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全ツエルトシリーズをリニューアル

チューブツエルトが新たにラインナップ！
2016年2月9日14時より発売開始！

「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、素材・機能に徹底的にこだわっ
たツエルトシリーズをさらに実践向けに再設計してフルリニューアル。チューブツエルトを新たにラインナップ！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 2月 9日から発売いたします。

快適な居住空間まで真剣に考え、
各所に新発想を盛り込む。

＜ツエルトシリーズの特長＞

＜リニューアルポイント＞

利便性の向上1

1

ピコシェルター ® は、下開きファスナーやベンチレーター部
の調節機能により、ポンチョとして使用する際の利便性が
アップ。ツエルト 2 は両サイドの入口がフルオープン可能に
なり、タープとして使用する際の使い勝手を向上させました。

チューブツエルト
が新登場

2

大型の新タイプとしてチューブ型の
シェルターをラインナップ。

ツエルト2ロングに
オレンジ色を追加

3

アースカラーのモス（MO）に加え、
エマージェンシーカラーのオレンジ
（OG）も加わり、2色展開に。

　従来の軽量コンパクトなツエルトといえば、防水コーティングを
施したのみで透湿性がなく、簡単に結露してしまいました。また、
十分なテンションをかけて設営することが難しく、特に風の強いと
きの居住性は大変低いものでした。
　finetrack は、積極的に使用する場合はもちろん、非常用だからこ
そ軽量コンパクトで、結露の抑制による快適性の向上は必須である
と考えました。超軽量の高強力ナイロンリップストップ生地に防水
透湿性コーティングを施した素材を新開発。軽量性を犠牲にするこ
となく、ツエルトに十分な透湿性を付加することに成功しました。
　張力のかかる辺をダイニーマ ® テープで補強する「テンションス
リング ® システム」を開発。高い強度と居住性の向上も実現してい
ます。

開 発
の
背 景

不快な結露を軽減する透湿性
超軽量リップストップナイロン生地に、高い防水透湿性を付加したコーティング
を施し、一般的なツエルトと比較して 1/12 以下の結露量に抑えています。
※気温・湿度、換気等の条件により結露が発生する場合がございます。
※透湿性 8,000g/m2.24h(A-1 法）。耐水圧 1,000mm（初期値）。

2 広く快適な空間を実現する強度
張力のかかる各辺（ピコシェルター®は天頂部のみ）に合成繊維で最高レベルの強
度を持つダイニーマ®を縫い込み、高い引っ張り強度を実現。生地に負担をかける
ことなくしっかりとテンションをかけて広い空間を確保できます。また、耐候性に
優れたテンションスリング®システムが、生地劣化による破壊の危険性を軽減し
ます。

３ 超軽量・コンパクト
極めてコンパクトな収納サイズで携行できるツエルトシリーズ。緊急用はもちろ
ん、ビバーク用シェルターとしても広い居住空間を確保できる独自技術を集結さ
せています。１～２人が使用できる簡易的なツエルトから、グループに対応する
特殊型まで、様々なモデルをラインナップしています。

チューブツエルトはシームシーリング済
テンションスリング®システム
（TENSION SLING®）
赤で示した各辺をダイニーマ®テープで補強
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【結露量比較テスト】（当社試験データ）

finetrack
シェルター生地

一般的な
ツエルト生地

左から
チューブツエルト ： 440g
ツエルト2ロング ： 340g
ツエルト1 ： 230g
ピコシェルター® ： 120g



【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）

［機能］
入口…2箇所／フロアー…有
サイドリフター…有／主な目的…幕営、ビバーク

［機能］
入口…1箇所／フロアー…無
サイドリフター…無
主な目的…ビバーク、非常用の雨具

or
エマージェンシー ピコシェルター®（1～2人用）

OG（オレンジ）
間口120（天頂部 90cm）×奥行75×高さ95cm
［収納時 7×5×9cm］／120g（袋込み）
※張綱・ポール・ペグは付属していません。

本体価格 ¥10,500 +税#FAG0121

チューブツエルト

MO（モス）
最大奥行320×開口部直径106cm
［収納時 12×5×19cm］／440g（袋込み） 　
※張綱・ポール・ペグは付属していません。
※主要な縫い目もシームテープ加工しており、通常のツエルト
　よりも気密性が高くなっています。入口、ベンチレーターを常
　に開けて、換気を行ってください。

本体価格 ¥29,000 +税#FAG0124

～

2人～4人

POINT

ポンチョとしての使
用が可能

連結可能なアジャス
ターコード

POINT

各辺に超高強度ダイ
ニーマ®テープを配備

雨や雪の浸入を最小限
に抑える吹き流し入り口

任意の位置でペグ
ダ ウ ン が 可 能

居住空間を広げる
サ イドリフター

サイド下部に設けたベン
チレーション（片側のみ）
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［機能］
入口…1箇所／フロアー…有
サイドリフター…無／主な目的…ビバーク

or

ソロ～2人

ツエルト1（1～2人用）

OG（オレンジ）
奥行200（天頂部 120cm）×間口80×高さ90cm
［収納時 9.5×4.5×14cm］／230g（袋込み）
※張綱・ポール・ペグは付属していません。

本体価格 ¥16,000 +税#FAG0122

ツエルト2ロング（2～3人用）

MO（モス）、OG（オレンジ）
奥行220（天頂部170cm）×間口100×高さ95cm
［収納時 10×5×19cm］／340g（袋込み）　
※張綱・ポール・ペグは付属していません。

本体価格 ¥22,000 +税#FAG0123

or

2人～3人

［機能］
入口…2箇所／フロアー…有（フラップ付き）
サイドリフター…有／主な目的…幕営、ビバーク

POINT

各辺に超高強度ダイ
ニーマ®テープを配備

※ツエルト2ロングは、
小型タープとしての
積極的な使用を想定
し、ベンチレーション
の位置を変更してい
ます

共通

両サイド上部に設け
たベンチレーション

自立する形状維持
のベンチレーション

岩場でのセルフビレ
イ用ロープホール

ツエルト1 ツエルト2ロング

居住空間を広げる
サイドリフター

岩場でのセルフビレ
イが可能

便利なダブルスライ
ダー構造

ツエルト2ロング
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汗のベタツキ・においもすっきり落とす

「ナノハンカチ・ナノタオル®」がリニューアル！
2016年2月9日14時より発売開始！

「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、髪の毛よりも細い世界最先
端のナノ繊維「ナノフロント ®」を採用した、水だけで汚れや皮脂をすっきり落とす「ナノハンカチ・ナノタオル ®」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 2 月 9 日から発売いたします。

風呂・シャワーのないフィールドでもさっぱりしたい開 発
の
背 景

＜ナノハンカチ・ナノタオル®の特長＞

＜リニューアルポイント＞
ソフトで肌触りの良い新タオル生地1

気になるニオイ・ベタツキをすっきり！1

吸水性が高く、身近なタオルとしても使いやすいしなやかさ。

表裏で異なる機能を備える両面構造2
水分を拭き取るポリエステル面（青色）と、汚れをふき取るナノフロント ® 面（白
色）の 2 層構造で、使い分けが可能に。

ナノハンカチ　　 　　　　　    　 RENEWAL
＃FMG0112
本体価格 ￥2,300＋税
COLOR PR（プルーン）、TG（タンジェリン）
 MA( マスカット）、BB( ブラックベリー）
 32cm×38cm（収納時 4.5 ㎝ ×6.0 ㎝）
重量 18g

【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）

　登山などの山中や無人島などを巡るシーカヤックなど、アウトドアでは、山小屋やテントサイトで風呂やシャワー
がないことが当り前です。また石鹸を使える状況は少なく、通常のタオルだけでは、汗や皮脂・古い角質などは容易
には落とせず、臭いが残ることや体がすっきりしないことが悩みでした。
　そこで finetrack はこの悩みを解決するため、帝人が開発したナノ繊維「ナノフロント ®」を採用したアウトドアタ
オルを開発しました。マルチデイのアウトドアでも、水だけで汚れや汗・皮脂をすっきり落とすことができます。

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。一般のお風呂タオルと同じく石
鹸を使っても体の汚れをきれいに落とせます。アウトドアのほか、
防災グッズとしても！

炎天下なのに超クール2
容赦なく陽射しが照り付ける真夏のアウトドアフィールド。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。

軽量コンパクト3
タオル 40g、ハンカチ・18g といった軽さを実現（参考値　卵 1
個＝約 60g）。どこにでも携行しやすいサイズです。

ナノタオル®　   　　　　　　　   RENEWAL
＃FMG0111
本体価格 ￥3，000＋税
COLOR PR（プルーン）、TG（タンジェリン）、MA( マスカット）、BB( ブラックベリー）
 85cm×38cm（収納時 6.0 ㎝ ×9.0 ㎝）
重量 40g

PR

MA TG BBMA
TG PR BB

ナノフロント®面

ポリエステル面
水だけで油性ペンの汚れも落とせます


