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新たなベーシックを作り出す究極のミッドレイヤー
「ドラウト®レイ」が新登場！

<<<  2016年９月上旬より発売開始！ >>>

「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、肌面に起毛を持つハイボリュー
ムの保温力と、汗を素早く吸い上げる優れた汗処理能力を併せ持つ、秋から冬に最適なミッドレイヤー「ドラウト®レイ」を新発売。　
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）にて発売いたします。

＜ドラウト®レイの特長＞
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W

起毛による嵩高性に富んだ新素材です。暖かさをもたらす
高いロフトを保ちながら、軽く心地よい着用感。そしてデッ
トエアをため込みやすいふくよかな起毛が特長です。

高いストレッチ性を備え、発汗量の多いハードなアク
ティビティでもつっぱることなく、大きな動きにも追従
します。ジャケットとフーディをラインナップし、幅広い
シーンで活用できます。

1 優れた保温性

２ 動きやすく幅広いシーンに活躍

メイドインジャパンの最先端の技術
を融合した、新開発の保温生地は、起
毛でありながら生地表面への素早い
水分移行が行われる毛細管現象の実
現に成功しています。フリースでは成
し得ない、快適さをもたらします。

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。

３ 生地全体で吸汗蒸散性を実現

４ 臭くなりにくい

ドラウト®レイは
一般的なフリー
スと比較して、
2.5倍速く乾燥
します。

【拡散性残留水分率】
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　フリースは、軽さと嵩（かさ）高性に優
れる、ポリエステルニットを起毛させた
素材です。その有用性にいち早く気づ
いたのはアウトドアメーカーで、テクニ
カルウエアとして普及させることに成功
しています。フリースはやがて中間保温
着の代名詞となり、アウトドアだけに留
まることなく、日常着としても「冬に欠か
せない素材」として確固たる地位を確立
しました。
　そんな広く活用されているフリース
ですが、ファイントラックは創業以来、一
度も自社製品に使用したことがありま
せん。その理由とは、濡れてもロフトを
保つフリースには、「克服できない大き
な欠点」によるものです。
　それは、「一度濡れてしまうと乾くまで
相当な時間を必要とする性質」です。
　フリースの特徴である「起毛した繊
維」は、外からの水分や汗を、起毛の繊
維の中に抱き込んで滞留したままの状
態にしてしまいます。この性質は、水分
の気化を促す拡散性を著しく阻害し、逆
に滞留をもたらすため、いつまでも濡れ
た状態が続いてしまいます。
　「吸汗から拡散へと導き、そしてス
ムーズな蒸散を促す」という、レイヤリ

ングの相乗効果を追求しているのが、
ファイントラック独自の５レイヤリング®

システムです。これまでの常識だった中
間保温着としてのフリース着用は、レイ
ヤリング機能を阻害してしまうため、汗処
理に優れる新たな保温素材を開発する
必要がありました。この開発に大きく貢
献しているのが、メイドインジャパンの優
れた繊維技術やニッティング、そして
様々な加工技術の融合です。
　L３ミッドレイヤーとして新登場する「ド
ラウト®レイ」の生地は、糸の繊度（繊維の
細かさ）を肌側から外側に向けて段階的
に変化させています。これにより、素早い
吸水から拡散と蒸散へと導く、毛細管現
象を高めることに成功。さらに、表側でス
ムーズに拡散・蒸散させるために、密度
を高めたベース層の肌側に、起毛糸を浮

かせた状態で生地化。同じ嵩高のフリー
スと比較しても軽く仕上がり、起毛生地
でありながら、素早く吸い上げた水分を
即座にベース層に移行させて拡散・蒸発
させる、これまでにない優れた汗処理機
能を実現させています。
　見た目では、一般的なフリースとの違
いはわかりにくいですが、行動着として
の快適さは一目瞭然です。フリースの欠
点を克服し、これまでの前提を覆す起毛
ニット生地の「ドラウト®レイ」は、高い保
温力を必要とする冬季山岳シーンでのレ
イヤリングに、最高のパフォーマンスを
発揮することでしょう。とくにラッセルを
必要とする長期山行や、冬期のアルパイ
ンルートで使っていただきたい、自慢の
仕上がりです。

常識を覆す「起毛素材」の誕生
根本から見直す
新たな発想の生地構造

肌面の起毛

開発の背景

水分は生地表面に素早く移行し、蒸散拡散する
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ぴったりフィットし頭周
りの保温力を高められ
るフード

フィットするフード
手のひらまでカバーし
て保温力を高められる
サムホール

サムホール
小物類の収納に便利
な胸ポケット

胸ポケット
スライダーがアゴに当
たる不快感を防止

チンガード
小物類の収納に便利
で、ハンドウォーマーに
もなるポケット

２ヶ所のフロントポケット

共通

スムーズな汗処理の起
点になる、吸汗性に優
れた裏起毛地

吸汗する裏起毛地
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®

ジャケット フーディ

1

WR

MEN'S

本体価格 ¥19,800 +税#FMM1201

ドラウト®レイ ジャケット  

WR（ウォームレッド）、LN（ライムグリーン）、NV（ネイビー）、SG（スチールグレー）
S、M、L、XL／380g

1

本体価格 ¥19,000 +税#FMM1202

ドラウト®レイ フーディ

LN（ライムグリーン）、NV（ネイビー）WR（ウォームレッド）、SG（スチールグレー）
S、M、L、XL／330g

2

本体価格 ¥18,800 +税#FMW1201

ドラウト®レイ ジャケット  

PB（パステルブルー）、AC（アプリコット）、IV（アイボリー）、SG（スチールグレー）
S、M、L／295g

1

本体価格 ¥18,000 +税#FMW1202

ドラウト®レイ フーディ

IV（アイボリー）、PB（パステルブルー）、AC（アプリコット）、SG（スチールグレー）
S、M、L／260g

2

1

PB IV

WOMEN'S

LN NV SG

AC IV SG

2

LN NV WR SG

2

AC SGPB

MADE IN JAPAN
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「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、ファインポリゴンとニット生地を
組み合わせ、行動中に必要な汗処理能力、ムレにくさ、ストレッチ性を追求した「ドラウト®ポリゴン３」に、新アイテム&新色を追加し、より
幅広いシーンに対応！ 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）にて発売いたします。

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

撥水性とストレッチ性を
兼ね備え、冷気の侵入
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®

スムーズな汗処理の起
点になる、吸汗性に優
れた裏地

吸汗性に優れた裏地

ドラウト®ポリゴン3の保温力と汗処理性能はそ
のままに、アルパインクライミングなど、よりアク
ティブな使い方を想定し、ウエアの運動性を飛躍
させたハイブリッドモデルです。

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TM

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

ハンドウォーマーにもな
るポケット

フロントポケット
（ジャケットのみ）小物類の収納に便利

な胸ポケット

胸ポケット

ドラウト®ポリゴン3  アッセントジャケット 共通

運動量の多い袖や脇に、ストレッチ性に優れた「ドラウト®レ
イ」の生地を採用。腰回りにも同生地を採用することで、ハー
ネス着用時のもたつきを軽減

抜群の運動性

手のひらまでをカバーできる
サムホールを装備

サムホール
小物の収納に便利な胸ポ
ケット

胸ポケット

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®
アゴにスライダーが当たる
不快感を軽減

チンガード

PICK UP ITEM
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行動保温着「ドラウト®ポリゴン3」に
新アイテム & 新色追加！

<<<  2016年９月上旬より発売開始！ >>>

ドラウト®ポリゴン 3
DROUGHT ® POLYGON  3

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。

信頼の温かさ ２

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。

抜群の通気性とスムーズな汗処理

３

ストレッチ性を備えたニット生地をトルネードスリーブ™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。

ボリュームがあるのに動きやすい

４

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

【通気度試験】
JIS L1096：2010　A法（フラジール型法）
素材を通過する空気量を測定し、通気度の高さとムレにくさを数値化する試験方法。

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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ポリゴン3
高通気タイプ
化繊インシュ
レーション 一般的な

ダウン
ジャケット

（cm3/cm2・sec）

ドラウトポリゴン３の特長

フーディに新色追加 様々なシーンに対応する新アイテムをラインナップ！

VO:ボルカノ アッセントジャケット ジャケット ベストPL:ペールブルー

P O I N T



MEN'S

MEN'S

WOMEN'S

55

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

5 5

本体価格 ¥19,400 ＋税
#FMW0902

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

本体価格 ¥24,800 +税#FMM0901

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）、VO（ボルカノ）
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 ¥24,０00 +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）、PL（ペールブルー）
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

2 3 4

2 3 4
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WOMEN'S
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ドラウト®ポリゴン 3 アッセントジャケット 2

本体価格 ¥21,000 +税#FMM0905

VO（ボルカノ）、DG（ダークグレー）
S、M、L、XL／325g
ファインポリゴン®使用枚数：胴３枚

ドラウト®ポリゴン 3 ジャケット 3

本体価格 ¥24,800 +税#FMM0903

VO（ボルカノ）、MB（ミッドナイトブルー）、SP（スピナッチ）、DG（ダークグレー）
S、M、L、XL／390g、スタッフバッグ付き
ファインポリゴン®使用枚数：胴３枚、腕２枚

ドラウト®ポリゴン 3 ベスト4

本体価格 ¥18,800 +税#FMM0904

VO（ボルカノ）、MB（ミッドナイトブルー）、SP（スピナッチ）、DG（ダークグレー）
S、M、L、XL／255g、スタッフバッグ付き
ファインポリゴン®使用枚数：胴３枚

ドラウト®ポリゴン 3 アッセントジャケット 2

本体価格 ¥20,000 +税#FMW0905

MB（ミッドナイトブルー）、DG（ダークグレー）
S、M、L／280g
ファインポリゴン®使用枚数：胴３枚

ドラウト®ポリゴン 3 ジャケット 3

本体価格 ¥24,０00 +税#FMW0903

PL（ペールブルー）、AP（アザレアピンク）、SW（シェルホワイト）、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、腕２枚

ドラウト®ポリゴン 3 ベスト4

本体価格 ¥18,０00 +税#FMW0904

PL（ペールブルー）、AP（アザレアピンク）、SW（シェルホワイト）、MB（ミッドナイトブルー）
S、M、L／210g、スタッフバッグ付き
ファインポリゴン®使用枚数：胴３枚

DG
VOVO SP

VOMB

MB
PL

MBSWAP
MB

DG SW PLAP

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
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®
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

パンツ

MADE IN JAPAN



「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、ファインポリゴン®のシートを2
枚封入し、濡れに強く保温性の高い「ポリゴン2UL」の表地強度と汗処理機能を向上させて、行動保温着としての性能をさらに高めてリ
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）にて発売いたします。

1

裏地に高通気性も備える親水コーティングを施すこ
とで、汗処理機能のレイヤリング相乗効果を向上。

汗処理機能を向上 2

表地に10デニールリップストップナイロン生地を
採用することで、より実践的な強度を実現。

生地強度を向上
透け感が特長的なホワイトカラーに加え、コー
ディネートしやすいカラーを展開。

3 ３色のカラーバリエーション
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行動用保温着として新たな進化を遂げて
「ポリゴン2UL」がリニューアル！

<<<  2016年10月上旬より発売開始！ >>>

リニューアルポイント

　世界初のシート状立体保温素材「ファ
インポリゴン®」を２枚使用し、超軽量コン
パクトに仕上げた画期的な行動用保温
着、「ポリゴン２UL」がさらなる進化を遂
げました。
　2014年の発売以来、冬期登山やバッ
クカントリースキー、沢登りなどのウォー
タースポーツを楽しむアウトドアユー
ザーから、「濡れてもすぐに乾いて、山岳
での安心感が高まった」との声を多くい
ただきました。
　ファインポリゴン®は、ダウンやわた状
の化繊素材で起こりやすい、封入された
保温材の片寄りがなく、薄手ながらも必
要十分な保温効果を発揮します。コール
ドスポットを最小限に抑えることができ
る画期的な構造は、無駄なヒートロスを
発生させない製品創りを可能にしていま
す。
　その代表的な商品である「ポリゴン２
UL」の最大の特長は、通気性です。ムレを
解消しながら適度な保温力を維持するこ
とを実現し、さらに中の保温素材が濡れ
てしまうことでの機能消失が発生しない
ため、あらゆる山岳環境において大きな
安心感をもたらしているのです。
　ファイントラックのスタッフもさまざま
なアクティビティとフィールドで使い倒
し、「もっといい商品になれる高いポテン
シャルをもっている」と確信しました。
ユーザーからの声と、スタッフのフィール
ドテストから得た多くのフィードバックを
改良点として結び付け、生地強度の向上

と汗処理機能の付加に着目し、L３ミッド
レイヤーへと進化させるために機能強化
を実施しました。
　表生地を10デニールへと変更して強
度アップ。わずか３デニールの差ですが、
アウトドアフィールドでは大きな違いを
もたらし、より実践的な活動に向いた強
度を実現しています。裏地は、軽量さと着
用感のよさを保つために７デニール生地
を継続使用。その極薄の素材に、高通気
親水コーティングを施すことで、レイヤリ
ング相乗効果による汗処理機能を高め、
行動着用中の汗にも対応できるよう機能
強化しました。
　この２つの大きなチューンナップによ
り、「ポリゴン２UL」本来の通気性と相
まって、行動着用中の快適性をさらに向
上させることに成功しています。新しく進
化した「ポリゴン２UL」の活躍の場は、こ
れまでと変わりませんが、フィールドで求
められる機能をより進化させることで、
単体着用での快適さはもちろん、レイヤ
リング時の相乗効果を格段に向上させて
います。
　厳冬期だけではなく、晩秋から初冬、天
候が不安定な春には、行動中に着用する
L３ミッドレイヤーとして活用。夏などの暖
かいシーズンには、携行性に優れる保温
着として、オールシーズン使い倒せる汎
用性を手に入れています。
　「ファインポリゴン®」の濡れに対する
強さに加え、生地素材を機能強化させ、
軽量コンパクト性はそのままに、さらなる
進化を遂げた画期的な「ポリゴン２UL」
を、ぜひフィールドで実感してみてくださ
い。

求める機能への正常進化
L３ミッドレイヤーとして
汗処理機能への新たな挑戦

開発の背景

ポリゴン2UL
POLYGON  2UL

高通気親水コーティングを施した７デニールのリ
ップストップナイロン。水分の乾燥スピードを高め、
衣服内のムレを軽減。

表 地

裏 地



1

世界初のシート状立体保温素材のファインポリゴ
ン®を２枚封入し、適度な保温力と軽量性を追求し
ています。寒い時期には行動用保温着として、そ
して暖かい時期には携行用保温着として、高い汎
用性を誇るアイテムです。

オールシーズン活躍する汎用性 2

肌面の生地に親水コーティングを施すことによ
り、汗処理機能のレイヤリング相乗効果を引き出
し、行動着用中の快適さを向上させます。ウエア
内のムレを排出する優れた通気性と相まって、行
動着用中の快適さを向上させます。

優れた通気性と汗処理
超軽量な７デニールリップストップナイロンを肌
面に配備し、必要十分な強度を持つ10デニール
リップストップナイロンを表地に採用しています。
ジャケットとパンツ共に、200g以下の重量を実現
し、コンパクトに携行することが可能です。

3 軽量コンパクト

〒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)  /  フリーダイヤル：0120-080-375　/　email: info@finetrack.com　（担当：大堀）
詳しい商品情報は弊社ウェブサイトへ。　http://www.finetrack.com　　
　

（ファイントラック）

お　問　い　合　せ　先

適度な通気性とリンクベント®機能、さらに濡れて
も素早く乾く速乾力を持ち併せる２ULは、厳冬
期から残雪期に５レイヤリング®のL3（行動着）
としてだけではなく、無雪期の携行する保温着
としても幅広く活用できます。

行動着としても保温着としても
活用できる汎用性衣服内のムレを一

気に解放できるリ
ンクベント®を装備

リンクベント®
スタッフバッグ（収
納袋）を利用する
内ポケット

内ポケット
ストレッチ性と撥
水性を兼ね備え、
冷気の侵入と汚
れを軽減

袖口素材

1

本体価格 ¥19,800 +税
#FIM0213

ポリゴン 2UL
ジャケット

CR（クリムゾンレッド）
EW（エーデルワイス）
ML（メタル）
S、M、L、XL／195g
スタッフバッグ付き

2

本体価格 ¥17,600 +税
#FIM0214

ポリゴン 2UL
パンツ

ML（メタル）
S、M、L、XL／190g
スタッフバッグ付き

1

MEN'S

2

1

本体価格 ¥19,000 ＋税
#FIW0213

ポリゴン 2UL
ジャケット

CR（クリムゾンレッド）
EW（エーデルワイス）
ML（メタル）
S、M、L／165g
スタッフバッグ付き

2

本体価格 ¥16,800 ＋税
#FIW0214

ポリゴン 2UL
パンツ

ML（メタル）
S、M、L／175g
スタッフバッグ付き

WOMEN'S

1 2

EW CR ML

EW
ML

CR

POINT

ポリゴン2ULの特長

MADE IN JAPAN



「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、「ポリゴン４」ジャケットの表生地
を変更し、着心地の良さをアップしてリニューアル！　また他アイテムにも新色を追加しました！ 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）にて発売いたします。

リンクベント®
効率的な温度調節

上のサーモグラフィ［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
青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

【サーモグラフィ】
28.0

27.5

27.0

26.5

26.0

25.5

25.0

24.5

24.0

本体価格 ¥30,400 +税
#FIM0223

ポリゴン 4 ジャケット  

NV（ネイビー）、MS（マスタード）
TA（タイガ）、BK（ブラック）
S、M、L、XL／335g
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 ¥29,300 +税
#FIW0223

ポリゴン 4 ジャケット  

TP（テンダーパープル）、PM（ペパーミント）
MS（マスタード）、SG（スチールグレー）
S、M、L／290g
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

WOMEN'SMEN'S

NV TP

1 1

TAMS BK
SGMSPM

1

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
モデルとタイプを展開しています。

用途に合わせた選択肢 4

積層したファインポリゴン®がそれ
ぞれ浮くように縫製。そのシート状
の特長を最大限活かし、コールド
スポットの発生を最小限に抑え、
効率的な保温性を実現していま
す。さらにポリゴン４シリーズでは
表側と裏側の縫製箇所をずらし、
コールドスポットの発生を極限に
まで抑えたフローティングレイ
ヤー構造を採用。シリーズ最高の
保温力を備えます。

コールドスポットが少ない包まれる温かさ

空気のように軽いファインポリゴン®はシート状のため、
キルティングを必要最小限に抑えることができ、多重に
積層しても重さを感じにくい特殊素材です。付属のス
タッフバッグにコンパクト収納できる優れた携行性も実
現しています。

2 軽量コンパクト

ダウンプルーフ加工（ダウン抜けを防ぐ目詰め加工）が
不要なファインポリゴン®は、表地裏地に通気性を持た
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。

3 行動着用の快適さ L５アウターシェルやL４ミッドシェ
ル®と連携するリンクベント®を装
備し、行動時に発生する衣服内の
ムレを瞬時に排出することができ
ます。行動中のウエアの着脱を減
らし、無駄なオーバーヒートを防ぎ
ながら、快適な衣服内温度のコン
トロールが可能です。

5 余分なムレを排出

ポリゴン４の特長

MADE IN JAPAN

Press Release
2016年８月19日

第１１2号

2016-17年　秋冬新商品情報

「ポリゴン4」ジャケットがリニューアル！
その他アイテムにも新色追加！

<<<  2016年10月上旬より発売開始！ >>>



ストレッチ性と撥水性を兼ね備
え、冷気の侵入と汚れを軽減

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（フーディのみ）と左右の
ハンドウォーマーポケット

3ヶ所の
フロントポケット立体的なフードパターンは、使

用しない場合でも後頭部に
しっかりフィット

フード
フィット感を細かく調節できるド
ローコードをフード左右に装備

フードアジャスター

P O I N T

本体価格 ¥31,000 +税
#FIM0221

ポリゴン 4 フーディ

MS（マスタード）
NV（ネイビー）
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

2

本体価格 ¥19,000 +税
#FIM0222

ポリゴン 4 ベスト

MS（マスタード）
NV（ネイビー）
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

3

本体価格 ¥30,000 +税
#FIW0221

ポリゴン 4 フーディ

PM（ペパーミント）
TP（テンダーパープル）
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

2

本体価格 ¥18,000 +税
#FIW0222

ポリゴン 4 ベスト

PM（ペパーミント）
TP（テンダーパープル）
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

3

WOMEN'S

MEN'S

MS

2

TA MSBK BK

2

MS

3

TA

3

SGMS SGPM

PM

NV

TP TP

NV

MADE IN JAPAN

〒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)  /  フリーダイヤル：0120-080-375　/　email: info@finetrack.com（担当：大堀）
詳しい商品情報は弊社ウェブサイトへ。　http://www.finetrack.com　　
　

（ファイントラック）

お　問　い　合　せ　先



「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、パワーメッシュキャップの着用
感をより向上させてリニューアル。またビーニーシリーズにはより幅広いアクティビティに対応する3つの新アイテムをラインナップ！
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）にて発売いたします。

本体価格 ¥4,500 +税#FHU0213

グライドビーニー

MB/SG（ミッドナイトブルー/スチールグレー）
DG/LN（ダークグレー/ライムグリーン）
VO/SG（ボルカノ/スチールグレー）
PL/NV（ペールブルー/ネイビー）
S/M、L/XL／33g

UNISEX

本体価格 ¥3,200 +税

ドラウト®ビーニー

NV（ネイビー）、SG（スチールグレー）
S/M、L/XL／30g

UNISEX

#FHU0215

本体価格 ¥2,400 +税

ウォームヘッドバンド

MB/SG（ミッドナイトブルー/スチールグレー）
DG/LN（ダークグレー/ライムグリーン）
VO/SG（ボルカノ/スチールグレー）
PL/NV（ペールブルー/ネイビー）
S/M、L/XL／15g

UNISEX

#FHU0216

PL/NV

DG/LN MB/SG VO/SG

NV

SG

DG/LN

MB/SG PL/NV VO/SG

Back Shot

突き詰めた立体デザイン
より頭にフィットし、レイヤリング時のゴワツキも軽減。

本体価格 ¥2,000 +税#FHU0211

パワーメッシュ　キャップ

BK（ブラック）
S/M、L/XL／10g

UNISEX

新開発の軽量起毛生地・ドラウト®レイの
生地をメインに構成。高い保温性と驚きの
吸汗蒸散性を実現し、快適な頭部環境を
維持します。

ドラウト®レイは一般的なフ
リースと比較して、2.5倍
速く乾燥します。

【拡散性残留水分率】
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〔吸汗性キャップ〕

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】

2

レイヤリング時には、強力な撥水機能によ
り濡れを遠ざけ、ヘルメット下のライナーと
して、暖かい時期の単体使用が可能です。

ヘルメットのライナーにも

1 群を抜く吸汗蒸散性

薄手に仕上げているため、ヘルメットのライナーとしてもスムーズな着用が
可能です。

2 ヘルメットとの相性抜群

<　ドラウト®ビーニー、グライドビーニー　＞

<　ウォームヘッドバンド　＞

肌面には汗処理機能を備え、生地表面には耐久撥水
性を施しています。多少の雨と雪を防ぎながら、保温
性と汗処理能力を両立させています。

2 肌面は吸汗、表面は撥水

1

常に肌をドライに保ちながら、低温下での
濡れによる頭部の冷えを軽減。乾燥時と湿
潤時での消費熱量差が極めて少なく、L２
ベースレイヤーのバラクラバやビーニー
との併用により、安定した保温性を維持す
ることが可能です。

濡れても変わらない
安定した保温性

NEW

NEW

NEW

MADE IN JAPAN

MADE IN JAPAN

MADE IN JAPAN

MADE IN JAPAN

Press Release
2016年８月19日

第１１3号

2016-17年　秋冬新商品情報

キャップ＆ビーニーがより幅広いアクティビティに対応！

〒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)  /  フリーダイヤル：0120-080-375　/　email: info@finetrack.com（担当：大堀）
詳しい商品情報は弊社ウェブサイトへ。　http://www.finetrack.com　　
　

（ファイントラック）

お　問　い　合　せ　先

パワーメッシュキャップの特長

ビーニー＆ヘッドバンドの特長

<　共　通　＞

リニューアルポイント

パワーメッシュキャップ：2016年９月上旬
ビーニーシリーズ：2016年10月上旬

販売開始時期



「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、バラクラバシリーズにスムーズ
な呼吸を可能にしながら、濡れと凍りつきを軽減させるブレスルーターシステムを採用！ また、頭部がビーニータイプになったバラクラ
バビーニーも新ラインナップ！ 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）にて発売いたします。

1

２

３

優れた吸汗拡散性を誇る、天然メリノウールとのハイブリッド素材・メリノ
スピン®サーモの生地を使用。大量の汗にも対応し、L１ドライレイヤー®
とレイヤリングすることで、驚きの快適さを手に入れることができます。

ウールなのに驚きの汗処理能力

Press Release
2016年８月19日

第１１４号

2016-１７年　秋冬新商品情報
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お　問　い　合　せ　先

メリノスピン®バラクラバ＆バラクラバビーニーの特長

BK

メリノスピン®バラクラバ
UNISEX

本体価格 ¥4,900 +税

BK（ブラック）
S/M、L/XL／40g

#FUU0611

DG

MB

本体価格 ¥6,500 +税

バラクラバビーニー

MB（ミッドナイトブルー）
DG（ダークグレー）
S/M、L/XL／54g

UNISEX

#FHU0214

POINT

ブレスルーター

POINT

ブレスルーター

雨や雪を弾く耐
久撥水性を備え
た表面

吸汗蒸散性に優れ
るドラウト®レイの
生地を肌面に使用

冬期の山岳地帯では、凍傷などのリスクを軽減するために、手や頭だけではなく、頬や鼻
を冷気から守ることが重要です。ファイントラックは、保温力を維持しながら、スムーズな
呼吸を可能にする「ブレスルーター」システムを考案。形状記憶フレームとスプリング状フ
レームのふたつを組み合わせることで、呼吸しやすい立体空間と、呼気をスムーズに排出
できるダクト空間を確保します。

装着し続けられるバラクラバをBACK GROUND

ブレスルーター

呼気を逃がす口元部分を本体から離し、鼻部分
に形状保持のフレームを挿入した、ブレスルー
ターシステムを採用。スムーズな呼吸を可能にし
ながら、濡れと凍り付きを軽減します。

呼気を逃がすブレスルーター

【拡散性残留水分率試験】

水0.6ccを滴下した試験サンプルを標準状
態下（20℃、65%RH）で、経時的に残留水
分重量を測定する速乾力試験方法。

（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
ニット生地

（バラクラバビーニーはフェイス部分に採用）

NEW

広い汎用性

３ 肌面は吸汗、表面は撥水

メリノスピン®バラクラバ

共　通

バラクラバビーニー

< 肌面 ＞ < 表面 ＞

呼気を逃がすブレスルーター採用！
冬期山岳をより快適にするバラクラバシリーズ

<<<  2016年10月上旬より発売開始！ >>>

MADE IN JAPAN

MADE IN JAPAN



「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、念願だったグローブの国内生産
を実現！ ドライレイヤー＆ミッドレイヤーグローブのそれぞれが高い縫製技術のもと、独自パターンの採用でよりフィット感を向上させて
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）にて発売いたします。

〈メリノスピン®糸〉
未防縮メリノウール＋ 
ポリエステル

〔吸汗性ウエア〕
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【消費熱量比較テスト】（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

【拡散性残留水分率試験】
水0.6ccを滴下した試験サンプルを標準状態下（20℃、
65%RH）で、経時的に残留水分重量を測定する速乾力試
験方法。

（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
ニット生地

1

濡れている時と乾燥している時の保温
性に大きな差が生じにくく、強力な耐久
撥水性を備えているため、肌を常にドラ
イな状態へと導きます。グローブレイヤ
リングでの汗処理能力の相乗効果を向
上させることが可能です。

濡れても変わらない
安定した保温性

2

ミッドレイヤーグローブとのレイヤリン
グ時に、濡れた生地による不快な肌へ
のまとわりつきがなく、スムーズな着脱
を可能にします。

濡れを遠ざけ、
着脱がスムーズに

パワーメッシュインナーグローブの特長

1

最高品質のメリノウールと、吸汗拡散性
を持つポリエステルのハイブリッド素
材。ウール特有のチクチク感がなく、
ウール本来の優れた保温性と調湿性を
最大限に引き出しています。

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

2

水分を溜め込みやすいウール繊維の外
殻を、吸汗速乾加工を施したポリエステ
ルでカバーリング。繊維内の水分残留を
させず、大量の汗にも対応できる優れ
た汗処理機能を備えています。

使い勝手のよい高い機能性

メリノスピン®グローブの特長

縫製箇所を最小限にして
フィット感も向上させた独
自パターン

POINT

本体価格 ¥3,300 +税

パワーメッシュ インナーグローブ    

BK（ブラック） 　S、M、L／12g

UNISEX

本体価格 ¥4,600 +税

CN（カーボン）　S、M、L／34g

#FAU0201

#FAU0302

縫製箇所を最小限にしてフィッ
ト感も向上させた独自パターン

パーム部分と指先にハイグリッ
プ素材を採用

POINT

メリノスピン®グローブ    
UNISEX
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　ファイントラックは、「日本でモノ創り」とい

う、創業当時から変わらない想いを強く持って

います。しかし、グローブの生産だけは、国内

に技術者がほとんど残っていないことに加え、

コスト面の調整が難しく、忸怩たる想いを心

に、中国の工場に縫製をお願いしていました。

　そんな折に、私たちは香川県にある小さな

縫製工場に出会います。そこは明治時代から

手袋製造を始め、一時は世界トップの生産量

を誇った地域でした。その確かな技術を受け

継ぐ工場と私たちは、共に歩んでいける道を描

けるようになったのです。

　納得のゆくグローブを仕上げるため

に、工場と二人三脚で試行錯誤を重ね、

ファイントラックだけでは成し得ない、国

内生産の高機能グローブを完成させるに

至りました。その作りは確かなもので、指

先の末端まで丁寧さが表れています。残

すはアウターグローブだけ。私たちの情

熱のモノ創りはまだまだ続きます。

秋冬用グローブの国内生産も実現BACK GROUND

グローブ 忸怩たる思いの中国生産 世界トップの生産地が日本に 度重なる試練を克服

MADE IN JAPAN

MADE IN JAPAN

グローブの国内生産実現で、更にフィット感向上！
パワーメッシュインナーグローブ、メリノスピン®グローブ：2016年９月上旬
フラッドラッシュ®EXPグローブ：2016年10月上旬

販売開始
時期



フラッドラッシュ®［外側］

［中間層］シンサレートTM
ストレッチ

［肌側］ドラウトエア®

保温

吸汗

撥水

1

撥水層、保温層、吸汗層の３層構造で
仕上げ、厳冬期用のミッドレイヤーグ
ローブとして、グローブレイヤリング
全体の防水性を向上させながら、安定
した保温力を発揮します。

グローブレイヤリングで防水性を向上

2

表生地表面に施した耐久撥水性が、雨
や雪からの濡れを軽減。また、たとえ濡
れても安心感の高いシンサレート™保
温材を中間層に配しているため、単体
使用時での安心感を高めています。

保温材入り３層構造

フラッドラッシュ®EXPグローブ

縫製箇所を最小限にしてフィッ
ト感も向上させた独自パターン

パーム部分と指先にハイグリッ
プ素材を採用

POINT

〒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)  /  フリーダイヤル：0120-080-375　/　email: info@finetrack.com（担当：大堀）
詳しい商品情報は弊社ウェブサイトへ。　http://www.finetrack.com　　
　

（ファイントラック）

お　問　い　合　せ　先

本体価格 ¥5,800 +税

フラッドラッシュ® EXP グローブ    

BK（ブラック） 　S、M、L／60g

UNISEX

#FAU0301

MADE IN JAPAN



「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、秋冬パンツの最高峰ソラノパン
ツのWOMEN’S色にコーディネイトしやすいベージュ色が新たにラインナップ！　また、カミナドーム用フットプリントにも新色追加！　
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）にて発売いたします。

フットプリント（カミナドーム1）

NV（ネイビー）、GY（グレー）／重量：150g
素材：70d高密度ナイロンタフタ、耐水圧1,800mm（初期値）

本体価格 ¥6,800 +税
#FAG0113（カミナドーム１用）

フットプリント（カミナドーム2）

NV（ネイビー）、GY（グレー）／重量：220g
素材：70d高密度ナイロンタフタ、耐水圧1,800mm（初期値）

本体価格 ¥7,200 +税
#FAG0114（カミナドーム２用）

ボトム保護用フットプリント
耐久性に優れた70デニールナイロンを使用。
テント本体のボトムを傷や汚れから保護します。

スリム
シルエット

ストレッチアクティビティ 登山／クライミング
冬期積雪低山、残雪期登山

シルエット

WOMEN'S

ソラノパンツ1

本体価格 ¥16,000 +税#FBW0201

BK（ブラック）、BE（ベージュ）、DB（ダークブロンズ）
S、M、L／390g

1

BK DB

ソラノパンツ
SOLANO  PANTS
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〒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)  /  フリーダイヤル：0120-080-375　/　email: info@finetrack.com（担当：大堀）
詳しい商品情報は弊社ウェブサイトへ。　http://www.finetrack.com　　
　

（ファイントラック）

お　問　い　合　せ　先

WOMEN’Sソラノパンツと
カミナドーム用フットプリントに新色登場！
<<<  2016年9月上旬より発売開始！ >>>

BE

2

経年劣化が起こりやすいポリウレタンを使用せず、高度な捲縮技術
を採用。高いタフさと豊かなストレッチ性を実現した長期間の使用
にもへたりにくい素材です。

耐劣化性

2

４方向にのびる異次元クロスストレッチ生地を立体パターンで組み
合わせることで、動きやすさを徹底的に追求しています。

抜群の動きやすさ

1

高密度な２重織組織の柔らかな素材に、肌面をリングパイル化する
ことで適度な保温性と防風性を両立。さらに耐久撥水によって濡れ
や汚れに強く、高い速乾性を備えます。

保温・防風・耐久撥水

ソラノパンツの特長

フットプリント
FOOT  PR I N T MADE IN JAPAN

MADE IN JAPAN



「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、2016年春にリリースした4シー
ズン対応の山岳テント「カミナドーム」を、冬期の使用でより快適にする冬用オプション3アイテムをラインナップ！
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）にて発売いたします。

カミナドーム用オプション

POINT

内外からしっかり押さえられるT字型スカートクロスラインに超高強
力ダイニーマ®テープを
配置

ファットスキーなどでもペ
グダウン可能な大型
ループを要所に装備

本体との連結力を高める
ジョイントポイントを装備

出入りによる風雪の侵
入を抑制する吹き流し
タイプの入口

ペグダウンループの追
加に対応できるグロメッ
トを豊富に配置

冷気の吹き込みも抑
制する冬仕様のガイラ
インシステム

カミナドーム２
ウィンターライナー

CM（クリーム）
総重量：200g（袋込み）

#FAG0324

カミナドーム１
ウィンターライナー

CM（クリーム）
総重量：170g（袋込み）

#FAG0323

カミナドーム１スノーフライ

OG（オレンジ）
総重量:740g（袋込み）

本体価格 ¥33,800 +税#FAG0321

カミナドーム２スノーフライ

OG（オレンジ）
総重量:８５0g（袋込み）

本体価格 ¥36,800 +税#FAG0322

冬期山岳対応フライ
積雪期に適したディテールで、保温性と耐風性を大幅に向上させることができ、
カミナドームを過酷な冬期山岳環境に適応させるフライです。

手軽に保温性をプラス
極薄の10デニール生地を使用することで、
軽量コンパクトながら手軽にテントの保温性をアップできます。

カミナドーム１
ウィンターライナーEXP

本体価格 ¥32,000 +税
CM（クリーム）
総重量：460g（袋込み）

#FAG0325

カミナドーム２
ウィンターライナーEXP

本体価格 ¥38,000 +税
CM（クリーム）
総重量：550g（袋込み）

#FAG0326

エクスペディション仕様
シート状立体保温素材「ファインポリゴン®」を2枚封入。
保温性を大幅に向上でき、テント内の結露も抑制できます。

スカート部が内側に
も伸び、インナー自体
でスカートを押さえる
ため、保温性、防風
性に優れる

【T字型スカート断面】

スカート部 インナー
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〒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)  /  フリーダイヤル：0120-080-375　/　email: info@finetrack.com（担当：大堀）
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（ファイントラック）

お　問　い　合　せ　先

カミナドームの冬期使用をより快適にする
スノーフライとウィンターライナーが新登場！

<<<  2016年11月上旬より発売開始！ >>>

本体価格 ¥13,800 +税 本体価格 ¥16,800 +税

ファスナー式
出入り口

軽量
コンパクト

POINT
シート状立体保温素材
「ファインポリゴン®」を
2枚封入

本体と19ヶ所の
連結ポイントで居
住空間を確保

共　通 ウインターライナー ウインターライナーEXP

MADE IN JAPAN

素材：40d66ナイロンリップストップ撥水加工

素材：１０d66ナイロンリップストップ 素材：１０d66ナイロンリップストップ
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