
Press Release
2015 年 8 月 21 日

第 83 号

2015-16 年　秋冬新商品情報 (１)

ハイロフト⾏動保温着「ドラウトポリゴン３」ハイロフト⾏動保温着「ドラウトポリゴン３」
 ９⽉上旬より新発売！ ９⽉上旬より新発売！

保温着の進化を決定するカタチ
妥協の先に満⾜はない。我慢することが楽しいはずはない。 だから創りだす、安全と快適への近道を。

■正⾯から課題と向き合う
 汗処理機能が乏しく嵩張るフリース。濡れに対する弱点が致命的な状況となるダウン。そ
の両⽅に等しく⾔えることは、「汗の処理能⼒が不⼗分なために不快な蒸れから⽣じる危険
な濡れを感じる」ということ。低温下で汗をかき続けるアクティビティの⾏動時に着⽤する
ミッドレイヤーの課題は、濡れによる体温低下と体⼒消耗でした。たとえばバックカント
リースキー。ハイクアップでは⼤量に汗をかき、⽴ち⽌まった途端に汗で濡れた⾝体が冷や
される、という厳しい思いを味わった⽅も多いでしょう。休憩の度に乾いた保温着に着替え
ることはできますが、荷物の重量や着脱の⼿間とタイムロスを考えると、それが正解とは⾔
えません。アウトドアを本気で遊ぶ私たちに必要な機能は、
１）⾏動中と休憩中の快適さと安全性を両⽴させること
２）実際の⾏動着⽤時にレイヤリング相乗効果が⽣まれること
 この２点をクリアするために導き出した答えは、汗を吸うレベルを超えて「積極的に汗を
吸い上げる吸汗⼒」と、「吸い上げた汗を素早く拡散し気化させる蒸散⼒」を兼ね備えたモノ
を創ること。それこそが真に必要とされるミッドレイヤーなのです。

■世界初のミッドレイヤー構造を開発
 シート状⽴体保温素材「ファインポリゴン ®」は、驚くほどの速乾⼒と効率的な保温性を
備えながら、通気性と伸縮性も兼ね備え、ワタ抜けも発⽣することがありません。この優れ
た性能により、表地と裏地の⽣地選定に制限を受けることなく、通気性やストレッチ性を
持った素材、または撥⽔加⼯や吸汗加⼯などを施した素材を⾃由に組み合わせることがで
き、従来の保温素材であるダウンや化繊綿では考えられなかった機能が実現できます。
 ドラウトポリゴン３には、優れた吸汗拡散性を備えたニット素材を肌側に配備し、撥⽔
性を付加したストレッチニット素材を外側に組み合わせています。さらに、万が⼀汗や雪
などで濡れてしまった場合でも、ほとんど⽔分を含まない「ファインポリゴン ®」は保温⼒
を維持。この性能こそ、限界にチャレンジする冬期アクティビティに⼤きな安⼼感をもた
らします。
 世界初の新素材「ファインポリゴン ®」の開発に成功したことで、厳冬期のアルパインク
ライミングやスキーなどに理想的なミッドレイヤーをようやく創ることができました。

開 発
背 景

の

「遊び⼿＝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、ミッドレイヤーとしてかつてな
い通気性と汗処理性能を備える「ドラウトポリゴン 3」を新ラインナップ。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。

着⽤⾏動中でもウエア内の蒸れを排出し続ける抜群の通気性と、スムーズな汗処理を実
現する吸汗性に優れた裏地によって、ウエア内環境の快適さを維持し続けながら⾏動す
ることができます。

2 抜群の通気性とスムーズな汗処理

ストレッチ性を備えたニット⽣地を⽴体的なパターンで仕上げることで、肩周りの動き
にもたつきをなくし、⼤きな動きにもラクに追従します。

3 ボリュームがあるのに動きやすい

1

シート状⽴体保温素材のファインポリゴン ® を３枚使⽤したミッドレイヤーシリーズ最
⾼峰の保温⼒。汗や⾬、雪などで濡れる連⽇の過酷な⼭⾏にも対応できる、低下しにくい
保温機能を発揮します。

厳冬期を攻めることができる信頼の温かさ

素材には抗菌防臭加⼯を施しているため、発汗の多いアクティビティや連泊の⼭⾏でも
嫌なにおいを抑え、快適な⾏動を⽀えます。

臭くなりにくい4

【通気度試験】
一般的なダウンジャケット
および、高通気タイプの化
繊インシュレーションと比
較した結果、ドラウトポリゴ
ン３の圧倒的な通気度の
優位性を実証。

（当社試験データ）
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【湿潤時の保温性維持力】

ファインポリゴン®は、乾燥
時の70%を維持したのに対
し、他の中綿素材のジャ
ケットはほとんどが50%以
下に低下、高品質ダウンに
至っては、乾燥時の36%の
保温性となった。

(cc/cm3･sec)



ハイロフト⾏動保温着「ドラウトポリゴン３」
 ９⽉上旬より新発売！
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ドラウトポリゴン 3 
フーディ  

SP（スピナッチ）、MB（ミッドナイトブルー）
DG（ダークグレー）
S、M、L、XL／415g
スタッフバッグ付き
ファインポリゴン®使用枚数：胴3枚、フード・腕2枚

1

本体価格 ¥24,800 +税

#FMW0901

ドラウトポリゴン 3 
フーディ    

SW（シェルホワイト）、AP（アザレアピンク）
MB（ミッドナイトブルー）
S、M、L／360g
スタッフバッグ付き
ファインポリゴン®使用枚数：胴3枚、フード・腕2枚

1

本体価格 ¥24,000 ＋税

2

本体価格 ¥19,400 ＋税

ドラウトポリゴン 3
パンツ

DG（ダークグレー）
S、M、L／325g
スタッフバッグ付き
ファインポリゴン®使用枚数：3枚

2

#FMW0902

2

本体価格 ¥19,800 ＋税
#FMM0902

ドラウトポリゴン 3
パンツ

DG（ダークグレー）
S、M、L、XL／355g
スタッフバッグ付き
ファインポリゴン®使用枚数：3枚

2

【お問い合せ先】

〒650-0025　神戸市中央区相生町 1-2-1 東成ビルディング 1F
Tel 078-599-6485（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！

(ファイントラック）

MADE  IN JAPAN

素材 ：  表地：ポリエステル100% （撥水加工）
裏地：ポリエステル100% （吸汗加工）
中間層：ポリエステル100%（ファインポリゴン®）

P O I N T
ジャケット共通

パンツ

フードをかぶったま
までもヘルメットを
装着できるしなやか
な素材

フード
動きやすくフィット感
抜群の立体裁断

トルネードスリーブ
撥水性とストレッチ
性を兼ね備え、冷気
の浸入と汚れを軽減

機能的な袖口素材
衣服内のムレを一気
に解放できるリンクベ
ント®を装備

リンクベント®
小物類の収納に便利
な胸ポケット

胸ポケット
雨や水を弾く100洗
80点の耐久撥水加工
のニット生地

耐久撥水生地
スムーズな汗処理の
起点になる、吸汗性
に優れた裏地

吸汗性のある裏地

ストレッチ性に優れ、片
手で開閉しやすいドット
ボタンのウエストに調整
ひもを装備

ウエストの調整ひも
衣服内のムレを一気
に開放できるリンクベ
ント®を装備

リンクベント®
撥水性とストレッチ
性を兼ね備え、冷気
の浸入と汚れを軽減

機能的な裾口素材

1
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MEN'S



 

＜エバーブレス®アクロの特⻑＞

■安⼼感の先を求めて
 ⽬指したのは、雪⼭のどんなハードなアクティビティでも安⼼感を得ら
れる究極のハードシェルです。
 ソフトシェルで過ごせる海外の乾いた冬期とは違い、多湿な⽇本の⼭で
は、厳冬期であっても防⽔性の優れるハードシェルが必要です。しかし、
素材に防⽔性と堅牢さという安⼼感だけを重視し過ぎると、⽣地は固くな
りゴワゴワして動きにくいものになってしまいます。だからこそ私たち
は、⾼い強度と機能耐久性を備えながら、しなやかなストレッチ性を有す
るエバーブレス®メンブレンを独⾃開発しました。さらに、エバーブレス®

メンブレンの性能を最⼤限引き出すためのラミネート素材を探求し続けた
結果、厳冬期⽤ハードシェルとして最適な機能を備えたエバーブレス®アク
ロを完成させました。

■防⽔ニット素材の新開発
 荷物の重量が増え、雪上での⼤きな動きが必要となる冬期アクティビテ
ィに向けたハードシェル・エバーブレス®アクロ⽤に、よりストレッチ性の
⾼い新素材・エバーブレス®ニット３レイヤー⽣地を新開発。従来、⼤きな
動きに対応するために設けていた背⾯部やパンツの腰部分のマチや空間を
なくし、代わりにエバーブレス®ニットを配備することで、防⽔への安⼼感
は維持しながら、抜群の動きやすさを持つ⾼次元のバランスを実現してい
ます。
 しかし⽣地の性能が⾼いだけでは、雪⼭のハードなアクティビティに対
応しきれないことを私たちは実際のフィールドで体験しています。例え
ば、豪雪の中で猛烈なラッセルを強いられたら、雪は袖⼝や裾などのいた
るところから浸⼊し、中に着たウエアを濡らします。あるいは、⽔が滴る
コンディションの悪いアイスクライミングで、袖⼝からの浸⽔に閉⼝した
経験もそのひとつ。また、ハードシェルの上からしっかりハーネスを締め
ても、クライミングムーブのなかでアウターシェルはずり上がり、不快な
思いをします。
 これらの問題を解消するためにエバーブレス®アクロにはちょっと変わっ
た機能を付けています。袖⼝からの雪、⽔、冷気の浸⼊を防ぐ
「ダブルカフ」や、ジャケットの捲り上がりを防⽌する「パウダーハーネ
ス」など、冬の厳しいアウトドアフィールドに遭遇したときに「お、いい
ね！」といってもらえる機能ばかりです。エバーブレス®アクロは雪と氷
のフィールドを⾃在に駆け回る、冬の遊びに特化したウィンターハードシ
ェルです。その快適さと実⽤性をぜひ体感してみてください。
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雪⼭最強のハードシェル「エバーブレス雪⼭最強のハードシェル「エバーブレス ® アクロ」アクロ」
9 ⽉末より新発売！9 ⽉末より新発売！

「遊び⼿＝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、雪⼭での動きやすさと使いやす
さに徹底的にこだわった防⽔透湿ウィンターシェル「エバーブレス ® アクロ」を新たにラインナップしました。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⽉末から発売いたします。

「もっと遊びに集中したいから」その想いをカタチにする
かゆいところに⼿が届く、遊びに特化したモノ創り。かゆいところに⼿が届く、遊びに特化したモノ創り。
純粋な創造⼒の源は、情熱的な遊び⼿の想いにある。純粋な創造⼒の源は、情熱的な遊び⼿の想いにある。

開 発
背 景

の

ジャケットの背中と⾸部分、パンツの腰部分にタテストレッチ
137%、ヨコストレッチ196%の新⽣地「エバーブレス®ニット」のパ
ネルを採⽤。
本体⽣地のタテヨコに伸縮する異次元マルチストレッチと合わせて、
アイスクライミングなどの⼤きな動きにも、ストレスなく追従する運
動性を実現しました。エバーブレス®メンブレンでこそ実現できた、驚
きの動きやすさを実感してください。

ジャケットは50d、パンツで100dのナイロンストレッチ⽣地は、ハー
ドなアクティビティでも安⼼の強度、優れた防⽔透湿性、ストレッチ性
を備えています。さらに、雪⼭での安全性を⾼める、雪⾯に対するアン
チグリース性も備えます。表地には100洗80点の最⾼⽔準の撥⽔加⼯を
施しています。

アウターとして群を抜く運動性能1 ハードなウィンターアクティビティに最適な生地設計2



⾐服内のムレを⼀気に解
放できるリンクベント
を装備

グローブやギアなどの⼀
時的な収納も可能なマチ
付き⼤型ポケット

肌あたりの良い素材で
ファスナーをカバー。呼
気の結露発⽣を抑制する
ベンチレーター付き

⽤途に合わせて使⽤でき
る左右の内ポケット

リンクベント フェイスガード 左右の⼤型ポケット左右の内ポケット

ジャケット

フィット感の細かい調節
が可能なドローコードを
装備

フードアジャスター
無線機やグローブなど、
⼩物のホールドに便利な
ギアループを装備

ギアループ
防⽔性を⾼め、低温時の
操作性に優れる⽌⽔仕様
のビスロンファスナー

⽌⽔ファスナー
ジャケットのずり上がり
を軽減するベルトを装備

パウダーハーネス

パンツ

アイゼンなどから保護す
る補強材を配置

マルチな使い⽅が可能な
上下４つのダブルアク
ションファスナー

（フルオープン不可）

４つのサイドファスナー アイゼンガード
防⽔透湿エバーブレス
メンブレンのニット素材
をヒップ周りに採⽤

ストレッチパネル

聴覚による安全性を⾼め
るフード後⽅に配置した
⾳抜き⽳

ヘルメットに対応した⼤
型フード

⼤型フード ⾳抜き⽳
タテストレッチ137%、
ヨコストレッチ196%の
新素材を背⾯に配置

背⾯のエバーブレス ニット
⾐服内の温かい空気を逃
がさず、外部からの⽔、
雪の浸⼊を軽減

裾⼝のダブルカフ

1

1 2

MEN'S
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WOMEN'S

SR

BK

#FAM0701

エバーブレス®アクロ 
ジャケット  

FI（ファイアレッド）、AB（アルパインブルー）、BK（ブラック）
S、M、L、XL／530g

1

#FAW0701

エバーブレス®アクロ 
ジャケット  

SR（スイートローズ）、CO（コメットブルー）、BK（ブラック）
S、M、L／475g

1

本体価格 ¥39,500 +税

本体価格 ¥38,500 ＋税

本体価格 ¥28,500 ＋税

エバーブレス®アクロ 
パンツ  

BK（ブラック）
S、M、L／500g

2

本体価格 ¥29,500 ＋税

エバーブレス®アクロ 
パンツ  

BK（ブラック）
S、M、L、XL／550g

2

#FAW0702

#FAM0702

【お問い合せ先】

〒650-0025　神戸市中央区相生町 1-2-1 東成ビルディング 1F
Tel 078-599-6485（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！

(ファイントラック）

雪⼭最強のハードシェル「エバーブレス ® アクロ」
9 ⽉末より新発売！

雪山を知り尽くしたディテール3

ラッセル時にも快適な⼿⼝のダブルカフ。ハーネス使⽤時のジャケットの不快なずり上がりを防ぐパウダーハーネス。様々なタイプのヘルメットはも
ちろんヘルメット未使⽤時にもしっかりフィットし、ベンチレータを備えたフード、無線のマイクやカメラをクリップするループなど、雪⼭で本当に
使えるディテールが満載です。

素材   表地：（ジャケット）50 デニール 4WAY ストレッチナイロンタフタ
      （パンツ）100デニール4WAYストレッチナイロンオックス

裏地：20 デニールポリエステルニット
中間層：エバーブレス ® メンブレン

MADE  IN JAPAN
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天然素材のいいとこどり！メリノスピン天然素材のいいとこどり！メリノスピン ® シリーズがリニューアル！シリーズがリニューアル！
９⽉上旬より発売！９⽉上旬より発売！

「遊び⼿＝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、ウールの快適性とポリエステル
の強度と吸汗拡散性を兼ね備えたハイブリッドベースレイヤー「メリノスピン ® ライト」「メリノスピン ® サーモ」をリニューアル。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。

1 天然 2 ウールなのに丈夫で速く乾く
＜メリノスピン®シリーズの特⻑＞

 ウールの繊維は⼀本⼀本「スケール」というウロコ
状の表⽪で覆われています。湿度の⾼い環境ではス
ケールが開いて湿度を⽔分として繊維内部に蓄え、
乾燥すると蓄えた⽔分を放出します。湿度環境を⾃
動的に調整するその働きこそが、「第⼆の⽪膚」「⽣き
た繊維」と呼ばれる理由であり、科学技術を結集した
現代の合成繊維でも未だ獲得できていない、天然繊
維ならではの優れた機能性なのです。
 ⼀⽅、ウール繊維の表⾯は疎⽔性を持つため、吸汗
拡散性に乏しく、またスケール同⼠が絡み合い、⽣地
が⼤きく縮んで固くなるフェルト化を起こしやすい
デメリットがあります。⼀般的にはそれを改善する

ために、スケールを削って除去する、もしくは樹脂で
コーティングするといった防縮加⼯を施します。し
かし、加⼯によってスケールの働きをなくしてしま
うと、ウールが持つ本来の優れた機能である「保温
性」「調湿機能」「抗菌消臭」などが⼤きく損なわれ、そ
れほど強くない繊維強度までも極端に低下させてし
まいます。これがウール 100％やウール混の⽣地に
おける真実なのです。
 ファイントラックは、本来のウール性能をそのま
まに、ハードなアウトドアユースに耐えられる⽣地
に仕⽴てるため、⽷からの開発を⾏っています。⻑い
試⾏錯誤の末、未防縮メリノウールと機能性ポリエ

ステル繊維を混紡し、それを異型断⾯ポリエステル
繊維でスパイラル状にカバーリングする「メリノス
ピン ®」⽷を完成させました。メリノスピン ® ⽷を使
⽤することで、機能性ポリエステルの優れた「吸汗拡
散性」「繊維強度」と、ウールの優れた「保温性」「調湿
機能」「抗菌消臭」を共に引き出しながら、さらに相乗
効果を得ることに成功しています。アウトドアでの
快適さを実現する⾼い機能性と、⽣地への強い負荷
や家庭洗濯にも耐える強度は、アウトドアベースレ
イヤーとして理想的な完成形なのです。

＜メリノスピン®シリーズの特⻑＞

2

1 天然メリノウールと高機能ポリエステルのいいとこどり

メリノウールの快適性を100%活かす

3 ウールなのに驚きの速乾性

4 イージーケアでへたりにくい

メリノスピン®を試験した結果、身体
が不快感を覚える湿度約85％のム
レた状態から、わずか10分後に約
25％の湿度低下を確認。一般的な
ウール製品と化繊製品を比較試験
した結果、湿度低下の速度に優位
性が認められ、優れた調湿機能の
働きによるムレにくさを実証。

【調湿性試験】（当社試験データ）
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メリノスピン®

一般的なメリノウールベースレイヤー
一般的な化繊ベースレイヤー

【拡散性残留水分率試験】 （当社試験データ）

一般的なメリノウールベ
ースレイヤーとの比較結
果による、メリノスピン®シ
リーズの速乾力優位性を
証明。
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メリノスピン®ライト
メリノスピン®サーモ
一般的なメリノウール
ベースレイヤー

renewal

快適性とウォーム感がアップ
⽣地のストレッチ性を効果的に引き出す⽴体裁断や
トルネードスリーブTMを採⽤し、フィット感と動き
やすさを向上。

ウール混率の⼤幅アップと編み⽅や⽷構造の⼯夫によ
り、ウールの特⻑をさらに引き出すことに成功。 動きやすさアップ

厳冬期まで対応する温かさ
優れた吸汗拡散性とウール本来
の調湿機能。ファイントラック
ベースレイヤーの中で最⾼の保
温⼒を誇る、冬のアクティビ
ティの快適さを追求したベース
レイヤーです。

動きやすく温かく
ウエア内を快適な湿度に調整
し、適度に保温。
さらにたっぷりとかいた汗も
しっかりと処理。⻑期⼭⾏も
快適にするハイブリッドベー
スレイヤーです。

メリノスピン®ライト メリノスピン®サーモ

“未防縮”にこだわって⽷から開発

開 発
背 景

の
天然素材のいいとこどり



【お問い合せ先】

〒650-0025　神戸市中央区相生町 1-2-1 東成ビルディング 1F
Tel 078-599-6485（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！

(ファイントラック）

MADE  IN JAPAN 素材：ポリエステル 65％、ウール 35％

MADE  IN JAPAN 素材：ポリエステル 65％、ウール 35％

2

4

MEN'S

WOMEN'S

4

5

5

6

6

3

3 3

2

LB
BK

BK

BK

BK

BK

BK

BK

BK

BK

BK

OA

LB

OA

LB

OA

1

MEN'S

WOMEN'S

1

ロングスリーブ

本体価格 ¥7,000+税
LB（ライトブルー）
BK（ブラック）
S、M、L／110g　　

1

#FUM0711

本体価格 ¥7,200 +税

ロングスリーブ
1

LB

BK

BK

OA

#FUW0711

OA（オークグリーン）
BK（ブラック）
S、M、L、XL／130g

MEN'S

1

#FUM0614

本体価格 ¥10,500 +税
DO（ディープオリーブ）
BK（ブラック）
S、M、L、XL／175g

フーディ
1

DO

BK

WOMEN'S

1
フーディ

本体価格 ¥10,200 +税
LG（ライトグレー）
BK（ブラック）
S、M、L／150g　　

1

LG

#FUW0614

BK

BK

BK

BK

BK

BK

BK

2 4

MEN'S

WOMEN'S

4

3

32

LG LG
LG

DO DO
DO

ロングスリーブ

本体価格 ¥8,000 +税
LG（ライトグレー）
BK（ブラック）
S、M、L／130g　　

2

#FUW0611

ジップネック

本体価格 ¥8,800 +税
LG（ライトグレー）
BK（ブラック）
S、M、L／135g　　

3

#FUW0612

タイツ

本体価格 ¥7,900 +税
LG（ライトグレー）
BK（ブラック）
S、M、L／110g　　

4

#FUW0613
本体価格 ¥8,300 +税
DO（ディープオリーブ）
BK（ブラック）
S、M、L、XL／145g

ロングスリーブ
2

#FUM0611

本体価格 ¥9,200 +税
DO（ディープオリーブ）
BK（ブラック）
S、M、L、XL／150g

ジップネック
3

#FUM0612

本体価格 ¥8,300 +税
DO（ディープオリーブ）
BK（ブラック）
S、M、L、XL／135g

タイツ
4

#FUM0613

メリノスピン®ライト

メリノスピン®サーモ

ジップネック

本体価格 ¥8,000+税
LB（ライトブルー）、BK（ブラック）
S、M、L／120g　　

2

#FUW0712

T

本体価格 ¥5,500+税
LB（ライトブルー）、BK（ブラック）
S、M、L／89g　　

3

#FUW0713

タイツ

本体価格 ¥6,500+税
LB（ライトブルー）
BK（ブラック）
S、M、L／105g　　

4

#FUW0714

ボクサーショーツ

本体価格 ¥3,800+税
BK（ブラック）
S、M、L／39g　　

5

#FUW0715

ショーツ

本体価格 
¥3,500+税

BK（ブラック）
S、M、L／30g　　

6

#FUW0716

#FUM0712

本体価格 ¥8,300 +税

ジップネック
2

OA（オークグリーン）、BK（ブラック）
S、M、L、XL／140g

#FUM0713

本体価格 ¥5,900 +税

T
3

OA（オークグリーン）、BK（ブラック）
S、M、L、XL／105g

#FUM0714

本体価格 ¥7,200 +税

タイツ
4

OA（オークグリーン）
BK（ブラック）
S、M、L、XL／120g

#FUM0715

本体価格 
¥4,500 +税

ボクサー
5

BK（ブラック）
S、M、L、XL／59g

#FUM0716

本体価格 
¥3,900 +税

ブリーフ
6

BK（ブラック）
S、M、L、XL／43g

NEW
ITEM

NEW
ITEM
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スキンメッシュスキンメッシュ® ソックスがリニューアル。5 本指も登場！ソックスがリニューアル。5 本指も登場！
9 ⽉上旬より新発売！9 ⽉上旬より新発売！

「遊び⼿＝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、ドライレイヤー ソックス「スキ
ンメッシュ ソックス」をリニューアル。数多くのリクエストに応え、新たに「5 本指タイプ」と「クルー丈」も登場。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。

吸汗
蒸散

透過

撥水

ベースレイヤー
ソックス

ドライレイヤー®
ソックス

ソックスによって汗が吸収されても、⽣地が濡れている
状態では⾜には濡れ感が残ってしまう。そのままでは
つま先やかかとは靴ずれにつながる可能性が⾼まる。

従来の高機能ソックスのみ

汗はドライレイヤー ® ソックスで吸収されることなく
透過され、ベースレイヤーソックスに吸収。撥⽔効果に
より肌表⾯に汗が残留することがなく常にドライ感を
得られる。

ソックスレイヤリング

ベースレイヤーソックス ドライレイヤー®ソックス

■数多くのリクエスト
 2009 年秋冬に発表したドライレイヤー ソックス。⾜のトラブルを軽減するための

「ソックスレイヤリング」という新提案でした。靴の中の、さらにソックスの中の商品という
ことで、着⽤している姿を⽬にすることはありませんが、雪⼭に⼊る多くのユーザーから⽀
えられ続けていた、⾔葉どおりの「隠れたヒット商品」となっています。
 ⼀⽅、５本指化へのリクエストを数多くいただいていました。ここまで多くの要望を預
かった商品は他に記憶がありません。そのため５本指化の開発はかなり前から着⼿してい
ました。
 伸縮するニット⽣地に耐久撥⽔を施すというノウハウはすでに持っています。また、５本
指ソックスも市場では珍しいものではありません。しかし「スキンメッシュ の 5 本指」
となると、これが⼀筋縄ではいきませんでした。

■素材強化の課題
 ５本指にすることでより多くのストレスが素材には負荷されます。残念ながら、これまで
と同じ⽷を使った５本指ソックスでは、登⼭に対応できる⼗分な耐久性を得ることができ
ませんでした。この問題を解決するために、素材を特殊なナイロンに変更。さらに、これまで
と同等の耐久撥⽔性を実現させるために、素材メーカーや加⼯メーカー、各種⼯場の協⼒
を得ながら、何度も何度も試⾏錯誤を繰り返しました。そ
の結果、ソックスで⼀般的なポリウレタン芯のストレッチ
⽷を使⽤しない、という決断をしています。このために壁
となったのが設計です。ストレッチ性に頼らず、しっかり
⾜の形状に沿う設計。当然、５本指は⾄難を極めます。特
殊な⽷での複雑な設計は⼀般的な靴下編み機では編むこ
とができず、希少な編み機の確保に成功して、ようやく要
望に応えられる商品が実現することに成功しました。
 ⾒えない部分のマニアックなチャレンジの商品です
が、⽇本の技術を駆使して創られた５本指ドライレイ
ヤー ソックスの快適さをぜひ実感してみてください。
 

リスク軽減と快適さを追求するドライレイヤー の新たなチャレンジ
末端のトラブルを妥協していいはずは無い。末端のトラブルを妥協していいはずは無い。

開 発
背 景

の

ソックスもレイヤリング！〜汗や浸⼊した⽔の濡れ感を⾜から遠ざけます〜



スキンメッシュ ソックスがリニューアル。5 本指も登場！
9 ⽉上旬より新発売！

【お問い合せ先】

〒650-0025　神戸市中央区相生町 1-2-1 東成ビルディング 1F
Tel 078-599-6485（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！

(ファイントラック）

UNISEX1

スキンメッシュ®ソックス
5本指クルー

本体価格 ¥2,400 ＋税
#FSU0213

BK（ブラック）
XS、S、M、L／22g

UNISEX

スキンメッシュ®ソックス
クルー

本体価格 ¥2,000 ＋税
#FSU0212

BK（ブラック）
XS、S、M、L／18g

renewal

強度アップ
素材をナイロンに見直して、汗抜
けの良い薄さはそのままに強度
をアップしました。

２種類の丈展開
着用時の接地面から25cm丈のレ
ギュラーと、20cm丈のクルーの２
種類展開に。

５本指ソックス新登場
多くのご要望にようやくお応えす
ることができました。

MADE  IN JAPAN

素材 ：  ナイロン100%

強力な撥水加工が施されているドライレイヤー®はほとんど水分を含みません。汗蒸
れや雨などによって、登山靴の内部はどうしても濡れやすいものです。気温が低い環
境下では、この濡れによる冷たさはときに耐え難く、冬季などではなおさらです。ドラ
イレイヤー®は、肌から水分を遠ざけ、濡れによる足の冷たさを軽減します。

1 濡れても変わらない安定した保温性

靴ズレを防ぐ2

靴ズレの原因のひとつに、靴内部の過度な湿気があげられます。肌面を常にドライ
にしてくれるドライレイヤー®ソックスは、靴ズレ防止にも役立ちます。

いやな臭いを抑制3

汗が肌面に残留しにくいため、湿気や菌の繁殖を抑制することができ、いやな臭いを軽減します。

〔吸汗性ソックス〕

消
費
熱
量（
倍
）

4.0

3

2

1

0

（当社試験データ）

〔ドライレイヤー®〕
差が少ないため
安定した保温性

差が大きく
深刻な寒さを体感

乾燥時
湿潤時

【消費熱量比較テスト】

＜ドライレイヤー®ソックスの特⻑＞

1

NEW
ITEM

NEW
ITEM
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春夏秋冬をこの⼀着で！エバーブ春夏秋冬をこの⼀着で！エバーブレス®バリバリオがリニューアル !オがリニューアル !
9 ⽉上旬より発売！9 ⽉上旬より発売！

「遊び⼿＝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、春夏秋冬のさまざまなアクティ
ビティでハードに使える軽量マウンテンシェルの「エバーブレス ® バリオ」をさらに動きやすくリニューアル！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。

【お問い合せ先】

〒650-0025　神戸市中央区相生町 1-2-1 東成ビルディング 1F
Tel 078-599-6485（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！

(ファイントラック）

MADE  IN JAPAN
MEN'S

本体価格 ¥29,500 +税

WOMEN'S

DG

#FAM0221

エバーブレス® バリオ ジャケット

AR（アシッドレッド）、SK（スカイ）、DG（ダックグリーン）、BK（ブラック）
S、M、L、XL／350g

本体価格 ¥28.500 ＋税#FAW0221

エバーブレス® バリオ ジャケット

AP（アザレアピンク）、FB（フレスコブルー）、GC（グリーンシトラス）
BG（ブルーグレー）
S、M、L／325g

本体価格 ¥22,500 ＋税#FAW0222

エバーブレス® バリオ パンツ

GY（グレー）、BK（ブラック）
S、M、L／365g

本体価格 ¥23,500 ＋税#FAM0222

エバーブレス® バリオ パンツ

GY（グレー）、BK（ブラック）
S、M、L、XL／395g

1

2

1

2

1

SK

AR

BK BK

GC

1

FB BK

GY

GY

AP

BG
GC

着脱容易

着脱容易

2

2

表：（Mʼs  、Wʼs   ）20デニールストレッチナイロンリップ 
   （Mʼs  、Wʼs  ）50デニールナイロンストレッチタフタ
裏：2０デニールポリエステルニット 
中間層：エバーブレス メンブレン

1 1

2 2

素材

renewal

さらに動きやすく
ジャケットはヨコストレッチ127%、パンツはタテス
トレッチ112%、ヨコストレッチ121%の新⽣地を採
⽤し、どんな動きにも対応します。

ジャケット前⾯に⼤型ポケットを２つ装備し、⼿袋や
地図などの⼩物の収納に便利です。

収納⼒アップ
ヘルメット対応フードで、ハードなアクティビティに
も使えます。

クライミングや沢でもより使いやすく

＜エバーブレス®バリオの特⻑＞

厳冬期以外の様々なアクティビティに対応できる強度と異次元ストレッチを備えな
がら、軽量さを追求したバランス⼒の⾼いマルチプレーヤーアウターシェルです。

肩や⼿⾜の動きに追従する優れたストレッチ性を活かす⽴体デザインを採⽤し、快
適な⾏動をサポート。アルパインクライミングやスキー、スノーボードのような⼤
きな動きにも対応します。

雪⾯に対する摩擦⼒をもつ⽣地表⾯構造・アンチグリース性を備え、滑落時の安全
性を⾼めます。

最⾼レベルの透湿性を備えるオリジナル防⽔透湿素材・エバーブレス®が⾏動時の
ムレを軽減。さらに、運動量が多いときにこもる熱気は、リンクベント®を開放す
ることで、瞬時に排出できます。

31 強度と軽量さを両⽴ 雪⾯で滑りにくい

2 様々な動きに追従 4 ⾐服内のムレを瞬時に排出

⽣地が硬くてガサガサしているアウターシェルを、普段着と変わらない快適な着⼼地のウエアに。
悪天候下で、ムレや動きにくさをガマンすることなく⾏動し続けられるように。
導き出した答えは、最⾼レベルの防⽔透湿性を実現しながら、ストレッチ性と耐久性とを兼ね備える次世代防⽔透湿膜「エバーブレス ® メンブレン」でした。
こうして 2011 年春「エバーブレス ® バリオ」が誕⽣。
冬期には軽量マウンテンシェルとして、春〜秋にはヘビーデューティーレインウエアとして年間を通じて好評いただいてきました。
今回のリニューアルでは、この「快適な着⼼地」と「使いやすさ」をさらに追求しました。異次元ストレッチ（ジャケット：ヨコ 127％、パンツ：ヨコ 121％・タテ
112%）の新⽣地で、ストレスフリーの動きやすさを実現。2 つの⼤型ポケットやヘルメット対応のフードも装備しました。
春夏秋冬、登⼭に加え、アルパインクライミングや沢登りなどのタフな環境でも使える「動きやすさ」「強度」「軽さ」。
超軽量レインウエアとも、フルスペックなウインターシェルともひと味違う、マルチなマウンテンシェルです。

「快適な着⼼地」 そのことに焦点を定め、アウターシェルを開発してきました。「快適な着⼼地」 そのことに焦点を定め、アウターシェルを開発してきました。

進化するエバーブレス® マウンテンシェル開 発
背 景

の
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ポリゴン４シリーズにフーディ・ベスト登場！ポリゴン４シリーズにフーディ・ベスト登場！
10 ⽉より新発売！10 ⽉より新発売！

「遊び⼿＝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、化繊ながらダウンに⽐肩する軽
量コンパクト性を備え、過酷な状況に強いファインポリゴン ® を採⽤したポリゴン 4 シリーズに 2 つのアイテムが新登場。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 10 ⽉から発売いたします。

【お問い合せ先】

〒650-0025　神戸市中央区相生町 1-2-1 東成ビルディング 1F
Tel 078-599-6485（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！

(ファイントラック）

本体価格 ¥30,000 +税
#FIW0221

ポリゴン 4 フーディ

PM（ペパーミント）
MS（マスタード）
SG（スチールグレー）
S、M、L／365g
スタッフバッグ付き
ファインポリゴン®使用枚数 
： 胴４枚、腕３枚

1

本体価格 ¥18,000 +税
#FIW0222

ポリゴン 4 ベスト

PM（ペパーミント）
MS（マスタード）
SG（スチールグレー）
S、M、L／230g
スタッフバッグ付き
ファインポリゴン®使用枚数 
： 胴４枚

2

本体価格 ¥31,000 +税
#FIM0221

ポリゴン 4 フーディ

MS（マスタード）
TA（タイガ）
BK（ブラック）
S、M、L、XL／430g
スタッフバッグ付き
ファインポリゴン®使用枚数 
： 胴４枚、腕３枚

1

本体価格 ¥19,000 +税
#FIM0222

ポリゴン 4 ベスト

MS（マスタード）
TA（タイガ）
BK（ブラック）
S、M、L、XL／270g
スタッフバッグ付き
ファインポリゴン®使用枚数 
： 胴４枚

2

MS

TA MS

BK BK

1

1

MS

2

TA

2

SG

MS

SG

PM

PM

WOMEN'S

MEN'S

MADE  IN JAPAN
素材 表地：ナイロン 100% 裏地：ナイロン 100% 中間層：ポリエステル 100% （ファインポリゴン ）

＜ポリゴン4の特⻑＞
1 ⽤途に合わせた３つの選択肢

ビレイジャケットとして頭周りの保温ができるフーディタイプ。インシュレーショ
ンとして着⽤しやすいベーシックなジャケットタイプ。胴回りをしっかり保温でき
るレイヤリングしやすいベストタイプ。⽤途にあわせて選べる３種類のタイプを展
開しています。

2 コールドスポットが少ない包まれる温かさ

3 ⾏動着⽤時の快適さ
ダウンプルーフ加⼯（ダウン抜けを防ぐ⽬
詰め加⼯）が必要ないファインポリゴン®

は、表地に通気性を持たせることができる
ため、⾏動時に発⽣する汗の濡れやムレを
⼤幅に軽減することができます。

左のサーモグラフィ［ポリゴン４
ジャケット］は外部に放熱されて
いないため、全体が⻘く表⽰され
ています。⼀⽅、右の［シングルキ
ルトのダウン］はキルト箇所がコ
ールドスポットになり熱が逃げて
いるため、⾚く表⽰されています。

ポリゴン ４ ジャケット シングルキルトのダウン

28.0
27.5

27.0

26.5

26.0

25.5

25.0

24.5
24.0

ダウンプルーフの⽣地を使⽤したジャケットは著し
く結露したが、ファインポリゴン®はその15%ほど
の結露に抑えることができた。

高品質
ダウン

ファイン 
ポリゴン®

0
2
4
6
8
10
12
14
16
18

（g）

【結露量】（当社試験データ）

5 濡れに強い
ウエア内に⽔分が浸⼊した場合でもファイ
ンポリゴン®⾃体が保⽔しないためロフト
を維持し、湿潤時でも保温⼒を確保。速乾
性に優れ、濡れても短時間で本来の保温⼒
を回復します。

空気のように軽いファインポリゴン®はキ
ルティングを必要最⼩限に抑えることがで
きるシート状のため、多重に積層しても重
さを感じにくい特殊素材です。

0
10
20
30
40
50
60

80
70

（％）

高品質
ダウン

撥水
ダウン 化繊綿

ファイン 
ポリゴン®

【湿潤時の保温性維持⼒】

ファインポリゴン®は、乾燥時の70%を維持したの
に対し、他の中綿素材のジャケットはほとんどが
50%以下に低下、⾼品質ダウンに⾄っては、乾燥時
の36%の保温性となった。

各保温素材を湿潤させて⼈間の⼒で⽔を切ること
を想定した2分間の脱⽔後、20℃/湿度65%/無⾵
の室内にて乾燥させ、ほぼ乾燥したと⾔える⽔分率
5%（素材が本来含んでいる⽔分は除く）に達する
時間を計測。

【乾燥試験】

0 5 10 15

高品質
ダウン

（時間）

ファインポリゴン®

撥水ダウン

化繊綿

4 軽量コンパクト

NEW
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NEW
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NEW
ITEM

NEW
ITEM
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保温だけではない保温着「ドラウトクロー®」に新⾊登場
 ９⽉上旬より発売！

「遊び⼿＝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、吸汗蒸散性と保温⼒を兼ね備え
た中間保温着「ドラウトクロー®」の新⾊を、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
9⽉上旬より順次発売いたします。

2 汗を吸い上げて乾きを促進

3 ハードユースに耐えるタフな生地

1 秋冬の行動に快適さをもたらすあたたかさ

＜ドラウトクローの特⻑＞

独⾃開発の３層構造⽣地が吸汗から蒸散までをスピーディかつスムーズに⾏ないます。
保温性と汗処理性能のバランスが良く、秋冬の多彩なアクティビティに幅広く活⽤できます。

独⾃開発の3層構造⽣地独⾃独⾃独独独独⾃独⾃独⾃独独独⾃ 発⾃開発の33⾃開発の⾃開発の⾃開発 地⽣地造⽣構造33発の発の独独⾃独独独⾃独⾃⾃開発⾃開発⾃開発の3発の3発の発の3の33 地⽣地⽣地造⽣造造⽣造層構造層構造 地⽣地造⽣造層構造33層層 地⽣地造⽣造造層構造層層 地地地地地333層層層層層層構層層構層層層構層層層 地⽣地造⽣造造構造 地⽣地造⽣造造構造 地⽣地造⽣造造構造

（％）

時間（分）
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ドラウトクロー®

一般的なフリース

ドラウトクロー®は、一般的なフリースなど
と比較して、2.5倍以上早く乾燥します。

【拡散性残留水分率】（当社試験データ）

【お問い合せ先】

〒650-0025　神戸市中央区相生町 1-2-1 東成ビルディング 1F
Tel 078-599-6485（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！

(ファイントラック）

かいた汗を素早く吸い上げて拡散し、ウエアの外へ
蒸散。かき続ける汗に対応し続けられる、優れた汗
処理能⼒を備えます。

⽣地組織を成形する段階で嵩⾼性（保温性）を実現
しているため、素材全体がヘタリにくく、ハード
ユースに耐える強度を持ち併せます。

MADE  IN JAPAN
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メリノスピンメリノスピン ®ソックスに新アイテム・新カラーが登場！ソックスに新アイテム・新カラーが登場！
9⽉上旬より発売！9⽉上旬より発売！

「遊び⼿＝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、ウールの快適性とポリエステル
の強度と吸汗拡散性を兼ね備えたハイブリッドソックス「メリノスピン ®ソックス」シリーズに 5本指クルーを新たにラインナップ！新
カラーも加わり、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。

【お問い合せ先】

〒650-0025　神戸市中央区相生町 1-2-1 東成ビルディング 1F
Tel 078-599-6485（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！

(ファイントラック）

ウール本来の調温調湿性とポリ
エステルの吸汗拡散性を備え、
蒸れと汗の残留感を軽減し、歩
⾏中も快適です。消臭ライクラ
とウールの抗菌消臭性が、不快
な臭いを抑えます。

ムレにくく、臭いにくい
メリノスピン ® ⽷の強度は同じ太
さのウールの 3 倍以上。強度に優れ
たナイロンを必要箇所に使⽤する
ことで、着⽤による擦れやヘタリに
強く、⻑く使い続けることができま
す。

UNISEX

5本指クルー

本体価格 ¥3,000 ＋税
#FSU0408

NV（ネイビー）、CH（チャコール）
GY（グレー）
ポリエステル45%、ナイロン38%
ウール15%、ポリウレタン2%
XS、S、M、L／57g

NV

1 2 3 4

CH

GY

UNISEX1

EXPレギュラー

本体価格 ¥2,700 ＋税
#FSU0401

BH/FI（ブラックヘザー/ファイア）
NH/FI（ネイビーヘザー/ファイア）
ウール48%、ナイロン36%
ポリエステル14%、ポリウレタン2%
XS、S、M、L／88g

UNISEX2

EXPロング

本体価格 ¥3,300 ＋税
#FSU0402

BH/FI（ブラックヘザー/ファイア）
NH/FI（ネイビーヘザー/ファイア）
ウール57%、ナイロン28%
ポリエステル13%、ポリウレタン2%
XS、S、M、L／115g

レギュラー ロング

BH/FI NH/FI

NH/FI BH/FI

UNISEX3

アルパインレギュラー

本体価格 ¥2,300 ＋税
#FSU0403

GH/OG（グレーヘザー/オレンジ）
LH/OG（リーフヘザー/オレンジ）
RH/OG（ロイヤルヘザー/オレンジ）
ウール36%、ナイロン31%
ポリエステル31%、ポリウレタン2%
XS、S、M、L／75g

UNISEX4

アルパインロング

本体価格 ¥2,800 ＋税
#FSU0404

GH/OG（グレーヘザー/オレンジ）
LH/OG（リーフヘザー/オレンジ）
RH/OG（ロイヤルヘザー/オレンジ）
ウール36%、ナイロン32%
ポリエステル30%、ポリウレタン2%
XS、S、M、L／100g

LH/OG RH/OG

RH/OG

GH/OG

LH/OG

GH/OG

レギュラー ロング

メリノスピン®糸ン®糸

異形断面・吸汗加工ポリエステル
最外層

天然メリノウール
× 高機能ハイブリッド

未防縮メリノウール＋
吸汗加工ポリエステル

コア層

【消臭機能付きスパンデックス】
アンモニアガスの除去性能評価（残留濃度：ppm）
120
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3.8 3.8

100
72

ブランク
ガス充填直後

ブランク
2時間放置

消臭糸使用
ソックス
2時間放置

消臭糸使用
ソックス
洗濯10回後
2時間放置

一般ウール糸の強度を1とした時の相対強度
4

3

2

1

0

1.0

3.07

一般ウール糸 メリノスピン®糸

ホールド感を追求した立体デザイン

足首・アーチ部分の疲労軽減
サポート

負荷を軽減する
立体縫製

ブーツのタンから脛部分を保護 くるぶしを包みズレを防止

蛇腹構造で生地ヨレ防止

ずれを防止する立体縫製

へたりにくいクッション性の
保温パッド

MADE  IN JAPAN

＜メリノスピン®ソックスの特⻑＞
１ ヘタらない2

独⾃のパイル構造によるパッ
ティングとストレッチ⽷を使⽤
し、ホールド感をアップ。さらに
ズレが最も⽣じやすいかかとは
⽴体縫製に。保温性と衝撃吸収
性、ホールド感に優れ、⾜の疲労
を軽減します。

ズレない3

吸汗拡散ポリエステルを組み合わ
せているため、吸汗性と速乾性を備
え、⻑時間の使⽤でも快適を保ちま
す。

吸汗速乾4

積雪期以外の登⼭、ファストトレッキング、ランニング、
⾃転⾞などに適した５本指のクルー丈です。

5 MADE  IN JAPAN
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