
M4T / WOMEN’S 2017 SS TRAINING

W M4T トレーニング ULT2.0 ロングタイツ WOW
￥9,990 + 税　2017 年 1 月発売予定
脚の動作に吸い付くようにフィットする軽量ストレッチ素材を採用したタイツ。女性のト
レーニング時の動きを追求するとともに、薄さと通気性も実現。軽量かつ通気性に優れたボ
ンデッド加工のウェストバンドが、お腹周りをしっかりと包み込み、すっきりとしたシルエッ
トを演出します。ふくらはぎ部分に通気性をさらに高めるパワーメッシュを採用。ファブリッ
クミックスの切り替えしによる、インパクトのあるデザインも特徴です。
サイズ / S, M, L, OT

※価格の表記はすべて自店販売価格となります。

W M4T トレーニング
ハイサポート クライマチルブラ
￥5,990 + 税
2017 年 3 月発売予定
サイズ / XS, S, M, L, OT, XOT, 2XO

W M4T ト レ ー ニ ン グ ULT2.0 
ロングタイツ WOW
￥8,990 + 税　2017 年 3 月発売予定
軽量ストレッチ素材を採用したタイツにプリ
ント柄を採用。サイズ / S, M, L, OT

快適さとサポート性がさらに進化した
「ハイサポート クライマチルブラ」

アディダスのトレーニング カテゴリーでは、2017 年春夏シーズンより、新たな

トレーニングウェアのトップモデル「M4T（Made for Training / メイド フォー 

トレーニング）」を発売いたします。

アディダスは、“トレーニング”を2つの定義に分けて位置づけています。ひとつは、

ヨガ、キックボクシング、ファンクショナルトレーニングなどトレーニング自体

を一つのスポーツカテゴリーとする「Training as sports」。もう一方は、フットボー

ル、ベースボール、バスケットボール、テニスなど様々な競技スポーツのために、

基礎となるカラダづくりを目的とする「Training for sports」です。

「M4T」は、「Training as sports」「Training for sports」いずれにおいても、トレー

ニングに夢中になるすべてのアスリートをサポートします。

「M4T」のコンセプトは「POWER」「SPEED」「MOBILITY」。

「POWER＝耐久性」「SPEED＝軽さ」「MOBILITY＝動きやすさ」を追求したマテ

リアル・テクノロジー・デザインを採用することで、トップアスリートのトレー

ニングに応える優れた機能性を実現しています。

2017 年春夏シーズンの「M4T」は、自分や人を鼓舞し、情熱を意味するレッド

カラーをフォーカスカラーとして採用。アディダス直営店、アディダス取扱店、

アディダス オンラインショップにて 2017 年 1 月より順次発売予定となります。

メイド フォー トレーニング
すべてはアスリートのために。

カーリー クロス

商品番号 B45787
コアグリーン S17× プリント（写真）
商品番号 BQ2128
ダークグレイヘザー × プリント 

商品番号 BQ4323
イージーオレンジ S17 （写真）
商品番号 BQ5958
ブラック

商品番号 B47006
コアレッド S17× コアピンク S17（写真）

商品番号 BQ2124
ミステリーブルー S17× ブルー 

商品番号 BQ5962
コアピンク S17 （写真）

W M4T トレーニング ハイサポート クライマチルブラ
￥5,990 + 税　2017 年 1 月発売予定

「W M4T トレーニング ハイサポート クライマチルブラ」は、さらに進化した「climachill（ク
ライマチル）」を搭載。優れた通気性・吸汗速乾性・除熱性により夏のトレーニングーンに
おいて快適な着用感をもたらします。同時に、サポート性を高める新たな機能を搭載。ジム
トレーニングから激しい動きを伴うスポーツ競技まで、幅広いシーンで着用できます。
サイズ / XS, S, M, L, OT, XOT, 2XO　商品番号 BQ5962 / コアピンク S17

商品番号 BQ5961
ブルー

【climachill】
接触冷感効果をもたらすアイ
スドットを背中に配置。バス
トの内側には「climachill」素
材を使用。

【アジャスターホック】
個々の体形に合わせて調整可
能な肩ストラップとバック
ホックを新たに採用。

【アンダーバストバンド】
肌あたりのなめらかなアン
ダーバストバンドが汗をしっ
かり吸収。

【ワイドストラップ】
バストの動きをしっかり抑え
るサポート性に優れたワイド
ストラップ。
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※価格の表記はすべて自店販売価格となります。

©2017 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、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/women/index.cgi
 

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

商品番号 BS0621
コアピンク S17× ボールドレッド 

￥7,990 + 税　2017 年 1 月発売予定
カモ柄プリントが印象的なグラフィックトレーニング
ジャケットは、吸汗速乾性に優れた climalite を搭載。
吸汗速乾性・伸縮性に富んだウーブン素材を使用して
います。UPF50+ 採用。
サイズ / S, M, L, OT

商品番号 BS0530
ユーティリティブラック F16 

商品番号 BS0533
コアピンク S17 （写真左）

W M4T トレーニング
カモ柄ストレートルックカプリ
￥6,490 + 税　2017 年 1 月発売予定
動きやすさを重視し、素材にはソフトでしなやかな肌ざ
わりのストレッチウーブンを使用。まっすぐでキレイな
足のラインを演出するストレートルックカプリ。脚を視
覚的に “ まっすぐ ” 見せる 2 本のタックラインを採用す
るとともに、膝まわりの隙間を狭く見せるため内股部分
の生地面積を増やしています。さらに、サイドのステッ
チをお尻から斜めに配置することで、骨盤のでっぱりを
カバーし、すっきりとしたラインを演出しています。
climalite 搭載。サイズ / S, M, L, OT

商品番号 BS0562
コアピンク S17 

商品番号 BS0560
ユーティリティブラック F16 （写真）

商品番号 BS0565
コアブルー S17 

W M4T トレーニング カモ柄ロングレングス半袖 T シャツ
￥3,990 + 税　2017 年 1 月発売予定
女性らしいシルエットを演出するフレンチスリーブの半袖 T シャツ。トレーニング中の熱を効果的に
排出するため、肩の後ろ部分に通気性に優れたカモ柄のメッシュを配置。大きな動きの際に腰とヒッ
プ周りをカバーしてくれる長めのレングスを採用しています。climalite 搭載。サイズ / S, M, L, OT

商品番号 BS0593
ホワイト（写真）

商品番号 BS0595
コアピンク S17 

商品番号 BS0599
イージーブルー S17

商品番号 BS0598
ユーティリティブラック F16 

アディダス トレーニング カテゴリーの「M4T」ウィメンズモデルでは、まっすぐで
キレイな足のラインを演出するストレートルックカプリやカモ柄メッシュを採用した
T シャツなど、女性のトレーニングをより快適に美しくサポートするウェアを展開。
アディダス直営店、アディダス取扱店、アディダス オンラインショップにて 2017 年
1 月より順次発売予定となります。

まっすぐでキレイな足のラインを演出する
ストレートルックカプリが登場

メイド フォー トレーニング

商品番号 BS0618
イージーブルー S17× タクティルブルー S17 

商品番号 BS0624
ホワイト × イージーブルー S17 （写真右）

商品番号 BS0620
ユーティリティブラック F16× ブラック

￥5,990 + 税　2017 年 1 月発売予定
タンクトップとメッシュTシャツを組み合わせた2in1Tシャ
ツ。カモ柄のメッシュ T シャツは他のタンクトップとも自
由に組み合わせることが可能。高い透湿性と吸汗速乾性を備
えたタンクトップも単品で着用できます。climalite 搭載。
サイズ / S, M, L, OT

W M4T トレーニング カモ柄 2in1 レイヤード半袖 T シャツW M4T トレーニング カモ柄マルチジャケット
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