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創り手が遊び手である神戸のアウトドアスポーツメーカー、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、本格的な登山、岩登り、沢登り、MTB、カヤック、ヨット、釣りなどの山から海までの多様なア

ウトドアスポーツに使用できる撥水性に優れた軽快な万能ストレッチパンツ「ストームゴージュ シリーズ」を、全国のアウト

ドアスポーツ専門店とメーカーサイト(http://www.finetrack.com) にて３月上旬より発売開始いたします。 
 

＜開発の背景＞ 

これまで１つのパンツで、本格的な登山、岩登り、沢登り、MTB、カヤック、ヨット、釣りなどの性質の違うアウトドアスポ

ーツに対応することは困難でした。多様なアウトドアスポーツを行うユーザーはそれぞれ専用のパンツを用意することが一

般的であり、長期日程の遠征時などでも複数のパンツが必要でした。 

また、撥水加工を施されたパンツは現在も各社からラインナップされていますが、沢登りやカヤックなどの水に濡れ続け

る使用目的に対応する為には十分とは言えないものでした。 

すでに、株式会社 finetrack では、秋冬向けの様々な本格的なアウトドアスポーツに対応できる中厚地の防風・撥水性

に優れた万能ストレッチパンツ「ストームゴージュ アルパインパンツ」を１年前より展開しており、大変好評を頂いておりま

す。今回、そのノウハウと生地の技術を受け継ぎ、春夏向けの商品の新開発となりました。 
 

＜ファイントラックからの提案＞ 

そこで株式会社 finetrack は、大手合繊メーカーと共同で、次世代ストレッチ繊維 T-400 を使用し、織物における最高

水準の耐久撥水性を持ち、耐久性とストレッチ性を両立した薄手の軽量生地の開発に成功しました。この生地を採用した

ストームゴージュシリーズは、春夏秋の水・海水・雨・泥などが常に降り掛かる山から海までのさまざまな本格的アウトドア

シーンに対応できます。優れた耐久撥水性は、登山や沢登りなどでも汚れにくく、多少の雨なら雨具なしでもしのげます。

防汚性にも優れ、乾きも早いため、長期にわたって繰り返し快適に着用可能です。 

本格的な登山、岩登り、沢登り、MTB、カヤック、ヨット、釣りなどの山から海までの多様なアウトドアスポーツから旅行ま

で、ウォータースポーツも含めた幅広いフィールドで、春から秋までを通してお使い頂けます。本格的なアウトドアスポーツ

をマルチに楽しむ人たち待望の一着です。 
 

＜ストームゴージュ パンツ の特徴＞ 

1. 薄くて軽量・軽快・丈夫： 薄くて丈夫なストレッチ生地を採用。 

水や紫外線に対しての耐久性も高い。 

2. 高い運動性能： ヨコ方向の高いストレッチ性と 

膝は立体裁断を採用し動きを妨げません。 

3. 最高水準の耐久撥水性＜80 点/100 洗以上＞・防汚性：  

100回洗濯後も初期の撥水性能の 80%を維持する 

優れた撥水性で、乾きも早く体温の低下を防ぎます。 

4. 使いやすいデザイン： 機能的なポケットの配置、 

ベンチレーター＇換気（機能、隠し調整コード。 

 

＜２００９年春夏新商品／主力商品＞ 

【商品名】ストームゴージュ MEN’Sパンツ 

【価格】￥15,750  

【カラー】２色、写真はチャコールグレー(CG) 

【サイズ】S・M・L・XL  

【重量】325ｇ 

【素材】ポリエステル 100%、耐久撥水加工 

※ハーフパンツ、他色のオーカー(OC)、WOMEN’Sモデルもあり 
 

 

株式会社 finetrackは、国内大手総合アウトドアメーカー等で企画開発３０年のベテランと、大手外資系メーカーのマーケティング・事業

戦略のノウハウをベースに、長年アウトドアを実践してきた有志が集まり、国内ベンチャーとして２００４年１月に創業。兵庫県の経営革

新計画にも認定された、「創り手＝遊び手」のシーズとニーズをダイレクトに結びつけるビジネスモデルで、素材開発からこだわる物創り

と、遊び方の提案も含めた市場開拓をすすめております。 
 

 

 

 

 

2009年 春夏新商品情報＇１（ 

山から海までのアウトドアスポーツに対応できる 

撥水性に優れた軽快な万能ストレッチパンツ 

「ストームゴージュ シリーズ」 ３月上旬から発売 
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＇ファイントラック（        担当：橋本 剛 e-mail: info@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 
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創り手が遊び手である神戸のアウトドアスポーツメーカー、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、高い運動性・通気性をもち、ずぶぬれになっても快適な、水濡れや体温低下を抑える耐久

撥水ウォータースポーツ保温ウエア「フラッドラッシュ® シリーズ」を全国のアウトドアスポーツ専門店とメーカーサイト

(http://www.finetrack.com)にて３月上旬より発売開始いたします。 
 

＜開発の背景＞ 

アウトドアでのウォータースポーツで一般的に使用されるラッシュガード＇日焼けや擦れるのを防ぐために着る水着（は、

撥水性が弱く＇若しくはない（使用している間にウエアが濡れて冷たくなり体温低下と体力消耗を招くことが問題でした。ダ

イビングなどで良く使われるネオプレーンのウエットスーツは、長時間水の中にいる状況には適していますが、沢登りやカ

ヤックなどの運動を伴うウォータースポーツには、通気性がなく、動きに抵抗があるためあまり適しておりません。 

株式会社 finetrackより、画期的な耐久撥水・保温ウエアとして４年前に登場以来、沢登りやカヤックのウォータースポー

ツにおける定番ウエアの地位を築いてきた「フラッドラッシュ®」が、生地性能向上と、大胆な立体デザイン、豊富なカラー

バリエーションを備えてこの春にフルモデルチェンジとなります。 
 

＜ファイントラックからの提案＞ 

そこで株式会社 finetrackは、大手合繊メーカーと共同で、通気性を保ったまま、ニット最高水準の

耐久撥水性と優れた水中保温性を持つ素材の開発に成功。さらに、ニット生地の弱点である水圧が

かかると水分が侵入しやすい課題も生地の新設計で軽減すると同時に生地強度をアップ。ストレッ

チ糸に消臭機能をもつポリウレタンと大胆な立体デザインを採用し、アクティブにずぶぬれになって

も温かく、陸に上がれば、水切れがよく、軽くて通気性があり動きやすい快適なウエアが完成しました。 

沢登り、カヤック・カヌー、渓流や荒磯での釣り、ヨット、サーフィン、シュノーケリングなど、保温性を必要とするあらゆる

ウォータースポーツに適しています。より保温性を求める場合は、肌に直接フラッドラッシュ®スキン＇※１（を着用し、その

上にフラッドラッシュ®の着用をお勧めします。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。アウトドアでウォータースポーツを楽しむ人たち待望の一着です。 
 

※１ フラッドラッシュ®スキン： 濡れたウエアによる体温低下を防ぐ新発想の耐久撥水アンダーウエア。薄く網目が細かく肌と水の接触面積を減らす。 
 

＜フラッドラッシュ® の特徴＞ 

１．最高水準の耐久撥水性： 

＜８０点/１００洗＞ 

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．さらに進化した水中保温性： 厚みのあるかさ高構造と高い撥水性により体温低下を抑えます。水中保温性テストでは、

吸汗ウエアの重ね着に比べ、約４分の１のカロリー消費で済み、体力消耗を軽減します。 

３．動きやすく、斬新な立体デザイン： 腕、肩、肩甲骨、膝、尻部の回転・屈伸運動を考えた立体デザインを採用。 

４．高い生地強度：  生地表面の糸を太くし密度を高め強度アップ。 

５．ＵＶカット・消臭機能＜紫外線遮蔽率：９９．９％以上、UPF値：５０＋＞ 
 

       ＜２００９年春夏新商品／主力商品＞ 

【商品名】フラッドラッシュ® MEN’S ジップネック 

【価格】￥12,390 

【カラー】３色、写真はロイヤルブルー/ブラック＇RB/BK（ 

【サイズ】S・M・L・XL 

【重量】260ｇ 

【素材】ポリエステル 92%、ポリウレタン 8%、耐久撥水加工 

※男女別にジャケット、ジップネック、タイツの全６アイテム。 
 

                       ◇ 

株式会社 finetrackは、国内大手総合アウトドアメーカー等で企画開発３０年のベテランと、大手外資系メーカーのマーケティング・事業

戦略のノウハウをベースに、長年アウトドアを実践してきた有志が集まり、国内ベンチャーとして２００４年１月に創業。兵庫県の経営革

新計画にも認定された、「創り手＝遊び手」のシーズとニーズをダイレクトに結びつけるビジネスモデルで、素材開発からこだわる物創り

と、遊び方の提案も含めた市場開拓をすすめております。 

 
 

 

2009春夏新商品情報＇２（ 

ずぶぬれになっても快適！水濡れや体温低下を抑える 

耐久撥水ウォータースポーツ保温ウエア 

「フラッドラッシュ® シリーズ」 ３月上旬から発売 

 

〒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 e-mail: info@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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創り手が遊び手である神戸のアウトドアスポーツメーカー、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、汗や雨の濡れ戻りを防ぐ＇肌が濡れにくい（ 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  シリーズ」に待望の淡い新色１色を追加。全国のアウトドアスポーツ専門店とメーカーサイト

(http://www.finetrack.com) にて３月上旬より発売開始いたします。 
 

＜開発の背景＞ 

登山やスキーツアーなどでは、登行時や行動中の発汗や雨の漏水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。 

また、ランニングやテニスなどの一般スポーツでも、汗や雨で体が濡れてしまい、不快なだけでなく、体温を奪われ体力

を消耗することが問題でした。そのため、体力の消耗が激しい場合、十分な実力を発揮できなかったり、完走できなくなっ

てしまうこともあります。 
 

＜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非常に薄い撥水素材、フラッドラッシュ®スキンメッシュ、

を新開発しました。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、肌面は汗や雨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・雨の漏水による不快

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。 

トレッキング、スキー・スノーボード、フィッシング、自転車、ゴルフなどから一般のスポーツまで、汗や雨濡れを防ぐ超軽

量・薄手アンダーウエアとしてお勧めです。この春、新色オフホワイト＇ＯＷ（がラインナップに加わり、ランニングやテニス

などの一般スポーツ、汗をかきやすい仕事などや日常着としても、より使いやすくなりました。 
 

＜フラッドラッシュ®スキンメッシュの特徴＞ 

１．最高水準の耐久撥水性： 

＜８０点/１００洗＞ 

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．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コントロールで、汗を

透過し易く、濡れ戻りにくい編み地設計を採用。 

３．安定した保温性： 濡れるとエネルギー消費が大きくなる吸汗ウエアに比べ、乾燥時・湿潤時で比較しても、 

衣服内温度を維持するためのエネルギー消費も大きな変化はなく、冷え感を低減します。 

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。 
 

 

     ＜２００９年春夏新商品／主力商品＞ 

【商品名】フラッドラッシュ®スキンメッシュ MEN’S Ｔ 

【価格】￥4,200 

【カラー】２色、写真は新色 オフホワイト＇OW（ 

【サイズ】S・M・L・XL 

【重量】51g 

【素材】ポリエステル 100%、耐久撥水加工 

※WOMEN’Sモデルもあり。 

新色オフホワイト＇ＯＷ（は、他に、ノースリーブ、ブリーフ、ショーツもあり。 

 ブラック＇ＢＫ（は、さらにロングスリーブ、タイツ、ハーフトップ、トランクスもあり。 
 

                          ◇ 

株式会社 finetrackは、国内大手総合アウトドアメーカー等で企画開発３０年のベテランと、大手外資系メーカーのマーケティング・事業

戦略のノウハウをベースに、長年アウトドアを実践してきた有志が集まり、国内ベンチャーとして２００４年１月に創業。兵庫県の経営革

新計画にも認定された、「創り手＝遊び手」のシーズとニーズをダイレクトに結びつけるビジネスモデルで、素材開発からこだわる物創り

と、遊び方の提案も含めた市場開拓をすすめております。 

2009春夏新商品情報＇３（ 

汗や雨の濡れ戻りを防ぐ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 シリーズ」 

新カラーラインナップを３月上旬から発売 

 

〒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 e-mail: info@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 
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創り手が遊び手である神戸のアウトドアスポーツメーカー、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、汗の濡れ戻りを防ぐ＇肌が濡れない（・クーリング＇涼しい（・UV カット＇紫外線遮蔽（・抗菌消

臭＇細菌の繁殖を抑え悪い臭いを消す（など沢山の機能を凝縮したニット生地を開発し、その生地を使用した高機能ポロ

シャツ「ドラウトベント™ シリーズ」に新色男女各１色を追加。男女各３色となったカラーラインナップで、全国のアウトドアス

ポーツ専門店とメーカーサイト(http://www.finetrack.com)にて３月上旬より発売開始いたします。 
 

＜開発の背景＞ 

撥水＇水を弾く（のアンダーウエアを肌に直接着用し、その上から吸汗性＇汗を吸う（ウエアを着用することにより、汗や

雨の濡れ戻りによる不快感や、濡れたウエアによる体温低下を防ぐ、弊社独自のレイヤリング＇重ね着（システムを３年前

から提案し、多くのアウトドアユーザーの方々から好評を得てきました。本格的な登山などでは、機能性を高めるために２

枚のウエアの重ね着は効果的ですが、ライトトレッキングやハイキング、散歩や普段着としては気軽に着用できないという

問題がありました。 
 

＜ファイントラックからの提案＞ 

そこで株式会社 finetrackは、大手合繊メーカーと共同で、２種類の性質の異な

る繊維を２層構造で編み立てることにより、撥水のアンダーウエアをベースにした

濡れ戻りを防ぐ finetrack 独自のレイヤリングシステムを、１枚のソフトな薄いニッ

ト生地に凝縮することに成功。さらに、汗などの臭いの元となるアンモニアや硫化

水素などを物理的に消臭する機能、抗菌機能、UV カット機能もプラス。アウトドア

で大敵な紫外線や臭いを抑え、常にドライなタッチで運動後の汗冷えを防ぎ快適

さを保ちます。 

トレッキング、ランニング、バイスクル、ゴルフなどから一般のスポーツ、さらに、

Ｔシャツ・ポロシャツ感覚で日常着としても気軽に着用頂けます。 
 

＜ドラウトベント™ の特徴＞ 

１．ベタつかずドライ： 肌側の汗戻りバリア層に疎水性＇水を吸わない（に優れるポリプロピレン繊維を使用。汗は瞬時に

表面の吸汗拡散層のポリエステルに吸い上げられ、汗の濡れ戻りを防ぎドライ感を保ちます。 

２．吸汗拡散＆快適クーリング： 快適な温度を維持しながらクーリングと速乾性を発揮します。 

３．抗菌消臭：     ナノテクの抗菌消臭加工を採用。高い効果と持続性も向上。 

４．UVカット＜平均紫外線遮蔽率９０％以上＞：酸化チタン練りこみのUVカット糸を採用。 

【デザイン】両脇にコンパクトで目立たないコンシールファスナーの開閉によるベンチレーション機能を実現。歩行時に発生

する僅かな風も活用します。さらに、ポロの襟を立てることにより、気になる首周りの日焼けを防ぎます。 
 

     ＜２００９年春夏新商品／主力商品＞ 

【商品名】ドラウトベント™ MEN’S ジップポロ 

【価格】￥8,925 

【カラー】３色、写真は新色ナイトブルー＇NB（ 

【サイズ】S・M・L・XL 

【重量】153g 

【素材】ポリエステル 50%、ポリプロピレン 50% 

     吸汗加工、抗菌消臭加工 

 
※男女別に、ジップロングポロ、ジップポロと 

全４アイテム。 
 

◇ 
 

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。 

 

2009春夏新商品情報＇４（ 

汗の濡れ戻りを防ぐ・クーリング・UV カット・抗菌消臭など 

沢山の機能を凝縮した高機能ポロシャツ 

「ドラウトベント™ シリーズ」 

新カラーラインナップを３月上旬から発売 

 

〒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 e-mail: info@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 

ドラウトベント™WOMEN’S ジップロングポロ 

新色スプラウトグリーン＇SG（ 

http://www.finetrack.com/
http://www.finetrack.com/

