2008 年 9 月 17 日
報道関係各位
株式会社ドーム

- 福留孝介選手（シカゴ・カブス）、伊澤利光プロ（ゴルフ）ら 一流アスリートのパフォーマンスをサポート -

寒冷時のパフォーマンスを最大化する革命的冬用インナー「コールドギア」。高機能「アウター」も拡充。

株式会社ドーム（本社：東京都品川区 社長：安田秀一）は、アスリートのパフォーマンスを最大化させる真の“パフォーマン
スブランド”「アンダーアーマー（UNDER ARMOUR®）」の 2008 年秋冬商品を、9 月から全国主要スポーツ店にて販売開始
します。
2008 年秋冬は、冬の必須ギアとして、競技問わず多くのアスリートに浸透している「コールドギア コンプレッション」をはじめ、
ハイエンドモデル「UA メタル」にジップタイプやレギングス、新たな装着感を誇る「フィッティド」タイプが新登場。
コンプレッション（身体に密着する）ウエアの発祥であり、市場を牽引するブランドとして、自信を持ってお届けする商品ライ
ンアップとなっております。

■「coldgear®（コールドギア）」 冬はこの一枚から始まる。
＜特長＞
・

ワッフル状に織り込まれた生地の凹凸が、裏地と身体との間に
薄い暖気の層を作り出し、一枚でも十分暖かい。

・

アンダーアーマー最大の特長である“モイスチャートランスポート
システム”により、汗を素早く吸収、発散し、ウエアに汗を溜めず、
汗冷えの心配がない。

・

ブラッシングした裏地がフリースのような極上の肌触りと着心地
を実現。

・

ストレッチ性に優れ、あらゆる動きがスムーズに。

・

有害な紫外線をプロテクト。

■「コンプレッションの優位性」
アンダーアーマーの起点となったのは、それまでのスポーツアパレルの概念を覆す、“セカンドスキン（第二の皮膚）”のように
身体に密着して着用する「コンプレッション（compression）」シャツ。
アスリートのパフォーマンスを最大化する“最高のシャツ”に求められる要素を徹底追求して具現化された、それまでのウエア
の概念を覆す「コンプレッション」は、アスリートの環境に劇的な変化をもたらしました。

＜パワーアップ＞

＜卓越した快適性＞

＜素早い回復＞

身体を程よく包み込むことにより、筋肉
をしっかりサポートし、余計な振動を抑
え、疲労を軽減。さらに筋肉の集中力を
高め、スタミナ向上をサポート。

独自の“モイスチャートランスポートシ
ステム”により、汗を素早く吸収、発散
し、身体をドライで快適に保ち、自然
な体温コントロールを可能にする。

血流がスムーズに循環す
ることによりむくみが抑制さ
れ、疲労からの回復が期
待される。

■トレーニング

■ゴルフ

■ランニング

■野球

■ウーマンズ

■ユース

※商品ラインナップの詳細については次頁以降をご参照ください。

「アンダーアーマー（UNDER ARMOUR®）｣とは：
1996 年、米国の元アメリカンフットボール選手が立ち上げたスポーツブランド。
近年急速に普及した、身体にフィット（密着）するアスリートのためのウエアの発祥ブランドであり、米国本社では 2006
年$430 百万（468 億円）、2007 年$605 百万（658 億円）と、誕生以来 12 年間で驚異的な成長。日本においても、昨
®
年は、冬専用の「coldgear （コールドギア）」が爆発的にヒットし、売上前年比 1.5 倍を計上。

プロ野球選手の 4 人に 1 人以上（08 年開幕戦スタメン着用率）の着用率をはじめ、福留孝介選手（シカゴ・カブス）、
阿部慎之助選手（読売ジャイアンツ）、伊澤利光プロ（ゴルフ）、皆川賢太郎選手（アルペンスキー）など、多くのトップ
アスリートのパフォーマンスを支えています。

【リリースについてのお問い合わせ先】
ブランドマーケティング部 担当：加藤・木村

TEL：03-5781-7929 FAX：03-5781-7937

www.domecorp.com

共同 PR 株式会社 担当：神戸（かんべ）・三本（みつもと） TEL：03-3571-5275 FAX：03-3571-5380
【一般の方のお問い合わせ先】
ドームカスタマーセンター TEL：0120-106-786 www.underarmour.co.jp

■ UNDER ARMOUR® for トレーニング
【coldgear®（コールドギア）】
アスリートの中ではもはや定番となった冬用ギアの「coldgear®（コールドギア）」は、独自のワッフル構造ファブリックが
身体との間に暖気の層を作り出し、一枚でも驚くほどの暖かさを実現しました。また汗を溜めずに、常にドライで快適な
“モイスチャートランスポートシステム”による優れた吸汗速乾機能が、汗の不快感を排除すると共に汗冷えによる体温
低下を防ぎます。また、極めて薄く軽い素材により、着用していることを忘れてしまうほどの抜群の肌触りと着心地、そし
て身体の動きを全く妨げない優れたストレッチ性を誇ります。さらに、有害な紫外線もプロテクトし、肌へのダメージを軽減、
体力維持をサポートする UPF 機能も搭載しました。
一枚でも暖かく、動きやすい「coldgear®（コールドギア）」は、屋外でのトレーニングをより快適にします。

＜コアシリーズ＞ 冬はこの一枚から始まる。
ブランド誕生以来、モデルチェンジされることなく続く、正にアンダーアーマーの冬用定番ウエア「0512 コール
ドギアモックタートルネック」に待望の新色が 3 色追加。さらに、フロントフライ仕様のレギングスが新登場。

＜DKO＞

＜ZEP>

＜MGH＞

#0512
コールドギアモックタートルネック
6,720 円

＜UA メタルシリーズ＞

#0727
コールドギアコアベンチレーテッドレギングス
7,560 円

究極の素材、圧倒的パフォーマンス

アンダーアーマーのもてる技術の全てを革新させ、次のレベルのパフォーマンスを約束するハイエンドモデル
“UA メタル”。2006 年に登場した「coldgear®（コールドギア）」のメタルシリーズが、2008 年秋冬ジップタイプとレギングス
が新登場。

表面を耐久性・防風性に優れたダイヤモンドフェイス仕様、裏面を高い保温性を誇るハイロフトフリース仕様で、
高いレベルの保温性を実現。そして、ワンランク上の吸汗速乾機能である“プッシュプルテクノロジー”を搭載。

#0592
メタルコールドギアモック
9,975 円 ※10 月下旬発売予定

#0723
メタルコールドギア 1/4 ジップ
15,540 円 ※10 月下旬発売予定

#0724
メタルコールドギアレギングス
15,540 円 ※10 月下旬発売予定

＜ブリッツシリーズ＞ 動きやすさと快適性を追求、カラーブロックタイプ
2007 年の登場以来、アメリカに続き、日本でも爆発的な人気を呼んでいる「ブリッツ」シリーズの新デザイン
登場。定番「0512 コールドギアモックタートルネック」の機能をそのままに、肩周りの機動性を向上させたラグ
ランスリーブ、ゴロつき感の少ない平らな縫製仕様により肌へのストレスを軽減するフラットロックシームを採
用。機動性を向上させる切り返しを活用したカラーブロックにより、デザイン性も高めました。

#0725
コールドギアブリッツモック
8,295 円

#0211
コールドギアブリッツレギングス
9,030 円

＜フィッティド＞ 新たな装着感、誕生。
「coldgear®（コールドギア）」コンプレッションの機能をそのままに、ゆったりとした着心地を求めるアスリート向けに開発され
た「coldgear®（コールドギア）」フィッティド。なめらかな肌触りの軽量ファブリックが、新たな特長です。

#0514
フィッティドコールドギアロングスリーブモック
7,245 円

#0516
フィッティドコールドギアレギングス
8,295 円

＜アーマーフリース＞ 究極の着心地。
それまでのスウェットやウォームアップの概念を覆すベストギア。それが、『アーマーフリース』です。薄くて軽く、肌触りの良い
ファブリックは、裏面がブラッシング加工を施しており、高い保温性と快適性を発揮。アスリートの用途や好みに応じて選択可
能な豊富なラインアップ。

#0428
アーマーフリース
パフォーマンスフーディー
8,190 円
※一部 10 月下旬発売予定

#0466T
アーマーフリース
フルジップフーディー
9,660 円

#0430
アーマーフリース
フルジャケット
9,345 円

#0609
アーマーフリース
アタックⅡフーディー
9,345 円

※10 月下旬発売予定

※10 月下旬発売予定

＃0431
アーマーフリース
パンツ
6,300 円

【heatgear®（ヒートギア）ルーズ】

極上の快適性、ワークアウトギア。

®
酷暑・通年時の使用に最適な「heatgear （ヒートギア）」。ゆったりと着用するルーズタイプに、新コンセプト「グリッド」シリ

ーズが新登場。格子構造の生地が、よりソフトな肌触りと高い吸汗速乾性を実現します。

#0711
トレーニングロングスリーブクルー
5,670 円

【トレーニングアウター】

#0731
トレーニングクルー
5,040 円

#0600
トレーニングショーツ
5,670 円

アウターにもパフォーマンスを。

フィールド上だけではなく、練習・試合への行き帰りにおいても幅広く活躍する、アンダーアーマー『パフォーマンスアウター』。
アスリートの使用シーンに最適な機能を、細部にまでこだわって搭載。吹き付ける雨風の進入を防ぎ体温を保持する防風撥水
ウエアから、軽量プラクティスウエアまで、あらゆるシーンで、アスリートに快適なコンディションを提供します。

#0506
ディープサウジャケット
25,200 円
※10 月下旬発売予定

#0623T
コンテンダーアーマーストレッチフルジップ
10,395 円

#6065J
フロストブレイクパンツ
12,600 円

#0736
チームウォームアップジャケット
9,345 円

#0737
チームウォームアップパンツ
8,295 円

#0622T
インフェルノⅡジャケット
9,345 円

#0328
インフェルノⅡパンツ
8,295 円

※10 月下旬発売予定

#0624T
コンテンダーアーマーストレッチパンツ
9,345 円

■ UNDER ARMOUR® for ランニング
【coldgear®（コールドギア）】
冬用ギアの「coldgear（コールドギア）」は、“モイスチャートランスポートシステム”を搭載したワッフル構造ファブリックを使用し、
体温による暖気で身体を包み込むと共に、汗を素早く吸収・発散します。その為、一枚でも十分暖かく重ね着不要、そして汗冷
えの心配もありません。さらに縦横無尽に伸縮する素材により、抜群の動きやすさを誇り、また重ね着が不要のため、イメージ
通りのフォームで走ることができます。
ランニングの本場米国で発達したアンダーアーマーが、ランナーのコンディションを高め、より高次元の走りをもたらします。
今期登場したのは、新コンセプト「グリッド」シリーズ。格子構造の生地が、よりソフトな肌触りと高い吸汗速乾性を実現。暖かさ
と動きやすさを両立させ、革新的デザインで設計された、次世代ランニングウエアです。

#0568
リコイルコールドギア 1/4 ジップ
10,290 円

#0569
リコイルコールドギアレギングス
10,290 円

【ドラフトシリーズ】 本格派ランニング専用商品
アンダーアーマーの本格的ランニング向けウエア「ドラフト」シリーズ。
秋口から春先まで幅広い季節で着用可能な防風撥水ジャケット・パンツ、“モイスチャートランスポートシステム”により、汗に
よる不快感、汗溜まりによるウエアの重量増、体温上昇を排除するシャツ・ショーツと、季節や天候に応じて最適なウエアを
選択可能です。

#0575
ドラフト２XW ジャケット
12,600 円

#0577
ドラフト２XW パンツ
10,290 円

#0246
ドラフトロングスリーブ T シャツ
6,090 円

#0284J
ドラフトヒートギア 3/4 レギングス
8,295 円

■ UNDER ARMOUR® for べースボール
【coldgear®（コールドギア）】 冬はこの一枚から始まる。
冬用ギアの「coldgear（コールドギア）」は、“モイスチャートランスポートシステム”を搭載したワッフル構造ファブリックを使用し、
体温による暖気で身体を包み込むと共に、汗を素早く吸収・発散します。その為、一枚でも十分暖かく、汗冷えの心配もありま
せん。さらに縦横無尽に伸縮する素材により、抜群の動きやすさを誇り、また重ね着が不要となるため、冬の練習でも最高の
パフォーマンスを発揮できます。

高校野球ルールに対応した「0512-3 ステルスモックタートルネック」は、チームカラーにより選択可能な全 10 色展
開。冬用ギアとしては稀な、豊富なカラーバリエーションでプレイヤーのパフォーマンスを支えます。

#0512-3
ステルスモックタートルネック
6,720 円

【アウター】

#0525J
コールドギアモビリティーレギングス
7,140 円

アウターにもパフォーマンスを。

グラウンド上だけではなく、練習・試合への行き帰りにおいても幅広く活躍するアンダーアーマー『パフォーマンスアウター』。
今期は、防風撥水ウエア（0231N、0233N、0232N）から、極寒時用に最適な防寒ウエア（0717、0224）まで、幅広いラインアップ
を誇る。

#0231N
ベースボール
ウインドブレーカージャケット
10,395 円

#0233N
#0232N
ベースボール
ベースボール
ロングスリーブ1/4ジップジャケット ウインドブレーカーパンツ
9,345 円
9,345 円

#0717
ダグアウトジャケット
18,900 円
※10 月下旬発売予定

#0224
ＵＡダグアウト
マイクロフリースプルオーバー
9,975 円
※10 月下旬発売予定

【スライディングショーツ】
プロテクションを超えた、パフォーマンスギア。

【アンダーグローブ】
守備を変える革新ギア、誕生。

パワーストレッチ素材が、下半身を程よく包み込みます。
そして、アンダーアーマー最大の特長である“モイスチャ
ートランスポートシステム”が、腰周りから下の汗が多く流
れる下半身全体を、常にドライで快適に保ち、衝撃吸収
に加え、動きやすさと快適性も実現します。

手の甲部分にストレッチ性・速乾性に優れた「UA ヒートギ
アファブリック」を施し、グラブ内の汗蒸れを防ぐと同時
に、抜群のフィット感を実現。
プレイヤーは、守備中にグラブを外して手の汗を拭うこと
なく、勝負に集中することができます。

#0712
テイクアウトスライダー
5,460 円

#0108N-R/L
アンダーグローブ
（右手用/左手用）
2,730 円

#0108N-3R/3L
ステルスアンダーグローブ
（右手用/左手用）
2,730 円

■ UNDER ARMOUR® for ゴルフ
【coldgear®（コールドギア）】
冬用ギアの「coldgear（コールドギア）」は、“モイスチャートランスポートシステム”を搭載したワッフル構造ファブリックを使用し、
体温による暖気で身体を包み込むと共に、汗を素早く吸収・発散します。その為、一枚でも十分暖かく重ね着不要、そして汗冷
えの心配もありません。さらに縦横無尽に伸縮する素材により、抜群の動きやすさを誇り、また重ね着が不要のため、スウィン
グ動作を一切阻害しません。冬ゴルフに必須の保温性と機動性を両立した革命的冬用ギアです。

＜コアシリーズ＞ 冬はこの一枚から始まる。
ブランド誕生以来、モデルチェンジされることなく続く、正に UA ブランドの冬用定番ウエア「0512 コールドギアモックタート
ルネック」に待望の新色が 3 色追加。さらに、フロントフライ仕様のレギングスが登場。

＜DKO＞

＜ZEP>

＜MGH＞

#0512
コールドギアモックタートルネック
6,720 円

＜UA メタルシリーズ＞

#0727
コールドギアコアベンチレーテッドレギングス
7,560 円

究極の素材、圧倒的パフォーマンス

アンダーアーマーのもてる技術の全てを革新させ、次のレベルのパフォーマンスを約束するハイエンドモデル“UA メタル”。
2006 年に登場した「coldgear®（コールドギア）」のメタルシリーズが、2008 年秋冬ジップタイプとレギングスが新登場。
表面を耐久性・防風性に優れたダイヤモンドフェイス仕様、裏面を高い保温性を誇るハイロフトフリース仕様で、高いレベル
の保温性を実現。そして、ワンランク上の吸汗速乾機能である“プッシュプルテクノロジー”を搭載。

#0592
メタルコールドギアモック
9,975 円 ※10 月下旬発売予定

#0723
メタルコールドギア１／４ジップ
15,540 円 ※10 月下旬発売予定

#0724
メタルコールドギアレギングス
15,540 円 ※10 月下旬発売予定

＜フィッティド＞ 新たな装着感、誕生。
「coldgear®（コールドギア）」コンプレッションの機能をそのままに、ゆったりとした着心地を求めるアスリート向けに開発され
た「coldgear®（コールドギア）」フィッティド。なめらかな肌触りの軽量ファブリックが、新たな特長です。

#0514
フィッティドコールドギアロングスリーブモック
7,245 円

#0516
フィッティドコールドギアレギングス
8,295 円

【ゴルフシャツ】

機動性と快適性で実感。

“モイスチャートランスポートシステム”を搭載し、水分コントロールと体温コントロールを自在とするアンダーアーマー「ゴルフ
シャツ」。ラウンド終盤まで快適な状態をキープする。またストレッチ性に優れスウィングを妨げません。
今期登場するのは、保温性と機動性を融合した冬用ゴルフシャツ「4005J ベントロングスリーブポロ」「0655N スクラッチロン
グスリーブジップモック」。そして、生地のストレッチ性によりあらゆる動きに対応し、抗菌防臭機能も搭載した「0530L ロング
スリーブパフォーマンスストライプポロ」。

#4005J
ベントロングスリーブポロ
9,975 円

【ゴルフパンツ】

#0655N
スクラッチロングスリーブジップモック
9,660 円

#0530L
ロングスリーブパフォーマンスストライプポロ
9,660 円

そのパフォーマンス、影響大。

軽さ、快適さ、動きやすさが、パフォーマンスへ絶大なる影響を及ぼす「ゴルフパンツ」。今期登場するのは、“モイスチャ
ートランスポートシステム”を搭載し、伸縮性に優れた「0540 リンクスフラットフロントパンツⅡ」。そして、なめらかな肌触り
と快適な暖かさを誇る「0489N テイルウインドパンツ」。シームレス構造が、より高い快適さを実現します。

#0540
リンクスフラットフロントパンツⅡ
9,975 円

【パフォーマンスアウター】

#0489N
テイルウインドパンツ
12,600 円

アウターにもパフォーマンスを。

柔らかく、暖かいマイクロフリースを内側に配した 2 層構造素材により、高い保温性を実現。ベストタイプとジャケットタイプを
展開。“モイスチャートランスポートシステム”を搭載。

#0493V
ステイブルフォードフルジップベスト
9,975 円

#0493
ステイブルフォードフルジップジャケット
12,600 円
※10 月下旬発売予定

【アクセサリー】 刻印が保証するパフォーマンス。
身につけるものすべてにアンダーアーマーのアドバンテージが欲しい・・・そんなゴルファーの欲求を満たした「アクセサリー」。

#0775
コールドギアゴルフグローブ
5,040 円

#76015
ゴルフシューズバッグ
3,990 円

■ UNDER ARMOUR® for ユース
アンダーアーマー『ユース』は、世界レベルで戦うトップアスリートも認めるアンダーアーマーの高い機能性をユース用に搭載。
幼少の頃より、トップアスリートと同じものを着用してプレーすることにより、アンダーアーマーは子供たちのパフォーマンスに
貢献するだけではなく、大きな誇りを彼らに与えることができます。

【coldgear®（コールドギア）】
冬用ギアの「coldgear®（コールドギア）」は、独自のワッフル構造ファブリックが身体との間に暖気の層を作り出し、一枚
でも驚くほどの暖かさを実現しました。また汗を溜めずに、常にドライで快適な“モイスチャートランスポートシステム”によ
る優れた吸汗速乾機能により、汗の不快感を排除すると共に汗冷えによる体温低下を防ぎます。更に、極めて薄く軽い
素材により、着用していることを忘れてしまうほどの抜群の肌触りと着心地、そして身体の動きを全く妨げない優れたスト
レッチ性を誇ります。さらに、有害な紫外線もプロテクトし、肌へのダメージを軽減、体力維持をサポートする UPF 機能も
搭載しました。
一枚でも暖かく、動きやすい「coldgear®（コールドギア）」は、子供たちの冬のコンディション維持、パフォーマンスアップ
を約束します。

#2512
コールドギアモックタートルネック
5,880 円

#2525
コールドギアレギングス
5,880 円

■ UNDER ARMOUR® for ウーマンズ
【coldgear®（コールドギア）】
アスリートの中ではもはや定番となった冬用ギアの「coldgear®（コールドギア）」は、独自のワッフル構造ファブリックが
身体との間に暖気の層を作り出し、一枚でも驚くほどの暖かさを実現しました。また汗を溜めずに、常にドライで快適な
“モイスチャートランスポートシステム”による優れた吸汗速乾機能により、汗の不快感を排除すると共に汗冷えによる体
温低下を防ぎます。更に、極めて薄く軽い素材により、着用していることを忘れてしまうほどの抜群の肌触りと着心地、そ
して身体の動きを全く妨げない優れたストレッチ性を誇ります。さらに、有害な紫外線もプロテクトし、肌へのダメージを軽
減、体力維持をサポートする UPF 機能も搭載しました。

一枚でも暖かく、動きやすい「coldgear®（コールドギア）」は、屋外でのトレーニングをより快適にします。

＜コアシリーズ＞ 冬はこの一枚から始まる。
ブランド誕生以来、モデルチェンジされることなく続く、正に UA ブランドの冬用定番ウエア「１512 サブゼロモッ
ク」に新色が追加。さらに、「1525 フロスティタイツ」は腰から足首までをしっかり保温しながらも、動きやすさを
損ないません。

＜RYL＞
#1512
サブゼロモック
6,720 円

#1525
フロスティタイツ
6,510 円

＜アーマーフリース＞ 究極の着心地。
それまでのスウェットやウォームアップの概念を覆すベストギア。それが、『アーマーフリース』です。薄くて軽く、肌触りの良い
ファブリックは、裏面がブラッシング加工を施しており、高い保温性と快適性を発揮。

#1474
アーマーフリースチームフード
7,245 円

#1476
アーマーフリースチームパンツ
6,300 円

【パフォーマンスアウター】

アウターにもパフォーマンスを。

練習中だけではなく、ウォームアップや移動時にも活躍する防風撥水ジャケットをモデルチェンジ。内側にメッシュ
ライナーを配し、快適な着心地を持続します。

#1263
ウーマンズ UA クレイブウーブン
ウォームアップジャケット
8,610 円

【heatgear®（ヒートギア）ルーズ】

#1264
ウーマンズ UA クレイブウーブン
ウォームアップパンツ
7,665 円

極上の快適性、ワークアウトギア。

®
酷暑時に最適な「heatgear （ヒートギア）」。ゆったりと着用するルーズタイプに、軽量でストレッチ性に優れたマイクロピ

ケ素材を使用したシンプルなデザインのロングスリーブと、通気性に優れた軽量メッシュを採用したショーツが新登場。

#1309
アクションロングスリーブ
4,410 円

#1304
コンディションショーツ
4,830 円

【ウーマンズ ソフトボール】
アンダーアーマーのインナーが既に浸透し、ウエアにもパフォーマンスを追求するという新しい価値観が根付いているソフトボ
ール市場において、今期より専用商品を展開します。通気性に優れた軽量メッシュを採用したウエア、専用のパンツとスライダ
ーが、プレイヤー、チームのパフォーマンスを約束します。

#1278
RBI ショートスリーブジャージ
4,830 円

#1304
コンディションショーツ
4,830 円

#1277B
ベルトループファストピッチパンツ
5,880 円

#1276
ランダウンスライダー
4,095 円

【ウーマンズ ラクロス】
米国はもちろん、国内においてもアンダーアーマーが市場に浸透しているラクロス。ゲーム用ジャージとして活躍するシャツと
スコートを展開。ストレッチ性に優れた軽量 UA ファブリックとメッシュパネル、ベンチレーションとの組み合わせが、ドライで快適
な着心地を約束します。

#1294
コンテンダージャージ
4,515 円

#1292
コンテンダーキルティー
4,515 円

