
M4T / MEN’S 2017 SS TRAINING

アディダスのトレーニング カテゴリーでは、2017 年春夏シーズンより、

新たなトレーニングウェアのトップモデル「M4T（Made for Training / 

メイド フォー トレーニング）」を発売いたします。

アディダスは、“トレーニング ” を 2 つの定義に分けて位置づけています。

ひとつは、ヨガ、キックボクシング、ファンクショナルトレーニングなど

トレーニング自体を一つのスポーツカテゴリーとする「Training as sports」。

もう一方は、フットボール、ベースボール、バスケットボール、テニスな

ど様々な競技スポーツのために、基礎となるカラダづくりを目的とする

「Training for sports」です。

「M4T」は、「Training as sports」「Training for sports」いずれにおいても、

トレーニングに夢中になるすべてのアスリートをサポートします。

メイド フォー トレーニング

すべてはアスリートのために。

「M4T」のコンセプトは「POWER」「SPEED」「MOBILITY」。

「POWER＝耐久性」「SPEED＝軽さ」「MOBILITY＝動きやすさ」を追求した

マテリアル・テクノロジー・デザインを採用することで、トップアスリート

のトレーニングに応える優れた機能性を実現しています。

また、アスリートのパフォーマンスをさらに引き出すために、「POWER」

「SPEED」「MOBILITY」それぞれの要素により特化したモデルもラインナッ

プしています。

2017 年春夏シーズンの「M4T」は、自分や人を鼓舞し、情熱を意味するレッ

ドカラーをフォーカスカラーとして採用。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にて 2017 年 1 月より順次発売予

定となります。

ハメス ロドリゲス 選手

©2017 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、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/training
 

製品情報 : adidas.com/training twitter 公式アカウント：@adidas_jp 取扱店舗 : http://adidas.jp/shop
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※価格の表記はすべて自店販売価格となります。

POWER
さらなる耐久性を追求

M4T トレーニングモビリティスネークカモウーブンジャケット
¥8,690 + 税　2017 年 1 月発売予定
3rd レイヤーとして活用できる UPF50+ と climastorm（クライマストーム）機能搭載のジャケッ
ト。後ろ身頃をラグランデザインにすることで生地の分量を増やし、前身頃の肩部分にはダーツ
を入れて生地の溜りを軽減することで動きやすさを向上。激しい腕の振りや上げ下げの際にも裾
がめくりあがらないよう、脇の部分に独自設計のカッティングを採用。
サイズ / XS, S, M, L, O, XO, 2XO

商品番号 BS0703
ダークグレー  
商品番号 BS0708
タクティルブルー S17  

商品番号 BK3550
ブラック（写真）

商品番号 BQ6538
ブラック（写真）

M4T トレーニングモビリティスネークカモ T シャツ
¥4,490 + 税　2017 年 1 月発売予定
吸汗速乾性に優れた climacool（クライマクール）機能を搭載したトレーニング T シャツ。トレー
ニング中に発生した衣服内の熱を効率よく放出するため背面にはメッシュ素材を配置。
サイズ / XS, S, M, L, O, XO, 2XO

M4T トレーニングモビリティスネークカモハーフパンツ
¥5,990 + 税　2017 年 1 月発売予定
吸汗速乾性に優れた climacool（クライマクール）機能を搭載したハーフパンツ。様々な動きにス
トレスなく追従できるよう伸縮性に優れたストレッチウーブン素材を採用。スネークカモ生地の
裾部分は、脚の屈折時にも動きやすいよう配置しています。フロントとウエスト後部のポケット
により、トレーニング中に携帯するアイテムもしっかり収納できます。
サイズ / XS, S, M, L, O, XO, 2XO

テックフィット BASE ブラックホワイトグラフィックロングタイツ
¥5,490 + 税　2017 年 1 月発売予定
アディダスイノベーションチーム（AIT) により開発された段階着圧構造・素材・人間工学的カッティ
ングを採用した、テックフィット BASE モデル。ヘビーローテーションのトレーニングを考慮し
た抗菌防臭と UV カット機能（UPF50+) を搭載。サイズ / XS, S, M, L, O, XO, 2XO

商品番号 BQ6539
カレッジネイビー

商品番号 BQ6541
CH ソリッドグレー

商品番号 BQ6518
スカーレット （写真）

商品番号 BQ6514
ユーティリティブラック F16

商品番号 BQ6516
ホワイト

商品番号 BQ6517
タクティルブルー S17 

商品番号 BS0705
ホワイト

商品番号 BS0709
スカーレット （写真）

クライマチル 2.0 T シャツ
¥4,490 + 税　2017 年 1 月発売予定
より進化したクーリングテクノロジー「climachill（クライマチル）」を搭載。スリムフィットシルエッ
トのTシャツで、腕を振り上げた際に裾が吊り上らないカッティングを採用。背中上部のヒートゾー
ンにアイスドットを配置するとともに、発汗時のベト付きを防ぎ、快適なトレーニングをサポー
トするストライプを裏面に採用。屋内でのトレーニングでの衣服内環境を最適に維持します。
サイズ / XS, S, M, L, O, XO, 2XO

商品番号 B45897
チルブラックメランジ（写真）

商品番号 BQ2325
チルミッドグレー 

商品番号 S98656
チル TA ブルー 

M4T トレーニング パワー コーデュラショーツ
¥5,990 + 税　2017 年 1 月発売予定
動きやすさとタフさを兼ね備えたショーツ。軽量の 4Way ストレッチ素材と人体工学に基づいた
カッティングにより、スクワットなどでしゃがみこむ際の動きにも柔軟に追従。コーデュラ素材
を用いて耐久性を高めるとともに、デッドリフトなどのハードなトレーニングによる摩耗を軽減
するため、フロント部分にはケブラー糸を使用しています。ショーツ横のグラフィックが水平に
なっているか確認することで、スクワットが正しい深さまでできているかチェックすることがで
きます。サイズ / XS, S, M, L, O, XO, 2XO

商品番号 BK6154
ブラック（写真）

商品番号 BK6152
ミステリーグリーン S17 

テックフィット BASE ラバーガードロングタイツ
¥5,990 + 税　2017 年 1 月発売予定
テックフィット BASE の機能に加えて、耐摩耗性を高めたロングタイツ。デッドリフトなどのハー
ドなトレーニングに対応するため、スネ部分のグラフィックに対摩擦機能を備えています。
サイズ / XS, S, M, L, O, XO, 2XO

商品番号 BK3564
エナジー S17（写真）

商品番号 B45499
ブラック

M4T トレーニングパワー
アンチピリンググラフィック T シャツ
¥3,690 + 税　2017 年 1 月発売予定
Climacool 機能を兼ね備えたパワー T シャツ。
ベンチプレス時において発生する胸部分の生地と
バーとの干渉を考慮し、ストレッチ性と耐摩耗性を
備えたストレッチウーブン素材にグラフィックラ
バープリントを施すことで、耐久性と動きやすさを
追求。背面部分にはメッシュ素材を採用。
サイズ / XS, S, M, L, O, XO, 2XO
商品番号 BQ6556 / スカーレット × スカーレット

M4T トレーニングパワー アンチピリングウーブンショーツ
¥5,690 + 税　2017 年 1 月発売予定
Climacool 機能を兼ね備えたパワー T シャツ。
デッドリフト時において発生する腿部分の生地とバーとの干渉を考慮し、ストレッチ性と耐摩耗
性を備えたストレッチウーブン素材にグラフィックラバープリントを施すことで、耐久性と動き
やすさを追求。サイドにスリットとストレッチ性のある素材を配置し、屈伸時の動きやすさを向上。
サイズ / XS, S, M, L, O, XO, 2XO　商品番号 BQ6509 / ブラック

MOBILITY / SPEED
動きやすさと軽さを追求
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