
WOMEN’S 2016 SS TRAINING

※価格の表記はすべて自店販売価格となります。

WORKOUT BRA & TIGHTS

ワークアウトをする女性のことを考えて、シルエットと機能を追求したブラ&タイツ。

W ワークアウト 
3S ブラカップ付き フィットタンクトップ
￥5,600 + 税　2 月発売予定

商品番号 AP1577（写真）
ブラック

商品番号 AP1578
ミディアムグレイヘザー

商品番号 AP1579
ローパープル

商品番号 AP1534（写真）
ブラック

商品番号 AP1537
ショックグリーン

商品番号 AP1535
ホワイト

通常のスポーツタンクトップでは、つぶれて見えがち
なバストを美しいかたちにキープしてくれる独自の「ス
タビライザー構造」を搭載。吸汗速乾性に優れたスト
レッチ性の高いニット素材により着脱も容易。サイド
の 3 本線が体のラインを引き締めて見せます。
サイズ / S, M, L, OT

W ワークアウト 3S ニットカプリパンツ
￥5,900 + 税　2 月発売予定

通常の綿混スウェットよりも着心地に優れたマシュマ
ロタッチのニットを使用。ソフトな肌触りに加えて軽
量性、UPF50+、吸汗速乾性、アンチピリングなどの
特徴を兼ね備えた機能素材を使用。膝から下をスリム
にした美脚シルエットと、脚長効果を高めるサイドの
スリーストライプスを採用。
サイズ / S, M, L, OT（M サイズ股下：43 ㎝）

WORKOUT NEW BASIC

NEW BASICをテーマに、スリーストライプスを強調したワークアウトウェア。

W ワークアウト ハイサポート RB ブラ 
￥5,300 + 税　1 月下旬発売予定

ハイサポートのパッド付きスポーツブラ。ジムト
レーニングから球技まで、激しい動きを伴うスポー
ツ時に着用できる 1 枚。ホックが左右に搭載され
ているため着脱が容易。運動時の汗を素早く吸収
し乾かす climacool 搭載。
サイズ / SAB, MAB, LAB, OTAB, SCD, MCD,
LCD, OTCD 

新開発のタイツ用素材「ultimate2.0」を採用したカバー
力を高めたハイウェストタイプで、薄さと通気性、女性の
ワークアウトの動きを追求したデザイン。トレーニング時
の腰周りをしっかりとサポート。サイズ / S, M, L, OT
商品番号 AJ5055 / ブラック × ホワイト（写真左） 
商品番号 AJ5056 / ブラック × ブラック（写真右）

W ワークアウト
ハイウェストロングタイツ
￥8,900  + 税　1 月下旬発売予定

ジム、スタジオトレーニング、ランニングなどに適した機能性タイツ

汗をすばやく吸収・発散

サポート & カバー力

美しくフィット

CLIMALITE ファブリックがカラダをドライ、
快適なコンディションに保つ。
さまざまな動きをサポートしてカラダをしっ
かりカバー。だから動きに自信が持てる。
カラダを美しくみせると同時に、優れたサポー
ト性を発揮。

NANA EIKURA / 榮倉奈々

NANA EIKURA / 榮倉奈々

商品番号 AY4281（写真）
ブラック × ホワイト

商品番号 AY4283
ショックレッド × ブラック

商品番号 AY4282
イーキューティーグリーン × ブラック

商品番号 AY4284
ショックピンク × ブラック

LIGHT SUPPORT
締め付けすぎない、ライトな運動に適したブ
ラ。ヨガ、ウォーキングなどに。

トレーニングに合わせて
3 つのサポートを選べるスポーツブラ

安定したホールド感でマルチに使えるブラ。
ジム、ウォーキングなどに。

激しい運動に対応するブラ。ランニング、バ
レーボール、バスケットボール、テニスなどに。

MEDIUM SUPPORT

HIGH SUPPORT



WOMEN’S 2016 SS TRAINING

※価格の表記はすべて自店販売価格となります。

「15°」というコンセプトを取り入れ、ヨガのポーズをする際に身体の動きを妨げることのないデザイン。
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YOGA

カラダを解き放つヨガウェア

W ヨガ 総柄ロングタイツ
￥6,300 + 税　3 月発売予定

「15°」のコンセプトを採用した、100 度（15°）足が開くデザイン。ストレッチの効いた肌触
りの良い薄手のニット素材は動きやすく、レイヤードスタイルでも快適。吸汗速乾性に優れた
Climalite（クライマライト）素材を使用。サイズ / S, M, L, OT

商品番号 AP1519 （写真）
ヘイロー

商品番号 AP1518 
ローパープル

商品番号 AP1517 
クリスタルホワイト

W ヨガ ブラカップ付き デザインタンクトップ
￥6,300 + 税　3 月発売予定

商品番号 AP1478 
ローパープル

商品番号 AP1479 
クリスタルホワイト

しなやかで肌触りの良いレーヨン混素材とストレッチ性の高い 2Way 素材
を使用し、背中にデザインポイントを置いたフェミニンかつ洗練されたデ
ザインを採用。ブラカップ付き。サイズ / S, M, L, OT

商品番号 AP1477 
ヘイロー

MAE YOSHIKAWA / 吉川めい

W ヨガ 総柄サルエル
カプリパンツ
￥6,300 + 税　2 月発売予定

ヨガの動きを考え、開脚しても素材が突っ張り邪魔しないよう、股下を 150 度広げた型に
仕上げたこだわりのシルエット。ストレッチ性が高くソフトな風合いの 2Way ニット素材
を使用。サイズ / S, M, L, OT

商品番号 AP1490（写真）
クリスタルホワイト 
× ミネラルブルー × ブラック

商品番号 AP1492 
ヘイローピンク
× スーパーブラッシュ × ダークグレー 

商品番号 AP1491
ヘイローブルー × プリズムブルー 
× ローパープル

W ヨガ 3S  ブラカップ付き 半袖 T シャツ
￥6,300 + 税　2 月発売予定

商品番号 AP1463（写真）
ミネラルブルー

商品番号 AP1465
ライトグレーヘザー 

商品番号 AP1464
スーパーブラッシュ

「15°」のコンセプトを採用した、袖が上
に 15 度上がるデザイン。さらに、ウエ
スト周りを程よくフィットさせること
で、腕を上げ下げしても裾が持ち上がり
にくいデザインを採用（写真下）。脇下
にはデザイン性と通気性の両方を兼ね備
えた飾りゴムを配したスタイリッシュな
デ ザ イ ン。吸 汗 速 乾 性 に 優 れ た
Climalite（クライマライト）搭載。ブラ
カップ付き。サイズ / S, M, L, OT

よしかわめい / 14 歳からモデルを
始め、2001 年にアシュタンガヨガ
と出会う。南インドに長期滞在し、
グル S.K. パタビジョイス氏に師事
し修行。
2006 年日本人女性初の KPJAYI 正
式指導資格を取得。自身が主宰す
る東京・表参道「コンセプトスタ
ジオ veda（ヴェーダ）」では身体
的なメソッドだけに留まらないヨ
ガを伝え、日本のヨガ、健康、そ
してライフスタイルを牽引し続け
ている。

吉川めい
アディダス 契約ヨガ トレーナー 

MAE YOSHIKAWA

MAE YOSHIKAWA / 吉川めい
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