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uvex sportstyle 706 colorvision vmuvex sportstyle 803 colorvision vm small ￥22,000（税別） ￥22,000（税別） 

FEATURES FEATURES

VIEWS VIEWS

uvex sportstyle 803 colorvision vm small は,レンズが上部まで拡大してカットされており、他のモデルに比べて視界
が広く、ロードバイク乗車時の低いポジションでも見やすくなっています。また、uvex の colorvisionレンズは色の鮮明さ
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（cat. 1～3）。

uvex sportstyle 706 cv vm はcolorvisionレンズテクノロジーと完全自動調整のuvex variomatic®レンズ（cat. 
1～3）を初めて組み合わせたモデルです。トレイルの愛好者へも、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
ヴァリオマティック
ライトミラーレッド（cat. 1-3）

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

カラービジョン
ヴァリオマティック®
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 プロテクション
ケース付き

カラービジョン
ヴァリオマティック®
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パッド
ダイレクトレンズベンチレーション
UVA, UVB, UVC プロテクション
ケース付き

boost 
your eyes

Laura Philipp

a perfect 
match
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boost your eyes boost your eyesuvex colorvision uvex colorvision

革新的なuvex colorvisionテクノロジーで、より見える

視覚的効果のみならず、この革新的なレンズは視界が素早く
変化しても、さらなる快適性を実現します。

uvex colorvisionテクノロジーのコントラスト最適化により、
より良い視覚と安全な視界を提供します。いつでも、どこでも、
より良い視覚を。

自動レンズ調整と最適なコン
トラスト強調の機能が融合
し、uvexの前例のない革新
的なレンズは他に類を見ない
視野の体験を生みだしました。
レンズの色を自動調整する 
uvex variomatic®テクノロ
ジーは、天候に合わせレンズ

の明るさを変化させ、カラー
をフィルタリングする uvex 
colorvisionテクノロジーは、
コントラストを鮮明にし、カラ
ーを輝かせます。私達uvex
はこのテクノロジーを実現し
ました。

uvex variomatic® と
uvex colorvisionテクノロジーの融合：
レンズカラーの自動調整と
コントラスト強調 - 最適な視覚のために



urban

outdoor

daily
uvex sportstyle 706 colorvision

uvex sportstyle 706 colorvision

uvex sportstyle 224 colorvision

uvex sportstyle 706 colorvision

uvex sportstyle 224 colorvision

アーバンカラーフィルターは信号の色
やブレーキランプを素早く認識するの
を助け、反応速度を早くする効果があ
ります。よく見える、素早く反応する、
安全に乗る。

コントラストを上げることで、奥行き感
覚が鋭くなり、危険な障害となりうる
穴や岩、でこぼこした路面がより見つ
けやすくなります。強いコントラストで
より詳細に。

デイリーカラーフィルターは日常世界
をまったく新しいものへと変化させます。
自然色はよりクリアになり、新しい光の
中で輝きます。快適に、スタイリッシュ
に、流行にのって。

Safe through  
the city.

Sharp vision – 
even off-road.

The extra to  
the ordinary.

boost your eyesuvex colorvision

see the 
world in  
new colors

❶不快な拡散している光
が uvex colorvision
レンズを通して除外さ
れると・・・

❷ uvex colorvisionレン
ズはコントラスト受容を
拡大させ、視覚条件の
悪いときでも、視界から
得られる情報の質を向
上させる

他にない uvex colorvisionテクノ
ロジーは視覚に対する要望と、すべて
のスポーツ活動時のあらゆる環境で
の光の条件に対応するために開発さ
れました。あなたがどこにいても、あな
たが何をしていても。

uvex colorvisionレンズに採用されて
いる3つの革新的なカラーフィルターに
より、トレイルシーンにおいても、街中
においても、それ以外の屋外シーンに
おいても、類まれなコントラストと快適
な視覚を実現しています。より優れた
パフォーマンスと安全性を。

powered by powered by

uvex sportstyle 224 colorvision uvex sportstyle 706 colorvision￥16,000（税別） ￥15,000（税別） 

FEATURES FEATURES

uvex sportstyle 224 cv は街中でのジョギングやサイクリングに適したアーバンタイプと、自然の中でのハイキング
やクロスカントリーに適したアウトドアタイプのレンズがあり、それぞれカラーの鮮明さやコントラストの強調を行い
ます。また、必要に応じてオプティカルインサート（別売）の装着も可能です。

uvex sportstyle 706 cv は丈夫なフレームでトレイルでの使用にも適したモデルです。新しいuvex colorvision
レンズで、より優れたカラーの鮮明さやコントラストが得られます。レンズが特定の波長を遮ることで、コントラストを
強調し、カラー受容を拡大させます。また、ライトミラーコーティングによりぎらつきを抑制します。

VIEWS VIEWS

AWARDS

ブラックマット（アウトドア）
53.2.015.2296
カラービジョン
ライトミラーアウトドア（cat. 2）

ブラックマット（デイリー）
53.2.018.2292
カラービジョン
ライトミラーデイリー（cat. 3）

ホワイト（アーバン）
53.2.015.8890
カラービジョン
ライトミラーアーバン（cat. 3）

ブラックマット（アウトドア）
53.2.018.2296
カラービジョン
ライトミラーアウトドア（cat. 2）

ブラックマット（アーバン）
53.2.015.2290
カラービジョン
ライトミラーアーバン（cat. 3）

ブラックマット（アーバン）
53.2.018.2290
カラービジョン
ライトミラーアーバン（cat. 3）

ホワイト（アウトドア）
53.2.015.8896
カラービジョン
ライトミラーアウトドア（cat. 2）

カラービジョン
ライトミラー
アジャスタブルノーズパッド
ソフトイヤーピース
UVA, UVB, UVC プロテクション

カラービジョン
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 プロテクション

4 5

boost your eyesuvex colorvision



Stepless lens-tinting 
for optimal vision in 
every situation.

Learn more: 
uvex-sports.com/variomatic

uvex sportstyle 804 V ￥20,000（税別） 

FEATURES

uvex sportstyle 804 V は現代的なシールド（一眼）タイプのデザインになっており、それにより最大限の視界
を確保します。uvex variomatic®レンズで、光の条件に自動的に反応して明暗変化します。

VIEWS

シルバーブルーメタリック
53.2.039.5401
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）

powered by

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
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 プロテクション
ケース付き
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// technology
uvex variomatic®サングラスは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。
化学反応がおこり、光の強さによって、無段階でレンズが暗くなったり明るくなったりします。

すべてのuvex製のサングラスと同様に、variomatic®はUVA、UVB、UVC紫外線から目を保護します。

数秒で完璧なレンズの明暗化: クリア↔スモーク晴天、曇天、雨天。
uvex variomatic®レンズは
あらゆる天候におけるベストな視界を提供します。

uvex variomatic®のサングラスは自然光の条件に自動的に反応します。
複雑なレンズ交換を過去のものにしました。

variomatic®



uvex sportstyle 802 V

uvex sportstyle 802 V small 

￥15,000（税別） 

￥15,000（税別） 

powered by powered by

powered bypowered by

powered by

FEATURES

FEATURES

uvex sportstyle 802 v は軽量で、あらゆる天候でのスポーツ使用に適しています。variomatic®テクノロジーは
レンズの明暗を自動調整し（cat. 1～3）、supravision®コーティングはレンズの曇りを抑えます。調整可能なソフトノー
ズパット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。

uvex sportstyle 802 v small は軽量で、小顔の方に合うように特別にデザインされています。variomatic®テクノロジーはレン
ズの明暗を自動調整し（cat. 1～3）あらゆる天候での使用も可能にします。また、supravision®コーティング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ト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。

uvex sportstyle 706 v

uvex sportstyle 803 race vm small

uvex sportstyle 803 race vm

￥19,000（税別） 

￥19,000（税別） 

￥19,000（税別） 

FEATURES

FEATURES

FEATURES

uvex sportstyle 706 v はフレームが丈夫で、レンズはあらゆる天候に対応します。variomatic®テクノロジーは
わずか数秒間でレンズの明暗を自動調整し（cat. 1～3）、supravision®曇止めコーティングとダイレクトレンズベン
チレーションによりクリアで曇りのない視界を保ちます。

uvex sportstyle 803 race vm small は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。レンズ輪郭は上部まで拡大されており、ロードバイク乗車時の低いポジションでも紫外線から目を
保護します。さらに、 variomatic®レンズテクノロジーは、光の条件に自動的に反応して明暗変化します（cat. 1～S3）。

uvex sportstyle 803 race vmは軽量で、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。レンズ輪郭は上部まで
拡大されており、ロードバイク乗車時の低いポジションでも紫外線から目を保護します。さらに、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（cat. 1～3）。

VIEWS

VIEWS VIEWS

VIEWS VIEWS

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
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）

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（cat. 1-3）

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
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
53.0.894.8801
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）

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）

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）

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）

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）

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）

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）

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

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
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 プロテクション
ケース付き

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
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 プロテクション
ケース付き

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
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 プロテクション
ケース付き

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
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 プロテクション
ケース付き

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
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 プロテクション
ケース付き

Photographer:
© BrakeThrough Media8 9



lens change 
system ボタンをPUSHで楽々レンズ交換

[ 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。

technology

uvex sportstyle 802

uvex sportstyle 104

￥12,000（税別） 

￥15,000（税別） 

FEATURES

uvex sportstyle 802 は軽量で、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（cat. 0、1、
3）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ト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。

uvex sportstyle 104 はスポーティ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（cat. 0、S1、S3）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
たフィッテングが得られます。また、必要に応じてオプティカルインサート（別売）の装着も可能です。

VIEWS

VIEWS

uvex sportstyle 115

uvex sportstyle 117

uvex blaze III

￥11,000（税別） 

￥10,000（税別） 

￥9,000（税別） 

FEATURES

FEATURES

FEATURES

uvex sportstyle 115 は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（cat. 0、1、3）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。ダイレクトレンズベンチレーションで曇りを妨
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。

uvex sportstyle 117 はハーフリム、シールドタイプレンズ、レトロモダンなデザインのスポーツグラスです。紫外
線から目を保護し、ライトミラーレンズがぎらつきを抑制し、調整可能なノーズパットとソフトなテンプルにより余分
な圧力をかけずにしっかりとフィットします。また、天候や状況に合わせてレンズを交換できます（cat. 0、1、3）。

スキーツアー、ハイキング、ジョギングに適したモデル。uvex blaze III は様々な冒険にお供します。3種類の交換レンズ
（カテゴリー0、1、3に対応）であらゆる光の条件に対応することができ、UVA、UVB、UVCから100%保護します。

VIEWS

VIEWS

VIEWS

FEATURES

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. 2）
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）

イエロー
53.1.979.7716
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）

ホワイト
53.1.979.8816
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）

ブラックマットホワイト
53.1.979.2816
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. 2）
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. 2）
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）

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）

スープラヴィジョン®
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
レンズチェンジシステム
UVA, UVB, UVC プロテクション
ケース付き

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
レンズチェンジシステム
UVA, UVB, UVC プロテクション
ケース付き

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
レンズチェンジシステム
UVA, UVB, UVC プロテクション
ケース付き

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
レンズチェンジシステム
UVA, UVB, UVC プロテクション
ケース付き

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
レンズチェンジシステム
UVA, UVB, UVC プロテクション
ケース付き
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uvex lgl 42

uvex lgl 21

uvex lgl 39

￥8,000（税別） 

￥10,000（税別） 

￥10,000（税別） 

FEATURES

FEATURES

FEATURES

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。

VIEWS

VIEWS

VIEWS

uvex eyewear case rectangle uvex optical insert 224￥1,300（税別） ￥3,000（税別）

uvex lgl 43 ￥10,000（税別） 

FEATURES

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。

VIEWS
ホワイトマット
53.2.048.8816
ミラーレッド（cat. 3）

ブラック
53.2.048.2216
ライトミラーシルバー（cat. 3）

ブルーハバナ
53.2.048.4616
ミラーブルー（cat. 3）

ブラックライムマット
53.2.012.2716
ミラーイエロー（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）

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 53.9.007.0001

ブラックグリーンマット
53.2.032.2716
ミラーイエロー（cat. 3）

UVA, UVB, UVC プロテクション

UVA, UVB, UVC プロテクション

UVA, UVB, UVC プロテクション

UVA, UVB, UVC プロテクション
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lifestyle
Classic or fashionable. Mirrored or polarized. uvex sunglasses are 

available for every style and every face shape. 

Enjoy the sun or reduce the glare effect. 

For dependable protection from UVA, UVB, and UVC radiation up 

to 400 nm. In summer, on the daily commute, or after work. On the 

highway or in the beer garden. With you all the way, wherever you 

play.



[ 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。

PROTECTION technology COMFORT technology

LENS 
technology

[ 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。

uvex sportstyle 511

uvex sportstyle 507

￥4,000（税別） 

￥4,000（税別） 

FEATURES

uvex sportsyle 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（cat. 3）。

uvex sportstyle 507 はカジュアルな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。

VIEWS

VIEWS

FEATURES

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 プロテクション

ライトミラー
ヘッドバンド
ソフトイヤーピース
ソフトテンプルエンド
フレックスフレーム
UVA, UVB, UVC プロテクション

[ 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。

[ 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。

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

Protection level
Transmission 80 - 100 %

S0 (cat. 0)
18 - 80 %

S1 - S2 (cat. 1-2)
8 – 18 %

S3 (cat. 3)
3 – 8 %

S4 (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。
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with uvex coating

no coating
no coating

uvex supravision® coating 
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kids
In the mountains or on the sun terrace. On a bike tour with friends or 

a family vacation. Effective sun protection is 

crucial, wherever you are. Protection 

for the eyes should never be forgotten – 

especially for the youngest. Because children’s eyes in particular 

need special protection. 

The uvex kids collection provides 100 % UVA, UVB, and UVC protec-

tion – with a special, child-friendly fit. When outdoor excursions are 

on the family agenda, uvex eyewear provides the advanced protec-

tion and good visibility kids need.



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 共同ビル 7F　〒 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: 03-5283-5562TEL: 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。
※2020年1月1日（水）よりカタログ掲載の価格が適用されます。※2020年1月1日（水）よりカタログ掲載の価格が適用されます。
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