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新発想の耐久撥水アンダーウエア 

「フラッドラッシュ®スキンメッシュ」     
４月中旬より発売開始         

 
 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、新発想の耐久

撥水アンダーウエア「フラッドラッシュ®スキンメッシュ」（特許出願中）を４月中旬より発売開始いたします。 
 

＜これまでの問題点＞ 
登山やスキーツアーなどでは、登行時や行動中の発汗で不快な思いをしたり、また、休憩時にウエアに

染み込んだ汗が冷えて寒くなり行動力が低下してしまいます。その対策として何枚もの保温着や着替えを

携行しなければならず、荷物が増え、重量が重くなるばかりでなく体力も奪われてしまい、思うような行動が

とれずに充分楽しめないことが悩みでした。 
 
＜ファイントラックからの提案＞ 
 そこで株式会社 finetrack は、汗が通過しやすく濡れ戻りし難い撥水素材、フラッドラッシュ®スキンメッシ

ュ、を新開発しました。好評発売中のフラッドラッシュ®スキンシリーズ（※1）の編地構造をメッシュ組織にす

ることで更に約１０％軽量にし、伸縮性も約２５％増やしてソフトな着心地を実現。同時にフィット感も高め、

汗の透過がより容易になりました。耐久撥水性(水を弾く効果が極めて高い)、安定した保温性(熱を逃がさ

ない)、防臭性(臭いを抑える)も兼ね備えています。 
 

撥水効果の高いフラッドラッシュ®スキンメッシュを肌に直接着用し、その上に吸汗性ウエアを着用するこ

とにより、肌面は汗の濡れ戻りもなく常にドライに保たれ、登山やスキーツアー等での発汗による不快感

(べとつき感、ぬれ感)や冷えを防ぐことが可能になります。 
 

 今回はあわせて、耐磨耗・耐久撥水・ストレッチウエアの「ストームゴージュシリーズ」、高強力・低伸度フ

ローティングロープ「ゴージュバッグ１５」、泳ぐ沢登りのための「パドルグローブ」、finetrackオリジナル「ロゴ

キャップ」も４月中旬より発売いたします。同時に、finetrack の新商品を最適に着用する、高機能レイヤリン

グ（※２）も提案しております。 

 

 「フラッドラッシュ®スキンメッシュシリーズ」、「ストームゴージュシリーズ」、「ゴージュバッグ１５」、「パドル

グローブ」、「ロゴキャップ」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®スキンシリーズ： 詳細はご参考資料・カタログをご覧ください。 

フラッドラッシュ®スキンシリーズは、沢登りやカヌー・カヤック等のウォータスポーツや多量の汗を掻く場合に最適です。 

※2 レイヤリング： 重ね着をすること。これで高機能化を図る。 

◇ 
 

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おります。 
  

 

〒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。 
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登山や沢登り・ツアースキー・サイクリングなどのアウトドアースポーツ用インナーウエアの常識を覆すレイヤリングシス

テムで高い支持をいただいておりますフラッドラッシュ®スキンに新しくバリエーションが生まれました。 

 
 

＜ソフトな着心地の耐久撥水ベースレイヤー＞ 
 
創り手が遊び手である finetrack が提案する新発想のベースレイヤー（※）。登山、スキーツ

アー、バイスクルなどで、肌に直接着用し、その上から吸汗性ウエアを着用することにより、汗

や雨などの漏水による肌への濡れ戻りや、濡れたウエアによる体温低下を防ぐ画期的なアン

ダーウエアです。 
※ベースレイヤー： 肌に直接身につけるウエア = 肌着 

 

フラッドラッシュ®スキンメッシュは、好評発売中のフラッドラッシュ®スキンの編地構造をメッ

シュ組織にすることで更に約１０％軽量にし、伸縮性も約２５％増やしてソフトな着心地を実現。

同時にフィット感も高め、汗の透過がより容易になりました。トレッキングやスキー・スノーボード、

フィッシング、ゴルフなど、着心地も良く最適のベースレイヤーとしてお勧めです。 

 
 

1. 最高水準の耐久撥水性 ＜８０点／１００洗＞ 

  ニットにおける最高水準の耐久撥水性／洗濯１００回においても撥水度８０点以上（JIS-L1092 法）を実現。高度撥水性

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。 
 

2. 安定した保温性 

  フラッドラッシュ®スキンメッシュは生地自体が濡れることが少ない為、乾

燥時・湿潤時で比較しても接触温冷感に大きな差もなく、又、衣服内温度を

維持するための運動エネルギー消費にも大きな変化がなく冷え感を低減し

ます。従ってカロリー消費量が少なく済み体力を温存できます。 

他方、吸汗性ウエア類は乾燥時と湿潤時の接触温冷感に、著しい差が現

れ、保温性を保つための運動エネルギー消費も乾燥時に比べ３～４倍が必

要で、次第に体力を消耗することになります（当社試験データ）。  
乾燥条件：外衣と下衣を重ね、下衣を肌側として測定。       

湿潤条件：外衣の水分率を約 290%に調整し下衣の上に重ね、下衣を肌側とした状態で測定。 
 

3. 更に水分移行し易く、濡れ戻りの少ない編地設計 

  生地厚０．４０ｍｍと通常のアンダーウエアの半分以下の厚みと

編目の大きさのコントロールで、汗を透過し易く、且つ濡れ戻りし難い

編地設計にしました。 

アンダーウエアが汗を掻いて濡れてしまったのでは、いくら上から

重ね着をしても、大きな保温効果は期待できません。しかし、フラッド

ラッシュ®スキンメッシュなら、吸汗性のセカンドレイヤーに移行した汗

は肌面に戻り難く、また、雨などによる漏水はフラッドラッシュ®スキン

メッシュの撥水効果で肌の濡れを低減するため、心地よい暖かさを維

持し過度な重ね着をする必要がありません。 
 

4. 防臭性 

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。 

 
 
 十分な性能を引き出すために、ベースレイヤーにフラッドラッシュ®スキンメッシュを着用し、その上にベースレイヤーにフィットする

吸汗性のアンダーウエアや中間着の着用をお勧めします。 
 フラッドラッシュ®スキンメッシュシリーズは、登山、スキーツアー、バイシクルなどの汗を掻く（陸上の）スポーツに最適です。 
 ウォータースポーツや多量の汗を掻く場合などは、より濡れ戻りの少ないフラッドラッシュ®スキンをお勧めします。 
 WOMEN’S は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。 
 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。 
 素材： フラッドラッシュ®スキンメッシュ（ポリエステル 100%、耐久撥水加工） 

フラッドラッシュ®スキンメッシュ シリーズ（特許出願中） 



 
フラッドラッシュ®スキンメッシュ シリーズ の商品ラインナップ（１３アイテム） 

 
フラッドラッシュ®スキンメッシュ 

ロングスリーブ Men’s  

＃FUM0401 

上代（税込）：￥4,725 

フラッドラッシュ®スキンメッシュ  

T Men’s  

＃FUM0402 

上代（税込）：￥4,200 

フラッドラッシュ®スキンメッシュ 

ロングスリーブ Women’s  

＃FUW0401 

上代（税込）：￥4,515 

フラッドラッシュ®スキンメッシュ  

T Women’s  

＃FUW0402 

上代（税込）：￥3,990 

 
 

 
 

Size：S、 M、 L、 XL 

重量：60 ㎏ 

Size：S、 M、 L、 XL 

重量：51 ㎏ 

Size：S、 M、 L 

重量：51 ㎏ 

Size：S、 M、 L 

重量：43 ㎏ 
フラッドラッシュ®スキンメッシュ 

タイツ Men’s  

＃FUM0403 

上代（税込）：￥4,620 

フラッドラッシュ®スキンメッシュ 

ボクサーショーツ Men’s  

＃FUM0404 

上代（税込）：￥3,360 

フラッドラッシュ®スキンメッシュ 

タイツ Women’s  

＃FUW0403 

上代（税込）：￥4,305 

フラッドラッシュ®スキンメッシュ 

ショーツ Women’s  

＃FUW0404 

上代（税込）：￥2,625 

 
Size：S、 M、 L 

重量：19 ㎏ 

フラッドラッシュ®スキンメッシュ 

トランクス Women’s 

＃FUW0407 

上代（税込）：￥2,940 

 
 

 

Size：S、 M、 L、 XL 

重量：49 ㎏ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Size：S、 M、 L、 XL 

重量：36 ㎏ 

 
 

 

 

Size：S、 M、 L 

重量：45 ㎏ 

 
   Size：S、 M、 L 

重量：21 ㎏ 

フラッドラッシュ®スキンメッシュ 

ブリーフ Men’s  

＃FUM0405 

上代（税込）：￥2,730 

フラッドラッシュ®スキンメッシュ 

ノースリーブ Men’s  

＃FUM0406 

上代（税込）：￥3,675 

フラッドラッシュ®スキンメッシュ 

ハーフトップ Women’s  

＃FUW0405 

上代（税込）：￥3,675 

ノースリーブ 

Women’s 

＃FUW0406 

上代（税込）：￥3,570 

 

 
 

 

 

 
 

 

Size：S、 M、 L、 XL 

重量：32 ㎏ 

Size：S、 M、 L、 XL 

重量：42 ㎏ 

Size：S、 M、 L 

重量：26 ㎏ 

Size：S、 M、 L 

重量：34 ㎏ 

Color：BK（ブラック）  Color：BK（ブラック）  

＊重量は各Ｍサイズの参考値です。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。 
http://www.finetrack.com/press/finetrack_2006ss_product.zip 
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＜耐磨耗・耐久撥水・ストレッチウエア＞ 
 finetrackが新規開発した耐磨耗・耐久撥水素材を用いた、登山・ウォータースポーツ

などの水・海水・雨・泥水などが常に降り掛かるさまざまなアウトドアシーンに対応した

万能ショーツ＆パンツです。伸縮性のある特殊なナイロン糸を使って２ウェイストレッチ

と生地表面の凹凸（しぼ構造）を発現しました。 

 登山、トレッキング、沢登り、バイスクル、ゴルフなどから、カヌー・カヤックなどのウォ

ータースポーツまで幅広いフィールドでお使い頂けます。 

 

1. 最高水準の耐久撥水性 ＜80点/80洗＞※ 

8０回の洗濯でも撥水性の低下が少ない加工開発に成功しました。ウォータースポーツだけでなく、登山などでの雨や

泥汚れにも対応できます。濡れてもすぐ乾く機能はアウトドアスポーツの必須条件です。 
※JIS-L1092スプレー法による。洗濯80回後(JIS0217C法)においても撥水度80点。 

２．２ウェイストレッチ 

 水や海水に対して徐々に脆化するポリウレタンを使わず、縦糸にナイロン高捲縮糸を、横糸にサイドバイサイドのナイロ

ンコンジュゲート糸で２ウェイストレッチを生み出しました。織り組織はリップストップにして引き裂き強度を確保しました。い

ろんなシチュエーションにおいて長く使っていただくために工夫しました。 

３．運動を妨げない 

 通気性を程良く確保した織密度と生地表面の凹凸（しぼ構造）化により生地の厚みと軽量化を実現。軽くてストレッチが

あり生地の凹凸により濡れても肌面や衣服にまとわりつかないため足上げ等の運動を妨げません。 
 

ストームゴージュ シリーズ の商品ラインナップ（４アイテム） 

ストームゴージュパンツ  

Men’s    

＃FWM0202 

上代（税込）：¥13,020 

ストームゴージュパンツ 

Women’s   

＃FWW0202 

上代（税込）：¥12,915 

 

パンツはウォーターシーンは勿論のこ

と、登山やトレッキングでの使い易さも考え

ています。 

２ウエイスチレッチの軽くてシボのある

生地は非常に足上げが楽におこなえま

す。ウエストベルトの調整はポケットの中で

操作できてフロント周りがすっきりしていま

す。 

また特徴あるサイドポケットはコンシー

ルファスナーの採用で水を入り難くし、ま

た、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。 

乾きも早く体温の低下を防ぎます。 
 

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 S、 M、 L、 XL 

Color 

DG（ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｲ） RS(ﾚｲﾆｰｽﾄｰﾝ) 

重量 306ｇ 

  

 

Size S、 M、 L 

Color 

DG（ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｲ） SB（ｽﾓｰｸﾌﾞﾙｰ） 

重量 287ｇ  

ストームゴージュショーツ 

Men’s    

＃FWM0203 

上代（税込）：¥7.980 

ストームゴージュショーツ 

Women’s   

＃FWW0203 

上代（税込）：¥7,875 

 

ショーツはウォーターシーンで使うことが

多いので乾きにくいベルトは使用せず、代

わりにレースアップデザインにして軽量コ

ンパクトに仕上げました。 

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

全に使用できます。 

乾きも早く体温の低下を防ぎます。  

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 S、 M、 L、 XL 

Color 

DG（ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｲ） BR（ﾌﾞﾘｯｸ） 

重量 150ｇ  

 

Size S、 M、 L 

Color 

DG（ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｲ） SB（ｽﾓｰｸﾌﾞﾙｰ） 

重量 131ｇ  

＊重量は各Ｍサイズの参考値です。写真と実際の商品の色は若干異なります。 

ストームゴージュ シリーズ 



 

  2006 春夏 NEW ラインナップ  
 
 
 

＜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、レスキューバッグに採用

しました。軽量・コンパクトになり携行するのに負担にならず、また、水に浮き・吸水しにくいため、濡れて重たくなることや

凍ることを気にせずに積極的にご使用頂けます。 
※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。 

ゴージュバッグ 15   ＃FWG0105     

                      上代（税込）：￥7,560 
 

Size 16×11×7cm 

ロープ Φ6.5mm×15m 

（ダイニーマ®コア） 

破断強度 630kg 

本体重量 327g 

Color YL/BL  

 

本品はカヌー・カヤック・沢登り・渓流フィッシングなどのウォータースポ

ーツやスキーツアーなどの雪上の補助用ロープに特化した水に浮き凍り

つきにくいロープを収納したレスキューバッグです。 

フローティングロープに使われている繊維は水に浮く・吸水しにくい・伸

びが少ない事などを前提に、被覆をポリプロピレン繊維で中芯を高強力ポ

リエチレン（ダイニ－マ®）の２層構造で作られており、軽量・コンパクトなが

ら水中・水上におけるスローロープとして、雪上の補助ロープとして使い易

いように設計されております（PP 及びポリエチレンは、ナイロンに比べ水に

濡れても強度がほとんど低下しない特徴があります）。 

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、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。 

昨年度発売以来好評の＜ゴージュバック 30＞に使用して

おりますΦ6.5mm フローティングロープを 15m 収納したクイッ

クスローバッグ。 
さらに軽量コンパクトでザックやハーネスにクリップしいざとい

うシュチュエーションでクイックに使用できます。 
 

 
 
 

 

泳ぐ沢登りのために！   パドルグローブ ＃FWG0301 

上代（税込）：￥3,045 

手の甲にフラッドラッシュ®（PE92/PU8%）、手のひらにハイグリップ高強力ストレッチ

ナイロン（NY95%/ﾗｲｸﾗ 5%）を採用した、泳ぐ沢登りで非常に有効なハンドパドルです。 
泳ぐときは親指をかぶせて、パドル面積を増やし、強力に水をキャッチし素手で泳ぐの

には困難な瀞場や滝壺を突破するのに有効です。また、登攀する時やロープワーク時に

は親指の先を出して操作できます。 
手首付近には携行時にカラビナ等をクリップできるループ付です。 
沢登りだけでなく、カヌー・カヤック、シュノーケリングなどでもご使用になれます。 

 

    
               泳ぐとき                   登攀・ロープワーク時 

 
 

Size XS/S、M/L、XL/XXL 

本体重量 50g 

Color CH（チャコール） 

  

 

ロゴキャップ 

 

＃FHG0102 

上代（税込）：￥3,255 

ロゴキャップメッシュ 

   

＃FHG0103 

上代（税込）：￥3,675 

 
NV（ﾈｲﾋﾞｰ）   SV（ｼﾙﾊﾞｰ） 

ポリエステル 100% 

 
NV（ﾈｲﾋﾞｰ）   RD（ﾚｯﾄﾞ）    PG（ﾊﾟｰﾙｸﾞﾚｲ） 

ポリエステル 100%（メッシュ） 
ご要望にお応えして finetrack オリジナルのロゴキャップを創りました。 

登山、BC スキー、シーカヤックなどのフィールドから、アプローチや日常生活でもご使用頂けます。  

フィールドでの快適性と耐久性を考慮して、軽量で適度な通気性をもち、良い肌触りを考えたポリエステル 100％の生地を採用しまし

た。ロゴキャップメッシュは、メッシュ生地を採用し濡れても重くならず乾きやすいため、ウォータスポーツや濡れる・汗を掻く状況に最適

です。山、川、海などで、濡れても錆びない様に、金属を一切使用しておりません。また、サイズの調整は、キャップ後ろのベルクロで無

段階調整が可能で、頭にフィットさせることができます。 

アクセサリー 

フローティングロープシリーズ 



 
 

 
創り手が遊び手である finetrack が、バックカントリースポーツでの経験を元に提案する、さまざまなフィールドに対応でき

る最適な高機能レイヤリングです。冬山、スキーツアー、から、登山、トレッキングまで、幅広く対応します。非常に薄く軽く

ストレッチ性に優れ動き易いレイヤリングであり、かつ、暖かく汗の濡れ戻りも少なくお勧めです。 
 

ベースレイヤー ＜高機能レイヤリング＞ 

レイヤー ドライレイヤー コンフォートレイヤー サーマルレイヤー 

ミッドシェル アウターレイヤー 

耐久撥水ﾍﾞｰｽﾚｲﾔｰ 

フラッドラッシュ®スキン 

or スキンメッシュ 

吸汗拡散調湿アンダー 

スパイルフィル™ 

（LW or MW） 

吸汗拡散保温ウエア 

ドラウトセンサー™ 

軽量ｽﾄﾚｯﾁｿﾌﾄｼｪﾙ 

ブリーズラップ 

  

 

finetrack の 

ラインナップ 

 
  

 

 

特徴 耐久撥水 

安定した保温性 

極薄・軽量 

濡れ戻りが少ない 

防臭 

最高級メリノウール混 

吸汗拡散 

調湿（吸放湿） 

保温 

抗菌消臭 

吸汗拡散 

濡れ戻りが少ない 

軽量・保温 

UV カット・防透性 

防風・透湿 

保温 

軽量・コンパクト 

ソフト・ストレッチ 

ベンチレーション 

 

厳冬期・残雪期登山  

BC スキー   発汗量：大 
①スキン ② ③ ④ ⑤ 

アスレチックスポーツ 

自転車     発汗量：大 
①スキンメッシュ  ② ③  

無雪期登山 

トレッキング  発汗量：中  
①スキンメッシュ ② ③ ④  

補足  気温に応じてどちらか選択も可 気温や状況に応じて着用する 
 

レイヤリングは、＜ドライレイヤー＞、＜コンフォートレイヤー＞、＜サーマルレイヤー＞、＜ミッドシェル＞を重ね着する

ことにより、これまで吸水速乾アンダーとフリースなどではできなかった高度な複合機能を、機能別高性能ウエアをレイヤ

リングすることでトータル性能を向上させています。 

特に、汗や雨などの漏水による濡れ戻りが少なく、濡れたウエアによる体温低下と体力消耗を防ぐことができます。また、

どの素材も軽く柔らかくストレッチ性が良いため、レイヤリングをしても軽く運動の妨げにならず、更に風にも強くなります。

ミッドシェルまで重ね着をしても、吸汗性アンダーウエアとフリースのレイヤリングよりも薄く軽くなります。 
（例： Men’s フラッドラッシュ®スキン ロングスリーブ、ドラウトセンサー™ ジップネック、ブリーズラップ プルオーバー着用時で計 375g） 

 

＜ドライレイヤー＞ 

汗はフラッドラッシュ®スキンの繊維間を通り抜け上に着用してい

る吸汗性ウエアへ吸収され、また移行した汗や雨などの漏水は、

フラッドラッシュ®スキンの撥水効果で肌の濡れを低減します。 

 

＜コンフォートレイヤー＞ 

アンダーウエアの定番のスパイルフィル™は、ウール製品であり

ながら吸汗拡散性に優れ、ベースレイヤーとして広範囲に活用

できます。フラッドラッシュ®スキンの上に着用すれば、ウールの

毛羽がスキンの編み目に接近して発汗した液相の汗を導水によ

り吸汗拡散します。 

＜サーマルレイヤー＞ 

より保温性を高める時は、更にドラウトセンサー™を着用します。スパイルフィル™に移行した汗を速やかに吸い上げ乾燥を

早めます。また、スキンの上に着用すれば、導水機能の優れた C 型異形断面糸がスキンの網目に接近して発汗した液層

の汗を急速に吸水拡散し、フラッドラッシュ®スキンの撥水性能とドラウトセンサー™の強力な吸汗拡散機能により、濡れ戻

りを極限まで抑えることができ、心地よい暖かさを保ちます。 
 

＜ミッドシェル＞ 

非常に薄いながらも防風性の優れたブリーズラップは、外からの風をシャットアウトし内側に空気の保温層を作り暖かさを

保ちます。また、優れたベンチレーションと生地の透湿性により、蒸発した汗はスムーズに外に放出することができ蒸れを

抑えます。 
 

気温や状況（行動や汗を掻く）により、多種の着合わせが可能です。汗をあまりかかない場合にドライレイヤーは不要で、

また、全身に風を通したい状況ではミッドシェルは不要です。ベースレイヤーは気温や状況に応じ、１枚、２枚、３枚にした

りと変化させることができます。アウターレイヤーは気温や状況に応じ着用します。 

これにより、濡れたウエアによる体力消耗や、過度な重ね着、行動中の衣服の着脱を極力減らすことができ、快適にバ

ックカントリーに入ることが安全に繋がります。 

finetrack高機能レイヤリング 



＜ｆinetrack 高機能レイヤリング・ギア使用例＞ 
 

厳冬期・残雪期登山 

バックカントリースキー・スノーボード 

発汗量： 大 

アスレチックスポーツ 

バイスクル（自転車） 

発汗量： 大 

無雪期登山 

トレッキング 

発汗量： 中 

  
 

 

フラッドラッシュスキン ロングスリーブ＋タイツ 

スパイルフィル MW  ロングスリーブ＋タイツ 

ドラウトセンサー ジップネック＋タイツ 

ブリーズラップ プルオーバー / ジャケット 

〔アウターシェル〕 

フラッドラッシュスキン インナーグローブ/バラクラバ 

 

フラッドラッシュスキンメッシュ T＋ボクサーショーツ 

スパイルフィル LW   ボクサーショーツ 

ドラウトセンサー ジップネック 

ブリーズラップ ジャケット 

ストームゴージュパンツ 

 

 

フラッドラッシュスキンメッシュ T 

＋ボクサーショーツ（タイツ） 

スパイルフィル LW  ロングスリーブ 

＋ボクサーショーツ（タイツ） 

ドラウトセンサー ジップネック 

ブリーズラップ ジャケット 

ストームゴージュパンツ / ショーツ 

ロゴキャップ / ロゴキャップメッシュ 
 

ツエルト I / ツエルト II / フライングシェード 

ゴージュバッグ 30 / ゴージュバッグ 15（補助ロープ） 

フローティングロープ 6.5mm / 7.5mm（シュリンゲ用） 

 

 
 

ピコシェルター / ツエルト I / ツエルト II 

 

 

※多量に汗を掻く場合や、より濡れ戻りを少なくしたい場合はフラッドラッシュスキンの着用をお勧めします。 

※着心地やフィット感、並びに、汗の透過性能を重視するならフラッドラッシュスキンメッシュの着用をお勧めします。 
 

沢登り カヌー・カヤック 
余り濡れない・へつり主体 濡れる・泳ぐ場合 濡れる場合 しっかりした防水で中が濡れ

ない場合 

        
 

フラッドラッシュスキン ロングスリーブ 

＋タイツ 

スパイルフィル LW  ロングスリーブ 

＋タイツ 

ストームゴージュパンツ 

〔雨具〕 

ロゴキャップメッシュ 

 

フラッドラッシュスキン ロングスリーブ 

＋タイツ 

フラッドラッシュ ジップネックジャケット 

＋タイツ  

ストームゴージュショーツ / パンツ 

〔パドリングジャケット・パンツ、雨具〕 

パドルグローブ 

 

(（フラッドラッシュスキン ロングスリーブ 

＋タイツ） 

フラッドラッシュ ジャケット＋タイツ  

ストームゴージュショーツ 

〔パドリングジャケット・パンツ〕 

（パドルグローブ） 

 

 

フラッドラッシュスキン ロングスリーブ 

＋タイツ 

（スパイルフィル LW  ロングスリーブ 

＋タイツ） 

ドラウトセンサー セーター＋タイツ 

ストームゴージュショーツ 

〔ドライスーツ、パドリングジャケット・

パンツ〕 

（パドルグローブ） 
 

ツエルト I / ツエルト II / フライングシェード 

ゴージュバッグ 30 / ゴージュバッグ 15 / スローバッグ 22（補助ロープ） 

フローティングロープ 6.5mm / 7.5mm（シュリンゲ用） 

 

フライングシェード 

スローバッグ 22 / ゴージュバッグ 30 / ゴージュバッグ 15 

 

 

 
 

暑い場合はフラッドラッシュライトでも OK  

※女性のボディに優しいフィットデザインを採用した WOMEN’S もあります。 



  
 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 ＞ 
 


