Press Release
２００４年４月９日
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神戸よりアウトドアメーカー誕生
いままでにない画期的なウォータースポーツウェア

「フラッドラッシュ™」
４月下旬より発売開始

株式会社 finetrack（ファイントラック、本社：神戸市兵庫区、代表取締役：金山洋太郎）は、ニット最
高水準の耐久撥水性と優れた水中保温性をもつ新開発の機能素材「フラッドラッシュ™」（特許出願
中）を用いたウォータースポーツウェアを４月下旬より発売開始いたします。
◇
株式会社 finetrack は、国内大手総合アウトドアメーカー・卸で勤務していたメンバーを中心に、長
年アウトドアを実践してきた３名の有志が集まり、国内ベンチャーとして２００４年１月に創業いたしま
した。「安全」をキーワードに「創り手＝遊び手」の強みを生かし素材開発から物創りをすすめていき
ます。
◇
ウォータースポーツを楽しむ時の最大の悩みは、長時間、身体が水に触れるため、保温や防水の
ために何枚も重ね着しなくてはいけないということです。これでは思うような動きができず充分楽しむ
ことができません。
そこで、株式会社 finetrack は実践からフィードバックされたノウハウを反映させた高機能素材「フラ
ッドラッシュ™」を新開発。これまでにない耐久撥水性(水を弾く効果が極めて高い)と優れた水中保温
性（熱を逃さない）を実現しました。またストレッチ性(伸び縮みしやすい)、UV カット(紫外線を通さない)
効果、防臭性(臭いを抑える)にも優れています。
この高機能素材を使用したウェア「フラッドラッシュ™シリーズ」を着用することで、どんなにずぶぬれ
になってもいつも快適に、そしてアクティブにウォータースポーツを楽しむことが可能になります。
あわせて耐磨耗・耐久撥水素材「ストレッチスパンライク高強力ナイロン」を使用したウエア「ストー
ムゴージュシリーズ」も発売いたします。
◇
「フラッドラッシュ™」、「ストレッチスパンライク高強力ナイロン」および「フラッドラッシュ™シリーズ」（８
商品）、「ストームゴージュシリーズ」（２商品）の詳細につきましては以下の通りです。

この件に関するお問い合わせ先

（ファイントラック）
http://www.finetrack.com

〒652-0064 神戸市兵庫区熊野町 1-1-4 Tel/Fax: 078-512-2636
担当：橋本 剛（はしもと たけし） e-mail: hashimoto.t@finetrack.com

商品ラインナップ２００４春夏
finetrack 初年度は、２００１年黒部峡谷下ノ廊下カヤック下降エクスペ
ディションをはじめとしたクリークボーティング(*)や困難な沢登りの実践よ
りフィードバックされたノウハウを反映し、アクティブにずぶぬれになっても
快適なウォータースポーツウエアを展開します（４月下旬より発売予定）。
finetrack が新規開発した耐久撥水素材＜フラッドラッシュ™＞と耐磨
耗・耐久撥水素材＜ストレッチスパンライク高強力ナイロン＞を使用し、険
谷を泳ぐ沢登り、クリークボーティング（カヤッキング）等コアなウォーター
スポーツに対応できる性能を引き出しました。また一般のウォータースポ
ーツ、サーフィン、キャニオニング、ラフティング、シュノーケリング等にも
適しています。
＊クリークボーティング：滝があるような急峻な川をカヤックで下ること

◆ 耐久撥水素材「フラッドラッシュ™」（特許出願中）
高度な紡糸および延伸技術により作られたポリエステルに特殊な撥水処理をすることで、従来の撥水加工ニ
ット製品にはなかった優れた撥水耐久性を実現しました。
1. 最高水準の耐久撥水性＜ 80 点/100 洗以上＞ ：
ニットにおける最高水準の耐久撥水性、洗濯100回後においても撥水度80点以上
（JIS-L1092法）、を実現。高度耐久撥水性能により、磨耗・汚れ・洗濯等による撥水
性能の低下を抑制します。
また、保水率2.6%と極めて低く、水中での重量増加がほとんど無く、活動時の身体
への負担を軽減します。（通常吸汗加工化繊ウエアの保水率は約200〜300%：当社試験デ
ータによる）

上記撥水加工により保水が非常に少ないため、フラッドラッシュの持つ細かい繊維
間空隙に空気を溜め込み、1㎡当たり631ｇの浮力を発生します。（当社試験データによ
る。但し、使用時において撥水性の低下や生地厚が薄くなった場合は低下します）
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2. 優れた水中保温性：
厚みのある崇高構造と高い撥水性能により、水中においても生地
そのものがデッドエア層を持ち、保水・放熱量も少ないため長時間
水と接触することによる体温の低下も極限まで抑えます。
沢登りなどの渡渉を想定して、入水10分経過後においても、春夏
季定番商品である吸汗加工ウエアに比べ８℃以上の保温性の優位
性があり、約３分の１のカロリー消費ですみます。
これにより、体温を維持するために必要な熱量を温存できるため、
疲労を軽減し長時間に渡る活動を可能にします。（水中保温性テスト：
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3. ストレッチ性： 伸長率タテ200%、ヨコ250%と、生地性能によりあら
ゆる身体の動きへの追従性が非常に高く動きを妨げません。
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4. UV カット･防臭性： 編み構造により適度な厚みのあるストレッチ生地は、紫外線の透過を防いで活動時の
身体へのインパクトを最小に抑えます（紫外線遮蔽率：99.9％、UPF値：50+）。更に撥水の効果は汗の残留を抑
えるため、汗成分により発生する嫌な臭いも防ぐ効果があります。

◆ 耐磨耗・耐久撥水素材「ストレッチスパンライク高強力ナイロン」
丈夫で張り腰のある生地にストレッチ性を持たせることは、困難なことでした。
我々は引裂きと摩擦に強いスパンライクナイロン（66ナイロン）にポリウレタンを組
み合わせたストレッチ糸を縦横に織り上げて、更に収縮加工を施し生地表面の凹
凸化と縦横のストレッチ性を発現することに成功しました。
また撥水耐久性の加工が困難なナイロン生地に対して、ポリエステルと比べて
も遜色のない耐久撥水性＜80点/50洗*＞を付与することにも成功しました。
*洗濯50回後においても撥水度80点（JIS-L1092法）

◆ 仕様
＜フラッドラッシュ™＞ ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ：92%・ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ：8%・耐久撥水加工
＜ストレッチスパンライク高強力ナイロン＞ ﾅｲﾛﾝ：97%・ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ：3%・耐久撥水加工

「フラッドラッシュ™シリーズ」の商品ラインナップ（８商品）
フラッドラッシュジャケット
Men s
＃FWM0101

税込価格：￥8,715

フラッドラッシュジャケット
Women s ＃FWW0101

耐久撥水機能素材＜フラッドラッシュ
＞を用いた、暑い夏はアウターとして
寒い季節はインナーとしてオールシー
ズン使用できるウォータースポーツに
特化したウエア。
あらゆるウォータースポーツのシュチ
ュエーションで快適＝安全を提案。
フラットシーマーソウイング（*１）。
Size
Color
素材

Size
Color
素材

S、 M、 L、 XL
ABBL,CH （*2）
フラッドラッシュ

フラッドラッシュ T
Men s
＃FWM0102

税込価格：￥7,875

S、 M、 L、
ABBL,CH
フラッドラッシュ

フラッドラッシュ T
Women s ＃FWW0102

S、 M、 L、 XL

Color
素材

ABBL,CH
フラッドラッシュ

フラッドラッシュタイツ
Men s
＃FWM0103

Size
Color
素材

税込価格：￥7,980

S、 M、 L、
ABBL,CH
フラッドラッシュ

フラッドラッシュタイツ
Women s ＃FWW0103

耐久撥水機能素材＜フラッドラッシュ
＞を用いたタイツ。運動における尻部
の磨耗や撥水性維持のため別売の
ストームゴージュショーツの着用をお
勧めします。フラッドラッシュジャケット
やフラッドラッシュ T と組み合わせるこ
とにより保温性・撥水性はより効果的
になります。
フラットシーマーソウイング。

Size
Color
素材

S、 M、 L、 XL
ABBL,CH
フラッドラッシュ

フラッドラッシュショーツ
Men s
＃FWM0104

税込価格：￥6,510
耐久撥水機能素材＜フラッドラッシュ
＞を用いたショーツ。運動における尻
部の磨耗や撥水性維持のため別売
のストームゴージュショーツの着用を
お勧めします。フラッドラッシュジャケ
ット・フラッドラッシュ T と組み合わせる
ことにより保温性・撥水性はより効果
的になります。
フラットシーマーソウイング。

税込価格：￥7,560
左 記 同 様 ス ペ ッ ク の
WOMEN S バージョン。
ラグランスリーブ・ボディカッ
ト等女性のボディに優しいフ
ィットデザインを採用してい
ます。
フラットシーマーソウイング。

耐久撥水機能素材＜フラッドラッシュ
＞を用いたハーフスリーブシャツ。夏
季はアウターとして、春・秋季はインナ
ーとして使用できる。
フラットシーマーソウイング。

Size

税込価格：￥8,400
左 記 同 様 ス ペ ッ ク の
WOMEN S バージョン。
ラグランスリーブ・ボディカッ
ト等女性のボディに優しいフ
ィットデザインを採用してい
ます。
フラットシーマーソウイング。

税込価格：￥7,665
左 記 同 様 ス ペ ッ ク の
WOMEN S バージョン。
女性のボディに優しいフィッ
トデザインを採用していま
す。
フラットシーマーソウイング。

Size

S、 M、 L、

Color
素材

ABBL,CH
フラッドラッシュ

フラッドラッシュショーツ
Women s ＃FWW0104

税込価格：￥6,195
左 記 同 様 ス ペ ッ ク の
WOMEN S バージョン。
女性のボディに優しいフィッ
トデザインを採用していま
す。
フラットシーマーソウイング。

Size
S、 M、 L、
Size
S、 M、 L、 XL
Color
ABBL,CH
Color
ABBL,CH
素材
フラッドラッシュ
素材
フラッドラッシュ
*1 フラットシーマーソウイング：縫合部がフラットになる縫製方法
*2 Color：ＡＢＢＬ(アビスブルー)、ＣＨ(チャコール)。 写真サンプルは、Ｍｅｎ ｓがＣＨ（チャコール）、Women s が ABBL(アビスブルー)。
実際の商品の色は写真と若干異なります。

「ストームゴージュシリーズ」の商品ラインナップ（２商品）
ストームゴージュショーツ
Men s
＃FWM0201

Size
Color
素材

税込価格：￥7,350
ストレッチスパンライク高強力ナイロン
を用いたショーツ。
縦横のストレッチに加え、表面を凹
凸に仕上げた生地特性により、水に
濡れても体に密着せず動きを妨げま
せん。ウエストの調整は水流に揉ま
れても不意に開放しないようなドロー
コード処理を工夫しております。左右
のポケットにはキーチェン用ループを
縫い付けており車のキーなどの紛失
を防ぎます。マジックテープとドレンメ
ッシュによりポケットが水により膨らむ
事もなく安全に使用でき、また乾きも
早く体温の低下を防ぎます。

S、 M、 L、 XL
DGY (*3)
ストレ ッチスパ
ンライク高強力
ナイロン
*3 Color：DGY(ダークグレー)。 実際の商品の色は写真と若干異なります。

ストームゴージュショーツ
Women s ＃FWW0201

税込価格：￥7,140
左 記 同 様 ス ペ ッ ク の
WOMEN S バージョン。
女性のボディに優しいデザ
インを採用しています。

Size
Color
素材

S、 M、 L、
DGY
ストレッチスパン
ライク高強力ナイ
ロン

◆ ターゲットスポーツ

会 社 概 要
商号
代表者
本店所在地

：株式会社 finetrack
（ http://www.finetrack.com ）
：代表取締役 金山 洋太郎
：〒652-0064 神戸市兵庫区熊野町１−１−４
TEL/FAX: 078-512-2636 Email: info@finetrack.com
設立
：2004 年 1 月 16 日
資本金
：990 万円
取引先銀行
：みなと銀行
事業内容 ：アウトドアウエア・用具の企画、製造、販売、輸出入

◆ 経営方針
１）ミッション
アウトドアフリーク・自然を好きな人たちが

安全にチャレンジを楽しめる「道具」の提供

自然の中で楽しめる「遊び」の提案

幸せな職場・自ら成長する「場」の提供

継続的に自然を楽しめる「環境」の構築
２） ビジョン
「アウトドアフリークがものづくりにこだわった日本・神戸発の世界ブランド」になる
３）コアコンピタンス＝コアバリュー
「創り手＝遊び手」の強みを活かし、シーズとニーズを合わせた強いコンセプトの商品企画を行う。
同時に遊びの提案を行うことによりアウトドアスポーツ自体の普及発展により市場開拓も行う。

◆ ブランドストーリー
finetrack（ﾌｧｲﾝﾄﾗｯｸ）は、「安全」を重視したタフで機能的なギア（ウエア）を創る日本・神戸発の新しいアウト
ドアブランド（メーカー）です。
雨が降ればカヤック、暑くなれば沢登り、冬はテレマークにバックカントリースキー等々、四季を通じバックカ
ントリーを楽しむメンバーがフィールドで出遭いました。そして、気がつけば、2001 年 10 月、2 年以上の準備を経
て、日本一の険谿といわれる北アルプス黒部峡谷下ノ廊下をカヤックで下降に成功。
より深く入り込むにつれ自然の驚異はその姿をあらわにし、我々に畏怖を与えます。極限まで自然に溶け込
むために求められるものは安全性。自分達が本当に必要だと思うものを自分達自身で妥協をせずに創りたい、
そして何より自分達が遊び手でありたい、それが finetrack の原点です。
finetrack は、「創り手＝遊び手」の強みを生かし素材開発から物創りにこだわり、バックカントリースポーツを
実践していきます。

◆ 経営者プロフィール
１） 代表取締役／企画 金山 洋太郎 （1950 年生れ）
職歴：
国内大手総合アウトドアメーカーにて勤続 20 年、企画課課長を経て当社代表取締役に就
任。アウトドアスポーツウエア・用具企画歴 24 年、素材開発から行う。
主なアウトドア
1970 年に社会人山岳会を退会して、新たに神戸登攀倶楽部を設立。ロッククライミングで北
経歴：
極圏バフィン島・日本人初ルート開拓、黒部奥鐘山西壁ＯＣＣルート（単独）、山スキーで笠
ガ岳・穴毛谷二ノ沢奥壁登攀〜笠ガ岳〜穴毛谷、など、国内登攀・四季を通じ多数記録。カ
ヤック遠征はネパール・トリスリ川とセティコーラ。
2001 年黒部川下ノ廊下カヤック下降エクスペディション参加（サポート隊リーダー）。
現在の趣味：
テレマーク、クライミング、カヤック、MTB、沢登り等
２） 取締役／営業
上野 勝美
（1968 年生れ）
職歴：
国内大手アウトドア用品総合卸にて営業・小売を経て当社取締役に就任。
主なアウトドア
黒部川下ノ廊下をカヤックで漕破。ワシントン州 Little White Salmon River 、カリフォルニア
経歴：
州 North fork of Feather River 等、アメリカ・ニュージーランドにて日本人初下降多数。アメリ
カカヌー協会（ACA）公認ホワイトウォーターカヤックインストラクター、レスキュー３レベル１・
ニュージーランドカヌー協会（NZCA）ベイシック カヤック セイフティー 修了。
2001 年黒部川下ノ廊下カヤック下降エクスペディション参加（カヤック隊リーダー）。
現在の趣味：
テレマーク、クライミング、カヤック、沢登り等
３） 取締役／マーケティング 橋本 剛 （1969 年生れ）
職歴：
九州工業大学大学院情報科学修了後、外資系大手消費財・化粧品メーカーにて勤続 10
年、システムズマネージャーを経て当社取締役に就任。オンラインマーケティング、IT システ
ム、CRM を実践。KCCI（神戸商工会議所）創業塾５期卒業。
主なアウトドア
仙台電波高専山岳部、Ｐ＆Ｇトレッキングクラブを含め東北・日本アルプスを多数縦走。50
経歴：
日間バイクキャンプツーリングで日本１周。全日本スキー連盟公認基礎スキー準指導員、ス
キー歴 27 年。カヤック歴 10 年・レスキュー３レベル１修了。
2001 年黒部川下ノ廊下カヤック下降エクスペディション参加。
現在の趣味：
テレマーク、カヤック、MTB、沢登り等

