
新開発！吸汗するナイロン生地の
ドラウトⓇゼファ―誕生！

PRESS
RELEASE

2018年2月14日

第138号

電話：03-6452-6083（FAX 6085）　email：info@finetrack.com（担当 : 大堀）  上記に関する
お問い合わせ先

〒150-0001　東京都渋谷区神宮前6-13-8-2F　finetrack TOKYO BASE　 https://www.finetrack.com　

「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、薄くて軽くてタフな夏山に最適のナイロン
ベースレイヤー 「ドラウトⓇゼファー」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）、finetrack TOKYO BASEにて販売いたします。

ナイロン繊維の新たな可能性
　私たちは「吸汗速乾ウエアにはポリエステル」とい
う常識にとらわれることなく、より優れた素材を追い
求め、日本国内の繊維メーカーや加工メーカーと共
に開発を続けてきました。そのひとつの成果が、これ
まで不可能と言われていた、ナイロン繊維のポリエス
テルと同レベルの吸水速乾加工の実現でした。
　ナイロン繊維は、ロープやテント、または防水透湿
アウターシェルの表地として採用されることが多い、
軽さと強度を同時に求める製品に欠かすことのでき
ない素材です。そのナイロンに、高いレベルの吸水
速乾加工ができるようになったことで、ポリエステル
生地では成し得なかった領域の「吸汗速乾性を備え
た超軽量高強度素材※」の開発に成功したのです。

さらなる高みを目指す
　１枚の生地の中で、繊維の太さや密度を層状に
変えることで毛細管現象を高め、水分を肌面から生
地表面へ速やかに移行させて拡散し乾燥を促進す

吸汗速乾性だけでなく、
強さも。

L2 ドラウト®ゼファーDROUGHT® Z EPHYR

L2 ドラウト®ゼファーDROUGHT® Z EPHYR

1

本体価格 ¥8,400 ＋税
#FMM1311

ジップネック

125g

2

本体価格 ¥7,600 ＋税
#FMM1312

ジップT

100g

3

本体価格 ¥5,900 ＋税
#FMM1314

T

80g

4

本体価格 ¥5,400 ＋税
#FMM1315

ノースリーブ

60g

1

本体価格 ¥8,000 ＋税
#FMW1311

ジップネック

110g

2

本体価格 ¥7,200 ＋税
#FMW1312

ジップT

86g

3

本体価格 ¥5,600 ＋税
#FMW1314

T

68g

4

本体価格 ¥5,200 ＋税
#FMW1315

ノースリーブ

57g

サイズ （M’s）S、M、L、XL　（W’s）S、M、L

カラー DN（ドーンブルー）、LG（ライトグレー）、 
IV（アイボリーブラック）、 RP（レッドパプリカ）、
AW（エアウェイブルー）  

素材 ナイロン100％　（ドラウト®構造ニット生地）

AW
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MEN'S
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る、これがファイントラック独自のドラウト®構造です。
本来ポリエステル生地で採用してきた技術ですが、
幾多の困難を克服して極薄のナイロン生地でそれを
実現しました。あえてハードルが高い技術をナイロン
生地に採用した理由は、柔らかく、適度な水分率を
持つナイロン繊維の肌なじみの良さを最大限に活か
すためです。これにより、高強度でありながらしなや
かな伸びがあり、乾燥しても熱がこもってしまうことが
ありません。新しい吸水速乾加工とドラウト®構造に
よる優れた吸汗拡散性が備わった、夏山や縦走登
山など、長時間におよぶアウトドアでの活動で大きな
メリットをもたらす超軽量高機能快適素材が誕生しま
した。この夏、吸汗速乾ウエアにさらなる驚きと感動
をもたらす、その主役が「ドラウト®ゼファー」なのです。

MADE IN JAPAN

1

肌映りしにくい薄手、メンズTモデルで約80gという驚異的な軽
さを実現しながらも、ナイロン特有の耐久性を持ち合わせ、岩稜
帯を含む山岳登山やトレイルランにも適しています。

薄手軽量なのにタフ

2

ナイロン本来の吸放湿性に、ニット構造による通気性を融合。
ウエア内の蒸れを残留させることなく、気温の高い時期でも体
温上昇の軽減に役立つ機能を備えています。

瞬間的に汗を吸い上げ拡散し、肌へのべとつきや濡れ感を軽減
するドラウト®構造を備える生地は、着用しながらでも乾いてしまうほ
どの速乾性能を発揮します。

優れた通気性

3 着乾かし可能な吸汗速乾性

4 抗菌防臭 UVカット5＊ポリエステル繊維と比較して高い強度を実現

NEW
3月上旬より発売開始

2018 SPRING ＆ SUMMER



吸汗速乾ウエアの“真実”に向き合う
「ベースリカバー」誕生
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RELEASE
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第139号

電話：03-6452-6083（FAX 6085）　email：info@finetrack.com（担当 : 大堀）  上記に関する
お問い合わせ先

〒150-0001　東京都渋谷区神宮前6-13-8-2F　finetrack TOKYO BASE　 https://www.finetrack.com　

「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、吸汗速乾ウエアの使用によって低下した吸
汗性を復活させる吸汗加工剤「ベースリカバー」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）、finetrack TOKYO BASEにて販売いたします。

撥水性をケアするように、
吸汗性もケアしよう。

永遠には続かない吸汗性
　瞬時に汗を吸い取って拡散させる吸汗速乾ウエ
ア。アウトドアでの快適性を向上させる重要なアイ
テムの１つですが、この吸汗性能について、多くの
人は「永遠に続く」と思っているのではないでしょうか。
　ベースレイヤーやミッドレイヤーなどの吸汗性は実
は使用によって低下していきます。ファイントラックで
は耐久性の高い吸汗加工を施した繊維を採用して
おりますが、それでも吸汗加工は繰り返しの着用や
洗濯で脱落していき、機能が低下してしまいます。
つまり、多くの吸汗速乾ウエアにおいて、吸汗性能
は「永遠」ではないのです。

なぜ吸汗剤が必要なのか
　ベースレイヤーやミッドレイヤーが吸汗拡散しなくな
ると、ドライレイヤー®から透過した汗が移動せず、肌
側に残留してしまったり、アウターシェルの透湿性を
活かせなくなり、レイヤリングでも弊害が生じ、身体を
冷やしてしまう「リスク」につながります。このように、
ベースレイヤーとミッドレイヤーの吸汗拡散性は、ア
ウトドアアクティビティをする上でなくてはならないも
の。したがって、撥水性をケアするのと同じように、
吸汗性のケアも重要なのです。
　しかし、どうやって？　と多くの方が思われるはず。
吸汗性が落ちること自体あまり知られていないのだか
ら、当然ケアの方法を知る人はさらに少ないのが現
状…。そういった吸汗速乾ウエアの状況を打開する
ためにも、吸汗性が落ちるものだという事実をみなさ

んにお知らせする必要があり、さらにそれを家庭で簡
単にケアする為の吸汗剤の開発も急がれました。

L2・L3に使用できる成分の選定
　吸汗速乾ウエアには、さまざまな繊維が使われて
います。ファイントラックの吸汗速乾ウエアにも、ポ
リエステル、ナイロン、ラミー（苧麻）、メリノウール、
シルク、綿といった素材を採用しています。だからポ
リエステルだけにしか効果がない吸汗加工剤では意
味がなく、あらゆる繊維に対して効果がないといけま
せん。ファイントラックのL2・L3の吸汗速乾ウエア
に使用できるベストな吸汗加工成分にするために、
いくつもの選定・配合と実験を繰り返し、ようやく辿
りついたのが今春新発売の「ベースリカバー」。洗
濯耐久性にもこだわり、5回以上の洗濯に耐えうる※

吸汗剤が誕生しました。

MADE IN JAPAN

本体価格 ¥1,500 ＋税
内容量:320g

#FCG0201

ベースリカバー
BASE  R ECOVER

浸して、
乾かすだけの
簡単2ステップ

水で薄めたベースリカバーに、
吸汗性が低下したウエアを
1時間浸けます。

ステップ1 軽くしぼった後に、
ウエアの取扱表示に従って、
しっかり乾燥させ
ベースリカバーを
繊維に固着させます。　　

ステップ2

吸汗性を復活させ、効果長持ち
化学繊維・天然繊維問わず吸汗速乾ウエア全般で吸汗性を復活させる
「吸汗加工成分」を選定し、独自処方。1回の仕上げで、繰り返しの洗濯
にも耐えうるベストな配合にしています。
※洗濯耐久性の目安：５洗以上。ただし、生地表面の状態、生地の厚み、洗濯状況などにより変化します。

（左）使用に伴い吸汗加工が落ち、生地表面で水を弾いてしまうように
なったベースレイヤー。
（右）ベースリカバーを用いて吸汗性が復活

3年以上、ハードに着用して吸汗性が低下したメ
リノスピンサーモを用いて試験を行った。精密
天秤の上に約0.3ｇの水を垂らし、上から試験布
を被せて指で軽く15秒押さえたのち、試験布
を取り除き、水の残量から吸水率を算出する。
加工前は14.4％の吸水率であったが、加工後
は吸水率が100％に向上しており、ベースリカ
バーで加工することで、良好な吸水効果が発揮
できている。

【吸水率試験】（当社試験データ）

0

20

40

60

80

100

加工前

加工後
吸
水
率（
％
）

NEW
3月上旬より発売開始
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最高レベルの耐久撥水性を備えた超軽量シェル
「ピコバリア」登場！
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第140号

電話：03-6452-6083（FAX 6085）　email：info@finetrack.com（担当 : 大堀）  上記に関する
お問い合わせ先

〒150-0001　東京都渋谷区神宮前6-13-8-2F　finetrack TOKYO BASE　 https://www.finetrack.com　

「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、携行ストレスゼロで着回しバツグンの超軽量
シェル「ピコバリア」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）、finetrack TOKYO BASEにて販売いたします。

MADE IN JAPAN

ピコバリア
P I COBARR I ER

着回しバツグンの超軽量シェル 最軽量で携行できる防風・防寒の備えの一着として。
携行ストレスゼロのお守りシェル。

MEN'S

1

本体価格 ¥13,500 ＋税
#FAM1101

ピコバリア フーディ

83g

1

本体価格 ¥13,000 ＋税
#FAW1101

ピコバリア フーディ

73g

注意

サイズ （M’s）S、M、L、XL　（W’s）S、M、L

カラー BK（ブラック）、 CR（クリムゾンレッド）、
TI（チタン）、MV（モーブ）、 
WB（ウォーターブルー）  

素材 ナイロン100％（シリコン耐久撥水加工）

WOMEN'S

脇のメッシュパネル 背面上部の大型ベンチ
レーション

外気をとり込んだり熱を
逃がす袖口メッシュパ
ネル

胸ポケットに収納可能な
ポケッタブル仕様

・ スマホなどの収納可能な胸ポケット
・ シンプルながらフィットするフード

防風性と多彩な換気性能

生地本来の適度な透湿性に加え、背面と脇の下、前腕部
分に大型のベンチレーションとメッシュパネルを配し、高い
換気性能を備えています。腕の上げ下げや上腕を動かす
ことにより、身体に追従して機能するため、行動中は風を
通し、衣服内の蒸れを逃がし、休憩中は防風防寒着として
着用することが可能です。

最高レベルの撥水の持続性

ナイロン繊維一本一本にシリコン系ポリマー
の撥水剤を含浸させ、アクリル透湿コーティン
グを施した新開発の生地を採用。100回以上
の洗濯でも撥水性を保つ、現在の技術で最高
レベルの耐久撥水性を備えています。圧力や
摩擦が加わっても水を含みにくく、たとえ濡れて
も一振りでほとんどの水を払い落とせます。

1

BK

CR TI

1

WB

MV TI
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洗濯を100回繰り返した後、アピアランスリテンション形試験機にて50回の
摩擦をかけ、実使用を想定した負荷を与えた。その後、水に３０分間浸漬した
後、上下に振って水気を取り、経時的に生地の残留水分率を求めた。ピコバリ
アは水を含みにくく、さらに５分後には残留水分率がほぼ0％に低下しており、
良好な乾燥速度を示した。

【乾燥速度試験】
（当社試験データ）

いま欲しい機能を、突出したカタチで。
ファイントラックが提案する新たなカテゴリー「リベロ」とは、登山の基本である5レイヤリングの概念にとらわれないカテゴリー。
専門的なフィールド分野への対応力を補い高めるための特別なモノ創りです。
さまざまな表情を見せる自然環境。そのひとつひとつのシーンに個別で対応する機能だけを集め、オールマイティではない、
スペシャリティなウエアに仕上げる。自分だけのフィールドのより深い懐に飛び込んでいくための、
ファイントラックの新たな挑戦です。

NEW
3月上旬より発売開始

2018 SPRING ＆ SUMMER



スキンメッシュⓇとフラッドラッシュⓇに
ジュニアサイズ登場

3月中旬より発売開始 PRESS
RELEASE

2018年2月14日

第141号

電話：03-6452-6083（FAX 6085）　email：info@finetrack.com（担当 : 大堀）  上記に関する
お問い合わせ先

〒150-0001　東京都渋谷区神宮前6-13-8-2F　finetrack TOKYO BASE　 https://www.finetrack.com　

「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、汗や濡れによるリスクや不快感を軽減する
スキンメッシュⓇシリーズとフラッドラッシュⓇシリーズの定番アイテムにジュニアサイズを追加。
全国のアウトドアスポーツ専門店とメーカーサイト（https://www.finetrack.com）、finetrack TOKYO BASEにて販売いたします。

大人同様に、山と水辺の
濡れ冷え対策を。
濡れ冷えから身体を守るために

　ファイントラックは創業以来、独自の発想で素材を開発、
独創的な製品を数多く発表し、アウトドアフィールドでの安
全性と快適さに貢献できるよう活動を行っています。中で
も代表的な製品として登山を中心に多くの方にご愛用い
ただいているのが、汗冷えや濡れ冷えを防ぐドライレイヤー®
です。またウォータースポーツシーンでは、フラッドラッシュ®
の名が真っ先に上がるでしょう。どっぷりと自然の中へと入
っていく遊び手たちを中心に、数多くの人々から共感をい
ただいてきました。

アクティブな子どもたちにも安全を
　今期よりスキンメッシュ®とフラッドラッシュ®の２モデルを
ジュニアサイズで展開します。コアな遊び手を親に持つ好
奇心旺盛な子どもたちに、安全で快適に、そして楽しく大
自然に触れてもらうためのプロジェクトです。
　ファイントラック社員の中にも、子どもを連れての沢登り
やSUPを楽しむスタッフがいます。経験上、子どもは目の
前の遊びに夢中になって自分の体温変化にはなかなか気
づかず、親が気づいた時には唇が真っ青……、ということ
も少なくないのです。自然を色濃く感じるフィールド体験を
家族で楽しみたいと考える親にとっては、自分の安全はも
ちろん、子どもの安全を守ることも重要な責任です。体温

調整能力や体温低下に対する危険予測の経験値が少な
い子どもだからこそ、濡れ冷えから身体を守るための備えは
大事です。

パターンメイキングからフィールドテスト
　ある程度山で遊ぶ体力を備えるようになった小学校高学
年の子どもたちを想定し、140cmと150cmのユニセックス
のジュニアサイズを設定しました。首や腕が細く、厚みのな
い肩や胴、ウエストのくびれなど、子ども独特の体形を考慮
しながら、成長著しい男の子にも女の子にもフィットするパ
ターンメイキングと、アイデアを取り入れた専用設計のウエ
アです。試作品で何度もフィールドテストを重ね、フィットし
ながらも苦しくならない、動きやすい絶妙なフィッティングに
仕上げています。

スキンメッシュ®
ロングスリーブ

本体価格 ¥3,400 +税
#FUY0411

39g

1
スキンメッシュ®
T

本体価格 ¥3,200 +税
#FUY0412

36g

2
スキンメッシュ®
タイツ

本体価格 ¥3,200 +税
#FUY0413 

43g

3
PT

本体価格 ¥6,800 +税
#FWY0122

フラッドラッシュ®
ジップネック

1

193g
本体価格 ¥4,800 +税
#FWY0123

フラッドラッシュ®
タイツ

2

181g

BKBK BK BK

スキンメッシュⓇ フラッドラッシュⓇ
サイズ 140、150
カラー BK（ブラック）
素材 ポリエステル 100％

サイズ 140、150
カラー PT（ピスタチオ）、BK（ブラック）
素材 ポリエステル 94％、ポリウレタン 6％

MADE IN JAPANMADE IN JAPAN

安全性と快適さをより多くの方へ

　finetrackでは、2月にスキンメッシュⓇの大人
用ビッグサイズ（男性：XXL、女性：XL）を発表。
それに続き、この度はジュニア用サイズも追加し、
サイズ展開をより拡大いたします。より多くの方
が、汗冷え、濡れ冷えのリスクを回避し、安全に
アウトドアを楽しめる一助となればと考えています。

FLOODRUSHⓇSKIN MESHⓇ

2018 SPRING ＆ SUMMER



ドラウトⓇフォースジップネックに大きいサイズ登場！
さらに、男女2色ずつカラーチェンジ！
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〒150-0001　東京都渋谷区神宮前6-13-8-2F　finetrack TOKYO BASE　 https://www.finetrack.com　

「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、幅広いアクティビティやシーズンに活躍する
「ドラウトⓇフォース」にビッグサイズと新色を追加。
全国のアウトドアスポーツ専門店とメーカーサイト（https://www.finetrack.com）、finetrack TOKYO BASEにて販売いたします。

超軽量×撥水で山岳トレイルをサポート！
スカイトレイルショーツ新発売！

「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、最高レベルの耐久撥水性を備えた超軽量な
「スカイトレイルショーツ」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）、finetrack TOKYO BASEにて販売いたします。

サイズ （M’s）S、M、L、XL、XXL（　 KB、AGカラーのみ）　
（W’s）S、M、L、XL（　 RU、PBカラーのみ）

カラー VO（ボルカノ）、MO（モス）、 
KB（カシミールブルー）、 
AG（アッシュグレー）、RU（ルビーローズ）、
PB（パステルブルー）、 IN（インクブルー） 

素材 ポリエステル 100％
（ドラウト®構造ニット生地）

1
1

1

本体価格 ¥7,400 ＋税
#FMM1101

ドラウト®フォース
ジップネック

150g

2

本体価格 ¥7,000 ＋税
#FMM1102

ドラウト®フォース
ジップT

130g

1

本体価格 ¥7,200 ＋税
#FMW1101

ドラウト®フォース
ジップネック

120g

2

本体価格 ¥6,800 ＋税
#FMW1102

ドラウト®フォース
ジップT

105g

ジップネック（男女各2色）に
大きいサイズ登場！

全アイテム・男女2色ずつ
カラーチェンジしました！

MADE IN JAPAN

本体価格 ¥7,500 +税
55g

スカイトレイル
ショーツ

1

#FBM0801

MEN'S 超軽量の生地、非常に優れた撥水性、
濡れても重量の増加が小さく、
耐久性も備えているためコンディションの
厳しい山岳エリアでの使用に適しています。

51g

スカイトレイル
ショーツ

1

本体価格 ¥7,300 +税
#FBW0801

WOMEN'S

サイズ （M’s）S、M、L、XL　（W’s）S、M、L

カラー BK（ブラック）
素材 本体：ナイロン100%（シリコン耐久撥水加工）　

本体サイド部・マチ：ポリエステル100%・ 肌ストレスを軽減するフラットで幅広なウエスト仕様

・ 動きやすく、股ずれ防止にもなるマチ仕様

ヒップ上部にファスナー
付の大型ストレッチポ
ケット配置

足上げのストレスをなくす
スリット

NEW

MADE IN JAPAN

POINT

3月上旬より発売開始
2018 SPRING ＆ SUMMER

3月上旬より発売開始

DROUGHTⓇ



MADE IN JAPAN

カミナドームに大型サイズ誕生！

PRESS
RELEASE

2018年2月14日

第143号

電話：03-6452-6083（FAX 6085）　email：info@finetrack.com（担当 : 大堀）  上記に関する
お問い合わせ先

〒150-0001　東京都渋谷区神宮前6-13-8-2F　finetrack TOKYO BASE　 https://www.finetrack.com　

「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、山岳テントシリーズ「カミナドーム」に、大人
数パーティ用「カミナドーム４」を新たなにラインナップ！
全国のアウトドアスポーツ専門店とメーカーサイト（https://www.finetrack.com）、finetrack TOKYO BASEにて販売いたします。

２つの入り口＆前室を備えた
大人数対応「カミナドーム４」誕生

カミナドーム4

総重量：  1990ｇ
　　　   [1840g （インナー、フライ、ポール）＋150g （ガイライン、収納袋、ペグ8本含む）]

本体価格 ¥89,000 +税#FAG0314

サイズ 間口210×奥行220×高さ120㎝[収納時 本体:9.5×18×33cm、ポール:36cm]
カラー OG/GY（オレンジ/グレー）
素材 フライ：15d 66ナイロンリップストップ、耐水圧1,600mm（初期値）

インナー：7d 66ナイロンマイクロリップストップ、通気加工
インナーボトム：30d 66ナイロンリップストップ、耐水圧1,800mm（初期値）
ポール：ジュラルミン

210cm

120cm

60cm 70cm

220cm

※長辺2ヶ所に入り口あり

フットプリント（カミナドーム4）

本体価格 ¥8,900 +税　340g
#FAG0117（カミナドーム4用）

ACCESSORIES

小物の整理に便利な
天井部ループに取り付けるロフト
ライトを載せれば照明にもなる
メッシュ仕様です。

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。

オプショナルロフト
（カミナドーム4）

19g

本体価格 ¥2,100 +税#FAG0116
カラー WH（ホワイト）

素材 ポリエステル100%

MADE IN JAPAN

カラー GY（グレー）

素材 70d高密度ナイロンタフタ、
 耐水圧1,800mm（初期値）

MADE IN JAPANサイズ 33×33㎝

NEW

NEW

NEW

最高レベルの軽量性も、4シーズン使用可能な機能性も、快適な
居住性も「なにもあきらめない」カミナドームに4人使用でも余裕
の広さを持つ大型サイズが新たにラインナップ。

3月上旬より発売開始
2018 SPRING ＆ SUMMER



レイルオンⓇキャップ＆ハットシリーズがデザイン一新！
さらに、ゼファーキャップ新登場！

PRESS
RELEASE

2018年2月14日

第144号

電話：03-6452-6083（FAX 6085）　email：info@finetrack.com（担当 : 大堀）  上記に関する
お問い合わせ先

〒150-0001　東京都渋谷区神宮前6-13-8-2F　finetrack TOKYO BASE　 https://www.finetrack.com　

「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、画期的なレイルオンⓇシステムを装備したレ
イルオンⓇキャップ＆ハットをリニューアル。超軽量コンパクトなゼファーキャップを新発売！
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）、finetrack TOKYO BASEにて販売いたします。

｜トレイルラン・スピードハイク

｜登山・アウトドアスポーツ全般

本体価格 ¥5,200 +税

レイルオン®キャップ
UNISEX

レイルオンⓇキャップ／ハット

ゼファーキャップ

RA I LONⓇ CAP /HAT

ZEPHYR  CAP

#FHU0451

CF

MBCG

NV

BEDR

55g

サイズ S/M、L/XL

カラー ＣＦ（カフェオレ）、ＣＧ（チャコー
ルグレー）、ＭＢ（ミッドナイトブ
ルー）

MADE IN JAPAN

極薄手のナイロン吸汗速乾生地を用いたフィット感に優れたキャップ。
コンパクトに折りたため、ヘルメットのライナーにも適します。

AW
IV

本体価格 ¥3,300 +税

ゼファーキャップ
UNISEX

#FHU0454

27g

サイズ S/M、L/XL

カラー AW（エアウェイブルー）、IV（アイボリーブラック ）

MADE IN JAPAN

本体価格 ¥6,300 +税

レイルオン®ハット
UNISEX

#FHU0453

75g

サイズ S、M、L

カラー BE（ベージュ）、NV（ネイビー）、
DR（ダークブラウン）

MADE IN JAPAN

NEW

RENEWAL

RENEWAL

サイドに
大型ベンチレーションを配し
行動中でもより蒸れにくく！

＜リニューアルポイント＞

デザインを一新し、
フィット感向上！

3月上旬より発売開始（ゼファーキャップのみ4月上旬発売）
2018 SPRING ＆ SUMMER



涼感デイリーウエアのラミースピンⓇクールが
デザインを一新して、アイテムも追加

PRESS
RELEASE

2018年2月14日

第145号

電話：03-6452-6083（FAX 6085）　email：info@finetrack.com（担当 : 大堀）  上記に関する
お問い合わせ先

〒150-0001　東京都渋谷区神宮前6-13-8-2F　finetrack TOKYO BASE　 https://www.finetrack.com　

「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、ラミー（苧麻）の涼感を最大限に生かした夏
に最適な「ラミースピンⓇクール」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（https://www.finetrack.com）、finetrack TOKYO BASEにて販売いたします。

サイズ （M’s）S、M、L、XL　（W’s）S、M、L

カラー RN（ロイヤルネイビー）、LB（ライトブルー）、
SA（サンドアッシュ）、PA（ペイルグレー）、
IG（アイスグリーン）、RR（ライプレッド）

素材 ポリエステル 80％、ラミー（苧麻）20％

RENEWAL

デザインを一新！

#FOM0201

ラミースピン®クール
ロングT

1

本体価格 ¥6,000 +税
195g

#FOM0202

ラミースピン®クール
T

2

本体価格 ¥5,200 +税
145g

#FOM0203

ラミースピン®クール
ヘンリーネック（半袖）

3

本体価格 ¥6,200 +税
185g

#FOW0201

ラミースピン®クール
ロングT

1

本体価格 ¥5,300 +税
145g

#FOW0202

ラミースピン®クール
T

2

本体価格 ¥4,700 +税
115g

#FOW0203

ラミースピン®クール
ヘンリーネック（7分袖）

3

本体価格 ¥5,500 +税
160g

天然ラミー×高機能

RAMIE SPINⓇ

3アイテム展開に

1

MEN'S

2

PA

RN SA LBLB SA PA

RN

3

PA RN

LB

SA

WOMEN'S

1 2

IG

RN RR PA

3

RNPA IG

RRRN

RR PA IG

MADE IN JAPAN

3月上旬より発売開始
2018 SPRING ＆ SUMMER
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