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追求したのは、
疲れにくさと高いフィット感
長時間のライディングによる疲労の軽減と高いフィッ
ト感の持続を実現するために、人間工学（エルゴノミク
ス）に基づき、独自の3D立体断裁・縫製技術を使い設
計。フィット感を損なうしわやヨレが生じにくく、正確な
グリップ力を確保するトップアスリートグローブです。

  PROTECTION-TECHNOLOGY   FIT-TECHNOLOGY

抜群のグリップ力と耐久性を実現 握りやすさを追求
抜群のグリップ力と耐久性がある日本製合皮を使用。 指が筒状（パイプ状）で曲がっているから握りやすい。

GLOVE TECHNOLOGY
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ロングフィンガーグローブ

ミドルフィンガーグローブ

ショートフィンガーグローブ

¥4,300（税別）　made in indonesia

¥4,000（税別）　made in indonesia

¥3,700（税別）　made in indonesia

1  ホワイト/ ブラック（WK）

1  ホワイト/ ブラック（WK）

1  ホワイト/ ブラック（WK）

2  ブラック/ グレイ（KG）

2  ブラック/ グレイ（KG）

2  ブラック/ グレイ（KG）

オールシーズン対応の全指タイプ
品番：U193 
サイズ：S、M、L、XL

3 シーズン快適 8 分指タイプ
品番：U192 
サイズ：S、M、L、XL

オーソドックスな指切タイプ
品番：U191 
サイズ：S、M、L、XL

Ergo Grip Racing パッドをなくし、ハンドルとのダイレクト感を追求したレーシンググローブ

  FIT-TECHNOLOGY   COMFORT-TECHNOLOGY

手の平、中央に引っ張るように縫製し
てあるので、シワができない。

中指と薬指に脱着がしやすいよう補強
してある。

ベンチレーション（空気穴）により不快
な蒸れを解消。またパッドがないので
究極のフィット感を実現。

伸縮性の良い生地を使用し、手首ま
わりをよりタイトに動きやすさにこだ
わった。

  究極のフィット感   簡単な脱着   伸縮性の良い生地  こだわりの縫製

ロングフィンガーシックパッド

ミドルフィンガーシックパッド

ショートフィンガーシックパッド

¥4,900（税別）　made in indonesia

¥4,600（税別）　made in indonesia

¥4,300（税別）　made in indonesia

Ergo Grip ThickPad

1  ホワイト/ ブラック（WK）

1  ホワイト/ ブラック（WK）

1  ホワイト/ ブラック（WK）

2  ブラック/ ブラック（KK）

2  ブラック/ ブラック（KK）

2  ブラック/ ブラック（KK）

オールシーズン対応の全指タイプ
品番：U203 
サイズ：S、M、L、XL

3 シーズン快適 8 分指タイプ
品番：U202
サイズ：S、M、L、XL

オーソドックスな指切タイプ
品番：U201 
サイズ：S、M、L、XL

ロングライド対応  厚手パッド内蔵グローブ

  COMFORT-TECHNOLOGY

硬さの違う2素材のウレタンを使用し、第1層
の低反発ウレタンで衝撃をしっかり吸収し、
第2層の硬質ウレタンで長時間の使用でもつ
ぶれること(型崩れ)がなく耐久性がUP。

❶❶ドロップハンドルをもつ場合　❷❷ブラケットをもつ場合　❸❸ Tバー（MTB クロスバイク）でのクルージングの場合。
実際の接地面とパッドの位置関係の比較。

ファブリック
第 1層

第 2 層

  シックパッド（ロングライド対応）

❶❶ドロップハンドルドロップハンドル

❷❷ブラケットブラケット

❸❸ TバーのクルージングTバーのクルージング

❷❷

❶❶

❸❸

タッチパネル・スマホ
対応素材を使用 タッチパネル・スマホ

対応素材を使用
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レディースグローブ

ウィンターグローブ

ウォームウィンターグローブ

¥4,900（税別）　made in indonesia

¥4,500（税別）　made in indonesia

¥6,000（税別）　made in indonesia

Ergo Grip Ladies

Ergo Grip Warm Winter

Ergo Grip Winter

1  ホワイト/ ブラック（WK）

1  ブラック/ イエロー（KY）

1  ブラック/ ブラック（KK）

2  ブラック/ グレイ（KG）

2  ブラック/ ブラック（KK）

3 シーズン快適全指タイプ
品番：U195 
サイズ：S、M、L

ウィンターシーズン対応の全指タイプ
品番：U184
サイズ：XS、S、M、L、XL

ウィンターシーズン対応の全指タイプ
品番：U194 
サイズ：XS、S、M、L、XL

女性が設計した女性のための ERGO GRIP グローブ UV CUT

真冬でも防風防水で快適に

冬でも暖かく曲がった指で快適に

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調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。
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手の平側（薄く）と甲側（厚く）とで中綿の量を変えることによ
り、防寒と握りやすさを追求。また、手の平側は特にズレ
ないように縫製。

  ディファレント・コットン仕様

  ロングカフ仕様

  レディースカット

  レディース用パッド＆テクノロジー

ストレッチ性に優れた軽量なUVケアファブリック❶と保温
性に優れた起毛素材❸で冷気を完全にカットする防風シー
ト❷をサンドウィッチした特殊な素材をアウターに使い、保
温用中綿❹、防水フィルム❺、起毛素材❻によって、冷気の
みならず、高次元での防水も可能とした。

UVケアファブリック❶
防風シート❷
起毛素材❸
保温用中綿❹
防水フィルム❺
起毛素材❻

  防風防水裏起毛ストレッチ素材（0℃〜 5℃対応）

  防風裏起毛ストレッチ素材（5℃〜10℃対応）

  FIT-TECHNOLOGY

  FIT-TECHNOLOGY

  FIT-TECHNOLOGY

  FIT-TECHNOLOGY

  COMFORT-TECHNOLOGY

  COMFORT-TECHNOLOGY

従来のものよりも、袖
を長くし、防寒性能を
UP。

従来のデザインより手の周囲
を5mm細くし、指の太さも
3mm細く設計。また全体的
に細く長くすることにより、女
性のしなやかな手のサイズ
感を再現。（当社比）

パッドの位置を生命線上（や
や中央）に設置することによ
り、ロングライドにも対応。
またロングカフを採用してい
るので袖口の日焼け防止に
もなる。

ファブリック❶

防風シート❷

起毛素材❸

ストレッチ性に優れた
軽量なUVケアファブ
リック❶と保温性に
優れた起毛素材❸で
冷気を完全にカットす
る防風シート❷をサ
ンドイッチした3層構
造で高いフィッティン
グと防風保温が可能。

タッチパネル・スマホ
対応素材を使用

タッチパネル・スマホ
対応素材を使用 追求したのは、

疲れにくさと高いフィット感
長時間のライディングによる疲労の軽減と高いフィッ
ト感の持続を実現するために、人間工学（エルゴノミク
ス）に基づき、独自の3D立体断裁・縫製技術を使い設
計。フィット感を損なうしわやヨレが生じにくく、正確な
グリップ力を確保するトップアスリートグローブです。

  PROTECTION-TECHNOLOGY   FIT-TECHNOLOGY

抜群のグリップ力と耐久性を実現 握りやすさを追求
抜群のグリップ力と耐久性がある日本製合皮を使用。 指が筒状（パイプ状）で曲がっているから握りやすい。

GLOVE TECHNOLOGY


