2011-2012 年 秋冬新商品情報（１）

３層で防ぐトリプルシールド™システム（特許出願中）のグローブを開発
防水透湿機能が長続きするアウトドア用
「グローブ シリーズ」 ９月上旬から順次発売

Press Release
２０１１年８月２日
第 ４１ 号

「遊び手が創り手」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：神戸市中央区、代
表取締役：金山洋太郎）は、３層で防ぐトリプルシールド™システム（特許申請中）を開発し、防水透湿（水の浸入を防いで湿気
を逃がす）性能が長続きするアウトドア用の「グローブ 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９月上旬より順次発売いたします（アウターグローブと EXP グローブは１１月発売、他は９月上
旬発売開始）。
＜開発の背景＞
寒い時期、どんなに快適なウエアを着込んでも手先が濡れてしまってはとても不快で、実際に危険です。グローブは、過酷な
状況の中で何千何万回と常に同じ部位で屈曲運動が繰り返され、大きな摩擦とストレスが加わる道具です。当然のように他の
道具よりも機能喪失は起きやすく、１枚だけの防水バリアに頼った防水性は、長い目で見ると必ずしも完全とはいえず、防水機
能が喪失した時に手先を守る機能を一気になくしてしまうことがよくあります。そしてそれはハードに使用する本番で多く起こる
ことが問題でした。
＜ファイントラックからの提案＞
株式会社 finetrack は、既に「５レイヤリング™」という５層のウエアの重ね着により、トータルで汗処理や防水性能などを高め
る提案をしています。そこで、グローブにもレイヤリング（重ね着）という考えを取り入れ、３層のトリプルシールド™システム（特
許申請中）を開発。個々のアイテムは完全防水ではありませんが、手先を守るどの層も水に強く、少々の漏水では一気に機能
が喪失せず、汗処理にも強いグローブレイヤリングが誕生したのです。
＜グローブレイヤリング の特長＞
１．持続する防水透湿性能
「トリプルシールド™システム（特許出願中）」
汗を肌に戻さない撥水のドライレイヤー®グローブ、汗を吸収しつ
つ外からの水は撥水するミッドレイヤーグローブ、オリジナルの防
水透湿素材エバーブレス®を使用したアウターグローブが、水の
浸入を３枚の層でブロック。３層のいずれかに多少ダメージを受け
ても、防水性が喪失しにくい強さを備えています。
さらに、撥水のドライレイヤーグローブにより汗をかいても肌をドラ
イに保ち、全ての層が優れた透湿性を持ち汗処理にも優れます。
２. finetrack オリジナル素材技術の粋を集めた快適性（詳細は次ページ末参照）
ミッドレイヤーの肌面には吸汗拡散性に優れドライタッチ感のある「ドラウトエア™」を、外側には雨や雪
をはじく撥水の「フラッドラッシュ®」を、アウターにはポリカーボネイト系ポリウレタンの多孔質膜を採用
した全く新しい防水透湿素材「エバーブレス®」を配するなど、finetrack オリジナル高機能素材を適材適所に配置。
また、全ての商品に抗菌防臭性を持たせ長期の使用でも快適です。
３．優れた操作性と温度調節が容易：
各グローブのいずれの生地もストレッチ性に優れ、グローブの防水インサートなども使用していないため、ストレスの少ない優
れた操作性を実現しています。さらに、各層に防水・撥水性があるため、アプローチなどの暑いときには、アウターを脱いでミッ
ドレイヤーグローブでも雨や雪が付着しにくく、行動することが可能です。
＜２０１１年春夏新商品／主力商品＞
アウター
テクニカルな登山にも対応したハイグレードモデル
ロープの扱いにも適した耐摩耗ハイグリップ素材採用
グローブ

雪山登山・登攀、スキー・スノーボードなど、雪山での活動全般に
適したアウター・ミッドレイヤーグローブのセットです。防水透湿
性、伸縮性、強度や耐久性に優れるエバーブレス®をアウターに
採用。撥水性に優れるフラッドラッシュ®を使用したミッドレイヤーと
組み合わせて優れた防水透湿性を発揮します。ミッドレイヤーは、
単体使用時でも雪や雨が付着しにくく、さらに肌面には吸汗拡散
性と抗菌防臭性に優れたドラウトエア™を使用し、汗をかいても快
適です。
■レイヤリングで発揮する防水性
■永く持続する生地性能
■優れた操作性
■汗をかいても快適
■温度調節が容易

【商品名】エバーブレス®アイス グローブ １１月発売
【価格】￥17,010
【カラー】1 色、ブラック／レッド（BK/RD）
【サイズ】S・M・L
【重量】231ｇ（ミッドレイヤー49g）
【素材】
アウター：エバーブレス®、ナイロン、耐摩耗ハイグリップパーム
ミッドレイヤー： フラッドラッシュ®、ドラウトエア™

耐摩耗ハイ
カラビナ
グリップパーム ループ

スノースカート

フィット感を高める 指・甲を保護する
リストストラップ
プロテクター

＜２０１１年春夏新商品／ラインナップ＞
アウター
雪山でオールラウンドに使えるベーシックモデル
水を含みにくい撥水加工を施したハイグレードレザー採用
グローブ

雪山登山・登攀、スキー・スノーボードなど、雪山での活動全般に適
したアウター・ミッドレイヤーグローブのセットです。
■レイヤリングで発揮する防水性
■永く持続する生地性能
■優れた操作性
■汗をかいても快適
■温度調節が容易

スノー
スカート
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【商品名】エバーブレス®スノー グローブ １１月発売
【価格】￥14,280
【カラー】1 色、ブラック／グレー（BK/GY）
【サイズ】S・M・L
【重量】212ｇ（ミッドレイヤー49g）
【素材】エバーブレス®、ナイロン、 ハイグレードレザーパーム

ミッドレイヤー
グローブ

厳冬期にも対応する
ミッドレイヤーグローブ

通年使える吸汗
ミッドレイヤーグローブ

■雪・雨に強い撥水性
■高い保温性
■優れた操作性

エバーブレス®
のミッドレイヤ
ーグローブと
入 替 えて幅 広
い状況に対応
単体での使用
も可能

【商品名】フラッドラッシュ®EXP グローブ １１月発売
【価格】￥5,040
【カラー】1 色、ブラック（BK）
【サイズ】S・M・L
【重量】65ｇ
【素材】フラッドラッシュ®、シンサレート™ストレッチ、
ドラウトエア™、耐摩耗ハイグリップパーム

ドライレイヤー
グローブ

手肌をドライに保つ撥水
ドライレイヤーグローブ
■濡れから手を守る
■抜群のフィット感
■超軽量

■ウールの快適性
■幅広く使える保温性
■優れた操作性

【商品名】メリノスピン™サーモ グローブ ９月上旬発売
【価格】￥3,570
【カラー】1 色、インクブラック（IB）
【サイズ】S・M・L
【重量】32ｇ
【素材】メリノスピン™サーモ、耐摩耗ハイグリップパーム
【商品名】フラッドラッシュ®パワーメッシュ

インナーグローブ

９月上旬発売

【価格】￥3,150
【カラー】1 色、ブラック（BK）
【サイズ】S・M・L
【重量】11ｇ
【素材】フラッドラッシュ®パワーメッシュ

＜５つのラインナップで多様な状況に対応可能＞
アウターグローブ２種類（1 種のミッドレイヤーグローブ含む）、ミッドレイヤー
グローブ２種類、ドライレ
イヤーグローブ１種類の
組み合わせで、過酷な状
況の厳冬期のクライミング
からスキー・スノーボード、
残雪期の登山や山スキー、
そして、春秋のトレッキン
グまで対応可能です。

＜finetrack オリジナル素材の粋を集めたグローブレイヤリング＞
商品ラインナップ
素材説明
エバーブレス®アイスグローブ
エバーブレス®スノーグローブ
フラッドラッシュ®EXP グローブ
フラッドラッシュ®サーモグローブ
（エバーブレス®グローブ付属）

メリノスピン™サーモグローブ
フラッドラッシュ®
パワーメッシュインナーグローブ

【エバーブレス®ストレッチツイル】 ５レイヤリングのアウターにも採用しているポリカーボネート系ポリウレタン
の多孔質膜エバーブレス®メンブレン。この耐久・耐候性とストレッチ性に優れたエバーブレス®を強靭でストレ
ッチ性に富むツイル織にしたグローブ専用の素材を新開発。
【フラッドラッシュ®】 ニット最高水準の耐久撥水性と保温性を併せ持ち、雪や
雨を寄せ付けず、水中でも保温性が保たれるように開発された素材。
【ドラウトエア™】 吸汗拡散性と抗菌防臭性に優れ、水の濡れ感をあまり感じさ
せないドライタッチな吸汗層を持つ 3 層構造の極薄生地。
【メリノスピン™サーモ】 ウールの保温・調湿性とポリエステルの吸汗拡散性を
両立したハイブリット素材。袋編み構造により優れた保温性を持ち、抗菌防臭性と調湿性で快適さを追求。
【フラッドラッシュ®パワーメッシュ】 手の感覚を繊細に保つ極薄高強度メッシュ生地に、肌から汗を遠ざけ濡れ
戻りを防ぐ耐久撥水性能を持たせた、手肌をドライに保つドライレイヤー®素材。

【お問い合わせ先】
（ファイントラック）
〒650-0025 神戸市中央区相生町 1-2-1 東成ビルディング１F
Tel 078-599-5030 (FAX 5031) info@finetrack.com 担当： 橋本

お客様お問合せ先： 株式会社 finetrack
http://www.finetrack.com 0120-080-375
弊社ウェブサイトに、詳しい商品情報・スタッフの遊びも掲載！
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汗処理と保温性を両立した生地開発に成功
汗処理に強い登山用中間保温着
「ドラウトセンサー® シリーズ」 ９月上旬から新発売

Press Release
２０１１年８月２日
第 ４２ 号

遊び手が創り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：神戸市中央区、代表
取締役：金山洋太郎）は、汗処理と保温性を両立した生地開発に成功し、汗処理に強い登山用中間保温着「ドラウトセンサー®
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９月上旬より発売開始いたし
ます。
＜開発の背景＞
従来からある中間保温着は、吸汗拡散性（汗を吸って乾かす）に乏しいフリースやウールセータ
ー、濡れると大幅に保温性能が低下するダウンといったように、大量の発汗を伴う運動時において
不満の残るものでした。また、冬期において、「暖かい」ウエアは行動中は汗をかいて「暑い」ウエア
になってしまい、汗をかく行動中と体が冷える休憩中の快適さの両立も課題でした。
＜ファイントラックからの提案＞
そこで株式会社 finetrack は、上記の問題を解決するために、大手合繊メーカーと共同で、汗処
理と保温性を両立した３層構造生地を新開発し中間着に採用。フリースと異なり、吸汗蒸散性を損
ないやすい起毛加工は施さず、生地構造のみで保温性を持たせることに成功しました。温度調節
が容易な大型ベンチレーターや抗菌防臭機能も備え、暖かいのに汗かく登りも快適なドラウトセン
サー®シリーズが誕生しました。
最新の繊維技術を投入し、従来モデルと比べて吸汗蒸散性、防風性、保温性を向上し、
さらに、温度調節をするリンクベント®を装備し、大幅にバージョンアップしています。登山、
山スキー、自転車、ランニング、釣り、ヨット、シーカヤックなど、１年を通じて汗をかくスポ
ーツ全般で幅広く活躍します。
＜ドラウトセンサー® の特長＞
１．吸汗蒸散性に優れ、乾きが速い：
独自に開発した３層構造生地により実現した吸汗性能は、ただ汗を吸うレベルを超えて
「吸い上げる」という表現がぴったり。かいた汗を素早く吸い上げ、拡散蒸散させます。起
毛させていないためへたりにくく、長く性能を維持します。
２．適度な保温性：
秋冬用のドラウトクロー™と比較して肌側に配置した吸汗層の厚みを減らし、間隔を広めに設計し、春夏の
少し肌寒い時から、軽い冬山、運動量の多い冬のアクティビティなどにオススメのオールシーズン使用可
能な適度な保温性を持たせました。
３．温度調整が容易な「リンクベント™」：
バックパックに干渉しない大型ベンチレーターを、弊社アウターやミッドシェルのベンチレーターと同じ位置
に設定。効率的に大量の外気を取り入れ換気や温度調節が容易です。
４．動きやすい立体デザイン： ストレッチ性のある生地に立体デザインを採用。
５．臭くなりにくい： 抗菌防臭加工により、嫌な臭いを抑えます。

リンクベント™

＜２０１１-２０１２年秋冬新商品／主力商品＞
＜写真左＞
【商品名】ドラウトセンサー® ジャケット
【価格】￥13,020
【カラー】４色、写真はナイトブルー(NB)
【サイズ】S・M・L・XL
【重量】280ｇ
【素材】ポリエステル 100%
日本製

MEN’S

＜写真右＞
【商品名】ドラウトセンサー® ジップネック
【価格】￥11,445
【カラー】４色、写真はカーディナルレッド(CR)
【サイズ】S・M・L
【重量】220ｇ
【素材】ポリエステル 100%
日本製

ジャケット MEN’S
全６アイテム

WOMEN’S

ジップネック WOMEN’S

MEN’S： ジャケット \13,020、ジップネック \12,075、パンツ \9,345
WOMEN’S： ジャケット \12,390、ジップネック \11,455、パンツ \8,925

【お問い合わせ先】
（ファイントラック）
〒650-0025 神戸市中央区相生町 1-2-1 東成ビルディング１F
Tel 078-599-5030 (FAX 5031) info@finetrack.com 担当： 橋本

お客様お問合せ先： 株式会社 finetrack
http://www.finetrack.com 0120-080-375
弊社ウェブサイトに、詳しい商品情報・スタッフの遊びも掲載！
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重ね着が出来る冬向けの目出帽
９月上旬から発売開始
「メリノスピン™サーモ バラクラバ」

２０１１年８月２日
第 ４３ 号

「遊び手が創り手」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：神戸市兵中央区、
代表取締役：金山洋太郎）は、重ね着が出来る冬向けの目出帽「メリノスピン™サーモ バラクラバ」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９月上旬より発売開始いたします。
＜開発の背景＞
冬季登山にはバラクラバは不可欠です。フリース生地などが一般的でしたが、行動中に汗をかいてしまうと吸汗性がなく不
快でべたべたし、行動を終えると冷えて冷たくなってしまう欠点がありました。また、呼気で口元も凍りやすいことも問題でした。
＜ファイントラックからの提案＞
そこで株式会社 finetrack は、上記の問題を解決するために、ウエアで培ったレイヤリング
（重ね着）のノウハウを、バラクラバにも活かしました。バラクラバのレイヤリングは、ドライレイ
ヤー®とベースレイヤーの２層構造にすることで、汗冷えのリスクが抑えられより暖かく過ごすこ
とが出来ます。そして露出させる部位を細かく変えることで、状況に応じた細かな温度調節も可
能です。
冬のウエアのレイヤリングと同じ新開発の素材を採用。ドライレイヤー®にはフラッドラッシュ
®アクティブスキン、ベースレイヤーにはメリノスピン™サーモと、バラクラバでもレイヤリング効
果を発揮します。
メリノスピン™糸

＜２０１１-２０１２年秋冬新商品＞
＜ベースレイヤー＞
【商品名】メリノスピン™サーモ バラクラバ
新商品
【価格】￥4,935
【カラー】1 色、インクブラック（IB）
【サイズ】S/M、L/XL
【重量】45ｇ
【素材】ポリエステル 86%、メリノウール 14%、
日本製

薄手でも暖かいメリノスピン™サーモを採用した用途の広いバラクラバ。
ゴーグルなどの曇りや口元の凍りつきを抑えるベンチレーターを備えます。
【メリノスピン™サーモ】 ウールの保温・調湿性とポリエステルの吸汗拡散性を両立した
ハイブリット素材メリノスピン™糸。袋編み構造により優れた保温性を持ち、抗菌防臭性
と調湿性で快適さを追求。
＜既存ラインナップ＞
＜ドライレイヤー®＞
【商品名】フラッドラッシュ®アクティブスキン バラクラバ
【価格】￥2,940
【カラー】1 色、グレーストライプ(GS)
【サイズ】フリー
【重量】20ｇ
【素材】ポリエステル 95%、ポリウレタン 5%、
日本製

耐久撥水素材のフラッドラッシュ®アクティブスキン™のバラクラバ。
強力な撥水力でほとんど保水しないため、極寒地でも口元が凍りつくことがありませ
ん。薄手で暑すぎず、超軽量コンパクトに携行できます。
＜多様なバラクラバ使用例＞
レイヤリング時

プルダウン

プルダウン

メリノスピン™サーモ バラクラバ単体

ネックウォーマー

ビーニー

プルダウン

ネックウォーマー ビーニー

【お問い合わせ先】
（ファイントラック）
〒650-0025 神戸市中央区相生町 1-2-1 東成ビルディング１F
Tel 078-599-5030 (FAX 5031) info@finetrack.com 担当： 橋本
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弊社ウェブサイトに、詳しい商品情報・スタッフの遊びも掲載！
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人気シリーズに新色が追加
９月上旬から発売開始
「ストームゴージュアルパインパンツ シリーズ」

２０１１年８月２日
第 ４４ 号

「遊び手が創り手」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：神戸市兵中央区、
代表取締役：金山洋太郎）は、「ストームゴージュアルパインパンツ シリーズ」の人気シリーズに男女各１色を追加し、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９月上旬より発売開始いたします。
【ストームゴージュ シリーズ 新色】
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丈夫な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 シリーズ」に、男女各１色（MEN’S ブラック、WOMEN’S ブロンズ）が追加され、男女各３色のカラーラインナップ
に。
本格的な登山、春スキー、クライミング、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、１年中お使い頂けます。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。
＜写真左＞
【商品名】ストームゴージュアルパインパンツ
【価格】￥16,275
【カラー】３色、写真はブラック(BK)
【サイズ】S・M・L・XL
【重量】482ｇ
【素材】ポリエステル 100%、
日本製

MEN’S

＜写真右＞
【商品名】ストームゴージュアルパインパンツ
【価格】￥15,960
【カラー】３色、写真はブロンズ(BZ)
【サイズ】S・M・L
【重量】429ｇ
【素材】ポリエステル 100%、
日本製

MEN’S

WOMEN’S

WOMEN’S

この件に関するお問い合わせ先
（ファイントラック）
〒650-0025 神戸市中央区相生町 1-2-1 東成ビルディング１F
Tel 078-599-5030 (FAX 5031) info@finetrack.com 担当： 橋本
客様お問合せ先： 株式会社 finetrack
http://www.finetrack.com 0120-080-375

「遊び手が創り手」の国産にこだわったアウトドアメーカー。アウ
トドアフィールドでの実践と、世界最先端の日本の繊維技術を
駆使し素材から新開発して商品を創る。兵庫県の経営革新計
画にも認定された新しいビジネスモデル。汗や雨でも体を濡ら
さない耐久撥水ドライレイヤー（アンダーウエア、特許取得済）
などがヒット商品。

