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第 ７４ 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（代表取締役：金山洋太郎）は、汗や水・雪などの濡れ

による冷えから身体を守るドライレイヤー®、「スキンメッシュ®」のデザイン・機能性を向上させてフルリニューアル、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３月上旬から発売いたします。 
 

＜開発の背景＞ 

登山やトレイルランニング、自転車などのアウトドアでは、行動中の発汗で不快な思いをしたり、休憩時に汗が冷えて寒くなり行動

力が低下してしまいます。その対策として何枚もの保温着や着替えを携行しなければならず、荷物が増え重量が重くなるばかりで

なく体力も奪われてしまい、思うような行動がとれずに、存分に楽しめないことが悩みでした。 
 

＜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、ストレッチ性に優れ動きやすく、

耐久撥水性を備えた「ドライレイヤー®」を開発しました。ニット生地最高水準の耐久撥水性

（１００洗８０点以上）を備え、肌に直接着用することで濡れを肌から離し、身体の冷えを軽減

します。2004 年の初代開発から改良を重ね、汗抜け重視モデル、保温性重視モデルなど、

それぞれのアクティビティに合わせた最適なドライレイヤー®を着用することで、快適性はも

ちろん、濡れ冷えによる深刻なリスクを大幅に軽減します。 
 

＜スキンメッシュ®シリーズの特長＞ 

１．立体デザインを突き詰めてフィット感を向上： 

動きやすさに徹底的にこだわってパターンを一新。襟首や袖口などにストレッチ性がより高いポリウレタン入

りの新生地を使用することで、フィット感がさらに向上。生地自体のしなやかなストレッチに加え、徹底的に立

体デザインを突き詰め、肩の動きをスムーズにする「トルネードスリーブ™」（ロングスリーブ、T に採用）により、

どんな動きにもストレスを感じない最高レベルの動きやすさを実現しました。 

 

２．汗の悩みを根本から改善： 

最高水準（100洗 80点）の優れた耐久撥水加工が施されているドライレイヤ

ー®は、水分をほとんど含まず、汗をかいた後にやってくる、あのゾクゾクす

る寒気や、雨などによる外からの濡れ冷えの悩み、ウエアが湿って肌にま

とわりつく不快感やベタつきなどを根本から改善します。 
 

 

 

３．オールシーズンオールラウンドに活躍： 

陸上のアウトドアスポーツシーンでシーズンを問わず幅広く活躍。ドライレイヤー®の効果を実感するためには、まずこの一枚から。 
 

４．過度な重ね着を減らし軽量化に貢献： 

肌面がドライであることで、ウエア本来の保温性を維持し、余計な重ね着を上のアウトドアスポーツシーンでシーズンを問わず幅

広く活躍。ドライレイヤー®の効果を実感するためには、まずこの一枚から。 
 

■SKIN MESH®  スキンメッシュ®   

    MEN’S WOMEN’S  
＜写真左＞ 

【商品名】スキンメッシュ® Vネック T  MEN’S 

【本体価格】 ¥4,200 +税 

【カラー】全２色 

【サイズ】S、M、L、XL  【重量】 46g 

【素材】ポリエステル 100%    日本製    

＜写真右＞ 

【商品名】スキンメッシュ® T  WOMEN’S  

【本体価格】 ¥3,900 +税 

【カラー】全２色 

【サイズ】S、M、L    【重量】 36g 

【素材】ポリエステル 100%    日本製 

MEN’S：T \4,200+税、ロングスリーブ \4,700+税、ノースリーブ \3,700+税、タイツ \4,500+税、ボクサー \3,300+税、ブリーフ \2,900+税 

WOMEN’S：ロングスリーブ \4,400+税、ノースリーブ \3,500+税、フィットブラ（カップ付） \4,300 円+税、ブラタンクトップ（カップ付） \5,300 円+税

タイツ \4,200+税、ボクサーショーツ \3,000+税、ショーツ \2,600+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 078-599-6485 (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！ 

2015 年 春夏新商品情報（１） 

ザ・ドライレイヤー® 

「スキンメッシュ®」がリニューアル 

３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、代表取締役：金山洋太郎）は、シル

クの快適な着心地と調湿性、防臭性、UV カットと、ポリエステルの吸汗速乾性とタフさを備えたハイブリッドベースレイヤー「シルク

スピン®コンフォ」と「シルクスピン®ムーブ」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４

月から発売いたします。 
 

＜開発の背景＞ 

高級素材としてのイメージが強いシルク。実は消臭性、吸放湿性、紫外線をブロックなど、夏のアウトドアに望まれる機能を多く備

えた高機能繊維でもあります。しかしながら、アウトドアのハードなシーンでは、摩耗強度やメンテナンス性、耐候性などに弱点が

あり、これまでほとんど使用されてきませんでした。 
 

＜ファイントラックからの提案＞ 

そんなシルクの弱点を克服すべく、finetrack が培ってきた長短複合技術によるポリエステル繊維とのハ

イブリッドのスパイラル構造糸「シルクスピン®糸」を開発。まったく新しいSS向けL2ベースレイヤーが誕

生しました。T シャツ等に適した着心地重視の「シルクスピン®コンフォ」と、レイヤリング向きでフィット感

重視の「シルクスピン®ムーブ」の 2モデルをラインアップ。SSシーズンの定番ベースレイヤーのひとつと

なるでしょう。 

 

＜シルクスピン®コンフォ、シルクスピン®ムーブ の特長＞ 

１．肌になじむ快適な着心地： 

皮膚と同じタンパク質から構成されているために第二の肌と言われるシルク繊維。化繊ベースレイヤーの触感がどうしても苦手

な方にもおすすめです。 
 

２．着用中の不快感を抑える調湿性と防臭性： 

シルクは蒸れや乾燥をコントロールする調湿性を備えているため、蒸れなどによる着用中の不快感を抑えます。また、シルクは消

臭性も備えており、機能性ポリエステルとハイブリッドにしたことで、さらに高い抗菌防臭性を発揮します。 
 

３．シルクなのにタフ： 

ポリエステルとハイブリッドすることで、シルクの弱点を補い、十分な生地強度を獲得しています。シルクの優れた機能性を活かし

たまま、アウトドアユースに応える耐久性を実現しました。  

４．UV カット： 

皮膚に有害な紫外線吸収性能に優れるシルクと、UV カット性能を備えたポリエステル糸とのハイブリッド構造により、平均紫外線

遮蔽率 95%以上を実現しています。 
 

５．ドライレイヤー®との相性抜群：  

生地表面の微細な毛羽が、ドライレイヤー®越しに肌面の

汗をどんどん積極的に吸い上げて拡散。汗の残留感を

軽減します。 

 

 

 
 

■SILK SPIN® COMFORT  シルクスピン®コンフォ 

T シャツ感覚で着用できるシルエットで、さらりとした着用感の天竺編みを採用しています。登山やトレッキング、キャンプなどにお

すすめです。 

MEN’S  

 

       WOMEN’S 

 

 

＜写真左＞ 

【商品名】シルクスピン®コンフォ ロングスリーブ MEN’S 
【本体価格】 ¥6,700 +税 

【カラー】全４色 

【サイズ】S、M、L、XL  【重量】155g 

【素材】ポリエステル 85%、シルク 15%   日本製 

 

＜写真右＞ 

【商品名】シルクスピン®コンフォ ロングスリーブ 

 WOMEN’S 
【本体価格】 ¥6,400 +税 

【カラー】全４色 

【サイズ】S、M、L    【重量】125g 

【素材】ポリエステル 85%、シルク 15%   日本製 

MEN’S： Ｔ \5,700+税、ノースリーブ \4,900+税 

WOMEN’S： Ｔ \5,400+税、ノースリーブ \4,900+税 

2015 年 春夏新商品情報（２） 

シルクの快適さを本気のアウトドアで！ 

シルクスピン®コンフォ、シルクスピン®ムーブ 

４月から発売 
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■SILK SPIN® MOVE  シルクスピン®ムーブ 

身体にフィットするシルエットで、ストレッチ性に優れるフライス編みを採用。登山だけではなく、ランニングや自転車などにもおすす

めのモデルです。 

MEN’S  

 

       WOMEN’S 

 

 

＜写真左＞ 

【商品名】シルクスピン®ムーブ T MEN’S 
【本体価格】 ¥5,700 +税 

【カラー】全１色 

【サイズ】S、M、L、XL  【重量】115g 

【素材】ポリエステル 85%、シルク 15%   日本製 

 

＜写真右＞ 

【商品名】シルクスピン®ムーブ T WOMEN’S 
【本体価格】 ¥5,500 +税 

【カラー】全１色 

【サイズ】S、M、L    【重量】98g 

【素材】ポリエステル 85%、シルク 15%   日本製 

MEN’S： ロングスリーブ \7,000+税、ノースリーブ \5,200+税、ボクサー \4,300+税、ブリーフ \3,800+税 

WOMEN’S： ロングスリーブ \6,800+税、ノースリーブ \5,400+税、ブラタンクトップ（カップ付き） \6,900+税、ボクサーショーツ \3,800+税、 

ショーツ \3,400+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 078-599-6485 (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！ 
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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、汗を

吸うレベルを超えて「吸い上げて蒸散させる」ほどの汗処理性能を備えた中間保温着「ドラウトセンサー®」をリニューアル。３月上

旬より、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） にて発売いたします。 
 

＜ドラウトセンサー®シリーズの特長＞ 

１．春夏に丁度いい保温性と通気性： 

生地構造を一から見直し、汗を吸い取り保温性を確保する吸汗層の嵩を抑え、凹凸を持たせて適度な通気性を

生地に持たせました。春から秋の使用に理想的な保温性と通気性をバランスよく備えています。行動中に蒸れを

感じた場合は、脇に設けたリンクベントを開閉することで、大容量の換気を効率よく行えます。 

  
 

２．生地強度を向上しハードユースにも対応： 

高い強度のポリエステル異型断面糸と編み構造の工夫により、非常に優れた吸汗拡散性能と生地強度の両立に成功しました。

藪を漕いでも、チムニーを登っても負けない、ハードユースに耐えるタフさを備えています。 

  
 

３．吸汗蒸散性に優れ、乾きが速い： 

オリジナルの３層構造生地により、汗を吸うレベルを越えた「吸い上げる」性能を備えています。起毛

することで嵩を持たせたフリースなどでは実現できない機能です。行動中はかき続ける汗を吸い取り、

休憩時にはベースレイヤーの乾燥を促進させて濡れ冷えを軽減。そして気付いたら乾いているほど

です。 
 

４．臭くなりにくい： 

抗菌防臭加工を施して、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。 
 

■DROUGHT SENSOR®  ドラウトセンサー® 

MEN’S  

 

WOMEN’S  

 

  

＜写真左＞ 

【商品名】ドラウトセンサー®ジャケット MEN’S   

本体価格 ¥11,600 +税 

【カラー】全４色 

【サイズ】S、M、L、XL  【重量】235g 

【素材】ポリエステル 100%   日本製    

＜写真右＞ 

【商品名】ドラウトセンサー®ジャケット WOMEN’S 
本体価格 ¥11,000 +税 

【カラー】全４色 

【サイズ】S、M、L    【重量】230g 

【素材】ポリエステル 100%   日本製 

MEN’S 

 

WOMEN’S 

 

＜写真左＞ 

【商品名】ドラウトセンサー®タイツ MEN’S    

本体価格 ¥8,200 +税 

【カラー】全１色  【サイズ】S、M、L、XL  【重量】220g 

【素材】ポリエステル 100%   日本製  

＜写真右＞ 

【商品名】ドラウトセンサー®タイツ WOMEN’S 
本体価格 ¥7,800 +税 

【カラー】全１色  【サイズ】S、M、L    【重量】195g 

【素材】ポリエステル 100%   日本製  

MEN’S： ジップネック \11,000+税 

WOMEN’S： ジップネック \10,400+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 078-599-6485 (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！ 

2015 年 春夏新商品情報（３） 

行動中の快適性を極めると、中間着はこう進化する 

ドラウトセンサー®がリニューアル！ 

３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、代表取締役：金山洋太郎）は、異次

元ストレッチを備えた「エバーブレス®フォトン」に新色を追加。また、クライミングなどに最適なハイブリッドパンツ「アッセントパンツ」

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３月上旬から発売いたします。 
 

■EVERBREATH® PHOTON  エバーブレス®フォトン 

レインウェアの常識を覆す異次元ストレッチの衝撃から 3 年。エバーブレス
®
フォトンシリーズに新色が登場。 

MEN’S 

 

 

WOMEN’S 

 

＜写真左＞ 

【商品名】エバーブレス®フォトンジャケット 

MEN’S  

【本体価格】 ¥26,000 +税 

【カラー】全６色 

【サイズ】S、M、L、XL  【重量】285g 

【素材】表：15d ストレッチナイロンダブルリップ、裏：

15d ナイロンニット、中間層：エバーブレス®メンブレン   

日本製 

【備考】スタッフバッグ付き  

＜写真右＞ 

【商品名】エバーブレス®フォトンジャケット  

WOMEN’S 
【本体価格】 ¥26,000 +税 

【カラー】全６色 

【サイズ】S、M、L    【重量】258g 

【素材】表：15d ストレッチナイロンダブルリップ、裏：

15d ナイロンニット、中間層：エバーブレス®メンブレン   

日本製   

【備考】スタッフバッグ付き 

 

■ASCENT PANTS  アッセントパンツ 
ドラウトセンサー

®
の生地をメインに、膝や尻部分などの特に摩耗強度が必要な箇所にカミノパンツの生地を配した、ニット＋織物

のハイブリッドパンツです。従来のタイプのパンツと比較し、汗をかいた時にも快適で、また歩く、攀じる、走るといった様々な動作

に対する動きやすさを徹底的に追及。藪こぎにも耐える十分な耐久性も備えたアクティブユーザー向けのパンツが誕生しました。 
 

１．抜群の動きやすさ： 

しなやかにストレッチするドラウトセンサー
®
のニット生地はもちろん、補強部の生地もストレッチします。さらに、立体デザインで動

きやすさ抜群。激しい動きを伴うアクティビティでもストレスを感じさせません。 
 

２．汗をかいても快適： 

優れた汗処理機能を備えているため、汗を激しくかく状況でも、従来のタイプのパンツと比較して快適です。リンクベント®を備えて

いるため、行動中のオーバーヒートを防ぎます。 
 

３．ハードユースに耐える耐久性： 

生地強度に優れるドラウトセンサー
®
とカミノパンツの生地のハイブリッドのため、ハードユースにも耐える優れた耐久性を備えてい

ます。そのまま躊躇せず藪に突入できます。 

MEN’S 

 

WOMEN’S 

 

＜写真左＞ 

【商品名】アッセントパンツ MEN’S  

【本体価格】 ¥11,000 +税 

【カラー】全１色 

【サイズ】S、M、L、XL  【重量】340g 

【素材】本体：ポリエステル 100%、補強部：ナイロン 100%  

日本製    

＜写真右＞ 

【商品名】アッセントパンツ WOMEN’S 
【本体価格】 ¥10,400 +税 

【カラー】全１色 

【サイズ】S、M、L    【重量】305g 

【素材】本体：ポリエステル 100%、補強部：ナイロン 100%  

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 078-599-6485 (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！ 

2015 年 春夏新商品情報（４） 

異次元ストレッチレインウエア「エバーブレス®フォトン」に新色登場！ 

ベストセラーの DNAを受け継いだ「アッセントパンツ」 

３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、代表取締役：金山洋太郎）は、春夏

シーズンに幅広く大活躍するオールラウンドな新しい撥水ストレッチパンツを開発。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。 
 

＜クロノパンツの特長＞ 

１．抜群の動きやすさ 

春夏に最適な薄手の生地で実現したタテヨコに伸びる異次元ストレッチと、それを活かす立体デザインと相まって、ストレスフリー

な抜群の動きやすさで、春夏のアウトドアの様々な動きに追従します。また、一般的なストレッチパンツと異なり、ポリウレタンを使

用していないメカニカルストレッチのため、濡れや脆化によるたるみが起こらずに長くご愛用いただけます。 
 

２．さらりとした着用感 

肌面に細かな凹凸のある生地は汗や水に濡れても肌にまとわりつきにくく、さらりとした清涼感があります。また、通気性も高く、暑

いシーズンを爽やかに過ごすことができます。 
 

３．濡れ、汚れに強い耐久撥水 

多少の雨ならば弾くくらいの優れた耐久撥水性を備え、汚れなどの付着も軽減します。 
 

４．用途に応じた３モデルをラインナップ 

オールラウンドに使える通常丈のパンツ、カジュアルから沢登りやカヤックなどのウォータースポーツにも向いた膝下丈のハーフ

パンツ、ロングパンツとショートパンツの切り替えが可能なコンバートパンツの３モデルをラインナップしました。 
 

■CHRONO PANTS  クロノパンツ®   

MEN’S  WOMEN’S 
＜写真左＞ 

【商品名】 クロノパンツ MEN’S  

【本体価格】 ¥15,200+税 

【カラー】 全３色 

【サイズ】 S、M、L、XL  【重量】250g 

【素材】 ポリエステル 100%   日本製    

＜写真右＞ 

【商品名】 クロノパンツ WOMEN’S 
【本体価格】 ¥14,800 +税 

【カラー】全３色 

【サイズ】S、M、L    【重量】220g 

【素材】 ポリエステル 100%   日本製 

MEN’S  WOMEN’S  
＜写真左＞ 

【商品名】 クロノハーフパンツ MEN’S 

【本体価格】 ¥12,000+税 

【カラー】 全３色 

【サイズ】 S、M、L、XL  【重量】195g 

【素材】 ポリエステル 100%   日本製 

＜写真右＞ 

【商品名】 クロノハーフパンツ WOMEN’S 
【本体価格】 ¥11,500 +税 

【カラー】全３色 

【サイズ】S、M、L    【重量】165g 

【素材】 ポリエステル 100%   日本製 

MEN’S WOMEN’S 
＜写真左＞ 

【商品名】 クロノコンバートパンツ MEN’S 

【本体価格】 ¥17,200+税 

【カラー】 全 3色 

【サイズ】 S、M、L、XL  【重量】270g 

【素材】 ポリエステル 100%   日本製 

＜写真右＞ 

【商品名】 クロノコンバートパンツ WOMEN’S 
【本体価格】 ¥16,800 +税 

【カラー】全 3色 

【サイズ】S、M、L    【重量】240g 

【素材】 ポリエステル 100%   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 078-599-6485 (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！ 

 

2015 年 春夏新商品情報（５） 

春夏シーズンに大活躍！ 

タテヨコ異次元ストレッチのオールラウンド撥水パンツ 

３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（代表取締役：金山洋太郎）は、圧倒的な軽量性と速乾

性で大人気の「ドラウトエア®」をデザイン・機能性共に向上させてリニューアルしました。また、クール感と速乾性、タフな性能で春

夏ソックスとして定評のあるラミースピン®ソックスには「５本指」が登場。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３月上旬から発売いたします。 
 

 

■DROUGHT AIR®  ドラウトエア®  

重量が一般的なジップＴの半分以下という超軽量性に、速乾性としなやかなストレッチ性も備えたベースレ

イヤー。特殊な芯鞘構造の糸を採用することで UV カット性に加えて、高い遮熱性を備え、真夏の着用に最

適。まさに「そよ風をまとう」着心地です。 

    MEN’S 
 

WOMEN’S 
＜写真左＞ 

【商品名】 ドラウトエア®ジップネック  MEN’S 

【本体価格】  ¥7,200 +税 

【カラー】 全５色 

【サイズ】 S、M、L、XL  【重量】 95g 

【素材】 ポリエステル 100%   日本製    

＜写真右＞ 

【商品名】 ドラウトエア®ジップネック  WOMEN’S  

【本体価格】  ¥6,900 +税 

【カラー】 全５色 

【サイズ】 S、M、L    【重量】 75g 

【素材】ポリエステル 100%  日本製 

    MEN’S WOMEN’S 
＜写真左＞ 

【商品名】 ドラウトエア®ジップ T   MEN’S 

【本体価格】  ¥6,900 +税 

【カラー】 全５色 

【サイズ】 S、M、L、XL  【重量】 78g 

【素材】 ポリエステル 100%   日本製   

＜写真右＞ 

【商品名】 ドラウトエア®ジップ T  WOMEN’S 

【本体価格】  ¥6,600 +税 

【カラー】 全５色 

【サイズ】 S、M、L    【重量】 62g 

【素材】 ポリエステル 100%  日本製 

 
 

■RAMIE SPIN®  ラミースピン®ソックス ５本指アンクル 

吸汗・調湿性に優れたラミー（苧麻）を、機能性ポリエステルとハイブリッドして、接触冷感と速乾性、耐久性に優れたラミースピン®

ソックスに、待望の５本指モデルが登場です。 

独特の湾曲したデザインは足の形を自然に包むように考えられた結果。土踏まず部のサポート＋足裏のＷ字型滑り止め加工を

施した５本指のデザインと相まって、大地をしっかりつかんでずれることがありません。ランニング、トレイルランニングなどのアクテ

ィビティはもちろん、春夏のトレッキングにもおすすめです。 

 
 

【商品名】 ラミースピン®ソックス５本指アンクル Unisex   

【本体価格】  ¥2,800 +税 

【カラー】 全４色 

【サイズ】 XS、S、M、L 

【重量】 46g 

【素材】 ポリエステル 60%、ラミー30%、ナイロン 8%、ポリウレタン 2%  

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 078-599-6485 (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！ 

 

特殊な芯鞘構造の糸 

2015 年 春夏新商品情報（６） 

超軽量・超速乾 大人気ベースレイヤー「ドラウトエア®」が進化 

タフ＆快適 定番ラミースピン®ソックスに待望の「5 本指」登場 

３月から発売 
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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（代表取締役：金山洋太郎）は、ウォータースポーツで定評

のある超高密度撥水ニットの「ラピッドラッシュ®」の生地を使用した、トレイルショーツ・アクセサリーを開発しました。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３月上旬から発売いたします。 
 

 

＜RAPIDTRAIL®  ラピッドトレイル®シリーズの特長＞ 

優れた耐久撥水性能とストレッチ性で定評のある finetrack のウォータースポーツウエア、「RAPIDRUSH® （ラピッドラッシュ®）」シリ

ーズの生地を採用したトレイルランニング用のアイテムです。風や水の浸入を抑えるバリア性と通気性を兼ね備えた超高密度の

撥水４WAY ストレッチニットの生地は、雨や草木の露などで濡れる状況もあるトレイルランニングのウエアやギアにも好適。しっか

りと水をはじいて濡れ冷えを防ぎ、様々な条件のトレイルで高いパフォーマンスを発揮するためのサポートをします。また、トレイル

での気になる泥汚れも寄せ付けません。 

 

■ラピッドトレイル®ショーツ 
超高密度の耐久撥水４WAY ストレッチニット生地が、濡れ冷えによってパフォーマンスの低下につながる大腿部をしっかり守りま

す。着圧を感じさせない程度のセミタイトなフィット感で、生地自体の高いストレッチ性と相まって足上げの際のストレスフリーを実

現しました。 
 

      MEN’S WOMEN’S  
＜写真左＞ 

【商品名】 ラピッドトレイル®ショーツ  MEN’S 

【本体価格】  ¥7200+税 

【カラー】 全１色 

【サイズ】 S、M、L、XL  【重量】 115g 

【素材】 ナイロン 74％、ポリウレタン 26%   日本製    

＜写真右＞ 

【商品名】ラピッドトレイル®ショーツ  WOMEN’S  

【本体価格】  ¥6,800 +税 

【カラー】 全１色 

【サイズ】 S、M、L    【重量】 98g 

【素材】 ナイロン 74％、ポリウレタン 26%  日本製 
 

 

■ラピッドトレイル®アームカバー 
超高密度の耐久撥水４WAY ストレッチニット生地により、風と水のバリア性が高く苛酷な状況下でしっかりと腕をガードするアーム

カバー。早朝や夜間、悪天時のランニングやトレイルランニングにぴったりです。 
 

■ラピッドトレイル®ゲイター 
従来のランニング用ゲイターにはない、新発想の設計を採用したトレイルゲイター。 

ゲイターに内蔵されたＵ字型のクリップが踵部を抱え込むようにホールド。足裏のゴムなしでもシューズや足にしっかりフィットする

構造を実現。優れた撥水性が小石や砂だけでなく、露などの水分もしっかり弾きます。高い通気性やストレッチ性が、快適で高い

パフォーマンスの実現を支えます。 
 

 

 
 

＜写真左＞ 

【商品名】 ラピッドトレイル®アームカバー Unisex   

【本体価格】  ¥3,200+税 

【カラー】 全１色 

【サイズ】 S、M、L 

【重量】 32g 

【素材】 ナイロン 74％、ポリウレタン 26%  日本製     

＜写真右＞ 

【商品名】 ラピッドトレイル®ゲイター Unisex   

【本体価格】  ¥5,000+税 

【カラー】 全１色 

【サイズ】 S/M、L/XL 

【重量】 46g 

【素材】 ナイロン 74％、ポリウレタン 26%  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 078-599-6485 (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！ 

 

2015 年 春夏新商品情報（７） 

濡れを寄せ付けず駆け抜ける！ 

超高機能トレイルランニングショーツ＆アクセサリー登場 

３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（代表取締役：金山洋太郎）は、「沢登りといえば finetrack」

の評価を確立した独自の耐久撥水のウォータースポーツウエア「フラッドラッシュ®」の新色と、超高密度撥水ニットの生地を使用し

た、ウォータースポーツをより快適にするアクセサリーを開発。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月から発売いたします。 

 

■FLOODRUSH®  フラッドラッシュ® 

finetrack が耐久撥水のウォータースポーツウエアという新しいカテゴリーを創造する先駆けとなり、今では定番モデルとなっており

ます。十分な生地ボリュームとニットにおける最高水準の耐久撥水性で優れた水中保温性を保ちます。また、コーティングやラミネ

ートを施さないニット生地のため陸上での通気性も確保。水中と陸上を行き来するウォータースポーツを常に快適に、そして安全

に楽しむことができます。 
 

  
＜写真左＞ 

【商品名】 フラッドラッシュ®ジップネック M’s 

【本体価格】  ¥10,800+税 

【カラー】 全 4色（写真は新色のみ） 

【サイズ】 S、M、L、XL  【重量】 300g 

【素材】 ポリエステル 94％、ポリウレタン 6%   日本製    

＜写真右＞ 

【商品名】フラッドラッシュ®ジップネック  W’s  

【本体価格】  ¥9,900 +税 

【カラー】 全 4色（写真は新色のみ） 

【サイズ】 S、M、L    【重量】 250g 

【素材】 ポリエステル 94％、ポリウレタン 6%   日本製 
 

 

＜RAPIDRUSH®  ラピッドラッシュ®アクセサリー＞ 

超高密度の撥水 4WAY ストレッチニットのラピッドラッシュ®生地を使用したアクセサリーシリーズ。ウォータースポーツの「かゆいと

ころに手が届く」アイテムです。 
 

■ラピッドラッシュ®フード 
頭部から首にかけてすっぽりと覆い、襟部からの水侵入を抑える単体フードです。泳ぐ沢登りやハードなシャワークライム、パドル

スポーツなどで「突っ込んでいく」ための頼もしいアイテムです。 
 

■ラピッドラッシュ®パドルグローブ 
特殊な接着製法で作成したパドルグローブ。泳力を大幅にアップし、泳ぐ沢登りにおける突破の切り札となります。また、ロープワ

ークや細かい作業時には、指先を素早く出すことも可能です。 
 

■ラピッドラッシュ®リストガード 
アウターの袖口に装着し、袖からの水の浸入を防ぐリストガード。沢登りはもちろん、登山でのレインウエアとの併用や、カヤックな

どのパドルスポーツ、フィッシングなどでも活躍します。 
 

 

 

 

【商品名】 ラピッドラッシュ®フード 

【本体価格】  ¥2,500+税 

【カラー】 全 1色 

【サイズ】 S、M、L    【重量】 28g 

【素材】ナイロン 74％、ポリウレタン 26%  日本製    

【商品名】 ラピッドラッシュ®パドルグローブ 

【本体価格】  ¥4,400+税 

【カラー】 全 1色 

【サイズ】 S、M、L    【重量】 40g 

【素材】ナイロン 74％、ポリウレタン 26%  日本製 

【商品名】 ラピッドラッシュ®リストガード 

【本体価格】  ¥2,100+税 

【カラー】 全 1色 

【サイズ】 S、M、L    【重量】 12g 

【素材】ナイロン 74％、ポリウレタン 26%  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 078-599-6485 (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！ 

 

2015 年 春夏新商品情報（８） 

“撥水ウエア”定番の「フラッドラッシュ®」に新色 

ウォータースポーツのかゆいところに手が届く新アクセサリー 

３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（代表取締役：金山洋太郎）は、独自のシート状立体保

温素材「ファインポリゴン
®
」使った、アウトドアでマルチに使えるブランケットを開発。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月から発売いたします。 
 

＜FINEPOLYGON®  ファインポリゴン
®
の特長＞ 

１．効率的な保温 

「ファインポリゴン®」は無数の凹凸を備えたシート地を積層することで、軽量でありながら嵩高で、たくさ

んのデッドエアを確保できるため、均一で優れた保温性を備えます。また、縫製箇所も最小限に減らすこ

とができ、コールドスポットを大幅に減らしています。 
 

※右グラフ：サーマルマネキンによる保温性試験。ほぼ同重量の撥水ダウンを上回る保温性を示しました。 
 

２．濡れに強い 

保温着に最適とされ広く使用されているダウン（羽毛）は、アウトドアの使用では雨や雪、結露、汗で濡れ

てロフトが失われてしまうことが珍しくありません。「ファインポリゴン
®
」はウエア内に水分が侵入した場合

でも、素材自体が保水せずにロフトを維持し、保温力を保つことができます。また他のワタ状のシート素

材と異なり、速乾性にも優れ短時間で本来の保温力を回復できます。 
 

※右グラフ：ファインポリゴン®に十分に水を含侵させた後、遠心脱水を30秒かけ、サーマルマネキンに着用して保温

性を測定。ファインポリゴン®は乾燥時の 70%の保温力を維持し、他の中綿素材のジャケットより高い数

値を記録。 

 

■ポリゴン２ブランケット 

「ファインポリゴン
®
」を２層に重ねて封入。一辺にボタン付きのテープを縫い付けてあるため、多彩な使い方が

できる変幻自在のブランケットです。軽量性が求められるスピードハイクなどの登山から、車中泊、キャンプ生

活での防寒用までなど、様々なシーンでの活用が可能です。 
 

＜使い方の一例＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

【商品名】 ポリゴン２ブランケット 

【本体価格】  ¥7,800+税 

【カラー】 全 3色 

【サイズ】 140㎝×85㎝ 

【重量】 225g 

【素材】 表：ナイロン 100%、裏：ポリエステル 100%、中間層：ポリエス

テル 100%（ファインポリゴン®）   日本製 

【備考】スタッフバッグ付き（収納サイズ：φ10cm×19cm） 

 
 

【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 078-599-6485 (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！ 

 

2015 年 春夏新商品情報（９） 

独自のシート状立体保温素材「ファインポリゴン®」採用 

変幻自在のマルチブランケットが登場 

３月上旬から発売 

～マント風にして上半身の保温に～ ～シュラフのウォームアップに～ ～連結でさらに幅広く！～ 

思わぬ悪天で予想以上に気温が下がった

夜のテント泊でも、冷えに敏感な足元など

に巻いてウォームアップすれば安心。 

スナップボタンの連結で 2つのブランケット

をつなぐことも！さらに活用の幅が広がり

ます。 

朝晩冷え込むテント生活ではもちろ

ん、休憩時にも役立ちます。 
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