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本体価格 ¥35,000 +税
#FAM0231

エバーブレス® バリオ  
ジャケット

370g
本体価格 ¥28,000 ＋税
#FAM0232

エバーブレス® バリオ  
パンツ

400g

1 2

本体価格 ¥35,000 ＋税
#FAW0231

エバーブレス® バリオ  
ジャケット

335g
本体価格 ¥28,000 ＋税
#FAW0232

エバーブレス® バリオ  
パンツ

370g

1 2

サイズ （M’s）S、M、L、XL　（W’s）S、M、L
カラー CR（クリムゾンレッド）、NV（ネイビー）、OD（オリーブドラブ）、

BK（ブラック）、AW（エアウェイブルー）、PR（ピオニーレッド）
素材 表：（　 、　 ）20デニールストレッチナイロンリップ

表：（　 、　 ）50デニール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

1 1
2 2

何を引き算できるか？
　登山とは面白いもので、経験を積む段階では様々
なリスクを知り、それに対応するために装備は増えて
いきます。ところが、より経験を積んでいくと、装備
重量そのものがリスクだと認識するようになり、次第
に「何を引き算できるか」を考えるようになります。ウ
エアも同様で、雪山の厳しい環境下で使用するアウ
ターシェルには、まず「フル装備」であることを求めま
す。でも、使用する環境や目的によっては、「オーバ
ースペック」だと感じることもあります。
　では、雪山でも使えるシンプルでライトなアウター
シェルは？　ということになると、今のマーケットでは
意外と見つけにくいものです。だからこそ、実際のア
ウトドアフィールドでの使用感をしっかりと検証し、「無
駄を削ぎ落とすことが新たな機能となる」ことを開発
コンセプトに、引き算の発想でエバーブレス®バリオ
ジャケット&パンツをリニューアルしました。

欲張りな山行に応える
上級者用機能ウエア
　クライミングとスキーを融合させた「クライム＆グライ
ド」と呼ばれる山行スタイルがあります。このような異
なるスタイルの融合には、必要な装備が増え、ベー
スウェイトは大きくなります。だからこそ、安全マージ
ンを考えながらその環境で行動できるギリギリのライ
ンを、ウエアとギアの機能で狙っていくことになります。
　無くても多くの状況で妥協できる機能は、思い切
って削る。必要なディテールは邪魔になりにくいよう
に配置する。もちろん、クライム＆グライドに限らず、
大量のギアを必要とするシーンや、軽量化とスピード
を重視したいミニマリストにも、エバーブレス®バリオ
は魅力的な選択肢となるはずです。

リスクが大きいと感じる人は、別の選
択肢を

　シンプルなディテール、そして雪山用アウターとし
ては薄手の20デニールナイロン（ジャケット※パンツ

は50デニール）を採用しています。一般的な冬用ジ
ャケットのセオリーからは外れていると言えるため、ル
ートや環境のリスクが見積もれない方には、正直お
すすめできません。安心感を求めるなら、スキーシー
ンにマッチするグライドシリーズや、一般登山やクライ
ミングに合わせたアクロシリーズがあります。ただ、「こ
のシンプルさがちょうど良い」と判断できるエキスパー
トには、最高の機能ウエアになるはずです。

（TEXT：finetrackスタッフ　相川 創）

無駄を削ぎ落とすことが
新たな機能となる
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MADE IN JAPAN

9月中旬より発売開始
2018 FALL ＆ WINTER 

「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、秋冬の定番アウターシェル「エバーブレスⓇバリオ」を
雪山のエキスパートに捧げるアイテムとしてリニューアル。全国のアウトドアスポーツ専門店とメーカーサイト（https://www.finetrack.com）、finetrack 
TOKYO BASEにて販売いたします。

RENEWAL



RENEWAL POINT

可動域の大きい箇所にさらにストレッチ性の高いエバーブレス®ニットを配置して、運動性と快適な着心地を実現。

左右のポケットを大型のハンドポケットに変更。メッシュの内ポケットも装備し収納性が向上。

・ ウエストベルトやハーネスに干渉しに
くい左右の大型ポケット（ジャケット）

・ 腰ポケットを左右に装備（パンツ）

ヘルメットに対応した大
型フード。フードアジャス
ターを装備

腕の運動性を高める脇
下マチと立体デザイン

ジャケット

衣服内の蒸れを一気に
解放できるリンクベント®
を装備　

ジャケット パンツ

柔軟で強靭な貼り付け
式のスマートなエッジ
ガード

運動性を高めるためヨー
クからウエスト部にエ
バーブレス®ニットを配置

小物収納に便利なメッ
シュの内ポケット1箇所

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　

ザックのウエストベルトなどに干渉しにくい大型ポケットやヘルメット対
応のフード、リンクベント®など、雪山で必要とされる機能だけに絞った
シンプルなデザインです。ジャケット20デニール、パンツ50デニールと
生地厚を抑えることで、冬期用としては最軽量クラスのジャケット370ｇ、
パンツ400ｇに仕上げています。

1 機能を厳選したシンプル＆軽量設計 2

エバーブレス®ならではの異次元ストレッチに加え、可動域が大きい脇
から袖下のマチと首回りにエバーブレス®ニットを配置。一着でクライミ
ングも滑りもこなしたい、そんな創造的な遊び手を満足させる抜群の
運動性能を備えています。

多様なアクティビティに対応

3

生地表面構造による雪面に対する摩擦力・アンチグリース性を備え、
滑落時の安全性を高めます。

雪面で滑りにくい
最高レベルの透湿性を備えるオリジナル防水透湿素材・エバーブ
レス®が行動時の蒸れを軽減。さらに、運動量が多いときにこもる
熱気は、リンクベント®を開放することで、瞬時に排出できます。

4 ウエア内のムレを瞬時に排出



よりアクティブに、よりスピーディに！
ドラウトⓇクローがリニューアル
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さらなる通気性の向上を
　ドラウト®クローはファイントラックのL3ミッドレイヤー
の中でもっとも幅広いシーズンに対応できる、秋冬
のハードなアクティビティ向けのウエアです。保温力
を適度に抑えながら、行動中の衣服内温度を素早く
最適化できる機能に注力しました。
　今回のリニューアルでは、アクティブな冬期用L3
ミッドレイヤーとして、他のL3よりもさらに行動中の熱
を放出するための通気性の獲得を目指して、新たな
生地開発に着手しました。

ストライプ構造の通気部
　通気性を獲得するためには、生地の密度を単純
に粗くするだけでは解決されません。着圧や伸縮で
生地が潰されて薄くなり、保温性が損なわれるからで

す。生地の嵩高の保持と、生地表面の強度を確保
するためには、どうしても生地に緻密さが必要となり
ます。そうすると今度は通気性が失われる……。
　この難題を解くために辿り着いた発想が、緻密な
生地に一定のピッチでストライプ状に通気部を設け
るというアイデアでした。繊維の細かさや使用する
糸の太さ、編み密度とストライプ部分の幅など、様々
な組み合わせを検討しながら試作を重ねました。
　糸と密度と構造の全てを少しずつ研ぎ澄ませなが
ら、理想とする通気性の獲得に近づけます。さらに
嵩高を適度に抑えることで、保温性を調整しました。
起毛によって嵩高を得たことで、ジャケット（メンズ）
で300gと、リニューアル前の旧商品と比較して80ｇ
の軽量化にも成功しています。また、目の粗いストラ
イプ部分を僅かに低くするという工夫を採用したこと
で、生地表面の強度も確保することができました。

熱がこもりにくく、軽い着心地
　こうして仕上がった新しいドラウト®クローの生地
は、緻密な起毛部分の嵩高とコシによって、デッドエ
アを十分に保ち、静動時の保温性を確保します。そ
して大きな運動量を伴う活動時には、リンクベント®か
ら取り入れた外気が生地のストライプ通気部を通り、
レイヤリング間のデッドエアを流動化させて衣服内の
熱を適度に逃がし、過剰な発熱による急激な発汗を
抑えます。
　静と動、レストとハイクアップが繰り返される冬山
アクティビティの両極な要求に応え、過酷な環境を
快適に過ごすことができる、それが新たなドラウト®ク
ローなのです。
（TEXT：finetrackスタッフ　三宅 毅）

よりアクティブな冬期用
ミッドレイヤーを目指して

9月中旬より発売開始
2018 FALL ＆ WINTER 

「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、秋冬のハードなアクティビティに適した「ドラウトⓇクロ
ー」を通気性と動きやすさ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（https://www.finetrack.com）、finetrack TOKYO 
BASEにて販売いたします。

RENEWAL

WOMEN'S

MEN'S
MADE IN JAPAN

#FMM0521

ドラウト®クロー 
ジャケット

1

本体価格 ¥15,500 +税
300g

#FMM0522

ドラウト®クロー
ジップネック

2

本体価格 ¥14,000 ＋税
250g

#FMM0523

ドラウト®クロー
パンツ

3

本体価格 ¥13,000 ＋税
250g

#FMW0521

ドラウト®クロー 
ジャケット

1

本体価格 ¥15,000 +税
245g

#FMW0522

ドラウト®クロー
ジップネック

2

本体価格 ¥13,500 ＋税
210g

#FMW0523

ドラウト®クロー
パンツ

3

本体価格 ¥12,500 ＋税
225g

サイズ （M’s）S、M、L、XL　（W’s）S、M、L

カラー BK（ブラック）、FI（ファイアオパール）、
FN（フェザーネイビー）、FU（フューシャ）、WM（ウォームベージュ）

素材 ポリエステル 100％

1 3

BK
BK BKFI

2

FN
FN

FI

BK

1 3

FU FUFN WM
WM

FN

2



RENEWAL POINT

生地をリニューアルすることで通温性と通気性のバランスを最適化。

より動きやすいパターンを採用。

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
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程よい保温性を備えた軽量な生地に、ストライプ状に設けた通気
部が、ウエア内の熱を速やかに排出。動きつづけるアクティビティ
に適した行動保温着です。

1 保温と通気の絶妙なバランス 2

アクティビティ中の汗をベースレイヤーの上から積極的に吸い上げ蒸
散。内側の濡れを瞬時に感じさせないほどの汗処理性能を備えます。
活動量が多いアクティビティほどその圧倒的な性能を実感できます。

濡れ感すら感じさせない優れた汗処理性能

3

ジャケットでメンズ300g、ウィメンズ245ｇという軽さと立体デザイ
ンにより動きやすく、重ね着しても着用ストレスのない着心地で
す。

軽く動きやすい
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。

4 臭くなりにくい

ドラウト®クロー
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】（当社試験データ）
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・ 左右のハンドポケット（ジャケット）

・ インナーとしても使いやすい細身のシルエット（パンツ）

・ コインポケット付きの左右の腰ポケット（パンツ）

・ リンクベント®付き（パンツ）

立体的に首にフィットす
る襟

衣服内の蒸れを一気に
解放できるリンクベント®

ファスナー付き前立て
（メンズパンツのみ）

ファスナー付きの右胸
ポケット



メリノスピンⓇサーモに
男女一色ずつカラーチェンジ！
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9月上旬より発売開始
2018 FALL ＆ WINTER 

「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、メリノスピンⓇサーモに男女一色ずつカラーチェンジし、
さらにレイヤリングしやすいカラー展開になりました。
全国のアウトドアスポーツ専門店とメーカーサイト（https://www.finetrack.com）、finetrack TOKYO BASEにて販売いたします。

“絶妙”なシェルとして人気の
フロウラップⓇシリーズからグローブが新発売！

9月中旬より発売開始

「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フロウラップⓇと同一生地を使用した、フロウラップ
Ⓡグローブを新発売！ 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。

WOMEN'S

サイズ （M’s）S、M、L、XL　（W’s）S、M、L

カラー DO（ディープオリーブ）、DG（ダークグレー）、
BK（ブラック）、PE（ペールクリーム）

素材 ポリエステル 65％
ウール 35％（袋編み） 天然ウール×高機能

MEN'S

1

DG

BK
DG

2

BK DO

DG

3

BK DO DG

4

BK DO

メリノスピン®サーモ 
フーディ

本体価格 ¥10,200+税
150g　　

1

#FUW0614

メリノスピン®サーモ 
ロングスリーブ

本体価格 ¥8,000+税
130g　　

2

#FUW0611

メリノスピン®サーモ 
ジップネック

本体価格 ¥8,800+税
135g　　

3

#FUW0612

メリノスピン®サーモ 
タイツ

本体価格 ¥7,900+税
110g　　

4

#FUW0613

PE

4

PE BK

1

BK

2

PE BK

3

PE BK

2

本体価格 ¥8,300 +税
#FUM0611

メリノスピン®サーモ 
ロングスリーブ

145g
¥10,500 +税
#FUM0614

メリノスピン®サーモ 
フーディ

1

175g

本体価格 ¥9,200 +税
#FUM0612

メリノスピン®サーモ 
ジップネック

3

150g
本体価格 ¥8,300 +税
#FUM0613

メリノスピン®サーモ 
タイツ

4

135g
・メンズのタイツは前開き付き

MADE IN JAPAN

MADE IN JAPAN

カラー NV（ネイビー）
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NV

フロウラップ®グローブ

本体価格 ¥4,600 +税
#FAU0501

S、M、L、XL／28g

UNISEX

NEW



動きやすさを追求した行動保温着
ドラウトⓇポリゴン３に新色登場！
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9月中旬より発売開始
2018 FALL ＆ WINTER 

「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、ドラウトⓇポリゴン３シリーズをカラーチェンジ。より選び
やすくなりました。全国のアウトドアスポーツ専門店とメーカーサイト（https://www.finetrack.com）、finetrack TOKYO BASEにて販売いたします。

ドラウトⓇレイの男女各アイテムを
2色ずつカラーチェンジ！

9月中旬より発売開始

「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、秋冬ミッドレイヤーの定番「ドラウトⓇレイ」に、男女共通のブ
ラック含む2色のニューカラーを発売。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

MADE IN JAPAN

#FMW1202

フーディ

本体価格 ¥18,000 +税
260g

2

#FMM1201

ジャケット  1

本体価格 ¥19,800 +税
380g

#FMM1202

フーディ2

本体価格 ¥19,000 +税
330g

#FMW1201

ジャケット  1

本体価格 ¥18,800 +税
295g

サイズ （M’s）S、M、L、XL　
（W’s）S、M、L

カラー BK（ブラック）、FI（ファ
イアオパール）、NV（ネ
イビー）、SG（スチール
グレー）、LI（ライラッ
ク）、PB（パステルブ
ルー）、IV（アイボリー）

素材 ポリエステル 100％

MEN'S

FI FI FIFI
BK

BK BK
BK

本体価格 ¥24,800 +税
#FMM0901

フーディ 

415g　スタッフバッグ付き

1

本体価格 ¥21,000 +税
#FMM0905

アッセントジャケット 

325g

2

本体価格 ¥24,800 +税
#FMM0903

ジャケット 

390g　スタッフバッグ付き

3

本体価格 ¥19,800 ＋税
#FMM0902

パンツ

355g　スタッフバッグ付き

5

サイズ （M’s）S、M、L、XL　（W’s）S、M、L

カラー BK（ブラック）、NO（ナチュラルオーカー）、
MB（ミッドナイトブルー）、DG（ダークグ
レー）、VO（ボルカノ）、CP（コーラルピンク）、
SW（シェルホワイト）、PL（ペールブルー）

素材 表地：ポリエステル100%　裏地：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®）

MEN'S

1 5

BK BKNO

MBNO

MB MBDG VO

3

BK

2

BK

本体価格 ¥24,000 ＋税
#FMW0901

フーディ 

360g　スタッフバッグ付き

1

本体価格 ¥20,000 +税
#FMW0905

アッセントジャケット 

280g

2

本体価格 ¥24,000 +税
#FMW0903

ジャケット 

360g　スタッフバッグ付き

3

1

NO

NOCP

CP

SW MB MBPL PL

32

BK

WOMEN'S

1 2 WOMEN'S 1 2



ポリゴンウエア史上最強の防寒アウタージャケット
ポリゴンバリア新発売

PRESS
RELEASE

2018年8月31日

第152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　

10月中旬より発売開始
2018 FALL ＆ WINTER 

「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、独自開発のシート状立体保温素材ファインポリゴンⓇ

を使用した濡れを恐れない防寒アウタージャケット、「ポリゴンバリア」を新発売！　男女共通のユニセックスサイズです。
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。

NEW

・ グローブやゴーグルも収納可能なサイズの胸ポケット・ハ
ンドポケットをそれぞれ左右に配置
・ 専用洗濯ネット付属

サイズ XS、S、M、L、XL（ユニセックス）
収納時／Φ16cm×29cm（Mサイズ）

カラー BK（ブラック）、NV（ネイビー）、TI（チタン）
素材 表：ナイロン100％（シリコン耐久撥水加工）

中間層：ポリエステル100％（ファインポリゴン®）

本体価格 ¥54,000 +税

ポリゴンバリアフーディ 
UNISEX

#FLU0102

520g　スタッフバッグ付き

UNISEX［サイズ］（cm）
XS

身長

チェスト

S M L XL
155～165

80～88

175～185

96～104

160～170

84～92

165～175

88～96

170～180

92～100

（cm）

（cm）

注意

ヘルメット対応、着脱可能な
大型フード

収納式のコードロックでタテ
ヨコ2方向にフード調節可能

濡れたグローブも入れられる、
大型メッシュの内ポケット

フロントファスナーは上下で
開閉可能なダブルスライダー

濡れに対する抜群の強さ

保温素材には、濡れても保温力を維持し、乾き
が速い世界初のシート状立体保温素材のファ
インポリゴン®を採用。また表地には最高レベル
の撥水持続性を持つナイロン生地を用い、ウエ
ア全体で濡れに強く、湿雪が降るような状況で
もアウターとして気兼ねなく使用できます。

安心の保温性

ファインポリゴン®を部分に応じて3～8枚
封入し、着丈は腰までしっかりカバーでき
る長めのサイズ。ポリゴンウエア中、最高
の保温力を実現しています。

活用シーンはさまざま

テントや小屋内ではもちろん、休憩中にも活用す
るために、アウターシェルの上からさっと羽織れる
サイジング。アウターグローブをしたままでも袖が通
せます。フロントファスナーは下からも開けられるダ
ブルスライダーで、ビレイパーカーとしての使い勝
手にも優れ、幅広いシーンで活躍します。

BK TI NV



一枚穿きでも十分な温かさを備える
コアノパンツが新発売！

PRESS
RELEASE

2018年8月31日

第153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　

　コアノパンツの生地は、肌面を嵩高なパイル組織にして保温性を高め、表面を高密な組織にすることで摩擦強度と防風性を高
めています。生地のストレッチ性も非常に良く、ファイントラック独自の立体デザインと相まって、厚みのある生地にもかかわらず、抜
群の動きやすさを実現しています。
　生地開発担当者として、毎週末のアウトドアで試作品を着用し続けました。特筆すべきは、「生地の柔らかさ」と「抜群の保温
性」です。柔らかな生地は、まるで超厚手のタイツのように身体の動きに追従し、膝の動きが激しいスキーのようなアクティビティで
も、長時間着用がストレスになりません。保温性も信頼でき、真冬の比良山系（滋賀県の湖西にある山系。1214ｍの武奈ヶ岳が
最高峰）でも、好天時であればタイツやアウターパンツを併用することなく、コアノパンツ単体で一日を通して寒さを感じませんでし
た。また、厳冬期の甲斐駒ケ岳・黒戸尾根に臨んだ時も、行動時はコアノパンツとアウターシェルパンツとのシンプルなレイヤリング
で快適でした。

動きやすい秋冬用の高機能パンツをお探しの方や、タイツの締め付け
感が苦手な方にも、自信を持っておすすめしたい仕上がりです。タイツな
しで十分に温かいコアノパンツは、この秋冬で手放せない逸品になるこ
とでしょう。

真冬の山も
タイツなしで歩けるパンツ

9月中旬より発売開始
2018 FALL ＆ WINTER 

「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、パンツシリーズ史上最も高い温かさを備える「コアノパ
ンツ」を新発売！ 冬山でタイツなしでも十分に温かい一着です。
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。

NEW

MADE IN JAPAN

（finetrackスタッフ　田中由希子）

パンツシリーズ中、最も生地厚みがあり、脚を通してすぐに感じら
れる温かさを備えています。独自開発の嵩高性を持つ生地構
造により、その温かさに対して軽量で、軽快に行動できます。

1 一枚穿きでも十分な温かさ
適度な厚みのあるパンツでありながら、生地の風合いは柔らかく、ま
た立体デザインと縫製の工夫により、すっきりとした美しいシルエット
に仕上げています。アウターシェルの中に穿いてもゴワつきません。

2 動きやすく、すっきりと美しいシルエット
濡れや汚れに強く、高い防風性を備えています。

3 優れた撥水性と防風性

サイズ （M’s）S、M、L、XL　（W’s）S、M、L

カラー BK（ブラック）、SD（サンド）、SG（スチールグレー）

素材 ポリエステル 55%
複合繊維（ポリエステル） 45％

優れた撥水性と防風性
を備えた表地

保温性が高く柔らかい
肌触りの裏地

末端を右ポケットに差し
込めるウエストベルト

衣服内の蒸れを一気に
解放できるリンクベント

砂や雪の侵入を食い止
めるドローコード付き

コアノパンツ
1

本体価格 ¥16,500 +税
#FBW0901

440g

1

WOMEN'S

・ 足を大きく上げてもストレスがない立体デザイン

・ ウエストは厚みを抑えたすっきりとした仕様

・ 裏地に起毛生地を用いた左右の腰ポケット

・ メンズのみヒップポケット（1か所）付き

SG

コアノパンツ
1

本体価格 ¥17,000 +税
#FBM0901

515g

1

MEN'S

SD BKSGSD SG BK



保温性と快適性を向上させて
秋冬用ポリゴンネストⓇがリニューアル！

PRESS
RELEASE

2018年8月31日

第154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　

10月中～下旬より発売開始
2018 FALL ＆ WINTER 

「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、秋冬用ポリゴンネストⓇ2種を保温性・快適性をブラッ
シュアップして、リニューアル！ ヨーロピアンノームによる温度表示で選びやすくなりました。
全国のアウトドアスポーツ専門店とメーカーサイト（https://www.finetrack.com）、finetrack TOKYO BASEにて販売いたします。

RENEWAL

MADE IN JAPAN

SG

水濡れに強く、乾きも速い
ファイントラックのスリーピングバッグに採用している保温素材ファイン

ポリゴン®は、シート状のため水を抱きにくく、濡れた状態でも保温性の

低下を抑えられます。また、ダウンや化繊綿など従来の保温素材に比

べ、圧倒的に速く乾くため、濡れた状態からでも短時間で本来の保温

力を回復。使用に伴う速乾性の低下がなく、ダマにならず偏りも起こら

ないため、メンテナンスも容易です。

1

0.5

0

高品質
ダウン

ファイン
ポリゴン®

【湿潤時の保温性比較】（当社試験データ）
同重量のファインポリゴ
ン®、および高品質ダウ
ンを充分に濡らした後、
遠心脱水によって水を
切り、30分放置ののち、
ファインポリゴン®の保
温性を1とした時の保
温性を測定。

各スリーピングバッグを湿
潤させて人間の力で水を
切ることを想定した2分間
の脱水後、20℃/湿度
65%/無風の室内にて乾
燥させ、ほぼ乾燥したと言
える含水率5%（素材が本
来含んでいる水分は除く）
に達する時間を計測。

【スリーピングバッグ乾燥試験】（当社試験データ）

5 10 15

高品質
ダウン

（時間）

ファインポリゴン®

撥水ダウン

化繊綿

素材 表：ナイロン 100%、裏
：ナイロン 100%、
中間層：ポリエステル 100% （ファインポリゴン®）

フラップごと左右に引くだけで
開閉可能なファスナー

素早い開閉を可能にする
マグネット式のフラップ

ファスナーからの冷気の抜け
を防ぐドラフトチューブ

首回りの保温性を向上させ
るショルダーウォーマー

効果的に保温を維持する
ふくらみのあるボトムス

足元に吊り干し用のループ
を装備

冬期に幅広く使用できるウィンターモデル

本体価格 ¥55,000 ＋税FAG0553

ポリゴンネスト® レッド

サイズ 収納時φ24.5cm×40cm
身長185cmまで

総重量1280g

カラー　RD（レッド）

スタッフバッグ付き

T Comfort
-1℃

T Limit
-7℃

T Extreme
-24℃

サイズ 収納時φ19.5cm×36cm
身長185cmまで

サイズ 収納時φ18.5cm×34cm
身長165cmまで

秋冬用ライトウィンターモデル

本体価格 ¥43,500 ＋税#FAG0551

ポリゴンネスト® オレンジ

総重量940g

カラー　OG（オレンジ）

本体価格 ¥42,500 ＋税#FAG0552

ポリゴンネスト® オレンジショート

総重量880g

スタッフバッグ付き

T Comfort
4℃

T Limit
-2℃

T Extreme
-17℃

カラー　OG（オレンジ）
スタッフバッグ付き

T Comfort
4℃

T Limit
-2℃

T Extreme
-17℃

●表示温度は目安の参考温度であり、性別・体力・経験・環境状況などにより大きく変動します。
●finetrackでは　　　　　、もしくは　　　　　をベースに、就寝時の着衣量を考慮しながらスリーピングバッグを選ぶことをお勧めします。　　　　　は荷物を極限まで減らしたい
アルパインクライマーなどがギリギリビバーク可能なスリーピングバッグを探す際に参考にすべき数値で、一般にはお勧めできません。

注意

ポリゴンネスト®の使用可能温度表示について

ヨーロピアンノーム（EN ISO 23537-1:2016）
とは、スリーピングバッグに関する使用温度算出
のための試験を標準化したものです。
アンダーウエアを着用したサーマルマネキンをス
リーピングバックに入れ、消費熱量等を測定す
ることにより、コンフォート、リミット、エクストリーム
の3つの温度が決定されています。

T Comfort T Limit T Extreme

ポリゴンネスト®の使用可能温度は、ヨーロピアンノーム（EN ISO 23537-1:2016）に準拠しています。

finetrackでは、発汗や結
露などスリーピングバック
実使用時のフィールド環
境におけるさまざまな影響
を加味した使用可能温度
の基準となる独自の評価
結果を公開しています。

finetrack独自の
評価基準も
参考にお選びください

詳しくは、WEBへ

標準的な女性※1が、ヒートロスを抑えるた
めにスリーピングバッグの中で身体を丸めた
姿勢をとり、震えによって代謝量を増加させ
ながら、6時間まで耐えることが可能な、低
体温症の恐れが生じる最低使用温度です

※1…25歳、身長160㎝、体重60㎏　※2…25歳、身長170㎝、体重70kg

T Extreme
標準的な男性※2がヒートロス
を抑えるためにスリーピング
バッグの中で身体を丸めた姿
勢をとった時に寒さを感じるこ
となく使用できる温度です

T Limit
標準的な女性※1がリラックス
した姿勢でスリーピングバッグ
の中に横たわった時に、寒さを
感じることなく使用できる下限
温度です

T Comfort



大人数対応のカミナドーム４専用の
３つのウィンターアクセサリーが新発売！

PRESS
RELEASE

2018年8月31日

第155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　

10月中～下旬より発売開始
2018 FALL ＆ WINTER 

「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、カミナドーム４専用の「スノーフライ」、「ウィンターライ
ナー」、さらにファインポリゴンⓇを使用したエクスペディション仕様の「ウィンターライナーEXP」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。

NEW

2.5層で単体使用も可能
スリーピングバッグカバーがリニューアル！

9月中旬より発売開始

「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、2.5層のエバーブレスⓇメンブレンを使用したスリーピン
グバッグカバーをリニューアル！　
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。

RENEWAL

MADE IN JAPAN

MADE IN JAPAN

MADE IN JAPAN

MADE IN JAPAN

SG

本体価格 ¥17,500 ＋税#FAG0533

エバーブレス® スリーピングバッグカバー

重量　255g（本体のみ。袋9g）
サイズ　幅 最大80cm　収納時  φ9.5cm×13cm
身長185cmまで
カラー　VR（バーミリオン）
素材　EVERBREATH®３D、ナイロン100%  
耐水圧10,000mm以上
透湿性10,000g/m2・24h（JIS L 1099 A-1法）

冬期山岳対応フライ 手軽に保温性をプラス

エクスペディション仕様

内外からしっかり押さ
えられるT字型スカー
ト

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

クロスラインに超高
強力ダイニーマ®テー
プを配置

本体との連結力を高
めるジョイントポイント
を装備

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

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

本体と19ヶ所の連結
ポイントで居住空間を
確保

ファスナー式出入り口 シート状立体保温素
材「ファインポリゴン®」
を2枚封入

EXP

カラー CM（クリーム）

素材 10d ナイロンリップストップ

カラー CM（クリーム）

素材 表地：10d ナイロンリップストップ
裏地：10d ナイロンリップストップ
中間層：ポリエステル100%

（ファインポリゴン®）

※防水性はありません

カミナドーム４スノーフライ

1,100g（袋込み）

本体価格 ¥46,000 +税#FAG0327

サイズ [収納時 25×9×22 cm]
カラー OG（オレンジ）
素材 40d ナイロンリップストップ

NEW
カミナドーム４ ウィンターライナー

290g（袋込み）

本体価格 ¥24,000 +税#FAG0328

サイズ [収納時 13×7×18 cm]

NEW

カミナドーム４ウィンターライナーEXP

1,100g（袋込み）

850g（袋込み）#FAG0329

サイズ [収納時 φ20×30cm]

NEW



各ヘッドアクセサリーにブラック色誕生！
バラクラバビーニー、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

PRESS
RELEASE

2018年8月31日

第156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　

9月上旬より発売開始
2018 FALL ＆ WINTER 

「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、冬のヘッドアクセサリー4種にお客様よりご要望の多
かったブラック色を追加! 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。

メリノスピンⓇソックスアルパイン
5本指レギュラーがカラーを一新！

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、中厚手タイプの5本指ソックスのカラーを一新！ 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。
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ドライ×ホールド感を追求
一般的なウールソックスでは成し得ない、
ドライ感とホールド感を両立した天然メリノウールとポリエステルの
ハイブリッドソックスです。 サイズ XS、S、M、L

カラー LG（ライトグレー）
NV（ネイビー）
ST（ストーン）

素材 ウール36%、ポリエステル32%、
ナイロン30%、ポリウレタン2%

天然ウール×高機能

UNISEX

メリノスピン®ソックス アルパイン
5本指レギュラー

本体価格 ¥3,000 ＋税
#FSU0409

84g
LG NV ST

最高の保温力で頭部を守る
ビーニーとバラクラバの両方の機能を兼ね備え、過酷な寒さの中
でも温かさを得られる一体型タイプ。口元の濡れと凍りつきを抑え
るブレスルーターを装備。

本体価格 ¥6,500 +税

バラクラバビーニー

54g

UNISEX

#FHU0214

サイズ S/M、L/XL

カラー BK（ブラック）
MB（ミッドナイトブルー）

素材 ビーニー ： ポリエステル100%
マスク部 ： ポリエステル65%、ウール35%

天然ウール×高機能

サイズ S/M、L/XL

カラー BK（ブラック）
NV（ネイビー）

素材 ポリエステル100％

30g

UNISEX

ドラウト®ビーニー
#FHU0215
本体価格 ¥3,200 +税

サイズ S/M、L/XL

カラー BK/BK（ブラック/ブラック）
MB/SG（ミッドナイトブルー/ス
チールグレー）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）

素材 ポリエステル100％

33g

UNISEX

グライドビーニー
#FHU0213
本体価格 ¥4,500 +税

15g

サイズ S/M、L/XL

カラー BK/BK（ブラック/ブラッ
ク）MB/SG（ミッドナイトブ
ルー/スチールグレー）
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）

素材 ポリエステル100％

UNISEX

ウォームヘッドバンド
#FHU0216
本体価格 ¥2,400 +税

BK

NV

BK MB

BK/BK
BK/BK

MB/SG PL/NV VO/SG
MB/SG PL/NV VO/SG

口元の濡れと凍りつき
を抑えるブレスルーター

・ 吸汗蒸散性に優れるドラウト®レ
イの生地を頭部の肌面に使用
・ ネックゲイターとしても使用可能
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