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今できることを確実に
いつまでも雪と遊ぶために

Skier : Akira SASAKI
Photo : Hiroshi SUGANUMA

2019-20シーズン、日本は今までにない少雪に見舞われました。
多くのスキー場で滑走できるコースが限られ、

地域によっては、１日も営業することなくシーズンを終了するケースもありました。
自然の雪山を滑るバックカントリーも、それは同じ。

十分な積雪を得られなければ、自然のフィールドに出ていくことすらできません。
少雪はいくつもの要素が影響して発生しているはずですが、
その要因のひとつは、まちがいなく地球温暖化でしょう。

WWFによれば「地球温暖化とは、大気中にある二酸化炭素（CO2）やメタン、
フロンガスなどの温室効果ガスが増え過ぎ、

宇宙に逃げようとしていた熱が地表にたまりすぎることで、
気温が上昇したり、地球全体の気候が変化すること」です。

18世紀の産業革命から今までの間、石炭や石油などの石化燃料を燃やし続け、
大量のエネルギーを得てきた結果、大気中の二酸化炭素が急激に増加したことが、

地球温暖化のおもな原因と言われています。
でも、だからといって電気やガスを使った生活を急にやめるのは現実的ではありません。

今、私たちにできるのは、部屋の明かりを小まめに消したり、
テレビをつけっぱなしにしない、エアコンで冷やしすぎたり暖めすぎたりしない、
買い物にマイバッグを持っていく、公共交通機関を使うなど小さなことばかりです。

そんな小さなことの積み重ねが、大きな変化につながることを期待するしかありません。

いつまでも冬に雪が降り積もるように、
そして、いつまでも雪の自然の中で遊ぶために、

今できる小さなことを確実に続ける。
スキーを愛する私たちだからこそ、

そんな気持ちで毎日を過ごしていきませんか。

次世代へ雪をつなげよう
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Cover Skier Interview

世界との距離を縮める
ジャパンのエース候補No.1
各世代の全国大会で優勝し、18歳でワールドカップ・デビュー。同じく18歳で世界選手権出
場と順調に成長してきた小山陽平。ワールドカップ・スラロームにフル参戦しクオリファイを
果たした先シーズンを振り返り、さらなる飛躍への思いを語った。

世界のレベルを肌で感じたシーズン。
技術とマテリアルのパフォーマンスを

引き出すには余裕のある体力が必須。

──　19/20シーズンは、スラローム（SL）
でワールドカップ（WC）にフル参戦しまし
た。開幕戦のレヴィ（フィンランド）でのレー
スを終えた印象は？
小山　16/17シーズンのアルタ・バディア
（イタリア）のジャイアントスラローム（GS）
がWCのデビュー戦でしたが、1本目でトッ
プと5～6秒差がつきました。このときの
レースでの自分のレベルをイメージしつ
つ、夏からかなり追い込んでシーズンを迎
えました。レヴィでは、もちろんトップとはま
だまだ差はありますが、自分が想像してい
たよりも差がなかった印象でした。
──　雪上トレーニングはSLをメインに行
なっていたのですか？
小山　夏場はGSとSLで50：50と同じくら
いのトレーニング量でした。レヴィのSLに
出場できることになった10月からはSLに
重点を置いたトレーニングに変更しまし
た。準備期間がやや短かったとはいえ、レ
ヴィでは感覚的に、3年前よりはレベルアッ
プできたのかなと思いました。

──　レヴィでSLデビューし、2戦目のヴァ
ルディゼール（フランス）で2本目に残りまし
た。レベルアップしたことの証明になりまし
たね。
小山　日本のアルペンレースのファンや、
正直なところ僕自身も、クオリファイ（1本
目で30番以内に入り、2本目に進む資格を
得ること）できると思っている人はいなかっ
たのではないでしょうか。変に力まずに自
分の滑りが80～90％のレベルでできたの
で、それを100％引き出せればいい勝負
ができるのではないかと思ったレースでし
た。2本目は途中棄権してしまいましたが、
自信になったレースでした。
──　12月には全日本選手権がありまし
た。これは2月に苗場スキー場で行なわれ
るWCの出場権獲得レースの意味合いもあ
りましたが、自信を持って臨めましたか？
小山　SLはもともと「勝とう」と挑みまし
た。GSに関しては、10月からほとんどト
レーニングをしていなかったので、結果
云々よりも自分の滑りを100％出すことに
チャレンジしました。
──　GSの第一人者である石井智也選手

に2本合計で0秒49差の2位でした。
小山　インターバルが狭くて振り幅も大き
なセットでしたし、コースも若干うねってい
て方向がちょくちょく変わるレイアウトでし
た。どちらかといえば得意な状況でのレー
スだったので、練習不足でも智也さんに食
いついていけたのだと思います。このレー
スも自信になりましたね。
──　苗場のWCへはSLは全日本の優勝
で権利を獲得し、GSはFISポイントで出場
権を得られました。日本開催のWCへの意
気込み、期待はどうでしたか？
小山　自国開催だからと思うと力んでし
まって自分の滑りができなくなるので、あま
り考えないようにしました。
──　SLでの滑りが期待されましたが、
キャンセルになってしまいました。
小山　GSが惨敗だったので、SLで頑張ろう
と気持ちを切りかえて臨みましたが、スター
ト時刻が何度も変更されて、結果的にキャ
ンセルだったのでとても残念です。
──　待っている間はどんな気分だったの
でしょうか。とくにスケジュールが何度も変
更になりましたし。
小山　とにかく集中を切らさないようにし
ていました。ただ、集中が2時間も3時間も
続くわけではないので、適度にリラックスす
るようにしています。リラックスはするけれ
ど、100％リラックスして完全に集中を切ら
ないようにして、集中のピークをレースのス
タートに合わせていきます。
──　その方法はメンタル面での先生に教

わったのですか？
小山　大学の心理学の授業で勉強したこ
とを、自分にはどう当てはまるのかを考え
てやっています。

──　WCをフルで戦ってみて、何か収穫は
ありましたか？
小山　WCのSLのレベルは完全に把握で
きたと思います。レベルを具体的に自分の
肌で感じられたので、どれくらいの滑りをし

たら何秒差がついて、何番になるのかとい
うことが明確になりました。
──　課題も見つかりましたか？
小山　フルに戦った結果、レベル差が明確
になったのは収穫です。その差を埋めるた
めには、夏場にどうトレーニングをして、ど
れくらいの体力をつけて、技術的にはどん
なことを身につけなければならないのか
も明確になりましたね。
──　今の時点で具体的に考えていること
はありますか？
小山　体力面と技術面の両方からのアプ
ローチがあると思います。まず第一は体力
です。SLは一番長いコースでも体力的には
問題ありませんでしたが、GSとなると長い
コースで1分25秒くらいあります。それに
遅れること4～5秒だと、少なくとも1分30
秒は耐えられる体力をつけなければなりま
せん。
──　技術面で改良、あるいは進化させる
べき点はありますか？
小山　体力がなければやりたい技術もで
きないので、体力ができたと仮定しての技
術面の課題ですね。SLに関しては、真っ直
ぐに行きすぎて後半でラインが伸びてし
まってタイムロスすることがしばしばありま
す。ですからまずはラインを構築して、その
ラインを遅らせないためのタイミングの取
り方ですかね。幸い、ヘッドのスキーは多
少重量感があって、なおかつ扱いやすくて
戻ってきてくれるので、技術的にもサポート
してくれると思います。また、ブーツもスタ

ンスを肩幅より少し狭いところにキープし
てくれるように感じています。
──　スタートが苦手と聞きましたが？
小山　苦手というよりは、僕の場合、スター
トから第一計時までが平均的に遅いという
結果が出ているんです。ですから、スタート
ダッシュと、どれだけ早くトップスピードに
乗せられるか。トップスピードに乗るまでが
人一倍遅いので、雪上に立ったらまず第一

に意識しなければならない課題だと思って
います。
──　20-21シーズンへの意気込みを聞
かせてください。
小山　SLのコースはすべて頭に入っている
ので、20-21シーズンは狙ってクオリファイ
をしていきます。GSに関してもFISポイント
150位以内をキープして、チーム内でしっ
かり争ってWCに挑みます。

小山 陽平

100％の滑りをすれば
いい勝負ができるはず

コースが頭に入っているSLでは
狙ってクオリファイする

小山陽平●こやまようへい
1998年生まれ、石川県金沢市出身。小
学1年で競技スキーを始め、全国中学校
スキー大会では2年時にGS、3年時に
SLで優勝。高校時代には1年時、2年時
にインターハイのGSで2連覇を果たす。
高校時代にナショナルチームに選出さ
れ、3年時の16/17シーズンにワールド
カップ・デビューを果たし、同シーズンの
サンモリッツ世界選手権にも出場。その
後ケガでナショナルチームを離れるが1
年で復帰。19/20シーズンはワールドカ
ップのSLにフル参戦。第2戦のヴァルデ
ィゼールでは1本目22位でクオリファイ
を果たす。170cmと小柄ながらスケー
ルの大きな滑りが特徴。日本体育大学
在学中。

【主な戦績】
■15/16シーズン
世界ジュニア選手権U18：優勝
ユースオリンピックGS：準優勝
■16/17シーズン
WCアルタ・バディアGS：54位
世界選手権GS：42位 SL：58位
札幌冬季アジア大会GS：優勝
■19/20シーズン
WCヴァルディゼールSL：22位（1本目）
全日本選手権GS：準優勝 SL：優勝

Yohei KOYAMA

SAJ令和2承認第00457号
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ここにピックアップしたモデル以外にも、
多数のモデルが受賞。
スキー、ブーツ、ウェアなど、
選ぶのに迷ったらこのマークをチェック！

厳選した中からさらに厳選！
選び抜かれたモデルに今年も注目！
毎シーズン多数の最新モデルが登場し、その中から厳選してお届けしているのが本誌「スキーカタログ『SIEGER』」。
掲載されている時点でプロの目でふるいにかけられていますが、
その中からさらに厳選したモデルに贈られるのがSIEGER AWARDです。
優れた性能、革新的な技術、最新の素材──実際に手にとって確かめ、納得のマテリアルをその手に！

SIEGER AWARD 2020-2021
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※1：ici club神田など一部店舗を除く。　※2：携帯電話、スマートフォンなどごく一部対象外の商品がございます。スポーツ用品のスポーツ中の破損は対象外となります。 

※3：ゴールドポイントカード・プラスでクレジット決済の場合。+1%分は購入日の翌月末までに還元されます。 　※4：3,000ポイントは自己負担（免責）となります。　※5：ヨドバシカメラ取扱い商品に限ります。

※1：ici club神田など一部店舗を除く。　※2：携帯電話、スマートフォンなどごく一部対象外の商品がございます。スポーツ用品のスポーツ中の破損は対象外となります。 

※3：ゴールドポイントカード・プラスでクレジット決済の場合。+1%分は購入日の翌月末までに還元されます。 　※4：3,000ポイントは自己負担（免責）となります。　※5：ヨドバシカメラ取扱い商品に限ります。

ガッチリ補償!!ガッチリ補償!!

プレミアム会員様限定
セール・キャンペーン

プレミアムな
特典が満載
プレミアムな
特典が満載

ヨドバシ・プレミアムヨドバシ・プレミアム

商品引取修理
回収配達料金：通常一律3,000円が年3回まで無料

出張修理
面倒なメーカー修理の手配をサポート

コンシェルジェ優先予約

商品ご注文ダイヤル

ETCカード年会費
ずっと無料

通常初年度無料 / 2年目以降550円（税込）の
ETCカード年会費が無料

登録手順や特典など
詳しくはP10をご確認ください。

ポイントカード
の種類

ポイントカード
の元祖！

ゴールドポイントカード ゴールドポイントカードアプリ

① ② ③スマホで
利用可能！

一番ポイントが
貯まるカード！

カード機能

入会金
年会費

入会金・年会費

無料
入会金・年会費

無料
入会金・年会費

無料
年会費

3,900円（税込）

お買物
プロテクション

ポイント補償

ヨドバシ・
ドット・コム
でのお買物

石井スポーツ
アートスポーツ
ヨドバシカメラで
現金でのお買物
（10%ポイント還元の場合）

石井スポーツ
アートスポーツ

ヨドバシカメラ以外の
Visa加盟店での
お買物

石井スポーツ
アートスポーツ
ヨドバシカメラで
クレジットカードでのお買物
（10%ポイント還元の場合）

対象外

制度なし 制度なし

制度なし 制度なし
不正使用分を補償!

万一の時にも

最大10万ポイント

ご購入1品の事故につき自己
負担額（免責）7,000円となります。

（一部商品180日間） （一部商品180日間）

破損・盗難・水没・火災など
による損害を補償!!

ポイント還元ポイント還元

ヨドバシカメラ・石井スポー
ツ・アートスポーツのポイン
トが貯まるカードです。

共通化の手続きをするこ
とにより、ヨドバシ・ドッ
ト・コムでポイントをご
利用いただけます。

お店で貯まったポ
イントをそのままお
使いいただけます。

共通化の手続きをするこ
とにより、ヨドバシ・ドッ
ト・コムでポイントをご
利用いただけます。

ヨドバシカメラ・石井スポー
ツ・アートスポーツのポイン
トが貯まるスマートフォン用
のアプリです。

ヨドバシカメラ・石井スポー
ツ・アートスポーツのポイント
が貯まるカードです。クレジッ
ト決済（Visa）機能付きです。

ゴールドポイントカード・プラスをさ
らにお得にご利用いただけるアップ
グレードサービスです。

※2

日間日間90

10%
ポイント還元ポイント還元
10%

ポイント還元ポイント還元
10%

ポイント還元ポイント還元
8%

ポイント還元ポイント還元
10%

ポイント還元ポイント還元
11%

ポイント還元ポイント還元
1%

ご購入1品の事故につき自己
負担額（免責）3,000円となります。

破損・盗難・水没・火災など
による損害を補償!!

※3

※5

※5

※5

※5

※1

※1

※1

※3

※4

※2

日間日間90 ※2365日間

アップ
グレード!

!

アップ
グレード!

!

加えて

スキー用品ストア

10万点以上の品揃え！カタログ未掲載の商品も簡単にお買い物！

【キーワード検索】

【バーコード検索】

ご自宅でも店頭でも
外出先でも！

※弊社指定商品に限り、メール便も可能。 ※ヨドバシアウトレット京急川崎を除く。

ご注文商品の配達会社を有料（一部無料）
にて指定することができます。

ヨドバシカメラ全店および石井スポーツ各店

（一部店舗除く）で商品を受け取ることもできます。
・クレジットカード　・ゴールドポイント
・コンビニエンスストア、銀行、ペイジーでのお振込

キーワード検索機能を使って、商品
名の一部を入力すれば、お探しの
商品がすぐに探せます。

カタログからその場で検索し、注文
することができます。

選 べ る 配 達 会 社 ネットで注文→店舗受取 お支払い方法

選べる3つのポイントカード

ゴールドポイントカード・プラスはヨドバシカメラ各店舗及びインターネットでお申込みいただけます。クレジットカード機能付きのため入会には審査がございます。

メンバーズカードのご案内

※お支払い種別によりポイント還元率が8％になる場合がございます。※商品やブランドによりポイント還元率が異なります。※石井スポーツ・アートスポーツメンバーズカードをお持ちの方は忘れずに持参ください。ゴールドポイントカードと統合させていただきます。

〜ヨドバシカメラグループの一員となり会員カードが新しくなりました〜

入会金
年会費
無料

特価品
も含む

ヨドバシゴールドポイントカードのご利用でお買物金額の10%ポイント還元

カタログ内のバーコードを読み取る
と商品ページにアクセスできます。

スマホでお買い物

石井スポーツ・アートスポーツの商品が
「ヨドバシ ショッピングアプリ」で、ご購入いただけます。

SIEGER掲載のバーコードを読み取って、どこでも簡単にお買い物！

ショッピングアプリ
ヨドバシ

•
•
•

アプリからそのまま購入できます。
ポイント残高確認・利用ができます。 
ご登録配達先へのお届け日時の 
照会ができます（最短当日配達！）。

便利な機能が満載。
在庫がある店舗がわかります！

App Store Google Play ストア

App Store・Google Play ストアより

アプリをダウンロードしてください。

※カタログ内にバーコード表示がない商品は店舗のみの取り扱いとなります。※掲載価格はメーカー小売希望価格となります。最新価格は店頭またはヨドバシ・ドット・コムでご確認ください。商品によっては発売前やヨド
バシ・ドット・コム未掲載の場合がございます。ヨドバシ・ドット・コムでご確認ください。

ネット購入分のゴールドポイントはゴールドポイントカードアプリと共通化していただくことで、店舗でも貯める・使うことができます。

ネットでも店舗でもゴールドポイントカードが使えます！ ポイント共通化の

お手続きはこちら



＊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＝株式会社石井スポーツ
編集＝大越仁、佐藤孝幸、佐藤晶、小島雅之、佐藤律子、田近京、君島瑠、
藤澤宏、小山内春人、高野浩行、藤野裕喜
デザイナー＝藤山啓介、小林友美
スタッフ＝井上淳、見方勉、松岡美紀、板橋太郎
ライター＝眞木健（P.4-P.5）
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SIEGER AWARD

Sieger2020-21 最新スキーギアカタログ

Sieger（ジーガー）とは、勝利者、優勝者を意味するドイツ語。レース
で勝つことだけでなく、目標を達成することも勝利のひとつ。それぞれ
の勝利に向けて、皆様のスキーライフをサポートさせていただきます。
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登録手順iPhone・Android対応
ゴールドポイントカードアプリ

いつも持ち歩くスマートフォンがポイントカードに！

ダウンロード
サービスを起動

STEP
1

アプリを
ダウンロード！

STEP
2

登録手続きを
します

STEP
3

IDとパスワード
を入力して完了

STEP
4

ゴールドポイントカードアプリにはお得な特典いっぱい 会員アプリはヨドバシカメラと共通で利用でき
ポイントも共通利用できます。

※ポイント共通化手続き、またはヨドバシ・ドット・コムの会員登録が必要です。
※AndroidOS:4.3.0以上 iOS：8以上のiPhone4S以降、iPod touch第5世代以降、iPad2以降、iPad mini アプリのインストール

万が一の事故もしっかり補償します

※一部商品は、180日補償です。※ご購入一品の事故につき自己負担額（免責）7,000円となります。 ※携帯電話、スマートフ
ォンなど一部対象外となる商品があります。※スポーツ用品のスポーツ中の破損は対象外となります。

10
アプリ
登録特典

通常8％のところ

クレジットカード
ご利用でも1

11％ポイント還元!ゴールドポイントカード・プラスで
お支払いいただくと、さらにお得な

※10%ポイント還元の商品の場合。※プラス1％ポイントはクレジットお支払い月の月末までに付与されます。

ポイント還元！

アプリ
登録特典

2 盗 難 破 損 水 没 火 災ご購入
商品の

90 ガッチリ
補償！

日
間

iPhone 用 Android 用

iPhone iPhone iPhone iPhone 

Android Android Android Android

便利
1

通常のポイントカードと同様にポイ
ントを貯めたり使ったりできます。

便利
2

ポイント残高や有効期限、ポイント
利用履歴を確認できます。

便利
3

更にクーポン機能も
ついております。

iPhoneのAppStore、もしくは
AndroidのPlayストアアプリを
起動して「ヨドバシカメラ」で検索。

ヨドバシゴールドポイントカード
アプリをダウンロードします。

アプリを起動してポイントカードの
登録手続きへ。

ヨドバシ・ドット・コムの会員ID（メール
アドレス）とパスワード（8～16文字の
英数字）を入力し、登録完了。

%

会員アプリ
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佐々木明プロ

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。現在
はビッグマウンテンスキーヤーとして活動

アスリートサポートスキーヤー

吉田勝大プロ

身長・体重＝170cm・70kg
所属＝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

武田竜プロ

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
本スキー技術選手権大会への挑戦も始め、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

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

井山敬介プロ

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
8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。雪育をはじ
め、スキーをとおして子供を育む活動にも
熱心に取り組んでいる

アスリートサポートスキーヤー

大場朱莉プロ

身長・体重＝157cm・53kg
所属＝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

佐藤栄一プロ

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、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

佐藤晶
所属＝石井スポーツ神田本館店長

渡邉亮
所属＝石井スポーツ松本店

君島瑠
所属＝石井スポーツカンダコンペカン

大越仁
所属＝石井スポーツ長岡店店長

富井剛志
所属＝石井スポーツ長野店
オリンピック出場２回

加藤和浩
所属＝石井スポーツカンダコンペカン

藤澤宏
所属＝石井スポーツ札幌店店長

野々村賢一郎
所属＝石井スポーツ神戸三宮店

上野健志プロ

身長・体重＝170cm・70kg
所属＝石井スポーツカンダコンペカン

夏は都内や野沢温泉村を中心にピスラ
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

江畑昌英プロ

身長・体重＝167cm・77kg
所属＝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

丸山英明プロ

身長・体重＝180cm・85kg
所属＝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、年間とおしたプログラムを
立て、国内外で活動をしている

TESTER

久保田知裕プロ

身長・体重＝185cm・83kg
所属＝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

富井次郎プロ

身長・体重＝173cm・81g
所属＝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

可児徹プロ

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

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

TESTER

立花稔久プロ

身長・体重＝172cm・65kg
所属＝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

髙橋伸嘉プロ

身長・体重＝168cm・60kg
所属＝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

松浦俊次プロ

身長・体重＝169cm・65kg
所属＝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

村松篤プロ

身長・体重＝166cm・59kg
所属＝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

藤本剛志プロ

身長・体重＝175cm・72kg
所属＝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

斉藤人之プロ

身長・体重＝172cm・72kg
所属＝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

須川尚樹プロ

身長・体重＝168cm・60kg
所属＝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

　毎年『SIEGER』のスキーテストは、プロ
スタッフをはじめ全テスターが菅平高原に
集結して行なってきました。その理由は、も
ちろん同じコンディションで比較テストする
ためです。しかし今年は、新型コロナウイル
ス感染予防対策のため、実施方法を変更。

各プロスタッフが活動しているスキー場へ
担当するニューモデルスキーを届け、それ
ぞれのフィールドの中で、テストに適したシ
チュエーションで実走するという方式をとり
ました。レーシングモデルのポールセットや
デモモデルの滑走斜面など、すべてを同じ

コンディションでテストすることはできませ
んでしたが、そのぶん変化に富んだ条件の
中で、いつもよりも時間をかけてテストをす
ることができました。テスターが、一台一台
のニューモデルをどう評価したのか？　そ
の結果をスキー選びにお役立てください！

石井スポーツ・プロスタッフが
全70機種のニューモデルスキーを実走テスト！

SKI&BOOTS TESTING REPORT

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、国内外でのスキー活動＆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

TESTER
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2020-21シーズンニューモデルの
カテゴリー別トレンドは？
2020-21シーズンのニューモデルスキー。
そうひと言に言っても、各モデルの特徴はさまざまです。
SL、FIS対応GS、NO FIS GS、DEMOの４カテゴリーの特徴を
ニューモデルスキーに精通する石井スポーツのスタッフが語ります。
新しい相棒選びにお役立てください。

　2020-21シーズン、もっとも注目のカテ
ゴリー、それがスラロームです。ここ数年大
きな変更はなく、変化の少ないカテゴリー
でしたが、近年のワールドカップシーンでの
セッティングの傾向により、求められる滑り
やラインどりが変化。それに対応するため
にスキーに求められる性能も変化したこと
が、このカテゴリーのスキーに大きな進化を
もたらしています。具体的な変化は、近年の
スラロームでは円い弧を描く滑りではなく、
直線的なラインどりが今まで以上に求めら
れるようになったこと。その結果、スキーに
仕事をさせるタイミングもより短いものに

なり、一瞬のエッジングでコンパクトにター
ンを仕上げる滑りに合うモデルが、20-21
シーズンのSLスキーに増えています。つね
に身体の真下にスキーを置いておき、一瞬
のエッジングでターンを決め、ふたたび身体
の下に戻す。そんな滑りを可能にするモデ
ルが増えています。インターバルの狭いSL
においては、ターン後半のグリップやターン
の仕上げにテールの幅も影響します。その
点にもぜひ注目してください。
　基礎の小まわりで使用する場合には、トッ
プ部分の幅が比較的広いスキーが適し、純
粋なスラロームで使用する場合には、比較

Photo : HEAD Japan

Photo : Gepa Pictures

　男女ともにR=30mを感じさせない回転力
を増したモデルがそろっているカテゴリー。
それにプラスされる機能として、最速のライ
ンを通るための推進力などが追加されたモ
デルが充実していることがポイントです。
　各メーカーのラインナップを見ると、ター
ン弧をより小さくする工夫が多いことがわ
かります。プレートやトップシートの変更は
目に見えてわかるものですが、それ以外に
も内部の強度の変化など、目に見えないと
ころに工夫をこらしたモデルもあり、各メー
カーがこのカテゴリーのスキーに開発コス
トをかけていることがうかがえます。ルー

ル改正が数年単位で行なわれるカテゴリー
で、メーカーも開発に力を入れる分野のた
め、1シーズンで性格がガラリと変わること
も多々あります。そういう意味で20-21シー
ズンモデルは、熟成を深めるタイミングに
あると言えるでしょう。
　マテリアルを選択するときには、それぞ
れが目標にする大会の時期、大会会場、
セッティングなどをスタッフと相談のうえで
決めることも重要です。どのメーカーも非
常に良い仕上がりですが、それだからこそ
滑り手の好みを明確にして探すことが、良
い結果を得ることにつながるはずです。

　基礎スキーでは今、ターンに求めるバラン
スが変化してきています。大まわり、小まわ
り共に、新たなスキーの動きを読み取り、ハ
イスピードでの雪面コンタクトやターンコン
トロールの自在性を、さらに高い次元で見
せることが理想とされています。その結果、
スキーの動きから理想的なターンを学ぶこ
とが多く、スキーがどのように動くと良いか
がわかるエッセンスが詰まっているのが、こ
のカテゴリーのスキーの進化のひとつです。
　スキーの性能も従来とは変化しています。
フレックスがソフトでも安定していて、がっち
りしたグリップがなくても、シャープなター

ンができるスキーが増えています。強い抵抗
を受けすぎたり、雪面を噛みすぎてしまうス
キーは、デモモデルには存在しない時代が
きています。快適で、ターンを連続しやすく、
スキーの反応を自分のタイミングやリズム
に変えていけるスキーが増えています。ター
ン内側に長くいるのではなく、ターン後半、
遠心力に放り出されるような動きから、ター
ンを連続していくことを楽しめるのが、デモ
モデルの最大の魅力。ターンも切りかえもコ
ンパクトに終了でき、どんなコンディション
でも連続感が高いという理想的な一台を探
してください。

　マスターズ選手をはじめとする多くの
レーサー、そして基礎スキーヤーが大まわ
り用として使用するカテゴリーのスキー。そ
のため、さまざまなタイプのスキーが混在
しています。コンパクトにターンを仕上げ、
純粋にタイムを出すレースタイプのスキー
もあれば、円い弧を描くのに最適な整地大
まわりタイプのスキーもあり、それぞれの
使用目的の違いで選択するスキーも変わり
ます。スキーを選ぶときには、目的を明確に

することがなによりも重要になるでしょう。
　このカテゴリーの特徴は、FISモデルと同
等のテクノロジーが搭載され、非常に高性
能なモデルが多いこと。「乗りこなせる高性
能スキー」を体感できるカテゴリーなので、
使用目的を明確にし、オーバースペックに
なりすぎないように、しっかりとモデルを見
極めることが大事です。どんな特徴を持っ
たスキーなのか、各テスターのコメントから
読み取ってください。

的トップ幅の細いタイプが注目のスキーに
なります。滑りのイメージを変化させれば、
近年のセッティングではまちがいなくタイム
アップが望めるスキーが登場しています。
　自分自身のレベル、滑りのタイプ、イメー
ジなどを明確にしたうえで、完走率を上げ
るのか、タイムアップを望むのかなどの目
的も明確にしたうえでスキーを選択する
ことがポイント。そうすれば今までとは違
う結果が出る可能性を秘めています。それ
ぐらい大きな変化を感じられるSLスキー。
20-21シーズン、注目せざるを得ないカテ
ゴリーと言えるでしょう。

FOCUS

もっとも注目すべきカテゴリー。
新しい滑りに対応しタイムアップできるモデルが増えている。

SLモデルの傾向

ターンも、切りかえもコンパクトで
さまざまな状況で連続性の高いモデルを

DEMOモデルの傾向

さまざまなタイプが混在するカテゴリー。
使用目的に合ったチョイスを確実に

NO FIS GSモデルの傾向

回転力を増したモデルが充実。
最速のラインを通るためのプラスαの性能が注目ポイント

FIS対応GSモデルの傾向
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掲載価格はメーカー小売希望価格となります。
最新価格はヨドバシ・ドット・コムでご確認ください。
商品によっては発売前やヨドバシ・ドット・コム未掲載
の場合がございます。

石井スポーツ スキー用品ストア 石井スポーツ スキー用品ストア

真のエキスパートモデル。
ミドルラディウススキーに注目！
　2020-21シーズン、整地での滑走性に優れた
R=15m前後のスキーが各ブランドで充実してい
ます。R=15m前後のミドルラディウススキーは、ス
キーヤーが意図した運動を再現しやすいスキー。ス
キーヤーが仕事をした量だけ反応してくれるので、
自分でスキーを操りたいスキーヤーには最適です。
ラディウスが小さく、回転力が強すぎるスキーとは
異なり、横への移動はもちろん、落下などにもしっ
かりと対応してくれるのでターンコントロールの幅

は十分。レーシングモデルをベースにする構造を
持っているため、スピードへの対応力も高く、高い
安定感も発揮します。
　スキー場にあるさまざまなシチュエーション、さ
まざまなターン弧に対応するミドルラディウスス
キーは、セミオートマ的な乗り味を持ち、１日中ス
キーを思い切り楽しむエキスパートスキーヤーに
最適。石井スポーツ注目のカテゴリーで厳選した４
機種にご注目ください。

●ミドルターンをベースにしたサイドカーブを持つモデ
ル。すべてのバランスが高次元で、滑走中も快適で安定感
に優れています。低重心で斜面に吸いつくような雪面コン
タクトがあり、オールラウンド性は抜群。ターン後半の圧
が強すぎず、切りかえ時のリリースがスムーズなので、ター
ン始動をやさしく行なえます。ターン後半に詰まる要素を
限りなく少なくしてくれています。連続感を楽しむことがで
き、ズレと切れの狭間の感覚が良いです。振動吸収性が高
くてバウンドするような動きはほとんどなく、スムーズな動
きと安定した操作性で抵抗との調和が取りやすいマルチ
コントロールモデルです（斉藤）
●今までのレッドスターシリーズにはない、センター幅が
細めのオールラウンドタイプの注目のスキー。第一印象
は期待以上の素晴らしい感覚で、これは楽しい！　スキー
ヤーの操作感と反応が一致し、角づけにしなり感が連動す
るのでターン弧の調整が自在です。それでいてスピードに
も強く、まさにオールラウンド。対象は、スキーに乗らされ
るのではなく、自分でコントロールしたい方。ロングコース
をさまざまなターン弧で滑り、さらにスピードも楽しみたい
という方におすすめです（藤澤）

ロングコースをさまざまなターン弧で
スピーディに楽しみたいスキーヤーに

REDSTER X9i + X12 GW
ATOMIC

¥152,900（税込み）X12 GW

サイズ（cm）ラディウス（m） サイドカット（mm）
168
174
180

14.6
15.4
16.2

113-65.5-98.5 
114-65.5-99.5

115-65.5-100.5

10％で15,290円分ポイント還元

スマホでお買い物

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

●トップの形状がそこまで広すぎないので、スキーが内側に入り込みすぎる
ことがなく、フォールラインに素直にターンをつなげていける。カーボンプ
レートが搭載されているので、ハイスピードにもしっかり対応してくれます。
走りが強すぎないぶん足元にスキーを置きやすく、落ち着いたゆったりとし

た動きにも、しっかりとスキーがついてきてくれ、滑走中のストレスをまった
く感じさせません。上級者のスキーをより楽しく感じさせてくれる、頼もしい
オールラウンドモデルが誕生しました（渡邉）

上級者のスキーをより楽しくしてくれる頼もしいオールラウンドモデル
SCX FUSION XELAN

サイズ（cm）ラディウス（m） サイドカット（mm）
168
174
180

15.1
15.9
16.7

113-67-100  
113-67-100 
113-67-100 

¥148,500（税込み）EMX 12.0 GW
10％で14,850円分ポイント還元

スマホでお買い物 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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2

●フィッシャーを代表するレーサーがパラレルスラロームをイメージして
作ったモデル。大中小のあらゆるターンのなかで、スピードを出して攻めて
いけるスキーになっています。ハイスピードでの高い操作性は、オンピステ
で最大の安心感につながりました。レーシングモデル同様の芯材の素材が、
トーションとフレックスのバランスを良くしているので、やんちゃなスキーの
走りではなく、次のターンスペースへとスムーズに導いてくれます。鋭いター
ンを決めつつも、操作性は失わない。フィッシャーの良さが詰まった新感覚
のスキー。ゲレンデをアグレッシブに攻めたい方に乗っていただきたいモデ

ルです（大場）
●最初の1ターン目からびっくりするぐらいの反応の良さに驚いた。競技用
モデルの安定性と推進力を備えたオールラウンドモデル。ベースになるス
キーがワールドカップのデュアルスラロームの中回転用で、性能の裏づけは
十分。このスキーの扱いに慣れてくると、この推進力とターン後半の反発力
を、いかに次のターンにつなげていくかという楽しみが出てきて、ポールの
なかを滑っているような感覚を楽しめます。競技経験者やクラウンを目指す
ような、通常のデモタイプでは満足できない方に最適だと思います（藤澤）

RC4 WC CT M/O-PLATEFISCHER

¥182,600（税込み）RC4 Z17 FF 
10％で18,260円分ポイント還元

スマホでお買い物 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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サイズ（cm）ラディウス（m） サイドカット（mm）
165
170
175
180

  14.5
15

15.5
16

 113-65-98 
113-65-98 
113-65-98

113-65-100

魅力はハイスピードでの高い操作性。ゲレンデをアグレッシブに攻められる一台。

●ミドルターンベースのスキーですが重厚感と軽快さを併せ持ち、ロング
ターンでもショートターンでも適度なグリップ感があるオールラウンド性の
高い一台。ウッド芯材がトップ部分まで長く入ったことで、トップの安定感、
強度が上がり、とくに高速域でのターン導入がシャープで、早いタイミング
で雪面をとらえることができる。中盤のたわみを後半の抜けや走りに簡単
につなぐことができるので、検定の総合滑降やロングターンの苦手な方の
強い味方になりそう（藤本）

●20-21シーズンのTCシリーズは、これまでのイメージをさらに一新している。
とくにMシリーズは乗りやすいというコメントをよく耳にします。〈TC-MK〉は、そ
の乗りやすさに速さがプラスされた乗り味。バランス変更やサイドカーブの見
直しで、とくにトップのグリップ力が増し、トップからターンを導いてくれるように
なり、回転スピードが上がった。長さにもよるが、いろいろなターンサイズに対
応してくれ、なおかつ不整地などにもチャレンジできそうなスキー。177cmなら
ば岩岳学生大会の大まわり系種目などに最適なスキー（村松）

乗りやすさに速さをプラス。さまざまなターン弧にも対応。
TC-MK +SR585    OGASAKA

¥141,900（税込み）
¥132,000（税込み）
¥157,300（税込み）

SR585
FM585
rMOTION2 12GW

10％で14,190円分ポイント還元

スマホでお買い物 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 
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サイズ（cm）ラディウス（m） サイドカット（mm）
162
167
172
177

  15.9
17

18.1
19.2

111-67-94 
111-67-94 
111-67-94 
111-67-94 

2020-21 SKI TrendClose up

R=16m

R=15m

R=14m
SR585の場合
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石井スポーツ スキー用品ストア 石井スポーツ スキー用品ストア

SALOMON

掲載価格はメーカー小売希望価格となります。
最新価格はヨドバシ・ドット・コムでご確認ください。
商品によっては発売前やヨドバシ・ドット・コム未掲載
の場合がございます。

●「軽快」なイメージのサロモンですが、「重厚」に回転
力を感じるスキー。19-20モデルからの変更はエッジ
アンプリファイアの形状のみだが、それ以上の進化が
感じられる。19-20モデルもトップのとらえは早かった
が、20-21モデルはより早く鋭角にトップが内側に切り
込んでくるのでコンパクトな前半が作れる。スキーの方
向が決まってからのスキーの走りも各段に良くなって
いる。斜滑降に入ってから次の谷まわりに移動するス
ピード感は、どのスキーよりも速かった。コンパクトに
まわりよく走る！　無駄なく効率的にスキーが動いてく
れるので、より直線的なラインで攻めることができる。

●グリップ力と高い回転性能が際立つスキー。トップが
クイックに雪面をとらえてくれ、コンパクトなターン前半
を作ることができた。新型プレートの効果で足元はしっ
かりとたわみを感じられるが、剛性感も併せ持ってい
るので、はっきりとしたレスポンスを感じることができ
る。ターン後半から次の前半までの移動スピードが非
常に速く感じられ、推進力を活かして次のターンへつ
なげるイメージが作りやすい。グリップ力、回転性、操作
性と非常にバランスの良いスキーだが、決して「簡単な
スキー」ではないと思う。20-21シーズン新しくライン
ナップされている〈PRO SL〉とははっきり差をつけた

●操作感はクイック、ターンは重厚。理想的なバランス
のスキーと言える。改良された新プレートの効果もあ
り、ターン始動からスキーのとらえをより早く感じられ
るようになった。中速から高速まで安定感があり、あら
ゆるスピードで操作性の良さを感じた。乗り手の動き
がしっかりスキーに伝わるため、乗り手主体のターン
コントロールができる。レギュレーションにこだわらな
いレーサー、プライズテストや技術選まで幅広いシー
ンで活躍するだろう（可児）

●SLモデルの構造をそのままに、ソフトなフィーリング
とアグレッシブなバウンドを融合させた新たなタイプ。
私の中では一番のターンをさせてくれたモデルです。
スピード感あるパフォーマンスを追求し、心地よいバウ
ンドを生み出します。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、しなやかさも抜群な
ので、スムーズな動きを幅広いスキーヤーに体感させ
てくれます。ショートターンをベースに、滑り手のしかけ
に素直に応えてくれる印象が強いです。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です（斉藤）
●フレックスとトーションのバランスが良く、〈FIS SL〉
の良い部分を残し、難しさのみを取り除いた自在性
の高いスキー。サロモン待望のSLセカンドモデルと言

R>30mを必要とする幅広いレーサーの武器になるこ
とはまちがいないだろう（可児）
●センター部分のしっかりとした感じが印象的なス
キーで、高速時に高い安定性能を感じた。ターン始動
に適度にトップが食い込み、さらにスキーがフォールラ
インに向くターン中盤のグリップ感と、ターン後半のス
キーの抜けはピカイチ。これだけスキーがしっかりとし
ていると、多少のバーンの起伏や荒れでもスキーが暴
れず、不安定要素がないので、乗っていて安心感がある

（上野）

上級レーサー向けの一台（可児）
●プレートの変更で、また進化した。低く、強く雪面をグ
リップし、回転力も十分に持っている。スキーがすっぽ
抜けるようなことがなく、しっかりと戻ってきてくれると
ころが、とくに信頼できるところだろう。非常にオーソ
ドックスで癖のないトータルバランスの取れたスキー
に仕上がっている。ワールドカップでは今一つの活躍
ぶりだが、ユーザーにとっては高性能モデルが手に入
ることはうれしい限りである。滑り手のタイプとしては、
雪面からスキーを離さず、グリップ感を保って滑る選手
に向いているだろう（宮下）

●FISモデル同様、非常に安定感の優れたスキーだ。
なにより印象的なのは、スキーがフォールラインに向く
ターン中盤、足元の張りつき感がありスキーがバタつ
くことがなかった。足場が作れると、躊躇なく踏み込む
こともできるし、身体を傾けていくこともできるので、と
ても安心感を覚える。これだけの安定感は非常に武器
になり、レースでもシチュエーションを問わずに攻める
ことができるだろう（上野）

える。回転性の良さと程よいエッジグリップは、スキー
ヤーを一段上のレベルに引き上げるには最適。レース
シーンだけでなく、プライズテストや技術選の小まわり
種目にも対応でき、幅広いシーンで性能を発揮してく
れる一台。20-21シーズン、もっとも話題となるスキー
になると感じられる（可児）
●サロモンSシリーズの中でも最上位に位置づけされ
るモデルとなっている。〈FIS〉〈PRO〉とふたつのタイプ
に分かれており、本格的選手用モデルではあるが、乗
り手のニーズに合わせての選択が可能となった。〈FIS〉
と比べると、しっかりした部分は残しつつも、グリップし
すぎたり、反発が強すぎたりすることがなく、扱いやす
さを強く感じられる（久保田）

コンパクトにまわり
よく走るFIS対応GSモデル
S/RACE FIS GS

グリップ力、回転性、操作性、
トータルバランスの良いSLモデル
S/RACE FIS SL

幅広いスピードで安定感と
操作性の高さを発揮するマスターズモデル
S/RACE PRO GS

回転性とエッジグリップに優れた一台。
レースからプライズテストまで対応
S/RACE PRO SL

¥196,900（税込み）
¥179,300（税込み）
¥173,800（税込み）

X19 LAB
X16 LAB
X12 LAB

サイズ（cm）ラディウス（m） サイドカット（mm）
155
157
165

12
13
13

SECRET
SECRET
SECRET

¥191,400（税込み）
¥173,800（税込み）
¥168,300（税込み）

X19 LAB
X16 LAB
X12 LAB

サイズ（cm）ラディウス（m） サイドカット（mm）
157
165

13
13

114-66-100
118-65-103

¥196,900（税込み）
¥179,300（税込み）
¥173,800（税込み）

X19 LAB
X16 LAB
X12 LAB

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

10％で19,690円分ポイント還元

スマホでお買い物

¥191,400（税込み）
¥173,800（税込み）
¥168,300（税込み）

X19 LAB
X16 LAB
X12 LAB

サイズ（cm）ラディウス（m） サイドカット（mm）
176
183
190

21
24
27

106-67-90
105-68-89
104-68-89

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
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 
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グリップ力
安定感
操作性
回転性
おすすめ度
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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
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10％で19,690円分ポイント還元

スマホでお買い物

10％で19,140円分ポイント還元

スマホでお買い物

10％で19,140円分ポイント還元

スマホでお買い物

X19 LABの場合 X19 LABの場合

X19 LABの場合 X19 LABの場合
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掲載価格はメーカー小売希望価格となります。
最新価格はヨドバシ・ドット・コムでご確認ください。
商品によっては発売前やヨドバシ・ドット・コム未掲載
の場合がございます。

石井スポーツ スキー用品ストア 石井スポーツ スキー用品ストア

SALOMON セパレートタイプのエッジアンプリファイアで
スキーがよりたわみやすく、扱いやすくなっている

2019-20モデルからエッジアンプリファイアが搭載されていますが、20-21モデルの特徴は、セパレートタイプ
のエッジアンプリファイアを搭載したモデルが増えていることです。セパレートされたことで、ターン中、スキー
がたわみやすくなりましたし、そのタイミングもターンのより早い段階にすることができるようになりました。ま
た、スキーの扱いがとても楽になったので、より幅広い方に使ってもらえると思います。個人的には〈S/RACE 
PRO SL〉が気に入っていますし、技術選を目指す方からプライズレベルの方におすすめです。

Skier’s Voice

●不安定な雪面状況でも浮力とグリップ感を両立した
オールコンディションモデル。スキーの軽さを感じなが
らも、癖がなく、気持ち良くどんどんスピードを出せる
スキーという感じです。女性にも自信を持っておすす
めできます。フレックスとトーションのバランスはソフト
で、ズレと切れの狭間での雪面タッチで自在に滑れる
操作感が楽しいです。スピードある円いターン弧を高
い次元で実現できます。スキーの切れと走り、ズレ、コン
トロールを融合させた滑りを、今まで以上に実現でき

●19-20シーズンからラインナップに加えられている
センターワイドな一台。オールマウンテンモデルに近
い形状をしているが、クイックな動きを表現することも
可能だ。センター幅80ｍｍとはとても思えない軽快な
動きを表現しつつも、高速域での重厚感も非常に感
じられる。またエッジの接雪長が非常に長く取れるた
め、エッジグリップが良い点も魅力だろう。一番の魅力
は、申し分のない滑走性がありながらも、滑走時の疲
労が少なく、悪雪での安定感が非常に高いことだろう。
指導者のように、長い距離、長い時間を、汎用性の高い

る理想のスキー（斉藤）
●Ｓ/RACEシリーズに比べ、スキーのセンター幅が広
いのが特徴。カービング性はしっかりと持っているが、
広いセンター幅が過度なカービング性を抑えてくれ、
反応がマイルドに感じられるのでとても扱いやすくなっ
ている。締まった雪質はもちろん、春雪や軟らかい雪質
でも足場を感じられるので、どのような条件でも思うよ
うな操作が可能となっている（久保田）

スキーでこなしたい方に最適の一台ではないだろうか
（君島）
●低重心で雪面に張りつくため、ストレスもなく、しな
やかなスキーです。スムーズなターンが可能で、ハイス
ピードでもゆとりのあるスキー操作ができます。しっか
りとしたたわみを感じさせてくれるバランスが素晴ら
しいと思います。抜けの良い円いターン弧を積極的に
連続でき、スキーの面を感じられ、操作性と安定感のバ
ランスも素晴らしい一台です（斉藤）

カービング性能と浮力を
両立させたオールコンディションモデル
S/MAX12+Z12 GW

軽快な動きと高速域での安定性
悪雪での安定感を持つオールラウンダー
S/FORCE 11+Z12 GW

¥132,000（税込み）Z12 GW

サイズ（cm）ラディウス（m） サイドカット（mm）
163
170
177
184

14
15
16
18

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

¥137,500（税込み）Z12 GW

サイズ（cm）ラディウス（m） サイドカット（mm）
160
165
170

13
14
15

121-72-106 
121-72-106
121-72-106

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

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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Eiichi SATO 
（石井スポーツ・アスリートサポートスキーヤー）

佐藤栄一

●ショートターンをベースにオールラウンドにターン
を楽しめるスキーです。しなやかさが抜群で、幅広い
スキーヤーにスムーズな動きを体感させてくれます。
ハイスピードでもゆとりのあるスキー操作ができ、滑
り手のしかけをしっかりとたわみに結びつけるバラン
スが素晴らしいです。余計なリスクやリバウンドが少
なく、抜けの良いターンで積極的に円い弧を連続させ
てくれます。オンピステをメインとしながらも、オフピ
ステやコブ斜面にも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びません。安定したグリッ
プコントロールもポイントです（斉藤）

●レーシングのトップシーンで使用されているＰ80
プレートを搭載した〈RUSH〉の特別モデル。このス
キーの特徴は、なんといってもスピードに対する強さ
であり、安定感である。サイズレンジによりエッジアン
プリファイアのシステムが違うところが、もうひとつ
の特徴。それによりスピードレンジが変わってくるの
で、ミドルやロングターン専用機としての使用もおす
すめできる。また、サイズによっては、オールラウンドと
してはもちろんショートターン専用としても使える一台

（久保田）

大まわり専用にも、小まわり専用にも使える
高速安定性に優れたオールラウンドモデル
S/RACE RUSH iSL P80+X12LAB

¥159,500（税込み）X12 LAB

サイズ（cm）ラディウス（m） サイドカット（mm）
155
160
165
170

11
12
13
16

122-68-105 
121-68-105
121-68-104
118-70-100

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

10％で15,950円分ポイント還元

スマホでお買い物

10％で13,200円分ポイント還元

スマホでお買い物

10％で13,750円分ポイント還元

スマホでお買い物

●雪面から感じる抵抗やエッジング感覚はそのまま
に、シチュエーションを選ばない性能を発揮します。剛
性を確保しながら軽さを追求。超低重心の滑走感と、
フレックスとトーションのバランスが快適な乗り心地
を与えてくれます。雪面とのコンタクトが高く、スムーズ
で、深く円いターンを一番に考えた小まわりモデルと
も言えます。振動吸収性にも優れ、走りが軽いというの
が印象です。コンフォートな走りは中級者からエキス
パートまで幅広い層に対応。スキーヤーのレベルアッ
プにも絶大な効果を発揮します（斉藤）
●構造としてセンター部分にカットを入れて、スキーの
たわみを出やすくしている。スキー装着時にセンター
部分の軟らかさを感じ取れ、滑走中もスムーズにター
ンができる。スキーを傾けていけば、トップから自然に
ターン弧を作り始めるし、ずらす操作をしても楽にス

キーがたわみ、軽さも感じる扱いやすさがある。スピー
ドを出してもバタつきがなく、グッと圧をかけると、ター
ン後半、スキーが前に走っていく印象もある。２級に
チャレンジしたい方には今後のステップアップスキー
として、1級をお持ちの方には扱いやすいスキーとして
というように幅広いレベルに対応できる一台（佐藤）
●サロモンテクノロジーの象徴機種でもあるRUSHシ
リーズ。スキーとプレートのシステムをさらに進化させ
たことにより、しっかりした感覚は残しつつ、スキーの
フレックスをとても感じられるようになった。ねじれな
ども含め、スキーのバランスが非常に良く、扱いやすさ
が増している。スキーヤーが求めた動きを素直に返し
てきてくれ、スキーに規制されることなく、自由な操作
を体感できる20-21シーズン注目のオールラウンドス
キー（久保田）

フレックスを感じやすく、軽やかに走る。
快適にスキーを楽しめるオールラウンドモデル
S/RACE RUSH SL +X12 TL GW

¥143,000（税込み）X12 TL GW

サイズ（cm）ラディウス（m） サイドカット（mm）
155
160
165
170

11
12
13
16

122-68-105 
121-68-105
121-68-104
118-70-100

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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10％で14,300円分ポイント還元

スマホでお買い物
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掲載価格はメーカー小売希望価格となります。
最新価格はヨドバシ・ドット・コムでご確認ください。
商品によっては発売前やヨドバシ・ドット・コム未掲載
の場合がございます。

石井スポーツ スキー用品ストア 石井スポーツ スキー用品ストア

ATOMIC

●Ｍ・ヒルシャーの引退により寂しいシーズンになった
が、相変わらず高い使用率を誇っているアトミック。エッ
ジグリップと走りは素晴らしく、最強。雪面に低く張りつ
くようなエッジングは物凄い加速感を感じさせる。あな
たのポテンシャルを十分発揮してくれるだろう。エッジ
グリップ、走り、ターンの順でインパクトのあるスキー。
現在主流と言われる、スキーのトップを下に向けて落と
していく感覚も感じられる。スキーが走るので、角づけ
を重視し、スキーを雪面から離さないでサイドカーブを
うまく使っていく滑りが向いているのではないだろうか

（宮下）
●変更点はGS同様に、ナノTPU素材のトップシートと、
アトミック独自で開発したダブルボンディング構造。トッ
プの食いつきは鋭く、素早いとらえでターンを始動でき
る。ターン中盤は足元の安定性能が高いので、スキー
のバタつきがほとんど感じられない。タフなコースコン

●デザインの変更でスキーを履いたときにトップが短
く感じる。ビンディングの位置は変わっていないそうだ
が、R＝30の曲がらないスキーではそれだけでも安心
感が生まれる。また、それぞれの素材を接着するときに
ダブルボンディングという製法を使用し、ボンドが乾い
ても弾力性はそのままキープされる。その結果、トップ
シートの耐久性が増し、薄くしたぶんウッドコアを厚く
することができた。スキーのしなやかさがしっかりと感
じられ、どんな場面でも対応できる完成形のおすすめ
の一台（富井）

●FIS規格のスキーよりセンター幅が太く、身体の傾き
が作れないレーサーにおすすめの一台。スキーは幅が
細いほど扱いが難しくなり、より身体の動きにパフォー
マンスが必要になってくる。とくに年齢を重ねて身体が
いうことをきかなくなってきたマスターズレーサーは
身体を傾けられなくなってくるので、FIS規格のスキー
よりもこの〈G9 RS〉のほうが身体のパフォーマンスに
合うと思う。ダブルボンディングによりスキーのしなや
かさも増しているので、自由自在に使いこなせるだろう

（富井）
●19-20モデルよりメタルの幅を広くしたことにより、
滑走中のグリップ力と安定感がさらにアップ！　マス
ターズモデルのスキーだが、ターン弧は縦に描き、攻

ディションでも対応力が高くなった点は特筆する部分
であり、やさしさも兼ね備えているので構えずに乗って
いただきたい（上野）
●毎年各スタッフから高評価を得ているアトミックス
キー。このモデルは芯材の接着に使うボンド素材の変
更、およびトップシートの素材、厚みの変更により、従
来モデルとはひと味違う印象を受けました。従来同様
ずっしりとした安定感、ターン後半の鋭い抜けを感じる

「強い」スキーだが、スキー全体のしなやかさが出て、
ひと言で言えば「楽チン」、操作しやすいバランスの取
れたモデルに仕上がっています。ターン後半に置いて
いかれるような感じもなく、スムーズにターンをつな
げていくことを可能にしてくれます。20-21シーズンは
155cmも新登場し（REDSTER S9 FIS）、より多くの
レーサーの選択肢に入ってくるでしょう（丸山）

●TPU素材のトップシート変更、ダブルボンディング構
造で非常にたわみやすいスキーに仕上がった。19-20
モデルと比べると、明らかにスキーのフレックスが感じ
られ、少しやさしさが加わったような滑走フィーリング
を得られた。もちろん従来からのアトミックスキーの特
徴である高速安定性はそのままで、硬く締まったバー
ンはもちろんのこと、荒れたバーンやさまざまなシチュ
エーションにも適応できる対応幅が広がった（上野）

撃的な滑りが可能になっています。またサーボテックの
効果により、スキーが雪面を吸いつくようにとらえるの
で、高速時や荒れたバーンなどでも安心して滑れます

（髙橋）
●マスターズモデルでありながら、さまざまな志向の
スキーヤーが万能に使用できる対応幅の広いモデル。
FISモデル同様に、トップシート変更とダブルボンディン
グ構造により操作性能が向上し、今まで以上に扱いや
すいスキーに仕上がっている。ターンの仕上がりが機
敏で、スキーの走りを体感できるので「速いスキー」を
求める方にぜひ乗ってもらいたい。MODとVARのビン
ディングをチョイスできるのも魅力のひとつ（上野）

ワールドカップアスリートにより
効果が実証されたダブルボンディング製法

1.DOUBLE BONDING 2.Side wall素材アップデート

鋭い走り、強いグリップ力と
楽な操作性を併せ持つSLモデル
REDSTER S9 FIS M/W

しなやかさが特徴で
状況への対応幅の広い本格GSモデル
REDSTER G9 FIS M/W

身体を楽に傾けられ自在性が高い。
高速や荒れたバーンでも安心できる一台
REDSTER G9 RS

¥169,400（税込み）
¥169,400（税込み）
¥163,900（税込み）

X16MOD
X16VAR
X12VAR

¥198,000（税込み）
¥180,400（税込み）
¥198,000（税込み）
¥180,400（税込み）

X19MOD
X16MOD
X19VAR
X16VAR

10％で19,800円分ポイント還元

スマホでお買い物

¥198,000（税込み）
¥198,000（税込み）
¥180,400（税込み）

X19MOD
X16MOD
X16VAR

サイズ（cm）ラディウス（m） サイドカット（mm）
157
165

12.7
12.5

＊＊-66.3-＊＊
＊＊-65.8-＊＊

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

10％で16,940円分ポイント還元

スマホでお買い物

10％で19,800円分ポイント還元

スマホでお買い物

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

サイズ（cm）ラディウス（m） サイドカット（mm）
183
188
193

30
30
30

＊＊-65-＊＊
＊＊-65-＊＊
＊＊-65-＊＊

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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DOUBLE BONDEING （ダブルボンディングFIS構造）

弾力性のある素材に変更、さらに温度変化耐性を
アップさせました。
採用モデル＝REDSTER 9と8グレード（FISモデルを含む）

アトミックがスキー用に独自開発した弾力性のあるボンドで
職人が素材をひとつひとつ丁寧に接着し、ボンドが乾いても
弾力性はそのままキープ。この製法によりトップシートの耐久
性が向上し、弾力性および素材の結合性がアップ。スムーズな
リバウンドとフレックスを発揮します。

DOUBLE 
BONDING

TPU TOP sheet

Glasfiber layer

Titanium layer 
or Glasfiber

Side Wall

X19MODの場合
X19MODの場合

X16MODの場合
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石井スポーツ スキー用品ストア 石井スポーツ スキー用品ストア

ATOMIC

掲載価格はメーカー小売希望価格となります。
最新価格はヨドバシ・ドット・コムでご確認ください。
商品によっては発売前やヨドバシ・ドット・コム未掲載
の場合がございます。

しなやかで安定感の高いターンができる
GS入門＆基礎大まわり向けモデル
REDSTER G9 R

操作性と推進力の高さが魅力。
軽量でやさしい小まわり系モデル
REDSTER S9i + X12 GW

しなやかさが特徴の一台。
攻撃的なショートターンを実現
REDSTER S9i PRO

すべてにおいてバランスが良く
幅広い斜面状況やスキーヤーに対応
REDSTER S8i + X12 GW

軽さのなかに強さや切れがあり
さらにしなやかに動かせる操作性が加わった

2020-21モデルはトップシートが薄くなり、全体的に軽くなっています。その軽さのなかにアトミック本来の強
さや切れがまったく変わらずにあり、そこにしなやかに動かせる操作性が加わっています。トップからテールま
で、スキー全体のたわみを感じられ、それがやさしさにもつながっています。個人的なおすすめは〈S9i PRO〉で
す。サーボテックがなくなったことによって、ターンの横のスペースを自在に取りやすくなりました。スピード域
が上がっても大丈夫なので、とてもオールマイティに使ってもらえると思います。

Ryu TAKEDA 
（石井スポーツ・アスリートサポートスキーヤー）

武田 竜

Skier’s Voice

●一番の魅力は操作性の高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
たモデルで、ショートターンをベースにオールラウンド
に使えます。サーボテックの効果が感じやすく、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
要素です。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ます。
スキー操作も軽快で、やさしく、たわみから生まれるリ
ズムはさまざまなターンサイズをコントロールできま
す。アグレッシブとコンフォートの両面が高いレベルに
ある一台です（斉藤）
●トップシートの材質を変更することで、さらにバラン
スの良い一台に仕上がっている。軽くて丈夫な芯材を
採用しているため、非常に軽量で厚みも薄く作られて

いる。ただの軽いスキーではなく、メタルシートとサー
ボテックを取り入れることで、ハイスピードやハード
バーンでもスキーのバタつきはほとんどなく、高いグ
リップ力で切れのあるターンを描くことができる。ズレ
と切れ、低速から高速までと、乗り手を選ばない対応
幅の広いモデルとなっている（須川）
●サーボテック搭載でショートターン系の上位モデル。
メタル入りのスキーだがハードな部分はなく、マイル
ドさとしなやかさが特徴のスキーである。硬いバーン
でも跳ね返りが強すぎず扱いやすい。整地でのポテン
シャルと不整地での扱いやすさを両立したモデルで、
検定や大会の不整地種目でも、自信を持ってスタート
を切ることができるだろう（大越）

¥152,900（税込み）X12 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

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

10％で15,290円分ポイント還元

スマホでお買い物

●レベルへの対応幅が広く、すべてにおいてバランス
の高いスキーです。とてもやさしく、しっとりとした雪面
コンタクトと操作性が最大の魅力です。軽量化レース
モデルと言える走りを、誰でも体験できます。余計なリ
スクやリバウンドが少なく、抜けの良いターンで積極的
に円い弧を連続させてくれます。インストラクターが初
心者から上級者までのレッスンを一台でできるほか、オ
ンピステをメインにオフピステやコブ斜面にも対応で
きるぐらい、コンディションや乗り手のレベルを選ばな
い一台です。安定した技術習得ができ、準指・指導員を

受検される方にもおすすめです（斉藤）
●アトミックの人気機種〈S9i〉のセカンドモデル。レー
シングテイストを取り入れながら、操作性と快適性に
優れた一台。スキーの軽さからくる操作性の高さはピ
カイチ、それに加えてたわみの引き出しやすさが、雪面
のとらえの早さと安定感を与えてくれる。フレックスと
トーションのバランスが絶妙なので、力を込めずに心
地よいターンを体感できる。スピードにも対応できるモ
デルなので乗り手は選ばないが、とくに女性や中級ス
キーヤーのレベルアップに最適（須川）

¥128,700（税込み）X12 GW

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

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

10％で12,870円分ポイント還元

スマホでお買い物

●GSの入門レベルとなる一台。ラディウスも18～19
ｍだがカービングターンがとてもしやすく、サーボテッ
クがスキーのバタつきを抑え、安定感のあるターンに
仕上げてくれる。基礎スキーでロング用として使用して
いる方も多く、幅広いレベルのスキーヤーに対応でき
るのも魅力的。スキーの幅がFISモデルよりも広く、程
よく力を逃がしてくれるので、あらゆる場面でオールマ
イティにロングターンができる。基礎スキーからGS初
心者、マスターズまでおすすめできる一台（富井）

●FISモデル同様、ナノTPU素材のトップシート変更と
ダブルボンディング構造で、よりたわみやすく、しなや
かなスキーに仕上がった。センター幅があるので、悪
雪などコンディションが悪いシチュエーションでも軽
快感が失われず、変にトップが潜りスキーの操作感が
失われないので安心だ。〈FIS〉や〈RS〉には抵抗がある
が、しっかりとしたレーシングモデルを求める方に自
信を持っておすすめしたい（上野）

¥158,400（税込み）
¥158,400（税込み）
¥152,900（税込み）

X16MOD
X16VAR
X12VAR

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

10％で15,840円分ポイント還元

スマホでお買い物

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
高

 
 
 

2

●スピードのある深いターンを追求したモデル。SLモ
デルをよりやさしくコントロールできるソフトなフィー
リングに加え、ターン導入時のトップからの抵抗のコン
トロール性を高める構造へ調整されています。しなや
かなたわみがゆとりのある自在性を生み出します。安
定したグリップを実現し、ターンの円みにスムーズさを
加えることができました。さまざまなコンディションで、
鋭く、深く、速くを可能にするための技術満載です。余
計なリスク、リバウンドが少なく、抜けの良いターンで
積極的にターン弧を連続させてくれます。攻撃的なア
グレッシブなターンを実現できる一台（斉藤）
●基礎系ショートターンモデルの最上位機種。昨年ま
でのサーボテック機能を取り外し、トップシートの材質
を変えて芯材を厚くすることで、よりハイスピードでの
自由自在なターンを実現している。ハイスペックモデル

だが、スキー全体が綺麗にしなるので、確実に雪面をと
らえながら、奥行きのあるターンスペースを作ることが
可能。プライズテストや技術選で求められるズレと切
れ、さまざまな小まわり系種目に対応できる一台となっ
ている。SLのセカンドモデルとしてもおすすめ（須川）
●アトミックのデモカテゴリーの最上位機種が、さらな
る進化を見せてくれた。芯材や製造工程など改良は多
岐におよんでいる。19-20モデルの強さが若干マイル
ドになり、扱いやすさが増したことが一番の印象。しな
やかさとたわみを引き出すフルサンドイッチ構造に、
SLモデルと同仕様のプレートとビンディングを装着す
ることにより、足元の強さとしなやかさを高い次元で
融合している。テクニカル・クラウン取得を目指す方、
技術選を目標にしている方など、アスリート系スキー
ヤーの力強い相棒になってくれるスキーです（大越）

¥174,900（税込み）
¥174,900（税込み）
¥169,400（税込み）

X16MOD
X16VAR
X12VAR

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

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

10％で17,490円分ポイント還元

スマホでお買い物

X16MODの場合 X16MODの場合

SKI&BO
O

TS SK
I&

BO
O

TS
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掲載価格はメーカー小売希望価格となります。
最新価格はヨドバシ・ドット・コムでご確認ください。
商品によっては発売前やヨドバシ・ドット・コム未掲載
の場合がございます。

石井スポーツ スキー用品ストア 石井スポーツ スキー用品ストア

HEAD

●センター幅はFISモデルと同じで、トップとテールを
太くしたマスターズモデル。スキーが非常にしなやか
に動き、雪質を問わず非常に曲がりやすい。センター
幅が細いので、身体を傾けられる人はよりスキーのた
わみを引き出すことができ、急斜面や振り幅の大きい
セットでも難なく曲がれてしまう。EMCの振動減衰効
果もあり、スキーが雪面から離れないのも非常に好印
象である。安定感、操作性、回転性、どれの評価もトップ
レベルのおすすめの一台（富井）

●ワールドカップで多くのレーサーが使用しているブラ
ンド。どの選手を見てもスキーの動きや身体の動きがし
なやかに見える。EMCという振動を減衰させるシステ
ムが内蔵されていて、つねにスキーが雪面に張りつい
ているような感覚にすべてのことが納得できる。とくに
アイスバーンや荒れてきた雪面を滑っているときにしっ
かり感じられ、スキーの安定感が身体のポジションやバ
ランスに安定感をもたらしてくれるのがありがたい。ス
キーのしなやかさを求めている方にもおすすめ（富井）

●高速系のイメージのあるブランドが、スラロームで
も十分活躍できることを、ここ数年で確実に証明して
いる。日本チームのトップ選手も使用しており、日本人
の体格でも使いこなせる性能を持っていることがわか
る。特筆すべきは、安定感が思い切った攻めを可能に
しているところだ。掘れたコースで、どんなに力をかけ
て滑っても、スキー自体が受け止めてくれるので、積極
的に滑ることが可能になる。これはスタートの遅い選
手にはとても重要なことだ。このスキーを使って、のし
上がってください（宮下）

●滑走中、スキーのバタつきを抑える新しい振動吸収
システムの効果で、非常にスムーズにターンをつなげ
ることができた。ターン始動から仕上げ部分まで、ス
キーがしっかりと雪面にコンタクトする。派手さはない
が、従来の癖のないバランスの良さに乗りやすさが加
わったように感じた。硬いハードバーンだけではなく、
日本特有の軟らかい雪まで幅広く良いフィーリングで
乗ることができるだろう（上野）

●スキーのシステムとビンディングの変更により、履い
たときに非常に軽いスキーに変わった。デザインのせ
いかスキーがとても細く感じられたが、実際に滑走す
るとトップからテールまでよくたわみ、フレックスが感
じられた。これは従来からのヘッドの特徴であるバラン
スの良さ、癖のなさが出ているのだと思う。切りかえで
変にスキーだけが先に行くことがなく、タイミングが取
りやすい一台だ（上野）

●ワールドカップでも国内のレースでも実績があり、高
い使用率を誇るヘッド。20-21モデルはEMCテクノロ
ジーにより、なめらかでスムーズなターンを可能にして
くれる。テスト時は比較的ハードな雪面状況だったが、
雪面抵抗につながるスキーの振動をターン全体で感
じず、非常に綺麗なターン弧を描けた。すごく俊敏な動
作を可能にしてくれる滑走フィーリングは、比較的細い
サイドカットも影響しているのだろう。コースの難易度
に左右されず、タイムアップにつながりそうな魅力的な
スキーに仕上がっている（丸山）

バランスの良さに乗りやすさをプラス。
硬雪から軟雪まで対応するマスターズモデル
WC REBELS E-GS RD SW RP WCR 14

高いスキーの安定感が
ポジションやバランスを安定させるGSモデル
WC REBELS E-GS RD FIS SW RP WCR 14

思い切って攻めることができ
タイムアップが期待できるSLモデル
WC REBELS E-SL RD FIS SW RP WCR 14 wt

¥193,600（税込み）
¥189,200（税込み）
¥177,100（税込み）

FF ST 20X
FF ST 16X
FF ST 16

¥189,200（税込み）
¥177,100（税込み）
¥171,600（税込み）

FF ST 16X
FF ST 16
FF ST 14

¥193,600（税込み）
¥189,200（税込み）
¥177,100（税込み）

FF ST 20X
FF ST 16X
FF ST 16

10％で18,920円分ポイント還元

スマホでお買い物

10％で19,360円分ポイント還元

スマホでお買い物

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

10％で19,360円分ポイント還元

スマホでお買い物

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
12.3
12.8

114-66-100
114-66-99
118-67-104
119-68-103

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）
176
181
186

23
25
25

102-65-87
102-65-86
104-65-87

サイズ（cm）ラディウス（m） サイドカット（mm）
183
188
193

≧30
30.1
30.6

99-65-81
98-65-84
100-65-84

EMC──ENERGY MANAGEMENT CIRCUIT──とは？

EMC

EMC（エネルギー・マネジメント・サーキット）とは、滑走中のネガティブな振動を減衰させることで、完全なるスキーへの
信頼を生み出し、自己のパフォーマンスに集中させてくれる機能。条件を問わず、スムーズなスキーイングと非常に高い
エッジグリップを提供。スキーのたわみによる振動は、運動エネルギーを生み出します。これをスキー内部で電気エネル
ギーに変換することで、スキーのネガティ
ブな振動を素早く吸収、よりなめらかで安
定した滑走を可能にするシステムです。

EMCは、スキーのセンター前後部に内蔵されています。滑走中にスキーに
発生する振動や曲げ動作の運動エネルギーを、スキーに内蔵されたセラ
ミック圧電板が電気エネルギーに変換。このエネルギーを抵抗器で接続
されたグラフィン注入カーボン層に送ることで、不快な周波数がフィルタリ
ングされ、スキー全体にわたって振動を減衰させることを可能にします。

FF ST 16Xの場合 FF ST 20Xの場合

FF ST 20Xの場合

SKI&BO
O

TS SK
I&

BO
O

TS
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掲載価格はメーカー小売希望価格となります。
最新価格はヨドバシ・ドット・コムでご確認ください。
商品によっては発売前やヨドバシ・ドット・コム未掲載
の場合がございます。

石井スポーツ スキー用品ストア 石井スポーツ スキー用品ストア

HEAD

レーシングスキーの性能を受け継ぐ
日本限定、高性能デモモデル
WC REBELS E-SL RD FIS SW RP WCR 14 nyw

●ワールドカップで活躍するヘッドのレーシングモデ
ルをモディファイした日本限定モデルのイエローバー
ジョン。日本のデモシーンでも使用しやすいように、若
干軟らかくセッティングされているこのモデルは、EMC
という雪面からの振動をコントロールできる機能が搭
載された。この機能はとくにハイスピードでのターンコ
ントロール性が高く、またエッジグリップが良く、スキー
の推進力を非常に感じやすい。トップの幅が118mm

（165cm）で変に雪に食い込みすぎず、ターンコント

ロールを切れからズレまで多彩に使い分けることがで
きる（伊東）
●スキーがモデルチェンジされ、ビンディングもとて
も軽量化されたものに変更されている。今までこのモ
デルは、どっしり、しっかりというイメージがあったが、
しっかりした安定感は残されつつも、軽快さが感じら
れるようになった。安定感と軽快さ、ふたつの感覚が
同じスキーで感じられるものはなかなかない。20-21
シーズン、ぜひ試してみてもらいたい一台（久保田）

¥177,100（税込み）
¥171,600（税込み）

FF ST 16
FF ST 14

10％で17,710円分ポイント還元

スマホでお買い物

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）
156
165

12.4
12.3

114-66-100
118-67-104

●スーパーシェイプシリーズは、ワールドワイドで人気
の高いモデルとなっていて４機種の幅の違うタイプ
から選択できたが、そこに新たに投入されたのが、こ
の〈E-ORIGINAL〉だ。センター幅が66mmと最近の
スキーの中でもナロータイプのこのモデルは、日本の
斜面や環境にぴったりのオールラウンドモデルに仕
上がっている。とくに小まわりをベースにしたターン弧
が描きやすく、しかも軽くて俊敏なので、非力なスキー
ヤーでも簡単にターンコントロールしやすくなってい
る。SAJ2級前後の方たちにおすすめしたいモデルであ

る（伊東）
●一台でどこでも楽しめるスキー。まず履いた感想は
とにかく軽い。だが、滑り出すとトップからテールまで
しっかりとグリップ感をキープできる。また、張りが強す
ぎるわけではなく、程よいたわみを感じられる。スキー
全体の幅があるタイプのため足場の安定感があり、春
のザラメから深雪まで、あらゆるシュチュエーションを
網羅できる一台。コンペティションではなく、１日中ゲ
レンデを気持ち良くクルージングしたい人におすすめ

（加藤）

スムーズな抜けと鋭い走りを持つ
タイムアップを約束するSLモデル
SUPERSHAPE E-ORIGINAL SW SF-PR

¥140,800（税込み）PRD12 GW
10％で14,080円分ポイント還元

スマホでお買い物

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）
156
163
170

10.1
11.1
12.1

129-66-107
129-66-107
129-66-107

●ヘッドのデモモデルのセカンドに位置するこのモデ
ルは、トップが121mmと幅広くなっているため、ターン
始動が非常に容易い。しかしスキー自体はレーシング
モデルを基本設計としているので、高速安定性やターン
グリップに優れている。トップモデルでは難しいけれど
スピードも出す、というスキーヤーには最適な一台にな
る。このモデルの操作の特徴はカカト直下にあり、ター
ン中盤から後半にかけてカカトでしっかりと荷重してあ
げることで、ターンの推進力が引き出せる（伊東）

●すごくしっかりしているというイメージなのだが、た
わみをしっかり感じられ、そのなかに良い意味での張
りが感じられ、反応を返してくる。これは新しい構造に
よるものだろう。グリップが非常にシャープで鋭く切れ
込んでくれる。そしてなによりスキーに力がたまりやす
く、ターン中の足場を感じやすい。これによりターンの
切りかえがスムーズにオートマチックに行なえる。ロン
グターンベースのオールラウンドモデルだが、強さも感
じられ、軽快さも持ち合わせている（久保田）

高速安定性やグリップ力に優れ
強さと軽快さを併せ持つオールラウンドモデル
WC REBELS E-RACE PRO SW RP WCR 14

¥165,000（税込み）FF ST 14
10％で16,500円分ポイント還元

スマホでお買い物

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
165
170

12.6
13.5
14.4

121-68-102
121-68-102
121-68-102

伊東秀人
Hideto ITO

（石井スポーツ・プロスタッフ）

Skier’s Voice

EMCの効果で、速いターンを
スムーズ＆快適に連続していける

2020-21シーズンのヘッドスキーのトピックは、EMCが搭載された
モデルが登場することです。このシステムは足元のプレートの前後に
内蔵されているのですが、スキーのセンター部分は芯が通ったよう
にしっかりした感じになり、トップとテール側は今まで以上にしなや
かになったフィーリングを得られます。トップがしなやかなぶん、ター
ン導入が楽に、スムーズに行なえますし、その後のエッジングでも、芯
を感じられるセンター部分が高いグリップ力を発揮してくれます。そ
のグリップ力をスムーズにスキーの走りや抜けにつなげていけるの
で、速いターンを今まで以上にスムーズに、そして快適に連続してい
くことができます。〈WC REBELS E-RACE PRO〉や〈SUPERSHAPE 
E-ORIGINAL〉で、ぜひその乗り心地を味わってください。

FF ST 16の場合
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掲載価格はメーカー小売希望価格となります。
最新価格はヨドバシ・ドット・コムでご確認ください。
商品によっては発売前やヨドバシ・ドット・コム未掲載
の場合がございます。

石井スポーツ スキー用品ストア 石井スポーツ スキー用品ストア

VÖLKL

●ワールドカップではベテランスラローマーが活躍し
ているイメージが高いスキーである。数年前に高性能
で完成したこのモデルは、それほど変化を見せてこな
かったように思う。しなやかで、癖がなく、やさしいス
キーという印象だった。しかしながら、このモデルはさ
らに突き抜けた性能を持った。エッジグリップ、回転性
共に高次元、細かいセットにも対応する操作性など、か
なり攻撃的に滑ることができる、いや、滑らせてくれる
性能を持っている。ぜひお試しください（宮下）
●限定モデルの〈WC COMP SL〉は〈SL WC〉と比較す
ると、よりハイスペックな位置づけのスキーである。こ

●滑走中の軽快さ、回転力、切れと、どれをとっても非
常にバランスがとれており、スキーの癖をまったく感じ
させない乗り味になっている。レーシングスキーなの
に操作の難しさを感じずに滑走でき、乗り手を選ばな
い完成度の高いスキーに思える。推奨金具であるマー
カービンディングの仕様が変化し、雪面からエッジが外
しやすく、より滑走中のリズムやタイミングをとりやすく
なった。155cmを選択するユース世代の選手、女子選
手、社会人選手のスキーは、サイドカットやフレックス

のスキーはメタルの枚数の変更により、トップ部のしな
やかさが増して非常にターン導入がしやすい。また、
セットに合わせてターンサイズを調整しやすい性能も、
このスキーの魅力のひとつである。スキー全体の厚み
があるぶん重量感を少し感じるが、高い安定性と速い
レスポンスの調和が、ゲートの中で滑走スピードを上
げてくれる。従来のモデルは雪質を選んだり、乗り手を
選ぶ印象を受けたが、このモデルは多くのレーサーの
選択肢に入るなという印象。スキーとのバランスを考え
るとビンディングは〈X COMP18〉か〈24〉が望ましい
が、レーサーしだいで〈16〉の選択もありだろう（丸山）

に変更点があり、従来のモデル以上に操作性が増して
いるので、ぜひチェックを!!（丸山）
●全体的にマイルドなスキー。一番の特徴は完走率の
高さ！　早いタイミングでトップからしっかりターンに
入る動きに恩恵を受けるスキーヤーは多いだろう。とく
にターン前半が苦手なスキーヤーには強力な武器に
なる。また、横移動の動きが強いため、エキスパートが
小まわりに使うのにも最適だ（佐藤）

高次元のグリップ力と回転性を持ち
滑走スピードを高めてくれるSLモデル
RACETIGER WC COMP SL

サイズ（cm）ラディウス（m） サイドカット（mm）
155
157
165

SECRET
SECRET
SECRET

 112.5-65-98 
115.5-65-99.5

117.5-65-100.5

¥154,000（税込み）
¥27,500（税込み）
¥11,000（税込み）
¥60,500（税込み）

スキー単体
WC PC INTERFACE
WC UVO 3D
XCOMP18

サイズ（cm）ラディウス（m） サイドカット（mm）
155
157
165

SECRET
SECRET
SECRET

112.5-65-98
115.5-65-99.5

117.5-64.5-101.5

10％で15,400円分ポイント還元

スマホでお買い物

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

10％で11,550円分ポイント還元

スマホでお買い物

¥115,500（税込み）
¥27,500（税込み）
¥11,000（税込み）
¥39,600（税込み）

スキー単体
WC PC INTERFACE
WC UVO 3D
XCOMP16

●ファーストインプレッションは、重量もあり重厚感の
高いスキーということ。今までのフォルクルに抱いてい
た印象より強く、足元の張りが印象的だ。強さのあるス
キーは難しさが伴うが、滑るとそんなことはなく、ター
ン前半からトップがしなやかにたわみ、しっかりとター
ン始動ができた。安易にスキーと身体を離すと真っ直
ぐ行くが、しっかりと身体の下にスキーを置いておくこ
とで高い安定性能を得られる（上野）
●19-20シーズン、女子ワールドカップGSで2勝した
フォルクル。188cmのスキーは19-20モデルと比べて

トップ部分を狭く、テール部分を広くというサイドカッ
ト変更により、ターン全体のフィーリングが大きく変化
した。ターン終盤からオートマチックにスキーが動い
て、スムーズな切りかえに導いてくれる。重量があり、
持った感触は手強さを感じさせるが、スピードに乗っ
てしまえば、まったく問題なくスキーの動きを引き出す
ことができるので、スタートダッシュでいち早くスピー
ドに乗せることがポイントだろう。3D UVOはハードな
バーン状況ではより効果を発揮！（丸山）

スムーズな切りかえと高い安定性を誇るFIS GSモデル
RACETIGER WC COMP GS

サイズ（cm）ラディウス（m） サイドカット（mm）
188
193

≧30
≧30

98.5-65-82.5
99.5-65-83.5

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

10％で15,400円分ポイント還元

スマホでお買い物

¥154,000（税込み）
¥27,500（税込み）
¥11,000（税込み）
¥60,500（税込み）

スキー単体
WC PC INTERFACE
WC UVO 3D
XCOMP18

コントロール性が高く幅広い層に対応するFIS GSモデル
RACETIGER GS WC

●上位機種の〈WC COMP GS〉と比べると、明らかに
マイルドな乗り味で、軽量かつ軽快さがあるスキー。
フォルクルの特徴は非常に操作性、コントロール性が
高いことで、ターン前半のスキーの方向づけがしやす
く、ラインが遅れたときのリカバリー性能が非常に高
い。コントロール性能の高さが売りなので、スキーをあ
まり身体から離さず真下に置いておけるスキーヤー、
急斜面などきついシチュエーションが苦手なスキー
ヤーにおすすめしたい（上野）

●どんな斜面、どんな雪質でも、しっかりと扱える万能
なスキーという印象が強い。ターン前半のとらえはさ
ほど敏感には感じないが、ターン中盤から後半にかけ
てグリップが徐々に増していく。乗り手がターン始動か
ら積極的にパワーを伝えていく意識を強めると、この
スキーの良さをさらに引き出せるはず。ターン中の雪
面からの反発はそれほど強くはないので、失敗を恐れ
ずにアタックできる。乗り心地もよく、対象レベルが幅
広いFIS対応GSモデルである（丸山）

サイズ（cm）ラディウス（m） サイドカット（mm）
183
188

≧30
≧30

96-65-82.5
97.5-65-83.5

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

10％で11,550円分ポイント還元

スマホでお買い物

¥115,500（税込み）
¥27,500（税込み）
¥11,000（税込み）
¥39,600（税込み）

スキー単体
WC PC INTERFACE
WC UVO 3D
XCOMP16

●スキーの重量的には軽量だが、滑り始めるとドッシリ
感が増していく不思議なスキーです。ターン中、線（エッ
ジ）でとらえるというよりは、面（スキー全体）で雪面を
とらえると安定感が出て、安心して滑ることができた。 
スキーの反応は敏感ではないが、自分からしっかりと
動くことによって軽快にスキーを動かせます。スキーの
反応に合わせるより、積極的に動いてターンを導いて
いくことが、このスキーの性能を引き出すポイントです

（髙橋）

●マスターズモデルは、ユース選手からFISルールに
当てはまらないレースを目指す大学生やマスターズ
選手まで、多くのカテゴリーの選手が使用しているス
キー。サイドカットや形状などの大きな変更はない
が、軽快感、まわしやすさは乗り手を選ばず、自在にス
キーを操れる操作性の高さを持っている。長さによっ
て滑走フィーリングも異なってくるので、自身の目指す
レースをしっかりとイメージしたうえで決めてもらい
たい（丸山）

面でとらえる安定感と高い操作性を持つマスターズモデル
RACETIGER GS WC MASTERS

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

102-64.5-87 
102-64.5-88 
101-64.5-87
100-64.5-87

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
高
高
5

 
 
 

2

10％で11,550円分ポイント還元

スマホでお買い物

¥115,500（税込み）
¥27,500（税込み）
¥11,000（税込み）
¥39,600（税込み）

スキー単体
WC PC INTERFACE
WC UVO 3D
XCOMP16

すべての要素のバランスが良く
難しさを感じさせないSLモデル。
RACETIGER SL WC

WC UVO 3D WC PC INTERFACE

10mm

14mm

XCOMP18/16
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掲載価格はメーカー小売希望価格となります。
最新価格はヨドバシ・ドット・コムでご確認ください。
商品によっては発売前やヨドバシ・ドット・コム未掲載
の場合がございます。

石井スポーツ スキー用品ストア 石井スポーツ スキー用品ストア

VÖLKL

●20-21シーズンに向けて新登場したプロモデル。技
術選やポール初心者とかなり幅広く活躍できるSLス
キー。マスターズの方にもおすすめ。トップのとらえが
良く軽快にターンを刻め、後半の抜けも感じることが
できる。WC PC INTERFACEプレートにより、足元の
安定感、グリップ感も高く、ハイスピードでも心配ない。
トップが127ｍｍあるが、トップロッカーの効果で綺麗
に円いターンが可能。ずらしもしやすくオールラウンド
に対応できるので、ハイスペックながら人気モデルの
予感。ニュービンディングX COMPとの相性でパワー
伝達も上がり、敏感になったので操作感もアップしてい
ます（野々村）
●フォルクルの小まわり用モデルに、また1機種追加。
今までのデモモデルの後継機種にピストンプレートを
装着。比較対象となる〈SL WC-D〉はスキーが強くてプ
レートが軟らかいのに対して、スキーがソフトで足元が

●20-21シーズンに向け新しく登場したプロシリーズ。
技術選やテクニカル・クラウンを目指すコンペティショ
ンモデルです。WC PC INTERFACEプレートの搭載によ
り、さらに進化しました。安定感がありながら、抜群の
操作性があり、基礎系大まわりにもってこいです。トッ
プのかかりも良く、しなやかにたわみ、誰でもミスする
ことなくターンできるので、競技入門者や初めてのロン
グ用スキーに非常におすすめです。さらにレースチュー
ンを施すことで角づけ時のグリップ感、スキーの抜けも
格段に良くなっています。185cmの追加で選択の幅が

●昨年も人気の小まわりモデル。ショートターンからミ
ドルターンではトップからのとらえが良く、たわみが出
しやすいので、中級者の方から選択でき、テクニカル、
クラウンまで対応可能です。トーションも程よくねじれ、
レスポンスも軽快ですが、マイルドな印象で走りすぎ
ません。プロモデルとスキー本体は同じ仕様ですが、
チューンナップの差（ベース-1.4度）があり、とくにずら
しやすさやコントロール性が際立ちます（野々村）

●20-21シーズン注目度、NO.１！ 一台でどんなシュ
チュエーションにも応えてくれるオールラウンドモデ
ル。カーボン素材の変更により前モデルよりさらに軽
量になり、フレックスもレスポンスが良いスキーにアッ
プグレードしました。芯材も変更することで相乗効果が
生まれています。また、スキーの振動を抑えることで、
ハイスピードの中でも安定したパフォーマンスを発揮
します。中級者から上級者まで満足のいく仕上がり。コ
ブでも操作感が良いので苦手な方にもおすすめでき
ます。155cmからのサイズ展開で女性や新入生、シニ
アなど、〈RACETIGER SL〉ではハードに感じる方でも、

硬いという違いがはっきりしており、スキーヤーのタイ
プにより選びやすい。また〈SL WC〉と比べるとトップ幅
が10ｍｍ広いので、ターンのきっかけ作りが非常に楽
で、トップがすんなり内側へ入り、足元のしっかりしたと
らえを受け止めると加速を始めます。小まわりで横の
スペースを大きく取りたい、よりうまく見せたい方には
打ってつけです（藤澤）
●本格的スキーだが軽く、軽快なのがフォルクルの
特徴。そのなかでもデモモデルの最上位機種の〈SL 
PRO〉は、今まで使用していたプレートを20-21シーズ
ンからレースで使用されているピストンコントロール
プレートに変更した。これにより扱いやすさや軽快さ
などといった部分は従来どおりに残しつつ、足元の強
さをとても感じられるようになり、スピードへの対応域
がとても広くなっている（久保田）

出たこともポイントです（野々村）
●ラディウスが少し小さめのGSモデルに10ｍｍのピ
ストンプレートをつけたニューモデル。GSマスターズ向
けのDプレート付きと比べると、明らかにズレが少ない
谷まわりが可能で、技術選やプライズテストで深いター
ン弧の大まわりがしたい方、マスターズのGSで急中斜
面でタイムが出ない方の強い味方になることまちがい
なし。同じスキーにDプレートがついたスキーと比べる
と、スピードレンジが1段上になり、高速でターン弧を自
在に操ることが楽しいスキーです（藤澤）

●ターン始動時にトップ側へ重心移動をせず、左右へ
の切りかえでもオートマチックにターンが始まってくれ
る、とてもイージーな操作感が印象的。整地でのレスポ
ンスもちょうど良い。アイシーなハードバーンでは〈SL 
PRO〉と較べると若干噛みが甘いところもあるが、そ
れが急斜面や不整地など難しい斜面での安心感につ
ながっている。フルカービングのショートターンも可能
で自由自在に斜面を楽しむことができます（大越）

この〈SC〉なら軽さと安定性の両立を感じられるはず！
（野々村）
●”超”がつくほど癖がないオートマチックスキーの決
定版！　このスキーはロングターンからショートター
ン、整地から不整地まで、なんでもこなせる万能マシー
ンと言えるでしょう。カーボンシートを採用しているに
も関わらずマイルドな反応で、センシティブな操作は必
要ない。フレックスは軟らかいが、硬いアイスバーンで
もブレることはなかった。これから技術向上を目指す
方、朝から晩まで１日クルージングスキーを楽しみた
い方などに最適な一台（大越）

オールラウンドに高い性能を発揮する
小まわり系ハイスペックスキー
RACETIGER SL PRO

高速ターンを自在に操れる
技術選対応大まわり系モデル
RACETIGER GS PRO

中級者からエキスパートまで対応。
軽快でマイルドな小まわり系モデル
RACETIGER SL

ターンサイズやシチュエーションを選ばず
なんでもこなせるオールラウンドモデル
RACETIGER SC CARBON

サイズ（cm）ラディウス（m） サイドカット（mm）
150
155
160
165
170

10.2
11

11.8
12.6
13.4

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

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

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

¥182,600（税込み）XCOMP16

サイズ（cm）ラディウス（m） サイドカット（mm）
165 12.6 127-68-103

10％で18,260円分ポイント還元

スマホでお買い物

10％で15,070円分ポイント還元

スマホでお買い物

10％で13,200円分ポイント還元

スマホでお買い物

¥150,700（税込み）rMOTION2 12 GW ¥132,000（税込み）vMOTION 12 alu 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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大
速
高
高
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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
低

普通 
普通 
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高
高
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¥182,600（税込み）XCOMP16

サイズ（cm）ラディウス（m） サイドカット（mm）
175
180
185

18.3
19.4
20.6

114-69-97
114-69-97
114-69-97

10％で18,260円分ポイント還元

スマホでお買い物

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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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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XCOMP16
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掲載価格はメーカー小売希望価格となります。
最新価格はヨドバシ・ドット・コムでご確認ください。
商品によっては発売前やヨドバシ・ドット・コム未掲載
の場合がございます。

石井スポーツ スキー用品ストア 石井スポーツ スキー用品ストア

NORDICA BLIZZARD

●滑走中、トップからテールまで綺麗にスキーがたわ
み、サイドカーブを凄く感じられるスキーです。独特な
トップ形状の効果でターンの導入がスムーズに！　綺
麗なスキーのたわみが、ターン中どんどん力を集めて、
後半に気持ち良い走りを生み出してくれます。他社の
マスターズモデルより全体的にシェイプが細いため、鋭
くシャープなターン弧を描くスキーに仕上がっています
（髙橋）
●マスターズ、ユース世代向けのGSモデルのハードタ
イプ。20-21シーズンに向けモデルチェンジがあり、長

さ、サイドカットも一新。今までのモデルの張り感を継
承しつつ、サイドカットの変更によりグリップ感、操作
性、回転性能をアップ。前モデルでもレスポンスの良さ
が評判だったが、このモデルもそこがウリ。重厚感とレ
スポンスの良さを両立し、そのうえで高い直進性と回
転性能を持つ完璧なマシン。スキーがどんどん落ちて
いきたがるので、直線的に攻めたいレーサー、ガンガン
攻めていきたいレーサー、強気でいきたいレーサーに
は最高の相棒になるはず！　文句なく過去最高の仕上
がりです！（富井）

重厚感とレスポンスの良さを両立。
鋭くシャープな弧を描くマスターズモデル
DOBERMANN GS WC  PLATE

¥195,800（税込み）
¥174,900（税込み）
¥168,300（税込み）

X-COMP 18
X-COMP 16
X-COMP 12

サイズ（cm）ラディウス（m） サイドカット（mm）
183
188

≧23
≧25

SECRET
SECRET

10％で19,580円分ポイント還元

スマホでお買い物

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

●テストスキーについては、気合を入れたチューンナッ
プのせいなのか、とにかくスキーが走ってしまって苦
労した。じゃじゃ馬ぶりはかなりのものだった。しかし、
スキーの安定感はしっかりとあり、サイドカーブを利用
したターンは安定感抜群である。硬いバーン、掘れた
バーンでも安定感は威力を発揮し、遅いスタートから
でもタイムアタックが可能だろう（宮下）
●他社に比べて張り感は若干強く、縦への動きに強

い。やや乗り手を選ぶ部分もあるが、回転性能は高く、
操作性も高い。簡単な分類には入らないが、独特のグ
リップ感とレスポンスは抜群。使いこなせれば最強の
武器！　とくにターンスピードが速い!!　ビンディング
の位置が移動できる場合はセッティングをひとつ前に
すると、操作性も上がり、タイムアップにもつながる。早
いターンのしかけでタイムアップまちがいなし。とくに
硬いバーンで威力を発揮！（富井）

高い安定感とレスポンスが
スピードにつながるSLモデル
DOBERMANN SL WC  PLATE

サイズ（cm）ラディウス（m） サイドカット（mm）
156
165

SECRET
SECRET

SECRET
SECRET

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

10％で19,580円分ポイント還元

スマホでお買い物

¥195,800（税込み）
¥174,900（税込み）
¥168,300（税込み）

X-COMP 18
X-COMP 16
X-COMP 12

●もっともトップ部分のエッジグリップを感じたス
キー。一度雪面をとらえたら絶対に離さず、雪面をえぐ
るような力強いターンがイメージできる。ターンの後半
のレスポンスも強く、どんどん下に下に向かっていく速
いスキー。乗り手が滑走ポジションを乱さないこと、切
りかえで積極的な重心移動を繰り返していくことが、こ
のスキーが持つポテンシャルを生かすポイント。しっか
りタイムが出る一台（丸山）
●ワールドカップ選手も使用している選手用SLモデル

のソフトタイプ。サイドカットは数年前のモデルの復刻
を匂わせるしゃもじトップ形状。スキー自体も軟らかめ
で、非常に簡単なスキー。DEPT	Mプレートはオートマ
チックで、回転力、操作性が抜群で、万人受けするタイ
プ。軟らかいぶんレスポンスの速さはやや劣り、スキー
の跳ね返りもなめらかで張りつき感がある。中学３年
生から高校生、サークルやマスターズのレーサーには
もってこいの武器となるだろう（富井）

選手用SLモデルのソフトタイプ。
乗りこなせればタイムが出る
DOBERMANN SL WC DEPT M PLATE 

サイズ（cm）ラディウス（m） サイドカット（mm）
165 SECRET SECRET

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

10％で20,130円分ポイント還元

スマホでお買い物

¥201,300（税込み）
¥180,400（税込み）
¥173,800（税込み）

X-COMP 18
X-COMP 16
X-COMP 12

グリップ力と縦への動きが抜群な
FIS対応GSモデル
FIREBIRD GS R.D

●FIS対応のGSモデル。19-20シーズンからの継続モ
デル。サイドカットの変更でグリップポイントが5cm弱
前になり、トップからのグリップ力、ターン前半から縦に
進む動きは随一。193cmと188cmでフィーリングの
違いがあり、193cmは手であおると強い張りを感じる
が、滑ったフィーリングではそこまで強く感じない。まわ
しやすさ、操作性に関しては、簡単な分類には属さな

いかもしれないが、雪面へのグリップ力や縦への印象
は抜群。スキーの重厚感とレスポンスも良く、乗り慣れ
たら最高の武器となる。しっかり乗ってばっちりタイム
が出せる一台。188cmに関しては重厚感のなかに、し
なやかさと扱いやすさがあり、女子選手には心強い最
速マシンに仕上がっている（富井）

サイズ（cm）ラディウス（m） サイドカット（mm）
188
193

>30
>30

SECRET
SECRET

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

10％で20,130円分ポイント還元

スマホでお買い物

RACE XCOMP 18　¥201,300（税込み）　RACE XCOMP 16　¥180,400（税込み）

サイズ（cm）ラディウス（m） サイドカット（mm）
156
165

>13
>13

114.5-66.5-98.5
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

10％で19,580円分ポイント還元

スマホでお買い物

硬いバーンや荒れたバーンにきく
高い安定感を持つSLモデル
FIREBIRD SL FIS

●スキーのサイドカーブをしっかりと感じ、安定感のあ
るターンができる。クイックに操作するというよりも、雪
面コンタクトをし続けるような滑りが向いていると思
う。硬いバーン、掘れたバーンにも安定感が有効に働
き、選手の助けになるだろう（宮下）
●165cmは張り感を強く感じ、縦への動きに強いス
キー。回転性、グリップ感に関してはレベルや体重など、

やや乗り手を選ぶ部分もある。156cmは重厚感、張り
感はあるものの、回転性能は高く操作性も高い。簡単
な分類には入らないが、独特のグリップ感とレスポンス
は抜群。万人受けするタイプとは言えないが、私は大好
き。なんせスピードが出る。ビンディングの位置をひと
つ前にすると、操作性も上がり、タイムアップにもつな
がる。一度履いたら惚れちゃう魅力を持っている（富井）

RACE XCOMP 18　¥195,800（税込み）　RACE XCOMP 16　¥174,900（税込み）　RACE XCOMP 12　¥168,300（税込み）

上級者向けのオールラウンドスキー。
プライズテストや基礎の大会にもマッチ
FIREBIRD SRC WC PISTON

●今回テストしたスキーの中でも個人的には上位にラ
ンクインしたスキー。〈SRC〉と同じスペックですが、プ
レートがピストンコントロールになっているため、高い
スピード域でも非常に安定感と力強さを感じる一台に
なっている。しなやかなスキーに強めのプレートという
組み合わせは、20-21シーズン、ヒットするのではない
だろうか。カービングをしてもスキーの反発が強すぎる

ことがなく、小まわりやコブでスキーの動きを邪魔しな
い操作性もあり、上級者にオールラウンドスキーとして
活用してもらいたい。またプライズテストや基礎の大
会にもおすすめの一台である（加藤）

RACE XCOMP 16　¥163,900（税込み）　RACE XCOMP 12　¥157,300（税込み）

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

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

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

10％で16,390円分ポイント還元

スマホでお買い物

操作性や安定感、速く滑るための
要素が詰まったマスターズモデル
DOBERMANN GS RACE PLATE

●しなやかなトップとテール、どっしりとしたセンター、
それぞれのフレックスをしっかり感じることができる。
ターン前半はスムーズにトップが内側に入ってくれる
が、中盤は縦方向にどんどん加速していく。後半はス
キーのたわみでオートマチックにターンが仕上がってく
る。前半の操作性の良さとスピードが上がったときの
安定感が素晴らしく、No	FISのスキーではあるが、速く
滑るための要素がしっかり詰まっている（可児）
●GSマスターズ、ユース選手向けモデル。長さとサイ

ドカット、フレックスにも変更があった。〈GS	WC〉と比
べフレックスが軟らかく、よりしなやかにたわむように
なった。ユースやマスターズの女子選手には最適のモ
デル。ソフトになったぶんスキーの返りの強さもマイル
ドになり、なめらかなターンができる。扱いやすく、ス
ムーズさがウリとなっていて、スキーテストでも中学生
女子選手から圧倒的な高評価が出ている。今まで欲し
かったモデルのデビューです（富井）

X-COMP 18　¥179,300（税込み）　X-COMP 16　¥158,400（税込み）　X-COMP 12　¥151,800（税込み） 10％で17,930円分ポイント還元

スマホでお買い物

サイズ（cm）ラディウス（m） サイドカット（mm）
178
183
188

≧23
≧23
≧25

SECRET
SECRET
SECRET

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

NORDICA

※実際のスキーは一部仕様が異なります
※実際の金具のカラーはブラック／オレンジとなります

※実際の金具のカラーはブラック／オレンジとなります

※実際の金具のカラーはブラック／オレンジとなります

※実際の金具のカラーはブラック／オレンジとなります

X-COMP 18の場合

X-COMP 18の場合

X-COMP 18の場合

RACE XCOMP 18の場合

RACE XCOMP 18の場合

RACE XCOMP 16の場合

XCOMP 18の場合
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掲載価格はメーカー小売希望価格となります。
最新価格はヨドバシ・ドット・コムでご確認ください。
商品によっては発売前やヨドバシ・ドット・コム未掲載
の場合がございます。

石井スポーツ スキー用品ストア 石井スポーツ スキー用品ストア

ROSSIGNOL

●トップからテールまでしっかりとスキーのたわみを
感じることができる。スキーの面をよく感じることがで
き、足元の安定感を強く感じる。下に向かってしっかり
とスキーが動いていくのでターンスピードが速く感じ
られるが、後半は確実にスキーがグリップして回転して
くるので、ラインを外してしまうようなミスも起こりにく
かった。軽快なスキーではないが、正確にラインをコン
トロールすることができる。自在性は少ないが、タイム
アップを期待できそうなスキー（可児）

●直進性能と回転性能が絶妙なバランスでマッチし
ていて、国内外で結果を出しているのも頷ける速いス
キーだ。ターン前半は、縦に進む直進性が高いスキー
から、少しトップが入ってくる回転性の高いスキーへと
変貌を遂げた昨年の印象そのままで、良いフィーリン
グでターンを始動できる。スキーのたわみが出てから
の安定性能の高さは申し分なく、高速域でも安心感が
あった（上野）

正確にラインをコントロールでき
タイムアップを期待できるFIS対応GSモデル
HERO ATHLETE FIS GS 

サイズ（cm）ラディウス（m） サイドカット（mm）
188 30 101-65-81

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

10％で17,600円分ポイント還元

スマホでお買い物

¥176,000（税込み）SPX 15

ターンサイズを調整しやすく
斜面状況に左右されないオールラウンドモデル
SUPER VIRAGE IV

●オールコンディション、オールラウンドモデル。ラディ
ウスが14mとミドルレンジなので、ショートターンから
ロングターンまであらゆる滑りに対応できます。トップ
からテールまで綺麗にたわみ、幅広い層にピュアカー
ビングを体験させてくれます。２級から１級を目指すス
キーヤー、軽快な滑りを楽しみたいという方にはピッタ
リのスキーだと思います。雪面抵抗の感じ方はとてもソ
フトで操作性に優れていて、ターンサイズの調整がとて
も優しい一台です（斉藤）

●センター幅が74mmとやや太めのオールラウンド
モデル。スキー自体は軽量だが、たわみが綺麗に出る
ため、軽快なリバウンドを作り出すことができる。リバウ
ンドといっても身体に負荷のかかる反発ではなく、切り
かえで次のターンに身体を入れかえるための心地よい
リバウンドを体感できる。スキーの反応で遊ぶことがで
きるおもしろい一台。重心移動が苦手な方やゲレンデ
のコンディションに左右されることなくクルージングを
楽しみたい方におすすめ（須川）

NX12 KONECT GW　¥137,500（税込み） 10％で13,750円分ポイント還元

スマホでお買い物

サイズ（cm）ラディウス（m） サイドカット（mm）
159
167
173

14
14
14

123-74-109	
123-74-109
123-74-109

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

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

●スラローム種目別タイトルに輝いたＨ・クリスト
ファーセンを筆頭に、ワールドカップで大活躍している
モデルのとおり、非常に素晴らしい性能を感じた。ずば
抜けた操作性は踊るようにターンを作り、抜け出し、リ
ズムを生み出す。アイスバーンでもしっかりとエッジが
斜面をとらえてくれるのも素晴らしい。足元のしなやか
さが、それを作り出すのだろうか。アグレッシブに滑る
選手にとって、最高の武器となる一台だろう（宮下）
●ターン始動時はやや直進的にスキーが落下するが、

ゲート間近から素早く俊敏にスキーが反応してくれる。
非常にコンパクトなターン弧を描けるスキーに仕上
がっている。またトップ部分の形状やブーツセンターの
位置からくるエッジグリップの良さは、滑走していても
速さを感じるほど。振り幅がきつく深いターンを求めら
れたときの対応力は、多くのレーサーの武器となるだ
ろう。非常に強い雪面からの圧を感じるので、滑走姿勢
の安定が、このスキーでタイムを出すポイントになるだ
ろう（丸山）

非常にコンパクトなターン弧を描け
速さを感じられるSLモデル
HERO ATHLETE FIS SL

¥176,000（税込み）
¥157,300（税込み）

SPX 15
SPX 12

10％で17,600円分ポイント還元

スマホでお買い物

サイズ（cm）ラディウス（m） サイドカット（mm）
150
157
165

11
12
13

115-66-101		
116-66-102
118-67-104

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

●比較的センター幅が広めになっていて、身体の傾
きが浅くてもスキーがしっかり雪面をとらえてくれる。
ターン前半の早い段階からトップが雪面をとらえてく
れ、スキーのたわみを引き出しやすい。それは後半の
スキーの加速にもつながってくるので、後半の走りも
しっかり体感できる。全体的に幅が広い形状なので、
マスターズのなかでもパワーやレベルに自信のない
方にすごく相性がいいと思う（富井）
●ロシニョールのロングセラー、マスターズモデル。他

社にはない独特のトップ形状がターン始動を容易に
してくれるのはもちろん、トーションが程よいものにな
り、急激なスキーの動きがなくなりマイルドな乗り心
地になっています。とくに硬いバーンで威力を発揮し、
ターン後半で落とされるスキーヤー、基礎大まわりで
硬いバーンで滑りたいスキーヤーには最強の武器に
なります（佐藤）

スキーのたわみを引き出しやすく
スキーの走りを体感できるマスターズモデル
HERO MASTER

10％で16,830円分ポイント還元

スマホでお買い物

¥168,300（税込み）SPX 15

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）
169
173
179
183

15
17
19
21

115-70-98			
115-70-98	
115-70-97
115-71-96

すべてが高次元でバランスし
滑る楽しさを引き出してくれる一台
SUPER VIRAGE V LTD

●とにかく「乗っていて気持ち良いスキー！」。スピード
の中での安定性、ターンコントロールの自由度、これら
が滑る楽しさを引き出してくれます。すべてのバランス
が高次元で、滑走中は快適で安定感に優れています。
SL系とオールラウンドモデルの融合ができているス
キーです。ショートターンをベースにターン弧への対応
幅、対象スキーヤーの幅が広いモデル。ターン後半の
圧が強すぎず、切りかえ時のリリースがスムーズなた
め、ターン始動をやさしく感じます（斉藤）

●癖がなく、しっかりしているといった印象で安心して
乗っていける。強すぎる、硬いなどという乗り味ではな
く、コントロール性に優れている。過度に反応すること
がなく、乗り手の働きかけを、そのまま表現してくれる
ように感じられる。カービング性もしっかり感じられる
のだが、曲がりすぎてしまこともなく、ターン弧の調整
がとてもしやすい。自分でしっかり操作していけるス
キーで、一台でなんでもこなせるバランスの整った一
台だと言える（久保田）

10％で16,060円分ポイント還元

スマホでお買い物

SPX12　¥160,600（税込み）

サイズ（cm）ラディウス（m） サイドカット（mm）
161
166
171

13
13
13

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

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
1

	
	
	
	
3

	
	
	
	
	4

大
速
高
高
5

	
	
	

2

10％で15,070円分ポイント還元

スマホでお買い物

スムーズな動きで安定した操作ができる
マルチコントロールモデル
SUPER VIRAGE V TECH

●すべてのバランスが高次元で、快適で安定感に優れ
ている。斜面に吸いつくような雪面コンタクトで、ショー
トをベースにさまざまなターンへのコントロール幅、対
象スキーヤーの幅が広いモデルと言える。〈V	LTD〉同
様、ターン始動がやさしく、円いターンを連続すること
を楽しめ、ズレと切れの狭間の感覚が良いです。バウン
ドするような動きはほとんどなく、スムーズな動きで安
定した操作ができ、抵抗との調和がとりやすいマルチ

コントロールモデルです（斉藤）
●〈V	LTD〉とスキーは同じなのだが、プレート、ビン
ディングが軽量で扱いやすいモデルを搭載している。
このシステムによりフレックスやトーションなどがやさ
しくなり、スキーのたわみが出やすく、回転性が良くな
り、ずらす操作もしやすくなっている。〈V	LTD〉と比べる
とスピードレンジはやや落ちるものの、操作性の幅は
抜群に良くなっている（久保田）

SPX12 KONECT GW　¥150,700（税込み）

サイズ（cm）ラディウス（m） サイドカット（mm）
161
166
171

13
13
13

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

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
1

	
	
	
	
3

	
	
	
	
	4

大
速
高
高
5

	
	
	

2

スウィートスポットが広く
軽快に滑れるオールコンディションモデル
SUPER VIRAGE V VERSATILE

●上位モデルのテクノロジーを受け継いだオールコン
ディション、オールラウンドモデル。ショートターンのラ
ディウスをベースに、スキーをワイドに設計。雪面の凹
凸などに関わらず一定の圧を受けやすくしています。ど
んなコンディションへも対応できるのが魅力です。ター

ンが一発で決まるイメージは抜群。乗り味も心地よく、
軽快な滑りが可能。スウィートスポットが広く、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
も力を発揮してくれます（斉藤）

SPX12 KONECT GW　¥150,700（税込み） 10％で15,070円分ポイント還元

スマホでお買い物

サイズ（cm）ラディウス（m） サイドカット（mm）
160
167
174

13
13
13

129-77-109		
129-77-109
129-77-109

SPX 15の場合
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掲載価格はメーカー小売希望価格となります。
最新価格はヨドバシ・ドット・コムでご確認ください。
商品によっては発売前やヨドバシ・ドット・コム未掲載
の場合がございます。

石井スポーツ スキー用品ストア 石井スポーツ スキー用品ストア

FISCHER

●スラロームスキーの新時代到来か!?　他社のスラ
ロームスキーに比べてトップ幅が細く、新しいコンセプ
トのスキーです。ターン中、トップから切れ込む感じが
まったくないので、スキーのトップ部を使おうとせず、セ
ンターの上に乗っているだけでオートマチックにスキー
が仕事をしてくれます。切りかえ時にスキーと一緒に重
心を移動させようとしなくても、簡単にターンが切りか
わってくれます。その結果、最短・最速ラインで滑ること
が可能になります。今までにない感覚のスキーなので、
滑りを変えたいスキーヤーに履いていただきたい一台
です（髙橋）
●スキーの軽さを感じ、非常に取りまわしやすいモデ
ルである。ターンから抜け出したあと、次のポジション
に持っていきやすく、リカバリーもとてもしやすい。した
がって掘れたバーンやリズム変化には対応しやすい。

●シャープなターンと抜群の推進力が魅力のGSス
キー。ターン前半はトップ部から気持ち良く、素早く、
シャープに切り込んでくる。ターン後半の抜け出しも速
く、テンポ良くターンをつないでくれる。とにかくターン
スピードが速いので、タイムアップが期待できるスキー
です。操作性、回転性、安定感、グリップ力、どれをとって
も素晴らしいスキーなので、ぜひ一度履いてもらいた
い一台です。新しくなったM/Oプレートのセッティング
で、個々の選手の体格や技術に合わせた最適な状況
に変更できるのも魅力です（髙橋）
●フィッシャーらしく軽快な乗り味。直滑降ではどっし

また、硬いバーンでも物凄くバーンに食い込むので、難
しい状況で切れるターンができた。比較的アグレッシブ
に動いていく選手に好まれるだろうし、動けるスキーだ
と思う（宮下）
●毎年個人的にSLスキーのベスト3に入ってくるフィッ
シャー。スキー全体のシェイプの変更により、以前から
トップ部の雪面の食いつきは弱く感じたが、センター
からテールにかけてのグリップおよび強さを強く感じ
た。ただ、その強さは決して手強いわけではなく、逆に
ターンを助けてくれるような印象。ゲートの中で滑走ラ
インが乱れても、すぐに理想のラインに戻せるこのタイ
プのスキーは、ポジションの良し悪しにもさほど影響さ
れずにアタックできる。シチュエーションやセットを選ば
ず、タイムがしっかりと出せると強く感じた一台（丸山）

りとした重量感を感じるが、軽快なターンができる。圧
の変化でのターンコントロールをしやすく、どんなター
ン弧も自在に調整することが容易で、ターンからターン
へ動きをつなげるイメージが作りやすい。新しく搭載さ
れたM/Oプレートのセッティングが、今回はトップより
が軟らかめの設定でテストしたため、ターン前半が非
常に簡単に感じられたが、セッティングしだいではもっ
と加速を感じられるスキーにすることも可能だろう。レ
ベルや体格に合わせたセッティングをできることも大
きな魅力（可児）

センターからテールのグリップが強く
タイムアップを期待できるSLモデル
RC4 WC SL MEN M/O-PLATE

鋭いターンと高い推進力が特徴。
プレートでセッティングを変えられるのも魅力
RC4 WC GS MEN M/O-PLATE

サイズ（cm）ラディウス（m） サイドカット（mm）
188
193

30
30

SECRET 
SECRET

¥198,000（税込み）
¥182,600（税込み）

RC4 Z18 FF
RC4 Z17 FF

サイズ（cm）ラディウス（m） サイドカット（mm）
165 12.5 SECRET

10％で19,800円分ポイント還元

スマホでお買い物

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

10％で19,800円分ポイント還元

スマホでお買い物

¥198,000（税込み）
¥182,600（税込み）

RC4 Z18 FF
RC4 Z17 FF

●履いた瞬間はドッシリとした重厚なスキーに感じら
れたが、滑り始めると非常に軽快に感じるスキー。ター
ン中どんどんスキーがターン内側に切れ込んで、コン
パクトなターンが描ける。また抜け・走りも抜群に良く、
ターン後半から切りかえでスムーズに入れかえられ
た。ゲートの中でも自分の思ったラインを描くことが簡
単にできるので、失敗も少なく完走率アップ。そして、タ
イムアップも期待できる20-21シーズンのマスターズ
モデルNO.1スキーです（髙橋）
●FISモデル同様に軽快なスキーで、縦方向にも横方

向にも自在にスキーをコントロールできる。まちがい
のない一台。軽快な操作感のなかにも加速する際の
安定感が高く、ねらったラインにしっかりとスキーをコ
ントロールすることが可能。癖がなく、難しさを感じな
い、トータルのバランスが取れたスキーだと感じる。ミ
スが起こりにくく、速く滑ることに対しても、技術を身
につけることに対しても大きな武器になる。FISモデル
と同様に搭載されているM/Oプレートで、好みのセッ
ティングを行なってみるのも良いだろう（可児）

軽快さと抜け・走りの良いマスターズモデル。狙ったラインを描けミスが防げる
RC4 WC GS MASTERS M/O-PLATE

サイズ（cm）ラディウス（m） サイドカット（mm）
183
189

23
27

SECRET
SECRET

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

10％で19,800円分ポイント還元

スマホでお買い物

¥198,000（税込み）
¥182,600（税込み）

RC4 Z18 FF
RC4 Z17 FF

●見た目も中身も一新された一台。〈SC〉特有の優れ
た操作性はそのままに、四角くなったトップによりター
ン中の有効エッジが長くなり、高速滑走中、とくにス
キーがたわんでいる間の安定感が良くなりました。新
しく搭載されるM/Oプレートが、スキーの切れや走り
を実現。レーシング入門から検定まで、内傾軸への憧
れを抱く方に選んでいただきたいと思います。上級モ
デルには珍しいイエローとピンクの2色展開も楽しん
でいただけると思います（大場）

●長年基礎系の小まわり用機種として親しまれてきた
〈SC〉がフルモデルチェンジ。満を持して登場したこの
モデルは、まずトップの形状に大きな特徴を持ってい
る。しゃもじ型の太いトップ形状により、切りかえから
ターン始動時にかけてスキーを傾けたとき、ファースト
コンタクトを非常に早いタイミングから感じることがで
きる。仕上げ部分でもスムーズに深い方向へスキーが
抜け出してくれるので、落ち着いて次のターンポジショ
ンを確立することができる（吉田）

早いタイミングからの雪面のとらえとハイスピードでの安定感が魅力の一台
RC4 WC SC PRO M/O-PLATE

10％で15,900円分ポイント還元

スマホでお買い物

¥159,500（税込み）RC4 Z13 FF

サイズ（cm）ラディウス（m） サイドカット（mm）
155
160
165

 12
12.5
13

117- 66- 102
118-66-103
119-66-104

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 

1

 
 
 
 
 3

 
 
 
 
 4

大
速
高
高
5

 
 
 

2

●〈SC〉本来の操作性の良さが存分に引き出されるM
トラックプレート搭載のモデル。セパレート型のプレー
トとの組み合わせにより、少ない力でたわみとねじれ
を引き出すことができ、超快適スキーになりました。上
級者が目指す洗礼された低速滑走にも丁寧な仕事を
してくれ、乱暴になりがちな不整地では、乗り手の不安
を取り払う安定感を見せてくれます。四角くなったトッ
プの形状のおかげで、スピードを出しているのときの
ターン中の安定感が良くなっています（大場）

●〈SC PRO〉とは異なり、プレートのしなやかさとたわ
みやすさに注力したモデル。ハイスピードの安定感を
優先するとM/Oプレートモデルが対象となるのだが、
元々のコンセプトが小まわり系の設計なので、扱いや
すさや操作性を優先すると、こちらのMトラックが本命
となるだろう。上位機種の特徴をみごとに引き継いだ
うえで、より対象者の幅を広く網羅できているのが素晴
らしい。初めての小まわり専用スキーを探している方
は、この一台で決まり！（吉田）

人気モデルがフルモデルチェンジ。しなやかさとたわみが特徴の小まわりモデルに
RC4 WC SC M-TRACK

10％で14,080円分ポイント還元

スマホでお買い物

¥140,800（税込み）RC4 Z12 GW

サイズ（cm）ラディウス（m） サイドカット（mm）
155
160
165

 12
12.5
13

117- 66- 102
118-66-103
119-66-104

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 

1

 
 
 
 
 3

 
 
 
 
 4

大
速
高
高
5

 
 
 

2

RC4 Z18 FFの場合

RC4 Z18 FFの場合

RC4 Z18 FFの場合
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掲載価格はメーカー小売希望価格となります。
最新価格はヨドバシ・ドット・コムでご確認ください。
商品によっては発売前やヨドバシ・ドット・コム未掲載
の場合がございます。

石井スポーツ スキー用品ストア 石井スポーツ スキー用品ストア

OGASAKA

●ゲレンデで多くの方が履いているTCシリーズ、
20-21モデルから新プレートSR585がセットされてお
り、履いてすぐに全体の軽さ、とくにトップとテールの軽
さに変化を感じた。軽量化されても安定感がアップし
ているので、カービングショートやミドルでも安心して
トップを入れていける。たわみやウェイトのバランスが
良く、踏んだら踏んだぶんだけ返ってくるリバウンド感
は癖になりそう。スキー全体の剛性を高めているため、
ふたつのプレートを慎重に選択したい。小柄な方や女
性はノンプレートという選択もおすすめです（藤本）
●過去の〈TC〉小まわり系の中でも１、２位を争う仕上

●ツインキール構造でセンター部分のしっかり感を残
しつつ、トップとテールの適度なねじれが、スキーのコ
ントロールとターンサイズの調整をスムーズにしてく
れる。さまざまな条件で高いパフォーマンスと操作性を
両立する、これぞオールラウンドモデル。また滑走中の
雪面抵抗を感じ取りやすく、整地では安定したシャープ
な円い弧を連続することができる。不整地や難しい雪
質では、ズレのコントロールやソフトなエッジングも楽
に行なえ、癖のない、万人受けするスキーに仕上がって
いる（藤本）
●フルモデルチェンジでサイドカーブ、バランスなどが

がりになっている。容易に小まわりができるのは当た
り前だが、この〈TC-SK〉はトップを使えるスキーヤーな
ら、どんどんターンスピードが上がってくる。トップ部分
への荷重と落差のイメージをしっかり持つことで、この
スキーの特性が引き出せ、いわゆる速いスキーに変わ
る。しっかりとしたポジションで滑れるエキスパートス
キーヤー、とくに技術選の小まわり系種目で大きな武
器となる。設定斜面が短いプライズテストなどにも有
効だ。SRプレートとの相性も良く、小まわりのレベルを
上げるスキーであることにまちがいない！（村松）

変更され、より扱いやすいスキーになっている。とくに
スキーのグリップ力が格段にアップし、スピードを出し
たカービングターンが容易にできる。SRプレートとFM
プレートを試したが、どちらでもストレスを感じること
がなく、非常に扱いやすいスキーに仕上がっている。
SRプレートではターン前半からとらえをしっかり感じ
られ、シャープなターンが可能という印象だ。スキー、プ
レート共に、それほど重量があるわけではないので、
脚力のないスキーヤーや１級から指導員受検の方に
おすすめしたい（村松）

歴代モデルの中でも１、２を争う仕上がり。
ターンスピードが魅力の小まわり系モデル
TC-SK +SR585

さまざまなシチュエーションで
高い性能と操作性を発揮するオールラウンダー
KS-SA/RD +SR585

¥118,800（税込み）
¥139,700（税込み）
¥129,800（税込み）
¥155,100（税込み）

スキー単体
SR585
FM585
rMOTION2 12GW

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

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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速
高
高
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10％で11,990円分ポイント還元

スマホでお買い物

¥119,900（税込み）
¥140,800（税込み）
¥130,900（税込み）
¥148,500（税込み）

スキー単体
SR585
FM585
TYROLIA PRD12 GW

●ズレの小まわりから切れのロングターンまで高次元
でグリップしてくれて、リバウンドをしっかりと与えてく
れる。ケオッズモデルの良さを引き継ぎ、さらにスピー
ド感と走破性を加えた高級マニュアル車のような乗り
味。SR585、FM585、どちらのプレートとも相性が良
く、スピード、体格などを考慮してスタッフに相談して決
めてほしい。〈KS-SA〉もしくは〈TC〉系で迷っている方
は、ぜひ検討していただきたい一台（藤本）
●20-21シーズン、新しくラインナップされたモデル。

今までのモデルより、さらにオールラウンド性が強く、
大まわりから小まわりまで、そしてひねる操作から
カービングまでしっかりとできる。162cm、167cm、
177cmの３サイズを履いたが、長さをあまり感じず、
スキーが素直に回転してきてくれる。中速域から高速
域の滑走フィーリングが良く、スキーがしっかり作られ
ている印象だ。スキーインストラクターなど、一台でい
ろいろなシチュエーションに対応してくれるスキーを探
している方に合うモデル（村松）

中速～高速の滑走フィーリングが良くターン弧を選ばないオールラウンドモデル
KS-XX/BK +SR585

10％で13,090円分ポイント還元

スマホでお買い物

¥130,900（税込み）
¥151,800（税込み）
¥141,900（税込み）
¥159,500（税込み）

スキー単体
SR585
FM585
TYROLIA PRD12 GW

●スキーの長さを感じさせず、小気味よく雪面をグリッ
プする性能は、従来からのオガサカのイメージどおり
だ。春の雪は得意で、テストコースの中でも自由に操
作できた。少々無理な攻め方をしてもコントロールで
きるので、攻めに攻め抜いた攻撃的なレースができる
だろう。機敏で、身体能力がある選手は、驚くほどのパ
フォーマンスが期待できるだろう（宮下）
●オガサカのサンドイッチ構造スキー特有のたわみか

らくる回転力を残しつつ、切り込んでいく強いグリップ
感を得られた。硬い雪でのテストだったが、初期設定の
ベースエッジが0.3度になってターン前半の遊びが少
なく、雪面とのコンタクトが素早くできるので、クイック
にゲートを抜けていける。ニュープレートの効果か、ス
ウィートスポットが広く、多少のポジションのズレはス
キーが助けてくれる。癖のないバランスの取れたSLモ
デル（藤本）

小気味良く雪面をグリップするバランスの取れたSLモデル
SL +SR585

10％で11,880円分ポイント還元

スマホでお買い物

¥118,800（税込み）
¥139,700（税込み）
¥129,800（税込み）

スキー単体
SR585
FM585

サイズ（cm）ラディウス（m） サイドカット（mm）
156
161
165

11.2
11.8
12.4

117-65-101
117.5-65-101.5
118-65-102					

●大きな変更としてはスキーの厚みが増している。そ
のぶん足元のグリップが良く、スキーをたわませてター
ンがしやすい印象。もともと曲がりやすいスキーでは
あったが、グリップ感が増して力強い感覚が伝わってく
る。ターン前半、早い段階からトップがたわみやすく、ス
キーの抜けも良いし、荒れたバーンでも操作しやすく
感じられた。スキーのパフォーマンスを上げつつも、幅
広いレベルのレーサーに対応できる仕上がりになって
いる（富井）

●履く前にスキーをあおったときは少し硬さが感じら
れたが、滑るとそんなことはなく、とても軽快なスキー
という印象だった。雪面に強烈に食い込んでいくイ
メージより、少し浮力感のあるイメージで、軟らかい雪、
荒れや起伏などの中でもスキーのコントロール性能が
高い。自由にスキーを動かせる操作感が高いので、自
発的にスキーを動かしてラインコントロールがしやす
く、汎用性の高いFISモデルという印象だ（上野）

高いグリップ力と軽快さが武器。乗り手を選ばないFIS対応GSモデル
GS-30 +SR585

10％で12,650円分ポイント還元

スマホでお買い物

¥126,500（税込み）
¥147,400（税込み）

スキー単体
SR585

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）
155
160
165
170

11
11.8
12.6
13.5

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

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

116.5-69-99.5			
116.5-69-99.5		
116.5-69-99.5		
116.5-69-99.5		

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）
162
167
172
177

15.9
17
18.1
19.2

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

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

10％で11,880円分ポイント還元

スマホでお買い物

スキー単体の場合

スキー単体の場合

スキー単体の場合

スキー単体の場合

スキー単体の場合
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掲載価格はメーカー小売希望価格となります。
最新価格はヨドバシ・ドット・コムでご確認ください。
商品によっては発売前やヨドバシ・ドット・コム未掲載
の場合がございます。

石井スポーツ スキー用品ストア 石井スポーツ スキー用品ストア

VECTOR GLIDE ELAN

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

足元のとらえとグリップ感が良く
幅広い層に使いやすいマスターズモデル
GSX MASTER PLATE

オートマチックな乗り味で
あらゆるタイプの滑りに対応
Maxi Gran Turismo

●センター幅が69mmと少し太めなだけあって、足
元のとらえとグリップ感が抜群に良かったです。その結
果、荒れたコースでも足場が外れることがなく、しっか
りと雪面をキャッチしてくれるので安心して滑れます。
全体的には癖がなく、簡単なスキーで、誰もが履ける
GSマスターズモデルです（髙橋）
●マスターズモデルの中では足元がどっしりと感じら

●センター幅75mmのオールラウンドタイプ。他のマ
キシシリーズとは異なり、若干のオートマチック性を持
つタイプのスキー。サイドカーブも適度なものを持ち、
ゲレンデを１日中楽しむのに最適。スキーに身体を預
けるだけでターンが始まるような感覚は、ゆったり滑り

れ、雪面から離れることなくスキーをフォールラインに
向けて落としていける。グリップはそこまで強すぎない
ので、エッジを外す動作も容易で、ターンがあふれた際
の修正がしやすい。際立ってインパクトがあるわけでは
ないが、それがかえって落ち着きのあるイメージにつ
ながり、ミスを最小限に抑えたなかでタイムアップが期
待できそう（渡邉）

たいときに向いている。積極的にアクションを起こし
たときも反応してくれ、大まわりから小まわりまで、低
速から高速のように、あらゆるタイプの滑りに対応可能
（佐藤）

ER17FF ST　¥170,500（税込み）　ER14FF　¥159,500（税込み）¥133,320（税込み） 10％で17,050円分ポイント還元

スマホでお買い物

10％で13,332円分ポイント還元

スマホでお買い物

サイズ（cm）ラディウス（m） サイドカット（mm）
155
165
170
175

12
14
15
16

114-74-98
114-74-98
122-75-104	
122-75-104	

オンピステをメインに
コブ斜面やオフピステも楽しめる一台
SLX FUSION X

●ショートターンからオールラウンドに対応でき、方向
づけが素早くできるのが特徴。軽さと振動吸収性を併
せ持つスピード感あるパフォーマンスを追求したモデ
ル。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ます。プレートとカーボン
シートとのバランスで足裏感覚が良く、しっとりとした
雪面コンタクトと操作性が最大の魅力です。オンピステ
をメインとしながらも、オフピステやコブ斜面への対応
力も高いです（斉藤）

●小まわりを得意とするモデル。なめらかに雪面に張
りついていく感覚があり、じんわりとスキーをたわま
せていくことで、ミドルからロングターンでも心地よく
ターン弧を描くことができた。自由度が高く、どんなコ
ンディションにもマッチする対応幅の広さが魅力。まっ
たりした印象のスキーなので、サイドカーブを利用して
丁寧に円い弧を描いていくことで、正確なスキー操作
を実現してくれる（渡邉）

10％で14,850円分ポイント還元

スマホでお買い物

EMX 12.0 GW　¥148,500（税込み）

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

高い回転力と操作性を持ち
バーン状況を選ばないマスターズモデル
MAXI M22

●ソフトなフレックスが簡単にたわみを生み出し、癖の
ない、ストレスフリーなマスターズモデル。ターン前半
から程よく雪面をとらえて、外力が強くなってもしっか
りグリップするので、気持ち良く安心して滑れる。高い
回転力と軽快な操作性を持ち、思ったラインを自在に
トレースできるので失敗が少なく、完走率を上げたい
スキーヤーにおすすめな一台（髙橋）
●履いた瞬間から曲がりやすそうな雰囲気。センター

幅はFIS規格に近く細めで、トップとテールは太めの設
定。センター幅が細いぶんたわみは出やすく、実際に
乗ってみても予想どおり曲がりやすかった。テスト当日
は硬い下地の上に降雪がある状況だったが、バーンが
硬くても軟らかくても偏りなく、どんな場面でもとても
曲がりやすかった。スキーをこう動かしたいと思ったと
きに、ちゃんと反応して動いてくれる素直な癖のない
スキーです（富井）

10％で20,042円分ポイント還元

スマホでお買い物

　WC PC INTERFACE,	XCOMP 16　¥200,420（税込み）

サイズ（cm）ラディウス（m） サイドカット（mm）
183 22 108-67-91

10％で17,050円分ポイント還元

スマホでお買い物

10％で20,042円分ポイント還元

スマホでお買い物

すべての要素を高次元で融合した
完成度の高いSLモデル
SLX WC PLATE

適度なグリップ力と反応があり
落ち着いてアタックできるSLモデル
MAXI S13

●ワールドカップでの使用率はそれほど高くなく、地味
なイメージのあるブランドだが、今回テストしたスキーは
驚くべき性能を感じさせた。エッジグリップが良く、回転
力も申し分ない。スキーの長さも感じさせず、操作性が
良い。スラロームに必要な性能はすべて高次元で融合さ
れている。今回のテストの春雪をスノーセメントで硬めて
ある条件では、トップグループに入るほどの性能を感じた
（宮下）

●履いた瞬間から操作性の高さを感じる。スキー自体
がソフトな設計になっていて操作性、とくにズレ幅の調
整の高さを感じる。細かいリズム変化が多いセットで
威力を発揮するだろう（宮下）
●ベクターグライドの競技モデルは毎年大きな変更点
はない。サイドカットは独特であり、ターン中盤から後
半にかけてスキーがまわってくる、ややターン後半型の
スキー。適度なエッジグリップと反応があり、バランス

●完成度の高さを感じる一台。ターン始動時のエッジグ
リップはさほど感じないが、スキーがフォールラインに絡
んでくるターン中盤から、急に雪面に張りつくようなエッ
ジグリップを感じた。谷まわりでの正確な方向づけが、こ
のスキーの良さを引き出す重要なポイントとなるだろう。
オートマチックな印象はあまりないが、決して玄人向けの
ハイスペックスキーではないので、体重が軽いJr.レーサー
や女子選手もぜひ選択の一台に入れてほしい（丸山）

を崩すことなく落ち着いてアタックしていくことができ
る。マイルドでやさしいスキーで、スタート直後の低速
域でしなやかにスキーがたわんでくる。高速域になる
とやや操作のしづらさを感じるが、しっかりと良いライ
ンに導いてくれて、失敗なくゴールに運んでくれる。見
た目、そして持った感触は手強さを感じさせるが、乗っ
た瞬間に払拭されるだろう（丸山）

ER17FF ST　¥170,500（税込み）　ER14FF　¥159,500（税込み）WC PC INTERFACE, XCOMP 16　¥200,420（税込み）

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

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

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

ターン前半のグリップ力に優れ
縦に切り込んでいけるGSモデル
GSX WC PLATE

乗り手の思いどおりに操れる
FIS対応GSモデル
MAXI G30

●ターン前半から中盤までのエッジグリップと安定感
が際立つ一台。ターン前半は縦方向への安定感が高
いので、安心してスキーにプレッシャーをかけることが
できる。中盤から後半は別のスキーかと感じてしまうほ
ど回転力が高く、一気にターンを仕上げることができ
た。ターンのバランスは後半型で、ターンの仕上げから
次のターン入り口までのスピード感を感じられる。ポイ
ントを押さえればタイムアップが望めるスキーだと感
じる（可児）

●縦に切れ込んでいけるシャープなスキー。グリップは
強すぎず、スキーを縦に向けた状態から細いラインで
どんどん落下していく。軽快に動いてくれるので、テン
ポ良く確実にターン弧を描いていけ、汎用性の高さを
感じ取ることができた。トップからテールまで均等に雪
面をキャッチしてくれるので、身体が内側に入りすぎて
しまってもリカバリーしやすいのも魅力と言えるモデル
です（渡邉）

●待望の188cm/R＝30mがラインナップ。今回テス
トしたFIS規格のスキーの中ではもっともスキーを細く
感じ、シャープな乗り味だった。どっしりとした安定感は
感じられないが、そのぶんスウィングウェイトが軽く、高
い操作性を感じた。縦、横どちらの方向にもスキーをコ
ントロールしやすく、さまざまな雪質、コンディションに
対応できるだろう。癖が少なく、操作性の高さが魅力の
スキー。人と違ったものを求める方は、ぜひ候補に入
れてみてほしい（可児）

●他のブランドと比べると形状に少し丸みがあり、やさ
しそうなイメージに感じる。スキーのたわみ具合がちょ
うど良く、とにかく曲がりやすくて、やさしいフィーリン
グである。グリップの強さやスキーが加速していくよう
な強烈なインパクトはないが、操作性や回転性が優れ
ていて、乗り手の思いどおりにコントロールをできる
のがいい。R＝30のスキーでうまく曲がれなかったり、
苦手としているレーサーはぜひ使用していただきたい
（富井）

ER17FF ST　¥170,500（税込み）　ER14FF　¥159,500（税込み）WC PC INTERFACE, XCOMP 16　¥200,420（税込み） 10％で17,050円分ポイント還元

スマホでお買い物

10％で20,042円分ポイント還元

スマホでお買い物

サイズ（cm）ラディウス（m） サイドカット（mm）
188
193

≧30
≧30

SECRET
SECRET

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

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

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）
155
160
165
170

11
12
12.8
13.5

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

サイズ（cm）ラディウス（m） サイドカット（mm）
175
180
182
185

19
21.2
23.9
25.1

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

ER17FF STの場合

ER17FF STの場合

ER17FF STの場合
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掲載価格はメーカー小売希望価格となります。
最新価格はヨドバシ・ドット・コムでご確認ください。
商品によっては発売前やヨドバシ・ドット・コム未掲載
の場合がございます。

石井スポーツ スキー用品ストア 石井スポーツ スキー用品ストア

STÖCKLI

下に向かうターンが可能。
大まわりに加え、クルージングにも向く
LASER WRT ST

●大まわり系スキーをベースとしているオールラウン
ドモデル。小まわり系スキーをベースとしたモデルと
は違い、反応がとてもマイルド。回転性が感じられつつ
も、直進性にも優れているので、横へ横へというターン

ではなく、下へ向かうターンが可能になっている。曲が
りすぎず、スピードがぐんぐん上がっていくので、ロング
ターンはもちろん、長い距離を一気に滑り降りるような
クルージング的な使い方にもおすすめ（久保田）

WRT SPEED D20 + SRT12 set　¥233,200（税込み） 10％で23,320円分ポイント還元

高い回転性と強いグリップ力で
安定したターンを連続できるSLモデル
LASER WRT SL FIS

●ワールドカップでは一部の選手が使用しているブラン
ドだが、今回のテストスキーでは意外な性能を感じさせ
た。回転力もあるし、グリップ力が安定しているので、安心
して、安定したターンを連続できるバランスの良いスキー
である。もちろん市販されているスキーとワールドカップ
選手のスキーは、硬さをはじめ、まったく同じはずはない
のだけれど、良い物を作れるんだなと思いました（宮下）
●足元の安定感やエッジグリップが強く、思い切って深

い内傾角を作ることができる。センターからテールにか
けてのグリップがやや強く、タイミングが遅れるときつ
いターンの連続になってしまう。高い位置からターンを
始動して、高い位置でターンをやめる動きを徹底して行
なうことが、このスキーのタイムアップのポイントだろ
う。プレートやビンディングとの組み合わせで性能が変
化するので、パーフェクトなセットを見つけてもらいたい

（丸山）

10％で17,160円分ポイント還元

スマホでお買い物

スキー単体  ¥171,600（税込み）　WRT WC D40 + WRT 19FF set  ¥257,400（税込み）　WRT WC D40 + WRT 16FF set  ¥242,000（税込み）

10％で17,160円分ポイント還元

スマホでお買い物

重厚感があり、バランスが良いスキー。
自在にスキーを操りたいレーサーに
LASER WRT GS FIS

●硬くむずかしいイメージが先行するが、いざ乗ってみ
ると非常に重厚感があり、バランスが良いスキー。ターン
前半から強烈にトップがとらえるタイプではなく、ある程
度スキーの動きを出しやすくコントローラブルに感じた。
スピードを制御するうえでも、スキーを自発的にずらすこ
とは必要だが、やりやすさが抜群だった。自分で自由自
在にスキーをコントロールしたいスキーヤーにおすすめ
です（上野）

●硬いバーンでスキーのグリップが強く、雪面をしっかり
とらえてくれる玄人好みのスキー。手であおってみると、
トップ側は少し張りが強く、テール側は軟らかく感じる
のも、それで納得できる。一方、雪が降りたての軟らかい
バーンでは、トップの張りが強いぶん雪面にグリップさせ
て、たわませることが若干難しくなってくるので、ある程
度は腕に自信があり、外力をしっかり感じながらターン
を作れるレーサーに相性が良いだろう（富井）

スキー単体  ¥171,600（税込み）　WRT WC D40 + WRT 19FF set  ¥257,400（税込み）　WRT WC D40 + WRT 16FF set  ¥242,000（税込み）

スキー単体  ¥171,600（税込み）　WRT WC D40 + WRT 19FF set  ¥257,400（税込み）　WRT WC D40 + WRT 16FF set  ¥242,000（税込み）

ターン後半にスキーが走る
ポテンシャルの高いマスターズモデル
LASER WRT GS FIS

●FIS規格のサイズと同様、トップがやや硬めで、テー
ルがそれより少し軟らかい印象。ただサイズが短くな
り、ラディウスもきつくなるので、乗り味は全然違う。と
くにターン前半のトップの動きはかなり良かった。ス
キーのフレックスがスペックにバランス良く合っている
のだろう。スキーのトップに強さがあり、ターン後半ま
でスネの角度を維持できるので、後半にスキーが走る
し、ポテンシャルは高い（富井）

●数値ではない部分の履いた感じの軽さ、滑った感じ
の軽快さがあった。ただ、クイックな反応があるタイプ
ではなく、反応はマイルドでタイミングが取りやすい。
ワールドカップにおいてはある程度認知されている
が、あまり日本では見られないブランド。だが確実に
良いスキーなので、人と少し違ったものを履きたいと
思ってるスキーヤーにはおすすめです（上野）

10％で17,160円分ポイント還元

スマホでお買い物
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サイズ（cm）ラディウス（m） サイドカット（mm）
150
155
160
165

11.2
12.2
12.3
12.4
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サイズ（cm）ラディウス（m） サイドカット（mm）
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サイズ（cm）ラディウス（m） サイドカット（mm）
176
184

22
24
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サイズ（cm）ラディウス（m） サイドカット（mm）
162
172
180

13
14.8
16.3

118-66-100
118-66-100
118-66-100

176cm/184cm

188cm/193cm
スキー単体の場合

スキー単体の場合

スキー単体の場合

PRO HIGH SPEED LIQUID ベースパフォーマンスリキッドパラフィン

アイロンを使用したホットワクシングと同等の滑走性を実現したリキッドワックスです。ホットワ
クシングの問題点は、アイロンを使用するために電源を確保する必要があり、ワクシングやスク
レーピングしたあと、ワックスのゴミが出ることです。プロハイスピードリキッドは、アイロンを使
用しないので狭いスペースでもワクシングでき、ワックスのゴミも出ないのでクリーンなワクシ
ングが可能になっています。４種類の温度帯が異なるワックスから選択することで、ゲレンデス
キーヤーからレーサーまで、雪質に合わせたワクシングを行なうことができます。スウィックスの
高性能パラフィンリキッドは、一般的な簡易ワックスに比べ確かな滑走性と持続性を発揮します。

アイロン不要のベースワックス。滑走面の微細構造に入り込むことで、トップ
ワックスのベースとして優れた接着促進剤の役割を果たします。レースシーン
では、突然の雪質の変化にも簡単に塗り替えが可能で、一般スキーヤーの場合
は滑走ワックスとしても使用できます。アイロンを使用しないため滑走面への
ダメージもなく、ジュニアレーサーでも簡単にワクシングができます。

場所や時間が
ないときに！
簡単＆高性能
ワックスが要注目

スキーの滑りを良くするためにワクシングするのは当然のこと。手間や時間はかか
りますが、ホットワックスの効果の高さは誰もが理解していることだと思います。でも
旅先やレース会場などでは、ワクシングするのに適した場所がないとか、天気が急に
変わりワックスを変える時間がないなどということもあり得ます。そんなときに役に
立つのが、高性能なリキッドタイプのワックスです。なかでもここで紹介する２ブラン
ドは、ホットワクシングで今まで培ってきたさまざまなデータを元に、高い性能を持つ
リキッドワックスをラインナップ。アイロンを使用しないので滑走面を痛めるリスクが
なく、スクレーピングしたあとにゴミが出ないので環境にやさしい一面も。そこまで
シビアにこだわらないスキーヤーなら普段使いにするのもよいのでは？

Close up

ワックスのボトルをよく振って滑走面全体にスプレーし、約15
分ほど乾燥させ、ナイロンポリッシュブラシ（T0160B）でブ
ラッシングすればワクシング完了です。

【使用方法】
滑走面全体にスプレーし約15分～30分乾燥させたあと、ベー
スブラシリキッドポリッシュ（5545251）でブラッシングします。
通常のホットワクシングと比べ、半分の作業時間で完了します。

【使用方法】

SWIX TOKO

さまざまな雪面状況で高い滑走性を保つソリッドワックス。アイロンによるホッ
トワクシングも可能ですが、生塗りできるのが大きな特徴です。とくに春先のザ
ラメ状の雪で高い滑走性を保つこのワックスは、石井スポーツのスキー取り扱
い全店で展開しており、手に取りやすい価格帯も魅力です。全日本技術選でも
使用されるほどの高い滑走性を、ぜひお試しください。

山岳エリアのさまざまな雪質にフォーカスして開発されているHIKEですが、そ
の性能はゲレンデでも発揮されます。ホットワックス用からスプレーワックスま
でラインナップされるなかで、このスピードスティックは手早く生塗りできるの
が特徴。力を入れずに軽く塗り、ファイバーテックスで満遍なく伸ばして磨きを
かけるだけで高い滑走性が手に入ります。温度帯域別に３タイプがあります。

SPEED STICK 1    -20℃↔︎-8℃
SPEED STICK 2   -8℃↔︎+2℃
SPEED STICK 3    +2℃↔︎+10℃
￥2,750（税込み）

10％で275円分ポイント還元

スマホでお買い物

HIKE
エクスプレス・レーシング・ラブオンワックス
￥3,300（税込み）

10％で330円分ポイント還元

スマホでお買い物

TOKO

リキッドパラフィンイエロー（5502044）
雪温：0℃～-6℃　￥4,290（税込み）

10％で429円分ポイント還元

スマホでお買い物

HS6リキッドブルー
（HS06L-12）

雪温-6℃～-12℃
￥4,730（税込み）

10％で473円分ポイント還元

スマホでお買い物

HS8リキッドレッド
（HS08L-12）

雪温-4℃～+4℃
￥4,730（税込み）

10％で473円分ポイント還元

スマホでお買い物

リキッドパラフィンレッド
（5502045）

雪温：-4℃～-12℃　￥4,290（税込み）

10％で429円分ポイント還元

スマホでお買い物

HS7リキッドバイオレット
（HS07L-12）

雪温-2℃～-8℃
￥4,730（税込み）

10％で473円分ポイント還元

スマホでお買い物

HS10リキッドイエロー
(HS10L-12)
雪温0℃～+10℃
￥4,730（税込み）

10％で473円分ポイント還元

スマホでお買い物

リキッドパラフィンブルー（5502046）
雪温：-10℃～-30℃　￥4,290（税込み）

10％で429円分ポイント還元

スマホでお買い物

石井スポーツの試乗会やSIEGERのテスト、その他のイベントなどでも使用！
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Special Talk

マスターズレースの魅力。
そこで勝つためにしていること
北海道千歳市を拠点に建築業を展開する「ブレイン」。
坂本茂敏さんは、その代表取締役社長として忙しい日々を送っています。
そんな坂本さんのもうひとつの顔は競技スキーに真剣に打ち込むマスターズレーサー。
全日本マスターズスキー選手権で
部門優勝を複数回成し遂げるほどの実力を誇ります。
そんな坂本さんがマスターズレースに、どんな魅力を感じているのか？
そこで勝つために、どんな工夫をしているのか？
石井スポーツ札幌店店長の藤澤宏が聞いていきます。

藤澤　スキーを始めたのは、いつ頃です
か？
坂本　小学校高学年の頃に近所の小山で
ミニスキーで遊んだところからです。千歳
出身なのでスキーの文化がありませんでし
たし、学生時代は真剣に野球をやっていた
ので、高校でスキー授業があったぐらいで、
あまりスキーはしていませんでした。
藤澤　スキーにはまり始めたのは？
坂本　社会人になってからです。入社した
会社のオーナーがスキー好きだったので、
その影響で検定を受け始めて。２級を取っ
て、次の週に１級を取り、翌年に準指導員、
30歳のときに指導員も取ったんですけれ
ど、そこでスキーが楽しくなくなって……。
藤澤　もう一度、スキーが楽しくなったきっ
かけは、なんですか？
坂本　レースです。35歳になって会社で続
けていた野球から選手としても、監督とし
ても引退したんです。ちょうどそのとき、親
友のひとりから「レースをやらないか？」と
誘われたんです。「絶対に嫌だ」と答えたん
ですけどね、ワンピースを着るのが嫌で。こ

んなの恥ずかしいと。そうしたら「ワンピー
スを着なくてもいいから、１回だけレース
に付き合って」ということになり、そこで草
レースに出ることになった。
藤澤　初めてのレースは、どうでしたか？
坂本　すごく楽しかったんです。スピード
感というか、ポールの中を初めて滑って「こ
れは気持ちいい」「楽しい」と。ただ、タイム
はめっちゃ遅かったんです。レース前日に
「やっぱりワンピースを着ないと駄目だ」
と言われ、ワンピースまで買って出たのに。
藤澤　楽しかったけれど遅かった……。
坂本　それが悔しかったので翌年からレー
シングキャンプに参加し始めました。そこで
いろいろな人と知り合って、年末年始の合
宿に行ったりするなかで交流が深まって、こ
ういう世界もあるんだと興味を持って、どっ
ぷりはまってしまいました（笑）。
藤澤　まったく初めてのところからレース
を始めて、少しずつ速くなってきたのだと思
いますが、そのきっかけはなんですか？
坂本　ひとつは気持ちだと思います。レー
スを始めた頃、草レースのほかに国体予選
にもチャレンジしたんですが、周りは元ナ
ショナルチームとか、高校・大学のトップ選
手だとか、すごい選手も多くて。だから当然
太刀打ちできなかったんですが、自分では
「いつかこの人たちを追い抜きたい」とい
う気持ちが強かった。だから、夏場のトレー

ニングもしましたし、冬も滑走日数を増や
しました。それで、ある程度追いついた時
期があるんです。タイム差がなくなって、草
レースで彼らに勝ち始めたり、国体予選で
５番６番ぐらいになれたりと。あと２～３
人追い抜けばというところまできたんです
けれど、北海道の場合、その２～３人がな
かなか難しかったですね。
藤澤　その壁は、どうやって乗り越えたの
ですか？
坂本　一番大きかったのはマテリアルです
ね。その頃お世話になっていたスポーツ店
はあるブランドに強くて、私も当然のように
そのブランドのスキーを履いていました。
でも、そのショップがなくなって他メーカー
のスキーを履かせてもらうと、タイムが全然
違っていた。速い選手の本番用のスキーも
テストしたのですが、明らかにわかるんで
す、タイムが速いと。そのときに思いました、
きちんと選択をして、きちんとチューンナッ
プしたスキーは、これだけ違うのかと。それ
からはマテリアルに関して、いろいろなこと
にチャレンジするようになりました。
藤澤　ほかにも、なにかありますか？
坂本　コーチからのアドバイスと自分の感
覚がリンクしたのも大きいと思います。それ
まで、いろいろな人からアドバイスをもらっ
ても、自分のなかで理解できないことが多
かった。自分で滑りを組み立てても答が出

てこない。けれど、それを継続していたら、
あるときからアドバイスと自分の感覚がリ
ンクしてきたんです。そうすると自分でイメ
トレするときも、ポールの中をスタートから
ゴールまで滑っていけるし、実際のトレー
ニングでも、そのイメージで滑ることができ
た。そこがリンクしたとき「ああ、こうすれば
いいんだ」という感覚をつかんだんだと思
います。マテリアルと感覚、このふたつが変
わったのをきっかけに、いきなり草レース
で優勝できるようになりましたね。
藤澤　それは、いつ頃の話ですか？
坂本　まだサラリーマンの頃の話です。
藤澤　その頃、スキーと仕事の両立は、ど
んなふうにしていたのですか？
坂本　会社には「スキーレースは危ないか
ら駄目だ」と言われていたんです。当時、私
は100人近い会社の総責任者だったので、
「ケガをしたら、どうするんだ？」と言われ
ていたんですが、「ケガをしたらやめる」と
言っていました。
藤澤　実際、ケガはしませんでした？
坂本　いえ、背骨を５カ所折ってしまったこ
とがあります。2007年５月２日、練習中に
ハイサイドで背中から落ちて。落ちた瞬間、
「やっちゃった」と思ったんですけど、次の
日も痛み止めを飲んで、コルセットを巻い
て会社に行きました。全治８週間だったの
ですが、休んだらスキーをやめなきゃいけ
ないので、会社には腰痛と言って。椅子にも
座れないぐらい痛かったんですけど、会社
は１日も休みませんでした（笑）。
藤澤　それはすごい。
坂本　膝の靭帯を切ったこともあるんです
が、それも「ちょっとケガした」と。サラリー
マン時代は、そんな感じでやっていました。
藤澤　全日本マスターズに挑戦し始めた

のは、いつ頃ですか？
坂本　私が51歳のとき、たまたま朝里ス
キー場で全日本マスターズが開催されたん
です。周りがみんな「出場する」と言うので、
「じゃあ出てみようかな」と思ったのがきっ
かけです。実は、そのときは勝てるだろうな
と思っていたんです。でも、１戦目はタイム
差の少ない３位で、２戦目で勝ちにいった
ら、失敗してしまった。それがすごく悔しく
て、そのときに優勝した選手をベンチマー
クにして、次の年、新潟に行ったんです。
藤澤　リベンジですね。
坂本　はい。実は北海道以外でスキーを
するのは初めてだったんですが、レースの
バーンがボコボコで、そのときも勝てな
かった。でも、そのとき気がついたんです。
私はその年も１年前も191cmのスキー
を履いていたんですけれど、各クラスの優
勝選手のスキーを見てみるとみんな短い。
185cmとか、182cmを使っていた。それで
「マスターズ用のスキーを用意したほうが
いいんだ」と。
藤澤　そこでもマテリアルについての発見
があった……。
坂本　これは大きかったですね。ブーツも
含めて、マスターズにアジャストしたマテリ
アルを用意したので。ふだんはR=35mと
か30mのスキーを履いていたんですけど、
規制のあるレースが終わったら、マスター
ズのために用意した186cmのスキーで練
習して、試合も当然そのスキーで。
藤澤　それはいつ頃ですか？
坂本　2016-17シーズンの田沢湖大会の
ときです。１戦目は２位だったんですけれ
ど、優勝した選手はその年に上がってきた、
ひとつ若いクラスでずっと優勝していた強
い選手で、3位は私がベンチマークしてい

た選手でした。私は３位の選手に勝てたこ
とがうれしくて、それですごく気持ちが楽に
なったんです。レース後、このシーズンから
コーチをしてもらっている武田竜君から連
絡がきて、「明日、ふだんどおりに滑れば絶
対に勝てる」と言われた。そのアドバイスが
私のなかではすごく大きくて、次の日、迷い
なく滑って、ゴールしたら初優勝だったんで
す。マテリアルも、トレーニングも、コーチの
アドバイスも、すべてがはまったレースでし
たね。
藤澤　シーズンをとおして、いろいろな大
会に出ると思いますが、一番の目標は？
坂本　今は全日本マスターズです。夏場
のトレーニングも、冬場のトレーニングも
100％全日本マスターズで勝つための準
備です。最近こそサラリーマン時代より多少
は時間の余裕がありますが、今でも年末年
始の休みや休日はほとんどスキーに当てて
います。だから、年末年始の休みはすごく大
きくて、そこでどれだけ滑り込んで形にでき
るかが勝負。そこで自分の滑りの方向性を
ある程度見つけて、道内の大会で仕上げて
いき、全日本マスターズに向かう。そういう
感じでやっています。それといつかは世界
マスターズに挑戦したいと考えています。
藤澤　夏場のトレーニングも熱心にやられ
ているそうですね。
坂本　はい。オフのトレーニングもTWIST
で武田竜コーチやブレインクルーの新賢範
選手たちとすることが多いです。かなりきつ
いメニューなんですが、マスターズに勝つ
ためと考えると耐えられるんです。仕事が終
わってからの遅い時間のときもありますが、
「こんな時間にこんなことやってるジジイ
は、そんなにいないぞ」と言いながらやって
います（笑）。

坂本茂敏●さかもと・しげとし
大学卒業後、地元大手建築会社に勤務。その後も軟
式野球を続け、会社のチームでは全国制覇も達成し
ている。35歳を機に野球から引退し、アルペンレース
に取り組み始める。2009年、ブレイン株式会社を創
設、代表取締役社長に就任。北見工業大学、鈴木聡一
朗学長と共同研究したステルステックの販売を手が
けるほか、大越龍之介や石井智也など、多くのアルペ
ンレーサーを支援。北海道スキー連盟が行なうアル
ペン選手の海外合宿のサポートなども行なっている

Shigetoshi SAKAMOTO Hiroshi FUJISAWA
坂本茂敏 藤澤宏

藤澤宏
（石井スポーツ札幌店店長）

夏のトレーニングも、冬の練習も
100％マスターズで勝つための準備です
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R-EVO PLUS CONCEPT

強さの中に軽さと柔軟性があるR-EVOブーツの進化と、
快適性・軽さ・新感覚のしなやかさを持つR-EVO PLUSが新登場！REXXAM

独特な粘りを持つレーシング
ブーツ。シェルが持つ粘りが
強く、あらゆる方向へ動ける
対応力が魅力。エッジグリッ
プにも優れアグレッシブなス
キーと合う！

レーシングブーツでは圧倒的
な履き心地、そして軽さを持
つ快適なエキスパート向け
ブーツ。足裏の情報量の多さ
も魅力で、操作感と力の伝わ
り方が一致し、前方向の動き
に非常に敏感な特性を持っ
ています。

ブルーの衝撃はネクストステージへ。業界の先駆者サロモンは
20-21シーズンも変わらぬパフォーマンスでピステを駆け抜ける

〈ISSUE〉の登場で選択肢が増え選手に合わせて
モールドが選択可能に。〈REDSTER〉の快進撃はまだまだ続く

SALOMON

ATOMIC

S/RACE 130
￥115,500（税込み）

サイズ：22.5-28.5cm
ラスト：92mm　フレックス：130
カテゴリー：レーシング

10％で11,550円分ポイント還元

スマホでお買い物

S/RACE 110
￥99,000（税込み）

サイズ：22.5-27.5cm
ラスト：92mm　フレックス：110
カテゴリー：レーシング

10％で9,900円分ポイント還元

スマホでお買い物

REDSTER TEAM ISSUE 130
￥95,700（税込み）

サイズ：22/22.5-28/28.5cm
ラスト：95mm　フレックス：130
カテゴリー：レーシング

10％で9,570円分ポイント還元

スマホでお買い物

インナーブーツ
熱成型

インナーブーツ
熱成型

インナーブーツ
熱成型

インナーブーツ
熱成型

シェル
熱成型

シェル
熱成型

HAWX ULTRA 110 S
￥70,290（税込み）

サイズ：24/24.5-30/30.5cm
ラスト：98mm　フレックス：110
カテゴリー：一般

10％で7,029円分ポイント還元

スマホでお買い物

R-EVO 110M
￥83,600（税込み）

サイズ：22.0-28.5cm　ラスト：96-102mm
フレックス：110　カテゴリー：デモ、上級者

10％で8,360円分ポイント還元

スマホでお買い物

R-EVO PLUS 120
￥86,900（税込み）

サイズ：22.0-28.5cm　ラスト：96-103mm
フレックス：120　カテゴリー：一般

10％で8,690円分ポイント還元

スマホでお買い物

R-EVO 120S
￥90,200（税込み）

サイズ：22.0-28.5cm　ラスト：93-97mm
フレックス：120　カテゴリー：レーシング

10％で9,020円分ポイント還元

スマホでお買い物

R-EVO 100M
￥77,000（税込み）

サイズ：22.0-28.5cm　ラスト：96-102mm
フレックス：100　カテゴリー：デモ、上級者

10％で7,700円分ポイント還元

スマホでお買い物

R-EVO PLUS 100
￥73,700（税込み）

サイズ：22.0-28.5cm　ラスト：96-103mm
フレックス：100　カテゴリー：一般

10％で7,370円分ポイント還元

スマホでお買い物

R-EVO 100S
￥77,000（税込み）

サイズ：22.0-28.5cm　ラスト：93-97mm
フレックス：100　カテゴリー：デモ、上級者

10％で7,700円分ポイント還元

スマホでお買い物

R-EVO 120M
￥90,200（税込み）

サイズ：22.0-28.5cm　ラスト：96-102mm
フレックス：120　カテゴリー：デモ、上級者

10％で9,020円分ポイント還元

スマホでお買い物

R-EVO PLUS 110
￥80,300（税込み）

サイズ：22.0-28.5cm　ラスト：96-103mm
フレックス：110　カテゴリー：一般

10％で8,030円分ポイント還元

スマホでお買い物

R-EVO 110S
￥83,600（税込み）

サイズ：22.0-28.5cm　ラスト：93-97mm
フレックス：110　カテゴリー：レーシング

10％で8,360円分ポイント還元

スマホでお買い物

S/MAX 130 CARBON
￥96,800（税込み）

サイズ：23/23.5-28/28.5cm
ラスト：98-104mm　フレックス：130
カテゴリー：デモ、上級者

10％で9,680円分ポイント還元

スマホでお買い物

インナーブーツ
熱成型

シェル
熱成型

S/PRO 110
￥78,100（税込み）

サイズ：25/25.5-28/28.5cm
ラスト：100-106mm　フレックス：110
カテゴリー：一般

10％で7,810円分ポイント還元

スマホでお買い物

インナーブーツ
熱成型

シェル
熱成型

シェル
熱成型

REDSTER STI 130
￥95,700（税込み）

サイズ：22/22.5-27/27.5cm
ラスト：93mm　フレックス：130
カテゴリー：レーシング

10％で9,570円分ポイント還元

スマホでお買い物

シェル
熱成型

REDSTER TEAM ISSUE 110
￥86,900（税込み）

サイズ：22/22.5-28/28.5cm
ラスト：95mm　フレックス：110
カテゴリー：デモ、上級者

10％で8,690円分ポイント還元

スマホでお買い物

シェル
熱成型

REDSTER STI 110
￥86,900（税込み）

サイズ：22/22.5-27/27.5cm
ラスト：93mm　フレックス：110
カテゴリー：デモ、上級者

10％で8,690円分ポイント還元

スマホでお買い物

　R-EVOブーツは、Sシリーズ、Mシリーズ共に強さの中に軽さと柔軟性が
あり、スキーの上で運動しやすいことが特徴。身体とスキーをつなぐサスペ
ンションのような役割もあり、バイブレーションが少なく、フィーリングは軟
らかいのに、しっかりと荷重、角づけ、回旋の動きができ、深まわりできる印
象だ。シェルの一部とインナーのマイナーチェンジがあり、さまざまなスキー
ヤーの意見を元にブラッシュアップされている点にも注目してもらいたい。

　シェルの熱成型加工ができるブーツに代表されるように、近年、足
型に合わせやすいブーツやとても軽いブーツなど、快適性を高めた
モデルが充実してきています。スキーブーツを選ぶとき、自分の足型
に合ったモデルを選んだり、目的に応じた快適性を求めることは、す
でに大前提とも言えることです。
　もうひとつ、それと同じぐらい重要なブーツ選びのポイントは、ブー
ツの個性（タイプ）をしっかりと理解し、自分の滑りに合ったタイプを

新型インナーラスト
R-EVOシェルに適合する新形状のR-EVOポジションラストで、ブーツ
内のインナーブーツのズレを低減。ラストのつま先を5mm 延長し、
指先のつまり感を解消。

L リンクシステム
インナーブーツの背面と底面に
滑り止めを採用し、シェルとの密
着をアップ。

そのまま履けるサーモインナー
胴パッドの厚みが最大50%変
化。インナー外皮の厚みが最大
50%変化。

ENERGY GROOVE LINE

SC00P SOLEFLEXIBLE BOTTOM

つま先を5mm 延長

ステッチを追加

胴パッド

インナー外皮

滑り止め

滑り止め

R-EVO PLUS CONCEPT ❶ POSITION
軽量で柔軟性にも富むポリオレフィン樹脂製の新アッパーシェルにより、前傾
動作が行ないやすくなり、ポジションのキープが素早く行なえます。

R-EVO PLUS CONCEPT ❷ PLUS FRAME
R-EVOコンセプトのENERGY GROOVE LINE / SCOOP SOLEを継承する
と共に、ブーツ底面のしなりとたわみを適度にコントロールするFLEXIBLE 
BOTTOMを採用。スキーの綺麗なたわみとスライド操作を実現します。

R-EVO PLUS CONCEPT ❸ AUTO FIT-M : 96-103mm
〈R-EVO M〉よりも柔軟性に富むブーツ底面構造により、〈R-EVO PLUS〉では
96mmから103mmまでのより広い足幅範囲への対応を可能にしました。

　今季からラインナップされたR-EVO PLUSは、超軽量でインナーの厚みが
最大で50％変化する快適な一足。快適性と軽さ、しなやかさを感じさせる
性能を備えた新しいタイプのブーツと言えるだろう。
　店頭で履き比べて、それぞれのスキースタイルに合わせて選択していた
だきたい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   （藤本剛士）

選ぶことです。滑走中にブーツが果たす役割のひとつが、スキーヤー
の運動やパワーをスキーに伝えることです。このパワー伝達をすると
きに、滑り手が積極的に動いたほうが正確に力が伝わるもの、正確な
ポジションを安定して保ったほうがしっかりと力が伝わるものなど、
個々のブーツの個性が現われてきます。それによって滑走中のスキー
ヤー自身の動き感も変わってきます。新しいブーツを選ぶときには、
一足一足のブーツが持つ個性やその動き感に注目してください。

ブーツ選びのポイントは
各モデルの個性を見抜くこと

インナー高5mmダウン

掲載価格はメーカー小売希望価格となります。
最新価格はヨドバシ・ドット・コムでご確認ください。
商品によっては発売前やヨドバシ・ドット・コム未掲載
の場合がございます。

石井スポーツ スキー用品ストア 石井スポーツ スキー用品ストア
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掲載価格はメーカー小売希望価格となります。
最新価格はヨドバシ・ドット・コムでご確認ください。
商品によっては発売前やヨドバシ・ドット・コム未掲載
の場合がございます。

石井スポーツ スキー用品ストア 石井スポーツ スキー用品ストア

FIREBIRD WC 130
￥104,500（税込み）

サイズ：3-10UK　ラスト：93mm
フレックス：130
カテゴリー：レーシング、デモ

10％で10,450円分ポイント還元

スマホでお買い物

DRS WC S
￥110,000（税込み）

サイズ：22.5-28.5cm
ラスト：92mm　フレックス：130
カテゴリー：レーシング

10％で11,000円分ポイント還元

スマホでお買い物

FIREBIRD R 140
￥95,700（税込み）

サイズ：3-10.5UK　ラスト：96mm
フレックス：140
カテゴリー：デモ、上級者

10％で9,570円分ポイント還元

スマホでお買い物

DRS 130
￥82,500（税込み）

サイズ：22.5-29.5cm
ラスト：97mm　フレックス：130
カテゴリー：レース、デモ、上級者

10％で8,250円分ポイント還元

スマホでお買い物

FIREBIRD WC 110
￥93,500（税込み）

サイズ：3-10UK　ラスト：93mm
フレックス：110
カテゴリー：レーシング、デモ

10％で9,350円分ポイント還元
スマホでお買い物

DRS WC XS
￥99,000（税込み）

サイズ：22.5-25.5cm
ラスト：92mm　フレックス：90
カテゴリー：ジュニアレーシング

10％で9,900円分ポイント還元

スマホでお買い物

FIREBIRD R 120
￥84,700（税込み）

サイズ：3-10.5UK　ラスト：96mm
フレックス：120
カテゴリー：デモ、上級者

10％で8,470円分ポイント還元

スマホでお買い物

DRS 110
￥77,000（税込み）

サイズ：22.5-29.5cm
ラスト：97mm　フレックス：110
カテゴリー：レース、デモ、上級者

10％で7,700円分ポイント還元

スマホでお買い物

FIREBIRD WC 150
￥110,000（税込み）

サイズ：3-10UK　ラスト：93mm
フレックス：150
カテゴリー：レーシング、デモ

10％で11,000円分ポイント還元

スマホでお買い物

DRS WC SS
￥110,000（税込み）

サイズ：22.5-28.5cm　
ラスト：92mm　フレックス：110
カテゴリー：レーシング

10％で11,000円分ポイント還元

スマホでお買い物
インナーブーツ
熱成型

シェル
熱成型

インナーブーツ
熱成型

シェル
熱成型

2020-21シーズンに向けフルモデルチェンジ！　スムーズなフレックスで動き
やすく、コントロールされたリバウンドのバランスが加速を生み出します。

レーシングのトップモデルからリアエントリーブーツまで
多彩なラインナップをそろえる老舗ブランド

異素材の融合で想像以上の反発力と粘りのあるシェル剛性に。
RSシリーズすべてに採用されブーツ性能は格段にアップ！

ニューモールド。なんとシンプルなスキーブーツなのだろう。
追求を続けるとスキーブーツは原点に戻る

ついにレーシングの世界を席巻し始めたレーシングブーツ。
イエローの旋風がピステを駆けめぐる

NORDICA LANGE

HEAD FISCHER

近年のワールドカップレーサーの多くに好まれるタイプのブーツ。大小の動きに敏感
に反応するシェルは、アグレッシブに動くタイプのスキーヤーとベストマッチ！

従来の大きい力を受け止めるタイプのブーツからモデルチェンジ。WCRシリーズは、足首
の動きに敏感に反応するブーツに変身！   とくにポジションキープに優れるブーツです。

サイドの剛性の強さとは相反するぐらいの前後の可動域を持つブーツ。フィッ
シャースキーのようなグリップして敏感に反応するスキーとベストマッチ！

先進的な技術を次々に展開するテクニカ。変わらぬレーシングのノウハウと
ピステにおける快適さを追求したモデルを多彩にラインナップ

新設計のモールドでシェルをコンパクトに変更しフィット感が向上。
勝利をもたらす注目の最新型レーシングブーツTECNICA DALBELLO

DOBERMANN WC 110
￥93,500（税込み）

サイズ：3-10UK　ラスト：93mm
フレックス：110　
カテゴリー：レーシング、デモ

10％で9,350円分ポイント還元

スマホでお買い物

WORLDCUP RS ZA
￥107,800（税込み）

サイズ：22.5-29.5cm（1㎝刻み）
ラスト：92mm　フレックス：130
カテゴリー：レーシング

10％で10,780円分ポイント還元

スマホでお買い物

RAPTOR WCR 3
￥116,600（税込み）

サイズ：22.5-28.5cm
ラスト：1,500cc（25.5/91mm、26.5/93mm、27.5/95mm）
フレックス：150/140　カテゴリー：レーシング

10％で11,660円分ポイント還元

スマホでお買い物

RC4 PODIUM RD 130
￥115,500（税込み）

サイズ：22.5-28.5cm
ラスト：92mm　フレックス：130
カテゴリー：レーシング

10％で11,550円分ポイント還元

スマホでお買い物

RAPTOR 140S RS
￥94,600（税込み）

サイズ：22.5-28.5cm
ラスト：1,800cc（25.5/94mm、26.5/96mm、27.5/98mm）
フレックス：150/140/130　　カテゴリー：レーシング

10％で9,460円分ポイント還元

スマホでお買い物

RC4 PODIUM GT 110 VFF
￥107,800（税込み）

サイズ：22.5-28.5cm
ラスト：96mm　フレックス：110
カテゴリー：一般

10％で10,780円分ポイント還元

スマホでお買い物

DOBERMANN GP 130
￥96,800（税込み）

サイズ：22.0-29.5cm　ラスト：98mm
フレックス：130
カテゴリー：デモ、上級者

10％で9,680円分ポイント還元

スマホでお買い物

DOBERMANN WC 100
￥90,200（税込み）

サイズ：3-8UK　ラスト：93mm
フレックス：100
カテゴリー：ジュニアレーシング

10％で9,020円分ポイント還元
スマホでお買い物

WORLDCUP RS ZJ+
￥107,800（税込み）

サイズ：22.5-29.5cm（1㎝刻み）
ラスト：92mm+　フレックス：120
カテゴリー：レーシング、デモ

10％で10,780円分ポイント還元

スマホでお買い物

RAPTOR WCR 4
￥105,600（税込み）

サイズ：22.5-28.5cm
ラスト：1,500cc（25.5/91mm、26.5/93mm、27.5/95mm）
フレックス：140/130　カテゴリー：レーシング

10％で10,560円分ポイント還元

スマホでお買い物

RC4 PODIUM RD 110
￥101,200（税込み）

サイズ：22.5-27.5cm
ラスト：92mm　フレックス：110
カテゴリー：デモ、上級者

10％で10,120円分ポイント還元

スマホでお買い物

RAPTOR 120S RS
￥83,600（税込み）

サイズ：22.5-28.5cm
ラスト：1,800cc（25.5/94mm、26.5/96mm、27.5/98mm）
フレックス：120/110　カテゴリー：デモ、上級者

10％で8,360円分ポイント還元

スマホでお買い物

DOBERMANN GP 110
￥79,200（税込み）

サイズ：22.0-29.5cm　ラスト：98mm
フレックス：110
カテゴリー：デモ、上級者

10％で7,920円分ポイント還元

スマホでお買い物

RS 110 SC
￥78,100（税込み）

サイズ：21.5-28.5cm
ラスト：97mm　フレックス：110
カテゴリー：デモ、上級者

10％で7,810円分ポイント還元

スマホでお買い物

RS 120 SC
￥86,900（税込み）

サイズ：22.0-28.5cm
ラスト：97mm　フレックス：120
カテゴリー：デモ、上級者

10％で8,690円分ポイント還元

スマホでお買い物スマホでお買い物

DOBERMANN WC 130
￥104,500（税込み）

サイズ：3-10UK　ラスト：93mm
フレックス：130
カテゴリー：レーシング、デモ

10％で10450円分ポイント還元

WORLDCUP RS ZA+
￥107,800（税込み）

サイズ：22.5-29.5cm（1㎝刻み）
ラスト：92mm+　フレックス：130
カテゴリー：レーシング

10％で10,780円分ポイント還元

スマホでお買い物

RAPTOR WCR 2
￥116,600（税込み）

サイズ：23.5-27.5cm
ラスト：1,500cc（25.5/91mm、
26.5/93mm、27.5/95mm）
フレックス：160/150
カテゴリー：レーシング

10％で11,660円分ポイント還元 スマホでお買い物

RC4 PODIUM RD 150
￥115,500（税込み）

サイズ：24.5-27.5cm
ラスト：92mm　フレックス：150
カテゴリー：レーシング

10％で11,550円分ポイント還元
スマホでお買い物

インナーブーツ
熱成型

インナーブーツ
熱成型

インナーブーツ
熱成型

インナーブーツ
熱成型

シェル
熱成型

レーシングブーツの基準となる構造、動き。スキーヤー自身の力
を余すことなく伝える構造は、とくに高速域で威力を発揮します。SKI&BO
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石井スポーツだからできる
こだわりのブーツ熱成型
─カンダコンペカンの場合─

職人の技Close up

サロモン、アトミック、フィッシャーなど
シェルを熱成型加工できるブランドが増えています。
シェルを温めて、履いて、冷やして……と
その加工過程は、どこでも同じと思いがちですが、実は、そうではありません。
スキーのプロが集まる石井スポーツでは
細かいところまで目の行き届いた熱成型加工を受けることができます。
ここではカンダコンペカンで行なわれているブーツの熱成型加工の様子を見ていきます。

左が熱成型前、右が熱成型後のブーツ。小指の外
側の部分、ブーツのつま先から第２バックルにかけ
ての部分が膨らんでいることがわかると思います。
実際に履いた感覚は、見た目以上に大きなもの。
「痛いところはまったくなくなりました」とモデルさん
は話してくれました。

それぞれのスキースタイル、技
術レベル、好みに合うモデルを
試し履き。実際に足入れをする
とき、スタッフがインナーブーツ
の後ろ側を引き上げ、カカトが
正確な位置に収まるような配
慮も欠かせません。バックルを
締めてスネ入れをするなど、一
定時間ブーツを履いたうえで、
どのモデルにするかを決定。そ
して、足のどの部分が当たる
のかなどを確認していきます。

試し履きStep.2

インナーブーツを抜いて、
ブーツを専用オーブンで
ヒーティング。カンダコンペ
カンでは、温度の異なるふ
たつのオーブンを使い分け
てブーツをヒーティングして
いきます。

ブーツをオーブンへStep.4

ブーツが決まったら、インソール
を選択。インソールブランドや
履いたときのフィーリングの好
みも当然踏まえますが、それぞ
れのスキースタイルや技術レ
ベル、目標に合わせて、たとえ
ば、ボリュームがある足の場合
は薄めのインソールというよう
に、選んだブーツの容量や足
の特徴などを踏まえて、スタッフ
が最適な組み合わせになるも
のを提案します。

軟らかさのあるもの、土踏まず
部のアーチがありサポート性
のあるものなど、それぞれの目
的にあったものを提案できるの
は、商品知識が豊富なスタッフ
がいるからこそです。

インソールの選択Step.3

素足になり、ブーツの膨らませた
い部分にパッドを貼っていきま
す。硬さや形、厚さの異なるパッ
ドのどれを選んで貼っていくかに
よって、ブーツがどれぐらい広がる
かが決まるため、それぞれのスタッ
フが持つ経験が生きる部分。足
長や足先の形、ブーツのボリュー
ムによって、トゥキャップの厚さを
選んだり、使わなかったりなどの
細かい調整も行ないます。パッド
が貼り終わったら、パッドが剥が
れるのを防ぐためにストッキングを
履き、その上からスキーソックスを
履いてスタンバイOK。この作業
を、ブーツをヒーティングしている
間に行ないます。

パッディングStep.5

ブーツを履いて数分経ったら、あ
らかじめ冷凍庫で冷やしておい
たクーリングパッドを被せ、ブー
ツを冷やしていきます。このとき
も前傾姿勢を保つようにスタッ
フがサポート。数分間待つと、
熱成型が完了です。

クーリング～熱成型加工完了Step.7

熱成型が終わったら、足
に貼っていたパッドを外
し、ふたたびブーツに足
入れ。加工前に圧迫感
があった場所が、問題な
く加工されているかを確
認します。当たりなどがな
かったら、最終工程のカ
ント調整へ。石井スポー
ツオリジナルの計測器を
使って、カントを正しく調
整していきます。

最終チェック＆カント調整Step.8

レーシング、基礎、フリーライドな
ど、どういうスタイルのスキーをし
ているのか、どのぐらいの技術
レベルなのかなど、ブーツを選
ぶために必要な情報をヒアリン
グ。その後、左右の足の長さ、
幅を測定。足全体にボリューム
がある、甲が高い、舟状骨が出
ているなど、それぞれの足の特
徴を診断。個別のカルテに書き

カウンセリング＆計測Step.1

込んでいきます。今回、撮影に
協力してくれたモデルさんの足
は、小指の付け根部分と外くる
ぶしのボリュームがあり、甲も高
いという特徴です。

温まったブーツにインナーブー
ツを入れ、足を入れてバックル
を緩く締めてブーツを成型して
いきます。このときも足にビニー
ル袋を履いてから足入れし、パッ
ドがずれるのを防ぐと共に、足
入れそのものをスムーズにでき
るようにしています。ブーツの成
型にかかる時間は、各ブランド
ごとに所定の時間が決められ
ていますが、どのぐらいブーツを
膨らませたいかなどにより、その
時間も微妙に調整しています。
また、特定の部位をとくに膨らま
せたい場合は、ホットジェットで

ブーツの成型Step.6
部分的に温め、そこを成型する
ということも行ないます。

Before After

ブーツフィッティングに悩
みを持っている人は多いと
思います。よりタイトに、より
快適に──競技用ブーツ
から軽量快適ブーツまで、
機能と共にジャストフィット
するブーツをお届けするお
手伝いをさせていただき
ます。ご遠慮なくブーツの
悩みをお伝えください。カンダコンペカン

金子裕顕
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掲載価格はメーカー小売希望価格となります。
最新価格はヨドバシ・ドット・コムでご確認ください。
商品によっては発売前やヨドバシ・ドット・コム未掲載
の場合がございます。

石井スポーツ スキー用品ストア 石井スポーツ スキー用品ストア

　足先の冷えに悩んでいるスキーヤーに注
目してもらいたいのが、「THERM-IC（サー
ミック）」の「POWERSOCKS HEAT UNI V2

（パワーソックス・ヒート・ユニV2／以下、パ
ワーソックス）」です。
　最大の特徴は、前足部を温めるヒーティン
グシステムを搭載していること。ふくらはぎ
の外側に装着するバッテリーを電力源に前
足部が温められ、設定温度も３段階で調節
できるという優れものです。温度調整はバッ

テリー本体のほか、ブルートゥースを介して
スマートフォンでもできるので、気温の変化
に合わせて簡単に温度調節が可能です。松
沢聖佳さんは、その使い心地を次のように
話しています。

「寒い日はもちろん、コーチで長時間立って
いるときや運動量が少ないときでも、足が
冷えてしまうことがないので助かっていま
す。普通のスキー用ソックスと生地の厚さや
フィッティングは変わらないので、雪面から
の情報を足裏で敏感に感じながら滑ること
ができます。パフォーマンスを維持しながら、
足を快適に保ってくれるのはとても魅力的
なところだと思います」。
　ブーツの中で足先を温めることは、たとえ
ば使い捨てカイロでもできます。そうした足
先の冷え対策法とパワーソックスとの違い
は、どこにあるのでしょうか？

「一番の違いは足裏に違和感があるかない
かだと思います。使い捨てカイロの場合、あ
る程度の厚みがあるので、どうしても違和
感が出てしまいます。パワーソックスでは、ふ
くらはぎに装着するバッテリーから足先の
ヒーティングシステムまでコードが通ってい
るのですが、足裏に違和感がなく、スキー用

のソックスと同じ感覚で履くことができます。
　もうひとつ違うのは、温度調節ができるこ
とです。使い捨てカイロの場合、使うか使わ
ないかなので、ブーツの中が極端に熱くなっ
てしまうこともあります。そんなときは足も汗
をかくので、ソックスへの汗返りでかえって
足が冷えてしまうこともあります。その点、パ
ワーソックスは温度調節ができますし、 “ほん
のりと温かい”という温度をずっと維持してく
れるので、熱くなりすぎることも、冷えてしま
うこともありません。使っているのを忘れて
しまうぐらいの快適性の高さ、この点も大き
なアドバンテージだと思います。また、対応
のバッテリーはスマホで温度調節できるの
で、使い勝手という意味でもとても良くなっ
ていると思います」。
　技術選選手の松沢寿さんはこう話します。

「ヒーティングソックスというと初中級者向
けみたいなイメージがあるかもしれないけ
れど、実はタイトなブーツを履いている上級
者に注目してもらいたい。ロワシェル内の容
量が少ないレース用や技術系のブーツの
場合、使い捨てカイロを貼ったりする余裕は
ないので。タイトなセッティングのブーツの
性能を変えずに快適性を得られるのは、パ

THERM-IC POWERSOCKS & HEATED VEST
寒さからスキーヤーの身体を守り
最適な運動パフォーマンスを
発揮させるソックス＆ベスト新登場

ワーソックスの一番の特徴だと思う」。

　スキーは冬の自然の中で楽しむスポーツ
です。そのためスキーヤーの体温は、低い外
気温をはじめとするさまざまな要因で下がる
ことになります。体温の低下は、当然、スキー
ヤーの運動パフォーマンスにも影響を与え
ます。それを防ぐために生まれたのが、サー
ミックの「HEATED VEST（ヒーテッドベスト）」
です。
　ヒーテッドベストは、背中と腹部に５つの
ヒーティングシステムを搭載。背中と腹部を
均一に温めることにより、身体を包み込むよ
うに温かさを保ちます。スマートフォンで６段
階に温度調節ができるのに加え、運動時よ
り寒さを感じやすい静止時に温度を自動的

に上げるモーションコントロールやエ
コモード機能も搭載しています。この
ヒーテッドベストの使い心地を、松沢
寿さんは次のように話します。

「ヒーテッドベストは、軽いし、動きやす
くて快適だなというのが一番の印象。
僕の場合は外気温よりも自分の体温
のほうが気になるので、朝スキー場に
上がっていくときはつけておいて、トレーニ
ングが始まったら切って、夕方になって冷え
てきたらまたつけるという使い方をしていま
した。長袖のＴシャツの上にこのベストを着
て、その上にウェアを着たときも、汗返りがな
くて快適でした」。
　松沢聖佳さんは次のように話している。

「着心地がいいのがとても気に入っているポ
イントです。ほどよい厚みで保温性もあるし、

フィット感もあります。気温の低い
日でも、腰から背中までかなり温か
さを感じるので、寒さを心配する必
要がありませんでした。上半身は足
と比べると暑かったり、寒かったり
という温度変化を感じやすいので
すが、それに対応した細かい温度
調節がスマホで簡単にできるのは
とてもいいと思います」。
　ふたりが共通して強調したのは、
ベストとしてのデザインの良さ。

ブーツの中で足先が冷えたり
リフトで背中が寒くなってしまう……。
寒さや冷たさは感覚的につらいだけではなく
身体のパフォーマンスを下げる原因にもなります。
スキーヤーの身体を科学した結果生まれた
THERM-ICのパワーソックスとヒーテッドベストは
スキーヤーの体温を快適な状態に保ち
最適な運動パフォーマンスを
発揮することを可能にします。
Photo : Go ITO

ヒーテッドベストと同様、パワーソックスはブルートゥースを介
してスマートホンで３段階の温度調節が可能。iOSとアンドロ
イドに対応するアプリケーションは無料で、ダウンロードも簡単

左）松沢寿（まつざわ・ひさし）。全日本スキー技術選手
権大会で長年活躍を続けるベテラン選手。ひときわ深
い内傾角を見せるその滑りを武器に、今なお上位を保
ち続けている。全日本ナショナルデモンストレーター
右）松沢聖佳（まつざわ・せいか）。全日本スキー技術
選手権大会で前人未到の総合９連覇を達成した伝説
のスキーヤー。男子選手に勝るとも劣らないその滑り
は、いまだ健在。アトミックや長野県チームのコーチを
務める

体温の低下を防ぎ
筋肉や細胞が最適に機能する

Close up

●５つの非常に薄い発熱体を内蔵、腹部と背中、ポケット周辺を均一にヒーティング
●手洗い可、かならずU-PACKケーブルを外しUSBコネクタにキャップを装着。手　
洗い時はUSBコネクタに十分注意すること
●Bluetooth®テクノロジーを使い、スマートフォンで温度調節が可能
＊バッテリーは別売り
＊市販のUSBバッテリーをご使用いただけます。フル充電容量5,000MAHの場合、
Max mode：４〜５時間/Low mode：９〜10時間

ヒーテッドベスト メン
HEATED VEST MEN
¥32,890（税込み）

M、L、XL
ブラック

10％で3,289円分ポイント還元

ヒーテッドベスト ウーメン
HEATED VEST WOMEN
¥32,890（税込み）

S、M
ブラック

10％で3,289円分ポイント還元

スマホでお買い物 スマホでお買い物

ヒート3Dインソール
HEAT 3D INSOLE
¥6,600（税込み）

XS、S、M、L、XL（シダス・インソールと同じ）
●しっかりしたサポート力を発揮する　
アーチサポートシェルを搭載
●足当たりが良く、快適なクッション性　
を発揮するEVAフォーム
●別売りのバッテリーパックにより３段階
　の温度調節が可能
　C-PACK1300（最大13時間） ¥17,600（税込み）
　C-PACK1700B（最大17時間） ¥35,200（税込み）
　＊Bluetooth対応
　C-PACK AA（最大11時間半） ¥9,900（税込み）
　＊充電式単三電池3本で使用できる
　 バッテリーパック

10％で660円分ポイント還元

スマホでお買い物

パワーグローブ スキーライト
POWER GLOVES SKI LIGHT
¥40,150（税込み）

6.5、7、7.5、8、8.5
ブラック／キャメル
●親指を除く甲側全体と指先、親指内
　側をヒーティング
●10K防水と通気性のある素材
●最大10時間使用可能な超軽量リチ
　ウムイオンバッテリーを内蔵
●ひとつのボタンで３段階の温度調
　節が可能

10％で4,015円分ポイント還元

スマホでお買い物

「ヒーテッドベストはシルエットが綺麗で、
ウェアを脱いだときもすっきりしているのが
いいと思う。生地の肌触りもいいし、アフター
スキーや街着としてもおしゃれに使える。今
はタイトなウェアが多くて、重ね着すると腕や
肩周りが窮屈になってしまうことが多いけれ
ど、ヒーテッドベストは袖がないぶん動きや
すく、ポテンシャルを十分に発揮できるとい
う点もいい」（松沢寿）。

「ベスト単体でもクオリティの高さを感じま
す。肌触りも良くて、タイトなレディスモデル
でもシルエットに干渉しないので、おしゃれ
を気にする女性にもうれしい一着だと思い
ます」（松沢聖佳）。
　スキーヤーの身体を寒さから守り、運動
パフォーマンスの低下を防いでくれるサー
ミックのパワーソックス＆ヒーテッドベスト。
2020-21シーズン、寒さや冷えから身体を
守り、さらなるスキルアップをめざしたいス
キーヤーは注目してみてはいかがでしょう。

パワーソックスヒートユニV2

S-PACK

POWERSOCKS HEAT UNI V2
¥13,750（税込み）

31/34（19.5〜21.5cm）、35/38（22.0〜24.0cm）、
39/41（24.5〜26.0cm）、42/44（26.5〜28.0cm）
ブラック／スノーパターン
●ソックス外側に簡単にバッテリーを装着可能、発熱体は長寿命設計
●足裏のクッション性を補強し、つま先とカカトを保護
●足に完全にフィットする左右非対称のアナトミカルデザイン
●手洗い可
●別売りのバッテリーパックにより３段階の温度調節が可能
　S-PACK700（最大8時間）　¥20,900（税込み）　
　S-PACK1200（最大14時間）　¥25,300（税込み）
　S-PACK1400B（最大16時間）　¥30,800（税込み）
　＊Bluetooth対応

10％で1,375円分ポイント還元

スマホでお買い物

C-PACK

THERM-IC site
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石井スポーツ スキー用品ストア 石井スポーツ スキー用品ストア
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掲載価格はメーカー小売希望価格となります。
最新価格はヨドバシ・ドット・コムでご確認ください。
商品によっては発売前やヨドバシ・ドット・コム未掲載
の場合がございます。

HEAD
RAPTOR 90S RS
¥63,800（税込み）

22.5〜26.5cm
ラスト：96mm　フレックス：90/80

10%で6,380円分ポイント還元

SALOMON 

¥49,500（税込み）

22/22.5〜26/26.5cm
ラスト：98mm　フレックス：65

S/RACE 65

10%で4,950円分ポイント還元

ATOMIC

¥29,590（税込み）

18/18.5〜26/26.5cm	
ラスト：JR　フレックス：65

REDSTER JR 65

10%で2,959円分ポイント還元

ROSSIGNOL

¥30,800（税込み）

19.0〜27.5cm	
ラスト：JR　フレックス：65	

HERO JR 65 WHITE

10%で3,080円分ポイント還元

LANGE

¥31,900（税込み）

19.0〜27.5cm	
ラスト：JR　フレックス：65	

RSJ 65 - POWER BLUE

10%で3,190円分ポイント還元

NORDICA 

¥33,000（税込み）

18.0〜28.0cm	
ラスト：100mm　フレックス：60

DOBERMANN GP 60

10%で3,300円分ポイント還元

ATOMIC
REDSTER STI 70 LC
¥53,900（税込み）

22/22.5〜27/27.5cm	
ラスト：93mm　フレックス：70

10%で5,390円分ポイント還元

LANGE

¥51,700（税込み）

21.5〜28.5cm
ラスト：97mm　フレックス：70

RS 70 SC

10%で5,170円分ポイント還元

TECNICA 

¥38,500（税込み）

18.0〜28.0cm	
ラスト：JR　フレックス：70	

FIREBIRD 70

10%で3,850円分ポイント還元

FISCHER 

¥39,600（税込み）

21.5〜24.5cm	
ラスト：99mm　フレックス：70

RC4 70 JR. THERMOSHAPE

10%で3,960円分ポイント還元

HEAD

¥41,800（税込み）

22.5〜26.5cm	
ラスト：JR　フレックス：70/60

RAPTOR 70

10%で4,180円分ポイント還元

REXXAM

¥53,900（税込み）	

22.0〜26.5cm	
ラスト：96〜103mm　フレックス：80

LIVE 80

10%で5,390円分ポイント還元

ELAN   RC RACE QUICK SHIFT

サイズ（cm）	 ラディウス	（m）	 サイドカット（mm）
	 110	 6.2	 114-70.5-99
	 120	 7.5	 114-70.5-99
	 130	 8.9	 114-70.5-99
	 140	 10.3	 114-70.5-99
	 150	 11.9	 114-70.5-99

10％で4,290円分
ポイント還元

L 6 GW　¥53,900（税込み）　対象：エキスパート
ATOMIC   REDSTER J4 + L 6 GW

サイズ（cm）	 ラディウス	（m）	 サイドカット（mm）
	 120	 9.3	 102-65-86.5
	 130	 11	 103-65-87.5
	 140	 12.5	 104-65-88.5
	 150	 14	 105-65-89.5
	 160	 16	 106-65-90.5

10％で5,390円分
ポイント還元

セットビンディング付き（160cmのみスキー単品）　118cm	¥23,880（税込み）/130cm	¥28,330（税込み）/
150cm	¥28,880（税込み）/160cm	¥55,550（税込み）　対象：一般

VECTOR GLIDE   NANO

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
	 150	 12.5	 115-75-105
	 160	 15.0	 125-85-110

10％で5,555円分
ポイント還元

L6 GW　¥38,500（税込み）　対象：一般/エキスパート
SALOMON   S/RACE JR M  + L6 GW J2 80

サイズ（cm）	 ラディウス	（m）	 サイドカット（mm）
	 130	 11	 109-68-90
	 140	 12	 110-68-91
	 150	 14	 110-68-91

10％で3,850円分
ポイント還元

4.5 vMOTION JR.(～130cm)/7.0 vMOTION JR.(140cm～)　
¥27,500（税込み）(〜130cm)/¥30,800（税込み）(140cm〜)　
カラー:全2色（RED/YELLOW）　対象：一般/エキスパート

VÖLKL   RACETIGER JUNIOR vMOTION 

サイズ（cm）	 ラディウス	（m）	 サイドカット（mm）
	 80	 6.6	 93-67-76
	 90	 8.8	 93-67-76
	 100	 8.3	 100-68-82
	 110	 10.4	 100-68-82
	 120	 12.7	 100-68-82
	 130	 11.2	 109-69-88
	 140	 13.3	 109-69-88
	 150	 15.6	 109-69-88

10％で3,080円分
ポイント還元

セットビンディング付き（160cmのみスキー単品）　118cm	¥23,880（税込み）/130cm	¥28,330（税込み）/
150cm	¥28,880（税込み）/160cm	¥55,550（税込み）　対象：一般

VECTOR GLIDE   NANA

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
	 150	 12.5	 115-75-105
	 160	 15.0	 125-85-110

10％で5,555円分
ポイント還元

DALBELLO

¥46,200（税込み）

DRS 75

10%で4,620円分ポイント還元
21.5〜27.5cm
ラスト：98mm　フレックス：75

SALOMON 

¥55,000（税込み）

S/RACE 70

10%で5,500円分ポイント還元
22/22.5〜26/26.5cm
ラスト：98mm　フレックス：70	

NORDICA 

¥48,400（税込み）

DOBERMANN GP 70

10%で4,840円分ポイント還元
21.5〜27.5cm	
ラスト：98mm　フレックス：70	

COLT 7 GW	 ¥53,900（税込み）　対象：レーシング/エキスパート
ATOMIC   REDSTER J9 RS J-RP2 + COLT 7

サイズ（cm）	 ラディウス	（m）	 サイドカット（mm）
	 120	 9.3	 102-65-86.5
	 130	 11	 103-65-87.5
	 140	 12.5	 104-65-88.5
	 150	 14	 105-65-89.5

10％で5,390円分
ポイント還元

RC4 Z9 GW AC Brake 78 [J]　¥60,500（税込み）　対象：レーシング/エキスパート
FISCHER   RC4 RCS JR. M/O-PLATE JR.

サイズ（cm）	 ラディウス	（m）	 サイドカット（mm）
	 140	 11	 110-68-95
	 150	 13	 110-68-95
	 160	 15	 110-68-95

10％で6,050円分
ポイント還元

XPRESS 7 GW B83 BLACK　¥39,600（税込み）　対象：エキスパート
ROSSIGNOL   HERO JUNIOR MULTI-EVENT(XPRESS JR)

サイズ（cm）	 ラディウス	（m）	 サイドカット（mm）
	 140	 11.5	 111-67-94
	 150	 11.5	 111-67-94
	 160	 11.5	 111-67-94

10％で3,960円分
ポイント還元

7.0 vMOTION JR.R　¥55,000（税込み）　対象：レーシング/エキスパート
VÖLKL   RACETIGER JUNIOR PRO

サイズ（cm）	 ラディウス	（m）	 サイドカット（mm）
	 120	 7.5	 117-70-98
	 130	 9.0	 117-70-98
	 140	 9.7	 121-70-102
	 150	 11.2	 121-70-102
	 160	 13.0	 121-70-102

10％で5,500円分
ポイント還元

SLR 7.5 GW AC WT/BK	 ¥58,300（税込み）　対象：エキスパート
OGASAKA   TC-J

サイズ（cm）	 ラディウス	（m）	 サイドカット（mm）
	 130	 10.4	 106-66-91
	 140	 12.3	 106-66-91
	 150	 14.3	 106-66-91
	 160	 16.5	 106-66-91

10％で5,830円分
ポイント還元

FDT JR 7　¥57,200（税込み）　対象：エキスパート
BLIZZARD   FIREBIRD COMP.JR + FDT JR 7

サイズ（cm）	 ラディウス	（m）	 サイドカット（mm）
	 100	 7.0	 104-69-91
	 110	 8.0	 106-69-91
	 120	 9.0	 111-69-91
	 130	 10.0	 113-69-93
	 140	 11.0	 116-70-96
	 150	 12.0	 118-70-98

10％で5,720円分
ポイント還元

SLR 7.5 GW AC Brake 78 [H]　¥66,000（税込み）　対象：エキスパート
HEAD   WORLDCUP I.RACE TEAM SLR PRO 

サイズ（cm）	 ラディウス	（m）	 サイドカット（mm）
	 120	 7.7	 109-66-93
	 130	 9.2	 110-66-94
	 140	 10.8	 111-67-95
	 150	 12.4	 112-68-96
	 160	 14.3	 113-68-97

10％で6,600円分
ポイント還元

XPRESS 7 GW B83 BLACK　¥39,600（税込み）　対象：エキスパート
DYNASTAR   TEAM COMP(XPRESS JR)

サイズ（cm）	 ラディウス	（m）	 サイドカット（mm）
	 130	 9	 111-67-97
	 140	 9	 111-67-97
	 150	 9	 111-67-97
	 160	 9	 111-67-97

10％で3,960円分
ポイント還元

JR 7.0 FDT	 ¥59,400（税込み）　対象：エキスパート

サイズ（cm）	 ラディウス	（m）	 サイドカット（mm）
	 100	 7.0	 104-69-91
	 110	 8.0	 106-69-91
	 120	 9.0	 111-69-91
	 130	 10.0	 113-69-93
	 140	 11.0	 116-70-96
	 150	 12.0	 118-70-98
	 162	 14.5	 119-71-99

10％で5,940円分
ポイント還元

NORDICA   DOBERMANN COMBI PRO S

サイズ（cm）	 ラディウス	（m）	 サイドカット（mm）
	 120	 9	 102-65-87
	 130	 11	 103-65-88
	 140	 13	 104-65-89
	 150	 14	 105-65-90
	 160	 16	 106-65-91

SALOMON   S/RACE RUSH JR + L6 GW J2 80
L6 GW　¥55,000（税込み）　対象：エキスパート

10％で5,500円分
ポイント還元

ジ
ュ
ニ
アJr SKI&

BOOTS
エキスパートからレーシングエントリー

スマホでお買い物 スマホでお買い物

スマホでお買い物 スマホでお買い物 スマホでお買い物 スマホでお買い物 スマホでお買い物

スマホでお買い物 スマホでお買い物 スマホでお買い物 スマホでお買い物 スマホでお買い物

スマホでお買い物 スマホでお買い物 スマホでお買い物 スマホでお買い物 スマホでお買い物

スマホでお買い物

スマホでお買い物

スマホでお買い物

スマホでお買い物

スマホでお買い物

スマホでお買い物

スマホでお買い物

スマホでお買い物

スマホでお買い物

スマホでお買い物

スマホでお買い物

スマホでお買い物

スマホでお買い物

スマホでお買い物

成長期のジュニアの用具選びは
体格・スキーの技術レベルに合わせて選びましょう。
とくにブーツはサイズと硬さに注目してチョイスしてみてください。

140cm〜

160cm 160cm

EL4.5 GW shift BLK(～120cm)/EL7.5 GW shift BLK(～150cm)
¥42,900（税込み）　対象：エキスパート
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掲載価格はメーカー小売希望価格となります。
最新価格はヨドバシ・ドット・コムでご確認ください。
商品によっては発売前やヨドバシ・ドット・コム未掲載
の場合がございます。

RB1

PK

PK

RB1

35

ERD

AQA

※このページの商品はすべて参考商品です

GOLDWIN

DESCENTE

Jr.Great Britain Team Replica Jacket

NI

NB

NB CP

ERD

AQA

N

TD

FLRD

713

76

16

WEARJrジュニア
130〜160cm　全4色　
サイズ調節機能あり

¥31,900（税込み）　
10%で3,190円分ポイント還元

¥30,800（税込み）

130〜160cm　全5色
サイズ調節機能あり
数量限定

Jr.Baro Jacket

10%で3,080円分ポイント還元

Jr.Side Open Pants
¥26,400（税込み）

130〜160cm	　全4色
サイズ調節機能あり　
フルジップ

10%で2,640円分ポイント還元

MIZUNO

DESCENTE
GIANT SLALOM 
Jr. RACE SUITS (Detachable pad)

130〜160cm　全3色

¥52,800（税込み）

10%で5,280円分ポイント還元

130〜160cm　全3色　
フルジップ

¥27,500（税込み）　
Jr.SKI PANTS

10%で2,750円分ポイント還元

ONYONE
Jr.GS RACING SUIT (not FIS)
¥51,700（税込み）　

130〜160cm　全3色
10%で5,170円分ポイント還元

¥46,200（税込み）

130〜160cm　全3色

GOLDWIN
Jr.GS Suit

10%で4,620円分ポイント還元

PHENIX
phenix Team Jr. GS Suit

130〜160cm　全3色	
数量限定

¥49,500（税込み）

10%で4,950円分ポイント還元

130〜160cm　全6色	
数量限定　フルジップ

¥28,600（税込み）

Norway Alpine Team
Jr. FZ Salopette

10%で2,860円分ポイント還元

7

8

14

1 2

6

3

4

5

9

16

15
17

10
11

13

18

12

P i c k  u p  f o r  J r  S k i e r

1.	THE NORTH FACE   SCOOP	JKT
2.	THE NORTH FACE   SNOW	INSULATION	BIB
3.	DESCENTE   JR	UNDER	SHIRT
4.	DESCENTE   JR	UNDER	TIGHTS
5.	GOLDWIN   Jr.Winter	Socks
6.	REUSCH   LUIS	R-TEX	JUNIOR	LOBSTER
7.	SALOMON   GROM	VISOR
8.	DAKINE   BOOTS	PACK	50L
9.	DESCENTE   JR	BOOTS	CASE

10.	THE NORTH FACE   SCOOP	JKT
11.	THE NORTH FACE   SNOW	INSULATION	BIB
12.	DESCENTE   JR	UNDER	SHIRT
13.	DESCENTE   JR	UNDER	TIGHTS
14.	GOLDWIN   Jr.Winter	Socks
15.	REUSCH   TORBY	R-TEX	XT	JUNIOR	LOBSTER
16.	SALOMON   JR	GROM	VISOR
17.	DAKINE   BOOTS	PACK	50L
18.	DESCENTE   JR	BOOTS	CASE

PHENIX
Norway Alpine Team
Jr. Jacket
¥33,000（税込み）

10%で3,300円分ポイント還元
130〜160cm　全6色	
数量限定

Jr.SKI PARKA

10%で3,300円分ポイント還元
130〜160cm　全3色

¥33,000（税込み）

71

スマホでお買い物

スマホでお買い物

スマホでお買い物

¥19,800（税込み）

130〜160cm	　全5色
サイズ調節機能あり
数量限定

10%で1,980円分ポイント還元

Jr.Stream Pants

スマホでお買い物

¥33,000（税込み）	

130〜160cm　全3色

S.I.O Jr. INSULATED JACKET

10%で3,300円分ポイント還元

スマホでお買い物

S.I.O Jr. FULL ZIP 
INSULATED PANTS
¥29,700（税込み）

130〜160cm　全3色　
フルジップ

10%で2,970円分ポイント還元

スマホでお買い物

スマホでお買い物

スマホでお買い物

スマホでお買い物

スマホでお買い物

スマホでお買い物

スマホでお買い物

スマホでお買い物

スマホでお買い物

MV

CV
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商品によっては発売前やヨドバシ・ドット・コム未掲載
の場合がございます。

Junior
ナイロンMIXグローブ

ターコイズマット

GLOVEJrジュニア

GOGGLESJrジュニア

Junior &Kids

頭を守るためのアイテムなので、大きすぎるものはダメ。
アジャスターで締めて動かないサイズがベスト！

ワンポイントアドバイス
顔にフィットする、柔らかめのフレームがオススメ。
ヘルメットを使用する場合は相性も確認しましょう

ワンポイントアドバイス

身体を守るための脊髄プロテクター。レーシングだ
けでなくフリースキーでも装着をおすすめします

ワンポイントアドバイス

バイザー付きヘルメット

レース用ヘルメット

ハーフキャップヘルメット
WHITE

チャコール／ネオンマット Pop	Blue	Mat

8233Fluorescent	Blue

9085Fluorescent	Pink

Glossy	Pink

GIRO
RINGO JR.

PINK	BLACK	BLOCKS

8233Fluorescent	Blue

ホワイト

TROPIC

BKRD

A0Nシャイニーブラックシルバー

8234Fluorescent	Yellow/Green

A0Tシャイニーレッドシルバー

RED

プロテクターパッド付きグローブ

インナーグローブを使用するの
がオススメ。保温性を高め、洗え
るので清潔感もアップします

ワンポイントアドバイス

9050Fluorescent	Orange

BOT	GREEN

FLOWERS

WKホワイト/ブラック

290240Navy/Turquoise

4003サーフザウェブ/ブラック/ネオングリーン

7769ブラック/ノックアウトピンク

930030Fuchsia/Ivory

4496ドレスブルー/ネオングリーン

レッド

ホワイト

ブラック

ローズ

ブルー

HELMETJrジュニア

PROTECTORJrジュニア
4002サーフザウェブ/
セーフティイエロー/
ブリリアントブルー

350ピンクグロー

454ブリリアントブルー

919Pink	Print279Navy	Print

¥14,300（税込み）　

S/M/L　全3色　メッシュ　
対象：小学生以上〜

POC
POCITO VPD AIR VEST

10%で1,430円分ポイント還元

XS（48〜52cm）/SM（53〜56cm）　
全6色対象：小学生以上〜

¥26,400（税込み）

BRIKO
VULCANO FIS 6.8 Jr

10%で2,640円分ポイント還元

ホワイト×レッド

¥17,600（税込み）　

51〜54㎝　
全3色　対象：小学生以上〜

SWANS
H-70FIS

10%で1,760円分ポイント還元

S（130〜145）/L（145〜160）　
全１色　4Dストレッチ/あばらパッ
ド/MAP2.0
対象：小学生以上〜

¥12,100（税込み）　

MARKER
BODY VEST MAP 2.0 Youth

10%で1,210円分ポイント還元

REUSCH  
TORBY R-TEX XT JUNIOR 
LOBSTER

全4色　4.0-6.0　
対象：小学生以上〜	

¥6,050（税込み）　
10%で605円分ポイント還元

全4色
ダブルレンズ/VIVIDレンズ/
眼鏡対応	
対象：小学生以上〜

¥17,600（税込み）　
10%で1,760円分ポイント還元

ANON

全9色
ダブルレンズ/ミラーレンズ	
対象：未就学〜小学低学年

¥7,040（税込み）　
TRACKER 2.0 ASIAN FIT

10%で704円分ポイント還元
全4色　
ダブルレンズ/眼鏡対応	
対象：未就学〜小学高低学年

¥6,490（税込み）　

ALPINA
SCARABEO JR.DH

10%で649円分ポイント還元

インナー REUSCH  DRYZONE  JR
¥1,590（税込み）　

全１色　4.0-6.0　対象：小学生以上〜
10%で159円分ポイント還元

REUSCH  
LUIS R-TEX 
JUNIOR LOBSTER

ダウン

全3色　4.0-6.0　
対象：小学生以上〜

¥6,930（税込み）　
10%で693円分ポイント還元

REUSCH  
RS JUNIOR

RACE

全1色　5.0-7.0　
対象：小学生以上〜

¥12,650（税込み）　
10%で1,265円分ポイント還元

REUSCH  
TORBY R-TEX XT JUNIOR

全4色　4.0-6.0　
対象：小学生以上〜	

¥6,050（税込み）　	
10%で605円分ポイント還元

7769ブラック/
ノックアウトピンク

8234Fluorescent	
Yellow/Green

9050Fluorescent	
Orange

¥22,000（税込み）　

XS〜S（51〜54cm）　全4色　
対象：小学生以上〜

POC
POCITO SKULL

10%で2,200円分ポイント還元

S（〜125cm）/M（120〜140cm）/L
（140〜160cm）　全１色　
メッシュ/AMID	Body
対象：小学生以上〜

ATOMIC
LIVE SHIELD AMID JR

10%で1,749円分ポイント還元
¥17,490（税込み）　

POC

全4色
ダブルレンズ	
対象：小学生以上〜

POCITO OPSIN

10%で1,100円分ポイント還元
¥11,000（税込み）　

UVEX

全4色
ダブルレンズ/ミラーレンズ
/眼鏡対応	
対象：小学生以上〜

slider FM

10%で979円分ポイント還元
¥9,790（税込み）　

SWANS
140-MDH

全3色　
ダブルレンズ/ミラーレンズ	
対象：小学生以上〜

10%で660円分ポイント還元
¥6,600（税込み）	

ATOMIC

XS（48〜52㎝）/S（51〜55㎝）　全5色　
対象：未就学〜小学高学年

SAVOR VISOR JR

10%で1,529円分ポイント還元
¥15,290（税込み）

スマホでお買い物

ALPINA

¥19,800（税込み）　

51〜55㎝/54〜58㎝　全4色　
対象：小学生以上〜

ZUPO VISOR

10%で1,980円分ポイント還元

スマホでお買い物

¥15,400（税込み）

KS（49〜53㎝）/KM（53〜56㎝）/KL
（56〜59㎝）　全5色
対象：未就学〜小学高学年

SALOMON
GROM VISOR

10%で1,540円分ポイント還元

スマホでお買い物

スマホでお買い物

スマホでお買い物

スマホでお買い物

REUSCH  
RJ LOBSTER

RACE

WRホワイト/レッド

¥12,650（税込み）　

全1色　5.0-7.0　
対象：小学生以上〜

10%で1,265円分ポイント還元

スマホでお買い物

7810ブラック/ホワイト/オレンシﾞ

REUSCH  
WORLDCUP WARRIOR 
R-TEX XT JUNIOR

RACE

全1色　5.0-7.0
対象：小学生以上〜　

¥13,750（税込み）　
10%で1,375円分ポイント還元

スマホでお買い物

スマホでお買い物 スマホでお買い物

スマホでお買い物

スマホでお買い物 スマホでお買い物

ホワイト／ピンクマット

レッド／シアンマット

¥9,900（税込み）　

51〜55㎝/54〜58㎝　全4色
対象：未就学〜

UVEX
Heyya Pro

10%で990円分ポイント還元

スマホでお買い物

イエローグリーン

SWANS

¥8,800（税込み）

51〜54㎝　全3色	
対象：未就学〜小学低学年

H-56

10%で880円分ポイント還元

スマホでお買い物

スマホでお買い物
スマホでお買い物

スマホでお買い物

スマホでお買い物スマホでお買い物スマホでお買い物

ピンク

ブルー XXS(45-49cm)デザイン入り/XS(50-55ｃｍ）単色になります
全3色　対象：未就学〜小学中学年

¥9,900（税込み）　

MARKER
BINO

10%で990円分ポイント還元

BINO	XS/ブルー

スマホでお買い物

Matte	Midnight/Neon	Lights

Matte	Bright	Orange/Black

NEO JR MIPS

S（52〜55.5cm）/M（55.5〜59cm）
全7色　対象：小学生以上〜

¥22,000（税込み）	MIPS搭載モデル
10%で2,200円分ポイント還元

GIRO
NEO JR
¥15,400（税込み）　

NEO	JR/Matte	Midnight/Neon	Lights

スマホでお買い物

HESTRA 
CZone 3-Finger Jr

全5色　3.0-7.0
対象：未就学〜小学高学年

¥7,700（税込み）　
10%で770円分ポイント還元

スマホでお買い物

HESTRA  
Baby Zip primaloft Long

全4色　1.0-5.0　
対象：未就学〜小学低学年

¥6,050（税込み）

10%で605円分ポイント還元

スマホでお買い物

スマホでお買い物

ダウン
REUSCH  
KADIR DOWN 
R-TEX MITTEN

全4色　Ⅰ-Ⅳ　
対象：未就学〜

¥5,060（税込み）　
10%で506円分ポイント還元

スマホでお買い物

スマホでお買い物

スマホでお買い物

スマホでお買い物

¥19,800（税込み）　

XSS（51〜54㎝）/MLG（54〜58cm）　全4色　
対象：未就学〜小学高学年

POC
POCITO OBEX SPIN

10%で1,980円分ポイント還元

RED

ピンク

コントラストレンズ

10%で1,540円分
ポイント還元
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GOGGLES

石井スポーツ スキー用品ストア 石井スポーツ スキー用品ストア掲載価格はメーカー小売希望価格となります。
最新価格はヨドバシ・ドット・コムでご確認ください。
商品によっては発売前やヨドバシ・ドット・コム未掲載
の場合がございます。

AC/TNF Red Smith BLACK BKOC ホワイト/スカイブルー

SQUAD MAG RIDGELINE-MPDH ESTETICA QHM
¥36,850（税込み） ¥38,500（税込み） ¥28,600（税込み） ¥27,500（税込み）

全4色　＊フレームカラーで価格が変わります。 全4色 全2色 全3色
10％で3,685円分ポイント還元 10％で3,850円分ポイント還元 10％で2,860円分ポイント還元 10％で2,750円分ポイント還元

マグネット脱着式になり、レンズ交換も容易に。
視界のワイドさとスタイルの良さで人気沸騰の
予感。THE NORTH FACEバッグが付属。

コントラストレンズ
マグネット脱着

SMITH ANON SWANS ALPINA

メガネ対応
偏光レンズ

偏光レンズ

景色の色合いを強調することで、斜面の凹凸や滑走ラインなど
斜面の状況を見やすくする効果があります。

雪面から反射する光は、あらゆる方向から目に入ります。偏光レンズには一定方向からの光を通す
フィルムが内蔵されており、乱反射的にいろいろな方向から来る光をカットしてくれます。

人が見ることができる光(可視光線)は波長によって色がついてます。コントラストレンズはレンズ
を通過する光の波長をコントロールすることで、ゲレンデの景色を色鮮やかで立体的な景色に変
えてくれます。レンズカラーや色の濃さによって明るさは変わりますが、見えやすさは向上します。

乱反射(偏光)を偏光フィルターがカットすることでギラつきを抑えます。偏光フィルターが入ること
で一段暗くなりますが、斜面の影がはっきり見えるようになり雪面状況を見えやすくしてくれます。

【通常のレンズでの見え方】 【通常のレンズでの見え方】【コントラストレンズでの見え方】 【偏光レンズでの見え方】

見えやすさのポイントはレンズにあり！ コントラストレンズと偏光レンズ、選ぶならどっち？

コントラストレンズ 偏光レンズ

鮮やかな色彩 くっきりとした明暗さ

奥行き感のある立体的なコントラスト ギラつきを抑えたシャープな視界

裸眼では見えにくい視認性 眩しさを抑えた楽な視認性

M4 TORIC ASIAN FIT

ANONのフラッグシップモデル。来季より登場
するハイコントラストレンズ〈PERCEIVE〉は注
目レンズのひとつ。シチュエーションに合わせ
たベースカラーのレンズは視界の印象を大き
く変えます。好みのカラーをチョイスしましょう。

偏光度も高く設定しているので、レンズ越しで
の視認性に定評のあるSWANS。ミラーコー
ティングもされていますが、偏光レンズならで
はの見やすさから、多少天候が崩れてもハッキ
リと雪面状況を視認できます。

小顔の方や女性にもおすすめ。視界も広く、眼
鏡にも対応し、〈スキッドグリップ〉のついたフ
レキシブルなストラップはヘルメットにしっかり
フィット。偏光レンズを採用し、くっきりとした視
界が得られます。

偏光フィルター
（レンズとレンズの間に挟まれている）

紫外線

自然光

反射光

マグネット脱着

フレームからレンズ
をマグネットで簡単に
脱着できるシステム

メガネ対応コントラストレンズ
マグネット脱着
スペアレンズ付き

スマホでお買い物

スマホでお買い物

スマホでお買い物

スマホでお買い物

ACCESSO
RIES AC

CE
SS

O
RI

ES
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石井スポーツ スキー用品ストア 石井スポーツ スキー用品ストア掲載価格はメーカー小売希望価格となります。
最新価格はヨドバシ・ドット・コムでご確認ください。
商品によっては発売前やヨドバシ・ドット・コム未掲載
の場合がございます。

S.WHT/BUL HD BLK.M/BLK LT HD 934/ブラックオレンジ A0H/カオスレッド

MARKER BRIKO

MATTE AQUA MATTE BLACK

BKOC SLR

SWEET PROTECTION SWANS

BLACK WHITE PEGASI GREY LEAD BLUE

HEAD POC

RED WHITE HEATHERED GREY BRUSH FACTORY PILOT BLACK

ATOMIC OAKLEY

COUNT 360°HD RS
¥37,290（税込み）

全2色
10％で3,729円分ポイント還元

ダブルレンズを重ね合わせた〈FDLレンズ〉、シング
ルレンズのような超クリアな視界には驚き。抜群の
見えやすさです。ボリューム的にも存在感あるサイズ
なので、ヘルメットスタイルにもよく合います。

SAVOR PHOTO
¥13,090（税込み）

全2色
10％で1,309円分ポイント還元

この価格での調光レンズゴーグルは他になし。
メガネにも対応しているので幅広いユーザー
が使用できるモデルです。調光モデル以外もラ
インナップが増え、価格共におすすめ。

FLIGHT PATH XL
¥30,800（税込み）

全10色　＊フレームカラーで価格が変わります。
10％で3,080円分ポイント還元

《AIRBRAKE》に代わるニュースタイルの登場。
眼鏡にも対応したビッグレンズは存在感あり。

〈PRIZMレンズ〉の見えやすさはすでに定評済み。

RIDGELINE-MDH-CMIT
¥33,000（税込み）

全4色
10％で3,300円分ポイント還元

例年ファンを作っている〈RL〉シリーズ。明るめ
の調光レンズは悪天候から晴天時、またナイ
ターまで対応する万能レンズになっています。

FOVEA CLARITY MID
¥27,500（税込み）

全5色
10％で2,750円分ポイント還元

ミドルサイズのMIDタイプがおすすめ。〈クラリ
ティ―レンズ〉のコントラストは視認性も良く、
見やすい視界を確保してくれます。

LAVA FIS 7.6
¥24,200（税込み）

全5色
10％で2,420円分ポイント還元

コントラストレンズの先駆けとして定評を得て
いるBRIKOの〈P1レンズ〉搭載モデル。ピンク
色のレンズは明るさもあり見やすさを向上さ
せてくれます。

HOLLIS
¥13,200（税込み）

全6色
10％で1,320円分ポイント還元

フレームなしのワイドレンズゴーグル。視界の
広さとリーズナブルな価格がおすすめ。レーシ
ングヘルメットに合わせるのもかっこいい！！

OPSIN CLARITY
¥22,000（税込み）

全5色
10％で2,200円分ポイント還元

POCのスタンダードモデルの〈OPSIN〉シリー
ズ。コンパクトなサイズ感と顔にフィットしやす
いフレームの柔らかさがポイント。

V4 CPDH
¥18,700（税込み）

全2色
10％で1,870円分ポイント還元

早期受注限定の調光のクリアレンズ仕様。レー
シングもしくはツリーランをしたい山スキー愛
好家にもご使用いただけます。今までありそう
でなかったクリアレンズの調光タイプ。ナイター
練習にもおすすめです。

FLIGHT TRACKER XM
¥26,180（税込み）

全9色　＊フレームカラーで価格が変わります。
10％で2,618円分ポイント還元

《CANOPY》に代わるニュースタイルなだけに
フルフレームを採用。厚みも薄型に設計し画角
を確保し、視界の広さも良好。

BOONDOCK
¥24,200（税込み）

全5色
10％で2,420円分ポイント還元

平面レンズタイプの強度の強いニュータイプ
ゴーグル。〈RIGレンズ〉に新たなカラーが加わ
り、より日本の天候、ゲレンデに対応しています。

FIREWALL
¥19,800（税込み）

全2色
10％で1,980円分ポイント還元

クラシックなデザインに見えますが、Newレンズ
〈RIG Bixbite〉を搭載するなど、最新テクノロ
ジーが満載。〈RIG Bixbite〉のクリアな見やす
さはおすすめのコントラストレンズです。

MAGNIFY TVT AF + SPARE LENS
¥24,200（税込み）

全1色
10％で2,420円分ポイント還元

HEADよりマグネット脱着式のニュースタイル
ゴーグルの登場。メガネ対応にもなっており、
球面のBIGレンズの存在感が印象的。

16:10+
¥19,800（税込み）

全2色
10％で1,980円分ポイント還元

MARKERの定番モデルとなっている《16：
10+》の偏光レンズモデル。存在感のあるBIG
レンズは視界も広く、偏光効果により視界も良
好。ハーフフレームのスタイリッシュなデザイン
はヘルメットにもよく合います。

SQUADRON+
¥28,600（税込み）

全2色
10％で2,860円分ポイント還元

昨年から登場したマグネット脱着式のゴーグ
ル。レンズの脱着が容易で、ゴーグルを着けた
ままでも付け外しが可能。

HORIZON 2.0 FMR AF
¥18,700（税込み）

全2色
10％で1,870円分ポイント還元

知る人ぞ知る。昨今のHEADゴーグルのクオリ
ティもコントラストレンズ〈TVT lens〉と共に向
上。スペアに曇天用の明るいレンズも付属し天
候への適応幅も広がり、価格もリーズナブル。
一度チェックしてほしいモデルです。

コントラストレンズ
スペアレンズ付き
スマホでお買い物

調光レンズ
メガネ対応
スマホでお買い物

コントラストレンズ
スマホでお買い物

コントラストレンズ
スマホでお買い物

コントラストレンズ
マグネット脱着

スペアレンズ付き
メガネ対応

スマホでお買い物

スペアレンズ付き
スマホでお買い物

偏光レンズ
スペアレンズ付き
スマホでお買い物

マグネット脱着
偏光レンズ

スペアレンズ付き
スマホでお買い物

コントラストレンズ
スマホでお買い物

スマホでお買い物

コントラストレンズ
スマホでお買い物

コントラストレンズ
スマホでお買い物

調光レンズ
メガネ対応
スマホでお買い物 調光クリアレンズ

石井スポーツ
限 定

スマホでお買い物

コントラストレンズ
メガネ対応
スマホでお買い物

コントラストレンズ
メガネ対応
スマホでお買い物

ACCESSO
RIES AC

CE
SS

O
RI

ES
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石井スポーツ スキー用品ストア 石井スポーツ スキー用品ストア掲載価格はメーカー小売希望価格となります。
最新価格はヨドバシ・ドット・コムでご確認ください。
商品によっては発売前やヨドバシ・ドット・コム未掲載
の場合がございます。

ブラックマット/オレンジ/イエロー

MATTE BLACKインクブルーマットダークスレート/オレンジマット

ブラックマット MIDNIGHT ALPS

Legend Technology EXV+ & MIPS SPHERICAL

legendultra

UVEX GIRO

〈MIPS SPHERICAL〉は〈MIPS〉の進化形です。2層の
EPPフォームがボールとソケットのように作動し、衝撃
時、最初の1000分の1秒時にヘルメットと頭の間が
10〜15mmスライドし、衝撃の際に生じる回転エネル
ギーから頭を守ります。

athletic CV
¥18,700（税込み）

全5色
10％で1,870円分ポイント還元

ワイドレンズがアスリートの視界を確保します。
さらに、シングルレンズ特有のクリアさとコント
ラストレンズの視認の良さが売りのゴーグル。

¥26,400（税込み）

55-59,59-61
全4色

10％で2,640円分ポイント還元

ヘルメット上部には丈夫なハードシェル素材
を使用し、側面には軽量なインモールド製法を
用いたハイブリッドテクノロジー。開閉式のベ
ンチレーションを備えた高機能でエレガントな
ニュースタイルのヘルメットです。

¥19,800（税込み）

55-59,59-62
全6色

10％で1,980円分ポイント還元

新たに開発されたオールマウンテンヘルメッ
ト。高度なベンチレーション機能を備えた、斬
新なヘリパイロットデザイン。〈IAS 3Dフィット
システム〉により高度なフィッティングを実現す
るドイツ製のニュースタイルヘルメットです。

uvex downhill 2000 VP X
¥37,400（税込み）

全2色
10％で3,740円分ポイント還元

調光機能と偏光機能を併せ持ったUVEX最上
級モデルのゴーグル。UVEX特有の歪みのな
いレンズの仕上がりは、クリアな視界を約束し
てくれます。

CONTOUR
¥40,700（税込み）

全12色
10％で4,070円分ポイント還元

平面のように見えてゆるやかに湾曲した球面レ
ンズ。ゆるやかなぶん視界の歪みも少なく、クリ
アに見えます。VIVIDレンズのコントラスト度合
いもくっきり見えるので視認性もばっちりです。

MATTE LIGHT GREY

GRID MIPS
¥49,500（税込み）

S（52-55.5）,M（55.5-59）,L（59-62.5）
全8色

10％で4,950円分ポイント還元

MIPSの進化版〈スフェリカルMIPS〉を採用。イ
ンナーフォーム自体が回転するため、衝撃分散
力もアップします。

ORBIT MIPS
¥88,000（税込み）

M（55.5-59）,L（59-62.5）
全2色

10％で8,800円分ポイント還元

段差のないヘルメットフレームとレンズのマッ
チングは驚き。〈ヴィヴィッドレンズ〉、〈スフェリ
カルMIPS〉などGIROテクノロジー満載のバイ
ザーヘルメット。

AXIS 
¥31,900（税込み）

全10色
10％で3,190円分ポイント還元

レンズ交換はマグネット式なので素早く、ストレ
スもなく行なえます。平面モデルの定番として毎
年人気のあるモデル。カラーデザインも豊富で、
曇天用スペアレンズ付きなので、晴天時用の暗
いレンズモデルもおすすめ。

RED MIDNIGHT PODIUM

INTRODUCING EXV+

EXV+ LENS
EXV LENS
TRADITIONAL LENS

新たなレンズの曲率が比類の無い視界を実現
GIROはEXV (Expanded View) 採用ゴーグル「Onset」を発表した際、マーケットに新たな基準を設けました。今シーズン発表する
Contourは、EXVをさらに超える次世代EXV+です。Contourは我々独自のセミ球面レンズ曲率（6x1.5度）により、かつてない広い
視野を確保しました。
一般的に、ゴーグルのフレームが大きいほど視野も広くなると誤解されています。視野の広さはフレームサイズではなく、フレーム
とレンズの形状によって制限されているのです。研究室でのテストの結果、GIROのEXVモデルは他ブランドの巨大な金魚鉢のような
ゴーグルよりも、はるかに広い視野を実現したことが証明されました。ContourはEXV+により、その控えめなシルエットながらも、 
いきなり最先端をリードすることになります。違いは明白、Contourで１本滑れば、今まで何が足りなかったかがすぐにわかるはずです。

6

GIROの広視野テクノロジー〈EXV〉（Expanded View）
をさらに超える新テクノロジー〈EXV+〉が登場。〈EXV+〉
は《CONTOUR》に搭載され、独自のセミ球面レンズ曲
率（6x1.5度）により、かつてない広い視野を確保するこ
とができます。

オールマウンテンヘルメット《legend》は、フリースタイルスキーヤーPaul Eckertと共同で開発し、エキスパートによって厳密
にテストされています。その結果、インパクトのある最新のベンチレーション技術により、ヘルメット内部の快適な温度管理を
可能にしました。スピード感にあふれたコンパクトなシェルデザイン。当然、高い安全基準にも適合しています。

コントラストレンズ
シングルレンズ
メガネ対応
スマホでお買い物

調光レンズ
偏光レンズ
スマホでお買い物

ハードシェルタイプ
スマホでお買い物

ハードシェルタイプ
スマホでお買い物

ハイブリッドタイプ
スマホでお買い物

インモールドタイプ
スマホでお買い物

コントラストレンズ
スペアレンズ付き
マグネット脱着
メガネ対応
スマホでお買い物

コントラストレンズ
スペアレンズ付き
マグネット脱着
メガネ対応
スマホでお買い物

ACCESSO
RIES AC

CE
SS
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RI

ES
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HELMET

石井スポーツ スキー用品ストア 石井スポーツ スキー用品ストア掲載価格はメーカー小売希望価格となります。
最新価格はヨドバシ・ドット・コムでご確認ください。
商品によっては発売前やヨドバシ・ドット・コム未掲載
の場合がございます。

OAKLEY SALOMONATOMIC

RED

A0Q/シャイニーオレンジ

LEAD BLUE

マットネイビー

MATTE FORGED IRON

BLACK

URANIUM BLACK

PURPLE

914/シャイニーホワイトブルー

FLUORESCENT

ライム

RED

BLACK

ANON BRIKO

POC SWANS

SWEET PROTECTION SMITH

BLACK

LOOPER
¥22,000（税込み）

SM（53-56）,ML（56-59）,
LXL（59-61）
全3色

10％で2,200円分ポイント還元

石井スポーツ限定のインターナ
ショナルモデル。国内で買える
のは石井スポーツのみ。Sweet
ゴーグルとのマッチングもよく
一体感のあるスタイルに。

MAXILLA BREAKAWAY
¥8,800（税込み）

全2色
10％で880円分ポイント還元

ハードシェルタイプ

VULCANO FIS 6.8
¥35,200（税込み）

54,56,58,60,62,64
全7色

10％で3,520円分ポイント還元

定番カラー以外の〈FLAG〉モデルなどデザ
インが多彩なヘルメット。後頭部のプロテッ
トパッドが転倒時の衝撃を緩和する、強度
を兼ね備えた安全性の高いモデルです。

SLALOM CHIN GUARD
¥8,250（税込み）

ONE SIZE
10％で825円分ポイント還元

MATTE BLACK/CHARCOALHenrik Kristoffersenモデル

MATTE LAVA

ハードシェルタイプ

VOLATA MIPS TE
¥48,400（税込み）

SM（53-56）,ML（56-59）,LXL（59-61）
全2色

10％で4,840円分ポイント還元

デザインが目を引くクリストファーセンモ
デル。SLの人気ワールドカップ選手のシ
グネチャーモデルです。

スマホでお買い物

スマホでお買い物

インモールドタイプ

ECHO
¥24,200（税込み）

S,M,L,XL
全5色

10％で2,420円分ポイント還元

〈BOAシステム〉を採用したサイズアジャ
ストは、頭へのフィット感も良く、15個開
いたベンチレーションが内部の蒸れを効
率良く外部へ排気してくれます。

スマホでお買い物

インモールドタイプ

インモールドタイプ

OMEGA
¥24,200（税込み）

S,M,L
全2色

10％で2,420円分ポイント還元

《ECHO》のウィメンズカラーモデル。
《ECHO》同様、軽量化されたインモール
ドタイプのヘルメットです。

スマホでお買い物

インモールドタイプ
アジアンフィット

OBEX SPIN ASIAN FIT
¥27,500（税込み）

XS-S（54-58）,M-L（58-62）
全7色

10％で2,750円分ポイント還元

アジアンフィットに 変 わった《 O B E X 
SPIN》。《SPIN》の安全性と軽量化が合わ
さり、使いやすいモデルになって再登場。

スマホでお買い物

ハードシェルタイプ

SKULL DURA X SPIN
¥38,500（税込み）

XS-S,M-L,XL-XXL
全6色

10％で3,850円分ポイント還元

新たなシェイプになり、こちらも再登場。
内蔵ワイヤーでサイズ調整ができ、マグ
ネットロックのあご紐など使用感の良い
モデルになっています。

スマホでお買い物

インモールドタイプ

MOD1 ASIA FIT
¥14,300（税込み）

S（53-57）,M（57-61）,L（61-65）
全8色

10％で1,430円分ポイント還元

フリースタイルなルックス＋リーズナブル
な価格が特徴。ヘルメット内部もかなり広
いので、側頭部が当たると悩まれている
方にもおすすめ。

スマホでお買い物 インモールドタイプ

PIONEER LT ASIAN FIT
¥13,200（税込み）

S（53-56）,M（56-59）,L（59-62）
全2色

10％で1,320円分ポイント還元

サロモンより待望のアジアンフィットモデ
ルが登場。スッキリしたヘルメットスタイ
ルにしたい頭の大きな方におすすめで
す。インナーパッドも柔らかいので被り心
地も良好。

スマホでお買い物

インモールドタイプ

PIONEER LT VISOR
¥27,500（税込み）

M（56-59）,L（59-62）,XL（62-64）
全2色

10％で2,750円分ポイント還元

インモールドタイプの軽量バイザーヘル
メット。柔らかい被り心地も好評で価格的
にもリーズナブル。

スマホでお買い物

インモールドタイプ

HSF-240
¥19,800（税込み）

M（53-57）,L（58-61）
全3色

10％で1,980円分ポイント還元

シンプルデザインの中に被りやすさと軽
さを持つニューモデル。縁取りのシルバー
ラインもカッコよく人気が出る予感。

スマホでお買い物

ハイブリッドタイプ

HSF-230
¥22,000（税込み）

M（53-58）,L（58-62）
全4色

10％で2,200円分ポイント還元

SWANS1番人気の定番モデル。今年はカ
ラーも華やかになり、スタイリッシュなデ
ザインになっています。

スマホでお買い物

スマホでお買い物

SLALOM - FRANCE
¥35,200（税込み）

54,56,58,60,62,64
全2色

10％で3,520円分ポイント還元

今回はフランスチームバージョンをご紹
介。他の国バージョンもありますのでそち
らも要チェック。完全レーシングタイプなの
で丈夫さには定評あり。強さをイメージす
るレーシングデザインは毎年好評です。
ハードシェルタイプ
チンガード付属
スマホでお買い物

ハードシェルタイプ

ICON
¥52,800（税込み）

M（55-59）,L（59-63）
全3色

10％で5,280円分ポイント還元

ついにSMITHよりレーシングヘルメット
が登場。〈MIPS〉標準搭載＋〈コロイド構
造〉により高い衝撃耐久性を兼ね備えて
います。

スマホでお買い物

石井スポーツ
限 定

スマホでお買い物

スマホでお買い物

SAVOR VISOR STEREO
¥32,890（税込み）

S（51-55）,M（55-59）,L（59-63）,XL（63-6５）
全5色

10％で3,289円分ポイント還元

インナーパッドも柔らかく被り心地のよい
バイザーヘルメットになっています。ハード
シェルタイプですが軽さもあり、価格もリー
ズナブルに設定されています。初めてバイ
ザータイプを使用する方におすすめ。

スマホでお買い物

ハードシェルタイプ

スマホでお買い物

ALTUS
¥27,500（税込み）（MIPS非搭載）
¥30,250（税込み）（MIPS搭載）

S（51-55）,M（55-59）,L（59-63）,XL（63-67）
※カラーによりサイズが異なります
全4色
前方の通気口より取り込んだ空気がゴー
グル内の湿気も吸い寄せ外部へ排出。
ゴーグルとヘルメットの相性の良さも売
りのひとつ。
インモールドタイプ

10％で3,025円分ポイント還元（MIPS搭載）
10％で2,750円分ポイント還元（MIPS非搭載）
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石井スポーツ スキー用品ストア 石井スポーツ スキー用品ストア掲載価格はメーカー小売希望価格となります。
最新価格はヨドバシ・ドット・コムでご確認ください。
商品によっては発売前やヨドバシ・ドット・コム未掲載
の場合がございます。

250/ROYAL

BK/SGL

350700/GREY Nt BROWN

BK

HESTRA

SWANY

ブラック/ホワイト/フルオレッド

ネオンピンク

レッド/ネオンイエロー

ホワイト/ブラック ブラウン

reusch LEKI
進化したグリップシステム TRIGGER 3D

転倒などによる一定の負荷がかかるとロックが外れるセーフティービンディング。クリッ
クイン＆アウトで簡単に素早くグローブをポールからリリースできる着脱システムも搭
載し、グローブとポールの一体感が高く、パワー伝達と操作性にも優れています。進化
したTRIGGER 3Dは220度と広範囲の負荷に対してのリリースを可能にしました。

COMFORT CONTROLSAFTY

雪山へのアプローチシューズとして最適な防寒ブーツ。防水加工が施された
柔らかい外生地は簡単に折りたため付属バッグに収納可能。滑りにくいソール
面が雪道でもしっかりグリップ。カラーも豊富です。

ANTHRACITE BLACK

LIMOGES NAVY

BEETROOT PINK

CLEAR WHITE

SCARLET RED

CERAMIC TEAL

FLAME ORANGE

STEELIE GRAY

折り畳むとコンパクトに

滑りにくいソール面

収納バッグが付属

VENOM SL 3D
¥34,100（税込み）

110,115,120cm
10％で3,410円分ポイント還元

話題のピンク色バージョン。カーボンとアルミのコ
ンビシャフトで最強のバランスと強度を兼ね備え
ています。3サイズ限定なのでご注意ください。

VENOM VARIO 3D
¥37,400（税込み）

95～125cm伸縮式
10％で3,740円分ポイント還元

新しい〈トリガー3D〉のグリップになり安全性が向
上。パウダーにも対応したリングが付属し、ゲレン
デからバックカントリーまで幅広く対応します。

KIDS&JUNIOR
¥12,100（税込み）

19.5～22㎝(0.5cm刻み)
10％で1,210円分ポイント還元

ADULTS
¥14,300（税込み）

22.5～30.5㎝(0.5cm刻み)
10％で1,430円分ポイント還元

WORLDCUP WARRIOR GS
¥38,500（税込み）

6.5-9.0（0.5サイズ刻み）
10％で3,850円分ポイント還元

「Winners wear the Warrior ! 」。最高レベルのレー
スパフォーマンス用に開発されたグローブで、最大限
のプロテクションとフィッティングを実現します。

スマホでお買い物

RELATION
¥17,600（税込み）

6.5-9.0（0.5サイズ刻み）
10％で1,760円分ポイント還元

握りや すさと装 着 感 が 一 新 。生まれ 変 わった
《RELATION》。保温性の高い高級レザー素材を使
用。ナックルとフィンガー部分にはソフトパッドを備
え、リストはしっかりとホールドします。

スマホでお買い物

LOBSTER
¥17,600（税込み）

6.5-9.0/カシスのみ6.5-8.0（0.5サイズ刻み）
10％で1,760円分ポイント還元

外気をしっかりと遮断してくれる高級レザーを使用
し、インナーにはボア素材を使用した暖かく快適な
グローブです。ズレの少ない構造は優れたグリップ
感を実現します。

スマホでお買い物

FALL LINE 3-FINGER
¥17,600（税込み）

6-10（1サイズ刻み）
10％で1,760円分ポイント還元

手首にネオプレーンを使用することで収縮
性のあるピタっとした装着感が好評。丈夫
な牛革使用なので着け心地も抜群。

スマホでお買い物

3-FINGER 
FULL LEATHER SHORT
¥16,500（税込み）

4-10（1サイズ刻み）
10％で1,650円分ポイント還元

3フィンガーシリーズの末っ子モデル。手首
のショートタイプグローブで、インナーグ
ローブ内蔵で暖かさは抜群。

スマホでお買い物

GORE-TEX

CLASSIC COMBI GLOVE
¥16,500（税込み）

［Men's］XS,S,M,L　［Ladies］XS,S,M
10％で1,650円分ポイント還元

ヤギ革、牛革で柔らかさと丈夫さが特徴。
伸縮の必要な甲の部分にはソフトシェル
を使い、さらには防水、防風に強い〈ゴア
テックス〉を使用してこの価格。おすすめ
です。

スマホでお買い物
スマホでお買い物 スマホでお買い物

アルミ合金/ケブラーカーボン

スマホでお買い物

アルミ合金/カーボン

スマホでお買い物

Union Full Leather
¥18,700（税込み）

［Men's］XS,S,M,L　［Ladies］XS,S,M
10％で1,870円分ポイント還元

握りやすさでおすすめの一品。牛革の丈夫
さと使いやすさが一体となったモデルで
す。シンプルなクラシックデザインながら、
カラーも豊富でウェアとのコーディネイト
も楽しめます。

スマホでお買い物

GORE-TEX
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石井スポーツ スキー用品ストア 石井スポーツ スキー用品ストア

自然を相手にするスキーでは暑さ寒さ対策は欠かせません。
いつも快適なコンディションを保つアイテムのひとつがアンダーウェアです。
その日、1日を快適に過ごすために、あなたは何を求めますか？
３つの目的別に注目アイテムを紹介します。

テーピング効果や段階着圧で疲れしらず

綺麗な色やデザインで気分も高めて

素材の特徴を生かして暖かく、快適に機能性アンダーウェアの定番
CW-X

「伸びて発熱」するあったかインナー
C3fit

石井スポーツ限定。
オリジナルアンダーウェア

CWA

ウール素材の良さを引き出すブランド
石井スポーツ初登場！

ACLIMA

職人によるイタリア製にこだわった
モノづくりブランド

MICO
春夏秋冬１年をとおして使える
アンダーウェア

MILLET

スポーツブラSPEEDモデル
【5方向サポート】
HTY198
¥7,260（税込み）

10％で726円分ポイント還元

スマホでお買い物

PRINT ZIP-T
CW9924P
¥12,100（税込み）

10％で1,210円分ポイント還元

スマホでお買い物

WOOL NET 
Crew Neck Women'S
101628
¥13,200（税込み）

10％で1,320円分ポイント還元

スマホでお買い物

Woman long sleeves 
mock neck
IN-1456
¥11,000（税込み）

10％で1,100円分ポイント還元

スマホでお買い物

Woman long tight pants
IN-1458
¥7,700（税込み）

10％で770円分ポイント還元

スマホでお買い物

LD DRYNAMIC™ 
MESH 3/4 TIGHTS
MIV01359
¥5,390（税込み）

10％で539円分ポイント還元

スマホでお買い物

LD DRYNAMIC™ 
MESH 3/4 SLEEVE
MIV01358
¥6,930（税込み）

10％で693円分ポイント還元

スマホでお買い物

LD DRYNAMICＴＭ 
MESH TANK TOP
MIV01278
¥5,830（税込み）

10％で583円分ポイント還元

スマホでお買い物

WOOL NET 
T-Shirt Women'S
103277
¥11,000（税込み）

10％で1,100円分ポイント還元

スマホでお買い物

PRINT TIGHT
CW9928P
¥9,900（税込み）

10％で990円分ポイント還元

スマホでお買い物

アドバンスウォームハイネック
GCW00311
¥7,700（税込み）

10％で770円分ポイント還元

スマホでお買い物

アドバンスウォーム ZU L/S
GCW00310
¥8,800（税込み）

10％で880円分ポイント還元

スマホでお買い物

アドバンスウォーム3／4タイツ
GCW00361
¥6,820（税込み）

10％で682円分ポイント還元

スマホでお買い物

YOGAタイツ
【おなか・おしり・ふともも STYLE UP】
JCY209
¥10,780（税込み）

10％で1,078円分ポイント還元

スマホでお買い物

バストをしっかり守るスポーツブラ。走ったり跳んだりする
スポーツのほか、多方向に動くスキーにもおすすめ。独自
の5方向サポート機能を搭載し、バストのユレを軽減。薄く
て軽い着け心地が特徴です。着用時の肩の圧迫感も軽減さ
れ、カップ肌側は縫い目が少なくやさしい肌あたりです。
・機能性：吸汗速乾

昨年、有明会場で好評だったべースレイヤーブランド、Hotchillys
のデザイナーが、今年は石井スポーツのためだけにプロデュース。
カラフルなデザインは継続しつつ、新素材でブランド名「CWA」とし
て新登場。石井スポーツ限定商品です。

最近目にすることが多くなったメッシュ構造のアンダーウェ
ア。ボディ部分のメッシュ構造は、身体と衣服のコンタクトポ
イントを少なくすることで、身体から発する蒸気を外へ最大
限に逃がします。このアクリマの主軸はメリノウール。メリノ
ウールが持つ保温性を最大限に引き出し、驚異的な暖かさ
を生み出します。

メッシュ構造のアンダーウェ
ア＝ドライナミックメッシュ！
汗は素早く上に着ている
ウェアに移し、肌はいつもサ
ラサラ感覚。メッシュの穴に
空気の層ができることで保
温効果も抜群！　ハイクアッ
プ時の汗対策から滑走時の
保温効果まで、この１枚が
あれば寒さや暑すぎの心配
はなくなります。

NANOテープ*でたるみを引き上げるアンダータ
イツです。本体生地でぴったり包みこみ、動いても
シルエットをキープします。下腹からウエストまで
をやさしく押さえ、広範囲にたるみをすっきり。ス
タイル良く見せながらスポーツを楽しみたい女性
におすすめ（*「NANOテープ」は、滑りにくくソフトな肌触り
の、テイジンの超極細繊維「ナノフロント®」を使用したテープで
す。「NANOテープ」は、株式会社ワコールの登録商標です）
・機能性：吸汗速乾・UVカット・ストレッチ

気温が低い秋から冬のシーズンも快適にス
ポーツをするための高機能保温アンダーウェ
ア。生地に伸縮を繰り返すと発熱する新しい素
材を使用。運動開始からすぐに暖かさを得ら
れ、生地の温度が20度を超えると発熱効果が
下がっていきます。温度が下がるとまた発熱す
るため、運動時に過剰に暑くならず、快適な体
温を保つ手助けをしてくれます。高いストレッチ
性と独自の立体設計、膝下までの3／4丈で動
きを妨げません。

LB
（2020年11月発売予定）

背中側はYバックです

首の後ろにはピンク
の切りかえとミコの
ロゴマークが

BU

PI

EN Black

XG

XG

BL

GR

PI

HTY199
¥7,590（税込み）

10％で759円分ポイント還元

4 991876 895486

スマホでお買い物

TieDye

TieDye

Nocturnal

Nocturnal

Eletric

Eletric

Black

Black Black

Black

Black

スキンテックを採用し、効果的に
汗を発散する軽量アンダーウェア
です。優れた伸縮性により肌と密
着、パフォーマンスをアップする
と共に、最適化蒸散により肌をド
ライで理想的な温度に保ちます。
ベルガモ大学（伊）との共同研究
で開発された新素材、オドールゼ
ロ、天然素材で消臭効果をのば
すことに成功したXT2の採用に
より、効果的かつ継続的に消臭
効果を発揮するのも魅力。

石井スポーツ・スキー女子が
すべての女性スキーヤーへ伝えたい！

Black

良い意味でスポーツブラらしくない！　肌触りの良
い軽い着け心地で、肩甲骨が動きやすく、なおかつサ
ポート力が抜群です！　CW-Xならではのサイズバリ
エーションやデザインもGOOD（宮の沢店・永坂綾香）

これまでサポートタイツだけで保温性を求め
ることは難しく、保温性かサポート力、どちらか
を選ばなくてはならず、重ね着を余儀なくされ
ていました。私は普段レディースウェアを着て
いるので、重ね着すると窮屈になり、シルエット
が崩れてしまうので、着用モデルを選ぶ必要が
ありました。このアドバンスウォームは、タイツ
1枚での保温性が高く、血流をうながすための
着圧が、1日中、筋肉が固まらずに滑ることを可
能にしてくれます。柔軟性の高いパフォーマン
スをさせてくれるので、私のように疲れをため
てしまいやすいスキーヤーにはぴったりだと思
います（プロスタッフ・大場朱莉）

MICOは着用感がないくらい身体にフィットしま
す！　縫い合わせの凸凹も気にならず、ストレス
しらずで着心地もとってもいいですよ。素材にこ
だわり、縫製にこだわり、身体の動きを妨げない
ので、アクティブに楽しむ方に最高の一着です!!
消臭にもこだわっているので、春スキーなどで
思いきり汗をかいても気にならないのは女性に
はうれしいですね（新宿西口店・山田梢）

バックカントリースキーのハイクアップで大汗を
かいても濡れやベタつきを感じず、休憩中も冷え
を感じにくいので、スキーを思いきり楽しめます。
またウール素材なので汗の匂いも気になりません
（松本店・髙橋奈津子／登山ウェアバイヤー）

今回、石井スポーツのために
特別に用意したアンダーウェ
アです。アンダーウェアは単
色物が多いなかで、このアン
ダーはデザインが綺麗。３色
もあるのでどれを選ぶか悩
みますね（新潟店・佐藤律子）

SKIを楽しく快適に！
アンダーウェアで差をつけよう！

BK

XG

BK

EN

BK

EN

KC

汗冷え対策で着始めたミレーのド
ライナミックメッシュですが、山に行
く際は手放せないアイテムになっ
てます。とくにバックカントリーで
は、相性抜群なウールのカットソー
と合わせると、とても温かい。冬用
の少し厚手の生地を上に着ると、
このメッシュの大きな穴に身体か
ら出る熱がこもるのです。もちろ
ん、かいた汗は肌に戻りにくいた
め、汗冷え対策はバッチリ！　年中
使えるタンクトップがおすすめです
（長野店・田近京）

タイツを履かずに運動するより、長時間経過したときの脚の
疲労感が軽く感じます。スキーや山登り、ランニングで使うこ
とが多いので、関節や筋のサポートがついていると、安定感
があり動きもスムーズになると思います。汗をかいてもさらっ
としているので、汗によるウェアへの張りつきや引きつる感じ
が気にならないのもおすすめです（宮の沢店・押味輝）

スポーツブラSPEEDモデル
【5方向サポート】
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石井スポーツ スキー用品ストア 石井スポーツ スキー用品ストア

BODY CARE

掲載価格はメーカー小売希望価格となります。
最新価格はヨドバシ・ドット・コムでご確認ください。
商品によっては発売前やヨドバシ・ドット・コム未掲載
の場合がございます。

BAUERFEIND ROTEX MOTION
ゲニュTrain
¥12,650（税込み）

0,1,2,3,4,5,6
全2色

10％で1,265円分ポイント還元

関節の動きを制限せず、膝関節周辺部の痛みや
不安定感に全般的に使用できる膝サポーター。
膝関節の形状に沿ってニット網で編み込まれ、膝
蓋骨周辺をシリコーンパッドで押さえ膝関節を安
定させると共にマッサージ効果をうながします。
主な適応：変形性膝関節症・膝関節の捻挫・関節
炎・半月板損傷、前十字靭帯(ACL)損傷など(外
傷後および手術後の炎症)・膝関節の不安定感

スマホでお買い物

グリッドフォームローラー
¥5,500（税込み）

33cm
全5色

10％で550円分ポイント還元

長さ33cmのコンパクトサイズ。トリガーポイントの代
表的モデルで、体重の負荷をかけながらゴロゴロと
筋膜リリース。まず購入するならグリッドフォームロー
ラーがおすすめ。

スマホでお買い物

チャージフォームローラー
¥7,700（税込み）

直径14㎝/長さ33㎝
全1色

10％で770円分ポイント還元

運動後のリカバリー専用に作られたフォームロー
ラー。らせん状の突起が筋肉をつかんだり、広げたり
と疲れた筋肉に酸素の供給と血液の流れをうながし
ます。疲労回復を促進させるフォームローラーです。

スマホでお買い物

グリッドフォームローラーSTK
¥6,160（税込み）

ローラー部の直径5㎝/長さ53㎝
全2色

10％で616円分ポイント還元

内側が回転して手軽に筋膜リリースすることが可能。
持ち運びもしやすく、場所を選ばず使用できるので、競
技前に筋肉をほぐしたりと屋外でも使用可能。

スマホでお買い物

マレオTrain
¥10,780（税込み）

左右あり/1,2,3,4,5,6
全2色

10％で1,078円分ポイント還元

関節の動きを制限せず、足関節を安定さ
せます。内外くるぶしの高さに合わせて
シリコーンパッドにより圧力を均等化さ
せます。アーチサポートも行ないます。
主な適応：足関節捻挫・関節炎・変形性
足関節症・足関節の不安定感

スマホでお買い物

ROTEX FS exercise
¥14,800（税込み）

全1色
10％で1,480円分ポイント還元

アメリカで人気急上昇の回旋パフォーマンス
向上フィットネス器具。股関節の回旋運動を
目的に発明されました。身体の左右バランス
調整はもちろん多彩な回旋運動ができます。

スマホでお買い物

ゲニュTrainP3
¥19,360（税込み）

左右あり/1,2,3,4,5,6
全2色

10％で1,936円分ポイント還元

〈ゲニュTrain〉より安定感が高まります。全体的
に長さが長くなり、コンプレッションを強く設定。
膝蓋骨が外側に落ちるのを防ぐためのストラッ
プと外側広筋を圧迫するパッドが付属。
主な適応：靭帯損傷・半月板脱臼・ランナー膝（腸
脛靭帯炎）・ジャンパー膝（膝蓋靱帯炎）・変形性
膝関節症

スマホでお買い物

サイズ 0 1 2 3 4 5 6

❶大腿部周径（cm） 35-38 38-41 41-44 44-47 47-50 50-53 53-56

❷下腿部周径（cm） 25-28 28-31 31-34 34-37 37-40 40-43 43-46

❶と❷でサイズが異なる場合には❷を優先してください。

14cm

12cm

サイズ 1 2 3 4 5 6

❶大腿部周径（cm） 39-42 42-45 45-48 48-51 51-54 54-57

❷下腿部周径（cm） 28-31 31-34 34-37 37-40 40-43 43-46

❶と❷でサイズが異なる場合には❷を優先してください。

17cm

15cm

TRIGGERPOINT トリガーポイントの使い方はこちら▶︎▶︎▶︎

ルンボTrain
¥24,200（税込み）

1,2,3,4,5,6
全1色

10％で2,420円分ポイント還元

適度な圧迫と背中部のマッサージパッド
で身体を内側から支え腰の負担を軽減さ
せます。正しい姿勢を作り出します。関節
可動域を制限せず、ずれません。フラット
な形状のため、衣服を身に着けても目立
ちにくく、運動時の動きを阻害しません。
主な適応：ぎっくり腰（急性腰痛）・慢性
腰痛

スマホでお買い物

ルンボTrian Lady 回転盤は時計まわり、反時計まわり
のどちらにも回転します。回旋中は
スタートポジションに戻そうとする負
荷がかかる仕組みになっています。

コンディショニングトレーニングに最適！
股関節の可動域と機能性を高めることで
ターン中のポジションニングを向上させよう！

　回転盤の上に足を乗せて回旋させるシン
プルなフィットネス器具。いろいろな活用方
法がありますが、スキーヤーへのおすすめは
コンディショニングトレーニングです。1日数
分間、回転盤に足を乗せ内旋と外旋を繰り返
すことで、股関節の可動域を向上させること
ができます。股関節の可動域が狭かったり、

左右差があると、それを補うために膝が内側
に入ったり、腰がまわったりします。これは
怪我やターン中のローテーションの原因に。
可動域を広げたり左右差を改善することは、
チューブやバランスボールを使ってもできま
すが、同等の効果を〈ローテックスFSエクサ
サイズ〉で簡単に得ることができます。スク

ワットやランジのような基本的なトレーニン
グ種目も、通常に行なうよりもインナーマッ
スルを刺激することができ、身体の機能性向
上に役立ちます。コンディショニングトレーニ
ングに取り入れることはもちろん、滑走前の
股関節まわりのウォーミングアップへの活用
も効果が期待できます。

足元が回転しないよう
に意識しながら実施し
てください。スクワット
と同 様 、スタートポジ
ジョンを外旋あるいは
内旋させた状態にして
実施すると、細部の筋肉
を刺激して鍛えること
ができます。

■ランジ
1 32

片足を乗せ、内旋と外
旋を一定のスピードで
繰り返します。最初は無
理せず、できる範囲でひ
ねることができる角度
を増やしていってくださ
い。続けることで、可動
域と柔軟性の向上に加
え、左右バランスを整え
ることもできます。滑走
前に実施することで、股
関節まわりのウォーミン
グアップも可能です。

■股関節の内旋と外旋 10回3セット/1セット＝左右に10回
ひねるときも戻すときもできるだけゆっくりコントロールして行ないましょう。目安：3秒でひねって3秒で戻す

10回3セット　できるだけゆっくりコントロールして行ないましょう。目安：3秒でしゃがみ、下で1秒キープ、2秒で上げる

10回3セット　できるだけゆっくりコントロールして行ないましょう。目安：3秒でしゃがみ、下で1秒キープ、2秒で上げる

1 32 4

足元が回転しないよう
に意識しながら実施す
るだけでも効果はありま
すが、写真のようにつま
先を開いて立ち、そこか
らつま先が前に向くよう
に内旋させた状態でスク
ワットすることで、臀部や
脚部の細部の筋肉にも
負荷をかけることができ
ます。つま先を内向きに
して立ち外旋させた、逆
パターンも有効です。

■スクワット
1 32 4

学生時代に基礎スキーを始め、
全日本スキー技術選手権大会に
参戦（〜2019年）。選手としてさ
まざまなトレーニングメソッドを
実践しながら学び、トレーナー資
格を取得。スポーツ選手やスポー
ツ愛好家などのトレーニング指
導をしながら、学生を中心にス
キーの指導活動も行なう。
https://training-studio-
buddy.com

榎本茂樹
Personal Training Studio Buddy
代表兼トレーナー
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石井スポーツ スキー用品ストア 石井スポーツ スキー用品ストア

7月12日（日）まで石井スポーツ各店にてご予約承ります。
※12月20日ごろの入荷予定。

DESCENTE

石井スポーツ スキー用品ストア 石井スポーツ スキー用品ストア掲載価格はメーカー小売希望価格となります。
最新価格はヨドバシ・ドット・コムでご確認ください。
商品によっては発売前やヨドバシ・ドット・コム未掲載
の場合がございます。

さまざまなスキーシーンにマッチする、アウトドアライクなブロック切り替え
デザインが特徴。伸縮性に優れた4WAYストレッチ素材を採用し、運動性、
快適性を高めつつ、生地裏に高機能ラミネート素材「Dermizax®」を採用
することで、防水性、透湿性、低結露性の向上を実現。身体を包み込むよう
に精巧に形成したミニマムパターン"S.I.O"でさらなる運動性を導くウェア
は、衣服内をつねにドライに保つ、換気をスムーズに行なうブリーザブルシ
ステムを新搭載。フロントジッパー部分は、デュアルジップを採用することで、
ミッドレイヤーやプロテクター着用時のもたつきによる運動性の低下を防
ぐ。そして、中綿の有無も選択して、受注生産ができる。インシュレイテッドパ
ンツは、脚の長さをより強調できるよう配置した切り替えと、より美しい滑り
を表現するための立体感あるシルエットが特徴。クラウチング時のウエスト
ホールドの維持と、腰の冷えを軽減させるバックウエストホールドを採用。

アウトドアライクなブロック切り替えが、
さまざまなスキーシーンにもマッチ

2月に開催された「Audi FISアルペンスキーワールドカップ2020にいがた湯沢苗場
大会」。男子大回転で2位に入賞したマルコ・オーデルマット選手が所属するスイス・ア
ルペンスキーナショナルチームへのサプライをはじめ、「SNOW JAPAN」アルペンチー
ムやSAJナショナルデモンストレーターへのウェアサプライも行なうデサント。丁寧なモ
ノづくりと優れた機能性、品質の高さから、多くのスキーヤーから支持される。独自コ
ンセプト「S.I.O ミニマムパターン」を元に生み出されるウェアは、スキーヤーのさらな
る運動性を実現すると共に、今シーズンはさらに進化。新たな換気機能である「ブリー
ザブルシステム」を搭載することで、スキーヤーのアクティブな滑りをサポートする。

「S.I.O ミニマムパターン」＆新機能が
アクティブな滑りをサポートする

80年代を彷彿とさせるクラシカルで大胆な切り替えデザインは、運動性の
向上を目的に開発したミニマムパターン"S.I.O"をベースに表現。伸縮性に
優れた4WAYストレッチ素材を採用し、運動性、快適性を高めつつ、生地裏
に高機能ラミネート素材「Dermizax®」を採用することで、防水性、透湿性、
低結露性の向上を実現。さらに、ウェア内をつねにドライに保てるよう、換気
をスムーズに行なうブリーザブルシステムを新搭載。ジャケットは、フロント
ジッパー部分をミッドレイヤーやプロテクター着用時のもたつきによる運
動性の低下を防ぐことができるようデュアルジップ仕様に。中綿の有無を
チョイスして、受注生産も可能。パンツは、保温性も高く、ウエストを圧迫し
ないビブ仕様。より美しい滑りを表現するための膝下のカラーブロックが
特徴で、胸からウエストにかけてサイドファスナーが付いて着脱が簡単だ。

快適なウェア内環境が
優れた運動性を導く

「KEEP RISING TO THE NEXT CHALLENGE（越え続けろ、通過点を）」と
いうコンセプトのもと、斜めに上がるラインを象徴的に使い、”つねに高み
を目指して挑戦する姿勢”をグラフィックで表現。伸縮性に優れた4WAYスト
レッチ素材を採用し、運動性、快適性を高めつつ、生地裏に高機能ラミネー
ト素材「Dermizax®」を採用することで、防水性、透湿性、低結露性の向上
を実現。身体を包み込むように精巧に形成したミニマムパターン"S.I.O"
で、運動性がさらに向上。「Dermizax®」を採用した“S.I.O"のインシュレイ
テッドパンツは、より美しい滑りを表現するための立体感あるシルエットが
特徴。バックウエストホールドを採用することで、クラウチング時のウエスト
ホールドの維持と腰の冷えを軽減する。

つねに高みを目指し挑戦する姿勢を
大胆なライン使いで表現したウェア

Skier_Takao MARUYAMA
Photo_Hiroshi YATABE
SAJ令和2承認第00408号

Skier_Ryu TAKEDA
Photo_Hiroshi YATABE
SAJ令和2承認第00409号

Skier_Yui SUNOHARA
Photo_Hiroshi YATABE
SAJ令和2承認第00411号

Skier_Toshiya OTANI
Photo_Hiroshi YATABE

DWUQJK53
S.I.O INSULATED JACKET
TECHNICAL
¥57,200（税込み）

SSS〜XXO　
全4色

10％で5,720円分ポイント還元

スマホでお買い物

DWUQJD53
S.I.O DEMONSTRATOR 
BIB PANTS
¥47,300（税込み）

SSS〜XO-77　
全7色

10％で4,730円分ポイント還元

スマホでお買い物

DWUQJD54
S.I.O INSULATED PANTS
RISING
¥36,300（税込み）

SSS〜XO-77　
全6色

10％で3,630円分ポイント還元

スマホでお買い物

DWUQJK54
S.I.O INSULATED JACKET
RISING
¥47,300（税込み）

SSS〜XXO　
全6色

10％で4,730円分ポイント還元

スマホでお買い物

DWUQJD51
S.I.O INSULATED PANTS
FREESTYLE
¥39,600（税込み）

SSS〜XO-77　
全8色

10％で3,960円分ポイント還元

スマホでお買い物

DWUQJK51
S.I.O INSULATED JACKET
FREESTYLE
¥44,000（税込み）

SSS〜XXO　
全7色

10％で4,400円分ポイント還元

スマホでお買い物
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7月12日（日）まで石井スポーツ各店にてご予約承ります。
※12月20日ごろの入荷予定。

GOLDWIN

石井スポーツ スキー用品ストア 石井スポーツ スキー用品ストア掲載価格はメーカー小売希望価格となります。
最新価格はヨドバシ・ドット・コムでご確認ください。
商品によっては発売前やヨドバシ・ドット・コム未掲載
の場合がございます。

ストレッチ性、そして防水透湿性能に優れた素材「Dermizax®」を採用したゴールドウインの新作ウェアは、新たに考案され
たベンチレーションシステムを搭載。また、動きやすさを妨げない設計と軽量性も追求したことで、ゲレンデをアクティブに
楽しみたいスキーヤーを、高い運動性能と快適性でサポートする。

運動性能に優れた新設計のウェアは、
防水透湿性の高い素材を採用することで
動きやすく快適な着心地を提供する

Aithērジャケットは、雪山を颯爽と滑り込むアクティブなスキーヤーに最適
なウェア。伸縮性と防水透湿性、低結露性に優れた無孔膜構造の防水透湿
素材「Dermizax®」を、ゴールドウイン独自の立体的な設計パターンと新ベ
ンチレーションシステムと組み合わせることで、極めて快適なウェア内環境
を提供する。動きやすく、濡れに強く、蒸れにも強いウェアは、太陽の照り返
しが厳しい快晴の日も、また寒く風が吹き荒ぶ厳しい環境下においても、ア
クティブで快適なスキーイングを実現する。

Dermizax®と新ベンチレーションの融合が、
動きやすく快適なウェア内環境を提供

ジャケットの内側にトタン状の立
体的なキルトを配置し、身体と
ジャケットの間に意図的に隙間
を作ることで、ベンチレーション
から取り込んだ空気がウェア内
をスムーズに循環。ウェア内の空
気を素早く換気する。

新ベンチレーションが作る
エアの流れ

ウェアの表素材に「Dermizax®ストレッチ2layer」を採用。通気
性と保温性を両立させたシェル感覚の着心地が特徴のジャケッ
トは、アームホールのないオリジナルパターンを採用し、上半身
がよりダイナミックに動けるようにサポートする。新しいベンチ
レーションシステムは、取り込んだ空気を効率良く循環。裏地に
は、オクタ®の起毛面を内側に使用することで、ベンチレーション
を閉めたときにデッドエアを作り高い保温性を確保。

激しく動いても、滑っても
ウェア内は蒸れにくく、つねに快適

「Dermizax®ストレッチ2layer」素材を使用した中綿入りパンツは、表地の伸び
に追従するように裏地にもストレッチ素材を採用することで、暖かくとても動きや
すいパンツに仕上がっている。やや太めのシルエットのカーゴパンツで、右脇にデ
ザインインスピレーション［ARROWS］をイメージしたアイコンがアクセントに。ウ
エストには、滑走時の腹圧を考慮し設計したクリンチバンドを採用している。

暖かく動きやすいパンツは
サポート力も万全

オリジナルパターンを採用したフーデッドジャケットは、防水性と運動性を考慮し
たアームホールのないオリジナルパターンを採用。そして、ダイナミックな滑りの
動きに追従する、運動性能を追求した素材「Dermizax®ストレッチ2layer」を採
用している。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、ファスナーなどのコントラストカラーがスポーティーな印象を与える。大容
量のバックポケットも装備。

着心地がよく快適なウェアは
ストレスなくスキーが楽しめる

Skier_Michael von GrünigenAithēr Jacket
G10320P
¥67,100（税込み）

XS〜XXL
全4色

10％で6,710円分ポイント還元

スマホでお買い物

Atlas Jacket
G10322P
¥53,900（税込み）

XXS〜3XL
全6色

10％で5,390円分ポイント還元

スマホでお買い物

Atlas Pants
G30321P
¥38,500（税込み）

XXS〜3XL（カスタムサイズ可能）
全6色

10％で3,850円分ポイント還元

スマホでお買い物

Dermizax®のメカニズム
Aithēr Jacketのウェア内部

孔が開いていない「無孔膜」タイプの防水透湿素材
「Dermizax®」。孔が開いてないことで高い防水性を
保持しつつも優れた親水性を発揮する素材は、ウェア
内で生じた汗の水分や水蒸気を一度メンブレンが吸い
込み、外側へと吐き出す。そもそもメンブレンは強力に
湿気や水分を吸い込む特性があり、つまり結露もしに
くい。また200%以上の伸長率を持っていて、組み合わ
せる素材の特性や風合いを損なわないことも大きな
利点となっている。

雨/風

親水性、伸縮性汗/水蒸気

濡れ、蒸れ、動きに強い素材が
これまで以上に滑りの質を高める

背面にあるベンチレーションから、
循環した空気と共に
ウェア内の熱気や蒸気を排出

取り込んだ空気が
ウェア内を循環

胸にある
ベンチレーションから
外の空気を取り込む
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石井スポーツ スキー用品ストア

PHENIX MIZUNO

石井スポーツ スキー用品ストア掲載価格はメーカー小売希望価格となります。
最新価格はヨドバシ・ドット・コムでご確認ください。
商品によっては発売前やヨドバシ・ドット・コム未掲載
の場合がございます。

「ORCA MOTION FIT」が
上質な着心地と運動性を提供
その佇まいの美しさだけでなく、滑り出してからのスキーヤーのシルエットの
スマートさも人気の要因のひとつとなっているフェニックスのウェア。今季は、
フェニックスが独自に開発を進めてきた「ORCA MOTION FIT」を採用した
ウェアが発売となる。防水透湿性に優れた素材「Dermizax®EV」と「ORCA 
MOTION FIT」との融合は、他の追随を許さない。

Skier:Tetsuya AOKI
Photo:Masahisa KUROSAKI
SAJ令和2承認第00406号

SAJ令和2承認第00407号

滑走時のダイナミックなパフォーマンスを実現するために新設計された
「ORCA MOTION FIT」を採用したウェアは、スキーヤーをストレスな
くサポートする。そして、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
素材を採用することで、着心地はもちろん、ライディング時の美しいシル
エットをとことん追求したスキーウェアに仕上がっている。

ハードな滑走も全面的にサポート
動きやすさを追求した新設計シルエット

phenix 
Team Jacket
¥53,900（税込み）

XS～XXL
全5色

10％で5,390円分ポイント還元

スマホでお買い物

phenix 
Team 3-D Pants
¥36,300（税込み）

XS～XXL
全6色

10％で3,630円分ポイント還元

スマホでお買い物

青木哲也選手のコメント
滑走時の運動を妨げない、またシルエットが
綺麗に見えるように、それぞれのパネルが
計算されたカッティングになっていると思う。
全体的にシルエットにゆとりがあるので着心
地もいいです。フェニックスでは定番になっ
たパンツの膝の切り替えにより、脚の高低差
や動きがわかりやすく、滑りをアグレッシブに
魅せてくれます。切り替えの高さ、ラインも滑
りを計算された配置になっています。保温性
も十分で暑くなったときはベンチレーション
を活用することでウェアの蒸れもなく、コブな
どの激しい滑走後もとても快適です。機能面
では、配置も使いやすく、収納力も高いポケッ
ト、ヘルメットやニット帽とギアを変更しても、
しっかりアジャスト可能なフードと基本機能
もしっかり装備されています。

7月12日（日）まで石井スポーツ各店にてご予約承ります。
※12月20日ごろの入荷予定。

スマホでお買い物 スマホでお買い物スマホでお買い物 スマホでお買い物

7月12日（日）まで石井スポーツ各店にてご予約承ります。
※12月20日ごろの入荷予定。

10％で4,950円分ポイント還元 10％で3,850円分ポイント還元 10％で4,950円分ポイント還元 10％で3,850円分ポイント還元

W
EARS W

EA
RS



832020-21 SKI CATALOG82 Sieger  

石井スポーツ スキー用品ストア 石井スポーツ スキー用品ストア掲載価格はメーカー小売希望価格となります。
最新価格はヨドバシ・ドット・コムでご確認ください。
商品によっては発売前やヨドバシ・ドット・コム未掲載
の場合がございます。

石井スポーツ スキー用品ストア 石井スポーツ スキー用品ストア

7月12日（日）まで石井スポーツ各店にてご予約承ります。
※12月20日ごろの入荷予定。

ONYONE SCHOFFEL
ジャンルを問わず
ウェアと共に頂点へ挑む

アルペンスキーワールドカップにおいて
500を超える表彰台を獲得するウェア

「勝つために選んだ」をテーマに、フリースタイルスキーモーグル日本代表として活躍する
堀島行真や、アンドラ公国アルペンナショナルチームをサポート。19-20シーズンの「魅せ
る」をテーマに開発されたウェアを新シーズンも継承し、新たに同色系のカラーをトーン
違いで組み合わせることで、スッキリとしたコントラストが魅力のウェアを実現。仲間でそ
ろえやすいTEAMモデルでは、前年のDEMOモデルのカラー切り替えを採用し、視覚効果
の良さで滑り手の表現を正確に具現化。20-21モデルも、選手やアドバイザーからの情
報を元に、動きやすく、より「魅せる」ウェアを開発している。

1804年、ドイツ・ミュンヘンからほど近い小さな町で誕生したショッフェル。 09-10シーズン
からオーストリア・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
をはじめ、コーチのレースウェア、スキーウェアをサポート。以来、アルペンスキーワールドカッ
プにおいて500を超える表彰台を、トップアスリートと獲得している。また長年にわたるオー
ストリアチームとの学びが、一般スキーウェアにも生かされていることも見逃せない。

Skier_Yoshiyuki KASHIWAGI
Photo_Hiroyuki SATO

Skier_Yuka OHTAKI

「動きを効果的に見せる」をテーマに、スモーキーカラーと同系の明るいカラーを組み合わせ、
全体的にまとまり良く目を引くウェアに仕上げている。ジャケットの脇と袖下のパーツの一体化
による上半身の動きやすさと、パンツの3D立体裁断によるウエストから太ももにかけてのライ
ンと膝のシルエットを効果的に見せ、20-21シーズン、オンヨネを代表するモデルとなっている。
＊6、7月限定でカラーオーダーも可能となっている（５名以上）

滑りを大きく見せるコンペティションウェア

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、アームと下肢にはプロテクションパッド
を搭載。耐水圧が10,000ｍｍ、透湿10,000MVRのレーシングスーツは、防
風性や撥水性に優れ、内側は起毛仕様で保温性もしっかり確保。裾はシリコ
ンバンド仕様にすることで、ストレスのないフィット感を提供。 ÖSV (Austrian 
ski team)のロゴプリント入り。

多くの勝利を手繰り寄せてきた
憧れのレーシングスーツ

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＆パンツのレプリカウェア。20-21シーズンは、
異なる赤色の切り返しと白のファスナーがアクセントと
なり、より鮮やかでアグレッシブなデザインに進化。ショッ
フェルオリジナル防水生地「Venturi Stretch」を採用す
ることで、動きやすさと快適性を高次元で実現する。袖に
止水ファスナー付きパスポケットを搭載し、クリーナー付
きゴーグルポケットも装備。背面下部には、威厳と伝統
みなぎるÖSV (Austrian ski team)のロゴプリントを配
置。中綿入りパンツは、ファスナーのフルレングスオープ
ン仕様で着脱が容易になった。

威厳と伝統に満ちたレプリカモデルは
高機能でスタイリッシュ！

ショッフェルが打ち出すオールマウンテンモデル。フリー
ライドプロスキーヤーRoman Rohrmoserをアンバサ
ダーに迎え共同開発されたウェアは、細部にまでこだ
わったハイクオリティーモデル。ゲレンデからバックカン
トリーまで、さまざまな冬山のアドベンチャーをスマー
トにサポート。高機能素材「Dermizax®EV」を使用す
ることで、防風、通気、ストレッチ性に優れた3レイヤー
ジャケットを実現。スノーガードや防水ジッパー、脇下ジッ
パーベンチレーション、左袖パスポケット、スノーガード、
RECCO®、リフレクターなども装備。パンツは、両サイドに
ファスナーベンチレーションを搭載。右がウィメンズモデ
ル、左がメンズモデル。

アルペンだけじゃない
オールマウンテンモデルも高性能

前年のDEMOモデルのデザインで、四肢の動きを
より見やすくするポイントカラーを20-21のTEAM
モデルに採用。さらにカッティングも近づけること
で、昨年までのTEAM モデルからさらに「価格・デ
ザイン・機能」をアップグレード。全体的にバランス
のとれたおすすめのウェアとなっている。 ジャケッ
トは、大胆なカットデザインのタイプとシンプルな
ラインパターン、パンツは膝下にポイントカラーを
入れたタイプと無地、上下それぞれ2タイプから自
由な組み合わせが可能なウェアとなっている。

滑り手の表現の幅を広げる
TEAMウェア

DEMO OUTER JACKET
ONJ93041
¥51,700（税込み）

3S〜XO　
全6色

10％で5,170円分ポイント還元

スマホでお買い物

DEMO OUTER PANTS
ONP93051
¥40,700（税込み）

3S〜XO 
※6・7月限定特殊サイズオーダー可能　
全6色

10％で4,070円分ポイント還元

スマホでお買い物

TEAM OUTER JACKET
ONJ93401
¥39,600（税込み）

SS〜XO　
全6色

10％で3,960円分ポイント還元

スマホでお買い物

TEAM OUTER JACKET
ONJ93400
¥39,600（税込み）

SS〜XO　
全6色

10％で3,960円分ポイント還元

スマホでお買い物

TEAM OUTER PANTS
ONP93451
¥28,600（税込み）

SS〜XO　
全7色

10％で2,860円分ポイント還元

スマホでお買い物

TEAM OUTER PANTS
ONP93450
¥28,600（税込み）

SS〜XO　
全6色

10％で2,860円分ポイント還元

スマホでお買い物

Race Suit A RT
G10320P
¥66,000（税込み）

S〜XL(EUサイズ）
10％で6,600円分ポイント還元

スマホでお買い物 Stretch Pants 
Zip1  RT
¥52,800（税込み）

46〜50(ＥＵサイズ）
10％で5,280円分ポイント還元

スマホでお買い物

Ski Jacket 
Lachaux M RT
¥77,000（税込み）

46〜50(ＥＵサイズ）
10％で7,700円分ポイント還元

スマホでお買い物

3L Jacket La Grave M
¥84,700（税込み）

46〜50(ＥＵサイズ）
10％で8,470円分ポイント還元

スマホでお買い物

3L Pants La Grave M
¥61,600（税込み）

46〜50(ＥＵサイズ）
10％で6,160円分ポイント還元

スマホでお買い物

3L Jacket La Grave L
¥84,700（税込み）

36,38(ＥＵサイズ）
10％で8,470円分ポイント還元

スマホでお買い物

スマホでお買い物3L Pants La Grave L
¥61,600（税込み）

36,38(ＥＵサイズ）
10％で8,470円分ポイント還元
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MILLET SALOMON

石井スポーツ スキー用品ストア 石井スポーツ スキー用品ストア掲載価格はメーカー小売希望価格となります。
最新価格はヨドバシ・ドット・コムでご確認ください。
商品によっては発売前やヨドバシ・ドット・コム未掲載
の場合がございます。

困難なピークを目指し、
究極のライディングを追求する
トップアスリートが開発！
ハイクアップを必要とするシーンでは、高機能で動きやすいウェアが欠かせない。サロモ
ンの「PEAKシリーズ」は、過酷な環境下においても快適なライディングを楽しめるよう、
さまざまな工夫が詰め込まれている。防水性と透湿性を兼ね備えた「GORE-TEX® PRO」
に加え、高いフィット感を生み出す「MOTIONFIT 360°」、汗をかいてもウェア内をドライ
に保つ「Advanced Skin Dry」など、サロモン独自の技術を存分に体感できるシリーズと
なっている。

２レイヤーの防水透湿素材「DRYEDGE™️２WAYストレッチ」は、アクティブなスキー
ヤーの激しい動きにも、ストレスのないフィット感を提供する。中綿には、綿量の異なる

「PRIMALOFT®︎BLACK」を効果的に配置し、動きやすさと保温性をバランス良く両立。ウェア内
の肩部分のエアメッシュ、斜めに配置された襟のマチ付きジップ、脇下のベンチレーションで、効果
的にウェア内にこもった熱を逃し、行動中のオーバーヒートを防ぎ、優れた快適性を実限する。

パウダーからゲレンデまで対応。
快適性と優れた運動性能が大きな魅力

洗練されたスタイルと高機能性で
スキーヤーの滑り心をプッシュする

S/LAB GORE-TEX PRO 3L PANT M
¥44,000（税込み）

S～XL
カラー

10％で4,400円分ポイント還元

ミレーが作り出すスキーウェアの特徴は、多彩な機能が洗練されたスタイルのなかにくま
なく、そしてスマートに収まっているところ。どこにも無理のないスマートなスタイルであ
りながら、今スキーヤーが求める機能を十二分に満たしている。そこに多くのスキーヤー
が惹かれ実際に手にする。ウェアが高機能であることが当たり前の今、スタイルの良さで
選ぶなら、迷う必要はないはず。

Skier_Hidekazu YOKOYAMA
Photo_Hiroya NAKATA

Skier_Kyoka ISHIKAWA
Photo_Hiroya NAKATA

女性らしいスタイリッシュなシルエットと、優れたストレッ
チ性を持つ防水透湿素材「DRYEDGE™️２WAYストレッ
チ」を採用したウェアは、アクティブな女性スキーヤーの
動きにも、ストレスのないフィット感でサポート。中綿には

「PRIMALOFT®︎BLACK」を使用し保温性を確保しつつ、行
動中の熱は脇下のベンチレーションで効果的に逃し、快適な
ウェア内環境を提供する。ハンドウォーマーポケットのほか、
ゴーグルワイパー付きチェストポケット、スキーパスポケット、
ウェア内側のゴーグル用メッシュポケットなど、豊富なポケット
類は、スキーをより快適にする。

柔らかいラインが織りなすスタイリングと
高い運動性能でアクティブ女子をサポート

Skier_Tenra KATSUNO
Photo_Hiroshi SUGANUMA

MIV8761 
ALAGNA STRECTCH JKT M
¥53,900（税込み）

M
全4色

10％で5,390円分ポイント還元

スマホでお買い物

MIV9129J 
ALAGNA STRETCH PANT J M
¥36,300（税込み）

M
全4色

10％で3,630円分ポイント還元

スマホでお買い物

MIV9130J 
ALAGNA STRETCH PANT J W
¥31,900（税込み）

M
全3色

10％で3,190円分ポイント還元

スマホでお買い物

MIV8771 
ALAGNA STRECTCH JKT W
¥49,500（税込み）

M
全2色

10％で4,950円分ポイント還元

スマホでお買い物

S/LAB GORE-TEX PRO 3L JKT M
¥57,200（税込み）

S～XL
全１色

10％で5,720円分ポイント還元

スマホでお買い物

スマホでお買い物

※︎ウェアのデザインは
　都合により変更する
　場合があります。
　あらかじめ
　ご了承ください

※︎ウェアのデザインは
　都合により変更する
　場合があります。
　あらかじめ
　ご了承ください

ジャケットと同様に、トップアスリートによって開発されたビブパンツは、「Gore-Tex®︎Proシェル」や
「MotionFit 360°」を採用。優れた耐久性と快適性、運動性能を備え、究極のスキーフィールド、そしてターン
を求めるスキーヤーを確実にサポートする。ゆとりがあり動きやすいシルエットが特徴のビブパンツは、スムー
ズなハイクアップを可能にするだけでなく、創造性豊かなアクションを絡めたスキーイングを可能にする。

耐久性、そして運動性に優れた
高機能なビブパンツの登場

サロモンフリースキーチームのトップアスリートによって開発されたシェルジャケットは、耐久性や通気性、可
動性を高めるための新しいテクノロジーを採用。耐久性のある3層の「Gore-Tex®︎Pro」を採用することで、鋭
い岩が突き出た山岳地帯や吹雪や風雨から、スキーヤーを確実にサポート。 また、快適なフィット感を提供する

「MotionFit 360°」が、先の状況が読みにくいバックカンントリーエリアなど多様な動きが要求される状況の
中で、スムーズな運動性能を提供する。困難な状況下で、快適な着心地と運動性能を提供するジャケットは、ス
キーヤーの挑戦をしっかりと後押しする。

攻める気持ちをかき立てる
究極の機能を備えたジャケット
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石井スポーツ スキー用品ストア 石井スポーツ スキー用品ストア掲載価格はメーカー小売希望価格となります。
最新価格はヨドバシ・ドット・コムでご確認ください。
商品によっては発売前やヨドバシ・ドット・コム未掲載
の場合がございます。

インハウス製造だからこそ作り出せる
高機能で革新的なデザインのウェア

Crusader X Gore-Tex Jacket
820079
¥99,000（税込み）

S〜XL
全２色

10％で9,900円分ポイント還元

2000年に設立されたスウィートプロテクション。ノルウェーの厳し
い自然環境下で鍛え上げられたさまざまなプロダクトは、今注目の
的だ。ヘルメットを中心とするプロテクト系専門のブランドと思われ
がちで、レジェンドスノーボーダーであるテリエ・ハーコンセンがヘ
ルメットを愛用することでも有名だが、上質で機能的なウェア作りに
も定評がある。チームライダーのフィードバックを重要視してプロダ
クト制作に反映させ、山の中で求められる機能と品質、そして優れ
たデザイン性の融合を追求する中で生み出されるウェアは、とても
シンプルで美しい。

1989年、地元クライマーたちに
よって創設されたアークテリクス
は、今でも志をひとつにする人々
の集団。現在もカナダ沿岸の山
脈近郊に拠点を置き、デザインと
生産へのこだわりと緻密さとい
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。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、さまざまなアウトドアアクティ
ビティーのニーズに対応でき、期
待を超えたパフォーマンスの実
現を可能にする。

耐久性に優れた70デニールの「Gore-Tex 3レイヤー」を使用したウェア
は、ノルウェーをはじめ、さまざまな山岳地帯でテストを重ねたチームライ
ダーのフィードバックを元に開発。多様な動きが要求されるハイクアップや、
激しいフリーライディングに耐え得る頑丈な作りが大きな特徴だ。今季は、
TUSKENというNewカラーが登場。ブランドを代表するフラッグシップモデ
ルは、さらなる進化を遂げている。

ノルウェーの厳しい自然環境下で
鍛え上げられたフラッグシップモデル

軽くしなやかで、使いやすい「Gore-Tex Infinium 2レイヤー」を使用した
ウェアは、ゲレンデでの使用をメインに考えられた機能的なモデル。シンプ
ルなシルエットの中に、効果的にポケット類を配置することで、快適なゲレン
デスキーをサポート。また、運動性能にも優れていてとても動きやすく、自由
に、そして颯爽とゲレンデを滑りたいスキーヤーにおすすめ。カラーライン
ナップは、Black、Pine Greenの2色に加え、NewカラーのRustが登場。

機能的で動きやすいウェアは
ゲレンデスキーが楽しくなる

革新的なシルエットと耐皮脂性を改善した新しいゴアテックス素材を採用した
スキージャケット。耐候性と通気性に優れた「N70d 3L Most Rugged GORE-
TEX Pro」を採用することで、厳しい自然環境下においてもスキーヤーを確実
にサポート。可動性を最大化する関節パターンは、スキーヤーのダイナミック
な滑りをストレスなく実現する。しなやかで優れた透湿性のある「GORE-TEX 
C-KNIT™」を採用したスキーツーリングパンツは、最大限の機動性を実現する
立体構造のパターニングとガゼットを採用することで、ストレスのないスムーズ
なハイクアップと、イメージどおりのスキーイングを実現する。クイックアジャスト

「TouringCuff™」により、雪の侵入を防ぎながらバックル管理が可能に。

ストレスを感じずに身体が動かせることで
スムーズでロスのないハイク＆ライドを導く

スマホでお買い物

Crusader GTX 
Infinium Jacket
820090
¥59,400（税込み）

S〜XL
全3色

10％で5,940円分ポイント還元

スマホでお買い物

Crusader X Gore-Tex 
Bib Pants
820081
¥82,500（税込み）

S〜XL
全２色

10％で8,250円分ポイント還元

スマホでお買い物

Crusader GTX 
Infinium Pants
820091
¥50,600（税込み）

S〜XL
全3色

10％で5,060円分ポイント還元

スマホでお買い物

Sentinel LT Bib
Women's
¥60,500（税込み）

XS〜XL
全3色

5％で3,025円分ポイント還元

Shashka Jacket Women's
¥82,500（税込み）

XS〜XL
全3色

5％で4,125円分ポイント還元

ノルウェーの厳しい自然で
鍛え上げられたウェアは
美しく機能的で、そして上質

Skier_Yuta SHIMOMURA
Photo_Tomoki FUSE

ARC'TERYXSWEET PROTECTION
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STATE OF ELEVENATE PEAK PERFORMANCE

石井スポーツ スキー用品ストア 石井スポーツ スキー用品ストア掲載価格はメーカー小売希望価格となります。
最新価格はヨドバシ・ドット・コムでご確認ください。
商品によっては発売前やヨドバシ・ドット・コム未掲載
の場合がございます。

フリーライドを存分に楽しむための機能が
スマートに凝縮されたウェア

快適で気持ち良く身体にフィットするウェアで、
スノーフィールドを存分に満喫しよう！
スウェーデン発のスキーウェア専
門のブランドは、ジミー・オデーン
とサラ・ロングレンのふたりのコア
スキーヤーによって誕生した。「ス
キーヤーとしてのプライドを持っ
て、本当に良いものを着たい」との
想いを軸に、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、妥協なきモノ作りでプロダクト
を展開。また、環境に配慮し、丈夫
で長持ちする製品を作るよう徹底
している。

Freeride World TourをサポートするPeakPerformanceが送り
出す、バックカントリースキーを楽しむためのウェアは、スマート
なスタイリングの中にバックカントリースキーに特化したギミッ
クをフル装備。厳しい環境に耐え得る機能性を備えつつ、洗練
されたスタイリングを両立するPeakPerformance。今季も、革
新的なデザインと優れた機能性で、バックカントリースキーシー
ンのフロントラインをひた走る。

ゴアテックスプロ製で全シームシールの3層シェルジャケット＆パンツは、ス
キーツーリングなどでとくに大きな違いをもたらす。ウェットスーツからヒン
トを得て製作されたウェアは、優れたフィット感でストレスのない動きを可能
にする。さらに、レイヤーシステムを使用して温度をうまく調整できるので、ス
ノーフィールドを満喫したいスキーヤーにとくにおすすめ。スムーズで快適な
ハイクアップ、ダイナミックなダウンヒルを可能にする上質なスキーウェアだ。

ウェットスーツからヒントを得たウェアは
ストレスのないフィット感が心地いい

軽量で保温性に優れた「EPS 2レイヤー」のジャケット＆パンツは、しなやか
な素材感がナチュラルに全身を包み込むような着心地と、ストレスのない運
動性能を提供。これにより、スキーヤーの運動を妨げることなく、イメージど
おりのスキーイングをサポートする。さらに、効果的に働くベンチレーション
のおかげで、ゲレンデスキーもさることながら、ゲレンデの外のフィールドで
も快適なウェア内環境を提供する。

ゲレンデもゲレンデ外も
快適なウェア内環境で楽しもう

今シーズン新登場の「Gore-tex®︎」採用のエントリーモデル。落ち着いたカラーリングや、
やや丈の長めのシルエット、大きめのハンドポケットなど、シンプルなデザインでありなが
らPeakPerformanceらしさが満遍なく詰まった一着に仕上がっている。やや丈が長め
のシルエットのジャケットに合わせるパンツは、ウエストに調整ベルクロを採用すること
で、しっかりとしたホールド性を導く。太ももにはジッパー付ポケットを、太ももサイドに
はベンチレーションを搭載。シンプルなデザインでありながら、快適なスキーイングを提
供するスペックは、さすがピークパフォーマンスだ。

「Gore-tex®︎」採用のエントリーモデルは
フリーライドテイストがフルに詰まった一着に

Freeride World Tour（FWT） 2018年間チャンピオンのKristofer 
Turdell監修の新モデル。FWTに参戦する彼が、大会を勝ち抜くためのウェ
アを具現化したジャケットは、“マスク”という今ま
でにないまったく新しいフードデザインを生み出
した。また「Gore-Tex®︎」 の新しいプロシェルを採
用し、摩耗性、透湿性も最上位のクオリティーを実
現。バブルポケットと名付けられたポケットは、マチ
を作り、膨らみのある形状にすることでアクセスが
格段にスムーズに。ビブタイプの新デザインのパン
ツは、ジャケット同様「Gore-Tex®︎」 の新しいプロ
シェルを採用。サスペンダーをしたまま用を足せる
ようにズボン背面がオープンになるように設計。

トップライダーのアイディアが随所に盛り込まれた
フリーライドコンペで勝ち抜くためのウェア

パンチングが施された
「マスク」は、呼吸もスムーズ

M Brevent Jacket 
20211044680
￥53,900（税込み）

S～L
全５色

10％で5,390円分ポイント還元

M Bec de Rosses Jacket
20211000609
￥91,300（税込み）

S～L
全５色

10％で9,130円分ポイント還元

M Brevent Pants
20212045218
¥42,900（税込み）

S～L
全５色

10％で4,290円分ポイント還元

M Bec de Rosses Pants
20212000250
¥81,400（税込み）

S～L
全4色

10％で8,140円分ポイント還元

Vertical 3L Jacket
G66592005
¥66,000（税込み）

S～XXL
全３色

10％で6,600円分ポイント還元

スマホでお買い物

Vertical 3L Pants
G66592007
¥53,900（税込み）

S～XXL
全５色

10％で5,390円分ポイント還元

スマホでお買い物

Vertical Pro Jacket
G68287005
¥107,800（税込み）

S～XXL
全２色

10％で10,780円分ポイント還元

スマホでお買い物

Vertical Pro Pants
G68287001
¥94,600（税込み）

S～XXL
全３色

10％で9,460円分ポイント還元

スマホでお買い物

スマホでお買い物

スマホでお買い物 スマホでお買い物

スマホでお買い物
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高橋亜季（以下、高橋）▶　現在、皆さんは
フリーライドというフィールドで活躍してい
るわけですが、どうしてフリーライドという
スタイルを選んだのですか。その理由を教
えてください。
大野 結（以下、大野）▶　これまでさまざま
なスキーをしてきましたが、フリーライドが一
番自分に合っているというか。すべて自分し
だいで自由だからこそ、自分のスタイルやセ
ンスが問われます。そして、フリーライドを楽
しんでいるスキーヤーたちの波長がすごく好
き。それぞれを尊重し合い、型にハマらない、

ハメようとしない感じがとても心地いいです。
中川未来（以下、中川）▶　それ、ありますよ
ね。あと、フリーライドそのもののカッコ良
さ、自分を滑りで表現できるのが好き。コン
ペもそうだし、ハイクして斜面に自由にター
ンを描くときでも、ラインの描き方で「自分
はこういうスキーヤーです！」みたいなこと
ができて、型にハメる必要がないのがホン
ト楽しいです。
楠 怜己（以下、楠）▶　兄たちの影響で
モーグルをしていましたが、どうもコンペの
ノリが合わなくて、中2でモーグルは引退し
てフリースタイルに転向。今、フリーライドで
自由なスキーを楽しんでいます。
岩本憧子（以下、岩本）▶　私もモーグルに

競技として取り組んできましたが、限界かな
と感じて。もっと自由に滑ることを楽しみた
いと思って、フリーライドに転向しました。

高橋▶　フリーライドを楽しむうえで、スキー
以外に取り組んでいることはありますか？
大野▶　７歳からクライミングを続けてい
て、今も夏場はクライミングに没頭していま
す。長野県代表で国体に出たこともありま
す。冬山のトレーニングになるというのも
ありますが、純粋にクライミングが好きなん
です。登ったときの達成感、そしてそこから
見られる景色の良さ。私は、インドアの壁だ
けじゃなく、アウトドアの壁も登りますが、壁
の上から見る景色は最高に気持ちいい。ク
ライマーじゃないと見られない風景がある
んです。一歩まちがうと危険なところもあり
ますけど、登り切ってからの景色のことを考
えると楽しくて仕方がありません。
岩本▶　私はスキューバダイビングをして
いて、これがとてもいいリフレッシュになり
ます。スキーと一緒で心地いい非日常が楽
しめるというのがいい。そして冬山と一緒
で、自然の中にお邪魔して楽しんでいる感
じを大事にしています。
中川▶　夏は、渡嘉敷島（沖縄県島尻郡）で
ダイビングやシュノーケリングのガイドをし
ています。小さい頃から海がすごく好きで。

スキーは親がスクールをしていたから環境
が身近にあって、物心ついた頃にはしてい
たので、自発的に始めたかというとちょっと
違うんです。でも、海の遊びは純粋に自分の
意志で、好きで始めたことなので今でも続
いているんだと思います。北海道は海で遊
べる期間がすごく少ないけど、それでも小
さい頃から海水浴とかよく行っていて、ビー
チとかじゃなくて岩場の水の綺麗なところ
で、素潜りとかしていました。最近はサー
フィンも始めたから、海関係の幅が広がっ
ている感じです。そもそも青い世界が好き
なんです。雪山も、天気がいいときの白い
山とは対照的な青空がすごく好きで、海の
中は本当に青がとても綺麗だし、それがい
い。自然の中に身を置くことがとても好き
なんです。
大野▶　私も、サーフィン始めました！
楠▶　私も！　私、なんでもします。ダイビン
グも好きだし、素潜りも好き。最近は釣りも
します。ちなみに、魚もさばけます。あと、料
理がすごく好きですね。パーティーに出す
料理を調理するための資格も持っていて、
母親と料理教室もしています。海が大好き
で海外へ旅行に行ったときは必ず海に出か
けます。そして、食べ物も好きだから、旅行
のときは必ず現地のものを食べるようにし
ています。あと、英語が話せるので、外国人
向けの日本語教室をしています。多趣味、多
彩。好きなことはなんでもしたい！　このス

タイルでスキーも楽しんできました。
大野▶  みんなもそうだと思うけど、スキー
が好きだからこそ、スキー漬けにならないこ
とも大事なのかなとも思います。そこで得ら
れたことが、スキーにも役立ったりするし。

高橋▶　フリーライドを楽しんで、そしてそ
れ以外のことも全力で楽しんでいる皆さん
ですが、スキーヤーとして最終的に目指す
スタイルはありますか？
大野▶　とくにないです（笑）。あえて、ス
キーヤーとしての着地点は考えていませ
ん。自分の目の前にある好きなことを全力
でする。これです。これまでも、流れの中で
好きなことを見つけてやり続けてきて今が
あるので、その流れを継続していこうかと
考えています。周りにはお手本になるよう
な人たちがたくさんいて、生き方が素敵だ
なと思える人、スタイルがかっこいいなとい
う人、最高な人、白馬にはそうした人ばか
り。私の周りにいる大人たちは、本当に自
由に人生を楽しんでいる人がたくさんいま
す。そうした人たちが、私の生きていくうえ
でのお手本にはなっています。おもしろい
人たちが多すぎて、あえてこうなりたいとい
うのは作らない、見つけないで生きていき
たいかなと。そもそも、何かを目指して生き
てこなかったので（笑）。

Special Talk Session on Sieger

Riders

いつでも始められて卒業もない
一生楽しめるのがフリーライド
アルペンレース、モーグル、基礎スキー、
etc。それぞれにバックグラウンドが違う
スキー女子が、フリーライドという共通の
フィールドで切磋琢磨し活躍している。今
注目の4人のスキー女子に話を聞いた。

岩本憧子
大野 結
楠 怜己

中川未来

Yui OHNO
大野 結

2018年と2019年のJAPANFREERIDEOPEN
優勝、2020FreerideWorldQualifie白馬大
会3位。山に入る際は、みんなで安全に登り帰っ
てくることを一番に心がけ滑っている。長野県
出身。

Aki TAKAHASHI
高橋亜季

３歳からスキーを始め、日本体育大学を卒業
するまでアルペンレースに取り組む。大学卒
業後、石井スポーツに入社。シーズン中は雪
山に脚繁く通い、男子のようにカッコ良く滑れ
るようになるためにターンを描き続ける。新潟
県出身。

フリーライドを楽しんでいる
スキーヤーの波長が好き

大野 結

スキー漬けにならないことも
スキーを続けるためには大事

自由に自分を表現できるのが
フリーライドの大きな魅力

滑りを、そして今を楽しむ。
大きな目標はあえて持たない

高橋亜季
聞き手

Photo:Takahiro NAKANISHI(JFO）
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岩本▶　今までモーグルで世界を目指し
て、くる日もくる日もモーグルバーンに通っ
て滑ってきました。つねに目標を持って時間
を過ごしてきたので、モーグルを引退した今
は、あえて目標を作らないようにしています。
今、フリーライドをしたりバックカントリーを
楽しんだり、スキーでもいろいろなことをし
ているので、目標を作ってしまうとモーグル
のときのように集中しすぎちゃうような気が
して。それだと引退する前とあまり変わらな
いなと。今は、スキーがうまくなりたい、整地
をもっと上手に滑りたいとか、こうした小さ
い目標はいろいろあるんですけど、大きな
目標に向けてステップを踏んでいくみたい
なことは考えていません。今、純粋に滑るこ
とを、スキーを楽しめていることを大事にし
ていきたいという思いが強いです。
楠▶　私も、全然ないですね。誰かみたい
になりたいというのもない。私は私だし、
誰かは誰かみたいな。まったくないです！
大野▶　世界には怜己みたいになりたい
子が、たくさんいると思うけどね。

中川▶　私は初めて怜己ちゃんを見たと
きに「こんなかわいいスキーヤーがいるん
だ！」と驚きました。しかも、大きなクリフも
サラッとこなすから、またすごいなと！ 
楠▶　当然、細かいことで今よりも成長し
たいと思いますけど、劇的に何かを変えて
いきたいとか、こんなスキーヤーになりた
いというイメージはないです。今がすごく楽
しいし、幸せだし。
中川▶　私は、修行僧タイプなので日々向
上ですね。どんなスキーヤーになりたいか
と言われると、地形の中を水が自然に流れ
るような滑りがしたい。どんなギャップが
あっても、それがなかったかのように、ス
ムーズに滑れるようなスキーヤー。でも、現
状は全然及ばなくて、それを実現するため
に前のめりです。ハイシーズンは、日々リフ
トまわしでガンガン滑って、ひたすらテイネ

（サッポロテイネ）修行です。

高橋▶　今後、女子スキーヤーとしてフ
リーライドシーンでどのような発信を考え
ていますか。
大野▶　国内のスキー文化が途絶えない
ように、スキーが楽しい、フリーライドは楽
しいということを自分なりに表現していき
たい。それを、フリーライドを楽しんでいる

スキーヤー、フリーライドを知らないスキー
ヤーにしっかりキャッチしてもらえるように
動いていきたいです。
中川▶　「スキーがダサイ」みたいな文
化を変えたい。スキーをしてない人に「ス
キーをしています」と話すと、未だに「ボー
ドじゃないんだね」的な返事がきます。この
状況を少しでも変えたい。一般の人にして
みると、スキーは未だにダサイ的な感覚が
まだまだあります。スキーもスノーボードも
どっちもカッコイイけど、私はスキーヤーだ
し、やらない人にスキーはカッコイイという
ことをうまく伝えられるようになりたいで
す。
大野▶　日本のスキーシーンは、まだま
だ基礎系や技術志向のスキーヤーがたく
さんいるから、そうしたスキーヤーたちに
ジャンルの垣根を超えて楽しいスキーが
あることを知ってほしいし、知らせたい! 自
分の周りの状況を見て思うことは、とくに
競技をしていたスキーヤーの多くが、勝て
ないとか、実力が出せない状況になり、そ
れが続くとスキーをやめてしまいます。とく
に若いスキーヤーは、大学卒業をひとつの
区切りにしてしまいがち。私は、スキーはそ
ういうものじゃないと思うし、フリーライド
は卒業とかないし。滑りを楽しむ、雪山を
楽しむ、そういうスキーもあること。それが
楽しいというのを知ってもらえるように、

自分もしっかり楽しんで発信していきたい
です。
岩本▶　フリーライドは一生楽しめるスタ
イルだし、いくつになっても始められるスタ
イル。レースをやめた学生も、テクニカル
目指しているおばさんでもいいんです。興
味があったら、そこから始めて大丈夫だし。
楠▶　何歳から始めなきゃダメとか、勝て
ないから卒業とかそういうものじゃない。
大野▶　今回、JFOのジュニアクラスで軽
井沢（長野県）をベースにアルペンレース
をやっている子供たちや、普段はモーグル
で頑張っている子供たちが出場していて、

「来年もモーグルも頑張って、JFOにも出
るんだ」なんて話をしていて「よしよし！」と
思ったりして。そういうのがありなのがフ
リーライドだし、こうしたスタイルがもっと
増えてくれればなと思ったし、下は育って
いるなとも思いました。
岩本▶　フリーライドはスキーがうまくな
ります。さまざまな場所をちゃんと滑らない
と危ないから、形とか関係なくなるけど本
当の意味でうまくなります！
楠▶　みんなができる、一生できるのがフ
リーライドのいいところですよね。
岩本▶　フリーライドは間口が広い。攻め
るのもフリーライド、ゆっくり自分らしく滑
るのもフリーライド。フリーライドは自由で
楽しいから、いつまでも続けられます！

Miki NAKAGAWA
中川未来

2020JAPANFREERIDEOPEN優勝。幼少期から
アルペンレースと基礎スキーで活躍。インストラク
ターをしながら全日本スキー技術選手権などに
も出場。フリーライドに転向後は、女子には見えな
い滑りを目指し国内外を滑り込む。北海道出身。

フリーライドのカッコ良さを
多くの人に伝えたい！

中川未来

Ako IWAMOTO
岩本憧子

16年間、モーグル競技に打ち込む。全日本選
手権優勝2回、入賞多数。ワールドカップ最高
順位9位。現在は、フリーライドを中心に活躍
中。2020JAPANFREERIDEOPEN3位。大阪
府出身。

フリーライドは間口が広くて
自由でいつまでも楽しめる
岩本憧子

Reimi KUSUNOKI
楠 怜己

モーグルからビッグエア、スロープスタイ
ル、ハーフパイプとキャリアを積み、現在は
バックカントリーをメインフィールドに活躍
中。2019FreerideWorldQualifie3位、
2020FreerideWorldQualifie2位。大阪府
出身。

どんなスキーヤーでもできるし
卒業とかもないのがフリーライド
楠 怜己

もっとたくさんのスキーヤーに
フリーライドの楽しさを伝えたい

Photo:Takahiro NAKANISHI(JFO)

Photo:Hiroya NAKATA
Location:HAKUBA VALLY
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　今回で５回目を迎えたジャパンフリーライド
オープン（以下、JFO）。 今季も、ライダーと
オーディエンスの最高の笑顔と共に大会を終
えることができ感謝しています。 ５シーズン前
は、フリーライドの大会に参加経験のある人は
もとより、その存在を知っている人もごく少数で
した。 それがこの５年で、トップライダーからジュ
ニアまで参加層が広がり、認知もされてきたこ
とをとてもうれしく思っています。これはJFOの
活動というよりも、フリーライドそのものの魅力
が大きいのではないでしょうか。 今シーズン、
大会会場の白馬コルチナスキー場（長野県）
も例外なく小雪で、大会コースも例年のコース
から変更を余儀なくされました。 そうしたなか、ラ
イダーが運営するJFOが信じるフリーライドの
概念 ”自然が与えてくれたすべての環境を、自
由な発想で楽しんで滑ること” を体現すべく準
備を進め、当日はスキー場がクローズするほど
の荒天でしたが、なんとか大会を開催すること
ができました。 しかし、たとえ当日雪が降らなくて
も、その環境の中でアイディアを出し合ってフ
リーライドを楽しめたと思っています。 
　さて、今大会をカテゴリー別にまとめてみまし
た。まずは、ジュニア。今季で３シーズン目を迎
えたカテゴリーは、毎年そのレベルの向上に
驚かされます。そして、毎年あのみなぎるやる
気に主催者側がパワーをもらい楽しい限りです

（笑）。 競技当日は、ビーコンサーチやトップラ
イダーとのセッション、環境問題についての勉
強会なども行ないました。
　次に、オープンクラススキー男子。今季もトッ
プはハイレベルな戦いでした。その中でも優勝

　勝野天欄は狙っていた。ジャパンフリーライ
ドオープン（以下、JFO）での優勝を。
 「1月に開催されたフリーライドワールドクオリ
ファイ（以下、FWQ）白馬大会で転んで、本戦
のフリーライドワールドツアー（FWT）白馬大会
に進めなかった。これがすごく悔しかった。本戦
に出てJFOで優勝して、そこからヨーロッパを
転戦する。というイメージをシーズン前に描いて
いたので、出鼻で失敗したから、JFOは絶対に
勝ちたかった」。
　見応えのあるライディングで、熾烈な争いが
繰り広げられたオープンクラススキー男子。とく
に上位陣の中で、10代らしい思い切りのいい
滑りで他を圧倒したのが勝野だった。理想とす
る、水がスピーディーにスムーズに斜面を落ち
ていくようなライン取りで、ターンを描き切った
勝野。これまた理想とする大きなジャンプを、エ
ア台、そして斜面の起伏を使いみごとにまとめ
た。乱れることのない特大のバックフリップを
連発し、攻めの姿勢を前面に押し出した滑り
は、見ている側を興奮させるに十分だった。
 「エア台が全部で6カ所くらいあったので、ジャ
ンプは自然地形もうまく利用して可能な範囲
で回数を稼ごうと思った。当然、トリックの難易
度のことも意識して。そして、できるだけスピード
に乗せフォールラインに落ちていくライン取り
で攻めた。５回くらい飛んだかな。スリーまわし
て、バックやって、バックやってという感じで」。
　自分なりに納得のいくローテーションで勝つ
ことができたという勝野。そして、滑っていてと
ても楽しかったと話す。

した勝野天欄に象徴されるように、10代の実
力ある選手が切磋琢磨して増えてきたのが印
象的です。 そして、THEMAN賞の生みの親、
69歳の座間幸一さんは今年も健在。若手を
抑えて１１位に入るあたり、頭が上がりません！
　ハイレベルなトップ選手からミドルレベルの
層まで、それぞれの目標で楽しんでもらえている
ことに、JFOらしさが感じられました。 スキー女
子で印象に残っているのは、中川未来の360
°。大会でトリックを決めた初めての日本人女
子選手だと思います。世界でもここ数年で女
子のレベルはものすごく上がっていて、女子ス
キーもこれからどんどん盛り上がっていってほし
いものです。

 「これまで出場した大会の中で、一番のパウ
ダーだったと思う。基本、大会はパウダーである
ことなんてほとんどないので、めちゃくちゃ楽し
かった。そして、今シーズントップ５に入るほどの
いい雪質だった。深さもあったし。ちょっと風が
あったけど、青空も見えていて、自分史上稀に
見る気持ち良さだった。大会なのに（笑）」。
　とはいえ、勝野にも勝てないものがあった。
新型コロナウィルスの世界的な流行だ。この
影響で、世界各所で開催が予定されていた
フリーライドの大会はことごとくキャンセル。そ
こで、勝野自身も3月から4月中旬まで予定し

　大会を通じて、自然の中で思いっきり自分
にチャレンジすることで、滑りはもちろん、いろ
んなことを感じ、参加したみんながさらに大きく
成長できたらうれしいと感じました。チャレンジ
や仲間、自然、判断、etc。たくさんのキーワー
ドが混ざり合うフリーライドには、その力をすご
く感じます。

ていたヨーロッパ遠征をキャンセルした。
　そして勝野は気持ちを切り替え、すでに次の
シーズンに向け動き出している。理想とする滑
りに近づくために、さらにフィジカルを鍛え滑り
のイメージを高めている。
 「来季は、FWTのメンバーになるために結果
を残したい。それから先は、オリンピック選手
じゃなくても生きていける自立したスキーヤーに
なりたい」。
　底知れぬパワーで圧倒的な滑りを見せる
10代は、この先どのような成長を見せるのか。
楽しみで仕方がない。

JAPAN FREERIDE OPEN 2020 Young Gun of Japanese Freeride Skier
Tenra KATSUNO2020_02_08-09

豪雪が大会開催を危うくするも
フリーライドへの熱い思いが
荒れ狂う天を動かした

狙っていた優勝と
極上のパウダー

勝野天欄

今年も白馬コルチナスキー場（長野県）
で開催された「ジャパンフリーライドオー
プン2020」。５シーズン目を迎えた大
会の、ジュニアとスキーカテゴリーにつ
いて、主宰するコアメンバーのひとり、フ
リースキーヤー植木鹿一に振り返っても
らった。

さらにパワーアップした滑りで、ジャパン
フリーライドオープン2020オープンク
ラススキー男子で優勝した勝野天欄。優
勝に対しての率直な思いと、この先の未
来像を聞いた。

❶オープンクラス顔負けの滑りを見せるジュニアスキーヤー
❷今ではめずらしいモノスキーで斜面を果敢に攻める
　Zamaaanこと座間幸一さん
❸スピード感のある滑りで女子スキークラス
　初優勝を飾った中川未来
❹フリーライドの啓蒙も併せて行なうJFO。
　ジュニア向けに、トップライダーによる
　ライディングレッスンや、ビーコントレーニングも開催
❺日本のフリーライドの未来を担うジュニアライダー。
　終始元気、そして笑顔が頼もしい

❶思い切りの良いバックフリップでエアを決める勝野
❷JAPAN FREERIDE OPEN2020オープンクラススキー男子で初優勝を飾って満面の笑み
❸大会会場で、海外でお世話になったホストファミリーの女性と偶然の再会。丁寧な英語で会話をする勝野。
　こうしたシーンからも彼の成長が垣間見られる

Photo_Takahiro NAKANISHI(JFO) Photo_Takahiro NAKANISHI(JFO)

文：植木鹿一
Text :Shikaichi UEKI

かつのてんら
2000年11月15日生まれ、北海道出身。モーグルスキー、ス
ロープスタイルスキーを経て、現在はフリーライドスキーを
主戦場とし活躍する、若手有望株no.1スキーヤー。今季は、
9月にニュージーランドで行なわれるFWQを皮切りに、日本
とヨーロッパで開催されるフリーライドの大会に参戦予定。

うえきしかいち
1985年生まれ、千葉県出身。JFOを運営するコア
メンバーのひとり。現在は、カナダに拠点を置き活
動中。シーズン中は、写真や映像のシューティング
のほか、自身もフリーライドの大会に出場するな
ど、幅広い分野で活躍するフリースキーヤー。

❶

❷ ❸

❶

❷ ❸

❹

❺

https://japanfreerideopen.com
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石井スポーツ スキー用品ストア

ORIGINAL SKI

　2011年にスタートした「パウダーライ
ドチャンピオンシップス」。現在は「パウ
ダーフリーライド キロロ オープン」と名
称を変え、2020年で10年を迎える人気
の大会になりました。
　その記念すべき今大会は、一般男女に
加えジュニア部門を復活。ジュニア部門
はFWT（フリーライドワールドツアー）と
ジュニアカテゴリーにあたる「フリーライ
ドジュニアツアー」が共催となるなど新し
い展開が。出場選手たちのレベルもアッ
プしてきましたが、賞金を狙った大会で
ありながら、パウダーライディングが好き
で、フリーライドの自由さを愛する人たち
が集まる“お祭り”的な部分はしっかりと
継続されています。
　ここ数年、北海道では基礎スキーの大
会へ取り組むジュニアが多く、それに追
随するようにフリーライドの大会に出場
する子供たちも増え、フリーライドという
ジャンルが広がりを見せていますが、そ

の広がりのきっかけのひとつになってい
ると言える本大会。10回目を終え、その
発案者のひとりである児玉毅さんに、こ
こまでの思いとこれからのビジョンにつ
いて聞きました。
「かつては和田好正さんが開催したエ
クストリームの大会や、玉井太朗さんが
やった“お山の大将”のようなフリーライ
ドの大会がありましたが、始めた当時
は見当たりませんでした。何かできない
か。そう思っているときに、ちょうど、キロ
ロでもパウダーゾーンの活用を考えてい
て、両方の考えが噛み合い、開催が実現
したんです」。
「目指したのは、スキー、スノーボードの
ようなジャンルを問わず参加できて、毎
年楽しみにしてもらえる大会です。順位
は決めますが、それはレーシングや基礎、
フリースタイルなどの競技、ジャンルには
まらない人たちがもっと脚光を浴びる場
所を作るため。1位になって、賞金を手

にすれば、おのずと注目される。そうすれ
ば活動の場を増やすこともできます」。
「第１回大会の優勝者である楠泰輔く
んは、FWTにも出場して活動の舞台を
世界に広げました。佐々木悠くんは、大
会だけでなく映像の世界でも活躍してい
る。今年は惜しくも2位でしたが、勝野
天欄くんがフリーライドジュニアツアー
で成績を残し、シニアの大会のほうでも
注目されています。こういうスキーヤー、
スノーボーダーがどんどん出てきてほし
い。この大会に出ることや、勝ったこと
が何かのきっかけになればうれしいこと
です」。
「これからも順位は競っていきますが、
ジャンルフリーで、誰でも参加できて楽し
める大会であることを大切にして続けて
いきます。ただ、できれば開催場所を広
げていきたい。キロロでの開催にプラス
して、この活動を広げていきたいと考え
ています」。

石井スポーツ後援

〜児玉毅に聞く10年間の思いとこれからのビジョン〜
POWDER FREERIDE KIRORO OPEN 2020

スキー、スノーボードと分けるのではなく、
ごちゃまぜだからこそ楽しめる。
この大会をきっかけに
活動の場を広げてもらえたらうれしい。

プロスキーヤー

雑誌や映像で作品を残すビッグマウン
テンスキーヤー。スキーと旅を愛し、世
界をさすらい、そのレポートを通して滑
ることの魅力を伝えている

児玉 毅

　お客様からの要望にあった「軽くて滑りも上質なスキー」をキー
ワードに、一日中滑ることを楽しめるスキーを求めて始まった
MOCU²プロジェクト。ダブルフェイスからスタートして、現在はス
トロベリーフィールド、カモシカを加えた全３モデルをラインナッ
プしています。
　MOCU²は軽さが大きな魅力ですが、なかでもダブルフェイス
は、軽さと共に上級者の欲求に応えるターン性能を備えている点
が特徴。スムーズにターンを連続することができるので、ロング
コースも楽にクルージングすることができます。最近は、ゲレンデ
だけにとどまらず雪山全体を楽しみたいというお客様も増え、そん
な方々に人気なのがストロベリーフィールド。センター幅98mm
のいわゆるファットスキーなのですが、ゲレンデのカービングを楽
しむことも可能。R（ラディウス）＝16m（172cm）のミドルラディ
ウスならではの滑走フィーリングもぜひお楽しみください。
　軽さと上質な滑りを追求し、さらに開発は進めています。そのあ
たりは乞うご期待！

石井スポーツオリジナルスキー
MOCU2（モク・ツー）2020-21情報！

軽さと上質な滑りを追求し
５シーズン目に突入！
ワンランク上のスキーライフをサポート

石井スポーツHP
MOCU2 site

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。

DOUBLE FACE
￥99,000（税込み）

121-80-106mm

152/158/165/170cm

152cm/12.3m
158cm/13.3m
165cm/15m
170cm/16m

ラディウス

サイズ

サイドカット

2 000101 888420

スマホでお買い物

パウダーのなかでの浮力はもちろん、雪の量
や質に左右されず、軽量で操作性が良いスキー
を追求。ゲレンデでのカービング性能にもこだ
わった、これぞオールマウンテンスキーと言える
モデルです。日本の環境に合った万能なスキー
は、これ一台で一日中スキーを楽しむことが可
能です。

STRAWBERRY FIELD
￥88,000（税込み）

132-98-118mm
180cm/134-98-120mm

164/172/180cm

164cm/14.5m
172cm/16m
180cm/16m

ラディウス

サイズ

サイドカット

2 000101 888536

スマホでお買い物

KAMOSHIKA
￥88,000（税込み）

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。プレートは採用せず、スキーの反発
力も抑え気味にして、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に設計。コブ
斜面はもちろん、ショートターン自体がしやすい
スキーに仕上がっています。

112-70-99mm

152/158/165cm

152cm/12m
158cm/13m
165cm/14m

ラディウス

サイズ

サイドカット

2 000101 888505

スマホでお買い物

Close up

10％で9,900円分ポイント還元

10％で8,800円分ポイント還元10％で8,800円分ポイント還元
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掲載価格はメーカー小売希望価格となります。
最新価格はヨドバシ・ドット・コムでご確認ください。
商品によっては発売前やヨドバシ・ドット・コム未掲載
の場合がございます。

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

　昨年のサロモンとアトミックの〈SHIFT 
BINDING〉から始まったPINテクノロ
ジーとアルペンビンディングの融合。い
わばハイブリッドと言えるこのタイプに、
新しくマーカーが参入。それが〈DUKE 
PT〉。スキーとブーツに比べると、脇役
のような扱いをされることがあるビン
ディングですが、今ますます注目を集め
ています。今回、本誌ではスキー、ブー
ツ、ビンディングのカテゴライズをリンク
し、選びやすくしました。スキー、ブーツ
とのマッチングを意識してモデル選びを
してください。今季は女性や体重が軽量
な方にも使いやすい解放強度のアイテ
ムも数多くラインナップされている点に
も注目。選択肢が増え、使い方や目的に
合ったビンディングが選びやすくなった
と言えます。

BINDING

フリーライダーたちにとって待望のビンディングが登場。
あの〈DUKE〉がピンテクノロジー（PT)と融合した新しいビ
ンディングに進化。滑走時の高い保持力と安全性に、ピン
テクノロジーによる軽快なハイクアップが加わりました。

¥104,500（税込み）

ブーツタイプ：A/T/GW+pin
解放値：DIN6-16
重量（1/2ペア）：1,350g
(トゥピース取り外し時1,050g）
ブレーキ幅：100mm/125mm
スタンドハイ：24mm

10％で10,450円分ポイント還元

MARKER
DUKE PT 16

ツアービンディングの新たな時代を切り開いた革新
的なモデル。滑走時はアルペンビンディングと同等の
性能を持ち、歩行時だけトゥのピンを使うタイプ。安
全性と滑走性能とハイク性能を高い次元でバランス
させたビンディングです。カラーはブラックもあり。

¥93,500（税込み）

ブーツタイプ：A/T/GW/WTR＋PIN
解放値：DIN6-13
重量（1/2ペア）：885g
ブレーキ幅：
90mm/100mm/110mm/120mm
スタンドハイ：30mm

10％で9,350円分ポイント還元

SALOMON
S/LAB SHIFT MNC 13

女性や体重の軽い方に待望の、解放強度DIN4-10ま
でのモデル。しっかり滑れてかつ安全性の高さを求め
る方におすすめです。

¥82,500（税込み）

ブーツタイプ：A/T/GW/WTR+pin
解放値：DIN4-10
重量（1/2ペア）：880g
ブレーキ幅：
90mm/100mm/110mm/120mm
スタンドハイ：30mm

10％で8,250円分ポイント還元

ATOMIC
SHIFT MNC 10

DIN5-10までのキングピンのスタンダードモデル。
トゥピースの保持力が高まり、よりアグレッシブな滑り
に対応します。

¥82,500（税込み）

ブーツタイプ：PIN
解放値：DIN5-10
重量（1/2ペア）：660g
ブレーキ幅：
75-100mm/100-125mm
スタンドハイ：21.5mm

10％で8,250円分ポイント還元

MARKER
KINGPIN 10

フレームツアービンディングの定番アイテム。着脱の
しやすさと高い安全性が魅力。PINテック対応ブーツ
以外のさまざまなブーツに対応可能です。

¥50,600（税込み）

ブーツタイプ：A/T/GW
解放値：DIN4-13
重量（1/2ペア）：1,390g
ブレーキ幅：110mm
スタンドハイ：36mm

10％で5,060円分ポイント還元

MARKER
BARON EPF 13

テックビンディングのスタンダードとも言えるベストセ
ラーモデル。トゥの保持力が高く誤解放が少ないこと
から、高い評価を獲得しています。

¥63,800（税込み）

ブーツタイプ：PIN
解放値：DIN5-12
重量（1/2ペア）：579ｇ
ブレーキサイズ：
85ｍｍ/100ｍｍ/115ｍｍ/130ｍｍ
スタンドハイ：30mm

10％で6,380円分ポイント還元

G3
ION 12

〈キングピン〉がさらに軽量に、そしてパワフルに進
化。1/2ペア90ｇの軽量化や雪詰まりの少ないトゥ
の形状、さらに歩きやすさと滑りのバランスを考慮し
たランプ角に変更されています。

¥93,500（税込み）

ブーツタイプ：PIN
解放値：DIN6-13
重量（1/2ペア）：670g
ブレーキ幅：
75-100mm/100-125mm
スタンドハイ：21.5mm

10％で9,350円分ポイント還元

MARKER
KINGPIN 13

〈ION12〉の基本性能はそのままに、解放値を低く設
定した、女性や体重の軽い方にも使いやすいモデル
です。

¥61,600（税込み）

ブーツタイプ：PIN
解放値：DIN4-10
重量（1/2ペア）：579ｇ　　
ブレーキサイズ：85ｍｍ/100ｍｍ/115ｍｍ/130ｍｍ
スタンドハイ：30mm

10％で6,160円分ポイント還元

G3
ION 10

今シーズン新たにDIN10までのタイプが新登場。女
性や体重の軽い方にも使いやすいモデルです。

¥82,500（税込み）

ブーツタイプ：A/T/GW/WTR+PIN
解放値：DIN4-10
重量（1/2ペア）：875g
ブレーキ幅：
90mm/100mm/110mm/120mm
スタンドハイ：30mm

10％で8,250円分ポイント還元

SALOMON
S/LAB SHIFT MNC 10

アルペンビンディングとテックビンディングが融合し
たモデル。テックビンディングと比べ滑走時にスキー
の振動が少なくしなやかに感じます。

¥93,500（税込み）

ブーツタイプ：A/T/GW/WTR+pin
解放値：DIN6-13
重量（1/2ペア）：880g
ブレーキ幅：
90mm/100mm/110mm/120mm
スタンドハイ：30mm

10％で9,350円分ポイント還元

ATOMIC
SHIFT MNC 13

1.  ライドモードからハイクモードへの切り替えは先端
のレバーひとつ。そのまま前方へロックしても使用で
きるが、外すことで300g（片足）の軽量化が可能に！

2.  ヒールのハイクモードへの移行はブレーキロックの
み。クライミングエイド(10度）はポールの先端で操
作が可能

3.  クライミングエイドは登行時の10度の角度を提供

ライディング重視か、ツアー重視か
選択肢が広がるビンディング

このカテゴリーの中ではツ
アーに適した性能を持つ
モデル。比較的フラットな
ランプ角が特徴。

POINT

さらなる進化を遂げ、大幅な軽
量化だけでなく、トゥピースの
保持力もアップさせ、信頼性が
向上

POINT

滑走重視タイプは、ブー
ツをセットした際に滑走
ポジションがとりやすいよ
うに、つま先よりカカト
が高めの設定。

POINT

1 2

3

スピードや困難なラインに挑戦するなど、アグレッシブに滑りを楽しむ
スキーヤーに向けた、高い安全性と滑走性能を満たすビンディング。

FREERIDE TOUR▶▶▶

バックカントリーフリースタイルのジャンルを切り開
く新たなビンディングとなる〈DUKE PT〉。解放値
DIN12までのこのモデルは軽さが魅力。アルペントゥ
ピースを外したハイクモードでは880ｇとなります。

¥93,500（税込み）

ブーツタイプ：A/T/GW+pin
解放値：DIN4-16
重量（1/2ペア）：1,180g
(トゥピース取り外し時880g）
ブレーキ幅：100mm/125mm
スタンドハイ：24mm

10％で9,350円分ポイント還元

MARKER
DUKE PT 12

スマホでお買い物 スマホでお買い物

スマホでお買い物

スマホでお買い物 スマホでお買い物 スマホでお買い物

スマホでお買い物 スマホでお買い物

スマホでお買い物 スマホでお買い物 スマホでお買い物
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ピンテックビンディングの中で唯一トゥピースが横方
向にリリース機能を持つ高機能モデル。さらに独立し
た解放強度調整も可能。ヒールピースはピンではなく
ブーツのコバを押さえるタイプなのでブーツの保持
力が高く遊びが少ない。この軽さの中で実現させて
いるのは驚き。

¥72,600（税込み）

ブーツタイプ：PIN
解放値：DIN5-12
重量（1/2ペア）：630ｇ（ブレーキ込み）　　
ブレーキサイズ：
90mm/100mm/110mm/120mm
スタンドハイ：30mm（当社調べ）

10％で7,260円分ポイント還元

FRITSCHI
TECTON 12

滑走時トゥピースがブーツの動きに合わせてロー
テーション(回転）することで保持力を大幅に向上。振
動吸収力、高速安定性にも優れ、前方転倒にも対応
し、安全性もTUV認証を獲得しているモデルです。

¥72,600（税込み）

ブーツタイプ：PIN
解放値：DIN5-12
重量（1/2ペア）：605g　
ブレーキサイズ：90mm/105mm/120mm
スタンドハイ：27.5mm（当社調べ）

10％で7,260円分ポイント還元

DYNAFIT
ST ROTATION 12

〈ST ROTATION12〉と同様に、解放しようとすると
トゥピースがヒールピースの動きに同調する形で台
座ごと回転するため、復元力が高く誤解放が少ない
モデル。安全性も高いビンディングです。

¥68,200（税込み）

ブーツタイプ：PIN
解放値：DIN4-10
重量（1/2ペア）：599g　
ブレーキサイズ：90mm/105mm/120mm
スタンドハイ：27.5mm（当社調べ）

10％で6,820円分ポイント還元

DYNAFIT
ST ROTATION 10

ヒールピースが改良され、高い解放強度でもステップ
インしやすくなったエキスパート向けモデル。

¥48,400（税込み）

ブーツタイプ：A/T/GW
解放値：DIN6-16
重量（1/2ペア）：1,070g
ブレーキサイズ：
90mm/100mm/110mm/120mm
スタンドハイ：24mm

10％で4,840円分ポイント還元

MARKER
JESTER 16 ID

〈STR2 WTR 16〉のばね強度を落としてさらに軽量
化。パークやジブなどのフリースキーやゲレンデパウ
ダーでも使いやすい（GWソール不可）モデルです。

¥38,500（税込み）

ブーツタイプ：A/WTR
解放値：DIN5-13
重量（1/2ペア）：1,145g
ブレーキサイズ：
90mm/100mm/115mm/130mm
スタンドハイ：18.4mm

10％で3,850円分ポイント還元

SALOMON
STH2 WTR 13

ゲレンデカービングを楽しみながらパウダーデイには新
雪を楽しみたいという方におすすめ。搭載位置に高さが
あるので太いスキーでもエッジングしやすいモデルです。

¥38,500（税込み）

ブーツタイプ：A/GW/WTR
解放値：DIN4-13
重量（1/2ペア）：1,130g
ブレーキサイズ：
90mm/100mm/115mm/130mm
スタンドハイ：24.5mm

10％で3,850円分ポイント還元

ATOMIC
WARDEN 13 MNC

FREERIDE COMPEやハーフパイプ、パークなどでラ
イディングする方におすすめのモデルです。

¥42,900（税込み）

ブーツタイプ：A/WTR
解放値：DIN4-13
重量（1/2ペア）：1,220g
ブレーキサイズ：
90mm/100mm/115mm/130mm
スタンドハイ：18.4mm

10％で4,290円分ポイント還元

ATOMIC
STH 13 WTR

昨年デビューと同時に大きな反響を受けたバックカン
トリーツーリング用の軽量タイプ。スキーのたわみに
応じてヒールピースが可動し、スキーの性能をフルに
発揮。安定したライディングが可能。

¥63,800（税込み）

ブーツタイプ：PIN
解放値：DIN5-12
重量（1/2ペア）：358g（ブレーキなし）　　
ブレーキサイズ：85mm/100mm/115mm/
130mm(別売：¥9,350）
スタンドハイ：-

10％で6,380円分ポイント還元

G3
ZED 12

〈ZED 12〉をベースに女性や軽量なユーザー向け
に、さらに軽量化を実現したニューモデル。

¥57,200（税込み）

ブーツタイプ：PIN
解放値：DIN3-9
重量（1/2ペア）：345g（ブレーキなし）　
ブレーキサイズ：85mm/100mm/115mm/
130mm(別売：¥9,350）
スタンドハイ：-

10％で5,720円分ポイント還元

G3
ZED 9

軽量かつ安定性に優れたビンディング。装着も簡単
で、スキーのたわみに合わせてヒールピースが可動
する機能も搭載。頼りになるツアービンディングです。

¥44,000（税込み）

ブーツタイプ：PIN
解放値：DIN4-10
重量（1/2ペア）：280g
ブ レ ー キ サイズ：85mm/95mm/105mm（ 別 売：
¥7,260)
スタンドハイ：-

10％で4,400円分ポイント還元

FRITSCHI
XENIC 10

ゲレンデ内やシールを使ったハイクアップを伴わな
いフリー滑走向けのビンディング。スキーの性能を
引き出すと共に、スキーヤーの安全性を最大限守る
ことができます。

FREERIDE▶▶▶

トゥピースが独立して横方向と前
方解放に対応し、アルペンツアー
ビンディングと同等の安全性能が
TUVにより認められています。

POINT

装着が簡単なのでフレームタイ
プを選ぶ方も多くいます。フレー
ムの厚みぶん搭載位置が高く
なってしまうのが難点。

POINT

女性を中心に体重の軽量な方に
向けた専用設計。ベース素材に
カーボンファイバーを混ぜて軽
量化を実現。

POINT

スタンドハイト18.4mmとい
う低重心を実現。足裏感覚
に優れ、操作性は抜群！

POINT

〈ジェスター〉の性能を受け継ぎながら、軽量化された
モデル。ステップインしやすい構造に改良され、より
使いやすくなっています。

¥36,300（税込み）

ブーツタイプ：A/T/GW
解放値：DIN4-13
重量（1/2ペア）：1,019g（110mm）
ブレーキサイズ：
90mm/100mm/110mm/120mm
スタンドハイ：24mm
カラー：全４色

10％で3,630円分ポイント還元

MARKER
GRIFFON 13 ID

振動吸収に優れたFREERIDE向けセパレートビン
ディング。MNC採用でさまざまなソール規格に対応
可能です。

¥38,500（税込み）

ブーツタイプ：A/GW/WTR
解放値：DIN4-13
重量（1/2ペア）：1,132g
ブレーキサイズ：
90mm/100mm/115mm/130mm
スタンドハイ：24.5mm
カラー：全5色

10％で3,850円分ポイント還元

SALOMON
WARDEN 13 MNC

スタンドハイが低く、安定性と足裏感覚に優れるコン
ペティション向けのハードチャージングモデル。フリー
ライドワールドツアー（FWT）のライダーも信頼を寄
せるモデル(GWソール不可）です。

¥49,500（税込み）

ブーツタイプ：A/WTR
解放値：DIN7-16
重量（1/2ペア）：1,220g
ブレーキサイズ：
90mm/100mm/115mm/130mm
スタンドハイ：18.4mm

10％で4,950円分ポイント還元

SALOMON
STH2 WTR 16

フレームタイプの軽量ツアー向けモデル。幅広のス
キーに対応したFPFを採用し確実なコントロールと
使いやすさが魅力です。

¥57,200（税込み）

ブーツタイプ：A/T/GW
解放値：DIN4-12
重量（1/2ペア）：1,096g
ブレーキ幅：110mm
スタンドハイ：36mm

10％で5,720円分ポイント還元

MARKER
F12 TOUR EPF

インターピボット3ヒールという、
ばね方向を垂直に配置した構造
を採用。ブーツの縦弾性と保持
力に優れているモデル。

POINT

ツアースキーやロングルートのハイクアップでは軽量性も重要。
フリーライドツアータイプに比べ、ランプ角が少なく、スキーに
対してフラットなセッティングとなり歩行性能に優れています。

ALPINE TOUR▶▶▶
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　19-20シーズン、日本は経験したこ
とがない雪不足に見舞われましたが、
ヨーロッパや北米ではすでに数年前
から雪不足が顕著で、ものづくりの現
場にも大きな影響を与えています。ス
キーヤーは雪を求めより標高の高い
エリアへと移動し、標高の高いエリア
は風や日射の影響を大きく受け、降雪
があっても雪が硬く締まるのが早くな
ります。そのため硬い雪や整備された
グルーミングバーンを滑る機会が多く
なり、必然的によりカービング性能や
オールラウンドな性能が求められるよ

うになってきました。その結果、各社
の物作りはパウダー向けのスキーで
あってもメタルがラミネートされ、エッ
ジグリップや高速安定性を高めた、い
わばオールマウンテンスキーに近い
性能を持つスキーが主流となっていま
す。リフトやゴンドラのみで楽しむス
キーヤーならばその進化は歓迎され
ますが、ここ日本では海外と比べ、リフ
トやロープウェーなどの輸送力に劣る
のが現状。必然的にハイクアップの機
会が多く、スキーの重量も気にしなく
てはなりません。また低標高(森林限

界以下)でも上質のパウダースノーを
味わうことができる日本独特の環境
があるため、ツリーランでの操作感も
重要。個々の滑りのスタイルや雪質、
斜面へのアプローチ方法など環境に
よってマッチする道具の要素はさまざ
まです。たくさんのスキーがリリース
されているなか、スタイルにフィットす
るスキー選びの一助となれるよう、本
誌ではズバリ日本の環境にマッチした
スキーをテーマに4つのスタイルに分
け、ブーツ、ビンディングもリンクして
ピックアップしました。

SKI

自然で複雑な地形やアイテムを攻略しながら自由に滑走ラインを創造す
ることがフリーライドの原点。操作性も含め、自由度の高いライディング
ができるモデルを中心にピックアップ！

FREERIDE▶▶▶

FREERIDE▶▶▶

¥142,200（税込み）

サイズ（cm）：175/180/186
サイドカット（mm）/ラディウス（m)：
135-107-128/R23（180cm）

10％で14,220円分ポイント還元

VECTOR GLIDE
POLARVE LIGHT

オフピステもオンピステも楽しみたいカービング指向のスキーヤーに最適なオールラウンドスキー。

¥167,760（税込み）

サイズ（cm）：177/185/193
＊177cmはウィメンズカラーになります
サイドカット（mm）/ラディウス（m)：
155-130-140/R33.3（185cm）

10％で16,776円分ポイント還元

VECTOR GLIDE
GENIUS STANDARD

パウダーでの圧倒的な浮力とサイズを感じさせない俊敏さを兼ね備えたモデル。スピードに乗せやすく安定している
のにクイックなターンも得意というマジックスキー。乗り手を選ばない懐の広さも魅力。

¥109,890（税込み）

サイズ（cm）：176/184/192
サイドカット（mm）/ラディウス（m)：
143-120-133/R19（184cm）
重量：1,800g（184cm）

10％で10,989円分ポイント還元

ATOMIC
BENT CHETLER 120

操作性抜群なフリーライドスキーの決定版！ とても軽量なのでパウダーツアーにも対応可能。グルーミングバーンで
もクイックなレスポンスのため、太さを感じさせない軽快な滑走感覚が得られます。

¥93,500（税込み）

サイズ（cm）：177/184/191
サイドカット（mm）/ラディウス（m)：
136-112-127/R22.9(184cm)

10％で9,350円分ポイント還元

K2
RECKONER 112

ツインロッカーから繰り出すパウダーでの自在な操作性が魅力的なパウダーフリースタイルモデル。カーボンの編み
方をセンターから先端部に段階的に変化させているため、嫌な引っかかりを感じることがなくスムーズなライディン
グが可能。

¥172,150（税込み）

サイズ（cm）：158/168/178
サイドカット（mm）/ラディウス（m)：
139-112-124/R15（168cm）

10％で17,215円分ポイント還元

DPS
YVETTE A112 RP

テクニックを問わず誰もがパウダーを楽しむことができる魔法の一台。パウダーから整地斜面まで一台でこなすこと
ができるリゾートパウダーモデル。

¥106,150（税込み）

サイズ（cm）：179/184/189
サイドカット（mm）/ラディウス（m)：
143-119-130/R23（184cm）

10％で10,615円分ポイント還元

DPS
KOALA F119

DPSの若手ライディングチームが自分たちの乗りたいスキーを形にしたアグレッシブな意欲作。重量が多少あるもの
の、良い意味で雪質に左右されない走破性があり、スピードを出せば出すほど真価を発揮します。

¥110,000（税込み）

サイズ（cm）：179/186/193
サイドカット（mm）/ラディウス（m)：
136-105-124/R21(186cm)
重量：2,100g（186cm）

10％で11,000円分ポイント還元

EXTREM
FUSION 105

スウェーデンのハンドメイドスキービルダー、エクストレムのニューモデル。人気の〈OPINION〉をチューニングしグ
ルーミングバーンへの対応を高めたモデル。この一台でオールマイティーに楽しめる万能スキーです。

¥99,000（税込み）

サイズ（cm）：167/174/181/188
サイドカット（mm）/ラディウス（m)：
139-105-125/R19（181cm）

10％で9,900円分ポイント還元

SALOMON
QST106

トップ部分にコルクが内蔵されどんな斜面・雪質でもスキーの嫌な振動が少なく安定したライディングが可能。フル
サイドウォールでエッジホールドも強めの設定。

¥108,900（税込み）

サイズ（cm）：159/169/179/189
サイドカット（mm）/ラディウス（m)：
147-127-136/-（179cm）

10％で10,890円分ポイント還元

BLIZZARD
SPUR

ハイクアップしてのBCツアーには不向きな重量ながら、パウダーはとても簡単に滑ることができる新感覚のモデル。
リフトやゴンドラなどでアクセスできるエリアにおすすめです。

¥97,900（税込み）

サイズ（cm）：
164/172/180/188/192
サイドカット（mm）/ラディウス（m)：
142-114-132/R21(188cm)

10％で9,790円分ポイント還元

BLIZZARD
RUSTLER 11

フリーライドワールドツアー（FWT)での使用率も高いオールマウンテンフリーライドスキー。バランスの良いトップ＆
テールロッカーとキャンバーの組み合わせで、安定性がありながら高い操作性を生み出しています。

WOMEN
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¥98,890（税込み）

サイズ（cm）：175/182/189
サイドカット（mm）/ラディウス（m)：
137-107-124/R18.5(182cm)
重量：1,550g（184cm）

10％で9,889円分ポイント還元

ATOMIC
BACKLAND 107

ツアースキーの要素とフリーライドスキーの要素を融合したベストセラーモデル。これ一台でシーズンを通してＢＣ
をカバーできると定評のモデル。

¥87,890（税込み）

サイズ（cm）：164/172/180/188
サイドカット（mm）/ラディウス（m)：
129.5-100-120/R19.2(180cm)
重量：1,400g（180cm）

10％で8,789円分ポイント還元

ATOMIC
BACKLAND 100

100ｍｍウエストのフリーライドツアーモデルが新登場！ パウダーでの３D的な滑走感を楽しみたい方に最適な細
目のフリーライドモデル。

¥84,590（税込み）

サイズ（cm）：159/167/175
サイドカット（mm）/ラディウス（m)：
136-107-123/R17.5(175cm)
重量：1,450g（175cm）

10％で8,459円分ポイント還元

ATOMIC
BACKLAND 107W

滑走フィールが良く軽量なモデルが欲しいという欲張りなリクエストに応えてくれる注目のモデル。サイドカーブもツ
アーに最適でハイクアップやトラバースでも使いやすく、日本の環境にジャストフィット。

¥115,500（税込み）

サイズ（cm）：164/172/180/188
サイドカット（mm）/ラディウス（m)：
134-106-124/R21（180cm）
重量：1,720g（180cm）

10％で11,550円分ポイント還元

FACTION
AGENT3.0

日本のバックカントリーシーンにもフィットした軽量で操作性が高い注目のモデル。ハイクアップやトラバースなどの
シチュエーションで使いやすいサイドカーブが絶妙。

¥121,000（税込み）

サイズ（cm）：164/172
サイドカット（mm）/ラディウス（m)：
134-106-124/R18（172cm）
重量：1,540g（172cm）

10％で12,100円分ポイント還元

FACTION
AGENT3.0X

フリーライドツアーというワードがぴったりはまる軽量で操作性が高いのにしっとりしなやかなこのスキーは、山に飛
び出したい女性の味方です。

WOMEN

WOMEN

FREERIDE▶▶▶ 山深くに分け入ってパウダーを存分に楽しみたい方には操作性の高さと
軽量さのバランスが重要。日本のBCシーンにもっともマッチしたスキー
が、フリーライドツアーモデルと言えます。

FREERIDE TOUR▶▶▶

¥82,500（税込み）

サイズ（cm）：172/180/188
サイドカット（mm）/ラディウス（m)：
132-104-122/R24.2-19.0-22.2
（180cm）

10％で8,250円分ポイント還元

VÖLKL
REVOLT 104

パウダーからオンピステまで楽しみ方が無限に広がるフリースタイルスキーの注目モデルです。ジブもキッカーもパ
ウダーもこれ一台！

¥101,200（税込み）

サイズ（cm）：172/178/184/190
サイドカット（mm）/ラディウス（m)：
133-106-125/R20(184cm)
重量：2,100g（184cm）

10％で10,120円分ポイント還元

FACTION
PRODIGY3.0

この一台でなんでもこなせてしまう守備範囲の広さが魅力のフリーライドオールマウンテンモデル。ディレクショナル
ツインシェイプが無限のライディングイメージをサポートしてくれます。

¥115,500（税込み）

サイズ（cm）：169/178/184/190
サイドカット（mm）/ラディウス（m)：
140-112-134/R21(184cm)
重量：1,950g（184cm）

10％で11,550円分ポイント還元

FACTION
CT3.0

キャンディッド・トベックスのシグネチャーモデル。ナチュラルヒットを求めバックカントリーをハイクすることも可能と
する軽量性と、ジブでの強さを兼ね備えたフリースタイルスキーの決定版！

パウダーハンティングinニセコ 2020
雪不足が叫ばれたシーズン当初の1月。令和初の『ニセコ
パウダーハンティング』も前日の降雪でみごとパウダーハ
ンティング成功！ 児玉毅さんと山木匡浩さんが、ゲストを
魅惑の斜面に案内するという贅沢なツアーは、今年も満足
度300％です。
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FREERIDE TOUR▶▶▶

楽しみ方のひとつです。テールが沈むと
減速要素が強くなってしまうので、雪面に
沿って落ちていけるようにセンター位置を
調整しています。ナデューラのトップ形状
をあまり上げていないのもそのためで、
なだらかな形状で浮力を出すという意図
があります。
── ロッカーもきつくしていないようで
すね。
佐々木　あまり強いロッカー形状にはせ
ず、トップ部とテール部のフレックスを調
整して同じ効果を持たせています。荷重
に合わせて適切にたわむので、操作感は
楽に感じてもらえると思います。長さは
185cmですが、それよりも短めに感じて
もらえると思いますし、浮力については長
さ以上のものを感じてもらえることを目
指しました。もうひとつ意識したのはス
ウィングバランスです。トップとテールを
軽くして、スウィングバランスを軽くしてい

── 佐々木さんのシグネチャーとなるス
キーは前回のコルドヴァスーパーライト
に続いて２台目。１台目は2017年のデ
ナリ・カシンリッジ登攀と南西壁滑走を成
功させたコルドヴァスーパーライトでし
た。これはベースとなるコルドヴァがあっ
て、そこから素材やトーション、フレックス
などを調整した佐々木大輔仕様。今回は、
コンセプトや構造、サイドカーブなど、イ
チからの開発と聞きました。
佐々木大輔（以下、佐々木）　そうなんで
す。今回はモデル名も自分で。当初は大
地を意味する言葉を候補にしていました
が、たまたまナデューラという名前に出会
いました。実はこれ、イギリスの酒造メー
カーが作っているウイスキーの銘柄なん
です。アルコール度数が60パーセントの
強烈なお酒なんですが、銘柄の意味はナ
チュラルで、なんかそれが僕の中でフィッ
トしました。

センター幅115mmのこのスペックを選
んだわけです。
── 今年は日本も少雪ですが、ここ数年
ヨーロッパやアメリカなどで雪が少なく、
それに伴ってスキーのタイプが変わってき
ました。構造にメタルを使用したりして、

ます。これは、ツリーランが多い日本の環
境に対応したコントロールのしやすさの
ためと、ハイクアップ時の取りまわしの良
さを考えてのことです。海外のようにゴン
ドラやロープウェーで標高の高いところ
まで一気に上がれるような環境は日本に
はあまりなく、ハイクアップが基本。その
ときにフットワーク軽く登っていけること
も大切な性能だと思っています。
── 最近はラディウスが小さいタイプが
増えてきていて、ナデューラのラディウス
24mというのも気になるのですが、その
あたりはどういう意図がありますか？
佐々木　パウダーを滑るにあたってはあ
まり大きな影響がないこともありますが、
山岳エリアで使用することを考えるとラ
ディウスが小さいのは扱いにくい。厳し
い斜面状況でトラバースしたり、その斜
面に立っているとき、ラディウスが小さい
とセンター部が雪面に接しにくいので不

安定になったりして、危険要素が増えてし
まうんです。そのために、ラディウスはき
つくしないように考えました。しなやかさ
を重視しているのは、サイドカーブに頼ら
ず、たまわせてターンしやすいようにする
ためでもあります。そういうスキーはずら
しのコントロールもしやすい。実は山岳
エリアではずらしやすさは重要で、状況が
厳しいところではずらしやすいことは大切
な性能なんです。
── そのあたりを考えてスキー開発をす
る人は少ないと思います。ナデューラには
佐々木さんならではの着眼点からの工夫
が詰まっているわけですね。
佐々木　今、最終テストを繰り返している
ところですが、山岳エリアで使いやすいの
はもちろん、ゲレンデを含めた雪山全体
をより深く楽しめるスキーに仕上げたい
です。
── 完成形が楽しみです。

── ナチュラルだと、白いスキーをイメー
ジする人も多いと思いますが、緑にした
のは？
佐々木　雪の中で映える色で、大地を想
起できるものとして考えました。具体的に
は、水楢の新緑の色です。
── いいですよね、春の山スキーのシー
ンが頭に浮かびます。モデル名やカラー
にも佐々木さんらしいこだわりがありま
すが、スキー開発にあたり、構造や形状、
サイドカーブ、フレックスなど考えること
はいくつもあるなかで、一番最初にイメー
ジしたことはなんですか？
佐々木　シーズンを通して一台だけ持つ
としたらどんなスキーか、ということを考
えました。そこが出発点です。一台で全部
というのは欲張りだし、へたしたら中途半
端になる可能性もありましたが、今のと
ころ良いバランスで仕上がってきていると
思っています（取材時はまだ最終テスト中

整地でもターンがしやすいようにサイド
カーブがきつくなったりしています。
佐々木　日本の環境を考えた場合、僕は
軽さとしなやかさが重要だと考えていま
す。ある程度の強さも必要ですが、メタル
を使うと重くなりがちだし、強くしたこと

のため）。
── ナデューラのスペックを確認すると、
トップ138.5mm、センター 115mm、
テール130mm、ラディウスは24m。長
さは185cmのワンサイズ展開（レディー
スモデルは175cm）です。この数字だけ
追うと、パウダー専用モデルのように受け
取る人もいると思います。
佐々木　自分の仕事を考えたとき、その
多くが山岳エリアで、パウダーの時期でし
かもハイシーズンであれば積雪も深く、
ラッセルは必須です。そのとき、あまり細
いスキーだとなかなか進むことができず、
良い斜面があるのに、そこに行き着けな
いなんてことにもなりかねません。ある程
度の太さが必要ですし、滑るときのことを
考えれば、浮力も必要です。もちろん、雪
質が良いときばかりではありません。クラ
ストした斜面や春になっても楽しく滑るこ
とができる点も意識しました。その結果、

によるデメリットが出てきてしまう場合が
ある。日本は積雪が多く、その深雪を楽
しむためにも軽さとフレックスのしなや
かさがほしいんです。パウダーに深く沈ん
で、そこから浮いてきて次のターンに入る
ような、いわゆる３次元的な動きができ
ると深雪って本当に楽しいですよね。
── 同感です。そのための、軽さとしな
やかさを持っているのがナデューラであ
ると。
佐々木　そういうことになります。ただ、
パウダーライディングばかりをフォーカス
しているわけではありません。パウダーよ
りそうではない雪質のほうが、シーズンは
長い。パウダーのなかで３次元的に楽し
めるように、バンクや沢地形でも３次元
的なラインをトレースすることができるよ
うにも考えました。スノーボードのように
当て込んだりして遊べたら楽しいですよ
ね。そしてもう一点、スピードを出すのも

¥167,760（税込み）

サイズ（cm）：175
サイドカット（mm）/ラディウス（m)：
138.5-115-130/R21

10％で16,776円分ポイント還元

VECTOR GLIDE
NADURRA W

¥167,760（税込み）

サイズ（cm）：185
サイドカット（mm）/ラディウス（m)：
138.5-115-130/R24

10％で16,776円分ポイント還元

VECTOR GLIDE
NADURRA

国際山岳ガイド佐々木大輔さんがプロデュースす
る、日本の雪山をより深く楽しめる、独創的なシェイ
プの軽量かつハイパフォーマンスなニューモデル。

パウダー・湿雪・ザラメ・アイスな斜面などさまざま
な表情を見せるバックカントリーを、この一台で楽
しめるライトウェイトスーパーオールマウンテンス
キー。

WOMEN

日本の雪、日本の地形にマッチした
より深く楽しめるスキーを作りたい

S P E C I A L  F O C U S

国際山岳ガイドであり、プロスキーヤーとして数々の冒険、遠征を成功させてきた佐々木大輔さん。
彼が手掛けるフルオリジナルのスキーが20-21シーズンに登場します。
それが《NADURRA（ナデューラ）》。ヴェクターグライド初のキャップ構造を採用する
そのスキーへ込めた思いと授けた性能について聞きました。

スマホでお買い物

スマホでお買い物
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FREERIDE TOUR▶▶▶

パウダーだけでなくゲレンデのグルーミングバーンも楽しみたいという
方には、両方の状況に合わせたバランス性能が重要。一台でさまざまな
状況を楽しめるこのモデルは初めの一台としても最適です。

ALLMOUNTAIN▶▶▶
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¥172,150（税込み）

サイズ（cm）：
155/163/171/179/184
サイドカット（mm）/ラディウス（m)：
132-106-119/R19（179cm）
重量：1,440g（179cm）

10％で17,215円分ポイント還元

DPS
PAGODA TOUR 106C2

最先端の素材を絶妙に組み合わせることで、軽さと強さのバランスを実現したフリーライドツアースキーの決定
版。カーボン素材の弱点である振動を効果的に減衰する新構造は、今までにない新しい滑走感覚です。

¥106,260（税込み/予価）

サイズ（cm）：166/172/178/184
サイドカット（mm）/ラディウス（m)：
131-104-118/R22（178cm）
重量：1,450g（178cm）

10％で10,626円分ポイント還元

BLACKDIAMOND
HELIO CARBON104

フルサイドウォールのサンドイッチ構造でこの軽さを実現！ たわみを感じやすく、しなやかなフレックスはパウダーで
の高い操作性を提供します。

¥102,300（税込み/予価）

サイズ（cm）：
162/169/176/183 
サイドカット（mm）/ラディウス（m)：
124-95-113/R19（176cm）
重量：1,400g（176cm）

10％で10,230円分ポイント還元

BLACKDIAMOND
HELIO CARBON95

もっとも汎用性の高い95ｍｍウエスト幅の超軽量モデル。トップとテールにローカーを採用しているので、タイトなツ
リーもこなす操作性の高さも魅力です。

¥96,800（税込み）

サイズ（cm）：165/172/179/186
サイドカット（mm）/ラディウス（m)：
146-106-128/-（186cm）
重量：1,770g（186cm）

10％で9,680円分ポイント還元

VÖLKL
BLAZE 106

軽さと滑走性能の両立を目指して開発されたブレーズシリーズのメインモデル。ハイクアップして楽しむバックカント
リースキーヤーに最適な、パウダーからザラメまで一台でカバーできるオールラウンドモデルの決定版。

¥96,800（税込み）

サイズ（cm）：165/172/179/186
サイドカット（mm）/ラディウス（m)：
134-94-116/
R38.0-17-31.5(172cm)
重量：1,580g（179cm）

10％で9,680円分ポイント還元

¥96,800（税込み）

サイズ（cm）：170/177/184/191
サイドカット（mm）/ラディウス（m)：
134-96-117/R19.8(177cm)
重量：2,080g（177cm）

10％で9,680円分ポイント還元

VÖLKL
BLAZE94

VÖLKL
M5 MANTRA

春のザラメやゲレンデの圧雪斜面での使用など幅広く活躍できる軽量でしなやかなモデル。３Dラディウスサイドカッ
トを採用しており、低速では足元の小さなラディウスにより小気味よい反応とクイックなターンができ、高速域では前
後の大きなラディウスから切れ上がりすぎることもなく、ターン前半から後半までスムーズに安心して滑走できます。

世界中でベストセラーを続けている〈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。とくに荒踏みされたパウダーでの走破性が高く、ゲレンデ周
辺でパウダーを楽しむ方には最適な一台。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ます。

¥105,600（税込み）

サイズ（cm）：169/176/181
サイドカット（mm）/ラディウス（m)：
154-95-124/Tight
重量：2,050g

10％で10,560円分ポイント還元

LINE
BLADE 95

今季もっとも注目を集めているスキーのひとつ！ 150mmオーバーのトップに95mmのセンターという独特のシェ
イプにガスペダルメタルと呼ばれるチタナルメタルを組み合わせ、ゲレンデカービングとパウダーライドのどちらも楽
しめる新感覚モデル。

¥108,900（税込み）

サイズ（cm）：166/174/181
サイドカット（mm）/ラディウス（m)：
150-105-138/R15
重量：1,770g

10％で10,890円分ポイント還元

LINE
SAKANA

独自のスタイルを確立したポラードコレクションの一台。タイトなツリーランや地形を使った遊びが得意でグルーミン
グでのターン性能も高いのも特徴です。

¥88,000（税込み）

サイズ（cm）：168/176/182/188
サイドカット（mm）/ラディウス（m)：
126-90-108/R18（178cm）

10％で8,800円分ポイント還元

SALOMON
STANCE 90

メタルをラミネートしたサンドイッチ構造でフルサイドウォールを備えたオールマウンテンスキー。部分的にメタル素材
をくり抜き軽量化も図られている。グルーミングもパウダーも楽しみたい欲張りなあなたに最適なニューモデルです。

スマホでお買い物
スマホでお買い物

スマホでお買い物

スマホでお買い物

スマホでお買い物

スマホでお買い物

スマホでお買い物

スマホでお買い物

スマホでお買い物

¥107,800（税込み）

サイズ（cm）：164/172/180/188
サイドカット（mm）/ラディウス（m)：
134-106-124/R20（180cm）
重量：1,950g（180cm）

10％で10,780円分ポイント還元

FACTION
DICTATOR3.0

フリーライドワールドツアー（FWT）などのフリーライドコンペでも使用されているメタルラミネートの走破性の高い
モデル。高速安定性に優れているが、クイックな動きもできるバランスのとれたスキーです。

スマホでお買い物
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高いフィット感と剛性感を持ち合わせ、ライダーのパワーをしっかり受け止め
アグレッシブな滑走を実現。何より高い滑走性能を重視する方にピッタリです。

FREERIDE▶▶▶

BOOTS
　GRIP WALKソールがバックカントリー
用以外のさまざまなアルペンブーツにも
採用され、軽量かつ快適な使い心地を望
む一般ゲレンデスキーヤーにも浸透して
きたことにより、アイテムが増え選択肢が
広がってきました。GRIP WALKソールは
アルペンスキーに標準装着されている大
半のビンディングにも対応していることか
ら、ゲレンデとバックカントリーの両方を
一足のブーツでカバーできます。さらに
ピンテックビンディング対応のパーツが

装着されているモデルも多くなっていま
す。そのなかでも来季はスキー同様、より
ハードな滑りも支える滑走性能やフィット
感に優れたブーツが多くリリースされて
います。従来の軽量ブーツにありがちな
薄くて硬いといった印象から、柔軟なシェ
ルの粘りを感じるフィーリングの部分まで
チューニングされたブーツも登場。本誌で
はアルペンブーツ同等の滑走性能を持っ
たFREERIDEタイプ、滑走性能を重視し
ながらも軽量性や歩行性能にも配慮した

FREERIDE TOURタイプ、長時間のハイ
クアップも可能にするALPINE TOURタ
イプ、ジブやトリック、エアにも対応しやす
いFREESTYLEタイプに分類し、スキー・
ビンディングとの組み合わせを選びやす
くしました。組み合わせが悪いと、それ
ぞれの性能が十分発揮されないばかりか、
故障やケガの原因になるため、使用してい
るスキーやビンディングの特性や使用環境
を加味したアイテム選択が大変重要となり
ます。ぜひ参考にしてください。

WOMEN

WOMEN WOMEN

WOMEN

WOMEN
WOMEN

ホークスプライムをベースにウォークモードを搭
載したモデル。もっとも滑走性能の高いブーツ
に仕上がっています。

¥98,890（税込み）

サイズ：22/22.5~30/30.5cm
ラスト：100mm
フレックス：130
重量：1,668g(26cm)
WALKMODE RENGE：54°
ソール：GW

10％で9,889円分ポイント還元

ATOMIC
HAWX PRIME XTD 130 TECH GW

熱成型

ネバリのあるフレックスを実現するPU素材を使
用したモデル。テックビンディングが使用可能。

¥87,890（税込み）

サイズ：24/24.5~30/30.5cm
ラスト：100mm
フレックス：120
重量：1,852g(26cm）
WALKMODE RENGE：54°
ソール：GW

10％で8,789円分ポイント還元

ATOMIC
HAWX PRIME XTD 120 TECH GW

熱成型

女性専用のミミックライナーを採用し、究極の
フィット感を実現したレディース向けトップモデ
ルです。

¥98,890（税込み）

サイズ：22/22.5~25/25.5cm
ラスト：100mm
フレックス：115
重量：1,610g(24cm）
WALKMODE RENGE：54°
ソール：GW

10％で9,889円分ポイント還元

ATOMIC
HAWX PRIME XTD 115W TECH GW

熱成型

中級者に扱いやすい軟らかめのフレックスを採
用したFREERIDE TOURにも対応するモデル。

¥73,590（税込み）

サイズ：22/22.5~25/25.5cm
ラスト：100mm
フレックス：95
重量：1,770(24cm)
WALKMODE RENGE：54°
ソール：GW

10％で7,359円分ポイント還元

ATOMIC 
HAWX PRIME XTD 95W TECH GW

オーバーラップ2ピースシェルにコアフレームを搭載
したまったく新しいフリーライドブーツ。ハイスペッ
クなインナーブーツは履き心地も抜群。フレックス
は比較的マイルドな設計で、レベルを問いません。

¥93,500（税込み）

サイズ：24/24.5~28/28.5cm
ラスト：100mm
フレックス：130
重量：1,670g(26cm)
ソール：GW

10％で9,350円分ポイント還元

SALOMON
SHIFT PRO 130 AT

入門者におすすめの100フレックスながらテック
インサート付きのハイスペックモデル。

¥77,000（税込み）

サイズ：24/24.5~31/31.5cm
ラスト：100mm
フレックス：100
重量：1,750g(26cm)
ソール：GW

10％で7,700円分ポイント還元

SALOMON
SHIFT PRO 100 AT

熱成型

ポリウレタン素材で粘りのあるフレックス感が特
徴の中上級～上級者向け。グリップウォークソー
ルが標準装着となりました。

¥81,400（税込み）

サイズ：22～31.0(0.5cmピッチ）
ラスト：99mm
フレックス：130
重量：1,668g(26cm)
WALKMODE RENGE：54°
ソール：GW

10％で8,140円分ポイント還元

TECNICA
COCHISE 120 DYN GW

ポリウレタン素材で粘りのあるフレックス感が特
徴の女性中上級～上級者向けモデル。ゲレンデ
からバックカントリーまで幅広く対応できる滑走
重視のブーツです。

¥75,900（税込み）

サイズ：22.0～27.5cm(0.5cmピッチ）
ラスト：99mm
フレックス：105
ソール:GW with low tech insert

10％で7,590円分ポイント還元

TECNICA
COCHISE 105 W DYN GW

スリーピース構造のフリーライドブーツ。サイ
ド剛性が強くパワー伝達に優れるためハードな
エッジングも得意。

¥104,500（税込み）

サイズ：24.5～29.5cm(1cmピッチ)
ラスト：98mm
フレックス：130
重量：1,920g
WALKMODE RENGE：タング外し時67°

10％で10,450円分ポイント還元

DALBELLO
LUPO 130 C

レディース上級者向けにアッパーシェルやイン
ナーブーツを専用設計。さらに前傾角度が細か
く調整できる点も女性スキーヤーにはうれしい
ポイント。

¥77,000（税込み）

サイズ：22.5~27.5(1cmピッチ）
ラスト：98mm
フレックス：110
重量：1,640g(26.5cm)
WALKMODE RENGE：50°
ソール：GW

10％で7,700円分ポイント還元

K2
MINDBENDER 110 ALLIANCE

熱成型

シェル素材にグリルアミドを採用し、軽量で耐
久性に富んだブーツに仕上げたフリーライドツ
アー向けのブーツ。

¥97,900（税込み）

サイズ：22.0-31.0(0.5cmピッチ）
ラスト：99mm
フレックス：130
ソール:GW with low tech insert

10％で9,790円分ポイント還元

TECNICA
COCHISE LIGHT DYN GW

アルペンブーツをベースに、パワー伝達に優れ
た構造と粘りのあるフレックスで荒れた斜面でも
使いやすいモデル。

¥82,500（税込み）

サイズ：22/22.5~25/25.5cm
ラスト：100mm
フレックス：110
重量：1,600g(24cm)
ソール：GW

10％で8,250円分ポイント還元

SALOMON
SHIFT PRO 110 W AT

BC入門者や比較的軽量な方に最適なシェル硬
度が軟らかめのブーツでありながら、テックビン
ディング対応となっています。カスタムシェルは
採用されていない代わりにお手頃な価格が魅力
的です。

¥71,500（税込み）

サイズ：22/22.5~25/25.5cm（1cmピッチ）
ラスト：100mm
フレックス：90
重量：1,600g(24.5cm)
ソール：GW with low tech insert

10％で7,150円分ポイント還元

SALOMON
SHIFT PRO 90W AT

熱成型 熱成型

足裏感覚に優れ、アッパーシェルも深すぎない
使いやすいブーツ。前傾角度は10度～17度の
範囲で調整可能。インナーブーツ素材が改良さ
れフィット感がアップし、高い完成度を誇ります。

¥93,500（税込み）

サイズ：24.5~30.5cm(1cmピッチ）
ラスト：98mm
フレックス：130
重量：1,740g(26.5cm）
WALKMODE RENGE：50°
ソール：GW

10％で9,350円分ポイント還元

K2
MINDBENDER 130

熱成型

軽量ブーツにありがちな着脱のしにくさがなく、
履き脱ぎしやすいのもこのシリーズに共通した
利点。コストパフォーマンスも高いモデルです。

¥82,500（税込み）

サイズ：24.5~30.5cm(1cmピッチ）
ラスト：98mm
フレックス：120
重量：1,675g(26.5cm)
WALKMODE RENGE：50°
ソール：GW

10％で8,250円分ポイント還元

K2
MINDBENDER 120

熱成型

熱成型 シェルの熱成型ができるモデル

熱成型 熱成型

FREERIDE▶▶▶

スマホでお買い物 スマホでお買い物 スマホでお買い物

スマホでお買い物スマホでお買い物 スマホでお買い物

スマホでお買い物 スマホでお買い物 スマホでお買い物

スマホでお買い物 スマホでお買い物 スマホでお買い物

スマホでお買い物 スマホでお買い物 スマホでお買い物
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FREERIDE▶▶▶

昨年大好評だった、滑りにフォーカスしたツアー
リングブーツ。〈マエストラーレ〉をベースに
チューニングを施し滑走性能を大幅にアップ。ツ
アーブーツの枠を大きく超えた戦闘力が話題。

¥93,500（税込み/予価）

サイズ：24.5~32cm
ラスト：101mm
フレックス：130
重量：1,490g(27cm)
WALKMODE RENGE：56°

10％で9,350円分ポイント還元

SCARPA
MAESTRALE XT

フリースキー界のレジェンド、ホジことエリック・
ホフレイソンがプロデュースしたHOJIシリーズ
のニューブーツ。レバーひとつで滑走から歩行
モードへの切り替えができる便利な機能が特徴。

¥107,800（税込み）

サイズ：23.0～29.5cm
ラスト：102mm
フレックス：110
重量：1,550ｇ（27.5cm）

10％で10,780円分ポイント還元

DYNAFIT
HOJI FREE 110

人気の〈ホークスウルトラエクステンド130〉が
ミミックライナー採用で履き心地とフィット性が
大幅にグレードアップ。

¥109,890（税込み）

サイズ：22/22.5~29/29.5cm
ラスト：98mm
フレックス：130
重量：1,580g(26cm)
WALKMODE RENGE：54°
ソール：GW

10％で10,989円分ポイント還元

ATOMIC
HAWX ULTRA XTD 130 TECH GW

熱成型

〈LUPO 130 C〉よりもワイドなラストを採用し、
より足入れが良い人気モデル。滑走時はもちろ
んハイクアップ時の足首の可動域は67度とアル
パインツアーブーツ以上。ゆったりした履き心地
と足入れの良さは抜群です。

¥82,500（税込み）

サイズ：21.5～29.5ｃｍ(1cmピッチ)
ラスト：100mm
フレックス：120
重量：1,780g（タング外し時1,625g）
WALKMODE RENGE：タング外し時67°

10％で8,250円分ポイント還元

DALBELLO
LUPO AX 120

アルペンレースで培ったノウハウを投入したプロ
ライダーの足元を支えるFREERIDEブーツ。ポ
リウレタン素材とグリラミドによる粘り感が特徴。
アッパーシェルの巻き込みもさすがの仕上がり。

¥108,900（税込み）

サイズ：24.5~29.5(1cmピッチ）
ラスト：97mm
フレックス：140
WALKMODE RENGE：53°
ソール：GW with low tech insert

10％で10,890円分ポイント還元

LANGE
XT³ 140PRO MODEL

幅広目の足型に対応した100ｍｍラストを採用
したモデル。前傾角や足裏の角度など滑走性能
重視の設計になっています。

¥93,500（税込み）

サイズ：24.5~29.5(1cmピッチ）
ラスト：100mm
フレックス：120
WALKMODE RENGE：53°
ソール：GW with low tech insert

10％で9,350円分ポイント還元

LANGE
XT³ 120 

フィット感が大幅にアップした女性バックカント
リーブーツのトップモデル。細めの足幅の方
は迷わずこのモデルがおすすめです。

¥98,890（税込み）

サイズ：22/22.5~25/25.5cm
ラスト：98mm
フレックス：115
重量：1,458g(24cm)
WALKMODE RENGE：54°
ソール：GW

10％で9,889円分ポイント還元

ATOMIC
HAWX ULTRA XTD 115W TECH GW

熱成型

足幅が広い方におすすめのモデル。マイルドな
設計なので入門者にもおすすめの山スキー向
けブーツです。

¥79,200（税込み）

サイズ：25.0～31.5cm
ラスト：105mm
フレックス：110
重量：1,600g(27.5cm)

10％で7,920円分ポイント還元

DYNAFIT
SEVEN SUMMITS MAN

アルパインツーリングブーツのベンチマークとされてい
るスタンダードモデル。滑りと歩き双方の性能が高いバ
ランスで実現されています。アルパインツーリングブー
ツの購入を考えている方はまず試してみてください。

¥70,400（税込み/予価）

サイズ：24.5~32cm
ラスト：101mm
フレックス：110
重量：1,440g(27cm)
WALKMODE RENGE：60°

10％で7,040円分ポイント還元

SCARPA
MAESTRALE 

〈マエストラーレ〉を女性用にチューニングした
モデル。山スキー用として完成度の高いモデル
です。

¥70,400（税込み/予価）

サイズ：22.5~27.0cm
ラスト：101mm
フレックス：105
重量：1,250g(25cm)
WALKMODE RENGE：60°

10％で7,040円分ポイント還元

SCARPA
GEA

ATブーツに山岳スキーレース用ブーツのノウハウを
つぎ込んで作り上げた超軽量ブーツ。1,000g以下
でこれほど滑れるブーツは他にありません。

¥86,900（税込み/予価）

サイズ：24～31cm(1cmピッチ）
ラスト：100mm
フレックス：-
重量：990ｇ（27cm）
WALKMODE RENGE：72°
前傾角度：9°-11°‐13°
＊LOWTECH BINのみ対応

10％で8,690円分ポイント還元

SCARPA
F1 LT

フリースキー界のカリスマ、サミー・カールソン
のシグネチャーモデル。エボリューションツアー
シェル採用でBCへアクセスしナチュラルヒットを
楽しむライダーに最適なフリースタイルブーツ。
ラップタイプのプロツアーインナーを採用。

¥88,000（税込み）

サイズ：24.5~30.5(1cmピッチ）
ラスト：102mm
フレックス：120
重量：1,880g(26.5cm)
ソール：GW with low tech insert

10％で8,800円分ポイント還元

FT
ASCENDANT SAMMY CARLSON

魅力あふれる斜面を求めて山深くハイクしアグレッシブなシュプール
を刻む。そんな方には滑走性能と歩行性能をバランス良く併せ持つこ
のタイプがおすすめ。

FREERIDE TOUR▶▶▶

滑走性能はもとより高い歩行性能が求
められるこのカテゴリーは、軽量である
ことと共にアッパーシェルの可動範囲
が広いことが重要で、長い山行でも疲
れることなく歩き切ることができます。

ALPINE TOUR▶▶▶

自身のスタイルを剥き出しにし、ナチュラルな地形を最大限生かす
個性あふれるスタイルをメイク。テクニカルなライディングをしっか
りサポートしつつも、自由さを損なわない性能を備えています。

FREESTYLE▶▶▶

WOMEN

WOMEN

スマホでお買い物 スマホでお買い物 スマホでお買い物

スマホでお買い物

スマホでお買い物

スマホでお買い物

スマホでお買い物 スマホでお買い物

スマホでお買い物 スマホでお買い物 スマホでお買い物

スマホでお買い物
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75ｍｍ規格のベストセラーモデル。植物由来
の樹脂を使用したまさにエコな一足で、歩きと
滑りのバランスに優れています。まずはこの靴
からテレマークを始めてみましょう。

¥62,700（税込み/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°
FORWARD REAN：16°/19°

10％で6,270円分ポイント還元

SCARPA
T2 ECO

NTNと最近増えてきているトゥにピンテックを
使ったTTSバインディングに対応するブーツ。

¥70,400（税込み/予価）

サイズ：24.5～30cm
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°
FORWARD REAN：12°-2°/+3°

10％で7,040円分ポイント還元

SCARPA
TX PRO

ねじれに強いオーバーラップ構造で強い角づけ
と高いホールド力が魅力のテレマークブーツ。

¥90,200（税込み）

サイズ：22.0~30.5cm
ラスト：100mm
フレックス：130
重量：1,685ｇ(27cm)
WALKMODE RENGE：30°
FORWARD REAN：16°/19°

10％で9,020円分ポイント還元

SCOTT
VOODOO NTN

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

グルーを使わずクライミングスキン本体に接着される層と、滑走面に張り
付ける側の層からなる２層構造のハイブリッドテクノロジーを採用。滑走面
からクライミングスキンを剥がしやすく、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
にスピーディーに行なえます。さらに、従来のグルーの弱点であるメンテ
ナンス性・耐久性に優れており、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。アンゴラ羊の羊毛を使用した、
低温下でもグリップ・グライド性を損なわないパウダーシーズン向け。

¥27,770～¥30,520（税込み）

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% 

10％で2,770円〜3,052円分ポイント還元

CONTOUR
HYBRID PURE左

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初心者向け。

¥27,450～¥27,770（税込み）

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%

10％で2,745円〜2,777円分ポイント還元

CONTOUR
HYBRID MIX右

TELEMARK CLIMBING SKIN
　近年、クライミングスキンは粘着面に従
来の糊を使ったグルータイプと、グルー以
外の材質の2種類に大別されます。滑走面
の素材も、ナイロン・モヘアと両者をミック

スしたタイプがあり、またメーカーそれぞれ
の特徴があります。ここでは、それぞれの特
徴を明確にして、目的に合ったシールを選
びやすく整理して紹介します。

テレマークに新時代を切り開いた〈FREERIDE〉
を軽量化しツアー向けに改良したモデル。スキー
ヤーの動きにリニアに反応してくれるレスポンス
が魅力。

コバを深く、そして長くくわえ込む形状がエッジ
ングのロスを最小限にしてくれるためシャープな
滑りが可能。ツーリングモード切り替えもついて
ハイクアップもスピーディー。

¥63,800（税込み）

サイズ：NTN規格S/L
仕様：NTN BINDING
重量：750ｇ

10％で6,380円分ポイント還元

¥49,500（税込み）

仕様：75mm
重量：907g

10％で4,950円分ポイント還元

ROTEFELLA
FREEDOM

22DESIGNS
AXL

ハードワイヤータイプで剛性感と耐久性に富ん
だ作り込みが魅力。ツアーモードへの切り替えも
簡単確実で使いやすいのが特徴です。

¥46,750（税込み）

仕様：75mm
重量：681ｇ

10％で4,675円分ポイント還元

VOILE
SWITCH BACK

ATのテックビンディングのトゥピースとNTNの融合
したモデルでステップインが可能なほか、重量も片
足500ｇ以下と超軽量。ツアーモード付きでもスタ
ンドハイトが低く足裏感覚にも優れています。

¥70,400（税込み）

サイズ：NTN規格S/L
仕様：NTN-TTSシステムビンディング
重量：480ｇ/Ssize、500ｇ/Lsize

10％で7,040円分ポイント還元

22DESIGNS
LINX

ブラックダイヤモンドは歴史も長く、昔
から愛用している方も多い信頼感の
高いクライミングスキンのひとつ。〈ア
センション〉は、ナイロン100％でグ
リップ力が強く登攀に優れ、粘着力・
耐候性にも優れたモデル。これから
バックカントリーを始めたいという方
のほか、ガイドなどの使用頻度の高い
ヘビーユーザーにも人気。硬い雪質
に強い特徴があり、急峻な山域に多
く行く方におすすめです。

¥20,570（税込み/予価）

幅：133mm 
長さ：157～168cm/163～174cm/
169～180cm/175～186cm/181～192cm
素材：ナイロン100% 

10％で2,057円分ポイント還元

BLACK DIAMOND
アセンション

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。特徴は抜群な防水性と乾燥性。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るために、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止。ナ
イロン100％の強力なグリップ力と、さまざまな温度
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。とく
に、春の湿った雪に有効。

¥24,200～¥25,300（税込み）

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%

POMOCA
FREE 2.0

長年親しまれてきたタルガ。ケーブルの存在を忘
れてしまうほどスムーズにテレマークポジション
が取れます。シンプルな構造は現在でも山岳使用
にも信頼度が高いビンディングです。

¥25,300（税込み）

仕様：75mm
重量：588g

10％で2,530円分ポイント還元

G3
TARGA X MOUNTAIN

75mm規格から乗り換えたときに違和感が少な
いと好評のステップインビンディング。足裏のスプ
リングで好みのテンションに調整可能。

¥57,200（税込み）

サイズ：NTN規格S/L
仕様：NTN BINDING
重量：760g/Ssize、795g/Lsize

10％で5,720円分ポイント還元

22DESIGNS
OUTLOW X

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クライミングスキ
ンです。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。また、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、スピーディーに作業できる

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な点
も見逃せません。メンテナンスも容易で、専用
のアクリルテープで簡単に素早く、熱圧着なし
で貼り替え可能で粘着力を回復できます。グラ
イド面はモヘアとナイロンのミックスタイプで、
グライド性とグリップ性のバランスも良好。ク
ライミングスキンに軽さやコンパクトな収納性
を求める方におすすめのタイプです。

¥23,650～¥28,050（税込み）

幅：110・120・130・140mm
長さ：フリーsize
素材：モヘア65% ナイロン35%

COLLTEX
CLARIDEN カムロックセット G3はカナダの老舗クライミングブランド。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。あらゆ
る形状のスキーに対してよくフィッティングでき、簡
単に着脱が可能。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、トップを特殊なウレタン
素材で鱗形状にすることで、とく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でも抜群な
グリップ力を発揮します。

¥22,000～¥24,750（税込み）

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% 

G3
ALPINIST+GRIP

スマホでお買い物

スマホでお買い物

スマホでお買い物

スマホでお買い物

スマホでお買い物

スマホでお買い物

スマホでお買い物

スマホでお買い物 スマホでお買い物

スマホでお買い物

スマホでお買い物

スマホでお買い物

スマホでお買い物

スマホでお買い物

スマホでお買い物

20%軽
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乾燥性
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倍に

グレー
ドアッ

プ

撥水耐久性がグレードアップ

10％で2,420円〜2,530円分ポイント還元

10％で2,365円〜2,805円分ポイント還元

10％で2,365円〜2,805円分ポイント還元
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SNOW SAW SNOW STUDY

SNOW SAFETY
　バックカントリースキーにはさまざまなリ
スクが存在します。その中でも重大なリスク
は雪崩。万が一に備えアバランチトランシー
バー（通称ビーコン）・シャベル・プローブ
は必携の装備です。ただし、それらを持って
いれば良いだけでなく、使い方をマスター
しておくことが重要。石井スポーツ登山学
校では雪崩に関する各種講習会を開催して
いるのでぜひご利用ください。

AVALANCHE TRANSCEIVER

PROVE

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。

¥38,500（税込み/予価）

サイズ：118×76×29mm
重量：220g (電池込）
使用電池：アルカリ単3電池×３本　
リチウム電池使用可
バッテリー寿命：アルカリ最小200時間/リチウム最小
300時間（SEND) 
仕様：デジタル３アンテナ
捜索可能範囲：60ｍ

10％で3,850円分ポイント還元

PIEPS
POWDER BT

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。
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る。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。

¥42,900（税込み/予価）

サイズ：106×74×20㎜
重量：150g(電池込）
使用電池：アルカリ単4電池×1本　
リチウム電池使用可
バッテリー寿命：アルカリ最小200時間/リチウム最小
350時間（SEND)
仕様：デジタル3アンテナ
捜索可能範囲：50ｍ

10％で4,290円分ポイント還元

PIEPS
MICRO BT SENSOR

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。すべての操作に対して、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。

¥64,900（税込み）

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）

10％で6,490円分ポイント還元

MAMMUT
BARRYVOX S

本体サイドをラバーで囲み、より持ちやすく、耐久
性がアップ。モニターの赤色ＬＥＤの高い視認
性、センサー音の強弱による認知力を向上した
ＮＥＷモデル。

¥53,900（税込み）

サイズ：120×75×26ｍｍ
重量：215g (電池込）
使用電池：アルカリ単３電池×3本
バッテリー寿命：アルカリ約200時間（SEND）
仕様：デジタル3アンテナ
捜索可能範囲：60m

10％で5,390円分ポイント還元

BCA
TRACKER 4

操作がシンプルで迷わず使いやすいと定評の人
気モデル。〈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。

¥50,600（税込み）

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

10％で5,060円分ポイント還元

MAMMUT
BARRYVOX

超軽量・小型モデル。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
すいのが特徴。画面もバックライト付きで見やす
くなっています。

¥40,700（税込み）

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
捜索可能範囲：50ｍ

10％で4,070円分ポイント還元

ARVA
EVO 5

カーボンシャフトを採用し剛性感があ
り真っ直ぐにプロービング可能。重量も
軽く、従来モデルより7cm収納がコン
パクトになり携帯性に優れています。

¥12,100（税込み）

サイズ：全長300cm/収納サイズ43cm
重量：290g
シャフト径：1.3cm

10％で1,210円分ポイント還元

BCA
STEALTH 300CARBON

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ます。

¥9,680（税込み/予価）

サイズ：全長320cm/収納サイズ40cm
重量：385g

10％で968円分ポイント還元

BLACKDIAMOND
クイックドローツアープローブ 320

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。従来モデルより7cm収納サイ
ズがコンパクトになっています。

¥9,350（税込み）

サイズ：全長300cm/収納サイズ43cm
重量：330g
シャフト径：1.２cm

10％で935円分ポイント還元

BCA
STEALTH 300

世界の登山隊の雪上生活を支えてきた
日本製雪用のこぎりが、佐々木大輔監
修でバージョンアップして復活。

¥7,700（税込み）

サイズ：全長47cm/刃長34cm
重量：190g（ケース付き）

10％で770円分ポイント還元

MOCHIZUKI
SNOW SAW

携行性と操作性のバランスに優れたス
タンダードモデル。目盛りも見やすく確
認しやすくなっています。

¥8,250（税込み）

サイズ：全長270cm/収納サイズ45cm
重量：295g
シャフト径：1.２cm

10％で990円分ポイント還元

BCA
STEALTH 270

氷や木も切ることができる軽量で多目
的なソー。雪の観察に必要なメモリやス
ケールが記載され使いやすさも向上。

¥9,350（税込み）

サイズ：全長47cm/刃長35cm
重量：169g（ケース付き）

10％で935円分ポイント還元

G3
BONE SAW

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。

¥8,470（税込み/予価）

サイズ：全長280cm/収納サイズ40cm
重量：342g

10％で847円分ポイント還元

BLACK DIAMOND
クイックドローツアープローブ 280

¥14,300（税込み）

10％で1,430円分ポイント還元

BCA
SNOW STUDY KIT

ピットチェックセット（スロープメー
ター・クリスタルカード・サーモメー
ター・ルーペ・テストコード）。

SHOVEL

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。

¥6,600（税込み）

ブレードサイズ：24.9×25.4cm
重量：600g
伸縮時：56cm
伸張時：73cm

10％で660円分ポイント還元

BCA
B-1 EXT

作業効率の高い中型サイズの軽量ショベル。
〈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
に切り出しやすく実用的。

¥7,700（税込み）

ブレードサイズ：25.4×27.9cm
重量：720g
伸縮時：61cm
伸張時：79cm

10％で770円分ポイント還元

BCA
B-2 EXT

耐久性・強度に優れた実用性に富んだbcaの定
番モデル。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、雪を掻き出すときに
とても便利。

¥8,800（税込み）

ブレードサイズ：25×28cm
重量：715g
伸縮時：64cm
伸張時：85cm

10％で880円分ポイント還元

BCA
RS EXT

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。ザックへの収納性も高く嵩張りにくいモデル。

¥6,600（税込み/予価）

ブレードサイズ：26×22.5cm
重量：692g
伸縮時：69cm
伸張時：83cm

10％で660円分ポイント還元

BLACK DIAMOND
トランスファー３

作業効率の高いＤグリップを使
用したコンパクトシャベル。フラッ
トな角形ブレードはピットチェッ
クや雪洞作りにも最適。

¥10,450（税込み）

ブレードサイズ：24×26.5cm
重量：770g
伸縮時：66cm
伸張時：86cm

10％で1,045円分ポイント還元

G3
AVI Ｄグリップ

力が入れやすいＤグリップを使
用。シャフトをまわして簡単に鍬
モードに切り替えでき、雪の掻
き出しに便利。

¥12,100（税込み）

ブレードサイズ：25×26cm
重量：750g
伸縮時：61cm
伸張時：79cm

10％で1,210円分ポイント還元

VOILE
HOBACK DM
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FREERIDE&BACKCOUNTRY FR
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掲載価格はメーカー小売希望価格となります。
最新価格はヨドバシ・ドット・コムでご確認ください。
商品によっては発売前やヨドバシ・ドット・コム未掲載
の場合がございます。

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。どんな雪質でも安定した滑走性を持
続でき、十分な効果を発揮します。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
の影響もありません。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
キーヤーにもおすすめのトリートメントで
す。作業も２液から１液で施工できるよう
になり、より作業時間が短くなり簡単に。
施工する場所がないという方には、専用マ
シーンを使って施工することも可能（工賃
¥4,400）。さあ新世代のグライドトリート
メントを体感しましょう。

¥13,200（税込み）

10％で1,320円分ポイント還元

DPS
Phantom One Part Fomulla

　斜度や状況に合わせて長さ
を調整したり、金具のクライミ
ングサポーターの高さを調整し
たり、効率良く快適にハイクアッ
プするには、忘れがちだが重要
なアイテム！　ポール素材はア
ルミとカーボンがあり、カーボ
ンは軽くスウィングバランスに
優れますが、初心者の方は耐
久性に優れたアルミポールが
おすすめです。

　バックカントリーバッグには、
アバランチ用品が瞬時に取り出
せる専用ポケットがあったり、ス
キー・スノーボードを持ち運ぶた
めの補強されたストラップが備

わっていたりと、登山用にはな
い多種多様な機能が満載。雪崩
による怪我や埋没のリスクを軽
減できるアバランチエアバッグの
注目は“Alpride E1バッテリーシ

ステム”です。バッテリー式のデ
メリットである重量が、軽量・コ
ンパクトになりさらに進化。今季
はオスプレーからもラインナップ
されます。

トップポケット下のファ
スナーを開けると10ℓ
ぶんのスペースができま
す。ウェアやロープなど
を装着＆固定することも
可能です。

パック内部を2気
室に分けることが
可能です。

POLES BACKPACK&WAX

Avalanche AIR BAG

Winter Pack

Wax
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。

作業工程時間が短く楽に！　

雪崩時の巻き込み防止のた
めのリリースストラップを使
用。細見のカーボンシャフト
を使用してスウィングバラン
スに優れています。

¥18,150（税込み/予価）

サイズ：100-125㎝/115-
140cm　伸縮可能
重量（1/2ペア）：
262g（100-125cm）
素材：アルミ×カーボン

10％で1,815円分ポイント還元

BLACKDIAMOND
レーザーカーボンプロ

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。

¥10,890（税込み/予価）

サ イズ：95-145 ㎝/105-
155cm　伸縮可能
重 量（1/2ペ ア ）：296g

（95-145cm）
素材：アルミ

10％で1,089円分ポイント還元

BLACKDIAMOND
トラバース

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
るスキーヤーにおすすめ。

¥14,520（税込み/予価）

サイズ：98-140cm　
伸縮可能
重量（1/2ペア）：306g
素材：アルミ

10％で1,452円分ポイント還元

BLACKDIAMOND
トラバースWR2

〈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。

¥7,260（税込み/予価）

重量：160g
10％で726円分ポイント還元

BLACKDIAMOND
ウイペットアタッチメント

非常に軽量でスウィングバ
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。

¥18,880（税込み）

サイズ：100,105,110,115,
120,125㎝
重量（1/2ペア）：
206g（110cm）
素材：アルミ×カーボン

10％で1,888円分ポイント還元

VECTOR GLIDE
V STICK STRAIGHT

VECTOR GLIDE
V STICK
VECTORGLIDE

伸縮可能でスウィングバラン
スが良いモデル。信頼性の
高いロック機能で、誤伸縮
を低減。

¥18,880（税込み）

サイズ：100-135㎝　
伸縮可能
重量（1/2ペア）：260g
素材：アルミ×カーボン

10％で1,888円分ポイント還元

BCA
SCEPTER
ALUMINUM 

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。

¥11,000（税込み）

サイズ：105-145㎝　
伸縮可能
重量（1/2ペア）：293g
素材：アルミ

10％で1,100円分ポイント還元

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とても
便利。

¥13,200（税込み）

サイズ：95-125㎝　
伸縮可能
重量（1/2ペア）：250g
素材：アルミ×カーボン

10％で1,320円分ポイント還元

STRAWBERRY FIELD
SF BC

軽量かつバックカントリーで
必要とされるすべての機能
を備えたカーボンポール。
状況によりストラップの脱着
が容易。

¥15,950（税込み）

サ イズ：95-125 ㎝/115-
145cm　伸縮可能
重量（1/2ペア）：
219g(95-125cm)
素材：カーボン

10％で1,595円分ポイント還元

G3
VIA CARBON

バックカントリーに必要な機能をフル装
備した軽量パック。フィット感に優れ軽快
にアクティビティーを楽しむことが可能。

¥19,800（税込み/予価）

容量：32ℓ
重量：1,150g
カラー：全2色

10％で1,980円分ポイント還元

OSPREY
ソールデン 32

滑走時の性能にフォーカスした、ドイター
定番のウィンターパックがリニューアル。
トップ部分に10ℓぶんの拡張機能があ
り、山行形態により容量調整が可能。

¥23,100（税込み）

容量：34＋10ℓ
重量：1,280g
カラー：全3色

10％で2,310円分ポイント還元

DEUTER
FREERIDER PRO 34+

しっかりとした装備で行くワンデイバック
カントリーにおすすめのサイズ。ヘルメッ
トホルダーや背面からのアクセスなど
フィールドでの使いやすさも抜群。

¥30,800（税込み）

容量：S/M＝34.5ℓ、
　　   L ＝38ℓ
重量：1,580g（Mサイズ）
カラー：全2色

10％で3,080円分ポイント還元

THE NORTH FACE
Chugach 35

長期のスキーツアーのよう
な過酷な使用に耐えられる
アルミポール。状況によりス
トラップの脱着が容易。

¥11,550（税込み）

サ イズ：95-125 ㎝/115-
145cm　伸縮可能
重量（1/2ペア）：
268g(95-125cm)
素材：アルミ

10％で1,155円分ポイント還元

G3
VIA

収納性に優れた折り畳み式
でありながら、軽量かつ剛
性と強度抜群。スプリットボー
ダーはもちろん登山にも使
いやすいグリップは、張り綱
を接続しやすいなど多用途
で使いやすいモデルです。

¥18,150（税込み）

サイズ：105-125㎝/115-
135cm　伸縮可能
重量（1/2ペア）：
295g(105-125cm) 
素材：アルミ

10％で1,815円分ポイント還元

G3
PIVOT

バッテリー駆動型エアバッグ。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電池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。

¥171,600（税込み）

パック容量：40ℓ
重量：2,830g
仕様：バッテリー式

10％で17,160円分ポイント還元

SCOTT
PATROL E1 40

Alpride E1電子式雪崩エアバッグを装備したバッ
クカントリーパック。軽量かつ耐久性に優れ、クラス
最高のフィット感と機能を実現しています。

¥143,000（税込み/予価）

パック容量：32ℓ
重量：2,880g
仕様：バッテリー式

10％で14,300円分ポイント還元

OSPREY
ソールデンプロ 32
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【石井スポーツ 店舗一覧】

横浜店
神奈川県横浜市中区日本大通7　日本大通7ビル1F
TEL.045-651-3681

大宮店
埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-3
DOMショッピングセンターダイエー専門店3階
TEL.048-641-5707

高崎前橋店
群馬県高崎市中尾町44-1
TEL.027-361-4050

太田店
群馬県太田市内ヶ島町927-10
TEL.0276-30-6070

宇都宮今泉店
栃木県宇都宮市中今泉3-9-23
TEL.028-639-9650

■ 甲信越エリア
甲府店
山梨県甲府市上阿原町481-1
TEL.055-221-0141

松本店
長野県松本市平田東3丁目1-5
TEL.0263-85-1008

長野店
長野県長野市末広町1356 Nacs末広（ナックス スエヒロ）2F
TEL.026-229-7739

新潟店
新潟県新潟市中央区姥ヶ山108番地
TEL.025-257-8070

長岡店
新潟県長岡市古正寺町110
TEL.0258-89-6901

富山店
富山県富山市婦中町下轡田165-1　フューチャーシティファボーレ2階
TEL.076-465-1017

■ 北海道エリア
札幌店
北海道札幌市中央区北11条西15-29-3
TEL.011-726-2288

札幌西インター店
札幌市西区宮の沢1条1丁目4-3
TEL.011-688-7636

■ 東北エリア
秋田店
秋田県秋田市御所野元町1-1-15 フレスポ御所野1F
TEL.018-892-7291

盛岡店
岩手県盛岡市大通2-8-14 MOSSビル2F
TEL.019-626-2122

仙台店
宮城県仙台市青葉区中央2-3-6 イオン仙台店5階
TEL.022-796-8871

仙台泉店
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
TEL.022-725-2567

■ 近畿・関西・九州エリア
名古屋店
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
TEL.052-973-2780

リンクス梅田店
大阪府大阪市北区大深町1番1号 ヨドバシ梅田タワー 6階
TEL.06-6136-8512

神戸三宮店
兵庫県神戸市中央区雲井通6-1-15 三宮オーパ2 6F
TEL.078-262-5301

博多店
福岡県福岡市博多区博多駅中央街6-12 ヨドバシ博多3階
TEL.092-402-2470

■ スキー専門店
カンダコンペカン
東京都千代田区神田神保町1-6-1 タキイ東京ビル1F
TEL.03-3295-6060

宮の沢店
北海道札幌市西区宮の沢1条1丁目6-1
TEL.011-676-8360

■ 関東エリア
マロニエゲート銀座店　　
6月中旬オープン予定
東京都中央区銀座3-2-1　マロニエゲート銀座2 7F
TEL.03-5579-5050 ※OPEN後に開通

登山本店
東京都千代田区神田神保町1-6-1 タキイ東京ビル2F
TEL.03-3295-0622

神田本館
東京都千代田区神田小川町3-10
TEL.03-3295-3215

ici club神田
東京都千代田区神田小川町3-6 ici club神田1F

大丸東京店
東京都千代田区丸の内1-9-1 大丸東京店11階
TEL.03-5220-3580

新宿東口ビックロ店
東京都新宿区新宿3-29-1 ビックロ新宿東口店8階
TEL.03-5312-9550

新宿西口店
東京都新宿区西新宿1-16-7 IDSビル 1F 〜 4F
TEL.03-3346-0301

吉祥寺店
東京都武蔵野市吉祥寺本町1-11-5 コピス吉祥寺B館4F
TEL.0422-23-7740

立川店
東京都立川市曙町2-42-1号 パークアベニュー 1F
TEL.042-540-4801
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スキーニューモデル早期予約販売情報！
Ski Newmodel
2020-21

スキー、ブーツ、ウェア、アクセサリーなど、2020-21シーズンモデルの早期予約販売を
各スキー取扱店舗にて受付しております。注文方法など詳しくはお近くの店舗にお問い合わせください。
石井スポーツホームページにも情報掲載しますので併せてご確認ください。

www.ici-sports.com最新情報はこちらから

＝スキー用品取扱店舗 ＝登山用品取扱店舗

石井スポーツHP ブログ facebook

2020 -21 SKI CATALO
G   Sieger




