2020
日常や旅行などで快適に歩くためのシューズ

超軽量ラバーソールを備えた防水レザーブーツ

アドベンチャーGV, タウンGV, タイキGV
クラシックなデザインながら、
アウトドアの機能を日常でも感じられるレザーブー
ツ。スエードとは一味違う高級感のある風合いを持つヌバックレザーをアッ
パーに採用。超軽量ソールとの組み合わせにより、他にはない軽量感を持ち
合わせています。

❶ ダークブラウン

アゾロ

【アッパー】1.6mm撥水ヌバックレザー
【ライニング】
ゴアテックス パフォーマンスコンフォート
【アウトソール】
ビブラム®ベチュラ エクスパンデッドラバー

フットウエア

❶ アドベンチャーGV〈男性用〉
#1829790

税抜き価格

®

❷ ウール

¥40,000（＋税）

【カラー】
ダークブラウン
（DBN）
【サイズ】K7.5-K9.0
【重量】385g
（K8.0片足）

イタリアのクラフトマンシップが宿る、アゾロ®

❷ タウンGV〈男性用〉
#1829791

税抜き価格

¥37,500（＋税）

【カラー】
ウール
（WOOL）
【サイズ】K7.5-K9.0
【重量】335g
（K8.0片足）

卓越したフィット感と革新的なソールシステムのフットウエア

❸ ウール

❸ タイキGV〈女性用〉
#1829792

税抜き価格

¥37,500（＋税）

【カラー】
ウール
（WOOL）
【サイズ】K4.5〜K6.0
（UKサイズ0.5刻み）
【重量】285g
（K5.0片足）

ソールパターン

大切なブーツと長く付き合うために
経年劣化について

ご使用前に

フットウエアの修理について

靴本体やミッドソール
（中底）
、
フック、金具など ソールの張りつけに使用している接着剤は、
に異常がないことを点検してください。特に靴 靴の使用の有無にかかわらず経年劣化によ
底はひび割れなどがないか確認してください。 り剥離が起こる可能性があります。

慣らし履きの重要性

モンベルでは、
ソールの張り替えや金属パーツの修理など、
フットウエアに関するさまざまな修理を承っています。

靴ひもの交換について

※ソールの張り替えは
「ソール張り替え可」
アイコンが付けられた商品に限られます。
※ 靴の状 態によっては、
ソールの張り
替えができない場合がございます。

新しい靴でフィールドへ出掛ける前に、十分な 靴ひもは思わぬところで切れることがあります。
慣らし履きを必ず行い、必要に応じて調整を フィールドに出掛ける際は必ず予備の靴ひもを
行います。下ろしたての靴でいきなりハードな 持って行くよう心掛けましょう。
泊まり掛けの山行などは避けましょう。

使用後は、説明書に従ってお手入れや保管をしてください。
詳しくは、
ウェブサイトでご覧いただくか、
モンベル・カスタマー・サービス
までお問い合わせください。

取り扱い店は web サイトで

https://www.asolo.jp.net/

（フリーコールは携帯・IP 電話からはご利用いただけません）
修理やソールの張り替え、
メンテナンスのご相談はモンベルストア店頭、またはモンベル・カスタマー・
サービスで承ります。お気軽にお問い合わせください。

こちらからも
ウェブサイトを
ご覧いただけます

●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。

フリーコールは、
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ブランドストーリー
世界でも有数の靴の生産地として知られるイタリアのモンテベルーナにて
1975 年に創業。
「あらゆるアウトドアフィールドに最適なフットウエアを提供
すること」を最 大 の目標として 掲げ、世 界 に 先 駆けて 合 成 繊 維 や
「GORE-TEX」を採用した登山靴、プラスチックブーツといった革新的で高
機能なマウンテニアリング・シューズの実用化を成功させてきました。今も
なお斬新な新製品の開発を続け、世界的なリーディングカンパニーとして高
い評価を獲得している同社。伝統と革新性の調和を目指し、ハイエンドなア
ルパインブーツにとどまらず、ライトハイクやウォーキングを楽しむモデルま
で多岐にわたるラインアップを擁し、世界に類を見ない「総合アウトドア・
フッ
トウェアブランド」として地位を確立しています。

アゾロ経営者 マルコ（写真左）とルカ（写真右）

!

アイゼンの装着について

アルパインカテゴリーのフッ
トウエアは、
ワンタッチアイゼンまたはセミワンタッチアイゼンの装着に対応しています。
※アイゼンと靴には相性があり、
選択を誤ると事故につながる恐れがあります。購入にあたっては、
専門スタッフにご相談ください。

剛性と柔軟性を両立させたライトアルパインブーツ

冬季登山や長期縦走を目的としたブーツ

保温性に優れた軽量テクニカルウィンターブーツ。防風性、
ストレッチ性
に優れた一体型ゲイターは外部からの雪の侵入を防ぎ保温性に優れま
す。防水仕様のインナーシェルは保温剤入りで柔らかくフィット感に優れ
ます。高い耐摩耗性を持ちながら超軽量なラバーを採用し、
つま先以外
のランドをポリウレタンでカバーすることでクラス最軽量級の重量を実現
しました。
クライミング要素の強い冬期登山に適したモデルです。

シャンクプレート

グラスファイバーとナイロンで成形。
高い剛性をもちます。

ミッドソール
高密度TPU素材。かかとを安定させると
同時にアイゼンを確実にロックします。

ブラック

されたパーツで構成されたアウトソールシステムです。

低密度TPU素材。着地時に負荷が
かかる、
かかとへの衝撃を吸収します。

6層のカーボンファイバーから成り、
安定性と剛性を有します。

クッション性の高い素材を使用。歩き
出し時に負荷のかかる部分は二重に
し、
安定した歩行をサポートします。

TPU製のアイゼン取り付け部
（後ろコバ）

TPU製のアイゼン取り付け部
（前コバ）
アウトソール

ビブラム Montコンパウンドを備えた
ビブラム ライトベース。最高のグリッ
プと軽さを実現します。

❷ ライム×ミモザ

異なる性能を持つ3つのパーツの組み合わせにより、各部位に
十分な剛性と耐衝撃性を確保。
さまざまな局面に対応します。

厳しい環境下に必要な剛性・硬度を持ち、
かつ軽量に生成

単層の微孔質材ミッドソール。安定性、
快適性、
クッション性に優れています。

足の甲部分は生地の重なりを最小限にする
独自の構造により、優れたフィット感を実現。

デュアル・インテグレイテッド・システム

アイガーXT テクノロジー

ミッドソール

可

❶ ブルーアスター×シルバー

50L程度の荷物を背負う山小屋泊およびテント泊縦走登山に対応した
ライトアルパインブーツ。適度なホールド感を得られるスエードレザーの
アッパーに、足首回りにはストレッチ性に優れたソフトシェル素材を組み
合わせることで強弱あるサポート感をもたらしてくれます。
クライミングゾー
ンを設けたアウトソールと、適切な硬度のミッドソールで細かな足さばきを
必要とする岩稜帯においてその機能を発揮します。岩稜帯を含む無雪
期から残雪期の登山に適したモデルです。

アイガーXT GV EVO

可

セミワンタッチ
アイゼン 装着

通常のフットウエア

エルブルースGV

超軽量テクニカルアルパインブーツ

シャンクプレート

エルブルースGV

ワンタッチ
アイゼン 装着

#1829518

税抜き価格

【アウターゲイター】
ショーラー®ソフトシェル
【インナーシェル】
コーデュラ+ショーラー®ソフトシェル+
マイクロファイバー
【インナーライニング】
ゴアテックス インシュレーテッドコンフォート
【アウトソール】
ビブラム®ライトベース
ワンタッチ
【サイズ】
K6.5〜K10.0
（UKサイズ0.5刻み）
可
アイゼン 装着
【重量】
710g
（K8.0片足）

❶ Men＇s〈男性用〉
#1829513

ビブラム社ラバーソール

税抜き価格

¥44,000（＋税）

【カラー】
ブルーアスター×シルバー
（BL/SV）
【サイズ】K7.0〜K9.5
（UKサイズ0.5刻み）
【重量】800ｇ
（K8.0片足）

❷ Women＇s〈女性用〉
#1829514

アウトソール

¥65,000（＋税）

【アッパー】1.6〜1.8mm厚撥水スエードレザー+ショーラー®ソフトシェル
【ライニング】
ゴアテックス パフォーマンスコンフォート
【アウトソール】
ビブラム®アッセント

税抜き価格

¥44,000（＋税）

【カラー】
ライム×ミモザ
（LM/M）
【サイズ】K4.5〜K7.0
（UKサイズ0.5刻み）
【重量】680g
（K5.0片足）

セミワンタッチ
アイゼン 装着

可
ソールパターン

ソールパターン

保温材入りの軽量ウィンターブーツ

6B+ GV

ブラック
※男女共通

コーデュラ、
ポリアミド、
ケブラーを混 紡した
®
ショーラー ケプロテッ
ク®。引き裂き強度、摩
耗強度が非常に高く、
温度変化に強い。

積雪期の登山に必要な保温性を備えたウィンターブーツ。アッパーは摩
耗、
引き裂きに強いケブラーを混紡した素材で、軽量ながらアイゼンによ
る損傷にも耐える強度を持ち、屈曲部にはストレッチ性に優れた柔らか
い素材を用いることで足首の自由度を妨げないデザインになっていま
す。靴全体に中綿を封入し、
シャンク表面にEVAを溶着することで、冬
山に必要な保温性を確保します。冬期登山および冬期クライミングに
適したモデルです。

バーティカル・テクノロジー
ミッドソールは、異なる性能を持つ3つのパーツの組
み合わせにより、各部位に十分な剛性と耐衝撃性を
確保。
さまざまな局面に対応します。
シャンクプレート

【アッパー】
ショーラー ケプロテック（撥水）
+マイクロファイバー
【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
【アウトソール】
ビブラム®バーティカル
【カラー】
ブラック
（BK）
※男女共通
®

Men＇s〈男性用〉
#1829506

税抜き価格

®

ミッドソール

ペバックス樹脂製のアイゼン取り付け
部。剛性が高く、
アイゼン装着にも対
応すると共にねじれを防止します。

¥47,000（＋税）

【サイズ】K7.0〜K10.0
（UKサイズ0.5刻み）
【重量】910g
（K8.0片足）

ポリウレタン樹脂製の衝撃吸収材

Women＇s〈女性用〉
#1829507

税抜き価格

¥47,000（＋税）

【サイズ】K4.5〜K7.0
（UKサイズ0.5刻み）
【重量】802g
（K5.0片足）
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グラスファイバーとナイロンにより高い
剛性を確保、表面はE.V.A.でコーティ
ングをすることでクッション性と保温性
にも優れます。

アウトソール
ワンタッチ
アイゼン 装着

ソールパターン

バランスが取れたスタンダードなトレッキングブーツ

バレイGV・ニラスGV

❶ グラファイト×アイビー

40Ｌ程度の荷物を背負う日帰り登山や、山小屋・テント泊縦走に対応し
たトレッキングブーツ。スエードとナイロンのバランスの良いアッパー構
成、部位に応じたクッション性をもたらす硬度の異なる2種類のEVAミッ
ドソール、
グリップ力に優れたラバーをやや広めにデザインされたソール
パターンが融合し、様々な場面で足元を快適にサポートします。整備され
た登山道から岩稜帯までバランス良く歩くのに適したモデルです。

デュオラディアント
・テクノロジー
シャンクプレート

密度の異なる2種類の素材で構成されたミッドソールにより、
剛性とクッション性の絶妙なバランスをもち、安定した歩行を
サポートします。
ポリプロピレン製中厚手

ミッドソール

アウトソール
ビブラム社ラバーソール

可

無雪期の登山を目的としたブーツ

高密度
（上面）
と低密度
（底面）
の
2種類のE.V.A.で構成。
※ファインダーGVは1種類で構成。
ビブラム メガグリップ ラバーソール

❷ レッドバッド×ストーン
【アッパー】1.6〜1.8mm厚撥水スエード+コーデュラⓇ
【ライニング】
ゴアテックス パフォーマンスコンフォート
【アウトソール】
ビブラムⓇデュオラディアント

❶ バレイGV〈男性用〉
#1829673

税抜き価格

¥25,000（＋税）

ソールパターン

❷ ニラスGV〈女性用〉
#1829674

税抜き価格

¥25,000（＋税）

【カラー】
レッドバッド×ストーン
（RD/ST）
【カラー】
グラファイト×アイビー
（GP/IV）
（UKサイズ0.5刻み）
【サイズ】K6.0〜K10.5
（UKサイズ0.5刻み） 【サイズ】K3.5〜K7.0
【重量】509g
（K5.0片足）
【重量】600g
（K8.0片足）

3

しなやかで軽量なライトトレッキングブーツ

軽量で軽快なミドルカットブーツ
❸ グラファイ
ト×フレーム

ファインダーGV
30Ｌ程度の荷物を背負う日帰り登山や山小屋泊に対応するトレッキ
ングブーツ。柔らかめのアッパー構成はしなやかな履き心地で適切な
フィット感をもたらし、
グリップ力の高いラバーと大きめの溝で構成され
た幅広なソールパターンが不整地を歩くために必要な安定性とグリッ
プ力をもたらしてくれます。長時間登山道を歩くために必要な要素を
備えたモデルです。

❸ グラファイ
ト×ガンメタル

❸ Men＇s〈男性用〉
#1829675

税抜き価格

¥23,000（＋税）

❹ グレー×グレープ

【カラー】
グラファイト×ガンメタル
（GP/GM）
,グラファイト×フレーム
（GP/FL）
【サイズ】K6.5〜K10.5
（UKサイズ0.5刻み）
【重量】560g
（K8.0片足）

グリッドMID GV
20L程度の荷物を背負う日帰り登山やハイキングに対応したミドル
カットブーツ。ポリエステルとマイクロファイバーのアッパーと、締め込
みやすいシューレースシステムにより、
ストレスの少ないフィット感をも
たらしながら、上部に2段フックを配備することにより足首回りのサ
ポートも怠りません。登山道やトレイルを楽しく軽快に歩くのに最適な
モデルです。

税抜き価格

❽ タン

【アッパー】
ポリエステル+マイクロファイバー
【ライニング】
ゴアッテクス エクステンデッドコンフォート
【アウトソール】
ビブラム® A-SPORT

❽ スカイグレー
×ノースシー

A-ファスト A-スポーツ

❹ Women＇s〈女性用〉
#1829676

❼ インディアンテール
×イエロー

❼ ブラック×レッド

新世代のコンパウンドを使用したE.V.A.製ミッドソールと、
軽量なアウトソールが軽快な歩行をサポートします。

¥23,000（＋税）

【カラー】
グレー×プールサイド
（GY/PS）
,グレー×グレープ
（GY/GP）
【サイズ】K3.5〜K7.0
（UKサイズ0.5刻み）
【重量】460g
（K5.0片足）

シャンクプレート
ポリプロピレン製薄手シャンクプレート
ミッドソール

ビブラム メガグリップ
濡れた路面で高いグリップ力を発揮するラバーソールです。
メガグリップコンパウンド
を元にアゾロ社とビブラム社で共同開発したアウトソールは、
メガグリップのグリップ
力を最大限に発揮すると同時に、泥はけに優れたパターンを採用しています。

❼ Men＇s〈男性用〉

高密度E.V.A.で構成され、高い快適性・
クッション性・安定感を実現。

❹ グレー×プールサイド

®

アウトソール

【アッパー】1.6〜1.8mm厚撥水スエード+コーデュラ ナイロン
【ライニング】
ゴアテックス エクステンデッドコンフォート
【アウトソール】
ビブラムⓇラディアント
Ⓡ

ビブラム メガグリップ ラバーソール

ソールパターン

#1829689

税抜き価格

❽ Women＇s〈女性用〉

¥19,000（＋税）

#1829690

税抜き価格

ソールパターン

¥19,000（＋税）

【カラー】
ブラック×レッド
（BK/RD）
【カラー】
スカイグレー
インディアンテール
×ノースシー
（SK/SE）
×イエロー
（IT/YL）
タン
（TN）
【サイズ】K6.0〜K10.0
（UKサイズ0.5刻み） 【サイズ】K4.0〜K7.0
（UKサイズ0.5刻み）
【重量】400g
（K8.0片足）
【重量】345g
（K5.0片足）

スエードアッパーのミドルカットブーツ
安定性としなやかさを両立させたミドルカットブーツ
❺ ルート×ブラウン

❾ ベルーガ

20L程度の荷物を背負う日帰り登山やハイキングに適したミドルカットブーツ。
フ
ルスエードレザーで構成されたアッパーは履くほどに足に馴染みます。適度なホー
ルド感があり、
しなやかなシャンクとの組み合わせで安心感ある履き心地を実現し
ています。落ち着いたデザインで、
快適な山歩きにおすすめしたいモデルです。

25L程度の荷物を背負う日帰り登山やハイキングに対応したミドル
カットブーツ。軽量なポリエステルとスエードレザーを組み合わせたアッ
パーと、締め込みやすいシューレースシステムが足を包み込むような
フィット感を生みだします。
しなやかなシャンクとグリップ力の高いラバー
とソールの組み合わせは、不整地でも安定性を発揮します。登山道を
気持ちよく確実に歩くのに最適なモデルです。

A-ファスト レッドスター

❻ グレー×ストーン

異なる性能を持つ3つの素材からなるミッドソールが、
長時間の活動でも、安定した歩行をサポートします。
シャンクプレート
ポリプロピレン製薄手シャンクプレート
ミッドソール
TPU製のつま先保護パーツ

高密度E.V.A.で構成されたミッドソール
低密度E.V.A.衝撃吸収材

❻ グラファイト×グラファイト

ビブラム メガグリップ ラバーソール

税抜き価格

¥25,000（＋税）

【カラー】
グラファイト×ブラック
（GP/BK）
ルート×ブラウン
（RT/BN）
【サイズ】K6.5〜K10.5
（UKサイズ0.5刻み）
【重量】490g
（K8.0片足）

4

ソールパターン

❻ Women＇s〈女性用〉
#1829666

税抜き価格

ソールパターン

¥25,000（＋税）

【カラー】
グラファイト×グラファイト
（GP/GP）
グレー×ストーン
（GY/ST）
【サイズ】K4.0〜K7.0
（UKサイズ0.5刻み）
【重量】434g
（K5.0片足）

Aファストラスト

【アッパー】1.6〜1.8mm厚撥水スエードレザー
【ライニング】
ゴアッテクス エクステンデッドコンフォート
【アウトソール】
ビブラム® A-スポーツ

❾ Men＇s〈男性用〉
#1829671

税抜き価格

❿ Women＇s〈女性用〉

¥22,000（＋税）

【カラー】
ベルーガ
（BELUG）
【サイズ】K6.0〜K9.0
（UKサイズ0.5刻み）
【重量】470g
（K8.0片足）

#1829672

イメージ

人間工学に基づいて作られた足型で、
快適なフィット感が特長です。かかとの
丸みと土踏まずのアーチを忠実に再現
土踏まずのアーチを再現
し、足入れの際に余分なスペースを与
かかとの丸みを再現
えません。

税抜き価格

¥22,000（＋税）

【カラー】
ウール
（WOOL）
【サイズ】K4.0〜K6.5
（UKサイズ0.5刻み）
【重量】403g
（K5.0片足）

柔らかさが特徴のミドルカットブーツ

ランドスケープGV

⓫ グレー×ライム

⓫ ベルーガ

20L程度の荷物を背負うハイキングに対応したミドルカットブーツ。柔
らかいアッパーとアウトソールの組み合わせが軽量感を出し、履き心
地のよいミッドソールにより他にはない軽快さを実感できます。スニー
カーのような軽やかさでトレイルを歩くのに最適なモデルです。
【アッパー】1,4mm〜1.6mm撥水スエードレザー＋ポリエステル
【ライニング】
ゴアテックス エクステンデッドコンフォート
【アウトソール】
ビブラムⓇ A-スポーツ

⓫ Men＇s〈男性用〉

アウトソール

#1829665

❿ ウール

【アッパー】1.6〜1.8mm厚撥水スエードレザー+高強力ナイロン
【ライニング】
ゴアテックス エクステンデッドコンフォート
【アウトソール】
ビブラム®レッドスター

❺ グラファイト×ブラック

❺ Men＇s〈男性用〉

ランドスケープレザーGV

ファルコGV

#1829667

税抜き価格

【カラー】
グレー×ライム
（GY/LM）
ベルーガ
（BELUG）
【サイズ】K6.0〜K10.5
（UKサイズ0.5刻み）
【重量】419g
（K8.0片足）

⓬ Women＇s〈女性用〉
#1829668

税抜き価格

⓬ ハワイアン
オーシャン

¥18,000（＋税）
⓬ ヘッジグリーン
ソールパターン

¥18,000（＋税）

【カラー】
ヘッジグリーン
（HEDGN）
ハワイアンオーシャン
（HAWOC）
【サイズ】K4.0〜K6.5
（UKサイズ0.5刻み）
【重量】342g
（K5.0片足）

5

スエードアッパーの軽量ローカットシューズ

確実なグリップを実感できるライトハイキングブーツ
⓭ グリーン×シルバー

ニュークリオンMID GV

フライヤーレザー

20Ｌ程度の荷物を背負うハイキングに適したミドルカットブーツ。フルス
エードのアッパーは足なじみが良く、
つま先から調整できるシューレースシス
テムと相まって、足に沿った形状でフィットしてくれます。足首回りには柔ら
かい素材を用いているため、
自由度が高く自然な履き心地が特徴です。
⓭ ルート×アラベスク

【アッパー】1.6〜1.8mm厚撥水スエードレザー＋
ショーラーⓇソフトシェル
【ライニング】
ゴアテックス エクステンデッドコンフォート
【アウトソール】
ビブラムⓇシンセシス

⓭ Men＇s〈男性用〉
#1829677

税抜き価格

¥26,000（＋税）

❺ グラファイト

ハイキングやトレイル歩きに適したローカットシューズ。
きめ細かく起毛
させたフルスエードのアッパーは密度も濃く、適度な保温力も持ち合
わせているので秋冬期にもおすすめです。普段履きの1足としても違
和感のないデザインです。

⓮ グラファイト×シアンブルー

【アッパー】1.6〜1.8mm厚撥水スエードレザー
【アウトソール】
ビブラム® A-スポーツ

❺ Men＇s〈男性用〉
#1829687

税抜き価格

¥17,500（＋税）
❻ ウール

【カラー】
グラファイト
（GRAP）
【サイズ】K6.0〜K9.0
（UKサイズ0.5刻み）
【重量】340g
（K8.0片足）

⓮ Women＇s〈女性用〉

#1829678 税抜き価格 ¥26,000（＋税）
【カラー】
グリーン×シルバー
（GN/SV）
【カラー】
グラファイト×シアンブルー
（GP/CB）
ルート×アラベスク
（RO/AB）
（UKサイズ0.5刻み）
（UKサイズ0.5刻み）【サイズ】K4.0〜K7.0
【サイズ】K6.0〜K10.5
【重量】340g
（K5.0片足）
【重量】395g
（K8.0片足）

❻ Women＇s〈女性用〉
ソールパターン

#1829688

税抜き価格

¥17,500（＋税）

【カラー】
ウール
（WOOL）
【サイズ】K4.0〜K6.5
（UKサイズ0.5刻み）
【重量】284g
（K5.0片足）

メッシュアッパーの超軽量ローカットシューズ

フライヤー

❼ ゴブリンブルー

ハイキングやトレイル歩きに適したローカットシューズ。通気性に優れ
たメッシュアッパーは、
シューレースの調整に応じて足に優しくフィット
するデザインです。軽量化したラバーソールを採用したアウトソールに
より軽やかでストレスの少ない履き心地になっています。

整備された登山道や平坦なトレイルを歩くためのシューズ

【アッパー】
ポリエステル＋ポリウレタン補強
【アウトソール】
ビブラムⓇA-スポーツ

❼ ウォールナット

軽量で軽快な防水ローカットシューズ

❼ Men＇s〈男性用〉

❶ インディアンテール
×イエロー

❽ スカイグレー

グリッドGV
15L〜20L程度の荷物を背負うハイキングやトレイル歩きに適したロー
カットシューズ。軽量でフィット感のよいアッパーは防水仕様で、濡れた路
面でも確実なグリップ力を持つラバーとの組み合わせにより、雨天でも気
にせずにアウトドアアクティビティを楽しめます。

税抜き価格

¥18,000（＋税）

❷ Women＇s〈女性用〉
#1829692

税抜き価格

#1829684

多用途に履けるローカットシューズ

¥18,000（＋税）

【カラー】
インディアンテール×イエロー
（IT/YL）
,【カラー】
タン
（TN）
,
ブラック×レッド
（BK/RD）
スカイグレー×ノースシー
（SK/SE）
【サイズ】K6.0〜K10.0
（UKサイズ0.5刻み） 【サイズ】K4.0〜K7.0
（UKサイズ0.5刻み）
【重量】300g
（K8.0片足）
【重量】256g
（K5.0片足）

❷ スカイグレー
×ノースシー

❷ タン

❸ ブラック

#1829681

税抜き価格

¥21,000（＋税）

❹ Women＇s〈女性用〉
#1829682

税抜き価格

¥21,000（＋税）

【カラー】
ウォールナット
（WALNT）
,
【カラー】
ウォールナット
（WALNT）
,
ヘッジグリーン
（HEDGN）
ブラック
（BK）
【サイズ】K6.0〜K10.5（UKサイズ0.5刻み） 【サイズ】K4.0〜K7.0（UKサイズ0.5刻み）
【重量】293g
（K5.0片足）
【重量】348g
（K8.0片足）

6

ニュークリオン

❾ グリーン×シルバー

【アッパー】1,4mm〜1.6mm撥水スエードレザー
【ライニング】
ゴアテックス エクステンデッドコンフォート
【アウトソール】
ビブラムⓇA-スポーツ

❸ Men＇s〈男性用〉

¥13,800（＋税）

❾ グラファイト×イエロー

スペースGV
15L〜20L程度の荷物を背負うハイキングやトレイル歩きに適したロー
カットシューズ。足なじみの良いスエードのアッパーとつま先から調整でき
るシューレースシステムにより、
あらゆる人の足にも沿う対応力を持ちま
す。防水仕様のアッパーと濡れた路面でも確実なグリップ力を持つラバー
との組み合わせで、雨天でもその機能を発揮します。

❹ ヘッジグリーン

税抜き価格

ハイキングやトレイル歩きに適したローカットシューズ。滑りの良い細め
のシューレースをつま先から配備したシューレースシステムにより足の
指周りから足全体のフィッティングを自由に調整でき、
グリップ性の高
いアウトソールとの組み合わせにより、一歩一歩を確実にします。

スエードアッパーの防水ローカットシューズ

❸❹ ウォールナット
※男女共通

¥13,800（＋税）

【カラー】
ヘッジグリーン
（HEDGN）
,
スカイグレー
（SKGY）
【サイズ】K4.0〜K7.0
（UKサイズ0.5刻み）
【重量】252g
（K5.0片足）

❽ ヘッジグリーン

#1829691

税抜き価格

❽ Women＇s〈女性用〉

❶ ブラック×レッド

【アッパー】
ポリエステル+マイクロファイバー
【ライニング】
ゴアッテクス エクステンデッドコンフォート
【アウトソール】
ビブラム® A-スポーツ

❶ Men＇s〈男性用〉

#1829683

【カラー】
ゴブリンブルー
（GOBBL）
,
ウォールナット
（WALNT）
【サイズ】K6.0-K10.5
（UKサイズ0.5刻み）
【重量】309g
（K8.0片足）

【アッパー】1.6〜1.8mm厚撥水スエードレザー＋ショーラーⓇソフトシェル
【アウトソール】
ビブラムⓇシンセシス

❾ Men＇s〈男性用〉
#1829679

税抜き価格

¥19,500（＋税）

❿ バーベナ×イエロー

【カラー】
グラファイト×イエロー
（GP/YL）
グリーン×シルバー
（GN/SV）
【サイズ】K6.0〜K10.5
（UKサイズ0.5刻み）
【重量】325g
（K8.0片足）

❿ Women＇s〈女性用〉
#1829680

税抜き価格

¥19,500（＋税）

❿ グラファイト×シアンブルー

【カラー】
バーベナ×イエロー
（VR/YL）
グラファイト×シアンブルー
（GP/CB）
【サイズ】K4.0〜K7.0
（UKサイズ0.5刻み）
【重量】287g
（K5.0片足）
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