
LAYERING SYSTEM 2016 SS TRAINING

アディダスのトレーニングカテゴリーは、2016 年春夏シーズンに向けて

「LAYERING SYSTEM（レイヤリング システム）」を提案。気温をはじめと

する気候の変化が激しい日本の春夏において、より快適なトレーニングをサ

ポートします。

どのような環境下においても、最大限の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「LAYERING SYSTEM」です。

2016 年春夏シーズンの「LAYERING SYSTEM」は、新たに「呼吸する三本線」

を採用。2nd レイヤー、3rd レイヤーに優れた通気性を備えたメッシュ素材

のスリーストライプス（三本線）を搭載することで、より積極的な通気・換

気を促し、気候の変化の激しい季節においても、アスリートに快適な衣服内

環境をもたらします。

「LAYERING SYSTEM」の組み合わせが可能な 2016 年春夏シーズンのトレー

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順次

発売中です。

3rd レイヤー 2nd レイヤー 1st レイヤー

TECHFIT の
コンプレッションが
体のブレを抑える。

CLIMASTORM が
雨・風を防ぎ
衣服内のムレを排出。

CLIMACOOL の
優れた吸汗速乾性と
通気性が
衣服内をドライに保つ。

レイヤリング システム

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快適なトレーニングを実現
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クライマ ウインドジャケット
￥8,900 + 税
サイズ / XS, S, M, L, O, XO, 2XO

商品番号 AP3807 / ブラック （画像）
商品番号 AP3808 / ミネラルブルー S16
商品番号 AP3809 / カーゴ S14
商品番号 AP3810 / イーキューティーグリーン S16 

体をドライでクールに保つ。
クライマクール

CLIMACOOL

新たな機能ベースレイヤー。
テックフィット

TECHFIT

悪天の中、体を快適に保つ。
クライマストーム

CLIMASTORM

3rd レイヤー 2nd レイヤー 1st レイヤー

ロングスリーブ、ロングタイツともに、アディダス史上最高の吸
汗速乾性・通気性・冷却性能を実現した「CLIMACHILL（クライ
マチル）」を搭載したテックフィット。新たに開発された段階着
圧構造、素材、人間工学的カッティングを採用。肌への負担を軽
減する UV カット機能（UPF50+) と抗菌防臭機能を搭載。

商品番号 AJ4945 / LGH ソリッドグレー ×DGH ソリッドグレー（画像）
商品番号 AJ4946 / イーキューティーブルー S16× ミネラル S16 
商品番号 AJ4943 / ショックブルー S16× イーキューティーブルー S16
商品番号 AJ4944 / セミソーラースライム ×DGH ソリッドグレー

商品番号 AJ4921（画像）
ブラック×LGH ソリッドグレー
商品番号 AJ4922
イーキューティーブルー S16 
商品番号 AI3339 / ホワイト
商品番号 AJ4920 / ブラック

テックフィット CHILL 
グラフィック ロングタイツ
￥5,900 + 税
サイズ / XS, S, M, L, O, XO, 2XO

商品番号 AP3811 / ブラック（画像）
商品番号 AP3812 / ミネラルブルー S16
商品番号 AP3813 / ブラックカーゴ S14
商品番号 AP3814 / イーキューティーグリーン S16

吸汗速乾性に優れた「CLIMACOOL（クライマクール）」搭載の
ハイブリッド V ネック T シャツ。体から生じた熱を効果的に放
出する「呼吸する三本線」を脇の部分に配置するとともに、テッ
クフィット CHILL と連動したデザインのエンジニアードメッ
シュを肩の部分に採用。

商品番号 AP3843 / ブラック（画像）
商品番号 AP3844 / ホワイト 
商品番号 AP3845 / カレッジネイビー

クライマ ハイブリッド
VネックTシャツ
￥3,900 + 税
サイズ / XS, S, M, L, O, XO, 2XO

クライマ
ウインドハーフパンツ
￥5,600 + 税
サイズ / XS, S, M, L, O, XO, 2XO

（L サイズ股下 24cm）

防風性に優れた「CLIMASTORM（クライマストーム）」搭載のカ
モフラージュウインドハーフパンツ。体から生じた熱を効果的に
放出する「呼吸する三本線」をヨーク部分に配置。夜間時のトレー
ニングに適したリフレクターロゴを採用。

優れた防風性を備えた「CLIMASTORM（クライマストーム）」を
搭載したカモフラージュウインドジャケット。体から生じた熱を
効果的に放出する「呼吸する三本線」を脇の部分に配置。夜間時
のトレーニングにも最適なリフレクターロゴを採用。

「レイヤリング システム」を構成する3つのレイヤー

「呼吸する三本線」
「レイヤリング システム」を構成する「クライマ 
ウインドジャケット」「クライマ ハイブリッド V
ネック T シャツ」「クライマ ウインドハーフパンツ」
には、「呼吸する三本線」を搭載。脇やヨーク部分
に配置されたメッシュ素材の三本線（スリースト
ライプス）が、体内に生じた熱を効果的に放出。「レ
イヤリング システム」全体の通気・換気をさらに
促し、より快適な着用感をもたらします。

テックフィット CHILL 
グラフィック
ロングスリーブ
￥5,900 + 税　
サイズ / XS, S, M, L, O, XO, 2XO

優れたクーリング機能
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 し た

「CLIMACHILL（クライマチル）」テク
ノロジーを搭載。

さらに、着用感を高める軽量化、身体に追従する人間
工学カッティング、筋肉のブレを抑える段階着圧設計、
抗菌防臭加工、UV カット機能（UPF50+）など、ベー
スレイヤーとして充実した機能を搭載しています。

「呼吸する三本線」 優れたクーリング機能
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