
WOMEN’S  YOGA / FITNESS 2015 FW TRAINING

アディダスでは、ヨガ、ジムトレーニングに向け

た 本 格 的 な ウ ィ メ ン ズ フ ィ ッ ト ネ ス ウ ェ ア

「YOGA / FITNESS COLLECTION」を 新 た に 発

売いたします。

「YOGA / FITNESS COLLECTION」は、ヨ ガ や

ジムトレーニングに取り組む女性に向けたフィッ

トネスウェアとしてのデザインや機能を追求。

コレクション最初のシーズンとなる 2015 年秋冬

モデルにおいては、背中にデザインポイントを置

いた “BACK CONSCIOUS（バック コンシャス）

“ をテーマに、強くしなやかなカラダを作る基本

のひとつである肩甲骨（けんこうこつ）を、スト

レスなく、より自由に動かすことができるデザイ

ンを採用しています。

美しさにこだわりヨガやジムトレーニングを楽し

む女性をサポートするコレクション「YOGA / 

FITNESS COLLECTION」はアディダス直営店、

アディダス取扱店、アディダス オンラインショッ

プ（http://shop.adidas.jp/women/）にて 7 月

31 日より順次発売予定となります。

「YOGA / FITNESS COLLECTION」で は、
一般的なトレーニングウェアよりも、さら
に肩甲骨を動かしやすくする ためのデザ
イン（カッティング）を採用。
レーサーバックと呼ばれるデザインを採用
したキャミタンクトップ。肩甲骨の上に縫
い目や生地が重なることがないため、不快
感を感じることなく、より自由に肩甲骨を
動かすことが可能。ダイエットにも有効な
“ 脂肪を燃焼しやすいカラダ ” をつくるた
めに重要とされる肩甲骨のトレーニング
を、より効果的にサポートします。

背面が横に大きく開くデザインを採用
した T シャツやジャケットは、より自
由な肩甲骨の動きをもたらすと同時に、
快適な衣服内環境の維持にも効果を発
揮。発汗は “ 背中や胸 ” といわれるよ
うに、スポーツ時に熱がこもりやすい
背面の通気性を高めることで、熱を逃
がし快適にトレーニングすることがで
きます。

横に大きく開く背面が
高い通気性を維持

“脂肪を燃焼しやすいカラダ”作りに
有効な背面デザイン

背中で魅せる2つのポイント



レディース ヨガ パッド付キャミタンクトップ
￥5,900 + 税　BCZ04

レディース ヨガ 総柄タイツ
￥5,900 + 税　BCY96
女性らしさを演出するメランジ調のトーナルプリント
が特徴で、ストレッチ性に優れたニット素材を使用。
吸汗速乾性に優れたクライマライト搭載。デオドラン
ト機能付き。サイズ / S, M, L, OT

商品番号 AH8302 / ミッドナイトグレー F15（画像）    
商品番号 AH8303 / ビリジアン F15 
商品番号 AH8304 / ダークグレー 

ドレープのあるソフトで肌触りの良い素材を使用。ゆ
とりのあるシルエットとソフトな締め付けのウエスト
折返し仕様が特徴。デオドラント機能付き。
サイズ / S, M, L, OT 

商品番号 AH8317 / ミッドナイトグレー F15（画像）     
商品番号 AH8316 / ブラック     
商品番号 AH8318 / ビリジアン F15 

レディース ヨガ フード付プルオーバー
￥6,900 + 税　BCY89

レディース ヨガ ソフトサルエルパンツ
￥6,300 + 税　BCY87
ドレープ性のあるソフトで肌触りの良い素材を使用。股
下のマチにより動きやすさを高めるとともに、すっきり
としたシルエットを実現。デオドラント機能付き。
サイズ / S, M, L, OT 

商品番号 AH8276 / ビリジアン F15（画像） 
商品番号 AH8274 / ミッドナイトグレー F15     
商品番号 AH8275 / ブラック 

レディース ヨガ グラフィック
フレンチスリーブ T シャツ
￥4,900 + 税　BCY95

肩甲骨周りの自由な動きをサ
ポートする大きく開いた背面の
切り替えが特徴で、ゆとりのあ
るドルマンスリーブを採用。吸
汗速乾性に優れたクライマライ
トを搭載。デオドラント機能付
き。サイズ / S, M, L, OT 

商品番号 AH8281 / ミディアムグレイヘザー     
商品番号 AH8282 / ミッドナイト F15 
商品番号 AH8280 / ミッドナイトグレー F15（画像） 

背面

肩甲骨周りの自由な動きをサ
ポートするセンターバックの開
きが特徴で、バタフライ柄がフェ
ミニンなイメージを演出。クラ
イマライト搭載。デオドラント
機能付き。サイズ / S, M, L, OT 

商品番号 AH8299 / フローズングリーン F15 （画像） 
商品番号 AH8300 / ミッドナイトインディゴ F15     
商品番号 AH8301 / ダークグレイヘザー 

背面

レディース ヨガ ニットショーツ
￥4,600 + 税　BCZ00

商品番号 AH8329 / フローズングリーン F15（画像） 
商品番号 AH8330 / ミッドナイトグレー F15     
商品番号 AH8331 / ホワイト 

2Way 素材のレイヤードデザインを
採用。上半身の動きのストレスを軽
減する Y 字型シルエットが特徴。
吸汗速乾性に優れたクライマライト
搭載。インサートブラカップ、デオ
ドラント機能付き。
サイズ / S, M, L, OT 

WOMEN’S  YOGA / FITNESS 2015 FW TRAINING

よしかわめい / 14 歳からモデル
を始め、̓ 01 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。̓ 06 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。

※価格の表記はすべて自店販売価格となります。

YOGA

吉川めい
アディダス 契約ヨガ トレーナー 

MAE YOSHIK AWA

http://shop.adidas.jp/women/yoga/
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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：高桑、大迫、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/
 

製品情報 : adidas.com/training twitter 公式アカウント：@adidasWOM_jp
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FITNESS

http://shop.adidas.jp/women/fitness/ ※価格の表記はすべて自店販売価格となります。

レディース フィットネス
カップ付 フィットタンクトップ
￥4,900 + 税　BCZ11

商品番号 AH8354 / フローズンイエロー F15（画像）     
商品番号 AH8355 / ミッドナイトグレー F15     
商品番号 AH8356 / ホワイト
商品番号 AH8357 / ブラック 

肩甲骨周りの自由度を高め、上半身の動きのスト
レスを軽減する Y 字型シルエットを採用し、シ
ングルジャージーとメッシュをミックスした素材
を使用。クライマライト搭載。デオドラント機能
付き。サイズ / S, M, L, OT 

レディース フィットネス
ストレッチウーブン
総柄カプリパンツ
￥6,600 + 税　BCZ06

レディース フィットネス
ロゴ フレンチスリーブ T シャツ
￥3,600 + 税　BCZ07

肩甲骨周りの自由な動きをサポートするセンター
バックの開きが特徴。トーナルカラーの胸のロゴ
が洗練されたイメージを演出。クライマライト搭
載。デオドラント機能付き。
サイズ / S, M, L, OT 

商品番号 AH8343 / ミッドナイトインディゴ F15（画像）    
商品番号 AH8339 / フローズンイエロー F15     
商品番号 AH8340 / ベースグリーン S15
商品番号 AH8341 / ブラック
商品番号 AH8342 / ホワイト
商品番号 AH8344 / スーパーピンク F15

商品番号 AH8338 / ホワイト（画像）     
商品番号 AH8336 / ミッドナイトグレー F15     
商品番号 AH8337 / ビリジアン F15 

薄手のストレッチウーブン素材を使用し、裾には
ストレッチ性の高いニットを配置することで、動
きやすさと着心地を向上。クライマライト搭載。
デオドラント機能付き。
サイズ / S, M, L, OT

（M サイズ股下：45.5 ㎝）
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