ski
SALOMON

￥83,000＋税
サイズ：167、174、181㎝
サイドカット：140-106-126/R20.0
（181㎝）
さまざまなコンディションに対応可能
な多様性の高いモデル。昨年までの
クエストシリーズに比べ大幅に軽量
化を実現し、バックカントリーでも威
力を発揮

QST 106

注文番号：S1768-01

GO!

￥87,000＋税
サイズ：163、170、177、184㎝
サイドカット：130-106-125/R20
（184㎝）

K2 MARKSMAN
注文番号：S1768-02

ツインロッカータイプのフリーライデ
ィングモデル。スノーボードの形状を
ヒントに考え出された非対称形状に
より、抜群の浮力と操作性を発揮。
高速域での安定性も高い

GO!

boots
TECNICA
GO!

ZERO G GUIDE W
注文番号：S1769-01

注文番号：S1768-03

￥100,000＋税
サイズ：187㎝
サイドカット：142-118-132/R23
（187㎝）

EXTREM

OPINION 118 ISPO AWARD Design
注文番号：S1768-04

（超限定商品）※通常デザインモデルもあり
GO!

エクストレームが
「ISPO GOLD AWARD 」
に輝いたときのスキーデザインを、
b.c.mapのリクエストで限 定 復刻！
深雪に強く、オープンバーンを飛ば
すのにも最適なスキーだ

￥126,800＋税
サイズ：185㎝
サイドカット：130-100-120/R25.2

VECTORGLIDE

BULKY ADVANCE
注文番号：S1768-05

ツアービンディングを使用した場合
の力の伝わり方まで考慮して調整さ
れた、バックカントリーに最適なモデ
ル。
オートマチックな乗り味でない分、
乗りこなす感覚がたまらない

GO!

￥88,000＋税
サイズ：173、181、189㎝
サイドカット：141-108-124/R22
（181㎝）

VÖLKL

100EIGHT

注文番号：S1768-06

オールマウンテンスキーとして、さま
ざまな雪質に対応する軽量モデル。
フルロッカーでありながらゲレンデカ
ービングもこなす何でも屋だ

GO!

注文番号：S1769-03

GO!

注文番号：S1769-02

￥83,000＋税
サイズ：22.5〜30.5㎝

軽量で履きやすく、操作性にも優
れた万能な一足〈
。カスタムシェル〉
でどのような足型にもフィット

シェルの厚みを薄くしながらも、強
度を高められる新素材を採用した、
超軽量バックカントリーブーツ。テッ
クビンディングにも対応し、よりツア
ーでの使い勝手がアップ！

オープン
サイズ：25.5〜28.5
（1㎝）

本格フリーライディングブーツ
のレディスモデル。軽量性と
新設計のシェルが生み出すパ
ワー伝達性能が特徴

独創的な構造が未来を感じさせる、
アルパインツアーブーツの新星！
GO!

ARCʼTERYX

PROCLINE CARBON SUPPORT
注文番号：S1769-04

アルパインエリアにおけ
るクライミング性能とダウ
ンヒル性能を高次元で両
立。歩行時には横方向に
も足首の可動域が広がる
ため、ストレスを感じない

G3
ION 12

注文番号：S1769-09

GO!

GO!

GO!

ATOMIC SALOMON
DYNAFIT
SCARPA
MTN LAB
FT1 LITE MS
VECTOR

BACKLAND CARBON
注文番号：S1769-05

binding

GO!

GO!

￥135,000＋税
サイズ：23.0〜30.5㎝
（0.5㎝）

DPSの代表作とも言える《ワイラー
112》にも、
〈ファウンデーション〉モ
デルが登場。よりしなやかなフレッ
クスで、グルーミング性能も格段に
アップ！

GO!

TECNICA
ZERO G GUIDE PRO

SALOMON
QST PRO 120

GO!

￥79,000＋税
サイズ：22.5〜27.5㎝

￥96,500＋税
サイズ：178、184、190㎝
サイドカット：144-112-131/R15
（184㎝）

DPS Wailer F112/Foundation

軽く、強く、快適に進化を遂げた、
バックカントリーブーツの決定版！

注文番号：S1769-06

注文番号：S1769-07

￥96,900＋税
サイズ：24.0〜29.5㎝（1㎝）

￥100,000＋税
サイズ：24.5〜28.5㎝

￥90,000＋税
サイズ：25.0〜31.5㎝

超軽量なアルパインツアー
ブーツ。操作性も高く、足
首の74°
の可動域はロング
ツーリングに最適

レーシングブーツ並みのフ
レックスとパワー伝達力
で、どのような斜面でも攻
略できる

90 °
という驚異的な可動
域で、快適な歩行が可能。
最新の素材を使用し、滑
りの性能も高められている

MARKER

KINGPIN 13

GO!

注文番号：S1769-10

DYNAFIT
TLT RADICAL ST2.0
注文番号：S1769-11

GO!

注文番号：S1769-08

￥64,000＋税
サイズ：25.5〜31.0㎝（0.5㎝）
これからバックカントリー
にチャレンジする方にお薦
めしたい、お手ごろな３バ
ックルブーツ！

DIAMIR
VIPEC
注文番号：S1769-12

GO!

￥62,000＋税
ブレーキサイズ：85、100、115、130㎜

￥85,000＋税
ブレーキサイズ：75〜100、100〜125 ㎜

￥64,000＋税
ブレーキサイズ：90、105、120、135㎜

￥66,000〜￥67,000＋税
ブレーキサイズ：80、90、100、115㎜

ブーツセッティングのしやすさ
は、テックビンディングのなか
では一番！ 前圧機能により安
定した滑走性能も実現

アルペンのヒールピースを採
用。よりアグレッシブなライデ
ィングをめざすスキーヤーにお
薦め！

従来のテックビンディングの
弱点であった、ブーツを保持
できる横方向の狭さを解消

テックビンディングとしては初
の、横方向と前方向のリリー
スを独立して行なえるモデル

￥76,000＋税
サイズ：174、181、188㎝
サイドカット：134-96-113/R18
（181㎝）

ELAN RIPSTICK 96

注文番号：S1768-07

軽量だが確実なエッジグリップが特
徴のモデル。
〈アンフィビオ〉と呼ば
れる左右非対称の構造により、内
脚が使いやすく、操作性も高い

GO!

￥103,000＋税
サイズ：163、173、183㎝
サイドカット：123-95-113/R19
（173㎝）

BLACKDIAMOND
68

HELIO 95

注文番号：S1768-08

GO!

クラス最軽量を誇る山スキー向けモ
デル。芯材に
〈バルサウッド〉
を使い、
カーボンを板状に加工した〈プリプ
レグカーボン〉で強化

MARKER
TYROLIA
TOUR F12 EPF
AAAMBITON 12
注文番号：S1769-13

注文番号：S1769-17

ATOMIC

WARDEN 13 MNC

GO!

￥52,000＋税
ブレーキサイズ：110 ㎜ GO!

￥42,000＋税
ブレーキサイズ：85、95、105、125㎜

￥35,000＋税
ブレーキサイズ：90、100、115、130㎜

GO!
GO!
￥33,000＋税
￥23,000＋税
ブレーキサイズ：90、110、120 ㎜ ブレーキサイズ：90、110 ㎜

注文番号：S1769-15

注文番号：S1769-16

軽量でありながらファットスキ
ーにも対応できる強度を兼ね
備えた、ツアービンディング

操作が簡単でストレスフリー。
ハード過ぎないビンディングを
探している方にお薦め！

ツーリングATブーツなど、さま
ざまな規格のブーツソールに
対応した、高い安全性を誇る
モデル

スイングウェイトが軽く確実な
ホールディング性能で定評の
あるフリーライドモデルが、ツ
アーソール対応可能に

軽量でスイングウェイトが
軽く、ライトオールマウンテ
ンモデルに最 適な注目ビ
ンディング

GO!

注文番号：S1769-14

MARKER SQUIRE
MARKER
11

GRIFFON 13 ID
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