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㈱立花自動車用品のカタログ
昭和 46 年 (1971 年 ) 頃

『SHM』の継承
「立花自動車用品製作所」として昭和 41 年 (1966 年 ) に創業し、代表ブランド『SHM』と共に長い歴史を
歩んできた「株式会社 立花」ですが、平成 29 年 (2017 年 ) に廃業、約 50 年の歴史に幕を閉じました。

DIN MARKET COMPANY STORE
SINCE 2006

BUCO COLLABORATION
1st 〜 6th SPECIAL MODEL
SINCE 2007

SHM COLLABORATION
SHM BOY MODEL
SINCE 2009

元々『SHM』
『BUCO』をはじめ、こだわりのヘルメットを取り扱ってきた「GREASYKIDS」
。
その運営元である「有限会社 DIN MARKET」が 10 年以上培ってきたノウハウを生かし、
多くのファンを持つ『SHM』を引き継ぎ、更により良い商品を目指して生産していくこととなりました。
家内制手工業の少量国産製『SHM』の技術と品質は、熟練の職人によって維持しております。
リリースもマーケティングも、雑踏とした時代に左右されることなく、
『SHM』らしい製品を送り出していきます。
【日本人による、日本人のためのヘルメット】のコンセプトはそのままに。
㈱立花のカタログ 平成 5 年 (1993 年 ) 頃

SHM のヘルメットはすべて、自社ファクトリーにて卓越した技術を持つ、日本人の職人が製造しております。

FAC T O RY

DIN MARKET ORIGINAL BRAND
SINCE 2011

DIN MARKET ORIGINAL BRAND
SINCE 2015

そのハイクォリティーなヘルメットは安全性はもちろん、大量生産品では決して成し得ない機能性と優越感を得ることが出来ます。

DIN MARKET
MANUFACTURING VENDOR
SINCE 2016


DIN MARKET ORIGINAL BRAND

DIN MARKET OUR FACTORY

SINCE 2018

Made in Japan by Japanese
SINCE 2018
DIN MARKET で販売しているヘルメットはすべて、製品安全協会の SG (Safe Goods) マークから認証さ
れております ( 排気量無制限 )。SG マークは国が定めた安全基準、及び製品安全協会が定めた認定基準

DIN MARKET は、2006 年に GREASYKIDS STORE をオープンしスタートしました。

に適合しているヘルメットであることを示しています。検査は衝撃吸収性や耐貫通性など多岐に渡って

拘りのあるハイクォリティーなヘルメットを取り扱い、その経過で BUCO や SHM とのコラボレーションモデルもリリースしてきました。

実施され、厳しい基準によって合否が決定されます。ご自身とご家族のためにも安全なヘルメットの着

2011 年にはオリジナルグローブ GMG、その後オリジナルヘルメット GREASER、AVENGER も始め、いちショップからメーカーへと変遷。

用をお勧めいたします。SG マークの詳細につきましては製品安全協会へお問い合わせください。

そして今年 2018 年には SHM を引き継ぐとともに自社工場を立ち上げ、SHM や OEM の製造から販売まで行っています。
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製品安全協会 03-5808-3300 http://www.sg-mark.org/
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SHM HAND STITCH Lot 101
®

DARK SILVER

BLACK

IVORY

SHM HAND STITCH® Lot 101
BLACK / IVORY / DARK SILVER

ヘッダーシールは、ハンドステッチや帽体カラーにマッ
チングするクラシカルなカラーを採用し、細かい部分
にも拘りを表現。

糸は生成りの極太 00 番手を使用。レザーに深く食い込むことで立体感が出てくる。トリムのレザーは、帽体ブラック & ダークシルバーはブラックレザー、帽体アイ
ボリーのみブラウンレザー。

発砲はごま塩グレーでヴィンテージ感を演出。バイア
ス ( 汗止め ) を短くしたりと、従来の SHM より深く被
れるように再設計した。

イヤーパッドもレザー仕様。トリムのレザーに合わせ、帽体ブラック & ダークシルバーはブラックレザー、帽体アイボリーのみブラウンレザー。

1969 年から続く、SHM フラッグシップモデルの復活
Resurrection of SHM ﬂagship model continuing since 1969

DIN MARKET にて継承していく SHM。それにあたって、フラッグシップモデル
であったハンドステッチを『SHM HAND STITCH®」として復活。約 50年、ハン
ドステッチの歴史と実績を積んできたからこそのネーミングは、確固たる自信を
持つ証拠であり、
一針一針丁寧に革に手縫いで縫い合わされた製品は、
ミシンステッ

HAND STITCH Lot101

SG standardized helmet

MADE IN JAPAN

Price：￥25,000 and tax
SIZE：S (55cm 〜 56cm) M (57cm 〜 58cm) L (59cm 〜 60cm)
Color： DARK SILVER / BLACK LEATHER

チやダミーステッチにはない、クラシカルな存在感を放っている。

BLACK / BLACK LEATHER
IVORY / BROWN LEATHER
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SHM
GUNUINE
QUALITY

SHM that we decided to inherit with DIN MARKET. In
order to inherit SHM,
Handstitch that was a ﬂagship model was revived as
"HAND STITCH®". Because SHM who has accumulated the
history and achievements of hand stitching is a proof of
conﬁdence in ﬁrm naming. One needle, one needle
Carefully, the products sewn by hand on the leather are
releasing an overwhelming presence that is not in sewing
machine stitching and dummy stitching.
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GMG CLASSIC

GMG GLOVES CLASSIC SERIES <PLAIN MODEL & DIAMOND STITCH>

最上級のディアスキンはとてもしなやかで、虜になる逸品
Classic ﬂavor gloves made with deerskin
GMG シリーズの中でも、クラシカルな風合いとデザインに特化した「GMG クラシック」
。北米産の上質なディアスキン（鹿革）を使用することで、大人
な雰囲気を持った高級感溢れる仕上がりとなっている。また、ファスナーにはユニバーサル社製を用いることで、より一層クラシカルなデザインに貢献
している。モーターサイクル黎明期を彷彿とさせる秀逸なデザインでありながら、デュポン社のケブラー糸を使用することで、高い耐久性も実現している。
ダイヤステッチは裏地がやや厚めに作られているため、春から初冬にかけて使用できるのも嬉しい。

S/M/L/XL 4sise
Old Gold/Black 2color
Deer Skin Universal Fastener
KEVLER Stitch
Made in Japan

Plain Model

Brand New
Classic Glove

S/M/L/XL 4sise
Camel/Black 2color
Deer Skin Universal Fastener
KEVLER Stitch
Made in Japan

Diamond Stitch
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GMMC-01 プレーン

MADE IN JAPAN

Price : ¥16,000 and Tax Color : オールドゴールド、ブラック
Each Size : S(23cm) M(24cm) L(25cm) XL(26cm)

GMMC-02 ダイヤステッチ

MADE IN JAPAN

Price : ¥16,500 and Tax Color : キャメル、ブラック
Each Size : S(23cm) M(24cm) L(25cm) XL(26cm)

- traditional designs + soft & durable deer skin

- 5 times stronger thread: DUPON Kevlar threads are applied for all gloves

- sophisticate look for everyone

- diamond stitching tecnique + thick liner

- durable zippers supplied from Universal

- can be used for all season
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NE W
COL OR

Founder of the Avenger Helmets brand and
Avenger Helmets ブランドの創立者であり、デ

designer X Robert was born in Paris, France in

ザイナーの X Robert は 1964 年にフランス・

1964.

パリで生まれました。

X Robert, who has participated in a motorbike

14 歳のときからバイクレースに参加し、数々

race since the age of 14 and also has won

のレースで入賞経験もある X Robert は、1989

prizes in numerous races, moved to America ·

年にアメリカ・LA へ移り、メルローズブルー

LA in 1989, and Melrose Bluebird

バードの有名なモーターサイクルアパレル

I started working at a famous motorcycle

ショップで働き始めました。

apparel shop.

LA でバイクに囲まれながら生活する中で、X

While living while being surrounded by

Robert のビンテージバイクに対する情熱は日

motorcycles at LA, X Robert's passion for

に日に大きくなっていきました。

vintage bike grew day by day. His interest did

彼の興味はとどまることを知らず、BSA、HD

not know what to stay and switched on a

パンヘッド、HD ショベルヘッドといったビン

vintage bike such as BSA, HD Panhead, HD

テージバイクを乗り継ぎました。

Shovel Head.

その後一念発起した X Robert は、京都でビン

After that, X Robert, which was developed at

テージアパレルショップを立ち上げ、自らが経

one time, launched and operated a vintage

営しました。

apparel shop in Kyoto.

日本で店舗経営をしているときもビンテージバ

Even when you are managing stores in Japan

イク、ビンテージアパレルやヘルメットへの情

you never forget the passion for vintage bikes,

熱を忘れる事はなく、10 年前には自社ヘルメッ

vintage apparel and helmets,

ト工場を立ち上げました。

We launched a small helmet factory ten years
ago.

モノ作りに対する姿勢は手を抜くことがなく、
ブランドが大きくなりつつある今でも X

Even though the brand is getting bigger, X

Robert 自らが生産コントロール・品質管理を

Robert himself carries out production control

行なうほどです。

and quality control to the extent that it does not
overstand its attitude towards making things.

X Robert は、Avenger Helmets がビンテージバ
イク愛好者やビンテージヘルメット愛好者を満

X Robert is convinced that Avenger Helmet is

足させられる唯一のヘルメットである事を確信

the only helmet to satisfy vintage bike

しています。

enthusiasts and vintage helmet lovers.

BROWN×GOLD

PURPLE

SILVER

FLAMES

RED

MONO

APPROVED FOR MOTORCYCLISTS

70 sのデザインを現代にリビルトした巧みなアートワーク
Bringing back 70s comtemporary designs to SG approved safety helmets

大ぶりなラメフレークやレースペイントなど、当時のチョッパーやホットロッドカーに用いられたペイント技法で現
代にリビルトされた、巧みなアートワークが目を引く逸品。ビンテージ感を再現するためコンパクトなサイズの帽体
を使用しつつも、現代の法規に則り SG 規格をクリアーした、まさに新旧の良い点のみを見事に調和させた逸品。

SG standardized helmet

FLAMES

Price : ¥36,000 and Tax
Size : Free(57cm 〜 60cm 未満)
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- awesome painting techniques like lace painting & lame ﬂake painting
- safety guaranteed SG standard shells
- original AVENGER detachable visor look very old school ﬂavor
-Luxual look cross stitched quilting is used as liner
-4 skulls is the icon for AVENGER HELMETS
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インナーには高級感の漂うクロスス
テッチ仕上げを採用

フロントのヘッダーシールは、職人の
手によってひとつひとつ作られた証

SUPER
CHARGER

INDY500

UNKNOWN

AVENGER HELMETS はデザインからペイントまで一人で製作しています。
どのモデルも数個ずつの製作ですので、ハイクオリティーな仕上がりです。
AVENGER HELMETS is manufactured by one person from design to paint,
mass production is impossible. Every model is made several pieces at a time.

FLAT
HEAD
BLACK

EL
VERDE

DRAG
STER
BLACK

Blizkreig

AVENGER HELMETS ¥36,000 and tax Free Size (57 〜 60cm)
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EL
CHINGON

The 88

SHOVEL
HEAD

KNUCKLE
HEAD

AVENGER HELMETS ¥36,000 and tax Free Size (57 〜 60cm)
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AVENGER GEAR

BACK PACK

NEW
M
ITE

極厚のレザーと 8 号帆布のコンビネーション・バックパック

AVENGER NEW BAG の登場。極厚のレザーと 8 号帆布のコンビネーションで、非常にしっかりした作りになっている。ジェッ
トヘルメット 2 個が入るサイズ設計にしているので、頑丈さと、3 泊分の着替えなども入る大容量が特徴。
入口のポケットは容量に合わせて折り曲げたりできたり、各ストラップも中身の容量によって長さを調節できる。
差し込み式の留め具は、あえてアナログなタイプのものを採用。グローブをしたままでも開閉が可能で、2 つあるアウトポケッ
トはペットボトルやデジカメ、車載工具、マグライトなどなどいろいろ収納できるので、泊りのツーリングなどでも活躍してく
れる。帆布生地は 3 カラー展開で、ブラックのみブラックレザーで、オリーブとサンドはブラウンレザー仕様。
Appearance of AVENGER NEW BAG. With a combination of extremely thick leather and No. 8 canvas, it is very solidly made.
Because it is designed to ﬁt two jet helmets, it features ruggedness and a large capacity that also enters clothes for 3 nights.
The entrance pocket can be folded according to the capacity, each strap can also be adjusted in length by the capacity of its contents.
Adoption of an analog type of dowel fasteners. Opening and closing is possible with the glove still open, two out pockets
can be stored as PET bottles, digital cameras, in-car tools, maglites and so on, so they also work well in touring etc.
Canvas fabric is 3 color deployment, black only black leather, olive and sand brown leather speciﬁcation.

Back Pack

BLACK

Price : ¥33,000 and Tax Size : 46cm×42cm×15cm
Color：Color : ブラック、オリーブグリーン、キャメル

NEW
M
ITE

NEW
M
ITE

AVENGER GEAR

OLIVE GREEN

CAMEL

ONE SHOULDER BAG

無骨なルックスとは裏腹に使い勝手の良さは折紙付き

落ち着いた色合いは、バイクにも服にも合わせやすいです。

Rugged and tough look at the same time very functional
本体素材にカウハイドレザー ( 牛革 )100% を使用した、シンプルで飽きのこないワンショルダーバッグ。裏地には 1000 デニー
ルのコーデュラナイロンを使用することで耐久性を高めている。ブラスバックル、アイレットリング、リベット、YKK 社製ファ
スナーなど、全て信頼性の高い日本製のパーツを使用。本体内部にはスモールポケットを配し使い勝手も考慮されている。

500ml ペットボトルなどに便利です。

One Shoulder Bag

Price : ¥30,000 and Tax Size : 42cm×17cm×10cm
Color : ブラウン、ブラック、ブラック × ブラウン
Made from 100% cowhide leather and simple but excellent look one shoulder bag from Avenger Helmets.
The lining is made from 1000 denir Cordula nylon which can provide perfect strength/endurance.
The parts like brass buckle, eyelet rings, rivets, YKK zipper are all made in Japan known as perfect quality.
On the lining inside, there is small pocket so you can put small stuffs in the pocket which is very useful.

作りがしっかりしているので装着時も安心です。

着替え、ブランケット、ツールバッグ、レインウェア、シェラフも入ります。

４ヶ所のベルト部分の留め具は差し込み式なの
で、グローブをしたままでも開閉ができます。

AVENGER GEAR

CANVAS BAG

質実剛健なキャンバス地が魅力のトート

Original tote bag made with very thick canvas fabric
that has enough strength/endurance.
厚手のキャンバス生地とインディゴブルーのデニム生地を使用して製作されたオリジナルデザインのキャンバスバッグ。
持ち手も含め強度の高いキャンバス生地で作られている為、重い物の持ち運びにも使用可能。
カジュアルなデザインは様々なシーンで活躍してくれるほか、収納力が高くヘルメットバッグとしても使用可能。

Canvas Bag

Price : ¥5,300 and Tax

Size : 51cm×41cm×18cm

Original canvas bag made from rugged canvas fabric + indigo blue denim.
All parts including the handles are made from thick canvas fabric that has enough strength
so you can carry any stuffs, even heavy ones, a helmet too. Stylish look is also attractive.
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AVENGER GEAR

SHORT VISOR

3 スナップ式の汎用ショートバイザー。バイザー部分が他製品よりも
短めに設計しているので、よりヴィンテージ感を演出してくれる。ス
ナップ部分には AVENGER のアイコン、スカルモチーフの箔押し入り。
3 General purpose short visor of snap type. Since the visor part is
designed to be shorter than other products, it produces a more
vintage feeling. In the snap part, icon of AVENGER, entered foil
push of a skull motif.

SHORT VISOR

Price：¥1,500 and tax
Color : BLACK
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BLACK
BROWN RED

FLAKE BLUE

FLAKE GOLD

DEEP RED

IVORY

TWO LINE

60’s PLAIN

'60 〜 '70 年代のホットロッドシーンを彷彿させる
スピード感溢れたスモールジェット

モーターサイクル黎明期を彷彿とさせる
ベーシックかつリーズナブルなモデル

60s-70s look small shell openface helmets

Traditional design inspired by the era when motorcycle culture was emerged

BROWN RED / FLAKE BLUE / FLAKE GOLD / DEEP RED

BLACK / IVORY / MAT BLACK

MAT BLACK

細かな粒状感がきらびやかなフレークに、ポップで深みのあるキャンディーカラー。

ジェットヘルメットにありがちな『マッチ棒』にならずに、深く被れるよう内装の

そこにレーシーなストライプを加えることで、ドラッグレーサーさながらの精悍な
キャラクターをアピールしている。また、スモールタイプのシェルでありながら新
SG 規格をクリアーさせるなど、安全面もしっかりと配慮。イヤーパッドには本革を

仕様を徹底的に研究した。極限のスモールタイプでありながらSG規格をクリアし、
機能性と安全性に優れ、リーズナブルなコストパフォーマンスに絶対的な自信を
持っている。ベーシックなスタイルはビギナーからベテランライダーまで幅広い支
持を得ている。

採用し、ワンランク上の装着感を実現させている。各部に箔押しされた "GREASER"
のロゴが、プライドを持って製品を送り出している自信の表れといえよう。

テンパッドにあしらわれた GREASER
のロゴマーク。隠されたこだわりだ

TWO LINE

SG standardized helmet

Size : Msize(57cm-58cm) Lsize(59cm-60cm)

効果的なアクセントとなる、チンスト
ラップ部分に施された箔押しのロゴ

Price : ¥16,000 and Tax
Color : ブラウンレッド、フレークブルー、フレークゴールド、ディープレッド

- candy color ﬂake paint with 2 stripes
- small look openface helmets with safety SG standard approved
- luxual genuine leather used on ear pads

- embossed GREASER logo on the straps
- GREASER logo on the top of the liner
- embossed GREASER logo on the straps and goggle strap on the back
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デザインと実用性を兼ね備えたゴーグ
ルストラップ。ここにも小さめロゴ

I made a thorough study on the speciﬁcations of the interior so that it would
be deeply wrapped. Although it is an extremely small type, it clears the SG
standard, has excellent functionality and safety, and has absolute conﬁdence
in reasonable cost performance. Basic style gets broad support from
beginners to veteran riders.

60ʼs PLAIN

SG standardized helmet

Size : Ssize(55-56cm) Msize(57-58cm) Lsize(59-60cm)

テンパッドには GREASER のロゴマー
クがプリント

効果的なアクセントとなる、チンスト
ラップに施された箔押しロゴ

デザインと実用性を兼ね備えたゴーグ
ルストラップ

Price : ¥13,000 and Tax
Color : ブラック、アイボリー、マットブラック

- classical design inspired by the vintage helmets loved by 60's bikers

- each part has Greaser logo, simple but beloved model
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- small shell but with SG standard

Magazine AD CLUB HARLEY 誌、VERGIN HARLEY 誌、VIBES 誌などの広告です。
※DEALER SHOP は 2018 年 9 月末現在のお取引様です。

TWO LINE

DEEP RED / BROWN RED / FLAKE BLUE / FLAKE GOLD

DEALER SHOP
GREASER HELMETS は下記の小売店様にてご購入できます。
在庫がない場合は各小売店様にてご注文ください。
History ☎011-756-8999
www.history-bike.com

DASH ☎027-320-3880

MANUFACTURES ☎0172-82-2443

武蔵屋遥館 ☎048-781-9988

青森県弘前市大字賀田字大浦 45-1

埼玉県上尾市向山 4-17-7

北海道札幌市北区新琴似 4 条1 丁目1-32
http://manufactures-company.com

ORANGE SPEED SHOP
☎0178-29-3909

www.orangespeedshop.com

青森県八戸市大字市川町字和野前山 17-613

KONISHI PARTS ☎048-281-7098
http://www.konishiparts.com

埼玉県川口市安行慈林 1131-13

HARLEY DAVIDSON MAKUHARI
☎043-203-5580

http://gardens-motorcycle.blogspot.com

千葉県千葉市美浜区新港 222-4

青森県八戸市河原木字前谷地 26-4

POWERʼS SATO ☎018-884-7801
www.sato-motor.com
秋田県秋田市広面字堤敷 33-1

Heat-one ☎0182-32-5848

www.hd-makuhari.com

HARLEY DAVIDSON NARITA
☎0476-28-0551

www.hd-narita.com

千葉県成田市飯田町 143-44

World Motor Life Corp., ☎03-5933-9305

www.heatone.jp

www.hd-parts.jp

Harmʼs Way ☎0182-32-7719

Pine Valley ☎0120-918-469

秋田県横手市前郷字大乗院塚 45-1

www.harmsway.jp

秋田県横手市八幡字石町 35-1

東京都練馬区田柄 3-12-16

https://yokohama-pinevalley.com

神奈川県横浜市金沢区幸浦 1-15-26

Kubotora ☎019-632-2070
www.kubotora.com

SCOOTER TRAMP ☎055-240-1480
https://scooter-tramp.jp

Montana Motorcycles

MY Performance ☎055-244-8200

岩手県盛岡市津志田 21-19-2
☎019-639-8081

https://montana-mc.jimdo.com
岩手県盛岡市東見前 4-9-4

山梨県甲府市下曽根町 390-1
www.classicharley.jp

山梨県中巨摩郡昭和町河西 621-9

www.ramble2008.com

岩手県紫波郡矢巾町藤沢 8-4-13

BAT MOTORS ☎0586-48-5557

Woodbell Motorcycle
☎022-762-5410

http://woodbellmotorcycle.com

宮城県仙台市宮城野区福田町 2-6-18

ANGIE M/C ☎022-290-6716
www.angie-mc.jp

宮城県仙台市宮城野区銀杏町 40-10

REAL DEAL ☎022-782-3071

愛知県一宮市平島 1-22-14

www.v-monster.co.jp

福島県福島市町庭坂字遠原一 2-43

www.moto-db.com

愛知県名古屋市天白区島田 2-815

愛知県名古屋市天白区植田西 2-708

愛知県名古屋市天白区中平 5-2104
www.usrotarysports.com

愛知県名古屋市熱田区神宮 2-7-17

Amber Piece ☎052-744-1891
www.amberpiece.com

'50 年代のホットロッダーに
インスパイアされたネオレトロな逸品

AMERICAN DRUG ☎0248-23-6128

50s HOTRODDER look small shell openface helmets

JETJAM ☎023-623-0983

Suicide Customs ☎0566-79-2382

http://jetjam.jp

愛知県安城市和泉町大海古 2-12

時代家 ☎0562-91-6066

CHERRYʼ S HARLEY DAVIDSON
YAMAGATA ☎023-629-8055

昭和堂 ☎0562-44-4008

http://harleydavidson-cherrys-hd-yamagata.com
山形県山形市浜崎 6 番

山形県山形市花楯 1-2-5

FLAMES OYAMA ☎0285-37-8192
http://ﬂame.ocnk.net

栃木県小山市粟宮 1412-1

1950年代のホッドロッダーをイメージした、
クラシカルでありながら斬新なグラフィッ

cottage ☎0276-72-4353

www.cottage-workplace.com

クが目を引く逸品。スモールタイプでありながら新 SG 規格をクリアしており、イヤー
パッド、ストラップカバー、ゴーグルストラップはすべて本革使用。メインストラッ

群馬県館林市緑町 2-28-27

Nacell ☎027-370-6616
http://dualworks-e.com

プはブラックにアイボリーのセンターステッチ入りのものを採用しています。

群馬県高崎市上並榎町 424-2

Old Coin Company Spiritus

SG standardized helmet

MADE IN JAPAN

愛知県豊明市沓掛町 89
http://showado.info

愛知県大府市一屋町 3-127

www.suicidecustoms.com

MEDIA WORLD ☎070-5346-2088
http://cool-bikers.com

兵庫県尼崎市南竹谷町 3-6-88
(NET SHOP ONLY)

MOTO BLUEZ ☎078-753-7797
https://www.motobluez.com

兵庫県神戸市垂水区平磯 1-1-43

GARAGE STYLE 083 ☎083-922-3588
www.garage-style083.com
山口県山口市熊野町 4-13

SHOP FLAMINGO ☎0930-28-8420
福岡県行橋市中央 2-5-23

SWAP MEET ☎0276-26-1802

www.nagataya.biz

群馬県高崎市下和田町 4-4-12

Price : ¥24,000 and Tax
Size : Ssize(55cm-56cm) Msize(57cm-58cm) Lsize(59cm-60cm)
Color : ソリットブラック、マットブラック

http://zidaiya.net

http://oldcoin.jp

☎027-325-0911

CHECKER

愛知県名古屋市昭和区鶴舞 3-23-20

www.goobike.com/shop/client̲8900085
福島県白河市関辺中道下 67-1

http://swapmeet.ocnk.net

熊本県球麿郡湯前町中里 1859

群馬県太田市安良岡町 392

Naughty M/C ☎099-248-8344
鹿児島県鹿児島市春山町 1277-2

遠藤自動車サービス ☎0276-47-4170

60 年代のモーターサイクル用ヘルメット黎明期を彷彿とさせる、クラシカルなモデ
ルです。スモールタイプでありながら新SG規格をクリアしており、この帽体サイズ
で安全面が確保されているこのヘルメットは、Graeser のフラッグシップです。

NaGaTaYa ☎0966-43-2046

www.endo-staba.jp

群馬県太田市新田小金井町 345-1

MAT BLACK /
BLACK / IVORY

Forest Wing ☎052-848-6819
www.forest-wing.com

ROTARY SPORTS ☎052-671-0801

V-MONSTER ☎024-591-2391

60’s PLAIN

www.goobike.com/shop/client̲8201612

CONBOY ☎052-805-7210
www.convoy-bike.com

宮城県名取市高舘吉田字長六反 139

¥16,000 and Tax

SG standardized helmet

Size : Msize(57cm-58cm) Lsize(59cm-60cm)
Color : ブラウンレッド、フレークブルー、フレークゴールド、ディープレッド

Moto DB ☎052-804-8192

www.v-twinmc.com

V-Twin Motorcycle ☎022-796-6070

TWO LINE

富山県富山市豊若町 3-7-8

宮城県仙台市若林区大和町 5-32-7

http://realdeal-rd.jp

細かな粒状感がきらびやかなフレークに、ポップで深みのあるキャンディーカラー。そこ
にレーシーなストライプを加えることで、ドラッグレーサーさながらの精悍なキャラクター
をアピールしております。また、スモールタイプのシェルでありながら新SG規格をクリアし、
安全性を確保しております。イヤーパッドには本革を採用し、ワンランク上の装着感を実
現しております。各部の "GREASER" のロゴが、プライドを持ってオリジナル製品を作り
だしている証しです。

RAMBLE ☎076-438-9398

HI-WORKS motorcycles
☎050-1581-9644

SOLID BLACK / MAT BLACK

群馬県高崎市吉井町矢田 316

Gardens motorcycle
☎0178-21-1522

CHECKER

www.dash-bike.com

www.youallcome.co.jp

60ʼs PLAIN

http://naughty-motorcycle.com

SG standardized helmet

Size : Ssize(55-56cm) Msize(57-58cm) Lsize(59-60cm)
Color : マットブラック、ブラック、アイボリー

- scallop & checker design which represents 1950's hot rodder
- small ﬁtting helmets same as 2 line & SG approved
- luxury genuine leather on the strap cover as well
- embossed logo on the strap cover & goggle strap
- the main strap with black and beige color lines was made from Nylon
- embossed logo on the strap cover and goggle strap, made from genuine leather

¥13,000 and Tax

CHECKER

SOLID BLACK / MAT BLACK

ADDRESS：〒340-0824 埼玉県八潮市垳 129-4 TEL：048-954-7510
OPEN：10:00〜19:00 CLOSE：土曜・日曜・祝日

www.greasykids.com

1950 年代のホッドロッダーをイメージした、クラシカルでありながら斬新なグラフィック
が目を引く逸品です。スモールタイプでありながら新SG規格をクリアしており、イヤーパッ
ド、ストラップカバー、ゴーグルストラップはすべて本革使用。メインストラップはブラッ
クにアイボリーのセンターステッチ入りのものを採用しています。

CHECKER

SG standardized helmet

MADE IN JAPAN

Size : Ssize(55cm-56cm) Msize(57cm-58cm) Lsize(59cm-60cm)
Color : ソリットブラック、マットブラック

DIN MARKET Inc

メインストラップはナイロン製で、ブ
ラックにアイボリーのラインが入る

効果的なアクセントとなる、チンスト
ラップ部分に施された箔押しのロゴ

デザインと実用性を兼ね備えたゴーグ
ルストラップ。ここにも小さめロゴ
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〒340-0824 埼玉県八潮市垳 129-4
TEL : 048-954-8518
www.dinmarket.jp

¥24,000 and Tax

DIN MARKET で販売しているヘルメットはすべて、製品安全協会の SG(Safe Goods) マークから認証されております ( 排気量無制限 )。
SGマークは、国が定めた安全基準、及び製品安全協会が定めた認定基準に適合しているヘルメットであることを示しています。
安全なヘルメットの着用をお勧めいたします。SGマークの詳細につきましては製品安全協会にお問い合わせください。
製品安全協会 03-5808-3300 http://www.sg-mark.org/
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GMG GLOVE PLAIN TYPE

GMG GLOVE PUNCHING TYPE

アンバー × ホワイト

アンバー × ホワイト

クリーム × ホワイト

クリーム × ホワイト

GMG-02 は GMG のスタンダードモデル GMG-01 にパンチング加工を施したモデル。
牛革にオイルを充分になじませ、より柔らかく仕上げたオイルド加工仕上げレザーと、錦糸の５倍の強
度を持つデュポン社の KEVLER 糸を使用。ファスナーは米国、ユニバーサル社のファスナーを使用。３
シーズン用。

自分の手に馴染ませることで愛着が増すレザーグローブだが、長い相棒とするには、それなりに高耐久
な品質が必要不可欠となる。そこで質実剛健なアウトドアグローブをモチーフとしながら、さらにバイ
カーに特化したデザインを実現。縫製に綿糸の 5 倍の強度を持つデュポン社のケブラー糸を使用し、革

GMG-02 パンチングタイプ

は柔らかく仕上げたオイルド加工とすることで、
強度となめらかな装用感を両立させている。季節やシー
ンに応じて使い分けできる2 タイプを用意。

GMG-01 プレーンタイプ

- high quality leather with high durability
- outdoor spec. & biker designs
- Very soft oiled ﬁnish leather

MADE IN JAPAN

Price : ¥12,000 and Tax

Size : XS(22cm) S(23cm) M(24cm) L(25cm) XL(26cm)
Color : アンバー×ホワイト、クリーム×ホワイト、ブラック×ブラック、レッド×ホワイト

- 5 times stronger thread: DUPON Kevlar threads are applied for all gloves
- 2 different design gloves for any season

- high quality leather with high durability
- outdoor spec. & biker designs
- Very soft oiled ﬁnish leather
- 5 times stronger thread: DUPON Kevlar threads are applied for all gloves
- 2 different design gloves for any season

GMG GLOVE に使用しているレザーには特殊加工を施しており、使用
していくうちに余っている革は縮み、張っている革は伸び、ベースボー
ルグローブの様に各個人の手にフィットしていきます。

XS

S

M

L

XL

17cm

18cm

19cm

20cm

21cm

周囲

22cm

23cm

24cm

25cm

26cm

ブラック × ブラック

ブラック × ブラック

レッド × ホワイト

レッド × ホワイト

k!!
Chec

手袋のサイズは右手の
「手囲」
を基準にお選び下さい。右手の生命線の始まりから、
手首と小指の付け根の間の手首から 1/3 のところをぐるりと測ります。

手長

MADE IN JAPAN

Price : ¥12,000 and Tax
Size : XS(22cm) S(23cm) M(24cm) L(25cm) XL(26cm)
Color : アンバー×ホワイト、クリーム×ホワイト、ブラック×ブラック、レッド×ホワイト

周囲

1/3
手長
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HELMET OPTION

DIN MARKET

Baruffaldi
SPEED4

バルファルディは 1930 年代からバイクやス

VISOR

キー、登山用のゴーグルブランドとして、その
名を世界に広めた。その後は倒産の危機に直面
クリアレンズは標準装備

クリア

オプション用のバイザー。定番のブラック、ホワイト
に加え、クリアやクリアブルーも展開。コーディネー

サイズ調整可能

トやイメージに合わせて使用できるマストアイテム。
SHM、GREASER、AVENGER、BUCO、BELL、
BumBleBee などのヘルメットに装着可能。
クリア

クリアブルー

したが、2000 年にライディング用ゴーグルを
発売し、ブランド復活を強くアピールした。

Baruﬀaldi ロゴ入り

クリアブルー

バルファルディのゴーグルはすべてがイタリア
製。最新素材を採用し、ハンドメイドを貫き、

スモーク

ブラウン

グリーン

アンバー

バイクとクルマ好きを唸らせるディテールは高
級感を与えてくれる。
眼鏡の使用も可能で、ジェットヘルメットはも
とより、
ヴィンテージスタイルのフルフェイス
との相性も抜群。クリアレンズが標準装備で、
スナップボタンにより取り外しが可能なレンズ
が付属する。

DIN MARKET VISOR

MADE IN JAPAN

BLACK FLAME ＋ 2 LENS
〔CLEAR,SMOKE,AMBER〕
Price：¥12,600 and tax

ホワイト

Price : ¥2,500 and Tax
Color : クリア、クリアブルー、ホワイト、ブラック
Visor for options. In addition to the classic black and
white, clear and clear blue also expanded.

ホワイト

ブラック

ブラック

OPEN
&
CLOSE

フリップアップベース一体型のため、別途にコンバーター
等を用意せずに開閉式に使用可能。取付部分はアジャス
ター機能付きなので、3スナップ式シールドが装着でき

BOB HEATH VISORS × SONIC GEAR

BOB HEATH VISORS は、1970 年イギリスにて、オートバイシールド専門メーカーとして誕生した。オーナーの BOB HEATH 氏はレースで得た経験を元にオリジナルシールドを開発。
以来、イギリスでヘルメットアクセサリーでのトップシェアを誇っており、いまも多くのレーサー達に愛用されている。ここでは日本の SONIC GEAR 社とのコラボレーションモデルを紹介。

SONIC GEAR CUSTOM COMPETITION SHIELD

フラッシュミラー

Color：クリア ¥5,400 and tax
：スモーク / グラデーション ¥5,600 and tax

Because it is integrated with the ﬂip-up base, you do not have to prepare a
converter. Since it cuts UV, I am relieved even on sunny days. With ﬂash
mirror processing, two colors of clear and light smoke.

FLAT SHIELD
FLAT SHIELD

MADE IN JAPAN

Price : ¥4,200 and Tax
Color : クリア

フラッシュミラー・
グラデーションライトスモーク

Original product that adheres to style and material. With a ﬂat
surface to the limit, the material is EASTMAM made in USA of
high quality. The adjuster adjustment is possible in the snap
part, so it can be mounted on most jet helmets.

隙間風や雨の侵入を防ぐプ
ロテクションラバーとヘル
メットの傷つきを防ぐクッ
ションスペーサー付属

ンプはそのクオリティを保障している。UV
カット 95％以上（スモーク 99％）
、SHM、

クリア

RT-1N SHIELD
3スナップのフリップアップシールド。
映画
『マッ
ドマックス』に登場するジム・グースを彷彿と
させるディテール。バイザーとシールドが一体
化しているので日差しが強い日や雨の日も安心。
スナップにはアジャスター機能が付いているの
で、3 スナップ式のシールドが装着できるもの

RT-1N SHIELD

ホワイト / クリアシールド

ホワイト / スモークシールド

MADE IN JAPAN

Price : ¥3,800 and Tax
Color : ホワイト / クリアシールド、
ブラック / クリアシールド、
ホワイト / スモークシールド、
ブラック / スモークシールド
Detail reminiscent of Jim Goose appearing in the
movie 'Mad Max'. White / Clear, White / Smoke,
Black / Clear, Black / Smoke 4 patterns are prepared.
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ブラック / クリアシールド

MADE IN ENGLAND

GREASER、AVENGER、BUCO な ど 殆 ど の
ジェットヘルメットに装着可能。

MADE IN ENGLAND

SONIC GEAR VISOR

Color: クリア ¥8,000 and tax
: スモーク / グラデーション ¥8,500 and tax

シールドスナップ部分に
は、オ リ ジ ナ ル ブ ラ ン ド
Greaser の箔押し入り。

DIN MARKET

であればほとんどのヘルメットに対応可能で、
SHM、GREASER、AVENGER、BUCO、
BELL、
BumBleBee などのヘルメットに装着可能。

スタイルと素材に拘ったオリジナル製品。極限までフラットな曲
面で、素材は高品質な EASTMAM 社 米国製を使用。スナップ部
分にはアジャスター調整が可能ですので、ほとんどのジェットヘ
ルメットに装着可能。

シールドの曇りを軽減するために５VENTS（通
気孔）が最大の特徴。剛性の高い厚さ 2mm の
素材で、ブリティッシュスタンダードのスタ

さないように、当時から使われているレトロなパーツで仕上っており、
。
ハーレーや、トライアンフ等のクラシックスタイルのバイクによく合
う。SHM、GREASER、AVENGER、BUCO ヘルメットに装着可能。

Color : フラッシュミラー、
フラッシュミラー・グラデーションライトスモーク
※クリアは 11 月中旬頃に入荷予定です。

DIN MARKET

SONIC GEAR でデザインしたオリジナルの
ジェットヘルメット用 3 スタッドシールド。

ド下部の曇りを軽減することができ、またルックスも良く、グリフィ
ンクラブマンヘルメットのベントシールドの様な雰囲気を出している。
オールドスタイルのジェットヘルメットのクラシカルなデザインを壊

リッシュなフラッシュミラーコーティング仕様。SHM、
GREASER、AVENGER、BUCO、BELL、BumBleBee な
どのヘルメットに装着可能。

Price : ¥3,000 and Tax

SONIC GEAR VISOR

イギリス製で通常のコンペシールドにカスタムで 6 つの通気孔
(6VENTS) をつけてカスタムした SONIC GEAR オリジナル。シール

るものであればほとんどのヘルメットに装着可能。
高品質のポリカーボネート素材を使用し高い耐久性を実
現。UV カット加工で日差しが強い日でも安心！スタイ

FLIP UP BUBBLE SHIELD

MADE IN ITALY

Price：¥13,800 and tax

SONIC GEAR CUSTOM
COMPETITION SHIELD

DIN MARKET

FLIP UP BUBBLE SHIELD

BLACK FLAME ＋ 4 LENS
〔CLEAR,SMOKE,AMBER,GREEN,BROWN〕

ブラック / スモークシールド

スモーク

グラデーション

クリア

スモーク

グラデーション

ヘルメット
ブランド

ヘルメット
モデル

AVENGER
ショートバイザー
￥1,500

DIN MARKET
バイザー
￥2,500

フラット
シールド
￥4,200

フリップアップ
バブルシールド
￥3,000

フリップアップ カスタムコンペ
ソニックギア
RT-1N シールド
シールド
バイザー
￥3,800
￥5,400-￥5,600 ￥8,000-￥8,500

GREASER

全モデル

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

SHM

BOY

〇

〇

〇

〇

〇

×

〇

SHM

BOY 以外

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

AVENGER

全モデル

〇

〇

×

〇

〇

×

〇

BUCO

スモールブコ

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

BUCO

ベビーブコ

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

BUCO

エクストラブコ

〇

〇

×

〇

〇

×

〇

Schott

全モデル

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

BumBleBee

全モデル

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

バイザー・シールド類の装着可能一覧表
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〇- 装着可能

×- 装着不可

GREASER & GREASYKIDS ORIGINAL CLOTHING

GREASER STYLE T-SHIRT
Price：¥4,200 and tax
Size：S,M,L

Color：ホワイト、ブラック

日本人の体形に合うように、パターンからオーダー
した完全オリジナルボディです。バインダー襟仕様
にし、身頃生地を襟で挟み込んで ( バインドする )
縫い付けました。襟が伸びにくいというメリットが
あります。また、袖先と裾先に赤の 2 本ステッチを
入れてインパクトある作りになっています。

ʻʻDEVIL ʻʻ T-SHIRT

ボディは 6,6oz のハイグレードで、耐久性の

Color：グレー、ホワイト、チャコール

わせやすいです。

Price：¥3,500 and tax
Size：S,M,L,XL

高い2本針縫製仕上げにしています。ベーシッ
クな 3 カラーは、デニムやワークパンツに合

Galaxy Ride T-SHIRT
Price：¥4,500 and tax
Size：S,M,L

Color：グレー、ホワイト、
チャコール
糸はやや太めの 14 番単糸を
使用し、ざっくりとした風合
いのボディをオリジナルで
オーダーしました。デザイン
はピンストライパー GHOST
氏に依頼し、ワンウォッシュ
加工したボディとの相性もと
ても良いです。

ʻʻPANTHER ʻʻ T-SHIRT
Price：¥3,400 and tax
Size：S,M,L,XL

Color：ホワイト、ブラック

ʻʻPANTHER ʻʻ SWEAT-SHIRT
Price：¥4,500 and tax
Size：S,M,L,XL
Color：オートミール、グレー

ボディは 6,6oz のハイグレードで、耐久性
の高い 2 本針縫製仕上げにしています。シ
ンプルなプリントは、バイクや TPO を気に
せずに合わせられます。

1950 年代のビンテージスウェットによく見られ
たガゼット ( 汗止め ) 付きで、裏地はほどよい中
厚起毛を使用しています。

ʻʻDEVIL ʻʻ SWEAT-PARKA

Price：¥5,000 and tax
Size：S,M,L,XL
Color：ビンテージ・ヘザーレッド、
ビンテージ・ヘザーブルー
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着込むほどに経年変化が出てくるビンテージテイ
ストの生地を使用しております。細すぎず太すぎ
ないシルエットです。

ご希望の純正カラーとサイズ（S：55〜56cm、M：57〜58cm、L：59〜60cm）を
ご注文ください。(近隣にHDディーラーがない方はDIN MARKETでのご注文も
可能です。)納期は2週間から4週間ほどです。

- 25 -

DIN MARKET DEALER MAP
カタログ掲載の製品は各小売店様にてご購入できます (P24 〜 25 の一部製品は除く )。
各小売店様で全製品全サイズの在庫があるわけではございませんので、在庫がない製品に関しましては各小売店様にてご注文ください。
※2018 年 8 月現在のリストです。ディーラー様は今後も増えていきますので、最新の情報は WEB の『DEALER』にてご確認ください。

CONBOY

SCOOTER TRAMP

FLAMES OYAMA

DASH

www.convoy-bike.com

https://scooter-tramp.jp

http://ﬂame.ocnk.net

www.dash-bike.com

☎052-805-7210

愛知県名古屋市天白区中平 5-2104

☎055-240-1480

☎0285-37-8192

山梨県甲府市下曽根町 390-1

栃木県小山市粟宮 1412-1

☎027-320-3880

群馬県高崎市吉井町矢田 316

ROTARY SPORTS

MY Performance

cottage

武蔵屋遥館

www.usrotarysports.com

www.classicharley.jp

www.cottage-workplace.com

www.youallcome.co.jp

☎052-671-0801

愛知県名古屋市熱田区神宮 2-7-17

☎055-244-8200

☎0276-72-4353

山梨県中巨摩郡昭和町河西 621-9

群馬県館林市緑町 2-28-27

☎048-781-9988

埼玉県上尾市向山 4-17-7

Amber Piece

RAMBLE

Nacell

KONISHI PARTS

www.amberpiece.com

www.ramble2008.com

http://dualworks-e.com

http://www.konishiparts.com

☎052-744-1891

愛知県名古屋市昭和区鶴舞 3-23-20

☎076-438-9398

☎027-370-6616

富山県富山市豊若町 3-7-8

群馬県高崎市上並榎町 424-2

時代家

BAT MOTORS

Old Coin Company Spiritus

http://zidaiya.net

www.goobike.com/shop/client̲8201612

http://oldcoin.jp

☎0562-91-6066

愛知県豊明市沓掛町 89

☎0586-48-5557

☎027-325-0911

愛知県一宮市平島 1-22-14

☎043-203-5580

www.hd-makuhari.com

☎0476-28-0551

SWAP MEET

http://showado.info

www.moto-db.com

http://swapmeet.ocnk.net

☎052-804-8192

HARLEY DAVIDSON MAKUHARI

千葉県千葉市美浜区新港 222-4

Moto DB

☎0562-44-4008

☎048-281-7098

群馬県高崎市下和田町 4-4-12

昭和堂

☎0276-26-1802

History

☎011-756-8999
www.history-bike.com
北海道札幌市北区新琴似 4 条 1 丁目 1-32

HARLEY DAVIDSON NARITA
www.hd-narita.com

千葉県成田市飯田町 143-44

MANUFACTURES

Woodbell Motorcycle

World Motor Life Corp.,

http://manufactures-company.com

http://woodbellmotorcycle.com

東京都練馬区田柄 3-12-16

ORANGE SPEED SHOP

ANGIE M/C

Pine Valley

www.orangespeedshop.com

www.angie-mc.jp

Gardens motorcycle

REAL DEAL

http://gardens-motorcycle.blogspot.com

http://realdeal-rd.jp

POWERʼS SATO

V-Twin Motorcycle

www.sato-motor.com

www.v-twinmc.com

Heat-one

V-MONSTER

www.heatone.jp

秋田県横手市前郷字大乗院塚 45-1

www.v-monster.co.jp

☎099-248-8344

鹿児島県鹿児島市春山町 1277-2

Harmʼs Way

AMERICAN DRUG

www.harmsway.jp

www.goobike.com/shop/client̲8900085

Kubotora

☎019-632-2070

CHERRYʼ S HARLEY DAVIDSON
YAMAGATA

岩手県盛岡市津志田 21-19-2

http://harleydavidson-cherrys-hd-yamagata.com

愛知県大府市一屋町 3-127

愛知県名古屋市天白区島田 2-815

群馬県太田市安良岡町 392

Suicide Customs

Forest Wing

遠藤自動車サービス

www.suicidecustoms.com

www.forest-wing.com

www.endo-staba.jp

☎0566-79-2382

愛知県安城市和泉町大海古 2-12

☎052-848-6819

☎0276-47-4170

愛知県名古屋市天白区植田西 2-708

群馬県太田市新田小金井町 345-1

☎0172-82-2443

青森県弘前市大字賀田字大浦 45-1

☎03-5933-9305

www.hd-parts.jp

☎0178-29-3909

青森県八戸市大字市川町字和野前山 17-613

☎0120-918-469

https://yokohama-pinevalley.com

神奈川県横浜市金沢区幸浦 1-15-26

☎0178-21-1522

青森県八戸市河原木字前谷地 26-4

SHOP FLAMINGO
☎0930-28-8420

福岡県行橋市中央 2-5-23

GARAGE STYLE 083

NaGaTaYa

www.garage-style083.com

☎0966-43-2046

www.nagataya.biz

☎018-884-7801

☎083-922-3588

秋田県秋田市広面字堤敷 33-1

山口県山口市熊野町 4-13

熊本県球麿郡湯前町中里 1859

☎0182-32-5848

Naughty M/C

http://naughty-motorcycle.com

☎0182-32-7719

秋田県横手市八幡字石町 35-1

www.kubotora.com

Montana Motorcycles
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☎022-782-3071

宮城県仙台市若林区大和町 5-32-7

☎022-796-6070

宮城県名取市高舘吉田字長六反 139

☎024-591-2391

福島県福島市町庭坂字遠原一 2-43

☎0248-23-6128

福島県白河市関辺中道下 67-1

☎023-629-8055

山形県山形市浜崎 6 番

山形県山形市花楯 1-2-5

岩手県紫波郡矢巾町藤沢 8-4-13

MOTO BLUEZ

宮城県仙台市宮城野区銀杏町 40-10

岩手県盛岡市東見前 4-9-4

☎050-1581-9644

☎078-753-7797
https://www.motobluez.com
兵庫県神戸市垂水区平磯 1-1-43

☎022-290-6716

JETJAM

HI-WORKS motorcycles

MEDIA WORLD

宮城県仙台市宮城野区福田町 2-6-18

☎019-639-8081

https://montana-mc.jimdo.com

☎070-5346-2088
http://cool-bikers.com
兵庫県尼崎市南竹谷町 3-6-88
(NET SHOP ONLY)

☎022-762-5410

☎023-623-0983
http://jetjam.jp

STORE INFORMATION

Greasykids Store Location & Service
Greaser Style , SHM , Avenger Helmets , GMG , GMGC , Buco , Buco Standard , SCHOTT , BELL , CHURCHILL

ADDRESS：129-4 Gake Yashio Saitama
PHONE :048-954-7510

OPEN：10:00 / CLOSE：19:00

www.greasykids.com
for mobile

DIN MARKET Inc

PHONE : 048-954-8518

FAX：048-954-8519

www.dinmarket.jp

for OVERSEA

