


マインドルの起源は、いまから約300年以上も前に遡ります。

1683年、オーストリア国境に近いドイツ南部の街

キルハンシェーリングで、マインドルは創業されました。

数世紀に渡って受け継がれてきたマインドルの伝統を支えているのは、

優れた耐久性とフィット感、かつ機能的な側面を持ちあわせた高品質性です。

創業当時から続くこれらの姿勢は今も変わることなく、かつ更なる発展に向けて

最新の技術を積極的に取り入れながら、日々成長を続けています。

厳しい環境下で登頂に挑む山岳クライマーから、

ウォーキングなどの軽い運動を楽しむ人達のために、幅広いフィールドに

対応する様々なシューズの開発と提供を行っています。

　　meindl.de

　　www.facebook.com/LukasMeindlGmbh

マインドルサイズ 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5
日本サイズ（cm） 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0

メンズ
マインドルサイズ 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7
日本サイズ（cm） 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0

レディース
　 サ イ ズ 換 算 表
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ISLAND LIGHT MFS

ISLAND MFS ACTIVE

PARADISO MFS

ALPINE

PIZ PALU GTX

MEMORY FOAM SYSTEM

JORASSE GTX

マインドル社のアルパイン・ブーツは、重登山靴の生産プロセスにおいて長年培われてきた
クラフトマンシップと現代的な最新テクノロジーとの融合によって支えられています。

日本国内に展開されているラインナップのなかでは、ただ唯一のアルパイン・ブーツです。ワンタッチ式アイゼンの
装着が可能なソールを備えています。幅広く張られたラバーバンドは、岩稜帯での激しい使用にも耐え、
ブーツ保護の役割を果たします。防寒性能も高く、雪山登山の際にはその性能が十分に発揮されます。

歴史あるマインドル社が誇る、代表的なモデルのひとつです。上質で柔らかなレザーは
足全体を優しくホールド、ドライ・インソールはシューズ内部の湿気を吸収し、
足は常に快適な状態に保たれます。クラフトマンシップに溢れる、高品質な性能を備えたブーツです。

マインドル社の代表的なブーツ、アイランドの最上級モデルです。
オイル加工が施されたヌバックのレザーは上質感があり、足を包み込むホールド感は抜群です。
高所登山時においても、その性能は十分に発揮されます。

高めに設計されたカフ後部は、様々な地形や場況から足を保護します。履き口は柔らかく、
靴の着脱はスムーズに行えます。アッパー部には耐久性のある丈夫なレザーが施されていますが、
ブーツ全体は軽量に仕上げられており、歩行はとても軽やかで快適です。

アッパー部レザーとインナー・ライニングの間には、足の熱によって形状変化する特
殊なパッドが封入されています。足の形状を記憶したパッドは、足入れの違和感を
解消し、まるでオーダーメイドのブーツを履いているかのような感覚をもたらします。

高所登山およびトレッキングに適したブーツです。大きな特徴として、
つま先部からしっかりと足を包み込むスタイリッシュなデイビーカットが挙げられます。
ミッドソールに採用されている EVA 素材は耐久性に優れ、地形の変化に合わせた安定感のある
歩行性を提供します。セミワンタッチ式アイゼンの装着が可能なソールを備えています。

Piz Palu GTX ピッツパル GTX  449178

¥50,000（+税）

サイズ 6.0 ～ 10.5　
重量 1960g（8.0 ペア）
仕様 アッパー : ベロアレザー / ロリカ
 ライニング : GORE-TEX デュラサーモ
 フットベッド : エアーアクティブ Soft Print
 ソール :Vibram社製アルパイン
 ワンタッチアイゼン使用可能 

Island MFS “Rock”
アイランド MFS ロック  292976

¥45,000（+税）

サイズ 6.0 ～ 10.0
重量 1780g（8.0 ペア）
仕様 アッパー : ヌバックレザー
 ライニング : GORE-TEX
 フットベッド : エアーアクティブ Soft Print
 ソール : Vibram社製マルチグリップ Rock

Island Lady MFS “Rock”
アイランド レディー MFS ロック  290931

¥45,000（+税）

サイズ 3.5 ～ 6.0
重量 1440g（4.5 ペア）
仕様（Island MFS “Rock” 共通）

Island Lady MFS Active
アイランド レディー MFS アクティブ  281421  

¥45,000（+税）

サイズ 3.5 ～ 6.5
重 1400g（4.5 ペア）
仕様（Island MFS Active 共通）

Paradiso Lady MFS
パラディソ レディー MFS   299674

¥39,000（+税）

サイズ 3.5 ～ 6.0
重量 1200g（4.5 ペア）
仕様（Paradiso MFS 共通）

Jorasse GTX ジョラス GTX  445676

¥46,000（+税）

サイズ 6.0 ～ 10.5
重量  1540g（8.0 ペア）
仕様 アッパー : マイクロ /メッシュ
 ライニング : GORE-TEX
 フットベッド : エアーアクティブ Soft Print
 ソール : Vibram社製マルチグリップ 3 アルパイン
 セミワンタッチアイゼン使用可能

Piz Palu Lady GTX
ピッツパル レディー GTX  449085

¥50,000（+税）

サイズ 4.0 ～ 6.5　
重量 1720g（4.5 ペア）
仕様（Piz Palu GTX 共通）

Island MFS Active
アイランド MFS アクティブ  281635
¥45,000（+税）

サイズ 6.5 ～ 10.5
重量 1760g（8.0 ペア）
仕様 アッパー : シールヌバックレザーオイル
 ライニング :GORE-TEX
 フットベッド : エアーアクティブ Soft Print
 ソール : Vibram社製マルチグリップ

Paradiso MFS  
パラディソ MFS  299710

¥39,000（+税）

サイズ 6.0 ～ 10.5　
重量 1300g（8.0 ペア）
仕様 アッパー : シールヌバックレザー
 ライニング :GORE-TEX
 フットベッド : エアーアクティブ
 ソール : Vibram社製マルチグリップ

Jorasse Lady GTX
ジョラス レディー GTX  445579

¥46,000（+税）

サイズ 4.0 ～ 6.5　
重量  1320g（4.5 ペア）
仕様（Jorasse GTX 共通）

NEW

NEW
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VAKUUM GTX

VAKUUM TOP GTX

Vakuum Men Top GTX
バキューム メン トップ GTX  291531 ¥45,000（+税） 

サイズ 6.5 ～ 10.5　
重量 1600g（8.0 ペア）
仕様 アッパー : ヌバックレザー
 ライニング :GORE-TEX
 フットベッド : エアーアクティブ Vakuum
 ソール : Vibram社製 Alpine リジッドグリップ

Montalin GTX
モンタリン GTX  ¥27,500（+税） 

サイズ 6.5 ～ 10.5    
重量 1200g（8.0 ペア）
仕様 アッパー : ベロア /メッシュ
 ライニング : GORE-TEX
 フットベッド : エアーアクティブ
 ソール : Vibram社製マルチグリップ 3

Kansas GTX　カンザス GTX　
289246 ¥32,000（+税） 

サイズ 6.5 ～ 10.5　
重量 1500g（8.0 ペア）
仕様 アッパー : ヌバックレザー
 ライニング :GORE-TEX
 フットベッド : エアーアクティブ
 ソール : マインドルマルチグリップ

Montalin Lady GTX
モンタリン レディー GTX   ¥27,500（+税） 

サイズ 3.5 ～ 6.5
重量 1000g（4.5 ペア）
仕様（Montalin GTX 共通）

Vakuum Men GTX
バキューム メン GTX  284446 ¥43,000（+税） 

サイズ 6.0 ～ 10.5　
重量 1600g（8.0 ペア）
仕様 アッパー : ヌバックレザー
 ライニング : GORE-TEX
 フットベッド : エアーアクティブ Vakuum
 ソール : Vibram社製マルチグリップ 2

Vakuum Lady GTX
バキューム レディー GTX  284310

¥43,000（+税） 

サイズ 3.5 ～ 6.0
重量 1300g（4.5 ペア）
仕様（Vakuum Men GTX 共通）

Vakuum Lady Top GTX
バキューム レディー トップ GTX  291431

¥45,000（+税） 

サイズ 3.5 ～ 6.0
重量 1300g（4.5 ペア）
仕様（Vakuum Men Top GTX 共通）

MFS VAKUUM SYSTEM

パーフェクトな
フィッティング・システム

バキューム・システムは、足型への完璧なフィッ
ティングを可能にします。このシステムは、二
足歩行の人間がリラックスした状態で歩行でき
るように、かつ土の上を裸足で歩いているかの
ような場況を想像しながら開発が進められまし
た。足首の周囲とフットベッドには MFS（メモ
リーフォームシステム）技術を採用し、シュー
レースを締めた時に加わる甲部への圧力は適切
に分散されます。しっかりと、かつ優しく足を
包み込むのが、バキューム・システムの特徴です。

優れたフィット感が得られるように、
GORE-TEX 素材のストレッチ・ライニン
グのヒール部には縫製が施されていませ
ん。また、摩擦を発生させる箇所もあり
ません。

強い衝撃からの保護
MFS バキュームフォームは、母子球の下部でもその効
果を発揮し、足全体をしっかりと優しく包み込みます。

モード加工されたリブ構造（肋骨形状）
超軽量で頑丈、優れた通気性と安定感を生み出す構造です。

内側後方カップ

MFS バキューム・フットベッド

ヒールカウンター固定材

MFS バキュームは、無駄な圧力
を加えることなく、様々な足型
にフィットします。

トレッキング向けですが、ソールの踵部分にアイゼンの装着が可能なので、
高所登山にも対応します。アイゼン・コバはブーツライン内に収められており、
パンツの裾に接触することがないため、長時間の歩行でも快適です。

ヨーロッパで数々の賞を獲得しているブーツです。バキューム・システムは足全体に
フィット感とホールド感を、耐久性のあるアウトソールは長時間の歩行でも優れた安定感を
提供します。登山やトレッキングに快適さを求めるハイカーにおすすめのブーツです。

Kansas Lady GTX　カンザス レディー GTX
289110 ¥32,000（+税） 

サイズ 3.5 ～ 6.5
重量 1140g（4.5 ペア）
仕様（Kansas GTX 共通）

BERG & WANDERN

MONTALIN GTX

KANSAS GTX

MEN

LADY

271476

271378

271431

271365

マインドル社は、ヨーロッパを中心に広がりをみせているトレイルやハイキング用の
軽量ブーツの製造も行っています。エントリーユーザー向けのラインナップです。

ベロアとナイロンメッシュを組み合わせたアッパーはとても軽く、足にも馴染みやすいモデルです。
登山にチャレンジするエントリーユーザーや、ハイキングなどのアクティビティーにも適しています。

低価格ながらも、GORE-TEX、ヌバックレザー、マインドル社オリジナルのグリップソール
といったスペックを持つブーツです。縫い目が少ないスマートな外観と優れたフィット性を備え、
ヨーロッパではベストセラーモデルのひとつに数えられています。
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MERAN GTX

ASTI GTX

SIENA GTX

COMFORT FIT 
WELLNESS HIKING

防水性、湿気コントロール、高級感のある天然ヌバックレザー、ワイドシェイプの心
地良いラスト、衝撃を吸収するレザー製ソフトクッション、ウォーキングにおけるソー
ルの自然なローリング機能など、多彩な機能や素材を備えています。ウォーキングや
ハイキング、旅行などの様々なシーンのアクティビティーを通じ、心や体に癒しをも
たらすアイテムのひとつとして活躍してくれるでしょう。

Meran GTX
メラン GTX  513839　¥38,000（+税） 

サイズ 6.0 ～ 10.0    
重量 1300g（8.0 ペア）
仕様 アッパー : ヌバックレザー
 ライニング :GORE-TEX
 フットベッド : コンフォートフィット /コルク
 ソール : マインドルコンフォートハイカーⅡ

Asti GTX
アスティ GTX   ¥31,500（+税） 

サイズ 6.0 ～ 8.5
重量 960 ｇ（8.0 ペア）　
仕様 アッパー：ベロアレザー
 ライニング：GORE-TEX
 フットベッド：コンフォートフィット/
 コルク＆フリース
 ソール：マインドルライトトレイル

Asti Lady GTX
アスティ レディー GTX　¥31,500（+税） 

サイズ 3.5 ～ 6.5
重量 760g（4.5 ペア）
仕様（Asti GTX 共通）

Siena GTX  シエナ GTX  522246  
¥33,000（+税）

サイズ 6.5 ～ 10.5　
重量 1060g（8.0 ペア）
仕様 アッパー : ヌバックレザー / Wax　
 ライニング : GORE-TEX
 フットベッド : コンフォートフィット /コルク　 
  ソール : マインドルコンフォート ハイカーⅡ

Meran Lady GTX
メラン レディー GTX  513710　¥38,000（+税） 

サイズ 3.5 ～ 7.0
重量 1140g（4.5 ペア）
仕様（Meran GTX 共通）

Siena Lady GTX  シエナ レディー  GTX  522110 
¥33,000（+税）

サイズ 3.5 ～ 6.5
重量 840g（4.5 ペア）
仕様（Siena GTX 共通）

快適性を追求したモデルです。つま先に空間を持たせたワイドな
ラスト、衝撃吸収に優れたコルク製フットベッドは、
長時間の使用でも快適にウォーキングを楽しむことができます。

ローカットのコンフォートフィット・シリーズです。
落ち着きのあるデザイン性を備え、旅先にも履いて行きたい一足です。

高品質のコンフォートフィット・シリーズです。アッパー部に施された
天然レザーは、足元に鮮やかな光を与えてくれることでしょう。

529405

529317

529431

MEN

LADY

529349
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X-SO 30  Lady GTX
エックスエスオー レディー GTX  ¥23,000（+税）

サイズ 3.5 ～ 6.5
重量 660g （4.5 ペア） 
仕様（X-SO 30 GTX 共通）

Activo Lady GTX
アクティボ レディー GTX  ¥24,000（+税） 

サイズ 3.5 ～ 6.0
重量 600g（4.5 ペア）
仕様（Activo GTX 共通）

Activo GTX
アクティボ GTX  ¥24,000（+税） 

サイズ 6.0 ～ 8.5
重量 700g（8.0 ペア）　
仕様 アッパー : ベロア /メッシュ
 ライニング : GORE-TEX
 フットベッド :エアーアクティブ　ウェルネススポーツ
 ソール : マインドルライトトレイル

X-SO 30 GTX
エックスエスオー30 GTX  ¥23,000（+税）

サイズ 6.0 ～ 10.0
重量 840g （8.0 ペア）
仕様 アッパー : ベンチレーションメッシュ
 ライニング : GORE-TEX Surround
 フットベッド : Surround Soft
 ソール : マインドルマジックアクティブ

COMFORT FIT SPORT GORE-TEX SURROUND

コンフォートフィットと同じラスト、アッパー部にはベロアとナイロンを採用し、
完璧な足入れと軽量化を実現しています。

高い防水性・透湿性・通気性を実現しているシリーズです。

ACTIVO GTX X-SO 30 GTX
コンフォートフィットの快適性はそのままに、
軽量アッパーと耐久性の高いアウトソールを備えた、
フィットネス用ウォーキングに最適なモデルです。

GORE-TEX SURROUNDは、完全防水性に加え、湿気を360°全体から排出する機能も持ち合わせています。
雨の多い季節や夏場のレジャーなどに適したシューズといえるでしょう。アウトソールは柔らかめですが、
適度なグリップ力を備えているので、軽いハイキングにも十分に対応します。

MEN

MEN

LADY

LADY
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529831

398249

398209

529729

529801

529701

398192

398144
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1922年にオーストリアで設立されたコンパーデルは、山岳用のスキー・ポールから、
現在ヨーロッパを中心に人気を集めているトレッキング・ポール / ウォーキング・
ポールに至るまで、様々なシーンに対応するポールの開発に携わってきました。

開発過程は、ヘーゼルナッツや竹といった素朴な素材から始まり、
現代ではカーボン・チューブといった軽量で折れにくい素材へと変遷させながら、
製品も進化を遂げてきました。設立から80年以上が経過した現在においても、
ブランドの一貫性と高品質性を保持するために、地元オーストリアを
拠点に開発が続けられてます。

コンパーデルは、プロの登山家である Hans Kammerlander 
及び Reinhold Messner と契約を結んでいます。幼年期の頃から
自然に親しんできた二人は、8,000 メートル級の山岳に八度の登頂を
果たしたレジェンドです。彼らのパフォーマンスが最大限に発揮されるように、
コンパーデルは製品開発に向けた努力を惜しみません。

登山において最も身体に負担がかかるのは下山のときです。
この問題を解決するために、ポールの継ぎ目や素材を見直し、
グリップやストラップに改良を施すことによって、関節部への負担を
最大で27%軽減させることに成功しました。

www.komperdell.com
www.facebook.com/komperdell.outdoor.sport
www.instagram.com/komperdell_official
www.youtube.com/channel/UCA6KYfQi8zm1VVdSaWifWsA

TREKKING FOLDABLE POLE
軽量かつコンパクトに収納可能な、4セクション・シリーズです。
グリップ力のある可動式アイスフレックス・バスケットを採用し、
登山やトレッキング、トレイルウォーキングにいたるまで、
幅広い用途に向けたラインナップを揃えています。
登山 / トレッキングのモデルには、ウィンター用バスケットが付属しています。
サマー用バスケットは別売りです。

Carbon Ultralite Vario 4
カーボン ウルトラライト バリオ4　194200102　¥36,000（+税） 

サイズ 120 ～ 145cm（4セクション）/ 折畳時 46cm  
重量 520g（ペア）  

Carbon Ultralite Vario 4 Compact
カーボン ウルトラライト バリオ 4 コンパクト　194200202　¥36,000（+税） 

サイズ サイズ 105 ～ 125cm（4セクション）/ 折畳時 41cm   
重量 495g（ペア）  

共通仕様 上段シャフト : カーボン 100% / 中段シャフト : カーボン 100% /
 下段シャフト :Rocksleeve（アルミ）
 グリップ :Trek 280 Grip　
 ストラップ : パッド入りストラップ
 ロック : パワーロック 3.0 システム　
 付属バスケット : アイスフレックスバスケットウィンター
 （バスケット直径 :7cm）
 チップ : アイスフレックスタングステン /カーバイトチップ
 適応チッププロテクター :12mm口径のチッププロテクター各種

46
cm

41
cm

194200102 194200202

バースは、ドイツのバイエルン地方を拠点にシューレースの生産を行ってい
ます。摩擦と引裂き耐性に優れた製造を可能にしているのは、65年以上の
時間を掛けて培われた経験によるものです。同国の伝統的なシューズ・ブ
ランド、マインドルのシューズの全てに本製品が採用されています。主に
バイエルン地方で紡ぎ出された素材、そして技術者の巧みな手によって結実
するシューレースは、私たちバースの誇りでもあります。

10K
150 マウンテンスポーツ150（cm）      ¥620    
180 マウンテンスポーツ180（cm）       ¥740    
200 マウンテンスポーツ200（cm）       ¥820    
220 マウンテンスポーツ220（cm）       ¥900     

3262K
200マウンテンスポーツHR200（cm）  ¥820     
220マウンテンスポーツHR200（cm）   ¥900       

3262K
120マウンテンスポーツHR120（cm）   ¥500    
150マウンテンスポーツHR150（cm）   ¥620     
180マウンテンスポーツHR180（cm）   ¥740    

color no. 097

color no. 106  

color no. 109  

color no. 117  

color no. 121  

color no. 123  

color no. 134  

color no. 135  

color no. 143  

color no. 144  

color no. 189  

color no. 190  

color no. 191  

color no. 195  

color no. 202  

color no. 213  

color no. 214 

color no. 240  

color no. 109  

color no. 117  

color no. 191  

color no. 240  

color no. 241  

color no. 243  

color no. 247  

color no. 250  

color no. 253  

color no. 290  

color no. 291  

color no. 292  

color no. 293  

color no. 295  

color no. 296  

color no. 300  

color no. 310  

color no. 123  

color no. 191  

color no. 222  

color no. 283 

color no. 284  

color no. 285  

color no. 286  

color no. 287  

color no. 288  

color no. 290  

color no. 292  

color no. 293  

color no. 296  

color no. 300  

color no. 302  

color no. 306  

color no. 310  

color no. 314  

color no. 360  

color no. 365  

color no. 352  

color no. 354  

color no. 369  

color no. 380  

color no. 389  

color no. 724  

color no. 726  

color no. 729  

color no. 730  

color no. 734  

color no. 752  

color no. 754  

color no. 755 

color no. 756 

color no. 757  

color no. 758  

color no. 760  

color no. 762  

color no. 764  

color no. 766 

31K
120スポーツラウンドDICK120（cm）  ¥500 
150スポーツラウンドDICK150（cm）  ¥620   
180スポーツラウンドDICK180（cm）  ¥740   
200スポーツラウンドDICK200（cm）  ¥820    

平紐 / 幅 ：7mm

平紐 / 幅 ：7mm

平紐 / 幅 ：10mm

丸紐 / 直径 ：4mm

www.barth-schuhbandl.de
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66cm

TREKKING FOLDABLE POLE

TRAIL RUNNING ULTRALIGHT FOLDABLE POLE

TREKKING POLE POWERLOCK

TREKKING POLE
OPTION PARTS

トレイルスティック・システムは、ひとつのボタンをプッシュすることで、ポールの分解と組立てを数秒のうちに実現します。
異なる素材パーツから成り立つポールは、軽量で頑丈、そしてコンパクトに収納可能です。

CARBON POWERLOCK
軽量で柔軟性のあるカーボンシャフトとパワーロックが組み合わされた、コンパクトなトレッキングポールです。
優れたデザイン性は、多くのユーザーを魅了しています。

Trailstick Carbon C4 Vario　トレイルスティック カーボン C4 バリオ　194232310　¥28,000（+税）

サイズ 115 ～ 135cm（4セクション）/ 折畳時 39cm
重量 228g
仕様 シャフト : カーボン 100%
 グリップ : Expedition Foam Grip
 ストラップ : パッド入りストラップ
 ロック : パワーロック 3.0 システム
 付属バスケット : ヘキサゴンバスケット
 チップ : タングステン、カーバイトチップ

Trailstick Carbon C7 Vario　トレイルスティック カーボン C7 バリオ　194232610　¥24,000（+税） 

サイズ 115 ～ 135cm（4セクション）/ 折畳時 39cm
重量 265g
仕様 シャフト : カーボン、TITANAL HF
 グリップ : Expedition Foam Grip
 ストラップ : パッド入りストラップ
 ロック : パワーロック 3.0 システム
 付属バスケット : ヘキサゴンバスケット
 チップ : タングステン、カーバイトチップ

46cm

46cm

46cm

Trailstick Carbon C4 Vario Compact　トレイルスティック カーボン C4 バリオ コンパクト　194232410　¥28,000（+税） 

サイズ 105 ～ 125cm（4セクション）/ 折畳時 36cm
重量 221g
仕様 シャフト : カーボン 100%
 グリップ : Expedition Foam Grip
 ストラップ : パッド入りストラップ
 ロック : パワーロック 3.0 システム
 付属バスケット : ヘキサゴンバスケット
 チップ : タングステン、カーバイトチップ

Trailstick Carbon C7 Vario Compact　トレイルスティック カーボン C7 バリオ コンパクト　194232710　¥24,000（+税） 

サイズ 105 ～ 125cm（4セクション）/ 折畳時 36cm   
重量 254g
仕様 シャフト : カーボン、TITANAL HF
 グリップ : Expedition Foam Grip
 ストラップ : パッド入りストラップ
 ロック : パワーロック 3.0 システム
 付属バスケット : ヘキサゴンバスケット
 チップ : タングステン、カーバイトチップ

46cm

46cm

Trailstick Carbon C4　トレイルスティック カーボン C4　194232210　¥24,000（+税） 

サイズ サイズ 105, 115, 125, 135cm（全て 3セクション）/ 
 折畳時 35cm   
重量 186g （125cm)
仕様 シャフト : カーボン 100%
 グリップ : Expedition Foam Grip
 ストラップ : パッド入りストラップ
 付属バスケット : ヘキサゴンバスケット
 チップ : タングステン、カーバイトチップ
 適応チッププロテクター :12mm口径のチッププロテクター各種

Trailstick Carbon C7　トレイルスティック カーボン C7　194232510　¥18,000（+税） 

サイズ 105, 115, 125, 135cm（全て3セクション）/ 
 折畳時 35cm   
重量 232g (125cm)
仕様 シャフト : カーボン、TITANAL HF
 グリップ : Expedition Foam Grip
 ストラップ : パッド入りストラップ
 付属バスケット : ヘキサゴンバスケット
 チップ : タングステン、カーバイトチップ

46cm

46cm

57cm

Telescopic Tip
テレスコピック チップ 178

¥1,500（+税）ペア

Vario バスケットの装着が可能な、
Vario プラグ付きのチップです。

Tip Protector
チップ プロテクター 12mm口径　1902 / 8mm口径　1922

¥900（+税）ペア

平地やアスファルトでの使用時に適した、
チップ・プロテクターです。
保管時の保護用プロテクターとしても重宝します。

Vario Summer Basket　
バリオ サマー バスケット 356

¥900（+税）ペア

バスケット直径 :6cm
トレッキングポールに付属している
バスケットです。登山やトレッキングで使用
する、標準サイズのサマー用バスケットです。

Vario Mini Basket　
バリオ ミニ バスケット 907

¥900（+税）ペア

バスケット直径：5cm
トレッキングからハイキング、
ウォーキングに至るまで、幅広い用途での
使用が可能です。収納もコンパクトな、
スリムサイズのバスケットです。

Ice-Flex Basket Summer　
アイスフレックス バスケット サマー 397

¥1,700（+税）ペア

バスケット直径：6cm
アイスフレックス・タングステン / 
カーバイト・チップ専用のサマー用
バスケットです。グリップ力の高さは、
バスケット面全体で地形を捉えられる
可動性能によるものです。

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

Carbon Expedition Tour 4　カーボン エクスペディション ツアー 4　194200302　¥27,000（+税） 

サイズ サイズ 120 ～ 145cm（4セクション）/ 折畳時 46cm
重量 590g（ペア）  

C3 Carbon Pro　C3 カーボン プロ　175232510　¥20,000（+税） 

サイズ 105 ～ 140cm（3セクション）/ 折畳時 66cm   
重量 465g（ペア） 

Carbon Expedition Tour 4 Compact　カーボン エクスペディション ツアー 4 コンパクト　194200402　¥27,000（+税） 

サイズ サイズ 105 ～ 125cm（4セクション）/ 折畳時 41cm   
重量 530g（ペア）

共通仕様 上段シャフト :Titanal（アルミ）/中段シャフト : カーボン 100% / 下段シャフト :Rocksleeve（アルミ）
 グリップ :Trek 280 Grip　
 ストラップ : パッド入りストラップ　
 ロック : パワーロック 3.0 システム　
 付属バスケット : アイスフレックスバスケットウィンター（バスケット直径 :7cm）
 チップ : アイスフレックスタングステン /カーバイトチップ
 適応チッププロテクター :12mm口径のチッププロテクター各種

C3 Carbon Pro Compact　C3 カーボン プロ コンパクト　175232610　¥20,000（+税） 

サイズ 90 ～ 120cm（3セクション）/ 折畳時 57cm   
重量 430g（ペア）
共通仕様 上段シャフト : カーボン 100% /
 中段シャフト : カーボン 100% /
 下段シャフト :Titanal（アルミ）
 グリップ :Foam 280 Grip
 ストラップ : パッド入りストラップ
 ロック : パワーロック 3.0 システム　
 付属バスケット :Vario サマーバスケット（バスケット直径 :6cm）
 チップ : タングステン /カーバイトフレックスチップ
 適応チッププロテクター :12mm口径のチッププロテクター各種  

41cm

1514 1514 1514



Shockmaster Pro Powerlock　ショックマスター プロ パワーロック　174245510 　¥18,000（+税） 

サイズ 105 ～ 140cm（3セクション）/ 折畳時 66cm   
重量 560g（ペア） 
サイズ 105 ～ 140cm（3セクション）/ 折畳時 66cm   

65cm

61cm

Shockmaster Pro Powerlock Compact　ショックマスター プロ パワーロック コンパクト　174245610　¥18,000（+税） 

サイズ 90 ～ 120cm（3セクション）/ 折畳時 61cm
重量 520g（ペア）  
共通仕様 上段シャフト : 18mmアルミ /中段シャフト : 16mmアルミ /下段シャフト : 14mmアルミ
 グリップ : Trek 280 Grip
 ストラップ：  パッド入りストラップ
 ロック : パワーロック 3.0 システム
 付属バスケット : Vario サマーバスケット（バスケット直径：6cm）
 チップ : Shock Tip
 適応チッププロテクター : 12mm口径のチッププロテクター各種

75cm

Peak Hunter　ピーク ハンター　164230910　¥9,000（+税） 

サイズ 90 ～ 125cm（2セクション）/ 折畳時 75cm
重量 455g（ペア）　
仕様 上段シャフト：16mmアルミ /下段シャフト：14mmアルミ
 グリップ：Tour 170 PE Grip
 ストラップ：システムストラップ
  ロック：パワーロック 2.1 システム　
 付属バスケット：Vario サマーバスケット（バスケット直径：6cm）
 チップ：タングステン /カーバイトフレックスチップ
 適応チッププロテクター：12mm口径のチッププロテクター各種

Highlander Cork　ハイランダー コルク　174230310　¥9,000（+税） 

サイズ 105 ～ 140cm（3セクション）/ 折畳時 65cm
重量 515g（ペア）
仕様 上段シャフト：18mmアルミ / 中段シャフト：16mmアルミ  / 下段シャフト：14mmアルミ    
 グリップ：Cork 170 Grip　
 ストラップ：システムストラップ
 ロック：ツイストロック　
 付属バスケット：Vario サマーバスケット（バスケット直径：6cm）　
 チップ：タングステン /カーバイトフレックスチップ
 適応チッププロテクター：12mm口径のチッププロテクター各種

Walker Antishock Powerlock　ウォーカー アンチショック パワーロック　176237210　¥10,000（+税） 

サイズ 75 ～ 100cm（3セクション）/ 折畳時 58cm　
重量 260 g（1ポール）
仕様 上段シャフト：18mmアルミ /中段シャフト：16mmアルミ /下段シャフト：14mmアルミ
 グリップ：ウォーカーコンフォートコルクグリップ　
 ストラップ：ストラップバンド 　
 ロック：パワーロック 3.0 システム　
 付属バスケット：Vario サマーバスケット（バスケット直径：6cm）　
 チップ：Shock Tip
 適応チッププロテクター：8mm口径のチッププロテクター各種

Wild Rambler　ワイルド ランブラー　174230402　¥6,500（+税） 

サイズ 105 ～ 140cm（3セクション）/ 折畳時 64cm
重量 515g（ペア）
仕様 上段シャフト：18mmアルミ /中段シャフト：16mmアルミ /下段シャフト：14mmアルミ     
 グリップ：Tour 170 PE Grip　
 ストラップ：システムストラップ
 ロック：ツイストロック　
 付属バスケット：Vario サマーバスケット（バスケット直径：6cm） 　
 チップ：バリオプラグ付スチールチップ（バリオバスケット各種対応）
 適応チッププロテクター：8mm口径のチッププロテクター各種

Walker Powerlock Compact　ウォーカー パワーロック コンパクト　176237310　¥9,000（+税） 

サイズ 80 ～ 100cm（3セクション）/ 折畳時 47cm
重量 245g（1ポール）    
仕様 上段シャフト：18mmアルミ /中段シャフト：16mmアルミ /下段シャフト：14mmアルミ
 グリップ：ウォーカーコンフォートコルクグリップ　
 ストラップ：ストラップバンド     
 ロック：パワーロック 3.0 システム　
 付属バスケット：Vario サマーバスケット（バスケット直径：6cm）    
 チップ：フレックススチールチップ
 適応チッププロテクター：12mm口径のチッププロテクター各種

Explorer Contour Powerlock　エクスプローラー コンツアー パワーロック　174245910 　¥15,000（+税） 

サイズ 105 ～ 140cm（3セクション）/ 折畳時 65cm
重量 500g（ペア） 
サイズ 105 ～ 140cm（3セクション）/ 折畳時 65cm

65cm

 57cm

Explorer Compact Powerlock　エクスプローラー コンパクト パワーロック　174246010　¥15,000（+税） 

サイズ 90 ～ 120cm（3セクション）/ 折畳時 57cm
重量 460g（ペア）
共通仕様 上段シャフト：18mmアルミ /中段シャフト：16mmアルミ /下段シャフト：14mmアルミ　
 グリップ：Trek 280 Grip
 ストラップ：パッド入りストラップ
 ロック：パワーロック 3.0 システム　　
 付属バスケット：Vario サマーバスケット（バスケット直径：6cm）
 チップ：Shock Tip
 適応チッププロテクター：12mm口径のチッププロテクター各種

Hikemaster Powerlock　ハイクマスター パワーロック　174246302 　¥13,000（+税） 

サイズ 105 ～ 140cm（3セクション）/ 折畳時 65cm
重量 535g（ペア）

65cm

58cm

Hikemaster Compact Powerlock　ハイクマスター コンパクト パワーロック　174246402　¥13,000（+税） 

サイズ 90 ～ 120cm（3セクション）/ 折畳時 58cm
重量 500g（ペア）  
共通仕様 上段シャフト：18mmアルミ /中段シャフト：16mmアルミ /下段シャフト：14mmアルミ
 グリップ：Trek 170 Grip
 ストラップ：パッド入りストラップ
 ロック：パワーロック 2.1 システム
 付属バスケット：Vario サマーバスケット（バスケット直径：6cm）
 チップ：タングステン /カーバイトフレックスチップ
 適応チッププロテクター：12mm口径のチッププロテクター各種

ALUMINUM POWERLOCK
アルミシャフトとパワーロックが組み合わされた、クラシックラインです。カーバイト・フレックスチップは、様々な種類のバリオ・バスケットの装着が可能です。

TREKKING POLE CLASSICAL TWISTLOCK
ALUMINUM  CLASSICAL アルミシャフトとツイストロックが組み合わされた、クラシックラインです。

カーバイト・フレックスチップは、様々な種類のバリオ・バスケットの装着が可能です。

WALKING POLE
WALKER SERIES T 型のコルク・グリップを採用した、シングルポールのシリーズです。

パワーロック、アンチショックといった機能を備えた、充実の一本に仕上げられています。

65cm

58cm

64cm

47cm
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Cat.0 80% Cat.1　 43% Cat.2 18% 　 Cat.3 8% Cat.4カテゴリー

可視光線透過率 100% 0%

www.julbo.com

www.facebook.com/julbo.eyewear.international

www.instagram.com/julbo_eyewear

fr.pinterest.com/julboeyewear

twitter.com/julboeyewear

www.youtube.com/user/JulboEyewear

レンズカテゴリー

スペックアイコン

レンズ

1888年、Julbo はフランス東部の街 Morez に設立されました。創
始者である Jules Baud のマインドにあったのはたったひとつ、それ
はイノベーションでした。100年以上を誇る伝統と歴史を支えてきたの
は、満ち溢れたアイデアとそれらを実現可能にした技術です。高品質
の NXT テクノロジーを備えたCAMELEONや ZEBRA、他にも ALTI 

ARCや SPECTRON などの高性能レンズを携えたサングラスは、世
界中のアウトドア愛好家から高い評価を受けています。偉大なる遺産
を創作のインスピレーションとし、革新性を備えた最新モデルからコス
トパフォーマンスに優れたデイリーユースに至るまで、多くの用途に対
応するラインナップを展開しています。

紫外線の量によってレンズの濃淡が変化する調光機能
（photochromic）と、太陽光の反射を抑制する偏光機能
（polarized）を備えた、最高級スペックのレンズです。高所
における山岳地帯や雪山など、紫外線量の多い地域でのアク
ティビティーに適しています。
レンズカテゴリー 2 ～ 4
可視光線透過率 20%～ 5%

ZEBRA LIGHT の機能を受け継いだまま、レンズカラーにピ
ンク色が採用されたレンズです。はっきりした輪郭と視野の
確保が可能なカラーリングは、林間地帯や平地といった場所
でのランニングやサイクリングだけでなく、デイリーユース
においても重宝します。
レンズカテゴリー 1 ～ 3
可視光線透過率 72%～ 13%

様々なシーンでのアクティビティーに対応する、軽量で耐久性
の高い、ポリカーボネート・レンズです。場所や用途に応じて、
数種類のレンズカラーを取り揃えています。レンズの外側と内側
には、太陽光の反射を抑制するコーティングが施されています。
レンズカテゴリー 3+
可視光線透過率 12%

様々なシーンでのアクティビティーに対応する、軽量で耐久性の
高い、ポリカーボネート・レンズです。レンズ保護と外観向上の
ために、レンズ内部にはミラー・コーティングが施されています。
レンズカテゴリー 3CF
可視光線透過率 12%

様々なシーンでのアクティビティーに対応する、軽量で耐久
性の高い、ポリカーボネート・レンズです。コストパフォー
マンス性に優れた、最もオーソドックスなレンズです。
レンズカテゴリー 3
可視光線透過率 13%

ミネラル素材で作られたレンズです。重量は若干あるものの、
高い品質性と耐久性を備えており、紫外線量の多い地域での
アクティビティーにおいては抜群のレンズです。有害な紫外
線、可視光線の透過を最大限に抑制します。
レンズカテゴリー 4
可視光線透過率 7%

様々なシーンでのアクティビティーに対応する、軽量で耐久性
の高い、ポリカーボネート・レンズです。場所や用途に応じて、
数種類のレンズカラーを取り揃えています。レンズの外側と内側
には、太陽光の反射を抑制するコーティングが施されています。
レンズカテゴリー 4
可視光線透過率 5%

紫外線の量によってレンズの濃淡が変化する調光機能
（photochromic）を備えたレンズです。夏場や高所地帯、海上、
砂地などの紫外線量の多い場所では、レンズの濃淡は著しく
変化します。山岳地帯や雪山、スキー場などでのアクティビ
ティーに適したレンズです。
レンズカテゴリー 2 ～ 4
可視光線透過率 35%～ 7%

紫外線の量によってレンズの濃淡が変化する調光機能
（photochromic）を備えたレンズです。冷縮や曇りの防止に
加え、レンズ表面には水分や手垢などの脂汚れを除去しやす
いコーティングが施されています。
レンズカテゴリー 1 ～ 3
可視光線透過率 75%～ 17%

フレックス・ノーズ
様々なノーズ形状に適応

ウルトラフィット・ノーズ
アジア人（日本人を含む）にフィットするよう
に狭められたノーズ幅

エアーリンクテンプル・システム
衝撃緩和のために施された
テンプル先端のパッド

トータル・カバー
強烈な太陽光や横風の侵入を抑制

パノラミック
広範囲の視界を確保するワイドレンズ

ラップラウンド・シェイプ
顔全体を包み込む、ラウンド形状

リムーバブル・サイドシールド
強烈な太陽光や横風の侵入を抑制する、
取外し可能なサイドシールド

リムーバブル・スウェットブロッカー
取外し可能な、汗どめパッド

アジアンフィット
アジア人（日本人を含む）の顔の形状にフィット

カーブド・テンプル
顔全体を包み込むラウンド形状のテンプル

コードアタッチメントホール
コードの取付け可能な、テンプル先端のホール

アジャスタブル・ストラップ
長さの調節が可能な、落下防止用ストラップ

フロント・ベンチレーション
レンズ前方からの通気

フル・ベンチレーション
レンズ全方向からの通気

3Dフィット・ノーズ
自分好みのベストポジションに調節が可能

ユニバーサル・ノーズ・クリップ
優れたフィット感をキープする、
交換可能なノーズクリップ

グリップ・テック
最適なホールド感をキープする形状

360°アジャスト・テンプル
テンプル先端が湾曲し、耳周りにフィット
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MAKALU シリーズは、登山やトレッキング、クライミングなどといった、幅広いアウトドアのシーンで
効果を発揮するスペックが豊富に備わっています。日本人の顔の形状にも馴染みやすい、アジアン・フィットのモデルです。

Ｊ4373114   black / lime green

Ｊ4373112   blue / orange

Ｊ4371221　grey / red Ｊ4371214   black / black

Ｊ4373111   white / anised green

Ｊ4375０14   matt black / orange

マウンテニアリングやクライミングなど、高所での山岳活動において最適なモデルです。
取外し可能なサイド・シールドは太陽光や横風の侵入を抑制し、スウェット・ブロッカーは汗止めに効果的です。
360°調節可能なテンプルとフレックス・ノーズは、日本人の顔の形状にもフィットするように設計されています。

Ｊ4891254   khaki / orangeＪ4891214    shiny black / grey

トレックシリーズ  サイズ / スペック

重量： 33ｇ / 　　　  幅： 69ｍｍ /          幅： 12ｍｍ /                   長 : 115ｍｍ /レンズカーブ : 8

マカルシリーズ  サイズ / スペック

重量： 32ｇ / 　　　  幅： 72ｍｍ /           幅： 8ｍｍ /                   長 : 117ｍｍ /レンズカーブ : 6

TREK

MAKALU
  Ｊ4375０53　titanium / lime green 

TREK トレック ¥14,000（＋税）

レンズ ZEBRA NXT

レンズカテゴリー 2～ 4

レンズスペック 調光 / アンチフォグコーティング/ 撥水・防汚コーティング

レンズカラー 〈曇空〉表裏両面  イエロー 

                                     〈晴天〉表裏両面  ダークブラウン

可視光線透過率 35％～7％

MAKALU マカル　　　　　　　 ¥9,000（＋税）

レンズ SPECTRON 4 Polycarbonate

レンズカテゴリー 4

レンズスペック フラッシュフィニッシュ / アンチリフレクティブコーティング

レンズカラー 表面 ブラウンフラッシュ / 裏面 ブラウン

可視光線透過率 5％

MAKALU マカル　　　　　　　 Ｊ4893112 ¥14,000（＋税）

レンズ ZEBRA NXT　

レンズカテゴリー 2～4

レンズスペック 調光 / アンチフォグコーティング/ 撥水・防汚コーティング

レンズカラー
               

〈曇空〉表裏両面  イエロー

　　　　　　　　　   〈晴天〉表裏両面  ブラウン

可視光線透過率 35％～7％

MAKALU マカル　　　　　　　  Ｊ4895０14 ¥18,000（＋税）

レンズ CAMELEON NXT　

レンズカテゴリー 2～4

レンズスペック 調光 / 偏光 / アンチフォグコーティング/ 撥水・防汚コーティング

レンズカラー 
              

〈曇空〉表裏両面  ブラウン 　 

　　　　　　　　　   〈晴天〉表裏両面  ダークブラウン

可視光線透過率 20％～ 5％

TREK トレック ¥9,000（＋税）

レンズ SPECTRON 4 Polycarbonate　

レンズカテゴリー 4

レンズスペック フラッシュフィニッシュ / アンチリフレクティブコーティング

レンズカラー 表面 ブラウンフラッシュ / 裏面 ブラウン

可視光線透過率  5％

TREK トレック ¥18,000（＋税）

レンズ CAMELEON NXT

レンズカテゴリー 2～ 4

レンズスペック 調光 / 偏光 / アンチフォグコーティング/ 撥水・防汚コーティング

レンズカラー 〈曇空〉表裏両面  ブラウン 　 

〈晴天〉表裏両面  ダークブラウン

可視光線透過率 20％～ 5％
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レンズ ZEBRA LIGHT FIRE NXT

レンズカテゴリー 1 ～ 3

レンズスペック 調光 / アンチフォグコーティング / 撥水・防汚コーティング

レンズカラー 〈曇空〉 表面 レッドクリアー / 裏面 クリアー

〈晴天〉 表面 レッドフラッシュ / 裏面 グレー

可視光線透過率 72％～ 13％

AERO エアロ　　　　　　 J4833114  matt black ¥18,000（＋税）

ランニングやサイクリングなど、アクティブな運動に適した軽量のサングラスです。顔の形状にフィットするノーズ・パッドとテンプルは、激しい動きによる
ブレを抑えます。クリアな視界の確保を可能にしているのは、レンズの曇りを防ぐベンチレーションと、広範囲の視野を見渡せるワイドなレンズにあります。

AERO エアロ　　　　　　　 MARTIN FOURCADE MODEL    Ｊ4833136    blue / red ¥24,000

レンズ ZEBRA LIGHT FIRE NXT　

レンズカテゴリー 1～ 3

レンズスペック 調光 / アンチフォグコーティング / 撥水・防汚コーティング

レンズカラー 〈曇空〉 表面 レッドクリアー / 裏面 クリアー

〈晴天〉 表面 レッドフラッシュ / 裏面 グレー

可視光線透過率 75％～17％

スペアレンズ Transparent Mono Lens　無色クリアーレンズ　

スペアレンズスペック アンチフォグコーティング

付属品 Buff ネックウォーマー

スペアレンズカラー 外側 :クリアー/ 内側 :クリアー

バイアスロン競技のオリンピック金メダリスト、Martin Fourcade 選手（フランス）との共同開発モデルです。

AERO エアロ　　　　　　　Ｊ4833111  ¥18,000

レンズ ZEBRA LIGHT NXT

レンズカテゴリー 1 ～ 3

レンズスペック 調光 / アンチフォグコーティング / 撥水・防汚コーティング

レンズカラー 〈曇空〉 表裏両面 クリアー

〈晴天〉 表裏両面 グレー

可視光線透過率 75％～ 17％ 

J4833412  dark blue / blue

AERO エアロ　　　　　　　　　　　 J4831116　green / blue ¥10,000（＋税）

レンズ SPECTRON 3CF Polycarbonate

レンズカテゴリー 3CF

レンズスペック カラーフラッシュ / ミラーコーティング

レンズカラー 表面 ブルーフラッシュミラー / 裏面 ブラウン

可視光線透過率 12％

エアロシリーズ  サイズ/スペック

重量： 26ｇ / 　　　  幅： 132ｍｍ /            幅： 14ｍｍ /                   長 : 137ｍｍ /レンズカーブ : 6

 AERO エアロ　　　　　　　　　　　 J4831114 black / red ¥10,000（＋税）

レンズ SPECTRON 3CF Polycarbonate

レンズカテゴリー 3CF

レンズスペック カラーフラッシュ / ミラーコーティング

レンズカラー 表面 レッドフラッシュミラー / 裏面 グレー

可視光線透過率 12％

レンズ ZEBRA LIGHT RED NXT

レンズカテゴリー 1 ～ 3

レンズスペック 調光 / アンチフォグコーティング / 撥水・防汚コーティング

レンズカラー 〈曇空〉 表裏両面 ライトピンク

〈晴天〉 表裏両面 ピンクパープル

可視光線透過率 72％～ 13％

 AERO エアロ ¥18,000（＋税）

AERO
J4833421　tortoiseshell grey / grey

　　　　　　　

　　　　　　　

　　　　　　

 ¥
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AERO のデザインをベースにしながら、レンズ幅を小振りにし、かつフレームレス化することによって、
コンパクト性と軽量性を実現しました。女性や小顔の方に適したモデルです。

Ｊ4963411  white / blue

AEROLITE エアロライト　　　　　　 Ｊ4963226　purple/ pink ¥18,000（＋税）

AEROLITE エアロライト ¥18,000（＋税）

AEROLITE エアロライト　　　　　　 Ｊ4961112  blue / pink ¥9,000（＋税）
レンズ SPECTRON 3CF Polycarbonate　

レンズカテゴリー 3CF

レンズスペック カラーフラッシュ / ミラーコーティング

レンズカラー 表面 ピンクフラッシュミラー / 裏面 グリーンスモーク

可視光線透過率 12％

AEROLITE エアロライト　　　　　　 Ｊ4961114 ¥9,000（＋税

レンズ SPECTRON 3+ Polycarbonate

レンズカテゴリー 3＋

レンズスペック フラッシュフィニッシュ / アンチリフレクティブコーティング

レンズカラー 表面 グレーフラッシュ / 裏面 グレー

可視光線透過率 12％

エアロライトシリーズ  サイズ/スペック

AEROLITE エアロライト　　　　　　 Ｊ4961118  pink / blue ¥9,000（＋税）

レンズ SPECTRON 3CF Polycarbonate　

レンズカテゴリー 3CF

レンズスペック カラーフラッシュ / ミラーコーティング

レンズカラー 表面 オレンジフラッシュミラー / 裏面 ブラウン

可視光線透過率 12％

AEROLITE エアロライト　　　　　　 Ｊ49611３2  blue / green ¥9,000（＋税）
レンズ SPECTRON 3CF Polycarbonate

レンズカテゴリー 3CF

レンズスペック カラーフラッシュ / ミラーコーティング

レンズカラー 表面 ブルーフラッシュミラー / 裏面 ブラウン

可視光線透過率 12％

レンズ ZEBRA LIGHT RED NXT

レンズカテゴリー 1～ 3

レンズスペック 調光 / アンチフォグコーティング / 撥水・防汚コーティング

レンズカラー 〈曇空〉 表裏両面 ライトピンク

〈晴天〉 表裏両面 ピンクパープル

可視光線透過率 72％～13％

AEROLITE エアロライト　　　　　　 Ｊ4963314  black / red ¥18,000（＋税）

レンズ ZEBRA LIGHT FIRE NXT 

レンズカテゴリー 1～ 3

レンズスペック 調光 / アンチフォグコーティング / 撥水・防汚コーティング

レンズカラー 〈曇空〉 表面 レッドクリアー / 裏面 クリアー

〈晴天〉 表面 レッドフラッシュ / 裏面 グレー

可視光線透過率 75％～17％

レンズ ZEBRA LIGHT NXT

レンズカテゴリー 1～ 3

レンズスペック 調光 / アンチフォグコーティング / 撥水・防汚コーティング

レンズカラー 〈曇空〉 表裏両面 クリアー

 〈晴天〉 表裏両面 グレー

可視光線透過率 75％～17％

AEROLITE
重量： 23ｇ / 　　　  幅： 126ｍｍ /            幅： 14ｍｍ /                   長 : 137ｍｍ /レンズカーブ : 6

   Ｊ4963412　dark blue / blue

 ¥
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EOLE は、外観の妖艶さとスピード感あふれるカラーフラッシュレンズに特徴があるモデルです。ランナーやサイクリストから要求される
フィット感やホールド性も備わっています。日本人の顔の形状にも馴染みやすい、アジアン・フィットのモデルです。

EOLE エオレ　　　　　　　 Ｊ4883114　black / red ¥14,000（＋税）

レンズ ZEBRA LIGHT FIRE NXT

レンズカテゴリー 1～ 3

レンズスペック 調光 / アンチフォグコーティング / 撥水・防汚コーティング

レンズカラー 〈曇空〉 表面 レッドクリアー / 裏面 クリアー

〈晴天〉 表面 レッドフラッシュ / 裏面 グレー

可視光線透過率 5％～17％

レンズ SPECTRON 3 Polycarbonate

レンズカテゴリー 3

レンズスペック カラーフラッシュ / ミラーコーティング

レンズカラー 表面 グレー / 裏面 グレー

可視光線透過率 13％

EOLE エオレ　　　　　　　　Ｊ4881114　black / red ¥10,000（＋税）

EOLE エオレ　　　　　　　　 Ｊ4881111　white / blue ¥10,000（＋税）

レンズ SPECTRON 3CF Polycarbonate

レンズカテゴリー 3CF

レンズスペック カラーフラッシュ / ミラーコーティング

レンズカラー 表面 ブルーフラッシュミラー / 裏面 グリーンスモーク

可視光線透過率 12％

EOLE エオレ　　　　　　　 Ｊ4883112　blue / yellow ¥14,000（＋税）

レンズ ZEBRA NXT

レンズカテゴリー 2～ 4

レンズスペック 調光 / アンチフォグコーティング / 撥水・防汚コーティング

レンズカラー 〈曇空〉 表裏両面 イエロー

〈晴天〉 表裏両面 ブラウン

可視光線透過率 35％～7％

EOLE エオレ　　　　　　　　 Ｊ4881112　shiny blue / pink ¥10,000（＋税）

レンズ SPECTRON 3CF Polycarbonate

レンズカテゴリー 3CF

レンズスペック カラーフラッシュ / ミラーコーティング

レンズカラー 表面 ゴールドフラッシュミラー / 裏面 グリーンスモーク

可視光線透過率 12％

MICROPORE モンブラン・ニッケル　　　　　　 Ｊ０2462０ nickel ¥18,000（＋税）

レンズ ALTI ARC 4+ Mineral

レンズカテゴリー 4  

レンズスペック フラッシュフィニッシュ / アンチリフレクティブコーティング

レンズカラー 表面 ブラウンフラッシュ / 裏面 ブラウン　

可視光線透過率 7％

重量 44ｇ   

サイズ             幅 : 54ｍｍ /         幅 : 24ｍｍ /                 長 : 130ｍｍ / レンズカーブ : 6

高所地帯でのアクティビティーにも耐えられる高性能なレンズ ALTI ARC 4+ と、シルバーフレームを組み合わせています。

MICROPORE モンブラン・ノア　　　　　　 Ｊ０24614 black ¥18,000（＋税） 

高性能レンズ ALTI ARC 4+ を用いた、高所登山用のサングラスです。フラッシュ加工を施した薄いブルーレンズが特徴的です。

レンズ ALTI ARC 4+ Mineral

レンズカテゴリー 4  

レンズスペック フラッシュフィニッシュ / アンチリフレクティブコーティング

レンズカラー 表面 ブルーフラッシュ / 裏面 ブラウン　

可視光線透過率 7％

重量 44ｇ   

サイズ            幅 : 54ｍｍ /         幅 : 24ｍｍ /                 長 : 130ｍｍ / レンズカーブ : 6

高所登山や雪山、デイリーユースに至るまで、幅広い地域やシーンで活躍する
軽量のサングラスです。サイドのシールドは取外しが可能です。

Ｊ０39112　blue

Ｊ０39114　 black

レンズ SPECTRON 4 Polycarbonate

レンズカテゴリー 4  

レンズスペック フラッシュフィニッシュ / アンチリフレクティブコーティング

レンズカラー 表面 ブラウンフラッシュ / 裏面 ブラウン　

可視光線透過率 5％

重量 29ｇ   

サイズ             幅 : 64ｍｍ /         幅 : 20ｍｍ /                 長 : 130ｍｍ / レンズカーブ : 6

COLORADO コロラド　　　　　 ¥6,000（＋税）

DRUS ダラス　　　　　　　 Ｊ014120 nickel ¥12,000（＋税）

上記のモンブランとほぼ同じデザインですが、ポリカーボネート・レンズを採用したコストパフォーマンス性に優れるモデルです。

レンズ SPECTRON 4 Polycarbonate

レンズカテゴリー 4  

レンズスペック フラッシュフィニッシュ / アンチリフレクティブコーティング

レンズカラー 表面 グレーフラッシュ / 裏面 グレー

可視光線透過率 5％

重量 37ｇ   

サイズ             幅 : 54ｍｍ /         幅 : 23ｍｍ /                 長 : 150ｍｍ / レンズカーブ : 6

EOLE
エオレシリーズ  サイズ/スペック

重量： 30ｇ / 　　　  幅： 72ｍｍ /            幅： 8ｍｍ /                   長 : 117ｍｍ /レンズカーブ : 8

　　　　　　　

　　　　　　　

　　　　　　　　

フレームやノーズの各パーツをシンプル にデザインすることでコストパフォーマンス性を高めた、登山やアウトドア向けのサングラスです。

SHERPA シェルパ　　　　　　　 J079162　black ¥4,600（＋税）

レンズ SPECTRON 3+ Polycarbonate

レンズカテゴリー 3+ 

レンズスペック フラッシュフィニッシュ / アンチリフレクティブコーティング

レンズカラー 表面 ブルーフラッシュ / 裏面 ブラウン

可視光線透過率 12％

重量 28ｇ   

サイズ             幅 : 54ｍｍ /         幅 : 23ｍｍ /                 長 : 110ｍｍ / レンズカーブ : 6

2726 2726 2726


