4mm

アジアンフィット・デザインを採用し、多彩な機能を搭載しています。

ポリカーボネート製レンズ

SUNGLASSES

リアルビューレンズ

日本 人の 平 均 の 顔 幅、鼻

瞳 孔 の 位 置にレンズの 光

の高さ、瞳孔間隔に合わせ

日本人

た独自のデザインです。欧

紫外線量が多いアウトドアフィールドで、
日差しを遮り、
目の保護に有効なサングラスをラインアップしています。

米人向けのサングラスには

れており、長時間使用して
も疲れにくいレンズです。
部分的にレンズの厚みを変える
ことで光の屈折を抑えています。

欧米人向けサングラス

トレールグラス

トレールグラス シリーズ

一般的な
レンズ

学中心が合うように設計さ

欧米人

モンベル
サングラス シリーズ

ない自然なフィット感が得
られます。

リアルビュー
レンズ

ミラーレンズ

まぶしい光を効果的にカットし、晴天時
におすすめです。目元を隠す効果もあり
ます。

ノーマルレンズ

可視光線透過率が高く、より自然な見え
方のレンズです。

レンズの種類

アジアンフィット

※UVカット率99%以上
Trail Glasses
Trekking Glasses Metal

レギュラー

トレールグラス ワイドレンズ

レンズカラー

偏光レンズ

トレールグラス、トレッキンググラス 共通機能

サングラス

レンズは軽量で耐衝撃性に優れたポリカーボネート製です。

路 面 や 雪 面 からの 反 射 光 を 効 果 的に
カットするレンズです。にじみやギラツキ
の少ないクリアな視界を確保し、眼精疲
労などを軽減します。

ブラック

グレー

ライトグレー

ブラウン

ライトブラウン

オレンジ

まぶしさをしっかりと
遮りながら、自然 な
色調を備えています。
強い日差しの晴天時
に最適です。

まぶしさをしっかりと
遮りながらも、自然
な 色 調 を 保 ちます。
晴天時に最適です。

ナチュラルな色調を
持ち、適 度にまぶし
さを抑えます。晴 天
時に最適です。

目のかすみの原因と
されるブル ーライト
を 抑え、コントラス
トの高い明瞭な視界
を確保することがで
きます。

目のかすみの原因と
されるブル ーライト
を 抑え、コントラス
トの高い明瞭な視界
を確保することがで
きます。

コントラストが 高く、
地 面 の凹凸などを 識
別しやすいカラーです。
曇りや 悪 天 候 時にも
使 用でき、スピードハ
イクなどに最適です。

TrailTrekking
Glasses Glasses
Wide Lens
Metal

※UVカット率99%以上

ワイドレンズ・レギュラーレンズ

フィールドの変化に合わせてレンズを交換できるサングラスです。
わずか18gという圧倒的な軽量性と、優れたフィット感を実現
しています。

ワイドレンズは、レギュラーレンズに
比べ、横幅が広く、斜め後ろからの光
を効果的に遮ります。

天候や日中と夜間でのフィール
ドの変化に合わせて、別売の
レンズに交 換することができ
ます。フレームは共通なので、
レンズの大きさも後から変更
可能。さまざまなタイプのレン
ズをラインアップしています。

ミラー トレールグラス
ワイドレンズ
（シルバーメタリック/オレンジ）

トレールグラス
（ブラック/ライトグレー）

レンズクリーナー
（ソフトケース）

シーンに合わせてレンズ交換可能

ケースにもなるレンズク
リーナーが付属します。

レギュラーレンズ ワイドレンズ

ＰＬトレールグラス

セミハードケース

卓越したフィット感

プロテクション効果に優
れたセミハードケースが
付 属。交 換 用レン ズ を
1セット収納できます。

テンプルとフロントフレーム
に使用した超弾性ナイロン樹
脂により、優れたフィット感を
実現。また、2段階に調節で
きる熱可塑性エラストマー製
ノーズパッドとイヤーパッドが
ズレを防止します。

#1109143

税抜き価格

ブラック/ブラック（BK/BK） ブラウン/ライトブラウン（BN/LB） ホワイト/ライトグレー（WT/LG）
レンズ色：ブラック
レンズ色：ライトブラウン
レンズ色：ライトグレー
（可視光線透過率15%） （可視光線透過率18%）
（可視光線透過率28%）

¥8,900（+税）

#1109146

グロスブラック/ライトグレー（GB/LG）
レンズ色：ライトグレー
（可視光線透過率19%）

¥7,000（+税）

シルバーメタリック/オレンジ（SM/OG）
レンズ色：オレンジ
（可視光線透過率55%）

#1109151

#1109145

独自の折り畳み構造により、抜群のコンパクト性を実現した
軽量サングラスです。持ち運びしやすくトレッキングからタウン
ユースまで幅広く活躍します。

トレールグラス
ワイドレンズ

ダークネイビー /ブラウン（DN/BN）
レンズ色：ブラウン
（可視光線透過率25%）

ブラック/ライトグレー（BK/LG）
レンズ色：ライトグレー
（可視光線透過率24%）

¥6,000（+税）

チタントレッキンググラス

トレッキンググラス シリーズ

ブラック/ブラック（BK/BK）
レンズ色：ブラック
（可視光線透過率15%）

ブラウン/ライトブラウン（BN/LB）
レンズ色：ライトブラウン
（可視光線透過率18%）

Trekking
Glasses
Metal
Titanium
Trekking
Glasses

#1109150

※UVカット率99%以上

税抜き価格

¥7,000（+税）

グロスブラック/ライトグレー（GB/LG）
レンズ色：ライトグレー
（可視光線透過率19%）

税抜き価格

¥2,500（+税） #1109157

トレールグラス
交換用レンズ
#1109153

¥6,000（+税）

ブラック/ライトグレー（BK/LG）
レンズ色：ライトグレー
（可視光線透過率24%）

トレッキンググラス

ダークネイビー /ブラウン（DN/BN）
レンズ色：ブラウン
（可視光線透過率25%）

Trekking Glasses

オレンジ（OG）
（可視光線透過率55%）

税抜き価格

トレールグラス
交換用ワイドレンズ

¥1,500（+税） #1109156

ブラウン（BN）
（可視光線透過率25%）

※UVカット率99%以上

シールドグラス

PLトレッキンググラス

ノーズパッド

※2個セット。

#1109162

税抜き価格

Temple Cover

眼 鏡のテンプルに取り付け
て使 用し、うつ む いたとき
や汗による眼 鏡のズレを防
ぎます。

※眼鏡の形状によっては合わな
い場合があります。
※2個セット。

#1109121

¥760（+税）

税抜き価格

【素材】
シリコーンゴム

ノーマルレンズ

税抜き価格

眼 鏡のテンプルの先に着け
て使用し、運動時にも外れに
くくします。
※2個セット。

#1109120

税抜き価格

¥762（+税）

【素材】シリコーンゴム

¥762（+税）

ブラック/ライトグレー（BK/LG）
レンズ色：ライトグレー
（可視光線透過率25%）

スペックキャット
Speck Cat

スキ ーやウォー タースポーツに
必需品の眼鏡留めです。

#1827002

税抜き価格

¥980（+税）

3WAY アイウエア
リテイナー

3-Way Eyewear Retainer

3通りの 接 続 方法で、さまざまな
形状の眼鏡に対応します。

#1827008

税抜き価格

¥1,030（+税）

キディーキャット

ブラック
（BK）

Kiddie Cat

C1

C23

装着例

装着例

#1827022

税抜き価格

C1

C20

#1109131

チタン/ライトブラウン（TI/LB）
レンズ色：ライトブラウン
（可視光線透過率25%）

税抜き価格

シルバー /ライトグレー（SV/LG）
レンズ色：ライトグレー
（可視光線透過率28%）

C101
C20

C79

3WAY シンバレル
フロートキャット
フロート付きの眼 鏡 バンド
で す。ウォー タース ポーツ
の 際、眼 鏡 や サングラスを
水没から守ります。

ス ノース ポーツ やトレ ッキン
グ に 適したお 子さま向 けゴー
グ ル と サ ン グ ラスも ラ イン
アップしています。詳しくは「2018〜2019
Fall&Winter キッズ&ベビー パンフレット」を
ご覧ください。

Kid's

#1827017
税抜き価格

C99

C101

¥6,400（+税）

マットブラック/ブラウン ブルーメタリック/ライトグレー
ブラック/グレー
（MB/BN）
（BM/LG）
（BK/GY）
レンズ色：ブラウン
レンズ色：ライトグレー
レンズ色：グレー
（可視光線透過率10%）（可視光線透過率25%）（可視光線透過率24%）

シルバーメタリック/ライトグレー
（SM/LG）
レンズ色：ライトグレー
（可視光線透過率24%）

【重量】23g 【収納サイズ】
高さ6.0×幅9.5×奥行き4.5㎝
【素材】■フレーム：ナイロン樹脂 ■レンズ：ポリカーボネート 【付属品】
セミハードケース、レンズクリーナー

3-Way Thin Barrel
Float Cat

C100

https

¥1,048（+税）
C98

スノーゴーグル Kid's

Snow Goggles Kid's
#1109142 税抜き価格￥2,200（+税）
オレンジ
（OG）
（レンズ色：
オレンジ）

ブルー（BL）
（レンズ色：
オレンジ）

シールドグラス

税抜き価格

¥900（+税）

C103

C65

シルバー（SV）

5

6

高精細レンズ

ミラーレンズ ミラーレスレンズ

・メガネをかけたままでも装着可能
・簡単にレンズの取り外しができ、メンテナ
ンスが容易
・換気効率に優れたベンチレーションを装備

L.W.アルパインゴーグル

偏光レンズ

高精細レンズ
可視光から特定の波長を取り除
くことで、コントラストを際立た
せ、鮮明で高精細な視界を実現
します。

・4種類のレンズバリエーション

・超軽量を実現したフレームレス構造

ミラーレンズ
まぶしい光を効果的にカットする
ミラー加工を施したレンズです。

・コンパクトながら広い視野を確保
・2種類のレンズバリエーション

高精細レンズ

特 長

トレールグラスシリーズ

レッド（RD）
収納時

ブルー（BL）

●記載されている価格の有効期限は2018年12月31日です。
●商品仕様、デザインおよび価格は予告なく変更することがあります。
●商品写真は印刷のため、実際の商品の色と多少異なります。
●重量などの商品スペックに誤差が生じる場合があります。
● “®” または “™” が付された標章は、株式会社モンベルの登録商標または
商標です。

〒550-0013 大阪市西区新町2-2-2 TEL.06-6531-4761 FAX.06-6531-4969
C98

偏光レンズ

可能

・4種類のレンズバリエーション

偏光レンズ
雪面から乱反射した光を効果的
にカットし、にじみやギラつき
の少ないクリアな視界を確保し
ます。

ミラーレスレンズ
可視光線透過率が高く、より自然
な見え方のレンズです。

日差しを効果的に遮り、目の保護に有効な高機能サングラス

P.5・6

多彩な機能を備えながら、
圧倒的な軽量性を実現
偏光レンズ

＃1902200 18-19

ミラーレンズ ノーマルレンズ

トレッキンググラスシリーズ
独自の折り畳み構造で、
抜群のコンパクト性を実現
偏光レンズ

C20

C103

眼鏡を掛けたままの装着に対応

¥3,500（+税）

Trekking Glasses Kid's
#1109127 税抜き価格￥2,858（+税）

ミラーレンズ ミラーレスレンズ

アルパインゴーグル
グラスイン
眼鏡着用

【重量】27g 【収納サイズ】
高さ4.5×幅14.5×奥行き5.0㎝
■フレーム、テンプル：ポリカーボネート
【素材】
■レンズ：ポリカーボネート・リアルビューレンズ［防曇加工］
【可視光線透過率】91%

トレッキング グラス Kid's

高精細レンズ

・換気効率に優れたベンチレーションを装備

フレームレス構造により
超軽量を実現

目の周りを覆う形状により、目に有害な紫外線や風、ほこりを効果
的に防ぐグラスです。ノーズパッドとテンプルの角度を細かく調節す
ることができ、さまざまな方にフィットします。コンタクトレンズ装
着時や花粉の時季にも最適です。

#1109160

・簡単にレンズの取り外しができ、メンテナ
ンスが容易

P.4

Shield Glasses

Kid's

子ども用の眼鏡バンドです。ゴム C53
のスライダーで調節でき、しっかり
フィットします。

装着例

ブラウン/ライトブラウ（BN/LB）
レンズ色：ライトブラウン
（可視光線透過率18%）

ノーマルレンズ

【重量】18g 【収納サイズ】
高さ2.8×幅8.0×奥行き3.7㎝
■フレーム：チタニウム合金 ■レンズ：ポリカーボネート 【付属品】
【素材】
セミハードケース、レンズクリーナー

Temple Hook

¥8,572（+税）

トレッキンググラス

¥13,500（+税）

テンプルフック

【素材】シリコーンゴム

クリアー
（CLER）

税抜き価格

ブラック/ブラック（BK/BK）
レンズ色：ブラック
（可視光線透過率15%）

テンプルは6段階、
ノーズパッド
レンズクリーナー
セミハードケース
（ソフトケース兼用） は鼻幅を自由に調節できます。

サングラス

滑り止めの付いていない、プ
ラスチック製ノーズ パッドに
取り付けて使用します。フィッ
ト感を高め、汗によるズレを
防ぎます。

¥19,000（+税）

#1109158

テンプルカバー

Nose Pad

#1109126

チタン/ライトグレー（TI/LG）
レンズ色：ライトグレー
（可視光線透過率28%）

チタン トレッキンググラス

収納サイズ

P.2

〜

税抜き価格

高さ6.0×幅9.5×奥行き4.5㎝

アルパインゴーグル
コンパクトで汎用性が高く、
幅広い場面で活躍

セミハードケース

レンズの種類

特 長

目に有害な紫外線や風、ほこりを
効果的に防ぐグラスです。

偏光レンズ

#1109159

高さ2.8×幅8.0×奥行き3.7㎝

アンチフォグシステムを搭載したレンズを使用し、優れた防曇効果を発揮。

ライトグレー（LGY）
（可視光線透過率24%）

ゴーグル

セミハードケース

PLチタン トレッキンググラス

■トレッキンググラス

高性能レンズを搭載したスノーゴーグル。3タイプをラインアップ。

¥1,500（+税）

PLトレッキンググラス
（ブラウン/ライトブラウン）

偏光レンズ

■チタン トレッキンググラス

税抜き価格

※UVカット率99%以上

チタン
トレッキンググラス
（ブラック/ライトグレー）

高さの違うノーズパッド
が2種類付属します。

プロテクション 効 果に優 れ
たセミハードケースが付属。

¥2,500（+税）

偏光レンズ

ケースが付属し、常時携行できます。クリーニングクロス、ケース付き。

レンズクリーナーが付属。

税抜き価格

GOGGLES & SUNGLASSES

クリアー
（CLER）

独自の折り畳み構造により、他に類を見ないコンパクト性を実現しました。専用

セミハードケース

¥4,200（+税）

トレールグラス
交換用ミラーワイドレンズ

携行に便利なコンパクト性

レンズクリーナー

税抜き価格

ゴーグル &
サングラス

ノーマルレンズ

シルバーメタリック/オレンジ（SM/OG）
レンズ色：オレンジ
（可視光線透過率55%）

スポーティなプラスチック・フレームを使用した軽量サングラスです。軽量で寒冷地でも使用できます。

軽量性と強度を備えたチタン合金を使用した、折り畳み式サングラスです。

¥4,200（+税） #1109155

ブラック（BK）
ライトブラウン（LBN） ライトグレー（LGY）
（可視光線透過率15%）（可視光線透過率18%）（可視光線透過率28%）

#1109154

ホワイト/ライトグレー（WT/LG）
レンズ色：ライトグレー
（可視光線透過率28%）

ノーマルレンズ

トレールグラス
税抜き価格

税抜き価格

税抜き価格

ライトグレー（LGY）
（可視光線透過率19%）

ミラー トレールグラス
ワイドレンズ

ノーマルレンズ

【重量】
トレールグラス（18.0g）
、トレールグラス ワイド（18.5g）
【収納サイズ】
高さ6.5×幅15.0×奥行き5.0㎝
■フレーム：超弾性ナイロン樹脂 ■ノーズパッド：熱可塑性エラストマー
【素材】
■レンズ：ポリカーボネート

¥8,900（+税）

ミラーレンズ

ミラーレンズ

ミラー トレールグラス
税抜き価格

税抜き価格

#1109152

トレールグラス
交換用PLワイドレンズ

トレールグラス
交換用ミラーレンズ

ＰＬトレールグラス
ワイドレンズ
#1109149

偏光レンズ

トレールグラス
交換用PLレンズ

ミラーレンズ

偏光レンズ

偏光レンズ

交換用レンズ

ワイド

2018〜2019 Fall & Winter

ノーマルレンズ

・わずか18.0gという圧倒的
な軽量性
・シーンに合わせてレンズの
交換が可能
・卓越したフィット感

レンズの種類

偏光レンズ
路面や雪面からの反射光を効果
的にカットし、にじみやギラつき
の少ないクリアな視界を確保し
ます。

ミラーレンズ

・携行に便利な抜群のコン
パクト性

まぶしい光を効果的にカットする
ミラー加工を施したレンズです。

・チタン合金フレームとプラ
スチックフレームの2種類
のフレームを展開

可視 光 線 透 過率が 高く、より自
然な見え方のレンズです。

ノーマルレンズ

4mm

ゴーグル

アルパインゴーグル

GOGGLES

【重量】128g 【ストラップ幅】40㎜

ベンチレーション

換気効率に優れ、レンズの曇り
を防ぎます。
機能

レンズ

欧米人

モンベル ゴーグル
シリーズ
上部が広いフレーム
形 状です。登
山
中に重要な上方の視野が、一般的な
欧米人向けゴーグル
ゴーグルに比べて広くなっています。

独自のフレーム
形状により上方
の視界が拡大。

一般的なフレー
ムの視界。

モンベル ゴーグル シリーズ
欧米人向けゴーグル

欧米人

外側の冷気を断熱し、
内側レンズの曇りを抑える

特殊な防曇効果を施した
トリアセテートレンズ

Cミラーコーティング

レンズ

冷気

冷気

換気効率に優れ、レンズの曇り
を防ぎます。

冷気

親水性で微細な凸凹を持つレンズが目に
見えない水蒸気を多量に保持し、水滴化
を遅らせます。

レンズが曇る仕組み

凸凹がなく表面積が少ないため、目に見
えない水蒸気をあまり保持できず、水滴化
してしまいます。

ベンチレーション

BUVカット

Cミラーコーティング

紫外線（UV）を99.9％以上カットします。

まぶしい光を効果的にカットするミラーコーティングをレンズに施
しています。※ミラーレスレンズを除く。

レンズの種類

グラスイン アルパインゴーグル PL
#1109173 税抜き価格 ¥9,000（+税）
グラスイン アルパインゴーグルHD
（ブルー）

簡 単 にレン
ズ を 取り 外
すこと が で
き、メンテナ
ンス が 手 軽
に行えます。

グラスイン アルパインゴーグル HD
#1109174 税抜き価格 ¥8,300（+税）

※交 換 用レンズについてはカスタマー・
サービスまでお問い合わせください。

グラスイン アルパインゴーグル
#1109175 税抜き価格 ¥7,400（+税）

ミラーレンズ

ミラーレスレンズ

奥行き10.0㎝

※ミラーコーティングを施したレンズは外観の色の見え方が角度により異なります。

L.W.アルパインゴーグル

LightWeight Alpine Goggles

まぶしい光を効果的にカットするミラーレンズです。

PL（ポラライズド）レンズは、晴天時に雪面から乱反射した光

HD（ハイ・ディフィニション）VISIONレンズは、特定の波長の

ミラーレスレンズ

を効果的にカットすることで、にじみやギラつきの少ないクリア

可視光を取り除くことでコントラストを際立たせ、鮮明で高精

な視界を確保します。まぶしい晴天時にも雪面の細かい凹凸を

細な視界を実現するレンズです。特に曇天時にも、雪面の凹凸

ML（ミラーレス）レンズは、可視光線透過率が高く、自然な

しっかり捉えます。

やうねりを視認しやすく、安全な滑走や歩行をサポートします。

見え方のレンズです。

適応する天候

一般的なレンズ

偏光
レンズ

高精細レンズ
ミラー ミラーレス
ブルー オレンジ レンズ レンズ

わずか

80g

【フレーム形状】

30㎜ストラップ

軽量性を追求し、
30㎜のスト
ラップを使用しています。

奥行き8.0㎝

※使用イメージ

雪
※レンズのコーティングなどにより適用チャートは変わります。

ベースレンズカラー
ピンク

目のかすみの原因とされるブルーライトを抑え、コントラストの高い明瞭
な視界を確保することができます。

グレー

まぶしさをしっかりと遮りながらも、自然な色調を保ちます。
晴天時に最適です。

※ミラーコーティングを施したレンズは外観の色の見え方が角度により異なります。

ゴーグルケース

ゴーグルラップ

ゴーグル全体をしっかりと保護するセミハードケースです。モンベル
製スノーゴーグルを無駄なスペースなくコンパクトに収 納できます。
全体をプロテクション効果が高いE.V.A.で成形することで、ゴーグル
を衝撃から守ります。リーシュを取り付けられるループ付き。

超軽量・コンパクトなゴーグルケースです。薄手の生地で
ゴーグルを包み、レンズと接触する面には緩衝材を配置し
ています。使用しないときは、二つ折りに畳むことができ、
コンパクトに収納可能です。リーシュを取り付けられるルー
プ付き。サイズの異なる２つのモデルを展開しています。

Goggles Case

#1109144

税抜き価格

¥1,800（+税）

【重量】123g
【素材】■ケース：E.V.A.フォーム
上面

ヘルメット対応

レンズクリーナー（ソフトケース付）

ベルト裏には滑り止め加工を施しており、ヘルメットの上から
でも装着が容易です。ベルトはバックル仕様です。

ケースにもなるレンズクリーナーが
付属します。

※ヘルメットの形状によっては合わない場合があります。
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ピンク（PK）
（レンズ色：ピンク
〈ピンクーミラーコート〉
）
（可視光線透過率32%）

グレー（GY）
（レンズ色：グレー
〈シルバーミラーコート〉
）
（可視光線透過率13%）

ピンク（PK）
（レンズ色：ピンク
〈ピンクーミラーコート〉
）
（可視光線透過率17%）

ブルー（BL）
（レンズ色：ピンク
〈ブルーミラーコート〉
）
（可視光線透過率27%）

オレンジ（OG）
（レンズ色：ピンク
〈オレンジーミラーコート〉
）
（可視光線透過率20%）

グレー（GY）
（レンズ色：グレー
〈シルバーミラーコート〉
）
（可視光線透過率25%）

ピンク（PK）
（レンズ色：ピンク
〈ピンクーミラーコート〉
）
（可視光線透過率32%）

グレー（GY）
（レンズ色：グレー〈シルバーミラーコート〉
）
（可視光線透過率13%）

ピンク（PK）
（レンズ色：ピンク〈ピンクーミラーコート〉
）
（可視光線透過率17%）

ブルー（BL）
（レンズ色：ピンク〈ブルーミラーコート〉
）
（可視光線透過率27%）

グレー（GY）
（レンズ色：ピンク〈シルバーミラーコート〉
）
（可視光線透過率25%）

L.W.アルパインゴーグル HD
#1109168 税抜き価格 ¥6,200（+税）

フレーム上部

強い日差し
晴天
うす曇り
曇り

グレー（GY）
（レンズ色：グレー
〈シルバーミラーコート〉
）
（可視光線透過率25%）

高精細レンズ

※レンズは取り外しできません。

幅18.0㎝

オレンジ（OG）
（レンズ色：ピンク
〈オレンジーミラーコート〉
）
（可視光線透過率20%）

L.W.アルパインゴーグル PL
#1109167 税抜き価格 ¥7,200（+税）

L.W.アルパインゴーグルHD
（オレンジ）

機能を洗練し、圧倒的な軽さとコ
ンパクト性を実現しました。アルパ
インジャケットの胸ポケットにも収
納しやすいサイズです。

高さ9.3㎝

ブルー（BL）
（レンズ色：ピンク
〈ブルーミラーコート〉
）
（可視光線透過率27%）

偏光レンズ

フレームレス構造により、視界の広さを確保しつつ超軽量・コンパ
クト性を実現。携行性に優れ、積雪期の登山に最適なモデルです。

サイズ

コントラストを際立たせ、視界を鮮明に変える

ピンク（PK）
（レンズ色：ピンク
〈ピンクーミラーコート〉
）
（可視光線透過率17%）

ピンク（PK）
（レンズ色：ピンク）
（可視光線透過率45%）

グラスイン アルパインゴーグル ML
#1109194 税抜き価格 ¥6,500（+税）

幅18.5㎝

【重量】80g 【ストラップ幅】30㎜

雪面からの乱反射する光を効果的にカット

高精細レンズ

【フレーム形状】

ミラーレンズ

高精細レンズ

※使用イメージ

偏光レンズ

眼鏡着用
可能

グレー（GY）
（レンズ色：グレー
〈シルバーミラーコート〉
）
（可視光線透過率13%）

ピンク（PK）
（レンズ色：ピンク）
（可視光線透過率45%）

アルパインゴーグル ML
#1109193 税抜き価格 ¥6,000（+税）

Glass-in Alpine Goggles

レンズ取り外し可能

高さ11.1㎝

レンズ内側の暖かい空気が冷えることで、過飽和した水蒸気
が目に見える水滴となり、レンズを曇らせます。

A広い視野を実現した球面レンズ

一般的なレンズ

ベンチレーション

目に見えない
水蒸気

目に見えない
水蒸気

ミラーレスレンズ

奥行き8.0㎝

【重量】150g 【ストラップ幅】40㎜

広い視野を確保するために、強度の高い大型の球面レンズを使
用。ゆがみの無い自然な視界を実現しています。

偏光レンズ

ミラーレンズ

グラスイン アルパインゴーグル

サイズ

■内側レンズ

アルパインゴーグル
#1109172 税抜き価格 ¥6,900（+税）

高さ9.8㎝

機能

レンズ

冷気

■ 空気層

※交 換 用レンズについてはカスタマー・
サービスまでお問い合わせください。

※眼鏡の形状によっては装着できない場合があります。

一般的な内側レンズ

アンチフォグシステムの内側レンズ

軽量で耐衝撃性に優れた
ポリカーボネートレンズ

アルパインゴーグル HD
#1109171 税抜き価格 ¥7,800（+税）

※ミラーコーティングを施したレンズは外観の色の見え方が角度により異なります。

優れた防曇効果

■ 外側レンズ

簡 単 にレ ン
ズ を 取り 外
す こと が で
き、メンテナ
ンスが 手 軽
に行えます。

幅16.5㎝

曇りにくく、クリアな視界を確保するダブルレンズ構造

A広い視野を実現した
球面レンズ

高精細レンズ

レンズ取り外し可能

眼鏡をかけたままでも装着可能なモデルです。

アンチフォグシステムを搭載し、多様な状況下でクリアな視界を実現。

B紫外線カット
（UV）

サイズ

日本人

日本人

アルパインゴーグルPL
（ピンク）

ベンチレーション

上部が広い形状

多数の日本人の頭部形状データを
基に設計されたフレーム構造です。
欧米人向けに設計されたゴーグル
に比べ、顔との間にすき間ができ
にくく、呼気や冷気の侵入による
レンズの曇りを低減します。

アルパインゴーグル PL
#1109170 税抜き価格 ¥8,500（+税）

スポーツまで幅広く活躍するモデルです。

優れたフィット感と広い視野を実現したフレーム構造。

アジアンフィット

偏光レンズ

ベンチレーションを搭載し、アルパインクライミングからスノー

曇りにくく、まぶしさや吹雪から視界を守る
高性能レンズを搭載したスノーゴーグルシリーズ。
アジアンフィット・デザインを採用し、快適な着用感を実現しています。

フレーム

Alpine Goggles

ブラック
（BK）

【素材】■ 本体：30デニール・バリスティック®ナイロン・
リップストップ［ウレタンコーティング］
■ 緩衝材：E.V.A.スポンジ

#1109147

税抜き価格

【重量】35g

L #1109161

¥2,100（+税）

【重量】42g
※「グラスイン アルパインゴーグル」にはLが対応します。

Light Goggles Case

背面

ホワイト
（WT）

¥1,500（+税）

税抜き価格

ライトゴーグルケース

リーフグリーン
（LEGN）

Goggles Wrap

L ガンメタル

（GM）

ゴーグルの保護と軽量・コンパクト性を両立させた
ゴーグルケースです。ゴーグルのレンズと接触する
面には、プロテクション効果の高いE.V.A.を使用。
周囲には引き裂き強度に優れた薄手の生地を使用
しています。リーシュを取り付けられるループ付き。

#1109176

税抜き価格

グラスクリーナー

ホットレッド
（HRD）

Glasses Cleaner

レンズ、フレームに強力なフッ素の皮膜を作り、汚れや傷をつきに
くくします。携帯電話などの電子機器の液晶部分にも使用できます。
グラファイト
ブルー
（GRBL）

¥2,300（+税）

【重量】75g
【素材】■ 本体：30デニール・
ナイロン・リップストップ
■レンズ面：E.V.A.フォーム

オレンジ（OG）
（レンズ色：ピンク〈オレンジーミラーコート〉
）
（可視光線透過率20%）

#1109122

税抜き価格

¥667（+税）

【素材】フッ素、界面活性剤

クリーニングクロス

背面
背面

Cleaning Cloth

フラット形状の超極細特殊繊維を使用したクロスです。
吸水性があり水や汗で濡れても拭き取りやすく、汚れを
効果的に除去します。

#1109118

税抜き価格

¥477（+税）

生地拡大

【素材】ポリエステル、ナイロン

※モンベル製以外のゴーグルを入れる場合は、サイズをご確認のうえ使用してください。ゴーグルの形状によっては収納できない場合があります。
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4

4mm

ゴーグル

アルパインゴーグル

GOGGLES

【重量】128g 【ストラップ幅】40㎜

ベンチレーション

換気効率に優れ、レンズの曇り
を防ぎます。
機能

レンズ

欧米人

モンベル ゴーグル
シリーズ
上部が広いフレーム
形 状です。登
山
中に重要な上方の視野が、一般的な
欧米人向けゴーグル
ゴーグルに比べて広くなっています。

独自のフレーム
形状により上方
の視界が拡大。

ムの視界。

欧米人向けゴーグル

アルパインゴーグル
#1109172 税抜き価格 ¥6,900（+税）

ミラーレンズ

高さ9.8㎝

ミラーレスレンズ

奥行き8.0㎝

グラスイン アルパインゴーグル
【重量】150g 【ストラップ幅】40㎜

換気効率に優れ、レンズの曇り
を防ぎます。

特殊な防曇効果を施した
トリアセテートレンズ

冷気

冷気

冷気
ベンチレーション

目に見えない
水蒸気

目に見えない
水蒸気

親水性で微細な凸凹を持つレンズが目に
見えない水蒸気を多量に保持し、水滴化
を遅らせます。

レンズが曇る仕組み

凸凹がなく表面積が少ないため、目に見
えない水蒸気をあまり保持できず、水滴化
してしまいます。

A広い視野を実現した球面レンズ

BUVカット

Cミラーコーティング

紫外線（UV）を99.9％以上カットします。

まぶしい光を効果的にカットするミラーコーティングをレンズに施
しています。※ミラーレスレンズを除く。

レンズの種類

グラスイン アルパインゴーグル PL
#1109173 税抜き価格 ¥9,000（+税）
グラスイン アルパインゴーグルHD
（ブルー）

レンズ取り外し可能

グラスイン アルパインゴーグル HD
#1109174 税抜き価格 ¥8,300（+税）

※交 換 用レンズについてはカスタマー・
サービスまでお問い合わせください。

グラスイン アルパインゴーグル
#1109175 税抜き価格 ¥7,400（+税）

ミラーレンズ

ミラーレスレンズ

奥行き10.0㎝

※ミラーコーティングを施したレンズは外観の色の見え方が角度により異なります。

L.W.アルパインゴーグル

LightWeight Alpine Goggles

まぶしい光を効果的にカットするミラーレンズです。

PL（ポラライズド）レンズは、晴天時に雪面から乱反射した光

HD（ハイ・ディフィニション）VISIONレンズは、特定の波長の

ミラーレスレンズ

を効果的にカットすることで、にじみやギラつきの少ないクリア

可視光を取り除くことでコントラストを際立たせ、鮮明で高精

な視界を確保します。まぶしい晴天時にも雪面の細かい凹凸を

細な視界を実現するレンズです。特に曇天時にも、雪面の凹凸

ML（ミラーレス）レンズは、可視光線透過率が高く、自然な

しっかり捉えます。

やうねりを視認しやすく、安全な滑走や歩行をサポートします。

見え方のレンズです。

適応する天候

一般的なレンズ

偏光
レンズ

高精細レンズ
ミラー ミラーレス
ブルー オレンジ レンズ レンズ

わずか

80g

【フレーム形状】

幅18.0㎝

30㎜ストラップ

軽量性を追求し、
30㎜のスト
ラップを使用しています。

奥行き8.0㎝

※使用イメージ

※使用イメージ

雪
※レンズのコーティングなどにより適用チャートは変わります。

ベースレンズカラー
ピンク

目のかすみの原因とされるブルーライトを抑え、コントラストの高い明瞭
な視界を確保することができます。

グレー

まぶしさをしっかりと遮りながらも、自然な色調を保ちます。
晴天時に最適です。

※ミラーコーティングを施したレンズは外観の色の見え方が角度により異なります。

ゴーグルケース

ゴーグルラップ

ゴーグル全体をしっかりと保護するセミハードケースです。モンベル
製スノーゴーグルを無駄なスペースなくコンパクトに収 納できます。
全体をプロテクション効果が高いE.V.A.で成形することで、ゴーグル
を衝撃から守ります。リーシュを取り付けられるループ付き。

超軽量・コンパクトなゴーグルケースです。薄手の生地で
ゴーグルを包み、レンズと接触する面には緩衝材を配置し
ています。使用しないときは、二つ折りに畳むことができ、
コンパクトに収納可能です。リーシュを取り付けられるルー
プ付き。サイズの異なる２つのモデルを展開しています。

Goggles Case

#1109144

税抜き価格

¥1,800（+税）

【重量】123g
【素材】■ケース：E.V.A.フォーム
上面

ヘルメット対応

レンズクリーナー（ソフトケース付）

ベルト裏には滑り止め加工を施しており、ヘルメットの上から
でも装着が容易です。ベルトはバックル仕様です。

ケースにもなるレンズクリーナーが
付属します。

※ヘルメットの形状によっては合わない場合があります。
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ピンク（PK）
（レンズ色：ピンク
〈ピンクーミラーコート〉
）
（可視光線透過率32%）

グレー（GY）
（レンズ色：グレー
〈シルバーミラーコート〉
）
（可視光線透過率13%）

ピンク（PK）
（レンズ色：ピンク
〈ピンクーミラーコート〉
）
（可視光線透過率17%）

ブルー（BL）
（レンズ色：ピンク
〈ブルーミラーコート〉
）
（可視光線透過率27%）

オレンジ（OG）
（レンズ色：ピンク
〈オレンジーミラーコート〉
）
（可視光線透過率20%）

グレー（GY）
（レンズ色：グレー
〈シルバーミラーコート〉
）
（可視光線透過率25%）

ピンク（PK）
（レンズ色：ピンク
〈ピンクーミラーコート〉
）
（可視光線透過率32%）

グレー（GY）
（レンズ色：グレー〈シルバーミラーコート〉
）
（可視光線透過率13%）

ピンク（PK）
（レンズ色：ピンク〈ピンクーミラーコート〉
）
（可視光線透過率17%）

ブルー（BL）
（レンズ色：ピンク〈ブルーミラーコート〉
）
（可視光線透過率27%）

グレー（GY）
（レンズ色：ピンク〈シルバーミラーコート〉
）
（可視光線透過率25%）

L.W.アルパインゴーグル HD
#1109168 税抜き価格 ¥6,200（+税）

フレーム上部

強い日差し
晴天
うす曇り
曇り

グレー（GY）
（レンズ色：グレー
〈シルバーミラーコート〉
）
（可視光線透過率25%）

高精細レンズ

※レンズは取り外しできません。

高さ9.3㎝

オレンジ（OG）
（レンズ色：ピンク
〈オレンジーミラーコート〉
）
（可視光線透過率20%）

L.W.アルパインゴーグル PL
#1109167 税抜き価格 ¥7,200（+税）

L.W.アルパインゴーグルHD
（オレンジ）

機能を洗練し、圧倒的な軽さとコ
ンパクト性を実現しました。アルパ
インジャケットの胸ポケットにも収
納しやすいサイズです。

サイズ

コントラスを際立たせ、視界を鮮明に変える

ブルー（BL）
（レンズ色：ピンク
〈ブルーミラーコート〉
）
（可視光線透過率27%）

偏光レンズ

フレームレス構造により、視界の広さを確保しつつ超軽量・コンパ
クト性を実現。携行性に優れ、積雪期の登山に最適なモデルです。
【重量】80g 【ストラップ幅】30㎜

雪面からの乱反射する光を効果的にカット

ピンク（PK）
（レンズ色：ピンク
〈ピンクーミラーコート〉
）
（可視光線透過率17%）

ピンク（PK）
（レンズ色：ピンク）
（可視光線透過率45%）

グラスイン アルパインゴーグル ML
#1109194 税抜き価格 ¥6,500（+税）

幅18.5㎝

ミラーレンズ

高精細レンズ

高精細レンズ

簡 単 にレン
ズ を 取り 外
すこと が で
き、メンテナ
ンス が 手 軽
に行えます。

高さ11.1㎝

レンズ内側の暖かい空気が冷えることで、過飽和した水蒸気
が目に見える水滴となり、レンズを曇らせます。

広い視野を確保するために、強度の高い大型の球面レンズを使
用。ゆがみの無い自然な視界を実現しています。

偏光レンズ

【フレーム形状】

サイズ

■内側レンズ

レンズ

機能

外側の冷気を断熱し、
内側レンズの曇りを抑える

偏光レンズ

ベンチレーション

Glass-in Alpine Goggles

グレー（GY）
（レンズ色：グレー
〈シルバーミラーコート〉
）
（可視光線透過率13%）

ピンク（PK）
（レンズ色：ピンク）
（可視光線透過率45%）

アルパインゴーグル ML
#1109193 税抜き価格 ¥6,000（+税）

眼鏡着用
可能

※眼鏡の形状によっては装着できない場合があります。

一般的な内側レンズ

アンチフォグシステムの内側レンズ
レンズ

冷気

■ 空気層

一般的なレンズ

※交 換 用レンズについてはカスタマー・
サービスまでお問い合わせください。

※ミラーコーティングを施したレンズは外観の色の見え方が角度により異なります。

優れた防曇効果

軽量で耐衝撃性に優れた
ポリカーボネートレンズ

Cミラーコーティング

アルパインゴーグル HD
#1109171 税抜き価格 ¥7,800（+税）

幅16.5㎝

曇りにくく、クリアな視界を確保するダブルレンズ構造
■ 外側レンズ

B紫外線カット
（UV）

簡 単 にレ ン
ズ を 取り 外
す こと が で
き、メンテナ
ンスが 手 軽
に行えます。

眼鏡をかけたままでも装着可能なモデルです。

アンチフォグシステムを搭載し、多様な状況下でクリアな視界を実現。
A広い視野を実現した
球面レンズ

高精細レンズ

レンズ取り外し可能

一般的なフレー

モンベル ゴーグル シリーズ

欧米人

サイズ

日本人

日本人

アルパインゴーグルPL
（ピンク）

ベンチレーション

上部が広い形状

多数の日本人の頭部形状データを
基に設計されたフレーム構造です。
欧米人向けに設計されたゴーグル
に比べ、顔との間にすき間ができ
にくく、呼気や冷気の侵入による
レンズの曇りを低減します。

アルパインゴーグル PL
#1109170 税抜き価格 ¥8,500（+税）

スポーツまで幅広く活躍するモデルです。

優れたフィット感と広い視野を実現したフレーム構造。

アジアンフィット

偏光レンズ

ベンチレーションを搭載し、アルパインクライミングからスノー

曇りにくく、まぶしさや吹雪から視界を守る
高性能レンズを搭載したスノーゴーグルシリーズ。
アジアンフィット・デザインを採用し、快適な着用感を実現しています。

フレーム

Alpine Goggles

ブラック
（BK）

【素材】■ 本体：30デニール・バリスティック®ナイロン・
リップストップ［ウレタンコーティング］
■ 緩衝材：E.V.A.スポンジ

#1109147

税抜き価格

【重量】35g

L #1109161

¥2,100（+税）

【重量】42g
※「グラスイン アルパインゴーグル」にはLが対応します。

Light Goggles Case

背面

ホワイト
（WT）

¥1,500（+税）

税抜き価格

ライトゴーグルケース

リーフグリーン
（LEGN）

Goggles Wrap

L ガンメタル

（GM）

ゴーグルの保護と軽量・コンパクト性を両立させた
ゴーグルケースです。ゴーグルのレンズと接触する
面には、プロテクション効果の高いE.V.A.を使用。
周囲には引き裂き強度に優れた薄手の生地を使用
しています。リーシュを取り付けられるループ付き。

#1109176

税抜き価格

グラスクリーナー

ホットレッド
（HRD）

Glasses Cleaner

レンズ、フレームに強力なフッ素の皮膜を作り、汚れや傷をつきに
くくします。携帯電話などの電子機器の液晶部分にも使用できます。
グラファイト
ブルー
（GRBL）

¥2,300（+税）

【重量】75g
【素材】■ 本体：30デニール・
ナイロン・リップストップ
■レンズ面：E.V.A.フォーム

オレンジ（OG）
（レンズ色：ピンク〈オレンジーミラーコート〉
）
（可視光線透過率20%）

#1109122

税抜き価格

¥667（+税）

【素材】フッ素、界面活性剤

クリーニングクロス

背面
背面

Cleaning Cloth

フラット形状の超極細特殊繊維を使用したクロスです。
吸水性があり水や汗で濡れても拭き取りやすく、汚れを
効果的に除去します。

#1109118

税抜き価格

¥477（+税）

生地拡大

【素材】ポリエステル、ナイロン

※モンベル製以外のゴーグルを入れる場合は、サイズをご確認のうえ使用してください。ゴーグルの形状によっては収納できない場合があります。
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4

4mm

ゴーグル

アルパインゴーグル

GOGGLES

【重量】128g 【ストラップ幅】40㎜

ベンチレーション

換気効率に優れ、レンズの曇り
を防ぎます。
機能

レンズ

欧米人

モンベル ゴーグル
シリーズ
上部が広いフレーム
形 状です。登
山
中に重要な上方の視野が、一般的な
欧米人向けゴーグル
ゴーグルに比べて広くなっています。

独自のフレーム
形状により上方
の視界が拡大。

ムの視界。

欧米人向けゴーグル

アルパインゴーグル
#1109172 税抜き価格 ¥6,900（+税）

ミラーレンズ

高さ9.8㎝

ミラーレスレンズ

奥行き8.0㎝

グラスイン アルパインゴーグル
【重量】150g 【ストラップ幅】40㎜

換気効率に優れ、レンズの曇り
を防ぎます。

特殊な防曇効果を施した
トリアセテートレンズ

冷気

冷気

冷気
ベンチレーション

目に見えない
水蒸気

目に見えない
水蒸気

親水性で微細な凸凹を持つレンズが目に
見えない水蒸気を多量に保持し、水滴化
を遅らせます。

レンズが曇る仕組み

凸凹がなく表面積が少ないため、目に見
えない水蒸気をあまり保持できず、水滴化
してしまいます。

A広い視野を実現した球面レンズ

BUVカット

Cミラーコーティング

紫外線（UV）を99.9％以上カットします。

まぶしい光を効果的にカットするミラーコーティングをレンズに施
しています。※ミラーレスレンズを除く。

レンズの種類

グラスイン アルパインゴーグル PL
#1109173 税抜き価格 ¥9,000（+税）
グラスイン アルパインゴーグルHD
（ブルー）

レンズ取り外し可能

グラスイン アルパインゴーグル HD
#1109174 税抜き価格 ¥8,300（+税）

※交 換 用レンズについてはカスタマー・
サービスまでお問い合わせください。

グラスイン アルパインゴーグル
#1109175 税抜き価格 ¥7,400（+税）

ミラーレンズ

ミラーレスレンズ

奥行き10.0㎝

※ミラーコーティングを施したレンズは外観の色の見え方が角度により異なります。

L.W.アルパインゴーグル

LightWeight Alpine Goggles

まぶしい光を効果的にカットするミラーレンズです。

PL（ポラライズド）レンズは、晴天時に雪面から乱反射した光

HD（ハイ・ディフィニション）VISIONレンズは、特定の波長の

ミラーレスレンズ

を効果的にカットすることで、にじみやギラつきの少ないクリア

可視光を取り除くことでコントラストを際立たせ、鮮明で高精

な視界を確保します。まぶしい晴天時にも雪面の細かい凹凸を

細な視界を実現するレンズです。特に曇天時にも、雪面の凹凸

ML（ミラーレス）レンズは、可視光線透過率が高く、自然な

しっかり捉えます。

やうねりを視認しやすく、安全な滑走や歩行をサポートします。

見え方のレンズです。

適応する天候

一般的なレンズ

偏光
レンズ

高精細レンズ
ミラー ミラーレス
ブルー オレンジ レンズ レンズ

わずか

80g

【フレーム形状】

幅18.0㎝

30㎜ストラップ

軽量性を追求し、
30㎜のスト
ラップを使用しています。

奥行き8.0㎝

※使用イメージ

※使用イメージ

雪
※レンズのコーティングなどにより適用チャートは変わります。

ベースレンズカラー
ピンク

目のかすみの原因とされるブルーライトを抑え、コントラストの高い明瞭
な視界を確保することができます。

グレー

まぶしさをしっかりと遮りながらも、自然な色調を保ちます。
晴天時に最適です。

※ミラーコーティングを施したレンズは外観の色の見え方が角度により異なります。

ゴーグルケース

ゴーグルラップ

ゴーグル全体をしっかりと保護するセミハードケースです。モンベル
製スノーゴーグルを無駄なスペースなくコンパクトに収 納できます。
全体をプロテクション効果が高いE.V.A.で成形することで、ゴーグル
を衝撃から守ります。リーシュを取り付けられるループ付き。

超軽量・コンパクトなゴーグルケースです。薄手の生地で
ゴーグルを包み、レンズと接触する面には緩衝材を配置し
ています。使用しないときは、二つ折りに畳むことができ、
コンパクトに収納可能です。リーシュを取り付けられるルー
プ付き。サイズの異なる２つのモデルを展開しています。

Goggles Case

#1109144

税抜き価格

¥1,800（+税）

【重量】123g
【素材】■ケース：E.V.A.フォーム
上面

ヘルメット対応

レンズクリーナー（ソフトケース付）

ベルト裏には滑り止め加工を施しており、ヘルメットの上から
でも装着が容易です。ベルトはバックル仕様です。

ケースにもなるレンズクリーナーが
付属します。

※ヘルメットの形状によっては合わない場合があります。
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ピンク（PK）
（レンズ色：ピンク
〈ピンクーミラーコート〉
）
（可視光線透過率32%）

グレー（GY）
（レンズ色：グレー
〈シルバーミラーコート〉
）
（可視光線透過率13%）

ピンク（PK）
（レンズ色：ピンク
〈ピンクーミラーコート〉
）
（可視光線透過率17%）

ブルー（BL）
（レンズ色：ピンク
〈ブルーミラーコート〉
）
（可視光線透過率27%）

オレンジ（OG）
（レンズ色：ピンク
〈オレンジーミラーコート〉
）
（可視光線透過率20%）

グレー（GY）
（レンズ色：グレー
〈シルバーミラーコート〉
）
（可視光線透過率25%）

ピンク（PK）
（レンズ色：ピンク
〈ピンクーミラーコート〉
）
（可視光線透過率32%）

グレー（GY）
（レンズ色：グレー〈シルバーミラーコート〉
）
（可視光線透過率13%）

ピンク（PK）
（レンズ色：ピンク〈ピンクーミラーコート〉
）
（可視光線透過率17%）

ブルー（BL）
（レンズ色：ピンク〈ブルーミラーコート〉
）
（可視光線透過率27%）

グレー（GY）
（レンズ色：ピンク〈シルバーミラーコート〉
）
（可視光線透過率25%）

L.W.アルパインゴーグル HD
#1109168 税抜き価格 ¥6,200（+税）

フレーム上部

強い日差し
晴天
うす曇り
曇り

グレー（GY）
（レンズ色：グレー
〈シルバーミラーコート〉
）
（可視光線透過率25%）

高精細レンズ

※レンズは取り外しできません。

高さ9.3㎝

オレンジ（OG）
（レンズ色：ピンク
〈オレンジーミラーコート〉
）
（可視光線透過率20%）

L.W.アルパインゴーグル PL
#1109167 税抜き価格 ¥7,200（+税）

L.W.アルパインゴーグルHD
（オレンジ）

機能を洗練し、圧倒的な軽さとコ
ンパクト性を実現しました。アルパ
インジャケットの胸ポケットにも収
納しやすいサイズです。

サイズ

コントラスを際立たせ、視界を鮮明に変える

ブルー（BL）
（レンズ色：ピンク
〈ブルーミラーコート〉
）
（可視光線透過率27%）

偏光レンズ

フレームレス構造により、視界の広さを確保しつつ超軽量・コンパ
クト性を実現。携行性に優れ、積雪期の登山に最適なモデルです。
【重量】80g 【ストラップ幅】30㎜

雪面からの乱反射する光を効果的にカット

ピンク（PK）
（レンズ色：ピンク
〈ピンクーミラーコート〉
）
（可視光線透過率17%）

ピンク（PK）
（レンズ色：ピンク）
（可視光線透過率45%）

グラスイン アルパインゴーグル ML
#1109194 税抜き価格 ¥6,500（+税）

幅18.5㎝

ミラーレンズ

高精細レンズ

高精細レンズ

簡 単 にレン
ズ を 取り 外
すこと が で
き、メンテナ
ンス が 手 軽
に行えます。

高さ11.1㎝

レンズ内側の暖かい空気が冷えることで、過飽和した水蒸気
が目に見える水滴となり、レンズを曇らせます。

広い視野を確保するために、強度の高い大型の球面レンズを使
用。ゆがみの無い自然な視界を実現しています。

偏光レンズ

【フレーム形状】

サイズ

■内側レンズ

レンズ

機能

外側の冷気を断熱し、
内側レンズの曇りを抑える

偏光レンズ

ベンチレーション

Glass-in Alpine Goggles

グレー（GY）
（レンズ色：グレー
〈シルバーミラーコート〉
）
（可視光線透過率13%）

ピンク（PK）
（レンズ色：ピンク）
（可視光線透過率45%）

アルパインゴーグル ML
#1109193 税抜き価格 ¥6,000（+税）

眼鏡着用
可能

※眼鏡の形状によっては装着できない場合があります。

一般的な内側レンズ

アンチフォグシステムの内側レンズ
レンズ

冷気

■ 空気層

一般的なレンズ

※交 換 用レンズについてはカスタマー・
サービスまでお問い合わせください。

※ミラーコーティングを施したレンズは外観の色の見え方が角度により異なります。

優れた防曇効果

軽量で耐衝撃性に優れた
ポリカーボネートレンズ

Cミラーコーティング

アルパインゴーグル HD
#1109171 税抜き価格 ¥7,800（+税）

幅16.5㎝

曇りにくく、クリアな視界を確保するダブルレンズ構造
■ 外側レンズ

B紫外線カット
（UV）

簡 単 にレ ン
ズ を 取り 外
す こと が で
き、メンテナ
ンスが 手 軽
に行えます。

眼鏡をかけたままでも装着可能なモデルです。

アンチフォグシステムを搭載し、多様な状況下でクリアな視界を実現。
A広い視野を実現した
球面レンズ

高精細レンズ

レンズ取り外し可能

一般的なフレー

モンベル ゴーグル シリーズ

欧米人

サイズ

日本人

日本人

アルパインゴーグルPL
（ピンク）

ベンチレーション

上部が広い形状

多数の日本人の頭部形状データを
基に設計されたフレーム構造です。
欧米人向けに設計されたゴーグル
に比べ、顔との間にすき間ができ
にくく、呼気や冷気の侵入による
レンズの曇りを低減します。

アルパインゴーグル PL
#1109170 税抜き価格 ¥8,500（+税）

スポーツまで幅広く活躍するモデルです。

優れたフィット感と広い視野を実現したフレーム構造。

アジアンフィット

偏光レンズ

ベンチレーションを搭載し、アルパインクライミングからスノー

曇りにくく、まぶしさや吹雪から視界を守る
高性能レンズを搭載したスノーゴーグルシリーズ。
アジアンフィット・デザインを採用し、快適な着用感を実現しています。

フレーム

Alpine Goggles

ブラック
（BK）

【素材】■ 本体：30デニール・バリスティック®ナイロン・
リップストップ［ウレタンコーティング］
■ 緩衝材：E.V.A.スポンジ

#1109147

税抜き価格

【重量】35g

L #1109161

¥2,100（+税）

【重量】42g
※「グラスイン アルパインゴーグル」にはLが対応します。

Light Goggles Case

背面

ホワイト
（WT）

¥1,500（+税）

税抜き価格

ライトゴーグルケース

リーフグリーン
（LEGN）

Goggles Wrap

L ガンメタル

（GM）

ゴーグルの保護と軽量・コンパクト性を両立させた
ゴーグルケースです。ゴーグルのレンズと接触する
面には、プロテクション効果の高いE.V.A.を使用。
周囲には引き裂き強度に優れた薄手の生地を使用
しています。リーシュを取り付けられるループ付き。

#1109176

税抜き価格

グラスクリーナー

ホットレッド
（HRD）

Glasses Cleaner

レンズ、フレームに強力なフッ素の皮膜を作り、汚れや傷をつきに
くくします。携帯電話などの電子機器の液晶部分にも使用できます。
グラファイト
ブルー
（GRBL）

¥2,300（+税）

【重量】75g
【素材】■ 本体：30デニール・
ナイロン・リップストップ
■レンズ面：E.V.A.フォーム

オレンジ（OG）
（レンズ色：ピンク〈オレンジーミラーコート〉
）
（可視光線透過率20%）

#1109122

税抜き価格

¥667（+税）

【素材】フッ素、界面活性剤

クリーニングクロス

背面
背面

Cleaning Cloth

フラット形状の超極細特殊繊維を使用したクロスです。
吸水性があり水や汗で濡れても拭き取りやすく、汚れを
効果的に除去します。

#1109118

税抜き価格

¥477（+税）

生地拡大

【素材】ポリエステル、ナイロン

※モンベル製以外のゴーグルを入れる場合は、サイズをご確認のうえ使用してください。ゴーグルの形状によっては収納できない場合があります。
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4mm

アジアンフィット・デザインを採用し、多彩な機能を搭載しています。

ポリカーボネート製レンズ

SUNGLASSES

リアルビューレンズ

日本 人の 平 均 の 顔 幅、鼻

瞳 孔 の 位 置にレンズの 光

の高さ、瞳孔間隔に合わせ

日本人

た独自のデザインです。欧

紫外線量が多いアウトドアフィールドで、
日差しを遮り、
目の保護に有効なサングラスをラインアップしています。

米人向けのサングラスには

れており、長時間使用して
も疲れにくいレンズです。
部分的にレンズの厚みを変える
ことで光の屈折を抑えています。

欧米人向けサングラス

トレールグラス

トレールグラス シリーズ

一般的な
レンズ

学中心が合うように設計さ

欧米人

モンベル
サングラス シリーズ

ない自然なフィット感が得
られます。

リアルビュー
レンズ

ミラーレンズ

まぶしい光を効果的にカットし、晴天時
におすすめです。目元を隠す効果もあり
ます。

ノーマルレンズ

可視光線透過率が高く、より自然な見え
方のレンズです。

レンズの種類

アジアンフィット

※UVカット率99%以上
Trail Glasses
Trekking Glasses Metal

レギュラー

トレールグラス ワイドレンズ

レンズカラー

偏光レンズ

トレールグラス、トレッキンググラス 共通機能

サングラス

レンズは軽量で耐衝撃性に優れたポリカーボネート製です。

路 面 や 雪 面 からの 反 射 光 を 効 果 的に
カットするレンズです。にじみやギラツキ
の少ないクリアな視界を確保し、眼精疲
労などを軽減します。

ブラック

グレー

ライトグレー

ブラウン

ライトブラウン

オレンジ

まぶしさをしっかりと
遮りながら、自然 な
色調を備えています。
強い日差しの晴天時
に最適です。

まぶしさをしっかりと
遮りながらも、自然
な 色 調 を 保 ちます。
晴天時に最適です。

ナチュラルな色調を
持ち、適 度にまぶし
さを抑えます。晴 天
時に最適です。

目のかすみの原因と
されるブル ーライト
を 抑え、コントラス
トの高い明瞭な視界
を確保することがで
きます。

目のかすみの原因と
されるブル ーライト
を 抑え、コントラス
トの高い明瞭な視界
を確保することがで
きます。

コントラストが 高く、
地 面 の凹凸などを 識
別しやすいカラーです。
曇りや 悪 天 候 時にも
使 用でき、スピードハ
イクなどに最適です。

TrailTrekking
Glasses Glasses
Wide Lens
Metal

※UVカット率99%以上

ワイドレンズ・レギュラーレンズ

フィールドの変化に合わせてレンズを交換できるサングラスです。
わずか18gという圧倒的な軽量性と、優れたフィット感を実現
しています。

ワイドレンズは、レギュラーレンズに
比べ、横幅が広く、斜め後ろからの光
を効果的に遮ります。

天候や日中と夜間でのフィール
ドの変化に合わせて、別売の
レンズに交 換することができ
ます。フレームは共通なので、
レンズの大きさも後から変更
可能。さまざまなタイプのレン
ズをラインアップしています。

ミラー トレールグラス
ワイドレンズ
（シルバーメタリック/オレンジ）

トレールグラス
（ブラック/ライトグレー）

レンズクリーナー
（ソフトケース）

シーンに合わせてレンズ交換可能

ケースにもなるレンズク
リーナーが付属します。

レギュラーレンズ ワイドレンズ

ＰＬトレールグラス

セミハードケース

卓越したフィット感

プロテクション効果に優
れたセミハードケースが
付 属。交 換 用レン ズ を
1セット収納できます。

テンプルとフロントフレーム
に使用した超弾性ナイロン樹
脂により、優れたフィット感を
実現。また、2段階に調節で
きる熱可塑性エラストマー製
ノーズパッドとイヤーパッドが
ズレを防止します。

#1109143

税抜き価格

ブラック/ブラック（BK/BK） ブラウン/ライトブラウン（BN/LB） ホワイト/ライトグレー（WT/LG）
レンズ色：ブラック
レンズ色：ライトブラウン
レンズ色：ライトグレー
（可視光線透過率15%） （可視光線透過率18%）
（可視光線透過率28%）

¥8,900（+税）

#1109146

グロスブラック/ライトグレー（GB/LG）
レンズ色：ライトグレー
（可視光線透過率19%）

¥7,000（+税）

シルバーメタリック/オレンジ（SM/OG）
レンズ色：オレンジ
（可視光線透過率55%）

#1109151

#1109145

独自の折り畳み構造により、抜群のコンパクト性を実現した
軽量サングラスです。持ち運びしやすくトレッキングからタウン
ユースまで幅広く活躍します。

トレールグラス
ワイドレンズ

ダークネイビー /ブラウン（DN/BN）
レンズ色：ブラウン
（可視光線透過率25%）

ブラック/ライトグレー（BK/LG）
レンズ色：ライトグレー
（可視光線透過率24%）

¥6,000（+税）

チタントレッキンググラス

トレッキンググラス シリーズ

ブラック/ブラック（BK/BK）
レンズ色：ブラック
（可視光線透過率15%）

ブラウン/ライトブラウン（BN/LB）
レンズ色：ライトブラウン
（可視光線透過率18%）

Trekking
Glasses
Metal
Titanium
Trekking
Glasses

#1109150

※UVカット率99%以上

税抜き価格

¥7,000（+税）

グロスブラック/ライトグレー（GB/LG）
レンズ色：ライトグレー
（可視光線透過率19%）

税抜き価格

¥2,500（+税） #1109157

トレールグラス
交換用レンズ
#1109153

¥6,000（+税）

ブラック/ライトグレー（BK/LG）
レンズ色：ライトグレー
（可視光線透過率24%）

トレッキンググラス

ダークネイビー /ブラウン（DN/BN）
レンズ色：ブラウン
（可視光線透過率25%）

Trekking Glasses

オレンジ（OG）
（可視光線透過率55%）

税抜き価格

トレールグラス
交換用ワイドレンズ

¥1,500（+税） #1109156

ブラウン（BN）
（可視光線透過率25%）

※UVカット率99%以上

シールドグラス

PLトレッキンググラス

ノーズパッド

※2個セット。

#1109162

税抜き価格

Temple Cover

眼 鏡のテンプルに取り付け
て使 用し、うつ む いたとき
や汗による眼 鏡のズレを防
ぎます。

※眼鏡の形状によっては合わな
い場合があります。
※2個セット。

#1109121

¥760（+税）

税抜き価格

【素材】
シリコーンゴム

ノーマルレンズ

税抜き価格

眼 鏡のテンプルの先に着け
て使用し、運動時にも外れに
くくします。
※2個セット。

#1109120

税抜き価格

¥762（+税）

【素材】シリコーンゴム

¥762（+税）

ブラック/ライトグレー（BK/LG）
レンズ色：ライトグレー
（可視光線透過率25%）

スペックキャット
Speck Cat

スキ ーやウォー タースポーツに
必需品の眼鏡留めです。

#1827002

税抜き価格

¥980（+税）

3WAY アイウエア
リテイナー

3-Way Eyewear Retainer

3通りの 接 続 方法で、さまざまな
形状の眼鏡に対応します。

#1827008

税抜き価格

¥1,030（+税）

キディーキャット

ブラック
（BK）

Kiddie Cat

C1

C23

装着例

装着例

#1827022

税抜き価格

C1

C20

#1109131

チタン/ライトブラウン（TI/LB）
レンズ色：ライトブラウン
（可視光線透過率25%）

税抜き価格

シルバー /ライトグレー（SV/LG）
レンズ色：ライトグレー
（可視光線透過率28%）

C101
C20

C79

3WAY シンバレル
フロートキャット
フロート付きの眼 鏡 バンド
で す。ウォー タース ポーツ
の 際、眼 鏡 や サングラスを
水没から守ります。

ス ノース ポーツ やトレ ッキン
グ に 適したお 子さま向 けゴー
グ ル と サ ン グ ラスも ラ イン
アップしています。詳しくは「2018〜2019
Fall&Winter キッズ&ベビー パンフレット」を
ご覧ください。

Kid's

https

#1827017
税抜き価格

C99

C101

¥6,400（+税）

マットブラック/ブラウン ブルーメタリック/ライトグレー
ブラック/グレー
（MB/BN）
（BM/LG）
（BK/GY）
レンズ色：ブラウン
レンズ色：ライトグレー
レンズ色：グレー
（可視光線透過率10%）（可視光線透過率25%）（可視光線透過率24%）

シルバーメタリック/ライトグレー
（SM/LG）
レンズ色：ライトグレー
（可視光線透過率24%）

【重量】23g 【収納サイズ】
高さ6.0×幅9.5×奥行き4.5㎝
【素材】■フレーム：ナイロン樹脂 ■レンズ：ポリカーボネート 【付属品】
セミハードケース、レンズクリーナー

3-Way Thin Barrel
Float Cat

C100

¥1,048（+税）
C98

スノーゴーグル Kid's

Snow Goggles Kid's
#1109142 税抜き価格￥2,200（+税）
オレンジ
（OG）
（レンズ色：
オレンジ）

ブルー（BL）
（レンズ色：
オレンジ）

シールドグラス

税抜き価格

¥900（+税）

C103

C65

シルバー（SV）
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高精細レンズ

ミラーレンズ ミラーレスレンズ

・メガネをかけたままでも装着可能
・簡単にレンズの取り外しができ、メンテナ
ンスが容易
・換気効率に優れたベンチレーションを装備

L.W.アルパインゴーグル

偏光レンズ

高精細レンズ
可視光から特定の波長を取り除
くことで、コントラストを際立た
せ、鮮明で高精細な視界を実現
します。

・4種類のレンズバリエーション

・超軽量を実現したフレームレス構造

ミラーレンズ
まぶしい光を効果的にカットする
ミラー加工を施したレンズです。

・コンパクトながら広い視野を確保
・2種類のレンズバリエーション

高精細レンズ

特 長

トレールグラスシリーズ

レッド（RD）
収納時

ブルー（BL）

●記載されている価格の有効期限は2018年12月31日です。
●商品仕様、デザインおよび価格は予告なく変更することがあります。
●商品写真は印刷のため、実際の商品の色と多少異なります。
●重量などの商品スペックに誤差が生じる場合があります。
● “®” または “™” が付された標章は、株式会社モンベルの登録商標または
商標です。

〒550-0013 大阪市西区新町2-2-2 TEL.06-6531-4761 FAX.06-6531-4969
C98

偏光レンズ

可能

・4種類のレンズバリエーション

偏光レンズ
雪面から乱反射した光を効果的
にカットし、にじみやギラつき
の少ないクリアな視界を確保し
ます。

ミラーレスレンズ
可視光線透過率が高く、より自然
な見え方のレンズです。

日差しを効果的に遮り、目の保護に有効な高機能サングラス

P.5・6

多彩な機能を備えながら、
圧倒的な軽量性を実現
偏光レンズ

＃1902200 18-19

ミラーレンズ ノーマルレンズ

トレッキンググラスシリーズ
独自の折り畳み構造で、
抜群のコンパクト性を実現
偏光レンズ

C20

C103

眼鏡を掛けたままの装着に対応

¥3,500（+税）

Trekking Glasses Kid's
#1109127 税抜き価格￥2,858（+税）

ミラーレンズ ミラーレスレンズ

アルパインゴーグル
グラスイン
眼鏡着用

【重量】27g 【収納サイズ】
高さ4.5×幅14.5×奥行き5.0㎝
■フレーム、テンプル：ポリカーボネート
【素材】
■レンズ：ポリカーボネート・リアルビューレンズ［防曇加工］
【可視光線透過率】91%

トレッキング グラス Kid's

高精細レンズ

・換気効率に優れたベンチレーションを装備

フレームレス構造により
超軽量を実現

目の周りを覆う形状により、目に有害な紫外線や風、ほこりを効果
的に防ぐグラスです。ノーズパッドとテンプルの角度を細かく調節す
ることができ、さまざまな方にフィットします。コンタクトレンズ装
着時や花粉の時季にも最適です。

#1109160

・簡単にレンズの取り外しができ、メンテナ
ンスが容易

P.4

Shield Glasses

Kid's

子ども用の眼鏡バンドです。ゴム C53
のスライダーで調節でき、しっかり
フィットします。

装着例

ブラウン/ライトブラウ（BN/LB）
レンズ色：ライトブラウン
（可視光線透過率18%）

ノーマルレンズ

【重量】18g 【収納サイズ】
高さ2.8×幅8.0×奥行き3.7㎝
■フレーム：チタニウム合金 ■レンズ：ポリカーボネート 【付属品】
【素材】
セミハードケース、レンズクリーナー

Temple Hook

¥8,572（+税）

トレッキンググラス

¥13,500（+税）

テンプルフック

【素材】シリコーンゴム

クリアー
（CLER）

税抜き価格

ブラック/ブラック（BK/BK）
レンズ色：ブラック
（可視光線透過率15%）

テンプルは6段階、
ノーズパッド
レンズクリーナー
セミハードケース
（ソフトケース兼用） は鼻幅を自由に調節できます。

サングラス

滑り止めの付いていない、プ
ラスチック製ノーズ パッドに
取り付けて使用します。フィッ
ト感を高め、汗によるズレを
防ぎます。

¥19,000（+税）

#1109158

テンプルカバー

Nose Pad

#1109126

チタン/ライトグレー（TI/LG）
レンズ色：ライトグレー
（可視光線透過率28%）

チタン トレッキンググラス

収納サイズ

P.2

〜

税抜き価格

高さ6.0×幅9.5×奥行き4.5㎝

アルパインゴーグル
コンパクトで汎用性が高く、
幅広い場面で活躍

セミハードケース

レンズの種類

特 長

目に有害な紫外線や風、ほこりを
効果的に防ぐグラスです。

偏光レンズ

#1109159

高さ2.8×幅8.0×奥行き3.7㎝

アンチフォグシステムを搭載したレンズを使用し、優れた防曇効果を発揮。

ライトグレー（LGY）
（可視光線透過率24%）

ゴーグル

セミハードケース

PLチタン トレッキンググラス

■トレッキンググラス

高性能レンズを搭載したスノーゴーグル。3タイプをラインアップ。

¥1,500（+税）

PLトレッキンググラス
（ブラウン/ライトブラウン）

偏光レンズ

■チタン トレッキンググラス

税抜き価格

※UVカット率99%以上

チタン
トレッキンググラス
（ブラック/ライトグレー）

高さの違うノーズパッド
が2種類付属します。

プロテクション 効 果に優 れ
たセミハードケースが付属。

¥2,500（+税）

偏光レンズ

ケースが付属し、常時携行できます。クリーニングクロス、ケース付き。

レンズクリーナーが付属。

税抜き価格

GOGGLES & SUNGLASSES

クリアー
（CLER）

独自の折り畳み構造により、他に類を見ないコンパクト性を実現しました。専用

セミハードケース

¥4,200（+税）

トレールグラス
交換用ミラーワイドレンズ

携行に便利なコンパクト性

レンズクリーナー

税抜き価格

ゴーグル &
サングラス

ノーマルレンズ

シルバーメタリック/オレンジ（SM/OG）
レンズ色：オレンジ
（可視光線透過率55%）

スポーティなプラスチック・フレームを使用した軽量サングラスです。軽量で寒冷地でも使用できます。

軽量性と強度を備えたチタン合金を使用した、折り畳み式サングラスです。

¥4,200（+税） #1109155

ブラック（BK）
ライトブラウン（LBN） ライトグレー（LGY）
（可視光線透過率15%）（可視光線透過率18%）（可視光線透過率28%）

#1109154

ホワイト/ライトグレー（WT/LG）
レンズ色：ライトグレー
（可視光線透過率28%）

ノーマルレンズ

トレールグラス
税抜き価格

税抜き価格

税抜き価格

ライトグレー（LGY）
（可視光線透過率19%）

ミラー トレールグラス
ワイドレンズ

ノーマルレンズ

【重量】
トレールグラス（18.0g）
、トレールグラス ワイド（18.5g）
【収納サイズ】
高さ6.5×幅15.0×奥行き5.0㎝
■フレーム：超弾性ナイロン樹脂 ■ノーズパッド：熱可塑性エラストマー
【素材】
■レンズ：ポリカーボネート

¥8,900（+税）

ミラーレンズ

ミラーレンズ

ミラー トレールグラス
税抜き価格

税抜き価格

#1109152

トレールグラス
交換用PLワイドレンズ

トレールグラス
交換用ミラーレンズ

ＰＬトレールグラス
ワイドレンズ
#1109149

偏光レンズ

トレールグラス
交換用PLレンズ

ミラーレンズ

偏光レンズ

偏光レンズ

交換用レンズ

ワイド

2018〜2019 Fall & Winter

ノーマルレンズ

・わずか18.0gという圧倒的
な軽量性
・シーンに合わせてレンズの
交換が可能
・卓越したフィット感

レンズの種類

偏光レンズ
路面や雪面からの反射光を効果
的にカットし、にじみやギラつき
の少ないクリアな視界を確保し
ます。

ミラーレンズ

・携行に便利な抜群のコン
パクト性

まぶしい光を効果的にカットする
ミラー加工を施したレンズです。

・チタン合金フレームとプラ
スチックフレームの2種類
のフレームを展開

可視 光 線 透 過率が 高く、より自
然な見え方のレンズです。

ノーマルレンズ

4mm

アジアンフィット・デザインを採用し、多彩な機能を搭載しています。

ポリカーボネート製レンズ

SUNGLASSES

リアルビューレンズ

日本 人の 平 均 の 顔 幅、鼻

瞳 孔 の 位 置にレンズの 光

の高さ、瞳孔間隔に合わせ

日本人

た独自のデザインです。欧

紫外線量が多いアウトドアフィールドで、
日差しを遮り、
目の保護に有効なサングラスをラインアップしています。

米人向けのサングラスには

れており、長時間使用して
も疲れにくいレンズです。
部分的にレンズの厚みを変える
ことで光の屈折を抑えています。

欧米人向けサングラス

トレールグラス

トレールグラス シリーズ

一般的な
レンズ

学中心が合うように設計さ

欧米人

モンベル
サングラス シリーズ

ない自然なフィット感が得
られます。

リアルビュー
レンズ

ミラーレンズ

まぶしい光を効果的にカットし、晴天時
におすすめです。目元を隠す効果もあり
ます。

ノーマルレンズ

可視光線透過率が高く、より自然な見え
方のレンズです。

レンズの種類

アジアンフィット

※UVカット率99%以上
Trail Glasses
Trekking Glasses Metal

レギュラー

トレールグラス ワイドレンズ

レンズカラー

偏光レンズ

トレールグラス、トレッキンググラス 共通機能

サングラス

レンズは軽量で耐衝撃性に優れたポリカーボネート製です。

路 面 や 雪 面 からの 反 射 光 を 効 果 的に
カットするレンズです。にじみやギラツキ
の少ないクリアな視界を確保し、眼精疲
労などを軽減します。

ブラック

グレー

ライトグレー

ブラウン

ライトブラウン

オレンジ

まぶしさをしっかりと
遮りながら、自然 な
色調を備えています。
強い日差しの晴天時
に最適です。

まぶしさをしっかりと
遮りながらも、自然
な 色 調 を 保 ちます。
晴天時に最適です。

ナチュラルな色調を
持ち、適 度にまぶし
さを抑えます。晴 天
時に最適です。

目のかすみの原因と
されるブル ーライト
を 抑え、コントラス
トの高い明瞭な視界
を確保することがで
きます。

目のかすみの原因と
されるブル ーライト
を 抑え、コントラス
トの高い明瞭な視界
を確保することがで
きます。

コントラストが 高く、
地 面 の凹凸などを 識
別しやすいカラーです。
曇りや 悪 天 候 時にも
使 用でき、スピードハ
イクなどに最適です。

TrailTrekking
Glasses Glasses
Wide Lens
Metal

※UVカット率99%以上

ワイドレンズ・レギュラーレンズ

フィールドの変化に合わせてレンズを交換できるサングラスです。
わずか18gという圧倒的な軽量性と、優れたフィット感を実現
しています。

ワイドレンズは、レギュラーレンズに
比べ、横幅が広く、斜め後ろからの光
を効果的に遮ります。

天候や日中と夜間でのフィール
ドの変化に合わせて、別売の
レンズに交 換することができ
ます。フレームは共通なので、
レンズの大きさも後から変更
可能。さまざまなタイプのレン
ズをラインアップしています。

ミラー トレールグラス
ワイドレンズ
（シルバーメタリック/オレンジ）

トレールグラス
（ブラック/ライトグレー）

レンズクリーナー
（ソフトケース）

シーンに合わせてレンズ交換可能

ケースにもなるレンズク
リーナーが付属します。

レギュラーレンズ ワイドレンズ

ＰＬトレールグラス

セミハードケース

卓越したフィット感

プロテクション効果に優
れたセミハードケースが
付 属。交 換 用レン ズ を
1セット収納できます。

テンプルとフロントフレーム
に使用した超弾性ナイロン樹
脂により、優れたフィット感を
実現。また、2段階に調節で
きる熱可塑性エラストマー製
ノーズパッドとイヤーパッドが
ズレを防止します。

#1109143

税抜き価格

ブラック/ブラック（BK/BK） ブラウン/ライトブラウン（BN/LB） ホワイト/ライトグレー（WT/LG）
レンズ色：ブラック
レンズ色：ライトブラウン
レンズ色：ライトグレー
（可視光線透過率15%） （可視光線透過率18%）
（可視光線透過率28%）

¥8,900（+税）

#1109146

グロスブラック/ライトグレー（GB/LG）
レンズ色：ライトグレー
（可視光線透過率19%）

¥7,000（+税）

シルバーメタリック/オレンジ（SM/OG）
レンズ色：オレンジ
（可視光線透過率55%）

#1109151

#1109145

独自の折り畳み構造により、抜群のコンパクト性を実現した
軽量サングラスです。持ち運びしやすくトレッキングからタウン
ユースまで幅広く活躍します。

トレールグラス
ワイドレンズ

ダークネイビー /ブラウン（DN/BN）
レンズ色：ブラウン
（可視光線透過率25%）

ブラック/ライトグレー（BK/LG）
レンズ色：ライトグレー
（可視光線透過率24%）

¥6,000（+税）

チタントレッキンググラス

トレッキンググラス シリーズ

ブラック/ブラック（BK/BK）
レンズ色：ブラック
（可視光線透過率15%）

ブラウン/ライトブラウン（BN/LB）
レンズ色：ライトブラウン
（可視光線透過率18%）

Trekking
Glasses
Metal
Titanium
Trekking
Glasses

#1109150

※UVカット率99%以上

税抜き価格

¥7,000（+税）

グロスブラック/ライトグレー（GB/LG）
レンズ色：ライトグレー
（可視光線透過率19%）

税抜き価格

¥2,500（+税） #1109157

トレールグラス
交換用レンズ
#1109153

¥6,000（+税）

ブラック/ライトグレー（BK/LG）
レンズ色：ライトグレー
（可視光線透過率24%）

トレッキンググラス

ダークネイビー /ブラウン（DN/BN）
レンズ色：ブラウン
（可視光線透過率25%）

Trekking Glasses

オレンジ（OG）
（可視光線透過率55%）

税抜き価格

トレールグラス
交換用ワイドレンズ

¥1,500（+税） #1109156

ブラウン（BN）
（可視光線透過率25%）

※UVカット率99%以上

シールドグラス

PLトレッキンググラス

ノーズパッド

※2個セット。

#1109162

税抜き価格

Temple Cover

眼 鏡のテンプルに取り付け
て使 用し、うつ む いたとき
や汗による眼 鏡のズレを防
ぎます。

※眼鏡の形状によっては合わな
い場合があります。
※2個セット。

#1109121

¥760（+税）

税抜き価格

【素材】
シリコーンゴム

ノーマルレンズ

税抜き価格

眼 鏡のテンプルの先に着け
て使用し、運動時にも外れに
くくします。
※2個セット。

#1109120

税抜き価格

¥762（+税）

【素材】シリコーンゴム

¥762（+税）

ブラック/ライトグレー（BK/LG）
レンズ色：ライトグレー
（可視光線透過率25%）

スペックキャット
Speck Cat

スキ ーやウォー タースポーツに
必需品の眼鏡留めです。

#1827002

税抜き価格

¥980（+税）

3WAY アイウエア
リテイナー

3-Way Eyewear Retainer

3通りの 接 続 方法で、さまざまな
形状の眼鏡に対応します。

#1827008

税抜き価格

¥1,030（+税）

キディーキャット

ブラック
（BK）

Kiddie Cat

C1

C23

装着例

装着例

#1827022

税抜き価格

C1

C20

#1109131

チタン/ライトブラウン（TI/LB）
レンズ色：ライトブラウン
（可視光線透過率25%）

税抜き価格

シルバー /ライトグレー（SV/LG）
レンズ色：ライトグレー
（可視光線透過率28%）

C101
C20

C79

3WAY シンバレル
フロートキャット
フロート付きの眼 鏡 バンド
で す。ウォー タース ポーツ
の 際、眼 鏡 や サングラスを
水没から守ります。

ス ノース ポーツ やトレ ッキン
グ に 適したお 子さま向 けゴー
グ ル と サ ン グ ラスも ラ イン
アップしています。詳しくは「2018〜2019
Fall&Winter キッズ&ベビー パンフレット」を
ご覧ください。

Kid's

https

#1827017
税抜き価格

C99

C101

¥6,400（+税）

マットブラック/ブラウン ブルーメタリック/ライトグレー
ブラック/グレー
（MB/BN）
（BM/LG）
（BK/GY）
レンズ色：ブラウン
レンズ色：ライトグレー
レンズ色：グレー
（可視光線透過率10%）（可視光線透過率25%）（可視光線透過率24%）

シルバーメタリック/ライトグレー
（SM/LG）
レンズ色：ライトグレー
（可視光線透過率24%）

【重量】23g 【収納サイズ】
高さ6.0×幅9.5×奥行き4.5㎝
【素材】■フレーム：ナイロン樹脂 ■レンズ：ポリカーボネート 【付属品】
セミハードケース、レンズクリーナー

3-Way Thin Barrel
Float Cat

C100

¥1,048（+税）
C98

スノーゴーグル Kid's

Snow Goggles Kid's
#1109142 税抜き価格￥2,200（+税）
オレンジ
（OG）
（レンズ色：
オレンジ）

ブルー（BL）
（レンズ色：
オレンジ）

シールドグラス

税抜き価格

¥900（+税）

C103

C65

シルバー（SV）

5

6

高精細レンズ

ミラーレンズ ミラーレスレンズ

・メガネをかけたままでも装着可能
・簡単にレンズの取り外しができ、メンテナ
ンスが容易
・換気効率に優れたベンチレーションを装備

L.W.アルパインゴーグル

偏光レンズ

高精細レンズ
可視光から特定の波長を取り除
くことで、コントラストを際立た
せ、鮮明で高精細な視界を実現
します。

・4種類のレンズバリエーション

・超軽量を実現したフレームレス構造

ミラーレンズ
まぶしい光を効果的にカットする
ミラー加工を施したレンズです。

・コンパクトながら広い視野を確保
・2種類のレンズバリエーション

高精細レンズ

特 長

トレールグラスシリーズ

レッド（RD）
収納時

ブルー（BL）

●記載されている価格の有効期限は2018年12月31日です。
●商品仕様、デザインおよび価格は予告なく変更することがあります。
●商品写真は印刷のため、実際の商品の色と多少異なります。
●重量などの商品スペックに誤差が生じる場合があります。
● “®” または “™” が付された標章は、株式会社モンベルの登録商標または
商標です。

〒550-0013 大阪市西区新町2-2-2 TEL.06-6531-4761 FAX.06-6531-4969
C98

偏光レンズ

可能

・4種類のレンズバリエーション

偏光レンズ
雪面から乱反射した光を効果的
にカットし、にじみやギラつき
の少ないクリアな視界を確保し
ます。

ミラーレスレンズ
可視光線透過率が高く、より自然
な見え方のレンズです。

日差しを効果的に遮り、目の保護に有効な高機能サングラス

P.5・6

多彩な機能を備えながら、
圧倒的な軽量性を実現
偏光レンズ

＃1902200 18-19

ミラーレンズ ノーマルレンズ

トレッキンググラスシリーズ
独自の折り畳み構造で、
抜群のコンパクト性を実現
偏光レンズ

C20

C103

眼鏡を掛けたままの装着に対応

¥3,500（+税）

Trekking Glasses Kid's
#1109127 税抜き価格￥2,858（+税）

ミラーレンズ ミラーレスレンズ

アルパインゴーグル
グラスイン
眼鏡着用

【重量】27g 【収納サイズ】
高さ4.5×幅14.5×奥行き5.0㎝
■フレーム、テンプル：ポリカーボネート
【素材】
■レンズ：ポリカーボネート・リアルビューレンズ［防曇加工］
【可視光線透過率】91%

トレッキング グラス Kid's

高精細レンズ

・換気効率に優れたベンチレーションを装備

フレームレス構造により
超軽量を実現

目の周りを覆う形状により、目に有害な紫外線や風、ほこりを効果
的に防ぐグラスです。ノーズパッドとテンプルの角度を細かく調節す
ることができ、さまざまな方にフィットします。コンタクトレンズ装
着時や花粉の時季にも最適です。

#1109160

・簡単にレンズの取り外しができ、メンテナ
ンスが容易

P.4

Shield Glasses

Kid's

子ども用の眼鏡バンドです。ゴム C53
のスライダーで調節でき、しっかり
フィットします。

装着例

ブラウン/ライトブラウ（BN/LB）
レンズ色：ライトブラウン
（可視光線透過率18%）

ノーマルレンズ

【重量】18g 【収納サイズ】
高さ2.8×幅8.0×奥行き3.7㎝
■フレーム：チタニウム合金 ■レンズ：ポリカーボネート 【付属品】
【素材】
セミハードケース、レンズクリーナー

Temple Hook

¥8,572（+税）

トレッキンググラス

¥13,500（+税）

テンプルフック

【素材】シリコーンゴム

クリアー
（CLER）

税抜き価格

ブラック/ブラック（BK/BK）
レンズ色：ブラック
（可視光線透過率15%）

テンプルは6段階、
ノーズパッド
レンズクリーナー
セミハードケース
（ソフトケース兼用） は鼻幅を自由に調節できます。

サングラス

滑り止めの付いていない、プ
ラスチック製ノーズ パッドに
取り付けて使用します。フィッ
ト感を高め、汗によるズレを
防ぎます。

¥19,000（+税）

#1109158

テンプルカバー

Nose Pad

#1109126

チタン/ライトグレー（TI/LG）
レンズ色：ライトグレー
（可視光線透過率28%）

チタン トレッキンググラス

収納サイズ

P.2

〜

税抜き価格

高さ6.0×幅9.5×奥行き4.5㎝

アルパインゴーグル
コンパクトで汎用性が高く、
幅広い場面で活躍

セミハードケース

レンズの種類

特 長

目に有害な紫外線や風、ほこりを
効果的に防ぐグラスです。

偏光レンズ

#1109159

高さ2.8×幅8.0×奥行き3.7㎝

アンチフォグシステムを搭載したレンズを使用し、優れた防曇効果を発揮。

ライトグレー（LGY）
（可視光線透過率24%）

ゴーグル

セミハードケース

PLチタン トレッキンググラス

■トレッキンググラス

高性能レンズを搭載したスノーゴーグル。3タイプをラインアップ。

¥1,500（+税）

PLトレッキンググラス
（ブラウン/ライトブラウン）

偏光レンズ

■チタン トレッキンググラス

税抜き価格

※UVカット率99%以上

チタン
トレッキンググラス
（ブラック/ライトグレー）

高さの違うノーズパッド
が2種類付属します。

プロテクション 効 果に優 れ
たセミハードケースが付属。

¥2,500（+税）

偏光レンズ

ケースが付属し、常時携行できます。クリーニングクロス、ケース付き。

レンズクリーナーが付属。

税抜き価格

GOGGLES & SUNGLASSES

クリアー
（CLER）

独自の折り畳み構造により、他に類を見ないコンパクト性を実現しました。専用

セミハードケース

¥4,200（+税）

トレールグラス
交換用ミラーワイドレンズ

携行に便利なコンパクト性

レンズクリーナー

税抜き価格

ゴーグル &
サングラス

ノーマルレンズ

シルバーメタリック/オレンジ（SM/OG）
レンズ色：オレンジ
（可視光線透過率55%）

スポーティなプラスチック・フレームを使用した軽量サングラスです。軽量で寒冷地でも使用できます。

軽量性と強度を備えたチタン合金を使用した、折り畳み式サングラスです。

¥4,200（+税） #1109155

ブラック（BK）
ライトブラウン（LBN） ライトグレー（LGY）
（可視光線透過率15%）（可視光線透過率18%）（可視光線透過率28%）

#1109154

ホワイト/ライトグレー（WT/LG）
レンズ色：ライトグレー
（可視光線透過率28%）

ノーマルレンズ

トレールグラス
税抜き価格

税抜き価格

税抜き価格

ライトグレー（LGY）
（可視光線透過率19%）

ミラー トレールグラス
ワイドレンズ

ノーマルレンズ

【重量】
トレールグラス（18.0g）
、トレールグラス ワイド（18.5g）
【収納サイズ】
高さ6.5×幅15.0×奥行き5.0㎝
■フレーム：超弾性ナイロン樹脂 ■ノーズパッド：熱可塑性エラストマー
【素材】
■レンズ：ポリカーボネート

¥8,900（+税）

ミラーレンズ

ミラーレンズ

ミラー トレールグラス
税抜き価格

税抜き価格

#1109152

トレールグラス
交換用PLワイドレンズ

トレールグラス
交換用ミラーレンズ

ＰＬトレールグラス
ワイドレンズ
#1109149

偏光レンズ

トレールグラス
交換用PLレンズ

ミラーレンズ

偏光レンズ

偏光レンズ

交換用レンズ

ワイド

2018〜2019 Fall & Winter

ノーマルレンズ

・わずか18.0gという圧倒的
な軽量性
・シーンに合わせてレンズの
交換が可能
・卓越したフィット感

レンズの種類

偏光レンズ
路面や雪面からの反射光を効果
的にカットし、にじみやギラつき
の少ないクリアな視界を確保し
ます。

ミラーレンズ

・携行に便利な抜群のコン
パクト性

まぶしい光を効果的にカットする
ミラー加工を施したレンズです。

・チタン合金フレームとプラ
スチックフレームの2種類
のフレームを展開

可視 光 線 透 過率が 高く、より自
然な見え方のレンズです。

ノーマルレンズ

