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世界初、濡れに強く軽量コンパクトな立体構造保温素材を自社開発
その素材を採用した、秋冬用のスリーピングバッグ「ポリゴンネスト®」
「エバーブレス®スリーピングバッグカバー」を９月より発売
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「遊び手が創り手」の国産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：
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
金山洋太郎）は、世界初の濡れに強く軽量コンパクトな立体構造保温素材「ファインポリゴン®」（特許出願中）を独自開発し、その
素材を採用した秋冬用のスリーピングバッグ「ポリゴンネスト®」と「エバーブレス®スリーピングバッグカバー」を、全国のアウトドア
ダウンを超える濡れに強い安定した保温力を備える
スポーツ専門店とメーカーサイト(http://www.finetrack.com） にて９月より順次発売開始いたします。

「フラッフジャケット」 ９月上旬から新発売

＜開発の背景＞
アウトドアフィールドにおける軽量コンパクトな保温素材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。人は一晩で 200-300cc 程度の汗をかくとされ、縦走登山などスリー
ピングバッグの通常の使用において、テントやスリーピングバッグカバー内側の結露や、さらに雨や雪の侵入でも容易に湿ってし
まいます。濡れて保温性の落ちたスリーピングバッグで寒くて安眠できず疲れが蓄積されることは大きなリスクです。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も、信頼性を保てるものではありませんでした。さらに、ダウンは
素材供給の問題を抱えており、今年は鳥インフルエンザの影響で羽毛の価格高騰・供給不足が深刻化しています。
また、従来の化繊綿は濡れには強いでのすが、重くかさばる割に保温性も期待できませんでした。
＜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、世界初の全く新しい、濡れに強く軽量
コンパクトな立体構造保温シート素材「ファインポリゴン®」（特許出願中）を独自に新開発。ダウンなど
の「ワタ」とは全く異なり、特殊なシートに先進の収縮・形態保持加工を施して立体構造を形成し、
ファインポリゴン®
濡れても嵩が減らないデッドエア（断熱効果の高い動かない空気）を蓄え、軽量コンパクトな保温素
シートの枚数で決まる保温力
材として誕生したのです。ファインポリゴン®は、総合力に優れた次世代の保温素材です。
※見やすくするために着色しています。
この「ファインポリゴン®」を採用したスリーピングバッグ「ポリゴンネスト®」の
春夏用５アイテムを 2013 年春に発売し、秋冬用４アイテムをこの９月から順次
発売いたします。超軽量でありながら圧倒的な速乾性とロフトを低下させない
空間維持力によって、天候に左右されない信頼できる保温力を発揮します。
さらに、よりハードな使用にも耐えられるよう、「ポリゴンネスト®」と相性の良
い「エバーブレス®スリーピングバッグカバー」もラインナップします。
＜スリーピングバッグ ポリゴンネスト® の特長＞
１．水濡れに強い：
ファインポリゴン®は水を抱きにくく、濡れた
状態でも保温性の低下が抑えられます。

２．速く乾く：
水を抱きにくいため、ダウンや化繊綿などの綿状の保温素材に比べ、圧倒的に速く乾きます。また、シー
ト状のため、濡れてもダマにならず、吊干ししても片寄らないため、ご自宅でメンテナンスすることも可能
です。初期撥水を高めるための後加工等に頼らず、繊維本来の性能を活用したファインポリゴン®は、使
用に伴う速乾性の低下がありません。
３．コールドスポット（※）がない：
ファインポリゴン®は片寄りが発生しなく、前面と背面の縫い目をずらして、さらにセルを分離させている
ため、コールドスポットが発生しません。
※コールドスポット： 形状により保温材や断熱材の防寒性能が低下する個所

４．超軽量コンパクト：
シート状のため、優れた保温効率を備え、最小限で十分な保温力を確保でき、縫製箇所
も必要最小限に抑えることができるため、ダウンと比肩する超軽量コンパクト性を実現。
５．ネストレイヤリングで幅広い温度対応：
ポリゴンネスト®1×1UL をインナーシュラフに使用したり、ポリゴン
シールド®1×1 をスリーピングバッグカバーとして使用すれば、幅
広い温度対応が可能です。

軽量・コンパクト

＜ポリゴンネスト®

秋冬４アイテム （春夏用に５アイテムあり）＞
3 シーズン対応の保温力を備えた春秋モデル
９月上旬から発売
【商品名】ポリゴンネスト® ６×４
【商品名】ポリゴンネスト® ６×４ショート
【価格】¥31,920
【価格】¥31,290
【総重量】610g
【総重量】560g
【カラー】SN（サフラン）
【カラー】SN（サフラン）
【サイズ】身長 185cm まで／収納時φ 15.5×29cm
【サイズ】身長 165cm まで／収納時φ 14×26cm
使用可能下限温度 0℃／ファインポリゴン®使用枚数：前面 6 枚・背面 4 枚／機能 ABCDF
■春や秋の 3000m 級山岳に最適
■春夏の 3000m 級山岳で寒がりな女性にも

3 シーズンからライトウィンターまでを想定したモデル
【商品名】ポリゴンネスト® ９×６

１０月上旬から発売

【価格】¥39,690
【総重量】780g
【カラー】MD（マリーゴールド）
【サイズ】身長 185cm まで／収納時φ 18×32cm
使用可能下限温度-7℃／ファインポリゴン®使用枚数：前面 9 枚・背面 6 枚／機能 ABCDEF
■秋の 3000m 級山岳、初冬や残雪期の 2000m 級山岳に最適
■冬期山岳で軽量化重視のエキスパートにも

ウィンターシーズンに幅広く使える保温性を備えたモデル １０月上旬から発売
【商品名】ポリゴンネスト® １２×８
【価格】¥46,200
【総重量】960g
【カラー】PO（ポピー）
【サイズ】身長 185cm まで／収納時φ 20×35cm
使用可能下限温度-14℃／ファインポリゴン®使用枚数：前面 12 枚・背面 8 枚／機能 ABCDEF
■冬期の 2000m 級山岳や、残雪期の 3000m 級山岳に最適
■厳冬期山岳で軽量化重視のエキスパートにも
【素材】表：ナイロン 100% 裏：ナイロン 100% 中：ポリエステル 100% （ファインポリゴン®）

日本製

＜エバーブレス® スリーピングバッグカバーのラインナップと特長＞
【商品名】エバーブレス® スリーピングバッグカバー

９月上旬から発売

【価格】￥20,790 【総重量】280g 【カラー】OV（オリーブ）
【サイズ】身長 185cm まで／収納時φ 9×18cm
【耐水圧】20,000mm 以上 【透湿値】10,000g/m２・24hr（JIS L1099A-1 法）
【素材】表地：10d リップストップナイロン、中間層：エバーブレス®メンブレン、裏地：10d ナイロントリコット
日本製

濡れを遮断し、内部結露を軽減するスリーピングバッグカバー
■安心の３レイヤー生地 ■超軽量 280g
※ポリゴンネスト® １２×８まで対応

■高耐水圧・高透湿

【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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目指したのは「疲れにくいトレッキングパンツ！」
異次元クロスストレッチの秋冬用の
「ソラノパンツ」 ９月上旬から発売

２０１３年８月６日
第 ６０ 号

「遊び手が創り手」の国産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、目指したのは「疲れにくいトレッキングパンツ！」として異次元クロスストレッチ（※）の秋冬用の「ソラノパンツ」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月上旬から発売いたします。
※異次元クロスストレッチ： タテヨコに大きく伸びるため、その機能を「異次元クロスストレッチ」と命名
＜開発の背景＞
８８％のアウトドアスポーツ専門店が、株式会社 finetrack のトレッキングパンツが「売れ筋 No.1」と回答しています（※）。「これを
履けば間違いない」と販売店のスタッフが勧める程、finetrack のトレッキングパンツは、日本のトレッキングパンツの定番となって
います。2007 年に発表した、「ストームゴージュ®アルパインパンツ」は、ストレッチ、耐久撥水、高強度を備えることで、多くの支持
を得ることができました。 ※finetrack 商品取り扱いの主要アウトドアスポーツ専門店に 2012 年 12 月インタビュー調査
＜ファイントラックからの提案＞
そこで株式会社 finetrack は、定番の「ストームゴージュ®アルパインパンツ」で得たノウハウをベースに、保
温性とタテヨコに伸びる「異次元クロスストレッチ」の機能をミックス。目指したのは秋冬用の疲れにくい「トレッ
キングパンツ」。登山では足の上下を何万回、何十万回と繰り返します。その一歩一歩のストレスが少なけれ
ば疲れにくくなるはず。ストレスフリーを実現したストレッチ性と立体デザイン、難所を突破できるタフさは、ハ
ードな行程であるほど実感できます。スリムシルエットで保温性を備え、秋冬のトレッキングやクライミングで
活躍します。
＜ソラノパンツ の特長＞
１．保温・防風で温かく、多少の雨にも対応：
肌面を嵩のあるリング・パイルにすることで保温性を高め、温かくやわらかな肌触りを実現。表面を高密度にした２重織組織による
防風性と相まって、秋冬シーズンのアウトドアアクティビティに最適です。優れた耐久撥水加工により濡れや汚れにも強く、速乾性
に優れています。
２．抜群に動きやすい：
タテヨコに伸びる異次元クロスストレッチ生地を採用し、その性能を最大限に活かすカッティング
で立体デザインを徹底的に突き詰め、抜群の動きやすさを実現。縦走登山のクサリ場、クライミ
ングなど大きな動きにもストレスなく対応します。単体での使用はもちろん、アンダーウエアやア
ウターシェルとのレイヤリング使用でもストレスフリーです。
３．温度調整がしやすいリンクベント®（※）：
サイドにベンチレーターの「リンクベント®」を配置。暑くなれば、行動しながらでも片手で簡単にウエア内へ外気
の取り込みができます。ミッドレイヤーやアウターシェルと同位置に配置することで、効率良く、瞬時にクールダ
ウンすることができます。
※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。

４．長期間高いパフォーマンスを発揮：
経年劣化が起こりやすいポリウレタンを使用せずに高度な捲縮加工技術でタフさとストレッチ性を実現している
ため、ヘタリにくく高いパフォーマンスを長期間発揮します。

リンクベント®

＜２０１３-１４年秋冬新商品／全 2 アイテム＞
＜写真左＞
【商品名】ソラノパンツ

MEN’S

【価格】¥17,115
【カラー】２色、写真は DB（ダークブロンズ）
【サイズ】S・M・L・XL 【重量】455g
【素材】ポリエステル 100%
日本製

＜写真右＞
【商品名】ソラノパンツ

WOMEN’S

【価格】¥16,800
【カラー】２色、写真は SP（セピア）
【サイズ】S・M・L
【重量】390g
【素材】ポリエステル 100%
日本製

MEN’S

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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汗を吸い続けて蒸散させ、ウエア外に排出
ウエアの着脱で行動を止めない秋冬登山用中間保温着
「ドラウトクロー®」シリーズリニューアル ９月上旬から発売
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「遊び手が創り手」の国産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、汗を吸い続けて蒸散(※)させウエア外に排出し、ウエアの着脱で行動を止めない秋冬登山用中間保温着「ドラウ
トクロー® 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。 ※蒸散：水分を拡散させ蒸発し気化させること
＜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。汗処理が苦手な中間保温着の場合、かき続ける汗に対応できないため行動中も休憩中も
乾かず、濡れたウエアによる無駄な体力消耗の原因となります。
また、冬期において、「温かい」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。特に、行動中「暑い」状態になると、ウエアの着
脱が増え行動が遅くなるばかりか、悪天や危険な場所でのウエアの着脱は怪我や遭難のリスクを増大させる原因にもなります。
＜ファイントラックからの提案＞
そこで株式会社 finetrack は、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保温性を保ったまま機能を大幅に向
上させた３層構造生地を新開発し、ドラウトクロー®シリーズをリニューアル。かいた汗を素早く吸い上げて
拡散し、蒸発させることができ、かき続ける汗に対応します。また、効率的な
換気ができる大型ベンチレーターで、ウエア内の温度を調整でき、かく前に
汗を抑制して、無駄な体力消耗やウエアの着脱を減らすことができます。従
来モデルと比べて、汗処理性能、生地強度が大幅に向上。登山、山スキー、
クライミングなど、秋冬におけるハードな活動で活躍します。
＜ドラウトクロー®の特長＞
１．持続するドライ感：
オリジナルの３層生地構造により、汗を「吸う」レベルを超えた「吸い上げる」
吸汗性能を実現。これは起毛してロフトを持たせたフリースなどではなし得ません。吸い上げたあとは素早く蒸散させ、汗を気体に
してシェルの透湿性で、ウエア外に排出。かき続ける汗に対応し、ドライ感を持続させます。生地のリニューアルにより、汗処理性
能が大幅に向上しました（当社比 48%UP）。
２．スムーズなウエア内換気でクールダウン：
ハイクアップなどのウエア内温度が上がりすぎても、効率的なウエア内換気ができるベンチレーションシステム「リンクベント®」で、
瞬時にクールダウン。行動しながらでも温度調整ができるので、ウエアの着脱によって行動をとめません。
３．へたりにくく、耐摩耗性に優れる：
フリースなどで一般的な起毛などの方法を用いることなく、生地構造によって嵩高性（保温性）を実現しているためへたりにくくなっ
ています。さらに、生地表面の強度向上によって、耐ピリング性を大幅に向上。（5 級 JIS1076A 法）
４．動きやすい：
ストレッチ生地を活かし登山の動きに合わせた立体デザインで、動きを妨げません。
５．臭くなりにくい：
生地に抗菌防臭加工を施し、発汗の多いアクティビティやマルチデイでも、嫌なにおいを抑えます。
リンクベント®

＜２０１３-１４年秋冬新商品／主力商品＞
＜写真左＞

【商品名】ドラウトクロー® ジャケット MEN’S
【価格】¥15,540
【カラー】３色、写真は FI（ファイアオパール）
【サイズ】S・M・L・XL
【重量】380ｇ
【素材】ポリエステル 100%
日本製

＜写真右＞
【商品名】ドラウトクロー® ジャケット
【価格】¥15,225
【カラー】３色、写真は OH（オーキッド）
【サイズ】S・M・L
【重量】345ｇ
【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

ジャケット WOMEN’S

MEN’S： ジャケット ¥15,540、ジップネック \13,965、パンツ \13,440
WOMEN’S： ジャケット ¥15,225、ジップネック \13,650、パンツ \12,915

【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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２０１３年８月６日
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2013-14 年秋冬その他新アイテム・新色情報
女性待望のコーディネートしやすいドライレイヤー®
襟首と袖をベースレイヤーから覗きにくくしました
「フラッドラッシュ®スキンメッシュ スクープネック Ｔ W‘s」
８月上旬から発売
今や登山アンダーウェアの定番となりつつある「ドライレイヤー®」。
「ベースレイヤーの襟元からドライレイヤー®がはみ出て見えてしまう、何とか襟ぐり
の大きな商品を作ってもらえないか」という女性の多くの要望に応えました。
スクープネック T は襟首を大きく広げ、袖丈を少し短くすることでベースレイヤーから
覗きにくく、汗冷え防止の効果を実感しながらもコーディネートを楽しめるドライレイ
ヤー®です。
ドライレイヤー®は優れた耐久撥水性で、汗や雨などで濡れによる冷えを抑えて無
駄な体力消耗を軽減し、安全性と快適性を向上させます。いやな汗のにおいやベタ
つきを軽減し、濡れたウエアが肌にまとわりつく不快感を軽減。濡れ続けることによ
って陥ってしまう低体温症などの山岳リスクも軽減します。

【商品名】フラッドラッシュ®スキンメッシュ

スクープネック Ｔ WOMEN’S
【価格】￥3,990
【カラー】１色、 BK (ブラック) 【サイズ】S・M・L
【素材】ポリエステル 100% 日本製

【重量】42ｇ

通年使える【天然×高機能】のトレッキンググローブ
「メリノスピン®グローブ」 ９月上旬から発売
ウールの快適さと吸汗拡散性を合わせ持つ【天然×高機能】素材の「メリノスピン®
糸」を採用したグローブです。単体着用を想定した十分な磨耗強度を備え、シーズン
を問わず活躍。パーム部と指先にはハイグリップ素材を採用し、ストック捌きなどの
道具操作にも便利。トレイルランニングなどのエンデュランス系スポーツにも最適な
グローブです。
■ 単体使用に必要十分な耐久性
■ 快適さを保つ吸汗拡散性
■ しなやかな着用感

【商品名】メリノスピン®グローブ
【価格】¥3,570
【カラー】CN（カーボン） 【サイズ】S・M・L
【重量】35ｇ
【素材】本体：ポリエステル 77%、ウール 23%
グリップ：ポリエステル 52%、ナイロン 38% 中国製

ミッドレイヤーで培われた優れた吸汗拡散性を備える
「ドラウトネックゲイター」９月上旬から発売
高い保温力と吸汗拡散性を兼ね備えたネックゲイター。これまでのフリースやウール
ネックゲイターに比べ首周りの不快な濡れ感が軽減！ BC スキー・積雪期登山はも
ちろん、冬のトレイルランニングやバイクライド等にも最適。
■ Ｌ３ミッドレイヤーシリーズで培われた優れた吸汗蒸散性
■ アクティビティやシーズンを問わない生地厚
■ フリーサイズながら優れたフィット感
■ 軽量コンパクト、抗菌消臭加工済み
■ Ｌ１ドライレイヤー® バラクラバにベストなレイヤリングが可能

トレッキングパンツのベストセラーとなった
「ストームゴージュ®アルパインパンツ」から M’s 新色 BZ
９月上旬から店頭限定販売
88％のアウトドアスポーツ専門店が、株式会社 finetrack のトレッキングパンツが
「売れ筋 No.1」と回答し（※）、実質的に日本のトレッキングパンツの定番となってい
ます。ストレッチ、耐久撥水、高強度を備えることでベストセラーとなった「ストームゴ
ージュ®アルパインパンツ」から、カラーを増やして欲しいとのユーザーの要望にお応
えして、店頭限定カラーを発売します。なくなり次第終了となりますので、入手はお早
めに！ ※finetrack 商品取り扱いの主要アウトドアスポーツ専門店に 2012 年 12 月インタビュー調査

【商品名】ドラウトネックゲイター
【価格】¥1,680
【カラー】CN（カーボン）
【サイズ】フリー
【重量】35ｇ
【素材】ポリエステル 100% 日本製

【商品名】ストームゴージュ®

アルパインパンツ MEN’S
【価格】¥16,275
【カラー】BZ（ブロンズ）新色追加、全４色
写真は BZ（ブロンズ）
【サイズ】S・M・L・XL
【重量】482ｇ
【素材】ポリエステル 100% 日本製

こんなキャップを探してた！
耐久撥水・抗菌消臭・抜群のフィット感のシンプルキャップ
「ロゴキャップ」 ７月から発売
春夏シーズンに好評のストームゴージュ®パンツと同生地を使用。耐久撥水性とコッ
トンライクの柔らな肌触りを持つためシーンを問わず着用できるうれしいキャップ。小
雨降るトレッキングやトレイルランニングで、濡れに強いキャップはレインフードの使
用を軽減してくれます！
■ 多少の雨にも対応する耐久撥水加工
■ 高いストレッチで抜群のフィット感
■ 独自のサイドカーブ形状を採用し軽快なかぶり心地を実現!
■ 汗止めには抗菌消臭加工済み
■ 春夏に最適な薄手軽量設計
■ ヘルメット対応・ポニーテール対応

【商品名】ロゴキャップ
【価格】¥2,940
【カラー】SB (スマルトブルー)
IG (アイビーグリーン)
【サイズ】フリー
【重量】50ｇ
【素材】ポリエステル 100%、
耐久撥水加工 日本製

