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常にパーソナルベストを目指すアスリートのために。
1969年、ロバート・F・マクダビッドⅡ博士が米国シカゴで研究を開始して以来、

SPORTMEDTMの先駆者として常に先進のスポーツ医学や最新技術とともに

マクダビッドはアスリートのパフォーマンスを支え続けてきました。

プロテクティブ・アパレルという新しいカテゴリーのテクノロジーを

導入するなど、常にリーディングブランドとして世界70カ国の

アスリートや医療施設に使用されています。

We support athletes who always aim to 

set their own personal best.

2016年、アスリート向けのプロテクトギアとパフォーマンスギ
アのリーディングカンパニーとして高い革新性・専門性をもつ米
国マクダビッド社と、マウスガードから始まり、インソール、コア
プロテクションなど「スポーツプロテクションブランド」へと急
成長を遂げたショックドクター社が合併。新会社UNITED 
SPORTS BRANDS （ユナイテッドスポーツブランズ）のもと、
お互いの製品力を補完し合い、ノウハウや強みをシェアし合い
ながら、双方のビジネスとブランド力の強化を図り、さらに多く
のアスリートに支持される製品とサービスを提供していきます。

ハリソン・バーンズ
バスケットボール

米国（DAL）
オリンピック 金メダリスト（2016）

ジャマール・チャールズ
アメリカンフットボール

米国（KC）
ラッシングリーダー（2013）

ニコラ・カラバティッチ
ハンドボール フランス代表
オリンピック 金メダリスト

（2008 & 2012）

福元美穂
サッカー女子 元日本代表

INAC神戸 GK
オリンピック 銀メダリスト

（2012）
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東京ヤクルトスワローズ
シーズンMVP (2015)
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PERFORMANCE LINE 

SLEEVE

段階着圧でふくらはぎを快適にしっかりサポート

段階着圧で腕全体を快適にしっかりサポート

軽やかなフィット感と最適な段階着圧で
快適にしっかりサポート

ピンク（PK）ブラック（BK） ロイヤルブルー（RY） 
◎サイズ ふくらはぎ周り（cm）： S（Ⅱ）、M（Ⅲ）、L（Ⅳ）、XL（Ⅴ）
◎カラー：

材質が違う

ブラック/ネイビー（BN）
◎サイズ ふくらはぎ周り（cm）： S（Ⅱ）、M（Ⅲ）、L（Ⅳ）、XL（Ⅴ）
◎カラー： ブラック（BK）

地面や床などに直接擦れると生地が破れることがありますのでご注意下さい。

トレーニングや実戦でのパフォーマンスと快適性をサポート

※シューズサイズが2サイズにまたがる場合はふくらはぎ周りを参考にして下さい。
※シューズサイズとふくらはぎ周りの差が2サイズ以上になる場合（例：シューズ／L、
　ふくらはぎ／Sなど）本製品のご使用はお勧めできません。

S（Ⅱ）

22～24cm

30～34cm

20～24cm

M（Ⅲ）

24～26cm

34～38cm

24～28cm

L（Ⅳ）

26～28cm

38～42cm

28～33cm

XL（V）

28～30cm

42～46cm

ー

サイズガイド

シューズサイズ

ふくらはぎ周り

ヒジ周り

8836
コンフォート スリーブ（両脚入）

本体価格 ￥2,900 ＋税

ピンク（PK）ブラック（BK）

ロイヤルブルー（RY） 

◎サイズ ヒジ周り ： S、M、L
◎カラー：

8837
コンフォート アームスリーブ（両腕入）

本体価格 ￥3,000 ＋税

8832
コンフォート ロング

本体価格 ￥3,600 ＋税

通常の靴下が23本の繊維で
1本の糸を撚っているのに対
し、8832、8836、8837に使
用している糸は、68本の極細
繊維で1本の糸を撚っている。
それにより、ソフトな肌触りと
高い速乾性が得られる。
 

◎糸と繊維（ファイバー）

製法と設計が違う
◎編み方を使い分け、
伸縮性とサポート力を制御

繊維メーカーと共同開発した独自の糸
と厳選の高機能繊維（ファイバー）を複
合的に撚り合わせる。

◎部位ごとに異なる複合素材を配置

リブ編み

ピケ編み

高機能素材を採用

吸湿性、速乾性、通気性、
伸縮性に優れ、快適な肌
触りと耐久性を併せ持つ

優れたストレッチ
性と回復性を兼ね
備える

●劣化しない抗菌・防臭加工
●独自の低アレルギー性加工※タクテル®とライクラ®はインビスタ社の商標です。

タクテル ティンブレル ケア

スリーブ部分
安定したサポート力と高い快適性を実現する
独自設計・材質・製法（段階着圧）

（独自加工繊維）

足の甲

つま先・足底部・かかと

薄型・軽量設計
❶優れた吸汗速乾性 ❷快適なフィット感 
❸足への負担軽減

■クッション性 ■快適な肌触り
■抗菌防臭

3層構造

１
層

２
層

３
層

ライクラ

HEX CATALOG

※8832のみ

【スリーブ】

左右兼用

左右兼用

高機能・快適ニット素材で
機能性×快適性を両立した
パフォーマンスギア
独自の製法・設計が生み出す段階着圧によるし

っかりした圧迫サポートと高機能な極細・複合繊

維による快適性（装着感、肌触り）が、オン・オフ

問わずいつでも筋肉をしっかりサポート
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PERFORMANCE LINE 

SLEEVE HEX CATALOG【スリーブ】

腕全体を適圧サポート

ブラック（BK）

スカーレット（SC） ライトブルー（LB） 

M6566 2本入
本体価格 ￥3,200 ＋税

ホワイト（WH） ピンク（PK）

スカーレット（SC）

ライトブルー（LB） 

ネイビー（NV）

ブラック（BK）

1本入M656 本体価格 ￥1,800 ＋税

ホワイト（WH）

ロイヤルブルー（RY） 

ピンク（PK）

パワーアームスリーブ

◎サイズ 上腕周囲（cm）： 
XＳ 17～21／長さ 36
Ｓ 22～27／長さ 40
M 28～33／長さ 43
※ＸＳサイズはブラック（BK）のみ

ふくらはぎ全体を適圧サポート

ブラック（BK） ホワイト（WH）

ピンク（PK）

ブラック（BK） ホワイト（WH）

ロイヤルブルー（RY） 

パワーレッグスリーブ

2本入M6577
本体価格 ￥2,900 ＋税

ヒザ下丈

1本入M6575
本体価格 ￥1,600 ＋税

ヒザ下丈

99%
以上

UVカット

95%
以上

UVカット

hDc
ファブリック

パワーメッシュ

hDc

hDcテクノロジー（特許）

この実験は、McDavid（左半身）と他社製品（右半身）を一枚のシャツに
して運動前・運動中・運動後にサーモグラフィーで表面温度を比較計測
したもの。McDavidは他社製品よりも2～3℃程度カラダをクールに保
ち、過剰な汗・熱による不快感やエナジーロスを低減することが確認され
ている。

ｈDcファブリック

ひとクラス上の汗＆体温コントロール
特許ｈＤｃテクノロジーの特殊加工により、瞬時
に汗を吸収・拡散し、常に快適な環境を保つ。汗
を瞬時に蒸発させながら、体温の上昇をコント
ロールする。過剰な汗・熱による不快感とスタミ
ナの消費を低減する。

劣化しない吸汗･速乾機能
特許ｈＤｃテクノロジーの特殊加工により、洗濯
などによる機能低下が生じない。

運動終了30分後運動開始30分後運動開始前

約31℃ 約29℃ 約27℃ 約24℃ 約23℃

他社製品
他社製品

他社製品

パワーメッシュ hDchDc ファブリック
hDcファブリック

（特許加工）が、常に
適温かつドライにキープ

hDcファブリックよりも
ひとクラス上のサポート力と

吸汗・速乾性能

■皮フ感覚の装着感
優れたしなやかさ・着心地・軽さを備え、常に快適な環境
を生み出す。
■抜群のストレッチ性
生地のストレッチ性が抜群で、プレーヤーの動きを制限
しない。
■最適なコンプレッション
使用部位・目的に合わせた最適なコンプレッション。筋肉
を適圧でサポートし、パフォーマンスを発揮しやすいコン
ディションをキープ。最適なコンプレッションが、筋肉のつ
り・肉離れなどのトラブルを予防し、筋肉疲労を軽減。

地面や床などに直接擦れると生地が破れることがありますのでご注意下さい。

パワーサポート
タイプ

ミドルサポート
タイプ

左右兼用

◎サイズ ふくらはぎ周り（cm） ：  Ｓ 29～34　
　M 33～39　Ｌ 38～45

左右兼用

着けていることを忘れる
薄型軽量パフォーマンスギア。
薄く、軽く、しなやかな機能性ファブリックが生

み出す均一な筋肉への圧迫サポートと独自の吸

汗速乾テクノロジー「hDc」による快適性が、常

に最高のパフォーマンスをサポート

限定販売

NEW
カラー
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NEW
カラー
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※サイズ測定位置はP23のサイズガイドを参照ください

ふくらはぎ＋ヒザを軽くサポート

ブラック（BK）

ホワイト（WH）

ブラック（BK）

1本入M6570
本体価格 ￥1,800 ＋税

パワーレッグスリーブ ロング
ヒザ上丈

2本入M6572
本体価格 ￥3,200 ＋税

ヒザ上丈

※装着位置目安：上端部がヒザ上5～10cm位

99%
以上

UVカット

◎サイズ ふくらはぎ周り（cm） ：  Ｓ 29～34　M 33～39　Ｌ 38～45

WOMEN’S

女性の身体にフィットするコンプレッションタンクトップ

M885W
ウィメンズ V-タンク

本体価格 ￥3,000 ＋税

XSサイズ対応

◎サイズ ： XS, S, M, L
◎カラー ： ブラック（BK） ホワイト（WH）

ネイビー（NV） スカーレット（SC）
ブラック（BK） ホワイト（WH）

◎サイズ : XS, S, M, L, XL
◎カラー :

パフォーマンスを支えるVネック・タンクトップ

M885
本体価格 ￥3,600 ＋税

V-タンク

99%
以上

UVカット

99%
以上

UVカット

SHIRTSLEEVE
PERFORMANCE LINE

hDc
ファブリック

hDc
ファブリック

hDc
ファブリック

適切な圧迫で筋肉サポート！
ふくらはぎを適切な圧力で圧迫サポートすると筋肉のダメージとなるブ
レを抑え、余分なエネルギーの消費を低減させるとともに、より良いコン
ディションに導くと言われています。それにより、筋肉はパフォーマンス
を発揮しやすいコンディションを維持し、肉離れやこわばりなどの筋肉ト
ラブルの予防効果が期待できます。

適切な圧迫で疲労回復をサポート！
一般的に血行を促進させると体内に溜まった疲労物質がスムーズに取り
除かれ、新鮮な酸素と栄養が酷使された筋肉に運ばれやすくなります。こ
れにより筋肉は疲労から素早く回復すると言われています。なお、血行促
進には適圧サポートが効果的で、特にふくらはぎには脚に流れてくる血液
を心臓へと戻す強力なポンプ機能があるため、適圧でサポートするとふく
らはぎのポンプ機能との相乗作用により、血行が促進されやすくなります。

Why コンプレッション？
圧迫サポートがパフォーマンスを変える

バスケットボール専用

地面や床などに直接擦れると生地が破れることがありますのでご注意下さい。

左右兼用

PERFORMANCE LINE 

【スリーブ】 【シャツ】

XSサイズ対応

※長時間のご使用により本体内側のグリップゴム部が
　皮膚の炎症を引き起こすことがあります。
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PERFORMANCE LINE

hDc
ファブリック

hDc
ファブリック

hDc
ファブリック

筋肉のムダな動きと過剰な発汗がスタミナを奪う！
運動時の筋肉は慣性や着地時の衝撃などでムダな動き（ブレ）が発
生します。このムダな動きを無意識の内におさえようとして知らぬ
間にスタミナが奪われ、パフォーマンスが低下してしまう事があり
ます。また、人間の身体は発汗で体温の上昇をコントロールします
が、この際にもスタミナは奪われます。

圧迫＋体温コントロールで筋肉のスタミナキープ
筋肉を圧迫サポートする事で運動時に発生するムダな動きを抑制
できます。優れた汗・体温コントロール機能を備えた素材であれば、
汗を瞬時に蒸発させながら体温の上昇をコントロールでき、知らぬ
間に奪われていたスタミナを維持できます。

運動時の筋肉のムダな動き（ブレ）を
おさえて、スタミナキープ

バスケットボール専用

地面や床などに直接擦れると生地が破れることがありますのでご注意下さい。

左右兼用

PERFORMANCE LINE 

【スリーブ】 【シャツ】

XSサイズ対応

※長時間のご使用により本体内側のグリップゴム部が
　皮膚の炎症を引き起こすことがあります。
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PERFORMANCE LINE

SHORTS【ショーツ】

ブラック（BK）

◎サイズ : S, M, L, XL
◎股下 ： 20cm（Lサイズ）
◎カラー :

コアの筋肉や関節の動きをしっかりサポートする
プロフェッショナル仕様のショーツ

股関節を支える筋肉に疲労や拘
縮などの筋肉トラブルがおこり、股
関節の正常な状態を維持できなく
なると、上半身と下半身の連動性、
下半身から上半身への力の伝達
が損なわれ、パフォーマンスの低
下につながります。

クロスコンプレッション ショーツ
は、コア（股関節・骨盤・臀部）の筋
肉や関節の動きをしっかりサポー
トするプロフェッショナル仕様。コ
アをサポートするコンプレッション
ショーツをベースに、よりサポート
力の高いクロスサポートバンドを
テーピング理論に基づき配置（ク
ロスコンプレッション構造）。この
構造により、両サイドから股関節が
圧迫サポートされ、上半身と下半
身の連動性がサポートされます。

トップアスリートたちの声

アスリートが最高のパフォーマンスを発
揮する為に不可欠なのが「コア」（股関
節・骨盤・臀部）。特に股関節は大腿骨

（下半身）と骨盤（上半身）の接合部であ
り、体重を支え、あらゆる動作の支点と
なっています。

コア（股関節・骨盤・臀部）を安定させベストパフォーマンスをサポート

コア スタビライゼーション
CORE STABILIZATION

65%YES

50%YES

74%YES

上半身と下半身をつなぐ股関節

上半身と下半身の連動性をサポート

8200
本体価格 ￥7,500 ＋税

クロスコンプレッション ショーツ

コアのバランスが
サポートされ
パフォーマンスアップに
つながる

ランニング動作の
サポートに効果がある

骨盤がサポートされ
安心感が得られる

WOMEN’S

臀部と大腿部全体をしっかりサポート

◎サイズ ： S, M, L, XL
◎股下 ： 20cm（Lサイズ）
◎カラー ： ブラック（BK） ホワイト（WH）

M8100
パワーコンプレッション ショーツ

本体価格 ￥3,900 ＋税

パワーサポート
タイプ

臀部と大腿部を適度にサポート

XSサイズ対応

◎サイズ ： XS, S, M, L, XL
◎股下 ： 16cm（Lサイズ）
◎カラー ： ブラック（BK） ホワイト（WH）

ネイビー（NV）

ミドルサポート
タイプM706

コンプレッション ショーツ

本体価格 ￥3,000 ＋税

XSサイズ対応

◎サイズ ： XS, S, M, L
◎股下 ： 20cm
◎カラー ： ブラック（BK） ホワイト（WH）

ミドルサポート
タイプM707W

ウィメンズ コンプレッション ショーツ

本体価格 ￥3,000 ＋税

99%
以上

UVカット

99%
以上

UVカット

95%
以上

UVカット

HEX CATALOG

女性の身体にフィットするコンプレッションショーツ

パワーメッシュ

hDc

※サイズ測定位置はP23のサイズガイドを参照ください
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PERFORMANCE LINE

【タイツ】 HEX CATALOG

圧迫力の異なる2種類のファブリックと
独自のカッティングが最適な段階着圧
を実現。ONでもOFFでもアクティブリ
カバリーをサポート。

ON

OFF

疲労物質の滞留を抑制

滞留した疲労物質を還流

アクティブリカバリー

疲労を溜めずにバテないカラダへ

8810
本体価格 ￥9,000 ＋税

アクティブリカバリー タイツ

◎サイズ ： S, M, L, XL
◎カラー ： ブラック/レッド（BR）

パワーメッシュ hDchDc ファブリック

hDc
ファブリック

パワーメッシュ

hDc

ACTIVE  RECOVERY

アクティブリカバリータイツの効果検証

■運動後のジャンプパワーの推移比較

運動前のジャンプパ
ワー（ドロップジャン
プ指数）を100%とし
た時に、タイツを着用
したグループと着用し
ないグループの負荷
をかけた後のジャンプ
パワーの推移を比較

（n=10）

調査協力： 東京有明医療大学笹木正悟研究室

120%

100%

80%

60%

タイツなしタイツあり

14%down 22%down

運動前 運動直後

◎サイズ ： XS, S, M, L, XL
◎カラー ：
※XSはブラック（BK）のみ

ブラック（BK） ホワイト（WH）

ホワイト（WH）
◎サイズ ： S, M, L, XL
◎カラー ： ブラック（BK）

ボディバランスを整え、
筋肉をサポートするコンプレッションタイツ

３Dアナトミカルカットでフィット感を高めた
ヒザ下丈タイツ

M815
コンプレッション タイツ

本体価格 ￥5,000 ＋税

ミドルサポート
タイプ

M8180
3/4レングス タイツ

本体価格 ￥5,500 ＋税

ミドルサポート
タイプ 99%

以上

UVカット

99%
以上

UVカット

TIGHTS

95%
以上

UVカット

下肢のリカバリーをサポートする
段階着圧高機能タイツ

●着用して運動したグループのジャンプパワー減衰率が低い
●タイツ着用の効果でパフォーマンスが持続した

●運動後にタイツを着用したグループの方が回復傾向にある
●下肢の浮腫(むくみ)が減り、疲労が軽減されている

■運動直後と翌日の下肢の浮腫（むくみ）の推移比較

運動する前の下肢
のインピーダンス測
定値を100%とし、
全員の運動直後の
値と、翌日までタイ
ツを着用したグルー
プと着用しないグ
ループの値の推移を
比較（n=10）

105%

100%

95%

90%

運動前

運動前の抵抗値を100%としたときの変化率

運動直後 運動翌日

未着用
0.8%回復

タイツ着用
2.7%回復

身体に優しく
フィットし
疲れた脚を
サポート

優れた体温
コントロールで
快適フィット

※サイズ測定位置はP23のサイズガイドを参照ください
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TECHNOLOGY
PERFORMANCE LINE

※写真は撮影用に片側のhDcファブリックを取り除いています。

■かつてない衝撃吸収性
六角形の独立したパッドをハニカム（蜂の巣）状に配置。
パッド同士が支え合う一体的なハニカム構造が効果的に衝撃を吸収・分散。

■驚きのフィット感
パッド一つ一つが独立しているため、どの部位にも完璧にフィット。
フレキシブルに身体と連動するため、動きを妨げない。
個々のパッドは、ｈＤｃファブリックで両面からラミネートされ、
激しい動きでもズレない。

■汗ムレなし
パッド間の隙間が高い通気性を確保し、パッド部もムレない。

■抜群の軽量性
パッドは水分を内部に吸い込まないため、常に軽く、汗による重量負担を感じない。

独立したハニカム状のパッド（9mm厚）が
的確に衝撃を吸収・分散

違和感なくカラダにフィットし、
動きを妨げない。激しい動きでも
個々のパッドはズレない。

LEVEL 2
ミドルサポート

LEVEL 3
ハードサポート

LEVEL 1
ソフトサポート

より広範囲を保護するパッドや14mm厚2層構造パッドなど、
ハイレベルの保護性能を備えた最上級モデル。

主に9mm厚のパッドを使用し、保護性能と動きやすさを
バランス良く兼ね備えた上級モデル。

動きやすさを重視しつつも保護したい部位を
的確に保護するスタンダードモデル。

保護性能：最上級レベル

保護性能：上級レベル

保護性能：標準レベル

（ヘックスパッド）

パフォーマンスをサポート

プロテクション
快適さ

コンプレッション
筋肉のブレを抑制して
スタミナをキープ

HEXPADテクノロジー

動きを妨げずに的確に
衝撃を吸収

hDcテクノロジー
劣化しない吸汗・速乾機能で
常に快適さをキープ

（コンフォート）

常にパーソナルベストを
目指すアスリートをサポートする
パフォーマンスライン。

3つのプロテクションレベル
プレーヤーが目的に合わせて製品を選択できるようにプロテクションレベル（保護性能）を3段階に分類。

ヘックス



1716

※サイズ測定位置はP23のサイズガイドを参照ください

LEG SLEEVE【レッグスリーブ】 【アームスリーブ】

PERFORMANCE LINE

ブラック（BK） ホワイト（WH）
◎サイズ : XS, S, M, L
◎カラー :

ヒジ・前腕・上腕をしっかりプロテクト

腕のサポート ＋ ヒジの保護

◎サイズ : 10cm × 91cm
◎パッド厚 : 4mm

貼るHEXPAD。肌もしくは（インナー）ウエアに
切って貼るだけで手軽に打撲予防

ホワイト（WH）

◎サイズ 上腕周り（cm） : S 22～27／長さ 40
　M 28～33／長さ 43
◎カラー : ブラック（BK）

99%
以上

UVカット

99%
以上

UVカット

M6441A
本体価格 ￥1,800 ＋税

LEVEL 2
ミドルサポート

M6440A
1個入

本体価格 ￥3,400 ＋税2個入

HEX アームスリーブ

6650
本体価格 ￥1,800 ＋税

LEVEL 1
ソフトサポート

HEX スキンロール

ARM SLEEVE
PERFORMANCE LINE

99%
以上

UVカット

ブラック（BK） ホワイト（WH）
◎サイズ : M, L, XL, 2XL
◎カラー :

ヒジ

ヒザ

ヒザ・大腿・下腿部をしっかりプロテクト

ロング丈のスリーブが下肢を広範囲にサポート

◎サイズ : M, L, XL, 2XL
◎カラー : ブラック（BK）

テフレックス加工で耐久性・耐摩耗性をアップしたHEXPAD内蔵のスリーブ

TEFLXテクノロジー
※ご使用時の注意点　TEFLX加工により、耐久性・耐摩耗性は向上しておりますが、
使用環境や状況により生地が破れることがありますのでご注意ください。

テフレックステクノロジーは、パッド表面を
テフロンコーティングし耐久性・耐摩耗性を
向上。屈曲性を保つためハニカム構造に
コーティング。

◎サイズ ヒザ周り（cm） : M 30～34　L 34～38
 XL 38～42　2XL 42～48
◎カラー  : ブラック（BK） ホワイト（WH）

99%
以上

UVカット

99%
以上

UVカット

M6441L
本体価格 ￥1,800 ＋税

LEVEL 2
ミドルサポート

M6440L
1個入

本体価格 ￥3,400 ＋税2個入

HEX レッグスリーブ

M6447
本体価格 ￥2,300 ＋税

LEVEL 2
ミドルサポート

M6446
1本入

本体価格 ￥4,000 ＋税2本入

HEX レッグスリーブEX

6440X
本体価格 ￥5,200 ＋税

LEVEL 2
ミドルサポート

2個入

TEFLX スリーブ

左右兼用 左右兼用

左右兼用

左右兼用

左右兼用

M6500
本体価格 ￥2,400 ＋税

LEVEL 2
ミドルサポート

1本入

HEX パワーアームスリーブ

地面や床などに直接擦れると生地が破れることがありますのでご注意下さい。

ヘックス
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【サッカー】

地面や床などに直接擦れると生地が破れることがありますのでご注意下さい。

腰骨・臀部・ふとももを広範囲にプロテクト

ブラック（BK）

◎パッド位置 ： 肩
◎パッド厚 ： 9mm　
◎サイズ ： S, M, L, XL
◎カラー：

ブラック（BK）

◎パッド位置 ： 肩、ヒジ
◎パッド厚 ： 9mm　
◎サイズ ： S, M, L, XL
◎カラー：

肩周辺をプロテクトするショートスリーブ

フロントスタイル バックスタイル

ブラック（BK）

◎パッド位置 ： 腰骨～大腿（ワイドタイプ）
◎パッド厚 ：9mm ◎股下 ： 16cm（Lサイズ）
◎サイズ ： S, M, L, XL
◎カラー ：

肩ヒジをプロテクトするクルーネックのロングスリーブ

99%
以上

UVカット

99%
以上

UVカット

99%
以上

UVカット

M7740
本体価格 ￥8,800 ＋税

LEVEL 3
ハードサポート

HEX ガードショーツ

M7733
本体価格 ￥7,800 ＋税

LEVEL 2
ミドルサポート

HEX GKシャツ ショートスリーブ

本体価格 ￥10,000 ＋税

LEVEL 2
ミドルサポートM7738

HEX GKシャツ ロング

HEX CATALOGSOCCER
PERFORMANCE LINE

Marc-André ter Stegen
マルク=アンドレ・テア・シュテーゲン
プロサッカープレイヤー
バルセロナ GK

※サイズ測定位置はP23のサイズガイドを参照ください



2120

【バスケットボール】

フロントスタイル バックスタイル

◎パッド位置 ： 
　腰骨, 大腿（ワイドタイプ）, 尾骨
◎パッド厚 ：9mm
◎サイズ ： S, M, L, XL
◎カラー ： ブラック（BK）

ホワイト（WH）

ふとももを広範囲にプロテクトするショーツ

99%
以上

UVカット
LEVEL 2
ミドルサポート7991

本体価格 ￥9,500 ＋税

HEX サッドショーツ EX

◎パッド位置 ： 腰骨, 大腿, 尾骨
◎股下 ： 20cm（Lサイズ）
◎パッド厚 ：腰骨・尾骨9mm, 大腿14mm
◎サイズ ： S, M, L, XL
◎カラー ： ブラック（BK）

フロントスタイル バックスタイル

ふともも前面のプロテクトを強化したショーツ

HEX サッドショーツ DD

M737DD
本体価格 ￥10,000 ＋税

LEVEL 3
ハードサポート

脇腹と背骨をプロテクト。
背中をメッシュ仕様にしたVネック・タンクトップ

M7963
HEX V-タンク メッシュ

本体価格 ￥8,000 ＋税

LEVEL 2
ミドルサポート

ホワイト（WH）

◎パッド位置 ： 脇腹, 背骨
◎パッド厚：9mm
◎サイズ ： S, M, L, XL
◎カラー ： ブラック（BK）

99%
以上

UVカット

フロントスタイル バックスタイル

99%
以上

UVカット

BASKETBALL
PERFORMANCE LINE

フロントスタイル バックスタイル

腰骨・尾骨・大腿部前面をプロテクトするショーツ

ホワイト（WH）

◎パッド位置 ： 腰骨, 大腿, 尾骨
◎パッド厚：9mm
◎股下 ： 20cm（Lサイズ）
◎サイズ ： XS, S, M, L, XL
◎カラー ： ブラック（BK）

M737
本体価格 ￥8,500 ＋税

LEVEL 2
ミドルサポート

HEX サッドショーツ

99%
以上

UVカット

HEX CATALOG

©TOCHIGI BREX©TOCHIGI BREX

©CHIBA JETS FUNABASHI/Take-1©CHIBA JETS FUNABASHI/Take-1

©ALVARK TOKYO©ALVARK TOKYO

©KAWASAKI BRAVE THUNDERS©KAWASAKI BRAVE THUNDERS

地面や床などに直接擦れると生地が破れることがありますのでご注意下さい。

XSサイズ対応※XSはブラック(BK)のみ

※サイズ測定位置はP23のサイズガイドを参照ください
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●ふくらはぎ周り
最も太い位置の周径を
測定して下さい

●ヒザ周り
ヒザを20度程度曲げた
姿勢でお皿の中心を通
る周径を測定して下さい

●ふともも周り
最も太い位置の周径を
測定して下さい

レッグスリーブサイズ測定位置

●前腕周り
前腕部の最も太い位置
の周径を測定して下さい

●ヒジ周り
ヒジを少し曲げた状態で
ヒジ頭の中心を通る周
径を測定して下さい

●上腕周り
上腕部の最も太い位置
の周径を測定して下さい

アームスリーブサイズ測定位置

フロントスタイル バックスタイル

◎パッド位置 ： 腰骨, 尾骨
◎股下 ： 20cm（Lサイズ）
◎パッド厚 ： 9mm
◎サイズ ： S, M, L, XL
◎カラー ： ブラック（BK）

腰骨と尾骨をプロテクトするガードル

HEX ガードル733
LEVEL 2
ミドルサポートM733

本体価格 ￥7,500 ＋税

FOOTBALL
PERFORMANCE LINE 

HEX CATALOG
AMERICAN

◎パッド位置 ： 腰骨, 大腿, 尾骨
◎股下 ： 20cm（Lサイズ）
◎パッド厚 ：腰骨・尾骨9mm, 大腿14mm
◎サイズ ： S, M, L, XL
◎カラー ： ブラック（BK） フロントスタイル バックスタイル

腰骨・尾骨・大腿部前面をプロテクトするショーツ

HEX サッドショーツ DD

M737DD
本体価格 ￥10,000 ＋税

LEVEL 3
ハードサポート

99%
以上

UVカット

●サラッとしたまますべりを止める、画期的
ローション ●夏場の手のひらの汗止めに ●
汗による手袋内でのズレ防止に ●あずき粒
大を手のひらに取り塗り広げるだけ ●ベタつ
かず素手感覚をキープ ●手のひらの汗や脂
を素早く吸収 ●水分をはじき効果が長持ち

◎内容量 ： 60cc
◎出荷単位 ： 1本

GP001
ストロングリップ

本体価格 ￥1,080 ＋税

手のひらのすべり止め

脇腹と背骨をプロテクトするVネック・タンクトップ

M7963
HEX V-タンク メッシュ

本体価格 ￥8,000 ＋税

LEVEL 2
ミドルサポート

ホワイト（WH）

◎パッド位置 ： 脇腹, 背骨
◎パッド厚：9mm
◎サイズ ： S, M, L, XL
◎カラー ： ブラック（BK）

フロントスタイル バックスタイル

99%
以上

UVカット

99%
以上

UVカット

【アメリカンフットボール】

※シャツとショーツについては、一般的な国産スポーツ衣料品より大きめのサイズとなっています。必ず下記サイズガイドを参照の上、適合サイズをお選び下さい。
プロテクティブアパレルＨＥＸ サイズガイド

ＨＥＸスリーブ サイズガイド
※ＨＥＸレッグスリーブを装着する場合、一般的なサポーターより小さめのサイズになっています。必ず下記サイズガイドを参照の上、適合するサイズをお選び下さい。

XL 2XLLMSXS単位／cm

30 － 34 34 － 38 38 － 42 42 － 48－－

42 － 48 47 － 54－－ －－

31 － 37 37 － 43－－ －－

19 － 22 22 － 25 25 － 29 29 － 34 －－

21 － 24 24 － 28 28 － 33 － －－

23 － 26 26 － 30 30 － 35 －－－

ヒザ

ふともも

ヒジ

前腕

上腕

（ ）測定位置
ヒザ周り

（ ）測定位置
ふともも周り

（ ）測定位置
ふくらはぎ周り

（ ）測定位置
ヒジ周り

（ ）測定位置
前腕周り

（ ）測定位置
上腕周り

すね
ふくらはぎ

レッグスリーブ

アームスリーブ

脚

腕

XLLMSXSユース単位／cm

胸囲

ウエスト

胸囲

ウエスト

シャツ

ショーツ / ガードル

ウィメンズシャツ

ウィメンズショーツ

60 － 74（YL） 74 － 84 82 － 92 90 － 101 99 － 110 108 － 118

64 － 70 70 － 76 77 － 84 93 － 100

76 － 81 81 － 86 86 － 91

54 － 60 60 － 67 67 － 76

85 － 92

91 － 96

76 － 86

－

－

－

－

－

地面や床などに直接擦れると生地が破れることがありますのでご注意下さい。


