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寒い環境でのパフォーマンスを快適に。スポーツカテゴリーや環境に応じた暖かさと快適さを追求
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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 2017年秋冬モデルを発売いたします。
2017年秋冬の「adidas CLIMAHEAT」は、優れた蓄熱機能をさらに高めるとともに、

寒い気候でも快適に動ける、それぞれのスポーツカテゴリーに応じた機能や素材を

採用。

トレーニングカテゴリーにおいては、蓄熱と調温を両立させたワッフル調の素材を

採用。また、ランニングカテゴリーにおいては、調温・保温、速乾性に優れた天然

素材のウールを採用。スポーツブランドとして、単に暖かさを追求するだけでなく、

動き続けるアスリートの体温上昇による衣服内のオーバーヒートを防ぐとととも

に、動きやすさを妨げることなく、冬の寒さの中でも快適な衣服内環境を維持する

ことを可能にしています。

さらに、アウトドアにおいては、今シーズンより撥水加工を施したグースダウンを

新たに採用。過酷なアウトドアフィールドに対応するための蓄熱性を高めています。

トレーニング、ランニング、アウトドアの各カテゴリーで展開する 2017年秋冬シー

ズンの「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（http://shop.adidas.jp/climazone）、全国のアディダス取り扱い店

にて 10月 6日より順次発売予定となります。



WOMEN’S TRAININGMEN’S TRAINING

TRAINING 2017 FW CLIMAHEAT

蓄熱と調温に優れたワッフル形状の素材を新たに採用。快適さを高めたトレーニングウェア

M4T トレーニング クライマヒート
ジップアップジャケット
¥12,000 + 税
CLIMAHEAT 搭載のスウェットジャケット。
保温性と軽量性に優れた中空糸構造のホロー
ファイバーを採用するとともに、凹凸のある
ワッフル調の素材を使用し、優れた蓄熱性と
調温性を実現。体の動きを妨げず、裾のまく
れやバタつきを防ぐフリーリフト構造を採
用。首元と手首にはヒートシールを搭載。
サイズ / 2XS, XS, S, M, L, O, XO, 2XO

M4T トレーニング クライマヒート
ロンスグリーブシャツ
¥7,490 + 税
肌触りの良いウールと伸縮性に優れたスト
レッチウーブンを組み合わせた CLIMAHEAT
搭載のロングスリーブシャツ。体の動きを妨
げないフリーリフト構造や、保温性を高める
サムホールを採用。
サイズ / XS, S, M, L, O, XO, 2XO

商品番号 CV5929
ブラック（写真）
商品番号 CV5931
グレーファイブ F17
商品番号 CV5930
グリーンナイト F17× ブラック

M4T トレーニング
クライマヒート パンツ
¥8,990 + 税
CLIMAHEAT搭載のスウェットパンツ。スマー
トなシルエットと動きやすさを兼ね備えた
テーパードシルエットを採用。体の動きを妨
げない股下のカッティングや、ゴムリブの裾
などトレーニング時の動きを考慮したデザイ
ン。リフレクター仕様のロゴをプリント。
サイズ / XS, S, M, L, O, XO, 2XO

商品番号 CD8813
トレースカーゴ S17  （写真）
商品番号 BR8542
ダークバーガンディ F12
商品番号 CE9984
ブラック

W M4T トレーニング 
クライマヒート ジレ
¥11,000 + 税
ロングスリーブトップスとの組み合わせに適
したジレ。保温性に優れたポーラーテックに、
ワッフル調の素材を組み合わせることで優れ
た調温性を実現。さらに伸縮性の高い生地を
ミックスすることで動きやすく。高めのネッ
ク部分にはヒートシールを搭載。
サイズ / S, M, L, OT

W M4T トレーニング
クライマヒート ロングトップス
¥6,990 + 税
肌触りがソフトでしなやかなメリノウールを
組み合わせたロングトップス。ネック部分に
はワッフル調の素材を使用したヒートシール
を搭載。
サイズ / S, M, L, OT

商品番号 BR6824
クリスタルホワイト S16 （写真）
商品番号 CE8173
ペトロールナイト F17
商品番号 CD2369
ブラック

W M4T トレーニング
クライマヒート シームレスタイツ
¥7,990 + 税
異なる 4 つの構造のニット素材をシームレ
スにつなぎあわせることで、部位に合わせ
たコンプレッションを実現したロングタイ
ツ。インターナショナルサイズでの展開と
なります。
インターナショナルサイズ / M, OT, 2XOT, 4XOT

商品番号 BR6794
ブラック（写真）
商品番号 CD1060
ノーブルインク F17

商品番号 BQ7311
ノーブルインク F17 （写真）
商品番号 CD2361
ブラック
商品番号 CE8157
タクティルグリーン S17 

※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。

CLIMAHEAT  TECHNOLOGY in TRAINING
蓄熱性と調温性を併せ持つワッフル調の素材
ワッフル調の凹凸を備えた素材を採用。トレーニング中に発生するこ
もった熱を凹部分を通じて排出することで、衣服内のオーバーヒート
を防ぎ、トレーニング中も衣服内環境を快適に保ちます。
※ クライマヒート ジップアップジャケット、クライマヒート ジレに搭載

ヒートシール
首元や手首に配されたヒートシールが冷気の侵入を防ぎ、衣服内に温
かい空気を閉じ込める。
※ クライマヒート ジップアップジャケット、クライマヒート ジレに搭載

フリーリフト構造
腕の自由な動きを高めるとともに、腕をあげた際の裾上がりや
バタつきを防ぐため、脇部分に独自のカッティングを採用。
※ クライマヒート ジップアップジャケット、クライマヒート ジレ、ロン
スグリーブシャツ、ロングトップスに搭載

商品番号 BR3755
ブラック（写真）
商品番号 BR3758
グリーンナイト F17
商品番号 CV5932
グレーファイブ F17× ブラック



WOMEN’S RUNNINGMEN’S RUNNING

RUNNING 2017 FW CLIMAHEAT

天然素材であるウールを採用し、冬のランニングに適した蓄熱性・調温性・速乾性を実現

ウルトラ クライマヒート
ハーフジップシャツ M
¥14,000 + 税
冬 の ラ ン ニ ン グ シ ー ン を サ ポ ー ト す る
CLIMAHEAT 搭載のトップス。ランナーに適
した体温コントロールを追求し、軽量中空糸
を採用することで、優れた蓄熱性と速乾性に
加えて軽量性を実現。
サイズ / XS, M, O, 2XO, 4XO, 6XO

ウルトラ クライマヒート
長袖フード付シャツ
¥12,000 + 税
冬 の ラ ン ニ ン グ シ ー ン を サ ポ ー ト す る
CLIMAHEAT 搭載のトップス。ランナーに適
した体温コントロールを追求し、軽量中空糸
を採用することで、優れた蓄熱性と速乾性に
加えて軽量性を実現。
サイズ / XS, M, O, 2XO, 4XO

商品番号 BQ4974
グレースリー × グレーファイブ（写真）
商品番号 BQ9345
エナジー × ブラック 

ウルトラ クライマヒート
ロングタイツ M
¥12,000 + 税
CLIMAHEAT 搭載のロングタイツ。中空糸を
採用し、ランニングに必要な蓄熱性と速乾性
を実現。さらに、雨や雪からの防寒性も高め
るため撥水性のある素材を腿に使用。スマー
トフォンも収納できる防水仕様のポケットや
視認性を高めるリフレクターを装備。
サイズ / XS, S, M, L, O, XO

商品番号 BQ9372
ブラック × エナジー（写真）

商品番号 BQ4766
エナジー × ブラック  （写真）
商品番号 BQ7075
ダークバーガンディ

ウルトラ クライマヒート
長袖フード付シャツ
¥12,000 + 税
冬 の ラ ン ニ ン グ シ ー ン を サ ポ ー ト す る
CLIMAHEAT 搭載のトップス。ランナーに適
した体温コントロールを追求し、軽量中空糸
を採用することで、優れた蓄熱性と速乾性に
加えて軽量性を実現。
サイズ / M, OT, 2OT, 4OT

ウルトラ クライマヒート
ハーフジップシャツ W
¥14,000 + 税
冬 の ラ ン ニ ン グ シ ー ン を サ ポ ー ト す る
CLIMAHEAT 搭載のトップス。ランナーに適
した体温コントロールを追求し、軽量中空糸
を採用することで、優れた蓄熱性と速乾性に
加えて軽量性を実現。リフレクターやサム
ホールなどランニングに適した装備も充実。
サイズ / XS, M, OT

ウルトラ クライマヒート
ロングタイツ W
¥8,990 + 税
CLIMAHEAT 搭載のロングタイツ。中空糸を
採用し、ランニングに必要な蓄熱性と速乾性
を実現。さらに、雨や雪からの防寒性も高め
るため撥水性のある素材を腿に使用。スマー
トフォンも収納できる防水仕様のポケットや
視認性を高めるリフレクターを装備。
サイズ / XS, S, M, L, OT

商品番号 BQ9359
ブラック × レッドナイト（写真）

商品番号 BQ9348
レッドナイト × ブラック （写真）
商品番号 BQ4759
グレースリー × グレーファイブ

商品番号 BQ4758
ブラック （写真）
商品番号 BR6818
イージーコーラル × ブラック
商品番号 BR6817
ノーブルインク

※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。

CLIMAHEAT  TECHNOLOGY in RUNNING
天然素材であるウールを採用
寒い時期のランニングに適した素材である天然のウールを採用。
保温性・調温性・速乾性に優れたウール素材が、走り続けるラン
ナーの衣服内環境を快適に保ちます。
※ ウルトラ クライマヒート ハーフジップシャツ、ウルトラ クライマヒート 
長袖フード付シャツに搭載

ヒートゾーンの熱を排出するニット素材
ランニング中に熱を発生しやすい背面のヒートゾーンには、

ニット素材を採用。効果的に熱を排出し、衣服内のオーバーヒー
トを防ぎます。
※ ウルトラ クライマヒート ハーフジップシャツ、ウルトラ クライマヒート 
長袖フード付シャツに搭載

ヒートシール
首元と手首に配されたヒートシールが冷気の侵入を防ぎ、
衣服内に温かい空気を閉じ込める。
※ ウルトラ クライマヒート ハーフジップシャツ、ウルトラ クライマヒート 
長袖フード付シャツに搭載



WOMEN’S OUTDOORMEN’S OUTDOOR

OUTDOOR / TERREX 2017 FW CLIMAHEAT

アディダス独自の蓄熱構造と、撥水加工を施したグースダウンを採用

クライマヒート
アグラビック ダウンジャケット
¥35,000 + 税
高い保温性を誇る CLIMAHEAT 搭載のダウン
ジャケット。撥水加工を施した 800 フィルパ
ワーのグースダウンを、高い撥水性を誇る
PERTEX QUANTUM GL® に挿入。350g を切
る軽量性も魅力。コンパクトに収納できる
パッカブル仕様。真冬のアウトドアアクティ
ビティに向かうアスリートにふさわしい一
着。
サイズ / XS, S, M, L, O, XO, 2XO

クライマヒート
アルティメット フリースジャケット
¥14,000 + 税
表面に撥水加工を施した、CLIMAHEAT 搭載
のフリースジャケット。防風効果も高く、ア
ウターとしても着用可能。 冷気の侵入を防
ぎ、衣服内に温かい空気を閉じ込めるヒート
シールを首元と手首に搭載。
サイズ / XS, S, M, L, O, XO, 2XO

商品番号 BS2510
グリーンナイト F17（写真）
商品番号 BS2509
ブルーナイト F17

クライマヒート 
アイスツァイトパーカ
¥25,000 + 税
スポーツフィールドからタウンユースまで幅
広く活用できる CLIMAHEAT 搭載のロングダ
ウンジャケット。撥水加工を施した 800 フィ
ルパワーのグースダウンをふんだんに使用
し、軽量性と高い保温性を両立。アウトドア
フィールドからストリートまで違和感なく溶
け込むマットな PES 素材を使用。
サイズ / XS, S, M, L, O, XO, 2XO

商品番号 BS0998
ブラック（写真）
商品番号 BS0995
グリーンナイト F17

商品番号 BS2534
エナジー（写真）
商品番号 CD8806
ブラック

W クライマヒート
アグラビック ダウンジャケット
¥35,000 + 税
高い保温性を誇る CLIMAHEAT 搭載のダウン
ジャケット。撥水加工を施した 800 フィルパ
ワーのグースダウンを、高い撥水性を誇る
PERTEX QUANTUM GL® に挿入。350g を切
る軽量性も魅力。コンパクトに収納できるパッ
カブル仕様。真冬のアウトドアアクティビティ
に向かうアスリートにふさわしい一着。
サイズ / S, M, L, OT, XOT

W クライマヒート
アルティメット フリースジャケット
¥14,000 + 税
表面に撥水加工を施した、CLIMAHEAT 搭載
のフリースジャケット。防風効果も高く、ア
ウターとしても着用可能。 冷気の侵入を防
ぎ、衣服内に温かい空気を閉じ込めるヒート
シールを首元と手首に搭載。
サイズ / S, M, L, OT, XOT

W クライマヒート 
アイスツァイトパーカ
¥25,000 + 税
スポーツフィールドからタウンユースまで幅
広く活用できる CLIMAHEAT 搭載のロングダ
ウンジャケット。撥水加工を施した 800 フィ
ルパワーのグースダウンをふんだんに使用
し、軽量性と高い保温性を両立。アウトドア
フィールドからストリートまで違和感なく溶
け込むマットな PES 素材を使用。ウィメン
ズモデルはウエストがシェイプされたカッ
ティング。
サイズ / S, M, L, OT

商品番号 BS0999
ノーブルインク F17（写真）
商品番号 BS1001
ブラック

商品番号 BR3038
レッドナイト F17 （写真）

商品番号 BQ8538
レッドナイト F17（写真）

CLIMAHEAT  TECHNOLOGY in OUTDOOR

※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。

撥水加工を施した 800 フィルパワー グースダウン
グースダウンに撥水加工を施し、濡れによるダウンのボリュームダウンを
抑え、優れた保温性を維持。 
※ クライマヒート アグラビック ダウンジャケット、クライマヒート アイスツァイトパー
カに搭載

PERTEX QUANTUM GL®
極細糸を高密度に織り上げた PERTEX QUANTUM GL® を採用。
軽さや耐久性に加えて、高い撥水性を備えています。
※ クライマヒート アグラビック ダウンジャケットに採用

ヒートシールバフル構造
背中のコールドスポットを覆い隠し、体温の流出、冷気の流入を防ぐアディ
ダス独自のダウンルーム構造を採用。採用。

ヒートシール
首元と手首に配されたヒートシールが冷気の侵入を防ぎ、衣服内に温かい
空気を閉じ込める。 ※ 掲載のモデルに搭載
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