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親から子へ、そして孫へ
3世代で楽しめるスキー用品が充実

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

JUNIOR

あなたに最適な
一台お探しします

スキーヤー向けの早期予約販売会とし
ては世界最大規模の催事となり、それぞ
れのレベル、スタイルのお客様にほぼご
対応が可能です。

SKI

この時期だけの品ぞろえ、
最高の一着が見つかる

ここだけで買えるカラー、ここだけで見つかる
サイズ、ここだから買えるウェアがカスタムフェ
アにお越しいただければきっと見つかるはず。
早期販売限定モデルやパンツのサイズカスタマ
イズができるのもカスタムフェアの魅力の一つ。
ナショナルブランドから海外輸入ブランドまでカ
スタムフェアで最高の一着を見つけてください。

WEAR

あの手、この手で
お悩み解決いたします

あらゆる硬さ、形、サイズ等が展示してあ
ります。普段店頭に並ばないようなモデ
ルもあり、お試しには絶好のチャンスで
す。カスタムフェアでご購入のお客様は店
頭で1年間シェル加工無料！ 完全な状態
でお渡しいたします。

BOOTS

スキーで冬山を
楽しみませんか

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

BACKCOUNTRY

品ぞろえは、日本一。
見て、着けて、確かめて！

アクセサリーの品ぞろえは日本一どころか世
界一の豊富さを誇ります。カタログに載ってい
るほぼすべてのモデル、カラー、サイズを確認、
試着できます。ファッション的要素もあるアク
セサリー類だからこそ、見て、着けて、確かめて
ください。

ACCESSORY

2021-22シーズンの最新モデル、情報が集結！
約20,000点からの選び方は無限大！

このマークに注目！
石井スポーツ

いち押しアイテム

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

ほぼすべてのメーカーの新しい商品が一堂に会した世界最大級のイベントです。

“カスタムフェアって何？”

今年は6月4日（金）札幌を皮切りに全国4会場＋7店舗で開催

選び方無限大！ 最新スキーアイテム
約20,000点が集結!いざ！ カスタムへ！

マイベストを探そう！
2021 ／ 22NEW モデル

早期特別価格

入場無料
内金￥0

ここでしか
見ることができない
会場限定アイテムが

一堂に集結

わからないことは
石井スポーツ
スタッフまで。

商品を熟知したスタッフが
お応えいたします。

ご予約の総額が
¥33,000（税込）以上の方は
石井スポーツ
オリジナルデザインの
水筒をプレゼント！
＊お一人様１点に限ります。
＊カラーはお選びいただけません。

※ポイントはご購入後の付与となります。

メンバーズカード
新規ご入会

もしくはお持ちの方

ポイント還元
SNSでも

配信中！

イベント期間中
最新情報を

要チェック！

開催にあたっては、国・地方自治体が定めるイベント実施内容に沿って実施します。国・地方自治体・関係機関による自粛要請が出た場合は中止あるいは内容を変更させていただ
く場合があります。あらかじめご了承下さい。「カスタムフェアFacebook」「石井スポーツスキーTwitter」をフォローして最新情報をご確認ください。

■仙台会場
 6月11日（金）  ・12日（土）  ・13日（日） 

ヨドバシ仙台

■東京会場
7月16日（金）・17日（土） ・18日（日） 

TOC五反田メッセ

■札幌会場
 6月4日（金）  ・5日（土） ・6日（日） 
サッポロテイネスキー場 

■大阪会場
6月18日（金） 〜７月４日（日） 

石井スポーツ リンクス梅田店

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

■石井スポーツ 新潟店
　 6月4日（金）〜13日（日）

■石井スポーツ 松本店
　 6月18日（金）〜27日（日）

■石井スポーツ 宮の沢店
　 8月6日（金）〜8月29日（日）

■石井スポーツ ヨドバシ甲府店
　 8月13日（金）〜29日（日）

■石井スポーツ 宇都宮駅前店
　 7月2日（金）〜11日（日）

■石井スポーツ カンダコンペカン
　 7月22日（金）〜8月8日（日）

■石井スポーツ 盛岡店
　 7月22日（木）〜8月1日（日）

《店内カスタムフェア》

スキーニューモデル
早期予約販売会

お近くの店舗でも早期予約することができます。合わせてご利用ください。

アクセスMAP

アクセスMAP

アクセスMAP

アクセスMAP
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──　６度目の全日本選手権優勝おめでと
うございます。2020／21シーズンはどんな
目標で臨んだのでしょうか。
湯淺　ありがとうございます。2019／20
シーズンには左膝を人工関節にした状態
で、どこまで活躍できるのかを試すという新
しい挑戦がありました。さすがにそのシーズ
ンは良い滑りはできませんでしたが、世界
一のアルペンレーサーになるという生涯の
目標を主眼に置いて、この膝でできることは
あるかと考えたときに、まずはワールドカップ

（WC）に復帰しなければならないと思いま
した。そのためには絶対条件としてヨーロッ
パカップ（EC）で成績を出さなければならな
い。ECで成績を出してWCに復帰すること
が、短期的な目標でした。
──　そのためにどんなトレーニングを行
なったのでしょう。

湯淺　コロナの影響でとにかく
長い練習期間はとれないので、
良い条件で、質の良いトレーニ
ングを行なおうという意識で臨
みました。経験上、何が世界に
通じる滑りで、何が速くて何が
遅いかは、自分の身体に刻み込
まれています。それを短期間で
構築するというプログラムで動
いていました。具体的にはヘン

リック・クリストファーセン（NOR）やデイブ・
ライディング（GBR＝2020／21アデルボー
デンSL3位）やアレクサンダー・クロフチョフ

（RUS＝2019／20ウェンゲンSL3位）と一
緒に練習できたことで、効率良く、短期間で
仕上げることができたと思います。
──　その結果が6度目の全日本選手権の
優勝につながった？
湯淺　ECではあまり良くなくて。それで全日
本を迎えたのですが、加藤聖五、小山陽平ら
が世界選手権でいなくても、他のナショナル
チーム（NT）の選手はそろっていたので国内
最高峰のレースには違いありません。そこで
勝つことは重要ですし、人工関節を入れて生
まれ変わった湯淺直樹が、どこまで通用する
のかという強いモチベーションで迎えまし
た。もちろん、出場するレースすべてで優勝す
るつもりで臨んでいます。
──　生まれ変わった湯淺直樹の存在をア
ピールできましたね。
湯淺　少しニュアンスが違うかもしれません
が、人工関節のことは全日本優勝直後に公
表しました。膝の怪我で悩んでいるアスリー

トもいると思いますが、大きな手術をしても
これだけできるということはアピールできた
と思います。アスリートに限らず、悩んでいる
人にもう一つの選択肢がある、前向きにとら
えられる選択肢があるということは提示でき
たのかなと思っています。

──　生まれ変わったといえば、2018/19
シーズンにスキーをアトミックに変更しまし
た。アトミックとの相性はいかがですか？
湯淺　自身を分析すると、瞬発力の面で高
い能力があると考えています。その能力を雪
上で表現するための武器がスキーです。瞬発
力を生かすには、踏み込みに対してすばやい
レスポンスで返ってきてくれないと目標の滑
りはできませんが、アトミックスキーはそれ
に十分に応えてくれています。それはマルセ
ル・ヒルシャー（AUT＝WC総合８連覇）の滑
りを見ても明らかで、圧を加えたとき、彼の
スキーはもう走り始めているんです。

──　手強いスキーという印象ですか？
湯淺　むしろ懐の深いスキーだと感じてい
ます。ミスに寛容というか、条件を選ばずに
乗り手の多少のミスも許容してくれて、ある
意味、ミスをミスでなくしてくれる部分があり
ます。ヒルシャーがどんな状況でも勝つ、最

世界一のアルペンレーサーへ。
譲れない思いでリスタート
数々の栄冠でアルペン史上に爪痕を残してきた湯淺直樹。
長い低迷の時期を過ごし、マテリアルチェンジを経て
2019年11月には左膝に人工関節を入れるという大きな決断もした。
生まれ変わったその姿を全日本選手権で見せた2020/21シーズンを振り返ると共に
いるべき場所へ戻るための挑戦、譲れない世界一への思いを語った。

湯淺 直樹
Cover Skier Interview_1

高の滑りをするというのは、こういうスキー
だからできるんだと感動しました。
──　それはスキーのどんな性能からくる
ものなのでしょう？
湯淺　フィーリングとしては「木」のスキーに
乗っている感覚がありますね。ウッド感があ
るというか。乗っていてスキーと会話していく
なかで、アトミックスキーは「いなす」のが上
手というか、多少の段差もスッと吸収してく
れるんです。クルマでいうとダンパーが効い

ている感覚で、雪面からのドンッという衝撃
も運転手にはなかったことになるイメージで
す。滑りもアトミックテイストになったという
か、ゆったり踏める感覚があります。
──　それは滑りの改良？　進化？
湯淺　まだ進化といえるような段階ではあ
りませんが、改良に改良を重ねて、やがて進
化に結びついてくると思います。まだ改良段
階で、試行錯誤を重ねてアトミックスキーの
一番「くすぐったい」ところに乗ってあげる、
一番美味しいところに乗ってあげることを模
索中です。それが見つかって意図的に引き出
せてもまだ駄目で、レースという極限の状態
でオートマチックに引き出せるようになって

はじめて進化したといえるのではないかと
考えています。
──　2020／21シーズンを終えて、収穫
や課題はありましたか？
湯淺　収穫としては、今シーズンは納得でき
るターンを１レースのなかで何ターンか感
じることができたことです。それを１レース
のターンの80％で引き出せればWCで30
位以内、85％にすれば15位以内のイメージ
です。昨シーズンはほぼ０％だったのが、今
シーズンは30％ぐらいまで上がってきたイ

メージです。ようやく滑りに点数をつけられ
るところまできたという感じです。ただ、良い
ターンが出ると、悪いターンがすごく浮き彫
りになってしまいます。ですから、レースのな
かで極端に悪いターンを出さないように、良
いときと悪いときのムラをなくしていくこと
が今後の課題だと思っています。それにはア
トミックスキーでのレース経験を重ねること
はもちろん、いろいろな条件でアトミックス
キーと過ごす時間を増やしていければと思
います。フィジカル面でも、ビュンビュン動い

ていく足元についていけるような身体作り
が必要になるでしょう。
──　北京オリンピックまで１年を切りまし
た。簡単ではないと思いますが、北京までの
青写真はどのように描いていますか？
湯淺　苦しい状況をブレイクスルーするに
は、一発、大きなことが必要だと思っていま
す。それはECで表彰台に乗ってくるような、
圧倒的な成績を出すこと。それがマストです
が、何度かそのような経験はありますので、

「できる」と信じて挑んでいきます。

生まれ変わった湯淺直樹で
ワールドカップ復帰を目指す

Naoki YUASA

湯淺直樹
ゆあさなおき

1983年4月24日生まれ、北海道札幌市
出身。９歳で競技スキーを始め、オリンピ
ックには３回、アルペンスキー世界選手
権には７回出場。トリノ・オリンピックでは
SLで７位に入賞する。ワールドカップでは
2005年のクラニスカゴラ（SL）で７位にな
ったのを皮切りに、一桁台のリザルトを10
回獲得。2012年のマドンナ・ディ・カンピリオ

（SL）では３位表彰台を記録している。膝
のケガに悩まされ、2019年11月に人工
関節の手術を決断。レースに復帰し2020
／21シーズンの全日本選手権で２年ぶ
り６度目の優勝を飾った。

「木」を感じるアトミックスキーで
滑りを進化させ北京を目指す
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──　技術選２連覇おめでとうございます。
武田　ありがとうございます。
──　連覇の要因は、どんなことだととらえ
ていますか。
武田　滑りの幅を広げたことだと思います。
──　滑りの幅というのは？
武田　技術選を戦ううえで自分の武器にな
るのは、ターンの質です。外見には見えにく

いかもしれないけれど、シンプルな動きで
ターンスピードの速い滑りができる。それが
一番の武器だと考えています。速い者は美し
いし、美しいものは速い。それを明確に出し
ていきたい。今年の技術選は会場が苗場に

移り、今までの八方尾根ともルスツとも違う
雪質になることが予測されました。だから、

２週間前に現地入りして、変わりやすい苗場
の雪質に合わせて自分の良さを出せるよう
に、エッジングのタッチを変えて滑りの幅を
広げていきました。
──　タッチを変えるというのは、どんなこ
とでしょう？
武田　雪質に合わせてエッジングの長さや
タイミングを微妙に変えていくことです。硬
いバーンならシンプルな運動でスキーの反
応を引き出していけばいいのですが、軟らか
い雪の場合、スキーの反応だけじゃなく、自
分のアクションをしっかり出してスキーを滑
らせていくことが必要なので。
──　苗場で使われたコースは、急斜面と
中斜面にはっきりと分かれたので、斜度の違
いに合わせた調節も必要そうですね。
武田　そうですね。急斜面はそれほど影響
がなくて、自分の滑りができるだろうと考え
ていましたが、中斜面ではターンスピードを
上げるためのスキーの滑らせ方を意識して
いました。
──　予選初日を終えて２位の佐藤栄一選
手と0.2点差の１位。順調な滑り出しに見え
ましたが。
武田　結果は悪くないのですが、どこかに硬
さがありましたね。大会初日というのは、落
とせないという緊張感や大会独特の雰囲気
があるので。
──　２日目に山野井全選手と井山敬介選
手に逆転を許しましたが、それにはやはり硬
さが影響したのですか。
武田　いや自分が緊張していたことより
も、コブ斜面のコースが硬かったことが大き
かったです。もともと硬いところに雪面硬化
剤を入れた直後だったので、エッジがすごく
引っかかって無難に滑るしかなかった。硬い
コブでの経験がまだ少ないことを感じまし
たし、これからの練習の課題のひとつです。
──　トップと2.2点差で決勝を迎えました
が、そこでの滑りは見違えるようなもので全
種目でトップの得点をたたき出しています。
その要因は、いったい何だったのでしょう。
武田　気持ちを切りかえられたことですね。
予選が終わって自分のなかでは一瞬焦りが
あったんですけれど、冷静に考えると、たった
１日でひっくり返るのだから、決勝１日でま
たひっくり返せるだろうと考えられた。そうし
たらすごくリラックスできて、決勝ではこう滑
ろうというイメージがわいてきました。
──　どう滑ろうと考えたのですか。
武田　予選の2日間はスキーの動きだけを

自分の滑りをすれば頭ひとつ抜けられる。
連覇の要因は、その自信と対応力の高さ
3月上旬、新潟県・苗場スキー場で行なわれた第58回全日本スキー技術選手権大会。
そこで優勝の栄冠に輝いたのは、大会前から評価が高かった武田竜だった。
連覇がかかる大会に、武田が何を考え、どんな戦略で臨んだのか。
その思いを聞き、彼の滑りを支えたアトミックスキーの特徴に迫る。

武田 竜
Cover Skier Interview_2

意識して、自分はあまりリアクションしない
で滑っていたのですが、決勝では自分からし
かけていくことを意識して、どんどんアクショ
ンしてスキーを滑らせていく滑りに変えまし
た。初優勝のときも似たことがあったので、
今回も同じ流れになるかなという気はして
いました。
──　実際、決勝の滑りは圧巻でした。
武田　決勝１種目めの総合滑降で自分から
動いてスキーのリアクションを作って走らせ
るということを実感できて、得点もしっかり
ついてきたので、勢いに乗れました。そのあ
とはスーパーファイナルまで自分の滑りを貫
くことができました。硬い斜面とはやはり違
うのですが、軟らかい斜面に合わせたなか
でスキーの走りを引き出せたと思います。
──　大会前から2連覇は意識していまし
たか。
武田　はい。去年大会は中止になってしまい
ましたが、自分のなかでは連覇しているつも
りでしたし、自分の滑りができれば頭ひとつ
抜け出しているなという自信があったので、
2連覇するつもりで技術選に臨みました。

──　技術選を戦ううえでは、マテリアルも
重要な要素になると思いますが、スキーには
どんなことを求めますか。
武田　ロング用のスキーに求めるのは、や
はり安定性です。スピードが高くなればなる
ほど、斜面が硬くなればなるほど、スキーの
挙動はぶれやすくなるので、安定性の高さ
は大きなポイントになります。そのためのス
キーの硬さ、フレックスとトーションのバラン
スをものすごくロングのスキーには求めま
す。ショート用のスキーでは、しなやかなフ
レックスと硬いトーションがあって、トップか
らテールまでしっかり綺麗にたわんで回転
につながるもの。ロング、ショートに共通し
て、僕の力に耐えられる強さをスキーには求
めます。
──　アトミックのスキーは、それに応えた
モデルだということですね。
武田　はい。ロングターンでは〈レッドスター
G9 RSレボ〉の183cm、ショートターンでは

〈レッドスターS9iプロ〉の165cmを使いま
したが、どちらも僕がスキーに求めるものに
応えたモデルです。
──　アトミックでは2021／22シーズン
に向けてレボショックという新しいテクノロ

ジーを搭載したモデルを発表していますが、
今までのサーボテック搭載モデルと比べて、
どのような違いを感じていますか？
武田　サーボテックはスキーをすごく軟ら
かく感じ、ターン前半から綺麗に円い弧を描
けるタイプでした。レボショックはよりレーシ
ングモデルに近くて、ターン前半のとらえが
良くて、落下が速い。そして雪面をとらえてス
キーに乗り込んでいったときにしっかりとエ
ネルギーがたまり、後半に向けてスキーのし
なりが綺麗に戻ってきます。どちらも良いん

ですけれど、速さをより感じられるのはレボ
ショック搭載モデルです。
──　サーボテックの大きな特徴だったオー
トマチックな感じはどうでしょう。
武田　サーボテックもオートマチックです。
特にターン前半のとらえが早くて、自動的に
スキーに圧がたまってくる。上級者でもター
ン前半のとらえが遅い人が多いので、そうい
う方には大きな武器になると思います。その
うえでサーボテックは円い弧が描きやすく、
レボショックは短いエッジングによる鋭角な
ターンを描きやすいという違いがあります。苗場の斜面の条件に合わせた

滑りの幅が勝負のポイント

Ryu TAKEDA

武田 竜
たけだりゅう

1984年生まれ、北海道小樽出身。ジュニ
ア時代から注目を集め、中学３年時に全
日本ナショナルチームのジュニア指定を
受ける。2011年全日本選手権SL優勝、
2013年同GS優勝など数々の大会で結
果を残し、海外も転戦。2014年にはワー
ルドカップSL（ボルミオ大会）へ出場を果
たしている。2015年から全日本スキー技
術選手権大会への挑戦を始め、2019年、
2021年と連覇を果たす。全日本ナショナ
ルデモンストレーター認定２期

短時間で鋭角の弧を仕上げる。
レボショックはそんな滑りができる

SAJ 令和 3 承認第 00335 号
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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！ SIEGER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

本誌掲載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
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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

Sieger2021-22 最新スキーギア厳選カタログ 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。

＊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。

COVER
　Skier：湯淺直樹、武田竜、児玉毅 
Photo：菅沼宏、佐藤圭、田中慎一郎
Design：藤山啓介

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、君島瑠、
　　　小山内春人、藤野裕喜、山田梢、販売促進部
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
ライター＝真木健（p4～5）
カメラマン＝渡辺宗介（スタジオ撮影）

『Sieger』に掲載されている
商品は、世の中に数多ある
スキーギアやウェア、アイテ
ムのなかから石井スポーツ
がよりすぐったもの。掲載さ
れているだけで厳選商品と
いえますが、そのなかでも
特 に 注 目 す べ き 商 品 を

「BEST BUY」としてピック
アップ。このマークをつけて
います。どれも画期的なテク

ノロジーや優れた性能を発揮するモデルばかり。今年
の『Sieger』では「BEST BUY」に注目してください。

2
4

8
12

カスタムフェア2021-22 Information

カバースキーヤーインタビュー

湯淺直樹──全日本アルペンスキー選手権大会優勝

武田竜──全日本スキー技術選手権大会優勝

ヨドバシ・ドット・コム Information

ニューモデルスキー＆ブーツ・テスティングレポート

テスター紹介

ブーツ・テスティングレポート

　アトミック

　サロモン

　ヘッド

　ダルベロ

　ノルディカ

　フィッシャー

　ラング

　レクザム

　総評

スキー・テスティングレポート

　2021／22シーズン、レーシングモデルの傾向

　FIS GS

　NO FIS GS（MASTERS）

　SL

　2021／22シーズン、デモモデルの傾向

　1級受検、マテリアル・ベストチョイス

　DEMO

　Topics

54
60

73
74

76

86

ジュニア　Ski／Boots／Wear／Accessories

ブランド別注目ウェア

　デサント

　ゴールドウイン

　フェニックス

　ミズノ

　オンヨネ

　ショッフェル

　ミレー

　サロモン

　アークテリクス

　アイスピーク

　ピークパフォーマンス

ボディケア

Close up　THERM-IC　

POWERSOCKS HEAT FUSION UNI+S-PACK 1400 B

アクセサリー　

Helmet／Goggle／Gloves

FREERIDE & BACKCOUNTRY Goods & Gear 

From b.c.map

Contents
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石井スポーツのプロスタッフが実走テスト！

　今年の『Sieger』のスキーテストは、菅平
高原、野沢温泉、北海道の３カ所に分かれ、
少人数のテスターごとに行ないました。テス
ター全員が一堂に介して行なうテストとは

異なり、ポールバーンのセットやフリース
キーの斜面状況を同じ条件にすることは
できませんが、そのぶん変化に富んだ斜
面状況のなかで一台一台のモデルに時間

をかけてテストを行な
うことができました。
　レーシングモデルは
ポールのなかを実走。
そしてデモモデルはフ
リースキーを行い、一
人ひとりのテスターが

そのフィーリングを記入。そのコメントを生の
状態でお届けしています。各モデルの評価表
は、複数いるテスターの評価を総合する形で
決定。コメントと合わせて、それぞれのスキー
がどんな特徴を持っているのかを読み解く
ヒントにしてください。今年の『Sieger』はブ
ランドごとの掲載ではなく、GS、SL、NO FIS 
GS、デモと、カテゴリー別にテスト結果を紹
介しています。複数のブランドを横並びで比
較するのもマテリアル選びの醍醐味の一つ。
ぜひマイベストスキーを見つけてください。

石井スポーツのプロスタッフが
61機種のスキーと8機種のブーツを実走テスト

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

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

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、年間通し
たプログラムを立て、国内外で活動
をしている

TESTER

高橋伸嘉プロ
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

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

藤本剛士プロ
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。「.line sports」代表

TESTER

富井次郎プロ
身長・体重＝173cm・81kg
所属＝石井スポーツリンクス梅田店

「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

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

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、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

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、デモチームのコーチも務める。夏
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

大場朱莉プロ
身長・体重＝157cm・52kg
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58回大会女子総
合3位。母でありながら「アカリレーシ
ング」主幹として活動し、技術選にも
挑戦

TESTER

須川尚樹プロ
身長・体重＝168cm・60kg
所属＝石井スポーツ宮の沢店

第58回全日本スキー技術選手権大
会総合9位。全日本ナショナルデモン
ストレーター。全日本スキー技術選
大会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

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

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58回
大会では総合２連覇を達成している。
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

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58回大会では総合2位。
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

佐藤孝幸
所属＝石井スポーツカンダコンペカン

押味輝
所属＝石井スポーツ宮の沢店
元全日本アルペンナショナルチーム

藤澤宏
所属＝石井スポーツ札幌店

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

斉藤人之
所属＝石井スポーツ宮の沢店
ISHII SKI ACADEMY HOKKAIDO

佐藤晶
所属＝石井スポーツ神田本館

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

Sieger SKI & BOOTS Testing Report
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石井スポーツ スキー用品ストア

シェル
熱成型

￥86,900（税込み）

サイズ：23/23.5-29/29.5cm　
ラスト：96mm　フレックス：130
カテゴリー：レーシング

10％で8,690円分ポイント還元

スマホでお買い物

REDSTER CS 130

シェル
熱成型

￥75,900（税込み）

サイズ：21/21.5-29/29.5cm　
ラスト：96mm　フレックス：110
カテゴリー：デモ、上級者

10％で7,590円分ポイント還元

スマホでお買い物

REDSTER CS 110

シェル
熱成型

スマホでお買い物

￥108,900（税込み）

サイズ：22/22.5-27/27.5cm　
ラスト：93mm　フレックス：150　
カテゴリー：レーシング

10％で10,890円分ポイント還元

REDSTER STi 150 
LIFTED

シェル
熱成型

スマホでお買い物

￥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

REDSTER STi 130

シェル
熱成型

スマホでお買い物

￥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

REDSTER STi 110

ATOMIC 

￥113,000（税込み）

サイズ：23/23.5-28/28.5cm　
ラスト：95mm　フレックス：170
カテゴリー：レーシング

10％で11,300円分ポイント還元

REDSTER TEAM 
ISSUE 170 LIFTED

スマホでお買い物

シェル
熱成型

￥108,900（税込み）

サイズ：22/22.5-28/28.5cm　
ラスト：95mm　フレックス：150
カテゴリー：レーシング

10％で10,890円分ポイント還元

REDSTER TEAM 
ISSUE 150 LIFTED

スマホでお買い物

シェル
熱成型

￥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

REDSTER TEAM 
ISSUE 110

スマホでお買い物

シェル
熱成型

￥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

シェル
熱成型

REDSTER TEAM 
ISSUE 130

　同じ130フレックスのなかでも硬さを感じる一足です。フィット感に関しては、足首部
分に少しゆとりがありますが、アーチ部分の細さはキープされた状態になっています。
　実際に滑ってみると、アッパーシェルの上部がかなり強く反応して、ブーツ自体がた
わんでいきます。ロワシェルから足首の立ち上がり部分にかけて強い剛性を感じ、ハー
ドバーンでの力強い角づけやハイスピードのロングターンでスキーの反応が感じられ
る仕上がりになっています。また、ロワシェルの外側部分にタイトさを感じるので、内足
の小指側の角づけがよりクイックになり、鋭角に雪面に食いついていく印象を感じまし
た。ただし、軟らかい雪だとスキーの食い込みが強いので、その部分での圧のかけ方の
コントロールは必要だと思います。

高速ロングターンやハードバーンで
スキーの反応が感じられる

Tester’s 
Feeling

なるといっても過言ではないブーツです。
　ハードバーンを滑る機会が多い方やスキー
を意のままにコントロールしたい方などにおす
すめです。アトミックには違う種類の〈STI〉とい
うシリーズもあり、こちらは〈TEAM ISSUE〉とは
異なった動き感やフィット感を持つブーツです。
タイプの違うブーツを数種類用意できるブラン
ドは少なく、さまざまなタイプのスキーヤーをカ
バーできることも、アトミックの特筆すべきポイ
ントだと思います。
　今回のタイム計測では、もっとも速いタイム
だったこともポイントの一つです。
＊１：前後・左右・斜め前など、そのブーツに合うスキーヤーの動き
の方向性、また動いたときに得られるフィーリングなどを「動き感」
と呼んでいます。

　テスターのコメントどおり非常に剛性感の高
いブーツとなります。しかし、決して硬すぎると
いうわけではなく、このブーツはシェルの粘りで
動き感＊1を出すタイプといえます。この〈TEAM 
ISSUE 130〉の対象としては、男性レーサーであ
てはまる方も多く、フレックスは慎重に選びたい
ところです。
　動き感は、サイド方向にすばやく動けるブー
ツで、エッジからエッジへの切りかえも非常に早
く切り返すことが可能です。前後方向へのシェ
ルの動きは若干少なめで、足裏の荷重ポイント
の移動でコントロールするタイプです。そのため
ターン弧や加圧の強弱の調整などにも敏感に
反応してくれ、スキーの反応も一段階すばやく

粘りがあり、非常に剛性感の高いブーツ。
スキーヤーのしかけにすばやく反応する

Pro’s 
Eye

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。

　今回の「Sieger」では
久しぶりにブーツの雪
上テストを実施。普段、
あまり語られることのな
い各ブーツの特徴を、同
じ土俵のうえで比較、検
証。そのフィーリングを
基に、各ブーツの特徴を
プロの目線からくわしく解説しています。
　テストを実施したのは３月下旬、会場と
なったのは長野県・菅平高原スキー場です。
テスターを務めたのはカンダコンペカンス
タッフの君島瑠。大学卒業まで競技を続け、
国体やインカレなどの大会で複数の入賞経
験を持ち、東京都代表として技術選にも出場

していたスキーヤーです。
　テスト当日は、一足ご
とに20数秒のGSセット
を数本実走し、そのフィー
リングをレコーダーに収
録。全ブランドのブーツで
ポールを滑ったあと、シ
チュエーションをゲレンデ
に変えて各モデルごとに
フリースキーイング。そし
て、その直後に実走フィー
リングを収録しています。

誌面に掲載しているテスターのフィーリング
は、その後、ふたつのコメントを集約したもの
です。ちなみに、ポールバーンは雪面硬化剤

を散布して硬さを維持
したため、この季節とし
ては上々のコンディショ
ンが保たれました。ゲレ
ンデのコンディションは
時間と共にゆるみ、テス
ト時は春のザラメ雪とい
う条件でした。

　解説を務めたのは、カンダコンペカン店長
の佐藤孝幸。実走テスト中は君島テスターの
滑りを見つめ、ブーツをチェンジするタイミ
ングにフィーリングなどを確認。テスト終了
後、君島テスターのコメントを確かめ、各ブー
ツが持つ個性を紐解きました。各ブランドの

どんな特徴を持っているのか？
8ブランドの注目モデルを徹底解説

ATOMIC
SALOMON
HEAD
DALBELLO
NORDICA
FISCHER
LANGE
REXXAM

REDSTER TEAM ISSUE 130
S/RACE 130
RAPTOR WCR 4
DRS WC S
DOBERMANN WC 130
RC4 PODIUM RD 130
WORLD CUP RS ZA
R-EVO 120S

ブーツがどういう背景を持って開発され、構
造的にどんな特徴があるのか。そして、実際
に履いたときに、どんな動き方をするとその
ブーツが持つポテンシャルを十分に引き出
せるのかなど、これまで何万足のブーツを販
売してきた佐藤の知識と経験が、その背景に
あるのはいうまでもないことです。
　ブーツテストに集まったのは、各ブランド
の主流となるフレックス値130のモデル（一
部例外あり）。レースや基礎で大会をめざす
方たちにとって要注目のモデルばかり。はた
して、各ブーツはどんな特徴を持つモデルと
評価されたのか？　今季のブーツを決める
際に、ぜひ役立ててください。

ブーツチューンナップは石井スポーツにお任せ！

　多くのスキーヤーにとって、ブーツを選ぶとき
の第一条件になるのがフィッティングでしょう。
「アタリ」や「痛み」のあるブーツでは、滑りに集
中することができず、スキーの面白さも半減して
しまうからです。インナーブーツやシェルを熱成
型加工できるモデルが競技系モデルにも登場し
ているのは、フィッティング
を重視するスキーヤーが多
いことの一つの証といえる
でしょう。もともとタイトな
フィッティングを求める競技
系モデルこそ、そうしたフィッ
ティングの恩恵を大きく味わ
える分野かもしれません。

　でも、足型が合わないからといって目的とする
ブーツをあきらめる必要はありません。石井ス
ポーツでは熱成型加工が登場するはるか以前か
ら、一人ひとり異なるスキーヤーの足型に合わ
せてブーツを加工するチューンナップを行なって
きました。経験を積んだプロの手にかかれば、合

わせられないブーツはないと
いっても過言ではないほどで
す。その技はシェルやインナー
ブーツの熱成型加工やイン
ソール選びにも生かされてい
ます。ブーツの痛みで悩んだ
ときは、ぜひ石井スポーツへ
ご相談ください。

Sieger BOOTS Testing Report

Sieger Boots Test
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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。

SALOMON
Photo_HEAD Japan

シェル
熱成型

インナーブーツ
熱成型

￥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

S/MAX 130 CARBON

シェル
熱成型

インナーブーツ
熱成型

￥94,600（税込み）

サイズ：24/24.5-28/28.5cm　
ラスト：98/104mm
フレックス：130　カテゴリー：デモ、上級者

10％で9,460円分ポイント還元

スマホでお買い物

S/MAX 130 GW

￥116,600（税込み）

サイズ：22.5-27.5cm　
ラスト：1,500cc（25.5cm/91mm、
26.5cm/93mm、27.5cm/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

RAPTOR WCR 2
￥116,600（税込み）

サイズ：22.5-28.5cm　
ラスト：1,500cc（25.5cm/91mm、
26.5cm/93mm、27.5cm/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

RAPTOR WCR 3

￥96,800（税込み）

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

10％で9,680円分ポイント還元

スマホでお買い物

RAPTOR WCR 140S
スマホでお買い物￥85,800（税込み）

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

10％で8,580円分ポイント還元

RAPTOR WCR 120S

スマホでお買い物￥74,800（税込み）

サイズ：23.5-27.5cm　
ラスト：1,800cc（25.5cm/94mm、
26.5cm/96mm、27.5cm/98mm）
フレックス：110　カテゴリー：デモ、上級者

10％で7,480円分ポイント還元

RAPTOR WCR 110SC

　今回テストした８足のなかでも前傾
角度が少し立っていて、フレックスも130
としては軟らかく感じます。アーチ部分の
タイトさはあまりなく、足の甲と足首周り
のホールド感を強く感じる一足です。
　バーンコンディションに応じた動かし

　このブーツの特徴は、なんといっても
軽さと強さの融合ではないでしょうか。
軽さがもたらすアドバンテージが、軽快
な操作感を生んでいると思います。ヒン
ジを中心とする動きとシェルの粘りが
マッチし、前方やサイド方向への動きの
量が非常に大きいブーツです。そのた
め、足首の運動量が多い方に最もマッチ
するタイプといえます。
　後方へは補強パーツ（S/RACE130
のみ）、隙間のないアッパーシェルとロワ
シェルのつなぎ、固定ビス付近の金属

方の幅が広く、オールマイティに使いや
すいブーツに仕上がっています。そのぶ
ん特定の足裏のバランスポイントでのス
ピードや切れの調整という部分はスキル
が必要になりますが、一般的なレースや
基礎スキーでは使いやすい仕上がりに

パーツなどにより動き感＊1の少ないブー
ツとなり、ターン後半はしっかりと支えて
くれます。現代の競技スキーに多いテー
ルに特徴のあるスキーにもマッチする形
状になっています。
　硬さの選択はやや硬めを選ぶと他ブ
ランドとの比較がしやすくなります。競
技・エキスパートブーツのなかでは履く
方のレベル、対応するシチュエーション
の範囲が広いのも、このブーツの特徴で
す。競技と基礎を両方やる方や指導が多
い方などにもおすすめの一足です。同じ
シリーズの〈S/RACE 110〉でもユース世
代のレーサーから使用可能で、非常に対
応範囲の広いシリーズといえます。
＊１：前後・左右・斜め前など、そのブーツに合うスキー
ヤーの動きの方向性、また動いたときに得られるフィー
リングなどを「動き感」と呼んでいます。

なっています。高い姿勢からスキーをコ
ントロールしやすいので、しっかりとポジ
ションをコントロールできて、荷重や抜け
を自分でコントロールしたい方にはかな
り使いやすく、さまざまなシチュエーショ
ンで対応できるブーツだと思います。

HEAD

￥95,700（税込み）

サイズ：22.5-28.5cm　
ラスト：1,500cc（25.5cm/91mm、
26.5cm/93mm、27.5cm/95mm）
フレックス：130/120　
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

RAPTOR WCR 4

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

￥99,000（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：デモ、上級者

10％で9,900円分ポイント還元

スマホでお買い物

S/RACE 110

バーンコンディションへの対応幅が広く
オールマイティに使いやすい一足

Tester’s 
Feeling

軽快な操作感を持つモデル。
足首の動きが多い人に最もマッチ！

Pro’s 
Eye

　今回のテストブーツのなかでは、足の
アーチ部分を一番タイトに絞ってあるモ
デルです。しかし、つま先部分に関して
は、一番スペースを感じる設計になって
います。
　アーチ部分の絞りのおかげで横方向
への動き出しにスキーがすばやく反応
し、滑り手が角を立てた瞬間、スキーが
雪面をとらえてくれる感触を得られます。

また、ブーツのロワシェルインサイドか
らカカトにかけての剛性感が高いので、
ターン後半、スキーにしっかり乗り込んで
いくときの安定感がとても高く感じられ
ます。前方向に対しては軟らかいモデル
ですが、変に軟らかくて雪面をとらえすぎ
ることもなく、前方向への動き出しと横
方向へのねじれのバランスがとてもよく
取れたセッティングになっています。

スキーヤーが角を立てた瞬間
スキーが雪面をとらえてくれる

Tester’s 
Feeling

　現代設計のブーツらしい仕上がりのモ
デルです。ワールドカップでも使用率が
上がっているヘッドブーツらしく、現在の
レーシングスキーのセッティングに合わ
せた味つけのブーツになっています。
　ターン前半はスキーに仕事をさせるこ
とがうまく、ターン後半の負荷がかかる
場面では、しっかりと圧に耐えながら次
のターンへリードしてくれます。ターン前
半の特徴をくわしくいうと、スキーヤー
がコントロールできる範囲のなかで、ス

キーの仕事を邪魔しない動きを出せるこ
とです。決してルーズではないその感覚
は唯一無二のもので、そこからターン後
半にかけては、スキーヤーのコントロー
ル下につねにブーツやスキーがある。そ
んな一足です。スキーヤーの動きにもす
ばやく反応してくれ、意のままに動かせ
るブーツといえます。
　組み合わせるスキーに左右されるタイ
プではありませんが、やはり同じヘッドス
キーと組み合わせることで、より良さを
発揮してくれます。

ターン前半はスキーにうまく仕事をさせ
後半はしっかりと圧を受け止める現代的なブーツ

Pro’s 
Eye
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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。

DALBELLO

￥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

￥121,000（税込み）

サイズ：22.5-28.5cm　ラスト：92mm
フレックス：170　カテゴリー：レーシング

10％で12,100円分ポイント還元

スマホでお買い物

DRS WC H
￥115,500（税込み）

サイズ：22.5-28.5cm　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

DRS WC M

シェル
熱成型

インナーブーツ
熱成型

スマホでお買い物

￥88,000（税込み）

サイズ：23.5-29.5cm　
ラスト：97mm　フレックス：140　
カテゴリー：レーシング

10％で8,800円分ポイント還元

DRS 140

シェル
熱成型

インナーブーツ
熱成型

スマホでお買い物

￥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

DRS 130

シェル
熱成型

インナーブーツ
熱成型

スマホでお買い物

￥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

DRS 110

￥110,000（税込み）

サイズ：UK3-10　
ラスト：93mm　フレックス：150　
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

DOBERMANN 
WC 150

￥110,000（税込み）

サイズ：UK3-10　
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

FIREBIRD WC 150

￥104,500（税込み）

サイズ：UK3-10　
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

FIREBIRD WC 130

￥93,500（税込み）

サイズ：UK3-10　
ラスト：93mm　フレックス：110
カテゴリー：デモ、上級者

10％で9,350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：UK3-10　
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

DOBERMANN 
WC 110

￥79,200（税込み）

サイズ：22-29.5cm　
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

DOBERMANN GP 110
￥70,400（税込み）

サイズ：21.5-27.5cm　
ラスト：98mm　フレックス：100　
カテゴリー：デモ、上級者

10％で7,040円分ポイント還元

スマホでお買い物

DOBERMANN GP 100 LC

NORDICA

TECNICA

スマホでお買い物￥104,500（税込み）

サイズ：UK3-10　
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

DOBERMANN WC 130DRS WC S

　履いた瞬間の印象として、アッパーの
上部に剛性を感じます。フィット感として
は、中足骨部分が優しいフィット感で、甲
の部分と幅に対して高いフィット感があ
る印象です。
　実際に滑ってみると、前方向への動き
出しに剛性感の高さを感じますが、イン
サイドに圧をかけていくとブーツのねじ

れが程よく感じられ、自分の動きを引き
出しやすく、タイミングも取りやすく感じ
ました。ポールのなかでもフリースキー
でも、この印象は同様です。背面側への
硬さもしっかりと感じられ、前後への動き
と左右へのねじれのバランスが取れた
一足に仕上がっていると思います。

前後・左右へのバランスに優れ
タイミングが取りやすいブーツ

Tester’s 
Feeling

短い時間でのエッジングができ
無駄のないターンが描ける高性能ブーツ

Pro’s 
Eye

　近年設計のモデルらしく現代っぽい仕
上がりのブーツです。前後の硬さうんぬ
んではなく、ブーツ自体が持つフレックス
とトーションのバランスがすばらしく、動
ける範囲、量がちょうど良いブーツとい
えます。特にレーシングのシチュエーショ
ンにおいては、まさに現代のポールセッ
ティングに対応できるブーツです。動きの
量は多くも小さくもなく標準的ですが、
スキーヤーが動ける量と方向が良く、ス
キーが一番良い動きをするブーツです。

少ない時間のエッジングが可能となり、
質が高く無駄のないターンとなるところ
も、このブーツの性能の高さだと思いま
す。あらゆるスキーとの組み合わせに対
応してくれるブーツで、かつシチュエー
ションにも幅広く対応可能なブーツで
す。サイズに合わせたアッパーシェルの
採用によりフィット感が高い部分も、反応
の良さにつながっていると思います。今
年の世界選手権での活躍も注目すべき
ポイントの一つです。

￥96,800（税込み）

サイズ：22-29.5cm　
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 
GP 130

インナーブーツ
熱成型

Photo：GEPA pictures GmbH

　同じ130フレックスのモデルのなかでも、かなり硬さ、強さを感じる一足です。た
だ硬いだけではなく、ブーツが全体的に細く、ホールド感、密着感も高く感じます。そ
して他メーカーと比べると、つま先部分が少しタイトに感じます。
　８足のテストブーツのなかで最も踏み込む力が必要なブーツで、しっかりとした
ポジションから強く踏み込んでいくと、かなり鋭いスキーの反応を得られます。ブー
ツ自体に硬さがあり、強い圧をかければ、それに対する反応が返ってくるという純競
技用モデルです。基礎スキーで柔らかい動きを表現してみせたり、悪雪など軟らかい
雪の条件では、高いスキルが必要な一足です。

よいポジションから強い圧をかけると
鋭い反応を得られる純競技モデル

Tester’s 
Feeling

　テスターのコメントどおり、他のブーツと比
べて一段階上の仕上がりを見せるブーツで
す。マイナスイメージとしては硬さが目立ちま
すが、このブーツの一番の特徴は「少ない動
きでもすばやく反応するブーツ」だということ
です。動きの量は少なめなので硬く感じる部
分も出てしまいますが、シェル自体の粘りは
強く、粘りで少ない動きに反応するブーツと
いえます。
　同じフレックス表記のなかでもトップクラ
スの性能を持ち、硬いバーンや過酷な状況で
最も威力を発揮するタイプです。つねに良い

位置をキープしてくれるブーツ。そして、その
なかで特に足裏の荷重ポイントの移動でター
ンを調整でき、スキーヤーの働きかけにすば
やく反応するブーツです。
　ポジション維持に優れているため、現代の
細かくテクニカルなセットにもすばやく反応
してくれます。基礎スキーシーンでは、躍動感
ある滑りより安定感がある滑りの表現に適し
ており、高級車に乗っているような滑走感覚
は他のブーツでは真似できないものです。足
裏感覚に優れるスキーヤーにおすすめしたい
ブーツです。ただし、フレックス選びは慎重に。

同フレックスのなかでトップクラスの性能。
ポジション維持に優れ、すばやく反応する

Pro’s 
Eye

SK
I&

BO
O

TS
SKI&BO

O
TS



2120

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。

FISCHER

シェル
熱成型

インナーブーツ
熱成型

￥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

RC4 PODIUM RD 150

￥112,200（税込み）

サイズ：25.5-27.5cm　ラスト：96mm
フレックス：130　カテゴリー：デモ、上級者

10％で11,220円分ポイント還元

スマホでお買い物

RC4 THE CURV GT 
130 VACUUM WALK

￥101,200（税込み）

サイズ：22.5-26.5cm　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

RC4 PODIUM RD 110

￥113,300（税込み）

サイズ：22.5-29.5cm　
ラスト：92mm　フレックス：140　
カテゴリー：レーシング

10％で11,330円分ポイント還元

スマホでお買い物

WORLD CUP 
RS ZB

￥107,800（税込み）

サイズ：22.5-29.5cm　
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

WORLD CUP 
RS ZA+

￥107,800（税込み）

サイズ：22.5-29.5cm　
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

WORLD CUP 
RS ZJ+

インナーブーツ
熱成型

￥97,900（税込み）

サイズ：22.5-30.5cm　
ラスト：97mm　フレックス：130
カテゴリー：レーシング、デモ

10％で9,790円分ポイント還元

スマホでお買い物

RS 130

インナーブーツ
熱成型

￥97,900（税込み）

サイズ：24-30.5cm　
ラスト：100mm　フレックス：130
カテゴリー：レーシング、デモ

10％で9,790円分ポイント還元

スマホでお買い物

RS 130 WIDE

インナーブーツ
熱成型

￥86,900（税込み）

サイズ：22-28.5cm　
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

RS 120 S.C

インナーブーツ
熱成型

￥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 110 S.C

￥86,900（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、デモ

10％で8,690円分ポイント還元

スマホでお買い物

WORLD CUP 
RS ZSOFT+

LANGE
スマホでお買い物￥107,800（税込み）

サイズ：22.5-29.5cm　
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

WORLD CUP RS ZA

スマホでお買い物

￥115,500（税込み）

サイズ：22.5-27.5cm　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

RC4 
PODIUM RD 130

　他のモデルよりも、かなり前傾角が強く
感じられるブーツです。フレックスのバラ
ンスも硬めで、130フレックスのなかでも
硬いブーツになっていると思います。全体
的に締まりは強く、特に足のアーチ部分
の細さを感じるブーツに仕上がっていま
す。
　そのためハードバーンなどで力を加え
たときのスキーの反応は、かなり優れた

ものを感じます。ターン前半の（雪面の）つ
かみをコントロールしやすいので、後半に
強い圧をかける必要がありません。また、
しっかりと前傾角がついているので、コブ
のなかでもポジションをキープしやすく
感じます。その反面、軟雪や悪雪などのシ
チュエーションでは反応が敏感になりす
ぎて、スキーが雪面に食い込んで反応し
ない状況に陥る可能性も感じます。

ハードバーンでの反応がよく
ターン前半がコントロールしやすい

Tester’s 
Feeling

　ブーツの形状から見ても反応が良い
ブーツといえます。シェル自体に厚さもあ
り、スキーヤーの力をロスなく伝えること
に非常に優れています。特筆すべきはス
キーヤーの動きにすばやく反応してくれ
る俊敏さ。特にターン切りかえ直後の反
応の早さは、今回テストしたブーツのなか
でもピカイチの性能で、ターン後半もしっ
かりとスキーが雪面をグリップする性能に
優れています。また、今回のテストブーツ

のなかでは、雪面をグリップする時間が長
いブーツといえます。スキー操作が軽い方
などが使うと、意のままにスキーをコント
ロールできる可能性を秘めているブーツ
です。
　動き感はシェルの粘りで動くタイプでは
なく、ヒンジ中心に動くタイプで、前方から
サイド方向まで動ける範囲の大きいブー
ツです。足首の運動量の多い方に合い、足
首の運動を覚えている段階の方には、目
的とする動きを体感できるブーツともい
えます。
　後方に関しては、新しいアッパー形状の
採用により剛性感の高いブーツとなり、テ
スターと共に感じるのは、特に現代のス
ラローム競技において強力な武器になる
ブーツだということです。

スキーヤーの動きにすばやく反応。
スラロームで強力な武器になる俊敏さ

Pro’s 
Eye

　130というフレックス値に対して、もっ
ともしなやかさを感じるモデルです。ホー
ルド感としては、舟状骨や足首下、カカト
の部分の締りを感じます。
　実際に滑ってみると、足首の付け根から
アッパーシェル上端にかけてかなり柔軟
にたわんでくれる印象があり、いろいろな
方向に動きやすく、スキーの面を使う動き

を非常にコントロールしやすく感じます。
基礎スキーの小まわりやコブ、ズレを使う
動きでは、かなり足元のコントロールをし
やすく感じます。しかし、ポールのなかでよ
り瞬発的な動きをしたいときはやや弱い
ので、ひとつからふたつフレックス値の高
いモデルを使ったほうが、パワーを伝えた
ときのロスが少ないと思います。

しなやかなフレックスを持つモデル。
コブや小まわりで高いコントロール性を発揮

Tester’s 
Feeling

　今回テストしたなかでは「もっとも動け
るブーツ」となります。軟らかいブーツで
はなく、動けるブーツです。このブーツは、
８足中、最もヒンジ中心の動きとなり、動
きの量も多めのタイプになります。スキー
の面部分からエッジへの微妙な動きな
ど、細かい動きも可能なタイプです。繊細
なタイプのスキーヤーに最も合うモデル
です。また逆に、足首の運動が苦手なタイ
プのスキーヤーが使うと、足首の動きを
習得できるブーツでもあります。
　斜面の状況が変わったときや、スキー

が変わった場合にも対応可能な懐の深
いブーツといえます。スキーヤーへの対応
も幅広く、容易に履き替えやすいブーツ
です。マトリックス（ｐ.23参照）では、真ん
中に位置するタイプのブーツではないで
しょうか。
　他ブランドのブーツよりもやや高めの
フレックスを選ぶと比較しやすくなり、そ
れに応えるフレックスパターンの多さもこ
のブーツの魅力です。

８モデル中、もっとも動けるブーツ。
斜面状況や乗り手への対応幅の広さが魅力

Pro’s 
Eye

Photo_GEPA pictures GmbH
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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。

REXXAM

スマホでお買い物

￥110,000（税込み）

サイズ：23-28.5cm　
ラスト：96-100mm
フレックス：150　
カテゴリー：レーシング、デモ
カラー：Iron NAVY 

10％で11,000円分ポイント還元

R-EVO 150M

スマホでお買い物

￥90,200（税込み）

サイズ：22-28.5cm　ラスト：96-102mm
フレックス：120　カテゴリー：デモ、上級者
カラー：Iron NAVY / P-ORANGE

10％で9,020円分ポイント還元

R-EVO 120M

スマホでお買い物

￥103,400（税込み）

サイズ：23-28.5cm　
ラスト：96-100mm
フレックス：130　
カテゴリー：レーシング、デモ
カラー：Iron NAVY / P-ORANGE

10％で10,340円分ポイント還元

R-EVO 130M

￥110,000（税込み）

サイズ：23-28.5cm　ラスト：93-96mm
フレックス：150　カテゴリー：レーシング
カラー：Iron NAVY 

10％で11,000円分ポイント還元

スマホでお買い物

R-EVO 150S
￥103,400（税込み）

サイズ：23-28.5cm　ラスト：93-96mm
フレックス：130　カテゴリー：レーシング
カラー：Iron NAVY / P-ORANGE

10％で10,340円分ポイント還元

R-EVO 130S

スマホでお買い物

￥83,600（税込み）

サイズ：22-28.5cm　ラスト：93-97mm
フレックス：110　カテゴリー：レーシング
カラー：Iron NAVY / P-ORANGE

10％で8,360円分ポイント還元

スマホでお買い物

R-EVO 110S

スマホでお買い物

￥86,900（税込み）

サイズ：22-28.5cm　ラスト：96-103mm
フレックス：120　カテゴリー：デモ、上級者
カラー：Iron NAVY 

10％で8,690円分ポイント還元

R-EVO PLUS 120

インナーブーツ
熱成型

スマホでお買い物

￥80,300（税込み）

サイズ：22-28.5cm　ラスト：96-103mm
フレックス：110　カテゴリー：デモ、上級者
カラー：Iron NAVY 

10％で8,030円分ポイント還元

R-EVO PLUS 110

インナーブーツ
熱成型

スマホでお買い物

￥90,200（税込み）

サイズ：22-28.5cm　ラスト：93-97mm
フレックス：120　カテゴリー：レーシング
カラー：Iron NAVY / P-ORANGE

10％で9,020円分ポイント還元

R-EVO 120S
　今回のテストブーツのなかでは一番
フィット感がよく、当たりも少ない一足
です。ワイズも一番広いので、高い快適
性も得られました。
　前傾角は比較的立っていますが、腰
はまっすぐ上に位置する感覚がありま
す。それでいてカカトは少し高く感じま
す。そのためブーツのフレックスをし
なやかに感じるのですが、それがター

ン前半のスキーの動かしやすさにつ
ながっています。ターン後半部分では、
ブーツのしなやかさによってねじれが
起き、角づけが決まって、しっかりと孤
を描くという印象です。ターン前半で
しっかりと方向づけをし、後半に向けて
スキーに乗り込んで縦に直進させると
いう滑り方が合っていると思います。

ターン前半に方向づけし
後半、縦に直進させる滑りに向く

Tester’s 
Feeling

すばやいクロスオーバーが得意。
ターン前半の傾きやすさが大きな特徴

Pro’s 
Eye

　独自のコンセプトで熱狂的なファ
ンが多いのも頷ける、そんなタイプの
ブーツです。今回のテストでは唯一フ
レックスが軟らかめのタイプでしたが、

〈R-EVO〉ブーツの特徴は、このフレッ
クスでも出ていると思います。
　切りかえですばやくクロスオーバー
させることが得意で、ターン前半に特
徴があるブーツです。動きの量は標準
的ですが、感覚的には切りかえ時にや
や谷側サイド方向、つまり次のターン
の内スキーの外エッジ方向へ導いてく

れます。そのため、すばやく身体をター
ン内側に預けることに優れ、ターン前
半に体軸を長く見せることができます。
そこからの圧のかけ方でターン弧を調
整することが得意です。２本のスキー
を綺麗に使うことが可能なブーツとい
えます。
　幅広いフレックスがラインナップさ
れ、女性中級者から男性レーサーまで、
さまざまなスキーヤーがレクザムブー
ツの性能を味わえることも大きな特徴
だと思います。

石井スポーツ スキー用品ストア

　今回のブーツテストでは、参考データとし
て各ブーツごとにタイムを計測。３月下旬と
しては良好なコンディションが保たれたと
はいえ、大会等とは異なりすべてのブーツが

同一条件とはいえないことが、あくまでも参
考データとしている理由です。とはいえ、実
測タイムはタイム。ここでは上位３モデルの
機種名を発表します。

Sieger Boots Test  

総評
速かったブーツは、どれだ？

　右のマトリクス図は、今回のテストの結果
を基に全８モデルの特徴を表わしたもの
です。図の縦軸はマッチするスピードを表わ
し、上にいけばいくほど速い速度域が合う
タイプのブーツであることを表わしていま
す。今回の結果でいうと、一番スピード域の
速いグループにアトミックとノルディカが位
置し、その下にフィッシャーとヘッド、そして
ダルベロとサロモン、ラングとレクザムとい
う分布になりました。
　横軸はスキー（ブーツ）が雪面をしっかり
とグリップするインパクトポイントを表わし
ています。例えば、フィッシャーは明らかに
ターン前半から中盤にかけてグリップ感が
良い前半型、ヘッドは逆に後半にグリップ感

が増す後半型だということを表わしていま
す。さらに、楕円の大きさでインパクトポイン
トの長さもわかります。ノルディカはターン
前半から中盤すぎまで比較的長く、アトミッ

スピードとインパクトポイントから見るテストブーツ8モデルの特徴

クは中盤付近に集中。各モデルのポテン
シャルを最大限に引き出すには、それに合
わせて加圧の長さやタイミングを調節して
いく必要があるということです。

　ブーツ選びのポイントは、各モデルの特
徴を正確に把握し、自分の滑りに合うタイプ
を選ぶことです。例えばパワー伝達や滑走ス
ピードに関していえば、右上のマトリクス図
を参考にブーツを選ぶことができます。
　それに加えて意識してもらいたいのが、プ

ロの解説のなかにある「動き感」や「動きの
量」といった言葉です。滑走中のスキーヤー
は前後・左右に動いて、自らの力をスキー
に伝えていきます。それぞれのブーツには、
例えば前方向や斜め横方向へなど、スキー
ヤーが動きやすく、ブーツが本来持っている

各モデルが持つ「動き感」に要注目

性能が出やすい方向があります。そして、一
つひとつのブーツによって、そのために動く
べき量も異なります。こうした点にも注目し
てブーツを選ぶことで、最適の一足と出会う
ことが可能になります。この点もぜひ参考に
してください。

第１位
第２位	
第３位	

ATOMIC
NORDICA
DALBELLO

REDSTER TEAM ISSUE 130
DOBERMANN WC 130
DRS WC S

Speed

Speed／速い	

Impact	Point
前半

Impact	Point
後半

ATOMIC
REDSTER TEAM ISSUE 130

HEAD
RAPTOR WCR 4

NORDICA
DOBERMANN WC 130

SALOMON
S/RACE 130

FISCHER
RC4 PODIUM RD 130

REXXAM
R-EVO 120S

DALBELLO
DRS WC S

LANGE
WORLD CUP RS ZA
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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。

　近年のGSのセッティングで求められる高
いスピードとテクニカルなセッティングに対
応したモデルが登場しています。ルール変更
もなく、一見、変化に乏しいカテゴリーに思
われますが、スキー開発においては最新テ
クノロジーが惜しみなく投入され、滑りの変
化も問われるカテゴリーではないかと思い
ます。１年でガラリと変わるメーカーもあれ
ば、内部の構造的変化などに工夫を凝らして
いるメーカーもあり、最も速くゴールに向か
うために求められる性能を追求しています。

　昨年注目のカテゴリーは今季も要注目で
す。テクニカルなセッティングによって求めら
れるスキーの変化がもたらす個性。より過酷
な使用になるSL競技でタイムを出すための
スキーで、恩恵を受けるレーサーは多いはず
です。昨年はイメージを変えるという話をしま
したが、もはやそう滑らなければならない状
況が多く、まさに現代にマッチしたスキーと
なっています。より短いエッジングがもたらす

ターンのイメージも、短い時間でのターン仕
上げにこだわりを見せるものが多く登場、よ
りSLのイメージに近くなっていると思います。
ターンをするということだけでいえば非常
に容易にターンをすることが可能ですが、ス
キーの個性をスキーヤーに合わせることが
最も大事になります。スキーヤーの個性とス
キーの個性をどの方向に向かわせるための
セッティングなのか、それを十分に考慮した
うえでの選択がタイムアップには必要不可欠
になるはずです。

ターン性能や不規則なリズムへの対応力が
キーワードになり、自由自在な操作性がもっ
とも求められるカテゴリーだと思います。
このカテゴリーも最高峰スキーとなり、基礎
小まわりなどに使用する方も多く、より個性
の見極めが大事になると思います。同じメー
カーでもガラリと性格が変わってる可能性も
あり、先入観なくテストレポートを見て自分
に合うモデルを選んでほしいと思います。

2021／22シーズン、
レーシングモデルのトレンド

短いエッジングにこだわるモデルが数多く登場

まさに現代にマッチしたスキー。個性の見極めが重要

FIS対応GSモデルの傾向

SLモデルの傾向

　昨年同様、非公認レース向けスキーまた
は基礎大まわり使用など、さまざまなスキー
ヤーが乗る可能性のあるカテゴリーです（一
部ユースレーサーも使用可能なモデルもあ
りますが必ずルールをご確認のうえご使用
ください）。主に整地されたバーンでの大ま
わりを得意とするカテゴリーとなり、競技よ

りのモデル、基礎大まわりモデルと、それぞ
れの個性あふれるカテゴリーとなります。こ
のカテゴリーは決してFIS対応モデルの下の
カテゴリーではなく、FIS対応モデルと同等
のテクノロジー採用のモデルが多く、サイド
カーブのみが違うという点が特徴です。その
ため、スキーヤーのレベルや使用用途をより

FISモデルと同等のテクノロジーを採用するモデルが主流

NO FIS GS（MASTERS）モデルの傾向

明確にすることが、最強の武器になり得るか
どうかのポイントです。今まで使用してきたス
キーとの比較や使用する大会のバーンなど
をしっかり見据えて選べば、より強力な武器
になるはずです。

Sieger SKI Testing Report

Photo：GEPA pictures GmbH

石井スポーツ スキー用品ストア GS

●昨年まで搭載されていたサーボテックに変わ
り、新しくスキーにマウントされたレボショックシ
ステムの影響か、まずスキーを履いた瞬間にビン
ディングのトゥピースの前が張りつくような感覚
を得た。昨年までのスキーの安定感とは違った安
定感があり、特にターン中盤での足元の安定感を
強く感じた。テール部分はグリップ力は強く感じた
が、特に癖もなくスムーズなスキーのレスポンス
を感じることができた。安定感も高くタイミングを
作りやすいスキー。今回のテストで搭載されていた
ビンディングが〈X19〉だったが、〈X16〉であれば、
ターン後半、もう少し操作感が高くクイックな操作
ができるセッティングになると感じた（可児）
●進化したアトミックのニューモデル。サーボテッ
クに変わるニューテクノロジーのレボショックを搭
載している。滑ってみてまず思うのは、今まで同様
にターン前半のとらえの良さ。その点は変わらず、
ターン中の振動がかなり抑えられている。スピード
域が高くなってくると、どうしてもスキーの挙動が
乱れてしまうが、雪面との収まりが良く、ターンの
抜けでも雪面とコンタクトしたまま確実に次のア
プローチがしやすい。見た目で少し重さを感じる
方もいるかと思うが、実際はそんなことはなく、ス
キーの動かしやすさ、コントロール性能も高い注
目の一台（上野）

●ワールドカップでも使用率の高いヘッドの良さ
は、なんといってもスキーのしなやかさと曲がりや
すさに尽きる。EMCという振動を減衰するシステ
ムが内蔵されていて、荒れたバーンやアイスバー
ンでのスキーの安定感が半端ない。スキーのしな
やかな動きと深いたわみによってターンを自由自
在に作り出すことができ、どんな斜面やどんなセッ
トにも対応しやすい。決して難しくなく、幅広いレ
ベルにレーサーが対応でき、滑りのパフォーマンス
を必ず上げてくれるだろう（富井剛志）
●カラーリングも関係するとは思うが、トップがと
ても細く見えるので「曲がらなそう」と不安感を覚
えるが、実際にターンに入ると、トップ部のしなや
かさで確実にターンをとらえられる。しっかりとス
キーを踏み込んでいくことで、トップ部だけではな
く、全体に綺麗にたわみが出るので安定感が高
い。癖のないバランスの良さは相変わらずで、世界
で活躍している選手に好まれる理由がよく分かる
スキーだ（上野）

高速域での安定感が高く
安定性にも優れた
本格派GSモデル

しなやかさと曲がりやすさが
特徴。さまざまな斜面＆
セットに対応できる

ATOMIC
REDSTER G9 
FIS REVO W

HEAD
WORLDCUP REBELS 
E-GS RD FIS

¥185,900（税込み）X16VAR

¥189,200（税込み）Freeflex ST 16 X

10％で18,590円分ポイント還元

10％で18,920円分ポイント還元

スマホでお買い物

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

サイズ（cm） ラディウス（m） サイドカット（mm）
183
188

30
30

100-65-80.5
101.5-65-81.2

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）
183
188
193

≧30
≧30
30.6

99-65-81
98-65-84

100-65-84

REVOSHOCK MODULE
レボショックは、衝撃吸収エラストマーに包まれた
一連のスプリングスチールモジュール。スキーに内
蔵されたサスペンションシステムのように機能し、
衝撃を足元に到達する前にブロック。無駄なエネル
ギーをターン中の貴重な加速に変えます

GS Model
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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。

GS

●R≧30のスキーのなかでは軽量で軽快な印象
を受けた。カービングに偏った操作性ではなく幅
広い操作が可能。ターン前半のグリップ力はやや
物足りなさを感じるが、中盤から後半のグリップ
力を強く感じたことを考えると、中盤以降のスキー
のたわみを利用して一気にターンを仕上げるタイ
プのスキーといえるだろう。また身体から大きく
スキーを離して軸を作るタイプのスキーヤーより
も、身体の下にスキーを置いてコントロールする
タイプのスキーヤーにマッチしそうだ。上位機種の

〈WC COMP GS〉もあり、骨格やレベルによって
選択肢があるので、しっかりとスタッフに相談して
の購入をおすすめします（可児）
●チップロッカーを採用しているこのスキーは、と
にかく操作性が優れている。ターン前半のトップの
方向づけやコントロールがしやすく、ラインの修正
も楽にできる点がミスの軽減にも役立っている。
ロッカーの特徴どおり前半は敏感すぎず、中盤か
ら後半にかけて徐々にエッジグリップが増して後
半のスキーの走りにつながっていく。その感覚は
難しすぎず、それでいてしっかりとしたターンを作
り出せる。幅広いレベルのレーサーに対応できる
仕様になっている（富井剛志）

●20／21モデルは重厚感のあるなかでも回転力
を感じられるスキーだったが、21／22モデルはサ
イドカーブの変更により、ターン後半から切りかえ
のタイミングがより取りやすくなった。トップが雪
面をキャッチする感覚は少しマイルドになった印
象だが、トップの操作性が良くなったためコンパク
トに前半を作れる点は健在で、中盤から後半まで
の加速感は非常に強く感じられた。最も変化を感
じたターン後半部では、テール部分がしっかり雪
面をとらえてくれるので、ターン後半から次のター
ンへの導入が格段にスムーズになっている。R≧
30mにレギュレーションが変わって数年が経過し
たが、そのなかでのスキーの進化がはっきりとわ
かるスキーだった（可児）
●履いてまずスキーの軽さを感じた。ターン前半
は軽快で、トップの動きをコントロールしやすい。
フォールラインに向いてからはスキーがしっかり
たわみ、足元のグリップ性能が非常に高い。安心し
て荷重できるし、踏み込んだぶんしっかりとスキー
の反発が出るので、ターンの抜けが速い。ターン
スピードがぐんぐん上がるフィーリングがあり、ス
キーの速さを感じた（上野）

●重量感が高くずっしりとした印象が強いFIS GSモ
デル。同じFISモデルである〈GS WC〉 と比較すると
明らかにスキーの強さを感じる。直進的に進む性
能と、クイックに反応して曲がってくる回転性能、そ
の両面の良さを持つバランスの取れたスキー。ゲー
ト直前からゲート脇を通過していく落下スピード
は本当に速く感じ、スムーズにターン終盤から前半
にかけてターンが入れかわってくる。決して難しさ
は感じず、乗り手がスキーのスピードにしっかりと
ついていく運動を止めないことが乗りこなす秘訣。
UVOやビンディングは好みで選んでほしい（丸山）
●履いたときは昨年同様どっしりとした重量を感
じたが、嫌な重さではなく、それが滑ったときの重
厚感につながると思うと納得もできる。他のブラン
ドとの比較では少し直進性が強いスキーに感じる
が、一番力がかかる場面での足元のグリップ感の
強さは特筆すべきで、強い速いスキーという印象。
切りかえで内側に安易に入りすぎず、しっかりとス
キーについていくことが必要だと思う（上野）

●ターン前半から中盤までストレスなく容易にス
キーが曲がってきますが、ターン後半にかけては必
要以上にスキーが切り上がることもなく、直線的
にゲートをねらうことができます。癖のない自在性
が高い性能が、タイムアップと技術力の向上に役立
ち、多くのレーサーに好まれるはずだと思います。
また、M/Oプレートはスキーヤーの技術や体格に
よってセッティングを変えることができ、自分好み
のセッティングにできるのも魅力です（高橋）
●シャープなエッジグリップでありながら、どっし
りとした安定感を併せ持つ個人的には理想的な
バランスのGSスキー。軽快にスキーをコントロー
ルできるが、ターン中の安定感は抜群で、安心し
てスキーに圧をかけていける。身体からスキーを
離しても、身体の下にスキーを置いてもスキーの
たわみをコントロールしやすく、フレックスをコン
トロールしてのターンサイズの調整が容易に感じ
た。スキーの走りもはっきりしているが、マイルドに
スキーが加速するので失敗も少なくなるだろう。プ
レートのセッティングで体格、レベルに合った調整
を行なうことができるのも魅力のひとつ（可児）

ターン前半の操作性に優れ
幅広いレベルに対応する
FIS GSモデル

ターン中盤から
後半の加速感が強く
スピードが上がる速いスキー

直進性と回転性を
バランスさせた
重厚感のある強く速いスキー

タイムアップと
技術力向上につながる
軽快さと安定感を両立

VÖLKL
RACETIGER GS WC

SALOMON
S/RACE FIS GS

VÖLKL
RACETIGER WC 
COMP GS

FISCHER
RC4 WORLDCUP GS 
MEN M/O-PLATE

¥179,300（税込み）X16 LAB

10％で19,360円分ポイント還元

10％で25,300円分ポイント還元

10％で17,930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

グリップ力
安定感
操作性
回転性
おすすめ度

普通 
普通 
普通 
普通 

1

 
 
 
 
3

 
 
 
 
4

高
高
高
高
5

 
 
 

2

サイズ（cm） ラディウス（m） サイドカット（mm）
183
188

≧30
≧30

96-65-82.5
98.5-65-82.5

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

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

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

30
30
30

103-65-80
102-65-81
102-65-84

SK
I&

BO
O

TS

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
¥182,600（税込み）RC4 Z17 FREEFLEX ST

10％で18,260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

サイズ（cm） ラディウス（m） サイドカット（mm）
188
193

30
30

SECRET
SECRET

¥193,600（税込み）

WC PC INTERFACE
WC UVO 3D
XCOMP16

¥253,000（税込み）

WC PC INTERFACE
WC UVO 3D
XCOMP18

GS Model

SK
I&

BO
O

TS
SKI&BO

O
TS
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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。

GS

●スキーのたわみのポイントがトップ、テールに偏
らず、全体的にしなやかなたわみを感じることが
できた。どっしりしたフィーリングよりはシャープな
スキーのイメージで、横方向よりも縦方向に落下し
ながらターンしていくが、後半はしっかりとスキー
のテール部分にグリップを感じ、回転力が上がって
いく。20／21モデルはターン後半にバランスの良
さを感じたが、21／22モデルに関しては全体的
にバランスが良く、扱いやすいスキーに仕上がって
いる。「難しい」イメージを持たれている方もいる
かと思うが、決して難しいスキーではなく、扱いや
すく素直なスキーに変わってきている（可児）
●縦に切り込んでいく直進性の強いスキーという
イメージから一新して、R≧30とは思えないほど
高い回転性能を感じたスキー。今回テストしたFIS
モデルのなかで最も「曲がる」と感じたスキーで、
ターン前半から後半までしっかり雪面をとらえ続
け、安定性の高さからも良い印象を持った。今まで
難しさを感じていた点がまったくないので、安心
感を持って乗ることができた（上野）

●回転性、安定感共に高いレベルで、バランスの
良いスキーと感じた。グリップ感はエッジに乗って
いる感覚よりも面を強く意識することができ、足元
に落ち着きを感じられる。横方向よりも下方向に
スキーが動き、ターンスピードがどんどん上がって
いくのがよくわかるが、決して暴走してしまうよう
な加速感ではなく、しっかりと後半の舵とりへとつ
なげることができる。軽快なスキーではないと思う
が、ねらったラインに向けてスキーをコントロール
しやすく、タイムアップが期待できるスキーだと感
じた（可児）
●ターン前半は下に向かっていく直進性が強いが、
フォールラインに絡むあたりから強烈にセンター
からテールが部が噛んできて、ターンの仕上げま
で一気に行なうスキーという印象。直進性能が高
いスキーは「曲がらない」と思われがちだが、そう
いった印象はない。とにかくターンスピードが速く
感じられ、ターンマキシマムでは確実に雪面をとら
え続けてくれるので安心感がピカイチだ（上野）

高い回転性と
バランスの良さを持ち
扱いやすいFIS GSモデル

ねらったラインに
コントロールしやすく
タイムアップが期待できる

ELAN
GSX WC PLATE

ROSSIGNOL
HERO ATHLETE 
FIS GS(R22)

¥176,000（税込み）ER17FF ST

¥176,000（税込み）SPX 15 ROCKERACE BLACK ICON

10％で17,600円分ポイント還元

10％で17,600円分ポイント還元

スマホでお買い物

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

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

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

RACE XCOMP 18   ¥203,500（税込み） 10％で20,350円分ポイント還元

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

●21／22モデルは大幅にサイドカット形状に変化がありプロポーションが独特。トップの形状の変化により接雪面の
ポイントが変わり、より早いグリップ感と回転力、扱いやすさが感じられる。フレックスが少しやさしくなった印象があり、
トップからのグリップ力、ターン前半からのスキーのたわみを感じやすくなった。いつもどおりスキーの重厚感とレスポ
ンスも良く、乗りやすさも上乗せされて幅広いレベルのレーサーの大きな武器になるだろう（富井次郎）
●トップからテールまでスキー全体の張りがしっかりしており、エッジが雪面をとらえる強いグリップ感は今回も健在。特
にターン前半にトップが雪面をとらえていく感覚がすごくスキーから伝わってきて、気持ち良さと力強さを体感しながら
歯切れのいいターンができる。トップのつかみがいいのでスキーもたわみやすく、たわんだ力で推進力が生まれ後半の
加速を得やすい。パワー型の滑りにはお薦めの一台です（富井剛志）

重厚感とレスポンスの良さを両立。強いグリップ力が後半の加速を生む
BLIZZARD / FIREBIRD GS RD

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

●ブリザードと同様、グリップ性とスピード性を兼ね備えたスキー。以前からそうだがトップの形状やフレックス感から
生み出すエッジのつかみは、スキーの大きなたわみを作り、そのパワーがターン後半の加速を生み出して理想の流れ
を作ってくれる。雪質がアイスになればなるほど、威力を発揮してくれそうなポテンシャルを感じずにはいられない。滑
りに力強さが欲しい選手やより攻撃的に滑りたい選手にはおすすめの一台（富井剛志）
●例年感じていた難しさがなく、思った以上にトップからテールまでしなやかにたわむので、R≧30にしては回転力の
高さを感じた。ノルディカといえば強烈なレスポンスというイメージだが、それがいくぶん今までよりもマイルドな印象。
その結果、タイミングが取りやすく、良いバランスに仕上がっていると思う。高い直進性が売りのスキーから、回転性能
が高いスキーに変化していると感じた（上野）

グリップ力とスピード性を兼ね備えターン後半の加速が魅力の一台
NORDICA / DORBERMANN GS WC DEPT PLATE

X-COMP 18   ¥203,500（税込み） 10％で20,350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

サイズ（cm） ラディウス（m） サイドカット（mm）
188
193

≧30
≧30

SECRET
SECRET

スキー単体   ¥126,500（税込み）

SR585   　  ¥147,400（税込み） 10％で14,740円分ポイント還元

●足元はスキーの厚みがありグリップ感をしっかりさせたものになっていて、ターン中の安定感や力強さをうまく引き出
している。それでいてトップとテールはしなやかな動きで乗り手の操作性を向上させ、回転性や雪質の変化にもしっか
り対応してくれる。FIS規格であってもそれほど難しさを感じさせないので、パフォーマンスを上げると同時に、乗り手の
レベルを問わず幅広いレーサーに合う一台（富井剛志）
●ターン前半の早い段階からトップの食いつきがよく、しなやかにターンに入ってくる印象。強烈にスキーが切り込んで
くるというより、綺麗なターンが描きやすく、癖のないスキー。他のブランドと比較すると、より軽快なスキーという印象。
日本独特の雪質に合わせて開発していると思うので、硬いところだけではなく軟らかい雪質でも自在にコントロールで
きる汎用性も持ち合わせている（上野）

綺麗な弧を描きやすく幅広いレーサーにマッチする一台
OGASAKA / GS-30

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）
183
188
193

>30
>30
>30

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

SR585の場合

GS Model

SKI&BO
O

TS
SK

I&
BO

O
TS
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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。

N
O

 F
IS

 G
S

●FISモデルと同様にシャープで安定感の強いス
キー。どの方向にもスキーをコントロールでき、ミ
スを最小限でリカバリーできる操作性の良さが際
立つ。思いどおりのラインのなかで軽快なターン
コントロールができ、どっしりとした安定感も感じ
られるトータルのバランスが非常に高く仕上がっ
ている一台。「簡単なスキー」という言葉を使うと、

「つまらないスキー」というとらえ方をされてしま
いそうだが、速く滑る、技術を身につける、そのど
ちらに対しても「簡単で良いスキー」といえる。毎
年このカテゴリーのなかでは個人的にトップクラ
スの評価のスキーは、今年も健在！（可児）
●安定性・操作性・回転性の３拍子がそろったバ
ランスの良いスキー。スキーが雪面に張りつき、な
めらかでシャープなターンを可能にしてくれます。
履いた瞬間は重厚に感じられますが、滑り出すと
軽快でコンパクトなターンをテンポ良くつないでく
れます。マスターズモデルのカテゴリーですが、ス
キーの構造・性能はFISモデルと同等レベルで、変
わるのはサイドカーブだけ！　NO FIS モデルの最
高スキーに仕上がっています（高橋）

●21／22モデルから搭載されたレボショックの
効果で、雪面が悪い状況でも安心して滑ることが
できた。バーン状況が悪くなればなるほど、この効
果を感じることができると思います。レボショック
が搭載されてる部分から雪面へ張りつき、安定感
は抜群。また搭載されていないトップ部は軽く感じ
られ、少し不安を感じますが、滑り出すとその不安
はまったくなくなります。操作性も良く、癖のない、
バランスの取れた乗りやすい一台です（高橋）
●FISモデル同様に、レボショックの効能でターン
中の挙動の乱れと、切りかえでスキーが一瞬軽く
なったときのバタつきがなく安定性が高い。ターン
前半からトップがしなやかに雪面をとらえ、切り込
んでくる感じにも「難しさ」を感じることがなかっ
た。マスターズモデルの位置づけだが、ルールに
縛られない選手にはまず選択肢に入れてほしいモ
デルで、買って失敗がないスキーに仕上がっている

（上野）

●21／22モデルもバランスの良さが際立ったス
キーに仕上がっている。自在な操作性とターン中
の安定感は、NO FISモデルのなかではトップクラ
スの仕上がり。テストでは高速だけではなく中低
速でもテストを行なうようにしているが、ズレから
切れまで乗り手の動きがしっかり伝わるため、ど
のスピード域でも自在にターンをコントロールす
ることができた。レギュレーションにこだわらない
レーサー、技術選からプライズテストまで、幅広い
シーンでさまざまなスキーヤーの武器となるスキー

（可児）
●ターン中、トップからテールまでスキー全体で雪
面をとらえ、綺麗な船底のたわみが感じられる。そ
の結果、ターン前半から後半まで力が分散し、円い
ターン弧が描きやすい。またターン後半から切りか
えにかけてでも、オートマチックに入れかえること
ができた。程よい回転力、程よいグリップ力、そして
程よいレスポンスが、非常に心地よく感じられたモ
デルです（高橋）

●センターはFISモデルと同じ幅で、トップとテール
が少し太くなった形状のため、FISモデルよりもトッ
プとテールがグリップしやすく、スキーのたわみを
引き出しやすくなっている。EMCの振動減衰システ
ムもかなり生きている。そのため、このモデルをメ
インで履くマスターズ選手や女性のレーサーのよ
うに体力や筋力に自信がない方でも乗りこなしや
すく、さまざまな場面でも活躍してくれそう。安定
感、操作性、回転性、どれを取っても評価の高い一
台でおすすめです（富井剛志）
●マスターズモデルのなかでは、ダントツに癖が
なくバランス性能が高い。ターン前半の入りやす
さももちろんあるが、しなやかなスキーのフレック
スがハイスピードでの安定性能に変わり、ターン
の抜けもマイルドなので身体の動きとタイミング
が合わせやすい。回転性と操作性と安定性とマス
ターズモデルに特に求める要素が高い次元で融
合したスキーなので、ぜひ多くの選手に乗ってもら
いたいです（上野）

安定性、操作性、回転性。
３拍子そろった
バランスの良いモデル

高い安定感と
操作性が魅力。
買って失敗のないモデル

自在な操作性と高い安定感
を持ちレースから技術選、
プライズテストまで対応

マスターズモデルに
求められる性能を
高い次元で融合させた一台

FISCHER
RC4 WORLDCUP GS 
MASTER M/O-PLATE

ATOMIC
REDSTER G9 
RS REVO

SALOMON
S/RACE PRO GS

HEAD
WORLDCUP REBELS 
E-GS RD

¥182,600（税込み）RC4 Z17 FREEFLEX ST
¥173,800（税込み）X16 LAB

10％で18,260円分ポイント還元

10％で17,380円分ポイント還元

スマホでお買い物

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

サイズ（cm） ラディウス（m） サイドカット（mm）
183
189

23
27

SECRET
SECRET

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

21
24
27

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 

1

 
 
 
 
3

 
 
 
 
4

高
高
高
高
5

 
 
 

2
¥174,900（税込み）X16VAR

¥177,100（税込み）Freeflex ST 1610％で17,490円分ポイント還元

10％で17,710円分ポイント還元スマホでお買い物

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

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

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

※写真はGS-FISモデルのものです

NO FIS GS model

SKI&BO
O

TS
SK

I&
BO

O
TS
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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。

N
O

 F
IS

 G
S

ER17FF ST   ¥176,000（税込み） 10％で17,600円分ポイント還元

●センター幅がやや広めに設定されているためか、足元の安定感を強く感じた。強いグリップ力や回転性を感じるわけ
ではないが、足元が安定するため運動を行ないやすく、操作性が高く感じられた。コースが荒れた状況でも安定してグ
リップするので、スキーの挙動をあまり感じることなく、安心してスキーに圧を加えていくことができる。大きなミスを減
らし、スキーに安定感を求める方にはおすすめの一台（可児）
●フレックスとトーションのバランスが良く、グリップ力・操作性・安定感とすべてにおいて好印象でした。ターンの始動か
ら切りかえまでストレスなく、余裕を持って滑ることができました。またリバウンドの反応も良く、軽快にオートマチックな
操作ができるのにも魅力を感じました（高橋）

軽快でオートマチックな操作が可能。スキーに安定感を求める方にマッチ
ELAN / GSX WC X

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）
185
191

≧25
≧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

SPX 15 ROCKERACE BLACK ICON   ¥168,300（税込み） 10％で16,830円分ポイント還元

●比較的センター部分の幅が広く、ターン中のスキーの角づけが浅くてもしっかりグリップしてくれる。トップの形状か
らもターン前半のとらえが早く、早いタイミングからスキーのたわみを引き出すことができる。GSモデルのような長いス
キーに慣れていなかったり、ターン中に身体をうまく傾けられないレーサーでも簡単にエッジのグリップを体感でき、ス
ムーズなターンを作り出すことができる。パフォーマンスを上げたい方へぜひおすすめしたい（富井剛志）
●幅広の形状がもたらす安定感抜群のGSスキー。ゲート内ではバーン状況に影響は出るものの、しっかりラインを描く
スキーとなります。グリップ感も抜群で、ターン始動から終わりまでしっかり雪面をとらえながらターンしていく動きは、唯
一無二。基礎シーンでの大まわりの使用にも適し、パワーのある男子選手はもちろん、小柄な女子選手の場合もスキー
がしっかり応えてくれて安定感抜群の大まわりが可能となるだろう（佐藤）

早いタイミングからグリップ感が得られスムーズで安定感のあるターンが可能
ROSSIGNOL / HERO MASTER(R22)

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）
169
173
179
173

15
17
19
21

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

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

●過去のモデルとは一番変化を感じた一台。オガサカらしい軽快感は残しつつ、センター部分にどっしりとした安定感
を感じられた。トップ部分のコンタクトは柔らかく操作性に優れているが、スキーが下を向いている時間の安定感は強
く、後半に向けて安心してスキーを傾けていくことができた。スキーを履いたときには硬さを感じたが、滑ってみると安
定感が高く、難しさを感じなかった。操作性の高さに定評のあるオガサカに、新たにグリップ力と安定感がプラスされイ
メージが一新された。ビンディングの選択で乗り味も少し変わりそうなので、スタッフに相談のうえベストなチョイスを
お勧めします（可児）
●センターの厚みと広さで安定性が高いスキー。ターン前半のとらえはマイルドだが、確実性は高く、綺麗にターンを描
く操作性や回転性能の高さがうかがえる。ターンの抜けも強すぎることがなく、バランスの高さは技術習得の手助けに
なると思う。雪によっては全体が浮いてくるような浮力感も持ち合わせているので、場面を問わず使えるだろう（上野）

オガサカならではの操作性にグリップ力と安定感の高さをプラス
OGASAKA / GS-M

スキー単体   ¥123,200（税込み）

SR585    　 ¥144,100（税込み）

FM585　    ¥134,200（税込み） 10％で13,420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）
175
180
185

21
23.1
25

107.7-67-90.7
106.7-67-89.7
106-67-89

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	
1

	
	
	
	
3

	
	
	
	
4

高
高
高
高
5

	
	
	

2

WC PC INTERFACE / WC UVO 3D/ XCOMP16   ¥193,600（税込み） 10％で19,360円分ポイント還元

●幅広いレーサーに対応するマスターズモデル。FISモデル同様、ターン中盤から後半にかけてのスピードを感じた。切
りかえ時のスキーの反応は良い意味で抑えられ、失敗なくスムーズにターンをつないでいける特性は、このスキーの持
ち味。スキー全体の軽く、まわしやすい操作性は、マスターズモデルのなかでも際立っている。トップロッカー形状でさほ
ど長さを感じないので、長さは１サイズ上げたほうがよりタイムにつながるケースもあるのでは!?　中学生を主とする
ユース世代からFISルールにあてはまらない大学生以上の方まで、多くのレーサーにマッチする一（丸山）
●スキー全体の張りつきを感じ、高速安定性と硬いバーンでのグリップ力が良く、レースシーンで強い味方になってくれ
る一台です。切りかえでオートマチックに入れかわる感じはないので、スキーヤーが積極的に動いて、攻めていけるとタ
イムアップにつながるでしょう。トップロッカーのスキーですが、〈UVO〉の効果でトップ部のばたつき感はまったく感じさ
せません。スキーを軽くし、操作性を上げたい人は〈UVO〉搭載を考えたほうが良いでしょう。技術や体格に対する選択
肢も広がり、いろいろなレベルに対応することができると思います（高橋）

技術や体格への対応幅が広くさまざまなレーサーに合うマスターズモデル
VÖLKL / RACETIGER GS WC MASTERS

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）
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

FM585の場合

NO FIS GS model
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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。

SL

RACE XCOMP 18   ¥195,800（税込み） 10％で19,580円分ポイント還元

●ユース、マスターズカテゴリー向けのGSマシン。昨年からの継続モデルだが、フレックスはソフトになり、より安定感と
回転性がアップした。ブリザードらしい強さもあり、縦に落ちていけるハイスピードに強いGSモデル。簡単なスキーとは
言い難い部分もあるが、ユースカテゴリー、マスターズカテゴリーではかなり完成度の高い本格GSモデルであることは
間違いない。FISモデルのイメージも継承しているので、レベルの高い選手や、がんがんスピードを出していきたい選手
向けです。オートマチックではなく、より玄人好みのスーパーマシン。確実なタイムアップが望めるでしょう（富井次郎）

ユース＆マスターズ向けのGSマシン。安定感と回転性がさらにアップ
BLIZZARD / FIREBIRD GS FIS

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）

183
188

>23
>25

103-65-86
102-65-85

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

●新テクノロジー、レボショック搭載のGSスキー。サーボテック搭載のスキー同様、高い振動吸収力があり、滑走中のス
キーのばたつきや暴れをしっかりと抑えてくれます。なによりもしなやかで、切りかえから次の切りかえまでスキーが勝
手にターンを描いてくれるオートマチックスキー。テスト時は硬いバーン、軟らかいバーン共にテストしましたが、雪質
に関係なくスキーの動きは良くスムーズなターンを可能にしてくれます。競技入門の方からマスターズの方までステッ
プアップに最適な一台です（丸山）
●少ない力でスキーのたわみをしっかり出せ、軽快、そして簡単にターンをつなげられるスキー。上級レーサーには少々
物足りなく感じられるが、マスターズレーサーやレース入門者には、ゲートのなかでのタイミングやラインキープなどが
容易にできるモデル。また基礎の大まわり用としても十分使えるモデルです。トップ部がキャップ構造、センターからテー
ルにかけてサンドイッチ構造と、キャップの軽さとサンドイッチのしなやかさ、両者の良さを併せ持ったモデルです（高橋）

たわみをしっかりと出せ軽快、かつ簡単にターンを描ける
ATOMIC / REDSTER G9R REVO ARI

X12VAR   ¥158,400（税込み） 10％で15,840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）

177
182

18.2
19

110-68-96.5
111.5-68-97.5

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

SRT Speed D20+SRT 12   ¥216,700（税込み） 10％で21,670円分ポイント還元

●ワールドカップGSでマルコ・オデルマットが活躍している。GSマスターズモデルですが、すばらしい性能を感じさせて
くれた。スキーのトップ部分が広く、雪面を早くとらえてくれるのでターンの導入がスムーズで回転力もあり、なによりも
エッジグリップが良く、それがスキーの安定感につながっている。ものづくりに対する真剣さが伝わるメーカーだと確信
しました（宮下）
●スキーに重厚感があり、ハイスピード、ハードバーンでも安心して足場を作れるスキーです。ねじれ剛性が強く、マス
ターズモデルとは思えないほどしっかりとした本格派仕様に仕上がっています。サイドカーブは180cmでR=18.2ｍと
深いラディウスなので回転力もあり、身体を倒せば倒しただけ、気持ち良く深くスキーがまわってきます。ぜひ一度体感
してください（高橋）

FISモデル同等の本格派。ハイスピード、ハードバーンで力を発揮
STÖCKLI / LASER GS

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）

165
170
175
180
185

15
16.1
17.1
18.2
19.4

118-68-97
118-68-97
118-68-97
118-68-97
118-68-97

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

●ターン前半の直進性、ターン中盤から後半にか
けての回転性がすごく良いバランスで調和されて
おり「速い!!」と感じた。例年のテストで感じてきた
フィーリングは21／22モデルも同様。クイックに
反応してゲート下に入ってくるコンパクトなターン
弧を自在に描くことが可能で、瞬時の強いレスポ
ンスは乗り手もびっくりするほど。サイドの剛性も
非常に強く、思い切って深い傾きを作ってアタック
できるのは、レーサーにとっても望ましい部分。ど
んなシチュエーションでもしっかりとタイムを出せ
る一台だ（丸山）
●スラローム総合タイトルは取れなかったものの、
つねに表彰台をにぎわせているロシニョール。国
内でも大活躍のメーカーである。適度なエッジグ
リップでエッジングの解放もしやすいので、自由自
在に操れる感じだ。操作性の良さによりターンポジ
ションをすばやく作れるし、いつも足場があり、ス
キーに置いていかれる感じがないので、思い切っ
た滑りをすることができる。また、リカバリー力も非
常に高いので、コースの掘れた部分に入っていって
も修正がしやすかった。難易度の高いコースやセッ
トを容易く攻略できるのではないだろうか（宮下）

●現在のトップ幅が狭いシェイプによりターン中
盤から後半の雪面グリップ、そして雪面からのレス
ポンスを強く感じるスキーに仕上がっている。ター
ン前半からスキーが縦方向に進み、オートマチッ
クに落下していく印象。最短ラインで滑走できるイ
メージがわきやすく、しっかりとタイムを出せる自
信が出てくるスキー。どんなラインからでも理想の
ラインに入ってくることを可能にしてくれます。どん
どんポールが迫ってくる速さがあり、乗り手の滑走
ポジションしだいで大きくタイムを稼げる一台です
（丸山）
●サイドカーブが他社に比べ、トップ部が細く、
テール部が広くなっています。これによって、今ま
でにないコンパクトなターンと鋭い抜けが可能に
なったスーパーSLスキー！　トップが従来モデル
より細くなったため、必要以上にスキーが切り上
がることがなく、タイムロスを感じさせない。また
テール部の広さにより、ターン中盤から後半にか
けて気持ち良く一気に切れ込んでくれる。浅いセッ
ト・深いセットなど、あらゆるセットに万能に対応
できるモデル。コンスタントに好タイムを維持でき
るスキーに仕上がっています（高橋）

コンパクトなターンを
自在に描け
しっかりとタイムを出せる

最短ラインをイメージでき
コンスタントに
好タイムを出せる

ROSSIGNOL
HERO ATHLETE 
FIS SL(R22)

FISCHER
RC4 WORLDCUP SL 
MEN M/O-PLATE

¥182,600（税込み）RC4 Z17 FREEFLEX ST
10％で18,260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
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サイズ（cm） ラディウス（m） サイドカット（mm）

165 12.5 SECRET

¥181,500（税込み）

¥176,000（税込み）

SPX 15 ROCKERACE GREEN LTD

SPX 15 ROCKERACE BLACK/ICON

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

10％で18,150円分ポイント還元

Photo_GEPA pictures GmbH

SPX 15 ROCKERACE GREEN LTDの場合

NO FIS GS model SL model

SKI&BO
O

TS
SK

I&
BO

O
TS



3736

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。

SL

●スリーサイズの変更はないが、トップからテールにかけての形状変化により従来モデルとは少し異なった印象を受け
た。アトミックスキーの強くグリップして雪面を離さずに粘る印象を一番に受けたが、ターン全体を考えると、しなやかに
スキーがたわみすごく扱いやすいスキーだと感じた。ターン中盤から後半にかけて、鋭くスキーが回転してくるフィーリ
ングは従来モデル以上。硬いバーンや荒れたバーンでもブレないスキーの動きは、レーサーのレベルに関係なく味方し
てくれるのではないでしょうか（丸山）
●マルコ・シュワルツSL総合タイトルおめでとう。安定感のあるすばらしい滑りを支えてきたアトミック。この頃、表彰台
をまたにぎわせてきている。今回のテストではそれを裏づけるスキーのグリップ力と走りを感じることができた。角づけ
を強めると、雪面に噛みついたスキーはものすごい加速感でポールを駆け抜ける。それについていけるボディバランス
やスキーの角を切り返すすばやい動きは求められてくるだろう（宮下）

ターン中盤から後半に鋭くまわり加速しながら抜けていく
ATOMIC / REDSTER S9 FIS M

X16VAR   ¥185,900（税込み） 10％で18,590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）
165 12.5 117.5-65.8-102.5

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

●昨季のテスト時も完成度の高さに驚いた一台。今季のテストでもテストスキー全体のなかで３本の指に入る一台で
した。ターン中盤から後半にかけてスキーがしっかりと雪面をとらえ、すごく安心してゲートのなかで動くことができた。
どちらかというとターン後半型のスキーで、いかにターン前半、縦にスキーを向けていけるかが、このスキーの良さを引
き出すポイントだと考えている。ぜひ選択肢に入れてほしい一台（丸山）
●今年もトップレベルの性能を感じさせてくれた。エッジグリップの良さ、グリップしながらの回転力の高さ、エッジン
グから抜け出して切りかえていける操作性の良さ、今年も驚かせてもらいました。自分から動いていくというよりは、ス
キーのリアクションをリズムにつなげていくような滑りのイメージがわいてきます（宮下）

ターン中盤から後半、しっかり雪面をとらえるトップレベルの性能を持つ一台
ELAN / SLX WC PLATE

ER17FF ST   ¥176,000（税込み） 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）
157
165

≧11.5
≧12.6

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

Freeflex ST 16 X    ¥189,200（税込み） 10％で18,920円分ポイント還元

●テスト時のバーン状況は少し荒れていたが、EMCテクノロジーによりスキーの振動が抑えられ、雪面抵抗なく速い
ターンを描くことができた。ワールドカップや国内の上位大会の実績を考慮すると、硬いアイスバーンでも同じような滑
走フィーリングを得ることが想定できる。数年前のヘッドのSLスキーは少し鈍感で、まったりとしたイメージが強かった
が、今のスキーは俊敏で、スキーの動きを感じさせる。スキーの動きに対して滑走ポジションやタイミングを乱さないこ
とで、よりタイムアップが期待できるスキーである（丸山）
●ワールドカップ総合タイトルを取ったアレクシー・パンテュローが使用、SLでも表彰台に立つ。また日本のエース、小山
陽平使用スキーということもあり大注目である。テストではスキー全体の落ち着きがあって、硬いバーンのエッジングで
もびくともしないすごい安定感があり、掘れたコースでもまったく問題はなかった。足場重視という強烈なエッジグリッ
プ感は、自分から積極的にしかけるよりは、スキーの性能を十分に利用しながらの操作をし、上半身を安定させていく
静かな滑りをする方に向いていると感じる（宮下）

ワールドカップで証明されたポテンシャル。硬いバーンを物ともしない安定感が魅力
HEAD / WORLDCUP REBELS E-SL RD FIS

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

X16 LAB   ¥179,300（税込み） 10％で17,930円分ポイント還元

●テストでは足元の軽さをすごく感じた。ターン中の軽快感によりリズムやタイミングを合わせやすく、斜面やセットに
振りまわされることなく、コンパクトなターンを作って攻めていける印象を受けた。ターン後半の強いレスポンスはあま
り感じなかったが、ターン中、本当にスキーの動きが止まらないハイスピードスキー。癖がなく、総合力の高いサロモン
スキーは、乗り手の欠点改善につながり、タイムアップに導いてくれるだろう（丸山）
●ワールドカップではヴィクトール・ムッファ・ジャンデが初の表彰台と、まだまだ存在感を残している。また、国内での活
躍がとても目立っているので、日本の雪質にも合うのだろう。スキーの角づけを強めにするとかなり強いエッジグリップ
を感じ、走っていく感覚はわかりやすい。しかし、角づけを切り返していく動きはすばやく行わないと、速さについていけ
ないこともあるだろう。トータルで癖のないスキーは、まさに現在のSLスキーの中心となるモデルである（宮下）

スキーの動きが止まらないハイスピードSLモデル
SALOMON / S/RACE FIS SL

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

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

12
13
13

113-65-98
115-66-100
118-65-102

WC PC INTERFACE / WC UVO 3D/ XCOMP16   ¥193,600（税込み） 10％で19,360円分ポイント還元

●軽快さ、回転性、操作性、グリップ感、切れと、さまざまな面においてバランスが良く、癖がなく非常に高い完成度を感
じる。特にターン後半にエッジを外しやすく、クイックな切りかえを可能にしており、理想のラインでアタックすることがで
きる。〈UVO	3D〉を装着することでハードバーンや荒れたバーンでは、スキーの性能がさらに向上する。乗り心地が良
く、多くのレーサーを魅了するスキーである（丸山）
●サイドカーブはやや抑えられており、トップを下に向けていく感じが強かった。エッジグリップは強めで、スキー自体の
安定感も感じられた。全体的なバランスも良く、思ったようにターン弧が描けるイメージが出るモデルである。特にター
ン前半のとらえが早く、そのためトップが下を向く感覚を強く感じた。前半がうまく作れないレーサーには強力な武器に
なるだろう（宮下）

スキー全体のバランスが良く理想のラインでアタックできる
VÖLKL / RACETIGER SL WC

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
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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

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
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WC PC INTERFACE / WC UVO 3D / XCOMP18   ¥253,000（税込み） 10％で25,300円分ポイント還元

●フォルクルのSLモデルの一番上位モデルである〈COMP	SL〉。ただし、トップモデルのハードさはほとんど感じさせな
い仕上がりになっており、細かい・深いというポールセットにも難なく対応できる操作性の高さが魅力となっている。他
メーカーのSLモデルとは少し異なったレスポンスを感じ、適確なタイミングでスキーの返し（切りかえ）を行なっていける
印象がある。２月に開催された世界選手権・男子SLでは１位、２位を取り、スキーの完成度の高さは実証済。国内でも
注目度が高まっているスキーである（丸山）
●コルチナダンペッツォ世界選手権SLで衝撃のワンツーフィニッシュを成し遂げたメーカー。スキー全体で雪面をとらえ
ていくバランスの良さが特徴で、サイドカーブをしっかり感じられることが、やさしさにつながっている。エッジングはス
キーを面で扱うような感覚で、適度なエッジグリップもありずらしと切れの融合ができている。操作性も良いのでリズム
変化にも対応しやすく、困難なバーン状況でも軽快に動いていけるだろう（宮下）

ハードさを感じさせない仕上がり。操作性が高くリズム変化にも対応しやすい
VÖLKL / 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

117.5-64.5-101.5

SL model

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。

スキー単体   ¥121,000（税込み）

FM585　    ¥132,000（税込み）

SR585   　  ¥141,900（税込み） 10％で14,190円分ポイント還元

●従来モデルと比較してハードな仕上がりになっている。フレックスのハードさのため、ややパワーを要するが、しっかり
とスキーに働きかけ続けることで、スキーのクイックな反応と走りを引き出せる。低速、高速いずれのシチュエーションに
も対応することができ、タイムを出せる気持ちになっていくスキー。プレートや金具の選択が可能なのは、さまざまな競
技用スキーのなかでも希少。レーサーの体格やレベルを考慮して慎重に選んでもらいたい（丸山）
●春雪のテストでは評判がいいスキーですが、久しぶりにまたインパクトのある仕上がりになった。エッジグリップも強
すぎず弱すぎずのちょうどいい感じのものから、かなり強めのグリップ力に変わってきている。回転力も良し、操作性も
良しと、もともと持っている評価に加えて、新しい能力を備えてきた（宮下）

回転性、操作性という特徴に強いエッジグリップ力をプラス
OGASAKA / SL

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

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

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

WRT WC D40+WRT 16FF   ¥258,500（税込み） 10％で9,999円分ポイント還元

●高いグリップ力が乗り手の安心感を生み出している。ターン前半の自由度が高く、スキーの方向を自在に決めやすい。
スキー全体の硬さはハードなので雪面状況が硬めのシチューションを選ぶ印象はあるが、体格に関係なく、しっかりと
このスキーの特性を理解して乗りこなせばタイムは絶対出せる。ターン後半ではさほどクイックな感じを受けなかったの
で、積極的にすばやくエッジを外して切りかえに導いていくことがタイムアップにつながるだろう（丸山）
●スキーの落ち着きが良く、トップ部分を感じ、回転力もある。なによりエッジグリップが強烈で、雪面の奥にがっちり食
いつく感じは足元の安定を生み、積極的な滑りができるだろう。乗り方によっては、多少、走りすぎてしまう部分はある
が、昨年の高い評価どおり、今年も高い性能を持ち合わせている（宮下）

強烈なエッジグリップ力が印象的。乗りこなせば絶対にタイムが出る一台
STÖCKLI / LASER WRT SL FIS

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

12.2
12.3
12.4

SECRET
SECRET
SECRET

●選手用スキーだが、乗り手にやさしいソフトタイプモデル。手強い印象はまったく受けず、操作性が非常に高くオート
マチックな一台。トップ部分のエッジグリップは強く、ターン前半から理想の大きさの弧を描いてアタックすることができ
る。また程よいグリップ感とレスポンスは、雪面抵抗なくスムーズなスキーの動きを引き出すことを可能にしている。ビ
ンディングの選択や位置でフィーリングも大きく変化してくるので、試す価値ありです（丸山）
●イタリアの若手アレックス・ヴィナツァーが表彰台を獲得している。かつての使用率には届かないが、まだまだ注目の
メーカーである。スキーを履いた瞬間、サイドカーブをしっかり感じ、回転力もある。重厚で安定感のあるフィーリングの
ため、掘れたバーンのなかでも落ち着いているし、硬いバーンでもかなりの威力を発揮しそうなモデルである。すばや
く動いていく操作よりは、スキーのグリップを大事にしていく滑り方が向いていると思う（宮下）

トップ部のエッジグリップの強さが特徴。ターン前半から理想のターン弧を描ける
NORDICA / DORBERMANN SL WC DEPT M PLATE

X-COMP 18   ¥203,500（税込み） 10％で20,350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）
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

※日本限定モデル

SR585の場合

石井スポーツ スキー用品ストア

Sieger SKI Testing Report_DEMO Models
2021／22シーズン、
デモモデルのトレンド

　これは昨季から続く傾向ですが、基礎ス
キーシーンでは今、技術選の選手がスキーに
求める性能が変化してきています。具体的に
いうと、以前のように円い弧を描きやすいス
キーではなく、ターン中盤に短いエッジング
を行ない、後半は直線的にターンから抜け出
していく。そして、その流れでシンプルに切り
かえられるスキーが求められています。
　今季のテスティングレポートに登場するデ
モモデルは、こうした選手の要望に応えたス
キーが多くなっています。乗り味としてはSL
モデルのようなテイストで、レーシングモデル
のような切れ味や安定感を保ったまま、リバ
ウンドを少なくして操作性を高めている。そ
んなスキーが増えています。ターン後半まで
しっかりとスキーに乗り込んで円い弧を仕上
げる（図１）のではなく、ターン前半から中盤
は円い弧を描いていくのだけれど、そこで得
た雪面抵抗で中盤にコンパクトなエッジング
でターンを仕上げ、そのまま直線的に抜け出
していく（図２）。そんな滑り方を可能にして
くれるスキーです。
　中緩斜面では気持ちよくカービングター
ンで滑れるけれど、急斜面になるとカービン
グでは滑りきれなくて、ズレの多いターンに
なってしまう。それが多くのスキーヤーにとっ
て、上達の大きな壁になっています。けれど新
しいタイプのスキーを使うと、ターン始動期
に小さなピボット操作をしてズレを使い、そ
のままカービングの弧につなげていく操作が
しやすくなります。ズレか切れかがはっきり分
かれる滑りではなく、ズレと切れを斜面の状
況やスピードに合わせて巧みに融合させた
滑りが可能になるということです。そんな新
しいタイプのデモモデルの性能を、ぜひ体感
してください。（斉藤人之／石井スポーツ宮
の沢店、ISHII SKIACADEMY HOKKAIDO）

短いエッジングで
直線的に抜け出すモデルが登場

図１ 図2

FOCUS.2

SK
I&

BO
O
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SL model

SKI&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。

1級受検、マテリアル・ベストチョイス
　（公財）全日本スキー連盟（SAJ）が行なって
いるバッジテスト。なかでも1級は、上級者と
いう証のひとつであり、より上位に位置する
プライズテストへの登竜門として目指してい
るスキーヤーも多いと思います。
　バッジテストの1級では、設定された斜面
や雪のコンディションへの調和、適応力が求
められます。スピードやターン弧のコントロー
ルは、サイドカーブを強く雪面に押しつける
力の量の技術ではなく、トップから受けてい
く抵抗を、スキーの方向づけやたわみへと結

びつけて調節していく技術が求められます。
パワーでスキーを雪面に押さえつけがちで
すが、サイドカーブやフレックスのバランスを
生かし、適度な雪面抵抗とのやり取りでター
ン弧を整えていく滑りが高く評価されます。
ズレと切れの狭間のコントロール、そして難
関となる不整地・小まわりの攻略が1級合格
のポイントとなります
　そのためのベストチョイスとなるベース
は、右のとおり。これを参考にして、店舗ス
タッフと相談のうえスキーを選んでくださ

X12 GW   ¥128,700（税込み）

10％で12,870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
161
165

11.5
12.1
12.7

115-68-101
116.5-68-102.5

118-68-104

オールラウンド小まわり系モデル。トップとテールが
軽く、スキー操作性がやさしいことが特徴の一台。中
上級者からエキスパートまで対応できる幅が広く、ス
ピードやターンサイズのコントロールがバランスよく
できるタイプ。滑走日数が少ないスキーヤーにも安心
してコントロールできます。雪面抵抗を強く受けすぎ
ず、シャープなグリップとも両立。ゆとりある操作を約
束します。コブ斜面への対応力も高いモデルです。

vMOTION 12 alu GW   ¥132,000（税込み）

10％で13,200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
160
165

11.3
12.1
13

115-67-98
115-67-98
115-67-98

ショートターンのサイドカーブをベースにコンフォート性を
重視しているタイプ。軽量でスキー操作もスムーズにできる
バランス。ターン中の振動をスムーズにたわみにつなげ、レ
ベルを問わず円いターン弧を体験できます。柔と剛のバラン
スがよく、エッジグリップも高いので1級に合格し、さらにレ
ベルが上がっても使用し続けることができるほど、幅広い層
に応えてくれる一台です。

VÖLKL
RACETIGER SC CARBON

PRD12 GW   ¥129,800（税込み）

10％で14,080円分ポイント還元

スマホでお買い物

ラディウス（m） サイドカット（mm）
158
163
168

11.8
12.7
13.9

122-68-102
122-68-102
122-68-102

定番の〈SUPERSHAPE〉をベースに、より軽量化し操作性を
高めたモデル。エレガントとアグレッシブを両立できているバ
ランス。低速で身につけたい技術から高速ターン時の安定感
まで備えた安心の一台。この軽さでは想像できない重厚感、
そして雪面抵抗との調和の高さなど、上達につながる要素
がたくさんあります。自在なコントロールやスピードアップが
でき、レベルアップと快適クルージングの両立を楽しめます。

HEAD
POWERSHAPE

ATOMIC
REDSTER S8i 
REVO+X12 GW

・スキーの長さ
男性　160～165cm（ラディウス／13～15ｍ）
女性　155～160cm（ラディウス／11～14m）
・スキーのタイプ

オールラウンド・小まわり系モデル（セカンドorサードクラス）
・価格帯

¥90,000～120,000程度
・ビンディング　

レールタイプ、ライトウェイト

い。私のおすすめはこの3機種です。（斉藤
人之／石井スポーツ宮の沢店、ISHII SKI 
ACADEMY HOKKAIDO）

サイズ（cm）

石井スポーツ スキー用品ストア DE
M

O

●安定した人気を維持する〈S9i〉がフルモデル
チェンジ。一番の魅力は操作性のやさしさから生
まれる推進力のあるターン。軽量化レースモデル
といえる走りを追求した、小まわりベースのオー
ルラウンドモデルです。サイドウォールの形状を
センター部分のみ変え、強度、剛性を上げていま
す。足元のグリップ感、想像を超えるほどの切れ
味は最高の安心要素です。新機能のレボショック
の搭載により、トップから受ける振動、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
まなサイズのターンをコントロールできます。ア
グレッシブとコンフォートとの両面が高いレベル
にあるタイプです（斉藤）
●今季フルモデルチェンジの〈S9i〉シリーズの上
位モデル。新搭載のレボショックがスキーの振動
を限りなく減らしているため、スキーが雪面に張
りついていく滑走感覚を味わうことができる。サ
イドウォールもサンドイッチ構造とキャップ構造
を融合させた「ウルトラウォール」という新しい
材質と構造を取り入れたことにより、軽量であり
ながらスキーの走りと操作性のバランスが格段
に上がっている。どんなバーン状況でもターンを
成功へと導いてくれる満足度の高い一台となっ
ている（須川）

軽さを保ちながら
走りと操作性を
ワンランクアップ

ATOMIC
REDSTER S9i 
REVO + X12 GW

¥153,890（税込み）X12 GW
10％で15,389円分ポイント還元

10％で14,850円分ポイント還元

スマホでお買い物

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

11.3
11.9
12.5
13.1

115-68-101
116.5-68-102.5

118-68-104
119.5-68-105.5

●21／22オガサカ、いち押しモデル！　フルサ
ンドイッチ構造になってたわみをしっかりと感じ
られ、なおかつ走りも兼ね備えた一台。硬いアイ
スバーンから新雪、ザラメ雪まで条件を問わな
いオールラウンドスキー。低速でのずらし、ひね
り操作と高速域でのカービングの滑り、どちらも
ストレスがなく、完成度の高いスキーになってい
る。プライズテストやバッジテスト、また低速種目
をこなさなければならない資格検定などにも対
応可能で、一台でなんでもこなせるオールラウン
ドスキー。対応するスキーヤーのレベルの幅も広
く、ぜひお薦めしたい一台！（村松）
●フルサンドイッチ構造に変更され、高速域での
どっしりとした安定感が好印象でした。それでい
て軽快感は健在で、〈KEO’S〉の良さを残して生ま
れ変わっています。アイスバーンでのテストでし
たがトップのバタつきが少なく、ターンの導入が
非常にスムーズに行なえます。R＝15.2mです
が、たわみが簡単に引き出せるため、数値よりも
小さいターンが描けます。たわみをコントロール
してショートターンからロングターンまで、条件
を問わずに安定したターンを作れる高性能なス
キー。プレートの選択で半ランク上のセッティン
グが可能になります （藤本）

たわみを感じられる
オールラウンドモデル。幅広い
ターン弧、スピードに対応

OGASAKA
KS-NS

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

13.3
14.2
15.2
16.2

112.5-67-96
112.5-67-96
112.5-67-96
112.5-67-96

ターンサイズ	
スピードレンジ	
安定感
操作性
おすすめ度
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¥119,900（税込み）

¥130,900（税込み）

¥140,800（税込み）

¥148,500（税込み）

スキー単体
FM585
SR585
TYROLIA PRD12 GW
2カラー展開
TYROLIA	PRD12	GWの場合
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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。

DE
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●スピードある深いターンを追求したモデル。
トップシートの変更でたわみをより引き出し、推
進性を高めています。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、今
季は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へと導き
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、早くを可能にする
ための技術を満載したモデル。余計なリスクや
リバウンドが少なく、攻撃的で抜けが良く、円い
ターン弧を連続させてくれます（斉藤）
●すごく鋭くシャープで、とても細い線の上を
滑っているように感じさせてくれるスキー。力を
加えると、スキーがその場から内側へ鋭く切れ込
んでくるので、反応がとてつもなく早く感じられ
る。滑り手の意思がタイムラグなくスキーに伝わ
るイメージで、思いどおりのタイミングでしっかり
と操ることができる。反発もかなり強く感じられ
るので、切りかえの動作やターンのテンポを速く
する操作が非常にしやすく感じられる。安定感も
抜群で、スピード域は広いが、高くなればなるほ
ど良さが引き出されるように思える。オールラウ
ンドとしての使用も良いが、小まわりでこそ高い
パフォーマンスを感じ取れる（久保田）

●SL系のエッセンスとオールラウンドモデルの融合
ができているスキー。基礎スキー・ショートターンモ
デルのなかでもハイスペックなモデル。低重心で斜
面に吸いつくような雪面コンタクトがあり、スピード
レンジの高いモデルといえる。円みのあるターン弧
を作り出す一番のポイントは、ターン後半の圧が強
すぎず、切りかえ後のリリースがスムーズで、ターン
始動がやさしいことです。スピードのなかでの安定
性、ターンコントロールの自由度、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、滑走中のバランスは快適で安定感に優れていま
す。レーシングモデルよりはやさしく、スピードを求
めるエキスパート層にピッタリなタイプです（斉藤）
●一番に感じられたのが、しっかりしてるという印
象。重いとか、まったりしているというものではな
く、落ち着きがあるといったイメージが正しいよう
に思える。とらえもよく、しっかり反応してくれるの
だが、過度に反応しすぎることがなく、とても素直
なスキーというイメージである。そのためターンさ
せられてしまうこともまったくなく、自由にスキーを
操ることができ、あらゆるターン弧で自在に滑るこ
とができる。ターン後半ではスキーがしっかり反応
してくれるが、ここでも過度なことはなく、強ければ
強く、やさしければやさしく返してきてくれる。ミス
をしにくいスキー。全体的にバランスの取れた、な
んにでも対応できる一台といえる（久保田）

●〈SL FIS〉の良い部分は残しつつ、フレックスや
トーションのバランスで操作感を良くしたモデ
ル。ソフトな印象は受けるが、特にスキーのレス
ポンスが悪いわけでもなく、十分SLに使用でき
るだけの性能を持ち合わせている。〈FIS〉モデル
同様癖がなく、回転力が強い仕上がりになって
いるが、全体的にソフトな仕上がりのためスキー
がグリップしすぎて身体がついていかないなど
の難しさがなく、レギュレーションのSLはもちろ
ん、レース入門、技術選、プライズテストまで、幅
広いスキーヤーが使用できるスキーに仕上がっ
ている（可児）
●〈SL FIS〉と基本構造は同じだが、フレックスと
トーションをマイルドにしたSLセカンドモデル。
程よいグリップ力とスキーの綺麗なしなりから
くる心地いいリバウンドが魅力的で、ハイスピー
ドのなかでも滑り手の印象は非常にソフトで扱
いやすい。ショートターンでのなめらかさ、ミド
ルターンでの疾走感と、ターンサイズに応じてス
キーがオートマチックに仕事をしてくれる。限り
なくミスが少なく、確実にS字を描いてくれるお
すすめの一台（須川）

●足元にすごく強さが感じられるのだが、俊敏
に動いてくれるといったイメージ。レースタイプ
のスキーがベースとなっているのだが、トップモ
デルと比べ、少しやさしく扱えるものとなってい
る。そこにレースで使用されている強いプレート
が搭載されているのだが、このバランスがとて
も良い。操作時に軽さが感じられ、カービングは
もちろん、スキーを振ったり、動かすといった操
作も簡単に行なうことができる。それでいて足元
は強くて安心していられる。あらゆるシチュエー
ションのなかで、自分のイメージしていることを
不安なく実現してくれるスキー（久保田）
●履いた瞬間は、ややしっかりした印象で安定
感を感じる。上位機種と同じレースプレートを採
用することで、足元のしっかり感が増し、全体に
やや硬めのフレックスになっている。ショートター
ンだけではなく、ミドルターンもこなすオールラ
ウンドスキーだ（大越）

スピーディな深いターン
を追求したシャープな
小まわり系モデル

スピードを求める
エキスパートに向く
高次元でバランスされた一台

FISモデルの性能を
継承しつつマイルドな
操作感を加えたSL系モデル

足元の強さと軽さを両立。
あらゆる状況で
幅広い滑りを実現できる

ATOMIC
REDSTER S9i 
ARI PRO

ROSSIGNOL
SUPER VIRAGE 
VI LTD(R22)

SALOMON
S/RACE PRO SL

HEAD
WORLDCUP REBELS 
E-RACE PRO

¥169,400（税込み）X12VAR
¥160,600（税込み）SPX 12 ROCKERACE GREEN LTD

¥173,800（税込み）X16 LAB

¥165,000（税込み）Freeflex ST 14

10％で16,940円分ポイント還元

10％で16,060円分ポイント還元

10％で17,380円分ポイント還元

10％で16,500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
ターンサイズ	
スピードレンジ	
安定感
操作性
おすすめ度
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サイズ（cm） ラディウス（m） サイドカット（mm）
157
165

12.7
12.5

114.5-66.3-99.5 
117.5-65.8-102.5

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

13
13
13

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

サイズ（cm） ラディウス（m） サイドカット（mm）
165
157

13
13

118-65-103
114-66-100

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

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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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。
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XCOMP16 GW MASTER   ¥182,600（税込み） 10％で18,260円分ポイント還元

●今季注目の小まわり系モデル。トップレベルのターンに最適なバランスを備えたニュータイプ。整地はもちろん、難しい
コンディションでも正確なステアリングがしやすく、快適性を導き出す乗り味が魅力です。レーシングベースのフィーリン
グで、強い抵抗を受けすぎないバランスとやさしい操作性、そして高い剛性で効率良くパワー伝達を行ない、速さのなか
にスムーズ感を引き立てます。ズレと切れの狭間での雪面タッチで、自在な操作感が楽しいです。スピードある円いター
ン弧が高い次元で実現できます。これまで以上にスキーの切れと走り、コントロールを融合させた滑りを実現できる理想
のスキー（斉藤）
●今シーズンから新しい構造を採用したモデル。従来の〈UVO〉の代わりに、トップ部にカーボンを編み込んだシートを
入れることで剛性を強化している。これによりトップの重さが軽減され、スキーの軽快な操作が可能になった。しかしス
キーの剛性は損なわれず、しっかりとしたグリップ力や振動吸収性といったところは失われることなく保たれている。軽
快さが特徴的なスキーといえるが、レース用プレートを搭載しているため足元の安定感が抜群に感じられる（久保田）

今季注目の小まわり系ニューモデル。スピードある円いターン弧を実現
VÖLKL / RACETIGER SL MASTER

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）
165 12.6 126-67-102

スキー単体   ¥121,000（税込み）　FM585   ¥132,000（税込み）　SR585   ¥141,900（税込み）　マーカ−rMotion2 GW   ¥157,300（税込み）

●過去の〈TC〉小まわり系モデルのなかで一番ハードな仕上がりとなっている。20／21モデルの〈TC-SK〉と比較すると、
〈SK〉がテールの張りでグングンスキーを走らせていくフィーリングなのに対して、〈ST〉はターン前半トップ部分から雪
面をつかみにいき、スキー全体の張りも感じられ、スピードが１ターンごとに速くなっていくように感じられた。トップか
らセンター部分も厚みが増していて、乗り手を少し選ぶだろう。対象者はエキスパートスキーヤーで、技術選などの小ま
わり種目専用。筋力や体重などがない方には〈FMプレート〉にすることをおすすめしたい。アスリート色の強い一台であ
る（村松）
●細身のサイドカーブを採用、きびきびとしたターンとすばやい切りかえを得意とする小まわり系モデル。トップ部分は
ソフトで、たわみが早い段階で引き出せるため、ターンの仕上がりが非常にコンパクト。スキー全体の剛性感が上がって
いて、特にセンター部分の厚みが増している。その結果、はっきりとした跳ね返りやスキーの走りを感じることができる。
センター部分が厚くなったので、プレートは慎重に選んでいただきたい。プレートなしのコンプリートモデルは女性にお
すすめです（藤本）

スキーの走りを引き出せるアスリート向けショートターンモデル
OGASAKA / TC-ST

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
160
165
170

11.2
11.8
12.4
13.1

117-65-101 
117.5-65-101.5

118-65-102
118.5-65-102.5

X12 GW   ¥153,890（税込み） 10％で15,389円分ポイント還元

●オールラウンドモデルでありながら、軽快なミドルターンが持ち味。スピードがあるなかでも足元のグリップ感とター
ン抜け出しまでの滑走性が感じられ、詰まる要素が少ないストレスフリーな連続ターンが決まる。スキー自体は軽量の
ため、扱いやすさも抜群。ズレを使ったターンから切れのあるカービングまで、まさにオールラウンド。クルージングにも
最適ですが、級別テスト受検者やインストラクターにもおすすめの一台となっている（須川）
●レボショックを搭載したことでトップのバタつきが減り、より安定感が増した印象。ショート系モデルと比べターンサイ
ズが大きいぶんターンスピードも速くなるため、レボショックの恩恵がよりしっかりと感じられた。ロング系モデルよりも
カービングの楽しさがあり、ショート系モデルよりもゆったりと滑走できるので、１日をとおしてさまざまなコースで楽し
むことができる。また、エッジのグリップ力も強く、切りかえもすばやく行なうことができ、リズミカルなターンコントロー
ルが可能。１本の滑走距離が長いスキーヤーにぜひおすすめしたい（押味）

軽快なミドルターンが持ち味。１本の滑走距離が長いスキーヤーにフィット
ATOMIC / REDSTER X9i REVO + X12 GW

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）
166
174

14.2
15.2

113-65.5-98.5
114-65.5-99.5

X12 GW   ¥131,890（税込み） 10％で13,189円分ポイント還元

●基礎・小まわり系スキーのセカンドモデル。フルモデルチェンジとなった今季もすべてにおいてバランスの良い一台。ス
キーの軽さからくる操作性の高さと、レボショックによる雪面へ張りついていく安定感。この二つの感覚をセカンドモデ
ルで味わえることはなかなかない。マイルドなリバウンドが身体への負担も少ない心地いい連続ターンを仕上げてくれ
る。スピードにも対応できるため乗り手は選ばないが、特に中級スキーヤーや女性スキーヤーにおすすめ（須川）
●従来の〈S8i〉に比べ、レボショック搭載の新しい〈S8i〉は乗り心地のバランスが格段に良くなった印象。メタルの入って
いないしなやかな動きのなかに、レボショックのバタつきを抑える効果がプラスされたことで、弱々しさが払拭され一気
に頼もしいスキーになった。ショートターンベースでしなやかに雪面をキャッチしてくれるので、手強さを感じることなく
さまざまなコンディションを楽しむことができ、パワーに自信のないスキーヤーや女性でも安心。指導者やプライズテス
ト受検予定の人にもぴったりのモデルだと思う（押味）

マイルドなリバウンドが特徴。さまざまな条件の斜面を楽しめる
ATOMIC / REDSTER S8i REVO + X12 GW

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
160
165

11.3
11.9
12.5

115-68-101
116.5-68-102.5

118-68-104
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10％で14,190円分ポイント還元SR585の場合
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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。
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X12 TL GW   ¥143,000（税込み） 10％で14,300円分ポイント還元

●レーシングテイストを楽しみながら、さまざまなコンディションに対応し、ターンサイズのコントロールが自在にできま
す。イージードライブでターンを楽しめるスキーです。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。ハイスピードでもゆとりのあるスキー操作ができ、しっかりとたわみに結びつけるバランスがすばらし
い。余計なリスクやリバウンドが少なく、積極的に円く抜けの良いターン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対応でき、レベルを選ばず、安定したグリップを楽しめます（斉藤）
●このスキーはエッジアンプリファイアというシステムが搭載されており、スキーへの力の伝達性がとても良い。それに
よりグリップ力がとても強く、雪面をとらえ続けてくれる。そこが安定感にもつながっていて、ハイスピードでも安心して
スキーに乗っていられる。基本的な部分の違いはないのだが、サイズによりシステムが少し異なり165cm以下はたわ
みが出やすく回転性を引き出す構造に、それ以上のサイズは少し直進性が感じられ、スピードに強い構造となっている

（久保田）

さまざまなコンディションに対応し幅広いターンでスムーズな動きを体感できる
SALOMON / S/RACE RUSH SL +X12 TL GW

X12 TL GW   ¥126,500（税込み） 10％で12,650円分ポイント還元

●ターン始動ではトップの適度なねじれにより、食いつきすぎることなくコントロールを容易にしてくれる。ターン前半ズ
レを使い、中盤からは切れのエッジングコントロールを表現しやすく、サイドカーブを生かしたターンを引き出せる。足
元に配置されたエッジアンプリファイアの効果でセンターのグリップ感が良く、硬いバーンでもしっかりとした足場を確
保できた。中上級レベルの方にかなり幅広く履いていただけるモデル（藤本）
●〈S/RACE〉シリーズでは中級者向けの位置づけになっているが、乗り手しだいで初級レベルから上級者まで対応可能
なモデル。上位機種の〈RUSH〉と比べると軽さ、軟らかさという違いはしっかりと感じられる。一番の違いは、スキーの強
すぎないねじれではないかと思う。これにより、しっかり雪面をとらえることもできるのだが、それをゆるめる操作もしや
すく、エッジグリップの強弱の幅がとても広くなっている。エッジアンプリファイアを搭載したモデルなので、しっかりエッ
ジに力を伝えてくれ、それが安定感を感じさせてくれる。力をしっかり伝えながら強弱も出しやすい、バランスの取れた
自由度の高いモデル（久保田）

グリップ力のコントロール幅が広くバランスの取れた自由度の高いスキー
SALOMON / S/RACE GT + X12 TL GW

スマホでお買い物

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
160
165
170

11
13
13
16

121-68-105  
121-68-105
121-68-104
118-71-100

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

Z12 GW   ¥137,500（税込み） 10％で13,750円分ポイント還元

●スピードのある円いターン弧を高い次元で実現できます。これまで以上に切れと走り、ズレやコントロールを融合させ
た滑りを実現できる理想のスキー。スキーの軽さを感じながらも、癖がなく、滑っていて気持ち良くどんどんスピードを
出せます。不安定な斜面でも浮力要素とグリップ感を両立していて安心して滑れます。女性の方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なイメージで、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（斉藤）
●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
能となっているモデル。〈Ｓ/RACE〉シリーズと比べて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、センター幅がやや広いので過度なカービング性を抑えてくれ、反応がマイルドでとても扱いやすくなって
いる（久保田）

ズレも切れも自在にコントロール。斜面の条件も選ばないオールラウンドモデル
SALOMON / S/MAX12+Z12 GW

vMOTION 12 alu GW   ¥132,0000（税込み） 10％で13,200円分ポイント還元

●フォルクルオールラウンドモデルの中心モデル。スタンダードな製造方法のスキーはフレックスがしなやかに感じら
れ、かつねじれ具合もちょうど良い、まさにオールシチュエーションモデルのスキー。基礎を固めていくのに最適な一台
で、基本となるスキー操作を体感させてくれます。程よい剛性感があり、ゲレンデの高速域から低速域まで幅広く使用可
能。また時間と共に変わるゲレンデコンディションでも抜群の走破性を発揮し、一台ですべてをこなせてしまうパフォー
マンスを秘めています（佐藤）
●カーボンシートを採用しているにもかかわらずマイルドな反応で、センシティブな操作は必要ありません。フレックス
も軟らかく、それでいて軟らかすぎることもないので、硬いアイスバーンの雪質でもブレることはありませんでした。癖
がないオートマチックスキーの決定版。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
マシーンといえるでしょう。これから技術向上を目指す方、１日中クルージングスキーを楽しみたい方などに最適なス
キーだと思います（大越）

しなやかさが特徴のオールラウンドモデル。幅広い斜面状況とスピードで威力を発揮
VÖLKL / RACETIGER SC CARBON

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
160
165

11.3
12.1
13

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

ターンサイズ	
スピードレンジ	
安定感
操作性
おすすめ度

小
低

普通
普通

1

 
 
 
 
3

 
 
 
 
4

大
速
高
高
5

 
 
 

2

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
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

DEMO model

SKI&BO
O

TS
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I&
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O
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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。

DE
M

O

RC4 Z12 GW   ¥140,800（税込み） 10％で14,080円分ポイント還元

●幅広いレベルの方が快適にショートターンを楽しめるやさしいバランスのショートターンモデル。トップとテールの
ホール形状の進化により、トップから受ける抵抗をスムーズにたわみへとつなげます。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。足元は軽量タイプのレールビンディング、そしてカーボンの編み方に工夫を感じるデ
ザインと、たわみを引き出すアイディア満載。ショートターンをベースに、さらなるスピードへの挑戦をしたくなるほどレ
ベルの高いシャープなターンを実現します（大場）
●フィッシャー上位機種のなかでも抜群の操作性を誇るこのモデルは、しなやかなたわみと程よいスキーの反応で、軽
快なターンを確実にし、理想の小まわりを繰り返すことができます。カービングターンでも強い力を必要とせず、つねに
高い安定感と操作性のなかで斜面状況を選ばず楽しむことができます。悪条件のなかでも高い操作性を発揮するの
で、不整地などにも適しています。上級者の女性や、パワープレーを好まない中・上級者、またハイスピードにチャレンジ
したい中級者におすすめの一台です（斉藤）

抜群の操作性を持つ小まわり系モデル。女性上級者や非力な中・上級者にマッチ
FISCHER / RC4 WORLDCUP SC M-TRACK(YELLOW)

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
160
165

R12
R12.5
R13

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 Z13 GW FREEFLEX   ¥159,500（税込み） 10％で15,950円分ポイント還元

●〈SC PRO〉は小まわりに適しており、高い操作性とスピード対応力を併せ持ち、多彩なターンを演出してくれます。
ホールテクノロジーによるトップとテールの軽量化と、シェイプドチタニウムの厚みを0.8mmにしたことによるトーショ
ンとフレックスのバランスが、より高い操作性を生み出し、低速から高速まで幅広いスピードレンジに対応します。軽量
ながら安定感が高いので、不整地でも安心して頼ることができます。レーシングモデルよりも安定性や操作性を求め、
トータルパフォーマンスを優先させたい方におすすめです（大場）
●SLモデルの強い部分をマイルドにし、グリップ感や走りはSLのフィーリングを最大限に引き出したモデル。スキーは
SC同様で、プレートにレーシングタイプを装着。ソフトなフィーリングとアグレッシブなリバウンドを融合しています。雪
面に吸いつく感じがあるのでターン中にストレスもなく、抜群のしなやかさ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。自らのしかけに素直に応えてくれる印象が強く、ハイスピードでもゆとりのあるスキー操作ができ、
しっかりとたわみに結びつけるバランスがすばらしい一台です（斉藤）

高い操作性とスピード対応力を持つレーシング色の濃い小まわり系オールラウンド
FISCHER / RC4 WORLDCUP SC PRO M/O-PLATE

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
160
165

R12
R12.5
R13

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

rMOTION2 12 GW   ¥150,700（税込み） 10％で15,070円分ポイント還元

●軽量でロッカー形状による回転力が魅力のショートターンモデル。リバウンドが使いやすく、軽快にショートターンをつ
なげられる。ショートターンで動きが止まってしまったり、回旋操作が苦手でリズムをつかめなかったスキーヤーの手助
けをしてくれる一台。整地はもちろん、不整地への対応力も高い。レベルアップを目指す中級スキーヤーからテクニカル
受検者まで対応可能なモデルとなっている（須川）
●数あるデモ系スキーのなかでも、俊敏さと操作性を兼ね備えた一台。軽快なレスポンスでありながら、反動に手こず
ることもなく、とても扱いやすい印象のスキーだ。プレート＋ビンディングの組み合わせも、足元がマイルドな設定になっ
ているので、不整地などでも威力を発揮してくれるでしょう。また、硬い雪質になっても適度なグリップ感があり、安心し
て滑ることができる。ターン始動もオートマッチックなので、自信を持って滑り出すことができる。テク・クラを目指すレベ
ルの方にはベストマッチ！  スタートに立ったときに自信を持って滑り出せる強い味方になってくれるでしょう（大越）

軽快で扱いやすい小まわり系モデル。中級からテク・クラまで幅広く対応
VÖLKL / RACETIGER SL

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
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

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

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

●〈スーパーシェイプ〉シリーズのなかでもセンター幅の細めな66mm。持ったときの印象どおり滑走感覚も非常に軽
快で、スキー全体にもしなやかな軟らかさを感じることができる。細目なセンター幅の割に、トップは129mmと広めな
設定。スキーを傾けると自然にトップが雪面に食いつき、かつ自然にたわんでいく。そのフィーリングは２級前後の方々
から幅広いレベル、年齢層におすすめできる。またセンター幅が細いためすばやくエッジを切りかえやすく、ショートター
ンが苦手な方でも軽快に使用していけると思う（佐藤）
●〈スーパーシェイプ〉シリーズに昨年登場した「オリジナル」。起源は、スーパーシェイプが登場した頃までさかのぼる
が、当時はなかった振動吸収のEMCテクノロジーを搭載。プレート＆ビンディングも進化を遂げているので、時を経て
正常進化したモデルである。近年のスキーにしては細身のセンター幅が特徴で、ラディウスもきつめなナロータイプ。フ
レックスもソフトなので、操作性は抜群にイージーである。履いた瞬間に軽さを感じることができるので、とにかく快適
にスキーを楽しみたい方などにおすすめ。オンピステのフラットバーンを楽しむには最高の一台になるでしょう（大越）

軽快な乗り味と高い操作性が特徴。フラットバーンを楽しむのに最高の一台
HEAD / SUPERSHAPE E-ORIGINAL

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
163
170

10.1
11.1
12.1

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

ターンサイズ	
スピードレンジ	
安定感
操作性
おすすめ度

小
低

普通
普通

1

 
 
 
 
3

 
 
 
 
4

大
速
高
高
5

 
 
 

2

RC4 Z14 FREEFLEX ST   ¥179,300（税込み） 10％で17,930円分ポイント還元

●初めての大まわり用としておすすめの一台です。テク・クラ挑戦にも最適で、高いレベルのターンを確実に実現してく
れます。操作性と安定感は、無理なくロングターンをハイスピードで楽しめるほどの完成度。スキーヤーの力をロスなく
たわみに変え、ターン中に受ける外力や雪面抵抗をグリップ力へと変え、推進力のあるターンに導いてくれます。前後バ
ランスの良し悪しに左右されることなく乗っているだけでたわみを作れ、雪面からの強い抵抗を受けることなくバラン
スをとることができる一台です（斉藤）
●〈RC4〉の鋭く切れの良いターンを、ゲレンデで堪能してもらうために登場したモデル。優れたトーションバランスと足
場の強化により、多彩なサイズのターンを力強い鋭いものにしてくれます。レースタイプのスキーよりも安定感があるの
で、ミスを恐れず、いかなる状況でもハイスピードで存分にゲレンデを楽しむことができます。またM/O PLATEの効果
により、走りにつながるスキーの反応を少ない力で引き出すことができます。ハイスピードターンを目指すユーザーに
ぜひ試してもらいたい一台です（大場）

高次元で操作性と安定感を融合させ推進力のあるハイスピードターンを実現
FISCHER / RC4 WORLDCUP CT M/O-PLATE

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）
165
170
175
180

R14.5
R15

R15.5
R16

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

113-65-100

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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DEMO model

SKI&BO
O
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SK
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BO

O
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5150

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。

DE
M

O

SPX 12 KONECT GW   ¥137,500（税込み） 10％で13,750円分ポイント還元

●上位モデルのテクノロジーをフィードバックした拡張性に優れたオールコンディション・オールラウンドモデル。粘りの
あるシャープさで雪面コンタクトし、しっかりと円いターン弧を連続させてくれます。ターンが一発で決まるイメージは抜
群といえます。乗り味も心地よく、軽快な滑りを生み出します。スウィートスポットが広く、さまざまなコンディションへの
対応力が高いモデル。雪面コンタクトがとてもやさしく行なえるのが特徴です（斉藤）
●スキー装着時、非常に軽いと感じたモデル。低速では扱いやすくイメージしたとおりのスキー。びっくりしたのは、ス
ピードレンジを上げてカービングで滑ったときも、スキーの安定性が維持されていること。弱さによるストレスを感じる
ことなく、大まわりから小まわりまで気持ちの良いターンを刻んでくれる。フレックスとトーションのバランスが良くカー
ビングで滑りたい、１級を目指したいという方、筋力に自信のない方におすすめな一台！（村松）

スウィートスポットが広いオールコンディション・オールラウンド
ROSSIGNOL / SUPER VIRAGE V(KONECT)

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
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ER14FF   ¥154,000（税込み） 10％で15,400円分ポイント還元

●昨年のジーガーでも特集したミドルラディウスタイプで、今季モデルにはレースプレートタイプが登場。ミドルからロ
ングターンが気持ち良くコントロールできるサイドカーブを持ち、レースプレートがどんな雪質でも安定したグリップ感
をもたらします。それでいて競技モデルのようにターン後半に加速しすぎることはなく、スキーヤーの足元につねにス
キーの中心があるので、安心してターンをつないでいけます。オーソドックスに乗りやすいので、スピーディなターンを
自在に操りたい上級者におすすめです（藤沢）
●エースアローテクノロジー搭載の基礎オールラウンドモデル。ミドルターンベースのスキーにレースプレート搭載な
ので、どっしりとした重厚感が感じられるが、エースアローテクノロジーの効果で、トップとテール部分は少し軟らかさが
あり、とらえはソフト。ミドルターンベースのスキー＋レースプレートという組み合わせはあまりないが、クルージングの
ような滑り方も、深い内傾角で鋭いターンを描くこともでき、このスキーにしかない乗り心地を体感できる（押味）

クルージングもカービングも楽しめるこのスキーにしかない乗り心地が魅力
ELAN / SCX PLATE

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）
167
173
179

15.1
15.9
16.7

109-67-99
110-67-100
111-67-101

ターンサイズ	
スピードレンジ	
安定感
操作性
おすすめ度

小
低

普通
普通

1

 
 
 
 
3

 
 
 
 
4

大
速
高
高
5
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サイズ（cm） ラディウス（m） サイドカット（mm）
161
166
171

13
13
13

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

SPX 12 KONECT GW   ¥150,700（税込み） 10％で15,070円分ポイント還元

●〈SUPER VIRAGE VI  LTD〉同様のスキーに、軽量でたわみをより引き出すレールタイプのプレートを装着した小ま
わり系モデル。すべてが高次元で融合し、滑走中は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、オールラウンド対応はもちろん、ショートターンをベースにコントロール幅、対象スキーヤーの幅が広
いモデルといえます。バウンドするような動きはほとんどなく、スムーズな動きで操作性と抵抗との調和が取りやすいマ
ルチコントロールモデル（斉藤）
●欠点が見つからないバランスの取れた高性能な一台。エッジグリップが良く、ワイドなトップがぐいぐいターンをリー
ドしてくれる。中盤のたわみも良く、そこからのリバウンドも心地よい。特徴的なのは、どこに乗っていてもトップのバタ
つきが非常に少なく、LCTの効果がはっきりと感じられること。別にプレートとビンディングをアップグレードしたモデル
もありますが、このモデルは軽量なので、軽くてしっかりとしたスキーを探している方にイチ押しです（藤本）

すべてが高い次元でバランス。軽さが際立つ小まわり系モデル
ROSSIGNOL / SUPER VIRAGE VI TECH(KONECT)

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
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10％で14,410円分ポイント還元

●今季の〈TC-MT〉はスキー装着時は軽い感じだが、実際に滑走すると昨年モデルよりいっそう重厚感を感じられた。
個人的なフィーリングとしては、大まわり系のスキーの安定感に乗り味が近い。今回テストした長さが172cmとオール
ラウンドよりのため、スキーの取りまわしもしやすくロングクルージングに最適。雪面に張りつくようなフィーリングだっ
たので、177cmにサイズアップしてマスターズの技術選や斜度がなくコースの距離が短い大まわり系種目、または女
性スキーヤーの大まわり系種目で使用するのもいい（村松）
●ロングもショートも適度なグリップ感でオールラウンド性の高い一台。歴代のモデルに比べると安定感と強度が上が
り、ポテンシャルが高くなっている。特に高速域でのターンの導入がシャープで、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ため、大まわりの苦手な方にぜひ試していた
だきたい。ミドルターンベースのモデルですが、クルージングも楽しめる絶妙な味つけになっている（藤本）

高速ターンの導入がシャープ。中盤のたわみを抜けや走りにつなげられる
OGASAKA / TC-MT

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）
162
167
172
177

15.9
17.0
18.1
19.2

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

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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RC4 Z12 GW   ¥140,800（税込み） 10％で14,080円分ポイント還元

●左右非対称の構造を採用する〈アンフィビオ〉シリーズは、ターン中の左右の脚への圧配分に合わせてグリップ感を変
えています。その効果と若干センター位置が前ぎみなことも作用して、ターンのきっかけが非常につかみやすく、コント
ロール性に優れた印象があります。また、ポジションを安定させやすく、小まわりから大まわりまで気持ち良く乗れます。
センター幅が広めなため雪質への対応幅も広く、ゲレンデでのオールラウンド性が高いモデル。１日中、気持ち良く滑
りたい上級者におすすめです（藤沢）
●〈アンフィビオ〉シリーズは、スキーのインサイド側がキャンバーでハイグリップ、アウトサイド側にルーズな４Dロッ
カーを採用。左右のエッジのホールド感をスキーがコントロールしてくれるので、奇麗なターン弧を簡単に描くことが
できる。アウトサイド側のフレックスを軟らかくするためメタルが半分抜いてあるので、軽量な仕上がりになっており、ス
ムーズな操作性の高さが魅力。〈アンフィビオ〉シリーズは価格設定が低く、コスパに優れている点も魅力（押味）

綺麗なターン弧を簡単に描けるモデル。ゲレンデでオールラウンド性を求める上級者に
ELAN / AMPHIBIO 16 Ti FUSION X

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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サイズ（cm） ラディウス（m） サイドカット（mm）
160
166
172
178

13.3
14.5
15.7
17

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

XCELL14 FDT   ¥154,000（税込み） 10％で15,400円分ポイント還元

●ショートターンをベースに軽快さと剛性の高さを感じられるオールラウンドモデル。振動吸収性にも優れ、走りが軽
いというのが印象的です。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へ対応します。バランスの取れた
サイドカットからくるタッチはコントロール性も高めます。強烈なインパクトはないものの、安心、確実、快適な操作性が
最大の魅力。ターン中、適度な抵抗を受け止めるので、安定した一定のターン弧を描いてくれます（斉藤）
●〈SLR〉がフルモデルチェンジで登場。トップとテールに新たに搭載されたカーボンレースブリッジテクノロジーと、
カーボングラス、２枚のチタンレイヤーにより安定感とグリップ力が向上。カーボンならではの軽快でリズミカルな走り
と、パワフルで正確なターンを描けるバランスの良さが印象的。グリッピーな雪面コンディションの日には、食いつくよ
うなカービングのグリップ感が楽しめる。左右非対称のトップシートと滑走面のデザイン、テールのドーベルマンのグラ
フィックがかっこいい（押味）

定番モデルがフルモデルチェンジ。軽快さと走りの良さをさらにアップ
NORDICA / DORBERMANN SLR FDT

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

11.5
12.5
13
14

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

スキー単体   ¥123,200（税込み）　FM585   ¥134,200（税込み）　SR585   ¥144,100（税込み）　マーカ−rMotion2 GW   ¥159,500（税込み）

SR585の場合

Super Virage VI TECH ビンディング

DEMO model
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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。

SRT Speed D20+SRT 12   ¥216,700（税込み） 10％で21,670円分ポイント還元

●初めてストックリーをテストしましたが、予想以上の良いフィーリングでした。ヨーロッパブランドのトップ機種のイ
メージは「硬い」「強い」「たわまない」なのですが、このスキーはまったく逆のフィーリングでした。なかでもスキーのた
わみがとてもよく体感でき、たわませたぶんだけスキーがよく走る！　ただ軽快なスキーではなく、足元は重厚感があ
り、雪面に張りつきながらもすばやいターンを刻んでくれる印象です。基礎の小まわり種目などに使用することをおすす
めしたい（村松）
●SLモデルをベースにしたショート系オールラウンドモデル。回転性と安定性を併せ持ち、アイスバーンでも緩んだザ
ラメ雪でも違和感なく滑ることができた。際立った特徴はないが逆にそれが心地よく、ズレ・切れ共に、乗り手の思うま
まにコントロールできた。高級スキーだけあって各部材へのこだわりがすごい。その一つにエッジは硬質で幅があり、耐
久性に優れ、多くのチューンナップに対応している。長持ちして壊れない最強のスキー（藤本）

回転性と安定性を併せ持ち思いどおりに滑れる小まわり系オールラウンド
STÖCKLI / LASER SL

XCELL14 DEMO   ¥143,000（税込み）

SRT Speed D20+SRT 12   ¥216,700（税込み）

10％で14,300円分ポイント還元

10％で21,670円分ポイント還元

●このクラスの小まわり系モデルはどのメーカーも完成度が高く選ぶのに迷うが、このスキーは特徴的な部分が多く、
好みと感じるスキーヤーは多いのではないか。まずスキー全体が綺麗にたわみポジションをキープしやすい。ターン前
半のとらえも早く適度に加速感があるため、軽快な小まわりをリズム良く刻める。硬いプレートではないため自由度が高
く、ターン弧の調整も容易でコブも無難にこなせるので、テクニカルプライズを一台で受ける方にもおすすめです（藤沢）
●トップからテールまで綺麗にグリップする滑走感覚にブリザードらしさを感じる。数年前の〈SRC〉よりグレードアップ
した現行のスペックのほうがしっかりとした張りの強さがあり、高いスピードでも安定感を感じることができる。さらに
切れ味良くシャープに走っていく印象で、しっかりとたわませて滑ることで、このスキーの良さを引き出していけると思
う。単に軽いだけのスキーではなく強さも兼ね備えているので、歯切れ良くスキーに圧を加えながら滑りたい方におす
すめの一台（佐藤）

●ワイドボディなわりに、トップやセンターの幅を感じさせない癖のないオールラウンドスキー。SLスキーの回転性とGS
スキーの安定性を融合させ、マイルドな仕上げになっている。トップとテールのメタルに縦のスリットが入っており、このテ
クノロジーが適度なねじれを生み、硬いバーンでの振動を抑えてくれる。雪質や斜面が変わっても長時間滑っていられる
ように感じた。シニアの方やオールラウンドスキーを探している方にぜひ候補に入れていただきたい一台（藤本）
●中まわりから小まわりで気持ち良くターンできる一台。テストスキーは170cmだったが、小まわりも難なくこなせる。
たわみをしっかり感じられ、硬いバーンから軟らかいバーン、また春の湿雪などに対しても性能の変化が少なく滑るこ
とができる。スキー自体がしっかりとしているので対象レベルは中、上級者だが、エキスパートスキーヤーで前後のポジ
ションニングを意識できる方なら、このスキー本来の性能を引き出し、走るスキーを具現できる（村松）

トップからテールまで綺麗にグリップ。軽快な小まわりをリズム良く刻める

マイルドなオールラウンドモデル。雪質や斜面への対応幅の広さが魅力

BLIZZARD / FIREBIRD SRC

STÖCKLI / LASER SC

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
160
165
170

11
12

12.5
13.5

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
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高
5

 
 
 

2

スマホでお買い物

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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ターンサイズ	
スピードレンジ	
安定感
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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
170

11
11.8
12.7
13.6
14.5

120-66-98  
120-66-98
120-66-98
120-66-98
120-66-98

サイズ（cm） ラディウス（m） サイドカット（mm）
149
156
163
170
177

11.1
12.3
13.5
14.9
16.2

123-72-104 
123-72-104
123-72-104
123-72-104
123-72-104

DEMO model

石井スポーツ スキー用品ストア

石井スポーツオリジナルスキーMOCU2

2021／22シーズンの新トレンド

フラッグシップ〈ダブルフェイス〉が
さらに軽く、しなやかになって登場！

グリップウォークブーツが充実。
もう足元に余計な気を使わない！

　皆さんから要望の多かった「軽くて滑りも上質なスキー」を
キーワードに、滑ることを一日中楽しめるスキーを求めて始
まったMOCU2プロジェクト。2021／22シーズンに向けてそ
のフラッグシップ〈ダブルフェイス〉がリニューアル。さらに軽く、
さらにしなやかになって登場します。

 〈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
いることがコンセプト。新
しい〈ダブルフェイス３〉
はそのコンセプトはその
まま継承しつつ、芯材を
桐100％に変更。補強材
にカーボンとメタルを採

　ブーツを履いてゲレンデに向かっているときやレストハウス
の床などで、足元が滑ってヒヤッとした経験を持っているスキー
ヤーは少なくないはず。これはブーツのソールがロワシェルと同
じ硬いPU素材で作られているために起きることです。
　滑走時の性能はもちろん大事だけれど、足元に気を使うこと
なく歩きたい。そんなスキーヤーの欲求に応えて、この３～４
シーズン、着実に増えてきているのが「グリップウォークソール」
を採用したブーツ。各ブランド共にこのタイプのブーツの開発に
力を入れていて、例えば今季のブーツではグリップウォークソー
ル採用モデルはすでに主流。従来からのアルペンソールを採用
しているのは、レースや基礎の大会を目指す方をターゲットとす
る競技用モデルに限られているといっても過言ではない状況に
なっています。もちろん滑走中のフィーリングも十分なもの。シビ
アに性能を求めるスキーヤーを除けば、さまざまな条件のなか
で十分に滑りを堪能することができます。

用して、さらなる軽量化と性能アップを実現しました。さらにトッ
プシートを、これまでの無垢のイメージから、高級感を感じさせ
るマットブラックに変更。今までどおり木目を生かしながら、シッ
クな雰囲気を演出しています。
　オールラウンドなサイドカットはそのままなので、さまざまな
コンディションの雪のなかでロングクルーズを思う存分楽しむ
ことができるはず。数量限定なので、気になる方はお見逃しなく。

〈MOCU2〉シリーズの〈ストロベリーフィールド〉と〈カモシカ〉
も継続販売中です。

　グリップウォークソー
ル が 滑りにくい の は 、
ソールに硬質ゴムを採用し、さらに滑りにくさを考慮した溝を
入れているから。つま先側が少し上がっているために蹴り出し
やすいことも、歩きやすさにつながっています。
　かつては他のタイプのソールもありましたが、各ブランドが共
通してグリップウォークソールを採用したことで、普及が一気に
加速。それにともなってグリップウォークブーツ対応のビンディン
グも急速に充実。こちらも主流といえる状況になっています。
　速さやうまさを求めて滑りにこだわる方はアルペンソール
ブーツを選ぶべきですが、もっと気軽にスキーを楽しみたいと
いう方は、グリップウォークソール採用ブーツを検討してみては
いかがでしょうか？　ビンディングとの組み合わせなどもある
ので、選ぶ際には石井スポーツのスタッフと相談のうえお気に
入りの一足を見つけてください。

スキー単体価格：¥99,000（税込み）

10％で9,900円分ポイント還元

スマホでお買い物

サイズ:152、158、165、170cm
サイドカット:121-80-106mm
ラディウス:152cm／12.3m

158cm／13.3m
165cm／15m
170cm／16m

DOUBLE FACE 3

スキー単体価格：¥88,000（税込み）

10％で8,800円分ポイント還元

スマホでお買い物

サイズ:164、172、180cm
サイドカット:132-98-118mm

180cm／134-98-120mm
ラディウス:164cm／14.5m

172cm／16m
180cm／16m

STRAWBERRY FIELD
パウダーのなかでの浮力、雪の量や質に左右されず、軽量で操作
性が高いスキーを追求したオールマウンテンモデル

スキー単体価格：¥88,000（税込み）

10％で8,800円分ポイント還元

スマホでお買い物

サイズ:152、158、165cm
サイドカット:112-70-99mm
ラディウス:152cm／12m

158cm／13m
165cm／14m

KAMOSHIKA
コブをスムーズに滑り降りることを追求。コブはもちろん、整地で
のショートターンがしやすい小まわり系オールラウンドモデル

TOPICS ヨドバシ・ドット・コム内「石井スポーツ スキー＆スノー用品ストア」では、スキー板はビンディングとセット販売になります。
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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。

スマホでお買い物

ATOMIC
REDSTER J9 RS J-RP2

アトミックのJr.エキスパートモデル。大
人同様フルサイドウォールを採用し、
トップからテールにかけての自然な
たわみを引き出しています。ウッドに
は軽量なライトウッドコアを使用し、
操作性を高め、足元にはJr.インター
フェースプレートを装着。このプレー
トにより高速での安定感と加速を可
能にしています。

COLT 7 GW

10％で5,390円分ポイント還元
¥53,900（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）

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

操作性
安定感

おすすめ度
	
3

	
4

	
2

普通	
普通	
1

高
高
5

スマホでお買い物

NORDICA
DOBERMANN COMBI PRO S FDT

各メーカーに比べひときわ板の強さ
を感じるのがこのノルディカのスキー
板。フルキャンバー構造により板の剛
性を高く感じます。そのため非常に滑
走力が高い。サイズレンジも162cm
まで用意されているため、同世代の
なかでも体格の大きいジュニアやパ
ワーのあるジュニアにはぜひともお
すすめしたい一台です。

JR 7.0 FDT

10％で6,050円分ポイント還元
¥60,500（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	 104-69-91
110	 8	 106-69-91
120	 9	 111-69-91
130	 10	 113-69-93
140	 11	 116-70-96
150	 12	 118-70-98
162	 14.5	 119-71-99

操作性
安定感

おすすめ度
	
3

	
4

	
2

普通	
普通	
1

高
高
5

スマホでお買い物

よりターン後半での滑走力を感じた
のがこの一台。板自体のポテンシャル
が非常に高いのか、ターン後半にしっ
かりとテールが雪面をつかんでいる
印象です。自身で板をコントロールし、
動かしていくことができるジュニアに
ぜひ乗ってもらいたい一台です。

BLLIZARD
FIREBIRD COMP.JR
FDT JR 7

10％で5,720円分ポイント還元
¥57,200（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	 104-69-91
110	 8	 106-69-91
120	 9	 111-69-91
130	 10	 113-69-93
140	 11	 116-70-96
150	 12	 118-70-98

操作性
安定感

おすすめ度
	
3

	
4

	
2

普通	
普通	
1

高
高
5

スマホでお買い物

今年はデザインを一新したエラン。芯
材には〈チャンネルウッドコア〉を採
用。芯材のバランスを調整することに
より足元からトップ、テールにかけて
均一にたわみを引き出すことができ
ます。低速時や悪雪時など板のたわみ
を引き出しにくい環境下で汎用性の
高いモデルに仕上がっています。

ELAN
RC ACE

10％で4,290円分ポイント還元

EL7.5 GW SHIFT BLK
¥42,900（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）

130	 9	 115-70-100
140	 10.4	 115-70-100
150	 11.9	 115-70-100

操作性
安定感

おすすめ度
	
3

	
4

	
2

普通	
普通	
1

高
高
5

スマホでお買い物

SALOMON
S/RACE RUSH Jr+L6 GW

エキスパートモデルではロッカー形状
があるなか、キャンバー構造のしっか
りさが伝わる一台。側面もフルサンド
ウィッチ、フルサイドウォール構造。強
さのなかにしなやかさも兼ね備えて
いるのがうかがえます。足元のプレー
トはセパレートタイプになっているの
で、ターン始動時になめらかに力を伝
えていくことができます。

L6 GW

10％で5,500円分ポイント還元
¥55,000（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）

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

操作性
安定感

おすすめ度
	
3

	
4

	
2

普通	
普通	
1

高
高
5

スマホでお買い物

ROSSIGNOL
HERO JUNIOR MULTI-EVENT(XPRESS JR)

Jr.エキスパートのなかでは一番使いや
すさが感じられる一台。重量も比較的
軽量なため、取り回しもしやすいのが特
徴。キャップ構造によりパワー伝達がし
やすく少ない力でも板全体にパワーを
伝えていくことができます。エキスパート
モデルのなかでの最初の一台におすす
め。体格がまだできあがっていないジュ
ニアにもいいのではないでしょうか。

XPRESS 7 GW B83 BLACK

10％で3,960円分ポイント還元
¥39,600（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）

140	 11.5	 111-67-94
150	 NODATA	 NODATA
160	 NODATA	 NODATA

操作性
安定感

おすすめ度
	
3

	
4

	
2

普通	
普通	
1

高
高
5

スマホでお買い物

VÖLKL
RACETIGER JUNIOR PRO

トップロッカー形状を採用している
ジュニアエキスパートモデル。ターン
導入がしやすく優しさのある一台。ま
たエキスパートモデルのなかでもサ
イドカーブが小さくセッティングされ
ているため、クイックな動きにも対応
しやすい。レベルの上達に合わせて板
の性能を引き出しやすい一台です。

7.0 vMOTION JR. R

10％で5,500円分ポイント還元
¥55,000（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）

120	 7.5	 117-70-98
130	 9	 117-70-98
140	 9.7	 121-70-102
150	 11.2	 121-70-102
160	 13	 121-70-102

操作性
安定感

おすすめ度
	
3

	
4

	
2

普通	
普通	
1

高
高
5

スマホでお買い物

HEAD
WORLDCUP I.RACE TEAM JRS

ジュニアのなかでもターン後半の安
定感の評価が高いのがこのHEADで
はないでしょうか。フルウッドコア、フ
ルサイドフォールを採用し、使いやす
さのなかに高い高速安定性を備えて
います。滑走時の板のバタつき、加速
感に少し悩まれているジュニアはぜ
ひ乗ってもらいたいスキーです。

JRS 7.5 GW CA Brake 78[H]

10％で 6,600円分ポイント還元
¥66,000（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）

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

操作性
安定感

おすすめ度
	
3

	
4

	
2

普通	
普通	
1

高
高
5

スマホでお買い物

OGASAKA
TC-J

国産ブランドとして人気のOGASAKA。
TC-Jはそのなかでのジュニア技術選
をメインにした一台。今年のモデルは
昨年度までのシェルトップ構造からサ
ンドウィッチ構造に変更したことによ
り、トップからテールにかけて長く板を
使っていくことができます。対象年齢も
広いオールラウンドモデル。

10％で5,830円分ポイント還元

JRS7.5 GW CA WT/BK
¥58,300（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）

130	 10.4	 106-66-91
140	 12.3	 106-66-91
150	 14.3	 106-66-91
160	 16.5	 106-66-91

操作性
安定感

おすすめ度
	
3

	
4

	
2

普通	
普通	
1

高
高
5

スマホでお買い物

FISCHER
THE CURV PRO

非常にバランスの取れたオールラウ
ンドモデル。フィッシャー特有の使いや
すさがジュニアにも落とし込まれてい
る印象です。しかし単に使いやすいだ
けではなく、そのなかにもバタつきを
抑える安定感がしっかり組み込まれて
います。難しい雪質でもオートマチッ
クにコントロールしてくれる一台。

10％で5,500円分ポイント還元

FJ7 GW AC SLR Brake 78[H]
¥55,000（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）

110	 NODATA	 NODATA
120	 NODATA	 NODATA
130	 NODATA	 NODATA
140	 10.5	 116-72-102
150	 NODATA	 NODATA
160	 NODATA	 NODATA

操作性
安定感

おすすめ度
	
3

	
4

	
2

普通	
普通	
1

高
高
5

ATOMIC
REDSTER JR 60 RS
10％で2,959円分ポイント還元
¥29,590（税込み）

スマホでお買い物

足入れも良く、足あたりの
良いジュニアエキスパート
モデル。

サイズ：18/18.5-26/26.5cm
ラスト：	JR　
フレックス：60　
対象：エキスパート

足入れ
しやすい

DALBELLO
DRS 60
10％で2,970円分ポイント還元
¥29,700（税込み）

スマホでお買い物

指先周りの押さえがしっか
り効いている一足。ラスト
もよりタイトに仕上がって
います。

サイズ：19.5-26.5cm
ラスト：90mm　
フレックス：60
対象：エキスパート 指先周りを

しっかり抑える

SALOMON
S/RACE 60T L
10％で3,300円分ポイント還元
¥33,000（税込み）

スマホでお買い物

カフの高さを抑えており、
フレックスに対して足元を
動かしやすい一足。

サイズ：22/22.5-25/25.5cm
ラスト：KID　
フレックス：60
対象：エキスパート

カフの高さが
低め

FISCHER
RC4 70 JR.THERMOSHAPE
10％で3,960円分ポイント還元
¥39,600（税込み）

スマホでお買い物

ジュニアブーツでもイン
ナーの熱成型が可能に
なっている一足。非常に足
の収まりが良い。

サイズ：21.5-24.5cm
ラスト：99mm
フレックス：70
対象：エキスパート

インナーの
熱成型が可能

LANGE
RSJ 65
10％で3,190円分ポイント還元
¥31,900（税込み）

スマホでお買い物

カカト周りの絞りがしっか
りしている一足。足の細い
ジュニアにも最適です。

サイズ：19.0-27.5cm
ラスト：	JR　
フレックス：65
対象：エキスパート 足の細い

ジュニア向け

NORDICA
DOBERMANN GP 60
10％で3,520円分ポイント還元
¥35,200（税込み）

スマホでお買い物

タイトなブーツというより
ホールド力が高いと感じる
一足。高い剛性感を感じま
す。

サイズ：19.0-27.5cm
ラスト：	100mm
フレックス：60　
対象：エキスパート

ホールド力が
高い

REXXAM
LIVE-60
10％で3,190円分ポイント還元
¥31,900（税込み）

スマホでお買い物

インナーが柔らかく、足馴
染みのいい一足。幅広い
層に使用できる国産モデ
ル。

サイズ：22.0-24.5cm
ラスト：MEDIUM　
フレックス：60
対象：エキスパート

インナーが
柔らかい

国産モデル

BOOTSJr ブーツを選ぶ際はしっかりと採寸したうえでサイズを決めましょう。スキー同様、ジュニア
の時期はサイズが変わりやすいので適正なサイズを選びましょう。そして身長、体重、ス
キーレベルを考慮して子供に合ったフレックスを決めることが上達への近道です

ブーツはフレックス、体格をポイントに選びましょうSKIJr 石井スポーツ
カンダコンペカン
君島瑠

ジュニアの時期は体格も変わりやすく、成長速度も十人十色です。スキーレベル、体格を考慮し、無理のない
スペックを選んでいきましょう。ハイスペックすぎるものはスキーレベル向上の妨げになるので注意が必要

スキーは操作性、安定感をポイントに選びましょう

HEAD
RAPTOR 60
10％で2,640円分ポイント還元
¥26,400（税込み）

スマホでお買い物

全体的に少し余裕がある
印象。足にボリュームがあ
るジュニアに最適な一足。

サイズ：21.0-26.5cm
ラスト：	JR　
フレックス：60
対象：エキスパート

足に
ボリュームのある

ジュニア向け

JU
N

IO
R

JU
N

IO
R
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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。

7769
（ブラック/

ノックアウトピンク）

4003
（サーフザウェブ	/ブラック/

ネオングリーン）

ポップで可愛らしいプリントタイプのジャケット＆パンツ。発熱素材〈ブレス
サーモ〉を使用し少ない量の中綿で軽く防水性にも優れています。大人用に
も劣らないハイスペックなジュニアスキーウェア。

スマホでお買い物

Jr.SKI PRINT PARKA
10％で3,300円分ポイント還元
¥33,000（税込み）

全3色　130-160cm

スマホでお買い物

Jr.SKI PRINT PANTS
10％で2,750円分ポイント還元
¥27,500（税込み）

全3色　130-160cm

防水性と透湿性を併せ持つポリエステル２層構造生地を使用した中綿入り
のジュニアスキージャケット＆パンツ。シンプルな合わせやすいデザインで、胸
の切り替えがスポーティ。ジャケットには取り外し可能なフードを採用し、袖部
分にサイズ調節機能〈ノビッコ〉、左袖にクリアウインドウパスケースを装備。パ
ンツは股下にサイズ調節機能〈ノビッコ〉を装備。

スマホでお買い物

Jr. Stream Jacket
10％で2,860円分ポイント還元
¥28,600（税込み）

全3色　130-160cm

スマホでお買い物

Jr. Stream Pants
10％で1,980円分ポイント還元
¥19,800（税込み）

全2色　130-160cm

DESCENTE GOLDWIN

Ski Jacket Lachaux K RT

スマホでお買い物

10％で3,850円分ポイント還元
¥38,500（税込み）

全1色　128/140/152/164cm

子供やティーン、女性向けのオーストリアアルペンスキーナショナチームの
レプリカスキージャケットとパンツ。赤色の切り返しと白のファスナーが鮮や
かなアクセントｓでアグレッシブなデザイン。ショッフェルオリジナル防水生地
〈Venturi	Stretch〉を採用。動きやすさと快適性を高次元で実現。袖に止水
ファスナー付きパスポケット、クリーナー付きゴーグルポケットも装備。背面下
部にÖSV	(Austrian	ski	team)のロゴプリントを配置。

Stretchpants Zip1 K RT

スマホでお買い物

10％で3,300円分ポイント還元
¥33,000（税込み）

全1色　128/140/152/164cm

WEARJr GLOVESJr

PROTECTORJr

POC
POCITOVPD AIRVEST
10％で1,430円分ポイント還元
¥14,300（税込み）

スマホでお買い物

蛍光カラーが目を引く
POCの〈POCITO〉シリー
ズ。小さな子供の身体を
しっかり守ります。

S/M/L　全3色　
ベストタイプ
対象：小学校以上～

MARKER
BODY VEST MAP 2.0
10％で1,210円分ポイント還元
¥12,100（税込み）

スマホでお買い物

スキーのレベルアップとと
もに身体をしっかり守りま
しょう！　コンパクトにまと
まるので持ち運びも便利。

全1色　
S(130-145㎝)/L(145-160㎝)	
ベストタイプ
対象：小学校以上～

ATOMIC
LIVE SHIELD AMID JR
10％で1,749円分ポイント還元
¥17,490（税込み）

スマホでお買い物

使わないときはクルクル小
さくまとまります。ウエスト
ベルトでしっかりフィットさ
せることができます。

全1色　S/M/L　
ベストタイプ/ウエストベルト付
対象：小学校以上～

Fluorescent	Pink BKRD RED

919（Pink	Print）

REUSCH
RS JUNIOR
10％で1,265円分ポイント還元
¥12,650（税込み）

スマホでお買い物

しっかりした牛革で耐久性
にも優れたグローブ。大人
モデルもあるので、家族で
お揃いはいかがですか？

全1色　5.0/6.0/7.0	
レース/レザー
対象：小学校以上～

REUSCH
BE THE ONE R-TEX XT
JUNIOR LOBSTER
10％で693円分ポイント還元
¥6,930（税込み）

スマホでお買い物

ロブスター（３指）タイプの
ニューモデル。保温力◎、
握りやすさ◎、カッコよさ
◎の優秀グローブです。

全1色　4.0/5.0/6.0
ロブスタータイプ（３指）
対象：小学校以上～

REUSCH
BOLT GTX JUNIOR
10％で594円分ポイント還元
¥5,940（税込み）

スマホでお買い物

〈GORE-TEX〉採用のおす
すめグローブ。しっかり滑
るジュニアスキーヤーか
ら、雪遊びまで、濡れにくく
あたたかい安心のモデル。

全4色　4.0/5.0/6.0
GORE-TEX/５指
対象：小学校以上～

REUSCH
TORBY R-TEX XT 
JUNIOR
10％で594円分ポイント還元
¥5,940（税込み）

スマホでお買い物

ストレッチ性に優れた素材
を使用し、柔らかい握り心
地でスキーも雪遊びも楽
しめるグローブです。

全4色　4.0/5.0/6.0　5指
対象：小学校以上～

REUSCH
KADIR DOWN R-TEX 
XT MITTEN
10％で495分ポイント還元
¥4,950（税込み）

スマホでお買い物

抱っこのベビーからの未就
学児におすすめのグロー
ブ。ダウン、ストレッチ素材、
防水と文句なしの一点。

全4色　Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ/Ⅳ	
ダウン/ミトン
対象：未就学～

HESTRA
CZone 3-Finger Jr
10％で770円分ポイント還元
¥7,700（税込み）

スマホでお買い物

３フィンガーグローブと言
えばHESTRA！　子供にも
HESTRAのよさを知ってい
ただける一点。

全4色　3/4/5/6/7
ロブスタータイプ（３指）	
対象：小学校以上～

7810（ブラック/ホワイト/フルオレッド）

7687
（ブラック/ブラックメランジ/

ブリリアントブルー）

469（Mustard	Print）

7680
（ブラック/ブラックメランジ/

ファイアーレッド）

930030
（Fuchsia/Ivory）

WK(ホワイト/ブラック）

7810
（ブラック/ホワイト/フルオレッド）

350（ピンクグロー）

機能性は大人用並み、デザインも大人用とお揃いで選べます。用途に合わせ
て、親子レーサーもファミリースキーヤーも仲良くお揃いでそろえてみては

ジュニアウェアの機能性は大人並み！

雪遊びに夢中になる子供たち、レベルアップを目指す子供たちにぴったりなグローブを
おすすめします。かならず手を入れてサイズを確認して選びましょう

グローブは必ず試着してから選びましょう

安全のために着用するため、
成長を見越して大き目を選
ぶのはNG。試着をして身長
や体格に合ったサイズを選び
しましょう

プロテクターは
体にあったサイズを
選びましょう

未来のレーサーのために、運動性を追求したジュニアスキージャケット＆パ
ンツ。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
なる運動性を実現。パンツにはブーツを履いたままでも着脱がしやすい斜め
ファスナーを採用。耐水圧10,000mm、透湿性4,000g/m2/24h（A-1）。

スマホでお買い物

S.I.O Jr. 
INSULATED JACKET
10％で3,300円分ポイント還元
¥33,000（税込み）

全2色　130-160cm

REUSCH
WORLDCUP WARRIOR 
R-TEX XT JUNIOR
10％で1,375円分ポイント還元
¥13,750（税込み）

スマホでお買い物

本格的レーシンググロー
ブ！！　どんどんスキーレ
ベルを上げて行くお子様
にはコレです！！

全1色　4.0/5.0/6.0	
レース/ナックルプロテクト
対象：小学校以上～

290240
（Navy/Turquoise）

本格
レーサー向け

蛍光カラー

濡れにくい

3指タイプ

柔らかい

雪遊び向け

3指タイプ

牛革で丈夫

持ち運びに
便利 小さくまとまる

ポップなデザイン

サイズ調整
可能

オーストリア
チームレプリカ

スマホでお買い物

S.I.O Jr. FULL ZIP 
INSULATED PANTS
10％で2,970円分ポイント還元
¥29,700（税込み）

全2色　130-160cm

GORE-TEX

HESTRA
Baby Zip Primaloft Long
10％で605円分ポイント還元
¥6,050（税込み）

スマホでお買い物

柔らかい着用感は小さな
子供の雪遊びに最適です。
〈Primaloft〉を使用し、保
温に優れたアイテム。

全4色　1/2/3
Primaloft/ミトン
対象：ベビー～未就学	

6605（グレイメランジ）

ベビーにも！

SCHOFFEL MIZUNO

レーサー向け

JU
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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。

GOGGLEJr

HELMETJr

子供の顔にフィットする、ヘルメットとの相性の良いゴーグルを選ぶのは
もちろん、快適にスキーを楽しめるレンズカラーも重要です

見やすさ、フィット感、視界の広さを確認しましょう

レッド（ゴールドミラー×グレイ）

ブルー
（ブルーミラー/ブルー）

アンスラサイト
（レッドミラー/レーザーゴールドライト）

ホワイト
（ピンクミラー/レーザーゴールドライト）

ホワイト（ピンク）

かならず被ってサイズを確かめましょ
う。ゴーグルとの相性もありますので、
一緒に選ぶことをおすすめします

サイズ、重さを
確かめてから選びましょう

柔らかい

スマホでお買い物

大きめのレンズが子供の視界を広
げてくれます。ヘルメット《POCITO	
OBEX	MIPS》と合わせてカッコよく
使えます。

POC
POCITO OPSIN 
10％で1,100円分ポイント還元
¥11,000（税込み）

全4色　ダブルレンズ/ヘル
メット対応	
対象：小学校以上～

FLOWER	DATA	MOSH
（Amber	Rose）

ORANGE	COVER	UP
（Amber	Rose) ポップな

デザイン

視界が広い

Ombre	Red(Red	Solex）

ミラーレンズ

8233
（Fluorescent	Blue）

大きめレンズ

スマホでお買い物

一新されたGIROのジュニアゴーグル。GIROらしい
ポップなデザインは子供のスキーを楽しくしてくれる
はず。

10％で880円分ポイント還元
¥8,800（税込み）

全6色　
ダブルレンズ/ヘルメット対応
/眼鏡対応	
対象：小学校以上～	

GIRO
STOMP 

ミラーレンズにあこがれる子供に人気のゴーグル。カ
ラーバリエーションが豊富なので好きな色を選べる
のもうれしい！

スマホでお買い物10％で640円分ポイント還元
¥6,400（税込み）

全10色　
ダブルレンズ/ミラーレンズ/
ヘルメット対応	
対象：小学校以上～

ANON
Tracker2.0Goggles-AsianFit 

スマホでお買い物

《STOMP》同様、キッズゴーグルも新しくなりました。
レンズは見やすいローズ系。ヘルメットと合わせて選
ぶのがおすすめ。

GIRO
BUSTER 
10％で660円分ポイント還元
¥6,600（税込み）

全6色　
ダブルレンズ/ヘルメット対応
/眼鏡対応	
対象：小学校以上～

BLUE	FACES（Amber	Rose)

GLAZE	BLUE	COVER	UP（Amber	Rose）

見やすい
レンズカラー

ピンクコンフェティマット
（ライトミラーシルバー/
レーザーゴールドライト）

ターコイズマット
（グレイ/ブルーミラー）

チャコールネオンマット
（グレイ/シルバーミラー）ブルーマット（ライトミラーブルー/

レーザーゴールドライト）

ホワイト/ブラックマット（ライトミラーブ
ルー/レーザーゴールドライト）	

スタイリッシュなマットカラーで、大人っぽくカッコよく
決まります。安全面だけでなく、装着感の良さも◎

ALPINA
ZUPO VISOR 

スマホでお買い物10％で1,980円分ポイント還元
¥19,800（税込み）

全4色	
51-55㎝/54-58㎝	
バイザー	
対象：小学校以上～

しっかりしたハードシェルタイプで、ベンチレーション
を備え、機能が満載のニューモデルです。

UVEX
rocket jr.visor 

スマホでお買い物10％で1,980円分ポイント還元
¥19,800（税込み）

全3色　
51-55㎝/54-58㎝
バイザー
対象：小学校以上～

マットカラー

ハードシェル

WHITE

GREEN

Aruba

Pop	Blue	Mat

簡単にレンズの上げ下げができ、フィット感にも優れ
たモデル。未就学児から使えます。

ATOMIC
SAVOR VISOR JR 

スマホでお買い物10％で1,529円分ポイント還元
¥15,290（税込み）

全4色　XS（48-52㎝）/
S（51-55㎝）	
バイザー/550g（XS）
対象：未就学～

バイザーヘルメットながら、非常に軽いのが特徴。
被っていても快適です。

SALOMON
GROM VISOR 

スマホでお買い物10％で1,540円分ポイント還元
¥15,400（税込み）

全5色	
KS/KM/KL	
バイザー	
対象：小学校以上～

軽いバイザー レンズ
上げ下げが楽

ブルー/イエローマット

ブラックマット

ホワイト/ピンクマット

装着感のよいヘルメット。ゴーグルとの相性もよく、
好評いただいているモデル。

UVEX
heyya pro 

スマホでお買い物10％で990円分ポイント還元
¥9,900（税込み）

全4色	
51-55㎝/54-58㎝	
ハーフ	
対象：小学校以上～

装着感よし

迷ったらこのモデルを選べば間違いなし。被り心地の
よいレースヘルメットです。

SWANS
H-70FIS  

スマホでお買い物10％で1,760円分ポイント還元
¥17,600（税込み）

全3色　
51-54㎝	
レース/FIS/620g	
対象：小学校以上～

カラー豊富な《VULCANO》。レーサーだけでなく、安
全に滑りたい、今後レースに出てみたい子供に選ん
でもらいたい1点。

BRIKO
VULCANO FIS 6.8 JR 

スマホでお買い物10％で2,640円分ポイント還元
¥26,400（税込み）

全6色　XS（48-52㎝）/
ＳＭ（53-56㎝）	
レース/FIS	
対象：小学校以上～

POCの新しいレースヘルメット。小学生以上のレー
サーにおすすめです。

POC
SKULL DURA JR 

スマホでお買い物10％で2,750円分ポイント還元
¥27,500（税込み）

全2色　XS-Ｓ（51-54㎝）/
Ｍ-Ｌ（55-58㎝）	
レース/FIS	
対象：小学校以上～

8149
（HYDROGEN	WHITE/
FLUORESCENT	PINK）

A0Q
（シャイニーオレンジ	ブラック）

A0W
（インパクトブルー	シルバー）

8395
（HYDROGEN	WHITE/
FLUORESCENT	
YELLOW	GREEN)

ホワイト×レッド

レース
予備軍も

レース用

レース用

〈MIPS〉を搭載しリニューアルされたモデル。ポップ
なカラーと機能が子供の安全を守ります。

POC
POCITO 
OBEX MIPS

スマホでお買い物10％で2,420円分ポイント還元
¥24,200（税込み）

全4色　XXS（48-52 ㎝）/
XS-S（51-54cm）/M-L

（55-58㎝）　ハーフ/MIPS	
対象：未就学～

〈MIPS〉を搭載し、大人と同じデザイン､機能を持った
軽量ヘルメットです。

GIRO
NEO JR MIPS 

スマホでお買い物10％で2,200円分ポイント還元
¥22,000（税込み）

全1色　S（52-55.5㎝）/
Ｍ（55.5-59㎝）	
ハーフ/MIPS	
対象：小学校以上～	

超軽量！　被り心地も良く、しっかり頭部を守ります。
ヘルメットが苦手な子供も嫌がらずスキーを楽しめ
るはず。

SWANS
H-56

スマホでお買い物10％で880円分ポイント還元
¥8,800（税込み）

全3色	
51-54㎝	
ハーフ/310g	
対象：小学校以上～

イエローグリーン

8234
（FluorescentYellow）

9050
（FluorescentOrange）

Matte	White

ピンク

軽量

MIPS搭載

MIPS搭載

軽量
Matte	Bright	Orange

新しくなったGIROのキッズヘルメット。ついに
〈MIPS〉を搭載して登場です。

GIRO
SPUR MIPS 

スマホでお買い物10％で1,430円分ポイント還元
¥14,300（税込み）

全3色　XS（48-52㎝）/
S（51-55㎝）	
ハーフ/MIPS	
対象：未就学～

〈MIPS〉なしのキッズヘルメット。未就学児から使用
できます。

GIRO
SPUR 

スマホでお買い物10％で1,100円分ポイント還元
¥11,000（税込み）

全7色　XS（48-52㎝）/
S（51-55㎝）	
ハーフ	
対象：未就学～

〈MIPS〉なしのタイプの軽量ヘルメット。

GIRO
NEO JR 

スマホでお買い物10％で1,540円分ポイント還元
¥15,400（税込み）

全7色　S（52-55.5㎝）/
Ｍ（55.5-59㎝）	
ハーフ
対象：小学校以上～

Matte	Graphite
（Bright	Red）

Matte	Glaze	Blue

Matte	Bright	Pink

MIPS搭載 Matte	Black

未就学児OK

視界が広く、着用感にも優れたゴーグル。小学校中
学年くらいの子供へおすすめしたいモデル。

SWANS
140-MDH 

スマホでお買い物10％で660円分ポイント還元
¥6,600（税込み）

全3色
ダブルレンズ/ミラーレンズ/
ヘルメット対応
対象：小学校以上～

フレーム、レンズが柔らかく、小さなキッズの顔にも
フィットします。

UVEX
slider FM 

スマホでお買い物10％で979円分ポイント還元
¥9,790（税込み）

全3色	
ダブルレンズ/ミラーレンズ/
ヘルメット対応	
対象：小学校以上～

小さめでミラーレンズならこのゴーグルが最適。顔との
フィット感がよく、ヘルメットとの相性もばっちりです。

ALPINA
PHEOS JR HM 

スマホでお買い物10％で990円分ポイント還元
¥9,900（税込み）

全3色　
ダブルレンズ/ミラーレンズ/ヘ
ルメット対応	
対象：小学校以上～

フィット感よしブラック（HMオレンジ）

9085
（Fluorescent	Pink）

Camo	Green（Green	Amber）

ローズ（HMピンク）

Matte	Trim	Blue

レッド/シアンマット
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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。

DESCENTE

　4WAYストレッチ素材を採用し、運動性・快適性をベースに表現力を追求し
たジャケットは、表現力のある大胆なバイカラーデザインと運動性能の向上を
目的に開発したミニマムパターン「S.I.O」をベースに構築。とても動きやすく滑
りやすいのが最大の特徴だ。衣服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搭載。フロントジッパー部分は、ミッドレイ
ヤー着用時のもたつきによる運動性の低下を防ぐためデュアルジップ仕様を
採用している。パンツもまた、4WAYストレッチ素材を採用したミニマムパターン

「S.I.O」がベース。スピードを重視するデモンストレーター用に開発された、無
駄のない細身のシルエットが特徴。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している。

イメージどおりの表現を可能にする
運動性と快適性に優れたウェア

　4WAYストレッチ素材を採用し、運動性を追求したスキージャケットは、
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
る運動性を実現。目をひくグラフィックパターンは、ブランドアイデアである

「RISING LINE」をベースに、雪面や吹雪を感じさせる表現に。4WAYスト
レッチ素材を採用したミニマムパターン「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と、ジャケットと
同様に表現力のある「RISING LINE」のブリザードパターンで個性を際立
たせる。そして、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している。

デサントが生み出す高機能ウェアは美しく
そしてスマートな滑りを導く

　優れた運動性・快適性をベースに表現力を追求したジャケット＆パンツ
は、独自開発した素材、4WAYストレッチ素材を採用。80年代の大胆なデザ
インを採用し、より美しい滑りを追求するための構造とシンプルなデザイン
で汎用性を持つモデルとなっている。ジャケットは、衣服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搭載。パンツ
も、昨年からベンチレーションを追加し、アップデートを図っている。着心地
という点でもさらに進化し、ジャケットはフロントジッパー部分にミッドレイ
ヤ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
ルジップ仕様を採用。保温性も高く、ウエストを圧迫しないビブ仕様は、スト
レスのない着心地がトップライダーからも高い評価を得ている。

美しい滑りと快適な着心地が
ストレスなく共存する

 「強さと美しさを機能で表現」をコンセプトに、デサントが独自に開発を続け
るデザインパターン『S.I.Oコンセプト』は、さらなる進化を遂げた。滑走中の
力強さ、美しさを、デザインのみならず機能で表現することを追求し続け、日
本のみならず、世界屈指のプレミアムアルパインブランドとして高い支持を得
ているデサント。スイスアルペンナショナルチームをはじめ、日本のトップデモ
ンストレーターたちから高い支持を集めるウェアの進化は止まらない。

美しく洗練された滑りをもたらす
ミニマムパターン「S.I.O コンセプト」

Skier_Yui SUNOHARA
Photo_Hiroshi YATABE
SAJ令和3承認第00221号

Skier_Ryu TAKEDA
Photo_Hiroshi YATABE
SAJ令和3承認第00218号

Skier_Takao MARUYAMA
Photo_Hiroshi YATABE
SAJ令和3承認第00219号

Skier_Takaya KATAOKA
Photo_Hiroshi YATABE
SAJ令和3承認第00222号

Skier_Naoki SUGAWA
Photo_Hiroshi YATABE
SAJ令和3承認第00223号

DWUSJD51
S.I.O INSULATED SLIM PANTS / TECHNICAL
￥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

DWUSJK51
S.I.O INSULATED JACKET / TECHNICAL
￥44,000（税込み）

SSS～XXO
全6色

10％で4,400円分ポイント還元
スマホでお買い物

DWUSJD55V
S.I.O INSULATED PANTS / BLIZZARD
￥36,300（税込み）

SSS～XO-77
全8色

10％で3,630円分ポイント還元
スマホでお買い物

DWUSJD53
S.I.O DEMONSTRATOR BIB PANTS
￥47,300（税込み）

SSS～XO-77
全8色

10％で4,730円分ポイント還元
スマホでお買い物

DWUSJK54
S.I.O INSULATED JACKET / BLIZZARD
￥49,500（税込み）

SSS～XXO
全5色

10％で4,950円分ポイント還元
スマホでお買い物

DWUSJK53
S.I.O INSULATED JACKET / TECHNICAL
￥57,200（税込み）

SSS～XXO
全5色

10％で5,720円分ポイント還元
スマホでお買い物
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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。

Goldwin

G01300P
ARRIS JACKET
¥80,300（税込み）

S～XL
全3色

10％で8,030円分ポイント還元

スマホでお買い物

G11321P
ATLAS JACKET
¥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

G31321P
ATLAS PANTS
¥38,500（税込み）

XXS～3XL
全7色

10％で3,850円分ポイント還元

スマホでお買い物

G11323P
BARO JACKET
¥42,900（税込み）

XXS～3XL
全10色

10％で4,290円分ポイント還元

スマホでお買い物

G31322BP
BARO PANTS
¥33,000（税込み）

XXS～3XL　全10色
10％で3,300円分ポイント還元

スマホでお買い物

G11322P
STREAM JACKET
¥47,300（税込み）

XXS～3XL
全4色

10％で4,730円分ポイント還元

スマホでお買い物

G31322AP
BARO 2T CLR PANTS
¥33,000（税込み）

XXS～3XL
全4色

10％で3,300円分ポイント還元

スマホでお買い物

G31301P
ARRIS PANTS
¥57,200（税込み）

S～XL
全3色

10％で5,720円分ポイント還元

スマホでお買い物

GW11362P
PARTHENOS JACKET
¥60,500（税込み）

S～XL
全2色

10％で6,050ポイント還元

スマホでお買い物

GW31360P
PARTHENOS BIB
¥46,200（税込み）

S～XL
全2色

10％で4,620円分ポイント還元

スマホでお買い物

都市に暮らし、週末は自然のなかへ。スタイルを持ち、モノにこだわる。新しくゴールドウイン
が提案する「Ski」コレクションは、自由を手に入れた大人が豊かな人生を謳歌するために、ア
ウトドアの合理性を追求したフォルムや快適性・利便性と、シンプルで飽きのこないデザインの
融合。スキーのスピード感のなかに生まれる一瞬の緊張感と対峙するため、信頼できるギアや
ウェアの長い歴史の中で培った確かな機能性と、洗練されたファッション性がストレスなく共存
している。そして、これまでゴールドウインがスキーと共に歩んできた経験が導き出すウェアは、
価値のある上質なライフスタイルとクロスオーバーしていく。

長い歴史で培った確かな機能性と
洗練されたファッション性が共存

「軽さが抜群で長時間着用していても重さ
を感じないのが特徴です。パンツはサイド
ジップ仕様になっているため、バックカン
トリーのハイク時には全開にすることがで
き、かなり涼しく快適！　太すぎないシル
エットで動きやすさも◎（河野克幸）」

Skier / Katsuyuki KONO

「ジャケット、パンツ共に程よい
ゆとりがあって動きやすく、オー
ルシーズン着られるウェアです。
アースカラーのウェアはゲレン
デでも映えること間違いなしです

（兼子稔）」

Skier / Minoru KANEKO

「全体的にゆったり目で少し丈もあるの
とても気やすいウェアです。パンツもゆっ
たり目ですが邪魔になることなく、快適
に滑ることができます。軽くて保湿性もあ
り、さまざまな方におすすめできるウェア
です（渡部秀文）」

Skier / Hidehumi WATANABE

「ジャケットの切り替えとパンツの切り
替えのコンビネーションが見栄えする
ウェアです。シルエットもよくスポーティ
な感じがいいですね。重量も軽くチー
ムでそろえたらとても格好良いと思い
ます（吉岡大輔）」

Skier / Daisuke YOSHIOKA
「お気に入りのウェアです。今までの
レディースウェアになかった新しいシ
ルエットが特徴です。 パンツ（ビブ）の
サイドポケットが使い勝手がよく、い
ろいろなジャケットに合わせられます

（大場朱莉）」

Skier / Akari OBA
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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。

PHENIX MIZUNO

PFB72OT05
Phenix Team Jacket
￥59,400（税込み）

XS〜3XL
全4色

10％で5,940円分ポイント還元

スマホでお買い物

PFB72OB05
Phenix Team 3-D Pants
￥39,600（税込み）

XS〜3XL
全4色

10％で3,960円分ポイント還元

スマホでお買い物

10％で5,060円分ポイント還元10％で5,060円分ポイント還元 10％で3,850円分ポイント還元10％で3,850円分ポイント還元

　腕から脇、そして膝部分に入った独創的な
カラーブロックによって、立体感のある滑りを
表現できます。特に腕と膝は動きの重要なポイ
ントで、切り返しが入っていることによって、よ
り動きをアピールすることができます。生地は
ストレッチのある素材でとても着心地がよく、
複雑な身体の動きにも柔軟にフィットしてくれ
ますし、ベンチレーションによりな着心地が嬉
しいです。ヘルメットにも対応しているフードサイズで、降雪時にも首周りを
保護してくれます。また、袖のベルト部分が従来のモデルよりも締めやすく
なり、グローブとの密着度を高めてくれたりと、機能面も洗練された構造と
なってます。

滑りを美しく魅せる
デザインが特徴的なphenix

　フェニックスが定義する美しいライディングの要、“堂々としたライディン
グ”を実現するために、動きを妨げない軽量なストレッチ素材を開発。さら
に、中綿や裏地、ポケットすらシルエットの補強材と考え、袖は広げたときを
想定して型紙すべてのライダーのビジュアルパフォーマンスを最大化するた
めに、実直にスキーヤーを思い、作り上げられたハイパフォーマンススキー
ウエアに仕上がっている。

スキーヤーのパフォーマンスを
最大限に生かすスキーウェア

つねに滑りを綺麗に見せるため、開発と進化を続けるフェニックスのスキーウェ
ア。今季も、フェニックスが独自に開発する「ORCA MOTION FIT」はさらなる進
化を遂げ、スキーヤーの動きに対する追従性と滑りの美しさをより高いレベルで
演出する。透湿防水性に優れたストレッチ素材と「ORCA MOTION FIT」の融合
は、他の追随を許さない。

堂々としたライディングを
サポートするために
進化する「ORCA MOTION FIT」

Skier_Miwa AOKI
Photo_Taro Tampo
SAJ令和3承認第00253号

青木美和選手

SAJ令和3承認第00254号

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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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。

ONYONE SCHÖFFEL

ONJ94042
DEMO OUTER JACKET
¥51,700（税込み）

3S〜XO　
全7色

10％で5,170円分ポイント還元

スマホでお買い物

ONP94052
DEMO OUTER PANTS
¥40,700（税込み）

3S〜XO　
全7色
※6月限定、特殊サイズ有り

10％で4,070円分ポイント還元

スマホでお買い物

ONJ94040
GAME OUTER JACKET
¥57,200（税込み）

3S〜XO　
全3色

10％で5,720円分ポイント還元

スマホでお買い物

ONP94050
GAME OUTER PANTS
¥46,200（税込み）

3S〜XO　
全3色
※6月限定、特殊サイズ有り

10％で4,620円分ポイント還元

スマホでお買い物

　ジャケット＆パンツ共に4WAYストレッチ素材を使用し、3D立体
裁断を採用することで、身体を優しく包み込むストレスのない構造
を実現。滑走時の動きやすさとシルエット効果を高めることに成功
している。また、オンヨネの定番であるフラッシュカラーに加え、シッ
クなイメージのヴィンテージカラーも加えたラインナップに注目
だ。早期受注限定でパンツの特殊サイズのオーダーが可能。カラー
オーダー対応モデルのベース品番にもなっている（5名以上）。

身体を優しく包み込む
ストレスのない構造に

　滑走時の動きの表現を意識したテクニカルの
トップモデル。ジャケットはフィットシルエットを採
用し、ワイドシルエットのパンツとのサイズバラン
スで遠近感を出し、脚の動きを強調する。さらに、
視覚的に目立つフラッシュカラーを両腕・膝下に配
置することにより、滑りが大きく見える構造となっ
ている。このモデルも早期受注限定で、パンツの特
殊サイズがオーダー可能となっている 。

「勝つために選んだ」ウェアは 
滑走時の動きをダイナミックに表現

　従来のシェルジャケットでは換気がスムーズにいかず、登行時にかいた汗が滑降する
頃には冷め、そのせいで身体が冷えてしまうことも少なくなかった。そして、山は天候が
いろいろと変化するので、スキーツーリングでは体温コントロールが非常に難しいもの
となっている。それに対する唯一の答は、細かなレイヤリングでの体温調整。そのため
交換用のベースレイヤーやミッドレイヤーでザックはいっぱいになり、なおさら登行が
ハードになるという悪循環を生み出していた。高い防水性と透湿性を持つGORE-TEX
３レイヤーを使用したシェルジャケット「Sass Maor」は、袖下のベンチレーションだけ
でなく、ユニークな襟の形状が特徴の「ClimAir collar」システム採用することで、従来
のシェルジャケットに比べ高い換気性能を実現。襟元から背中方向に向けて空気の流れ
を作ることで体温の上昇を防ぎ、衣服内をドライに保持。また、体温調整のために簡単
に袖をロールアップできる革新的なデザインの袖口は、ハードなハイクアップ時に威力
を発揮する。

ウェア内に最適な空気の流れを作り
衣服内をドライに保持する

 「勝つために選んだ」をテーマに、レーシングシーンから技
術選、フリースタイルモーグルまで、幅広く対応するオンヨ
ネ。スピード・シルエット・視覚へのアピールを追求し続ける
ウェアは、選手のアドバイスを生かしながら、シーンに合っ
た最適なウェアに仕上げられている。また、再生素材の使用
など、自然界を舞台にするウェアメーカーとして近年の環境
問題にも配慮し、その責務も果たすべく挑戦し続けている。

1804年ドイツ発祥のスキー&アウトドアブランド、ショッフェル。
職人気質とテーラード技術が融合し、テクニカルなクロージン
グのスペシャリストブランドとして発展。 2009年シーズンから、
オーストリア・アルペンナショナルチーム（OSV）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。また長年にわたるOSV
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。

ウェアと共に頂点に挑む
ジャパンブランド

革新的なベンチレーション
システムで、より快適な
スキーツーリングを実現

襟周りの自社開発の画期的なベ
ンチレーションシステムを採用

袖は片手でスピーディにロール
アップを可能にする

脇下は大きく開くベンチレーショ
ンを採用。登行も快適に

3L Jacket Sass Maor M
￥71,500（税込み）

46（JP-M)〜50（JP-XL)
全2色

10％で7,150円分ポイント還元

スマホでお買い物

3L Pants Sass Maor M
￥57,200（税込み）

46（JP-M)〜50（JP-XL)
全2色

10％で5,720円分ポイント還元

スマホでお買い物

C/#688174
ネイビーｘVイエロー

C/#186100
Vサンドｘホワイト

C/# 009P ブラック

C/# 595P ターコイズ

C/# F024P Fピンク
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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。

日本人離れしたトリッキーな滑りが今注目のフリー
スキーヤー勝野天欄も、このウェアを愛用する

MILLET SALOMON

MIV9214 SNOWBASIN JKT M
¥57,200（税込み）

XS～L　
#9589 RED/SAPHIR
#9588 SAPHIR/KUMQUAT

10％で5,720円分ポイント還元
スマホでお買い物

MIV9223 
SNOWBASIN JKT W
¥57,200（税込み）

XS～L　
＃9599 WHITE/SAPHIR
＃0247 BLACK - NOIR

10％で5,720円分ポイント還元

スマホでお買い物

LC1575100
QST 3L SHELL JKT M
￥53,900（税込み）

S～XL
全2色

10％で5,390円分ポイント還元

スマホでお買い物

LC1575400
QST 3L SHELL BIB PANT
￥42,900（税込み）

S～XL
全2色

10％で4,290円分ポイント還元

スマホでお買い物

MIV9232 
SNOWBASIN PANT W
¥33,000（税込み）

34～40　
#7317 SAPHIR
#0020 WHITE - BLANC

10％で3,300円分ポイント還元

スマホでお買い物

MIV9220 SNOWBASIN PT M
¥36,300（税込み）

XS～L　
#7317 SAPHIR

10％で3,630円分ポイント還元
スマホでお買い物

　アクティブな女性スキーヤーの滑りをストレスなくサポートするウェ
アは、進化した4WAYストレッチ素材と高透湿フィルムを効果的に配
置。空気の循環をうながすストレッチ性に優れた「MOTION INSERT」
はスムーズな運動性能を引き出し、高透湿フィルムとの相乗効果によっ
て、ウェア内の熱を効率良くウェア外に排出。着心地のよさが、さらに向
上している。ジャケットの丈を長めにすることで、女性好みのシルエット
を作り出すと同時に、お尻周りの保温性も高めている。

美しいシルエットと融合する
文句なしの機能性と運動性能

　ときには過酷な地形が現われ、また天候も著しく変わるオフピステ。
そのようなシチュエーションのなかでのアドベンチャーにおいて、最大
限にスキーヤーをサポートするのが「QST 3L ジャケット＆パンツ」。コ
ンディションに合わせて、すみやかなレイヤリングが可能で、「Motion 
Fit™ 360°パターニング」が、ジャケットに自由な動きをもたらし、スキー
ヤーの滑りのイメージを、あますことなく具現化する。丈夫な厚手のファ
ブリックは、耐久性と通気性を確保しながら、過酷な使用にも耐える高レ
ベルの耐候性（30K／20K）を備えている。

スキーヤーの滑りのイメージを
あますことなく具現化するウェア

　進化した4WAYストレッチ素材と高透湿フィルムの組み合わせによっ
て、アクティブなスキーヤーの滑りをストレスなくサポートする。背面上
部に配置した、空気の循環をうながすストレッチ性に優れた「MOTION 
INSERT」と、透湿性に優れたフィルムとの相乗効果によって、スキー
ヤーのダイナミックな運動による体温の上昇＆発熱によるウェア内の温
度上昇にもすばやく対応。ウェア内の熱のこもりを排除し、快適なウェア
内環境をキープする。

アクティブスキーヤーを
つねに快適にサポートする

長らく、究極のマウンテニアリングプロダクトを世界に提
供し続けてきたミレー。今季も、美しいシルエットと優れた
機能性が融合したウェアを展開。進化した４wayストレッ
チ素材を生かしたウェアは、スキーヤーの動きをストレス
なくサポートし、イメージどおりのパフォーマンスを導く。
さらに、リサイクル素材の中綿を使用することで、環境に
配慮したウェアとなっている。

動きやすく暖かいウェアは
デザインがさらに洗練され
雪上で映えること間違いなし 耐久性に優れ、なおかつ身体の動きを妨げないウェアは、多くのスキーヤーから支

持を集めている。このモデルに採用された高機能素材は、通気性と湿度を高次元で
コントロールし、大自然で待ち受ける過酷なロケーションのなかで、スキーヤーをス
トレスなくサポートする。スキーヤーが挑むアドベンチャーを、最大限に後押しする
ウェアの登場だ。

耐久性と通気性に優れたファブリックは
快適にアドベンチャーをサポート

Skier_Kyoka ISHIKAWA, Masashi TANIFUJI
Photo_Hiroya NAKATA

「MOTION INSERT」は伸縮性に優
れ、ウェア内の空気を循環させるこ
とで、つねに快適さを保つ

Skier_Tenra KATSUNO
Photo_Hiroshi SUGANUMA

「ストレスのない着心地が、滑って
いて最高です！」（勝野天欄）

Skier_Tenra KATSUNO
Photo_Hiroshi SUGANUMA

※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。
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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。

ARC’TERYX ICEPEAK

856228505
ICEPEAK CULVER
￥29,920（税込み）

S〜XL
全2色

10％で2,992円分ポイント還元

スマホでお買い物

857040659
ICEPEAK COLMAN
￥13,970（税込み）

S〜XL
全2色

10％で1,397円分ポイント還元

スマホでお買い物

L07647400
Sabre-AR-Jacket-M
￥82,500（税込み）

S〜L
全3色

5％で413円分ポイント還元

L07647700
Sabre-AR-Pant-M
￥63,800（税込み）

S〜L
全3色

5％で319円分ポイント還元
　ビッグマウンテン向けにデザインされた、防水性、通気性、耐摩耗性を
備えたフリーライドパンツ。「N80p-X ゴアテックス３レイヤー」素材で
雪や風に対する保護性を確保。微起毛の裏地は適度な保温性と着心地
のよさをもたらし、内裾には耐久性に優れた「100D コーデュラ® パウ
ダーカフス™」を取りつけ雪の侵入を遮断。「ケプロテック™インステッ
プパッチ」で摩耗やスキーエッジによる破れを防止し、「Slide’n Loc™ア
タッチメント」で、対応するジャケットのパウダースカートとつなげること
も可能となっている。

防水性、通気性、耐摩耗性を
高水準でプロダクトに凝縮

　ヨーロッパの品質基準エクストリーム
A.W.Sの基準を満たすプロダクトは、厳し
いアウトドアコンディションのなかでも、ア
クティブな活動に耐え得る品質の高さが
最大の特徴だ。耐水圧10,000㎜、透湿性
5,000g/24h/㎡を備えたウェアは、４ウェ
イストレッチ素材を採用することで、滑るとき
のスキーヤーの動きをストレスなくサポート
する。各所にベンチレーションを搭載し、ウェ
ア内はつねに快適な環境に。耐久性と透湿
性、伸縮性に優れた高機能ウェアは、スキー
ヤーの冒険マインドを最大限に後押しする。

ヨーロッパ最新の品質基準をクリア
高品質が冒険マインドを導く

1989年に、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、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
緻密さという原則に基づいてプロダクトを制作。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のニーズに対応。期待を超えたパフォーマン
スの実現を可能にする。

　フィンランドで100年以上の歴史がある老舗メーカーが手がけるアウトドアブランド。北欧の厳しい自然環境か
らインスパイアされ、プロダクトを生み出している。その独創的なカラーリングやデザインは、世界の多くのアウトド
アマンに支持されている。現在は、ヨーロッパを中心に世界50カ国以上で展開する人気ブランドに成長。日本で展
開するほとんどのモデルは、「アジアン・フィット」を採用。袖と裾の長さを日本人の体型に合うよう調整している。

独自のインハウス製造が世界がうなる
プロダクトと高パフォーマンスを導く

高品質で革新的なデザインは
厳しい北欧の大自然がもたらす賜物

　ビッグマウンテンの急峻な地形にも対応するように開発。フィットと機
能は、動きやすさと透湿性、プロテクション性を重視して設計。トラバー
スや登りの際はWaterTight™ピットジップですばやく換気ができ、深
雪でも雪の侵入を防ぐパウダースカートも備えている。 ヘルメット対応
のストームフード™は、視野を確保しながら頭をカバー。レイヤリングの
スペースを確保しつつも、動きやすいレギュラーフィットを採用したジャ
ケットは、山岳地域でのアドベンチャーを快適なものにする。

フィット感に優れたジャケットは
フリーライドを快適なものにする
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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。

PEAKPERFORMANCE

G76641
Vertixs 2L Jacket Patch
￥66,000（税込み）

S〜XL
全2色

10％で6,600円分ポイント還元

スマホでお買い物

G76651
Vertixs 2L Pants Patch
￥55,000（税込み）

S〜XL
全2色

10％で5,500円分ポイント還元

スマホでお買い物

 「Shielder」同様に2021／22シーズン新登場の「Patch」シリーズは、自分が楽しむ
だけのウェアではなく、同じ意識を持った仲間とコミュニケーションが生まれる、そんな
ウェアだ。ベルクロで脱着できるパッチは、仲間と交換をし、貼ってアレンジしても楽しむ
こともできる。ジャケットは、高機能な中綿素材「pineeco」を封入し、丈が長めのシル
エットを採用。パンツはサスペンダーで、快適な着心地を提供する。上下ともに黒い部分
はストレッチ生地を採用し、スキーヤーの動きの自由度を高めてくれる。そして発色の良
い黄色のカラーは、コンセントレーションを高め、雪上でのパフォーマンスを上げてくれ
ることだろう。

フィールドを、そして仲間との時間を
心から楽しむことができるウェア

　2021／22FWの新登場モデル「Shielder」は「GORE-TEX PRO most 
breathable technology」を採用したハイスペックモデル。FWT参戦ライダーが、
ハードでタフな大会バーンにおいてイメージどおりのパフォーマンスが発揮できる
ように仕立てられた、まさに勝負服。全体的に丈が長めのフリーライドなスタイルに、
しっかりと環境に配慮したリサイクル素材を採用することで、コンペティションで、そ
して自らに対して勝負ができるサスティナブルなウェアとして新しい時代の扉を開
く。ブランドを象徴するR&Dロゴが胸やフード、太腿に刻まれ、アスリートが作り上げ
た渾身の一着となっている。

機能性に優れ、動きやすい
新登場のウェアはまさに勝負服

　世界的な人気を誇るフリーライドコンペティション「Freeride World Tour
（以下、FWT）」をサポートする「PeakPerformance」。主軸となるバックカン
トリースキーを楽しむためのウェアは、天候が著しく変わる大自然という厳し
い環境下において、スキーヤーを安全に守り抜くための高い機能と、洗練され
たスタイリングが両立する。高性能でスタイリッシュ。創業時から培ってきたブ
ランドとしての揺るぎないアイデンティティは、他の追従を許さない。

つねに高機能でありスタイリッシュ
揺るぎないプロダクトとしての強さ

G75624
Shielder R&D Jacket
￥97,900（税込み）

S〜L
全2色

10％で9,790円分ポイント還元

スマホでお買い物

G75630
Shielder R&D Pants
￥79,200（税込み）

S〜L
全2色

10％で7,920円分ポイント還元

スマホでお買い物

石井スポーツ スキー用品ストア

①

②

BODY CARE

Motion is Life

ゲニュTrain
¥12,650（税込み）

サイズ：0,1,2,3,4,5,6
カラー：全2色（チタン,ブラック）

10％で1,265円分ポイント還元

旧モデルより通気性20％アップ、19%の軽量化。
膝関節周辺部の全般的な悩みに使用可能。膝関節
の形状に沿ってニットで編み込み、ずり落ちること
なく筋肉をサポート。シリコーンパッドで膝蓋骨周
辺部を押さえ、滑液の浸出と感覚刺激を与えます。
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）

スマホでお買い物

サイズ 0 1 2 3 4 5 6

①大腿部周径（cm） 35-38 38-41 41-44 44-47 47-50 50-53 53-56

②下腿部周径（cm） 25-28 28-31 31-34 34-37 37-40 40-43 43-46

①と②でサイズが異なる場合には②を優先してください。

14cm

12cm

ゲニュTrainP3
¥19,360（税込み）

サイズ：1,2,3,4,5,6（左右あり）
カラー：全2色（チタン,ブラック）

10％で1,936円分ポイント還元

《ゲニュTrain》より上下に長くなり、圧迫を強く設
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し、より
安定感が高まります。体に沿った立体形状のため、
可動域の制限がなく、ずり落ちません。
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）

スマホでお買い物

サイズ 1 2 3 4 5 6

①大腿部周径（cm） 39-42 42-45 45-48 48-51 51-54 54-57

 ②下腿部周径（cm） 28-31 31-34 34-37 37-40 40-43 43-46

①と②でサイズが異なる場合には②を優先してください。

17cm

15cm

BAUERFEIND

サイズ 1 2 3 4 5 6

周径（cm） 70-80 80-90 90-100 100-110 110-120 120-130

※おへそ回りをご計測ください。

ルンボTrain/ルンボTrainLady
¥24,200（税込み）

サイズ：1,2,3,4,5,6
カラー：全1色

10％で2,420円分ポイント還元

旧モデルより通気性28％アップ、13%の軽量
化。肌に優しいニット素材が上体を保持し、腰
背部の筋肉を安定・活性化させます。マッサージ
パッドのドットが適度な圧迫と刺激を与え、腰背
部のマッサージ効果を促進。可動域の制限もな
く、ずれず運動時の腰をサポートします。
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

S 31-36

M 36-41

L 41-46

XL 46-51

ソックス ボール＆ラケット
¥8,580（税込み）

サイズ：ふくらはぎ周径 S,M,L,XL
　　　 足長 SHORT,LONG
カラー：全4色（ハードコール/リベラ,ハードコール/
ポーラー,シルバー/ポーラー,シルバー/リベラ）

10％で858円分ポイント還元

コンプレッションソックス。段階着圧により血流
を促進させ筋疲労や冷え、むくみを防ぎます。
∞テーピング状の部分は圧力を強くしアーチサ
ポートを行い、足首の安定と足底筋を支えます。
世界トップレベルの高品質な着圧靴下。
主な適応：足のむくみ、疲労軽減、捻挫予防など

スマホでお買い物

①ふくらはぎの
    最も太い部分の周径（cm）

S
M
L
XL

31～36
36～41
41～46
46～51

ショート
ロング

21.5～26.0
25.5～32.0

①

②

BAUERFEINDのサポーターは独自のフラットニット製法により、
解剖学に基づいて立体的に作られています。そのため、運動中の
動きを妨げません。
サポーターの要となる糸は、高品質のゴム素材にマイクロ繊維
の糸を巻きつけた三重構造。この糸も138本の短繊維からでき
た特別製で、すべて自社工場で製造しています。
接着剤なども使用していないため、装着時の皮膚へのストレス
がなく、より快適にスポーツに集中できます。
Made in Germany. since1929.

素材・形状・構造へのこだわり 〜糸1本から製造〜

―― 動くことが人生だ！

From Skier

藤本剛士プロ

BAUERFEINDとは？

ドイツの医療機器総合メーカー
1929年ドイツのチューリンゲン州ツォイレンローダに医療
用コンプレッションストッキングの製造会社として設立。世
界初の医療用コンプレッションストッキングの量産化に成
功。その後、治療用装具や、サポーター、インソール材料、整
形外科靴など事業を拡大し、世界に輸出。2010年のバン
クーバーよりオリンピック・パラリンピック公式サプライヤー
に選出。オーストリアスキー連盟のサポートも行っています。

初めて着用した時は固定感が弱くニット編みで大丈夫なのかな？と不
安でしたが、半日滑ってみると具合の良さと効果に驚きました。半月
板を少し痛めていたため、痛みがあり、ぐらつきや不安定な感じがあ
りましたが、シリコンでの押さえで半月板が安定して、さらに膝関節ま
わりの筋肉もニットでサポートされ、痛みと不安感が一気に解消され
ました。運動時の違和感はほぼなく、むしろ動きやすく感じるぐらいで
す。耐久性も高く、洗濯することでフィット感が高くなります。今では痛
みと不安感を取り除いてくれる私の最強のパートナーです。（藤本）

痛みと不安感が一気に解消された！　
…… 《使用商品：ゲニュTrain》 ……

チタン

黒

チタン

黒

ハードコール/リベラ

ハードコール/ポーラ― シルバー/ポーラ― シルバ―/リベラ

NEWモデル NEWモデル第8世代

①

②

ルンボTrianLady

SHORT 21.5-26.0

LONG 25.5-32.0

②足長（cm）

S
M
L
XL

31～36
36～41
41～46
46～51

ショート
ロング

21.5～26.0
25.5～32.0
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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。

POWERSOCKS
                                   -UNI 

DIFFUSE A PLEASANT HEAT ALL AROUND
THE TOES FOR MAXIMUM CONFORT.

WARMTH FOR UP 
TO 16 HOURS

HEAT AROUND TOES

Close up_THERM-IC

寒さは運動パフォーマンスを下げる要因。
パワーソックスで足先を暖かく快適に！

　きちんとしたウェアやグローブを身に着
けているのに、ゲレンデで手や足先が冷えて
困ってしまった……。スキーヤーなら誰でも
こんな経験があるはずです。冬に雪の上です
るスポーツなのだから仕方ない。そんなふう
に考えてしまいがちですが、それは快適に滑
るためにも、スキーのパフォーマンスを高め
るためにもよくないこと。なぜなら、体温が
下がると、スポーツパフォーマンスが低下し
てしまうことがわかっているからです。
　人間の身体がその機能を十分に発揮す
るには、コアと呼ばれる身体の中心領域を
37℃に保つ必要があるといわれています。
人の身体は筋肉や内蔵、骨などで構成されて
いますが、その元となる細胞が機能する温度
が、コアが37℃に保たれた状態だからです。
体温が下がることで、人の身体の機能は大き
な影響を受けますし、体温が下がったときの
筋肉のパワーと持久力の損失量は75％にも
及ぶというデータもあります。人が寒さを感
じたとき、身体のエネルギーの90％以上が
身体を震わせ暖めることに使われるため、筋
肉が発する力と持久力が大きく低下するとい

うのが、その仕組みです。手や足は心臓から
遠いため血流速度が遅く、コアと比べると冷
えやすくなっています。
　人の体温と身体の機能に着目してさま
ざまなアイテムを開発しているブランドが、

「THERM-IC（サーミック）」です。1970年代
に厳しい寒さのなかでも身体の熱損失を防
ぎ、保温性を確保することに成功。独自に開
発した技術により、暖かく快適な環境をユー
ザーに提供。健康的な生活をすごすと共に、
雪山や氷点下など、厳しい条件下で行なう
スポーツにおいても体温を保ち、十分なパ
フォーマンスを発揮することを可能にしてき
ました。
 〈パワーソックス・ヒートフュージョンユニ／
以下、パワーソックス〉は、スキーに最適なユ
ニセックスモデルとして開発された一足。ソッ
クス上部にバッテリーを装着することでつま
先部分を暖め、スキーヤーの足を寒さから保
護します。従来モデルは足裏側から暖めるだ
けでしたが、今季モデルは足の甲側にもヒー
ティング機能を追加。足先を全体的に暖める
機能を高めています。その暖め方も、使い捨

てカイロのように高い温度にするものではな
く、バッテリーを操作することで３段階の温度
調整が可能なもの。冷たさを感じない程度の
温度に長い時間保つことができるので、使っ
ていることを意識せずに滑ることが可能にな
ります。また、Bluetooth対応のバッテリーは
サーミック専用のアプリからスマートフォンで
管理が可能に。ソックスの場合は10段階の温
度調整や、動作を感知し静止時のみヒーティ
ングするモーションコントロールなど、使い方
が広がるのも利点。アプリでは同じくサーミッ
クのベストやインソールも同時に管理でき非
常に便利なツールです。。
　足とのフィット感を高めるために左右非対
称のアナトミカルデザインを採用。ブーツと
の当たりが強いスネ部分の強化、足裏のクッ
ション性の補強、ふくらはぎをサポートする
伸縮性のあるカフの採用など、スキーソック
スとしての機能も充実しています。
　今まで足先の冷えに悩んでいたスキー
ヤーはもちろん、技術力アップをめざす方や
長い時間雪山で遊びたい方にも注目しても
らいたいアイテムの登場です。

体温が下がると、人がスポーツで発揮できる
パフォーマンスも大きく下がってしまう。
その点に着目して
厳しい寒さのなかでも熱損失を防ぎ
体温を確保できるアイテムを生み出してきた
ブランド、THEM-C（サーミック）。
ここでは今季よりその性能を高めた
〈パワーソックス・ヒートフュージョンユニ〉に
注目します。

松沢寿 松沢聖佳
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

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

Hisashi MATSUZAWA Seika MATSUZAWA

1994年から全日本スキー技術選手権大会に出場し
てきたベテラン選手。40歳でベストリザルトとなる総
合６位を記録。今年の大会を期に引退を表明。根拠
のある技術論をベースとした説得力のあるレッスン
と、経験値が物をいう技術を見る目には定評がある

大学在学中から全日本スキー技術選手権大会に出
場し、2002年に初優勝。その後、引退する2010年ま
で総合９連覇を達成したレジェンド。現在も変わらぬ
うまさはもちろん、わかりやすく、ていねいなレッスン
にファンが多い

「〈パワーソックス〉には、タイトなブーツを履いて
いる上級者の皆さんに注目してもらいたいです
ね。ヒーティングソックスというと、初中級者向け
というイメージがあるかもしれませんが、タイトな
ブーツほうがそのメリットが大きいので。ロワシェ
ル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があり
ません。だから、冷えるがままにしておくしかな
かったのですが、〈パワーソックス〉を履けば、その
心配がなくなります。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、この
ソックスの一番の特徴だと思います」

「〈パワーソックス〉は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が変わらず、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
保ってくれるのがとても魅力的なところだと思い
ます。もう一つの魅力は、温度調節ができることで
す。使い捨てカイロのようにブーツの中が熱くなり
すぎることがなく、“ほんのりと暖かい”という温度
をずっと維持してくれます。そのため、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高い快適性、これも〈パ
ワーソックス〉の大きな特徴だと思います」

川濱大助

寒さで身体が動かなくならず
本来のパフォーマンスを発揮できる

（石井スポーツリンクス梅田店）

「使い捨てカイロを入れると、ブーツがきつく
なってしびれてしまいますが、〈パワーソック
ス〉の場合、快適なままに保たれます。暖かく
なるのも冷たくならない程度で、汗をかくこ
とがないのも良いところだと思います。また、
状況に合わせて温度調節できるので、ブーツ
を脱ぐまで快適です。検定やレッスンで待ち
時間が長くなっても、寒さで身体が動かなく
なることがなく、本来のパフォーマンスを発
揮できるのでおすすめです」

●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
●バッテリー別売り
●対応バッテリー：市販のUSBバッテリー

POWERSOCKS HEAT FUSION UNI
+S-PACK 1400 B
パワーソックス・ヒートフュージョンユニ
+Sパック1400Bバッテリーセット
¥38,280（税込み）

サイズ：31／34（19.5～21.5cm）、35／38（22.0～24.0cm）、
39／41（24.5～26.0cm）、42／44（26.5～28.0cm）
カラー：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
●手洗い可

10％で3,828円分ポイント還元

スマホでお買い物

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

サイズ：S、M、L、XL　
カラー：ブラック

10％で3,289円分ポイント還元 スマホでお買い物

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

サイズ：S、M　
カラー：ブラック

10％で3,289円分ポイント還元 スマホでお買い物

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

サイズ：6.5、7、7.5、8、8.5　カラー：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
●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
●1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

Sパック1400B
●スマートフォンでBluetoothレジス
　タードマークテクノロジーを使い、
　ヒートコントロールが可能
●1つのボタンで3段階の温度調節
　機能
●薄型コンパクト設計
●最大16時間の使用が可能
●USB充電器を付属
■バッテリー持続時間
　【SETTING】
　1：Low／14～16時間
　2：Mid／6～8時間
　3：High／4時間30分～5時間
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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。

接続型ハードシェル構造と特殊なタイプ。
シェル自体が大小に稼働してサイズ調整が
可能。重めの重量ですが〈MIPS〉も搭載し
た安全性の高いヘルメット。コアユーザーに
おすすめの一品。

BLACKOUTブラック

ムーン/グレイマットMATTE CITRINE

SMITHUVEX ALPINAGIRO

550g/Ｍサイズ
スマホでお買い物

今 季 は A L L  M I P S にリニュ ー アル 。
《VANTAGE》と同じ〈コロイド構造〉で
安全性の高いヘルメット。女性モデルは

《LIBERTY》（1カラー）。

LEVEL MIPS
¥34,650（税込み）

M(55-59),L(59-63),XL(63-67)/USサイズ
全4色

10％で3,465円分ポイント還元

ハイブリッドタイプ

暖かいラバラン羊毛素材を使用しているの
で被り心地も優しいヘルメット。

ALPINA GEMS
¥25,300（税込み）

M(55-59),L(59-62)/USサイズ
全2色

10％で2,530円分ポイント還元

560g/Ｍサイズ
スマホでお買い物

ハイブリッドタイプ

Matte Graphite / Redネイビーブルーマット

ウベックスヘルメットのロングセラーモデ
ル。ハードシェルタイプながら460g（Mサイ
ズ）と軽量であるのも人気の要因。アジアン
フィットではありませんが、横幅も広めで日
本人にも被りやすいフォルムをしています。

p1us 2.0
¥19,800（税込み）

S(52-55),M(55-59),L(59-62)/USサイズ
全7色
※カラーによりサイズ展開が異なります

10％で1,980円分ポイント還元

460g/Ｍサイズ

スマホでお買い物

ハードシェルタイプ

RANGE MIPS
¥44,000（税込み）

M(55.5-59),L(59-62.5)/USサイズ
全5色

10％で4,400円分ポイント還元

540g/Mサイズ

スマホでお買い物

ハードシェルタイプ

スタンダードなシルエットが特徴。ホワイト
カラーはレディスモデルとしてフリースイン
ナーで暖かさをプラス。

COMPANION+
¥13,200（税込み）

S(51-55),M(55-59),L(59-63)/USサイズ
全3色
※カラーによりサイズ展開が異なります

10％で1,320円分ポイント還元

スマホでお買い物

510g/Mサイズ
インモールドタイプ

スマホでお買い物

フリースタイルなルックスとリーズナブルな
価格が特徴。ヘルメット内部もかなり広く側
頭部が当たると悩んでいる人にもおすすめ。

MOD1 ASIAN FIT - MIPS
¥15,400（税込み）

S(53-57),M(57-61),L(61-65)/ASIAN FIT
全6色

10％で1,540円分ポイント還元

440g/Mサイズ
インモールドタイプ

ASIAN FIT

Red BLACK

ATOMICMARKER SALOMONOAKLEY

スマホでお買い物

サイドの広さに驚き！ 丸さを強調したヘル
メットの内側の形があらゆる日本人の頭を
受け入れてくれる。

NOMAD GT AF
¥16,390（税込み）

S(51-55),M(55-59),
L(59-63),XL(63-65)/ASIAN FIT
全3色

10％で1,639円分ポイント還元

ハイブリッドタイプ
450g/Sサイズ

スマホでお買い物

アジアンフィットの超軽量モデル。価格も
リーズナブルで、横幅も余裕があり、USサイ
ズと比べ1サイズ落しても頭が収まります。

PIONEER LT AF
¥13,200（税込み）

S(53-56),M(56-59),L(59-62)/ASIAN FIT
全3色

10％で1,320円分ポイント還元

370g/Mサイズ
インモールドタイプ

ASIAN FIT

アウターシェル

インナー

ハードシェル構造
＋

インモールド構造

アウターシェル

インナー

とくにハチからハチ下にボリュームがある方はアジアンフィットはおすすめです

日本人 欧米人

上から見たとき 正面から見たとき

ハチ

ハチ下

ハチこの構造の魅力は軽さで、400gを切るモデルは驚くほど軽い
のが特徴。現在発売されているヘルメットで最も多い構造です。
接着剤を使わず製造の段階で圧力をかけアウターシェルとイン
ナーを圧着する一体成型の構造です。

アウターシェル（外側のプラスティック素材など）にインナー（発泡
材）をはめ込み接着した構造。丈夫で頑丈に仕上がるため、安全
性の面では高くなりますが少々重さが増しやすくなるのがデメリッ
ト。レーシング系ヘルメットに採用されることが多い構造です。

ハードシェルとインモールドを組み合わせた二重構造で、軽さと
丈夫さを持ち合わせたヘルメットになります。ベースはインモー
ルドを採用して、頭頂部や後頭部などにハードシェルをさらに部
分的に被せて強度をアップさせています。採用モデルが増えてき
ている構造です。

【ハイブリット構造】【ハードシェル構造】

アジアンフィットと海外サイズ、あなたに合うのはどっち？【インモールド構造】

日本人の頭の形の傾向は、上から見たときに丸型で、前から見ると
ハチが張っている人が多いのが特徴。それに対して、欧米人は頭の
形の傾向は、上から見たときに卵型で、前から見ると日本人ほど
ハチが張っていない人が多いのが特徴です。

ASIAN FITインモールドタイプ

ハードシェルタイプ ハイブリッドタイプ

※あくまでも目安です。重量は製品やサイズによっても異なります。

インモールド構造 ハードシェル構造
ハイブリット構造

400g以下 ～ ～450g 500g 550g 600g以上★基本構造を知ろう！
ハードシェル構造・インモールド構造・ハイブリット構造の3種
類が基本。それにプラスして安全機能（衝撃吸収素材、MIPS、
構造的衝撃吸収、通気性）などが採用されています。

★被り心地は大切！
日本人にも被りやすい「ASIAN FIT」。ブランドによっては、通常の海外サイズと1サイズ違うこともあります。実際に被ってみないとわかりませ
んが、被ってみれば違いがわかります。個々の頭の形にもよりますので、知識として知っておくとよいでしょう。

★重量
重さも大切。一般ゲレンデ向けであればなるべく軽量なものを選びましょう。レーシング系は頑丈さも必要です。

ACCESSORIES

HELMET

安心・安全で楽しいスキーのために。 ～PROTECT YOURSELF～
上達のためにあらゆる斜面をチャレンジするとき、転倒の危険性はかならずあります。

「転んでうまくなる！」と叫ばれていた時代もありますが、頭部へのケガはやはり避けたいもの。
バックカントリーもより一般的になり、愛好者も増えてきている昨今、立木への衝突などの危険はさらに増えています。

ゲレンデを普通に滑っていても接触事故に遭うことがあります。
「PROTECT YOURSELF」。まずは自分の身は自分で守る。

簡単に始められるセルフガードです。大切な人にもヘルメット着用をすすめましょう。

ヘルメット選びのポイントはここ！
《ヘルメットを選ぶために知っておきたいこと》

はめ込み接着

圧着接着
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SWEET PROTECTION SWANS

Dirt Black

カ タロ グ 外 の 限 定 モ デ ル 。S w e e t 
Protectionのゴーグルとの組み合わせが
おすすめで、相性の良さは抜群。一体感の
あるシルエットは同ブランドの強み。軽量
で被りやすいのもおすすめポイントです。

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

440g/LXL
スマホでお買い物

インモールドタイプ

DNAVMR

スマホでお買い物

SLALOM CHIN GUARD
¥8,250（税込み）

one size
全1色

10％で825円分ポイント還元

MATTE BLACK

NEON YELLOW

Black

NAVYBLUSH Hydrogen WhiteHydrogen White/Moldanite Green Matt

Black/Goji BerryBlack

ANON POC

SMITH

ATOMIC SALOMON

HELMET

Matte Nardo Gray

Sweet Protectionヘルメットのスタン
ダードモデル。クリーンで高級感のあるス
タイルが特徴。被ったときに剛性感もあ
り、特にスピードを出すスキーヤーにはお
すすめ。安心を感じられるヘルメットです。

Switcher MIPS
¥39,600（税込み）

SM(53-56),ML(56-59),LXL(59-61)
全11色

10％で3,960円分ポイント還元

580ｇ/ＭＬ
スマホでお買い物

ハイブリッドタイプ

〈WaveCel〉を採用しつつ、インモールドタ
イプにすることでより軽量化されたモデル。

《MERAK》同様に通気性もよく蒸れにく
い。USサイズですが、Lサイズなら幅も広
めです。

LOGAN WAVECEL
¥26,400（税込み）

S,M,L,XL/USサイズ
全5色

10％で2,640円分ポイント還元

スマホでお買い物

インモールドタイプ
424g/Mサイズ
WaveCel

スマホでお買い物

日本人の頭部形状を元にデザインした
フォルムで被りやすい。横幅も広く、Mサ
イズ430gと軽い！

HSF-240
¥19,800（税込み）

M(53-57),L(58-62)/JAPAN FIT
全3色

10％で1,980円分ポイント還元

インモールドタイプ
430g/Mサイズ
ASIAN FIT

スマホでお買い物

SWANSで一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。

HSF-230
¥22,000（税込み）

M(53-57),L(58-62)/JAPAN FIT
全3色

10％で2,200円分ポイント還元

ハイブリッドタイプ
500g/Mサイズ
ASIAN FIT

スマホでお買い物

〈RECCO〉が内蔵されバックカントリーで
の使用も可能。2種類の衝撃吸収素材を
採用するなど安全性も向上。

Meninx RS MIPS
¥38,500（税込み）

XS-S(50-56),M-L(54-59),
XL-XXL(56-61)/USサイズ
全4色

10％で3,850円分ポイント還元

650g/Mサイズ
ハイブリッドタイプ

スマホでお買い物

今年はなんと！《Obex》が〈MIPS〉タイプ
に。《SPIN》の安全性と軽量化を継承し、
使いやすいモデルになって再登場。

Obex MIPS ASIAN FIT
¥27,500（税込み）

XS-S(50-56),M-L(54-59),
XL-XXL(56-61)/ASIAN FIT
全9色

10％で2,750円分ポイント還元

450g/M-Lサイズ
インモールドタイプ

ASIAN FIT

スマホでお買い物

〈MIPS〉標準モデルと後頭部に〈コロイド構造〉
を配置。高い衝撃耐久性を兼ね備えています。

COUNTER MIPS
¥41,800（税込み）

M(55-59),L(59-63)/USサイズ
全3色

10％で4,180円分ポイント還元

ハードシェルタイプ
700g/Mサイズ

《PIONEEOR》のバイザータイプですが、
アジアンフィットではないモデル。レンズが

〈SIGMA〉レンズで視認性は上々。

PIONEER LT VISOR SIGMA
¥27,500（税込み）

M(56-59),L(59-62)/USサイズ
全2色

10％で2,750円分ポイント還元

430g/Mサイズ

スマホでお買い物

インモールドタイプ

コントラストレンズ

衝撃吸収材の〈AMID〉とコントラストレン
ズ仕様のバイザータイプ。リーズナブルな
ミラーレンズタイプもあります（SAVOR 
VISOR STEREO ¥19,900（税込み））。

SAVOR AMID VISOR HD
¥32,890（税込み）

S(51-55),M(55-59),
L(59-63),XL(63-65)/ASIAN FIT
全2色

10％で3,289円分ポイント還元

590g/Sサイズ

スマホでお買い物

ハードシェルタイプ

コントラストレンズ

軽量、通気性、そしてなにより安全性に
優れたモデル。ウィンターヘルメットに
初採用された機構〈WaveCel〉を採用。
ある意味ハードシェル＋インモールド＋
WaveCelの3層構造ヘルメット。

MERAK WAVECEL
¥38,500（税込み）

S,M,L,XL/USサイズ
全5色

10％で3,850円分ポイント還元

スマホでお買い物

480g/Mサイズ
WaveCel

ハイブリッドタイプ

着用したときのシルエットもレンズが大
きすぎずスッキリしているのが特徴。重量
700gはバイザーレンズ込みの重さです。

《MISSION》がベースになっているので
被ってみると軽い印象です。

SURVEY MIPS
¥44,000（税込み）

M(55-59),L(59-63),XL(63-67)/USサイズ
全2色

10％で4,400円分ポイント還元

スマホでお買い物

700g/Mサイズ
インモールドタイプ

調光レンズ

A02 ペリウィンクルグレーコングレスブルー
A01 メタリックブルーシルバー

BRIKO

リンゼイ・ボンのシグネチャーモデル。今
年はさらにNEWカラーが追加。安全強度
に関してBRIKOは定評あります。ガッチリ
頭部保護をしたい方にはおすすめ。数量
限定。

SLALOM RB LVF
¥41,800（税込み）

54,56,58,60,62,64㎝/USサイズ
全1色

10％で4,180円分ポイント還元

スマホでお買い物

ハードシェルタイプ
615g/58㎝
チンガード付き

リンゼイ・ボンのシグネチャーモデル。特
徴的なカラーリングでゲレンデでの存在
感がアップ。今年も数量限定。

VULCANO FIS 6.8 RB LVF
¥52,800（税込み）

54,56,58,60,62,64㎝/USサイズ
全1色

10％で5,280円分ポイント還元

スマホでお買い物

ハードシェルタイプ
660g/58㎝

BLACKOUTBLACKOUT

OAKLEY

スマホでお買い物

OAKLEY初のレーシングヘルメット。
OAKLEYファンは要チェック。もちろんFIS
公認大会で使用可能。

ARC5
¥31,900（税込み）

S(53-56),M(55-59),L(58-61)/USサイズ
全2色

10％で3,190円分ポイント還元

ハイブリッドタイプ
730g/Mサイズ
チンガード付き

スマホでお買い物

こちらもOAKLEY初のSL用レーシング
ヘルメット。今季NEWモデルの《MOD1 
PRO》のレーシング仕様でチンガードが
取り付け可能。アジアンフィット仕様にも
なり被り心地も良好。

MOD1 PRO SL ASIAN FIT
¥20,900（税込み）

S(53-57),M(57-61),L(61-65)/ASIAN FITﾞ
全2色

10％で2,090円分ポイント還元

チンガード付き

ハードシェルタイプ
610g/Mサイズ

ASIAN FIT
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UVEX GIRO

ALPINA

シェル上部には耐衝撃性に優れたハードシェル素材、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。高機能COOLMAX®インナーライニングと磁気FIDLOCKバックルを採用した快適なヘルメットです。

uvex ultra series

・コントラストの向上
・革新的なシングルレンズ
・さらに向上した曇り止め
・最大15％の視野の拡大

・オートマティックなレンズカラーの変化
・プロテクションレベル　S1-S3
・約25秒での反応

・乱反射のカット
・ぎらつきのないくっきりとした視野
・目の疲労の軽減

uvex colorvision®

uvex variomatic®

uvex polavision®

uvex lens technologies 

TRMシステムは、ヘルメットにしっかりとバイザーが収まり、
バイザーの顔へのフィッティングが向上します。また、ヘルメッ
ト装着時の外観を非常にコンパクトにしてくれます。 

Visor Helmet New Technology 

一定の衝撃で生じる回転エネルギーをやわらげる〈スフェリカルテクノロジー〉を搭載。
最軽量の《GRID SPHERICAL》は、バックカントリー、整地されたバーンでの高速クルー
ジングなど、どんな状況でもターンをより楽しくしてくれます。さらに、Polartecのイン
ナー〈パワーグリッドパッド〉が、速乾性と通気性をもたらし、快適性を約束します。

ZEISS社と開発した〈Toric レンズ〉は、新たな球面曲率を採用し、クラス最大級の視野
を提供します。曇天用の交換レンズが1枚付属しており、マグネットと固定ピンにより、瞬
時にレンズ交換が可能。さらに〈EVAK ベントシステム〉により、レンズが曇る心配があり
ません。

ニューモデルの《CONTOUR RS》は、《CONTOUR》をコンパクトにし、女性のためにデ
ザインされました。《CONTOUR》と同様の機能を搭載し、マグネットによるレンズ交換シ
ステムは、誰にでも簡単にレンズ交換が可能です。

独自のテクノロジーにより、シールドがヘルメットに隙間なく収まります。〈スフェリカル
テクノロジー〉、Polartecのインナー〈パワーグリッドパッド〉、ZEISS製〈VIVID シールド〉
と、最先端の技術が満載のシールドヘルメットです。
＊吹雪などの悪天候時にはシールド内に雪が舞い込むことがあります

●スフェリカルテクノロジー
●インフォーム 2 フィットシステム
●オンザフライバーチカルチューニング
●サーモスタットコントロール付き
　ベンチレーション
●スタックベンチレーション
●Fidlock マグネットバックル
●Polartec パワーグリッドパッド
●CE EN1077 安全基準

●クイックチェンジマグネティック
　レンズ交換システム
●マイクロフリース使用トリプル
　レイヤーフェイスフォーム
●曇り止め加工
●眼鏡対応フレーム
　（眼鏡のサイズによります）
●ZEISS VIVID レンズ晴天用1枚・
　曇天用1枚付き

●クイックチェンジマグネティック
　レンズ交換システム
●プラッシュマックスフリース使用トリプル
　レイヤーフェイスフォーム
●曇り止め加工
●眼鏡対応フレーム
　（眼鏡のサイズによります）
●ZEISS VIVID レンズ晴天用1枚・
　曇天用1枚付き

●スフェリカルテクノロジー
●インフォーム 2 フィットシステム
●オンザフライバーチカルチューニング
●シームレスインテグレーテッドシールド
●Polartec パワーグリッドパッド
●取り外し可能イヤーパッド
●接続型 ZEISS VIVID シールド
●トラベルバッグ付き
●CE EN1077 安全基準

GRID SPHERICAL
￥49,500（税込み）

サイズ：S,M,L　カラー全7色
＊Sサイズはカラーが限定となります

10％で4,950円分ポイント還元

インモールドタイプ スマホでお買い物

uvex contest CV
¥24,200（税込み）

全2色
10％で2,420円分ポイント還元

スマホでお買い物

コントラストレンズ
シングルレンズ uvex athletic CV

¥18,700（税込み）

全5色
10％で1,870円分ポイント還元

メガネ対応

コントラストレンズ
シングルレンズ

スマホでお買い物

uvex downhill 
2000 V
¥33,000（税込み）

全2色
10％で3,300円分ポイント還元

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

スマホでお買い物

偏光レンズ
調光レンズ

uvex downhill 
2100 V
¥29,700（税込み）

全2色
10％で2,970円分ポイント還元

uvex g.gl 3000 P
¥13,750（税込み）

全2色
10％で1,375円分ポイント還元

Matte Pow Grey Matte Graphite / Red
VIVID Ember

FLOWER DATA MOSH
VIVID Pink

PESCARIA
VIVID Royal

WHITE CRAZE
VIVID Rose Gold

BLACK WORDMARK
VIVID Ember

BLACK CLASH
VIVID Copper

GLAZE BLUE MICA
VIVID Smoke

BLUE POW
VIVID Royal

WHITE WORDMARK
VIVID Ember

Matte Black Matte Graphite / Red Matte Grey Green

ORBIT SPHERICAL
￥88,000（税込み）

サイズ：M,L　カラー全3色
10％で8,800円分ポイント還元

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CONTOUR
￥40,700（税込み）

カラー全9色
10％で4,070円分ポイント還元

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

￥40,700（税込み）

カラー全5色
10％で4,070円分ポイント還元

メガネ対応
マグネット脱着
スペアレンズ付き
コントラストレンズ

Matte Black
VIVID Ember

Matte Light Grey
VIVID Onyx 

《ALPINA ALTO V》はここがおすすめ！
《ALPINA ALTO V》の最大のポイントはすっきりとした見た目のよさ。一般的なバイザータイプのレ
ンズは、横幅もあり、レンズの存在感が強いのが特徴ですが、このモデルはレンズがヘルメットに収ま
り、丸みを帯びた一体感のあるシルエットが好印象。また、天候への対応幅が広い調光レンズを採用
し、バイザー特有の視界の広さも抜群です。

From Staff

石井スポーツ神田本館 小松裕太

〈スフェリカルテクノロジー〉とは、
GIROのみに供給されているMIPS
の進化系機能。ヘルメット内側の
フォーム材自体が2層になり稼動す
ることで、転倒時の衝
撃を分散します。ぜひ
動画でその仕組をご確
認ください。

From Staff

WOMEN’S EDITION
uvex ultra pro WE
¥27,500（税込み）

アブストラクトカモマット
55-59cm
全1色

10％で2,750円分ポイント還元

スマホでお買い物

ハイブリッドタイプ

uvex ultra pro
¥26,400（税込み）

リーフ/ブラックマット
55-59cm
59-61cm
全4色

10％で2,640円分ポイント還元

スマホでお買い物

ハイブリッドタイプ

S1

S1

S2

S2

S3

S3

スマホでお買い物

調光レンズ

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

偏光レンズ
メガネ対応

インクマットホワイトマット

ブラックマット／ゴールド／グリーン
ゴールドミラー　colorvision®　グリーン（S2）

ブラックマット／グリーン
グリーンミラーヴァリオマティック／クリア（S1-3）

ブラックマット
ヴァリオマティックスモーク／ポラヴィジョンスモーク（S2-4）

ブラックマット／ローズ／オレンジ
ローズミラー　colorvision®　オレンジ（S2）

ホワイトマット
ライトミラーシルバーヴァリオマティック／クリア（S1-3）

ブラックマット
ポラヴィジョン／クリア（S1）

コントラストレンズ440g/Mサイズ
700g/Mサイズ

ALPINA ALTO V
¥51,700（税込み）

55-59cm
59-63cm
全3色

10％で5,170円分ポイント還元

スマホでお買い物

調光レンズ
ハードシェルタイプ
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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。
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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。

SMITH

GOGGLE

Lead Blue/Spektris Orange Lead Blue/Spektris Orange

POC

2 1 - 2 2シーズンより加 わった ニュースタイル 。
〈Clarity Comp〉タイプシリーズも登場しています。

Zonula Clarity
¥27,500（税込み）

全10色
10％で2,750円分ポイント還元

スマホでお買い物

コントラストレンズ

ここ数年のPOCのレギュラーモデル。〈Clarityレン
ズ〉のコントラストは視認性もよく、見やすい視界を
確保してくれます。

Fovea Clarity
¥27,500（税込み）

全11色
10％で2,750円分ポイント還元

スマホでお買い物

コントラストレンズ

TNF GARDENIA WHITE x SMITH
CP PHOTOCHROMIC RED MIRROR

EVERGLADE
CP SUN PLATINUM MIRROR 

今人気の平面ワイドレンズモデル。マグネット脱着
式になりレンズ交換も容易。TNFコラボモデルには
NorthBAGが付属。

SQUAD MAG
¥36,850（税込み）

全7色
※フレームカラーで価格が変わります

10％で3,685円分ポイント還元

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

調光レンズ

レンズを湾曲させることで上下の視野を極限まで広
げているゴーグル。視界にフレームが入ってこない
驚きの広さです。

4D MAG
¥48,400（税込み）

全4色
※フレームカラーで価格が変わります

10％で4,840円分ポイント還元

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

SALOMON

シンプルなフォルムと平面ワイドレンズを採用。シンプ
ルなのでヘルメットのデザインを邪魔せず相性も良い。

LO FI SIGMA
¥22,000（税込み）

全7色
10％で2,200円分ポイント還元

スマホでお買い物

コントラストレンズ

Black
PHOTO ML RED

White Frozen
SIGMA POPPY RED

ミラータイプの調光〈PHOTO〉レンズモデルはどのレ
ンズも明るめで見やすくなっています。コントラストレ
ンズ〈SIGMA〉レンズ仕様もおすすめです。

RADIUM PRO PHOTO
¥22,000（税込み）

全2色
10％で2,200円分ポイント還元

スマホでお買い物

調光レンズ

HEAD
BLACK

5K PHOTO

アジアンフィットモデル。球面の緩やかなトーリック
曲線を持ち、歪みを抑えた調光コントラストレンズ
仕様のゴーグル。

MAGNIFY 5K AF PHOTO
¥27,500（税込み）

全1色
10％で2,750円分ポイント還元

スマホでお買い物

コントラストレンズ

マグネット脱着
調光レンズ

眼鏡対応

MARKER
ブラックマット

グリーンプラズマミラー

昨年から登場したマグネット脱着式の《SQUADRON+》。レン
ズ脱着が容易で、ゴーグルを着けたままでも付け外し可能。

SQUADRON+
¥25,300（税込み）

全1色
※コントラストレンズモデルは¥28,600（税込み）（2色）

10％で2,530円分ポイント還元
スマホでお買い物

マグネット脱着
スペアレンズ付き
BOXケース付き

PWDR/PRCV VRBL BLUE

ANON

ANONのフラッグシップモデル。ハイコントラストレンズ
〈PERCIEVE〉は注目レンズ。別売り平面レンズも取り
付けでき、フェイスマスクもマグネットで脱着が可能。

M4 TORIC ASIAN FIT + MFI
¥38,500（税込み）

全4色
10％で3,850円分ポイント還元

スマホでお買い物

スペアレンズ付き
マグネット脱着
コントラストレンズ

MFIフェイスマスク付

ミドルサイズのレディスモデル。MFIフェイスマスク
なしモデル（¥28,600（税込み））もあります。

WM1 ASIAN FIT + MFI
¥31,900（税込み）

全5色
10％で3,190円分ポイント還元

スマホでお買い物

スペアレンズ付き
マグネット脱着
コントラストレンズ

MFIフェイスマスク付

NAVY/PRCV VRBL BLUE

OAKELY

B1B POSIEDON
PRIZM SAPPHIRE IRIDIUM

JAMIE SIG BLUE PRINT
PRIZM SAPPHIRE IRIDIUM

OAKLEY契約選手の愛用率がもっとも高いモデル。デ
ザインの良さと実用性の高さを証明。

LINE MINER L
¥24,750（税込み）

全26色
※フレームカラーで価格が変わります

10％で2,475円分ポイント還元 スマホでお買い物

コントラストレンズ
眼鏡対応

《CANOPY》に代わるニュースタイルで、フルフレー
ムを採用。厚みも薄型に設計し視界を確保。

FLIGHT TRACKER L
¥25,080（税込み）

全18色
※フレームカラーで価格が変わります

10％で2,508円分ポイント還元 スマホでお買い物

コントラストレンズ
眼鏡対応

SWANS

GLW
MITブルーミラー×ライトスモーク調光 GLBK

カタログ外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。

V4-CDH 
¥18,700（税込み）

全2色
10％で1,870円分ポイント還元 平面レンズ

調光レンズ
クリアレンズ

スマホでお買い物

例年ファンを作り始めている〈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。

RIDGELINE-MDH-CMIT
¥33,000（税込み）

全3色
10％で3,300円分ポイント還元

眼鏡対応
球面レンズ

調光レンズ
MITレンズ

スマホでお買い物

SWEET PROTECTION

RIG Bixbite/ Matte Black RIG Light Amethyst/ Matte Black

今人気のシンプルかつ平面ワイドレンズ。もちろん
〈RIG〉レンズ仕様で視界も良好。強度の強いレンズ
は目の保護にも最適。

Boondock
¥24,200（税込み）

全5色
10％で2,420円分ポイント還元

スマホでお買い物

コントラストレンズ

レース、フリーとスタイルを選ばない定番人気モデル。
ガッチリした印象は強度のあるレンズとフレームの一
体感の賜物。〈RIG〉レンズの視界もクリアで見やすい。

Clockwork
¥28,600（税込み）

全5色
10％で2,860円分ポイント還元

スマホでお買い物

コントラストレンズ
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REUSCH LEKI

6780スチールグレイ/
ブラック/フルオレッド

グラファイト/オフホワイト

4479/ドレスブルー

サンド/オフホワイト/ペトロール

OffWhite/Ecouir

LDT/NV

1101/ホワイトブラック

Bordeaux / Brown

SGL/CML

Cork/AlmondWhite

NV

HESTRA

SWANY

GLOVES

プロテクションの付いた高速
種目系グローブ。あまり見慣
れないスタイルのグローブで
すが、グリップ感がよく使い
勝手のよいモデルになってい
ます。ウィンドプルーフを内蔵
して風もカット。伸縮性に優
れたレーシンググローブ。

WORLDCUP 
WARRIOR NEO
¥13,200（税込み）

7.0-9.0（1インチピッチ）
全1色

10％で1,320円分ポイント還元

スマホでお買い物ネオプレーン系

バックカントリーやパウダー
を愛好するヘビーユーザー
の方々へおすすめのグロー
ブ。皮革のなかでも丈夫な牛
革を使用。3フィンガータイプ
の暖かさと〈プリマロフト〉を

使用した柔らかさを
両立。シンプルなデザ
インでウェアとの相性
もよいグローブです。

HIGHLAND R-TEX 
XT LOBSTER
¥17,600（税込み）

7.0-9.0 （1インチピッチ）
全4色

10％で1,760円分ポイント還元

スマホでお買い物牛
PRIMALOFT
リーシュコード付き

スマホでお買い物

レトロ感のあるクラシックモデルで、風合いのある感じが魅力。〈プリマロフト〉仕様なので暖かく、柔らかい着け心地。

PATROL 3D
¥15,400（税込み）

7.0  8.0  9.0（3サイズ）
全2色

10％で1,540円分ポイント還元

牛
PRIMALOFT

スマホでお買い物

RUBIC 3D
¥17,600（税込み）

7.0  8.0  9.0（3サイズ）
全2色

10％で1,760円分ポイント還元

牛
PRIMALOFT〈R-LOFT〉の保温力と〈R-TEX〉

の防風防水力を備え、ナイロ
ン素材ながら暖かいグロー
ブ。外気との遮断力もあり、グ
ローブ内の熱を保持します。

YUKI R-TEX 
XT LOBSTER
¥11,000（税込み）

6.5-9.0（0.5インチピッチ）
全8色

10％で1,100円分ポイント還元

スマホでお買い物ナイロン
リーシュコード付き

3フィンガーシリーズの最新
モデルで、手首はショートタイ
プ。インナーグローブ内蔵で
暖かさは抜群。

3-Finger 
Full Leather 
Short
¥16,500（税込み）

4-10（1インチピッチ）
全8色

10％で1,650円分ポイント還元

スマホでお買い物牛＋ヤギ

〈GORE-TEX〉仕様のスタン
ダード5指タイプ。カラーに
よって皮革の種類を変え、使
いやすさも追求。

Omni GTX 
Full Leather
¥18,700（税込み）

5-10（1インチピッチ）
全6色

10％で1,870円分ポイント還元

スマホでお買い物牛＋ヤギ
GORE-TEX

シンプルなデザインなので雪
山だけでなく普段使いも可
能。ウールインナーなので暖
かい。

Wakayama
¥17,600（税込み）

6-10（1インチピッチ）
全5色

10％で1,760円分ポイント還元

スマホでお買い物牛

握りやすさでおすすめのグ
ローブ。山羊革の丈夫さと使い
やすさが一体となったモデル。
シンプルなクラシックデザイン
の印象ですがカラーも豊富。

Union Full Leather
¥18,700（税込み）

[M‘s]XS,S,M,L [Ｗ‘s]XS,S,M
全8色

10％で1,870円分ポイント還元

スマホでお買い物ヤギ

リーシュコード付き
GORE-TEX

スリムカフで袖口にもしまい
やすく、ジャストフィットな握
り心地があります。柔らかく
撥水加工を施した山羊革を
使用。

Valcan
¥18,700（税込み）

[M‘s]XS,S,M,L [Ｗ‘s]XS,S,M
全5色

10％で1,870円分ポイント還元

スマホでお買い物

リーシュコード付き

ヤギ
GORE-TEX

インナーグローブ付きのミト
ンタイプ。甲のジッパーを下ろ
せば手が出せる優れもの。細
かい作業をするときにグロー
ブの着け外しがなく便利。

Bocco
¥18,700（税込み）

[M‘s]XS,S,M,L [Ｗ‘s]XS,S,M
全6色

10％で1,870円分ポイント還元

スマホでお買い物

リーシュコード付き

ヤギ
インナーグローブ付き

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
簡単にすばや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。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°と広範囲の負荷に対し
てのリリースを可能にしました。

グローブ素材のあれこれ

牛革·・・皮革で最もポピュラーで種類も多い。丈夫さ・供給量・コストの面でも利用価値が高いのが特徴です。
山羊革·・・感触はソフトで丈夫。摩擦にも強い。ゴート（GOAT）スキンとも呼ばれます。
羊革·・・柔らかく肌ざわりもよい。断熱効果が高いのが特徴です。シープ（SHEEP）スキンとも呼ばれます。
合成皮革（合皮）·・・普通の織物にウレタン樹脂などの表皮を張り合わせた人工素材。通気性・肌触りは人工皮革より劣るが水に強い。
ナイロン·・・防水・防風・撥水加工などを施している。最初から柔らかく、中綿もしっかり入っているタイプが多いので暖かい。リーズナブル
　　　　　な価格幅も広いタイプ。

【シェル】

GORE-TEX·・・最も有名なメンブレン。防水・防風・透湿性はピカイチです。
R-TEX・・・reusch社独自のストレッチ性のある防水・防風・透湿フィルム。

【メンブレン（防水透湿素材）】

POLARTEC（ポーラテック）・・・フリース生地の一種。速乾性、保温性がよいのが特徴です。

【インナー（ライナー）】

グローブの構造

外側の素材には、皮革やナイロン
などがあります。防水性・撥水性・
防風性・透湿性などが求められ、
グローブ内部を守るバリア的な
役割を果たします。

シェル

雨・風から手を守る

外からの水分は通さず、内側からの
湿気は外に逃がすシート状の防水
透湿性素材のフィルムと綿状の保温
素材のインサレーションからなる。

中間素材

保温とドライ感を保つ

手に触れる素材。フリースなど肌
触りのよい素材が使われます。

インナー（ライナー）

着け心地を決める

PRIMALOFT（プリマロフト）・・・軽く、保温性の高いダウンのようなポリエステル素材。透湿性・耐水性がよく、グローブの排湿を妨げず、
　　　　　　　　　　　　　   保温性を確保します。
BREATH THERMO・・・ミズノの独自技術の発熱する繊維素材。湿気に反応して生地が発熱。

【インサレーション（保温素材）】
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K ANDA SAPPORO NIIGATA SENDAI OOSAK A

　競技スキーの無駄を排除し

た究極のテクニックと、スピード

をライバルと競うスキーの楽し

さ──。

　基礎スキーの雪質・斜面に合

わせ様々なテクニックを駆使し

て美しく滑る、匠の技を磨く楽

しさ──。

　どちらの楽しさも魅力的で、

スキーの醍醐味とも言えます

が、地形を使ってジャンプした

り、未圧雪斜面で雪と空気の織

りなす独特の浮遊感を感じな

がら滑るフリーライディングは

まさに究極のスキーではないで

しょうか。

　雪質と斜度や地形、風向きや

日射など大自然と自分をコー

ディネートできた瞬間の一体感

は、何物にも代えることのでき

ない感覚をもたらします。そん

なフリーライドスキーへ一歩足

を踏み入れてみてはいかがで

しょうか。

　ポイントはどんな雪だって斜

面だって滑れるフィールドに変

えてくれるスキーをチョイスす

ることと、雪を楽しみ尽くすマイ

ンドから始まります。

　ここからはフリーライドス

キーからバックカントリース

キー、そしてツアースキーに対

応する最新マテリアルをご紹介

します。

86
Photo:Hiroshi SUGANUMA
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藤野　今、バックカントリースキーという言
葉は、誰でも知っている言葉になって、チャ
ンスがあったら行ってみたいという人も増
えています。ただ、なんの知識や経験もない
まま、いきなりバックカントリーエリアに行く
のは危険ですし、フリーライドを始めるにあ
たって必要なこともあります。フリーライドを
始めるために、児玉さんはどんなことが必要
だと思いますか。
児玉　まずは少し意識を変えることだと思
います。レースや基礎など、スキーにはいろ
いろな楽しみ方がありますが、今まで自分が
やってきたスタイルから少し離れて、新しい
目線で自分が滑ってきたゲレンデやその周
囲を見てみる。そうすると、斜面が変わる部
分やコースサイドののり面など、今までとは
違った遊び方ができる場所が見えてくる。そ
んなことがフリーライドのはじめの一歩なの
ではないかと思います。
藤野　それはバックカントリーエリアではな
く、スキー場のゲレンデでの話ですね。
児玉　はい。フリーライドだからといって、
しゃにむに前人未到のところを目指さなくて
も、目線を変えれば同じスキー場でもまった

く違う体験ができます。ちょっとした斜面の
ねじれで遊んでみたり、キッカーを越えたり、
ハーフパイプのボトムを滑ったりするだけ
で、それまで平坦だったスキー場が３Dに感
じられます。同じスキー場を滑っていると、ど
うしてもルーティーンな滑り方ができてしま
いやすいのですが、そういう楽しみ方に気が
ついてもらいたいですね。
藤野　フリーライドがイコール、バックカント
リーエリアで遊ぶものではないというわけ
ですね。
児玉　そう考えている人がいたら、それは全
然フリーライドではないと思います。いろい
ろなスキーがあって、それぞれの楽しみが
あるのが、より楽しいスキーライフを送るコ
ツだと思います。ゲレンデをカービングで滑
るのも楽しいけれど、深雪の表面の何セン
チかをスライスしていくように滑るのも楽し
い。そんなふうにいろいろな遊び方ができる
のが、スキーの楽しさなんだと思います。
藤野　そのようにいろいろな遊び方をする
うえでは、センター幅100ミリ前後のファット
スキーが大きな武器になりますね。
児玉　そうですね。ファットスキーというと深
雪用のスキーととらえられやすいんですけれ
ど、実はそうじゃなくて、バックカントリーエリ

アでも、ゲレンデでも楽しく遊べる道具なん
です。ファットスキーを履けば、自然とずれや
すくなるから、雪の表面をスライスしたり、の
り面に当て込んだりという遊びもしやすくな
る。クルマでいえば、4WDのように路面の状
況を選ばずに遊べるのがセンター幅100ミ
リ前後のファットスキーなんです。
藤野　ファットスキーを履けば、世界が変わ
りますか？
児玉　変わると思います。最近、フリーライ
ドの大会で活躍している勝野天欄くんがス
キー場を滑っている映像を見ましたが、これ
が本当に同じスキー場かという感じで、まっ
たく遊び方が違うんです。僕にとっても本当
に目から鱗ですし、スキー場にもまだまだ知
らない楽しさはあるんだということにあらた
めて気づかされます。
藤野　フリーライドのはじめの一歩は、ゲレ
ンデを楽しく遊ぶことですか？
児玉　ゲレンデの地形をきちんと見て、それ
を使って遊べるようになることは、フリーライ
ドのはじめの一歩だと言えると思います。ま
た、スキー場にある非圧雪コースに行けば、
深雪はもちろん、いろいろな雪質の変化を
楽しむこともできる。それもフリーライドに
つながっていくと思います。

藤野　初めてのスキーヤーが、ゲレンデから
フリーライドを始めて、そのあとにバックカン
トリーエリアを目指すとしたら、どんな段階
を踏むことが必要になってきますか。
児玉　一番大切なのは、やはりコントロール
する技術です。バックカントリーエリアに行く
ためには、当然、急斜面を安全に滑り降りて
くる技術が必要になります。また、危険な場
所の手前できちんと止まれる。その技術も
とても大切です。その段階まではゲレンデで
しっかり練習しましょうというのはあります。

藤野　その過程で地形を見て遊んだり、雪
質の変化に対応する技術を身につけていく
わけですね。
児玉　そうです。バックカントリーエリアは必
ずなにかイレギュラーなことが起きる場所な
ので、スキー場でいろいろな状況を繰り返し
滑って、なにかに対応する技術を身体に染み
込ませていかなければなりません。
藤野　臨機応変の対応力が大切。
児玉　そして、機が熟したら初心者向けのガ
イドツアーなどで道具の使い方や登りのコ

ツ、さまざまな地形の見方などを身につけて
いく。ここでもしっかりと経験を積んでいくこ
とが大切です。そして、そのなかで山の知識
もきちんと身につけていく。例えばスキュー
バダイビングに行くときに、初心者がひとり
で海に潜ったりしないですよね。それと同じ
です。そこをしっかりとやることで、より安全
にバックカントリースキーを楽しめるように
なると思います。
藤野　フリーライドが面白くなれば、自分か
ら情報を集めるようになるでしょうし、山の

知識も身につけていくでしょう。そのなかで
バックカントリースキーの道具をそろえると
したら、いったいなにから手に入れていけば
いいのでしょうか。
児玉　まずは自分が滑る道具です。それから
登るための道具ですね。アバランチギアに関
しては、最初はレンタルを利用して一度使っ
てみるのもいいと思います。
藤野　バックカントリーエリアを滑るときに
意識すべきことは？
児玉　セーブして滑ることです。例えばゲレ
ンデを10で滑れる技術や経験を積んできた
としても、バックカントリーエリアでは６～７
で滑らなければいけない。僕はよく「積極的
な受け身」というんですけれど、自分からこう
滑ろうと決めつけてしまうのではなく、五感

を張り巡らせてつねに雪を感じながら滑っ
ていく。そして、この雪だったらこう滑ろうと
状況に合わせていくことが大切です。そうい
う要素がすごく必要とされます。そして、それ
をやるには、やはり経験がすごく必要で、い
ろいろな地形や雪を経験していなければな
らない。そういう経験があってはじめて、な
にも考えなくても自然と身体が反応してくれ
るようになります。フリーライドというと、すぐ
にバックカントリーエリアに行ってみたくな
るかもしれませんが、より安全に自由に自然
のフィールドを楽しむためにも、スキー場で
十分に経験を積んでもらいたいですね。

Special対談

×児玉毅 藤野裕喜
フリーライド
はじめの一歩

（石井スポーツ札幌西インター店）

胸まで埋まるような深い雪のなかを
華麗に雪煙を上げて滑る姿で人々を魅了する児玉毅。
日本のフリーライドの第一人者であり
北海道で人気を集めるフリーライドの大会の
発案者のひとりでもある彼に、
フリーライドを始めるために必要なものを
石井スポーツスタッフで
山岳ガイドでもある藤野裕喜が聞きました。

FREERIDE ENTRY

スキー場の地形や雪質で遊ぶことが
フリーライドのはじめの一歩

こだま・たけし

1974年生まれ。北海道・札幌出身。大学卒
業後、単身アメリカに武者修行の旅に出
る。北米大陸最高峰デナリでの滑降やエ
ベレスト登頂など冒険的なスキーのほか、
シーカヤックによるグリーンランド遠征、レ
バノンやモロッコでのスキーなど、「スキー
を背負って世界を旅する」というライフワ
ークを実践。最高のライディングと感動を
追い求めるプロスキーヤー
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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。

ヨドバシ・ドット・コム内「石井スポーツ スキー＆スノー用品ストア」では、スキー板はビンディングとセット販売になります。
また、ビンディング単体の販売は「石井スポーツ スキー＆スノー用品ストア」では行っておりません。スキー取扱店舗にてお買い求めください。

初めてのフリーライド SKI

　まずはゲレンデフリーライドから

始めましょう。フリーライドだからっ

て、必ずしもジャンプしたりパーク

でレールをこすったりしなくたって

OKです。まずは、フリーライドに適

した少し太めのスキーをチョイス

しましょう。それだけであなたの斜

面を見る目が変わるはずです。レー

スや基礎スキーのエキスパートモ

デルは整地されたゲレンデで最高

のパフォーマンスを発揮するよう

に作られていますが、フリーライド

スキーは雪さえあればどんなとこ

ろも守備範囲としてくれるマルチ

プレーヤーです。今まで対象にも

入らなかった場所や雪質が一気に

遊び場の守備範囲に入ります。も

ちろんグルーミングバーンのカー

ビングだってこなします。

初めての
フリーライドは
少し太めのスキーからスタート！

ラディウスは18m〜20mぐらい。
ラディウスが小さいほうがター
ンのしやすさがありますが、滑る
フィールドや雪質への汎用性を考
えるとこのぐらいが目安です。

センター幅100mm前
後。ゲレンデでの滑走
からパウダーライディ
ングまで幅広く対応で
きるのがこのセンター
幅です。

ビンディングはプレートのない、セ
パレートのタイプ。フリーライドを対
象にしたモデルは、ほとんどのブー
ツのソール規格に対応します。軽量
で操作がしやすいのも特徴。

将来山岳エリアを滑りたい
と考えているのであれば、
ウォークモードが搭載され
ているタイプがおすすめで
すが、そうでなければ、初め
はウォークモードがついて
いないタイプでもOK！　

スキー板単体　¥87,890（税込み）

サイズ（cm）：164/172/180/188
サイドカット（mm）：
129.5-100-120(180cm)
ラディウス：164=16.4m/172=18m/
180=19.5m/188=21m
重量：1,700g（172cm）

10％で8,789円分ポイント還元

スマホでお買い物

パウダーからグルーミング、パーク、そしてコブなどの不整地斜面までこなすマルチプレーヤー。重量も
軽く操作性抜群なので初めてフリーライドに挑戦する方にもおすすめの一台です。

ATOMIC
BENT CHETLER 100

スキー板単体　¥93,500（税込み）

サイズ（cm）：169/176/183/189
サイドカット（mm）：
132-98-120(176cm)
ラディウス：169=15m/176=18m/
183=17m/189=18m

10％で9,350円分ポイント還元

スマホでお買い物

新たにダブルサイドウォールテクノロジーを採用し、足元のエッジグリップや振動吸収力を強化したモ
デル。ツインローカーモデルながらカービング性能が非常に高いので、ゲレンデまわりで楽しむ方に最
適です。

SALOMON
QST 98

足元はしっかりしているがトップとテールはしなやかに仕上がっており、地形を使った遊びが得意な
オールマウンテンスキー。欧米ではベストセラーの人気モデルとなっています。遊び方はあなた次第。
どんな使い方にも対応してくれる懐の深いスキーです。

スキー板単体　¥82,500（税込み）

サイズ（cm）：
159/165/171/177/183/189
サイドカット（mm）：127-98-119(177cm)
ラディウス：
159=12m/165=14m/171=16m/
177=18m/183=20m/189=21m
重量：1,810g（177cm）

10％で8,250円分ポイント還元

FACTION
PRODIGY2.0

スキー板単体　¥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）：
150-105-138/15(174cm)
重量：1,770g（174cm）

10％で10,890円分ポイント還元

スマホでお買い物

ゲレンデのグルーミングバーンではレールターンもこなすのに、パウダーでは絶大な浮力を武器にス
ムースなライディングが可能なマジカルマシーン。誰でも簡単に扱えるソフトなフレックスのため、技術
レベルを問いません。スキーの面白さを再発見できることでしょう。

LINE
SAKANA

スキー板単体　¥105,600（税込み）

サイズ（cm）：169/176/181
サイドカット（mm）：
154-95-124（176cm）
ラディウス：Tight
重量：2,050g（176cm）
＊全２色

10％で10,560円分ポイント還元

スマホでお買い物

高いスピード域での操作性とカービング性能に、シチュエーションを選ばないオールマウンテン要素を
掛け合わせた話題のスキー。これ一台でカリカリのアイスバーンからパウダーまで、ゲレンデを滑り倒
すことができます。

LINE
BLADE 95

FREERIDE ENTRY

Photo:Hiroshi SUGANUMA

ビンディングSET

ビンディングSET

ビンディングSET

ビンディングSET
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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。

基礎や競技スキーからフリーライドへチャレンジする方に最適なナローシェイプモデル。切れ、走りとも
にレーシングライクな性能を備えながら自由度の高い操作性が人気です。

スキー板単体　¥91,300（税込み）

サイズ（cm）：163/170/177/184
サイドカット（mm）：129-88-111（163cm）
ラディウス：163=25/14/20m/
170=28/15/22m/177=30/17/24m/
184=33/18/26m
重量：1,740g（163cm）

10％で9,130円分ポイント還元

スマホでお買い物

VÖLKL
KENDO 88

スタンドハイトが低重心のため、スライド系の
操作がしやすくランディング時の安定性も高
いモデル。フリーライドコンペでの使用率の高
い信頼のビンディングです。

¥42,900（税込み）

カラー：BLACK	
ブレーキ幅（mm）：
90/100/115/130
解放値：DIN5-13
重量（1/2ペア）：1,220g
スタンドハイト：24.5mm	

10％で4,290円分ポイント還元

ATOMIC
STH 13 WTR

¥38,500（税込み）

カラー：BK/GD
ブレーキ幅（mm）：
90/100/115/130	 	
解放値：DIN4-13
重量（1/2ペア）：1,130g
スタンドハイト：24.5mm	

10％で3,850円分ポイント還元

ゲレンデでのカービング性能を重視したい方
におすすめ。振動吸収性にも優れた性能を発
揮します。

ATOMIC
WARDEN 13 MNC

BINDING

FREERIDE ENTRY
初めてのフリーライド

ヨドバシ・ドット・コム内「石井スポーツ スキー＆スノー用品ストア」では、スキー板はビンディングとセット販売になります。
また、ビンディング単体の販売は「石井スポーツ スキー＆スノー用品ストア」では行っておりません。スキー取扱店舗にてお買い求めください。

スタンドハイトが低重心のため、スライド系の
操作がしやすくランディング時の安定性も高
いモデル。フリーライドコンペでの使用率の高
い信頼のビンディングです。

¥38,500（税込み）

カラー：BLACK
ブレーキ幅（mm）：
90/100/115/130
解放値：DIN5-13
重量（1/2ペア）：1,145g
スタンドハイト：24.5mm	

10％で3,850円分ポイント還元

SALOMON
STH2 WTR 13

スウィングウェイトが軽く十分な保持力を備え
たフリーライドのスタンダードビンディング。

¥36,300（税込み）

カラー：BLACK
ブレーキ幅（mm）：	
90/100/110/120	 	
解放値：DIN4-13
重量（1/2ペア）：1030g
スタンドハイト：24mm

10％で3,630円分ポイント還元

MARKER
GRIFON 13 ID

比較的細めのフリーライドスキーにマッチす
るフリーライド入門に最適なモデル。

¥24,200（税込み）

カラー：BLACK
ブレーキ幅（mm）：90/100/115	
解放値：DIN3.5-11
重量（1/2ペア）：995g
スタンドハイト：26.5mm

10％で2,420円分ポイント還元

SALOMON
WARDEN MNC 11

対応ブーツ規格を限定することでさらに軽量
化を実現したニューモデル。ソールの雪を取
りやすいアンチアイスプレートを装備。

¥25,300（税込み）

カラー：GN/BK
ブレーキ幅（mm）：90/100/110
解放値：DIN3-11
重量（1/2ペア）：820g
スタンドハイト：24mm

10％で2,530円分ポイント還元

MARKER
SQUIRE 11

日本の雪質や環境に合わせてフリーラン性能を高めた、パウダーからパークでのジブまでオールラウ
ンドに楽しめるスキー。グラフィックに目がいきがちですが、特徴的な粘りのあるフレックスでバターな
どのトリックもかけやすくフリーランにおいても操作性が高く、乗り味とガシガシ使ってもへこたれない
高い耐久性が魅力です。

スキー板単体　¥107,800（税込み）

カラー：BYAKKO
サイズ（cm）：171
サイドカット（mm）：125-100-125
ラディウス：18.5m
重量：1,600g

10％で10,780円分ポイント還元

WAPAN
HO

スキー板単体　¥95,590（税込み）

サイズ（cm）：164/172/180/188
サイドカット（mm）：
129-94.5-113(180cm)
ラディウス：164=16.5m/172=17.9m
/180=19.3m/188=20.8m
重量：1,800g（180cm）

10％で9,559円分ポイント還元

スマホでお買い物

欧米を中心に人気があるオールマウンテンスキーのニューモデル。オールマウンテ
ンロッカーと呼ばれる20/70/10%のロッカー比率が、朝一のパウダーからグルーミ
ングへとスムーズに移行できます。

ATOMIC
MAVERICK 95Ti

女性モデルのメイヴンはカーボンで軽量に仕上げられ一日中滑っても疲れにくいモデル。遊び方も滑
り方も自由。どんな雪質でも楽しめるフリーライド入門に最適なモデルです。

スキー板単体　¥84,590（税込み）

サイズ（cm）：156/164/172
サイドカット（mm）：
127.5-94-111.5(172cm)
ラディウス：164=16.5m
重量：1,630g（172cm）

10％で8,459円分ポイント還元

スマホでお買い物

ATOMIC
MAVEN 93C

BOOTS
DALBELLO / KRYPTON 130 T.I .ID
¥107,800（税込み）

サイズ：24.5-29.5cm	
ラスト:98mm
フレックス：130
重量：2,191g(26.5cm)
GRIP	WALK	SOLE	標準装備
FORWARD	LEAN	13°or15°
＊アルペンソール付属

10％で10,780円分ポイント還元

エキスパートスキーヤーならハー
ドチャージングできるしっかりした
フレックスのブーツがおすすめ。短
時間のハイクアップにも対応できる
TECHインサート仕様。フリーライド
コンペなどに対応したモデルです。

0 616438 795298

スマホでお買い物

DALBELLO / CHAKRA ELEVATE 115 T.I .ID
¥93,500（税込み）

サイズ：21.5-26.5cm	
ラスト:98mm
フレックス：115
重量：1,895g(24.5cm)
GRIP	WALK	SOLE	標準装備
FORWARD	LEAN	13°or15°	
＊アルペンソール付属

10％で9,350円分ポイント還元

女性フリーライダーにおすすめの3
ピースブーツ。パワー伝達に優れた
スリーピース構造と快適なフィット
感はハイレベルな滑りを支えます。

0 616438 791801

スマホでお買い物

FT / DROP KICK PRO
¥77,000（税込み）

サイズ：22.5-31.5cm	
ラスト:99mm
フレックス:6/90	
重量:1,920g(27.5cm)
FORWARD	LEAN	3段階調整可能	

10％で7,700円分ポイント還元

モーグル、ハーフパイプ、ジブなどフ
リースタイルならお任せ。熱成型可
能なシェル＆インナーで快適性に
も優れています。低重心で足裏感覚
に優れており、ずらしを意識したス
キー操作が可能です。

0 886745 934219

スマホでお買い物

FT / ASCENDANT SC
¥88,000（税込み）

サイズ：24.5-30.5cm	
ラスト:102mm
フレックス:10/120	
重量:2,092g(27.5cm)
FORWARD	LEAN	調整なし	

10％で8,800円分ポイント還元

フリーライドのムービースターの
ひとり、サミーカールソンのシグニ
チャーモデル。ハイクアップにも対
応可能なテックインサートを装備し
バックカントリーでのナチュラルヒッ
トも狙えます。

0 886745 935414

スマホでお買い物

WOMENS
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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。

POWDER FREERIDE
パウダーフリーライド

SKI

　パウダーを自由自在に滑りたいなら

技術レベルに関係なく幅広なスキーが

おすすめです。幅広であればあるほど

浮遊感がアップしスキーを意のままに

操れるようになり、雪の表面を薄くスラ

イスするようなターンも味わえるように

なります。それはゲレンデ用のカービン

グスキーや細めのオールマウンテンス

キーでは味わうことができない、幅広

なスキーならではの独特なフィーリング

です。ゲレンデフリーライドの次には、

この未知なる感覚を求めバックカント

リーフリーライドの世界へ踏み出してみ

ましょう。

パウダーを自在に滑りたければ
幅広なスキーから選ぶ

グルーミングバーンからパウダーまで、雪質やシーンを選ばないスキーとして評価の高いQSTが、さら
にダブルサイドウォールテクノロジーを採用しバージョンアップしました。優れた振動吸収と足元の強
力なエッジグリップでたとえ不意に荒れたスロープに遭遇しても慌てることもないでしょう。

スキー板単体　¥104,500（税込み）

サイズ（cm）：178/186/194cm
サイドカット（mm）：
138-112-127(186cm)
ラディウス：
178=15m/186=17m/194=18m

10％で10,450円分ポイント還元

スマホでお買い物

SALOMON
QST BLANK

ヨドバシ・ドット・コム内「石井スポーツ スキー＆スノー用品ストア」では、スキー板はビンディングとセット販売になります。
また、ビンディング単体の販売は「石井スポーツ スキー＆スノー用品ストア」では行っておりません。スキー取扱店舗にてお買い求めください。

スキー板単体　¥126,500（税込み）

サイズ（cm）：183/190	
サイドカット（mm）：
148-122-140(183cm)
ラディウス：
183=22m/190=24m
重量：2,150g（183cm）

10％で12,650円分ポイント還元

キャンディッド・トベックスのシグニチャーラインの最高峰がより軽量になり、さらに2mmキャンバーを
搭載してバージョンアップされました。より進化したフリーライドの最高峰はライダーの意思を忠実に
表現してくれるでしょう。

FACTION
CT 5.0

振動吸収性に優れたコルクダンプリファイヤーをトップのショベル部分に搭載し、軽量でありながらバ
タつきの少ない滑走フィールを実現しています。

スキー板単体　¥99,000（税込み）

サイズ（cm）：159/167/174
サイドカット（mm）：
137-106-123(167cm)	
ラディウス：
159=16m/167=17m/174=18m

10％で9,900円分ポイント還元

2 080001 943023

スマホでお買い物

SALOMON
QST STELLA 106

スキー板単体　¥97,900（税込み）

サイズ（cm）：164/172/180/188/192
サイドカット（mm）：
142-114-132(188cm)	
ラディウス：164=16m/172=17.5m/
180=19m/188=21m/192=23m
重量：2,170g（188cm）	

10％で9,790円分ポイント還元

スマホでお買い物

多くのライダーがフリーライドコンペティションで使用し信頼を集めているモデル。センター部のみに
チタナルメタルを採用。比較的短い有効エッジとトップとテールのトーションが強すぎないため容易に
操作が可能。幅広いライディングレベルで使いやすいモデルです。

BLIZZARD
RUSTLER 11

スキー板単体　¥172,150（税込み）

サイズ（cm）：
168/178/184/189
サイドカット（mm）：
140-112-125(178cm)	
ラディウス：15m	
重量：1,825g（178cm）

10％で17,215円分ポイント還元

DPSの代表作112RPが新しい構造PAGODAで生まれ変わりました。誰もが簡単にパウダーを滑るこ
とができる優れた操作性は、パウダーだけでなくグルーミングバーンにも生かされます。ラディウスが
15mとスラロームスキーのようなサイドカットで驚くほどクイックにターンすることが可能。パウダーエ
ントリーの方におすすめです。

DPS
PAGODA 112RP

軽量化され、より軽快な滑走フィールが魅力。グルーミングバーンもパウダーも一台で楽しめるスキー
です。北欧の厳しい自然環境に鍛えられた他のメジャーブランドにないハンドメイドの独特な乗り味を
一度お試しください。

パウダー用ながらカービング性能も高いポラーヴのライトモデル。ナチュラルウッドにカーボンを組み
合わせて軽量化。フレックスがソフトなので、体重の軽い方や脚力に自信のない方にも扱いやすいス
キーです。

スキー板単体　¥151,800（税込み）

サイズ（cm）：175/180/186
サイドカット（mm）：
135-107-128
ラディウス：
175=21.5m/180=23m/186=25m

10％で15,180円分ポイント還元

スマホでお買い物

VECTORGLIDE
POLARVE LIGHT

スキー板単体　¥110,000（税込み）

サイズ（cm）：179/186/193
サイドカット（mm）：
136-105-124(186cm)	
ラディウス：186=21m
重量：1,880g（186cm）	

10％で11,000円分ポイント還元

スマホでお買い物

EXTREM
FUSION 105

WOMENS

Photo:Hiroshi SUGANUMA

スキー板単体　¥109,890（税込み）

サイズ（cm）：176/184/192
サイドカット（mm）：
143-120-134(184cm)
ラディウス：
176=18m/184=19m/192=20m	
重量：1,800g（184cm）

10％で10,989円分ポイント還元

スマホでお買い物

遊び心満載の大人気モデル。軽量で取り回しも良いのでレベルを問わず安心してパウダーライディン
グに挑んでいけます。幅広ですがグルーミングバーンでのグリップ感やターンドライブも軽快でストレ
スがありません。

ATOMIC
BENT CHETLER 120

ビンディングSET

ビンディングSET

ビンディングSET

ビンディングSET

ビンディングSET

ビンディングSET
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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。

山岳エリアで登って滑る。
自分の滑走技術と体力に合わせて

用具を選ぼう

FREERIDE TOUR
フリーライドツアー

滑走時はアルペンビンディング、歩行時はピン
テックビンディングとして機能するハイブリッ
ドタイプ。パウダーライディングだけでなく、ツ
アーリングもしたい方におすすめです。

¥93,500（税込み）

ブレーキ幅：
90/100/110/120mm	
TOURモード　搭載（PIN	TECH)
解放値：DIN6-13
重量（1/2ペア）：880g
スタンドハイト：30mm	

10％で9,350円分ポイント還元

ATOMIC
SHIFT 13 MNC

フリーライドコンペやパークライドに欠かせな
いビンディング。最も低いスタンドハイトで面
を使った操作がしやすく、安定したライディン
グが可能。今季はトランスファースイッチテク
ノロジーを搭載し、パワー伝達モードの切り替
えが可能。ラバーソールでも安定した性能を
発揮してくれます。

¥49,500（税込み）

ブレーキ幅：
90/100/115/130mm	
TOURモード　未搭載	
解放値：DIN7-16
重量（1/2ペア）：1,240g
スタンドハイト：21.8mm	

10％で4,950円分ポイント還元

SALOMON
STH2 MNC 16

滑走時はアルペンビンディング、歩行時はピン
テックビンディングとして機能するハイブリッ
ドタイプ。パウダーライディングだけでなく、ツ
アーリングもしたい方におすすめです。

¥93,500（税込み）

ブレーキ幅：
90/100/110/120mm	
TOURモード　搭載（PIN	TECH)
解放値：DIN6-13
重量（1/2ペア）：885g
スタンドハイト：30mm	

＊テックホールがついていない
ブーツでは、ハイクモードを使用
できません

＊テックホールがついていない
ブーツでは、ハイクモードを使用
できません

10％で9,350円分ポイント還元

SALOMON
S/LAB SHIFT 13 MNC

軽量で強度のあるマグネシウム合金を採用
するなど剛性と重量のバランスに優れたモデ
ル。

¥48,400（税込み）

ブレーキ幅：
90/100/110/120mm	
TOURモード　未搭載	
解放値：DIN6-16
重量（1/2ペア）：1,070g
スタンドハイト：24mm	

10％で4,840円分ポイント還元

MARKER
JESTER 16 ID

ゲレンデのフリーランから山岳エリアでのパ
ウダーライディング、フリーライドコンペにも
参加するというアグレッシブなライディングを
したい方に最適なビンディング。アルペンビン
ディングの安全性能はそのままにハイク時の
みフロントのピンシステムを使いハイクアッ
プもこなすハイブリッドタイプ。ハイク時はトゥ
ピースのビンディングを取りはずして足元の
軽量化が可能。

¥104,500（税込み）

ブレーキ幅：
100/125mm
TOURモード　搭載（PIN	TECH)
解放値：DIN6-16
重量（1/2ペア）：1050-1350g
スタンドハイト：24mm

10％で10,450円分ポイント還元

MARKER
DUKE PT 16

トゥピース側のみピンテックを採用しているハイ
ブリッドタイプ。トゥピースが横方向にリリースす
る安全性の高い構造とともに、トゥとヒールで開
放強度を独立して調整できるのが特徴。21-22
シーズンモデルはトゥピースレバーパーツの強
度アップがされました。

¥72,600（税込み/予価）

ブレーキ幅：
90/100/110/120mm	
TOURモード　搭載（PIN	TECH)	
解放値：DIN5-12
重量（1/2ペア）：630g
スタンドハイト：30mm（当社調べ）

10％で7,260円分ポイント還元

FRITSCHI
TECTON 12

BINDING
POWDER FREERIDE
パウダーフリーライド

ヨドバシ・ドット・コム内「石井スポーツ スキー＆スノー用品ストア」では、スキー板はビンディングとセット販売になります。
また、ビンディング単体の販売は「石井スポーツ スキー＆スノー用品ストア」では行っておりません。スキー取扱店舗にてお買い求めください。

POINT ADVICE @ POWDER FREERIDE & FREERIDE TOUR

　単体ではそれぞれ優れた製品であっ
ても、組み合わせによっては耐久性や
強度の問題だけでなく、操作性にも大
きく影響を与えます。例えばアルパイン
ツアー系の軽量ビンディングにおいて
は歩きやすさを重視し前後の金具の高
さの差(ランプ角)が少なく、つま先と踵
の高低差が少ないフラットに近いセッ
ティングとなっています。それに対して
滑走性能重視のビンディングはつま先

側に傾斜しており、滑走ポジションが取
りやすくなっているなど、それぞれセッ
ティングが異なります。
　ブーツも同様です。ツアー重視の軽
量ブーツは、全般的にブーツを履いた
際のランプ角がフラットぎみでアッパー
シェルの前傾角度もあまり深くないも
のが多く、滑走性能重視のブーツはラ
ンプ角がありつま先下がりでアッパー
シェルの前傾角度も深いセッティングと

なります。
　これらの要素をすべて加味したうえ
で、いつどこでどんな風に使うのか、背
負う荷物の重量も考慮したうえで用具
を選び、ブーツの前傾角度やビンディン
グの取付位置などを細かくセッティング
することで初めて使用者にとって最高の
道具となるのです。マテリアルを使いこ
なすためにも、マッチングを意識するこ
とをおすすめします。

より深く、安全に楽しむために
スキー板、ビンディング、ブーツのマッチングを意識しよう

佐々木大輔氏プロデュースのフリーライドツアータイプの決定版！日本のバックカントリーシーンを念
頭に、滑りだけでなくハイクも含め山での行動全般を考え抜いて作られたパウダーツアーに最適なモ
デルです。

スキー板単体　¥179,300（税込み）

サイズ（cm）：175/185
サイドカット（mm）：
138.5-115-130(185cm)
ラディウス：
175=21m/185=24m

10％で17,930円分ポイント還元

2 080001 943269

スマホでお買い物

VECTORGLIDE
NADURRA

スキー板単体　¥172,150（税込み）

サイズ（cm）：
155/163/171/179/184
サイドカット（mm）：
137-106-121(179cm)	
ラディウス：ALL	SIZE=19m
重量：1,550ｇ（179cm）

10％で17,215円分ポイント還元

DPSが革新的な構造と素材を採用し、誰もが抱く軽量ツアースキーの弱点を見事に解決してくれまし
た。ハイスピードカービングもパウダーでの浮遊感も、コーンスノーでのスプラッシュもすべて手に入り
ます。

DPS
PAGODA 106 TOUR

　いよいよバックカントリースキー

の世界へ。未知なる斜面や手つか

ずの斜面を求めツアーへ出かけま

しょう。大切なのは、フィールドと

ご自身の滑走技術や体力レベルに

あった用具選び。道具の組み合わ

せによっては性能を発揮できない場

合もあるため、経験の浅い方は専

門のスタッフと相談しながら選びま

しょう。この分野の道具の進化は想

像以上のものがあり、軽量であって

も滑りのパフォーマンスが驚くほど

高いスキーやブーツ、ビンディング

が続々登場しています。

　山岳エリアでの行動は、ときに命

を左右することになるため、少しず

つ経験を積み重ねる必要がありま

す。まずはフィールドに精通したガイ

ドとともに山に入ることを強く推奨

します。SKI

W
AI
LE
R 
11
2

YV
ET
TE
 

AL
CH
EM
IS
T

10
6

PA
GO
DA
 TO
UR
 

F1
19
KO
AL
A

FO
UN
DA
TI
ON

W
AI
LE
R 
11
2

YV
ET
TE
 

AL
CH
EM
IS
T

10
6

PA
GO
DA
 TO
UR
 

F1
19
KO
AL
A

FO
UN
DA
TI
ON

スキー板単体　¥115,500（税込み）

サイズ（cm）：164/172/180/188
サイドカット（mm）：
134-106-124(180cm)	
ラディウス：180=21m
重量：1,740g（180cm）

10％で11,550円分ポイント還元

ツアースキーに対応しながら、フリーライドの要素をブレンドしたこのモデルは、パウダーでの自在な
コントロールとフラットテールがもたらす切れや走りを備えています。一台でどんなコンディションにも
対応できる懐の深さが魅力です。

FACTION
AGENT 3.0
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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。

スキー板単体　¥102,080（税込み/予価）

サイズ（cm）：166/172/178/184
サイドカット（mm）：
131-104-118(178cm)
ラディウス：166=20m/172=21m/
178=22m/184=23m
重量：1,450g（178cm）	

10％で10,208円分ポイント還元

超軽量でありながら、しなやかさを兼ね備え、雪面コンタクトが優しいモデル。フルサイドウォール構造
なのでエッジホールド性や振動吸収性にも優れているため滑走時の疲労感も軽減。体力を温存し滑走
に備えることができるスキーです。

BLACKDIAMOND
HELIO CARBON 104

スキー板単体　¥115,500（税込み）

サイズ（cm）：164/172/180
サイドカット（mm）：
134-106-124(164cm)	
ラディウス：
164=16m/172=18m/180=21m
重量：1,580g（164cm）

10％で11,550円分ポイント還元

AGENT3.0の女性モデルですが、サイズとカラー以外は全く同じ。バランスの取れたこのモデルは、滑
りの満足度を求め山深く分け入るバックカントリースキーヤーに最適。

FACTION
AGENT 3.0X

スキー板単体　¥98,890（税込み）

サイズ（cm）：175/182/189
サイドカット（mm）：
137-107-124(182cm)	
ラディウス：
175=17.5m/182=18.5m/189=19.5m
重量：1,550g（182cm）

10％で9,889円分ポイント還元

スマホでお買い物

多くのスキーヤーに愛用されているベストセラーモデル。トータルバランスに優れ、癖のない乗り味と
どんな雪質もそつなくこなすことができる汎用性の高い一台です。

ATOMIC
BACKLAND 107

スキー板単体　¥84,590（税込み）

サイズ（cm）：159/167/175
サイドカット（mm）：
135-107-122(167cm)	
ラディウス：
159=14.2m/167=15.8m/175=17.5m
重量：1,470g（167cm）

10％で8,459円分ポイント還元

スマホでお買い物

パウダー入門からエキスパートまで幅広い層に満足いただける乗りやすさが魅力。

ATOMIC
BACKLAND 107 W

スキー板単体　¥96,800（税込み）

サイズ（cm）：165/172/179/186
サイドカット（mm）：146-106-128
ラディウス：172=33/16/25m
重量：1,660g（172cm）

10％で9,680円分ポイント還元

2 080001 943177

スマホでお買い物

スキー板単体　¥96,800（税込み）

サイズ（cm）：158/165/172
サイドカット（mm）：146-106-128
ラディウス：165=29/14/23m
重量：1,600g（165cm）

10％で9,680円分ポイント還元

2 080001 943214

スマホでお買い物

軽量でありながら滑走性能も高次元で両立を目指し開発されたモデル。日本のフィールドにとてもマッ
チしたモデルで人気！パウダーからザラメまでこれ一台でOK!

独自の３Dラディウスサイドカットにより、クイックなショートターンからロングターンまで、自由自在に
描くことが可能。雪質やシーンを選ばない、まさにオールラウンドなスキーです。

VÖLKL
BLAZE 106

VÖLKL
BLAZE 106W

滑走時はアルペンビンディング、歩行時はピン
ビンディングとして機能するハイブリッドタイ
プ。女性や体重の軽い男性におすすめの開放
強度10までのモデル。

滑走モードから歩行モードへの切り替えがス
キーを脱がなくてもできるテックビンディン
グ。軽量で安全性も高く、ドイツ安全基準TUV
の認証を獲得しているモデルです。

¥67,100（税込み/予価）

ブレーキ幅：
90/100/110/120mm	
TOURモード　搭載（PIN	TECH)	
解放値：DIN5-12
重量（1/2ペア）：580g
スタンドハイト：30mm	

10％で6,710円分ポイント還元

FRITCHI
VIPEC EVO 12

トータルバランスに優れた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。

¥63,800（税込み）

ブレーキ幅：
85/100/115/130mm	
TOURモード　搭載（PIN	TECH)	
解放値：DIN5-12
重量（1/2ペア）：579g
スタンドハイト：30mm	

10％で6,380円分ポイント還元

G3
ION 12

トゥピースがローテンション（回転）することで
保持力を高め、アグレッシブなライディングに
最適な安全性にも優れたモデル。テックビン
ディングを知り尽くしたディナフィットならでは
のビンディングです。

ヒールピース側はブーツのコバを押さえるた
めエッジングのロスが少なくリニアな反応が
楽しめる軽量ツアービンディング。

¥93,500（税込み）

ブレーキ幅：
75-100/100-125mm	
TOURモード　搭載（PIN	TECH)	
解放値：DIN6-13
重量（1/2ペア）：690g
スタンドハイト：21.5mm	

10％で9,350円分ポイント還元

MARKER
KINGPIN 13

女性や体重の軽い方に対応したモデル。

¥82,500（税込み）

ブレーキ幅：
75-100/100-125mm
TOURモード　搭載（PIN	TECH)
解放値：DIN5-10
重量（1/2ペア）：670g
スタンドハイト：21.5mm

10％で8,250円分ポイント還元

MARKER
KINGPIN 10

BINDING

FREERIDE TOUR
フリーライドツアー

ヨドバシ・ドット・コム内「石井スポーツ スキー＆スノー用品ストア」では、スキー板はビンディングとセット販売になります。
また、ビンディング単体の販売は「石井スポーツ スキー＆スノー用品ストア」では行っておりません。スキー取扱店舗にてお買い求めください。

¥93,500（税込み）

ブレーキ幅：
90/100/110/120mm	
TOURモード　搭載（PIN	TECH)
解放値：DIN4-10
重量（1/2ペア）：875g
スタンドハイト：30mm

10％で9,350円分ポイント還元

SALOMON
S/LAB SHIFT 10 MNC

¥72,600（税込み）

ブレーキ幅：
90/105/120mm	
TOURモード　搭載（PIN	TECH)
解放値：DIN5-12
重量（1/2ペア）：605g
スタンドハイト：27,5mm	

10％で7,260円分ポイント還元

DYNAFIT
ST ROTATION 12

WOMENS

WOMENS

WOMENS

TECH

TECH TECH

TECH

TECH

TECH
A GW AT WTR

＊テックホールがついていない
ブーツでは、ハイクモードを使用
できません

＊

ビンディングSET

ビンディングSET

ビンディングSET

ビンディングSET
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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。

SKI

BOOTS
FREERIDE TOUR
フリーライドツアー

SCARPA
MAESTRALE
¥72,600（税込み/予価）

サイズ：24.5-31cm
ラスト:101mm
フレックス：未発表（110相当）
重量：1,440g(27cm)
WALKMODE	RANGE	60°
FORWARD	LEAN	16°±２°

10％で7,260円分ポイント還元

新たに強化されたウォークモードシステムとアッ
パーシェルにより、滑走性能が向上。インテューショ
ンインナーブーツのフィット性も高く、歩行時の可動
域も60°とクラス最高レベル。フリーライドツーリン
グブーツのベストセラーモデルです。

8 050459 850550

スマホでお買い物

TECNICA
COCHISE130 DYN GW
¥88,000（税込み）

サイズ：22-31cm
ラスト:99mm
フレックス：130
重量：1,850g(26.5cm)
WALKMODE	RANGE	50°
FORWARD	LEAN	12.5°

10％で8,800円分ポイント還元

新しく生まれ変わったコーチスシリーズのメインモ
デル。ラッピング性能がアップし、よりホールド感が
しっかりしました。またウォークシステムに新たに
ロック機能を搭載。ハードなライディング時の不意な
開放のリスクを軽減しています。

8 050459 850703

スマホでお買い物

TECNICA
COCHISE 120 DNY GW
¥82,500（税込み）

サイズ：24-31cm	
ラスト:99mm
フレックス：120
重量：1750g(26.5cm）
WALKMODE	RANGE	50°
FORWARD	LEAN	12.5°

10％で8,250円分ポイント還元

グリップウォーク規格のアルペンビンディングとテッ
クビンディングの異なる規格双方に対応できるエキ
スパート向けブーツ。シェル素材にポリウレタンを使
用。フレックスに粘りがあり、アルペンブーツ感覚で
履けます。新開発のウォーキングシステムは高い滑走
性能と歩行性能を実現。

TECNICA
COCHISE 105W DYN GW
¥77,000（税込み）

サイズ：22-27.5cm	
ラスト:99mm
フレックス：105
重量：1,650g(24.5cm)
WALKMODE	RANGE	50°
FORWARD	LEAN	12.5°

10％で7,700円分ポイント還元

女性上級者のニーズを満足させる本格フリーライド
ブーツ。T-RIDEハイキングシステムにはロック機構
もプラスされており、不意にウォーキングポジション
になってしまうことを防ぎます。

8 050459 852776

スマホでお買い物

0 886745 878599

スマホでお買い物

K2
MINDBENDER 120
¥82,500（税込み）

サイズ：24.5-30.5cm	
ラスト:98mm
フレックス：120
重量：1,675g(26.5cm)
WALKMODE	RANGE	50°
FORWARD	LEAN	10°〜17°

10％で8,250円分ポイント還元

寒い中でも足入れがしやすく軽量なモデル。パワー
ライトシェルによりパワー伝達にも優れており、つ
ぶれるような感覚はありません。足首の可動域も十
分確保されており、高性能かつ歩行性能にも優れた
ブーツです。

0 886745 887775

スマホでお買い物

K2
MINDBENDER ALLIANCE 110
¥77,000（税込み）

サイズ：22.5-27.5cm	
ラスト:98mm
フレックス：110
重量：1640g(26.5cm)
WALKMODE	RANGE	50°
FORWARD	LEAN	10°〜17°

10％で7,700円分ポイント還元

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

シェルにポリウレタン素材を採用し硬さの中にも粘
りのあるフレックスが特徴。滑走時に踏み込んだ後
にブーツが返ってくるレスポンスが心地良い。

DALBELLO
LUPO AX HD
¥104,500（税込み）

サイズ：22.5-29.5cm	
ラスト:100mm
フレックス：110
重量：1,835ｇ（26.5cm）
WALKMODE	RANGE48°タング無67°
FORWARD	LEAN	12°
＊アルペンソール付属

10％で10,450円分ポイント還元

0 616438 794017

スマホでお買い物

0 887445 228141

スマホでお買い物

0 887445 279549

スマホでお買い物

ATOMIC
HAWX ULTRA XTD 130CT GW
¥109,890（税込み）

サイズ：22-29.5cm	
ラスト:98mm
フレックス：130
重量：1,580g(26cm)
WALKMODE	RANGE	54°
FORWARD	LEAN	15°or17°

10％で10,989円分ポイント還元

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

ATOMIC
HAWX PRIME XTD 95W HT GW
¥65,890（税込み）

サイズ：22-25.5cm
ラスト:100mm
フレックス：95
重量：1,758g(24cm)
WALKMODE	RANGE	54°
FORWARD	LEAN	13°/15°/17°

＊ヒールピースがピンタイプのビンディングには
対応できません

＊

10％で6,589円分ポイント還元

つま先側にだけテックインサートを搭載したハイ
ブリッドテックと呼ばれるソールパターンを採用。
SHIFTビンディングに代表されるタイプのビンディン
グに対応したモデルです。

スキー板単体　¥76,890（税込み）

サイズ（cm）：169/177/185
サイドカット（mm）：
126.5-95-115(177cm)	
ラディウス：
169=17m/177=18m/185=19m
重量：1,350g（177cm）

10％で7,689円分ポイント還元

2 080001 943245

スマホでお買い物 登攀性能を重視してキャンバーの比率を高め、ロッカー形状を使わないストレートテール
を採用した軽量アルパインツアーモデル。軽量でもグリップ感の良さはアトミックならで
は。サイドカットは山スキーのスタンダードと言えるサイズ。

ATOMIC
BACKLAND 95

スキー板単体　¥98,670（税込み/予価）

サイズ（cm）：162/169/176/183
サイドカット（mm）：
124-95-113(169cm)	
ラディウス：
162=17m/169=18m/176=19m/
184=20m
重量：1,330g（169cm）

10％で9,867円分ポイント還元

全長にわたってサイドウォールを入れたサンドイッチ構造でこの軽さは驚異的。しなやか
でターンがしやすくグリップ感や衝撃吸収性に優れています。テールにもわずかにロッ
カーを入れてあるので悪雪でも操作しやすいスキーです。

BLACKDIAMOND
HELIO CARBON 95

スキー板単体　¥101,200（税込み）

サイズ（cm）：162/170/178/186
サイドカット（mm）：120-86-110	
ラディウス：162=15m/170=17m/
178=19m/186=21m	
重量：1,570ｇ（178cm）

10％で10,120円分ポイント還元

ファクションはツアーモデルにもフルサイドウォール、カーボンウェーブ、カルバウッドコア
を採用。滑走性能を重視し、多少重くなっても滑りがしっかりという方におすすめです。

FACTION
AGENT 1.0

スキー板単体　¥172,150（税込み）

サイズ（cm）：
157/165/171/178/185
サイドカット（mm）：
129-94-109(171cm)
ラディウス：
ALL	SIZE	17-19.5m
重量：1,340g（171cm）

10％で17,215円分ポイント還元

カーボン製なのにスキーの返りが早すぎず、跳ねることもなくしっかり雪面に食いついて
くれるのが特徴。高次元なカービングターンから、きれいにずらしたターンなど、多彩な
ターンバリエーションが楽しめる高機能モデル。

DPS
PAGODA TOUR 94 C2

スキー板単体　¥105,600（税込み）

サイズ（cm）：
154/164/171/177/184
サイドカット（mm）：
127-94-114(171)
ラディウス：
154=17m/164=18m/171=19m/
177=20m/184=20m
重量：1,405g（171cm）

10％で10,560円分ポイント還元

春のザラメシーズンに活躍するステップソールを採用したモデル。急峻な斜面には適しま
せんが、シール無しで登れるメリットは魅力です。

Voile
ULTRA VECTOR BC 

ALPINE TOUR
アルパインツアー 　登山要素の強いアルパインツアースキーは滑走の

自由度より行動全般に影響する重量の軽減がテーマ

になることが多いのですが、軽量であることはもちろ

ん、滑走時の操縦安定性や疲労に繋がる振動を抑え

てくれたり、さまざまな雪質に対応できる汎用性が高

いモデルを中心にご紹介します。ご自身の体力や技

術レベルに合わせてお選びください。

軽量であることはもちろん、
登行と滑走時の操作性を
共に高めたモデルが注目！

ヨドバシ・ドット・コム内「石井スポーツ スキー＆スノー用品ストア」では、スキー板はビンディングとセット販売になります。
また、ビンディング単体の販売は「石井スポーツ スキー＆スノー用品ストア」では行っておりません。スキー取扱店舗にてお買い求めください。
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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。

BINDING

BOOTS

Back Pack

ALPINE TOUR
アルパインツアー

(ブレーキ・リーシュコードは別売）

FRITSCHI
XENIC 10
¥44,000（税込み/予価）

別売りブレーキ：
85/95/105mm
解放値：DIN4-10
重量：280g(ブレーキ無し）
スタンドハイト：23mm（当社調べ）　
別売りブレーキ重量：90g	 	

10％で4,400円分ポイント還元

この軽さにして前方転倒解放機能やスキーのたわ
みに合わせヒールピースが可動する前圧調整機能
を備えたアルパインツアービンディング。

DYNAFIT
RADICAL
¥66,000（税込み）

ブレーキ幅：82/92/100mm
解放値：DIN4-10
重量：520g
スタンドハイト：25mm

10％で6,600円分ポイント還元

大ヒットしたラディカルビンディングがヒールピース
を強化してバージョンアップしました。

SCARPA
F1 LT
¥89,100（税込み/予価）

サイズ：24-31cm(1㎝刻み）
ラスト:100mm
フレックス:未発表
重量：990g(27cm)
WALKMODE	RANGE72°
FORWARD	LEAN	9°-11°-13°	

10％で8,910円分ポイント還元

山岳レースブーツのノウハウを注入して作られた新
しい超軽量アルパインツーリングブーツ。スムーズ
な歩行を実現する72°の可動域を持ちながら、ダウ
ンヒルパフォーマンスも高められています。

SCARPA
F1
¥78,100（税込み/予価）

サイズ：24.5-30cm
ラスト:102mm
フレックス:未発表（105相当）
重量：1,260ｇ(27cm)
WALKMODE	RANGE	62°
FOEWARD	REAN	20°&22°

10％で7,810円分ポイント還元

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

SCARPA
F1 WMN
¥78,100（税込み/予価）

サイズ：21.5-26cm
ラスト:102mm
フレックス：未発表
重量：1,080g(25cm)
WALKMODE	RANGE	62°
FORWARD	LEAN	20°&22°

10％で7,810円分ポイント還元

女性向けにインナーブーツの形状も変更し、快適な
履き心地を実現しています。特にロングツーリング志
向の方やスキーアルピニストに最適です。

OSPREY
ソールデン 32
¥18,700（税込み/予価）

容量：32ℓ
重量：1,150g
カラー：全2色

10％で1,870円分ポイント還元
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。

THE NORTH FACE
Chugach 35

4 550207 359921

スマホでお買い物

¥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
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。

0 687040 017160

スマホでお買い物

BLACK DIAMOND
アセンション
¥19,690（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1,969円分ポイント還元

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。

4 046051 129822

スマホでお買い物

DEUTER
フリーライダー34＋
¥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
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。

SCOTT 
COSMOS
¥85,800（税込み）

サイズ：25-31.5cm
ラスト:103.5mm
フレックス:110
重量：1,440g(26.5cm)
WALKMODE	RANGE	60°
FORWARD	LEAN	12°or14°

10％で8,580円分ポイント還元

３ピース構造採用で履き脱ぎしやすく幅広な足に
フィットするツアーブーツ。ウォークモード部分システ
ムを改良し使いやすくなりました。

7 615523 290635

スマホでお買い物

7 615523 290390

スマホでお買い物

4 053866 214940

スマホでお買い物

SCOTT 
CELESTE WOMEN'S
¥85,800（税込み）

サイズ：23-27.5cm	
ラスト:103.5mm
フレックス:100
重量：1,250ｇ（26.5cm）
WALKMODE	RANGE	60°
FORWARD	LEAN	12°or14°

10％で8,580円分ポイント還元

足首をかかと方向にホールドし滑走時の操作性を
高めながら着脱も容易なフリーグライドデュアルア
クションタング採用。

DYNAFIT
SEVEN SUMMITS
¥79,200（税込み）

サイズ：25-31.5cm
ラスト:104.5mm
フレックス:110
重量：1,520ｇ（27.5cm）
WALKMODE	RANGE	60°
FORWARD	LEAN	15°or18°

10％で7,920円分ポイント還元

足幅が広い靴をお探しの方は一度試してみてほし
い幅広ツアーブーツです。

G3
ZED 12
¥63,800（税込み）

(ブレーキ・リーシュコードは別売）

10％で6,380円分ポイント還元

人気の高いION（アイオン）をベースにさらなる軽量
化に挑んだ意欲作。強度を落とさずにビス一本に至
るまで軽量化。より奥地にアプローチできるようにな
ります。

別売りブレーキ：
85/100/115/130mm	
解放値：DIN5-12
重量：358g（ブレーキ無し）
スタンドハイト：23mm（当社調べ）　
別売りブレーキ重量：83g〜88g	

WOMENS

WOMENS

山岳エリアで滑るための必須アイテム。
装備と知識の準備を整えて楽しもう！

GEAR
フリーライド&バックカントリーギア

FREERIDE & BACKCOUNTRY

パック内部を
2気室に分け
ることが可能
です。

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。

CONTOUR
HYBRID PURE
¥22,775〜¥30,525（（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2,278円〜3,053円分ポイント還元 10％で2,646円〜2,778円分ポイント還元

10％で2,530円〜2,695円分ポイント還元

コンツアーの特徴はグルーを使わない
特許技術のハイブリッドテクノロジーに
あります。これは熱を使わずクライミン
グスキン本体に接着される層と、滑走面
に張り付ける側の層からなる２層構造
の製法。これらの構造により、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
ことができるため現場での着脱、収納が
スムーズにスピーディーに行えます。こ
のピュアは、アンゴラ羊の羊毛を使用し
た、低温化でもグリップ・グライド性を損
なわないパウダーシーズン向けのモデ
ルです。

上

CONTOUR
HYBRID MIX
¥26,455〜¥27,775（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%

粘着層にグルーを用いていない特殊な粘着層を使
用し扱いが楽な次世代型のクライミングスキン。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オールランドに使用できます。

下

G3
MINIMIST GLIDE
¥25,300〜¥26,950（税込み）

幅：100・115・130・145mm		
長さ：/XS(150〜166cm)	、
S(161〜177cm)	、M(172〜188cm)	、
L(183〜199cm)		
素材：モヘア70%			ナイロン30%	

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
ターにより使いやすいモデル。あ
らゆるスキー形状に対してもしっ
かりフィッティングでき簡単に着
脱が可能です。オールラウンドに
使用できるモヘアとナイロンの
ミックスで他社に比べ、非常に軽
量でコンパクトに収納できるのが
特徴です。

9 005528 613542

スマホでお買い物

9 005528 511541

スマホでお買い物
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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。

Poles

AVALANCHE TRANSCEIVER

PROVE

FREERIDE & BACKCOUNTRY GEAR
フリーライド&バックカントリーギア

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、忘れがちですが重要なアイテム！　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。

バックカントリースキーにはさまざまなリスクが存在します。雪崩もそのひとつ。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・プローブは必須。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各種講習会を開催しているのでぜひご利用ください。POMOCA

FREE 2.0
¥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%
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のが特徴。毛
が濡れてしまっても布地・グルー面
に湿気や水分が浸み込みにくく、濡
れによる粘着力の低下を防ぎます。

ナイロン100％の強力なグリップ力
と、さな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。特に、春の湿った雪に
有効。

4 053866 215848

スマホでお買い物

POMOCA
CLIMB PRO S－GLIDE
¥26,400〜¥30,800（税込み）

幅：100・120・140mm		
長さ：XS(145〜160cm)、
S(155〜170cm)、M(165〜180cm)、
L(175〜190cm)、XL(185〜200cm)
素材：モヘア70%	ナイロン30%

10％で2,640円〜3,080円分ポイント還元 10％で2,420円〜2,530円分ポイント還元

ポモカは、歴史あるスイスのクライ
ミングスキンメーカーです。特徴は
抜群の防水性と乾燥性になります。
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
して植毛しているため毛が濡れてし
まっても布地・グルー面に湿気や水

分が浸み込みにくく、濡れによる粘
着力の低下を防ぎます。モヘア70％
－ナイロン30％の混紡はグリップ力
と滑走性のバランスに優れており、
クライミングスキンの取り扱いに不
慣れなビギナーからエキスパートま
で満足させてくれます。	

4 053866 215619

スマホでお買い物

G3
PIVOT
¥18,150（税込み）

サイズ：105-125㎝/
115-135cm	
重量：295g(105-125cm	1/2)
素材：アルミ

10％で1,815円分ポイント還元

収納性に優れた折り畳み
式でありながら軽量かつ剛
性と強度抜群のポールで
す。スプリットボーダーはも
ちろんアックスも携行する
スキーアルピニストにもお
すすめ。

0 687040 021983

スマホでお買い物

BCA
SCEPTER ADJUSTABLE 
CARBON
¥16,500（税込み）

サイズ：105-145㎝　	
重量：293g(1/2)
素材：カーボン×アルミ

10％で1,650円分ポイント還元

クライミングサポートの操
作やシールやスキーにつ
いた雪を払うのに使い易
いすいグリップや持ち手
を自由に変えられるEVA
フォームを巻きつけたバッ
クカントリー仕様のモデル。

0 886745 883838

スマホでお買い物

K2
LOCKJAW CARBON
BLUE
¥16,500（税込み）

サイズ：90-130㎝、
105-140㎝	 	
素材：カーボン×アルミ

10％で1,650円分ポイント還元

強度が必要なロアシャフト
に7075アルミを採用し、上
段はカーボンシャフトで軽
量化を図ったモデル。EVA
フォームを使ったグリップ
と確実なロックで定評のあ
る人気モデル。

0 886745 887553

スマホでお買い物

VECTORGLIDE
V STICK VECTORGLIDE
¥19,800（税込み）

サイズ：100-135㎝　	
素材：カーボン×アルミ

10％で1,980円分ポイント還元

伸縮式としては非常にスイ
ングバランスが良く、信頼
性の高いロック機能で誤伸
縮も少ない。	

2 000101 887102

スマホでお買い物

BLACKDIAMOND
トラバース
¥10,450（税込み/予価）

サイズ：95-145㎝/
105-155cm	
重量：296g(95-145cm	1/2)
素材：アルミ	

10％で1,045円分ポイント還元

軽さと耐久性のバランスが
とれたツーリングポールの
決定版。

BLACKDIAMOND
トラバースWR2ポール
¥14,520（税込み/予価）

サイズ：98-140cm	
重量：297g(1/2)	
素材：アルミ

10％で1,452円分ポイント還元

別売のウイペットアタッチメ
ントが装着可能で、山岳エ
リアのより困難なシーンに
チャレンジするアルピニス
トスキーヤーにおすすめ！	

G3
VIA CARBON
¥15,950（税込み）

サイズ：95-125㎝/
115-145cm	
重量：219g(95-125cm	1/2)
素材：カーボン

10％で1,595円分ポイント還元

使い易いグリップ形状や取
り外し可能なストラップ、大
きすぎず適度な硬さのリン
グなどすべてにおいてバラ
ンスの良いポールです。	

0 687040 021891

スマホでお買い物

G3
VIA
¥11,550（税込み）

サイズ：95-125㎝/
115-145cm	
重量：268g(95-125cm	1/2)
素材：アルミ

10％で1,155円分ポイント還元

耐久性に優れたアルミ素材
を使用し過酷な使用にも
応えてくれるポール。価格
も魅力です。

0 687040 021860

スマホでお買い物

単三電池1本使用の超小型軽量アバランチト
ランシーバー。シンプルな操作系が操作ミス
を軽減してくれます。対衝撃性に配慮した素
材を新たに採用し持ちやすく初めての方にも
使いやすいビーコンです。

¥40,480（税込み/予価）

重量：137g(電池込）	
仕様：デジタル3アンテナ　
受信帯域：50ｍ　捜索帯域：50ｍ	
使用電池：アルカリ単3電池×1本　リチウムバッテ
リー使用可　
バッテリー寿命：リチウム電池使用　最小350時間

（SEND)/アルカリ電池使用最小200時間

10％で4,048円分ポイント還元

BLACKDIAMOND
BD Recon  LT Beacon

最適な発信アンテナに自動的に切り替え機能
を搭載（電波干渉等）。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：210g（電池込）	
仕様：デジタル3アンテナ　
受信帯域：60ｍ　捜索帯域：50ｍ	
使用電池：アルカリ単3電池×1本　リチウムバッテ
リー使用可　
バッテリー寿命：リチウム電池使用　最小300時間

（SEND)/アルカリ電池使用最小200時間

10％で3,850円分ポイント還元

BLACKDIAMOND
BD Recon BT Beacon

0 886745 888727

スマホでお買い物

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
T4

7 613357 078542

スマホでお買い物

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、シンプルな使い易
さも進化したモデルです。全ての操作に対し
てハードウェアの進化により演算速度が早く
なり迅速な捜索が可能。

¥64,900（税込み）

サイズ：115×67×27mm	
重量：205g	(電池込）	
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）
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)	

10％で6,490円分ポイント還元

MAMUUT
BARRYVOX S

SNOW SAFTY
フリーライド&バックカントリー 
スノーセイフティ

FREERIDE & BACKCOUNTRY

SHOVELBCA
DOZER 1T UL SHOVEL GREEN
¥9,900（税込み）

ブレードサイズ：25×29mm
重量：435g	
伸縮時：59cm		伸張時：79cm

10％で990円分ポイント還元

ブレードは従来のB2クラスの中型を
採用しつつ、BCA最軽量を実現した
モデル。ブレードが薄く非常に刺さり
が良く効率的な作業が可能です。

0 886745 883821

スマホでお買い物

BCA
STEALTH 300CARBON
¥12,100（税込み）

サイズ：全長300cm/収納サイズ43cm
重量：290g

10％で1,210円分ポイント還元

カーボンシャフトを採用し剛性感が
ありまっすぐにプロービングできる。
重量も軽く携帯性に優れています。

0 886745 883722

スマホでお買い物

BCA
STEALTH 300
¥9,350（税込み）

サイズ：全長300cm/収納サイズ43cm	
重量：330g

10％で935円分ポイント還元

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
定評のプローブです。目盛の数字が
大きくわかりやすいのも魅力。	

0 886745 886358

スマホでお買い物

BCA
STEALTH 270
¥8,250（税込み）

サイズ：全長270cm/収納サイズ45cm	
重量：295g

10％で825円分ポイント還元

スタンダードなサイズで軽量・コン
パクトなスタンダードモデル。

G3
ボーンソー
¥9,350（税込み）

サイズ：47cm(全長）/カッティング部分
(35cm)	
重量：169g	 素材：ステンレススチール	

10％で935円分ポイント還元

0 687040 022119

スマホでお買い物

雪だけでなく氷や木も切ることが
できる軽量でコンパクトな多目的
ソー。雪の観察に必要な目盛りや
スケールが記載されさらに使いや
すく改良されました。

0 886745 930273

スマホでお買い物

G3
AVI Ｄグリップ
¥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

Dグリップモデルとしては比
較的小型のブレードを採用
し、携帯性にも優れていま
す。シャフト部分も滑りずら
く快適で、素早い除雪が可
能となります。

0 687040 022683

スマホでお買い物

BLACKDIAMOND
トランスファーLT
¥10,450（税込み/予価）

重量：405g
10％で1,045円分ポイント還元

405gと超軽量でありなが
ら十分な強度を誇りUIAA
の規格をクリアしたニュー
モデル。ブレードの肉厚が
薄いため硬い雪にもに刺
さりがよく効率的なシャベ
リングが可能です。
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カスタムフェア、全国4会場と7店舗で開催！
スキー、ブーツ、ウェア、アクセサリーなど、
2021-22シーズンモデルの早期予約販売会

「カスタムフェア」を全国4会場で開催！
さらに「店内カスタムフェア」を7店舗で開催！
最新モデルを見て、触って、体感して
マイベストを探してください！

■石井スポーツ 新潟店
　 6月4日（金）～13日（日）

■石井スポーツ 松本店
　 6月18日（金）～27日（日）

■石井スポーツ 宮の沢店
　 8月6日（金）～8月29日（日）

■石井スポーツ ヨドバシ甲府店
　 8月13日（金）～29日（日）

■石井スポーツ 宇都宮駅前店
　 7月2日（金）～11日（日）

■石井スポーツ カンダコンペカン
　 7月22日（金）～8月8日（日）

■石井スポーツ 盛岡店
　 7月22日（木）～8月1日（日）

《店内カスタムフェア》

www.ici-sports.com
最新情報はこちらから

石井スポーツHP ブログ facebook

■東京会場　7月16日（金）～18日（日）
　  TOC五反田メッセ　東京都品川区五反田6-6-19

■仙台会場　6月11日（金）～13日（日）
　  ヨドバシ仙台　宮城県仙台市宮城野区榴岡1-2-13

《カスタムフェア》
■札幌会場　6月4日（金）～６日（日）
　  サッポロテイネスキー場　北海道札幌市手稲区手稲本町593

■大阪会場　6月18日（金）～7月4日（日）
　 石井スポーツリンクス梅田店　大阪府大阪市北区大深町1-1 ヨドバシ梅田タワー6階

＝スキー用品取扱店舗 ＝登山用品取扱店舗 ＝キャンプ用品取扱店舗

■ 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1階
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　　
東京都中央区銀座3-2-1 マロニエゲート銀座2 7階
TEL.03-5579-5050 

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2階
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

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1-11-11河野ビル2階＆3階
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4階
TEL.0422-23-7740

立川店
東京都立川市曙町2-42-1 パークアベニュー 1階
TEL.042-540-4801

横浜店
神奈川県横浜市中区日本大通7 日本大通7ビル1階
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

宇都宮駅前店
栃木県宇都宮市駅前通り1-4-6 トナリエ宇都宮 8階
TEL=028-612-8691

■ 甲信越エリア
ヨドバシ甲府店
山梨県甲府市丸の内1丁目3-3 ヨドバシ甲府４階
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）2階
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1階
TEL.018-892-7291

盛岡店
岩手県盛岡市大通2-8-14 MOSSビル2階
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2階
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

京都ヨドバシ店
京都府京都市下京区烏丸通七条下る東塩小路町590-2 
京都ヨドバシ3階
TEL=075-351-1094

ヨドバシ博多店
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
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