Takeaki Ayabe

Eri Hozumi

Kuniaki Takahama

Yukihiro Hiramatsu

Yuji Emoto

Yoshimi Ozaki
Imazo Rowing Team
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Harunobu Sato

Shogo Ishitsuka

Ryo Saito

The ultimate
sports eyewear
アディダス アイウエアのプロダクツは、様々なスポーツとそのライフスタイルのニーズを満たすために開
発されています。トップアスリートは、個々へのフィット感や最良の視界を得るための次世代フレームとレ
ンズテクノロジーの最高の組合せを実現する新しいハイパフォーマンスなアイウエアの開発に深く関わっ
ています。アディダス アイウエアは単なるサングラスではなく、最高のヴィジョンをサポートするために欠
かせないスポーツエキップメントなのです。

high performance
アディダス アイウエアの各モデルは、スポーツをする際に最高のパフォーマンスを発揮するための革新的
な技術に溢れています。フレームとレンズテクノロジーの最高のコンビネーションは、トップアスリートの
トレーニングはもとよりレースなどの戦いの舞台において、ハイレベルなアスリートの需要を満たします。
Shinpei Fukuda

performance essentials
アクティブなライフスタイルのための多目的アイウエア。デザイン性と機能性を融合し、日常生活とスポー
ツ・パフォーマンスに必要とされる軽量で快適なフィット感をもたらします。

アディダス アイウエアにおける最高の快適性と最高の視界を実現する4 つの基本的なコンセプト

Kazuya Hiraide
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Vision

より良い視界は集中力とリラックスを持続させます

Fit

人それぞれにマッチするフィット感でノーストレス

Protection

有害な太陽光線や土埃、雨や風など外的要因からのプロテクト

Durability

高い耐久性がある素材の使用で信頼できる強度と柔軟性を実現

3
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technology

wide: 2 positions

narrow: 2 positions

4 position nose bridge™

different sizes

Double-Snap Nose Bridge™

快適で角度調整が可能なノーズブリッジによる4つのフィット
オプション

Best possible fit

Individual fit for every nose

幅広いサイズ展開で、個々のフィット感と快適さを実現

角度調整が可能なノーズブリッジで快適なフィット感とグリップ

wrap around design

face-fit foam pad

float

Individual fit for every nose

Double-Snap Nose pads™
Individual fit for every nose
角度調整が可能なノーズパッドで快適なフィット感とグ
リップ

Maximum field of vision and best protection

protection in tough conditions

Keep eyewear afloat

head strap

ラップアラウンド機能は広い視野とプロテクション効果を提供

取外し可能なフォームパッドは顔にぴったりフィットし、過酷な
状況下でも視界を保護します

水に浮くアイウエア
ヘッドストラップを装着すれば、水の中に落としても沈まず安心

完璧にフィットするので最高のフィット感と快適性をもたらします

Secure fit

4
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technology

helmet compatible head strap

Lens Lock System™

LST- Light Stabilizing
Technology™

Secure fit

Easy lens changing

Best vision in all light conditions

Protect nose against external influences

ロゴをスライドさせると素早くレンズが外れ、レンズ交換が簡単

明暗の変化を調整しコントラスト効果を高める技術

取り外し可能なノーズカバーが、有害な紫外線、風、冷たい空
気から鼻を守ります

Quick-Release Hinge™

Prescription

ヘルメット使用の場合はテンプルをヘッドストラップに交換し
て使用できます

Quick-Change Lens System™
Easy lens changing
丈夫で素早く簡単なレンズ交換システムです

nose cover

SPx®

Detachable temples

Available in prescription

Ultralight and flexible frame

テンプルが外れる機能（特許）
。テンプルは簡単に付けたり外し
たりできます

視力矯正のための度付きレンズのご使用が可能です

非常に軽く、柔軟性に優れ、アレルギーフリーな素材を使用
快適なフィット感をお約束します

5
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technology

Traction Grip™

TRI.FIT™

Secure and comfortable fit

Adjustable fit

Clear vision in tough conditions

取外し可能なスウェットブロッカーで目に汗が入りません

テンプルが滑らずピッタリとフィットするため完璧な安定感と
快適性が得られます

3 段階の角度調整ができるテンプルにより最適なフィット性が
生まれ、風や光の侵入を最小限にすることができます

クライマクールテクノロジー ®を採用した取外し可能なフィル
ターは、苛酷な状況下でもレンズ内の曇りや凍りつきを防止します

ventilation system

Vision Advantage™ PC lens

Quick-Shift Lens System

2-frame levelling™

Anti-fogging

Durable scratch-resistant lenses

Adapt to different light conditions in seconds

Adapt to helmet

画期的なベンチレーション機能により、レンズ内に通気が生ま
れレンズの曇りが防げます

重層化したポリカーボネイトレンズは、強い衝撃から目を保護し
傷が付きにくい

セカンドレンズを付けたり外したりすることで、素早く簡単に光
の変化に対応

フレキシブルなゴーグルのフレームは、ヘルメットのサイズに適
応しピッタリとフィット

sweat bar
Keep sweat out of eyes

Twin Filter™
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lens technology
どのような光のコンディションの下でも、ライト スタビライジング テクノロジー
（LST™）
は
コントラスト効果、明るい視界、自然な色彩の認識により常に安定した視界をもたらします
What’s inside LST™?
LSTレンズ構造:ライト スタビライジング テクノロジーのそれぞれの役割を持つフィルターが1枚のレンズを構成

最適な光線透過率によりもたらされるもの

UV400 Filter

a

有害なブルーライトの
除去、及び UVA,UVB,
UVC光線からの保護

Contrast Booster

光を調整しコントラス
ト効果をつくる

Polarizer
（LST™ポラライズドのみ）

不快な反射光を除いて
色調を強める

a

最高の周辺視野
透過率のピークが430nm

100 %

b

コントラスト効果
最適な青色光線の吸収

80

c

明暗の急激な変化の調整
光の透過率を縮小し網膜
受容体のストレスを軽減

60

Hydrophobic Coating

外面撥水コーティングH
または 両面撥水コーティ
ングH+

d

自然なカラー
短波長、長波長の調和

Impact Protector

高い衝撃強度を誇る傷
のつきにくいポリカー
ボネイトレンズ

b

c

d

90

70

50
40
30
20
10
0

Light Stabilizer

光の明暗の変化を調整し
一定の視界を保つ

200

ブルーライトをコン
トロールし、自然な
色彩を確保

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800 nm

Vision Advantage™ PC Lens
ヴィジョンアドバンテージPCレンズは光学品質レベル1をクリアし、UV光線A,B,C100%カット
（最大で400ナノメーターまで）

Color Balancer

RX Freeform

（視力矯正バージョンのみ）

正確で歪みのない視力矯正

hydrophobic coating
repellency against dirt and water
アイ・プロテクション効果
レンズ
UV A-,B-,C
カテゴリー プロテクション

4

100%

フィルター

very darkly tinted
not suitable for driving
深く濃い調色

3

100%

darkly tinted
濃い調色

2

100%

moderately tinted
中程度の調色

1

100%

slightly tinted
軽い調色

0

100%

transparent to slightly tinted
クリアーまたはかすかな調色

コンディション

山や雪面の好天

光線透過率
over % to %

3

8

光線吸収率
from % to %

92

97

レンズ上の汚れの粒子は表面を転がる水滴に吸収されるためレンズはクリーンな状態を保ちます。水滴の形状が丸い方がレンズ上の流
れがよりスムーズになります。ハイドロフォビックテクノロジーは水滴を丸い状態のまま保つことでスピーディーに水滴を除去します

clear vision

lenses are easy to clean

keeps clean for longer

- 水滴、埃、泥がレンズに残りません

- 滑らかなレンズ表面で
レンズは常にクリーン

- 静電気がないため埃や汚れを
引き寄せることがありません
- 指紋がつきにくい

- レンズ上に塩が残りません

強い光の晴天

8

18

82

92

晴天下

18

43

57

82

変わりやすい天気

43

80

20

57

曇り、雨天、
夜間の使用

80

100

0

20

- 塩の沈着がありません

water

hydrophobic coating
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lens technology

lens range

LST™ bright

LST™ contrast light

明るさを高める !

明るさを高める !

オレンジのLSTブライトレンズは薄暗い場所でもコントラストを上げること
により、明るい視界を保ちます。薄明かりから、明るい光の状況まで広範囲
に対応します

日差しから目を保護しコントラスト効果を高めます。薄いブラウンカラーの
LSTコントラストSライトレンズは、明暗を調整することによって明るさを
高めて、光から目を保護します

silver

光線吸収率：40%
レンズカテゴリー：1

silver

光線吸収率：74%
レンズカテゴリー：2

光線吸収率：65%
レンズカテゴリー：2

LST™ active

LST™ vario

明るいところから暗いところまで多目的に !

調光レンズは光に合わせて変化 !

様々な光の状況から目を護り、高いコントラスト効果!ブラウンレッドのLST
アクティブレンズは、明るいところから暗いところへの光の変化を調和させ
広範な光から目を保護します

光のコンディションに合わせて変化。ブラウンからクリアまで調光レンズは、
光の明暗に応じて自動的に変化します

silver/gold

光線吸収率：85%
レンズカテゴリー：3

光線吸収率：84%
レンズカテゴリー：3

non-activated

光線吸収率：70%
レンズカテゴリー：2

activated

光線吸収率：87%
レンズカテゴリー：3

LST™ active light

LST™ polarized

明るさを高める !

眩しい光からの解放

日差しから目を保護しコントラスト効果を高めます。ローズカラーのLSTア
クティブ Sライトレンズは、明暗を調整することによって明るさを高めて、光
から目を保護します

眩しさを軽減し、鮮やかな色彩。ブラウンのLSTポラライズドレンズは光の
乱反射を取り除き、色彩を最大に高めることによってクリアな視界を実現し
ます

silver

silver

光線吸収率：64%
レンズカテゴリー：2

光線吸収率：88%
レンズカテゴリー：3

光線吸収率：89%
レンズカテゴリー：3

LST™ contrast

LST™ bluelightfilter

色彩をアップして自然の色をさらに豊かに !

眩しい光から最大限のプロテクト

様々な光の状況から目を保護しコントラスト効果を発揮。ブラウンのLSTコ
ントラストレンズは広範な光の状況でコントラスト効果を発揮して、色彩を
アップして自然の色をさらに豊かにします

強力な光状況下における最高のコントラスト効果とプロテクト。ダークブラ
ウンのLSTブルーライトレンズは、強い光のコンディションにおいて最高の
コントラスト効果を発揮し目を保護します

silver/gold

光線吸収率：88%
レンズカテゴリー：3

光線吸収率：86%
レンズカテゴリー：3

silver

光線吸収率：90%
レンズカテゴリー：3

8
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lens range
光線
吸収率

レンズ
カテゴリー

95%

4

急激な明暗の変化に対応。
明るさと高いコントラスト
効果。青色光線を効果的にプロテクト

90%

3

強い太陽光放射からのプロテクト

90%

3

コンディション

極度の太陽光からのプロテクト
（氷河、雪面、水面）

space

LST bluelight S

silver mirror

光線
吸収率

レンズ
カテゴリー

83%

3

80%

2

晴天向きのトレンドカラー

79%

2

高い光線吸収率にも関わらずとても
明るく、霧や弱い光の中でよく見え
る。全天候タイプのミラーレンズ

74%

2

grey metallic

自然な明るさを維持し
全天候に対応する
オールラウンドカラー

70%

2

light brown silver gradient

晴天向きのトレンドカラー。
高いコントラスト効果

71%

2

コンディション

grey/red mirror

LST polarized S

89%

3
LST bright S

LST contrast

グリーン上での高いコントラスト効果

88%

強い光の状況下でクーリング効果を
発揮して、
自然な色彩を保つ

LST contrast gold gradient グリーン上での高いコントラスト効果

bordeaux silver gradient
LSTレンズに偏光機能をプラス。
シルバーミラーレンズ

lens technology

3

LSTレンズに偏光機能をプラス

88%

3

強い光の状況下でクーリング効果を
発揮して、
自然な色彩を保つ

88%

3

水・氷・雪面等からの反射を
カットする偏光レンズ

87%

3

LST contrast silver light
for sunglasses

LSTの2倍の明るさ。
明るいブラウンの全天候タイプ
グリーン上での高いコントラスト効果

65%

2

grey

日中の太陽光からの保護

87%

3

LST active silver light
for sunglasses

LSTの2倍の明るさで
ピンクベースの全天候タイプ

64%

2

grey/green mirror

強い光の状況下でクーリング効果を
発揮して、
自然な色彩を保つ

87%

3

LST active silver light
for goggles

60%

2

あらゆる光のコンディションに
対応する調光レンズ
完璧なコントラスト効果

LSTの2倍の明るさで
ピンクベースの全天候タイプ
シルバーミラーレンズ

87%~
70%

2~3
LST active gold light
for goggles

LSTの2倍の明るさで
ピンクベースの全天候タイプ
ゴールドミラーレンズ

60%

2

日中の太陽光からの保護

86%

3
lens 49%
shield 13%

1
0

高い光線吸収率にも関わらず
とても明るく、
霧や弱い光の中でよく見える

40%

1

LST polarized

grey/blue mirror

grey

LST vario

grey silver gradient

crystal silver gradient
grey/yellow mirror

強い光の状況下でクーリング効果を
発揮して、
自然な色彩を保つ

86%

風や虫からの保護

3
LST bright

LST contrast S or G

グリーン上での高いコントラスト効果
シルバーミラーまたはゴールドミラー。

86%

3

LST active

高い光線吸収率にもかかわらず
明るく見える

85%

3

yellow

霧と弱い光の中で明るく見える効果

13%

0

LST active S or G

高い光線吸収率にもかかわらず
明るく見える
シルバーミラーまたはゴールドミラー。

84%

3

clear

風や虫からの保護。夜間に

7%

0
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prescription
Perfect sight
for athletes

rx direct inframe glazing

アディダスによる視力矯正コンセプトは、
視力矯正が必要な男女のアスリートにク
リアで歪みのない視界を保証することで
す。視力矯正を含めてアスリートのパ
フォーマンスにプラスになることには、い
かなることにも対応します。過酷な環境
の下でも最高のパフォーマンスを実現で
きるよう、一人一人の好みや様々なス
ポーツにお応えします。

the prescription concept

Direct Inframe Glazing

rx adapter nylor

（直接度入れ）
アディダス パフォーマンス カジュアル
ライン／スポーツラインともに直接度入
れが可能なモデルを数多く揃えていま
す。rxソリューションはスポーツシーン
にもデイリーライフにおいてもパーフェ
クトな視界を提供します

（ナイロール式度入れ専用アダプター）

アディダス アイウエアは、アスリートが
いかなる状況においても最高のパフォー
マンスを発揮できるよう、クリアで歪み
のない視界を提供します。

As individual as you
視力矯正コンセプトは個人個人のニーズや
様々なスポーツに適合します。
最高の視界で最高のパフォーマンスを発揮
したいアスリートのためのものです。

rx adapter

・広い視界の確保
・直接度入れよりも度入れ対応の幅が広い

a745/a746/a513/a514/a519/
a532/a533/a535/a544
本体価格￥6,000
デモレンズ付 本体価格￥7,000

rx clip-in rim

Safe and advantageous
クリアーな視界により、反応時間とリス
ク察知能力を向上することで、怪我のリ
スクが軽減します。さらに眼精疲労が軽
減されるため集中力が高まり、良好な視
界が維持でき、スポーツをより一層楽し
めます。

Only those who can focus
on their target will
achieve it.

rx clip-in rimless

a731

a779

・パフォーマンスインサートはサングラス
のレンズをそのまま使用できるので外部
からの障害を完全にシャットアウト
・光の状況に応じてサングラスのレンズを
交換でき、優れたコストパフォーマンス
・10ベースまでのスポーツアイウエアに対
応可能
・簡単に度入れが可能
・取付も簡単
（フレームの温めは不要）
・レンズ作成コストを低減。
・レンズマテリアルから独立
・素早く簡単にレンズを交換

rx adapter fullrim
（度入れ専用アダプター）

a534/a540/a541/a542/a543
本体価格￥7,000

a731/a779/a747
本体価格￥6,000

※度入れをご希望の場合はアディダス アイウエア販売店にお問い合わせください
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products / prescription-overview
product name

model

rim performance insert
option 1

option 2

adapter
glazing

direct
inframe
glazing

page

product name

model

rim performance insert
option 1

option 2

adapter
glazing

direct
inframe
glazing

page

evil eye evo pro

a193 L
a194 S

a731

a542[a193]
a543[a194]

13

kumacross 2.0

a424

yes

26

evil eye evo

a418 L
a419 S

a731

a542[a418]
a543[a419]

14

kumacross

a415

yes

27

evil eye halfrim pro

a167L
a168S

a731

a779

15

kumacross halfrim

a421

evil eye halfrim pro

a181L
a198S

a731

a779

16

arriba

little evil

a413

a779

16

adizero

a170L
a171S

a779

tycane pro

a189L
a190S

a731

a779

a540[a189]
a541[a190]

18

adizero tempo

a185L
a186S

a779

30

tycane

a191L
a192S

a731

a779

a540[a191]
a541[a192]

19

a123 L

a123L

a731

31

tycane pro outdoor

a196L

a731

a779

a540

20

a129 S

a129S

a731

31

terrex fast

a393

a779

a534

21

the shield

a262

a779

32

adivista

a164L
a165S

a779

a745[a164]
a746[a165]

22

adilibria halfrim S

a389

a779

golf

a124

a731

23

id2 pro

a184

a747

34

tourpro

a178L

a779

a535

24

id2

a162

a747

35

raylor

a404L
a405S

a779

a532[a404]
a533[a405]

25

yodai

a133

a779

a544

a779

27

28

a513[a170]
a514[a171]

a519

29

33

35

11

2015̲adidaseyewear̲catalogue̲0310̲cs6.indd 11

2015/03/10 17:11

