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adidas マッサージボール

adidas マッサージローラー

ADTB-11607 ￥2,100 ( 税別）

ADTB-11608 ￥1,900 ( 税別）

サイズ：8.3(L) x 8.3 (W) x 8.3(H)cm

サイズ：48.7(L) x 3.9 (W) x 3.9(H)cm

素材：ポリウレタン、コルク
重量：135ｇ 台湾製

STRETCH & RECOVEREY

素材：HDR( ラバー）
、鉄、TPR
台湾製

直径 8.3cm

adidas フォームローラー TX
￥5,800 ( 税別）

adidas トレーニングマット

ADAC-11505GR：グレーカモ
ADAC-11505BK：ブラック

サイズ：180 (L) x 58 (W) x 0.8 (H)cm

ADMT-13232 GR ￥6,800 ( 税別）
素材：POE
重量：900ｇ
台湾製

サイズ：33(L) x 12.5(W) x 12.5 (H)cm
素材：EVA
重量：500ｇ
台湾製

7 個のローラーが
筋肉をほぐします

筋肉へピンポイントに
刺激が与えられます

高ボブル（丸い凸面）が
筋肉をほぐし血流を促進
adidas ミニフォームローラー TX

9mm

￥2,900 ( 税別）

ADAC-11504GR：グレーカモ
ADAC-11504BK：ブラック

表面はクッション性が高い形状
裏面は安定感のよいフラット加工

サイズ：18(L) x 8 (W) x 8 (H)cm
素材：EVA
重量：110ｇ
台湾製

細かい部分を
しっかりほぐします

クッショニング表面加工で
安定性を向上

クッション性のある表面は高密度で、ユニークな形状を
しており、ウェーブとボブル（丸い凸面）状で、長時間
使用するのに理想的な柔らかさを備えたバランスと
安定性を向上させます

adidas トレーニングマット
ADMT-12235/12235GR ￥4,900 ( 税別）

adidas ヨガ＆ストレッチウェッジ
ADYG-20180 ￥1,900 ( 税別）

サイズ：50.5 (L) x 15.5 (W) x 5 (H) cm
素材：EVA
台湾製

サイズ：長さ 183cm× 幅 61cm
レッド：ADMT-12235
グレー：ACMT-12235GR
素材：NBR

厚さ：10mm

10mm
adidas フィットネスマット
ADMT-11014GR/11014RD ￥3,900 ( 税別）
サイズ：長さ 173cm× 幅 61cm
グレー：ADMT-11014ＧＲ
レッド：ADMT-11014ＲＤ
素材：NBR
台湾製

ヨガのポージングや
ひざ裏のばしのストレッチに
!
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厚さ：7mm

ストレッチ＆コンディショニングツールとして

「ヨガ＆ストレッチウェッジ」をかかとの下に敷くことにより、体が固い人でも無理なくアキレス腱を伸ばしたり、ふくらはぎの奥深い部分まで
ストレッチをすることが出来ます。 また最近注目されている「ひざ裏のばし」のストレッチも無理なくおこなうことができるアイテムです。
特に高齢者などの足首の底屈や拝屈を繰り返し柔軟性を高めることで、背筋が伸びたり、肩こりの解消にもつながります。
また座位でストレッチを行うことで、骨盤を正常な位置に整えることもできる今一番おすすめのコンディショニングアイテムです。

やわらかく軽量で
コンパクトな７mm マット

7mm
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adidas ヨガマット 5mｍ

adidas ヨガマット スチールブルー

adidas ECO ヨガブロック

adidas ヨガストラップ

ADYG-10300MR：ミスティルビー
ADYG-10300RG：ロウグリーン

サイズ：176 (L) x 61 (W) x 0.5 (H)cm

サイズ：21.5 (L) x 17 (W) x 7(H)cm

サイズ：253 (L) x 4.8 (W) x 0.5 (H) cm

ADYG-10500RS ￥6,800 ( 税別）

￥3,900 ( 税別）

素材：TPE (95%),EVA (5%)
重量：700ｇ
中国製

サイズ：176 (L) x 61 (W) x 0.5 (H)cm
素材：TPE (80%),EVA (20%)
重量：750ｇ
中国製

素材：POE、内部にリサイクル EVA を使用
重量：315ｇ
耐荷重：120kg
台湾製

5mm

ADYG-20100CORK ￥2,400 ( 税別）

￥6,900 ( 税別）

素材：ポリエステル、ナイロン
重量：315ｇ
耐荷重：10 ㎏
台湾製

開閉しやすく
厚手のマットも
収納可能

両面に滑り止め
ウェーブ加工

サイズ：22.8 (L) x 12 (W) x 7.5(H)cm

5mm

素材：コルク
重量：480ｇ
台湾製

丈夫なコルク製
美しい姿勢をサポート

adidas ヨガマット バッグ

サイズ：70 (L) x 17 (W) x 17 (H)cm

ヨガポージングをサポート

adidas ヨガブロック コルク
持ち運びに便利な
スリングロープ付

ADYG-20501BL：ブルー
ADYG-20501GR：ベージュグレー

2019 年 4 月
発売予定

adidas ホットヨガマット

adidas ヨガマット ストラップ

ADYG-10680BK ￥4,800 ( 税別）

ADYG-20400BK ￥1,500 ( 税別）
サイズ：長さ 153cm

サイズ：173 (L) x 61(W) x 0.2(H) cm

台湾製

素材：ナイロン、PER ポリエステル
台湾製

あわゆるサイズのマットに取付可能な
持ち運び用のストラップです
（ヨガマットは別売）

洗えるヨガマット

!
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表は汗を吸収するタオル地
裏面はノンスリップ加工付

手洗い可能なホットヨガに
最適なマットです
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素材：ポリエステル、コットン
台湾製

硬度があり
握りやすい

やわらかく
軽量 750ｇ

片面に滑り止め
ウェーブ加工あり

ADYG-20200CW ￥1,600 ( 税別）

ADYG-20150 ￥4,000 ( 税別）

2mm

ヨガストラップとヨガブロック

ヨガストラップは、無理することなく ストレッチしたい箇所に意識を
向けることができます。ヨガブロックは、ポーズを補助したり
いためやすい身体の部位を守ることにも役立ちます。初心者だけでなく、
難しいポーズや正しいポーズを作ることにも有効なアイテムです。
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￥2,200（税別）
MENʼ S

･ 手回り / メンズ：S サイズ /19-20 ㎝、M サイズ /20-21.5 ㎝、L サイズ /21.5-23 ㎝

WOMENʼＳ

INDOOR TRANING
& ACCESSORIES
サイズ \ カラー

パワー

グレー

ブラック

Ｓ

ADGB-13143

ADGB-13153

ADGB-13123

Ｌ

ADGB-13145

ADGB-13155

ADGB-13125

Ｍ

ADGB-13144

ADGB-13154

手のひら側

サイズ \ カラー

オレンジ

ホワイト

Ｓ

ADGB-13233

ADGB-13243

Ｍ

ADGB-13124

ADGB-13234

ADGB-13244

・手回り：S サイズ /17-18 ㎝、M サイズ /18-19 ㎝

￥3,500（税別）
手回り：M サイズ /21 ㎝、L サイズ /23 ㎝

MENʼ S

adidas パワーチューブ
ADTB-10601.10602.10603
adidas プッシュアップバー
ADAC-12231
￥2,600 ( 税別）

サイズ \ カラー

シルバー

Ｍ

ADGB-14214

Ｌ

!
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ADGB-14215

ブラック
ADGB-14224
ADGB-14225

レッド

サイズの目安

ADGB-14234

グローブのサイズ目安に使われている「手回り」は拳の骨あたりの一番広い部分を測定した
サイズとしております。商品により多少の誤差がありますので、あらかじめご了承ください。

ADGB-14235

ワンランクアップしたトレーニングのために

トレーニンググローブをすると、筋肉だけでなく、手の皮がめくれたり、
マメができたりと手のひらも消耗します。そんなときに「トレーニンググローブ」が有効です。手を保護することで、トレーニングへの集中力を高めることが
できるでしょう。また、滑り止めのついたグローブなら、素手のように汗によって滑りやすくなる恐れは少なくなります。

adidas フォームローラー
ADAC-11501
￥4,800 ( 税別）
adidas アブホイール
ADAC-11404
￥2,600 ( 税別）

adidas コアローラー
ADAC-11604
￥5,900 ( 税別）
台湾製

※グリップを入れる際に少し
水でぬらすと入りやすくなります

adidas ミニパワーバンド

18cm のホイールにソフトなハンドルが取り
付けてありコアトレーニングを行うことが
できます。厚めのホイールにより、腹筋を
集中的に強化することが可能です。台湾製

ADTB-10606
￥2,300 ( 税別）
中国製

adidas ジムボール

adidas 縄跳び
ADRP-11011
￥3,000 ( 税別）

中国製

55 ㎝ グレー：ADBL11245GR ￥2,900（税別）
65 ㎝ グレー：ADBL11246GR ￥3,800（税別）

台湾製

※ロープが回転に合わせて回るためねじれにくい構造です

adidas スピードロープ
ADRP-12234
￥1,900 ( 税別）

adidas スラムボール

砂充填の弾みにくいデザイン
PVC 製

台湾製

中国製
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MACHINE & TRAINING GEAR
中国製

中国製

２個セット

２個セット

adidas アジャスタブルアンクル / リストウェイト
ADWT-12229 1.0kg / ペア ￥3,600 ( 税別）
※0.25 ㎏の重り 4 個により調整可能

ADWT-12230 2.0kg / ペア ￥4,200 ( 税別）
※0.5 ㎏の重り 4 個により調整可能

adidas ウェイトグローブ
ADWT-10702 0.5kg / ペア
フリーサイズ ￥3,800 ( 税別）
台湾製

台湾製

!
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ADWT-12227 0.5kg / ペア ￥2,500 ( 税別）
ADWT-12228 1.0kg / ペア ￥2,900 ( 税別）
台湾製

M (71-89cm)
L (89-98cm)
XL (98-116cm)
※サイズはすべて腰骨周り

ジュニア

マイナス

adidas アンクル / リストウェイト

ベルトを使って効果的にトレーニングをしましょう

ベルトは上級者のためだけではありません。ベルトを使用することで、腹圧を高めることができます。トレーニングを始めて間もない方や、痩せていて
お腹の容積が小さい方の場合、腹圧を自覚するのがとても困難です。
そのため、本当は初心者の方が腹圧の感覚を得て、効率的にトレーニング
するためにこそ、ベルトが必要であり、おすすめしたいアイテムです。

ベルトの位置ときつさ
普段ベルトを締める位置に、

トレーニグベルトの下部が来る
ようにきつく締めます。指2本が

なんとか入るぐらいのきつさが

目安です。ベルトが簡単に動いて

しまうようであれば緩すぎます。
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腹圧とベルトの効果

腹圧とは、腹筋と横隔膜の収縮によって
生じる腹腔内の圧力です。腹筋や背筋、
横隔膜など腹部周辺の動きが要因と
なります。べルトの圧力に反発して腹部が
膨張することで、お腹に力が入っている
感覚を得られやすくなります。
腹圧が上がると、全身の連動性が向上し、
強い力が発揮できるようになります。
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