
MEN’S 2017 FW TRAINING

アディダスでは、メンズ 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）」の 2017年秋冬シーズンモデルを発売いたします。

「M4T」は、ファンクショナルトレーニング、キックボク

シングなどトレーニング自体を目的としたトレーニングか

ら、様々な競技スポーツにおいて基礎となるカラダづくり

を目的とするトレーニングまで、すべてのトレーニング

シーンをサポート。アディダス独自の「CLIMA」テクノロ

ジーや機能素材を採用することで、快適な衣服内環境と動

きやすさを実現しています。

2017 年秋冬シーズンは、ジャガードニット素材を採用し

た T シャツやプールなどでのアクアトレーニングに対応

した水陸両用ショーツを新たに展開。ベースレイヤーと

なるテックフィットや、軽量のライトジャケットと組み合

わせることで、気候変化の激しい夏から秋にかけても、

より快適なトレーニングを可能にしています。

2017 年秋冬シーズンのメンズ トレーニングは、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

ショップにて 2017 年 7 月 20 日より順次発売予定となり

ます。

MEN’S TRAINING
2017FW M4T COLLECTION

快適さを高めトレーニングの幅をさらに広げる
ジャガードニット素材のTシャツ & 水陸両用ワークアウトショーツ

様々な動きにも追従し、裾の捲れあがりを軽
減する「フリーリフト」カッティング採用。

素材にはジャガード
ニットを使用。アス
リートが体に巻くバ
ンテージをモチーフ
にしたデザインを織
り模様で表現。

高い通気性と吸汗速乾性を備えたアディダス
独自の CLIMACOOL搭載。

様々な動きにも負荷なく追従し可動域を高め
るストレッチ素材を採用。

耐塩素加工の生地を使用しているためプール
などでのアクアトレーニングにも対応。

ジムなどでのトレーニングにも対応する吸汗
速乾性に優れた CLIMALITE搭載。

気候変化の激しい夏から秋も快適なトレーニングを実現
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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：長野、澤田、松本、三浦　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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※一部取扱いの無い店舗がございます。※価格の表記はすべて自店販売価格となります。

高温多湿の日本の夏でも快適なトレーニングを可能にする「CLIMA」テクノロジー搭載ウェアのコーディネートを提案。アディダス史上最高の冷却性・吸汗速乾性を実現
したCLIMACHILL搭載のテックフィットをベースレイヤーとして着用。その上に、CLIMACOOL を搭載したジャガードニット素材のTシャツとアクアトレーニングにも対応す
る水陸両用ショートパンツを組み合わせます。涼しい場所・時間帯のトレーニングではライトジャケットを着用して温度調整することが可能です。

テックフィット CHILL
ショートスリーブ
¥5,990 + 税　7 月 20 日発売予定
「筋肉のブレ抑制」と「カラダ認知の向上」により、アスリー
トのパフォーマンスをサポートするテックフィットの
ショートスリーブと 3/4 パンツ。吸汗速乾性と通気性に加
えて、adidas 史上最高の冷却性を実現した CLIMACHILL搭
載により、夏のトレーニングにおいても快適さを維持。さ
らに、抗菌防臭と UV カット機能（UPF50+) も搭載し肌へ
の負担を軽減。
サイズ / XS, S, M, L, O, XO, 2XO, 4XO

M4T トレーニング
ジャガードニットカモ T シャツ
¥3,990 + 税　7 月 20 日発売予定
高い通気性と吸汗速乾性、軽量性を兼ね備えた T シャツ。
素材にはジャガードニットを使用し、フロント面にはジャ
ガードメッシュによりバンテージデザインを表現。様々な
動きに追従し、裾の捲れあがりを軽減するアディダス独自
の「フリーリフト」カッティングを採用。CLIMACOOL 搭載。
サイズ / S, M, L, O, XO, 2XO

M4T トレーニング
スタンドカラーライトジャケット
¥7,690 + 税　7 月 20 日発売予定
柔らかい風合いと清涼感のある透け感が特徴のジャケッ
ト。15 デニールという薄さで高い防風性を実現。裾部分
はフィット感を高めるバインダー仕様。ポケッタブル仕様。
CLIMALITE 搭載。サイズ / XS, S, M, L, O, XO, 2XO

商品番号 CD4384
ユーティリティブラック F16

商品番号 CD4386
タクティルスティール F17 

商品番号 CD4388
グレー TWO F17 

商品番号 CD4398
ノーブルインク F17× ノーブルインク F17

商品番号 CD4396
グレースリー F17× グレースリー F17 

商品番号 CD4397
ミステリーペトロール F17× ミステリーペトロール F17 

商品番号 AJ5705
ブラック

商品番号 AI3825
ブラック

M4T トレーニング
撥水ウルトラウォーム ジャケット
¥11,000 + 税　10 月発売予定
冬のトレーニングシーンに向けたウルトラウォームジャ
ケット。表地には傘の 10 倍の耐水圧を備えた高機能素材
を使用。裏地にはフリース素材を採用し高い保温性を実現。
脇部分に開閉可能なベンチレーション機能を採用。
サイズ / S, M, L, O, XO, 2XO

M4T トレーニング
水陸両用ワークアウトショーツ
¥4,990 + 税　7 月 20 日発売予定
吸汗速乾性と軽量性を兼ね備えたショートパンツ。塩素対
応の生地を使用しているためアクアトレーニングにも活用
可能。可動域を高めるストレッチ素材を採用。
CLIMALITE 搭載。サイズ / S, M, L, O, XO, 2XO

商品番号 CD4396
グレースリー F17

商品番号 CD4394
ミステリーペトロール F17

商品番号 CD4395
ノーブルインク F17

商品番号 CD4430
レジェンドインク F17 

商品番号 CD4329
ナイトカーゴ F15 

商品番号 CD4428
ブラック

冷却性・吸汗速乾性に優れた
CLIMACHILL搭載のベースレイヤー

ジャガードニット素材の Tシャツと
アクアトレーニングに対応したショーツ

夏から秋にかけて長期に活用できる
ポケッタブルの軽量ジャケット

冬のトレーニングに適したウォームジャケット

テックフィット CHILL 3/4 タイツ
¥4,500 + 税　7 月 20 日発売予定
サイズ / XS, S, M, L, O, XO, 2XO, 4XO
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