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クライマヒート

※1  2016 年秋冬モデル「M クライマヒート ハーフジップ フードジャケット / AZ1288 」と 2014 年秋冬モデル 「M クライマヒート TOP フルジップ パーカー / M34933」との比較。アディダス調べ

アディダス クライマヒート

アディダスでは、冬の寒さからアスリートを守り、快適な衣服内環境
をもたらすアディダス独自のテクノロジー「adidas climaheat（ア
ディダス クライマヒート）」を搭載した 2016 年秋冬モデルを発売い
たします。

2016 年秋冬の「adidas climaheat」は、衣服内の空気を逃さず暖か
さをキープするためエリやソデに搭載された「ヒートシール」、ホロ
ファイバー（中空糸）を使用した繊維により、軽さと暖かさを追求。
これら進化したテクノロジーにより、2016 年秋冬シーズンの「M ク
ライマヒート ハーフジップ フードジャケット 」は、従来のテクノロ
ジーを採用した同等モデルと比較し、44％の保温性向上と 15％の軽
量化を実現しています（※1）。

2016 年秋冬シーズンの「adidas climaheat」搭載モデルは、トレー
ニング、ランニング、アウトドア、フットウェアと幅広いカテゴリー
にわたり展開。それぞれのカテゴリーに適したテクノロジーをプラス
することで、より快適な衣服内環境を実現しています。

「adidas climaheat」搭載モデルは、アディダス直営店、アディダス 
オンラインショップ（shop.adidas.jp/clima/climaheat/）、全国のア
ディダス取り扱い店にて 10 月 7 日より順次発売予定となります。



クライマヒート

2016 FW  adidas climaheatTECHNOLOGY

各カテゴリーの競技特性に応じた素材や機能をプラス
FOOTWEARRUNNING

暖かさと軽さを追求したadidas climaheat

エリやソデに新開発「ヒートシール」を採用。衣服内の空気を内部にとどめ、
外気の侵入を防ぐことで、より暖かく快適な衣服内環境を実現。肌に密着す
ることで、体感温度を高める効果をもたらします。

「climaheat」は、糸の中が空洞となった中空構造のホロファイバーを素材に
採用。糸の中に空気を溜め込むことで優れた保温効果を発揮。さらに軽さも備
えています。

OUTDOOR

軽量中空糸（200g/m2）を採用することで、ランニ
ングに必要な保温性と速乾性を実現しながら、軽量
性も両立。

保温性 44％ アップ　軽量性 15％アップ（※1）

360 度リフレクトやサムホールなど、ランニングに
必要な安全機能も充実。

リフレクター
ランナーの視認性を高める。

アッパーに強発水加工を施すことにより、優れた耐
候性を実現。

ウォータープルーフアッパー
雨や雪をはじく。

大小のダウンバッフルがコールドスポットとなる縫
い目を覆い、体温の流出を防ぐヒートシールバッフ
ル構造を採用。

TERREX シリーズのジャケットにはトレーサブル・
グースダウン (90/10) を使用。

衝撃吸収性と反発力を兼ね備えた「BOOST™ フォー
ム」をミッドソールに 100％使用。

ヒートシール バッフル
暖気を閉じ込める。

トレーサブル
グースダウン
軽く暖かく持ち運べる。

BOOST TMフォーム
優れたクッション性と反発力。

軽量化
ランニングに必要な軽さを追求。

ヒートシール
暖気を閉じ込める。

ホロファイバー
保温性・透湿性・軽量性を実現。

※1  2016 年秋冬モデル「M クライマヒート ハーフジップ フードジャケット / AZ1288 」と 2014 年秋冬モデル 「M クライマヒート TOP フルジップ パーカー / M34933」との比較。アディダス調べ



※価格の表記はすべて自店販売価格となります。

MEN’S TRAINING

商品番号 S94830
オリーブカーゴ F16

商品番号 S94831
ブラック（写真）

TRAINING 2016FW  adidas climaheat

※2  サイズは全てインターナショナルサイズとなります。表記は “ 日本参考サイズ ” です。

WOMEN’S TRAINING

商品番号 AP7347
テックスティール F16（写真）
商品番号 AY9314
ブラック

商品番号 AP7938
ブラック（写真）
商品番号 AZ0106
テックスティール F16

W adidas Z.N.E.
クライマヒートフーディ
¥11,990 + 税
伸縮性のある素材と立体設計の袖部
分が運動性を向上。高めの襟と出し
入れ可能なカフスリーブが秋冬の寒
さに対応。サイズ / S, M, L, OT

商品番号 S94565
ブラック（写真）
商品番号 S94567
セサミ
商品番号 S94566
ユニティブルー F16

商品番号 S94485
ブラック（写真）
商品番号 S94484
オリーブカーゴ F16

商品番号 S94386
ブラック（写真）
商品番号 AY3759
ショックスライム F16
商品番号 AY3764
オリーブカーゴ F16
商品番号 AY3765
ボールドオレンジ

クライマヒート
ハーフジップ フードジャケット
¥9,690 + 税
温度調節がしやすいハーフジップ仕様。激しい
ワークアウトに適した立体構造とカッティング
を採用。寒い時期のレイヤリングに幅広く活用
できる汎用性の高いウェア。
サイズ / XS, S, M, L, O, XO

テックフィット クライマ HEAT
モックネックロングスリーブ
¥10,990 + 税
climaheat 搭載のテックフィット。背中のヒー
トゾーンに熱を適度に放出するベンチレーショ
ン構造を採用。ボディ部分のシームレス構造に
より快適な着心地を実現。
サイズ / XS, M, O, 2XO, 4XO （※2）

商品番号 AZ1288
ボールドオレンジ
商品番号 AZ1286
オリーブカーゴ F16

商品番号 AZ1285
ブラック （写真）
商品番号 AZ1287
ユニティブルー F16

クライマヒート
ロングパンツ 
¥10,990 + 税
動きやすいテーパードシルエットのパンツで、
着脱しやすい裾ジップを採用。ウェストのカラー
ブロックと裾のロゴがアクセント。
サイズ / XS, S, M, L, O, XO

MEN'S ATHLETICS

M adidas Z.N.E. 
クライマヒート フーディー
¥13,990 + 税
立体設計の袖部分により運動性を向上。寒冷
時に対応するサムホール付きのヒートガード
を採用。
サイズ / XS, S, M, L, O, XO, 2XO 

W ワークアウト クライマヒート
シームレス フード付き長袖トップス
¥11,490 + 税
素材にホロファイバーを採用。シームレス構造のボ
ディ部分により、肌あたりの良い快適な着心地を実現。
サイズ / M, OT, 2XOT, 4XOT （※2）

W ワークアウト クライマヒート
シームレス ロングタイツ
¥8,490 + 税
素材にホロファイバーを採用。シームレス構造により、
肌あたりの良い快適な着心地を実現。
サイズ / M, OT, 2XOT, 4XOT （※2）

WOMEN'S ATHLETICS

W adidas Z.N.E.
クライマヒート パンツ
¥9,990 + 税
運動性を向上させるため、膝から下
をやや絞ったテーパードシルエット
を採用したパンツ。
サイズ / S, M, L, OT

商品番号 S94576
ブラック（写真）



※価格の表記はすべて自店販売価格となります。

MEN’S RUNNING

WOMEN’S RUNNING

RUNNING 2016FW  adidas climaheat

商品番号 AZ6138
ユニティブルー F16（写真）
商品番号 AP9807
ブラック

商品番号 AQ6035 / クリアグレー S12× シルバーメット
× ユーティリティブラック F16（写真）
商品番号 AQ6036
コアブラック × コアブラック × ユーティリティブラック F16

商品番号 AQ6029
グレー × アイロンメット × ソーラーオレンジ（写真）
商品番号 AQ6030
コアブラック × コアブラック × ユーティリティブラック F16

M クライマヒート
ロングタイツ
¥8,990 + 税
裏起毛の生地を使用し、冬
のランニングシーンにおけ
る快適な体温コントロール
を追求。スマートフォンも
入る防水仕様のポケットや
夜間の視認性を高めるリフ
レクターを採用。
サイズ / S, M, L, O, XO

商品番号 S93559
ブラック（写真）

商品番号 AP9727
ブラック（写真）
商品番号 AX7499
ユニティブルー F16
商品番号 AZ6144 
ボールドオレンジ

M クライマヒート フーディー
¥8,490 + 税
裏起毛の生地を使用し、冬のランニングシーン
における快適な体温コントロールを追求。調節
できるフェイスマスクとサムホールによって、
天候や気温に応じたカバーリングが可能。必要
な部分にリフレクターを配置し夜間の視認性を
確保。サイズ / S, M, L, O, XO

M クライマヒート
防水ロングタイツ
¥10,990 + 税
撥水性のある素材を腿部分
に使用し、雨や雪からの防
水性を向上。スマートフォ
ンも入る防水仕様のポケッ
トや夜間の視認性を高める
リフレクターを採用。
サイズ / S, M, L, O, XO

商品番号 AP9725
ユーティリティ
ブラック F16（写真）
商品番号 AX7563
ミネラルブルー S16

Clima Heat RK boost
¥14,490 + 税
シューズ内を温かく保つクライマヒートファブリックのライニ
ングを採用。ウォータープロテクトアッパー、軽度の雪面にも
対応する ATR アウトソールなど冬のランニングを快適にする
機能を搭載。 サイズ / 24.5～31.0cm

W クライマヒート 
ロングタイツ
¥8,990 + 税
裏起毛の生地を使用し、冬
のランニングシーンにおけ
る快適な体温コントロール
を追求。スマートフォンも
入る防水仕様のポケットや
夜間の視認性を高めるリフ
レクターを採用。
サイズ / S, M, L, OT

W クライマヒート 
防水ロングタイツ
¥10,990 + 税
撥水性のある素材を腿部分
に使用し、雨や雪からの防
水性を向上。スマートフォ
ンも入る防水仕様のポケッ
トや夜間の視認性を高める
リフレクターを採用。 
サイズ / S, M, L, OT

W クライマヒート フーディー
¥8,490 + 税
裏起毛の生地を使用し、冬のランニングシーン
における快適な体温コントロールを追求。必要
な部分にリフレクターを配置し夜間の視認性を
確保。サイズ / S, M, L, OT

W クライマヒート
ハーフジップ長袖シャツ
¥9,990 + 税
冬のランニングシーンに求められる保温性と速
乾性に加えて軽量性も実現。リフレクターやサ
ムホールなどランニングに必要な機能も充実。
サイズ / S, M, L, OT

商品番号 AX8591
ブラック（写真）
商品番号 AP9708 
ミネラルブルー S16

M クライマヒート
ハーフジップ長袖シャツ
¥9,990 + 税
冬のランニングシーンに求められる保温性と速
乾性に加えて軽量性も実現。リフレクターやサ
ムホールなどランニングに必要な機能も充実。
サイズ / S, M, L, O, XO

商品番号 AP9707
ユーティリティブラック F16（写真）
商品番号 AX7562
ミネラルブルー S16

商品番号 S93560
ブラック（写真）

商品番号 AP9730
ユーティリティ
ブラック F16（写真）
商品番号 AX8592
ミネラルブルー S16

Clima Heat RK boost W
¥14,490 + 税
シューズ内を温かく保つクライマヒートファブリックのライニ
ングを採用。ウォータープロテクトアッパー、軽度の雪面にも
対応する ATR アウトソールなど冬のランニングを快適にする
機能を搭載。サイズ / 22.0～27.0cm



※価格の表記はすべて自店販売価格となります。

OUTDOOR 2016FW  adidas climaheat

©2016 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 / 牧野（亮）/ 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/clima_technology/
 

製品情報 : http://shop.adidas.jp/clima/climaheat/ twitter 公式アカウント：@adidas_jp 店舗情報 : http://www.adidas.com/jp/apps/shoplocator/

OUTDOOR
クライマヒート ダウンジャケット（PR）
¥26,990 + 税
climaheat を搭載した 650 フィルパワーのダウンジャケット。コールドスポットからの体温
の流出と冷気の流入を防ぐため、背中側にヒートシールバッフル構造、襟元と袖口にヒート
シールを採用。 
サイズ / XS, S, M, L, O, XO, 2XO

商品番号 AP8313
ユニティライム F16× ユーティリティブラック F16× オリーブカーゴ F16 （写真）
商品番号 AP8314
ミネラルブルー S16× ユーティリティブラック F16× ホワイト

TERREX クライマヒート Agravic ダウンジャケット
¥39,200 + 税

TERREX クライマヒート テックロックジャケット
¥53,990+ 税

商品番号 AZ6175
ブラック（写真）
商品番号 AY4574
ユニティライム F16× ユーティリティブラック F16

商品番号 AP9027
ユニティライム F16（写真）
商品番号 AP9029 
ユーティリティブラック F16

パッカブル仕様の軽量ダウンジャケット。
表地には高い撥水性と通気性を併せ持つ軽
量ナイロン素材「パーテックス・カンタム
ＧＬ」を採用。ダウンインサレーションに
は 800 フィルパワーのトレーサブル・グー
スダウン (90/10) を使用。縫い目を覆い体
温の流出を防ぐヒートシールバッフル構造
と袖口・襟元のヒートガードを採用。
サイズ / XS, S, M, L, O, XO

800 フィルパワーのトレーサブルグースダ
ウンを採用。フード、肩部分から腕にかけ
ての表素材には優れた防水性・防風性・透
湿性を備えたナイロン素材「パーテックス・
エンデュランス」を使用。身頃部分には高
い撥水性と通気性を併せ持つ軽量ナイロン
素材「パーテックス・カンタムＧＬ」を採用。
縫い目を覆い体温の流出を防ぐヒートシー
ルバッフル構造と袖口・襟元のヒートガー
ドを採用。
サイズ / XS, S, M, L, O, XO, 2XO 
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