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アディダスのトレーニングカテゴリーは、夏から秋に向けた「レイヤリング システム」

を展開いたします。

どのような環境下においてもパフォーマンスを発揮できるように、アスリートをサ

ポートするアディダスの「CLIMA（クライマ）」テクノロジー。この「CLIMA」テク

ノロジーを搭載したトレーニングウェアのレイヤリング（組み合わせ）により、さら

なるパフォーマンスアップを追求したコンセプトが「レイヤリング システム」です。

「レイヤリング システム」は、体をブラさずしっかりサポートする「テックフィット」

をファーストレイヤーとし、セカンドレイヤーやサードレイヤーを重ねることでフレ

キシブルに気候の変化に対応することが可能。各レイヤーに搭載された「CLIMA」テ

クノロジーにより、常に快適な衣服内を維持しトレーニングをサポートします。

スポーツやトレーニングのシーンに応じた「レイヤリング システム」の組み合わせが

可能な 2016 年秋冬シーズンのトレーニングウェアは、アディダス直営店、アディ

ダス オンラインショップ（http://shop.adidas.jp/clima_technology/）、アディ

ダス取扱店にて 7 月より順次発売予定となります。
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レイヤリング システム

体をブラさず、
しっかりサポート。

風など外的環境の
影響を防ぎつつ、
快適性を確保。

体への通気と
体からの汗を
効果的に処理。

1ST レイヤー

2ND レイヤー

3RD レイヤー

3つのレイヤーの組み合わせで衣服内環境をより快適に

気候変化の激しい夏から秋の衣服内環境をより快適に。スタイルにもこだわる。
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※価格の表記はすべて自店販売価格となります。

優れた吸汗速乾性・通気性・冷却性を追求した
夏のレイヤリング

高温多湿の日本の夏でも快適なトレーニングが行えるレイヤリング シ

ステム。

基本となるファーストレイヤーとセカンドレイヤーの組み合わせは、

ファーストレイヤーには、体のブレを防ぎしっかりサポートするとと

もに、アディダス史上最高の吸汗速乾性・通気性・冷却性を実現した

クライマチル搭載のテックフィットをセレクト。このファーストレイ

ヤーから排出された熱を効率よく外部に排出するため、セカンドレイ

ヤーは、優れた通気性と吸汗速乾性を備えたクライマクール搭載の T

シャツ、ショートパンツを組み合わせます。

また、空調の効いた室内や涼しい時間帯のトレーニング時には、サー

ドレイヤーとしてライトジャケットを着用して温度調整。ジャケット

を着用しても、脇の部分に配置された「呼吸するスリーストライプ」

など優れた通気性により、衣服内の熱や汗を効率よく放出し快適さを

維持することができます。さらに、4WAY ストレッチ素材が施されて

おり、サードレイヤーをレイヤリングで重ねても動きを妨げません。

レイヤリング
ショートスリーブクルーネック T シャツ
¥3,990 + 税　7 月発売予定　
サイズ / XS, S, M, L, O, XO, 2XO

レイヤリング トレーニングショートパンツ
¥5,990 + 税　7 月発売予定
サイズ / XS, S, M, L, O, XO, 2XO

2nd レイヤー

商品番号 B43051
レイレッド

商品番号 B43049
ユーティリティブルー 

商品番号 B43050
テックスティール（写真）

レイヤリング
トレーニングライトジャケット
¥8,990 + 税　7 月発売予定
サイズ / XS, S, M, L, O, XO, 2XO

3rd レイヤー

商品番号 B43080
ホワイト

商品番号 B43079
ブラック 

商品番号 B43081
カレッジネイビー（写真）

商品番号 B43082
ユーティリティブルー 

SUMMER  LAYERING

テックフィット 
CHILL ショートスリーブ
¥3,900 + 税　7 月発売予定
サイズ / XS, S, M, L, O, XO, 2XO

テックフィット CHILL ショートタイツ
¥3,900 + 税　7 月発売予定
サイズ / XS, S, M, L, O, XO, 2XO

1st レイヤー

商品番号 AJ4925
ホワイト

商品番号 AI3342
ブラック 

商品番号 AY3686
ショックレッド

商品番号 AJ4927
コアヘザー

商品番号 AY3687
ブルー（写真）

商品番号 AY8368
ユーティリティブラック × プリント

商品番号 AJ5705
ブラック

商品番号 AY3673
ショックレッド

商品番号 AY3671
ブルー（写真）

商品番号 AJ5706
ホワイト

商品番号 AZ8502
カレッジネイビー

商品番号 AZ8501
ブラック

商品番号 AZ8503
ホワイト（写真）

商品番号 AZ8504
レイレッド
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※価格の表記はすべて自店販売価格となります。

サードレイヤーを活用し気温の変化に柔軟に対応
保温性と通気性を両立した秋のレイヤリング

寒暖差や気候の変化の大きい秋のトレーニングに対応する秋のレイヤ

リングシステム。

フ ァ ー ス ト レ イ ヤ ー の テ ッ ク フ ィ ッ ト に は、保 温 性 に 優 れ た

CLIMAWARM（クライマウォーム）搭載モデルをセレクト。体のブレ

を防ぎしっかりサポートするとともに、優れた保温性と透湿性でアス

リートを寒さから守ります。セカンドレイヤーには CLIMAWARM 搭載

のロングスリーブと CLIMACOOL（クライマクール）搭載のロングパ

ンツを組み合わせることで、保温性を保ちつつ、その透湿性と通気性

により衣服内の熱や汗をしっかりと外に放出することができます。

さらに、気温が低下した際には、サードレイヤーとしてジャケットを

着用。優れた保温性を発揮するとともに、身頃部分の CLIMASTORM（ク

ライマストーム）と袖部分の CLIMALITE（クライマライト）による防

風性・通気性・透湿性でアスリートを常に快適に保ちます。また、袖に

はストレッチ性に優れた素材を配し、動きを妨げない仕様にしています。

レイヤリング
ハーフジップロングスリーブ 
¥7,990 + 税　10 月発売予定
サイズ / XS, S, M, L, O, XO, 2XO

レイヤリング 
トレーニングロングパンツグラフィック
¥7,990 + 税　8 月発売予定
サイズ / XS, S, M, L, O, XO, 2XO

2nd レイヤー

商品番号 B43047
テックスティール

商品番号 B43044
ユーティリティブルー 

商品番号 B43045
ホワイト（写真）

商品番号 B43048
テントグリーン

商品番号 B43038
ショックスライム

商品番号 B43037
ブラック（写真）

テックフィット WARM
モックネックグラフィックロングスリーブ
¥4,990 + 税　9 月発売予定
サイズ / XS, S, M, L, O, XO, 2XO

テックフィット WARM
ボーダーグラフィックロングタイツ
¥5,690 + 税　9 月発売予定
サイズ / XS, S, M, L, O, XO, 2XO

1st レイヤー

商品番号 AY3838
ユーティリティグリーン

商品番号 AY9100
テックスティール

商品番号 AY3837
ブラック（写真）

商品番号 AY9099
テックスティール

商品番号 AY3824 
ブラック（写真）

レイヤリング シンセティックヒート
パデッドジャケット
¥9,690 + 税　10 月発売予定
サイズ / XS, S, M, L, O, XO, 2XO

3rd レイヤー

商品番号 B43035
ホワイト

商品番号 B43033
ブラック 

商品番号 B43034
ショックスライム（写真）

商品番号 B43036
オリーブカーゴ

AUTUMN  LAYERING
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