エアバッグシステムの先駆者
"BAGJUMP®はスポーツ産業に深く根付いています。

元プロのスノーボーダーとして、また熱狂的なスポーツ愛好家として、怪我の心配がない、より安全な練習ができないか、いつも考えていました。
アスリートとして、私たちは自分たち自身や世界中のスポーツコミュニティーの友人たちのために、この製品を開発しました。
私たちは、常に製品の開発とテストを繰り返しています。

製品改良と安全性は私たちの原動力であり、世界中の最も画期的なスタントのいくつかに関わっているだけではなく、
すべてのスポーツの初心者に自分の可能性をチャレンジする機会を提供します。"

情熱

BAGJUMP®は、世界中のジャンパーたちにより安全な体
験を提供し、エクストリームスポーツとレジャー産業の進
化に深く関わっていることを誇りに思っています。私たち
は自分の仕事を愛し、これからも未来に向かって進んでい
きます。
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革新

革新には勇気が必要です。我々は過去10年以上にわたっ
て、世界の最先端にいるトップアスリートやブランドと共
にエアバッグ技術を開発し、想像以上の成果を達成してき
ました。また、彼らや他の特別なプロジェクトのために、
画期的で新しいデザインや試作品を創り出してきたこと
は、我々の誇りです。

経験

今までの2000件を超えるエクストリームスポーツ大会や
様々なスポーツ施設でのプロジェクトの実績を基に、私た
ちはエアバッグシステムの安全性、機能性、製造及び材料
選択の改良＆改善を続けています。私たち社内の技術者達
の力により、お客様のアイディアとコンセプトを、迅速か
つ効率的に実現させることが可能です。

BAGJUMP® AIRBAGのメリット
なぜBAGJUMP®
エアバッグ種類
オールラウンドエアバッグ
フォームピットエアバッグ
独立式フォームピットエアバッグ
ランディングエアバッグ
スキー＆スノーボード
バイク＆スケート
自由落下
チュービング
トランポリンステーション
アドベンチャーパーク
カスタム開発
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誰でも楽しめるエアバッグ！
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BAGJUMP®AIRBAGの特長

世界中のスキーリゾート、スキース
クール、テーマパーク、スポーツ、
体操施設での2,000個以上のフリー
スタイルエアバッグを作った実績が
あり、BAGJUMP®Action
Sports GmbHは、世界一のフ
リースタイルのエアバッグメーカー
です。世界最高のアスリート、ブラ
ンド、スキーリゾートの信頼ととも
に、私たちの無事故記録は、製品と
サービスの質を証明してきました。
さらに、私たちの製品は、安全性と
品質において、TUVによる国際認
定を取得しております。

使いやすさ
BAGJUMP®を拡げて送風機の電源を入れるだけですぐ
に楽しむことができます。

専門の指導員は必要ありません。万一電源が切れた際に

は「Whoop box」の音と信号で参加者に警告しま
す。

集客力
インパクトのある見た目によりBAGJUMP®は遠くにいる人た

ちの目を引き付け、飛び込みたくなるような衝動を起こさせま
す。BAGJUMP®は戦略的に観客を引き付け、演出を楽しんで
いただける「ホットスポット」になります。
宣伝効果

忘れられない興奮、楽しさを提供するBAGJUMP®はスポン

サーやパートナーにとって最適で強力な広告宣伝ツールです。
多目的
BAGJUMP®はスノーボード、スキー、スノーチュービング、

サイクリング、クライミング、フリードロップ等の様々なアク
ティビティに使用できます。
低コストな維持管理費

BAGJUMP®はわずか2台の送風機で作動するため、維持管理
費を最小限に抑えることができます。
1年を通してずっと楽しめる

BAGJUMP®は季節に縛られることなく、お客様に素晴らしい
体験を提供することができます。

フリースタイルコミュニティを引き付ける
スキーとスノーボードのフリースタイルコミュニティは、今後
有望なとても重要なマーケットです。BAGJUMP®の設置によ

り、そのコミュニティをあなたのリゾートに引き付ける事に繋
がります。

IMPACT ABSORBING TECHNOLOGIES
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なぜBAGJUMP®?

なぜBAGJUMP®?
TRAVIS PASTRANA

国際認証

すべてのBAGJUMP®製品は、品質と安全性においてTUVによ
り認定されています。また、IATP、ASTM、BSIといった各
国の基準の作成にも大いに協力しました。
※TUV認証(テュフ・ラインランド)
ドイツに本拠を置く、技術・安全・証明サービスに関する世界
第7位の認証機関

一番安全なエアバッグ

安全性は弊社の最優先事項です。
BAGJUMP®のエアバッグシステムのメカニズムは、極めて安
全な着地が可能になるように設計されているため、安心してエ
アバックシステムをご利用いただけます。

高度な製造技術

すべてのエアバッグはヨーロッパにてデジタル切断機、半自動
縫製機 及びCAD設計技術等、最新の製造技術で生産します。
また、製造後の品質検査も徹底しております。

社内技術者チーム

BAGJUMP®は様々な分野からのエンジニア達がチームを結成
し、新しい製品を開発しています。新しい材料の開発と改良
や、最も安全で耐久性のある製品を生み出し続けるための製造
方法/技術の研究も続けています。

専門家との相談

購入をお考えの方は、代理店を通して専門家からの十分な助言
を受けることができます。私たちには世界中の2,000を超える
プロジェクトから得た知識があります。
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設置と取扱説明

弊社の製品を購入するたびに、代理店が責任をもってサービス
を提供いたします。また、あなたの施設にフルサービスでエア
バッグ システムを設置すると同時に、スタッフの方に安全な
操作とメン テナンス方法をご案内いたします。

顧客サポート

私たちは真摯に顧客サポートに対 応 いたします。
BAGJUMP®は、ヨーロッパやアメリカで、高度な訓練を受け
た専任技術スタッフを集めて国際チームを結成しました。私た
ちはいつもお客様に寄り添い、海外からでも専任のスタッフが
電話や現地で対応させていただきます。

BAGJUMP®の材料

全てのBAGJUMP®製品は、HEYtex®という専用素材を使っ
ています。用途に合わせ、長年にわたり、高性能、耐久性のエ
アバッグ専用素材を開発してきました。BAGJUMPには既製
品は使っていません。年間通じてトランポリンとして高頻度に
使用されても、FMXの高衝撃圧力がかかっても、それぞれの
条件に対応し長期間のストレスに耐えられるよう、調整されて
います。

最も強靭なT OPS H EET S ®

SHAUN WHITE

私たちのTopsheets®(トップシート)は、シーズン中ずっと、
鋭く硬いスキーエッジの着地に耐えることができます。私たち
はパートナーHEYtex®と共に、究極のTopsheets®を開発し
ました。このTopsheets®は抜群な引張強度があるため、山の
中で修理したり溶着したりする必要がありません。その表面は
他社が使っている標準のPVCではありません。独自の表面コー
ティングにより、スノーボード/スキーの滑走面が着地の際に
くっつくことを防ぎ、安全性を高めます。

エアバッグ本体の軽量リップストップ素材

長年にわたり、BAGJUMP®は軽量で、耐候性、耐久性の高い
エ アバッグボディの素材を開発してきました。
軽量化をすることで、梱包費、輸送費、人件費などのコストを
節約できます。 山の中で設置をする時には、他の重いエア
バッグよりも使いやすさを実感していただけるでしょう。

STEVE AOKI

HEYTEX®について

ドイツのHEYtex® Groupは、高品質な機能性工業用繊維品を
開発し製造する世界的な企業です。3つの大陸で、HEYtex®は
スポーツから工業利用にいたるまで、様々な用途の最適な素材
を顧客に提案しています。HEYtex®は100年以上の研究開発
の経験を持っています。

IMPACT ABSORBING TECHNOLOGIES
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エアバッグの種類

エアバッグの種類

BAGJUMP®AIRBAGSへ
ようこそ
BAGJUMP®は世界一の革新的なスポーツエアバッグメー
カーです。技術革新の最前線にいる私たちは、小さなジムか
ら大規模プロジェクトまで、最適なパートナーです。トラン
ポリンパークや体操施設に設置するフォームピットエアバッ
グから、空前絶後なスタントを行うための大きなフリースタ
イルエアバッグにいたるまで、私達は全てお客様に合った解
決策を提示します。

ALLROUND AIRBAG（オールラウンドエ
アバッグ）

オールラウンドエアバッグ

フォームピットエアバッグ

大技を練習したいと思いませんか？このエアバッグはレベル
アップするのに最適です。

LANDING AIRBAG（ランディングエア
バッグ）
自立式フォームピットエアバッグ
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ランディングエアバッグ

カスタム開発

アクションスポーツトレーニングの新しいレベル。成功して
もクラッシュしても、安全に実際の着地感を体感できます。

FOAM PIT AIRBAG（フォームピットエア
バッグ）

ウレタンピットの掃除に時間を取られていませんか？新しい
技術で開発したエアバッグはもう掃除を気にする必要はあり
ません。

FOAM PIT AIRBAG ‒
STANDALONE（自立型フォームピット
エアバッグ）
最も標準的なエアバッグ。持ち運びが容易な自立型
フォームピットエアバッグ。

カスタム開発

私たちと一緒にワイルドなアイディアを試したい？今まで私た
ちが作ったプロジェクトを確認しましょう。

IMPACT ABSORBING TECHNOLOGIES
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オールラウンドエアバッグ
NIP® AIRBAGS FOR WINTER

オールラウンドエアバッグ

一年を通して、初心者からプロまで、ただ遊びたいという人から真剣にオリンピックを目指している選手まで。
リスクを減らし、試したい技がたくさんあるあなたに、オリジナルBAGJUMP®オールラウンドエアバッグは最適なシステムです。
標準規格は三種類（10x10m, 15x15m, 20x20m）ですが、特定のスポーツのための特注サイズも提供できます。

BA G JUM P®オールラウンドエア
バッグの特長

PHILIP MORRIS INT. EVENT, ESTONIA

着地ゾーンは、グローブのように柔らかく安全にあなたの
落下を受け止め、着地の衝撃を吸収します。衝撃を受けた
瞬間、巨大なエア空間がエネルギーを吸収して、気流を還
流させ、側面の放出口から放出します。
MAMMOTH MOUNTAIN, DANNY DAVIS

スノーボード／スキー

オールラウンドエアバッグは世
界中のリゾート地ですばやく使
うことができます。初めての
ジャンプを試したいスキーリ
ゾートのお客さんから、ダブル
コークを上達したい上級者ま
で、いつでも誰でも楽しめる完
璧なオールシーズントレーニン
グツールです。ポータブル性と
使いやすさ、そしてその安全性
により、エクストリームスポー
ツ愛好家から高い評価を受け、
従来のウレタンピットやウォー
タープールに取って代わってい
ます。
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FRANCE, THOMAS GENON

バイク／スケート

オールラウンドエアバッグは
新しいトリックを目指してい
る中級者やプロライダー達の
完璧な練習道具です。初めて
のバックフリップや、Jed
Mildonのようなクワッドフ
リップでも、このエアバッグ
はより柔らかく安全なラン
ディングを提供します。それ
は以前のウレタンピットとは
比べものにならない、まさに
雲の上に着地する感覚です。

IMPACT ABSORBING TECHNOLOGIES

TIROL, MARTIN SCHENK, MONSTER ENERGY

フリードロップ

高い場所からの落下は怖いで
すか？刺激感満点のアクティ
ビティをあなたのイベントや
施設に設置しましょう！一般
のお客様のためな
ら、6m（20ft）と
10m（30ft）の高さのジャン
プ台をお勧めします。私たち
のエアバッグは、プロのチー
ムによって、60m（200ft）
の驚異的な高さからのジャン
プでも安全に着地できること
が実証されています。

FMX

オールラウンドエアバッグは
FMXの世界を大きく変えるも
のです。
このスポーツは日々進化し続
け、いつも限界を越えてい
く、従来のフォームピットで
はもう足りません。弊社のエ
アバッグの柔らかさを知れ
ば、あなたはきっともっと大
胆に大きく高く飛べるはずで
す。世界中のライダー達が既
に月まで飛ぶような感覚で新
しいトリックを練習していま
す。弊社のエアバッグはとて
も持ち運びしやすく、様々な
セットアップができます。道
路の上に置くことも可能で
す。

下部セーフティゾーンはより高い空気圧レベルとしてお
り、安全性を高め、高いジャンプであっても、底部に当た
ることがないよう設計されています。

RED BULL HIGHLAND BIKEPARK

ブランディングオプション

セーフティガード - エアバッグの横から滑り落ちないよう
に、高圧で膨らませた空気フェンスがエアバッグ表面の周
囲に取り付けられています。

永続的ブランディング - BAGJUMP®エアバッグのサイド
ウォールに、永続的なブランドロゴをプリントすることが
可能です。

交換可能なTOPSHEET® - 様々なスポーツごとに特化した
ハイテク素材で製造されています。
交換可能なプレミアムブランディング - ロゴ/アートワー
クはいつでも変更することができます。 伸縮自在の生地は
UV耐性があり、印象的で確実に注目を集める、完璧な宣
伝・広告媒体になります。
アンカーシステム：BAGJUMP®のユニークな固定方法
は、衝撃の瞬間に柔軟に移動する一方で、安定して元の位
置に戻ることができます。

サイドウォールブランディング - 耐久性のあるナイロン製
でデジタル印刷されたサイドウォール広告は、交換可能
で、1回限りの広告幕としても利用できます。
WINDELLS SUMMER CAMP, BENNI MOESL

プロ用トレーニング

BAGJUMP®は、世界のエクストリームスポーツエリートに最適なトレーニング方法を提供することに特化しています。我々は数多く
のエアバッグシステムを開発し、世界記録を破り、スポーツを次のレベルに進化させることに貢献してきました。BAGJUMP®エア
バッグを使用したトレーニングでは、より速く上達し、けがを減らし、最善の方法で自分の限界に挑戦することができます。

Topsheet® - 弊社の標準カラーから選択するか、お客様
の独自のカスタムカラーで注文することも可能です。
要素ブランディング - これは、エントリークラスであり、
低価格のオプションです。
足場ブランディング - 足場クラッディングは風透過性の
メッシュ材でできています。

IMPACT ABSORBING TECHNOLOGIES
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フォームピットエアバッグ
ウレタンフォームより賢明な代替案。健康面、衛生面、安全面、ジャンプ頻度、耐久性を考えた時、BAGJUMP®フォームピットエア
バッグは、従来のウレタンピットより優れたピットです。Foam Pit Airbag(フォームピットエアバッグ)は、トランポリンパーク、
アクロバットジム、フリースタイルスポーツアカデミーなど、室内でも室外でも様々なところで使用できます。

JUMP HOUSE, GERMANY

インドアフリースタイルアカデミー

インドアフリースタイルアカデミーは世界中で
大人気になっています。Woodward PA（ペン
シルベニヤ州）は革命的なインドアとアウトドア
フリースタイルキャンプで、流行を作り出しまし
た。他にもProgresh（コロラド
州）、Freestyle Academy Laax（スイ
ス）、Gravity Lab Munich（ドイツ）、Skills
Park Switzerland（スイス）など多くの施設も
このフォームピットエアバッグを採用していま
す。これらの驚くべきマルチスポーツ施設には、
自転車（BMX）、スケート、スノーボード/ス
キー用それぞれのトレーニングコースがありま
す。それ以外にも、BAGJUMP®フォームピット
エアバッグは、パルクール、タンブリング、トラ
ンポリン、スラックラインなど様々なスポーツの
練習に使用されています。

トランポリンパーク

ここ数年、トランポリンパークは世界各地に
ブームのように開園しています。そこでは、
安全性と衛生性がますます重要になってきて
います。バトルビーム、スラックライン、障
害物コースなどの落下衝撃吸収ピットとし
て、また、トランポリンやジャンプタワーか
らの飛び込みピットとして、Foam Pit
Airbag(フォームピットエアバッグ)は全ての
タイプのウレタンピットに置き換えることが
できます。コストとメンテナンス作業を軽減
しながら、より安全で衛生的で楽しい体験を
お客様に提供します。私たちのTopsheet®の
ブランディングを利用することを忘れないで
ください。

BAGJUMP® AIRBAGS

DITCH THE DUST
12
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衛生的・簡単

スマートなBAGJUMP®テクノロジー

すべ て の 部 品 を 簡 単 か つ 完 全 に 交 換 可 能

ホコリがない ウレタンフォームキューブに使用される難燃性
物質は、粉塵として摂取すると非常に有毒であり、特に子供や
アレルギー、喘息のような呼吸困難がある人に対して、健康の
重大な脅威となります。

世界特許取得済み、唯一の完全に交換可能なエアーピラー
を備えたシステムです。縫い付けなし。保護キャップな

し。短期的な視点ではなく、長期間に渡って信頼できる長
期的なソリューションを提供します。

簡単メンテナンス BAGJUMP®エアバッグがあれば、エネル
ギー効率のいい送風機をオンにするだけですぐ準備が出来ま
す。ピットのくずを払ったり、ウレタンキューブをピット内に
戻したりする必要はありません。ウレタンキューブの交換や
ピットの清掃に高いコストをかける必要もありません。

DUUDSONS ACTIVITY PARK, FINNLAND

GRAVITY LAB, MUNICH

フォームピットエアバッグ

ニンジャ・ウォーリアー施設

SASUKEのようなニンジャ・ウォリアーコース
は、世界的に有名なテレビシリーズのおかげ
で、世界中で非常に人気が高まっています。こ
れらのアスリートを訓練するための施設が世界
中に開設され、トランポリンパークの中にも見
られるようになっています。難易度の高いコー
スに挑戦することは楽しいですが、万一失敗し
て落下した時の安全性も考えなければなりませ
ん。BAGJUMP®フォームピットエアバッグ
は、障害物からの落下から身を守るための最適
な設備です。選手達を安全に受け止めるだけで
なく、すぐにピット上で立ち上がってコースに
戻ってやり直すことができるので、コースの利
用効率はさらに高まります。ニンジャ・ウォリ
アーコースの清掃に要する時間はほんの数分単
位です。 エアバッグの空気を抜き、きれいに拭
き取るだけです。

4 ELEMENTS ACADEMY, TIROL, AUSTRIA

体操

体操に関しては、長年ウレタンフォームの
ピットを使用して練習してきました。ウレタ
ンピットは、使用すると非常に汚れ、完全に
掃除することはできません。ウレタンピット
を維持するためには多大な時間とコストがか
かります。従って、ほとんどのジムは汚れた
ウレタンを交換する余裕がなく、練習する選
手たちは不衛生なフォームピットをそのまま
使うしかありません。BAGJUMP®フォーム
ピットエアバッグはその状況を解決するため
に、誕生しました。使い方は普通のピットと
まったく同じで、同時に着地したり、マット
を投げ入れることも可能です。ピットを掃除
し、発泡キューブを着地場所に戻したりする
必要はありません。また、ピットから容易に
素早く、汚れることなく外に出ることができ
ます。トランポリン、鉄棒、平行棒、平均台
などの練習に利用いただけます。

ジャンプ頻度が高い ウレタンピットから外に出ることは大変
な苦労となり、かなりの時間がかかります。
エアバッグを使用すると、ジャンプ頻度を大幅に上げることが
できる（最大10回/分）ので、ピットエリアはあなたのスポー
ツ施設の中で一番人気なスポットになるでしょう。
特注仕様 BAGJUMP®は、今までピットの形状とトランポリ
ンタイプに合わせて、エアバッグを数百個以上製作しました。
ですから現状のピット形状を改造する事なく、納入できます。
あなたのピットの計画図を送って、私たちに任せてください！

SUPERFLY, DORTMUND

350個フォーム
ピッ ト エ ア バ ッ グ
が 使 用 さ れている

認証 フォームピットエアバッグの品質と安全性が国際的に認
証されており、従来のピット空間にソフトな着地感覚と優れ
た機能性を提供します（ウレタンピットのような急な衝撃吸収
ではなく段階的な衝撃吸収）。

完 成したプロジェク
トは2 0 0 0 件 以 上
H E Y T E X® がカス
タムメイドした最 高
の材 料

火災の危険性無し BAGJUMP®の素材は最高の火災安全認証
を受けているため、実際にいくつかのアメリカの州では、スプ
リンクラー設備などの面でさらにコストを節約できています。
健康＆衛生 ウレタンフォームピットを掃除するときに、汗ま
みれのキューブ、髪の毛、古い靴下や他の非衛生的なゴミと闘
わなければなりません。キューブを取り除き、ほこりを片付け
るなどのメンテナンスは数時間以上もかかりま
す。BAGJUMP®フォームピットエアバッグを使用すると、こ
れはただの数分で終わります。
JUMP HOUSE, GERMANY

IMPACT ABSORBING TECHNOLOGIES
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自立式フォームピットエアバッグ

自立式フォームピットエアバッグ

フォームピットエアバッグの自立型バージョンは、最も多用途の革命的製品です。とても簡単に移動でき、組
立も数分で完了、そして全ての種類のスポーツで季節を問わず、屋内でも屋外でも使用することができます。

BAGJUMP®自立式フォームピットエアバッグの特長
完璧なソフトランディングの為に、1平方メートルごとに3
つのエアーピラーがあります。
内部にロープは必要ありません。

SNOWPARK ISCHGL, AUSTRIA

DUBAI ELITE GYMNASTICS ACADEMY

軽 量 化＆運 送できる

エアバッグ下部の独自のエアーチャンバーシステムによ
り、地面に当たることを防ぎます。
多人数同時着地可能

同 時にランディング

永久的または交換可能なブランディング
あなたのニーズに合わせた特注製作対応

絶 好のブランド
宣伝機会

位置調整可能な送風機
LAKE GARDA, MATTHIAS GARBER

スノーボード／スキー

大技を試してみたいですか？
自立式フォームピットエア
バッグはスキーリゾート、ス
キースクールまたアカデミー
において、新しいトリックを
学びたい初心者／中級者に最
適な施設です。非常に傷つき
にくい強靭な素材の上に、柔
らかく安全に着地ができま
す。このエアバッグは、雪の
上でも、夏のドライスロープ
でも、全シーズン利用できま
す。

バイク／スケート

自立式フォームピットエア
バッグは、すべてのスキルレ
ベルのライダーやスケーター
にとって理想的なトレーニン
グ施設です。跳びたいセク
ションの前に移動、設置はと
ても簡単です。バイクでト
リックを完成して車輪で着地
した場合はそのまま進むこと
ができます。着地について
は、ウレタンピットに比べて
はるかに優れています。非常
に傷つきにくい強靭な素材の
上に、柔らかく安全に着地が
できます。

VILLACH, AUSTRIA

トランポリンエアバッグ
ステーション

トランポリンエアバッグステー
ションは、トランポリンパーク
の中で一番楽しいエリアになる
でしょう。この自立式モジュー
ルは、スキーリゾート、ホテ
ル、アミューズメントパーク、
屋内遊園地、お祭りなどなど、
様々な場所を、屋内外を問わず
設置可能です。巨大で柔らかな
エアバッグで跳ねることを一緒
に楽しみましょう。

FRU FRU TOUR, LOWER AUSTRIA

チューブスライド

巨大なチューブを通って丘を
滑って落ちることは子どもた
ちにとって最高に気持ちいい
ですよね！最後に空に舞い上
がって跳んだあと、安全で柔
らかなエアバッグが包み込ん
でくれます。雪の上でも夏の
草の上でも大丈夫です。参加
者は何のスキルもなしに最高
のスリルを味わえます。

負担のかかる場所は二重/四重縫いで強化

TALLINN HARBOUR, ESTONIA

フリードロップ

スタントマンのように跳んで
みたいと思いませんか？私た
ちのスタントエアバッグに
ぴょんと跳び込んでみません
か？年齢やスキルによって高
さは変えましょう。特許取得
済みのエアピラーシステムの
おかげで複数のジャンパーが
同時に跳び込んでも大丈夫で
す。

体操

こちらは最高の移動可能な
ピットです。ジム、クラブ、
学校などあなたの施設は、時
間借りなので固定型ピットを
作ることができないではない
ですか？そんな場合、こちら
は理想的な解決方法です。ト
ランポリンと同じくらい速く
設置したり片づけたりできま
す。好きな時に好きな場所に
置いて使いましょう。ウレタ
ンピットのほこりや粉じんと
はサヨウナラ！

究極の軽量化と強靭さを持つHEYtex®の特製素材
詳細な取扱説明書と安全マニュアル

GUZZI TRAMPOLINES, ITALY

ブランディングオプション

2年間保証

永続的ブランディング - BAGJUMP®エアバッグのサイド
ウォールに、永続的なブランドロゴをプリントする事が可能。
サイドウォールブランディング - 耐久性のあるナイロン製
でデジタル印刷されたサイドウォール広告は、交換可能
で、1回限りの広告幕としても利用できます。

プロ用トレーニング

BAGJUMP®は、世界のエクストリームスポーツエリートに
最適なトレーニング方法を提供することに特化しています。
我々は数多くのエアバッグシステムを開発し、世界記録を破
り、スポーツを次のレベルに進化させることに貢献してきま
した。BAGJUMP®エアバッグを使用したトレーニングで
は、より速く上達し、けがを減らし、最善の方法で自分の限
界に挑戦することができます。

Topsheet® - 弊社の標準カラーから選択するか、お客様
の独自のカスタムカラーで注文することも可能です。
要素ブランディング - これは、エントリークラスであり、
低価格のオプションです。
足場ブランディング - 足場クラッディングは風透過性の
メッシュ材でできています。
SNOWPARK ISCHGL, AUSTRIA

14

IMPACT ABSORBING TECHNOLOGIES

IMPACT ABSORBING TECHNOLOGIES

15

ランディングエアバッグ

ランディングエアバッグ

絶好のブランディングオプション

2014年、BAGJUMP®は革新的な製品－ランディングエアバッグ
（LANDING AIRBAG）を発表いたしました。これはアクションス
ポーツに革命を起こしました。ランディングエアバッグは衝撃を吸
収するだけでなく、トリック訓練後、安全に着地するための最適な
環境を作り、使用者の体をしっかりと保護しています。

本物そっくりのランディ
ング

BAGJUMP®ランディングエ
アバッグ（LANDING
AIRBAG）は最高の練習場所
を提供します。プロのように
大技に挑戦するか、初めの
ジャンプを跳んでみるか、レ
ベルを問わず、誰でも使えま
す。ランディングエアバッグ
は衝撃を緩和し、使用者の安
全を守るだけではなく、ト
リックを決めた後、バイクや
ボードに乗ったまま降りるこ
とができます。さあ、新しく
試したいトリックを大胆に
やってみましょう！

野外から雪上まで

ランディングエアバッグ
（LANDING AIRBAG）は、最
初はFMXのプロの為に導入さ
れましたが、その後にすく他の
スポーツ領域にも広がりまし
た。今では最新鋭のトレーニン
グツールとしてFMX、BMX、
スクーター、スケートに拡がり
ました。スキーやスノーボード
の分野においても、ランディン
グエアバッグは冬時期はもちろ
ん、夏時期の人工ゲレンデで
も、一年を通してトレーニング
することが可能です。特殊な
Topsheetを採用しており、着
地表面に引っかかることはあり
ません。

BAGJUMP®ランディングエアバッグの特長
2層多孔型エアバッグ
堅さ調整型通気システム
最新固定システム（スノーまたはダート）
ABSOLUT PARK, FLACHAUWINKL

軽量化＆ポータブル

スノーボード＆スキー

エアバッグ本体用の素材は非
常に強靭で、重いFMXのラン
ディングに耐えます。それだ
けでなく、わずか450g /
m2と、非常に軽いため、エ
アバッグは簡単に動かせま
す。巨大なエアバッグを施設
周辺で移動させる際、10人必
要か5人で十分かは大きな違
いとなります。

すべてのBAGJUMP®製品は、品質と安全性においてTUVにより認定されています。
また、IATP、ASTM、BSIといった各国の基準の作成にも大いに協力しました。

私の情熱はいつも進化です。それは誰も今までした事がないこと
に挑戦することです。BAGJUMPのおかげで、実際に実演する場所
で、死ぬリスクなく練習する事ができます。 Travis Pastrana
16
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BAGJUMP®スケート用ラン
ディングエアバッグは、室内
外のフリースタイル施設で利
用可能で、現状の安全に固定
された着地寸法に合わせてカ
スタマイズできます。

オリンピックサイズ

ハーフパイプ

プロ用トレーニング
KAUNERTAL, AUSTRIA

インドア

Bagjump®ランディングエア
バッグを設置すると、365日
パウダーでランディングする
ような究極の体験ができま
す！現状あるランディング部
分にそのまま置くことで初心
者からプロまで楽しむことが
できます。

BAGJUMP®オリンピックサ
イズランディングエアバッグ
は、中級者から上級者にとっ
ての画期的なエアバッグで
す。スキー／スノーボードの
ビッグエア―やスロープスタ
イルの常設のトレーニング施
設として最適です。エッジを
丸くしたり、スプリンクラー
で散水したりする必要はあり
ません。

国 際 認証

SKILLS PARK, WINTERTHUR

BAGJUMP®ハーフパイプオ
リンピックサイズランディン
グエアバッグは、中級者から
上級者にとっての画期的なエ
アバッグです。今あるスキー
／スノーボードのハーフパイ
プ壁やスケート／BMXの
バーティカル壁に載せて使用
できます。

NINE KNIGHTS, HAIDERALM

バイク

TRAVIS PASTRANA, PASTRANALAND

F MX

BAGJUMP®バイク用ラン
ディングエアバッグは一年を
通してバイク究極のソフトラ
ンディングができます！現状
あるランディング部分にその
まま置くことで初心者からプ
ロまで楽しむことができま
す。

BAGJUMP®FMX用ランディ
ングエアバッグは、全スキル
レベルのライダー達が、本番
のランディングにトライする
前に、しっかりトリックを練
習できるように、安全なプ
ラットフォームを提供してお
ります。

ミニランプ

特注

世界中で屋内のフリースタイ
ル施設がとても人気になって
います。その施設に合った色
んな種類のエアバッグを提案
できます。これは、私たちの
最新のミニランプ型エアバッ
グです。

BAGJUMP®は、世界のエクストリームスポーツエリートに最適なト
レーニング方法を提供することに特化しています。我々は数多くのエアバッグシステムを開発し、世界記録
を破り、スポーツを次のレベルに進化させることに貢献してきました。BAGJUMP®エアバッグを使用したト
レーニングでは、より速く上達し、けがを減らし、最善の方法で自分の限界に挑戦することができます。

BAGJUMP®エアバッグはそ
の施設に合った仕様、サイズ
で特注で製作できます。どん
な形でも可能です。私たちの
代理店にデザインを依頼して
ください。

マジックテープバナーシステム
位置変更可能な送風機口
施設に合わせて特注制作
ひっつかないTopsheet®
必要な箇所は二/四重縫いで補強
究極の軽量化と強靭さを持つHEYtex®の特製素材
詳細な取扱説明書と安全マニュアル
2年間保証

オプション：着地後サイドから滑り落ちないように
サイドウォールを追加可能
オプション：先端から飛び出ることのないようス
トッパーを追加可能
IMPACT ABSORBING TECHNOLOGIES
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スキー＆スノーボード
これがすべての始まりだった！私たち自身が元プロスノーボーダーとして、新しいトリックを練習するため訓練用の
ツールを探している時、これを発明した。そして最近では、全レベルのライダーが、巨大なエアバッグで安全に着地す
ることがてきるようになりました。始めでジャンプする人であろうと、真剣に次のレベルを目指しているアスリートで
あろうと、あなたに最適な種類のエアバッグを用意しております。

スキー＆スノーボード

エアバッグタイプ

最 高のトリック
トレーニング設 備

オールラウンドエアバッグ

BJURSAS, SWEDEN

PERISHER, AUSTRALIA, SHAUN WHITE

誰でも楽しめる

あなたは初めてストレートジャ
ンプを飛んでみたい初心者です
か？それともバックフリップや
360sを試したい中級ライダー
ですか？あなたはお客様やスポ
ンサーをもっと興奮させるアト
ラクションを提供しようとして
いるスキーリゾート経営者です
か？私たちには、あなたのス
キーリゾートのほとんどのお客
様に適した様々なエアバッグが
あります。さらに詳しい情報は
私たちの代理店にお問い合わせ
ください。

18

プロ＆ナショナルチーム

BAGJUMP®エアバッグは、
スキーやスノーボードのライ
ダー達がダブルコークやトリ
プルコークを学ぶ際に重要な
役割を果たしてきました。エ
アバッグシステムは10年以上
前に初めて導入してから、現
在、進歩的なライダーにとっ
て日常トレーニングの一部と
なっています。スロープスタ
イルとスーパーパイプの練習
にも使われています。ほぼす
べての代表チームやメインス
ポンサーが、選手の安全な練
習をサポートするために、一
つ以上のBAGJUMPエアバッ
グを所有しています。また、
プロ選手のため様々なエア
バッグを提供しています。

IMPACT ABSORBING TECHNOLOGIES

CRADLE MOUNTAIN, CHINA

MAMMOTH MOUNTAIN, IOURI PODLADTCHIKOV

ハーフパイプ限定のト
ランディングエアバッグは、ど レーニング
ランディングエアバッグ

のスキルレベルのライダーに
とっても、理想的な究極のト
レーニング環境です。一般のス
キーリゾート用には小さいサイ
ズのランディングエアバッグが
ありますし、もちろんオリン
ピック訓練施設のための大規模
なランディングエアバッグもご
用意できます。デザインはそれ
ぞれの目的に合うようにカスタ
マイズされ、様々なアウトラン
が選べます。(小さいジャンプ
のため角度のあるアウトラン
や、オリンピック級のフラット
なアウトラン)スペシャルコー
ティングされたTopsheet®素
材は、いつも滑らかに滑ること
ができ、決して傷つくことはあ
りません。

BAGJUMP®Vertbagは、現実
に近いがでも柔らかいランディ
ングで、スーパーパイプライ
ダー達が練習するため導入され
ました。ご存知の通り、スー
パーパイプのコーピングやフ
ラット部は氷のように硬いです
が、BAGJUMP®Vertbagはそ
んなことありません。斜めの着
陸角度のおかげで、フラットエ
アバッグに着地することより現
実に近いです。これで、上達す
るため理想的なトレーニングが
できま
す。BAGJUMP®Vertbagは、
ハーフパイプの底部にラスト
ヒットとして、またはクォー
ターパイプの隣にコーピングの
延長として配置されます。

ARCTIC CHALLENGE, OSLO

デッキプロテクション

私たちはすべての垂直／水平
の衝撃を吸収する特殊なエア
バッグを持っています。あな
たのスキーリゾートのアウト
ランはあまりにも短くないで
すか？またはネットでは足り
ない危険なエリアを保護する
必要がありますか？私たちは
あなたのために適切な高速衝
撃保護システムを提案できま
す。また、ハーフパイプ/
クォーターパイププロテク
ションエアバッグを、硬く
凍ったコーピングの上に置い
て、スーパーパイプトレーニ
ングやクォータパイプイベン
ト中に重い衝撃からライダー
を保護することもできます。

ランディングエアバッグ

自立式フォームピットエ
アバッグ

カスタム開発

HOCH YBRIG, SWITZERLAND

IMPACT ABSORBING TECHNOLOGIES
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バイク＆スケート

バイク＆スケート
エアバッグタイプ

フォームピット(ウレタンピット)は、長い間バイクやスケートのトレーニングに使用されてきました。それは確かに有用でありましたが、同時にデメ
リットも多いです。ウレタンスポンジはメンテナンスするには費用がかかり、きれいに掃除することはほとんど不可能であり、ピットの位置を動かす
ことはできません。いったんスポンジが濡れてしまうと、乾燥するのは非常に難しくカビが生えることもよくあります。エアバッグの場合は、前述の
すべての欠点は解決します。それは非常に耐久性が高く、容易に移動でき、ウレタンスポンジよりもずっと長く持続します。私たちが提案するエア
バッグにはさまざまな種類がありますが、それらはすべて共通することが1つあります：あなたは今までのウレタンピットよりは優れている！

オールラウンドエアバッグ

ランディングエアバッグ

BIKEPARK LEOGANG, AUSTRIA

PROGRESH, DENVER USA

バイクパーク／スキーリゾート

私たちはバイクパーク（自転車公園）やスキーリゾートに、
オールシーズンのいくつかの製品を提供しています。特に、私
たちのランディングエアバッグは、いまでは、進んだバイク
パークには欠かせないものとなりました。スキルレベルを問わ
ず、ライダーたちはケガのリスクを負わずにジャンプを試みる
ことができます。多くのバイクパークでは、ライダーのレベル
に合わせて、2-3個の大きさが異なるジャンプ台があり、同じ
ランディングエアバッグに跳び込んでいます。初心者が初めて
のジャンプを試す時、これは勇気を与えるすばらしいツールと
なります。また上級者にとっては、もっと安心にホイップ、フ
リップその他の新しいトリックを練習できます。さらに良いこ
とは、トリックを練習する途中、失敗してもすぐ立ち直れるこ
とです。
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インドアフリースタイルアカデミー

インドアフリースタイルのアカデミーは世界中で大人気になっ
ています。Woodward PA（ペンシルベニヤ州）は革命的な
インドアとアウトドアフリースタイルキャンプで、流行を作り
出しました。他にもProgresh（コロラド州）、Freestyle
Academy Laax（スイス）、Gravity Lab Munich（ドイ
ツ）、Skills Park Switzerland（スイス）など多くの施設も
このフォームピットエアバッグを採用しています。我々は、こ
れらの施設に2種類のエアバッグを設置しています。それはフ
ラットなフォームピットエアバッグとランディングエアバッグ
です。実際の着地と似た感覚でトリックを練習できます。

SURFING AUSTRALIA PERFORMANCE CENTER, GOLD COAST AUSTRALIA

自立式フォームピットエ
アバッグ

HIGHLAND MOUNTAINBIKE PARK USA, AARON CHASE

フォ ームピットは大変な清掃
がもういらない
ポータブル性抜群、フォームピ
ットに取って代わる

LAKE GARDA, MATTHIAS GARBER

さらに大きく高く

IMPACT ABSORBING TECHNOLOGIES
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フリードロップ

フリードロップ
エアバッグタイプ

フリードロップの定義は、建物、プラットフォームなどからエアバッグに飛び込むことです。スリルを求める人や愛好家のための刺激感満点の
楽しいアクティビティです。BAGJUMP®エアバッグの柔らかさと安全性は、映画産業のプロ達によって、高さ65メートル（215フィート）
からの飛び降りることで信頼を得ておりますが、一般ジャンパーは10メートル（33フィート）までのフリーフォール体験ができます。

もっと楽しい新しいアトラクション
高さは怖いですか？
これはまさに刺激的な遊びです。
スタントマンみたいに、高いプラットフォームから、大き
いエアバッグに飛び込んでみましょう！ 10メートルまで
の高さに対しては2種類のエアバッグを用意しています。
子供は小型ジャンプで楽しく遊び、スリルが好きな冒険野
郎は高いところから手に汗握って飛びましょう！

オールラウンドエアバッグ

ミュージックフェスティバル

自立式フォームピットエ
アバッグ

スポンサーアクティベーション
PHILIPP MORRIS INT. EVENT, ESTONIA

フ リ ー ドロップ/ オールラウンドエアバッグ

BAGJUMP®フリードロップ用オールラウンドエアバッグは、
刺激を求める人々のために最適なエアバッグです。ロープなし
のバンジージャンプのように、高いタワーから飛び出して、究
極のスリルを感じ、巨大な柔らかいエアバッグにランディン
グ。一般のフリードロップとしては10メートル（33フィー
ト）までの高さを推奨しますが、製品のテストとして、高さ
65メートル（215フィート）からスタントマンが飛び降りて
も大丈夫でした。今ではフェスティバル、地元のイベント、ま
たアドベンチャーパーク施設の一部として、世界中の様々な世
代の人々がこの新しいアトラクションを体験しています。是非
お楽しみください！

BALTICS REXONA FREEDROP TOUR

フリードロップ/自立式フォームピットエアバッグ

これは年齢問わず誰でも楽しむことができる刺激的なアクティ
ビティ。最大高さ6mのジャンプ台をいくつか設置することを
推奨します。ターゲットの年齢層によって適切な高さのジャン
プ台を設置する方がいいです。室内の遊び場では、1,5mまた
は2,5mのジャンプ台でも子供にとってかなり楽しく、安全で
す。アドベンチャーパークの中にさらに多様な施設を作りたい
場合は、6mまで高さを上げることができます。これできっと
皆は素晴らしい笑顔絶えないでしょう。

インドアプレイグランド
アミューズメントパーク
スキーリゾート
ハイロープコース

PHILIPP MORRIS INT. EASTERN EUROPEAN FESTIVAL TOUR
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チュービング

チュービング

坂を滑って降りるチュービングは楽しい、最後に世界一柔らかいBAGJUMP®エアバッグに着地することはもっと楽しい！あな
たのチュービングにBAGJUMP®製品を加えてアップグレードしましょう！冬シーズンは本物の雪の上で、夏シーズンは人工ゲ
レンデで、チューブの上をそりに乗ってBAGJUMP®に飛び込みましょう。スキルはいりません、家族全員で楽しみましょう。

みんなで楽しめる！

年中使用可能！

BAGJUMP®エアバッグは季節にかかわらず様々な用途に使えます。
冬であればスキーやスノーボード、スノーチューブ、夏ならBMXや
マウンテンバイク、フリードロップ、トランポリンステーションな
ど、多方面のスポーツ練習、イベント、パーク施設などに対応。

地球で一番ソフトな着地体験
弊社は安全性と機能性と機能性を最優先に考えて設計してい
ます。
BAGJUMPエアバッグは世の中で最も柔らかで最も安全なエ
アバッグです。
新しい究極の大技を練習するためには、安全に着地できると
いう信頼が必要です。だからBAGJUMP®は、最も安全で柔
らかいエアバッグとして多くのお客様から選ばれているんで
す。
JUMP 'N SLIDE, SAALBACH HINTERGLEMM

夏 シ ーズン

この夏、爽快なチューブスライドからエアバッグに飛び込み
ましょう！既に丘があるなら、自分でスロープコースを作っ
て、最後に飛び出し台を造れば、出来上がりです。私たちは
計画と設計をお手伝いします。丘がない場合は足場を組んで
建造することもできます。

LIPTON TOUR SCANDINAVIA

冬シーズン

大きいスノーチューブ またはBAGJUMP®特性の柔らかいそり
に乗って雪の上を滑ることは、誰にとっても楽しいことです。
もっと興奮したい人は、スライドの最後にBAGJUMP®のエア
バッグに飛び込みましょう。このアトラクションは全年齢層向
けでスキルは問いません。冬休みの最もワクワクする記憶にな
るでしょう。

オリジナルだから信頼できる
BAGJUMP®の製品は機能性、安全性、信頼性に優れています。10
年以上のハイテク素材とデザインの開発経験を持ち、同時に非常に
強力な研究開発チームを持っています。今まで数えきれないエア
バッグを開発し、レジャーやエクストリームスポーツ界のエアバッ
グ技術で先頭を走っています。

LIPTON TOUR SCANDINAVIA
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トランポリンエアバッグステーション

トランポリンエアバッグステーション
JUMP 'N SLIDE, SAALBACH HINTERGLEMM
PHOTO: TOURISMUSVERBAND SAALBACH HINTERGLEMM

もっと楽しめる新しい魅力

アウトドア＆インドア

トランポリンエアバッグステーションは、あなたのトラン
ポリン・パーク施設の中で一番お客様を興奮させる場所に
なります。

みんなで楽しめる

屋内遊園地

常設型．移動型

屋外施設
スポンサーアクティベーション

トランポリンエアバッグステーションは、屋内外どち
らでも対応可能な理想的なポータブルアトラクション

スキルは一切不要です。大人も子供も、何度も繰り返し跳ねて楽
しむでしょう。

トランポリンだけの施設に変化を。ただ跳ぶだけのトランポ
リン施設に新しい興奮を。

アミューズメントパーク

お好きなところどこでも！

弊社の製品は、アウトドア＆インドア両方とも使用でき、さ
らに厳しい気象条件と温度に耐えることができます。

トランポリンでぴょんぴょん跳ねることはすべての年代で
楽しめますが、恐怖心なく巨大なエアバッグに飛び込むこ
とができれば楽しさ倍増です。この魅力のおかげで施設の
人気は非常に高くなり、跳んで着地したらまたすぐに列に
並ぶ光景が見られるでしょう。

リゾート施設

1連2連3連トランポリンが可能！

JUMP 'N SLIDE, SAALBACH HINTERGLEMM

顧客満足度の向上

簡単に素早くセットできるので移動設置が可能です。

独特なブランドショーケース！

エアバッグ表面はあなたの会社のロゴをデジタル印刷して宣
伝するのに最適です。

調整可能

BAGJUMP®エアバッグは、どんなトランポリンにも合わせ
ることができますが、ご心配であれば、トランポリンもパッ
ケージで提案いたします。私たちのパートナーが必ずあなた
が望んでいるトランポリンステーションを提供したします。

どのくらいの広さがあるか、どのくらいの人数が遊ぶかを考
えて様々なサイズでの施設づくりが可能です。

カスタマイズ

独自の色とロゴを追加して、トランポリンエアバッグ
ステーションであなたのブランドを紹介しましょう

最高 の 素 材

ドイツのHEYtex®社製が専用で作った最も先進的で革
新な素材を使用します。
GUZZI, MALAYSIA
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アドベンチャーパーク

アドベンチャーパーク

高所ロープコースにもっと刺激が欲しいですか？今の施設に空きスペースはないですか？恐らく常にさらなる収益化と多様性を求めて、新しい
アトラクションを探しているんではないですか？ようこそ！スリルを求める人やご家族で楽しみたい方、どちらにとってもBAGJUMP®は最適
です。

全年齢向け

家族連れ全年齢層のお客様向けに、アドベンチャーパークや
ハイロープコースなど様々なアクティビティを提案できま
す。スタントマンみたいに、高いプラットフォームか
ら、BAGJUMP®エアバッグに飛び込んでみませんか？すべ
り台のジャンプ台から空に飛んで、巨大な柔らかいエアバッ
グに着地してみませんか？1日遊んだ後にはきっとみんな素晴
らしい笑顔になるでしょう。

JUMP 'N SLIDE, SAALBACH HINTERGLEMM
PHOTO: TOURISMUSVERBAND
SAALBACH HINTERGLEMM

注目を集めるマーケティングツール

BAGJUMPエアバッグに飛び込むことは、スポーツにかかわ
らず、多数の人にとっては非常に印象深く斬新なものです。
CEPS, CZECH REPUBLIC

BLUE MOUNTAIN, CANADA

フリードロップ
／オールラウンドエアバッグ

BAGJUMP®フリードロップオールラウンドエ
アバッグは、刺激を求める人々のために最適な
エアバッグです。ロープなしのバンジージャン
プのように、高いタワーから飛び出して、究極
のスリルを感じ、巨大な柔らかいエアバッグに
ランディング。一般のフリードロップとしては
10メートル（33フィート）までの高さを推奨
しますが、製品のテストとして、高さ65メー
トル（215フィート）からスタントマンが飛び
降りても大丈夫でした。今ではフェスティバ
ル、地元のイベント、またアドベンチャーパー
ク施設の一部として、世界中の様々な世代の
人々がこの新しいアトラクションを体験してい
ます。是非お楽しみください！

フリードロップ
／自立型フォームピットエアバッグ

これは年齢問わず誰でも楽しむことができる刺
激的なアクティビティ。最大高さ6mのジャンプ
台をいくつか設置することを推奨します。ター
ゲットの年齢層によって適切な高さのジャンプ
台を設置する方がいいです。室内の遊び場で
は、1,5mまたは2,5mのジャンプ台でも子供に
とってかなり楽しく、安全です。アドベン
チャーパークの中にさらに多様な施設を作りた
い場合は、6mまで高さを上げることができま
す。これできっと皆は素晴らしい笑顔絶えない
でしょう。

チュービング

この夏、爽快なチューブスライドからエアバッ
グに飛び込みましょう！既に丘があるなら、自
分でスロープコースを作って、最後に飛び出し
台を造れば、出来上がりです。私たちは計画と
設計をお手伝いします。丘がない場合は足場を
組んで建造することもできます。

トランポリンエアバッグテーション

トランポリンでぴょんぴょん跳ねることはすべ
ての年代で楽しめますが、恐怖心なく巨大なエ
アバッグに飛び込むことができれば楽しさ倍増
です。 この魅力のおかげで施設の人気は非常に
高くなり、跳んで着地したらまたすぐに列に並
ぶ光景が見られるでしょう。

ハイロープコースとアウトドアアドベンチャー施設に最適
28
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JUMP 'N SLIDE, SAALBACH HINTERGLEMM
PHOTO: TOURISMUSVERBAND SAALBACH HINTERGLEMM

そして大勢の観衆が集まり、凄い“WOW”効果があることを保
証します。あなたのリゾートのロゴやスポンサーの名前をしっ
かり露出させるさまざまな方法があります。遊んだ人々は画像
や動画をSNSにアップロードして、広告効果はサラに拡がるこ
とでしょう。

エアバッグタイプ

JUMP 'N SLIDE, SAALBACH HINTERGLEMM
PHOTO: TOURISMUSVERBAND SAALBACH HINTERGLEMM

オールラウンドエアバッグ

自立式フォームピットエア
バッグ

IMPACT ABSORBING TECHNOLOGIES
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カスタム開発

カスタム開発

あなたのアイディアを
実現させる
あなたのコンセプトを実現する

「物事は決して不可能ではない、まだ誰も実現してないだけ」
という考えに基づいて設立されました。私たちはコンセプトや
試作品を具体化する懸け橋になります。長年にわたり、私たち
は、自動車アクロバットスポーツの世界、ハリウッドの映画や
スタント業界、航空宇宙開発企業など、様々領域のプロフェッ
ショナル達と仕事をしてきました。私たちにとって非常に大事
なのは、安全性とタイムリーにプロジェクトを完成させること
です。

BA R R EL R O L L A I R BAG JAGUAR

H A LFP IP E & Q UA RT ER P IP E D EC K P R OT ECT IO N
AR CT I C C HALLE NG E , AI R + ST Y LE

あ な た の仕事に一番役立つチーム

VE RTBAG MONSTER ENER GY

社内エンジニア、建設、素材の専門家からなり、ラフデザイン
から完成品まで、非常に迅速かつ効率的に仕上げます。経験を
通じ、新しく開発したり特注製品を仕上げたりする際に必要な
特別な知識やスキルを積み、お客様の期待以上の成果を上げて
きました。

お問い合わせ

ご質問・ご相 談など、お気 軽にお問い合わせください
STO P PER BAG N ITRO, THE JUM P & RED BU L L
残念ながら、守秘義務の関係で私たちが行ってきた最も興味深
い特注プロジェクトの多くは、ここで掲載することはできませ
ん。
特に航空宇宙産業、スタント産業および技術検証プロジェクト
などのケースです。いくつかのプロジェクトを紹介できる範囲
でお見せします。
FMX LAND ING PROTECTION NITR O CIR CU S ,
MASTER S OF D IRT, ETC.
H IG H SPE E D IMPACT PROTECTION R E D B ULL NO LI MI T S 2011
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BA G J UM P®パートナー

BAGJUMP® Action Sports GmbH
Europe // Austria // Tirol
Schloeglstrasse 55,
6060 Hall in Tirol, Austria
Europe // Austria // Vienna
Jacquingasse 57/15
1030 Wien, Austria
Phone: +43 5223 21421
Contact Us

BAGJUMP®日本総代理店

株式会社 都村製作所
〒766-0004

香川県仲多度郡琴平町榎井590
Phone:（0877）73-2251（代）

お問い合わせ先はこちら
https://www.tsumura-f.co.jp/
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