tycane pro outdoor
a196 L

本体価格 ¥23,000

new model

a540/a541

a779

ClimaCool™/Ventilation System

Face-fit foam pad included

Headwear compatible

フレームに戦略的に配置されたベンチ
レーターによってレンズの曇りを排除し
てクリアな視界を常に確保

ピッタリとフィットするフォームパッド付き

ヘルメットにも快適に対応

a731

TRI.FIT™
3段階のテンプル調整機能
人それぞれ異なる顔の形に完璧にフィット

Optimaized bridge size
レンズの間隔が狭いので
広い視界を確保

Quick-Release Hinge™
強い衝撃を受けるとヒンジが外れ、
破損を防ぐ安全設計

SPX™/Flex Zones™
超軽量、丈夫かつ柔軟な壊れにくい
プラスチック素材

Traction Grip™
Quick-Change Lens System™
光のコンディションに合わせて交換可能なレンズ

Double-Snap
Nose Bridge™
柔らかいシリコンでできて
いるパッドは2ポジション
に変更可能

Antifog SPACE H Lenses/
10-base Vision Advantage™ PC lens

LST™ Bluelight S H

ヘッドストラップ付き

LST™ Bluelight S H

a196 01 6051

a196 01 6052

a196 01 6054

マットブラックブルー
スペイス H（af）

シャイニーホワイトグレー
LSTブルーライトS H（af）

マットグレイ
LSTブルーライトS H（af）

● 10ベースカーブ・ヴィジョン
アドバンテージPCレンズ
●トリフィットテンプル
● ダブルスナップノーズブリッジ
● クイックチェンジレンズシステム
● エルゴノミカリーシェイプド
テンプル／トラクショングリップ
● ClimaCool™
ベンチレーションシステム
● Flex Zones™ & SPX™
※ ハードケース・
ヘッドストラップ・フォームパッド付
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Head strap included

雪、氷河等の極度の太陽光をプロテクトするスペイスレンズ
外面撥水コーティングで水滴や汚れを防ぐ

parts
フローター
ヘッドストラップ
フォームパッド

本体価格
￥1,000
￥2,200
￥5,000

spare lenses
LSTポラライズドS H+
LSTアクティブS H
LSTブライトS H
クリアー H

本体価格
￥11,000
￥8,000
￥8,000
￥7,000

antifog spare lenses
本体価格
スペイス H
（af）
￥7,000
LSTブルーライトS H
（af） ￥7,000
LSTアクティブ H
（af）
￥7,000
LSTアクティブS H
（af）
￥7,000
LSTブライトS H
（af）
￥7,000
LSTブライト H
（af）
￥7,000
クリアー H
（af）
￥6,000
（antifog）
は曇り止めレンズです
※ af
※ H+は両面撥水コーティングレンズです
※ Hは外面撥水コーティングレンズです

Michal Sabovčík (SVK)
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terrex fast

a393

本体価格￥23,000 【Polarized S H+/6056】本体価格￥30,000
【LSTブルーライトS H/6057】本体価格￥25,000

a534

a393 01 6050

a393 01 6051

a393 01 6052

a393 01 6055

ブラック
LSTブルーライトＳ
ス LSTブライト(af)

ダークグレイレッド
LSTアクティブＳ
ス LSTブライト(af)

ホワイトメタリックライム
スペイス
ス LSTブライト(af)

ペトロールオレンジ
LSTブルーライトS
ス LSTブライト(af)

LST™ Polarized S H+

LST™ Bluelight
g SH

a393 01 6056

a393 01 6057

マッドブラックレッド
LSTポラライズドS H+
ス LSTブライト H

ダークグレイブラック
LSTブルーライトS H
ス LSTブライト H

a779

偏光レンズ

● 8ベースカーブ・ヴィジョン
アドバンテージPCレンズ
●トリフィットテンプル
● ダブルスナップノーズブリッジ
● クイックチェンジレンズシステム
● クイックリリースヒンジ
● クイックシフトフォームパッド
●トラクショングリップ
● SPX™ & Flex Zones™
● ClimaCool™
ベンチレーションシステム

※ af（antifog）
は曇り止めレンズです
※ H+は両面撥水
コーティングレンズです
※ Hは外面撥水
コーティングレンズです
※ ハードケース・
スペアレンズ・ヘッドストラップ付

spare lenses
LSTポラライズドS H+
LSTポラライズドS
LSTブルーライトS H
LSTブライト H
スペイス
LSTブルーライトS
LSTアクティブS

本体価格
￥11,000
￥10,000
￥9,000
￥7,000
￥6,500
￥6,500
￥6,500

antifog spare lenses
イエロー
（af）
LSTアクティブ
（af）
クリアー
（af）

本体価格
￥6,000
￥6,000
￥6,000

parts
フレーム
テンプル
（片側）
ノーズパッド
クイックシフトフォームパッド
ヘッドストラップ
ハードケース
（XL）

本体価格
￥6,500
¥4,000
¥1,500
¥4,000
¥6,000
¥3,000

Kazuya Hiraide
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id2 pro

本体価格 ¥23,000

a184
a747

a184 51 6050

a184 51 6051

a184 51 6052

トランスペアレントグリーン
LSTブライト
シ LSTアクティブS

シャイニーブラック
LSTブライト
シ LSTアクティブS

マットクリスタルプリント
LSTブライト
シ LSTアクティブS

a184 51 6054

a184 51 6066

マットブラック
LSTブライト
シ LSTアクティブS

レッドメタリック
LSTブライト
シ LSTアクティブSライト

● ダブルレンズ
（アンチフォグ・ヴィジョンアドバンテー
ジPC）
● 2フレームレベリング
● クイックチェンジレンズシステム
● ClimaCool™ベンチレーションシステム
● ダブルアジャスタブルストラップ
● テイクオフシステム

34

● クイックシフトレンズシステム
● Nano-Foam™
● Flex-Zones™
● ヘルメット対応
（すべり止め付きストラップ）
※ 延長ベルト ブラック／ホワイト
（別売）
¥1,200
（本体価格）

antifog coated spare lens
LSTアクティブG
LSTアクティブS
LSTアクティブSライト
LSTアクティブGライト
LSTブライトS
LSTブライト
クリアー

本体価格
¥8,500
¥8,500
¥8,500
¥8,500
¥8,500
¥8,000
¥8,000

Quick-Shift lens
スペイス
シルバーミラー
グレイ
LSTアクティブＳ
LSTアクティブＳライト
LSTブライトS

本体価格
¥8,000
¥8,000
¥8,000
¥8,000
¥8,000
¥8,000

Yuji Emoto
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yodai

本体価格 ¥16,000

a133

a747

a162 51 6518

a162 51 6519

a162 51 6567

a133 01 6128

a133 51 6303

a133 51 6305

a133 51 6313

ブルートランスペアレント
LSTアクティブSライト

オレンジトランスペアレント
LSTアクティブGライト

トランスペアレントイエロー
LSTアクティブSライト

シャイニーブラック
LSTアクティブSライト

パナコッタ
LSTアクティブGライト

メタリックマジェンタ
LSTアクティブSライト

シャイニーブラック
LSTアクティブSライト

a184 | a162 | a133

a162 51 6500
シャイニーブラック
LSTアクティブＳライト

ID2 pro | ID2 | yodai

本体価格 ¥17,000

a162

goggles

id2

a162 51 6568

a162 51 6575

a133 51 6332

a133 51 6337

a133 51 6338

a133 51 6339

イエロークラック
LSTブライトS

フローズンイエロー
LSTアクティブSライト

ラズベリートランスペアレント
LSTアクティブSライト

グリーントランスペアレント
LSTアクティブGライト

パープルメタリック
LSTアクティブSライト

ライトピンクトランスペアレント
LSTアクティブSライト

a133 51 6340
ぺトロールトランスペアレント
LSTアクティブSライト

● ダブルレンズ
（アンチフォグ・ヴィジョンアドバンテー
ジPC）
● 2フレームレベリング
● クイックチェンジレンズシステム
● ClimaCool™ベンチレーションシステム
● ダブルアジャスタブルストラップ

● テイクオフシステム
● Nano-Foam™
● Flex-Zones™
● ヘルメット対応
（すべり止め付きスト
ラップ）
※ 延長ベルト ブラック／ホワイト
（別売）
¥1,200
（本体価格）

antifog coated spare lens
LSTアクティブG
LSTアクティブS
LSTアクティブSライト
LSTアクティブGライト

本体価格
¥8,500
¥8,500
¥8,500
¥8,500

antifog coated spare lens
LSTブライトS
LSTブライト
クリアー

本体価格
¥8,500
¥8,000
¥8,000

● ダブルレンズ
● テイクオフシステム
（アンチフォグ・ヴィジョンアドバンテー ● ヘルメット対応
ジPC）
※ 延長ベルト ブラック／ホワイト
● クイックチェンジレンズシステム
（別売）
¥1,200
（本体価格）
● ベンチレーションシステム
● ダブルアジャスタブルストラップ

antifog coated spare lens
スペイス
シルバーミラー
ＬＳＴアクティブＳ
LSTアクティブＧ
LSTブライトS

本体価格
¥8,500
¥8,500
¥8,500
¥8,500
¥8,500

antifog coated spare
lens
LSTアクティブＳライト
LSTアクティブGライト
LSTブライト
クリアー

本体価格
¥8,500
¥8,500
¥7,500
¥7,500
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