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アディダスでは、夏のスポーツシーンを快適にする、アディダス最上級の冷却テクノロ

ジ ー「climachill（ク ラ イ マ チ ル）」搭 載 の 2017 年 春 夏 モ デ ル を 発 売 い た し ま す。

「climachill」は、苛酷な暑さの中でのトレーニング時においても、衣服を涼しく乾いた

状態に維持できるように開発された、アディダス独自の冷却テクノロジーです。

今シーズン、「climachill」がさらに機能をアップデートし、「climachill 2.0」へと進化。

従来の軽量性、冷却性を保ちつつ新たに開発された「Delta Yarns（デルタヤーンズ）」を搭

載することで衣服内の湿度管理機能を向上させています。

新開発の「デルタヤーンズ」を使用した生地は、スムーズな空気の流れを生み、速乾性

を促すことで衣服のべたつきを減らし、衣服内をさらにドライで快適に維持することが

可能。さらに、アディダス独自の冷却性機能として、除熱機能をもつチタンを練り込ん

速乾性

接触冷感を生み出し、高いクーリング効果をもたらす「ア
イスドット」を背中上部のヒートゾーンに配置。

女性アスリートのために開発した「CLIMACHILL NYLON」を新たに搭載
クライマチル ナイロン

だ「フラットヤーン」、熱がこもりやすいヒートゾーンに直接肌に触れることで接触冷

感を生み出す「アイスドット」を搭載。また速乾性・通気性・冷却性に加えて、防臭性

に優れた「ポリジン」を含むことで、春から夏にかけて高温多湿な日本の気候においても、

トレーニングに集中できる快適な衣服内環境を実現しアスリートをサポートします。

また、女性アスリートのために、柔軟性、サポート性、手触りの良さ、不透過性などす

べての要素を追求した高伸縮性素材「CLIMACHILL NYLON」を新たに採用。優れた防

臭機能や耐久性とともに、女性アスリートの激しいワークアウトをサポートします。

春夏のアスリートの衣服内環境を快適に保つ「climachill」は、3 月 22 日（水）よりアディ

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順次発売予定となります。 

高通気性 冷却性

特殊糸「フラットヤーン」がウェアの生地を通して汗を発
散。防臭効果により、フレッシュな着心地をキープ。

肌面にクールな流れを生み出す「デルタヤーンズ」により、
通気性がさらに進化。

アディダス史上最強の冷却性能を搭載
クライマチル

ナディネ・ビッサー 陸上競技選手

冷ます。もっと動ける。



※ 価格の表記は自店販売価格となります。
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WOMEN’S CLIMACHILL

クライマチル 2.0 半袖 T シャツ
￥4,290 + 税
サイズ / S, M, L, OT

優れた熱伝導性能と吸汗速乾機能を備えた CLIMACHILL2.0 搭載
により、サラサラとした涼しい着心地を実現。

商品番号 BP6717
チル LI （画像）
商品番号 BP6715
チル LG
商品番号 BP6713
チルグローラ
商品番号 BP6716
チル LA
商品商品番号 BP6712
ブルー
商品番号 B45814
チルブラックメランジ

クライマチル 2.0 タンクトップ ストライプ
￥5,990 + 税
サイズ / S, M, L, OT

高伸縮性素材 CHILL NYLON を搭載し、ソフトで心地良い肌触り
と、さらなるストレッチ性を実現。

商品番号 BQ4274
イージーコーラル S17（画像）
商品番号 BQ4278
ラブグリーン F12 
商品番号 BQ4282
トレースグリーン S17

クライマチル 3/4 タイツ W
￥8,490 + 税
サイズ / XS, S, M, L, OT

フィット感にこだわった立体設計と、ベンチレーション機能を採
用したタイツ。

商品番号 AZ2930
ミステリーレッド S17（画像）
商品番号 AZ2931
ブラック

ハイサポート クライマチルブラ
￥5,990 + 税
サイズ / XS, S, M, L, OT, XOT, 2XO

ジムトレーニングから球技まで、強度の高い運動に着用できる一
枚。アジャスターホックにより、体型にあわせて調整可能。

BQ4323
イージーオレンジ S17（画像）
商品番号 BQ5962
コアピンク S17
商品商品番号 BQ5961
ブルー
商品番号 BQ5958
ブラック

クライマチル 2.0 ショートパンツ
￥4,490 + 税　
サイズ / S, M, L, OT

CLIMACHILL2.0 搭載のショートパンツ。優れた熱伝導性能と吸
汗速乾機能により、サラサラとした涼しい着心地を実現。

商品番号 BQ4311
チルブラックメランジ （画像）
商品番号 BQ4317
ミステリーブルー S17 

クライマチル ロングタイツ
￥5,990 + 税
サイズ / S, M, L, OT

商品番号 BP6719
ミステリーブルー S17 （画像）
商品番号 B45813
ユーティリティアイビー F16 

CLIMACHILL2.0 搭載のロングタ
イツ。優れた熱伝導性能と吸汗速
乾機能により、サラサラとした涼
しい着心地を実現。

クライマチル 2.0 ストライプ T シャツ
￥4,990 + 税
サイズ / XS, S, M, L, O, XO, 2XO

新たにストライプデザインを採用したスリムフィットシルエット
の T シャツ。腕を上げた際に、袖がつり上がりにくい特殊なパター
ンを採用。抗菌防臭素材採用。

商品番号 B45900
チルトラックグリーン（画像）
商品番号 B45901
チル EB 
商品番号 B45902
チルミッドグレー 
商品番号 S98657
チル LG 

クライマチル 2.0 T シャツ
￥4,490 + 税
サイズ / XS, S, M, L, O, XO, 2XO

リフレクト仕様のロゴを肩にあしらったスリムフィットシルエッ
トのTシャツ。腕を上げた際に、袖がつり上がりにくい特殊なパター
ンを採用。抗菌防臭素材採用。

商品番号 S98656
チル TA ブルー （画像） 
商品番号 BQ2325
チルミッドグレー 
商品番号 B45897
チルブラックメランジ

クライマチル 2.0 ショートパンツ
￥5,490 + 税
サイズ / XS, S, M, L, O, XO, 2XO

デルタヤーンズとフラットヤーンがもたらす、優れた熱伝導性能・
吸汗速乾機能・通気性によりサラサラとした涼しい着心地を実現。
抗菌防臭素材採用。

商品番号 B45909
チルブラックメランジ （画像） 
商品番号 B45907
チルトラックグリーン
商品番号 B45908
チル EB
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