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レンズが上部まで拡大してカットされており、広
い視野を確保し、しっかりと目を保護します。また、
uvex colorvision®テクノロジーは色の鮮明さ
やコントラストを強調し、uvex variomatic®テク
ノロジーは、光の条件に自動的に反応して明暗変
化します。

uvex colorvision®テクノロジーと完全自動調
整のuvex variomatic®テクノロジーを組み合
わせたモデルです。トレイルの愛好家へも、あら
ゆる光の条件でよい視界を保ち、カラーの鮮明さ
とコントラストをより増幅します。また、丈夫なフ
レーム構造のモデルです。

ブラックマット
53.2.035.2206
カラーヴィジョン®️
ライトミラーレッド
ヴァリオマティック®️（cat.1-3）

ブラックマット
53.2.036.2206
カラーヴィジョン®️
ライトミラーレッド
ヴァリオマティック®️（cat.1-3）

uvex colorvision®テクノロジーは、
カラーを鮮明にしコントラストを強
化します。

ハイクオリティーなサンプロテクシ
ョンレンズは、400nmまでのUVA、
UVB、UVC から目を保護します。

uvex sportstyle 805 CV は、段階
的に調整可能な柔らかいノーズパ
ッドにより快適なフィッティングが
得られます。

￥22,000（税別） 

￥22,000（税別） 

・uvex colorvision®
・uvex variomatic®
・uvex supravision®
・イージークリーン
・ライトミラー
・アジャスタブルノーズパッド
・ソフトイヤーピーズ
・ダイレクトレンズベンチレーション 
・UVA,UVB,UVC protection up to 400 nm
・ケース付き

・uvex colorvision® 
・uvex variomatic® 
・uvex supravision®
・イージークリーン
・ライトミラー 
・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 
・UVA,UVB,UVC protection up to 400 nm
・ケース付き
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uvex sportstyle 803 CV V small

uvex sportstyle 706 CV V
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Protecting people これは私達の使命と責任であ
り、情熱でもあります。私達はサポートするプロアスリ
ートのパフォーマンスに誇りを持っています。
あらゆる状況下においても、彼らを最高レベルの安全
性でサポートしていくことが、100分の1秒の短縮へ
繋がると信じ製品の開発へ取り組んでいます。

コントラストの強化！

uvex colorvision®レンズテクノロジーは、さまざまな光
の条件、さまざまな環境、さまざまなスポーツに必要な視
覚性能を提供します。
4つのcolorvision®フィルターは、アンバー、スモーク、ブ
ラウン、および新しいグリーンで、鮮やかな色の知覚とコ
ントラストの強化を実現します。

uvex colorvision® UV protection Adjustable nose pad

Laura Philipp  
12× winner 
Ironman 70.3

Bart Aernouts  
3× winner 
Ironman 70.3

Team BMCTeam Lexware 
45× World Cup 
Top 10

Nicola Spirig 
Olympic champion 
2012 and 6× European       
champion triathlon

Anne Haug  
Winner Ironman World 
Championships 2019
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レンズ内のフォトクロミック層を通
る外からの光に反応します。この化
学反応により、光の強さにより無段
階でレンズが明暗変化します。

レンズ内側にコーティングされた超
曇り止めコーティングにより、視界
を鮮明に保ちます。

幅や高さが自由に調整可能なノー
ズパッドによりベストなポジション
での装着が可能です。

powered by

powered by

￥16,000（税別） 

光の条件に自動的に反応し明暗変化する uvex 
variomatic®テクノロジーと uvex supravision® 

（曇り止め）テクノロジーを採用したタフでスタイリッ
シュなフルフレームデザインです。

軽量で視界を広くカバーするフレームレスシール
ドデザイン。レンズには、光の条件に自動的に反
応し明暗変化する uvex variomatic®テクノロ
ジーと uvex supravision® （曇り止め）テクノロ
ジーを採用しています。

スポーティーでありながらファッショナブル。
uvex sportstyle 805 CV は、スポーツとライ
フスタイルが融合したユニークなデザインです。
コントラストが強化されたフルミラーレンズを使
用しています。段階的に調整可能なノーズパッド
でフィッティングも快適です。

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（cat.1-3）

ブラックマット / レッド
53.2.039.2301
ヴァリオマティック®️
スモーク（cat.1-3）

ブラックマット
53.2.005.2201
ヴァリオマティック®️
スモーク（cat.1-3）

ブラックマット
53.2.039.2201
ヴァリオマティック®️
スモーク（cat.1-3）

ブラックマット
53.2.061.2295
カラーヴィジョン®️
ミラーグリーン（cat.3）

ハバナマット
53.2.063.6695
カラーヴィジョン®️
ミラーグリーン（cat.3）

ホワイト
53.2.039.8801
ヴァリオマティック®️
スモーク（cat.1-3）

￥20,000（税別） 

フルミラーコーティングのコントラストを強化す
る uvex colorvision® を採用したトレンディな
ライフスタイルモデルです。

ブルー / サンドマット
53.2.061.4697
カラーヴィジョン®️
ミラーシャンパン（cat.3）

ホワイト
53.2.061.8898
カラーヴィジョン®️
ミラープラズマ（cat.3）

￥11,000（税別） 

￥11,000（税別） uvex lgl 48 CV

アンスラサイトマット
53.2.063.2298
カラーヴィジョン®️
ミラープラズマ（cat.3）

アンバートランスパレント
53.2.063.3997
カラーヴィジョン®️
ミラーシャンパン（cat.3）

・uvex colorvision®
・UVA,UVB,UVC protection up to
   400 nm

Features
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・uvex variomatic®
・uvex supravision®
・イージークリーン
・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
・UVA,UVB,UVC protection up to 400 nm 
・ケース付き

・uvex variomatic®
・uvex supravision®
・イージークリーン
・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
・UVA,UVB,UVC protection up to 400 nm 
・ケース付き

・uvex colorvision®
・アジャスタブルノーズパッド
・ソフトテンプルエンド
・UVA,UVB,UVC protection up to
   400 nm

uvex sportstyle 804 V

uvex sportstyle 805 CV  

uvex sportstyle 706 V

uvex  
variomatic®［調光］

features
uvex sportstyle  
804 V
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僅か数秒でレンズが自動的に明暗化。

uvex variomatic®テクノロジーは、レンズが自然光の
条件に自動的に反応し、素早く明暗変化します。
1種類のレンズであらゆる天候に対応してくれます。複雑
なレンズ交換を過去のものにしました。

uvex variomatic® uvex supravision® Adjustable nose padwherever  
you ride

 

Features

Features

Features

Eyewear: uvex lgl 48 CV

Helmet: uvex finale light 2.0
Eyewear: uvex sportstyle 805 CV
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￥19,000（税別） 

￥19,000（税別） 

小顔の方に合うように特別にデザインされていま
す。軽量でランニングやサイクルなど様々なスポー
ツに適したモデルです。ミラーコーティングの施
された、光の条件に自動的に反応して明暗変化す
る uvex variomatic® テクノロジーを採用して
います。。

ライトミラーブルーコーティングが 施された 
variomatic®レンズテクノロジーは、デザイン性
も高く、光の条件に自動的に反応して明暗変化し
ます。uvex supravision® （曇り止め）テクノロ
ジーを採用した軽量でランニングやサイクルなど
様々なスポーツに適したモデルです。

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（cat.1-3）

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（cat.1-3）

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（cat.1-3）

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（cat.1-3）

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（cat.1-3）

レッド
53.2.002.3305
ヴァリオマティック®️
ライトミラーシルバー（cat.1-3）

￥15,000（税別） 
powered by

軽量であらゆるスポーツの使用に適しています。
uvex variomatic®テクノロジーはレンズの明暗
を自動調整し、uvex supravision®テクノロジー
はレンズの曇りを抑えます。調整可能なソフトノー
ズパッドとフレキシブルなテンプルは安全でスト
レスのないフィッティングを保ちます。

ホワイト
53.0.872.8801
ヴァリオマティック®️
スモーク（cat.1-3）

ブラックレッド
53.0.872.2301
ヴァリオマティック®️
スモーク（cat. 1-3）

グレイマット
53.0.872.5501
ヴァリオマティック®️
スモーク（cat.1-3）

￥15,000（税別） 
powered by

軽量で、小顔の方に合うように特別にデザインさ
れています。uvex variomatic®テクノロジーは
レンズの明暗を自動調整し、uvex supravision®
テクノロジーはレンズの曇りを抑えます。調整可
能なソフトノーズパッドとフレキシブルなテンプ
ルは安全でストレスのないフィッティングを保ち
ます。

ホワイト
53.0.894.8801
ヴァリオマティック®️
スモーク（cat.1-3）

ブラックマット
53.0.894.2201
ヴァリオマティック®️
スモーク（cat.1-3）

パープル / ピンクマット
53.0.894.3301
ヴァリオマティック®️
スモーク（cat.1-3）

ホワイト / ミントマット
53.0.894.8701
ヴァリオマティック®️
スモーク（cat.1-3）

ブルーグリーン
53.0.872.4701
ヴァリオマティック®️
スモーク（cat.1-3）

ブラック
53.0.872.2201
ヴァリオマティック®️
スモーク（cat.1-3）

・uvex variomatic®
・uvex supravision®
・ライトミラー
・イージークリーン
・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
・UVA,UVB,UVC protection up to 400 nm 
・ケース付き

・uvex variomatic®
・uvex supravision®
・ライトミラー
・イージークリーン
・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
・UVA,UVB,UVC protection up to 400 nm 
・ケース付き

・uvex variomatic®
・uvex supravision®
・イージークリーン
・アジャスタブルノーズパッド
・ソフトテンプルエンド
・ヘッドバンド
・UVA,UVB,UVC protection up to 400 nm 
・ケース付き

・uvex variomatic®
・uvex supravision®
・イージークリーン
・アジャスタブルノーズパッド
・ソフトテンプルエンド
・ヘッドバンド
・UVA,UVB,UVC protection up to 400 nm 
・ケース付き

uvex sportstyle 802 V small

uvex sportstyle 802 V

uvex sportstyle 803 race V small

uvex sportstyle 803 race V

Katrina Matthews

Team BMC

6 7

Emma Pallant

Team BMC

Features

Features

Features
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NASAテクノロジーに基づき開発
された特大のシリンドリカルRevo
レンズ。ハイテクノロジーミラーレ
ンズ。

レンズ内側にコーティングされた超
曇り止めコーティングにより、視界
を鮮明に保ちます。

レンズ表面にナノコーティングを施
し、キズや汚れから保護します。また、
簡単に水洗いできます。

￥15,000（税別） 

広い範囲で目を保護してくれる超大型のプログ
レッシブオーバーサイズシールドデザインです。
レンズには美しいミラーコーティングが施され、
uvex supravision® テクノロジーは曇りを抑え
幅広いスポーツ、アウトドアにも適します。

￥12,000（税別） 

大胆でありながらスマートでクールなプログレッ
シブオーバーサイズシールドデザイン。ダイレクト
レンズベンチレーションとuvex supravision® 

（曇り止め）テクノロジーの組み合わせによりハー
ドなスポーツにもしっかりと対応します。

ブルー / グレイマット
53.2.065.4516
ミラーブルー（cat.3）

レッド / ブラックマット
53.2.065.3216
ミラーレッド（cat.3）

ホワイトマット
53.2.065.8816
ミラーブルー（cat.3）

オレンジマット
53.2.065.3316 
ミラーグリーン（cat.3）

グレイ / オレンジマット
53.2.067.5316 
ミラーオレンジ（cat.3）

ブラック / ミントマット
53.2.067.2716 
ミラーグリーン（cat.3）

ブラックマット
53.2.067.2216 
ミラーブルー（cat.3）

ホワイト / ブラック
53.2.067.8216  
ミラーレッド（cat.3）

￥12,000（税別） 

軽量で視界を広くカバーするフレームレスシール
ドデザイン。レンズにはしっかりと眩しさをシャッ
トアウトする美しいミラーコーティングとuvex 
supravision® （曇り止め）テクノロジーが施され
ています。

ブラック
53.2.040.2216  
ミラーレッド（cat.3）

イエロー / ブラック
53.2.040.6616  
ミラーイエロー（cat.3）

ダークグレイマット
53.2.040.5516   
ミラーブルー（cat.3）

・uvex supravision®
・イージークリーン
・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
・UVA,UVB,UVC protection up to 400 nm

uvex sportstyle 804 

Features

・uvex supravision®
・イージークリーン
・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
・UVA,UVB,UVC protection up to 400 nm

・uvex supravision®
・イージークリーン
・リムーバブルフレーム
・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
・UVA,UVB,UVC protection up to 400 nm

uvex sportstyle 231 

uvex sportstyle 228 

allround

bold fashion
statement

features
uvex sportstyle 
231

3

1

2

31 2

8 9

uvexオールラウンドコレクションは、太陽、ほこり、風、昆
虫などに対するオールラウンドな保護を提供します。 幅
広いアウトドアアクティビティに適します。
超大型ワンピースレンズの uvex sportstyle 231 は、
ワイドビューを実現し広い範囲を保護します。調整可能
なノーズパッドとテンプルエンドにより、安全で快適なフ
ィッティングが得られます。もちろん、最大400nmまで
のUVA、UVB、UVCからの保護も含まれています。

スマート&クール：大きなシールドデザインが特徴的な
シリーズです。トレンディなアイウェアはスポーツやレジャ
ーで大流行しています。
美しくミラーコーティングされた特大のワンピースレンズ
は、ファッション性のみではありません。従来の設計以上
に広い視野を実現し、防風効果も兼ね備えます。

このトレンドカラーを用いたプログレッシブシリーズは、
優れたビジョン、スタイル、そしてレースで実証された未
来的なデザインなど、多くの共通点があります。
Wherever you go.

Cylindrical Revo lens uvex supravision® Easy to cleanwherever  
you ride

 

Features

Features

Eyewear: uvex sportstyle 228

wherever  
you ride
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ボタンをPUSHで楽々レンズ交換

￥12,000（税別） 

￥15,000（税別） 

軽量で、様々なスポーツでの使用に適したモデル
です。付属の３種類のレンズから天候や状況に合
わせてレンズを交換することが可能です。調整可
能なソフトノーズパッドとフレキシブルなテンプ
ルで常に安全でストレスのないフィッティングを
保ちます。

スポーティーなハーフリムスタイルのモデルです。
付属の３種類のレンズから天候や状況に合わせ
てレンズを交換することが可能です。調整可能な
ノーズパッドとテンプルによりしっかりとしたフィッ
ティングが得られます。

￥11,000（税別） 

￥9,000（税別） 

ワンクリックでレンズを本体から外すことができ、
付属の３種類のレンズから天候や状況に合わせ
て選んだものを簡単にはめることができます。ダ
イレクトベンチレーションで曇りを防ぎ、クール
なカラーがセンセーショナルな印象を与えます。

ハイキング、ジョギング、サイクリングなど様々な
スポーツに対応してくれるモデルです。シンプルで
ありあがらスピード感のあるデザインが特徴です。
付属の３種類のレンズから天候や状況に合わせ
てレンズを交換することが可能です。

ホワイト
53.1.601.8816
ライトミラーシルバー（cat.3）
ライトミラーオレンジ（cat.1）
クリア（cat.0）

ブラック（レッド）
53.0.819.2213
ミラーレッド（cat.3）
ライトミラーオレンジ（cat.1）
クリア（cat.0）

ブラックブルー
53.2.046.2416
ミラーブルー（cat.3）
ライトミラーオレンジ（cat.1）
クリア（cat.0）

ブラックマットイエロー
53.0.978.2616
ミラーイエロー（cat.3）
ライトミラーオレンジ（cat.1）
クリア（cat.0）

ブラックマット
53.1.601.2216
ライトミラーシルバー（cat.3）
ライトミラーオレンジ（cat.1）
クリア（cat.0）

ブラック（シルバー）
53.0.819.2216
ライトミラーシルバー（cat.3）
ライトミラーオレンジ（cat.1）
クリア（cat.0）

ブラックレッド
53.2.046.2316
ミラーレッド（cat.3）
ライトミラーオレンジ（cat.1）
クリア（cat.0）

ブラック
53.0.978.2216
ライトミラーシルバー（cat.3）
ライトミラーオレンジ（cat.1）
クリア（cat.0）

ブラック（ブルー）
53.0.819.2214
ミラーブルー（cat.3）
ライトミラーオレンジ（cat.1）
クリア（cat.0）

3種類の異なる明るさのレンズが付
属しており、状況によりレンズを交
換することが可能です。

装着感の良いやわらかいノーズパッ
ドは、長時間でも快適に使用可能
です。

テンプルエンドにはズレを防ぐやわ
らかいラバー素材が使用されてい
ます。

ホワイト
53.0.978.8116
ミラーピンク（cat.3）
ライトミラーオレンジ（cat.1）
クリア（cat.0）

ブラックマット
53.2.046.2210
ライトミラーシルバー（cat.3）
ライトミラーオレンジ（cat.1）
クリア（cat.0）

・レンズチェンジシステム
・uvex supravision®
・イージークリーン
・ライトミラー
・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
・UVA,UVB,UVC protection up to 400 nm 
・ケース付き

・レンズチェンジシステム
・ライトミラー
・アジャスタブルノーズパッド
・ソフトイヤーピース
・ダイレクトレンズベンチレーション
・UVA,UVB,UVC protection up to 400 nm 
・ケース付き

・レンズチェンジシステム
・ライトミラー
・ソフトノーズパッド
・ソフトテンプルエンド
・UVA,UVB,UVC protection up to 400 nm 
・ケース付き

・レンズチェンジシステム
・ライトミラー
・アジャスタブルノーズパッド
・ソフトテンプルエンド
・UVA,UVB,UVC protection up to 400 nm 
・ケース付き

uvex sportstyle 802

uvex sportstyle 104 uvex blaze III

uvex sportstyle 115interchange-
able lens
technology features

uvex blaze III

3

1

2

31 2
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天候、時間などのあらゆる状況にあわせてレンズを交換
することができます。眩しさをしっかりと防いでくれる
cat.3のレンズから、夜間でも風や虫からの目の保護とし
て使用できるcat.0のレンズまでの組み合わせとなって
おり、素早く簡単にレンズを交換できます。
全てのレンズカラーがUVA、UVB、UVCから目を保護し
ます。

Lens change system Soft nose pad Soft temple endwherever  
you ride
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￥8,000（税別） 

￥10,000（税別） 

￥10,000（税別） 

uvex lgl 42 は太陽の輝く夏の日にぴったりの
オールラウンドモデルです。鮮やかで、クラシカ
ルで、かつマットなこのスタイルは、様々なファッ
ションにもマッチし、紫外線からも目を守ります。

uvex lgl 21 は街中やビーチなど様々なシーン
にマッチするスタイルです。流行のフレームカラー
にミラーレンズのコンビネーションはどのような
シーンでも人を引き立て、同時に紫外線からも目
を保護します。

uvex lgl 39 は鮮やかなカラーとテンプルの大き
なuvex ロゴが印象的です。街中やビーチ、ハイキ
ングにもマッチするモデルです。もちろんレンズに
は紫外線から目を保護する機能が備わっています。

uvex eyewear case rectangle ￥1,300（税別）

￥10,000（税別） 

uvex lgl 43 は優れた製造プロセスと鮮やかな
カラーコンビネーション、傑出したスタイリッシュ
なデザインに特徴付けられます。ソフトなテンプ
ルは、快適な着け心地の良さを提供します。

ブルーハバナ
53.2.048.4616
ミラーブルー（cat.3）

ブラック
53.2.048.2216
ライトミラーシルバー（cat.3）

マルチカラー
53.2.048.2316
ミラーピンク（cat.3）

ブラックマット
53.2.012.2216
ミラーシルバー（cat.3）

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

（cat.3）

ブラックマットブルー
53.2.012.2416
ミラーブルー（cat.3）

ブラックマットホワイト
53.2.012.2816
ミラーレッド（cat.3）

トランスパレントグレイマット
53.0.876.5516
ライトミラースモークディグレイド

（cat.3）

ブラックマット
53.0.876.2210
スモーク（cat.3）

ブルーグレイマット
53.2.032.4514
ミラーブルー（cat.3）

ブラックパープルマット
53.2.032.2316
ミラーピンク（cat.3）

ブラックトランスパレント
53.2.032.2916
ミラーシルバー（cat.3）

53.9.136.2200

ブルーマットハバナ
53.2.032.4616 
ライトミラーシルバー（cat.3）

最大400nmのUVA、UVB、UVC
から目を保護します。

美しいミラーレンズは、しっかりと眩
しさもシャットアウトします。

非常に軽量なフレーム構造で、一日
中快適に使用できます。 ブラックマットレッド

53.0.876.2213
ミラーレッド（cat.3）

ブラックマットブルー
53.0.876.2214
ミラーブルー（cat.3）

・UVA,UVB,UVC protection up to 400 nm

・UVA,UVB,UVC protection up to 400 nm

・UVA,UVB,UVC protection up to 400 nm

・UVA,UVB,UVC protection up to 400 nm

uvex lgl 39

uvex lgl 43 uvex lgl 42

uvex lgl 21
lifestyle

features
uvex lgl 43

3

1 2

31 2
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眩しさの影響を軽減し、ファッショナブルに思う存分に太
陽を楽しむ！毎日の通勤、街の中、そして海や森の中など
のアウトドアレジャーでも。
あらゆる場面でも、最大400nmのUVA、UVB、UVCか
ら目を保護します。

uvex lgl 43はクラシックで繊細なフレームデザインと美
しいミラーレンズのコンビネーションです。

UV protection Mirrored lenses Comfort includedwherever  
you ride
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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。

[ 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。

[ 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。

￥4,000（税別） 

￥4,000（税別） 

uvex sportstyle 511 はジュニア用のカジュア
ルスポーツグラスです。シンプルなuvexのロゴの
入ったクラシカルなフレームです。レンズはUVA、
UVB、UVC紫外線からしっかりとお子様の目を
保護します。

uvex sportstyle 507 はカジュアルカラーの子
供用スポーツグラスです。フレームはストレスの
少ないフレキシブルな素材で、ライトミラーレンズ
は効果的にぎらつきを抑制し、紫外線から目を保
護します。より便利に、快適に使えるヘッドバンド
も付属されています。

ピンククリア
53.2.027.3916
ミラーピンク（cat.3）

ブルークリア
53.2.027.4916
ミラーブルー（cat.3）

グレイクリア
53.2..027.5916
ライトミラーシルバー（cat.3）

ホワイトトランスパレントカモ
53.2.027.8916
ライトミラーシルバー（cat.3）

ピンクパープル
53.3.866.6616
ミラーピンク（cat.3）

ブラックマットグリーン
53.3.866.2716
ミラーグリーン（cat.3）

ブルーオレンジ
53.3.866.4316
ミラーオレンジ（cat.3）

ブラックマットレッド
53.3.866.2316
ミラーレッド（cat.3）

・ライトミラー
・ヘッドバンド
・UVA,UVB,UVC protection up to 400 nm

・ライトミラー
・フレックスフレーム
・ソフトテンプルエンド
・ヘッドバンド
・UVA,UVB,UVC protection up to 400 nm

uvex sportstyle 507

uvex sportstyle 511

[ 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。

with decentered lens:
distortion-free view

without decentered lens:
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。

（EN ISO 12312-1 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。

[ 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。

Light condition

Filter category
Transmission 80 - 100 %cat. 0 18 - 80 %cat. 1-2 8 – 18 %cat. 3 3 – 8 %cat. 4

medium bright // brightlow light bright glare

[ 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。

kids

tech summary

Mission and 
responsibility

14

with uvex coating

no coating
no coating

uvex supravision® coating 

15

子供たちの特別なニーズに合わせて設計された、高品質
ながらユニークなキッズコレクションです。
ファッショナブルで眩しさを軽減してくれるミラーレンズは、
最大400 nmのUVA、UVB、UVCから目を保護します。
付属のヘッドバンドが落下を防止し、より便利に、快適に
使用できます。

私たちの願い：“made in uvex”
uvexグループの持続可能性の目標には、生態学、経
済、労働条件と人権、従業員と社会、そして製品とい
う責任のある分野が含まれます。
ここで特に重点を置いているのは、生産設備の拡張と
近代化です。お客様に選ばれたuvex 製品は、当社の
高品質基準を満たした製品となります。
私達はこれを「made in uvex」という原則のもと確
実にしていきます。

環境への取り組み
私たちは、特にCO2削減の分野で大きな目標を設定し、
過去3年間でこの目標が単なるヴィジョンではないこ
とを示しました。
持続可能性への取り組みのおかげで、自社工場のCO2

排出量は大幅に削減されました。一部のプラントでは、
2016年以降、最大63％のCO2が節約されています。
私達の未来のために － protecting people.

私たちは90年以上もの間、スポーツ、レジャー、
ワークのあらゆるシーンで、人々を守るための高
品質な商品を製作し、販売してきました。人々を
守りたいなら、責任も持たなくてはなりません。
このミッションのために、私たちの義務は継続的
に社会的責任があるという自覚を持った行動を
とることにつながるのです。

ウベックスグループ
マネージングパートナー
マイケル・ウィンター

wherever  
you ride
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uvex-sports.jpuvex-sports.jp

株式会社 ウベックス スポーツ ジャパン株式会社 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 〒 101-0054 東京都千代田区神田錦町 3-6 神田錦町フロント神田錦町フロント7F　7F　TEL: 03-5283-5561　FAX: 03-5283-5562TEL: 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。※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。※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。※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。
※2021年1月1日（金）よりカタログ掲載の価格が適用されます。※2021年1月1日（金）よりカタログ掲載の価格が適用されます。
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