
TECHFIT 2016 FW TRAINING

目的に応じて選べる6タイプをラインナップTECHFITの基本テクノロジー

アディダスのコンプレッションウェア「TECHFIT（テックフィット）」が、新た
にサッカー日本代表 公式アンダーウェアとして採用。「TECHFIT」のテクノロジー
がもたらす「筋肉のブレ抑制」や「カラダ認知の向上」が、サッカー日本代表選
手のパフォーマンスをサポートします。

「TECHFIT」の 2016 年秋冬モデルは、休養の時間に着用するために開発された
「CONDITIONING」と高い保温性と透湿性を実現した「HEAT」が新たに登場。

休養の時間に着用するために開発された「CONDITIONING」と保温性・透湿性に優れた「HEAT」が新たに登場。
6タイプが選べる2016年秋冬シーズンのアディダス「TECHFIT」

従来より展開の「POWER」「WARM」「CHILL」「BASE」も、それぞれ機能性をバー
ジョンアップしています。目的に応じて選べる 6 タイプをラインナップするこ
とで、「TECHFIT」のパフォーマンスをより効果的に引き出すことが可能にな
りました。

「TECHFIT」2016 年秋冬モデルは、アディダス オンラインショップ、アディ
ダス取り扱い店にて 2016 年 7 月下旬より順次発売となります。

テックフィット

筋肉のブレ抑制

カラダ認知の向上

AIT（アディダスイノベーションチーム）が緻密
な計測に基づき、開発した着圧設計を採用。
適した位置で働く「TECHFIT」の圧力が、運動
中の筋肉のブレを抑制します。

適度な圧力でカラダを包み込む着圧設計により、
カラダの認知性が向上。アスリートが自分の筋肉
の動きをより正確に把握できるようにサポートし
ます。
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テックフィット POWER
ロングタイツ
¥7,900 + 税　8 月発売予定
サイズ / XS, S, M, L, O, XO, 2XO
商品番号 AI3326 / ブラック

姿勢を制御する「POWER WEB」
背部の「パワーウェブ」が、走行中
のランナーをはじめとするアスリー
トの、着用時の前傾姿勢をサポート。

着用感を高める軽量化
2015 年秋冬モデル対比（※1）で約 25％の軽量化を実現。

※1 2015 年秋冬モデル対比 25％の軽量化（S27021  L サイズ） 
      2016 年 x 月 xx 日 アディダス調べ

アディダス独自の段階着圧設計
により、筋肉のブレを抑え、ア
スリートをサポート。

身体に追従する第２の皮膚を追
求した人間工学カッティングが
アスリートの動きをサポート。

段階着圧設計

人間工学カッティング

肌への負担を軽減す
る「UV カ ッ ト 機 能

（UPF50+）」を搭載。

快適さを高める「抗
菌防臭加工」を採用。

抗菌防臭加工

UV カット機能

テックフィット POWER
ショートスリーブ
¥6,900 + 税　9 月発売予定
サイズ / XS, S, M, L, O, XO, 2XO
商品番号 AJ4889 / ブラック

冷感性に優れた「CLIMACHILL」
アディダス史上最高の吸汗速乾性・
通気性・クーリング性能を実現。

吸汗速乾性に優れた「CLIMACOOL」
優れた通気性と吸汗速乾性により、
衣服内の汗や熱を排出し快適さを維
持。

保温レベルを高めた「CLIMAHEAT」
「CLIMAWARM」よりも保温レベルが高
く、透湿性も備える。厳しい寒さの中で
アスリートを効果的にサポート。

保温性を備えた「CLIMAWARM」
保温性に加えて、優れた透湿性を実現。
衣服内に暖かい空気を保存することで快
適な衣服内気候を実現。

POWER
パワー

安定性・姿勢制御
ランナーの着用時の姿勢維持など、アスリートの姿勢を
制御する背部の「パワーウェブ」がバージョンアップ。
優れた冷却性能を実現した「CLIMACHILL」も搭載。

WARM
ウォーム

保温性・透湿性
アスリートを寒さから守る「CLIMAWARM」を搭載。優
れた保温性と透湿性はそのままに、25 % の軽量化を実
現（※1）し、着用感と動きやすさを向上。

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
商品番号 AY3824 / ブラック

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
商品番号 AY3837 / ブラック

テックフィット クライマ HEAT
タイツ
¥9,990 + 税　10 月発売予定
サイズ / XS, M, O, 2XO, 4XO
商品番号 S94388 / ブラック

テックフィット クライマ HEAT 
モックネックロングスリーブ
¥10,990 + 税　10 月発売予定
 サイズ / XS, M, O, 2XO, 4XO
商品番号 AY3765 / ボールドオレンジ

高度な保温性・透湿性
内部が空洞になったホロファイバー（中空糸）を素材に
使用することで、高いレベルの保温性に加えて、優れた
吸汗速乾性や軽量性も実現。

HEAT
ヒート
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※価格の表記はすべて自店販売価格となります。

©2016 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：澤田、牧野（亮）、吉木　　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 : http://shop.adidas.jp/techfit/ 
 

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

CHILL
チル

冷感性
adidas 史上最高の吸汗速乾性・通気性・冷却性能を備え
た「CLIMACHILL」搭載。通気性に優れた軽量な 2 トー
ンメッシュを採用。

BASE
ベース

軽量性・吸汗速乾性
従来モデルとの比較で 25 % の軽量化を実現（※1）し、
着用感と動きやすさを向上。抗菌防臭と UV カット機能

（UPF50+）搭載の新素材を採用。

テックフィット BASE ロングスリーブ
¥3,900 + 税　8 月発売予定
サイズ / XS, S, M, L, O, XO, 2XO
商品番号 AJ5016 / ブラック

テックフィット CHILL 
ショートスリーブ
¥3,900 + 税　発売中
サイズ / XS, S, M, L, O, XO, 2XO
商品番号 AY3671 / ブルー

テックフィット BASE ロングタイツ
¥4,900 + 税　8 月発売予定
サイズ / XS, S, M, L, O, XO, 2XO
商品番号 AI3370 / ブラック

テックフィット CHILL ショートタイツ
¥3,900 + 税　発売中
サイズ / XS, S, M, L, O, XO, 2XO
商品番号 AY3687 / ブルー

テックフィット CONDITIONING
ロングタイツ
¥9,990 + 税　8 月発売予定
サイズ / XS, S, M, L, O, XO, 2XO
商品番号 AY9087 / ブラック / レイレッド F16

CONDITIONING
コンディショニング

テックフィット CONDITIONING
ロングスリーブシャツ
¥9,990 + 税　8 月発売予定
サイズ / XS, S, M, L, O, XO, 2XO, 3XO, 4XO
商品番号 AY9085 / ブラック / レイレッド F16

CONDITIONING
コンディショニング

休養の時間に着用
運動後のアスリートが休養時間に着用するために開発さ
れた新しい TECHFIT。休養時の着用をサポートする段
階着圧構造と人体工学に基づいた縫い目の配置を採用。
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