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大鎧 POWER SERIES
「インナー全体がプロテクター」というコンセプトのもと、日本古来の鎧を現代に復活。特殊ハニカムがショック吸収だ

けでなく、呼吸するように体温を調節。超軽量、着心地よく、動きやすいカッティング。パテント取得のシステム搭載。
大鎧シリーズは全てにジョイント機能があり、よりアクティブな動きにも対応。本気志向のラインナップが勢揃い！

Eri Yanetani

勇将と言われた織田信長は、戦いの直前にいつも、能の「敦
盛」（アツモリ）を舞い、身体の芯の筋肉と呼吸、心をコン
トロールして、勝利を収めていたと言われています。

オオヨロイ　パワーシリーズ

※パテント登録番号 1221420 号

column 和の心

モールドパッドに無数の通気口
があるため、蒸れにくい構造。

軽量化された通気性のよい
モールドパッド

モールドパッド

EVA をモールド成形し、しなやかに身体に沿いつつ、外部
からの衝撃を和らげる機能を持ちます。硬度は 3 種類あり、
ソフトな BR（ブライトパッド）、ハードな HD（ハードパッ
ド）、その中間の硬度である NJ（ニンジャパッド）があり
ます。
モールド成形時にかける圧力と材料の分量により、硬度が
調節されています。EVA 素材で、非常に耐久性に優れてい
ます。身体の動きを考えて、たくさんの溝を入れ込んだモー
ルド成形パッドは、着用しているのを忘れるほどの自然な
付け心地を実現しています。平坦なスライスパッドよりも
より、フィット感がよいのはこの成形加工によるものです。

日本製の高性能
超消臭＆超吸汗速乾　”R-CF” 素材
大鎧モデル、並びにバックプロテクターには、超消臭スパ
ンデックス生地を使用し、汗をかきやすいインナー部分に
配置しています。消臭といっても、様々な成分があります。
R-CF 生地は、人が発する汗の臭いの主成分とさせるアンモ
ニア、硫化水素、酢酸、イソ吉草酸の 4 つもの成分につい
て消臭効果があります。さらに、伸縮性と吸汗速乾性にも
非常に優れた素材を選んでいます。

なんと4つもの悪臭成分を消臭！

アンモニア
し尿臭、汗に含ま
 れる成分の一つ

硫化水素
糞尿臭

イソ吉草酸
足臭、汗成分の
 微生物分解物

酢　酸
汗成分の微生物
       分解物

エアリーパッド

パッド全体に、通気口を増やすこと
で、体温が上昇した際も、うま
く蒸気を逃すようにしています。
POWER シリーズは、EVA パッド
だけでなく、PE ボードにもモー
ルドパッドと同様の細かな通気
口をあけ
より快適性を目指しています。
空気の通りが良いことで、衝撃
エネルギーをより逃がしやすく
なり、衝撃緩和性がアップして
います。

さらに、強靭かつ超軽量！AIRLY

日本伝統・京都金銀糸
江戸時代からの伝統の技で生産される金銀糸。極めて付加価値の高い高貴で希少な素材として、極上の品々に用いられて
きた歴史ある日本伝統素材。本当の銀を使って作られる糸は、世界でも京都・城陽市でしかできない貴重品です。金銀糸
はポリエステルフィルムに銀を蒸着し、金着色施してから和紙で補強をし、細かく裁断してからレーヨン芯に巻きつけて
いきます。適度な湿度や匠の職人技でなければ、美しい光沢や丈夫な強度は生まれません。YOROI プロテクターのネーム、
静電防止ストラップ等にも使用しています。
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大鎧 POWER TUNAGI 2&1 
     KLB BJN ： roloc   LX , L , M, W ： ezis  565RY

セパレート
OK！

ジャケット
パンツ

追加された
ダイヤモンドパット

ビッグサイズは
バックパットの
面積を拡大

フ ロ ン ト ボ デ ィ に も
4.5mm のハニカムメッ
シュを採用し、フロント
パット構成は PE ボード
を内蔵で、アバラ部分の
衝撃吸収力を強化。

ワイド になった
モールド・センター
ヒップパッド

ジャケットとロングパンツがツナギスタイルになることで超ハードな動きでもずれにくく、身体にフィットします。
簡単に上下のセパレートが可能で、天候や状況に合せて自在にスタイルを選べる画期的構造。フロントにも、バックにも 4.5mmの特殊ハニカムメッシュを使用。フロントパット
構成は、さらにPEボードを内蔵で前身分の衝撃吸収力を強化。エアリーパッドで通気性の格段アップと軽量化。防護面を増やしたヒップパッド。和の心　体幹サポートベルトにより、
よりバランス感覚を呼び覚ます構造に。また、ビッグサイズモデルは、背中パッドの面積を増量し、よりプロテクト部分が広くなっています。

脱着式体幹
サポートベルト

BACK

FRONT

KUSABI

くさび形

OH
 Y
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I

オオヨロイ　パワーツナギ　ツーアンドワン
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大鎧 POWER  JACKET
YR 541  size ： W, M, L, XL  color ： BLK　
日本古来の縁起紋をかたどった立体成型の亀甲パッドをニー、エルボー、ショルダーに配置。
上腕部分も半円形の立体モールドタイプだから、身体にジャストフィット。ショルダー部分は、
よりアクティブな動きも妨げないカッティング。フロントにも、バックにも 4.5mm の特殊ハ
ニカムメッシュを使用。また、内側には日本製の超消臭＆超吸汗速乾の生地を使用しており、
使い心地は、良好。たっぷり汗をかいても、クイックドライでさわやか。オールシーズン、あ
らゆるスポーツで大活躍。

BACK

センターに
PE ボードを
内蔵。

リカバリーフックで
体勢をすぐに整えら
れる。

リカバリーフックで
体勢をすぐに整えられる。

大鎧  POWER VEST
YR 556　size ： W・M・L・XL　color ： BLK   大評判の大鎧のベストタイプ。

亀甲パッドをショルダー部分に立体成型して配置。フロントにも、バックにも 4.5mm の特殊ハニカムメッシュを使用。
前後の厚みの違いがプロテクション効果と着用しやすさを実現。着丈が長くなり、防御範囲が広くなりました。

KUSABI

くさび形

KUSABI

くさび形

ビッグサイズは
バックパットの
面積を拡大

着丈が長くなり、
防御範囲が広くなり
ました。

ビッグサイズは
パットの面積を拡大

追加された
ダイヤモンドパット

追加された
ダイヤモンドパット

フロントパットにも PE ボードを内蔵し、
アバラ部分の衝撃吸収力を強化

フロントパットにも PE ボードを内蔵し、
アバラ部分の衝撃吸収力を強化

オオヨロイ　パワージャケット

オオヨロイ　パワーベスト

Koujiro Kikuta

Taketo Kizaki

photo by SAM
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大鎧 POWER LONG PANTS 大鎧 POWER SHORT PANTS
     KLB ： roloc   LX  ,L  ,M ,W ： ezis  125 RYKLB ： roloc　LX ,L ,M,W ： ezis　615 RY

大鎧ニープロテクターと
合わせたロングパンツ。

大鎧 ELBOW PROTECTOR“TITAN” 大鎧 KNEE PROTECTOR“TITAN”
KLB ： roloc　EERF ： ezis　255 RY  KLB ： roloc　L-M・M-S ： ezis　 155 RY

M-L SIZE

S-M SIZE

亀甲型立体モールドパッドが、肘、膝を包み込む形状。
どこでも留められるマジックボディは、幅広い体型に対応。
じん帯ガード部にチタン繊維を採用し、保温性も抜群。

着脱可能な体幹サポートベルト（腹帯）をヒップパッド・センター部分の下へ装備。体幹を意識させ、バランス感覚や集中力を向上させます。

大鎧　ジョイントシステム
大鎧だけの上着とパン
ツを付属パーツで簡単
にジョイントできる便
利なシステム。動いて
もずれにくい。ジャ
ケットとパンツ両方に
パーツがある。

脱着式体幹サポートベルトは、セン
ターパットの下を通し、
ズレを防ぎます。

脱着式体幹
サポートベルト。

ワイドになった
モールド・センター
ヒップパッド

裾部分はフィット感の良いスパンデックス生地を採用。
より動きやすいデザイン。

チタン繊維

チタン繊維

マジックボディ

マジックボディ

内側に靭帯ガード

内側に靭帯ガード

専用の袋付き

ワイドになった
モールド・センター
ヒップパッド

▲

▲ラップタイプ

OH YOROI SERIES

オオヨロイ　パワーショートパンツ オオヨロイ　パワーロングパンツ

オオヨロイ　エルボープロテクターチタン オオヨロイ　ニープロテクターチタン

チタン素材（日本製）
軽量で、耐久性、保温性に優れた日本製の
高品質素材を使用しています。関節部分や
手首に使用しているチタンは、触感を考慮
したやや起毛しているソフトなものになっ
ています。
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