイ
ザー、そしてイヤーカバーも脱着可能なの
で、ファッションや季節に合わせた着こな
しを楽しめます。

左後頭部には、デニムパンツのポケット
そっくりなパッチを追加。
ハッキリ言って、カワイイ以外なんの役に
も立ちません笑

109

ビンテージ感の高いフォルムで、雰囲気バツグンの人気

ヘルメットが「バンディット」。通常のヘルメットよりも深

く被ることができるので、オールドバイカーのような雰

囲気を出すことが可能。また、キャップバイザーとイヤ

ーカバーは取り外しできるので、スタイルや季節に合わ

せた着こなしができるのも大きな魅力となっている。そ

して、さらにゴーグルも付属！と、まさにいたれりつくせ

りの豪華なヘルメットなのである。

レザータイプのバンディットに対し、その名の通り表面

にデニム生地を使ったのが「バンディットデニム」。革張

りや布張りのヘルメットは数多くあれど、総デニム張り

のヘルメットはそうそうありません！世界初…ではない

かもしれないけれど、新しくておもしろいモノ好きのあ

なたにはぜひとも！もちろんバイザーやゴーグル、イヤ

ーカバーも付属しているので、ファッションやその日の

気分に合わせていろいろなスタイルを楽しむことがで

きる。

DAMMTRAX ×DENIM

DAMMTRAX × VINTAGE

BANDIT DENIM

BANDIT

デニムバイザー P.30125cc以下適合SG規格適合 ワンタッチ
コネクタ

フリーサイズ
（57cm～60cm未満）¥14,300(税込)

バンディットデニム

バンディットゴーグル P.31125cc以下適合SG規格適合 ワンタッチ
コネクタ

フリーサイズ
（57cm～60cm未満）¥14,300(税込)

バンディット

BLACK BROWN IVORY

付属のクラシカルなゴーグルは
人気のため単品でも発売中。

通常のバンディットと同じく、バイザー、
イヤーカバー、ゴーグルは全て脱着可能。

DENIM



BLACK FLAT BLACKWHITE

¥17,600(税込)
アキラ SG規格適合Mサイズ

（57cm～58cm）
Lサイズ
（59cm～60cm） 全排気量適合 専用シールド P.29

M、Lサイズとも外観は同サイズ

ホホ周りはホールド感重視で
ややキツめに設計 MAT BLACKMAT BLACK

REDRED ORANGEORANGE GLOSS GRAYGLOSS GRAY

BLACKBLACK

IVORYIVORY

WHITEWHITE

後頭部が文字通りアヒルの
尻尾の様な形状のダックテール！

雨の日だけはシールドが欲しい…という
方でも安心！後からシールドも追加でき
る！特にトイシールド(固定式)と、専用設
計のAPシールド（開閉式）がオススメ。
本カタログP.28、P.29にそれぞれ掲載。

APTOY

REVELにはスカルやクロスなど、人気の
モチーフばかり集めた特製ステッカーが
同封されており、自由にカスタマイズが
可能だ。自分好みにカスタムして、世界
にひとつだけのヘルメットを作ろう！

1211

¥8,800(税込)
レベル 125cc以下適合SG規格適合 ワンタッチ

コネクタ
フリーサイズ
（57cm～60cm未満）

2003年に発売され、即日完売となったフルフェイスヘ

ルメット「AKIRA」。視界開放型フルフェイスのため、ジ

ェットヘルメットの開放感は残しつつも、事故で砕けや

すいアゴはしっかりガード。ロゴマークすら無い完全無

地なのも、シンプルにかぶれて人気の秘密。他には無い

近未来的なフォルムは、SRやハーレーなどのストリート

バイクやアメリカンはもちろんのこと、ビッグスクータ

ーやスーパースポーツにだって！個性的でありながら、

オールマイティに被りこなす事が出来る、アナタ次第で

どんなスタイルにもハマるAKIRA、これこそが新世代

フルフェイスの決定版だ！

ワイルドな外見で、アメリカンやストリートバイク乗りか

ら支持を集めるダックテールヘルメット。ハーフヘルメッ

トの定番だが、ダムトラックスによって生み出された、今

までにないデザインの新たなダックテールがこの

「REVEL」だ。まず注目すべきが、サイドからバックへと

緩やかに流れるライン。このラインが、サイドと比べて

深めの作りとなっているバックの造形を生み出し、アウ

トロー感をより強調している。もちろん安全面も抜かり

はない。ハーフヘルメットの中には、装飾品として販売さ

れるなど、安全性に疑問のあるものも多いが、REVELは

新SG規格に適合しており、安心して被ることができる。

DAMMTRAX × NEO RETORO

DAMMTRAX × DUCK TAIL

AKIRA

REVEL



通常のアゴひもとは別に、アニマルヘル
メットには後頭部にもうひとつ、リング状
になるベルトを追加。このベルトを首輪
に通しておけば、万が一ヘルメットがはず
れても遠くへ飛んでいきません！

雨天時に本領を発揮する、オリジナルの「サ
ッシモール」！モール下部が外側にせり出す特
殊形状だ。ヘルメット表面から流れ落ちる雨
を、まるで「雨どい」のように左右へ逃がす！ 
目に入り込むわずらわしい雨を大幅に軽減！

1413

従来のジェットヘルメットでありがちなのが、かぶった

時の、ヘルメットが浮いているような頭でっかちなシル

エット。せっかくバイクもファッションもカッコよくキメ

たのに、これじゃカッコ悪い…。そんな悩みを解決して

くれるのが、ダムトラックスの人気アイテム「JET-D」！

前作の「JET-J」よりもさらに深く被れる新帽体を採用

し、頭にぴったりとフィットすることで、頭部の小さいス

リムなシルエットが実現しました。もちろんSG規格適

合製品なので、安全性もバッチリ。

※写真はメンズサイズ

GLOSS GRAY

SG規格適合 全排気量適合レディースサイズ
（57cm～58cm）

ワンタッチ
コネクタ

メンズサイズ
（57cm～60cm未満）¥9,900(税込)

ジェットディー

ワンタッチ
コネクタ

小型犬用サイズ
（12cm）

装飾品
危険ですので公道走行はご遠慮下さい。¥4,950(税込)

アニマルヘルメット

ネコちゃんにもピッタリはまる！

PEARL BLACK PEARL IVORY

MAT BLACK MAROON ORANGE

PEARL WHITE

BLACKWHITE

大人気！アニマルヘルメット。

小型犬にぴったりサイズ！大

好きなわんちゃんやネコちゃ

んと一緒ならツーリングの楽

しさ倍増！

レディースサイズの内装は
ベージュカラー。
ファンデが付い
ても目立たない！

DAMMTRAX × PET

DAMM&RAX × SIMPLE

ANIMAL HELMET

JET-D



トランクスペースに入らなくてハンドルにひ
っかけておくしかない！…使い始めてか
ら発覚しがちな落とし穴。シールドを含
め幅を取らない設計なので、原付の収
納スペースにもスッポリ納まるから安心！

内蔵型ジェットにも関わらず、パッと見た
だけでも分かる程コンパクトでスマートな
シルエットにサイズダウン成功！

1615

機能性バツグンなシールド内蔵型ジェットヘルメット

における２つの欠点、それは「重さ」と「大きさ」。帽体内

部にシールド収納構造を持つが故に諦めざるを得ない

問題なのだが、ついにその必然的欠点を克服！内装構

造やシールド構造も抜本的に見直す事により、当初目

標を大幅に超えた0.97kgという数値を実現！シール

ド内蔵型にも関わらず、軽量ジェットの代名詞である

JET-Dよりも、さらに軽くなってしまいました。

SG規格適合SG規格適合 全排気量適合全排気量適合 内装手洗い可内装手洗い可ワンタッチ
コネクタ
ワンタッチ
コネクタ

キッズサイズ
（54cm～56cm）

レディースサイズ
（56cm～57cm未満）

交換用シールド P.29

¥13,200(税込)
エアマテリアル

¥9,790(税込)
バードヘルメット レディースサイズ

（57cm～58cm）
ワンタッチ
コネクタ

メンズサイズ
（57cm～60cm未満）

内装手
洗い可

全排気
量適合

SG規格
適合

※写真はレディスサイズ

BLACK

MAT
BROWN

WHITE MAT
BLACK

MAT
GREEN

FLAT
GUNMETAL

MAROON

AIR BLUEIVORY

FLAT 
BLACK

BLACKOFF 
WHITE

※比較しているのは2014年発売した以前の
　シールドジェットモデル「PATRIOT」

PATRIOT AIR MATERIAL

ストリート系デザインの多いダムトラ

ックスでは珍しい、シャープ&ソリッド

なシールドジェットヘルメット。その名

の通り、滑空する鳥を彷彿とさせるシ

ルエットが魅力！もちろんシールドは開

閉可能。さらに内装を取り外して洗え

るので、夏場の長時間ライディングで

も清潔さをキープ！メタリックかつ目

立ちすぎない7つのカラーでリリース！

シールドジェットヘルメット
としては異例の…
なんとたったの1.02kg！

DAMM&RAX × CONDOR

DAMM&RAX × INNER SHIELD

BIRD HELMET

AIR MATERIAL

シールドは指1本で
内部に収納可能。



WHITE BLACK MAT 
BLACK

BROWN GRAY 
BEIGE

GLOSS 
GRAY

専用シールド P.29

ファンデーションが付いても目立ちにくい
ベージュ内装はそのままに、かぶった際に
外から見える部分だけブラックに変更す
ることで小顔効果を追加！内装にも工夫
を積み重ねて進化させています。

ヘルメット本体と同じ生地張りのバイザ
ーは、ベルクロ式だからカンタンに脱着
できちゃう！さらにイヤーカバーもジッパー
で取りはずせるようになったよ！ファッショ
ンや季節に合わせたスタイルにしよう！

1817

レトロな帽体がオシャレな可愛いチェック柄のヘルメッ

ト「スクールチェック」 ♥　ネイビーとレッドの２色展

開なので好みの色をチョイス。さらにアメカジの定番ヒ

ッコリーストライプ柄も選べるようになったよ！ゴーグ

ル付属やバイザー取り外し可能など魅力満載♪ハーフ

ヘルメットだけどイヤーカバー付きなので、ウィンター

シーズンも含めて通年使えるのもうれしいポイント。ジ

ョルノ、ビーノやベスパなど、かわいいスクーターに乗っ

ている女子に特におすすめ！チェックヘルメットでオシ

ャレを楽しもう！

バンディットゴーグル P.31SG規格適合 ワンタッチ
コネクタ

レディースサイズ
（57cm～58cm） 125cc以下適合¥14,300(税込)

スクールチェック

SG規格適合レディースサイズ
（56cm～57cm未満） 全排気量適合 ワンタッチ

コネクタ¥11,000(税込)
フラッパージェット ファイナリー

F.J.NEXT F.J.FINALLY

※比較しているのは前モデル
　「フラッパージェットネクスト」

ブランド初期から続く、ダムフラッパーのシ

ンプルジェットヘルメット「FLAPPER JET 

シリーズ」。前モデルの「FLAPPER JET 

NEXT」がさらにバージョンアップ！後付け

のセパレートタイプだったシールドを、ヘルメ

ット本体と一体化。シールド開閉機構は残し

つつ、左右でビス止めしているから走行中も

ガタつかない！内装もリニューアルしフィット

感アップ。本体重量も100gのダイエットに成

功！好評だったコスメチックパールカラーは

今回も引き続き採用されました。

無地の本体に控えめなワンポイントだから
オトナ感あるファッションにも合わせやすい。

ゴーグルは単品でも発売中

RED NAVYHICKORY

ニューカラーのヒッコリー

DAMMFLAPPER × SIMPLE

DAMMFLAPPER  × TARTAN

FLAPPER JET FINALLY

SCHOOL CHECK



動物たちはヘルメットのうしろまでグルッ
と山積み！人気ランキング上位の愛され
アニマルズ！たまにおもしろい表情のこも
混ざってるぞ。

クラシカルでオシャレな雰囲気を演出し
てくれる耳当ては自由に着脱可能なので、
夏でも涼しく快適に使用できます。

2019

「カリーナ」のハーフタイプ。深く被れるので頭にしっか

りフィットして、被り心地はとっても快適。また、開閉可

能なクリアシールドはそのままに、着脱可能な耳当てな

ど、機能面もさらに充実!もちろんSG規格適合なので、

気になる安全面もバッチリ！カリーナの持つかわいらし

さ、機能、そして安全性はそのままに、ハーフタイプへと

変身を遂げたカリーナハーフ。カワイイものが大好きな

スクーター女子にぜひ！

レディース用ヘルメットなのにカッコいい系

のデザインばかり。もっとかわいいヘルメッ

トが欲しい、そんなガールズバイカーたちの

声に応えて作られたのが、この「カリーナ」！

山積みされた愛くるしい動物たちが、女子た

ちの心を掴んで離しません。また、走行時に

紫外線や風圧などから大事な顔を守ってくれ

るクリアシールドが標準装備。他にもファン

デがついても目立たないベージュの内装な

ど、女子に嬉しい機能が盛りだくさんです。

SG規格適合 ワンタッチ
コネクタ

レディースサイズ
（57cm～58cm） 125cc以下適合 おそろいグローブ P.32交換用シールド P.29¥10,450(税込)

カリーナハーフ

SG規格適合レディースサイズ
（57cm～58cm） 全排気量適合 ワンタッチ

コネクタ おそろいグローブ P.32交換用シールド P.29¥13,750(税込)
カリーナ

BLACK/RABBIT

WHITE/CAT WHITE/DOG WHITE/RABBIT

BLACK/PANDA

WHITE/PANDA

BLACK/DOGBLACK/CAT

BLACK/RABBIT

WHITE/CAT WHITE/DOG WHITE/RABBIT

BLACK/DOGBLACK/CAT

合わせるなら絶対に
カリーナグローブ！

モノトーンデザインに
マッチする
クリアーシールド。

DAMMFLAPPER × ANIMALS

DAMMFLAPPER × KAWAII

CARINA

CARINA HALF



FLOWER JETのアクセントとなっている
ブラウンのリムカバー。柔らかな色合い
が、味のあるヘタうまイラストとぴったり
マッチして、商品の持つかわいらしいイメ
ージを作り出しています。

ヘルメットもグローブも、バイクだけにし
か使わないアイテム。この２つのデザイ
ンを合わせておくだけで、ライディング時
のコーデがカンタン完璧に♥

2221

ガールズバイカーに大人気のモチーフ「バタフライ」を

大胆にデザインしたジェットヘルメット。シールドが標

準装備になっていて、便利さ大幅アップ！専用シールド

はグラデーションアンバーで、ヘルメットのグラフィック

にもピッタリ！しかも、ヘルメットのカラーリングは全部

で４色あり、すべてパールカラーを採用。まさに女の子

必見のヘルメットとなっているんです！

ヘタうまイラストがなんともいえない味を出している「フラワージ

ェット」。グラデーションアンバーのシールドを標準装備し、もち

ろん開閉OK！！かわいいイラストにぴったりのカラーリングの

他、ブラウンのリムラバーなど細部にこだわったデザインで好評

を得ている。しかもこのフラワージェット、じつはダムトラックス

歴代１位の売上げを誇る大人気のヘルメットなんですよ！

光を取り込み、視界が明るくなる
グラデーションアンバーシールド

SG規格適合レディースサイズ
（57cm～58cm） おそろいグローブ P.32交換用シールド P.29全排気量適合 ワンタッチ

コネクタ¥14,850(税抜)
ニューチアーバタフライ

おそろいグローブ P.32交換用シールド P.29SG規格適合 全排気量適合 ワンタッチ
コネクタ

レディースサイズ
（57cm～58cm）¥13,200(税込)

フラワージェット

MAT BLACKPEARL WHITE PEARL IVORYPEARL BLACK

PEARL PINK PEARL BROWN AIRY BLUE MAROONCHAMPAGNE GOLD

この2色は内装の
肌に触れる部分が
ベージュの特別仕様。

GRAYBEIGE

PURPLEPINK

BROWN

9カラーの豊富なラインナップ！

DAMMFLAPPER × FLOWER

DAMMFLAPPER × BUTTERFLY

FLOWER JET

NEW CHEER BUTTERFLY



ストレート型の
開閉シールドをプラス

帽体の縁は装飾としてメッキモールが使
われており、高級感を演出。
キッズ用でも妥協のない、本格的な作
りとなっています。

センターラインがワイドになり、より元気
でポップなデザインへと進化したポポ
エイト。センターのロゴと、日光に当たっ
た時にキラキラと光るフレークがオシャレ
さを引き立てています。

2423

ポップなカラーリングで描かれた「7」の文字が可愛らしい、スモールタイプのジェットヘルメッ

ト。男の子にも女の子にも似合うように、バランス感ある配色のカラーバリエーションをご用意。

女性でも似合うデザインでガールズバイカーにも大好評！大人から子供まで多くのライダーに愛

されてます！もちろん新SG規格に適合しており、子供用だからこそ安全面も抜かりなし。

「ポポセブン」が、さらなる進化を遂げ「ポポエイト」に！

好評だった帽体はそのままに、UVカット仕様の開閉式

シールドを装備。デザインもセンターラインをワイド化

＆サイドロゴをスポイルするなど、ポップなテイストを

残しつつスポーティーに一新。カッコかわいい見た目

は、男の子と女の子、どちらにもオススメ！

交換用シールド P.29SG規格適合 全排気量適合 ワンタッチ
コネクタ

キッズサイズ
（54cm～57cm未満）¥11,000(税込)

ポポエイト

表面に散りばめられたフレークがキラキラ光る！

IVORY/BLACK IVORY/ORANGEIVORY/PINK

SG規格適合 全排気量適合 ワンタッチ
コネクタ

キッズサイズ
（54cm～57cm未満）¥9,350(税込)

ポポセブン
おすすめグローブP.32おすすめシールドP.29

 PEARL BLACK  PEARL IVORY PEARL WHITE

DAMMKIDS × LUCKY

DAMMKIDS × EVOLUTION

POPO 7

POPO 8



大人用の超人気ヘルメット「スピードウィ
ール」のデザインを、そのままキッズヘル
メットにしました！

ハーフヘルメットだけれどイヤーカバーが
デフォルトで付いているから、冬場でも
耳が痛くならない！
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ダムトラックス史上最長の超ロングセラージェットヘルメット「スピードウィール」。その人気のデ

ザインを落とし込んだキッズサイズのジェットヘルメットが、この「ポポウィール」だ！男の子向け

のブルー、女の子向けのピンク、そして定番ブラックの3カラー。全てパールカラーで、子供だけで

なく大人のガールズバイカーにも人気あり！リーズナブルな上にストリートにばっちりハマるジェ

ットヘルメットです！

開閉シールドによって、気分はまるで戦隊ヒーロー！！そ

んなキッズ用ヘルメットが「ポポGT」。帽体はハーフジェ

ットタイプで、さらにワンタッチコネクトを採用してい

るのでキッズでも着脱は簡単。シンプルなソリッドカラ

ーとスター＆チェッカーパターンの2パターンをライン

ナップし、男の子はもちろん、女の子にだって似合っち

ゃうオールマイティなヘルメットなのだ！

¥9,350(税込)
ポポウィール

おすすめシールド P.29SG規格適合 全排気量適合 ワンタッチ
コネクタ

キッズサイズ
（54cm～57cm未満）

交換用シールド P.29¥11,000(税込)
シングルカラーポポジーティー

¥11,880(税込)
チェック&スター SG規格適合 ワンタッチ

コネクタ
キッズサイズ
（54cm～56cm）

125cc
以下適合

BLUE STARBLACK STAR PINK STARWHITE STAR

BLUEBLACK PINKWHITE

PEARL BLUEPEARL BLACK PEARL PINK

クリアカラーのアイシールド

ヘルメットの形状はポポ7やポポ8と同型

DAMMKIDS × ROCK

DAMMKIDS × HERO

POPO WHEEL

POPO GT
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BLUE

SHIELD SHIELD

CLEAR18 LIGHT SMOKE19

LIGHT SMOKE17

SMOKE20 RAINBOW22GOLD21

CLEAR15 SMOKE16

開閉可能なアダプターを装着したミラー加工シールド。紫外線を強力に跳ね返し、眩しさをカット！！
ロッキン アップダウン デ ミラー バブルシールド ¥4,620（税込）

ロッキンバブルシールドに開閉可能なアダプターを装着！このシールドだけで開閉できる大人気商品。
ロッキン アップダウン デ バブルシールド ¥4,070（税込）

シールドベルト付きでブレや飛散防止。そして、くもり防止加工とUVカット加工を施した人気商品！
ロッキン バブルシールド ¥3,080（税込）

SMOKE2 PINK4LIGHT SMOKE3CLEAR1

シールドベルト付き!
★シールド装着時のブレ防止！
★飛散（脱落）防止！

シールドの穴にベルトを通
し、ベルクロベルトをしっか
り止めてドットで固定するの
で、自由に取り外し可能！

BLUE

PINK

AMBER
PINK
(CLEAR BASE)

BLUE
(CLEAR BASE)

BLUE

AMBER

YELLOW

BLUE

少し小さめのシールド。顔周りを
スッキリさせたい方におススメ！

トイ シールド
¥2,200（税込）

 CLEAR

 LIGHT SMOKE

 SMOKE

 AMBER

 YELLOW

グラデーションカラーでオシャ
レなイメージのトイシールド。

グラデーショントイシールド
¥3,080（税込）

紫外線を強力に跳ね返し、眩し
さをカット！

ミラートイシールド 
¥3,080（税込）

BLUE

 FLASH
(CLEAR BASE)

マッハシールドのグラデーショ
ン。色鮮やかでさわやかな印象
のオシャレ度UPシールド！

グラデーション マッハ シールド
¥2,750（税込）

マッハシールドにミラー加工。
紫外線を強力に跳ね返し眩し
さをカット！

ミラー マッハ シールド
¥3,300（税込）

マッハシールドに開閉可能なア
ダプターを装着！

アップ ダウン デ マッハ シールド
¥3,300（税込）

BLUE

マッハシリーズ

ガッチャシリーズ

YELLOW

PINK

PINK

スタードットを使用した、ガッ
チャマンみたいなシールド。

ガッチャ シールド
¥2,420（税込）

ガッチャシールドに開閉可能
なアダプターを装着。このシー
ルドだけで開閉できる！

アップ ダウン デ ガッチャ シールド
¥4,400（税込）

開閉可能なグラデーションガ
ッチャ。

アップ ダウン デ グラデーション 
ガッチャ シールド
¥5,500（税込）

ロッキンバブルシリーズ

光の一番強い黄色を吸収する
ので、晴れている時などのまぶ
しさを軽減します。

BLUE/GREEN

目の保護を第一に、視覚の変化
が少ないので自然な感覚で運転
することができます。

CLEAR

光を取り込み、視界が明るく
なるので曇りや夜間などの
走行に最適です。

YELLOW/AMBER

まぶしい光をミラー加工により
光量を減らすので、晴天時など
に適しています。

MIRROR

様々なシーンに適応しやすい、
広範囲カバー型のミラー加工。
透明に近く、表面にシャボン玉
　　　のような光沢。

FLASH MIRROR

光をほぼ均一に吸収するので、
光による緊張、疲労などを減ら
す作用があります。

SMOKE/BLACK

朝-Morning-

夜-Night-

くもり-Cloudy- 晴-Clear-

光のまぶしさを構成する部分を
カットするので遠景がシャープ
に見えます。少し暗くても安心。

RED/CHERRY

カラーを通して変わる視界がひと目でわかる！

カラーガイド

アンチフォグ加工で
寒くてもくもらない！

もちろん
UVカットも!

アップダウンタイプも！
手軽&便利で大人気の
開閉アダプタ搭載型。

SMOKE CLEAR CLEAR  LIGHT SMOKE

開閉も出来るバイザー
付きバブルシールド。

フリップアップ
バブルシールド
¥3,300（税込）

シャープな印象の、バイ
ザー付き開閉シールド。

フリップアップ
シールド2
¥3,080（税込）

レトロ形状のフラットシ
ールド。5点どめタイプ。

フラットコンペ
シールド
¥3,300（税込）

GRADATION PINK

ダムのシールドは
全てUVカット!

トイシリーズ

 PINK

ガッチャシリーズは全て
ドットにスターの刻印を
施した特別仕様！
※ガッチャシリーズのドットは外せません。
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ジェットマスク ¥1,980（税込）

バイク乗りならバイク乗りらしいマスクを！と思いリバイバルされた製品。
・鼻と口周りを全面的にカバー。その下に隠れる形で不織布マスク等の着用も可能。多
重防御でさらに対ウイルス効果アップ！
・アルミ製ノーズプレートだからユーザーの鼻の形ピッタリに変形させて調整できる。
運転時の振動でずり落ちてくるトラブルを防止!
・ジョギングやスポーツにも最適。口鼻周りの空間を広く設計されているので通常のマ
スクに比べ呼吸が断然ラク！
・かすれ刷りのビンテージストライプでブラックとグリーンの2展開

ダスターマスク ¥2,200（税込）

ダックバイザー キャップバイザー

BLACKストライプ GREENストライプ

ジェットエス装着時 ポポエイト装着時 アキラスピーディー装着時 アキラ装着時 ポポセブン装着時 ポポウィール装着時

SHIELD VISOR・MASK

交換用シールド
JPSシールド
¥3,080（税込） 皆様からのリクエストにより作られたアキラ

用シールド! アキラの独特なフォルムにピッ
タリはまるカーブを実現。開閉タイプなの
で、シールドフルフェイスの様にかぶれる!

APシールド ¥3,080（税込）

バードシールド
¥2,750（税込）

ポポGTシールド
¥2,200（税込）

エラスティックシールド

¥4,180（税込）
CLEAR ,  SMOKE

¥4,400（税込）
FLASH CLEAR

¥2,970（税込）

CLEAR , LIGHT SMOKE , 
GRADATION AMBER

¥3,300（税込）
FLASH CLEAR

¥3,300（税込）

CLEAR , LIGHT SMOKE , 
GRADATION AMBER

¥3,630（税込）
FLASH CLEAR

¥3,300（税込）

CLEAR , LIGHT SMOKE , 
GRADATION AMBER

¥3,630（税込）
FLASH CLEAR

フラワージェットシールド 

バブルビーシールド ニューチアーバタフライシールド

GRADATION
AMBER

 CLEAR  LIGHT
SMOKE

FLASH
CLEAR

LIGHTSMOKE GRADATION AMBER CLEAR
LIGHTSMOKE GRADATION AMBER CLEAR

 LIGHT SMOKE CLEAR

SMOKE FLASH CLEAR CLEAR

JET-S、POPO8
アキラSPEEDY
交換用シールド

アキラ用シールド　　ポポセブン、ポポウィールにもピッタリ！

バードヘルメット交換用シールド

バブルビー、バブルビーハーフ
交換用シールド

ブラスター
ブラスター改
用シールド

フラワージェット
交換用シールド

ニューチアーバタフライ、レトロモダン
カリーナ、カリーナハーフ 交換用シールド

ポポGT、NEWラビー
交換用シールド

 LIGHT SMOKE SMOKE CLEAR

GRADATION
AMBER

 CLEAR

 LIGHT
SMOKE

FLASH
CLEAR

フラッパージェットファイナリー
交換用シールド

GRADATION
AMBER

 CLEAR

 LIGHT
SMOKE

FLASH
CLEAR

ロングバイザー デニムバイザー¥1,980（税込）

寒さ、花粉、日差し、排気ガスを低減します。両脇にドットが
付いているヘルメットに簡単に装着可能。2連ボタンになって
いるので、2段階位置調節が可能。鼻部分のメタルプレートで
サイズを微調整できます。

ガーゴイルマスク
¥1,980（税込）

バンダナのように後ろで結
ぶストリートスタイル。…に
みせかけ、実は外側から見
えない部分にゴムバンド
が。装着しやすくてはずれ
にくい！

ヘルメットと顔のスキマ
にさしこみ、密着させる
タイプのマスク。従来
の、顔自体やヘルメット
に装着するタイプとは
抜本的にちがう完全新設計！立体縫製
で顔のカーブに密着。なのにヘルメット
をしたまま着脱できるのが、このマスク
だけの快適ポイント！口、鼻部分にエア
ポケットを作り、マスク特有の息苦しさ
もナシ。フリース素材が首もとまで覆
い、下方向からの風の侵入もシャットア
ウト。通常のジェットヘルメットだけで
なく、イヤーカバー付ハーフヘルメット
や、シールドジェットにも装着可能。

アヒルのクチバシのようなダックバイザー。
装着するとジェット
ヘルメットがオフ
ロードタイプ
に変身！

通気性の良いメッシュ
地のサワヤカなバイ
ザー。ベルクロで固定
するので、ヘルメット
を選ばず取り付けで
きます！

クラシックテイスト漂うロングバイザー。日差
しを防ぎながらも開放感があるので街乗りに
最適です！他には無いカラーが斬新！

バンディットデニムの、
めずらしいデニム生地製
バイザー!
ベルクロ取付
タイプだから、
ヘルメットを
選ばず装着できる。

¥1,980（税込） ¥1,430（税込） ¥1,320（税込）

DENIM  BLACK BLACK BLACK  PINK

WHITE/
CLEAR

WHITE/
LIGHT SMOKE

BLACK/
CLEAR

BLACK/
LIGHT SMOKE

MAT BLACK/
CLEAR

MAT BLACK/
LIGHT SMOKE

BROWN/
CLEAR

BROWN/
LIGHT SMOKE

GRAY BEIGE/
CLEAR

GRAY BEIGE/
LIGHT SMOKE

GLOSS GRAY/
CLEAR

GLOSS GRAY/
LIGHT SMOKE

DAMMTRAXの交換用シールドは
どれもコイン１つで簡単交換可能！

ファイナリーシールド
¥3,300（税込）

シールド
固定用
ビスリング
セット

P.1
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定番人気のフラワーグローブ！手の甲に大きくフ
ラワーのモチーフを配置。女性らしいカラーリン
グは全部で５色。フラワージェットと合わせて着
用して可愛くキメちゃおう♪手首はマジックテープ
固定式なので簡単に脱着可能◎。いまどきグロー
ブでは必須項目のタッチパネル対応加工も！メッ
シュ生地と合皮で、機能性と安全性の２つを考え
て作られた、ガールズバイカーの為のグローブ！

GOGGLES GLOVES

その名の通りジョッキー用のゴーグル。
目の周辺を完全にカバーするのでバイク
にピッタリ！！花粉症対策にもオススメ！

ジョッキーゴーグル
¥2,530（税込）

ノーズ部分で半分に折りたためる特
殊設計フレーム。小さくできるから持
ち運びに便利！

307ゴーグル
¥3,850（税込）

「BANDIT」シリーズ付属の人気ゴー
グル。 通常のBLACKに加え、メッキ
バージョンもご用意。レンズは
CLEARとLIGHT SMOKEの2色か
ら選べる！

バンディットゴーグル
¥3,080（税込）

メガネの上からかけられるゴーグル！
UVカット&アンチフォグ加工済み。
ベルトには滑り止め付きなので、ずり
落ちてくる心配無し！

オーバーグラスゴーグル
¥5,500（税込）

※レンズ両面に保護フィルムがついて
おります。お剝がしの上、ご使用ください。

※メガネの形状や大きさによってはゴーグル
内に収まらない場合があります。
ご購入前にお確かめ下さい。

SMOKE

BLACK/CLEAR

IVORY/SMOKE

IVORY/CLEAR

ニューフラワーグローブ
サイズ：レディースフリー

¥5,280（税込）

バタフライグローブ
サイズ：レディースフリー

¥5,280（税込）

¥5,280（税込）

¥5,280（税込）

カリーナグローブ
サイズ：レディースフリー

キッズグローブセブン
サイズ：キッズ

おそろいヘルメット P.21

おそろいヘルメット P.20

おそろいヘルメットP.21 P.22

おそろいヘルメット P.2３

ダムフラッパーを象徴する「羽ばたくバタフラ
イ」。そのアイコンモチーフをあしらったグロー
ブが、約10年ぶりに待望のカムバック！ 今回
はご好評のフラワーグローブと同じ設計を採用
し、機能性も快適性もよりパワーアップ☆
ニューチアーバタフライのヘルメットと一緒に
走ってね！

大人気のカリーナヘルメットにピッタリなグ
ローブが登場！ワンちゃんネコちゃんウサギ
ちゃんの3匹みんなが、仲良くプックリとプリン
トされてるよ(^^)　だからどの動物柄のヘル
メットにもマッチしちゃう！もちろんマジック
テープやメッシュ生地などのポイントは他２つ
のグローブと同じ!

 WHITE WHITEBEIGEBEIGE BLUEBLUE BLACKBLACKPINKPINK

 WHITE WHITEBEIGEBEIGE BLUEBLUE BLACKBLACKPINKPINK

 WHITE WHITEBEIGEBEIGE BLUEBLUE BLACKBLACKPINKPINK

初のキッズ用グローブ。基本設計はレディース
用グローブを踏襲。サマーシーズンも快適な
メッシュ素材で、子供でも取り外しカンタンな
マジックテープ式。いまどきはコドモだってス
マホもタブレットも当たり前、もちろん指先は
タッチパネル対応加工。ポポセブンヘルメット
の3色と対応した、3カラーのラインナップ。

 WHITE WHITEBEIGEBEIGE BLACKBLACK

着用したままスマホをはじめとし
たタッチパネルを操作できる！ 
これでいちいちグローブを脱ぐ煩
わしさがなくなって、バイクライフ
がさらに快適に！スマホで地図を
見ている時など特に効果発揮!
※タッチパネル対応加工は、人さし指と中指の先端です。タップやスワイプ、
　ズームに適していますが、文字入力等の細かい操作には適していません。

3種のグローブそれぞれに同じモチーフのヘルメ
ット！両方とも、バイクだけにしか使わないアイテ
ム。この２つのデザインを合わせておくだけで、
ライディング時のコーデがカンタン完璧に♥

BLACK/LIGHTSMOKE

BLACK/CLEAR

BLACK/LIGHTSMOKE

BLACK/CLEAR

ダムの
ゴーグルは
全て
UVカット!

図の手囲い一周の長さが18cm前後の手に
ちょうどのサイズです。
目安として9～12歳
の平均的な手に
適しています。

キ
ッ
ズ
グ
ロ
ー
ブ

サ
イ
ズ
参
考
図
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ITEM ITEM

バイクのフレームとヘルメットを
ガッチリ施錠！

ヘルロック
¥1,100（税込）

一回り大きなサイズ。
いろんな用途に。

ビッグヘルロック
¥1,320（税込）

使い勝手の良い
60mmのミニタイプ

ミニヘルロック
¥990（税込）

彼女のヘルメットも
一緒にロック。ケー
ブルの長さはなんと
約100cm

ヘルロックケーブル
¥1,320（税込）

アキラ等Dリングで装着す
るのが面倒なアナタに!
ワンタッチコネクトに付け替
えれば楽々着脱可能に！！
(ヒモ幅2cmまで対応)

ワンタッチコネクト
¥1,100（税込）

タンデムバッグ

バイク音にかき消えない高音域を実現!φ3.5mmピン
ジャックなので、スマートホンや音楽プレーヤー、ポー
タブルナビ等広範囲機器に使用可能!更に、ケーブル一
体型ボリューム調整デバイス搭載なので、本体をポケッ
トに入れたままでボリューム調整可能！

ヘルメットスピーカー
¥2,640（税込）

大きすぎるヘルメットを
ピッタリフィットサイズに
できるスグレモノ！ 使い方
は内側に貼付けるだけだか
ら超簡単！

サイズスポンジ
¥220（税込）

はずした途端にジャマになるグローブ
もラクラク持ち運び！

グローブホルダー
¥2,860（税込）

従来のライディングブーツといえば、派手なカラーリングで、なにやらゴテゴテしいフォルム
のものばかり。これらはバイクに乗っているときはかっこいいけど、降りた途端に足元が浮い
てしまいますよね。バイクに乗っていない時だってオシャレでいたい！そんな多くのガールズ
バイカーの願いを叶えてくれるのが、この「FLAPPER CINDY BOOTS」です！くるぶしま
で隠してくれるハイカット仕様の他、簡単に脱ぎ履き可能なサイドファスナーや、足首バック
部分に動きやすいストレッチ素材を使用するなど、ライディングブーツとしての機能を充分に
兼ね備えたこちらのブーツ。これだけ機能性を持ちながらフォルムはあくまでシンプルで、タ
ウンユースでも全く違和感がありません。幅広いシーンで使えるフラッパーシンディーブー
ツ、オシャレなガールズバイカーならマストです！

フラッパーシンディブーツ
サイズ： 22.0cm , 22.5cm , 23.0cm , 23.5cm , 24.0cm , 24.5cm

¥16,500（税込）

装着図

 NORMAL  BLUE  AMBER  YELLOW  SMOKE

 NORMAL  BLUE  AMBER  YELLOW  SMOKE

 NORMAL  BLUE  AMBER  YELLOW  SMOKE

 NORMAL  BLUE  AMBER  YELLOW  SMOKE

NORMAL  GOLD GUN METAL

SOLD OUT
SOLD OUT

ヘルロックシリーズ ドットシリーズ

BLACK SILVER YELLOW

80m
m

BLACK SILVER

60m
m

GOLD

9
0m
m

BLACK SILVER YELLOW

BLACK SILVER

80m
m

YELLOW

POINT
盗難防止！ヘルメット
をロック！メットイン
の無いバイクはヘルメ
ットの盗難被害多数。
ヘルロックシリーズは
暗証番号を自分で決め
られるから安心！

ヘルロックケーブル
なら2個いっぺんに シールドを着けないときはドットボタン！

ワンポイントでヘルメットに差をつけよう！

3個セットで¥550（税込）

クロスドット

スタードット

スカルドット

ウィールドット

フラッシュドット

サイド部はファスナーになって
いるので、いちいち靴紐を解く
必要もなく脱ぎ履きが簡単♪さ
らにファスナー上部は合皮のフ
ラップ付きなので愛車を傷つ
けません。 POINT

11mmの薄型設計だから
ヘルメットの内装に取り付
けても邪魔になりにくい！

ステップ部にヒールが引っかか
るので滑る心配もなし！さらに
5cmと言う通常のライディング
ブーツよりも高いヒールで美脚
効果も望めます。

弓なりにカーブしたグリップで、子供が長時間にぎっていても疲れにくい。本体と繋ぐベルトを限界
まで短くし、左右のブレを軽減。グリップの引っぱり強度955N！メインポケットには防水ファス
ナー採用。スマホ等の精密機器を入れたままの雨天走行でも安心。

デオドラント インナーパッド ¥1,320（税込）
とにかくムレて不潔に臭くなりがちなのがヘルメットの悩み。ニオイの元となる菌の繁殖を抑えます。
汗をかいたり、汚れても大丈夫！まるごと洗濯機で洗えます。5カ所の面ファスナーでヘルメット内
側に装着。ズレずに固定。※内装生地の種類によりくっつきづらい場合があります。

タイヤにオリジナルの絵や文字が描
き放題なタイヤ専用マーカー！

タイヤレター
1本¥880（税込）

YELLOW

BLUE

WHITE

PINK

水に強くゴムに優しい。シンナー等
のタイヤをいためる薬品が入ってい
ないので安心!

SINGLE

UNIT

シーンに合わせカスタムできる、
圧倒的収納量の「ユニット」

シンプルで使いやすい、ベーシックタイプの
「シングル」

¥7,150（税込） ¥9,900（税込）

3つのバッグは、ベルト本体から取
りはずし可能！ベルクロ式で着脱
自由自在。それぞれ独立したウエ
ストバッグとして機能。バッグ取り
はずし後のベルト本体も、単体の
タンデムベルトとして使える！

加速
ブレーキング

しっかりつかまれる場
所がない、もしくは無
理に車体につかまる場
合、慣性力が働き非運
転者の体は加速とブ
レーキングの度に前後
に激しく揺れます。こ
れは支点や重心が不
安定なため。そしてこ
のブレは車体全体の重

心も不安定にし、
操舵性の低下、
事故の危険性を

高めます。

繰り返し吸水、気化可能な
高吸水性特殊繊維

ヘルメット内の熱

気
化
冷
却表面はディンプル加工の

特殊編みメッシュ生地
冷却を持続気化を助長

断面イメージ

水分を冷却効果に変換するので、事前に濡らしてから
ご使用いただくと、より強力な冷却効果が得られます。

さらに冷たく!
汗

生理クーラー理論による気化冷却システム

後頭部までしっかりカバー
リアウィングを延長加工。
フルフェイスやジェットヘルメットでの
使用でも安心のカバー率。

リアウィングを延長加工。
フルフェイスやジェットヘルメットでの
使用でも安心のカバー率。

旧形状

新形状
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ITEM ITEM

ピストルオイルライター
¥2,530（税込） A,B,Cは¥2,750（税込）

ダムトラックスとダムフラッパーのメルメットを完全再現した、ダムトラックスとキューピーのコラボレーションストラップ！
ストラップとしてはもちらん、イヤホンジャックアクセサリーとしても使用できます！ダムトラックスのヘルメット愛用者は
もちろんバイカーなら１つは欲しくなってしまうこと間違い無し！！！

キューピー キーホルダー
¥880（税込）全20種類

ダムキーリング
¥880（税込）

塩ビ素材のダムト
ラックスオリジナル
キーホルダー！

ソフトダム
キーホルダー
¥550（税込）

直径12.5cmのビッグ
サイズコースター。
ゴム製で固い瓶のフタ
を開けるのにも活躍！

コースター
¥440（税込）

グローブをしてても点火しやすいタイプ！アンサーガスライター ¥1,100（税込）

RED BROWN CB C

裏面

A

B

WHITE

REDYELLOW

BLUE

BLACK

A B C

1 3

3種のアイテムを携帯で
きるキーリング！

キーホルダーツール（ゼロ）
¥880（税込）
缶切り、ナイフ機能が付いている！

多機能ツール
¥660（税込）
ハサミ、爪研ぎ、
ピンセット、ナイ
フ、爪楊枝が全て
セットに！

アクリルキーリング（LOZ）
¥1,100（税込）¥1,100（税込）

アクリルキーリング（SQU）

¥660（税込）
モーターサイクルソフトキータグ ¥660（税込）ラウンドコインケース

¥550（税込）
オーバルコインケース

マネークリップ、爪研ぎ、ナイフ機能が付いている！
裏面のフックでベルトやポケットに固定可能。

マネークリップツール
¥1,100（税込）

FE G

JH I

裏面

CA B

RED ORANGE YELLOW GREEN

ジェット-ジェイ

BROWN/
GOLD

SILVER/
BLACK

WHITE/
BLACK

NAVY/
GOLD

ニューチアーバタフライ

PINK GRAY BEIGEPURPLE BROWN

フラワージェット

AIRY BLUE P.BLACK P.WHITE P.PINKP.BROWN P.IVORY

スピードウィール-ジェイ

IVORY/
BLACK

IVORY/
ORANGE

BROWN/
IVORY

YELLOW/
BLACK

WHITE/
BLACK

BLACK/
PINK

SOLD OUT

SOLD OUT

SOLD OUT
SOLD OUT

SOLD OUT
SOLD OUT

カンバッジ コレクション ¥330（税込） ブリキ製　A.25mm B.30mm

ピンズ J,M
Q
R,S,T
U

¥770（税込）
¥550（税込）
¥660（税込）
¥880（税込）

A-1 A-2 A-3 A-4 A-5 A-6

A-7 A-8 A-9 A-10 A-11

A-12 A-13 A-14 A-15 A-16 A-17

B-1 B-2 B-3 B-4 B-5 B-6

B-7 B-8 B-9 B-10 B-11

B-12 B-13 B-14 B-15 B-16 B-17

UR S TQJ M

GFE

イヤホンジャック
アクセサリーにも！
(φ3.5mm対応)

←

ストラップに！

←
A

B

C

D

ワンハンド ガスライター ¥1,320（税込）

CB

トリガーを引くと炎が
ボッ！ でも実は点火
するのは銃口じゃなく
て上部のココ。知らな
い人は絶対だまされ
ちゃうギミック！
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STICKER STICKER

D-07
w:4.5 h:3.5

D-08
w:3.7 h:5.4 

D-14
w:5.2 h:8 

D-16
w:5 h:8 

ダムトラックスステッカーシート ¥550（税込）
※図柄ごとにハサミやカッターでカットしてご利用下さい。

ダムステッカー ALL¥220（税込）
サイズ単位：cm サイズ：15cm×11cm

ステッカーデカール ALL¥330（税込） 図柄によって異なりますが、おおむねビックリマンシールに近いサイズ。ヘルメットにピッタリの大きさ！

#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10

#11 #12 #13 #14 #15 #16 #17 #18 #19 #20

#21 #22 #23 #24 #25 #26 #27 #28 #29 #30

#31 #32 #33 #34 #35 #36 #37 #38 #39 #40

#41 #42 #43 #44 #45 #46 #47 #48 #49 #50

#51 #52 #53 #54 #55 #56 #57 #58 #59 #60

#61 #62 #63 #64 #65 #66 #67 #68 #69 #70

#71 #72 #73 #74 #75 #76 #77 #78 #79 #80

#81 #82 #83 #84 #85 #86 #87 #88 #89 #90

#91 #92 #93 #94 #95 #96 #97 #98 #99 #100

#101 #102 #103 #104 #105 #106 #107 #108 #109 #110

#111 #112 #113 #114 #115 #116 #117 #118 #119 #120

#121 #122 #123 #124 #125 #126 #127 #128 #129 #130

#131 #132 #133 #134 #135 #136 #137 #138 #139 #140

#141 #142 #143 #144 #145 #146 #147 #148 #149 #150

#151 #152 #153 #154 #155 #156 #157 #158 #159 #160

#161 #162 #163 #164 #165 #166 #167 #168 #169 #170

#171 #172 #173 #174 #175 #176 #177 #178 #179 #180

#181 #182 #183 #184 #185 #186 #187 #188 #189 #190

#191 #192 #193 #194 #195 #196 #197 #198 #199 #200

#201 #202 #203 #204 #205 #206 #207 #208 #209 #210

#211 #212 #213 #214 #215 #216 #217 #218 #219 #220

#221 #222 #223 #224 #225 #226 #227 #228 #229 #230

#231 #232 #233 #234 #235 #236 #237 #238 #239 #240

#241 #242 #243 #244 #245 #246 #247 #248 #249 #250

#251 #252 #253 #254 #255 #256 #257 #258 #259 #260

#261 #262 #263 #264 #265 #266 #267 #268 #269 #270

#271 #272 #273 #274 #275 #276 #277 #278 #279 #280

#281 #282 #283 #284 #285 #286 #287 #288 #289 #290

#291 #292 #293 #294 #295 #296 #297 #298 #299 #300

#301 #302 #303 #304 #305 #306 #307 #308 #309 #310

#311 #312 #313 #314 #315 #316 #317 #318 #319 #320

#321 #322 #323 #324 #325 #326 #327 #328
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