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営業用資料

株式会社イオンスポーツ

カテゴリ ： 機能性アンダーウェア（冬用）　　　ブランド ： ゼロフィット

HEATRUBに新しいネック形状が登場

冬季専用アンダーウェア「HEATRUB（ヒートラブ）」から今年は、あらゆるシーンに対応
する３タイプが登場。
冬の定番防寒アンダー「HEATRUB」、動きやすさ重視の軽量防寒アンダーウェア
「HEATRUB LIGHT（ライト）」をリニューアル。さらに今年から新モデルとして、発熱性
と伸縮性を併せ持つハイブリッド型「HEATRUB HYBRID（ハイブリッド）」を新発売。
様々な場面に合わせて快適に対応できるようになりました。

冬季専用アンダーウェア「HEATRUB（ヒートラブ）」から今年は、あらゆるシーンに対応
する３タイプが登場。
冬の定番防寒アンダー「HEATRUB」、動きやすさ重視の軽量防寒アンダーウェア
「HEATRUB LIGHT（ライト）」をリニューアル。さらに今年から新モデルとして、発熱性
と伸縮性を併せ持つハイブリッド型「HEATRUB HYBRID（ハイブリッド）」を新発売。
様々な場面に合わせて快適に対応できるようになりました。

新しい形状「ハイネックV」
前をVカットにすることで余裕のある首回り
を実現。さらに後ろを残すことで冷気の侵入
を防ぎ、快適な着心地を可能にしました。

新しい形状「ハイネックV」
前をVカットにすることで余裕のある首回り
を実現。さらに後ろを残すことで冷気の侵入
を防ぎ、快適な着心地を可能にしました。

タイプ：ロングスリーブ モックネック
カラー：ブラック／グレー／レッド
サイズ：S／M／L／XL
価　格：9,000円＋税

タイプ：ロングスリーブ クルーネック
カラー：チャコールグレー／ネイビー
サイズ：S／M／L／XL
価　格：9,000円＋税

タイプ：ロングスリーブ モックネック
カラー：チャコールグレー／ホワイト
サイズ：S／M／L／XL
価　格：6,000円＋税

タイプ：ロングスリーブ ハイネックV
カラー：ブラック
サイズ：S／M／L／XL
価　格：9,000円＋税

極寒対応
【ヒートラブ】

詳しくは 2ページ目

発売日：10月28日 発売日：10月28日 発売日：10月5日

詳しくは 3ページ目 詳しくは 4ページ目

　 暖かさに軽さプラス
【ヒートラブ ハイブリッド】

シリーズ最軽量
【ヒートラブ ライト】

ヒートラブに3タイプ登場

NEW



2 / 5

カラー：ブラック／グレー／レッド
サイズ：S／M／L／XL
価　格：9,000円＋税

発売日：10月28日

カラー：ブラック
サイズ：S／M／L／XL
価　格：9,000円＋税

着た瞬間から暖かい

セーターの約２倍、コートと同等の暖かさを持つアンダーウェア

【ヒートラブの保温率】

保温率素材

ヒートラブ

両面フリース

綿パイル

55.90% 0.7

49.70%

34.00%

0.55

0.29

固有clo値※
※衣類の熱抵抗を表す、 衣服の暖かさの目

安。平均皮膚温度が 33℃を保てる衣類の熱

絶縁値を1clo としています。

　例） セーター（毛100%）： 0.32

　 　　冬用コート：0.74（当社調べ）

「ヒートラブ」は、これ 1 枚で、セーターの約 2 倍、コートと同等 ※の暖かさを備えた発熱・

保温性が高い次世代のスマート肌着。ゴルフなど、冬のアウトドアスポーツで、重ね着す

ることなく十分な温もりが実感できます。

ハラマキ

タイツ

ソックス

断熱保温
外気と体温の熱伝導を遮断。大量の空気

の層を確保し、衣服内温度をキープします。

摩擦発熱

毛足の長い起毛が、動くたび摩擦発熱。

吸湿発熱
湿度を吸収し、発熱。蒸れにくく

爽やかな着心地をキープします。

「特許取得ダブルループバレル起毛」と「サーモギア®」を 組み合わせる事で、優れた発熱・保温性と、湿
度コントロール性能を搭載 。1枚でも十分な温もりと、蒸れにくく爽やかな着心地を実感して頂けます。

カラー：ブラック／グレー
サイズ：フリー
価　格：3,600円＋税

カラー：ブラック
サイズ：女性用(22~24cm)
　　　　男性用(25~27cm)
価　格：2,700円＋税

カラー：ブラック
サイズ：【フロントオープン（左）】M／L／XL
　　　　【スタンダード（右）】S ／M／L
価　格：8,500円＋税

カラー：ブラック／グレー
サイズ：フリー
価　格：3,500円＋税

ヒートラブ

S

身長（cm）

胸囲（cm）

ウェスト（cm） 

150-160

70-80

67-76

160-170

80-90

76-84

168-175

90-100

84-94

M L

175-183

100-110

94～104

XL

モックネック／ハイネックV／タイツ

外側には、 吸湿発熱素材「サーモギア（旭化成）」を採用。調湿効果も優

れ、余分な湿度を放出し、蒸れにくく爽やかな着心地を保ちます。

内側には、 極めて断熱効果の高いアクリル繊維を「ダブルループバレル

起毛（特許取得済）」という毛足の長い起毛で、 大量の空気層を確保。外

気と体温の熱伝導を遮断し、衣服内温度を高く保ちます。

驚異のぬくもりをキープ。「特許取得 裏起毛」

抜群の着ごこちをキープ。「サーモギア®」

・極地遠征

・動きの少ない冬季野外活動

　（例：ツーリングや釣り）

ロングスリーブモックネックNEW

ネックウォーマーNEW

ロングスリーブハイネックVNEW

オススメ！
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発売日：10月28日

タイプ：ロングスリーブ クルーネック
カラー：チャコールグレー／ネイビー
サイズ：S／M／L／XL
価　格：9,000円＋税

外側には、 吸湿発熱素材「サーモギア（旭化成）」を採用。調湿効果も優

れ、余分な湿度を放出し、蒸れにくく爽やかな着心地を保ちます。

伸縮性に優れ、軽量で暖かいアンゴラ素材を使用。腕周りの動きを妨げ

ず、快適なパフォーマンスをサポートします。

毛足の長い起毛が、動くたび摩擦発熱。
湿度を吸収し、発熱。蒸れにくく

爽やかな着心地をキープします。

暖かくて動きやすい

発熱性と伸縮性を併せ持つハイブリッド・アンダーウェア

伸縮性摩擦発熱 吸湿発熱

ヒートラブ ハイブリッド

ロングスリーブ クルーネック

S

身長（cm）

胸囲（cm）

ウェスト（cm） 

150-160

70-80

67-76

160-170

80-90

76-84

168-175

90-100

84-94

M L

175-183

100-110

94～104

XL

男女兼用サイズ表 ※伸縮性があるため、参考サイズとなっております。

【胴体部分】

【腕部分】

内側には、 極めて断熱効果の高いアクリル繊維を「ダブルループバレル

起毛（特許取得済）」という毛足の長い起毛で、 大量の空気層を確保。外

気と体温の熱伝導を遮断し、衣服内温度を高く保ちます。

驚異のぬくもりをキープ。「特許取得 裏起毛」

ヒートラブの生地を採用。

抜群の着ごこちをキープ。「サーモギア®」

正面部分（胸元あたり）の起毛を抑え、 伸縮率がアップ。また背面と腹部

に起毛を集中させることにより、暖かさと動きやすさの両立を実現。

シリーズ初の部分起毛

暖かさに動きやすさをプラス。

・アクティブに動きたい冬季スポーツ

・冬の登山など

【起毛：弱】 胸元は起毛を軽減

【起毛：強】 背面と腹部に起毛を集中

オススメ！

伸縮性に優れ、柔軟な動きに対応。

ボディには 『ダブルループバレル起 毛 』 と 『サーモギア ®』 を使 用し、 腕 には伸縮性と吸汗性 の高いアン
ゴラ素 材 を使 用。 暖 かさに軽さ・動きやすさを兼 ね 備えたアンダーウェアです。
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発売日：10月5日

裏起毛がウェア内の暖かい空気を逃がさず、 最適な温度を持

続させます。また、調湿効果を持つ素材を採用する事で、ムレを

抑え爽やかな着心地を保ちます。

従来のヒートラブより約50g軽量。 厳しい寒さの防寒性能を発揮

するヒートラブに対し、 軽量薄手の程よい暖かさで、 秋から春先

まで長期間の着用が可能になります。

吸水を促す加工を施すことで、 起毛が水分を通し生地と肌の間

の汗だまりを防ぎます。汗による不快なベタつきをなくし、 快適

にスポーツを楽しむことができます。

動きやすさ重視のシリーズ最軽量アンダーウェア

サイズ：S／M／L ／XL
カラー：チャコールグレー
価　格：6,000円＋税

ヒートラブ ライト

タイツ

気温：約8C°〜15C°

期間：11月上旬〜12月上旬頃／2月下旬〜4月上旬頃

【ヒートラブライト 着用目安】

男女兼用サイズ表
※伸縮性があるため、参考サイズとなっております。

S

身長（cm）

胸囲（cm）

ウェスト（cm） 

150-160

70-80

67-76

160-170

80-90

76-84

168-175

90-100

84-94

M L

175-183

100-110

94～104

XL

保温調湿

薄手軽量

吸水拡散

軽快で暖かい

薄手軽量保温調湿 吸水拡散

・日常生活

・ハイキング

・汗をかきそうなアクティブな活動時

オススメ！

裏起毛が暖かい空気を逃さず確保。

吸湿性が高く衣服内湿度を調節します。

起毛が水分を吸収し拡散。ベタ

つきなく、快適な着心地を持続。

軽量設計により、程よい暖か

さで長い期間の着用が可能。

軽量でやわらかな裏 起毛で優 れた保温効果を発揮。 また調湿効果を持つ素材でムレを抑え爽やか
な着心地。 動きやすさを追求した軽量防寒アンダーウェアです。

タイプ：ロングスリーブ モックネック
カラー：チャコールグレー／ホワイト
サイズ：S／M／L／XL
価　格：6,000円＋税

ロングスリーブ モックネック



5 / 5

ヒートラブ 品番・JANコード

ヒートラブ

ヒートラブ ハイブリッド

ZHRUMC-01111

ZHRUMC-01112

ZHRUMC-01113

ZHRUMC-01114

ZHRUMC-02111

ZHRUMC-02112

ZHRUMC-02113

ZHRUMC-02114

ZHRUMC-24111

ZHRUMC-24112

ZHRUMC-24113

ZHRUMC-24114

4540036823816

4540036823823

4540036823830

4540036823847

4540036823854

4540036823861

4540036823878

4540036823885

4540036823892

4540036823908

4540036823915

4540036823922

S

M

L

XL

S

M

L

XL

S

M

L

XL

ロングスリーブ モックネック

カラー サイズ 品番 JANコード

ブラック

グレー

レッド

ZHHUCA-07121

ZHHUCA-07122 

ZHHUCA-07123

ZHHUCA-07124 

ZHHUCA-09121 

ZHHUCA-09122

ZHHUCA-09123

ZHHUCA-09124

4540036823977

4540036823984

4540036823991

4540036824004

4540036824011

4540036824028

4540036824035

4540036824042

S

M

L

XL

S

M

L

XL

ロングスリーブ　 クルーネック

カラー サイズ 品番 JANコード

ネイビー

チャコール
グレー

ヒートラブ ライト

ZHLUMB03111

ZHLUMB03112

ZHLUMB03113

ZHLUMB03114

ZHLUMB09111

ZHLUMB09112

ZHLUMB09113

ZHLUMB09114

4540036824059

4540036824066

4540036824073

4540036824080

4540036824097

4540036824103

4540036824110

4540036824127

S

M

L

XL

S

M

L

XL

ロングスリーブ　 モックネック

カラー サイズ 品番 JANコード

ホワイト

チャコール
グレー

ZHLTA-0911 

ZHLTA-0912

ZHLTA-0913 

ZHLTA-0914 

4540036828095

4540036828101

4540036828118

4540036828125

S

M

L

XL

タイツ

カラー サイズ 品番 JANコード

チャコール
グレー

ZHRUHC-01131

ZHRUHC-01132 

ZHRUHC-01133 

ZHRUHC-01134 

4540036823939

4540036823946

4540036823953

4540036823960

S

M

L

XL

ロングスリーブ ハイネックV

カラー サイズ 品番 JANコード

ブラック

4540036902672

4540036902689

S（22〜24）

M（25〜27）

ソックス

カラー サイズ 品番 JANコード

ブラック

4540036830524

4540036830531

F

F

ブラック

グレー

ハラマキ

カラー サイズ 品番 JANコード

4540036830647

4540036830654

ZHRNC-019

ZHRNC-029

F

F

ネックウォーマー

カラー サイズ 品番 JANコード

ブラック

グレー

NEW

NEW

NEW

NEW NEW

NEW

ZHTMA-0112

ZHTMA-0113

ZHTMA-0114

ZHTA-0111

ZHTA-0112

ZHTA-0113

4540036828064

4540036828071

4540036828088

4540036828019

4540036828026

4540036828033

M

L

XL

S

M

L

タイツ

形状 サイズ 品番 JANコード

フロント
オープン
（前開き）

スタンダード
（前閉じ）


