
アディダスでは、過酷な暑さの中でも衣服内温度を涼しく快適にする

「CLIMACHILL（クライマチル）」の 2018年春夏モデルを発売いたします。

「CLIMACHILL」は、過酷な暑さの中でのトレーニングにおいても衣服内を涼しく乾

いた状態に維持できるように開発された、アディダス独自の冷却テクノロジーです。

「CLIMACHILL」の 2018年春夏モデルは、“除熱性 ”という新たなコンセプトをアパ

レルに搭載。2 種類の特殊な糸を採用することによって、除熱にこだわったウェア

に仕上げています。

肌面には、チタンを練りこんだ熱伝導性の高い平らな糸を使用し肌と触れる面積を

増やすことで、熱や汗を吸収し、肌面から効果的に除熱。同時に、表面に配した通

気性とストレッチ性を備えた縮れた糸が、肌面から吸い取った熱や汗を素早く放出

します。

さらに、これら 2 種類の糸をワッフル調に織ることで、通気性をさらに高め、衣服

内に風が通ることで、肌離れのよさとべたつきの軽減を実現しています。

また、除熱性と通気性の向上に加えて、肌に接触して冷感をもたらす「アイスドット」

など従来のテクノロジーも継続して採用し、優れた冷却性・吸汗速乾性も備えてい

ます。

糸レべルから冷たい素材を採用し、除熱にこだわった 2018 年春夏のニューモデル登場

過酷な暑さの中でも涼しく快適にトレーニング。ウェアは、除熱する時代へ。
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榮倉 奈々

James Rodriguez

除熱性・通気性・冷却性・吸汗速乾性に優れた「CLIMACHILL」により、アスリー

トは酷暑の中のトレーニングでも、湿ったウェアの重さや、まとわりつきに気をと

られることなく、最大限のパフォーマンスを発揮することができます。

除熱性を高めた「CLIMACHILL」2018 年春夏モデルは、4 月初旬より、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順次発売予定となります。 



※ 価格の表記は自店販売価格となります。
※価格の表記はすべて自店販売価格となります。
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WOMEN’S CLIMACHILL
W M4T クライマチル タンクトップ
￥3,990 + 税　サイズ / XS, S, M, L, OT

2017 年モデルよりも、除熱性と通気性がさらにアップ。生地内側
の肌との接触面を点接触とすることで、ベタついた身体からの肌離
れを良くし、サラサラと快適な着心地に。肌触りもソフトに仕上げ
た素材は、杢調で柔らかい風合いも魅力。

商品番号 CZ4018（画像）
セミフローズンイエロー F15

商品番号 CZ4015
ノーブルインディゴ S18

商品番号 CZ4014
チョークパール S18 

商品番号 CZ4016
ハイレゾオレンジ S18 
商品番号 CZ4017
エアログリーン S18 
商品番号 CZ4019
カーボン S18 

2017 年モデルよりも、除熱性と通気性がさらにアップ。生地内側
の肌との接触面を点接触とすることで、ベタついた身体からの肌離
れを良くし、サラサラと快適な着心地に。肌触りもソフトに仕上げ
た素材は、杢調で柔らかい風合いも魅力。

クライマチル 半袖 T シャツやクライマチル タンクトップとのコー
ディネートに適した CLIMACHILL 搭載のロングタイツ。

商品番号 CD3130 （画像）
ブラック

商品番号 CG0937
エアログリーン S18

商品番号 CZ4013（画像）
セミフローズンイエロー F15
商品番号 CZ4008
ノーブルインディゴ S18
商品番号 CZ4010
チョークパール S18 

商品番号 CZ4011
エアログリーン S18 
商品番号 CZ4012
カーボン S18 
商品番号 CZ4009
ハイレゾオレンジ S18 

MEN’S CLIMACHILL
クライマチル 2.0 エアーフロー T シャツ
￥4,490 + 税　サイズ / XS, S, M, L, O, XO, 2XO

商品番号 CE0820（画像）
ハイレゾグリーン S18

商品番号 CE0816
ノーブルインディゴ S18 

商品番号 CE0814
カレッジロイヤル 

商品番号 CE0817
ロースティール S18 
商品番号 CE0821
セミフローズンイエロー F15

商品番号 CE4722 （画像）
チョークパール S18
商品番号 CG1493
ノーブルインディゴ S18

商品番号 CE4727
カーボン S14
商品番号 CE4726
リアルティール S18

W M4T クライマチル 半袖 T シャツ
￥4,290 + 税　サイズ / XS, S, M, L, OT

W M4T クライマチル ロングタイツ
￥8,990 + 税　サイズ / S, M, L, OT

除熱性と通気性をさらに向上。肌から熱を除去する熱伝導性に優れ
た特殊糸を使用し、汗をかいた肌のべたつきを抑えるためにワッフ
ル調の生地を採用。熱がこもりやすいヒートゾーンにはアルミドッ
トを配置して冷却性を実現。抗菌防臭機能 Polygiene を搭載。

商品番号 CE0818
カーボン S18 
商品番号 CE0824
チョークパール S18

商品番号 CE0819
リアルティール S18

商品番号 CD9770
ハイレゾオレンジ S18 

商品番号 CE0822
エアログリーン S18 

除熱性と通気性をさらに向上。肌から熱を除去する熱伝導性に優れ
た特殊糸を使用し、汗をかいた肌のべたつきを抑えるためにワッフ
ル調の生地を採用。抗菌防臭機能 Polygiene を搭載。

クライマチル 2.0 エアーフローショーツ
￥5,490 + 税　サイズ / XS, S, M, L, O, XO, 2XO

TECHNOLOGY

優れた除熱性を実現するため、2 種類の特殊な糸を採用。
チタンを練りこんだ熱伝導性の高い平らな糸が、肌面から
効果的に熱や汗を吸収。表面に配した通気性とストレッチ
性を備えた縮れた糸が、肌面から吸い取った熱や汗をすば
やく放出。
さらに、これら 2 種類の糸をワッフル調に織ることで、通
気性をさらに高め、肌離れのよさとべたつきの軽減を実現。

従来より採用している「アイスドット」も継続して搭載。
肌に接触して冷感をもたらすアルミの「アイスドット」を、
熱がこもりやすいヒートゾーンに配置。
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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 : https://shop.adidas.jp/climazone

twitter 公式アカウント：@adidas_jp 取扱店舗 : http://adidas.jp/shop


	18SS_Tr_CHILL_P01_ver4
	18SS_Tr_CHILL_P02_ver3_PRT

