ARMOURBITE BOOK
®

under armour IS
®

INNOVATION
噛 む アドバ ン テ ー ジ

「アーマーバイト」は全く新しいコンセプトのスポーツイクイップメント。
いわば「UA IS INNOVATION」を象徴するギアだ。
15年に亘る研究開発、
米国特許を取得した数々のテクノロジーにより、
アスリートが本来持つ筋力・瞬発力・持久力を十二分に発揮させるマウスウェアが誕生した。
既存のマウスウェアが衝撃保護のみを目的に作られているのに対し、
「アーマーバイト」はパフォーマンスアップの観点から開発された、まさに
「噛むアドバンテージ」
。
この革新がすべてのマウスウェアを過去のものにする。

A R MOUR BI T E®

WHAT IS

ARMOURBITE

®

噛むアドバンテージ
「アーマーバイト」
とは̶

古代ギリシャのスポーツ競技者、
ローマ帝国の戦士、
そして北欧の

バイキング等……人類は昔から、
ここ一番で
「何かを噛む」
という習慣
があった。
彼らは競技中あるいは戦闘中、
革の紐を噛みながら戦いに
臨んでいたという記録が残っている。
これはつまり、
「革を噛む」
という行為に何らかの効果や効能がある
ことを、
彼らはその経験により知っていたからに他ならない。
アンダーアーマーは、
この
「噛むこと」
と
「パフォーマンスアップ」
の因果
関係を、
飽くなき革新性とともに追求。
人間の身体に備わっている本
来の力は
「歯」
を食いしばることで抑制されるという生理反応を糸口に、
「革を噛むこと」
によってパフォーマンスの向上を図った古代の戦士た
ちの行為を解明。
その結実として、
「アーマーバイト」
を完成させた。
つまり
「アーマーバイト」
とは、
「噛む」
ことによってパフォーマンスアッ
プを図るスポーツイクイップメントの革新なのである。

INCREASED STRENGTH
本来持つ筋力を最大限に発揮
INCREASED ENDURANCE
運動時に疲れにくい
INCREASED CONCENTRATION
集中力をサポート
IMPACT PROTECTION
衝撃保護
あらゆるスポーツに

アメリカンフットボール、ラグビー、格闘技のようなコンタクトスポーツ

にとどまらず、野球、ゴルフ、ランニング、テニス、水泳、ウェイトリフティ
ングなどの非コンタクトスポーツまで、
「アーマーバイト」はアスリートの
パフォーマンスをフルに発揮させる。
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MECHANISM メカニズム

1.

顎関節の圧迫が抑えられ、
本来持つ能力をフルに発揮させる

歯を食いしばると
パフォーマンスは低下する
通常時:
顎関節は
圧迫される

2.

気道が広がり、
酸素の摂取量が増加する

「アーマーバイト」装着時の気道の断面積の違い

通常時（口を閉じた場合）に比べ、空気の通り道である気道が広がり通気量がアップ。
酸素摂取量が増加し、運動時に疲れにくくなる。

耳の内部
歯を食いしばると顎関節が圧迫さ
れ、
身体に過度の緊張、
ストレス、
疲
労、
集中力の低下などをもたらす。
つまり、
歯を食いしばることは、
パフ
ォーマンスの低下につながる。

脳

通常時の気道の断面図

「アーマーバイト」装着時の気道の断面図

「アーマーバイト」
を装着し、
パフォーマンスを引き出す
神経

「アーマーバイト」
装着時:

顎関節の
圧迫は軽減

ARMOURBITE® Power Wedges™
「アーマーバイト」
のコアテクノロジー、

気道

ARMOURBITE® Power Wedges™

「アーマーバイト」
の装着により、
顎
関節の圧迫を防ぎ、
身体をリラック
スした状態に保つようにサポート。
アスリートが本来持っている力が発
揮できるよう導く。

「アーマーバイト」
の機能を支える最も重要なパーツが、
特許技術の一つでもある
この
『アーマーバイト パワーウェッジ』
。
アンダーアーマーのロゴを配したプレート
が顎関節の圧迫を防ぎ、
身体をリラックスした状態に保つ。
そして、
本来持っている
筋力・瞬発力・持久力が十二分に発揮される。
この素材・形状・厚みは、
15年間の
研究結果によって導き出されたものであり、
いわば
「アーマーバイト」
の心臓部だ。

アーマーバイト パワーウェッジ
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LINEUP ラインアップ
UAアーマーバイトマウスピース［ハイパフォーマンス］

UAアーマーバイトマウスガード［パフォーマンス + プロテクション］

非コンタクトスポーツ対応（下歯装着タイプ）

AAL5154

¥5,985（税込）

コンタクトスポーツ対応（上歯装着タイプ）

アーマーバイト パワーウェッジ

AAL5156 ¥5,985（税込）
アーマーバイト パワーウェッジ

「アーマーバイト」
のコアテクノロジー。奥歯の食いしば
りによる顎関節の圧迫を緩和し、酸素の摂取量を増加
させる心臓部。

「アーマーバイト」
のコアテクノロジー。奥歯の食いしば
りによる顎関節の圧迫を緩和し、酸素の摂取量を増加
させる心臓部。

EVA素材

アーチフィットシステム

歯にしっかりとフィットするEVA素材。

口内に快適かつしっかりとフィットさせる特許
テクノロジー。

Tバー・グリップ

リテンションポリマー

米国特許を持つ新構造。歯を両側か
らサポートし、快適かつしっかりとし
たフィット感を実現する。

米国特許を持ち、歯にしっかりとフィットす
る高機能素材。

アーマープレート

■非コンタクトスポーツ：野球・ランニング・
ゴルフ・テニス・水泳などに対応
■アスリートが本来持つ筋力・瞬発力・持久
力を発揮
■薄型設計により、違和感のない圧倒的な
装着感。装着時の会話も無理なく可能
■附属品：フィッティングツール

より高いプロテクション効果。
■コンタクトスポーツ：アメリカンフットボール・ラグビー・ラクロス・格闘
技などに対応 ■アスリートが本来持つ筋力・瞬発力・持久力を発揮
■顎への衝撃を軽減 ■歯と口内を保護 ■抗菌機能
■附属品：フィッティングツール・マウスガードストラップ

より高次元のフィット感

デンタル版（歯科医院で作る）
「アーマーバイト」

パワーアップ
持久力アップ

UAマウスウェアケース
抗菌機能付きマウスウェア専用ケース

AAL5197 ¥1,470（税込）

UAマウスウェアフレッシュナー
ＵＡアーマーバイト用抗菌スプレー

AAL5198 ¥1,470（税込）

認定された歯科医院で精密な歯型を取
り、専門の技工士がカスタムメイドのマ
ウスウェアを作成。
さらに歯科医院でフ
ィッティングも実施することにより、高
次元のフィット感と装着感を実現する。

集中力サポート
衝撃保護

デンタル版「アーマーバイト」
（各オープン価格）のお求めに関しては、株式会社浅野歯科産業
（UAカスタムパフォーマンスマウスウェア日本総販売元）
までお問い合わせを。www.asano-dental.com
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ATHLETES VOICE アスリートの証言
阿部慎之助選手（読売ジャイアンツ）

違和感が無い。ぐっと力が入って
身体中のパワーがバットに伝わるのを感じる。

多村仁志選手（福岡ソフトバンクホークス）

噛み締めることでパワーが出る。気道が開いて
酸素がより多く入り、疲れにくいのも実感できる。

皆川賢太郎選手（アルペンスキー）

ゴールした瞬間、身体にいつものような張りがない。
これは次のレースへの秘密兵器だ。

山田章仁選手（パナソニック ワイルドナイツ／ラグビー）
ステップのキレが違う。
しかも、それをノーサイドまで維持してくれる。

田中史朗選手（パナソニック ワイルドナイツ／ラグビー日本代表）

めっちゃいいっすよ。力が入るし、皆良いと感じてるんじゃないですかね。

ハンター・メイハン選手（プロゴルフ）

私の強さ・パワーと、ショットの正確性を高めてくれた

クリス・マコーマック選手（トライアスロン）

最初は全く怪しいと思っていたが、装着した瞬間に分かった。素晴らしい。

Q&A
Q1 「アーマーバイト」
と他のマウスピース／マウスガードは
どう違うのですか？

A1 通常のマウスウェア
（マウスピース、
マウスガード）
は、
口内や歯の保護、
衝撃からの保護のために使用
されます。
「アーマーバイト」
は、
アスリートのパフォーマンスをサポートするマウスウェアです。UAアー
マーバイトマウスガードは、
パフォーマンス向上に加えて衝撃保護の機能も有しています。
※UAアーマーバイトマウスピースには、衝撃保護機能はありません。

Q2 UAアーマーバイトマウスピースとUAアーマーバイトマウスガードは
どう使い分けたら良いですか？

A2 ラグビー、
アメリカンフットボール、
アイスホッケーなど、衝撃保護機能を必要とするコンタクト系ス
ポーツには、UAアーマーバイトマウスガード。保護を必要としない、
ランニング、
ゴルフ、野球などには
UAアーマーバイトマウスピースをおすすめします。
また、UAアーマーバイトマウスピースは、薄型設計で装着時の違和感が少ないので、
より快適な装着
感を望まれる場合は、UAアーマーバイトマウスピースをおすすめします。

Q3 「アーマーバイト」は、個人の歯型にどう合わせるのですか？
A3 沸騰させた熱湯に60～90秒間浸して柔らかくし、
口に入れて噛み締めることで、
それぞれの歯型
に合ったマウスウェアになります。
「アーマーバイト」
は、米国特許を持つ素材・構造により、個々人の歯
形によりフィットし、高い装着感を得られます。
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