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uvex 
protecting
people
since 1926
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29-31
tech summary

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. 

24-27
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helmets 
goggles
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made for pros.

空気循環により内部を
快適にするベンチレー
ションシステム。

革新的なレスキューシ
ステム。緊急時に赤い
タグを引くとイヤーパ
ッドが外れ、ヘルメット
の離脱を素早く容易に
します。

工具なしで素早く容易
に取り付けられるチン
ガード。

衝撃による危険な回転
運動を減らすMIPSシス
テム。

軽量で耐衝撃性も備え
た革新的な+テクノロ
ジーによるアウターシ
ェル。

Progressive design, 
proactive protection 
and professional 
performance. Meet the 
new uvex invictus.

高品質の取り外し可能な
コンフォートライナー。

転倒時に衝撃を受けるとチ
ンガードが上方向へ角度が
変わり、緊急の離脱をスム
ーズにします。

頂点を目指す本物のアスリートへ、そしてスピードをこよなく愛する
あなたへ、uvex invictusは高いレベルの安全性とレースパフォーマ
ンスを提供します。
その革新的な機能とuvex +テクノロジーを備えたこの空力的でハ
イエンドのヘルメットは、ゲレンデに新しい安全基準を設定します。
転倒した際に衝撃により角度が変わるチンガードと、タグを引っ張る
ことにより取り外しのできるイヤーパッドにより緊急時のヘルメット
の離脱が容易になります。
さらに、衝撃を頭から遠ざけるMIPSシステムと軽量ながら耐衝撃に
優れたアウターシェルにより高い安全性を実現します。
また、ベンチレーションによる空気循環でヘルメット内部を常に快適
に保ちます。uvex invictusは、あらゆる分野で優れたレースヘルメ
ットです。
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uvex invictus MIPS
￥ 47,300 （税込）

妥協のないパフォーマンスとプロテクシ
ョン機能を備えたレーシングヘルメットで
す。MIPSのアップグレードにより、この
軽量で人間工学に基づいたFIS認証のレ
ーシングヘルメットはより安全になります。

ブラック／アンスラサイトマット
56.6.304.1004 // 55-56
56.6.304.1005 // 56-57
56.6.304.1006 // 58-59
56.6.304.1007 // 59-60
56.6.304.1008 // 60-61

ホワイト／ライノーマット
56.6.304.1104 // 55-56
56.6.304.1105 // 56-57
56.6.304.1106 // 58-59
56.6.304.1107 // 59-60
56.6.304.1108 // 60-61

ライム／ホワイトマット
56.6.304.1204 // 55-56
56.6.304.1205 // 56-57
56.6.304.1206 // 58-59
56.6.304.1207 // 59-60
56.6.304.1208 // 60-61

Features

+technology
ハードシェルテクノロジー
MIPS
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
レスキュー/エマージェンシーパッド
チンガード取付可
リムーバブルライナー(抗菌)
FISルール適応
EN 1077:2007B
ASTM F2040 認証

chin guard（別売）
￥9,900（税込）
ブラック
56.9.401.0100 // invictus
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Accessories

chin guard（別売）
￥9,900（税込）
ホワイト
56.9.401.0200 // invictus
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uvex invictus
￥ 36,300 （税込）

この新しく開発されたFIS認証のレーシン
グヘルメットは、軽量で、空力学的に優れ、
高い安全性も備えます。パフォーマンス
の向上を目指すアスリートのためのヘルメ
ットです。

オールブラック
56.6.303.1103 // 53-54
56.6.303.1104 // 55-56
56.6.303.1105 // 56-57
56.6.303.1106 // 58-59
56.6.303.1107 // 59-60
56.6.303.1108 // 60-61

フィアースレッド
56.6.303.1203 // 53-54
56.6.303.1204 // 55-56
56.6.303.1205 // 56-57
56.6.303.1206 // 58-59
56.6.303.1207 // 59-60

グレイシャー
56.6.303.1303 // 53-54
56.6.303.1304 // 55-56
56.6.303.1305 // 56-57
56.6.303.1306 // 58-59
56.6.303.1307 // 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
レスキュー/エマージェンシーパッド
チンガード取付可
リムーバブルライナー(抗菌)
FISルール適応
EN 1077:2007B
ASTM F2040 認証

chin guard（別売）
￥9,900（税込）
ブラック
56.9.401.0100 // invictus

Accessories

chin guard（別売）
￥9,900（税込）
ホワイト
56.9.401.0200 // invictus

オールホワイト
56.6.303.1003 // 53-54
56.6.303.1004 // 55-56
56.6.303.1005 // 56-57
56.6.303.1006 // 58-59
56.6.303.1007 // 59-60
56.6.303.1008 // 60-61
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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

Nils Allègre (FR), Alpine World Cup 2020
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uvex jakk+ IAS
￥ 33,000  （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。

フィアースレッドマット
56.6.247.6003 // 52-55
56.6.247.6005 // 55-59
56.6.247.6007 // 59-62

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

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

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 1077:2007B 認証

chin guard（別売）
￥9,900 （税込）
ブラック（メタル）
56.9.220.1001 //  jakk+ IAS

Accessories

ダークインク／ブルーマット
56.6.247.4003 // 52-55
56.6.247.4005 // 55-59
56.6.247.4007 // 59-62
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uvex instinct visor
￥ 44,000  （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。

ブラックマット
56.6.260.2005 // 56-58
56.6.260.2007 // 59-61
56.6.260.2009 // 60-62
ライトミラーシルバー（S2）

クロコマット
56.6.260.3005 // 56-58
56.6.260.3007 // 59-61
56.6.260.3009 // 60-62
ライトミラーシルバー（S2）

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（S2）

Features

ハードシェルテクノロジー
uvex supravision®(曇り止めコーティング)
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

Spare Visor

グレイシャー／ブラックマット
56.6.260.6005 // 56-58
56.6.260.6007 // 59-61
56.6.260.6009 // 60-62
ライトミラーシルバー（S2）

フィアースレッド／ブラックマット
56.6.260.7005 // 56-58
56.6.260.7007 // 59-61
ライトミラーシルバー（S2）

uvex instinct visor
￥15,400 （税込）
ライトミラーシルバー（S2）
56.8.260.0001

uvex instinct visor
￥15,400 （税込）
ブルーミラー（S2）
56.8.260.0003

uvex instinct visor
￥15,400 （税込）
レッドミラー（S2）
56.8.260.0004
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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。

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（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（S2）

グレイシャー／ライノーマット
56.6.262.6005 // 54-58
56.6.262.6007 // 58-62
シルバーミラー（S2）

Features

ハードシェルテクノロジー
uvex supravision®(曇り止めコーティング)
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
リムーバブルライナー(抗菌)

Spare Visor

ブランブル／アンティークローズマット
56.6.262.7005 // 54-58
シルバーミラー（S2）

ネイビーマット
56.6.262.8005 // 54-58
56.6.262.8007 // 58-62
レッドミラー（S2）

uvex wanted visor
￥15,400 （税込）
レッドミラー（S2）
56.8.262.0003

uvex wanted visor
￥15,400 （税込）
ブルーミラー（S2）
56.8.262.0004

uvex wanted visor
￥15,400 （税込）
ライトミラーシルバー（S2）
56.8.262.0002
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uvex ultra MIPS
￥ 33,000  （税込）

パーク、ゲレンデ、またはパウダー。どこ
でも楽しめるクリーンでスポーティーなデ
ザインです。アクティブなベンチレーショ
ン、優れた保護力のMIPS機能を備えた
オールマウンテンハイブリットヘルメット
です。

アンティークローズ／グレイマット
56.6.305.2005 // 55-59

ライノー／ブラックマット
56.6.305.3005 // 55-59
56.6.305.3007 // 59-61

フィアースレッドマット
56.6.305.4005 // 55-59
56.6.305.4007 // 59-61

Features

ハイブリットテクノロジー
MIPS
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
ヘッドバンドホルダー
モノマティッククロージャー
FAS ストラップ
EN 1077:2007B 認証

グレイシャー／ストーン ブルーマット
56.6.305.1005 // 55-59
56.6.305.1007 // 59-61
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uvex ultra pro
￥29,700（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
トテクノロジー。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

ハイブリットテクノロジー
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

ブラック
56.6.249.2005 // 55-59
56.6.249.2007 // 59-61

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

uvex ultra pro WE
￥29,700（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

ハイブリットテクノロジー
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

アブストラクトカモマット
56.6.249.7003 // 51-55
56.6.249.7005 // 55-59
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uvex legend 2.0
￥ 22,000  （税込）

大きなベンチホールを備えた特徴的なデ
ザインのオールマウンテンヘルメットです。
安全性の高いハードシェルテクノロジー
のこのヘルメットは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。

ブラックマット
56.6.265.1003 // 52-55
56.6.265.1005 // 55-59
56.6.265.1007 // 59-62

ホワイト／ブラックマット
56.6.265.3003 // 52-55
56.6.265.3005 // 55-59
56.6.265.3007 // 59-62

クロコマット
56.6.265.4005 // 55-59
56.6.265.4007 // 59-62

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
リムーバブルライナー(抗菌)
FAS ストラップ
EN 1077:2007B 認証

ネイビーマット
56.6.265.7005 // 55-59
56.6.265.7007 // 59-62

ソフトゴールドマット
56.6.265.8003 // 52-55
56.6.265.8005 // 55-59

ライノーマット
56.6.265.5005 // 55-59
56.6.265.5007 // 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
ね備えたヘルメットです。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。

クロコマット
56.6.310.0405 // 55-59
56.6.310.0407 // 59-62

ライノーマット
56.6.310.0305 // 55-59
56.6.310.0307 // 59-62

ブラックマット
56.6.310.0105 // 55-59
56.6.310.0107 // 59-62

Features

+technology
ハードシェルテクノロジー
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
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 1077:2007B 認証

ディープスペースマット
56.6.310.0505 // 55-59
56.6.310.0507 // 59-62
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uvex wanted
￥ 16,500  （税込）

シンプルなデザインのオールラウンドヘル
メットです。丈夫で安全性の高いハードシ
ェル素材のこのヘルメットは、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。

ホワイトマット
56.6.306.1005 // 54-58
56.6.306.1007 // 58-62

ブラックマット
56.6.306.2005 // 54-58
56.6.306.2007 // 58-62

ソフトゴールド／シルバーストライプマット
56.6.306.4005 // 54-58
56.6.306.4007 // 58-62

Features

ハードシェルテクノロジー
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
EN 1077:2007B 認証

フィアースレッドストライプマット
56.6.306.5005 // 54-58
56.6.306.5007 // 58-62

ブランブル／ブラックストライプマット
56.6.306.6005 // 54-58
56.6.306.6007 // 58-62
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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

広い視界の実現。ダブルレン
ズと比較し15％拡大。

さらに強化された曇り止めコ
ーティング。

uvex colorvision®テクノロ
ジーによるコントラストの強化。

眼鏡使用可能。

すべり止めの付いたストラップ。

快適なフィッティングのアジア
ンフィットフォーム。

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 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 uvexブランドのDNAは、スキーゴーグル、特に最先端のレンズ技術に組み込まれて

います。すべては、社内のエンジニアリングと自社の生産施設によって可能になりまし
た。uvex colorvision®レンズは、視野の拡大とコントラストの強化により鮮明な視
認性を提供します。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を実現します。すべての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、クリアな視界を実現します。

Everything in view – 
whatever the conditions. 

ADULT GOGGLES

uvex downhill 2100 CV

曇り止めコーティングが強化されたシン
グルレンズ構造のuvex colorvision®
テクノロジーにより、コントラストの強
化された鮮明でよりダイレクトな視認性
と、ダブルレンズと比較し15％広い視
界を実現します。軽量なフレームとア
ジアンフィットフォームにより快適な装
着感が得られます。もちろん機能性だ
けではありません、ルックスもクールな
uvexブランドのアイコンモデルです。
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uvex downhill 2100 CV
￥19,800（税込）

より鮮明にコントラストを強調し高い視認性を実現す
るuvexcolorvision®テクノロジーを備えた象徴的な
ゴーグルです。軽量で視界の広いこのゴーグルは多く
のアスリートにも好まれます。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 up to 400nm
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
眼鏡使用可能
アジアンフィットフォーム

ブラックマット/オレンジ/イエロー
55.5.392.2430 
オレンジミラー colorvision® 
イエロー (S1)

クロコマット/ゴールド/グリーン
55.5.392.8030 
ゴールドミラー colorvision® 
グリーン (S2)

ブラックマット/ブルー/グリーン
55.5.392.2130 
ブルーミラー colorvision® 
グリーン (S2)

ライノーマット/オレンジ/オレンジ
55.5.392.5030 
オレンジミラー colorvision® 
オレンジ (S1)

フィアースレッドマット/
オレンジ/グリーン
55.5.392.3130
オレンジミラー colorvision® 
グリーン (S1)

colorvision® グリーン colorvision® オレンジ colorvision® イエロー

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。

眩しさににも強く、自然な見え方が特徴のグリーン
ベース。

幅広い天候に対応するくっきりとした見え方のオレン
ジベース。

悪天候時にも明るい視界を確保するイエローベース。
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ホワイトマット/ブルー/グリーン
55.5.392.1030 
ブルーミラー colorvision® 
グリーン (S2)
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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 up to 400nm
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）

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 up to 400nm
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

クロコマット／
ゴールド／グリーン
55.0.527.8030 
ゴールドミラー 
colorvision® グリーン (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）

ネイビーマット／
オレンジ／グリーン
55.0.527.4030
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
55.0.527.2230
ブルーミラー
colorvision® オレンジ（S2）

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）

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）
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uvex downhill 2100 VPX
￥38,500 （税込）

テクノロジー満載のVP Xのデザインがアップグレ
ードされました。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。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 up to 400nm
uvex supravision® テクノロジー
uvex variomatic® テクノロジー
uvex polavision® テクノロジー
球面ダブルレンズ
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
眼鏡使用可能
アジアンフィットフォーム

ブラックマット
55.5.390.2030 
ヴァリオマティック 
ポラヴィジョン (S2-4)

ホワイトシャイニー
55.5.390.1030 
ヴァリオマティック 
ポラヴィジョン (S2-4)

uvex downhill 2100 V
￥33,000 （税込） / ￥29,700 （税込）

uvex downhill 2100 Vは、軽量で、広い視界
を実現したゴーグルです。気象条件によりレンズ
カラーが変化するuvex variomatic®調光レンズ
を採用し、幅広い天候に対応します。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 up to 400nm
uvex supravision® テクノロジー
uvex variomatic® テクノロジー
球面ダブルレンズ
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
眼鏡使用可能
アジアンフィットフォーム

ホワイトマット
¥29,700
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)

ネイビーマット
¥33,000
55.5.391.4030 
ブルー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
¥33,000
55.5.391.2330 
レインボーミラーヴァリオマティッ
ク/ クリア (S1-3)

ブラックマット
¥29,700
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)

ブラックマット/グリーン
¥33,000
55.5.391.2130 
グリーンミラーヴァリオマティック/
クリア (S1-3)

ad
ul

t g
og

gl
es



20

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 up to 400nm
uvex supravision® テクノロジー
ダブルレンズ
take off テクノロジー
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/グリーン
55.1.331.7230 
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：グリーンミラー (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)

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)

ホワイトマット
55.1.331.1130 
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)

uvex saga TO
￥19,800 （税込）

新しいスタイルの革新的なtake offテクノロジ
ーのゴーグルです。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。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 up to 400nm
uvex supravision® テクノロジー
ダブルレンズ
take off テクノロジー
シリコンラバーストラップ
眼鏡使用可能

クロコマット
55.1.351.8030 
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)

ライノーマット
55.1.351.5030 
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)

フィアースレッドマット
55.1.351.3030 
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)
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uvex athletic FM
￥12,100 （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 up to 400nm
uvex supravision® 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

ライノーマット
55.0.520.5230 
シルバーミラー / ブルー (S2)　

ネイビーマット
55.0.520.4330 
ブルーミラー / グリーン (S2)

フィアースレッドマット
55.0.520.3130 
オレンジミラー / オレンジ (S2)

ブラックマット
55.0.520.2330 
グリーンミラー /
レーザーゴールドライト (S2)

uvex elemnt FM
￥11,000 （税込）

ティーンズ、小顔の方、女性向けに新しく開発
されたコンパクトなゴーグルです。ミラーレンズ
とフレームカラーのコンビネーションが鮮やかで
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 up to 400nm
uvex supravision® 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

ライノーマット
55.0.640.5030 
オレンジミラー/オレンジ(S2)

アンティークローズマット
55.0.640.3030 
シルバーミラー / ブルー (S2)

ブラックマット
55.0.640.2030 
グリーンミラー /
レーザーゴールドライト (S2)

ホワイトマット
55.0.640.1030 
シルバーミラー/ブルー(S2)
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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 up to 400nm
uvex supravision® テクノロジー
uvex polavision® 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
アジアンフィットフォーム

クロコマット
55.5.334.8030 
ポラヴィジョン/クリア(S1)

ネイビーマット
55.5.334.4030 
ポラヴィジョン/クリア(S1)

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)

uvex g.gl 3000 LGL
￥9,900 （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ゴーグルです。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 up to 400nm
uvex supravision® 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
アジアンフィットフォーム

ブラック
55.5.335.2130  
レーザーゴールドライト/クリア(S1)

ホワイト
55.5.335.1030 
レーザーゴールドライト/クリア(S1)
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uvex elemnt LGL
￥7,700 （税込）

ティーンズ、小顔の方、女性向けに新しく開
発され たコンパクトな ゴー グルで す。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。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 up to 400nm
uvex supravision® 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

ブラック
55.0.641.2030 
レーザーゴールドライト/クリア(S1)

ホワイト
55.0.641.1030 
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 up to 400nm
uvex supravision® テクノロジー
ダブルレンズ
スピードクリップ

ネイビーマット
55.5.047.4130 
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)
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uvex rocket jr. visor

丈夫なハードシェル構造。

快適なインナーライニング。

温かく快適なフィッティング
のイヤーパッド。

uvex supravision® 曇り止
めコーティング。

薄くミラーコーティングされ
たバイザー。

2424
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uvex rocket jr. visor
￥ 22,000  （税込）

小さなスキーファンへ無限の楽しみを！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。曇り止めコーティングさ
れた美しいミラーコーティングのバイザー
は幅広い天候で楽しむことができます。

ホワイト／ブラックマット
56.6.263.1003 // 51-55
56.6.263.1005 // 54-58
ブルーミラー（S2）

ブルーマット
56.6.263.2003 // 51-55
56.6.263.2005 // 54-58
ブルーミラー（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（S2）

Features

ハードシェルテクノロジー
uvex supravision® (曇り止めコーティング)
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

Spare Visor

ネイビー／レッドストライプマット
56.6.263.6003 // 51-55
56.6.263.6005 // 54-58
レッドミラー（S2）

ライノー／ブラッシュマット
56.6.263.7003 // 51-55
56.6.263.7005 // 54-58 
ライトミラーシルバー（S2）

uvex rocket jr. visor
￥12,100 （税込）
ライトミラーシルバー（S2）
56.8.263.0001 // 51-55
56.8.263.0002 // 54-58 

uvex rocket jr. visor
￥12,100 （税込）
ブルーミラー（S2）
56.8.263.0003 // 51-55
56.8.263.0004 // 54-58

uvex rocket jr. visor
￥12,100 （税込）
レッドミラー（S2）
56.8.263.0005 // 51-55
56.8.263.0006 // 54-58
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uvex heyya pro
￥ 11,000  （税込）

マットカラーのクールなデザインのジュニ
アヘルメットです。とても軽量で、サイズ
調整可能なIAS フィットシステムは高度
なフィッティングを実現します。1日中楽
しめるヘルメットです。

レースミッドナイト／シルバーマット
56.6.253.9003 // 51-55
56.6.253.9005 // 54-58

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

ブルー／イエローマット
56.6.253.2003 // 51-55
56.6.253.2005 // 54-58

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 1077:2007B 認証

ホワイト／ピンクマット
56.6.253.7003 // 51-55
56.6.253.7005 // 54-58
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uvex slider FM
￥9,790 （税込）

uvex speedy pro
￥3,960 （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 up to 400nm
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 up to 400nm
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 up to 400nm
uvex supravision® テクノロジー
シングルレンズ
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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

モデル 仕様 カラー 商品コード 価格（税込）

downhill 2100

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 55.8.391.2300 ¥23,100 

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 55.8.392.1130 ¥10,450 

オレンジミラー colorvision® イエロー 55.8.392.1230 ¥10,450 

シングルレンズ
フェリック(球面)

ブルーミラー/スモーク 55.8.392.0030 ¥10,450 

レイダー（グリーン） 55.8.394.2030 ¥6,600 

ヴィスタ 55.8.394.2730 ¥6,600 

ゴールドグリーン 55.8.394.0030 ¥6,600 

クリア 55.8.394.2830 ¥6,600 

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-ルドライト/クリア 55.8.522.2230 ¥6,600 

CVシングルレンズ            

ローズミラー colorvision® グリーン(S2) 55.8.527.1130 ¥7,700 

オレンジミラー colorvision® イエロー(S1) 55.8.527.1230 ¥7,700 

ブルーミラー colorvision® グリーン(S2) 55.8.527.2030 ¥7,700 

オレンジミラー colorvision® グリーン(S2) 55.8.527.3030 ¥7,700 

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 

g.gl 3000 TO TOレンズ
ブルーミラー 55.8.331.4030 ¥11,000 

グリーンミラー 55.8.331.5030 ¥11,000 

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 

レーザーゴ-ルドライト/クリア    55.8.331.2030 ¥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。
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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

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。

tech summary helmets

protection systems
MIPS
多方向衝撃保護システム（MIPS）は、頭に衝撃が加わった場合に非常に危険
な回転運動から脳を保護します。
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tech summary goggles

S0/S1//low light S2//medium bright1 S3//bright
81‒100% / 44‒80% 19‒43% 9‒18%

colorvision®（CV）
カラーヴィジョン オレンジミラーCVイエロー（球面53%、平面58%） ブルーミラーCVオレンジ（33%） シルバーミラーCVグリーン（15%）

ブルーミラーCVグリーン（球面19%、平面27%）

オレンジミラーCVオレンジ（25%）

オレンジミラーCVグリーン（35%）

ローズミラーCVオレンジ（30%）

ローズミラーCVグリーン（球面21%、平面24%）

ゴールドミラーCVグリーン（球面215、平面19%）

variomatic®（V）
調光レンズ ブルーミラーV／クリア（58-14%）

レインボーミラーV／クリア（58-14%）

グリーンミラーV／クリア（58-14%）

ライトミラーシルバーV／クリア（60-14%）

variomatic® polavision®（VP X）
偏光・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（28-5%）

take off （TO）
ベースレンズ+TOレンズ レーザーゴールドライト／クリア（51%） TOレンズ：ブルーミラー（10%）

TOレンズ：レッドミラー（14%）

TOレンズ：ゴールドミラー（9%）

TOレンズ：シルバーミラー（14%）

TOレンズ：グリーンミラー（9%）

polavision®（P）
偏光レンズ ポラヴィジョンブラウン／クリア （48%）

lasergold light（LGL）
& lasergold（LG） レーザーゴールドライト／クリア（54%） レーザーゴールド（24%）

レーザーゴールドライト

＆レーザーゴールド

full mirror（FM）
フルミラー ブルーミラー／ブルー （47%） ブルーミラー／グリーン（20%） レッドミラー／レーザーゴールドライト （11%）

シルバーミラー／ブルー（38%） ピンクミラー／レーザーゴールドライト （10%）

オレンジミラー／オレンジ（31%）

グリーンミラー／レーザーゴールドライト（40%）

visor
ミラーブルー（28%）

ミラーレッド（29%）

シルバーミラー（28%）

ライトミラーシルバー（26%） uvex wanted、uvex rocket jr

ライトミラーシルバー（41%） uvex instinct
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tech summary goggles

100 % UV protection up to 400nm 
uvexスノーゴーグルは400nmまでのUV:（紫外線）からめを保護します。
uvexの社名はuv-ex = ultraviolet excluded（紫外線の遮断）に基づいて
います。

Crack-resistant NORM: EN 174:2001 
＆ Scratch-resistant 
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。強靭なポリカーボネートレンズは、強度
を損なうことなく-40°という低い低温に耐えます。また特別な傷防止のコー
ティングが施されています。

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
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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  Dʼs VARIE 神田錦町 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。www.uvex-sports.jp

uvex also
protects you
at work:
uvex-safety.jp


