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Due to the efforts and passion of many people, snowboarding became a trend sport in Japan in 1992. It was time for the eb’s team to realize its plan and create an official company / brand. They 
decided on the name “eb’s” for the brand name for the simple reason that the team got its start and remain in the popular area of Tokyo called EBISU. The first step to creating eb’s was to do 
their due diligence by getting real feedback from real snowboarders and doing extensive R&D on a variety of snowboard products. eb’s took all data gathered and created a line of product that 
they themselves and their snowboarding friends / peers needed to optimize their riding experience. Price-points were kept as low as possible while quality remained and eb’s was launched.

It’s now been 25 years since eb’s launched. The success of the brand is owed solely to its riders, its supporters and the snowboarders who believe in eb’s simple approach to providing a quality 
product at a reasonable price for people just like the eb’s team, SNOWBOARDERS. The evolution of eb’s is infinite for the simple fact that the sport of snowboarding, the technology and their love 
for the sport is infinite.   eb’s : BY SNOWBOARDERS FOR SNOWBOARDERS 

〒150-0001　
東京都渋谷区神宮前2-22-10 1F

TEL.03-4546-0121　
FAX.03-4546-0122

www.ebsmission.co.jp

     @ebsmission

MISSION 
INTERNATIONAL Co.,Ltd

TEAM RIDERS
ATSUSHI  ISHIKAWA
REI  AOKI
HIROYUKI  NIINO  
ATSUHIRO  SUZUKI
SHINJI  OGAWA
AYA  SATO

ASAMI  HIRONO
MISAKI  NAGOSHI
MAIKO  MIZUTA
MISA  HONDA
HIMARI
MIREI  NASHIKI
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THE MITT

THE MITT / FUR

HARUSAKI-MITT  /  EXCLUSIVE

HARUSAKI-MITT

CARVING MITT

#4100004 / ザ・ミット
PRICE: ¥9,500（￥10,450税込）
SIZE: XS,S,M,L,XL

#4100005 / ザ・ミット・ファー
PRICE: ¥9,500（￥10,450税込）
SIZE: XS,S,M,L,XL

#4100011 / ハルサキ・ミット・エクスクルーシブ
PRICE: ¥7,000（￥7,700税込）
SIZE: XS,S,M,L,XL

#4100010 / ハルサキ・ミット
PRICE: ¥6,800（￥7,480税込）
SIZE: XS,S,M,L,XL

#4100009 / カービングミット
PRICE: ¥9,300（￥10,230税込）
SIZE: XS,S,M,L,XL

• アウターは本革と防水防湿3LAYER。
• グローブインサート「サイトス」により 

抜群の防水性、透湿性を確保。
• 中綿は「primaloft」が入り、保温力抜群。
• 手の平は本革＋操作性と耐久性に優れた素材。
• 5本指タイプのインナーは一体型。
• グローブリーシュ標準装備。

• アウターは本革とファーのコンビ。
• グローブインサート「サイトス」により 

抜群の防水性、透湿性を確保。
• 中綿は「primaloft」が入り、 

保温力抜群。
• ファーは本物の毛並みを模した 

ポリエステル生地。
• 5本指タイプのインナーは一体型。
• グローブリーシュ標準装備。

・手の平は操作性と耐久性に優れた素材。
・グローブインサート「デラファイン」により 抜群の防水性、透湿性を確保。
・裏地のフィールドセンサー（東レ）で手の平はいつでもサラサラ。
・5本指タイプのインナーは一体型。
・グローブリーシュ標準装備。
＊デニム生地にはウォッシュ加工を施して おり、一点ごとに風合いが異なります。

・グローブインサート「デラファイン」に
  より抜群の防水性、透湿性を確保。
・裏地のフィールドセンサー(東レ)で　
   手の平はいつでもさらさら。
・ファーは本物の毛並みを模した
   ポリエステル素材。
・手の平の肉球は本革を使用。
・グローブリーシュ標準装備。

・手の甲、平は全て本革。
・グローブインサート「ポレール」により抜群の防水性、 
   透湿性を確保。
・厚手の中綿で保温効果アップ。
・手の平、親指は本革、ケブラー糸でしっかりと補強。
・5本指タイプのインナーは一体型。
・グローブリーシュ標準装備。

抜群のシルエット、
究極のあたたかミット

深いスリットでウエアにインでも
アウトでも魅せるファーシリーズ

極寒でも春先のような暖かさ、
バリエーション豊かなミトングローブ

肉球デザインが目を引く
ハルサキミット限定モデル

手の平の補強を重視、
カービングに特化した
オールレザーミットMATERIAL ICON

MATERIAL ICON

MATERIAL ICON

MATERIAL ICON

MATERIAL ICON

LOBSTER

DEMEKIN MITT

ZIP MITT

DEMEKIN SHORT

#4100003 / ロブスター
PRICE: ¥9,400（￥10,340税込）
SIZE: S,M,L,XL

#4100001 / デメキン・ミット
PRICE: ¥11,000（￥12,100税込）
SIZE: S,M,L

#4100006 / ジップ・ミット
PRICE: ¥8,000（￥8,800税込）
SIZE: XS,S,M,L

#4100002 / デメキン・ショート
PRICE: ¥10,000（￥11,000税込）
SIZE: S,M,L

• 手の平は本革+操作性と耐久性に優れた
素材

• グローブインサート「サイトス」により抜
群の防水性、透湿性を確保。

• 厚手の中綿、内側（甲側）はボア仕様で
保温効果アップ。

• 裏地のフィールドセンサー（東レ）で手の
平はいつでもサラサラ。

• 5本指タイプのインナーは一体型。
• グローブリーシュ標準装備。

• 手の甲、平は全て本革。
• グローブインサート「デラファイン」により

抜群の防水性、透湿性を確保。
• 厚手の中綿、内側（甲側）はボア仕様で 

保温効果アップ。
• グローブリーシュ標準装備。

• アウターはクラリーノ。 
• 大きく開く止水ファスナーで細かな作業も可能。
• 手の平は操作性と耐久性に優れた素材。
• 着脱可能なインナー付き 

（親指、人差し指にスリット入り）。
• グローブリーシュ標準装備。
＊インサートフィルムは 
   搭載されていません。

• 手の甲、平は全て本革。
• グローブインサート「デラファイン」により抜

群の防水性、透湿性を確保。
• 厚手の中綿、内側（甲側）はボア仕様で 

保温効果アップ。
• グローブリーシュ標準装備。

ミトン（保温力）と
5本指（操作性）を融合した
暖かボア仕様の
ロブスター（3本指）タイプ           

ボリューム感たっぷりのパウダー用
ロングカフスレザーグローブ
内側（甲側）は暖かボア仕様

細身のオープンファスナーミット
（インナー脱着式）

ボリューム感たっぷりの
ショートカフスレザーグローブ

MATERIAL ICON

MATERIAL ICON

MATERIAL ICON

MATERIAL ICON

AquaGuard

□YELLOW 
TOSAKA

□CLASSIC BLUE

□WHITE 
TOSAKA

□CAMEL

□BLACK/YELLOW

□CAMEL/SIENA □PASTEL GREEN

□BLACK

□CAMEL/SIENA □CLASSIC BLUE

□POLAR □TSUKINOWA
□CHARCOAL/LILAC□SIENA/YELOW□BLACK

□BLACK

インナーグローブ

□CLASSIC BLUE

□BK LEO □WH/MINT/OR

□BEIGE FUR □GREY FUR

□LILAC

□YELLOW

□BLACK

□SPREAD-BK

□CRAZY-TIEDYE

□INK BLACK □INK BLACK

□SIENA/BEIGE

□AMBER □AMBER

□PINK/BROWN

CARVING-5 CARVING MITT / STRONG
#4100007 / カービングファイブ
PRICE: ¥9,500（￥10,450税込）
SIZE: XS,S,M,L,XL

#4100008 / カービングミット・ストロング
PRICE: ¥11,000（￥12,100税込）
SIZE: XS,S,M,L,XL

・手の甲、平は全て本革。
・グローブインサート「ポレール」により抜群の防水性、透湿性を確保。
・厚手の中綿、内側（甲側）はボア仕様で保温効果アップ。
・裏地は東レ「フィールドセンサー」で手の平はいつでもサラサラ。
・手の平、親指は本革、ケブラー糸でしっかりと補強。
・グローブリーシュ標準装備。

・手の甲本革、平は東レ・デュポンのケブラーを使用した「ARMORTEX」を採用。
・「ARMORTEX」はストレッチ性があり、耐摩耗・耐裂・耐久性に優れた素材。
・グローブインサート「ポレール」により抜群の防水性、透湿性を確保。
・厚手の中綿で保温効果アップ。
・裏地は東レ「フィールドセンサー」で手の平はいつでもサラサラ。
・グローブリーシュ標準装備。

手の平の補強を重視、内側（甲側）はボア仕様、
カービングに特化したオールレザーグローブ

手の平、マチにストレッチ性のある
耐摩耗・耐裂・耐久素材ケブラーを
採用、カービングに特化した
レザーミット

MATERIAL ICON MATERIAL ICON

□SIENA

□CORAL PINK

□BK-TIEDYE

□BK/LILAC

□BEIGE-BOA□DELA MAP

□DENIM□F.GR/F.OR

□LEO FUR

□MELTON

□CHARCOAL-BOA

□WHITE/CAMEL

NEW NEW

□PINK FUR □WHITE FUR

□GRUNGE
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• アウターは防水透湿3LAYERとオペロンジャージ(耐久撥水加工)のコンビ。
• 手の平は使う程、手になじむ本革。
• 裏地のフィールドセンサー（東レ）で手の平はいつでもサラサラ。

• アウターは防水透湿3LAYERとオペロンジャージ(耐久撥水加工)のコンビ。
• 手の平は使う程、手になじむ本革。
• 裏地のフィールドセンサー（東レ）で手の平はいつでもサラサラ。
• 人差し指に導電生地を使用。グローブをしたままタッチパネル操作が可能。
＊グローブインサートは搭載されていません。

• 手の甲は防水透湿3LAYER素材。 
(耐水圧20,000mm/透湿度8,000g/㎡)

• 縫製部には全てシームテープ加工済み。
• カフ部はドローコード＆ストッパーで簡単調整。
• スプリンググローブの防寒用としてもおすすめ。
• 収納袋付き。   

・手の甲は東レ「ブリザテック」を採用、 
   防水・透湿性に優れたナイロン3レイヤー。 
   (耐水圧11,000mm/透湿度8,000g/㎡)
・手の平は東レ・デュポンのケブラーを使用した 
    「ARMORTEX」を採用。
・「ARMORTEX」はストレッチ性があり、 
   耐摩耗・耐裂・耐久性に優れた素材。

• アウターは乾きやすいネオプレーン1LAYER。
• インナーは無し、丸洗い可能。
• 薄手のグローブにはうれしい手の平パッド付き。
• 指先の怪我を最小限に抑えるミトンタイプ。

• ネオプレーン製でフィット感抜群。
• グローブのうっかり落下を防ぐリーシュ。
• 片手で調整可能なグッドデザイン。
• eb'sの全てのアウターグローブに装着可能。
• 2個1セット販売。

撥水効果のあるスプリング用ミトングローブ
春先やぽかぽか陽気の日に大活躍のソフトなグローブ

突然の気候変化に
防水透湿3LAYER素材のグローブカバー 手の平、マチにストレッチ性のある

耐摩耗・耐裂・耐久性素材ケブラーを
採用した防水透湿素材の
オーバーグローブ

マット系ジャンプ、
サマーゲレンデから
スプリングまで 存在感抜群のネオプレーン製

グローブリーシュ

□BLACK □DELAMAP

□MEDAMA

□GRUNGE

□PAINTING□ARMY

LIGHT MITTLIGHT GLOVE

OVER MITT OVER MITT / STRONG

PRACTICE GLOVE LEASH SOFT

#4100015 / ライト・ミット
PRICE: ¥6,400（￥7,040税込）
SIZE: S,M,L

#4100014 / ライト・グローブ
¥6,400（￥7,040税込）
SIZE: S,M,L

#4100100 / オーバー・ミット
PRICE: ¥4,200（￥4,620税込）
SIZE: SM,ML

#4100101 / オーバーミット・ストロング
PRICE: ¥4,600（￥5,060税込）
SIZE: S,M,L

＊グローブインサートは搭載されていません。

#4100016 / プラクティス
PRICE: ¥4,300（¥4,730税込）
SIZE: S,M,L

＊グローブインサートは搭載されていません。

#4100102 / グローブリーシュ・ソフト
PRICE: ¥1,200（￥1,320税込）
SIZE: ONE SIZE

収納袋

□ARMY □BLACK □GRUNGE □PAINTING

□BLACK-GRADATION

MATERIAL ICON
MATERIAL ICON

• 4方向に伸縮するマテリアルで抜群のフィット感。
• 指先は細かい作業がしやすいスリット入り。
• 手の平に補強のための革パッチ。
• 洗濯して繰り返し使用が可能。

ヘビーウエイトの暖かグローブインナー、
指先にスリット入りで操作性抜群SLIT INNER

#4100105 / スリットインナー
PRICE: ¥2,800（￥3,080税込）
SIZE: SM,ML

□BLACK

□YELLOW

HARUSAKI-MITT / KEMONO CHAN KEMONO CHAN 10th
#4100012 / ハルサキ・ミット・ケモノチャン
PRICE: ¥6,800（￥7,480税込）
SIZE: XS,S,M,L,XL

• ファーは本物の毛並みを模した 
ポリエステル生地。

• グローブインサート 
「デラファイン」により 
 抜群の防水性、透湿性を確保。

• 手の平は操作性と 
耐久性に優れた素材。

• 裏地のフィールドセンサー（東レ）で 
手の平はいつでもサラサラ。

• 5本指タイプのインナーは一体型。
• グローブリーシュ標準装備。

極寒でも春先のような暖かさ、
変わらぬ人気の
KEMONO CHANシリーズ

• 4方向に伸縮するマテリアルで抜群のフィット感。
• 手の平にはシリコングリッププリント。
• 雪の侵入を防ぐロングカフ仕様。
• 洗濯して繰り返し使用が可能。

シリコングリップ付き
ロングカフグローブインナーTECHNICAL INNER

#4100104 / テクニカルインナー
PRICE: ¥3,000（￥3,300税込）
SIZE: SM,ML

□BLACK□WHITE

#4100013 / ケモノチャン 10th
PRICE: ¥8,800（￥9,680税込）
SIZE: XS,S,M,L,XL

ケモノチャン10周年
オールレザー特別モデル

MATERIAL ICON

□KHAKI □BLUE

□BLACK LEATHER

□WOLF

□BLACK

□MEDAMA

□KHAKI

□BLACK
□BLUE

□KHAKI

□BLACK

□TIEDYE

□BABY-PANDA

□PANDA-FUR

□GREY-FUR

□BEIGE-FUR

□BK-CAMO

□CRAZY

□BLACK

□WHITE

• 装着感の良い薄手のフリース。
• カフスは伸縮素材のライクラを使用。
• 洗濯して繰り返し使用が可能。
・グローブを着けたまま 
　タッチパネル操作が可能。

薄手の裏起毛付き
グローブインナー

WARM INNER
#4100110 / ウォームインナー
PRICE: ¥1,900（￥2,090税込）
SIZE: SM,ML

□BLACK

□DALMATIAN

• 手の甲は吸汗速乾素材を採用。
• 手の平は抗菌・抗ウイルス機能繊維加工技術クレンゼを採用。
• 指先には細かい作業がしやすいスリット入り。

抗菌・抗ウイルス加工素材の
指先スリット入りインナーグローブ

USU USU INNER ANTI VIRUS
#4100108 / ウスウスインナー・アンチウイルス
PRICE: ¥2,600（￥2,860税込）
SIZE: SM,ML

□GRUNGE□BLACK

• まるで素肌のような最薄素材。
• グローブを着けたままタッチパネル操作が可能。
• UVカット、吸汗速乾素材を使用。
• 洗濯して繰り返し使用が可能。

UVカット、吸汗速乾素材の
最薄グローブインナー

USU USU INNER
#4100109 / ウスウスインナー
PRICE: ¥2,500（￥2,750税込）
SIZE: SM,ML

□BK-CAMO □BLACK

□MEDAMA□ARMY

□PAINTING

・手の甲はストレッチ性のある 
　吸汗速乾素材を採用。
・手の平は抗菌・抗ウイルス 
　機能繊維加工技術クレンゼを採用。
・グローブを着けたまま 
　タッチパネル操作が可能。

抗菌・抗ウイルス加工素材を
採用したミディアムウエイトの
インナーグローブ

HEAT INNER ANTI VIRUS
#4100107 / ヒートインナー・アンチウイルス
PRICE: ¥2,700（￥2,970税込）
SIZE: SM,ML

□BLACK

• 手の甲、平にストレッチ性のある 
吸汗速乾素材を採用。

• 指先を無くすことで装着時の 
違和感を軽減する。

4方向に伸縮する
ミディアムウエイトの
インナーグローブ、
指先無しタイプ

YUBIKIRI INNER
#4100106 / ユビキリインナー
PRICE: ¥2,500（￥2,750税込）
SIZE: SM,ML

□BLACK

KEMONO CHAN 10th

NEW

NEW NEW

NEW

□LILAC
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・グローブインサート「デラファイン」に
  より抜群の防水性、透湿性を確保。
・裏地のフィールドセンサー(東レ)で　
   手の平はいつでもさらさら。
・ファーは本物の毛並みを模した
   ポリエステル素材。
・手の平の肉球は本革を使用。
・グローブリーシュ標準装備。

□BLACK □BLACK/WHITE

□GRUNGE

□BLACK
□VIOLET

□BLACK

□BLACK

□VIOLET

□BLACK

• 中心部は『整形型ハードタイプ XRD®』を内蔵した3層30mmパッド。左右は３層20mmパッドを6個配置。
• サイド部は2層14mmのパッドを10個配置。
• パッドは全て着脱可能。
• フィット感のよいストレッチ素材。
• ウエストドローコード付き。

• 中心部は『整形型ハードタイプXRD®』を内蔵した3層30mmパッド。左右は３層20mmパッドを6個配置。
• サイド部は2層14mmのパッドを10個配置。
• 足首までのロングタイプ。膝はXRD®を使用した立体型2層15mmパッドを配置。
• 膝下はスリムフィットのライクラ素材。 ・膝には固定バンドがありパッドのズレを防ぐ。
• 膝パッド以外は着脱可能。 ・ウエストドローコード付き。

『整形型ハードタイプ XRD®』を搭載、eb's史上最強のプロテクター 『整形型ハードタイプ XRD®』を搭載、eb's史上最強のロングタイププロテクター

HIP DEFENDER XRD® HIP DEFENDER-LONG XRD®

#4100210 / ヒップ・ディフェンダーXRD
PRICE: ¥20,500（￥22,550税込）
SIZE: MEN'S / [S][M][L] 
         WOMEN'S / [G-S][G-M]

#4100211 / ヒップ・ディフェンダー・ロングXRD
PRICE: ¥24,500（￥26,950税込）
SIZE: MEN'S / [S][M][L] 
         WOMEN'S / [G-S][G-M]

□BLACK/GREY

□BLACK

□GRUNGE □VIOLET/GREY

□BLACK

最大厚
PAD

30mm 
REGULAR

FIT

最大厚
PAD

30mm 
REGULAR

FIT

最大厚
PAD

28mm 
REGULAR

FIT

□BLACK

□BLACK

□GRUNGE

□VIOLET/GREY

□BLACK/GREY

BODY PAD XRD®

BODY DEFENDER XRD® PLUS BODY DEFENDER XRD®

CHOKI DEFENDER XRD® SPINAL DEFENDER XRD®

#4100204 / ボディパッドXRD
PRICE: ¥17,200（￥18,920税込）
SIZE: MEN'S / [S][M][L][XL] 
         WOMEN'S / [G-S][G-M]

#4100200 / ボディ・ディフェンダーXRD プラス
PRICE: ¥25,000（￥27,500税込）
SIZE: MEN'S / [S][M][L][XL]  
 WOMEN'S / [G-S][G-M]

#4100201 / ボディ・ディフェンダーXRD
PRICE: ¥24,000（￥26,400税込）
SIZE: MEN'S / [S][M][L][XL]   
WOMEN'S / [G-S][G-M]

#4100202 / チョッキ・ディフェンダーXRD
PRICE: ¥18,000（￥19,800税込）
SIZE: MEN'S / [S][M][L][XL]   WOMEN'S / [G-M]

#4100203 / スパイナル・ディフェンダーXRD
PRICE: ¥11,000（￥12,100税込）
SIZE: [S][M][L]

• 脊椎部、肘部にXRD®を使用。
• 背面部には2層18mmのパッドを広範囲に配置。
• 鎖骨保護のための肩パッド付き。
• ファスナーはダブルスラス仕様。
• パッドの着脱不可。
• 肘パッドがズレにくい親指ループ付き。

• 背中にはSPINAL DEFENDER XRD®を搭載。
• 肘、肩、胸に『XRD®』を使用、上半身全てを保護。
• 肘、ウエストには固定バンドがあり、パッドのズレを防ぐ。
• パッドの脱着不可。

• 脊椎部に『整形型ハードタイプXRD®』を使用。
• 背中中心部には3層22.5mmのパッドを配置。
• 調整が可能な伸縮素材のショルダーベルト。
• ウエストの固定バンドでパッドのズレを防ぐ。
• パッドの脱着不可。

• 脊椎部に『整形型ハードタイプXRD®』を使用。
• 肘部、 鎖骨保護のための 

肩部パッドに『XRD®』を使用。
• 肘には固定バンドがありパッドのズレを防ぐ。
• パッドの着脱不可。

• 脊椎部に『整形型ハードタイプXRD®』を使用。
• 肩、肋骨部には2層13mmのパッドを配置。
• パッドの脱着不可。

軽量で柔軟性が高く、
衝撃の90%を吸収する素材

『XRD®』を搭載

絶対的な安心感、上半身を全てプロテクト。
衝撃の90％を吸収する素材『XRD®』と

『整形型ハードタイプXRD®』2タイプを搭載

超軽量の脊椎保護用プロテクター、
『整形型ハードタイプXRD®』を搭載

衝撃の90%を吸収する素材『XRD®』と
『整形型ハードタイプXRD®』
２タイプを搭載

動きやすさを重視した袖なしのベスト型。
衝撃の90％を吸収する素材『XRD®』と

『整形型ハードタイプXRD®』2タイプを搭載

最大厚
PAD

18mm 

最大厚
PAD

22.5mm 

最大厚
PAD

20.5mm 

最大厚
PAD

20.5mm 

• 衝撃を90%吸収するといわれるXRD®を全てのパッドに使用。
• 違和感を感じさせず、ずれない外付けパッド。
• 守りたい箇所を確実に保護するパッドポジション。
• 伸縮性の高い生地で快適なフィット感を実現。
• 細身のウエアにも対応可能。
• パッドの着脱不可。
• ウエストドローコード付き。

まるで着けていないかのようなフィット感、すべての
パッドに『XRD®』を採用し保護力を大幅に向上

• 中心部はPE板+XRD®を内蔵した4層28mmパッド。左
右にはXRD®を使用した2層20mmパッドを6個配置。

• サイド部は2層14mmのパッドを10個配置。
• パッドは全て着脱可能。
• フィット感のよいストレッチ素材。
• ウエストドローコード付き。

『XRD®』を搭載、更に硬質シェル
（PE板）を採用した上位モデル

SLIM PROTECT XRD®

HIP PROTECT XRD®

#4100214 / スリムプロテクトXRD
PRICE: BLACK ¥12,500（￥13,750税込）
SIZE: MEN'S / [S][M][L] 
         WOMEN'S / [G-S][G-M]

#4100212/ ヒッププロテクトXRD
PRICE: ¥14,000（￥15,400税込）
SIZE: MEN'S / [S][M][L][XL] 
        WOMEN'S / [G-S][G-M]

• 衝撃を90%吸収するといわれるXRD®を全てのパッド
に使用。

• 違和感を感じさせず、ずれない外付けパッド。
• 守りたい箇所を確実に保護するパッドポジション。
• 膝には固定バンドがありパッドのズレを防ぐ。
• 伸縮性の高い生地で快適なフィット感を実現。
• 細身のウエアにも対応可能。
• パッドの着脱不可。
• ウエストドローコード付き。

• 中心部はPE板+XRD®を内蔵した4層28mm 
パッド。左右にはXRD®を使用した2層20mm
パッドを6個配置。

• 足首までのロングタイプ。膝はXRD®を使用し
た立体型2層15mmパッドを配置。

• サイド部は2層14mmのパッドを10個配置。
• パッドは全て着脱可能。
• フィット感のよいストレッチ素材。
• ウエストドローコード付き。

まるで着けていないかのようなフィット感、
すべてのパッドに『XRD®』を採用し
保護力を大幅に向上したロングタイプ

『XRD®』を搭載、
更に硬質シェル（PE板）を採用した
ロングタイプの上位モデル

SLIM PROTECT LONG XRD®

HIP PROTECT LONG XRD®

#4100215 / スリムプロテクト・ロングXRD
PRICE: ¥16,000（￥17,600税込）
SIZE: MEN'S / [S][M][L] 
         WOMEN'S /[G-S][G-M]

#4100213 / ヒッププロテクト・ロングXRD
PRICE: ¥17,500（￥19,250税込）
SIZE: MEN'S / [S][M][L][XL]
         WOMEN'S / [G-S][G-M]

□BLACK

□GRUNGE

□YELLOW/VIOLET

□GRUNGE □YELLOW/VIOLET

最大厚
PAD

18mm 

最大厚
PAD

18mm 
SLIM

FIT
SLIM

FIT

最大厚
PAD

28mm 
REGULAR

FIT

最大厚
PAD

22.5mm 

□BLACK □GRUNGE

□BLACK/WHITE

CHOKI PAD XRD®

#4100205 / チョキパッドXRD
PRICE: ¥12,600（￥13,860税込）
SIZE: MEN'S / [S][M][L][XL] 
         WOMEN'S / [G-M]

• 脊椎部、肘部にXRD®を使用。
• 背面部には2層15mm/18mmのパッドを広範囲に配置。
• ファスナーはダブルスラス仕様。
• パッドの着脱不可。

袖なしの軽量ベスト型、衝撃の90%を
吸収する素材『XRD®』を搭載

最大厚
PAD

18mm 

固定バンド有

□BLACK
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ヒザを『XRD®』で包み込む
ベルクロタイプの万能パッド

最大厚
PAD

16mm 

最大厚
PAD

16mm 

最大厚
PAD

9.5mm 

□BLACK □BLACK

□BLACK

□BLACK

□BLACK

最大厚
PAD

16mm 

• XRD®パッドが後頭部への衝撃を吸収緩和。
• パッドの着脱不可。
• ビーニー素材: アクリル100%

• XRD®パッドが後頭部への衝撃を吸収緩和。
• ビーニーなどの内側に装備して使用、ゴーグル

ベルトで固定。
• 素材: ポリエステル100%

• XRD®パッドが衝撃を吸収緩和。
• 伸縮性の高い生地でフィット感抜群。
• 膝には固定バンドがありパッドのズレを防ぐ。
• パッドの着脱不可。

• XRD®パッドが衝撃を吸収緩和。
• 伸縮性の高い生地でフィット感抜群。
• パッドの着脱不可。

• XRD®パッド9.5mmが衝撃を吸収緩和。
• 伸縮素材のネオプレーンを使用、 

上下2本のベルクロで調整可能。
• スリット入りパッドでズレを防止、 

フィット感も抜群。
• パッドの着脱不可。

後頭部に『XRD®』を装備したビーニー

ビーニーなどの内側に装備し
後頭部を保護

吸い付くようなフィット感、
細身のパンツに対応

吸い付くようなフィット感、
『XRD®』を装備したヒジ用パッド

最大厚
PAD

9.5mm 

□CHARCOAL

□BK/WHITE

□BLACK

□BLACK

□MOKU-BK

• 分割されたXRD®パッドが後頭部への衝撃を吸収緩和。
• 吸汗速乾、抗菌防臭生地を使用。
• パッドの着脱不可。 ・素材: ポリエステル100%

• サマーゲレンデやマット系ジャンプ練習施設での使用にもピッタリ。
• サイド面の伸縮生地と2点のベルクロにて広範囲で調整可能。

• サマーゲレンデやマット系ジャンプ練習施設での使用にもピッタリ。
• ワイドな硬質シェルで確実にガード。
• 通気性のよいメッシュ素材。

• 分割されたXRD®パッドが後頭部への衝撃を吸収緩和。
• 吸汗速乾、抗菌防臭生地を使用。
• パッドの着脱不可。
• 素材: ポリエステル100%

RANGER MASKの後頭部に『XRD®』を装備

グローブ外付けタイプの手首ガード
グローブ内付けタイプの手首ガード

後頭部に『XRD®』を装備したインナーキャップ

RANGER XRD®

WRIST PROTECTOR WRIST GUARD

HEADCAP PAD XRD®

#4100231 / レンジャーXRD
PRICE: ¥4,500（￥4,950税込）   
SIZE: [ONE SIZE]

#4100237/ リスト・プロテクター
PRICE: ¥3,900（￥4,290税込）
SIZE: [SM][ML]

#4100238 / リスト・ガード
PRICE: ¥3,200（￥3,520税込）
SIZE: [S][M][L]

#4100232 / ヘッドキャップ・パッドXRD
PRICE: ¥3,200（￥3,520税込）
SIZE: [SM][ML]

最大厚
PAD

9.5mm 

最大厚
PAD

9.5mm 

□BLACK

• 中心部はPE板を内蔵した3層21mmパッド。左右には2層
18mmパッドを配置。サイド部は2層10mmパッドを配置。

• 伸縮性、フィット感向上のためにパッドを5つにユニット化。
• パッドは全て着脱可能。
• フィット感のよいストレッチ素材。
• ウエストドローコード付き。

硬質シェル（PE板）を採用した
保護力の優れたオールラウンドモデル

• アウターパンツを履いたまま、またブーツを履いたまま着脱が可能。
• 尾てい骨部分には、成型硬質シェル（PE板）を搭載し確実に保護。

パイプやパークでの使用に適した
ハーネス型プロテクター

HIP PROTECT

ONEPIECE PAD XRD® XRD® BEANIE

HEAD PAD XRD® 

ELBOW PAD XRD®

KNEE PAD XRD® KNEE WRAP XRD®

HIP GUARD

#4100218 / ヒッププロテクト
PRICE: ¥9,700（￥10,670税込）
SIZE: MEN'S / [S][M][L] 
         WOMEN'S / [G-XS][G-S][G-M]

#4100216 / ワンピースパッドXRD
PRICE: ¥14,000（¥15,400税込）
SIZE: MEN'S / [S][M][L]
         WOMEN'S / [G-S][G-M]

#4100230 / XRD・ビーニー
PRICE: ¥4,200（￥4,620税込）  
SIZE: [ONE SIZE]

#4100233 / ヘッド・パッドXRD
PRICE: ¥2,500（￥2,750税込）
SIZE: [ONE SIZE]

#4100236 / エルボー・パッドXRD
PRICE: ¥4,500（￥4,950税込）   
SIZE: [SM][ML]

#4100234 / ニー・パッドXRD
PRICE: ¥5,400（￥5,940税込）   
SIZE: [SM][ML]

#4100235 / ニー・ラップXRD
PRICE: ¥5,800（￥6,380税込） 
SIZE: [SM][ML]

#4100217 / ヒップガード
PRICE: ¥6,000（￥6,600税込）
SIZE: [SM][ML]

• 足首までのロングタイプ。膝は立体型3層15mmパッドを配置。
• 膝は立体型3層15mmパッドを配置。
• 中心部はPE板を内蔵した3層21mmパッド。左右には2層

18mmパッドを配置。サイド部は2層10mmパッドを配置。
• 伸縮性、フィット感向上のためにパッドを5つにユニット化。
• パッドは全て着脱可能。
• フィット感のよいストレッチ素材。
• ウエストドローコード付き。

膝パッド付き、ロングタイプの
オールラウンドモデル

HIP PROTECT LONG
#4100219 / ヒッププロテクト・ロング
PRICE: ¥12,000（￥13,200税込）
SIZE: MEN'S / [S][M][L] 
         WOMEN'S / [G-XS][G-S][G-M]

最大厚
PAD

21mm 

最大厚
PAD

24mm 
REGULAR

FIT

140 以下

以下

以下

以下 身長

XL

JR

JR

JR 最大厚
PAD

18mm 

サイズチャート 機能アイコン説明

メイン部位の
パッド最大圧です。

吸汗速乾生地を
使用しています。

抗菌防臭生地を
使用しています。

伸縮性のある生地を
使用しています。

手洗いにて
洗濯ができます。

※表示サイズはあくまで目安となります。実際にご試着の上ご購入頂きますようお願いします。製品により展開のないサイズがあります。詳細は該当製品の頁にてご確認ください。

□BLACK

□BLACK

□BLACK

□BLACK □VIOLET□BK/WHITE

□BK/WHITE

□YELLOW/VIOLET

□VIOLET

最大厚
PAD

21mm 
REGULAR

FIT

REGULAR
FIT

REGULAR
FIT

□BLACK

• 臀部には硬質シェル（PE板）を含む3層21mmパッドを搭載。
• 違和感を感じさせず、ずれない外付けパッド。
• 守りたい箇所を確実に保護するパッドポジション。
• 伸縮性の高い生地で快適なフィット感を実現。
• 細身のウエアにも対応可能。
• パッドの着脱不可。
• ウエストドローコード付き。

まるで着けていないかのようなフィット感、
ラインナップ中で最軽量モデル

SLIM PROTECT
#4100220 / スリムプロテクト
PRICE: ¥9,000（￥9,900税込）
SIZE: MEN'S / [S][M][L]
         WOMEN'S / [G-S][G-M]

□BLACK

• 臀部には硬質シェル（PE板）を含む3層21mmパッド
を搭載。足首までのロングタイプ。

• 膝には固定バンドがあり、パッドのズレを防ぐ。
• 違和感を感じさせず、ずれない外付けパッド。
• 守りたい箇所を確実に保護するパッドポジション。
• 伸縮性の高い生地で快適なフィット感を実現。
• 細身のウエアにも対応可能。
• パッドの着脱不可。
• ウエストドローコード付き。

まるで着けていないかのような
フィット感、ロングタイプの最軽量モデル

SLIM PROTECT-LONG
#4100221 / スリムプロテクト・ロング
PRICE: ¥11,200（￥12,320税込）
SIZE: MEN'S / [S][M][L] 
         WOMEN'S / [G-S][G-M]

□BLACK

最大厚
PAD

21mm 
SLIM

FIT

最大厚
PAD

21mm 
SLIM

FIT

最大厚
PAD

18mm 

・中心部は『整形型ハードタイプXRD®』を内蔵した 
   3層18mmパッド、左右は3層14mmパッドを配置。
・フィット感の良い1枚パッドは隙間を無くし保護力をアップ。
・パッドは着脱可能。 ・フィット感の良いストレッチ素材。・ウエストドローコード付き。

『XRD®』を搭載した立体的な1枚パッドで
隙間を無くし、大腿骨転子部をしっかりと保護、
最高のフィット感を実現

NEW
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□BLACK

• ソールガード、ニットカバーに装着可能。
• 2本のクイックバックルベルト。
• ノンスリップラバーでズレを防止。
• 背負い部はワンタッチで 

サイズ調整が可能。
• 対応重量: 6kgまで

• 背面、底面にパッド入りでボードをしっかりと保護。
• ノーズと中央にキャーリーハンドル。
• 背面には収納式の背負いベルト内蔵。
• 内側にはボードを固定する2本のストラップ付き。
• 宅急便で送ることのできるクリアポケットを装備。
• ケース内部の素材は水、汚れに強い素材。
• 素材: ポリエステル

• 正面中央にマルチユースポケット付き。
• ノーズと中央にキャーリーハンドル。
• 背面には収納式の背負いベルト内蔵。
• 鍵の取り付けもできるダブルファスナー。
• 素材: ポリエステル

• 伸縮性に優れ、ボードの出し入れ
が簡単にできる。

• 通気性があるので乾きやすく、エッ
ジが錆びにくい。

• ノーズ、テール部の内側に補強、
エッジによる切れを防止。

• ワイズの調整ができるウエストのベルト。
• ALTERNATIVEはワイズ の 調 節 が 

できる。取り外し可能な固定ベルトは 
ノーズ内側のベルクロに留めることが
できる。

• アルペンボード用はハンマーヘッ
ド形状のボードに対応。

• 素材: ポリエステル、デニム他

バックパックスタイルに早変わり、
簡単に取り付けができる
アタッチメントベルト

• ニットカバー、スキーカバーに装着可能。 ・2本のクイックバックルベルト。
• 肩パッド付きで痛みを軽減。 ・長さはワンタッチでサイズ調整が可能。
• 対応重量: 6kgまで

移動に便利な、肩掛けキャリーベルト

3つの個室で分別収納、
大容量のボックス型ボードケース 背負いベルト付きの

スタンダードボードケース

BACK BELT BOARD CARRY BELT

BOARD PACKTHE ONE

KNIT COVER

#4100335 / バックベルト
PRICE: ¥2,700（¥2,970税込）
SIZE: ONE SIZE

#4100336 / ボードキャリーベルト
PRICE: ¥1,800（¥1,980税込）
SIZE: ONE SIZE

#4100333 / ボードパック  
PRICE: ¥6,800（¥7,480税込）
SIZE: 152（152×32×16cm）
         162（162×32×16cm）

#4100332 / ザ・ワン 
PRICE: ¥12,000（¥13,200税込）
SIZE: 160（160×35×13cm）

#4100300-317 / ニットカバー
PRICE: ¥6,700（¥7,370税込）
#4100318-319 / ニットカバー
PRICE: ¥5,900（¥6,490税込）
SIZE: SM（138-150cm）
　　　　ML（150-165cm）

#4100320 / ニットカバー・ロング
PRICE: ¥6,200（¥6,820税込）
SIZE: XL（165-185cm）

#4100321 / ニットカバー・アルペン
PRICE: ¥6,200（¥6,820税込）
SIZE: SM（150-165cm）
        ML（165-180cm）

#4100322 / トンガリニット
PRICE: ¥6,500（¥7,150税込）
SIZE: 170（170cmまで収納可能）

#4100323 / ニットサック
PRICE: ¥6,500（¥7,150税込）
SIZE: 165（165cmまで収納可能）

通気性、吸水性の良い
ジャストフィットタイプの
ニット製ボードカバー

#4100300
ALTERNATIVE

オルタネイティブ

□BLACK
PRICE: ¥6,700
（¥7,370税込）

#4100309
MAKIMONO
マキモノ

#4100315
WOLF
ウルフ

#4100318
STANDARD

スタンダード

#4100319
MOKU
モク

□GREY
PRICE: ¥6,700
（¥7,370税込）

□GREEN/VIOLET
PRICE: ¥6,700
（¥7,370税込）

□BLUE/YELLOW
PRICE: ¥5,900
（税込¥6,490）

□MOKU-BK
PRICE: ¥5,900
（税込¥6,490）

□MOKU-GN/VIOLET
PRICE: ¥5,900
（税込¥6,490）

#4100312
HORROR
ホラー

□GREEN
PRICE: ¥6,700
（¥7,370税込）

□WHITE
PRICE: ¥6,700
（¥7,370税込）

□GREEN/VIOLET
PRICE: ¥6,500
（¥7,150税込）

□GREEN/VIOLET
PRICE: ¥6,500
（¥7,150税込）

□WHITE
PRICE: ¥6,700
（¥7,370税込）

#4100311
ZEBRA
ゼブラ

#4100316
PANDA
パンダ

#4100322
TONGARI KNIT
トンガリニット

#4100323
KNIT SACK

ニットサック

#4100317
DOG

ドッグ

□BLACK
PRICE: ¥6,700
（¥7,370税込）

□GREEN
PRICE: ¥6,700
（¥7,370税込）

□DENIM
PRICE: ¥6,500
（¥7,150税込）

□DENIM
PRICE: ¥6,500
（¥7,150税込）

□PINK
PRICE: ¥6,700
（¥7,370税込）

#4100313
NATIVE

ネイティブ

□MOKU-BLACK
PRICE: ¥6,700
（¥7,370税込）

#4100314
BEAR
ベアー

□BK/BEIGE
PRICE: ¥6,700
（¥7,370税込）

#4100310
DINOSAUR
ダイナソー

□BLACK
PRICE: ¥6,700
（¥7,370税込）

□YELLOW
PRICE: ¥6,700
（¥7,370税込）

□GREEN/VIOLET
PRICE: ¥5,900
（税込¥6,490）

□MOKU-NV
PRICE: ¥5,900
（税込¥6,490）

□VIOLET
PRICE: ¥6,700
（¥7,370税込）

□BEIGE
PRICE: ¥6,700
（¥7,370税込）

□VIOLET
PRICE: ¥6,700
（¥7,370税込）

□MOKU-BK
PRICE: ¥6,500
（¥7,150税込）

□MOKU-BK
PRICE: ¥6,500
（¥7,150税込）

□YELLOW
PRICE: ¥6,700
（¥7,370税込）

□BLACK
PRICE: ¥6,700
（¥7,370税込）

□RED/BLUE
PRICE: ¥6,700
（¥7,370税込）

#4100301
DENIM
デニム

□DENIM
PRICE: ¥6,700
（税込¥7,370）

□MINT/NY/YEL
□BLACK

□BLACK

□HEATHER GREY

□DELA MAP

□BK/WH

□GRUNGE

#4100302
FOREST

フォレスト

□FOREST
PRICE:¥6,700

（¥7,370税込）

#4100304
MEDAMA
メダマ

□MEDAMA
PRICE: ¥6,700
（¥7,370税込）

#4100306
MESSAGE

メッセージ

□BLACK
PRICE:¥6,700

（¥7,370税込）

#4100308
EAGLE 

イーグル

□BLACK 
PRICE:¥6,700

（¥7,370税込）

#4100303
PAINTING

ペインティング

□PAINTING
PRICE: ¥6,700
（¥7,370税込）

#4100305
TIEDYE
タイダイ

□TIEDYE
PRICE: ¥6,700
（¥7,370税込）

#4100307
BOOYAH 
ブーヤ

□ORANGE
PRICE:¥6,700

（¥7,370税込）

□BLUE
PRICE:¥6,700

（¥7,370税込）

#4100320
LONG
ロング

□BLACK
PRICE: ¥6,200
（¥6,820税込）

#4100321
ALPINE

アルペン

□MOKU-BK
PRICE: ¥6,200
（¥6,820税込）

□BLACK/VIOLET
PRICE: ¥6,200
（¥6,820税込）

• ふらつきを抑えるビッグウィール、補強棒で底付きを防ぐ。
• 背面、底面にパッド入りでボードをしっかりと保護。・ノーズ、中央、背面にキャリーハンドル。
• 内側にはボードを固定する2本のストラップ付き。・ケース内部の素材は水、汚れに強い素材。 ・素材: ポリエステル

・伸縮性に優れ、
   スキーの出し入れが簡単にできる。
・ノーズ、テール部の内側に補強、 
   エッジによる切れを防止。
・素材: ポリエステル

• 背面、底面にパッド入りでボードをしっかりと保護。
• ノーズと中央にキャーリーハンドル。
• 背面には収納式の背負いベルト内蔵。
• 内側にはボードを固定する2本のストラップ付き。
• 宅急便で送ることのできるクリアポケットを装備。
• ケース内部の素材は水、汚れに強い素材。
• 素材: ポリエステル

ボードを2本収納可能、
保護パッド入りのシンプルな
ボックス型ウィール付きボードケース

通気性、吸水性の良い
スキー用ニットカバー

3つの個室で分別収納、
大容量のボックス型ウィール付きボードケース

DOUBLE WHEEL

SKI COVER

THE ONE WHEEL
#4100330 / ダブル・ウィール
PRICE: ¥16,500（¥18,150税込）
SIZE: 162（162×35×17cm）

#4100339 / スキーカバー
PRICE: ¥7,500（¥8,250税込）
SIZE: ～175cmまで

#4100331 / ザ・ワン・ウィール 
PRICE: ¥16,000（¥17,600税込）
SIZE: 160（160×35×13cm）

チームライダー 佐藤亜耶が撮影した写真をデザインに落とし込んだ
カラーコレクション『WOODLAND』

□BLACK-PVC □WOODLAND

□DELA MAP
□HEATHER GREY

□H GREY

□GRUNGE

NEW

NEW
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•	濡れものを分別収納できるサイドポケット。
•	ヘルメット、小物収納用スペース。
•	フロントポケットと付属のストラップ使用でボードも搭載可能。

•	ブーツ、ウェア、アクセサリーなどがラクラク収納可能。
•	上部のメッシュで中が見えにくく内容量もアップ。

•	持ち手が選べる2WAYタイプ。
•	背面にはCONTAINER	WHEELの上部に固定できるスリット付き。
•	裏地は水気と汚れに強いPVCコーティング。
•	素材:	ポリエステル

•	ふらつきを抑えるビッグウィール。
•	裏地は水気と汚れに強いPVCコーティング。
•	素材:	ポリエステル

•	裏地は水気に強いPVCコーティング。
•	素材:	ポリエステル、PVC

ヘルメット・ブーツが収納でき
ボードを装着できる大容量のウィールバッグ 持ち運びに便利なメッシュ付きカーゴバッグ

•	開口部は絞るだけの巾着タイプ。
•	サイドのジッパーが大きく開き荷物の出し入れがしやすい。
•	背面部とショルダーベルトはパッド入りで背負い心地が向上。
•	メッシュ素材で通気性が抜群、	
底面裏地は水気と汚れに強いPVCコーティング。

ブーツ・ウェアも収納可能な
通気性抜群の大容量メッシュパック

旅行には欠かせないトートバッグ、
CONTAINER WHEELとセットアップが可能

CONTAINER WHEEL CARGO BAG

MESH PACK

CONTAINER TOTE
#4100350	/	コンテナ・ウィール
PRICE:	¥13,500（￥14,850税込）
＊BLACK-PVCのみ
#4100351
PRICE:	¥12,800（￥14,080税込）
SIZE:	W34×H55×D32cm/60L

#4100361	/	カーゴバッグ
PRICE:	¥3,800（￥4,180税込）
＊BLACK-PVCのみ
#4100362
PRICE:	¥3,600（￥3,960税込）
SIZE:	W57×H35×D30cm/59L

※未使用時には
			丸めてコンパクトに。

#4100370	/	メッシュパック
PRICE:	¥4,800（￥5,280税込）
SIZE:	W36×H48×D25cm/42L

#4100352	/	コンテナ・トート
PRICE:	¥5,000（￥5,500税込）
＊BLACK-PVCのみ
#4100353
PRICE:	¥4,800（￥5,280税込）
SIZE:	W36×H37×D17cm/22L

□DELA MAP

□BLACK-PVC

□GRUNGE

□HEATHER GREY

□BLACK-PVC

□WOODLAND

□BLACK

□DELA MAP

□GRUNGE

□HEATHER GREY

□HEATHER 
GREY

□DELA MAP□BLACK-PVC

□GRUNGE

•	ふらつきを抑えるビッグウィール。
•	大容量の上部は3ルーム構造、ヘルメットやグローブ等を	
分別収納できる。
•	下部はパッド入り、内部の素材は水、汚れに強い素材。
•	下部にはブーツが2足収納可能、	
仕切り付きでブーツ同士の干渉を防ぐ。
•	素材:	ポリエステル

•	ブーツ、ウェア、アクセサリーなどがラクラク収納可能。
•	上部のメッシュで中が見えにくく内容量もアップ。
•	下部にはブーツが分別収納可能、内部の素材は水、	
汚れに強い素材。
•	素材:	ポリエステル

•	収納可能な背負いベルトには	
チェストストラップ付き。
•	大容量の上部は2ルーム構造、ヘルメットや	
グローブなどを分別収納できる。
•	下部にはブーツが分別収納可能、	
パッド入りで内部の素材は水、	
汚れに強い素材。
•	肩パッド付きショルダー	
ベルトが	
標準装備。
•	素材:	ポリエステル

家族の荷物をまとめて収納可能
2層タイプの大容量
ウィール付きトラベルバッグ

ブーツを分けて収納できる
2層タイプ、メッシュ付きコンテナバッグ

1人分の荷物がぴったり収納可能
背負いベルト付きのマルチギアバッグ

FAMILY CONTAINER
ARLOW BAG

MULTI CONTAINER

#4100354	/	ファミリー・コンテナー
PRICE:	¥15,500（￥17,050税込）
＊BLACK-PVCのみ
#4100355
PRICE:	¥15,000（￥16,500税込）
SIZE:	W88×H35×D31cm/95L

#4100363	/	アーローバッグ
PRICE:	¥5,200（￥5,720税込）＊BLACK-PVCのみ
#4100364
PRICE:	¥5,000（￥5,500税込）
SIZE:	W50×H35×D33cm/57L

#4100356	/	マルチ・コンテナー
PRICE:	¥9,500（￥10,450税込）
＊BLACK-PVCのみ
#4100357
PRICE:	¥9,200（￥10,120税込）
SIZE:	W50×H35×D33cm/57L

NEW
NEW

NEW

□HEATHER GREY

□GRUNGE

□BLACK-PVC

□DELA MAP □GRUNGE

□HEATHER GREY

□BLACK-PVC

アイテム名：BAG容量TAG-C
サイズ： W100mm / H185mm (厚さ1mm)
カラー： 1C/0C
仕様アイテム：CARGO BAG

2020/5/20

□WOODLAND □DELA MAP
□GRUNGE

□BLACK-PVC□HEATHER GREY

•	衣類や小物の収納に大活躍。
•	メッシュ素材で中身を目視可能。
•	裏地は水気と汚れに強いPUコーティング。
•	女性用（24cm程度）のブーツまで収納可能。
•	素材:	ポリエステル/リップストップ

誰でも収納上手、
リップストップ生地の仕分けバッグ

CUBE BAG
#4100365	/	キューブ・バッグ
PRICE:	¥1,800（￥1,980税込）
SIZE:	W37×H32×D12cm/14Ｌ

□BLACK

□CAMO

•	裏地は水気と汚れに強いPVCコーティング。
•	素材:	ポリエステル

•		スペースを取らないコンパクトバッグ。
•		ボアブーツ、ハードブーツにも対応。

省スペース、2ルーム構造のブーツケース

BOOTS CASE

□BLACK-PVC

□GRUNGE

□HEATHER GREY
□WOODLAND

□DELA MAP

#4100366	/	ブーツ・ケース	
PRICE:	¥3,700（￥4,070税込）＊BLACK-PVCのみ
#4100367
PRICE:	¥3,500（￥3,850税込）
SIZE:	W551×H36×D12cm	

•	出し入れが容易にできるワイドオープンファスナー。
•	ブーツから小物一式を収納できる大容量。
•	上部の素材は半透明の生地を使用、中身を外部の視界からシャットアウト。

•	裏地は水気と汚れに強いPVCコーティング。
•	素材:	ポリエステル

大容量のボックス型ブーツケース

BOOTS LOCKER
#4100368	/	ブーツ・ロッカー	
PRICE:¥4,000（￥4,400税込）＊BLACK-PVCのみ
#4100369			PRICE:¥3,800（￥4,180税込）	
SIZE:	W40×H40×D28cm/44L

□BLACK-PVC □HEATHER GREY

□GRUNGE

□DELA MAP □WOODLAND
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•	5パネルでジャストフィット。
•	芯入りのツバで形状キープ。GOGGLEとの相性も抜群。
•	後ろのバックルでサイズ調節が可能。
•	耳当て部にフリースを使用し、しっかり保温。
•	素材:	ポリエステル

•	裏地は中綿入りの	
キルティング素材で暖かさをキープ。
•	イヤーフラップは頭頂部に上げて着用も可能。
•	後ろのドローコードでサイズ調整が可能。
•	素材:	ポリエステル

•	シンプルなワンポイント刺繍。
•	素材:	アクリル

•	厚手のフリースを使用し、	
首周りの暖かさをキープ。
•	上部、背面には撥水素材を採用。
•	開口部はドローコードで調整が可能。
•	素材:	ポリエステル

•	TUBE	FLEECE:フリースを2重にし、	
暖かさをキープ。
•	TUBE	WARMER:裏起毛の	
HEATHERが暖かさをキープ。
•	首元からの風、雪の侵入を防ぐ。
•	素材:	ポリエステル

•	伸縮性の良いニット素材。
•	シンプルなワンポイント刺繍。
•	素材:	アクリル

耳当て付きであたたかい5パネルボアキャップ

中綿とファーで耳や顔周りまで
暖かいニット製フライトキャップ

シンプルな折り返しビーニー

撥水素材を採用した
暖かフリースフードウォーマー

チューブ形状の暖かウォーマー
TUBE WARMER

タイダイ染が目を引く
折り返しビーニー

5PANEL BOA CAP

KNIT FLIGT CAP

MOUNTAIN BEANIE

HOODED PRO

TUBE FLEECE / TUBE WARMER

TIEDYE BEANIE

#4100400	/	5パネルボアキャップ
PRICE:	¥3,900（¥4,290税込）			SIZE:	58～62cm

#4100404	/	ニット・フライト・キャップ
PRICE:	¥5,400（¥5,940税込）	
SIZE:	60～64cm

#4100406	/	マウンテン・ビーニー
PRICE:	¥2,300（￥2,530税込）
SIZE:	ONE	SIZE

#4100408	/	フーデッド・プロ
PRICE:	¥5,000（￥5,500税込）
SIZE:	ONE	SIZE

#4100412	/	チューブ・フリース
PRICE:	¥2,000（￥2,200税込）
#4100413	/	チューブ・ウォーマー
PRICE:	¥2,400（￥2,640税込）

#4100407	/	タイダイ・ビーニー
PRICE:	¥2,700（￥2,970税込）
SIZE:	ONE	SIZE

□BEIGE

□BLACK □KHAKI □OLIVE

□GREY
□BLUE

□LAKE GREEN

□ORANGE

□LEMON

□BLACK

□BK/BK

□BK/OFF

□HEATHER

□BLACK

□BROWN □PINK

GOGGLE CASE
#4100371	/	ゴーグル・ケース
PRICE:	¥2,000（¥2,200税込）
#4100372
PRICE:	¥2,200（¥2,420税込）＊PINK-BOA、BEIGE-BOAのみ
SIZE:	W21×H12×12cm

□MEDAMA□ARMY □PAINTING

□BLACK □CHARCOAL □TIEDYE

□PINK BOA

□WOODLAND

□BEIGE-BOA

□BK-CAMO

GOGGLE CASE-W
#4100373	/	ゴーグル・ケース・ダブル
PRICE:	¥2,800（￥3,080税込）
SIZE:	W21×H12×D16cm

□PAINTING

□BLACK

□WOODLAND

□CHARCOAL

HELMET CASE
#4100375	/	ヘルメット・ケース	
PRICE:	¥3,500（￥3,850税込）		
SIZE:	W36×H40cm

・伸縮性に優れ出し入れが簡単。
・紐で絞る巾着タイプ。
・素材:	ポリエステル

ヘルメットの持ち運びに便利

□MOKU-BK □BK/LAME

□CYAN/MINT

GOGGLE COVER
#4100374	/	ゴーグル・カバー
PRICE:	¥800（¥880税込）
SIZE:	ONE	SIZE

□BLACK □BK-CAMO □PASTEL

□DELA MAP □ARMY

□TIEDYE

□PAINTING

□CHARCOAL

□MEDAMA

□WOODLAND

ゴーグルをスッポリ!! レンズ保護用カバー
•	素材:	ポリエステル（伸縮素材）

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

•	芯入りのツバで形状キープ。また、GOGGLEとの相性も抜群。
•	後ろ側のスナップボタンでサイズ調節が可能。
•	耳あて部にフリースを使用し、しっかり保温。
•	素材:	ポリエステル

耳あて付きであたたかい防寒キャップ

SNOW CAP
#4100401	/	スノー・キャップ
PRICE:	¥3,400（￥3,740税込）
SIZE:	58～62cm

□BLACK

•	裏地はキルティング素材で　暖かさをキープ。
•	5パネルでジャストフィット。
•	ワイヤー入りツバで形状をキープ、またゴーグルとの相性も抜群。
•	イヤーフラップは頭頂部に上げて着用も可能。
•	素材:	ナイロン、コットン、ポリエステル

幅広いスタイルで楽しめるファーが
アクセントの撥水耳付きキャップ

FUR CAP
#4100402	/	ファー・キャップ
PRICE:	¥4,300（¥4,730税込）		SIZE:	～60cm

•	裏地は中綿入りの	
キルティング素材で暖かさをキープ。
•	イヤーフラップは頭頂部に上げて着用も可能。
•	後ろのドローコードでサイズ調節が可能。
•	素材:	ナイロン、コットン、ポリエステル

中綿とファーで耳や顔周りまで
暖かい撥水フライトキャップ

FLIGHT CAP
#4100403	/	フライト・キャップ
PRICE:	¥5,000（¥5,500税込）
SIZE:	60～64cm

□BLACK

□OLIVE

□KHAKI

•	内側、耳あて部に	
フリースを使用し、しっかり保温。
•	素材:	アクリル、ポリエステル

耳があたたか
フラップビーニー

FLAP BEANIE
#4100405	/	フラップビーニー
PRICE:	¥2,800（￥3,080税込）			
SIZE:	ONE	SIZE

□NATURE

□BLACK

□TIEDYE

TUBE FLEECE

□BLACK

•	厚手のフリースを使用し、首まわりの暖かさをキープ。
•	フードは3枚パネルで抜群のシルエット。
•	開口部はコードで調整が可能。
•	ヘルメットの上からも装着可能。
•	素材/ポリエステル

フードつきの暖かフリースウォーマー

THE HOODED
#4100409	/	ザ・フーデッド
PRICE:	¥4,000（￥4,400税込）＊BLACK、GREY
#4100410
PRICE:	¥4,500（￥4,950税込）＊HEATHER
#4100411
PRICE:	¥4,800（￥5,280税込）＊BROWN	BOA、PINK	BOA
SIZE:	ONE	SIZE

□BROWN-BOA

□GREY

□PINK-BOA

□BLACK

□HEATHER

•	過酷なコンディションでも対応可能なフルカバータイプ。
•	やわらかな素材で快適に保温、吹雪にも対応。
•	呼吸がしやすく、ゴーグルが曇りにくい。
•	目出し穴は大きく伸縮し、アゴまで下げることが可能。
•	素材:	アクリル、コットン

ニット素材で
伸縮性抜群のクラッシックな目出し帽

BALACLAVA
#4100414/	バラクラバ
PRICE:	¥2,600（￥2,860税込）
SIZE:	ONE	SIZE

□BLACK □GREY □YELLOW

□BLACK

□NATIVE

□SNOW

MASK CASE
#4100377	/	マスクケース
PRICE:	¥2,200（￥2,420税込）
SIZE:	ONE	SIZE

NEWWARM BAG
#4100376		/	ウォーム・バッグ
¥1,600（￥1,760税込）		SIZE:	190×115mm

・外側は防水ナイロン生地。	
・中綿「primaloft」が入り、保温力抜群。

・予備のマスクを10枚はラクラク収納可能。
・内側素材に抗菌・抗ウイルス機能繊維加工技術「クレンゼ」を使用。
・外したマスクを収納できる背面ポケット。

□BLACK □BLUE □KHAKI

スマホ・電子タバコなどを保護する
中綿入りのモコモコケース

マスクを清潔に持ち運ぶ、
抗菌・抗ウイルス加工素材使用のマスクケース

□BLACK □WHITE

□BK/WH/CHA

□CRAZY
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NEW

NEW

NEW

•	足裏全体に暖かパイルを採用、冷気をシャットアウト。
•	ウール、アンゴラ混紡でやわらかさと暖かさを約束。
•	足首、土踏まずにズレ防止サポーター機能付き。

•	汗を吸い取り、すばやく放出する素材「セラフィ」を採用。
•	遠赤外線、セラミック効果で暖かくソフトな風合い。
•	抗菌防臭加工。
•	足裏全体に暖かパイルを採用、冷気をシャットアウト。
•	足首、土踏まずにズレ防止サポーター機能付き。

•	汗を吸い取り、すばやく放出する素材「セラフィ」を採用。
•	遠赤外線、セラミック効果で暖かくソフトな風合い。
•	抗菌防臭加工。
•	足裏全体に暖かパイルを採用、冷気をシャットアウト。
•	足首、土踏まずにズレ防止サポーター機能付き。

最上級の暖かソックス
サラサラ快適

厚手のソックスが2足1組のお得なソックス 厚手のソックスが2足1組のお得なソックス

VERY WARM

VALUE WARM SET / BASIC VALUE WARM SET / STAR

ベリー・ウォーム
PRICE:	¥2,000（￥2,200税込）
SIZE:	SM（22-25cm）,ML（25-28cm）

#4100442	/	
ベリーウォーム・ネイティブ

#4100445	/	バリューウォームセット・ベーシック
PRICE:	¥2,700（￥2,970税込）
SIZE:	SIZE:	SM（22-25cm）,ML（25-28cm）

#4100446	/	バリューウォームセット・スター
PRICE:	¥2,700（￥2,970税込）
SIZE:	SIZE:	SM（22-25cm）,ML（25-28cm）

□BK/WHITE
□BLACK

□NV/GREY

2足
SET

2足
SET

足首、土ふま
ずにズレを防
止するフィット
サポーター機
能。激しい動
きにも対応。

足首、土ふま
ずにズレを防
止するフィット
サポーター機
能。激しい動
きにも対応。

ブーツのあたりを
軽減してくれる厚
手のパイル。

ブーツのあたりを
軽減してくれる厚
手のパイル。

ヒートアップした
内部を蒸れから
解放してくれる
メッシュパネル。

ヒートアップした
内部を蒸れから
解放してくれる
メッシュパネル。

足裏全体にパ
イルを使用。冷
気をシャットア
ウト。

足裏全体にパ
イルを使用。冷
気をシャットア
ウト。

膝下までの長めの丈で
暖かくズレ落ちにくい。

膝下までの長めの丈で
暖かくズレ落ちにくい。

ML
□BK+NAVY

SM
□BK+PURPLE

両サイドと
後頭部の
スリットから
髪を出せる

首まわりのもたつきを解消する△マチ

足 首、土ふまず
にズレを防止す
るフィットサポー
ター機能。激しい
動きにも対応。

ブーツのあたり
を軽減してくれ
る厚手のパイル。

ヒートアップした
内部を蒸れから
解放してくれる
メッシュパネル。

足裏全体にパイ
ルを使用。冷気を
シャットアウト。

膝下までの長めの丈で
暖かくズレ落ちにくい。

•	足ムレ防止と冷え防止効果のある5本指タイプ。
•	ボードの操作性をより高めるため、足裏のノンスリッププリント加工。
•	軽くて暖かい「ドラロン」が爽やかさと心地よさを約束。
•	足首、土踏まずにズレ防止サポーター機能付き。

足裏全体にノンスリッププリントを採用した5本指

NONSLIP SOCKS
#4100441	/	ノンスリップ・ソックス
PRICE:	¥2,000（￥2,200税込）
SIZE:	SM（22-25cm）,ML（25-28cm）

•	ウール、アンゴラ混紡でやわらかさと暖かさを約束。
•	足首、土踏まずにズレ防止サポーター機能付き。

グリップ力に優れた5本指、ウール入りでソフトで暖か

SUPER GRIP 5F
#4100440	/	スーパーグリップ・5F
PRICE:	¥2,000（￥2,200税込）
SIZE:	SM（22-25cm）,ML（25-28cm）

□BLACK □BLACK□NV/MUSTARD □YL/GREEN□BK/D.PINK □NV/VIOLET

足首、土ふまずにズレ
を防止するフィットサ
ポーター機能。激しい
動きにも対応。

足首、土ふまずにズレ
を防止するフィットサ
ポーター機能。激しい
動きにも対応。グリップに優れた5本指。

グリップに優れた5本指。

膝下までの長めの丈で暖
かくズレ落ちにくい。

膝下までの長めの
丈で暖かくズレ落
ちにくい。

ML
□BK+NAVY

SM
□BK+PINK

RANGER MASK 
#4100421	/	レンジャー・マスク
PRICE:	¥3,400（￥3,740税込）
SIZE:	ONE	SIZE

□BK-CAMO□BLACK

•	口元は立体成型のためアゴまで	
下げることが可能。
•	薄手の生地でビーニーや	
ヘルメットの下に装着可能。
•	素材:	ポリエステル

吸汗速乾生地を採用した
立体成型目出し帽

□BLACK □VIOLET□GREY

•	後頭部と左右のスリットから髪の毛を出すことで、	
顔にまとわりつく煩わしさを解消。
•	首元のもたつきを解消する、マチ有りタイプ。
•	口元は立体成型のためアゴまで下げることが可能。
•	薄手の生地でビーニーやヘルメットの下に装着可能。
•	素材:	ポリエステル

スリットが３箇所に入った
吸汗速乾生地を採用した
立体成型目出し帽

GIRL'S RANGER
#4100423	/	ガールズ・レンジャー
PRICE:	¥3,500（￥3,850税込）
SIZE:	ONE	SIZE

GIRLGIRL

VALUE WARM/NATIVE VALUE WARM/PANDA VALUE WARM/DOG

□BLACK □BLUE□ORANGE □GREY

□PURPLE □BLACK

NEW

•	日焼けが気になるとき、寒いとき、コンディションに
合わせて使用可能。
•	軽量のフリース素材で暖かさをキープ。
•	素材:	ポリエステル

UV-CUT素材と保温素材を
組み合わせたハイブリッドマスク

2WAY MASK
#4100427	/	ツーウェイ・マスク
PRICE:	¥2,400（￥2,640税込）
SIZE:	ONE	SIZE

□GRUNGE□BLACK□BK-CAMO

RANGER MASK ANTI VIRUS
#4100420	/	レンジャーマスク・アンチウイルス
PRICE:	¥3,600（￥3,960税込）　SIZE:	ONE	SIZE

□ARMY□HEATHER□BLACK □GRUNGE

•	口元内側の綿素材に抗菌
•	抗ウイルス機能繊維加工技術『クレンゼ』を使用。
•	表面には吸汗速乾素材を使用。
•	口元は立体成型のためアゴまで下げることが可能。
•	ビーニーやヘルメットの下に装着可能。
•	素材:	ポリエステル、コットン

口元に抗菌・抗ウイルス加工素材使用
立体成型目出し帽

NEW

LOOSE WARM ANTI VIRUS
#4100425	/	ルーズウォーム・アンチウイルス
PRICE:	¥4,200（￥4,620税込）
SIZE:	ONE	SIZE

□BLACK

•	口元内側の綿素材に抗菌・	
抗ウイルス機能繊維加工技術『クレンゼ』を使用。
•	口、鼻元にブレスホールを採用しており呼吸がしやすい。
•	ノーズフィットが内蔵、抜群の装着感。
•	表面は厚手のストレッチ素材を使用、暖かさをキープ。
•	口元は立体成型のためアゴまで下げることが可能。
•	ビーニーやヘルメットの下に装着可能。
•	素材:	ポリエステル、コットン

口元に抗菌・抗ウイルス加工素材使用
呼吸のしやすいブレスホール付き
厚手の立体成型目出し帽
ルーズフィットタイプ

NEW

GIRL’S RANGER ANTI VIRUS
#4100422	/	ガールズレンジャー・アンチウイルス
PRICE:	¥3,700（￥4,070税込）
SIZE:	ONE	SIZE

□BLACK□TIEDYE□HEATHER

•	後頭部と左右のスリットから髪の毛を出すことで、	
顔にまとわりつく煩わしさを解消。
•	首元のもたつきを解消する、マチ有りタイプ。
•	口元内側の綿素材に抗菌・	
抗ウイルス機能繊維加工技術『クレンゼ』を使用。
•	表面には吸汗速乾素材を使用。
•	口元は立体成型のためアゴまで下げることが可能。
•	ビーニーやヘルメットの下に装着可能。
•	素材:	ポリエステル、コットン

口元に抗菌・抗ウイルス加工素材使用
スリットが3箇所に入った立体成型目出し帽

NEW

WARM RANGER ANTI VIRUS
#4100424	/	ウォームレンジャー・アンチウイルス
PRICE:	¥3,900（￥4,290税込）
SIZE:	ONE	SIZE

□BLACK

•	口元内側の綿素材に抗菌・	
抗ウイルス機能繊維加工技術『クレンゼ』を使用。
•	表面は厚手のストレッチ素材を使用、暖かさをキープ。
•	口元は立体成型のためアゴまで下げることが可能。
•	ビーニーやヘルメットの下に装着可能。
•	素材:	ポリエステル、コットン

口元に抗菌・抗ウイルス加工素材使用
厚手の立体成型目出し帽

NEW

2LAYER MASK ANTI VIRUS
#4100426	/	2レイヤーマスク・アンチウイルス
PRICE:	¥2,600（￥2,860税込）
SIZE:	ONE	SIZE

□BLACK

□GRUNGE

•	口元内側の綿素材に抗菌・	
抗ウイルス機能繊維加工技術『クレンゼ』を使用。
•	表面には吸汗速乾素材を使用。
•	取り付けは簡単調整ができるベルクロタイプ。
•	ずれ落ち防止の耳掛けゴム紐付属。
•	素材:	ポリエステル、コットン

口元に抗菌・抗ウイルス加工素材使用
2層構造のフェイスマスク

NEW

#4100443	/	
ベリーウォーム・パンダ

#4100444	/	
ベリーウォーム・ドッグ

NEW
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SLIM TRAP-20

SLIM LEASH SLIM TRAP-20

SLIM LEASH

SHORT LEASH / LOGO
#4100700	/	ショート・リーシュ・ロゴ
PRICE:	¥900（￥990税込）
SIZE:	255×20mm（つけ紐除く）

ベーシックなショートタイプ

□WHITE

□GREY

□RED

CARABINER SHORT
#4100703	/	カラビナ・ショート
PRICE:	¥1,200（￥1,320税込）
SIZE:	210×20mm（つけ紐除く）

カラビナフックの付いたショートタイプ

万能な定番パスケース

PASS STANDARD
#4100500	/	パス・スタンダード
PRICE:	¥1,500（¥1,650税込み）
#4100501
PRICE:	¥1,800（¥1,980税込み）
＊WHITE、YELLOWのみ
SIZE:	125×95mm（本体） □BLACK-PVC

□GRUNGE
□PINK-BOA

□HEATHER GREY
□BEIGE-BOA

□DELA MAP
□WHITE

□WOODLAND

□YELLOW

超薄型ボンディング
加工パスケース

BONDING PASS
#4100502/ボンディング・パス
PRICE:	¥1,500（￥1,650税込）			
SIZE:	130×90mm（本体）

□BLACK-PVC
□MOKU-GREEN

□MOKU-GREY

伸縮素材の軽量パスケース

PASS-WATER STOP
#4100503	/	パス・ウォーター・ストップ
PRICE:	¥1,600（￥1,760税込）
SIZE:	120×130mm（本体）

□BLACK

□TIEDYE

□MEDAMA

首掛けできるマチ有りパスケース

PASS BULLER
#4100507	/	パス・ブラー
PRICE:	¥1,700（¥1,870税込み）
#4100508
PRICE:	¥2,000（¥2,200税込み）＊WHITE、YELLOWのみ
SIZE:	130×95mm（本体）

NEW

□YELLOW

□HEATHER
GREY

□BLACK-
PVC

□WHITE

□MEDAMA

□BLACK_PVC

□HEATHER GREY□GRUNGE

□DELA MAP□WOODLAND

腕に着けるマチ有りボックスタイプ

PASS ARM
#4100509	/	パス・アーム	
PRICE:	¥2,000（￥2,200税込）	
SIZE:	90×130×15mm（本体）

薄型腕巻きつけタイプ

PASS-ARM: CLASSIC
#4100510	/	パス・アーム・クラシック	
PRICE:	¥1,500（￥1,650税込）
#4100511		
PRICE:	¥1,800（￥1,980税込）	＊WHITE、YELLOWのみ
SIZE:	150×95mm（本体）

□BLACK-
PVC

□HEATHER
GREY

□GRUNGE

□DELA MAP□WOOD
LAND

□WHITE □YELLOW

腕巻きつけ伸縮タイプ（縦向き）

PASS-ARM: NEO
#4100512	/	パス・アーム・ネオ
PRICE:	¥1,500（￥1,650税込）
SIZE:	410×130mm（本体）

□CHARCOAL

□TIEDYE

□MEDAMA

□ARMY

□BLACK

□BLACK □CHARCOAL□PAINTING

腕巻きつけ
伸縮タイプ（横向き）

PASS-ARM: NEO YOKO
#4100513	/	パス・アーム・ネオ・ヨコ
PRICE:	¥1,500（￥1,650税込）
SIZE:	410×130mm（本体）

□BLACK

□PAINTING

□ARMY

□TIEDYE

□TIEDYE

超薄型腕巻きつけタイプ

PASS-ARM: POCKET
#4100514	/	パス・アーム・ポケット
PRICE:	¥1,500（￥1,650税込）	
SIZE:	415×140mm（本体）

PASS-GLOVE MAKI
#4100515	/	パス・グローブ・マキ
PRICE:	¥1,400（￥1,540税込）	
SIZE:	130×100mm（本体）

□BLACK
□MEDAMA

□ARMY

□TIEDYE

伸縮素材のグローブ装着タイプ

□TIEDYE

伸縮素材の足に巻きつけるパスケース

PASS-LEG
#4100516	/	パス・レッグ	
PRICE:	¥1,800（￥1,980税込）
SIZE:	560×90mm（本体）

□BLACK

□ARMY

ボディバッグ型の万能パスケース

PASS BODY
#4100517	/	パス・ボディ	
PRICE:	¥2,400（￥2,640税込）
SIZE:	290×110mm

□BLACK

□TIEDYE

□PAINTING

ゴーグルストラップ巻きつけタイプ

PASS GOGGLE MAKI
#4100518	/	パス・ゴーグル・マキ
PRICE:	¥1,000（￥1,100税込）
SIZE:	110×53mm（本体）

□BLACK

□WHITE

CLASSIC LEASH
#4000701	/	クラシック・リーシュ
PRICE:	¥1,000（￥1,100税込）
SIZE:	230×20mm（つけ紐除く）

クラシックなショートタイプ

□VIOLET

□YELLOW

□BLACK

NARROW LEASH
#4100702	/	ナロー・リーシュ
PRICE:	¥1,000（￥1,100税込）
SIZE:	230×15mm（つけ紐除く）

細身なシンプルショートタイプ

□BK-CAMO

□PAINTING

□PAINTING

□PAINTING

□PAINTING

□BLACK

□TIEDYE

□TIEDYE

BUNGEE LEASH
#4100704	/	バンジー・リーシュ
PRICE:	¥1,500（￥1,650税込）			
SIZE:	260×15mm（つけ紐除く）

バンジーコードを
用いたショートタイプ

□BLACK
□BLACK

LONG LEASH
#4100705	/	ロング・リーシュ
PRICE:	¥1,600（￥1,760税込）
SIZE:	伸縮テープ/
									350×20mm（つけ紐除く）
									テープ/450×20mm

足巻きストラップ付きの
バンジーコードを用いた
ロングリーシュ

SLIM LEASH SLIM TRAP-20
#4100706	/	スリム・リーシュ
PRICE:	¥1,500（￥1,650税込）
SIZE:	720（最長）×Φ3mm（つけ紐除く）

#4100707	/	
スリム・トラップ-20
PRICE:	¥2,000（￥2,200税込）
SIZE:	コイル/720×Φ3mm（つけ紐除く）	
									テープ/500×20mm

定番、極細の
ワイヤーコイルタイプ

定番、極細のワイヤーコイルタイプ

□BLACK

□BLACK

□BLACK

LOCK LEASH
#4100708	/	ロック・リーシュ
PRICE:	¥1,800（￥1,980税込）
SIZE:	1,000（最長）×Φ2mm（つけ紐除く）

盗難防止用の鍵の付いた
ワイヤータイプ

□HEATHER GREY

ベルトに巻き付け
絶対に落ちない
パスケース

PASS BELT MAKI
#4100504	/	パス・ベルトマキ			
PRICE:	¥1,500（￥1,650税込）			
SIZE:	85×120mm（本体）

PASS-COIN
#4100506	/	パス・コイン	
PRICE:	¥2,000（￥2,200税込）
SIZE:	120×95mm（本体）

□TIEDYE

□MEDAMA □PAINTING

□BLACK

鍵やコインも収納できる
万能パスケース

PASS BULLER

PASS ARM
PASS CLASSIC
PASS ARM:NEO
PASS ARM:NEO/YOKO
PASS ARM:POCKET
PASS CLASSIC:JR

PASS BULLER

PASS ARM
PASS CLASSIC
PASS ARM:NEO
PASS ARM:NEO/YOKO
PASS ARM:POCKET
PASS CLASSIC:JR

PASS BULLER

PASS ARM
PASS CLASSIC
PASS ARM:NEO
PASS ARM:NEO/YOKO
PASS ARM:POCKET
PASS CLASSIC:JR

PASS BULLER

PASS ARM
PASS CLASSIC
PASS ARM:NEO
PASS ARM:NEO/YOKO
PASS ARM:POCKET
PASS CLASSIC:JR

PASS BULLER

PASS ARM
PASS CLASSIC
PASS ARM:NEO
PASS ARM:NEO/YOKO
PASS ARM:POCKET
PASS CLASSIC:JR

PASS BULLER

PASS ARM
PASS CLASSIC
PASS ARM:NEO
PASS ARM:NEO/YOKO
PASS ARM:POCKET
PASS CLASSIC:JR
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STOMP TRIANGLE
#4100611	/	ストンプ・トライアングル
PRICE:	¥1,500（￥1,650税込）
SIZE:	115×103mm

BAR PAD
#4100612	/	バー・パッド
PRICE:	¥1,600（￥1,760税込）
SIZE:	100×25mm

STOMP CRYSTAL
#4100614	/	ストンプ・クリスタル
PRICE:	¥1,600（￥1,760税込）
SIZE:	123×142mm

BIG SOLDIER
#4100616	/	ビッグ・ソルジャー
PRICE:	¥1,700（￥1,870税込）	
SIZE:	70×120mm			

STOMP ROUND
#4100613	/	ストンプ・ラウンド
PRICE:	¥1,600（￥1,760税込）
SIZE:	110×110mm

STOMP OHIGEKUN

STOMP BOOYAH

STOMP DINOSAUR

STOMP CACTUS STOMP MOUTH STOMP PANDA

SHIN PAD BOOTS COVER BOOTS STRAP 

#4100600	/	ストンプ・オヒゲクン
PRICE:	¥1,500（￥1,650税込）
SIZE:	121×75mm			120×38mm

#4100604	/	ストンプ・ブーヤ
PRICE:	¥1,500（¥1,650税込）
SIZE:	145×79mm

#4100608	/	ストンプ・ダイナソー
PRICE:	¥1,500（¥1,650税込）
SIZE:	146×65mm

#4100605	/	ストンプ・カクタス
PRICE:	¥1,500（¥1,650税込）
SIZE:	113×133mm

#4100606	/	ストンプ・マウス
PRICE:	¥1,500（¥1,650税込）
SIZE:	115×114mm

#4100607	/	ストンプ・パンダ
PRICE:	¥1,500（¥1,650税込）
SIZE:	90×120mm

#4100807	/	シンパッド
PRICE:	¥3,200（￥3,520税込）
SIZE:	ONE	SIZE
＊2個1セット

#4100809	/	ブーツカバー
PRICE:	¥2,000（￥2,200税込）
SIZE:	SM（22-25cm）、ML（25-28cm）

#4100810	/	ブーツストラップ
PRICE:	¥1,600（¥1,760税込）
SIZE:	ONE	SIZE

STOMP INAZUMA
#4100601	/	ストンプ・イナズマ
PRICE:	¥1,500（￥1,650税込）
SIZE:	70×110mm

STOMP WHALE
#4100602	/	ストンプ・ホエール
PRICE:	¥1,500（￥1,650税込）
SIZE:	130×104mm

STOMP DOG
#4100603	/	ストンプ・ドッグ
PRICE:	¥1,500（￥1,650税込）
SIZE:	130×80mm

•	素材:	TPU

•	素材:	TPU •	素材:	TPU•	素材:	TPU

•	素材:	TPU

•	素材:	TPU

•	素材:	TPU

•	素材:	TPU •	素材:	TPU •	素材:	TPU

•	素材:	TPU •	素材:	TPU •	素材:	TPU

□NEW ARMY

□CLEAR

□MEDAMA

□CLEAR

□BLACK

□CLEAR
□BLACK

□WHITE

•	素材:	ポリカーボネート •	素材:	ポリカーボネート

CLEAR DIAMOND
#4100617	/	クリア・ダイアモンド
PRICE:	¥1,600（￥1,760税込）
SIZE:	29×17mm

□CLEAR

□BLACK

□RED/WHITE

□BLACK

□GREEN

□RED

□BLACK

□BLACK□YELLOW

□PINK

□WHITE □SILVER

□YELLOW

NEW

NEW

NEW NEW NEW

NEW NEW NEW

CUTTING-MDOG CUTTING-LMOUNTAIN FURNITURE
#4100832	/	カッティング・M
PRICE:	¥800（￥880税込）		
SIZE:	175×52mm

#4100830	/	ドッグ			
PRICE:	¥800（￥880税込）		SIZE:	77×125mm

#4100833	/	カッティング・L
PRICE:	¥1,000（￥1,100税込）
SIZE:	344×104mm

#4100831	/	マウンテンファニチャー
PRICE:	¥1,000（￥1,100税込）

＊転写型抜タイプ

＊転写型抜タイプ

□BLACK

□SILVER

□BLACK

□JADE

□WHITE

□SILVER

□RED

HANDY CLEANER

GOMU MESH

PROTECT SHEET

ELASTIC BELT

HANGING TAPE

CABLE LOCK
#4100801	/	ハンディー・クリーナー	
PRICE:	¥900（￥990税込）
SIZE:70×75mm

#4100821	/	ゴム・メッシュ	
PRICE:	¥2,700（¥2,970税込）
SIZE:	1,100×38mm

#4100802	/	プロテクト・シート	
PRICE:	¥1,700（￥1,870税込）
SIZE:	295×215mm	
Q'TY:	2pcs

#4100820	/	エラスティック・ベルト
PRICE:	¥2,500（¥2,750税込）		SIZE:	ONE	SIZE

#4100804	/	ハンギング・テープ
PRICE:	¥3,200（￥3,520税込）		
SIZE:	ONE	SIZE

#4100800	/	ケーブル・ロック	
PRICE:	¥1,600（￥1,760税込）		
SIZE:	70×55mm

•	持ち運びに便利なコンパクトサイズ。	
•	滑走後のボードの悩み、雪・氷・水気などを取り除く。

•	ブーツのインナーとアウターの間に差し込み、隙間を埋める。
•	素材:	ポリエステル

・縫製部は
			シームテープ加工済み。
・素材:	ポリエステル

•左右のカラビナをブーツに通し持ち運びに便利。
•素材:	ポリエステル

・縫製部はシームテープ加
工済み。
・べちゃ雪や雨天時のブー
ツ内部への水漏れを防止。
・裏地は水気と汚れに強い
PUコーティング。
・素材:	ポリエステル
＊当製品は完全防水を保証
するものではありません。

•	シングルピンタイプのゴムベルト。・無段階調整が可能の編み上げタイプ。

•	前足、後足の2枚セットで大切な板を保護。	
・シートの厚さは0.3mm。	
•	バインディングの角度に合わせて調整可能。	
・素材:	TPU

•	伸縮素材のためフィット感抜群。・	脱着が簡単なワンタッチバックル。

•	車内のアシストグリップにベルトを通すだけの簡単装着。			
•	グローブ、ウォーマーなどを干せるループ付き。
•	2本1セット。

・ワイヤーの最長は720mm。	
・自在に設定が可能な3ケタの	
ダイアル式暗証番号設定。	
＊暗証番号を一度設定すると	
		解読方法はありません。暗証	
		番号は忘れないようメモする	
			事をおすすめします。

□BEIGE/NAVY

□LILAC □BK/WHITE

□NAVY□BLACK

ボードやバインディングに付いた雪・氷を取り除く

すねの隙間を無くし、ターン時の
レスポンスをアップ

ブーツのソールをすっぽりカバー、
家でも車でも汚さずに収納

ブーツをまとめて持ち運べる
ネオプレーン製ストラップ

ブーツの防水機能を向上させる
防水透湿素材のインナーソックス

伸縮素材の編み上げベルト

大切な板をバインディングの
傷から守る保護シート

伸縮素材の簡単装着ベルト

スノーボード、サーフボードの車載に最適　

盗難防止に、 
ダイアルロック式の 
自動巻き取りワイヤーロック

□CL-SMOKE

□BLACK

□WHITE

□CLEAR

□BLUE

氷砕き

SCRAPER

01

水切り

WIPER

03

雪落とし

BRUSH

02

□BLACK

□YELLOW

□COYOTE

□BK-CAMO

STICKERS

STOMP ROD
#4100609	/	ストンプ・ロッド
PRICE:	¥1,500（￥1,650税込）
SIZE:	25×210mm
•	素材:	TPU

□CLEAR

STOMP STAR
#4100610	/	ストンプ・スター
PRICE:	¥1,600（￥1,760税込）
SIZE:	125×125mm

•	素材:	TPU

□CLEAR

□BLACK

SOLDIER PAD
#4100615	/	ソルジャー・パッド
PRICE:	¥1,600（￥1,760税込）
SIZE:	39×66mm
•	素材:	リサイクルPVC

□NEW ARMY

□BK/WHITE

□BK/BEIGE

BOOTS INNER SOCKS
#4100808	/	ブーツ・インナー・ソックス	
PRICE:	¥2,400（￥2,640税込）	
SIZE:	SM（22-25cm）,ML（25-28cm）

□BLACK

□BLACK

□BLACK

□MEDAMA

□TIEDYE

□PAINTING

•	素材:	リサイクルPVC

SOLID DIAMOND
#4100618	/	ソリッド・ダイアモンド
PRICE:	¥1,800（¥1,980税込）
SIZE:	29×17mm

□BLACK □WHITE

•	グローブやキャップを挟み、	
カラビナでどこにでも簡単取付け。
•	置き忘れなどの紛失防止に。

携帯に便利、グローブなどを
挟んで身に着けるクリップ

HANGING CLIP
#4100103	/	ハンギング・クリップ
PRICE:	¥1,200（￥1,320税込）
SIZE:	ONE	SIZE

□BLACK

□YELLOW

□ARMY GREEN

□CHECKER

□NATIVE

□BOOYAH

□NATURE

□EARTH
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•	アウターはクラリーノ、ファー、ストレッチポリエステル。
•	グローブインサート「デラファイン」により抜群の防水性、	
透湿性を確保。
•	5本指タイプのインナーは一体型。
•	サイズは身長目安です。JSは130cm、JMは140cm程度。
•	カフ部はドローコード＆ストッパーで簡単調整。
•	グローブリーシュ標準装備。

抜群のマテリアル、驚異のキッズミトン

KEMONO JR
#4100900	/	ケモノジュニア
PRICE:	¥4,500（￥4,950税込）
SIZE:	JS130,JM140

□BLACK
□BEIGE-FUR

□COMBI

MATERIAL ICON

•	アウターは防水透湿ナイロン3LAYER（耐水圧11,000mm	
レベル、透湿度8,500g/㎡	/24レベル）。
•	中綿は「primaloft」が入り、保温力抜群。
•	裏地のフィールドセンサー（東レ）で手の平はいつでもサラサラ。
•	子供の手入れが容易なロングファスナー。
•	グローブが簡単に外れないように手首に固定バンド。
•	110は3～4歳、120は4～5歳が目安。

パパママが装着させやすい、幼児向けグローブ

CHILD MITT
#4100901	/	チャイルドミット
PRICE:¥3,500（￥3,850税込）
SIZE:	110,120

□DOG

□WOLF

MATERIAL ICON

•	カフ部はドローコード＆ストッパーで簡単調整。
•	収納袋付き。
•	グローブの防寒用としてもおすすめ。

•	グローブの落下を防ぐリーシュ。
•	eb'sの全てのアウターグローブに装着可能。
•	2個1セット販売。

•	まるで素肌のような最薄素材。
•	グローブを着けたままタッチパネル操作が可能。
•	UVカット、吸汗速乾素材を使用。
•	洗濯して繰り返し使用が可能。

突然の気候変化に
防水透湿素材のグローブカバー

伸縮素材の簡易グローブリーシュ

UVカット、吸汗速乾素材
のサラサラグローブインナー

OVER MITT JR

GLOVE BAND JR

USU USU INNER JR

#4100905	/	オーバー・ミット・ジュニア
PRICE:	¥3,800（¥4,180税込）
SIZE:	JR

#4100902	/	グローブバンド・ジュニア
PRICE:	¥600（￥660	税込）
SIZE:	JR（手首まわり17cm）

#4100904	/	ウスウスインナー・ジュニア
PRICE:	¥2,000（¥2,200税込）
SIZE:	JR

□BLACK

□BLACK

□BLACK

•	4方向に伸縮するマテリアルで抜群のフィット感。
•	起毛のカフスで手首が暖かい。
•	洗濯して繰り返し使用が可能。

子供の防寒対策に必需品！
ヘビーウエイト裏起毛の
暖かグローブインナー

KIDS INNER
#4100903	/	キッズインナー
PRICE:	¥2,000（￥2,200税込）
SIZE:	JR

□BLACK

NEW

NEW

•	脊椎部に『整形型ハードタイプXRD®』を使用。
•	背中中心部には3層22.5mmのパッドを配置。
•	調整が可能な伸縮素材のショルダーベルト。
•	ウエストの固定バンドでパッドのズレを防ぐ。
•	パッドの脱着不可。

超軽量の脊椎保護用JRプロテクター、
『整形型ハードタイプXRD®』を搭載

SPINAL DEFENDER JR XRD®

#4100910	/	スパイナル・ディフェンダー・ジュニアXRD
PRICE:	¥11,000（￥12,100税込）
SIZE:	JR[110-140]

□BLACK
□BLACK

最大厚
PAD

22.5mm 

•	脊椎部にXRD®を使用。
•	背面部には2層15mm/18mmのパッドを広範囲に配置。
•	ファスナーはダブルスラス仕様。
•	パッドの着脱不可。

袖なしの軽量ベスト型、衝撃の90%を吸収する
素材『XRD®』を搭載した子供用プロテクター

CHOKI PAD JR XRD®

#4100911	/	チョッキパッド・ジュニアXRD
PRICE:	¥10,000（￥11,000税込）
SIZE:	[JR][140]

最大厚
PAD

18mm 

•	XRD®パッドが衝撃を吸収緩和。・分割されたパッドが吸い付くようにフィット。
•	伸縮性の高い生地でフィット感抜群。・パッドの着脱不可。

吸い付くようなフィット感、『XRD®』を
装備した子供用ヒザパッド•	中心部はXRD®を内蔵した2層21mmパッド。左右には2層18mmパッドを配置。サイド部は2層10mmパッドを配置。

•	フィット感のよいストレッチ素材。・伸縮性、フィット感向上のためにパッドを5つにユニット化。
•	ウエストドローコード付き。・パッドの着脱不可。

子供にこそ安心を、衝撃の90%を吸収する素材『XRD®』を搭載した子供用プロテター

HIP PROTECT JR XRD®

KNIT COVER JR

RANGER MASK JR ANTI VIRUS

KNEE PAD JR XRD®

#4100912	/	ヒッププロテクト・ジュニアXRD
PRICE:	¥8,400（￥9,240税込）
SIZE:	[110-140]

#4100914	/	ニットカバー・ジュニア
PRICE:	¥4,800（￥5,280税込）
SIZE:	ONE	SIZE（110-125cm）

#4100907	/	レンジャーマスクジュニア・アンチウイルス
PRICE:	¥3,000（￥3,300税込）
SIZE:	ONE	SIZE

#4100913	/	ニー・パッド・ジュニアXRD
PRICE:	¥4,500（￥4,950税込）
SIZE:	[ONE	SIZE]

□BLACK

□BLACK

□GREY/BLACK □BLUE/YELLOW

最大厚
PAD

21 mm 

最大厚
PAD

9.5mm 

最大厚
PAD

16mm 

•	分割されたXRD®パッドが後頭部への衝撃を吸収緩和。
•	パッドの着脱不可。	・素材:	ポリエステル

RANGER MASK JRの
後頭部に『XRD®』を搭載

RANGER JR XRD®

#4100909	/	レンジャー・ジュニア	XRD
PRICE:	¥4,300（￥4,730税込）
SIZE:	JR

NEWNEW

NEW

・伸縮性に優れ、ボードの出し入れ
が簡単にできる。
・通気性があるので乾きやすく、エッ
ジが錆びにくい。
・ノーズ、テール部の内側に補強、
エッジによる切れを防止。
・素材:	ポリエステル

・口元内側の綿素材に抗菌・	抗ウイルス
			機能繊維加工技術『クレンゼ』を使用。
・表面には吸汗速乾素材を使用。
・口元は立体成型のためアゴまで下げることが可能。
・ビーニーやヘルメットの下に装着可能。
・素材:	ポリエステル、コットン

・汗を吸い取り、
　素早く放出する素材
　『セラフィ』を採用。
・遠赤外線、セラミック効果で
　暖かくソフトな風合い。
・抗菌防臭加工済み。
・足裏全体に暖かパイルを採用。
・足首、土踏まずにずれ
　防止サポーター機能付き。

通気性、吸水性の良い
ジャストフィットタイプの
ニット製ボードカバー

口元に抗菌・抗ウイルス加工素材使用
立体成型目出し帽

子供の防寒対策に必須、
厚手のソックスが
2足1組でお得

薄型腕巻きつけタイプ、
ネームプリント付きの子供用

PASS-ARM:CLASSIC JR
#4100915	/	パス・アーム・クラシック・ジュニア
PRICE:	¥1,400（￥1,540税込）
SIZE:	125×95mm（本体）

□BLACK

□BLACK

RANGER MASK JR 
#4100908	/	レンジャーマスク・ジュニア
PRICE:	¥2,800（￥3,080税込）
SIZE:	ONE	SIZE

□BLACK □BK/YELLOW

•	口元は立体成型のため	
アゴまで下げることが可能。
•	薄手の生地でビーニーや	
ヘルメットの下に装着可能。
•	素材:	ポリエステル

吸汗速乾生地を採用した
立体成型目出し帽

2足
SET

□BK+BL/OR

足首、土ふまずにズレ
を防止するフィットサ
ポーター機能。激しい
動きにも対応。

ブーツのあたりを軽減し
てくれる厚手のパイル。

ヒートアップした内部を
蒸れから解放してくれる
メッシュパネル。

足裏全体にパイ
ルを使用。冷気
をシャットアウト。

長めの丈はスノーボー
ド用の証。ひざ下まで
しっかりカバー。

VALUE WARM JR SET
#4100906	/	バリューウォームジュニア・セット
PRICE:	¥2,400（￥2,640税込）
SIZE:	～21cm

収納袋

PASS BULLER

PASS ARM
PASS CLASSIC
PASS ARM:NEO
PASS ARM:NEO/YOKO
PASS ARM:POCKET
PASS CLASSIC:JR


