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L4ミッドシェル が一新！
遊び手仕様の絶妙シェル「フロウラップ TM」新登場！
®

第132号

2017年8月25日

201７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、
L4ミッドシェル®を一新し、
機能面・デザイン性をさらに向
上させたフロウラップTM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
（https://www.finetrack.com）
にて販売いたします。

ボトムスにもレイヤリング革命を
ミッドシェル ® パンツ誕生
TEXT :

中島 摩有子（ﬁnetrack スタッフ）

ファイントラック発の
ミッドシェル という概念
ファイントラックが提唱する登山界の新常識、
5レイヤリング 。その構成で欠かせないレイヤ
ーのひとつは、素肌に直接着用する耐久撥水性
を備えたドライレイヤー です。実着用時の快適
さからすでに広く認知され、今では登山ウエアの
定番となっています。しかし、５レイヤリング を
完成させるうえでは絶対に欠かせないもうひとつ
のレイヤーがあります。それがミッドシェル で
す。
高い透湿性と耐水性を備えるミッドシェル
は、保温しながら結露の発生を大幅に軽減し、
ウエア内への浸水を徹底的に防ぐことができる
ため、過酷なアウトドアフィールドでの安全性と
快適さを大きく向上させることに貢献していま
す。しなやかな着心地で防風性も優れるため、ユ
ーザーからは「気が付けばずっと着用している」
など、ドライレイヤー と並んで「もう手放せま
せん！」との嬉しい声がもっとも多い製品でもあ
るのです。

ボトムスレイヤリング構想
そして新素材の開発へ
ミッドシェル はこれまでトップスのみの展開
でした。ただ、こんなにも快適な素材であれば「ミ
ッドシェル はボトムスにも有用である」という
確信が私たちにはありました。しかし動きが激し
いボトムスは、トップス以上のストレッチ性や耐
摩耗性が求められます。そこで私たちは、これま
でのミッドシェル 素材を上回る新しい素材の

開発に着手しました。
ボトムスの素材開発には２つの課題がありま
す。大きな運動量に追従する動きやすさ、そして
過酷な環境に耐える耐摩耗性です。
開発した新たなミッドシェル 専用素材「エ
バーブレス エア」は、表素材は柔らかくしなや
かでありながら、当社従来品に比べ約 2 倍の耐
摩耗性を備えたナイロンニットにバージョンアッ
プ。中間層には、防風・耐水性を備え、透湿性を
当社従来品から向上したミッドシェル 専用エ
バーブレス メンブレンをラミネートし、ナイロ
ンニットとの相乗効果でストレッチ性を大幅に向
上させ、身体の動きに追従するストレスフリーな
動きやすさを実現しました。

着心地や機能にまでこだわり、
フィールドで重ねた実戦検証

やクライミングなどでフィールドテストを繰り返
し、しっかりと温かく、ストレスはほとんど感じら
れない「穿いていないような着用感」のフロウラ
ップ™パンツを誕生させることができました。フ
ロウラップ™パンツは、アウターシェルパンツと
のレイヤリングウエアとしてだけではなく、
ＵＬス
タイルやトレイルランニングなどでの単体着用に
対応でき、軽量コンパクトに携行できるテン場で
の予備ウエアとしても、その活躍の幅は広がりま
す。冬期のアクティビティでは、タイツの上にア
ウターシェルパンツを着用する場合が多いと思
います。しかしそれだけではどうしても対応力の
限界が低く、予想外の寒さや暑さへの順応が難
しくなります。動きやすさと着心地を犠牲にせず、
フィールド対応力を高めたいという要望に、新素
材のミッドシェル パンツが驚きの快適性でお応
えします。

目指したのは「穿いていないような着用感」で
す。そのために細かなディテールにも妥協せず、
ベルト周りにはストレッチを活かしたゴム機能を
持たせ、前立てには一般的なアウトドアパンツで
は見ない意匠性の高いコンシールファスナーを
採用しました。単体着用が可能なデザインを意
識しながら、ウエスト周りのボリュームは徹底的
に抑える。さらに、無駄なゆとりを省きながらも
動きを妨げない絶妙なフィット感のパターン設
計にこだわり、ボリュームを抑えるだけではなく、
ベンチレーションや裾口のニットパネルなど、必
要十分な機能をしっかりと備え、バックカントリ
ースキーでも使用可能な対応力を持たせました。
雪山登山はもとより、バックカントリースキー

MADE IN JAPAN
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アクティビティ
登山／クライミング／バックカントリー
／トレイルランニング
5レイヤリング機能
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ヨコストレッチ220%
タテストレッチ143%
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フーディ

フロウラップTM
フーディ

#FAW0902

#FAM0902

本体価格 ¥26,200 ＋税

本体価格 ¥26,800 +税
270g
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上記に関する
お問い合わせ先
〒650-0025
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240g

※JIS L1096 B1法

サイズ （M s）S、M、L、XL （W s）S、M、L
カラー

BK（ブラック）、NV（ネイビー）、OD（オ
リーブドラブ）、TG（タンジェリン）、CA
（カーボンアッシュ）、FU（フューシャ）、
NV（ネイビー）、PK（ピーコックブルー）

素材

表：2０デニール4WAYス
トレッチナイロンタフタ
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

電話：078-599-6485
（FAX 5031） email：info@ﬁnetrack.com
（担当 : 大堀）
http://www.ﬁnetrack.com

※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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ジャケット
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フロウラップTM
パンツ
#FAW0903

本体価格 ¥23,800 ＋税

本体価格 ¥19,800 ＋税

本体価格 ¥23,300 ＋税

本体価格 ¥19,400 ＋税

220g

220g

200g

200g
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トップス

優れたストレッチ性

ミッドシェル 専用設計の
「エバーブレス エア」
ファブリックにより、
優れたスト
レッチ性を実現。
さらに、高い防風性と透湿性も備えているため、風の強い
稜線上でも風をしっかり防ぎながらも、
蒸れにくく、
ウエア内の温度変化に集
中力を欠くことなく行動できます。

2

使用目的に合わせた２つのシルエット

立体デザインのトルネード
スリーブ で動きやすさと
抜群のフィッ
ト感を実現

衣 服 内の蒸れを一 気
に解放できるリンクベン
ト を装備

裾のドローコード付き。
締めることで風や雪の
侵入を防ぐ

フーディ

ジャケット

パンツ

フィット感の高いフード
はアジャスターで調整
可能

腕の運 動 性と脇の通
気性を高めるストレッチ
パネル

ウエストは調節紐付き
のフラットな仕様（下フ
ラップなし）

登山やBCスキーなど季節を問わず様々なシーンで着まわしやすいレギュラーフィットのフーディタ
イプと、
すっきりとしたデザインでアウターシェルとのレイヤリング相性もいいジャケットタイプ。
さら
に、
パンツはフラットなフロント仕様のほか、
単体着用時でも、
タイツのように見えない絶妙なシル
エッ
トに仕上げています。

3

動きやすく、快適な着心地

身体の動きに追従する立体デザインと、
可動域が広い前腕から肩にかけての動きを妨げないト
ルネードスリーブ を採用することで、
大きな腕振りや脚上げなどの動きにもストレスがありませ
ん。
しなやかな生地感とも相まって、
長時間の着用にも快適な着心地が続きます。

4

幅広いアクティビティに使いやすいディテール

フーディタイプは、登山やBCスキーで使用するグローブやコンパスなどの小物の収納にも便利
な大型のフロントポケット、悪天候にも対応できる大型フードを備えているため、環境変化の激し
いシーンでも活躍します。
ジャケットタイプは、腕の運動性と脇の通気性を高めるストレッチパネ
ルを配しており、
登山だけではなく、
より運動量の多いトレイルランニングなどにも最適です。

上記に関する
お問い合わせ先
〒650-0025

神戸市中央区相生町 1-2-1 東成ビルディング 1F

・手口のフィット感を高めるストレッチパネル
（トップス）
・首元にチンガード付き
（トップス）
・ファスナー部分は防水性を高める止水ファスナー
（フーディ）
・収納ポケットを左右の胸に配置（フーディ）
・収納ポケットを左胸に配置（ジャケット）
・左右の腰にポケット
（ファスナーなし）
（パンツ）
・ウエストに調節紐付き
（パンツ）
・ストレッチパネルを配し、
ブーツの内側にも外側にもできる裾（パンツ）
※アイゼンガードは付いていません

電話：078-599-6485
（FAX 5031） email：info@ﬁnetrack.com
（担当 : 大堀）
http://www.ﬁnetrack.com

※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！

