
●スキー専門店
　カンダコンペカン
　宮の沢店

●山とスキーの専門店
　神田本館
　新宿西口店
　大宮店
　高崎前橋店
　川越店
　横浜店
　甲府店
　宇都宮今泉店
　松本店
　長野店
　新潟店
　長岡店
　札幌店
　仙台泉店

東京都千代田区神田神保町1-6-1 タキイビル1F　☎03-3295-6060
北海道札幌市西区宮の沢1条1丁目6-1　☎011-676-8360

　
東京都千代田区神田小川町3-10　☎03-3295-3215
東京都新宿区西新宿1-16-7　☎03-3346-0301
埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-1-1 大宮アルシェ B1F　☎048-641-5707
群馬県高崎市中尾町44-1　☎027-361-4050
埼玉県川越市南通町14-4　☎049-226-6751
神奈川県横浜市中区日本大通7番地　日本大通7ビル 1F　☎045-651-3681
山梨県甲府市上阿原町481-1　☎055-221-0141
栃木県宇都宮市中今泉3-9-23　☎028-639-9650
長野県松本市中央2-3-17　☎0263-36-3039
長野県長野市末広町1356 Nacs末広 2F　☎026-229-7739
新潟県新潟市中央区姥ヶ山108　☎025-257-8070
新潟県長岡市古正寺町110　☎0258-89-6901
北海道札幌市中央区北11条西15-29-3　☎011-726-2288
宮城県仙台市泉区市名坂字中道100-1 ヨークタウン市名坂内　☎022-725-2567

　秋田店
　盛岡店
　神戸三宮店

●登山専門店
　登山本店
　新宿東口ビックロ店 
　吉祥寺店  
　立川店　　　　　　
　高尾店　　　　　　
　太田店　　　　　　　
　大丸東京店　  　
　仙台店　　　　　　
　大阪本店　　 
　名古屋店　　 
　福岡店　　　　

●ici club
　ici club神田

秋田県秋田市御所野元町1-1-15 フレスポ御所野 1Ｆ　☎018-892-7291
岩手県盛岡市大通2-8-14 MOSSビル2F　☎019-626-2122
兵庫県神戸市中央区雲井通6-1-15 三宮オーパ2 6F　☎078-262-5301

東京都千代田区神田神保町1-6-1 タキイビル 2F　☎03-3295-0622
東京都新宿区新宿3-29-1 ビックロ新宿東口店 8F　☎03-5312-9550
東京都武蔵野市吉祥寺本町1-11-5 コピス吉祥寺B館 4F　☎0422-23-7740
東京都立川市曙町2-42-1 パークアベニュー1F　☎042-540-4801
東京都八王子市東浅川町550-1 イーアス高尾内 2F　☎042-673-6471
群馬県太田市内ヶ島町927-10　☎0276-30-6070
東京都千代田区丸の内1-9-1 大丸東京店 11F　☎03-5220-3580
宮城県仙台市青葉区中央2-3-6 イオン仙台店 5F　☎022-796-8871
大阪府大阪市北区梅田1-2 大阪駅前第2ビル 1F　☎06-6344-5225
愛知県名古屋市中区錦3-16-27 栄パークサイドプレイス 2F　☎052-973-2780
福岡県福岡市中央区天神1-11-1 天神ビブレ 4F　☎092-737-9136

東京都千代田区神田小川町3-6

【Mt.石井スポーツ 店舗一覧】

COVER PHOTO  Skier : Tomoya ISHII　Photographer : Goh FUJIMAKI　SAJ31承認第00417号
発行 ：株式会社 ICI石井スポーツ　©ISHII SPORTS INC, 2019

■札幌会場
　 アクセスサッポロ
　 6月7日（金）〜9日（日）
　  ㊎15:00〜20:00
　  ㊏10:00〜20:00
　  ㊐10:00〜18:00

■松本・長野会場
　 安曇野スイス村サンモリッツ大・中ホール
　 6月28日（金）〜30日（日）
　  ㊎15:00〜20:00
　  ㊏10:00〜20:00
　  ㊐10:00〜18:00

■東京有明会場
　 有明ビッグサイトTFTビル西館2階ホール
　 6月13日（木）〜16日（日）
　  ㊍16:00〜20:00　  ㊐10:00〜18:00
　  ㊎10:00〜20:00
　  ㊏10:00〜20:00

■大阪会場
　 京セラドーム大阪 9FスカイホールA
　 7月6日（土）〜7日（日）
　  ㊏10:00〜20:00
　  ㊐10:00〜18:00

■仙台会場
　 仙台サンフェスタ
　 6月21日（金）〜23日（日）
　  ㊎15:00〜20:00
　  ㊏10:00〜20:00
　  ㊐10:00〜18:00

■新潟会場
　 燕三条地場産業振興センター
　 7月13日（土）〜15日（月・祝）
　  ㊏15:00〜20:00
　  ㊐10:00〜20:00
　  ㊊10:00〜18:00

　  ㊎15:00〜20:00
　  ㊏10:00〜20:00
　  ㊐10:00〜18:00

■東京五反田会場
　 TOC五反田メッセ
　 7月19日（金）〜21日（日）

《スキーニューモデル予約販売会》

Mt.石井スポーツが厳選！
SIEGER AWARDを
手にとってチェック！

こ
こ
か
ら
始
ま
る
。

Sieger2019-20 最新スキーギアカタログ
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体感しよう！

最新アイテム
約20,000点！

入場無料

選び方無限大！
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■大阪会場
　 京セラドーム大阪9FスカイホールA

7月6日（土）10:00〜20:00 7日（日）10：00〜18：00

■札幌会場
　 アクセスサッポロ

6月7日（金）15:00〜20:00 8日（土）10：00〜20：00

9日（日）10：00〜18：00

■仙台会場
　 仙台サンフェスタ

6月21日（金）15:00〜20:00 22日（土）10：00〜20：00

23日（日）10：00〜18：00

■東京五反田会場
　 TOC五反田メッセ

7月19日（金）15:00〜20:00 20日（土）10：00〜20：00

21日（日）10：00〜18：00

■松本・長野会場
　 安曇野スイス村サンモリッツ大・中ホール

6月28日（金）15:00〜20:00 29日（土）10：00〜20：00

30日（日）10：00〜18：00

■新潟会場
　 燕三条地場産業振興センター

7月13日（土）15:00〜20:00 14日（日）10：00〜20：00

15日（月・祝）10：00〜18：00

2019-20シーズンの最新モデル、情報が集結！
約20,000点からの選び方は無限大！

新しいシーズンがここから始まる！

Mt.石井スポーツが厳選！
SIEGER AWARDを
手にとってチェック！

Mt.石井スポーツが開催するスキーニューモデル予約販売会。
スキー板のみならず、ブーツ、ウェア、アクセ、山スキーなど、

ほぼすべてのメーカーの新しい商品が一堂に会した世界最大級のイベントです。

“カスタムフェアって何？”

あなたに最適な
1台お探しします

スキーヤー向けの受注展示会としては世
界最大規模の催事となり、それぞれのレ
ベル、スタイルのお客様にほぼご対応が
可能です。注目の「オンピステワイド」はか
ならずチェックしてください。

SKI
あの手、この手で

お悩み解決いたします
あらゆる硬さ、形、サイズ等が展示してあ
ります。話題の軽量ブーツや普段店頭に
並ばないようなモデルもあり、お試しには
絶好のチャンスです。カスタムフェアでご購
入のお客様は店頭にて1年間シェル加工
無料！ 完全な状態にてお渡しいたします。

BOOTS

親から子へ、そして孫へ
3世代で楽しめるスキー用品が充実
家族皆さんでスキーを楽しんでいただ
くために、会場にはキッズ・ジュニアから
3世代に向けたスキー用品が充実して
います。普段店頭ではラインナップが限
られてしまいがちなジュニア用品も、各
メーカーにて取り揃えておりますので実
際の商品をご確認いただけます。

JUNIOR
スキーで冬山を
楽しみませんか

山スキーで神秘的かつ刺激的な雪山を
楽しんでみませんか？ 各メーカープロス
キーヤー・ガイド・石井スポーツスタッフ
が、あなたの目的に合った道具をセレクト
いたします。

BACKCOUNTRY

品揃えは、日本一。
見て、着けて、確かめて！

アクセサリーの品揃えは、ユーザー向け
の展示会としては日本一どころか世界一
の豊富さを誇ります。カタログに載ってい
るほぼ全てのモデル、カラー、サイズを確
認、試着できます。ファッション的要素もあ
るアクセサリー類だからこそ、見て、着け
て、確かめてください。

ACCESSORY

この時期だけの品揃え、
最高の１着が見つかる

ここだけで買えるカラー、ここだけで見つか
るサイズ、ここだから買えるウェアがカスタ
ムフェアにお越しいただければきっと見つ
かるはず。早期販売限定モデルやパンツの
サイズカスタマイズができるのもカスタム
フェアの魅力のひとつ。ナショナルブランド
から海外輸入ブランドまでカスタムフェアで
最高の１着を見つけてください。

WEAR

イベント情報満載！ 詳しい情報はこちらから。

石井スポーツカスタムフェア

カスタムフェアに関しましてはHP、または下記店舗へお問い合わせください。
カンダコンペカン ☎03-3295-6060／神田本館 ☎03-3295-3215

www.ici-sports.com/wintersports/customfair/2018/

■東京有明会場
　 有明ビッグサイトTFTビル西館2階ホール

6月13日（木）16:00〜20:00 14日（金）10：00〜20：00

15日（土）10：00〜20：00 16日（日）10：00〜18：00

！
今年は6月7日（金）札幌を皮切りに

全国で毎週開催

選び方無限大！
最新スキーアイテム

約20,000点が集結!いざ！ カスタムへ！
ここから始まる。

2019/20NEW モデル
早期特別価格

入場無料
内金￥0

予約制

専門スタッフが
サポートいたします。

※詳しくはホームページを
ご覧ください。

コンシェルジュ
サービスで

トータルサポート!!

ここでしか
見ることができない
会場限定アイテムが

一堂に集結

わからないことは
Mt. 石井スポーツ

スタッフまで。
商品を熟知したスタッフが

お応えいたします。

有名スキーヤー・デモ
多数来場！

トークショーやスキーに
役立つ講習会開催！

ご予約の総額が
¥30,000（税抜）以上の方は
その場で
ZASSO コラボエコバッグを
プレゼント！

＊お一人様１点に
　限ります。
＊サンプル画像です。

2019/2020NEWモデル

※ポイントはご購入後の付与となります。

メンバーズカード新規ご入会
もしくはお持ちの方

フェロートラベル、カスタムフェア
アンケートにお答えいただくと

抽選で

早期特別価格 SNSでも

配信中！

イベント期間中
最新情報を

ポイント還元

フェロートラベル
海外スキーツアーを
2名様にプレゼント！

要チェック！
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今年３月、長野県・白馬八方尾根スキー場で開催された
第56回全日本スキー技術選手権大会。
年に一度、日本で一番うまいスキーヤーを決めるこの大会で
武田竜が0.2ポイントという僅差で佐藤栄一を退け初優勝の栄冠に輝いた。
続く３位にはベテラン、井山敬介が飛び込み
アスリートサポートスキーヤーが
表彰台を独占する快挙を達成。
エクゼクティブアドバイザーの伊東秀人が
それぞれが技術選をどう戦ったのかを聞く。

Mt.石井スポーツ
アスリートサポートスキーヤー
全日本スキー技術選で表彰台を独占!!

2018/19 Season Topic

伊東　初優勝おめでとうございます。ずば
り聞きますが、勝因はなんですか？
武田　マテリアルを変えて、環境を変えた
ことがひとつ。もうひとつは、取り組み方が
少し変化して、今までよりも滑走量を増やし
たことだと思います。
伊東　マテリアルを変えたのは、環境を変
える意味が大きかった？
武田　はい。今まで４回出て全部４位で、
あと一歩という感じだった。だから、環境を

変えて、新しいところでやろうと。
伊東　技術選では、佐藤選手を追う展開で
したね。
武田　予選も、準決勝も、自分ではつねに
１位を取りたいと思ってやっているのです
が、今年の技術選でも準決勝が終わった
段階で４位だった。そこで気持ちが切りか
わったんです。勝つことよりも、ギャラリーを
沸かせようというふうに。それで変に意識し
すぎることがなくなり、自分の練習どおりの

感覚で滑れるようになった。勝因という意
味でも、それが大きかったと思います。
伊東　自分の滑りに徹することができた。
武田　はい。いつでも勝ちたいと思ってい
るんだけれど、今年は、これだけやってきて
勝てなかったらというプレッシャーもあった
ので、自分の意地を見せられたかなという
感じですね。誰よりも勝ちたいと思って、そ
れに見合ったことをやってきたから、そこに
対しての意地があったのだと思います。

Ryu TAKEDA
武田 竜
第56回技術選 総合優勝

Eiichi SATO
佐藤栄一
第56回技術選 総合２位

Keisuke IYAMA
井山敬介
第56回技術選 総合３位

誰よりも勝ちたいと思ってやってきた。
その意地が優勝につながった

伊東　武田選手と0.2ポイント差の２位。惜
しいところで優勝を逃してしまいましたが、
それについてどう思っていますか？
佐藤　予選、準決勝と１位で通過できたの
で、そのまま最後まで突っ走りたかったので
すが、そう簡単ではありませんでしたね。
伊東　今季の好調の要因は？
佐藤　滑りの精度が上がったことだと思
います。もうひとつ大きかったのは、八方に

伊東　総合３位という成績を、どう受け止
めていますか？
井山　優勝をねらっていたので、悔しいと
いう気持ちでいっぱいです。
伊東　20回めの技術選で３位というのは
すごいことだと思いますが。
井山　栄ちゃんも惜しかったけれど、僕自
身も頑張れば、もう一回勝てるという期待
が持てる大会になりました。
伊東　来年はこうしたいなというイメージ

なって大まわり種目の斜
面の難易度が上がったこ
とです。ルスツの斜面だと
それほどスピードが出な
いのですが、八方は急斜
面だから、スキーを深くま
わしても失速しないし、逆
にまわさないとラインが
落とされて失敗してしま
う。その差は大きかったと
思います。
伊東　僅差で追われる展開で、ゲーム運び
という点でも収穫があったと思いますが。
佐藤　それはありますね。竜とは種目ごと
に入れ替わっていたし、その下は優勝経験
者のベテランたち。最終２種目は不整地
で、失敗したら大きく順位が落ちることも
あり得たので。ただ、初めて優勝争いをさ
せてもらったので、楽しかったです。純粋に
ゲームとして楽しめたし、また来年、こうい
う戦いができればいいなと思っています。

はありますか？
井山　もう40歳なので、本当に１年１年
が勝負だと思っています。今年の大会も予
選初日は14位だったので、このまま終わっ
てしまうのかなという気持ちもありました
し。だから、どう滑ろう、どう戦おうというよ
り、みんなと戦える場所を守りながら、今ま
で以上のレベルアップを
めざすという感じです。今
はトップ６ぐらいまでは、
誰が優勝してもおかしく
ない状態ですから。
伊東　そのなかで戦うた
めに必要なことは？
井山　ミスをしないこと。
ミスをすると一気に点数
が落ちてしまうので。その
うえで、スピードやターン
の質が求められるので、
基本トレーニングが大事
になると思っています。

初めて優勝争いできて楽しかった。
また来年もこういう戦いをしたい

頑張れば、もう一回勝てる。
そう期待が持てる大会になった

技術選使用スキー：ATOMIC REDSTER G9 RS（183cm）
　　　　　　　　               REDSTER S9 FIS M（165cm）

技術選使用スキー：NORDICA DOBERMANN GS WC PLATE（183cm）
　　　　　　　　                  DONERMANN SL WC PLATE（165cm）

技術選使用スキー：SALOMON S/RACE GS（183cm）
S/RACE SL FIS（165cm）
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Sieger

　皆さんはスキーシーズンの変わり目を、どこ
と考えているだろうか。一年中スキーのことを
考えているから変わり目はないという方もい
るだろうし、初雪の声を聞く頃と考える方もい
るかもしれない。しかし、2019／20シーズン
に向けて新しいマテリアルやウェアの購入を
考えている方にとって、18／19シーズンが終
わりを迎える今こそが、シーズンの変わり目の
タイミングになる。販売数が限られるスキー＆
ブーツの上位機種や一部のウェアなどは、早
期予約受注会が開かれる夏までが入手可能な
時期になるからだ。
 『SIEGER（ジーガー）』は、そんなスキーヤー
の皆さんのためにMt.石井スポーツがお贈り
するスキーカタログ。レーシングやデモのNew
モデルスキーやブーツ、ウェア、アクセサリー、
バックカントリーと、幅広いジャンルのアイテム
情報を掲載している。
　なかでも注目してもらいたいのは、各ジャ
ンルの特徴的なモデルに贈られる「SIEGER 
AWARD」だ。アワードの選考基準は「性能的
に優れているもの」「革新的な技術が採用され
ているもの」「数年にわたりユーザーの評価が
高いもの」「Mt.石井プロスタッフのテスト評価
が高いもの」の４点。『SIEGER』に掲載されて
いるモデルは、Mt.石井スポーツのスタッフが
厳選したもの。アワード受賞モデルは、そのな
かでも特に注目すべきものだから、その性能
の高さや品質のよさは折り紙つき。ぜひ今季
の相棒選びの参考にしてもらいたい。

2019／20シーズンは何で滑る？
マテリアル選び戦線、本格スタート！

ここから始まる。

＊本カタログの制作にあたりましては、メーカー各社のご協力を得ています。ありがとうございました。
＊商品の仕様、デザイン、価格等は、予告なく変更になる場合があります。
＊本カタログの商品カラーは、印刷のため実際とは多少異なることがあります。
＊法律で認められた場合を除き、誌面を無断でコピー、転載することは禁じます。

制作発行＝株式会社ICI石井スポーツ
編集スタッフ＝大越仁、佐藤孝幸、佐藤晶、小島雅之、山田梢、佐藤律子、藤野裕喜、
小山内春人、戸沢登男、高野浩行
デザイナー＝藤山啓介、小林友美　カメラマン＝石森孝一 “SIEGER AWARD”に注目せよ！
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2019/20シーズンも多数の最新モデルが登場！　どんどん進化
するスキー、ブーツ、ウェア、ゴーグル、ヘルメット、グローブetc.  
カスタムフェアで、店頭で、見て、触って、体感してください。
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SIEGER AWARD 2019/20決定！

1.
2.
3.
4.
5.

ATOMIC REDSTER STI 130 → P.20
REXXAM R-EVO 110M  → P.45
SALOMON S/RACE 110  → P.25
TECNICA FIREBIRD R120  → P.37
LANGE RS120 S.C.  → P.35

1
5

4 3

2

1
8

2
9

3 10
4 11
5 12
6 13

7 14

1.
2.
3. 
4.
5.
6.
7. 

HEAD WC REBELS I GS RD → P.30
ROSSIGNOL DEMO ALPHA TI LTD → P.34
NORDICA DORBERMANN SLR RB FDT → P.36
OGASAKA TC-SS → P.40
BLIZZARD FIREBIRD HRC → P.37
FISCHER RC4 WC SL CURV BOOSTER MEN → P.38
VÖLKL RACETIGER SL DEMO → P.26

8.
9.
10.
11. 
12.
13. 
14. 

SALOMON S/RACE GS  FIS  M&W → P.22
VECTOR GLIDE MAXI GRAN TURISMO → P.42
ATOMIC REDSTER G9 R → P.17
ATOMIC REDSTER S9 FIS M → P.16
ELAN AMPHIBIO 16 TI2 FUSION X → P.43
SALOMON S/FORCE 11 → P.12
ATOMIC REDSTER X9IWB → P.12
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1. THE NORTH FACE Purist Jacket & Bib → P.82
2. PEAK PERFORMANCE W Gravity Jacket & Pants → P.83

1

2

1.
2.
3. 
4.
5.
6.
7. 

SMITH LEVEL →カスタムフェア、店頭で！
OAKLEY MOD1 → P.63
SWEETPROTECTION Clockwork → P.63
SWANS RL-C/MDH-SC-MIT-PAF → P.63
ATOMIC COUNT 360°HD RS → P.58
SWANY Valcan → P.64
HESTRA 3-Finger Full Leather Short → P.64

3

1
2

4 5

6
7

10 Sieger  112019-20 SKI CATALOG



12 Sieger  132019-20 SKI CATALOG

2019／20シーズン、
Newモデルスキーのトレンドは
オンピステワイドモデルの登場

Close up

　2019／20シーズンNewモデルで注目す
べき傾向は、整地主体に滑るセンター幅の
広いスキーが増え始めたことだ。サロモンが
新シリーズとして展開した〈Force〉シリーズ
が、その代表と言えるものだ。オフピステ向
けのワイドボディーのスキーとは性質が違
い、しっかりとエッジグリップができ、ショート
ターンもできるという特性がある。形状的に
大きなロッカー形状でもない。

　日本のスキー環境のなかで、このスキー
のメリットとして考えられるのは、オールシ
チュエーションを滑れることはもとより、
カービングからスキッディングまでターンコ
ントロールが容易にできることだ。いわゆ
る万能性が高いスキーという位置づけにな
るが、素早いショートターンをしたり、圧が
かかるカービングで滑ることが辛くなってき
た方々、もっとリラックスしてクルージングス

　ワールドカップでは、近年ルールの変更
やゲートセットの変化が多く、それを追いか
けるようにスキーの開発も進んでいる。た
だし、ここにきて各メーカーのスキーはかな
り完成形に近づいてきたのではないだろう
か。面白いのは、個々の特徴をより明確に感
じ取れるようにマイナーチェンジをしてきた
メーカーがとても多く感じられたことだ。
　ひとつはトップの形状や接地面を変えた
り、テールを細くして、ターン前半のエッジン
グをより強いものに変えてきたタイプ。エッジ

グリップが増し、後半まで弧がきつくならない
ように工夫を凝らしているのがよくわかる。
　もうひとつはプレートの変更やビンディン
グのセパレート化、あるいはスキーのフレッ
クスを軟らかくしてスキーのたわみを引き
出し、より操作性やしなやかさを強化してき
たタイプ。
　どれが正解か？　その答はないが、いろ
いろな個性がそろった今季のFIS対応GSモ
デルは、レーサーの滑りをより引き立ててく
れるだろう。

全体的に完成形に近づいているなかで
２タイプの進化を遂げているFIS対応GSモデルの傾向

センター幅75mmプラスα。ズレも切れも自在で
雪も選ばないオンピステワイドに要注目！

　今回テストしたSLスキーは、かなり完成
されているように感じた。SLスキーのサイ
ズのルール改正から時間が経ち、成熟した
カテゴリーになってきているのだと思う。す
べてのスキーが平均点以上で、違和感なく
滑走できた。
　このことは近年のSLのポールセットの傾
向に関係していると思う。レギュレーション
で最大13ｍというルールはあるものの、あ
まり大きなセットは立たないのが現状だ。そ

のため、テクニカルなセットが主流になって
いる。細かめのセットに対応するには、ター
ンをコンパクトにしなければならない。カー
ブに乗ってラディウスターンをするというよ
り、短いエッジングで素早い動きに対応する
ような運動がメインになってくる。それに対
応するように、今回テストしたスキーはいず
れも自由度が高く、動かしやすく、さらに瞬
間的な力にも対応できる強さを兼ね備えて
いるように感じた。

細かいポールセットに対応した
自由度が高く、動かしやすいモデルが主流にSLモデルの傾向

　この数年間の幾度のルール改正を経て
GSスキーは急速な進化を遂げてきた。ルー
ル改正前のGSスキーは、ジュニアからマ
スターズまで幅広くカバーするスキーで、
サイドカーブが強く、厚みも薄く、主にサイ
ドカーブを利用してターンするタイプが多
かった。
　現在はGSのルール改正により細かいカ

●オンピステ向けのなかでもワイドタイプのス
キー。センターが80mmと幅広めですが、セン
ター部分はしっかりとした硬さがあり、安定感が
感じられます。幅広のためエッジの感覚はそれほ
ど敏感ではありませんが、かえってそれが疲れを
感じさせず、楽に乗れる要因になっているように
感じます。一日乗っていても疲れずに滑れる一台。
トップの幅が有効にきいてターン導入もスムーズ

●従来からのカービングスキーと違い、ウエスト
のサイズがかなり広いスキーになっている。このス
キーは全体の幅が広いというより、ウエスト部だ
けが広げられているといったもので、オンピステで
のカービングスキーの特徴を残しつつ、過度な切
れ込みやグリップ、強い反応などを感じさせない
モデルになっている。ベースとなっているスキーは
ハイグレードモデルなので、楽に、快適にスキーを

テゴリーが設定され、各メーカーも数種類
をラインナップしている。そのなかでNo FIS 
GSモデルは、FIS対応GSモデルと同等の剛
性感とテクノロジーを採用しているカテゴ
リー。各社の特色が色濃くあり、他のカテゴ
リーと比べても、より自分好みのスキーを見
つけやすいカテゴリーではないかと思う。そ
のため趣味・志向や得意・不得意、レースに

で、足元の硬さのバランスもうまくマッチしている
ので、ゲレンデ状況が悪くても無理なく操作でき、
長い距離を滑るのにもおすすめできるスキーです

（佐藤）
●低重心を感じさせ雪面に吸いつくので、ターン
中にストレスもなく、しなやかさが抜群です。ス
ムーズなターンを体感させてくれる。シビアな操作
がいらないほどスキーと身体の一体感をキープし

楽しみたい、でもしっかりも滑りたいという上級者
におすすめしたい一台だ（久保田）
●少ない力で簡単にたわみを引き出すことので
きるこのスキーは、長さを感じさせず、さまざまな
ターン弧が描けます。スキーの移動方向が決まれ
ば、無理な重心移動をしなくても自然に次の重心
移動へ導いてくれ、なめらかさと安定感を兼ね備
えた非常に操作性に優れたスキーになっていま

FIS対応モデルと同等の高性能。
各ブランドの特色も色濃く打ち出されているNo FIS GSモデルの傾向

おける戦略を基準にスキー選びをすること
が必要だろう。
　このカテゴリーは「MASTERS」という名
前で知られているカテゴリーだが、FIS対応
モデルと同等の非常に高い技術が投入され
ることが多い。だから、『SIEGER』では「No 
FIS」カテゴリーと位置づけ、あくまでも横並
びの性能を強くうたっている。

やすいのが特徴だ。ハイスピードでもゆとりのあ
るスキー操作と、しっかりとたわみに結びつける
バランスが素晴らしい。必要以上に切り込む要素
がないのでターン後半の減速やバランスを崩すこ
とが限りなく少なく、抜けのよいターンで積極的に
円い弧を連続させてくれる。スキーの面に乗ると
いうイメージのバランスがピッタリなタイプだ（斉
藤）

す。脚力に自信がない方、技術的に自信がない方、
スキーを走らせるのが難しいと感じている方でも
心配無用。この一台でオートマチックに乗りこな
せ、爽快な滑走感覚も味わえます。おそらく苦手と
感じる方はいないと自信を持っておすすめできる
一台です（永坂）

　カービングスキーが登場してすでに20年
以上が経過している現在、どのスキーもク
オリティーの高いものばかりとなってきてい
る。そのなかで今季のデモ系スキーの進化
のポイントとしては、「軽さ」と「フレックス＆
トーション」が挙げられる。
　軽さは、ここ数年で著しく進化を遂げた
要素だ。昔は軽い＝初級者向けスキーとい
うイメージもあったが、現在はエキスパート
用モデルでも軽くて、強度や耐久性に優れ

たスキーが登場してきている。ウッドコアの
芯材の進化、メタルやカーボンなどの複合
素材の登場、グラフィンなど新素材の採用
が、この背景にある。
　スキーのフレックスやトーションは軟らか
いものが多くなってきている。特にフレック
スが軟らかくなったことの効果が大きく、よ
り早いタイミングでのターン始動を可能に
し、今まで以上に安全で楽しく滑ることがで
きるようになっている。

ポイントは軽さとフレックス＆トーション。
軽くて強いエキスパートモデルが中心にデモモデルの傾向

ターンサイズ
スピードレンジ	
安定感	
操作性
おすすめ度	

小
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普通 
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サイズ（cm）ラディウス（m） サイドカット（mm）

163
170
177
184

14
15
16
17

127-80-111
128-80-112
128-80-112
129-80-113

163cm=3,130g（1/2ペア）

サイズ（cm）ラディウス（m） サイドカット（mm）

152
160
168
176

12.3
13

13.5
14.2

115-75-104.5
116.5-75-107
118-75-109.5
119.5-75-112

168cm=3,060g（1/2ペア）

Check!

動画も

Check!

動画も

シビアなスキー操作がいらず
ハイスピードでもゆとりを持って滑れる

SALOMON S/FORCE 11
¥120,000＋税Z12	GW

快適にスキーを楽しみたい。
でも、しっかり滑りたいという上級者に

ATOMIC REDSTER X9IWB
¥129,000＋税X12TL	GW

キーのような開放的なスキーを楽しみたい
方などに最適なスキーとなるだろう。過度な
エッジグリップもないことから、身体への負
担も軽減できるモデルとも言えるかもしれ
ない。ショートターンの切りかえがやや遅く
なるなどのデメリットもあるが、クルージン
グを楽しみたい中高年スキーヤーにはぜひ
注目してもらいたい。
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石井スポーツ自慢の
プロスタッフが菅平に集結。
全78機種のNewモデルスキーを実走テスト！

SKI&
BOOTS

 『SIEGER』のスキーテストは、３月下旬、長
野県・菅平高原スキー場で実施された。テス
ト初日は朝から快晴に恵まれたが、そのぶ
んコンディションの変化も大きく、朝一番の
締まったバーンから悪雪まで、幅広い条件

のなかでのテストとなった。２日目はガス
に見舞われたものの、そのぶん気温は低く
斜面のコンディション変化も少なめという
条件となったことを報告しておく。
　テスターを務めたのは、全国各地でレー

ス、基礎のコーチングを行なっているMt.石
井スポーツのプロスタッフと店舗スタッフ。
そんなテスターたちが実走して評価したテ
スト結果は、スキー選びに役立つこと間違
いなし！　ぜひ注目してもらいたい。

甘利祐貴
身長・体重＝157cm・55kg
所属＝Mt.石井スポーツ新宿西口店

富井剛志
身長・体重＝174cm・80kg
所属＝Mt.石井スポーツ長野店
オリンピック出場２回

橋山一樹
身長・体重＝173cm・80kg
所属＝Mt.石井スポーツ仙台泉店

佐藤律子
身長・体重＝158cm・50kg
所属＝Mt.石井スポーツ新潟店

君島瑠
身長・体重＝171cm・62kg
所属＝Mt.石井スポーツ神田本館

平山安希人
身長・体重＝167cm・62kg
所属＝Mt.石井スポーツ神戸三宮店

山本青
身長・体重＝161cm・61kg
所属＝Mt.石井スポーツ神戸三宮店

戸沢登男
身長・体重＝165cm・64kg
所属＝Mt.石井スポーツ神田本館

押味輝
身長・体重＝156cm・56kg
所属＝Mt.石井スポーツ札幌店

永坂綾香
身長・体重＝160cm・52kg
所属＝Mt.石井スポーツ宮の沢店

宮下透プロ

身長・体重＝173cm・77kg

元全日本ナショナルデモンストレ
ーター。長野県菅平高原で「まる
み山荘」を経営。学生、社会人レ
ーサーのコーチングのかたわら、
国体の予選に出場し続けている。
プライズテスト、資格検定などの
基礎スキーヤーにもやさしい

GUEST TESTER

伊東秀人プロ

身長・体重＝164cm・64kg

元アルペンナショナルチーム、フ
ランス国家検定スキー教師、元全
日本ナショナルデモンストレータ
ー。蔵王温泉をベースに、国内外
でスキー活動＆イベント開催。オ
リジナルスクーリング「秀人塾」で
技術指導。蔵王温泉スポーツ大
使。ペンション「ぼくのうち」「ロー
ソン山形蔵王温泉店」オーナー

エクゼクティブアドバイザー

佐藤栄一
身長・体重＝168cm・70kg

アルペンレーサーとして活躍した
のち、2008年から全日本スキー
技術選に出場。2015年第52回
大会で総合6位となったのをきっ
かけに上位に定着、今年の第56
回大会では最終種目まで優勝争
いを繰り広げ、総合2位となって
いる。国体への挑戦も続けてお
り、複数回の優勝を記録している

アスリートサポートスキーヤー

武田竜
身長・体重＝16９cm・72kg

ワールドカップ出場を果たすなど
アルペンレーサーとして活躍した
のち、アルペンレースの指導者と
して選手育成に当たる。同時に
全日本スキー技術選への挑戦も
始め、今年の第56回大会では初
の総合優勝を達成している。全日
本ナショナルデモンストレーター

アスリートサポートスキーヤー

井山敬介
身長・体重＝168cm・70kg

全日本ナショナルデモンストレー
ター（認定7期）。ばんけいスキー
学校所属。2000年から技術選に
出場し、07年、08年の連覇を含
め、３回の総合優勝を記録。今年、
白馬八方尾根で行なわれた第
56回大会でも3位となっている

アスリートサポートスキーヤー

佐々木明
身長・体重＝182cm・88kg

FISワールドカップ 男子回転、
2003年ウェンゲン大会2位、
2006年シュラドミング大会２位、
同年志賀高原大会２位。2014年
ソチ大会を含み、オリンピック出
場４回

アスリートサポートスキーヤー

髙橋伸嘉プロ

身長・体重＝168cm・60kg
所属＝Mt.石井スポーツカンダコンペカン

シーズン中、各地でレーシングキ
ャンプ「SHIFT」を開催。社会人・学
生・ジュニアと幅広い層を対象に
キャンプを実施。オフシーズンは、
海外キャンプ、プラスノー、インラ
イントレーニングなどを企画運営

TESTER

江畑昌英プロ

身長・体重＝167cm・77kg
所属＝Mt.石井スポーツカンダコンペカン

SIA公認木島平プロスキースクー
ル校長、SIA理事

TESTER

久保田知裕プロ

身長・体重＝185cm・83kg
所属＝Mt.石井スポーツカンダコンペカン

全日本スキー技術選手権大会出
場４回。年間をとおして社会人、
学生チームを指導。サロモン学
生チームヘッドコーチとして多く
の学生を岩岳学生大会の表彰
台や全日本技術選へ導いている

TESTER

立花稔久プロ

身長・体重＝172cm・65kg
所属＝Mt.石井スポーツカンダコンペカン

基礎・競技を問わず、志賀高原を
中心に国内外でのスキーキャン
プを実施。アルペンスキージュニ
アチーム「ファルコンレーシング
チーム」代表

TESTER

藤本剛士プロ

身長・体重＝175cm・72kg
所属＝Mt.石井スポーツ新宿西口店

SIAデモンストレーター。志賀高
原をベースにレーシングから学
生基礎、シニアまで幅広くコーチ
ング活動。オフシーズンは月山キ
ャンプ、コンディショニングトレー
ニング、インライン、水上スキーキ
ャンプを主催。11月はヨーロッパ
を中心に初滑りキャンプを実施。

「.line sports」代表

TESTER

松浦俊次プロ

身長・体重＝169cm・65kg
所属＝Mt.石井スポーツ盛岡店

サロモンプロモーションスタッ
フおよび岩手県スキー連盟ユ
ースコーチ。安比高原スキー場

「APPI.Jrスキーチーム」のコー
チも務め、夏場は陸トレなどジュ
ニア選手の育成をメインに幅広
く活動

TESTER

上野健志プロ

身長・体重＝170cm・70kg
所属＝Mt.石井スポーツカンダコンペカン

夏は都内や野沢温泉を中心にピ
スラボやフィジカルトレーニング
を企画運営。シーズン中は、12月
の北海道・朝里川温泉スキー場
から始まり、地元野沢温泉スキー
場と牧の入スキー場をベースに
常設トレーニングを開催

TESTER

富井次郎プロ

身長・体重＝173cm・81kg
所属＝Mt.石井スポーツ神戸三宮店

「J-FAMILIA SKI CAMP」代表。
冬季は野沢温泉をベースにレー
シングキャンプを開催。オフシー
ズンは大阪をベースにオフトレ、
セミナーを開催

TESTER

村松篤プロ

身長・体重＝166cm・59kg
所属＝Mt.石井スポーツ新宿西口店

全日本スキー技術選手権大会出
場５回。シーズン中は学生、社会
人基礎チームのコーチングを中
心に活動し、東京都技術選手権
大会の審査員を務めるほか、デ
モチームのコーチングメンバー
も務める。夏にはインライントレ
ーニングやプラスノーキャンプな
どを開催している

TESTER

丸山英明プロ

身長・体重＝180cm・85kg
所属＝Mt.石井スポーツカンダコンペカン

「Wzero-Snow」代表として新潟
県かぐらスキー場を拠点に、「か
ぐらレーシングアカデミー」を開
校。Kids／Jr.の普及・育成に力を
注ぎ、年間をとおしたプログラム
を立て、国内外で活動をしている

TESTER

吉田勝大プロ

身長・体重＝170cm・70kg
所属＝Mt.石井スポーツ宮の沢店

全日本スキー技術選手権大会出
場。幼稚園からシニアまで幅広く
レッスンを行ない支持を得てい
る。スキーの魅力を伝えるフリー
ペーパー「雪navi通信」の監修を
務めるほか、YouTubeチャンネル

「M’s Ski Salon」の代表としてス
キー技術を広く伝えている。FM
おたる「ラジオde雪navi通信」メ
インパーソナリティ

TESTER

大場朱莉プロ

身長・体重＝157cm・53kg
所属＝Mt.石井スポーツ仙台泉店

第55回全日本スキー技術選手
権大会女子総合2位。第56回大
会女子総合4位。母でありながら

「アカリレーシング」主幹として
活動し、技術選にも挑戦

TESTER

須川尚樹プロ

身長・体重＝168cm・60kg
所属＝Mt.石井スポーツ宮の沢店

第55回全日本スキー技術選手
権大会総合17位。全日本ナショナ
ルデモンストレーター。大学まで
アルペン競技に打ち込み、現在
は全日本スキー技術選に挑戦す
るかたわら、レッスン活動を通じ
てジュニアからシニアまでさまざ
まな層にスキー技術を伝えてい
る。オーンズスキースクール所属

TESTER

可児徹プロ

身長・体重＝168cm・63kg
所属＝Mt.石井スポーツカンダコンペカン、
ISHII SKI ACADEMY SUGADAIRA

SIAデモンストレーター。「ISHII SKI 
ACADEMY SUGADAIRA」代表
として、ジュニアからマスターズま
で幅広く指導を行なう。レースの
みでなく、基礎、テレマークまで、さ
まざまなジャンルのレッスンも実
施している

TESTER

斉藤人之プロ

身長・体重＝172cm・72kg
所属＝Mt.石井スポーツ宮の沢店、
ISHII SKI ACADEMY HOKKAIDO

全日本スキー技術選手権大会
出場25回、全日本ナショナルデモ
ンストレーター認定２期。「ISHII 
SKI ACADEMY」校長。北海道各
地でレッスンを開催。各地域のス
キー活性化と地域振興を目的
に、スキー学校の教師への研修
等も行なう。オフシーズンは理論
講習やインラインスケート講習会
を行なう

TESTER
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●ターン前半のとらえが抜群に早く、一度とらえてグリッ
プすれば、雪面をがっちりとつかむような鋭い切れ味の
あるシャープなグリップ感が感じられる。スキーの張りが
しっかりあるので安定感もよく、ハードパックされたバー
ンから、荒れたバーン、悪雪でも安定したパフォーマンス
を発揮する雪面コンディションを選ばない一台。ターン
後半にかけての抜けも引っかかりがなく、スムーズな抜
けでコンパクトなターン弧に仕上げることができる。つ
まり、軽快かつ最小限の雪面抵抗で連続したターンがで
き、タイムアップの可能性が広がるだろう（押味）
●昨年のモデルに比べ、スキーのセンターとテールの幅
が少し広くなり、より安定感が向上し、深いターンを描く
ことが可能になった。ターン前半からトップがしっかりと
たわむため、ターン始動時の安定感や切れ味も非常に
高いものに仕上がっている。ターン後半もバーンの硬さ

に影響されることなく、抜群にスムーズなスキーの抜け
と走りを体感することができる。トップフィンの形状も変
わり、SLで起こりやすい片足不通過を防止する作りにも
なっている。近年注目を大きく浴びているアトミックのス
キーをぜひ一度体感してみては？（平山）
●スキーを装着した時点で、雪面とのコンタクトの仕方
がよく、その時点でよいフィーリングを得た。エッジグリッ
プ力がよく、とても走るというイメージが強かったが、
エッジからエッジ、ラインからラインという操作から、足
元の幅広さによりハイスピードのなかでの安心感、リカ
バリー力の高さが加わった気がする。少々タイミングが
遅れても、余裕を持ってゲートをねらえるようになった
ため、より直線的なラインで攻めることが可能だ。すでに
ワールドカップでポテンシャルが証明されているスキー
だが、しっかり進化もしていると感じた（宮下）

●今シーズン新しくラインナップされたサイドカーブ。と
にかく簡単にターンが始まってくれる！　少ない力でしっ
かりとスキーがたわみ、重量感をあまり感じることがな
く、少ない力で連続したターンが可能。スピードを求める
レーサーは少々物足りなさも感じるかもしれないが、ラ
インをキープすることが容易でスキーの動きをしっかり
と感じることができる。マスターズレーサー、レース入門
者、また検定受検などにも活躍してくれると思う。軽快で
スキーを乗り手がコントロールすることができ、実践だ
けでなく、しっかりと技術を組み立てていく段階でも強
い味方になってくれる（可児）
●今季からラインナップに追加された〈G9 R〉。ラディウ
スも約19mの設定になっていて、大まわり用のスキー
のなかではかなりシェイプのきつい仕様になっている。
今回テストしたシチュエーションがハイスピードの縦目

なセットだったこともあり、多少のバタつきはあったが
軽快なレスポンスを感じ、操作のしやすさを感じた。トッ
プ部分が広いこともあってターン前半を正確に作ること
が容易だ。基礎の大まわりには最適で、とても使い勝手
がよい一台（甘利）
●〈G9 RS〉とは違いスキーが軟らかく感じた。自分から
圧をかけると、スキーのレスポンスが少し強く感じられ
たが、体重の軽い方や力が弱い方にはすごくオススメな
一本となるだろう。また、基礎の大まわりでも使えそうな
スキーである。〈G9 RS〉よりもトップ幅が広く、安定感が
ありながらもターン前半のとらえの早さと操作性、回転
性は非常によい。マスターズの選手だけでなく、基礎系
の方、大まわりのレベルアップをめざしている方にオス
スメ（山本）

●スキーがオートマチックに次のターンへつなげてくれ
ると感じた。ターン中に集めた圧が切りかえに向けて推
進力に変わり、クイックかつスムーズに次のターンへと
力を伝えることができる。重量感はさほど感じないが、
シャープなエッジグリップでターンスピードをどんどん上
げていける。安定感や操作性など高い次元でバランスが
取れている。レギュレーションのないレース、基礎の大ま
わりなど幅広いシーンで活用できるだけでなく、スキー
ヤーのレベルをも引き上げてくれる。操作性を求める
ならVARタイプ、グリップ力を求めるのならMODタイプ
と、搭載するビンディングによってもフィーリングが変わ
るので身近なスタッフに相談してもらいたい（可児）
●とにかく癖がなく素直で乗りやすい。アトミックにとっ
て今やスタンダードになったサーボテックが威力を発揮
している。どんなシチュエーションでもトップ部分のバイ
ブレーションを抑制してコントロールしてくれる。雪質に

よる得意・不得意がなく、どんなコンディションでもター
ン前半のエッジコンタクトがしやすい。今回のテストも
硬い雪から軟らかい雪までさまざまだったが、どの雪も
違和感なく適応できた。ビンディングは、瞬発的な速さを
求めるならMODタイプ、全体のたわみを意識するなら
VARタイプがよいだろう（甘利）
●フリースキーでもゲートでもスキー全体で雪面をと
らえやすい。また、低速から高速まで安定性があり、操
作性もすごくよい一台。一昨年から使用しているサーボ
テックの効果も健在で、レスポンスがとてもよく、スピー
ドアップにもすごくつながり、切りかえもとてもスムーズ
に行なうことができる。少しの力で曲がることができる
ので非常に乗りやすく感じた。硬いバーンから軟らかい
バーンまですべてのバーンに対応していけ、長さやビン
ディングで乗り心地も変わるので、幅広いレベルで活用
できるスキーだと感じた（山本）

●ターン始動時の雪面のつかみと後半のスキーの走り
は、さすがとしか言いようがない。今季、スキーの内部
に使用されている強化素材の幅を広くしたことにより、
ターン前半でのとらえが非常にしやすくなった。それに
サーボテックの効果も作用して、よりメリハリのあるス
キーに仕上がっているのではないだろうか。またスキー
のシェイプも変更になっており、ターン後半のスキーの
引っかかりもいっさい感じられない。すべての性能に対
して文句のつけどころがない一台に仕上がっている（君
島）
●NEWスペックに生まれ変わった今年のアトミックス
キー。まず従来のスキーよりもさらにトップのとらえがよ
くなり、ターン前半から確実に雪面をとらえていくことが
できる。もちろん切りかえでスキーを送り出すことなく、
しっかりと重心を落下させてスキーのセンターに乗るこ
とが大事だが、このとらえのよさは特徴のひとつであり、

武器にもなるだろう。足元のグリップ感のよさとしっかり
感は衰えておらず、高速時においても安定したターンを
可能にする。すべてが完璧に調和したベストな一台に仕
上がっている（上野）
●トップ幅が広くなりターン前半のとらえのよさ、そし
てとらえてからのターン中盤の安定性の高さを感じる。
テール幅は従来モデルよりもスリムになり、ターン後半
の抜けが格段に向上。サーボテックの効果と形状変化に
よる効果が合わさり、「速い」「安定する」という印象を強
く持たせてくれた。またトーション強化により、グリップし
てほしいタイミングで雪面に張りつき、解放したいタイミ
ングでエッジが雪面から離れてくれる自在性もあり、ラ
インやタイミングの調整も容易に行なうことが可能だ。
シチュエーションを選ばず、自信を持ってスタートを切れ
る一台だ（丸山）

スムーズな抜けと鋭い走りを持ち
タイムアップを約束するSLモデル

今季新しく加わったGSモデル。
使いやすさが特徴で基礎大まわりにも◎

スピードをどんどん上げながら
次のターンへ力をつなげていける一台

NewスペックになったFIS対応モデル。
すべてが高い次元に調和した高性能が魅力

REDSTER S9 FIS M&W REDSTER G9 R

REDSTER G9 RS REDSTER G9 FIS M&W

Check!

動画も

グリップ力	
安定感	
操作性	
回転性	
おすすめ度	

普通 
普通 
普通 
普通

1

 
 
 
 
3

 
 
 
 
 4

高
高
高
高
5

 
 
 

2

グリップ力	
安定感	
操作性	
回転性	
おすすめ度	

普通 
普通 
普通 
普通

1

 
 
 
 
3

 
 
 
 
 4

高
高
高
高
5

 
 
 

2

サイズ（cm）ラディウス（m） サイドカット（mm）

157
165

12.7
12.5

113.5-66.3-100.5
117.5-65.8-102.5

¥144,000＋税
¥144,000＋税
¥139,000＋税

X16MOD
X16VAR
X12VAR

Check!

動画も

グリップ力	
安定感	
操作性	
回転性	
おすすめ度	

普通 
普通 
普通 
普通

1

 
 
 
 
 3

 
 
 
 
4

高
高
高
高
5

 
 
 

2

サイズ（cm）ラディウス（m） サイドカット（mm）

177
183

18.4
19.4

110-68-96.5
111-68-97.5

¥180,000＋税
¥164,000＋税

X19MOD
X16MOD

グリップ力	
安定感	
操作性	
回転性	
おすすめ度	

普通 
普通 
普通 
普通

1

 
 
 
 
 3

 
 
 
 
4

高
高
高
高
5

 
 
 

2

サイズ（cm）ラディウス（m） サイドカット（mm）

183
188
193

30
30
30

100-65-80.5
100-65-81.5
102-65-82.5

サイズ（cm）ラディウス（m） サイドカット（mm）

176
183
190

21
24

27.5

106.5-67-90
105-67.5-89
104-68-89

165cm=3,565g（1/2ペア）

183cm=3,780g（1/2ペア）

183cm=3,595g（1/2ペア）

188cm=3,640g（1/2ペア）
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●昨年も大人気のモデルがさらなる進化を遂げて登
場。艶のあるトップシート（硬さの変更）を採用すること
でターン中のスキーのなめらかさ、しなやかさをプラ
ス。昨年以上に幅広いスキーヤーに対応できる一台に
仕上がっている。早いとらえと抜けを両立していて、抜群
の操作性と共に昨年同様の戦闘力の高さも健在だ。全
体的に張りの強いスキーだが、サーボテックを搭載する
ことでターン前半部のたわみは非常に出やすくなって
いる。自分からしかけていきたいタイプのエキスパート
スキーヤーに満足してもらえる一台だろう（橋山）
●アトミックiシリーズの上位モデルが改良を加えて登
場。トップシートがFIS系モデルと同じ材質になったこと
で、トーションのバランスのよさとスキー全体の綺麗な
たわみを感じることができる。昨年まではやや直線的な
動きが強かったが、よりしなやかに回転弧を作ることが
可能になった。サーボテック機能によるターン導入の速

さと振動吸収性、スペシャルカルバウッドコア芯材によ
る軽量化はそのままなので、より強く、より扱いやすい
バランスの取れた一台に仕上がっている。高速から低
速まで幅広いスピードレンジに対応してくれるので、競
技志向の方やプライズテストなどをめざす方におすす
めの一台となっている（須川）
●このスキーは高い高速安定性と、鋭いエッジグリップ
性能に長けている。一般的にスピードを出すとスキーが
バタつき始めるが、このスキーはドシッと雪面をとらえ、
安定した操作をすることができる。この特徴は、特にス
ピードを出せる上級者にとって優位に働くだろう。また
エッジ角を鋭くしただけカービングでのターンが可能
になることに加え、過剰なトップからの食い込みがない
ため、ずらすことも容易にできるスキーに仕上がっている

（伊東）

●ここ数年のアトミックスキーの進化は著しく、軽量さ
としなやかさを併せ持っている。サーボテックの効果に
よりスキー全体がしっかりとたわみ、硬いバーンにも、
緩んだバーンにも安定して弧を描くことができる。対象
スキーヤーも幅広く、中級レベルからエキスパートス
キーヤーまで安心して乗れること間違いなし！　このス
キーのよさを引き出すには、やや鋭角にエッジを仕上げ
ることをおすすめしたい（村松）
●３シーズン目に突入するモデル。細かい変更を重ね、
より洗練された印象だ。サーボテックによる安定感は変
わらず、サイドウォールがしっかりした素材に変更され
たことにより、ターン前半からの安定感が増した。ロッ
カーを採用していないモデルは、とらえが難しいという
のが個人的な印象だが、このモデルに関してはそれは
なく、またカウンターフレックスを抑えてくれるサーボ

テックが他にはない安定感を生み出している。ターン中
のバタつきも感じづらく、スムーズなライディングを可
能としてくれる（戸沢）
●軽快な走りが特徴的なこのスキーは、アトミックらし
くターン前半のとらえが早いので、安心してスキーに体
重を預けることができる。身体とスキーが離れすぎてし
まうことが少ないので、スキーの行き先を予測しやす
く積極的なターンを行なうことができる。見た目は少し
強そうな印象を受けたが、思った以上に操作性が高く、
ターン孤の調整が行ないやすい。円い孤というよりは、
アトミックらしく鋭角な孤であり、縦に走るスキー。これ
がサーボテックの効果であり、それをレーシングモデル
のようなパワーを必要とせず、少ない力で描けるのはア
トミックファンを満足させるに違いない（大場）

●昨シーズンから登場した基礎系オールラウンドモデ
ル。今季はウッドやトップシートを変更し、スキーの粘り
強さと張りが加わった印象だ。ミドルからロングターン
を得意とする機種で、初めてのロングターン用スキーに
オススメ。足元のグリップ感が心地よく、切りかえまで一
気にターンを仕上げてくれるオートマチックな感覚はア
トミックならでは。スキーのたわみを綺麗に引き出すこ
とができるのも大きな特徴で、ターン中のポジションを
一定に保つことができる。スキーの動きに身体を合わせ
やすく、効率のよいターン運動をすることが可能となって
いる（吉田）
●GSのスキーをベースにしたオールラウンドモデルで、
昨年モデルからさらなる進化を遂げている。トップシート
の下にあるチタニウムをエッジぎりぎりまで広げたこと
によって、グリップ、走り、安定感が数段よいものになって
いる。本格的なロングターン向きのスキーとなっている

が、他のモデルと比べるとラディウスが小さくまわしやす
いので、大まわり系モデルが苦手な方やチャレンジした
い方におすすめしたい。またショート系のスキーほどま
わりすぎないので、自分でしっかり操作したいと思ってる
方には、サイズしだいでオールラウンド用としてもおすす
めしたい（久保田）
●今やアトミックの代名詞であるサーボテックを搭載した、

「THE走るスキー」。スキーの方向が決まれば推進方向へ
自然に抜け、抜群の安定感とスピード感を兼ね備えていま
す。少ない力でスキーのたわみを引き出すことができるの
で、なめらかでスムーズなターンを実現できます。競技志
向の大まわり系モデルですが、小さめのラディウスのため
オールマイティーに乗れるのも魅力的。斜度に合わせて
スピードコントロールをしてくれるので、さまざまなシチュ
エーションで楽しめます。スピードよりも操作性を重視した
いレーシング入門の方へもおすすめです（永坂）

●昨季モデルからデザインが変わり、落ち着いた印象
のデザインになりました。スキーを履いた第一印象はと
にかく軽い！　実際に滑ってみると、想像以上に安定感
がありました。軽量のウッドコアを使用しながらも、サー
ボテックによってスキー全体のたわみが感じられ、ター
ン前半からのコントロールが非常に楽に感じられます。
スピードの乗ったなかでのグリップ感もしっかりと感じ
られました。しなやかさのあるスキーで頑張りすぎなく
てもターンできる感じがあり、これから上達をめざした
い女性でも十分に乗りこなせるスキーだと思います（佐
藤）
●安定した人気を持つ〈S8I〉の一番の魅力は、操作性
のやさしさから生まれる推進力のあるターン。軽量化
レースモデルと言える走りを追求したオールラウンドモ
デルで、サーボテックの効果が感じやすい。ソフトなた
わみと想像を超えるほどの切れ味は最高の安心要素

だ。ターンアプローチから角づけしていくと、トップから
受ける抵抗をすべてたわみに変えていき、ハイスピード
のターンをやさしくしてくれる。たわみから生まれるリズ
ムを生かして、さまざまなサイズのターンをコントロー
ルできる。アグレッシブとコンフォートの高い次元のバラ
ンスが魅力だ（斉藤）
●昨季も好評だった〈S8I〉が、また新たに進化を遂げて
今季も登場。サイドウォールもスキーがしなやかにたわ
むように改良され、ウッドコアもさらに軽量になり、より
軽快なスキーができる。そしてサーボテックの働きによ
り、高い安定感も兼ね備えている。これによりトップから
ターン始動がしやすく、男女共に十分に満足してもらえ
るスキーになっている。グリップ力や切れも従来に比べ
て、はるかによい仕上がりになっている。中級から抜け
出し上級へとレベルアップを望む方に、ぜひとも乗って
もらたい一台となっている（平山）

戦闘力の高さにしなやかさをプラス。
上級者を満足させる高性能モデル

軽量さとしなやかさ、
高い安定感を持つ小まわり系モデル

抜群の安定感と走りが魅力の
大まわり系オールラウンド

人気モデルがさらに進化。
優しい操作性と推進力のあるターンが魅力

REDSTER S9I PRO REDSTER S9I

REDSTER G9I REDSTER S8I

¥157,000＋税
¥157,000＋税
¥152,000＋税

X16MOD
X16VAR
X12VAR

Check!

動画も
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サイズ（cm）ラディウス（m） サイドカット（mm）

157
165

12.7
12.5

113.5-66.3-100.5
117.5-65.8-102.5

サイズ（cm）ラディウス（m） サイドカット（mm）

165
171
177

16.8
17.6
18.4

108-68-94.5
109-68-95.5
110-68-96.5

¥117,000＋税X12TL GW
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サイズ（cm）ラディウス（m） サイドカット（mm）

155
160
165

11.5
12.1
12.7

115-68-101
116.5-68-102.5

118-68-104

¥139,000＋税X12TL GW

サイズ（cm）ラディウス（m） サイドカット（mm）

155
160
165
170

11.5
12.1
12.7
13.3

115-68-101
116.5-68-102.5

118-68-104
119.5-68-105.5
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165cm=3,650g（1/2ペア）

171cm=3,060g（1/2ペア）

165cm=3,025g（1/2ペア）

165cm=3,015g（1/2ペア）

SAJ31承認第00491号



かつてのベストセラーブーツの復活。
待望の登場でレースシーンを席巻できるか

レーシングブーツでありながら
メモリーフィットの充実でストレスなくフィット

ラストの広さで快適かつ
ベストなホールドを実現

￥87,000＋税
サイズ：22/22.5〜28/28.5cm
ラスト：92ｍｍ
フレックス：130
熱成形シェル＆インナー

REDSTER 
WORLDCUP 130

￥79,000＋税
サイズ：23/23.5〜29/29.5cm
ラスト：96ｍｍ
フレックス：130
熱成形シェル＆インナー

REDSTER 
CLUBSPORT 130

￥99,000＋税
サイズ：22／22.5〜27／27.5cm
ラスト：93ｍｍ
フレックス：150
熱成形シェル＆インナー

REDSTER STI 150 LIFTED

￥87,000＋税
サイズ：22／22.5〜27／27.5cm
ラスト：93ｍｍ
フレックス：130
熱成形シェル＆インナー

REDSTER STI 130

￥79,000＋税
サイズ：22／22.5〜27／27.5cm
ラスト：93ｍｍ
フレックス：110
熱成形シェル＆インナー

REDSTER STI 110

￥79,000＋税
サイズ：21/21.5〜27/27.5cm
ラスト：92ｍｍ
フレックス：110
熱成形シェル＆インナー

REDSTER 
WORLDCUP 110

￥69,000＋税
サイズ：21/21.5〜29/29.5cm
ラスト：96ｍｍ
フレックス：110
熱成形シェル＆インナー

REDSTER 
CLUBSPORT 110

REDSTER CLUBSPORT REDSTER WORLDCUP REDSTER STI

REDSTER CLUB SPORT
REDSTER WORLD CUP

REDSTER STI

MOST FLAT MIDDLE ROUND MOST ROUND

NEW!

解剖学的見地に基づき93mm（26／
26.5cm）ナローラストは、ワールドカッ
プの選手とイタリアのチャンピオン、ソ
フィア・ゴッジャソなどトップアスリート
が愛用する。最小ボリュームフィットが
さらにバージョンアップし登場

解剖学的見地に基づき92mm（26
／26.5cm）ナローラストは、ワール
ドカップ総合優勝者、マルセル・ヒル
シャー＆ミカエラ・シフリンら数多くの
W-Cupアスリートが数多くのテストを
繰り返して開発

きわめて成功したWORLDCUPの
ベースに開発した96mm（26／
26.5cm）ラストは前足部と舟状骨部
分のスペースを若干増やして快適性を
高めると同時にパワフルなスキーヤー
のために最適なフィットをキープ

フラッターボトムシェープ ミドルラウンダーボトムシェープ モーストラウンダーボトムシェープ
REDSTER LAST

BOTTOM LAST SHAPE

富井　今季から新たに〈STI〉というブーツがライ
ンナップに加わります。みんなは技術選でも使っ
たということだけれど、実際に履いたときの第一
印象はどうでしたか？

武田　全体的
にタイトで足
を包み込んで
くれる感じで、
足首がしっか
りホールドさ
れるという印
象でした。
須川　僕も第
一印象はタイ
トさを感じま
した。
斉藤　敏感さ
をすごく感じ

て、レースで洗練された、アスリートの声が詰まっ
たブーツだなという印象でした。立ったときに、
すでにインエッジがすごく噛みそうな状態になっ
ていて、４本のエッジをつねに足の裏で感じられ
る。だから、足裏の感覚とスキーの動きに一体感
があり、ロスがとても少ないという印象でした。
武田　敏感さは僕も感じました。僕の感覚として
は、フレックスはすごくしなやか
で、前に軟らかく入る。だけど、横
の剛性はとても強い。だから足
首がしっかりと前に入った状態
で動けるので、ブーツに軟らかさ
やしなやかさがありながらも、
動きが敏感にスキーに伝わって
切れ味が鋭いという感覚でした。
富井　フレックス値は高いけれ
ど、ガチッと硬いブーツではない
感じですか。
武田　そうですね。前に入ったと
ころから、さらに強く角度を出せ
るので、自分からアクションを起

アトミックのNewモデル、
〈STI〉ブーツのポテンシャルを語ろう

こしてスキーを踏みにいける感
覚がありました。
須川　硬さという意味では、ブー
ツのサイドの硬さが感じられま
した。今まで使っていた〈WC〉
ブーツは粘りのある素材を使っ
ていましたが、〈STI〉は素材が変
わってパリッとしたというか、自
分がした角づけに対して、すごく
反応がよいブーツになった。そう
いう意味で敏感さが増したと感
じます。
斉藤　足裏とスキーの一体感が
あるというのが一番ですが、それ
と同時に感じるのは、後半、ターンから抜け出し
ていくときに、ブーツだけが前に行ってしまうこ
とが少なくて、解放したあと、身体をスムーズに
落下させながらスキーの入射角度を決められる
こと。このときブーツのねじれも使いやすくて、あ
る程度スキー操作の遊びがありながらも、鋭く
滑れるというのはすごい魅力だなと思います。
富井　こうして聞くと文句のつけようのない感じ
ですね。〈STI〉ブーツは、パワーを伝達しやすくす
るために、ヒンジの位置を下げたり、シェル素材
を変更しています。そうした要素が、みんなが感

じている敏感さにつながってい
るのかもしれませんね。
武田　そうかもしれません。滑り
ながらアクションがすごく取りや
すくて、自分からしかけやすくて、
使いやすい。でも、サイドの剛性
は強いから傾きもきちんと出せ
る。そのなかで前への圧がある
から、トップからテールまで、ス
キー全体を使ってターンしていけ
る。そういう意味では、〈WC〉ブー
ツはしっかりポジションを決めて
滑るタイプに合うし、僕のように
自分から動いていきたいタイプ

富井剛志　武田竜　須川直樹　斉藤人之

には〈STI〉ブーツが合うという違
いがあるのかもしれません。
斉藤　〈STI〉は、ブーツによって
ポジションを決められるタイプで
はないと思います。竜は少し立っ
たポジションから動いてターンを
している感じがするし、直樹は結
構キープしている感じに見える。
そのようにそれぞれのポジショ
ンを取りやすいブーツだなとい
う感じはしますね。
富井　〈WC〉ブーツとのチョイス
という意味では、どうでしょう。
須川　タイトなフィット感を求め

る方には〈STI〉だと思います。〈WC〉と比べて、ラ
スト幅は１mm広いですが、シェル内のボリュー
ムは〈STI〉のほうが狭いですから。
斉藤　〈STI〉はシェルもメモリーフィットになっ
てゴツゴツしないので、タイトになっても苦痛
は少ないは
ず。もうひとつ
〈WC〉ブーツ
とのチョイス
という意味で
は、ターン中
にかかってく
る圧の強さが
ポイントにな
ると思います。
須川　〈WC〉
のほうがいい
意味でのルー
ズさがあって
圧がジワッと強くなってくるのに対して、〈STI〉の
ほうが、雪面をとらえたらガツンと大きな圧がか
かってくる。その差ですね。
斉藤　そう。〈STI〉ブーツは敏感だけど、そのぶ
ん強いリバウンドも受けるので、体力や年齢など
に応じて選んでもらうことが大切だと思います。

Tsuyoshi  TOMII
富井剛志プロ

Ryu  DAKEDA
武田竜プロ

Hitoshi SAITO
斉藤人之プロ

Naoki  SUGAWA
須川直樹プロ

20 Sieger  212019-20 SKI CATALOG

ATOMIC



22 Sieger  232019-20 SKI CATALOG

SALOMON

●昨年大幅なフルモデルチェンジを行なったサロモン。
今季のトップモデルはトップ形状が変更されている。台
形のようなカットを採用することでエッジの有効範囲を
長くすることができ、ターン前半から雪面を強くとらえ、
鋭くターンすることが可能になった。また昨年度から搭
載されているエッジアンプリファイアともうまく噛み合
い、ターン全体をとおして高いエッジグリップを感じる。
その結果、前半から正確なエッジングが行なえるため、
導入時に高い位置から踏み込むことができるロスのな
い最速の一台に仕上がっている（君島）
●サロモンは昨年フルモデルチェンジをしたばかりだ
が、今季のスキーは少し形状を変えてきた。スキーの
トップの先端を潰したような四角い形状に変え、接地
面積も長くした。見た目の印象からトップのとらえがよ
さそうな感じが伝わってくるし、実際に滑ってみてもや
はりトップのとらえが早く、イメージどおりのラインを描

きやすい。そのとらえのよさがスキーのたわみを大きく
させ、ターン後半にスキーが走る推進力に変わってくれ
る。スキーに変な癖がなく操作しやすいし、反応もしっ
かりしてくれるので、幅広いレーサーにおすすめしたい

（富井）
●第一印象として、切りかえからターン前半への導入部
分のフィーリングがよく、傾きを深く取れるという印象を
受けた。回転性および操作性が高く、ターン始動時から
ねらったラインにスキーを入れていくことができるポテ
ンシャルの高いスキー。またターン中のどの局面でも足
元のグリップと安定性を感じ、雪面に対してパワーをロ
スなく伝えていくことができる。バランスを崩しにくく、
常によいポジションを作ってくれるので、バーン状況を
問わずアタックしていくことができるだろう。国内の多様
なシチュエーションへの対応力はNo.1だろう（丸山）

●エッジアンプリファイアの効果でスキーセンターのグ
リップ感とサスペンションのような安定感が非常に印象
的。スキーがフォールラインに向いてからのグリップ感
が非常に安定していて、ラインをキープしやすかった。
今季、滑走面の素材とサイドカーブが変更された結果、
雪面とのやり取りが非常に軽く、スキーを動かしやすく
感じた。中盤から後半はサイドカーブに乗ってターンを
オートマチックに終えられるので、リバウンドを利用した
切りかえをテンポよく行なえる。強く安定したスキーだ
が、トップとテールは適度にしなやかさを残してあり、絶
妙な味つけになっている（藤本）
●昨年登場したサロモンの新システム、エッジアンプリ
ファイア搭載。パワー伝達が増幅することで、エッジの
グリップ力、スキーの走りが抜群によくなり、ターン後半
のスキーの走りには驚かされた。踏み込んだパワーが

ロスなくスキーに伝わり、しっかりたわんでくれるので、
ターン弧もコンパクトに仕上げることができる。足元の
たわみやグリップ感をしっかりと感じられるモデルなの
でコントロールしやすいが、ターン後半の驚くほど鋭い
走りに対してポジションが遅れないよう、ポジショニン
グを意識することが大切。それができればタイムアップ
間違いなしだろう（押味）
●表面のデザイン変更がなく、つまらないシーズンかと
思ったが、滑走面がブルーソールになりインパクトが大
きい。実はスキーの性能面も大きく進化している。ライ
ンからラインのエッジングから面から面の要素になり、
足元のグリップ力がはっきりしているので、少々遅れて
も対応に余裕が出た。走りっぱなしのスキーについてい
くイメージに操作性が加わり、リズム変化に対応する性
能が高まった（宮下）

●サロモンスキーらしい軽快さと操作性の高さが際立
つが、昨年から搭載されているプレートの効果で足元
の安定感と力の伝達性が向上している。トップスピード
に入るとスキーのたわみや安定感が増すスキーは多
いが、スピードが上がりきらないなかでも操作性に加
えて安定感も高いので、安心してスキーに力をかける
ことができる。スキーヤーの運動の強弱がしっかりとス
キーに伝わってくれるので、スキーヤー主体のスキー
コントロールが可能！　マスターズレーサー、基礎の大
まわり種目など、ターン弧を簡単に、かつしっかりと仕
上げていきたいスキーヤーにぜひおすすめしたい！（可
児）
●重厚感がありながらも回転性や操作性に優れてい
るNo FISモデル。スピードがアップしても安定感がぶれ
ることはなく、あらゆるスピード域に対応していると感

じた。ターン前半のグリップ感は少し感じにくいが、足
元にきたときスキーを踏んだぶんだけしっかりレスポ
ンスが返ってくる。体重が軽い方や筋力に自信がない
方は少し硬いと感じるかもしれないが、このスキーの
レスポンスはすごくよいので、乗りこなすことができる
とレベルアップ、タイムアップにつながると思う（山本）
●回転性・操作性・グリップ力・安定性と、すべてにおい
てバランスの取れたスキー。ターン中、トップからテー
ルまでスキー全体で雪面をとらえて、綺麗なスキーの
たわみを感じられる。その結果、ターン前半から後半ま
で力が分散するので円い弧を描きやすい。またハイス
ピードや荒れたバーンでも挙動が安定し、安心して攻
めることもできる。誰もが満足できる完成度の高い一
台だ（高橋）

●昨年のフルモデルチェンジから、さらにレベルアップ
をしての登場。トップシートの素材変更により振動吸収
性が大幅にアップし、より安定感のあるターンが可能に
なった。ビンディングの下に配置されているエッジアン
プリファイアによりブーツからの圧を増幅させ、切りか
え時のエッジグリップも強くなっている。角ばったトップ
を見るとグリップが強く、離れないというイメージを持つ
スキーヤーも多いと思うが、程よくルーズさも兼ね備え
ている。グルーミングバーンをハイスピードで楽しみた
い方におすすめで、まさに疾風のような滑りを手に入れ
ることができる一台だ（橋山）
●サイドウォール上部のエッジアンプリファイアによる、
エッジのホールド感、雪面へ張りつくような安定感は抜
群。それに加え、今季トップシートの材質を新しくしたこ
とで振動吸収性も上がった。足元のグリップ力に優れ、
スキーの挙動を抑えてくれるこのモデルは、どんな場面

でも次のターンにつなげてくれる。ポジション作りに苦
戦しているスキーヤーやカービングターンを習得した
いスキーヤーの力になってくれるだろう。安定感の高い
このオートマチックスキーをぜひ体験していただきたい

（須川）
●第一印象は、どっしりとした安定感。アイスバーンで
も、パウダースノーでも、安定感を持って操作できるの
で安心して滑走できる。またトップシートの進化により、
昨年モデルよりも軟らかくなった感じがある。特にター
ン後半から次のターン始動までの部分でのスキーの反
応に軟らかさが感じられる。リバウンドが強すぎて切り
かえが瞬発的になりすぎるスキーが存在するなか、実に
しっとりとスキーをコントロールできる。この安定感と軟
らかさのバランスは、操作するスキーヤーの運動を効率
化させてくれると同時に、心理的にも余裕を作ってくれ
る名機と言えるだろう（伊東）

高いエッジグリップ力が
ターン後半の推進力に変わる本格GSモデル

グリップ力と安定感が特徴。
ターン後半の走りが抜群のSLモデル

定評の軽快感＆操作性に
安定感をプラスした完成度の高い一台

トップシートの変更で安定性がアップ。
ハイスピードターンを楽しめる一台

S/RACE GS FIS S/RACE SL FIS

S/RACE PRO GS S/RACE RUSH SL +X12TL

¥179,000＋税
¥163,000＋税
¥158,000＋税

X19/X19MOD
X16
X12

¥179,000＋税
¥163,000＋税
¥158,000＋税

X19/X19MOD
X16
X12

¥174,000＋税
¥158,00＋税
¥153,000＋税

X19/X19MOD
X16
X12

Check!

動画も
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¥130,000＋税X12TL	GW

ターンサイズ	
スピードレンジ	
安定感	 	
操作性	
おすすめ度	

小
低

普通 
普通 

1

 
 
 
 
3

 
 
 
 
 4

大
速
高
高
5
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サイズ（cm）ラディウス（m） サイドカット（mm）

155
160
165

11
12
13

122-68-105
120-68-105
121-68-104

サイズ（cm）ラディウス（m） サイドカット（mm）

183
188
193

30
30
30

SECRET
SECRET
SECRET

サイズ（cm）ラディウス（m） サイドカット（mm）

176
183
190

21
24
27

SECRET
SECRET
SECRET

サイズ（cm）ラディウス（m） サイドカット（mm）

157
165

12.7
12.6

SECRET
SECRET

188cm=3,760g（1/2ペア）

183cm=3,740g（1/2ペア）

157cm=3,455g（1/2ペア）
165cm=3,660g（1/2ペア）

165cm=3,285g（1/2ペア）
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SALOMON

●昨季、フルモデルチェンジを遂げたサロモン。「サロモ
ンブルー」と呼ばれる鮮やかな青にシンプルな白文字
のロゴは、登場して２年目にして、もはやユーザーに定
着したと言えるだろう。サロモンらしい軽快な乗り心地
とスキーの走りが特徴で、このモデルになってからは安
定感も増した印象だ。上位機種の〈RUSH〉と比べると
スキーの扱いやすさがより感じられ、ターゲットが広い
のも特徴だ。中速域から高速域までをこなす万能型で、
トップ機種には手を伸ばしにくいと感じているスキー
ヤーは、まずこの一台を試していただきたい。きっと上
達への手助けをしてくれることだろう（吉田）
●昨年より好評な〈S/RACE RUSH〉をベースとしたス
キーで、テクノロジーはそのままに芯材やビンディング
のシステムなどを変えることで、より軽く、しなやかで、
軽快に操ることができるモデルとなっている。〈S/RACE 
RUSH〉は操作性がいいのにどっしりとした安定感を感

じられ、強い反応も楽しめることが特徴で、その乗り味
を感じさせつつ、全体的に優しくしたのがこのモデル
になっている。オールラウンド性が非常に高く、乗り手の
したいことをそのまま表現できるバランスの取れたス
キーなので、ぜひ試していただきたい（久保田）
●足元のしっかりとしたグリップ感と、高い安定感が魅
力の一台。エッジのホールド感と足元のグリップ力が高
いので、自分の乗りたい位置が決まったら雪面へ張り
つき、思いどおりのターン弧が描けます。スキーのたわ
みを作りやすく、抜群の走りで次のターンへの流れがス
ムーズに行なえます。テールが引っかかる感じがなく、
爽快な抜け感が非常に心地よいです。これからプライ
ズテストを受けたい方や、大会をめざしたい方、ハイス
ペックなモデルでも癖がなく、快適さを求めている方に
ぜひ乗っていただきたい一台です（永坂）

上達の手助けとなる
扱いやすさと走りを両立したモデル。
S/RACE SHOT SL+Z12 GW

¥115,000＋税Z12 GW

ターンサイズ
スピードレンジ
安定感
操作性
おすすめ度 

小
低

普通
普通
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3

 
 
 
 
 4

大
速
高
高
5
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サイズ（cm）ラディウス（m） サイドカット（mm）

155
160
165

11
13
13

122-68-105
121-68-105
121-68-104

●軽くて軽快なオールラウンドモデル。スキー操作が非
常に簡単なので、無理にたわませるようとすると若干グ
リップが甘くなるように感じられるが、回転していく方
向にしっかり身体を合わせていくと、切れ味鋭いターン
を引き出せる（村松）
●オールラウンドという言葉がぴったりくるモデル。トッ
プモデルにはない乗りやすさ、操作性、軽快感がある。
荒れた斜面でも思いどおりに動いてくれるので、中級者
や上級者のなかでもプライズテストなどを目的としな
いスキーヤーにしっくりくるだろう。もちろん、これから
上達をめざす方にもぴったりだ。エッジアンプリファイ
アのおかげでターン前半からしっかりと雪面にパワー
が伝わるので、ポジションが多少崩れても立て直すこと
ができる。スキー自体も軽量にできているので、それも

また軽快に感じる要因だと思う。あらゆるレベルの方に
おすすめのスキーだ（戸沢）
●トップがものすごく四角いというのが第一印象。この
トップ形状により、ターン前半のトップのとらえがピンポ
イントで決まるので、技術的に自信のない方でも簡単に
安定したターンに入ることができるだろう。全体的にマ
イルドな仕上がりとなっており、確実な前半のとらえか
ら、ターン後半にかけて安定感が増していく。ターンの
抜けも優しく、大きなひねりを与えなくても、次のターン
にスムーズに入っていくことができる。スキー自体は薄
くて軽い印象があったが、前後左右への安定感と操作
性という技術向上に欠かせないふたつの要素を兼ね備
えたスキーとなっている（大場）

前後左右への安定感と操作性。
上達に欠かせない要素を兼ね備えた一台
S/RACE MT + Z12 GW

¥105,000＋税Z12 GW

サイズ（cm）ラディウス（m） サイドカット（mm）

155
160
165
170
175

13
14
15
15
16

119-73-102
119-73-102
120-73-103
121-73-104
121-73-104

ターンサイズ
スピードレンジ
安定感
操作性
おすすめ度 

小
低

普通
普通
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高
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●今季から新登場のS/FORCEシリーズのトップ機種。
センター幅84ｍｍと広めの設計だが、昨季登場のエッ
ジアンプリファイアによりエッジグリップがしっかりして
いた。デモモデルに負けないぐらいのカービングター
ンができるので、グルーミングされたバーンから荒れた
バーンまでハイスピードで攻めることができる。今回テ
ストしたスキーは177cmだったが、スキーがしっかりと
たわんでくるので、ショートからロングターンまでフルに
楽しむことができた。ゲレンデ内をカービングで楽しみ
尽くしたいスキーヤーにぴったりの一台。今までにない
体験ができるだろう（橋山）
●ワイドボディの特性を生かした、走破性の高いニュー
モデル。高速域ではセンター幅の太さを感じさせない
レスポンスの速さとスピードに負けない重厚感がある。
中速域で長くゆったりとゲレンデをクルージングしてい

くときは、ワイドなボディが浮力を得て余計な抵抗を拾
わないため、身体への負担も少ない。ロングからショー
トターン、朝一のパックされたバーンから午後の荒れた
バーンまで、一日中ゲレンデを楽しみたい方にぜひ体
験してもらいたいモデルとなっている（須川）
●サロモンに新しく投入されたS/FORCEシリーズは、
ひとことで言うと「粘りがある軟らかいスキー」である。
センター幅が84mmと広いためパウダーでも抜群の
性能を発揮するが、トップからテールへの荷重移動をう
まく使えばショートターンも可能であるという、自在に
コントロールできるスキーである。基本的にかっちりと
エッジングをした滑りをするイメージのスキーではなく、
ゆったりとどんな雪質でもクルージングしながら楽しみ
たいという志向の方々にうってつけの一台になるはずだ

（伊東）

雪質やターンサイズを問わず
快適なスキーを楽しめるNewモデル
S/FORCE BOLD + Z12 GW

¥140,000＋税Z12 GW

サイズ（cm）ラディウス（m） サイドカット（mm）

170
177
184

15
16
17

132-84-116 
132-84-116
133-84-117

ターンサイズ
スピードレンジ
安定感
操作性
おすすめ度 

小
低

普通
普通
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選手用レーシングブーツのなかでも
群を抜く軽量化で
ひと際高い操作性を可能にしたブーツ

タイトなシェルで軽量化を実現
カスタムフィットで
足形に密着したホールド感

￥86,000＋税
サイズ：24／24.5～28／28.5cm
ラスト：98/104mm
フレックス：130
熱成形シェル＆インナー

S/MAX 130
￥88,000＋税
サイズ：24／24..5～28／28.5cm
ラスト：96/102mm
フレックス：130
熱成形シェル＆インナー

S/MAX 130 RACE

￥88,000＋税
サイズ：23／23.5～28／28.5cm
ラスト：98/104mm
フレックス：130
熱成形シェル＆インナー

S/MAX 130 CARBON

￥81,000＋税
サイズ：23／23.5～28／28.5cm
ラスト：98/104mm
フレックス：120
熱成形シェル＆インナー

S/MAX 120
￥76,000＋税
サイズ：24／24.5～28／28.5cm
ラスト：98/104mm
フレックス：110
熱成形シェル＆インナー

S/MAX 110

￥105,000＋税
サイズ：22.5～28.5cm（１cm刻み）
ラスト：92mm
フレックス：130

S/RACE 130

￥90,000＋税
サイズ：22.5～27.5cm（１cm刻み）
ラスト：92mm
フレックス：110

S/RACE 110
165cm=2,905g（1/2ペア）

165cm=2,970g（1/2ペア）

177cm=3,585g（1/2ペア）
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●UVOを搭載したパフォーマンス追求モデル。SLモデ
ルをベースにしているようではあるが、競技スキーの硬
さなどは感じられず、しっかりとたわんでいる時間を感
じさせてくれる。滑り手が必要以上にトップに荷重を加
えるというより、軸で滑るイメージのほうがこのスキー
は身体の下に戻ってきてくれる。内傾角を深く取れるレ
ベルのスキーヤーなら、質の高いカービングの小まわり
を可能にしてくれる（村松）
●ショートターンのトップモデルだけあって、エキスパー
トにおすすめしたいスキー。3Dグラスにより足元のた
わみはとても感じやすく、UVOの効果もあり、スムーズ
なターン始動を可能にしている。トップロッカーを採用
しているが、フルキャンバースキーのような安定感があ
る。インに切れ込んでくる感覚が鋭く、速いスキーを探し

ている方には一度履いてみてもらいたい（戸沢）
●小まわりのカービングターンを得意とするこのスキー
は、3Dグラス採用によりSL特有のスキーの硬さを感じ
させず、UVOの採用により終始トップに重さがかかる
ため、スキーの安定感やグリップ力をより強固なものへ
と導いている。したがってズレの多いターンより、カービ
ングターンのほうがよさが引き立つ。他にない独特のス
キーバランスにより、雪質を選ばず重厚感のある、強く、
刺すようなターンが可能。ターン後半までスキーが雪面
をしっかりとらえ続けてくれるため、ターン後半は次の
ターンへダイレクトに進んでいける。68mmのセンター
幅でトーションが強くなりすぎないため、スキーの走り
に振りまわされることもない。安定感と重厚感を兼ね備
えた、デモ上級モデル（大場）

●トップ＆テールロッカーによりターンコントロールがし
やすいのは、このスキーの最大の強みだと感じました。
ショートターンを苦手とするスキーヤーには、習得への近
道にもなることでしょう。ラディウスも163cmで14mで
ショートターン以外でも十分通用するスキーです。オール
ラウンドで使用するなら少し長めのサイズでも○。少しく
らいゲレンデコンディションが悪くてもスキーがまわって
くれるので、スキーを楽しみたい方もきっと気に入ってく
れると思います。検定などに挑戦する方にも使っていた
だきたい一台です（佐藤）
●スキーセンターが幅広めのオールコンディション・
オールラウンドモデル。ハイスピードでもゆとりのある
スキー操作と、しっかりとたわみに結びつけるバランス
が素晴らしい。余計なリスク、リバウンドが少なく、抜け
のよいターンで積極的に円い弧を連続させてくれる。乗

り味も心地よく、ハイレベルなパフォーマンスから軽快
な滑りを生み出している。前後バランスが取りやすく、さ
まざまなコンディションのなかでもクイックからスロー
までコントロールが容易なので、不整地でも力を発揮す
るだろう（斉藤）
●とてもマイルドで操作性が抜群にいいと感じた。色鮮
やかで、他のメーカーとはあまり被らないデザインでも
ある。ラディウスもちょうどよく、ハードバーンでも悪雪
でも走る軽快さを感じられる。また、UVOの効果があ
るため、ある程度スピードが出てもバタつきやブレが感
じられないため、常に安心感を持ちながら滑走するこ
とができる。プライズテストを目標にしている人や、オー
ルラウンドなスキーを探している人にはオススメ。女性
に合うサイズもあるので、ぜひ乗っていただきたい一台

（山本）

●フォルクルの最大の特徴は、どのメーカーよりも軽
快な乗り味でありながら、切れを兼ね備えているところ
だ。スキーの重量は特別軽くはないのだが、乗り手に重
さを感じさせないので、初めてのトップ機種でも違和感
なく乗りこなすことができるだろう。特にフォールライ
ンに絡んだところから次のターン方向へと抜け出すス
ピード感が抜群で、爆発的なスキーの走りを感じられる
ので、次のターンポジションを作りやすい。スラロームの
サイドカットなのでウエスト部分が若干タイトではある
が、それによって操作性が損なわれている印象は特に
ない。まさに「KING of ショートターンスキー」と言える

（吉田）
●高い回転性を持ち鋭くシャープに切れ込んでいく。安
定感もしっかりと感じられるのだが、重いとか、どっしり
したなどという印象はなく、とにかく軽く感じられ軽快

にスキーを操ることができる。ターン始動時のとらえが
よく、そこからしっかりスキーがたわんでいくのが感じ
られる。後半の反応もよく、身体の下にスムーズに戻っ
てきてくれるので、ターンがとてもつなぎやすく無理の
ない連続したターンが可能となる。ショートターンでか
なりの武器となる一台だと思う（久保田）
●しっかりとした重厚感があるので、安定感はもちろん
足場が作りやすい。足場ができれば重心が不安定になり
にくくなるので、足元がおぼつかない悩みを解消してく
れます。競技志向のスキーで張りがあるため、たわんだ
後のスキーの走りは別格。プライズテスト合格をめざし
ている方へも非常におすすめです。反動を受けにくく、失
敗のリスクが少ない、完成度の高いパフォーマンスが発
揮できます。切れのあるターンで迫力あるパフォーマンス
をめざしている方はぜひ（永坂）

●推進力に優れたバランスのよいスキー。スキーのフ
レックスやトーションはソフトな印象だが、UVOによる
振動吸収性の高さがターン後半のスキーのバタつきを
抑え、推進力を生み出している。フォルクル特有のオー
トマチックさがあるため、前後のポジションの対応幅も
カバーしてくれる。扱いやすさ、雪面への張りつき感、
スムーズな抜け出しと、どれをとっても万能な一台で
ある。ショートターンをベースに、さまざまなシチュエー
ションのゲレンデで活躍してくれることだろう（須川）
●軽量ながらもUVO搭載により、硬く締まったバーン
でもある程度の安定感がある。3Dグラスの効果で適
度なトーション、反発力を感じることができるので、ター
ンのきっかけ作りの苦手な中級レベルのスキーヤーの
レベルアップの強い味方になってくれるだろう。あまり
小まわりに特化したサイドカットではないので、長さの
チョイスでミドルからロングターン、ショートからミドル

ターンと選ぶことができるのもこのスキーの強みでは
ないだろうか。１級をめざすスキーヤーにはぜひ選択
肢に入れてもらいたい一台になっている。女性で155、
160cm、男性は160、165cmがオススメ（橋山）
●フォルクルのスキーは、ここ数年非常に軽量化され
て扱いやすいスキーが多い。このモデルも、高い安定
性とターン性能を持ちながらも、非常に軽量に作られ
ていてコントロールしやすい。今回テストしたスキー
は、160cm、R=12.1mだったが、高速ミドルターンで
もしっかりと滑れる安定性を持っている。特に素晴らし
いのはレスポンス。ターン後半から切りかえにかけての
スキーの抜けがオートマチックで最高に気持ちよい。こ
の性能のおかげで、切りかえの運動を簡素化させるこ
とができ、スムーズに次のターンが開始できる。そうい
う意味で、余計な体力を使わないスキーとも言えるだ
ろう（伊東）

カービングターンを得意とする
デモ系小まわりモデル

ハイスピードでも安定感があり
条件を選ばずに軽快なスキーができる

安定感と軽快な操作性を持つ
ショートターンで武器となる一台

軽量でありながら安定性に優れ
スムーズな抜けを体感できる一台

RACETIGER SL DEMO RACETIGER SX DEMO

RACETIGER SL WC D RACETIGER SC DEMO

¥143,000＋税RMOTION2 12.0 GW

¥137,000＋税RMOTION2 12.0 GW

ターンサイズ 
スピードレンジ 
安定感  
操作性 
おすすめ度 

小
低

普通 
普通 
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¥115,000＋税VMOTION 12.0 GW

ターンサイズ 
スピードレンジ 
安定感  
操作性 
おすすめ度 
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サイズ（cm）ラディウス（m） サイドカット（mm）

155
160
165

11.3
12.1
13.0

123-70-103
123-70-103
123-70-103

サイズ（cm）ラディウス（m） サイドカット（mm）

155
157
165

SECRET
SECRET
SECRET

113-65.5-98.5
116-65.5-100
118-65.5-101

サイズ（cm）ラディウス（m） サイドカット（mm）

163
168
173

14
15
16

125-74-104
125-74-104
125-74-104

¥137,000＋税RMOTION2 12.0 GW

サイズ（cm）ラディウス（m） サイドカット（mm）

155
160
165
170

11.0
11.8
12.6
13.4

127-68-103
127-68-103
127-68-103
127-68-103

Check!

動画も

ターンサイズ 
スピードレンジ 
安定感  
操作性 
おすすめ度 

小
低

普通
普通
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3

 
 
 
 
 4

大
速
高
高
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2

165cm=3,065g（1/2ペア）

165cm=2,975g（1/2ペア）

163cm=3,100g（1/2ペア）

160cm=2,910g（1/2ペア）
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●今回テストしたスキーのなかで、もっとも操作性に長
けていると感じた一台。あらゆる雪面コンディションや
起伏などに幅広く順応するミスのしにくいスキーに感じ
た。こういった性能は、特に急斜面での対応の手助けに
なると言えるだろう。また細かいセットや振り幅のある
セットなど、技術が問われるセットにおいては無類の強
さを発揮するのではないかと感じた。自分からスキーに
アクションをしかけていくことができるので、ミスをした
ときもリカバリーが非常にしやすい。テクニカルなセッ
トなどにもってこいの一台に仕上がっている（君島）
●トップがロッカー形状で動きやすく、軽快さが非常に
印象的。ターン時の外力が強くなると、スキー先端につ
いているUVOが振動を吸収しバタつきを抑えてくれ
るので、ターン後半になると安定感が増し、スムーズな

ターンを描くことができる。エッジのグリップもしっかり
しているが、エッジを外してずらしたりなど、いろいろな
動作をスキーにさせやすい。特別に秀でているものは
ないが、全体のバランスが非常によく、自分でしっかり
スキーを操作したい人におすすめしたい（富井）
●ターン始動がしやすく、コントロール性能の高さが魅
力の一台。サンドイッチ構造のよさであるしなやかさが
あり、張りつきながらもラインコントロールがしやすく、
急斜面や振り幅のきつい場面でも無理なくリカバリー
できる修正能力の高さが感じ取れた。UVOのありなし
でスキーの印象が変わると思うが、ハイスピードでのス
キーのバタつきを抑えるならUVOあり、コントローラ
ブルなスキーの操作性能を取るならUVOなしといった
チョイスで、自分好みにできるのもよい点だろう（上野）

●トップ部分が太く、UVOを搭載しているため、トップと
雪面のコンタクトが非常にクイックに感じた。ターン前
半から荷重のマックスまでを容易に作ることができ、ス
キーの走りを感じられた。トップが噛んでからクイックに
反応するため、少し直線的なラインを選択することも可
能だ。パワーのないスキーヤーは高いラインからスキー
に荷重することで円い弧をキープでき、ミスを減らし、完
走率アップも期待できそうだ（藤本）
●安定感と回転性、グリップ力の全体的なバランスが
整った一台。特に印象的だったのは、ターン後半の伸び
やかなスキーの走りで、次のターン方向に積極的に抜
けてくれるので、次のターン始動のライン取りで高い位
置に出ることができ、余裕を持ってターンを描くことが
できる。ただ、回転性能と後半のスキーの走りが強いた
め、ターン後半までの過度なエッジングや、山側に切れ

上がるようなスキー操作をしてしまうとタイムロスにつ
ながってしまうだろう。次のターン方向からフォールライ
ンに積極的にスキーを走らせていくようにすることで、
好タイムが期待できるだろう（押味）
●従来同様に、操作性と回転性が抜群に優れている印
象を強く受けた。ターン前半もUVOの効果により、荒れ
たバーンでもスキーのバタつきもなく、安定したターン
始動が可能。ターン後半の抜けやスキーの走りも非常
によい。グリップ力も自らアクションを起こしてスキーを
操っていくことで、軽い印象のスキーでも、鋭いターンと
ライン取りを実現できる。スキー自体の難易度もそれ程
高くない印象を受けたので、体重の軽い男性レーサー
やレース入門者には比較的扱いやすいスキーになって
いる。多くの方に乗ってもらいたい一台だ（平山）

●乗ったフィーリングはとても軽く、「切れ、ズレ」の出し
入れがとてもしやすい。軽いなかでもスキー全体の張り
感を強く感じるモデルで、乗った感覚はパリっとしてい
る。そのためエッジグリップがすごくよい。ウェイトが軽
いスキーはバタつくイメージがあるが、まったくなく、そ
れはUVOの効果だと思う。基礎スキーの大まわりでも
使えそうなくらい幅広いカテゴリーに適応できそうなス
キーであり、これから競技を始めるにあたって長さに抵
抗があるスキーヤーでも、このスキーなら短い時間で適
応できるだろう（甘利）
●前半の操作性が極めてよく、グリップ力がとてもよい
究極の一台！　スピードが出ても、UVOがスキーのバタ
つきやブレを抑えてくれ、軽快なスキー滑走ができる。

個人的にはUVOを装着しているほうが、抜群の安定感
が出るのでオススメ。硬いバーンから悪雪までさまざま
なバーン状況に対応でき、しっかり自分が力を加えたぶ
んスキーが走るレスポンスがあるので、タイムもおおい
に期待ができる。乗り手を選ぶような面がない万人受
けするタイプのスキーだと思う（山本）
●程よい回転力、程よいグリップ感、程よい安定性と、ど
れを取っても癖がない素晴らしいスキー。これと目立っ
て長けているところはないが、総合的にバランスが取れ
ている。急斜面や難しいコースセッティングなどでも、ミ
スの少ないレースができるので安心して攻めることが
できるだろう。競技入門者から上級者まで幅広い層に
支持されるスキーだ（高橋）

非常に操作性がよく
むずかしいセットで武器になるGSモデル

全体的なバランスがよく
ターン後半、鋭く走るSLモデル

軽さと安定感を両立させた
総合的なバランスに優れたNo FIS GSモデル

RACETIGER GS WC
RACETIGER SL WC

RACETIGER GS WC MASTERS

サイズ（cm）ラディウス（m） サイドカット（mm）

155
157
165

SECRET
SECRET
SECRET

113-65.5-98.5
116-65.5-100
118-65.5-101

¥195,000＋税WC PC INTERFACE
WC UVO 3D
XCELL18

¥195,000＋税WC PC INTERFACE
WC UVO 3D
XCELL18

サイズ（cm）ラディウス（m） サイドカット（mm）

183
188

≧30
≧30

96.5-65.5-83
98-65.5-84

Check!

動画も

グリップ力
安定感
操作性
回転性
おすすめ度 

普通
普通
普通 
普通 
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高
高
高
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Check!

動画も

グリップ力
安定感
操作性
回転性
おすすめ度 

普通
普通
普通 
普通 
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高
高
高
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¥195,000＋税WC PC INTERFACE
WC UVO 3D
XCELL18

サイズ（cm）ラディウス（m） サイドカット（mm）

174
178
183
188

≧21
≧23
≧25

≧27.5

102-65-88
102-65-87
101-65-87
100-65-87

グリップ力
安定感
操作性
回転性
おすすめ度 

普通 
普通 
普通 
普通 

1

 
 
 
 
3

 
 
 
 

  4

高
高
高
高
5

 
 
 

2

滑走時の雪面グリップの完成度に
スキーヤーは驚くだろう

￥100,000＋税
サイズ：22.5～27.5cm（１cm刻み）
ラスト：93mm
フレックス：110

DRS WC SS

￥90,000＋税
サイズ：22.5～25.5cm（１cm刻み）
ラスト：93mm
フレックス：90

DRS WC XS

上級者のための内傾角を
意識したブーツ

￥80,000＋税
サイズ：22.5～29.5cm（１cm刻み）
ラスト：98mm
フレックス：140
熱成形シェル＆インナー

DRS 140

￥70,000＋税
サイズ：22.5～29.5cm（１cm刻み）
ラスト：98mm
フレックス：120
熱成形シェル＆インナー

DRS 120

スリムで軽量、さらにカスタマイズ。
グリップウォークも有効に使用しよう

￥85,000＋税
サイズ：24.5～29.5cm（１cm刻み）
ラスト：98mm　フレックス：135
熱成形シェル＆インナー

DS ASOLO FACTORY GW

183cm=3,585g（1/2ペア）
188cm=3,665g（1/2ペア）

183cm=3,625g（1/2ペア）

155cm=3,290g（1/2ペア）
165cm=3,525g（1/2ペア）
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●今季のヘッドは大きな変更点はないが、スキーのサイ
ドカーブが一部変更になり、テール部分の幅が少し細
くなっている。それによりヘッド特有の雪面に吸いつく
ような感覚とターン後半の安定感を保ちつつ抜けの速
さを実感した。自分からしっかりスキーにアクションを
与えていくことで、より安定感を持たせ、後半の抜けを
加速させることができるのではないだろうか。またハー
ドバーンにおいてもスキーがたたかれる感覚が少ない
ため、安心して次のターンを始動することができる安定
感の高い一台（君島）
●昨年のモデルと比べプレートがショートタイプにな
り、より少ない力でスキーのたわみを生み出しやすく
なった。毎年ヘッドのGSスキーをテストして思うのは、フ
レックスとトーションのバランスが絶妙だということ。そ

こにさらにスキーのたわみの出しやすさが加わった。強
烈なとらえがあるタイプではないが、トップからテール
まで長い接地面積で雪面コンタクトできるので、ハイス
ピードのなかでも安定感があり、安心して滑りきること
ができた。癖のなさとトータルバランスのよさが売りの
スキーである（上野）
●WCでは多くの選手が使用するヘッドブランド。難し
いイメージを持っている方もいると思うが、試乗してみ
ると本当に曲がりやすく、やさしい印象を受ける。ター
ン前半はやや鈍く入ってくるが、スキーがフォールライ
ンに向いてからは雪面を一気にグリップして加速してく
る。すごくスムーズにスキーが動き、ズレなくターンを連
続していくことができるので、乗り手も楽にゲートにア
タックすることが可能になっている（丸山）

●近年国内ユーザーの使用率が急速に高まっているヘッ
ド。高いグリップ力と安定感は今年も健在で、特に印象的
だったのは、縦に縦にスキーが走る感覚だ。グリッピーで
はあるが、内側に切れ込むような回転性ではなく、次の
ターン方向に引っ張られるかのような縦に走る感覚は、
他のスキーにはない乗り味だ。軟らかいという印象だっ
たが、剛性もしっかりと感じられ、ハードパックされた
バーンでは、攻めの滑りにトライしてみたくなる一台だ。
0.01秒を競うアルペンレースにおいて、縦に走る推進力
のあるスキーは、大きな武器になること間違いなしだろう

（押味）
●スキーが雪面にビッタリと張りつくヘッド特有のよさ
が、GS同様にSLスキーでも強く見受けられた。スキーが
バタつかない高い安定感と雪面を強くグリップする能力

により、従来のモデルよりもスムーズに次のターンの始
動がしやすくなった。しかし、ポジションが後ろよりの方
は、グリップ力の強さのため少しスキーが返ってきにくく、
ターンの始動をむずかしく感じてしまう可能性も。バーン
やセットの状況によって、自身でポジションをうまく変え
ていくことで、スキーのよさを最大限に発揮することがで
きるだろう（平山）
●このところWCシーンでもSL種目で上位をにぎわして
きているヘッド。高い安定感に裏打ちされた信頼感のな
かで、エッジグリップが非常に高いことが際立っている。
スキーの反応はしっかりしていてゆっくり目だが、踏み込
むとスキーが戻ってくる確かさは素晴らしい。確実なス
キー操作で基本に忠実に滑るタイプの方であれば、よさ
がわかっていただけると思う（宮下）

●どっしり重厚なイメージのヘッドのなかでは、軽快で
操作性の高いスキー。表記されている数値ほどはトップ
のグリップを感じないが、ターン前半の操作性はよい。
トップをグリップさせてターン始動するより、トップをコ
ントロールして前半を作るタイプ。逆に後半はスキーの
テールがしっかりグリップして簡単にターンが仕上が
る。グリップのポイントがややテールよりにあるように
感じた。後半の仕上がりを身体の下で作りやすいので、
次のターン前半は余裕を持って操作できる。軽快で操作
性は高いうえに、ハイスピードのなかではヘッドらしい
安定感を感じられる一台（可児）
●グリップ力があり、スキーが加速しやすい一台。ス
キーの操作性も高いことから、国内外で人気がある理
由がわかる。ただ、しっかりとしたレスポンスが欲しい

方や、スキー動作において素早さを求める方には少し
物足りないかもしれない。だが、しっかり加速するので、
タイム面では、特に心配ないと考えられる。回転性や操
作性に優れているので、筋力や体重などもさほど気に
せずに乗ってもらえる一台になっている（山本）
●ターン中、トップからとらえる感じはないが、センター
部からテール部にかけて、ドッシリとした足場があり安
心して滑れた。またターン後半は抜群の反応で、軽快
感も兼ね備えているので、次のターンへオートマチック
に切りかえられる。トップ部のフレックスはしなやかで、
ターン導入もストレスなく入れるので、思ったラインを
描きやすい。WCで実績のあるヘッドスキーだけあって、
切れ・抜け・グリップとトップモデルに引けを取らないマ
スターズモデルだ（高橋）

●スキーの抜けや走りを容易に引き出すことができる
うえに、ターン中の安定感も非常に強く感じる。スキー
がたわんでからターンを抜け出すまでの時間が楽しく
感じられる一台。レースシーンと基礎スキーシーン、ど
ちらでも活躍することが期待されるモデルで、ねらった
ラインに対して微調整しながら、方向が決まってからは
素早くスキーが走っていくような印象だ。小まわり用の
モデルでありながら、少し引っ張ったターンにも対応し
てくれるので、オールラウンドな使い方も可能。選手用
モデルということを忘れてしまうくらい対象を選ばない
ターゲットの広いスキーだ（吉田）
●まず感じられるのが頼りきっていいと思えるくらいの
安定感。特に足元がしっかりしていてグリップがよく、操
作性にも優れている。ただ回転しやすく曲がりやすい
といったものだけではなく、しっかり乗り手が働きかけ

ていくことで、とらえてから方向が決まるまでの走りが
感じられ、ターン中の加速感を味わえる。ターン後半は
マイルドな反応をしてくれるので、スキーはしっかり動
きつつもスムーズな運動が可能となっている。回転性
能を持ちながら、縦方向へスピードをどんどんつない
でいける魅力的なスキー（久保田）
●トップのとらえからターン後半までの流れのなかで
スムーズな操作が可能。スキー全体が雪面に張りつく
ような感覚で、前傾または後傾ポジションよりの方で
も、前に詰まったり、スキーが抜けてバランスを崩して
しまうなどの失敗のリスクは少なくなるでしょう。トップ
からテールまでスムーズにカービングができ、スピード
感もあり、引っかかりのないスキーの抜けを体感でき
ます。次のターンへ遅れがちで、ターン始動まで時間が
かかってしまう方にオススメです（永坂）

トータルバランスがよく
安定性に優れた本格GSモデル

雪面に張りつくようなグリップ感と
縦に走る推進力がSL競技で大きな武器に

軽快で操作性が高く
高速安定性にも優れたNo FIS GSモデル

ターン中の高い安定感があり
抜けや走りも引き出せる選手用モデル

WC REBELS I GS RD WC REBELS I SL RD

WC REBELS I GS RD PRO WC REBELS I SL RD YELLOW

¥176,000＋税
¥172,000＋税

FF EVO 20
FF EVO 16

Check!

動画も

グリップ力
安定感
操作性
回転性
おすすめ度 
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サイズ（cm）ラディウス（m） サイドカット（mm）

183
188
193

30.5
30.0
30.5

99-65-81
101-65-82
103-65-83

¥172,000＋税
¥161,000＋税

FF EVO 20
FF EVO 16

サイズ（cm）ラディウス（m） サイドカット（mm）

176
181
183
186

23.0
25.0
25.4
25.0

102-65-87
102-65-86
104-68-89
104-65-87

グリップ力
安定感
操作性
回転性
おすすめ度 

普通 
普通 
普通 
普通 
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高
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¥176,000＋税
¥172,000＋税

FF EVO 20
FF EVO 16

サイズ（cm）ラディウス（m） サイドカット（mm）

156
158
165
168

12.4
12.4
12.5
12.8

114-66-100
114-66-99

119-67-103
119-68-103

Check!

動画も

グリップ力
安定感
操作性
回転性
おすすめ度 
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¥161,000＋税
¥156,000＋税

FF EVO 16
FF EVO 14

サイズ（cm）ラディウス（m） サイドカット（mm）

165 12.5 119-67-103

ターンサイズ 
スピードレンジ
安定感
操作性
おすすめ度 
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普通
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188cm=3,725g（1/2ペア）

181cm=3,625g（1/2ペア）

165cm=3,500g（1/2ペア）

165cm=3,520g（1/2ペア）
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●近年、軽量なスキーが多くなっているデモモデルだ
が、ヘッドのスキーは装着感、滑走した時の重厚感共に
健在で、雪面に張りついてくれる。ただ重いスキーでは
なく、反応もしっかりと返ってくる。安定性と俊敏性を併
せ持ったスキーで、特にミドルターンで好フィーリング！ 
身体をターンの内側ではなく両スキーの上に置くこと
で、俊敏さ、走りといった滑走感覚が引き出せるだろ
う。ヘッドスキーの今後にも期待できる一台（村松）
●第一印象はとても安定感に優れたスキーということ
だった。がっちりと雪面に吸いつくような乗り味で、ハ
イスピードでのコントロールを実現している。ショート
ターンモデルではあるが、ミドルからロングターンでも
とても乗りやすいスキーだ。多少荒れた雪面でもお構
いなしのグリップ力は、さすがヘッドといったところだろ

う。エキスパートの方にはぜひチャレンジしてもらいた
い（戸沢）
●ヘッドらしく安定感の高いこのスキーは、非常に強
いエッジグリップで、一度とらえたら雪面を離さず、最後
まで乗っていける頼もしいレースベースな仕上がりと
なっている。ターン前半の入射角度でスキーの方向を
決めてしまえば、後はオートマチックにスキーがターン
中の仕事をしてくれる。雪面からスキーが離れることな
く安定感を保ち続け、スキーが走っているときでさえ、
重みを感じながら滑ることができるため、スピードが上
がるほどよさを感じられるだろう。操作性がよく、安定
感も高いため、安心してスピードを出していけるに違
いない。滑りに力強さを求める方におすすめしたい一台

（大場）

●スーパーシェープシリーズのなかでも鉄板の一台。
炭素系素材のグラフィンによりスキーのセンター部の
厚さを抑えることで、スキー全体のたわみを体感しやす
く、エッジのグリップはもちろん、ずらすこともしやすい
ので、さまざまなシュチエーションで威力を発揮する一
台になっている。ターンのとらえが早いながらも、抜けも
スムーズなので、ショートターンのスキルアップをめざす
スキーヤーの心強い味方になってくれるだろう。荒れた
バーンでの走破性も高いので、男女を問わず脱中級レベ
ルをめざすスキーヤーに乗っていただきたい（橋山）
●スキーの薄さと軽さからは想像もつかない剛性を感
じられる一台。フレックス自体は非常にソフトだが、軽量
でありながらトーションの強さを併せ持ち、シャープな
ターンを生み出している。また特に驚いたのはコブのな
かでのなめらかさだ。トップの軟らかさがコブの凹凸を
やさしく処理してくれるため、常に雪面コンタクトを失わ

ずに滑り降りていける。ハイスピード時の角づけにも対
応してくれる強さと、コブを簡単にしてくれる軟らかさは、
基礎スキーヤーにとっては魅力的である。ミドルターンか
らコブまで、まさにシュチュエーションを選ばないオール
ラウンドモデルだ（須川）
●このスキーの特徴は、軽さと剛性が素晴らしいバラン
スになっていることだ。つまり、軽くてもエッジグリップが
よく、しかも機敏にコントロールができ、スキーの推進力
も感じられる一台に仕上がっている。これは、ヘッド独自
の素材のグラフィンが使用されているためである。また、
スキーのトップからターン始動をオートマチックにしてく
れるのも、このスキーの魅力だ。中級者でもこのトップの
機能があれば運動要素を補ってもらうことができ、楽に
滑ることができるだろう。剛性が高いという特徴から、上
級者でも一台ですべてのシチュエーションを乗りこなす
スキーとして十分使用できる（伊東）

●とにかく乗っていて気持ちいいスキー！　スピードの
なかでの安定性、ターンコントロールの自由度が、滑る
楽しさを引き出してくれる感じです。グラフィンを使用し
ているため、スキー全体が薄く、軽量でありながらも、
足元にはしっかりとした安定感があります。トップ幅の
広さと軟らかさがターン導入のきっかけを作りやすく
し、イメージしたターンコントロールにつながる感じで
す。男性だけではなく女性上級者にもオススメしたいス
キーです。雪面コンタクトもよく、緩斜面から急斜面まで
どこでも対応できるので、中級者から上級者まで幅広く
使える一台です（佐藤）
●軽量と剛性のバランスに優れたコンフォートなオー
ルラウンドモデル。バランスの取れたサイドカットからく
るタッチはコントロール性も高めている。軽量で低重心
が一番の印象。雪面から跳ねて雪面コンタクトを失う要
素は限りなく少ないと思う。強烈なインパクトはないも
のの、安心・確実・快適な操作性が最大の魅力。オンピ

ステからオフピステ、コブ斜面まで一台で対応できるぐ
らい、コンディションや乗り手のレベルを選ばないマル
チなタイプ。安定した技術習得、準指・指導員を受検す
る方にもおすすめ。ターン中は適度な抵抗を受け止め、
安定した一定のターン弧を描いてくれる（斉藤）
●ヘッドスキーのなかでオールラウンド性の高いスー
パーシェープシリーズ。今回試乗した〈Iスピード〉は４機
種あるなかでも一番雪面に対して接地面積が多く、ター
ン始動を素早く行なうことができる。また従来どおりグ
ラフィンをコアに備えることでスキーに安定感を持たせ
つつ、よりターン後半の抜けが速いのが、このモデルの
最大の魅力ではないだろうか。また重量としては約３
kgほどあるが、高い操作性を感じるため、滑走時に重
さを感じなかったのが印象的だ。一台で低速域から高
速域まで、さまざまなシーンで高い水準の滑走が行なえ
るのは間違いないだろう（君島）

安定性と俊敏性を併せ持ち
ハイスピードで本領を発揮

軽さと剛性が高次元でバランス。
幅広い状況に対応するオールラウンドモデル

ＢシーズからＲシリーズに。
さらに進化を遂げた
ヘッドブーツ渾身のラインナップ

斜度や雪質を問わないマルチなモデル。
中級からエキスパートまで幅広いスキーヤーに

WC REBELS I RACE PRO SUPERSHAPE I MAGNUM

SUPERSHAPE I SPEED

¥128,000＋税PRD12 GW

サイズ（cm）ラディウス（m） サイドカット（mm）

156
163
170
177

11.7
12.7
14

14.9

122-67-102
123-68-103
124-68-104
125-69-104

¥128,000＋税PRD12 GW

サイズ（cm）ラディウス（m） サイドカット（mm）

156
163
170
177

11.2
12.2
13.1
14.2

129-71-109
130-72-110
131-72-110
132-73-111

¥150,000＋税FF EVO14

サイズ（cm）ラディウス（m） サイドカット（mm）

160
165
170
175

12.7
13.6
14.4
15.3

121-67-101
121-68-101
122-68-102
123-68-103
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￥106,000＋税
サイズ：22.5～27.5cm
ラスト：1500cc／93mm（26.5cm）
フレックス：160／150／140

RAPTOR R2 RD

￥106,000＋税
サイズ：22.5～27.5cm
ラスト：1500cc／93mm（26.5cm）
フレックス：140／130／120

RAPTOR R3 RD

165cm=3,610g（1/2ペア）

163cm=2,960g（1/2ペア）

163cm=3,085g（1/2ペア）
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ROSSIGNOL

●今季はトップシートの仕様を変更し、カラーをこれま
でのイメージとは一新した。ピンクとネイビーを基調と
する新たな表情は、これまでロシニョールを手にしたこ
とのないスキーヤーに訴えかけるには十分なインパク
トだ。構造は昨シーズンまでと大きな変更はなく、相変
わらずの重厚感が非常に心地よい。一度グリップしたス
キーが足元にしっかりと収まってくれるので、荷重点も
安定しやすい。結果的に雪質や斜度設定に左右される
ことがないので、常に安定したパフォーマンスを発揮す
ることができる。１級からプライズテストまでを考えて

いるスキーヤーにオススメの一台だ（吉田）
●横方向へはもちろん縦方向への操作性にも優れて
いて、自分が行きたい方向へ、またねらったところへ思
いどおりのターンをすることが可能だ。反応もとてもよ
く、操作性もよいのだが過度なものではなく、しかけた
ぶん、しかけたとおりに返してきてくれるといった乗り
手の意思を素直に形にしてくれるスキーとなっている。
高い安定感も感じられ、さまざまなシュチュエーション
でも安心して乗っていられる。強さと扱いやすさを併せ
持った対応幅の広いオールラウンドモデル（久保田）

強さと扱いやすさを併せ持つ
対応幅の広いオールラウンドモデル

足形に密着してくる
ラッピングはラングの特性。
上達を目的にするならこのブーツ

フレックスとワイズのチョイスが
豊富なレーシングブーツ

DEMO ALPHA TI LTD

￥89,000＋税
サイズ：22.5／23.5～30.5cm（0.5cm刻み）
ラスト：97mm
フレックス：130

RS 130

￥98,000＋税
サイズ：22.5～29.5cm（１cm刻み）
ラスト：92mm
フレックス：140

WORLD CUP ZA

￥98,000＋税
サイズ：22.5～29.5cm（１cm刻み）
ラスト：92mm+
フレックス：130

WORLD CUP ZJ＋

￥71,000＋税
サイズ：21.5～28.5cm（0.5cm刻み）
ラスト：97mm　フレックス：110
熱成形インナー

RS 110 S.C.

￥79,000＋税
サイズ：22.0～28.5cm（0.5cm刻み）
ラスト：97mm　フレックス：120
熱成形インナー

RS 120 S.C.

￥98,000＋税
サイズ：22.5～29.5cm（１cm刻み）
ラスト：92mm+
フレックス：140

WORLD CUP ZA＋

Check!

動画も

¥145,000＋税SPX12
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サイズ（cm）ラディウス（m） サイドカット（mm）

161
166
171

12
13
14

122-68-104
122-68-104
122-68-104

●非常に操作性に長けているデモモデル。雪面状況が
悪いなかでもスキーがバタつくことがなく、そして軽
快に雪面に張りついて、次々とターンを刻んでくれる。
LCTの振動吸収効果で、ターンサイズが変化しても自
由自在なスキー操作が容易だ。体重の軽い男性や筋
力のない女性スキーヤーに最適なスキーと言えるだろ
う。近年のデモモデルらしい一台（村松）
●性能バランスがとてもよく、安定感、操作性、スピード

対応力、切れ、走りと、どれを取っても申しぶんのない
仕上がりとなっている。強い力をかけなくてもしなやか
にたわむターン中の操作性と安定感、不整地になるほ
ど発揮される高い操作性、強すぎないトーションと予測
の効くレスポンスで重心移動も行ないやすい。自分の
思うがままに切れ、走り、ズレを操ることができる。自分
の思いどおりに動かせるマニュアル的な部分も垣間見
え、滑りがいを感じられる一台となっている（大場）

安定感、操作性、スピード対応力、切れ、走り。
すべてのバランスがよいデモモデル
DEMO ALPHA TI

¥137,000＋税SPX12	KONECT

サイズ（cm）ラディウス（m） サイドカット（mm）

161
166
171

12
13
14

122-68-104
122-68-104
122-68-104

●ピンクを基調としたデザインは注目の的ではないでしょ
うか。上級者向けは男性向けのデザインが多いなか、上級
をめざす女性スキーヤーに喜ばれるデザインかと感じま
す。スキーは軽すぎず重すぎず、全体的にバランスがよく、
足元からスキーが動いてくれるのが感じられます。軽量で
ありながらも操作性もよく、ショートからロングターンまで
あらゆる滑りに対応できるのは、このスキーの強みだと感
じます。２級から１級をめざす方、軽快な滑りを楽しみた

いという方にピッタリのスキーだと思います（佐藤）
●男女どちらが乗っても、十分に満足できるバランスと操
作性を兼ね備えた一台。非常に軽く、荒れたバーンでも綺
麗なターン弧を描くことが容易になっている。また、R=14m
（167cm）で小まわりから中まわりまで幅広く乗ることが
でき、検定をめざす方や、技術レベルをもっと上げていきた
い方の手助けをしてくれるスキーになっている。軽快に動
きながらもバタつきの少ない安定感のある一台だ（平山）

２級や１級をめざす方
軽快に滑りたい人に最適な一台
DEMO BETA TI

¥125,000＋税NX12	KONECT

サイズ（cm）ラディウス（m） サイドカット（mm）

159
167
173

13
14
15

121-72-107
121-72-107
121-72-107

●プレートの変更とビンディングをセパレートにすること
により、足元のたわみがより大きく引き出せるようになっ
た。従来のスキーではターン前半に遊びがあったが、トッ
プのとらえが早くなり、今までのイメージとはガラッと変
わった印象を感じた。トップの遊びが少なくなったが操
作性はよく、今までどおりに動かしやすいし、トップを雪
面に食いつかせたい人もイメージどおりにできるので、
オールラウンドに人を選ばず、さまざまなレーサーに対
応できるモデルになった（富井）
●テストスキーのなかでは、もっともターン前半、スキー

が縦に動いてくる印象を受けた。ターン前半は本当に曲
がれるか（？）という印象を受けるが、ゲートを通過した
ら一瞬でスキーが回転してきて、一瞬でターンが仕上が
り、スキーの走りに導いてくれる。瞬発力が非常に高く、
他メーカーのスキーとはタイプの異なったスキーに仕上
がっている。コンパクトなターンを連続させていくのにす
ごく適したスキーで、本当にレスポンスの高さを感じさ
せる。滑走姿勢やポジションを乱さないことが必要不可
欠。ぜひこのスキーでタイムアップをめざしてほしい（丸
山）

レスポンスが高く
コンパクトなターンを連続するのに向く
HERO ATHLETE FIS GS FACTORY

¥159,000＋税SPX	15

サイズ（cm）ラディウス（m） サイドカット（mm）

185
188
193

27
30
30

102-65-84
102-65-84
102-65-84

●インパクトの強いファクトリーモデル！　履いただけで
トップに向けて搭載されているバー（DLC）が、しっかりとス
キーを雪面に押しつけているのがよくわかる。ターン前半
でスキーが雪面に張りつくような安定感を感じられる。近
年のロシニョールは、スキーのたわみを利用してターンす
ることが容易なモデルが多いが、DLCはそのたわみをコン
トロールして適度なフレックスを引き出してくれる。ハード
なコンディションのなかではしっかり加速につながると感
じる。人とは違ったスペシャルなスキーで勝負してみるの

は、いかがだろうか？（可児）
●ダイレクト・ライン・コントロール（DLC）によりバイブレー
ションが軽減され、スキー全体が雪面に吸いつくように感
じられる。ターン前半のとらえも早く、ターン後半にかけて
は自分が思ってるよりスキーが切れ上がらない感じもあっ
た。マスターズモデルだが、スキーは縦に動いていくのでタ
イムアップが望めるだろう。スキーは重く、女性や非力なス
キーヤーにはおすすめできないが、パワーのある攻撃的な
スキーヤーには強い味方になってくれるだろう（高橋）

たわみをコントロールするDLC搭載。
パワーのある攻撃的なレーサーに
HERO MASTER DLC

¥297,000＋税SPX14

サイズ（cm）ラディウス（m） サイドカット（mm）

185 27 103-65-85

●履いたときセンター位置を前に感じたが、滑り出すとバ
ランスがよく、重さやセンター位置なども含めナチュラル
にスキーに乗れた。他のモデルに比べ、ターンがコンパク
トに仕上がる印象が強烈に感じられた。特にターン中盤
での雪面のとらえとたわみ、そして方向が一気に変わって
いく鋭角なターンは現在のスラロームテクニックを実現し
やすい。スキーが非常に動かしやすく、バーティカルゲート
での素早い切りかえなども特徴的だ。弧を作って長くエッ
ジングするというよりは、短いエッジングと素早い切りかえ
をつないでいく動きをイメージするとよいだろう（藤本）

●ロシニョールのスラロームトップモデル。スキーの重さ
も軽量に感じられるほど軽快なスキー操作と、しっかりと
したグリップ感、たわみが感じられる、非常に軽快な一台。
このモデルは、スキーの内部にLCTを内蔵することで安
定感と高いグリップ力が生まれ、軽快なスキー操作ができ
る。自分のターンしたいポイントでターンできるコントロー
ル性に優れたスキーなので、リズム変化や近年増えてきて
いるトリッキーなセットにも柔軟に対応できるだろう。剛性
を感じるようなパワフルなスキーではないが、正確かつ柔
軟なスキー操作でタイム向上が期待できる（押味）

短いエッジングを素早い切りかえでつなぐ
現在のSLテクニックを表現しやすいモデル
HERO ATHLETE FIS SL
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¥159,000＋税SPX	15

サイズ（cm）ラディウス（m） サイドカット（mm）

157
165

12
13

116-66-102
118-67-104
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操作性
回転性
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LANGE

161cm=3,200g（1/2ペア）

166cm=3,115g（1/2ペア）

167cm=2,940g（1/2ペア）

185cm=4,065g（1/2ペア）

188cm=3,680g（1/2ペア）

157cm=3,245g（1/2ペア）
165cm=3,425g（1/2ペア）
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NORDICA BLIZZARD
FIREBIRD HRC

●しなやかでフレックスを生かせるスキー。特にトップの部分はしなやかにたわ
み、スムーズなターン前半を作ることができる。中盤以降スピードが上がる局面
では安定感とグリップ力を感じられ、縦方向にどんどんスピードが上がっていく
のがよくわかる。ターン後半ていねいにポジショニングできれば、スピードをしっ
かり次のターンにつなげられる。前半の操作性のよさとスピードが上がった際の
重厚感が際立つ、速く滑る要素の詰まった一台（可児）
●トップから雪面をとらえるグリップ感はナンバーワン！　強いフレックスとトー
ションで、一度雪面をとらえたら雪面を放してくれないほどのグリップ力だ。その
ぶんライン修正は難しいが、ラインキープは確実。重厚感がありハイスピードな
状況でも安心して攻めていける。そしてテロテロなアイスバーンでも、切れのよい
ターンが描ける非常に戦闘力の高いスキー。どうしてもスキーがずれてしまうス
キーヤーにも履いてもらいたい（高橋）

●スキー全体のしっかりとした張り、ねじれの強さはノルディカらしいよさだ。
回転力や操作性が悪い感じもしなかった。今回は少し軟らかい雪面状況だっ
たが、ポジションやタイミングがよく、スキーがたわんでいる状態をキープでき
れば、しっかりとまわってきてくれる。ただし、センターを外すと直線的になりす
ぎる感じがした。ある程度のレベルやパワーは必要になってくるが、タイムアッ
プを助けてくれる一台になりそう（藤本）
●サイドカーブを感じたとおりにグリップさせると、安定感を伴い曲がってくる
ところが安心感を生む。ハードバーンは得意で、エッジグリップ力、安定感とか
なり信頼のおけるスキーだろう。自分の思い描いたとおりにターンをつなぎ合
わせていくイメージはオーソドックスだ。雪が軟らかい場合は十分性能が発揮
できないこともあるので、ハードバーンに仕上げたコースで使用するとよさが
際立つだろう（宮下）

Check!

動画も

●とても回転力が感じられるモデルだ。印象的なのはたわみをとても感じられ
るのだが、足元の強さも感じられること。しかけていくとすぐに反応してくれ、そ
こからは鋭く切り込んでいってくれる。しっかりと力をキャッチして、それを逃が
さず返してきてくれるので、ターンからの抜け出しがスムーズに行なえる。小ま
わり専用としての使用がオススメではあるが、自由がきくのでオールラウンド用
としての使用も可能だ（久保田）
●ノルディカの小まわり系モデルのなかでも、特に乗りやすいと人気の一台。
しっかりとした重厚感があるものの、滑り出すと意外になめらかでスムーズな
流れのなかでターンができます。カービング要素が強いが程よい張りとしなや
かさも兼ね備え、バランス感覚に自信がない方でも難なく乗りこなすことがで
きるでしょう。トップのバタつきも抑えてくれて、ハイスピードのなかで安定性を
保つことができます（永坂）

●ターン前半から荷重してたわみを引き出す滑りではなく、縦へのスペースを
意識していくとよい。俊敏なスキーではなく、どちらかというとマイルドな動きを
するので、力をかけにいったり、反発力を意識するより、テール部分までしっか
りと重さを感じることで、このスキーの性能を引き出せるだろう。センター幅が
広めなので、雪質などに左右されず長い距離を滑るのにもよい。ゲレンデでミ
ドルからロングターンを気持ちよく滑れる一台だ（村松）
●第一印象は非常にバランスのよいスキー。ターン中の強さの偏りがなく、
ターン導入のしやすさ、ターン中の安定感、ターン後半は次のターンへしっかり
推進する孤を仕上げることができる。サイドカーブに沿って滑っていくと推進方
向が見えやすいので、軽快なスキーの走りを引き出せ、とても気持ちよく滑るこ
とができる。高速でもしっかり支えてくれる安定感のある足場と、ミドルターン
をベースに多彩にこなせる操作性のよさが癖になる一台だ（大場）

回転力が強く、高い安定感のなか
スムーズな流れで滑れる一台

速く滑るための要素が詰まった
戦闘力の高いNo FIS GSモデル

進化し尽くしたドーベルマンは
つねに高性能を維持しレーサーの足元を支える

ワールドカップシリーズのモールドそのままに
快適性をプラスしたモデル

ミドル〜ロングをベースに
多彩なターンをオールラウンドに楽しめる

グリップ力と安定感が高く
ハードバーンでポテンシャルを発揮

DOBERMANN SLR RB FDT

DOBERMANN GS WC PLATE

DOBERMANN SPITFIRE PRO FDT

DOBERMANN SL WC  PLATE

¥137,000＋税XCELL14 FDT ¥122,000＋税TPX12 FDT

●センター幅が他のモデルより広くなっており、朝一のグ
ルーミングから荒れたバーンまで一台で楽しめる。ビン
ディング下に搭載されているカーボンプレートにより足元
の安定感に加え、適度なスキーの返りも体感できる。中高
速域での安定感はシリーズの他機種と引けを取らないの
で、オンピステを一日楽しみたい方にオススメ。長い距離
スピードを上げてクルージングしたいスキーヤーは、いつ
もよりワンサイズ長めをチョイスするとよいだろう（橋山）

●程よいグリップ力とトーションが快適なターンに導いて
くれる。トップとテール部分は薄く作られているため、ス
キーの重量は非常に軽い。しかし、プレート部分にカーボ
ンシートを搭載することでスピードに対する強さも持ち合
わせている。センター幅が広めに設定されているため、軟
らかい雪や悪雪でもスムーズにターンができる。パックさ
れたバーンから悪雪まで、バーン状況に左右されずにゲレ
ンデをクルージングしたい方にオススメの一台（須川）

バーン状況を選ばずにゲレンデを楽しめる
ちょい太ゲレンデ・オールラウンド

¥124,000＋税XCELL 12 DEMO

サイズ（cm）ラディウス（m） サイドカット（mm）

158
166
174

13 
 14.5
 15

126-76-107 
126-76-107
126-76-107

ターンサイズ
スピードレンジ 
安定感 
操作性
おすすめ度 

小
低

普通 
普通 

1

 
 
 
 
3

 
 
 
 
 4

大
速
高
高
5

 
 
 

2

グリップ力
安定感 
操作性
回転性
おすすめ度 

普通 
普通 
普通 
普通 

1

 
 
 
 
3

 
 
 
 
 4

大
速
高
高
5

 
 
 

2

グリップ力
安定感 
操作性
回転性
おすすめ度

普通 
普通 
普通 
普通 

1

 
 
 
 
3

 
 
 
 
 4

大
速
高
高
5

 
 
 

2

ターンサイズ
スピードレンジ 
安定感 
操作性
おすすめ度 

小
低

普通 
普通 

1

 
 
 
 
3

 
 
 
 
 4

大
速
高
高
5

 
 
 

2

サイズ（cm）ラディウス（m） サイドカット（mm）

155
160
165
170

11.5
12.5
13
14

119-69-103
119-69-103
120-69-104
120-69-104

¥176,000＋税
¥157,000＋税

RACE XCELL 18
RACE XCELL 16

サイズ（cm）ラディウス（m） サイドカット（mm）

184
188

≧25
≧27

SECRET
SECRET

¥176,000＋税
¥157,000＋税

RACE XCELL 18
RACE XCELL 16

サイズ（cm）ラディウス（m） サイドカット（mm）

156
165

R.D
R.D

R.D
R.D

サイズ（cm）ラディウス（m） サイドカット（mm）

156
162
168
174

13.5
14.5
15
16

120-72-100
120-72-100
122-72-102
122-72-102

￥84,000＋税　サイズ：UK３〜8
ラスト：93mm　フレックス：100

DOBERMANN 
WC 100

￥94,000＋税　サイズ：UK３〜10
ラスト：93mm　フレックス：130

DOBERMANN 
WC EDT 130

￥78,000＋税　サイズ：24.5〜30.5cm
ラスト：98mm　　フレックス：120　

PROMACHINE 
120 GW

￥77,000＋税　サイズ：UK３〜10
ラスト：96mm　フレックス：120

FIREBIRD R 120
￥87,000＋税　サイズ：UK３〜10
ラスト：96mm　フレックス：140

FIREBIRD R 140

ターンサイズ 
スピードレンジ
安定感
操作性
おすすめ度 

小
低

普通 
普通 

1

 
 
 
 
3

 
 
 
 
 4 

大
速
高
高
5

 
 
 

2

FIREBIRD SRC
¥124,000＋税XCELL 12 DEMO

サイズ（cm）ラディウス（m） サイドカット（mm）

155
160
165
170

11
12

12.5
13.5

 121-68-105
 121-68-105
121-68-105
 121-68-105

●しっかりと走る印象のあるスキーです。スキーが直進
的に気持ちよく走るなかで回転性のよさも感じ、軽快な
ショートターンができます。程よい硬さと張りによってス
キーに力強さも感じます。またトップとテールが薄くなっ
ていますが軟らかすぎないので、硬めの切れ味のよいス
キーを探している方にオススメです。スキーがまわりすぎ
ず、スピード感のある切れのよいショートターンができま
す。プライズ検定をめざす方にもオススメです（佐藤）

●女性でも使いこなせるほどの軽さと、安定感を併せ
持った軽快な印象の一台。足元のカーボンプレートによ
り、軽さと剛性のおいしいとこどりの性能がプラスされ
ている。軽快さ、力強さ、安定感のバランスがよく、ターン
性能も高いレベルに仕上がっている。滑るコースや雪面
コンディションを選ばず、ゲレンデスキーヤーから技術志
向の方まで幅広いユーザーにマッチする一台となっている

（押味）

軽快さ、力強さ、安定感のバランスがよく
ターン性能も折り紙つきの小まわり系モデル

ターンサイズ
スピードレンジ 
安定感 
操作性
おすすめ度 

小
低

普通 
普通

1

 
 
 
 
3

 
 
 
 
 4

大
速
高
高
5

 
 
 

2

FIREBIRD GS FIS
●NO FISのスキーのなかでは、もっとも剛性感を感じら
れる一台。トップからテールまでがっちりと雪面をグリッ
プして、攻撃的なライン取りができる。サイドカーブに頼
らず、スキーのフレックスを生かしてターンを連続させる
には技術も筋力も必要で、チューンナップで自分に合った
セッティングを探すことも必要になりそう。ハードなコン
ディションを好むスキーだが、高いグリップ力とスピード
を生かせれば間違いなくタイムアップにつながる（可児）

●トップから雪面を確実にとらえることができる高いグ
リップ力。スキーがしっかりしているためスピードが出
ても安定感があり、バーン状況が悪くてもスキーがたた
かれることは少ないと感じた。安定感とグリップ力が抜
群なので、自らスキーをたわませることは少し難しいか
もしれない。そこをしっかり乗りこなせば、タイムアップ
はもちろん技術向上も確実なものになると言えるだろう

（山本）

剛性感が強く、簡単ではないが
乗りこなせればタイムアップできる

¥176,000＋税
¥157,000＋税

RACE XCELL 18
RACE XCELL 16

サイズ（cm）ラディウス（m） サイドカット（mm）

184
188

>25 
>27

SECRET
100.5-65.5-87

グリップ力 
安定感
操作性
回転性
おすすめ度 

普通 
普通 
普通 
普通 

1

 
 
 
 
 3

 
 
 
 
 4

 

高
高
5

 
 
 

2

FIREBIRD SL FIS
●どっしりとした重厚感があり、重みを感じやすいスキー
だが、操作性や回転性が欠けることはなく、スキーの硬
さも従来ほどは感じない仕上がりになっている。グリップ
力も非常に高い。ポジションの位置が重要で、センターに
うまく乗れていると安定感があり、ターン後半の走りは
ピカイチだが、後傾気味になるとコントロールしにくくな
るので要注意。総合的にはバランスの取れたスキーなの

で、多くの方々にチャレンジしてもらいたい（平山）
●グリップ力、安定感ともに素晴らしく、カービングタイプ
の回転力は安心感を生む。特に硬いバーンになると威力
を発揮し、２本のラインの上を綺麗にカーブしていく感
じだ。ただ、雪が崩れてくるとスキーの硬さを感じ、少々
扱いにくい面もある。ハードなバーンでレースをする方
におすすめする（宮下）

グリップ力や安定感が高く
ハードバーン向けのSLモデル

¥176,000＋税
¥157,000＋税

RACE XCELL 18
RACE XCELL 16

サイズ（cm）ラディウス（m） サイドカット（mm）

156
165

>13 
>13

SECRET 
116.5-65.5-101.5

グリップ力 
安定感
操作性
回転性
おすすめ度 

普通 
普通 
普通 
普通 

1

 
 
 
 
3

 
 
 
 
 4

高
高
高
高
5

 
 
 

2
幅広く遊べるスポーツブーツ。
歩きやすいグリップウォークも装着

165cm=3,115g（1/2ペア） 168cm=3,160g（1/2ペア）

184cm=3,700g（1/2ペア） 165cm=3,505g（1/2ペア）

166cm=3,170g（1/2ペア）

165cm=3,140g（1/2ペア）

184cm=3,715g（1/2ペア）

165cm=3,555g（1/2ペア）
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●毎年評価が高く、操作性と安定感をバランスよく維持
しているフィッシャー。独自のホールテクノロジーによる
軽量感と足元のどっしり感のバランスがよく、今季はも
う一段階上のスキーに仕上がっている。スキー内部の
メタル素材の入れ方を変更しているようで、グリップ力
と下方向への推進性が飛躍的に向上しているように感
じた。特に硬いバーンやスピード域の速いスキーヤー
には、レベルアップの助けになるだろう。今季のフィッ
シャーは定評のある操作性に強さや走りというタイム
アップの要素が盛り込まれたスペシャルな一台に仕上
がっている（藤本）
●硬さ、安定感、回転性、操作性のバランスが抜群に
よく、スキーが雪面から離れることなく、なめらかかつ
シャープなスキー操作ができる一台。スキーの剛性もあ
り、ターン後半に伸びるような走りが感じられた。しっか
りとらえつつも、コントロールしやすいしなやかさがあ

るので、軽快なターンとスキーさばきができる。ターン
の前半から切りかえまでスキーが非常にスムーズに動
いてくれるので、セットの振り幅の変化やリズム変化で
のスキー操作も容易。ミスした時のリカバリーもしやす
く、失敗を恐れずに攻めの滑りにトライできるのではな
いだろうか（押味）
●操作性の高さが持ち味のフィッシャーだが、今季はさ
らにグリップ力が向上し、ターン前半のとらえが容易に
なっている。スキー全体が比較的軟らかく、バーンが緩
く、荒れた難易度の高いシチュエーションでも綺麗にた
わみ、余計なストレスを感じることなくゲートにアタック
することができる。もちろん、操作性と回転性は申しぶ
んなく、今回テストしたスキーのなかでも間違いなく上
位に食い込むスキーだ。このような総合的に高評価を
得ているスキーを手にすることでタイムアップは間違い
ないだろう（平山）

定評の操作性の高さをさらにアップ。
タイムにつながるSLスキー

フィッシャーブーツの特性はサイドの強さ。
どれだけ内傾角を取っても
雪面グリップはパーフェクト

ポディウムモールドの
バキュームシステムブーツ
ブーツフィットの最先端技術

RC4 Worldcup SL CURV BOOSTER MEN&WOMEN

￥92,000＋税
サイズ：22.5～27.5cm（1cm刻み）
ラスト：92mm
フレックス：110

RC4 PODIUM RD 110
￥108,000＋税
サイズ：22.5～28.5cm（1cm刻み）
ラスト：96mm +/-3mm　フレックス：130
熱成形シェル＆インナー

RC4 PODIUM GT 130 VFF

￥105,000＋税
サイズ：22.5～28.5cm（1cm刻み）
ラスト：92mm
フレックス：130

RC4 PODIUM RD 130
￥108,000＋税
サイズ：25.5～28.5cm（1cm刻み）
ラスト：96mm +/-3mm
フレックス：140

RC4 PODIUM GT 140 VFF

¥180,000＋税
¥166,000＋税

RC4 Z18 FF
RC4 Z17 FF

¥180,000＋税
¥166,000＋税

RC4 Z18 FF
RC4 Z17 FF

Check!

動画も

グリップ力 
安定感 
操作性 
回転性 
おすすめ度 

普通
普通
普通
普通

1

 
 
 
 
3

 
 
 
 
 4

高
高
高
高
5

 
 
 

2

グリップ力 
安定感 
操作性 
回転性 
おすすめ度 

普通
普通
普通
普通

1

 
 
 
 
3

 
 
 
 
 4

高
高
高
高
5
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サイズ（cm）ラディウス（m） サイドカット（mm）

155
158
165

10.9
11.4
12.6

SECRET
SECRET
SECRET

●メンズはトップを四角い形状にし、より反応がよく力強
いものに、ウィメンズは円い形状でターン前半の操作性
を重視してきた。もともとしなやかさに定評があったが、
メンズはトップの形状が変わることで反応がよくなり、自
分のイメージどおりにターンを作りやすくなっている。雪
質も選ばず、力強さも増しており、ターン後半のスキーの
走りも強くなっているので、ポテンシャルが高くて、操作
しやすいスキーを求めているレーサーにおすすめしたい

（富井）

●メンズとウィメンズモデルが存在するフィッシャーの
FIS対応モデル。トップ形状、スキー全体の重厚感など異
なる部分が多く、乗った感覚も大きく異なる。メンズモデ
ルの場合、トップのグリップを非常に早く感じ、高い位置
からしっかりとスキーのたわみを引き出すことができる。
フレックスのバランスが見直され、すごく綺麗にスキー
がたわむ印象も受けた。落下速度は速いが、スキーは暴
れないバランスのよさも、このスキーの魅力だ（丸山） 

●癖がなく、縦方向・横方向共にスムーズに力が集まっ
てくる。前半部分ではスキーのたわみでターンが始まり、
ターン中もポジションをキープしやすい安定感がある。
比較的シャープなエッジグリップの印象だが、ゆったりと
運動する際の安定感も高く、クイックな動作にも素直に
反応してくれるので、ミスも容易にリカバリーできる。「や
さしい」イメージが先行しがちなスキーだが、ターンス
ピードの速さは抜群！（可児）

●見た目は厚みがあるが、乗り味はすごくマイルドなス
キーだ。ターン前半にトップ部分が綺麗にねじれるの
で、雪面コンタクトが非常に容易なのが印象的。トップか
らテールまで綺麗にたわみを作れるので、ポール内でイ
メージしているターン弧を作れるのも特徴のひとつだ。
爆発的な走りという面では少し物足りなさはあるが、不
安定な雪面状態でも綺麗なターン弧を作れるのが、この
スキーの最大の武器ではないだろうか（甘利）

男女でトップ形状を変更。
フィーリングも異なるFIS対応GSモデル

マイルドな乗り味と
抜群の速さを備えるNo FIS GSモデル

RC4 Worldcup GS CURV 
BOOSTER MEN&WOMEN

RC4 Woldcup GS CURV 
BOOSTER MASTERS

サイズ（cm）ラディウス（m） サイドカット（mm）

188
193

＞30
＞30

SECRET
SECRET

MEN

サイズ（cm）ラディウス（m） サイドカット（mm）

183
188

＞30
＞30

SECRET
SECRET

WOMEN

グリップ力 
安定感 
操作性 
回転性 
おすすめ度 

普通
普通
普通
普通

1

 
 
 
 
3

 
 
 
 
 4

高
高
高
高
5
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¥180,000＋税
¥166,000＋税

RC4 Z18 FF
RC4 Z17 FF

サイズ（cm）ラディウス（m） サイドカット（mm）

183
189

23.4
27.6

SECRET
SECRET

●人気機種〈RC4 SC〉にカーブ・ブースタープレートを採
用したニューモデル。角づけからのスキーレスポンスがと
ても早く、ターン前半の谷まわりが簡単に作れる。重量も
軽く、クイックなスキー操作が持ち味だが、足元のホール
ド感とターン後半のスムーズな抜けも感じられる。高速の
カービングターンから中速域のスキッティングターンまで
スピードレンジも広い。プライズテストをめざしている方
やスラロームの入門モデルとしてもおすすめ（須川）

●非常にクイックな反応をしてくれるスキー。ターンを始
めようとする動きからターンが開始するまでと、ターン後
半から切りかえまでのふたつの局面でクイックに反応し
てくれる。この性能は、特にショートターンを苦手とする
スキーヤーにとって最大の武器となり、またコブのなか
でもコントロールしやすいと言えるだろう。乗り遅れな
いような重心移動も必要になるため、1級以上の方にお
すすめしたい（伊東）

新プレート採用でグリップ力と
スムーズな抜けを実現したデモモデル
RC4 Worldcup SC YELLOW BASE CURV BOOSTER

¥145,000＋税RC4 Z13 FF

サイズ（cm）ラディウス（m） サイドカット（mm）

155
160
165

12
12
13

119-68-101
122-68-103
122-68-103

ターンサイズ 
スピードレンジ 
安定感
操作性
おすすめ度 

小
低

普通 
普通 

1

 
 
 
 
3

 
 
 
 
 4

大
速
高
高
5

 
 
 

2

●今シーズンまったく新しいモデルとして登場したRCワ
ンシリーズ。トリプルラディウスを採用することでターン始
動時のとらえのよさが増し、ターン中盤ではある程度ルー
ズにスキー操作を行なうことが可能になっている。また、
テール部分は深い角度に抜け出す特徴を持っているの
で、切りかえのポジションに余裕を持って入ることができ
る。最大の特徴は軽さで、履いてもらうとすぐに実感する
ことができる（吉田）

●まず感じたのが滑っているときの軽さ。スキーを動かす
のがとても簡単で、なんでもできると感じさせてくれるス
キーと思えた。まわりやすいのだが、まわりすぎることがな
いので、自分の思うターンを自由に描け、自分でスキーを
操作していることを実感させてくれるモデルだと感じた。
安定感などもしっかりとあり、軟らかい雪質からハードな
雪質、スピード域の広さなど、あらゆる状況へ対応が可能
なバランスのよいオールラウンドモデルと思える（久保田）

雪質、スピード域など、幅広い状況へ対応できる
バランスのよいオールラウンドスキー
RC ONE 72

¥128,000＋税RSX12 GW

サイズ（cm）ラディウス（m） サイドカット（mm）

163
170
177

 15
16
 17

 118-72-101
119-72-102
120-72-102 

ターンサイズ 
スピードレンジ 
安定感
操作性
おすすめ度 

小
低

普通 
普通 

1

 
 
 
 
3

 
 
 
 
 4

大
速
高
高
5
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¥105,000＋税RS11 GW

サイズ（cm）ラディウス（m） サイドカット（mm）

153
160
167
174

12 
 12
14
 15

120-73-102 
 120-73-103
121-73-103
 122-74-104

●第一印象はとにかく軽いということ。この軽さに不安を
覚える方もいるとは思うが、滑り出してみると、そんな不安
はなくなる。テストした雪面状況はお世辞にも良好では
なかったが、そんななかでも安定して滑走することができ
た。軽量さからくる軽快感。パワーを必要としない操作性。
あらゆるレベルのスキーヤーにおすすめできるスキーだ。
ぜひ一度手に取って、この軽さを体感してほしい（戸沢）
●このスキーはトップとテールを軽量化することによっ

てターン始動が簡単に行なえ、トリプルラディウスの採
用によって回転性に優れ、多彩なターン孤を描ける一
台です。非常に軽いのにも関わらず、薄いチタニウムが
入っているためレスポンスがよく、軽いのに切れ味のよ
いターンが可能。雪質や斜度を選ばず、無理のない力で
軽快にリズミカルにターンをつなげるので、性別を問わ
ず広くゲレンデを楽しみたいという、中上級の方にオス
スメです（大場）

軽量さからくる軽快感と
パワーを必要としない操作性が持ち味
RC ONE 73

ターンサイズ
スピードレンジ 
安定感 
操作性
おすすめ度 

小
低

普通 
普通

1

 
 
 
 
3

 
 
 
 
 4

大
速
高
高
5

 
 
 

2

165cm=3,515g（1/2ペア）

188cm=3,970g（1/2ペア）＊MEN

183cm=3,825g（1/2ペア）

165cm=3,410g（1/2ペア）

170cm=3,090g（1/2ペア）

167cm=2,945g（1/2ペア）
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OGASAKA

●今季のオガサカスキー〈TC-SS〉は非常にしっかりと
仕上がっている。サイドカーブとバランスの変更、そして
メタルを若干厚くし、グリップ力と走りを実現している。
昨季の〈TC-SA〉では縦へのスペースを意識してターン
を刻んでいく滑りだったが、今季のスキーはテールの強
さを意識して、縦のイメージ＋横へのスペースで深い回
転弧が可能になった。技術選をめざす選手やプライズ
テストの小まわり種目で威力を発揮するので、ぜひ試し
てもらいたい（村松）
●技術選を戦うスキーヤーのためのモデルということ
もあり、とてもしっかりとした印象だった。特に足元の
安定感が素晴らしい。それでいて反応が敏感すぎず、ス
キーの上で前後のバランスが取りやすい。荒れた斜面
でもスキーヤーのパフォーマンスをよりよく見せてくれ
る。今回試乗したスキーには〈FL585〉プレートがつい

ていたが、スキーヤーのレベルや用途によっていろいろ
なプレートを選べるのも、オガサカスキーの魅力のひと
つでもある。しかし、あくまでもこのスキーはトップモデ
ル。上級者におすすめだ（戸沢）
●技術選でも使用されたこのモデルは、斜度や雪質を
選ぶことなく非常に高い操作性を発揮し、自由自在な
ターン孤を描けます。加速力やグリップ力はマイルドで、
ターン導入のしやすさと、ターン仕上げの早さで、水が
流れるようにターンをつなぐことを可能にしています。
また、軽快感があるにも関わらず、ターン中、無理な負
荷がかからないため、失敗のリスクも減るでしょう。しな
やかなスキーがなめらかなターンへと導くため、検定な
どにはぜひ使っていただきたい一台です。体格に合わ
せて、プレートのチョイスをすると、より一層楽しめるで
しょう（大場）

技術選やプライズテストで
威力を発揮する
小まわり系選手用モデル
TC-SS

●〈FL585〉プレート搭載モデルは、足元がしっかりとし
つつも操作性のよさが生きているスキーです。コンディ
ションが悪くなっても、プレートの重量感で安定した滑り
ができます。滑るとその重さは安定感につながっていき
ます。トップのとらえも自然な感じで、次のターンの準備
も余裕を持ってできます。一台でショートからロングター
ンまでカバーでき、幅広く活躍してくれます。技術志向が
高くレベルアップをめざす女性にも使ってもらいたい一
台です（佐藤）

●マイルド、シャープが両立されている一台。スキー操
作やターンサイズのコントロールを状況を選ばず行な
える。操っている感覚を得やすく、運動性も高めていける
ほどレスポンスとのバランスも高く、小気味よいショート
ターンも実現できる。オーソドックスなサイドカーブで癖
のないテイストだが、自分の進化への期待も高まるほど
操作性に優れている。ズレと切れの狭間の雪面タッチで
自在に滑る操作感が楽しい一台（斉藤）

●オガサカ特有の操作性、回転性のよさは際立ってい
た。トップからターンをリードしていきやすいため、ライ
ンをキープしたり、正確なカービングターンをキープし
やすく感じた。安心してトップ方向に力を加えられるの
で、スキーのたわみが生まれ、後半の操作に余裕があ
り、スキーを谷側に解放することができる。全体的なバ
ランスがよく、上達を助けてくれる一台。プレートによっ
てスキーの性格が変わるので、プレート選びはスタッフ
に相談してほしい（藤本）

●操作性において高い人気を誇るオガサカスキーのSL
モデル。日本の軟らかい雪質との相性は抜群で、スキー
のしなやかさ、操作の容易さ、グリップ感はさすが。ス
キーのたわみをトップからテールまでしっかりと感じる
ことができ、ウエスト部分からたわむので、コントロー
ル性は抜群。たわませられるポジションのスポットが広
い印象で、気持ちよいほどよくたわんでくれるので、パ
ワーに自信がないスキーヤーでも安心してコントロー
ルできるだろう（押味）

スキー操作やターン弧を選ばない
高性能オールラウンドモデル

日本の雪での戦闘力が高く
操作性に優れたFIS対応SLモデル

KS-GP

SL

¥116,000＋税
¥109,800＋税
¥126,000＋税

FL585
FM600
TYROLIA PRD12 GW

サイズ（cm）ラディウス（m） サイドカット（mm）

155
160
165
170

 13.1
14
15
16

115-67.5-98  
115-67.5-98 
115-67.5-98 
115-67.5-98 

¥126,000＋税
¥122,000＋税
¥115,800＋税

GR585
FL585
FM600

サイズ（cm）ラディウス（m） サイドカット（mm）

155
160
165
170

11.0
11.8
12.6
13.5

120-67-104
120-67-104
120-67-104
120-67-104

●ミドルターンという位置づけのモデルだが、サイズし
だいでロングターン専用としても使用できる。テストし
たプレートの組み合わせもあるが、足元はしっかりして
いて、トップ、テールは少しやさしく感じられる。これに
よってターンのきっかけがつかみやすく、後半の切れ上
がりすぎなども防げ、次のターンへと運動がつなげやす
い。ロングのスキーに苦手意識を持っている方におすす
めできる一台。プレートの組み合わせしだいでは、また
違った乗り味も体感させてくれると思う（久保田）

●乗る人のレベルに応じてくれるスキー。脚力が弱い
方や女性へもおすすめ。少ない荷重でたわみを引き出
すことができて、タイミングも取りやすく、自分の思いど
おりのターン弧を描けます。自分がやりたいことがしや
すく、そしてそれが明確に表われるので、自分の上達が
把握しやすいです。オガサカスキーの特徴のよい意味で
の癖のなさが、「自分のスキー」をより引き立たせてくれ
る、そんな一台。着実に技術レベルを上げたい方におす
すめです（永坂）

自分のスキーを引き立たせる一台。
技術レベルを上げたいスキーヤーに◎
TC-MS

●安定のオールラウンドスキーケオッズのセカンドモ
デル。メタルの代わりにグラスファイバーが入っている
が、繊維系素材の特徴である早い跳ね返りが、ターンの
きっかけ作りが苦手なスキーヤーの強い味方になって
くれる。乗り味も軽く、操作性も高いのに加えてオート
マチック感があり、スキーがタイミングを教えてくれるよ
うに感じられた。安定感もあるので、脚力に自信のない
シニア、１級をめざす女性でも安心して乗ってもらえる
だろう（橋山）

●軽量で安心感のあるケオッズシリーズの一台。グラ
ス素材採用でメタルシートは入っていないモデルだが、
エッジホールドがしっかりしていて、角づけに対する足
元のバランスも取りやすい。軽快なスキー操作性も魅
力だが、中速域のカービングターンにも対応してくれ
る。ズレを使ったターンからレールターンまで、これから
上達をめざしたい中級者や女性スキーヤーにとって最
適な一台となっている（須川）

軽快な乗り味と高い操作性を持つ
レベルアップに最適な一台
KS-GX ¥99,000＋税PRD11 GW

サイズ（cm）ラディウス（m） サイドカット（mm）

150
155
160
165
170

 11.2
12.1
12.9
13.8
14.7

118-67.5-101  
118-67.5-101 
118-67.5-101
118-67.5-101 
118-67.5-101 

●例年、テストスキーのなかでは軽快なスキーという印
象だったが、今年のスキーはずっしりとした重厚感のあ
る感じで、滑ったときも安定性能の高さを感じられた。比
較的スキーの返りはマイルドで、たわみが瞬時に返ってく
るタイプではないが、スキーの動きに身体の動きを合わ
せやすく、ゲートのなかでもタイミングを合わせやすかっ
た。扱いやすいスキーなので、R30＝難しいスキーという
先入観は持たずに乗ってもらいたい（上野）

●現行モデルと比較すると剛性が強く、直進性や安定性
を強く感じた。初期状態のビベル角の変更によりターン
導入のとらえは非常によくなり、そこから一気に落下して
いくターンスピードの速さを感じた。後半しっかりと乗り
込んでターンをつなげていくタイプのスキーなので、適確
なポジションが求められる。レーシングスキーのなかで
はズレ・切れの調整をしやすいので、多様なポールセッ
ティングにもしっかりと対応してくれるだろう（丸山）

ズレと切れを調整しやすく
多様なポールセットのなかで威力を発揮
GS-30

サイズ（cm）ラディウス（m） サイドカット（mm）

183
188
193

>30
>30
>30

SECRET
SECRET
SECRET

¥131,000＋税
¥127,000＋税

GR585
FM585

サイズ（cm）ラディウス（m） サイドカット（mm）

155
160
165

10.2
11

11.8

120-65-104
120-65-104
120-65-104

¥127,000＋税
¥123,000＋税
¥116,800＋税

GR585
FL585
FM600

グリップ力 
安定感 
操作性 
回転性
おすすめ度

普通 
普通 
普通 
普通 

1

 
 
 
 
 3

 
 
 
 
  

高
高
高
高
5
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ターンサイズ
スピードレンジ 
安定感 
操作性
おすすめ度 

小
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普通 
普通

1

 
 
 
 
3

 
 
 
 
 4

大
速
高
高
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Check!

動画も
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操作性
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¥128,000＋税
¥124,000＋税
¥117,800＋税

GR585
FL585
FM600

サイズ（cm）ラディウス（m） サイドカット（mm）

162
167
172
177

 15.9
 17.0
18.1
 19.2

 113-69-96
 113-69-96
113-69-96
 113-69-96

ターンサイズ
スピードレンジ 
安定感 
操作性
おすすめ度 

小
低

普通 
普通
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大
速
高
高
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安定感 
操作性 
回転性
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165cm=3,285g（1/2ペア）

167cm=3,465g（1/2ペア）

165cm=3,460g（1/2ペア）

160cm=2,675g（1/2ペア）

183cm=3,670g（1/2ペア）
188cm=3,785g（1/2ペア）

155cm=3,555g（1/2ペア）
165cm=3,685g（1/2ペア）
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VECTOR GLIDE ELAN

●今季新登場のワイドボディモデル。すべて白で統一さ
れたスキーは高級感が漂う。実際の滑りの印象として
は、ワイドボディとは思えないほどのスキーの走りとス
ムーズさを感じた。自分からアクションを起こさなくて
もターン導入が行なわれ、スキーに身体を預けるだけ
で快適にターンを仕上げてくれるため、少ない力で連
続ターンをすることができる。快適にゲレンデを滑って
いるなかで、時にスピードを上げてレスポンスを楽しみ
たいスキーヤーにおすすめだ（須川）

●このスキーの特徴は、センター幅が広めでパウダー
を含めてオールシチュエーションを乗りこなせるモデ
ルでありながら、軽快で歯切れのよいエッジングで滑れ
ることだ。特にショートターンで切りかえのきっかけを
作ってくれる。グリップポイントはスキーセンターでエッ
ジグリップもよい。トーションが軟らかいので、足裏の傾
きが少ない時もエッジングが楽にできる。クルージング
のようにゆったりと滑りたい方々へ最適な一台だ（伊
東）

シチュエーションを選ばず
楽に連続ターンできるクルージングモデル
MAXI GRAN TURISMO

¥121,000＋税

サイズ（cm）ラディウス（m） サイドカット（mm）

170 15 122-75-104

●今季３年目となる〈MAXI〉。競技用モ
デルとしてはまだ日が浅いが、国体など
国内の主要大会でも見かけることが多く
なってきた。改良を重ね年々よくなってき
ている印象だ。フットワークが非常に軽快
で、使いやすさと強さを兼ね備えてきてい
る。踏んだ力に対して素直にスキーが反
応してくれるため、少ない力でスキーをた
わませられ、切りかえでスムーズに次の
ターンに移行することが可能になった。こ
の進化をぜひ直接感じてほしい（君島）
●レーシングスキーのなかでは後発ブラ
ンドだが、しっかりとした重厚感と黒ベー
スのすっきりしたデザインに安心感を覚
えた。トップの切り込んでくる感じはそれ
ほどしなかったが、トップからしなやかに
スキーがたわみ、ターン中のスキーの挙
動変化も少なく安定性の高さを感じられ
た。癖のないサンドイッチ構造であり、他
のブランドに引けを取らないバランスの
よさは魅力。レーシングスキーとして知名
度が高くなってくるのも時間の問題だろう

（上野）

●186cmという長さを感じさせない操
作感と回転性能を持つ一台。縦方向、横
方向共にスキーがよく動き、ラインやタイ
ミングを乗り手が主体となって自在にコ
ントロールできる。非常にバランスのよい
スキーで滑走中のフィーリングは「簡単
すぎる」と感じてしまうぐらい。日本の軟
らかい雪や難しいコースコンディション
では間違いなく武器になるだろう。海外
ブランドに引けを取らないポテンシャル。
チャンスがあれば、ぜひ試乗してもらたい

（可児）
●乗り味は海外ブランドに比べるとソフ
トに仕上がっている印象だが、スキー自
体が弱いわけではなく、溝のついたコン
ディションでもねらったラインをトレー
スすることができた。ターン後半、他メー
カーと比べると切り上がりの角度が強い
印象がある。そのため次のターンを高い
位置からねらいやすく、ライン取りの優位
性を感じた。テクニカルなセットになれば
なるほど、このスキーの真の力が発揮さ
れると思う（甘利）

●サイドカットの特徴からトップが内側に
入ってくる感じはなく、全体をしなやかに
たわませて回転していくタイプのスキー。
フレックスがしなやかなため、体重の軽い
スキーヤーや、軟らかい雪で威力を発揮
しそうだ。その反面、硬いバーンやパワー
のあるスキーヤーは物足りなさを感じる
かもしれない。スウィートスポットをしっか
りつかめば、スキーのたわみから生まれる
リバウンドを感じられるため、テンポよく
ターンをつなぐことができると思う（藤本）
●スキー自体はそれほど重いわけでは
ないが、実際に滑るとかなりの重厚感が
ある印象を受けた。重さに伴い強い張り
も感じたが、硬さはそれほど感じず、安定
感も非常に高く仕上がっている。バーン
条件を特に問わず、ターン後半のスキー
の走りは抜群によい。そこから早く次の
ターンのきっかけを作ることができれば、
タイムアップは間違いなしだ。バックカン
トリーでも大注目のヴェクターグライド。
流行好きの方は、このスキーを一度試し
てみては（平山）

年々確かな
進化を重ねる
ヴェクターグライドの
FIS対応GSモデル

軟らかい雪や
テクニカルなセットで
真の力を発揮する
マスターズモデル

日本の
レースシーンに合う
スキーの走りを
武器とするSLモデル

MAXI MAXI M25 MAXI S13

¥166,650＋税
WC PISTON CONTROL
XCELL 16

グリップ力 
安定感 
操作性 
回転性 
おすすめ度 

普通
普通
普通
普通

1

 
 
 
 
 3

 
 
 
 
 4

高
高
高
高
5

 
 
 

2

サイズ（cm）ラディウス（m） サイドカット（mm）

188
193

30
30

100-65-81
102-65-82

¥166,650＋税
WC PISTON CONTROL
XCELL 16

グリップ力 
安定感 
操作性 
回転性 
おすすめ度 

普通
普通
普通
普通

1

 
 
 
 
 3

 
 
 
 
 4

高
高
高
高
5

 
 
 

2

サイズ（cm）ラディウス（m） サイドカット（mm）

186 25 102-67-89

¥166,650＋税
WC PISTON CONTROL
XCELL 16

グリップ力 
安定感 
操作性 
回転性 
おすすめ度 

普通
普通
普通
普通

1

 
 
 
 
 3

 
 
 
 
 4

高
高
高
高
5

 
 
 

2

サイズ（cm）ラディウス（m） サイドカット（mm）

155
165

13
13

109-65-100
111.5-66-103

Check!

動画も

ターンサイズ
スピードレンジ 
安定感 
操作性
おすすめ度 

小
低

普通
普通

1

 
 
 
 
3

 
 
 
 
 4

大
速
高
高
5

 
 
 

2

●新形状のTRULINEテクノロジーにより、今まで以上
に振動吸収性とインサイドエッジのグリップ力が上がっ
たように感じた。スキー全体の張りが強くどっしりして
いて、特にテール部の張りが強いので、ターン後半の抜
けの速さを体感できる。荒れたバーンや硬く締まった
バーンでの走破性も申しぶんないので、ミドルからロン
グターンでスキー場全体をスピードを出して楽しみた
いスキーヤーにおすすめの一台になっている（橋山）
●足場がしっかりとしていて、つねにスキーの真上にポ

ジショニングできる一台。軽量なのにエッジグリップ力
は高く、足元にスキーが収まりやすいので操作性と安
心感がある。カービングからズレを使ったターンまで対
応幅も広い。スキーの走りや反発力は少なめなので、
前後バランスに苦戦している方や角づけがうまくでき
ない方には力になってくれるだろう。ショートターン用
としてはもちろん、オールラウンドスキーとしても魅力
的なスキーだ（須川）

今季フルモデルチェンジした
アンフィビオシリーズの２ndモデル

AMPHIBIO 16 TI2 
FUSION X

Check!

動画も

●軽量で振動吸収性が高く、スピード感あるパフォーマン
スを追求したモデル。雪面に吸いつき、ターン中の振動や
斜面のうねりからくるストレスを感じることもない。しな
やかさが抜群で、スムーズな動きを幅広いスキーヤーに
体感させてくれる。軽快なスキー操作と、しっかりとたわ
むバランスが素晴らしい。しっとりとした雪面コンタクトと
操作性が最大の魅力だろう。オンピステをメインとしなが
らも、オフピステ、コブ斜面への対応力も高い一台（斉藤）

●軟らかすぎず、硬すぎない、とても素直で誰もが乗りや
すいスキー。強い癖もなく、安定性があるためスピードが
出ても安心。バランスもとても取りやすく、もしバランスが
崩れても、スキーの反応まで乱れることがない優れたモ
デルだと感じた。ターン弧も自由自在に調整でき、オール
ラウンドスキーとして使えるが、特に技術に自信のある方
に乗ってもらいたい。長さも155㎝からあるので、女性上
級者にもよいだろう（山本）

●今回テストしたスキーでは個人的に一番好印象だった。
グリップ力、操作性、安定感、すべてにおいて高い次元で仕
上がっている。ターン始動から切りかえまで、スキーの挙動
変化が少なく、身体のバランスに余裕があった。楽に滑る
ことも、積極的に働きかけることもできるが、技術力があり
スキーに力をしっかり働かせることができれば、よいリバウ
ンドをもらうことができるだろう。上達をめざすスキーヤー
にも技術を上乗せすることができる印象を受けた（藤本）

●今回のテストスキーのなかで、一番バランスの取れた
スキーだと感じた。硬いバーンでもバタつくことのない安
定感と適度な操作性が、さまざまなレベルの選手の滑り
をサポートしてくれるだろう。ターン後半の走り、抜けもよ
い。レベルアップ後も自分から積極的にアクションを起こ
していくことで、切れ味鋭いターンを描くことができ、タイ
ムアップに大きく貢献してくれるだろう。レース初級者か
らトップまで幅広く対応する一台（平山）

●今回テストしたなかで上位に入
る操作性を持った一台。ターン前
半の操作が非常にしやすく、自身
の動き出しによってラインを取って
いくことができる。また今季からプ
レートが変更されたため、ターン後
半の推進力も得られ、あらゆるコ
ンディションに柔軟に対応できる。
全体的に扱いやすくなっているが、
そこに満足してしまうと好タイムは
ねらえない。コース状況、セットを
見極めたうえで、臨機応変に滑って

●スキーセンターからトップまでの
長さが短く、ポジショニングが非常
に安定する。センターが前よりなの
で前後のバランスを取りやすい。ス
キーはかなり厚みを持った仕様だ
が、乗ったフィーリングはよい意味
で想像を裏切られる軽快な乗り味。
フリーでも、ゲート内でもエッジコ
ンタクトが正確にでき、エッジグリッ
プもよく、ターンリリースもオートマ
チックに操作できる。個人的にかな
りオススメの一台だ！（甘利）

素直で誰もが乗りやすい
スピードを追求したハイパフォーマンスモデル

すべてが高次元で融合した
速さにつながるSLモデル

ターン前半の操作が非常に楽で
自在にラインをねらえるFIS対応GSモデル

エッジコンタクトが正確で
リリースもオートマチックなGSモデル

SLX FUSION X

SLX WC PLATE

GSX WC PLATE GSX MASTER PLATE

¥105,000＋税EMX 12.0 GW

ターンサイズ
スピードレンジ 
安定感 
操作性
おすすめ度 

小
低

普通 
普通

1

 
 
 
 
3

 
 
 
 
 4

大
速
高
高
5

 
 
 

2

サイズ（cm）ラディウス（m） サイドカット（mm）

160
166
172
178

 13.3
 14.5
15.7
 17.0

121-73-104 
121-73-104 
121-73-104
 121-73-104

サイズ（cm）ラディウス（m） サイドカット（mm）

175
180
182
185

19.0
21.2
23.9
25.1

110-69-94 
110-69-94 
110-69-94
110-69-94

¥135,000＋税EMX 12.0 GW

ターンサイズ
スピードレンジ 
安定感 
操作性
おすすめ度 

小
低

普通 
普通

1

 
 
 
 
3

 
 
 
 
 4

大
速
高
高
5

 
 
 

2

サイズ（cm）ラディウス（m） サイドカット（mm）

155
160
165
170

11.0
12.0
12.8
13.5

121-68-104 
121-68-104 
121-68-104
121-68-104

¥155,000＋税
¥145,000＋税

ER 17.0FF
ER 14.0FF

グリップ力 
安定感 
操作性 
回転性
おすすめ度

普通 
普通 
普通 
普通 

1

 
 
 
 
3

 
 
 
 
 4

高
高
高
高
5

 
 
 

2

サイズ（cm）ラディウス（m） サイドカット（mm）

157
165

≧11.5
≧12.6

SECRET
SECRET

¥155,000＋税
¥145,000＋税

ER 17.0FF
ER 14.0FF

グリップ力 
安定感 
操作性 
回転性
おすすめ度

普通 
普通 
普通 
普通 

1

 
 
 
 
3

 
 
 
 
 4

高
高
高
高
5

 
 
 

2

サイズ（cm）ラディウス（m） サイドカット（mm）

188
193

≧30
≧30

SECRET 
SECRET

¥155,000＋税
¥145,000＋税

ER 17.0FF
ER 14.0FF

グリップ力 
安定感 
操作性 
回転性
おすすめ度

普通 
普通 
普通 
普通 

1

 
 
 
 
 3

 
 
 
 
 4

高
高
高
高
5

 
 
 

2

いくことがタイムアップのポイントだ
（君島）

170cm=2,720g（1/2ペア）

188cm=3,740g（1/2ペア） 186cm=3,495g（1/2ペア） 165cm=3,375g（1/2ペア）

166cm=2,970g（1/2ペア）

165cm=3,350g（1/2ペア）

165cm=3,480g（1/2ペア）

188cm=3,630g（1/2ペア） 182cm=3,695g（1/2ペア）



タイトでありながらオートフィットの効果で
ストレスがないレーシングブーツ。
フレックスのラインナップが多彩でレベルにマッチ

軽量化に成功した上級者モデル。
ニューモールドで滑走シルエットも華麗に進化

￥82,000＋税
サイズ：22.0～28cm
ラスト：オートフィット98ｍｍ 96-102mm
フレックス：120

R-EVO 120M

￥76,000＋税
サイズ：22.0～28cm
ラスト：オートフィット98ｍｍ 96-102mm

（フレックス：110

R-EVO 110M

￥70,000＋税
サイズ：22.0～28cm
ラスト：オートフィット98ｍｍ 96-102mm
フレックス：100

R-EVO 100M

￥94,000＋税
サイズ：23.0～28.cm
ラスト：オートフィット95ｍｍ 93-97mm
フレックス：130

R-EVO 130S
￥76,000＋税
サイズ：22.0～28.cm
ラスト：オートフィット95ｍｍ 93-98mm
フレックス：110

R-EVO 110S

￥82,000＋税
サイズ：22.0～28cm
ラスト：オートフィット95ｍｍ 93-98mm
フレックス：120

R-EVO 120S
￥70,000＋税
サイズ：22.0～28cm
ラスト：オートフィット95ｍｍ 93-98mm
フレックス：100

R-EVO 100S

ENERGY GROOVE LINE

SCOOP SOLE

MERIT

■バックルを締め込んでも甲部が
　きつくならない
■ロアフレームの剛性と
　締まりやすさを両立

MERITMULTI FLEX POINT踵骨が垂直になり、距骨が水平になるこ
とで、脛骨・腓骨とも真っ直ぐとなり、膝入
れ方向と足の方向が一致。スキーブーツ
のなかで理想的な足の状態を再現する

シェルの肉厚設計で複数のフレックス・ポイント
を設定。そこを支点に関節のように折れ曲がり、
スキーヤーの足に合わせてオートマチックに足
幅を調整する

造形ラインの位置・形状・深さを調整するこ
とで、それぞれのセクションに最適な振動吸
収性能とパワー伝達性能をコントロール

ソール・サイドの窪みは、その位置・形状・深
さを調整することで、各セクションに最適な
振動吸収性能をコントロール

理想的な足のポジションを自然に再現 オートマチックに足幅を調整

振動を吸収し、なめらかな滑りを実現

■膝が真っ直ぐ入りやすい
■スキーの回旋操作をしやすい
■足のストレスが少ない

REXXAM〈R-EVO〉シリーズのポテンシャル

橋山　今季、新しく〈Rエヴォ〉とい
うシリーズがラインナップに加わ
りました。おふたりはシーズン中
から使われていますが、どんな印
象を持っていますか？
村松　今までのパワーレックスは
カチッとしたブーツだったのです
が、〈Rエヴォ〉はソールがたわむ
感じがしっかりと出て、とてもよい
フィーリングで滑れています。
藤本　初めて履いたときは、非常に軽くて軟ら
かかったので大丈夫なのかなと思ったのですが、
シーズンをとおしてさまざまなシチュエーション
でテストしてみて、このブーツのよさをとても強
く感じています。
橋山　〈Rエヴォ〉のよいところは、具体的にどん

なところなので
しょうか？
藤本　履いてま
ず最初に驚いた
のは、カカトの骨
からスネの骨ま
で崩れることな
く、真っ直ぐに立
てることです。
橋山　Rエヴォ・

ポジションの効果ですね。開発段
階で足のことを解剖学的に研究し
て、スキーブーツのなかで足の理
想的な状態を再現するという。
藤本　そうですね。綺麗なポジショ
ンで立てるので、カービングではス
キーをしっかり深くまわし込めます
し、ズレを使ったターンではスキー
をとても動かしやすい。そういう印
象を持っています。

村松　もともとレクザムのブーツは、ターン前半
のとらえのよさに定評があったのですが、〈Rエ
ヴォ〉は、雪面をとらえたあと、スキーがしっかり
たわんで回転していくので、ターンスピードが上
がるし、抜けもよくなったと感じています。
藤本　整地でカービングしていても、スキーのた
わみをすごく感じられるし、抜けもすごくよい。ス
クープソールでソールの側面に窪みはあるのだ
けれど、ソール自体は強いので、たわんだあとに
しっかりと戻ってくるのが感じられます。
橋山　Rエヴォ・リンク・フレームの効果ですね。
藤本　そう。スキーのトップとブーツの一体感が
すごくあって、ターン前半の自由度がある。エッジ
を噛ませることも、スキーを動かしたり、まわした
りすることもできる。そして中盤で力を強めて、後
半はその力を逃さずに走りにつなげていくこと

ができる。ブーツの設計意図が、明確に滑りに現
われてくると感じています。
村松　ブーツが非常に軽くて、Rエヴォ・オート
フィットのおかげで足にフィットしてくれるのもよ
いところですね。
橋山　ブーツに加工はしていませんか？
村松　今まで左足の内くるぶしは加工していた
のですが、〈Rエヴォ〉ではなにもしていません。
藤本　足幅の広い人には少しシェルが広がる
し、バックルを締めれば足の細い人にもきちんと
フィットしてくれます。
橋山　〈Rエヴォ〉には、ナローラストのSとミディ
アムラストのMがあるので、同じ思想で設計され
たブーツを足幅に合わせて選ぶことができます。
村松　軟らかいモデルまでナローラストがある
のはレクザムならではのよさだと思います。
藤本　足入れを
してみると、履き
心地がよいのは
すぐにわかって
もらえると思いま
す。でも滑ってみ
ると、それ以上の
よさがあるので、
ぜひ試してもら
いたいですね。Atsushi MURAMATSU

村松篤 プロ
Kazuki  HASHIYAMA

橋山一樹（Mt.石井スポーツ
    仙台泉店）

Tsuyoshi  FUJIMOTO
藤本剛士プロ

REVO POSITION1 REVO AUTO FIT3

REVO LINK FRAME2

ロアシェル重なり部分先端のVカットに加え、Vカットの下部にも浅い切れ込みのV
カットを組み合わせたダブルVカット構造。シェルを開く力が弱い女性や高齢者に
も、これまでにない着脱の楽さを提供する

シェル肉厚の見直しと最適設計の
結果、ハイエンドモデルとしての性
能を落とさずにロアシェルの重量
を17％という大幅な軽量化に成功

（REXXAM従来比）

ダブルVカット・シェル

ロアシェルを17％軽量化

ここにも注目！

R CONCEPT

パワーを直線的に伝達 振動を的確に吸収 振動をミディアムに吸収

INSIDE INSIDE INSIDEOUTSIDE OUTSIDE OUTSIDE

REAR CENTER FRONT

INSIDEOUTSIDE

フ
レ
ッ
ク
ス
・
ポ
イ
ン
ト

フ
レ
ッ
ク
ス
・
ポ
イ
ン
ト
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ヘルメットはスッキリとしたシルエットでシャープに見え
るもの、ゴーグルはフレームレスがおすすめ。視野が
広くなり、スピードを出しても周囲が見やすいです。ヘ
ルメットとゴーグルのカラーを合わせて統一感を出すと
カッコ良さがグッと引き立ちます（P61-63掲載）。

ALPINA
ESTETICA

（P62掲載）

ALPINA
ALBONA

（P63掲載）

GIRO
AVERA AF

（P61掲載）

GIRO
ELLA（P61掲載）

GIRO
TERRA MIPS

（P61掲載）

SALOMON
S/MAX W10

きれいなシュープールを描いて
流れるような滑りがしたい。
ゲレンデで気持ちよく楽しく滑りながらも、
滑り心地も重視したい
しなやかな
エレガントスタイル
　このタイプには、レディスの上位モデルがおす
すめ。スピード・安定感・操作性のバランスが
とれた乗り心地で、ほど良いスピードにのりなが
らコントロールもでき、なおかつシャープな滑り
も感じられます。女性が使うことを想定したモデ
ルだからこその、エレガントさを楽しみましょう。

type2
やっぱり女性はレディスモデル！
色やデザインにこだわりたい！なら…
“大人かわいい”スタイル

type3

私たちが
提案します！

FISCHER
RC ONE 73

ATOMIC
REDSTER S9i

ROSSIGNOL
DEMO ALPHA TI

SALOMON
S/MAX12

HEAD
SUPERSHAPE 
I SPEED

ひとつでもCheckがつくなら
レディスモデルはそろそろ卒業！
ユニセックスモデルの
エキスパートモデルに挑戦しよう

Check!

□�滑っているとスキーがバタバタして不安になる。
□�もう少し気持ちよくスピードを出して
滑れるようになりたい。

□もっと上手に滑れるようになりたい。
□�男性スキーヤーみたいにカッコよく
滑ってみたい。滑れるようになりたい。

□�スピードが出ると不安を感じるので
不安を感じない滑りをしたい。

□�検定やレッスンにも参加をしてみたい。

カッコよく力強い滑りにあこがれる。
私もそんな滑りをしてみたい　
レディスモデルを卒業しよう！
　力強くカッコよく滑りたいけれど、男性モデルだ
と重量感や操作性に不安を感じて自信がない…と
いう女性スキーヤーは多いのでは？　でも、下の
チェック項目のようなフィーリングを経験したことが
あれば、もうレディスモデルは卒業できるはず。技
術レベルに応じたスキー板を使うことで、より安全
により楽しく滑ることができます。レディスモデルを
卒業して、ぜひ新しい感覚を味わってください。

type 1
おすすめモデル
ユニセックス
エキスパートモデル

MILLET
HEIDEN-STRETCH-JKT-W
LISKAMM-STRETCH-PANT-W

（P76掲載）

GOLDWIN
Jacket_GL11963P
Pants_GL31962P

（P71掲載）

＊右から
大場朱莉
（おおば・あかり）
仙台泉店。母でありながら「ア
カリレーシング」主幹として活動
しつつ、技術選にも挑戦

永坂綾香
（ながさか・あやか）
宮の沢店。「ISHII�SKI�ACADEMY�
HOKKAIDO」の運営事務担当。
準指導員

押味輝
（おしみ・ひかる）
札幌店。学生時代はアルペン選
手。競技生活で培った経験を活
かして雪上でも活躍中

山本青
（やまもと・あおい）
神戸三宮店。学生時代はアルペ
ン選手。その経験を活かし雪上
でも幅広く学生をサポート

佐藤律子
（さとう・りつこ）
新潟店。準指導員。現在は店舗
でお客様の道具の相談や雪上ス
タッフのサポートを行う

アスリート女子が伝授する

誰もが振り向く
スキー女子

Recommended women's style

GOLDWIN
Jacket_
GL11964P
Pants_
GL31963AP

UVEX
compact FM

カッコ良さも女性らしさも追求したい…
迷える女子スキーヤーに贈る特別企画！  現役アスリート女子たちが、
実際にゲレンデを滑って滑りの志向やスタイルをタイプ分け。
今回はスキー板とウェア、アクセサリーにフォーカスして、
いまイチ押しの３スタイルを伝授します。

おすすめモデル
レディス
エキスパートタイプ

おすすめモデル
レディスモデル

スキーの長さは身長程度、またはワンサイズ短めがおすすめ。ユ
ニセックスモデルだからと不安になって短くしすぎると、スピード
にのったときやロングターンで物足りなさを感じることもあります。
価格はエキスパートモデルになると100,000円を超えるものが多
いですが、きっと満足する滑りができるはずです。また、ブーツは
フレックス100前後のものを組み合わせると相性がいいですね。

ウェアやヘルメット・ゴー
グルなどは女性モデル
やかわいいカラーやデザ
インを使いながらも、ス
キー板はレディスモデル
を卒業。ゲレンデで滑走
中はカッコいい姿で、ス
キーを外してレストハウス
などでは女性らしさをア
ピール！　滑りとのギャッ
プがあるのもまたカッコ
よさですね。

レディスエキスパートタイプなら長さ
は少し短めがGOOD。短めにするこ
とでスキーコントロールも楽になりま
す。またブーツはフレックス80〜 90
前後の目安がおすすめ。

ファー付きウェアは女性らし
さを一段とUPさせてくれます
ね。ファーは取り外しできるも
のがほとんどなのでその日の
気分やシーンによってイメージ
チェンジもOK。また、ダウン
使用のジャケットはゲレンデだ
けでなくスキー場に移動する
までも着れるようなお洒落な
デザインもあるので幅広く活
躍してくれます。

やっぱりレディスモデルはデザインやシルエッ
トなど女性らしさが魅力。カラーやデザイン
は女性だからこそこだわりたいもの。もちろ
んデザインだけでなく、レディスモデルのス
キーは女性が操作しやすい設計になっている
ので滑りも安心です。長さは短めがおすすめ。
ブーツは無理なく履ける硬さでOK。

最近ではジャケットとパン
ツの同色の組み合わせも
おすすめです。女性らし
いカラーのセットアップは
「かわいい」だけでなく
落ち着いた雰囲気もあり、
「大人」らしさと「かわ
いらしさ」の両方を演出
してくれますね。

ヘルメットは耳当ての毛足が長いもの
だと、柔らかく肌触りが良いので女性
におすすめ。ゴーグルは白やピンク系
の色づかいが女性らしさを引き立たせ
ます。ロゴに丸みがあるのもかわいさ
のポイントに。ゴーグル＋ヘルメットな
らエレガントに、ゴーグル＋ニット帽な
らかわいいスタイルになります。

GIRO
FACET

（P39掲載） （P19掲載） （P34掲載） （P32掲載）

VÖLKL
FLAIR 79

ALPINA
ESTETICA
（P62掲載）

（P61掲載）

ATOMIC
CLOUD9

（P19掲載）

UVEX
primo

（P59掲載）
UVEX
primo

（P59掲載）
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大越　ワールドカップ選手とし
て世界を舞台に戦ってきた富井
さんの目から見て、今、世界の
レースシーンのマテリアルの傾
向は、どうなっていますか？
富井　今選手たちが使ってい
るマテリアルは、日々進化して
いて、ものすごく目まぐるしく変
わっています。
大越　その進化をうながすもの
は、なんなのでしょう？
富井　ひとつはFISのルールの変更、もうひ
とつは実際にマテリアルを使っている選手
たちからのリクエストです。
大越　数シーズン前に男子のGSスキーの
レギュレーションがR＝35mからR＝30m
に変わりました。そのとき、選手が使うス

キーが 大きく
変わるのはわ
かります。先ほ
ど選手が 使う
スキーは日々
進 化している
と言っていまし
たが、たとえば
R＝30mが定
着している今
も、選手が使う
スキーは変化

し続けているということですか？
富井　そうです。各メーカーは、選手がタイ
ムを出せるスキーを作るために、毎年改良
を重ねていきます。サイドカーブの形状や
内部の強化材など、細かな改良が重ねられ
ていくので、選手たちが使うスキーはどん
どん新しいものになっていくのです。
大越　そうしたワールドカップ選手が使う
スキーに施される改良は、店頭に並ぶス
キーにも反映されているのですか？
富井　反映されていますよ。ただし、世界の
トップ選手が使っているスキーがそのまま
売られているわけではなく、実際にスキー
を使うユーザーのレベルに合わせた調整
はされていますが。
大越　曲がりやすいスキー、ターンしやす
いスキーというのは、やはりタイムが出な
いものですか？
富井　僕の経験で言えば、曲がりやすいス

キーはタイムは出ないです。もちろん、レー
スを始めたばかりなど、レベルがそれほど
高くない人の場合は、曲がりやすいスキー
のほうがタイムが出ます。でも、ある程度以
上のレベルになると、曲がりやすいスキー
だとタイムが出なくなってきます。曲がると
いうことはスキーを横に向けていることで
す。そして、スキーが横に向いている時間
が長くなればなるほど、タイムは出にくくな
るからです。逆に少し難しいとか、真っ直ぐ
行ってしまうスキーのほうが、よいタイムが
出るんですね。
大越　やっぱり、そういうものですか。マテ
リアル選びは難しいですね。今シーズン、富
井さんには佐々木明さんと一緒に全日本マ
スターズの事前キャンプをしてもらいまし
た。佐々木さんは実際にマスターズに出場
していましたけれど、富井さんはマスター
ズにどんな感想を持ちましたか？

富井　大会の雰囲気、選手たちの雰囲気
が、他の大会とまったく違うのは、いつ行っ
ても驚かされることですね。
大越　どう違うのでしょうか？
富井　今、日本で行なわれているレースの
ほとんどは、ポイントレースといって選手た
ちがポイントを獲得するためのレースです。
そこを滑る選手の目的はポイントを取るこ
とで、それぞれに真剣なんだけれど、淡々と
レースに臨んでいます。でもマスターズの
場合、ひとりひとりに目標があって、本当に
レースを楽しんでいる。みんな真剣というと
ころは共通しているけれど、すごく楽しんで
いる。楽しんでいるかいないかで、選手や
大会の雰囲気は全然違ってくるから、マス
ターズは面白いですね。
大越　そうですよね。実は私も出たんです。
もともと私は基礎スキーをしていたのです
が、数年前に赤倉の全日本マスターズに仕
事で行ったときに、地元の先輩方がたくさ
んいて、みんな頑張っていた。それを見て、
自分もやりたいなと思って、それから出始
めました。今年出たときもすごく楽しくて、
来年も絶対に出ようと思っています。
富井　楽しむために出るのも、勝つために
出るのも自由ですし、そうして縛られていな
いところがレースの魅力です。スタートの
信号音を聞いてドキドキしたり、ゴールして
ホッとするのもレースの楽しいところで、マ
スターズはそれをダイレクトに楽しめる大
会です。
大越　私もそう思います。
富井　今回は佐々木選手もマスターズに
出たので、彼と同じ大会を滑る楽しみも共
有できました。自由にレース本来の楽しさ
を味わう絶好の機会なので、これまで興味
のなかった方にもぜひマスターズに挑戦し
てもらいたいと思います。

アルペンスキー全日本選手権大会を筆頭に
インターハイ、国体、マスターズなど数多くの大会を
Mt.石井スポーツはサポートしている。
なかでも、もっとも熱いのは全日本マスターズだという。　
なぜ、マスターズが熱いのか？　
その理由とマスターズの楽しさをオリンピアンの
富井剛と自身もレースを楽しむ大越仁が語り合う。

今、マスターズが熱い。
やっぱりレースは面白い！

Special talk

 「全日本マスターズスキー選手権大会」が群馬県片品村・尾瀬岩鞍スキー場で
開催され、今回は私も初参戦してきました！　普段、店頭はもちろん、雪上にお
いてもたくさんのスキーヤーと交流を深め、スキーに情熱を注いでいる皆様か
ら多くのモチベーションをいただいています。なかでも、マスターズ世代の方々
のスキーを純粋に楽しみ、ひたむきに熱く続けられている姿に、いつの間にか
魅了され、私自身も共通の目標を持ちたいと感じるようになりました。
　その発動の場として選んだのが、今回の「全日本マスターズ」です。
　当日、私が使用したスキーは190cm、R27.5m。今回のコースは、全体をと
おして中斜面主体の一枚バーン。ハードパックされたアイスバーンで、非常に速
い雪質ということもあり、スキーの反発を利用して推進力を引き出すことが必
須のコースです。それに対しては、やや長めのチョイスでしたが、大きめのRのス
キーを使いこなせればタイムアップに有効だったと思います。
　会場では選手の皆様のレースにかける意識の高さがひしひしと伝わってきま
したが、一番強く感じられたのは、今回参加された総勢約700名すべての選手
が「楽しむ」ことをまっとうされていたことです。勝負にこだわる楽しさもありま
すが、全国から集結した皆様が大会を通じて交流の輪を広げ、親しんで参加し
ている‼　それが「全日本マスターズ」です。最高に楽しく、熱く、活気あふれる
場であることを、今回参加する側に立って、あらためて感じることができました。
年々参加者が増えていますが、今後さらに注目される大会となることを期待し
ています。来シーズンも皆様とお会いできることを楽しみにしております！

700名の選手すべてが「楽しむ」ことを
まっとうする。それが最大の魅力

スタッフ渡邉亮（Mt.石井スポーツ松本店）の全日本マスターズ参戦記

　マスターズはレギュレーションの規制がないカテゴ
リーで、旗門や雪質、コースなどに合わせてスキーを
選べるというところですごく幅のある大会。そこに出
場することでもっと盛り上げたいと考えたのが、今回、俺が全日本マスターズ
に出場した理由。出場している選手もみんな熱量があるから、時間をかけてト
レーニングもするし、盛り上がる要因もある。前走で参加するという方法もある
けれど、それじゃあやっぱり面白くない。みんなと同じコース、同じセットで戦う
というのは、俺にしか作れないコンテンツだし、まだフレッシュな俺と戦うという
のは、みんな楽しいと思うし。
　今年の大会には193cmのスキーを用意していったんだけれど、マテリアル
チョイスはミスだったな。スタート順が遅かったから、今までに見たことがない
ぐらい荒れていて、ちょっとひるんだね。この大会でスタート順を上げたかった
ら、出場し続けるしかないということを痛感させられた。アルペンレースはもと

もと不平等な競技なんだけれど、そこ
でさらに「若者よ、頑張りたまえ」みた
いな感じで（笑）。俺にとってはすごく
新しいフィーリングがあって、またス
キーの幅が広がったと思う。来年もま
た片品だから、俺も出るつもり。マス
ターズレーサーの皆さん、また同じ舞
台で戦いましょう！

コースや雪に合わせてスキーを選べる自由さが
マスターズの魅力。皆さん一緒に戦いましょう

佐々木明の全日本マスターズ参戦記

大越仁
（Mt.石井スポーツ長岡店店長）

富井剛志
（Mt.石井スポーツ長野店）

1971年８月３日生まれ、長野県・野沢温泉村出身。全日本
ナショナルチームの高速系チームのエースとして活躍し、
1992年アルベールヴィル五輪、長野五輪（ともに滑降、ス
ーパーG）に出場。2000／01シーズンを最後に競技から
退き、レーシングキャンプなどを開催するほか、テレビの解
説でも活躍中。現在はMt.石井スポーツ長野店勤務

富井剛志　大越仁
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　スノークッキーはスキー業界初のAI搭載
型スキートラッキングデバイスです。スマート
フォンのアプリと連携させることで、滑走中の
さまざまなデータを計測することができ、そ
のデータを元に効率よく上達を図ることがで
きます。自分の滑走記録を可視化することで、
今まで気づかなかった癖や特徴を発見する
ことができ、イメージと実際の滑りとのギャッ
プを埋めていく作業が簡単になります。
　具体的には前後左右のポジション、左右
のスキーへの荷重配分、スキーの角度や
ターンスピードなどのデータを計測すること
ができます。また、ターンIQという形で、ター
ン中どのぐらいカービングしているのか、そ

れともずれているのかというターンのクオリ
ティまでも知ることができます。
　アルペンレースでは、自分が何を意識し
たときに、よいタイムが出たのかを知ること
ができます。しかし基礎スキーでは自分の感
覚や他者の目をとおしてしか、滑りの良し悪
しを知ることはできません。でも〈スノークッ
キー〉を使えば、そこで記録したデータを元
に自分の滑りの特徴を知ることができるの
です。上達の過程で、これまでの滑りとどこ
が変化したのかがわかることは非常に有利
になると考えます。自分ではうまくいったと
思う滑りが、データではあまりよくない数値
になる場合や、しっくりこなかった滑りが、よ

い数値になる場合も出てくることでしょう。
こうした実際の滑りとイメージとのギャップ
を埋めていく作業こそが、上達への近道とな
ります。
　また、〈スノークッキー〉は、スキーレッスン
の場においても活用できると考えます。現
在のスキー学校では、指名をしない限りは、
レッスンを受けるたびに教師が変わること
が普通です。教師によって着眼点が異なった
り、違ったアプローチで教わることができる
のにはよい面もありますが、毎回違う教師に
教わっていると「以前の滑りと比べて、自分
がどれぐらい成長したのか？」というのは、
どうしてもわかりにくくなってしまいます。し

　表１は今回のスキーテストで〈スノークッ
キー〉で計測したデータの一部です。その分
析に入る前に前提として知っておいてもら
いたいことがあります。私たちはスキーテス
トにおいて、どの機種に乗っても同じ滑り方
で上から下まで滑り降りていくことを心がけ
ます。大会の滑りのように自分の得意な滑り
方をしてしまうと、乗り味の感覚に好みが反
映されてしまうため、一般ユーザーの目線で
平等な判断ができないからです。また、本番
モードで滑ってしまうと、スキーの動きに身
体が慣れてしまい、個々のスキルによってそ
の機種が持つ特徴が出にくくなることも理
由のひとつです。これらのことを踏まえると、
このデータは吉田勝大という人間が、いろい
ろな機種を同じ滑り方で滑走したときの純
粋なデータであると言えると思います。実際
にはもっと多くのデータを計測することがで
きるのですが、今回はそのなかでもスキー選
びに役立ちそうな３つの項目をピックアップ

して分析します。
　今回、安定感と操作性のバランスという点
において、個人的に抜群の感触だったロシ
ニョール〈デモ・アルファ TI LTD〉が、ターン
IQの項目でやはり一番高い数字をたたき出
しています。スキーテストでテスターは安定
感や操作性などの言葉をよく口にしますが、
ある意味で抽象的と言えるその表現を裏づ
ける、確かな証拠となり得るデータが出たと
言えると思います。
　またフィッシャー〈RC ONE72〉は、非常に
軽く、とにかく扱いやすいと感じた機種で
す。それでいながら乗り味がよいと感じたの
ですが、そのことはターンIQからも読み取る
ことができます。しかし、やはり軽さが影響し
ているのか、スピードという点ではやや数字
を落としてしまっています。こうしたデータを
ベースに、メリットとデメリットをしっかりと
把握することで、志向やタイプに合わせた、
より間違いのない用具選びにつなげること

滑走中のスキーの角づけ角度や外脚・内脚の荷重バランス、
ターンスピードやカービング、スキッディングというターンの質など、
細かなデータが簡単にわかるニューアイテム〈Snow Cookie〉が登場する。
それがどのように活用できるのか？
公式アンバサダーを務める吉田勝大がレポートする。

〈Snow Cookie〉で計測した実測データと、その分析

Close up

ができると思います。
　ヘッドの〈SL RD〉は切れ味を感じることが
できましたが、春特有の不安定な雪質の影
響か、ターンIQは感触に対してやや低い印
象です。しかし、SLスキーのサイドカーブ特有
の切れ込み方が功を奏し、スキーの角度とい
う項目で一番高い数字を叩き出しています。
スキーの角度をつけることができれば、たわ
みを引き出しやすくなるので、スキーの走り
を引き出してしてくれる一台と評価できるで
しょう。この分析結果は、走るスキーを探して
いる人には興味深いものになるのではない
でしょうか。
　今回は一部のデータから読み取ることが
できる範囲での解説となりましたが、これま
で人間が残してきたコメントと、それを裏づ
ける根拠となるデータという関係が成り立つ
結果が出たと言えるでしょう。このように活
用することで、自分の目的に合った一台をよ
り探しやすくなるのではないでしょうか。

滑走中のデータが簡単にわかる。
雪上のニューアイテム〈Snow Cookie〉登場

表１ 吉田勝大の〈Snow Cookie〉記録データ

あとは滑るだけで、あなたの滑りの
さまざまなデータが計測される

※Snow Cookieの
　使い方

吉田勝大
（Mt.石井スポーツ宮の沢店・

Snow Cookie公式アンバサダー）

メーカー名 機種名

FISCHER
HEAD
NORDICA
OGASAKA
ROSSIGNOL
ROSSIGNOL
SALOMON
VOLKL

RC ONE72
WC REBELS I SL RD YELLOW
DORBERMANN SLR RB FDT
TC-MS
DEMO ALPHA PLUS TI
DEMO ALPHA TI LTD
S/RACE SHOT SL+Z12 WALK
RACETIGER SL WC D

ターンIQ

88
87
87
86
89
90
85
88

スピード
（km/h）

56.4
60.6
57.1
69.9
62.5
57.9
53.6
58.6

 角度・左スキー
（度）

58
73
53
67
64
68
53
59

 角度・右スキー
（度）

62
64
60
59
64
76
55
63

計測ターン
（最大値）

左

右

左

右

左

左

左

左

かし違った教師に教わる場合でも、〈スノー
クッキー〉から得られる情報をとおして、自分
の滑りの癖や特徴をあらかじめ教師に知っ
てもらうことができ、遠まわりすることなくト
レーニングを積んでいくことが可能になりま
す。病院の“カルテ”のようなものをイメージ
してもうらうとよいかもしれません。
　ここでは菅平高原で実施した『SIEGER』
のスキーテストのなかで、私が実際に滑って
記録したデータを紹介します。同じ滑走者が
異なるスキーで滑ったときに、どのような変
化がデータに現われるのかに注目してくだ
さい。

３つある〈Snow Cookie〉
のうち、ひとつを胸の
ハーネスに装着

1

残りふたつを
トゥピースの
５cm前に設置

2

楽なポジションで立って
キャリブレーション

3

Snowcookie
イエロー　¥39,800（税込）
ブラック　¥51,000（税込）
＊本体＋マウント＋ハーネス（他付属品）
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SKI BOOTS

チルドレン育成プログラム

たくさんの子供たちに、スキーの楽しさ、自然
のすばらしさをもっと知ってもらいたいと考え、

「チルドレン育成プログラム」を実施していま
す。おもな内容はレーシングキャンプや大会、
陸上トレーニングキャンプの開催とサポート。
計画的に１年をとおして開催していますので、
詳細はMt.石井スポーツのホームページをご
覧ください。
●問い合わせ
カンダコンペカン
TEL：03-3295-6060
＊メールでの情報配信もあり／登録制／無料

多くのスキーヤーに「スキーの面白さ」「競
う楽しさ」を知ってもらいたい！　またスノー
スポーツの普及活動の一貫として「ISHII 
SKI ACADEMY SUGADAIRA」を長野県菅
平高原にて開校しています。年間を通したト
レーニングプログラムでジュニア選手はも
ちろん、マスターズ選手まで、幅広いスキー
ヤーのサポートと育成、マテリアルに関する
情報などをMt.石井スポーツPRO STAFF
がサポート致します。詳しくは「ISHII SKI 
ACADEMY」で検索を！

SIA公認
「ISHII SKI ACADEMY SUGADAIRA」石井スポーツの

ジュニアスキーへの取り組み

元アルペンナショナルチーム、岡部哲也がプロ
デュースするジュニアナスターレース。年々白熱
するレース展開、その中でも親子が熱い！　親
の格好良いところを見せるチャンス!!　来年も
白熱したレースを期待しています。

岡部哲也＆石井スポーツ 
ジュニアアルペンカップ

今季よりサイドウォールに温度変化を起こしにくいTPU素材を配合し、
あらゆる状況下でのハイパフォーマンスを可能にしたレーシングモデル

サイズ（cm） ラディウス（m） サイドカット（mm）
152 17 102.5-65-84.5
159 17.3 104.5-65-86.5
166 18.1 106-65-88

ATOMIC ＞ REDSTER G9 FIS J  + X12 TL R
X12 TL R　¥93,000＋税

SL
G

S
EXPERT

RACING
EXPERT

サイズ（cm） ラディウス（m） サイドカット（mm）
134 R≧13.0 SECRET
142 R≧15.0 SECRET
150 R≧15.0 SECRET
158 R≧17.0 SECRET

サイズ（cm） ラディウス（m） サイドカット（mm）
166 R≧17.5 SECRET
171 R≧20.5 SECRET
175 R≧23 SECRET
182 R≧25 SECRET

ER11.0FF EVO　￥85,000＋税　　ER14.0FF EVO　￥95,000＋税
ELAN ＞ GSX TEAM PLATE

サイズ（cm） ラディウス（m） サイドカット（mm）
130 11.6 SECRET
135 12.6 SECRET
140 13.5 SECRET
145 14.6 SECRET

サイズ（cm） ラディウス（m） サイドカット（mm）
150 15.7 SECRET
155 16.9 SECRET
160 18.1 SECRET
165 20 SECRET

サイズ（cm） ラディウス（m） サイドカット（mm）
170 21.5 SECRET
175 22.8 SECRETE
180 24.1 SECRETE

FISCHER ＞ RC4 W.C. GS JR.
130-170cm（RC4 Z1１FF）　¥84,000＋税　　175-180cm（RC4 Z13FF）　¥130,000＋税

サイズ（cm） ラディウス（m） サイドカット（mm）
131 14.2 97-63-80
138 14.2 101-64-84
145 14.2 104-64-87
152 17.2 101-64-85

サイズ（cm） ラディウス（m） サイドカット（mm）
159 17.2 104-64-87
166 18.5 105-65-89
173 21.0 104-65-88

EVO 9 GW AC　￥76,000＋税　　FF EVO 11　￥85,000＋税
HEAD ＞ WORLD CUP i.GS RD TEAM + Jr. RACE PLATE RDX

サイズ（cm） ラディウス（m） サイドカット（mm）
135 ≧14 102-65-87
142 ≧14 102-65-87
149 ≧14 103-65-88
156 ≧17 103-65-88

サイズ（cm） ラディウス（m） サイドカット（mm）
163 ≧17 105-65-90
170 ≧17 105-65-90

※推奨　　　RACE10　￥73,000＋税 / RACE8　￥72,000＋税
NORDICA ＞ DOBERMANN GSJ PLATE

サイズ（cm） ラディウス（m） サイドカット（mm）
135 14 102-66-84
144 15 101-64-84
151 17 102-65-85

サイズ（cm） ラディウス（m） サイドカット（mm）
158 18 104-65-86
165 19 106-65-87

135cm（NX JR 7 B73）　 ￥65,000＋税　　144-165cm（NX JR 10 B73）　￥75,000＋税
ROSSIGNOL ＞ HERO ATHLETE GS PRO (R20 PRO)

サイズ（cm） ラディウス（m） サイドカット（mm）
159 17 104-65-87
166 18 106-65-88

X12 TL GW　¥107,000＋税
SALOMON ＞ S-RACE GS FIS JR

サイズ（cm） ラディウス（m） サイドカット（mm）
140 ≧14 99-65-88 JR.RACE INTERFACE2 付
148 ≧14 101-65-90 JR.RACE INTERFACE2 付
156 ≧17 100-65-89 JR.RACE INTERFACE2 付

サイズ（cm） ラディウス（m） サイドカット（mm）
161 ≧17 102-65-90 JR.RACE INTERFACE2 付
166 ≧17 103-65-91 JR.RACE INTERFACE2 付
171 ≧17 105-65-93 JR.RACE INTERFACE2 付

BINDING別　　※推奨   XCELL12 / RACE 10 TCX　¥65,000＋税
VÖLKL ＞ RACETIGER GS SPEEDWALL JR.WC 

サイズ（cm） ラディウス（m） サイドカット（mm）
152 11.6 115.5-65-96.5

X12 TL R　¥93,000＋税
ATOMIC ＞ REDSTER S9 FIS J + X12 TL R

サイズ（cm） ラディウス（m） サイドカット（mm）
122 ≧9 105-64-90
129 ≧9 109-64-94
136 ≧10 109-64-94

サイズ（cm） ラディウス（m） サイドカット（mm）
143 ≧10 112-65-97
150 ≧12 113-65-98

RACE10　￥75,000＋税　　RACE8　￥74,000＋税
BLIZZARD ＞ FIREBIRD SL JR-RACING (Flat+Plate)

サイズ（cm） ラディウス（m） サイドカット（mm）
128 8 112-65-98
135 9 113-65-99

サイズ（cm） ラディウス（m） サイドカット（mm）
142 10 114-65-99
149 11 115-65-100

128-135cm（NX JR 7 B73）　￥65,000＋税　　142-149cm（NX JR 10 B73）　 ￥75,000＋税
ROSSIGNOL ＞ HERO ATHLETE SL PRO (R20 PRO)

サイズ（cm） ラディウス（m） サイドカット（mm）
124 8.7 110-65-91 セパレートリフター付
131 9.6 110-65-91 セパレートリフター付
138 10.8 110-65-91 JR.RACE INTERFACE2 付

サイズ（cm） ラディウス（m） サイドカット（mm）
145 10.7 113-65-95 JR.RACE INTERFACE2 付
150 11.9 113-65-95 JR.RACE INTERFACE2 付

サイズ（cm） ラディウス（m） サイドカット（mm）
152 12 115-65-96

X12 TL GW　¥107,000＋税
SALOMON ＞ S-RACE SL FIS JR BINDING別　※推奨 　XCELL12 / RACE 10 TCX

124-131cm ￥60,000＋税　　138-150cm ￥65,000＋税

VÖLKL ＞ RACETIGER SL SPEEDWALL JR.WC

サイズ（cm） ラディウス（m） サイドカット（mm）
118 10.4 94-64-84
130 10.1 112-76-102

サイズ（cm） ラディウス（m） サイドカット（mm）
150 12.5 115-75-105
160 15 125-85-110

※160cm以外ビンディングセット 118cm ¥21,715＋税 130cm ¥25,755＋税
　150cm ¥26,260＋税 160cm（スキー単体） ¥50,500＋税

VECTOR GLIDE ＞NANO & NANA

サイズ（cm） ラディウス（m） サイドカット（mm）
135 8.9 114-64-97
140 9.7 114-64-97

サイズ（cm） ラディウス（m） サイドカット（mm）
145 10.5 114-64-97
150 11.3 114-64-97

※SX10 GW+Power Pro Plate9P.あり　　スキー単体 ¥62,000＋税
OGASAKA ＞ TC-JS

¥53,000＋税
サイズ：21.0/21.5～26.0/26.5cm 
フレックス：80

ATOMIC
REDSTER 
CLUB SPORTS 80LC

¥58,000＋税
サイズ：22.5～26.5cm(1cm刻み） 
フレックス：90/80

HEAD
RAPTOR 90S RS

¥55,000＋税
サイズ：22.5～27.5cm 
フレックス：90

DALBELLO
DRS 90 LC

¥52,000＋税
サイズ：21.5～28.5cm(0.5cm刻み） 
フレックス：90

LANGE
RS90 S.C.

¥60,000＋税
サイズ：22.5～27.5cm 
フレックス：90

SALOMON
S/RACE 90

¥58,000＋税
サイズ：22.5～27.5cm 
フレックス：90

FISCHER
RC4 PODIUM 90

¥53,000＋税
サイズ：21.5～27.5cm 
フレックス：90

NORDICA
DOBERMANN GP90

¥50,000＋税
サイズ：22.5-28.5cm 
フレックス：90

NORDICA
PROMACHINE J 90

¥43,000＋税
サイズ：22.0～26.5cm 
フレックス：80

REXXAM
LIVE-80

¥50,000＋税
サイズ：22/22.5～26/26.5cm 
フレックス：70

SALOMON
S/RACE 70

¥57,000＋税
サイズ：UK3～8 
フレックス：90

TECNICA
FIREBIRD R 90 SC

ATOMIC
REDSTER 
STI 90LC
¥59,000＋税
サイズ：
22.0/22.5～27.0/27.5cm 
フレックス：90

REDSTERシリーズにNEWラインナップ。93mmのラストでジュニアレーサーの足元をしっかり
支える。最小のボリュームフィットでホールド力アップ。ライバルたちに差をつけよう！
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＋ ＋

＋ ＋

＋ ＋

＋ ＋

＋ ＋

WEAR
GOLDWIN

DESCENTE

MIZUNO

成長する子供たちのためのサイズ調整機能のある本格派ウェア

PHENIX

ONYONE

Jr.GS Suit
¥43,000＋税 
サイズ：130～160cm 
カラー：全3色

Jr.Softshell 
Jacket
¥20,000＋税 
サイズ：130～160cm 
カラー：全4色

JUNIOR 
GS ONEPIECE
¥40,000＋税 
サイズ：130～160cm 
カラー：全2色

Jr.Softshell 
Half Pants
¥14,000＋税 
サイズ：130～160cm 
カラー：全4色

JUNIOR 
JETBARRIER 
HALF-PANTS
¥13,000＋税 
サイズ：130～160cm 
カラー：全1色

JUNIOR S.I.O 
SALOPETTE 40
¥27,000＋税 
サイズ：130～160cm 
カラー：全3色

Jr.Atlas 
Side Open Pants
¥23,000＋税 
サイズ：130～160cm
※サイドオープンパンツ、
サイズ調整機能『ノビッコ』 
カラー：全4色 

Phenix Team 
Jr.GS Suit
¥49,000＋税 
サイズ：130～160cm 
カラー：全3色

Jr. Team 
MIZUNO 
Racing Suit
¥49,000＋税 
サイズ：130～160cm 
カラー：全5色

Jr.GS 
RACING SUIT
¥49,000＋税 
サイズ：130～160cm 
カラー：全4色

Jr. Racing 
Short Pants
¥10,000＋税 
サイズ：130～160cm 
カラー：全4色

JAPAN Team 
Jr.Pants
¥23,000＋税 
サイズ：130～160cm
カラー：全5色

Jr.SHORT PANTS
¥17,000＋税 
サイズ：130～160cm 
カラー：全3色

Phenix Team 
Jr.Half Pants
¥12,000＋税 
サイズ：130～160cm 
カラー：全1色

Norway 
Alpine Team 
Jr.Full Zipped 
Salopette
¥26,000＋税 
サイズ：130～160cm 
カラー：全5色

Jr.Atlas Jacket
¥28,000＋税 
サイズ：130～160cm
※サイズ調整機能『ノビッコ』 
カラー：全3色 

JUNIOR 
JETBARRIER 
JACKET
¥19,000＋税 
サイズ：130～160cm 
カラー：全4色

JUNIOR S.I.O 
JACKET 60
¥30,000＋税 
サイズ：130～160cm 
カラー：全3色

Norway 
Alpine Team 

Jr.Soft Shell Jacket
¥18,000＋税

サイズ：130～160cm
カラー：全2色

Norway 
Alpine Team 

Jr.Jacket
¥30,000＋税

サイズ：130～160cm
カラー：全6色

Techshield 
Middler Jacket

¥20,000＋税
サイズ：130～150cm

カラー：全8色

Jr.BONDING 
JACKET
¥21,000＋税 
サイズ：130～160cm 
カラー：全5色

JAPAN Team 
Jr.Parka

¥30,000＋税
サイズ：130～160cm

カラー：全5色

LW FR

BK BK

SAJ

VBU VBU

ORG

BLK

BK

WT

ネイビー

BLUE

VOR

ミントSP

ライムグリーン

BLACK

BLACK

SI

BK

イエロー

ライムグリーン

VOR
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PROTECTOR

HELMET GOGGLE

GLOVES

GIRO
NEO JR
¥14,000＋税 
サイズ：S（52～55.5cm）,
M（55.5～59cm）
※ＭIPS搭載規格￥20,000＋税
カラー：全7色 

ALPINA
CARAT LE VISOR HM
¥22,000＋税 
サイズ：51～55,54～58cm
※バイザーレンズ
カラー：全4色 

ALPINA
MAROI JUNIOR
¥14,000＋税 
サイズ：53～57cm 
カラー：全4色

ATOMIC
LIVE SHIELD AMID JR
¥13,900＋税
サイズ：S,M,L
カラー：全1色

ALPINA
CARAT
¥11,000＋税 
サイズ：51～55,54～58cm 
カラー：全4色

ATOMIC
SAVOR VISOR JR
¥13,900＋税 
サイズ：S,XS 
※バイザーレンズ
カラー：全4色

BRIKO
VULCANO FIS 6.8 JR
¥24,000＋税 
サイズ：ＸＳ（48～52cm）,
Ｓ/Ｍ（53～62cm） 
カラー：全7色 

BRIKO
VULCANO 
” FIS RB LVF6.8” JR
¥32,000＋税 
サイズ：ＸＳ（48～52cm）,
Ｓ/Ｍ（53～63cm） 
カラー：全1色

POC
POCITO SKULL
¥20,000＋税 
サイズ：XS-S（51～54cm） 
カラー：全4色

UVEX
manic pro
¥9,000＋税 
サイズ：54～58cm 
カラー：全4色

POC
Forearm COMP Jr
¥20,000＋税 
サイズ：ONE SIZE 
カラー：全1色

LEKI
SHIN GUARD 
4RACE JUNIOR
¥17,500＋税
サイズ：32㎝ 
カラー：全1色

Matte Deep Orange

ネオンイエロー

カリー/グレイマット

ホワイト/フラミンゴマット

ハッピーフラワー

Red

Fluorescent Pink

Fluorescent Yellow/
Green

Skyline

ナイトブルー

チャコール/
ネオンマット

レッド/スカルマット

シャイニースカイブルー オレンジフロー シャイニーシルバーブルー/ゴールド

Red

POC
Shins Classic Jr
¥11,000＋税 
サイズ：ONE SIZE 
カラー：全1色

POC
Forearm Classic Jr
¥9,000＋税 
サイズ：ONE SIZE 
カラー：全1色

POC
Shins COMP Jr
¥26,000＋税 
サイズ：ONE SIZE 
カラー：全1色

Hydrogen White Hydrogen White Uranium Black

Uranium Black ブラックネオン

ピンクマット

GIRO
LAUNCH
¥10,000＋税 
サイズ：XS（48.5～52cm）,
S（52～55.5cm） 
カラー：全8色

Matte Deep Orange
Dinosnow

Matte Glacier Rock

Matte Midnight/
Shock Blue

GIRO
GRADE
¥8,000＋税 
カラー：全9色

LEVEL
WORLDCUP CF 
MITT
¥21,800＋税
サイズ：4/8 
カラー：全1色

GIRO
REV
¥6,000＋税 
カラー：全11色

UVEX
Slider FM
¥8,900＋税 
カラー：全4色

眼鏡
対応

HEARTS

DINOSNOW

アンスラサイト

ホワイト

シアン

ピンク

BLUE ROCK

MICRO DAISY UVEX
Slider LGL
¥6,300＋税 
カラー：全4色

¥9,000＋税 カラー：全4色

ALPINA
PHEOS JR.HM&M

ALPINA
SPICE
¥6,300＋税 
カラー：全4色

ALPINA
CHALLENGE S 2.0 DH
¥6,400＋税 
カラー：全2色

眼鏡
対応

眼鏡
対応

ALPINA
SCARABEO JR.DH
¥5,900＋税 
カラー：全4色

HESTRA
Czone 3-Finger Jr
¥7,000＋税 
サイズ：3/4/5/6/7
カラー：全5色

LEVEL
WORLDCUP CF
¥22,800＋税
サイズ：4/8 
カラー：全1色

RACE RACE

REUSCH
RJ GS
¥16,000＋税 
サイズ：5.0/6.0/7.0 
カラー：全1色

RACE

REUSCH
RACE TRAINING 
R-TEX XT JR
¥12,500＋税 
サイズ：5.0/6.0/7.0 
カラー：全1色

RACE

REUSCH
RS JUNIOR
¥11,500＋税 
サイズ：4.0/5.0/6.0 
カラー：全2色

RACE

REUSCH
RJ LOBSTER
¥11,500＋税 
サイズ：4.0/5.0/6.0 
カラー：全2色

RACE

REUSCH
BAXTER GTX JR
¥6,300＋税 
サイズ：4.0/5.0/6.0 
カラー：全3色

REUSCH
TORBY R-TEX XT 
JR LOBSTER
¥5,500＋税 
サイズ：4.0/5.0/6.0 
カラー：全3色

GOER-TEX

ブラック/カリー ホワイト ピンク ライトブルー

ローズ

LEKI
WORLDCUP 
RACE FLEX 
S JUNIOR
¥17,000＋税 
サイズ：5.0/6.0/7.0 
カラー：全1色

LEKI
GRIFFIN S JUNIOR
¥7,000＋税 
サイズ：5.0/6.0/7.0 
カラー：全1色

GOLDWIN
Jr.Racing Glove
¥9,800＋税 
サイズ：JS/JM/JL 
カラー：全2色

RACE
フルレザー

LEKI
WORLDCUP 
RACE COACH FLEX 
S GTX JUNIOR
¥14,500＋税 
サイズ：5.0/6.0/7.0 
カラー：全1色

RACE
GOER-TEX RACE

ブラック/
アイスレモン

ブラック/
アイスレモン

YELLOW

ホワイト ブラック/
ホワイト/

ネオングリーン

ブラック ホワイト ドレスブルー/
ネオングリーン

ブラック/
インペリアルブルー/

バーチュラボタン

YELLOW

Navy/Turquoise Fuchsia/Ivory

ブラック/
アイスレモン

W

ブラックトランスパレント ライム ローズ
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UVEX boost  your eyesuvex colorvision uvex colorvision
A thrill for your eyes – with 
the innovative single lens.

BLIZ

ATOMIC

UVEX

Ｆ：Red
Ｌ：Red HD

F：ブラックマット
L：オレンジ／オレンジ

F：Matte White
L：NanoOptics Brown/Rose-gold multi 

「FUSION DOUBLE LENS」の略のこの
レンズは、まさにダブルレンズがFUSION! 
1枚に合わさった画期的なダブルレンズ構
造。ラミネートでつなぎ合わせたレンズは
ダブルレンズ内の反射を防ぎ、クリアな視
界は当然のこと、レンズ曇りも気にならな
い。まさに驚きのレンズ！

FDL LENS

独自の曇り止めフィルムがラミネートされ
たシングルレンズ。多くの機能を持ったハ
イテクノロジーシングルレンズです。(ハイ
コントラスト・歪み補正・防キズ加工・撥水
加工など)

Nano Optics LENS

F：Black
L：Green HD

F：ライムマット
L：ブルー／グリーン

コントラストを向上させるカラーフィル
ターを採用したレンズテクノロジー。荒れ
た天候でも、雪が降っていても、太陽が輝
いている時でもクリアな視界を確保する。

カラーヴィジョンテクノロジー

colorvision グリーン

colorvision イエロー

colorvision オレンジ

F：Matte Black
L：NanoOptics Light Orange/blue multi

近代的で高級感のあるデザインと
快適なインナーライニングが特徴
のヘルメット。ファッショナブルなス
キーヤーに最適。

スペアレンズ付き

COUNT 360°HD RS
¥33,900＋税

次世代ダブルレンズと語るフュージョン
ダブルレンズ（FDL）。シングルレンズ特
有のクリアな視界が好評。RSにはさらに
2枚のスペアレンズが付属。 1:YELLOW 
BLUE HD EXTRA / 2:CLEAR LENS

コントラストシングルレンズ

downhill2000 CV
¥21,000＋税

UVEX初のコントラストレンズにしてシングルレ
ンズ。3種類のベースレンズは天候に合わせて
チョイスしてください。曇り止めコートも強め、
シングル特有のクリアな視界がおすすめ！！コントラストシングルレンズ

ハイコントラストのシングルレンズで、レンズ内側
の曇り止めラミネートフィルムがゴーグルの視界
を確保。日本人の顔に合わせやすい可動式ノーズ
パットも特徴。クリアな視界は一見の価値あり。

SWITCH
¥25,000＋税

コントラストシングルレンズ

COUNT 360°HD
¥23,900＋税

コントラストシングルレンズ

athletic CV
¥15,000＋税

コントラストシングルレンズ

コントラストを向上させるレンズのカラーフィルターにより、 
uvex colorvision は困難な斜面でも果敢なアタックを可能に
し、ユニークなライディング体験へと導いてくれます。
荒れた天候でも、雪が降っていても、太陽が輝いている時でもこ
れまで以上にあらゆるスロープを最大限に体験してください。

uvex colorvision レンズのカラーフィルターは、
柔らかく拡散する光の中でも、コントラストを高めてくれます。
また、革新的なシングルレンズ構造により、曇り止め技術が向上し、
広い視界を実現しました。

［最大15％の視野の拡大］

［コントラストの向上］

［更に向上したくもり止め
コーティング］

UVEX primo
¥23,000＋税
52-55,55-59cm
ハードシェル構造

快適なフィッティング性能に加え、軽量な
がらも衝撃に強い+technology素材を
使用したハイパフォーマンスモデル。

UVEX p1us 2.0
¥18,500＋税
52-55,55-59,59-62cm
ハードシェル構造

ミントマット

オレンジ/ブルーマット

プロセッコメタリックマット

オリーブマット

ブラックピンクマット

ストラトメタリックマット

ホワイト/ライムマット

ネイビーブルーマット

ピンクマットプロセッコ
メタリックマット

Enhanced contrast for a more precise vision

400 % anti-fog compared to the norm

An up to 15% bigger field of vision

レディースおすすめ

シングルレンズでありながら曇りにくく、
さらにはコントラストレンズの機能を持つ視認性の良いレンズが登場。

シングルレンズ特有のクリアな視界は一見の価値あり！！！

シングルレンズの進化
※

※コントラストレンズ
レンズが光の波長をコントロールし、コントラストを強め視認性を高めてくれるレンズ。
景色の色調を強めたり、明暗がシャープに見えるようになることで斜面の凹凸が見やす
くなります。防眩性もあり、天候の変化にも幅広い対応力を持っています。

GOGGLE LENS
ACCESSORIES
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GIRO

GIRO WOMEN'S

MARKER

ANON

SMITH

F：Bohemian
L：Sonar Bronze/Sonar Infrared

F：Red Element
L：VIVID Ember

F：Midnight Peak
L：VIVID Copper

Matte Bright Red

Matte Charcoal Hannah Eddy

F：HANNAH EDDY
L：VIVID Royal

F：TITANIUM ZAG
L：VIVID Pink

Matte Black/Bright Pink

Metallic Iceberg/Black

F：The North Face/Blue
L：CP Everyday Green Mirror/CP Storm Rose Flaxh

F：Black
L：Sonar Green/Sonar Blue

F：Black Zag
L：VIVID Copper

F：Viva La VIVID
L：VIVID Royal

F：Red Rock
L：CP Everyday Red Mirror/CP Storm Rose Flaxh

F：ブラック
L：グリーンプラズマミラー

4つのマグネットポ
イントでゴーグルと
フェイスマスクが連
結して隙間を完全に
塞ぐことができる。

MFIテクノロジー
（マグネット式フェイスガード）

ビックサイズレンズで抜群の視界の広さ。ボ
タン一つでレンズ脱着が可能なSnapshotシ
ステム。GIROゴーグルのハイエンドモデル。

マグネットによるクイックチェンジシステムで
レンズ交換のストレスを解消。

前方の通気口から空気を取り込み、熱気と湿気
をヘルメット外部へ効率よく排出してくれる。 長年GIROの定番モデルだったNINEシリー

ズの後継モデル。アジアンフィットを採用し
より日本人に合いやすいようリニューアル。

9か所のマグネットによりレンズを
確実に固定。レンズ交換も非常に
容易でわずらわしさを排除。

WOMEN’S SYNC
¥19,500＋税

新しいマグネット式交換システムを採用。フ
レームサイズ、デザインともに女性におすすめ。
ヘルメットとのデザイン合わせも楽しめる。

スペアレンズ付きコントラスト
Women アジアンフィットマグネット

Contact
¥40,000＋税

スペアレンズ付きコントラスト
マグネット

Axis
¥29,000＋税

JACKSON MIPS
¥28,000＋税
S/M/L/XL　※S、XLサイズはカラーが限定

NEO
¥18,000＋税
¥22,000+税(MIPS搭載モデル)
S/M/L　※Sサイズはカラーが限定

スペアレンズ付きコントラスト
マグネット

SQUADRON+
¥23,000＋税

スペアレンズ付 ゴーグルケース付 マグネット

眼鏡対応

I/O MAG XL 
¥37,000＋税

The North Faceとのコラボモデル。I／O MAGを
サイズアップし眼鏡対応にもなった。SMITHテクノ
ロジーをつぎ込んだハイエンドモデル。

※モデルカラーにより価格が異なります。

スペアレンズ付きコントラスト
マグネットTNFオリジナルケース付 眼鏡対応

AxisのWomen'Sモデル。ベルトの華やかさは
Women'Sヘルメットと相性抜群。

ELLA
¥29,000＋税

スペアレンズ付きコントラスト マグネット 眼鏡対応
ミドルサイズのゴーグルを探している女性におすすめ。
コントラストレンズを採用しているので、視認性も抜群。

FACET AF
¥22,000＋税
コントラスト 眼鏡対応

M4 TORIC
¥35,000＋税

CYLINDRICAL（平面レンズ）とTORIC
（球面レンズ）という異なるシェイプのレ
ンズを装着可能。

スペアレンズ付きコントラスト
アジアンフィットマグネットMFIフェイスマスク付

ネオプレーンボックス付き

クラリティーミラー付き
（悪天候用レンズ）

マグネットの磁力でレンズをフレームへ自
動的にガイドし、独自のロッキングシステ
ムで外部からの衝撃や捻れに対応しレン
ズを完全固定。転倒時も両サイドのレンズ
ロックが完全にレンズを固定。レンズ交換
時にはどちらか片方のロックをつまむだ
けで開放できる。

デュアルロッキングメカニズム

レンズ交換はマグネット方式を採用してい
るため、片手で簡単に行なえる。

マグネットレンズ交換

レンズ下部を湾曲させた驚きのレンズ。4D 
MAGのバードアイビジョンは、ゴーグルに
おける視界の限界を追求し、I/O MAGと比
べ視野を25％拡大させている。今まで見え
なかった死角を捉えることができる。

BIRDSEYE VISION

19/20 Snow Collection   5

NEW

4D MAG™

ChromaPop™

フォーディー マグ

I/O MAG

4D MAG

25% INCREASE

LEVER

LENS
LOCK

INTRODUCING 4D MAG™

Featuring BirdsEye Vision™ with ChromaPop™ lens technology.

¥44,000（本体価格)
ハードケース付属

¥44,000（本体価格)
ハードケース付属

¥44,000（本体価格)
ハードケース付属

¥44,000（本体価格)
ハードケース付属

レンズテクノロジーの常識を変えるバードアイビジョンで今まで見えなかった死角を
視界に入れる４D MAG™。 I/O MAG™ の視界を25％拡大させたバードアイビジョン
と世界最高の視界を支えるクロマポップレンズがクリアで今までにない広い視界を
確保する。フォグフリービジョンを可能にするAirEvac™ 機能でヘルメットとの究極な
インテグレーション。SMITH MAG レンズチェンジシステムを搭載したロッキングシ
ステムはフレームと一体化しているアウトリガーに配置させレンズを確実に固定する。
片方のロックを押すだけで簡単にレンズを外せるため天候やコンディションの変化に
応じて瞬時にレンズを交換できる。視界の限界を超えたバードアイビジョンと機能が
詰まった４D MAG™ で新感覚の視界を楽しもう。クロマポップレンズ2 枚標準装備。

BIRDSEYE™ VISION
4D MAG™ のバードアイビジョンは、ゴーグルにおける視界の限
界を追求し、I/O MAG™ と比べ視野を25％拡大させた。今まで
見えなかった死角を捉えることができる。

CHROMAPOP™ LENS TECHNOLOGY
視界が広がれば滑りの幅も広がるだろう。スミスが誇るクロマ
ポップレンズと４D MAG™ のバードアイビジョンで、史上最高に
広く鮮明な視界を実現。今まで以上に激しく、クイックにそして
長く自分のライディングスタイルを変化させることができる。

SMITH MAG™
独自のレンズロッキングシステムを両サイドのアウトリガーに
配置。転倒時にもレンズを確実に固定する。レンズ交換には左
右どちらかのロックを押すだけで簡単にレンズを外せるため、天
候やコンディションの変化に応じて瞬時にレンズを交換できる。

CHANGE

Red Rock
CP Everyday Red Mirror / CP Storm Rose Flash

Black
CP Sun Platinum Mirror / CP Storm Rose Flash

Spray Camo
CP Sun Green Mirror / CP Storm Rose Flash

White Vapor
CP Sun Platinum Mirror / CP Storm Rose Flash

レンズ 2 枚付属で全天候対応 眼鏡対応
Change is easy　レンズ交換が一瞬で可能な
インター・チェンジブルシステムを搭載CHANGE

Interchangeable series

MIPS
MIPS（多方向衝撃保護システム）とは、一定の衝撃の際に頭へ
の保護能力を高めることのできる一歩進んだヘルメットテクノ
ロジーです。３ つのコンポーネントで構成され、インテリア
フォームライナーが頭の周りをスライドして動くことで、伝わ
る衝撃（回転エネルギー）を減少させることを可能にします。

Multi-Directional Impact Protection System

低摩擦ライナー

エラストメリック
付属システム

シェル＆インテリア
フォームライナー

セルフロケーティング
マグネット

ピン

ボタン一つでレンズの取り外しが可能。

一定の衝撃の際に頭への保護能力を高
める技術。３つのコンポーネントで構成さ
れ、インテリアフォームライナーが頭の周り
をスライドして動くことで、伝わる衝撃を減
少させる。

マグネット式でレンズ交換が素早くできる。

Snapshot

MIPS（多方向衝撃保護システム）

クイックチェンジ

インモールド構造 MIPS

JACKSONのWomen'Sモデル。女性
向けのディテールとインナーパットの
柔らかさが人気のモデル。

TERRA MIPS
¥28,000＋税
S/M

インモールド構造 MIPS

インモールド構造 アジアンフィット

NEOのWomen'Sモデル。軽量で被りやすいので
ヘルメットのエントリーユーザーにもおすすめ。

AVERA AF
¥18,000＋税
¥22,000+税(MIPS搭載モデル)
S/M  ※カラーによりMIPS搭載モデル限定
インモールド構造 アジアンフィット

スペアレンズが付属しているが、交換したことのない方におすすめのゴーグルです。
ワンタッチでレンズ脱着が可能で簡単にレンズ交換ができます。

天候に合わせてレンズ交換を楽しんでみませんか。

マグネットによる
簡単レンズ交換システムが急増。

ゴーグルをかけながら
付け外し可能

4D MAG
¥44,000＋税

スペアレンズ付きコントラスト マグネット眼鏡対応

スノースポーツのこと
だ け を 考 えて A n o n
とZ E I S S が 開 発 し た
SONARレンズ。ハイコン
トラスト＆ハイデフィニ
ションで地形の奥行きや
凹凸を認識しやすい。

ZEISS製ハイコントラスト
SONARレンズ

レンズ交換方法はこちら

MAGNET GOGGLE
ACCESSORIES
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ALPINA

SWEET PROTECTION

SWANS

OAKLEY

ネイビー×レッド

Blackout

Racing Blue

カシスマット

クリストファーセン

Factory Pilot MatteBlack

White

フラミンゴマット

グレイ／カリーマット

ブルー×グレイ

マットグレイ

F：Matte Black
L：RIG Topaz

F：グレイ／カシス
L：HM ピンク S2

F：カリー
L：HM ゴールド S2

F：ブラック×グレイ
L：MITレッドミラー×ライトスモーク調光

F：Mikaela shiffrin sig F：MarkMcMorris sig

FLIGHT DECK XM
¥28,000＋税 ※モデルカラーにより価格が異なります。

FALLLINE XL
¥27,000＋税 ※モデルカラーにより価格が異なります。

一般スタイルからバックカントリーなど幅広く
使えるスタイリッシュなモデル。ベンチレーショ
ンも多く、通気性抜群。

WCチャンピオン ミカエラシフリンモデル。女性にも合いやすい
ミドルサイズでありながら、存在感たっぷりのエースモデル。

OAKLEY“LINE”シリーズにさらにラージサイズ登場。視界の広さ
はもちろん日本人向けのパフフォームは顔当たりも抜群。

Clockwork
¥26,000＋税 
※スペアレンズ付きモデル（￥30,000+税）

SweetProtectionゴーグルの中で一番視
野の広い“CLOCKWORK”。特徴はハイコ
ントラストの“RIG Lens”。歪みをなくした
Toricレンズで視界もかなりクリア。ダブルレ
ンズ内の気圧調整にGORE®を使用してい
るのは驚き！！

コントラスト

コンパクトサイズのゴーグルだが
視界も広く、顔当たりも良い。女性
におすすめのモデル。

ESTETICA HM
¥16,500＋税 

コントラスト

ゴーグル内部にたまる飽和水蒸気をスポ
ンジのようにレンズ表面が吸収することで
くもりを制御する技術。レンズは乾くと吸
収力が再生するため、高い曇り止め効果
を維持する。〈PREMIUM ANTI FOG〉は
その吸収力を2倍に高めた、高性能な曇り
止め技術。

PREMIUM ANTI FOG テクノロジー

RL-C/MDH-SC-MIT-PAF
¥30,000＋税

ミラー層をレンズで挟んだMITレンズ。ミラーレンズ
の割に明るく天候が崩れても使える。

調光レンズ
HSF-230
¥20,000＋税
M(53-58),L(58-62)
ハイブリッド構造

MOD1
¥13,000＋税
S/M/L

フリースタイルをベースとした
新たなMODシリーズ。幅広な形
状で日本人にも被りやすいモデ
ルになっている。

インモールド構造

ALBONA
¥15,700＋税
53-57

空気が流れやすいようにヘルメット内部に
溝があるエアチャネル構造で蒸れを軽減。イ
ンモールドタイプの軽量レディースモデル。

Womenインモールド構造

MOD5
¥27,000＋税
S/M/L

「OAKLEY」ロゴを側面にデザ
インした限定モデル。前方のブ
リム（ひさし）をゴーグルに合
わせて変更可能。ゴーグルとの
フィッティングのこだわりがあ
るOAKLEYイズムの現れだ。

ハイブリッド構造 数量限定

Volata
¥36,000＋税
XS/S(50-53),S/M(53-56),M/L(56-59),L/XL(59-61)

上部にカーボンを内蔵しレース中の転倒衝
撃から頭部を保護するFIS規格承認モデル。
1920シーズンからSAJ公式用具に。

紫外線量に反応してレンズの明るさが変
化する技術。降雪・降雨・曇天から晴天ま
でのあらゆる天候でレンズの明るさを自
動的に調整する。紫外線量が多いほどレン
ズカラーが濃くなり、紫外線量が少なくな
るにつれてレンズカラーも薄くなる。なか
でも、SWANSのフォトクロミック・テクノロ
ジーは、「色の変化が速い」「少量の紫外
線に反応する」のが特徴だ。

フォトクロミック・テクノロジー

プリズムレンズは従来のレンズに比べ、コ
ントラストが高く、視認性が上がるため、よ
り幅広い天候、明るさのコンディションに
対応する。

PRIZM LENS TECHNOLOGY

圧倒的な視野を確保する球面レンズ。地
形を判断するために必要な光線のみを透
過するハイコントラストレンズで、歪みを
徹底的に排除し、高い耐衝撃性を誇る、硬
度の高いポリカーボネイト素材を採用。ダ
ブルレンズ内の気圧を一定に保つために
Gore-Texの技術も使われている。

Sculpted Toric Lens

□

GO
GG

LE
 1

2

BIG HORN HM ¥18,500（税別）

ESTETICA HM ¥16,500（税別）

球面のミラーレンズを採用したBIG HORNは、フレ
ームサイズが大きく、リムレスデザインにより180°を
超える広い視界を確保できます。スキッドグリップの
付いたフレキシブルなストラップはヘルメットにしっか
りとフィットします。

インナーレンズに採用される
ハイコントラスト・オレンジカラーは、
雪上でのコントラストを高めて視界を快適にします。

アウターレンズは、ミラーカラーにより
遮光プロテクションレベルが異なる
天候にあったレンズカラーが用意されています。

コンパクトタイプの球面ミラーリムレスデザイン。
ESTETICAは見た目のクールさだけではありません。
視界も広く、フレキシブルなヘッドバンドとスキッドグ
リップによりしっかりとヘルメットにフィットします。

グレイ/カリー
A7207.8.21 　レンズ：HM ゴールド S2

グレイ/カシス
A7246.8.21 　レンズ：HM ピンク S2

ホワイト
A7207.8.14　レンズ：HM グリーン S3

カリー
A7246.8.41　レンズ：HM ゴールド S2

ブラックマット
A7246.8.31　レンズ：HM レッド S2

パールホワイト
A7246.8.13　レンズ：HM マンダリン S2

ブラックマット
A7207.8.36　レンズ：HM ブルー S2

 180°+ 
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VENTING SYSTEM
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LENS

VENTING 
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〈HM〉

インナーレンズに採用されるハイコントラ
スト・オレンジカラーは、雪上でのコントラ
ストを高め視界を快適にする。

アウターレンズは、ミラーカラーにより遮
光プロテクションレベルが異なる天候に
あったレンズカラーが用意されている。

HICON mirror
HICON

mirror

日本人の平均的な頭部形状をもとに設
計。各種調整機能を含め、日本人の頭に
合い、なおかつ快適に被れるようなフィッ
ティングを提供する。

ジャパンフィットテクノロジー

■ 国内・ジャパンフィットモデル
■ 海外モデル

F：パールホワイト
L：HM マンダリン S2

インナーシェルは、高度に膨らませた発泡スチ
レン樹脂素材からなり、粒状素材により衝撃
を吸収・減衰させる。

丈夫なポリカーボネイト素材のシェルと衝撃
吸収性に優れた〈HI-EPS〉素材を圧着する
インモールド製法で、強度と軽量化を実現。

HI-EPS

INMOLD

Trooper II SL MIPS TE
¥46,000＋税
S/M(53-56),M/L(56-59),L/XL(59-61)

上部にカーボンファイバーを搭載した
2ピースシェル構造。

コントラスト 眼鏡対応 コントラスト 眼鏡対応

MIPSハードシェル構造 チンガード付属
ハードシェル構造 チンガード別売



SGL/CML

LDT/NV

Valcan
¥17,000＋税 
US LS XS～US L

3本指のミトンでGore-Texを採用し
たJAPAN LIMITEDの新しい商品！

3本指ミトンタイプ

インナー別離

Bocco
¥17,000＋税 
US LS XS～US L

甲のファスナーから指先を開放で
き、細かな作業を容易できるところ
も人気。

ミトンタイプ
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LEVELSWANYHESTRA REUSCH

POC

SALOMON
DARK KYANITE BLUE

CAFÉ RACER

ホワイト/ブラック/ファイアーレッド

ホワイト/ブラック

blue grey

ブラック

CAFÉ RACER

LEAD BLUE

Nt.Brown/Off White

Black/Tan

インモールド構造
に なった 新 し い
OBEX。より軽量
になり、頭への負
担も軽減。

HENRIK KRISTOFFERSEN
¥18,000＋税
7.5-9.0

クリストファーセン着 用グ
ローブ。柔らかいシープスキ
ンを使い、手の平側にはグ
リップの良い防水機能素材
を採用し、保温性も高い。

REUSCH 
RACING SPIRIT
¥23,000＋税
6.5-9.0

リニューアルされたRS。厳選さ
れたキメの細かい高級レザー
を使用し、細部までこだわった
製法の最高級モデル。リストの
ホールド感がアップ。

人気向上中、POC
のメインモデル 。
SPIN内蔵。

3-Finger 
Full Leather Short
¥15,000＋税 
4-10

王道のグローブのショートカフタイプ。
カラーも増えて今年も人気間違いなし！

3本指ミトンタイプ

Vertical Cut Czone
¥19,000＋税 
6-10

グリップ感もよく、やっぱり5本指！
という方へおすすめのグローブ。

F：Lead Blue
L：Spektris Orange

F：CAFÉ RACER
L：ML BLACK/ML LIGHT BLUE

F：CAFÉ RACER
L：SIGMA BLACK GOLD

F：Ametist Purple
L：Spektris Blue

F：Fluo Orange
L：Spektris Blue

〈SPIN〉（Shearing Pad Inside）はヘルメッ
ト内部に独自開発のインナーを配置し、斜め
方向からの衝撃を軽減。従来のローテーショ
ンプロテクションと異なり、間接的なパッドをな
くすことでよりシンプルで軽量に。

SPIN

全日本技術選手権大会で佐藤栄一選手
（総合2位）が使用。

かつてのiris Xを感じさせるNEWモ
デル。柔らかめのフレームで、顔当た
りも良いゴーグル。

OPSIN CLARITY
¥20,000＋税

コントラスト

XT ONE SIGMA
¥26,000＋税
石井スポーツ限定 コントラスト

OPSIN CLARITY COMP
¥23,000＋税

コントラスト スペアレンズ付

LO FI
¥16,000＋税

石井スポーツ限定 スペアレンズ付

OBEX PURE
¥20,000＋税
XS/S,M/L,XL/XXL
インモールド構造

OBEX SPIN
¥25,000＋税
XS/S,M/L,XL/XXL

SPINハイブリッド構造

BRIGADE+
¥14,000＋税
S(53-56),M(56-59),L(59-62)

石井スポーツ限定ハードシェル構造

S/RACE INJECTED
¥20,000＋税
S(55-56),M(56.5-57.5),L(58-59),
XL(59.5-60.5),XXL(61-62)

石井スポーツ限定ハードシェル構造

モダンでエレガントなレディス
デザイン。メイン素材のシープ
スキンはとても柔らかく、保温
性の高いPrimaLoftも採用し
た快適なグローブ。

REUSCH THAIS 
¥12,000＋税
6.0-8.0

EVOLUTION GORE-TEX®

¥14,000＋税
7(S)～10(XXL)

Gore-Tex採用の防水性・透湿性に優れたグローブ。
標高3000ⅿに対応した保温性の良いグローブで握
りやすさも兼ね備えた万能な一品。

5本指タイプ

Photo_HIROSHI SUGANUMA

O P S I N のレーシング モデル 。コントラストを 強 め た
“CLARITY COMP”仕様で、瞬時の判断が必要とされるレー
スシーンで斜面の変化を視認しやすいレンズとなっている。

Mt.石井スポーツ限定 CafeRacerスタイル

SAJ31承認第00485号

SAJ31承認第00487号

5本指タイプ

5本指タイプ 5本指タイプ

5本指タイプ

Women



CALIFORNIA

ARCADE

MOONRISE
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C3fit Ti22 SHIELD

CW-X GOGGLESOC

JAO731
¥9,500＋税
M,L,LL

HZY309
¥18,000＋税
S,M,L

HTY198
¥6,600＋税
※EFサイズ　￥6,900+税
詳しくは自社サイズQRコードで

JYURYU HOT GENERATOR 
REVOLUTION TYPE

GENERATOR HOT

HTY057
¥4,600＋税
詳しくは自社サイズQRコードで

HZO609
¥18,000＋税
S,M,L

JAY231
¥9,500＋税
S,M,L

JAO731
¥9,500＋税
M,L

JAY231
¥9,500＋税
S,M,L

HZO739 
¥18,000＋税
S,M,L

Advance Warm High Neck Long Sleeves 

Advance Warm 3/4 Tights

¥7,000＋税

¥6,200＋税

HZY239
¥18,000＋税
S,M,L

Comfort Work-out Bra
¥3,500＋税
S/M/L

Mesh Sports Bra
¥5,200＋税
SAB/SCD/MAB/MCD/MEF/LAB/LCD/LEF

Advance Warm

吸汗速乾 防菌防臭UVカットストレッチ

吸汗速乾 防菌防臭UVカットストレッチ

Women

Women

Women

Women

Women

Women

Mens
Mens

Mens

Mens

Men's

Men's

BL BL

BL

MAPLE

7TH HEAVEB

HUSKY NISEKO

ROSES

RAVE CAT

SPLITHAWAIAN

DEER

SPICY BAD KITTY

CAMO

AURORA

ANGRY HAKUBA

SNOWFLAKE

GALACTIC

PANDA NOZAWA

POW! BEER

BL

BL OBBR WH

BU

KO

BK

BK

BK

BK

KO

RE RP

19春夏のみ

Mt.石井スポーツではゴーグルレンズ・サングラスのチタンコーティング施工サービスを開始します。ヨー
ロッパでコーティングシェアNo.1“Ti22 SHIELD”は、驚きのキズ防止コーティングで二酸化チタンのナノ
粒子からなる極薄0.001mmナノテクノロジーコーティングです。いつの間にかゴーグルにキズが入って
しまった経験はないですか？ そういった擦り傷、転倒キズなどに効果絶大。レンズをキズから守ります。

1819シーズンより密かに話題に上がっていたゴーグルレンズ保護用カバー。
お気に入りデザインを見つけてみよう。

石井スポーツ各店にて
施工サービスを実施中。
ご興味ある方は動画にて確認ください。

バストにフィットするカップ構造。
前後のセンターホールが通気性と
ズレ上がりを軽減。

5方向テーピングサポート機能でバ
ストのユレを分散。肩負担の軽減や
肩甲骨の動きを妨げにくい工夫な
ど着け心地の軽いスポーツブラ。

「きつくて苦しい」というスポーツブ
ラのイメージを一新！

サイズ表は
右記QRコード

裾オーバーロック

動く人のブラ(内蔵成型)

スポーツブラ

SPEEDモデル(5方向サポート)

生地が伸縮して発熱する革新的素材。汗でぬれた状態でも体を動かすことで発熱し、汗冷えを軽減。
吸汗速乾性も優れ、高いストレッチ性と3D設計で動きを妨げにくい構造。足首部分の重なりが気に
ならない3/4丈のタイツはハイソックスとのセットアップがおすすめ。

Mesh Sports Braはバストをつぶさない
独自の立体設計で、バストラインをきれい
に見せながらも、ユレを抑えるC3fitの定
番スポーツブラ。発汗時のムレを抑え速乾
性にも優れている。

特殊な機能糸と生地設計を組
み合わせ、ウェアが伸縮を繰り
返すと発熱する仕組み。濡れに
関係なく、身体を動かすことで
何度でも発熱し、生地が25度
になると発熱が止まるため、高
温になりすぎない。

縫目が少なく、擦れやあたりが気にならな
い編み立て成型タイプのスポーツブラ。高
い伸縮性でフィット感と運動追従性に優
れ、面でしっかりフィットするので、バスト
をしっかり包み込む。

伸びて発熱するインナー

BG

K

Z

S/M/L/XL S/M/L

S/M/L/XL S/M/L
Women's

各¥1,800＋税

施工料金：￥3,500+税
施工時間：15分程度
（混雑の状況によりお待ちいただくことがございます）

Women's



S.I.Oコンセプト採用のインシュレイテッドジャケット＆パンツ。ジャケット
は、より美しい滑りを追求するための構造と、異素材カラーブロックが特
徴。レーシングスーツをヒントに開発したデサント独自のS.I.Oパターンに
より、腕が動かしやすく滑走中も快適だ。ヘルメット対応のフーデット仕様
により、ヘルメット着用でも全体のシルエットを綺麗に見せることができ、
スタイリッシュな印象を与えられる。保温素材の「ヒートナビ」を搭載。パン
ツは、保温性がとても高く、パウダースノーが衣服内に入りにくいビブパン
ツ仕様に。胸からウエストにかけてのサイドファスナー付きで着脱がしや
すいのが特徴のひとつ。また、ウエスト部分を締め付けないシルエットが
滑走中も快適な着心地を提供する。ポケットが4つ装備され、小物などの
収容力が高い。

とても動きやすいウェアは、
快適な着心地も兼ね備えている

S.I.O コンセプト採用のインシュレイテッドジャケット＆パンツ。ジャケット
は、肩から上腕にかけてのシルエットが綺麗に出るように開発された3D
エンボスディテールにより、より美しい滑りが追求できる。また、4WAYス
トレッチ素材とS.I.Oパターンとの融合により一層の動きやすさを実現。袖
先部分にカラー切替えを設け、滑走時の腕の構えを強調させパフォーマン
スを最大限に引き出すことを可能にしている。デサントの定番機能である
保温素材「ヒートナビ」を搭載。パンツは、美しい滑りを追求し滑走中の脚
のラインを長く見せる視覚的効果を狙い、内膝下にかけてのカラーブロッ
ク処理が特徴だ。脚の曲げ伸ばしを妨げないシルエットにより、ストレスな
くターンポジションに入ることができる。裾後部のインナースパッツにクッ
ションパットを取付け、リフトによる生地のダメージを緩衝できる仕様に仕
上げている。

優れた運動性と、美しさを追求するために
デサントのテクノロジーを凝縮

Skier_Ayumi KANEKO
Photo_Hiroshi YATABE

Skier_Yui SUNOHARA
Photo_Hiroshi YATABE

SAJ31承認第00440号

SAJ31承認第00437号

SAJ31承認第00438号

Ayumi’s voice
ジャケットは、肩に施されたエンボス加工が、無地ベースのデザインの中にアクセン
トを加え高級感を出しているのが結構お気に入りです。そして、グローブを着けたま
ま片手で袖口の締め付けができるイージーリストアジャスターが、思いのほか便利。
フロントファスナーは、２段階(デュアルジップ)になっているので、温度変化に対応
したレイヤリングがストレスなくできます。パンツは、脚の曲げ伸ばしを妨げないゆ
とりのあるシルエットで、素材もよく伸びるので、ストレスのない滑走ができます。そ
して、カラーブロックの視覚効果で、滑走中の脚のラインがきれいに見えます。

Photo_Hiroshi YATABE
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DWUOJD53
¥35,000+税
SSS～XO-77
全4色

DWUOJD51
¥39,000+税
SSS～XO-77
全7色

DWUOJK53
¥53,000+税
SSS～XXO
全4色

DWUOJK51
¥40,000+税
SSS～XXO
全6色

長らく日本だけに留まらず世界のスキーシーンを牽引するブランドのひとつとして、その栄華を極めるブランド・
デサント。時代のニーズを先取りし、丁寧なモノづくりで多くのスキーヤーを魅了し続けてきたブランドは、その
優れた機能性と品質の高さから、多くの人気を集めている。「デモパン」「マジックスーツ」といった、時代を象徴
するプロダクトに続き、現在は「S.I.Oコンセプト」に基づいたウェアがシーンを席巻。競技姿勢をベースに形作ら
れたウェアは、最小限のパーツ構成で優れた運動性能を導くだけでなく、さらなる軽量化と生地の特性を最大限
に活かすことができ、スキーヤーのアクティブな滑りを無駄なくサポートする。

滑走中の力強さ、そして美しさを
S.I.Oコンセプトがデザインする

Yui’s voice
特に気に入っているのが、カラーブロックの切替えが滑りを力
強く見せてくれるところです。また、ヒートナビを搭載しているの
でとても暖かく、寒がりな方も安心です。ポケットが多く、収容力
に優れていて、日焼け止めや化粧品など、たくさんの持ち物が
ある女性には特に最適です。襟もとに余裕があり、ネックウォー
マーを着けても苦しくありません。パンツがビブパンツ仕様で
暖かく、腹部が締め付けられるような感じがなくストレスがあり
ません。レストハウスなどでジャケットを脱いだ時の、ビブパン
ツのスタイルのかっこ良さも魅力です。滑走中にX脚のシルエッ
トが目立たないパンツシルエットもお薦め。

DESCENTE



しなやかで柔らかい風合いを兼ね備えた＜GOTE-TEX＞素材を採用したウェアは、スポー
ティな雰囲気とエレガントさがバランスよく融合。ジャケットは、身頃には環境に配慮した＜
GREENDOWN（リサイクルダウン）＞を使用し、袖とフードには中綿をハイブリッドに配置する
ことで、天気の良し悪しに左右されない快適なウェア内環境を提供する。スレンダーでありな
がら運動性を妨げないゆとりを確保したシルエットは、とても体が動かしやすい。イメージ通り
に上半身を使いながら、無駄のないスキー操作を実現する。このウェアのビジュアル的なポイ
ントになるエコファーは、毛抜けが少なく上品なツヤとボリュームの多さが特徴となっている。
立体設計されたパンツは、腰周りをしっかりと包みこみ、腹部の圧迫を緩和するクリンチバンド
を採用することで、快適な着心地を提供。エレガントな雰囲気を持ち合わせつつも、滑りもしっ
かり見せたい女性スキーヤーに、ぜひ手にして欲しい一着に仕上がっている。

エレガントさと上質な滑りを表現したい女性スキーヤーに

快適性をプライオリティとする＜GOTE-TEX INFINIUM™＞を採用したショート丈のシェ
ルジャケットは、保温が必要な部分には、軽量で薄くコンパクトでありながら優れた保温
性を発揮し、水に濡れた時にはしっかりとロフトを維持する高機能中綿＜PRIMALOFT® 
INSULATION THERMO PLUME CROSSCORE＞と2L素材を組み合わせ、動きやすさ
や透湿性、強度が必要な部分には3L素材を使用。この組み合わせが、女性らしくスレン
ダーでありながら、運動性を確保したシルエットでアクティブな滑りをサポートする。また、
衿前の当たりを防ぐための斜めに配置されたファスナーは、ライダースデザインに落とし
込んだクールスポーティなデザインに仕上げられている。このショートジャケットと合わせ
るビブパンツは、柔らかく暖かい中綿の＜PRIMALOFT® BLACK INSULATION ECO＞
と2L素材を組み合わせ、軽い着心地が気持ちいい。スレンダースタイルでありながらアク
ティブな動きを想定した立体設計は、既存のパンツにありがちな、絞られるようなフィット
感から女性を解放する。右太ももには、キーなど細かなものを収納できるポケットを装備。
ウェア全体でもポケットが効率よく配置され、小物などの収納がスマートにできる。どんな
ロケーションでもシルエットが崩れないスタイリングの良さが、大きな魅力となっている。

アクティブな滑りとともにゲレンデをおしゃれに楽しむ

高機能膜による最高レベルの防水性と透湿性を達成しつつ、生地のストレッチ性を活かした伸
縮性と、軽量でしなやかな風合いが人気のラミネート素材＜Dermizax®＞を採用したフー
デットジャケットは、快適なウェア内環境と、気持ちいい着心地が大きな魅力だ。防水性と運動
性、デザイン性を兼ね備えたアームホールのないオリジナルパターンの肩周りと、ゆとりを確
保しつつも決してだぶつかないスレンダーなシルエットが特徴的な身頃が、ストレスのないス
キーイングを可能にする。また、今季のデザインインスピレーション［ARROWS］をイメージした
左袖のアイコンや大胆な配色切替が、スポーティでアクティブな印象を与える。フードの裏地に
は、上品で控えめな光沢のシャンブレー裏地を使用し、首周りをスマートに演出。綿入りのパン
ツは、フーデットジャケットと同様に大胆な配色切替でコントラストを効かせたスポーティなデ
ザインを採用。見た目からもスキーヤーの滑り心をくすぐる。全体的にアクティブな動きを想定
した立体設計は、ウエストによりフィットするウエストタブを採用することで、腹部の圧迫を緩
和。ストレスを感じずに、ハードな滑りにもしっかりと対応する。

快適なウェア内環境で、常に良い滑りを目指す

Skier_Emiko KIYOSAWA
Photo_Joe KOBASHI

Skier_Emiko KIYOSAWA
Photo_Joe KOBASHI

Skier_Akari OBA
Photo_Joe KOBASHI
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Parthenos BIB
¥45,000+税
S～XL
全4色

Iris Multi-color Pants
¥34,000+税
S～XL
全4色

Athena Pants
¥38,000+税
S～XL
全5色

Parthenos Jacket
¥59,000+税
S～XL
全4色

Iris Multi-color Jacket
¥43,000+税
S～XL
全5色

Athena Jacket
¥58,000+税
S～XL
全4色

昨シーズン、ロゴを一新すると同時にリブランドを遂行中のゴールドウイン。そ
の道のりは極めて順調だ。今季のISPO（スポーツ用品国際総合見本市）では、
同社の女性用スキージャケット「ジーフィーデスジャケット」が金賞を受賞。昨年
の「フーデッドダウンジャケット」の金賞受賞に続き、2年連続の快挙を成し遂げ
た。世界に評価されるその技術とデザイン性は、揺るぎないものとなりつつあ
る。そして、そこに留まることなく進化への道を緩めないゴールドウインのプロ
ダクトは、とても日本的でありグローバルだ。機能性に富み、それでいて洗練さ
れたデザインは、思わず手にしたくなる間違いのないプロダクトだ。今のゴール
ドウインにはそれだけの強さがある。そして、そのプロダクトとしての強さは金
賞を手にしたモデルだけに留まらず、他のプロダクトにも脈々と受け継がれて
いる。

細部にまでこだわった機能性と高いデザイン性。
思わず手にしたくなるウイメンズモデル

Goldwin



今季、phenixが提案するレディースモデルの中でも、特に注目度の高いカラーブロックスタイル
を提案するのが「デモチームジャケット＆パンツ」だ。スタイリッシュなデザインながらも、運動性
を妨げないカッティング構造と高い機能で、ゲレンデでのハードな滑りを優美にサポートする。グ
ルームから悪雪、コブと、ロケーションに左右されることなく、イメージ通りの滑りをストレスなく
形にできるから嬉しい。耐水圧20,000mm以上の防水素材＜DRY BARRIER®20000＞と、伸
縮性抜群の4-WAYストレッチ素材を採用した「ORCA SHELL®」ウェアは、こだわりの強い女性ス
キーヤーも納得の性能と着心地を提供。より、的確にアクティブな滑りを実現する。

運動性を妨げない、美しいシルエットを追求

高耐水性と高透湿度、伸縮性に、高い吸放湿性をプラスした素材＜Dermizax®EV＞と伸縮性
抜群の4-WAYストレッチ素材を採用した「ORCA SHELL®」ウェアは、その動きやすさが多くの
トップスキーヤーからの支持を集めている。また、その独創的なエッジを効かせたカラーブロッ
クデザインが、美しくも迫力ある滑りをサポート。スマートでエキサイティングな滑りを表現す
るのに、申し分のないスキーウェアに仕上がっている。最高のパフォーマンスを魅せるための
ハイスペック機能を搭載したスキーウェアは、ゲレンデスキーだけに留まらず、バッジテストや
技術選などを目指すスキーにお薦めだ。

フレキシブルに身体を使い
イメージ通りの滑りが表現できる

Skier_Tetsuya AOKI
Photo_Hiroshi SUGANUMA

Skier_Seika MATSUZAWA
Photo_Hiroshi SUGANUMA

2019_Sieger_phenix_Men’s_A4_下部分

Seika’s voice
シルバーのカラーブロックは新鮮な印象で周囲からも好評で
す。ジャケットの切替えはスタイリッシュなデザインでスタイルも
すっきり良く見えます。パンツは大胆な膝のカラーブロックによ
り脚の高低差がわかりやすく、運動のメリハリが出るので検定
や大会の着用にもお薦めです。フリースやインナーダウンとレ
レイヤリングしても4-WAYストレッチなのでフィット感があり、ス
トレスなく動けます。バランスが良く綺麗に見えるシルエットな
のでおしゃれに着こなしたい方でも、コンペシーンなどでカッコ
良く滑りたい方でもオールマイティに使えるウェアです。また、
ポケットなど収納力も高く、両側にある胸ポケットやパスケー
ス、さらにパウダーガードやハンドゲーターもちゃんと付いてい
て女性が使いやすい機能が充実しています。

SAJ31承認第00448号

SAJ31承認第00432号

SAJ31承認第00433号
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phenix 
Team 3-D Pants
¥33,000+税
XS〜XXL
全6色

Demo Team W's 3-D Pants
¥29,000+税
S〜XL
全8色

phenix 
Team Jacket
¥49,000+税
XS〜XXL
全6色 Demo Team W's Jacket

¥38,000+税
S〜XL
全7色

1952年に日本で誕生した生粋のジャパンブランドphenix(フェニックス)。1955年に
は、当時の最新素材であるナイロンをスキーウェアにいち早く取り入れ、スキーウェア
というジャンルに革命をもたらした。長らく、ノルウェーナショナルアルペンスキーチー
ムのオフィシャルサプライヤーとしてスキーウェアを供給。誰もが認めるスキーウェア
ブランドとしてその名を轟かすphenixは、世界に誇る高度な縫製技術、止むことのな
い機能開発への挑戦、妥協を許さない製品実験など、ジャパンブランドとしてのこだわ
りを追求し、スキーシーンだけに留まらず、さまざまなフィールドで快適に、安心して楽
しめる確かな商品開発に取り組み続けている。

抜群の着心地と独創的なカラーブロック。
ハイスペックなテクノロジーを搭載

PHENIX



2019年からサプライヤー契約を結ぶ、躍進著しいクロ
アチアアルペンスキーナショナルチームモデル。クロア
チアのモチーフである、レッド×ホワイトのチェッカーフ
ラッグをさりげなくあしらい、ウェアは全体の雰囲気を
シックにまとめている。スマートで落ち着きのあるデザイ
ンは、シンプルにかっこよさを表現したいスキーヤーに
お薦め。レーシングスーツやテックシールドジャケットな
どもラインナップ。充実したコレクションも合わせてチョ
イスしたいシリーズだ。

クロアチアチェッカーが
スマートにウェアを演出する

コーディネートするカラーによって、シンプルなスタイル
からポップなスタイルへと印象が変化するこのウェアは、
スタイルを高い意識で考える女性スキーヤーにお薦め
だ。ラインナップされた様々なモデルから、自分のお気
に入りのカラーリングとスタイルを選ぶ楽しさが、新し
いスキーシーズンを待ち遠しくさせてくれるはず。昨年
リニューアルしたWomen'sシルエットも好評！　よりス
マートに、そしてスタイリッシュにスキーウェアを楽しみた
い女性スキーヤーにお薦めのモデルとなっている。

綺麗なカラーリングの組み合わせで
自分らしいスタイルを決めてみたい

Skier_Keisuke IYAMA
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Z2ME9340
¥45,000+税
2XS～2XL
全11色
※Women'sサイズは
02/16/65/70/72/82カラーのみの展開

Z2ME9361
¥52,000+税
S～2XL 
全2色

Z2MF9340
¥35,000+税
WS～WXL
全11色
※Women'sサイズは
02/16/65/70/72/82カラーのみの展開

Z2MF9361
¥36,000+税
S～2XL 
全2色

「その一瞬に、その0.01秒に、大きな違いをつくる」。総合スポーツメーカーとして、世界
のトップアスリートたちの繊細な感覚に応えてきたミズノ。そのこだわりは、瞬間、瞬間に
明確な差を生み出すこと。自社開発の高機能素材＜ブレスサーモ＞をはじめとする高い
保温性能、そして軽さ、高可動性というウェア革新が、限界点をつくらずに、多くのスキー
ヤーの強い味方となっている。今季はクロアチアスキーチームをはじめ、全日本スキー
連盟のノルディックチームとのサプライヤー契約を締結。世界と闘うアスリートとともに、
ミズノは『本物』を証明する。

世界を知り尽くしたブランドが生み出す
本物への強いこだわりと誇りを纏ったウェア

MIZUNO



Skier_Yoshiyuki KASHIWAGI
Photo_Hiroyuki SATO

ジャケットは、腕下から身頃脇のパーツを１枚にすること
で、腕や肩の動きをストレスなく行なえるようにしている
のが大きな進化のひとつ。パンツは、脚のラインを綺麗
に見せる3D裁断を採用。ウエスト周りから太腿にかけて
はスッキリと。膝周りから脚口にかけてはボリューム感の
あるシルエットにすることで、見た目がこれまで以上にス
マートに。動きの良さ、見た目のスタイリッシュさが好印
象のウェアだ。

多くのスキーヤーに人気のDEMOウェ
アは、四肢の動きをより見やすく表現で
きるようなつくりを目指した。カラーデ
ザイン的にも、無地のものと見やすいカ
ラーリングをベースにした配色切替えタ
イプを用意。滑りのスタイルに合わせて
自由に選べるのが嬉しい。さらなる技術
レベルの向上と、表現の幅を広げたい
と考えるスキーヤーに最適なモデルと
なっている。

新シーズンのGAMEウェアのコンセプト
は、「選手の動きをより効果的に見せる
ウェア」だ。このコンセプトをもとに生み
出されたウェアは、膝よりも上に配色の
切替えポイントを入れることによって、
膝下（脚）を長く見せる効果を発揮。合
わせて、脚全体の動きもとても見やすく
なっている。そして、袖先や膝下に明る
いポイントカラーを配置することで身体
を大きく見せ、さらに奥行き効果をもた
らすカラー配置により、より迫力のある
滑りを見せることに成功している。

動きやすくスタイリッシュ
スマートな滑りが表現できる

表現の幅を広げたい
技術志向のスキーヤーに最適

滑りを効果的に見せる
コンペティションウェア

Skier_Yuka OHTAKI

Skier_Hideto ITO
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GAME OUTER JACKET
ONJ92040
¥48,000+税
3S〜XO
全4色

DEMO OUTER JACKET
ONJ92042
¥45,000+税
3S〜XO
全5色
※6・7月限定
　カラーオーダー可能（5名以上）

PRINT OUTER JACKET
ONJ92P43
¥51,000+税
3S〜XO
全6色

DEMO OUTER PANTS
ONP92052
¥35,000+税
3S〜XO
全6色
※6・7月限定特殊サイズオーダー可能
※6・7月限定カラーオーダー可能（5名以上）

PRINT OUTER PANTS
ONP92P53
¥39,000+税
3S〜XO
全6色
※6・7月限定
　特殊サイズオーダー可能

GAME OUTER PANTS
ONP92050
¥37,000+税
3S〜XO
全4色
※6・7月限定特殊サイズオーダー可能

“勝つために選んだ”をテーマに、常に新しいスキーシーンに
チャレンジし続けているONYONE。フリースタイルスキーモー
グルの堀島行真選手をはじめ、イベリア半島の小国・アンドラ
公国のアルペンスキーナショナルチームのオフィシャルサプ
ライヤーも務めるなど、さまざまなスタイルのスキーヤーのサ
ポートを行なう。そして来たる2019/20シーズンは、柏木義之
選手を中心に、全日本スキー技術選手権出場メンバーをはじ
め、全国で活躍するアドバイザーらのフィードバックをもとに、よ
り動きやすく視覚効果が得られるスキーウェアを追求する。

さまざまなスタイルのスキーヤーたちと
こだわりのウェアとともに頂点に挑む

ONYONE



完全フルシーム構造の高性能防水スキーウェアは、急
な天候の乱れにも対応。耐水圧20,000mm、 透湿
20,000g/m2/24hと、悪天候においても快適なウェア
内環境を提供してくれるスペックを持ち、ストレスなくス
キーヤーの動きをサポートする。そして、ミレーの女性向
けスキージャケットの最大の特徴は、ヨーロッパのスキー
リゾートで洗練されたフレンチシルエット。ミレー独自の
絞られた特徴的なウエストラインは、上品かつスマート
なシルエットで女性の心をグッとつかむ。パウダースカー
トも装備しているので、オフピステでもその性能の良さ
を遺憾なく発揮する。

フレンチシルエットで
スマートに着こなす

Skier_Kyoka ISHIKAWA
Photo_Hiroya NAKATA

脚が長く見えるように長めに設定され
ている股下サイズは、フランスのスキー
リゾートでのトレンドをベースにしたス
タイリング。スキーブーツが隠れるよう
な長めの股下シルエットが、とてもスレ
ンダーでスタイリッシュな印象を醸し出
す。そして、スキー場へのアクセス時な
どでは濡れた道路などで裾口を引きず
らないように、裾丈調整ストラップを裾
口後ろ側に用意。これで、お気に入りの
ウェアも汚すことなくなく気持ち良く着
続けることができるから嬉しい。

脚長シルエットで
スレンダーでスタイリッシュに
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MIV8133 ANDROMEDA STRETCH JKT W
¥44,000+税
XS〜L
全3色

MIV8132 LISKAM STRETCH PT W
¥29,000+税
34、36、38、40
全4色

世界の山々で培われた
優れた機能性と
スタイリングの良さが
バランス良く融合
フランスの名峰モンブランの麓か
ら、独創的かつ革新的な製品を発
信し続けるミレー。永らく、マウン
テニアリングの世界において、揺
るぎない信頼性と優れた機能性
で多くのファンを獲得してきた。そ
の始まりは1950年、人類初のヒ
マラヤ8,000m峰登頂成功の際
に使用されたザックの存在に由来
する。この快挙をきっかけに、マウ
ンテニアリングの世界で一躍脚光
を浴びたミレーは、2000年頃か
ら本格的にスキーウェアの開発に
着手。2018年開催の平昌冬季オ
リンピック、パラリンピックにおい
ては、オーストリア代表チームの
公式ユニフォームに採用された。
アウトドアブランドとして、またス
キーウェアブランドとしても、その
進化は止まらない。

Skier_Kyoka ISHIKAWA
Photo_Hiroya NAKATAMILLET



北欧デザイン企画100％のウェアは、優しい色使いとスマートなシルエッ
トが、可愛らしさとデザイン性の良さをバランス良く融合。スキーに必要
な、北欧基準の高い機能性を持ち、北欧の大地と自然からインスパイアさ
れたデザインとカラーは、オリジナルそのもの。フィッティングに関しては、
アジアンフィットを採用。日本人女性でも、美しいシルエットとベストなサ
イジングで、もれなくICE PEAKの世界観を楽しむことができる。

アジアンフィットが用意され
ウェアの世界観をもれなく満喫

Carey JACKETに合わせるならジャストフィットの生地
感、そのコットンライクで柔らかな風合いが魅力のパン
ツがお薦め。立体裁断による自然なフィット感が、ストレ
スなく脚を包み込む。履き心地がよく、ストレスなく脚の
動きサポートするパンツは、スムーズなスキー操作を約
束する。シルエットのスマートさはいかにもICEPEAK。
細すぎず太すぎないシルエットは、滑る楽しさを提供し
てくれる。     

コットンライクな風合いが
快適な履き心地を提供
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1907年、北欧はフィンランドで創業したL-fashion社。ICE PEAKはその
L-fashion社が90年培った縫製技術とデザインをスポーツへと転換し、
1996年にスノースポーツを主軸としたアウトドアブランドとしてスタート。現
在は北欧だけに留まらずその領域を広げ、世界52カ国で高い人気を誇り、
ヨーロッパNo.1ブランドへと成長した。1年の半分が冬というお国柄ゆえに、
絶対的な機能性の高さが大きな魅力のひとつだ。また、その厳しい環境が生
み出すオーロラをはじめとする幻想的な自然現象が多数見られる風土が、卓
越したデザインセンス、そしてカラーセンスを培っている。結果、必然的に機能
性とデザイン性に優れたウェアが誕生するのである。そして、80人近くいるデ
ザイナーのほとんどが女性ということもあって、優しい色合い、シルエットの
ウェアが多いのも魅力となっている。

北欧の厳しい環境が育んだ機能性と
他に類を見ないデザイン性を体感したい

Clarence
¥21,000+税
36～40（EUサイズ）
全4色

Carey
¥31,000円＋税
36～40（EUサイズ）
全4色

ICE PEAK



優れたイタリアンファッションブランドとしての地位を確
立したコルマーらしく、細身のシルエットながらとても動
きやすい。それは、纏っているだけでも嬉しくなるような
スタイリッシュさがある。そして、快適なウェア内環境を
提供してくれるので、常に程よく暖かいのが心地いい。ま
た、ECOにも配慮した素材を採用。地球に対してローイ
ンパクトなモノづくりは、これからの時代のスキーウェア
づくりのあり方を提案している。

ファッション性と機能性を
高次元で融合させたウェア

FRANCE TEAM 
REPLICA JACKET 
価格未定
46〜54（EUサイズ）

フランス国旗のトリコロールのうちの1色「博愛の赤」を、
モチーフにしたミッドジャケット。赤は革命のイメージカ
ラーであり、スキーアルペン競技において革命を起こす
フランスナショナルチームにふさわしいカラーリングだ。
柔らかく包み込むような優しい風合いのジャケットは、非
常に着心地がいい。快適なウェア内環境を提供するミッ
ドジャケットは使い勝手も良く、ゲレンデだけでなく、ホ
テルなどでスマートに着こなすのにも最適。

スタイリッシュで使い勝手のいい
ミッドジャケット。着心地も抜群！

FRANCE TEAM 
REPLICA INSULATION 
MID JACKET
価格未定
46〜54（EUサイズ）
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1923年、イタリアのモンツァで産声をあげたファッションブランドは、スキーウェアをはじ
め、アウトドアウェアやゴルフウェアなどをグローバルに展開。特にスキーウェアは、革新的
な技術や素材に裏打ちされた、クオリティーの高いプロダクトづくりに定評がある。間違い
のないイタリアンデザインをベースに、アルペンレーシングからフリースタイルスキー、ゲレ
ンデスキーなど、豊富なラインナップで多くのスキーヤーを満足させるブランドだ。近年は、
フランスアルペンスキーナショナルチームのオフィシャルサプライヤーも務め、その揺るぎ
ない存在感で多くのスキーヤーを魅了する。

優れた機能性とファッション性で
強豪フランスチームをサポート

COLMAR



オーストリアアルペンスキーナショナチームが着用するレーシング
スーツ。アナトミックカット（立体裁断）を採用したレーシングスーツ
は、腕と下肢にプロテクションパッドを搭載。防風・撥水性に優れ、
生地は耐水圧10,000ｍｍ、透湿性10,000MVR。スーツの内側は
起毛仕様で、十分な保温性も確保している。裾はシリコンバンド仕
様に。ナショナルチームのロゴもプリントされ、力強いイメージは、
まさにオーストリアチーム仕様。カラーは2色展開。

圧倒的な速さを導くアナトミックカット

オーストリアアルペンスキーナショナチームレプリカ
コレクションの、防風ソフトシェルフーディージャケッ
ト。フードは、スキーやクライミングヘルメットに対応。
2WAYストレッチタイプのウェアは、コーヒー豆からの
リサイクル素材を取り入れた＜S-café＞生地を採用。
防風性、撥水性、通気性などに優れ、自在に調整可能な
フード、ドローコード、シリコンバンドが、フィット感を高
めてくれる。さらに、袖のベルクロなどによりレーススー
ツとのコンビネーションも最適だ。背面に強さの象徴、
ナショナルチームのロゴプリントが入る。

リサイクル素材を取り入れた
レプリカコレクション

オリジナル生地が
機能的で快適な着心地を実現

オーストリアアルペンスキーナショナ
チームのスキージャケットとパンツ
のレプリカコレクションは中綿入り
モデル。2019-20シーズンは、より明
るく濃い赤にカラー変更し、白とグ
レーに合わせることでスマートでス
タイリッシュに生まれ変わった。ショッ
フェルオリジナルの防水生地をはじ
め〈Venturi Strech〉生地を採用し、
動きやすさと快適性を高次元で融合
している。袖には止水ファスナー付
きパスポケット、内側にクリーナー付
きゴーグルポケットを装備。背面に
はレーシングスーツ同様、ナショナル
チームのロゴをプリント。パンツも同
様の生地を使用。パンツの両サイド
は、フルレングスオープン仕様で着脱
が容易にできる。
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1804年ドイツ発祥のスキーとアウトドアのブランド・ショッフェルは、ミュンヘンからほど近い小さな田舎町で誕
生。ドイツ職人の気質とテーラード技術が融合し、テクニカルなクロージングのスペシャルブランドとして発展す
る。2009年シーズンからオーストリアのアルペンスキーナショナルチームのオフィシャルサプライヤーとなり、選
手やコーチのレースウェア、そして、スキーウエアをサポートするようになる。以来、オーストリアを代表するマルセ
ル・ヒルシャー選手をはじめ、トップアスリートと数々の表彰台を飾り続けてきたショッフェル。また長年にわたる
ナショナルチームでのテクノロジーの蓄積が一般スキーウェアにも活かされている。

常勝チーム、オーストリアの速さ、
強さを支えるスペシャルなチームウェア

Race Suit A RT
¥60,000＋税
S～XL（EUサイズ）
全2色

Softshell Hdy Val 
d Isere RT
¥33,000＋税
46～54（EUサイズ）
全1色

Ski Jacket Helsinki3 RT
¥60,000＋税
46～50（EUサイズ）
全1色

Stretch Pants Zip M RT
¥48,000+税
46～50（EUサイズ）
全1色

SCHÖFFEL



Bec de Rosses Pant
¥74,000+税
全4色

Bec de Rosses Jacket
¥83,000＋税
XS〜L
全4色

コレクション中もっとも多機能かつ高い透湿性を備えたジャケット。3レイ
ヤー対応の＜GORE-TEX PRO®︎＞を採用したジャケットは、ゲレンデだけ
でなくバックカントリーにも最適。サーフィンも愛する開発者がウェットスー
ツからインスピレーションを得て、肩や腕の動きやすいカッティングを追
求。どんな環境でもストレスなく運動できるように細部まで慎重にデザイン
している。シンプルなデザインと発色の良いカラーリング、女性らしいシル
エットが特徴的。

海からインスピレーションを受けたテクニカルジャケット

ジャッケットと同様に、防水透湿性の高い3レイヤー対応の＜GORE-TEX 
PRO®︎＞を採用したシェルパンツ。スッキリとした脚長シルエットでありな
がら、動きやすく、運動性をまったく損なうことがないようつくられている。
腹部には簡単に脱着可能なストレッチビブが付き、ウエストを締め付ける
ことなく雪の浸入を防ぐ。ベンチレーションやポケットの使い勝手も良く、
快適なウェア内環境をつくり上げるビブパンツは、本格的なツアリングス
キーにも対応する。

快適なウェア内環境でゲレンデからBCまでサポート
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二人の生粋のコアスキーヤーにより、誕生したステートオブエレベネート。国際山岳
ガイドのジミー・オデーンと、フリースキーヤーでスキーウェアのデザイナーとしても
活躍するサラ・ロングレンは、2009年「スキーヤーとしてのプライドを持って、本当に
いいものを着たい」との熱い想いを軸に、スウェーデン・オーレでブランドを立ち上
げた。過酷な状況でのフィールドテストを繰り返し、細かな部分まで着やすさ、使いや
すさを追求し、妥協なきモノづくりをコンセプトに仕上げられたウェアは、自然環境に
ローインパクトな開発にもこだわり、世界的な人気を博している。

丈夫で抜群に動きやすいウェアは
ウェットスーツからインスピレーション

STATE OF ELEVENATE



＜GORE-TEX®＞素材のスキーパンツに暖かいフラン
ネル裏地を付けて、抜群の動きやすさと優れたフィット
感を提供。ジャケット同様、適度な保温性を獲得したパ
ンツは、快適な着心地でスキーヤーをサポート。予想外
の出来事が待ち受けるバックカントリーでも、極上の安
心感をスキーヤーに提供する。

ビッグマウンテンを攻めることを前提に仕上げられた
シェルジャケットは、世界のアウトドアマンからの信頼が
厚い＜GORE-TEX®＞素材を採用。フランネル調の裏
地を採用することで、適度な保温性を獲得。様々な環境
下でも、快適なウェア内環境を提供しハイパフォーマン
スな滑りをサポートしてくれる。

適度な保温性とフィット感で
スキーヤーの運動をサポート

様々な環境下でもベストな滑りを導くウェア
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本格派クライマーたちによって1989年に創設されたアークテリクスは、今で
も志をひとつにする情熱的なクライマー集団だ。現在もカナダ沿岸の山脈近
郊に拠点を置き、その独創的なプロダクトづくりは、デザインと生産へのこだ
わり、そして緻密なプロダクトという原則の上に築かれている。独自のインハ
ウス製造とデザインセンターにより、製品の適切かつたゆまぬ進化と構築が
可能になったことで、時代を超えた品質、直観的なデザインとシンプルなコン
セプトは、様々なアウトドアアクティビティのニーズに対応。世界のアウトドア
マンの期待を超えたパフォーマンスの実現を可能にする。

独創的なプロダクトづくりへの挑戦が
想像を超えたパフォーマンスを実現する

Sentinel AR Pant Womens
¥55,000+税
XS〜M
全3色

Sentinel AR Jacket Ws
¥70,000＋税
XS〜M
全3色

ARC’TERYX



ジャケットと同様、サポートライダーからの
フィードバックや要望を活かし、地形に左右さ
れないスムーズな「登攀」を想定した動きと、
どんな地形でもストレスなく滑り降りることが
できる、優れた「滑走」。このふたつの柔軟な
動きを実現するために追求して作られたビブ
パンツ。こちらも新”防水通気”素材＜FUTURE 
LIGHT＞を採用。スノーフィールドウェアとし
て、環境に左右されることなくすべてのライ
ダーが究極の体験ができるようサポートする。

ストレスのない柔軟な動きで
過酷な環境下でも柔軟な動きを導く

THE NORTH FACEがサポートするライダーからのフィードバックや要望
を活かし、「登攀」と「滑走」のふたつのシーンで、柔軟な動きをこれまで以
上に追求できるようにつくられたジャケットは、自社で開発した新”防水通
気”素材＜FUTURELIGHT＞を採用。柔らかくしなやかな肌触りに加え、発
汗量の多くなる登攀時や風にさらされる滑走時でも脱着のストレスを軽
減。ジャケットは、ライダーを厳しい環境下でも快適にサポートする。極限を
求めるすべてのライダーをサポートするスノーフィールドウェアだ。

極限を求めるすべてのライダーを
完璧にサポートするジャケット

Purist Jacket
¥72,000＋税
XS〜M
全2色

Purist Bib
¥60,000+税
XS〜M
全2色

Skier_Ayana ONOZUKA
Photo_Hiroshi SUGANUMA
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スノーシーンだけに留まらず、トレッキング
やトレイルランニングなど、幅広いアウトド
アシーンで対応できるプロダクトを展開する
世界的なアウトドアブランド。THE NORTH 
FACE が展開するSTEEP SERIESは、過酷な
山岳シーンをはじめ、様々なフィールドでアス
リートたちがテストし培ってきた知識と経験を
活かして仕上げられたスノープロダクトが揃
う。この冬は、自社で開発した話題の新素材
＜FUTURELIGHT＞を採用したプロダクトを
多数ラインナップ。アメリカと日本の制作チー
ムが共同開発した最新プロダクトは、これまで
にない動きやすさと軽さ、そして暖かさを提供
するとあって、世界的な話題となっている。

今、話題の新素材＜FUTURELIGHT＞が
スキーシーンの新時代を切り拓く

THE NORTH FACE



PeakPerformanceを代表するこのシリーズは、ここ数年落ち着いたトーンで同系色の
カラーリングをシンプルに組み合わせ、独創的なスタイルを出していた。しかし今季は、
色調の異なるカラーブロックを組み合わせることで、まさにPeakPerfomanceらしい大
胆さとクリーンさを兼ね備えたデザインへとシフト。雰囲気をガラリと変えつつも相変わ
らずのスタイリングの良さと優れたデザイン性で、ゲレンデだけでなくバックカントリー
でも注目の的になること間違いなし。背面のカラーデザインも特徴的で、唯一無二の存
在感を醸し出している。また止水ジッパーもあえて太く見えるように考えられたパターン
は、さりげなくも強いインパクトを与える。フリーライドシーンで活躍する世界的なライ
ダー、クリストファー・タードルやヘドヴィック・ベッセルなども愛用するシリーズだ。

カラーブロックを大胆に組み合わせ
唯一無二の独創的なスタイリングに
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フリーライドの世界最高峰の大会Freeride World Tourのクロージングスポンサーを務めるなど、日本でもおな
じみのプレミアムブランド「PeakPerformance」。1986年に、３人のスキーヤーによって創設され、現在はルーツ
であるスキーウェアだけにとどまらず、アウトドアウェアやゴルフウェア、トレーニングウェア、カジュアルウェアなど、
様々なシーンに適応した高機能ウェアを提供する。スウェーデンのオーレで誕生したブランドは、北欧らしい色使い
とデザインで、とてもスタイリッシュ。今やヨーロッパを中心に、世界的な規模で人気を博し成長し続けている。

スタイリッシュでありながら高機能。
ひとつ先を行くデザイン性が魅力的

Gravity Jacket
¥78,000＋税
S〜XL
全4色

W Gravity Jacket
¥78,000＋税
XS〜M
全4色

Gravity Pants
¥68,000+税
S〜XL
全4色

W Gravity Pants
¥68,000+税
XS〜M
全4色

PEAK PERFORMANCE



Miki NAKAGAWA
中川未来（左）

なかがわみき　北海道出身。往年の名スキーヤーで、
真駒内ジュニアスキークラブ代表・中川康博の長女と
して生まれる。幼少期からアルペンレースと基礎スキ
ーの二刀流で活躍。大学卒業後にフリーライドに転向。
レースで鍛えた鋭いターンで勝負に挑む

Ayano SUZUKI
鈴木彩乃（右）

すずきあやの　北海道出身。５歳からスキーを始め、
早々にレースを中心とした生活を父親と二人三脚でス
タート。アルペンスキーナショナルチームに選出される
も、一度スキーを引退。27歳で技術選に復帰。現在は、
プロスキーヤーとして活躍中

鈴木彩乃＆中川未来
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Special Talk Session on Sieger

Supported by PEAKPERFORMANCE

テンションが上がる、自分が好きな
ウェアを選びたい　　　鈴木彩乃

—— フリーライドスキーの高まりとともに、
長らく既存のウェアブランドが打ち出してき
たスタイルとは一線を画した、シンプルなデ
ザインで高機能なウェアが人気です。この
傾向は、特に大人の女性スキーヤーに多く
見られますが、二人はウェアを選ぶ際にど
ういったところを大事にしていますか。
鈴木　私が一番大事にしているポイント
は、テンションが上がる、気持ちが上がる
ウェアを選ぶこと。自分が気に入ったウェア
を着る。これがポイントです。流行りのスタ
イルとか、高機能とか、選ぶポイントは色々
ありますが、普段のファッションを選ぶ感覚
とまったく一緒です。
—— 具体的に気持ちが上がるポイントは
なんですか。
鈴木　カラーであったり、シルエットであっ
たり、普段自分が好きな服に対しての考え
方と変わりません。そして、ウェアを手がけ
ているブランドに携わる人々のカラーも意
外に重要になります。
中川　私も、そこがすごく気になります。
鈴木　スキーが好き、滑ることが好き、そし
て、自分が携わるブランドを愛しているス
タッフから薦められるウェアは、かっこよく
感じられます。ちょっと言い過ぎかもしれま
せんが、ブランド愛がみなぎるスタッフの熱
のこもったお薦めは、無下にできません。今
の時代、特に有名なメーカーのウェアは、悪
いものはないと思います。だから、どのウェ
アも性能という部分では選ぶに値するウェ
アばかりです。では、そこで何に違いを感じ
て選ぶかと言えば、そこはブランド愛なの

かなぁ、と。そして、ブランドに携わるスタッ
フの人となりだと思います。
ーー　PeakPerfomanceのスタッフはど
ういった方々ですか。
鈴木　社長をはじめ、とにかくみんなス
キーが大好き。そして、ブランドに対してと
ても愛着を持って接しています。新しいウェ
アだけでなく、気に入った昔のウェアを大
事に使っているスタッフも多く、彼らのス
キースタイルを見ていると色々と参考にな
ります。例えば、普通ウェアは、3シーズンく
らいで取り替えたりするじゃないですか。
でも、PeakPerfomanceのスタッフの中
には、ワードローブに何着かあるお気に入
りのウェアを、その時々の気持ちで着回し
ながら楽しんでいます。こうしたウェアを楽
しむスタイルは、PeakPerfomanceを購
入するスキーヤーにも伝わっています。ウェ
アを取り巻くいろいろな環境が、一つのコ
ミュニケーションツールのようになっている
ようで、ブランドを通じて繋がっている人た
ちの間にいい空気感が生まれます。ブラン
ドのカッコ良さ、性能の高さもそうですが、
こうした空気感がテンションを上げてくれ
る一つの要因になっています。
中川　私も、そうしたブランドで繋がる人
たちとの関係性がとても大事だと思いま
す。あと、私はそもそもPeakPerfomance
に憧れていたいというのがあります。以前、
スノーボードのワールドカップの手伝いを
した時に、出場選手の中にとてもかっこい
い北欧の女性ライダーがいて、彼女が着て
いたウェアがPeakPerfomanceだったん

です。そして、選手とスタッフの宿が同じホ
テルだったんですけど、そこでもまたその
女性ライダーと遭遇して、彼女が着ていた
普段着もPeakPerfomanceで「普段着も
カッコよくて、ヘアバンドして髪をお団子に
して、ヨガパンツ履いてスタイリッシュだ！」
みたいな。その当時は、競技性の強いウェ
アを使っていて、デザインなどが後付けな
感じだったのでかっこいいと思えませんで
した。選ぶポイントも、「寒くなければいい
かな」くらいのレベルだったので、お洒落な
んて概念がなかったところに、そういうウェ
アの存在を知ったのは衝撃でした。それが、
縁あって着ることになって、本当嬉しかった
し、ウェアに負けないスキーヤーになろうと
思っています。
鈴木　ファッションで楽しめるウェアってい
いと思うんです。自分のライフスタイルが反
映できるウェアが着られれば、それだけで
すごく楽しくなります。それが滑るだけでな
く、生きるエネルギーにもなります。
中川　憧れのブランド、好きなブランドを着
る。好きなウェアを買って着たほうが、スト
レスになりません。
鈴木　自分のスキーライフなんだから、好
きなものを選んで、ストレスなく楽しみた
いですよね。みなさんにもそんなふうに考
えてもらえたらなって。あと、実際に選ぶ時
は、色々と着て決めてほしいです。見るだけ
で簡単に決められると、薦めるスタッフも不
安になります。気に入ったものを着てみて、
風合いを楽しみながら丁寧にウェアを選ん
でほしいと思います。

フリーライドシーンで活躍する鈴木彩乃と中川未来に
楽しむためのウェア選びのポイントを伺った

Skier_Ayano SUZUKI（上）
Skier_Miki NAKAGAWA（下）
Photo_Hiroshi SUGANUMA
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—— 二人とも同じような境遇を経て、現在
フリーライドをベースに活動をしています。
なぜフリーライドなのか、その魅力を教えて
ください。
鈴木　フリーライドというよりは、スキーそ
のものにはまっているという感じです。レー
スを経験したことでスキーのベーシック、そ
して速さを求めて滑ることを知り。基礎で、
子供やスキーができない人を教える楽しさ
を知って、この時は、自分では当たり前だと
思っていたことがそんなことないんだと思
い知らされました。また、スノードルフィンズ
で山を滑ることを覚え、キロロでは粟野利
信さんに、プロとしての活動。技術を買って
もらうことの意味、スキーで生きていくため
に何をすればいいかということを学ばせて
もらいました。今、スキーを楽しむことで、
色々な人と出会い、どうやってライフスタイ
ルを豊かにするかを、日々考えています。フ
リーライドをはじめ、スキーが今私を生かし
てくれています。あえて言えば、いい出会い

をもたらしてくれるフリーライドが、今とて
も楽しく欠かせないものになっています。
中川　私が生まれた頃に、技術選（全日本
スキー技術選手権）を引退した父が、アル
ペンレースや技術選を目指す子供達を教え
るスキークラブを作ったんです。そこで、自
分も自然とレースや技術選を目指すように
なるのですが、よく考えると自分の意思でス
キーをしてはいなかったように思えます。そ
れでも、中高生くらいまではレースと並行し
て技術選にも取り組んで、本戦までは出場
できるレベルではあったのですが、「そこで
優勝する！」というような熱い想いを持って
取り組んではいませんでした。これは違うな
と思って、大学卒業後にレースも技術選も
辞めてインストラクターとして父のスキーク
ラブの手伝いをし始めたんです。スキーは
趣味でいいかなとまで思っていました。そ
したら、偶然youtubeでフリーライドの大
会を見たんです。攻めまくるライダーの姿に
「これは何？」と、とても衝撃的でした。そし

て、こういう大会に自分も出たいと思った
んです。
—— これまでにはかった、ポジティブな感
情ですね。それまでフリーライドって考えは
なかったんですか。
中川　ベースにしていた真駒内スキー場
にはハーフパイプがあったので、実はこっ
そり入ったりしていたし、キッカーも飛んで
遊んでました。ただ、親も含めまわりの人た
ちに切り出せませんでした。でも、大会の映
像を見てスイッチが入って。そこからすぐに
ワーキングホリデーの資格を取って、カナダ
へ武者修行の旅に出ました。そこで、さらに
カルチャーショックを受けて。レベルストー
クに滞在していたんですが、とにかくそこに
集まっていた世界中のライダーがすごかっ
た。ほとんどがローカルライダーでメーカー

サポートとか無縁な人たちばかりだったん
ですが、とにかくうまい。女性ライダーもた
くさんいて、みんな攻めまくる。また、そのロ
ケーションがトンデモなく大きくて素晴らし
かった。リフトアクセスで滑れる場所でも滑
りごたえのある大きな斜面がたくさんあっ
て、壮大な斜面はいずれも自由に滑ること
ができ、国内とは比べ物にならない別次元
の世界を見せつけられた感じでした。レー
スでもない基礎でもない世界で、誰もが楽
しんで、そして自分のスタイルで攻めて挑戦
しているフリーライドの世界。初めて自分に
フィットしているとも思えました。
—— 変化し続けるふたりのスキースタイル
は、今後どうなりますか。
鈴木　自らのブランドを立ち上げ、ウィン
ターの楽しさ、雪の必要性をうったえてい

鈴木彩乃＆中川未来
Special Talk Session on Sieger

Supported bu PEAKPERFPRMANCE

フリーライドとの出会いで、初めて
上を狙いたいと思えた　　　中川未来

アルペンレース、そして基礎、似たような経験を経て
フリーライドに辿り着いた二人が今感じることは

Skier_Miki NAKAGAWA
Photo_Hiroshi SUGANUMA

Skier_Ayano SUZUKI
Photo_Hiroshi SUGANUMA

きたい。スキーは楽しいし、それを楽しめる
冬そのものの啓蒙が大事だと思っていま
す。私の存在を通して、まわりの人を楽しま
せることができるなら、それを頑張り、そし
て滑り続けたいです。
中川　来年白馬で開催されるフリーライド
ツアーの予選で優勝して、白馬の本戦に出
場したい。そして、そこでポイントを稼いで、
さらに上の世界ツアーに上がることを目指
しています。また、世界で行なわれるフリー
ライドの大会にもたくさん出て、経験値を
増やし実力をあげたい。そういう場で活躍
することで、フリーライドの認知度アップに
貢献し、またライダーとしてサポートしてい
ただいているブランドに恩返しがしたいd。
初めて、自分でやりたいと思えるスキーに
出会えたので。



K A N D A  S A P P O R O  N I I G A T A  S E N D A I  K O B E

Photographer

菅沼 浩
Skier

浅川 誠
＠北海道

Photographer

菅沼 浩
Skier

中川未来
＠北海道

Photographer

菅沼 浩
Skier

鈴木彩乃
＠北海道



90 Sieger  912019-20 SKI CATALOG

　山岳エリアでの使用にフォーカスしたブー
ツが多様化し、選ぶ楽しさが増した今シー
ズン。皆さんが気になるのは、そのブーツで
どれだけ滑りの質を追求できるか!? そこで、
主要なモデルを集め、実際に滑走し、プロ
の目で徹底チェックしました。滑走性能はア
ルペンブーツと同じ構造のタイプが当然のよ
うに高評価になると思いますが、それに勝る
ほどの３ピース構造のブーツがあったり、あ
たらめてブーツの進化の目覚ましさを感じま
した。それらを各テキストとインプレッション
でお伝えします。さらに詳しい情報はカスタ
ムフェア、各店舗のスタッフにお尋ねくださ
い。今回は、フリーライド、フリーライドツ
アー、アルパインツアーの３つのカテゴリー
に分けてお届けします。

選ぶ楽しさ、滑る楽しさ、両方倍増！
ベストマッチをこの中から！

98ｍｍラストでフィット感が良くシェルそ
のものも足型に合わせて熱成形しカスタ
マイズ可能。前傾角度も10度と17度に
設定可能で組み合わせるスキーや背負
う荷物の量、ライディングスタイルによっ
て好みの角度を選べるのは非常にうれし
い。130フレックスだがシェル全体の粘り
や柔軟性があるため全く硬さを感じさせ
ません。足裏が雪面に近い位置にセッティ
ングされているため、非常に高い安定感

と足裏感覚の良さを感じます。強い荷重
にもつぶれて力が逃げるようなところも
なく、攻めたライディングを可能にしてく
れるでしょう。ソールはグリップウォーク
ソール+LOW TECHを採用。アルペンソー
ル（ISO5355）へのソール交換はでき
ませんが、グリップウォーク対応ビンディ
ング、ツアービンディング（ISO13992）、
テックビンディングに対応します。

¥79,000＋税
サイズ：24.5-30.5cm
ラスト：98mm
フレックス：130
重量：1,675g(26.5cm)
WALKMODE RENGE：50°
FORWARD REAN：10°-17°

■98ラストのわりに幅広く感じるため足幅のある人も十分履ける（戸沢）。
■極端な特徴はないが全てにおいてバランスが取れていて平均点が高く、誰にでもお薦
めできるブーツだ（小山内）。

impression

K2
MINDBENDER 130

■フィット感はやや緩めだが（インナーがソフト）全
体的に包んでくれる感はあるので、嫌な緩みはな
かった（田中）。

impression

独自の3ピース構造によりタングを外せばクラス
最大の足首可動域を発揮。インナーブーツが厚め
で足を優しく包み込む独特のフィット感が得られま
す。滑走時は踏み込んだ後にブーツが返ってくる
小気味良いレスポンスが心地よい。

DALBELLO
LUPO AX120
¥75,000＋税
サイズ：21.5-29.5cm
ラスト：100mm
フレックス：120
重量：1,780ｇ（26.5cm）
WALKMODE RENGE：48° カフ無67°

■滑走性を求める方にはとてもよいブーツ。幅もあ
り履きやすい。ウォークモードへの切り換えはしや
すいが他のブーツに比べ歩きにくい（八木）。

impression

アルペンスキービンディングとテックビンディング
の異なる規格双方に対応できるエキスパート向け
ブーツのベストセラーモデル。

TECNICA
COCHISE 120 DYN 
¥74000＋税
サイズ：22.5-30.5cm
ラスト：99mm
フレックス：120
重量：1,860g(26.5cm）

アルペンブーツのフィーリングで軽量な滑走重視
ブーツとして人気だったZERO G GUIDE PROが
リニューアルして再登場。

TECNICA
COCHISE LIGHT DYN
¥89,000＋税
サイズ：22.5-30.5cm
ラスト：99mm
フレックス：130
重量：1,540g(26.5cm)
WALKMODE RENGE：44°

■とにかく足入れは最高！ また踵のおさまりは非
常に良いが前足部が広く感じる。フレックスも数値
より軟らかく感じた（堀田）。

impression

女性専用にチューニングされた軽量なフリーライド
ブーツ。前傾角度を変えることが可能なので使い
方やマッチングさせるスキーの特性にあわせた調
整ができる。シェル全体を熱成型も可能で快適性
も高い注目のブーツです。

K2
MINDBENDER ALLIANCE 110
¥65,000＋税
サイズ：22.5-27.5cm
ラスト：98mm
フレックス：110
重量：1,575g(24.5cm)
WALKMODE RENGE：50°
FORWARD REAN：10°-17°

足入れもしやすく軽量だが、パワーライトシェルに
よりパワー伝達にも優れていて、つぶれるような
感覚は皆無。足首の可動域も十分確保されており
高性能かつ歩行性能にも優れたブーツです。

K2
MINDBENDER 120
¥69,000＋税
サイズ：24.5-30.5cm
ラスト：98mm
フレックス：120
重量：1,675g(26.5cm)
WALKMODE RENGE：50°

高いフィット性を求めインナーブーツにアルペン
ブーツに採用されているタイプを使用。熱成形イ
ンナーにありがちなルーズ感を解消しています。グ
リップウォークソールに対応するフリーライドビン
ディングも増え、多くのアルペンスキーに対応が可
能です。

NORDICA
STRIDER PRO 120 DYN
¥79,000＋税
サイズ：22.5-30.5cm
ラスト：100mm
フレックス：120
重量：1,900g(26.5cm)
WALKMODE RENGE：54°

Boots

滑走性能にも妥協しないツアーブーツの
最終進化系が登場！ よりBCに向け軽量
化と歩行性能を進化させたラバーソール
タイプ。アルペンブーツを凌駕する滑走
性能を有するモデルも登場し今もっとも
注目されるカテゴリーです。

FREERIDE TOUR

FREERIDE
アルペンブーツをベースにウォークモー
ドを装備しテックビンディングに対応する
クロスオーバーブーツ。グリップウォーク
対応ビンディングが普及しさらに使いや
すく進化しました。

ALPINE TOUR

FREERIDE

ATブーツの軽さは究極の性能！ 歩行性
に優れたモデルと滑走性能が高いモデル
に分かれます。
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Boots

ツアーブーツのスタンダードとして人
気のマエストラーレをベースに滑走
性能を大幅に引き上げたブーツが新
登場しました。カーボングリルアミド
素材と定評のある3ピース構造をベー
スに足首から上のアッパーカフと呼
ばれる部分は２ピースシェル構造の
ような形状に変え、この二つをかけ
合わせたかのようなハイブリッド構造
による正確なパワー伝達と軽さからく
る機敏なレスポンスが特徴のフリーラ

イドツアーブーツに進化しました。ア
ルペンブーツがルーズに感じてしま
うほどフィット感も良く足との一体感
が味わえます。マエストラーレに比べ
ライディング性能を高めるために足
床の角度（ランプ角）を2度強くする
ZEPPA XTを採用するなど細部にわた
りチューニングを施しツアーブーツの
概念を変えてしまうほどの滑走性能を
発揮してくれるエキスパート向けブー
ツです。

¥91,000＋税（予価）
サイズ：24.5-32ｃｍ
ラスト：101mm
フレックス：未発表（130相当）
重量：1,490g(27cm)
WALKMODE RENGE：56°
FORWARD REAN：16°±２°

■しっかり滑れて安心感がある。力強く滑ることができる（小山内）。
■シェルはしっかりしており、滑走性は文句なし。バックサポートが強すぎるように
感じるほどなので、どんなハードな滑りにも負けない（釣巻）。
■滑走性能はアルペンブーツにも負けないしっかり感がある（戸沢）。

impression

SCARPA
MAESTRALE XT

■軽さを考えると十分な滑走感。足首の可動域、フ
レックスのバランスはすごい。対象レベルは広く感
じる（釣巻）。

impression

インテューションインナーブーツのフィット性も高く
歩行時の可動域も60度とクラス最高レベル。常に
他社からATブーツのベンチマークとなっているフ
リーライドツーリングブーツのベストセラーモデル
です。

SCARPA
MAESTRALE
¥69,000＋税（予価）
サイズ：24.5-32ｃｍ
ラスト：101mm
フレックス：未発表（110相当）
重量：1,440g(27cm)
WALKMODE RENGE：60°
FORWARD REAN：16°±２°

長い時間のハイクアップやクライミングセクション
のある山岳スキーには欠かせないモデル。滑走性
能も決してアルペンブーツに引けを取りません。

TECNICA
ZERO G TOUR W
¥82,000＋税
サイズ：22.5-26.5cm
ラスト：99mm
フレックス：110
重量：1,500ｇ（26cm)
WALKMODE RENGE：58°

ベストセラーモデルのマエストラーレのレディース
モデル。女性専用設計のシェルとインナーを除きマ
エストラーレと同じ構造。バックカントリーに必要
な性能がすべてバランス良く詰め込んであるブーツ
です。

SCARPA
GEA
¥69,000＋税（予価）
サイズ：22.5-27.5cm
ラスト：101mm
フレックス：105
重量：1,250g(25cm)
WALKMODE RENGE：60°
FORWARD REAN：16°±２°

■フレックス表示よりも軟かく感じるので対象レベ
ルは中～上級者（堀田）。

impression

滑走性能はアルペンブーツ、重量と歩きやすさは
アルパインツアーブーツというどちらも高い次元で
実現しているブーツです。熱成型可能なメモリー
フィットで、どんな足型にも究極のフィット感を実
現できます。

ATOMIC
HAWX ULTRA XTD 115W
¥89,900＋税
サイズ：22-25.5cm
ラスト：98mm
フレックス：115
重量：1,320g(24cm)
WALKMODE RENGE：54°

■見た目と違ってことのほかしっかり滑れる
滑走性能に驚ろかされた。軽量なATスキーと
の組み合わせるなら、ある程度太めのスキー
もコントロールできる強さがある（内田）。

impression

スニーカーのような軽快さと歩きやすさを備
えたATブーツの決定版！ 見た目とは裏腹に
フリーライド系のセンター幅100ｍｍ前後
のスキーでもコントロール可能なほどのダ
ウンヒルパフォーマンスもある希少なモデル
です。スカルパではもっともワイドな足幅の
102mmで快適です。

SCARPA
F1
¥74,000＋税（予価）
サイズ：24.5-31cm
ラスト：102mm
フレックス：未発表（105相当）
重量：1,230ｇ(27cm)
WALKMODE RENGE：62°
FOEWARD REAN：20°-22°

■エッジホールドが弱いので太いスキーには
向かない。山を歩くツアーメインに向いている

（小山内）。

impression

クラス最軽量のツアーブーツ。タングにあた
る部分がない構造でより自由に歩行が可能で
す。シールを付けてハイクアップを楽しむ登
山者に最適。

ATOMIC
BACKLAND CARBON
¥103,000＋税
サイズ：24-25.5cm
ラスト：98ｍｍ
フレックス：110
重量：1,092g(26cm)

■滑走性能はとても高い。スキーのグリップ感を
しっかりと感じ取れた。ラストも狭めで、足のホール
ド感もあった（大越）。

impression

とにかく歩きやすく軽量なブーツで履いていること
を忘れてしまうほど。フレックス値よりも若干ソフ
トに感じられるがツアーブーツとしては十分な硬
さ。滑走・歩行・使い勝手など総合評価が高いブー
ツです。

TECNICA
ZERO G TOUR PRO
¥99,000＋税
サイズ：22.5-30.5cm
ラスト：99mm
フレックス：130
重量：1,320ｇ（26cm)
WALKMODE RENGE：58°

■フィット感、カフの高さなど、アルペンブーツの流
れをくんでるだけあり一番しっくりきた。ソールがフ
ラット（ランプ角）なのが気になるくらいだ（大越）。
■インナーがとても良くなった。軽さ、可動域の広さ
を残しつつ、フィット感が良くなっている（戸沢）。

impression

昨年モデルからインナーブーツのグレードアップと
ラバーソールの形状を適応ビンディングが多いグ
リップウォークソールに変更。特にインナーが改良
されシェルの硬さが気にならなくなり使いやすさが
アップ。シェルを熱成型できるメモリーフィットで、
どんな足型にもジャストフィットできます。

ATOMIC
HAWX ULTRA XTD 130
¥99,900＋税
サイズ：24-29.5cm
ラスト：98mm
フレックス：130
重量：1,442g(26cm)
WALKMODE RENGE：54°

FREERIDE TOUR

ALPINE TOUR
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Boots

Photographer
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柔軟性のある蛇腹部分を採用したNTNテ
レマークブーツ。ゲレンデからバックカント
リーまで幅広く対応するモデルです。NTN 
TTSビンディングも使用できるモデルとなり
ます。

SCARPA
TX PRO
¥69,000＋税（予価）
サイズ：22.5-30.5cm
ラスト：102mm
フレックス：メーカー未発表（110相当）
重量：1,750ｇ(27cm)
WALKMODE RENGE：22°
FOEWARD REAN：12°-2°/+3°

ステップインステップアウトが簡単に行なえ
るNTNシステムの人気モデル。ツアーモー
ドの使い勝手も良く75mmシステムから
の乗り換えも違和感が少ない。

22DESIGNS
OUTLOW X
¥52,000＋税
サイズ：NTN規格S/L
仕様：NTN BINDING
重量：1,520g/Ssize、1590g/Lsize

75ｍｍ規格のテレマークビンディング。ツ
アーモードも搭載しており、切り替えも簡
単です。シンプルな作りで故障も少なく信
頼性が高く人気のビンディングです。

VOILE
SWITCH BACK
¥42,500＋税
サイズ：ショート/24.0~27.5cm、
スタンダード/27.0~31cm、
ウィメンズ/23.0~26.5cm
仕様：75mm
重量：681ｇ

ライディングとハイクアップのバランスの取
れた性能で長く愛されているスタンダード
モデル。ビギナーからエキスパートまで対
応幅も広いブーツです。

SCARPA
T2 ECO
¥61,000＋税（予価）
サイズ：24.5-32cm
ラスト：102mm
フレックス：メーカー未発表（100相当）
重量：1,685ｇ(27cm)
WALKMODE RENGE：30°
FOEWARD REAN：16°/19°

NTN TTSシステムに対応したブーツ専用ビ
ンディング。ライトツアーリングテレマーク
ビンディングの登場です。とにかく軽量で
歩行モードではATスキーヤーに後れを取る
ことはありません。

22DESIGNS
LINX
¥64,000＋税
サイズ：NTN規格S/L
仕様：NTN-TTSシステムビンディング
重量：960ｇ/Ssize、1,000ｇ/Lsize

フリーライドワールドツアー（FWT）白

馬大会をはじめ、今シーズン数多くのフ

リーライド大会が日本でも開催され、フ

リーライドという言葉も定着してきた感

があります。同時にゲレンデのグルーミ

ングされたピステだけでなく、非圧雪

コースやツリーランなどの新雪や地形を

使ったスキー本来の遊び方が、日本に

も浸透してきました。そのような流れの

中でがぜん注目を集めているのが、雪

質に関係なく一台で楽しめる走破性の

高いオールマウンテンスキーと呼ばれる

スキーです。日本ではグルーミングバー

ン（圧雪）の滑走に特化したスキーの

人気が高かったため注目されることが

少なかったカテゴリーですが、整備さ

れた圧雪でのカービングも楽しめるだ

けでなく、非圧雪のパウダーも楽しめ

るいうことで欧米ではもっとも人気のあ

るカテゴリーなのです。もちろん本格的

にパウダーを楽しみたいという方やバッ

クカントリーを目指す方には、さらにワ

イドであったり軽量なスキーであったり

がお薦めですが、文字通り一台で雪山

をすべて楽しめるスキーが注目されるの

は、至極当然な流れということになりま

す。パウダーDAYにはパウダーゲレン

デをローテーション。荒踏みされてきて

もオールマウンテンタイプなら走破性も

高く、長い時間楽しめるおまけ付きです。

踏み荒らされたらグルーミングのハード

ピステに移動して、２本のラインをつけ

てカービングを楽しむなんてことも自由

自在です。

Ski
VÖLKL
M5 MANTRA
¥88,000＋税
サイズ：170/177/184/191
サイドカット＆ラディウス：
134/96/117/R19.8-177cm

昨年モデルチェンジするや否や世界的なヒット作となったM5マントラは、ハードバーンでのカービングからパウダー
まで高いレベルで楽しむことができる、まさにオールラウンドスキーの代表作。特に荒踏みされたパウダーでの走破
性が高く、ゲレンデ周りでパウダーを楽しむ方には最適な一台となります。独自のチタナルメタルを使ったフレーム
構造が適度なトーションを生み出し、雪質への対応幅も非常に広く扱いやすくなっている。

VECTOR GLIDE
MAKE BC(ST)
¥94,940＋税
サイズ：180/188
サイドカット＆ラディウス：
130/100/120/R22.7-180cm

ゲレンデでのフリーランからパウダーまで幅広く活躍するオールラウンダー。操作性の良さで長さが全く気になりませ
ん。ゲレンデから一歩踏み出してみたい方にお薦めのモデルです。

K2
MAINDVENDER  90Ti
¥70,000＋税
サイズ：163/170/177/186
サイドカット＆ラディウス：
127/90/114/R17.9-177cm

ピステとオフピステの両方を一台で楽しむスタイルにフィットしたオールマウンテンタイプ。ピナクルをバージョンアッ
プさせ切れとズレをうまくコントロールできるようになっています。

VÖLKL
KENDO 88
¥83,000＋税
サイズ：163/170/177
サイドカット＆ラディウス：
129/88/129/R16.8-170cm

マントラの大成功を受けて同一構造で新たに作られた88ウエスト幅のニューモデル。よりシャープなカービングが可
能で、グルーミングでのカービング性能はGSモデルに匹敵する高速クルーザーだ。大まわりだけでなく様々な大きさ
のターン弧を描きやすく、オールラウンドスキーとしてどんな雪質にも対応してくれる頼もしい一台です。

TELEMARK
ALLMOUNTAINフリーヒールの楽しさをさらに広げるテレマークブーツ＆ビンディング
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VECTOR GRIDE
CORDOVA
¥115,140＋税
サイズ：170/175/180/185/190
サイドカット＆ラディウス：
120/85/110/R21.8-180cm

ヴェクターグライドの原点とも言えるスキー。15年前はファットスキーだったが、今ではオールラウンドスキーの代表
作となっている。サイドカーブに頼らずたわみをコントロールすることで自在にターン弧を調整するタイプで、スキー
との対話が楽しめる。ゲレンデから春のBCまで幅広く対応するセンター85ｍｍ。

SALOMON
QST 99
¥85,000＋税
サイズ：167/174/181/188
サイドカット＆ラディウス：
136/99/118/R19-174cm 

フルサイドウォールやレーシングスキー並みの上質な芯材から生み出されるシャープさと高い操作性を発揮します。
絶妙なロッカージオメトリーによりオールラウンドな性能に磨きがかかったQSTの中心モデル。

VECTOR GRIDE
POLARVE LIGHT
¥129,280＋税
サイズ：175/180/186
サイドカット＆ラディウス：
135/107/128/R23-180cm

昨シーズンのベストセラーモデルのポラーヴを扱いやすくチューニングしたPOLARVE LITEが新登場！ ただしディ
チューンしたモデルにではなく、メタルを抜いたことでレスポンスが格段に向上し戦闘力の高いモデルに仕上がって
います。また180ｃｍも新登場。スタンダードに比べ軽量かつたわみを作りやすくなっているので、より幅広い層の
お客様に楽しんでもらえるスキーになっています。

LINE
SAKANA
¥99,000＋税
サイズ：166/174/181
サイドカット＆ラディウス：
150/105/138/R15-166cm

エリックポラードによりデザインされ世界中で大人気を博したエポックメイキングなスキー。生粋のパウダースキーと
見せかけ、実はゲレンデカービングが最高に楽しめる一風変わったキャラクターが魅力。もちろんパウダーは魚のよ
うに自由に泳ぎまわることができます。

POWDER FREERIDE
2018-2019ジーガーのテーマはセン

ター107ｍｍでしたが、今シーズンも

や はりPOWDER FREERIDEの 中 心モ

デルはセンター107ｍｍです。ただバッ

クカントリーや難しい状況になればなる

ほど幅広のスキーの安定感も心強いも

のです。とくにFWTなどのフリーライド

コンペティションにおいては120ｍｍ前

後が多く使用されている状況から、太

いスキーへの需要も増えてきているとい

えます。さらにクリエイティブなライディ

ングスタイルに合わせ、エアやバター・

スウィッチがしやすいフォワードセッティ

ングが多くなっています。自分のスタイ

ルにマッチしたスキーに仕上げるため

には、スキー選びのほかにビンディング

の取り付け位置。自分のスタイルや取り

付けるビンディング・組み合わせるブー

ツの前傾角度なども考慮したうえで選

ぶことが重要となります。

SALOMON
QST106
¥90,000＋税
サイズ：167/174/181/188
サイドカット＆ラディウス：
140/106/125/R20-188cm

フルモデルチェンジしたQSTはロッカーシェイプも改良され、パウダーの中での操作性が一段と向上しています。振
動吸収にも優れているため荒踏みされたパウダーでの安定性もピカイチ！

DPS
KOALA F119
¥96,500＋税
サイズ：179/184/189
サイドカット＆ラディウス：
143/119/130/R23-184cm

DPSが次世代のフリーライダーに向けて開発したフリーライドモデルです。センターがフロント寄りに設定されバター
やスイッチがやりやすく、エアでのランディングが決まりやすくなっています。まさにフリーライドコンペにも最適な一
台と言えます。

DPS
WAILLER A110 C2
¥156,500＋税
サイズ：171/179/184/189
サイドカット＆ラディウス：
136/110/120/R22-184cm

昨シーズンパウダーワークスとして限定販売されたモデルがいよいよ正式にラインナップされました。A112では乗り
やすいが物足りないという方にお薦めのシャープさを兼ね備えたモデルです。有効エッジが長めのセッティングなの
で、より直線的なラインを描きやすくスピード感が違います。

VÖLKL
REVOLT 121
¥85,000＋税
サイズ：177/184/191
サイドカット＆ラディウス：
143/121/135/R19.2-184cm

FWTシリーズチャンピオンに輝いたマーカス・エダーの滑りを支えたのが、このスキー！ しなやかで張りのあるフレッ
クスは高速安定性も抜群。足元はキャンバーがあるため、ハードな状況での確実なグリップ力も併せ持っています。

VECTOR GRIDE
GENIUS
¥152,510＋税
サイズ：185/193
サイドカット＆ラディウス：
155/130/140/R33.3-185cm

シェイプからは想像もできないクイックな運動性と超高速域での安定性という相反する性能を実現している非凡な才
能を持つスキー。

BLIZZARD
RUSTLER 11
¥89,000＋税
サイズ：164/172/180/188/192
サイドカット＆ラディウス：
143/116/123/R21-188cm

チタナルメタルを独特な形状でラミネートすることでスイングウェイトが軽く、メタル特有のレスポンスの鈍さを感じさ
せない。適度なねじれ剛性で扱いやすい一面も兼ね備えているベストセラーモデルです。
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ATOMIC
BENT CHETLER 120
¥99,000＋税
サイズ：176/184/192
サイドカット＆ラディウス：
143/120/134/R19-184cm

フリーライドコンペでも大活躍のパウダーマシーン。足元のカーブがどんな状況でも安定感をもたらし、パウダーを
自由に泳ぎまわることができます。また、このクラスでは最軽量な部類に入り、軽快な操作性が最大の魅力です。

VÖLKL
MANTRA V-WERKS
¥125,000＋税
サイズ：170/178/186
サイドカット＆ラディウス：
135/99/117/R20.8-178cm
重量：1,700g

ツアースキーに求められている軽さと、フリーライドスキーに求められる運動性能を追求して生まれたモデル。ロン
グルートにおいて遭遇する様々な雪質に対応できるスペックとなっています。

ATOMIC
BACKLAND 95
¥69,000＋税
サイズ：169/177/185
サイドカット＆ラディウス：
126.5/95/115/R18-177cm
重量：1,370g

ホライズンテック採用のトップ部分は軽量化と同時にワンサイズ太めのスキー同等の浮力を発揮し、滑走やハイクアッ
プを楽にしてくれます。ATスキーの入門用としても最適です。

VECTOR GLIDE
CORDOVA SUPER LIGHT
¥139,380＋税
サイズ：170/175/180/185/190 
サイドカット＆ラディウス：
120/85/110/R21.8-180cm
重量：1,500g

山岳スキーの決定版とも言えるモデル。軽量スキーに見られる安定性やエッジグリップの弱さなど微塵も感じさせな
い強さが魅力。佐々木大輔のデナリ大滑降使用モデル。

K2
WAYBACK 106
¥95,000＋税
サイズ：172/179/186
サイドカット＆ラディウス：
136/106/124/R22-179cm
重量：1,550g

しなやかなフレックスとバランスの取れたロッカーにより様々な条件に対応可能。滑走フィーリングを重視するスキー
ヤーにもお薦めできる。特にパウダーでの乗りやすさは名機クンバック譲りだ。

BLACK DIAMOND
HELIO 95
¥99,700＋税
サイズ：163/173/183
サイドカット＆ラディウス：
123/95/113/R19-173cm
重量：1,350g

カーボンスキーとして定評のあるヘリオシリーズの中心モデル。カーボン特有の返りの速さからくるバタつき感を軽減
し、しなやかなフィーリングにまとめ上げている点はさすがだ。ハードスノーでもソフトスノーでも、どちらでも使い
やすい95ｍｍ幅の代表作。

BLIZZARD
ZERO G 95
¥80,000＋税
サイズ：164/171/178/185
サイドカット＆ラディウス：
127/95/111/R24-185cm
重量：1,310g

人気モデルのZERO Gシリーズがさらに進化しました。3Dカーボンファイバーフレームにより全体的にスキーがしな
やかになり、トップとテールのエッジグリップが向上し振動吸収も良くなっています。サイドカーブを緩めにしたことで
雪質の変化に対応しやすくなっています。

TOUR
ツアースキーも非常に多様化していま

す。ひと昔前なら山スキーと言えばセン

ター幅は85ｍｍ以下でとにかく軽量、

荷物をある程度担いで登るためサイズ

は取り回し重視の短めで、硬めのフレッ

クスというのが定番でした。現在は登

る手段としての山スキーもあり、滑走

目的で雪山に滑るために登るスタイル

もあり、ということでTOUR SKIは軽量

化と滑走性能をどんどん進化させてき

ました。ここではMt.石井スポーツとし

て、どちらにも妥協しないスキーの数々

をご紹介したいと思います。ひとつの答

はセンター幅95ｍｍです。パウダーで

もハードバーンでも一台でこなすことが

できるオールラウンドに使えるサイズで

す。もちろんパウダー重視の軽量モデ

ルもたくさん出ていますがロングハイク

を考えた場合季節的には3月以降が多

いことから、このサイズにフューチャー

したラインナップとなっています。

Photographer

菅沼 浩
Skier

浅川 誠
＠北海道
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POWDER FREERIDE 
これまでどうしても本気で女性にフィー

チャーしたモデルが少なかったこのカテ

ゴリーですが、昨今各ブランドで性能は

もちろんデザイン的にも女性にしっかり

とフィーチャーしたモデルが増えてきま

した。デザインも単に赤やピンクを使う

ということだけではなく、ファッション

の世界にも通じるような、女性の目線

からしても手にしてみたいと思わせる、

性能とデザインが本気で両立がなされ

たモデルが増えてきたと言っても良いで

しょう。またその性能についてのバリ

エーションも様々なタイプが選べるよう

になり、目的に見合った一台を選ぶこと

ができるようになったといえるでしょう。

その様々なタイプの中から自分の一台

を選ぶ時のポイントは、やはり目的。ど

んなモデルが欲しいのか、自身のスタ

イルを整理するべきで、どんな時季に

どんな雪質をどんなふうに滑りたいの

か？ もちろん自身の技術や体力も重要

なポイント。様々なモデルの中からご自

身のスタイルに合ったものを選びたい

ものです。

WOMEN

VECTOR GRIDE
POLARVE LIGHT(W)
¥129,280＋税
サイズ：164/175
サイドカット＆ラディウス：
135/107/128/R21.5-175cm

新たにラインナップされたLIGHTモデルはスタンダードからメタルを抜いたことで軽量化も実現したほか、しなやか
さがアップしたことでスキーの加速感が生まれイキイキとした印象に！

DPS
YVETTE A112 RP
¥156,500＋税
サイズ：158/168/178
サイドカット＆ラディウス：
139/112/124/R15-168cm

とにかくパウダーを楽に滑れるようになりたいと願う女性にお薦めの一台です。しかしパウダー専用ではありません。
グルーミングバーンでのカービング性能もしっかり備わっているので、パウダーリゾートでの一日を存分に楽しむこと
が可能です。

BLIZZARD
SHEEVA 10
¥85,000＋税
サイズ：156/164/172/180
サイドカット＆ラディウス：
133/102/122.5/R16-172cm

人気モデルRUSTLER 10のレディースモデル。女性の脚力や体重に合わせてフレックスを調整してあり操作性の高さ
には定評がある。中級レベルから上級レベルまで幅広い層に対応可能なオールラウンドモデルです。

VECTOR GLIDE
SHIFT
¥124,230＋税
サイズ：163/175
サイドカット＆ラディウス：
130/100/120/R24－175cm

不動の人気を誇る女性用のファットスキーの決定版。フルキャンバーがもたらす確実なエッジホールドと、ナチュラル
なスキーの返りが小気味良いトラディッショナルなスキー。パウダーだけでなく春のザラメやハードなグルーミングも
楽しめるオールマウンテンスキーとしてもお薦めです。

 「こんなスキーがあればいいな」
というスキーに出会えた気がします。
速いし、切れるし、カラーリングもいい。
思わず手にしたくなる──鈴木彩乃

S P E C I A L  T A L K Photographer

菅沼 浩
Skier

鈴木彩乃
＠北海道

アルペンレース、基礎スキー、フ
リーライドと、様々なスキーに精
通するプロスキーヤー。写真の被
写体からレッスンまでこなすマル
チプレーヤーだ

フリースキーヤー

鈴木彩乃

　元々レースをしていたので、基本的
に速いスキーが好きで、スキーに対し
て「速いスキーはヨーロッパブランド」
というイメージが ありました。でも、
縁あってヴェクターグライドに乗ること
になって、そのイメージがガラリと変
わりました。「日本にもこんなに走る
スキーがあるんだ」と。そして、緻密
で丁寧な日本人のモノづくりの素晴ら
しさが感じられ、「こんなスキーがあ
ればいいな」というスキーに出会えた
ような感じもしました。
　私がヴェクターグライドに乗りたい
と思った理由のひとつに芯材の良さ
があります。たぶん、そこがこのブラ
ンドの良さのひとつであり、他のブラ
ンドとの違いになると思います。
　近年は、スキーギアの多くが軽量
化の流れの中にあります。当然、ス
キーの芯材も軽量化を目指して色々と
手が加えられますが、私はそれも良し
悪しだなと考えています。軽量化され
るとスウィングウェイトが軽くなり扱い
やすさを引き出しやすくなります。た

だ、その分しっかりとしたしなりを生
かしたスピード感のある滑りを引き出
すのは難しくなります。また、高い安
定感を引き出すのもしかりです。その
点、ヴェクターグライドは芯材がしっ
かりしているので、いいスピード感で
滑ることができます。ヴェクターグライ
ドにも軽量モデルはあり、芯材もモデ
ルごとに違いがありますが、それでも
ターンすることを重要視しているブラ
ンドなので、軽量化をしつつも芯材の
良さも併せ持っています。それが、結
果的に軽量モデルでも優れた滑走性
を備えたスキーづくりにつながってい
るのだと思います。
　そして、近年はウイメンズモデルに
力を入れています。新しいシーズンに
向けスキーづくりを進めるにあたって、
カラーリングを決める現場に私も立ち
会ったのですが、アパレルファッショ
ンなどを手掛けるカラーコーディネー
ターの方を交え、何百種類ものカラー
チャートを見ながらカラーを決めてい
く過程がとても新鮮でした。ファッショ

ンなど、スキー以外のトレンドも意識
しながらモノづくりを進めるブランド
の幅のある意識に、人気のヒントを垣
間見た気がします。カラーリングやデ
ザインがいいと、滑りに対して意識が
高い女性スキーヤーは手にしたくなり
ますよね。
　今は、ちょっとした部分でのお手伝
いになります。でも近い将来、自分の
これまでの経験を生かしたアイディア
が詰まったスキーを手掛けることがで
きればいいなと思っています。
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テックビンディングでありながらトゥピースが独立
した横方向と前方向への解放機能があり、解放強
度の調整も可能となっています。ヒールピースはア
ルペンビンディング同様ブーツのコバを押さえるタ
イプで、さらにパワーレールと呼ばれる部分がブー
ツの踵部にある溝にはまり込む形でホールド感と
優れたパワー伝達をサポート。装着に多少慣れや
コツが必要なテックビンディングが多い中、もっと
も装着しやすいタイプなので初めてピンテックビン
ディングを使う方にもお薦めです。

FRITSCHI
TECTON 12
¥66,000＋税（予価）
解放値：DIN5-12
重量（1/2ペア）：630ｇ
ブレーキサイズ：90mm/100mm/110mm/120mm

バックカントリーの様々な状況に直面した時、安全性に関する信
頼感は滑り手に勇気を与え迷いをなくしてくれます。滑走時、ア
ルペンビンディングと同様の機構を持つこのビンディングは、ダ
イレクトにスキーに力を伝えてくれるほか、スキーヤーに足裏感
覚として雪面状況をリアルに伝達してくれます。理想的な圧感覚、
スキーのたわみ、振動吸収性を発揮し、ハイクアップ時はトゥの
ピンを使ってテックビンディングとして歩くことができます。高い
安全性、滑走性能と重量の軽減とのトレードオフから生まれた画
期的な機構により、ワンランク上の滑りの世界が広がりました。

SALOMON
S/LAB SHIFT MNC
¥85,000＋税
解放値：DIN6-13
重量（1/2ペア）：865ｇ
ブレーキサイズ：90mm/100mm/110mm/120mm

アグレッシブな滑走を目指すライダーにとってピン
ビンディングのパワー伝達性がネックでしたが、キ
ングピンが新たな道を切り開きました。ヒールピー
スに独自の構造を採用することでブーツ拘束を確
実にし、的確なパワー伝達とブーツソールでの荷
重感覚を実現しています。

MARKER
KINGPIN 13
¥85,000＋税
解放値：DIN6-13
重量（1/2ペア）：750ｇ　
ブレーキサイズ：75-100ｍｍ/100-125ｍｍ

発売以来多くの方にご愛用いただいているニュー
スタンダードとも言えるテックビンディングのベスト
セラーモデルです。誤解放の少なさや装着の容易
さ、雪が詰まりにくいデザインなど、すべてにわた
りバランスが取れているビンディングです。

G3
ION 12
¥58,000＋税
解放値：DIN5-12
重量（1/2ペア）：579ｇ　　
ブレーキサイズ：85ｍｍ/100ｍｍ/115ｍｍ/130ｍｍ

キングピンのコンセプトはそのままに、130ｇの軽
量化を実現。各パーツはカーボン含有率をアップ
し、軽量化とともに強度も確保されています。軽
く軽快なハイクアップとアグレッシブな滑走を同時
に実現できるプロダクトの登場です。安全面でも
TUVの認証を受けており安心です。

MARKER
KINGPIN M-WERKS 12
¥95,000＋税  
解放値：DIN5-12
重量（1/2ペア）：620ｇ　
ブレーキサイズ：75-100ｍｍ/100-125ｍｍ

エクステンディッドパワーフレーム採用で、幅の広
いスキーに効率良くパワーを伝えることができる
BCフリーライドの定番ビンディング。様々な規格の
ソール形状にアジャストすることができます。

MARKER
BARON EPF13
￥46,000＋税
サイズ：S 265mm-325mm/L 305-365mm
解放値：DIN4-13
重量（1/2ペア）：本体1390ｇ(S)
標準ブレーキサイズ：110mm　
オプションブレーキサイズ（別売¥6,000＋税）：
85mm/90mm/100mm/120ｍｍ/136ｍｍ

IONをベースに開発されたZED12は、IONの使
いやすさをそのままに軽量化されたテックビンディ
ングです。ヒールピースにも10mm幅の前圧機能
を有しており、誤解放やリリースの安定性に影響
を及ぼしません。オプションのブレーキはさすがに
重量のあるファットスキーには役不足感は否めま
せんので装着時の流れ止めとしてお考えいただき、
付属のリーシュコードの利用をお薦めします。

G3
ZED 12
本体¥58,000＋税
ブレーキ（別売）￥8,500＋税
解放値：DIN5-12
重量（1/2ペア）：本体354ｇ+ブレーキ85ｇ（100ｍｍ）　
ブレーキサイズ：85mm/100mm/115mm/130mm

センター幅89ｍｍ以上のスキーに対応したEPF搭
載のツアービンディング。太めのスキーでもパワフ
ルにコントロールできる剛性を確保しつつ軽量化
を図ったモデルです。軽量なツアー系のスキーと
の組み合わせをお薦めします。

MARKER
F12 TOUR EPF
￥52,000＋税
サイズ：S 265mm-325mm/L 305-365mm
解放値：DIN4-12
重量（1/2ペア）：本体1085ｇ(S)/1100g(L)
標準ブレーキサイズ：110mm
オプションブレーキサイズ（別売¥6,000＋税）：
85㎜/90㎜/100㎜/120㎜/136㎜

シンプルな構造のツアー向けビンディング。ヒール
ピースの前圧機能がないタイプです。オプションで
ブレーキ装着可能です。

DYNAFIT
TLT SPEEDFIT 10
本体¥54,000+税　ブレーキ¥9,000＋税（別売）
解放値：DIN5-10　
重量（1/2ペア）：本体285ｇ+ブレーキ90ｇ　
オプションブレーキサイズ75mm/90mm/105mm

滑走モードとハイクモードの切り替えがスキーを脱
がずに行なえる手軽さが人気のモデル。扱いが簡
単でテックビンディングの装着を煩わしく感じる方
にお薦めのモデルです。

TYROLIA
AMBITION 10 AT
￥40,000＋税
解放値：DIN3-10
重量（1/2ペア）：本体980ｇ
ブレーキサイズ：
85mm/95mm/105mm/125mm

テックビンディングでは数少ないTUV認定の安全性
を誇る信頼のビンディング。最大の特徴は滑走中に
リリース方向にブーツがひねられた際、その動き
に連動してトゥピース本体が回転（ローテーション）
することで足への負担を軽減しスムーズな解放に
つながるだけでなく、解放するまでの保持力が高ま
り誤解放をも抑制してくれる点。いたずらに軽量化
していないため故障も少ない。若干ヒール側が高
いセッティングで滑走ポジションも作りやすい滑り
に注力したビンディングと言える。

DYNAFIT
ST ROTATION 10
¥66,000＋税
解放値：DIN４-10
重量（1/2ペア）：599ｇ
ブレーキサイズ：90mm/105mm/120mm

アルパインツアービンディングの老舗ブランドであるフリッチか
ら、超軽量なテックビンディングが新登場です。テクトンやバイペッ
クのようなトゥピースの独自解放機能ではありませんが、ヒール
ピースにはスキーのたわみに合わせて稼働する前圧機能も搭載
してのこの重量は画期的な軽さです。さらにブレーキシステムな
どはバイペック譲りでしっかりしています。軽量なATスキーにベ
ストマッチングのビンディングで価格も魅力的。

FRITSCHI
XENIC 10
本体¥40,000＋税
ブレーキ別売¥6,600＋税
解放値：DIN4-10
重量（1/2ペア）：本体280ｇ+ブレーキ45ｇ
ブレーキサイズ：85mm/95mm/105mm
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横バネ式のトゥピースを初めて採用するなど、フ
リーライドスキーの新しい時代を切り開いたビン
ディングがジェスター。スキーの性能をいかんなく
発揮させる機能が満載です。様々なソール規格に
適合し、アルペンブーツからツアーリングブーツま
でカバーします。

MARKER
JESTER 16 ID
￥44,000＋税
解放値：DIN6-16
重量（1/2ペア）：本体1,070ｇ
標準ブレーキサイズ：90/100/110mm
オプションブレーキサイズ（別売¥6,000＋税）：
85mm/120ｍｍ/136ｍｍ 

プロライダーのハードな滑りに応えることができる
プロ仕様のビンディング。メタルコンストラクション
で耐久性も抜群。フリーライドコンペに参戦するラ
イダーにお薦めです。

SALOMON
STH2 WTR 16
¥45,000＋税  
解放値：DIN7-16
重量（1/2ペア）：本体1,220ｇ
ブレーキサイズ：90/100/115/130

佐々木悠や小野塚彩那などが使用しているフリー
ライドビンディング。スタンドハイトが他のビンディ
ングに比べ18.4mmと約８ｍｍ～12mmほど低
く、安定したライディングが可能になる。

ATOMIC
STH WTR 16
¥45,000＋税
解放値：DIN7-16
重量（1/2ペア）：本体1,200ｇ
ブレーキサイズ：90/100/115/130

フリーライドの入門からジュニアライダー、女性な
どとにかく軽量で安全性の高いビンディングを探し
ている方にお薦めです。ライトオールマウンテンス
キーとの組み合わせもベストマッチ。

MARKER
SQUIRE 11 ID
¥23,000＋税
解放値：DIN3-11
重量（1/2ペア）：本体767ｇ（100mmブレーキ）
標準ブレーキサイズ：
90/100（WT、BKのみ）/110㎜
オプションブレーキサイズ（別売¥6,000＋税）：
85mm/120mm/136ｍｍ

オールマウンテンスキーやフリーライドの入門に最
適な軽量タイプ。

ATOMIC
WARDEN MNC 11
¥22,000＋税
解放値：DIN3.5-11
重量（1/2ペア）：本体925ｇ
カラー：ブラック/ブラック、ホワイト
ブレーキサイズ：90/100/115㎜
＊115㎜はホワイトのみ

フリーライドビンディングのベストセラーモデルで
す。基本構造はジェスターと同じですが、マグネシ
ウム素材から別の軽量な素材に変更、価格もお求
めやすいモデルです。

MARKER
GRIFFON 13 ID
¥33,000＋税
解放値：DIN4-13
重量（1/2ペア）：本体1019ｇ（100mmブレーキ）
標準ブレーキサイズ：90/100/110/120mm
オプションブレーキサイズ（別売¥6,000＋税）：
85mm/136ｍｍ

STH２ WTR 16を軽量化したモデル。基本構造は
変わらずスキーに対して低い位置でマウントされる
ため安定性が高い。

SALOMON
STH2 WTR 13
¥35,000＋税
解放値：DIN5-13
重量（1/2ペア）：本体1,145ｇ
ブレーキサイズ：90/100/115/130

　平成もラストのこの年、1月18日から
20日までの3日間、児玉毅、山木匡浩
の二人のスキーヤーをゲストに招き、寝
食を共にしながらニセコのパウダーを満
喫しようということで、北海道はもちろ
ん東北、関東、関西、果ては海外から
パウダーフリークが集まった。さらに今
回はピオレドール賞受賞者で石井スポー
ツ登山学校校長の天野も参加し、全体
の安全管理に一役買っていただいた。
　各地から各々の手段での集合なのだ
が、毎年恒例の企画ということもあり、
久しぶりの再会という参加者も少なくな
く眼前に広がるニセコの景色も相まっ
て、早速参加者は笑顔があふれ、ワク
ワクが止まらないといった様子。足早に
準備を整え、いよいよ山へ。まずはヒ
ラフのゲレンデで足慣らし。ゴンドラを
上がってまずは一本。ここで児玉班、山
木班と二班に分かれ、それぞれのレベ
ルに応じたペースと斜面を二人が案内。
ここニセコエリアは、ご存知の通り国内
だけではなく世界的にもその名が知ら
れ、今やさながら外国ではと錯覚してし
まいそうなほど、世界中のスキーヤーか
ら注目されている。そのぶん朝早く出な
いと面ツルに出会えることが少ないのだ
が、そこはさすが児玉、山木。ニセコ
の中でもさらにマニアックな良い場所を
紹介。遠方からの人もいることから本企
画は昼集合になっているが、十分満足
できる一日となった。もちろん夜は温泉
を楽しんだ後、楽しい宴が繰り広げられ
たのは言うまでもない。

　2日目。この日のメインはニセコアン
ヌプリ山頂からの大滑走。ゴンドラとリ
フトを乗り継ぎ、最後のハイクはインバ
ウンドの方を含めた圧巻の大行列。そ
んな中、参加者はそれぞれのペースで
登り切り、山頂を楽しんだ。
　ほどなくして、大滑走のスタート。滑
走前に児玉、山木の二人から、滑りと
ラインのアドバイスを受け、いざドロッ
プイン！ 日差しの当たっていないフレッ
シュパウダーの大斜面に思い思いのライ
ンを描く。参加者の笑顔も最高潮！ 最高
に気持ちの良いライディング！
　その後も斜面を変えながらパウダー
三昧。疲れを忘れて時間いっぱい楽し
む。大満足の一日を終えた後は、ここ
まで撮りためた写真のスライドショー＆
大宴会！ 夜もしっかり盛り上がりました。
　3日目。最終日となるこの日は、ニセ
コ山系の人気スポットであるイワオヌプ
リに向かうことに。朝からそそくさと準
備を始め、何とか一番乗りを目指してい
ざ出発。あいにくこの日もすっきりとし
た青空というわけにはいかなかったが、
そのぶん雪のコンディションはしっかり
保たれていそう。今回は駐車場からの
ハイクがスタート。ペースの早い児玉
チームとゆっくりペースの山木チームに
分かれ、苦手なキックターンを駆使しな
がら登ること2時間弱、無事にドロップ
ポイントまで到着。歩きながらも楽しい
会話で、あっという間でした。準備を整
えこの旅最大のクライマックス、イワオ
ヌプリの大滑降へ。ブーツのバックルは

閉めたのか？ ウォークモードにはなって
いないか？ ウェアのファスナーは締まっ
ているか？ 広い斜面を目の前に、微妙
な緊張感の中、山木の合図でドロップイ
ン！ 思い思いのラインを描き、思わずせ
き込んでしまうようなアスピリンスノーを
無我夢中で滑る。
　ワンターン、ツーターン、スリーターン。
　なんだか今日は最高だー！ 思わず大
声が出てしまう。気づけば児玉の待つポ
イントまで一気に滑りきっていた。
イェーイ！！　児玉とハイタッチ！

「なまらきもちいいー！」
　そりゃ北海道弁もでるというもの。そ
して振り返ると、思わずのけぞる大斜面。

「こんなところ滑ったんだ」
　幸せな時間も、いよいよここまで。夢
のような3日間もついに幕切れとなりま
した。

　ニセコエリアは世界中のスキーヤー
が集まるエリアとなっていて、今回も非
常に多くのインバウンドの方が来ており、
ノートラックを見つけるのは困難になっ
てきています。そんななか、児玉、山木
の両名が良いところをうまく見つけて案
内。今年もまたパウダーハンティング大
成功となりました。
　今年はシーズン初めから雪が少なく、
我々パウダーフリークは皆、まだかまだ
かと気をもんだシーズンインだったが、
そんな心配したのは何だったのかという
くらい、ここニセコの土地は我々を裏切
らなかった。

R E P O R T

in NISEKOパウダーハンティング 

レポート＝札幌店　藤野裕喜

児玉毅と山木匡浩、
バックカントリーファン憧れのプロスキーヤー二人と
ニセコのパウダーが織りなす至福の時間。

「ニセコパウダーハンティング」
今年もまた、そこには極上のパウダーが待っていた。
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Climbing skin
クライミングスキン徹底検証！
特徴を押さえて的確に活用しよう！
近年、クライミングスキンは大きく進化してきました、粘着面に従来のグルー（糊）を使ったものと、

グルー以外の新素材の２種類に大別されます。またメーカーそれぞれに優れている点や特徴を

持っているので、一概にどれがベストで優れていると言い切れない部分があるのも事実です。こ

こでは、それぞれの特徴を明確にして、お客様が選びやすく整理して紹介します。

モヘアにナイロンをミックスした、グリップ性とグライド性のバランスに優れたオールランド
に使用できるシールです。

CONTOUR
HYBRID MIX
¥24,050～¥25,250＋税
幅：115・135mm
長さ：XS(145～152cm) 、S(153～160cm) 、M(161～168cm)  、L(169～176cm)、 XL(177～184cm) 、XXL(195cm以下) 
素材：モヘア65% ナイロン35%

日本に上陸するや否や、大人気となったオーストリ
ア製ブランドがコンツアーです。特徴はなんと言って
もグルーを使わない特許技術のハイブリッドテクノロ
ジーにあります。これは熱を使わずクライミングスキ
ン本体に接着される層と、滑走面に貼り付ける側の
層からなる２層構造の製法。この構造により、滑走
面からクライミングスキンを剥がし易く、粘着面同士
を張り付けても簡単に剥がすことができるためチート
シートが必要なく、着脱・収納がスムーズにスピー

ディに行なえます。さらに、従来のグルーの弱点であ
るメンテナンス性・耐久性に優れます。冷蔵庫に保
管したり、糊を貼り替えるなどの作業は必要ありませ
ん。粘着性が低下した場合には、専用のクリーナー
で汚れを落とすことで粘着力を復元できます。今まで
感じていたストレスから解放されるクライミングスキ
ンです。このモデルは、アンゴラ羊の羊毛を使用し
た、低温化でもグリップ・グライド性を損なわないパ
ウダーシーズン向け。

CONTOUR
HYBRID PURE
¥25,250～¥27,750＋税
幅：115・135mm
長 さ：XS(145 ～ 152cm) 、S(153 ～ 160cm) 、M(161 ～ 168cm) 、
L(169～176cm)、XL(177～184cm)、XXL(195cm以下)  
素材：モヘア100% 

ポモカは、歴史あるスイスのクライミングスキンメー
カーです。特徴は抜群な防水性と乾燥性になります。
他社と違い防水布地に毛を植毛せず、多孔質の防水
フィルムにラバーコーティングして毛を植毛していため
に、毛が濡れてしまっても布地・グルー面に湿気や水
分が浸み込みにくく、濡れによる粘着力の低下を防ぎ
ます。ナイロン100％の強力なグリップ力と、様々な温
度で安定した粘着力は、クライミングスキンの取り扱い
に不慣れなビギナーにはうれしい性能です。特に、春
の湿った雪に有効。

POMOCA
FREE 2.0
¥22,000～¥23,000＋税
幅：123・140mm
長 さ：XS(145～160cm)、S(155～170cm) 、
M(165～180cm)、L(175～190cm)、XL(185
～200cm)
素材：ナイロン100%

コールテックスは、早くからグルーを使わないクライミングスキンの開
発に力を注いできたスイスのブランド。クラリーデンは、アクリルベー
スの粘着層を使用したモデルです。特徴は粘着糊を使わないので、温
度耐久性に優れ、幅広い温度で安定した粘着性を発揮すること。さら
に、粘着面同士を貼り合わせても簡単に剥がすことができるので、チー
トシートが必要なく、スピーディに作業できる点と、粘着層が非常に薄
いため非常に軽量で柔軟性に優れコンパクトに収納が可能です。メン
テナンスも楽で、専用のアクリルテープで簡単に素早く、熱圧着なしで
貼り替られ粘着力を回復できます。グライド面はモヘアとナイロンミック
スタイプで、グライド性グリップ性のバランスも良好です。クライミング
スキンに軽さやコンパクトな収納性を求める方にお薦めのタイプになり
ます。

COLLTEX
CLARIDEN カムロックセット
¥21,500～¥25,500＋税
幅：110・120・130・140mm
長さ：フリーsize
素材：モヘア65% ナイロン35%

G3は、カナダの老舗クライミングブランドです。カ
ナダという風土がら非常に低温下での粘着性に優
れた特性があります。一番の特徴は、特許申請さ
れた、フック式のトップとクリップ式のテールコネ
クターです。あらゆるスキー形状に対しても、よく
フィッティングでき簡単に着脱が可能で、他社に
ない特徴でファンが多いブランドです。このモデル
は、トップに特殊なウレタン素材で鱗形状にするこ
とで、特にパウダーでのラッセル走破性能を向上。
ハイトラクションナイロンを使用し、急斜面でもア
イシーコンディションにおいても抜群なグリップ力
を発揮します。

G3
ALPINIST+GRIP
¥20,000～¥22,500＋税
幅：100・115・130・145mm 　
長 さ：XS(150～166cm)、S(161～177cm) 、
M(172～188cm)  、L(183～199cm)   
素材：ナイロン100% 

左

特殊な繊維を挟み強度と剛性を出しつつもスキン
史上最薄で最軽量に仕上げたモデル。ジャケット
のポケットに収納可能なくらいコンパクトになりま
す。オールランド性に高いモヘアとナイロンミック
スを使用。

G3
MINIMIST GLIDE
¥23,000～¥25,500＋税
幅：100・115・130・145mm
長 さ：XS(150 ～ 166cm)、S(161 ～ 177cm) 
M(172～188cm)、L(183～199cm)  
素材：モヘア70% ナイロン30%

右

ブラックダイヤモンドはグルータイプのみを
製造しているメーカーとなります。歴史も
長く、昔から愛用している方も多いので信
頼感の高いクライミングスキンのひとつと
言えます。特徴は、ナイロン100％でグリッ
プ力が強く登攀に優れ、粘着力・耐候性
に優れることです。これから、バックカント
リーを始めたいとお考えの方のほか、ガイ
ドなのど使用頻度の高いヘビーユーザー
にも人気のモデルです。硬い雪質に強い特
徴があり、急峻な山域に多くいかれる方に
お薦めです。

BLACK DIAMOND
アセンションナイロンSTS
¥19,000～¥20,100＋税
幅：110・125・140mm 
長さ：フリーsize
素材：ナイロン100% 

接着面が黒ベースに変更。
従来品より軽く、コンパクトに

アップデート！
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Avalanche gear
AVALANCHE TRANSCEIVER

SHOVEL

PROVE

非常に軽量コンパクトで携帯性に優れた定
番モデル。雪の切り出しが綺麗にできるの
でピットチェック時の雪の観察が容易です。

BCA
B-1 EXT
¥6,000＋税
ブレードサイズ：24.9×25.4cm
重量：600g
伸縮時：56cm
伸張時：73cm

ISMFのレギュレーションに合わせて作
られている山岳スキーレース用装備品。

ARVA
カーボン2.40コンパクト
¥11,800＋税
サイズ：全長240cm/収納サイズ35cm
重量：120g
シャフト径：1.0cm

堅牢なアルミ製プローブ。凍りつきを防
ぐスリーブを継手部分に採用するなど
細かな作り込みで信頼性の高さが魅力。

BLACK DIAMOND
クイックドローツアープローブ 280
¥8,000＋税(予価）
サイズ：全長280cm/収納サイズ40cm
重量：342g

エキスパート向けのサイズ。ガイドや積
雪の多い地域での活動では十分な長さ
と堅牢な強度が求められるます。

BLACKDIAMOND
クイックドローツアープローブ 320
¥9,200＋税（予価）
サイズ：全長320cm/収納サイズ40cm
重量：385g

カーボンシャフトを採用し、剛性感があ
り、まっすぐにプロービング可能。重量
も軽く携帯性に優れています。

BCA
STEALTH 300CARBON
¥10,000＋税
サイズ：全長300cm/収納サイズ50cm
重量：280g
シャフト径：1.3cm

硬いデブリでも刺さりの良い先端の形
状と確実なロック＆リリースで定評のプ
ローブ。目盛の数字も大きくわかりやす
いのも特徴です。

BCA
STEALTH 300
¥8,500＋税
サイズ：全長300cm/収納サイズ50cm
重量：320g
シャフト径：1.２cm

スタンダードなサイズで軽量・コンパク
トなスタンダードモデルです。

BCA
STEALTH 270
¥7,500＋税
サイズ：全長270cm/収納サイズ45cm
重量：295g
シャフト径：1.２cm

プローブ先端に搭載されたセンサーが、
2mで検知音、50cm以内の埋没者の
存在を探知音と光で知らせてくれるた
め、素早く埋没者の位置特定ができる
画期的なプローブ。

PIEPS
iプローブⅡ260
¥22,300＋税（予価）
サイズ：全長260cm/収納サイズ48cm
重量：430g

Dグリップで力が入れやすいトップエンドモ
デル。ショベルのほかホウ（鍬）モードで
も使えて非常に作業効率が良い。また強度
も抜群で頼りになるショベルです。

BLACK DIAMOND
エバック７
¥9,200＋税（予価）
重量：794g
伸縮時：66.5cm
伸張時：94cm

耐久性・強度に優れた実用性に富んだ
bcaの定番モデルです。通常のショベルの
ほか鍬としても使えるため雪洞を掘ったり、
雪を掻き出す際にたいへん便利です。

BCA
RS EXT
¥8,000＋税 
ブレードサイズ：25×28cm
重量：715g
伸縮時：64cm
伸張時：85cm

掘りやすさを重視したフラットなブレード形
状と握りやすいグリップ形状で人気のモデ
ル。DグリップとTグリップの長所を併せ持っ
たハイブリッドシェイプのグリップを採用し
ている。ザックへの収納性も高く嵩張りま
せん。

BLACK DIAMOND
トランスファー３

¥6,300＋税（予価）
カラー：ファイヤーレッド
重量：692g
伸縮時：61cm
伸張時：79cm

超軽量で小型なトリプルアンテナ雪崩トラ
ンシーバーのニューモデル。必要な機能は
すべて網羅されており複数埋没に対する表
示機能もわかりやすいく画面もバックライ
ト付きで見やすくなっています。

ARVA
EVO 5
¥37,000＋税
サイズ：110×70×20㎜
重量：170g（電池リストストラップ込）
使用電池：アルカリ単3電池×1本
バッテリー寿命：200時間（SEND)
仕様：デジタル3アンテナ
捜索受信幅：50ｍ
受信距離：60ｍ 

プロユースに対応した豊富な機能はより高
度な捜索を可能にするほか、シンプルな使
いやすさも進化したモデルです。全ての操
作に対してハードウェアの進化により演算
速度が早くなり迅速な捜索が可能に進化し
ました。

MAMMUT
BARRYVOX S
¥59,000＋税
サイズ：115×67×27mm
重量：205g (電池込）
使用電池：アルカリ単４電池×３本　リチウ
ムバッテリー使用可
バッテリー寿命：アルカリ約300時間（SEND)
仕様：デジタル３アンテナ/アナログ併用 
捜索可能範囲：70 m（デジタル）　95m（ア
ナログ）

小型軽量で使いやすさが人気のモデル。複
数埋没の際の全体像を把握しやすいビック
ピクチャーモードなどの独自の機能を搭載。
ソフトウェアアップデートを自分でできるの
も特徴。モーションセンサーを搭載し、装
着者の動きが感知されない場合、1分後に
送信モードへ自動復帰する機能も備わって
います。

BCA
TRACKER 3
¥44,000＋税
サイズ：115×71×24mm
重量：215g (電池込）
使用電池：アルカリ単４電池×３本
バッテリー寿命：アルカリ約200時間（SEND）
捜索可能範囲：60 m（デジタル）

Bluetoothで通信し、PIEPSアプリを使っ
てソフトウェアのアップデートや機器の設
定、トレーニングモードを使った実践練習
などが可能。最適な発信アンテナに自動的
に切り替え機能も搭載（電波干渉など）。
高性能なサーチ機能により縦横受信範囲が
ほぼ同じ球形となるためサーチ範囲のダブ
りや抜けが少ない特徴があります。

BLACK DIAMOND
RECON BT
¥38,000＋税
サイズ：115×75×28mm
重量：210g (電池込）
使用電池：アルカリ単４電池×３本　リチウ
ム電池使用可
バッテリー寿命：アルカリ200時間（SEND) 
リチウム（300時間）
仕様：デジタル３アンテナ
捜索可能範囲：60 m（デジタル）アナログ
モード付き 

操作がシンプルで迷わず使いやすいと定評
の中級モデル。バリボックスＳと基本性能
は同じで、埋没者を素早く見つけ出すため
の非常に強力なサーチ能力は心強い味方
となります。

MAMMUT
BARRYVOX
¥46,000＋税
サイズ：115×67×27mm
重量：205g (電池込）
使用電池：アルカリ単４電池×３本　リチウ
ムバッテリー使用可
バッテリー寿命：アルカリ約300時間（SEND)
仕様：デジタル３アンテナ
捜索可能範囲：70 m（デジタル）

受信/送信が自動で切り替わるセンサーテクノロ
ジーを採用した直感的な操作が可能なモデルで
す。モーションセンサーも搭載し、一定時間静止
した場合には送信モードへ切り替えてくれます。
またピープスiプローブサポート機能・バイブレー
ション機能などを備え、初めての人にも使いや
すい超軽量・超小型雪崩トランシーバーです。

PIEPS
MICRO BT SENSOR
¥42,200＋税
サイズ：106×74×20㎜
重量：150g(電池込）
使用電池：アルカリ単3電池×1本　リチウムバッ
テリ使用可
バッテリー寿命：リチウム電池使用　最小350時間

（SEND)/アルカリ電池使用　最小200時間
仕様：デジタル3アンテナ
受信帯域：50ｍ
捜索帯域：50ｍ

106mm

ホウモード

作業効率の高い中型サイズの軽量ショベル
です。B-1同様にフラットなブレードは、ピッ
トチェックで雪の観察にも使いやすく、雪
をブロック状に切り出しやすいく実用的で
す。

BCA
B-2 EXT
¥7,000＋税
ブレードサイズ：25.4×27.9cm
重量：720g
伸縮時：61cm
伸張時：79cm
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WAX gear

POLE BackPack
Avalanche AIR BAG

Winter Pack

強度と軽さのバランスに優れ
たタイプ。ストラップの脱着が
容易です。

G3
VIA CARBON
¥13,500＋税
サイズ/重量（1/2ペア）：95-
125 ㎝/250g、115-145 ㎝
/280g 伸縮可能
素材：カーボン

細かな改良を積み重ねて熟成
されたスノーパックの人気定
番モデル。ヘルメットホルダー
やゴーグルポケットなどのアク
セサリーの使い勝手も優れて
います。

多くのライダーから絶大な信
頼を得ている大人気のウィン
ターパック。パックの厚みを抑
え、ライディング中に身体が振
られにくく、ウェストベルトが
可動式で動きを妨げないなど、
滑走時のバランスを優先。

OSPERY
Kamber 32
¥19,000＋税
容量：32ℓ
重量：1,540g（M/L）
カラー：全3色

DEUTER
FREERIDER PRO 30
¥21,000＋税
容量：30ℓ
重量：1,720g
カラー：全2色 こだ わりの 強 いコアなユ ー

ザーやガイドの声を元に作ら
れたモデル。大容量の荷室に
加え、大きめの雨蓋とギアラッ
クが、すべての装備をしっか
り収納します。

PLUSONEWARKS
Mate 48
¥33,000＋税
容量：48ℓ

剛性感が高く、荒っぽく使う
方にも安心な強度。ストラッ
プの脱着も容易です。

G3
VIA
¥10,500＋税
サイズ/重量（1/2ペア）：95-
125 ㎝/265g、115-145 ㎝
/309g 伸縮可能
素材：アルミ

コストパフォーマンスに優れ
たベストセラーモデル。グリッ
プやストラップに改良が加わ
り、より使いやすくなりました。

BLACKDIAMOND
レーザーカーボン

¥13,800＋税
サ イ ズ/重 量（1/2ペ ア ）：
100-125 ㎝ /558g、115-
140㎝　伸縮可能
素材：アルミ×カーボ

上下アルミシャフトを使った耐
久性の高いこのモデルは、エ
ントリーモデルとしても最適。
トラバース時に便利なラバー
グリップエクステンション付き
です。

BLACKDIAMOND
トラバース

¥10,300＋税
サイズ/重量（1/2ペア）：95-
145 ㎝/592g、105-155 ㎝
　伸縮可能
素材：アルミ

別売のウイペットアタッチメ
ントが装着可能で、より困難
なシーンにチャレンジするス
キーヤーにお薦めです。

BLACKDIAMOND
トラバースWR2

¥13,800＋税
サイズ/重量（1/2ペア）：
98-140cm/612g 　伸縮可能
素材：アルミ

トラバースWR2に装着可能な
ピックヘッド。危険度の高い
シーンで活躍します。

BLACKDIAMOND
ウイペットアタッチメント
¥6,900＋税
重量：160g

VECTOR GLIDE
V STICK
VECTORGLIDE

伸縮式としては非常にスイン
グバランスが良いモデルです。
信頼性の高いロック機能で、
誤伸縮を低減。

¥17,170＋税
サイズ：100-135㎝　伸縮可能
素材：カーボン×アルミ

非常に軽量でスイングバラン
スが良く、滑り手のパフォー
マンスを最大限に引き出して
くれます。

VECTOR GLIDE
V STCK STRAIGHT
¥17,170＋税
サイズ：100,105,110,115,
120,125㎝
素材：カーボン×アルミ

特徴のあるグリップが、ハイク
アップ時のクライミングサポー
トを操作するのにたいへん便
利です。

STRAWBERRY 
FIELD
SF BC
¥12,000＋税
サイズ：95-125㎝　伸縮可能
素材：アルミ×カーボン 

ナチュラルなテイストを活か
し、 実 際 の 竹 を 薄く削りア
ルミに巻き付けたMt.石井ス
ポーツオリジナルポールです。

STRAWBERRY 
FIELD
SF BANBOO
¥8,000＋税
サイズ：
105,110,115,120,125㎝
素材：リアル竹巻アルミ

グリップ部分がスクレーパー
形状になっていて、スキーに
付いた雪を落としやすく、クラ
イミングサポートの操作が容
易です。

BCA
SCEPTER
ALUMINUM 

¥10,000＋税
サイズ：105-145㎝　伸縮可能
重量：250g
素材：アルミ

人気のバッテリー式エアバッグがさらなる進
化を遂げました。従来モデルよりもさらに軽
量コンパクト化され、Bluetoothでアプリ接
続可能でシステム管理ができるように。さら
に荷室が分離型になり、好みの容量へとカス
タマイズ可能です。

BLACK DIAMOND
ジェットフォースプロ25スプリット
￥160,900＋税
パック容量：25L
サイズ/重量：S/Mサイズ　3,010g、
　　　　　　M/Lサイズ　3,110g 

ジェットフォースプロ用の交換荷室。目的に合わせ
て容量変更が可能。

BLACK DIAMOND
ジェットフォースプロブースター
¥8,000＋税
適用：10L,25L,35L,25Lスプリット

バッテリー駆動型エアバック。独自のE1エアバッグ
システムで、バッテリー式でありながら大幅な軽量
化を実現。充電時間が短く、いざというときには
単3型2本でも充電可能(40分)。Aフレーム型にス
キーを装着できたり、スノーボードの装着も可能。

SCOTT
PATROL E1 40
¥156,000＋税
パック容量：40L
重量：2,830g
仕様：バッテリー式

一度施工するだけでワックスがけから解放さ
れる夢のようなグライドトリートメント。昨シー
ズン登場したファントムを当社スタッフもテス
トしていますが、どんな雪質でも安定した滑
走性を持続できており、十分な効果を発揮し
ています。施工後初回のみ滑りが悪い場合が
ありますが、それ以降はブラッシングだけの
お手入れでスムーズな滑走を体感。シールの
粘着面への影響もなくメーカーの説明通り素
晴らしい製品だと感じています。ファントム加

工したベースにワックスを塗った場合、ワッ
クスの持続性が20％ほどアップする研究結
果もあり、BCスキーヤーのみならず一般ス
キーヤーにもお薦めのトリートメントです。2
種類の液があり、それぞれ塗布して1時間直
射日光にあてる必要があり、施工する場所が
ないという方には、キュアステーションという
マシーンを使って施工することも可能（工賃
¥4,000＋税）。さあ新世代のグライドトリート
メントを体感ください。

DPS
Phantom 2.0 bace glide treatment
¥12,000＋税

昨年WAX界に革命を起こし、
一躍人気急上昇のグライドトリートメントが
さらにアップデート！　
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R E P O R T

Mt石井スポーツ×b.c.map
安比高原＆八幡平バックカントリー研修会

レポート＝秋田店　小山内 春人

お客様をもっと楽しく、もっと安全に。
実践経験豊富なスタッフ育成のための取り組み

　Mt.石井スポーツでは、旭岳、ニセ
コ、手稲、野沢など開催地を変えなが
ら、日本の様々なエリアでの体験を通し
てフィールドを理解することや、販売ス
タッフが実際のバックカントリーで製品
テストなどを行なっています。
　今年は、東北最大のスキーエリアであ
る岩手県安比高原スキー場と隣接する
八幡平バックカントリーエリアで、３月
19日～21日の３日間の研修会を実施し
ました。
　安比高原は岩手県内陸北部北緯40°
にあり、スキー場が北から北東斜面に
向き内陸性の気候と相まって本州では随
一ともいわれるドライで良質な雪に恵ま
れているエリアです。今回も日本中が
季節外れの温かさに襲われ、２月から
降雪がなく気温が高い状況においても、
スキー場はなんと１月のようなベストコ
ンディションを保っていました。さらに、
20日からの降雪で、スキー場内のツリー
ランゾーンでは膝上のパウダーも滑れた
ほどです。
　さて、今回の研修会のテーマはバック
カントリー用に開発されたブーツの個々
の性能テストと、スキーやビンディング
との相性に至る総合的な評価をスタッフ

で共有すること。参加スタッフは、普段
アルペンスキーしかしていないメンバー
のほか、FWQやJFOなどのフリーライド
コンペに参戦しているスタッフ、Mt.石
井スポーツのBCイベントでガイドを務め
るスタッフなど様々な顔ぶれ。それぞれ
の滑走レベル、スキーの指向によってど
のように感じるのかなども、テストの中
で浮き彫りにしていこうというものです。
さらにBCを理解し、安全に楽しむため
に必要な知識についても理解しておくと
いう観点から、ゲレンデから戻った後も
毎夜遅くまで雪山でのリスク、雪の知識、
雪崩に関する行動のマネージメント、万
が一のための保険の重要性などを講義。
実際のフィールドでのビーコンを使った
捜索と掘り出しのシナリオトレーニング
など、多岐に渡りました。今回、ヴェク
ターグライドの秋庭将之さんにブーツテ
ストのことを話したところ、たいへん興
味を持っていただき、一緒に参加してい
ただきました。プロのライダーとしてま
た物作りに携わっている秋庭さんの、性
能評価に対する鋭い感覚や感性にも触
れることができたことも、私たちにとっ
て非常に良い経験となりました。２日
間のゲレンデでのブーツテストの締めく

くりは、パウダーでのテストです。まず
は18/19シーズン大幅に拡大した、安
比高原スキー場エリア内にあるツリーラ
ンゾーンでパウダー滑走。そして最終日
は、まるで厳冬期のような天候で、多
いところでは50cm以上も新雪が降り
積もった八幡平へ移動。今年から本格
始動した八幡平キャットツアーズにお世
話になり、旧八幡平スキー場トップまで
キャットを使って登り、BCエリアでの体
験とテストを実施しました。様々な体験
をするために、スタッフを２グループに
分け、キャットを使った滑走と、シール
を使ってハイクアップしての滑走を交互
に実施。猛風吹のなかでのシールを使っ
たハイクアップ、雪で簡易シェルターを
作ったり、ツェルトの有効性を確認した
りと盛りだくさんな研修となりました。
Mt.石井スポーツはパートナー宣言に基
づき、このような研修で得られたテスト
結果や経験を通して、これからもお客様
に最適な用具とフィールド情報の提供を
目指してまいります。
　最後に研修に協力いただいたAPPIス
キー場、APPIスキースクール、APPI自
然学校、八幡平キャットツアーズ、素敵
な宿ROCKY INNの協力に感謝します。

 研修会 参加メンバー
1 札幌店 藤野　裕喜
2 仙台泉店 八木　泰
3 宇都宮店 内田　啓之
4 新宿西口店 田中　和基
5 長野店 堀田　聡
6 長岡店 大越　仁
7 新潟店 釣巻　健太郎
8 神田本館 戸沢　登男
9 大阪本店 沢中　忠和
10 秋田店 小山内　春人
11 本社 藤澤　宏
12 ゲストテスター 秋庭　将之



Tenra KATSUNO
かつのてんら　2000年11月15日生まれ、北海道出
身。幼少期からモーグルスキーに傾倒し、その後スロー
プスタイルに転向。中学生でモーグルを引退。昨シーズ
ンは、フリーライドシーンの最高峰FWTの下部ツアー
FJTに参戦。今シーズンからFWT参戦を目指す。若手有
望株のスキーヤーの一人

Akira HOTTA
堀田聡

ほったあきら　1984年5月１日生まれ。兵庫県出身。
地元のスキー場で滑り込み、スキルアップを目指し岐
阜県エリアヘベースを移す。モーグルスキーと出会い
大会なども参戦するが、スキームービーなどの影響で
フリーライドに転向。現在は、サラリーマンスキーヤーと
して大会に参戦。Mt.石井スポーツ長野店勤務

勝野天欄＆堀田聡

取材協力：
VECTOR GLIDE CO., LTD.
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Special Talk Session on Sieger

Let's talk a free riding skiing

同じ斜面でも人によって見方が違う
楽しみ方も違う。
全てが正解！　　　勝野天欄

勝野天欄

—— ここ25年くらいで、国内のスキーシー
ンもだいぶ変わりました。それまでは、主に
ゲレンデ、そしてグルーミングされたバーン

を楽しむことを中心に動いていましたが、
バックカントリーブームの到来とともに雪
山全体を楽しむスキーヤーが増え、さらに

は４年前に黒船のごとく上陸した「フリー
ライドワールドツアー（FWT）」の白馬大会
とともに、フリーライドの人気が一気に高
まっています。バックカントリーを、そして雪
山の自然地形を自由に滑り楽しむフリー
ライドは、お二人にとってどういう存在です
か。まず、楽しむようになったきっかけを教
えてください。
勝野　地元がニセコなんですが、小さい頃
にモーグルを始めて、中二の時にジャンプ
がとても大好きになって、コブよりはジャン
プがもっとしたいと思うようになりました。
また、モーグルのチームに入っていたんで
すが、パウダーが降ればそれを楽しみに行
くっていうスキーを楽しむみたいなチーム
だったんです。そして、住んでいるニセコに
は、地形で遊んだり、パウダーを滑る環境が
普通にあったので、自然とフリーライドを楽
しむようになりました。
堀田　地元が兵庫県の雪の降る北部の町
なんですが、家から30分から40分のところ
に小さいスキー場があって、幼い頃から友

今話題のスキーシーン「フリーライド」で、世界に挑む勝野天欄と
サラリーマンスキーヤーとして楽しむ堀田聡にその魅力を伺った

達とコースサイドのツリーとか、大人も行き
たがらないような急斜面に入ってスキーを
していました。その後、モーグルを始めます
が、練習の時もコブだけを滑るっていう感
じじゃなくて、途中でパークに滑りに行った
りして。あと、当時ハートフィルムズのムー
ビーに出ていたスノーボーダーの布施忠さ
んの滑りが好きで、複雑な地形を止まらず
に１本のラインで滑り切るライディングが
かっこいいと思うようになって。それ以後、
作られたパークとかじゃなくて自然地形で
飛んでみるというようなことをはじめて、そ
れがフリーライドの始まりでしょうか。モー
グル時代にはなかったような、滑走スキル
の探求という思いが強くなって、変化のあ
る地形をトータルで長く滑れる技術が欲
しいみたいになりました。でも、これって結
局、子供の頃にしていた冒険心で入ったツ
リーランとか急斜面を楽しむみたいなこと
の延長線上のことなのかなぁと、最近思っ
ています。
勝野　空間把握能力とかを高めたいとい
うようなことですよね。
堀田　そういうことを追求するのが、だん
だん面白くなってきたんです。
勝野　僕も同じですね。モーグルやパーク
は同じところを繰り返し滑る感じですけど、
フリーライドは、ライン次第で常に新しい環
境をどう攻略していくかという感覚が出て
きます。また、雪質が違うだけで同じ場所で
も環境が変化します。「同じところを滑って

いるのに、同じようにいかない。なん
で？」みたいな感覚が生まれ、そうい
う思いをしながら滑る感覚がすごく
楽しい。
—— フリーライドをする上で、自分の
中で「決め事」のようなものはありま
すか。
勝野　ひとつ意識していることがあ
ります。それは、滑るラインをイメー
ジする時に、水がスムーズに流れる
ようなラインを考えること。例えば、
斜面に水を垂らした時に、流れてい
く水が真っ先に辿っていくようなライ
ンを目指しています。重力と地形に逆らわ
ないように流れていけるようなラインです。
その中で、無理やりじゃなくてスムーズに
技も入れて滑り切る。それを、いつもイメー
ジして滑っています。
—— これまで、イメージしたラインを描けた
ことはありますか。
勝野　いい線いっても、どこかで取りこぼ
しがあって、フリーライドってその場所に
行ってみないと斜面状況がわからない。大
会も普通に滑る時もそれは同じです。だか
ら面白い。一瞬のドキドキ感と、想像以上の
状況に「ウォー!?」みたいな感じになって。
なかなかうまくいかないんですよ（笑）。
堀田　毎回、滑り出すと、目の前のことに一
生懸命になってしまうので、決め事を意識
する余裕はないんですが、心がけているこ
とはあります。斜面を見た時に自分の技量

と斜面のレベルをマッチングさせられる、
自分の良さを出すことができるラインを見
つけて滑るようにしています。スキーヤーに
はいろいろなタイプの方がいるかと思いま
すが、僕は自分が出せるラインを意識しま
す。それが、うまくいけばいいなと思ってい
ます。
勝野　今までも満足した滑りができたこと
はありますか。
堀田　ないかなぁ（笑）。
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—— 昨シーズン、勝野さんはFWTのジュ
ニアの大会「フリーライドジュニアツアー
(FJT)」に参戦しました。そして、堀田さん
は、FWTの下部大会「フリーライドクオリ
ファイ（FWQ）」をはじめ、ローカル大会な
どに出場しています。お二人が、大会を目指
す目的はなんですか。
勝野　一つは、世界的な大会で優勝して有
名になること。それが、結果的にフリーライ
ドの知名度アップにつながるのかなと思っ
ています。あとは、ここが一番の理由かもし
れませんが、出場するみんなで盛り上がれ
るから。僕が初めて出た大会が、キロロで
開催されたフリーライドの大会「パウダーフ
リーライドキロロオープン」。小学校６年生
か中学校１年生の頃で、飛んでいる人も少
なかったので、ブンブン回して優勝しようく
らいに思って出たんですけど、思い切り吹っ
飛んじゃって（笑）。でも、大会が終わったあ
とに、児玉（毅）さんや、MCの伊藤大悟さん
に「君、面白いことするね〜」というように
声をかけられて。「わ〜、俺のこと見てくれ
てたんだ！」って、そっちのほうに感動して。
記録には残らなかったけど、誰かの記憶に
はちゃんと残ったんだと思って、本当に嬉し

かったことを覚えています。
堀田　僕も、初めて出た大会がキロロの大
会でした。スキーヤーもスノーボーダーも
関係なく、よかったらみんなで盛り上がる、
面白かったらみんなで盛り上がる。自分が
表現しようと思っている滑りに共感を持って
もらえたことがすごく楽しかった。
勝野　これは、大会もフリーで滑るときも
一緒ですね。誰かの滑りを見るのがすごく
楽しい。同じ斜面でも、それぞれのラインが
全く違うから「そういう、イメージか！」みた
いな感動があります。これは、レベルの違い
があっても一緒。例えば、自分よりレベルが
上でも下でも見ていて本当に楽しいし参考
になります。全く考えもしなかったラインを
見せられると、「自分ももっといろいろ考え
て滑らないと」と逆にやる気を掻き立てら
れるし、成長できます。フリーライドの面白
さの一つがここにあると思います。
堀田　同感ですね。あと、僕が大会に出る
理由の一つに、自分のレベルが確かめられ
るということがあります。FWQなどは、地域
的な違いは若干あると思いますが、基本的
に世界共通のルールにのっとってジャッジ
ングが行なわれます。だから、点数を見なが
ら各地で行われている大会の結果を見比
べ、「自分が何人中どれくらいだから、FWQ
であれば世界でこのくらいのレベル！」とい
うことがわかります。世界の中で自分がど
れくらいのレベルなのかという楽しみ方が
できるのがいい。あと、テクニックを磨く場
でしょうか。自分で滑りに足りない部分を感
じたり、誰かの滑りを見て新たな発見に気
づいたり、そういう場でもあると思います。
—— 今後も大会を目指すと思いますが、目
標を教えてください。

勝野　近い将来FWTで総合優勝すること
です。絶対取る。そして、スキーヤーとして日
本で最も有名になり、キャンディット・トベッ
クスの「One of those days」のような映
像を国内でも作れることを証明し海外に発
信したい。影響力のあるスキーヤー、すご
いって思われる存在になりたいです。
堀田　普段働いているサラリーマンスキー
ヤー代表として、引き続きFWQの何かしら
のカテゴリーに出続けたいです。そして、多
くのサラリーマンスキーヤーと一緒になっ
てフリーライドを盛り上げていきたい。ま
た、子供たちとたくさん滑れる機会を増や
し、次世代を育てていきたいです。
—— 最後に、お二人にとってのフリーライド
とはなんですか。
勝野　意味合いが二つあって、一つは一生
できるスポーツに出会えたという印象があ

ります。人生を豊かにするためのツールに
出会えたとも。僕は今、スキーを通じて色々
な人たちと関わり、それが自分の成長にも
繋がっています。海外への意識を高めてく
れて、その結果また新たな出会いがあって。
人生を楽しむための大事なツールです。
堀田　子供の時にやっていたスタイルを続
けているという感じです。山でも、ゲレンデ
でも、自分が滑りたい場所を滑る表現の一
つ。また仲間と、そして知らないスキーヤー
とのコミュニケーションを取るための大事
な遊びです。姿のない誰かの滑ったあとを
見て、その人がどう山を見てどう考えて滑っ
た結果がそのラインに現われているんだな
とか感じて、かっこいいラインだなと思うこ
ともあります。そういう部分では、天欄君と
同じでコミュニケーションツールでもあると
思います。

勝野天欄＆堀田聡
Special Talk Session on Sieger

Let's talk a free riding skiing

ただ斜面を滑るだけじゃなく、大会にもチャレンジする二人。
それぞれの想いの中に、フリーライドの楽しみ方のヒントを見つけた。

自分が表現しようとしている滑りに
共感を持ってもらえること。
それが、すごく楽しい　　　堀田聡

freeride Junior Tourに参戦し、
着実に経験値を上げている勝野

幼い頃からニセコの山々を
滑り楽しんでいた経験が、
今の勝野の強さを作り出している
Photo_Yasushi Shimanuki (BRAVOSKI)

Photo_freerideworldtour.com/

サラリーマン代表という意識で、
フリーライドの大会に参戦し続ける堀田
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　４シーズン目を迎える「MOCU2」プロジェクト。その開発
はお客様の声を聞くことから始まりました。
　私たちは店頭にてお客様とコミュニケーションをとりながら
スキーに関する様々な声＝お客様のニーズをキャッチしてい
ます。その中に開発のキーワードとなる「軽さ」がありました。
これはMt.石井スポーツ提唱のカテゴリー「ライトオールマウ
ンテン」に通ずるキーワードです。
　私たちはそのキーワードを元に、新たなスキーの楽しみ方
を表現するためのスキー開発に着手。国内にあるスキー工房
に製作を依頼し、イチから開発に携わり、上級スキーヤーだけ
ではなく、あらゆるレベルのスキーヤーでテストを繰り返し、
形状、サイズ、デザインにもこだわり、MOCU2（モクツー）を
作り上げました。

ファーストモデルのコンセプトを継承し、日
本の雪に合った軽量ながら安定性にも優
れたスキー。ウッド芯材、メタルサンドウィッ
チ構造を採用、センター幅80ｍｍという
オールラウンド性を追求したどこでも誰に
でも使えるオールマウンテンスキーです。
２代目となるこのモデルは、芯材を変更し、
ターン中の粘り感を重視して滑りの満足度
をアップさせています。

パウダーのなかで、「浮力が得られ・雪の量
や質に左右されず・軽量で操作性が良い」、
もちろんゲレンデでのカービング性能にも
こだわり「スピードにも強くサイドカーブを
利用した切れるターンも可能」な、これぞ
オールマウンテンスキーを開発しました。
この一台で一日中スキーを楽しめる、日
本の環境に合った万能で手軽なファットス
キーです。佐々木明のゲレンデテストでも
好評価をいただきました。

店舗で聞くお客様の
要望に応える性能を求めて開発した
石井スポーツオリジナルスキー

試乗会でも大好評！
４シーズン目に突入！

MOCU2

MOCU2

MOCU2

DOUBLE FACE

KAMOSHIKA

STRAWBERRY FIELD

￥90,000＋税
＊スキー板のみ、金具は別売

￥80,000＋税
＊スキー板のみ、金具は別売

￥80,000＋税
＊スキー板のみ、金具は別売

「カモシカ」は、誰もが憧れるコブをスムー
ズに滑り降りることを現実にするために開
発しました。プレートは採用せず、スキーの
反発力も抑え気味につねにスキーの中心
にポジションをキープしやすい性能を重
視しました。もちろん整地でのカービング
も可能なようにサイドカーブも最適なプロ
ポーションを探り開発しました。その結果、
コブ斜面はもちろん、ショートターン自体が
しやすいスキーに仕上がりました。

大阪本店
沢中 忠和

軽さと操作性、そして安定感が両立している身体に優しいスキーです。優
しい乗り味ではあるものの、しっかりとカービングターンもできます。ズラシ・
切れのバランスが良く、試乗した条件は圧雪バーンのみでしたが、ハード
バーンからパウダーまで幅広く対応してくれそうな印象でした。また、大回
り～小回りともに自由自在で、非常に心地良い仕上がりになっております。
まさに究極のオールラウンドモデルだと思いました。

impression

宇都宮店
内田 啓之

「コブ斜面を滑りやすく！」をコンセプトに開発されたスキーということもあり、
癖がなくとてもナチュラルなスキーです。ハードパックされた状況でも適度に
エッジがグリップしてくれるので、心地よいリズムのターンを実現してくれました。
少しスピードを出してのロングターンなどでは、やや安定感に欠ける部分もあ
りましたが、噛み過ぎない適度なエッジグリップが、ショートターンのしやすさ
を助けてくれるので、リズミカルにターンができ、とても楽しく滑れます。

impression

新宿西口店
田中 和基

センター幅が 98mm で全体に広めなの
で、「扱いづらいのでは !?」と思わせる
印象がありました。しかし、実際に滑り
出してみると、スキーを動かしやすく適度
にズレてくれるので、操作性と安定感が
心地よいバランスでした。圧雪されたハー
ドバーンにおいてスピードを出した時に
はややエッジが噛みにくい感じはありまし
たが、それ以外はまったく問題なし。今
回バックカントリーで試乗したのですが、
バックカントリー経験が少ない私でも簡
単に滑ることができました。これからパ
ウダースノーを楽しみたいけどスキー選
びに悩んでいる方や、バックカントリース
キーを始めてみたい方にぜひオススメし
たい一台です。

impression

SPECIAL REPORT

121-80-106mm
サイドカット

152/158/165/170cm
サイズ

152cm/12.3m
158cm/13.3m
165cm/15m
170cm/16m

ラディウス

112-70-99mm
サイドカット

152/158/165cm
サイズ

152cm/12m
158cm/13m
165cm/14m

ラディウス

132-98-118mm
180cm/134-98-120mm

サイドカット

164/172/180cm
サイズ

164cm/14.5m
172cm/16m
180cm/16m

ラディウス

Mt.石井スポーツHP
MOCU2 site






