調整可能な換気システム(AVS)TMを採用した防曇ゴーグル

商品説明

ESS InﬂuxTM ゴーグルは実質的にレンズの曇りを除去するため、動的環境に
あっても周辺の状況を完全に認識することができます。
ゴーグルの調整可能な換
気システム-Adjustable Ventilation SystemTM (AVSTM)は特許を取得してお
り、その一部であるInﬂux RotoClipTM によってのレンズ位置を静かに回転さ
せます：防塵密封モードか防曇開閉換気モードを選択できます。
InﬂuxTMを着用することでクリアな視界を実現し、一刻一秒を争う状況下でも
迅速に行動することが可能です。
AVSTMの制御に加え、RotoclipTM では迅速かつ容易にレンズティントを切り
替えることができるため、素早く環境に適応し、
ダウンタイムを短縮することが
可能です。著しい進歩を遂げたInﬂuxTM は、曇りとの戦いを制し、勝利への道
を切り開きます。

防弾基準

InﬂuxTM ゴーグルは、U.S. MIL SPEC MIL-PRF-32432、ANSI Z87.1 ‒
2010、OSHA & CE EN166の基準をクリアしています。

フレームとレンズの種類

フレームカラー

レンズカラー

VLT*

タン

クリア

90%

ブラック

スモークグレー

15%

グリーン

アルペングロウ

26%

マットホワイト

VLT=可視光線透過率

主な特長

特許を取得した調整可能な換気システム (Adjustable Ventilation SystemTM )
(AVSTM) により、他に例を見ない換気による防曇機能と全周囲における粉塵フィル
ター機能を装備。
広範な視界を持つ薄型のフレーム。
ナイトビジョンとの併用が可能。
抗菌作用のある OpFoamTM フェイスパッドによって快適性とフィット感が向上。

Advanced ESS ClearZoneTM FlowCoat レンズを採用することにより、
内側の曇
りを除去し、外側の傷を防ぐ。
素早くストラップを外して旋回し、最適なヘルメットとの併用を実現。
交換可能な 3.0mm の耐衝撃ポリカーボネートレンズ。
歪みのない視界と、UVA/UVB を100%カット。

商品内容

InﬂuxTM Goggle Kit: InﬂuxTM ゴーグルフレーム、
クリア及びスモークグレーレ
ンズ、反射防止スピードスリーブ、保護ソフトケース
商品番号: #EE7018-03（タン）
#EE7018-09（ブラック）
#EE7018-08（グリーン）
#EE7018-23（マッドホワイト）

InﬂuxTMの特長

調節可能な換気システム
(Adjustable Ventilation System) (AVSTM)
防曇及びフィルタシステム

厚めの3.0mm 防弾ポリ
カーボネートレンズ

Roto-ClipTM による
AVSTM 制御と素早い
レンズ交換を実現

薄型で、
ナイトビジョン
やヘルメットとの併用
が可能なフレーム

素早くストラップを外して
旋回し、
ヘルメットとの快
適な併用を実現

INFLUXTM製品詳細

Anti-Fog Mode (防曇)
RotoClipTM を上側に押し上げ、
レンズ周辺
の空気の流れを良くすることで曇りを防ぎます

Anti-Dust Mode (防塵) RotoClipTM
下側に押し下げ、浮遊粉塵をフィルタし
ます

ESS Ballistic Protection (防弾基準)
InﬂuxTMゴーグルは、U.S. MIL SPEC
MIL-PRF-32432、ANSI Z87.1 ‒ 2010、
OSHA およびCE
EN166の基準を満たしています。

INFLUX GOGGLE
TM

WITH ADJUSTABLE VENTILATION

COLD WEATHER EDITION

調節可能な換気システム
(Adjustable Ventilation
System)(AVSTM)
防曇及びフィルタシステム

フリース仕様で湿気を逃し、
保温効果のパフォーマンス。

Roto-Clip T Mによる
AVSTM制御と素早い
レンズ交換を実現

商品説明

ESS InﬂuxTM ゴーグルは実質的にレンズの曇りを除去するため、動的環
境にあっても周辺の状況を完全に認識することができます。ゴーグルの
調整可能な換気システム-Adjustable Ventilation SystemTM (AVSTM)は
特許を取得しており、その一部であるInﬂux RotoClipTM によってのレン
ズ位置を静かに回転させます：防塵密封モードか防曇開閉換気モードを
選択できます。
InﬂuxTMを着用することでクリアな視界を実現し、一刻一秒を争う状況下
でも迅速に行動することが可能です。

AVSTMの制御に加え、 RotoclipTM では迅速かつ容易にレンズティント
を切り替えることができるため、素早く環境に適応し、ダウンタイムを
短縮することが可能です。著しい進歩を遂げたInﬂuxTM は、曇りとの戦
いを制し、勝利への道を切り開きます。

防弾基準

InﬂuxTM ゴーグルは、U.S. MIL SPEC MIL-PRF-32432、ANSI Z87.1 2010、OSHA & CE EN166の基準をクリアしています。

厚さ3.0mm
防弾ポリカーボネートレンズ
高解像度アルペングローレンズ

素早くストラップを外して
旋回し、ヘルメットとの
快適な併用を実現

主な特長

■ 特許を取得した調整可能な換気システム (Adjustable Ventilation SystemTM )(AVSTM) に
より、他に例を見ない換気による防曇機能と全周囲における粉塵フィルター機能を装備。
■ 広範な視界を持つ薄型のフレーム。ナイトビジョンとの併用が可能。
■ 抗菌作用のある OpFoamTM フェイスパッドによって快適性とフィット感が向上。
■ Advanced ESS ClearZoneTM FlowCoat レンズを採用することにより、内側の曇りを除去
し、外側の傷を防ぐ。
■ 素早くストラップを外して旋回し、最適なヘルメットとの併用を実現。
■ 交換可能な 3.0mm の耐衝撃ポリカーボネートレンズ。
■ 歪みのない視界と、UVA/UVB を100%カット。

商品内容

フレームとレンズの種類
フレームカラー
マットホワイト

レンズカラー

VLT*

アルペングロー

26%

クリア

90%

スモークグレー

15%

RXインサート

ESS U-RxTM インサートとUPLC RxTM インサートは、ESS INFLUXTM
シリーズに対応。

*VLT = Visible Light Transmission
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INFLUXTM 寒冷地仕様
InﬂuxTM Goggle Kit: InﬂuxTM ゴーグルフレー
ム、アルペングロー、クリア及びスモークグレー
レンズ、反射防止スピードスリーブ、保護ソフト
ケース 商品番号: #EE7018-11

This product may be covered by one or more U.S. patents, as found on www.esseyepro.com/patents.
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