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004-007 INTERVIEW ｜ 平出和也×三戸呂拓也
0 1 1 - 0 1 5  石井スポーツアドベンチャーズ始動

 BOOK THEME

016-017 感動が待っている！ 自然の中へ
 ……with THE EARTH

MOUNTAIN  ― 山に行こう！ ―
018-021 日帰り/小屋泊まり  感動フィールド［日光白根山］＆スタイル
024-045 日帰り/小屋泊まり  登山用品（靴、バックパック、ウエア ほか）
046-050 安全登山  安全登山のための心得と道具（ヘッドライト、緊急時アイテム ほか）
0 5 1  安全登山  山を、学ぼう。石井スポーツ登山学校
052-055 テント泊登山  感動フィールド［蝶ヶ岳］＆スタイル
057-067 テント泊登山  登山用品（山岳テント、大型バックパック、寝袋、料理器具 ほか）
068-071 雪山登山  感動フィールド［赤岳］＆スタイル
072-079 雪山登山  登山用品（靴、ピッケル、アイゼン、防寒ウエア ほか）
080-085 〈PICK UP ITEM〉AKU
086-089 〈PICK UP ITEM〉TERNUA
090-091 ハイキング  感動フィールド［大菩薩嶺］
092-097 ハイキング  中村みつをの「まちなか超低山」
100-107 ハイキング  ハイキング用品（靴、小型バックパック、ウエア ほか）

CAMP  ― 自然の中へ！ ―
108-109 感動フィールド［川井キャンプ場］

1 1 0 - 1 1 1  グループキャンプ vs ソロキャンプ
1 1 2 - 1 2 5  キャンプ用品（テント、寝袋、ランタン、テーブルウェア、焚火台 ほか）

CAMERA  ― 思い出を残そう！ ―
1 2 6 - 1 2 7  感動フィールド［中山尾根展望台］

1 2 8 - 1 3 1  菊池哲男×仲川希良 雨の日フォトトレッキング
1 3 4 - 1 4 1  カメラ用品（デジタルカメラ、ビデオカメラ、ドローン・ウェアラブルカメラ ほか）

RUNNING  ― 始めてみよう！ ―
1 4 2 - 1 4 3  感動フィールド［東京観光ラン］

1 4 4-1 49 走るアートスポーツスタッフの「ランニングライフと相棒アイテム」

1 5 2 - 1 6 5  ランニング用品（靴、靴下、ウエア、スポーツブラ、GPSウォッチ ほか）

FITNESS  ― 汗をかいてスッキリ！ ―
1 6 6 - 1 67  感動フィールド［水元公園］

1 6 8-1 7 1  フィットネス用品（ウエア、トレーニンググッズ、リカバリーグッズ ほか）
1 7 2 - 1 7 3  動ける体に感動フィットネス

1 74 - 1 7 6  フィットネス用品（水着、テニスラケット ほか）

FIELD
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インタビュー：滝沢守生
衣装協力：（三戸呂拓也氏着用）：マムート・スポーツグループジャパン株式会社

困難を楽しむ。
そういう気持ちがあるから、
長く続けられる、生きていられる。
―平出和也

登山……
それが厳しければ厳しいほど、
生きている実感が得られるのです。
―三戸呂拓也

平出和也（ひらいで かずや）
1979年5月25日生。
石井スポーツ所属アスリート。アルパインクライマー、山
岳カメラマン。長野県諏訪郡富士見町出身。2008年に挑
戦したインド・カメット峰(7756m)に新ルートから登頂し、
登山界のアカデミー賞といわれるフランス主催のピオレ
ドール(黄金のピッケル賞)を日本人として初受賞。世界的
に評価される。挑戦的な活動をする傍ら、現在プロフェッ
ショナルの山岳カメラマンとして活動している。

三戸呂拓也（みとろ たくや）
1985年2月18日生。クライマー、山岳カメラマン
長野県大町市出身。高校、大学を通し山岳部に在籍。
日本テレビ｢世界の果てまでイッテQ!｣登山部シリーズに
サポートスタッフとして参加。2014年、NHKテレビ番組
「グレートトラバース」田中陽希日本百名山一筆書きに
撮影スタッフとして同行。続編の日本二百名山、日本三百
名山一筆書きにも撮影スタッフとして同行した。自身も精
力的に海外登山を継続している。

2021年12月17日、PM12時45分（現地時間）、標高6020m、ヒマラヤの山々に比べると、さほど高くはないけれども、
そそり立つ氷の壁が人々を阻んできた、パキスタンの未踏峰、サミサールに、

石井スポーツ所属アスリート、平出和也と、山岳カメラマン、三戸呂拓也が初登頂をはたしました。

続けることで見える景色は違ってくる

成功も失敗も、次の山に登る「学び」

THE EARTH INTERVIEW

平出和也
×

三戸呂拓也

THE EARTH INTERVIEW

平出和也
×

三戸呂拓也
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子どもの頃から山があった

――あらためて、平出さん、三戸呂さん、今
回は無事のご帰還、おめでとうございます。
サミサールのお話の前に、まず、おふたり
が、山に登り始めたきっかけからお聞かせ
いただけますか？

平出　小学生から競技スポーツをしていま
した。「人よりも早く、ゴールテープを切り
たい」。そういうモチベーションで、目の前
の相手に勝つ。そればっかりでしたね。
　僕は、長野県の富士見町の出身で、八ヶ
岳の麓に家があって、360度、山に囲まれ
ていました。親が兼業農家だったので、週
末、田んぼや畑の手伝いをするのですが、
僕よりずっと年をとっている親が、そのぬ
かるんだ田畑の歩きづらい道をすたすた
と歩いている。競技場では、日本のトップレ
ベルの競技者として、成績を残してきたの
に、そんな僕よりも歩くのが速いわけです。
自分は競技場など、守られた環境の中で
は高いパフォーマンスを示せるけれども、
自然の中においては、親を超えていないと
いうことにあらためて気づかされ、競技場
でやっていることを突き詰めていっても、
多分、学べないことがあるのだなと。だっ
たら、それを満たしてくれる、補ってくれる
ものは何なのかと思って、競技場の外に目
が行くようになり、もともと、走ることが専
門だったので、近くにある山をトレーニン
グで走り回るようになりました。それは登
山というよりは、陸上のトレーニングとして
行なっていて、ただ1日のトレーニングで走
るだけでは、山の中にいる時間は数時間で
す。山の中で何かを吸収するには短くて、
その先に行かないと知ることができない
ことがあると思いました。登山は、1泊2日と
か長い時間をかけないと、辿り着けない場
所、わからないことがある。それは、今やっ
ている陸上のトレーニングでは得ることが
できない。その先を知ってみたい、という好
奇心に変わりました。競技としての活動よ
りも、山登りをしっかりやることによって知
ることができる何かとは……。そのときは
よくわかっていなかったのですけれど、自
然の中で遊ぶことに対してのモチベーショ
ンが高くなっていきました。それが登山の
きっかけですね。

――三戸呂さんは、どういう出会い、どん
なきっかけがあって、山登りを始めたので
すか。

三戸呂　両親が関西人で、僕も生まれは
大阪です。両親は子どもを山の麓で育てた
いと思っていたようで、僕が2歳のときに、
長野県の信濃大町に引っ越しました。その
思い切りがなければ、山にも出会ってない
と思います。両親ともに登山が好きで、小

さいころはよく山に連れて行ってもらいま
した。残雪期の針ノ木や、後立山、表銀座
の縦走。小学生のときにそういう登山を
体験させてもらいました。辛いのは、歩く
のはスッゴイ嫌だったんですけれど、歩き
終わったときに、あんな遠くに見えた山頂
に、今、立っている！ 家からずっと見上げて
いた稜線を歩いたという達成感、そういう
ものは、ありましたね。辛くて大変だったこ
とと、満足感や達成感を両方感じていまし
た。高校生になったときに、インターハイに
出られるという文言につられて、山岳部に
入部したのが、多分、今に繋がる、一番大
きなきっかけになったと思います。

――おふたりとも、住んでいた環境が、山
に近かったわけですね。

平出　特別ではなかった。何かスポーツと
して、剣道をしようとか、陸上をしようとか、
気負ってしなくても、山が遊び場でした。

登山を続けるということ

――おふたりとも、今でも第一線で、ずっと
山登りをしていますが、登山を続けている
理由やモチベーション、要因みたいなもの
は、あるのでしょうか？

平出　大学時代に未踏峰や8000m級の
山に登って、この先も、登山を続けていき
ながら、未踏峰や未踏ルートなどにチャレ
ンジしていくためには、環境が大きく左右
するだろうなと思いました。自分が志向す
るヒマラヤ遠征は、今後、数えるぐらいしか
できないだろう、と。僕は真剣に登山をして
いきたいのだけれども、そういう環境を作
ってほしいという手紙を、当時の石井スポ
ーツの社長に書いて、石井スポーツに入社
することになりました。
　チャンスは自分でつかまなければいけ
ないということに、徐々に気づいてきてい
て、だから自分で環境を整えなければいけ

ない、と思ったわけです。
　スーパースターとして石井スポーツに
迎え入れられてアスリートになったわけで
はなく、ひとりの社員として、レジ打ちをし
て、お客さんの相談に乗って、販売をする。
社会人として認められて、登山家としても
認められるような、どちらもバランスよくや
るということを自分の中でテーマにしまし
た。登山だけ優れていてもダメ。社会人とし
て登山家の活動を探求しないのもよくな
い。どちらもしっかり探求できる環境を作
る、ということです。

三戸呂　訪れたことのない場所だったり、
息をのむような景色だったり、そういう場
所や出会いが、まだ世の中にはあふれて
います。冒険をすればするほど、そんな瞬
間に出会えば出会うほど、もっと見てみた
い、また行ってみたいと思います。そうした
体験が自分のチャレンジや冒険の先で待っ
ていてくれたときに、年甲斐もなくワクワク
する。そんな自分がまだ知らない世界をた
くさん知りたい、出会いたいというのが一
番のモチベーションですね。

記録を残す仕事、カメラマン

――さらに現在ではおふたりとも、山岳カ
メラマンとしても活動されていますが、カメ
ラを持って山に登ろう、山の映像を撮影し
ようと思った動機や、厳しい自然環境の中
で、撮影することの難しさや楽しさ、なぜカ
メラマンになったのか、そのあたりのお話
しを聞かせてください。

平出　僕は未踏峰や未踏ルートなど、僕た
ちにしか見る事のできない世界で活動し
ています。なので、当初からしっかり記録は
残したいと思っていました。
　初めは写真撮影だけでしたが、だんだ
んと動画撮影へと変わっていき、報告会や
講演会などで映像を流すとその反応は大
きく、より記録を残すことにも力が入りまし
た。
　僕が初めて手にしたビデオカメラはDV
テープというものを使用したものでした
ね。
　技術的な進歩で記録媒体が現在のメデ
ィアに変わった途端により小型軽量化さ
れて、アルパインクライミング中でも負担
なく携帯できるものになりました。そのあ
たりからずっと自分の登山を映像に残して
います。
　その後、8000m峰14座の登頂を目指し
ていたプロ登山家の竹内洋岳氏の動画撮
影を皮切りに、映像カメラマンとしての経
験を積んできました。
　今や写真や映像を記録して、それらを
発表することは私にとって社会と接点を持
つ、ひとつの方法に変わってきました。
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三戸呂　僕の場合は、これまで山登りを
続けてきたことで、山に関わるさまざまな
仕事に呼んでもらえるようになりました。
テレビの仕事にも関わるようになり、最初
は、ボッカであったり、出演者さんのサポ
ートだったり、撮影のアシスタントだったり
と。でも、番組になったものを見ていると、
自分が関わっているという実感が少なかっ
た。映像はカメラマンさんが撮っているし、
指示を出したり映像を繋いだりしているの
はディレクターさん。自分が一生懸命やっ
て、自分じゃなきゃできない仕事をしてい
ても、その実感が薄いのが寂しかった。あ
る番組で呼ばれたときに、カメラを持たせ
てくださいって、自分で言い出しました。下
積みも経験もないのに、よくチャンスをい
ただけたなと思うのですが、そのときのデ
ィレクターさんの侠気と……、平出さんも
背中を押してくれました。そういう周りの
人たちの応援でチャンスをもらえました。
そのチャンスを何とかものにして今も続け
ています。

――山に登るだけではなく撮影もする。山
でカメラを回すというのは、かなり大変だ
と思いますが……。

三戸呂　アルパインクライミングでは、つ
ねに、危険と隣り合わせ。安全を優先する
ため、荷物は1gでも軽くしたい。きわどい
壁をパートナーが登っているとき、相手
の動きに100%集中しなければいけない
のに、撮影のことを考えていてもいいの
か……。いまだにその葛藤はあります。た
だ私の登山の表現としての映像が、人に
伝わって、影響しているということも、実感
として得られるようになってきましたし、自
分たちだからできることを大事にしようと
も思います。逆に、そういうチャレンジをし
ているのだからこそ、絶対に失敗はできな
い、事故を起こせないという気持ちも、強
くなりました。

振り返って気づく挑戦の意味

――登山との出会いやカメラマンを志した
きっかけをお伺いして、おふたりの立ち位
置が少しわかったような気がします。そこ
で今回の登頂の話をお伺いしようと思い
ます。
　かつて、アンナプルナ南壁やエベレスト
南西壁など、ヒマラヤの大岩壁の先鋭的
な登攀を成功させたイギリスの登山家、ク
リス・ボニントンは、「アルプスの冬季登攀
などから得られる最大のものは、我々が、
風や氷や岩の荒々しい厳しさに抗って、全
力を傾けて登攀するときに得られる“何か“
だ」と、著作の中で語っています。
　そこで、今回のサミサール登頂を成功さ
せて帰国したおふたりが今思う、得られた
最大の「何か」とは何でしょうか？

三戸呂　山に登るのは楽しいのですが、
ラクなことばかりじゃなくて、時に厳しさを
突きつけられます。しかし、それが厳しけれ
ば厳しいほど、生きている実感が得られる
のです。
　今回得られたこと、学んだこととしては、
自然の厳しさがありました。冬にヒマラヤ
に行ったのは初めてでしたが、その厳しさ
は、事前に想定していたそれを、大きく上
回るものでした。その中で「生きている」喜
びがあったかというと、現場ではそんなこ
とを思う暇もなく、ただただ、圧倒される
ばかり。遠征を振り返り、自分たちが成果
を出せたということ、自分たちが元気で、
やりたいチャレンジができるというのは、と
ても尊いことだったのだなと思います。

平出　この「何か」とは、なぜ山に登るのか
という話しになってきますよね……。
　今回の遠征で何を得たのか、細かいこと
を挙げたらいろいろ出てきますが、それを
知るために、次の山に登り続けてきたので
す。今回登ったから、この山で何を学んだ

のかと言われると、正直、わからない。次の
山に登って、振り返ることができたときに、
何を教えてくれたのかということに気づ
く。だから僕はこうやって今も登り続けて
いるわけです。
　話が少しずれるかもしれませんが、2年
間のコロナ禍でヒマラヤ遠征ができません
でした。今回はヒマラヤに戻る、あの場所
に戻りたい、自分が自分らしくいられる場
所に帰りたい、というモチベーションで、あ
の場所に戻ったのです。
　戻る場所としてサミサールを選んだの
には理由があります。自分にとって、人生を
かけて登りたいと思った山がシスパーレ
(7611m)です。その山からよく見えていた場
所に、サミサールの山群があります。
　シスパーレから見ていた世界、今度は
その反対から、シスパーレを見てみたいと
思い、それを見ることができる場所として、
今回、未踏峰だったサミサールを選びまし
た。
　2年間のコロナ禍が完全に明けたわけ
ではありませんが、ヒマラヤに戻れる、シス
パーレに戻るという意味でも、ヒマラヤ登
山を再開することができ、新たなスタート
をきる場所、サミサールが最終的に候補に
なりました。

――サミサールは標高こそありませんが、
冬季のヒマラヤ未踏峰の挑戦でもあり、し
かも、コロナ禍による不安定な国際情勢な
ど、準備の段階から出発まで、そして実際
の登攀など、さまざまな困難があったかと
思いますが、いちばん難しかったことはな
んですか？

平出　困難というと、ネガティブですけど、
基本、自分にとって山登りというのは、遊
びです。遊びという言い方もラフすぎます
けれど、真剣に遊ぶという中での活動なの
で、それが困難であったとしても、それを自
分の中で楽しみに変える。困難を楽しめる

THE EARTH INTERVIEW

平出和也
×

三戸呂拓也
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ような能力があったので、ここまでやって
これたのだと思っています。困難が困難で
あって、自分たちを押し潰すような壁にし
か見えないようなら、多分、これまで登った
場所にも到達できなかったしょう。今もこ
うして登山を続けていられるのは、困難を
楽しむ、そういう気持ちがあるから、登山
を長く続けていくことができ、生きていら
れるのだと思っています。

自分だけのためではなくなった

――誰も行ったことのない世界への挑戦。
その結果と行為のどちらも重要だと思い
ますが、そのどちらに重きを置いています
か？

平出　これまでいろいろ登ってきました
けど、今、僕がここにいて、登山ができてい
るのは、過去の失敗や成功がすべてあるか
らなのです。すべての過程や結果が点だと
したら、点と点をつないで線を引いて、そ
のラインを辿って、また登頂という点に至
って、実際に降りてきて、線を引きながら次
の山に向けてまた登って。点を繋げて線に
するような行為。全ての成功と失敗があっ
たからこそ、ここにいるわけで、だから、今
回のサミサールの成功と失敗、どちらもあ
りますけれども、成功だけで終わっていた
ら気付けなかったものがあって、今後に登
る山のために、今回の失敗があった、そう
思えるようにしていきたいですよね。

――平出さんが、今、成功も失敗も、次の
山に登るための重要な学びであり、それを
線として繋いでいくことで、次の山登りが
あるという話をしていました。
　高校山岳部から大学山岳部と登山の基
礎教育の王道を歩いてきた三戸呂さんに
とっての安全登山、生きて帰るための基

礎、事故を起こさないための基礎になるも
のは、なんだと思いますか？

三戸呂　僕は、体力だと思います。いくら技
術や知識があっても、山の中で体力がない
と、それらは発揮できないと思います。周り
の状況を正確に判断することや、冷静でい
られることができるのは、体力に裏付けら
れている余裕なのだと思うのです。こっち
が弱くても、山は優しくしてくれません。誰
にでも同じように厳しいので、特に私たち
のように、誰も助けに来てくれないような
山でクライミングをするにあたっては、山
の中で体力も気力も強くなければならな
いといつも思っています。

――次から次へと新しい挑戦やワクワクす
るような山登りを展開しています。お話を
お伺いしていて持続可能な挑戦だというこ
とがわかりました。
　それができるのは、安全に山に登ると
いうことだと思いますし、これからも、未踏
峰、未踏ルートへの挑戦を続けていって欲
しいと思っています。

平出　すべての活動は自分のためにある
と思っていますが、持続可能な形で真剣に
長く続けていくうえでは、自分の登山は、も
う自分のものだけではなくなっていると、
今思っています。
　こうやって長く活動できているのは、テ
レビを見て応援してくれる人や講演会に
来てくれた人、そして直接顔を合わせて応
援してくれる人など、多くの人たちの応援
が力になっているところもあります。
　未踏のルートとは言っても、誰かができ
なかった課題を自分たちが代表して登っ
ているという気持ちもある。それが、こうし
て結果的に長く真剣に登山を続けてこら
れたベースになっていると思います。

越えることでしか見えない世界

三戸呂　登山は、生涯を通して楽しめて、チ
ャレンジができるスポーツだと思います。
何歳になっても、性別も体力も関係なく、
それぞれが楽しめて、情熱を燃やすことが
できます。大事なのは、自分の実力を正確
に把握することと、それにあった目標を設
定すること。山の厳しさと自分の実力のズ
レが生じてしまうと事故が起きると思うの
で、そこを正確に見極めなければなりませ
ん。自分の実力を高めるためには、努力が
必要ですが、人によって、体力をつけること
であったり、道具を揃えることであったり、
山岳ガイドを雇うことであったり、いろん
な手段があります。登山は一生楽しみなが
らチャレンジが続けられる、素晴らしいス
ポーツだと思っています。

平出　今回、サミサールの山頂に立ちまし
たけど、正直、三戸呂くんと僕が見た世界
って、多分違う世界が見えていたのだと思
います。それは培ってきた経験とか、いろん
な背景が違うから。多少、僕の方がちょっ
と長くやっていますけれど、長くやらないと
見えない世界というのも絶対にあるはず
です。
　例えば、百名山、100座、登って終わりま
したという人が、すべてわかったかのよう
にやめてしまうかもしれないけれど、100
座の先の200座、300座、場合によっては
山として数えられないような小さな山な
ど、そういう山々を年数を重ねながら越え
ていくことでしか見えない世界もあると思
います。より多くの人に、長く、登山を続け
てもらいたいし、それぞれの世界を見てほ
しいなと思います。

――平出さん、三戸呂さん、今日は貴重な
お話をありがとうございました。

サミサール登頂を支えた道具たち
今回、サミサールに持っていった道具のなかから、取材時ひとつお持ちいただきました。

平出和也
シモン 
アナコンダカップライト
今回のサミサール登頂で活躍した
アイスアックス。かつて、ヨーロッパ
にあるシモンの工場も訪ねたこと
があるとのこと。「このアックスを見
ると、握ると、このアックスを作った
人の顔を、僕は、知ってるんですよ
ね」と平出さんも、この道具への思
い入れを話してくれました。

三戸呂拓也
ドイター 
グラビティ
エクスペディション
「とにかくシンプルなのが
いいところ。荷物を出すと、
平べったくなって、マットの
下に敷くこともできる」と
三戸呂さん。ドイターの特
別発注品。



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。

10万点以上の品揃え！THE EARTH未掲載の商品も簡単にお買い物！

ストア ストア

App Store Google Play ストア

【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！

※カタログ内にバーコード表示がない商品は店頭のみの取り扱いとなります。※掲載価格は6月1日時点の価格となります。予告なく価格が変更となる場合がございます。最新の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・コムに未掲載の場合がごさいます。

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。

カタログ内のバーコードを読み取る
と商品ページにアクセスできます。

カタログからその場で検索し、注文
することができます。

THE EARTH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！

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。

スマホでお買い物

8 032696 689841

•
•
•

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！

※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

選 べ る 配 達 会 社 ネットで注文→店舗受取 お支払い方法

ショッピングアプリ
ヨドバシ

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、店舗でも貯めたり・使ったりできます。

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

ご案内はこちら

8  THE EARTH インフォメーション



※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P14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

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〜

選べる3つのポイントカード

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

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。
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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。
※Android OS:4.3.0以上 iOS：11以上のiPhone5S以降、iPod touch第6世代以降、iPadAir以降、iPad mini2以降 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
ついています。

iPhoneのAppS t o r e、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

冒険の世界に飛びだそう!

これまで石井スポーツでは、登山学校やスキーアカデミー

などを開催し、より多くの方々に向けて自然のフィールド

に親しむ機会を提供してきました。この度、「石井スポーツ

アドベンチャーズ」という旅行会社を立ち上げ、さらにア

ウトドアを満喫していただけるような企画を提案していき

ます。企画のキーワードは、アドベンチャーズの名の通り

「冒険」です。そして「感動体験」を皆さまにご提供します。

冒険
と感動の体験
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新しくできた旅行会社「石井スポーツアドベンチャーズ」って何をするの?

石井スポーツアドベンチャーズ イチオシ!
日本人なら誰もが登りたい憧れの富士山

「今こそ、富士山!」
石井スポーツアドベンチャーズが第一弾として
企画を予定しているのが富士山です。
「いまさら富士山!?」と言うなかれ、
富士山の魅力をご存知ですか?

石井スポーツアドベンチャーズ
スタッフに聞きました。
（左）今村　広二　（右）金井　清人

石井スポーツ登山学校校長、
天野和明に聞きました「富士山の魅力って何?」

テレビで富士山に登る人の列、

見たことあるけど、混んでないの?

「学び」は登山学校で、「体験」や「遊び」は
「石井スポーツアドベンチャーズ」で、とい
う一貫した流れで企画をご提案いたします!

なんたって、日本一の山。
それに、その国の最高峰が、首都から見るこ
とができる国なんてほかに聞いたことがあ
りません!

日本人だったら誰にとっても
富士山は特別なはず。あの雄
姿を見ると、ほっとしますよね!

富士山に登った時は大満足の達成感が
あります! ほかの山とは違うはず。
「富士山に登ったことがある」と言えば
鼻高々。誰でも知っているのですから。

富士山なんて、目指さないよっていう人もいますけど、
これから登山をはじめようとする人、登山をやってる
人、みんなに富士登山の感動を味わってほしいから、
自信を持っておすすめします!

じつは、富士山、今がチャンスだって知ってました!?
ここ2年間のコロナウイルス蔓延防止対策の影響で、海外からの
登山者が減って、山小屋でも宿泊者の人数を制限、事前準備さえ
しっかりしておけば、以前より快適な登山が期待できるようになっ
ているのです!

参加していただくお客さまの冒険心
を刺激して、ワクワク、ドキドキの感
動体験ができる旅行を企画します!

頂上を目指すだけでなく、峠歩きや山城めぐり、バッ
クカントリースキー、ランニングや健康を意識した企
画も検討中!
無人島やジビエを食す旅行などもできたらいいですね!

石井スポーツには、登山学校校長の天野和明をはじ
め、アルパインクライマーの平出和也や中島健郎、ス
キーではナショナルデモンストレーターの須川尚樹な
ど多数のアスリートが所属。彼らのサポートも得なが
ら、数々の冒険企画を提案していきます。

冒険は、テレビや限られた冒険家だけのものでは
ありません。
冒険心を持っていれば、あなたにもチャンスはめ
ぐってきます。石井スポーツアドベンチャーズにし
かできない魅力あふれる企画をご提案していきま
す!

石井スポーツ登山学校校長
天野 和明
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ところで、登山学校って何やるの?

私でも、富士山に登れますか？

話に出てくる登山ガイドって何やる人?

石井スポーツアドベンチャーズの今後の活動予定

……ということで、富士山に登るための予備知識やトレーニング、行動対策が必要になってきます。
体力チェックもしましょうね。事前の準備をちゃんとしたうえで、
できれば、富士山に登る際、登山ガイドに同行してもらったり、登山ツアーに参加するのが望ましいでしょう。

石井スポーツアドベンチャーズ始動はこの夏。乞うご期待！
ホームページは近日公開予定！！

まずは机上講習。
装備の揃え方や体力に
ついての基礎知識など、
登山の基本をお教えし
ます。

登山中の安全確保が登山ガイドの第一の目的です。
怪我や事故なく山頂を目指し、下山することを最優先に
サポートします。

ふたつめの目的は、皆さんに山登りの楽しい思い出を残していただくこと。
できるだけ体力を消耗しない歩き方、バックパックの正しい背負い方、動植物の解説や山の歴史や文化的なこともお話します。
ただ歩くだけではない登山を体験していただくことがガイドの勤めです。

実地での体験は、富士登
山を目指して近隣の山
に登ることから。登山の
基礎をお教えします。

富士山を目指すことで、山登りの魅力を味わってください。
でも、富士山山頂がゴールではありません。次の目標の山を
目指しましょう!

昔に比べると、皆さん、装備はちゃんとしている方が増えまし
たが、つらくてイヤになる方の多くは……
1　高所に慣れていないから
五合目でも標高は約2,400mあって、酸素の量も平地の3/4
ぐらいに減りますから、これを想定したトレーニングを事前に
やってから登っていただきたいと思います。
2　山頂付近の寒さがイヤ!
富士登山は7～8月ですが、頂上付近は平地の冬と同じぐらい
の気温です。寒さ対策は万全に!

富士山登山ツアー
富士宮登山口から宝永山を経由して、富士山の最
高峰・剣ヶ峰（3776m）を目指す、いわゆるプリンス
ルートを登る2日間のコース。
8月中旬、下旬に開催予定

北アルプス縦走ツアー
アルプスの女王・燕岳から眺望抜群の大天井岳を
経て、常念山脈の盟主・常念岳を目指す3日間の縦
走コース。
9月下旬に開催予定

南アルプステント泊ツアー
緑が濃くうっそうとした原生林を歩き、予約制のテ
ントで１泊し、南アルプス最南端の百名山・光岳を
目指す3日間のコース。
9月下旬に開催予定

石井スポーツ登山学校はこちらから ▶石井スポーツ登山学校はこちらから ▶
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石井スポーツアドベンチャーズ スタッフに
教えてもらいました!

登山の基本の

石井スポーツアドベンチャーズ スタッフ
（左）今村　広二（いまむら こうじ）
三浦半島から鎌倉がメインフィールド。日本百名山完登も目指しているが、88座で停滞中。笑いが 
あり楽しく、安全な山旅をご案内いたします。
日本山岳ガイド協会　登山ガイドステージⅡ
総合旅行業務取扱管理者・総合旅程管理主任者

（右）金井　清人（かない きよひと）
登山、旅行が好きで100名山を中心に登山をしてます。アウトドア全般に興味があり、スキー、渓流釣
り、キャンプ、離島めぐりなど幅広く遊びに行ってます。石井スポーツアドベンチャーズで是非、皆様の
最高の体験をサポートさせてください。
日本山岳ガイド協会　登山ガイドステージⅡ
国内旅程管理主任者

石井スポーツアドベンチャーズのコースではこんな
ことも教えてもらえます。

❶ウエストベルト（ヒップハーネス）は、腰
骨の部分にベルトが当たるのがベスト。
❷緩めておいたショルダーベルトの末端
を両手で引き、ベルトを肩に合わせま
す。斜め下に引っ張るのがコツ。引っ張る

方向が違うと締まりません。
❸トップスタビライザーを引いて、バックパ
ックの重心を、より体に密着させるよう
にします。トップスタビライザーを引かな
いとバックパックの重心が後ろにかかる

ため、バランスが悪くなり、疲労の原因
にもなります。
❹チェストハーネスを締めてバックパック
の左右のブレを抑えます。上下位置は鎖骨
の2cm下から脇の下ぐらいに調整します。

バックパックを背負いましょう

登山靴を履く

トントン

登山靴を履く前に、中に小石やごみが入っていないか確認しましょう。
ソックスがずれていたり、シワが寄っていたりすると靴擦れの原因
になりますので要チェック!
❶かかとで地面をトントンしてぴったり合わせます。
❷かかとの収まり具合を確認しつつ、靴ひもを足首まで締めます。
靴上部の留め金に、上から巻き込むように留めると緩みにくくな
ります。
❸ 蝶結びをして終了。
　※2回巻きをすれば歩行中もほどけにくくなります。

1

1

3

3

4

2

2

ウエストベルトウエストベルト

トップスタビライザートップスタビライザー

ショルダーベルトショルダーベルト

チェストハーネスチェストハーネス

ショルダーベルトだけでなく、ウエストベルトをしっかり締めることで腰でも支え
られるので、身体への負担が減ります。

正しい履き方を教えます。違和感が 
あればすぐに微調整しましょう。
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❶山を登るときの基本は歩幅を小さくし、
靴底を地面にフラットに置き、無理なく会
話ができる程度のスピードが理想です。
❷下りは呼吸が苦しくならないのでラクに
思いがちですが、登山は登りより下りの
方が危険です。登山で発生する転倒事故
の多くは下山中に起きています。転ぶこ
とが怖くて腰がひけると、地面に体重が
乗せられないので、かえって滑りやすく
なります。
❸腰を落とし、重心を低くして、体を前傾
することでしっかり体重を地面に乗せ、

歩幅は小さく、急斜面ほど小股で歩くのが
ポイントです。
また、下りは体重だけではなく、下る勢い
も加わり、足で支えなくてはならない重さ
は非常に大きくなります。筋力を使い続け
るので筋肉疲労に直結するため、日頃の階
段の上り下り、スクワット等の鍛錬も必要
です。
勢いをつけて下ると、膝への負担が増し、
痛みで歩行できなくなります。膝に不安を
感じていらっしゃる方はサポーターなどを
装着することをおすすめします。

山を歩くときにトレッキングポールを使う
と足に掛かる負担を軽減でき、また、木の
根やぬかるみ、ガレ場やザレ場などの悪路
を通過する際にバランスを取る助けとなり
ます。
トレッキングポールを持つ基本的な長さ
はひじが直角（90度）になる程度。長さは
登りでは少し短めに、下りでは少し長めに
調節すると歩きやすくなります。使い方は
自然な動きを心掛けて、右足が前に出ると
きは左手のポールが前、左足が前に出る
ときは右手のポールを前につくのが基本
です。

1

3

2

5

6

4

歩き方の基本

トレッキングポールを使ってみましょう

❹❺注意したいのは石や木の根っこ。つま
づきの原因になります。また、濡れてい
る木の根の上に足を置いてしまうとスリ
ップする恐れがありますので、できるだ
け避けて歩いたほうが良いでしょう。足
の置き場を考え、歩幅を小さくして歩き
ます。
❻段差のある登山道は、なるべくステップ
になる場所を見つけ、そこに足を置いて
登ります。一気に段差を越えようとする
と歩幅が広くなりますので、体力を消費
してしまい、疲労につながります。

正しい使い方で登り下りの負担を軽減します。

山道を歩くコツがわかれば、疲れにくく、楽しい山行になります。



石井スポーツ、アートスポーツの
スタッフが体験した感動を皆さま
に。私たちがおすすめしたいフィー
ルドをご紹介いたします。

おすすめの装備、最新アイテムをご
紹介します。皆さまをサポートする
アイテムとともにフィールドへ出か
けましょう。

感動が待っている！
自然の中へ
……with THE EARTH



街で生活していて、風が吹き、木々の葉が擦れ合う音を聞くと、

森に行ってみたい、山の景色を見てみたいと思いませんか？

そう思ったら出かけましょう。

いつも降りる駅のひとつ手前で降りて、歩いてみるのもいいでしょう。

いつもの見慣れた街を走ると新しい発見があるかもしれません。

汗をかき、深呼吸すると、きっと、体も喜ぶでしょう。

一歩踏み出して、さらに一歩踏み出して、自然の中へ。

山を歩く、森の中を行く、キャンプを楽しむ、カメラを持って出かける̶̶。

そこには「感動」が待っています。

もしかすると、新しい自分に出会うことができるかもしれません。

さあ、荷物を持って出かけましょう！

THE EARTHとともに。
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　日帰り＆小屋泊まり登山は、宿泊や食事に関わる装
備を持たなくてすむ分、荷物が軽いため、初心者でも
安心して楽しむことができます。
　そんな登山を安全に楽しむためには、用途に見合っ
た道具やウエアを選び、使い方を事前に把握しておく
ことがポイントです。日帰りであっても地図はもちろん
ヘッドライトやツェルトを、晴れ予報でも雨具を用意す
るなど、登山に必要な道具はきちんと装備しておきま
しょう。そうして経験を重ねながら、少しずつ高い山、
長いコースなどに挑戦していってください。
　山には足を運ばないと見ることのできない景色が
あり、同じ山でも天候や季節によって見える世界が違っ
てきます。いろんな山に行くのももちろん楽しいです
が、好きな山を見つけ、何度も足を運んでみるのもお
もしろいものですよ。

日光白根山
 山に行こう！ 日帰り/小屋泊まり

千葉 光枝（ちば みつえ）
アートスポーツ 本店
登山歴11年

幼い頃から父親と山菜採りをするなど、山は
日常の生活の中にあったが、登山を趣味とし
て楽しむようになったのは石井スポーツに入
社して以降。ウルトラライトスタイルという、軽
くて動きやすい登山スタイルを好む。

初心者は日帰り登山から!
手軽に楽しめますが、準備はぬかりなく 山頂から見渡す五色沼など、

雄大な景色が楽しめます！
初めて日光白根山に訪れたのは広告

撮影でのことです。当時は高い所に慣れ
ておらず、岩場に立っての撮影がとても
怖かった記憶がありますが、今ではすっ
かり山頂からの素晴らしい景色を楽し
めるようになりました。

日光白根山は火山が作り出した美し
い山です。ロープウェイの山頂駅からは
気持ちの良い樹林帯が続き、急坂を登
るとザレ場が出てきます。山頂付近には
少しだけ岩場があり、変化のある山歩き
を楽しむことができます。持参したバー
ナーを使い、五色沼で楽しむランチは絶
品！ そんな山行を楽しんでいます。

日光白根山は群馬県と栃木県の県境
に位置する、日本百名山のひとつ。日光
火山群の主峰であり、火山ならではの雄
大な景色と、弥陀ヶ池や五色沼、外輪山
の外の菅沼や丸沼、大尻沼などの湖沼
群を擁する展望を楽しむことができま
す。関東以北、東北や北海道まで含めて
も、標高がもっとも高い山として知られ
ています。

とはいえ標高2000mまでロープウェ
イでアクセスできるので、日帰りで楽し
める山として多くの登山者に愛されてい
ます（日光白根山には宿泊のできる営業
小屋はありません）。

FIELD

お気に入
り

アイテム

スタッフおすすめの感動フィールド
日光白根山（2578m）

ARC'TERYX/エアリオス15　¥18,700（税込）
軽量かつ耐久性に優れる、おすすめのデイパックです。
1日分の食料や装備を入れるのにぴったりのサイズ感が
気に入っています。

日光白根山

日光白根山
 山に行こう！ 日帰り/小屋泊まり
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山登りに必要なアイテムとして、まず思い浮
かぶのは「登山靴」でしょう。登山靴にもいろい
ろな種類がありますが、登る山、路面の状況や
スタイルによって選び方が変わってきます。ポイ
ントは大きく分けてふたつ。ひとつ目は靴の高
さです。足首までカバーしてくれるハイカットと、
逆に足首がラクなミドルカットやローカットが
あります。ふたつ目はソールの硬さです。荷物が
軽く、かつ１日の行程もさほどハードでないの
なら、アッパーの仕様もソールのつくりも、柔ら
かめの靴を選ぶべきでしょう。ミッドカット、また
はローカットモデルでも十分に対応できます。

高温多湿といわれる日本では、「レインウエ
ア」も必携のアイテムです。天気予報に晴れマ
ークがついていても、いつ雨が降るかわかりま
せん。また、風が強い時にちょっと羽織れば、ウ
ィンドブレーカーとしても活躍してくれます。

「バックパック」も必要な用具のひとつ。登る
山、日程の長短によって必要なサイズが変わっ
てきますので、適切な大きさを選ぶのがベスト。
日帰り登山であれば、20～30リットルのものが
よいでしょう。

この３つのアイテムは、よく登山の「三種の
神器」といわれます。つまり、山登りのベーシッ

クアイテムです。
このほかに、「もしも」に対応するためのアイ

テムも持っていきましょう。エマージェンシーグ
ッズやヘッドランプ、携帯電話や予備電池。そし
て、水分補給や栄養補給に必要な行動食、つま
り、身体に取り入れるための「食べ物・飲み物」
は持っていきたいですね。
　何度も山に行くことで、自分のスタイルができ
てくると思いますので、山行に合わせプラスアル
ファで必要なものを足したり、または不要なも
のを引いたりして自分の装備、スタイルを作っ
ていきましょう。

Equipment List
装備
1 ゲイター イスカ ゴアテックス ライトスパッツ フロントジッパー ￥5,500（税込）

2 レインウエア上下セット コロンビア Simpson Sanctuary Ⅱ Rainsuit ￥13,860（税込）

3 ヘッドランプ ペツル ティキナ ￥2,970（税込）

4 エマージェンシーキット ユニバーサルトレーディング ファーストエイドキット S ￥1,760（税込）

5 日焼け止め シーラーデルソル マルチガードUVジェル ￥1,760（税込）

6 登山靴 アク ALBA TREK WIDE GTX ￥28,600（税込）

7 タオル エヌリット スーパーライトタオルM ￥1,485（税込）

8 ソックス ダーンタフ W'sマイクロクルーエクストラクッション ￥3,520税込）

9 サコッシュ グラナイトギア ハイカーサチェル ￥4,400（税込）

10 防水スタッフバッグ シートゥーサミット ウルトラシルドライサック 8L ￥1,980（税込）

11 水筒 サーモス 山専ボトル FFX-501 ￥5,440（税込）

12 トレッキングポール レキ クレシダAS ￥19,800（税込）

13 バックパック グレゴリー シトロ24 ￥17,600（税込）

登山の「三種の神器」を揃える
バックパック（30ℓ程度）

レインウエア

防寒着

長袖シャツ

機能性アンダーウエア

パンツ

登山用ソックス

登山靴

グローブ

帽子

サングラス

ザックカバー

ヘッドランプ

トレッキングポール

水筒

行動食

タオル

救急用具

日焼け止め

サプリメント

ビニール袋

トイレットペーパー

持ち物チェックリスト CHECK!
Equipment List
モデル着用
ジャケット ミレー BREATHBARRIER WILDER LT JK W ￥18,920（税込）

山シャツ ミレー WASHI+SHIRT R LS W ￥13,970（税込）

Tシャツ マウンテンハードウエア Hard wear Long Short Sleeve T ￥5,500（税込）

パンツ マウンテンハードウエア Dynama/2 Ankle ￥9,350（税込）

バックパック グレゴリー シトロ24 ￥17,600（税込）

帽子 マウンテンハードウエア Dwight Hat ￥4,730（税込）

登山靴 アク ALTERRA LITE MID GTX W's ￥16,980（税込）

サコッシュ グラナイトギア ハイカーサチェル ￥4,400（税込）

トレッキングポール レキ クレシダAS ￥19,800（税込）

水筒 サーモス 山専ボトル FFX-501 ￥5,440（税込）

MOUNTAIN
山に行こう！ 日帰り/小屋泊まり

モデル／難波花英　石井スポーツ 登山本店
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https://www.yodobashi.com/product/100000001004579429/
https://www.yodobashi.com/product/100000001004835920/
https://www.yodobashi.com/product/100000001004596178/
https://www.yodobashi.com/product/100000001004609664/
https://www.yodobashi.com/?discontinued=false&word=ALBA+TREK+WIDE+GTX
https://www.yodobashi.com/product/100000001004238703/
https://www.yodobashi.com/product/100000001004722333/
https://www.yodobashi.com/product/100000001004611898/
https://www.yodobashi.com/product/100000001001863071/
https://www.yodobashi.com/product/100000001005158599/
https://www.yodobashi.com/product/100000001004675801/
https://www.yodobashi.com/product/100000001006962618/
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行動食

タオル
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日焼け止め
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トイレットペーパー

持ち物チェックリスト CHECK!
Equipment List
モデル着用
ジャケット ミレー BREATHBARRIER WILDER LT JK W ￥18,920（税込）

山シャツ ミレー WASHI+SHIRT R LS W ￥13,970（税込）

Tシャツ マウンテンハードウエア Hard wear Long Short Sleeve T ￥5,500（税込）

パンツ マウンテンハードウエア Dynama/2 Ankle ￥9,350（税込）

バックパック グレゴリー シトロ24 ￥17,600（税込）

帽子 マウンテンハードウエア Dwight Hat ￥4,730（税込）

登山靴 アク ALTERRA LITE MID GTX W's ￥16,980（税込）

サコッシュ グラナイトギア ハイカーサチェル ￥4,400（税込）

トレッキングポール レキ クレシダAS ￥19,800（税込）

水筒 サーモス 山専ボトル FFX-501 ￥5,440（税込）

MOUNTAIN
山に行こう！ 日帰り/小屋泊まり

モデル／難波花英　石井スポーツ 登山本店
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https://www.yodobashi.com/product/100000001006964417/
https://www.yodobashi.com/product/100000001006955769/
https://www.yodobashi.com/product/100000001005993171/
https://www.yodobashi.com/product/100000001006962618/
https://www.yodobashi.com/product/100000001006879851/
https://www.yodobashi.com/product/100000001005453937/
https://www.yodobashi.com/product/100000001004611898/
https://www.yodobashi.com/product/100000001004675801/
https://www.yodobashi.com/product/100000001005158599/




㊧つま先部にはラウンドし
た、ルーミーなトゥボックス
構造を採用。指先はいつも
ストレスフリーです。
㊨つま先はトゥ・プロテク
ションがしっかりガ ード。

「キーン・ドライ」を採用し
た防水仕様。

キーンのロングセラーモデルであり、ひと言でいえば「履きやすいトレッキングシューズな
ら、コレ！」です。しっかりとしたホールド感のヒール、ほどよく硬くかつしなやかなソール、履
きやすい割にはしっかりとフィット感があり、使い込めば馴染みやすく味が出るアッパー素
材、そのうえでデザインもよい。デイハイクにぴったりの1足です！
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履きやすいトレッキングシューズの代名詞
自信をもっておすすめします

鍛冶屋 壮之 石井スポーツ　ヨドバシ博多店

2004年、初代モデルの誕
生以来、改良を加えながら現
在へといたる、軽量かつ高い
グリップ性のキーンを代表する
トレッキングシューズです。

アッパーには、シリコン液を
浸透させた上質なヌバックレ
ザーを採用し、防水性ととも
に堅牢性を高めています。甲
の部分にはメッシュ素材を配
置し、シューズ内の蒸れを逃が
しながら、歩行のスムーズさを
演出しています。独自のフィッ
ト感の良さを担うのが「ヒール
ロックシステム」。カカトから
伸びたテープがシューレースと
連動しており、紐を締めあげる

ことでカカトのホールド感が
増し、靴全体のフィット感を高
め、安定した歩行をサポートし
ています。

2層構造となったソール、足
入れの良いガゼットタンを使用
し、幅広甲高が多い日本人の
足型に合ったラストを使うな
ど、靴作りのこだわりは隅々に
まで見て取れます。LWGのレ
ザーや、有害化学物質のPFC
を排除した防水加工など、環
境負荷を低減したシューズ作り
も特徴。20年近く登山者に愛
され続ける理由は、そのデザイ
ンだけではないことを、如実に
物語っています。

TARGHEE II MID WP
1017346　¥17,600（税込） 
size：25～29、30cm
weight：493g(27.0cm 片足)
color：Canteen/Dark Olive

Shitake/Brindle

0 887194 959716

スマホでお買い物

https://www.yodobashi.com/?word=TARGHEE+II+MID+WP%E3%80%80olive


軽量化としなやかさを追求し、安定感のある硬いソールはそのままにバランスよく仕上げ
ました。日帰りハイキングから無雪期の3000mまで年間を通して活躍。

S  UK3～11、（DARK BROWN/RED 
UK4-10）

W  740g（UK8片足）、650g（UK5片足）
C  DARK BROWN/ASTER BLUE、

DARK BROWN/RED
M  アッパー：スェード＋Air8000＋マイ

クロファイバー+ラバーランドプロテ
クション　ライニング：ゴアテックス　
ソール：Vibram Foura EVA

AKU

CONERO Ⅲ GTX

878.8ISG

¥35,200（税込）

DARK BROWN/ASTER BLUE

スマホでお買い物

8 032696 747039

10%で 3,520円分 ポイント還元

スマホでお買い物

8 032696 747183

DARK BROWN/RED
オールレザーによるクラシックタイプ。日帰りから小屋泊縦走を想定した、肩に重い荷物
を背負って長距離を歩くことを好むバックパッカーに最適なモデルです。

S  UK4～11
W  810g（UK8片足）
C  BROWN
M  アッパー：2.6mmヌバックレザー＋

ラバーランドプロテクション、ライニ
ング：ゴアテックス、ソール：Vibram 
Foura

スマホでお買い物

8 032696 574819

10%で 4,290円分 ポイント還元AKU

SUPERALP NBK GTX

592ISG

¥42,900（税込）

BROWN

WOMENS
NARROW GTX W's

BLACK／MINT

WOMENS
ALBA TREK GTX W's
BLACK／MAGENTA

軽さ、歩きやすさ、そしてソールの硬さのバランスが良いト
レッキングシューズです。M's、W's、WIDE、NARROWの4種
類から足形に合わせてお選びいただけます。

ALBA TREK GTX M's
BLACK／GREEN

WIDE GTX
BLACK／RED

S GTX M's：UK6～11、GTX W's：UK3～7
　WIDE GTX：UK4～11
　NARROW GTX W's：UK3.5～8
W GTX M's：570g （UK8片足）、GTX W's：445g（UK5片足）
　WIDE GTX M's：570g（UK8片足）
　NARROW GTX W's：445g（UK5片足）
C GTX M's：BLACK／GREEN、GTX W's：BLACK／MAGENTA
　 WIDE GTX M's：BLACK／RED
　 NARROW GTX W's：BLACK／MINT
M 共 通  アッパー：1.8mmスェード＋ナイロン＋マイクロファイバー、
　 ライニング：ゴアテックス、ソール：Vibram CURCUMA

AKU

ALBATREK GTX
ALBATREK GTX W`S
ALBATREK WIDE GTX
ALBATREK NARROW GTX W`S

977ISG/978ISG/977ISG.W/978ISG.B

¥28,600（税込）

スマホでお買い物（M's）

8 032696 690380

スマホでお買い物（W's）

8 032696 690472

スマホでお買い物

8 032696 722623

スマホでお買い物

8 032696 753580

10%で2,860円分ポイント還元
ALBA TREK GTX 

ALBA TREK WIDE GTX 

ALBA TREK GTX 

ALBA TREK NARROW GTX 

Staff advice

石井スポーツ 登山本店

荒井 俊彦

日帰り登山では、荷物が比較的軽いため、靴底や足首がやや柔らかく
歩きやすいモデル、小屋泊登山では、荷物も増え、歩く時間も長くなるた
めハイカットで靴底のやや硬めの登山靴を選ぶことで疲労軽減や怪我
予防につながります。靴のサイズはご自身の足のサイズ（実測値）に対し
て約１cm位大きめのサイズを選びます。靴を履いて、カカトに指が１本
入るくらいのサイズが目安となります。靴紐もつま先から順番にしっかり
と締め靴の中で足が動かないよう固定します。紐が緩いと靴擦れやマメ
の原因にもなりますので注意しましょう。紐を締めたら傾斜台やお店の
中を少し歩いてみて痛いところや緩いところが無いか確認。２足～３足
くらい試し履きをしてみて履きやすくフィット感の良いものを選んでくだ
さい。

靴の選び方
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G

10万点以上の品揃え「石井スポーツ ストア」 掲載価格は6月1日時点の価格となります。
予告なく価格が変更となる場合がございます。

最新の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・コムに未掲載の場合がごさいます。
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MOUNTAIN
TREKKING
SHOES
登山靴

日帰りやハイキングなどの登山では、しっかりとした耐久性があり丈夫で滑ら日帰りやハイキングなどの登山では、しっかりとした耐久性があり丈夫で滑ら
ない靴を選びたいものです。まずは自分に合った一足を見つけて快適な登山ない靴を選びたいものです。まずは自分に合った一足を見つけて快適な登山
を楽しみましょう。を楽しみましょう。

https://www.yodobashi.com/product/100000001004548060/
https://www.yodobashi.com/product/100000001004548082/
https://www.yodobashi.com/product/100000001004548082/
https://www.yodobashi.com/product/100000001004548060/
https://www.yodobashi.com/product/100000001005453975/
https://www.yodobashi.com/product/100000001005453975/
https://www.yodobashi.com/product/100000001004547994/
https://www.yodobashi.com/product/100000001004547994/
https://www.yodobashi.com/product/100000001005453921/
https://www.yodobashi.com/product/100000001005453896/
https://www.yodobashi.com/product/100000001004541149/


㊧防水透湿素材をアッパー
素材にラミネートしている
ので、アッパーと防水透湿メ
ンブレンの間に水を溜めこ
むことがありません。
㊨「ビブラムメガグリップ」
を採用し、たしかなグリップ
を発揮します。

コロンビアの新作シューズは透湿性に優れる防水素材アウトドライを用い、快適な歩行を助
けてくれます。アウトソールには濡れた岩場でも滑りにくい「ビブラムメガグリップ」を使用。
近郊の低山はもちろん、富士山や屋久島までカバーでき、コストパフォーマンスはピカイチで
す。足入れも柔らかく、初めて登山靴を履く方にも違和感なくお使いいただけると思います。
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優れたグリップ力で安心感大！
「高コスパ」な一足です

荷出 辰雄 石井スポーツ 大丸東京店

コロンビアオリジナルの防
水透湿素材「アウトドライ」を
採用した、軽量なトレッキング
シューズ。ハイキングや小屋泊
まりのトレッキング、キャンプ
や野外フェスなど、アウトドア
での幅広い使用にこたえてく
れます。

アッパーに 採 用したコー
デュラメッシュは高い耐久性
を誇るとともに、クラシックな
空気感をまとっています。ソー
ルには「ビブラムメガグリッ
プ」を搭載し、濡れた路面で
も抜群のグリップ力を発揮。
雨の中でも軽快に歩くことが
できます。

何より嬉しいのは、「アウト
ドライ」がもたらす快適性で
す。アッパーの内側にアウトド
ライをラミネートすることで、
防水透湿メンブレンとアッパー
の間に水がたまることを避け、
シューズ内をムレなく快適に保
つほか、水分を含まないので
靴が重くならず、軽やかに歩き
続けることができます。

軽やかなデザインを際立た
せるのが、アッパーを彩る美し
いアースカラー。軽量なので、
アウトドアユースはもちろん、
雨の日の通勤、通学でも大活
躍！ 足下をしっかりサポート
してくれます。

4 550328 585643

スマホでお買い物（Mʼs）

4 550328 587036

スマホでお買い物（Wʼs）

STEENS PEAK OUTDRY
YM5647（Mʼs）、YL8041（Wʼs）
¥17,380（税込）
size：（Mʼs）25.0～29.0cm、30.0cm、

（Wʼs）22.5～26.0cm
weight：512g（27cm・M's）、

450g（24cm・Wʼs）
color：（Mʼs）Elk, Bold Orange（286）、
Grey Green, Mountain Red（395）、

（Wʼs）Sahara, Sea Wave（220）、
Ti Titanium, Red Hibiscus（029）

http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006929205/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006929214/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006929205/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006929214/index.html


トランゴシリーズの機能を継承しつつ、よりライトな低山やハイキングに向けた
超軽量マウンテンブーツです。

S  EU38～48、EU36～42（W's）
W  600g（片足）、（W's）500g
C  SPACE BLUE/MAPLEE、（W's）

TOPAZ/CELESTIAL BLUE
M  アッパー：耐摩耗性ファブリック、ライ

ニング：GORE-TEX、ソール：ビブラム

スマホでお買い物（M's）

8 020647 041916

10%で 3,300円分 ポイント還元LA SPORTIVA

TRANGO TRK GTX
TRANGO TRK GTX W's

31D/31E

¥33,000（税込）

スマホでお買い物（W's）

8 020647 042579

SPACE BLUE/MAPLEE

ラストの形を細部まで丹念に見直しフィット感を追求。足との一体感を感じることができ、 
ストレスフリーな山行を実現する3シーズンモデルです。

S  EU39～48、EU36～42（W's）
W  625g（片足）、（W's）535g
C  オタニオ、チタニウム、（W's）テメレ

ア、ナイルブルー
M  アッパー：耐水スエード、ライニング：

ゴアテックス®、ソール：ビブラム・サ
リックストレック

スマホでお買い物（M's）

8 025228 903331

10%で 2,970円分 ポイント還元SCARPA

ZG トレック GTX
ZG トレック GTX WMN

SC22024/SC22026

¥29,700（税込）

オタニオ

スマホでお買い物（W's）

8 025228 903621

10%で 2,970円分 ポイント還元

足運びのしやすいやや柔らかめの履き心地で、滑りやすい場所でもしっかりとしたグリッ
プ力を発揮します。エントリーユーザーにも、履きやすいモデルです。

S  UK6～10.5、UK3.5～7（W's）
W  680g（片足）、（W's）570g
C  ブルー（0640）、

（W's）アクアマリーン（0672）
M  アッパー：シンセティックレザー/ス

ウェードレザー、ソール：ビブラムTrac 
Lite II

スマホでお買い物（W's）

4 063606 141726

スマホでお買い物（M's）

4 063606 141313

10%で 3,300円分 ポイント還元LOWA

バルド GT
バディア GT Ws

L010619/L020618　

¥33,000（税込）

0640

ミクロ単位のポリウレタン繊維を吹き重ねたナノフィルム状の独自の防水透湿素材を採
用した、3シーズンの軽量防水トレッキングシューズです。

S  US7.5～11、US5～8（W's）
W  532g（US9片足）、

（W's）433g（US7片足）
C  TNFブラック×TNFホワイト（KW）、

ジンクグレー×TNFブラック（ZK）、
 （W's）TNFブラック×TNFホワイト（KW）、
ケルプタン×TNFブラック（KP）

M  アッパー：シンセティックレザー
&耐久ナイロンメッシュ　ライニ
ング：FUTURELIGHTメンブレ
ン　ソール：エクスクルーシブ
Vibram ラバーアウトソール

スマホでお買い物（M's）

4 549398 815422

10%で 2,200円分 ポイント還元THE NORTH FACE

Creston Mid FUTURELIGHT
W Creston Mid FUTURELIGHT

NF52020/NFW52020

¥22,000（税込）
KW

スマホでお買い物（W's）

4 549398 821706

ZK

Xレーシング、ローラーアイレット等、LOWAの特徴的な
機能を備え、新開発のAPP TRAIL Ⅱにてさらに歩行の
快適性を向上させました。

S  UK6～11
W  800g（片足）
C  ブラック/オレンジ（0920）
M  アッパー：ヌバックレザー、

ライニング：ゴアテックス®、
ソール：ビブラム

スマホでお買い物

4 063606 245370

10%で 4,400円分 ポイント還元LOWA

カミーノ　EVO GT WXL

L210629

¥44,000（税込）

0920

LOWA定番のトレッキングブーツ マウリア GTの改良モ
デル。歩行の快適性が向上した他、シューレースの調整
が簡単に行えるようになりました。

S  UK3.5～7.5
W  625g（片足）
C  ネイビー/ベリー（6951）
M  アッパー：ヌバックレザー、

ライニング：ゴアテックス®、
ソール：ビブラム

スマホでお買い物

4 063606 306965

10%で 4,400円分 ポイント還元LOWA　WOMENS

マウリア EVO GT Ws

L220721

¥44,000（税込）

6951

登山入門者が使いやすいように設計。低山はもちろん、
富士登山、尾瀬や屋久島でのトレッキングにも最適です。

S  22.5cm～29.0cm、30.0cm
W  590g（26.0cm片足）
C  ブラウン 、ネイビー
M  アッパ ー：メッシュポ

リエステル/合成皮革
（トゥガ ード/TPU 補
強）、ライニング：ゴア
テックス®メンブレン、
ソール：キャラバント
レックソー ル（ミッド
ソール：EVA）

スマホでお買い物

4 535436 438166

10%で 1,870円分 ポイント還元Caravan

C1-02S

0010106

¥18,700（税込）

ブラウン

ネイビー

WOMENS
KP

WOMENS
0672

WOMENS
ナイルブルー

WOMENS
テメレア

WOMENS
TOPAZ/

CELESTIAL BLUE
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10万点以上の品揃え「石井スポーツ ストア」 掲載価格は6月1日時点の価格となります。
予告なく価格が変更となる場合がございます。

最新の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・コムに未掲載の場合がごさいます。
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㊧疲労で沈みがちな土踏ま
ずを支えるインソール形状。
カカト部が深いので、足を
しっかりホールドします。
㊨アッパーの裏面はムレに
くいメッシュ素材。適度な厚
みで、裸足で履くとクッショ
ン性が感じられます。

昨今、高機能サンダルや、疲労回復を促すリカバリーサンダルが注目を集めていますが、この
シダスのサンダルはしっかりした履き心地、歩きやすいソールの硬さ、足裏を適度に刺激して
くれるインソール形状など、細部まで考え抜かれた完成度の高さが魅力です。アクティビティの
後や日常使い、また室内履きとしてもおすすめ。落ち着いたデザインで履く人を選びません。
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3 661267 280771

スマホでお買い物

スポーツの後やタウンユースなど
幅広いシーンで便利に使えます

谷橋 秀彦 アートスポーツ ヨドバシ博多店

インソールで有名なシダス
は、1975年に創業したフランス
のブランド。多くの人にフィッ
トする既成品から、個々の細
かい足の形にカスタムできる
熱成形タイプまで、用途に合
わせたさまざまなインソール
を開発、販売しています。

シダスでは長年蓄積された
インソール作りのノウハウを活
かしたサンダルも展開。定番
でありカラーバリエーションも
豊富なランページは、疲労を
回復させるリカバリー効果が
ありながらデイリーに履ける
オールマイティな一足です。

一 番 の 特 長は4 層 構 造 の

ソール。高い衝撃吸収性、耐久
性を備えるミッドソールを中
心に、ソフトな質感のインソー
ル、高いグリップ力のアウト
ソールが加わり、フィールドを
問わず長時間快適に履くこと
ができます。さらにベルクロで
調整できるZ型のストラップも
ポイント。簡単に足にフィット
させることができ、長く歩くと
きもしっかり足をホールドして
くれます。

さまざまな工夫を盛り込ん
だシダス本気の一足。ぜひ試
して、その実力を体感してみて
ください。

RAMPAGE
202200　￥8,140（税込）
size：23.0～28.0㎝

22.0～29.0㎝（オールブラックのみ）
weight：242g（24.0cm片足）
color：オールブラック、

ミント×ブルー、
オレンジ×カーキ、
アイシーブルー

http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001007048188/index.html


最高級のメリノウールを使用したソックス。中厚手でソフトな肌触り、保温性やクッション
性にも優れています。

S  SS、S、M、L
W  90g
C  濃エンジ（DEN）、

ネイビー（NVY）、
ベージュグレー（BGY）

M  ウール72％、ナイロン14％、
ポリエステル12％、ポリウレタン2％

スマホでお買い物

4 571254 361750

10%で 209円分 ポイント還元PAINE

メリノウールソックス（中厚）

K5206B

¥2,090（税込）

スマホでお買い物（M's）

4 582293 563999

10%で 330円分 ポイント還元

ブラック

湿気蒸散性能が良いソックスです。
マメが出来にくいライクラ編み込
を採用しています。

S  S、M、L、（Ｗʼs）S、M
C  グリーン、ガンメタル、ブラック

（W's）ベリー、グレー、ブルー
M  ウール44％、ナイロン38％、

ポリプロピレン17％、
ポリウレタン1％

スマホでお買い物（W's）

4 582293 564101

Bridgedale

パフォーマンス・ハイク
ウイメンズパフォーマンス・ハイク

BD710-169/BD710-644

¥3,300（税込）

ニュージーランド産メリノウールを
使用。独自の編み方で密度が高く
弾力性があり、ずれにくいフィット
感を実現。

S  S、M、L、（W's）S、M
C  チャコール、ブラック、オリー

ブ、（W's）デニム、モスヘ
ザー、ストレート

M  毛66％、ナイロン32％、ポリ
ウレタン2％

スマホでお買い物（M's）

4 549562 031665

10%で 352円分 ポイント還元DARN TOUGH VERMONT

Ms ブーツソックフルクッション
Ws ブーツソックフルクッション

19441405513005/
19441908012003

¥3,520（税込）

チャコール

スマホでお買い物（W's）

0 642249 157437

高所遠征でも認められた厚手ソックス。羊毛の中で最も高級なメリノウールを使用してお
り、抜群の肌触りと保温性が特徴です。

S  SS、S、M、L
W  110g
C  グレー杢×ネイビー（GYNV）、グ

レー杢×レッド（GYRD）
M  ウール72％、ナイロン15％、

ポリエステル12％、ポリウレタン1％

スマホでお買い物

4 571254 360685

10%で 280円分 ポイント還元PAINE

メリノウールソックス（厚手）

K5255

¥2,800（税込）

カカトのジェルが高い衝撃吸収性を発揮。安定
性とソフトなフィーリングを両立したインソール。
色によってアーチバランスが変わります。

S  XS：22.0～23cm、S：23.5～24.5cm、 
M：25.0～26.5cm、L：27.0～28.0cm、 
XL：28.5～29.5cm、XXL：30.0～
31.0cm　W  47g

C  LOW:ブルー、MID:グリーン、HIGH：イエロー
M  ダイナミックアーチフレックスシェル、PEトップ

スマホでお買い物（LOW）

3 661267 107139

10%で 682円分 ポイント還元SIDAS

3Feet アクション
LOW/MID/HIGH

314060303/LOW
314060203/MID
314060103/HIGH

¥6,820（税込）

ブルー

グリーン イエロー

スマホでお買い物（MID）

3 661267 107191

スマホでお買い物（HIGH）

3 661267 107078

カカトの接着時の衝撃吸収に優れ、さらに正しい体重移動を促す、オールラウンドモデル
です。抗菌、防臭、防カビ加工。

S  3S:21.5～23cm SS:23～
24cm S:24～25cm M:25
～26cm L :26 ～27cm 
LL:27～28cm

W  39g
C  グレー

スマホでお買い物

4 580157 930697

10%で 528円分 ポイント還元HOSHINO

B+LDe Long Distance

¥5,280（税込）

グレー

内側にスベリ止め素材を縫い付け、上部はゴムコードにより締め加減を調整できます。

S  フリーサイズ　W  170g
C  グリーン、ブラック、レッド、ロイヤル

ブルー、ラベンダー
M  ナイロン100％（GORE-TEX®）

スマホでお買い物

4 988998 246326

10%で 550円分 ポイント還元ISUKA

ゴアテックス ライトスパッツ
フロントジッパー

246302

¥5,500（税込）
グリーン

ブラック

ブラック

レッド

チリ×ブラック

ロイヤルブルーラベンダー 強度と耐久性に定評のあるブランドを代表するアイテムです。折り返しのタブを付けるこ
とで不用意な前開きを防ぎます。女性モデルは長さが短く設定されています。

S  Mʼs/S、M、L、XL
Wʼs/S、M、

W  289g（Lサイズ・ペア）
C  Mʼs/ブラック、チリ×ブラック

Wʼs/ブラック
M  3レイヤー、ナイロン100％、
　70デニールのGORE-TEX素材

スマホでお買い物

0 727602 279428

10%で 1,100円分 ポイント還元OUTDOOR RESEARCH

クロコゲイター

19842541

¥11,000（税込）

WOMENS
デニムWOMENS

ベリー

DENBGY NVY

GYNV

GYRD

ソックス

ゲイター

インソール

TR
EK

K
IN

G

10万点以上の品揃え「石井スポーツ ストア」 掲載価格は6月1日時点の価格となります。
予告なく価格が変更となる場合がございます。

最新の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・コムに未掲載の場合がごさいます。
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山に行こう！ 日帰り/小屋泊まりMOUNTAIN
SOCKS/OTHERS
ソックス他

ソックスやインソールなど足先回りのものは、保温性やクッソックスやインソールなど足先回りのものは、保温性やクッ
ション性に優れるものを選びましょう。しっかりフィットしてずション性に優れるものを選びましょう。しっかりフィットしてず
れにくいことも非常に大切です。れにくいことも非常に大切です。
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山行後の「登山靴のお手入れ方法」

「クローゼットに保管していた登
山靴を5年ぶりに履いたらソールが
剥がれた。そういう事例はめずらし
くありません」

そう話すのは靴職人の山田周平。
あまり履いていない靴のソールが
剥がれるのはショックも大きいです
が、原因はどこにあるのでしょうか。

「経年劣化ですね。ソールはゴム
やポリウレタン。パーツをつなげる
のは接着剤。こうした石油製品は高
温多湿に弱いです」

素材の劣化を完全に防ぐ方法は
ありませんが、長持ちさせるコツは
あると言います。

「まずは汚れをしっかり落とし、
高温多湿を避けて日の当たらない
風通しの良い場所で保管することで
す。一番大事なのは定期的に履くこ
と。ゴムは使わずにいると硬化しま
すし、履くことで通気もでき、状態の
確認にもなります」

おすすめの保管場所は、下駄箱の
「外」。玄関扉の開閉で風が抜ける
からだそうです。

「大事にしまい込むほど早く劣化
します。時間をかけて自分の足形に
育てるのが登山靴ですから、正しい
メンテナンスで長く履き続けてほし
いですね」

石井スポーツ 製靴工場

山田 周平

登山靴は「履きながら」
長持ちさせる

こんな登山靴は要注意！
修理は石井スポーツ製靴工場へ

劣化した登山靴は、山行中に突然ソールが剥がれるなど、滑落や怪
我の原因にもなり大変危険です。とくに、ソールやランドラバーの剥が
れやひび割れには要注意。剥がれた場所は一部でも、接着剤全体が
劣化している可能性があります。指で引っ張って剥がれが広がるような
ら、修理または買い替えのサインです。

町の小さな靴屋から始まった石井スポーツには、今でも専用の靴工
場があり、熟練の靴職人が手作業でていねいに修理を行なっていま
す。修理のご依頼は、各店舗へのお持ち込み、または回収（別料金）に
て受け付けています。お気軽にご相談ください。

登山靴は快適な山行をサポートしてくれる相棒です。日々、多くの登山靴は快適な山行をサポートしてくれる相棒です。日々、多くの
登山靴修理に携わる靴職人の山田周平に、お手入れから保管方登山靴修理に携わる靴職人の山田周平に、お手入れから保管方
法まで、愛用の一足を長く履き続けるコツを聞きました。法まで、愛用の一足を長く履き続けるコツを聞きました。

長く履き続けるための
登山靴メンテナンス

❶ インソールと靴紐を外す

カビの発生を抑えるため、使用後はすぐにイ
ンソールを取り出します。ムラなく手入れす
るために靴紐も取り外し、紐が擦り減ってい
ないかのチェックも行いましょう。

❷ ブラシで泥や石を取り除く

ブラシで泥を落とします。泥が乾いていない
場合には、少し乾燥をさせてからブラッシン
グすると効率的です。アウトソールに挟まっ
た小石もしっかり取り除きます。

❸ 少量の水で汚れを拭う

水をつけて絞った布やタオルで、残りの汚れ
を拭います。防水機能を損なう恐れがあるの
で、水の中での丸洗いはNG。落ちにくい汚れ
には専用クリーナーを使用します。

❹ 乾燥後、撥水処理＆栄養補給

陰干しで十分に乾燥させた後、撥水スプレー
を表面が湿る程度まで均一に吹きかけます。
革靴の場合は着色と栄養剤を与えた後にス
プレーし、ブラッシングします。

通気性を保って防水するので、デリケート
な革や透湿防水素材にもおすすめです。

あらゆる繊維、皮革製品を撥水、防汚し
高機能素材の透湿性も妨げません。

磨り減った靴底の補修・修理、靴底に空
いてしまった穴塞ぎ、剥がれてしまった
パーツやソールの貼替、靴底の滑り止め、
ソールの補強に。

S 275mlS 300ml

S  400ml
M  使用対象素材：スムース

レザー（表革）、スウェー
ド・ヌバック等起毛皮革、
合成皮革、テキスタイル

スマホでお買い物

0 799756 007134

10%で 121円分 ポイント還元

スマホでお買い物

4 943311 101003

10%で 123円分 ポイント還元

スマホでお買い物

4 250081 622509

10%で 187円分 ポイント還元 スマホでお買い物

4 002092 054080

10%で 241円分 ポイント還元

Grangers

FW+ ギアクリーナー

1500011

¥1,210（税込）

WHITE BEAR

シューグー（自然色）

S-312

¥1,230（税込）

HOLMENKOL

ハイテクプルーフ

22250

¥1,870（税込）

Collonil

ウォーターストップ

¥2,410（税込）

素材にダメージを与えることなく汚れを
落とす吹き付けタイプのクリーナー。水性
なので環境に優しく生物分解成分を使用。
GORE-TEX素材にも使用可能です。

S  100g
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10万点以上の品揃え「石井スポーツ ストア」掲載価格は6月1日時点の価格となります。
予告なく価格が変更となる場合がございます。
最新の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・コムに未掲載の場合がごさいます。
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㊧左右を一体化することで
フィット感を高めたウエスト
ハーネスが、パックのフィッ
ト感を向上させます。
㊨大きく開くサイドアクセス
ファスナーにより、雨蓋を取
らずとも道具の出し入れが
容易にできます。

デザインが良いので、登山だけでなく旅行やアウトドアフィールドでも使用しています。個人
的に気に入っているポイントは雨蓋部分。ほかのザックより大きく、全体的に開くので、内容
物が探しやすく出し入れも簡単です。サイドファスナーも付き、意外に面倒な開け閉めもワ
ンアクションで行なえます。背面メッシュで通気性も良く、オールシーズン使えるザックです。

定
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の
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グ
モ
デ
ル
が
、

4
年
ぶ
り
の
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ル
！

ザ
・
ノ
ー
ス
・
フ
ェ
イ
ス
・Tellus 35 

荷物の出し入れがスムーズ！
登山にも旅行にも愛用中のモデルです

吉原 太至 石井スポーツ リンクス梅田店

ザ・ノース・フェイスのトレッ
キング用中型パックとして、
ロングセラーを誇る定 番モ
デルが、この春、4年ぶりのリ
ニューアルを果たしました。

新しく使 用される背 面の
EVAフォームは通気性とフィッ
ト感を向上させ、新たに左右
一体化させたウエストハーネ
スは、背中へのあたりを軽減
するとともに、左右のブレを抑
えています。

さらに、サイドにファスナー
をつけたことで、内部へのア
クセスがよりスムーズになり
ました。メインファブリックに
260Dのリサイクルナイロンを

採用したのも、ザ・ノース・フェ
イスらしい心遣いと言えるで
しょう。

軽量な背負い心地と、使い
やすさはもちろんそのまま。
フロントに設置したドロップポ
ケットは容量が大きく、使い勝
手に優れています。左右のボト
ルホルダーもマチが取ってあ
るので、たっぷりの収容力。各
ポケットに撥水ファスナーを使
うなど、細かいところにも目が
行き届いており、フィールドで
の安心感は抜群！ 日帰りのハ
イキングから小屋泊まりの縦
走まで、幅広く対応するモデル
です。

Tellus 35
NM62201　¥22,000（税込）
size：WM、M、L
weight：約1470ℊ（M）
color：（K）ブラック、

（BL）バルサムグリーン、
（KT）ケルプタン

4 550207 700617

スマホでお買い物

http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006858337/index.html


エンパイアブルー オゾンブラック

背
面
長トルソーの長さ

MEN'S WOMEN'S

日帰りも小屋泊もできるちょうどいい容量といえば、雨蓋式の30
～35リットルがおすすめです。20リットルサイズだと小屋泊には容
量が少なく、40リットルだと日帰りには大きすぎる。ちょうど中間の
万能サイズです。くわえて背面サイズの調整機能は必須です。背中の

サイズ調整を行い、ひとりひとりの体
にしっかりと合わせると、重さの軽減
や背負う事による痛みの軽減にもつ
ながります。また、ザックの背面がメッ
シュで空間があるものがおすすめで
す。背中に空間を作ることにより、通気
が良くなります。汗もかきにくく、汗冷
えや発汗による疲労も軽減できます。

日帰り + 小屋泊まり登山のおすすめバックパック

石井スポーツ 長岡店

荒川 聖也

さまざまなトレッキングスタイルに対応
する中型バックパック。背面システムに
は3Dバックパネルを内蔵し、フィット感
と安定性を高めています。

S  30ℓ+ Medium Large
W  1,490g
C  Silver Grey、K.Orange、K.Blue、Black
M  210D Mini R/S NY （Nylon 100％）,

420D High density NY （Nylon 100％）

スマホでお買い物

4 589538 688943

10%で 2,255円分 ポイント還元Karrimor

ridge 30+

501100

¥22,550（税込）

Silver Grey

レインウエアや防寒着など必要な装備を入れても十分な余裕があり日帰りや小屋泊のト
レッキングにぴったり。通気性が高く長時間の稜線歩き、さまざまな天候の中を突き進む
終日の冒険にもしっかり対応します。

S  35ℓ（MD/LG）、33ℓ（SM/MD）
W  1310g（MD/LG）
C  オリーブグリーン、オゾンブラック、エ

ンパイアブルー

スマホでお買い物

0 190207 078565

10%で 2,530円分 ポイント還元GREGORY

ズール 35

1115891635

¥25,300（税込）

オリーブグリーン

山で1日を過ごすのに必要なものを詰め、万一に備えて少しギアを追加しても十分納まり
ます。女性用に設計されtアクティブ・パックです。

S  33ℓ（SM/MD）、30ℓ（XS/SM）
W  1230g（SM/MD）
C  ミッドナイトネイビー、エーテルグレー

スマホでお買い物

0 190207 077827

10%で 2,530円分 ポイント還元GREGORY　WOMENS

ジェイド33

11157 11552

¥25,300（税込）

ミッドナイトネイビー

エーテルグレー

ホイッスル付きチェ
ストストラップ

「クイックアクセス
オープニング」システ
ム採用

ヒップベルト角度調
整ベルト

K.Blue

Black K.Orange
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10万点以上の品揃え「石井スポーツ ストア」 掲載価格は6月1日時点の価格となります。
予告なく価格が変更となる場合がございます。

最新の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・コムに未掲載の場合がごさいます。

日帰り/小屋泊まり

山に行こう！ 日帰り/小屋泊まり

THE EARTH32

保温着や行動食、調理器具など、いくつかのギアを入れて 保温着や行動食、調理器具など、いくつかのギアを入れて 
1～2泊の小屋泊まりをするのにちょうどいいサイズです。軽く1～2泊の小屋泊まりをするのにちょうどいいサイズです。軽く
てフィット感のあるものがおすすめです。てフィット感のあるものがおすすめです。

MOUNTAIN
BACKPACK（～35ℓ）
バックパック（～35ℓ）

http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006872760/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006872760/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006962559/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006962550/index.html


㊧バックパネルからヒップ
ベルトにかけてはシームレ
スでつながり、身体にしっか
りフィットします。
㊨パックの下部には大きく
開くファスナーを搭載。ま
た、内部の気室を区切るこ
ともできます。

フロントパネルがファスナーで大きく開閉でき、ザックを横にしたまま荷物が取り出せるの
がとても便利です。さらに荷室を仕切るパネルは、ファスナーで完全に閉じるとバックパック
下部を蓋する構造になっており、フロントパネルを全開にしても荷物がこぼれ落ちません。
機能が豊富で、日帰りから小屋泊りまで幅広く活躍できます。

大
き
な
ベ
ン
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を
搭
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風
を
感
じ
る
バ
ッ
ク
パ
ッ
ク

ロ
ウ
・
ア
ル
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イ
ン
・AirZone Trek 35:45/AirZone Trek N

D
33:40

背面のベンチレーションをはじめ
多くの機能をもったバックパックです

石原 亜由美 石井スポーツ ヨドバシ甲府店

2019年にISPO Awardに
輝いた、ロウ・アルパインの
エアゾーントレック35:45。そ
の最 大の 特 徴は 、背面 部に
ニットバックパネルを使って、
空気の通り道を大きく開けた
「FormKnit™テクノロジー」
を搭載していること。パック本
体と背中を大きく離す役割を
果たすニットバックパネルは、
脊柱近辺など汗をかきやすい
部分には通気性を持たせるた
めに大きな穴を、発汗量が少
ない部分は穴を小さくするこ
とで強度をもたせて、類を見
ない通気性の良さとフィット感
を両立させています。

エアゾーントレック35:45の
素晴らしさは、通気性の良さ
による快適さだけではありま
せん。バックパネルからヒップ
ベルトまでシームレスでつな
がっているため、荷物と身体の
一体感は抜群。岩場など手足
を動かす場面でも、バックパッ
クはブレずに身体にしっかり
フィット。そのうえ、フロントパ
ネルがファスナーで大きく開閉
するため、装備の取り出しも簡
単に。また、スナップボタンと
ファスナーで簡単に1気室から2
気室に切り替えられるなど、使
い勝手にも優れています。

AirZone Trek 35:45（Mʼs）
AirZone Trek ND33:40（Wʼs）
FTE-89（Mʼs）、FTE-91（Wʼs）
¥22,000（税込）
backpanel size：（Mʼs）48-53cm

（Wʼs）43-48cm
weight：（Mʼs）1600g、（Wʼs）1420g
color：（Mʼs）Black、Navy

（Wʼs）Rasberry、Navy

0 821468 873759

スマホでお買い物（M's）

0 821468 873834

スマホでお買い物（W's）

http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001005590524/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001005590524/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001005590524/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001005590524/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001005590525/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001005590525/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001005590525/index.html


7316

6736

軽いハイキングにもタフなツアーにも対応。主にリサイクル素材を使用し、PFCフリーの
耐久撥水加工を施しました。非常に軽く通気性に優れています。

S  25ℓ
W  880g
C  sapphire-black、BLACK、

woods-black

スマホでお買い物

7 619876 085788

10%で 1,540円分 ポイント還元MAMMUT

リチウム 25

2530-03452

¥15,400（税込）

sapphire-black

BLACK

woods-black
marine-black

非常に軽く通気性に優れ、シンプルなデザインのバックパック。ヒップベルトにスマート
フォンを収納できる折りたたみ式ポケットが付いています。

S  25ℓ
W  710g
C  blood red-black、

marine-black

スマホでお買い物

7 619876 085658

10%で 1,540円分 ポイント還元MAMMUT　WOMENS

リチウム 25 Women

2530-00730

¥15,400（税込）

blood red-black

ハイキングだけでなくタウンユースとしてもお使いいただける、小型のバックパックです。

S  20ℓ
W  540g
C  マロン、ブラック、

ミッドナイト、カーキ
M  225D リップストップ

ポリエステル

スマホでお買い物

4 046051 127231

10%で 825円分 ポイント還元deuter

メートヘン 20

D6810321

¥8,250（税込）

マロン

ブラック

カーキミッドナイト ハイキング、小旅行にとマルチに使える軽量バックパック。縫い目を目立たなくし、落ち着
いた色合いなど、毎日の生活に溶け込むデザインも魅力です。

S  20ℓ
W  730g
C  HEATHER GREY（4809）、BLACK 

HEATHER（7316）、DARK DENIM 
HEATHER（6736）　

M  ナイロン 210D DOUBLE R/S SD 
（68*62） PU ポリエステル 300-
600D HEATHER PU P600D 
P L A I N  M A L A N G E  P U  W P 
1000MM

スマホでお買い物

3 515720 075858

10%で 1,397円分 ポイント還元MILLET

RANDONNEE 22

MIS0739

¥13,970（税込）

4809

スマートフォン、地図、財布、ヘッドライト等を収納するのに便利なサコッシュ。折り畳み傘
も収納可能なので旅行にも便利です。

S  5ℓ
W  110g
C  Light Olive（8640）、Gravity Grey

（11C0）、Steel Blue（4360）、Black
（9000）
M  100D R/S NY （Nylon 100％）

スマホでお買い物

4 589538 678913

10%で 330円分 ポイント還元Karrimor

TC sacoche L

501066

¥3,300（税込）

8640

11C0 4360 9000

モバイル端末やコンパクトデジタルカメラなどの小物をバックパックに外付け可能なフル
パッド仕様のポーチです。

S  0.5ℓ　W10×H19×D5cm
W  120g
C  GRIS PLOMB（4328）、GROVE

（9545）、VIOLET AUBERGINE
（0740）、BLACK-NOIR（0247）、
HEATHER GREY（4809）、DARK 
DENIM HEATHER（6736）

M  N/330D WASHER TWILL PUX2

スマホでお買い物

3 515729 430658

10%で 319円分 ポイント還元MILLET

VARIETE POUCH

MIS0592

¥3,190（税込）

4328

ヒップベルトに装着し、手が届きやすい位置で使うことのできるポーチ。500mlペットボト
ルや地図を携行するのに重宝します。

S  1.5ℓ　H21×W15cm
W  80g
C  Gravity Grey（11C0）、Steel Blue

（4360）、Light Olive　Black
（8640）
M  100D R/S NY （Nylon 100％）

スマホでお買い物

4 589538 679057

10%で 253円分 ポイント還元MILLET

TC hip belt pouch

501070

¥2,530（税込）

11C0

メインのポケットにはスマホを、バンジーコード
で固定できる外側のメッシュポケットにはカメラ
等を収納できるベルトポケットです。

S  H18.7×W11×D2cm
W  52g
C  ブラック
M  100Dロビック®ナイロン/メッシュ

スマホでお買い物

0 782922 237800

10%で 363円分 ポイント還元GRANITEGEAR

クイックスタッシュ

2210900075

¥3,630（税込）

ブラック

9545

0740

0247 48096736

4360

8640
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10万点以上の品揃え「石井スポーツ ストア」 掲載価格は6月1日時点の価格となります。
予告なく価格が変更となる場合がございます。

最新の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・コムに未掲載の場合がごさいます。

日帰り/小屋泊まりTHE EARTH34

山に行こう！ 日帰り/小屋泊まり

スマホやコンパス、地図などちょっとした小物を入れておくための小型バッグは、使スマホやコンパス、地図などちょっとした小物を入れておくための小型バッグは、使
い勝手がよく山歩きの邪魔にならないものがおすすめです。い勝手がよく山歩きの邪魔にならないものがおすすめです。SUB BAG

サブバッグ

行動食や雨具、防寒具など必要最低限の荷物を入れ行動食や雨具、防寒具など必要最低限の荷物を入れ
るのにちょうどいいサイズのバックパック。日帰り登山るのにちょうどいいサイズのバックパック。日帰り登山
やハイキングのほかタウンユースにも適しています。やハイキングのほかタウンユースにも適しています。

MOUNTAIN
BACKPACK（20～30ℓ）
バックパック（20-30ℓ）

http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006905811/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006905793/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001005997217/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006963987/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006401317/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001004673354/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006401323/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001004611879/index.html


ブラック チタン

S  1～6（左右あり）
C  チタン、ブラック

トレッキングポール

サポーター

外側と内側のくるぶしにあわせて配置されたシリコーン
パッドが、足関節の隙間を埋め、安定性を高めます。足関
節捻挫・関節炎・変形性足関節症・足関節の不安定感に
対応。

スマホでお買い物

4 057532 199890

10%で1,078円分ポイント還元Bauerfeind

マレオ TRAIN

W119

￥10,780（税込）

ヒザ全体の圧迫・保護に。快適性とサポート力のベストバ
ランス。サポート力と動きやすさの両方を求める方にお
すすめです。

S  S、M、L、LL
（左右兼用）
C  ブラック

スマホでお買い物

4 946452 044581

10%で 407円分 ポイント還元ZAMST

EK-3 膝サポーター

371902

¥4,070（税込）

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。半月板損傷、靭帯損傷、変形性膝関
節症などの不安感に対応します。

S  0～6
C  チタン、ブラック

スマホでお買い物

4 057532 097653

10%で 1,265円分 ポイント還元Bauerfeind

ゲニュTrain

62021104

¥12,650（税込）

チタン

日常使いに最適、持ち運びに便利な320mlサイズのステ
ンレスボトルです。

S  320ml
C  Black、Yellow、Olive、

Red、Moss、YLGm
M  Body：Stainless Steel

（Powder Coating）、
Lid：Polypropylene 保
温効力：53℃以上（6時
間） 保冷効力：10℃以下

（6時間）

スマホでお買い物

4 538674 346460

10%で 275円分 ポイント還元CHUMS

Camper Stainless Bottle 320

CH62-1409

¥2,750（税込）

Black ホワイトシアン

180°回転するツイストキャップを採用。簡単に
閉めることができ、漏れることもありません。

S   267×76mm、
キャップサイズ：63mm
 容量：1ℓ　W  189g

C  ライム、シアン、ホワイト
M  TritantmRenew（コ

ポリエステル）：50％
PCR、シリコン

スマホでお買い物

0 834456 002390

10%で 253円分 ポイント還元Hydrapak

ハイドラパック リーコン 1L

BR02E/BR02HP/BR02W

¥2,530（税込）

ライム

ウォーターボトル

さらに進化を遂げた『AERGON AIR』新グリップを採用
した、三段折りたたみ式マイクロ・シリーズのハイエンド
モデル。

S  110～130cm（収納時40cm）
W  約456g（組）
C  ブラック（190）
M  カーボン

スマホでお買い物

4 028173 260720

10%で 2,992円分 ポイント還元LEKI

Black Series FX Carbon

1300445

¥29,920（税込）

衝撃を軽減するアンチショックシステムを採用した高機
能モデル。素手で握っても手に馴染みやすい『エボコン 
サーモグリップ』を採用しています。

S  64～125cm
W約502g（組）
C  グリーン(550)
M  アルミ

スマホでお買い物

4 028173 262854

10%で 1,375円分 ポイント還元LEKI

レガシーライト AS

1300449

¥13,750（税込）

トレイルシリーズのスタンダードモデル。従来モデルより
グリップ形状が新しくなり、よりソフトなグリップトップが
搭載されました。

S  100～140cm（収納時64cm）
W  約486g（組）
C  グラニット（001）、

ピカンテ（002）
M  アルミ

スマホでお買い物

0 793661 503101

10%で 1,276円分 ポイント還元Black Diamond

トレイル

BD82380001

¥12,760（税込）

Staff advice

石井スポーツ 名古屋店

朝日 陽子

水分補給について

出発前に水分500mlくらいを回数を分けて飲
んでおきます。

行動中に飲む水分は体重（kg）×行動時間（h）
×5を目安に準備します。さらに緊急用の意味も
含めて予備の水500ml以上を用意するのも良い
と思います。

その他は好きな飲み物でも良いですが、汗で失
われた塩分を補給できるような飲み物や食べ物を

選ぶようにしましょう。サプリメントや
パウチドリンクを活用するのも便
利です。

001 002
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10万点以上の品揃え「石井スポーツ ストア」掲載価格は6月1日時点の価格となります。
予告なく価格が変更となる場合がございます。
最新の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・コムに未掲載の場合がごさいます。

日帰り/小屋泊まり THE EARTH 35

山に行こう！ 日帰り/小屋泊まり
山行途中でバテてしまったり、痛みで歩けなくならないようにサ山行途中でバテてしまったり、痛みで歩けなくならないようにサ
ポートギアの活用をおすすめします。安全で安心な登山を楽しめポートギアの活用をおすすめします。安全で安心な登山を楽しめ
るように、ギアの力を借りて早めに対策しましょう。るように、ギアの力を借りて早めに対策しましょう。

MOUNTAIN
SUPPORT GEAR
サポートギア

http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006986434/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006986438/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006048292/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001002611108/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001005417830/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001007130222/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001005192485/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006061515/index.html


◀ティフォン 50000
ストレッチ ジャケット
¥28,600（税込）

カラー：オリーブ

◀ドライナミック
メッシュ ショートスリーブ
¥5,830（税込）

カラー：ライトグレー

サースフェー 30+5▶
¥21,450（税込）

カラー：サファイア

POWER OF DRY
ミレーが新たに提案する

「登山における最適解 “ドライな三種の神器”」
ハードな動きを要求される登山では、標高3000mの稜線はもちろん、気温の低い真

冬においても、わたしたちの身体は常に汗を発しています。

そして、汗を的確に処理できないことから起こる「冷たさ」は、体温だけでなく

体力も奪い、最悪の場合、命の危険をともなうリスクを抱えることも……。

こうした理由から、登山では身体を常にドライに保つことが求められます。

そんな登山における永遠の課題に対する、ミレーの回答が「POWER OF DRY」です。

https://www.yodobashi.com/product/100000001004675178/
https://www.yodobashi.com/product/100000001006964037/
https://www.yodobashi.com/product/100000001004672454/


◀ティフォン 50000
ストレッチ ジャケット
¥28,600（税込）

カラー：オリーブ

◀ドライナミック
メッシュ ショートスリーブ
¥5,830（税込）

カラー：ライトグレー

サースフェー 30+5▶
¥21,450（税込）

カラー：サファイア

POWER OF DRY
ミレーが新たに提案する

「登山における最適解 “ドライな三種の神器”」
ハードな動きを要求される登山では、標高3000mの稜線はもちろん、気温の低い真

冬においても、わたしたちの身体は常に汗を発しています。

そして、汗を的確に処理できないことから起こる「冷たさ」は、体温だけでなく

体力も奪い、最悪の場合、命の危険をともなうリスクを抱えることも……。

こうした理由から、登山では身体を常にドライに保つことが求められます。

そんな登山における永遠の課題に対する、ミレーの回答が「POWER OF DRY」です。

吸水速乾レイヤー

汗
肌

松澤幸靖（まつざわゆきやす）
1967年、長野県白馬村生まれ。
白馬山案内人組合組合長、JMGA認定山岳ガイド、
MAパラダスキースクール校長。
アルペンスキー競技の後、基礎スキー選手としてナ
ショナルデモンストレーターを務めるほか、テレマ
ークスキーで世界選手権に出場。

標高3000m近い稜線が続く白馬では、
汗濡れが原因で体温を保てず、重大な結果
を招いてしまう事例を目にします。現場で
の天候判断はもちろんのこと、山行や体力
に合わせた道具選び、何を身に着けてどの
ようなペースで行動するかを、事前にイメ
ージすることが重要。それらを踏まえたうえ
で「いかに身体をドライに保つべきか」が
大切なのです。

レイヤリングにおける快適さは、肌と衣
類を密着させないことが鍵となります。高
さのあるメッシュ素材を使った「ドライナミ
ック メッシュ ショートスリーブ」は、肌や上
に重ねるウエアとの間にちょうどよい隙間
を作り出し、吸水と発散をうながしてくれ
る、信頼性の高いアンダーウエアです。

蒸れるのが嫌でレインウエアのファスナ
ーを全開にし、ずぶ濡れになっている登山
者は珍しくありません。その点、透湿性の高
い「ティフォン 50000 ストレッチ ジャケッ
ト」は、首までファスナーを閉めても蒸れる
ことが少ないので、安心です。

身体との一体感が求められるバックパッ
クは、背中との接地面に蒸れを感じてしま
うのですが、「サースフェー 30+5」は、腰か
ら背中にかけてのメッシュの通気がよく、フ
ィット感に優れています。長時間の山を歩
いても、疲れにくいバックパックです。

それぞれ単体で使用しても高い効果を
得られる3点を合わせて使用することで、ド
ライな使用感はさらに向上するはず。安全
で快適な登山を楽しんでください。

「POWER OF DRY」の効果を実感する、山岳ガイドの松澤幸靖さん

レインウエア、アンダーウエア、バックパックのコンビネーションが、圧倒的なドライを実現！

抜群の透湿性
高い透湿性（50000g/ｍ2/
24h）で、衣服内のムレを抑え
ます。

優れた透湿性を実現する
7マイクロメートルの
極薄メンブレン。

素肌の上からも着用
できる肌触りの良い
ニット裏地。

高い防水性（耐水圧：
20000mm）で、水の
浸入を防ぎます。

ティフォン 50000 ストレッチ ジャケット
¥28,600（税込）

ミレーの独自素材「TYPHON 50000」が高い透湿性
（50000g/m2/24h）を発揮し、蒸れやすい状況でもウ
エア内をドライに保ちます。また素材自体にストレッチ性
があるうえに立体裁断を施すことで、ストレスのない軽
やかな動きやすさを実現します。

ドライナミック メッシュ ショートスリーブ
¥5,830（税込）

メッシュ素材がすばやく汗を吸いあげるとともに、その通
気性により肌との接地面は驚くほどさらさらに！　高さの
あるメッシュ生地はデッドエアーをためこむので、寒冷時
はシェルを重ねることで保温効果も発揮します。

サースフェー 30+5
¥21,450（税込）

よりフィット感が向上した最新モデルの背面パッドは荷重
を効果的に分散させ、身体への負担を軽減します。また
疎水性の高い素材により汗もこもりにくく、常に身体に
接する部分をドライに保ちます。

ミレーはヨドバシ・ドット・コムでもお求めいただけます▶

https://www.yodobashi.com/product/100000001006964410/
https://www.yodobashi.com/product/100000001004672454/
https://www.yodobashi.com/product/100000001004675178/


山に登っているときは、汗をかきますが、休憩していると体温が下がり、寒さを感じ
ることもあります。また、高度が上がると気温も下がり、山頂付近は真冬のような寒
さの場所もあります。適宜、ウエアを脱ぎ着して、適切な体温調節を心がけるのがコ
ツ。これを「レイヤリング」と言います。

レイヤリングの基本は、ベース、ミドル、アウターとそれぞれ役割の違うウエアを重
ね合わせること。

ベースレイヤーは、身体に一番近い部分で、直接肌に触れるアンダーウエアなど
で、おもな役割としては汗を発散させ、身体を常にドライにキープすることです。

ミドルレイヤーは中間着ともいわれており、ウエア内に空気を溜め込んであたた
めるのが役目です。保温機能はもちろんですが、ここでも水を溜め込まないことを目
的に、吸湿や速乾性を兼ね備えたモデルが数多くあります。

アウターレイヤーは、アウターシェルともいわれるように、一番外側に羽織る外殻
の役割をはたします。雨風による影響を抑えるためのウエアで、防水性、防風性およ
び透湿性能が重要視されています。

レイヤリングのポイントは、ウエア内に空気の溜まり場＝デッドエア（空気の層）を
つくりだすこと。このデッドエアをいかにうまくつくり出せるかが、レイヤリング技術
の上手下手となります。もちろん、季節によってもウエアの選び方は変わってきます
ので、ご注意を。経験を重ねて、自分なりのスタイルを探ってみてください。

アウターレイヤー
雨や風など、外気から身を守る役割のウエア
です。

ミドルレイヤー
フリースやダウン、シャツなどさまざまな素材、スタイルのも
のがあります。季節や目的に合わせて選びましょう。

ベースレイヤー
身体に一番近い部分、肌に直接ふれるアンダーウエアなど。

Staff advice

石井スポーツ 札幌店

藤堂 隆雄

レイヤリングでアドバイス

最近ではベースレイヤーの下に着用する保水し
ない素材を使用したウエアも汗冷え対策として注
目されています。暖かい日の登山でも標高が上が
れば氷点下近い気温になることもあります。道迷
いや停滞時など、万が一の状況に備えてコンパク
トに収納できるフリースやダウンなどのミドルレイ
ヤーも携帯しましょう。アウターウエアは雨風の侵
入をしっかり防いでくれる防水性と汗などの衣服
内の蒸気を外に放出する透湿性の高いものがお
すすめです。登山装備では必須アイテムとなります
ので、必ず持ち歩きましょう。

登山着の基本「レイヤリング」って何？
山に行こう！

重ね着で、こまめに体温調節
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さまざまな天候に対応できるレインスーツ。適度なゆとりがありながらもすっきりとしたシ
ルエットで動きやすく、アクティブに行動できます。

S  S、M、L、XL
W  540g
C  iguana-black（4601）、

black-black（0052）、
ice-black（5936）

M面材料：100% Polyester
裏地
100%Polytetr-
afluoro ethylene
Main Fabric 1：
Gore-Tex®2-layer
GORE-TEX®Paclite

スマホでお買い物

7 613357 839570

10%で 4,730円分 ポイント還元

MAMMUT

CLIMATE Rain-Suit
AF Men

1010-26551

¥47,300（税込）

4601

59360052

上下セパレートタイプの防水ジャケットとパンツ。小雨程度ならジャケットだけ、本降りに
なったらパンツも履いて、しっかり防水。

S  S、M、L、XL
W  488g（Mサイズ）
C  MOUNTAIN

RED（613）、
Columbia Navy

（425）、Black
（010）、Black
M  ナイロンタフタ2.5L

（ナイロン100％）

スマホでお買い物

4 550016 648551

10%で 1,386円分 ポイント還元

スマホでお買い物

4 549769 160045

10%で 3,080円分 ポイント還元

スマホでお買い物

3 515720 089596

10%で 2,860円分 ポイント還元

スマホでお買い物

4 549769 106005

10%で1,650円分 ポイント還元
スマホでお買い物

4 893237 342106

10%で 2,090円分 ポイント還元

Columbia

Simpson Sanctuary Ⅱ
Rainsuit

PM0126

¥13,860（税込）

613

山では、突然雨が降ることがしばしばあります。そんなときに必要なのが雨具山では、突然雨が降ることがしばしばあります。そんなときに必要なのが雨具
です。携帯しやすいコンパクトで薄手のものから、アウターとして使える通気性です。携帯しやすいコンパクトで薄手のものから、アウターとして使える通気性
の良いものまであります。の良いものまであります。

防水

防水

010425

軽量で透湿性の高いゴアテックスアクティブファブリクスを採用したレインジャケット。持
ち運びを考慮した軽量コンパクト仕様で、スタッフバッグ付き。コストパフォーマンスに優
れ、同素材のレインパンツ(別売)と合わせて、レインスーツとして使用することが可能です。

高い防水透湿性と快適な着心地を両立した高透湿防水ジャケット＆オーバーパンツ。7ミ
クロンの極薄メンブレンDRYEDGE TYPHON 50000は、高い耐水圧(20,000mm)と、
50,000g/m2/24hという透湿性を両立し、あらゆる天候で衣服内を常にドライに保ちます。
適度なストレッチ性を備え、自然な着心地を実現。細身のすっきりとしたシルエットです。

共
通

 Mゴアテックス アクティブ®

　　　3イヤー30Dタフタ(ナイロン
　　　100％)、裏面:Cニット

共
通

 M DRYEDGE TYPHON
　　　50000 3L KNITTED BACK
　　　ナイロン100％

S（W's）S、M、L
W  260g
Cライトグリーン(066)、
パープル（093）

S（W's）XS、S、M、L　W  262g
C  ROSE BROWN(9546)、

OLIVE(8781)

Foxfire　WOMENS

W･Crest Climber Jacket

7411033

￥30,800（税込）

MILLET　WOMENS

LD TYPHON 50000 ST JKT

MIV01508

￥28,600（税込）

S（W's）S、M、L
W  220g
Cブラック(025）

S（W's）XS、S、M、L
W 194g
C SAPHIR(7317)

W･Crest Climber Pants

7411035

￥16,500（税込）

LD TYPHON 50000 ST PANT

MIV01509

￥20,900（税込）

066

025

9546

8781

7317
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10万点以上の品揃え「石井スポーツ ストア」掲載価格は6月1日時点の価格となります。
予告なく価格が変更となる場合がございます。
最新の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・コムに未掲載の場合がごさいます。
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RAIN WEAR
レインウエア

http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001005503279/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001005969073/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006878850/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006878850/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001005493295/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001005493295/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006964412/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006964412/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006964412/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001004675765/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001004675765/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001004675765/index.html


ゴアテックス パックライト®ファブリクス40Dタフタ（ナイロン100％）
透湿防水素材ゴアテックス パックライト ファブリクスを使用した軽量ジャケット。アクティ
ブな動きに対応します。フードは、取り外し可能なセミフーデット仕様。

S  S、M、L
W  280g
C  シーグリーン（229）、ミスティピンク（227）、

グラナイトサンド（228）
M  ボディ：50D ストレッチリップストップ 2.5L

（リサイクルポリエステル 100％）

スマホでお買い物

4 549769 160687

10%で 2,860円分 ポイント還元Foxfire　WOMENS

Mizzleap Jacket

8213032

¥28,600（税込）

387

229

227

228
271

軽量ウィンドジャケット。撥水だけでなく油を弾く撥油加工もされており、皮脂などの汚れ
が落ちやすいステインリリースの防汚性にも優れています。

S  S、M、L、XL
C  Dusty Green（387）、Ancient 

Fossil（271）、
M  SDポリエステルメカニカルストレッ

チミニリップストップ（ポリエステル
100％）

スマホでお買い物

4 550328 493597

10%で 1,485円分 ポイント還元Columbia　WOMENS

W Second Hill Wind Jacket

PL1997

¥14,850（税込）

GORE-TEX® PRODUCTS 3層素材を採用した、THE NORTH FACE定番の防水シェルがエコ素
材にリニューアル。表地はリサイクルナイロン、裏地は引っかかりが少なく湿気を含みにくいマイクロ
グリッドバッカーで、透湿性や軽さと強度のバランスを追求しています。

S  S、M、L、XL
W  約315g（Lサイズ）
C  ブラック（K）、ロイヤルブルー（RA）、

ニュートープ（NT）、アビエイター
ネイビー（AN）、ホライズンレッド

（HR）、ティングレー×メルドグレイ
（TG）
M  20D Recycled Nylon GORE-

TEX Micro Grid Backer（3層）（表
側：ナイロン100％、中間層：ePTFE、
裏側：ナイロン100％）

スマホでお買い物

4 550207 745496

10%で 3,597円分 ポイント還元THE NORTH FACE

Climb Light Jacket

NP12201

¥35,970（税込）

NT

K

TG　

AN

RA HR

アジャスターコードで視
界の追従性を調整可能

フロントはダブルオー
プンファスナー仕様

雨水の浸入を軽減する
フラップ付きファスナー
ポケット

高い防水透湿性と快適な着心地、さらに耐久性をも兼ね備えた、オールシーズン活躍する
オールウェザーシェルジャケット。

3シーズンのレインシェルとしても、残雪期や春スキーのアウターとしても使える汎用性の
高い防水透湿ジャケット。しなやかさと耐久性はそのままに、従来よりも軽量な3レイヤー
シェルにアップデート。すっきりとしたシルエットですが、立体裁断により腕振りもスムーズ
です。

S  S、M、L、XL、XXL（日本サイズ）
W  426g
C  BLACK-NOIR（0247）、HAMILTON

（9050）、MUSTARD（5190）
M  ドライエッジ ティフォン タフ II 3層 

ナイロン100％ 撥水

S  S、M、L、XL、XXL
W  400g（Mサイズ）
C  Raw Clay（253）、Dark Bolt（236）
M  ボディ:ドライQ 30D 3Lリップス

トップストレッチナイロン（ナイロン
100％）

スマホでお買い物

3 515720 081507

10%で 3,696円分 ポイント還元

スマホでお買い物

4 550328 500516

10%で 3,080円分 ポイント還元MILLET

TRILOGY TYPHON
TOUGH ST JKT

MIV01927

¥36,960（税込）

Mountain Hardwear

コヒージョンジャケット

OE3234

¥30,800（税込）

0247
235 2365190

9050
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10万点以上の品揃え「石井スポーツ ストア」 掲載価格は6月1日時点の価格となります。
予告なく価格が変更となる場合がございます。

最新の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・コムに未掲載の場合がごさいます。
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風を避け、雨から身体を守るために一番外に着るウエアです。軽くて風を避け、雨から身体を守るために一番外に着るウエアです。軽くて
薄いウインドシェルから雨や雪をしっかり防水するハードシェルまで薄いウインドシェルから雨や雪をしっかり防水するハードシェルまで
さまざまなニーズに対応します。さまざまなニーズに対応します。

MOUNTAIN
OUTER LAYER
アウターレイヤー

http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006851634/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006851634/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006964004/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006879224/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006878841/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006882487/index.html


防虫、UVカット機能を持つスコーロン素材を使用した、着まわしやすい中柄のチェック
シャツ。ベーシックなサイズ感で、重ね着などの応用範囲が広い1枚。

S  S、M、L
W  150g
C  ライトブルー(054)、ブルー(040)
M  スコーロン®(ポリエステル65％・

綿35％)

スマホでお買い物

4 549769 135463

10%で 1,320円分 ポイント還元Foxfire　WOMENS

SCミドルチェックシャツ

8212147

¥13,200（税込）

アウトドアスタイル・クリエイター四角友里コラボレーション。天然素材のような風合いを
持ちながらも、ポリエステル100％でサラっとした肌触りのアウトドア用シャツです。

S  S、M、L、XL
W  175g
C  シャンブレー（CMB）、ウォールホワ

イト（WWH）、ナイト（NIT）
M  ポリエステル100％

スマホでお買い物

4 549078 560673

10%で 1,628円分 ポイント還元MARMOT　WOMENS

W's Linen Like Yama Shirt

TOWTJB77YY

¥16,280（税込）

CMB 054

040

NIT

WWH

軽量で高い吸汗速乾性能を誇るハーフジップロングスリーブ。裏面のグリッド構造が通気
性を高めつつ肌面の汗を効果的に吸い上げ、上位レイヤーへと素早く拡散します。

S  S、M、L、XL（日本サイズ）
W  190g
C  SAPHIR（7317）、RUST/SAPHIR（9567）、

FERN/WILD LIME（9454）
M  Polartec（R） Power Dry（R） スクエア　

ポリエステル100％

スマホでお買い物

3 515720 015915

10%で 1,023円分 ポイント還元MILLET

MORPHO ZIP LS

MIV9025

¥10,230（税込）

7317

9567

9454

ワッフル構造で吸湿速乾性を高め、薄手ながら耐摩耗性と速乾性に優れたロングスリー
ブシャツです。

S  S、M、L、XL
W  130g（Mサイズ）
C  Hardwear Navy（425）、

Manta Grey（073）
M  ボディ：デルタクラッシュワッフル（ポ

リエステル 100％）

Mountain Hardwear

エステロロングスリーブジップ T

OE3305

￥8,800（税込）

スマホでお買い物

4 550328 501155

10%で 880円分 ポイント還元

425

073

UN

NT

森林限界を超える登山シーンから肌寒い季節のキャンプまで、シーンを問わず幅広く活用
できる軽量で優れた保温性を持つフリースです。

S  S、M、L、XL　W  250g（Lサイズ）
C  ブラック（K）、アーバンネイビー（UN）、

ニュートープ（NT）
M  VERSA Micro 100（ポリエステル

100％）、
肩部分：NORTHTECH Cloth ECO

（ナイロン100％）

スマホでお買い物

4 549398 857569

10%で 1,180円分 ポイント還元THE NORTH FACE

Mountain Versa
Micro Jacket

NL71904

￥11,880（税込）

K
レギュラーフィットのハイネックジップジャケット。ストレッチ素材で着心地も快適。軽量な
ので、ストレスフリーに着用できます。

S  S、M、L、XL
W  約340 g
C  ice melange（50502）、

hot red melange（3720）、
black white（00594）

M  Polyester-Elastane Knit

スマホでお買い物

7 613357 952644

10%で 1,430円分 ポイント還元MAMMUT

Nair ML Jacket AF Men 

1014-00542

￥14,300（税込）

505023720 00594
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10万点以上の品揃え「石井スポーツ ストア」掲載価格は6月1日時点の価格となります。
予告なく価格が変更となる場合がございます。
最新の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・コムに未掲載の場合がごさいます。

日帰り/小屋泊まり THE EARTH 41

山に行こう！ 日帰り/小屋泊まり
ミドルレイヤーは、ベースレイヤーとアウターの間に着る中間着ミドルレイヤーは、ベースレイヤーとアウターの間に着る中間着
のこと。ベースレイヤーで吸収した汗を素早く乾かす機能を持っのこと。ベースレイヤーで吸収した汗を素早く乾かす機能を持っ
たものや、体を温める保温着も含まれます。たものや、体を温める保温着も含まれます。

MOUNTAIN
MIDDLE LAYER
ミドルレイヤー

http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001005047270/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006342321/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006882175/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006879388/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006960535/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001005967985/index.html


ダウンと化繊の強みを高めた軽量なハイブリッドダウン。水濡れに強く、身体の遠赤外線を利用し保温効果を発揮します。

S S、M、L、XL、XXL
Cブラック（K）、

アーバンネイビー（UN）
M  表地：PERTEX® Quantum 

ECO(ナイロン100%)、中わた：
HYBRID CLEANDOWN® 光
電子® PRO(ダウン54%、ポリ
エステル40%、フェザー6%)、
<裏地>PERTEX® Quantum 
ECO(ナイロン100%)

S S、M、L、XL
Cブラック（K）
M  表 地：PERTEX ® Quantum 

ECO(ナイロン100%)、中わた：
HYBRID CLEANDOWN® 光
電子® PRO(ダウン54%、ポリエ
ステル40%、フェザー6%)、<裏地
>PERTEX® Quantum ECO(ナ
イロン100%)

スマホでお買い物

4 580777 096148

10%で2,970円分ポイント還元

スマホでお買い物

4 580777 097466

10%で2,970円分ポイント還元THE NORTH FACE

THUNDER JACKET

NY82212

￥29,700（税込）

THE NORTH FACE　WOMENS

THUNDER JACKET

NYW82212

￥29,700（税込）

UN

0247 0247 8724

ブラック

K

低温下でも最高のパフォーマンスを実現する、保温・通気・伸縮・撥水性を兼ね備えた軽量なアクティブ・インシュレーションフーディ。

超軽量な日本製ナイロンファブリックに高品質な800フィルパワーの撥水ダウンを封入し
たダウンジャケットです。裏地にNMC（Nano Metal Coating）によるチタンスパッタリ
ング生地を使用することで、重量を抑えたままで保温効果をブーストします。

S S、M、L、XL
W  354g
C  BLACK-NOIR(0247）、DAWN

（8724)、FIELD(3531)
M   BREATHEBARRIER STRETCH 

SDWR NY100%×POLARTEC® 

A L P H A  D I R E C T  9 0 & 1 2 0 
RECYCLED PE100%

S XS、S、M、L
W  314g
C  BLACK-NOIR(0247）、DAWN（8724)、

MYOGA(9728)
M   BREATHEBARRIER STRETCH SDWR 

N Y 1 0 0 % × P O L A R T E C ®  A L P H A 
DIRECT 90&120 RECYCLED PE100%

S S、M、L、XL、(W's)WM、WL
Cブラック
M   表地  ：旭化成 IMPACT 10dn×

10dnミニリップストップナイロン

スマホでお買い物（M's）

3 515720 143878

10%で3,190円分ポイント還元MILLET

BREATHEBARRIER
TOI ALPH D JK

MIV01971

￥31,900（税込）

MILLET　WOMENS

BREATHEBARRIER
TOI ALPH D JK

MIV01983

￥31,900（税込）

AXESQUIN

NMC Down Jacket

011099

￥44,000（税込）

COROZO NUT

軽量でコンパクトに収納が可能なスモールバッフルダウン。2つのジッパー付きハンドポ
ケットがあり、ハンドポケットにパッカブルになるので、パックに収納したり、ハーネスに留
めたりすることが可能。 

S S、M、L
C  COROZO NUT
M  ボディ：パーテックスカンタ

ム 20D リップストップナイ
ロン(ナイロン100%)、イン
シュレーション：RDS 認証 
650フィルパワーダウン(ダ
ウン80%、フェザー 20%)

スマホでお買い物

4 550328 520538

10%で2,860円分ポイント還元MOUNTAIN HARDWEAR

デロロダウンジャケット

OM5047

￥28,600（税込）

10%で4,400円分ポイント還元

スマホでお買い物（M's）

4 518756 651583

スマホでお買い物（W's）

4 518756 669175

スマホでお買い物（W's）

3 515720 146176

10%で3,190円分ポイント還元
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10万点以上の品揃え「石井スポーツ ストア」 掲載価格は6月1日時点の価格となります。
予告なく価格が変更となる場合がございます。

最新の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・コムに未掲載の場合がごさいます。

日帰り/小屋泊まりTHE EARTH42

保温着は厳冬期はもちろん、登山中の休憩時や小屋やテントでの停泊時にも保温着は厳冬期はもちろん、登山中の休憩時や小屋やテントでの停泊時にも
必要となります。ダウンは保温力に優れ、非常に軽量です。化繊は保温力はダ必要となります。ダウンは保温力に優れ、非常に軽量です。化繊は保温力はダ
ウンより劣りますが、水に強いのが特長です。ウンより劣りますが、水に強いのが特長です。

山に行こう！ 日帰り/小屋泊まりMOUNTAIN
INSULATION 
保温着

http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001007112721/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001007112725/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001007113620/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001007113639/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001007112745/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001007112764/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001007112764/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001007112761/index.html


高いストレッチ性を持ち、ニットのような伸縮性と着心地のよさが
特徴。1年を通して山岳エリアでの行動を支えるパンツです。

S  S、M、L、XL
W  約390g（Lサイズ）
C  ブラック（K）、バルサムグリーン（BL）、

アーバンネイビー（UN）
M  APEX Aerobic Light

Recycled Nylon（ナイロ
ン92％、ポリウレタン8％）

スマホでお買い物

4 550207 741597

10%で 1,650円分 ポイント還元THE NORTH FACE

Alpine Light Pant

NB32210

¥16,500（税込）

K

0001

BL

7494

UN

5118

優れた速乾性と動きやすさを兼ね備えた軽量テクニカルパンツ。
夏シーズンの多様な山岳アクティビティに対応します。

S  S、M、L、XL（日本サイズ）
W  300g
C  SAPHIR/NOIR（9036）、RUST/

SAPHIR（9567）、FERN/NOIR
（9453）
M  ドライナミック ライトストレッチナイ

ロン　ナイロン88％ ポリウレタン
12％

スマホでお買い物

3 515720 013850

10%で 1,430円分 ポイント還元MILLET

ONEGA STRETCH PANT

MIV7705

¥14,300（税込）

90369567

9453

快適な伸縮性で、自由自在な動きが可能なソフトシェル生地のハイキングパンツ。優れた
耐風性・撥水性も備えており、様々なシーンや天候下に対応します。

S  S、M、L、XL
W  300g（Mサイズ）
C  black(0001)、dark sand(7494)、

marine(5118)
M  Main Fabric 1

(B2B)：Polyamide-
Elastane Double
Weave
Main Fabric 1 -
面材料 (B2B)：89％
Polyamide、11％
Elasthan
Mammut SOFtech™

スマホでお買い物

7 613357 969758

10%で 1,650円分 ポイント還元MAMMUT　WOMENS

Trekkers 3.0 SO
Pants AF Women

1021-00810

¥16,500（税込）

3シーズン使用できる人気のトレッキングパンツ。縦横に伸びる4WAYストレッチ素材で動
きやすく中肉厚の生地が安心感のある履き心地です。

S  S、M、L、XL、XXL
C  ロイヤルネイビー（RNV）、ブラック（BK）、

ベージュ（BG）、スターゲイザー（SGZ）
M  表地：ナイロン90％ ポリウレタン10％

腰裏部：ポリエステル

スマホでお買い物

4 549078 557505

10%で 1,430円分 ポイント還元MARMOT　WOMENS

Ws Trek Comfo Pant

TOWPJD83

¥14,300（税込）

RNV

BK

BGSGZ

トレッキング、ボルダリング、バックパッキングトラベルなどに最適な収納力のあるビッグ
ポケットを備えた汎用性の高いショートパンツです。

S  S、M、L、XL
W  165g
C  コニファー（C27）、コスモス（C10）
M  ナイロン100％

スマホでお買い物

4 518756 623986

10%で 1,078円分 ポイント還元MOUNTAIN EQUIPMENT

BIG POCKET SHORT

425471

¥10,780（税込）

C27

2wayストレッチ素材がストレスなく足の運びをやさしくサポート。
紫外線をブロックし夏の強い日差しから肌を守ります。

S  S、M、L、XL
C  Black（010）、Crouton（243）、

Peatmoss（213）
M  ナイロン2WAYストレッチリップス

トップ（ナイロン97％、ポリウレタン
3％）

スマホでお買い物

4 550328 443448

10%で 880円分 ポイント還元Columbia

ブルーステムニーパンツ

XO3600

¥8,800（税込）

010

213243 C10
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10万点以上の品揃え「石井スポーツ ストア」掲載価格は6月1日時点の価格となります。
予告なく価格が変更となる場合がございます。
最新の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・コムに未掲載の場合がごさいます。

日帰り/小屋泊まり THE EARTH 43

山に行こう！ 日帰り/小屋泊まり
登山用のボトムスは丈夫でストレッチ性もあり、吸汗と速乾性を備えた優れもので登山用のボトムスは丈夫でストレッチ性もあり、吸汗と速乾性を備えた優れもので
す。夏に行くのか秋冬に行くのかで、必要とするパンツは変わります。持っておくとす。夏に行くのか秋冬に行くのかで、必要とするパンツは変わります。持っておくと
快適な登山ライフが楽しめます。快適な登山ライフが楽しめます。

MOUNTAIN
BOTTOMS
ボトムス

http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006852003/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006882253/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006343576/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006950047/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006882455/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006967018/index.html


共
通
C  BLACK-NOIR（0247）、LIGHT GREY（2601）
M  DRYNAMIC MESH ポリプロピレン66% ナイロン28% ポリウレタン6%

一年を通して発汗による「冷え」と「不快感」を軽減する、究極のドライ感を実現した次世代のアンダーウエアです。肌面の汗を素早く吸収し、汗を吸ったベースレイヤーはメッシュの厚み
によって肌から遠ざけられ、肌面の冷えを防ぎ、ドライ感を保ちます。

S S/M、L/XL、XXL
W  90g

スマホでお買い物

4 893237 357391

10%で 583円分 ポイント還元MILLET

DRYNAMIC MESH SS
LD DRYNAMIC MESH SS

MIV01566

¥5,830（税込）

S S/M、L/XL
W  100g　

スマホでお買い物

4 893237 293668

10%で 539円分 ポイント還元MILLET

DRYNAMIC MESH
3/4 TIGHTS

MIV01357

¥5,390（税込）

02472601

S  SAB、MAB、MCD、SCD
W  100g

スマホでお買い物

4 893237 267218

10%で 583円分 ポイント還元
MILLET　WOMENS

LD DRYNAMIC MESH
TANK TOP

MIV01278

¥5,830（税込）

02472601

S  S、M、L
W  約145g（Mサイズ）
C  グリッドストーンヘザー(GR) 、ミッドナイト

ネイビー(MI) 、ブラック(K)
M  150g/m2 Jersey （ウール100％（メリノ

ウール））

S  S、M、L、XL、XXL
W  46g
C  ブラック(BK）、ペイルグレー(PA)
M  ポリエステル100%

スマホでお買い物

4 550207 824023

10%で 935円分 ポイント還元

スマホでお買い物

4 573406 384242

5%で 231円分 ポイント還元

icebreaker

テックライト 2 ショートスリーブ ティー

IT72200

¥9,350（税込）

finetrack

ドライレイヤーベーシックT

FUM0422

¥4,620（税込）

S  XS、S、M
W  約175g（Mサイズ）
C  メトロヘザー(ME) 、ブラック(K)
M  150g/m2 Jersey (ウール100％(メ

リノウール))

S  S、M、L
W  36g
C  ブラック(BK）、ペイルグレー(PA)
M  本体：ポリエステル94%、ポリウレ

タン6%　内側前面部：ポリエステ
ル100%

スマホでお買い物

4 550207 824320

10%で 1,210円分 ポイント還元

スマホでお買い物

4 573406 386062

5%で 286円分 ポイント還元

icebreaker　WOMENS

グラナリー ロングスリーブ ティー W

ITW12270

¥12,100（税込）

finetrack　WOMENS

ドライレイヤークールフィットブラ

FUW0825

¥5,720（税込）

02472601

オールシーズン使いやすい定番素材、150g/m2の薄手Tシャツのテックライトシリーズが、
メリノウール100％になりました。天然繊維だけでできた優しい肌触りの着心地のよさを、
肌から直に感じられます。

吸汗速乾ウエアの下に着て、汗冷えや汗のベタつきを軽減するための肌着・ドライレイ
ヤーの定番シリーズです。耐久撥水性が150洗80点に進化し、ドライ性能が約1.5倍長持ち
するようになりました。

GR

BK

K

BK

MIK

PA

ME

PA

春夏をはじめ、オールシーズン使いやすい薄手メリノウールの長袖Tシャツ。暑くても寒く
ても衣服内の調温調湿に優れ、ちょうどいい心地よさになるメリノウール100％素材を採
用。天然繊維だけでできた優しい肌触りを感じられます。

ナイロン特有の滑らかな肌触りとヒンヤリとした冷涼感を活かし、暑がりな方や夏山登山、
発汗の多いアクティビティに最適な涼しくドライな一枚です。

TR
EK

K
IN

G

10万点以上の品揃え「石井スポーツ ストア」 掲載価格は6月1日時点の価格となります。
予告なく価格が変更となる場合がございます。

最新の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・コムに未掲載の場合がごさいます。

日帰り/小屋泊まり

山に行こう！ 日帰り/小屋泊まり

THE EARTH44

肌に直接触れる、服の一番下に着るウエアです。汗を素早く発散させ、体肌に直接触れる、服の一番下に着るウエアです。汗を素早く発散させ、体
をドライに保ちます。夏の暑い日でも、ベースレイヤーを着用した方が快をドライに保ちます。夏の暑い日でも、ベースレイヤーを着用した方が快
適に過ごせます。適に過ごせます。

MOUNTAIN
BASE LAYER
ベースレイヤー

http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001004673985/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001004674669/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001004674383/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001005447798/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001005447980/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006864133/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006864546/index.html


011

グローブ

帽子

真夏でも涼しく手を保護する吸汗速乾性に優れたストレッチメッシュグローブ。

S  S～XL
W  40g
C  オリーブ（O01）、グレイ（G01）、

ネイビー（N00）、ブラック（B02）
M東レフィールドセンサー
　 ストレッチメッシュ
　 組成：ポリエステル100%

スマホでお買い物

4 518756 435817

10%で 198円分 ポイント還元AXESQUIN

UV Mesh Glove

AG6714

¥1,980（税込）

防虫、吸汗速乾、UVカット機能を持つトランスウェット･スコーロン素材のトレッキンググラ
ブ。親指、人差し指、中指に帯電合皮を使用。

S XS、S、M、L
W  40g
C  チャコールグレー（023）、

ネイビー（046）
M  トランスウェット®スコー

ロ ン ®（ ポ リ エ ス テ ル
100％）/別布：合成皮革･
帯電合皮

スマホでお買い物

4 549769 158486

10%で 462円分 ポイント還元Foxfire

SC エルゴグリッパー

5520241

¥4,620（税込）

吸汗速乾性に優れたリサイクルポリ
エステルメッシュ素材を使用した、薄
手のハイキンググローブです。馴染
みやすいニット生地で、通気性が高
く、幅広い季節で活用できます。手の
ひら側は導電フリース生地を使用し、
心地よい肌触りに。

S XS、S、M、L
C  ブラック(K)
M F L A S H D R Y R e c y c l e d 

Polyester Light Mesh(ポリエ
ステル100％)、〈平部〉導電フリー
ス(ポリエステル95％、ポリウレタ
ン5％)

スマホでお買い物

4 550207 718506

10%で 418円分 ポイント還元THE NORTH FACE

ハイカーズグローブ

NN12203

￥4,180（税込）

吸水速乾素材を使用した定番のハット。マウンテンハード
ウエアのビッグナットロゴが側面に大きくあしらわれてい
ます。

S  R、L
W  60g
C  Shark（011）、Fossil（229）、

Black（090）
M  DWR ナイロンタフタ

（ナイロン 100％）

スマホでお買い物

4 550328 515299

10%で 473円分 ポイント還元MOUNTAIN HARDWEAR

ドワイトハット

OE1667

¥4,730（税込）

090 229

とても軽く通気性に優れるソフトシェルキャップ。コンパク
トに収納できる折りたたみツバです。

S  ONE SIZE
W  60g
C  コスモス（C10）、アルトブルー（A62）、

ミディーバルブルー（M71）
M  ナイロン87%、

ポリウレタン13%

スマホでお買い物

4 518756 594620

10%で 374円分 ポイント還元MOUNTAIN EQUIPMENT

SQUALL CAP

413043

¥3,740（税込）

目立ちにくい網目の杢調メッシュ素材を使った、軽量・高
通気で速乾性の高い真夏に最適なメッシュキャップ。バッ
クアジャストフォローコードによってサイズ調節可能。

S U
C TARMAC（4003）、SAPHIR（7317）
Mヘザー メッシュ ストレッチ ポリエステル100％

スマホでお買い物

3 515720 089282

10%で 539円分 ポイント還元MILLET

スペクテイターズ
キャップ

MIV01963

¥5,390（税込）

B02

N00

G01
001

手袋をしたままでもタッチパネル対応の親指と人差し指

023

K

046

A62
7317

4003
C10 M71

TR
EK

K
IN

G

10万点以上の品揃え「石井スポーツ ストア」掲載価格は6月1日時点の価格となります。
予告なく価格が変更となる場合がございます。
最新の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・コムに未掲載の場合がごさいます。

日帰り/小屋泊まり

山に行こう！ 日帰り/小屋泊まり
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寒さや日差し、そして怪我からも身を守ってくれるウエア系アクセサ寒さや日差し、そして怪我からも身を守ってくれるウエア系アクセサ
リー。なかでも忘れずに持参したいのが、グローブと帽子です。リー。なかでも忘れずに持参したいのが、グローブと帽子です。

MOUNTAIN
WEAR
ACCESSORY
ウエアアクセサリー

http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006013453/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006879113/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006858791/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006879849/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006966774/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006964685/index.html


安全登山に必要なものは、①体力②想像力③登山技術（現場処理能力）です。
①体力は、定期的に山へ通ううちに自然に備わります。日頃よりストレッチやヨガな
どで運動不足を解消して、体のどこかに不安がある状態での登山は控えましょう。
②想像力は、天候と地形により生じうる危険を予知し、リスクを回避するための準備
をする力です。メンバーに合ったルートの決定時に必要不可欠です。まずは、SCWな
ど湿度、気温、風の情報がわかる天気情報サイトを開き、予定山域の地図を広げて
みましょう。
③現場処理能力は、遭難しないための技術のことです。地図やGPSの使
い方、岩登りの技術、ロープワーク、緊急時の野営術、応急処置などです。
②、③の力の習得にはWEB上の情報による知識だけでなく「登山学校」
で自らの体験を伴い、繰り返し学ぶことをおすすめします。

Staff advice

石井スポーツ ヨドバシ仙台店

一柳 淳夫

安全登山について

自然の中は、都会にはない危険がいっぱい潜んでいます。
リスク対策は、自分の行動をしっかり把握することとリスク管理の
ふたつ。みんなが歩いているからついて行こうではなく、地図やス
マホ、GPSを使って自分の位置と行動を把握すること。無責任な行
動を慎むこと。そして、どんなリスク
が潜んでいるか、事前にチェックする
ことが大切です。
できる限りのリスク対策を心がけ
ましょう！

自然の中には危険がいっぱい。
リスク対策、してますか？

登山道には脇道も多く、地図にない道へ迷い込
むこともあります。「スマホのアプリで地図情報や
GPSがあるから大丈夫」と思っていても、山の中で
は意外とバッテリーの減りが早いので、地図とコン
パスは持っていきましょう。
すれ違う登山者に声がけをして、会話を交わすのも
道迷いを避ける手段のひとつです。

対策：地図とコンパスは必携！
すれ違う登山者に挨拶を！

ここは、どこ？
さっきも歩いた気がするけど……

危険１

長雨が続いて滑りやすい道があったり、きれいな花
の写真を撮りたいと思って近づいたら滑ってしまっ
たなど、山道には思わぬところに滑落の危険があ
ります。足元をよく見ることが大事。露出している木
の根っこや石などは避けて、歩幅は小さくゆっくり
歩くのが鉄則です。

対策：滑落の危険があることを前提に！
滑りやすい場所には足を置かない！

足が滑って、落ちてしまった！
危険2

最近の登山ではヘルメット着用が推奨されていま
す。岩稜帯、鎖場などを歩く時だけでなく、転倒した
場合、頭部を保護する役割もしてくれます。不測の
事態に備え、ヘルメットを被るようにしましょう！

対策：ヘルメットは持っていきたいもの

ヘルメットは必要なの？

危険5

水分補給は喉が渇く前に、こまめに摂取しましょう。
ガブガブ飲むと体内ミネラルのバランスが崩れて水
中毒を引き起こします。また一度にたくさん飲んで水
不足になると熱中症の危険が増大します。水分とカロ
リー・ミネラル補給は計画的に！

対策：正しい水分補給が大事！

飲み過ぎて
水が足りなくなっちゃった……

危険4

予定では午後には下山できたはずだけど……。い
つ不測の事態が発生するかわからない山中では、
予定より遅れることもあるので、暗くなった時のた
めにヘッドランプはいつも持っていくように心がけ
ましょう。予備電池や予備のヘッドランプも持ってい
くといいでしょう。

対策：ヘッドランプは忘れずに！
予備バッテリーもお忘れなく！

あれ、もう夕暮れ！？
どんどん暗くなっていく…

危険3

山の中での虫刺されやケガは、緊急対策を取らない
といけない場合があるため、エマージェンシーキット
を持っていくようにしましょう。キットの中身は、期限
切れがないよう事前チェックも忘れずに！ 虫除けには
長袖、ロングパンツで肌の露出をおさえたり、防虫素
材のシャツなどがおすすめです。

対策：長袖、ロングパンツがおすすめ

虫に刺されたー！

危険6
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登山の必須アイテム

道迷い防止 緊急ビバーク用

300ルーメンの明るさとワイドビームを備えたコンパクトなヘッドランプ。長時間の照射が
可能なため、キャンピング、トレッキング等のアウトドアアクティビティだけでなく、旅行や
家庭での使用にも適しています。

W  82g　C  ブルー
M  最大光束：300ルーメン
最大照射距離：65m
最大照射時間：120時間（弱)
使用電球：LED×1＋赤色LED×1
使用電池：単4アルカリ電池×3本付属
（ニッケル水素充電池、リチャージブル
バッテリ—「コア」対応)
耐水レベル：全天候型（IPX4)

スマホでお買い物

3 342540 827752

10%で 440円分 ポイント還元PETZL

ティカ

E093FA01

¥4,400（税込）

ブルー

寒さや雨風から身体を守るための1人用エマージェンシーブランケットです。体熱の90％
を保持します。

スマホでお買い物

4 513916 121326

10%で 88円分ポイント還元SOL

ヒートエマージェンシー
ブランケット

12132

￥880（税込）

シルバスタンダードモデルのNo.3がマイナーチェンジ。
リングを黒にして視認性を向上。

信頼性の高いナビゲーション、内蔵センサーなどの基本性
能が充実したカメラ付きハンディGPS。

大人2人が座って待避休憩できるサイズで、急激な天候悪
化などの非常時には、クイックに取り出して危険回避する
セイフティーツールとしておすすめです。

スマホでお買い物

4 582485 917814

5%で578円分ポイント還元finetrack

ピコシェルター

FAG0121

￥11,550（税込）

アウトドア向けヘッドライト。
ライトとバッテリー部がセパ
レート型の乾電池モデルです。

S  ヘッド部:約幅41×奥行21×高さ25mm
W  約97g（電池含む）
M  使用電池：単4形アルカリ乾電池×3本
最大光束：400ルーメン（ブーストモード）
点灯時間：約20時間（ローモード）
最大照射距離：約80m（ブーストモード）
保護等級：IP54

スマホでお買い物

4 058205 030137

10%で 396円分 ポイント還元LED LENSER

NEO3 White/Lime

43117

¥3,960（税込）

四半世紀に渡り革新的で信頼性のあるホイッ
スルをFOX40は作り続けています。コルクレ
スなので水に濡れても音質が変わりません。

S  約53×22×18mm
W  約6g
M  付属品：ストラップ

スマホでお買い物

0 066143 091022

10%で 154円分 ポイント還元FOX40

ミニホイッスル OG

23263

¥1,540（税込）

S  H16×W6.1×D3.6cm
W  230g
M  ディスプレイ：2.6インチ、解像度：160×240 ピクセル、
ディスプレイタイプ：半透過型カラーTFT、使用電池：充電
式ニッケル水素バッテリーパック（同梱）または単3電池2
本（別売）/ニッケル水素/リチウム電池を推奨、稼働時間：
最大16時間、防水性能：日常生活防水（IPX7）、衛星測位：
GPS、GLONASS、Galileo、みちび （補完信号）、カメラ：
8メガピクセル・オートフォーカス・自動ジオタギング付き、
気圧高度計：対応、コンパス：三軸電子コンパス、内蔵メモ
リ：16GB、標準付属品：USBケーブル、ニッケルバッテリー
パック、クイックスタートマニュアル

スマホでお買い物

0 753759 255435

10%で 7,670円分 ポイント還元

GARMIN

GPSMAP 64csx

010-02258-2B

¥76,700（税込）

ブラック

S  54×108mm W  33g
C  ブラック
M  2度目盛、
耐温度：-40～60℃、
偏差対応目盛付、
度数リング
ホルダー付

スマホでお買い物

4 934048 983840

10%で 429円分 ポイント還元SILVA

シルバ No.3

ECH137

¥4,290（税込）

日本製のオイル入りオリエン
テーリングコンパスです。指針
とルミリングにはN夜光を使
用、等高線の間隔で傾斜角度
がわかるスロープスケール付
きです。

S  約幅62×奥行112×厚さ10mm
W  約43g
M  アクリル樹脂
付属品：ストラップ

スマホでお買い物

4 943463 100190

10%で 282円分 ポイント還元High MOUNT

ルミノーバコンパス6R

10019

¥2,820（税込）

安
全
登
山

10万点以上の品揃え「石井スポーツ ストア」掲載価格は6月1日時点の価格となります。
予告なく価格が変更となる場合がございます。
最新の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・コムに未掲載の場合がごさいます。

安全登山

リスク回避のために！
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安全安心な登山を楽しむために必要最低限の装備です。思わぬことで帰りが遅く安全安心な登山を楽しむために必要最低限の装備です。思わぬことで帰りが遅く
なってしまったり、道迷いをしないためにも正しい知識と装備で安全対策を行いなってしまったり、道迷いをしないためにも正しい知識と装備で安全対策を行い
ましょう。ましょう。

安全登山
常に備えたい
アイテム

http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001007007543/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001001808066/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001004835924/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001005561515/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001003515572/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001005461204/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001004574775/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001003115572/index.html


㊧患部の大きさに合わせて
吸引口を選んで装着。ロック
がカチッと外れるまで幹部
に押し当てます。
㊨すると、内部のバネの力
で自動的にシリンダーが伸
び、患部から毒を吸い出して
くれます。

ハチなどの毒虫などに刺されたり、噛まれたりしたときに、傷口から毒を吸い出す吸引器で
す。大小2サイズの吸い口が付属し、片手で操作が可能。この手の器具としては少々大きめ
ですが、しっかりした作りと高い吸引力が特徴で、携帯しやすいハードケース付き。フィール
ドでの応急処置用に、ファーストエイドキットに入れておくことをおすすめします。
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R

まさかのために用意しておきたい
ポイズンリムーバー

田原 佳亮 石井スポーツ 横浜店

ミツバチをはじめとしたハ
チ類やクモ、ムカデなどに刺
されたり、噛まれたとき、患部
から毒を取り除くために使用
する、いわゆるポイズンリムー
バーです。大小ふたつの吸引
口が用意されているので、患
部の大きさに合わせて使い分
ける仕様になっています。
使い方は簡単で、患部に吸
引口を当て、ベノムエクストラ
クターをポンプのロックが外
れるまで押し当てるだけ。する
と、内部のバネが作動し、シリ
ンダーが上へと伸びることで
圧がかかり、800㏔の強力な
吸引力で、自動的に傷口から

毒を吸引。片手でも操作でき
るし、何度でも使用できます。
ファーストエイドキットに
入れておくととても安心な逸
品ですが、ベノムエクストラク
ターはあくまでも応急処置用
の道具で医療器具ではありま
せん。危険な生物に刺された
り噛まれた場合は、直ちに医
師の診断を受けてください。
また、ハチに刺された場合の
アレルギー反応であるアナ
フィラキシーショックは、ハチ
の毒による症状とは別ですの
で、必ず医療機関にかかってく
ださい。

VENOM EXTRACTOR
CP-0801　¥4,180（税込）
size：150H×60W×45mmΦ
（ケース含む）

Weight：140g（ケース含む）

4 945244 115065

スマホでお買い物

ファーストエイド

防虫対策 熊対策

エマージェンシー

綿棒、裁縫セット、ホイッスル、カラビナなどが入った救急
セットです。

S  16×8×3.9cm
W  117g

スマホでお買い物

4 945244 113023

10%で 176円分 ポイント還元ユニバーサルトレーディング

ファーストエイドキット S

LF-0051

¥1,760（税込）

綿棒、裁縫セット、ホイッスル、カラビナ、ハサミ、ピンセッ
トなどが入った救急セットです。

アルミ合金の面にウレタンフォームを貼り合わせた、アウ
トドア緊急時用の応急副木。

S  13.8×16×3.9cm
W  245g

スマホでお買い物

4 945244 113030

10%で 319円分 ポイント還元ユニバーサルトレーディング

ファーストエイドキット L

LF-0052

¥3,190（税込）

小型で軽く、誰にでも手軽
に使用でき、傷口に応じて
カップのマウスピースの面
を差替えて使用できます。
医師の手当てを受けるま
での応急処置に。

S本体最大直径27mm、長さ93mm、
　 レバー幅62mm
W 12g（1個あたり）
Mプラスチック（ポリエチレン系）

スマホでお買い物

4 580109 160011

10%で121円分ポイント還元Dr.ヘッセル

インセクトポイズンリムーバー

HS01100000

￥1,210（税込）

NASAのために開発されたハイテク技術を転用して作ら
れた防寒防災用のブランケットです。特殊な二層構造に
より、体熱を反射して保温効果を持続させ、外気から身体
を守ります。

S約142×213cm
W約82g
Mアルミ蒸着ポリエチレン

S  10x91cm
W  130g
M  アルミ合金 / ウレタンフォーム

スマホでお買い物

4 943463 221406

10%で83円分ポイント還元High MOUNT

エマージェンシーブランケット

22140

￥825（税込）

High MOUNT

サムスプリントスタンダード

19311

¥4,830（税込）

全ての状況（人体への影響）を
考えた「カプサイシン」2.0%含
有の熊攻撃抑制物です。代替フ
ロン（134a/P）使用によりオゾ
ン層に優しく、噴射圧力は常に
一定です。寒くても凍ることが
なく、使用直前に缶を振る必要
がありません。

【噴射距離】7-8m
【噴射時間】5-7秒

スマホでお買い物

0 023063 954578

10%で1,150円分ポイント還元air-ism

ベアーアタック

B5457

￥11,500（税込）

究極の安全と安心から誕生。放射性物質に対応する携帯
浄水ボトル(セシウム137/134を約99.78%除去)。

いざという時に役立つ携帯トイレ。特殊のシートが水分
を素早く固めます。においや内容物を漏らさない超防臭
チャック袋付です。

衣類にスプレーするだけで、ヤマビ
ルをよせつけないスプレー。ウレタ
ン樹脂系の塗料で水に流されにく
く忌避効果は約 2～3週間持続し
ます。

スマホでお買い物

4 943463 193116

10%で 483円分 ポイント還元

S  径4.3×高さ16.5cm
W  135ml

スマホでお買い物

4 906015 045103

10%で 116円分 ポイント還元EVERNEW

ヤマビルファイター

ECT100

¥1,160（税込）

S  600ml
C  クリア

スマホでお買い物

4 580512 190018

10%で 858円分 ポイント還元ASTY

セイシェル・サバイバルプラス
携帯浄水ボトル 600ml

SPT-001-BA

¥8,580（税込） S  便袋4枚､チャック袋2枚
入り、サニタクリーン便
袋：約65×55cm、高密
閉チャック袋：約24×
37.5cm

W  サニタクリーン便袋：約
60g、高密閉チャック袋：
約20g

M  ポリエチレン(バイオマ
スポリエチレン30%)、ポ
リエチレン

スマホでお買い物

4 943463 205079

10%で 121円分 ポイント還元High MOUNT

携帯トレイセット

20507

¥1,210（税込）

安
全
登
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10万点以上の品揃え「石井スポーツ ストア」 掲載価格は6月1日時点の価格となります。
予告なく価格が変更となる場合がございます。

最新の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・コムに未掲載の場合がごさいます。

安全登山

リスク回避のために！

THE EARTH48

自然の中で何か起きた時にすぐに処置ができるとは限りませ自然の中で何か起きた時にすぐに処置ができるとは限りませ
ん。そんなときのために、救急セットやエマージェンシーグッズん。そんなときのために、救急セットやエマージェンシーグッズ
などを用意しておくことをおすすめします。などを用意しておくことをおすすめします。

安全登山
アクシデントに備える

http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001004596178/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001004596194/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001004432395/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001001864416/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001004067636/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001003609923/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001005866215/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001004621846/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001005996763/index.html


㊧患部の大きさに合わせて
吸引口を選んで装着。ロック
がカチッと外れるまで幹部
に押し当てます。
㊨すると、内部のバネの力
で自動的にシリンダーが伸
び、患部から毒を吸い出して
くれます。

ハチなどの毒虫などに刺されたり、噛まれたりしたときに、傷口から毒を吸い出す吸引器で
す。大小2サイズの吸い口が付属し、片手で操作が可能。この手の器具としては少々大きめ
ですが、しっかりした作りと高い吸引力が特徴で、携帯しやすいハードケース付き。フィール
ドでの応急処置用に、ファーストエイドキットに入れておくことをおすすめします。
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まさかのために用意しておきたい
ポイズンリムーバー

田原 佳亮 石井スポーツ 横浜店

ミツバチをはじめとしたハ
チ類やクモ、ムカデなどに刺
されたり、噛まれたとき、患部
から毒を取り除くために使用
する、いわゆるポイズンリムー
バーです。大小ふたつの吸引
口が用意されているので、患
部の大きさに合わせて使い分
ける仕様になっています。
使い方は簡単で、患部に吸
引口を当て、ベノムエクストラ
クターをポンプのロックが外
れるまで押し当てるだけ。する
と、内部のバネが作動し、シリ
ンダーが上へと伸びることで
圧がかかり、800㏔の強力な
吸引力で、自動的に傷口から

毒を吸引。片手でも操作でき
るし、何度でも使用できます。
ファーストエイドキットに
入れておくととても安心な逸
品ですが、ベノムエクストラク
ターはあくまでも応急処置用
の道具で医療器具ではありま
せん。危険な生物に刺された
り噛まれた場合は、直ちに医
師の診断を受けてください。
また、ハチに刺された場合の
アレルギー反応であるアナ
フィラキシーショックは、ハチ
の毒による症状とは別ですの
で、必ず医療機関にかかってく
ださい。

VENOM EXTRACTOR
CP-0801　¥4,180（税込）
size：150H×60W×45mmΦ
（ケース含む）

Weight：140g（ケース含む）

4 945244 115065

スマホでお買い物

http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001003900221/index.html


基本講座
初心者向け
登山入門

ハイキング入門
登山用具の知識
雪山入門
危急時対策

スキルアップ
地図読み

天気

ビーコン

GPSウォッチ

山をもっと楽しむ
テント泊

山小屋泊

富士山

海外ハイキング

クライミング

女性・親子向け
女性向け

女性限定

親子登山

山ごはん

山道具を学ぶ
ツエルト
ロープワーク

トレッキングポール
サポーター
テーピング
インソール

各種アクティビティ
ボルダリング

ノルディックウォーキング
スノーシュー

アイスクライミング
バックカントリー
トレイルランニング

学んで、さらに、アウトドアライフを満喫！
「石井スポーツ登山学校」は、山を愛する全ての方々が、「より安全に」「より
快適に」登山を楽しんでいただくために開校いたしました。講習内容は、こ
れから登山をはじめたい方から、スキルアップを目指したい方まで、幅広く
皆様に学んでいただけるようカリキュラムを組んでおります。経験豊富な講
師が専門知識を余すとことなく説明する登山学校をお楽しみください。

●机上講習会
主に石井スポーツ店舗にて開催される座学が
中心の登山学校です。人気の講師陣が資料を
もとに詳しく講義内容を説明していきます。内
容のバリエーションも豊富です。

●実技・技術講習会
実技・技術講習会は、カリキュラムに基づいて
実施する講習会で、店舗だけでなく実際の山
や屋外で開催されることもあります。実際に大
自然の空気を吸いながら展開されるカリキュ
ラムは人気が高く、また講師陣とより深くコミ
ュニケーションが取れることも特徴です。

●ツアー登山
旅行会社が主催する各種ツアーもご用意して
います。石井スポーツ講師陣もしくは提携ガイ
ドが同行し、山の迫力・楽しさをお伝えする人
気のコース設定となっています。

詳しくはホームページをご覧ください。
https://www.ici-sports.com/climbingschool/

石井スポーツ登山学校

講習会の内容

講習会の種類

軽量性と保護性能の両立を求めるクライマーや登山者
のニーズに応えてデザインされたヘルメット。後頭部をよ
り広くカバーする形状により、頭部の保護を強化。

S  S/M(48-58cm)、M/L(53-61cm)
W  160g（S/M）
C  White、Black
M  EPPフォーム（シェル）、ポリカーボネート（クラウン）、

EPSフォーム（ライナー）、ポリエステル（ウェビング）

スマホでお買い物

3 342540 818194

10%で 1,683円分 ポイント還元PETZL

シロッコ

A073AA

¥16,830（税込）

White

Black

ハイパーライト、ハイパーベンチレーションのヘルメット。 
後頭部はシンプルなフィッティング方式で簡易な取り扱
いです。20mm厚のポリスチレンパッドが衝撃を吸収。

S  頭囲53-61㎝
W  215g
C  ホワイト、チタングレー、イエロー
M  シェル：ポリカーボン、ライナー：ポリスチレンフォーム

スマホでお買い物

8 050030 800691

10%で 1,375円分 ポイント還元GRIVEL

ステルス

GV-HESTE

¥13,750（税込）

チタングレー

イエロー

ホワイト

クライミング、マウンテニアリング用超軽量ハイブリッド
ヘルメット。軽量で衝撃に強いEPP素材の本体と、ABS樹
脂を採用したシェルを組み合わせています。

S  頭囲52-62㎝
W  210g
C  オアシス、スノー
M  シェル：ABS樹脂、本体：EPP(発泡ポリプロピレン)

スマホでお買い物

4 028545 037134

10%で 1,496円分 ポイント還元EDELRID

サラテ

ER72048

¥14,960（税込）

オアシス

スノー

オールラウンドに使用できるハーネスです。快適性が高く使いやすく、４つのギアループに
は必要な装備をラッキングするのに十分なスペースがあります。

S  1（ウェスト：65～96cm、レッグ：48.5～59cm）、
2（ウエスト：76～107cm、レッグ：54～67cm）

W  470g
C  グレー、ブルー、ターコイズ
M  高弾性ポリエステル、独立気泡フォーム

スマホでお買い物

3 342540 834958

10%で 902円分 ポイント還元PETZL

コラックス

C051AA

¥9,020（税込）

ビッグウォールクライミングの厳しい要求に対応できるオールラウンド軽量ハーネス。4
バックルにより完全なサイズ調整を実現。ギアラックを取付けできるスロットが左右にあり
ます。

S XXS（ウェスト：55～72cm、
　　　レッグ：46～60cm）、
XS-M（ウエスト：67～85cm、
　　　レッグ：46～90cm）
M-XL（ウエスト：80～100cm、
　　　レッグ：56～69cm）

W  320g(XS-M)
C  アントラサイト×レッド

スマホでお買い物

8 595570 102060

10%で 1,474円分 ポイント還元ROCK EMPIRE

4Bスライト

REVUS015

¥14,740（税込）

アントラサイト×レッド
グレー

ターコイズブルー

マウンテニアリング、スキーツーリング用にデザインされた軽量ハーネス。アイゼンやス
キーを履いた状態でも装着ができます。

S  S/M（ウエスト：64～86cm、
レッグ：55～67cm）、
M/L（ウエスト：74～96cm、
　　　レッグ：60～73cm）、
L/XL（ウエスト：84～108cm、
　　　レッグ：66～79cm）

W  160g(M/L)
M  ナイロン、モノフィラメント、ポリ
エステル、高弾性ポリエチレン、
アルミニウム

スマホでお買い物

3 342540 830684

10%で 1,265円分 ポイント還元PETZL

アルティチュード

C019AA

¥12,650（税込）

登山全般で手の保護と操作性を両立させる指切りタイプ。岩場や鎖場で重要な指先感覚
を失わず電子機器などの操作にも便利です。濡れに強く滑りにくい人工皮革。

S  XS、S、M、L
W  40ｇ
C  ブラック、グレー、サックス
M  ナイロン、ポリエステル、
ポリウレタン、人工皮革、
ネオプレン

スマホでお買い物

4 562191 256520

10%で 297円分 ポイント還元PAINE

リッジグローブ

PNWR0422

￥2,970（税込）

サックス ブラック

グレー

ヘルメット

ハーネス

グローブ

安
全
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10万点以上の品揃え「石井スポーツ ストア」 掲載価格は6月1日時点の価格となります。
予告なく価格が変更となる場合がございます。

最新の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・コムに未掲載の場合がごさいます。

安全登山

リスク回避のために！
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低山であっても岩稜帯など落石や滑落の危険な場面に遭遇すること低山であっても岩稜帯など落石や滑落の危険な場面に遭遇すること
もあります。そんな危険から頭を守るのがヘルメットです。さらに危険もあります。そんな危険から頭を守るのがヘルメットです。さらに危険
な岩場ではハーネスやロープを使用して通過することもあり得ます。な岩場ではハーネスやロープを使用して通過することもあり得ます。
正しい知識を習得し安全な登山を楽しみましょう。正しい知識を習得し安全な登山を楽しみましょう。

安全登山
危険から身を守る

http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001004606312/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006881614/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001004619289/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006044010/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001004609886/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001005590652/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001007149209/index.html
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地図読み

天気

ビーコン

GPSウォッチ

山をもっと楽しむ
テント泊

山小屋泊

富士山

海外ハイキング

クライミング

女性・親子向け
女性向け

女性限定

親子登山

山ごはん

山道具を学ぶ
ツエルト
ロープワーク

トレッキングポール
サポーター
テーピング
インソール

各種アクティビティ
ボルダリング

ノルディックウォーキング
スノーシュー

アイスクライミング
バックカントリー
トレイルランニング

学んで、さらに、アウトドアライフを満喫！
「石井スポーツ登山学校」は、山を愛する全ての方々が、「より安全に」「より
快適に」登山を楽しんでいただくために開校いたしました。講習内容は、こ
れから登山をはじめたい方から、スキルアップを目指したい方まで、幅広く
皆様に学んでいただけるようカリキュラムを組んでおります。経験豊富な講
師が専門知識を余すとことなく説明する登山学校をお楽しみください。

●机上講習会
主に石井スポーツ店舗にて開催される座学が
中心の登山学校です。人気の講師陣が資料を
もとに詳しく講義内容を説明していきます。内
容のバリエーションも豊富です。

●実技・技術講習会
実技・技術講習会は、カリキュラムに基づいて
実施する講習会で、店舗だけでなく実際の山
や屋外で開催されることもあります。実際に大
自然の空気を吸いながら展開されるカリキュ
ラムは人気が高く、また講師陣とより深くコミ
ュニケーションが取れることも特徴です。

●ツアー登山
旅行会社が主催する各種ツアーもご用意して
います。石井スポーツ講師陣もしくは提携ガイ
ドが同行し、山の迫力・楽しさをお伝えする人
気のコース設定となっています。

詳しくはホームページをご覧ください。
https://www.ici-sports.com/climbingschool/

石井スポーツ登山学校

講習会の内容

講習会の種類
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　山小屋の営業時間やほかの登山者の行動にとらわ
れることなく、自由に山を味わえるのが、テント泊山行
の魅力です。テントや寝袋などの宿泊装備、食料やス
トーブ、燃料など食事関係の装備が増える分、荷物は
ぐっと重くなりますが、その分、充実感もひとしおです。
　けれども、いきなりのテント泊登山はおすすめでき
ません。まずは目指すコースの小屋泊まり登山を行い、
次は小屋に素泊まりして食料関係だけを背負い、最終
的にテント泊山行を……という流れを追うと、スムー
ズに行動できるはずです。もちろん、装備の事前点検
も入念に行いましょう。
　ちなみに、登山地図に掲載される所要時間は、小屋
泊まり相当の重量を背負った行動時間を基準にしてい
ます。ペースを掴むまでは、コースタイムに一喜一憂せ
ず慎重に行動し、徐々に距離を伸ばしてください。

五味 賢治（ごみ けんじ）
石井スポーツ ヨドバシ甲府店
登山歴12年

紅葉や滝など、自然の写真を撮ることが好き
で登山をスタート。徳島から上京し甲府で働
きはじめたのも、周辺に美しい山々があるか
ら。カメラ機材を背負い、テント泊をしながら
写真撮影を楽しんでいる。

蝶ヶ岳
山に行こう！ テント泊登山
徐々にステップアップしながら
テント泊登山にチャレンジ！

FIELDスタッフおすすめの感動フィールド
蝶ヶ岳（2677m）

お気に入りアイテム

LEKI/マカルーライトAS　¥19,800（税込）
装備が重くなるテント泊登山では、トレッキングポールを
使用することで安心感が増します。マカルーライトASは
軽量で衝撃吸収性に優れた、おすすめのモデルです。

蝶ヶ岳槍ヶ岳、穂高連峰を
一望できる静かな山並み
初めてのテント泊山行で訪れたのが
蝶ヶ岳でした。危険な個所もなく、穂高
から槍ヶ岳への美しい稜線、雨上がりの
虹など、非日常的な景色が強く心に残っ
ており、以降すっかり魅了されてしまい
ました。蝶ヶ岳へはさまざまなアプロー
チがある点も魅力的です。上高地側から
はもちろん、常念岳方面から、徳本峠よ
り続く中村新道を通ってもアプローチで
きます。
ルートや季節を変えることで同じ山で
も見えるものが違ってきます。蝶ヶ岳は
何度通っても新しい発見があり、たくさ
んの感動をもらっています。

北アルプス常念山脈の南部に位置す
る蝶ヶ岳。穂高から槍ヶ岳への美しい山
並みから後立山までを一望できる眺め
の良さで知られています。また、上高地
側からも安曇野側からもアプローチが
良く、登山道も歩きやすいため、「北アル
プスは初めて」という方にもおすすめで
す。春先にはその名前の通り、安曇野側
の山肌に蝶の雪形が現れます。
蝶ヶ岳は北アルプスの中ではなだら
かで優雅な山容です。山頂付近には蝶ヶ
池や妖精ノ池などが点在し、季節には高
山植物が彩りを添えるなど、その絶景で
登山者を楽しませてくれます。
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　山小屋の営業時間やほかの登山者の行動にとらわ
れることなく、自由に山を味わえるのが、テント泊山行
の魅力です。テントや寝袋などの宿泊装備、食料やス
トーブ、燃料など食事関係の装備が増える分、荷物は
ぐっと重くなりますが、その分、充実感もひとしおです。
　けれども、いきなりのテント泊登山はおすすめでき
ません。まずは目指すコースの小屋泊まり登山を行い、
次は小屋に素泊まりして食料関係だけを背負い、最終
的にテント泊山行を……という流れを追うと、スムー
ズに行動できるはずです。もちろん、装備の事前点検
も入念に行いましょう。
　ちなみに、登山地図に掲載される所要時間は、小屋
泊まり相当の重量を背負った行動時間を基準にしてい
ます。ペースを掴むまでは、コースタイムに一喜一憂せ
ず慎重に行動し、徐々に距離を伸ばしてください。

五味 賢治（ごみ けんじ）
石井スポーツ ヨドバシ甲府店
登山歴12年

紅葉や滝など、自然の写真を撮ることが好き
で登山をスタート。徳島から上京し甲府で働
きはじめたのも、周辺に美しい山々があるか
ら。カメラ機材を背負い、テント泊をしながら
写真撮影を楽しんでいる。

蝶ヶ岳
山に行こう！ テント泊登山
徐々にステップアップしながら
テント泊登山にチャレンジ！

FIELDスタッフおすすめの感動フィールド
蝶ヶ岳（2677m）

お気に入りアイテム

LEKI/マカルーライトAS　¥19,800（税込）
装備が重くなるテント泊登山では、トレッキングポールを
使用することで安心感が増します。マカルーライトASは
軽量で衝撃吸収性に優れた、おすすめのモデルです。

蝶ヶ岳槍ヶ岳、穂高連峰を
一望できる静かな山並み
初めてのテント泊山行で訪れたのが
蝶ヶ岳でした。危険な個所もなく、穂高
から槍ヶ岳への美しい稜線、雨上がりの
虹など、非日常的な景色が強く心に残っ
ており、以降すっかり魅了されてしまい
ました。蝶ヶ岳へはさまざまなアプロー
チがある点も魅力的です。上高地側から
はもちろん、常念岳方面から、徳本峠よ
り続く中村新道を通ってもアプローチで
きます。
ルートや季節を変えることで同じ山で
も見えるものが違ってきます。蝶ヶ岳は
何度通っても新しい発見があり、たくさ
んの感動をもらっています。

北アルプス常念山脈の南部に位置す
る蝶ヶ岳。穂高から槍ヶ岳への美しい山
並みから後立山までを一望できる眺め
の良さで知られています。また、上高地
側からも安曇野側からもアプローチが
良く、登山道も歩きやすいため、「北アル
プスは初めて」という方にもおすすめで
す。春先にはその名前の通り、安曇野側
の山肌に蝶の雪形が現れます。
蝶ヶ岳は北アルプスの中ではなだら
かで優雅な山容です。山頂付近には蝶ヶ
池や妖精ノ池などが点在し、季節には高
山植物が彩りを添えるなど、その絶景で
登山者を楽しませてくれます。
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https://www.yodobashi.com/product/100000001004675803/
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テントを担いで山に入るのは、やはりそれな
りの経験としっかりとした体力、準備が必要と
なります。ここでは山小屋泊で必要な装備を基
本に、何を追加していけばいいのかを考えてみ
ましょう。山小屋泊の場合は、「食」と「住」に関
する装備はあまり持参する必要がありませんで
した。でもテント泊の場合は、そこがメインの装
備となってきます。食べ物もテントも、そこそこ
のサイズと重さがあります。「衣食住」に関する

すべてを自分で担いて歩く、それがテント泊山
行です。
まず必要となるのはテントです。ここ最近は

1人用テントでの山行が主流となっているようで
すが、数人でひとつのテントに泊まるのも方法
のひとつ。グループの山行であれば、テントだけ
でなく、食料やストーブ、煮炊き用の鍋なども、
みんなで分け合って運ぶことができますので、
選択肢のひとつに加えましょう。

「個人装備」については、自分たちで担いで
歩く必要があります。直接口に触れるコップやフ
ォーク、箸などのカトラリー類のほか、シュラフ
にマット、個々の着替えなどはこちらの部類に
入るでしょう。
コロナ禍のいまは、テントは1人用を使うべき

という考え方もありますが、ここではあくまでも
山登りのベーシックな考え方として、共同装備と
個人装備の使い分けを強調しておきます。

Equipment List
装備
1 寝袋 イスカ Air Plus 450 ￥51,700（税込）
2 マット ニーモ ゾアレギュラーマミー ￥14,850（税込）
3 日焼け止め シーラーデルソル マルチガードUVジェル ￥1,760（税込）
4 エマージェンシーキット ユニバーサルトレーディング ファーストエイドキット(L) ￥3,190（税込）
5 保温着 マムート フレックスエアー IN フーデット ジャケット ￥30,800（税込）
6 マップケースケース ハイマウント マップケース L ￥1,140（税込）
7 ヘッドランプ ペツル ティカ ￥4,400（税込）
8 水筒 サーモス ステンレスボトル FFX-751  ￥5,940（税込）
9 手ぬぐい エバニュー EVERNEW てぬぐい ￥2,090（税込）
10 コッヘル プリムス ライテックトレックケトル&パン ￥4,400（税込）
11 登山靴 スポルティバ Aequilibrium ST GTX ￥47,300（税込）
12 シングルバーナー プリムス ウルトラバーナー(自動点火装置付) ￥10,450（税込）
13 カトラリー ベルモント チタンカトラリー2Pセット ￥2,580（税込）
14 カップ イーピーアイガス シングルチタンマグ カバーセット500 ￥2,990（税込）
15 ソックス ダーンタフ M's マイクロクルーエクストラクッション ￥3,520（税込）
16 トレッキングポール レキ マカルーライトAS ￥19,800（税込）
17 アタックザック ミステリーランチ イン&アウト 19 ￥10,459税込）
18 山岳テント ライペン エアライズ1　1人用 ￥42,900（税込）

衣・食・住の装備が必要

MOUNTAIN
山に行こう！ テント泊登山

ジャケット ミレー TRILOGY TYPHON TOUGH ST JKT M ￥36,960（税込）

パンツ ミレー ONEGA STRETCH PANT M ￥14,300（税込）

バックパック ドイター エアコンタクト コア 60+10 ￥38,500（税込）

帽子 ミレー TRAVEL CAP ￥4,290（税込）

サングラス コーラ ラセイニュ シャイニーブラック ￥7,040（税込）

グローブ ミレー QD TREK GLOVE ￥4,950（税込）

トレッキングポール レキ マカルーライトAS ￥19,800（税込）

登山靴 スポルティバ Aequilibrium ST GTX ￥47,300（税込）

MOUNTAIN
山に行こう！ テント泊登山

大型バックパック グローブ 救急用具 寝袋

レインウエア 帽子 日焼け止め スリーピングマット

防寒着 サングラス サプリメント、行動食 ガスバーナー、燃料

長袖シャツ ザックカバー ビニール袋 コッヘル

機能性アンダーウエア ヘッドランプ トイレットペーパー 食器、カトラリー

パンツ トレッキングポール テント 食料、調味料

登山用ソックス 水筒 ボトムシート（フットプリント） ウォータータンク

登山靴 タオル LEDランタン アタックザック

Equipment List
モデル着用

モデル／吉岡 哲　石井スポーツ ヨドバシさいたま新都心駅前店

持ち物チェックリスト CHECK!
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https://www.yodobashi.com/product/100000001004656898/
https://www.yodobashi.com/product/100000001004656898/
https://www.yodobashi.com/product/100000001005976457/
https://www.yodobashi.com/product/100000001005976457/
https://www.yodobashi.com/product/100000001004675803/
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https://www.yodobashi.com/product/100000001003475935/
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https://www.yodobashi.com/product/100000001004609664/
https://www.yodobashi.com/product/100000001004609664/
https://www.yodobashi.com/product/100000001005997130/
https://www.yodobashi.com/product/100000001005813555/
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https://www.yodobashi.com/product/100000001005997130/
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テントを担いで山に入るのは、やはりそれな
りの経験としっかりとした体力、準備が必要と
なります。ここでは山小屋泊で必要な装備を基
本に、何を追加していけばいいのかを考えてみ
ましょう。山小屋泊の場合は、「食」と「住」に関
する装備はあまり持参する必要がありませんで
した。でもテント泊の場合は、そこがメインの装
備となってきます。食べ物もテントも、そこそこ
のサイズと重さがあります。「衣食住」に関する

すべてを自分で担いて歩く、それがテント泊山
行です。
まず必要となるのはテントです。ここ最近は

1人用テントでの山行が主流となっているようで
すが、数人でひとつのテントに泊まるのも方法
のひとつ。グループの山行であれば、テントだけ
でなく、食料やストーブ、煮炊き用の鍋なども、
みんなで分け合って運ぶことができますので、
選択肢のひとつに加えましょう。

「個人装備」については、自分たちで担いで
歩く必要があります。直接口に触れるコップやフ
ォーク、箸などのカトラリー類のほか、シュラフ
にマット、個々の着替えなどはこちらの部類に
入るでしょう。
コロナ禍のいまは、テントは1人用を使うべき

という考え方もありますが、ここではあくまでも
山登りのベーシックな考え方として、共同装備と
個人装備の使い分けを強調しておきます。

Equipment List
装備
1 寝袋 イスカ Air Plus 450 ￥51,700（税込）
2 マット ニーモ ゾアレギュラーマミー ￥14,850（税込）
3 日焼け止め シーラーデルソル マルチガードUVジェル ￥1,760（税込）
4 エマージェンシーキット ユニバーサルトレーディング ファーストエイドキット(L) ￥3,190（税込）
5 保温着 マムート フレックスエアー IN フーデット ジャケット ￥30,800（税込）
6 マップケースケース ハイマウント マップケース L ￥1,140（税込）
7 ヘッドランプ ペツル ティカ ￥4,400（税込）
8 水筒 サーモス ステンレスボトル FFX-751  ￥5,940（税込）
9 手ぬぐい エバニュー EVERNEW てぬぐい ￥2,090（税込）
10 コッヘル プリムス ライテックトレックケトル&パン ￥4,400（税込）
11 登山靴 スポルティバ Aequilibrium ST GTX ￥47,300（税込）
12 シングルバーナー プリムス ウルトラバーナー(自動点火装置付) ￥10,450（税込）
13 カトラリー ベルモント チタンカトラリー2Pセット ￥2,580（税込）
14 カップ イーピーアイガス シングルチタンマグ カバーセット500 ￥2,990（税込）
15 ソックス ダーンタフ M's マイクロクルーエクストラクッション ￥3,520（税込）
16 トレッキングポール レキ マカルーライトAS ￥19,800（税込）
17 アタックザック ミステリーランチ イン&アウト 19 ￥10,459税込）
18 山岳テント ライペン エアライズ1　1人用 ￥42,900（税込）

衣・食・住の装備が必要

MOUNTAIN
山に行こう！ テント泊登山

ジャケット ミレー TRILOGY TYPHON TOUGH ST JKT M ￥36,960（税込）

パンツ ミレー ONEGA STRETCH PANT M ￥14,300（税込）

バックパック ドイター エアコンタクト コア 60+10 ￥38,500（税込）

帽子 ミレー TRAVEL CAP ￥4,290（税込）

サングラス コーラ ラセイニュ シャイニーブラック ￥7,040（税込）

グローブ ミレー QD TREK GLOVE ￥4,950（税込）

トレッキングポール レキ マカルーライトAS ￥19,800（税込）

登山靴 スポルティバ Aequilibrium ST GTX ￥47,300（税込）

MOUNTAIN
山に行こう！ テント泊登山

大型バックパック グローブ 救急用具 寝袋

レインウエア 帽子 日焼け止め スリーピングマット

防寒着 サングラス サプリメント、行動食 ガスバーナー、燃料

長袖シャツ ザックカバー ビニール袋 コッヘル

機能性アンダーウエア ヘッドランプ トイレットペーパー 食器、カトラリー

パンツ トレッキングポール テント 食料、調味料

登山用ソックス 水筒 ボトムシート（フットプリント） ウォータータンク

登山靴 タオル LEDランタン アタックザック

Equipment List
モデル着用

モデル／吉岡 哲　石井スポーツ ヨドバシさいたま新都心駅前店

持ち物チェックリスト CHECK!
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新しいハバハバシールドシリーズは、軽さと居住性を両立したバック
パッキングテントのベストセラーです。メッシュの使用を減らすことによ
り幅広いシーンにも対応できるテントです。

S  1人用
W  1110g
C  タン
M  フライ：20D リップストップナイロン 耐水圧

1,200mm エクストリームシールドポリウレタン
& シリコンコーティング、ポール：イーストンサイ
クロン、キャノピー：10D ポリエステルマイクロ
メッシュ、20D リップストップナイロン& DWR 
コーティング、フロア：20D リップストップナイロ
ン 耐水圧1,200mm エクストリームシールドポ
リウレタン&DWR コーティング

スマホでお買い物

4 515785 370676

3%で 1,749円分 ポイント還元MSR

ハバハバシールド 1

37067

¥58,300（税込）

（cm）

（cm）
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212cm
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130cm130cm

（cm）
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94

216

66

42

115

157

H 98

スマホでお買い物

4 562296 403065

10%で 5,170円分 ポイント還元RIPEN

ONI DOME 2

330600

¥51,700（税込）

日本の優れた繊維技術をフルに活かし、優れた耐久性と快適性を両立しな
がら、最高レベルの軽量性を実現した4シーズン対応のストレスフリーテント。
出入口の図のcap：長辺側に出入口があるため前室を広く確保できます。

S  2人用【収納サイズ】本体8×17
×27cm、ポール39cm

W  1 ,310g（本体、フライ、ポール） 
+150g（ガイライン、収納袋、ペ
グ8本）

C  OG/GY
M  4本体&フライ：ナイロン100%
（PUコーティング）、ポール：
ジュラルミン

スマホでお買い物

4 573406 392247

5%で 3,410円分 ポイント還元finetrack

カミナドーム 2

FAG0312

¥68,200（税込）

グランドシートの形状とフレームラインを今までにない視点から設計し
た、新しい構造のテントです。ペグダウンできない場合でも使える前室
付で、居住性と使いやすさを最優先して作られた軽量モデル。

S 間口166（最大240）×奥行157（就寝部115）×
高さ98cm　収納時：本体31×14φcm
W 1480g（本体+フレーム+フライシート）
C 本体：クリーム　フライ：オレンジ、フォレストグ
リーン
M 本体：28dnリップストップナイロン　フライ：

30dnリップストップナイロンPUコーティング　
シート：40dnナイロンタフタPUコーティング　
フレーム：NSL9フェザーライト（DAC社製）

全室付きで便利
フライシートを被せれば
ペグダウンしなくても前
室ができる。フライシート
の色はオレンジとフォレ
ストグリーンの2色です。

ポールは弾力性が極め
て高く耐久性に優れます。

通気性が良く快適
フライシートの入口は逆
方向からも開けることが
できるので換気効率に優
れます。

大きな出入り口で前室も
設定できます。

Staff advice
山岳テントの特長と選び方
テント泊ができると今までの山登りより楽しみや行動範囲が
ぐっと広がります。山岳テントとキャンプテントの違いは①軽
量、コンパクト：車で道具が運べるキャンプとは違い、道具はす
べてザックに入れて運ばなくてはなりません。軽量でコンパク
トなアイテムであれば楽に運べます。②設営が簡単：シンプル
なつくりによって立てるのも簡単です。慣れれば一人で5分も
かからず設営できます。③耐久性、耐風性に優れている：登山

では雨や風、雪など厳しい自然環境にさらされる
こともあります。そのような状況でも安心して使
用できます。山岳テントもさまざまなモデルがあ
り、登山スタイルや人数などによって選びます。大
きさは使用人数によって決めますが、使用人
数マイナス1人で選ぶと快適なスペースが

確保できます。
石井スポーツ 新潟店

渡邉 歩実
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10万点以上の品揃え「石井スポーツ ストア」掲載価格は6月1日時点の価格となります。
予告なく価格が変更となる場合がございます。
最新の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・コムに未掲載の場合がごさいます。
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MOUNTAIN 
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山岳テント

テント選びで大事なのは、できるだけコンパクトで設営がシンプルであるこテント選びで大事なのは、できるだけコンパクトで設営がシンプルであるこ
とです。軽くて小さくて耐久性に優れたテントが、各メーカーからたくさん発とです。軽くて小さくて耐久性に優れたテントが、各メーカーからたくさん発
売されています。最近はデザイン性の高いものも多いです。売されています。最近はデザイン性の高いものも多いです。

http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001004590272/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006967678/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006005095/index.html


設営が簡単で耐久性に優れた、オールシーズン向け2人用山岳テント。両サイドに入口と
前室を設けることで居住性と通気性がアップ。ツーリングやキャンプにもおすすめ。

S  間口205×奥行120×高さ100cm
W  約1800g
C  ライトブラウン（LBR）
M  本体：30DNポリエステルリップ通期撥水加
工、フライ：30DNポリエステルリップPU防水
加工、グランド部：75DNポリエステルタフタ
PU防水加工、ポール：DAC NSL

スマホでお買い物

4 582146 367590

10%で 4,950円分 ポイント還元DUNLOP

コンパクトアルパインテント2人用 両入口

VS-22A

¥49,500（税込）

（cm）

205

100

25

φ15

43

9.5

12
0

60

テント内部
シーム処理しにくい四隅
部分も特殊な方法でシー
ム処理。また、小物入れも
装備。

センターハブ
テントの構造体として
の剛性を高めるために、
ポールの交差部をハブで
半固定しました。

コンパクト収納
挿入口の広い収納袋は、
撤収したテントを収納す
るのに楽。フライシートも
専用収納袋付き。
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http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006033230/index.html


テント泊や長期縦走向け大容量モデル。豊富なポケットを備え、無段階で背面調整でき、素早いフィッ
ティングと安定感のある背負い心地を実現します。

S  60ℓ+
W  2370g
C  K.Blue（4400）、

K.Orange（0930）、
BLACK（9000）

M  US 210D Dobby （Nylon 
100%）

スマホでお買い物

4 589538 688677

10%で 3,740円分 ポイント還元Karrimor

CougarApex 60+

501092

¥37,400（税込）

調節可能なフィットでダイナミックな快適性を実現。環境負荷の低減を重視し、リサイクル
素材と防臭加工メッシュで構成された、重い荷物運搬用のパックです。

S  60ℓ　S、M、L
W  2100g
C  エッグプラント、フォググレー

スマホでお買い物

0 190207 080568

10%で 4,400円分 ポイント還元GREGORY　WOMENS

ディバ 60 RC

1424584519

¥44,000（税込）

本体にアクセスできるフロントのU字
ジップアクセス。

「クイックアクセスオープニング」シス
テムでグローブをしたままでも操作が
可能。

ヘルメットの着用を想定したリッドデ
ザインを採用。

サングラスを傷をつけずに素早く安
全に出し入れできるクイックストウシ
ステムを搭載。

2気室構造で荷物の仕分けができ荷
物が取り出しやすい。

背負ったままでも無段階調整ができ、
シーンに応じてフィッティングが可能。

0930

エッグプラント

9000

フォググレー

4400

Staff advice
バックパックの装備活用法
登山用バックパックにはたくさんのストラップやベルト、ド
ローコードがついています。これらをうまく活用すればバック
パックに空きができ、無理なつめこみをせずに荷物を運べる
ようになります。まずは活用のイメージがしやすいサイドコン
プレッションベルト。こちらは主にバックパック全体を締め上げ
て、荷物が崩れないようにするためのベルトです。このベルト
を利用してロールマットなどをバックパックに取り付けたり、折

り畳み式のトレッキングポールやテントポールを取
り付ける事もできます。次にバックパックのフロ
ント部分にあるループ状のナイロンベルトに
ついてです。カラビナを通してギアの運搬に使
うパーツですが、バンジーコードや細引きを通
してヘルメットや、出し入れの多い上着を簡
易的に留めておけます。是非バックパッ
クの装備を活用してみてください。

石井スポーツ ヨドバシ宇都宮店

上田健太
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10万点以上の品揃え「石井スポーツ ストア」掲載価格は6月1日時点の価格となります。
予告なく価格が変更となる場合がございます。
最新の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・コムに未掲載の場合がごさいます。
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BACK PACK（60ℓ～）
バックパック（60ℓ～）

テント泊を目的として登山する場合、寝袋やテントを収納すテント泊を目的として登山する場合、寝袋やテントを収納す
るために、大型のザックが必要になります。登山時の負担るために、大型のザックが必要になります。登山時の負担
をできるだけ小さくするため、カラダにフィットするザックを をできるだけ小さくするため、カラダにフィットするザックを 
選ぶことをおすすめします。選ぶことをおすすめします。

http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006872733/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006962566/index.html


夏の3000mクラスの縦走や、春秋の中級山岳に最適。軽量化でありながらダウンの偏り
を防ぐセパレートボックスにより保温性を高めています。

S  W78×H210cm
W  550g　羽毛量：280g（90/10 

800フィルパワー）
C  ブルーストーン
M  ナイロン100%　対応温度：2℃

スマホでお買い物

4 988998 149313

10%で 4,070円分 ポイント還元ISUKA

Air Plus 280

149313

¥40,700（税込）

厳冬期の3000m級山岳や、寒さの厳しい八ヶ岳などに最適。独自の舟形構造で保温性
は抜群で、本体を大きめに設定し冬の着ぶくれに配慮しています。

S  W84×H208cm
W  1,330g　羽毛量：860g（90/10 

750フィルパワー）
C  パープル
M  表/裏地：ナイロン100%　対応
温度：-25℃

スマホでお買い物

4 988998 151811

10%で 6,270円分 ポイント還元ISUKA

Air Dryght 860

151832

¥62,700（税込）

夏山から冬の低山まで、幅広く対応できるスリー
シーズンモデル。春秋の3000mクラスには特にお
すすめします。

S  W78×H213cm
W  840g　羽毛量：450g（90/10 800フィルパワー）
C  マスタード
M  表/裏地：ナイロン100%　対応温度：-6℃

スマホでお買い物

4 988998 149511

10%で 5,170円分 ポイント還元ISUKA

Air Plus 450

149533

¥51,700（税込）

夏の高山から冬の低山キャンプまで一年を通して
使える軽量スリーピングバッグです。

S  適応身長：183cmまで対応
W  531g
C  バルサム
M  生地：10デニール・バリスティック エアライト®ナイ
ロン・タフタ[ポルカテックス®加工]、中綿：800FP 
EXダウン　快適温度： 4℃　使用可能温度： -1℃

スマホでお買い物

4 548801 688172

3%で 990円分 ポイント還元mont-bell

シームレス ダウンハガー 800 #3

1121401

¥33,000（税込）

合理的構造で軽量化した3シーズン対応可能モデ
ル。チタンの蓄熱・保温効果で今までにない暖かさ
を実現しました。

S  身長178cmまで対応　収納サイズ：φ14×30cm
W  865g　羽毛量：450g
C  BRW（ブラウン）
M  表地：15dn オーロラテックス®、裏地：15dn リップ
ストップナイロン　快適使用温度：下限温度0℃
/-5℃

スマホでお買い物

4 938101 026253

10%で 4,510円分 ポイント還元NANGA

オーロラライト 450DX

N14DBW11

¥45,100（税込）

スリーシーズン

サマーシーズン ウィンターシーズン
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10万点以上の品揃え「石井スポーツ ストア」 掲載価格は6月1日時点の価格となります。
予告なく価格が変更となる場合がございます。

最新の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・コムに未掲載の場合がごさいます。
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SLEEPING BAG 
寝袋

登山時の負担をできるだけ減らすため、小さくて軽い寝袋が理想です。登山時の負担をできるだけ減らすため、小さくて軽い寝袋が理想です。
秋冬に対応できる防寒のしっかりした軽量寝袋もいくつかあります。マッ秋冬に対応できる防寒のしっかりした軽量寝袋もいくつかあります。マッ
トとセットでどのように収納するかも想像しながら選んでみましょう。トとセットでどのように収納するかも想像しながら選んでみましょう。

http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001005813555/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001004340816/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006024970/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006050691/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001005813556/index.html


軽さを追求し、硬さと耐久性をプラスした新しいスリー
ピングマットシリーズ。頭からつま先まで全身をカバーし 
快適です。

S  50×180×厚さ0.9㎝
W  320g
M  発泡ポリエチレン

スマホでお買い物

4 934048 625733

10%で 385円分 ポイント還元EVERNEW

Trail mat 180

EBA506

¥3,850（税込）

軽量、コンパクトなアコーディオン式収納のクローズド
セルマットレス。暖かく、耐久性と快適性を兼ね備えた 
マットレスを探している方に最適です。

S 51×183×厚さ2cm
収納サイズ：51×13×14cm

W 410g
C シルバー/レモン、シルバー/ブ
ルー
M架橋ポリエチレン　R値：2.0

スマホでお買い物

0 040818 066706

3%で 245円分 ポイント還元Therm-A-Rest

Zライトソル レギュラー

30670

¥8,140（税込）

季節を問わず重量と保温性のバランスのとれたパッド
を持ち歩きたいミニマリストのために開発した超軽量・ 
コンパクトなスリーピングパッドです。

S 厚さ：2.5cm　収納サイズ 
20×10.5cm
W 415g
M 20DポリエステルRS　断
熱材 オープンセルフォーム
（PU）　R値：2.7　付属品：
専用スタッフサック、コンプ
レッションストラップ、リペア
キット

スマホでお買い物

0 811666 032607

1%で 138円分 ポイント還元NEMO

ゾアミディアムマミー

NM-ZR-MM

¥13,750（税込）

スマホでお買い物

4 988998 212116

10%で880円分 ポイント還元

立体裁断のフード部分は圧迫感を抑える設計で、サイドの60cmファスナーが出入りを容易にし、
耐久性に優れたスリーレイヤー素材は単体での使用も可能です。軽量で優れた防水性はもちろ
ん、高い透湿性能は、睡眠中の不感蒸散による寝袋への水分の滞留を最小限に抑えます。

S 87（肩幅）×209（全長）cm
 　収納サイズ： 7×8×22cm
W 360g

スマホでお買い物

4 988998 201714

10%で2,145円分ポイント還元ISUKA

ゴアテックス インフィニアム
シュラフカバー ウルトラライト

201721

￥21,450（税込）

しなやかで、肌触りの良い100％シルク素材を使用し、快適・軽量・コンパクトな
シーツを実現しました。小屋泊まりや旅行先での就寝時に活躍します。

S 85（肩幅）×185（全長）cm、収納サイズ：径7×12cm
W 130g
Cネイビーブルー
Mシルク100%

ISUKA

シルクシーツ レクタ

212121 

￥8,800（税込）

旅行やキャンプで、ほんの少し重くてもより快
適な眠りを求める方に最適です。

S 34×24×11cm、収納サイズ：径7×8.5cm
（レギュラー）
W  79g（レギュラー）
Cライム、ネイビー、マゼンタ、グレー
M 50Dブラッシュトポリエステル
ストレッチニット

スマホでお買い物

9 327868 102785

10%で473円分ポイント還元
スマホでお買い物

9 327868 103683

10%で418円分ポイント還元SEA TO SUMMIT

エアロプレミアムピロー

ST81030

￥4,730（税込）

ライム

薄い20D生地を採用することで、超コンパク
トなスタッフサックに収まります。気軽に荷
物に追加できるため、機内からテント泊まで、
移動する人の快適なお供となります。

S  36×26×12cm、収納サイズ：径5.5×7.5cm
（レギュラー）
収納サイズ：径5.5×7.5cm

W 60g（レギュラー）　Cアクア、グレー、
シーフォーム、ライム、ネイビー

M  TPUラミネート20Dポリエステル
ストレッチニット

SEA TO SUMMIT

エアロウルトラライトピロー

ST81025

￥4,180（税込）

アクア

レモン

ブルー

Staff advice
山で快適に寝るために
まずは行く山、季節、気温を照らし合わせて、快適温度の寝
袋、マットを選びましょう。
秋口や春先、標高の高い山では気温が一気に下がるため、
ダウンのテントシューズやダウンパンツで足元を温めて寝ると
快適になります。また、汗を多くかく方はインナーシーツ、結露
や汚れ対策としてシュラフカバーを別途用意しておくことをお
すすめします。枕も持っていくと、より快適な睡眠が出来ますよ。

山用の枕はコンパクトに収納できるものが多く、
ザックに入れてもかさばりません。このように
少し工夫をするだけでより快適に眠ることが
でき、一日の疲れが取れて、次の日も軽快に
登山を楽しむことができます。ぜひ色々な組み
合わせを試していただき、ご自身の【最適山

寝具】を見つけてみて
くださいね。

マット

シュラフカバー&シーツ

ピロー

石井スポーツ 長野店

西山 貴大

TE
N

T 
TR

EK
K

IN
G

10万点以上の品揃え「石井スポーツ ストア」掲載価格は6月1日時点の価格となります。
予告なく価格が変更となる場合がございます。
最新の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・コムに未掲載の場合がごさいます。
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MAT,SHEETS,
PILLOW
マット・シーツ・ピロー

テント泊におけるマット選びはとても重要です。山は夏をのぞいて夜テント泊におけるマット選びはとても重要です。山は夏をのぞいて夜
は寒くなるので、地面からの寒気を防ぎ、快眠できるためのクッショは寒くなるので、地面からの寒気を防ぎ、快眠できるためのクッショ
ン性の高いマットが欲しいもの。さらにコンパクトだと嬉しいですね。ン性の高いマットが欲しいもの。さらにコンパクトだと嬉しいですね。

http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006007697/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001001602315/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001005997129/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001005854418/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001004574044/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001004618204/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001004611558/index.html


㊧アッパー本体と別のパー
ツに取り付けられたシュー
レースのフックにより、歩行
中の動きに追従します。
㊨泥が詰まりにくい広めの
ラグパターン。つま先とカカ
トは逆層で、登り下りでしっ
かりグリップします。

幅広ながらもカカトのホールド感が良く、フィット感を調整しやすいシューレースフックの
おかげで履き心地も良好です。また、硬めのソールで安定性を確保しつつも、カカト部と前
足部に配置されたクッションにより歩行の快適性も犠牲にしていません。足首周りの素材が
柔らかく足入れが良いので、今後のステップアップを見越した最初の一足にもおすすめです。
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縦走登山はもちろん、今後のステップアップを
見越したファーストシューズとしても◎

渡邉 友浩 石井スポーツ ヨドバシ新宿西口店

アッパーやソールの素材や
構造、使用するラストなどに
よって個性が生まれるシュー
ズ。昔よりも製品が多様化し
ている昨今、シューズ選びはよ
り難しくなっています。今シー
ズン、そんなシューズ戦国時代
に新たな答えを提示したのが
ドイツの雄、ローバーです。
新モデル「カミーノEVO GT 

WXL」は、快適性をとことん
追求。アッパーにはソフトさと
耐久性を併せ持つヌバックレ
ザーを使用し、さらに足首部
分は屈曲しやすい構造に。ラ
ストは足を締め付けないワイ
ドタイプで、歩行時にカカトが

浮きにくいようにカカトの内側
部分にアンクルパッチが付い
ています。また、アウトソール
は不整地でも安定するように
適度な剛性がありつつ、つま
先とカカトは丸みがあるロッ
カー形状で平地でも歩行はス
ムーズです。
シューレースのフックの部分
にも工夫が。アッパー本体から
独立したレザーパーツにフック
が付いており、歩行中もテン
ションを均等に分散します。
まさに登山者ファーストの
一足。日帰りからテント泊ま
で、足を優しく包み込んでくれ
ます。

CAMINO EVO GT WXL
L210629　￥44,000（税込）
size：UK6～11（ハーフサイズあり）
weight：800g（UK8片足）
color：ブラック×オレンジ

4 063606 245370

スマホでお買い物（M's）

 BLACK/ORANGE

スマホでお買い物（M's）

8 020647 832392

10%で 5,445円分 ポイント還元
スマホでお買い物（W's）

8 020647 832880

スマホでお買い物（M's）

0 191142 251297

10%で 858円分 ポイント還元
スマホでお買い物（W's）

0 194715 038028

スウェードならではの堅牢さと、適度なフレキシビリティを
兼ね備えたマウンテンブーツ。IMS構造の搭載により衝撃
吸収性にも優れます。

S  UK6～10
W  860g（UK8片足）
C  BLACK/ORANGE
M  アッパー：ペルワンガースウェード+マイク
ロファイバー+ナイロン+PUランドプロテク
ション　ソール：ビブラムMulaz

スマホでお買い物

8 032696 722470

10%で 4,620円分 ポイント還元AKU

YATUMINE Ⅱ GTX

973.2ISG

¥46,200（税込）

スムースな足運びをフォローしながら接地時の安
定感、グリップ力、下りでのブレーキ性能をアップさ
せました。足全体に吸い付くようなフィット感で足
の動きにストレスなく追従します。

S  EU38～48、（W's）EU36～41
W  630g（EU42片足）、（W's）515g（EU38片足）
C  ブラック/イエロー、（W's）ブラック/ハイビスカス
M  アッパー：防水60.6ナイロン+ハニカムガー
ド　ライニング：GORE-TEX® Performance 
Comfort　ソール：ビブラム インパクトブレー
キ+ダブルヒールシステム

La SPORTIVA

Aequilibrium ST GTX M's
Aequilibrium ST GTX W's

31A/31B

¥47,300（税込）

スマホでお買い物（M's）

8 020647 938117

10%で 4,730円分 ポイント還元
スマホでお買い物（W's）

8 020647 938261

縫い目を排しさらなる堅牢性と防水性を実現しています。
レザーならではの快適な履き心地と軽さも大きな特徴。
3000m級のハードな縦走に最適な一足です。

S  EU38～48、（W's）EU36～41
W  790g（EU42片足）、（W's）665g（EU38片足）
C  グレイ/イエロー、（W's）トープ/サファリ
M  アッパー：ペルワンガー社製2.2mmレ
ザー+サブスキン・インジェクション　ラ
イニング：ゴアテックス・パフォーマンスコ
ンフォート　ソール：ビブラム・キューブ

La SPORTIVA

Trango Alp Evo Gtx M's
Trango Alp Evo Gtx W's

11N/11O

¥54,450（税込）

GENESIS（創生・起源）の名を持つモデル。その名の通りゼロシューズ
の原点ともいえるシンプルな作りで存分に素足感覚を味わうことがで
きます。

S  US6～11
W  130g（27.0cm片足）
C  モス（MOS）、ブラック（BLK）、
ムーンリットブルー（MBL）

M  ソール厚：5.5mm

スマホでお買い物

0 840187 603461

5%で 319円分 ポイント還元XERO SHOES

ジェネシス

¥6,380（税込）

アウトドアからタウンユースまで幅広く活躍してくれること間違いなし! シンプルなデザイ
ンの万能サンダルはソックスとの組み合わせもおすすめです。

S  25.0～29.0cm、（W's）22.0～25.0cm
C  ブラック、チャコールグレー、
（W's）ブラック、チャコールグレー、セサミ
M  アッパー：Textile、ボトム：Textile、

Rubber

Teva

HURRICANE XLT2
HURRICANE XLT2 W's

1019234/1019235

¥8,580（税込）

岩稜帯などテクニカルなシーンでの長時間歩行まで想定し、通気性・防水性に優れたゴア
テックスライニングを施したモデルです。

S  EU37～44　W  410g（EU42片足）
C  Carbon/Kiwi
M  アッパー：スエードレザー +1.5mm PU
テックプロテクトラバーランド、ライニン
グ：GORE-TEX コンフォート、ソール：ビ
ブラム メガグリップ +インパクトブレーキ
システム

スマホでお買い物

8 020647 787241

10%で 2,530円分 ポイント還元La SPORTIVA

TX4 GTX

27A

¥25,300（税込）

優れたクライミング性能と、悪路踏破性能を発揮する
ハイフリクション・アプローチシューズ。

S  US5～11　W  738g（US9両足）
C  ブルー（660）、グレー（100）
M  アッパー：Suede Leather、
ソール：RH Rubber

スマホでお買い物

0 843673 108211

10%で 1,870円分 ポイント還元UNPARALLEL

Rock Guide

1410032

¥18,700（税込）

ブラック/イエロー

グレイ/イエロー

660

100

BLK

チャコールグレー

ブラック

MOSMBL

ブラック/ハイビスカス
WOMENS

トープ/サファリ
WOMENS

セサミ
WOMENS

Carbon/Kiwi
石井スポーツ限定カラー
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10万点以上の品揃え「石井スポーツ ストア」 掲載価格は6月1日時点の価格となります。
予告なく価格が変更となる場合がございます。

最新の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・コムに未掲載の場合がごさいます。

テント泊登山

山に行こう！ テント泊登山

THE EARTH62

MOUNTAIN
LIGHT MOUNTAIN 
BOOTS 
ライトマウンテンブーツ

テントや寝袋など重さのある荷物を背負って登山する場テントや寝袋など重さのある荷物を背負って登山する場
合は足元の負荷も大きくなります。岩稜帯での行動やテ合は足元の負荷も大きくなります。岩稜帯での行動やテ
ント泊縦走など、安定感が求められる状況で活躍するしっント泊縦走など、安定感が求められる状況で活躍するしっ
かりとしたソールを採用したブーツです。かりとしたソールを採用したブーツです。

SANDAL＆
APPROACH SHOES 
サンダル＆アプローチシューズ

テント場や下山後、サンダルやアプローチシューズがあるテント場や下山後、サンダルやアプローチシューズがある
と、さらに快適に楽しむことができます。と、さらに快適に楽しむことができます。

http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001004547947/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006012380/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006012380/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006012380/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006012386/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006012386/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006012386/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001004551121/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001004551121/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001004551121/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001004551121/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001004551794/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001004551794/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001004551794/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006062696/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001005499227/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001005499227/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001005499227/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006054102/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006054102/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006054102/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006012396/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001007007159/index.html


㊧アッパー本体と別のパー
ツに取り付けられたシュー
レースのフックにより、歩行
中の動きに追従します。
㊨泥が詰まりにくい広めの
ラグパターン。つま先とカカ
トは逆層で、登り下りでしっ
かりグリップします。

幅広ながらもカカトのホールド感が良く、フィット感を調整しやすいシューレースフックの
おかげで履き心地も良好です。また、硬めのソールで安定性を確保しつつも、カカト部と前
足部に配置されたクッションにより歩行の快適性も犠牲にしていません。足首周りの素材が
柔らかく足入れが良いので、今後のステップアップを見越した最初の一足にもおすすめです。
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縦走登山はもちろん、今後のステップアップを
見越したファーストシューズとしても◎

渡邉 友浩 石井スポーツ ヨドバシ新宿西口店

アッパーやソールの素材や
構造、使用するラストなどに
よって個性が生まれるシュー
ズ。昔よりも製品が多様化し
ている昨今、シューズ選びはよ
り難しくなっています。今シー
ズン、そんなシューズ戦国時代
に新たな答えを提示したのが
ドイツの雄、ローバーです。
新モデル「カミーノEVO GT 

WXL」は、快適性をとことん
追求。アッパーにはソフトさと
耐久性を併せ持つヌバックレ
ザーを使用し、さらに足首部
分は屈曲しやすい構造に。ラ
ストは足を締め付けないワイ
ドタイプで、歩行時にカカトが

浮きにくいようにカカトの内側
部分にアンクルパッチが付い
ています。また、アウトソール
は不整地でも安定するように
適度な剛性がありつつ、つま
先とカカトは丸みがあるロッ
カー形状で平地でも歩行はス
ムーズです。
シューレースのフックの部分
にも工夫が。アッパー本体から
独立したレザーパーツにフック
が付いており、歩行中もテン
ションを均等に分散します。
まさに登山者ファーストの
一足。日帰りからテント泊ま
で、足を優しく包み込んでくれ
ます。

CAMINO EVO GT WXL
L210629　￥44,000（税込）
size：UK6～11（ハーフサイズあり）
weight：800g（UK8片足）
color：ブラック×オレンジ

4 063606 245370

スマホでお買い物（M's）

http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001007074092/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001007074092/index.html


現職の自衛隊員が実際使用している物と同等規格の『戦
闘飯盒2型』をほぼ忠実に復刻。日本国内の防衛省指定
工場にて生産しています。

S  約W17.5×H10.5
D10 cm
容量：1.1L（炊量：2号）

W  約400g
C  SILVER、OD
M  本体・中ふた・ふた：
アルミニウム（底の厚
さ 0.9mm）、表面加
工：アルマイト加工

スマホでお買い物

4 573284 341153

10%で 858円分 ポイント還元Rothco

戦闘飯盒 2型

410130081

¥8,580（税込）

ULハイク界隈で惜しまれつつも生産が終了した商品を
日本製で復活させました。シングルバーナーでも焚火で
の調理でもしっかり対応できます。

S  径122×深さ67mm
容量：650ml

W  140g
M  アルミニウム

0.8mm厚
ハンドル：ステンレス

スマホでお買い物

4 934048 625818

10%で 473円分 ポイント還元EVERNEW

Backcountry Almi Pot

ECA135

¥4,730（税込）

火に直接かけても大丈夫。低熱伝導率のチタンは、火か
ら下ろして短時間で口を付けられます。

S径69×深さ80mm、
容量：290ml

W 59g
M本体：チタン（国内製造）/取っ手部シリコンチューブ付き

スマホでお買い物

4 934048 637125

10%で 275円分 ポイント還元EVERNEW

Ti FH Mug 300

ECA541

¥2,750（税込）

内側には高耐久の焦げ付き防止技術であるプラズマ
コーティング加工を、底面にはハニカム状の加工を施す
ことで熱伝導率を高めています。

S  容量：900ml、内径16cm×深さ5cm　容量：900ml、内
径16cm×深さ5cm

W  129g
M  アルミニウム（チタンプラズマ加工）

スマホでお買い物

4 934048 571528

10%で 495円分 ポイント還元EVERNEW

Ultra Light パン#16

ECA146

¥4,950（税込）

8寸程度のイワナをギリギリ捌ける。タッチアップしやすい
刃。汚れがたまる場所がない。包丁と同じ刃の構造。そし
て小さく、軽い事。これらのポイントを実現するために関
の刃物職人に依頼しました。

S  全長 113mm/刃長 49mm
W  12g
M  刃物用ステンレス鋼

スマホでお買い物

4 934048 636951

10%で 550円分 ポイント還元EVERNEW

深山小刀

EBY642

¥5,500（税込）

カートリッジと小型のバーナーが収納できる、パッキング
に適した小型クッカーです。

S  本体：102H×125mmφ/1000ml
蓋：60H×120mmφ/500ml

W  226g
M  本体：アルミニウム（ハードアノダイズド加工）、取手：ステ
ンレス（シリコンカバー）

スマホでお買い物

4 945244 116895

10%で 256円分 ポイント還元DUG

POT-M

DG-0207

¥2,560（税込）

IP-250サイズのガスカートリッジとP-153等の小型バー
ナーを一緒に収納することが可能です。

W 250g
Mセット内容：ポット（900ml、内径12.5×10cm）、
ミニポット（400ml、内径12.0×5cm）

スマホでお買い物

4 582454 880293

10%で 418円分 ポイント還元PRIMUS

イージークックNS･ソロセットM

P-CK-K202

¥4,180（税込）

超軽量で優れた強度を持つアルミニウム合金素材と、高
密度で硬く丈夫な天然木を使用した携帯箸。収納ケース
付きです。

S長さ21cm（収納時13.5cm）
W 15g　
Cブラウン、グリーン、リーフグリー
ン、ネイビー、レッド
Mアルミニウム合金、縞黒檀

スマホでお買い物

4 548801 108212

3%で 80円分 ポイント還元mont-bell

スタックイン 野箸

1124186

¥2,640（税込）

こびりつきづらく取り外し可能なので洗い物も簡単。大
人も子供もみんなが笑顔になれる可愛いホットサンドが
作れます。

S  15×35cm
W  490g
M  本体：アルミニウム合金（フッ素
樹脂膜加工）、ハンドル：ステン
レス、フェノール樹脂

スマホでお買い物

4 538674 647376

10%で 528円分 ポイント還元CHUMS

Hot Sandwich Cooker

CH62-1039

¥5,280（税込）

SILVER

OD
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10万点以上の品揃え「石井スポーツ ストア」 掲載価格は6月1日時点の価格となります。
予告なく価格が変更となる場合がございます。

最新の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・コムに未掲載の場合がごさいます。

テント泊登山

山に行こう！ テント泊登山

THE EARTH64

MOUNTAIN
COOKING ITEM 
クッキングアイテム

登山では多くの食器を持ち運ぶのは難しいですが、いかにシンプル登山では多くの食器を持ち運ぶのは難しいですが、いかにシンプル
に美味しいものを食べるかを考えるのも楽しい時間です。人気のに美味しいものを食べるかを考えるのも楽しい時間です。人気の
ホットサンドクッカーや定番のコッヘルまで、ニーズに合わせてセレホットサンドクッカーや定番のコッヘルまで、ニーズに合わせてセレ
クトしましょう。クトしましょう。

http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006007705/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001004559926/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001003900232/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001007038867/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001003925628/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001004605332/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006878237/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006878218/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001002927423/index.html


㊧フタに記されたロゴ
がレーザー刻印に変更。
「MADE IN JAPAN」の文
字も美しく目を惹きます。
㊨持ち手につけられた火傷
防止の赤いパイプは、デザ
イン上のアクセントにもなっ
ています。

0.3mmの極薄軽量チタンクッカー。極薄のチタンは焦げやすいので、湯沸かしや汁物メイ
ンで使います。平型で900mlあるので、袋麺に好きな具材をたっぷり入れてもこぼれない
のがうれしいところ。小型のガス缶、バーナーも中にスタッキングして持ち運べます。軽量化
したいけれど食事はしっかり＆ゆったり楽しみたい方にぴったりのアイテムです。

さ
ら
な
る
進
化
を
果
た
し
た
、

国
産
チ
タ
ン
ク
ッ
カ
ー
の
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ス
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ー
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バ
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ュ
ー
・Ti U.L. Pot 900

荷物の軽量化はしたいけれど
食事も調理も諦めたくない方へ！

酒井 秀彰 石井スポーツ 登山本店

日本が誇る金属加工の町・
新潟県燕市の職人技を味方に
得て、1995年、世界初となるチ
タンクッカーを生み出したエ
バニュー。2000年、使用する
チタン板を従来の0.4mmか
ら0.3mmへと進化させること
で、さらに20％の軽量化を果た
し、ストーブから得られる熱効
率が上昇しました。その結果、
アメリカの『BACKPACKER』
誌で「エディターズチョイス」に
も輝いた「U.L.0.3シリーズ」。
そんな、世界中に愛用者をもつ
エバニューのフラッグシップモ
デルが、ロゴデザインをプリン
トからシンプルなレーザー刻印

に一新し、この春リニューアル
しました。
もちろん、シンプルな使いや
すさはそのままです。なかでも
「Ti U.L. Pot 900」はふたり
用クッカーのベストセラーモデ
ル。その理由は、900mlという
使い勝手のよいサイズ感にあ
ります。ふたり分のラーメンや
鍋、冬場の水づくりにもちょう
どよい大きさであることはもち
ろん、110サイズガスカートリッ
ジとストーブヘッド、カトラリー
や調味料など、細 と々した必要
装備をまとめて収納するのに
も便利。シンプルな山行に最適
の逸品です。

Ti U.L. Pot 900
ECA533　¥5,500（税込）
size：φ136×64mm(D)
weight：115g
capacity：900ml

4 934048 637040

スマホでお買い物

http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006878229/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006878229/index.html


「BLUENOTEstove」本体とその点火をサポートする
「Pre-Heating plate」のセット。誰でも確実にこのス
トーブを使いこなすためのセットです。

S  ストーブ：外径50×高さ32mm、
プレート：径62×高さ7mm

W  20g
M  アルミニウム
燃料用アルコール専用

スマホでお買い物

4 934048 636920

10%で 605円分 ポイント還元EVERNEW

Bluenote Stove Set

EBY639

¥6,050（税込）

専用ポットの下部がバーナーを覆い、熱をロス
なくポットに伝えます。風の影響が少なくポッ
トの底には効率良く熱を受け、驚くほど早くお
湯を沸かすことができます。

S  11.5×10.7×18.1cm　容量：1ℓ
W  465g　C  レッド
M  最高出力：1,765kcal/h

スマホでお買い物

0 040818 109717

3%で 858円分 ポイント還元MSR

ウィンドバーナーパーソナル
ストーブシステム

36219

¥28,600（税込）

エントリーモデルとしてはもちろん、軽量なのでファスト&ラ
イト・スタイルにもぴったりです。小さくても実力は十分です。

S  3.4×4.4×7.9cm
W  73g
M  最高出力：2,143kcal/h

スマホでお買い物

4 515785 368840

3%で 248円分 ポイント還元MSR

ポケットロケット2

36884

¥8,250（税込）

コンパクトなバーナーヘッドながらも3700kcalの高火力
を実現しています。自動点火装置付きです。

S  使用時：直径152×86mm 収納時：直径89×52×54mm
W  111g
M  出力：3700kcal（230Rカートリッジ使用時）
最高出力：4200kcal（230P+カートリッジ使用時）

スマホでお買い物

4 945244 112965

10%で 820円分 ポイント還元EPIgas

REVO-3700ストーブ

S-1028

¥8,200（税込）

バリュープライス設定の軽量コンパクトな直噴型ストー
ブ。直噴型のため、少人数用の縦長クッカーに最適です。

S  使用時：直径79×105mm
収納時：直径89×52×54mm

W  98g
M  出力：2300kcal（230Rカートリッジ使用時）
最高出力：2600kcal（230P+カートリッジ使用時）

スマホでお買い物

4 945244 116635

10%で 528円分 ポイント還元EPIgas

QUOストーブ

S-1032

¥5,280（税込）

ハイパワー、コンパクト、軽量と三拍子揃ったウルトラ
バーナーは、ハイキングから高所登山まで幅広く活躍し
ます。

Sゴトク径：大148mm/小90mm、収納：7.5×8.8×3.0cm
W 116g
M出力：4.2kW/3,600kcal/h（Tガス使用時）　ガス消費量：

245g/h　燃焼時間：約55分（IP-250タイプガス使用時）

スマホでお買い物

4 901140 313158

10%で 1,045円分 ポイント還元PRIMUS

ウルトラバーナー
（自動点火装置付）

P-153

¥10,450（税込）

超軽量を実現した分離型コンロ。4本のブレードタイ
プのゴトクには延長ゴトクが装備され、風防を兼ねる
ようにX字状に設置されています。

S  ゴトク径：大168mm／小118mm、収納サイズ：9.3×
10.0×3.5cm

W  167g
M  出力：3.6kW／3,000kcal/h（250Tガス使用時）
ガス消費量：210g/h　燃焼時間：約65分（IP-250ガス使用時）

スマホでお買い物

4 582454 880170

10%で 1,485円分 ポイント還元PRIMUS

ウルトラ スパイダーストーブ Ⅱ

P-155S

¥14,850（税込）

Staff advice
バーナー選びのポイント
私の場合アルファ米やコーヒー用にお湯を
沸かしたり、ベーコンやソーセージを焼いた
りと簡単な温め調理で使うことがほとんどで
すので、なるべくコンパクトに収納できるバー
ナーを購入しました。もちろん使い勝手も考
慮し、コッヘルやフライパンをのせた時の安
定性で4本ゴトクを、素早くお湯を沸かした

い理由から高火力のモノを選
びました。250アウトドア缶と
バーナーヘッドを900mℓ
タテ長タイプのコッヘルに
ひとまとめにして持ち運び、
色々な山で使用しています。

石井スポーツ 秋田店

伊藤 雅樹

※ガスカートリッジは
別売です。

※ガスカートリッジは
別売です。

※ガスカートリッジは
別売です。

※ガスカートリッジは
別売です。

※ガスカートリッジは
別売です。
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10万点以上の品揃え「石井スポーツ ストア」 掲載価格は6月1日時点の価格となります。
予告なく価格が変更となる場合がございます。

最新の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・コムに未掲載の場合がごさいます。

テント泊登山

山に行こう！ テント泊登山
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コーヒーや温かいスープや食事を楽しみたいならば、バーナーは欠かせません。夜に朝コーヒーや温かいスープや食事を楽しみたいならば、バーナーは欠かせません。夜に朝
にさっと火がついて過ごすホットな時間は最高のひとときです。ガスバーナーだけでなにさっと火がついて過ごすホットな時間は最高のひとときです。ガスバーナーだけでな
く、最近はアルコールバーナーも人気があります。く、最近はアルコールバーナーも人気があります。

MOUNTAIN
BURNER 
バーナー

http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001001864320/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001001864322/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001005517325/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001004621815/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001004564122/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006878215/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001005517324/index.html


オクタン

マットシルバーのベーシックモデル。
亜鉛メッキ処理された本体は錆びに
くく、少々強い風が吹いても安定し
て燃焼する使いやすいランタンです。

S  15×26 cm
W  520g
Cジンク
M  ガルバナイズドスチール
タンク容量：340ml
燃料：灯油、またはスター
パラフィンオイル
燃焼時間：20時間以上
明るさ：5W

スマホでお買い物

4 513916 125621

10%で 572円分 ポイント還元FEUER HAND

フュアーハンドランタン 276 ジンク

12562

¥5,720（税込）

柔らかい光で心地よい空間を演出してくれるアウトドア
ライトです。

S  Φ2.9×9.7cm
W  約71g（電池含）
C暖色、白色
M  光束（ルーメン）：
ブースト：300、パワー：150、
点灯時間（h）：ミドル：50、
ロー：5

スマホでお買い物

4 058205 022125

10%で 495円分 ポイント還元LED LENSER

ML4 Warm

43130

¥4,950（税込）

スイッチボタンを押すと心地よい灯りがともる、ウォーム
ライトのLEDランタンです。

S  φ4.2×17.8cm
W  約280g（電池含）
C暖色、白色
M  光束（ルーメン）：
ブースト：750、パワー：550、
ロー：5
点灯時間（h）：パワー：3.5、
ロー：200

スマホでお買い物

4 058205 017916

10%で 990円分 ポイント還元LED LENSER

ML6 Warm

43132

¥9,900（税込）

温もりのある暖色系LEDを用いたモデルです。約500回
繰り返して充電でき、ランニングコストはゼロ円です。

S  11×11×11cm、収納時11×21×1.2cm
W 86g
Cホワイト、ブラック
M 照度：100ルーメン　使用電球：LED10灯　電池寿命：

72時間（弱）　電源：ソーラー充電式、リチウムポリマー電
池　充電時間：7～9時間　耐水性能：IP67

スマホでお買い物

4 514713 007301

3%で 129円分 ポイント還元CARRY THE SUN

ウォームライト ミディアム

24032

¥4,290（税込）

吊り下げたり、テーブルに据え置きしたり、使い勝手の良
いシンプルなキャンプ用ランタン。暖色系の照明が暖か
みのある空間を提供します。

S  直径7.6cm×高さ5.9cm
W  122g（電池込）
C  ローレルグリーン、オクタン、グラファイト
M照度：150ルーメン　電池寿命：70時間（低照度）
電池：単4アルカリ×3本

スマホでお買い物

0 793661 520139

10%で 242円分 ポイント還元Black Diamond

モジ

BD81038

¥2,420（税込）

単3形電池1本で使用できる超軽量・コンパクトなランタン。
長さの調節ができるストラップ付きで、首から下げたりテ
ント内で吊り下げて使用できます。

S  収納時：3.5×9cm　使用時：3.5×13cm　W  44g
C  SV、BL、FRGN
M  明るさ：LOW：11ルーメン、HIGH：140ルーメン
照射時間：LOW：15時間、HIGH：5時間

スマホでお買い物

4 548801 623708

3%で 86円分 ポイント還元mont-bell

ミニランタン

1124836

¥2,860（税込）

スムーズな調光機能があり、周囲を明るく雰囲気良く照らすことができます。上部のカラビナを使って引っ掛けたり、
自立させることも可能です。

S  H15.2×W7.6cm
C  カッパー、レッド、
アンティークブロンズ

M  スチール、プラスチック、
ゴム
照度：220ルーメン
電池寿命：200時間
（低照度）
電池：2200mAHリチウ
ムイオン電池（内蔵）
充電時間：4～5時間
使用電球：Cree社製
LED球3W 
防水性能：IPX4（防沫形）

スマホでお買い物

0 819665 012972

10%で 605円分 ポイント還元Barebones Living

ビーコンライトLED

20230005036000

¥6,050（税込）

ランタン/フラッシュライト両方の機能を持つ軽量コンパ
クトなLEDランタン。折りたたみ式ループを備え、テント
ポールや細引きに吊り下げることができます。

W 100g（電池込）
Cオクタン、グラファイト、パウエルブルー
M全光束：150ルーメン　電池寿命：50時間（低照度）
 　電池：単4アルカリ電池×4（別売）　防水等級：IPX4

スマホでお買い物

0 793661 367246

10%で 363円分 ポイント還元Black Diamond

ジップ

BD81014

¥3,630（税込）

ホワイト

ブラック
グラファイト

ローレルグリーン

オクタン

カッパー レッド アンティークブロンズ

灯油ランタン
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10万点以上の品揃え「石井スポーツ ストア」掲載価格は6月1日時点の価格となります。
予告なく価格が変更となる場合がございます。
最新の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・コムに未掲載の場合がごさいます。

テント泊登山

山に行こう！ テント泊登山
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夜の活動を支えるランタンは、コンパクトで汎用性の高いものをひとつ持っていると夜の活動を支えるランタンは、コンパクトで汎用性の高いものをひとつ持っていると
大変便利です。食卓や就寝前のテントの中を照らすランタンは、適度に明るくてデザ大変便利です。食卓や就寝前のテントの中を照らすランタンは、適度に明るくてデザ
イン性も高いものを選びたいですね。イン性も高いものを選びたいですね。

MOUNTAIN
LANTERN 
ランタン

http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001005759407/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001005759409/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001005559304/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006986764/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001004618871/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001007119785/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001004047185/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001004123739/index.html
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大屋 貴志（おおや たかし）
石井スポーツ 登山本店
登山歴7年

雪山登山やロッククライミングなど、冒険度の
高い山行を好む。週に一度はクライミングジ
ムに通い、ボルダリングで体力や筋肉強化を
図っている。最近はアイスクライミングに挑む
ため、さらなるトレーニングの日々。

　無雪期の登山との大きな違いは、トレイルが雪に
埋まっていること。地図と地形を読んで自ら進路を決
め、雪をかき分けて歩く必要があります。また、キックス
テップやアイゼン歩行、場合によってはピッケル技術の
習得などが必要になります。自信がないときには引き
返す勇気を持つことも大切。無雪期に比べるとハード
ルは高いですが、その向こうには、夏から秋には見るこ
とのできない、美しい白銀の世界が待っています。
　初めて雪山に触れるなら、スノーシューで森の散策
から始めるのもひとつの手段です。また、石井スポーツ
の開催する登山学校では、レベルに応じた雪山登山の
クラスを用意しているので、ぜひご活用ください。
　本格的な雪山に触れる前に、雪のない冬山（低山）
を歩くのもおすすめ。冬ならではの、透明な空気感を
ぜひ味わってみてください。

赤岳
山に行こう！ 雪山登山
体力や技術をしっかり身につけ
美しい白銀の世界へ！

お気に入
り

アイテム標高3000mに迫る、重厚な山容を持
つ赤岳。日本百名山のひとつで、都心か
らのアクセスが良いこと、山麓や山中は
もちろん、頂上直下にも通年営業を行う
山小屋があることから、多くの登山者に
人気です。

無雪期には初心者から挑める赤岳で
すが、積雪期には状況も一変。強烈な風
と低温でも有名な氷雪の山なので、雪
山登山の技術は必須です。アイゼンのす
べての爪を効かせた確実な登下降、山
側にピッケルをついてのバランス確保な
ど、基本動作を確実に行えるようになっ
てから挑戦してください。

FIELDスタッフおすすめの感動フィールド
赤岳（2899m）

AKU/ハヤツキGTX　￥59,400（税込）
PETZL/サミットエボ　¥22,000（税込）
ハヤツキGTXは軽量ながら足首をしっかりサポート。
保温材であるプリマロフトが効いており、冷えから足元を
守ります。サミットエボは軽量かつ快適なグリップ性能を
発揮。雪山のさまざまな局面に対応してくれます。

赤岳登頂の達成感は抜群！
初めての本格的雪山登山

八ヶ岳連峰の最高峰である赤岳は、雪
山登山を志す者にとって、憧れの山のひ
とつです。ルートや天気、必要装備等の
情報収集を入念に行い、初めて赤岳に
登ったのは、雪は降らず、風も雲もなく、
気温もそれほど低くないという、絶好の
登頂日和でした。この日に備え、アイゼン
ワークやピッケルの使い方など、それま
で学んできた氷雪技術を駆使して山頂
に立ったときの感動は忘れられません！

快晴の山頂からは麓の町や、南アルプ
スや富士山などの山並みをはっきり見
ることができました。それはすべての疲
れを吹き飛ばす、圧巻の光景でした。
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大屋 貴志（おおや たかし）
石井スポーツ 登山本店
登山歴7年

雪山登山やロッククライミングなど、冒険度の
高い山行を好む。週に一度はクライミングジ
ムに通い、ボルダリングで体力や筋肉強化を
図っている。最近はアイスクライミングに挑む
ため、さらなるトレーニングの日々。

　無雪期の登山との大きな違いは、トレイルが雪に
埋まっていること。地図と地形を読んで自ら進路を決
め、雪をかき分けて歩く必要があります。また、キックス
テップやアイゼン歩行、場合によってはピッケル技術の
習得などが必要になります。自信がないときには引き
返す勇気を持つことも大切。無雪期に比べるとハード
ルは高いですが、その向こうには、夏から秋には見るこ
とのできない、美しい白銀の世界が待っています。
　初めて雪山に触れるなら、スノーシューで森の散策
から始めるのもひとつの手段です。また、石井スポーツ
の開催する登山学校では、レベルに応じた雪山登山の
クラスを用意しているので、ぜひご活用ください。
　本格的な雪山に触れる前に、雪のない冬山（低山）
を歩くのもおすすめ。冬ならではの、透明な空気感を
ぜひ味わってみてください。

赤岳
山に行こう！ 雪山登山
体力や技術をしっかり身につけ
美しい白銀の世界へ！

お気に入
り

アイテム標高3000mに迫る、重厚な山容を持
つ赤岳。日本百名山のひとつで、都心か
らのアクセスが良いこと、山麓や山中は
もちろん、頂上直下にも通年営業を行う
山小屋があることから、多くの登山者に
人気です。

無雪期には初心者から挑める赤岳で
すが、積雪期には状況も一変。強烈な風
と低温でも有名な氷雪の山なので、雪
山登山の技術は必須です。アイゼンのす
べての爪を効かせた確実な登下降、山
側にピッケルをついてのバランス確保な
ど、基本動作を確実に行えるようになっ
てから挑戦してください。

FIELDスタッフおすすめの感動フィールド
赤岳（2899m）

AKU/ハヤツキGTX　￥59,400（税込）
PETZL/サミットエボ　¥22,000（税込）
ハヤツキGTXは軽量ながら足首をしっかりサポート。
保温材であるプリマロフトが効いており、冷えから足元を
守ります。サミットエボは軽量かつ快適なグリップ性能を
発揮。雪山のさまざまな局面に対応してくれます。

赤岳登頂の達成感は抜群！
初めての本格的雪山登山

八ヶ岳連峰の最高峰である赤岳は、雪
山登山を志す者にとって、憧れの山のひ
とつです。ルートや天気、必要装備等の
情報収集を入念に行い、初めて赤岳に
登ったのは、雪は降らず、風も雲もなく、
気温もそれほど低くないという、絶好の
登頂日和でした。この日に備え、アイゼン
ワークやピッケルの使い方など、それま
で学んできた氷雪技術を駆使して山頂
に立ったときの感動は忘れられません！

快晴の山頂からは麓の町や、南アルプ
スや富士山などの山並みをはっきり見
ることができました。それはすべての疲
れを吹き飛ばす、圧巻の光景でした。

https://www.yodobashi.com/product/100000001005736518/
https://www.yodobashi.com/product/100000001004570757/


Equipment List
装備

1 アイゼン グリベル G12 ￥20,350（税込）
2 タオル パックタオル パーソナル ￥3,300（税込）
3 マップケース イスカ ドライマップケース ￥2,090（税込）
4 保温ボトル サーモス 山専ボトル FFX-751 ￥5,940（税込）
5 ヘッドランプ ペツル アクティックコア ￥8,800（税込）
6 トレッキングポール レキ Sherpa Lite ￥20,350（税込）
7 ピッケル ブルーアイス ブルーバード ￥22,880（税込）
8 エマージェンシーキット ユニバーサルトレーディング ファーストエイドキット(L) ￥3,190（税込）
9 日焼け止め シーラーデルソル マルチガードUVジェル ￥1,760（税込）
10 ミドルレイヤー ミレー ホールガーメントワッフル ウールフーディー ￥11,550（税込）
11 ミドルレイヤー ミレー ホールガーメントワッフル ウールタイツ ￥12,000（税込）
12 ミドルレイヤー ミレー BREATHBARRIER TOI ALPH D JK ￥31,900（税込）
13 ベースレイヤー ファイントラック ドライレイヤーベーシックT ￥4,620（税込）
14 ベースレイヤー ファイントラック ドライレイヤーベーシックタイツ ￥4,950（税込）
15 ゲイター アウトドアリサーチ クロコゲイター ￥11,000（税込）
16 ソックス ダーンタフ M's ブーツソックフルクッション ￥3,520（税込）
17 登山靴 アク HAYATSUKI GTX M's ￥59,400（税込）
18 スノーシュー エムエスアール ライトニングアッセント ￥50,600（税込）
19 保温着 マムート Meron IN Hooded Jacket AF Men ￥58,300（税込）
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夏とは全然違う景色を見せてくれる冬山。
ぜひ、体験していただきたいのですが、体力や
装備はそれなりに必要です。ある程度、山歩き
を経験してからチャレンジしたいもの。レイヤリ
ングの知識と防寒対策は必須です。身体の冷え
は末端からきますので、防寒用のソックス、グロ
ーブ、帽子をご用意ください。首まわりも寒さを
感じやすい部位。マフラーやネックウォーマーで

覆いましょう。首まで覆えるフェイスマスクは、
直接、顔に寒い風があたるのを防いでくれるの
で重宝します。

冬とは言え、継続して行動していると、知らず
に汗をかいてしまいます。すぐに汗を乾かさな
いと、体温がどんどん低下し、低体温症の危険
もありますのでご注意を。タオルなどで身体を
拭いたり、下着の替えを持っていくのもよいでし

ょう。休憩時に羽織れる防寒着も持っていきた
もののひとつです。

雪山で気をつけないといけないのが道。
夏であれば踏み固められた道がありますが、
雪山は一面銀世界。道迷いや滑落の危険が
潜んでいますので、地図やコンパスも必携です。

リスクに備えて冬山にチャレンジすれば、
素晴らしい体験が待っているはずです。

体力、装備、万全で雪山チャレンジ！

MOUNTAIN
山に行こう！ 雪山登山

掲載価格は6月1日時点の価格となります。 予告なく価格が変更となる場合がございます。 最新の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・コムに未掲載の場合がごさいます。

休憩や停滞時に
着用する保温着

MOUNTAIN
山に行こう！ 雪山登山

モデル／中島健郎　アルパインクライマー、山岳カメラマン

バックパック（50～70ℓ） ミドルレイヤー サングラス、ゴーグル 行動食

レインウエア ベースレイヤー ザックカバー タオル

防寒着 ゲイター、スパッツ ヘッドランプ 救急用具

マウンテンジャケット グローブ ピッケル 日焼け止め

オーバーパンツ ニット帽 アイゼン サプリメント

登山用ソックス フェイスマスク、バラクラバ トレッキングポール ビニール袋

雪山用登山靴 ネックウォーマー テルモス（魔法瓶） トイレットペーパー

マウンテンジャケット マムート Nordwand Pro HS Hooded Jacket Men ￥110,000（税込）

オーバーパンツ マムート Nordwand Pro HS Pants Men ￥88,000（税込）

バックパック オスプレー ミュータント 38 ￥20,900（税込）

ヘルメット ペツル シロッコ ￥16,830（税込）

帽子 マムート Sublime Beanie ￥5,720（税込）

Equipment List
モデル着用

持ち物チェックリスト CHECK!

グローブ マムート Astro Glove ￥7,700（税込）

登山靴 アク HAYATSUKI GTX M's ￥59,400（税込）

アイゼン グリベル G12  ￥20,350（税込）

ピッケル ブルーアイス ブルーバード ￥22,880（税込）

掲載価格は6月1日時点の価格となります。 予告なく価格が変更となる場合がございます。 最新の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・コムに未掲載の場合がごさいます。
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Equipment List
装備

1 アイゼン グリベル G12 ￥20,350（税込）
2 タオル パックタオル パーソナル ￥3,300（税込）
3 マップケース イスカ ドライマップケース ￥2,090（税込）
4 保温ボトル サーモス 山専ボトル FFX-751 ￥5,940（税込）
5 ヘッドランプ ペツル アクティックコア ￥8,800（税込）
6 トレッキングポール レキ Sherpa Lite ￥20,350（税込）
7 ピッケル ブルーアイス ブルーバード ￥22,880（税込）
8 エマージェンシーキット ユニバーサルトレーディング ファーストエイドキット(L) ￥3,190（税込）
9 日焼け止め シーラーデルソル マルチガードUVジェル ￥1,760（税込）
10 ミドルレイヤー ミレー ホールガーメントワッフル ウールフーディー ￥11,550（税込）
11 ミドルレイヤー ミレー ホールガーメントワッフル ウールタイツ ￥12,000（税込）
12 ミドルレイヤー ミレー BREATHBARRIER TOI ALPH D JK ￥31,900（税込）
13 ベースレイヤー ファイントラック ドライレイヤーベーシックT ￥4,620（税込）
14 ベースレイヤー ファイントラック ドライレイヤーベーシックタイツ ￥4,950（税込）
15 ゲイター アウトドアリサーチ クロコゲイター ￥11,000（税込）
16 ソックス ダーンタフ M's ブーツソックフルクッション ￥3,520（税込）
17 登山靴 アク HAYATSUKI GTX M's ￥59,400（税込）
18 スノーシュー エムエスアール ライトニングアッセント ￥50,600（税込）
19 保温着 マムート Meron IN Hooded Jacket AF Men ￥58,300（税込）
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夏とは全然違う景色を見せてくれる冬山。
ぜひ、体験していただきたいのですが、体力や
装備はそれなりに必要です。ある程度、山歩き
を経験してからチャレンジしたいもの。レイヤリ
ングの知識と防寒対策は必須です。身体の冷え
は末端からきますので、防寒用のソックス、グロ
ーブ、帽子をご用意ください。首まわりも寒さを
感じやすい部位。マフラーやネックウォーマーで

覆いましょう。首まで覆えるフェイスマスクは、
直接、顔に寒い風があたるのを防いでくれるの
で重宝します。

冬とは言え、継続して行動していると、知らず
に汗をかいてしまいます。すぐに汗を乾かさな
いと、体温がどんどん低下し、低体温症の危険
もありますのでご注意を。タオルなどで身体を
拭いたり、下着の替えを持っていくのもよいでし

ょう。休憩時に羽織れる防寒着も持っていきた
もののひとつです。

雪山で気をつけないといけないのが道。
夏であれば踏み固められた道がありますが、
雪山は一面銀世界。道迷いや滑落の危険が
潜んでいますので、地図やコンパスも必携です。

リスクに備えて冬山にチャレンジすれば、
素晴らしい体験が待っているはずです。

体力、装備、万全で雪山チャレンジ！

MOUNTAIN
山に行こう！ 雪山登山

掲載価格は6月1日時点の価格となります。 予告なく価格が変更となる場合がございます。 最新の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・コムに未掲載の場合がごさいます。

休憩や停滞時に
着用する保温着

MOUNTAIN
山に行こう！ 雪山登山

モデル／中島健郎　アルパインクライマー、山岳カメラマン

バックパック（50～70ℓ） ミドルレイヤー サングラス、ゴーグル 行動食

レインウエア ベースレイヤー ザックカバー タオル

防寒着 ゲイター、スパッツ ヘッドランプ 救急用具

マウンテンジャケット グローブ ピッケル 日焼け止め

オーバーパンツ ニット帽 アイゼン サプリメント

登山用ソックス フェイスマスク、バラクラバ トレッキングポール ビニール袋

雪山用登山靴 ネックウォーマー テルモス（魔法瓶） トイレットペーパー

マウンテンジャケット マムート Nordwand Pro HS Hooded Jacket Men ￥110,000（税込）

オーバーパンツ マムート Nordwand Pro HS Pants Men ￥88,000（税込）

バックパック オスプレー ミュータント 38 ￥20,900（税込）

ヘルメット ペツル シロッコ ￥16,830（税込）

帽子 マムート Sublime Beanie ￥5,720（税込）

Equipment List
モデル着用

持ち物チェックリスト CHECK!

グローブ マムート Astro Glove ￥7,700（税込）

登山靴 アク HAYATSUKI GTX M's ￥59,400（税込）

アイゼン グリベル G12  ￥20,350（税込）

ピッケル ブルーアイス ブルーバード ￥22,880（税込）

掲載価格は6月1日時点の価格となります。 予告なく価格が変更となる場合がございます。 最新の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・コムに未掲載の場合がごさいます。
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冬の山には夏にはない魅力があります。一面雪に覆われた、まさ
に、白銀の世界。ピリピリした澄んだ空気。晴れた日に広がる真っ青
な空。木々の葉も落ち、遠くまで見渡せる景色。

冬の山と言うと、行ったことがない方にとっては、高額な装備を揃
えなければならないとか、すごく危険なところで不安が大きいとか、
ハードルをとても高く感じてしまうでしょう。

しかし最初から、言われているような装備を全部揃える必要はあ
りません。スリーシーズン用のこれまで使ってきたウエアと雨具、靴
があれば行けるはずです。山頂付近にだけ雪があるような山を経
験するだけでも意識は違ってくるはずです。

実際に行って、他の人の装備を見て、やっぱりチェーンアイゼンは
必要だなと思ったら購入すればいいし、もう歩けない、無理だと思
ったら帰ってくればいいのです。夏山だって、天候が悪かったら引き
返すという判断も必要になってくるわけですから、それと同じこと。

寒いと、それだけで何もしたくなくなってしまいますから、多少荷
物になっても、寒さ対策としての防寒着は持っていきたいですね。身
体の末端から寒さを感じますから、帽子などで頭を覆うのも大事で
す。街で被るような冬用のニットの帽子で大丈夫。

最初からいきなり何時間も雪道を歩かなくても、冬山を楽しむこ
とはできるのです。たとえば、谷川岳のロープウェイで上がって、雪

冬の登山口で景色を楽しむことから
～中島健郎の冬山アドバイス

70mという捜索範囲の広さがマムートのアドバンテージ。
画面のドット表示が初心者にも何をすべきかがわかりや
すい。最終段階のクロスサーチは機器の動かし方を明確
に指示し、プローブポイントはビーコンが教えてくれます。

S幅約6.5×高さ約11.4×奥行き約2.5cm
W 210 g
M バッテリータイプ：アルカリ/リチウム単4×3 (1.5ボルト) 

、デジタル検索ストリップ幅: 70 m、デジタル受信帯域幅: 
70 m、動作温度: -25℃～+45℃ (-13℃+113℃F)

スマホでお買い物

7 613357 078542

10%で5,940円分ポイント還元

MAMMUT

バリーボックスS

2710-00140 1013

￥59,400（税込）

25×29cmのブレードにホーモードに変更可能なシャフ
トを備えています。

S ブレード：25×29cm、ハンドル&シャフト：60～80cm、
収納時：38.7cm
Cブルー、オレンジ
W 765g

スマホでお買い物

0 886745 930259

10%で990円分ポイント還元

BCA

DOZER 2H SHOVEL

C21160050

￥9,900（税込）

携行性と操作性のバランスに優れたスタンダードモデル。
目盛りも見やすく確認しやすくなっています。

S全長：270cm、シャフト径：1.2cm、収納時：45cm
W 295g

スマホでお買い物

0 886745 886358

10%で825円分ポイント還元

BCA

STEALTH 270

C2005009010

￥8,250（税込）

オレンジ

ブルー

アバランチトランシーバー ショベル プローブ

の景色を見るだけでも十分。まずは冬
山の登山口に行ってみる。それだけで
も、冬の山の魅力に触れることはできま
す。そこからちょっとずつ踏み出せばい
いのです。実際に行ってみないとわかり
ませんから。

中島 健郎
1984年10月19日生。登山家、山岳ガイド、山岳カメラマン。

雪山に出かけて雪崩に遭遇してしまった際の救助に役立つ装備が「雪山三種の神器」です。雪山に出かけて雪崩に遭遇してしまった際の救助に役立つ装備が「雪山三種の神器」です。
埋没者の居場所を知らせる「アバランチトランシーバー」、より正確な位置を探るための 埋没者の居場所を知らせる「アバランチトランシーバー」、より正確な位置を探るための 

「プローブ」、救出する際に必要な「ショベル」の3アイテムです。「プローブ」、救出する際に必要な「ショベル」の3アイテムです。
これらはアバランチギアとも呼ばれ、雪山を登る際には今や欠かせないものになってい これらはアバランチギアとも呼ばれ、雪山を登る際には今や欠かせないものになってい 
ます。装備はもちろんですが、雪崩の知識も身につけて安全な雪山登山にのぞみましょう。ます。装備はもちろんですが、雪崩の知識も身につけて安全な雪山登山にのぞみましょう。

雪山登山　安全安心のためのお守り
～雪崩対策・雪山三種の神器～ 

掲載価格は6月1日時点の価格となります。
予告なく価格が変更となる場合がございます。

最新の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・コムに未掲載の場合がごさいます。

雪山登山THE EARTH72
10万点以上の品揃え「石井スポーツ ストア」

http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001004728338/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006068202/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001005627869/index.html


スマホでお買い物（W's）

4 550016 426630

10%で 1,980円分 ポイント還元
スマホでお買い物

4 580777 146072

10%で 1,991円分 ポイント還元
スマホでお買い物

4 580777 146287

10%で 1,892円分 ポイント還元

スマホでお買い物（M's）

8 025228 933383

10%で 6,710円分 ポイント還元
スマホでお買い物（W's）

8 025228 933529

スマホでお買い物（M's）

8 020647 782802

10%で 8,470円分 ポイント還元
スマホでお買い物（W's）

8 020647 782970

WOMENS
MINT/BK

WOMENS
6976

WOMENS
アイス

WOMENS
グリーン/ブルー

スピーディーなフィット感のプーリー構造を採用。保温力に優れたプリマロフトを甲から
つま先にかけて贅沢に使い、軽量化と足首の柔軟性を両立させたAKU渾身の一足です。

S  UK6～11、（W's）UK4.5～7
W  900g(UK8片足)、

（W's）770g(UK5片足）
C  BLUE/OR、（W's）MINT/BK
M  アッパー：PERWANGER

3.0MM+ELASTICTEXTILE+
AIR8000、RUBBER RAND+
LIBA SMART PU
ライニング：ゴアテックス・
インシュレーテッドコンフォート+
PRIMALOFT INSERT
ソール：ビブラム

スマホでお買い物（M's）

8 032696 756284

10%で 5,940円分 ポイント還元AKU

HAYATSUKI GTX M's
HAYATSUKI GTX W's

920.4ISG/922.4ISG

¥59,400（税込）

BLUE/OR

スマホでお買い物（W's）

8 032696 756369

軽量カーボンハニカムフットベットを使用しソール部を軽量化。堅牢性と軽量性を両立し
た、厳冬期対応レザー靴です。

S  EU38～48、EU36～42（W's）
W  950g(EU42片足)、

（W's） 790g(EU38片足)
C  イエロー、（W's）アイス
M  アッパー：ペルワンガー社製防水レザー3mm、

ライニング：ゴアテックス・インシュレーテッドコ
ンフォート
ソール：ビブラムインパクト
ブレーキシステム

LA SPORTIVA

Nepal Cube GTX M's
Nepal Cube GTX W's

21K/21L

¥84,700（税込）

イエロー

圧倒的な保温性を実現したウィンター
マウンテンブーツ。屈曲した時も足首周
りのフィット感が維持する固めのアンク
ルパッチを採用しています。

S  UK6～11、UK4～7（W's）
W  900g(片足)、（W's）750g(片足)
C  ライム/ブラック(7299)、

（W's）ターコイズ/アイスブルー(6976)
M  アッパー：ペルワンガー・スウェードレザー

ライニング：ゴアテックスパフォーマンス
コンフォート+プリマロフト®400g/m2
ソール：ビブラムAlp Trac Ice

LOWA

アルパインエクスパートⅡ GT M's
アルパインエクスパートⅡ GT W's

L210022/L220022

¥64,900（税込）

7299

スマホでお買い物（M's）

4 063606 006827

10%で 6,490円分 ポイント還元
スマホでお買い物（W's）

4 063606 007251

軽さ、フィット感、フレキシビリティーを高次元でバランス良く実現させたウィンターブーツ。
ミックスクライミングから冬季縦走まで幅広い用途に対応します。

S  EU39～48、EU37～42（W's）
W  900g(EU42片足)、

（W's） 765g(EU38片足)
C  トニック/ブラック、（W's）グリーン/ブルー
M  ゲイター：防水エラスチック

アッパー：3mm防水スエード
ライニング：ゴアテックス
インサレーテッド
ソール：エッセンシャルAC/
ビブラム

SCARPA

モンブランプロ GTX M's
モンブランプロ GTX W's

SC23212/SC23214

¥67,100（税込）

トニック/ブラック

アウトドアからタウンまで活躍する高い防水性を備えた
ショート丈のウィンターブーツ。雪や雨のシーンでも快適
な内部環境を実現します。

S  US5.5～9　W  538g(US7片足)
C  Black(010)、Quarry(052)、Nova sand,chalk(260)、

Curry(373)
M  アッパー：防水スエード、PU（ポリウレタン）加工されたレ

ザー、ライニング：上部/合成ファー、下部/フリース(両ポ
リエステル+インシュレーション100g、ソール：ラバー

SOREL　WOMENS

ティボリⅣ WP

NL3425

¥19,800（税込）

010

BK

BK
テックプルーフ防水メンブレンをインサートし、サーモラ
イト中わたで軽量さと保温性を向上させた、保温用防水
ウィンターブーツです。

S  US5～11　W  415g(1/2ペア)
C  BK、WB、FK
M  アッパー：撥水加工ナイロン

リップストップアッパー
ライニング：TEKWPROOF
防水メンブレン、THERMOLITE®

EcoMadeインサレーション
ソール：圧縮成型EVA
ミッドソール、
Vibram®ICETREK
アウトソール

THE NORTH FACE

Nuptse Bootie WP Ⅶ

NF52272

¥19,910（税込）

ノースフェイスの定番保温用防水ウィンターブーツ
Nuptse Bootie WP VIのショートバージョンです。

S  US5～11　W  385g(1/2ペア)　C  BK、WB、FK、NK
M  アッパー：撥水加工ナイロン

リップストップアッパー
ライニング：TEKWPROOF防水メンブレン、
THERMOLITE®EcoMadeインサレーション
ソール：圧縮成型EVAミッドソール、Vibram®ICETREK
アウトソール

THE NORTH FACE

Nuptse Bootie WP Ⅶ Short

NF52273

¥18,920（税込）
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掲載価格は6月1日時点の価格となります。
予告なく価格が変更となる場合がございます。
最新の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・コムに未掲載の場合がごさいます。

雪山登山

山に行こう! 雪山登山

THE EARTH 73
10万点以上の品揃え「石井スポーツ ストア」

厳冬期、残雪期用の登山ブーツです。厳しい環境下厳冬期、残雪期用の登山ブーツです。厳しい環境下
を想定して、雪と氷に対応する硬めのソールと頑丈を想定して、雪と氷に対応する硬めのソールと頑丈
なアッパーで足元をしっかりサポートしてくれます。なアッパーで足元をしっかりサポートしてくれます。
靴選びの際には、使用するアイゼンとの相性も重視靴選びの際には、使用するアイゼンとの相性も重視
してください。してください。

寒冷地や極限のフィールドでの作業に活躍する防寒ブーツです。寒冷地や極限のフィールドでの作業に活躍する防寒ブーツです。
存在感のあるデザインでタウンユースとしても人気があります。存在感のあるデザインでタウンユースとしても人気があります。

MOUNTAIN
WINTER MOUNTAIN
BOOTS
ウインターマウンテンブーツ

SNOW BOOTS
防寒ブーツ

http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001005736521/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001005736521/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001005736521/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001005736521/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001005736529/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001005736529/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001005736529/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001004809529/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001004809529/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001004809529/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001004809538/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001004809538/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001004809538/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006545152/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006545152/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006545152/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006545152/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006545161/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006545161/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006545161/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001005086856/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001005086856/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001005086856/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001005086864/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001005086864/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001005086864/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001004874525/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001007125478/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001007125499/index.html




Staff advice

ピッケル・アイゼンの選び方
ピッケルの長さ選びは行きたい山に

よって選ぶのがポイントです。傾斜が急
な所では短い方が扱いやすく、傾斜の緩
い所では杖として使用することが多いの
で長い方が重宝します。また、ピッケルの
握り心地もメーカーによって変わってくる
ので、ぜひ店頭で実際に触ってお試しく
ださい！

アイゼンは冬のアルプスや標高が高い
所では基本的に12本爪が必要です。爪
の素材はクロモリやスチールが主流です

が、ステンレス製は錆にくくメン
テナンスが簡単なのが特徴
です。また、夏の雪渓歩きに
は６本爪の軽アイゼンがオ
ススメです。いずれも種類

や、長さが色々あるので
お気軽にご相談くだ
さい！

石井スポーツ 富山店

山根木 聖夜

ピッケル

アイゼン

軽アイゼン チェーンスパイク

骨形状のGボーンシャフトは、
側面の溝が強度をより高めま
す。熱鍛造一体成型のヘッド
は強度も高いです。

S  48cm／53cm／
58cm／66cm

W  475g(53cm)
M  ヘッド：クロモリ鋼
　シャフト：アルミ

スマホでお買い物

8 033971 658040

10%で 2,280,円分 ポイント還元GRIVEL

エアーテックエヴォリューションT

GV-PIATE

¥22,800（税込）

急な氷雪のために設計して
作られた、山岳用オールラウ
ンドピッケルです。

S  45cm／49cm／
54cm／60cm

W  363g(45cm)
M  鍛造ステンレス鋼ヘッド、

アルミシャフト

スマホでお買い物

3 700748 301304

10%で 2,288円分 ポイント還元BLUEICE

ブルーバード

100100

¥22,880（税込）

山岳エリアにお いて、あら
ゆる状況に対応するアック
ス。シャフト上部のハイドロ
フォーミング（水圧）成形と
シャフト下部のラバーコー
ティングにより、優れたグリッ
プ性を発揮。

S  52cm／59cm／66cm
W  420g（59cm）
M  熱処理を施したスチールおよび

ステンレススチール、7075アル
ミニウム、TPU（熱可塑性ポリウ
レタン）

スマホでお買い物

3 342540 100664

10%で 2,200円分 ポイント還元PETZL

サミットエボ

U14B

¥22,000（税込）

一般縦走から氷雪壁まで対応できるアイゼンの基本形。
爪が長く鋭いため、急斜面、軟雪などあらゆる状況に対
応。雪山全般に安心して使えます。アンチスノープレート
は雪が付きにくいと評価が高いです。

一般縦走から氷雪壁まで対応できるアイゼンの基本形。
爪が長く鋭いため、急斜面、軟雪などあらゆる状況に対
応。雪山全般に安心して使えます。アンチスノープレート
は雪が付きにくいと評価が高いです。

S 12本爪
W 1070g
Mクロモリ

スマホでお買い物

8 050030 802732

10%で 2,310円分 ポイント還元GRIVEL

G12オーマチック

¥23,100（税込）

S 12本爪
W 1060g
Mクロモリ

スマホでお買い物

8 050030 802749

10%で 2,310円分 ポイント還元GRIVEL

G12ニューマチック

¥23,100（税込）

小さいサイズのブーツ用にデザインされた
軽量な10本爪クランポンです。

S  10本爪
W  730g（FIL）／765g（FIL FLEX）
M  スチール製

スマホでお買い物

3 342540 104341

10%で 1,760円分 ポイント還元PETZL

イルビスレバーロック
ユニバーサル

T03A LLU

¥17,600（税込）

フィット感が高いのでズレを防ぎ安定した歩行をサポート。バックル式
なのでグローブをしていても脱着が簡単。ソールにはスノープレートが
施されており雪の付着を防ぎます。

S 全長：15cm、調節幅：前部/8.5～10.5cm、後部/7～9.5cm、S（22.0～
24.5cm）：オレンジ、L（25.0～28cm）：イエロー　W S：570g、L：590g　
M炭素鋼

スマホでお買い物

4 934048 765958

10%で 880円分 ポイント還元EVERNEW

巾調節式 6本爪アイゼン

EBY015

¥8,800（税込）

爪数は前8本、かかと3本。傾斜面のトラ
バースでチェーンの横ずれを防ぐベルクロ
ストラップ付き。

W  360g（M）
M  ステンレススチール、

シンセティックラバー

スマホでお買い物

4 582293 559596

で 0円分 ポイント還元snowline

チェーンセンプロ

SL44UES001

¥5,830（税込）

※商品画像はイメージです。イエローオレンジ
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掲載価格は6月1日時点の価格となります。
予告なく価格が変更となる場合がございます。
最新の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・コムに未掲載の場合がごさいます。

雪山登山

山に行こう! 雪山登山
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10万点以上の品揃え「石井スポーツ ストア」

MOUNTAIN
PICKEL &EISEN 
ピッケル&アイゼン

ピッケルとアイゼンを使って氷の中を歩くことこそ雪山登山の楽しみピッケルとアイゼンを使って氷の中を歩くことこそ雪山登山の楽しみ
です。同時に安全を保障するものでもありますから、しっかりとしたもです。同時に安全を保障するものでもありますから、しっかりとしたも
のを選ぶ必要があります。身長や靴との相性もありますので、店頭でのを選ぶ必要があります。身長や靴との相性もありますので、店頭で
手にとってみることをおすすめします。手にとってみることをおすすめします。

http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001004582481/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001005902563/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001004570757/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001004581049/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001001864034/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001004589071/index.html


Staff advice

石井スポーツ 盛岡店

藤澤 康司

冬山登山での大敵は汗冷えです。寒い冬の時期に登山をするにしても
動けば相応の汗を掻いてしまいます。初心者にありがちなのが、厚着し
てしまい、汗をかきすぎてしまうことです。山に登りはじめると、体は温
まってきますので、最初は少し寒いかな？ くらいで調度よいと思います。
保温性を上げるよりも防風性を上げるほうが大事ですので、アウターは
しっかりとしたものを着用し、インナーは厚くなく汗抜けが良いものを。
ダウンなど保温性が高い防寒着は携帯し、休憩時などにはおる使いか
たをします。そのため、中に着るより一番上に着用できるサイズ感を選
ぶのもポイントです。そして肝心なのがアンダーウエアです。ウールを使
用したアンダーに、汗処理用のアンダーの二枚重ねをする組み合わせ
がおすすめです。

雪山登山の防寒対策のポイント

低温下の気候や吹雪など、ハードな環境での使用を想定して丈夫に作られたアウター。寒さから
体を守る事はもちろん、運動中もストレスのない機能が満載のジャケット&パンツです。

優れた保温性を提供するPOLARTEC 
HIGH LOFTを採用したフリースジャケッ
ト。レイヤードによるごろつきをなくすた
め肩の頂点の縫い目をなくし、バックパッ
クのヒップベルトの干渉をなくすために
ポケット位置を少し高く、そして裾回り
はドローコードとコードロックをなくして
すっきり仕上げています。

S S、M、L、XL、XXL
Cブラック（K）
M <表地>150DGORE-TEX®

PlainWoven（2層）（表:ナイ
ロン100%、裏:ePTFE）、
<裏地>30D Ripstop 
Nylon（ナイロン100%）

スマホでお買い物

4 580777 087924

10%で5,500円分ポイント還元THE NORTH FACE

MOUNTAIN JACKET

NP61800

￥55,000（税込）

K

S S、M、L、XL、WS、WM　Cブラック（K）

スマホでお買い物

4 550207 420126

10%で4,400円分ポイント還元THE NORTH FACE

MOUNTAIN PANT

NP62010

￥44,000（税込）

防水

防水

S  S、M、L、XL
W  348g
C  Dusty Olive（D46）、Dark Green

（D07）、Elmwood(E31）
M  POLARTEC HIGH LOFT 190g/㎡組成

（ポリエステル100%）

K

S  S、M、L、XL
C  SURPLUS GREEN
M  ボディ:ワープニットマウンテ

ンテックライトウェイトソリッド
(ポリエステル 100%)

身体から汗を発散させる柔ら
かなストレッチ加工のフリース
ジャケット。 首元をカバーする
スタンドカラーと、機動性のた
めのラグランスリーブ、袖口は
サムホール仕様になっています。

GP

GP

ドライレイヤー シリーズ史上最高の保温
性を備えたあたたかいドライレイヤー 。
生地の肌当たりが柔らかく、長期山行に
も着用ストレスが少なく、快適な着心地
が続きます。抗菌防臭や、静電気を抑制
する機能も備えています。

S  S、M、L、XL、XXL
C  GP
M  ポリエステル90％、ポリウレタン

7％、複合繊維（ポリエステル）3％

D46

スマホでお買い物

4 518756 653532

10%で 1,848円分 ポイント還元AXESQUIN

Hi Loft Fleece Jacket

011012

¥18,480（税込）

SURPLUS GREEN

スマホでお買い物

4 550328 245844

10%で 869円分 ポイント還元MOUNTAIN HARDWEAR

マウンテンストレッチ 1/2 ジップ

OM9839

¥8,690（税込）

800フィルパワーの良質グースダウン。着膨れして見え
ない独自シルエットにより、高保温性にも関わらずスマー
トな着こなしを実現します。

025

S  S、M、L、XL
W  350g
C  ブラック(025)
M  ピスティルファイバータフ

タ20D(ナイロン100％)、
中わた：アライドグースダ
ウン800FP(ダウン90％･
フェザー10％)98g

スマホでお買い物

4 549769 144809

10%で 2,640円分 ポイント還元Foxfire

PFユニットダウンジャケット

5113150

¥26,400（税込）

スマホでお買い物

4 573406 379118

5%で 297円分 ポイント還元finetrack

ドライレイヤーウォーム
ロングスリーブ

FUG0521

¥5,940（税込）

スマホでお買い物

4 573406 379194

5%で 275円分 ポイント還元 

ドライレイヤーウォームタイツ

FUG0523

¥5,500（税込）
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掲載価格は6月1日時点の価格となります。
予告なく価格が変更となる場合がございます。

最新の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・コムに未掲載の場合がごさいます。

雪山登山

山に行こう! 雪山登山

THE EARTH76
10万点以上の品揃え「石井スポーツ ストア」

MOUNTAIN
WEAR 
ウエア

雪山登山では耐久性や防風防寒性の高いハードシェルや、体温調整しやすいレイヤリングで雪山登山では耐久性や防風防寒性の高いハードシェルや、体温調整しやすいレイヤリングで
防寒対策をしましょう。汗冷えをしないための吸汗速乾性があり保温性に優れたアンダーウ防寒対策をしましょう。汗冷えをしないための吸汗速乾性があり保温性に優れたアンダーウ
エアは重要な役割を果たします。エアは重要な役割を果たします。

http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001007112694/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001005737754/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001005737754/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001007112788/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006377243/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006400553/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001004875942/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001004875942/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001004875959/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001004875959/index.html


㊧生地裏には、熱による圧
力で表地の機密性を高める
加工を施し、ダウンの抜け
を防いでいます。
㊨ダウンの暖かさを引き出
すワイドバッフル仕様は、縫
製部を削減することで軽量
化を実現しています。

700FPのグレイダックダウンと薄手の表地裏地の組み合わせで、しっかり膨らみ保温性も高い
ダウンパンツ。とても軽量でコンパクトに収納でき、気軽に持ち運べます。秋冬のハイキングか
ら雪山登山の休憩時のインサレーションとしてはもちろん、夏でも標高の高い山での縦走や小
屋泊、テント泊のルームウエアとして重宝します。キャンプでの防寒パンツとしてもどうぞ。
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軽量＆コンパクトなのにしっかり保温！
年中持ち歩ける頼もしい存在です

有岡 竜二 石井スポーツ 登山本店

ポケットやロゴを省くなど、
シンプル な作りをてい ねい
に追求した、はき心地の良い
ダウンパンツです。中綿には
700FPの高品質なグレイダッ
クダウンを採用しています。生
地の裏面には、熱と圧力によ
るシレー加工を施して生地面
を平滑にするとともに、ダウン
を後入れにすることで、縫製
部分の羽毛の挟まりなどを防
ぎ、ダウンの抜けを最小限に
抑えています。表生地には、極
細繊維を高密度で織ったナイ
ロンタフタにPFOAフリーの
耐久撥水加工を施すことで、
高い撥水性、防風性、透湿性

を発揮。そのうえで、ワイドバッ
フルを採用して、ダウンの暖
かさを最大限引き出すととも
に、縫製部を削減することで、
重量194gという軽量化を達成
しています。

ダウンパンツは 秋～ 春 の
装 備と思われがちですが、
3000m前後の標高では、真
夏でも重宝します。ダウンパン
ツを持つことで、より軽量な
シュラフに切り替えることもで
きるなど、小屋泊まりはもちろ
ん縦走でも大活躍！　コンパ
クトだけれど効果は大きい、
バックパックに忍ばせておきた
いお守りです。

BASIC DOWN PANT
012006　¥22,000（税込）
size：S-XL
weight：194g
color：Black、Dusty Olive、

Dark Night

4 518756 651910

スマホでお買い物

http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001007108961/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001007108961/index.html


㊧手のひら部分には、新た
にWRゴートレザーを採用。
登山中の細やかな動作が円
滑に行えます。
㊨インナーグローブは単体
使用も可能。手のひら部分
には、シリコングリップを採
用しています。

まず手にはめるとGTXのアルパイングローブとは思えない柔軟性に魅了されます。手のひら
側だけでなく甲側の人差し指と中指もゴートレザーで覆われているので、ナイロン地特有の硬
さを感じることなくピッケルやストックをしっかり握ることができます。雪山登山に必要な保温
性・操作性が両立しており、エントリー層からベテランの方まで自信をもっておすすめします！
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グリップ力抜群！
OR定番のオールマイティグローブ

飯田 真由 石井スポーツ 太田店

ゲイターやキャップ・ハット、
グローブなど、人間の末端を
保護する道具を真摯に作り続
けるアウトドアリサーチ。そん
な同ブランドが誇るアルパイン
グローブのベストセラーモデル
「アレートゴアテックスグロー
ブ」が、今春、リニューアルを果
たしました。

新たに改良を加えた手のひ
ら部分には、WRゴートレザー
を採用。冬季の登山やスノー
シーンにおけるハンドリングを
格段に向上させたうえで、耐久
性と柔軟性の素晴らしさを維
持しています。

アウターグローブには従来

通りゴアテックスを使い、雪や
雨に対して、抜群の防水性と
耐水性を誇ります。取り外し可
能なインナーグローブには、メ
リノウール混紡のフリースライ
ナーを使用し、指先にはタッチ
スクリーン機能を搭載。そのほ
かにも、取り外し可能なグロー
ブリーシュやグローブをひとつ
にまとめるクリップ、親指部分
に配されたノーズワイプ、カラ
ビナループなど、登山やスキー
などでの使用を前提とした機
能を搭載しています。冬の厳し
い山岳環境に最適な安心のア
ルパイングローブです。

Arete II GORE-TEX Gloves
19845014　¥14,960（税込）
size：S-XL
weight：265g(L)
color：Tapenade、Black

0 727602 807386

スマホでお買い物

スマホでお買い物

3 515729 858759

10%で363円分ポイント還元MILLET

WOOL INNER GLOVE

MIV01834

￥3,630（税込）

多彩なマウンテンスポーツに対応する、保温性に優れた
インナーグローブグローブ。タッチパネル対応

S S、M、L　W 30g
C DEEP HEATHER（6561）、DARK NAVY（3008）
M  メルノウール100%、指先（親人中）：ポリエステル85%、
　アクリル15%

6561

アルパインクライミングからスキーツーリングまで、一年を通してオールラウンドな登山を楽し
むためにデザインされた中型テクニカルバックパックです。

S  35+10ℓ
W  1420g
C  SAPHIR
M  ナイロン 300D ROBIC TWIN CHIP

ナイロン 420D OXFORD HD

スマホでお買い物

3 515720 038778

10%で 2,893円分 ポイント還元MILLET

PEUTEREY INTEGRALE 35+10

MIS2078

¥28,930（税込）

無駄をそぎ落としアルパインクライミングに求められる軽さと快適な背負い心地
という相反する機能を融合したバックパックです。

S  45+12ℓ
W  950g
C  コーン/ティール(8209)
M  140D ナイロン リップストップ 

HT FD、 600D ポリエステル

スマホでお買い物

4 046051 124452

10%で 1,980円分 ポイント還元dauter

グラビティエクスペディション45+

D3362222-8209

¥19,800（税込）

8209SAPHIR

暖かさと多様性を実現する二重構造の完全リバーシブル
デザインのビーニーです。

FOIL GREY

Sユニセックス
C  FOIL GREY
M  リサイクルポリエステル

（ポリエステル95%、
ナイロン4%、
ポリウレタン1%)

スマホでお買い物

4 550328 540666

10%で 352円分 ポイント還元MOUNTAIN HARDWEAR

イコノカラービーニー

OU3699

¥3,520（税込）

防水透湿性素材を使用した
寒冷地用のイヤーカバー付
き防寒キャップ。 K

S  M、L
C  ブラック(K)
M  表地：表側/ナイロン100％、

裏側/ポリウレタン
コーティング、
中わた：ポリエステル
100％、
裏地：ポリエステル100％

スマホでお買い物

4 580777 151588

10%で 1,320円分 ポイント還元THE NORTH FACE

EXPEDITION CAP

NN42205

¥13,200（税込）

顔全体をしっかりと保護し、保
温性に優れています。目から
上部分と鼻から下部分がそれ
ぞれ簡単に開けやすい裁断に
なっています。 ブラック

S S/M、L/XL
Cブラック
Mナイロン54%、

ポリエステル41%、
スパンデックス5%

スマホでお買い物

0 727602 173061

10%で 440円分 ポイント還元Outdoor Research

アルパインフリースバラクラバ

19842601001003

¥4,400（税込）

ストレッチ性と透湿性を持
つネックゲイター。水分を
肌から逃しドライな状態を
保ちます。気温が低い過酷
な気候下ではジャケットや
ヘルメットとともに使用す
る事ができます。

Black 保温性と操作性のバランスに優れ、極寒のアルパインク
ライミングや登山で活躍します。インナーの取り外しが可
能です。

ブラック

S  XS、S、M、L、XL
W  162g(Mサイズ、1ペア)
C  ブラック
M  100％リサイクルスト

レッチシェルファブリッ
ク、インナー甲側：170g
プリマロフト®ゴールド
･クロスコア、インナー
掌側：133gプリマロフト
®ゴールド

スマホでお買い物

0 793661 510420

10%で 1,606円分 ポイント還元Black Diamond

ソロイストグローブ

BD73095

¥16,060（税込）

S ONE SIZE
C Black
M POLYESTER 49%、
　 POLYAMIDE 38%、
　 ELASTANE 13%

スマホでお買い物

0 821468 688155

10%で385円分ポイント還元Rab

Powerstretch Neck Shield

QAA-28

￥3,850（税込）
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掲載価格は6月1日時点の価格となります。
予告なく価格が変更となる場合がございます。

最新の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・コムに未掲載の場合がごさいます。

雪山登山

山に行こう! 雪山登山

THE EARTH78
10万点以上の品揃え「石井スポーツ ストア」

MOUNTAIN
WEAR ACCESORY 
ウエアアクセサリー

BACK PACK 
バックパック

寒を和らげるために頭・顔・手足を冷やさないことが大寒を和らげるために頭・顔・手足を冷やさないことが大
切です。防寒対策に加え障害物から身を守るためにも切です。防寒対策に加え障害物から身を守るためにも
装備しましょう。装備しましょう。

雪山登山の装備に対応する機能を備えたバックパックです。装備が増える雪山雪山登山の装備に対応する機能を備えたバックパックです。装備が増える雪山
で歩行の邪魔にならず、いかにコンパクトに収納できるかがポイントです。で歩行の邪魔にならず、いかにコンパクトに収納できるかがポイントです。

http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001007112758/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001007112690/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001004802006/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006140089/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001005612986/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006382363/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006882141/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006545145/index.html


㊧手のひら部分には、新た
にWRゴートレザーを採用。
登山中の細やかな動作が円
滑に行えます。
㊨インナーグローブは単体
使用も可能。手のひら部分
には、シリコングリップを採
用しています。

まず手にはめるとGTXのアルパイングローブとは思えない柔軟性に魅了されます。手のひら
側だけでなく甲側の人差し指と中指もゴートレザーで覆われているので、ナイロン地特有の硬
さを感じることなくピッケルやストックをしっかり握ることができます。雪山登山に必要な保温
性・操作性が両立しており、エントリー層からベテランの方まで自信をもっておすすめします！
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グリップ力抜群！
OR定番のオールマイティグローブ

飯田 真由 石井スポーツ 太田店

ゲイターやキャップ・ハット、
グローブなど、人間の末端を
保護する道具を真摯に作り続
けるアウトドアリサーチ。そん
な同ブランドが誇るアルパイン
グローブのベストセラーモデル
「アレートゴアテックスグロー
ブ」が、今春、リニューアルを果
たしました。

新たに改良を加えた手のひ
ら部分には、WRゴートレザー
を採用。冬季の登山やスノー
シーンにおけるハンドリングを
格段に向上させたうえで、耐久
性と柔軟性の素晴らしさを維
持しています。

アウターグローブには従来

通りゴアテックスを使い、雪や
雨に対して、抜群の防水性と
耐水性を誇ります。取り外し可
能なインナーグローブには、メ
リノウール混紡のフリースライ
ナーを使用し、指先にはタッチ
スクリーン機能を搭載。そのほ
かにも、取り外し可能なグロー
ブリーシュやグローブをひとつ
にまとめるクリップ、親指部分
に配されたノーズワイプ、カラ
ビナループなど、登山やスキー
などでの使用を前提とした機
能を搭載しています。冬の厳し
い山岳環境に最適な安心のア
ルパイングローブです。

Arete II GORE-TEX Gloves
19845014　¥14,960（税込）
size：S-XL
weight：265g(L)
color：Tapenade、Black

0 727602 807386

スマホでお買い物

http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001007111674/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001007111674/index.html
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AKUとともに歩いた30年
Made in Italyのトレッキングシューズとして、独自
のデザインや色遣いはもちろん、足を包みこむような

フィット感の高さで登山者に愛されるAKUは、この春、
日本上陸30周年を迎えました。それを記念して発売さ
れたのが、ベストセラーモデル・コネロの限定版「コネ

ロ30th LIMITED GTX」です。その背景には、どんな
物語があったのか……、当時を知るスタッフと振り返り

ます。

◀

サイドとタンのロゴには、カモをあしらった復刻ロゴを採用。内側のサイズタグ
にはシリアル番号が表記されています。
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革製品の一大産地であるイタリア北部
のモンテベルーナの地に、AKUが誕生し
たのは1990年。創業者であるガリアーノ・
ボーディンさんは60年代から靴作りを行
なっており、革を使ったイタリアの伝統的な
靴作りを礎としながら、新素材や新しい技
術を取り入れる物作りを得意としていまし
た。AKUは、1980年代に普及しはじめたゴ
アテックスを、いち早く登山靴に導入し、軽
量な登山靴の先駆けとなったメーカーとし
ても知られています。そんなAKUが日本に
上陸したのは1992年。当時、日本の登山靴
市場では、重く頑丈な登山靴が主流でした。
「売り手の僕らも、こんなに軽い靴で大
丈夫なのか……という不安があったので
すが、実際に山で履いてみると、ムレずに
軽快で歩きやすい！
その実感を元に接客を行なっていたせ

いか、軽量なAKUの登山靴は徐々に浸透
していきました」
輸入当時、担当者だった秋元幸一は当

時をそう振りかえります。そんななか、コネ
ロは当時からAKUを代表するトレッキング
シューズとして、評判の高い一足でした。
「何といっても、ソールとアッパーの硬さ
のバランスが優れている。軽い登山靴と言
っても、ある程度の重みが必要ですが、そ
の重みと硬さのバランスが抜群なんです」
そんなコネロは、これまで数々の改良を
重ねてきました。そこには、石井スポーツ

のスタッフの声も大きく反映しています。
「その中のひとつがIMSという独自の
ミッドソールシステムです。長時間歩くとき
のストレスを緩和するため、4mmほどの
EVA素材を使ったミッドソールを入れても
らいました」
既成のデザインにミッドソールを入れた

だけでなく、4mmのEVA素材を入れるこ
とで微妙に変化したバランスを整えるた
め、ガリアーノさんは靴の設計を一から考
え直したと言います。
「わたしたちの意見は、元はといえば、
何百人、何千人ものお客さまからの声で
す。それらの貴重な御意見を売り場のスタ
ッフが集約し、イタリアのメーカーに届け
たんです」
そうしてIMSが搭載され、日本人用の
足型が誕生し……そうした積み重ねと信
頼関係から生まれたのが「コネロ30th 
LIMITED GTX」です。30周年限定モデルは、
昨年発売となった「コネロⅢ」をベースに、
高品質なオイルヌバックレザーを使用し、
耐久性を高めるとともに旧ロゴを採用。ク
ラシックな風合いに最新機能を搭載した
贅沢な一足に仕上がっています。
「AKUの妥協のない物作りの精神は、
わたしたちの意見を取り入れる姿勢にも
表われています。コネロ30th LIMITED GTX
は、作り手と売り手、履き手の気持ちが結
集した一足です」

CONERO 30th LIMITED GTX
878.9ISG
¥41,800（税込）
size：UK6～10
weight：790g（UK8片足）
color：BROWN
限定300足、シリアル番号入

8 032696 780852

スマホでお買い物（M's）

AKU社が特殊部隊用の
シューズに採用している、
1.8mmのオイルヌバック
レザーを使用。耐摩耗性に
優れています。

日本上陸30周年記念限定モデル

イタリアの本社で石井ス
ポーツのスタッフを交え
てミーティング。濃密な意
見交換から30年続く信
頼感が生まれました。

創業者のガリアーノ・ボーディンさん（左）と、息子であり
現社長のパオロ・ボーディンさん（右）。

https://www.yodobashi.com/product/100000001006818975/
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AKU日本上陸秘話

「足を入れたときの包みこんでくるよう
な感触が素晴らしい。これは日本人に合う
靴だと閃いたんです」
そう言って目を細めるのは、石井スポ
ーツアドバイザーの越谷英雄。1990年当
初、AKUに出会った越谷はすぐにイタリア
へと渡り、モンテベルーナの工場を訪れた
そうです。
「創業者であり前社長のガリアーノ・ボ
ーディンさん自らが工場に立って靴を作っ
ているんです。その誠実な人柄、繊細な物
作りに触れ、ぜひ、石井スポーツで扱いた
いと思いました」
以来、AKUとの付き合いは30年にわた

っています。その理由をたずねると、ていね
いな物作りに加え、こちらのアイデアを真
摯に取り入れる姿勢から来る信頼関係で
すね、とにっこり。
「そのうえで、AKUが得意とする靴と日
本の山岳環境がちょうどマッチするのも大
きな理由です」

AKUを代表するロングセラーモデルで
あるコネロは、日本の北アルプスの小屋泊

まり登山に最適の軽さと硬さのバランスを
備えています。
「もちろん、それより低い山域もカバー
できますし、脚力があればテント泊縦走に
も適している。コネロ一足あれば、日本の
ほとんどの山が登れるのです」
また、AKUが開発した独自のアッパー素
材「AIR8000」はとくに通気性に優れてい
ることで知られています。
「ラボのテストでは、通常のアッパー素
材を使った靴に比べて11.5倍の透湿性を発
揮したそうです。このあたりも、湿度の高い
日本にマッチする理由です」
コネロをはじめ、石井スポーツの声を反
映したモデルがAKUには多く存在します。
そうした日本の環境に合わせる一方で、イ
タリアブランドならではのセンスが光る点
もAKUの魅力だと言います。
「家族経営の小さな会社だからこそ、創
業当初からの誠実な姿勢が保たれている
とも言えます。決して派手ではないですが、
新しいものを取り入れつつ、地道に良い靴
を作り続けていますよね」

越谷 英雄 （こしがや ひでお）

石井スポーツアドバイザーとして、極
地遠征やヒマラヤ高所登山など、数々
の登攀や冒険、撮影隊などの装備を
コーディネイトする一方、自身もヒマラ
ヤ、ヨーロッパ、シベリア、グリーンラン
ドなどの山々を登る。日本トレッキン
グ協会常任理事、NHKカルチャー教
室講師などを務める。登山本店勤務。

登山本店の店頭に立つ越谷。長年、
多岐にわたるブランドの登山靴に
触れてきた「登山靴のことで迷った
ら、ぜひ一度、ご来店ください」

1992年に日本上陸以来、多くの登山者に愛されるAKUのトレッキングシューズ。
AKUはどのような経緯で日本にやってきて、どう成長していったのか。
そのきっかけを作った張本人に聞きます。
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ベテラン靴職人が
信頼を寄せる一足

「年間に扱う靴は2000足ほど。修理か
らあたりの調整、ハンドメイド靴の製作ま
で、何でもやっています」
そう話すのは、この道44年のベテラン職
人である中真人。10年ほど前、モンテベル
ーナの工場にも訪れたという中に、AKU
の印象を聞いてみました。
「モンテベルーナ周辺には靴ブランド
がたくさんあるんです。ヨーロッパアルプス
には、岩場や氷河などさまざまなフィール
ドがあり、それぞれに適した靴を作ってい
るのですが、そんななかガリアーノさんは
“うちは歩くための靴を作っている”と言っ
ていたのが印象的でした。スタンスが明確
なんですね」
じつはAKUを扱いはじめた当初、ソー
ルや靴のまわりを覆うランドの修理がちら
ほらあったそうです。
「もちろん靴職人として印象は良くあり
ませんでした。ただ、AKUに伝えると、以降
明らかに強くなった。このことでかえって信
頼感が生まれたんです」
登山靴は時間をかけて足になじませるも

の。修理しながら履き続けるなかで足にフィ
ットし、愛着や信頼感、安心感が育ってゆき
ます。そうした靴との付き合いのお手伝いを
したいと言います。そんな中のお気に入りの
一足がコネロなのだそうです。
「家族でのキャンプで32kgの荷物を背
負って歩いたのですが、登山道の凹凸で体
を振られても足はぐっと踏ん張れる。いや
いやこの靴はすごいな、と思いました。ソ
ールとアッパーの硬さのバランスが抜群な
んです。20年以上前のことになりますが、
以来、登山靴はコネロひと筋です」
中は、店舗で開催する「登山靴相談会」

にも赴きます。予約がすぐに埋まる人気企
画ですが、その際、おすすめ登山靴を聞か
れることもあるそうです。
「そんなときは、〝お客さまの足の形に
合いさえすれば、コネロです〞と即答してい
ます。もちろん用途しだいでは別の靴もす
すめますけどね。30周年モデルもコネロⅢ
を元にしているなど、AKUを象徴する一足
だと思います」

中 真人（なか まさと）

職歴44年、石井スポーツ製靴工場を支え
るベテラン靴職人。登山靴のみならずスキ
ーブーツからザックまで幅広く対応できる
スキルを持つ。靴をパーフェクトに作れる
技能を求め、今なお技術を進化させている
レジェンド職人。

高校卒業後に「石井スポーツ製靴工場」の扉を叩いて44年、靴職人とし
て歩んできた中真人。そんな中の目に、AKUはどう映っているのでしょう
か。そこには、「この靴だけは取り扱いを止めないでほしい」と担当者に

伝え続けているという、靴の存在がありました。

◀

4人の若手職人とともに、靴の修理、
製作にあたる中。修理のモットーは完
璧を目指すこと。「最終的にこれでOK
……ではなくて、ひとつひとつの作業を
しっかり行なうことで、完璧な仕事に近
づけたいと思っています」



AKUの新定番2モデルに
ニューカラーが誕生！

足入れ感が良く、ホールド感にも

優れた「モンテラ Ⅱ GTX」と、さ
らに軽量な「アルテラ LITE MID 
GTX」。登山靴は初めてという方
から脚力のあるベテランまで、

幅広く対応するライトトレッキン

グシューズの新定番2モデルに、
ニューカラーが登場しました。
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軽量なトレッキングシューズを得意とする
AKUのラインナップの中でも、とくに軽快
な履き心地で人気の「モンテラ Ⅱ GTX」と
「アルテラ LITE MID GTX」に、この春、ニ
ューカラーが誕生しました。
「モンテラⅡGTX」は、これから登山を
始めようという人に、自信をもってすすめ
られるトレッキングシューズです。アッパー
素材は軽量ながらも伸縮性があるので、
変化に飛んだ登山道でさまざまな動きを
する足や足首に、心地良くフィットします。

それとともに、適度なホールド感があるの
で、長時間の歩行でも安心感があります。
また、ミシュラン社のMTBタイヤからイン
スパイアされたPULSARソールは、たしか
なグリップ力を発揮します。
一方の「アルテラ LITE MID GTX」はよ

り軽量なモデル。日帰りのハイキングはも
ちろん、スピードハイクなど、幅広い山の楽
しみに対応する一足です。スエードレザー
と通気性に優れるインナー素材が、包みこ
むような極上のフィット感を実現。足裏に

◀ミシュラン社のMTB
タイヤからインスピレー
ションを受けた、AKU
独自のPULSARソール
を採用。耐摩耗に優れ
ています。

◀アッパーにはスエー
ドレザーと「AIR8000」
の2層構造。人間工学
に基づいた、包みこま
れるような心地良い
フィット感を誇ります。

◀アッパーにはおもに
1.8mmの高品質なス
エードレザーを使用。耐
久性能に優れ、足をしっ
かりと保護します。

◀ラストからインソー
ルボード、ミッドソール
から靴底へと連動する
「ELICAシステム」を採
用。確実な着地と蹴り出
しをサポートします。

かかる衝撃や緊張を分散させる「ELICAシ
ステム」を採用するなど、コストパフォーマ
ンスに優れながら、AKUの技術を遺憾な
く発揮した一足となっています。
気になる新色は、「モンテラ Ⅱ GTX」メン

ズに落ち着いたワインレッド、レディースは
クールなブルー、そして、「アルテラ LITE 
MID GTX」のメンズにカモグリーン／ブラ
ックが追加されました。最初の一足として、
あるいは気分を変える春の一足に、おすす
めです！

MONTERA Ⅱ GTX
734.2ISG
¥23,650（税込）
size：UK6～9
weight：530g（UK8片足）
color：WINE RED開

8 032696 788346

スマホでお買い物（M's）

MONTERAⅡ GTX W'S
735.2ISG
¥23,650（税込）
size：UK3.5～6.5
weight：455g（UK5片足）
color：ASTEL/BLUE

8 032696 788407

スマホでお買い物（W's）

ALTERRA LITE MID GTX W'S
714ISG
¥16,980（税込）
size：UK3～7
weight：370g（UK5片足）
color：ANTHRACITE/
　　　 LIGHT BLUE

8 032696 746209

スマホでお買い物（W's）

ALTERRA LITE MID GTX
713ISG
¥16,980（税込）
size：UK6～11
weight：455g（UK8片足）
color：CAMO GREEN/BLACK、
　　　 GREY/RED

8 032696 780210

スマホでお買い物（M's）

MONTERA Ⅱ GTX

ALTERRA LITE MID GTX

8月発売予定

http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006818962/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006818968/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006733873/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001005453937/index.html
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　クジラのしっぽがトレードマークのテルヌアは、スペイ
ン発のブランドです。スタイリッシュで洗練されたデザイン
で、本格的な登山に対応するウエアから、旅行・タウンユ
ースなどで使えるカジュアルウエアまで幅広いラインナッ
プを展開しています。
　ブランド名は、何百年もの昔にバスク人が数千キロの
旅の末に発見したテルヌア島(Terunuaはバスク人の言
葉でTerranova= 新しい大地を意味する) に由来してい
ます。欧米系のウエアは、体格の小さい日本人にはフィッ
トしづらい事が多いですが、欧米人の中でも平均身長が
低いスペイン人の体型に合わせて作られた製品なので、
比較的私たち日本人にもフィットしやすいのが特徴です。

クジラのマークは、
自然に対する
尊敬・環境意識の高さから
テルヌアは、以前から環境を意識した
製品づくりに取り組んでいます。

スペイン発
スタイリッシュで洗練されたデザイン

8 445042 866146

スマホでお買い物

8 445042 866207

スマホでお買い物

RAKAPOSHI JKT M
1343697　￥77,000（税込）
size：S、M、L、XL
color：LEMON CURRY

RAKAPOSHI PNT M
1273861　￥69,000（税込）
size：S、M、L、XL
color：TWILGHT BLUE

http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006148393/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006148389/index.html
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平出和也（ひらいで かずや）
アルパインクライマー、山岳カメラマン。
2008年、インド・カメット峰に登頂し、ピオ
レドール賞を日本人初受賞。13年には、三
浦雄一郎氏の80歳でのエベレスト登頂
のカメラマンとして同行。第21回植村直己
冒険賞受賞。17年、パキスタン・シスパーレ
峰に登頂し、2度目のピオレドール賞を受
賞。19年、パキスタンのカラコルムのラカ
ポシの未踏の南壁ルートから登頂し、3度
目のピオレドール賞を受賞。世界のトップ
クライマーの一人として高い評価を受け
ている。

　「僕は2011年ごろからテルヌアのウエア
で日本や世界の山へ共に登ってきました。
当初は無名なブランドでしたが、今では多
くの人から愛されるブランドに成長しまし
たね。僕も信頼して着ています。昨年末、パ
キスタンの未踏峰、サミサール登頂の際に
もテルヌアのウエアを着用してチャレンジ
しました」
　平出和也がこれまで着用してきたウエ
アには、厳しい登山を一緒に克服してきた
思い出が刻まれていると、話してくれます。
　「僕の登山は、道具を作っている人の想
いと共に登ることも大切にしています。ス
ペイン北部のピレネー山脈の麓にあるテ
ルヌア本社へ何度か訪れたことがありま
す。ウエアを着る度に、そこで出会った人た
ちの顔を思い出しますね」と、平出。
　テルヌアのウエアづくりは、環境にも配
慮しています。
　「ヒマラヤでも温暖化で氷河が後退して

いるところが多くみられます。以前は問題
なく歩けたところも、今はクレバスが大き
な口を開け通行することが危険な場所も
あります。僕がヒマラヤ登山を始めた20年
程前からスピードを上げて大きく変化する
現実の状況を目の当たりにすると、自分が
好きな場所を守るために、地球環境に優し
いモノづくりは絶対に必要なスタンスだと
思っています。今、このフィールドを次の世
代へ確実に残せるように出来る一歩。持続
可能性を求める時代の変化にブランドも
追従していく必要があるし、登山者も間違
いなく意識の変化が求められています。テ
ルヌアの提案するエコな商品を積極的に
使用していきたいですね。
　また、テルヌアのメインフィールドである
ピレネー山脈は、高温多湿で日本の気象
環境に似ていて、だからこそ、日本人に適
した登山ウエアのブランドと言えるでしょ
うね！」

「テルヌアを着ることは
愛する場所を守ることにもつながるはず」
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中島健郎（なかじま けんろう）
アルパインクライマー、山岳カメラマン。
奈良県出身。大学在学中に3度の海外遠征
を経験し未踏峰2座の登頂に成功する。卒
業後は海外トレッキングや登山のツアーガ
イドを務めながらカメラマンとしての活動
を開始。2017年、パキスタン・シスパーレ峰
に登頂しピオレドール賞を初受賞。19年に
はパキスタン・ラカポシを登頂し、2度目の
ピオレドール賞を受賞。最近はテレビやラ
ジオ、執筆など、活躍の場を広げている。

　中島健郎のウエア選びの基準は、まず、
着心地の良さ。アルパインクライミングで
は手を上げることが多いために、肩回りの
動きやすさを重視すると言います。
　「肩がつっぱっているとストレスを感じ
てしまいます。ほかにはつねにハーネスを
しているので、ジャケットが動きに干渉しな
いこと。だぼっとしているとアイゼンが引っ
かかることもあって、それもまたストレスに
なります。ポケットの位置もチェックするし、
フードの大きさや構造、かぶりやすさも大
事だと思っています。以前、ジャケットのフ
ードが小さすぎたという失敗をしたことが
ありました(笑)。寒いからフードを被りたい
けれども、ヘルメットをかぶっているので、
圧迫されて不快になる。そこに気を取られ
るとパフォーマンスの低下や体力の消耗
につながってしまいますからね」
　ウエアは突然の雨や雪、風などから身体
を守ってくれる重要なアイテムのひとつ。ち
ょっとした不具合が大きな事故につなが

る可能性も否定できません。遠征に行く際
は事前に、まず着て、各部を入念にチェッ
ク。また、実際に国内の山で着用してみて
確認し、ウエア選びで失敗しないよう心掛
けているそうです。
　「着心地や機能性素材も重要ですが、カ
ラーリングも大切だと思っています。自分
が気に入っている色のジャケットを着ると、
テンションが上がって、闘志がわいてきま
すよね。写真映えもするし。よし、びしっと決
まった。これは自分の勝負ジャケットだ！
などと、感じることもあります。テルヌアは、
シルエットが細身なので僕の体型にも合っ
ていると思いますし、ほかのブランドには
ない、独特な色使いもいいですよね。今年
は勝負ジャケットを着て、海外の山にチャ
レンジしたいです」
　ここ2年、コロナ禍の影響で、海外遠征は
延期続き。今年こそ、テルヌアとともに海外
での冒険にチャレンジする雄姿に期待して
います！

「僕がウエアに求めるのは
着心地、機能性、そして、カラーリング」
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スペイン生まれのテクニカルアウトドアブランド
タウンユースでも快適な機能性素材を使用

2022
SPRING&SUMMER

NEW LINEUP

8 445042 710579

スマホでお買い物

CAMISETA REDLINE
1207471　￥7,260（税込）
size：S、M、L、XL
color：WHALES、GREY(5775)
通気性、速乾性に優れた半袖Tシャ
ツ。コーヒーを素材にブレンドする事
により消臭性もアップ。登山からラン
ニングまで幅広い運動シーンで活躍
します。 8 445042 791455

スマホでお買い物

VISERA SUEZ VU
2661706　￥4,000（税込）
size：S-M、L-XL
color：LIGHT MAGMA(2222)
この軽くて快適なバイザーは、トレッキング、ハ
イキング、ランニングにおすすめです。軽量コン
パクトに設計されており、折りたためます。

8 445042 710876

スマホでお買い物

CAMISETA STRIDE
1207475　￥8,800（税込）
size：S、M、L、XL
color：OCEAN、BLUE(4689)
通気性、速乾性に優れた半袖ジップシャツ。コー
ヒーを素材にブレンドする事により消臭性も
アップ。登山からランニングまで幅広い運動シー
ンで活躍します。細めの襟が特徴的です。

8 445042 714591

スマホでお買い物

CAMISA VORNAR
1481255　￥8,800（税込）
size：S、M、L、XL
color：BLUE、WING TEAL(5938)
軽くて速乾性があり、防臭効果の処
理を施したリサイクル素材の半袖
シャツです。

http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006995427/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006995524/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006995517/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006995517/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006995431/index.html
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　山頂を目指す登山に比べて、時間や装備に制約が
少ない分、ハイキングには行程を自分なりにアレンジで
きる余白が多いのが魅力です。景色の良いスポットや、
気になる場所があればそこに時間を割くこともできま
す。そのほか、料理が好きな人であれば、食材と調理器
具をバックパックに多めに詰めてアウトドア料理を仲間
にふるまうなど、いろいろな楽しみ方ができます。
　ハイキングと聞くと登山に比べて「気楽」、「安全」と
いうイメージが先行しがちですが、フィールドはあくま
で自然の中ですので、日常とは違う危険が潜んでいま
す。低山でも行動が遅れて日没になれば真っ暗闇にな
りますし、滑落すれば大怪我をする高さの崖もありま
す。この点は登山と変わらないので、ヘッドランプ、滑ら
ない靴、雨具などの最低限の登山装備を用意し、充分
に気を引き締めて出かけてください。

小笹 正裕（こざさ まさひろ）
石井スポーツ 神田本館
登山歴10年

競技スキーを入口として、バックカントリース
キーなど、山での体験を重ねるうちに登山の
おもしろさに目覚める。ハイキングや登山の
ほかにも、東京近郊の滝や鍾乳洞へ赴くな
ど、アクティブに飛びまわっている。

大菩薩嶺
山に行こう！ ハイキング
ペース配分に縛られない
自由度の高いハイキングを楽しむ

お気に入
り

アイテム
Primus/P-153　￥10,450（税込）
Dug/POT-M　¥2,860（税込）
klean kanteen/インスレートクラシックボトル20oz 
¥4,400（税込）
景色を眺めながら食事やお茶が楽しめるよう、軽量なス
トーブとクッカーなどを用意するようにしています。

FIELDスタッフおすすめの感動フィールド
大菩薩嶺（2057m）

大菩薩嶺発想に応じて自由に楽しめる
絶景の百名山
なんといっても稜線からの絶景が魅
力です！ 南西方向には富士山を美しく
眺められ、甲府盆地が一望できます。ま
た逆方面に望む日の出も、筆舌に尽くし
がたいものがあります。
数年前、登山に興味を持った友人を
連れて大菩薩嶺からの日の出を見に行
きました。とても感動してくれた彼はそ
れ以降も登山を続け、翌年の夏には北
アルプスのある山小屋でバイトを始めま
した。彼の人生を狂わせてしまったかも
しれません。初心者にもおすすめできる
手軽な山ですが、人を変えてしまうほど
の感動が待っています！

富士山や南アルプスの展望の良さで
知られる人気の百名山。2000m級の山
ですが、標高1600mにも車でアクセス
できる登山口があります。一帯には山小
屋や茶屋が点在し、周辺には温泉施設
も充実。都心からもほど近く、シーズン
中は公共交通機関もあるなど、登山者
に愛される条件を兼ね備えています。
人気の理由のひとつは、その懐の深
さにもあります。上日川峠を起点に大菩
薩嶺～石丸峠を周遊する日帰りコース
から、黒岳方面、奥多摩方面へ縦走路が
とれるなど、発想しだいでいかようにも
楽しむことができます。
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　山頂を目指す登山に比べて、時間や装備に制約が
少ない分、ハイキングには行程を自分なりにアレンジで
きる余白が多いのが魅力です。景色の良いスポットや、
気になる場所があればそこに時間を割くこともできま
す。そのほか、料理が好きな人であれば、食材と調理器
具をバックパックに多めに詰めてアウトドア料理を仲間
にふるまうなど、いろいろな楽しみ方ができます。
　ハイキングと聞くと登山に比べて「気楽」、「安全」と
いうイメージが先行しがちですが、フィールドはあくま
で自然の中ですので、日常とは違う危険が潜んでいま
す。低山でも行動が遅れて日没になれば真っ暗闇にな
りますし、滑落すれば大怪我をする高さの崖もありま
す。この点は登山と変わらないので、ヘッドランプ、滑ら
ない靴、雨具などの最低限の登山装備を用意し、充分
に気を引き締めて出かけてください。

小笹 正裕（こざさ まさひろ）
石井スポーツ 神田本館
登山歴10年

競技スキーを入口として、バックカントリース
キーなど、山での体験を重ねるうちに登山の
おもしろさに目覚める。ハイキングや登山の
ほかにも、東京近郊の滝や鍾乳洞へ赴くな
ど、アクティブに飛びまわっている。

大菩薩嶺
山に行こう！ ハイキング
ペース配分に縛られない
自由度の高いハイキングを楽しむ

お気に入
り

アイテム
Primus/P-153　￥10,450（税込）
Dug/POT-M　¥2,860（税込）
klean kanteen/インスレートクラシックボトル20oz 
¥4,400（税込）
景色を眺めながら食事やお茶が楽しめるよう、軽量なス
トーブとクッカーなどを用意するようにしています。

FIELDスタッフおすすめの感動フィールド
大菩薩嶺（2057m）

大菩薩嶺発想に応じて自由に楽しめる
絶景の百名山
なんといっても稜線からの絶景が魅
力です！ 南西方向には富士山を美しく
眺められ、甲府盆地が一望できます。ま
た逆方面に望む日の出も、筆舌に尽くし
がたいものがあります。
数年前、登山に興味を持った友人を
連れて大菩薩嶺からの日の出を見に行
きました。とても感動してくれた彼はそ
れ以降も登山を続け、翌年の夏には北
アルプスのある山小屋でバイトを始めま
した。彼の人生を狂わせてしまったかも
しれません。初心者にもおすすめできる
手軽な山ですが、人を変えてしまうほど
の感動が待っています！

富士山や南アルプスの展望の良さで
知られる人気の百名山。2000m級の山
ですが、標高1600mにも車でアクセス
できる登山口があります。一帯には山小
屋や茶屋が点在し、周辺には温泉施設
も充実。都心からもほど近く、シーズン
中は公共交通機関もあるなど、登山者
に愛される条件を兼ね備えています。
人気の理由のひとつは、その懐の深
さにもあります。上日川峠を起点に大菩
薩嶺～石丸峠を周遊する日帰りコース
から、黒岳方面、奥多摩方面へ縦走路が
とれるなど、発想しだいでいかようにも
楽しむことができます。

https://www.yodobashi.com/product/100000001004317090/
https://www.yodobashi.com/product/100000001004621815/
https://www.yodobashi.com/product/100000001003900233/
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中村 みつを（なかむら みつを）
1953年東京生まれ
イラストレーター・画家。自然や旅をテーマにイラストや
エッセイを手がけ、オールラウンドに山を楽しむ。近年、街
中の超低山歩きに魅力を見出し『お江戸超低山散歩』（書
肆侃々房）、『東京まちなか超低山』（ぺりかん社、p91参
照）を上梓。全国山の日協議会 山の日アンバサダー。

東京のまちなか、ビルが立ち並ぶ大都会や住宅街にも、たくさんの山があることを知っていますか？
標高100ｍ以下、高低差50ｍ以下の超低山探訪を続ける中村みつをさん。

高い山、低い山の垣根を超えた山歩きの魅力とは？
みつをさんイチオシの超低山・浅間山イラスト紀行とともにお伝えします。

好奇心と想像力を駆使して
中村さんは、東京のまちなかにある小
さな山を「超低山」と名付け、20年ほど前
から登り始めました。きっかけは港区の
愛
あ た ご や ま

宕山（標高26ｍ）、新宿区の箱
はこねやま

根山（標高
44.6ｍ）に何気なく立ち寄ったときのこと。
「山頂に立ったときの不思議な高揚感、
都会の風景と隣り合わせにれっきとした山
があること、想像力と好奇心を駆使して、そ
こに江戸や明治の時代から続く歴史や、人
びとの姿、目の前の風景と重ね合わせるお
もしろさに惹かれました」
東京の「超低山」の成り立ちは大きく３
つに分けられます。おもに江戸時代、大名
屋敷の庭園に欠かせないアイテムとしてつ
くられた人工の山。山岳信仰から生まれ、

庶民に大流行したミニチュアの富士山「富
士塚」。もうひとつが天然の山です。
「ひとつの山を見つけて、そこからつない
で歩く道はないかなと探していく。身近な
場所に、こんなにも豊かな自然があること
にも驚きます。そうして出来上がったルート
は、自分だけのトレイルを作るような楽しさ
があります。宝探しに似た感覚ですね」
超低山を歩くおもしろさは、標高や難易
度で測るものではなくて、別次元のものと
話す中村さん。
「そう、高さではなくて深さだと。江戸の
時代から400年がたった今、人の思いがつ
まった同じ場所に立つと、時代が立体感を
ともなって見えてきます。そんなダイナミッ
クなスケール感が痛快です」

「まちなか超低山」
高さじゃなく深さ！を味わう山歩きのススメ

イラスト・P94題字＝中村みつを　取材・文＝大武美緒子街に寄り添うようにたたずむ東京、府中市のまちなか超低山、浅間山。イラスト紀行はｐ94から。

高低差50ｍ以下!? 山頂まで30秒!?
まちなか超低山は
こんなところ

江戸時代、多くの大名が屋敷に豪華な庭
園をつくりました。その数は1000ともいわ
れ、共通しているのは、泉水と呼ばれる大
池の周囲に園路、築山がつくられたこと。
日本人の自然観を凝縮した庭園には、山が
欠かせないアイテムだったのです。植え込

みをたなびく雲に見立て、和歌に詠まれた
景観が再現された庭園、長い年月を経てま
るで自然の山のようになった山など、それ
ぞれ趣が異なり、江戸の人びとの美意識を
感じることができます。

東京の代表的な天然の山で独立峰の浅
草の待

まつちやま

乳山（標高9.8m）、北区の飛
あすかやま

鳥山
（標高25.4m）、港区の愛

あたごやま

宕山は、寺社や行
楽地として大名や江戸庶民がこぞって訪
れ、親しまれてきました。現代では、都会の
街並みに溶け込んでいるため、一見してそ
れが山だと気づきにくいこともあるのです
が、たとえば待乳山は、石段を上がっていく
参道がつけられた裏側が、切り立った崖に
なっています。

また、独立峰ではなく尾根の片方が急峻
な斜面を江戸の人びとが山と見立てたの
も、天然の山の特長です。高台からの眺め
を得るのに、大名屋敷、華族などの屋敷と
して受け継がれ、現在は公園として人が集
う山もあります。少し郊外に足を延ばせば、
雑木林の美しい武蔵野の面影を残す超低
山が、人びとの生活に寄り添うように点在
しています。

江戸時代、庶民に大流行した富士信仰。
富士山参拝は、費用、体力的に難しかった
江戸の庶民が、富士山と同じご利益を得よ
うと、あちこちの町につくったミニチュアの
富士山が「富士塚」です。都内だけでも50

以上が現存。富士塚には、富士山の溶岩を
貼り付け、富士山同様、胎

たいない

内と呼ばれる洞
穴や烏

え

帽
ぼ し

子岩
いわ

、登山道には合目石を置くな
ど、必死に富士に見立て、真剣に祈りを捧
げた人びとの様子が伝わってきます。

※国土地理院地形図に山名と標高表記がある山、また公共基準点が設置されている山は、標高と高低差を示し、それ以外は、推定の高さで示しています。

新装版　『東京まちなか超低山
50メートル以下、都会の名山100を登る』
絵と文　中村みつを
2,200円（税込）／ぺりかん社

「超低山」について
もっと知りたい人は

こちら！

個性豊かな超低山「築山」「富士塚」「天然の山」、
それぞれの特長を教えていただきました。

みつをさんおすすめの築山3山
■箱根山　はこねやま（新宿区） 標高44.6ｍ 高低差約20m
　 江戸最大規模の大名庭園だった都立戸山公園内の築山。雑木の山道、頂上からの眺めも秀逸。
■藤代峠　ふじしろとうげ（文京区） 標高35m 高低差約13ｍ
　 峠の頂から、江戸時代、南に江戸城、西に富士山が望めることから富士見山ともいわれた。
■浜離宮三山　はまりきゅうさんざん（中央区） 高さ約5m
　 富士見山、御亭山、新樋の口山の三山をめぐる。旧芝離宮恩賜庭園の大山と合わせて歩いても。

みつをさんおすすめの富士塚3山
■千駄ヶ谷富士　せんだがやふじ（渋谷区） 高さ約6m
　 寛政元年築造で、現存する都内最古の富士塚。烏帽子岩はじめ富士塚アイテムも完璧。
■成子富士　なるこふじ（新宿区） 高さ約12m
　 新宿西口高層ビル群の真っただなかに鎮座する存在感に圧倒される。大正9年築造。
■品川富士　しながわふじ（品川区） 高さ約7m
　 小高い丘にたつ品川神社内にそびえる岩壁は迫力満点。明治2年築造、展望も随一。

みつをさんおすすめの天然の山3山
■愛宕山　あたごやま（港区） 標高26m 高低差約20m
　 古くは桜田山と呼ばれ、眺望は江戸一とも称された。86段、斜度37度の出世の石段が有名。
■西郷山　さいごうやま（目黒区） 標高36m 高低差約20m
　 西郷隆盛の弟・従道が購入したもとは大名庭園。現在は公園で、山頂からの夕景が素晴らしい。
■浅間山　せんげんやま（府中市）標高79.6m 高低差約30m
　 ｐ94イラスト紀行参照
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中村 みつを（なかむら みつを）
1953年東京生まれ
イラストレーター・画家。自然や旅をテーマにイラストや
エッセイを手がけ、オールラウンドに山を楽しむ。近年、街
中の超低山歩きに魅力を見出し『お江戸超低山散歩』（書
肆侃々房）、『東京まちなか超低山』（ぺりかん社、p91参
照）を上梓。全国山の日協議会 山の日アンバサダー。

東京のまちなか、ビルが立ち並ぶ大都会や住宅街にも、たくさんの山があることを知っていますか？
標高100ｍ以下、高低差50ｍ以下の超低山探訪を続ける中村みつをさん。

高い山、低い山の垣根を超えた山歩きの魅力とは？
みつをさんイチオシの超低山・浅間山イラスト紀行とともにお伝えします。

好奇心と想像力を駆使して
中村さんは、東京のまちなかにある小
さな山を「超低山」と名付け、20年ほど前
から登り始めました。きっかけは港区の
愛
あ た ご や ま

宕山（標高26ｍ）、新宿区の箱
はこねやま

根山（標高
44.6ｍ）に何気なく立ち寄ったときのこと。
「山頂に立ったときの不思議な高揚感、
都会の風景と隣り合わせにれっきとした山
があること、想像力と好奇心を駆使して、そ
こに江戸や明治の時代から続く歴史や、人
びとの姿、目の前の風景と重ね合わせるお
もしろさに惹かれました」
東京の「超低山」の成り立ちは大きく３
つに分けられます。おもに江戸時代、大名
屋敷の庭園に欠かせないアイテムとしてつ
くられた人工の山。山岳信仰から生まれ、

庶民に大流行したミニチュアの富士山「富
士塚」。もうひとつが天然の山です。
「ひとつの山を見つけて、そこからつない
で歩く道はないかなと探していく。身近な
場所に、こんなにも豊かな自然があること
にも驚きます。そうして出来上がったルート
は、自分だけのトレイルを作るような楽しさ
があります。宝探しに似た感覚ですね」
超低山を歩くおもしろさは、標高や難易
度で測るものではなくて、別次元のものと
話す中村さん。
「そう、高さではなくて深さだと。江戸の
時代から400年がたった今、人の思いがつ
まった同じ場所に立つと、時代が立体感を
ともなって見えてきます。そんなダイナミッ
クなスケール感が痛快です」

「まちなか超低山」
高さじゃなく深さ！を味わう山歩きのススメ

イラスト・P94題字＝中村みつを　取材・文＝大武美緒子街に寄り添うようにたたずむ東京、府中市のまちなか超低山、浅間山。イラスト紀行はｐ94から。

高低差50ｍ以下!? 山頂まで30秒!?
まちなか超低山は
こんなところ

江戸時代、多くの大名が屋敷に豪華な庭
園をつくりました。その数は1000ともいわ
れ、共通しているのは、泉水と呼ばれる大
池の周囲に園路、築山がつくられたこと。
日本人の自然観を凝縮した庭園には、山が
欠かせないアイテムだったのです。植え込

みをたなびく雲に見立て、和歌に詠まれた
景観が再現された庭園、長い年月を経てま
るで自然の山のようになった山など、それ
ぞれ趣が異なり、江戸の人びとの美意識を
感じることができます。

東京の代表的な天然の山で独立峰の浅
草の待

まつちやま

乳山（標高9.8m）、北区の飛
あすかやま

鳥山
（標高25.4m）、港区の愛

あたごやま

宕山は、寺社や行
楽地として大名や江戸庶民がこぞって訪
れ、親しまれてきました。現代では、都会の
街並みに溶け込んでいるため、一見してそ
れが山だと気づきにくいこともあるのです
が、たとえば待乳山は、石段を上がっていく
参道がつけられた裏側が、切り立った崖に
なっています。

また、独立峰ではなく尾根の片方が急峻
な斜面を江戸の人びとが山と見立てたの
も、天然の山の特長です。高台からの眺め
を得るのに、大名屋敷、華族などの屋敷と
して受け継がれ、現在は公園として人が集
う山もあります。少し郊外に足を延ばせば、
雑木林の美しい武蔵野の面影を残す超低
山が、人びとの生活に寄り添うように点在
しています。

江戸時代、庶民に大流行した富士信仰。
富士山参拝は、費用、体力的に難しかった
江戸の庶民が、富士山と同じご利益を得よ
うと、あちこちの町につくったミニチュアの
富士山が「富士塚」です。都内だけでも50

以上が現存。富士塚には、富士山の溶岩を
貼り付け、富士山同様、胎

たいない

内と呼ばれる洞
穴や烏

え

帽
ぼ し

子岩
いわ

、登山道には合目石を置くな
ど、必死に富士に見立て、真剣に祈りを捧
げた人びとの様子が伝わってきます。

※国土地理院地形図に山名と標高表記がある山、また公共基準点が設置されている山は、標高と高低差を示し、それ以外は、推定の高さで示しています。

新装版　『東京まちなか超低山
50メートル以下、都会の名山100を登る』
絵と文　中村みつを
2,200円（税込）／ぺりかん社

「超低山」について
もっと知りたい人は

こちら！

個性豊かな超低山「築山」「富士塚」「天然の山」、
それぞれの特長を教えていただきました。

みつをさんおすすめの築山3山
■箱根山　はこねやま（新宿区） 標高44.6ｍ 高低差約20m
　 江戸最大規模の大名庭園だった都立戸山公園内の築山。雑木の山道、頂上からの眺めも秀逸。
■藤代峠　ふじしろとうげ（文京区） 標高35m 高低差約13ｍ
　 峠の頂から、江戸時代、南に江戸城、西に富士山が望めることから富士見山ともいわれた。
■浜離宮三山　はまりきゅうさんざん（中央区） 高さ約5m
　 富士見山、御亭山、新樋の口山の三山をめぐる。旧芝離宮恩賜庭園の大山と合わせて歩いても。

みつをさんおすすめの富士塚3山
■千駄ヶ谷富士　せんだがやふじ（渋谷区） 高さ約6m
　 寛政元年築造で、現存する都内最古の富士塚。烏帽子岩はじめ富士塚アイテムも完璧。
■成子富士　なるこふじ（新宿区） 高さ約12m
　 新宿西口高層ビル群の真っただなかに鎮座する存在感に圧倒される。大正9年築造。
■品川富士　しながわふじ（品川区） 高さ約7m
　 小高い丘にたつ品川神社内にそびえる岩壁は迫力満点。明治2年築造、展望も随一。

みつをさんおすすめの天然の山3山
■愛宕山　あたごやま（港区） 標高26m 高低差約20m
　 古くは桜田山と呼ばれ、眺望は江戸一とも称された。86段、斜度37度の出世の石段が有名。
■西郷山　さいごうやま（目黒区） 標高36m 高低差約20m
　 西郷隆盛の弟・従道が購入したもとは大名庭園。現在は公園で、山頂からの夕景が素晴らしい。
■浅間山　せんげんやま（府中市）標高79.6m 高低差約30m
　 ｐ94イラスト紀行参照
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住宅地の隣。バスを降りた道のすぐ横か
ら美しい雑木林につけられた登山道が続
いています。ここ浅

せんげんやま

間山という名は、標高
79.6mの最高峰の堂

どうやま

山、中
なかやま

山、前
まえやま

山の三山
の総称。三山の一つ、前山の尾根に上がる
と、関東の富士見百景にも選ばれた展望
地が。晴れた日には、奥多摩、奥武蔵、丹沢
の山並み、そしてその中央に富士山が見え
ます。
「富士信仰が盛んだった頃も、この山か
ら人は、富士を眺めていたんでしょうね」と
当時の人たちの姿を想像します。
「この道を登りきったら何があるんだろ
う。そんな好奇心と想像力がもっとも大事
な要素という点は、高い山でも低い山も同
じ。ここから見える山に今度は行ってみよ
うと、自分の風景を広げていってもいい。
身近な低山は、そんなきっかけにもなるん
じゃないでしょうか」
人の暮らしのすぐ隣にある３つのピーク
と雑木林と往時から続く歴史。超低山歩き
は、山の世界を大きく深く広げてくれる。そ
う実感した浅間山探訪でした。

雑木林の尾根上にある展望地から、街並みの向こうに富士山を望んで。

住宅地に浮かぶ緑の島のような浅間山。鳥のさえずりが響いていました。

山頂に富士信仰の神を祀る浅間神社が鎮座。
まちに寄り添うように浮かぶその山には、超低山の魅力がつまっていました。

浅間山（都立浅間山公園）
東京都府中市

JR中央線「武蔵小金井」から京王バス

　東府中行き「浅間山公園」下車。また

は、京王線「東府中」から京王バス 武蔵

小金井行き「浅間山公園」下車。

もう少し歩きたいときは、近くの「くじ

ら山」まで縦走してみるのもいい。浅間

山の東側にあるキスゲ橋を渡り、多磨

霊園内を北に向かい東八道路に出れ

ば、武蔵野公園に標高53mの「くじら

山」が、かわいく鎮座しています。
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フットウエア
低山でもグリップ力のあるソールがマスト

プロのフィッティングで、納得の一足を
中村さんの今回の目的は、舗装路や平らな道も多い街中の
超低山を快適に歩くためのローカットシューズ。
「グリップ力のあるソールは標高に関係なく必要です。ちょっ
と地面が濡れているだけで滑りやすく、小さな段差でもケガに
つながるので、そこは怠らないほうがいい。その点専門店なら
ではのラインナップなので安心ですよね」と中村さん。
　実際に試し履きをして、自分の足の形に合うかどうか、スタッ
フのアドバイスを受けながらチェックします。まず自分が行きた
い山、目標としている山をスタッフに伝えるのがコツ。いずれは
もう少し高い山にも登ってみたいという人には、ソールは柔ら
かめで足首を支えるミッドカットタイプの登山靴がおすすめ。足
首のホールドは靴ひもを締める金具がひとつのタイプが、低山
ハイキングから始めたい人向けで、緩斜面中心、ほぼ土の上を
歩くような登山にも、汎用性が高く使用できます。

ザ・ノース・フェイス

ベクティブ タラバル フューチャーライト

￥17,600（税込）

サロモン

OUTPULSE MID GORE-TEX

￥17,600（税込）
みつを

さん

セレク
ト! SHOP

イチオ
シ!

初めて
の

登山靴
に

ソールは実際に手にして反り具合
などもチェック。「水平方向の道を
歩くことも多い低山では、ソールが
硬すぎると疲れてしまうので、ソー
ルの軟らかさもポイントにしていま
す」と中村さん。

片足380g（27cm）と軽量ながら、岩場や泥道
などさまざまなコンディションでも高いグリッ
プ力を発揮するContagrip®を用いたソール
をはじめ、サロモンの新テクノロジーを随所
に採用、低山ハイキングから軽装備の中級山
岳まで対応する一足。靴ひもを締めあげると
足全体が包まれるような抜群のフィット感で、
初めて登山靴を履く人も抵抗感なく履きこな
せます。

アッパーに独自の防水透湿素材フュー
チャーライトを使用、さらに甲の部分は
メッシュになっていて汗抜けが良く、高温
多湿な環境でも快適に歩けます。ソール
はさまざまな路面状況に対応できるグ
リップ力を備えたサーフェスコントロール
を採用しています。

試し履きの際は、スタッフに靴ひもを締めてもらい、正しくフィッ
ティングした状態を体感しましょう。そして登山道を想定した傾
斜や階段状になった模型で実際に歩いてみて、下りのときにつ
ま先があたらないかなどを確認します。

　低山ハイクを楽しむための最新登山道具
中村みつをさんと選ぶ

安全に歩ける登山道具は、自然の中での時間を楽しくしてくれる心強い相棒です。高い山、低い山問わず山を歩

き、なかでもまちなかの「超低山」は「発見と感動の連続」と言う中村みつをさんと、石井スポーツヨドバシ新宿

西口店へ。登山道具へのこだわりや選ぶ楽しみについてうかがいました。

かつてはクライミングにも傾倒、ヒマラヤ
はじめ海外のトレッキング、縦走登山などオ
ールラウンドに山を楽しんできた中村みつ
をさんの最近のお気に入りは、低山です。
「身近な低山は、気負うことなく、何度で
も行けるのがいいです。季節を少し変えて
歩くたび、森の色、聞こえてくる音、植物、足
元の感触にも変化があって、発見の連続で
す」
だからこそしっかりとした登山道具を選
ぶと、ゆとりが生まれてその発見や感動に
心を研ぎ澄ませることができると中村さん
は言います。
これからハイキングを始める人も、専
門店を上手に利用して、お気に入りの登
山道具で身近な自然の中へ出かけてみ
ましょう。

超

石井スポーツヨドバシ新宿西口店
で、新たに街歩き&低山ハイキング
に使用できるシューズを新調するた
め、まずは足の計測。右左で足の大
きさが異なる人が多いため、両足そ
れぞれしっかり計測します。本日の
アテンドは、石井スポーツヨドバシ
新宿西口店の村瀬亮介です。

バックパック
正しいサイズ選びとフィッティングで、

低山でも確実に疲労を軽減してくれる

バックパックは「シンプルな形状が好き」
という中村さん。カルチャーセンターでハ
イキング講師を務めることも多い中村さん
は、とくに女性にバックパックが体に合って
いない人が多いことが気になっているとか。
低山ハイキング用の小型バックパックも
フィッティングがマスト。正しくフィッティン
グしたバックパックは驚くほど軽く感じられ
ます。体に合っていないバックパックを使う
と、体に負担がかかって体力を消耗、事故
の原因にもなります。専門店で自分の体形
に合わせたバックパックを正しくフィッティ
グしてもらい、ウエストベルト、ショルダー
ベルトなど各ベルトの正しい締め方のレク
チャーを受けましょう。背面の構造、ウエス
トベルト、ショルダーベルトなどの形状や
素材によっても背負い心地が変わってきま
すので、いくつかのタイプを試してみるの
がおすすめです。

マムート

Lithium 15

￥13,200（税込）

オスプレー

テンペスト20（Wʼs）

￥16,500（税込）

みつを
さん

セレク
ト!

SHOPイチオシ!
女性におすすめ

腰骨の位置を確認、腰骨がウエストベルトのクッションの中央
にくるように合わせ、腰骨の上にベルトがのるように背負いま
す。次に、その人の体型に合わせてスタッフがベルトを調節しま
す。各ベルトの正しい締め方や順番もスタッフからしっかりレク
チャーを受けましょう。

女性の体型に合わせて設計されたモデル。背面の長さによって
2タイプのサイズ展開があることに加えて、小型バックパックでは
めずらしい背面調整機能があり、体型に合わせてぴったりのポ
ジションで背負うことができます。シームレスに一体となったメッ
シュバックパネルで通気性にも優れています。

街歩き&超低山を軽快に歩くのに、シンプル、軽量、
コンパクトさを重視して選んだ15ℓのバックパック。
通気性のよいショルダーパッドで持ち運びも快適。
取り外しのできるヒップベルト、一体型レインカバー
など使い手しだいでさらにシンプルにできる点もお
気に入りポイント。ランチにバーナーやクッカーで
調理をする、下山後の温泉セットも持参、という場合
は20ℓ～30ℓ程度がおすすめです。

「ここまで柔らかい素材は、ほかのブランドでは見あたらないで
すね」とヨドバシ新宿西口店スタッフの村瀬。カッティングもアジ
ア人の体型に合わせています。

レインウエア
ストレッチ性抜群でストレスフリー

もう一枚はおりたいときのアウターに
天気予報は晴れ。そんな日の街歩き&低
山ハイキングでも携行したいのがレインウ
エア。山行歴の長い中村さんが、レインウ
エア売り場で驚いたのは、素材のしなやか
さ。その中でもストレッチ性に優れ、レイン
ウエアとして透湿性の高さも抜群とスタッ
フもイチ押しなのが、「ミレー」の独自素材
を用いた「ティフォンシリーズ」。
「昔はレインウエアのゴワゴワ、バリバリ
感が気になったけど、ここまでしなやかな
ら、風があるとき、小雨がぱらついてきたと
きでもさっと出してはおりたくなりますね」
（中村さん）
しなやかな生地は、畳んだときにもしわ
になりにくいうえ、メンテナンスしやすいこ
ともポイントです。

ミレー

ティフォン50000ストレッチジャケット

￥28,600（税込）
ミレー

ティフォン50000ストレッチトレックパンツ

￥19,800（税込）

みつを
さん＆

SHOP

イチオ
シ!

晴れの
日も風

よけと
して

フランスの登山道具ブランド「ミレー」が、ヨーロッパとは異な
る、雨量も多く湿度も高いアジア向けに開発したモデル。高い透
湿性（50,000g/㎡/24h）を実現した独自の防水透湿素材を用
いてムレずに衣服内を快適に保ちます。トレックパンツは立体裁
断とストレッチ生地で、足さばきもスムーズ。雨天時だけではな
く晴天時にも履きたくなる全天候型の作り。

道具を選んでいるうちに自分の好みやこ
だわりがわかってくるのが楽しいです。何でも
聞きやすいので、あれこれスタッフにたずね
て情報収集します。道具選びは、「自分がどん

な山登りをしたいのか」を考える場にもなり
ます。その能動的な姿勢は、自然の中で感じ
る変化や美しさ、たくさんの感動をキャッチす
る感覚を磨くことにもつながると思います。

自分なりの道具へのこだわりを見つけたら
山でも、もっと能動的に感動をキャッチできる

https://www.yodobashi.com/product/100000001006953688/
https://www.yodobashi.com/product/100000001006859655/
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フットウエア
低山でもグリップ力のあるソールがマスト

プロのフィッティングで、納得の一足を
中村さんの今回の目的は、舗装路や平らな道も多い街中の
超低山を快適に歩くためのローカットシューズ。
「グリップ力のあるソールは標高に関係なく必要です。ちょっ
と地面が濡れているだけで滑りやすく、小さな段差でもケガに
つながるので、そこは怠らないほうがいい。その点専門店なら
ではのラインナップなので安心ですよね」と中村さん。
　実際に試し履きをして、自分の足の形に合うかどうか、スタッ
フのアドバイスを受けながらチェックします。まず自分が行きた
い山、目標としている山をスタッフに伝えるのがコツ。いずれは
もう少し高い山にも登ってみたいという人には、ソールは柔ら
かめで足首を支えるミッドカットタイプの登山靴がおすすめ。足
首のホールドは靴ひもを締める金具がひとつのタイプが、低山
ハイキングから始めたい人向けで、緩斜面中心、ほぼ土の上を
歩くような登山にも、汎用性が高く使用できます。

ザ・ノース・フェイス

ベクティブ タラバル フューチャーライト

￥17,600（税込）

サロモン

OUTPULSE MID GORE-TEX

￥17,600（税込）
みつを

さん

セレク
ト! SHOP

イチオ
シ!

初めて
の

登山靴
に

ソールは実際に手にして反り具合
などもチェック。「水平方向の道を
歩くことも多い低山では、ソールが
硬すぎると疲れてしまうので、ソー
ルの軟らかさもポイントにしていま
す」と中村さん。

片足380g（27cm）と軽量ながら、岩場や泥道
などさまざまなコンディションでも高いグリッ
プ力を発揮するContagrip®を用いたソール
をはじめ、サロモンの新テクノロジーを随所
に採用、低山ハイキングから軽装備の中級山
岳まで対応する一足。靴ひもを締めあげると
足全体が包まれるような抜群のフィット感で、
初めて登山靴を履く人も抵抗感なく履きこな
せます。

アッパーに独自の防水透湿素材フュー
チャーライトを使用、さらに甲の部分は
メッシュになっていて汗抜けが良く、高温
多湿な環境でも快適に歩けます。ソール
はさまざまな路面状況に対応できるグ
リップ力を備えたサーフェスコントロール
を採用しています。

試し履きの際は、スタッフに靴ひもを締めてもらい、正しくフィッ
ティングした状態を体感しましょう。そして登山道を想定した傾
斜や階段状になった模型で実際に歩いてみて、下りのときにつ
ま先があたらないかなどを確認します。

　低山ハイクを楽しむための最新登山道具
中村みつをさんと選ぶ

安全に歩ける登山道具は、自然の中での時間を楽しくしてくれる心強い相棒です。高い山、低い山問わず山を歩

き、なかでもまちなかの「超低山」は「発見と感動の連続」と言う中村みつをさんと、石井スポーツヨドバシ新宿

西口店へ。登山道具へのこだわりや選ぶ楽しみについてうかがいました。

かつてはクライミングにも傾倒、ヒマラヤ
はじめ海外のトレッキング、縦走登山などオ
ールラウンドに山を楽しんできた中村みつ
をさんの最近のお気に入りは、低山です。
「身近な低山は、気負うことなく、何度で
も行けるのがいいです。季節を少し変えて
歩くたび、森の色、聞こえてくる音、植物、足
元の感触にも変化があって、発見の連続で
す」
だからこそしっかりとした登山道具を選
ぶと、ゆとりが生まれてその発見や感動に
心を研ぎ澄ませることができると中村さん
は言います。
これからハイキングを始める人も、専
門店を上手に利用して、お気に入りの登
山道具で身近な自然の中へ出かけてみ
ましょう。

超

石井スポーツヨドバシ新宿西口店
で、新たに街歩き&低山ハイキング
に使用できるシューズを新調するた
め、まずは足の計測。右左で足の大
きさが異なる人が多いため、両足そ
れぞれしっかり計測します。本日の
アテンドは、石井スポーツヨドバシ
新宿西口店の村瀬亮介です。

バックパック
正しいサイズ選びとフィッティングで、

低山でも確実に疲労を軽減してくれる

バックパックは「シンプルな形状が好き」
という中村さん。カルチャーセンターでハ
イキング講師を務めることも多い中村さん
は、とくに女性にバックパックが体に合って
いない人が多いことが気になっているとか。
低山ハイキング用の小型バックパックも
フィッティングがマスト。正しくフィッティン
グしたバックパックは驚くほど軽く感じられ
ます。体に合っていないバックパックを使う
と、体に負担がかかって体力を消耗、事故
の原因にもなります。専門店で自分の体形
に合わせたバックパックを正しくフィッティ
グしてもらい、ウエストベルト、ショルダー
ベルトなど各ベルトの正しい締め方のレク
チャーを受けましょう。背面の構造、ウエス
トベルト、ショルダーベルトなどの形状や
素材によっても背負い心地が変わってきま
すので、いくつかのタイプを試してみるの
がおすすめです。

マムート

Lithium 15

￥13,200（税込）

オスプレー

テンペスト20（Wʼs）

￥16,500（税込）

みつを
さん

セレク
ト!

SHOPイチオシ!
女性におすすめ

腰骨の位置を確認、腰骨がウエストベルトのクッションの中央
にくるように合わせ、腰骨の上にベルトがのるように背負いま
す。次に、その人の体型に合わせてスタッフがベルトを調節しま
す。各ベルトの正しい締め方や順番もスタッフからしっかりレク
チャーを受けましょう。

女性の体型に合わせて設計されたモデル。背面の長さによって
2タイプのサイズ展開があることに加えて、小型バックパックでは
めずらしい背面調整機能があり、体型に合わせてぴったりのポ
ジションで背負うことができます。シームレスに一体となったメッ
シュバックパネルで通気性にも優れています。

街歩き&超低山を軽快に歩くのに、シンプル、軽量、
コンパクトさを重視して選んだ15ℓのバックパック。
通気性のよいショルダーパッドで持ち運びも快適。
取り外しのできるヒップベルト、一体型レインカバー
など使い手しだいでさらにシンプルにできる点もお
気に入りポイント。ランチにバーナーやクッカーで
調理をする、下山後の温泉セットも持参、という場合
は20ℓ～30ℓ程度がおすすめです。

「ここまで柔らかい素材は、ほかのブランドでは見あたらないで
すね」とヨドバシ新宿西口店スタッフの村瀬。カッティングもアジ
ア人の体型に合わせています。

レインウエア
ストレッチ性抜群でストレスフリー

もう一枚はおりたいときのアウターに
天気予報は晴れ。そんな日の街歩き&低
山ハイキングでも携行したいのがレインウ
エア。山行歴の長い中村さんが、レインウ
エア売り場で驚いたのは、素材のしなやか
さ。その中でもストレッチ性に優れ、レイン
ウエアとして透湿性の高さも抜群とスタッ
フもイチ押しなのが、「ミレー」の独自素材
を用いた「ティフォンシリーズ」。
「昔はレインウエアのゴワゴワ、バリバリ
感が気になったけど、ここまでしなやかな
ら、風があるとき、小雨がぱらついてきたと
きでもさっと出してはおりたくなりますね」
（中村さん）
しなやかな生地は、畳んだときにもしわ
になりにくいうえ、メンテナンスしやすいこ
ともポイントです。

ミレー

ティフォン50000ストレッチジャケット

￥28,600（税込）
ミレー

ティフォン50000ストレッチトレックパンツ

￥19,800（税込）

みつを
さん＆

SHOP

イチオ
シ!

晴れの
日も風

よけと
して

フランスの登山道具ブランド「ミレー」が、ヨーロッパとは異な
る、雨量も多く湿度も高いアジア向けに開発したモデル。高い透
湿性（50,000g/㎡/24h）を実現した独自の防水透湿素材を用
いてムレずに衣服内を快適に保ちます。トレックパンツは立体裁
断とストレッチ生地で、足さばきもスムーズ。雨天時だけではな
く晴天時にも履きたくなる全天候型の作り。

道具を選んでいるうちに自分の好みやこ
だわりがわかってくるのが楽しいです。何でも
聞きやすいので、あれこれスタッフにたずね
て情報収集します。道具選びは、「自分がどん

な山登りをしたいのか」を考える場にもなり
ます。その能動的な姿勢は、自然の中で感じ
る変化や美しさ、たくさんの感動をキャッチす
る感覚を磨くことにもつながると思います。

自分なりの道具へのこだわりを見つけたら
山でも、もっと能動的に感動をキャッチできる

https://www.yodobashi.com/product/100000001004675838/
https://www.yodobashi.com/product/100000001004675838/
https://www.yodobashi.com/product/100000001006964041/
https://www.yodobashi.com/product/100000001006964041/
https://www.yodobashi.com/product/100000001006027655/
https://www.yodobashi.com/product/100000001006905777/


4 535436 457792 4 535436 457396

4 535436 458003 4 535436 458225

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



4 535436 457792 4 535436 457396

4 535436 458003 4 535436 458225

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

http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001007109065/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001007109091/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001007109021/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001007109109/index.html
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10万点以上の品揃え「石井スポーツ ストア」 掲載価格は6月1日時点の価格となります。
予告なく価格が変更となる場合がございます。

最新の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・コムに未掲載の場合がごさいます。

ハイキング

山に行こう！ ハイキング

THE EARTH100

MOUNTAIN 
FOOTWEAR
フットウエア

ハイキングシューズで足下をしっかりガード。ハイキングシューズで足下をしっかりガード。
また履くときは登山用ソックスと併用するのがおすすめです。また履くときは登山用ソックスと併用するのがおすすめです。

㊧足裏から入った補強（白
のパーツ）が捻挫を防ぎ、そ
こから延びるパーツで足を
しっかりホールドします。
㊨粘りがあり滑りにくいオリ
ジナルソール。パターンの間
隔が広めで、ぬかるみにも
強さを発揮します。

ヌバックレザーが使われていて、さらに防水仕様というめずらしいローカットシューズ。レ
ザーにストレッチ性があるため通常のXウルトラ４よりも幅広い足形に対応します。サイド
のシャーシで安定感を出しているので山道でも足をくじきにくく、アッパー、ソールともにソ
フトなので硬い路面でも歩きやすいです。山も麓もシームレスに歩ける便利な一足ですよ。

登
山
者
の
支
持
を
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る
定
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LTRA 4 LTR G
O

RE-TEX

山はもちろん、街を歩くときもストレスがないから
旅行も一足で済ませられます

松井 晴香 石井スポーツ 吉祥寺店

本格的なトレッキングシュー
ズから超軽量トレランシュー
ズまで、ニーズに合わせたさま
ざまなラインナップを展開す
るサロモン。そのなかでも登
山者に人気なのがこのXウル
トラ4です。一般的なトレッキ
ングシューズよりもアッパーや
ソールが柔らかいので履き心
地が良く、それでいてトレラン
シューズよりは適度な剛性が
あり足をしっかりと保護してく
れます。
このXウルトラ4は昨年大き
くリニューアルを遂げました。
一番大きなポイントは、歩行中
に足首が横に捻れてケガをす

ることがないように、足を下か
ら包むような「アドヴァンスド
シャーシ」（樹脂による補強）
の搭載。これにより山での安
定性が大きく向上しました。

Xウルトラ4にはローカット
にもミッドカットにもさまざま
なカラーバリエーションがあ
りますが、石井スポーツでは
従来の合成繊維の素材ではな
く、ヌバック素材をアッパーに
使用した限定モデルを展開中
です。ソフトなヌバックレザー
なので始めから足によくなじ
み、さらに耐久性にも優れてい
るので長く愛用することがで
きます。X ULTRA 4 LTR GORE-TEX

L41453400　￥20,900（税込）
size：25.0～28.5cm（0.5cm刻み）
weight：400g(27.0cm片足)
color：VINTAGE KAKI、

BLACK、GOLDEN OAK

0 193128 737337

スマホでお買い物

スマホでお買い物（M's）

8 032696 788346

10%で 2,299円分 ポイント還元

2. AKU
MONTERA II GTX
734.2ISG

¥23,650（税込）
初級から中級の登山道向けの軽量かつ万
能なフットウエアです。 足首部分に伸縮素
材を使用しており、抜群のフィット感と歩
行時の快適性を保証します。

2

1. Columbia
スティーンズピーク アウトドライ
スティーンズピーク アウトドライ W's
YM5647 / YL8041

¥17,380（税込）
トレッキングで高いパフォーマンスを発揮
できるように考え抜かれた構造で、歩きや
すく耐久性も高いため、野外フェスやキャ
ンプなどのアウトドアシーンにもおすすめ
です。

スマホでお買い物（M's）

4 550328 585643

スマホでお買い物（W's）

4 550328 587036

10%で 1,738円分 ポイント還元

1 1 WOMENS

3 WOMENS

3. SALOMON
X ULTRA 4 MID GORE-TEX
X ULTRA 4 MID GORE-TEX W
L412941 / L413834 / L416246 / L412956 
/ L416250

¥22,000（税込）
トレイルランニングシューズに劣らない俊
敏性から、優れた安定性とグリップ力、防
水性まで、高度なトレイルに挑むためのあ
らゆる機能を備えたシューズです。

スマホでお買い物（M's）

0 193128 554071

スマホでお買い物（W's）

0 193128 569815

10%で 2,200円分 ポイント還元

3

スマホでお買い物

0 454939 882884

10%で 176円分 ポイント還元5. THE NORTH FACE
Trekking Midweight Crew
NN82024

¥1,760（税込）
においのもととなる繊維上のバク
テリア増殖を抑えるポリジン加工
を施し、高い抗菌防臭機能を発揮
するトレッキング用パイルソックス
です。

5

スマホでお買い物

4 535436 033590

10%で 253円分 ポイント還元4. CARAVAN
メリノウール 2Pソックス
0142001

¥2,530（税込）
生地厚なパイル織りにより、クッ
ション性に優れたソックスです。つ
ま先やかかと部分などは補強さ
れ、生地が傷みにくいのも特徴と
なっています。

4

スマホでお買い物

4 573406 368785

5%で 127円分 ポイント還元6. finetrack
メリノスピンソックスアルパイン
レギュラー
FSU0403

¥2,530（税込）
アウトドア全般に活用できる中厚手
モデル。ムレを軽減する調温調湿効
果、臭いを抑制する防臭効果、吸汗
速乾、ヘタリにくい素材強度を備え
ています。

6

http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006929205/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006929205/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006929214/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006929214/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006929214/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006929205/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006818962/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006818962/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001005995105/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001005995105/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001005995105/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001005995121/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001005995121/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001005995121/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001001862310/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001001862310/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001004608391/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001004608391/index.html


㊧足裏から入った補強（白
のパーツ）が捻挫を防ぎ、そ
こから延びるパーツで足を
しっかりホールドします。
㊨粘りがあり滑りにくいオリ
ジナルソール。パターンの間
隔が広めで、ぬかるみにも
強さを発揮します。

ヌバックレザーが使われていて、さらに防水仕様というめずらしいローカットシューズ。レ
ザーにストレッチ性があるため通常のXウルトラ４よりも幅広い足形に対応します。サイド
のシャーシで安定感を出しているので山道でも足をくじきにくく、アッパー、ソールともにソ
フトなので硬い路面でも歩きやすいです。山も麓もシームレスに歩ける便利な一足ですよ。
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山はもちろん、街を歩くときもストレスがないから
旅行も一足で済ませられます

松井 晴香 石井スポーツ 吉祥寺店

本格的なトレッキングシュー
ズから超軽量トレランシュー
ズまで、ニーズに合わせたさま
ざまなラインナップを展開す
るサロモン。そのなかでも登
山者に人気なのがこのXウル
トラ4です。一般的なトレッキ
ングシューズよりもアッパーや
ソールが柔らかいので履き心
地が良く、それでいてトレラン
シューズよりは適度な剛性が
あり足をしっかりと保護してく
れます。
このXウルトラ4は昨年大き
くリニューアルを遂げました。
一番大きなポイントは、歩行中
に足首が横に捻れてケガをす

ることがないように、足を下か
ら包むような「アドヴァンスド
シャーシ」（樹脂による補強）
の搭載。これにより山での安
定性が大きく向上しました。

Xウルトラ4にはローカット
にもミッドカットにもさまざま
なカラーバリエーションがあ
りますが、石井スポーツでは
従来の合成繊維の素材ではな
く、ヌバック素材をアッパーに
使用した限定モデルを展開中
です。ソフトなヌバックレザー
なので始めから足によくなじ
み、さらに耐久性にも優れてい
るので長く愛用することがで
きます。X ULTRA 4 LTR GORE-TEX

L41453400　￥20,900（税込）
size：25.0～28.5cm（0.5cm刻み）
weight：400g(27.0cm片足)
color：VINTAGE KAKI、

BLACK、GOLDEN OAK

0 193128 737337

スマホでお買い物

http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006954968/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006954968/index.html
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10万点以上の品揃え「石井スポーツ ストア」 掲載価格は6月1日時点の価格となります。
予告なく価格が変更となる場合がございます。

最新の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・コムに未掲載の場合がごさいます。

ハイキング

山に行こう！ ハイキング

THE EARTH102

バックパックは荷物の量に合わせて選びたいもの。軽くてシバックパックは荷物の量に合わせて選びたいもの。軽くてシ
ンプルな小型モデルなら、タウンユースにも最適です。ンプルな小型モデルなら、タウンユースにも最適です。

MOUNTAIN 
BACKPACK（～25ℓ）
小型バックパック（～25ℓ）

㊧「CONTACT U FrameTM」
が高いフィット感を生み、
メッシュ構造と3 D  E VA
フォームが、優れた通気性
を実現します。
㊨パッド入りのヒップベルト
は、取り外せるなどカスタム
して使用できます。

背面とショルダーパッドがメッシュ構造となっており、通気性が抜群のモデルです。肩と腰の
ストラップはフィット感を向上させ、一体感のある背負い心地をもたらします。非常に軽量
で、長時間背負っていてもストレスフリー。ハイキングや登山にはもちろんのこと、マムート
らしいシンプルで美しいデザインは通勤通学にもピッタリです。
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 25

軽量ながら、フィット感や通気性に
こだわりを感じる逸品です

工藤 裕治 石井スポーツ ヨドバシ仙台店

丸みを帯びたラインが美し
い、容量25ℓのバックパック。
両サイドのコンプレッションス
トラップが長く取られているの
で、装備を外付けするなど、拡
張性にも優れています。また、
ヒップベルトが着脱できるの
で、より軽量でテクニカルな山
行に対応するなど、使い方に
より、幅広い可能性を秘めて
います。
背中のあたる背面のメッ
シュ構造と3D EVAフォームの
Airチャンネルが、的確な通気
性を確保するとともに、吸いつ
くようなフィット感の良さを実
現。ヒップベルトにはスマート

フォンの収納にぴったりな折
りたたみ式ポケット、取り外し
可能な一体型レインカバー、
伸縮性のある大きなフロント
ポケットやハイドレーションシ
ステム対応など、登山者の欲
しい機能をシンプルなデザイ
ンにしっかりと収めています。
メインに使う100D、200D

のナイロン生地にはリサイク
ル素材を使っている点も特徴
的。PFCフリーの耐久撥水加
工を施しているので、少々の雨
なら大丈夫。ハイキングからテ
クニカルなトレッキングまで、
さまざまな山行に最適のモデ
ルです。Lithium 25

2530-03452　¥15,400（税込）
capacity：25ℓ
weight：880g
color：black、sapphire-black

7 619876 085788

スマホでお買い物スマホでお買い物

4 589538 647476

10%で 1,155円分 ポイント還元
2. Karrimor

sector 25
501008　¥11,550（税込）
デイハイク、ライトトレッキングからタウンユースまでもカバーする
定番モデルがアップデート。通気性の良いバックパネルを持ち、コ
ンパクトながらも内部のジッパーで本体を上下2分割できる構造。
ポールキャリアやチェストベルトなど豊富な装備でトレッキングか
らタウンまで幅広く対応します。

2

スマホでお買い物

4 550328 858884

10%で 759円分 ポイント還元
4. Columbia
キャッスルロック20L
PU8428　¥7,590（税込）
シンプルなデザインと使い勝手の良さを兼ね備えたハイキング
パック。中央に通気路を設けた背面構造が蒸れを軽減して快適な
背負い心地です。

4

1

スマホでお買い物

3 515729 931766

10%で 836円分 ポイント還元
5. MILLET　WOMENS

SUIU 18
MIS0718　¥8,360（税込）
自分らしく、自由に旅を楽しむ女性のための、軽くてシンプル・多
機能なバッグシリーズ。飽きのこないティアドロップ型のデイパッ
クデザインと18Lという適度な容量が日常使いにピッタリのバック
パック。

スマホでお買い物

4 550016 287415

10%で 2,530円分 ポイント還元
3. MOUNTAIN HARDWEAR
スクランブラー 25
OU8268　¥25,300（税込）
X-PAC素材で耐久性に優れ、タフに使えるパックです。アルパイン
やクライミング、雪山登山やハイキングなど多くの山行に対応。シ
ンプルな1気室構造ながら両サイドのボトルポケット、ギアループ、
デイジーチェーンなどの便利な機能も備えています。雨蓋は取り
外し可能。

3

5 WOMENS

スマホでお買い物

0 843820 100846

10%で 1,650円分 ポイント還元
1. OSPLAY
タロン 22
OS50238　¥16,500（税込）
トレッキングポールやピッケルの取り付けポイント、ハイドレーショ
ンスリーブ、ヘルメットアタッチメントなど機能豊富な軽量パネル
ローダーです。デイハイキングやアドベンチャーレースに適しま
す。

http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006027612/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006027612/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001005499369/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001005499369/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001005014186/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001005014186/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001005504344/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001005504344/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001005922237/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001005922237/index.html


㊧「CONTACT U FrameTM」
が高いフィット感を生み、
メッシュ構造と3 D  E VA
フォームが、優れた通気性
を実現します。
㊨パッド入りのヒップベルト
は、取り外せるなどカスタム
して使用できます。

背面とショルダーパッドがメッシュ構造となっており、通気性が抜群のモデルです。肩と腰の
ストラップはフィット感を向上させ、一体感のある背負い心地をもたらします。非常に軽量
で、長時間背負っていてもストレスフリー。ハイキングや登山にはもちろんのこと、マムート
らしいシンプルで美しいデザインは通勤通学にもピッタリです。
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軽量ながら、フィット感や通気性に
こだわりを感じる逸品です

工藤 裕治 石井スポーツ ヨドバシ仙台店

丸みを帯びたラインが美し
い、容量25ℓのバックパック。
両サイドのコンプレッションス
トラップが長く取られているの
で、装備を外付けするなど、拡
張性にも優れています。また、
ヒップベルトが着脱できるの
で、より軽量でテクニカルな山
行に対応するなど、使い方に
より、幅広い可能性を秘めて
います。
背中のあたる背面のメッ
シュ構造と3D EVAフォームの
Airチャンネルが、的確な通気
性を確保するとともに、吸いつ
くようなフィット感の良さを実
現。ヒップベルトにはスマート

フォンの収納にぴったりな折
りたたみ式ポケット、取り外し
可能な一体型レインカバー、
伸縮性のある大きなフロント
ポケットやハイドレーションシ
ステム対応など、登山者の欲
しい機能をシンプルなデザイ
ンにしっかりと収めています。
メインに使う100D、200D

のナイロン生地にはリサイク
ル素材を使っている点も特徴
的。PFCフリーの耐久撥水加
工を施しているので、少々の雨
なら大丈夫。ハイキングからテ
クニカルなトレッキングまで、
さまざまな山行に最適のモデ
ルです。Lithium 25

2530-03452　¥15,400（税込）
capacity：25ℓ
weight：880g
color：black、sapphire-black

7 619876 085788

スマホでお買い物

http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006905811/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006905811/index.html
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10万点以上の品揃え「石井スポーツ ストア」 掲載価格は6月1日時点の価格となります。
予告なく価格が変更となる場合がございます。

最新の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・コムに未掲載の場合がごさいます。

ハイキング

山に行こう！ ハイキング

THE EARTH104

スマホでお買い物

4 573229 413174

10%で 550円分 ポイント還元1. PAAGO WORKS
スイッチ M　HB101UGR　¥5,500（税込）
登山中に必要な物を常に身につけておける、進化したユーティリ
ティバッグ。切り替えの早さが自慢です。行動中はチェストバッグとし
て使うと、重量をザックに分散し肩の負担を減らせます。付属のベル
トでショルダーバッグとして単体使用も可能。

3

スマホでお買い物

4 573229 412160

10%で 385円分 ポイント還元2. PAAGO WORKS
スナップ　HB005BLK　¥3,850（税込）
スナップは、バックパックのショルダーハーネスにつけるポーチ。手
軽に脱着できるのが特徴で、スマホ・財布・カメラなどの欲しい装備
に素早くアクセスできる設計です。

1

スマホでお買い物

4 589538 679095

10%で 605円分 ポイント還元3. Karrimor
TC front bag　501071　¥6,050（税込）
ショルダーハーネスに装着するフロントバッグ。4点で胸元周辺に固
定され、地図やカメラ、スマートフォン、行動食等、頻繁に使う小物を
オーガナイズするのに便利。ショルダー、ヒップバッグとしても使用可
能。

2

スマホでお買い物

3 515729 932138

10%で 286円分 ポイント還元4. MILLET
VOYAGE PADDED POUCH　MIS0660　¥2,860（税込）
フルパッド仕様の外付け小型ポーチ。ジッパー式ポケットが2つで、モ
バイル端末やコンパクトデジタルカメラなどの収納に便利です。カラ
ビナ不要でショルダーストラップに簡単装着できる独自設計のルー
プ付き。素材は超軽量かつ引裂きや摩擦に強いリップストップナイロ
ン素材を使用しています。

4

スマホでお買い物

3 515729 932237

10%で 176円分 ポイント還元5. MILLET
BOTTLE HOLDER 500ML　MIS0662　¥1,760（税込）
500MLのボトルが収納可能なボトルケース。上部のストラップに
よってカラビナなどを使わないでバックパックに外付けできます。落
下防止のためのドローコード、背面にハンドル付き。 素材は超軽量
かつ引裂きや摩擦に強いリップストップナイロン素材を使用してい
ます。

5

スマホでお買い物

3 515720 076206

10%で 198円分 ポイント還元6. MILLET
MASK CASE　MIS0730　¥1,980（税込）
衛生的にマスクを携行するための防汚・衛生マスクケース。マスクをい
つでもどこでも衛生的に携行できます。リュックやバッグに取り付けてマ
スクの紛失を防ぎ、必要な時にサッと取り出す。 雨の日も安心の下向き
オープン（中の物が脱落しない内側ポケット付き）。収納ポケットは仕切
りのポケットにマスクの仕分け収納が可能。

6

Staff advice
目的に合わせて選びましょう！
登山の際、絶対に持って行ってほしいのがサブバッグです。サブ
バッグは、ウエストバッグやポーチほどの大きさで、財布やスマー
トフォン、カメラなどの小物を入れて持ち運びます。バックパックの
ハーネスやウエストベルトなどに取り付けることができるので、手が
届きやすい位置に固定しておけば、頻繁に使うものにすぐアクセス
できます。わざわざザックを下ろさなくても素早く取り出せるので、
ストレスなく軽快に歩けます。
私の場合はポーチに地図や行動食を入れていますが、女性の方

はよく使うリップや日焼け止めなどを入れている方
も多いようです。
山の天気は変わりやすいので、防水性に優れ
た素材のものがおすすめです。目的に合わせて、
ぜひサブバッグを活用してみてください。

石井スポーツ 松本店

酒井 基樹

行動食やタオル、お財布など、すぐに取り出したいものはサブバッグに入れておくと行動食やタオル、お財布など、すぐに取り出したいものはサブバッグに入れておくと
便利です。歩く際にも邪魔になりません。便利です。歩く際にも邪魔になりません。

MOUNTAIN 
SUB BAG 
サブバッグ

http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006039984/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006039984/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001005563758/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001005563758/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006401299/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006401299/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001005961227/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001005961227/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001005961235/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001005961235/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006882159/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006882159/index.html
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10万点以上の品揃え「石井スポーツ ストア」掲載価格は6月1日時点の価格となります。
予告なく価格が変更となる場合がございます。
最新の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・コムに未掲載の場合がごさいます。

ハイキング

山に行こう！ ハイキング

THE EARTH 105

天気予報は晴天でも、山の天気は変わりやすいので、レインウエアは持って天気予報は晴天でも、山の天気は変わりやすいので、レインウエアは持って
いってくださいね。ストレッチ性のある山用パンツだと歩くのもラクになりいってくださいね。ストレッチ性のある山用パンツだと歩くのもラクになり
ます。ます。

MOUNTAIN 
MEN'S WEAR 
メンズウエア

スマホでお買い物

4 550328 396478

10%で 2,860円分 ポイント還元1. MOUNTAIN HARDWEAR
ストレッチオゾニックジャケット
OM3850　¥28,600（税込）
高いストレッチ性と透湿性を持つ独自素材ドライQを
使った防水シェルです。運動量の多いアクティビティでの
レインシェルとしても蒸れにくく、快適に着用可能。4方
向への自在な伸縮とラグランスリーブ、肩からそで周り
の立体裁断で大きな腕の動作などにもストレスがありま
せん。

1

スマホでお買い物

4 550328 485400

10%で 2,145円分 ポイント還元2. Columbia
ザスロープⅡジャケット
PM0809　¥21,450（税込）
コロンビア独自の防水透湿機能、オムニテックを採用し
たシンプルなデザインの3レイヤー（3層構造）のレイン
ジャケットです。

2

スマホでお買い物

4 550328 501834

10%で 550円分 ポイント還元3. MOUNTAIN HARDWEAR
ハードウェアロゴ T
OE3476　¥5,500（税込）
コットンタッチのポリエステル素材を100%使用し、幅
広いアウトドアアクティビティで使いやすい吸湿速乾性
と日常でも快適に着用できるしなやかさを両立させた
ショートスリーブTシャツです。

3

スマホでお買い物

4 550328 443325

10%で 990円分 ポイント還元4. Columbia
タイムトゥートレイルパンツ
XM3567　¥9,900（税込）
あえてシンプルなデザインに仕上げた、どんなスタイルにも合わせ
やすいスタンダードシルエットのトレッキングパンツです。4wayスト
レッチ素材が山登りやウォーキング時の足の運びをやさしくサポー
トします。紫外線をブロックするUVカット機能が日差しから肌を守
り、撥水機能のオムニシールドが小雨程度の雨や泥汚れを弾きま
す。

5

スマホでお買い物

4 550328 443493

10%で 880円分 ポイント還元5. Columbia
ブルーステムニーパンツ
XO3600　¥8,800（税込）
ハイキング、キャンプ、フェスなど、様々なアウトドアシーンでマルチ
に活躍するコロンビア定番の膝丈パンツ。2wayストレッチ素材がス
トレスなく、足の運びをやさしくサポートします。紫外線をブロック
し、夏の強い日差しから肌を守るUVカット機能オムニシェイドを搭
載。

4

スマホでお買い物

4 550328 503159

10%で 935円分 ポイント還元6. MOUNTAIN HARDWEAR
MHW キャンプ 4 ショーツ
OE3875　¥9,350（税込）
耐久性に優れ、乾きやすいリサイクルナイロンタッサーを100%使用
したショーツ。「ヨセミテのキャンプ4エリアに集うクライマーがいつ
でも着ていられるウェア」がコンセプトのシリーズです。

6

http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006879270/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006879270/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006926392/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006926392/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006879480/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006879480/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006882317/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006882317/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006882463/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006882463/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006882463/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006882463/index.html


H
IK

IN
G

10万点以上の品揃え「石井スポーツ ストア」 掲載価格は6月1日時点の価格となります。
予告なく価格が変更となる場合がございます。

最新の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・コムに未掲載の場合がごさいます。

ハイキング

山に行こう！ ハイキング
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日焼け防止、防虫対策を考えると、夏場でも長袖がベスト。とは日焼け防止、防虫対策を考えると、夏場でも長袖がベスト。とは
言っても、軽快におしゃれして、解放感を味わいましょう！言っても、軽快におしゃれして、解放感を味わいましょう！

MOUNTAIN 
WOMEN'S WEAR 
ウィメンズウエア

10

9

スマホでお買い物

4 550328 496710

10%で 2,200円分 ポイント還元2. Columbia　WOMENS
ウィメンズセカンドヒルジャケット
PL9484　¥22,000（税込）
新感覚!軽量で通気性の良い、2.75層の防水透湿ジャケッ
ト。コロンビア独自の防水透湿機能オムニテックを備え、
内側が汗で濡れても肌に張り付かない快適な肌触りと、
軽量性を併せ持ちます。

1

スマホでお買い物

4 550328 493597

10%で 1,485円分 ポイント還元3. Columbia　WOMENS
ウィメンズセカンドヒルウィンドジャケット
PL1997　¥14,850（税込）
超撥水、撥油の機能が搭載された軽量ウィンドジャケッ
ト。皮脂などの汚れが落ちやすいステインリリースの防
汚性にも優れています。

2

スマホでお買い物

4 550328 441567

10%で 759円分 ポイント還元5. Columbia　WOMENS
シルバーリッジライトプレイドロングスリーブシャツ
AP1498　¥7,590（税込）
コロンビア独自の吸汗速乾機能オムニウィックと紫外線をブロックする
UVカット機能オムニシェイドを備えた一枚。背面にはメッシュ裏地付き
の換気スリットを設け、ウエア内に熱がこもらず快適に過ごせます。

3

スマホでお買い物

4 550328 444605

10%で 594円分 ポイント還元4. Columbia　WOMENS
ポーラーパイオニアショートスリーブクルー
XL3932　¥5,940（税込）
夏のフェス、キャンプにぴったりなポケットTシャツで
す。コロンビア独自の冷却機能、オムニフリーズゼロ
が体から発生する水分を利用して生地をすばやく冷
却するため、暑い季節でも涼しさが持続。

4

スマホでお買い物

4 550328 445121

10%で 990円分 ポイント還元6. Columbia　WOMENS
タイムトゥートレイルパンツ
XL9049　¥9,900（税込）
どんなスタイルにも合わせやすいスタンダードなシルエット。4wayスト
レッチ素材が山登りやウォーキング時の足の運びをやさしくサポートし
ます。

5

スマホでお買い物

4 550328 493870

10%で 1,397円分 ポイント還元7. Columbia　WOMENS
ウィメンズマウンテンズアーコーリングパンツ
PL3433　¥13,970（税込）
ストレッチの効いたトレッキングパンツ。アルプス縦走など、本格的な登
山を想定して作られたスリーシーズン向けのトレッキングパンツ。

6

スマホでお買い物

4 550328 495133

10%で 770円分 ポイント還元8. Columbia　WOMENS
ウィメンズスプリングクリークキュロット
PL5359　¥7,700（税込）
UVカット機能と撥水機能を備えた、コロンビアの定番キュロット。紫外
線から肌を守るUVカット機能と小雨程度の雨や泥汚れを弾く撥水機
能を搭載。

8

7

スマホでお買い物

4 582146 362120

10%で 198円分 ポイント還元9. PURO MONTE
UVケアートレッキンググローブ
GB061U　¥1,980（税込）
手の保護やUVケアを目的としたグローブ。タッチパネル対応です。

10. Karrimor
UV arm cover
101414　¥4,180（税込）
人体に有害な紫外線を98%以上カット(UPF50+)。吸水速乾性に優れ
たストレッチ素材に、抗ウイルス・抗菌防臭加工を施しました。

スマホでお買い物

4 589538 688318

10%で 418円分 ポイント還元

1. Karrimor
ventilation classic ST
100227　¥5,440（税込）
通気を確保するベンチレーション機能を設けたトレッキ
ングハット。

スマホでお買い物

4 589538 656294

10%で 544円分 ポイント還元

http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001005455673/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001005455673/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006882479/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006882479/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006882487/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006882487/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006882544/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006882544/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006927935/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006927935/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006882513/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006882513/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006882495/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006882495/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006882575/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006882575/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001004602474/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001004602474/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006873108/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006873108/index.html
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ハイキング

山に行こう！ ハイキング
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1

3

6

5

4

2

スマホでお買い物

4 548801 308445

3%で 158円分 ポイント還元5. mont-bell
U.L.トレッキングアンブレラ
1128551　¥5,280（税込）
ハイキングに最適な超軽量傘です。親骨には軽量で強度を備えたカー
ボンを8本使用した丈夫な構造。

スマホでお買い物

4 528636 002541

10%で 72円分 ポイント還元4. PERFECT POTION
アウトドア ボディスプレー EX50ml
110968BZE　¥715（税込）
天然成分100％のエッセンシャルオイルを使用したボディスプレー。

6. GREGORY
テールメイトXS
1196530511　¥9,350（税込）
必需品を収納するのに便利なパックです。ウエストに巻くもよし、ショル
ダーに掛けにするもよし、使い方は自由です。

スマホでお買い物

0 190207 035520

10%で 935円分 ポイント還元

スマホでお買い物

0 834456 002390

10%で 253円分 ポイント還元3. Hydrapak
リーコン 1L
BR02　¥2,530（税込）
180°回転するツイストキャップは、まるでコップで飲んでいるような十分
な水量を提供。漏れる心配もありません。

スマホでお買い物

4 549982 017362

10%で 407円分 ポイント還元1. BUFF
COOLNET UV+INSECT SHIELD
386878　¥4,070（税込）
長期間効果的な虫よけ加工とUPF50(紫外線98%カット)のUVカット
機能付きフェイスマスク。湿気を気化させ体の熱を取り除き、涼しく快
適に過ごすことができます。

2 MAGIC MOUNTAIN
ナノテクシットマット
JW101　¥1,210（税込）
休憩時に役立つ4つ折りの携帯用座布団。防臭・防カビ・抗菌加工済
です。

スマホでお買い物

4 582293 541539

10%で 121円分 ポイント還元

自然の中には危険がいっぱい。バックパックに忍ばせておくと便利なハイ自然の中には危険がいっぱい。バックパックに忍ばせておくと便利なハイ
キング小物をご紹介します！キング小物をご紹介します！

MOUNTAIN 
ACCESSORY
小物

http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001005593238/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001005593238/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001004581195/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001004581195/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006061515/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006061515/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001004602317/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001004602317/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001003083149/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001003083149/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001005184064/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001005184064/index.html
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　キャンプは自然を満喫する手始めとしてとてもおす
すめです。キャンプ場を利用すれば炊事場やトイレや
駐車場など、環境が整備されているので、小さなお子
さんのいるファミリーでも安心してアウトドア体験がで
きます。自然の中でテントを張り、焚き火を眺めながら
のキャンプは、日常生活では得ることのできない特別
な時間になるでしょう。また、宿泊しないデイキャンプ
の利用でも気軽にリフレッシュできます。
　キャンプは家族や仲間と行くのも、ひとりで行くの
も、それぞれ違った楽しみがあります。毎回少しずつ道
具を揃えていくプロセスもまた一興。グループキャンプ
やソロキャンプをきっかけに自然観察をきわめたり、
ハイキングやロングトレイル、山登りの拠点にしたり。
さらに自然の濃い部分へ踏み入れていく足掛かりに
なるかもしれません。

宮崎 翔（みやざき しょう）
石井スポーツ ヨドバシ新宿西口店
ロングトレイル歴6年

国内外のさまざまな山や湿原のトレイルに親
しむ。その延長線上にあったソロキャンプは、
都会の喧騒から気軽に逃れることのできる最
高の手段。静かな自然の中、ライフワークであ
る絵本を描くなどして過ごしている。

川井キャンプ場
自然の中へ！ キャンプ
ソロでもグループでも！
気軽にアウトドアを満喫しよう

キャンプ THE EARTH 109

お気に入
り

アイテム

イスカ/ピュアシルクシート　¥8,800（税込）
しなやかで肌触りの良い100%シルク素材を使用。軽量・
コンパクトながら、これ1枚で就寝時の快適度はグンと
アップするため、欠かせないアイテム。

FIELDスタッフおすすめの感動フィールド
川井キャンプ場

川井キャンプ場車がなくても
キャンプに行けます！

中型バックパックに入る程度の荷物を
選び、車を使わず、電車と徒歩でキャン
プ場に行くのが私のキャンプスタイルで
す。その上、おひとりさまのソロキャンプ
なのでとにかく身軽!

昨年から時間が空いているときによく
行くようになったのが、奥多摩にある川
井キャンプ場です。河原が広がり、山に
抱かれた、東京都内とは思えないほど自
然豊かな場所。何より都心から電車で2
時間ほどで行けるのが好ポイントです。
じつは自然に浸りすぎて、翌日仕事に遅
刻したことがあるほど、ゆったりとした
時間をここで過ごしています。

東京・奥多摩。秩父多摩甲斐国立公園
の中にある川井キャンプ場は、秩父吉野
街道からすぐ、JR青梅線川井駅からは徒
歩で約7分の場所に位置し、都心からの
アクセスは抜群です。

サイト内には、多摩川に面した河原デ
イキャンプ・テントサイト、林間テントサ
イト、各種バンガロー、日帰り専用ドッグ
サイトを完備。川遊びやバーベキューな
ども楽しめる、充実した施設がうれしい
キャンプ場です。

現在（2022年5月）は感染症対策とし
て利用人数の制限をしているので、利用
の際には予約が必要です。
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自然のなかでのキャンプには、観光地や温泉
にはない楽しみがあります。普段とは違った環
境でテンションも上がり、楽しい思い出になる
ことでしょう。とは言っても、トラブルが発生すれ
ば、楽しいキャンプも台無しです。そこでいくつ
かアドバイス。

テントやタープなどの装備品は、キャンプに
行く前、必ずチェックしておきましょう。いざテン
トを立てようと思っても、ペグハンマーがなかっ
たり、説明書通りに張れなかったり。お父さんの
信頼もガタ落ち。そうならないよう事前の準備
は大切です。

４～５名のキャンプでは一人ひとりのキャン
プ道具だけでなく、みんなで使う装備品もあり
ます。荷物を運ぶためのカートなどがあると重
宝するでしょう。

食材などの保管も気をつけたいことのひと
つ。近年、各地で獣害が増えています。夜、寝静ま
ったころ、大きな黒い影が食材をガサガサ……
などということがないよう、食材はしっかりクー
ラーボックスなどにしまい、食べ残しも処理して
から寝るようにしましょう。

最後におすすめしたいのはテントの飾り付け
です。キャンプ場には、同じブランドのテントが
立っているかもしれません。飾り付けることで自
分たちのテントの目印になり、「あれ？　私たち
のテント、どれだっけ？」ということもなくなりま
す。パーティー気分も倍増しますよ。

さぁ、素晴らしい思い出づくりに出かけまし
ょう。

仲間や家族で仲間や家族で
楽しい時間を過ごそう！楽しい時間を過ごそう！

グループキャンプ
お役立ちアイテム

グループ
Camp

キャンプと言
えば

カレーよね！

うまい！

お肉まだ
焼けな

いの？

こっちも
できたかな……BBQを焼かせ

たら

僕の右に出
るものはい

ない

キャンプでどんな時間を過ごすか考
えながら装備を選ぶのも楽しいも
の。最近は焚火用テーブルのライン
ナップも増えました。

焚火テーブル

スノーピーク
Jikaro Table
¥35,200（税込）

やっぱりツーバーナーが便利。焚火で
バーベキューをするとしても、お湯を
沸かしたり、スープやご飯炊き、ちょっ
とした料理などに活躍してくれます。

ツーバーナー

SOTO
レギュレーター2バーナーGRID
¥27,000（税込）

テント
複数名でのキャンプの場合、食事や
雨天時のことを考え、リビングスペ
ースがあるテントがおすすめ。
2ルームテントやタープを併設する
と快適なキャンプが楽しめます。
オガワ
クーポラ
¥165,000（税込）

誰にもじゃまされず、自然の中でひとりの時
間をゆったり過ごす。ソロキャンプには、みんな
で行くキャンプにはない魅力があります。ただ
し、全部、ひとり。当然のことですが、テントを立
てて、料理をして、撤収まで、誰も手伝ってくれま
せん。でも、そんな大変そうなことも楽しみに変
えてしまえば大丈夫。それこそがソロキャンプ
の醍醐味です！

ソロキャンプは、みんなと行くキャンプ以上
に事前準備が大切です。持ち物チェックは入念
に。忘れ物は禁物です！　エマージェンシーキッ
トも持っていきたいですね。テントのポールに
指をはさんでしまったとか、熱いコッヘルで火傷
をしたなどという時にも応急処置ができるよう
にしておきましょう。

装備は軽く、荷物は少なめが理想。だって、運
ぶのも自分ひとりなのですから。おすすめアイ
テムはナイフ。食材を切ったり、木の枝を利用し
て即席のハンガーを作ったり、薪を削って焚火
の焚き付けを作るのにも使えます。

キャンプに行ったら、テントを立てる場所に
も気を付けてくださいね。ほかの人から離れた
いと、誰もいない場所を選んでも、そこは理由
があって誰もテントを張っていない場所なのか
もしれません。雨が降ると、川のように水が流れ
る場所だったり、虫の大群がいたり……。テント
を張る場所選びも慎重に。

自然の中で自分ひとりの時間をお楽しみく
ださい。

ひとりで気楽にひとりで気楽に
こだわりの時間を過ごそう！こだわりの時間を過ごそう！

ソロキャンプ
お役立ちアイテム

ソロ
Camp

日本の気候ではダブルウォール
のテントがおすすめ。シングルウ
ォールのテントの場合、結露対策
を忘れずに！

ソロ用テント

ogawa
ホズ ST
¥52,800（税込）

静かに

時間が流れ
ていく……

焚火の音も

いいものダ

こんなに
のんびり

するのは

いつ以来
だろう

焚火台

FUTURE FOX
Confire 櫓 ソロ用 焚火台
¥6,980（税込）

機能性とデザイン性を兼ね備えた焚
火台。5本の五徳には全てナバホ柄を
透し彫りしています。

ソロでキャンプに行く際、荷物はできるだ
け軽くしたいもの。装備はコンパクトに収
納できるものが便利です。このコンフォート
チェアもコンパクトになりおすすめです。

チェア

Helinox
コンフォートチェア
19750001116001
¥15,180（税込）

https://www.yodobashi.com/product/100000001006817733/
https://www.yodobashi.com/product/100000001002026726/
https://www.yodobashi.com/product/100000001003823473/


誰にもじゃまされず、自然の中でひとりの時
間をゆったり過ごす。ソロキャンプには、みんな
で行くキャンプにはない魅力があります。ただ
し、全部、ひとり。当然のことですが、テントを立
てて、料理をして、撤収まで、誰も手伝ってくれま
せん。でも、そんな大変そうなことも楽しみに変
えてしまえば大丈夫。それこそがソロキャンプ
の醍醐味です！

ソロキャンプは、みんなと行くキャンプ以上
に事前準備が大切です。持ち物チェックは入念
に。忘れ物は禁物です！　エマージェンシーキッ
トも持っていきたいですね。テントのポールに
指をはさんでしまったとか、熱いコッヘルで火傷
をしたなどという時にも応急処置ができるよう
にしておきましょう。

装備は軽く、荷物は少なめが理想。だって、運
ぶのも自分ひとりなのですから。おすすめアイ
テムはナイフ。食材を切ったり、木の枝を利用し
て即席のハンガーを作ったり、薪を削って焚火
の焚き付けを作るのにも使えます。

キャンプに行ったら、テントを立てる場所に
も気を付けてくださいね。ほかの人から離れた
いと、誰もいない場所を選んでも、そこは理由
があって誰もテントを張っていない場所なのか
もしれません。雨が降ると、川のように水が流れ
る場所だったり、虫の大群がいたり……。テント
を張る場所選びも慎重に。

自然の中で自分ひとりの時間をお楽しみく
ださい。

ひとりで気楽にひとりで気楽に
こだわりの時間を過ごそう！こだわりの時間を過ごそう！

ソロキャンプ
お役立ちアイテム

ソロ
Camp

日本の気候ではダブルウォール
のテントがおすすめ。シングルウ
ォールのテントの場合、結露対策
を忘れずに！

ソロ用テント

ogawa
ホズ ST
¥52,800（税込）

静かに

時間が流れ
ていく……

焚火の音も

いいものダ

こんなに
のんびり

するのは

いつ以来
だろう

焚火台

FUTURE FOX
Confire 櫓 ソロ用 焚火台
¥6,980（税込）

機能性とデザイン性を兼ね備えた焚
火台。5本の五徳には全てナバホ柄を
透し彫りしています。

ソロでキャンプに行く際、荷物はできるだ
け軽くしたいもの。装備はコンパクトに収
納できるものが便利です。このコンフォート
チェアもコンパクトになりおすすめです。

チェア

Helinox
コンフォートチェア
19750001116001
¥15,180（税込）

https://www.yodobashi.com/product/100000001006889707/
https://www.yodobashi.com/product/100000001001825472/
https://www.yodobashi.com/product/100000001006817731/
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10万点以上の品揃え「石井スポーツ ストア」 掲載価格は6月1日時点の価格となります。
予告なく価格が変更となる場合がございます。

最新の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・コムに未掲載の場合がごさいます。
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自然の中へ！ キャンプ
グループで行くキャンプには、シンプルに設営できて、広くて快適なテングループで行くキャンプには、シンプルに設営できて、広くて快適なテン
トがおすすめ。人気のワンポールテントからスタンダードタイプまで種類トがおすすめ。人気のワンポールテントからスタンダードタイプまで種類
はさまざまです。雨風をしっかり防ぎ、リビングスペースもしっかり確保はさまざまです。雨風をしっかり防ぎ、リビングスペースもしっかり確保
できるタープも欠かせません。できるタープも欠かせません。

CAMP
TENT &TARP
テント&タープ

ポール1本で自立、設営できるスモアの大人気ワンポールテント。
同じ空間で食べて、住んで、寝ることができるベル型です。

S 400×400×250cm、
利用人数目安：5～6人

W 25kg
Cベージュ
M コットン・ポリコットン・

メッシュクロス

スマホでお買い物

4 549758 464697

10％で 7,698円分 ポイント還元S'more

テント Bello 400

T001a

￥76,980（税込）

テント前面を大きく張り出すロングノーズ設計でリビングが広く、
日よけや目隠し可能なよしずスタイルを採用した2ルームテント。

S 約W270×D615/560×H185cm、
インナーサイズ：約W270×D270×
H175cm
W約14.6kg
M フレーム：アルミ合金、キャノピー：ス

チール、フライ：難燃性バルキーポリ
（耐水圧2000mm、UV-CUT加工）、
インナーテント：ポリタフタ（ブリーザブ
ル撥水加工）/フロアシートポリオックス

（耐水圧3000mm）、メッシュ：デビル
ブロックST（インナードア）

スマホでお買い物

4 981325 503529

10％で 8,900円分 ポイント還元ロゴス

Tradcanvas DX・PANEL
オーニングプラトーテントXL

71201003

￥89,000（税込）

ソロキャンからグループまで対応！
防水シルバーコーティング加工を施
しコンパクトで使いやすいタープ。

S展開サイズ：W330×D290×H180cm、定員：大人1～3人
W 2.5kg
M生地：150Dポリエステル、ポール：アルミニウム

スマホでお買い物

4 549758 655859

10％で 1,490円分 ポイント還元S'more

BasetentTarpa330sr A-Base tent Tarp

￥14,900（税込）

エントリーキャンパー向けの2ルームシェルター。付属品が充実していてコストパフォーマ
ンスも優秀。

S（約）幅380×奥行600×高さ210cm、収納サイズ：83×30×34（h）cm
W 15.5kg

スマホでお買い物

4 960589 019267

10％で 9,020円分 ポイント還元スノーピーク

エントリー 2ルーム エルフィールド

TP-880R

￥90,200（税込）

あたたかみのあるしっかりと
したコットン地

シンプルな設計だから初心者
でも簡単に設営可能

台形にすることで居住性が向上 インナーテントに電源コード
の取り込み口を完備

持ち運びに便利な専用の 
収納バッグ付き

グループ向け大型タイプ

http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006336099/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006831441/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001007038949/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006346771/index.html


㊧使用人数や季節、行き先
によって、レイアウトを自在
に変えることができるのが
クーポラの魅力です。
㊨インナーテントにはポリ
エステルとコットンの混紡
素材・T/Cを採用。通気性、
吸湿性に優れています。

フロアレスにもできる分割式のグランドシートで、自由自在のレイアウトが楽しめる、新発
売の大型ドームテントです。驚きの広さと剛性を併せ持つ美しい曲線のフレームワークは、
フィールドでの存在感を際立たせます。インナーテントに使っているテクニカルコットン素材
は通気性も良く、天面には大型ベンチレーションがついており、居住性にも優れています。

唯
一
無
二
の
存
在
感
を
誇
る

大
型
ド
ー
ム
テ
ン
ト
の
決
定
版

オ
ガ
ワ
テ
ン
ト
・
ク
ー
ポ
ラ

自由度の高いテントで
快適なキャンプをお楽しみください

星野 友哉 石井スポーツ ヨドバシさいたま新都心駅前店

オガワテントの
ラインナップ では
最大の収容人数を
誇る、流れるような

曲線美が目を惹く、ラグジュア
リーなニューモデル。

トンネル型テントとドーム
型テントのフレームワークを併
せたようなスタイルから生み
出されるフロアは、570×270
（最大）cm、高さも最大で
200cmあるため、大人8人が
ゆったり過ごすことのできる
快適な空間が広がります。３つ
に分かれるグランドシートは取
り外しができるようになってい
るので、大きなシェルターのよ

うにフロアレスで使うこともで
きるとともに、入り口のある中
央部を土間のリビングとし、両
サイドを寝室として使うなど、
アイデア次第で活用の幅が広
がる点も魅力です。

インナーテントには結露に
強いT/C（テクニカルコットン）
を採用するとともにメッシュパ
ネルを多用、天井に大型ベン
チレーションを設けるなどし、
通気性を確保することで快適
性を高めています。

唯一無二の美しさを放つ大
型モデル。にぎわうキャンプ場
でも、ひときわ目を惹く存在に
なりそうです。

クーポラ
2679　¥165,000（税込）
size：285（W）×570（L）×200（H）

cm（最大）
storage size：70×34×34cm
weight：15.95kg（本体のみ）

4 909232 267907

スマホでお買い物

10％で 16,500円分 ポイント還元

http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006817733/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006817733/index.html
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10万点以上の品揃え「石井スポーツ ストア」 掲載価格は6月1日時点の価格となります。
予告なく価格が変更となる場合がございます。

最新の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・コムに未掲載の場合がごさいます。

大きめのベンチレーションで
結露軽減や通気性が向上

※商品画像はイメージです。

※商品画像はイメージです。

単位：cm

単位：cm

120

180

155

240 160
155

310

■PENTAGON（五角形） ■HEXAGON（六角形）

255 245

226
113

130
180

単位：cm

単位：cm

単位：cm

※インナールーフ付属  

280cmウィングポール

880

320 210

330

510

45
0

75
0

56
0

20
0

40
0400

ソロキャンプの場合は、コンパクトで軽いテントが必要になります。キャソロキャンプの場合は、コンパクトで軽いテントが必要になります。キャ
ンプの際に荷物の中で一番スペースをとるテントをいかに小さくし、 ンプの際に荷物の中で一番スペースをとるテントをいかに小さくし、 
かつ快適なものをセレクトするかも楽しみのひとつです。かつ快適なものをセレクトするかも楽しみのひとつです。

CAMP
TENT &TARP
テント&タープ

便利な両サイド出入り口と、使い勝手の良い変形インナー。魚座型
フレームによる剛性は、ツーリングやソロキャンプにぴったりです。

S収納サイズ：52×20×18cm、最大収容人数：2名
W 3.34kg（付属品除く）
Cダークグリーン×ブラック×レッド
M フライ：ポリエステル75d（耐水圧1,800mm）、イ

ンナー：ポリエステル68d、グランドシート：ポリエ
ステル75d（耐水圧1,800mm）、ポール：7001アル
ミ合金φ8.5mm

スマホでお買い物

4 909232 260502

3％で 1,584円分 ポイント還元ogawa

ホズ ST

2605

￥52,800（税込）

リップストップ採用の超軽量モノポールテント。五角形、六角形へ
の変形が容易でバックパッカー、ソロキャンプに最適。

S収納サイズ：幕体26×14×14cm、フレーム折り寸法36cm
W 1.2kg（付属品除く）
Cカーキ
M フライ：ナイロンリップストップ20d（耐水圧1,800mm）、ポール：

6061アルミ合金φ16mm、13.5mm

スマホでお買い物

4 909232 272888

3％で 1,254円分 ポイント還元ogawa

タッソUL

2728

￥41,800（税込）

難燃性のインナールーフを備えた、焚火対応タープ。雨や風をしのぎながらサイトの中心で
焚火を囲んでの食事や団らんの時間を楽しめます。

S収納サイズ：83×25×H26cm、
対応人数:6～8名

W 8.9kg
M タープ本体：210Dポリエステルオックス・

PUコーティング耐水圧1,800mmミニマ
ム・テフロン撥水加工・UVカット加工、イン
ナールーフ：ポリエステル・コットン混紡

スマホでお買い物

4 960589 013388

5％で 3,960円分 ポイント還元スノーピーク

TAKIBIタープ オクタ

TP-430

￥79,200（税込）

高い遮光性と軽量さがあり、設営時の強いテンションに
耐えることができる品質です。新色のサンドベージュは、
砂のような色味でフィールドに馴染むアースカラーです。

S 400×400cm、収納サイズ：約58×30×6cm
W 2.25kg
Cサンドベージュ
M 65/35 POLYCOTTON（ポリエステル65％＋コットン

35％）

スマホでお買い物

4 571384 853569

10％で 2,420円分 ポイント還元タトンカ

TARP 3 TC

2467-321

¥24,200（税込）

大きなメッシュ窓はフラップ付きで開閉が可能。内部中心
部にはランタン用のリングを装備。椅子やコットも置ける
くつろぎの広々大空間です。

S収納サイズ：69×17.5×17.5cm
W総重量約4.9kg（付属品除く）
Cサンドベージュ
Mフライ:ポリエステル75d（耐水圧1800mm）、泥除け:210d、

フレーム：6061アルミ合金径16mm、グラスファイバー径8.5mm

スマホでお買い物

4 909232 232684

3％で 1,584円分 ポイント還元ogawa

カーサイドリビングDX-Ⅱ

2326-80

￥52,800（税込）

インナーは前後どちらも開放
することができ通気性抜群

ソロ用コンパクトタイプ

自然の中へ！ キャンプ

http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006817731/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006817734/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001004199810/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001005928371/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006829953/index.html
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※商品画像はイメージです。

自然の中へ！ キャンプ

グループ向け焚火台

ソロ向け焚火台

焚火用ギア

組立が簡単！ ゴトク付きで料理も楽しめる本格焚火台です。

S  約36×35×22cm（ゴトク幅：13.5cm）、
収納サイズ：約35×19.5×7cm

W 2.2kg
Mステンレス、スチール、

ポリエステル

スマホでお買い物

4 981325 500047

10％で930円分 ポイント還元ロゴス

LOGOS The ピラミッド
TAKIBI M

81064163

￥9,300（税込）

地面や生き物を傷つけず、自然の中で
調理や焚火を安心して楽しめるストー
ブ。それが「トリゴン」です。

S 30×51×31cm
W 6.6kg
Mステンレス、耐熱ガラス

スマホでお買い物

4 906925 310209

10％で 4,950円分 ポイント還元tab.

tab.Field Stove Trigon

TB-TRG

￥49,500（税込）

鉄工職人のアイデアから生まれた、炎を見つめるための
焚火台です。

S約W53×D18×H32cm
W約1.9kg
M  本体：ステンレス（SUS304）、メッシュシート：ステンレス

（SUS304※）※ハトメはアルミ

スマホでお買い物

4 571595 830106

10％で 2,300円分 ポイント還元ノリノリライフ

ヨコナガメッシュタキビダイ
メッシュ式焚火台

NL-MT004

￥23,000（税込）

機能性とデザイン性を兼ね備えた焚火台。5本の五徳に
は全てナバホ柄を透し彫りしています。

S  約36.5×30.5×26cm、
収 納サイズ：45 × 8 ×
8cm

W約1.75kg（本体）
M五徳：鉄（耐熱塗装）、

メッシュ：ステンレス

スマホでお買い物

4 580474 059194

10％で 698円分 ポイント還元FUTURE FOX

Confire 櫓 ソロ用 焚火台

￥6,980（税込）

小さいですが、機能は本格的。ソロキャンプに
最適な焚火台です。

S  32×17.3×22.8cm、
板厚：本体2mm、グリル3.2mm、
収納サイズ：32×17.3×2.28cm

W 3kg（グリル含む）
M鋼鉄

スマホでお買い物

4 582376 521717

10％で 1,320円分 ポイント還元YOKA

CAMP FIRE PIT SOLO

￥13,200（税込）

テーブルにもなる持ち運び簡単薪ラック。焚火タイムに活
躍する耐熱テーブル付き薪ラックです。

S  （約）35×30×29cm、天板サイズ：（約）32×30cm、
収納サイズ：（約）35×10×37cm、耐荷重目安（静止
均等荷重）：［下部］（約）10kg、［天板］（約）12kg

W約2.2kg
Mスチール

スマホでお買い物

4 981325 500917

10％で 690円分 ポイント還元ロゴス

LOGOS 薪ラックテーブル

81064154

￥6,900（税込）

大型薪ストーブや焚火に便利な薪トング、ポーカー（火か
き棒）、シャベルの3点セット。

Sトング55cm、ポーカー52cm、シャべル56cm
W 2kg
M鉄

スマホでお買い物

4 549758 577618

10％で 549円分 ポイント還元S'more

スモアのファイヤーツールセット

SMOhtGR001aFblk

￥5,490（税込）

焚火は調理のためだけでなく、暖をとったり、囲んで団らんをしたりとキャンプにお焚火は調理のためだけでなく、暖をとったり、囲んで団らんをしたりとキャンプにお
ける大事なプレイツールです。焚火台のセレクトひとつで、夜の時間の楽しみ方がける大事なプレイツールです。焚火台のセレクトひとつで、夜の時間の楽しみ方が
劇的に変わります。ソロ用にはたためてコンパクトになるものがいいでしょう。劇的に変わります。ソロ用にはたためてコンパクトになるものがいいでしょう。

CAMP
BONFIRE
焚火台＆アクセサリー

握りやすい木製グリップのオノ。牛革ケース付き。

S 26×12.5×7.1cm
W 560g
M鉄・胡桃木・牛革

スマホでお買い物

4 549758 678667

10％で 1,099円分 ポイント還元S'more

スモアのオノ260

SMOonoa260

￥10,990（税込）

http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001003776642/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006800849/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006631456/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006889707/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001005947621/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001003952171/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006701684/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001007038955/index.html
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収納状態ではクッションの
様に使える仕様

レース式を採用した
楽々収納袋付き

made in JAPAN品質

寝袋やマット、コットなど、キャンプの際の睡眠環境はしっかり整えたいもの寝袋やマット、コットなど、キャンプの際の睡眠環境はしっかり整えたいもの
です。秋冬にはしっかりとした防寒対策ができる寝袋を、ソロキャンプでは です。秋冬にはしっかりとした防寒対策ができる寝袋を、ソロキャンプでは 
収納した際にどれだけコンパクトにできるかを意識してチョイスしましょう。収納した際にどれだけコンパクトにできるかを意識してチョイスしましょう。

CAMP
BEDDING
寝具

肌面生地の抗菌効果と菌の抑制による防臭効果が得られ寝袋を気持ちよくご使用頂けま
す。丸洗いもOKです！

S  約80×190cm、適合胸囲：
約102cmまで、収納サイズ：
約φ27×H43cm

W約2.1kg
M  表面素材：モイスポリ、肌面

素材：抗菌防臭モイスポリ、
中綿：ダイナチューブファイ
バー、適正温度：約0℃まで

スマホでお買い物

4 981325 506834

10％で 780円分 ポイント還元ロゴス

抗菌防臭 丸洗いドミールシュラフ・0

72600035

￥7,800（税込）

肌触りの良いポリエステル生地を使用しキャンプデビューにおすすめのシュラフ。梅雨明け
～秋口にかけてのハイシーズンに最適です。

S 78×196cm
W 1,8kg
M  生 地 : 6 8 D ポリエステル 、裏

地:68Dポリエステル、中綿:ポリ
エステル、快適温度：13℃、下限
温度：5℃

スマホでお買い物

4 960589 012565

5％で 301円分 ポイント還元スノーピーク

SSシングル シュラフ

BD-105GY

￥6,028（税込）

輻射による蓄熱・保温効果を高めるなど、高機能なテクノロジーを
体感できる合理的構造で軽量化した3シーズンモデル。

S収納サイズ：φ14×30cm
W 865g（ダウン：450g）
Cブラウン
M  表地：15dn オーロラテックス、

裏地：15dn リップストップナイ
ロン、快適使用温度：下限温度
0℃/-5℃

スマホでお買い物

4 938101 026253

10％で 4,510円分 ポイント還元NANGA

オーロラライト450DX　レギュラー

N14DBW11

￥45,100（税込）

シュラフ

http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001004340816/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006831487/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001003900097/index.html
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10万点以上の品揃え「石井スポーツ ストア」掲載価格は6月1日時点の価格となります。
予告なく価格が変更となる場合がございます。
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自然の中へ！ キャンプ

Staff advice

組立、分解が簡単にできる軽量なロースタイルのタクティカルコット。別売りのレッグで、ハ
イコットにしてベンチとしても使用可能です。持ち運びしやすい収納袋付き

S 190×68×16cm、収納時：54×16.5cm
W 2365g（本体）、耐荷重：145kg
Cコヨーテ
M フレーム素材：金属（アルミニウム合金）・樹脂・ヒンジ、先端部素

材：ナイロン、張り材素材：ポリエステル（マルチカモはナイロン）、
収納袋素材：綿・ポリエステル

スマホでお買い物

8 809272 097440

10％で 4,840円分 ポイント還元Helinox

タクティカルコットコンバーチブル

19755008017001

￥48,400（税込）

コンパクトに収納できキャンプやスポーツ観戦などシーンを選ばないマットです。

S 38×40×3.8cm、収納サイズ：φ9×19cm
W 140g
M  表地：75Dポリエステル、裏：75Dポリエス

テルノンスリップ加工、インナー：TPUフォー
ム、バルブ/ABS樹脂

スマホでお買い物

4 960589 006274

5％で 198円分 ポイント還元スノーピーク

マット&ピロー

TM-094R

￥3,960（税込）

スマホでお買い物

4 909232 198492

3％で 756円分 ポイント還元ogawa

ハイ＆ローコットワイド

1984-90

￥25,300（税込）

人気シリーズのセルフインフレートマットに厚さ10cmが登場。バルブを開ければ自動で
空気が注入されるので準備も楽々。

S約61×186.5×厚さ10cm、収納サイズ：φ20×H60cm
W約2.8kg
Mポリエステル、ポリウレタンフォーム

スマホでお買い物

4 981325 503116

10％で 1,280円分 ポイント還元ロゴス

ダブルバルブ・高密弾力
100セルフインフレートマット・SOLO

72884190

￥12,800（税込）

Vチェンバー式のチューブで空気の流れを抑制する事で、熱の発散を防ぎ温かさを効率良
く保つコンパクトでリーズナブルなフルレングスパッド。

S 183×59×厚さ6.5cm、収納サイズ：12.7×22.8cm
W 514g（本体）
Mポリエステル

スマホでお買い物

4 943463 200210

10％で 1,100円分 ポイント還元KLYMIT

STATIC V  Recon

20021

￥11,000（税込）

石井スポーツ 京都ヨドバシ店

笠井健生

テントで快適に寝るための必需品「マット」

テントで快適に寝るには何といってもマットが重要です。マットが
あることで地面の凹凸を緩和し、冬季には底冷えの軽減につながり
ます。冬場のマットのチョイスは快適なキャンプライフを左右する大
事なポイントです。マットは自動膨張タイプ・エアータイプ・クローズ
ドセルタイプとあります。エアーを入れるものと入れる必要がない
もの、自動で膨らむもので、タイプが別れます。エアータイプは一般
に小さくコンパクトで収納しやすいですが、パンクのリスクがありま

す。クローズドセルタイプは、パンクのリスクはないで
すが、小さく収納しづらい面はありますが、どちらか
というとグループ向けには最適です。また、地面の傾
斜等に応じてテントの位置・向きを考えて設営する

のも快眠のコツですよ。
石井スポーツでキャンプスタイルにあった
マットをご紹介させていただきます。

コット

マット

落ち着いた色合いで、自然に溶け込む上質なコットです。高さが二段階に調整でき、どち
らも抜群の安定感と寝心地です。

S 191×71×高さ25/42cm　W 5.2kg　耐荷重：120kg
Cチャコールグレー　Mポリエステル　収納袋付

脚の差し込み口を変えるだけで、
高さ調整が可能

2つ折にすると快適なピローに

http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001005323618/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001003562068/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006684422/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001005996792/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001003395298/index.html
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10万点以上の品揃え「石井スポーツ ストア」掲載価格は6月1日時点の価格となります。
予告なく価格が変更となる場合がございます。
最新の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・コムに未掲載の場合がごさいます。
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レッドレンザー
ML4 WARM
LIGHT
¥4,950(税込)

自然の中へ！ キャンプCAMP
LANTERN
ランタン

ガス、オイルランタン

ソロ向けコンパクトLEDランタン

グループ向けLEDランタン

別売のNESTOUTアウトドアバッテリーに取り付け
ることが出来る専用ギアLEDランタン。温かい光で
空間を包み込みリラックスした時間を演出します。
明るさは無段階で調整可能です。

スマホでお買い物

4 549550 236287

10％で 360円分 ポイント還元ELECOM

NESTOUT LEDランタン

￥3,600（税込）

竹素材を使用したデザインで、暖色の点灯色でぬくもり
が感じられます。ゆらめきモード搭載のLEDランタン。

S約φ12.5×H25.5cm
W約890g
M  ABS、竹集成材、スチール、

明るさ：[LED球値]約200
ルーメン[ロゴス基準値]約
188ルーメン、常用点灯時
間目安：強/約10時間、弱/
約600時間、蓄電時間：約
12時間

スマホでお買い物

4 981325 536800

10％で 1,390円分 ポイント還元ロゴス

Bamboo ゆらめき
コテージランタン

74175019

￥13,900（税込）

手の平サイズのパワフルな
極小フラッシュライト＆ラン
タンです。

Sφ1.6×6.4cm
W 20g
M  ポリカーボネイト、アルミニウム

明るさ/点灯時間：フラッシュライト（昼白
色）-[インスタントモード]350lm/0.2h・
フラッシュモード[強]150lm/1.5h
[中]60lm/2.5h[弱]30lm/3.5h
[微弱]15lm/8h・ランタンモード

（昼白色/電球色）-[強]70lm/
1.5h[中]30lm/2.5h
[弱]15lm/6.5h

スマホでお買い物

4 582528 340135

10％で 396円分 ポイント還元50/50WORKSHOP

MICROLight

￥3,960（税込）

※商品画像は
イメージです。

キャリング機能に優れた卓上用のランタンです。
※ガスカートリッジは別売です。

Sφ5.9×H9.5cm
W 125g
M   ステンレス、アルミニウム合金、ブラス、

耐熱ガラス、出力（照度）：80W相当

スマホでお買い物

4 960589 006205

5％で 429円分 ポイント還元スノーピーク

ギガパワーランタン 天 オート

GL-100AR

￥8,580（税込）

高さ調整ができるランタンポールです。収納もコンパクト。

S  約W93×D81×H200～90cm、
ランタンフックの高さ：約195～
85cm、納サイズ：約W11×D11×
H83cm

W 2kg
Mアルミ、スチール

スマホでお買い物

4 981325 536626

10％で 890円分 ポイント還元ロゴス

シャドウブラックランタンポール

71905001

￥8,900（税込）

大きすぎず、それでいて存在感もしっかりあるデイツ
ハリケーンランタンの中で最もポピュラーなオイルラ
ンタンです。※燃料（パラフィンオイル）は入っており
ません。

S最大幅約15×26.5cm
W約470g、タンク容量：約340cc
Cブラック/ゴールド
M  鉄、ガラス、対応芯：12mm（4分芯）、明る

さ：約 7カンデラ、燃焼時間：約 20時間

スマホでお買い物

4 571574 750548

10％で 514円分 ポイント還元DIETZ

ハリケーンランタンD78 MARS

dietz-d78-Bk

￥5,140（税込）

電池式（単三電池2本）の小型LEDランタンです。エジソン
タイプ球のLEDを採用し雰囲気ある仕上げで、USBを繋
いだ状態でも使用可能です。

S  H10.8×W11.4cm
Cスレートグレー
M  スチール、プラスチック、ゴム　

ルーメン：High/100、Low/35、
ランタイム：H i g h / 5 時 間 、
Low/20時間

スマホでお買い物

0 819665 012934

10％で 418円分 ポイント還元BAREBONES

ミニ エジソンランタン LED

20230009043000

￥4,180（税込）

S  ライト(ツマミ折り畳み時)：幅
約53×奥行約50×高さ約
65mm
ミニ三脚(開脚時)：幅約145×
奥行約130×高さ約45mm
ミニ三脚(閉脚時)：幅約31×
奥行約29×高さ約90mm

W  約75g(三脚他を含む)
M  明るさ（全光束）：最大約290lm、

（理論値）：最大約350lm、色温
度：2800~3200K、発光時間：
60000h、動作温度：0~40℃

Staff advice
おすすめキャンプ用品
「ランタン」

レッドレンザーはドイツのアウトドア用照明器具
ブランド。信頼性の高いヘッドライトや懐中電灯
が、世界の登山家、公的機関を中心に支持されて
います。超コンパクトでパワフルなML4は、アウト
ドアの様々なシーンで活躍してくれる携帯型ラン
タンです。

4段階の明るさ調整ができ、点滅モードも完備。
明るさの最大値は300ルーメン。手のひらサイズ
のLEDランタンの中では最大級の明るさです。点
灯時間もLOWモードで最長45時間点灯します。

夜の安全を確保する赤色点灯モードを搭載し、
2段階の明るさ調節ができ点滅も可能。防塵、防
水性能を備えているため、様々なシーンで頼もしい 
　 相棒になること間違いなし！

懐中電灯/防災用（点滅モード）・吊り下げ灯・インテリア
照明に切り替えできる充電式LEDランタンです。

S約φ3.4×10.2cm　W約95g
M 明るさ： 15～300lm、LED色温度：フラッシュライトモー

ド-3000K（＋-15％）/ランタンモード-4000K（＋-15％）、
点灯時間：約7～200時間

スマホでお買い物

4 589901 332718

10％で 1,320円分 ポイント還元LUMENA

LUMENA M3 MULTIPLE
LED LIGHT

￥13,200（税込）

※商品画像はイメージです。

グループ向けには光量が強く大型のもの、夜の時間をゆったりと優しい光の中で過ごしグループ向けには光量が強く大型のもの、夜の時間をゆったりと優しい光の中で過ごし
たい場合には暖色系の色で発光するライトやオイルランタンがおすすめです。ソロキャたい場合には暖色系の色で発光するライトやオイルランタンがおすすめです。ソロキャ
ンプの方は、携帯型の小型LEDライトを持っているとさまざまな場面で重宝します。ンプの方は、携帯型の小型LEDライトを持っているとさまざまな場面で重宝します。

石井スポーツ
ヨドバシさいたま新都心駅前店

林 大喜

http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006302140/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001005933608/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001005933591/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001007069964/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006986296/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006957765/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001003395336/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006812283/index.html
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10万点以上の品揃え「石井スポーツ ストア」 掲載価格は6月1日時点の価格となります。
予告なく価格が変更となる場合がございます。

最新の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・コムに未掲載の場合がごさいます。

※商品画像は
イメージです。

重量約186gと軽量で
コンパクト

キャンプを楽しむ際の一番のポイントは料理です。大人キャンプを楽しむ際の一番のポイントは料理です。大人
数分を一気に調理できるグリルはもちろん、シンプルで数分を一気に調理できるグリルはもちろん、シンプルで
持ち運びやすいシングルバーナーでもアウトドアでの料持ち運びやすいシングルバーナーでもアウトドアでの料
理を存分に楽しむことができます。理を存分に楽しむことができます。

CAMP
GRILL &
COOKING GOODS
グリル＆クッキンググッズ

グリル＆ツーバーナー

シングルバーナー

マイクロレギュレーターを搭載し、低温時、連続使用時の火力低下を最小限に抑えます。
薄型テーブルトップタイプの2バーナー。

S  W47.3×D25.2×H145cm（風防取り付け時）、
W46.8×D25.1×H11.6cm（風防不使用時）、ゴトク
径：16cm×2

W  2.25kg（本体のみ）
M  本体：ステンレス、

ゴトク：鉄、スタン
ド・風防（背面用、
右側左側とも）：ア
ルミニウム、点火
スイッチ・器具栓
つまみ：樹脂

スマホでお買い物

4 953571 075266

5％で 1,350円分 ポイント還元SOTO

レギュレーター 2バーナーGRID

ST-526

￥27,000（税込）

コンパクトさと軽さにこだわったアウトドア用シングルバーナー。カセットボンベのため手
軽で幅広いアクティビティでの活用が可能。※ガスカートリッジは別売です。

S  φ10.9×H12.2cm、使用できる鍋の
大きさ：目安として18cmまで（鍋底
が16cm以下）

W約186g
M最大発熱量：2.3kW（2,000kcal/h）

スマホでお買い物

4 901140 904981

10％で 715円分 ポイント還元岩谷産業

マイクロキャンプストーブ

FW-MS01

￥7,150（税込）

小型ストーブながら高出力2,500kcalを誇り、極小トロ火まで調
整が可能な軽量ストーブ。4本のゴトクはバランスよくクッカーを
支えます。※ガスカートリッジは別売です。

Sφ10.6×6.75cm
W 75g
M  ステンレス、アルミニウム合金、

ブラス、出力：2,500kcal／h

スマホでお買い物

4 960589 014101

5％で 264円分 ポイント還元スノーピーク

ギガパワーストーブ 地

GS-100R2

￥5,280（税込）

日本初のスマート電気グリル。
搭載されたスマートグリルア
シスタント機能によって、毎回
パーフェクトなBBQを簡単
に実現できます。専用アプリ
を使ってスマホで状況を確認
でき、焼きあがりが通知され
ます。

S  蓋開いた状態：高さ68×幅60.5×奥行65cm
　 蓋閉じた状態：高さ33×幅60.5×奥行54cm
W電力：1300W/100V
Mホーローコーティング、鋳鉄製調理用焼き網

スマホでお買い物

0 077924 152238

10%で6,499円分ポイント還元Weber

Weber Pulse 1000電気グリル

81012013

￥64,990（税込）

火力：2.9kW（2,500kcal/h）×2

http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001005999766/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001003823473/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006011263/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001004450290/index.html
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※商品画像は
イメージです。

※商品画像は
イメージです。

自然の中へ！ キャンプ

クッキング用品

超軽量で丈夫なチタン素材のクッカー2点セットです。大
きいサイズは麺料理やスープ料理、小さいサイズは炒め
るなどフライパンに便利。

S 大：φ140×110mm（1600ml）、
小：φ147×40mm（500ml）
W 180g
Mチタン

スマホでお買い物

4 549758 464963

10％で 977円分 ポイント還元S'more

Titanium Cook Set L

UT001CSa

￥9,770（税込）

こだわりのヘラ絞り加工でつくられた日本製のLOGOS 
鉄の職人シリーズ。使いやすい小型のフライパンで、おい
しく調理が可能です。

S約W16.3×D25.4×H7.2cm（取手含む）、
内寸：約φ16/12×高さ3cm

W約340g
M  スチール、IH対応 ※底面の面積が狭いためIHの機種に

よっては反応せず使用できない場合があります。

スマホでお買い物

4 981325 501693

10％で 380円分 ポイント還元ロゴス

LOGOS 鉄の職人グリルパン 16

81062257

￥3,800（税込）

中華鍋は「万能鍋」と呼ばれており、底が丸いため煮汁が
吹きこぼれにくく湯沸かしから様々な調理まで楽しめま
す。中華鍋はコスパ最強です。

S  φ22.3×H5.8cm（鍋厚さ：約2mm）、
取手取り付け時：39.2cm

W約750g

スマホでお買い物

4 573207 293460

10％で 799円分 ポイント還元冒険用品

ヨコザワテッパン×おやじキャンプ飯
キャンプ用「おやじ中華鍋」

￥7,990（税込）

現職の自衛隊員が実際使用している物と同等規格の 
「戦闘飯盒2型」をほぼ忠実に復刻。

S約 W17.5× H10.5× D10 cm
W約400g、容量：1.1L（炊量：2号）
M 本体・中ふた・ふた：アルミニウム（底の厚さ 0.9mm）　
（表面加工：アルマイト加工・特殊変性ポリエステル樹脂
塗装）

スマホでお買い物

4 573284 340866

10％で 858円分 ポイント還元ロスコ

戦闘飯盒 2型

410010030 OD

￥8,580（税込）

飯盒がすっぽり納まり、熱効率が一番良い飯盒用コンロ。
変形スタイルによってメスティンなども対応可能です。

S約W18xD11.3xH9cm
W約610g
Mステンレス

スマホでお買い物

4 571527 200519

10％で 1,705円分 ポイント還元ハンゴーコンロ研究所

ハンゴーコンロ・回天弐形
2形飯盒用

￥17,050（税込）

赤い炎で小さい焚火のように愉しむことができるアル
コールストーブとクッカーのセット。

S ストーブ：φ7.5×4.6cm、ゴトク:13.4×12.5×H95cm、
ポット：φ 10 .5× 1 1 . cmm、カップ：φ 1 1 . 5×6cm、 
フタ：φ10.5×0.7cm
W ストーブ :100g（容量：80ml）、ゴトク:150g、ピンセッ

ト:30g、クッカーセット310g
Mステンレス、アルミニウム

スマホでお買い物

4 960589 017119

5％で 770円分 ポイント還元スノーピーク

火焔ストーブ コーエン
クッカーセット

BS-010CS

￥15,400（税込）

熱に強く、吊り下げて直火で加熱できるレトロなケトル。

S約W15×D20×H20cm
W約700g、容量：1.5L
Mスチール

スマホでお買い物

4 981325 507237

10％で 990円分 ポイント還元ロゴス

レイリー・ホーローケトル 1.5L

81280041

￥9,900（税込）

ハンドルから刃先まで一体のシングルピース構造。耐摩
耗性に優れたマイカルタ製のハンドルを備えた本格派 
ナイフ。

S長さ22×H3.2cm
W 220g
Mブレード：ステンレススチール

ハンドル：マイカルタ

スマホでお買い物

7 611160 088437

10％で2,750円分 ポイント還元ビクトリノックス

VIC アウトドアマスター

63100

￥27,500（税込）

丈夫なアルミ合金を使用した三角フレーム構造でしっか
りした安定感があります。

SW126.5×D71.5×H102.5cm、
収納サイズ：45×8.5×8.5cm

W約880g、耐荷重：8kg
Mアルミ

スマホでお買い物

4 549758 636728

10％で 398円分 ポイント還元S'more

Aluminum hanging rack S

SMOFTTY007aSblk

￥3,980（税込）

直接火にかけることも可能。

http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006336106/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006122373/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006116632/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001007038865/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006989035/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001007007013/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006831577/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001005712136/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006969217/index.html
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※商品画像は
イメージです。

自然の中へ！ キャンプ

ナチュラルな雰囲気で森や草原の中でのキャンプにぴっ
たりの温かみのある食器セットです。便利に持ち運べる
収納袋付き。

S 3種類とも22.5cm
Wスプーン：14g、フォーク：9.5g、箸：15.5g
Mタブノキ

スマホでお買い物

4 549758 556712

10％で 169円分 ポイント還元S'more

Woodi Cutlery Set

SMOmd001aFbrw

￥1,690（税込）

リムはステンレススチールで補強されたエナメル製8イン
チサラダプレートです。
※オーブン、電子レンジ、IHのご使用はできません。

Sφ20.9×H1.8cmcm
W 181g（1枚）
Cエッグシェル、チャコール、ミントグリーン、ストーングレー
Mスチール（トリプルコートホウロウ）、リム材質：ステンレス

スマホでお買い物

0 819665 013924

10％で 220円分 ポイント還元BAREBONES

エナメル 8インチ
サラダプレート 2枚 ES

20235034010008

￥2,200（税込）

折りたたみ食器3点セット（カップ、ディッシュ、ボウル）で
す。簡単に組み立てられて軽量、しかもフラットになるの
で持ち運びや収納に便利。

S  カップ：20.8×23.8cm、250ml　ボウル：22.3×25.2cm、
　 500ml　ディッシュ：25.2×22.8cm、500ml
Wカップ：33g、ボウル・ディッシュ：40g
Cグレー（GY）、ホワイト（WT）
Mポリプロピレン　スナップボタン：ポリアセタール
 　耐熱温度:105度　耐冷温度:-25度

スマホでお買い物

2 000101 928331

3％で 57円分 ポイント還元FOZZILS

ソロパック

1899073

￥1,870（税込）

キャンプ用の食器は、機能性はもちろん見た目や風合いも大事。キャンプ用の食器は、機能性はもちろん見た目や風合いも大事。
こだわりのテーブルウェアがあれば、食卓がさらに美味しくおこだわりのテーブルウェアがあれば、食卓がさらに美味しくお
しゃれに彩られます。たくさんの食材や、ツールを収納できる専用しゃれに彩られます。たくさんの食材や、ツールを収納できる専用
ケースやカートも活用しましょう。ケースやカートも活用しましょう。

CAMP
TABLE WARE &
CARRY CASE
テーブルウェア＆キャリーケース&カート

テーブルウェア

キャリーケース＆カート

調味料やカトラリーなど、あらゆるものをきれいにしまえ
る木製スパイスボックスです。

S約35×19×25cm
W約2.1kg
M松の木（100％）

スマホでお買い物

4 549758 577717

10％で 469円分 ポイント還元S'more

woodsmoreスパイスボックス

SMOszkGR54234aF

￥4,690（税込）

荷室後部を開くこ
とができ長い 荷
物も簡単に運べ
る適 度な大きさ
のキャリーです。

S約W129/98×D49×H59cm
荷室内寸：約W86×D40×H34cm

W  12.6kg、容量：約117L（荷室後部を閉じた状態）、耐荷重：
約105kg（荷室後部を閉じた状態）

M  フレーム：スチール、生地：ポリエステル（PVCコーティン
グ）、底板：MDF、車輪：ポリエチレン

スマホでお買い物

4 981325 507701

10％で 2,980円分 ポイント還元ロゴス

Tradcanvas 丸洗い長いモノOK
キャリーカート

84720740

￥29,800（税込）

食材や飲み物などの
持ち運びに便利な高
性能クーラーバッグ。
グループキャンプやデ
イキャンプ、運動会な
どにおすすめサイズ。

S幅43×高さ30×奥行25cm　容量：23L
W 1360g　耐荷重：15.8.kg
Cサンドトープ
Mナイロン、ポリエチレン、

ポリエステル、
熱可塑性ポリウレタン、
ポリウレタン

スマホでお買い物

0 860002 228068

10％で 1,496円分 ポイント還元AO Coolers

24パック キャンバス ソフトクーラー

AO24TA

￥14,960（税込）

スタッキング式の携帯しやすいクラシック・シェイプ・ワイ
ングラスの2個セットです。

Sφ9.4×23.9cm、容量：275ml
W 158g（1個）
M BPAフリーポリエステル、耐熱温度：90℃

スマホでお買い物

4 549562 188246

10％で 330円分 ポイント還元GSI

ネスティング ワイングラス 2個セット

11872030000000

￥3,300（税込）

破損も気にならないアルミ製徳利と御猪口のセット。
野外で日本酒が楽しめます。

S  徳利：約φ7.3×H15.5cm（300ml）、燗ポット：約W8.5
×D14×H13cm（720ml）、御猪口：約φ5.5×H2.6cm

（15ml×2pcs）
W約440g　Mアルミ、綿

スマホでお買い物

4 981325 535926

10％で 880円分 ポイント還元ロゴス

携帯・アウトドア熱燗セット

81280308

￥8,800（税込）

天然のアカシア材を使用しており、独特の風合いと木目
の色合いが、自分だけの特別感を感じさせてくれます。

S L13.3×W8.9×H6.35cm
W 142g、容量：7oz
Mアカシア（天然木）

スマホでお買い物

0 850004 916001

10％で 286円分 ポイント還元ノーボックス

ククサカップ 7oz

20237012000007

￥2,860（税込）

http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001004983952/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006609208/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006701666/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006609203/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001004716039/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001005852166/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006701683/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006831529/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001005454976/index.html
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食事やゆったりとした時間を過ごすのに欠かせないのがテーブル食事やゆったりとした時間を過ごすのに欠かせないのがテーブル
と椅子です。グループで楽しむ時は大型のテーブル。ソロで楽しむと椅子です。グループで楽しむ時は大型のテーブル。ソロで楽しむ
時はシンプルでコンパクトに収納できるものがおすすめです。時はシンプルでコンパクトに収納できるものがおすすめです。

CAMP
TABLE&CHAIR
テーブル&チェア

テーブル

無段階で高さ調節ができるので、不安定な足場
でも快適です。汚れたら食器用洗剤で丸洗いす
ることも可能。収納バッグ付き。

S約W122×D70×H54～81cm、
収納サイズ：約W22.5×D14×H77.5cm

W 6.5kg、耐荷重：30kg
Mフレーム：アルミ、天板：アルミ

スマホでお買い物

4 981325 503857

10％で 2,180円分 ポイント還元ロゴス

丸洗いアジャスタテーブル L

73551001

￥21,800（税込）

焚火台や剛炎を囲んで、団らんの場をつくるテーブル。しっかり食事がとれる高さで朝か
ら夜まで一日中過ごせます。

S  焚火台L使用時：112×112×40cm（開口部
60×60cm ）、剛炎使用時：89×89×40cm

（開口部37×37cm）
W 10.5kg
M  テーブルトップ：ステンレス、脚部：ステンレ

ス、ツマミ：アルミ合金

スマホでお買い物

4 960589 142682

5％で 1,760円分 ポイント還元スノーピーク

ジカロ　テーブル

ST-050

￥35,200（税込）

※商品画像はイメージです。
高さ調整可能

丸洗いOK！

組み立てが簡単でまな板としても使用でき、付属のチタ
ン天板をセットしてリバーシブルの天板として使用するこ
ともできます。

S使用時：210×280×50mm、
収納時：105×280×24mm

Wテーブル約130g、天板約75g
Mテーブル：桐、天板：チタニウム、

収納袋：ナイロン

スマホでお買い物

4 540095 042647

10％で 990円分 ポイント還元ベルモント

ヤマタク

BM-264

￥9,900（税込）

A4ハーフサイズに小さくたためるソロテーブル。独自構
造によりパッと開くだけのワンアクションで4本のスタン
ドが飛び出します。

SW29.7×D21×H7.8cm、
収納サイズ：W29.7×D11×H19cm

W約395g（本体のみ）、耐荷重：3kg
M天板：アルミニウム、

スタンド：ステンレス

スマホでお買い物

4 953571 076300

5％で 290円分 ポイント還元SOTO

フィールドホッパー

ST-630

￥5,800（税込）

国産材を使い、山形県天童市の工場で、1つ1つ丁寧に作
られたれたオーバル型の組み立て式テーブルです。

SW59.7×D40×H30cm、
収納サイズ：W59.7×D3.6×H40cm

W 2.4kg
M針葉樹合板 12mm

スマホでお買い物

4 582376 521649

10％で 1,320円分 ポイント還元YOKA

OVAL TABLE

￥13,200（税込）

快適なロースタイルを体感できるエントリー向けファニチャー。脚部は一体型で折りたた
んで収納できます。

S 86.5×44×H40cm、収納サイズ：83.2×44×H5cm
W 6.5kg
M集成材、アルミニウム合金、スチール（クロームメッキ）

スマホでお買い物

4 960589 013432

5％で 979円分 ポイント還元スノーピーク

エントリー IGT

CK-080

￥19,580（税込）

着脱式の脚で、ハイ（高さ約70cm）、ロー（高さ約35cm）の
2段階に高さ調整できるキャンパーテーブルです。収納ケー
ス付きで持ち運びにも便利です。

S使用時：天板約100×60cm、
高さ約70cm（HIGH）・約35cm（LOW）
収納時：約30×12×100cm

W約8.6kg、
耐荷重：HIGH60kg、
LOW80kg

M天然カラマツ

スマホでお買い物

8 005308 030478

10％で 1,335円分 ポイント還元CASTELMERLINO

ハイ＆ローキャンパーテーブル

￥23,650（税込）

http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006831525/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001002026726/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001004257080/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001004199825/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006043501/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001002327599/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001004168284/index.html
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自然の中へ！ キャンプ

チェア

適度な高さの背もたれで、快適さとコンパクトさ
を両立したロースタイルのチェアです。

SW50cm×H74cm（座面高35cm）
W 2.3kg
Cサンドベージュ
M座面：ポリエステル、フレーム：アルミ合金

スマホでお買い物

4 909232 192971

3％で 257円分 ポイント還元ogawa

ローチェア II

1929-70

￥8,580（税込）

座るのも立つのも楽な回転式座面を採用。
安定性にすぐれた快適な座り心地です。

S約W59×D60×H85cm（座面高47cm）
W約2.8kg、耐荷重：約150kg
M フレーム：スチール、生地：ポリエステル
（PVCコーティング）

ロゴス

Tradcanvas
回るんバケットチェア

73321007

￥9,900（税込）

スマホでお買い物

4 981325 507589

10％で 990円分 ポイント還元

職人が手作りで作るイタリア製のアウトドアファニチャーです。

S座面：約100×30×H42cm
W約6.2kg、耐荷重：160kg
C BK

スマホでお買い物

8 005308 010081

10％で 1,650円分 ポイント還元CASTELMERLINO

フォールディングウッドベンチ
100× 30

￥16,500（税込）

「コンパクト性」と「ゆったり感」を備えたヘッドレスト付折りたたみ式軽量チェアです。

S W 6 2 × D 7 0 × H 4 0 c m（ 座 面 高
92cm）、収納サイズ：W53×D17×
H20cm
W 1.8kg、耐荷重：150kg
Cカーキ、ブラック
M  シート生地：ファブリック600D（ポリ

エステル）、脚材質：アルミ合金A7075
（超々ジュラルミン）

スマホでお買い物

4 984199 700582

10％で 1,108円分 ポイント還元GIMMICK

ヘッドレスト付き 折りたたみ式
軽量チェアー

GM-CH05LKH

￥11,080（税込）

http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006831515/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001005928386/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006533368/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001004257083/index.html
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　スマホで写真を撮る人が増えていますが、思い出を
残したいと思ったら、やっぱりミラーレス一眼カメラが
おすすめです。写真の質感、立体感はスマホとは別格
の仕上がりになります。
　アドバイスはふたつ。ひとつは、写真を撮ろうとあま
り気負いすぎないことです。被写体を探してばかりい
て、「どのようなところを歩いていたのか、思い出せな
い」などということがないように。感じたまま、キレイだ
と思った花や木々、景色の写真を撮りましょう。
　ふたつ目は、せっかくのカメラですから、マニュアル
機能にもチャレンジしてみましょう。難しそうだからと
敬遠しがちですが、慣れればそれほど難しいことでは
なくなるはず。夜の景色や小さな花や虫、雄大な山々
まで、イメージ通りに撮れるようになれば、むしろ楽し
さはふくらんでいきます。

中山尾根展望台
思い出を残そう！ カメラ

荒田 真希（あらた まさき）
石井スポーツ 立川店
写真歴10年

大学時代から写真部に所属。社会人になると
カメラとともに山行するようになる。「大自然
の中でお酒を飲んで寝る」をテーマに、テント
泊登山やドラム缶風呂キャンプ、テントサウナ
など、自然を満喫する企画を楽しんでいる。

ミラーレス一眼で
もっと楽しくフォト＆トレック

①②赤岳鉱泉～行者小屋、中山尾根展望台にて撮影。③
④雷鳥沢、⑤大菩薩峠から見る富士山。⑥⑦道志川の
キャンプ場にて。いずれも撮影は荒田真希。

②

③

④

⑦⑥⑤

FIELD

お気に入
り

アイテム

スタッフおすすめの感動フィールド
冬の赤岳鉱泉・中山尾根展望台

パーゴワークス/スナップ　¥3,850
荒田が愛用するサブバッグ。バックパックのショルダーに
つけられるので邪魔にならず、必要なものがすぐに取り
出せるので、山にも通勤時にも使用中。

登頂断念からの絶景！
感動をカメラに収めて
愛機は富士フイルムのXT-2です。ミ
ラーレス一眼を選ぶのはシャッタース
ピードや絞りを変えて撮れるから。山肌
の質感までとらえられるので、山での感
動を写真としてしっかり残すことができ
ます。一眼レフカメラに比べて軽量であ
ることも、山では重要なポイントです。
写真①②は、赤岳鉱泉と行者小屋の
間にある中山尾根展望台で撮影しまし
た。翌日の天気予報は暴風だったので、
山頂まで行かずに展望台を経由して下
山。山頂からの景色は見慣れていたの
ですが、雪を被った山を見上げるという
景色が新鮮で、シャッターを押しました。

晴れていれば大同心・小同心、横岳の
岩稜帯と赤岳に続く稜線、地蔵尾根……
南八ヶ岳を構成する山々の大パノラマ
を間近で望めることができる中山尾根
展望台。八ヶ岳山荘をスタートして北沢
コースをたどり、赤岳鉱泉、中山尾根展
望台、行者小屋を経て南沢コースで帰っ
てくるルートで約15Kmの道のりです。ツ
アーや山岳ガイドなど、経験者に同行し
てもらえれば冬山初心者にも体験可能
なレベルですが、アイゼンは必須。場合
によってはラッセルもしなければならな
いので、装備や体力を十分に備えて出
かけましょう。

中山尾根展望台
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①

　スマホで写真を撮る人が増えていますが、思い出を
残したいと思ったら、やっぱりミラーレス一眼カメラが
おすすめです。写真の質感、立体感はスマホとは別格
の仕上がりになります。
　アドバイスはふたつ。ひとつは、写真を撮ろうとあま
り気負いすぎないことです。被写体を探してばかりい
て、「どのようなところを歩いていたのか、思い出せな
い」などということがないように。感じたまま、キレイだ
と思った花や木々、景色の写真を撮りましょう。
　ふたつ目は、せっかくのカメラですから、マニュアル
機能にもチャレンジしてみましょう。難しそうだからと
敬遠しがちですが、慣れればそれほど難しいことでは
なくなるはず。夜の景色や小さな花や虫、雄大な山々
まで、イメージ通りに撮れるようになれば、むしろ楽し
さはふくらんでいきます。

中山尾根展望台
思い出を残そう！ カメラ

荒田 真希（あらた まさき）
石井スポーツ 立川店
写真歴10年

大学時代から写真部に所属。社会人になると
カメラとともに山行するようになる。「大自然
の中でお酒を飲んで寝る」をテーマに、テント
泊登山やドラム缶風呂キャンプ、テントサウナ
など、自然を満喫する企画を楽しんでいる。

ミラーレス一眼で
もっと楽しくフォト＆トレック

①②赤岳鉱泉～行者小屋、中山尾根展望台にて撮影。③
④雷鳥沢、⑤大菩薩峠から見る富士山。⑥⑦道志川の
キャンプ場にて。いずれも撮影は荒田真希。

②

③

④

⑦⑥⑤

FIELD

お気に入
り

アイテム

スタッフおすすめの感動フィールド
冬の赤岳鉱泉・中山尾根展望台

パーゴワークス/スナップ　¥3,850
荒田が愛用するサブバッグ。バックパックのショルダーに
つけられるので邪魔にならず、必要なものがすぐに取り
出せるので、山にも通勤時にも使用中。

登頂断念からの絶景！
感動をカメラに収めて
愛機は富士フイルムのXT-2です。ミ
ラーレス一眼を選ぶのはシャッタース
ピードや絞りを変えて撮れるから。山肌
の質感までとらえられるので、山での感
動を写真としてしっかり残すことができ
ます。一眼レフカメラに比べて軽量であ
ることも、山では重要なポイントです。
写真①②は、赤岳鉱泉と行者小屋の
間にある中山尾根展望台で撮影しまし
た。翌日の天気予報は暴風だったので、
山頂まで行かずに展望台を経由して下
山。山頂からの景色は見慣れていたの
ですが、雪を被った山を見上げるという
景色が新鮮で、シャッターを押しました。

晴れていれば大同心・小同心、横岳の
岩稜帯と赤岳に続く稜線、地蔵尾根……
南八ヶ岳を構成する山々の大パノラマ
を間近で望めることができる中山尾根
展望台。八ヶ岳山荘をスタートして北沢
コースをたどり、赤岳鉱泉、中山尾根展
望台、行者小屋を経て南沢コースで帰っ
てくるルートで約15Kmの道のりです。ツ
アーや山岳ガイドなど、経験者に同行し
てもらえれば冬山初心者にも体験可能
なレベルですが、アイゼンは必須。場合
によってはラッセルもしなければならな
いので、装備や体力を十分に備えて出
かけましょう。

中山尾根展望台

https://www.yodobashi.com/product/100000001005563759/
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雨の日の撮影に出かけてみよう
　「いままでコンパクトデジタルカメラでさ
え使いこなせていないんです」
　そう語るのはモデル/フィールドナビ
ゲーターとして活躍する仲川希良さん。ミ
ラーレス一眼を使って登山での撮影をして
みたい、という願いから、山岳写真家の菊
池哲男さんを講師として迎えフォトトレッキ
ングに出かけてきました。事前の天気予報
は雨。中止という話がでつつも、「雨が降っ
ているときにしか撮影できないものもあり
ますよ」という菊池さんの提案から、雨のな
かでの撮影に挑みます。
　雨の日の登山というのは、濡れるのがイ
ヤ、レインウエアが蒸れる、景色が見れな
い、などといった理由から嫌厭されがちで

す。登っているときの気持ちよさや雄大な
景色を楽しみに登山をするのであれば、雨
を理由に登山を中止してしまうのもわかり
ます。ですが、フォトトレッキングを目的とし
た登山をするのであれば話は別。雨や雨
上がりといったシチュエーションでしか撮
影できない被写体もあるのです。代表的な
ものは水滴。花や葉についた水滴はみず
みずしさを演出するだけではなく、撮影の
仕方によっては水滴のなかに背景を写し
込んだ不思議な写真を撮ることができま
す。さらに水たまりの反射を利用した写真
や、モヤがかかった幻想的な写真などもそ
うでしょう。
　「一日の山行なら天気を選べるけど、縦
走とか何日間かの登山では天気が悪い日
もありますよね。そういうとき、天気が悪
いからテントの中にいようというのではな
く、雨だからこそ見れるものもあるし、発
見もあるかもしれない」と菊池さん。
　仕事柄、山中に長く滞在する菊池さん
は、いままでの体験から雨のなかでの撮影
もおすすめしています。

雨での撮影には装備が重要
　「もっと雨に耐える感じなのかなと思っ
ていたんですが、カメラに向かって撮りた

いものに集中していると、雨って全然気に
ならないっていうのは発見でした！ ちゃん
とレインウエアを着ているし、寒そうかなっ
て思ってちゃんと防寒対策もしているし。
準備さえしていけば、雨の日のフォトトレッ
キングはすごく楽しめますね！」
　小雨が降るなか花や木々の撮影に夢中
になっている仲川さんが語ります。雨対策
としてレインウエアにキャップ、防寒対策と
して厚手のフリースを着込んでいます。は
じめての雨での撮影でしたが、念のため
とウエア類を充実させていて大正解。前日
まで、晴れていれば半袖で登山ができるほ
どの陽気でしたが、一転し寒気と雨で寒く
なったこの日は、持ってきていたウエア類
のおかげで濡れや寒さを気にすることなく
撮影を続けています。
　「雨のなかでの撮影には、心のゆとりと
して充実した装備がすごく大事なんです。
気温が下がっても通常の登山では歩いて
発熱し続け我慢することができますが、こ
れが撮影になると動かない時間も長くな
るので寒い状態ではとても耐えられない。
撮影どころではなくなってしまいます」
　雨や風を防ぐこと、暖かくいることが重
要だと菊池さんは教えてくれます。
　もう一点忘れてはいけないのがカメラ

山岳写真家に学ぶ、
雨の日フォトトレッキング
菊池哲男さん×仲川希良さん

菊池哲男（きくち てつお）
山岳写真家。立教大学理学部物理学科卒。山岳・写真雑
誌での執筆や写真教室・撮影ツアーの講師、アウトドアブ
ランドのアドバイザーとして活躍。長野県白馬村に菊池
哲男山岳フォトアートギャラリーがある。東京都写真美術
館収蔵作家、日本写真家協会(JPS)会員、日本写真協会
(PSJ)会員

仲川希良（なかがわ きら）
アウトドア雑誌の出演をきっかけに山に登るようになる。
登山歴は13年目。里山から雪山まで幅広いフィールドに親
しみ、アクティビティを通して味わう土地の魅力、それを
より深く楽しむヒントをテレビやラジオ、執筆などで発信
している。著書に「わたしの山旅 広がる魅力・味わい方」
「山でお泊まり手帳」

の耐水性。昨今、防水や防滴をうたってい
るカメラが多く発売されているので、それ
を使用するのも重要です。今回、仲川さん
が使用したカメラはNikon「Z fc」。コンパ
クトかつ、防滴・防塵にも配慮した設計と
なっていて、登山での使用に適しています。
要注意なのはレンズの交換時。センサーや
レンズ内に水が入ってしまうと曇りの原因
となってしまうので、かならずカメラを下に
向け、自身の体で雨を防ぐようにしながら
交換するようにしましょう。

撮影を通して新たに気づくこと
　「いつもは光を受けて輝いている、新芽
の先の黄緑色に意識がいくんです。でも雨
のなかで撮影をしてみたら、水滴が溜まっ
た芽の根元の部分や、濡れた枝の色の鮮
やかさが目に止まりました。ここにも色が
あった、という気持ち。この美しさには気づ

けていませんでしたね。雨の日になると色
の見え方も変わってくるんだなって感じま
した」
　雨のなかでのフォトトレッキングを終え、
いままでの登山とはまた違った楽しみを発

見した仲川さん。色彩感覚が鋭い女性なら
ではの観点から雨での撮影の良さを語っ
てくれました。実際、雨や曇りだと雲がディ
フューザー（拡散板）の役割を果たすので、
フラットな柔らかい光が被写体を包み、そ
うすると影がほとんどできず、ふだん影に
なりがちな部分の色がふわっと浮き上がっ
てきます。
　「カメラって、花や風景の写真を撮ろうと
思ったときに、どこにピントを合わせるか、
どういうふうに撮るかというのを考えるこ
とで、自分が山で何をキレイだと思ってい
るのか、何に興味を持っているのかという
ことに気づき、よりクリアにしてくれる道具
だなって思いました」
　ふだんスマートフォンやコンパクトデ
ジタルカメラを使用している仲川さん。今
回、プロの山岳写真家である菊池さんにミ
ラーレス一眼のアレコレを教わり、撮影を
通していままで以上に山が好きになったよ
うです。
　「ミラーレス一眼を向けたら写される人
は狙われている感じがして緊張してしま
う。コンパクトデジタルカメラならそれより
はやさしい感じに。さらにスマートフォンに
なれば構えることなく自然な顔をしてくれ
ます」
　仕事でつねにミラーレス一眼を使用して
いる菊池さん。登山中でも簡単なスナップ
はスマートフォンで撮影をしています。
　スマートフォンの進化は著しく、カメラ専
用機に迫る性能を有するほど。そしてカメ
ラ専用機のなかでもコンパクトデジタルカ
メラは携帯性にすぐれています。どんなと
きに、どんな撮り方で、何を撮りたいか。そ

　歩きながら水たまりに目をつ
けた菊池さん。「雨の日の水たま
りは波紋がキレイだし、角度に
よっては水面への映り込みも撮
れますよ」と撮った一枚（左）。木
の枝と枯葉もアクセントになっ
ていてすばらしい。
　桜の花をマクロレンズで撮影
（右）。花の右には水滴も写って
いて、花が微妙にセンターにな
いのもまたよく、情感もたっぷ
り。さすがの一枚。
　どちらも菊池哲男さん撮影。

れぞれのシチュエーションによって使い分
けてもいいのだと言います。
　「私みたいにスマホやコンデジですませ
てしまっている人からするとミラーレス一
眼って気概が必要で、ハードルが高く感じ
られていたんです。でもそんなことはなく
て、こういうチョイスを増やすというつもり
で手を出すのでいいんだなって思いまし
た。自分のなかで撮り方の道具が一個増え
ました」
　と、仲川さんも大満足のフォトトレッキング
体験となりました。

菊池写真館～番外編
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雨の日の撮影に出かけてみよう
　「いままでコンパクトデジタルカメラでさ
え使いこなせていないんです」
　そう語るのはモデル/フィールドナビ
ゲーターとして活躍する仲川希良さん。ミ
ラーレス一眼を使って登山での撮影をして
みたい、という願いから、山岳写真家の菊
池哲男さんを講師として迎えフォトトレッキ
ングに出かけてきました。事前の天気予報
は雨。中止という話がでつつも、「雨が降っ
ているときにしか撮影できないものもあり
ますよ」という菊池さんの提案から、雨のな
かでの撮影に挑みます。
　雨の日の登山というのは、濡れるのがイ
ヤ、レインウエアが蒸れる、景色が見れな
い、などといった理由から嫌厭されがちで

す。登っているときの気持ちよさや雄大な
景色を楽しみに登山をするのであれば、雨
を理由に登山を中止してしまうのもわかり
ます。ですが、フォトトレッキングを目的とし
た登山をするのであれば話は別。雨や雨
上がりといったシチュエーションでしか撮
影できない被写体もあるのです。代表的な
ものは水滴。花や葉についた水滴はみず
みずしさを演出するだけではなく、撮影の
仕方によっては水滴のなかに背景を写し
込んだ不思議な写真を撮ることができま
す。さらに水たまりの反射を利用した写真
や、モヤがかかった幻想的な写真などもそ
うでしょう。
　「一日の山行なら天気を選べるけど、縦
走とか何日間かの登山では天気が悪い日
もありますよね。そういうとき、天気が悪
いからテントの中にいようというのではな
く、雨だからこそ見れるものもあるし、発
見もあるかもしれない」と菊池さん。
　仕事柄、山中に長く滞在する菊池さん
は、いままでの体験から雨のなかでの撮影
もおすすめしています。

雨での撮影には装備が重要
　「もっと雨に耐える感じなのかなと思っ
ていたんですが、カメラに向かって撮りた

いものに集中していると、雨って全然気に
ならないっていうのは発見でした！ ちゃん
とレインウエアを着ているし、寒そうかなっ
て思ってちゃんと防寒対策もしているし。
準備さえしていけば、雨の日のフォトトレッ
キングはすごく楽しめますね！」
　小雨が降るなか花や木々の撮影に夢中
になっている仲川さんが語ります。雨対策
としてレインウエアにキャップ、防寒対策と
して厚手のフリースを着込んでいます。は
じめての雨での撮影でしたが、念のため
とウエア類を充実させていて大正解。前日
まで、晴れていれば半袖で登山ができるほ
どの陽気でしたが、一転し寒気と雨で寒く
なったこの日は、持ってきていたウエア類
のおかげで濡れや寒さを気にすることなく
撮影を続けています。
　「雨のなかでの撮影には、心のゆとりと
して充実した装備がすごく大事なんです。
気温が下がっても通常の登山では歩いて
発熱し続け我慢することができますが、こ
れが撮影になると動かない時間も長くな
るので寒い状態ではとても耐えられない。
撮影どころではなくなってしまいます」
　雨や風を防ぐこと、暖かくいることが重
要だと菊池さんは教えてくれます。
　もう一点忘れてはいけないのがカメラ

山岳写真家に学ぶ、
雨の日フォトトレッキング
菊池哲男さん×仲川希良さん

菊池哲男（きくち てつお）
山岳写真家。立教大学理学部物理学科卒。山岳・写真雑
誌での執筆や写真教室・撮影ツアーの講師、アウトドアブ
ランドのアドバイザーとして活躍。長野県白馬村に菊池
哲男山岳フォトアートギャラリーがある。東京都写真美術
館収蔵作家、日本写真家協会(JPS)会員、日本写真協会
(PSJ)会員

仲川希良（なかがわ きら）
アウトドア雑誌の出演をきっかけに山に登るようになる。
登山歴は13年目。里山から雪山まで幅広いフィールドに親
しみ、アクティビティを通して味わう土地の魅力、それを
より深く楽しむヒントをテレビやラジオ、執筆などで発信
している。著書に「わたしの山旅 広がる魅力・味わい方」
「山でお泊まり手帳」

の耐水性。昨今、防水や防滴をうたってい
るカメラが多く発売されているので、それ
を使用するのも重要です。今回、仲川さん
が使用したカメラはNikon「Z fc」。コンパ
クトかつ、防滴・防塵にも配慮した設計と
なっていて、登山での使用に適しています。
要注意なのはレンズの交換時。センサーや
レンズ内に水が入ってしまうと曇りの原因
となってしまうので、かならずカメラを下に
向け、自身の体で雨を防ぐようにしながら
交換するようにしましょう。

撮影を通して新たに気づくこと
　「いつもは光を受けて輝いている、新芽
の先の黄緑色に意識がいくんです。でも雨
のなかで撮影をしてみたら、水滴が溜まっ
た芽の根元の部分や、濡れた枝の色の鮮
やかさが目に止まりました。ここにも色が
あった、という気持ち。この美しさには気づ

けていませんでしたね。雨の日になると色
の見え方も変わってくるんだなって感じま
した」
　雨のなかでのフォトトレッキングを終え、
いままでの登山とはまた違った楽しみを発

見した仲川さん。色彩感覚が鋭い女性なら
ではの観点から雨での撮影の良さを語っ
てくれました。実際、雨や曇りだと雲がディ
フューザー（拡散板）の役割を果たすので、
フラットな柔らかい光が被写体を包み、そ
うすると影がほとんどできず、ふだん影に
なりがちな部分の色がふわっと浮き上がっ
てきます。
　「カメラって、花や風景の写真を撮ろうと
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どういうふうに撮るかというのを考えるこ
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るのか、何に興味を持っているのかという
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　ふだんスマートフォンやコンパクトデ
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回、プロの山岳写真家である菊池さんにミ
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うです。
　「ミラーレス一眼を向けたら写される人
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う。コンパクトデジタルカメラならそれより
はやさしい感じに。さらにスマートフォンに
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　歩きながら水たまりに目をつ
けた菊池さん。「雨の日の水たま
りは波紋がキレイだし、角度に
よっては水面への映り込みも撮
れますよ」と撮った一枚（左）。木
の枝と枯葉もアクセントになっ
ていてすばらしい。
　桜の花をマクロレンズで撮影
（右）。花の右には水滴も写って
いて、花が微妙にセンターにな
いのもまたよく、情感もたっぷ
り。さすがの一枚。
　どちらも菊池哲男さん撮影。

れぞれのシチュエーションによって使い分
けてもいいのだと言います。
　「私みたいにスマホやコンデジですませ
てしまっている人からするとミラーレス一
眼って気概が必要で、ハードルが高く感じ
られていたんです。でもそんなことはなく
て、こういうチョイスを増やすというつもり
で手を出すのでいいんだなって思いまし
た。自分のなかで撮り方の道具が一個増え
ました」
　と、仲川さんも大満足のフォトトレッキング
体験となりました。

菊池写真館～番外編



　「絞り優先モードで背景をぼかして撮っ
てみたのですが、バックが明るいせいか、
肝心の花が暗くなっちゃうんです」と、咲き
始めた山桜を撮影した仲川さん。
　菊池さんに「画面の中では明るかったの
に暗くなっちゃって。どうすれば明るく撮れ
ますか？」と相談してみます。
　「マニュアルモードに変更してシャッター
スピードやISO感度を設定するのが一番で
すが、初心者のうちは露出補正を使って、
絞り優先モードのままプラス補正にしてい
けば明るく撮れますよ」と菊池さん。
　「明るくなりました！ ひとメモリ変えただ
けなのに雨が降っていないみたい」
　アドバイス通り撮ってみると、ボケは変わ
らず、被写体の花は明るく際立ってきました。
　露出とは写真を撮ったときに取り込ま
れる光の量のこと。“絞り”“シャッタースピー
ド”“ISO感度”の組み合わせで、その明るさ
が決まります。優先モードやオートモードで

撮影した場合、自動露出機能が働き
最適な露出（明るさ）に調整してくれ
ます。ですが、明るい背景と暗い被
写体の明暗差が激しい場合は、中
間の明るさに露出を合わせようとし
てしまうので、標準露出のままだと
被写体が暗くなりがちです。暗い部
分を際立たせたい場合はプラスに
して明るく。明るい部分を強調させ
たい場合はマイナスにして暗くして
いきましょう。

　雄大な山々や大きな木や岩などと撮影
することも多い記念写真。しかし、大きなも
のとともに写ろうとすると、人物が小さくな
りがちです。そんなときにポイントとなるの
がフレーミング（構図）。背景と被写体との
位置を少し変えるだけで、よりよい記念写
真になります。

　まずは仲川さんに
菊池さんをモデルと
し、いつものように
撮影してもらいまし
た。山頂にある大き
なオブジェとのツー
ショットです。
　「馬に近づいてく
ださい。馬感を出す
ために四つ足が写る
このあたりからがい
いかな」そう指示し
て撮った写真は、大
きなオブジェをすべ
て収めようと引いて

撮影しているため、人物は小さく表情がわ
かりづらくなってしまっています。
　そこで菊池さんのアドバイス。
　「記念撮影はまず広角で撮ること。背景
をより広く写せます。そして人物は思い切っ
てグッと近づいてみましょう。こうすること
で、人物は大きくはっきりと写せ、背景との
メリハリができます」
　アドバイスの通り焦点距離を18mmに
変更し広角に。菊池さんにはオブジェと同
じ大きさになる位置まで移動してもらいま
した。
　ただし、標準～望遠系のレンズで撮る際
は、「絞り」に気をつけてください。手前の
被写体にピントを合わせると、奥までピン
トが来ないことがあります。その場合、「絞
り」の数字を大きいほうに合わせ、適正露
出で撮影するか、手前と奥の被写体の距離
を近づけるといいでしょう。

絞り優先モードで標準露出での撮影

菊池さんのアドバイスで露出を変えたあと

いつものように記念撮影
18-140のズームレンズで25mmに設定

同じズームレンズで18mmに設定
モデルに前へ来てもらった
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露出を
変えてみよう

構図を
考えてみよう

写真の明暗は露出で補正

フレーミングが大事

すぐに上達する
フォトテクニック

思ったようにはなかなか撮れない……。山の中で仲川さんが
撮った写真をもとに、菊池さんが「こうすればもっとよくなりま
すよ」と撮影のコツを教えてくれました。すぐに身につくフォト
テクニックで、山の思い出を残してみましょう。

教える人

菊池さん
学ぶ人

仲川さん

　「水滴がキレイですよね。これを利用して
雨ならではの写真を撮ってみたいです」と
いう仲川さん。標準レンズ（16-50mm）で
撮影をしてみますが、うまくボケを表現でき
ません。
　それを見た菊池さんから「ではマクロを
使ってみますか」と提案が。
　「ボケをつくるにはいくつか要素があり
ますが、そのなかのひとつが“撮影距離”。被
写体との距離が近づけば近づくほど、ピン
トが浅くなって、背景がボケてきます」
　50mmのマクロレンズで挑戦してみる
と、それまでのレンズと同程度の焦点距離
でありながらも、より被写体に寄って撮影
することができます。
　「水滴の中に木が写りました！」
　仲川さんが、レンズが水滴に当たってし
まいそうなほど近づいて撮影した写真は、
背景の森は完全にぼかし、木々が水滴の中
に写り込んでいます。水滴を撮るという主

題

がはっきりとした、メリハリのある写
真を撮ることができました。
　マクロレンズは草花を撮るのに適
していますが、今日のような雨模様
での撮影ではとくに有用です。小さな
ものを大きく写せる特性を活かし、
水滴にクローズアップして撮影することで、
雨の日ならではの写真が撮れます。広角や
望遠といった標準的なレンズのほかに、マ
クロレンズも追加することで撮影の幅が広

　「沢の撮影のポイントはシャッタースピー
ドと三脚です。手持ちだとブレてしまうので、
三脚を使用し、シャッタースピードに合わせ
て絞りとISO感度を変更していきましょう」
というレクチャーを聞き、仲川さんは三脚
を立て、まずは人間の目で見た状態に近い
1/60のシャッタースピードで、沢を撮影して
みます。
　「では次にシャッタースピードを変化させ
てみましょう。スローにするとシャッターが開
いている間の物体の動きが撮影され、水の
流れがシルクのような質感になった写真が
撮れます。逆に高速にすれば、目では見るこ
とのできない、飛沫が止まった一瞬の写真
が撮れますよ」と菊池さん。
　仲川さんはシャッタースピードを1/4に変

更し、同じ構図で撮影に挑みます。
　「うわぁ、すごい！ 水の流れが本当にシル
クのように、ふわっとやわらかくなってる」
　動きのない草や岩は変化がありません
が、動きのある水の飛沫は流れを帯び、白
く糸を引いたような写真が撮れました。
　そして次にシャッタースピードをスロー
から高速に変更してみます。1/250という速
さで撮られた沢の写真は、人間の目では認
識することのできない飛沫の集合体である
ことを発見させてくれます。
　「仲川さん、どの写真もシャッタースピー
ドによる特徴が出ていて、とてもいいです
ね。水の流れを撮影する場合、スローシャッ

ターで滑らかに撮ることが多いですが、た
とえば飛んでいる鳥を入れたい場合や、
飛び散っている水飛沫、波紋なんかは高速
シャッターで撮影します。
　どんなシチュエーションか、なにを被写
体にするかでシャッタースピードを変化さ
せてみてください」

16-50mmのレンズで撮影

1/60のシャッタースピードで撮影
F7.1　ISO感度1400

㊤シャッタースピードを1/4のスローに：F14　ISO感度360
㊦シャッタースピードを1/240と高速に：F8.0  ISO感度3200

マクロレンズに変更し水滴を撮影。中に木々が写る
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がるでしょう。注意点はレンズ交換時。傘や
上半身で雨を遮り、レンズを下に向けた状
態で交換してください。
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ますが、そのなかのひとつが“撮影距離”。被
写体との距離が近づけば近づくほど、ピン
トが浅くなって、背景がボケてきます」
　50mmのマクロレンズで挑戦してみる
と、それまでのレンズと同程度の焦点距離
でありながらも、より被写体に寄って撮影
することができます。
　「水滴の中に木が写りました！」
　仲川さんが、レンズが水滴に当たってし
まいそうなほど近づいて撮影した写真は、
背景の森は完全にぼかし、木々が水滴の中
に写り込んでいます。水滴を撮るという主

題

がはっきりとした、メリハリのある写
真を撮ることができました。
　マクロレンズは草花を撮るのに適
していますが、今日のような雨模様
での撮影ではとくに有用です。小さな
ものを大きく写せる特性を活かし、
水滴にクローズアップして撮影することで、
雨の日ならではの写真が撮れます。広角や
望遠といった標準的なレンズのほかに、マ
クロレンズも追加することで撮影の幅が広

　「沢の撮影のポイントはシャッタースピー
ドと三脚です。手持ちだとブレてしまうので、
三脚を使用し、シャッタースピードに合わせ
て絞りとISO感度を変更していきましょう」
というレクチャーを聞き、仲川さんは三脚
を立て、まずは人間の目で見た状態に近い
1/60のシャッタースピードで、沢を撮影して
みます。
　「では次にシャッタースピードを変化させ
てみましょう。スローにするとシャッターが開
いている間の物体の動きが撮影され、水の
流れがシルクのような質感になった写真が
撮れます。逆に高速にすれば、目では見るこ
とのできない、飛沫が止まった一瞬の写真
が撮れますよ」と菊池さん。
　仲川さんはシャッタースピードを1/4に変

更し、同じ構図で撮影に挑みます。
　「うわぁ、すごい！ 水の流れが本当にシル
クのように、ふわっとやわらかくなってる」
　動きのない草や岩は変化がありません
が、動きのある水の飛沫は流れを帯び、白
く糸を引いたような写真が撮れました。
　そして次にシャッタースピードをスロー
から高速に変更してみます。1/250という速
さで撮られた沢の写真は、人間の目では認
識することのできない飛沫の集合体である
ことを発見させてくれます。
　「仲川さん、どの写真もシャッタースピー
ドによる特徴が出ていて、とてもいいです
ね。水の流れを撮影する場合、スローシャッ

ターで滑らかに撮ることが多いですが、た
とえば飛んでいる鳥を入れたい場合や、
飛び散っている水飛沫、波紋なんかは高速
シャッターで撮影します。
　どんなシチュエーションか、なにを被写
体にするかでシャッタースピードを変化さ
せてみてください」

16-50mmのレンズで撮影

1/60のシャッタースピードで撮影
F7.1　ISO感度1400

㊤シャッタースピードを1/4のスローに：F14　ISO感度360
㊦シャッタースピードを1/240と高速に：F8.0  ISO感度3200

マクロレンズに変更し水滴を撮影。中に木々が写る

BeforeBefore

BeforeBefore

AfterAfter

シャッター
スピードを
変えてみよう

レンズを換えて
撮ろう

レンズワークでメリハリを！

スローシャッターで
シルクのような水流に

協力：株式会社 ニコンイメージングジャパン

がるでしょう。注意点はレンズ交換時。傘や
上半身で雨を遮り、レンズを下に向けた状
態で交換してください。

AfterAfter

カメラ THE EARTH 131



4 960759 904485

スマホでお買い物

Nikon/Z5
￥170,500（税込）

4 960759 904515

スマホでお買い物

Nikon/Z5 24-50 レンズキット
￥211,200（税込）

4 960759 904508

スマホでお買い物

Nikon/Z5 24-200 レンズキット
￥270,600（税込）



4 960759 904485

スマホでお買い物

Nikon/Z5
￥170,500（税込）

4 960759 904515

スマホでお買い物

Nikon/Z5 24-50 レンズキット
￥211,200（税込）

4 960759 904508

スマホでお買い物

Nikon/Z5 24-200 レンズキット
￥270,600（税込）

https://www.yodobashi.com/product/100000001005733085/
https://www.yodobashi.com/product/100000001005856009/
https://www.yodobashi.com/product/100000001005733086/
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掲載価格は6月1日時点の価格となります。
予告なく価格が変更となる場合がございます。

最新の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・コムに未掲載の場合がごさいます。

カメラ

思い出を残そう！ カメラ
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CAMERA
デジタルミラーレス
一眼カメラ

最近はラインナップも増え、充実度が増しているミラーレス一眼カメラ。最近はラインナップも増え、充実度が増しているミラーレス一眼カメラ。
小型で軽く、持ち運びやすいうえに高画質で、一眼レフに取って変わる小型で軽く、持ち運びやすいうえに高画質で、一眼レフに取って変わる
存在になってきています。存在になってきています。

㊧小型ボディは手になじみ
やすく、ホールド感も抜群で
す。
㊨APSや35mmフルサイズ
のセンサーより大きい、対角
55mm、5140万画素のラー
ジフォーマットイメージセン
サーを搭載しています。

往年の中判フィルムカメラのように深みのある描写を生み出すラージフォーマット。35ｍｍフル
サイズを上回るセンサーは富士フイルム伝統の原色フィルターを採用し、高い解像力ながら極
限までノイズを抑え、広大なダイナミックレンジを実現しています。本体約900gとフルサイズ機
並みの重量とサイズ感に、防塵防滴というのも山で機動力を発揮するのに重要な要素です。
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FX50SII

山で機動力を発揮する、
高画質ミラーレス

平林 高志 アートスポーツ 本店

空の微妙なグラデーション、
山並み、木々の多彩な緑……。
「この色彩感、空気感を写真
に写し込みたい」。かつては、
重たい4×5カメラや、時には8
×10カメラを堅牢な三脚とと
もに山に担ぎ上げ、厳しい自
然環境の中で撮影を試みてき
ました。デジカメ主流の時代
になってもこの欲求は変わり
ません。カメラマンは、さらな
る高画質、高い描写力を求め
ています。
カメラを知り尽くした富士
フイルムは、2017年、ラージ
フォーマットミラーレスカメラ
「GFXシリーズ」を発表。フジ

ノンGFレンズとともにライン
ナップを拡充してきました。そ
して昨秋、新たに発表された
機種が「FUJIFILM GFX50S
Ⅱ」です。
豊かな解像度と、ミラーレス
カメラの軽さ、このふたつを両
立させ、強力な手ブレ補正機
構を採用、手持ちでの撮影を
サポートしてくれます。富士フ
イルム独自の全19種類におよ
ぶ「フィルムシミュレーション」
では、カラーモードだけでな
く、モノクロも9種類のモード
を選ぶことができます。
「FUJIFILM GFX50SⅡ」と

ともに自然の中へ。

FUJIFILM GFX50SⅡ
GFX50S Ⅱ LK（GF35-70）
￥548,900（税込）
size：W150mm×H104.2mm×

D87.2mm（最薄部44.0mm）
weight：約900g（バッテリー、

SDカード含）

4 547410 452297

スマホでお買い物

■ デジタル一眼カメラ
PEN E-P7

14-42mmEZレンズキット α7 Ⅳ ボディ EOS R6 RF24-105 IS
STMレンズキット

Z 6Ⅱ
24-70レンズキット

LUMIX DC-GH5M2M
交換レンズキット

撮像素子サイズ 17.4mm×13.0mm
※4/3型Live MOS センサー

35.9×23.9mm
※Exmor R CMOSセンサー

35mmフルサイズ

35.9×23.9mm
※CMOSセンサー
35mmフルサイズ

35.9×23.9mm
※CMOSセンサー、ニコンFXフォー

マット35mmフルサイズ
4/3

※Live MOSセンサー

手ブレ補正機能 有 有 有 有 有
有効画素数 2030万画素 3300万画素 2010万画素 2450万画素 2033万画素

シャッター
スピード

1/4000～60秒（電子制御フォーカ
ルプレーンシャッター）

1/320～60秒（電子先幕シャッター）
1/16000～60秒（電子シャッター）

1/8000-30秒（静止画撮影時）
1/8000-1/4（動画撮影時）

1/8000～30秒(メカシャッター時)
1/8000～0.5秒(電子シャッター時) 1/8000～30秒

60～1/8,000秒（静止画）
1～1/16,000秒（電子シャッター）
1/25～1/16,000秒（動画）

最低撮影感度 100 100 100 100 200
最高撮影感度 25600 51200 102400 51200 25600
タッチパネル 対応 対応 対応 対応 対応
標準撮影
可能枚数 360枚 520枚 （ファインダー使用時）

580枚 （液晶モニター使用時） 250枚 340～450枚
※モニターモード等により変わります。 410枚

Wi-Fi 対応 対応 対応 対応 対応
Bluetooth 対応 対応 対応 対応 対応

「OLYMPUS PEN」シリーズの特長であるシンプルかつ上質さを徹底的に追求し、フロ
ントとリアの各ダイヤルにはアルミ削り出しのパーツを採用するなど、細部のディテール
まで作り込まれた端正で洗練されたデザインとなっています。ボディー単体で337g、標準
ズームレンズ「M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ」と組み合わせてもわず
か430g。500mlのペットボトル1本より軽く、気軽に持ち歩いて軽快に撮影が楽しめるカ
メラです。

S  118.3×68.5×38.1mm
W  337g（CIPA準拠、付属充電池およびメ
モリーカード含む）

C  シルバー、ホワイト
M  【電源】リチウムイオン充電池（BLS-50）
【対応メディア】SD、SDHC（UHS-I/
II）、SDXC（UHS-I/II）【キットレンズ】
M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm 
F3.5-5.6 EZ【付属品】ボディー、USB
ケーブル、ショルダーストラップ、取扱
説明書、保証書、リチウムイオン充電池
BLS-50、USB-ACアダプター F-5AC

スマホでお買い物

4 545350 053598

10%で 10,780円分 ポイント還元OLYMPUS

PEN E-P7･14-42mmEZレンズキット

¥107,800（税込）

シルバー

ホワイト

有効約3300万画素の35mmフルサイズCMOSセンサーを新開発。また、ベーシックモデ
ルでありながら、フラッグシップモデルのα1やα7SⅢで採用された最新の画像処理エン
ジン BIONZ XRを搭載することにより、処理能力が大幅に向上しています。

S  約131.3×96.4×79.8mm
W  約658g（バッテリーとメモリカードを含む）
C  ブラック
M  【電源】リチャージャブルバッテリーパック NP-FZ100【対応メディア】SD、SDHC（UHS-I/

II対応）、SDXC（UHS-I/II対応）、Cfexpress（Type A）【付属品】リチャージャブルバッテ
リーパック NP-FZ100、ACアダプタ、ショルダーストラップ、ボディキャップ、アクセサリー
シューキャップ、アイピースカップ、USB-A - USB-Cケーブル （USB 3.2）

スマホでお買い物

4 548736 133730

10%で 32,890円分 ポイント還元SONY

α 7 Ⅳ ボディ

¥328,900（税込）

ブラック

フラッグシップモデル「EOS-1D X Mark III」に匹敵する高速連写や高感度撮影などの性
能を、小型・軽量ボディーに凝縮したミラーレスカメラEOS R6にキットレンズ、予備バッテ
リーを組み合わせたセットです。

スマホでお買い物

4 549292 157512

10%で 37,950円分 ポイント還元Canon

EOS R6 RF24-105IS STMレンズキット

¥379,500（税込）
S 138.4×97.5×88.4mm
W 680g（バッテリー、カードを含む）
Cブラック
【電源】LP-E6NH/LP-E6N/LP-E6　
【対応メディア】SD/SDHC/SDXC
メモリーカード（UHS-II、UHS-I対応）　
【キットレンズ】RF24-105mm F4-7.1 
IS STM　

https://www.yodobashi.com/product/100000001005719573/
https://www.yodobashi.com/product/100000001006807312/
https://www.yodobashi.com/product/100000001006145788/


㊧小型ボディは手になじみ
やすく、ホールド感も抜群で
す。
㊨APSや35mmフルサイズ
のセンサーより大きい、対角
55mm、5140万画素のラー
ジフォーマットイメージセン
サーを搭載しています。

往年の中判フィルムカメラのように深みのある描写を生み出すラージフォーマット。35ｍｍフル
サイズを上回るセンサーは富士フイルム伝統の原色フィルターを採用し、高い解像力ながら極
限までノイズを抑え、広大なダイナミックレンジを実現しています。本体約900gとフルサイズ機
並みの重量とサイズ感に、防塵防滴というのも山で機動力を発揮するのに重要な要素です。
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FX50SII

山で機動力を発揮する、
高画質ミラーレス

平林 高志 アートスポーツ 本店

空の微妙なグラデーション、
山並み、木々の多彩な緑……。
「この色彩感、空気感を写真
に写し込みたい」。かつては、
重たい4×5カメラや、時には8
×10カメラを堅牢な三脚とと
もに山に担ぎ上げ、厳しい自
然環境の中で撮影を試みてき
ました。デジカメ主流の時代
になってもこの欲求は変わり
ません。カメラマンは、さらな
る高画質、高い描写力を求め
ています。
カメラを知り尽くした富士

フイルムは、2017年、ラージ
フォーマットミラーレスカメラ
「GFXシリーズ」を発表。フジ

ノンGFレンズとともにライン
ナップを拡充してきました。そ
して昨秋、新たに発表された
機種が「FUJIFILM GFX50S
Ⅱ」です。
豊かな解像度と、ミラーレス
カメラの軽さ、このふたつを両
立させ、強力な手ブレ補正機
構を採用、手持ちでの撮影を
サポートしてくれます。富士フ
イルム独自の全19種類におよ
ぶ「フィルムシミュレーション」
では、カラーモードだけでな
く、モノクロも9種類のモード
を選ぶことができます。
「FUJIFILM GFX50SⅡ」と

ともに自然の中へ。

FUJIFILM GFX50SⅡ
GFX50S Ⅱ LK（GF35-70）
￥548,900（税込）
size：W150mm×H104.2mm×

D87.2mm（最薄部44.0mm）
weight：約900g（バッテリー、

SDカード含）

4 547410 452297

スマホでお買い物

https://www.yodobashi.com/product/100000001006481139/
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掲載価格は6月1日時点の価格となります。
予告なく価格が変更となる場合がございます。
最新の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・コムに未掲載の場合がごさいます。
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CAMERA
デジタルミラーレス一眼カメラ

コンパクトデジタルカメラ＆
ビデオカメラ 

さっと出してすぐ撮れる、それがコンパクトデジタルさっと出してすぐ撮れる、それがコンパクトデジタル
カメラやハンディビデオカメラの魅力。しかも高画質。カメラやハンディビデオカメラの魅力。しかも高画質。
スマホでは撮影できない映像や写真が期待できます。スマホでは撮影できない映像や写真が期待できます。

レッド

ホワイトブラウン

優れた動画性能を有し、幅広い表現をサポートするフルサイズミラーレスカメラです。大
口径の「Z マウント」で圧倒的な光量を取り込むことができ、高画質を実現。高感度性能を
もつオールラウンドモデルです。

S  134×100.5×69.5mm
W  705g（バッテリーおよびメモリー
カードを含む、ボディーキャップを
除く）

C  ブラック
M  【電源】L i - i o nリチャージャブ
ルバッテリー  EN-EL15c（EN-
EL15b/EN-EL15a/EN-EL15も使
えます）【対応メディア】CFexpress
（Type B）、XQD、SD、SDHC
（UHS-II）、SDXC（UHS-II）【付
属品】Li-ionリチャージャブルバッ
テリー EN-EL15c（端子カバー
付）、バッテリーチャージャー MH-
25a（電源プラグ（直付け型）付）、
USBケーブル UC-E24、ストラップ 
AN-DC19、ボディーキャップ BF-
N1、接眼目当て DK-29、HDMI/
USBケーブルクリップ、アクセサ
リーシューカバー BS-1

スマホでお買い物

4 960759 905918

10%で 34,430円分 ポイント還元Nikon

Z 6II 24-70レンズキット

¥344,300（税込）

ブラック

LUMIX初となる無線ライブ配信機能を搭載。高速通信に対応したスマートデバイスと本
機をテザリング接続することで、専用アプリ「LUMIX Sync」を使って手軽にライブ配信を
お楽しみいただけます。有線ネットワーク環境が無い屋外などでも一眼カメラならではの
高画質な映像配信が可能。

S  138.5×98.1×87.4mm
W  647g（本体のみ）
C  ブラック
M  【電源】リチウムイオンバッテリー
パック 7.2V 2200mAh 16Wh 
※DMW-BLK22【対応メディア】
SD、SDHC（UHS-I/UHS-Ⅱ UHS 
Speed Class 3/UHS-Ⅱ Video 
Speed Class 90 対応）、SDXC
（UHS-I/UHS-Ⅱ UHS Speed 
Class 3/UHS-Ⅱ Video Speed 
Class 90 対応）【付属品】バッ
テリーパック、バッテリーチャー
ジャー、ACアダプター、ボディ
キャップ、USB接続ケーブル、ケー
ブルホルダー、ショルダーストラッ
プ、ホットシューカバー

スマホでお買い物

4 549980 499795

10%で 24,310円分 ポイント還元Panasonic

LUMIX DC-GH5M2M
交換レンズキット

¥243,100（税込）

ブラック

「Toughシリーズ」最新モデル。水深15mの水中撮影も可能な高いタフ性能を備えたボディーにF2.0の明るい
高性能ズームレンズを搭載。さまざまな撮影条件下でいつでも高画質撮影が可能なコンパクトデジタルカメラ。

S  113×66×32.4mm
W  253g（CIPA準拠 付属充電池およびメモリー
カード含む）

C  Black、Red
M  【電源】リチウムイオン充電池（LI-92B）、ACア
ダプター（F-5AC）【対応メディア】SD、SDHC
（UHS-I対応）、SDXC（UHS-I対応）【付属品】
USBケーブル、ハンドストラップ、リチウムイオ
ン充電池LI-92B、USB-ACアダプターF-5AC

スマホでお買い物

4 545350 052676

10%で 5,830円分 ポイント還元OLYMPUS

TG-6[Tough]

¥58,300（税込）

Black Red

デジタル4Kビデオカメラ。ふだんも気軽に持ち歩きたくなる、小さくて軽い約355gのボ
ディ。軽量・コンパクトなので気軽に高画質な4K撮影が楽しめます。撮った後から補正が
出来る「あとから補正」を搭載しており、初心者の方でも安心してお使いいただけます。

S  73×141×151mm
W  355g
C  レッド、ホワイト、ブラウン
M  【電源】D C 3 . 6 V / 5 . 0 V
（バッテリー / A Cアダ
プター）【対応メディア】
SDHC、SDXC、SD

スマホでお買い物

4 549980 514221

10%で 8,470円分 ポイント還元Panasonic

HC-VX992MS

¥84,700（税込）

内蔵メモリーが2倍になった手ブレに強い高画質モデル。走りながらの撮影でもブレを補
正する空間光学手ブレ補正機能を搭載、64GBメモリーとWi-Fiを搭載するHDハンディカ
ムです。

S  57.5×66×121mm
W  305g（本体のみ）
C  ホワイト
M  【電源】インフォリチウム【対
応メディア】m i c r o S D H C、
microSDXCカード、microSD、
メモリースティック  マイクロ
（Mark2）【付属品】リチャージャ
ブルバッテリーパック、ACアダプ
ター、HDMIマイクロ端子ケーブ
ル、USB接続サポートケーブル

スマホでお買い物

4 548736 055612

10%で 6,270円分 ポイント還元SONY

HDR-CX680 W

¥62,700（税込）

https://www.yodobashi.com/product/100000001003420356/
https://www.yodobashi.com/product/100000001006761127/
https://www.yodobashi.com/product/100000001004478719/
https://www.yodobashi.com/product/100000001006131555/
https://www.yodobashi.com/product/100000001005923958/
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CAMERA
ドローン＆
ウェアラブルカメラ

ドローンやウェアラブルカメラの登場で、映像の世界がさらに広がり、ドローンやウェアラブルカメラの登場で、映像の世界がさらに広がり、
誰もが映画のような映像を残すことができるようになりました。アウト誰もが映画のような映像を残すことができるようになりました。アウト
ドアで遊び、撮影、編集……さらに見る楽しみまで加わりました！ドアで遊び、撮影、編集……さらに見る楽しみまで加わりました！

ディスプレイコントローラー付き、超軽量、空撮、小型、長時間飛行、携帯性抜群のミニド
ローン。そのサイズからは想像できないほどパワフルです。軽量ボディに、1/1.3インチセン
サーとプロレベルの撮影機能、そして、Miniシリーズ史上最高の安全機能を搭載。高性能
なこのドローンは、今までのMiniシリーズのイメージを覆します。

S  折りたたみ時:145×90×62mm　展開時:251×362×70mm（プロペラあり）
W  249g（インテリジェント フライトバッテリー、プロペラ、microSDカードを含む）
C  ホワイト
M  【電源】インテリジェント フライトバッテリー　最大上昇速度:5m/s（Sモード）、3m/s（N
モード）、2m/s（Cモード）　最大下降速度:5m/s（Sモード）、3m/s（Nモード）、2m/s（C
モード）　最大飛行速度:16m/s（Sモード、海抜ゼロ地点、無風）、10m/s（Nモード、海抜ゼ
ロ地点、無風）、6m/s（Cモード、海抜ゼロ地点、無風）　最大飛行時間:34分（インテリジェ
ントフライトバッテリー使用時）　最大ホバリング時間:30分（インテリジェントフライトバッ
テリー使用時）　最大飛行距離:18km（インテリジェントフライトバッテリー使用時）　最大
風速抵抗:10.7m/s（スケール 5）　有効画素数:4800万画素

スマホでお買い物

6 941565 929419

1%で 1,199円分 ポイント還元DJI

DJI Mini 3 Pro（DJI RC付属）

¥119,900（税込）

ホワイト

ポケットに入れて簡単に持ち運べるDJI Pocket 2は、片手ですぐに取り出せて、大事な瞬
間を逃しません。このPocket 2なら、手ブレのない鮮明な写真や滑らかな動画を撮影で
きます。Wi-Fi機能付きのDo-It-Allハンドルとマイクロ三脚、広角レンズがセットになった
モデル。

S  124.7×38.1×30mm
W  117g
C  ブラック
M  【電源】リチウムイオンポリマー　【対応メディア】microSD
【付属品】カバー、ミニ操作スティック、三脚マウント（ 1 / 4
インチねじ穴）、リストストラップ、スマートフォンアダプター
（L i g h t n i n g & U S B - C）、U S B二股充電ケーブル（U S B -
A&USB-C）、Do-It-Allハンドル、ワイヤレスマイクトランスミッ
ター&ワイヤレスマイクウィンドスクリーン、マイクロ三脚、広角レ
ンズ

スマホでお買い物

6 941565 903150

1%で 649円分 ポイント還元DJI

OP2CP2 DJI Pocket 2 Creator Combo

¥64,900（税込）

ブラック

携帯性抜群な手のひらサイズ。お使いのスマホの撮影性能が最大限に引き出せます。完
璧なセルフィー撮影、超滑らかな動画撮影、自動トラッキングなど、楽しめる機能がたくさ
ん。

S  展開時:264.5×111.1×92.3mm
折りたたみ時:174.7×74.6×37mm

W  ジンバル:290g、磁気スマートフォンクランプ:34g
C  アテネグレー、サンセットホワイト
M  【電源】パウチ型電池　【動作環境温度】0℃～40℃
【駆動時間】6.4時間　【充電時間】1.5時間

スマホでお買い物

6 941565 917669

1%で 179円分 ポイント還元DJI

OM5

¥17,930（税込）

双眼鏡やデジタルカメラ、ビデオカメラの特長を組み合わせ、1台で「観る」と「撮る」を楽し
むことができる新コンセプトの望遠鏡型カメラです。

S  33.4×50.8×103.2mm
W  145g（メモリーカード含む）
C  ホワイト
M  【電源】U S B電源アダプター

P D - E 1（別売）　【対応メディ
ア】microSD、microSDHC、
microSDXC　【有効画素数】
1210万画素　【開放F値（広角側）】 
5.6 ※絞り固定【開放F値（望遠
側）】 6.3 ※絞り固定　【デジタル
ズーム】2倍【最低撮影感度】100 
※オート　【最高撮影感度】3200 
※オート　【標準撮影可能枚数】
150枚 ※CIPA規格準拠

スマホでお買い物

4 549292 179675

10%で 3,575円分 ポイント還元Canon

PowerShot ZOOM

¥35,750（税込）

ホワイト

GoPro史上最高のパワー、速さ、使いやすさ。革新的な新しいGP2プロセッサーの搭載に
より、従来の2倍のフレームレートでの5.3Kビデオの撮影や、23MP写真の撮影が可能で
す。またすべてのモードでHyperSmooth 4.0のビデオブレ補正に対応しているほか、低
光量での性能も向上。さらに、クラウド接続対応で、カメラのチャージ中にコンテンツが自
動的にクラウドにアップロードされます。

S  71×55×33.6mm
W  153g
C  ブラック
M  【電源】リチウムイオンリ
チャージブルバッテリー　
【対応メディア】microSD、
microSDHC、microSDXC
【付属品】バッテリー、USB 
CtoA ケーブル、マウント用
バックル、ベースマウント（曲
面）、サムスクリュー、携帯用
ケース

スマホでお買い物

4 936080 897154

10%で 8,250円分 ポイント還元GoPro

GoPro HERO10 Black

¥82,500（税込）

ブラック

アテネグレー

https://www.yodobashi.com/product/100000001006507335/
https://www.yodobashi.com/product/100000001005854890/
https://www.yodobashi.com/product/100000001005856970/
https://www.yodobashi.com/product/100000001007053941/
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CAMERA
双眼鏡 双眼鏡を選ぶポイントは、目的・用途に合わせて適切な倍率のもの、対物レンズ有効径の大きさ双眼鏡を選ぶポイントは、目的・用途に合わせて適切な倍率のもの、対物レンズ有効径の大きさ

とレンズの明るさ、アイレリーフ、レンズコーティング、防水性能、重量などです。とレンズの明るさ、アイレリーフ、レンズコーティング、防水性能、重量などです。
さぁ、双眼鏡を手にアウトドアフィールドに飛び出そう！さぁ、双眼鏡を手にアウトドアフィールドに飛び出そう！

見やすい広視界とコントラストを追求したこだわりの光学性能。本格的オールラウンドモデルです。 
広視界タイプで、臨場感あふれる迫力あるシーンが眼前に迫ります。また、すべてのレンズとプリズムに
多層膜コーティングを採用。補助プリズムには高反射誘電体多層膜、ダハプリズムには位相差補正コー
ティングを施し、明るく自然な色調と鮮明な視界を実現しています。

S  125×119×48mm　W  470g　C  ブラック
M  【対物レンズ有効径】30mm【倍率】10倍

スマホでお買い物

4 580130 921667

10%で 4,730円分 ポイント還元Nikon

MONARCH M7 10x30

¥47,300（税込）

ブラック

S  130×142×57mm　W  680g　C  ブラック
M  【対物レンズ有効径】42mm【倍率】10倍

スマホでお買い物

4 580130 921681

10%で 6,050円分 ポイント還元Nikon

MONARCH M7 10x42

¥60,500（税込）

S  125×119×48mm　W  465g　C  ブラック
M  【対物レンズ有効径】30mm【倍率】8倍

スマホでお買い物

4 580130 921650

10%で 4,400円分 ポイント還元Nikon

MONARCH M7 8x30

¥44,000（税込）
S  130×142×57mm　W  670g　C  ブラック
M  【対物レンズ有効径】42mm【倍率】8倍

スマホでお買い物

4 580130 921674

10%で 5,390円分 ポイント還元Nikon

MONARCH M7 8x42

¥53,900（税込）

星座観察用の超低倍率双眼鏡星空観察のために開発された双眼鏡です。超低倍率2.1倍、
口径42mmというスペックが、広い範囲の星空を見渡すことを可能にします。倍率6～10
倍程度の双眼鏡と比べると圧倒的な開放感があります。携帯に便利なハードケース付き
です。

S  46×128×54mm
W  410g
C  ブラック
M  【対物レンズ有効径】42mm
【倍率】2.1倍

スマホでお買い物

4 955295 191765

10%で 3,080円分 ポイント還元Vixen

SG2.1x42H

¥30,800（税込）

ブラック

双眼鏡使用時の「大きさ」と「重さ」のストレスを解決する、超小型（130×107×63mm）・
世界最軽量（358g）モデルです。ライブでの長時間使用や野鳥、天体などの長時間観察に
最適です。

S  13.0×10.7×6.3cm
W  358g（電池別・見口別）
C  グレージュ
M  【対物レンズ有効径】21mm
【倍率】10倍【付属品】ソフト
ケース（ミニトートバッグ）、
ネックストラップ、モニター電
池（単四乾電池×2本）

スマホでお買い物

4 955295 115112

10%で 8,250円分 ポイント還元Vixen

ATERA Ⅱ H10x21

¥82,500（税込）

グレージュ

倍率12倍と高倍率ながら、重さはわずか422g。バランスの良いスペックによりストレスレ
スで高倍率12倍の視界をお楽しみいただけます。

S  14.9×10.8×6.2cm
W  422g（電池別）
C  チャコール
M  【対物レンズ有効径】30mm
【倍率】12倍【付属品】ソフト
ケース（ミニトートバッグ）、
ネックストラップ、モニター
電池（単四乾電池×2本）

スマホでお買い物

4 955295 115129

10%で 8,580円分 ポイント還元Vixen

ATERA Ⅱ H12x30

¥85,800（税込）

チャコール

倍率14倍、対物レンズ口径42mmを採用。より大きく、より明るく、そして手ブレのない視
界で対象をとらえることを目指した、ビクセン防振双眼鏡のフラッグシップモデルです。

S  18.1×11.7×6.8cm
W  559g（電池別）
C  ブラック
M  【対物レンズ有効径】42mm
【倍率】14倍【付属品】ソフト
ケース（ミニトートバッグ）、
ネックストラップ、モニター
電池（単四乾電池×2本）

スマホでお買い物

4 955295 115136

10%で 9,680円分 ポイント還元Vixen

ATERA Ⅱ H14x42WP

¥96,800（税込）

ブラック

小型・軽量・堅牢さを兼ね備えた、あらゆる使用シーンでクリアかつシャープな見え味を提供するモデルです。ハイアイポイント設計で眼鏡を使用の方にもフルスケールの視界が広がり、エ
ルゴノミクスに配慮したデザインでピントを容易に併せられます。また、防水設計なので、雨の中でも安心してお使いいただけます。

S  115×111mm
W  310g
C  グレー、ブラック
M  【対物レンズ有効径】25mm
【倍率】10倍【付属品】ケー
ス、ストラップ

スマホでお買い物

4 560189 653962

10%で 5,500円分 ポイント還元Zeiss

Terra ED Pocket 10x25 Black
Terra ED Pocket 10x25 Gray

¥55,000（税込）

グレー

S  115×111mm
W  310g
C  グレー、ブラック
M  【対物レンズ有効径】25mm
【倍率】8倍【付属品】ケース、
ストラップ

スマホでお買い物

4 560189 653955

10%で 5,060円分 ポイント還元Zeiss

Terra ED Pocket 8x25 Black
Terra ED Pocket 8x25 Gray

¥50,600（税込）

ブラック

https://www.yodobashi.com/product/100000001006564400/
https://www.yodobashi.com/product/100000001006564402/
https://www.yodobashi.com/product/100000001006564401/
https://www.yodobashi.com/product/100000001006564403/
https://www.yodobashi.com/product/100000001005504961/
https://www.yodobashi.com/product/100000001005504960/
https://www.yodobashi.com/product/100000001006958880/
https://www.yodobashi.com/product/100000001006958879/
https://www.yodobashi.com/product/100000001006780402/
https://www.yodobashi.com/product/100000001006958878/
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　ランニングの魅力は、練習した分だけ確実に強くな
り、自分の成長を楽しめることにあります。また、習慣
化されれば体力のバロメーターにもなります。
　ランニングを始めるとき、難しいといわれているの
が継続することです。続けるコツは、初めから気負わず、
「明日も走りたい」と思えるくらいの距離で終えるこ
と。友達と一緒に走るのもおすすめです。また、距離を
延ばすには、漠然と「20km走る」と決めるのではなく、
走る目的を持つことも大切です。大きな目標でも良い
ですが、その日食べたいものを思い浮かべて、お店ま
で走るというのも良いと思います。
　これから始める方は、シューズはもちろんですが、ア
パレルにもぜひ気を配ってみてください。ランニング
用のウエアはとても機能的でデザイン性も高いので、
気分を高めることにもつながります。

東京観光ラン
始めてみよう! ランニング

鈴木 健司（すずき けんじ）
アートスポーツ 本店
ランニング歴36年

中学から陸上部に所属。42.195kmを超える
距離を走る「ウルトラマラソン」に18歳から挑
戦し続けて30年。ペースにこだわらず、走る
ことそのものを楽しむ。走ることを通して人と
人とのつながりができることが最大の喜び。

小さな目標に向かって
一歩一歩着実に距離を延ばす
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THE NORTH FACE/フレキシブルアンクルパンツ
¥8,690（税込）
軽量でストレッチ性に優れたくるぶし丈のパンツ。コンパ
クトになるので、ランニングベストに収納できます。

お気に入
り

アイテム

見慣れた街の別の表情を
ランニングで再発見
私はいろんな場所に出かけて行くの
が好きなので、走るコースは毎回変えて
います。今回紹介したコースは、10km
以上の走行経験のない方を対象にした
ランニングイベントで走りました。参加
者からは「東京タワーが近い！」「レイン
ボーブリッジって走って渡れるの？」など
驚きの声が。電車の窓からは見慣れた
風景でも、自分の足で走れば別の角度
からダイナミックな東京が感じられます。
このときは9時から14時までのんびり
走ることで走行距離を18kmまで延ば
し、その達成感を参加者の皆さんと味わ
いました。

日比谷公園を起点に、東京タワーや
お台場、築地や銀座など、都内湾岸エリ
アをめぐる東京満喫コース。13～18km
で設定できますが、物足りなければ皇居
の周回（1周5km）を追加してもOK。途
中、豊洲や築地で食べ歩きなどお楽しみ
スポットが多数あるのも魅力です。
普段車や電車で訪れている場所へ自
分の足で走って行くという体験は、自信
にもつながります。ランニングが、これま
で意外と行けていなかった観光地を訪
れるきっかけになるかもしれません。無
限のアレンジでそれぞれのランニングラ
イフをお楽しみください。

FIELD
スタッフおすすめの感動フィールド
東京観光ラン
（日比谷公園～東京タワー～レインボーブリッジ～築地～銀座）

東京観光ラン

東京観光ラン
始めてみよう! ランニング

高尾～藤野間の練習会にて

https://www.yodobashi.com/product/100000001006853372/
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笠高知彦は、入社2年目の若手社員。大
学時代に先輩に誘われてトレランの

大会に参加し、「意外と走れるな、楽しい
な」と感じて以来、走る魅力に取り憑かれ

たとか。現在、ランニング歴は約４年という
トレイル好きのランナーです。
　「月に6～7日、距離は 1回につき、15
～20kmくらいでしょうか。記録を云々と
いうのは全く気にせずに、景色を味わいな
がら小旅行感覚で楽しめるのがトレランの
魅力です。モチベーションはやっぱり、走る
こと“以外”のお楽しみ。温泉やその土地の
美味しい食べ物、そして帰宅後のビール。
それらを目的に走っていると言ってもいい
かもしれません（笑）」

トレイルさながらのフカフカ感
　そんな笠高が相棒シューズとして選ん
だのは、オンの「クラウド5」。え？ トレイル
モデルじゃないの？ と、若干拍子抜けでは
ありますが、そこにはちゃんとした理由が。
　「僕にとって、ランニングといえばメイン
はトレイル。かといってロードを全く走らな
いわけではありません。天候不良でトレイ
ルに行けないときや、十分に時間が取れ
ないとき、あるいは少し気分転換したいと
きに、“ロードでつなぐ”といった感覚で走っ

ています。大前提として、走ることが好き」
　なるほど。ではなぜ、「クラウド5」？
　「アスファルトの硬さが好きじゃないんで
す。トレイルでは土や落ち葉の上を走るの
で、路面感覚が柔らかいですよね。オンのシ
ューズはクッションがすごくいいのでロー
ドでも硬さを感じないんです」
　今年、長く定番だった「クラウド」から名
を改め、機能とともにアップデートされた
「クラウド5」。ソールがやや厚底になった
ほか、カカトまわりを中心にフィット感も向
上。接地面も広くなったおかげで、「ロード
でもクッションを感じながら安定して走れ
る」と笠高は言います。
　「どこで着地してもクッションがしっかり
得られる点は、トレイルのようなフカフカの
感覚に似ています。弾むような反発性も適
度にあるので、ロードでも走る楽しさを感
じさせてくれる一足ですね」

いつどこで履いても気持ちイイ
　もうひとつ、「クラウド5」を語る上で外せ
ないのがデザインの良さです。
　「カラーバリエーションも多いので、さま
ざまなスタイリングにマッチしやすいのも
魅力です。お客様でも普段履きとして愛用
されている方は多く、僕自身も仕事中や仕
事終わりによく履いています。使い勝手が
いいんですよ」
　笠高にとって、トレイル・ロード問わず、ラ
ンニングは最高のリフレッシュ手段。
　「走っているときって、スマホいじりとか
ほかのことが同時にできないので、何も考
えずに自分に集中できる時間だと思ってい
ます。コンディションに合わせて無理せず
に、自分のリズムを気持ち良く刻んでいく。
それが僕にとって欠かせない時間になって
います」
　メインはあくまでトレイル。とはいえ、ロ
ードでも気持ち良く走れなければ、気分転
換の意味がありません。笠高にとって「クラ
ウド5」は、そのちょうどいい橋渡し役とし
て機能してくれているようです。

トレイルと変わらないフィーリングがロードでも味わえる

 走るアートスポーツスタッフが語る
「私のランニングライフと相棒シューズ」

for FUN

笠高 知彦（アートスポーツ 吉祥寺店）
1998年生まれの24歳でランニング歴は約4年。トレイルラ
ンニングが好きで時間が合えば大会にも積極的に参加
している。「タイムは全く気にしていないけど、大会会場の
雰囲気や独特の緊張感が好きです」

On
Cloud 5
￥15,180（税込）

https://www.yodobashi.com/product/100000001006909247/
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笠高知彦は、入社2年目の若手社員。大
学時代に先輩に誘われてトレランの

大会に参加し、「意外と走れるな、楽しい
な」と感じて以来、走る魅力に取り憑かれ

たとか。現在、ランニング歴は約４年という
トレイル好きのランナーです。
　「月に6～7日、距離は 1回につき、15
～20kmくらいでしょうか。記録を云々と
いうのは全く気にせずに、景色を味わいな
がら小旅行感覚で楽しめるのがトレランの
魅力です。モチベーションはやっぱり、走る
こと“以外”のお楽しみ。温泉やその土地の
美味しい食べ物、そして帰宅後のビール。
それらを目的に走っていると言ってもいい
かもしれません（笑）」

トレイルさながらのフカフカ感
　そんな笠高が相棒シューズとして選ん
だのは、オンの「クラウド5」。え？ トレイル
モデルじゃないの？ と、若干拍子抜けでは
ありますが、そこにはちゃんとした理由が。
　「僕にとって、ランニングといえばメイン
はトレイル。かといってロードを全く走らな
いわけではありません。天候不良でトレイ
ルに行けないときや、十分に時間が取れ
ないとき、あるいは少し気分転換したいと
きに、“ロードでつなぐ”といった感覚で走っ

ています。大前提として、走ることが好き」
　なるほど。ではなぜ、「クラウド5」？
　「アスファルトの硬さが好きじゃないんで
す。トレイルでは土や落ち葉の上を走るの
で、路面感覚が柔らかいですよね。オンのシ
ューズはクッションがすごくいいのでロー
ドでも硬さを感じないんです」
　今年、長く定番だった「クラウド」から名
を改め、機能とともにアップデートされた
「クラウド5」。ソールがやや厚底になった
ほか、カカトまわりを中心にフィット感も向
上。接地面も広くなったおかげで、「ロード
でもクッションを感じながら安定して走れ
る」と笠高は言います。
　「どこで着地してもクッションがしっかり
得られる点は、トレイルのようなフカフカの
感覚に似ています。弾むような反発性も適
度にあるので、ロードでも走る楽しさを感
じさせてくれる一足ですね」

いつどこで履いても気持ちイイ
　もうひとつ、「クラウド5」を語る上で外せ
ないのがデザインの良さです。
　「カラーバリエーションも多いので、さま
ざまなスタイリングにマッチしやすいのも
魅力です。お客様でも普段履きとして愛用
されている方は多く、僕自身も仕事中や仕
事終わりによく履いています。使い勝手が
いいんですよ」
　笠高にとって、トレイル・ロード問わず、ラ
ンニングは最高のリフレッシュ手段。
　「走っているときって、スマホいじりとか
ほかのことが同時にできないので、何も考
えずに自分に集中できる時間だと思ってい
ます。コンディションに合わせて無理せず
に、自分のリズムを気持ち良く刻んでいく。
それが僕にとって欠かせない時間になって
います」
　メインはあくまでトレイル。とはいえ、ロ
ードでも気持ち良く走れなければ、気分転
換の意味がありません。笠高にとって「クラ
ウド5」は、そのちょうどいい橋渡し役とし
て機能してくれているようです。

トレイルと変わらないフィーリングがロードでも味わえる

 走るアートスポーツスタッフが語る
「私のランニングライフと相棒シューズ」

for FUN

笠高 知彦（アートスポーツ 吉祥寺店）
1998年生まれの24歳でランニング歴は約4年。トレイルラ
ンニングが好きで時間が合えば大会にも積極的に参加
している。「タイムは全く気にしていないけど、大会会場の
雰囲気や独特の緊張感が好きです」

On
Cloud 5
￥15,180（税込）

中学から陸上を始め、学生時代はもち
ろん、社会人になってからも競技を続

けてきたという谷橋秀彦。ただし、専門は
100m。マラソンとは真逆の競技です。
　「短距離を主戦場にしながらも、いわゆ
る地域のマラソン大会やファンレースには
趣味感覚で出場していました。長く走るこ
とも、じつは好きなんです」
　そんな谷橋の転機は34歳のとき。アキレ
ス腱の怪我が原因で、長く競技として続け
てきた100m走はおろか、走ることそのも
のからも離れてしまいます。
　「怪我した当初は階段を降りるのにも苦
労するほどだったので、もう無理して競技
を続けるのはやめようと。それ以来、足の
状態と相談しながら体調維持のために走
るスタイルへと、180度変わりました」
　今の谷橋にとって、ランニングはシンプル
に気分転換だと言います。
　「週何回、月何km走ってます、みたいな
概念はないです。あくまで体調調整のため。
１回に30分くらいが目安です。昔に比べ
れば、体のことも気づかわなければいけな
い年齢ですから」

走り方を教えてくれる“教科書”
　そこで「ウエーブライダー25」。エントリ
ーユーザーを筆頭に、幅広いランナーから
支持される、ミズノを代表する定番シリー
ズの最新型です。
　「競技をしていた頃からミズノというブラ
ンドはすごく身近な存在でした。仕事柄、い
ろいろなシューズを履きますが、さすが日
本ブランドというか、日本人の足に合う作
り込みの良さを感じますね。ウエーブライ
ダーのようなしっかりめのモデルは久しぶ
りに履きましたが、機能性も含めて今の自
分にはすごく合っているなあと」
　足をしっかりホールドしてくれるアッパ
ー、クッション性と安定性に優れたソール
ユニットの組み合わせは、脚力に不安のあ

るビギナーはもちろん、運動経験がありな
がらも体を動かすのは久々、というランナ
ーにもうってつけ。
　「『こうやって脚を動かすんですよ』と、教
科書のようにガイドしてくる感覚は、僕のよ
うに走ることから遠ざかっていた人にとっ
て、頼りになる機能だと思います。しかも最
新の“25”は、クッション性と反発性を兼ね
備えた『ミズノエナジー』という素材がミッ
ドソール全体に搭載されているので、スピ
ードの変化にもスムーズに対応してくれま
す。
『今日はちょっと頑張ってみようかな』とい
うときも申し分ない一足です」

王道シューズが一足あると安心
　曰く、気持ちが安心するシューズ。
　「例えば、僕と同じくらいの世代で運動
経験のある方が、ふと鏡に映った自分を見
てランニングを始めようと思うこと、よくあ
ると思うんです。そういうときに、体力に自
信があると過信して、サポート力を抑えた
軽いものを選ぶのではなく、カチッと足を
守ってくれるシューズを履いて欲しいです」

体のことを気にせず走れる“気持ちが安心するシューズ”

for HEALTH

アートスポーツは、ランニング専門店。そこには皆さんと同様に、
走ることがライフスタイルの一部になっているスタッフが多くいます。
そんな彼らのランニングライフと、それに欠くことのできないシューズについて語ってもらいましょう。

谷橋 秀彦（アートスポーツ ヨドバシ博多店）
1985年生まれの36歳。怪我をキッカケに中学時代から続
けていた100m競技から離れ、健康志向のランニングへ
とシフト。「体のコンディションと相談しながら家のまわり
をゆったりランニングしています。新しいコースを散策し
ながら走るのも楽しみのひとつです」

MIZUNO
WAVE RIDER 25
¥14,850（税込）

　昨今、軽量化が著しいランニングシュー
ズですが、そんな時代だからこそ、ウエー
ブライダー25のような、クッション性やサ
ポート力に優れた王道シューズの存在感
が際立ちます。ランニングは体を整えるた
めの手段と感じているランナーなら、なお
さら賢い選択かもしれません。

https://www.yodobashi.com/product/100000001006318800/
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草野信洋が走り始めたのは、遡ること小
学4年生のとき。父親に誘われて出場

した地区のマラソン大会で、優勝したこと
がキッカケだと言います。その後、中高大と
陸上部に所属し、中長距離選手として活
躍。卒業後は一般企業に就職し、「スッパリ
走るのをやめました」とは本人談。
　「一生分走ったと思っていましたから」
　ちなみに草野は、フルマラソンの自己ベ
ストが２時間23分56秒（琵琶湖毎日マラ

ソン）という実力者。しかも30代後半で叩
き出した記録です。競技を引退してから、
市民ランナーとして再び走り出すには、ど
んなキッカケがあったのでしょうか。

目標タイムは２時間20分台
　「32歳の頃ですかね。SNSを通じてかつ
ての同級生と久々に繋がったんです。彼の
近況を覗いてみると、まだ走ってたんです
よね。それこそ、琵琶湖毎日マラソンに出
場していて『コイツより速く走りたいな』と。
とはいえ、復帰当初は辛かったです。現役
時代とはほど遠い感じでした」
　大学時代に、ハーフマラソンまでは経験
があったという草野ですが、フルマラソン
となると練習方法すら未知の状態。
　「仕事はフルタイムですから、時間が取れ
ない。だから質を意識して練習していまし
た。ビルドアップ走やペース走を中心に、時
間があるときはランニング仲間のいる練
習会に参加したり……。レースの半年前か
ら逆算して追い込むような感じですかね」
　現在は遅番が多いので、練習はもっぱら
朝。10～15kmを週3回くらい走るのが基本
だとか。月間走行距離は200kmと、草野ク
ラスのランナーにとっては決して多くあり

ません。それでも「休日は二部練、三部練す
ることもあります」と、質を重視したトレー
ニングを一貫して続けているようです。
　「昔と違って、まわりの人の記録は気にし
ていません。ベースはあくまで自分の記録
を更新すること。東京マラソンにエリート
枠で出場するのが目標なんです」
　タイムにして２時間21分以内。現在草野
は２時間20分台を目標にトレーニングを
重ねています。その相棒として期待してい
るのがブルックスのレーシングモデル「ハ
イペリオンエリート３」なのです。

厚底カーボンを履くメリット
　「いわゆるカーボンプレート入りの厚底
モデルなんですが、僕が個人的に好きなの
は、体を前に乗せたときの重心移動のしや
すさ。自然にフォアフットに誘導してくれる
し、どこに足を乗せたらうまく反発をもら
えるかの、スイートスポットがわかりやすい
んですよね。加えて安定感も非常にあって、
どこで着地してもスムーズに反発が返って
くる。万人向けのレーシングシューズだと
思います」
　ひとつ前の“２”から、アッパーがエンジニ
アードメッシュにアップデートされ、よりフィ
ット感が向上した「ハイペリオンエリート３
」。学生時代と様変わりしたシューズ事情
に草野も驚いているようです。
　「“厚底カーボン”が登場する前に出たレ
ースは当然“薄底”で走ったわけですけど、
そのときはゴールした後に動けないくらい
足に疲労を感じたんです。今の厚底シュー
ズにはそういったことが全くない。ゴール
後はもちろん、翌日仕事があっても疲れが
残らないし、怪我もしにくくなりました。市
民ランナーにとって、その違いはすごく大
きいと思っています」
　記録を狙うランナーはもちろん、これか
ら走り始める人でも、短い距離でいいから
試してみてほしいと草野。
　「カーボンプレートの弾む感じはすごく
気持ちいいので、コレを上級者だけのもの
にしておくのは、もったいないですよね」

過去の自分を超えるために、欠かせないシューズ

草野 信洋（アートスポーツ 京都ヨドバシ店）
1982年生まれの40歳。大学までエリートランナーとして
活躍。現在はいち市民ランナーとしてフルマラソンの記録
更新を目指して練習中。「以前の自分を更新し続けること
がモチベーションになっています」

BROOKS
HyperionElite3
￥29,700（税込）

 走るアートスポーツスタッフが語る

for FASTER

https://www.yodobashi.com/product/100000001007052003/
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草野信洋が走り始めたのは、遡ること小
学4年生のとき。父親に誘われて出場

した地区のマラソン大会で、優勝したこと
がキッカケだと言います。その後、中高大と
陸上部に所属し、中長距離選手として活
躍。卒業後は一般企業に就職し、「スッパリ
走るのをやめました」とは本人談。
　「一生分走ったと思っていましたから」
　ちなみに草野は、フルマラソンの自己ベ
ストが２時間23分56秒（琵琶湖毎日マラ

ソン）という実力者。しかも30代後半で叩
き出した記録です。競技を引退してから、
市民ランナーとして再び走り出すには、ど
んなキッカケがあったのでしょうか。

目標タイムは２時間20分台
　「32歳の頃ですかね。SNSを通じてかつ
ての同級生と久々に繋がったんです。彼の
近況を覗いてみると、まだ走ってたんです
よね。それこそ、琵琶湖毎日マラソンに出
場していて『コイツより速く走りたいな』と。
とはいえ、復帰当初は辛かったです。現役
時代とはほど遠い感じでした」
　大学時代に、ハーフマラソンまでは経験
があったという草野ですが、フルマラソン
となると練習方法すら未知の状態。
　「仕事はフルタイムですから、時間が取れ
ない。だから質を意識して練習していまし
た。ビルドアップ走やペース走を中心に、時
間があるときはランニング仲間のいる練
習会に参加したり……。レースの半年前か
ら逆算して追い込むような感じですかね」
　現在は遅番が多いので、練習はもっぱら
朝。10～15kmを週3回くらい走るのが基本
だとか。月間走行距離は200kmと、草野ク
ラスのランナーにとっては決して多くあり

ません。それでも「休日は二部練、三部練す
ることもあります」と、質を重視したトレー
ニングを一貫して続けているようです。
　「昔と違って、まわりの人の記録は気にし
ていません。ベースはあくまで自分の記録
を更新すること。東京マラソンにエリート
枠で出場するのが目標なんです」
　タイムにして２時間21分以内。現在草野
は２時間20分台を目標にトレーニングを
重ねています。その相棒として期待してい
るのがブルックスのレーシングモデル「ハ
イペリオンエリート３」なのです。

厚底カーボンを履くメリット
　「いわゆるカーボンプレート入りの厚底
モデルなんですが、僕が個人的に好きなの
は、体を前に乗せたときの重心移動のしや
すさ。自然にフォアフットに誘導してくれる
し、どこに足を乗せたらうまく反発をもら
えるかの、スイートスポットがわかりやすい
んですよね。加えて安定感も非常にあって、
どこで着地してもスムーズに反発が返って
くる。万人向けのレーシングシューズだと
思います」
　ひとつ前の“２”から、アッパーがエンジニ
アードメッシュにアップデートされ、よりフィ
ット感が向上した「ハイペリオンエリート３
」。学生時代と様変わりしたシューズ事情
に草野も驚いているようです。
　「“厚底カーボン”が登場する前に出たレ
ースは当然“薄底”で走ったわけですけど、
そのときはゴールした後に動けないくらい
足に疲労を感じたんです。今の厚底シュー
ズにはそういったことが全くない。ゴール
後はもちろん、翌日仕事があっても疲れが
残らないし、怪我もしにくくなりました。市
民ランナーにとって、その違いはすごく大
きいと思っています」
　記録を狙うランナーはもちろん、これか
ら走り始める人でも、短い距離でいいから
試してみてほしいと草野。
　「カーボンプレートの弾む感じはすごく
気持ちいいので、コレを上級者だけのもの
にしておくのは、もったいないですよね」

過去の自分を超えるために、欠かせないシューズ

草野 信洋（アートスポーツ 京都ヨドバシ店）
1982年生まれの40歳。大学までエリートランナーとして
活躍。現在はいち市民ランナーとしてフルマラソンの記録
更新を目指して練習中。「以前の自分を更新し続けること
がモチベーションになっています」

BROOKS
HyperionElite3
￥29,700（税込）

 走るアートスポーツスタッフが語る

for FASTER

フルマラソンを超える、超・長距離を走
るウルトラマラソン。そんなハードコ

アな世界に、鈴木健司は長く挑み続けてい
ます。中学時代から陸上部に所属し、ラン
ニング歴はじつに36年。ただ「決して速い
ランナーではなかった」という鈴木が長距
離に目覚めたのは、高校2年生のとき。陸
上部の練習の一環で行われた45km走で、
レギュラーメンバーを出し抜いて完走して
しまったことがキッカケです。
　「速くなくても、自分が楽しいペースで走
れば、速い人にも勝てる！」
　そんな“良い意味での勘違い”が功を奏し
て、「サロマ湖100kmウルトラマラソン」に
18歳の頃から27年連続で出場。2005年に
は累計完走回数が10回に到達した者に送
られる「サロマンブルー」の称号も手にし
ています。もちろん、「サロマ湖100kmウル
トラマラソン」以外にも、さまざまな大会に
出場。完走もリタイアも、鈴木にとってはか
けがえのない勲章なのです。

優しく包まれるようなクッション
　距離への飽くなき挑戦を続ける彼は、普
段はどのくらい走っているのでしょうか。
　「休みの日は15～25kmくらい。その前
日には、仕事終わりに30kmの帰宅ランを
することもあります。もっと時間が取れると
きは、目的地を決めて片道ロング走をする
ことも。例えば、自宅に近い大宮から千葉
の犬吠埼まで約140km、みたいな感じで
すかね（笑）」
　長い距離の練習とはいえ、メリハリも大
切。同じ時間や距離を走るにもペースや
コースを変えたり、ロードバイクに乗ってク
ロストレーニングを取り入れたり。
　「そういう意味では、フルマラソンの練習
とあまり変わらないかもしれません」
　それはシューズ選びでも同じ。目的に合
わせて、さまざまなシューズを履き分ける
ことがレベルアップには効果的なのです。
　そんなわけで鈴木の練習シューズに名
乗りを挙げそうなのが、サロモンの「グライ
ドマックス」。特徴は何といってもボリュー

ミーなミッドソールですが、ここでポイント
なのが、反発性を生むカーボンや樹脂製
のプレートが搭載されていないことです。
　「反発性もゼロではないですが、このシ
ューズはとにかくクッション性。履いた瞬
間、非常にソフトなフィーリングが感じられ
て、アッパーも含めて優しく包まれているよ
うな安心感があります。ソールはつま先が
上がったロッカー形状になっているので、
ビギナーの方でも重心移動の感覚が掴み
やすいと思います」

LSDや下り坂でも安心感がある
　接地面が広く、クッションがフワフワなの
に安定性も優秀。また、見た目の割に軽い
ところも特筆点です。
　「僕は自分の足の接地感覚を大事した
いので、正直、厚底はそこまでというか、カ
ーボンプレート入りのモノを一足練習で使
うくらいだったんです。だからここまでクッ
ション重視のシューズは逆に新鮮でした」
　では、「グライドマックス」はどんなシーン
で活用するといいのでしょう。
　「まず、スピードを出さずにゆっくり走る
LSD。それから衝撃の強い下りがあるコー
スを走る練習でも安心感があると思いま

スピードをこだわらず、ゆっくり走りたいときに、最高の相棒です

for LONGER
SALOMON
GLIDE MAX
¥17,600（税込）

す。ペースを気にせずに楽しく走るにはも
ってこいでしょうね」
　距離への挑戦に向けて新たな相棒を手
に入れた鈴木。最大のモチベーションはや
はり、大会で結果を残すことだそう。
　「ギリギリでもいいんです。とにかくゴー
ルして完走の達成感を味わいたい。シュー
ズの性能に助けてもらいながら、これから
も努力を重ねていきたいと思います」

「私のランニングライフと相棒シューズ」

鈴木 健司（アートスポーツ 本店）
1974年生まれの48歳。「いかに長く走り続けれらるか」
を目指してウルトラマラソンに挑戦を続けること30年。
「タイムよりも、長く楽しく走ることが、僕にとっては一番
です」

https://www.yodobashi.com/product/100000001006920331/
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トレイルランニング好きの笠高がおすすめするのは、スポーツサングラ
スの第―党とも言えるオークリーの「EVZero Path」。ポイントはフレー
ムレスで調光レンズ、という点です。「より視界が広くなるという点でフレ
ームレスのサングラスは大きなアドバンテージになります。また、気候や
景色の変化が多いトレイルは光の変化も激しいので、状況に合わせて
明るさを調節してくれる調光レンズが欠かせません。目を護るという意
味でも必須ですね」（笠高）

長時間走るときこそ、見えない部分で差が出るという鈴木。そこでお
すすめなのがファイントラックのアンダーシャツです。「素材の持つ撥
水性と、“水は吸う方へ流れる”という特性を活かし、かいた汗をアウ
ターのTシャツへどんどん流してくれます。その結果、肌に汗が残らな
いと同時に、アウターが吸い上げた汗も濡れ戻さず外へ拡散。汗によ
る不快感はもちろん、汗冷えも解消できるスグレモノです。夏でもア
ンダーシャツを着ることが快適ランの秘訣なんです」（鈴木）

「トレイルからロードまで
  汎用性の高い1本」

ペースやタイムといったランニングログのほか、登山の記録も取れる「インステ
ィンクト」。「ランのほかに登山をすることもあるので、兼用できるのがまず便利
な点。もうひとつ、活動量が見えることもポイントです。歩数やカロリーを見て、
その日1日、どれくらい体を動かしたかを把握する。そうすることで、体のコンデ
ィションの目安がわかり、無理して体を動かそうとする心配もありません。スポ
ーティすぎないデザインで普段使いしやすいのも良いですね」（谷橋）

「日々の活動量を知ることで
  体調管理の目安になる」

「夏こそアンダーシャツが
  欠かせない！」

 スタッフおすすめの8アイテムをピックアップ！
「走り続けるために手放せないモノ」

1

3

2

オークリー
EVZero Path（Asia Fit）
￥33,220（税込)

ガーミン
Instinct 2 Graphite
￥49,500（税込）

ファイントラック
ドライレイヤー
ベーシック
ノースリーブ
￥4,070（税込）

スポーツソックスではお馴染みになりつつある、紙の糸を使用して作られ
たソックス。最大の特徴は優れたドライ感で、草野が愛用する理由もそこに
あります。「走って汗をかいても、とにかくサラサラしているんですよ。触ると
ザラザラしているので敬遠する人も多いんですが、履いて汗をかいてくると
馴染んできますし、洗濯を繰り返すことでも硬さは解消されていきます。ア
ーチサポートがしっかりありながら、程良い締め付け感で指までしっかり動
かせるのもいいですね。あと、丈夫で破れにくい」（草野）

「シューズ内でサラサラ感が
  持続する通気性が魅力」

4C3fit
ペーパーファイバー5
フィンガーソックス
￥2,420（税込）

https://www.yodobashi.com/product/100000001004890737/
https://www.yodobashi.com/product/100000001006900513/
https://www.yodobashi.com/product/100000001005447831/
https://www.yodobashi.com/product/100000001003794762/
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トレイルランニング好きの笠高がおすすめするのは、スポーツサングラ
スの第―党とも言えるオークリーの「EVZero Path」。ポイントはフレー
ムレスで調光レンズ、という点です。「より視界が広くなるという点でフレ
ームレスのサングラスは大きなアドバンテージになります。また、気候や
景色の変化が多いトレイルは光の変化も激しいので、状況に合わせて
明るさを調節してくれる調光レンズが欠かせません。目を護るという意
味でも必須ですね」（笠高）

長時間走るときこそ、見えない部分で差が出るという鈴木。そこでお
すすめなのがファイントラックのアンダーシャツです。「素材の持つ撥
水性と、“水は吸う方へ流れる”という特性を活かし、かいた汗をアウ
ターのTシャツへどんどん流してくれます。その結果、肌に汗が残らな
いと同時に、アウターが吸い上げた汗も濡れ戻さず外へ拡散。汗によ
る不快感はもちろん、汗冷えも解消できるスグレモノです。夏でもア
ンダーシャツを着ることが快適ランの秘訣なんです」（鈴木）

「トレイルからロードまで
  汎用性の高い1本」

ペースやタイムといったランニングログのほか、登山の記録も取れる「インステ
ィンクト」。「ランのほかに登山をすることもあるので、兼用できるのがまず便利
な点。もうひとつ、活動量が見えることもポイントです。歩数やカロリーを見て、
その日1日、どれくらい体を動かしたかを把握する。そうすることで、体のコンデ
ィションの目安がわかり、無理して体を動かそうとする心配もありません。スポ
ーティすぎないデザインで普段使いしやすいのも良いですね」（谷橋）

「日々の活動量を知ることで
  体調管理の目安になる」

「夏こそアンダーシャツが
  欠かせない！」

 スタッフおすすめの8アイテムをピックアップ！
「走り続けるために手放せないモノ」

1

3

2

オークリー
EVZero Path（Asia Fit）
￥33,220（税込)

ガーミン
Instinct 2 Graphite
￥49,500（税込）

ファイントラック
ドライレイヤー
ベーシック
ノースリーブ
￥4,070（税込）

スポーツソックスではお馴染みになりつつある、紙の糸を使用して作られ
たソックス。最大の特徴は優れたドライ感で、草野が愛用する理由もそこに
あります。「走って汗をかいても、とにかくサラサラしているんですよ。触ると
ザラザラしているので敬遠する人も多いんですが、履いて汗をかいてくると
馴染んできますし、洗濯を繰り返すことでも硬さは解消されていきます。ア
ーチサポートがしっかりありながら、程良い締め付け感で指までしっかり動
かせるのもいいですね。あと、丈夫で破れにくい」（草野）

「シューズ内でサラサラ感が
  持続する通気性が魅力」

4C3fit
ペーパーファイバー5
フィンガーソックス
￥2,420（税込）

「僕は音楽ナシで走れない人間」と語る谷橋には、耳を塞がないオープン
イヤーの骨伝導イヤホンが必須。「この手のタイプは音質に難があるイメ
ージを持っていたんですが、友人にすすめられて試してみたらビックリ！ 驚
くほどクリアな音で、イヤホンはこれ一択になりました。交通量の多い場
所など、外部の音に気をつけなければならないエリアも多いので、安全性
の面でもオープンイヤータイプはおすすめです。固定力にも優れており、
走行中ストレスにならない点もポイントですね」（谷橋）

鈴木の代名詞であるウルトラマラソンに欠かせないサプリメントがコチラ。「ウ
ルトラのレース後、寒気に襲われて血の気が引く、通称“力石モード”に悩まされ
ていましたが、これを摂るようになってから解消されるようになりました。ポイン
トは内臓疲労に効果があるとされる主成分のオリゴノールにあります。例えば
100km走るときは、20km毎に“トラ”と“ダルマ”をそれぞれ３粒ずつ飲みなが
ら進みます。するとレース中も固形物を補給できるようになるので、身を削って
“力石モード”になることもありません」（鈴木）

ガーミンのランニング用GPSウォッチとしてはミドルグレードにあた
る“245”。「距離、コース、ペース、心拍数など、走る上で必要な機能をひ
ととおり網羅した、シンプルで使い勝手のいいモデルです。ガーミンの
時計は『STRAVA』（SNS機能を搭載したアスリート向けのアクティビテ
ィ記録アプリ）とも連動しているので、日本はもちろん、世界中のランナ
ーと繋がることができる。そういったことも、モチベーションをキープす
る上で欠かせない要素になっています」（草野）

「ランニング用イヤホンは
  オープンイヤー ー択！」

「ランナーの大敵、
  内臓疲労の予防に効果的」

「アスリート向けアプリとの
  連動機能が便利」

5

7

走るアートスポーツスタッフのランニングライフに、シューズと同じくらい欠かせないアイテムを厳選。
それぞれ理由とともに紹介してもらいましょう。

ショックス
OPEN RUN
￥16,880（税込)

ゼン
ZEN NUTRITION
BEFORE ZEN-T24 トラ［左］
BEFORE ZEN-D24 ダルマ［右］
各￥1,296(税込）

走り続けるためには体のケアが必須。ランニングで疲労した筋肉をほぐす筋膜リリースに
は、フォームローラーが便利です。「太モモの前側やふくらはぎ、肩甲骨まわりなど、ランニ
ングで酷使した箇所を簡単にセルフケアできます。長距離を走ると足攣りのリスクなども
ありますから、走り続ける上では欠かせないアイテムです。もちろん、立ち仕事で疲れた足
の疲れをとるにもおすすめ。風呂上がりや寝る前にしっかりケアしてあげてください。翌
日以降も快適に走るための一助になります」（笠高）

「楽しく走り続けるためには
  日々のケアも欠かせない」

8トリガーポイント
グリッド フォームローラー
￥5,500（税込）

ガーミン
ForeAthlete 245
Black Slate
￥36,360（税込） 6

https://www.yodobashi.com/product/100000001004640017/
https://www.yodobashi.com/product/100000001004676488/
https://www.yodobashi.com/product/100000001004676488/
https://www.yodobashi.com/product/100000001004676487/
https://www.yodobashi.com/product/100000001004676487/
https://www.yodobashi.com/product/100000001004405732/
https://www.yodobashi.com/product/100000001006915844/


スイスメイドらしい洗練されたルックスで人気のオン。その最新モデル「クラウドモンス
ター」が今、2022年の最注目シューズとしてランニングシーンを席巻しています。ここでは
元陸上選手でモデルの畔柳隼弥さんに、その魅力を語ってもらいます。

「履いた瞬間、久しぶりにワクワク感
を感じました。こんなシューズがあるん
だって」
モデルでランナーの畔柳隼弥さん
は、クラウドモンスターのフィーリング
について、こう切り出しました。彼は、高
校・大学と強豪校の陸上部で活躍し、実
業団にまで進んだバリバリの元アスリ
ート。足の感覚はもちろん、シューズへ
のこだわりも、一般ランナーのソレとは
ひと味違います。
「着地安定感の良さは、これまでの
オンと変わらない。ポイントはその後

で、モチっと着いてフワッと返ってくる感
じは、これまで味わったことのないフィ
ーリングですね」
オンのシューズといえば、空洞をもう
けた特徴的なソールユニット「Cloud-
Tec®」が最大のポイント。そこへ反発
弾性のある樹脂製プレート「Speed-
board®」を搭載することで、優れたクッ
ション性と小気味良い反発感が得られ
るのが魅力です。この基本スペックを最
大化し、名前のとおり、モンスター級に
アップデートしたのが「クラウドモンス
ター」。ご覧の通り、とてつもなくボリュ
ーミーなミッドソールや、前方へとスム
ーズにガイドしてくれるロッカー形状な
ど、見た目からして従来とは一線を画す
シューズであることは明らかでしょう。
「一歩一歩をシューズがサポートし
てくれる“助力感”を非常に強く感じま
す。力強く踏み込まずとも、足をそっと
地面に乗せれば軽い力で返ってくる。
もちろん、強く踏み込めばそのぶんス
ピードも出せるけど、それすらもラク

というか、とにかく“無理“がいらない
んです」
では、畔柳さんならこのシューズ、ど
んなシーンで履きたいですか？
「ゆっくりペースのジョグからスピー
ドを上げるトレーニングまで、オールマ
イティーに使いたいですね。これだけク
ッションが優しいのに自然な反発を感
じられるのは、同じ“厚底”でもほかでは
なかなか出合えない。自分のリズムや
フォームで、無理なく走れるシューズだ
と思います。足に疲れが残りにくいの
も嬉しいですね」

モデル・畔柳隼弥もビビった怪物級スペック
「こんなワクワク感は“モンスター”でしか味わえない」

畔柳隼弥 （くろやなぎ・しゅんや）
1994年生まれ。中学生から本格的に陸上を
始め、伊賀白鳳高校～東海大学～ラフィネと
長く陸上選手として活躍。競技生活にピリオ
ドを打った後、昨年12月よりモデルとしての
活動をスタート。



オンのアイテムはココでゲット！

現役時代、怪我に悩まされることが
多かった畔柳さんは、自分に合う一足
に出合うべく、さまざまなメーカーのシ
ューズを試してきたと言います。そのぶ
ん、シューズへのこだわりは今でも人
一倍強いのだとか。
「確かに新しい感覚のシューズでは
あるけれど、どの位置で接地しても安
定して、かつ自然と前に流れてくれるの
で、長い距離を走ろうと思ったときも安
心して履けると思います。それこそ、タイ
ムを追い求めないヘルシー志向のラン
ナーの方にもおすすめしたいですね。

それに、スニーカー感覚で履けるほど
デザインも良い。格好良くランニングで
きるというのは大きな魅力です」
モデルとして活動する今も、ランニン
グが日常のルーティンであり続けてい
るという畔柳さん。そんな彼のライフス
タイルに「クラウドモンスター」は早く
も欠かせない存在になっています。
「起きて仕事に行って食事をとる。そ
こに“走る”がひとつ加わるだけで、その
１日がとても充実して豊かになること
を、現役から離れた今だからこそ強く
実感しています。たまに現役時代さな
がらに追い込むときもありますけど、今
はあくまで本業優先。そういう意味で
“モンスター”は、体調に影響が出ないよ
うにペースや強度をコントロールしや
すいシューズですよね」
元アスリートの走れるモデルが太鼓
判を押した「クラウドモンスター」。ラン
ニングが好きな人にとって、今このシュ
ーズを試さない理由はどこにも見当た
りません。

着心地、機能性ともに、アパレルもモンスター級！

実力＆注目度No.1! 令和の“怪物シューズ”

シューズからアパレルまで、オンのアイテムを豊
富に取り揃える「アートスポーツ ヨドバシ新宿西
口店」。JR新宿駅から徒歩2分と、アクセスの良さ
は抜群。ご来店お待ちしております。

史上最もボリューミーなCloudTec®ソールを搭載した、オンのライナ
ップのなかで、最大のクッショニングシューズ。軽量で耐久性に優れ
たHelion®スーパーフォーム素材のミッドソール、前足部のロッカー
形状、弾力性のあるポリプロピレン製のSpeedboard®プレート、80
％リサイクル素材から成る極上のアッパーと、オンが誇るテクノロジ
ーを最大化させたモンスター級の一足です。従来のオンユーザーは
もちろん、まだオンを履いたことのないランナーにもイチオシ！

シューズ同様、アパレルも“モンスター級”のオン。「まず、手に持ったときの軽さが衝撃的。
着用した時も、まるで何も身につけていないかのような心地良さを感じます」と、畔柳さ
んも絶賛します。左は羽根のような軽さに加え、優れた通気性が魅力の「パフォーマンス
T」と、インナータイツとアウターショーツの一人二役をこなす「ハイブリッドショーツ」。右
はこちらも超軽量＆速乾が魅力の「タンクT」に、背面に通気孔を持たせた「ライトウェイ
トショーツ」の組み合わせ。どちらもランナーにおすすめの“感動コーデ”です。

アートスポーツ
ヨドバシ新宿西口店
東京都新宿区西新宿1-10-1
ヨドバシ新宿西口駅前ビルB1F/B2F
電話番号 03-3346-0301
営業時間 9:30～22:00（変更する場合あり）

7 630440 658610

スマホでお買い物（M’s）

7 630440 659174

スマホでお買い物（W’s）

Cloudmonster
¥18,480（税込）
size：（M’s）25～31cm、（W’s）22～27cm
color：M’s、W’sともに2色展開

7 630440 684947

スマホでお買い物（M’s）

7 630440 685098

スマホでお買い物（W’s）

Performance-T
¥8,800（税込）
size：M’s、W’sともにXS～XL
color：（M’s）Niagara/Navy 他4色、

（W’s）Meadow/Glacier 他５色

7 630440 686088

スマホでお買い物

Lightweight Shorts
¥8,800（税込）
size：（M’sのみ）S～XXL
color：Niagara/Black 他4色

PICK UP ITEM

http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006984134/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006984134/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006984101/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006984157/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006984157/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006990347/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006990347/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006990383/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006990383/index.html
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10万点以上の品揃え「アートスポーツ ストア」 掲載価格は6月1日時点の価格となります。
予告なく価格が変更となる場合がございます。

最新の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・コムに未掲載の場合がごさいます。

ランニング

始めてみよう！ ランニング

THE EARTH152

RUNNING
FOOT WEAR 
フットウエア

WOMENS
ホワイト

より快適さを実感できるように改良されたOnのベストセラー、Cloud。新たに高さを増
したミッドソールと溝が閉じた構造のフォアフットにより、柔らかな着地のクッション性と
安定性がさらに強められています。

S  25.0～30.0cm、
（W's）23.0～25.0cm
W 250g （26.5cm）
Cオールブラック、
オールホワイト

Mドロップ:8mm

On

クラウド5

59.98986/59.98902

¥15,180（税込）

人気シリーズが進化! ブルックス史上最もソフトな履き心地。柔らかいDNALOFTクッショ
ンをたっぷり使ったNEWモデル。これまでで最もソフトな履き心地に。走り始めから最後
まで快適なランニングを提供します。

S 25.0～30.0cm、
（W's）23.0～26.0cm
W 289g（27cm）
Cネイビー、ホワイト
Mミッドソール素材:DNA-LOFT

BROOKS

グリセリン 20

BRM3823/BRW3692

¥18,150（税込）

WOMENS
オールホワイト

オールブラック

ネイビー

10%で 1,518円分 ポイント還元
スマホでお買い物（M's）

7 630440 669265

スマホでお買い物（W's）

7 630440 671077

10%で 1,850円分 ポイント還元

スマホでお買い物（M's）

4 549808 952006

スマホでお買い物（W's）

4 549808 954406

ランニングをはじめるときの第一歩はシューズ選びから。いい靴があれランニングをはじめるときの第一歩はシューズ選びから。いい靴があれ
ば走りは快適になり、筋肉疲労も最小限に抑えることができます。自分のば走りは快適になり、筋肉疲労も最小限に抑えることができます。自分の
足に合ったランニングシューズで、最高のランニングライフを。足に合ったランニングシューズで、最高のランニングライフを。

ミズノ独自のミッドソール素材MIZUNO ENERZYを
ソール全面に搭載し、MIZUNO WAVEを新形状で搭載。
今までのRIDERファンの方はもちろん、これからランニン
グを楽しみたい方にも履いてもらいたいモデルです。

S  25.0～28.0cm
W  約275g（27.0cm片方）
C  ブラック×グレー×ブルー（93）、
ライム×ネイビー×ブルー（15）

M  甲材／合成繊維、人工皮革、底材／合成底

スマホでお買い物

4 550234 271470

10%で 1,485円分 ポイント還元MIZUNO

ウエーブライダー 25

J1GC2103

¥14,850（税込）
15

93

http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006909254/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006909254/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006909290/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006909290/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001007051882/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001007051882/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001007051917/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001007051917/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006318802/index.html


㊧クッション性、反発性、耐
久性と、ミッドソールに求め
られるすべての要素を持ち
あわせた「DNA-LOFT V3」
を採用しています。
㊨新しいエンジニアード
メッシュアッパーで通気性と
フィット感がアップ。

ミッドソールに「AURORA」と同素材のDNA-LOFT V3を採用することで、従来よりも軽量性に
優れ、クッション性、反発性、耐久性のバランスが向上しました。着地の衝撃を受け止めつつ、しっ
かりしたガイドとホールド感、接地面の広さから、安定感も抜群です。柔らかなアッパーで幅広の
足形にも対応。これから走り始める方からサブ４を狙うランナー、普段使いにもおすすめです。
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LYCERIN
 20

前作から大幅アップデートして登場！
ぜひ試してほしい一足です

上原 駿太 アートスポーツ本店

「グリセリン20」は、ブルッ
クスを代表するクッショニング
モデル。20代目までシリーズ
化されるシューズは、創業から
100年以上の歴史を持つ同社
の中でも稀ですが、それだけ
ファンが多く、性能が優れてい
る証でもあります。そんなグリ
セリンの最新モデル“20”は、
ブランド史上もっともソフト
な履き心地で、全ランナー必
見の一足。その秘密は、アップ
デートされたミッドソール素材
にあるようです。
新素材「DNA-LOFT V3」

は、前作まで採用されていた
「DNA-LOFT」に窒素ガスを

注入して臨界発泡させること
で、クッション性と反発性をさ
らに向上させたもの。これを
フルレングス搭載したボリュー
ミーなソールユニットが、着地
時の安定性とソフトな衝撃吸
収性に加え、反発の効いた弾
むような走行感を提供してく
れます。
アウトソールには耐久性のあ
るラバーを全面に採用。ミッド
ソールのへたりにくさと相まっ
て、長く快適に履き続けられる
のはもちろん、そこに小気味良
いバウンド感がプラス。走る楽
しさも存分に感じられる一足
に仕上がっています。

GLYCERIN 20
BRM 3823（M’s）、BRW 3692（W’s）
¥18,150（税込）
Size：（M’s）25-29cm、

（W’s）22-26cm
Weight：286g（27cm・M’s）
Color：（M’s）ブラック、ネイビー、オレンジ

（W’s）ネイビー、ホワイト、ブラック

4 549808 951924

スマホでお買い物（M's）

4 549808 954406

スマホでお買い物（W's）

http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001007051892/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001007051892/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001007051892/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001007051917/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001007051917/index.html


プロトレイルランナー・山本健一
1979年、山梨県生まれ。2012年の「UTMF」で日本
人最高の3位に入賞。同年にフランスで開催された
「グランレイド・デ・ピレネー」では、日本人初の優
勝という偉業を成し遂げる。その後も国内外のレー
スに挑戦して結果を残し続け、2019年よりプロとし
ての活動をスタート。人気・実力ともに日本屈指の
トレイルランナー。

相思相愛の“ヤマチューン”と“ヤマケン”。
「ソックスは足という土台を支えるもの」
アウトドアソックスの専門ブランド「ヤマチューン」。そのユーザーファーストなモ
ノづくりに欠かせないのが、プロトレイルランナーの山本健一さんです。

ソックスを慎重に選ぶ理由
「シューズと同じくらい、ソックスも妥協
せず選びたいものです」
“ヤマケン”の愛称で知られるプロトレイ

ルランナーの山本健一さんは、世界を舞台
に活躍するトップアスリート。そんな彼にと
って、走るときに履くソックスの重要度をた
ずねると、そんな答えが返ってきました。
山本さん曰く、「クルマでいうところの

タイヤと一緒」。100マイル（約160km）を
超えるトレイルランニングのレースにおい
て、体（内臓）のトラブルと同じくらい怖い
のが足のトラブル。地面と一番近くで接す
るシューズやソックス選びに慎重になるの
は無理もありません。
「山はアップダウンがあるので、足裏と
シューズ間の摩擦が常に起こっています。
いい走りをしているときは、足とシューズ
が一体化しているような感覚で行けるんで
すが、疲れてきて体の動きが悪くなったり
すると、途端に擦れがひどくなって、結果的
にマメができるわけです。そうなると、痛み
を我慢しながら進まなければならないの
で、満足のいく走りはできなくなります」

100マイルを超える長丁場のレースで
は、常にベストコンディションで走れること
は稀。途中で天候が悪化して雨が降ってく
ることもあれば、湿地帯や橋のない川の中
を走ることもあリます。その結果シューズ

に水が浸水してくれば、当然ソックスも濡
れた状態になり、足裏がふやけて擦れによ
るダメージはさらに大きくなるわけです。
「まるでトゲの上を走っているような感
じですね」
決して脅しているわけではありません

が、そういった極限状態を幾度となく経験
してきた山本さんの言葉にはやはり重み
があります。ソックスの存在がいかに重要
かを知り尽くしているのです。

至高のソックスの３要素
そんな山本さんが頼りにするのが「ヤマ

チューン」のソックス。トップ選手から一般
ユーザーまで、ランニングや登山、スキーと
いったアウトドアスポーツ愛好家たちから
の支持が厚い、機能性ソックスを展開する
ブランドです。実際に製品を使用した人た
ちからのフィードバックをベースに、試行
錯誤を繰り返して生まれた製品はまさに
“かゆいところに手が届く”一品揃い。かく
言う山本さんも、ヤマチューンのモノ作り
に欠かせないひとりなのです。
「僕らのように“使用する側”の人間とも
非常に近い、いわば家族のような存在で
す。サンプルをいただいて、実際に試して、
感じたことを率直に伝えて……。『いいモノ
を一緒に作ろう』と、良いことも悪いことも
熱心に聞いてくれて、ソレをしっかり製品
につなげてくれるから心強いですよね」
では、トレイルランナー・山本健一が求め

る至高のソックスは、どんなモノなのでしょ
う。まず挙がったのが、濡れてもすぐ乾く速
乾性です。
「レース中、シューズが濡れた瞬間って
気持ちがマイナス10くらいまで下がるんで
すが、良いソックスは気づくと乾いていて
ゼロに戻してくれるんです。で、さらに時間
が経つと今度は逆にプラス10まで持って
いってくれる。ヤマチューンのソックスを選
ぶようになってから、シューズ内のトラブル
は、ほぼなくなりました」
続いてフィット感。こちらは「ユル過ぎず、

キツ過ぎず」がちょうどいいのだそう。
「これは僕のフィーリングの問題だと思
いますが、全体的に適度なフィット感があ
りつつも、つま先はギュッとしていないほう
が好き。ある程度、自由に動かせる感覚が

あるほうが路面感覚を掴みやすいからで
す。ただし強度は別。つま先やカカトといっ
たシューズ内部で干渉しやすい部分にはタ
フさを求めます」
そして最後は丈の長さ。足首の丈が短す

ぎると、土や小石などが、知らず知らずのう
ちにソックスの中に侵入してくるため。実に
トレイルランナーらしいこだわりです。
「ソックスの中に一度モノが入ってしま
うと非常にストレスになるので、丈は長け
れば長いほどいいのが本音です。でも、長
すぎると今度はふくらはぎの筋肉に生地
が触れてしまうのが気になってくる。だから
『あと1cm長くできませんか』みたいなお
願いをすることもあります。本当に難しい
リクエストになってしまうんですけど」

たかがソックス、されどソックス
コロナ以降、国内外の主要レースからは
遠ざかってしまった一方で、自主的に200
マイルや300マイルといった超・長距離に
チャレンジしてきたという山本さん。今年は
レース中心のトレーニングへと徐々にシフ
トし、秋口には海外レースへ参戦する可能
性も頭にあるとのこと。
「『本番ではソックスのトラブルは絶対
にない』という状態で臨みたい。いまヤマ
チューンと一緒に作っているソックスは、す
ごくいいですよ」と、コンディションのチュー
ンナップは万全のようです。
ランナーにとって、もっとも重要な足を
守るギアの重要性を、極限を知る山本さ
んは身に染みて理解しています。たかがソ
ックス、されどソックス。我々一般ランナー
も、参考にすべきところは少なくないはず
です。右ページで紹介するふたつのソック
スは、ヤマチューンの中でもランナーから
の人気がとくに高いモデル。ソックス選び
に満足できていない人は、ぜひ一度、試し
てみてください。日々の小さな積み重ね
が、長く快適なランニングライフにつなが
っていくのですから。 



ランナーにおすすめのヤマチューンはこの２モデル！
ロードからトレイルまでコレ一本でOK

スパイダーアーチショート5TOEスベリドメ
¥1,650（税込）
size：S、M、L
weight：51g（1ペア）
color：7色展開

オンロードに特化したハイスペックモデル

トラック＆フィールド ライトウェイトショート5本指
¥1,430（税込）
size：SS、S、M、L
weight：35g（1ペア）
color：ホワイト、ダークパープル、ブラック

足裏から足首までをしっかりホールドする蜘蛛の巣状
のテーピングが特徴的な一足。足底部にはシリコンの
滑り止めを配し、グリップ力を確保。ショート、ミドル、
ロングと、用途に応じて丈の長さも選べるバリエー
ション豊富なモデル。

目を細かく仕上げる独自製法で耐久性を確保しつつ、
コンプレッションをあえて抑えたナチュラルで涼し気
な履き心地が特徴。足裏の接地感やつま先に自由度
のあるつくりは、エリートランナーからのフィードバッ
クによって実現したスペックです。

4 580766 107435

スマホでお買い物（M's）

4 518548 713079

スマホでお買い物（M's）

「
本
番
で
、ソ
ッ
ク
ス
の
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ラ
ブ
ル
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」と
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う
状
態
で
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む
こ
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が
大
切
。

http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006293707/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006051974/index.html
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10万点以上の品揃え「アートスポーツ ストア」 掲載価格は6月1日時点の価格となります。
予告なく価格が変更となる場合がございます。

最新の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・コムに未掲載の場合がごさいます。

ランニング

始めてみよう！ ランニング

THE EARTH156

RUNNING ランニング
FOOT WEAR 
フットウエア

ランナーにとってシューズとソックスは走りの快適さを左右する生命線。ランナーにとってシューズとソックスは走りの快適さを左右する生命線。
デザインと性能ともに満足できるものを手に入れよう。デザインと性能ともに満足できるものを手に入れよう。

クッショニングの効いたソールが優れた履き心地を約束
する、軽くて汎用性の高いトレイルランニングシューズ。

S 25.0～28.5cm、
（W's）23.0～25.0cm
W 280g（26.5cm）
Cフロスト/インク、（W's）グレーシャー/ブラック
Mドロップ:7mm

スマホでお買い物（M's）

7 630440 654155

スマホでお買い物（W's）

7 630440 654445

10%で 1,518円分 ポイント還元On

クラウドビスタ

64.99061/64.99058

¥15,180（税込）

テクニカルトレイル向けの、軽量で軽快、かつ頑丈なボディを備えたMTN Racerの第2世
代モデル。外付けのTPUヒールカウンターが足をプラットフォーム上に固定し、安定した
走りを可能に。耐久性の高いVibram_ Megagripアウトソールは、濡れた地面でも、乾
燥した地面でも、あらゆる路面で究極の牽引力を発揮します。

「スパイダーアーチサポートシステム」が蜘蛛の巣のように足を包み込んで、土踏まずの落
ち込みを防止。足本来の衝撃吸収性を維持することで疲労を抑えます。

S  S/M/L
W  57g（ペア）
C  ターコイズ、ブラック、グレー、グリーン、
ネイビー、ホワイト

M  ポリエステル52％、ナイロン40％、ポリ
ウレタン8％

YAMAtune

スパイダーアーチミドル 5toe

10610

¥1,870（税込）

土踏まずの落ち込みを防止する「スパイダーアーチサポートシステム」によって、疲労軽減
や衝撃分散とともに、軽快なフットワークも実現しました。

S S/M/L
Cグレー、ターコイズ、ネイビー、ブラック、グリーン、
ホワイト

Mポリエステル53%/ナイロン40%/ポリウレタン7%

スマホでお買い物

4 580766 107466

10%で 165円分 ポイント還元YAMAtune

スパイダーアーチショート5toe

10609

¥1,650（税込）

より良い履き心地とパフォーマンス向上のために設計されたインソール。衝撃吸収性能
に優れ、幅広いジャンルのシューズに対応可能です。

S  A、B、C、D、E、F、G
C  ブルー、ブラック、グリーン

SUPERfeet

トリム

21024/21034/21014

¥5,720（税込）

非常に良質な履き心地と足裏のサポート力を高める特許取得のピンポイント圧着に加え、
Light Cushioning（軽量クッション）が足裏から受ける衝撃を確実にサポート。

WOMENS
グレーシャー/ブラック

Bone

フロスト/インク

Mango

ターコイズ ネイビー ホワイトブラック グレー ターコイズ ネイビー ブラック グリーン ホワイト

グリーン グレー

S  26.0～28.5cm
W  284g（27cm）
C  Mango、Bone
M  アッパー：ポリエステル、アウトソール：MEGA 

GRIP ゴム/EVA （合成底）、ミッドソール：
Zipfoam/EVA、インソール：Ortholite

スマホでお買い物

5 002251 020924

10%で 2,420円分 ポイント還元Topo Athletic

MTN レーサー 2

5002251

¥24,200（税込）

スマホでお買い物

4 580766 107695

10%で 187円分 ポイント還元

スマホでお買い物

0 086301 524087

10%で 572円分 ポイント還元

ブラック ブルー

クリプト
ネイビー

サベージ
ティール

レトロ
グライド

クリプト
リフレクター

グリーン

S  M、L
C  クリプトネイビー、
クリプトリフレクター、
レトログライド、
サベージティール

M  ナイロン、
ポリウレタン

スマホでお買い物

5 000000 010578

10%で 209円分 ポイント還元feetures

エリートライトクッション
ミニクルー

5044040

¥2,090（税込）

http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006990398/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006990398/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006990391/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006990391/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006055704/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006293733/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006293710/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001004562165/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001007074081/index.html
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10万点以上の品揃え「アートスポーツ ストア」掲載価格は6月1日時点の価格となります。
予告なく価格が変更となる場合がございます。
最新の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・コムに未掲載の場合がごさいます。

ランニング

始めてみよう！ ランニング

THE EARTH 157

RUNNING ランニング
WEAR 
ウエア

吸汗速乾性や耐水性の高い素材、防寒対策に最適な軽量ジャケットなどさまざまな機能を吸汗速乾性や耐水性の高い素材、防寒対策に最適な軽量ジャケットなどさまざまな機能を
もつウエアです。楽しい走りは、素敵なウエア選びから始まります。もつウエアです。楽しい走りは、素敵なウエア選びから始まります。

羽根のように軽くて通気性に優れたレース仕様のパ
フォーマンスランニングシャツです。

S S、M、L、（W's）XS、S、M
W 84.4g
C Black/Dark、

Cerulean/Black
Mポリエステル 100%

4 571504 109392

スマホでお買い物（M's）

スマホでお買い物（W's）

4 571504 107244

10%で 880円分 ポイント還元On

パフォーマンスT

102.00289/202.00236

¥8,800（税込）

アウターショーツとインナータイツで構成された2in1タイプ。背面に通気孔のある超軽量
&万能ショーツです。

S S、M、L
W 105.1g
C Black、Glacier Black
M 4wayストレッチ ポリアミド/ポリウレタン素材

スマホでお買い物

4 571504 109842

10%で 880円分 ポイント還元On

ライトウェイトショーツ

185.00303

¥8,800（税込）

着る人を風雨や寒さから守る、超軽量ランニングジャケット。

S S、M、L
W 277.5g
C Black Shadow
M ポリエステルとポリウレタン
の混合素材

スマホでお買い物（M's）

4 589791 838390

10%で 2,640円分 ポイント還元On

ウェザージャケット

104.4005

¥26,400（税込）

耐水圧20000mm、透湿性40000g/
m2-24h（B-1法）の防水透湿性を維持し
ながら、さらなる軽量化を実現した軽量
防水シェルジャケットです。

S S、M、L、XL、（W's）S、M、L
W 115g
Cクリア（C）、ブラック（K）、バンフブルー（LL）
M Fabric:10D HYVENT Flyweight （3層）
（表:ナイロン100%、中間層:ポリウレタンラ
ミネーション、裏:ナイロン100%）

スマホでお買い物（M's）

4 550207 426654

スマホでお買い物（W's）

4 550207 427194

10%で 2,090円分 ポイント還元THE NORTH FACE

ストライクトレイルフーディ

NP62071/NPW62071

¥20,900（税込）

優れた吸汗速乾性と肌面のドライ感を維持する点接触組織を採用した、リサイクルポリエ
ステル素材のショートスリーブシャツです。汗を多くかくランニングなどのスポーツシーン
で活躍する機能性を備えながら、アクティブな日常ウエアとしても使いやすいデザイン。

携行用の収納スペースを多数デザインした、軽量・高ストレッチ素材のランニングショーツ
です。素材は、環境に配慮したリサイクルポリエステルを使用。生地自体のストレッチ性を
高め、軽量に仕上げることで、ランニング時の軽快な動きを妨げることなく、自然な足上げ
をサポートします。

WOMENS
Cerulean/Black Black Dark

Black

Glacier Black

Black Shadow

K

LR

BEW

LR

WOMENS
LL

C

K

S  S、M、L、XL
C  ベータブルー（BE） 、スレートローズ
（LR）、ホワイト（W）
M  FLASHDRY Recycled

Polyester Light Mesh（ポリエス
テル100％）

スマホでお買い物

4 550207 732991

10%で 473円分 ポイント還元THE NORTH FACE　WOMENS

ショートスリーブ GTD ロゴクルー

NTW12276

¥4,730（税込）

S  S、M、L、XL
C  スレートローズ（LR）、ブラック（K）
M  ＜ 身 生 地 ＞ R e c y c l e d 

Polyester Stretch Woven 
DWR（ポリエステル86％、ポリ
ウレタン14％）※（K）のみ＜身生
地＞Stretch Woven DWR（ポ
リエステル89％、ポリウレタン
11％）＜ウエスト＞Nylon 2Way 
Tricot Dry Touch（ナイロン
68％、ポリウレタン32％）

スマホでお買い物

4 550207 722398

10%で 1,045円分 ポイント還元THE NORTH FACE　WOMENS

エンデュランスレーシングショーツ

NBW42280

¥10,450（税込）

http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006009905/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006009905/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006009868/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006852614/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006455007/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006852518/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001004594074/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001005736640/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001005736640/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001005736640/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001005736655/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001005736655/index.html
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㊧細かい切れ目を入れるな
ど、新たにデザインされた
ソールパターンが優れたグ
リップ力を発揮します。
㊨カカトのストラップにはシ
リコンの滑り止めを採用す
ることで、フィット感が向上
しています。

限りなく裸足に近い履き心地と解放感で、大地の起伏を敏感に感じられるゼロシューズの
サンダルシリーズ。前作よりもグリップ感が向上し、柔らかいフットベットもヒール部まで延
長され、快適性がより向上しました。手軽に丸めて持ち運べるサンダルは出先でも重宝しま
す。足の機能を余すことなく使えるストレスフリーな感覚をぜひ味わってみてください！

雲
上
の
履
き
心
地
を
纏
っ
た

ベ
ア
フ
ッ
ト
サ
ン
ダ
ル
の
最
新
型

ゼ
ロ
シ
ュ
ー
ズ
・AQ

UA CLO
U

D

ゼロシューズ・サンダルならではの
ストレスフリー感覚をご体感ください

山田 宏 アートスポーツ ヨドバシ新宿西口店

伝説の走る民族「ララムリ」
が履いていたことに由来する
ワラーチ。ゼロシューズは、こ
の“走るサンダル”にいち早く
着目した、ベアフット（裸足感
覚）サンダルの先駆者とも言え
るブランドです。ここで紹介す
る「アクア クラウド」は、同社
の定番モデル「ジェネシス」の
進化形。ミニマルなデザインは
そのまま、最新モデルでは主
に、ディテールや履き心地を見
直すことで、痒い所に手が届く
アップデートを遂げています。
ポイントは大きく2つ。まず

はソールです。メリハリのある
ラグが特徴的な新しいアウト

ソールパターンによって、グリッ
プ力が大幅に向上。路面コン
ディションを問わず、地面を
しっかりと掴んでくれる一足に
仕上がっています。ランニング
はもちろん、SUPやカヤックと
いったウォータースポーツなど
にもおすすめです。
続いてフットベット。足と直
に触れるこの部分には、「ベア
フォーム®」と呼ばれる独自素
材をフルレングスで搭載してい
ます。厚手のソックスを１枚か
ませたような程良いクッション
感が快適で、見た目からは想
像もつかないような“感動”を
味わえることでしょう。

AQUA CLOUD
¥7,480（税込）
Size：（M’s）24-29cm

（W’s）22-25cm
Weight： 147g（27cm片足）
Color：（M’s）ブラック、

ブルーサファイア、
（W’s）ブラック、ブルーグロウ

0 840187 609258

スマホでお買い物

http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001007036079/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001007036079/index.html
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GPSウォッチとはその名の通り、
自分の位置情報を把握して移動距
離やコースなどを計測できる便利
なアイテム。これをランニングで利
用する一番のメリットは、測定され
た位置情報をベースに１kmあた
りのペースがどれくらいかを算出
できる点にあります。今日はどの道
を通って、そこをどのくらいのペー
スで走り、どれだけの時間を要した
か、などを確認できるわけです。

それならスマホで十分では？
と、GPSウォッチを敬遠する人も少
なくありません。その違いはどこに
あるのでしょう。
「距離、ペース、時間といったデ
ータをリアルタイムで確認できるこ
とがGPSウォッチの強みです。腕に
着けているので、走りながらでも確
認しやすい。つまり、ポーチやポケッ

トに入れたスマホを取り出して画
面を見るというワンアクションを省
ける。これは非常に大きな違いです」
（鈴木）
また昨今、ほとんどのGPSウォッ
チに搭載されている心拍計測機能
もランニングには欠かせません。
「走ることに集中してくると、知
らぬ間にペースが上がって心拍も
上がりすぎている、なんてことがよ
くあります。例えば、170を超えると

かなり体に負荷がかかっている状
態なので、運動強度を落として心拍
数をコントロールする必要がありま
す。その逆も然りです」（鈴木）
コースや距離、時間、ペース、そし

て心拍数。これらは各ブランドのエ
ントリーモデルにも搭載されてい
る基本的な機能。ビギナーなら、目
安として3万円前後のモデルが狙い

目だと言います。
「目的に合わせてプラスαの機
能を持つものを選んでもいいでし
ょう。時計単体で音楽や聴けるも
の、タッチスクリーンで操作できる
もの、睡眠の質や健康状態を把握
できるライフログ機能など、バリエ
ーションはさまざまです」（鈴木）
また、スマホと同期させて使用す

るものがほとんどなので、電話やメ
ール、LINEの通知などを時計の画
面で受け取れる点も便利。これだ
けの高機能で3万円前後と考えれ
ば、決して高くはないでしょう。
「距離やコースを記録することが
『自分はこれだけ頑張っている』と
いう達成感につながり、モチベーシ
ョンにもなる。GPSウォッチの魅力
は、その点に尽きると思います」

鈴木 竜也（すずき たつや）
アートスポーツ リンクス梅田店
ロード＆トレイルランニングのほ
か、MTBも楽しむアクティブ派。生駒
山まで自転車で行き、2～3時間トレイ
ルランニングを楽しんで帰ってくるの
がお気に入りのコース。

リンクス梅田店・店長の鈴木がおすすめするGPSウォッチ3選

距離、ペース、タイム、心拍数はビギナーが押さえるべ
き基本項目。

ガーミン専用のアプリ画面。時計で記録したデータを
スマホで詳細に確認することができる。

GPSに心拍計と、ランニングに必
要なベーシック機能を押さえたエ
ントリーモデル。ディスプレイもシ
ンプルで見やすく、コストパフォー
マンスも抜群。ランニングを習慣
化したい人のGPSウォッチデビュ
ーに最適な1本です。

ランニング、ヨガ、自転車、ゴルフな
ど20種類以上のスポーツに対応す
るほか、日々の健康管理やSuica、タ
ッチ決済にも対応するなど、高機能
スマートウォッチとして人気のモデ
ル。小ぶりなボディで女性にもおす
すめです。

北欧ブランドらしいスタイリッシュなル
ックスに充実の機能を備えた最新モデ
ル。GPSや心拍計といった基本機能に
加え、高精度なナビゲーション機能や
体調管理機能なども搭載。長寿命バッ
テリーで、日常からアドベンチャーまで
幅広く対応してくれます。

必要十分な機能を
備えたハイコスパモデル

スマートウォッチデビュー
におすすめ！

トレイルに最適な
ナビ機能を搭載
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Ｐ
Ｓ
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ッ
チ
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動
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す
る
と
い
う
楽
し
み
方

GARMIN
ForeAthlete55
¥32,000（税込）

GARMIN
VenuSQ Music
¥31,680（税込）

SUUNTO
SUUNTO 5 PEAK
¥43,890（税込）
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の
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普段使いのブラジャーで走った
せいでバストのトラブルに見舞わ
れる人は少なくありませんが、意
外と多いのが“サイズが合っていな
い”ことによるトラブル。
「まず、ご自身の正しいバストサ
イズを知ることが先決です。体重が
変わっていなくても、年齢とともに

体型は変化するもの。それなのに
毎年、同じサイズのブラを着けてい
る方は非常に多いんです」（西田）
「ブラのサイズが合っていない」
という問題をクリアしなければ、
「ユレ、ムレ、ズレ、スレ」といった
お悩みを根本から解決することは
できません。アートスポーツ本店で

は、ワコールのブラ検定を受けた
女性スタッフが常駐しています。
「バストの採寸から体型・目的
に合ったスポブラ選びをサポート
していますのでお気軽にスタッフま
でお申し付けください。ぜひ、お気
に入りの一枚を見つけるのにお役
立てください」（西田）

西田 朱里（にしだ あかり）
アートスポーツ 本店
フルマラソンはもちろん、
ウルトラマラソンやトレイ
ルランニングまでチャンレ
ジ経験のあるランニング好
き。職場の仲間と帰宅ラン
をすることもしばしば。

売り場でチェックすべきは、ユレ・ムレ・ズレ・スレ

CW-X独自の5方向サポート機能でバスト
のユレを軽減。薄くて軽い着用感が特徴
で肩の圧迫感も抑えてくれます。長距離ラ
ンに◎

CW-X スポーツブラ
Support Type HIGH HTY198
¥7,260（税込）

①ユレを防ぐサポート機能
普段使いのブラジャーで走ると、大きく
胸が揺れてバストラインの崩れや下垂
の原因になることも。ランニング用のス
ポブラには、ユレをしっかりサポートする
機能が必須です。「各ブランドが独自の
機能を展開しています。例えばCW-Xの
ハイサポートシリーズ。走行中のバスト
のユレの法則性を考慮した五方向のサ
ポートテープを内蔵することで、手で覆
うようにバストをしっかりホールドし、ユ
レを抑えてくれます」（西田）

肩甲骨の動きを妨げないYバックスタイル
で、ユレとともにズレも抑える。ランはもち
ろんフィットネスにもおすすめなミディアム
サポートのベーシックブラ。シルエットもコ
スパも◎

CW-X スポーツブラ
Support Type
MEDIUM SPORTSゆれケアBra HTY020
¥4,730（税込）

③ズレ防止の決め手
「スポーツブラは背面がYバックやクロ
スバック仕様になっているものがほと
んどです。肩甲骨まわりが大きく開いた
つくりが、腕振りの際に肩甲骨の当たり
を逃してくれるのでズレの心配があり
ません。またストラップ自体もやや幅広
で伸びにくいもの選ぶといいでしょう」
（西田）

バストの大きい人向けに作られたハイサポ
ートモデル。肌を面でカバーする360度フィ
ットのサポート機能によって、擦れの悩みを
解消してくれます。

CW-X スポーツブラ
Support Type HIGH HTY158
¥6,930（税込）

④アンダーのスレに注意
走ることで肌とブラが擦れ、傷やアザに
なってしまう人も少なくありません。その
原因の多くはサイズが合わないことにあ
ります。「サイズが合っていないと走って
いるときにブラがフィットせず動いてスレ
が起こります。特にバストの大きい方に
多い悩みです。まずはサイズをしっかり見
直すこと。その上で、ブラに脇肉が乗らな
いよう、正しくフィッティングするようにし
てください。バストの大きい方は背面を
しっかり覆ってくれるものを選ぶのもお
すすめです」（西田）

バストシルエットをキレイに見せつつユレを
抑えるC3fitの定番で、肌当たりの優しいアン
ダーゴムをはじめフィット感が快適。背面は
メッシュ仕様でムレも軽減。

C3fit
メッシュスポーツブラ
¥5,720（税込）

②ムレを軽減する通気性もチェック
夏場は特に気になる汗・ムレ対策。「ほと
んどのスポーツブラがメッシュ仕様で通
気性・速乾性に優れていますが、中には
生地が厚くて吸汗速乾機能が追いつか
ないものや、古くなると匂いが気になる
ことも。各ブランドにはメッシュをふんだ
んに使用したモデルや、抗菌防臭加工を
施したものもあるので試してみてくださ
い。また洗濯の際は、カップまで乾燥させ
ることもお忘れなく」（西田）

おすすめ！

おすすめ！おすすめ！

おすすめ！
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GPSウォッチとはその名の通り、
自分の位置情報を把握して移動距
離やコースなどを計測できる便利
なアイテム。これをランニングで利
用する一番のメリットは、測定され
た位置情報をベースに１kmあた
りのペースがどれくらいかを算出
できる点にあります。今日はどの道
を通って、そこをどのくらいのペー
スで走り、どれだけの時間を要した
か、などを確認できるわけです。

それならスマホで十分では？
と、GPSウォッチを敬遠する人も少
なくありません。その違いはどこに
あるのでしょう。
「距離、ペース、時間といったデ
ータをリアルタイムで確認できるこ
とがGPSウォッチの強みです。腕に
着けているので、走りながらでも確
認しやすい。つまり、ポーチやポケッ

トに入れたスマホを取り出して画
面を見るというワンアクションを省
ける。これは非常に大きな違いです」
（鈴木）
また昨今、ほとんどのGPSウォッ
チに搭載されている心拍計測機能
もランニングには欠かせません。
「走ることに集中してくると、知
らぬ間にペースが上がって心拍も
上がりすぎている、なんてことがよ
くあります。例えば、170を超えると

かなり体に負荷がかかっている状
態なので、運動強度を落として心拍
数をコントロールする必要がありま
す。その逆も然りです」（鈴木）
コースや距離、時間、ペース、そし

て心拍数。これらは各ブランドのエ
ントリーモデルにも搭載されてい
る基本的な機能。ビギナーなら、目
安として3万円前後のモデルが狙い

目だと言います。
「目的に合わせてプラスαの機
能を持つものを選んでもいいでし
ょう。時計単体で音楽や聴けるも
の、タッチスクリーンで操作できる
もの、睡眠の質や健康状態を把握
できるライフログ機能など、バリエ
ーションはさまざまです」（鈴木）
また、スマホと同期させて使用す

るものがほとんどなので、電話やメ
ール、LINEの通知などを時計の画
面で受け取れる点も便利。これだ
けの高機能で3万円前後と考えれ
ば、決して高くはないでしょう。
「距離やコースを記録することが
『自分はこれだけ頑張っている』と
いう達成感につながり、モチベーシ
ョンにもなる。GPSウォッチの魅力
は、その点に尽きると思います」

鈴木 竜也（すずき たつや）
アートスポーツ リンクス梅田店
ロード＆トレイルランニングのほ
か、MTBも楽しむアクティブ派。生駒
山まで自転車で行き、2～3時間トレイ
ルランニングを楽しんで帰ってくるの
がお気に入りのコース。

リンクス梅田店・店長の鈴木がおすすめするGPSウォッチ3選

距離、ペース、タイム、心拍数はビギナーが押さえるべ
き基本項目。

ガーミン専用のアプリ画面。時計で記録したデータを
スマホで詳細に確認することができる。

GPSに心拍計と、ランニングに必
要なベーシック機能を押さえたエ
ントリーモデル。ディスプレイもシ
ンプルで見やすく、コストパフォー
マンスも抜群。ランニングを習慣
化したい人のGPSウォッチデビュ
ーに最適な1本です。

ランニング、ヨガ、自転車、ゴルフな
ど20種類以上のスポーツに対応す
るほか、日々の健康管理やSuica、タ
ッチ決済にも対応するなど、高機能
スマートウォッチとして人気のモデ
ル。小ぶりなボディで女性にもおす
すめです。

北欧ブランドらしいスタイリッシュなル
ックスに充実の機能を備えた最新モデ
ル。GPSや心拍計といった基本機能に
加え、高精度なナビゲーション機能や
体調管理機能なども搭載。長寿命バッ
テリーで、日常からアドベンチャーまで
幅広く対応してくれます。

必要十分な機能を
備えたハイコスパモデル

スマートウォッチデビュー
におすすめ！

トレイルに最適な
ナビ機能を搭載
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チ
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GARMIN
ForeAthlete55
¥32,000（税込）

GARMIN
VenuSQ Music
¥31,680（税込）

SUUNTO
SUUNTO 5 PEAK
¥43,890（税込）
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行
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普段使いのブラジャーで走った
せいでバストのトラブルに見舞わ
れる人は少なくありませんが、意
外と多いのが“サイズが合っていな
い”ことによるトラブル。
「まず、ご自身の正しいバストサ
イズを知ることが先決です。体重が
変わっていなくても、年齢とともに

体型は変化するもの。それなのに
毎年、同じサイズのブラを着けてい
る方は非常に多いんです」（西田）
「ブラのサイズが合っていない」
という問題をクリアしなければ、
「ユレ、ムレ、ズレ、スレ」といった
お悩みを根本から解決することは
できません。アートスポーツ本店で

は、ワコールのブラ検定を受けた
女性スタッフが常駐しています。
「バストの採寸から体型・目的
に合ったスポブラ選びをサポート
していますのでお気軽にスタッフま
でお申し付けください。ぜひ、お気
に入りの一枚を見つけるのにお役
立てください」（西田）

西田 朱里（にしだ あかり）
アートスポーツ 本店
フルマラソンはもちろん、
ウルトラマラソンやトレイ
ルランニングまでチャンレ
ジ経験のあるランニング好
き。職場の仲間と帰宅ラン
をすることもしばしば。

売り場でチェックすべきは、ユレ・ムレ・ズレ・スレ

CW-X独自の5方向サポート機能でバスト
のユレを軽減。薄くて軽い着用感が特徴
で肩の圧迫感も抑えてくれます。長距離ラ
ンに◎

CW-X スポーツブラ
Support Type HIGH HTY198
¥7,260（税込）

①ユレを防ぐサポート機能
普段使いのブラジャーで走ると、大きく
胸が揺れてバストラインの崩れや下垂
の原因になることも。ランニング用のス
ポブラには、ユレをしっかりサポートする
機能が必須です。「各ブランドが独自の
機能を展開しています。例えばCW-Xの
ハイサポートシリーズ。走行中のバスト
のユレの法則性を考慮した五方向のサ
ポートテープを内蔵することで、手で覆
うようにバストをしっかりホールドし、ユ
レを抑えてくれます」（西田）

肩甲骨の動きを妨げないYバックスタイル
で、ユレとともにズレも抑える。ランはもち
ろんフィットネスにもおすすめなミディアム
サポートのベーシックブラ。シルエットもコ
スパも◎

CW-X スポーツブラ
Support Type
MEDIUM SPORTSゆれケアBra HTY020
¥4,730（税込）

③ズレ防止の決め手
「スポーツブラは背面がYバックやクロ
スバック仕様になっているものがほと
んどです。肩甲骨まわりが大きく開いた
つくりが、腕振りの際に肩甲骨の当たり
を逃してくれるのでズレの心配があり
ません。またストラップ自体もやや幅広
で伸びにくいもの選ぶといいでしょう」
（西田）

バストの大きい人向けに作られたハイサポ
ートモデル。肌を面でカバーする360度フィ
ットのサポート機能によって、擦れの悩みを
解消してくれます。

CW-X スポーツブラ
Support Type HIGH HTY158
¥6,930（税込）

④アンダーのスレに注意
走ることで肌とブラが擦れ、傷やアザに
なってしまう人も少なくありません。その
原因の多くはサイズが合わないことにあ
ります。「サイズが合っていないと走って
いるときにブラがフィットせず動いてスレ
が起こります。特にバストの大きい方に
多い悩みです。まずはサイズをしっかり見
直すこと。その上で、ブラに脇肉が乗らな
いよう、正しくフィッティングするようにし
てください。バストの大きい方は背面を
しっかり覆ってくれるものを選ぶのもお
すすめです」（西田）

バストシルエットをキレイに見せつつユレを
抑えるC3fitの定番で、肌当たりの優しいアン
ダーゴムをはじめフィット感が快適。背面は
メッシュ仕様でムレも軽減。

C3fit
メッシュスポーツブラ
¥5,720（税込）

②ムレを軽減する通気性もチェック
夏場は特に気になる汗・ムレ対策。「ほと
んどのスポーツブラがメッシュ仕様で通
気性・速乾性に優れていますが、中には
生地が厚くて吸汗速乾機能が追いつか
ないものや、古くなると匂いが気になる
ことも。各ブランドにはメッシュをふんだ
んに使用したモデルや、抗菌防臭加工を
施したものもあるので試してみてくださ
い。また洗濯の際は、カップまで乾燥させ
ることもお忘れなく」（西田）

おすすめ！

おすすめ！おすすめ！
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10万点以上の品揃え「アートスポーツ ストア」 掲載価格は6月1日時点の価格となります。
予告なく価格が変更となる場合がございます。

最新の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・コムに未掲載の場合がごさいます。

ランニング

始めてみよう！ ランニング

THE EARTH162

快適な走りを助けてくれるベースレイヤー。たとえば筋肉のブレを抑えた快適な走りを助けてくれるベースレイヤー。たとえば筋肉のブレを抑えた
り、骨盤をサポートしてくれたり、汗を外に逃がしてカラダを冷えから守りり、骨盤をサポートしてくれたり、汗を外に逃がしてカラダを冷えから守り
ます。暑い夏でも着ている方が快適です。ます。暑い夏でも着ている方が快適です。

RUNNING
BASE LAYER 
ベースレイヤー

SUPPORT GEAR 
サポートギア

膝や腰など、痛めやすい箇所を安定させ、さまざまな動きを活性化膝や腰など、痛めやすい箇所を安定させ、さまざまな動きを活性化
させてくれるアイテムです。不安があれば早めに装着しましょう。させてくれるアイテムです。不安があれば早めに装着しましょう。

メリノウールのもつ湿気の吸
放湿性は、ユーザーの汗冷え
を防ぎ、臭いもシャットアウト。

S S、M、L、
（W's）XS、S、M
Cブラック
M ADVANCED JERSEY 140
（ウール50%・ポリエステル50%）

スマホでお買い物（M's）

6 934258 904817

スマホでお買い物（W's）

6 934258 902448

10%で 539円分 ポイント還元super. natural

ベースティー 140

SNM003820
SNW004390

¥5,390（税込）

クラシックなメリノミックスボクサーショーツです。
メリノウールが肌の乾燥を防ぎ、擦れを軽減します。

S S、M
Cブラック
Mウール47％、ポリエステル47％、
ポリウレタン6％

スマホでお買い物

6 934258 905333

10%で 385円分 ポイント還元super. natural

メンズベース
ミッドボクサー 175

SNM003860

¥3,850（税込）

吸汗速乾ウエアの下に着て、汗冷えや汗のベタつきを 
軽減します。ドライレイヤーの定番シリーズです。

S S、M、L、XL
W 39g
C BK
Mポリエステル100%

スマホでお買い物

4 573406 384587

5%で 204円分 ポイント還元finetrack

ドライレイヤーベーシックノ
ースリーブ

FUM0425

¥4,070（税込）

吸汗速乾ウエアの下に着て、汗冷えや汗のベタつきを 
軽減します。ドライレイヤーの定番シリーズです。

S S、M、L、XL
W 30g
C BK
Mポリエステル100％

スマホでお買い物

4 573406 385133

5%で 193円分 ポイント還元finetrack　WOMENS

ドライレイヤーベーシック
タンクトップ

FUW0423

¥3,850（税込）

ランニングが脚に与える影響を詳細に研究して開発された画期的なサポートシステムは、筋肉、腱、筋
膜の主要なグループを解剖学的にマッピング。より長く走るのに役立ちます。

S XS、S、M、L
C BLK/GRF、BLK/BRF
Mフロント：PWX 70D. ナイロン72% / エラステイン
（Invista LYCRA®）28%
バック：PWX 105D.ナイロン 65% /エラステイン
（Invista LYCRA®）35%

スマホでお買い物

9 336340 736967

10%で 1,100円分 ポイント還元2XU

MCSランコンプレッション
ショート

MA5331B

¥11,000（税込）

膝サポーター。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。シリコンパッドで膝蓋骨周辺部
を押さえ、骨液の浸出と感覚刺激を与えます。半月板損
傷、靭帯損傷、変形性膝関節症などの不安感に対応。

S 0～7
Cチタン、ブラック

S 1～6（左右あり）
Cチタン、ブラック

Bauerfeind

ゲニュTrain

62021104

¥12,650（税込）

腰サポーター。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。解剖学的形状により身体にフィットします。

S 1～6
Cチタン

スマホでお買い物（M's）

4 057532 084516

スマホでお買い物（W's）

4 057532 084585

10%で 2,420円分 ポイント還元 10%で 2,420円分 ポイント還元Bauerfeind

ルンボ Train
ルンボ Train LADY

62021131～62021142

¥24,200（税込）

足首サポーター。高さの違う外側と内側のくるぶしにあ
わせて配置されたシリコーンパッドが、装着時に足関節の
隙間を埋める事で安定性が高まります。足関節捻挫・関節
炎・変形性足関節症・足関節の不安定感に対応。

Bauerfeind

マレオ Train

￥10,780（税込）

BK

WOMENS
BK

BK

BK

チタン

ブラック

チタン

BLK/GRFBLK/BRF

チタン

LADY

スマホでお買い物

4 057532 199890

スマホでお買い物

4 057532 097653

10%で 1,265円分 ポイント還元

http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006986430/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006986430/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001005197364/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001005197364/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001005197364/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001005447832/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001005447887/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001005517809/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001004609114/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001005417830/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001005417852/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001005417852/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001005417852/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001005417858/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001005417858/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001005417858/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001007130222/index.html
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ランニング THE EARTH 163

お買い求めの際はこちら

LINE UP

ウール×ハイテク素材の
アンダーウェア

一年中、心地よく過ごせる

【 [sn]super.natural とは 】
天然素材・メリノウールと機能性
素材が出会って生まれた、スイス
発・アクティブウエアのブランド。
2012年にスタートし、インナー
ウェアはもちろんのこと、防寒ア
ウターやヨガ、スポーツ、シティ
やアスレジャーに対応できる、ラ
グジュアリーなアイテムも登場。
レディス・メンズ共に、幅広く展
開しています。

レディース ベース TEE
[SNW004390-872]
¥5390( 税込 )

メンズ ベース TEE
[SNM003820-872]
¥5390( 税込）

メンズ ベース ミッドボクサー
[SNM003860-872]
¥3850( 税込）

『[sn]super.natural』のアンダーウエアに使用されているのは、最高級ク
ラスの天然メリノウール。肌あたりも繊細で心地よいメリノウールが持つ
特性としては、吸放湿性に優れ、冬は暖かく夏は涼しいこと、防臭効果、
UV効果などが挙げられますが、この長所にハイテク素材のポリエステル
の良さを掛け合わせ、さらに進化を遂げたのが『[sn]super.natural』が
開発したオリジナルの素材です。年間を通して、スポーツのシーンはもち
ろん、高機能なインナーはビジネスやタウンでも高いパフォーマンスを発
揮。"第 2の皮膚 "とも称され、毎日を快適に過ごせるキーアイテムが、
『[sn]super.natural』の " クセになるアンダーウエア "なのです。
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10万点以上の品揃え「アートスポーツ ストア」掲載価格は6月1日時点の価格となります。
予告なく価格が変更となる場合がございます。
最新の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・コムに未掲載の場合がごさいます。

ランニング

始めてみよう！ ランニング

THE EARTH 165

ランニングを快適にするための小物はさまざまです。最大のパフォーマンスをランニングを快適にするための小物はさまざまです。最大のパフォーマンスを
維持するためには機能性に優れたランニング用のグッズをおすすめします。維持するためには機能性に優れたランニング用のグッズをおすすめします。ACCESSORY

アクセサリー

ハイドレーションや小物を入れるベストなど、走りを楽しむための素敵ハイドレーションや小物を入れるベストなど、走りを楽しむための素敵
なギアを手に入れて、もっと楽しいランニングを楽しみましょう。なギアを手に入れて、もっと楽しいランニングを楽しみましょう。

RUNNING
HYDRATION&
BACK PACK 
ハイドレーション＆バックパック

6月下旬発売予定

6月下旬発売予定

ソフトで通気性に優れ、ゆったりとした収納スペースを備えたハイドレーションベスト。フ
ラスクを取り出しやすい胸ポケットをはじめ、長めのトレイルランニングでの快適さと水
分補給のしやすさを追求しました。

S XS、S、M、L、XL
W 8ℓ、278g
C BLACK/EBONY、WROUGHT 

I R O N / S E D O N A  S A G E、
NAUTICAL BLUE/MOOD 
INDIGO
M 本体：裏地：ナイロン100％、背
面：ポリエステル100％

RUSH 独自のVEST WRAP CONCEPTはそのままに、縦伸びしないストレッチメッシュ
を採用。軽さと通気性をアップさせました。普段使いからロングレースまでこなすオールラ
ウンドモデルです。

S  12L
W  310g
C  スカイグレー
M  ストレッチメッシュ

スマホでお買い物

4 573229 413907

10%で 1,540円分 ポイント還元PAAGOWORKS

ラッシュ12

RP903

¥15,400（税込）

トレーニングからレースまで「かなり」使えるランニング
ベルト。ユニークな前後ダブルポケットにより、使い勝手
の良さとフィット感を両立させました。

S  サイズ：270X90X10mm
W  250g
C  スカイグレー
M  主素材：ストレッチメッシュ

スマホでお買い物

4 573229 413914

10%で 682円分 ポイント還元PAAGOWORKS

ラッシュヒップ

RP206GLA

¥6,820（税込）

羽のように軽く、速乾性のあるランニングキャップ。どん
な天候下のランニングでも、ランナーをしっかりサポート。
レザーカットによって通気性がアップし、頭を涼しく爽や
かに保ちます。

S  F
C  GREY/NAVY/BLACK/BLUE

スマホでお買い物

4 589791 837065

10%で 440円分 ポイント還元On

ライトウェイトキャップ

30100015

¥4,400（税込）

移動時やベンチでの待機時間はもちろん、競技によって
は着用が必須となるアスリートへ向けて、パフォーマン
スの低下に繋がる要素を極限まで軽減した本格的なス
ポーツマスクです。

S  S/M/L/XL
C  GARY、BLACK
M  表地/NYLON100％、内側当て
布/POLYESTER100％

スマホでお買い物

4 580044 243879

10%で 363円分 ポイント還元blueeq

アスリートフェイスマスク
ノーズクリップ

BQACC018

¥3,630（税込）

GREY

NAVYBLACK

BLUE

サーモモールドボトムと42mmの幅広キャップ、 
ハイフローバルブが特長。飲みやすく、簡単に補充し
て収納できるため、ランニングに集中して挑むことが
できます。またフラスクは飲むと圧縮されるので、水
が跳ねたり揺れることがなく、正確な残量もひと目で
確認できます。

S  500ml
W  38g

スマホでお買い物

0 193128 188955

10%で 330円分 ポイント還元salomon

ソフトフラスク500ml/
17oz SPEED 42

LC1312100

¥3,300（税込）

原点であるルーファス8から派生したルーファス12。速さを求めるレースはもちろん、ファ
ンランナーの要求にも応える容量のトレランパックです。フィット感や使い勝手の良さは8
を継承し、安定感にも優れ日常のランニングライフを支えます。

S  12L　W  490g
C  ネイビー、
（W's）ホワイト
M  100% NYLON

EXTERIOR 100%
POLYESTER
LINING

GREGORY

ルーファス 12

1431461596/1431481908

¥20,900（税込）

スマホでお買い物（M's）

0 190207 083767

スマホでお買い物（W's）

0 190207 083798

10%で 2,090円分 ポイント還元

スマホでお買い物

0 193128 701000

10%で 1,089円分 ポイント還元salomon

アクティブスキン8

LC15682

¥10,890（税込）

BLACK/EBONY

NAUTICAL BLUE/
MOOD INDIGO

ROUGHT IRON/
SEDONA SAGE

ネイビー
7月下旬発売予定WOMENS

ホワイト

8月下旬発売予定

https://www.yodobashi.com/product/100000001006107251/
https://www.yodobashi.com/product/100000001005756083/
https://www.yodobashi.com/product/100000001005564467/
https://www.yodobashi.com/product/100000001005457857/
https://www.yodobashi.com/product/100000001006962605/
https://www.yodobashi.com/product/100000001007123882/
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　登山やキャンプのように遠出をしなくても、家でも近
所の公園でも、「どこでも」できてしまうのがフィットネ
スの魅力です。最近は自宅でのヨガに加えて、公園や
河原で行う「野良ヨガ」（同じように楽しむ仲間と名付
けました）を楽しんでいます。朝にヨガを行うことで、そ
の日の自分の体調に目を向けることができるし、短時
間でも集中することで頭がすっきりし、1日の活動がス
ムーズになります。
　家でも楽しめるヨガや筋トレは、筋力、体力アップな
どの健康維持や、リラックス効果もあってストレス解消
にもなります。なかなか外出が難しいご時世ですが、
関連する配信動画も増えているので、前向きに捉えれ
ば、自分ひとりでも気軽にフィットネスが楽しめる時代
でもあります。いろんなツールを使いながら、日常的に
フィットネスを楽しみましょう。

水元公園
汗をかいてスッキリ! フィットネス

高島 晴陽（たかしま はるひ）
アートスポーツ 本店
ヨガ歴3年

ホットヨガに２年ほど通い、コロナ以降は、家
ヨガや屋外で行う野良ヨガに親しむ日々。ラ
ンニングも行っており、毎年正月には初日の
出ランを決行。アウトドアやフィットネスを通し
て人とふれあうことが好き。

体も心も喜ぶフィットネスで
毎日の元気をチャージ！



フィットネス THE EARTH 167

お気に入
り

アイテム

Patagonia/ウィメンズ・ロングスリーブ・キャプリーン・
クール・デイリー・シャツ RHLX　¥5,170（税込）
Patagonia/メンズ・テルボンヌ・ジョガーズ SMDB 
¥12,100（税込）
2021年秋冬からアートスポーツ本店と石井スポーツの
一部店舗での取り扱いを再開したパタゴニア商品。アウ
トドアアクティビティのための最高の製品をつくりなが
らもいち早くサステナビリティへの意識を持ったブランド
の人気商品です。

都内とは思えぬほどの、
広がりと心地良さ
「今日はどこでヨガをしよう？」と迷う
ほど、広大な敷地を有している公園で
す。場所や季節によって景観が変わるの
で、気分転換にはピッタリ。大きな芝生
の広場があるので、人の目を気にせず
思いっきり空を見上げながらヨガをす
るも良し。日差しの厳しい季節には木陰
に入るも良し。フィットネス以外にも、さ
まざまな遊びができる万能公園なので、
バーベキュー広場でキャンプで使うアイ
テムを試してみたり、ランニングにもお
すすめです。周回道は1周10km。長距離
を走りたくなったときには近くの江戸川
にもすぐアクセスできます。

江戸時代、江戸川と中川（古利根川）
の間に作られた用水地・小合溜に沿って
広がる、葛飾区に位置する都内最大規
模の水郷公園。その敷地面積は96.3ha
を誇ります。ポプラ並木や「生きた化石」
と言われるメタセコイアの森。ハナショ
ウブやスイレンなどをはじめとした植
生、ほかにもオオタカやカワセミなど、さ
まざまな野鳥の姿も見られるという自
然の豊かさで知られています。
園内にはバーベキュー広場（完全予
約制）や釣り堀などもあり、子どもから
大人まで手軽にアウトドア体験ができ
る、人気のスポットです。

FIELDスタッフおすすめの感動フィールド
水元公園

水元公園

水元公園
汗をかいてスッキリ! フィットネス
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10万点以上の品揃え「アートスポーツ ストア」 掲載価格は6月1日時点の価格となります。
予告なく価格が変更となる場合がございます。

最新の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・コムに未掲載の場合がごさいます。

フィットネスTHE EARTH168

FITNESS
WEAR
ウエア

カラダにフィットすることはもちろん、汗を吸い込みやすく、乾きやすい快適なウエアです。 カラダにフィットすることはもちろん、汗を吸い込みやすく、乾きやすい快適なウエアです。 
女性はスポーツ専用ブラを着用することで、よりエクササイズがしやすくなります。女性はスポーツ専用ブラを着用することで、よりエクササイズがしやすくなります。

SG

K BG

GY

脇に縫製の無い丸編みシームレス仕様のインナーブラ付きタンクトップです。インナーブ
ラは縫い込み式で着用時や洗濯でのカップのずれを軽減します。

S  M、L
C  ブラックミックス（KM）、
ラベンダー（LA）

M  NON STRESS KNITII（ポリエステル
53％、ナイロン47％)

スマホでお買い物

4 550413 240037

10%で 715円分 ポイント還元ダンスキン　WOMENS

ノンストレスYバック

DA10105

￥7,150（税込）

優れた吸汗速乾性を備えた高機能グラフィックTシャツです。素材は、リサイクルポリエス
テルを使用したストレッチ天竺生地。シルエットは、定番のレギュラースタイル。清涼感あ
る肌触りで、汗を多くかくシーンでもドライ感が持続します。

S  S、M、L、LL
C  バンフブルー（BF）、ブラック（K）、
ニュートープ（NT）、ホワイト（W）、タ
ンドリースパイスレッド（TA）

M  FLASHDRY Recycled Polyester 
Spun Knit（ポリエステル100％）

スマホでお買い物

4 550207 729892

10%で 473円分 ポイント還元THE NORTH FACE

ショートスリーブ ハーフドーム
グラフィックティー

NT32273

￥4,730（税込）

ユレ・ズレをおさえて動きやすいミディアムタイプのスポーツブラです。トレーニング・ジョギ
ング・ダンス等、さまざまなアクティブシーンに。デルタサポート®機能でバストのユレを軽
減。丸くてきれいなバストシルエットをキープします。

S  S、M、L、LL
C  BL、GY、SG、PI
M  ポリエステル、ナイロン、
ポリウレタン

スマホでお買い物

4 991876 892553

10%で 473円分 ポイント還元CW-X　WOMENS

スポーツブラ 
サポートタイプ ミディアム

HTY020

￥4,730（税込）

バストのラインをきれいに見せながらも、ユレを抑えるC3fitの定番スポーツブラ。アン
ダーゴムはやわらかく速乾性に優れ、身体に優しくでもしっかりとフィットします。背面は
メッシュで切替えており、発汗時のムレを抑えます。 

S  SAB、SCD、MAB、MCD、MEF、LAB、LCD、LEF
C  ブラック(K)、スモークベージュ(BG)、スモークネイビー(NN)
M  ポリエステル85％、ポリウレタン15％　メッシュ部分：ナイロン84％、ポリウレタン16％

C3fit

メッシュスポーツブラ

3FW88101

￥5,720（税込）

KM

LA

BF
K

NT TA W

スマホでお買い物

4 548312 148622

10%で 572円分 ポイント還元

NN

http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001005973347/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006854024/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001005761467/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001004858761/index.html
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フィットネス THE EARTH 169

汗をかいてスッキリ！ フィットネス

吸汗速乾、抗菌防臭、UVケア（UPF15-30、紫外線カット率85％以上）機能を付加したスト
レッチ素材を使用。その名の通り毎日着用したくなる手触りの良いソフトな風合いと優れ
た着心地が特徴のロングパンツです。

S  S、M、L、XL
C  ブラック（K）、ウォームグレー（WH）、
ミックスグレー（Z）

M  HEATHER JERSEY ECO（ポリエス
テル88％、ポリウレタン12％）

ダンスキン

エーディーエージェイ
ロングパンツ

DA622101

￥9,350（税込）

腰、もも、膝、ふくらはぎをしっかり守りながらも、C3fit独自の立体設計により動きやすさ
を両立した一枚です。発汗時も肌面のべたつきが少ない通気性に優れたドライメッシュ
素材を採用しています。

S  M、L、XL、BS、BM、BL
(W’s)S、M、L、RM、RS

Cブラック（K）
M  ナイロン68％、ポリウレタン32％

C3fit

インパクトエアー ロングタイツ

3F14127/3FW14127

￥14,850（税込）

スマホでお買い物

4 550207 667460

10%で 935円分 ポイント還元

K

K

WH

Z

10%で 1,485円分 ポイント還元
スマホでお買い物（M's）

4 549397 876134

スマホでお買い物（W's）

4 549397 877971

WOMENS
K

http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006850168/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001003429433/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001003429433/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001004852198/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001004852198/index.html
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フィットネスTHE EARTH170

汗をかいてスッキリ！ フィットネスFITNESS
TRAINING
EQUIPMENT
　　　　　トレーニンググッズ

自宅でもできる手頃なトレーニンググッズです。ちょっとした器具を使うこと自宅でもできる手頃なトレーニンググッズです。ちょっとした器具を使うこと
で、エクササイズの幅が大きく広がります。カラダを痛めることなく鍛えるたで、エクササイズの幅が大きく広がります。カラダを痛めることなく鍛えるた
めにもこれらの機器は有効的です。めにもこれらの機器は有効的です。

二重構造のグリップ力でより一層の安定感を得られます。身長 150-165cmの方を想定したデサインとなって
おります。さまざまなエクササイズやトレーニングに利用できます。室内での運動に最適です。

C  グレー
M  アンチバースト設計　ポンプ：付属

スマホでお買い物（55cm）

0 885652 008518

10%で 341円分 ポイント還元adidas

ジムボール 55cm/65cm

ADBL-11245GR

￥3,410（税込）
￥3,960（税込）

1cm厚でクッション性があるので、手や膝などのあたる部分を保護して快適にトレーニングやストレッチを
行うことができます。

S  183×61×（厚さ）1cm
W  1250g
C  グレー、ブラック
M  ナブラ

スマホでお買い物

0 885652 010252

10%で 594円分 ポイント還元adidas

トレーニングマット

ADMT-12235GR

￥5,940（税込）

体幹を鍛えるのに便利な腹筋ローラー。トレーニングに集中できる、握りやすいソフトなグリップハン
ドルを採用。ボディを床に近づけて、狙った筋肉に効果的に効かせることができる、使いやすい作り。

S  29x18x18cm
C  ブラック
M  ポリプロピレン100%、芯：熱可
塑性ゴムタイヤ100%、ハンドル

スマホでお買い物

0 885652 002370

10%で 286円分 ポイント還元adidas

アブホイール

ADAC-11404

￥2,860（税込）

55cm
65cm

http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001004325812/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001004338541/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001002898392/index.html
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10万点以上の品揃え「アートスポーツ ストア」掲載価格は6月1日時点の価格となります。
予告なく価格が変更となる場合がございます。
最新の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・コムに未掲載の場合がごさいます。

フィットネス THE EARTH 171

14cm

14cm

33cm

直径：14cm
長さ：33cm
重さ：604ｇ

汗をかいてスッキリ！ フィットネスFITNESS
RECOVERY
EQUIPMENT
　　　　　リカバリーグッズ

スポーツをしたあとの肉体疲労を解消するグッズもさまざま。日々の スポーツをしたあとの肉体疲労を解消するグッズもさまざま。日々の 
トレーニングで負荷をかけたカラダをしっかりリカバリーしましょう。 トレーニングで負荷をかけたカラダをしっかりリカバリーしましょう。 
仕事で疲れたカラダをマッサージするのにも良いです。仕事で疲れたカラダをマッサージするのにも良いです。

マッサージセラピストの手技のような感覚を再現した特許構造により、効果的に全身の筋
膜リリースができる本シリーズの定番アイテム。

S  直径14cm、長さ33cm　W  604g
C  ブラック、オレンジ、カモフラージュ、ピンク、ライム、カモフラージュグレー、カモフラージュブ
ルー、ミント、ミッドナイト

M  ABS樹脂構造　EVA素材採用

スマホでお買い物（02）

0 096506 044020

10%で 550円分 ポイント還元トリガーポイント

グリッド フォームローラー

04401/04402/04403/
04404/04405

￥5,500（税込）

筋肉疲労や痛みの原因により深くアプローチする「MB5マッサージボール」で、誰でも手
軽に筋膜リリース。首、肩、大腿部のみならず、胸部、大腰筋部、臀部にアプローチすること
で、肩関節周囲、股関節可動性アップに絶大な効果を発揮します。軽量なので、旅先・出張
先にも持ち歩きが可能。いつでも手軽にセルフマッサージが行えます。

S  直径12cm
W  141g
C  グリーン、ブラック、
レッド/ブラック

M  EVAフォーム素材

スマホでお買い物

0 096506 044228

10%で 418円分 ポイント還元トリガーポイント

マッサージボールMB5

04422

￥4,180（税込）

複数の圧迫ポイントが問題点を刺激し、日常生活で疲労蓄積した筋肉の緊張を和らげ体
全体のバランスを整えます。足裏をローリングすることで、足裏から体背後を経由し頭部
に繋がる筋膜の動きを柔軟にし、筋膜の癒着を解消します。

S  直径：7cm、長さ：17cm
W  270g
C  オレンジ、ブラック
M  結晶体構造・溝 Channeling

スマホでお買い物

0 096506 044174

10%で 418円分 ポイント還元トリガーポイント

ナノフットローラー

04417

￥4,180（税込）

Hypervolt 2は、3段階の強力な振動によって、トレーニング前後の身体のトータルサポー
トに最適なアイテムです。セルフサポートだけでなくトレーナーの方もクライアントに使用
頂けます。片手で使える約870gの軽量。コードレス式で使用するので場所を選びません。

S  横16×縦24×幅6cm
W  約870g
C  グレー
M  付属品：充電器、

5種類のヘッドアタッチメント

スマホでお買い物

4 582589 120370

10%で 4,600円分 ポイント還元ハイパーアイス

ハイパーボルト 2

Hypervolt 2

￥46,000（税込）

オレンジ

ブラック カモフラージュ ピンク ライム

オレンジ

ブラック

http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001004640019/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001004640059/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006881845/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001004640044/index.html
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　家にこもりっきりで座ってばかりの毎日
を送っていませんか？
　身体を動かしていないと、ぜい肉がつ
いたり、筋肉が落ちたり、血流が悪くなった
り、フィジカルな面ばかりでなく、メンタル
面にも悪影響を及ぼす可能性も指摘され
ています。最近では、心療内科や精神科な
どの医療現場でも、ヨガやピラティスなど
のフィットネスを取り入れるなど、運動の効
果が期待されています。
　とは言っても家事や仕事に追われる毎
日。ジムに行く時間もなく、いきなり運動を
しても、逆に身体を壊してしまわないか心
配もあります。
　ひとりだと、いつも長続きしないという
方もいらっしゃるでしょう。皆さまのそんな
お悩みを解決する運動法を考えてみまし
た！ ちょっと空いた時間にご自宅でできる
フィットネスや、手軽に取り組める楽しい
健康生活！ さぁ、始めましょう！

動ける身体に感動フィットネス
身体づくりに
　　チャレンジしよう！

みんなで一緒に
ハードな打ち合いよりも
楽しく汗をかきましょう

グリップにもこだわり。
ウェット感を維持しながら
吸汗性能を両立

まずはラケット選びから。
レクリエーションプレーヤーに最適

道具選びも楽しいですね。
ボールは何を使おう……

　コロナ禍、ひとりで家にいるとストレスが
たまって……。たまには身体を動かしに出
かけましょう。ウォーキング、ランニングも
いいですが、できれば仲間やご家族と一緒
に楽しみたい、そんな方にテニスをご提案
します。テニスなら人と人とが密接になら
ず、しかも仲間どうし、ご家族どうし、みん
なで楽しむことができます。
　「テニスって、球を追いかけて走った
り、スマッシュを打ったり、ハードにならな
い？」。何もテニスで勝負しなくてもいいの
です。「身体を動かす」ことにポイントをし
ぼってプレイしましょう。たとえば、相手が
打ちやすいようにゆっくりのボールを打っ
て、何往復ラリーができたかとか、きれいな
フォームで打てたかなどを目的にプレイす
れば、みんなで楽しく身体を動かすことが
できます。
　テニスコートに広がるみんなの笑顔が
浮かんできそうですね。

仲間や家族と楽しく身体を動かしたい

テニスがおすすめ

Wilson
TOUR STANDARD
4個入り￥556（税込）

HEAD
Prime Tour Singlepack BK
￥330（税込）

HEAD
Speed TEAM
2022 G2
￥37,400（税込）

https://www.yodobashi.com/product/100000001006526514/
https://www.yodobashi.com/product/100000001006526542/
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ボールに座る、マットに横になって
身体を伸ばすそれだけでOK！

スクールに通う

ひとりでできる

水の中で、ゆったり楽しく
フィットネス

ただ座るだけでも、背筋が伸び、
体幹バランスの調整につながります。

ウエア、キャップ、ゴーグルは
プールに入る際の「三種の神器」

見た目はちょっとおしゃれな部屋着のようですね。
機能的なレディースセパレーツスイムウエア

スイミングプールでキャップは必須。
薄くて柔らかいシリコーンキャップ。

身体を横にし、節々を伸ばしストレッチ。
体幹トレーニングにもおすすめです。 座るだけ、横になるだけじゃ

物足りないという方に。
最初は膝をつけて
気楽に始めましょう。

　家でできるフィットネスのメリットは何と
いっても自分のペース、タイミングでできる
こと。とはいえ、「身体がなまっているから、
トレーニングしよう！」と思っても、「何を、ど
うしたらいいの？」という戸惑いもあるで
しょう。そのような方におすすめしたいのが
「ストレッチ」と「体幹トレーニング」です。
ストレッチをして筋肉を伸ばすことで、使い
すぎた筋肉をほぐし、また、リラクゼーショ
ン効果も期待できます。
　「体幹」とは、その言葉通り、「体」の
「幹」。頭部、手、足をのぞいた胴体部分を
さします。たとえば上腕部だけを鍛えたと
しても、バランスが崩れ、身体に無理な負
担がかかってしまいます。テレビを見ると
き、バランスボールに座るだけでも、腹筋
が鍛えられ、身体の調子も良くなるはず。ま
ずは簡単にできることから始めましょう。

　「自分ひとりだと、どうしても続かない」
「ジムのようなところに行きたいけれど、
筋トレやハードな運動はやりたくない」。
だったら「アクアフィットネス」はいかがで
しょう。
　水泳というと、苦手意識を持っていらっ
しゃる方も多いかもしれませんが、泳が
なくてもいいのです。プールの中で歩い
たり、股関節を回したり、音楽に合わせて
踊ったり。水の抵抗を利用して、効率良く運
動できるのがアクアフィットネスです。水中
では、陸上の2/3の運動量で、同程度のカロ
リー消費が期待でき、また、足腰にあまり
負担をかけずに、全身の筋肉を鍛えること
ができるのが魅力。最近のスイミングクラ
ブやスクールでは、フィットネスプログラム
を提供しているところもたくさんあります
ので、それらを受講するのも良いでしょう。
老若男女、どなたにもおすすめできるのが
アクアフィットネスです。

リモートワークや家事の合間に運動不足解消

おうちフィットネス

ランニングや筋トレは苦手……足腰にも不安アリ

アクアフィットネス

adidas
トレーニングマット
￥5,940（税込）
size：55cm
color：グレー

speedo
ディアゴナセパレーツ
￥13,750（税込）

adidas
ジムボール
￥3,410（税込）
size：55cm
color：グレー

speedo
シリコーンキャップ
￥1,320（税込）

adidas
アブホイール
￥2,860（税込）

view
DOUBLE FIT
SWIPE ゴーグル
￥1,980（税込）

https://www.yodobashi.com/product/100000001006863665/
https://www.yodobashi.com/product/100000001003833764/
https://www.yodobashi.com/product/100000001002703415/
https://www.yodobashi.com/product/100000001002898392/
https://www.yodobashi.com/product/100000001004338541/
https://www.yodobashi.com/product/100000001004325813/
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10万点以上の品揃え「アートスポーツ ストア」 掲載価格は6月1日時点の価格となります。
予告なく価格が変更となる場合がございます。

最新の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・コムに未掲載の場合がごさいます。

フィットネスTHE EARTH174

汗をかいてスッキリ！ フィットネスFITNESS
SWIMSUIT
水着

泳ぎを楽しむための水着はできるだけ心地の良いものをセレクト泳ぎを楽しむための水着はできるだけ心地の良いものをセレクト
したいもの。カラダにフィットするタイプ、普段着のように楽に着れしたいもの。カラダにフィットするタイプ、普段着のように楽に着れ
るタイプ、本格的に泳ぐなら競泳用の水着が必要になります。るタイプ、本格的に泳ぐなら競泳用の水着が必要になります。

これからスイムを始める人も、上達したい人も、気持ちよく楽しく泳ぐ人たちに向けたスイ
ムエクササイズ用水着コレクション「Swim Exercise（スイムエクササイズ）」。デザイン性
と泳ぎやすさを兼ね備えた、機能的なレディースセパレーツです。トップスはディアゴナル
（対角線）デザインでシャープな印象。

S  M、L、O、XO
C  ネイビーミックス（XN）、カーキミックス（XH）、
ライラック（LA）

M  <トップス>ヘザーストレッチ（ポリエステル90％、
ポリウレタン10％）、ENDURANCE SP（複合繊
維（ポリエステル）65％、 ポリエステル35％）/ヘ
ザーストレッチ（ポリエステル90％、ポリウレタン
10％）

スマホでお買い物

4 550207 693223

10%で 1,375円分 ポイント還元speedo　WOMENS

ディアゴナセパレーツ

SFW22215

￥13,750（税込）

ゆったり泳ぎたいフィットネススイマーに向けたLoosenシリーズ。メーカーが独自開発し
た透け感を抑えた適度な厚みが特徴の素材「Ultra Stretch」を採用。高い撥水性とスト
レッチ性、縦にも横にも自由に伸びて様々な体型にもフィットする、泳ぎやすいレディース
ハーフニースキンです。

S  M、L、O
C  ブラック×ホワイト(KW)、ブ
ラック×ピンク（KP）

M  Ultra Stretch（ポリエステ
ル70％、ポリウレタン30％）

speedo　WOMENS

ソニックダイブルースン
ハーフニースキン

SFW12154

￥12,100（税込）

毎日泳ぐマスターズスイマーのためのレディースコンフォカットスーツ。高い伸縮性と撥
水性、生地の厚みで快適なフィット感と速さを両立したFLEX Σ II（フレックス・シグマ・
ツー）」素材を採用。陰影のある表面加工によって、ボディラインをカバーする効果も兼ね
備えています。FINA承認モデル。食い込みを軽減する幅広の肩ひも。

S  S、M、L
C  ネイビーブルー（NB）、ブラック（K）
M  FLEXΣⅡ（ポリエステル85％、ポリウレ
タン15％）

スマホでお買い物

4 550207 689578

10%で 1,210円分 ポイント還元speedo　WOMENS

フレックスシグマ 2
コンフォカットスーツ 2

SCW02203F

￥12,100（税込）

高いストレッチ性とフィット感を兼ね備えた「CD-2WAYトリコット」素材を採用したメンズ
ジャマーです。伸縮性に富んだ着用感で、快適なエクササイズをサポートします。膝上まで
のレッグ丈（4分丈）。左サイドにSpeedoのビッグロゴをデザイン。ベーシックなインナー
付き。

メンズフィットネス水着の中でも、一番ゆったりとしたフィット感になっており、ストレスなく、
リラックスして履いていただけます。 高い耐塩素性、ストレッチ性に加え、透けにくい厚み
と柔らかな風合いを実現した素材「ENDURANCE SP（エンデュランス・エスピー）」を採
用。インナー付き。

スマホでお買い物

4 550413 465911

10%で 660円分 ポイント還元

XH LA

XN

XN

スマホでお買い物

4 550413 467854

10%で 1,210円分 ポイント還元

KP

KW

S  S、M、L、O、XO
C  ブラック×ターコイズ(KQ)、
ブラック×シルバー(KV)、ブ
ラック×レッド(KR)

M  CD-2WAYトリコット（ポリ
エステル85％、ポリウレタン
15％）

S  M、L、O、XO
C  ブラック×ライム（KL）、
ブラック（K）

M  ENDURANCE SP(複
合繊維 (ポリエステ
ル)65％、 ポリエステル
35％)(複合繊維(E)65 
E35)

speedo

ビッグライナージャマー

SF62060

￥5,940（税込）

speedo

ロゴルーズジャマー

SF61969

￥6,600（税込）

KL

KV

KR

K

K

NB

スマホでお買い物

4 550207 273166

10%で 594円分 ポイント還元

KQ

http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006863665/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006245395/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006863124/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001005747965/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006245466/index.html
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10万点以上の品揃え「アートスポーツ ストア」掲載価格は6月1日時点の価格となります。
予告なく価格が変更となる場合がございます。
最新の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・コムに未掲載の場合がごさいます。
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RC

汗をかいてスッキリ！ フィットネスFITNESS フィットネス
SWIMING GOODS
スイミンググッズ

水泳バッグや水中眼鏡など、泳ぎを楽しむために欠か水泳バッグや水中眼鏡など、泳ぎを楽しむために欠か
せない道具を紹介します。プールで泳ぐ際は、キャップせない道具を紹介します。プールで泳ぐ際は、キャップ
は必ず必要になります。は必ず必要になります。

スマホでお買い物

4 983608 155760

10%で 198円分 ポイント還元VIEW

ダブルフィット
スワイプゴーグル

V540SA

￥1,980（税込）

ソフトジェルのような素材を使用したフレームは顔の形にしっかりフィット。クッションのよ
うな快適性があります。内部の強いフレームは安定したフィット感をキープ。特徴的なフェ
イスパッドのデザインで柔軟性が向上し、より水が浸入しにくく、快適に装着できます。

肌触りがなめらかで柔らかく、頭を締め付けることなく優しく包み込む、フィット感に優れ
たトリコットキャップ。ジムなどでストレスのない泳ぎを求める方に最適なキャップです。

くもり止め効果持続10倍のフィットネス一般ゴーグルです。長く着けていても快適さを
キープ。レンズを覆うフレーム部分に「しっかりタイプ」のシリコーン素材を使用してフェイ
スパットがズレにくく、肌に触れる部分には「やわらかタイプ」のシリコーン素材を使用し
て最適なフィット感を実現。

防水・撥水素材を採用したウォータープルーフです。ツヤ
消しの止水ファスナーのつまみが両側についたことで、
より開閉しやすくなりました。軽量かつコンパクト。ひとつ
は持っておきたいスイマー必須アイテムです。プールやト
ラベル、アウトドアにはもちろん、雨の日の濡れた雨具入
れなどにも使いやすいデザインです。

全身の水分を拭き取るための水泳用タオル。従来のセー
ムタオルに比べて、吸水速度が約３倍・速乾性が約1.4倍
（メーカー比）にアップ。絞ると吸水性が復活するので、何
度でも使用することができます。さらに、これまでのセーム
タオルの「乾くと非常に硬くなる」という課題を解消し、乾
いた状態でもしなやかで柔らかな肌触りが持続。

C  BL、BK

S F
C  ネイビーブルー（NB）、
ブラック（K）、ホワイト（W）

M  ポリエステルトリコットI I
（ポリエステル80％、ポリ
ウレタン20％）

S  S（幅20×高さ10×マチ12cm）
C  フラッシュイエロー、ネイビーブルー×ブルー、ターコイ
ズ、ホワイト、フラッシュピンク、スモークカーキ、ブラッ
ク、ネイビーブルー、ブラック×スモークカーキ、ブルー

M  ナイロン（ナイロン100％）

S  W680×H430mm
C  グレイ、ブルー、グリーン、ピンク、イエロー
M  ナイロン/ポリウレタン

スマホでお買い物

4 550207 271605

10%で 110円分 ポイント還元speedo

トリコットキャップ

SE12070

￥1,100（税込）

スマホでお買い物

4 909494 240915

10%で 209円分 ポイント還元speedo

ウォータープルーフ（S）

SD98B66

￥2,090（税込）

スマホでお買い物

4 549398 980748

10%で 275円分 ポイント還元speedo

マイクロセーム
タオル（L）

SE62002

￥2,750（税込）

薄くて柔らかいので、頭になじみやすい、無地のシリコーンキャップです。

S  F
C  ブラック（K）、ブルー（BL）、
シルバー（SV)

M  シリコーン

スマホでお買い物

4 940174 455700

10%で 132円分 ポイント還元speedo

シリコーンキャップ

SD93C03

￥1,320（税込）

K

BL

SV

ブルー

グレイ

グリーン

フラッシュイエロー

ネイビーブルー×ブルー ターコイズ ピンク イエロー

BL

K NB

BK

WB

BL

GK

C  グレイ×ブラック（GK）、
ホワイト×ブルー（WB）、
レッド×クリア（RC）

M  レンズ/セルロースアセ
テート、フェイスパッド/エ
ラストマー、フレーム/ポ
リプロピレン、ストラップ/
シリコーン

スマホでお買い物

4 908046 850787

10%で 297円分 ポイント還元speedo

フューチュラ バイオフューズ
フレキシーシール 

SE01905

￥2,970（税込）

speedo最先端の人間工学を踏まえ開発された、軟性資
材を一体化したイヤープラグ。フランジ部分で耳の奥へ
の水の浸入を防ぎます。イヤホンタイプで耳への納まりが
よいです。

C BL
M  フランジ／サーモプラスチックラバー、コア／サーモプラ
スチックラバー

スマホでお買い物

4 936150 901798

10%で 88円分 ポイント還元speedo

Biofuse イヤープラグ

SD91A10

￥880（税込）

http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001003833764/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001004851404/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001005748019/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001002703420/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001004063225/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001005443342/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001002703272/index.html
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10万点以上の品揃え「アートスポーツ ストア」 掲載価格は6月1日時点の価格となります。
予告なく価格が変更となる場合がございます。

最新の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・コムに未掲載の場合がごさいます。

フィットネスTHE EARTH176

［取り扱い商品］　 登山　 クライミング　 キャンプ　 トレイルランニング　 ランニング　 フィットネス　 スキー　　 バックカントリースキー　 テニス　 スイム

■ 関東エリア
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  4～9月のみ　   
東京都千代田区神田小川町3-10
TEL.03-3295-3215

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

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

ヨドバシ新宿西口店         
東京都新宿区西新宿1丁目10-1
ヨドバシ新宿西口駅前ビルB1F/B2F
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

ヨドバシさいたま新都心駅前店
          

埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4丁目263-6 3F
TEL.048-645-1032

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

ヨドバシ宇都宮店           
栃木県宇都宮市駅前通り1-4-6 トナリエ宇都宮 8階
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1-3-3 ヨドバシカメラマルチメディア甲府4階
TEL.055-221-0141

松本店       
長野県松本市平田東3-1-5
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
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

宮の沢店 
北海道札幌市西区宮の沢1条1-6-1
TEL.011-676-8360

■ 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

ヨドバシ仙台店       
宮城県仙台市宮城野区榴岡1-2-13 ヨドバシ仙台 4階
TEL.022-355-7906

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1-1 LINKS UMEDA 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

アートスポーツ本店       
東京都台東区上野3-25-10 松坂屋パークプレイス24 1階＆2階
TEL.03-3833-8636

ヨドバシ新宿西口店   
東京都新宿区西新宿1丁目10-1 ヨドバシ新宿西口駅前ビルB1F
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（石井スポーツ吉祥寺店内）
TEL.0422-27-1231

ヨドバシ横浜店     
神奈川県横浜市西区北幸1-2-7 ヨドバシ横浜 7階
TEL.045-313-1010

ヨドバシさいたま新都心駅前店   
埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4丁目263-6 3F
048-645-1032

ヨドバシ宇都宮店   
栃木県宇都宮市駅前通り1-4-6 トナリエ宇都宮 8F
028-612-8691

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

ヨドバシ仙台店     
宮城県仙台市宮城野区榴岡1-2-13 ヨドバシ仙台 4階
TEL.022-355-7906

リンクス梅田店/Baby＆Kidsリンクス梅田店   
大阪府大阪市北区大深町1-1 LINKS UMEDA 2階＆5階
2階：アートスポーツTEL.06-6136-8514
5階：アートスポーツBaby＆Kids TEL.06-6136-8547

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（石井スポーツ 京都ヨドバシ店内）
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 （石井スポーツ ヨドバシ博多店内）
TEL.092-402-2470

‒店舗情報‒

‒店舗情報‒

石井スポーツの
店舗情報はこちら

アートスポーツの
店舗情報はこちら

最新の店舗情報はホームページでご確認ください。
右記よりご覧いただけます。

最新の店舗情報はホームページでご確認ください。
右記よりご覧いただけます。

汗をかいてスッキリ！ フィットネスFITNESS
TENNIS
テニス

テニスは誰もが楽しめるエクササイズのひとつ。ラケットとボールを手にしてコートに行けテニスは誰もが楽しめるエクササイズのひとつ。ラケットとボールを手にしてコートに行け
ば、いい汗をかいてストレス解消。老若男女問わず楽しめます。ば、いい汗をかいてストレス解消。老若男女問わず楽しめます。

高い爆発力とより柔軟なフレームを備え
た新しいBOOM TEAMは、中級プレイ
ヤーに最適です。

柔らかい打球感と超快速スピードボールを軽快に弾き飛
ばします。強烈なパワーで攻める、軽量オールラウンドモ
デル。男性の初～中級者、女性の初～上級者におすすめ。

柔らかい打球感と超快速スピードボールを軽快に弾き飛
ばす、スウィートエリアの広いオーバーサイズモデル。

柔らかい打球感と超快速スピードボールを軽快に弾き飛
ばします。瞬時の掴みに優れる、軽量コントロールモデル。

S  ストリングパターン：16/19
ヘッドサイズ：660cm2/102in2
グリップサイズ：0-5
バランス：330mm/0.5inHL
長さ：685mm/27.0 in
フレーム厚：25mm

W  275g/9.7oz

S  全長：27イン（68.58cm）
フェイス面積：100平方インチ
フレーム厚：23.8-26.5-22.5mm
バランスポイント：平均325mm
ストリングパターン：16×19本
推奨張力：45-55（lbs）

S  全長（mm）：27inch
フェイス面積：105インチ
フレーム厚：24.0-26.5-23.5mm
バランスポイント：平均330（mm）
ストリングパターン：16×19（本）
推奨張力：40-55（lbs）

M  高弾性カーボン＋2G-Namd Speed＋VDM

S  ス全長（mm）：27inch
フェイス面積：98インチ
フレーム厚：23.5-24.5-19.5mm
バランスポイント：平均330（mm）
ストリングパターン：16×19（本）
推奨張力：40-55（lbs）

M  高弾性カーボン＋2G-Namd Speed＋VDM

スマホでお買い物

0 724794 366721

10%で 3,630円分 ポイント還元

スマホでお買い物

4 550468 171942

10%で 3,630円分 ポイント還元
スマホでお買い物

4 550468 172109

10%で 3,850円分 ポイント還元
スマホでお買い物

4 550468 171836

10%で 3,630円分 ポイント還元

HEAD

Boom TEAM
2022 G2

233522

￥36,300（税込）

YONEX

Eゾーン 100L 018 G2

07EZ100L

￥36,300（税込）

YONEX

Eゾーン 105 018 G2

07EZ105

￥38,500（税込）

YONEX

Eゾーン98 018 G2

07EZ98L 

￥36,300（税込）

テニスを時々楽しむレクリエーションプ
レイヤーに最適。ノバク・ジョコビッチ推
薦のSPEED TEAMがアップグレード。

S  ストリングパターン：16/19
ヘッドサイズ：645cm2/100in2
グリップサイズ：0-5
バランス：320mm/1inHL
長さ：685mm/27.0 inフレーム
厚：25mm

W  285g/10.1oz

スマホでお買い物

0 724794 368183

10%で 3,740円分 ポイント還元HEAD

Speed TEAM
2022 G2

233632

￥37,400（税込）

ウッドラケット以上にしなり、厚ラケ級の
安定性。フレーム上部のカーボンのレイ
アップをアップデートしました。

S  バランス：平均31.0cm
サイズ/レングス：27インチ
フェイス面積：100平方インチ
フレーム厚：24.0/24.0/24.0mm
ストリング・パターン16x19
グリップサイズ：G2

W  平均295g　C  RED

スマホでお買い物

0 097512 592109

10%で 2,574円分 ポイント還元Wilson

CLASH 100
V2.0 G2

WR074011U2

￥25,740（税込）

ウッドラケット以上にしなり、厚ラケ級の
安定性。ボールへのパワー伝達性が向上
し、操作性に優れたCLASH 100L。

S  バランス：平均31.5cm
サイズ/レングス：27インチ
フェイス面積：100平方インチ
フレーム厚：24.0/24.0/24.0mm
ストリング・パターン16x19
グリップサイズ：G2

W  平均295g　C  RED

スマホでお買い物

0 097512 605212

10%で 2,574円分 ポイント還元Wilson

CLASH 100L
V2.0 G2

WR074311U2

￥25,740（税込）

1本入りウェットタイプです。高品質の日
本製素材を採用し、しっかりとしたウェッ
ト感を維持しながら吸汗性能を両立。

S  厚さ：0.6mm
W  5g　C  ブラック

S  2個入り
C  GREEN/ORANGE

スマホでお買い物

0 724794 150481

10%で 33円分 ポイント還元HEAD

プレミアムツアー
シングルパック

285611

￥330（税込）

世界トップ選手も愛用する信頼の
オーバーグリップ。

振動止め。テニスラケットのガット
部分に付けることで、ショット時の
衝撃や振動を吸収します。

S  30x1050mm、厚さ：0.5mm
C  ブラック、ホワイト、レッド、イエロー、
オレンジ　M  不織布+ポリウレタン

W  平均285g
C  スカイブルー
M  高弾性カーボン＋

2G-Namd Speed
＋VDM

W  平均275g
C  スカイブルー

W  平均285g
C  スカイブルー

スマホでお買い物

0 887768 173975

10%で 33円分 ポイント還元
スマホでお買い物

0 887768 517830

10%で 42円分 ポイント還元Wilson

プロオーバー
グリップ 1PK

WRZ4001

￥330（税込）

Wilson

プロフィール

WRZ538700

￥418（税込）

世界基準の高品質プラクティスボール。エアー抜けを抑
え、長時間安定したバウンドとコントロールショットを可
能にします。トーナメント品質の練習球。ITF公認球。

S  1缶4球入り/
1ケース12缶/48球

スマホでお買い物

2 000102 989201

10%で 634円分 ポイント還元HEAD

HEAD Pro 箱 12缶

5717 14

￥6,336（税込）

エンコア・テクノロジーやスマート・オプティック・フェルト
を使用した最高品質のトーナメント・ボール。ITF JTA 公
認球。インカレ大会公式球。

S  1缶4球入り/
1ケース18缶/72球

スマホでお買い物

2 000102 989218

10%で 1,822円分 ポイント還元HEAD

HEAD TOUR XT 箱 18缶

570824

￥18,216（税込）

世界基準の高耐久ハイクオリティーボール。ツアーグレー
ドの高品質コアラバーを採用。フェルトもエアーも高耐
久の練習球。ITF公認球。

S  1缶4球入り/
1ケース12缶/48球

スマホでお買い物

2 000102 989225

10%で 726円分 ポイント還元HEAD

HEAD CP 箱 12缶

577094

￥7,260（税込）

ヨドバシ・ドット・コム
のみ取扱い

ヨドバシ・ドット・コム
のみ取扱い

ヨドバシ・ドット・コム
のみ取扱い

http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006526537/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006526543/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001007070508/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001007070510/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001007080572/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001007080579/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001007080582/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006985174/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006985175/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006985176/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006526514/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001004056753/index.html
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001004402120/index.html


［取り扱い商品］　 登山　 クライミング　 キャンプ　 トレイルランニング　 ランニング　 フィットネス　 スキー　　 バックカントリースキー　 テニス　 スイム

■ 関東エリア
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  4～9月のみ　   
東京都千代田区神田小川町3-10
TEL.03-3295-3215

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

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

ヨドバシ新宿西口店         
東京都新宿区西新宿1丁目10-1
ヨドバシ新宿西口駅前ビルB1F/B2F
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

ヨドバシさいたま新都心駅前店
          

埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4丁目263-6 3F
TEL.048-645-1032

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

ヨドバシ宇都宮店           
栃木県宇都宮市駅前通り1-4-6 トナリエ宇都宮 8階
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1-3-3 ヨドバシカメラマルチメディア甲府4階
TEL.055-221-0141

松本店       
長野県松本市平田東3-1-5
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
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

宮の沢店 
北海道札幌市西区宮の沢1条1-6-1
TEL.011-676-8360

■ 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

ヨドバシ仙台店       
宮城県仙台市宮城野区榴岡1-2-13 ヨドバシ仙台 4階
TEL.022-355-7906

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1-1 LINKS UMEDA 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

アートスポーツ本店       
東京都台東区上野3-25-10 松坂屋パークプレイス24 1階＆2階
TEL.03-3833-8636

ヨドバシ新宿西口店   
東京都新宿区西新宿1丁目10-1 ヨドバシ新宿西口駅前ビルB1F
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（石井スポーツ吉祥寺店内）
TEL.0422-27-1231

ヨドバシ横浜店     
神奈川県横浜市西区北幸1-2-7 ヨドバシ横浜 7階
TEL.045-313-1010

ヨドバシさいたま新都心駅前店   
埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4丁目263-6 3F
048-645-1032

ヨドバシ宇都宮店   
栃木県宇都宮市駅前通り1-4-6 トナリエ宇都宮 8F
028-612-8691

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

ヨドバシ仙台店     
宮城県仙台市宮城野区榴岡1-2-13 ヨドバシ仙台 4階
TEL.022-355-7906

リンクス梅田店/Baby＆Kidsリンクス梅田店   
大阪府大阪市北区大深町1-1 LINKS UMEDA 2階＆5階
2階：アートスポーツTEL.06-6136-8514
5階：アートスポーツBaby＆Kids TEL.06-6136-8547

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（石井スポーツ 京都ヨドバシ店内）
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 （石井スポーツ ヨドバシ博多店内）
TEL.092-402-2470

‒店舗情報‒

‒店舗情報‒

石井スポーツの
店舗情報はこちら

アートスポーツの
店舗情報はこちら

最新の店舗情報はホームページでご確認ください。
右記よりご覧いただけます。

最新の店舗情報はホームページでご確認ください。
右記よりご覧いただけます。
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Selected Gear Book

THE EARTH VOL.46制作に携われましたメーカー様に御礼申し上げます。

ガーミンジャパン（株）��������������������������������������������������������������表2
日本山岳救助機構合同会社�����������������������������������������������������表3
日本ゴア合同会社��������������������������������������������������������������������表4
キーン・ジャパン合同会社����������������������������������������������� P22-P23
（株）コロンビアスポーツウェアジャパン���������������������������������� P25
シダスジャパン（株）����������������������������������������������������������������� P27
（株）ゴールドウイン�����������������������������������������������P30-31・P169
（株）LandR��������������������������������������������������������������������������� P33
ミレー・マウンテン・グループ・ジャパン（株）���������������������P36-37
ユニバーサルトレーディング（株）�������������������������������������������� P49
（株）アライテント�������������������������������������������������������������������� P56
（株）エイチシーエス���������������������������������������������������������������� P58
イワタニ・プリムス（株）������������������������������������������������������������ P63
（株）エバニュー����������������������������������������������������������������������� P65

（株）アルテリア������������������������������������������������������������������������ P74
（株）双進��������������������������������������������������������������������������������� P77
（株）エイアンドエフ����������������������������������������������������������������� P79
（株）キャラバン������������������������������������������������������������������P98-99
アメアスポーツジャパン（株）�������������������������������������������������P101
MAMMUT�SPORTS�GROUP�JAPAN（株）� ……………P103
（株）ティムコ�������������������������������������������������������������������������P107
キャンパルジャパン（株）��������������������������������������������������������P113
（株）アスティー����������������������������������������������������������������������P116
（株）エイケイ舎���������������������������������������������������������������������P118
（株）ロゴスコーポレーション�������������������������������������������������P122
富士器業（株）������������������������������������������������������������������������P125
（株）ニコンイメージングジャパン���������������������������������P132-133
富士フイルムイメージングシステムズ（株）����������������������������P135

キヤノンマ－ケティングジャパン（株）������������������������������������P136
OMデジタルソリューションズ（株）���������������������������������������P138
ソニーマーケティング（株）����������������������������������������������������P140
オン・ジャパン（株）�������������������������������������������������������P150-151
アキレス（株）�������������������������������������������������������������������������P153
ヤマチューン（株）���������������������������������������������������������P154-155
アルコインターナショナル（株）����������������������������������������������P158
ミズノ（株）�����������������������������������������������������������������������������P158
（株）ケンコー社���������������������������������������������������������������������P159
（株）SN�Japan��������������������������������������������������������������������P163
パシフィックサプライ（株）�����������������������������������������������������P163
（株）ミック�����������������������������������������������������������������������������P164

広告索引

平出 和也（photo by 三戸呂 拓也） 2021年 12月サミサール遠征のひとこま

石井スポーツ
ホームページ

石井スポーツ ストア
（オンライン）

アートスポーツ ストア
（オンライン）
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