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GOLDWIN MOTORCYCLEが
ウエアサポートをする2人のアスリート

1983年に『GW SPORT』として誕生した『ゴールドウインモーターサイクル』。
快適性、運動性、安全性、利便性、細やかな配慮でライディングシーンをサポートしています。

そのクオリティと機能バランスに優れた製品作りを陰から支えているのがGOLDWIN MOTORCYCLE独自の開発思想「C.A.S.E.」です。
様々なスポーツウエアを作り続けているGOLDWINが、スポーツウエアメーカーとして長年にわたり培ってきた技術とノウハウをベースに、

ライディングシーンに求められる独自の機能と性能を徹底検証しています。
さらに、素材の物性テスト、人工気象室テスト、走行テスト、ユーザーモニターテスト等を行い、製品を進化・熟成させてきました。

それは時代を超えて、私達のすべての製品に息づいています。

ゴールドウイン テック・ラボには、大きな役割を担う3つの機能があります。
インスピレーションで世の中とコミュ二ケートしていく“情報発信拠点機能”、世界に誇る技術を可能にする“研究開発機能”、アイディアをすぐに実践し実装するための“マザー工場機能”。

これらは、未来のものづくりのあり方を探求し続ける施設です。
研究、商品、技術、設計の開発、販売まで、ゴールドウイン各部門から情報が集まり、ものづくりにフィードバックされていく、研究開発拠点となっています。

また、トップアスリートとの共同開発も行い、新たな可能性を探求し続けています。

GOLDWIN MOTORCYCLE
Concept.

GOLDWIN TECH LAB.

COMFORT
快適さと集中力を
生み出すテクノロジー

軽い。肌触りがいい。着て心地良いと感じる。厳しい
寒さのライディングでも暖かさを保てる。炎天下でも
身体に流れる風を感じられる。そして、風、雨といっ
た苛酷な天候の中でもツーリングの道のりが楽しい
と感じられること…。ライディングウエアに求められ
る快適性には多様な側面があります。また、ひとた
びロングツーリングに出れば、朝夕の温度差、急な
風雨、高地や山間部の冷涼感と多様な天候・気温条
件に直面することになり、一着のライディングウエア
に求められる機能はより複雑化します。GOLDWIN 
MOTORCYCLEの「COMFORT」テクノロジーは、
さまざまな条件下での「快適」を追求し、ライディング
の魅力を最大限に増幅することをめざしています。 富山県小矢部市に位置する、ゴールドウイングループのものづくりの基幹拠点、GOLDWIN TECH LAB。

01. 情報発信拠点機能（Input）

02. 研究開発機能（Create）

03.マザー工場機能（Output）

野崎史高
1983年生まれ、埼玉県出身。
種目／トライアル。

中島漱也
2002年生まれ、東京都出身。
種目／モトクロス

ACTIVITY
ライディングフォームにフィットする

高い運動性能
タイトな前傾フォーム、瞬時に的確なアクションが求
められる急コーナーでのバンキング、強烈な向かい
風による空気抵抗、そして疲労の溜まりやすいロン
グツーリング…。ライディングはひとつのスポーツ
でありながら、そこに求められる運動能力は極めて
独特なものです。ライディングウエアはこうした多
様なアクションとフォームへの対応と、さらに“疲れ
にくい”機構の開発命題を突きつけられています。
GOLDWIN MOTORCYCLEの強みはスポーツウ
エアメーカーとして蓄積してきた運動科学のデータと
ノウハウ。例えば、数値以上の軽量感を実感させ、さ
まざまなライディングフォームにフィットする立体裁
断技術などもその成果のひとつです。

1983年にモトクロスをコアスポーツとして誕生した「GW SPORT」。そして
2021年より、私たちGOLDWIN MOTORCYCLEは長年のライディングウ
エア作りから培った開発技術と、ゴールドウイン社の持つ最新鋭テクノロジー
を駆使し、ブランドの原点であるオフロード競技の世界に回帰しました。日本を
代表するトップライダー2名と、研究開発施設ゴールドウイン テック・ラボの共
同開発により生まれた新次元のオフロード競技用ウエアにもご注目ください。

SAFETY
ライダーの安全性を

徹底追求
ライディングウエアが担う最も重要な機能のひと
つが「安全性」です。身体ひとつで路上を高速走行
するライディングの世界にあって、その魅力とリス
クは紙一重。GOLDWIN MOTORCYCLEでは
「C.A.S.E.」思想のもと、事前に事故などのリスク
を低減し、万が一の転倒時にもライダーの身を守る
ための機能開発と性能向上に努めています。他車か
らの被視認性を高め接触・衝突リスクを軽減するデ
ザイン、転倒時にダメージを負いやすい肩・肘・腰・
膝などをカバーするプロテクターの高性能化、強度
の高い表地素材の採用、さらにライダーの運動パ
フォーマンスを向上させる軽さや伸縮性、運動性な
ども「SAFETY」テクノロジーのひとつです。

EASY TO USE
使いやすさを極めた
細部機能が充実

一着のライディングウエアは、どこまでライダーの
身になれるだろう。ヘルメットを被りながら、グロー
ブをはめながら、そしてマシンに跨りながら、その
タイトなフォームの中で、ライダーが求める要求に
的確に答えられる細部機能をどれだけ充実させる
ことができるか。GOLDWIN MOTORCYCLEの
「C.A.S.E.」思想のひとつ「Easy to use」の真髄
がここにあります。たとえば、ファスナーの位置や角
度、仕様ひとつひとつが毎年のように検証され、つ
ねに最適を目指して進化しています。それらを実感
できるのはまさにライディング時。作り手の意図とラ
イダーのアクションが合致した時、人はGOLDWIN 
MOTORCYCLEの価値に気がつきます。

上質を求めるすべてのライダーのために
about C.A.S.E.
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HEAVY DUTY
すべてはライダーの冒険に寄り添うために。

平坦な道を走るだけでは体験できないものがある。
舗装されていない道を走り抜け、
自然と対話しながら目的地へ向かう。

雲の切れ間からの陽射し、木々、草原、水辺、山々。
目に映る美しい景色は、冒険心をさらに掻き立てる。

そんなオフロードシーンには好奇心とテクニック、
そして、ハードな使用に耐えることができる耐久性や堅牢性のあるウエアやギアが必要だ。

2021 FALL WINTERシーズンから新たに登場したHEAVY DUTY。
冒険心を忘れないすべてのライダーに向けたコレクションである。

HEAVY DUTYの2022 SPRING SUMMERシーズンでは「RETURN to ADVENTURE」をテーマに、
オフロード競技のひとつであるラリーをデザインモチーフとしたジャケット、パンツをラインナップ。
太陽、空、草原、砂漠などラリーを彷彿させるカラーリングや、
ラリー競技用ウエアに見られる特徴的な機能を落とし込んだアイテム群をお楽しみください。

2022 SPRING ⁄ SUMMER HEAVY DUTY Season Concept

RETURN to ADVENTURE



GOLDWIN MOTORCYCLE  ⁄  2022 SPRING SUMMERGOLDWIN MOTORCYCLE  ⁄  2022 SPRING SUMMERHEAVY DUTY _ HUNTER JACKET HEAVY DUTY _ HUNTER JACKET

HUNTER JACKET
冒険心や挑戦心を忘れない、オフロードライダーに向けた高機能ジャケット。
ハードな林道やダート走行にも耐えられるようハイエンドな機能を多数装備しています。
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GOLDWIN MOTORCYCLE  ⁄  2022 SPRING SUMMERGOLDWIN MOTORCYCLE  ⁄  2022 SPRING SUMMERHEAVY DUTY _ HUNTER JACKET HEAVY DUTY _ HUNTER JACKET
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GOLDWIN MOTORCYCLE  ⁄  2022 SPRING SUMMERGOLDWIN MOTORCYCLE  ⁄  2022 SPRING SUMMER

クラウドブルー（CB） ダークガンメタル（DG）

サンド（SA）

45,000 450kg
100

B法／目皿使用

13,500 844g※

B-2法
※生地を1.5m2とした場合

サイズ ： M・L・XL・OL・BL
カラー ： クラウドブルー（CB）／ダークガンメタル（DG）／サンド（SA）
素材 ： 〈表地〉200Dナイロンオックス・ゴアテックス2L＋
  コーデュラ®1000D
  〈裏地〉タフタ
原産国 ： 中国

front

back

防風 透湿 強靭 フルプロテクター
標準装備 着心地防水

（シームシーリング処理）
エア

インテーク
ベンチ
レーション

no. GSM22150

item. GWM ゴアテックス ハンタージャケット
price. ¥69,300（本体¥63,000）

可動性に優れたカッティングや強度の高い生地の採用、そして腰部ポケットの装備など、ラリージャケットに用いられるさまざまな機能性と、アウトドアジャケットなどに見られるインナージップイン
機能を掛け合わせたアイテム。メインファブリックにはEuro Roadmaster Jacketで使用するGORE-TEX 200Dを採用するとともに、肘部、肩部にはCORDURA®を使用することで、転倒時
への強度対策を行っています。また、グローブ装着時でもファスナー開閉がしやすいループ型スライダーを装備しました。
GWM GORE-TEX Tactical Pants［GSM23151］とセットアップ可。

ALL
SEASON
対応

+インナー

フード
ストッパー

インナー
ジップイン

ループ型ファスナー
スライダー

ファスナー付
内ポケット

袖口エアインテーク

インナージップイン対応

可変背ベンチレーション

フロントダブル防水フラップ

腰ポケット

コーデュラ1000D

肩 肘 背 胸

プロテクター標準装備（取り外し可能）

CE 規格プロテクターも装着可能です。→ Page.23

別売

肩 肘 背 胸

HEAVY DUTY _ HUNTER JACKET HEAVY DUTY _ HUNTER JACKET

【注意】・雨に濡れた場合は乾いたタオル等で水分を拭き取った後、風通し
の良い日陰で乾燥させてください。
・外ポケットは完全防水ではないため、雨天時には雨水が浸入します。

リフレクター
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GOLDWIN MOTORCYCLE  ⁄  2022 SPRING SUMMERGOLDWIN MOTORCYCLE  ⁄  2022 SPRING SUMMERHEAVY DUTY _ ROADBOOK JACKET HEAVY DUTY _ ROADBOOK JACKET

ROADBOOK JACKET
オフロードバイクのエントリーライダーに向けたロードブックジャケット。
ライディング機能をミニマムにデザインすることで、
ツーリングはもちろん、キャンプや街など様々なシーンで着用することが可能です。

2022. SPRING SUMMER  11



GOLDWIN MOTORCYCLE  ⁄  2022 SPRING SUMMERGOLDWIN MOTORCYCLE  ⁄  2022 SPRING SUMMERHEAVY DUTY _ ROADBOOK JACKET HEAVY DUTY _ ROADBOOK JACKET

防風 透湿 フルプロテクター
標準装備 着心地エア

インテーク
ベンチ
レーション

no. GSM22153

item. GWM ロードブックジャケット
price. ¥37,400（本体¥34,000）

ラリーにおいて走行経路、目標物、区間距離などを示す「ロードブック」。ライダーにとって、新たな体験への道しるべとなるよう込められた〈GWM Roadbook Jacket〉は、さまざまなスタイルの車種
との相性を考慮し、着用感や軽量性を重視。ラリージャケットに用いられる可動性の高いカッティングや、アウトドアジャケットなどに見られるインナージップイン機能を掛け合わせることで、アクティ
ブシーンにおいてロングシーズンでの着用が可能になりました。表地には伸縮性に優れたPrimeflex®素材を採用しつつ、裏加工には防水透湿性に優れたDERMIZAX®を使用。またグローブ装着
時でもファスナー開閉がしやすいループ型スライダーを装備しました。

防水生地 フード
ストッパー

インナー
ジップイン防寒 ループ型ファスナー

スライダー

フロントダブルフラップ

フードストッパー

インナージップイン

胸ポケット

腕エアインテーク

背ベンチレーション

サイズ ： S・M・L・XL・XXL・OL・BL
カラー ： ストーンベージュ×オリーブ（SL）／ネービー（N）／
  コヨーテ（CY）／ダークオレンジ×ネービー（DN）
素材 ： 〈表地〉プライムフレックスツイル・ダーミザクス
  〈裏地〉メッシュ
原産国 ： 中国

コヨーテ（CY）

ダークオレンジ×ネービー（DN）ストーンベージュ×オリーブ（SL） ネービー（N）
front

back

肩 肘 背 胸

プロテクター標準装備（取り外し可能）

CE 規格プロテクターも装着可能です。→ Page.23

別売

肩 肘 背 胸

リフレクター

2022. SPRING SUMMER  1312  2022. SPRING SUMMER



GOLDWIN MOTORCYCLE  ⁄  2022 SPRING SUMMER GOLDWIN MOTORCYCLE  ⁄  2022 SPRING SUMMERHEAVY DUTY _ SABINE JACKET HEAVY DUTY _ PANTS

膝プロテクター
位置調整

防水
（シームシーリング処理） 防風 透湿 着心地

no. GSM22152

item. GWM サビーヌジャケット
price. ¥59,400（本体¥54,000）

1978年より開催する「パリ・ダカールラリー」の創始者、ティエリー・サビーヌの名からとった〈GWM Sabine Jacket〉。ラリージャケット特有の腰部ポケットや、可動性の高いカッティング、胸
部エアインテークなどを装備。表地には伸縮性に優れたPrimeflex®素材を採用しつつ、裏加工には防水透湿性に優れたDERMIZAX®を使用しシームシーリング処理を施しました。肘部には
CORDURA®を使用することで、転倒時への強度対策を行いつつ、ハードなイメージを彷彿させるデザインに仕上げています。左胸のワッペンは、ギリシャ神話オデュッセイアにおいて［長い苦難の
旅路］の意を持つ神オデュッセウスの弓を、旅路を守るシンボルとしてマーキング。

45,000 450kg
100

B法／目皿使用

13,500 844g※

B-2法
※生地を1.5m2とした場合

膝プロテクター
位置調整防風 透湿 着心地防水生地

エアインテーク

左腕ポケット

インナージップイン対応 コーデュラ1000D

可変背ベンチレーション

腰ポケット

サイズ ： M・L・XL・OL・BL
カラー ： ストーンベージュ（SB）／オリーブ（OV）
素材 ： 〈表地〉プライムフレックスツイル・ダーミザクス＋コーデュラ®1000D
  〈裏地〉メッシュ
原産国 ： 中国

膝 膝

プロテクター標準装備（取り外し可能） プロテクター標準装備（取り外し可能）

CE 規格プロテクターも装着可能です。→ Page.23 CE 規格プロテクターも装着可能です。→ Page.23

別売 別売

膝 膝

ダークガンメタル（DG） ストーンベージュ（SB）

サンド（SA） オリーブ（OV）
クラウドブルー（CB） ブラック（K）

front

back

no. GSM23151

item. GWM ゴアテックス タクティカルパンツ
price. ¥42,900（本体¥39,000）

激しい動きに対応できるシルエットと、悪天候などさまざまな環境下でライディングが楽しめる防水透湿素材GORE-TEXを採用した
〈GWM GORE-TEX Tactical Pants〉。乗車時でも物を取りやすいようポケットを斜めに配したカーゴポケットが特徴です。GWM 
GORE-TEX Hunter Jacket［GSM22150］とセットアップ可。

no. GSM23153

item. GWM ウィンドブロック 6ポケットパンツ
price. ¥22,000（本体¥20,000）

6カ所のポケットによる優れた収納力が特長の6ポケットパンツ。表地には伸縮性に優れたPrimeflex®素材を採用しつつ、裏加工には
防水透湿性に優れたDERMIZAX®を使用。プロテクター着脱機能により、パンツを着用したまま膝側面からプロテクターの出し入れ
が可能。乗車時にはプロテクターを装着し、ツーリング先の目的地で過ごす際には、プロテクターレスパンツとして使える。

太腿斜めポケット 前側ポケットプロテクター位置調整機能 後ろポケット200Dナイロンオックス・ゴアテックス2L プライムフレックスツイル・ダーミザクス

防水マチ プロテクター着脱機能股立体パターン プロテクター位置調整機能

サイズ ： S・M・L・XL・OM・BM・BL
カラー ： クラウドブルー（CB）／ダークガンメタル（DG）／サンド（SA）
素材 ： 〈表地〉200Dナイロンオックス・ゴアテックス3L
  〈裏地〉タフタ
原産国 ： 中国

サイズ ： S・M・L・XL・OM・BM・BL
カラー ： ブラック（K）／ストーンベージュ（SB）／オリーブ（OV）
素材 ： 〈表地〉プライムフレックスツイル・ダーミザクス
原産国 ： 中国

front front

backback

肩 肘 背 胸

プロテクター標準装備（取り外し可能）

CE 規格プロテクターも装着可能です。→ Page.23

別売

肩 肘 背 胸

防風 透湿 強靭 フルプロテクター
標準装備 着心地防水

（シームシーリング処理）
エア

インテーク
ベンチ
レーション

ウエスト
アジャスター

インナー
ジップイン

ストーンベージュ（SB）

オリーブ（OV）

【注意】・雨に濡れた場合は乾いたタオル等で水分を拭き取った後、風通し
の良い日陰で乾燥させてください。
・外ポケットは完全防水ではないため、雨天時には雨水が浸入します。

【注意】・雨に濡れた場合は乾いたタオル等で水分を拭き取った後、風通
しの良い日陰で乾燥させてください。
・外ポケットは完全防水ではないため、雨天時には雨水が浸入します。

リフレクター
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GOLDWIN MOTORCYCLE  ⁄  2022 SPRING SUMMERGOLDWIN MOTORCYCLE  ⁄  2022 SPRING SUMMEROUTER  ⁄  PANTS OUTER  ⁄  PANTS

OUTER ⁄ PANTS
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GOLDWIN MOTORCYCLE  ⁄  2022 SPRING SUMMER GOLDWIN MOTORCYCLE  ⁄  2022 SPRING SUMMEROUTER  ⁄  PANTS OUTER  ⁄  PANTS
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GOLDWIN MOTORCYCLE  ⁄  2022 SPRING SUMMER GOLDWIN MOTORCYCLE  ⁄  2022 SPRING SUMMEROUTER  ⁄  PANTS OUTER  ⁄  PANTS

【注意】・雨に濡れた場合は乾いたタオル等で水分を拭き取った後、風通し
の良い日陰で乾燥させてください。
・外ポケットは完全防水ではないため、雨天時には雨水が浸入します。
・フロントファスナーは構造上、水が浸入する可能性があります。左右の防水
フラップは、確実に重なるように注意してください。 

手洗いOKフード
ストッパー防風 透湿 ファスナー付

ポケット
フルプロテクター
標準装備 着心地防水

（シームシーリング処理）
ベンチ
レーション

ブルー（B）

ブラック（K） ガンメタル（GM）

no. GSM22901

item. GWM ゴアテックス マルチクルーザージャケット
price. ¥65,780（本体¥59,800）

オールシーズン活躍するゴアテックスジャケット。さまざまなシーンにフィットするシンプルなデザインが特長です。
胸元にあるカーブポケットは、バイク乗車中にグローブを着用したままでも開閉しやすい位置に装備。下部にはマチが付いており、収納力もあります。
襟の内部にはコードが一周しており、背面のアジャスターでサイズ調整が可能。フードを持たないミニマルなデザインで、幅広い年齢層のライダーが着こなしやすいモデルです。

no. GSM22006

item. GWM エアライダーメッシュジャケット
price. ¥31,900（本体¥29,000）

春夏の快適なライディングをサポートするライダースジャケットです。
素材にはポリエステルメッシュ+Primeflexツイルを採用し、優れた通気性と運動性を実現しました。
機能性インナーをウエアリングすることで、夏場のシーズンでも涼しく着用が可能です。

サイズ ： M・L・XL・XXL・OL・BL
カラー ： ブラック（K）／ガンメタル（GM）／ブルー（B）
素材 ： 〈表地〉150Dポリエステルオックス・ゴアテックス2L
  〈裏地〉タフタ
原産国 ： 中国

サイズ ： M・L・XL・XXL・3XL・BL・KL
  ※CSカラーはXXL、3XL、KLの展開なし
カラー ： キャメル×ストーングレー（CS）／
  オリーブ（OV）／ストーングレー（SG）
素材 ： 〈表地〉ポリエステルメッシュ＋Primeflexツイル
  〈裏地〉メッシュ
原産国 ： 中国

胸部ポケット内ポケット

衿アジャスター手首部プライムフレックスツイル

裾ドローコード

可変背ベンチレーション首後部反射素材

裾ドローコードポリエステルメッシュ

背部反射ワッペン

肩 肘 背 胸

プロテクター標準装備（取り外し可能）

CE 規格プロテクターも装着可能です。→ Page.23

別売

肩 肘 背 胸胸

45,000 450kg
100

B法／目皿使用

13,500 844g※

B-2法
※生地を1.5m2とした場合

ALL
SEASON
対応

+インナー

ALL
SEASON
対応

front

front

back

back

肩 肘 背 胸

プロテクター標準装備（取り外し可能）

CE 規格プロテクターも装着可能です。→ Page.23

別売

胸 胸

ファスナー付
ポケット

フルプロテクター
標準装備 着心地メッシュ

（通気）

キャメル×ストーングレー（CS）

オリーブ（OV） ストーングレー（SG）

リフレクター リフレクター
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イエロー（Y）

イエロー（Y）

イエロー（Y）

ハードタイプ

ハードタイプ

着用タイプ

ハードタイプ

着用タイプ

ハードタイプ

着用タイプ

ハードタイプ

ブラック×レッド（KR）

no. GSM28712

item. CE胸部プロテクター
price. ¥5,060（本体¥4,600）

no. GSM28002

item. CE Level 2 
 肘・膝用プロテクター
price. ¥3,850（本体¥3,500）

no. GSM18903

item.胸部プロテクター（2個セット）
price. ¥3,667（本体¥3,334）

no. GSM28803

item. CEチェストプロテクター
price. ¥8,140（本体¥7,400）

no. GSM28000

item. CE Level 2 
 背用プロテクター
price. ¥6,380（本体¥5,800）

no. GSM28704

item.エルボープロテクター
 （肘用2個セット）
price. ¥4,950（本体¥4,500）

no. GSM28001

item. CE Level 2 
 肩用プロテクター
price. ¥3,850（本体¥3,500）

no. GSM28707

item.ニーシンプロテクター
 （2個セット）
price. ¥4,620（本体¥4,200）

サイズ ： W275×H226mm
カラー ： ブラック（K）
素材 ： ポリプロピレン（シェル）＋ポリエチレン（ベース）　〈裏面〉メッシュ
原産国 ： 韓国

カラー ： イエロー（Y）
素材 ： ポリウレタン
原産国 ： パキスタン

カラー ： ブラック（K）
素材 ： ポリプロピレン
原産国 ： 日本

カラー ： イエロー（Y）
素材 ： ポリウレタン
原産国 ： パキスタン

カラー ： イエロー（Y）
素材 ： ポリウレタン
原産国 ： パキスタン

サイズ ： 〈パッド〉W275×H226mm　〈ベルト〉フリー
カラー ： ブラック（K）
素材 ： ポリプロピレン（シェル）＋ポリエチレン（ベース）
原産国 ： 韓国

サイズ ： F（フリー）
カラー ： ブラック×レッド（KR）
素材 ： ポリプロピレン（シェル）＋ポリエチレン（ベース）
原産国 ： 中国

サイズ ： F（フリー）
カラー ： ブラック（K）
素材 ： ポリプロピレン（シェル）＋ポリエチレン（ベース）
原産国 ： イタリア

ブラック（K）

ブラック（K）

ブラック（K）

ブラック（K）

no. GSM23101

item. GWM ゴアテックスデニムワークパンツ
price. ¥45,100（本体¥41,000）

定番のゴアテックスデニムにワークパンツモデルがラインナップ。新システムのプロテクター着脱機能により、パンツを着用したまま、膝側面からプロテクターの出し入れが可能。
乗車時にはプロテクターを装着し、ツーリング先の目的地で過ごす際には、簡単にプロテクターレスパンツとしてお使いいただけます。
街乗りからロングツーリング、アウトドアシーンまで多彩なシチュエーションで活躍する、「GWM X-OVER」コンセプトを象徴したライディングパンツです。

膝プロテクター
位置調整防風 透湿 着心地防水

（シームシーリング処理）

ワンウォッシュ（OW） ハードウォッシュ（HW）

腿部膝プロテクター挿入口

フロントファスナー内側マチ

膝部二重構造

シームシーリング

サイズ ： 28・30・32・34・36
カラー ： ワンウォッシュ（OW）／ハードウォッシュ（HW）
素材 ： ゴアテックスデニム3L
原産国 ： 中国

膝

プロテクター標準装備（取り外し可能）

CE 規格プロテクターも装着可能です。→ Page.23

別売

膝

ALL
SEASON
対応

+インナー

front back45,000 450kg
100

B法／目皿使用

13,500 844g※

B-2法
※生地を1.5m2とした場合

【注意】・雨に濡れた場合は乾いたタオル等で水分を拭き取った後、風通し
の良い日陰で乾燥させてください。
・外ポケットは完全防水ではないため、雨天時には雨水が浸入します。
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RAIN GEAR RAIN GEAR

【注意】・雨に濡れた場合は乾いたタオル等で水分を拭き取った後、風通し
の良い日陰で乾燥させてください。
・外ポケットは完全防水ではないため、雨天時には雨水が浸入します。
・フロントファスナーは構造上、水が浸入する可能性があります。左右の防水
フラップは、確実に重なるように注意してください。  

オリーブ（OV） ベージュ（BE）

イエロー（Y） ブルー（B）

no. GSM22104

item. Gベクタープロフェッショナル レインスーツ
price. ¥22,000（本体¥20,000）

ライディングに適した機能性に加え、高い耐水圧、透湿性を持った高機能レインスーツです。
裏地のない3レイヤー素材となっており、軽量で、かさばらずコンパクトに収納が可能。
アウトドアのエッセンスを取り入れたカラーリングにより、乗車時はもちろん、日常でも使いやすいモデルとなっています。

サイズ ： S・M・L・XL・XXL・BM
カラー ： オリーブ（OV）／ベージュ（BE）／イエロー（Y）／ブルー（B）
素材 ： ナイロンタフタ・Gベクタープロフェッショナル
原産国 ： ミャンマー
付属品 ： スタックサック、フード付

ジャケットウエストアジャスター

フード着脱可能

右脇ポケット

袖幅調整タブ

ジャケット裾ドローコード40,000 400kg
100

B法／目皿使用

20,000 1,250g※

B-2法
※生地を1.5m2とした場合

front
back

手洗いOK防風 透湿 フード着脱
可能

防水
（シームシーリング処理）

ベンチ
レーション

スタッフサック

リフレクター
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no. GSM23900

item. GWS Gベクター3 コンパクトレインパンツ
price. ¥7,480（本体¥6,800）

シートとの擦れで消耗の激しいレインパンツ。単体でもお求めいただけます。

no. GSM26015

item.ゴアテックス レイングローブ
price. ¥12,980（本体¥11,800）

雨天時のさらなる操作性と着脱性の向上を図った、ゴアテックス素材のレイングローブです。

no. GSM22902

item. GWS Gベクター3 コンパクトレインスーツ
price. ¥14,080（本体¥12,800）

豊富なサイズ&カラーバリエーションをラインナップした定番レインスーツ。
コンパクトに収納でき、常時携帯する場合もバッグの中でかさばりません。

シールドワイパーフードは着脱可能 反射素材ジャケット裾ドローコード 右裾ポケット

手首アジャスターウエストアジャスター 裏地手首ナイロンタッサー袖幅調整タブ

手洗いOK防風 透湿 フード着脱
可能

防水
（シームシーリング処理）

ベンチ
レーション

no. GSM22008

item.ゴアテックス コンパクトレインスーツ
price. ¥64,900（本体¥59,000）

ゴアテックスパックライト®プラスを採用したレインスーツ。軽量で、バッグの中にコンパクトに収納が可能です。
素材裏面の耐久性が高く、衣服内部のすべりも良く、着脱がスムーズ。
袖、腰などのアジャスター機能や着脱式フードを装備しており、パンツは靴のままでも穿きやすい仕様です。

【注意】・雨に濡れた場合は乾いたタオル等で水分を拭き取った後、風通し
の良い日陰で乾燥させてください。 
・外ポケットは完全防水ではないため、雨天時には雨水が浸入します。
・フロントファスナーは構造上、水が浸入する可能性があります。左右の防
水フラップは、確実に重なるように注意してください。 

【注意】・雨に濡れた場合は乾いたタオル等で水分を拭き取った後、風通し
の良い日陰で乾燥させてください。 
・外ポケットは完全防水ではないため、雨天時には雨水が浸入します。
・フロントファスナーは構造上、水が浸入する可能性があります。左右の防
水フラップは、確実に重なるように注意してください。 

【注意】・雨に濡れた場合は乾いたタオル等で水分を拭き取った後、風通し
の良い日陰で乾燥させてください。 
・外ポケットは完全防水ではないため、雨天時には雨水が浸入します。
・フロントファスナーは構造上、水が浸入する可能性があります。左右の防
水フラップは、確実に重なるように注意してください。 

サイズ ： S・M・L・XL・XXL・BM
カラー ： ブラック（K）／ブラック×グレー（KH）
素材 ： ゴアテックス パックライト® プラス 2L
原産国 ： 中国
付属品 ： スタックサック、フード付

front
front

front

front

back

裾ドローコード ウエストドローコード 裾マチカット

ジャケットウエストアジャスター 袖幅調整タブ

20,000 200kg
100

B法／目皿使用

8,000 500g※

B-2法
※生地を1.5m2とした場合

ブラック（K） ブラック×グレー（KH）

スタッフサック

45,000 450kg
100

B法／目皿使用

13,500 844g※

B-2法
※生地を1.5m2とした場合

手洗いOK防風 透湿 フード着脱
可能

レディース
対応

防水
（シームシーリング処理）

ベンチ
レーション

サイズ ： S・M・L・XL・XXL・BM・WM※・WL※
  ※WM・WLはレディースサイズです。

カラー ： ブラック（K）／ブラック×ライトグレー（KL）／
  ブラック×レッド（KR）／ブラック×サンビーム（KU）／
  アーミーグリーン×ライム（AL）／ネービー×ターコイズ（NT）
素材 ： 〈表地〉ナイロンタフタ・Gベクター3
  〈裏地〉ミニメッシュ（ジャケット）
原産国 ： ベトナム／ミャンマー
付属品 ： スタックサック、フード付

back

back

back

スタッフサック
28cm×12cm

アーミーグリーン×ライム
（AL）

ブラック
（K）

ブラック×ライトグレー
（KL）

ブラック×サンビーム
（KU）

ブラック×レッド
（KR）

ネービー×ターコイズ
（NT）

手洗いOK防風 透湿 レディース
対応

防水
（シームシーリング処理）

20,000 200kg
100

B法／目皿使用

8,000 500g※

B-2法
※生地を1.5m2とした場合

ブラック（K）

サイズ ： S・M・L・XL・XXL・BM・BL・WM※・WL※
  ※WM・WLはレディースサイズです。

カラー ： ブラック（K）
素材 ： ナイロンタフタ・Gベクター3
原産国 ： ベトナム／ミャンマー
付属品 ： スタックサック付

透湿防水
（グローブインサート） 防風

サイズ ： M・L・XL・XXL
カラー ： ブラック（K）／ブラック×レッド（KR）／グレー（H）
素材 ： 〈甲側〉ナイロンタッサー＋プリンテックワン
  〈掌側〉ラバーテック
  〈グローブインサート〉ゴアテックスインサート
  〈裏地〉起毛トリコット（裏使い）＋ナイロンタッサー（手首部）
原産国 ： 中国

ブラック（K） ブラック×レッド（KR） グレー（H）

リフレクター リフレクター

26  2022. SPRING SUMMER 2022. SPRING SUMMER  27



GOLDWIN MOTORCYCLE  ⁄  2022 SPRING SUMMER GOLDWIN MOTORCYCLE  ⁄  2022 SPRING SUMMER SHOES

SHOES

no. GSM18006

item.コンパクトブーツカバー
price. ¥4,715（本体¥4,286）

no. GSM18007

item.コンパクトシューズカバー
price. ¥4,087（本体¥3,715）

no. GSM18050

item.はっ水スプレー
price. ¥1,980（本体¥1,800）

フッ素系はっ水スプレーで、布や皮革に対しても優れたはっ水性を発揮します。
無臭タイプで、泥や油汚れにも対応します。

防風防水
（シームシーリング処理）防風防水

（シームシーリング処理）

スタッフサック

ブラック（K）

サイズ ： M（23.5～26.5cm）、L（26.0～28.0cm）
カラー ： ブラック（K）
素材 ： 210Dナイロン・PVCコーティング
原産国 ： 中国
付属品 ： スタックサック

容量 ： 420ml
原産国 ： 日本

サイズ ： M（23.5～26.5cm）、L（26.0～28.0cm）
カラー ： ブラック（K）
素材 ： 210Dナイロン・PVCコーティング
原産国 ： 中国
付属品 ： スタックサック

ブラック（K）

スタッフサック

RAIN GEAR
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no. GSM1055

item. GベクターGWM X-OVER ブーツ
price. ¥21,780（本体¥19,800）

バイクに乗らない日も履きたくなるデザインが魅力のタクティカルブーツ。
ソールには硬さと柔軟性のバランスが絶妙なブロックパターンの「ビブラム®」ソールを搭載し、防水透湿性に優れた素材を採用。
サイドファスナー仕様により着脱がスムーズです。

no. GSM1058

item.メッシュライディングシューズ
price. ¥12,100（本体¥11,000）

スポーティーなデザインが街に映える、春夏仕様のライディングシューズ。
アッパーにはメッシュホールの大きいダブルラッセルメッシュを採用することで、通気性を向上。
結んだシューレースを引っ掛けてしまわぬよう、足首のベルトで結束が可能です。

サイズ ： 23.0／23.5／24.0／24.5／25.0／25.5／
  26.0／26.5／27.0／27.5／28.0／29.0／30.0
足囲 ： 3E（やや広め）
カラー ： ブラック（K）／タン（TA）
素材 ： ポリエステルオックス＋牛革＋人工皮革（Gベクターブーティー）
原産国 ： 中国

サイズ ： 23.0／23.5／24.0／24.5／25.0／25.5／
  26.0／26.5／27.0／27.5／28.0／29.0／30.0
足囲 ： 2E（標準）
カラー ： ブラック（K）／オリーブ（OV）／グレー（H）
素材 ： ダブルラッセルメッシュ＋牛革＋人工皮革
原産国 ： カンボジア反射素材 後部反射素材ビブラムソール 足首シューレースホルダー アウトソール

シフトガード ダブルラッセルメッシュサイドファスナー 牛革シフトガード

メッシュ
（通気）

ブラック（K）

グレー（H）

オリーブ（OV）

ブラック（K）

タン（TA）

no. GSM1057

item. Gベクターライディングシューズ
price. ¥17,050（本体¥15,500）

Gベクターブーティーを採用した、防水透湿性の高いライディングシューズ。
アッパーにはムレを放出しやすく、乾きやすいメッシュ素材を採用。
結んだシューレースを引っ掛けてしまわぬよう、足首のベルトで結束が可能です。

サイズ ： 23.0／23.5／24.0／24.5／25.0／25.5／
  26.0／26.5／27.0／27.5／28.0／29.0／30.0
足囲 ： 3E（やや広め）
カラー ： ブラック（K）／キャメル（CA）／オリーブ×ブラック（VK）
素材 ： ダブルラッセルメッシュ＋牛革＋人工皮革（Gベクターブーティー）
原産国 ： カンボジア／ベトナム後部・側面反射素材 足首シューレースホルダー アウトソール

ダブルラッセルメッシュ 牛革シフトガード

ブラック（K）

オリーブ×ブラック（VK）

キャメル（CA）

防水
（ブーティー）防風

no. GSM1061

item. Gベクター GWM X-OVER ショートブーツ
price. ¥19,800（本体¥18,000）

街から山まで、さまざまなライディングシーンで合わせやすい、ショートタイプのタクティカルブーツ。
ソールには硬さと柔軟性のバランスが絶妙なブロックパターンの「ビブラム®」ソールを搭載し、防水透湿性に優れた素材を採用。
サイドファスナー仕様により着脱がスムーズです。

サイズ ： 23.5／24.5／ 25.0／25.5／26.0／26.5／27.0／27.5／
  28.0／29.0／30.0　※23.5、24.5は（K）のみ

足囲 ： 3E（やや広め）
カラー ： ブラック（K）／タン（TA）／ブラウン（BR）
素材 ： ポリエステルオックス+牛革+人工皮革（Gベクターブーティー）
原産国 ： 中国反射素材 ビブラムソール

シフトガード サイドファスナー

タン（TA）

ブラウン（BR）

ブラック（K）

防水
（ブーティー）防風防水

（ブーティー）防風 リフレクター リフレクター リフレクター リフレクター
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GLOVES

GLOVES GLOVES

no. GSM26006

item.リアルライドプロテクションメッシュグローブ
price. ¥9,790（本体¥8,900）

暑い日でも蒸れにくい、通気性に優れたメッシュ素材を配した高機能メッシュグローブ。
高いプロテクション機能と操作性を両立させるデザインでグリップ力も優れています。
レディース対応のカラー、サイズ展開を取り揃えています。

サイズ ： S・M・L・XL・ XXL・WS※・WM※・WL※
  ※WS・WM・WLはレディースサイズです。

カラー ： ブラック（K）／ホワイト（W）／レッド×ホワイト（RW）／
  ライム（LY）／ブルー×ホワイト（BW）／マルチ×ガンメタル（XG）
  〈レディース〉ブラック（K）／パープル（PL）／ライム（LY）
素材 ： 〈甲側〉マーバスメッシュ＋合成皮革＋硬質プロテクションカップ
  〈掌側〉人工皮革＋マーバスメッシュ
  ＋アンチバイブレーションフォーム内蔵
  〈指側面〉メッシュ＋合成皮革
原産国 ： 中国甲部フローティング仕様 甲部マーバスメッシュ 手首アジャスター

アンチバイブレーションパッド 硬質プロテンションカップ

ブラック（K）

ブルー×ホワイト（BW）

ホワイト（W）

マルチ×ガンメタル（XG）

レッド×ホワイト（RW）

パープル（PL）

ライム（LY）

レディース
対応

アンチ
バイブレーション スマホ対応

no. GSM26011

item.ロードメッシュプロテクショングローブ
price. ¥7,150（本体¥6,500）

手に心地良いエンジンの振動も、カップの当たりや違和感があると台無しに。
そんな悩みに応える、フローティング構造を採用したメッシュグローブ。
適度な通気性と硬質プロテクションカップを装備し、快適なツーリングをサポートします。

掌側側面フィールドセンサーメッシュ 甲部マーバスメッシュ 手首アジャスター

掌部ダイレクトフィット 硬質プロテンションカップ

レディース
対応スマホ対応

サイズ ： S・M・L・XL・WM※・WL※
  ※WS・WM・WLはレディースサイズです。

カラー ： ブラック（K）／ブラック×レッド（KR）／
  ガンメタル×オレンジ（GO）／ミックス（MI）
  〈レディース〉ブラック（K）／ミックス（MI）
素材 ： 〈甲側〉マーバスメッシュ＋合成皮革＋硬質プロテクションカップ
  〈掌側〉人工皮革
  〈指側面〉メッシュ＋合成皮革
原産国 ： 中国

ブラック（K）

ブラック×レッド（KR）

ガンメタル×オレンジ（GO）

ミックス（MI）
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no. GSM26008

item. GWM X-OVERパワーグリップメッシュグローブ
price. ¥10,780（本体¥9,800）

颯爽と街乗りできる、シンプルでスタイリッシュなデザインのメッシュグローブ。
メッシュ素材とやぎ革、人工皮革をバランスよく組み合わせ、優れた強度と操作性を実現しました。

サイズ ： S・M・L・XL・ XXL
カラー ： ブラック（K）／オリーブドラブ（OD）／キャメル（CA）
素材 ： 〈甲側〉マーバスメッシュ＋やぎ革

 ＋ラバープロテクションカップ内臓
 〈掌側〉人工皮革
 〈指側面〉マーバスメッシュ＋合成皮革

原産国 ： 中国手首アジャスター ピケ縫い 甲部メッシュ

アンチバイブレーションパッド

スマートフォン対応 スマートフォン対応 スマートフォン対応

ピケ縫い 手首アジャスター 手首アジャスター

手首アジャスター やぎ革 甲部ストレッチメッシュ

やぎ革 ガンカット縫製（外縫い） 掌部ダイレクトフィット

アンチバイブレーションパッド アンチバイブレーションパッド 甲部パッド

プロテクションカップ

アンチ
バイブレーション スマホ対応

ブラック（K）

キャメル（CA）

オリーブドラブ（OD）

no. GSM26003

item.アンチバイブレーション
   レザーグローブ
price. ¥9,570（本体¥8,700）

やわらかく手馴染みのよいやぎ革に、色落ちしにくいはっ水加工が施されたグローブです。
裏地には甲側にボリュームのあるボア、
掌側には起毛トリコットが使用され、肌触りも心地良いです。
アンチバイブレーションフォームの内蔵により、振動による負担を軽減します。

no. GSM26004

item.アンチバイブレーション
   ショートレザーグローブ
price. ¥7,590（本体¥6,900）

高耐久性のあるはっ水加工が施され、雨天時でも使用できるやぎ革素材のグローブ。
ショート丈とガンカット仕様のデザインにより、
急いで外さないといけないシチュエーションにおいてもスムーズな脱着が可能。
アンチバイブレーション機能を装備しており、ロングツーリングにもおすすめです。

no. SM26013

item.スーパーフィット
   グローブ
price. ¥4,950（本体¥4,500）

夏の暑い時でもグリップ感を重視したいライダーにおすすめの、
高い操作性を持ったメッシュグローブです。
甲側に通気性に優れたストレッチメッシュを採用し、
掌の蒸れを軽減し、快適な空間を維持します。

ブラック（K）

3
SEASON

3
SEASON

サイズ ： S・M・L・XL・BL・WM※・WL※
 ※WM・WLはレディースサイズです。

カラー ： ブラック（K）／ブラウン（BR）／キャメル（CA）
素材 ： 〈表地〉 やぎ革（はっ水加工）     

 〈掌側〉 アンチバイブレーションフォーム内蔵　〈裏地〉 メッシュ（甲側）
原産国 ： 中国

サイズ ： S・M・L・XL
カラー ： ブラック（K）／ブラウン（BR）／キャメル（CA）
素材 ： 〈表地〉 やぎ革（はっ水加工）     

 〈掌側〉 アンチバイブレーションフォーム内蔵     
 〈裏地〉 メッシュ（甲側）

原産国 ： 中国

サイズ ： S・M・L・XL・WM※・WL※
 ※WS・WM・WLはレディースサイズです。

カラー ： ブラック（K）／ホワイト（W）／ブラック×レッド（KR）／
 ブラック×イエロー（KY）／ブラック×ガンメタル（KG）／グレー（H）
 〈レディース〉ブラック（K）／ブラック×ピンク（KP）

素材 ： 〈甲側〉ストレッチメッシュ＋合成皮革　〈掌側・指側面〉アマーラ
原産国 ： 中国

キャメル（CA）

キャメル（CA）

ブラウン（BR） ブラウン（BR）ブラック（K）

アンチ
バイブレーション スマホ対応

ブラック（K）

ブラックカモ（KC）

デジタルデザート（DD）

オリーブドラブ（OD）

レディース
対応

アンチ
バイブレーション スマホ対応 アンチ

バイブレーション スマホ対応

GLOVES GLOVES

ブラック（K）

ブラック×ガンメタル（KG）

ホワイト（W） ブラック×レッド（KR） ブラック×イエロー（KY）

グレー（H） ブラック×ピンク（KP）

レディース
対応スマホ対応

no. GSM26009

item. GWM X-OVER メッシュグローブ
price. ¥9,680（本体¥8,800）

街乗りからロングツーリングまで、幅広いシーンで活躍できるGWM X-OVERシリーズのメッシュグローブ。
幅広いスタイルに合わせて着用ができる、ミリタリー調のデザインが特徴です。
また、プロテクションカップの内蔵により、万が一の転倒の際にダメージを軽減します。

サイズ ： S・M・L・XL
カラー ： デジタルデザート（DD）／ブラック（K）／

 オリーブドラブ（OD）／ブラックカモ（KC）
素材 ： 〈甲側〉合成皮革＋マーバスメッシュ

 ＋ラバープロテクションカップ内蔵
 〈掌側〉アマーラ　〈指側面〉メッシュ

原産国 ： 中国甲部メッシュ 手首アジャスター 掌側側面フィールドセンサーメッシュ

アンチバイブレーションパッド プロテンションカップ
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Euro

WATER PROOF&BREATHABLE
防水透湿

AIR CONTROL
換気

機能美を追求したGOLDWIN MOTORCYCLEのプレミアムウエアシリーズ
機能の粋が詰まった完成度の高いデザイン。袖を通した瞬間に実感できる着心地の良さ。

度重なる苛酷な耐久テストを経て培われた強度や防水性能、安全性を考慮した設計。そして一着一着、職人の手で丁寧に作られて生まれる味わい。
オンロードを走る時間を幸せなものにし、本物を持つステイタスを満足させるプレミアムウエア「Euro」。 
その価値は、時代を超えてモーターサイクルスポーツを心から愛する人々の中で輝き続けています。

高度な防水透湿性と防風性が定評の高機能素材。
初期耐水圧45,000mm以上（B法 ⁄目皿使用）、 透湿性13,500g/m²・24h（B-2法）を達成。 

相反する二つの機能をこの一着に
Two Contradictory Functions

WATER PROOF
防水透湿性に優れる高機能素材、
WaterProof GORE-TEXを採用 

AIR CONTROL
大容量の風を取り込み、大きくはきだす。

衣服内温度を快適に保つ。 

Euro
PLEASURE TO WEAR AND PRIDE TO HAVE. NAMED “EURO” STATUS. 
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GOLDWIN MOTORCYCLE × Moto-SPEC

Assuming High Speed Driving for 
Waterproof and Windproof Riding New Standard 
Moto-SPEC

WATERPROOF FUNCTION THAT IS POSSIBLE BECAUSE OF Moto-SPEC

高速走行時を想定した防水・防風のライディング用基準Moto-SPEC
時速100kmものスピードで走行し、激しい雨風を直に受けるライディングウエアに求められる防水性能は、
アウトドア用などの一般的な基準をクリアしただけでは足りません。
「ゴアテックス」を展開するゴア社の行うレインテストにおいては、
アウトドア用製品が上からのシャワーだけで試験されるのに対し、
モーターサイクル用の製品ではバイク走行の姿勢を再現しながら、
上からに加え、前からのシャワーを浴びた状態で防水試験が行われます。
このような激しい水圧・水量の防水試験をクリアするには、
一般的な止水ファスナーだけでは水の浸入を防ぐことができないため、
ウエアのフロントフラップを二重に設けるなど、細かな工夫が施されています。
ゴールドウインモーターサイクルでは、
ゴア社の厳しいレインテストをクリアした製品の防水基準を「モトスペック」に設定。
ライダーの皆様に優れた防水品質をお届けします。

胸部エアインテーク 腿部エアインテーク袖口部エアインテーク デタッチャブル仕様背大型ベンチレーション 裾オフセットファスナー仕様

no. GSM22950

item. GWM Euro ロードマスタージャケット
price. ¥203,500（本体¥185,000）

高機能素材ゴアテックスを使用し「防水」と、ベンチレーションによる「換気」機能を備えたツーリングジャケット。3種類のゴアテックス素
材を適材適所に配し、ライダー目線で細部の使いやすさまでこだわり抜いた一着です。アウターとセットのインナージャケットは、バイク
を降りて1枚で着ることを考えたデザイン性の高さも魅力です。

no. GSM23950

item. GWM Euro ロードマスターパンツ
price. ¥126,500（本体¥115,000）

高機能素材ゴアテックスを使用し「防水」と、ベンチレーションによる「換気」機能を備えたツーリングパンツ。3種類のゴアテックス素材
を適材適所に配し、使いやすさにこだわり抜きました。ハイテク中わた素材を採用した防寒ライナーは取り外し可能なデタッチャブル仕
様で、アウター単体で春～秋の3シーズン、ライナー付きで冬と、オールシーズンさまざまなシーンに使い分けが可能です。

防風 透湿 防寒 強靭

インナー 
重ね着仕様

メガネ用
スリット

ファスナー付
ポケット

ウエスト
アジャスター

フルプロテクター
標準装備 着心地

防水
（シームシーリング処理）

エア
インテーク

ベンチ
レーション

エアベント
システム

フローティング
ボタン 手洗いOK

ALL
SEASON
対応

ALL
SEASON
対応

サイズ ： M・L・XL・XXL・BM・OL・BL
カラー ： ブラック（K）
素材 ： アウタージャケット
  〈表地〉200Dナイロンオックス・ゴアテックス2L＋ストレッチゴアテックス
  ＋人工皮革＋反射メッシュ＋コーデュラ330D
  〈裏地〉ダブルラッセルメッシュ＋メッシュ
  インナージャケット
  〈表地〉パーテックスカンタム　〈中わた〉光電子プリマロフト100g
  〈裏地〉パーテックスカンタム
原産国 ： 中国
スタッフサック付

サイズ ： M・L・XL・XXL・OM・BM・BL
カラー ： ブラック（K）
素材 ： アウターパンツ
  〈表地〉200Dナイロンオックス・ゴアテックス2L＋
  ストレッチゴアテックス＋人工皮革＋反射メッシュ
  〈裏地〉ダブルラッセルメッシュ＋メッシュ
  ライナー
  〈表地〉パーテックスカンタム　〈中わた〉光電子プリマロフト100g
  〈裏地〉パーテックスカンタム
原産国 ： 中国

プロテクター標準装備（取り外し可能） プロテクター標準装備（取り外し可能）

CE 規格プロテクターも装着可能です。→ Page.23 CE 規格プロテクターも装着可能です。→ Page.23

別売 別売

肘 膝肩 背

【注意】・雨に濡れた場合は乾いたタオル等で水分を拭き取った後、風通し
の良い日陰で乾燥させてください。 
・外ポケットは完全防水ではないため、雨天時には雨水が浸入します。
・フロントファスナーは構造上、水が浸入する可能性があります。左右の防
水フラップは、確実に重なるように注意してください。 

【注意】・雨に濡れた場合は乾いたタオル等で水分を拭き取った後、風通し
の良い日陰で乾燥させてください。 
・外ポケットは完全防水ではないため、雨天時には雨水が浸入します。
・フロントファスナーは構造上、水が浸入する可能性があります。左右の防
水フラップは、確実に重なるように注意してください。 

45,000 450kg
100

B法／目皿使用

13,500 844g※

B-2法
※生地を1.5m2とした場合

45,000 450kg
100

B法／目皿使用

13,500 844g※

B-2法
※生地を1.5m2とした場合

front
front

back

backインナージャケット
標準装備

インナージャケット
ブラック（K） スタッフサックブラック（K）

ブラック（K）
肩 肘 腰背 膝胸

防風 透湿 防寒 強靭 ライナー
着脱可能

膝プロテクター
位置調整

ファスナー付
ポケット

ウエスト
アジャスター 着心地

防水
（シームシーリング処理）

エア
インテーク

ベンチ
レーション

手洗いOK

リフレクター リフレクター
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その瞬間も、その一日も、そばにいる。
変化する風景や路面の感触を感じながら、ライダーは愛車と一体となる喜びに身を委ねる。
全身に風とスピードを感じる爽快感やロングツーリングの後の達成感や余韻も心地よい…。

バイクとともに過ごす「その一瞬」も「その一日」も、あらゆるシーンと時間をGOLDWINは大切にしています。
ライダーと一体となって動けること、安全であること、

さまざまな気候と環境の中でも快適であることを目指しながら、ひとりひとりの「走り」を応援しています。

Product.

HEAVY DUTY
すべてはライダーの冒険に寄り添うために。時には舗装されてい
ない道を走り抜け、自然と対話しながら目的地へ向かう。そんなオ
フロードシーンに必要な、好奇心とテクニック、そしてハードな使
用に耐えることができるウエアやギア。『HEAVY DUTY』アイテ
ムは、冒険心を忘れないすべてのライダーをサポートします。

Product.

X-OVER
「着たい時に着る。行きたい場所に行く」。をコンセプトにライディ
ング中から、到着した先でのあらゆるシーンを想定して展開される
『X-OVER（クロスオーバー）』。バイクに乗って、キャンプに行く、釣
りに行く、カフェに行く。タウンでもアウトドアでも、様々な場所や用途
にX-OVERのアイテムは適応します。機能性とファッション性のバラ
ンスが高次元で融合されたウエアを着て、自由に外へ出かけよう。

Product.

Euro
GOLDWIN MOTORCYCLEの中でも、ハイスペックなライ
ディングウエアとして最高峰ランクに位置する『Euro』。モーター
サイクルシーンにおける様々な状況下を想定し、優れた機能性や
安全性、耐久性がEuroウエアに備わっています。それに加え、時
代に左右されないクラシックなスタイルは、時代を超えて本物を
求めるライダーたちに愛され続けています。

GOLDWIN MOTORCYCLE
Products.

バイクのように、
ウエアもカスタムを楽しもう
ゴールドウインのCMS（カスタム・マーキング・システム）は、
ウエアにオリジナルのマーキングをしてカスタマイズできる独自のサービスです。
チーム名やロゴマークなども簡単にマーキングでき、チームの個性を際立たせたチームウエアを作成することができます。

Step.01

マーキング場所や
大きさを考える
CMS対応のウエアをお選びください。ウエアによって、
マーキングできる場所と大きさがそれぞれ違います。

Step.02

デザイン・
書体を考える
ロゴやイラストと一緒に、チーム名やメッセージなど
を自由に組み合わせてマーキングできます

Step.03

カラーを選ぶ

チーム名やロゴなどのカラーを選びます。
シャツ・ニット類用カラー ： 32色

●ゴールドウインモーターサイクルのジャケットおよびパンツは
有償にて修理が可能です。●転倒などによる布地の破れ、ボタン
の紛失、ファスナー交換、縫い糸のほつれなど、実費をご負担い
ただくことで修理が可能です。経過年数により、同じ布地・色が
ご用意できない場合や、破損状況により、修理が不可能な場合
があります。予めご了承ください。
●修理はお買い上げの販売店またはゴールドウインカスタマー
サービスセンターにご依頼ください。
※修理および修理見積りをご依頼される際は、工場や販売店での衛生管
理上の問題から必ずクリーニングされた状態で販売店までお持ち込みくだ
さい。なお、お客様ご自身で洗濯されお持ちいただくこともできますが、汚
れ落ちなどが不十分な場合、お受けできずにお客様へお戻しさせていただ
くこともございますので予めご了承くださいますようお願いいたします。

機能ピクトグラムの説明

有償にてジャケット・パンツを修理いたします

このマークが目印です

防水加工を施した生地を使用。急な
雨などに役立ちます。（簡易防水）防水生地

冷気の侵入を抑え、衣服内温度の
低下を抑制する防寒素材を使用し
ています。

防寒

縫い目部分を内側からシームシー
リング処理。防水性を高めます。

防水
（シームシーリング処理）

暑い時、腕、胸、肩などから走行中
の風を衣服内に取り込む機能です。エアインテーク

衣服内のムレや熱を放出する機
能。風抜き効果もあり快適です。ベンチレーション

防風素材を使用していますので走
行中の風の侵入を抑えます。防風

通気性に優れたメッシュ素材を使
用していますので、衣服内に風を取
り込みやすく快適です。

メッシュ（通気）

不快な衣服内の汗やムレを外へ放
出する透湿素材を使用しています。透湿

汗を素早く吸収し、素早く乾燥。衣
服内をドライで快適に保ちます。吸汗速乾

所持品の脱落を抑えるファスナー
付ポケット。

ファスナー付
ポケット

体型やシーンに応じてウエストサイ
ズの調整ができます。

ウエスト
アジャスター

肩・肘・胸・背にプロテクターを装備
しています。

フルプロテクター
標準装備

膝関節位置に合わせプロテク
ターの装着位置を調整することが
できます。

膝プロテクター
位置調整

グローブ掌側に振動軽減パッドを
内蔵。ハンドルから伝わる振動を軽
減します。

アンチ
バイブレーション

フードを留めるストッパー付き。走行
時のフードのばたつきを抑えます。フードストッパー

所持品の脱落を抑えるファスナー
付内ポケット

ファスナー付
内ポケット

グローブを装着したままでスマート
フォンの操作が可能です。（使用状
況により反応しない場合があります）

スマホ対応

ヘルメット着用時などの不要な際
に取り外しが可能なフード仕様。フード着脱可能

動きやすさを追求し、立体裁断など
人間工学的ノウハウを投入。着心
地の良さを体感してください。

着心地

快適なフィット感のため手袋型の
防水素材を表地と裏地の間に挟み
込んでいます。

防水
（グローブインサート）

女性の身体に合わせた専用設計サ
イズをご用意しています。レディース対応

手洗いが可能です。（洗濯機は使用
できません）手洗いOK

ゴアテックス インフィニアムのフ
リースは、通常のフリースと比べて
より高い保温効果を誇ります。

保温
（GORE-TEX INFINIUM）

着脱可能なプロテクター付ライナー
を装備しています。

プロテクション
ライナー

快適な履き心地のため袋状の防水
素材を表地と裏地の間に挟み込ん
でいます。

防水
（ブーティー）

グローブ装着時でもファスナー開
閉がしやすいスライダーを装備し
ています。

ループ型ファスナー
スライダー

インナージャケットをアウターに結合
できるファスナーを装備しています。

インナー
ジップイン

人体から出る遠赤外線を輻
ふくしゃ

射し保
温する素材（光電子®）を使用して
います。

保温（光電子）

度重なる摩耗にも破れにくく、引き
裂き強度も高い耐久性に優れた素
材を使用しています。

強靭

反射素材を使用。夜間の被視認性
を高めます。リフレクター

単体でも着用できる防風・防寒イン
ナージャケットが付属します。

インナー
重ね着仕様

衣服内温度を調整しやすい着脱可
能なライナーを標準装備しています。

ライナー
着脱可能

ボタンの着脱がしやすいフロート
（浮かせ）仕様を採用しています。

フローティング
ボタン

ヘルメット着用時など、メガネを
一時収納するスリットを装備して
います。

メガネ用
スリット

強力なスピード消臭機能で汗や加齢
臭などのイヤなニオイを抑制します。消臭・抗菌

背中の内側に装着した独自開発の
ムレ軽減システムです。  エアベント

システム

Men’s/Unisex S M OM BM L OL BL

Men’s/Unisex KL XL XXL 3XL Women’s WM WL

サイズ WS WM WL・S M

サイズ L XL（O） XXL（XO） BL※

身長 160～170 165～175 165～175 165～175 170～180 170～180 170～180

チェスト 84～92 88～96 96～104 104～112 92～100 96～104 104～112

ウエスト 70～78 74～82 82～90 90～98 78～86 82～90 90～98

ヒップ 86～94 90～98 98～106 106～114 94～102 98～106 106～114

股下 70～76 72～79 72～79 72～79 75～82 75～82 75～82

身長 170～180 175～185 180～190 185～195

チェスト 115～125 96～104 100～108 104～112

ウエスト 115～125 82～90 86～94 90～98

ヒップ 115～125 98～106 102～110 106～114

股下 75～82 78～84 80～86 82～88

身長 155～165 160～170

バスト 80～88 84～92

ウエスト 62～70 66～74

ヒップ 86～94 90～98

股下 67～73 70～76

手囲い 17～18 19～20 21～22 23～24

手囲い 25～26 27～28 28～29 28～29手囲い： 生命線の始点●と、小指 
 の付け根から2/3の点● 
 を結んだ周りの長さ。

※BL=「丈」がLサイズで、「手囲い」がXXL（XO）サイズ。

※上記は当ブランドのオリジナルサイズテーブルです。　
※上記は製品の実寸法ではなく、各サイズ表示に対し、基準となる身体サイズを対応させています。また上記の寸法は目安としてのものですので、体型によっては異なる場合があります。

（単位：cm）

（単位：cm）

おすすめサイズ

正しいサイズの測り方 正しいサイズの測り方

生命線の始点

A

B
1/3

2/3

A

B

1

2

3

4

5

身長 床から頭頂までの垂直距離

チェスト 腕付け根直下の水平周囲長

ウエスト ろっ骨の最下端と腰骨との中間周囲長

ヒップ 腰部における最大水平周囲長

股下 股の付け根から床までの高さ

1

2

3

4

5
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no. GSM27008

item. GWM X-OVER リアバッグ35
price. ¥17,270（本体¥15,700）

カジュアルシーンで人気のボックスリュックタイプのリアバッグ。
上部とサイドからのアクセスは、キャンプ道具などの長いモノや大きなモノの積載にも適しています。
シートへの取り付けはX（エックス）ベルトで3ステップの簡単装着が可能です。

no. GSM27009

item. GWM X-OVER リアバッグ24
price. ¥14,080（本体¥12,800）

バイクを降りたらそのままバックパックとして活躍する、ボックスタイプのリアバッグ。
約24Lまで収納可能で、タウンユースにちょうどいいサイズ感です。上部のフラップとサイドの2方向から開口し、使い勝手の良さも特長。
シートへの取り付けはX（エックス）ベルトで3ステップの簡単装着が可能です。

容量 ： 約35L（31×50×25cm）
カラー ： ブラック（K）／ブラック×イエロー（KY）／
  デジタルデザート（DD）／オリーブ（OV）
素材 ： 330DROBIC ⁄ 840Dナイロン ⁄ 600Dポリエステルプリント
原産国 ： ベトナム
付属品 ： X型装着ベルト（ラップストッパー付き）、蛍光色レインカバー

容量 ： 約24L（31×45×18cm）
カラー ： ブラック（K）／ブラック×イエロー（KY）／
  デジタルデザート（DD）／オリーブ（OV）
素材 ： 330DROBIC ⁄ 840Dナイロン ⁄ 600Dポリエステルプリント
原産国 ： ベトナム
付属品 ： X型装着ベルト（ラップストッパー付き）、蛍光色レインカバー

車載時サイド開口部 持ち手レインカバー装着 バックパック時上部開口部内ポケットバックパック着用 フラップ裏内ポケット　

車載時上部開口部 バックパック着用

約35ℓ

※小物類は付属しません ※小物類は付属しません

ブラック（K）
ブラック（K）

ブラック×イエロー（KY）
ブラック×イエロー（KY）

デジタルデザート（DD） デジタルデザート（DD）オリーブ（OV） オリーブ（OV）

約24ℓ

GOLDWIN MOTORCYCLE

BAG&X（エックス）ベルト
GOLDWIN MOTORCYCLEのバッグと
ライディングを快適にする簡単装着ベルト
キャンプ・ツーリングに便利な大容量モデルから、
降車時にはボディバッグとしても利用できる2WAY仕様のモデルまで、
豊富なバリエーションを揃えています。
ライディングシーンをサポートするX（エックス）ベルトは、
さまざまなバイクに簡単に装着でき、高性能と高品質で愛され続けています。

置いて・挟んで・つける
GOLDWIN MOTORCYCLEのX（エックス）ベルトなら、 3Stepで簡単装着
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容量 ： 約48～78L（33×48～68×35cm）
カラー ： ブラック（K）
素材 ： 840Dナイロン
原産国 ： ベトナム
付属品 ： 蛍光色レインカバー、セッティングベルト、ショルダーベルト

容量 ： 約29～39L（31×48×21～28cm）
カラー ： ブラック（K）／デジタルデザート（DD）／オリーブ（OV）
素材 ： 330DROBIC ⁄ 600Dポリエステルプリント
原産国 ： ベトナム
付属品 ： X型装着ベルト（ラップストッパー付き）、蛍光色レインカバー

容量 ： 約42～53L（29×46～62×30cm）
カラー ： ブラック（K）
素材 ： 840Dナイロン
原産国 ： ベトナム
付属品 ： 蛍光色レインカバー、セッティングベルト、ショルダーベルト

容量 ： 約15～17L（38×26×17～22cm）
カラー ： ブラック（K）／デジタルデザート（DD）／オリーブ（OV）
素材 ： 330DROBIC ⁄ 600Dポリエステルプリント
原産国 ： ベトナム
付属品 ： X型装着ベルト（ラップストッパー付き）、蛍光色レインカバー

メイン気室+上部フラップ部収納例メイン気室収納例 メイン気室収納例メイン気室収納例 レインカバー装着持ち手 レインカバー装着持ち手バックパック着用 ショルダーベルト

車載 容量可変（最大78L）容量可変（最大39L） 容量可変（最大53L）容量可変（最大17L）

※小物類は付属しません※小物類は付属しません ※小物類は付属しません※小物類は付属しません

no. GSM27904

item. GWM X-OVER リアバッグ39
price. ¥15,180（本体¥13,800）

車載時は約39Lまで収納できるリアバッグ。
バイクを降りたらカジュアルなバックパックとして使える2WAY仕様です。
シンプルな1気室構造は使いやすく、また流線型のスタイリッシュなフォルムは、街にも自然に溶け込みます。

no. GSM27905

item. GWM X-OVER シートバッグ17
price. ¥12,980（本体¥11,800）

バイクを降りたらスタイリッシュなワンショルダーバッグとして使用できる、2WAY シートバッグ。
モノの取り出しが素早くでき、手軽で便利な特長を持ちつつも、ライディング時はX（エックス）ベルトでしっかり固定できる本格派。

no. GSM27000

item.ツーリングリアバッグ78
price. ¥21,120（本体¥19,200）

アルミフレームでボディを補強。荷物をたっぷり収納して固定してもつぶれにくい構造です。
かさばるキャンプ道具もすっぽり収納できる開口部と、
約48～78Lの容量可変の収納力は、さまざまなツーリングに対応します。

no. GSM27001

item.ツーリングリアバッグ53
price. ¥17,930（本体¥16,300）

キャンプツーリングにも手頃な中型のリアバッグ。
旅先の荷物の増減にもフレキシブルに対応する容量可変タイプは、1つ持っていれば用途の幅が広がり便利です。
型くずれしにくいアルミフレーム補強構造。

約29〜39ℓ

ブラック（K） デジタルデザート（DD）

オリーブ（OV）

約15〜17ℓ

ブラック（K） デジタルデザート（DD）

オリーブ（OV）

約48〜78ℓ

ブラック（K） ブラック（K）

約42〜53ℓ
・X（エックス）ベルト非対応 ・X（エックス）ベルト非対応
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容量 ： 約20～28L（32×24×26～37cm）
カラー ： リップブラック（RK）／ブラック（K）
素材 ： 840Dナイロン ⁄ 420DDOBBY
原産国 ： ベトナム
付属品 ： X型装着ベルト（ラップストッパー付き）、蛍光色レインカバー、
  ショルダーベルト

容量 ： 約11～15L（32×22×17～25cm）
カラー ： リップブラック（RK）／ブラック（K）
素材 ： 840Dナイロン ⁄ 420DDOBBY
原産国 ： ベトナム
付属品 ： X型装着ベルト（ラップストッパー付き）、蛍光色レインカバー

メイン気室収納例 メイン気室収納例レインカバー装着（容量可変 最大時） レインカバー装着

容量可変（最大28L） 容量可変（最大15L）

※小物類は付属しません ※小物類は付属しません

BAG  ⁄  X-BELT BAG  ⁄  X-BELT

容量 ： 約25～32L（30×42～55×23cm）
カラー ： ブラック（K）／ブラック×オリーブ（KO）
素材 ： 840Dナイロン
原産国 ： ベトナム
付属品 ： X型装着ベルト（ラップストッパー付き）、蛍光色レインカバー、
  ショルダーベルト

容量 ： 約17～23L（26×36～48×20cm）
カラー ： ブラック（K）／ブラック×オリーブ（KO）
素材 ： 840Dナイロン
原産国 ： ベトナム
付属品 ： X型装着ベルト（ラップストッパー付き）、蛍光色レインカバー

メイン気室収納例 メイン気室収納例レインカバー装着 レインカバー装着

容量可変（最大32L） 容量可変（最大23L）

※小物類は付属しません ※小物類は付属しません

no. GSM27002

item.ツーリングリアバッグ32
price. ¥16,500（本体¥15,000）

容量で迷った時にセレクトしたい定番の約25～32L収納の中型リアバッグ。
1泊のツーリングはもちろん、数日のキャンプツーリングからショッピングにも活用できます。
型崩れしにくいアルミフレーム補強構造。

no. GSM27003

item.ツーリングリアバッグ23
price. ¥13,750（本体¥12,500）

ショートツーリングにちょうどいい約17～23L収納の容量可変型リアバッグ。
シンプルな1気室で、取り出しやすい上部・サイドの3面開口構造です。
X（エックス）ベルト装着時の安定性を高め、さらにつぶれにくいアルミフレーム補強を施しました。

no. GSM27004

item.シートバッグ28
price. ¥13,750（本体¥12,500）

最大約28Lまで容量可変するシンプルな1気室構造タイプ。
大きな開口部により、荷物も楽に収納することができます。シートへの取り付けは、定評のあるX（エックス）ベルトにより
3ステップで簡単装着できるため、荷物セッティングもスマートに行うことができます。

no. GSM27005

item.シートバッグ15
price. ¥10,780（本体¥9,800）

約11～15Lの容量可変に対応するシートバッグ。メイン気室には便利な内ポケットを装備しました。
シートへの取り付けは、3ステップで簡単装着のX（エックス）ベルト仕様。
盗難抑止用ループなど、細部機能も充実しています。

約25〜32ℓ

ブラック（K）

ブラック×オリーブ（KO）

約17〜23ℓ

ブラック（K）

ブラック×オリーブ（KO）

約20〜28ℓ

ブラック（K）リップブラック（RK）

約11〜15ℓ

ブラック（K）リップブラック（RK）
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容量 ： 約14～16L（33×23×18～25cm）
カラー ： ブラック（K）／リップブラック（RK）
素材 ： 840Dナイロン ⁄ 420DDOBBY
原産国 ： ベトナム
付属品 ： X型装着ベルト（ラップストッパー付き）、蛍光色レインカバー

容量 ： 約8L（31×21×16cm）＋約2L ポケット部（15×16×8cm）
カラー ： ブラック（K）／リップブラック（RK）
素材 ： 840Dナイロン ⁄ 420DDOBBY
原産国 ： ベトナム
付属品 ： X型装着ベルト（ラップストッパー付き）、蛍光色レインカバー

メイン気室収納例 メイン気室収納例レインカバー装着（容量可変 最大時） レインカバー装着

容量可変 最大使用時 前部 メイン気室 A4ファイル収納 容量可変ポケット（最大時約10L）

※小物類は付属しません ※小物類は付属しません

容量 ： 約14～32L（32×28～62×17cm）
カラー ： ブラック（K）
素材 ： 840Dナイロン
原産国 ： ベトナム
付属品 ： X型装着ベルト（ラップストッパー付き）、蛍光色レインカバー

容量 ： 約20L（26×36×23cm）
カラー ： ブラック（K）
素材 ： 210Dナイロン
原産国 ： ベトナム
付属品 ： X型装着ベルト（ラップストッパー付き）、蛍光色レインカバー 

レインカバー装着（容量可変 最大時） メイン気室収納例セットアップ 持ち手

容量可変（最大32L） D環（ネット使用例）

※小物類は付属しません ※小物類は付属しません

no. GSM27901

item.シートバッグ32
price. ¥12,650（本体¥11,500）

約14Lの容量を倍以上の約32Lまで広げることが可能なシートバッグ。
メイン気室が両サイドに広がるため、ワイドなモノや長い荷物の収納にも適しています。

no. GSM27903

item.スタンダードシートバッグ20
price. ¥9,790（本体¥8,900）

シンプルな使いやすさとコストパフォーマンスを追求した、スタンダードなシートバッグです。
開口部が広く、荷物の出し入れが便利な1気室構造。
使い勝手の良い、約20L収納可能タイプです。

no. GSM27807

item.シートバッグ16
price. ¥10,780（本体¥9,800）

A4サイズのファイルを曲げずにすっぽりと収納できる、通勤通学にも便利なタイプのシートバッグ。
バッグの上部の伸長で、約14L～16Lの容量可変に対応します。

no. GSM27808

item.シートバッグ8
price. ¥9,790（本体¥8,900）

スリムなボディを持つスポーツタイプのバイクや分割型シートにピッタリのシートバッグ。
ロゴ部分のポケット内袋を引き出すと、約10Lまで拡張可能です。

約14〜32ℓ

ブラック（K）

約20ℓ

ブラック（K）

約14〜16ℓ

ブラック（K）リップブラック（RK）

約8〜10ℓ

ブラック（K）リップブラック（RK）
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容量 ： 約15L（40×14×27cm）×2
カラー ： ブラック（K）
素材 ： 420Dナイロン
原産国 ： ベトナム
付属品 ： X型装着ベルト（ラップストッパー付き）、蛍光色レインカバー、
  セッティングベルト

容量 ： 約6L（33×13×19cm）×2
カラー ： ブラック（K）
素材 ： 210Dナイロン
原産国 ： ベトナム
付属品 ： X型装着ベルト（ラップストッパー付き）、蛍光色レインカバー、
  セッティングベルト

持ち手 持ち手レインカバー レインカバー 装着

メイン気室収納例 メイン気室収納例

※小物類は付属しません ※小物類は付属しません

容量 ： 約8L（30×24×12cm）
カラー ： ブラック（K）
素材 ： 210Dナイロン
原産国 ： ベトナム
付属品 ： X型装着ベルト（ラップストッパー付き）、蛍光色レインカバー

容量 ： 約8L（30×26×15cm）
カラー ： ブラック（K）
素材 ： 840Dナイロン
原産国 ： ベトナム
付属品 ： X型装着ベルト（ラップストッパー付き）、蛍光色レインカバー

持ち手 メイン気室収納例レインカバー 装着 レインカバー 装着

メイン気室収納例 持ち手

※小物類は付属しません ※小物類は付属しません

no. GSM27809

item.スタンダードシートバッグ8
price. ¥7,480（本体¥6,800）

フラットな開口部が特長のシンプルなシートバッグ。
別売のネットを装着できる4箇所のDカンを装備し、レインウエア等を挟んで積載できます。

no. GSM27006

item.スポーツシェイプシートバッグ8
price. ¥8,690（本体¥7,900）

丸みを帯びたラウンド型のフォルムは、スポーツ系バイクのテールにジャストフィット。
容量はゆとりある約8L。シンプルな1気室と大きな開口部で、荷物を楽に収納できます。
シートへの取り付けは、X（エックス）ベルトによる3ステップの簡単装着が可能です。

no. GSM27007

item.スタンダードサイドバッグ30
price. ¥16,500（本体¥15,000）

シンプルな構造と、軽量な420Dナイロン素材を採用したサイドバッグ。
左右で約30Lまで収納できるキャパシティ。シートバッグとのセットアップも可能です。

no. GSM27810

item.スポーツシェイプサイドバッグ12
price. ¥12,650（本体¥11,500）

スーパースポーツ系のバイクに装着したい、スポーツシェイプのサイドバッグ。
容量約6Lのサイドバッグがシートの両脇に2つ付くタイプです。

約8ℓ

ブラック（K）

約8ℓ

ブラック（K）

約30ℓ

ブラック（K）

約12ℓ

ブラック（K）
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https://www.goldwin.co.jp/motorcycle/

● 表示価格は消費税込みの価格です。（）内は消費税抜き本体価格です。 
● 印刷のため、カラーが実物と異なる場合があります。 

● 本カタログ記載のデザイン・価格・仕様・原産国等は2022年2月のもので、予告なく変更することがあります。
●撮影は特別な許可を得て行っております。

●本カタログの写真・文章については、権利者の許可なく、無断で複写・複製・転用することはできません。

株式会社ゴールドウイン
〒150-8517 東京都渋谷区松涛2-20-6

受付時間／9：30～17：00（土日祝日及び、当社指定休業日を除く）

カスタマーサービスセンター

0120-307-560

Goldwin motor goldwin_motorcycle goldwin_motor

付属アクセサリー対応表

【レインカバー汎用品サイズ目安】  GSM1604R：シートBAG用レインカバー小、8～10ℓ（シートBAG対応）　 
GSM1900R：シートBAG用レインカバー中、14～20ℓ（シートBAG対応） 
GSM1600R：シートBAG用レインカバー大、20～28ℓ（シートBAG対応） 
GSM1800R：リアBAG用レインカバー小、17～35ℓ（リアBAG対応）上部調整タイプ

タイプ バッグ品番 品名 付属品 購入時付属品 価格（税込） 対応可能品番① 価格（税込） 備考

リア GSM27008 GWM X-OVER リアバッグ35
X型装着ベルト ※ GSM2900B ¥1,980 ※補修パーツは（K）のみとなります
レインカバー - GSM1800R ¥2,530

リア GSM27009 GWM X-OVER リアバッグ24
X型装着ベルト ※ GSM2900B ¥1,980 ※補修パーツは（K）のみとなります
レインカバー - GSM1800R ¥2,530

リア GSM27904 GWM X-OVER リアバッグ39
X型装着ベルト ※ GSM2900B ¥1,980         ※補修パーツは（K）のみとなります
レインカバー - GSM1800R ¥2,530

シート GSM27905 GWM X-OVER シートバッグ17
X型装着ベルト ※ GSM2900B ¥1,980 ※補修パーツは（K）のみとなります
レインカバー - GSM1900R ¥2,420

リア GSM27000 ツーリングリアバッグ78
セッティングベルト GSM7607S ¥770
レインカバー - GSM1606R ¥3,190

リア GSM27001 ツーリングリアバッグ53
セッティングベルト GSM7607S ¥770
レインカバー - GSM1607R ¥2,750

リア GSM27002 ツーリングリアバッグ32
X型装着ベルト ※ GSM2900B ¥1,980 ※補修パーツは（K）のみとなります
レインカバー - GSM1800R ¥2,530

リア GSM27003 ツーリングリアバッグ23
X型装着ベルト ※ GSM2900B ¥1,980 ※補修パーツは（K）のみとなります
レインカバー - GSM1800R ¥2,530

シート GSM27004 シートバッグ28
X型装着ベルト ※ GSM2900B ￥1,980 ※補修パーツは（K）のみとなります
レインカバー - GSM1600R ¥1,980

シート GSM27005 シートバッグ15
X型装着ベルト ※ GSM2900B ¥1,980 ※補修パーツは（K）のみとなります
レインカバー - GSM1604R ¥1,320

シート GSM27901 シートバッグ32
X型装着ベルト GSM2900B ¥1,980
レインカバー GSM2901R ¥3,190

シート GSM27903 スタンダードシートバッグ20
X型装着ベルト GSM2900B ¥1,980
レインカバー - GSM1900R ¥2,420

シート GSM27807 シートバッグ16
X型装着ベルト GSM2900B ¥1,980
レインカバー - GSM1900R ¥2,420

シート GSM27808 シートバッグ8
X型装着ベルト GSM2900B ¥1,980
レインカバー - GSM1604R ¥1,320

シート GSM27809 スタンダードシートバッグ8
X型装着ベルト GSM2900B ¥1,980
レインカバー - GSM1604R ¥1,320

シート GSM27006 スポーツシェイプシートバッグ8
X型装着ベルト GSM2900B ¥1,980
レインカバー - GSM1604R ¥1,320

サイド GSM27007 スタンダードサイドバッグ30

X型装着ベルト GSM2900B ¥1,980
セッティングベルト GSM7502S ¥880
レインカバー右用 - GSM160RR ¥1,980
レインカバー左用 - GSM160RL ¥1,980

サイド GSM27810 スポーツシェイプシートバッグ12

X型装着ベルト GSM2900B ¥1,980
セッティングベルト GSM7502S ¥880
レインカバー右用 - GSM754RR ¥1,980
レインカバー左用 - GSM754RL ¥1,980

52  2022. SPRING SUMMER



G
O

LD
W

IN
 M

O
TO

R
C

YC
LE

   
 2

02
2. 

SP
RI

N
G

 S
U

M
M

ER

H
4

H
1




