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rh+ の研究機関である Powerlogic ラボと、PolartecⓇが一緒となり高い技術とパフォーマンス性能に注力した

革新的なウェアを開発致しました。断熱性能、プロテクション機能、透湿性を新しいアプローチで開発した

AirX-Change プロジェクトです。rh+ と PolartecⓇのパートナーシップは既にスキーウェア製品で実績があり

自然にサイクリングのウェアと発展し、powerlogic/AirX-Change となりました。

AirX-Changeの

オーバーヒートはパフォーマンスを低下させます。
断熱性と透湿性の利点を両立

AirX-Change プロジェクトのウェアは、今までのように空気を遮断するのではなく、自由に空気が流れるように

作られています。ハイテク素材と革新的な製法により、PolartecⓇの製品は航空業界と軍事産業でその実力が

証明されています。AirX-Change のウェアは透湿性をコントロールすることで、快適性とパフォーマンスを強化

しています。過度な断熱によるオーバーヒートと発汗はエネルギーのロスに繋がり、パフォーマンスを低下させます。

rh+ と PolartecⓇはこのロスをできるだけ少なくして、ライダーのエネルギーをぺダリングの為にキープできる

よう注力しています。これは下記の革新的な素材によって可能となったのです。

・PolartecⓇAlpha®
・PolartecⓇPower Shiled® Pro
・PolartecⓇWind Pro®
・PolartecⓇPower Dry®

AirX-Change 採用ウェア・アクセサリー

Alpha Lite Jacket
Omega Lite Soft Shell
Beta Lite Jersey
Beta Bibtight

Beta Glove
Beta Shocover
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PADS MAN

/powerlogic/man は、rh+ と Elastic InterfaceⓇによってロング

 ライドするライダーの為に開発したロードバイク用のパッド

   です。ロードバイクのライディングポジションを取る際、

     特に負荷がかかる局部部分に高密度のフォームを設ける

       ことで、パフォーマンスを発揮できるようにデザイン

          されています。更に Super Air ベースレイヤーが透湿性と

             速乾性を高めています。

E L A S T I C

I NTERFA CE

高密度フォーム

長距離対応

ロードバイクに最適なポジション



ICU0304 PW Slim Fit
アルファライトジャケット

JERSEY

930
957・走行姿勢にフィットする立体裁断デザイン

・背面を保護するため腰部分を長めにデザイン
・裾部分に5cm幅の伸縮素材を使用
・伸縮性のある袖口で冷気の侵入を防止
・背面に4つのポケット（1つはジッパー付き）
・各部に異なる伸縮性をもたせ、最高の着心地を実現
・夜間走行に安心なリフレクト付き
・フロントフルジッパー（防風ジッパー採用）

カラー：930 ブラック /レッド
                 957 ブラック /ライム

サイズ：S、M、L、XL

￥32,600（税抜）

適応温度：５℃～ 12℃

ICU0307 PW Slim Fit
オメガライトソフトシェル
・走行姿勢にフィットする立体裁断デザイン
・背面を保護するため腰部分を長めにデザイン
・裾部分に5cm幅の伸縮素材を使用し、滑り止めに
シリコンを採用

・伸縮性のある袖口で冷気の侵入を防止

・背面に4つのポケット（1つはジッパー付き）
・各部に異なる伸縮性をもたせ、最高の着心地を実現
・夜間走行に安心なリフレクト付き
・フロントフルジッパー（防風ジッパー採用）

カラー：930 ブラック /レッド
                 957 ブラック /ライム

サイズ：S、M、L、XL

￥31,000（税抜）

適応温度：５℃～ 12℃

・胸部に１つのポケット

930 957

ICU0305 PW Slim Fit
ベータライトジャージ
・走行姿勢にフィットする立体裁断デザイン
・背面を保護するため腰部分を長めにデザイン
・場所によって厚みの違う、光沢のある生地を使用
・背面に3つのポケット
・夜間走行に安心なリフレクト付き
・フロントフルジッパー（防風ジッパー採用）

カラー：930 ブラック /レッド

サイズ：S、M、L、XL

￥20,200（税抜）

適応温度：12℃～ 18℃

930



SSCU354 Regular Fit
ブローィージャージ

JERSEY

930

917

ICU0241 Regular Fit
エストロジャージ

935

903

カラー：930 ブラック /レッド
                 935 ブラック /オレンジ
                 917 ブラック /アシッドイエロー

サイズ：M、L、XL

￥21,700（税抜）

適応温度：12℃～ 18℃

※ブラック /アシッドイエローのみ Sサイズ有

・走行姿勢にフィットする立体裁断デザイン
・背面を保護するため腰部分を長めにデザイン

・裾部分に5cm幅の伸縮性のあるマイクロファイバーを
使用
・伸縮性のある袖口で冷気の侵入を防止
・背面に3つのポケット
・各部に異なる伸縮性をもたせ、最高の着心地を実現
・夜間走行に安心なリフレクト付き

・フロントフルジッパー（防風ジッパー採用）

・背面にストレッチ素材

・ジッパーを開閉することで調整可能なベンチレー
　ションを胸の部分に配置

・前面に防風素材

・走行姿勢にフィットする立体裁断デザイン
・背面を保護するため腰部分を長めにデザイン
・ウエスト部分に非常に薄い伸縮素材を使用し、滑り
止めにシリコンを採用

・背面に3つのポケット
・フロントフルジッパー

カラー：903 ホワイト /ブラック /レッド

サイズ：M、L、XL

￥15,500（税抜）

適応温度：12℃～ 18℃



ICU0255 PW Form Fit
ベータビブタイツ

BIBTIGHTS

957

910917

900

・走行姿勢にフィットする立体裁断デザイン
・非常にフラットな縫い目部分
・ウエスト部分も立体裁断
・ビブの背中部分にストレッチメッシュ素材を使用
・各部に異なる伸縮性をもたせ、最高の着心地を実現
・脚部分は撥水仕様
・足首部分にノンスリップ加工
・足首部分にジッパー

カラー：930 ブラック /レッド
                 957 ブラック /ライム

サイズ：S、M、L

￥29,500（税抜）

適応温度：５℃～ 12℃

・夜間走行に安心なリフレクト付

パッド：Powerlogic Man

930

ICU0244 Form Fit
ディスタンスビブタイツ
・走行姿勢にフィットする立体裁断デザイン
・非常にフラットな縫い目部分
・ウエスト部分も立体裁断
・ビブは伸縮性の高いマイクロファイバー製
・足首部分にノンスリップ加工
・足首部分にジッパー

カラー：910 ブラック /ホワイト
                 917 ブラック /アシッドイエロー

サイズ：S、M、L

￥22,500（税抜）

適応温度：５℃～ 12℃

・夜間走行に安心なリフレクト付

パッド：Prologic Man

※ブラック /ホワイトはM,L サイズのみ

ACCESSORIES

・走行姿勢にフィットする立体裁断デザイン
・ソール部分にクリート用の穴あり
・後ろ部分に長めのジッパー
・夜間走行に安心なリフレクト付き

カラー：900 ブラック

サイズ：M、L

￥9,300（税抜）

適応温度：５℃～ 12℃

ICX9077 PW
ベータシューズカバー

ICX9051
ハッピーフィートシューズカバー
・走行姿勢にフィットする立体裁断デザイン
・ソール部分にクリート用の穴あり
・サイドジッパーは長めで防水仕様
・夜間走行に安心なリフレクト付き

カラー：900 ブラック

サイズ：M、L

￥6,200（税抜）

適応温度：5℃～ 12℃

900



ACCESSORIES

931

917

910

ICX9033
サーモデュオハット
・立体裁断デザイン
・夜間走行に安心なリフレクト付き

カラー：910 ブラック /ホワイト

サイズ：Free

￥4,700（税抜）

適応温度：5℃～ 12℃

・立体裁断デザイン
・トップ部分の紐で調整可能

ICX9108
ゼロゲイターハット

￥4,700（税抜）

カラー：931 ブラック /レッド /ホワイト
　　　　917 ブラック /アシッドイエロー

サイズ：Free

適応温度：5℃～ 12℃

・ネックウォーマーとしても帽子としても使用可能
・夜間走行に安心なリフレクト付き

ICX9073
ベータグローブ
・立体裁断デザイン
・手のひら部分にはシリコンの滑り止めを採用

カラー：900 ブラック

サイズ：S、M、L

￥7,700（税抜）

適応温度：5℃～ 12℃

900

ICX9065
ノルディックグローブ

カラー：900 ブラック

サイズ：M、L

￥10,800（税抜）

適応温度：－5℃～ 5℃

・非常に柔らかく快適な素材を使用した、立体裁断デザイン
・滑り止め加工し、場所により厚みを変えた手のひら部分
・手首部分は面ファスナーで調整可能
・夜間走行に安心なリフレクト付き
・全面にアルミ保温フィルムを使用した裏地処理

ICX9095
ソフトシェルグローブ

900

カラー：931 ブラック /レッド /ホワイト

サイズ：S、M、L

￥8,600（税抜）

適応温度：5℃～ 12℃

・立体裁断デザイン
・滑り止め加工し、場所により厚みを変えた手のひら部分
・汗拭きパッド付
・手首部分は面ファスナーで調整可能
・タッチパネル対応
・手の甲部分に裏地処理

931

ICX9066
フェーゴグローブ

カラー：903 ブラック /ホワイト /レッド
　　　　909 ブラック /ブラック
　　　　917 ブラック /アシッドイエロー
　　　　933 ブラック /ライトオレンジ

サイズ：S、M、L

￥6,200（税抜）

適応温度：5℃～ 12℃

・非常に柔らかく快適な素材を使用した、立体裁断デザイン
・滑り止め加工し、場所により厚みを変えた手のひら部分
・手首部分は面ファスナーで調節可能
・全面裏地処理
・汗拭きパッド付

903 909 917 933



TECHNOLOGY

( 通気性 )

( 耐水撥水加工 )

( 表地 )
( 中綿 )
( 裏地 )

ポーラテックⓇアルファⓇは本来、米軍特殊行動部隊のコードネームです。以前より
米軍ではインサレーション素材として、ダウン素材の代わりに化繊中綿を使用して
いました。ダウン素材は、縫製段階で制約が多くまた濡れるとロフトが減少し、
保温性が下がるというデメリットがありましたが、化繊中綿の使用で縫製もしやすく
なり濡れへの耐久性も改善されました。しかしダウン素材は勿論、化繊中綿にしても
中の繊維が外に噴き出さないように高密度の表地、裏地を使用しなければなりません。
ゆえに素材の透湿性が低く米軍にとっては致命的なデメリットとなりました。
彼らの任務において持久力が必要とされ透湿性が低ければ戦闘能力が弱まることを
意味します。ゆえに米軍特殊部隊と、ポーラテックは共同で新しい素材を開発
致しました。化繊中綿と同様に軽量性、圧縮性、速乾性保温性（濡れている状態でも）
に優れ、なお且つ非常に高い透湿性を有し特殊な縫製技術を必要としないアルファを
開発しました。
ポーラテックⓇアルファⓇの特徴

・軽く暖かい
・速乾性に優れ、濡れても保温性をキープします
・洗濯機使用可能
・圧縮性があり、コンパクトで持ち運びしやすい

採用モデル：ICU0304 PW Alpha Lite Jacket

通気性 ( 撥水性 ) が良い

ストレッチ素材

高耐水性

風を通さない

ポーラテックⓇパワーシールドⓇプロの繊維は滑らかでしっかりとした織り込みの
表面のため対摩擦性に富んでおり、また裏地のポリエステルが軽く且つ大変暖かさを
保つ作りをしています。中央の膜は風を９９％ブロックします。
残りの１％で織物の内部を循環させることにより透湿性を高め発熱性を防ぎます。
ポーラテックⓇパワーシールドⓇプロの繊維はソフトシェル市場において１番通気性を
誇っており、ダイナミック且つアクティブな条件下での風防ソフトシェル製品より
３０％～５０％の透湿性があります。ポーラテックⓇパワーシールドⓇプロの膜の
大きな進歩はまさしく耐水性が加わったことでしょう。
ポーラテックⓇパワーシールドⓇプロは最初の５，０００ｍｍの水への耐水性を実現
しています。

ポーラテックⓇパワーシールドⓇプロの特徴
・９９％の風をブロックし風速冷却を防ぐが空気を循環させて暖まりすぎないようにします
・高透湿性：動きの激しい際の熱の増大を緩和します
・高耐水性
・撥水加工面は雪も雨もはじきます

・活発な動きでも快適なストレッチ素材

・既存のシェルに比べ音がでません
・既存の断熱素材の布に比べ暖かく軽い

・洗濯機で洗濯可

・極めて高い耐摩耗性のため耐久性に優れています

採用モデル：ICU0307 PW Omega Lite Soft Shell

通気性 ( 撥水性 ) が良い

高い耐風性

防水加工

高密度生地が体温を保つ

ポーラテックⓇウインドプロⓇは風を低減して透湿性に優れた高機能性生地。
ウインドプロⓇは極めて高い透湿性を誇る一方で、従来のフリースより４倍以上も
風を低減します。アウターウェアとしても断熱レイヤーとしても機能し、耐久性にも
優れ驚くほど広い範囲の状況に対応する新たな「スーパーフリース」です。
この生地は汎用性にも優れ、屋外のフットボール観戦からスノーシューイングに至る
まで年間を通してさまざまな活動で着用できます。
ポーラテックⓇウインドプロⓇの特徴
・従来のフリースの４倍以上の耐風性
・軽くて暖かい
・高い通気性
・撥水加工

・洗濯機使用可
・優れた耐久性

採用モデル：ICU0304 PW Alpha Lite Jacket
　　　　　　ICU0255 PW Beta Bibtight



TECHNOLOGY

ポーラテックⓇパワードライⓇは布地の両側に異なる糸を使用し特許を得たニット
構造です。この水分管理システムは１つの面では肌から出た水分を逃がし、もう１つの
面では素早く乾燥するようになっています。最も乾燥し最もあたたかい基層を
可能にします。
ポーラテックⓇパワードライⓇの特徴

・保湿ゼロ＝ドライな肌触りに乾燥する
・低熱伝導率＝最小限に抑えられた熱損失
・重量比に対し暖かく高通気性
・臭気耐性テクノロジー

採用モデル：ICU0305 PW Beta Lite Jersey

高い通気性 ( 透湿性 )

拡散し蒸発するドライな肌触り

・すばやく乾燥する
・洗濯機で洗濯可
・ほとんどの状態で紫外線を保護 (UPF15) します

INTERNATIONAL SIZE MAN INTERNATIONAL
CLOTHING SIZE

COUTRY SIZE
A-CHEST
B-WAIST
C-HIPS
D-LEG

M
96
83
98
81

L
100
87
102
83

XL
106
93
108
85

FORM FIT
身体に完全に密着するレーシングフィット

SLIM FIT
スリムなアナトミックフィット

REGULAR FIT
少しゆったりとしたフィッティング

S
92
79
94
79.5

SIZE CHART

●　このカタログの内容は 2015 年 11 月現在のものです。
●　改良のため予告なく仕様が変更される場合がございます。
●　表示価格には消費税は含まれておりません。
●　製品カラーは印刷の都合上、実際と異なって見える場合がございます。
●　製品のご使用前には、必ず製品に付属の取扱い説明書をお読みください。

株式会社岩井商会
〒523-0034　滋賀県近江八幡市若宮町 50-14
E-mail : toiawase@iwaicycle.com
www.iwaishokai.co.jp

販売代理店
有限会社 Vittoria Japan
〒466-0044　名古屋市昭和区桜山町 1-15
E-mail : info@vittoriajapan.co.jp
www.vittoriajapan.com

国内総代理店
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