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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、代表取締役：金山洋太郎）は、水中

と陸上の境界線をなくす、かつてない動きやすさを備えたウォータースポーツウエアの「ラピッドラッシュ TM」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月上旬から発売いたします。 
 

＜開発の背景＞ 

一般的にウォータースポーツに使用されるウエアは、水中での保温性を重視し、陸上では蒸れて動きにくいネオプレン素材を使

用したものや、弱く水を含んでしまうため行動中に濡れて冷たくなり、体温低下による体力消耗を招いてしまうラッシュガード(日焼

けや擦れを防ぐためのウエア)のようなウエアが主流でした。また、濡れたままのウエアを陸上で着用し続けると、縫い目などが皮

膚に擦れてしまうといった悩みもありました。沢登りやカヤックなどの水中と陸上を行き来するウォータースポーツに満足できる、

水中で温かく陸上では蒸れを抑え、着用ストレスも少ないという理想的なウエアは存在しませんでした。 
 

＜ファイントラックからの提案＞ 

ウォータースポーツウエアといえばファイントラック、その期待に応える史上最高のストレスフリー撥

水ウエアの登場です。縫製箇所を極限まで減らしたシームレス構造や立体的なパターンは、ダイナミッ

クな動きでもストレスを感じません。最高レベルの撥水性（100 洗 90 点）を備えた超高密度の生地は、

薄手ながら水が浸入しにくく、優れた水中保温性を発揮。登攀主体の沢登りや、温かい時期のシーカ

ヤックや SUP などにおすすめです。すべてが新しいこのストレスフリー撥水ウエアは、ウォーターアク

ティビティにおける新しい選択肢となるでしょう。 
 

＜ラピッドラッシュ TM の特長＞ 

１．水中で温かく、陸上で蒸れない： 

高密度に編み込まれたニット生地に優れた撥水加工を施しているので、水圧による水の

浸入を抑え、水中でも保温層を保ちます。また、通気性のある生地構造のため、陸上では

ネオプレンのような蒸れを感じることなく快適に行動できます。 
 

２．動きやすさを追求したシームレス構造×立体的パターン： 

縫製箇所を極限まで減らしたシームレス構造の「トルネードスリーブ
TM
」（右図参照）と、生地のスト

レッチ性を最大限引き出す立体的なパターンにより、水中・陸上を問わずストレスのない着心地です。 
 

３．肌に水分が残らず驚くほど温かい：  

高密度の生地に施された最高レベルの耐久撥水加工（100 洗 90 点）。素早い水はけを実現するし

なやかなフィット感。陸上での動きやすさを重視しつつ、高い水中保温性を発揮する機能を備えた水

陸両用ウエアです。 
 

４．消臭機能：  

アンモニアなど汗の臭い原因となる臭気を吸収。臭いが気になる季節や連泊を伴う長期の行程で、その効果を実感できます。 
 

５．UV カット機能： 

人体に有害な紫外線だけではなく、暑さの原因となる熱線を大幅にカット。紫外線遮蔽率 99%以上。 
 

＜ラピッドラッシュ®シリーズ＞ 

 

MEN’S  

        

WOMEN’S 

 

 

＜写真左＞ 

【商品名】ラピッドラッシュ TMジップネック MEN’S 
 

本体価格 ¥12,700 +税 

【カラー】全３色 

【サイズ】S、M、L、XL  【重量】185g 

【素材】ナイロン 74%、ポリウレタン 26%   日本製    

 

＜写真右＞ 

【商品名】ラピッドラッシュ TMジップネック WOMEN’S 

      
本体価格 ¥12,500 +税 

【カラー】全３色 

【サイズ】S、M、L    【重量】160g 

【素材】ナイロン 74%、ポリウレタン 26%   日本製 

 

その他アイテム     M’s  ロングスリーブ：本体価格 ¥11,800 +税、タイツ：本体価格 ¥10,900 +税 

W’s  ロングスリーブ：本体価格 ¥11,600 +税、タイツ：本体価格 ¥10,700 +税 
 

 

【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： 大堀 

 

 

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！ 

最高レベルの撥水性 

水中でも続く温かさ 

動きを妨げないスリーブ構造 

2014 年 春夏新商品情報（１） 

水中と陸上の境界をなくせ。 

ストレスフリーを極めたウォータースポーツウエア 

ラピッドラッシュ TM ３月下旬から発売 

http://www.finetrack.com/
http://www.finetrack.com/
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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、代表取締役：金山洋太郎）は、頭周

りに配したレイルを用いたオプション装着システム「レイルオン TMシステム」（特許出願中）を備えたキャップ・ハットシリーズを、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月上旬から発売いたします。 
 

＜開発の背景＞ 

縦走やスピードハイク、アウトドアアクティビティに紫外線対策は必須です。しかし、キャップやハットが汗で濡れて額周りが不快

になったり、サンシェードを付けても思うように日差しを遮れなかったりと、なにかと頭を悩まされます。大事な頭を守るヘッドウエア

だからこそ、日差しを遮るだけではなく、アウトドアフィールドで本当に使える快適性をとことん追求しました。 
 

＜ファイントラックからの提案＞ 

アウトドアと素材のエキスパートである、ファイントラックならではのキャップ＆ハットシリーズです。L1

フラッドラッシュ®スキンメッシュや L2 ドラウトエア TMなどのオリジナル高機能素材を惜しみなく使用し、

これまでにない快適性を追求した機能特化型ヘッドウエアが完成しました。 

キャップやハットの周囲に配したレイルを用いたオプション装着システム「レイルオン TM システム」は、

オプションの取付け位置を調整でき、未使用時には取り外しも可能。このシステムに専用の日よけ「レ

イルオン TM シェード」（別売）を装着すると、チタンスパッタリング加工のメッシュ（遮蔽率：紫外線 86%、

赤外線 75%）で首や顔を覆うことができます。日差しと熱線を遮断しながら風を通すため、強烈な日差し

が照りつける日の登山やトレイルランニング、シーカヤックなどでの日焼けや熱中症を効果的に予防で

きます。キャップシリーズは、額からツバ裏の広範囲にかけて吸水拡散素材（ドラウトエア TM）を使用した「ウィッキングバイザー」と、

ドライレイヤー®を使用したビン革（汗止め）「ドライレイヤー®バンド」が、大量の汗にも対応し、濡れによる不快感を軽減します。 
 

＜レイルオン TMキャップ・ハットシリーズ＞ 

 
 

【商品名】 

レイルオン TMキャップ 
本体価格 ¥4,400 +税 

【カラー】全 4色 

【サイズ】S/M、L/XL  【重量】55g 

【素材】ポリエステル 100%   日本製 
 

耐久撥水素材を使用しているため多少

の雨も弾きます。汗処理にも優れ、登

山をはじめアウトドアアクティビティ全般

に活躍します。 

 

 

 
 

【商品名】 

レイルオン TMキャップメッシュ 
本体価格 ¥4,800 +税 

【カラー】全３色 

【サイズ】S/M、L/XL  【重量】30g 

【素材】ポリエステル 100%   日本製   
 

極薄手生地を用いた超軽量モデル。サ

イド部分をメッシュにして蒸れを解消。

トレイルランニングやスピードハイクに

おすすめです。 
 

 

 
 

【商品名】 

レイルオン TMハット 
本体価格 ¥6,300 +税 

【カラー】全３色 

【サイズ】S、M、L  【重量】70g 

【素材】ポリエステル 100%   日本製  

 

ツバの芯材に水に浮く素材を使用して

いるので、登山はもちろんのこと、ウォ

ータースポーツにも対応します。  

 

 

  

【商品名】 

レイルオン TMシェード 
本体価格 ¥1,800 +税 

【サイズ】フリー  【重量】20g 

【素材】ポリエステル 100% 日本製 

【対応商品】レイルオン TM キャップ、

レイルオン TMハット、レイルオン TMキ

ャップメッシュ  

【商品名】 

レイルオン TMフルシェード 
本体価格 ¥2,400 +税 

【サイズ】フリー  【重量】30g 

【素材】ポリエステル 100%   日本製 

【対応商品】レイルオン TMハット  

＜アイコンの説明＞ 

 

[レイルオン TMシステム] 

レイルを用いたオプション装

着システム。取り付け位置が

任意に調整可能。  

[撥水] 

多少の雨ならば弾く撥水性

を備えています。 

 

[ドライレイヤー®バンド] 

ビン革の部分にフラッドラッシ

ュ®スキンメッシュを使用し、汗

をかいてもさらさらです。  

[ウィッキングバイザー] 

額からツバ裏の広範囲に吸水拡

散性に優れた素材を使用。大量に

汗をかいても額の蒸れを軽減。 

 

[セットアップブリム] 

ツバのサイド部分に形状保持

特性を持つプラスチックをイン

ストールし、調整が可能です。  

[リフレクター] 

夜間の使用時にも安心なリ

フレクター機能。 
 

[2WAY アジャスター] 

フィット感とあごひもの締め具

合を調整可能。 

 

[クール] 

肌面に吸汗拡散素材を使用し、サ

イド部分にメッシュ地を用いてオー

バーヒートを抑制。 
 

【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： 大堀 

 

 

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！ 

2014 年 春夏新商品情報（２） 

太陽に一番近い部位に、日陰を作ろう。 

新発想のオプション装着システム（特許出願中）を装備 

レイルオン TMキャップ＆ハットシリーズ ３月中旬より順次発売 

http://www.finetrack.com/
http://www.finetrack.com/
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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（代表取締役：金山洋太郎）は、オリジナル防水透湿素

材「エバーブレス®」を使用したレインハットと、水に濡らして拭くだけで汚れをすっきり落とすナノハンカチ／ナノタオル TM の使い勝

手を向上させたニューモデルを、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月上旬から

発売いたします。 
 

■エバーブレス®ハット 

  

【商品名】エバーブレス®ハット 
 

本体価格 ¥5,800 +税 

【カラー】全４色 

【サイズ】S、M、L 

【重量】60g 

【素材】ナイロン 100% PU ラミネート 

日本製 
 

オリジナル防水透湿素材「エバーブレス®」を使用したレインハットです。ビン革（ハット内側の汗止め）

にドライレイヤー®を使用し、汗濡れによる額の不快感を軽減。しなやかな生地のため、コンパクトに折

りたたんで携行することができます。 

 

■ナノハンカチ／ナノタオル TM 
 

＜ナノハンカチ／ナノタオル TMの特長＞ 

１．気になるにおいベタつきをすっきり！ 

夏の登山ではニオイやベタつきは気になるもの。極細のナノ繊維なら、水で濡らして拭くだけでニオイや

ベタツキを元からスッキリ。少しの水があれば石鹸なしでも清潔に！下山後の温泉でもお風呂タオルと

して大活躍。 
 

２．炎天下なのに超クール  

容赦なく日射しが照り付ける真夏の登山道。ナノ繊維はクーリング性能に 

優れているため、水で濡らして首に巻けば、炎天下でもひんやりクール。 
 

３．使いやすさを向上  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

＜ナノハンカチ／ナノタオル TM＞ 

 

 

 

 
 

 

【商品名】ナノハンカチ 
 

本体価格 ¥1,900 +税 

【カラー】全３色 

【重量】18g 

【素材】本体：ポリエステル 100% （ナノフロント®）   日本製 

 

【商品名】ナノタオル TM 
 

本体価格 ¥2,700 +税 

【カラー】全３色 

【重量】38g 

【素材】本体：ポリエステル 100% （ナノフロント®）   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： 大堀 

 

 

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！ 

2014 年 春夏新商品情報（３） 

レインウエアで好評なオリジナル防水透湿素材「エバーブレス®」使用 

エバーブレス®ハット ３月上旬から発売 

Fresh you up!! 

ナノハンカチ/ナノタオル TMがリニューアル ５月上旬から発売 

 

８割近い皮脂を除去 

一般的な綿タオルと比較して、

２倍のクーリング性能 

カラビナループ装備。 
カラビナは付属しません。 

収納袋の紛失を防ぐ連

結パーツ付き 
３色バリエーション 

繊維の断面積が一般的なポリエステルの

1/400 以下という世界最高レベルのナノサ

イズの超ファインポリエステルファイバー、

帝人ファイバー「ナノフロント®」が普通のタ

オルでは取れない皮脂や汚れを除去。 

SI 

BK 

CB 

SL 

耐水圧:20,000mm 以上 

 

透湿性:10.000g/m
2
・24hr 

(JIS L 1099 A-1 法) 

 
※透湿性は 10.000g/m

2・24hr を基準値とし、使用生地によって多少増減 

® 

http://www.finetrack.com/
http://www.finetrack.com/
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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、代表取締役：金山洋太郎）は、速乾

だけじゃないベースレイヤーシリーズの新アイテム・新色と、圧倒的な動きやすさで春夏のアウトドアに最適なカミノパンツの新アイ

テム・新色を、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月上旬より発売いたします。 

 

 

「ラミースピン®ドライ ジップ T」（New Color）、 

「ラミースピン®ドライ ロングジップ」（New Item） ３月上旬から発売 
 

優れた吸汗拡散性とドライタッチ構造で春夏秋の登山や自転車で活躍する、天然ラミー（苧麻）とポリエステルのハイブリッドベー

スレイヤー「ラミースピン
®
ドライ」に新カラーと新アイテム（ロングジップモデル）をラインアップ。単体使用で快適なのはもちろんの

こと、ドライレイヤー
®
とのレイヤリング相性も抜群です。 

 

  ＜写真左＞ 

【商品名】ラミースピン®ドライ ジップ T  M’s   

本体価格 ¥8,000 +税 

【カラー】全４色 

【サイズ】S、M、L、XL  【重量】119g 

【素材】ポリエステル 87%、（麻）ラミー13%   日本製    

＜写真右＞ 

【商品名】ラミースピン®ドライ ジップ T  W’s 
本体価格 ¥7,800 +税 

【カラー】全４色 

【サイズ】S、M、L    【重量】96g 

【素材】ポリエステル 87%、麻（ラミー）13%    日本製 

  ＜写真左＞ 

【商品名】ラミースピン®ドライ ロングジップ  M’s 

本体価格 ¥8,800 +税 

【カラー】全４色 

【サイズ】S、M、L、XL  【重量】130g 

【素材】ポリエステル 87%、麻（ラミー）13%    日本製    

＜写真右＞ 

【商品名】ラミースピン®ドライ ロングジップ  W’s 

本体価格 ¥8,600 +税 

【カラー】全４色 

【サイズ】S、M、L    【重量】105 

【素材】ポリエステル 87%、麻（ラミー）13%    日本製 

2014 年 春夏新商品情報（４） 

 

ベースレイヤー、トレッキングパンツ新アイテム・新色 

３月上旬から発売 

ドライレイヤー®の機能を最大限活かす 

http://www.finetrack.com/


 

「ラミースピン®クール T」（New Color）、 

「ラミースピン®クール ロング T」（New Item） ３月上旬から発売 
 

真夏のベースレイヤーとして清涼感を実感できる、天然ラミー（苧麻）のクーリング性能を最大限に活かしたハイブリッドベースレ

イヤー「ラミースピン
®
クール」に、新カラーと新アイテム（ロング T モデル）をラインアップ。盛夏デイハイクなどでは単体使用するこ

とで、炎天下でも涼しく行動できます。キャンプや下山後のリラックスウエアとしてもおすすめです。 
 

  ＜写真左＞ 

【商品名】ラミースピン®クール T  M’s 

【本体価格 ¥4,300 +税 

【カラー】全５色 

【サイズ】S、M、L、XL  【重量】140g 

【素材】ポリエステル 80%、麻（ラミー）20%    日本製    

＜写真右＞ 

【商品名】ラミースピン®クール T  W’s  

本体価格 ¥4,000 +税 

【カラー】全５色 

【サイズ】S、M、L    【重量】105g 

【素材】ポリエステル 80%、麻（ラミー）20%   日本製 

  ＜写真左＞ 

【商品名】ラミースピン®クール ロング T  M’s  

本体価格 ¥5,400 +税 

【カラー】全５色 

【サイズ】S、M、L、XL  【重量】175g 

【素材】ポリエステル 80%、麻（ラミー）20%   日本製    

＜写真右＞ 

【商品名】ラミースピン®クール ロング T  W’s 

本体価格 ¥5,100 +税 

【カラー】全５色 

【サイズ】S、M、L    【重量】130g 

【素材】ポリエステル 80%、麻（ラミー）20%   日本製 

 

「ドラウトエア TM ジップ T」（New Color）、 

「ドラウトエア TM ジップネック」（New Color） ３月上旬から発売 

 

一般的な機能ジップ T の半分以下の重量で、まるでそよ風をまとうような爽やかな着心地のベースレイヤー「ドラウトエア
TM
」に、

新カラーをラインアップ。トレイルランニングや UL ハイクなど軽快感や軽量化が重視されるアクティビティにもおすすめです。 
 

  ＜写真左＞ 

【商品名】ドラウトエア TM ジップ T  M’s   

本体価格 ¥7,200 +税 

【カラー】全４色 

【サイズ】S、M、L、XL  【重量】86g 

【素材】ポリエステル 100%   日本製    

＜写真右＞ 

【商品名】ドラウトエア TM ジップ T W’s  

本体価格 ¥6,900 +税 

【カラー】全４色 

【サイズ】S、M、L    【重量】70g 

【素材】ポリエステル 100%   日本製 

   ＜写真左＞ 

【商品名】ドラウトエア TM ジップネック  M’s  

本体価格 ¥7,600 +税 

【カラー】全４色 

【サイズ】S、M、L、XL  【重量】97g 

【素材】ポリエステル 100%   日本製    

＜写真右＞ 

【商品名】ドラウトエア TM ジップネック  W’s   

本体価格 ¥7,300 +税 

【カラー】全４色 

【サイズ】S、M、L    【重量】83g 

【素材】ポリエステル 100%   日本製 

 

 

 



「カミノパンツ」（New Color）、 

「カミノパンツロング」（New Item） ３月上旬から発売 
 
 

春夏の登山や沢登り、カヤック、自転車など様々なアウトドアフィールドの過酷な状況に対応する「カミノパンツ」に、新カラーと新

アイテム（ロング丈モデル）をラインアップ。圧倒的な動きやすさの「異次元クロスストレッチ」を備え、足に沿う美しくすっきりとした

シルエットです。 
 

  ＜写真左＞ 

【商品名】カミノパンツ  M’s   

本体価格 ¥14,000 +税 

【カラー】全３色、写真は新色の LE（リエール） 

【サイズ】S、M、L、XL  【重量】305g 

【素材】ナイロン 100%   日本製    

＜写真右＞ 

【商品名】カミノパンツ  W’s 

本体価格 ¥13,600 +税 

【カラー】全３色、写真は新色の LE（リエール） 

【サイズ】S、M、L    【重量】280g 

【素材】ナイロン 100%   日本製 

  ＜写真左＞ 

【商品名】カミノパンツ ロング  M’s   

本体価格 ¥14,400 +税 

【カラー】全３色、写真は TN（タン） 

【サイズ】S、M、L、XL  【重量】315g 

【素材】ナイロン 100%   日本製    

＜写真右＞ 

【商品名】カミノパンツ ロング  W’s  

本体価格 ¥14,000 +税 

【カラー】全３色、写真は SG（スチールグレー） 

【サイズ】S、M、L    【重量】290g 

【素材】ナイロン 100%   日本製 

その他アイテム     M’s  カミノショートパンツ：本体価格 ¥8,800 +税     W’s   カミノショートパンツ：本体価格 ¥8,500 +税 

 

＜雨天時でも足上げスムーズなボトムスレイヤリング＞ 

雨の日は足上げの度にパンツが突っ張ってしまうため、一歩一歩の踏み出しでストレスを感じ、疲労が蓄積されやすくなります。こ

れはアウターシェルパンツにストレッチ性がないため、トレッキングパンツのせっかくのストレッチ性を十分に活かすことができなく

なってしまうからです。 

しかし、アウターシェルパンツとトレッキングパンツ、双方にストレッチ性が備わっていれば足上げがスムーズになり、疲労を最小限

に抑えられ、長時間の行動では大きな差となります。雨の日は、優れたストレッチ性が特長のカミノパンツとエバーブレス
®
フォトン

パンツのレイヤリングがおすすめです。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

【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： 大堀 

 

 

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！ 

 

LE LE 

TN SG 

ロング丈モデル 

（股下サイズを 5cm延長） 

ロング丈モデル 

（股下サイズを 5cm延長） 

エバーブレス®
 

フォトンパンツ 

× = 

足上げがスムーズで疲労を軽減！ 
異次元ストレッチ 

アウターシェルパンツ 

異次元クロスストレッチ 

トレッキングパンツ 

カミパンツ 

http://www.finetrack.com/

