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                   神戸発アウトドアスポーツメーカー   

 

新発想のクール・耐久撥水ウォータスポーツウエア 

「フラッドラッシュ®ライト」     
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紫外線遮蔽性を持つクール・耐久撥水ウォータースポーツウエア「フラッド

ラッシュ®ライト」を４月下旬より発売開始いたします。 

◇ 
 

真夏の炎天下でウォータースポーツを楽しむ時の最大の悩みは、水に長時間入ると寒くなり、陸に

長時間上がったままや激しい運動をすると暑くなるといった温度調節の難しさでした。同時に紫外線・

可視光線による体へのインパクトが問題でした。 
 

そこで、株式会社 finetrack は、昨年４月より好評発売中の耐久撥水・保温ウォータースポーツウエ

ア「フラッドラッシュ®シリーズ」（※1）の基本性能（耐久撥水性、ストレッチ性、UV カット・防臭性）をそ

のまま維持しながら、真夏の炎天下での快適性を考え、極端なまでに生地を薄くしたクール・耐久撥

水素材＜フラッドラッシュ®ライト＞を大手合繊メーカーと新開発。優れた耐久撥水性（水を弾く効果が

極めて高い）と紫外線遮蔽性（UV カット）・防透性（透けない）により、水濡れや紫外線・可視光線によ

る暑さ寒さを適度にコントロールします。 
 

この高機能素材を使用したウエア「フラッドラッシュ®ライト シリーズ」を着用することで、真夏の炎天

下でも快適に、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。 
◇ 

 

 今回はあわせて、好評発売中の耐久撥水・保温ウォータースポーツウエア「フラッドラッシュ®シリー

ズ」に新アイテムの温度調節可能なジップネックジャケットと新色、高強力・低伸度「フローティングロー

プシリーズ」、超軽量・コンパクト・モノポールタープ（※2）「フライングシェード４」も４月下旬より順次発

売いたします。 
 

 「フラッドラッシュ®ライトシリーズ」、「フラッドラッシュ®シリーズ」、「フローティングロープシリーズ」、

「フライングシェード４」の詳細につきましては次ページ以降の通りです。 
 

※1 フラッドラッシュ®シリーズ： 詳細はご参考資料をご覧ください 

※2 モノポールタープ： １本の支柱で設営できる日除けテント 

◇ 
 

株式会社 finetrack は、KCCI（神戸商工会議所）創業塾５期卒業生と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月に神戸にて創業いたしました。「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。 
 

  

 

 

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

 

お客様お問合せ先： http://www.finetrack.com 株式会社 finetrack 078-512-2636 
弊社ウエブサイトに、詳しい商品情報・スタッフの遊びも掲載しております。 

この件に関するお問い合わせ先 



finetrack（ﾌｧｲﾝﾄﾗｯｸ） 2005 春夏 新商品情報 （４月下旬より順次発売予定） 
 

 2005SS NEW シリーズ  
 
NEW 
 

＜クール・耐久撥ウォータースポーツウエア＞ 

好評発売中のフラッドラッシュ®シリーズの基本性能（耐久撥水性、ストレッチ性、UV カット・防臭性）をそのまま

維持しながら、真夏の炎天下での快適性を考え、極端なまでに生地を薄くしたクール・耐久撥水素材＜フラッドラ

ッシュ®ライト＞を新開発。酸化チタン含有の扁平糸４way ストレッチ生地に特殊な撥水処理をすることで、超薄

地ながら紫外線遮蔽性、防透性など優れた性能を持たせることに成功しました。 

沢登り、カヤッキング、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、ウォータースポーツに適し

ています。夏はアウターとして冬はインナーとしてウォータースポーツにオールシーズン使用できます。 

 

1. 最高水準の耐久撥水性＜ 80 点/100 洗以上＞、防臭性 ： 

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すると同時に、濡れても保水せず体温の急低下を防ぎま

す。 

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。 

 

2. クール・UV カット･防透性＜紫外線遮蔽率：99.4％、UPF値：50+＞ ： 

真夏の炎天下での快適性を考え、超薄地の酸化チタン含有の扁平糸４

wayストレッチ生地に耐久撥水加工を施すことで、優れた紫外線遮蔽性（Ｕ

Ｖカット）、防透性を実現すると同時に、急激な水の侵入を適度にコントロー

ルしました。これにより、紫外線や可視光線による活動時の身体へのインパ

クト、及び、体温上昇を適度に抑えます。 

 
3. 優れたストレッチ性＜タテ240%、ヨコ200%＞：  

伸長率がタテ240%、ヨコ200%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。 

 
● 縫合部がフラットになるフラットシーマーソウイング採用。 
● WOMEN’S 製品にはラグランスリーブ・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。 
● フラッドラッシュ®ライトシリーズを上下組み合わせることにより、クーリング・撥水性はより効果的になります。 
● フラッドラッシュ®ライト コムラタイツ、ショーツは、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リーズ（耐

磨耗・耐久撥水）の着用をお勧めします。 
 
フラッドラッシュ®ライト シリーズ の商品ラインナップ（８アイテム、各２色） 

フラッドラッシュ®ライト 

ジャケット 

Men’s    ＃FWM0301 

上代：￥6,900 

税込価格：￥7,245 

フラッドラッシュ®ライト 

ジャケット 

Women’s ＃FWW0301 

上代：￥6,500 

税込価格：￥6,825 

 

 
Color：KS（ｸﾛｼｵ） 

finetrack が新開発したクール・耐久撥水素

材＜フラッドラッシュ®ライト＞を用いた、ウ

ォータースポーツに特化したロングスリー

ブ。 

優れた耐久撥水性と紫外線遮蔽性・防透

性により、水濡れや紫外線・可視光線によ

る暑さ寒さを適度にコントロールします。 

夏はアウターとして冬はインナーとしてウォ

ータースポーツにオールシーズン使用でき

ます。 

Size S、 M、 L、 XL 

Color KS（クロシオ）、OG（オ

レンジ） 

素材 フラッドラッシュ®ライト 

重量 151ｇ  

 

 
Color：OG（ｵﾚﾝｼﾞ） 

 
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。 
 

Size S、 M、 L 

Color KS、OG 

素材 フラッドラッシュ®ラ

イト 

重量 126ｇ  

フラッドラッシュ®ライト シリーズ 

扁平糸断面構造 

耐久撥水素材 



 
フラッドラッシュ®ライト T 

Men’s   ＃FWM0302 

上代：￥6,300 

税込価格：￥6,615 

フラッドラッシュ®ライト T 

Women’s ＃FWW0302 

上代：￥6,000 

税込価格：￥6,300 

 

 

finetrack が新開発したクール・耐久撥水素

材＜フラッドラッシュ®ライト＞を用いた、ウ

ォータースポーツに特化した T シャツ。 

優れた耐久撥水性と紫外線遮蔽性・防透

性により、水濡れや紫外線・可視光線によ

る暑さ寒さを適度にコントロールします。 

夏はアウターとして冬はインナーとしてウォ

ータースポーツにオールシーズン使用でき

ます。 

Size S、 M、 L、 XL 

Color KS、OG 

素材 フラッドラッシュ®ライト 

重量 120ｇ  

 

 

 

 

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。 

 

Size S、 M、 L 

Color KS、OG 

素材 フラッドラッシュ®

ライト 

重量 100ｇ 
 

フラッドラッシュ®ライト 

コムラタイツ 

Men’s   ＃FWM0303 

上代：￥5,800 

税込価格：￥6,090 

フラッドラッシュ®ライト 

コムラタイツ 

Women’s ＃FWW0303 

上代：￥5,500 

税込価格：￥5,775 

 

finetrack が新開発したクール・耐久撥水素

材＜フラッドラッシュ®ライト＞を用いた、ウ

ォータースポーツに特化した 7.5 分丈タイ

ツ。 

優れた耐久撥水性と紫外線遮蔽性・防透

性により、水濡れや紫外線・可視光線によ

る暑さ寒さを適度にコントロールします。 

夏はアウターとして冬はインナーとしてウォ

ータースポーツにオールシーズン使用でき

ます。 

Size S、 M、 L、 XL 

Color KS、OG 

素材 フラッドラッシュ®ライト 

重量 121ｇ  

 

 

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。 

 

Size S、 M、 L 

Color KS、OG 

素材 フラッドラッシュ®

ライト 

重量 100ｇ 
 

フラッドラッシュ®ライト 

ハーフトップ 

Women’s ＃FWW0305 

上代：￥4,800 

税込価格：￥5,040 

フラッドラッシュ®ライト 

ショーツ 

Women’s ＃FWW0304 

上代：￥4,300 

税込価格：￥4,515 

 

finetrack が新開発したクール・耐久撥水素

材＜フラッドラッシュ®ライト＞を用いた、ウ

ォータースポーツに特化したハーフトップ。 

優れた耐久撥水性と紫外線遮蔽性・防透

性により、水濡れや紫外線・可視光線によ

る暑さ寒さを適度にコントロールします。 

夏はアウターとして冬はインナーとしてウォ

ータースポーツにオールシーズン使用でき

ます。 

Size S、 M、 L 

Color KS、OG 

素材 フラッドラッシュ®

ライト 

重量 75ｇ 

仕様 モールドカップ付  

 

 

 

耐久撥水素材＜フラッドラッシュ®

ライト＞を使用した上記同様スペ

ックの軽量ボクサータイプショー

ツ。 

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。 

 

Size S、 M、 L 

Color KS、OG 

素材 フラッドラッシュ®

ライト 

重量 65ｇ 
 

*写真と実際の商品の色は若干異なります。 

 
 
※ 商品写真・イラスト等に関しましては、下記URLにアップしておりますので、必要に応じてダウンロードしてご

活用頂ければ幸いです。 
 

２００５年春夏新商品写真（約１８M） 
http://www.finetrack.com/press/finetrack_2005ss_product.zip



 

 2005SS NEWアイテム ＆ カラー追加  

 

 
 

 

＜好評発売中の耐久撥水・保温ウォータースポーツウエア＞ 

finetrack が新開発した耐久撥水・保温素材＜フラッドラッシュ®＞を用いた、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です。リバーカヤッキング、シーカヤッキング、険谷を泳ぐ沢登り等コアなウォータ

ースポーツにも対応できる性能を引き出しました。 

 

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。 

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。 

夏はアウターとして冬はインナーとしてウォータースポーツにオールシーズン使用できます。 
 

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） 

 

2. 優れた水中保温性： 

厚みのある嵩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：当社試験データによる） 

 

3. 優れたストレッチ性＜タテ200%、ヨコ250%＞：  

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。 

 

4. UV カット･防臭性＜紫外線遮蔽率：99.9％、UPF値：50+＞：  

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。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。 

 
● 縫合部がフラットになるフラットシーマーソウイング採用。 
● WOMEN’S 製品にはラグランスリーブ・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。 
● フラッドラッシュ®シリーズを上下組み合わせることにより、クーリング・撥水性はより効果的になります。 
● フラッドラッシュ®タイツ、ショーツは、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リーズ（耐磨耗・耐久撥

水）の着用をお勧めします。 

フラッドラッシュ® シリーズ 
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フ ラッ ドラ ッ シュ

通常吸汗加工化繊生地

耐久撥水素材 



 

2004年より展開を開始し沢登り・カヤックをはじめとしたウォータースポーツに好評・信頼をいただきましたフラ

ッドラッシュシリーズに待望のジップネックタイプと新色を新たにラインナップいたしました。 

ジッパーの前立て開口により温度の変化に素早く対応でき、快適性がアップしました。 

 

フラッドラッシュ® シリーズ の商品ラインナップ（１０アイテム、各３色） 
フラッドラッシュ® 

ジップネックジャケット 

Men’s    ＃FWM0105 

ＮＥＷアイテム 
上代：¥9,000 

税込価格：￥9,450 

フラッドラッシュ® 

ジップネックジャケット 

Women’s ＃FWW0105 

ＮＥＷアイテム 
上代：¥8,700 

税込価格：￥9,135 

     
RW/MX（ﾚｯﾄﾞｳｯﾄﾞ/ﾓｸｻ）       AB/MX（ｱﾋﾞｽﾌﾞﾙｰ/ﾓｸｻ） 

      
CH/MX（ﾁｬｺｰﾙ/ﾓｸｻ）         背面ロゴ写真 

  

   
RW/MX（ﾚｯﾄﾞｳｯﾄﾞ/ﾓｸｻ）     AB/MX（ｱﾋﾞｽﾌﾞﾙｰ/ﾓｸｻ） 

  
CH/MX（ﾁｬｺｰﾙ/ﾓｸｻ）             背面ロゴ写真 

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。 

沢登り、シーカヤッキング等、温度変化のあるシュチュエーションに最適、前立

てジッパーにより温度調節を可能にしました。  

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。 

Size S、 M、 L、 XL 

Color RW/MX,AB/MX,CH/MX 

素材 フラッドラッシュ®  

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。 

Size S、 M、 L 

Color RW/MX,AB/MX,CH/MX 

素材 フラッドラッシュ® 
 

フラッドラッシュ®ジャケット 

Men’s    ＃FWM0101 

フラッドラッシュ® T 

Men’s    ＃FWM0102 

フラッドラッシュ®ジャケット 

Women’s ＃FWW0101 

フラッドラッシュ® T 

Women’s ＃FWW0102 

 
新色 RW （ﾚｯﾄﾞｳｯﾄﾞ） 追加 

  

 
  新色 RW （ﾚｯﾄﾞｳｯﾄﾞ） 追加 

 
新色 RW （ﾚｯﾄﾞｳｯﾄﾞ） 追加 

 
新色 RW （ﾚｯﾄﾞｳｯﾄﾞ） 追加 

フラッドラッシュ®タイツ 

Men’s    ＃FWM0103 

フラッドラッシュ®ショーツ 

Men’s   ＃FWM0104 

フラッドラッシュ®タイツ 

Women’s ＃FWW0103 

フラッドラッシュ®ショーツ  

Women’s  ＃FWW0104 

 
新色 MX （モクサ） 追加 

  

 

 

 
新色 MX （モクサ） 追加  

新色 MX （モクサ） 追加 

 

 

 
 

新色 MX （モクサ） 追加 

*フラッドラッシュジャケット、T、タイツ、ショーツは、既存色として AB（アビスブルー）、CH（チャコール）があります。 
*写真と実際の商品の色は若干異なります。 



 

 2005SS NEW シリーズ  
 

NEW 
 

＜高強力･低伸度フローティングロープ＞ 
通常ほとんどのフローティングロープはポリプロピレンを使用し、引張強度を上げるとロープ径が太く重くなり、

軽量化すると強度が不足するといったジレンマがありました。finetrack では強度を保持しながらロープ径を細くコ

ンパクトにする為、合成繊維の最高レベルの強度をもつダイニーマ®を中芯に使用した革新的なロープを新開発

しました。リバーカヤック向けのスローバッグ（レスキューバッグ）、沢登り・スキーツアーの補助ロープ、シーカヤ

ック向けのトウイングロープとして適しています。 

 

※注意：登攀用としての強度及び墜落時の衝撃を吸収する伸度を殆ど持たないため、登攀用には絶対に使用し

ないで下さい（ Not for climbing ）。本商品は、ロープも含め消耗品につき定期的な点検と交換が必要です。 

 

フローティングロープ シリーズ の商品ラインナップ（７アイテム） 
スローバッグ 22 

（ローティングロープ 7.5 ㎜使用） 

＃FWG0101 

上代：￥12,600 

税込価格：￥13,230 

フローティングロープ 7.5 ㎜ 

（ダイニーマ®使用） 

＃FWG0201        （200m 巻き） 

上代：￥57,200 

税込価格：￥60,060 

 

 

 
 

Size（cm） 24×12×10 

ロープ Φ7.5mm×22m 

（ダイニーマ®コア） 

破断強度 1110kg 

本体重量 710g 

Color YL/RD（ｲｪﾛｰ/ﾚｯﾄﾞ）  

特に困難なホワイトウォーターカヤッ

キング・クリークボーティングなどでは携

行装備に制約が多く、安全のため軽量

コンパクト性が必要不可欠です。 
 
強度を保持しロープ径を細く軽量コン

パクトにするため、高強力ポリエチレン

（ダイニーマ®）を中芯に使用した革新

的な「ローティングロープ 7.5 ㎜」を開発・

使用しました。 
バッグは、的確に飛距離を出せる空

気抵抗の少ないデザインで、素早くロー

プを収納できる開口部、カラビナ類を固

定できるデイジーチェーン、長さ調節の

出来るリフティングテープ等、黒部下ノ

廊下下降よりフィードバックされた機能

がつまっております。 
別売りのクイックレスキューベルトを

使用し腰に常時携帯できます。 
 
 

 

 
 

 

ロープ Φ7.5mm×200m 

（ダイニーマ®コア） 

重量 28g/m 

Color RD（ﾚｯﾄﾞ） 

素材 中芯：ﾀﾞｲﾆｰﾏ® 

表皮：ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ 

破断加重： 1110 kg 

 

出荷単位：200m ボビン巻き 

 

 

ダイニーマ®コアのロー

プ径 7.5mmフローティン

グロープ。 

 

（スローバック 22 に使

用） 

ゴージュバッグ 30  
（フローティングロープ 6.5 ㎜使用） 

＃FWG0102 

上代：￥12,000 

税込価格：￥12,600 

フローティングロープ 6.5 ㎜ 

（ダイニーマ®使用） 

＃FWG0202      （200m 巻き） 

上代：￥36,200/ 

税込価格：￥38,010 

 

 

 
 

 

Size（cm） 23×11×10 

ロープ Φ6.5mm×30m 

（ダイニーマ®コア） 

破断強度 637kg 

本体重量 600g 

Color YL/BL（ｲｪﾛｰ/ﾌﾞﾙｰ）  

従来沢登りには、重くて水に沈む登

攀用ナイロンロープを使用しています

が、流されている人を的確に救助するこ

とができません。全員が水に浮く補助ロ

ープを携行し瞬時に取り出し投げること

が出来れば、危険な高巻きを避けて、

積極的に泳いで登っていくことが可能に

なり、ヘツリ主体の従来の沢登りをより

安全に且つ、飛躍的な時間短縮が可能

になります。 
強度を保持しロープ径を細く軽量コン

パクトにするため、高強力ポリエチレン

（ダイニーマ®）を中芯に使用した革新

的な「フローティングロープ 6.5 ㎜」を開

発・使用しました。 
バッグは、的確に飛距離を出せる空

気抵抗の少ないデザインで、素早くロー

プを収納できる開口部、カラビナ類を固

定できるデイジーチェーン、長さ調節の

出来るリフティングテープ等、黒部下ノ

廊下下降よりフィードバックされた機能

がつまっております。 
別売りのクイックレスキューベルトを

使用し腰に常時携帯できます。 

 

 
 

ロープ Φ6.5ｍｍ×200m 

（ダイニーマ®コア） 

重量 17g/m 

Color YL（ｲｪﾛｰ） 

素材 中芯：ﾀﾞｲﾆｰﾏ® 

表皮：ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ 

破断加重  637 kg 

 

出荷単位：200m ボビン巻き 

 

ダイニーマ®コアのロー

プ径 6mm フローティン

グロープ。 

 

（ゴージュバック 30 に使

用） 

フローティングロープ シリーズ 



 
 トウイングロープ 15 

 ＃FWG0103 

上代：￥6,000 

税込価格：￥6,300 

PP フローティングロープ 5 ㎜ 

FWG0203       （200m 巻き） 
上代：￥17,200 

税込価格：￥18,060 

 
Size (cm) 19×8×4 

ロープ Φ5mm×15m 

本体重量 -  

浮力のあるポリプロピレン製のロ

ープ「PP フローティングロープ 5 ㎜」

が 15m 収納されており、素早くカヌ

ー、パドル等を牽引することができま

す。 

牽引の際のロープの長さ調節とシ

ョックを吸収するショックコード機構を

備え、特にシーカヤッキングでの長

時間の牽引時にはショックを和らげ

非常に効果を発揮します。また非常

にコンパクトなので PFD（ライフジャケ

ット）着用の妨げにもなりません。 
 

 

 
ロープ Φ5mm×200m 

（ポリプロピレン） 

重量 10g/m 

Color YL（ｲｪﾛｰ） 

素材 PP：ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ 

破断加重 285 kg 

出荷単位：200m ボビン巻き 

 

ポリプロピレンのロープ径

5mm フローティングロー

プ。 

 

（トウイングロープ 15 に使

用） 

クイックレスキューベルト 

＃FWG0104 

上代：￥2,700 

税込価格：￥2,835 

  

 
Size (cm) 幅 38mm 

ウエストサイズ 63-110cm 

本体重量 -  

「スローバッグ 22」、「ゴージュバッグ 

30」を腰に装備するためのベルトで

す。クイックリリース機構を採用し、黄

色のボールを引っ張るだけで、簡単

に装着しているバッグのみを外すこと

ができます。 

＊写真と実際の商品の色は若干異なり

ます。 
 

 

 2005SS NEW アイテム  
 

◆フライングシェード４ NEW 

＜超軽量・コンパクト・モノポールタープ＞ 
 

アウトドアへ出かける際に日避け・雨避けとして活躍するタープ、しかしその面積が大きくなるにつれ、風等の影

響等での引裂き強度を考慮し、生地は厚くなり、結果的に重くなってしまいます。 
しかし弊社独自のシステムである、超高強力ポリエチレン（ダイニーマ®）ラインを使用したフローティングテン

ションシステムにより、今まで大きなタープでは不可能であった軽量生地を採用することができました。 
今夏新展開のフライングシェードは特に使用頻度の高い 4 人用サイズです。 

 
シェルターシリーズ の商品ラインナップ（１アイテム） 

フライングシェード 4  ＮＥＷアイテム 
 ＃FAG0201 

上代：￥16,800 

税込価格：￥17,640 

 
最高高さ 120ｃｍの場合 

 
開口部 

沢登り・カヤックツアー等のウォータースポーツやサイクリング渓流釣り等にも重宝す

る、超軽量コンパクトなモノポールタープで、夏季であればテントとして使用することも可

能です。 
生地には、軽量で紫外線の影響を受けにくい高強力 30d ポリエステルリップストップに

耐水圧 1,000 ㎜のポリウレタンコーティングを施しました。 
弊社独自のシステムである、超高強力ポリエチレン（ダイニーマ®）ラインを使用したフ

ローティングテンションシステムにより、今まで大きなタープでは不可能であった軽量生地

を採用することができました。 
設営には1本のカヤックパドルやトレッキングポール・スキーポール、流木等を利用し、

日避けの際は高くし、ビバーク時は低くする等、最低ポール長 110 ㎝より自由な高さ調節

で簡単に設営することができます。 
大人 4 人が余裕で寝られる大きさに設計しております。 
 

Size (cm) 330（最大長）×200（最

大幅）×110（最高高さ）  

変形６角形 

Color BL（ブルー） 

素材 高強力ポリエステル 

（PU コーティング）、 

ダイニーマ® 

本体重量 530g 

 

 

 

支柱としてパドルを使用し最高高さ 200ｃｍの場合 

 
＊写真と実際の商品の色は若干異なります。 
 

シェルター シリーズ 



  

 株式会社ｆｉｎｅｔｒａｃｋ 会 社 概 要  
 

商号  ： 株式会社 finetrack (ファイントラック) 
代表者  ： 代表取締役 金山 洋太郎 

本店所在地： 〒652-0064 神戸市兵庫区熊野町１－１－４  

    TEL/FAX 078-512-2636  

事業内容  ： アウトドアウエア・用具の企画、製造、販売 

 

設立  ： 2004 年 1 月 16 日 

資本金  ： 990 万円 

取引先銀行： みなと銀行  

Email  ： info@finetrack.com 

URL  ： http://www.finetrack.com 

 

◆ 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

経歴： 

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

経歴： 

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

経歴： 

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 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スキー準指導員・テクニカルプライズ、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  
 

＜ 最新の商品情報・スタッフの遊びは弊社ウエブサイトへ http://www.finetrack.com ＞ 
 


