佐々木明

others

FISワールドカップ男子回転、
2003年ウェンゲン大会２位、
2006年シュラドミング大会２
位、2006年志賀高原大会２
位。2014年ソチオリンピック
を含み、オリンピック出場４回

BCA
BLACK DIAMOND VOLTAIR
ARCʼTERYX
ABS
Float 32+CYLINDER
30
VARIO 32
サガー40ジェットフォース

注文番号：S1770-01

￥109,000＋税
サイズ：32ℓ

注文番号：S1770-02

GO!

圧縮空気を使い膨張させる
エアバックシステムを搭載。
バックレングス調整機能が
付き、女性でも使いやすい

ARVA

AXIO

注文番号：S1770-05

ARVA

NEO

GO!

注文番号：S1770-06

￥140,000＋税
サイズ：32ℓ

リチュウムポリマーリチャー
ジブルバッテリーを搭載し、
１回の充電で複数回使 用
可能
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火薬で早く確実に圧縮空
気を膨張させるエアバック
システムを採用。ユニット
になっており、他のABS対
応ザックに付け替え可能

GO!

注文番号：S1770-07

MAMMUT
ELEMENT Barryvox
注文番号：S1770-08

￥44,000＋税

￥42,000＋税

大きいアンテナで、
精度の高い解析が
可能な、トリプルア
ンテナビーコン

同時に複数の探索を
行なえ、捜索範囲も
クラス最大。プロモ
デルに迫るスペック
のお買い得モデル！

雪崩で複数人が埋没
してしまっても、高速
サーチで対 応 可 能。
軽量でコンパクトなボ
ディも何かと助かる

音の強弱やディスプ
レイの表示がわかり
やすい。明確な指示
や埋没者リストなど
の細かな機能も好評

K2
Rescue Shovel

GO!

GO!

GO!

注文番号：S1770-10

注文番号：S1770-09

￥8,500＋税

鍬モードに切りかえ
可能。雪を掻き出
すときにも便利だ

軽量でコンパクトに収
納可能な、人気ナンバ
ーワン・ショベル！

COLLTEX
Whizzz

GO!

カムロック＋セット

注文番号：S1770-13

BLACK
DIAMOND
ASCENSION NYLON STS
注文番号：S1770-14

￥20,500〜￥24,500＋税
サイズ：100、110、120、130、140㎜

￥19,000〜￥20,500＋税
サイズ：110、125、140㎜

粘着層がアクリルベースとなっ
ており、着脱がスムーズ。メイ
ンテナンスがしやすく、糊の張
替えも簡単

耐久性とグリップ性に優れたシ
ール。テール側がビキニカット
されており、グライド時の抵抗
を軽減する。ナイロン100％

GO!

ISG 石井スポーツグループ 店舗一覧
東京都千代田区神田神保町1-6-1 タキイビル1F
☎03-3295-6060
北海道札幌市西区宮の沢1条1丁目6-1 ☎011-676-8360

●山とスキーの専門店
神田本館
東京都千代田区神田小川町3-10 ☎03-3295-3215
新宿西口店
東京都新宿区西新宿1-16-7 ☎03-3346-0301
大宮店
埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-1-1 大宮アルシェB1F
☎048-641-5707
高崎前橋店
群馬県高崎市中尾町44-1 ☎027-361-4050
川越店
埼玉県川越市南通町14-4 ☎049-226-6751
横浜店
神奈川県横浜市中区日本大通7番地 日本大通7ビル1F
☎045-651-3681
甲府店
山梨県甲府市上阿原町481-1 ☎055-221-0141
宇都宮今泉店
栃木県宇都宮市中今泉3-9-23 ☎028-639-9650
松本店
長野県松本市中央2-3-17 ☎0263-36-3039
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本体のみ￥160,000＋税
バッテリー￥32,000＋税
バッテリーチャージャー
￥8,000＋税
セット￥200,000＋税
サイズ：30ℓ

BCA
Tracker3

GO!

GO!

注文番号：S1770-04

GO!

￥42,000＋税

￥6,000＋税

宮の沢店

エアバックシステム搭載し、
電動式ジェットファンにより
膨張。一度の充 電で３回
程度作動する

佐々木明特別ムービー配信中！
QRコードからアクセス！

￥54,000＋税

BCA
B-1 EXT

●スキー専門店
カンダコンペカン

GO!
￥180,000＋税
サイズ：38ℓ
（S/M）
、
40ℓ
（M/L）

注文番号：S1770-03

BCA Stealth 270
GO!

￥7,500＋税

注文番号：S1770-11

シャフトを引くだけで素早い組立が
可能な、操作性に優れたプローブ

K2 CARBON PROBE 300
注文番号：S1770-12

￥10,000＋税

カーボン素材を使用し、軽量。
携帯時の負担を軽減

GO!

G3 ALPINIST CLIMBING SKIN
注文番号：S1770-16

POMOCA
CLIMB PRO S-GLIDE
GO!

注文番号：S1770-15

￥24,000〜￥26,500＋税
サイズ：100、120、140㎜
グリップとグライド、その両方
の性能が高いモデル。モヘア
70％、ナイロン30％

長野店
新潟店
長岡店
札幌店
仙台泉店

￥18,500〜￥20,500＋税
サイズ：85、100、115、130、145㎜

GO!

さまざまな形状のスキーにフィットさせやすい、トップ
＆テールコネクターを採用

G3 SCALA SKINS
注文番号：S1770-17

──Kids Helping Kids

GO!

￥25,000〜￥26,500＋税
サイズ：153〜169
（S）
、168〜184
（M）
、183〜199㎝
（L）
トップ部分から20㎝ほどが〈TPUハイブリッドコネク
ター〉となり、ラッセル時の走破性が格段にアップ！

長野県長野市末広町1356 Nacs末広2F ☎026-229-7739
新潟県新潟市堀之内南1-16-52 ☎025-241-5134
新潟県長岡市古正寺町110 ☎0258-89-6901
北海道札幌市中央区北11条西15-29-3 ☎011-726-2288
宮城県仙台市泉区市名坂字中道100-1 ヨークタウン市名坂内
☎022-725-2567
秋田店
秋田県秋田市御所野元町1-1-15 フレスポ御所野1Ｆ
☎018-892-7291
岩手県盛岡市大通2-8-14 MOSSビル2F ☎019-626-2122
盛岡店
松坂屋静岡店
静岡県静岡市葵区御幸町10-2 松坂屋静岡店 北館5F
☎054-652-3132
広島店
広島県広島市中区基町6-78 基町クレド・パセーラ4F
☎082-962-9707
IBSダイエー神戸三宮駅前店＋ibs club
兵庫県神戸市中央区雲井通6-1-15 ダイエー三宮駅前店6F
☎078-262-5301

Message from Akira SASAKI
雪で人生が豊かになって
いますか？ ワールドカッ
プ、ジュニアレース、マスターズ、技術選、
フリーライド、バックカントリー、ファミリース
キー……。雪は僕の人生を色鮮やかにしてく
れています。
僕が、今もっとも力を入れていることが「雪
育」です。
雪はなぜ白い？
産まれた雪が、地上に り着くまでどれくらい
の時間がかかる？
今まで気にかけなかったけど答えを知れば
おもしろいことを、笑って学べる雪の授業で
す。北海道を中心に幼児、小中学生から企
業まで、いたるところで行なってきました。雪
育授業を行なう同志を募り、全国、さらには
世界へと広めていきたいと思っています。

僕のスキーのジャンルは、
しいて言うならスーパーが
付くファンスキーヤー。プロと自分で名乗るに
はまだ何もなし得ていないので、口が裂けて
も言えないですが、スキーを愛し世界中をスキ
ーとともに旅しています。世界の人々に触れ、
世界のリゾートを楽しみ、世界の大自然にも
まれ、世界の文化や食や空気を感じる。そう
することで、日本のスキー文化のすばらしさを
再認識し、それを海外の仲間たちに伝えてい
ます。これこそ、スキーが僕にもたらす豊かな
人生そのもの。有限な命の時間のなかで得ら
れる感性や充実感。生きるってすばらしい！
そんななか、僕にはひとつの小さな目標があ

ります。壁のような斜面を滑り、
ときには飛び、
クールに速く滑る、ビッグマウンテンというジ
ャンル。ここで自分を表現し、映像にしたい。
日本には数々の尊敬するスキーヤーがいます
が、世界にもたくさんの誇れるスキーヤーがい
ます。僕はそんな彼らと一緒に滑ることが、
今
は何よりも楽しく刺激的で、僕自身のスキース
キルの向上と幸福が感じられる瞬間です。
もちろんアルペンスキーも
楽しくやっているので、近
い将来にはレースにも出るでしょう。今後も
いろんなスキーで遊ぶ僕に、疑う余地なし！
スキーの滑り方には無数のアプローチがあ
り、人の評価も関係なく、楽しんだものが正
しいのだと思います。多くの仲間たち、先輩、
文化、経験からインプットされたことを、僕を
通じて「楽しそうだ！ 幸せそうだね！」と思っ
てもらいたいのです。
「その世界を見てみたい」
と思えるようなアウトプットをしていきます。だ
から、皆さんの経験を僕にもシェアさせてくだ
さい。最高のスキーライフを共有しましょう！
Give Thanks！

http://www.kidsearthfund.jp/ja/

「K ids H elping K ids 〜 子どもたちの 絵
で地球を塗り替えよう」をスローガンに、
1988年に創立以来、子供地球基金は、
病気や戦争、災害などで心に傷を負った
世界中の子どもたちへ画材や絵本、医療
品の寄付などを続けています。また、こう
した子どもたちに、物やお金だけでなく、
ぬくもりや希望を届けたいと思っています。
心の傷ついた子どもたちに、精神的なよ
りどころとなる空間を提供したいという思
いから、世界11箇所に戦争孤児やストリ
ートチルドレンなどのための施設「キッズ・
アース・ホーム」を設置しています。とくに
力を注いでいるのが、アートを用いた心の
ケア。画材を提供し、子どもたちが心の
奥の思いを表現する、心のケアを目的と
したアートワークショップを、海外ではク
ロアチア、ベトナム、カンボジアをはじめ
９.１１テロ後のニューヨーク、アフガニスタ
ン、インド洋大津波の被災地、国内では
小児病棟や児童養護施設などで行なって
います。
また、世界中から寄せられる子どもたち
の描く絵は、各国で高い評価を受け、フ
ランス・ポンピドーセンターやロシア・プー
シキンミュージアムなどで絵画展を開催。
その絵をデザインに活用した企業カレンダ
ーやカード、絵本などの商品が販売され、
収益金を世界中の子どもたちに還元して
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●バックカントリー専門店
b.c.map札幌
北海道札幌市中央区北11条西15-29-3 ☎011-726-2288
b.c.map神田
東京都千代田区神田小川町3-10 ☎03-3259-0082
THE NORTH FACE b.c.map club神田
東京都千代田区神田小川町3-6 ☎03-3259-0080
b.c.map新潟
新潟県新潟市堀之内南1-16-52 ☎025-241-5134
b.c.map仙台
宮城県仙台市泉区市名坂字中道100-1 ヨークタウン市名坂内
☎022-725-2567
b.c.map神戸
兵庫県神戸市中央区雲井通6-1-15 ダイエー三宮駅前店6F
☎078-262-5301
●登山専門店
登山本店

ISG石井スポーツグループは
「子供地球基金」の活動に
賛同しています

東京都千代田区神田神保町1-6-1 タキイビル2F
☎03-3295-0622
石井山専 新宿東口ビックロ店
東京都新宿区新宿3-29-1 ビックロ新宿東口店8F
☎03-5312-9550

原宿店＋ici club
吉祥寺店＋ici club

IBS福岡店＋ibs club

東京都渋谷区神宮前1-14-29 ☎03-6439-1511
東京都武蔵野市吉祥寺本町1-11-5 コピス吉祥寺B館4F
☎0422-23-7740
東京都立川市曙町2-42-1 パークアベニュー1F ☎042-540-4801
群馬県太田市内ヶ島町927-10 ☎0276-30-6070
埼玉県越谷市レイクタウン3-1-1 イオンレイクタウンMORI 2F
☎048-990-3316
東京都千代田区丸の内1-9-1 大丸東京店11F ☎03-5220-3580
宮城県仙台市青葉区中央1-9-33 さくら野百貨店5F
☎022-796-8871
大阪府大阪市北区梅田1-2 大阪駅前第2ビル1F ☎06-6344-5225
愛知県名古屋市中区錦3-16-27 栄パークサイドプレイス2F
☎052-973-2780
福岡県福岡市中央区天神2-4-25 ☎092-737-9136

●ici club
ici club神田

東京都千代田区神田小川町3-6 ☎03-3259-0081

立川店
太田店
越谷レイクタウン店
大丸東京店＋ici club
仙台さくら野店＋ici club
IBS大阪本店＋ibs club
IBS名古屋店＋ibs club
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