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Eyewear uvex sportstyle 236

スマートでシャープ、そしてスポーティー。スポー
ツでもストリートでも。新しい uvexシールドデ
ザインはトレンドと同じくらい大きいです。
スタイリッシュな XXLレンズを備えた特別に開
発されたこのシリーズは、従来のデザインと比較
して非常に広い視野を持っています。
各レンズはワンピースでできており、しっかりとフ
ィットするようデザインされています。これにより、
このコレクションはトレンドだけではなく、空力
的であり、防風性を備え、しっかりと目を保護し
ます。

新しいuvexシールドデザインのクールな色とミ
ラーの組み合わせには、1つの共通点があります。
それは壮大な景色です。
街でのサイクリング、ランニング、そしてタウンユー
スにも適します。 スタイリッシュで機能的、高
性能なコレクションです。

プロフェッショナルまたはレクリエーション。コン
ペティションまたはファン。

ドイツのフュルトに本拠を置くuvex は、個人用
保護具の世界的なメーカーの1つであり、90年
以上に渡り先駆的な技術と革新的な製品を世
界に発信し続けてきました。

レジャーでも、スポーツでも、仕事でも。uvex 製
品は最高の成果をサポートします。
uvex　-　protecting people since 1926.

ほこりっぽい道または熱いアスファルト。眩しい
太陽や降りしきる雨。さまざまな場面で安全に
使用できるようuvexレンズテクノロジーは開発
されています。
wherever you go.

uvex colorvision® 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。ア
ンバー、スモーク、ブラウン、グリーンの4つの
colorvision®フィルターは、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 
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つのレンズで幅広い天候に対応してくれま
す。uvex polavision®テクノロジーは、乱反射
を抑え、くっきりとした視界が得られます。uvex 
supravision®テクノロジーは、独自のレンズ内
側にコーティングされた超曇り止め加工により、
視界を鮮明に保ちます。

UVA,UVB,UVC protection 

ハイパフォーマンスシールドモデルのuvex 
sportstyle 236は、ミラーレンズが装備され、ク
リアの交換レンズが付属します。レンズからそれぞ
れのフレームパーツを外して交換するという特徴
的なレンズ交換システムです。

・コントラストの強調
・色覚の強化
・UVA,UVB,UVC protection 

・オートマティックなレンズカラーの変化
・プロテクションレベル cat.1 - cat.3
・約25秒での反応

・乱反射のカット
・ぎらつきの無いくっきりとした視界
・目の疲労の軽減

・独自の超曇り止めコーティング
・安全性を高める耐衝撃性
・UVA,UVB,UVC protection 

uvex sportstyle 236

uvex variomatic®テクノロジーを採用した新し
いuvex sportstyle 231 Vシールドは、自然光
に自動的に反応し素早く明暗変化します。幅広い
天候に対応する高機能でクールなデザインのモ
デルです。

uvex sportstyle 231 V

新しいシールドデザインのuvex sportstyle 235
は、カーブのあるフレームと調整可能なソフトノ
ーズパッドによりフィッティングに優れたモデル
です。
ミラーコーティングされた特大のレンズにより、広
い視界が得られます。

uvex sportstyle 235

uvex colorvision®

uvex variomatic®

uvex polavision®

uvex supravision®

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。
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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。

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

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

￥22,000（税込） 

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。

クリアの交換レンズが付属す
るハイパフォーマンスシール
ドモデル。

ブラックマット （ブルー）
53.2.096.2204
ヴァリオマティック®
ライトミラーブルー（cat.1-3）
クリア（cat.0）

ブラックマット （レッド）
53.2.096.2203
ヴァリオマティック®
ライトミラーレッド（cat.1-3）
クリア（cat.0）

ブラックマット （グリーン）
53.2.096.2207
ヴァリオマティック®
ライトミラーグリーン（cat.1-3）
クリア（cat.0）

ライトミラ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® 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。クリアの交換
レンズが付属します。

￥23,100（税込） ￥20,900（税込） 

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
53.0.994.2203
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
53.0.994.8803
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）

・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
・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
・レンズチェンジシステム
・UVA,UVB,UVC protection
・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
・ケース付き

uvex sportstyle 804 V

uvex sportstyle 231 V uvex sportstyle 803 race V

uvex 
variomatic®

uvex  
sportstyle 
231 V
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Eyewear uvex sportstyle 231 V 

uvex variomatic®

uvex supravision®

2-in-1

Features

Features Features
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￥16,500（税込） 

軽量であらゆるスポーツ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）

￥16,500（税込） 

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）

ホワイトマット
53.3.004.8816
ミラーグリーン （cat.2）
クリア （cat.0）

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）

ライノー / ディープスペースマット
53.3.004.5416
ミラーブルー （cat.3）
クリア （cat.0）

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）

ブラックマット
53.3.004.2216
ミラーシルバー （cat.3）
クリア （cat.0）

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）

ブラック / イエローマット
53.3.004.2616
ミラーイエロー （cat.2）
クリア （cat.0）

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）

クリアの交換レンズが付属し、
レンズからそれぞれのフレー
ムパーツを外して交換すると
いう特徴的なレンズ交換シ
ステムです。

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。

調整可能なノーズパッドとテ
ンプルエンドによりベストな
ポジションでの装着が可能
です。

￥19,800（税込） 

クリアの交換レンズを備えた高機能なシールドス
タイルのモデルです。uvex supravision® （曇り
止め）テクノロジーを採用し、調整可能なノーズパッ
ドとテンプルエンドでしっかりとフィッティング
します。

・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
・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
・ケース付き

・uvex supravision®
・イージークリーン
・アジャスタブルノーズパッド
・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 
・アジャスタブルテンプルレングス
・アジャスタブルイヤーピース
・UVA,UVB,UVC protection up to 400 nm 
・ケース付き

uvex sportstyle 802 V small

uvex sportstyle 802 V

allround

uvex  
sportstyle 
236

uvex sportstyle 236
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Eyewear uvex sportstyle 236

High-performance

uvex supravision®

Comfortable fit

Features Features

Features
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￥19,800（税込） 

￥16,500（税込） 

￥13,200（税込） 

￥8,800（税込） 

小顔の方向けのシールドスタイルのモデルで
す。クリアの 交換レンズ が 付属します。uvex 
supravision® （曇り止め）テクノロジーを採用し、
調整可能なノーズパッドとテンプルエンドでしっ
かりとフィッティングします。

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。

ミラーコーティングが施された視界の広い大型
のシールドデザインはとてもクールです。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。

視野の広いシールドは、上下のフレームが着
脱可能 で 様々なスタイルで の 使用が 可能 で
す。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。

・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
・UVA,UVB,UVC protection up to 400 nm

Features

・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

Features

アクア / ブラックマット
53.3.005.4216
ミラーブルー （cat.3）
クリア （cat.0）

プラム / ブラックマット
53.3.005.3216
ミラーシルバー （cat.3）
クリア （cat.0）

ホワイトマット
53.3.005.8816
ミラーレッド （cat.2）
クリア （cat.0）

ライノー / ディープスペースマット
53.2.065.5416
ミラーブルー （cat.2）

ホワイトマット
53.2.065.8806
ミラーブルー （cat.2）

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

ブラック / イエローマット
53.2.065.2616
ミラーイエロー （cat.3）

シルバー / プラムマット
53.2.065.5316
ミラーレッド （cat.2）

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

モス / ローズマット
53.2.067.7316
ミラーローズ （cat.2）

ホワイト / ブラック
53.2.067.8206
ミラーレッド （cat.2）

ブラック / サンドマット
53.2.067.2816
ミラーシルバー （cat.2）

ブラックマット
53.2.067.2206
ミラーブルー （cat.2）

ブラック / イエローマット
53.2.067.2616
ミラーイエロー （cat.3）

ライノー / ディープスペースマット
53.3.003.5416
ミラーブルー （cat.2）

ブラックマット
53.3.003.2216
ミラーシルバー （cat.3）

モスグレープフルーツマット
53.3.003.7316
ミラーレッド （cat.2）

・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
・アジャスタブルノーズパッド
・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
・アジャスタブルテンプルレングス
・アジャスタブルイヤーピース
・UVA,UVB,UVC protection up to 400 nm
・ケース付き

uvex sportstyle 236 small

uvex sportstyle 231

uvex sportstyle 228

uvex sportstyle 235
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￥13,200（税込） ￥12,100（税込） 

￥16,500（税込） 

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。

￥9,900（税込） 

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（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（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）

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）

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）

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）

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。

￥12,100（税込） 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）

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

Features

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® 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。

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。

ライノーブラックマット
53.2.061.5297
カラーヴィジョン®
ミラーシャンパン（cat.3）

パールプラムマット
53.2.061.8398
カラーヴィジョン®
ミラープラズマ（cat.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）

・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
・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 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 802

uvex sportstyle 104

uvex blaze III

uvex sportstyle 805 CV  

uvex 
colorvision®

uvex  
sportstyle 
805 CV
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uvex colorvision®

UV protection

Adjustable nose pad

Features

Features

Features

Features
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uvex eyewear case rectangle ￥1,430（税込）

53.9.136.2200

直線的なフレームデザイン
にマットカラーがモダンなラ
イフスタイルモデルです。

乱反射を抑え、くっきりとし
た視界が得られます。

最大400nmのUVA、UVB、
UVCから目を保護します。

￥8,800（税込） 

￥11,000（税込） 

uvex lgl 49 P はミラーレンズを採用したクラシッ
クなデザインのライフスタイルモデルです。uvex 
polavision®（偏光）テクノロジーは、ぎらつきを
抑えくっきりとした視界が得られます。

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。

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 39 はトレンディなカラーコンビネーショ
ンが特徴的です。ミラーレンズを採用したクラシッ
クなデザインは街中やビーチ、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。

￥8,800（税込） 

￥11,000（税込） 

ハバナマット
53.2.099.6660
ポラヴィジョン®
ミラーゴールド（cat.3）

ブルーハバナ
53.2.048.4616
ミラーブルー（cat.3）

スモークマット
53.2.099.2250
ポラヴィジョン®
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）

ブルーマット
53.2.048.4416
ライトミラーシルバー（cat.3）

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）

レッドマットホワイト
53.2.012.3816
ライトミラーシルバーディグレイド 
（cat.3）

ブルーグレイマット
53.2.032.4514 
ミラーブルー（cat.3）

ブラックマット
53.2.012.2216
ミラーシルバー（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）

グレイマット / オレンジ
53.2.012.5616
ミラーオレンジ（cat.3）

グレイマットブルー
53.2.012.5416
ミラーブルー（cat.3）

・UVA,UVB,UVC protection up to 400 nm

・uvex polavision®
・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 49 P

uvex lgl 43

lifestyle

uvex  
lgl 49 P

uvex lgl 39

uvex lgl 42
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Eyewear uvex lgl 49 P

With an edge

uvex polavision®

UV protection

Features

Features

Features

Features
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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。

￥4,400（税込） 

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）

protecting planet

1,113 tons of CO₂ 
savings

ミラーレンズを採用しスポー
ティーでクールなデザインの
キッズモデルです。大事な子
供の眼を眩しさや紫外線か
ら保護します。

フレキシブルなフレーム素材
は丈夫で壊れにくく、ソフト
で圧迫感の少ない装着感を
実現します。

テンプルエンドに装着できる
ストラップが付属し、子供が
落としたり紛失することを防
ぎます。

・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

[ 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。

tech summary

protecting 
planet

kids

uvex  
sportstyle 
507
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with uvex coating

no coating
no coating

uvex supravision® coating 

15

私達 uvex グループは、グループ全体で環境保
護とより環境にやさしい未来のために高い目標
を設定しています。長年にわたり、私達はエコロ
ジカル・フットプリントの消滅と中和に協力して
きました。特に、気候保護、原材料の慎重な使用、
および全製品範囲の生産における省資源プロセ
スに重点を置いています。

今日、人々を保護するという私たちの使命は、こ
れまで以上に重要になっています。私達 uvex
グループは、人々を保護するという私たちの使命
に基づいて、社会と環境に対する責任を常に認
識してきました。 私は、コロナウイルスのパンデ
ミックが終わった後も、持続可能性のトピックが
加速し続けると確信しています。 
このような背景から、uvexグループ全体が長期
的なCO2ニュートラルの成長に取り組んでいます。

生産とサプライチェーンをアジ
アからヨーロッパに移転するこ
とで、毎年1,113トンの CO2を
節約しています。そして今後、よ
り節約できると予測してます。

ドイツでの現地生産、省エネプ
ログラム、自社工場での熱回収、
持続可能な材料と持続可能な
包装材使用の増加：多くの対策
を講じて、私たちは人々と地球
を保護しています。

For cool kids

Flex frame

Eyewear strap

Features

Michael Winter 
Managing Partner
of the uvex group
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DEUTSCH // €

wherever 
you are

2021 // 2022  JP

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
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※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。
※2022年1月1日よりカタログ掲載の価格が適用されます。※2022年1月1日よりカタログ掲載の価格が適用されます。
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