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アディダスのトレーニングカテゴリーは、夏から秋に向けた「レイヤード ウェア」を

展開いたします。

どのような環境下においても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「レイヤード ウェア」です。

「レイヤード ウェア」は、「ハイサポート ブラ」など動きやすさと通気性に優れたファー

ストレイヤーに、セカンドレイヤーやサードレイヤーを重ねることでフレキシブルに

気候の変化に対応することが可能。各レイヤーに搭載された「CLIMA」テクノロジー

により、常に快適な衣服内を維持しトレーニングをサポートします。

スポーツやトレーニングのシーンに応じた「レイヤード ウェア」の組み合わせが可能

な 2016 年秋冬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 7 月下旬より順次発売予定となります。

NANA EIKURA / 榮倉奈々

レイヤード ウェア

体をブラさず
しっかりサポート。

紫外線から肌を
守ることで
快適性を確保。

体への通気と
体からの汗を
効果的に処理。

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衣服内環境をより快適に

気候変化の激しい夏から秋の衣服内環境をより快適に。スタイルにもこだわる。
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※価格の表記はすべて自店販売価格となります。

スポーツブラとカプリタイツをベースにした
通気性に優れた夏のレイヤードウェア

女性のワークアウトに求められる動きやすさに加えて、高い通気性を

追求した夏のコーディネート。

ファーストレイヤーにはハイサポート RB ブラとカプリタイツをセレク

ト。高い通気性と吸汗速乾性を実現したCLIMACOOL（クライマクール）

を採用したブラは、ムレを防ぐために通気性に優れたパッドを採用。

肩甲骨の動きを妨げないレーサーバックシルエットや、着脱を容易に

するため左右に配置されたホックなど、デザインにもこだわりました。

吸汗速乾性に優れた CLIMALITE（クライマライト）搭載のカプリタイ

ツは、薄さと通気性を兼ね備えたタイツ用素材の使用により快適さを

高めています。

セカンドレイヤーに着用する T シャツも CLIMACOOL を搭載。背中に

配置したメッシュが運動時の熱や汗を逃がし、優れた吸汗速乾性を発

揮します。

SUMMER  LAYERED WEAR

W ワークアウト 3/4 カプリタイツ ENERGY
¥6,990 + 税　7 月発売予定
サイズ / S, M, L, OT

1st レイヤー

商品番号 AY6196
マルチカラー × ユーティリティブルー

商品番号 AY6195
マルチカラー × カレッジネイビー（写真）

W ワークアウトハイサポート RB ブラ ENERGY
¥5,490 + 税　8 月発売予定
サイズ / AB cup : S, M, L, OT   CD cup : S, M, L, OT

商品番号 AP9525
ユニティパープル

商品番号 AX8774
カレッジネイビー（写真）

W ワークアウト ロゴ半袖 T シャツ
¥3,990 + 税　7 月発売予定
サイズ / S, M, L, OT
商品番号 B30816 / ホワイト

2nd レイヤー

商品番号 B30818
ソーラーゴールド 

商品番号 B30817
ユニティインク

商品番号 B30816 
ホワイト（写真）

商品番号 B30823
ヴェイパーグリーン 

Pure Bounce X Trainer W
¥8,990 + 税　8 月発売予定
サイズ / 22.0～27.0
商品番号 AQ4218
コアブラック × シルバーメット
× ユーティリティブラック
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※価格の表記はすべて自店販売価格となります。

スウェット素材のトレーニングパーカーと
カプリパンツを組み合わせた
秋のレイヤードウェア

残暑の厳しい日中や冷え込む朝や夜など、気温差の激しい秋に向けた

コーディネート。快適さに欠かせない通気性や吸汗速乾性はもちろん、

重ね着した際の動きやすさも高めています。

ファーストレイヤーのハイサポート ブラは、ムレを防ぐために高い通

気性を備えたパッドを採用。さらに、セカンドレイヤーのハイネック

長袖 T シャツは、サイドの 3 本線のメッシュテープなど熱がこもりや

すい部分にメッシュを配置。効率よく熱を排出し、高い通気性と吸汗

速乾性を維持することができます。

肌寒さを感じたときに着用したいサードレイヤーのスウェットパー

カーは、動きやすいシルエットとマシュマロタッチの素材が特徴。ひ

じの部分には、さらにストレッチ性の高いニットを使用しているため、

重ね着をしても動きやすさを妨げません。ジッパー脇のベンチレーショ

ン構造など、優れた通気性と吸汗速乾性も備えています。

ボトムスのカプリタイツには、スウェットと同様のマシュマロタッチ

の素材を使用。ヒップの横部分にはさらに伸びる素材を使用し、動き

やすさを高めています。

2nd レイヤー

AUTUMN  LAYERED WEAR

W ワークアウト 3 ストライプ
ハイネック長袖 T シャツ
¥4,690 + 税　9 月発売予定
サイズ / S, M, L, OT 

商品番号 B30814
ライトグレーヘザー

商品番号 B30813
ダークグレイヘザー

商品番号 B30815
ユニティインク（写真）

W ワークアウト
ハイサポート RB ブラ FOREST
¥5,490 + 税　9 月発売予定
サイズ / AB cup : S, M, L, OT   CD cup : S, M, L, OT

W ワークアウト
トレーニングスウェット カプリパンツ
¥5,990 + 税　9 月発売予定
サイズ / S, M, L, OT 

1st レイヤー

商品番号 AY8513
ユーティリティグリーン

商品番号 AY8512
テックスティール（写真）

商品番号 AZ9331
ブラック

商品番号 AZ9330
ミディアムグレイヘザー（写真）

3rd レイヤー
W ワークアウト
トレーニングスウェット ジャケット
¥8,690 + 税　9 月発売予定
サイズ / S, M, L, OT

商品番号 AZ9338
ユニティインク

商品番号 AZ9337
ブラック

商品番号 AZ9336 
ミディアムグレイヘザー（写真）
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