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Scan the QR code to learn more: an app takes you to more 
information on the uvex website.

Find out more with QR codes.

01  
Download a free QR  
code reader from the  
Apple App Store or  
Google Play Store.

02  
Open the code reader app 
on your smartphone and 
scan the QR code with 
your smartphone camera.

03  
You will be transferred 
automatically to a  
website with further 
information.
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[ セーフティーテスト]
uvex eyewear は自社テストセンター
にて厳しいテストを受けています。
安全性と機能性を追及し、将来の商
品開発へ役立てています。

[ UV-プロテクション ]
uvex のすべてのスポーツグラスは、UV: Ultra Violet ( 紫外線）ABC から目
を保護します。uvex は、紫外線からの保護にいち早く着目し 取り組んできま
した。その実績は社名にも現れています。

[ ブレイクレジスタント]
6mm のスチールボールを時速約 160km で発射した衝
撃に耐えるレンズを採用。目の安全を確保します。

PROTECTION technology LENS 
technology

COMFORT technology
[ アジャスタブルノーズパッド ]
ノーズパッドの幅・高さを自由に調整でき、サングラスの
性能を引き出します。

[ アジャスタブルイヤーピース ]
テンプルエンドのカーブを自由に調整でき完璧にフィット
します。

[ ダイレクトレンズベンチレーション]
ベンチレーションホールを設けたレンズは、直接外気を
取り入れ、優れた曇り止め効果を発揮します。

[ライトミラー ]
従来のミラー加工は視界が暗くなることがありま
したが、ライト（軽い）ミラー加工することにより
明るさを維持しながら余分な光を遮断します。

[ ディセンタードレンズ ]
uvex のすべてのスポーツグラスは、カーブレンズ
においても Distortion-free（歪みフリー）を実
現。トップグレードのスポーツグラスに相応しいレ
ンズ品質をキープしています。

with decentring:
distortion-free view

without decentring:
distorted view

[ イージークリーン ]
表面にナノコーティングを施し、傷や汚れから保護
します。また、水洗いで簡単にお手入れができます。

[ スクラッチガード ]
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。

（EN1863 欧州安全基準）

[ スープラヴィジョン ]
レンズ内側に超曇り止めをコーティング。くもりの
発生を抑えて視界を鮮明に保ちます。

with uvex coatingno coatingno coating

uvex supravision® coating 

Light condition

Protection level

Transmission 80 - 100 %
S0

18 - 80 %
S1 - S2

8 – 18 %
S3

3 – 8 %
S4

medium bright //  
brightlow light bright glare
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optimal lens  
performance

3つの革新的カラーフィルターによる独自のコントラストと
完璧な視覚を提供します。紫外線からも100％保護します。

VISIBLE LIGHT

UV LIGHT

INFRARED LIGHT

最適化されたコントラストにより奥
行き知覚を改善。危険を秘めた深
い穴、がれき、でこぼこした地面を
よりはっきりと際立たせます。
より高いコントラストで、より詳細に。

アーバンカラーフィルターによ
り信号機の色やブレーキランプ
をより早く気づき、反応時間を
短くするのに貢献します。
より良い視覚、素早い反応、安
全な走行のために。

毎日が驚き

街中での安全

オフロードでも鮮明な視覚

フランスの光学レンズメーカーのエシロール社が
開発した「E-SUN™ KOLOR UP™」レンズ

urban

outdoor

daily

デイリーカラーフィルターで毎
日の生活が全く新しい経験にな
ります。自然色はよりはっきりと
新しい光に輝きます。
快適に、スタイリッシュに、流行
に乗って。

視覚効果が得られるだけでなく、この革新的
レンズカラーは視界が速く変化しても更なる
快適性を保障します。uvex colorvision テ
クノロジーにおけるコントラスト最適化により
良い視覚、安全な視界を提供します。

S E E  T H E  D I F F E R E N C E

E N H A N C E  Y O U R

URBAN 　アーバン

OUTDOOR　アウトドア  
DAILY　デイリー

革新的 uvex colorvision 
テクノロジーでより鮮明に： 
これらのレンズは鮮明なコントラ
ストと明るく強烈なカラーで視
覚が最適化され、格別な視野を
提供します。

uvex colorvision テクノロジー
は視覚に対する要望とあらゆる
環境における光の条件に対応す
るためにデザインされました。ど
こにいても、何をしていても最適
な視界が得られます。

a cooperation with

true colors. 
wherever you go.

uvex sportstyle 706 colorvisionuvex sportstyle 224 colorvision
LENS
・ カラービジョン
・ ライトミラー

LENS
・ カラービジョン
・ ライトミラー

￥15,000（税別） ￥16,000（税別） 

ホワイト
53.2.015.8890
カラービジョンライトミラーアーバン（S3）

ブラックマット
53.2.018.2290
カラービジョンライトミラーアーバン（S3）

COMFORT
・ アジャスタブルノーズパッド
・ ソフトイヤーピース

COMFORT
・ アジャスタブルノーズパッド
・ アジャスタブルイヤーピース
・ ダイレクトレンズベンチレーション

PROTECTION
・  100 % UVA, UVB 

UVC プロテクション

PROTECTION
・  100 % UVA, UVB 

UVC プロテクション

ブラックマット
53.2.018.2291
カラービジョンライトミラーアウトドア（S3）

ブラックマット
53.2.015.2290
カラービジョンライトミラーアーバン（S3）

ブラックマット
53.2.018.2292
カラービジョンライトミラーデイリー（S3）

ブラックマット
53.2.015.2291
カラービジョンライトミラーアウトドア（S3）

ホワイト
53.2.015.8891
カラービジョンライトミラーアウトドア（S3）

powered by powered by

optical insert 224（別売）
53.9.007.0001
￥3,000（税別）
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液晶フィルム

光センサー 変換ボタン USB充電

透過性

uvex variotronic ffuvex variotronic s ￥43,000（税別） ￥43,000（税別） 

ホワイトオレンジ
53.1.948.8399
ヴァリオトロニック（S1-S3）

ブラックマットカーボン
53.0.949.2599
ヴァリオトロニック（S1-S3）

ブラックマットカーボン
53.1.948.2599
ヴァリオトロニック（S1-S3）

powered by powered by

ホワイトオレンジ
53.0.949.8399
ヴァリオトロニック（S1-S3）

LENS
・ ヴァリオトロニック ®
・ スープラヴィジョン ®

LENS
・ ヴァリオトロニック ®
・ スープラヴィジョン ®

COMFORT
・ ヘッドバンド
・ アジャスタブルイヤーピース
・ アジャスタブルノーズパッド
・ ケース付き

COMFORT
・ ヘッドバンド
・ アジャスタブルイヤーピース
・ アジャスタブルノーズパッド
・ ケース付き

PROTECTION
・  100 % UVA, UVB 

UVC プロテクション

PROTECTION
・  100 % UVA, UVB 

UVC プロテクション

powered by

optical insert 
variotronic s（別売） 
53.9.948.0001
￥6,000（税別）

可視透過率

lightening darkening

No tint Dark tint 

55%（S1）↔11%（S3）
液晶レンズ
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VARIOTRONIC®
This lens makes the  
difference. Lens tinting  
in 0.1 seconds.

Learn more: 
uvex-sports.com/
variotronic

lens

レンズの光透過率は電源を
入れることにより55％（S1）
から11％（S3）まで変化しま
す。

液晶が電気的に変化するこ
とでレンズを暗くします。

フレームに内臓された
センサーにより自動的
に光の明暗度に反応し
ます。

0.1マイクロメートルの
液晶材

0.1ミリメートルの
ポリカーボネイトフィルム

クリア 
透過率55％（透過レベルS1）

ダーク 
透過率11％（透過レベルS3）

3段階のレンズモードを
選べる：オン - オフ - 自動

（オートモード）

ミニUSB接続で内臓のリ
チウム電池に充電ができ
50時間の使用が可能。

// 02

// 01

// 03

Award winner

Gold Winner 
Eurobike 
2015

Winner 
Outside – 
Gear of the 
Show 2015

Gold Winner 
Ispo Award 
2016 / 2017

// technology
自動モードでは、内蔵センサーが
光に反応し、レンズ内の電子液晶
が活性化し、レンズカラーが自動
的に変化します。また、ボタン操作
によっても0.1秒でレンズカラーが
変化します。

こ の レン ズ テ クノ ロ ジ ー は 
AlphaMicron® と e-Tint® の専
属パートナーシップの協力を得て
います。



uvex sportstyle 116 vuvex sportstyle 104 v ￥22,000（税別） ￥23,000（税別） 

ホワイト
53.1.600.8801  
ヴァリオマティックスモーク（S1-S3）

ブラックマット
53.1.976.2201
ヴァリオマティックスモーク（S1-S3）

ブラックマット
53.1.600.2201
ヴァリオマティックスモーク（S1-S3）

ホワイト
53.1.976.8801
ヴァリオマティックスモーク（S1-S3）

powered by
optical insert 104（別売）
53.9.600.0001
￥3,000（税別）

optical insert 104 / 107 metal
（別売）
53.9.666.0001
￥6,000（税別）

powered by LENS
・ ヴァリオマティック ®
・ スープラヴィジョン ®
・ イージークリーン

LENS
・ ヴァリオマティック ®
・ スープラヴィジョン ®
・ イージークリーン

COMFORT
・ アジャスタブルノーズパッド
・ アジャスタブルイヤーピース
・ ケース付き

COMFORT
・ ダイレクトレンズベンチレーション
・ アジャスタブルイヤーピース
・ アジャスタブルノーズパッド
・ 汗止めパット
・ ケース付き

PROTECTION
・  100 % UVA, UVB 

UVC プロテクション

PROTECTION
・  100 % UVA, UVB 

UVC プロテクション
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VARIOMATIC®
Stepless lens tinting for 
optimal vision  
in every situation.

// technology
紫外線がレンズ内のフォトクロ
ミック（調光）層を通ることにより
化学反応が起こり、無段階にレン
ズが暗くなります。

紫外線の強度に反応してレンズが
明暗変化します。

すべてのuvex 製サングラスと
同様、uvex variomatic® レンズ
はUVA、UVB、UVC 紫外線から
100％保護します。

数秒でクリアからダークへ変化
する最適なレンズ。晴れ、曇り、雨
の気象条件を問わない。uvex 
variomatic® レンズはあらゆる天
候に最大限の視覚を保障します。

uvex variomatic® 機能を備えた
サングラスは、自然光の条件に自
動的に反応します。複雑なレンズ
変更の作業は過去のものになりま
した。

Learn more:  
uvex-sports.com/variomatic

S1 – S2

80 –  
100 %

18 –  
78 %

8 – 18 %

S3S0

0
 %

10
0

 %
Automatic, stepless lens adjustment
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uvex variomatic® レンズはセイフティーレベル
（S1～S3）に変化し、ほとんどの自然光のスペクトラム
（範囲）を網羅します。

可視透過率
ヴァリオマティックスモーク 77％→17％
ヴァリオマティックライトミラーブルー 70％→17％
ヴァリオマティックレッド 74％→17％



uvex sportstyle 802 v

uvex sportstyle 802 v small

uvex sportstyle 113 v

uvex sportstyle 803 race vm

uvex sportstyle 803 race vm small

￥15,000（税別） 

￥15,000（税別） 

￥22,000（税別） 

￥19,000（税別） 

￥19,000（税別） 

ホワイトレッド
53.0.938.8304
ヴァリオマティックレッド（S1-S3）

ブラックレッドマット
53.0.994.2303
ヴァリオマティックライトミラーブルー（S1-S3）

ホワイト
53.2.002.8803
ヴァリオマティックライトミラーブルー（S1-S3）

ホワイトオレンジ
53.0.872.8301
ヴァリオマティックスモーク（S1-S3）

ホワイトピンク
53.0.894.8304
ヴァリオマティックレッド（S1-S3）

ブラックマット
53.0.938.2201
ヴァリオマティックスモーク（S1-S3）

ホワイト
53.0.994.8803
ヴァリオマティックライトミラーブルー（S1-S3）

ブルーホワイト
53.0.872.4801
ヴァリオマティックスモーク（S1-S3）

ホワイトオレンジ
53.0.894.8301
ヴァリオマティックスモーク（S1-S3）

ホワイト
53.0.872.8801
ヴァリオマティックスモーク（S1-S3）

ホワイト
53.0.894.8801
ヴァリオマティックスモーク（S1-S3）

ブラック
53.0.872.2201
ヴァリオマティックスモーク（S1-S3）

レッドホワイト
53.0.894.3804
ヴァリオマティックレッド（S1-S3）

ダークブルーイエロー
53.0.872.4601
ヴァリオマティックスモーク（S1-S3）

ブラックマット
53.0.894.2201
ヴァリオマティックスモーク（S1-S3）

ブルー
53.0.938.4401
ヴァリオマティックスモーク（S1-S3）

ブラック
53.0.994.2203
ヴァリオマティックライトミラーブルー（S1-S3）

ブラック
53.2.002.2203
ヴァリオマティックライトミラーブルー（S1-S3）

powered by

powered by

powered by

powered by

powered by

LENS
・ ヴァリオマティック ®
・ スープラヴィジョン ®
・ ライトミラー
・ イージークリーン

LENS
・ ヴァリオマティック ®
・ スープラヴィジョン ®
・ ライトミラー
・ イージークリーン

LENS
・ ヴァリオマティック ®
・ スープラヴィジョン ®
・ イージークリーン

LENS
・ ヴァリオマティック ®
・ スープラヴィジョン ®
・ イージークリーン

LENS
・ ヴァリオマティック ®
・ スープラヴィジョン ®
・ イージークリーン

COMFORT
・ アジャスタブルノーズパッド
・ アジャスタブルイヤーピース
・ ダイレクトレンズベンチレーション
・ ケース付き

COMFORT
・ アジャスタブルノーズパッド
・ アジャスタブルイヤーピース
・ ダイレクトレンズベンチレーション
・ ケース付き

COMFORT
・ アジャスタブルイヤーピース
・ アジャスタブルノーズパッド
・ ケース付き

COMFORT
・ ソフトテンプルエンド
・ アジャスタブルノーズパッド
・ ヘッドバンド
・ ケース付き

COMFORT
・ ソフトテンプルエンド
・ アジャスタブルノーズパッド
・ ヘッドバンド
・ ケース付き

PROTECTION
・  100 % UVA, UVB 

UVC プロテクション

PROTECTION
・  100 % UVA, UVB 

UVC プロテクション

PROTECTION
・  100 % UVA, UVB 

UVC プロテクション

PROTECTION
・  100 % UVA, UVB 

UVC プロテクション

PROTECTION
・  100 % UVA, UVB 

UVC プロテクション

uvex sportstyle 706 v ￥19,000（税別） 

ホワイトマットブラック
53.2.005.8201
ヴァリオマティックスモーク（S1-S3）

ブラックマット
53.2.005.2201
ヴァリオマティックスモーク（S1-S3）

powered by
LENS
・ ヴァリオマティック ®
・ スープラヴィジョン ®
・ イージークリーン

COMFORT
・ アジャスタブルノーズパッド
・ アジャスタブルイヤーピース
・ ダイレクトレンズベンチレーション
・ ケース付き

PROTECTION
・  100 % UVA, UVB 

UVC プロテクション
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LENS 
CHANGE 
SYSYTEM
[ レンズチェンジシステム ]
天候、時間などのあらやる状況に合わせ
てレンズカラーを交換することができま
す。誰にでも手早く、簡単に交換するこ
とができます。

COMFORT
technology

optical insert 104（別売）
53.9.600.0001
￥3,000（税別）

optical insert 104 / 107 metal
（別売）
53.9.666.0001
￥6,000（税別）

uvex sportstyle 117

uvex blaze III

uvex sportstyle 115

uvex sportstyle 104

￥10,000（税別） 

￥9,000（税別） 

￥10,000（税別） 

￥22,000（税別） 

ブラックマットレッド
53.0.978.2316
ミラーレッド(S3)
ライトミラーオレンジ(S1)
クリア（S0）

レッドブラック
53.1.601.3816
ライトミラーシルバー(S3)
ライトミラーオレンジ(S1)
クリア（S0）

イエロー
53.1.979.7716
ライトミラーシルバー（S3）
ライトミラーオレンジ（S1）
クリア（S0）

ブラックブルー
53.0.604.2416  
ミラーブルー（S3）
ライトミラーオレンジ（S1）
クリア（S0）

ブラックマットイエロー
53.0.978.2616
ミラーイエロー(S3)
ライトミラーオレンジ(S1)
クリア（S0）

ブラックレッド
53.0.604.2316  
ミラーレッド（S3）
ライトミラーオレンジ（S1）
クリア（S0）

ブラックマットホワイト
53.1.979.2816
ミラーシルバー（S3）
ライトミラーオレンジ（S1）
クリア（S0）

ブラックマット
53.1.601.2216
ライトミラーシルバー(S3)
ライトミラーオレンジ(S1)
クリア（S0）

ブラック
53.0.978.2216
ライトミラーシルバー(S3)
ライトミラーオレンジ(S1)
クリア（S0）

ブラックマット
53.0.604.2210
スモーク（S3）
ライトミラーオレンジ（S1）
クリア（S0）

ホワイト
53.1.979.8816
ミラーブルー（S3）
ライトミラーオレンジ（S1）
クリア（S0）

シリチウムブラックマット
53.0.978.4716
ライトミラーシルバー(S3)
ライトミラーオレンジ(S1)
クリア（S0）

ホワイトブラック
53.0.604.8216  
ライトミラーシルバー（S3）
ライトミラーオレンジ（S1）
クリア（S0）

ホワイト
53.1.601.8816
ライトミラーシルバー(S3)
ライトミラーオレンジ(S1)
クリア（S0）

LENS
・ スープラヴィジョン ®
・ ライトミラー
・ イージークリーン

LENS
・ ライトミラー

LENS
・ ライトミラー

COMFORT
・ レンズチェンジシステム
・ ダイレクトレンズベンチレーション
・ アジャスタブルイヤーピース
・ アジャスタブルノーズパッド
・ ケース付き

COMFORT
・ アジャスタブルノーズパッド
・ ソフトイヤーピース
・ レンズチェンジシステム
・ ケース付き

COMFORT
・ ソフトイヤーピース
・ レンズチェンジシステム
・ ケース付き

PROTECTION
・  100 % UVA, UVB 

UVC プロテクション

PROTECTION
・  100 % UVA, UVB 

UVC プロテクション

PROTECTION
・  100 % UVA, UVB 

UVC プロテクション

LENS
・ ライトミラー

COMFORT
・ アジャスタブルノーズパッド
・ ソフトイヤーピース
・ レンズチェンジシステム
・ ダイレクトレンズベンチレーション
・ ケース付き

PROTECTION
・  100 % UVA, UVB 

UVC プロテクション

ボタンをPUSH で楽々レンズ交換
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uvex lgl 34

uvex ultrashield

uvex lgl 21

uvex lgl 31 pola

uvex lgl 39

￥8,000（税別） 

￥3,800（税別） 

￥10,000（税別） 

￥12,000（税別） 

￥10,000（税別） 

ブラックローズ
53.0.876.2316
ミラーピンク（S3）

ブラウンブルー
53.0.984.6440
ポラヴィジョンライトミラーシルバー（S3）

ブラックマットホワイト
53.2.012.2816
ミラーレッド（S3）

ブルーピンク
53.0.987.4416
ミラーピンク（S3）

スモーク
53.1.306.5510
スープラヴィジョン（くもり止め）
スモーク（S2）

ホワイト
53.0.876.8814
ミラーブルー（S3）

ブラウンターコイズ
53.0.987.6716
ミラーイエロー（S3）

カーキ
53.0.984.7760
ポラヴィジョンミラーゴールド（S3）

ハバナ
53.0.984.6660
ポラヴィジョンライトミラーブラウン（S3）

ブラックマットレッド
53.2.012.2316
ライトミラーブラウンディグレイド（S3）

ブラックマットレッド
53.0.876.2213
ミラーレッド（S3）

ブラックマット
53.0.987.2216
ミラーブルー（S3）

ブラックマットブルー
53.0.876.2214
ミラーブルー（S3）

ブラックマット
53.0.984.2240
ポラヴィジョンミラーブルー（S3）

ブラックマットオレンジ
53.2.012.2616
ミラーオレンジ（S3）

ブラックマットブルー
53.2.012.2416
ミラーブルー（S3）

LENS
・ ポラヴィジョン（偏光レンズ）

LENS
・ スープラヴィジョン ®

PROTECTION
・  100 % UVA, UVB 

UVC プロテクション

PROTECTION
・  100 % UVA, UVB 

UVC プロテクション

PROTECTION
・  100 % UVA, UVB 

UVC プロテクション

PROTECTION
・  100 % UVA, UVB 

UVC プロテクション

PROTECTION
・  100 % UVA, UVB 

UVC プロテクション
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uvex sportstyle 508

uvex sportstyle 507

￥4,000（税別） 

￥4,000（税別） 

クリアピンク
53.3.895.9316
ミラーレッド（S3）

ブルーオレンジ
53.3.866.4316
ミラーオレンジ（S3）

クリアブルー
53.3.895.9416
ミラーブルー（S3）

ブラックマット
53.3.895.2216
ミラーシルバー（S3）

ホワイトグリーン
53.3.866.8716
ミラーグリーン（S3）

ブラックマットレッド
53.3.866.2316
ミラーレッド（S3）

uvex optical insert variotronic s

uvex optical insert 104

uvex optical insert 104 / 107 metal 

uvex optical insert 224

uvex eyewear case rectangle ￥1,300（税別） 

ブラック
53.9.136.2200

￥6,000（税別）

￥3,000（税別）

￥6,000（税別）

￥3,000（税別）

53.9.948.0001

53.9.600.0001

53.9.666.0001

53.9.007.0001

LENS
・ ライトミラー

LENS
・ ライトミラー

COMFORT
・ ヘッドバンド

COMFORT
・ ソフトイヤーピース
・ フレックスフレーム
・ ヘッドバンド

PROTECTION
・  100 % UVA, UVB 

UVC プロテクション

PROTECTION
・  100 % UVA, UVB 

UVC プロテクション
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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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