rh+は当時ヘルメット・サングラスメーカーのBRIKOでデザイナーを務めた
アルベルト・ブリリョーネ氏によって、2001年に設立されました。
rh+という名前は、全ての人に受け入れてもらえるブランドであるために…と、
RH血液型でその大半を占めるRH+型を例え付けられました。
スポーツ・イノベーション・スタイル・イタリアンビジョンの4つの主な企業理念の下に開発されています。
EHX6072 Z-ALPHA
メーカー希望税抜価格 ¥21,000

最高水準のエアロダイナミクスとベンチレーション
を備えたヘルメットです。アールエイチプラス
が生んだ先進のエアロダイナミック・デザインが
エアロダイナミクスを次の次元に引き上げました。
Z Alphaは従来のヘルメットに比べ、ベンチレーション
とエアロダイナミクスにとても優れています。新しい
Power FIT EVO フィッティングシステムを搭載。
（54-58）、L/XL
（58-62）
・サイズ：XS/M
・重量：265g
（ XS/M ）、315g
（L/XL ）

JCF 公認取得

04 シャイニーブラック /
マットブラック /
マットブラック

02 シャイニーホワイト /
シャイニーホワイト /
マットブラック

小型化したダイヤルアジャスター
と、強化された後部サポー卜に
より後頭部をしっかりサポート
します。
また上下3段階のスライドで、ヘル
メッ卜の完全なフィッテイングが
可能です。
05 シャイニーホワイト /
シャイニーレッド /
マットブラック

POWERLOGICLAB

01 シャイニーブラック /
シャイニーイエローフルオ /
マットブラック

〈限定品〉
06 シャイニーグリーン /
シャイニーホワイト /
マットブラック

Z ALPHA PROJECT

高いベンチレーション性能とエアロダイナミクスを兼ね備えた、
エアロダイナミックヘルメット
Z Alpha は、エアロダイナミクスとベンチレーションの最適なコンビネーションを実現したヘルメットです。
rh+ の研究・開発部門であるパワーロジック・ラボで風洞実験を重ね、
通気性を維持しながら突出したエアロダイナミクス性能を発揮するようにデザインされました。

エアーフロー

スムーズな空気の流れを作る形状

エアロダイナミックデザイン

ヘルメットの内側に空気を通して
後部から熱を効率的に排出

ホットエアーエクストラクター

通気効果の高い穴により熱を排出

パワーロジック・ラボでの風洞実験

@WANTY-GROUPE GOBERT
※組付け作業は事故防止のため、必ず専門店にお任せください。 ※表示の重量はメーカー発表の設計重量で、実際と異なる場合があります。

※製品につきましては、予告なく仕様・税抜価格等を変更することがあります。※製品の色は印刷のため実物と異なる場合があります。※製品の写真は量産品とは仕様・デザイン等が異なる場合があります。

EHX6055 ZY
メーカー希望税抜価格 ¥17,000

後頭部に ｢Y ｣の文字がデザインされたZY は、イン
モールド＆インジェクテッドテクノロジーによって
ヘルメットに高次元の耐久性を確保。また帽体に
フレームを内蔵し、万が一の事故時にもヘルメット
が粉砕しない様に、内部から補強しています。
ダイヤル式アジャスターに加え、縦方向に3段階スラ
イドを可能にした ｢パワーフィットダブルシステム｣
を採用。高いフィッティング性能を備えます。
（54-58）、
L/XL（58-62）
・サイズ：XS/M
（ XS/M ）、290g
（L/XL ）
・重量：240g

JCF 公認取得

NEW
59 シャイニーブラック /
カーボンルック /
ブリッジシャイニーイエローフルオ

29 マットブラック /
ブリッジシャイニーイエローフルオ

24 マットブラック /
アローシャイニーブラック

36 マットホワイト /
ブリッジマットブラック

48 マットホワイト /
ブリッジマットレッド

従来の横方向のダイヤル式アジャ
スターに加え、縦 方向に3段階
スライドさせることが可能になった
新しい調節システムです。
この革新的な超軽量アジャスター
は軽さとフィッティング性能、快適
な通気性を実現する重要な機能
を備えています。

〈限定品〉
22 マットブラック /
アローシャイニーホワイト

〈限定品〉
21 マットブラック /
アローシャイニーレッド

NEW
EHX6077 LAMBO
メーカー希望税抜価格 ¥16,000

LAMBO（ランボ）はエアロダイナミクスを最適化
するために、アウターシェルと内部の両方に最適な
空気の流れを作り出すデザインを採用しています。
また、新しいYディバイダーの採用により煩わしい
ストラップの調整が不要です。そしてPower FIT
EVOダイヤルアジャスターによりフィット感は完璧
です。LAMBOは今年のツール・ド・フランスでワン
ティチームによって使用されました。
（54-58）、
L/XL（58-62）
・サイズ：XS/M
・重量：250g
（ XS/M ）、270g
（L/XL ）

01 シャイニーブラック /
シャイニーレッド

JCF 公認取得

02 シャイニーホワイト /
シャイニーブラック

03 マットブラック /
ダークシルバー

09 シャイニーブラック /
シャイニーイエローフルオ

08 シャイニーホワイト /
マットダークグレー

〈初回オーダー限定〉
07 チームワンティ

EHX6074 Z-Epsilon
メーカー希望税抜価格 ¥14,000

流線型のシルエットと、人間工学に基づいたフィッ
ティングを備えたヘルメット。軽量性と優れた
ベンチレーションで、プロのアスリートからアマ
チュアまで、幅広い層で使用可能なモデルです。
（54-58）・L/XL
（58-62）
・サイズ：XS/M
・重量:240g
（ XS/M ）、
270g（L/XL ）

JCF 公認取得

03 マットブラック /
シャイニーレッド /
マットブラック

小型化したダイヤルアジャスター
と、強化された後部サポー卜に
より後頭部をしっかりサポートし
ます。また上下3段階のスライド
で、ヘルメッ卜の完全なフィッティ
ングが可能です。

06 マットブラック /
シャイニーイエロー /
マットブラック

NEW
15 マットブラック /
マットカーボンルック

10 マットブラック /
シャイニーホワイト /
マットブラック

EHX6075 Z-Zero
メーカー希望税抜価格 ¥8,000
※2018年1月1日より新価格¥8,500となります。
シンプルなエントリーモデルでありながら、軽量で
優れたベンチレーション機能を備えています。

（54-58）・L/XL
（58-62）
・サイズ：XS/M
・重量:230g
（ XS/M ）、
255g（L/XL ）

JCF 公認取得

01 マットブラック

従来の横方向のダイヤル式アジャ
スターに加え、縦 方向に3 段 階
スライドさせることが可能になった
新しい調節システムです。この革新
的な超軽量アジャスターは軽さと
フィッティング性能、快適な通気
性を実現する重要な機能を備え
ています。

02 マットホワイト

NEW
11 マットブラック /
マットレッド /
マットカーボンルック

03 マットイエローフルオ

NEW
15 マットイエローフルオ /
マットブラック

アイコン説明
ディバイダー
ストラップに備えたアジャスターがヘルメットの素早い装
着を可能にします。
ヘルメットを装着し、バックルを締めた後はアジャスター
を調節するだけです。
反射材
夜間走行時にも安心の、暗い場所でもよく反射するリフ
レクトステッカーを使用しています。
収納バッグ
持ち運びにも便利な収納袋。

鋳造技術
独自の鋳造技術 ” インモールド & インジェクテッドテク
ノロジー ” によって、ヘルメットに高次元の耐久性と軽
量性を与えます。
この独自の製造方法は成型工程においてダブルモールド
を使用することでポリカーボネートを熱成形することを
可能にしています。
インナーフレーム
高強度のポリスチレンフレームが内蔵されています。
重度の事故に遭遇した際、ヘルメットが粉砕してしまわ
ない様、内側から補強しています。

ロウワーリング
ダブルモールドによって成形されたポリカーボネートの
ロウワーリングがヘルメットに高い強度を加え、事故に
よる衝撃からあなたを守ります。
また、路面に置いたり、擦り付けてしまった際の摩耗か
らヘルメットを守ります。
鋳造技術
独自の鋳造技術 ” インモールド & インジェクテッドテク
ノロジー ” によって、ヘルメットに高次元の耐久性と軽
量性を与えます。
この独自の製造方法は成型工程においてダブルモールド
を使用することでポリカーボネートを熱成形することを
可能にしています。

※組付け作業は事故防止のため、必ず専門店にお任せください。 ※表示の重量はメーカー発表の設計重量で、実際と異なる場合があります。

※製品につきましては、予告なく仕様・税抜価格等を変更することがあります。※製品の色は印刷のため実物と異なる場合があります。※製品の写真は量産品とは仕様・デザイン等が異なる場合があります。

