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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. 

Victor Muffat-Jeandet
Helmet uvex race 3 carbon
Goggle uvex contest CV race

Victor Muffat-Jeandet
Helm uvex race 3 carbon
Goggle uvex contest CV race
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uvex race+
￥35,200 （税込）

uvex race+は、
エルゴノミックにシェイプされた
軽量で快適なハイパフォーマンス
レーシングヘルメットです。
空力学的に優れ、安全性も兼ね備えた
このヘルメットは世界中のアスリートから
信頼を得ています。

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

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

ブラック／シルバー
56.6.172.2703 // 53-54
56.6.172.2704 // 55-56
56.6.172.2705 // 56-57
56.6.172.2706 // 58-59
56.6.172.2707 // 59-60

ホワイト／ブルー
56.6.172.1403 // 53-54
56.6.172.1404 // 55-56
56.6.172.1405 // 56-57
56.6.172.1406 // 58-59
56.6.172.1407 // 59-60

ホワイト／ライム
56.6.172.1603 // 53-54
56.6.172.1604 // 55-56
56.6.172.1605 // 56-57
56.6.172.1606 // 58-59
56.6.172.1607 // 59-60

Features

＋technology
ハードシェルテクノロジー
3 シェルサイズ
ベンチレーション
モノマティッククロージャー
ヘッドバンドホルダー
抗菌インナー
チンガード取付可
FISルール適応
EN 1077：2007 A
ASTM F2040 認証

Accessories

chin guard（別売）
￥9,350 （税込）
ブラック（メタル）
56.9.171.2201 //race+
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proudly
protected
by uvex

Protecting people これは私達の使命と責任であり、情
熱でもあります。私達は私達の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。

   

athletes

1

Eric Frenzel 
Nordic Combined

Kira Weidle 
Downhill

 Thomas Dreßen 
Downhill

 Josef Ferstl  
Super-G

Victor Muffat-Jeandet 
Alpine Ski Combined

Dominik Paris 
Downhill 
Super-G

Clément Noël 
Slalom

Victor Muffat-Jeandet 
Alpine 

Eric Frenzel 
n

 Josef Ferstl  
Super-G

 Thomas Dreßen 

Dominik Paris 
Downhill 
Super-G

Clément Noël 
Slalom
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ブラック／ライム
56.6.172.9103 // 53-54
56.6.172.9104 // 55-56
56.6.172.9105 // 56-57
56.6.172.9106 // 58-59
56.6.172.9107 // 59-60
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uvex jakk+ IAS
￥31,350 （税込）

あらゆるゲレンデでのフリースキーにも適し、
オプション（別売）のチンガードを取り付けると
高性能スラロームヘルメットに即座に変わります。
強靭ながらも軽量で幅広い用途に
適したヘルメットです。

Features

＋technology
ハードシェルテクノロジー
3 シェルサイズ
IAS 3D フィットシステム
ベンチレーション
モノマティッククロージャー
ヘッドバンドホルダー
リムーバブルライナー（抗菌）
インプルーブドアコースティック
チンガード取付可
FASストラップ
EN 1077：2007 B 認証

Accessories

chin guard（別売）
￥9,350 （税込）
ブラック（メタル）
56.9.220.1001 //jakk+

ブラックマット
56.6.247.1003 // 52-55
56.6.247.1005 // 55-59
56.6.247.1007 // 59-62

ダークインクブルー
56.6.247.4003 // 52-55
56.6.247.4005 // 55-59
56.6.247.4007 // 59-62

ホワイトマット
56.6.247.2003 // 52-55
56.6.247.2005 // 55-59
56.6.247.2007 // 59-62

uvex race 3 carbon
￥110,000 （税込）

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

Ultra light weight.
Ultra strong.
Ultra carbon. 
uvex race 3 carbonは、
ウベックストップアスリートの
レースヘルメットです。

Features

カーボンテクノロジー
2 シェルサイズ
モノマティッククロージャー
抗菌インナー
FISルール適応
EN 1077：2007 A
ASTM F2040 認証
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Max Franz

ダークスレートオレンジ
56.6.247.3003 // 52-55
56.6.247.3005 // 55-59
56.6.247.3007 // 59-62
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uvex instinct visor
￥36,300 （税込）

エッジの効いたプログレッシブなデザインの
バイザーヘルメットです。
開閉式の優れたベンチレーションシステムを備え、
ワイドビューを実現するバイザーには
uvex supravision® くもり止めコーティングが
施されています。

Features

ハードシェルテクノロジー
uvex supravision® テクノロジー
2シェルサイズ
IAS フィットシステム
開閉式ベンチレーション
モノマティッククロージャー
インプルーブドアコースティック
FAS ストラップ
眼鏡使用可能
EN 1077:2007B 認証

ホワイト/ブラックマット
56.6.260.5005 // 56-58
56.6.260.5007 // 59-61
ライトミラーシルバー／レーザー
ゴールドライト(S2）

ブラックマット
56.6.260.2005 // 56-58
56.6.260.2007 // 59-61 
ライトミラーシルバー／レーザー
ゴールドライト(S2）

uvex wanted visor
￥29,700 （税込）

美しいミラーのバイザーとクリーンな
シェルデザインがマッチしたヘルメットです。
開閉式のベンチレーションシステムと
襟元を覆うネックウォーマーシステムにより
快適な装着感を実現します。
バイザーには、くもり止めコーティングが施されています。

Features

ハードシェルテクノロジー
uvex supravision® テクノロジー
2シェルサイズ
IAS フィットシステム
開閉式ベンチレーション
モノマティッククロージャー
ネックウォーマー機能
FAS ストラップ
眼鏡使用可能
EN 1077:2007B 認証
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ブラックマット
56.6.262.1005 // 54-58
56.6.262.1007 // 58-62
レッドミラー/レーザーゴールド
ライト(S2）

クロコダイルマット
56.6.260.3005 // 56-58
56.6.260.3007 // 59-61
ライトミラーシルバー／レーザー
ゴールドライト(S2）

ライノーマット
56.6.262.3005 // 54-58
56.6.262.3007 // 58-62
ブルーミラー/レーザーゴールド
ライト(S2）
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uvex ultra pro
￥26,400 （税込）

シェル上部には耐衝撃性に優れた
ハードシェル素材、
側面には軽量なインモールド製法を用いた
ハイブリッドテクノロジー。
高機能COOLMAX®インナーライニングと
磁気FIDLOCKバックルを採用した
快適なヘルメットです。

Features

ハイブリッドテクノロジー
2シェルサイズ
IAS フィットシステム
開閉式ベンチレーション
FIDLOCK®バックル
ヘッドバンドホルダー
リムーバブルライナー(抗菌)
COOLMAX®ライニング
FAS ストラップ
EN 1077:2007B 認証

ホワイト／グレイマット
56.6.249.1005 // 55-59

リーフ／ブラックマット
56.6.249.4005 // 55-59
56.6.249.4007 // 59-61

WOMEN’S EDITION 

uvex ultra pro WE
￥27,500 （税込）

スタイリッシュなレディースヘルメット。
耐衝撃性と軽さを兼ね備えた
ハイブリッドテクノロジー構造に、
高機能COOLMAX®インナーライニングと
磁気FIDLOCKバックルを採用した
快適なヘルメットです。

Features

ハイブリッドテクノロジー
IAS フィットシステム
開閉式ベンチレーション
FIDLOCK®バックル
ヘッドバンドホルダー
リムーバブルライナー(抗菌)
COOLMAX®ライニング
FAS ストラップ
EN 1077:2007B 認証
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ブラック
56.6.249.2005 // 55-59
56.6.249.2007 // 59-61

グレイ／インクマット
56.6.249.3005 // 55-59
56.6.249.3007 // 59-61

アブストラクトカモマット
56.6.249.7005 // 55-59
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uvex legend
￥19,800 （税込）

新たに開発された
オールマウンテンヘルメット。
高度なベンチレーション機能を備えた、
斬新なヘリパイロットデザイン。
IAS 3Dフィットシステムにより
高度なフィッティングを実現する
ドイツ製のニュースタイルヘルメットです。

Features

ハードシェルテクノロジー
2 シェルサイズ
IAS 3D フィットシステム
開閉式ベンチレーション
モノマティッククロージャー
ヘッドバンドホルダー
FAS ストラップ
アジアンフィット（55-59cmのみ）
EN 1077：2007 B 認証

ラグーンマット
56.6.230.3005 // 55-59

アンスラサイトマット
56.6.230.7005 // 55-59
56.6.246.9007 // 59-62

ホワイトマット
56.6.230.2005 // 55-59
56.6.246.2007 // 59-62

ダークインクマット
56.6.230.5005 // 55-59
56.6.246.5007 // 59-62

ブラックマット
56.6.230.1005 // 55-59
56.6.246.1007 // 59-62

uvex primo
￥25,300 （税込）

シンプルなデザインで高級感のあるヘルメット。
優れたベンチレーション機能を備え、
IAS 3Dフィットシステムにより
高度なフィッティングを実現します。
安全性の高いハードシェル素材のヘルメットです。

Features

ハードシェルテクノロジー
3 シェルサイズ
IAS 3D フィットシステム
開閉式ベンチレーション
モノマティッククロージャー
ヘッドバンドホルダー
FAS ストラップ
EN 1077：2007 B 認証

ブラックマット
56.6.227.2003 // 52-55
56.6.227.2005 // 55-59
56.6.227.2007 // 59-62

ネイビーブルーマット
56.6.227.4005 // 55-59
56.6.227.4007 // 59-62
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ダークスレート
オレンジマット
56.6.227.5105 // 55-59
56.6.227.5107 // 59-62

レッドマット
56.6.230.4005 // 55-59
56.6.246.4007 // 59-62
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uvex p1us 2.0
￥19,800 （税込）

軽量ながらも衝撃に強い
+technology素材を使用し、
快適性と高い安全性を兼ね備えた
uvex p1us 2.0。
シンプルに洗練されたフォルム、
優れたフィッティングで
多くの人に支持される
ハイパフォーマンスモデルです。

Features

＋technology
ハードシェルテクノロジー
3 シェルサイズ
IAS フィットシステム
開閉式ベンチレーション
モノマティッククロージャー
ヘッドバンドホルダー
リムーバブルライナー（抗菌）
インプルーブドアコースティック
FAS ストラップ
EN 1077：2007 B 認証

プロセッコ
メタリックマット
56.6.211.9203 // 52-55
56.6.211.9205 // 55-59

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

ピンクマット
56.6.211.9103 // 52-55
56.6.211.9105 // 55-59

オリーブマット
56.6.211.6105 // 55-59
56.6.211.6107 // 59-62

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

ストラトメタリックマット
56.6.211.5003 // 52-55
56.6.211.5005 // 55-59
56.6.211.5007 // 59-62

adult
goggles
山林でのパウダー、
または整備されたトレイルにおいても、
uvexスキーゴーグルは
クリアな視界と包括的な保護を提供します。
高品質の素材、革新的なデザイン、
トレンドのミラーレンズ、快適なフィッティング。
晴れ、曇り、雪。朝日が昇り始めてから日没まで。
様々な光の条件の中で。全てのコンディションの中で。
そして、アスリートからバックカントリー、
ファンスキーヤー、眼鏡使用者、ジュニア、キッズまで
全てのウィンタースポーツを楽しむ人々へ。
uvex variomatic®、uvex polavision®、
uvex colorvision®、Take offテクノロジー、
様々なテクノロジーからあなたに最適なゴーグルを。

lens
technologies
アグレッシブにスロープを駆け下りる。
uvexレンズテクノロジーにより、様々
な異なる状況下においてもスロープを
はっきりと認識することができます。
uvex colorvision®テクノロジーは、
カラーフィルターによりコントラストを
強化し、困難な斜面でもユニークな
ライディングを可能にします。
uvex variomatic®レンズは、紫外線
量にフォトクロミック層が反応し、自
動的にレンズカラーが変更し対応しま
す。
uvex polavision®レンズは、ピステ
上の乱反射を抑え、ぎらつきのないく
っきりとした視界が得られます。
全てのuvexスキーゴーグルは、uvex 
supravision®コーティングテクノロ
ジーにより、厳しい条件下でも曇りに
くく、クリアな視界を確保します。

uvex variomatic®
・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　S1-S3
・約25 秒での反応

uvex supravision®
・独自の超曇り止めコーティング
・歪みのない視界
・耐衝撃レンズ

uvex polavision®
・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

uvex colorvision®
・コントラストの向上
・革新的なシングルレンズ
・更に向上した曇り止め
・最大15％の視野の拡大

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



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®

variomatic® polavision®
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uvex downhill 2000 VP X
￥37,400 （税込）

軽量で視界の広い
uvex downhill 2000シリーズ。
VP Xはアウターレンズに眩しさを
調整してくれるuvex variomatic®
調光機能、インナーレンズに乱反射を抑え
ぎらつきを取り除くuvex polavision®
偏光機能を併せ持つ最上級モデルです。

Features

UVA UVB UVC protection
uvex supravision® テクノロジー
uvex variomatic® テクノロジー
uvex polavision® テクノロジー
ディセンタードレンズテクノロジー
球面ダブルレンズ
シリコンラバーストラップ
アジアンフィットフォーム

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）

ホワイト
55.5.111.1021
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）

 a
du

lt
 g

og
gl

es
   

15
-2

3

uvex downhill 2000 V
￥33,000 （税込）

軽量で視界の広い
uvex downhill 2000 シリーズ。
フルミラーコーティングの
uvex variomatic®調光レンズは
ファッショナブルで気象条件に合わせ
レンズカラーが変化し
幅広い天候に対応します。
アジアンフィットフォームで
快適な装着感のゴーグルです。

Features

UVA UVB UVC protection
uvex supravision® テクノロジー
uvex variomatic® テクノロジー
ディセンタードレンズテクノロジー
球面ダブルレンズ
シリコンラバーストラップ
アジアンフィットフォーム

ブラックマット／グリーン
55.5.123.2130
グリーンミラー
ヴァリオマティック／
クリア（S1-3）

ブラックマット／レインボー
55.5.123.2030
レインボーミラー
ヴァリオマティック／
クリア（S1-3）

uvex downhill 2100 V
￥29,700 （税込）

進化したアイコンモデルuvex downhill 2100Vは、
より広い視界を実現しました。
ライトミラーコーティングの幅広い天候に対応する
uvex variomatic®調光レンズを採用し、
アジアンフィットフォームにより快適な
フィッティングが得られます。

Features

UVA UVB UVC protection
uvex supravision® テクノロジー
uvex variomatic® テクノロジー
ディセンタードレンズテクノロジー
球面ダブルレンズ
シリコンラバーストラップ
アジアンフィットフォーム
眼鏡使用可能

ブラックマット
55.5.391.2230
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
55.5.391.1130
ライトミラーシルバー
ヴァリオマティック／クリア（S1-3）

uvex g.gl 3000 V
￥19,800 （税込）

明るいピンクをベースとした
幅広い天候に対応する
uvex variomatic®調光レンズを採用。
アジアンフィットフォームにより
フィッティングは快適です。
眼鏡にも対応する視界の広い
シンプルなフレームデザインのゴーグルです。

Features

UVA UVB UVC protection
uvex supravision® テクノロジー
uvex variomatic® テクノロジー
ダブルレンズ
シリコンラバーストラップ
アジアンフィットフォーム
眼鏡使用可能

ホワイトマット
55.5.330.1030
ヴァリオマティックピンク／
クリア（S2-3）

ブラックマット
55.5.330.2030
ヴァリオマティックピンク／
クリア（S2-3）
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uvex downhill 2000 CV
￥23,100 （税込）

コントラストを強調する
uvex colorvision®テクノロジーレンズを
採用した球面ゴーグル。
曇り止めの強化されたシングルレンズ構造により、
15％視野が拡大。非常に軽量で、
ヘルメットにもしっかりとフィットします。
レースシーンにも適したゴーグルです。

Features

UVA UVB UVC protection
uvex supravision® テクノロジー
uvex colorvision® テクノロジー
球面シングルレンズ
ディセンタードレンズテクノロジー
シリコンラバーストラップ

uvex contest CV
￥24,200 （税込）

uvex contest CVは、
幅の広い構造で非常に視界の広い
シングルレンズのゴーグルです。
コントラストを強調する
uvex colorvision®テクノロジーは
快適な視覚体験を可能にします。
レースヘルメットにもパーフェクトに
フィットするデザインです。

Features

UVA UVB UVC protection
uvex supravision® テクノロジー
uvex colorvision® テクノロジー
球面シングルレンズ
ディセンタードレンズテクノロジー
シリコンラバーストラップ

ホワイトマット／
シルバー／グリーン
55.0.136.1030
シルバーミラー
colorvision® グリーン（S3）

ブラックマット／
ゴールド／グリーン
55.0.136.2030
ゴールドミラー
colorvision® グリーン（S2）

ホワイトマット／
オレンジ／グリーン
55.0.117.1330
オレンジミラー
colorvision® グリーン（S2）

ブラックマット／
オレンジ／オレンジ
55.0.117.2630
オレンジミラー
colorvision® オレンジ（S2）

ブラックマット／
オレンジ／グリーン
55.0.117.3030
オレンジミラー　
colorvision® グリーン（S2）

ブラックマット／
ブルー／オレンジ
55.0.117.2230
ブルーミラー
colorvision® オレンジ（S2）

ブラックマット／
オレンジ／イエロー
55.0.117.2530
オレンジミラー
colorvision® イエロー（S1）

uvex athletic CV
￥18,700 （税込）

レンズが大きいuvex athletic CVは、
多くのトップアスリートが使用するゴーグルです。
uvex colorvision®テクノロジーは、
コントラストを強調し
鮮明にフィールドを認識できます。
曇り止めの強化された
視界の広がるシングルレンズ構造。

Features

UVA UVB UVC protection
uvex supravision® テクノロジー
uvex colorvision® テクノロジー
シングルレンズ
シリコンラバーストラップ
眼鏡使用可能

ブラックマット／
ローズ／オレンジ
55.0.527.2330
ローズミラー
colorvision® オレンジ（S2）

ブラックマット／
ブルー／グリーン
55.0.527.2030
ブルーミラー
colorvision® グリーン（S2）

ブラックマット／
オレンジ／イエロー
55.0.527.3030
オレンジミラー
colorvision® イエロー（S1）

ホワイト／
ローズ／グリーン
55.0.527.1130
ローズミラー
colorvision® グリーン（S2）

ブラックマット／
ブルー／オレンジ
55.0.527.2230
ブルーミラー
colorvision® オレンジ（S2）

uvex colorvision®
uvex colorvision® レンズのカラーフィルターは、
柔らかく拡散する光の中でも、コントラストを高めてくれます。
また、革新的なシングルレンズ構造により、
曇り止め技術が向上し、広い視界を実現しました。

colorvision® グリーン

colorvision® オレンジ

colorvision® イエロー

uvex colorvision®

contest CV

downhill 2000 CV

athletic CV

item no.  

55.8.136.1130

55.8.136.1230

55.8.136.3030

55.8.117.2030

55.8.117.3030

55.8.527.1130

55.8.527.1230

55.8.527.2030

55.8.527.3030

ローズミラー
colorvision® グリーン（S2）

オレンジミラー
colorvision® イエロー（S1）

オレンジミラー
colorvision® グリーン（S2）

ブルーミラー
colorvision® グリーン（S2）

オレンジミラー
colorvision® グリーン（S2）

ローズミラー
colorvision® グリーン（S2）

オレンジミラー
colorvision® イエロー（S1）

ブルーミラー
colorvision® グリーン（S2）

オレンジミラー
colorvision® グリーン（S2）

Color

¥12,100

¥12,100

¥12,100

¥10,450

¥10,450

¥7,700

¥7,700

¥7,700

¥7,700

価格（税込）
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uvex g.gl 3000 TO
￥24,200 （税込）

take offテクノロジーは、
着脱可能なマグネット式のTOレンズにより、
瞬時に、そして容易に
天候や明るさへの対応が可能です。
近代的でクリーンなデザインの
高機能ゴーグルです。
眼鏡の方でも快適に使用できる
フレーム設計です。

Features

UVA UVB UVC protection
uvex supravision® テクノロジー
take off テクノロジー
ダブルレンズ
シリコンラバーストラップ
眼鏡使用可能

アンダーウォーターマット
55.1.331.7030
ベースレンズ：レーザーゴールド
ライト／クリア（S1）
TO レンズ：ゴールドミラー（S3）

ブラックマット／ブルー
55.1.331.4030
ベースレンズ：レーザーゴールド
ライト／クリア（S1）
TO レンズ：ブルーミラー（S3）

ライノーマット
55.1.331.5230
ベースレンズ：レーザーゴールド
ライト／クリア（S1）
TO レンズ：シルバーミラー（S3）

ブラックマット／レッド
55.1.331.2030
ベースレンズ：レーザーゴールド
ライト／クリア（S1）
TO レンズ：レッドミラー（S3）

uvex downhill 2000 FM
￥18,700 （税込）

軽量で視界の広い
uvex downhill 2000 シリーズの
スタンダードモデル。
スタイリッシュなフルミラーレンズを搭載し、
カラーバリエーションも豊富で
ヘルメットとのコーディネイトも楽しめます。
アジアンフィットフォームで
快適な装着感のゴーグルです。

Features

UVA UVB UVC protection
uvex supravision® テクノロジー
ディセンタードレンズテクノロジー
球面ダブルレンズ
シリコンラバーストラップ
アジアンフィットフォーム

アンダーウォーターマット
55.5.115.7030
オレンジミラー／ブルー（S2）

ホワイト／ピンク
55.5.115.1230
ピンクミラー／ローズ（S2）

ブラックマット／
レインボーローズ
55.5.115.2630
レインボーミラー／ローズ（S2）

ブラックマット／ゴールド
55.5.115.2530
ゴールドミラー／ブルー（S2）

ラグーンマット
55.5.115.4030
シルバーミラー／ブルー（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）

uvex athletic FM
￥11,000 （税込）

スピード感のあるスクエアな
デザインが特徴のuvex athletic FM。
フルミラーコーティングの
ダブルレンズを採用したスタンダードモデル。
ワイドな設計で広い視界が得られます。

Features

UVA UVB UVC protection
uvex supravision® テクノロジー
ダブルレンズ
眼鏡使用可能

アンスラサイトマット
55.5.520.5130
オレンジミラー／オレンジ（S2）

アンダーウォーターマット
55.5.520.7230
ゴールドミラー／
レーザーゴールドライト（S2）

ラグーンマット
55.0.520.4230
シルバーミラー／ブルー（S2）

ホワイトマット
55.5.520.1030
ブルーミラー／クリア（S2）

20



22 23

 a
du

lt
 g

og
gl

es
   

15
-2

3

uvex g.gl 3000 P
￥13,750 （税込）

uvex g.gl 3000 Pは、
雪面からのギラツキや乱反射を抑え
くっきりとした視界が得られる
uvex polavision®偏光機能レンズを使用。
視界も広く、アジアンフィットフォームにより
快適なフィッティングが得られます。
眼鏡の方でも快適に使用できる
フレーム設計です。

Features

UVA UVB UVC protection
uvex supravision® テクノロジー
uvex polavision® テクノロジー
ダブルレンズ
アジアンフィットフォーム
眼鏡使用可能

ブラックマット
55.5.334.2030
ポラヴィジョン／クリア（S1）

ホワイトマット
55.5.334.1030
ポラヴィジョン／クリア（S1）

アンスラサイト
55.5.334.5030
ポラヴィジョン／クリア（S1）

uvex g.gl 300
￥10,890 （税込）

uvex g.gl 300は、
シンプルでスポーティーな
デザインの定番モデルです。
幅広い天候に対応する
レーザーゴールドライトレンズを採用し
ヘルメットにもしっかりとフィットします。
眼鏡の方でも快適に使用できる
フレーム設計です。

Features

UVA UVB UVC protection
uvex supravision® テクノロジー
ダブルレンズ
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

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

ブラックマット
55.5.215.2030
レーザーゴールドライト／
クリア（S1）

ホワイトマット
55.5.215.1230
レーザーゴールドライト／
クリア（S1）

ネイビーマット
55.5.215.4030
レーザーゴールドライト／
クリア（S1）

uvex magic II
￥7,480 （税込）

uvex supravision®
曇り止めコーティングの施された、
幅広い天候に対応する
レーザーゴールドライトレンズを採用した
エントリーモデル。
視界が広く、ヘルメットにも
対応するゴーグルです。

Features

UVA UVB UVC protection
uvex supravision® テクノロジー
ダブルレンズ
スピードクリップ

アンスラサイト
55.5.047.5030
レーザーゴールドライト／
クリア（S1）

ネイビーマット
55.5.047.4030
レーザーゴールドライト／
クリア（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／
クリア（S1）

22
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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

¥1,100 （税込）
uvex & ALPINA 用

goggle semi hard case
53.9.107.2200

¥1,650 （税込）

snow goggle spare lens chart

accessories

※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。

uvex
rocket jr.
visor
子供たちのゲレンデでの大事な日のために：ミラーコーティングの
バイザーヘルメット、uvex rocket jr. visor。
このヘルメットは見た目のクールさだけではありません。ハードシ
ェル構造のおかげで高い安全性も確保します。
また、ネックウォーマー機能が組み込まれたパッドにより、快適な
フィッティングが得られます。
ヘルメットのベンチレーションシステムには常に新鮮な空気が流
れ、熱が蓄積することはありません。
ライトミラーコーティングの施されたコントラストを強調するレーザ
ーゴールドライトバイザーは、uvex supravision® テクノロジーに
より曇りの少ない鮮明な視界を確保します。
アクティブな子供のためのオールインワンソリューション。

uvex rocket jr. visor
￥19,800 （税込）

スピードスターへ！丈夫なハードシェル素材の
ジュニアバイザーヘルメットです。
バイザーはライトミラーコーティングされた
コントラストを高めるレーザーゴールドライトカラーに
くもり止めコーティングが施されています。

Features

ハードシェルテクノロジー
uvex supravision® 
2シェルサイズ
IAS フィットシステム
ベンチレーション
モノマティッククロージャー
ネックウォーマー機能
眼鏡使用可能
FAS ストラップ
EN 1077:2007B 認証

ブルーマット
56.6.263.3003 // 51-55
56.6.263.3005 // 54-58
ライトミラーブルー/レーザーゴ
ールドライト（S2) 

ホワイト／ブラックマット
56.6.263.1003 // 51-55
56.6.263.1005 // 54-58
ライトミラーブルー/レーザーゴ
ールドライト（S2) 

ピンクコンフェティマット
56.6.263.5003 // 51-55
56.6.263.5005 // 54-58
ライトミラーシルバー/レーザー
ゴールドライト(S2）

spare visor chart

モデル 仕様 カラー 商品コード 価格（税込）

downhill 2000

ダブルレンズ
スフェリック（球面）

レインボーミラーヴァリオマティック/クリア 55.8.123.2030 ¥25,300

ライトミラーシルバーヴァリオマティック/クリア 55.8.107.2300 ¥23,100

ライトミラーゴールド/ローズ 55.8.109.2600 ¥11,550

ライトミラーグリーン/クリア 55.8.109.0826 ¥11,550 

ブルーミラー/クリア 55.8.115.0026 ¥11,550

ピンクミラー/クリア 55.8.115.1026 ¥11,550

オレンジミラー/ブルー 55.8.115.1030 ¥11,550

ヴィスタ 55.8.109.2700 ¥7,150 

ゴールドグリーン  55.8109.0029 ¥7,150 

クリア 55.8.109.2800 ¥7,150 

CVシングルレンズ
スフェリック（球面）

ブルーミラー colorvision®グリーン  55.8.117.2030 ¥10,450 

オレンジミラー colorvision®グリーン  55.8.117.3030 ¥10,450

contest

ダブルレンズ
スフェリック（球面）

ライトミラーシルバーヴァリオマティック/クリア 55.8.132.0023 ¥25,300 

ヴィスタ 55.8.132.0027 ¥9,900 

ゴールドグリーン 55.8.132.0021 ¥9,900 

クリア 55.8132.0028 ¥9,900 

CVシングルレンズ
スフェリック（球面）

ローズミラー colorvision®グリーン 55.8.136.1130 ¥12,100 

オレンジミラー colorvision®イエロー 55.8.136.1230 ¥12,100 

オレンジミラー colorvision®グリーン 55.8.136.3030 ¥12,100 

athletic

ダブルレンズ
ライトミラーシルバーヴァリオマティック/クリア 55.8.520.0023 ¥16,500 

レーザーゴールドライト/クリア 55.8.522.2230 ¥6,600 

CVシングルレンズ

レイダー（グリーン） 55.8.522.1011 ¥6,050 

ヴィスタ 55.8.522.0017 ¥6,050 

ゴールドグリーン 55.8.522.0011 ¥6,050 

クリア  55.8.522.0018 ¥6,050

CVシングルレンズ

ローズミラー colorvision®グリーン 55.8.527.1130 ¥7,700 

オレンジミラー colorvision®イエロー 55.8.527.1230 ¥7,700 

ブルーミラー colorvision®グリーン 55.8.527.2030 ¥7,700  

オレンジミラー colorvision®グリーン 55.8.527.3030 ¥7,700 

g.gl 3000 ダブルレンズ ポラヴィジョン/クリア 55.8.332.2030 ¥7,700 

g.gl 300 ダブルレンズ
ライトミラークリアオレンジ 55.8.203.2602 ¥11,000 

レーザーゴールドライト/クリア 55.8.201.2900 ¥5,500 

※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。

instinct visor 
ライトミラーシルバー/レーザーゴールドライト(S2) // 56-58cm 56.8.260.0002 ¥15,400 

ライトミラーシルバー/レーザーゴールドライト(S2) // 59-61cm 56.8.260.0001 ¥15,400 

wanted visor
ブルーミラー/レーザーゴールドライト(S2） 56.8.262.0004 ¥15,400 

レッドミラー/レーザーゴールドライト(S2） 56.8.262.0003 ¥15,400 

rocket jr. visor
ライトミラーシルバー/レーザーゴールドライト(S2) 56.8.263.0001 ¥12,100 

ブルーミラー/レーザーゴールドライト(S2） 56.8.263.0002 ¥12,100 
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uvex heyya pro
￥9,900 （税込）

より安全に、よりキュートに。
軽量でサイズの調整も可能なジュニアヘルメット。
マットカラーのクールなデザイン。

Features

インモールドテクノロジー
2 シェルサイズ
IAS フィットシステム
ベンチレーション
モノマティッククロージャー
ヘッドバンドホルダー
リムーバブルライナー（抗菌）
FAS ストラップ
EN 1077：2007 B 認証

ホワイト／ピンクマット
56.6.253.7003 // 51-55
56.6.253.7005 // 54-58

ブラックマット
56.6.253.6003 // 51-55
56.6.253.6005 // 54-58

レッド／シアンマット
56.6.253.1003 // 51-55
56.6.253.1005 // 54-58

uvex slider FM
￥9,790 （税込）

uvex speedy pro
￥3,850 （税込）

uvex slider LGL
￥6,930 （税込）

眩しさをシャットアウトする
クールなフルミラーレンズを採用した
ジュニアゴーグル。ヘルメットにも対応し、
眼鏡も使用可能です。

シンプルなジュニアスタンダードモデル。
しっかりとUVをカットし、曇り止めコーティングも施さ
れた明るいレーザーゴールドレンズを採用しています。

幅広い天候に対応する
レーザーゴールドライトレンズを採用した
ジュニアゴーグル。ヘルメットにも対応し、
眼鏡も使用可能です。

アンスラサイト
55.0.026.5030
レッドミラー／
レーザーゴールドライト（S3）

ホワイト
55.3.819.1112
レーザーゴールド（S2）

ピンク
55.0.024.7030
レーザーゴールドライト／
クリア（S1）

ホワイト
55.0.026.1030
ピンクミラー／
レーザーゴールドライト（S3）

ブラック
55.3.819.2312
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／
クリア（S1）

ブルー
55.0.026.4130
ブルーミラー／ブルー（S1）

ブルー
55.3.819.4012
レーザーゴールド（S2）

ピンク
55.3.819.9030
レーザーゴールド (S2)

ライトグリーン
55.3.819.7030
レーザーゴールド（S2）

ブラック
55.0.024.2129
レーザーゴールドライト／
クリア（S1）

レッド
55.0.024.3030
レーザーゴールドライト／
クリア（S1）

Features

UVA UVB UVC protection
uvex supravision® テクノロジー
ダブルレンズ
ダイレクトフレームベンチレーション
眼鏡使用可能

Features

UVA UVB UVC protection
uvex supravision® テクノロジー
ダブルレンズ
ダイレクトフレームベンチレーション
眼鏡使用可能

Features

UVA UVB UVC protection
uvex supravision® テクノロジー
シングルレンズ
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ブルー／イエローマット
56.6.253.2003 // 51-55
56.6.253.2005 // 54-58



28 29

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。

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

uvex
supravision®  
coating

no coatingEN174
欧州安全基準

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。

ventilation　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

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。

780 nm　visible light　380 nm

UV light 
（UVA  UVB  UVC）

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。

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。

EN1077 : 2007
European helmet standards

ASTM F 2040
US helmet standards

ski helmet standard Plus GS tested

shell construction［シェル構造］
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。

ハイブリッドテクノロジー
丈夫なハードシェル構造と軽量なインモールド製法を合わせた複合テクノロジ
ー。快適なベンチレーションのスペースを確保してます。

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圧着成型されています。ヘルメッ
ト構造上、軽量かつ高強度です。

shell material［シェル素材］

PC inmould
インモールドテクノロジーの
標準素材。

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。

Outer material

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。

Inner material

vent system［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。

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。

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。

インプルーブドアコースティック
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。

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。

モノマティッククロージャー
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。

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。

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。
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tech summary goggles

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

S0/S1 
// low light

81–100%
44–80%

S2 //medium bright

19–43%

S3 //  bright

9–18%

variomatic® (V)

調光レンズ

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）

ブルーミラーV／クリア Ｖピンク／クリア

レインボーミラーV／クリア

ブルーミラーCVイエロー ブルーミラーCVオレンジ シルバーミラーCVグリーン

シルバーミラー／ブルー

グリーンミラーV／クリア

レーザーゴールドライト／クリア レーザーゴールド

オレンジミラーCVオレンジ

TOレンズ：ゴールドミラー

オレンジミラーCVグリーン

ゴールドミラーCVグリーン

ブルーミラー／クリア

ブルーミラーCVグリーン

ブルーミラー／ブルー

ピンクミラー／クリア

ローズミラーCVオレンジ

ローズミラーCVグリーン

レッドミラー／レーザーゴールドライト

ピンクミラー／ローズ

ピンクミラー／レーザーゴールドライト

ゴールドミラー／ブルー

オレンジミラー／ブルー

オレンジミラー／オレンジ

ゴールドミラー／レーザーゴールドライト

レーザーゴールドライト／クリア（S1） TOレンズ：ブルーミラー

ライトミラーシルバーV／クリア

オレンジミラーCVイエロー

ポラヴィジョン／クリア

TOレンズ：レッドミラー

variomatic® polavision® (VP X)

偏光・調光レンズ

colorvision® (CV)

カラーヴィジョン

take off (TO)

ベースレンズ+TOレンズ

polavision® (P)

偏光レンズ

lasergold light (LGL) 
& lasergold (LG)

レーザーゴールドライト＆レーザーゴールド

full mirror (FM)& litemirror (LM)

フルミラー&ライトミラー

レインボーミラー／ローズ

シルバーミラーCVグリーン 本カタ
86-87

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

本国データにありま
せんでした
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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 神田錦町フロント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。


