


WAXES

作業効率が高く耐久性にも優れた高性能スプレーレーシングワックス

＊15分待つ

＊スプレー

＊ナイロン
  ポリッシュ

PRO Top Speed Liquid TS
●各 50ml  ￥13,750 - （税込） / ¥12,500 - （税抜）

TS06L-10
TS6リキッドブルー
-4℃～-12℃

TS07L-12
TS7リキッドバイオレット
-2℃～-8℃

TS08L-12
TS8リキッドレッド
-4℃～＋4℃

TS10L-12
TS10リキッドイエロー
0℃～＋10℃

レーシングは勿論トレーニングにも幅広く使われる用途範囲の広いワックスPRO High Speed HS
●60g　￥2,860 - （税込） / ¥2,600 - （税抜）　●180g　￥6,160 - （税込） / ¥5,600 - （税抜）

HS05-6 60g
HS05-18 180g 
HS5ターコイズ
-10℃～-18℃

HS06-6 60g
HS06-18 180g
HS6ブルー
-6℃～-12℃

HS07-6 60g
HS07-18 180g
HS7バイオレット
-2℃～-8℃

HS08-6 60g
HS08-18 180g
HS8レッド
-4℃～＋4℃

HS10-6 60g
HS10-18 180g
HS10イエロー
0℃～＋10℃

 1.

FLUOR　FREEラベルは環境に優しい生分解
性可能なワックスであることを示しています。

改良を重ね、多くのワックスにフッ素を含まない
製品開発が、継続的に進行しています。

SWXIは全てのカテゴリーで、既にフッ素フリー
のワックスを開発しています。

汚雪や乾燥した摩擦係数の多い雪（アイスバーン等）
に機能するレーシングワックス

PRO Top Speed TSB
●各 40g  ￥7,700 - （税込） / ¥7,000 - （税抜）

TS05B-4
TS5ブラック
-10℃～-18℃

TS06B-4
TS6ブラック
-6℃～-12℃

TS07B-4
TS7ブラック
-2℃～-8℃

TS08B-4
TS8ブラック
-4℃～＋4℃

TS10B-4
TS10ブラック
0℃～＋10℃

PRO Marathon Glide Wax
●40g　￥6,160 - （税込） / ¥5,600 - （税抜）

DHFF-4 40g
マラソンホワイト
新雪用

DHBFF-4 40g
マラソンブラック
汚れた雪用

硬く耐久性に優れたグライ
ドワックス

非常に耐久性のある優れた液体ワックス

＊15分待つ

＊スプレー

＊ナイロン
  ポリッシュ

PRO High Speed Liquid HS
●各 125ml  ￥4,180 - （税込） / ¥3,800 - （税抜）

HS06L-12
HS6リキッドブルー
-6℃～-12℃

HS07L-12
HS7リキッドバイオレット
-2℃～-8℃

HS08L-12
HS8リキッドレッド
-4℃～＋4℃

HS10L-12
HS10リキッドイエロー
0℃～＋10℃

新雪でも旧雪でも、そして人工雪にも適応する
レーシングパウダーワックス

PRO Top Speed TSP
●各 40g  ￥12,100 - （税込 ） / ¥11,000 - （税抜） 

DHP-4
DHP-4
マラソンホワイトパウダー
新雪用

DHPB-4
DHP-4
マラソンブラックパウダー
汚れた雪用

PRO Marathon Glide Wax
●40g　￥9,130 - （税込） / ¥8,300 - （税抜）

TSP08-4
TSP08-4
-4℃～＋4℃

TSP05-4
TSP05-4
-10℃～-18℃

TSP10-4
TSP10-4
0℃～＋10℃



WAXES

2.

A0001-500
ユニバーサルワックス
500g
＋10℃～-10℃  

F40150J  
エアゾール 
150ml

F40100J  
エアゾール 
100ml

THE QUICK and EASY WAY!!  UNIVERSAL F4

SWIX SKIN WAX

N12C スキンワックス 
エアゾール 150ml

シール専用ワックス
・より良いグリップ
・凍結防止効果あり
・汚れに反発

XF SNOWBOARD 
FLUORO UNIVERSAL

XF0220J  
フッ素エアゾール 
220ml

全てのレーシングワックスの基礎

PSP-6 60g
PSP-18 180g
PSポーラ
-14℃～-32℃

PSP-3 30g
PSポーラパウダー  
-14℃～-32℃
 

PRO Performance Speed PS
●60g　￥1,320 - （税込） / ¥1,200 - （税抜）  　●180g　￥2,860 - （税込） - / ¥2,600 - （税抜）  

PS06-6 60g
PS06-18 180g
PS6ブルー
-6℃～-12℃

PS07-6 60g
PS07-18 180g
PS7バイオレット
-2℃～-8℃

PS08-6 60g
PS08-18 180g
PS8レッド
-4℃～＋4℃

PS05-6 60g
PS05-18 180g
PS5ターコイズ
-10℃～-18℃

PS10-6 60g
PS10-18 180g
PS10イエロー
0℃～＋10℃

F4-75C   
ペースト 75ml

F4-100C  
リキッド 100ml

F4-100NC
プレミアム
リキッドコールド 100ml

F4-100NW  
プレミアム
リキッドウォーム 100ml

FLUORO FREE UNIVERSAL

BULK and SHOP WAXES    

PS 900g  
 

F4900
ユニバーサル 
900g  

U5000
ユニバーサルペレット5kg
U5000C
コールドペレット5kg    

PS05-90
PS06-90
PS07-90
PS08-90
PS10-90

●60g　￥1,320 - （税込） 
             ¥1,200 - （税抜）
●180g　￥2,750 - （税込）
               ¥2,500 - （税抜）

●30g　￥2,750 - （税込） 
             ¥2,500 - （税抜）

●￥10,890 - （税込） 
   ¥9,900 - （税抜）

●￥10,450 - （税込） 
   ¥9,500 - （税抜） ●￥3,300 - （税込） 

   ¥3,000 - （税抜）
●￥16,500 - （税込） 
   ¥15,000 - （税抜）

●￥2,860 - （税込） 
   ¥2,600 - （税抜）

●￥2,860 - （税込） 
   ¥2,600 - （税抜）

●￥1,650 - （税込） 
   ¥1,500 - （税抜）

●￥2,090 - （税込） 
   ¥1,900 - （税抜）

●￥2,750 - （税込） 
   ¥2,500 - （税抜）

XF SNOWBOARD 
FLUORO UNIVERSAL SET PACK

●￥1,320 - （税込） 
   ¥1,200 - （税抜）

●￥1,100 - （税込） 
   ¥1,000 - （税抜）

●￥1,650 - （税込） 
   ¥1,500 - （税抜）

●￥2,530 - （税込） 
   ¥2,300 - （税抜）

●￥3,300 - （税込） 
   ¥3,000 - （税抜）

●￥3,850 - （税込） 
   ¥3,500 - （税抜）

●￥2,035 - （税込） 
   ¥1,850 - （税抜）

UNIVERSAL F4 SET PACK

PA001J2 セットパック 
セット内容：F40100J、I0050ML
サーモパット

PA002J セットパック 
セット内容：XF0220J、I0068

PA004J セットパック 
セット内容：F40150J、I0062J
T0022

PA005J セットパック 
セット内容：F40150J、I0062J
T0020、錆取ゴム



NORDIC WAXES

V0045
バイオレットスペシャル
粉雪 0℃～-3℃
新雪 -2℃～-6℃

V0050
バイオレット
粉雪 0℃
新雪 -1℃～-3℃

V0005
ポーラ
粉雪 -12℃～-25℃
新雪 -15℃～-30℃

V0020
グリーン
粉雪 -8℃～-15℃
新雪 -10℃～-18℃

V0030
ブルー
粉雪 -2℃～-10℃
新雪 -5℃～-15℃

V0040
ブルーエキストラ
粉雪 -1℃～-7℃
新雪 -3℃～-10℃

V0055
レッドスペシャル

新雪 0℃～-2℃
粉雪 ＋1℃～0℃

V0060
レッドシルバー
粉雪 ＋3℃～0℃
新雪 ＋1℃～-1℃

V- LINE HARD KICK WAXES　●各45g  ￥1,320 - （税込） / ¥1,200 - （税抜）

 3.

UNIVERSAL KLISTERS
●各55g  ￥1,760 - （税込） / ¥1,600 - （税抜）

K22
ユニバーサル
クリスター
＋10℃～-3℃

K21S
シルバーユニ
クリスター
＋3℃～-5℃

BASE WAXES

VG030
ベースバインダー 45g

KB20C
グリーンベース
クリスタースプレー70ml

ZERO SKIS

KX20
ベース・クリスター
グリーン

KX45
バイオレット・
クリスター
-2℃～＋4℃

KX65
レッド
クリスター
＋1℃～＋5℃

KX75
レッドエキストラ
ウエットクリスター
＋2℃～＋15℃

KX30
アイス・クリスター
ブルー
0℃～-12℃

KX KLISTER LINES
●各55g  ￥1,980 - （税込） / ¥1,800 - （税抜）

KX35
バイオレットスペシャル
クリスター
＋1℃～-4℃

KX40S
バイオレットシルバー・
クリスター
＋2℃～-4℃

KN44
ネロ
クリスター
＋5℃～-3℃

・汚れに強い
・広い適応性
・強い耐久性

NERO KLISTERS
●各55g  ￥4,070 - （税込） / ¥3,700 - （税抜）

KN33
ネロ
クリスター
＋1℃～-7℃

筆の様にのばすクリスターを塗る バーナーやドライヤー
で温める

KLISTER BRUSH

KP10
クリスターブラシセット
●￥6,820 - （税込）
   ¥6,200 - （税抜） 

KX65、KX75用 

KX20、KX30のベースクリスターや
ユニバーサルクリスター等に幅広く使用

●キックゾーンの目安

Ski 180cm

60 - 65cm
70 - 75cm

レーシング
ツアー

VP45
パープルブルー
粉雪 -1℃～-5℃
新雪 -3℃～-8℃

VP50
パープル
粉雪 0℃～-3℃
新雪 -1℃～-6℃

VP30
ライトブルー
粉雪 -8℃～-16℃
新雪 -12℃～-20℃

VP40
ブルー
粉雪 -4℃～-10℃
新雪 -5℃～-14℃

VP55
ダークパープル

新雪 0℃～-5℃
粉雪 1℃～2℃

VP60
パープルレッド
粉雪 2℃～-1℃
新雪 -1℃～-4℃

VP65
レッドブラック
粉雪 0℃～2℃
新雪 0℃～-4℃

VP- LINE HARD KICK WAXES 　●各45g  ￥2,530 - （税込） / ¥2,300 - （税抜）

N6C
ゼロスプレー 70ml

●￥1,320 - （税込）
   ¥1,200 - （税抜） 

●￥2,750 - （税込）
   ¥2,500 - （税抜） 

●￥5,500 - （税込）
   ¥5,000 - （税抜） 

FLUOR　FREEラベルは環境に優しい生分解性
可能なワックスであることを示しています。

改良を重ね、多くのワックスにフッ素を含まない製
品開発が、継続的に進行しています。

SWXIは全てのカテゴリーで、既にフッ素フリーの
ワックスを開発し、数年後には多くのフッ素フリー
の高性能ワックスが完成します。



4.

TUNE UP
BRUSHES

T0161B
ナイロンブラシ  

オールラウンド

T0179B
スチールブラシ  

T0158B
ブロンズブラシ粗目  

T0162B
ブロンズブラシ中目  

リフレッシュニング用

ロトブラシ

T0014HN
ハンドル  

FIBERTEX

T0268 
ファイバーテックス ホワイト
研磨剤抜き
ブラッシング後のポリッシュ用
3枚入り
サイズ110mm×150mm

T0267J 
ファイバーテックスコンビ
T0265,T0268
各1枚入り
サイズ110mm×150mm

T0265 
ファイバーテックス 粗目 
シリコンカーバイト入り
3枚入り
サイズ110mm×150mm

オーヴァルブラシ

T0014SL
六角ドライブシャフト  210mm
ブラシを2個セットする時に使用 

T0014SS
六角ドライブシャフト100mm

T0191B
ファインスチールブラシ  

T0194B
ブラックナイロンブラシ

T0164B
ワイルドボアブラシ

ワックス粗削り用

T0019S
スチールブラシ
100mm

T0016M
馬毛ブラシ
100mm

T0016P
ワイルドボアブラシ
100mm

T0017W
ファインナイロン
100mm

T0018C
ロトコルク
100mm

CORKS

T0020
ナチュラルコルク

T0022
ラージナチュラルコルク 

T0012
高密度レーシング
合成コルク

T0023
ワックスポリッシャー

THERMOMETERS

T0095
レーシング温度計  

POLYSTICKS

T1706 ポリスティック（透明） 4本入

T0157O
馬毛オーヴァルブラシ

T0161SB
ナイロンミニブラシ  

ミニブラシ

T0162SB
ブロンズミニブラシ  

T0018F-2
ハードロトフリース
100mm

T0160B
ナイロンポリッシュブラシ  

T0157B
馬毛ブラシ  

T0196B
コンビターボブラシグリップ部コルク

仕上げ用

T18W-100
メリノウールブラシ
100mm

T0161O
ナイロンオーヴァルブラシ

T0162O
ブロンズオーヴァルブラシ中目

T18W
メリノウールブラシ 
for コールドワックス

●￥7,150 - （税込）
   ¥6,500 - （税抜） 

●￥11,550 - （税込）
   ¥10,500 - （税抜） 

●￥3,520 - （税込）
   ¥3,200 - （税抜） 

●￥2,420 - （税込）
   ¥2,200 - （税抜） 

●￥1,650 - （税込）
   ¥1,500 - （税抜） 

●￥4,290 - （税込）
   ¥3,900 - （税抜） 

●￥3,300 - （税込）
   ¥3,000 - （税抜） 

●￥3,520 - （税込）
   ¥3,200 - （税抜） 

●￥2,970 - （税込）
   ¥2,700 - （税抜） 

●￥4,290 - （税込）
   ¥3,900 - （税抜） 

●￥5,500 - （税込）
   ¥5,000 - （税抜） 

●￥3,850 - （税込）
   ¥3,500 - （税抜） 

●￥8,250 - （税込）
   ¥7,500 - （税抜） 

●￥6,820 - （税込）
   ¥6,200 - （税抜） 

●￥9,680 - （税込）
   ¥8,800 - （税抜） 

●￥13,200 - （税込）
   ¥12,000 - （税抜） 

T0012PS
プロテクションカバー
●￥4,180 - （税込）
   ¥3,800 - （税抜） 

●￥6,600 - （税込）
   ¥6,000 - （税抜） 

●￥9,350 - （税込）
   ¥8,500 - （税抜） 

●￥10,120 - （税込）
   ¥9,200 - （税抜） 

●￥19,800 - （税込）
   ¥18,000 - （税抜） 

●￥10,780 - （税込）
   ¥9,800 - （税抜） 

●￥26,400 - （税込）
   ¥24,000 - （税抜） 

●￥29,150 - （税込）
   ¥26,500 - （税抜） 

●￥10,780 - （税込）
   ¥9,800 - （税抜） 

●￥22,330 - （税込）
   ¥20,300 - （税抜） 

●￥1,540 - （税込）
   ¥1,400 - （税抜） 

●￥19,800 - （税込）
   ¥18,000 - （税抜） 

●￥1,650 - （税込）
   ¥1,500 - （税抜） 

●￥1,100 - （税込）
   ¥1,000 - （税抜） 

●￥990 - （税込）
   ¥900 - （税抜） 

●￥1,430 - （税込）
   ¥1,300 - （税抜） 

●￥1,540 - （税込）
   ¥1,400 - （税抜） 

●￥2,200 - （税込）
   ¥2,000 - （税抜） 

T1716 ポリスティック（ブラック） 4本入
●￥1,430 - （税込）
   ¥1,300 - （税抜） 

●￥3,850 - （税込）
   ¥3,500 - （税抜） 

How to use
メリノウールロトブラシ
ワクシング方法



TUNE UP

5.

REMOVERS    

・滑走面に優しいクリーナー
・ベースストラクチャ-を崩さない
・滑走性の改善

ワンアクションで３つの効果
・クリーニング
・コンディショニング
・ワックス吸収力アップ

FILES

STONES

HOLDERS

T0104X  細目クロームファイル15cm  20歯/1cm

T0106X  中目クロームファイル20cm  16歯/1cm

T0107X  粗目クロームファイル20cm  13歯/1cm

T106N  クロームファイル(Viala)20cm  16歯/1cm

ファイル

T0177B  
ファイルクリーナー

クリーナー＆コンディショナーリキッド150ml 
I0084N-150

スプレー180ml 
I0062J

スプレー480ml
I0065J

スプレー220ml
I0068J

T104  クロームファイル(Viala)15cm  14歯/1cm

 ファイルクリーナー

TA3012-110 
エボプロエッジャー
 ●オープン価格

TA3013XF
TA3013F
TA3013M
TA3013G 
スペアディスク 

エクストラファイン
ファイン
ミディアム
コース

T0108  ボディーファイル波目カット30cm

＊使用後は必ず削りカスを掃除して下さい。

TA3014
エボプロエッジャー ボックス

●￥3,080 - （税込）   ¥2,800 - （税抜） 

●￥3,740 - （税込）   ¥3,400 - （税抜） 

●￥3,740 - （税込）   ¥3,400 - （税抜） 

●￥2,420 - （税込）   ¥2,200 - （税抜） 

●￥2,970 - （税込）   ¥2,700 - （税抜） 

●￥4,840 - （税込）   ¥4,400 - （税抜） 

●￥15,400 - （税込）   
   ¥14,000 - （税抜） 

●￥11.000 - （税込）   
   ¥10,000 - （税抜） 

●￥1,430 - （税込）   ¥1,300 - （税抜） 

TJS01  
コンビガムストーン
粗目／細目
50×32×20mm
●￥1,430 - （税込）
   ¥1,300 - （税抜） 

TJS02  
オイルストーン
仕上げ用

●￥1,650 - （税込）
   ¥1,500 - （税抜） 

TJS04  
コンビオイルストーン
粗目／細目

●￥2,750 - （税込）
   ¥2,500 - （税抜） 

T0998　細目 
セラミックストーン

●￥8,580 - （税込）
   ¥7,800 - （税抜） 

TAA200N 
TAA400N
TAA600N
TAA1000N

粗目
中目
細目
   超細目 

ダイヤモンドストーン
(100mm)
●￥7,150 - （税込）
   ¥6,500 - （税抜） 

●￥15,400 - （税込）
   ¥14,000 - （税抜） 

TA3008 
ローラー付き
サイドエッジシャープナー（90°～85°） 
●￥9,460 - （税込）
   ¥8,600 - （税抜） 

TA05N
TA075N
TA10N
TA15N
TA20N
ベースエッジファイルガイド 

0.5°用
0.75°用
1°用
1.5°用
2°用

TA0520
アジャスタブル
ベースエッジベベルガイド
0.5°～2° 
●￥9,460 - （税込）
   ¥8,600 - （税抜） 

TJ100
ボーダーカッター
丸型超硬チップ付き
●￥11,000 - （税込）
   ¥10,000 - （税抜） 

TA101N 
エコノミーボーダーカッター
●￥7,150 - （税込）
   ¥6,500 - （税抜） 

TA586 86°用
TA587 87°用
TA588 88°用
TA589 89°用  
ファイルガイド
●￥6,380 - （税込）
   ¥5,800 - （税抜） 

TA022
クランプ
●￥1,210 - （税込）
   ¥1,100 - （税抜） 

TA3007 
サイドエッジシャープナー（90°～85°）  
●￥6,930 - （税込）
   ¥6,300 - （税抜） 

TA3009N 
コンパクトエッジャ-（サイド87°/88°）
80mmファイル付き
●￥5,830 - （税込）
   ¥5,300 - （税抜） 

TA3010N
コンパクトエッジャ-キット
T3009Nに ダイヤモンドストーンと
サンディング、ストッパーホルダーセット 
●￥9,020 - （税込）
   ¥8,200 - （税抜） 

TA3001N 
ポケットエッジャ-
（サイド87°/88°）
40mmファイル付き
●￥3,190 - （税込）
   ¥2,900 - （税抜） 

TA3005N
ポケットエッジャ-キット
T3001Nに ダイヤモンドストーンと
ストーンサンディング、
ストッパーホルダーセット
●￥7,150 - （税込）
   ¥6,500 - （税抜） 

●￥935 - （税込）  ¥850 - （税抜） 

●￥1,045 - （税込）  ¥950 - （税抜） 

●￥1,430 - （税込）  ¥1,300 - （税抜） 

リキッド500ml
I0064J

●￥1,760 - （税込）  ¥1,600 - （税抜） 

●￥3,520 - （税込）  ¥3,200 - （税抜） 
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WRAPPING

R0271N
エプロン

R0389 
ラッピングテープ 
40m×38mm

R0385  
ポータブルウォールラック
アルペンスキー4台、
XCスキー8台対応

CASES

IRONS

R0384
アイロンカバー  

PA008M
ワクシングセット
セット内容
T77100Jアイロン、T0161B ナイロンブラシ、
T0153S ファイバーレーンプロS、U60ユニバーサルワックス、
PR06-SC スクレーパー、I0050ML リムーバー

T73D100J
デジタルスポーツワクシンアイロン
消費電力  850W 100V

厚さ18mmのプレートを備えたデジタルアイ
ロン。優れた熱分布とマイクロプロセッサー
で熱をコントロールし正確な温度を保つ。
作動温度：80℃～170℃

SCRAPERS

T0088 グルーブスクレーパー
T0080
スチールスクレーパー

T0087 マルチスクレーパー

T0408
スクレーパーシャープナー
ファイル40mm

SB034D
スノーボードスクレーパー  
175mm×55mm

T410
プレキシワールドカップシャープナー
ファイル100mm

T0086 キックワックススクレーパー 

T412-110
電動ワールドカップシャープナー
●オープン価格

●￥26,400 - （税込）   ¥24,000 - （税抜） 

T77100J
ワクシングアイロンエコノミー
消費電力  1000W 100V
●￥8,580 - （税込）
   ¥7,800 - （税抜） 

●￥7,150 - （税込）
   ¥6,500 - （税抜） 

●￥13,200 - （税込）   ¥12,000 - （税抜） 

T0823D   プレキシスクレーパー3mm 
128mm×55mm×3mm
 

T0824D  プレキシスクレーパー4mm  
128mm×55mm×4mm

T0825D  プレキシスクレーパー5mm  
128mm×55mm×5mm

●￥935 - （税込）   ¥850 - （税抜） 

●￥1,210 - （税込）   ¥1,100 - （税抜） 

●￥1,430 - （税込）   ¥1,300 - （税抜） 

●￥1,650 - （税込）
   ¥1,500 - （税抜） 

●￥2,310 - （税込）
   ¥2,100 - （税抜） 

●￥880 - （税込）
   ¥800 - （税抜） 

●￥880 - （税込）
   ¥800 - （税抜） 

●￥880 - （税込）
   ¥800 - （税抜） ●￥8,800 - （税込）

   ¥8,000 - （税抜） 
●￥4,840 - （税込）
   ¥4,400 - （税抜） 

T550
ワクシングボックス 
37cm×56cm×15cm
●￥19,800 - （税込）
   ¥18,000 - （税抜） 

WC020 ラ-ジファニーバッグ 

●表素材 ： リップストップナイロン
●サイズ  ： 27cm×15cm×14cm、280g
大容量のウエストバック。
トップにジッパー付きポケット

●￥6,600 - （税込）   ¥6,000 - （税抜） 

R0392
ストラップ 
レースカーブスキー（ペア） 
●￥990 - （税込）
   ¥900 - （税抜） 

R0391  
ストラップ
フリーライド＆ジャンプスキー（ペア）
●￥990 - （税込）
   ¥900 - （税抜） 

R0395 
ストラップ 
ＸＣスキー（ペア）
●￥990 - （税込）
   ¥900 - （税抜） 

R0402  
ストラップ
ＸＣレーシングスキー（ペア）　
●￥990 - （税込）
   ¥900 - （税抜） 

R0397  
ストラップ
ＸＣスキー（ペア）
●￥990 - （税込）
   ¥900 - （税抜） 

●￥5,500 - （税込）
   ¥5,000 - （税抜） 

●￥3,300 - （税込）
   ¥3,000 - （税抜） ●￥2,970 - （税込）

   ¥2,700 - （税抜） 

●￥1,430 - （税込）
   ¥1,300 - （税抜） 

●￥2,860 - （税込）
   ¥2,600 - （税抜） 

FINISHING PAD    

T0261  
フィニシングパッド 

静電気を除去 
ミクロのチリを取り除く 

FIBERLENE 

T0150　ファイバーレーン 
28.5cm×40m

●￥1,320 - （税込）
   ¥1,200 - （税抜） 

T0151　ファイバーレーン 
14cm×20m

●￥1,980 - （税込）
   ¥1,800 - （税抜） 

●￥1,100 - （税込）
   ¥1,000 - （税抜） 

T0153L
ファイバーレーンプロ  100枚入り  

T0153M
ファイバーレーンプロ  50枚入り  

アイロンを使ってのホットワクシングの際、ア
イロンと滑走面に挟んで使用する。
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TABLES

T0076
レーシングテーブル  
120cm×45cm　15Kg
高さ調節可能  85cm、90cm

T0075W 
エコノミーテーブル  
120cm×35cm　11Kg
高さ調節可能  75cm、83cm、86cm
●オープン価格

SG007JA  
テーブルバッグ
T0076用
130cmX47cm 

T70-H2 
アイロンホルダー

T0076SF　
T76用テーブルブーツ
可変式

T0075WH  
ゴミ袋ホルダー
44cmX28cm
厚さ3cmまでの
テーブルに対応  

7.

SGE006J 
テーブルバッグ
T0075W用
130cmX42cm  
 

T0149-50UA
ユニバーサルアダプター ＊T0149-50、T0149-90Nのサイドのバイスに乗せて使用します。

XCスキー、スノーボード、パウダースキー等使い方自由です。

T0076RU
T76用アンチスリップ
1セット4個入り
スリップを防止

T0149-90N
パワーバイス
幅155mm対応
フリーライド、ジャンプスキー　
●オープン価格

T0165J
スキーブレーキホルダー
4本入

TJ149
スノーバイス

＊雪上での手入れに

T0149-50
スキーバイス  
ラジアルスキーバイス
3点止め 
センターバイス幅40～100mm
●オープン価格

T0149-20
スキーバイス  
ラジアルスキーバイス
3点止め 
センターバイス幅35～90mm
●オープン価格

●￥7,150 - （税込）
   ¥6,500 - （税抜） 

●￥18,150 - （税込）
   ¥16,500 - （税抜） 

●￥660 - （税込）
   ¥600 - （税抜） 

●￥41,800 - （税込）
   ¥38,000 - （税抜） 

●￥7,700 - （税込）
   ¥7,000 - （税抜） 

●￥7,700 - （税込）
   ¥7,000 - （税抜） 

●￥1,430 - （税込）
   ¥1,300 - （税抜） 

●￥3,300 - （税込）
   ¥3,000 - （税抜） 

●￥9,900 - （税込）   ¥9,000 - （税抜） ●￥8,800 - （税込）   ¥8,000 - （税抜） 
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 RILLER

T0401
スーパーリラー
T0401M付き 

T0401XF
T0401M
T0401-1U
T0401-2U

超細目  0.25mm
中　目  0.75mm
粗　目  1.0mm
中粗目  2.0mm

スーパーリラ-替刃
●各￥5,500 - （税込）
   　¥5,000 - （税抜） 

T047G
ストラクチャーツール 5ローラー付き

L02
V05
L07505
L1005
L2005

：ストレート0.2 mm
：ブロークンV0.5mm
：ストレート0.75 mmピッチx 0.5 mm深さ
：ストレート1.0 mmピッチx 0.5 mm深さ
：ストレート2.0mmピッチ×0.5mm深さ

＊セットに含まれるローラーは以下の5種類です。

GRIP COVER

T0050
グリップカバー

滑走ワックスを塗る際にグリップゾーンをカバーします。
４ヵ所をクランプでスキーに固定し、45～68cm の長さで
カバー可能です。

グリップカバー
詳しくはこちらを

T0424
ストラクチャーローラーツール
T0424050V付き 

T0424050V
T0424100G
T0424200G
別売ローラー

：0.5 mm Vパターン
：1.0 mm ストレート
：2.0 mm ストレート

T047G-V03
T047G-V075
T047G-V10
別売ローラー

：ブロークンV0.3mm
：ブロークンV0.75mm
：ブロークンV1.0mm

1.0mm Vパターン0.75mm ストレート 1.0mm ストレート 0.5mm Vパターン

ハンドメイドストラクチャー
の最大の利点は、適応範囲
の広さと、アイロンでリセット
出来る手軽さです。

T0410
WC アジャスタブルストラクチャー ツール

T0410-200G
T0410-050G
T0410-100SR
T0410-150SL
T0410-050SR
T0410-050SL
T0410-030V
T0410-050V

：
：
：
：
：
：
：
：

ストレート
ストレート
右クロス
左クロス
右クロス
左クロス
ブロークンV
ブロークンV

2.0mm
0.5mm
1.0mm
1.5mm
0,5mm
0,5mm
0,3mm
0.5mm

＊セットに含まれるローラーは以下の4種類です。
●￥176,000 - （税込）
   ¥160,000 - （税抜） 

ストラクチャ-オプションローラー
●各￥28,600 - （税込）
   　¥26,000 - （税抜） 

●各￥20,900 - （税込）
   　¥19,000 - （税抜） 

●￥165,000 - （税込）
   ¥150,000 - （税抜） 

●￥22,000 - （税込） ¥20,000 - （税抜） 
＊付属ローラーは変更になる場合がございます。

●各￥28,600 - （税込）
   　¥26,000 - （税抜） 

0.5mmV

1.0mmG

2.0mmG

●￥13,200 - （税込） ¥12,000 - （税抜） 

●￥11,000 - （税込）
   ¥10,000 - （税抜） 

●￥22,000 - （税込）
   ¥20,000 - （税抜） 

●￥4,400 - （税込）
   ¥4,000 - （税抜） 

●￥4,400 - （税込）
   ¥4,000 - （税抜） ●￥7,150 - （税込）

   ¥6,500 - （税抜） 

T0790-K
クランプ　（ペア）
T0793-2
T0767-3用

T0767-3  ワクシングプロファイル

T0766  プラスチックプロファイルセット

T0790T-75
プロファイルセンター
T0766,T0793-2用

T00785N
コンパクトＸＣサポート 
3点サポート 

CROSS COUNTRY SUPPORT

T0793-2  ワクシングプロファイル

T0769T
プロファイルセンター
T0767-3用

SWIXテーブルに差込んで使用します。

T007654N
ＸＣスキーフロアラック 
レーシングスキー30ペア用 (幅100cm×奥行28cm、重さ5kg)
●オープン価格

●￥49,500 - （税込） ¥45,000 - （税抜） 

●￥29,700 - （税込） ¥27,000 - （税抜） 

●￥19,800 - （税込） ¥18,000 - （税抜） 

：
：
：
：

T0410-100G
T0410-100SL
T0410-150SR
T0410-RR

ストレート1.0mm
左クロス1.0mm
右クロス1.5mm
ラバーローラー2ヶ



9.

ALPINE POLES

AC115-00
SGC
IPM カーボンコンポジット
¥ 33,000 -（税込）　
¥ 30,000 -（税抜）

シャフト：楕円形グラファイトカーボン 径 13.3mm
グリップ：レーシンググリップ
リング　：DHバスケット
チップ　：RDHH039RE
サイズ　：115cm ～ 135cm（5m間隔）

AC105-00
ワールドカッププロ
SL カーボン
¥ 23,100 -（税込）　
¥ 21,000 -（税抜）

シャフト：カーボン 径 18mm
グリップ：アドタブ付きDD4ダブルモールドグリップ
リング　：スモールリング
チップ　：RDHH039RE
サイズ　：110cm ～ 135cm（2.5m間隔）

FA115-00
ワールドカップ GS
¥ 17,600 -（税込）　
¥ 16,000 -（税抜）

シャフト：7075アルミ合金 径 18mm
グリップ：レーシンググリップ
リング　：DHバスケット
チップ　：RDHH039RE
サイズ　：110cm ～ 130cm（5m間隔）

FA105-00
ワールドカップ SL
¥ 15,400 -（税込）　
¥ 14,000 -（税抜）

シャフト：7075アルミ合金 径 18mm
グリップ：アドタブ付きDD4ダブルモールドグリップ
リング　：スモールリング
チップ　：RDHH039RE
サイズ　：110cm ～ 130cm（5m間隔）

JA115-00
ワールドカップジュニア GS
¥ 8,580 -（税込）　
¥ 7,800 -（税抜）

シャフト：7075アルミ合金 径 16mm
グリップ：DD5ダブルモールドグリップ
リング　：DHバスケット
チップ　：RDHH039RE
サイズ　：95cm ～ 115cm（5m間隔）

JA105-00
ワールドカップジュニア SL
¥ 7,700 -（税込）　
¥ 7,000 -（税抜）

シャフト：7075アルミ合金 径 16mm
グリップ：DD5ダブルモールドグリップ
リング　：スモールリング
チップ　：RDHH039RE
サイズ　：95cm ～ 115cm（5m間隔）

RDHG15FB
DD4 グリップ対応
¥ 6,600 -（税込）　
¥ 6,000 -（税抜）

RDHG15FJB
（ジュニア用）
DD5 グリップ対応
¥ 5,720 -（税込）　
¥ 5,200 -（税抜）

RDSP11
シャフトガード＆
アダプター
径 13.3mm用
¥ 5,170 -（税込）　
¥ 4,700 -（税抜）

RDDD413WB
径 13mm用

RDDD418WB
径 18mm用
DD4ダブルモールド
グリップ
¥ 3,850 -（税込）　
¥ 3,500 -（税抜）

RDDD516WB
径 16mm用

RDDD518WB
径 18mm用
DD5ダブルモールド
グリップ
¥ 3,850 -（税込）　
¥ 3,500 -（税抜）

RDHH039NE
ロングチップ 10mm
¥ 2,420 -（税込）　
¥ 2,200 -（税抜）

RDHH049NE
サターンリング用チップ
¥ 2,420 -（税込）　
¥ 2,200 -（税抜）

RDHH039RE
ロングチップ 10mm
¥ 2,420 -（税込）　
¥ 2,200 -（税抜）

RDHH029NE
チップ 10mm
¥ 2,420 -（税込）　
¥ 2,200 -（税抜）

RDAD34W アドタブ
¥ 1,980 -（税込）　
¥ 1,800 -（税抜）

RDAD1Y アドタブ
¥ 1,980 -（税込）　
¥ 1,800 -（税抜）

RDTR70
サターンリング セット
¥ 2,530 -（税込）　
¥ 2,300 -（税抜）

40mm90mm

RDTR10NE
スモールリング 
¥ 1,100 -（税込）　
¥ 1,000 -（税抜）

45mm
RDTR40NE
DHバスケット
¥ 1,650 -（税込）　
¥ 1,500 -（税抜）

 38mm
RDTR40R
DHバスケット
¥ 1,650 -（税込）　
¥ 1,500 -（税抜）

 38mm
RDTR50NE
スタンダードリング
¥ 1,650 -（税込）　
¥ 1,500 -（税抜）

55mm
RDTR30NE
パウダーリング
¥ 1,760 -（税込）　
¥ 1,600 -（税抜）

 80mm

SPARE PARTS
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AL217-00
W3
¥ 7,150 -（税込）　
¥ 6,500 -（税抜）

AR312-1D
ソニックR3 DEMO
¥ 22,000 -（税込）　
¥ 20,000 -（税抜）

シャフト：コンビネーションカーボン
グリップ：アドタブ付きDD4ダブルモールド
リング　：スタンダード
チップ　：RDHH039NE
サイズ　：105cm ～ 130cm（アジャスタブル）

AR112-1D
ソニックR1 DEMO
¥ 30,800 -（税込）　
¥ 28,000 -（税抜）

シャフト：100%フルカーボン
グリップ：アドタブ付きDD4ダブルモールド
リング　：スタンダード
チップ　：RDHH039NE
サイズ　：105cm ～ 130cm（アジャスタブル）

AR112-E0
ソニックR1
¥ 30,800 -（税込）　
¥ 28,000 -（税抜）

シャフト：100%フルカーボン
グリップ：マルチハンドル
リング　：レッドミディアム 75mm
チップ　：RDHHSB
サイズ　：105cm ～ 130cm（アジャスタブル）

AL216-00
W2
¥ 7,150 -（税込）　
¥ 6,500 -（税抜）

シャフト：5086アルミ合金 径 14mm
グリップ：DD5ダブルモールドグリップ
リング　：シンプレックスリング
チップ　：RDHH049NE
サイズ　：100cm ～ 115cm（5cm間隔）

AC726-10
エクスカリバー　ライト
¥ 10,450 -（税込）　
¥ 9,500 -（税抜）

シャフト：20%HSカーボン 径 13.3mm
グリップ：DD4ダブルモールドグリップ
リング　：スタンダードリング
チップ　：RDHH029NE
サイズ　：100cm ～ 125cm（5cm間隔）

AC727-10
エクスカリバー　シー
¥ 10,450 -（税込）　
¥ 9,500 -（税抜）

AC728-10
エクスカリバー　ファイアー
¥ 10,450 -（税込）　
¥ 9,500 -（税抜）

RDHHSB
ソニックチップ 10mm
¥ 2,420 -（税込）　
¥ 2,200 -（税抜）

RDBNSB
バスケットナット
RDHHSB用
¥ 1,320 -（税込）　
¥ 1,200 -（税抜）

RDSTTR S/M
RDSTTR M/L
RDSTTR L/XL
コンフォートトレッキング
ストラップ
¥ 2,750 -（税込）　
¥ 2,500 -（税抜）

RDHH059
トレイルチップ 10mm
¥ 2,200 -（税込）　
¥ 2,000 -（税抜）

RDNWKR
ディフェンシブ用
石突ゴム
¥ 1,650 -（税込）　
¥ 1,500 -（税抜）

RDNWKRJ
アグレッシブ用
石突ゴム L サイズ
¥ 1,650 -（税込）　
¥ 1,500 -（税抜）

RDNWRK
アグレッシブ用
石突ゴム L サイズ
¥ 1,650 -（税込）　
¥ 1,500 -（税抜）

RDTRTB
トレイルバスケット
¥ 1,100 -（税込）　
¥ 1,000 -（税抜）

SGE007J
ノルディックウォーキングオールインワン
NWに必要なアイテムを収納
約 20ペア収納可能なサイズ
¥ 5,500 -（税込）　
¥ 5,000 -（税抜）

SPARE PARTS
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RCF100-00
フォーカスコンポジット

コンポジット シャフト重量=98g/m、シャフト曲がり強度=47mm
155cm合計重量/212g（1/2ペア）
径16mm ツーリング
スタンダード
径16mm RDTR39
135cm～175cm（5cm間隔）

シャフト ： 
   

グリップ ： 
ストラップ ： 
バスケット ： 
サイズ ： 

¥ 7,150 -（税込）　
¥ 6,500 -（税抜）

IT111-30
インフィニティー ベーシック 
¥ 5,500 -（税込）　
¥ 5,000 -（税抜）

5086アルミ合金
径16mm ツーリング
スタンダード
径10mm RDTR94S
120cm～155cm（5cm間隔）

シャフト ： 
グリップ ： 
ストラップ ： 
バスケット ： 
サイズ ： 

ST102 
ノルディック 　

5086アルミ合金
径16mm ツーリング
スタンダード
径16mm RDTR398N
120cm～160cm（5cm間隔）

シャフト ： 
グリップ ： 
ストラップ ： 
バスケット ： 
サイズ ： 

¥ 5,500 -（税込）　
¥ 5,000 -（税抜）

¥ 14,300 -（税込）　
¥ 13,000 -（税抜）

JCT41-00
トライアックエアロ
ジュニア

カーボンファイバー
径16mm ウレタンコルク
トライアック
T.B.Sシステム
110cm～145cm（5cm間隔）

シャフト ： 
グリップ ： 
ストラップ ： 
バスケット ： 
サイズ ： 

高密度UHM/HMカーボン  シャフト重量=56g/m、シャフト曲がり強度=21mm
155cm合計重量/136g（1/2ペア）
トライアック用天然コルク
別売 T,C,S ストラップシステムよりお選び下さい
T.B.Sシステム
135cm～175cm（2.5cm間隔）

シャフト ： 
  

グリップ ： 
ストラップ ： 
バスケット ： 
サイズ ： 

RCT41-00
トライアック4.0 エアロポール
¥ 74,800 -（税込）　
¥ 68,000 -（税抜）

RCTC10-00
トライアックジロ
¥ 52,800 -（税込）　
¥ 48,000 -（税抜）

UHMカーボン  シャフト重量=58g/m、シャフト曲がり強度=24mm
155cm合計重量/139g（1/2ペア）
径16mm 天然コルク
別売 T,C,S ストラップシステムよりお選び下さい
T.B.Sシステム
135cm～175cm（2.5cm間隔）

シャフト ： 
  

グリップ ： 
ストラップ ： 
バスケット ： 
サイズ ： 

RCQ11-00
クアンタム Q1

HMカーボン シャフト重量=66g/m、シャフト曲がり強度=27mm
155cm合計重量/155g（1/2ペア）
径16mm 天然コルク
別売 T,C,S ストラップシステムよりお選び下さい
T.B.Sシステム
135cm～175cm（2.5cm間隔）

シャフト ： 
   

グリップ ： 
ストラップ ： 
バスケット ： 
サイズ ： 

¥ 38,500 -（税込）　
¥ 35,000 -（税抜）

RCQ21-00
クアンタム Q2

HMカーボン シャフト重量=70g/m、シャフト曲がり強度=30mm
155cm合計重量/170g（1/2ペア）
径16mm 天然コルク
別売 T,C,S ストラップシステムよりお選び下さい
T.B.Sシステム
135cm～175cm（2.5cm間隔）

シャフト ： 
   

グリップ ： 
ストラップ ： 
バスケット ： 
サイズ ： 

¥ 33,000 -（税込）　
¥ 30,000 -（税抜）

RCD30-00
ダイナミック D3

CLコンポジット シャフト重量=99g/m、シャフト曲がり強度=48mm
155cm合計重量/212g（1/2ペア）
径16mm PCU
3Dストラップ 
T.B.Sシステム
135cm～175cm（5cm間隔）

 シャフト ： 

グリップ ： 
ストラップ ： 
バスケット ： 
サイズ ： 

¥ 13,200 -（税込）　
¥ 12,000 -（税抜）

＝シャフト曲がり強度 mm＝シャフト重量 g/m







GLOVE & etc
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XC GLOVES

46435 
トラックヘッドオーバー
100%ポリエステル
¥ 2,750 -（税込）　
¥ 2,500 -（税抜）

H0420 トライアックプロ
Made in China
●素  材 ： ポリエステル×
ナイロン×合皮
●サイズ ： 6/XS、7/S、8/M、
               9/L、10/XL

10000

¥ 10,450 -（税込）　
¥ 9,500 -（税抜）

H0946 トライアックライト レディース
Made in China
●素  材 ： ポリエステル×
ナイロン×合皮
●サイズ ： 6/S、7/M

¥ 9,350 -（税込）　
¥ 8,500 -（税抜）

H0941 トライアックライト メンズ
Made in China
●素  材 ： ポリエステル×
ナイロン×合皮
●サイズ ： 7/S、8/M、9/L、10/XL

¥ 9,350 -（税込）　
¥ 8,500 -（税抜）

H0830 トライアックGore-Tex
Made in China
●素  材 ： ポリエステル×
ナイロン×合皮
●サイズ ： 6/XS、7/S、8/M、
               9/L、10/XL

10000

¥ 10,450 -（税込）　
¥ 9,500 -（税抜）

00000

H0247 ファーカス
Made in China
●素  材 ： ポリエステル×
ナイロン×合皮
●サイズ ： 6/XS、7/S、8/M、
               9/L、10/XL
¥ 5,830 -（税込）　
¥ 5,300 -（税抜）

12400 75100

H0873 クロス
Made in China
●素  材 ： ポリエステル×
ナイロン×合皮
●サイズ ： 7/S、8/M、
               9/L、10/XL
¥ 6,050 -（税込）　
¥ 5,500 -（税抜）

0002572108

46436 
フォーカスヘッドオーバー
100%ポリエステル
¥ 3,300 -（税込）　
¥ 3,000 -（税抜）

10000

¥ 4,180 -（税込）　
¥ 3,800 -（税抜）

H0282 ステディー JR
Made in China
●素  材 ： ポリエステル×
ナイロン×合皮
●サイズ ： 4/XXS、5/XS、6/M

JUNIOR

10000



15.

BODY WEAR

40456 レースボディーSS
Made in China
●素  材 ： ポリエステル
●サイズ ： S、M、L
¥ 4,950 -（税込）　
¥ 4,500 -（税抜）

40821 レースX ハーフジップ
Made in Czech Republic

●素  材 ： 100% ポリエステル
●サイズ ：XS、S、M、L.
¥ 6,600 -（税込）　
¥ 6,000 -（税抜）

11200

94303
41806 レースX パンツ
Made in Czech Republic

●素  材 ： 100% ポリエステル
●サイズ ：XS、S、M、L.
¥ 6,600 -（税込）　
¥ 6,000 -（税抜）

40816 レースX LS
Made in Czech Republic

●素  材 ： 100% ポリエステル
●サイズ ：XS、S、M、L.

72102

¥ 6,600 -（税込）　
¥ 6,000 -（税抜）

75100

32281 モーション Sパンツ 
Made in China
●素  材 ： ポリエステル×ポリウレタン
●サイズ ： S、M、L、XL
¥ 12,100 -（税込）　
¥ 11,000 -（税抜）

¥ 5,940 -（税込）　
¥ 5,400 -（税抜）

40616 レースX SS
Made in China
●素  材 ： ポリエステル
●サイズ ： XS、S、M、L、XL

JUNIOR

41491 レースX ボクサーM 
Made in China

●素  材 ： 100% ポリエステル
●サイズ ： S、M、L、XL
¥ 4,400 -（税込）　
¥ 4,000 -（税抜）

10000

72102
41801 レースX パンツ M
Made in Czech Republic

●素  材 ： 100% ポリエステル
●サイズ ：XS、S、M、L.
¥ 6,600 -（税込）　
¥ 6,000 -（税抜）

41806 レースX パンツ W
Made in Czech Republic

●素  材 ： 100% ポリエステル
●サイズ ：XS、S、M、L.
¥ 6,600 -（税込）　
¥ 6,000 -（税抜）

72102

40826 レースX ハーフジップ
Made in Czech Republic

●素  材 ： 100% ポリエステル
●サイズ ：XS、S、M、L.
¥ 6,600 -（税込）　
¥ 6,000 -（税抜）

94303 72102

40811 レースX LS
Made in Czech Republic

●素  材 ： 100% ポリエステル
●サイズ ：XS、S、M、L.
¥ 6,600 -（税込）　
¥ 6,000 -（税抜）

40451 レースボディーSS
Made in China
●素  材 ： ポリエステル
●サイズ ： S、M、L、XL
¥ 4,950 -（税込）　
¥ 4,500 -（税抜）

75100

75100

41951 モーション タイツ 
Made in China
●素  材 ： ポリエステル×ポリウレタン
●サイズ ： S、M、L、XL
¥ 15,400 -（税込）　
¥ 14,000 -（税抜）

40456 レースボディーSS
Made in China
●素  材 ： ポリエステル
●サイズ ： XS、S、M、L

11247

¥ 4,950 -（税込）　
¥ 4,500 -（税抜）

41956 モーション タイツ 
Made in China
●素  材 ： ポリエステル×ポリウレタン
●サイズ ： XS、S、M、L

75100

¥ 15,400 -（税込）　
¥ 14,000 -（税抜）

40536 レース X ライトSS
Made in China
●素  材 ： ポリエステル
●サイズ ： XS、S、M、L
¥ 6,600 -（税込）　
¥ 6,000 -（税抜）

75100

40586 レース X ライトTP
Made in China
●素  材 ： ポリエステル
●サイズ ： XS、S、M、L

75100

¥ 4,950 -（税込）　
¥ 4,500 -（税抜）

00009 90015



11000

11000

TECH WEAR

77000

1221J ウォームアップスーツ
Made in Czech Republic

●素  材 ： 90% ポリエステル、 10% ポリウレタン
●サイズ ：XS、S、M、L.

11000 77000

1121J ウォームアップベスト
Made in Czech Republic

●素  材 ： 90% ポリエステル、 10% ポリウレタン
●サイズ ：XS、S、M、L.

11000 77000

3221J 2ピース
Made in Czech Republic

●素  材 ： 82% ポリエステル、 18% エラスタン
●サイズ ： XS、S、M、L.

3321J Jr 2ピース
Made in Czech Republic

●サイズ ： 8Y、10Y、12Y、14Y

1321J Jr ウォームアップスーツジュニア
Made in Czech Republic

●サイズ ： 8Y、10Y、12Y、14Y

7700011000 77000

16.

¥ 44,000 -（税込）　¥ 40,000 -（税抜） ¥ 60,500 -（税込）　¥ 55,000 -（税抜）

¥ 24,200 -（税込）　¥ 22,000 -（税抜）
¥ 33,000 -（税込）　¥ 30,000 -（税抜） ¥ 33,000 -（税込）　¥ 30,000 -（税抜）

SWIX WEAR
13281 ダイナミックダウンジャケットM
Made in Czech Republic
●生　地　素  材： 100% ポリエステル/100% ポリウレタン/100%ポリアミド・ナイロン
●サイズ ：S、M、L.
¥ 38,500 -（税込）　¥ 35,000 -（税抜）

99990 10000

13161 フォーカスダウンジャケットM
Made in Czech Republic
●生　地　素  材： 100% ポリエステル/100%ポリアミド
●サイズ ：S、M、L.
¥ 33,000 -（税込）　¥ 30,000 -（税抜）

99990 10000



STEP ① デザインを選ぶ
デザイン一覧よりデザインを選択。

STEP ② 配色を決める
選択デザインの PDF よりデザインカラー変更指示を行う。

STEP ⑤ オーダーシート記入
ウェブ上からデザインを決める方法か個人デザイン作成方法かを選ぶ。

STEP ③ チーム名 /マーキング
チーム名書体を下記よりお選びいただくか illustrator による DATA 提出。

STEP ④ 生地素材を決める
ウォームアップスーツ /レーシングスーツとも 3種類から選ぶ。

納期 9月末発注締め切り。 デザイン作成 /生産指示日より約 70 日
工場作成ラインまはた思わぬ事故により納期が遅れる場合があります。

��������������
������������� NEW 2022/2023 シーズンモデル

NET素材
TOPモデルに使用しており、
速乾性と軽量化素材
1ピース /2ピースのトップ部に使用

PRO素材
TOPモデルに使用しており、
コンプレーション機能を取り入れた
1ピース /2ピースのパンツ部に使用

DRY素材
カタログ商品モデルに使用してお
ノーマルドライ素材
1ピース /2ピースのUNISEXサイズに

レーシングスーツ素材

※ 素材選択は注文書にて選択

発注 ウエア類は 5点から発注対応致します。
ニット /ヘアバンド類は 10点から発注対応いたします。

17.

CREATOR WEAR



デザインカラー変更方法
32 変更カラーオリジナルカラー

SWIXデザイナーがカラー変更致します。

18.

CREATOR WEAR

マーキング書体見本

※ 見本書体に多少の誤差がございます。
※ 日本語に対応できない書体があります。

Lady  
XL LMSSXSize

A - 身長 - cm

B - 胸囲 - cm

Man  
LXXLXLMS

192-195
3XL

196-199
122

110

Unisex  Nordic Race Suits

192-195 196-199
122

110

Junior   

Junior   
116 128 140 152 164

Nordic Race Suits

C - ウエスト - cm

A - 身長 - cm

B - 胸囲 - cm

C - ウエスト - cm

A - 身長 - cm

B - 胸囲 - cm

C - ウエスト - cm

A - 身長 - cm

B - 胸囲 - cm

C - ウエスト - cm

A - 身長 - cm

B - 胸囲 - cm

C - ウエスト - cm

160-163 164-167 168-171 172-175 176-179

83 87 94 100 106

62 68 74 80 86

172-175 176-179 180-183 184-187 188-191

88 94 100 106 112

74 80 86 92 98

XS

118

104

172-175 176-179 180-183 184-187 188-191

88 94 100 106 112

74 80 86 92 98

118

104

116-124 125-137 138-149 150-159 160-170

63 67 71 75 79

57 59 62 66 70

116-124 125-137 138-149 150-159 160-170

63 67 71 75 79

57 59 62 66 70

56     58     60Size  cm
Cap / Headband

08102907 

1
0
0
0

7
5
0
.
0

 XL
-175 176-179

106
86

XL XXL
187 188-191 192-195

3XL
196-199

サイズチャート

※ 全てのプロスーツ素材はタイトな作りとなります。

Size

LXXLXLMS 3XLXSSize

Size

116 128 140 152 164Size



STEP① デザインを選ぶ
デザイン一覧から選ぶ方法か、個人デザイン作成方法かを選ぶ。
デザイン一覧から選ぶ場合は以下のデザイン一覧から選択。

ウエアデザイン選択

SWIX デザイナーは選択したデザインのカラーチェンジとチーム LOGOの配置のお手伝い致します。
SWIX デザイナーは個人オリジナルデザインの作成をお手伝い致します。

① ② ③ ④

⑤ ⑦⑥ ⑧

⑨ ⑩ ⑪ ⑫

⑬ ⑭ ⑮ ⑯

・
・

・
・

CREATOR WEAR

19.
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ALPINE SKI PREPARATION TECH MANUAL

スキーのチェック
スキーのねじれ、滑走面のキズ、またビンディン
グに不備がないかなどをチェック。

サイドエッジの研磨
ファイルとファイルガイドを使用し、サイドエッジ
の研磨を行う。

滑走面のクリーニング
リムーバーでクリーニングする。

ブラッシング
ワックス粗削り用ブラシ、仕上げ用ブラシの順で滑走面をブラッシング。電動ドリルと組合せて使う
ロトブラシは、効率的ブラッシングが行なえる。

ワックスをたらす
ワクシングアイロンでワックスを溶かしてワック
スをたらす。

ボーダーを削る
次の行程のサイドエッジ研磨で、邪魔になるボ
ーダーをボーダーカッターで削る。

ファイバーテックスでケバ取り
ファイバーテックス粗目で滑走面の細かいケバ
を取る。

フィニシングパッド
微量のチリ、ブラッシング等で起きた静電気を
取り除く。

スクレーピング
スキーを室温で冷やし（最低30 分）、スクレー
ピング。

スキーを固定
バイスを使い、スキーをしっかりチューンナップ
テーブルに固定する。

バリ取り
オイルストーンまたはガムストーンで滑走面およびサイド側のエッジをこすってバリを取る。この時、
角に直接当ててしまうとエッジが丸くなってしまうので、絶対に当てないこと。なお、直接エッジの角
に当てないためには、ファイルガイドを使用して作業を行うと良い。

ファイバーレーンで拭く
ファイバーレーンを使って
リムーバーを拭きとり、表面の細かいゴミを取り
除く。

ワックスをのばす
アイロンにファイバ.レーンプロを挟みワックスが
液状になるまでのばす。

フラットチェック
スチールスクレーパーでチェック。フラットでな
ければマシーンにかける必要がある。

ブラッシング
スチールまたは、ブロンズブラシでブラッシング。
ストラクチャー内に残った不純物を取り除く。

ワクシングの仕上げ
ファイバーテックスポリッシュで滑走面を軽いタ
ッチで仕上げる。

サイドにたれたワックスを取る
マルチスクレーパーで、サイドにたれたワックス
を乾かないうちに取り除く。

ベースエッジのべべリング
ファイルとベースエッジベベルガイドを使って、
滑走面側のエッジをべべリングする。

リフレッシュニング
スチールやブロンズブラシでトップからテールに
向かってワックスを掻き出すようにブラッシング
する。

ファイバーテックス
ファイバーテックス細目で滑走面をスムーズに
する。

フィニシングパッドで最終仕上げ
フィニシングパッドでワックスの粉、ブラッシング
で発生した静電気を取り除く。

スクレーピングの前に
スクレーパーは角が丸まっていると効率良くス
クレーピングができないので、スクレーパーシャ
ープナーで目立てをしてスクレーピングする。

1 2 3 4 5

96 8

10 11 12 13 14

16 17 1815 19

222120

ベースバーン対処方法

カービングの角付けテクニックが引き起こすエッジ際の大きな
摩擦や、硬い雪の結晶で起こるベースバーンを防ぐために、ビン
ディング前後約10cmの滑走面エッジ脇に約1cm幅でPSP-3
を塗る。エッジ脇約1cmの所に左写真のようにスクレーパーを
利用し、パウダーを振りかけアイロンを軽く上から押し当て熱で
滑走面を傷めないよう注意しながら滑走面に付着させる。

※「ベースバーン」 アルペンスキー、スノーボードのエッジ脇の滑走面が硬い雪の結晶によって約1cm幅にわたってケバ立つ現象。
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余分なワックスを取る
グルーブスクレーパーでグルーブ（滑走
面のミゾ）のワックスを乾かないうちに取
り除く。サイドはスクレーパーで丁寧に取
り除く。

スキーを固定する
スキー・ビンディングに不備がないかチェックし
た後、スキーをしっかりとプロファイルにセットし
てチューンナップテーブルに固定する。

フラットチェック
スチールスクレーパーで、滑走面のフラットチェッ
クを行う。フラットであれば4．の行程へ。

滑走面をフラットにする
コルクなどにサンディングペーパーを巻き、サン
ディングしてフラットにする
（＃１００→＃１８０ の順番で）。

エッジの角を取る
雪面に対する抵抗をなくして滑走性を向上させる
ため、エッジの角をスチールスクレーパー（T００８
０）を使用して、４５～５０度に削る（削り過ぎに注
意）。※クラシカルスキーのキックゾーンの角は取ら
ない。

エッジをスムーズにする
スチールスクレーパーで削ったエッジを、サン
ディングペーパーを使用してスムーズにする（＃１
８０）。

リフレッシュニング
ストラクチャー内の細かいケバを取るために、ブ
ロンズブラシでトップからテールに向かって丹念
にブラッシングする。

ファイバーテックスで滑走面を整える
ファイバーテックスT0266N→T0264の順で滑走面
を整える。

フィニシングパッド仕上げ
微量のチリ、ブラッシング等で起きた静電気を取
り除く。

ホットワックスクリーニング㈵
ワックス（PS１０又はPS８）でクリーニングする。
※クラシカルスキーのグリップゾーンにワックス
は塗らない。

ホットワックスクリーニング㈼
ファイバーレーンプロをアイロンに挟みワックス
をのばす。

ホットワックスクリーニング㈽
約１分後にスクレーピング。

ホットワックスクリーニング㈿
ブロンズブラシでブラッシング。

ストラクチャーを入れる
スーパーリラ-でその時の条件に合ったストラク
チャーを作る。

ワックスをたらす
ワックスパッケージのアイロン表示温度を目安に
ダイヤルをセットし、その時の条件にあったワック
スを塗る。ワックスを軽くアイロンに押し当て、それ
を滑走面に擦り付ける。その上にワックスをたらす。

ワックスをのばす
アイロンでワックスが液状になるまでのばす。そ
の際、アイロンを一か所に止めないこと。また、
ファイバーレーンプロを挟むと、均一にのばせ、不
意な滑走面の焼付けを防ぐことができる。

スクレーピング
スキーを室温で冷やし（最低３０分）、プレキシ
スクレーパーでスクレーピング。スクレーパー
は角が丸まっていると効率良くスクレーピン
グができないので、スクレーパーシャープナー
で目立てをする。

ブラッシング
ワックス粗削り、仕上げ用ブラシの順でブ
ラッシングし、丹念にワックスを取り除く。

ファイバーテックスで磨く
ファイバーテックスポリッシュで滑走面を
軽いタッチで磨く。

ファイバーレーンで拭く
ファイバーレーンでワックスの削りくずを
取り除く。

フィニシングパッド仕上げ
ブラッシング等で起きた静電気を取り除く

キックゾーンのサンディング
キックゾーンをサンディングコルクでサンディン
グする。（♯８０～１５０）

コルク
コルクでスムーズにのばし、完全に熱が下がる
まで冷やす。

アイロンでのばす
焦げ付きに注意しながらアイロンをかける。

ベースバインダー
VG030を塗る

ハードワックスを塗る
その日に合ったハードワックスを選定し、キック
ゾーンの下、約2cmを空けて薄く塗り、4．のよう
にコルクでのばす。この工程を3～5回繰り返す。

ハードワックスのワクシング方法

キックゾーンのサンディング
キックゾーンをサンディングコルクでサンディン
グする。（♯８０～１５０）

叩く
複数のワックスをぬった場合は、叩いて混ざり易
すくする。

手の平でのばす
のばす。注意：火傷に注意して下さい。完全に熱
が下がるまで冷やす。

アイロンをかける
ワックスをのばし易いようにアイロンで温める。

グルーブのワックスを取る
マルチスクレーパーでグルーブのワックスを取り
除く。

べースを塗る
ハードワックス同様にキックゾーンをサンディン
グし、ベースにKX２０を薄く塗る。

指でのばす
親指でムラ無くのばす。

クリスターワックスを塗る
その日に合ったクリスターワックスを塗る。

クリスターワックスのワクシング方法

古いワックスを取る
マルチスクレーパーでワックスを削り取る。

クリーニング
グリップゾーンにリムーバーを吹きかける。

剥がす
ファイバ-レーンをスクレーパーを使用して剥が
す。

アイロンで温める
グリップゾーンにファイバ-レーンを張り付け、
ファイバ-レーンの上からアイロンで温める。

拭取る
ファイバ-レーンでリムーバーを拭き取る。

グリップワックスの除去方法

1 2 3 4 5

2 3 4 5

6 7 8

1 2 3 4 5

1

25

CROSS COUNTRY SKI PREPARATION TECH MANUAL

グリップワックスの除去方法
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NOTES

Season in
シーズンイン

HS7 または HS8

HS7 または HS8PS6

PS6PS7PS8PS10Step.1 ホットワクシング
Step.2 スクレーピング
Step.3 ブラッシング

PS7PS8PS10

この作業をシーズン中
繰り返し行う

約30分後にスクレーピング

ブロンズブラシ（T0158B）でブラッシング

以上の作業を1日1～2回行う

シーズンイン1週間前シーズンイン2週間前シーズンイン3週間前

Step.4 ホットワクシングして保管

作
業
内
容

3week before 2week before 1week before

高温用の柔らかいワックスから、低温用の硬いワックスをホットワクシングします。こ
れにより滑走面をアイロンの熱から守りながら、徐々にワックスの吸収力を高めます。
これらのワクシングは滑走面チューンナップにおいて重要な工程です。

スクレーピングとブラッシングを繰り返す事で、滑走面の細かいケバを取り除きます。
特にブロンズブラシでのブラッシングは、ストラクチャー内部のケバを除去するだけ
で無く、ストラクチャーの角が取れ滑らかな滑走面に仕上がってきます。

シーズン前に必ず行っておきたいワクシングテクニック

＊ STEP1～4を1日1～2回、毎日行って下さい。

＊ シーズンインしたら。

よくある質問で「滑走まで4週間無いのですが」「全ての行程をやらなければ効果がありませんか」があり
ます。そんな事はありません。時間が足りない時はSTEP1と3を2日づつ行ってください。それだけでも滑
走面のワックス吸収性は変わります。

滑走する前は勿論、滑走後は水分を拭き取りその日のうちにワクシングをして下さい。その時のワックス
は、次回滑走の下地をワクシングするのが良いでしょう。決まっていなければLF7XやLF8Xを選択し、そ
れを定期的にワクシングして下さい。

シーズンイン4週間前
4week before




