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technology
goggles

PROTECTION technology

LENS technology

［break resistant］
Maximum safety （安全性の高いレンズ）
uvexゴーグルのレンズは機械による綿密な強度テストを行っております。時速160キロに近い衝撃速
度で放たれた6mmスチール球の威力にも容易に耐えるレンズ素材を使用しております。supravision®
は、EN174欧州安全基準（30 秒）の約2倍の長さ（60 秒）のくもり止めを実現しています。これにより、
安全性が向上し、厳しい条件下でもクリアな視界が確保できます。

［UV protection ］
UV-EX = ultraviolet excluded （紫外線の遮断）   
uvexスノーゴーグルの全てのレンズはUV：（紫外線）ABCから目を保護します。uvexの社名はUV-
EX = ultraviolet excluded（紫外線の遮断）に基づいています。

［supravision®］
超くもり止めコーティング   
レンズの工学的性能に影響を及ぼさない特殊な表面処理「supravision®」
により、快適な視界が保てます。supravision®は、EN174欧州安全基準（30
秒）の約2倍の長さ（60 秒）のくもり止めを実現しています。これにより、
安全性が向上し、厳しい条件下でもクリアな視界が確保できます。

［強度と傷防止加工 ］
Safety tested
耐久性のあるuvexのポリカーボネイトレンズは-40°まで力学的な強度
を失うことなく機能します。また、アウターレンズ表面（ミラーレンズ
を除く）は、特別なコーティングによる傷防止加工が施されています。

（EN1836欧州安全基準）

variotronic® (VT)

手動または自動による瞬時の変化 ヴァリオトロニック

variomatic® (VFM/VLM)

調光レンズ

variomatic® polavision® (VP X)

調光・偏光レンズ

take off polavision® (TOP)

偏光レンズ+TOレンズ

take off (TO)

レーザーゴールドライト+TOレンズ

lasergold lite (LGL)

レーザーゴールドライト

lasergold (LG)

レーザーゴールド

litemirror (LM)

ライトミラー

full mirror (FM)

ミラー

stimu lens
スティムレンズ

780 nm　visible light　380 nm

UV light 
（UVA  UVB  UVC）

COMFORT technology

優れたベンチレーションシステムによるベストな視界
フレーム本体又はダブルレンズに直接組み込まれたベンチレーションシステムは、
くもり止めコーティングと併せてくもりのない視界を確保します。

［ダイレクトフレームベンチレーション］ + ［ダイレクトレンズベンチレーション］

ダイレクトフレームベンチレーション ダイレクトレンズベンチレーション

［ディセンタードレンズ］
歪みのないレンズテクノロジー   
uvexの成型レンズは、EN174欧州安全基準に基づいたクリアで歪
みのない視界を実現し、ウィンタースポーツの最もタフな要求に応
えてデザインされています。

ディセンタードレンズ ディセンタード加工なし

no coating with uvex coating

［lens types］
あらゆる状況にも対応できるレンズバリエーション

S1 // low light 43–80% S2 //medium bright 18–43% S3 //  bright 08–18% S4 // glare 03–08%

ブルーミラー/ヴァリオマティッククリア

レッドミラー/ヴァリオマティッククリア、ライトミラーレッド/ヴァリオマティッククリア

ライトミラーシルバー/ヴァリオマティッククリア

ヴァリオマティックスモーク/ポラヴィジョンスモーク

ポラヴィジョンブラウン

レーザーゴールドライト

レーザーゴールドライト

ゴールドミラー/レーザーゴールドライト

TOレンズ：ブルーミラー

TOレンズ：ライトミラーシルバー

TOレンズ：ライトミラーレッド

TOレンズ：レッドミラー

レーザーゴールド

ライトミラークリアオレンジ ライトミラーグリーン

グリーンミラー/クリア

ライトミラークリアブルー ライトミラーシルバー

ライトミラーレッド

ライトミラーゴールドローズ

ブルーミラー/ブルー

アラート

レインボーミラー/クリア

ブルーミラー/クリア

ピンクミラー/クリア

リラックス

サイコ

uvex
supravision®  
coating

no coatingEN174
欧州安全基準
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TOレンズを外した状態
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goggles

goggles

PROTECTION
UVA UVB UVC
protection

PROTECTION
UVA UVB UVC
protection

PROTECTION
UVA UVB UVC
protection

COMFORT
ダイレクトフレームベンチレーション
シリコンラバーストラップ

COMFORT
ダイレクトフレームベンチレーション
シリコンラバーストラップ
眼鏡使用可能

COMFORT
シリコンラバーストラップ

LENS
variotronic®
４カラーフィルター：
バイオレット、ブルー、レッド、クリア
supravision®
ダブルレンズ

LENS
supravision®
マグネットダブルレンズ
take off レンズ

LENS
polavision®
supravision®
マグネットダブルレンズ
take off レンズ

uvex snowstrike VT  [variotronic®] ￥60,000（税別） uvex g.gl 300 TO  [take off] ￥22,000（税別）

uvex JAKK TOP  [take off / polavision®偏光] ￥26,500（税別）

powered by

グレイ/オレンジ
55.0.416.3023
variotronic®（S1-3）

ネイビーマット
55.0.213.4026
ベースレンズ：レーザーゴールドライト（S1）
TOレンズ：ブルーミラー（S3））

カッパーマット
55.0.430.8026
ベースレンズ：ポラヴィジョンブラウン偏光（S2）
TOレンズ：ライトミラーシルバー（S4）

ガンメタマット
55.0.416.2023
variotronic®（S1-3）

ブラックマット
55.0.430.2026
ベースレンズ：ポラヴィジョンブラウン偏光（S2）
TOレンズ：ライトミラーレッド（S4）

TOレンズを外した状態

[take off] 
状況の変化へ瞬時に対応
レンズにマグネットが内蔵され、素早くteke off レンズを着脱できるシンプルで
革新的なシステム。このteke off レンズは薄型で柔軟性があり、ポケットへの
収納が可能です。急な天候の変化にもtake off システムは瞬時に対応可能です。

[polavision®偏光] 
くっきりとした視界
ポラヴィジョンのポリカーボネイトレンズは、さまざまな光の乱
反射を抑え、快適な視界を確保します。厳しいぎらつきを取り除
き、緊張から目を守ります。

［variotronic®］
コンディションに瞬時に対応するレンズ  
UVEXは世界における技術的に優れたゴーグルの一角をになっています。革新的な
調光テクノロジー。高度な液晶テクノロジーにより瞬時にレンズカラーを変えること
が可能です。ボタン操作による4つのカラー選択と、光センサーによる設定したカラ
ーとクリアのオートモードが選べます。variomatic®調光レンズは、手動でのレンズ
交換を不要にし、最高の視野を確保します。

瞬時にレンズカラーが選択可能
reaction time
0.1 sec

01

Transmission　天候や明るさのコンディションにより 4 つのレンズカラーが選択できます。

01
液晶フィルム
液晶が電気的に反応し、
レンズカラーを瞬時に変
化させます。

02
光センサー
オートモード使用時は、
光センサーが反応しレン
ズカラーが自動で変化し
ます。 

03
操作ボタン
マニュアル時は、ダブル
クリックでレッド→ブルー
→バイオレットに変化し、
それぞれのカラーからシ
ングルクリックでクリアに
変化します。3 秒以 上の
長押しでオートモードへ
設定できます。

04
USB充電
内臓のリチウムイオン電
池はミニUSBで充電でき
ます。フル充電されると
約30 時間の使 用が 可能
です。レンズカラーがクリ
アの時がオフの状態にな
ります。 

クリア レッド ブルー バイオレット90% 53% 32% 11%

快晴時に自然に曇天時にナイター等に

vision with  
polavision®

vision without  
polavision®

flexible
removable lens

mini magnets

ホワイト/オレンジマット
55.0.213.1326
ベースレンズ：レーザーゴールドライト（S1）
TOレンズ：レッドミラー（S3）
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goggles

PROTECTION
UVA UVB UVC
protection

COMFORT
シリコンラバーストラップ
眼鏡使用可能

LENS
variomatic®
supravision®
ダブルレンズ

uvex g.gl 300 VLM [variomatic®調光] ￥25,500（税別）

powered by

PROTECTION
UVA UVB UVC
protection

COMFORT
シリコンラバーストラップ

LENS
variomatic®
supravision®
ディセンタードレンズテクノロジー
球面ダブルレンズ

uvex big 40 VFM  [variomatic®調光] ￥33,000（税別）

powered by

PROTECTION
UVA UVB UVC
protection

COMFORT
シリコンラバーストラップ

LENS
variomatic®
supravision®
ディセンタードレンズテクノロジー
球面ダブルレンズ

uvex downhill 2000 VFM  [variomatic®調光] ￥30,000（税別）

powered by

PROTECTION
UVA UVB UVC
protection

COMFORT
シリコンラバーストラップ

LENS
variomatic®
supravision®
ディセンタードレンズテクノロジー
球面ダブルレンズ

uvex downhill 2000 VLM  [variomatic®調光] ￥27,500（税別）

powered by

［variomatic®］
調光レンズ  
variomatic®調光レンズは太
陽光に含まれる紫外線に反
応し、レンズカラーが変化し
ます。晴天から悪天候、悪
天候から晴天へ自動的にレン
ズカラーが変化し、常に全
天候に対応します。
レンズカラーが変化する速度
は素早く、急な天候の変化
にも対応します。
variomatic®調光レンズは、
手動でのレンズ交換を不要に
し、最高の視野を確保します。

PROTECTION
UVA UVB UVC
protection

COMFORT
シリコンラバーストラップ

LENS
variomatic®
polavision®
supravision®
ディセンタードレンズテクノロジー
球面ダブルレンズ

uvex downhill 2000 VP X  [variomatic®/polavision®調光・偏光] ￥34,000（税別）

ブラックマット
55.5.111.2121
ヴァリオマティックスモーク/
ポラヴィジョンスモーク（S2-4）

ブラックマット
55.5.440.2023 
ブルーミラー/
ヴァリオマティッククリア（S1-3）

ホワイトマット
55.5.440.1023 
レッドミラー/
ヴァリオマティッククリア（S1-3）

レッドマット
55.5.110.3223 
ライトミラーレッド/
ヴァリオマティッククリア（S1-3）

ホワイト
55.5.108.1023 
ライトミラーシルバー/
ヴァリオマティッククリア（S1-3）

ブラックマット
55.5.110.2023
ブルーミラー/
ヴァリオマティッククリア（S1-3）

ホワイト
55.5.110.1023 
レッドミラー/
ヴァリオマティッククリア（S1-3）

コバルトブルーマット
55.5.108.4023
ライトミラーシルバー/
ヴァリオマティッククリア（S1-3）

ブラックマット
55.0.217.2023
ライトミラーシルバー/
ヴァリオマティッククリア（S1-3）

ブラック
55.5.108.2023
ライトミラーシルバー/
ヴァリオマティッククリア（S1-3）

ホワイトマット
55.0.217.1023 
ライトミラーシルバー/
ヴァリオマティッククリア（S1-3）

powered by

variomatic®

polavision®

[variomatic®/polavision®調光・偏光] 
2つのテクノロジーが融合した
UVEX最先端テクノロジー
アウターレンズの調光機能とインナーレンズの偏光
機能を組み合わせたUVEX最先端テクノロジー。
レンズカラーは天候に反応し、かつ乱反射を抑え
ぎらつきを取り除きます。

variomatic® polavision®
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goggles

PROTECTION
UVA UVB UVC
protection

PROTECTION
UVA UVB UVC
protection

COMFORT
スピードクリップ

COMFORT
シリコンラバーストラップ

LENS
supravision®
ダブルレンズ

PROTECTION
UVA UVB UVC
protection

COMFORT
シリコンラバーストラップ

LENS
supravision ®
ディセンタードレンズテクノロジー
球面ダブルレンズ

PROTECTION
UVA UVB UVC
protection

COMFORT
シリコンラバーストラップ

LENS
supravision ®
ディセンタードレンズテクノロジー
球面ダブルレンズ

LENS
supravision®
ディセンタードレンズテクノロジー
球面ダブルレンズ

uvex fire LTM  [mirror lens] ￥12,000（税別）

uvex big 40 FM  [mirror lens] ￥21,000（税別）

uvex downhill 2000  [mirror lens] ￥17,000（税別）

PROTECTION
UVA UVB UVC
protection

COMFORT
ダイレクトフレームベンチレーション
ダイレクトレンズベンチレーション
スピードクリップ
眼鏡使用可能

LENS
supravision®
ダブルレンズ

uvex g.gl 300 pro  [mirror lens] ￥19,500（税別）

uvex contest FM  [mirror lens] ￥25,000（税別）

ホワイトマット/ブルー
55.0.133.1126
ブルーミラー/クリア（S2）

オレンジマット
55.5.441.6026
レインボーミラー/クリア（S2）

ブラック
55.5.508.2026
ライトミラークリアブルー（S1）

ホワイト
55.5.203.1026
ライトミラークリアオレンジ（S1）

ブラックマット
55.5.115.2126
ライトミラーゴールドローズ（S2）

ブラックマット/ブルー
55.5.115.2026
ブルーミラー/クリア（S2）

ブラック
55.5.203.2026
ライトミラークリアオレンジ（S1）

ホワイト/ブルー
55.5.115.1326
ブルーミラー/クリア（S2）

ホワイトマット
55.5.115.1226
ピンクミラー/クリア（S2）

ライトグリーンマット
55.5.203.7026
ライトミラークリアオレンジ（S1）

コール/オレンジマット
55.5.115.5126
レインボーミラー/クリア（S2）

ホワイトマット
55.5.508.1026
ライトミラークリアブルー（S1）

ライム/グレイマット
55.5.115.7126
グリーンミラー/クリア（S3）

コバルトメタリックマット
55.5.203.4026
ライトミラークリアオレンジ（S1）

ホワイトマット/グリーン
55.0.133.1026
グリーンミラー/クリア（S3）

ホワイトマット
55.5.441.1026
ピンクミラー/クリア（S2）

ブラックマット
55.0.133.2026
ブルーミラー/クリア（S2）

ブラック/グリーンマット
55.5.441.2726 
グリーンミラー/クリア（S3）

developed  
with champions.

uvex contest goggle



PROTECTION
UVA UVB UVC
protection

LENS
supravision®
ダブルレンズ

uvex tomahawk  [lasergold lite] ￥7,900（税別）
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PROTECTION
UVA UVB UVC
protection

COMFORT
シリコンラバーストラップ

LENS
supravision®
easy to clean
ダブルレンズ

uvex apache II  [stimu lens] ￥11,000（税別）

PROTECTION
UVA UVB UVC
protection

COMFORT
ダイレクトフレームベンチレーション
シリコンラバーストラップ

LENS
supravision®
easy to clean
ダブルレンズ

uvex snowstrike  [stimu lens] ￥9,200（税別）

uvex comanche  [lasergold lite] ￥9,900（税別）

PROTECTION
UVA UVB UVC
protection

COMFORT
ダイレクトフレームベンチレーション
スピードクリップ
眼鏡使用可能

LENS
supravision®
ダブルレンズ

uvex magic II  [lasergold lite] ￥6,800（税別）

uvex g.gl 300  [stimu lens & lasergold lite] ￥9,900（税別）

goggles // technology // lens

特徴のある4つのレンズカラーレンズ。
それぞれのレンズカラーが適した天候や特徴を持ち合わせます。

RELAX
リラックスは、幅広い天候に対応
するレンズです。晴天時、曇天時
そして降雪時でもコントラストを
強調しゲレンデの起伏をしっかり
と見分けることができます。

ALERT
アラートは、悪天候時に適したレ
ンズです。このレンズカラーは濃
い色に反応し明るく見える効果が
あります。明るさない悪天候時で
も鮮明な視界が得られます。

PSYCHO
サイコは、晴天から薄曇の天候に
適したレンズです。クールなレンズ
カラーを通して見える視界は自然
な色彩で、眩しさの苦手な方にも
お勧めです。

LASERGOLD LITE
レーザーゴールドライトは、眩しさ
にも強く、曇天時、降雪時でもコ
ントラストを強調するレンズです。
多くのウベックスアスリートに支持
される万能タイプのカラーです。

COLOR YOUR EMOTION
PROTECTION
UVA UVB UVC
protection

COMFORT
ダイレクトフレームベンチレーション
スピードクリップ
眼鏡使用可能

LENS
supravision®
ダブルレンズ

PROTECTION
UVA UVB UVC
protection

COMFORT
スピードクリップ

LENS
supravision®
ダブルレンズ

トランスルーセントマット
55.0.631.0722
アラート（S1）

ダークグレイマット
55.5.215.5029
レーザーゴールドライト（S1）

ホワイトマット
55.5.215.1229
レーザーゴールドライト（S1）

ブラック
55.5.215.2129
レーザーゴールドライト（S1）

レッドメタリック
55.5.092.3329
レーザーゴールドライト（S1）

トランスルーセントマット（リラックス）
55.0.427.0922
リラックス（S2）

ネイビーマット
55.5.215.4029
アラート（S1）

ブラックマット
55.5.092.2629
レーザーゴールドライト（S1）

ブラックマット
55.0.427.2224
サイコ（S2）

レッドメタリック
55.5.047.3329
レーザーゴールドライト（S1）

ブラック
55.0.084.2229
レーザーゴールドライト（S1）

ホワイト
55.5.092.1329
レーザーゴールドライト（S1）

トランスルーセントマット
（アラート）
55.0.427.0222
アラート（S1）

ブラックメタリック
55.5.047.2229
レーザーゴールドライト（S1）

アンスラサイト
55.0.084.5129
レーザーゴールドライト（S1）

ホワイト
55.5.215.1029
リラックス（S2）

ブラック
55.0.631.2024
サイコ（S2）



14 15

he
lm

et
s

PROTECTION
UVA UVB UVC
protection

COMFORT
シリコンラバーストラップ
眼鏡使用可能

LENS
supravision®
ダブルレンズ

PROTECTION
UVA UVB UVC
protection

COMFORT
眼鏡使用可能

LENS
supravision®
ダブルレンズ

uvex craxx OTG FM  [mirror lens] ￥20,000（税別）

uvex craxx OTG LGL  [lasergold lite] ￥11,000（税別）

technology
helmets

PROTECTION technology
［tested to standards│tested for safety│安全基準］

uvexヘルメットの装着で安全で快適なウィンタースポーツが楽しめます。uvexウィンタースポーツヘルメットは、厳しい安全基準を満たしています。

EPS
hardshell // inmould

多数の微細な気室からなる保
護素材で、落下の際に生じる
力を吸収します。

CFK hardshell
ハイエンドモデルに使用される
超軽量強化カーボンファイバー。

ABS hardshell
ハードシェルテクノロジーの
標準素材。

［+technology］hardshell
ハードシェルながら非常に軽
く、安全性の高い革新的な素材。

PC inmould
インモールドテクノロジーの
標準素材。

［shell material │シェル素材］
High-tech in all layers

［shell construction│シェル構造］
The best of the best

Outer material

Inner material

［ハードシェル
テクノロジー］
射出成型されたア
ウターシェルとEPS

（発砲ポリスチレン
フォーム）からなり、
耐衝撃のアウターと
ショックを吸収する
インナーのコンビネ
ーションにより高い
安全性を実現してい
ます。

［インモールド
テクノロジー］
EPS（発砲ポリスチ
レンフォーム）のイ
ンナーシェルが抗衝
撃のポリカーボネイ
トのアウターシェル
の内側に直接形づく
られています。ヘル
メット構造上、軽量
かつ高強度です。

EPSインナーシ
ェルとポリカー
ボネイトアウタ
ーシェルの一体
型構造

丈夫な
アウターシェル

EPS
インナーシェル

はめ込み式構造

European helmet 
standards

US helmet  
standards

Plus GS tested

Find details  
about test criteria:  
www.tuv.com

ブラックマット
55.1.629.2226
ゴールドミラー/
レーザーゴールドライト（S3）

インディゴマット
55.1.629.4026
ブルーミラー/ブルー（S1）

ガンメタマット
55.1.628.5029
レーザーゴールドライト(S1)
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COMFORT technology

FIT technology

［vent system］
快適なベンチレーション（通気）システム
革新的なuvexベンチレーションシステムは、快適な空気循環によりヘルメッ
ト内の不快な熱の発生を抑えます。通気用のホールは熱い空気を外へ逃がし、
新鮮な空気を取り込むよう設計されています。

［FAS］
シンプルで実用的なストラップ

［monomatic］
ボタンプッシュのストラップ着脱
uvexの多段階ストラップ調整可能システムのモノマティッククロージャーに
より、チンストラップは常にベストな位置での固定が可能です。また、ワン
プッシュ操作により、セット、リセットの着脱が容易にできます。

網 状のFast Adapting 
Systemにより、チンス
トラップのまとめる位置
は簡単に調整可能です。
ベストポジションをしっ
かりとキープします。

［uvex IAS│uvex IAS 3D］
サイズ調整システム
人それぞれ頭の形状は異なります。uvex IASシステムはサイズ幅
を調整できる調整システムです。uvex IAS 3Dシステムはこれに
加え、このサイズ幅調整のワイヤーの高さを調整できるシステムで、
よりフィッティングが向上します。

［ヘッドバンド ホルダー］
ヘルメット後頭部に設置されたヘッド
バンドホルダーで、しっかりとゴーグ
ルのヘッドバンドを固定できます。

［ナチュラル サウンドイヤーパッド］
より良い聴覚性能は、安全性を大い
に高めます。uvexイヤーパッドは、
周囲の音を正確に伝え、心地よい自
然な感覚を提供します。

［リムーバブル ライナー］
抗アレルギーのuvexライナ
ーは、容易に取り外しができ、
洗濯可能です。

［uvex IAS│IAS 3D］
幅の調整：ダイヤルを回
転させることによりサイズ
幅の調整が可能です。

［uvex IAS 3D］
高さの調整：サイズ幅調
整のワイヤーの高さを調
整することが可能です。

［Fresh breeze］
ヘルメットのフロン
トから新鮮な空気を
取り込みます。

［Cool head］
ヘルメットの後方か
ら熱い空気を逃が
し快適性を保ちます。

［開閉式
ベンチレーション］
開閉可能なベンチ
レーションシステム
は、冷 却、保 温の
調整が可能です。

helmets // technology // fit & comfort helmets // technology // fit & comfort

helmets

［The system with every thing］
uvex octo+ は初の自動フィットシステムです。ヘルメット内部の、まるでタ
コの足のような自在に動くオクトフィンが頭の形にそってフィッティングしま
す。あなたのお気に入りのビーニーのようなリラックスした快適なフィット。
octo+ と共に真っ先にスロープへ出かけてください。

［uvex octo+ technology］
There's an uvex

フィッティングの微調整
ストレッチのきいた全周囲スト
ラップにより3段階のフィッティ
ング微調整が可能です。

フレキシブルなオクトフィン
1枚1枚自在に動くオクトフィン
がそれぞれ頭の形状に合わせ
フィッティングするため、格別
の快適性を提供してくれます

柔らかな被り心地
肌への引っ掛かりや、かゆみを
防ぐ柔らかく快適なインナー素
材を使用しています。

快適なベンチレーション
ベンチホールから取り込んだフ
レッシュエアーは、EPSインナ
ーシェルとocto+ の間を快適
に通り抜けます。

PROTECTION
+technology
EN 1077B / 
TüV GS 認証

VIEWS

COMFORT
ベンチレーション
ヘッドバンドホルダー
リムーバブルライナー（抗菌）
ナチュラルサウンドイヤーパッド
リムーバブルイヤーパッド

FIT
uvex octo+
2 shell size
FAS ストラップ
モノマティッククロージャー

uvex JAKK+ octo+ ￥35,000（税別）

ホワイトマット/シャイニー
56.6.182.1105 // 55-59cm
56.6.182.1107 // 59-62cm

inside.
01

01

02
02

03

03

04

04

ペトロール/オレンジマット
56.6.182.4005 // 55-59cm
56.6.182.4007 // 59-62cm

ブラックマット/シャイニー
56.6.182.2205 // 55-59cm
56.6.182.2207 // 59-62cm
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helmets

PROTECTION
+technology
EN 1077B/TüV GS 認証

COMFORT
ベンチレーション
ヘッドバンドホルダー
リムーバブルライナー（抗菌）
ナチュラルサウンドイヤーパッド
リムーバブルイヤーパッド

FIT
2 shell size
IAS 3D
FAS ストラップ
モノマティッククロージャー

uvex JAKK+ ￥26,000（税別）

helmets // technology // protection

15%
lighter
標準的なABSヘルメットに比べ軽量。

16%
more 
impact value
スタンダードヘルメットに対し、
より衝撃に強い。

［+technology］
より軽くより安全に

革新的な
スキーヘルメットにおける
ハイエンドテクノロジー。
+technologyとは
特別に開発された
熱可塑性素材のことです。
非常に軽く、高い耐衝撃性を
兼ね合わせます。
uvexの最新射出成型テクノロジーにより
可能になりました。

オレンジ/ホワイトマット
56.6.209.8005 // 55-59cm
56.6.209.8007 // 59-62cm

グレイブルーマット
56.6.211.5403 // 52-55cm
56.6.211.5405 // 55-59cm
56.6.211.5407 // 59-62cm

ガンメタ/ボルドー
56.6.209.5305 // 55-59cm
56.6.209.5307 // 59-62cm

ガンメタマット
56.6.211.5503 // 52-55cm
56.6.211.5505 // 55-59cm
56.6.211.5507 // 59-62cm

ブラックマット
56.6.209.2005 // 55-59cm
56.6.209.2007 // 59-62cm

ホワイトマット
56.6.211.1103 // 52-55cm
56.6.211.1105 // 55-59cm
56.6.211.1107 // 59-62cm

ホワイトマット
56.6.209.1005 // 55-59cm
56.6.209.1007 // 59-62cm

ライムマット
56.6.211.6003 // 52-55cm
56.6.211.6005 // 55-59cm
56.6.211.6007 // 59-62cm

ピンクマット
56.6.211.9003 // 52-55cm
56.6.211.9005 // 55-59cm

helmets

PROTECTION
+technology
EN 1077B/TüV GS 認証

COMFORT
開閉式ベンチレーション
ヘッドバンドホルダー
リムーバブルライナー（抗菌）
ナチュラルサウンドイヤーパッド
リムーバブルイヤーパッド

VIEWSFIT
3 shell size
IAS 
FAS ストラップ
モノマティッククロージャー

uvex p1us 2.0  [uvex oneplus 2.0] ￥18,500（税別）

ブラックメタリックマット
56.6.211.2003 // 52-55cm
56.6.211.2005 // 55-59cm
56.6.211.2007 // 59-62cm

ネイビーブルーマット
56.6.211.4003 // 52-55cm
56.6.211.4005 // 55-59cm
56.6.211.4007 // 59-62cm

レッドマット
56.6.211.3003 // 52-55cm
56.6.211.3005 // 55-59cm
56.6.211.3007 // 59-62cm
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helmetshelmets

PROTECTION
ハードシェルテクノロジー
EN 1077B/TüV GS 認証

COMFORT
開閉式ベンチレーション
ヘッドバンドホルダー
リムーバブルライナー（抗菌）
ナチュラルサウンドイヤーパッド
リムーバブルイヤーパッド

FIT
2 shell size
IAS 3D
FAS ストラップ
モノマティッククロージャー

uvex hlmt 5 core ￥26,000（税別）

PROTECTION
ダブルインモールドテクノロジー
EN 1077B/TüV GS 認証

COMFORT
ベンチレーション
ヘッドバンドホルダー
リムーバブルライナー（抗菌）
ナチュラルサウンドイヤーパッド

FIT
2 shell size
IAS 3D
FAS ストラップ
モノマティッククロージャー

uvex jimm ￥22,000（税別）

PROTECTION
インモールドテクノロジー
EN 1077B/TüV GS 認証

COMFORT
開閉式ベンチレーション
ヘッドバンドホルダー
リムーバブルライナー（抗菌）
リムーバブルイヤーパッド

FIT
2 shell size
IAS 
FAS ストラップ
モノマティッククロージャー

uvex gamma ￥13,800（税別）

PROTECTION
+technology
ハードシェルテクノロジー
EN 1077B/TüV GS 認証

COMFORT
開閉式ベンチレーション
ヘッドバンドホルダー
リムーバブルライナー（抗菌）
ナチュラルサウンドイヤーパッド
リムーバブルイヤーパッド

FIT
2 shell size
IAS 3D
FAS ストラップ
モノマティッククロージャー

uvex p1us pro WL  [uvex oneplus pro WL] ￥23,000（税別）

レッド/オレンジマット
56.6.193.3805 // 55-59cm
56.6.193.3807 // 59-62cm

チタニウム/グリーンマット
56.6.189.5005 // 53-57cm
56.6.189.5007 // 57-60cm

グレイ/ブラック/オレンジマット
56.6.206.2205 // 55-59cm
56.6.206.2207 // 59-61cm

ブラックスカイフォール
56.6.179.2003 // 52-55cm
56.6.179.2005 // 55-59cm

ホワイトスカイフォール
56.6.179.1003 // 52-55cm
56.6.179.1005 // 55-59cm

パープル/ピンクマット
56.6.179.9003 // 52-55cm
56.6.179.9005 // 55-59cm

ホワイトマット
56.6.206.1005 // 55-59cm
56.6.206.1007 // 59-61cm

ブラックマット
56.6.206.2005 // 55-59cm
56.6.206.2007 // 59-61cm

ネイビーブルーマット
56.6.206.4005 // 55-59cm
56.6.206.4007 // 59-61cm

ペトロール/オレンジマット
56.6.193.4805 // 55-59cm
56.6.193.4807 // 59-62cm

ブラックマット
56.6.189.2005 // 53-57cm
56.6.189.2007 // 57-60cm

ブラック/コバルトマット
56.6.193.2205 // 55-59cm
56.6.193.2207 // 59-62cm

ホワイトマット
56.6.189.1005 // 53-57cm
56.6.189.1007 // 57-60cm
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PROTECTION
ハードシェルテクノロジー
EN 1077B/TüV GS 認証

COMFORT
開閉式ベンチレーション
リムーバブルライナー（抗菌）
リムーバブルイヤーパッド

FIT
2 shell size
IAS 3D
FAS ストラップ
モノマティッククロージャー

uvex hlmt 500 visor  [lasergold lite] ￥45,000（税別）

helmets visor

オレンジマット
56.6.213.8005 // 55-59cm
56.6.213.8007 // 59-62cm

ホワイトパールセント
56.6.183.1005 // 55-58cm

ガン/ライムマット
56.6.213.5605 // 55-59cm
56.6.213.5607 // 59-62cm

ブラックマット
56.6.162.2206 // 57-59cm
56.6.162.2207 // 60-61cm

ホワイト
56.6.162.1106 // 57-59cm
56.6.162.1107 // 60-61cm

レッドマット
56.6.162.3006 // 57-59cm
56.6.162.3007 // 60-61cm

グレイ/オレンジマット
56.6.162.5806 // 57-59cm
56.6.162.5807 // 60-61cm

チョコレート
56.6.183.8005 // 55-58cm

56.8.213.0205
ミラーオレンジ/
レーザーゴールドライト（S1）

56.8.176.0096
ライトミラーシルバー/
レーザーゴールドライト（S3）

56.8.161.0006
ライトミラーシルバー/
レーザーゴールドライト（S3）

56.8.161.0019
レーザーゴールドライト（S1）

spare visor
¥16,000（税別）

spare visor
¥15,000（税別）

spare visor
¥15,000（税別）

helmets visor

PROTECTION
ハードシェルテクノロジー
EN 1077B/TüV GS 認証

COMFORT
開閉式ベンチレーション
リムーバブルライナー（抗菌）
リムーバブルイヤーパッド

FIT
IAS 
FAS ストラップ
モノマティッククロージャー

uvex hlmt 300 visor  [lasergold lite] ￥41,000（税別）

PROTECTION
インモールドテクノロジー
EN 1077B/TüV GS 認証

COMFORT
開閉式ベンチレーション
リムーバブルライナー（抗菌）
リムーバブルイヤーパッド

FIT
IAS 3D
FAS ストラップ
モノマティッククロージャー

uvex hlmt 200 visor WL  [lasergold lite] ￥36,000（税別）

ネイビーブルーマット
56.6.162.4006 // 57-59cm
56.6.162.4007 // 60-61cm
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athletes  
for uvex

FELIX 
NEUREUTHER

HANNES 
REICHELT

DOMINIK 
PARIS

helmets race

PROTECTION
カーボンテクノロジー
new FISルール適応
EN 1077A /
ASTM F 2040 認証
TüV GS 認証

COMFORT
抗菌インナー

FIT
2 shell size
モノマティッククロージャー

uvex race 3 carbon ￥90,000（税別）

ホワイト
56.6.158.1004 // 55-56cm
56.6.158.1005 // 56-57cm
56.6.158.1006 // 58-59cm

race
collection

helmets race

PROTECTION
+technology
ハードシェルテクノロジー
new FISルール適応
EN 1077A / 
ASTM F 2040 /
TüV GS 認証

COMFORT
ベンチレーション
ヘッドバンドホルダー
抗菌インナー
ナチュラルサウンドイヤー
チンガード取付可

FIT
3 shell size
モノマティッククロージャー

uvex race+ ￥32,000（税別）

ピンク/ホワイトマット
56.6.172.9003 // 53-54cm
56.6.172.9004 // 55-56cm
56.6.172.9005 // 56-57cm

オールブラック
56.6.172.2104 // 55-56cm
56.6.172.2105 // 56-57cm
56.6.172.2106 // 58-59cm
56.6.172.2107 // 59-60cm
56.6.172.2108 // 60-61cm

オールホワイト
56.6.172.1104 // 55-56cm
56.6.172.1105 // 56-57cm
56.6.172.1106 // 58-59cm
56.6.172.1107 // 59-60cm
56.6.172.1108 // 60-61cm

オレンジ
56.6.172.8004 // 55-56cm
56.6.172.8005 // 56-57cm
56.6.172.8006 // 58-59cm

グリーン
56.6.172.7104 // 55-56cm
56.6.172.7105 // 56-57cm
56.6.172.7106 // 58-59cm

ライム/コバルトマット
56.6.172.6403 // 53-54cm
56.6.172.6404 // 55-56cm
56.6.172.6405 // 56-57cm
56.6.172.6406 // 58-59cm
56.6.172.6407 // 59-60cm

コバルト/ホワイトマット
56.6.172.4203 // 53-54cm
56.6.172.4204 // 55-56cm
56.6.172.4205 // 56-57cm
56.6.172.4206 // 58-59cm
56.6.172.4207 // 59-60cm

chin guard
（race+ 用）
56.9.171.2201

¥8,500（税別）

ブラック/ホワイトマット
56.6.172.2303 // 53-54cm
56.6.172.2304 // 55-56cm
56.6.172.2305 // 56-57cm
56.6.172.2306 // 58-59cm
56.6.172.2307 // 59-60cm
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PROTECTION
ハードシェルテクノロジー
EN 1077B / TüV GS 認証

COMFORT
ベンチレーション
ヘッドバンドホルダー
抗菌インナー
チンガード付属

FIT
2 shell size
IAS 
FAS ストラップ
モノマティッククロージャー

PROTECTION
ハードシェルテクノロジー
EN 1077B / TüV GS 認証

COMFORT
開閉式ベンチレーション
ヘッドバンドホルダー
リムーバブルライナー（抗菌）
リムーバブルイヤーパッド
ナチュラルサウンドイヤーパッド
チンガード付属

FIT
2 shell size
IAS 3D
FAS ストラップ
モノマティッククロージャー

uvex hlmt 5 junior race ￥26,000（税別）

uvex hlmt 5 race ￥35,000（税別）

uvex JAKK+ sl ￥37,000（税別）

chin guard
（hlmt 5用）
56.9.007.2104（ブラック）

¥8,500（税別）

chin guard
（JAKK+ sl用）
56.9.220.1001（ホワイト）

¥8,500（税別）
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goggles race

PROTECTION
UVA UVB UVC
protection

PROTECTION
UVA UVB UVC
protection

PROTECTION
UVA UVB UVC
protection

PROTECTION
UVA UVB UVC
protection

LENS
supravision®
ディセンタードレンズテクノロジー
球面ダブルレンズ

LENS
supravision ®
ディセンタードレンズテクノロジー
球面ダブルレンズ

LENS
supravision®
ダブルレンズ

LENS
supravision®
ダブルレンズ

uvex contest  [lasergold lite] ￥19,000（税別）

uvex downhill 2000 race  [lasergold lite] ￥17,000（税別）

uvex racer  [lasergold lite] ￥13,000（税別）

uvex fire race  [lasergold lite] ￥11,000（税別）

ホワイトマット
55.0.132.1029
レーザーゴールドライト（S1）

ホワイトマット
55.0.112.1029
レーザーゴールドライト（S1）

ホワイト
55.1.604.1129
レーザーゴールドライト（S1）

オレンジ
55.0.510.3029
レーザーゴールドライト（S1）

オレンジ/グリーン
55.0.112.3129
レーザーゴールドライト（S1）

シアン/ピンク
55.0.112.4929
レーザーゴールドライト（S1）

ブラック
55.1.604.2029
レーザーゴールドライト（S1）

シアン/ピンク
55.0.507.4929
レーザーゴールドライト（S1）

グリーン
55.0.510.7029
レーザーゴールドライト（S1）

ブラックマット
55.0.112.2029
レーザーゴールドライト（S1）

ミックス
55.1.604.0029
レーザーゴールドライト（S1）

ホワイト
55.0.507.1029
レーザーゴールドライト（S1）

ブラック
55.0.507.2029
レーザーゴールドライト（S1）

ブラックマット
55.0.132.2029
レーザーゴールドライト（S1）

helmets race

PROTECTION
+technology
EN 1077B/TÜV GS認証

COMFORT
ベンチレーション
ヘッドバンドホルダー
リムーバブルライナー（抗菌）
リムーバブルイヤーパッド
ナチュラルサウンドイヤーパッド
チンガード付属

FIT
3 shell size
IAS 3D
FAS ストラップ
モノマティッククロージャー

シアン/ピンク
56.6.174.4003 // 52-55cm
56.6.174.4005 // 55-59cm

ブラックマット
56.6.220.2003 // 52-55cm
56.6.220.2005 // 55-59cm
56.6.220.2007 // 59-62cm

ホワイトマット
56.6.220.1003 // 52-55cm
56.6.220.1005 // 55-59cm
56.6.220.1007 // 59-62cm

オールシアン
56.6.149.4105 // 55-59cm
56.6.149.4107 // 59-62cm

ライトグリーン/イエロー
56.6.174.7003 // 52-55cm
56.6.174.7005 // 55-59cm
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goggles  junior // kids line

PROTECTION
UVA、UVB、
UVC protection

PROTECTION
UVA、UVB、
UVC protection

LENS
supravision
ダブルレンズ

LENS
supravision
シングルレンズ

uvex slider  [lasergold lite] ￥6,000（税別）

uvex flizz LM   [litemirror] ￥10,000（税別）

uvex speedy pro  [lasergold] ￥3,300（税別）

PROTECTION
インモールドテクノロジー
EN 1077B/TÜV GS認証

COMFORT
ベンチレーション
ヘッドバンドホルダー
リムーバブルライナー（抗菌）
リムーバブルイヤーパッド

FIT
IAS
FASストラップ
モノマティッククロージャー

uvex airwing 2 pro ￥9,200（税別）

helmets  junior // kids line

アップルグリーンマット
56.6.132.7705 // 54-58cm

チタニウム/オレンジマット
56.6.132.5805 // 54-58cm

ピンクマット
56.6.132.9205 // 54-58cm

ライトブルーマット
56.6.132.4405 // 54-58cm

レッドマット
55.3.827.3026 
ライトミラーレッド（S2）

ブラック
55.0.024.2129
レーザーゴールドライト（S1）

ブルー
55.3.819.4012
レーザーゴールド（S2）

ブラック
55.3.819.2002
レーザーゴールド（S2）

ホワイト
55.0.024.1129
レーザーゴールドライト（S1）

ブルー スノーフレーク
55.3.819.0412  
レーザーゴールド（S2）

レッド
55.3.819.3012 
レーザーゴールド（S2）

ピンク
55.0.024.7229 
レーザーゴールドライト（S1）

ピンク スノーフレーク
55.3.819.0912 
レーザーゴールド（S2）

シアン
55.0.024.4329 
レーザーゴールドライト（S1）

アイスブルーマット
55.3.827.4026 
ライトミラーシルバー（S3）

アップルグリーンマット
55.3.827.7026 
ライトミラーグリーン（S3）

ホワイト
55.3.819.1112
レーザーゴールド（S2）

PROTECTION
UVA、UVB、
UVC protection

LENS
supravision
ダブルレンズ

COMFORT
眼鏡使用可能

made in chaina
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helmet helper
（ヘルメット用ゴーグル延長ベルト）
56.9.020.0001

¥1,000（税別）
made in germany
uvex & ALPINA 用

goggle semi hard case
53.9.107.2200

¥1,500（税別）
made in taiwan
※craxx OTG 対応不可

goggles // accessory

protectors

PROTECTION
CE/CE EN1621-2,Level 1/
TüV GS 認証

made in Republic of Croatia

PROTECTION
CE/CE EN1621-2,Level 1/
TüV GS 認証

made in Republic of Croatia

PROTECTION
CE/CE EN1621-2,Level 1/
TüV GS 認証

made in Republic of Croatia

PROTECTION
CE/CE EN1621-2,Level 1/
TüV GS 認証

made in Republic of Croatia

FIT
ダイアモンドアンカー
d-ストラップ
キッズ＆ジュニア フィット

FIT
ダイアモンドアンカー
d-ストラップ
ダックテイル

FIT
ダイアモンドアンカー
d-ストラップ
キッズ＆ジュニアフィット

FIT
ダイアモンドアンカー
d-ストラップ
ダックテイル
レディースフィット

COMFORT
カクスィクス プロテクション

COMFORT
3D-テクノロジー
カクスィクス プロテクション

COMFORT
カクスィクス プロテクション

COMFORT
3D-テクノロジー
カクスィクス プロテクション

VIEWS

VIEWS

VIEWS

VIEWS

uvex back pure jr m

uvex back pure m

uvex back pure jr w

uvex back pure w

￥14,000（税別）

￥22,000（税別）

￥14,000（税別）

￥22,000（税別）

ブルー
44.9.025.4002 // 116/122
44.9.025.4003 // 128/134
44.9.025.4004 // 140/146
44.9.025.4005 // 152/158

ダークグレイ
44.9.027.7204 // S
44.9.027.7205 // M
44.9.027.7206 // L
44.9.027.7207 // XL

ピンク
44.9.025.9002 // 116/122
44.9.025.9003 // 128/134
44.9.025.9004 // 140/146
44.9.025.9005 // 152/158

ライトグレイ
44.9.026.7503 // XS
44.9.026.7504 // S
44.9.026.7505 // M
44.9.026.7506 // L

PROTECTION technology FIT & COMFORT technology

［ダイアモンドアンカー］
ボディとプロテクターの一体感
両肩甲骨の間で固定されたダイアモンドアンカーは、
様々な動作でもボディとプロテクターの位置が変ること
なく、ボディとプロテクターの一体感を実現します。

［SAS-TEC］
最大限の保護を可能にする
プレミアムフォーム
UVEXのプロテクターにはSAS-TEC社の高
品質フォームが使用されています。この粘弾
性のフォームは衝撃を受けたあと直ちに元の
形状に戻り、様々な衝撃や同一箇所への度重
なる衝撃も吸収します。　

［カクスィクス プロテクター］
快適なフィット
尾骨の部分にはハニカム構造の特別なプロテ
クターが付いています。フレキシブルなこの構
造は快適なフィッティングを可能にし、様々
な動作に対応します。　

［ダックテイル］
安全で動きやすく
バックプロテクター部分はヒップ/ウエストストラップか
ら独立しており、3つのフレキシブルなストラップでつ
ながっています。あらゆる動作に対応し、保護する最適
な位置にとどまります。

［d-ストラップ］
背面の長さ調整
広背筋に沿って左右に調整ベルトがかかっており、フレ
キシブルな調整が可能です。ずれを防ぎ、個人個人の
背中の長さに合わせてプロテクターの位置を完璧にフィ
ットさせられます。

snow goggle spare lens chart

※上記の製品以外でも、スペアレンズをご用意しております。

ブルーミラー/クリア 558.133.0026 ￥13,000 
グリーンミラー/クリア 558.133.1026 ￥13,000 
ビスタ 558.132.0027 ￥9,000 
ゴールドグリーン 558.132.0021 ￥9,000 
クリア 558.132.0028 ￥9,000 
ブルーミラー/ヴァリオマティッククリア 558.440.0123 ￥21,000 
レインボーミラー/クリア 558.441.0226 ￥12,000 
クリア 558.441.0426 ￥6,000 
ライトミラーシルバー/ヴァリオマティッククリア 558.107.2300 ￥21,000 
ライトミラーゴールド/ローズ 558.109.2600 ￥10,000 
ライトミラーレインボー/ローズ 558.109.0126 ￥10,000 
ライトミラーグリーン/クリア 558.109.0826 ￥10,000 
レインボーミラー/クリア 558.115.5026 ￥10,000 
ブルーミラー/クリア 558.115.0026 ￥10,000 
ピンクミラー/クリア 558.115.1026 ￥10,000
レーザーゴールドライト 558.109.2900 ￥6,000 
ビスタ 558.109.2700 ￥6,000 
ゴールドグリーン 558.109.0029 ￥6,000 
クリア 558.109.2800 ￥6,000 
アラート 558.631.2200 ￥7,000 
サイコ 558.631.2400 ￥7,000 
アラート 558.427.2200 ￥7,000 
リラックス 558.427.2201 ￥7,000 
サイコ 558.427.2400 ￥7,000 
ライトミラークリアオレンジ 558.203.2602 ￥9,000 
レーザーゴールドライト 558.201.2900 ￥4,500 
ライトミラークリアオレンジ 558.617.2026 ￥9,000 
ライトミラークリアグリーン 558.508.2605 ￥9,000 
ライトミラークリアブルー 558.508.2604 ￥9,000 
ブルーミラー（グリーンベース） 558.507.2603 ￥9,000 
レーザーゴールドライト 558.617.2900 ￥4,500 
ブルー 558.503.2500 ￥4,500 
ゴールドグリーン 558.507.0029 ￥4,500 
クリア 558.507.2800 ￥4,500 
ビスタ 558.503.1700 ￥3,000 
ゴールドグリーン 558.503.1902 ￥3,000 
グリーン 558.503.1000 ￥3,000 
クリア 558.503.1800 ￥3,000 
ライトミラークリアオレンジ 558.604.2604 ￥9,000 
ライトミラークリアブルー 558.604.2606 ￥9,000 
ブルーミラー（グリーンベース） 558.604.2605 ￥9,000 
レーザーゴールドライト 558.604.2902 ￥4,500
ビスタ 558.604.2700 ￥4,500 
ゴールドグリーン 558.604.2900 ￥4,500 
クリア 558.604.2800 ￥4,500 
ブルー 558.604.2500 ￥4,500 
ローズ 558.604.2400 ￥4,500 
レーザーゴールドライト 558.021.4202 ￥3,000 
ビスタ 558.604.1700 ￥3,000 
ゴールドグリーン 558.604.1900 ￥3,000  
グリーン 558.604.1000 ￥3,000 
クリア 558.604.1800 ￥3,000  

モデル

uvex contest

uvex downhill 2000

uvex apache Ⅱ

uvex g.gl 300

uvex snowstrike

uvex racer

uvex fire

uvex big 40

ダブルレンズ
スフェリック（球面）

ダブルレンズ
スフェリック（球面）

ダブルレンズ

ダブルレンズ

シングルレンズ

ダブルレンズ

ダブルレンズ

ダブルレンズ

シングルレンズ

ダブルレンズ
スフェリック（球面）

本体価格商品コード仕様 カラー
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Muffat-Jeandet

www.uvex-sports.jp

株式会社 ウベックススポーツジャパン
〒 101-0054　東京都千代田区神田錦町 3-6 共同ビル 7F
TEL：03-5283-5561　FAX：03-5283-5562

※本紙掲載の商品の色は印刷のため実物と異なる場合があります。
※カラー、仕様等は予告なく変更する場合があります。
※本紙に記載の価格はすべてメーカー希望小売価格で、消費税抜きの本体価格です。


