
Kabuto
Childmet Series

オージーケーカブト  チャイルドメットシリーズ

株式会社オージーケーカブト
〒577-0016 大阪府東大阪市長田西6丁目3-4
Tel. 06-6747-8031  Fax. 06-6747-8023

www.ogkkabuto.co.jp/

※サイズはあくまで目安です。製品の設
計により同じサイズ表示でも装着感
が異なる場合があります。ご購入の
際は必ず一度ご試着ください。

※重量は当社計測による参考重量のた
め、実際の重量と若干異なる場合が
あります。

※価格および製品の仕様は、予告なく
変更する場合があります。

※撮影、印刷の条件により、実際の色調
と異なることがあります。
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私たちオージーケーカブトは、
すべての子どもを守るため、法律で義務化される前から、

子ども用自転車ヘルメットを作り続けています。

「ものづくりへのこだわり」と
「安全設計」という基本性能向上のスローガンを胸に、

自転車を安心して楽しんでいただくために。

かぶろ、カブト。

やさしい未来のために
カブト、かぶろ。
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「 か わ い い 」か ら

「 か っこ い い 」ま で

充 実 の ラ イン ナップ 。

アクティブに動き回ってもズレにくいヘルメット
はやんちゃな男の子にぴったり。兄弟でカラー
＆プリントを取り入れるとポップな印象に。

Coordinate

右：FR・ミニ・2

左：FR・キッズ

フラットブラック

スターホワイト

数々のファッション誌で活躍する人気ママスタイリ
ストの玄長（げんちょう）なおこさんが、アクティブ
なキッズにぴったりなヘルメットとのコーディネー
トを考えてくれました。webサイトでもコーディ
ネート案を展開中。是非チェックしてみてください！

人気スタイリストによる
キッズコーディネートもチェック！

child.ogkkabuto.co.jp/
こちらからアクセス
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※ 製品の対象年齢はだいたいの目安です。子どもの成長度合いで変わります。

※ ヘルメットは頭に対しサイズが大きすぎても小さすぎてもしっかり守れません。必ずぴったりサイズを選びましょ
う。（とくに幼児期の1歳～2歳、2歳～3歳は頭部も大きく成長しますのでご注意ください。）

ソフトシェル

ヘルメットには
「ソフトシェル インモールド」「ソフトシェル」「ハードシェル」の

3タイプがあります。
いずれのタイプも安全性は変わりません。

子どもの頭囲は身長と同じようにグングン大きくなります。
ヘルメットは成長に合わせてフィットするサイズを選びましょう。

年齢＆サイズチャート シェルタイプについて

ハードシェル

頑丈設計により、同乗時や子どもが自分で
自転車に乗る時にも安心。スポーツシーン
でもしっかりハードに使えます。

丈夫さにこだわり。

軽量ながら厳しい試験をクリアしており、幼
児同乗器から、お子様が自分で運転するま
で幅広く対応。首の負担も軽い。

軽量にこだわり。

ソフトシェル インモールド

外側のソフトシェルと衝撃吸収ライナーを
一体成形する製法で、ヘルメット自体が軽く
コンパクト。取り扱いも簡単。

軽量コンパクトにこだわり。

L
サイズ

M
サイズ

S
サイズ

XS
サイズ

XXS
サイズ

STARRY スターリー P.21 AILE エール（Mサイズ） P.22

FR-MINI 2 FR・ミニ・2 P.12PINE パイン P.10

PICOT ピコット P.08

AILE エール（Lサイズ） P.24 BRIGHT-J1 ブライト・J1 P.26

WR-J WR-J P.27

FR-KIDS FR・キッズ P.18

PAL パル P.14 DUCK ダック P.16

CHAMP チャンプ P.20

歳 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

サ
イ
ズ

XXS
サイズ

XS
サイズ

S
サイズ

M
サイズ

L
サイズ

頭囲 45～47cm

頭囲 47～51cm

頭囲 54～56cm

頭囲 55～58cm

オージーケーカブトのヘルメット「チャイルドメット」シリーズ
および「スクールメット」シリーズは、すべて自転車用ヘルメッ
ト・SG安全基準合格品です。

頭囲 49～54cm
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商品名 PICOT ピコット

価格 オープン価格

サイズ 45〜47cm

規格 SG基準

参考重量 220g

年齢のめやす 12ヶ月〜2才くらい
※1才未満の乳児は使用しないでください。

ピコット

「自転車用ヘルメットが大きくて赤ちゃん
に合わない」というママの声から生まれた

『PICOT（ピコット）』。赤ちゃんの負担が減
るよう、小さなリンゴ1個分、220gという軽
さとコンパクトさの世界最小サイズ*。
赤ちゃんとの自転車お出かけデビューに。

キッズデザイン賞 2020年度
審査委員長特別賞 受賞商品

XXS ソフトシェル インモールド

*2020年7月SG基準AA人頭使用認証・当社調べ

マットラベンダー
ベージュ

ドロップ
ホワイト

youtube
動画

webサイト
商品ページ

ママの声から生まれた
いっちばん小さな
“ファーストヘルメット”
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商品名 PINE パイン

価格 オープン価格

サイズ 47〜51cm

規格 SG基準

参考重量 230g

年齢のめやす 1〜3才くらい
※1才未満の乳児は使用しないでください。

色鮮やかなヘルメットが目立つよう、
合わせるアイテムはベーシックカラーで
落ち着いた雰囲気にするとグッド！

ラビットピンク

ホエールネイビー

ベアーブラウン

フラミンゴレッド

ドルフィンブルー

ミンクベージュ

Coordinate

XS ソフトシェル インモールド

パイン フラミンゴレッド

パイン

カジュアルでもシックでもいろんなコーデに
馴染んでくれる『pine（パイン）』。
フルーツみたいなカタチで子どももすぐにお
気に入り。
簡単サイズフィッティング機能付きのシン
プルなマットカラー、6色からどうぞ。 

youtube
動画

webサイト
商品ページ
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ドット柄が可愛いヘルメットをかぶるなら、
ジャンパースカートやブラウスで
とびきりキュートにコーディネートするのが
おすすめ。

Coordinate

XS ハードシェル

FR・ミニ・2 マーブルドットホワイト

FR・ミニ・2

新たに登場したシリーズ『FR-MINI-2（エフ
アール・ミニ・ツー）』。
キックバイクデビューにもぴったりのラウン
ド形状、コンパクトなハードシェルタイプ。
外して洗える内装パッドは、細菌の増殖を
抑制する「制菌」仕様。

3ピースインナーパッドに繊維製品に
付着する細菌の増殖を抑制する生地
加工技術「DEOFACTOR®」を採用し
ています。

制菌内装パッド

webサイト
商品ページ

商品名 FR-MINI-2 エフアール・ミニ・ツー

価格 オープン価格

サイズ 47〜50cm（未満）

規格 SG基準

参考重量 350g

年齢のめやす 1〜3才くらい
※1才未満の乳児は使用しないでください。

フラット
ブラック

マーブルドット
ホワイト
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商品名 PAL パル

価格 オープン価格

サイズ 49〜54cm未満

規格 SG基準

参考重量 235g

年齢のめやす 4〜6才くらい
※1才未満の乳児は使用しないでください。

色柄アイテムを取り入れて、
イエローのヘルメットをよりポップに！
ヘルメットと小物のカラーを
リンクさせるとおしゃれ。

Coordinate

パル ライムイエロー

パル

“シンプル”を追求した『pal（パル）』。
どんなコーデにも合う、マットカラーで毎日
のおしゃれの幅がグッと広がる。
あごの皮フを挟みにくいバックルカバーやマ
マパパの手を煩わせない、簡単サイズフィッ
ティング機能付き。

webサイト
商品ページ

S ソフトシェル インモールド

youtube
動画

ピーチピンク

ウォーターブルー

マロンブラウン

アップルレッド

ライムイエロー

ベリーネイビー
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カットソーやデニムなど
大人のコーディネートを
そのままマネしたようなスタイル。
ボタニカル柄のヘルメットで
ワンアクセントつけて。

Coordinate

ダック ボタニカルネイビー

ダック

カジュアルなフォルムの『DUCK（ダック）』
は、帽子感覚の軽いソフトシェルタイプ。
一度サイズ調整をすれば簡単にかぶせるこ
とができるので、ママパパもラクラク。
選ぶのがわくわくする5つのグラフィックから。

webサイト
商品ページ

S ソフトシェル

商品名 DUCK ダック

価格
¥4,800（税込 ¥5,280）
ボタニカルネイビー／ユニバーサルブラウン
¥5,000（税込 ¥5,500）

サイズ 49〜54cm未満

規格 SG基準

参考重量 255g

年齢のめやす 4〜6才くらい
※1才未満の乳児は使用しないでください。

リボンドットホワイト

ジェットブラック
ブルー

ハッピースター
アイボリー

ボタニカルネイビー

ユニバーサル
ブラウン
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モンスターがデザインされた
ラウンド形状のヘルメットに、
ロゴ入りロンTとサコッシュを取り入れれば、
即ストリートボーイの完成。

Coordinate

FR・キッズ モンスターレッド

FR・キッズ

スポーツするのに重要なのはフィット性。
ズレたり、不快だったりはNG。

『FR-KIDS（エフアール・キッズ）』はアジャ
スター付きで、スケートやスケボーなどで
ハードに使えるのも嬉しい。インパクトのあ
るグラフィックにも注目して。

webサイト
商品ページ

S ハードシェル

商品名 FR-KIDS エフアール・キッズ

価格 ¥5,200 （税込 ¥5,720）

サイズ 50〜54cm未満

規格 SG基準

参考重量 375g

年齢のめやす 4〜6才くらい
※1才未満の乳児は使用しないでください。

スターブラック

モンスターレッド

スターホワイト

エンブレムフラット
ブラック
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商品名 STARRY スターリー

価格 ¥5,200 （税込 ¥5,720）

サイズ 54〜56cm

規格 SG基準

参考重量 280g

年齢のめやす 7〜9才くらい

商品名 CHAMP チャンプ

価格 ¥5,000 （税込 ¥5,500）

サイズ 50〜54cm未満

規格 SG基準

参考重量 410g

年齢のめやす 4〜6才くらい
※1才未満の乳児は使用しないでください。

スターリーチャンプ

スポーティな本格デザインながらも、元気な
キッズらしさをアレンジしたフォルムが魅力
の『STARRY（スターリー）』。
軽いのはもちろん、エアホールが大きく涼し
いからストレスフリーで走り回れちゃう。

レトロポップなグラフィックがひと際目を引く
『Champ（チャンプ）』。
スマートなデザインの帽体にショートバイ
ザーを装備したキッズヘルメット。
キャップちっくなアクティブさがフィールド
に映えるハードシェルタイプ。

webサイト
商品ページ

webサイト
商品ページ

M ソフトシェルS ハードシェル ホーンブルーツゥインクル
パープル

フラッグブルー

ホーンピンクレインボースター
ホワイト

フレンチミントストックブルー

ティラノブラック
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商品名 AILE エール（Mサイズ）

価格 オープン価格

サイズ 54〜56cm

規格 SG基準

参考重量 250g

年齢のめやす 7〜9才くらい

ホールド感抜群の
超コンパクトデザイン。

エール （Mサイズ）

安全性はもちろん、コンパクトフォルムにと
ことんこだわった『AILE（エール）M』。
やさしく包み込むフィット感が超快適でシン
プル＆スタイリッシュなデザインが人気のヒ
ミツ。Lサイズもあるから、兄弟姉妹でコー
ディネートも楽しめる。

webサイト
商品ページ

M ソフトシェル インモールド トライアングル
ブルー

マットグリッター
パープル

スラッシュホワイト

マットヘリンボーン
ミント
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商品名 AILE エール（Lサイズ）

価格 オープン価格

サイズ 56〜58cm

規格 SG基準

参考重量 260g

年齢のめやす 10才くらい〜

エール （Lサイズ）

ブランドが培ったノウハウを活かし、快適
なフィッティングにこだわった『AILE（エー
ル）L 』。
すっきりフォルム＆コンパクト形状、涼しく
て軽いから、長時間かぶってもノンストレ
ス。兄弟姉妹でコーディネートも楽しめる2
サイズ展開。（Mサイズあり）

webサイト
商品ページ

L ソフトシェル インモールド マットヘリンボーン
トリコ

ドットホワイト

マットスペース
ブラック

ホールド感抜群の
超コンパクトデザイン。
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商品名 WR-J ダブルアール・ジェイ

価格 ¥6,500 （税込 ¥7,150）

サイズ 56〜58cm

規格 SG基準

参考重量 285g（バイザー付き）

年齢のめやす 10才くらい〜

商品名 BRIGHT-J1 ブライト･ジェイワン

価格 ¥7,800 （税込 ¥8,580）

サイズ 55〜57cm未満

規格 SG基準

参考重量 265g（ライト付き）

年齢のめやす 10才くらい〜

WR-Jブライト・J1

大きなバイザーがスポーティでどんなタイ
プの自転車にも似合うのが長年愛され続け
る人気のヒミツ。
サイズフィッティングも簡単確実、軽くて
涼しいみんなの定番モデル『WR-J（ダブル
アール・ジェイ）』

キッズだって、スポーツクラブ活動や習い事
などで暗くなってから走ることもある。

『BRIGHT-J1（ブライト・ジェイワン）』は、
昼夜問わず後頭部の赤色LEDライトで存在
をアピールできる、軽量インモールドタイプ
のスタイリッシュヘルメット。

webサイト
商品ページ

webサイト
商品ページ

L ソフトシェルL ソフトシェル インモールド マリンブルーマットグレース
チェックネイビー

セルバブラック

マリンホワイトティアラホワイト

デジタルブルーバトルブルー キングブラック
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平成20年より道交法で
「幼児および児童（13歳未満）にヘルメット着用の努力義務」が施行されています。

子どもだけでなく、大人もヘルメットをかぶって
しっかり頭を守りましょう。

（児童又は幼児を保護する責任のある者の遵守事項）

■道路交通法 第六十三の十一
「児童・幼児を保護する責任のある者は、児童・幼児を自転車に乗車
させるときは、ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。」

自転車ヘルメット着用の法律

まゆ毛の上から指１本分程度
を目安に、深めにかぶせます。
ヘルメットが水平になるよう
に調整します。

耳をはさんであごひもが“Vの
字”になるように、耳下部分の
あごひもアジャスターで調節
してください。

「あ〜」と口を開けた時、つっ
ぱるくらいの長さにあごひも
の長さを調節。

Point 1 Point 2 Point 3

ヘルメットは水平に 耳の下で“Vの字” 口を大きく開けて調節

ヘルメットのぴったりフィッティン
グには、頭周サイズだけでなく、頭
の形も重要です。実際に現物を試
着して選びましょう。 集計客体数 12,426のパーセンタイル中央値 出典：厚生労働省「H22 乳幼児身体発育調査・頭囲の身体発育値」より

ヘルメットはきちんとフィットしていないと
「もしも」の時に、大切な子どもの頭を守れないことも。
正しい着用方法を３つのポイントで確認してください。

自分でかぶることができる子どもの場合も、大人が必ずチェックしましょう。

メジャーを用意し、頭に回します。
このとき、額と後頭部の出っ張っている部分と、

耳のすぐ上を通るラインを測って下さい。

サイズの測り方 乳幼児の頭周サイズ参考値

正しいかぶり方

１ 自転車は、車道が原則、歩道は例外
２ 車道は左側を通行
３ 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行

■自転車安全利用五則 ４ 安全ルールを守る
・飲酒運転／二人乗り／並進の禁止
・夜間はライトを点灯
・交差点での信号遵守と一時停止／安全確認

５ 子どもはヘルメットを着用

後頭部の
出っ張り部分

耳のすぐ上

額

8カ月 12カ月 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳

平均
+1.6cm

8カ月 12カ月

平均
+2.45cm

12カ月 2歳 2歳 3歳 3歳 4歳 4歳 5歳 5歳 6歳

平均
+1.1cm

平均
+0.85cm

平均
+0.65cm

平均
+0.55cm

51.6
51.0

50.549.7
48.7

46.2

44.6

50.9
50.449.6

48.7
47.5

45.1

43.5

男子
女子

単位=cm

（人差し指と中指をあごとバックル
の間に入れると、皮ふを挟まずに留
められます。）

自転車へルメットの
正しいかぶせ方
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ヘルメットの会社「株式会社 オージーケーカブト」の
ブランド「Kabuto（カブト）」。
子ども用自転車ヘルメット“チャイルドメット”シリーズを
ラインナップしています。

こちらからアクセス

webサイトを
リニューアルしました

child.ogkkabuto.co.jp/

すべてのこだわりは
やさしい未来のために

カブトのヘルメットは子どもからお年寄りま
で、あらゆる世代に寄り添い、安全・安心を
約束します。
わたしたちが目指すのは、やさしさあふれる
未来です。大切な子どもをさまざまな危険
から守るため、さあみんなでカブト、かぶろ。

チャイルドメット スローガン
Childmet Slogan

やさしい未来のために
カブト、かぶろ。

「品質」と「心質」
つねに最高の製品をめざし、

すべての人々に安全と安心を提供します。

MISSION
VISION

VALUES

= Safety Meets SMILE
= Safety Meets STYLE
= Safety Meets SPIRITS

理念
Philosophy

The Quality of 
Heart

Kabuto Childmet Series

こちらからアクセス

人気ママスタイリスト
玄長（げんちょう）なおこさんの
コーディネート案も掲載中！




