2012-2013 年 秋冬新商品情報（１）

冬期の登山・スキー用の異次元ストレッチハードシェル
「エバーブレス®アルマ／シビロ」 ９月上旬から発売
登山用三層ハードシェルでかつてない高いストレッチ性を実現

Press Release
２０１２年８月３日
第 ４７ 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、冬期登山・山スキー用の異次元ストレッチ（※１）ハードシェル「エバーブレス®アルマ／シビロ」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月上旬より発売いたします。
＜開発の背景＞
冬期の登山やスキー用の一般的なハードシェル（完全防水透湿性をもつアウターウエア）は、雪、雨、風や寒さを防ぐ目的で
主に設計され、ストレッチ性が乏しい、もしくは持たないため、開脚や腕を上げるような活発な動作をすると、つっぱり感やもた
つき感があり動きを妨げる要因となっていました。また、動きを良くするために過度な立体カットや少し大き目のサイズで設計さ
れ、風の影響も受けやすく、重くなる傾向もありました。
＜ファイントラックからの提案＞
そこで株式会社 finetrack は、弊社オリジナルの防水透湿膜エバーブレス®メンブレン（※２）を使用して、３層生地ではかつ
てないストレッチ性と耐久性に優れた防水透湿生地を新開発。それを用いて、ストレッチ性、耐久性、防水透湿性、換気機能、
全てにおいて高いパフォーマンスを発揮する冬期用の異次元ストレッチハードシェルが誕生しました。
冬期登山の定番モデルである軽量薄手異次元ストレッチの「エバーブレス®アルマ ジャケット／パンツ」、さらに耐久性と伸
縮性を向上させたハイエンドモデルである中厚手４WAY（４方向に伸びる）異次元ストレッ
チの「エバーブレス®シビロ パンツ」をラインナップ。
冬期登山、アルパインクライミング、アイスクライミング、スキー・スノーボードなど、冬
期の激しく活動する本格的なアクティビティに対応します。
＜エバーブレス®アルマ／シビロ の特長＞
１. 常識を打ち破る抜群の動きやすさ ：
ハードシェルは動きにくくても仕方ない、そんな常識を打ち破る異次元ストレッチ。軽量か
つ、シェル全体で感じられる動きやすさは、雪上での蓄積される疲労も軽減します。
エバーブレス®アルマ： 異次元ストレッチ ヨコストレッチ１４７．５％
エバーブレス®シビロ： ４WAY 異次元ストレッチ ヨコストレッチ１３５％
（４方向に伸びる）
タテストレッチ１４６％
※JIS L1096 B1 法

エバーブレス®アルマ ジャケット

エバーブレス®シビロ パンツ
２．高い防水・透湿性能を長期間保持：
防水透湿性といったハードシェルの基本性能を高いレベルで保持するエバーブレス®メンブレン。ウィンターハードシェルとして
最高レベルの防水透湿性を備え、紫外線や加水分解による劣化スピードは極めて遅く、その性能が長きにわたって維持され
ます。

３．ウィンターアクティビティに最適な生地設計：
滑落時の危険を軽減するアンチグリース（滑りにくい）性とアンチスノー（雪が付着しにくい）性の両方に優れています。
４．ウィンターアクティビティに最適なデザイン機能：
容易に大量の換気が可能なリンクベント®（※３）、細部までこだわりぬいたフード周り、山岳で使用しやすいポケットなど。

※１ 異次元ストレッチ： 登山・アウトドア用の多孔質３層防水透湿生地ではかつてないレベルのストレッチ性をもつため、それを「異次元ストレッチ」と命名
※２ エバーブレス®メンブレン： finetrack オリジナルの防水透湿膜。ポリカーボネート系ポリウレタンの多孔質膜を開発し、優れた防水透湿性とストレッチ性
を維持したまま、従来のポリウレタン系防水透湿素材の弱点であった、耐久性・耐候性の低さを克服。
※３ リンクベント®： アウターシェル、ミッドシェル®、ミッドレイヤーの共通の位置に大型のベンチレーションファスナーを設けた finetrack 独自の換気システム
（特許取得済み）。効率の良いダイレクトな換気を可能にし、ウエアの着脱なしに幅広く温度湿度を調整できます。

＜２０１２－２０１３年秋冬新商品 全６アイテム＞
エバーブレス®アルマ ジャケット／パンツ
本格的なウィンターアクティビティに対応する異次元ストレッチハードシェル
冬期登山に向いた軽量薄手の定番モデル

【商品名】エバーブレス®アルマ ジャケット MEN’S
【商品名】エバーブレス®アルマ ジャケット
【価格】￥38,325
【価格】￥37,485
【カラー】４色、写真はレッドパプリカ(RP)
【カラー】４色、写真はパンジーパープル(PP)
【サイズ】S・M・L・XL
【重量】510g
【サイズ】S・M・L
【重量】466g
【素材】表：40 デニール高密度リップストップナイロン、裏：15 デニールニット、中間層：エバーブレス®メンブレン 日本製

【商品名】エバーブレス®アルマ パンツ MEN’S
【商品名】エバーブレス®アルマ パンツ
【価格】￥28,350
【価格】￥27,510
【カラー】1 色、写真はブラック(BK)
【カラー】１色、写真はブラック(BK)
【サイズ】S・M・L・XL
【重量】479g
【サイズ】S・M・L
【重量】438g
【素材】表：40 デニール高密度リップストップナイロン、裏：15 デニールニット、中間層：エバーブレス®メンブレン 日本製

WOMEN’S

WOMEN’S

エバーブレス®シビロ パンツ
本格的なウィンターアクティビティに対応する強靭な４WAY 異次元ストレッチハードシェル
激しく動くアイスクライミング、ミックスクライミング、山スキー・スノーボードに向いた中厚手のハイエンドモデル

【商品名】エバーブレス®シビロ パンツ MEN’S
【商品名】エバーブレス®シビロ パンツ
【価格】￥35,385
【価格】￥34,545
【カラー】２色、写真はグレー(GY)
【カラー】２色、写真はグレー(GY)
【サイズ】S・M・L・XL
【重量】696g
【サイズ】S・M・L
【重量】633g
【素材】表：70 デニール 4WAY ストレッチツイル、裏：40 デニールウーリーニット、中間層：エバーブレス®メンブレン 日本製

WOMEN’S

【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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高い保温力と汗処理を両立した生地開発に成功
暖かいのに汗かく登りも快適な保温ウエア
「ドラウトソル® シリーズ」 ９月上旬から新発売

２０１２年８月３日
第 ４８ 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、高い保温性と汗処理を両立した生地開発に成功し、暖かいのに汗かく登りも快適な保温ウエア「ドラ
ウトソル® 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、高い保温性と汗処理を両立した
ダブルラッセル構造の生地を新開発し冬用の中間着に採用。フリースと異なり、吸汗拡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「ドラウトソル®シリーズ」が誕生しました。
弊社通年モデルの「ドラウトセンサー®シリーズ」と比べて保温性は２倍に向上。
冬期の登山、アルパインクライミング、山スキー・スノーボードなど、寒い季節の中間
保温着として活躍します。
＜ドラウトソル® の特長＞
１．高い保温性力と汗処理を両立：
中空糸を効果的に使用することで、汗の蒸散性を向上させると共に暖かい空気を効
率的に貯め込み保温力を高めることができます。さらに、ダブルラッセル編構造の立
毛した生地表面は、フリースやボアパイルなどでは難しいスムーズな汗処理と高い
保温性の両方をハイレベルで実現します。
２．タフでへたりにくい：
起毛や編込みによる生地構造と異なり、毛が垂直に立ち上がるダブルラッセル編構
造は、一本一本の繊維が独立し脱落せず、耐久性に優れ、本来の高い保温性能を
長く維持することが可能です。
３．ムレやウエア内温度を自由にコントロール（リンクベント®）：
開閉しやすくパックのショルダーベルトへ干渉しない位置に大型ベンチレーターを配置。リンクベン
ト®機能のついた弊社アウターシェルやミッドシェル®と同じ位置にすることで、レイヤリング時にも
効率の良い換気を行えます。
４．動きやすい立体デザイン
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®

＜２０１２-２０１３年秋冬新商品／主力商品＞
＜写真左＞

【商品名】ドラウトソル® ジャケット MEN’S
【価格】￥20,790
【カラー】３色、写真はピクルスグリーン(PG)
【サイズ】S・M・L・XL
【重量】465g
【素材】ポリエステル 100%
日本製

＜写真右＞

ジャケット MEN’S
全４アイテム

ジャケット WOMEN’S

【商品名】ドラウトソル® ジャケット
【価格】￥20,370
【カラー】３色、写真はクランベリー(CB)
【サイズ】S・M・L
【重量】408g
【素材】ポリエステル 100%
日本製

WOMEN’S

MEN’S： ジャケット \20,790、ベスト \17,640
WOMEN’S： ジャケット \20,370、ベスト \17,220 ※ベストタイプも御座います。

【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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全天候インシュレーション素材「エアフラッフィー™」を新開発
ダウンを超える濡れに強い安定した保温力を備える
「フラッフジャケット」 ９月上旬から新発売

Press Release
２０１２年８月３日
第 ４９ 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、全天候インシュレーション素材「エアフラッフィー™」を新開発し、それを採用したダウンを超える濡れに
強い安定した保温力を備える「フラッフジャケット」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＞
フィールドにおける軽量コンパクトな保温着としてダウンは欠かせないものでした。しかし、ダウンは
濡れると綿がしぼんでしまい機能の大半もしくは全てを簡単に失ってしまいます。数日間にも及ぶ遠
征や濡れることが想定される過酷なフィールドなどにおいては、信頼性を保てるものではありませんで
した。また、従来の化繊綿は濡れに強く扱いは楽ですが、重くかさばる上に保温性も良くありません。
＜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、全天候インシュレーション素材「エア
フラッフィー™」を新開発し、「フラッフジャケット」に採用。中空のポリエステルを特殊な方法によって加
工し、ダウンに比肩するロフトの高さを実現した新素材「エアフラッフィー™」は、特殊な長繊維を形成し、
生地表面からのワタ抜けが一切なくへたることもありません。また、濡れによる収縮がほとんど見られ
ず、優れた速乾性と相まって高いレベルでの保温力を維持することができます。
ダウンの最大の弱点であった濡れや湿気に対する圧倒的なアドバンテージを発揮し、行動中はも
ちろん悪天時でも気軽に使える行動派にとって待望の一着です。寒い季節に限らず、プラス一枚の保
水濡れに強い新素材
エアフラッフィー™
温着としてオールシーズン携行し活用できる軽量・コンパクト性も「フラッフジャケット」の使用領域を大
（後ろは濡れたダウン）
きく広げてくれるでしょう。
＜フラッフジャケット の特長＞
１．濡れに強い安定した保温力と速乾性：
乾燥時にはほぼ同等であった保温力は、ダウンは湿潤時に消失。一方、エアフラッフィー™
は湿潤時にも安定した保温力を発揮し、濡れに非常に強い。
２．理想的な軽量・コンパクト性の実現：
高い圧縮復元率を実現した新素材「エアフラッフィー™」の特長を最大限に活かす極薄ナイロ
ン生地を表地に採用し、フィールドへの携行に不可欠な軽量・コンパクト性を実現。
３．へたらない性能維持力：
ワタ抜けや繰り返しの圧縮によるロフト減少がおこりにくい。
４．幅広い温度調節を可能にしたリンクベント®： 。
開閉しやすくパックのショルダーベルトへ干渉しない位置に大型
ベンチレーターを配置。リンクベント®機能のついた弊社アウター
シェルやミッドシェル®と同じ位置にすることで、レイヤリング時に
も効率の良い換気を行えます。
＜２０１２-２０１３年秋冬新商品

リンクベント®

リンクベント®

全２アイテム＞
＜写真左＞
【商品名】フラッフジャケット MEN’S
【価格】￥32,970
【カラー】３色、写真はオフブラック(OB)
【サイズ】S・M・L・XL
【本体重量】254g
【素材】表地：ナイロン 100%、裏地：ナイロン 100%、
中綿：ポリエステル 100%
日本製

＜写真右＞

MEN’S

WOMEN’S

【商品名】フラッフジャケット WOMEN’S
【価格】￥32,550
【カラー】３色、写真はライム(LM)
【サイズ】S・M・L
【本体重量】230g
【素材】表地：ナイロン 100%、裏地：ナイロン 100%、
中綿：ポリエステル 100%
日本製

【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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人気の天然ウール X 高機能ソックスが全面リニューアル
ウールの快適性とポリエステルの機能性を両立した
「メリノスピン®ソックス シリーズ」 ９月上旬から新発売

Press Release
２０１２年８月３日
第 ５０ 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、人気の天然ウール X 高機能ソックスを全面リニューアルし、ウールの快適性とポリエステルの機能性
を両立した「メリノスピン™ソックス 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＞ 過酷な状況下でも快適に使えるソックスが欲しい
ウールは保温、調湿（湿度を一定に保つ）、抗菌消臭（臭いにくい）機能をもともと備えた優れた天然繊維で、アウ
トドアスポーツ用ウエアの素材として高い人気を誇ります。上記の機能は、登山や山スキー（スキーで山に登って滑
ること）など、何日も同じウエアを着用し続けなければならない状況で、特に靴という密閉された空間で使用するソ
ックスに強く求められるものです。しかし一方で、吸汗拡散性（汗を吸って乾かす）が劣る、繊維強度が低い、防縮
加工（※１）を施さないと収縮して硬くなる、といった弱点があり、流れるような汗をかく過酷な状況下では快適と
は言い難く、また耐久性も十分とは言えないというのが現実でした。
※1 ウールが縮むのを防止するため、ウールの繊維表面のうろこ状の構造を取り除いたり、表面を樹脂などで覆う加工が一般に行われており、これによって、
本来ウールが持ち合わせている優れた機能が低下する。また、加工により薬剤による環境汚染も問題視されている。

＜ファイントラックからの提案＞
そこで株式会社 finetrack では、未防縮のメリノウールを吸汗加工ポリエステルでスパイラル
状に巻き付けて交撚したハイブリッド構造の高機能糸「メリノスピン®糸」を新開発。ウールの
持つ優れた特性を損なうことなく、縮みを防止し、強度や吸汗拡散性を飛躍的に向上させるこ
とに成功し「メリノスピン®ソックス シリーズ」が誕生しました。
これまで弊社の定番であった「スパイルフィル™ソックス シリーズ」から全面リニューアルし、
メリノスピン®糸の強みはそのままに、さらにウール糸の比率を増やして質感や耐久性、保温
性、クッション性、フィット感を向上しています。サイズも４サイズ展開になり、より的確なサイズ
選びが可能になります。価格もお求め安くなりました。同時に、「メリノスピン®ソックス」との重
ね履きに最適な、弊社ドライレイヤーの「フラッドラッシュ®スキンメッシュ ソックス」も４サイズ
展開にリニューアルします。
丈夫でへたらず、過酷な使用環境や、長時間の連続使用でも快適です。優れた素材の特
性に加え、登山の歩行や登り下り・滑走・走行などの足の動きに合わせたデザイン設計も、徹
底的に突き詰めました。用途に合った７アイテムがラインナップします。
＜メリノスピン™ソックス の共通特徴＞
１．ムレやすい夏も、寒い冬も快適 ～活きたウールの調温調湿機能～ ：
一般的にウール製品は、肌触りを良くするために防縮加工（※１）を必要とし、結果的
に天然ウールに本来備わった優れた調温調湿機能を著しく低下させてしまいます。メリ
ノスピン®糸は、防縮加工をせず、高機能繊維とのハイブリッドに仕上げることでウール
本来の調温調湿機能を活かすことができます。つまり、寒い冬は暖かく、ムレやすい夏
でも快適に過ごすことができるのです。
２．強度はウールの３倍以上！
メリノスピン®ソックスの糸の強度は、同じ太さのウールの３倍以上！ 表糸に
はさらに摩耗強度に優れたナイロンを使用することで、擦れやへたりを気にす
ることなくどんどん履き倒すことができます。
３．吸汗速乾： 一本一本の糸に吸汗加工を施したポリエステルを組み合わせ、吸
汗性と速乾性に優れます。
４．抗菌消臭: ウールの優れた抗菌消臭機能に、表側に使用するナイロンにも天然
系の抗菌防臭糸を使い、さらに消臭機能を持つスパンデックス糸の機能をプラス。

無加工ウールの表面

＜２０１２-２０１３年秋冬新商品

全７アイテム＞

メリノスピン®ソックス EXP
高い保温性とクッション性に富んだ、冬期登山まで対応するハイエンドモデ
ル

＜写真左＞
【商品名】メリノスピン®ソックス EXP レギュラー
【価格】￥2,835
【サイズ】XS･S･M･L
【重量】88g
【カラー】1 色、ブラックヘザー／ファイア(BH/FI)
【素材】 ウール 48%、ナイロン 36%、ポリエステル 14%、ポリ
ウレタン 2% 日本製

＜写真右＞
【商品名】メリノスピン®ソックス EXP ロング
【価格】￥3,465
【サイズ】XS･S･M･L
【重量】119g
【カラー】1 色、ブラックヘザー／ファイア(BH/FI)
【素材】ウール 57%、ナイロン 28%、ポリエステル 13%、ポリ
ウレタン 2% 日本製

レギュラー

ロング

メリノスピン®ソックスアルパイン
歩行時のサポート性とクッション性に優れ、トレッキングに最適なモデル
＜写真左＞
【商品名】メリノスピン®ソックス アルパイン レギュラー
【価格】￥2,415
【サイズ】XS･S･M･L
【重量】75g
【カラー】1 色、グレーヘザー／オレンジ(GH/OG)
【素材】 ウール 36%、ナイロン 31%、ポリエステル 31%、ポリ
ウレタン 2% 日本製

＜写真右＞
【商品名】メリノスピン®ソックス アルパイン ロング
【価格】￥2,940
【サイズ】XS･S･M･L
【重量】101g
【カラー】1 色、グレーヘザー／オレンジ(GH/OG)
【素材】ウール 36%、ナイロン 32%、ポリエステル 30%、ポリ
ウレタン 2% 日本製

レギュラー

ロング

メリノスピン®ソックスグライド
足裏感覚に優れ、スキー・スノーボードなど滑走スポーツに最適なモデル
＜写真左＞
【商品名】メリノスピン®ソックス グライド レギュラー
【価格】￥2,310
【サイズ】XS･S･M･L
【重量】73g
【カラー】1 色、グレーヘザー／ブルー(GH/BL)
【素材】 ウール 37%、ナイロン 31%、ポリエステル 30%、ポリ
ウレタン 2% 日本製

＜写真右＞
【商品名】メリノスピン®ソックス グライド ロング
【価格】￥2,835
【サイズ】XS･S･M･L
【重量】90g
【カラー】1 色、グレーヘザー／ブルー(GH/BL)
【素材】ウール 36%、ナイロン 31%、ポリエステル 31%、ポリ
ウレタン 2% 日本製

レギュラー

ロング

メリノスピン®ソックス アンクル
速乾性に優れ、トレイルランニング・自転車などに最適なモデル

【商品名】メリノスピン®ソックス アンクル
【価格】￥1,995
【サイズ】XS･S･M･L
【重量】46g
【カラー】1 色、グリーン／マンゴー(GR/MG)
【素材】 ポリエステル 50%、ナイロン 33%、ウール 15%、ポリ
ウレタン 2% 日本製

＜サイズ＞
XS：22～23cm、S：23.5cm～24.5cm、M：25～26cm、L：26.5～28cm

【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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ゴーグルが曇りにくいアンチフォグシステム（特許申請中）を新開発
吸汗速乾性にも優れた高機能「ビーニー シリーズ」
９月中旬から新発売

Press Release
２０１２年８月３日
第 ５１ 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、ゴーグルが曇りにくいアンチフォグシステム（特許申請中）を新開発、それを採用した吸汗速乾性にも
優れた高機能「ビーニー 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
中旬より発売開始いたします。
＜開発の背景＞
想像以上に多くの汗をかく頭部。安易なアクリル素材のビーニー（縁なし帽子）では吸汗性もなく厳しい環境下での信頼性が
乏しく、また風合いや保温性など魅力的な機能を備えたウールのビーニーでも、ヘルメットとの併用ではすぐにボロボロになっ
てしまったり、ちょっとした休憩時に額に上げたゴーグルやサングラスが汗によって簡単に曇ってしまうような不都合がありまし
た。
＜ファイントラックからの提案＞
そこで株式会社 finetrack は、上記の問題を解決するために、吸汗拡散性を備えたハイブリッド
ウールのメリノスピン®糸を編みあげた「ビーニー」を開発しました。吸汗性に優れ、ヘルメットとの対
応にもへたりが少ない強度と仕上げを追求しています。さらに独自のアイデアである「アンチフォグ
システム（特許出願中）」を装備することによって、ちょっとした休憩やハイクアップ時にゴーグルや
サングラスを額にかけてもレンズが曇りにくいシステムの開発に成功しました。
単純に考えがちなビーニーでも、「遊び手が創り手」である finatrack が創れば、高機能ビーニーと
して安全・快適さを向上させます。
＜ビーニー シリーズ の特長＞
メリノスピン®糸
１．ゴーグルが曇りにくいアンチフォグシステム（特許出願中）を内蔵：
アンチフォグシステムが額から上がる汗や湿気をブロックして効果
的に上方に逃がします。未使用時の行き場に困ったゴーグル、サン
グラスを気軽に額に上げていても曇ることを抑え安心です。
２．天然メリノウール×高機能ハイブリッド素材：
強度と汗処理能力に優れたハイブリッドウール〈メリノスピン®糸〉を
肌面に交編。汗をかく状況でも快適さが得られます。
３．ずれを抑えるオフセットセンター構造（特許出願中）：
頭頂部へ自然に帽子のセンターが来るように設計。頭を動かしているうちに、次第に帽子が前にずり
下がってくる、そんな不快感を抑えます。（グライドビーニーに採用）
アンチフォグシステム
４．頭頂部のゴロつきが少ないホールガーメント製法：
頭頂部に縫い目のないホールガーメント製法によりかさばりを抑え、ヘルメット着用時でも縫い目のゴロツキがないため快適で
す。（アルパイン＆バラクラバビーニーに採用）
＜２０１２-２０１３年秋冬新商品

全４アイテム＞
＜スキースノーボード用＞

【商品名】グライドビーニー
【価格】￥5,565
【カラー】６色、写真はロゴブルー(LB)
【サイズ】フリーサイズ
【重量】75g
【素材】ウール 90%、ポリエステル 10%

＜山岳用・オールラウンド＞

日本製

【商品名】アルパインビーニー
【価格】￥5,145
【カラー】４色、写真はブラウンヘザー(BH)
【サイズ】フリーサイズ
【重量】55g
【素材】ウール 92%、ポリエステル 8% 日本製

行動中に帽子がずれ下がってくるのを抑えるオフセ
ットセンター構造で、スキー＆スノーボード向きのモ
デル。アンチフォグシステム装備。

頭頂部に縫い目がないホールガーメント製法
で、ヘルメットをかぶってもゴロツキが少ない快
適なモデル。アンチフォグシステム装備。

＜山岳用＞
【商品名】バラクラバビーニー
【価格】￥7,875
【カラー】３色、写真はグレー(GY)
【サイズ】フリーサイズ
【重量】74g
【素材】本体：ウール 93%、ポリエステル 7%
マスク部：ポリエステル 86%、ウール 14% 日本製
ベンチレーター付のメリノスピンサーモバラクラバの
機能を併せもった高機能モデル。ホールガーメント
製法採用で、アンチフォグシステム装備。

＜ドライレイヤー®＞
【商品名】ﾌﾗｯﾄﾞﾗｯｼｭ®ﾊﾟﾜｰﾒｯｼｭｷｬｯﾌﾟ
【価格】￥2,520
【カラー】１色、写真はブラック(BK)
【サイズ】フリーサイズ
【重量】9g
【素材】ポリエステル 100%
日本製
汗や雨濡れを防ぐドライレイヤー®の撥水キャッ
プ。各種ビーニーやバラクラバとのレイヤリング
使用の他、冬期以外もヘルメットのライナーとし
ても活躍します。

【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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人気シリーズにロング丈タイプが新登場
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」

Press Release
２０１２年８月３日
第 ５２ 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、人気シリーズの「ストームゴージュアルパインパンツ シリーズ」にロング丈タイプを追加し、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。
【ストームゴージュアルパインパンツ シリーズ】
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、ロング丈タイプが登場します。各サイズとも、通常バージョンより５ｃｍ長い股下を採用しています。
本格的な登山、クライミング、沢登り、MTB、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ロング
【価格】￥16,800
【カラー】３色、写真はブラック(BK)
【サイズ】S・M・L・XL
【重量】498g
【素材】ポリエステル 100%、
日本製
【股下サイズ】
S
M
L
XL
レギュラー
74
76
80
85
ロング
79
81
85
90

MEN’S

＜写真右＞

MEN’S

WOMEN’S

【商品名】ストームゴージュアルパインパンツ
【価格】￥16,475
【カラー】３色、写真はブロンズ(BZ)
【サイズ】S・M・L
【重量】445g
【素材】ポリエステル 100%、
日本製
【股下サイズ】
S
M
L
レギュラー
72
73
75
ロング
77
78
80

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

本プレスリリースの詳細情報は下記 URL へ。
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ロング WOMEN’S

「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。
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