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クライマヒート

アディダスでは、より軽く暖かく進化したアディダス独自のテクノロジー
「CLIMAHEAT（クライマヒート）」を搭載した 2015 年秋冬モデルを発売いたし
ます。

2015 年秋冬の「CLIMAHEAT」は、新たに「ヒートシール」を採用。エリやソ
デに搭載された「ヒートシール」が、衣服内の空気を逃さず暖かさをキープ。さ
らに、肌に密着することで体感温度を高めます。
また、「CLIMAHEAT」の素材となる繊維に使用されるホロファイバー（中空糸）
のさらなる軽量化も実現しています。
これらの進化により、2015 年秋冬シーズンの「M クライマヒート フードジャケッ
ト 」は 2014 年シーズンの同等モデルと比較し、44％の保温性向上と 15％の軽
量化を実現しています（※）。

2015 年秋冬シーズンの「CLIMAHEAT」搭載モデルは、トレーニング、ランニング、
アウトドア、フットウェアと幅広いカテゴリーにわたり展開。それぞれのカテゴ
リーに適したテクノロジーをプラスすることで、より快適な衣服内環境を実現し
ています。

「CLIMAHEAT」搭載モデルは、アディダス直営店、アディダス オンラインショッ
プ（shop.adidas.jp/clima/climaheat/）、全国のアディダス取り扱い店にて 10
月 1 日より順次発売予定となります。

※2015 年秋冬モデル「M クライマヒート フードジャケット / AA1438 」と 2014 年秋冬モデル 「M クライマヒート TOP フルジップ パーカー / M34933」との比較。アディダス調べ
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2015 FW  CLIMAHEATCLIMAHEAT TECHNOLOGY

各カテゴリーの競技特性に応じた素材や機能をプラス
FOOTWEARRUNNING

さらに暖かく進化したCLIMAHEAT

エリやソデに新開発「ヒートシール」を採用。衣服
内の空気を内部にとどめ、外気の侵入を防ぐことで、
より暖かく快適な衣服内環境を実現。肌に密着する
ことで、体感温度を高める効果をもたらします。

「climaheat」は、糸の中が空洞となった中空構造の
ホロファイバーを素材に採用。糸の中に空気を溜め
込むことで優れた保温効果を発揮。さらに軽さも備
えています。

OUTDOOR

TRAINING

※2015 年秋冬モデル「M クライマヒート フードジャ
ケット / AA1438 」と 2014 年秋冬モデル 「M クラ
イマヒート TOP フルジップ パーカー / M34933」と
の比較。アディダス調べ

CLIMAHEAT の衣服内環境イメージ

軽量中空糸（200g/m2）を採用することで、ランニ
ングに必要な保温性と速乾性を実現しながら、軽量
性も両立。

ヒートシール
暖気を閉じ込める。

ホロファイバー
保温性・透湿性・軽量性を両立。

保温性 44％ アップ　 軽量性 15％アップ（※）

360 度リフレクトやサムホールなど、ランニングに
必要な安全機能も充実。

リフレクター
ランナーの視認性を高める。

アッパーに強発水加工を施すことにより、優れた耐
候性を実現。

強撥水加工
雨や雪をはじく。

大小のダウンバッフルがコールドスポットとなる縫
い目を覆い、体温の流出を防ぐヒートシールバッフ
ル構造を採用。

ダウンインサレーションには 800 フィルパワーのト
レーサブル・グースダウン (90/10) を使用。

衝撃吸収性と反発力を兼ね備えた「BOOST™ フォー
ム」をミッドソールに 100％使用。

ヒートシール バッフル
暖気を閉じ込める。

800フィルパワー
グースダウン
軽く暖かく持ち運べる。

BOOST TMフォーム
優れたクッション性と反発力。

軽量化
ランニングに必要な軽さを追求。

PHOTO P.M.Ken
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※価格の表記はすべて自店販売価格となります。

MEN’S TRAINING

WOMEN’S TRAINING
レディース Seasonal Training 
クライマヒート 
フルジップパーカー
￥11,800 + 税

レディース Seasonal Training 
クライマヒート
長袖アンダーシャツ
￥4,900 + 税

レディース Seasonal Training 
クライマヒート パンツ
￥7,300 + 税

レディース Seasonal Training 
クライマヒート タイツ
￥4,900 + 税

● ヒートシールとホロファイバーが衣服内
気候を高いレベルでコントロール。
サイズ / S, M, L, OT
商品番号 A99545
ヒートダークグレーメランジ 

● ヒートシールとホロファイバーが衣服内
気候を高いレベルでコントロール。
サイズ / S, M, L, OT
商品番号 AC2305
ブラック

● ヒートシールとホロファイバーが衣服内
気候を高いレベルでコントロール。
サイズ / S, M, L, OT
商品番号 A99540
ヒートダークグレーメランジ 

● ヒートシールとホロファイバーが衣服内
気候を高いレベルでコントロール。
サイズ / S, M, L, OT
商品番号 AC2310
ブラック

● ヒートシールとホロファイバーが衣服内気
候を高いレベルでコントロール。
サイズ / XS, S, M, L, O, XO, 2XO
商品番号 AA1438 / ヒートダークグレーメラ
ンジ × ボールドオレンジ

● ヒートシールとホロファイバーが衣服内気
候を高いレベルでコントロール。
● ヒートシールバッフル構造採用。
サイズ / XS, S, M, L, O, XO, 2XO
商品番号 AA1389 / MGH ソリッドグレー

● ヒートシールとホロファイバーが衣服内気
候を高いレベルでコントロール。
サイズ / XS, S, M, L, O, XO, 2XO
商品番号 AC1950 / ヒートボールドオレンジ
メランジ × ダークグレー 

● ヒートシールとホロファイバーを搭載。
● ベースレイヤーに適した着圧設計。
サイズ / XS, S, M, L, O, XO, 2XO
商品番号 AC1886
ボールドオレンジ × ブラック

メンズ テックフィット クライマヒート
モックネックロングスリーブ
￥6,900 + 税

メンズ クライマヒート 
ロングパンツ
￥8,900 + 税

メンズ テックフィット 
クライマヒートタイツ
￥5,900 + 税

メンズ クライマ 
ショーツ
￥3,800 + 税

● ヒートシールとホロファイバーを搭載。
● ベースレイヤーに適した着圧設計。
サイズ / XS, S, M, L, O, XO, 2XO
商品番号 AC1888
ブラック × ボールドオレンジ

● ヒートシールとホロファイバーが衣服内気
候を高いレベルでコントロール。
サイズ / XS, S, M, L, O, XO, 2XO
商品番号 AA1445 / ヒートダークグレーメラ
ンジ × ボールドオレンジ

● ヒートシールとホロファイバーを搭載。
● ベースレイヤーに適した着圧設計。
サイズ / XS, S, M, L, O, XO, 2XO
商品番号 AC1892
ブラック × ボールドオレンジ

● 吸汗速乾性に優れた CLIMALITE（クライ
マライト）搭載。
サイズ / XS, S, M, L, O, XO, 2XO
商品番号 AB9165
ブラック × ダークグレー 

メンズ クライマヒート 
フードジャケット
￥11,800 + 税

メンズ クライマヒート 
ジャケット
￥34,800 + 税

メンズ クライマヒート 
クルーネックシャツ
￥9,900 + 税

メンズ テックフィット 
クライマヒート HERO ロングスリーブ
￥7,600 + 税
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※価格の表記はすべて自店販売価格となります。

WOMEN’S RUNNING

●軽量ホロファイバー採用によりランニング
に必要な保温性と速乾性を実現しながら軽量
性も両立。
●裏起毛の生地を使用し保温性を向上。
●携帯電話もしまえる防水仕様のポケット。
●履きやすいジッパー仕様の裾。
サイズ / S, M, L, OT
商品番号 F93709 / ブラック

●軽量ホロファイバー（200g/m2）採用によりランニングに必要な
保温性と速乾性を実現しながら軽量性も両立。
●走り出しの冷えた身体を暖め、走り出した後は適度に熱を逃すこ
とで、ランナーに適した衣服内環境を維持。
●360 度リフレクトやサムホールなど、ランニングに必要な安全機
能も充実。
サイズ / S, M, L, OT
商品番号 AA0530 / ヒートダークグレーメランジ 
商品番号 AA5333 / ヒートパールグレーメランジ 

●軽量ホロファイバー採用によりランニング
に必要な保温性と速乾性を実現しながら軽量
性も両立。
●裏起毛の生地を使用し保温性を向上。
●携帯電話もしまえる防水仕様のポケット。
●履きやすいジッパー仕様の裾。
サイズ / S, M, L, OT
商品番号 F93704 / ブラック

レディース クライマヒート プルオーバー パーカー
￥9,900 + 税

●軽量ホロファイバー（300g/m2）を採用し保温性と速乾性を実現。
●裏起毛の生地を使用し保温性を向上。
●走り出しの冷えた身体を暖め、走り出した後は適度に熱を逃すこ
とで、ランナーに適した衣服内環境を維持。
●袖やドローコードなど随所にリフレクトを配置。
サイズ / S, M, L, OT
商品番号 AH9212 / ヒートボールドオレンジメランジ 
商品番号 AH9214 / ヒートダークグレーメランジ
商品番号 AH9215 / ヒートセサミメランジ

レディース シークエンス
クライマヒート BR ロングタイツ
￥8,900 + 税

レディース シークエンス
クライマヒート パンツ
￥8,900 + 税

MEN’S RUNNING
メンズ クライマヒート 
BR ロングタイツ
￥8,900 + 税

ランニングに必要な保温性と速乾性を実現。
● 軽量ホロファイバー採用によりランニン
グに必要な保温性と速乾性を実現しながら軽
量性も両立。
● 裏起毛の生地を使用し保温性を向上。
● 携帯電話もしまえる防水仕様のポケット。
● 履きやすいジッパー仕様の裾。
サイズ / XS, S, M, L, O, XO, 2XO
商品番号 F93705 / ブラック

メンズ クライマヒート 
トレーニング パンツ 
￥8,900 + 税

● 軽量ホロファイバー採用によりランニン
グに必要な保温性と速乾性を実現しながら軽
量性も両立。
● 裏起毛の生地を使用し保温性を向上。
● 携帯電話もしまえる防水仕様のポケット。
● 履きやすいジッパー仕様の裾。
サイズ / XS, S, M, L, O, XO, 2XO
商品番号 AA0514
ヒートブラックメランジ

メンズ クライマヒート ハーフジップ ジャケット
￥8,900 + 税

● 軽量ホロファイバー（200g/m2）採用によりランニングに必要な
保温性と速乾性を実現しながら軽量性も両立。
● 走り出しの冷えた身体を暖め、走り出した後は適度に熱を逃すこ
とで、ランナーに適した衣服内環境を維持。
● 360 度リフレクトやサムホールなど、ランニングに必要な安全機
能も充実。
サイズ / XS, S, M, L, O, XO, 2XO
商品番号 AA0508 / ヒートダークグレーメランジ
商品番号 AA5761 / ヒートロウオークルメランジ

メンズ クライマヒート プルオーバー パーカー
￥9,900 + 税

● 軽量ホロファイバー（300g/m2）を採用し保温性と速乾性を実現。
● 裏起毛の生地を使用し保温性を向上。
● 走り出しの冷えた身体を暖め、走り出した後は適度に熱を逃すこ
とで、ランナーに適した衣服内環境を維持。
● 袖やドローコードなど随所にリフレクトを配置。
サイズ / XS, S, M, L, O, XO, 2XO
商品番号 AH9534 / ヒートボールドオレンジメランジ
商品番号 AH9535 / ヒートブラックメランジ
商品番号 AH9537 / ヒートセサミメランジ

レディース クライマヒート ハーフジップ ジャケット
￥8,900 + 税
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※価格の表記はすべて自店販売価格となります。

©2015 adidas Japan K.K. adidas and the 3-Stripes mark are trademarks of the adidas Group.

報道関係者からのお問い合わせ先
アディダス ジャパン広報事務局（株式会社イニシャル内）担当：牧野、吉木、塩田　TEL：03-6862-6688　FAX：03-5572-6065　E-mail：adidas@vectorinc.co.jp

※画像はこちらからもダウンロード可能です。 http://news.adidas.com/JP
商品情報・お貸出しに関するお問い合わせ先

アディダス スポーツパフォーマンス プレスルーム　TEL：03-6872-3993（土日祝除く、9:30～18:00）
一般のお客様からのお問い合わせ先

アディダスグループお客様窓口　TEL：0570-033-033　営業時間：月～金 9：30～18：00
※通話料はお客様のご負担となります。予め、ご了承ください。　※品質向上のために通話内容を録音させていただいております。

アディダス オンラインショップ : shop.adidas.jp/clima/climaheat/ 
 

製品情報 : adidas.com/climaheat twitter 公式アカウント：@adidas_jp 取扱店舗 : http://adidas.jp/shop

メンズ クライマヒート ソニック ブースト
￥12,000 + 税

サイズ / 24.5-30.0cm
商品番号 B25252
コアブラック × コアブラック
× ボールドオレンジ

レディース クライマヒート ロケット ブースト
￥14,000 + 税　ウィメンズモデル

レディース クライマヒート ソニック ブースト
￥12,000 + 税　ウィメンズモデル

サイズ / 22.5-26.5cm
商品番号 B24471
コアブラック × コアブラック
× ダークレッド

サイズ / 22.0-26.0cm
商品番号 B25257
ダークレッド × コアブラック
× ボールドオレンジ

サイズ / XS, S, M, L, O, XO
商品番号 AA1841 / クリアグレー
商品番号 AA1840 / ナイトカーゴ F15 

テレックス クライマヒート プロダウン
￥54,200 + 税

OUTDOOR

サイズ / 24.5-30.0cm　商品番号 B23115 / コアブラック × コアブラック × ボールドオレンジ

メンズ クライマヒート ロケット ブースト
￥14,000 + 税

RUNNING FOOTWEAR

● ホロファイバーをライニングとイン
ソールに使用。
● 強撥水加工を施したアッパー。
● グリップ力を高めた ATR（Adaptive 
Traction）アウトソールを搭載。
● ミッドソールに衝撃吸収性と反発力
に加えて、耐寒性にも優れた「BOOST
™ フォーム」を 100％使用。

● ダウンインサレーションに 800 フィルパワーのトレーサブル・
グースダウン（90/10）を使用。
● 大小のダウンバッフルが着用時にコールドスポットとなる縫い
目を覆い体温の流出を防ぐヒートシールバッフル構造を採用。
● 袖口、襟元にヒートシールを採用。
● 身頃部分には高い撥水性と通気性を兼ね備えた軽量ナイロン素
材「パーテックス・カンタムＧＬ」を採用。
● フードと肩部分から腕にかけての表素材に、防水性・防風性・
透湿性を備えたナイロン素材「パーテックス・エンデュランス」
を使用。
サイズ / XS, S, M, L, O, XO　　
商品番号 AA1828 / ビスタグレー S15

テレックス クライマヒート  Agravic ダウンジャケット
￥39,200 + 税

レディース クライマヒート
フロストライトジャケット
￥24,600 + 税

● クライマヒートテクノロジーを採用したウィメンズモ
デル。
● 袖口、襟元にヒートシールを搭載。
● 大小のダウンバッフルが着用時にコールドスポットと
なる縫い目を覆い体温の流出を防ぐヒートシールバッフ
ル構造を採用。
サイズ / S, M, L, OT　商品番号 AA2063 / ブラック

● 800 フィルパワーのトレーサブル・グースダウン（90/10）を使
用した軽量ダウンジャケット。
● 表地に高い撥水性と通気性を兼ね備えた軽量ナイロン素材「パー
テックス・カンタムＧＬ」を採用。
● パッカブル仕様。

PHOTO P.M.Ken
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