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TECHNOLOGY
テクノロジー（機能素材）

AD TECH 2WAYストレッチ

⾼いストレッチ性と吸⽔速乾性を持ち合わせる快適素材。

AD TECH 2WAYメッシュ

優れた通気性とUVカット機能を持ち合わせたストレッチ素材。

AD TECH UVストレッチ

汗を素早く吸収、拡散させる優れた速乾性能。紫外線を効果的にブロッ

クするUVカット性能。優れたストレッチ性と消臭機能を併せ持っていま

す。

AD TECH ハニカムメッシュ

優れた吸⽔速乾性を追求したオリジナル素材。快適なストレッチ性と清

涼感溢れるハニカムメッシュ状の編み地により、あらゆる状況下でもド

ライで快適な着⼼地。

COOL PASS UV クールパスUV

耐久性のある吸⽔加⼯により快適な⾐服環境を作り出し、不快な汗を素

早く処理し、イージーケア性、UVカット機能も兼ね備えています。

DR COMPACT

吸⽔性に優れたソフトな快適ニット素材。

AD TECH J-CAMICIE ストライプ

きっちりとした布帛ライクなドレス調カットソー素材。

KOKAGE MAX® こかげマックス

太陽光の熱線を遮断するクーリング素材。ソフトで⼼地よい⾵合い。照

りつける太陽の下でも⾐服内の温度上昇を抑えＵＶカット性も発揮。

AD TECK T/Cソフトパイル

柔らかな肌触りと吸⽔性が特徴のカジュアル素材。

Airshut®NT エアシャットNT

素材の裏⾯にトクシュポリマーで薄膜コーティング加⼯を施し、防⾵

性、撥⽔性、ストレッチ性を併せ持ったファブリックです。

Airshut®NT エアシャットNT

素材の裏⾯に特殊ポリマーで薄膜コーティング加⼯を施し、防⾵性、撥

⽔性、ストレッチ性を併せ持ったファブリックです。

エコトーヤコ

吸⽔速乾性能によるさわやかな肌触り。サラサラとしたドライ感とソフ

トな着⼼地。

COOLBEST® クールベスト サラカラ®

機能選択

吸⽔速乾 ストレッチ 吸⽔速乾 UVカット ストレッチ

吸⽔速乾 UVカット ストレッチ 吸⽔速乾 抗菌防臭 UVカット

吸湿速乾 UVカット UVカット 抗菌防臭

ストレッチ 吸⽔速乾 UVカット 遮熱クーリン

グ

ソフトタッチ ストレッチ 防⾵ 撥⽔ ストレッチ

防⾵ 撥⽔ ストレッチ 吸⽔速乾 UVカット

吸湿速乾 吸⽔速乾 ストレッチ
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⼗字異形断⾯による、永久型吸⽔速乾機能性繊維です。⽑細管現象によ

り、⽪膚表⾯の湿気と汗を速やかに吸収、拡散させ優れた速乾効果から

⼈体に快適性を与えてくれます。

汗を素早く吸って放出する機能を発揮し、ひんやりかつ快適な着⼼地

SPASSY UV スッパシーUV

耐久性のある吸⽔加⼯により快適な⾐服環境を作り出し、不快な汗を素

早く処理し、イージーケア性、UVカット機能も兼ね備えています。

SPACE MASTER CROSS スペースマスタークロス

紫外線、可視光線遮断セラミックを練り込んだ繊維です。その特殊な⼗字

断⾯で吸⽔速乾性と⾐類内の温度上昇を防ぐ、軽さとドライなタッチが特

徴です。

CEO α® セオ・アルファ

吸⽔速乾性能によるさわやかな肌触り。サラサラとしたドライ感とソフ

トな着⼼地。

ゼラノッツ®

優れた透湿性を持ち⾐服内を常に快適な状態に保ちます。⾬、⾵の侵⼊を

シャットアウトします。ストレッチ性に優れておりソフトな⾵合いです。

環境に優しい素材です。

AD TECH チェックフラワースムース

ソフトな⾵合いの吸⽔速乾素材。

TWIN LINE®-UV ツインラインUV

⽴体構造組織によって得られる吸⽔層、ドライ層による快適な⾐服内環

境。⽇焼け、シミの原因となる紫外線を90％以上遮蔽するため、⽇焼け

を防ぎます。温度上昇の原因となる⾚外線を遮蔽するため、清涼感を保ち

ます。

AD TECH デラヴェプレミアムゴールドサッカー

サッカー⽣地による清涼感溢れたプリント素材。

AD TECH トリコットストレッチ

⾼いストレッチ性としなやかな⾵合いを持ち合わせた吸⽔速乾素材

AD TECH ハイテンション カモフラージュプリント

優れたストレッチ性のプリント素材。

AD TECH ハイマルチタフタ

超撥⽔加⼯のアウター素材。

AD TECH パイルジャガード

柔らかな肌触りと吸⽔性に優れたカジュアル素材。

Primeflex® プライムフレックス

体の動きに追従した優れたストレッチ性と⾼いストレッチバック性・軽

量感ある直⽤快適性・優れたシルエット保持性・⾼いイージーケア性

Primeflex® プライムフレックス

体の動きに追従した優れたストレッチ性と⾼いストレッチバック性・軽

量感ある直⽤快適性・優れたシルエット保持性・⾼いイージーケア性

Proof PLUS® プルーフプラス

⽷にウルトラ撥⽔加⼯を施してあり、復元性の⾼い優れた撥⽔効果があ

ります。撥⽔効果により速乾性にも優れています。

Proof PLUS® プルーフプラス PROTEIN TEX™ プロテインテックス

プロテインパウダーの優れた吸放湿性により ムレやべたつきを抑制し

吸⽔速乾 UVカット 吸⽔速乾 UVカット 軽量

吸⽔速乾 UVカット 透湿防⽔ ストレッチ

吸⽔速乾 ストレッチ 撥⽔ UVカット

ストレッチ 吸⽔速乾 ストレッチ

ストレッチ 超撥⽔

ソフトタッチ ストレッチ 吸⽔速乾

吸⽔速乾 ストレッチ 撥⽔ ストレッチ

撥⽔ 透湿防⽔ ストレッチ
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TOP

⽷にウルトラ撥⽔加⼯を施してあり、復元性の⾼い優れた撥⽔効果があ

ります。撥⽔効果により速乾性にも優れています。

プロテインパウダ の優れた吸放湿性により、ムレやべたつきを抑制し

ます。⾬や⾵などを通し難くすることで、ウェア内を快適に保ちます。プ

ロテインパウダーは絹織物の清算⼯程で出る端材を有効利⽤しています。

AD TECH もちもちダンボールニット

軽量で適度なハリコシを持ったストレッチ素材。

rayblock® レイブロック

紫外線カット機能と防透け機能に特化したＵＰＦ50＋の⽣地です。吸汗

速乾性があります。ナチュラルなストレッチ性があります。

AD TECH 先染めツイルチェックストレッチ

柔らかな⾵合いとストレッチが特徴のカジュアル素材。

UCHIMIZU® 打ち⽔

気化促進繊維が汗の蒸発を積極的に加速させることで⾐服内を冷却。吸

汗速乾性に優れ運動後の汗冷えを抑制。遮断性に優れ紫外線をブロック。

吸⽔速乾 軽量 ストレッチ 吸⽔速乾 透け防⽌ UVカット

ストレッチ 吸⽔速乾 UVカット ストレッチ
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