NEW
RACING TRAINER

¥6,480 税込（本体価格 ¥6,000）

ほどよい中厚裏起毛のガゼット付きトレーナー。
POTENZA BATTLAX のロゴを腕にマーキング、
背中には BRIDGESTONE MOTORSPORT ロゴをプリント。

F

ブラック
5160 9461
裏起毛仕様
裏毛編みの裏面組織を、特殊
な加工で起毛させたもの。太
い糸が毛羽立ち、柔らかく温か
みのある手触り。空気を多く含
むので保温性も向上します。

ガゼット仕様
1950 年代のビンテージ風な
前 Vガゼット。襟の伸縮を補
強したり汗止めとして付けて
います。

Material：綿100% Color：ブラック Size：フリー（着丈 70 身幅 56 肩幅 50 袖丈 63cm）
Function：●左腕：POTENZA ロゴプリント、右腕：BATTLAX ロゴプリント、背中：BRIDGESTONE MOTORSPORT ロゴプリント

NEW
POTENZA LIGHT ZIP PARKA

¥6,480 税込（本体価格 ¥6,000）

フード二重

ファッショナブルに着こなせる、薄手のフルジップパーカー。

F

ブラック
5160 9462

THE MOG Heavy ZIP PARKA

裏毛

F

ブラック
5160 9357

裏起毛

¥6,912 税込（本体価格 ¥6,400）

人気のブラックカラーフリース。保温性はもちろん指出し仕様に、閉めた時に
ファスナーが見えないファッション性、デザインにもこだわった好評のフリースがグレード アップ。
ブラック
5160 9441

杢グレー
5160 9358

Material：綿 52% ポリエステル48% Color：ブラック、杢グレー
Size：フリー（着丈 70 胸囲 106 身幅58 袖丈 61cm）
Function：●前左下：BRIDGESTONE MOTORSPORT PVCネーム

Material：ブラック：綿100%、杢グレー：綿 90% ポリエステル10% Color：ブラック、杢グレー
Size：フリー（着丈 70 身幅53 肩幅 47 袖丈 63cm）
Function：●右腕：POTENZA ロゴプリント 背中：BRIDGESTONE MOTORSPORT ロゴプリント

F

フード二重

暖かな裏起毛素材で、厚手のフルジップパーカー。

杢グレー
5160 9463

THE MOG FLEECE

★

¥6,264 税込（本体価格 ¥5,800）

POTENZA FLEECE

★

¥5,832 税込（本体価格 ¥5,400）

人気の定番素材。暖かく、軽いフリースです。
F

軽量
フリース

レッド
5160 9159

後襟に BRIDGESTONE
MOTORSPORT ロゴ刺繍

Material ：ポリエステル 100% Color ：ブラック Size ：フリー
（着丈 68 胸囲 128 肩幅 56 袖丈 58cm）
Function ：●左胸 ：ファスナー付きポケット ●左右 ：ファスナー付きポケット
●左胸 ：BRIDGESTONE MOTORSPORT ロゴ刺繍、
後襟 ：BRIDGESTONE MOTORSPORT ロゴ刺繍

Material ：ポリエステル 100%
Color ：レッド Size ：フリー
（着丈 67 胸囲 126 肩幅 55 袖丈 58cm）
Function ：●左胸 ：ファスナー付きポケット ●左胸 ：POTENZA ロゴ刺繍、
後襟 ：BRIDGESTONE MOTORSPORT ロゴ刺繍

★印の商品は、数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。
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THE MOG BLOUSON

¥9,936 税込（本体価格 ¥9,200）

防水加工にグレードアップした、生地を使用。
高密度で肌触りもよく、機能性はもちろん素材にもこだわった
オールシーズン対応の好評ブルゾン。
F

防水加工

5160 9440

裏地メッシュ加工

左内胸に、
マジックテープ付きポケット

袖口アジャスター：ゴム+マジックテープ

Material：表 = ポリエステル 100% 高密度タフタ 裏 = ポリエステル 100％ メッシュ Color：ブラック
Size ： フリー（着丈 67 胸囲 128 裄丈 89 cm） Function ： ●防水加工 ●右 / 返しポケット 左 / ファスナ
ー付きポケット 左胸 / マジックテープ付き内ポケット ●袖口 ： ゴム + マジックテープによる調節機能付●胸 ：
BRIDGESTONE MOTORSPORT ロゴ刺繍、両袖 ： POTENZA ロゴシルバープリント、 背中 ： BRIDGESTONE
MOTORSPORT ロゴプリント

RACING REVERSIBLE BLOUSON

★

¥10,800 税込（本体価格 ¥10,000）

お洒落なリバーシブルブルゾン。
F

レッド
5160 9155

リバーシブル
軽量
撥水加工

Material ： 表 = ポリエステル 100% 高密度タフタ 撥水加工 裏 = ポリエステル 100% ジャージ = アクリル 100%
Color ：レッド Size ：フリー
（着丈 67 胸囲 120 肩幅 46 袖丈 69cm） Function ：●薄手生地 ●リバーシブル仕様
●襟 & 袖リブ仕様 ●表 / 左右返しポケット 裏 / 左右フラップポケット ●表 / 胸 ：BRIDGESTONE MOTORSPORT ロゴ刺繍、
後襟 ：POTENZA ロゴ刺繍、左袖 ：B マークロゴ刺繍 ●裏 / 胸 ：BRIDGESTONE MOTORSPORT ロゴ刺繍、
後襟 ：
BRIDGESTONE MOTORSPORT 織ネーム

右は返しポケット、左はファスナー付きポ
ケット仕様

RACING JACKET

★

¥10,800 税込（本体価格 ¥10,000）

厚手の素材でサーキット場での強度の撥水性、防風性に優れ
背中の刺繍によるマーキングが、本物志向いち押しのアイテム。
F

レッド
5160 9227

撥水性
防風性

Material：ポリエステル100% タスラン メッシュ部分= ポリエステル100% Color：レッド
Size：フリー（着丈 81 胸囲 134 肩幅 56 袖丈 64cm）
Function：●襟にインナーフード ●左：ファスナー付ポケット ●右：ファスナー付ポケット、キーホルダーフック付き
●両袖口にゴム+マジックテープによる調節機能付
●胸：BRIDGESTONE MOTORSPORTロゴ刺繍、 背中：BRIDGESTONE MOTORSPORTロゴ刺繍
★印の商品は、数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。
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