


K2は、ワシントン州で1962年に設立されたアメリカンオリジナルのスキーとスノーボードブランドで

す。ショップからスタートして、ガレージ、納屋、島へと。それはアイデアから始まりました。それは

信念から始まりました。それは狂気と間違いから始まりました。ガレージブランドからガレージブラン

ドまで、グローバルに行ってきました。今、そして常に、K2は革新、職人技、そしてコミットメントで

繁栄し続けています。





ステップイン・システム開発のパイオニア

簡単に着脱が可能な、実証済みのインターフェイス

自然な横方向のフレックス ＆ 優れたレスポンス

インナーブーツの熱成形が可能で、抜群のフィット感



利便性と快適性を犠牲にすることを拒むシビアなスノーボーダ

ー向け。まったく新しいK2 Clicker™ X HBは、つま先とかか

とに安全なメタルマウントポイントを装備しています。エッジ

からエッジへの素早いレスポンスと、なじんだフレックスと感

覚を得られる自然な横方向の動きをサポートします。ツール不

要のフォワードリーン調整により、その場でスタンスを調整可

能。シャーシは3度傾いたカント角により、自然なライディング

ポジションを維持できます。

アグレッシブに攻めたいスノーボーダーの為に設計されたK2 

Thraxis-Clicker™XHBブーツは、ラインナップの中で最もレ

スポンスが高く、カスタマイズ可能なブーツです。熱成形可能

で、さらに温かく保つIntuition®SpaceHeater™ライナー、

耐久性の高い強化ラバーアッパー、正確なフィット感を提供す

る3つのBOA®調整機能など、最高級のファンクションを備え

たThraxisは、ゲートの内外どこでも、その威力を発揮します。

¥44,000(税込)

¥66,000(税込)



スノーボード業界で最も実証されているK2のステップインバインディン

グと、スノーボード業界でナンバーワンのブーツがついにマッチアップ！

The Maysis Clicker™ X HBはつま先とヒールに安全性を求め、実用的

なバインディングを探すライダーのために設計されました。他にもヒール

リテンションのBoa®-Conda™や熱形成対応のインチューション®コント

ロールフォーム3Dライナーなどを搭載。パーツの快適性、パフォーマン

ス、実用性に匹敵する性能を提供します。

細部までフィット感にこだわったステップインブーツBounda r y 

Clicker™ X HBは、フィット調整機能のH4/M3ゾーナルBoa®フィッ

トシステムを採用。頑丈な3ポイントハーネスのサポートとヒールホー

ルド、そして快適なフィット感を提供するインチューション®コントロ

ールフォーム3Dライナーを搭載しています。

¥58,300(税込)

¥53,900(税込)



完璧なスノーボードブーツを作るのに必要なものは何ですか?

暖かさでしょうか、快適さでしょうか。フィット感？性能？ス

タイル？答えは簡単で、これらの全てです。K2キンズリークリ

ッカー™X HBは乗り手に安全なつま先とヒールのコネクション

を与え、快適な熱成形可能なインチューション®コントロール

フォームライナーを持ち、業界初のH4 / M3ゾーナルBOA®フ

ィットシステムを備えており、完璧なフィット感まで締めるこ

とができます。

欲しいものを知っている女性向け。快適さ、パフォーマンス、

そして利便性。まったく新しいClicker™ X HBは、つま先とか

かとへ安全なメタルマウントポイントを装備し、エッジからエ

ッジへの迅速なレスポンスをサポートします。つま先とかかと

の接続ポイントにより、慣れ親しんだフレックスと感覚が可能

になり、箱から出したばかりでも快適な横方向の動きをライダ

ーに提供します。女性専用のグラスファイバー製ハイバックが

女性に必要なサポートを適切に提供し、内側に3度傾いたシャー

シが自然なライディングポジションをサポートします。

¥44,000(税込)

¥53,900(税込)



ライダーから得た情報を元にチームのお気に入りプロダクトのMANIFEST

をアップグレードしました。ライダーが日々のライディングで信頼できるよ

うなシェイプ、構造、そしてキャンバープロファイルを参考にし、驚異的な

速さを可能とする5500カーボンインフューズドレースベースを搭載。破損

に関する5年間の保証が付いたバンブーヤ™プロコアを内蔵し、エッジ間の

レスポンスをさらに高めています。

¥93,500(税込) ¥90,200(税込)

圧倒的な駆動力、Alchemistはチームの協力を得て、日々の酷使に耐えら

れる頑丈な構造を持たせるため、繰り返しのテストと調整によって開発さ

れました。機敏で操作のしやすいテーパードシェイプ。スペクトラルブレ

イドなど最上級の素材で構成され、バンブーヤ™プロコアwithスペースグ

ラス™、カーボンパワーフォークス、カーボンインフューズド5500シンタ

ードベースを内蔵。フリーライドコレクションの頂点に立つモデルです。



ディレクショナルツインのManifestは、グルーマーや深雪、パークでも優

れた滑走性を提供してくれます。フレックス、幅、サイドカットの完璧なブ

レンドにより、どんな地形やコンディションでも安定したパフォーマンスを

発揮します。カーボンダークウェブ™、バンブーヤ™コア、ノーズからテイ

ルまでラミネートされたカーボングラス™、シンタード4000ベースなど贅

沢なテクノロジーを満載したフリーライドモデルです。

新雪から圧雪まで抜群の走破性。新たにK2フリーライドコレクションへ加

わったExcavatorは、テーパードシェイプと太めのウエスト幅、複合サイド

カーブの組合せによる機敏で力強い操作感が魅力のディレクショナルモデル

です。バンブーヤ™プロコア、カーボンパワーフォークス、カーボン入り

5500シンタードレースベース等と優れた素材で構成され安定感も抜群。自

信を持ってスピードのある深いターンに挑む事が出来ます。

¥86,900(税込)¥86,900(税込)



¥75,900(税込) ¥79,200(税込)

最高のターンを追求するあなたの大親友。Instrumentはミッドフレック

スのディレクショナルボードでパウダーでの浮力やバンピーなスノーコン

ディション、そしてグルーマーにも対応できるようにセンター幅が少々広

めになっています。バンブーヤ™コア、カーボントルクフォークス™、そ

して耐久性のあるシンタード4000ベースを搭載したK2のフリーライドコ

レクションのキープレイヤーです。

毎日、そしてどこでもライディングできるようにデザインされたParty 

Platterは、やや太めの形状によりつま先とかかとの引っかかりが軽減さ

れ、グルーミングされた場所でのライディングに優れ、さらにディープパ

ウダーの中でも浮力を感じられます。オーリーバーを採用することでサイ

ドヒットやフリースタイルライディングのポップ感とアグレッシブさを追

加しました。全地形で遊んで楽しいボードです。



¥71,500(税込) ¥63,800(税込)

エッジ、ロッカー形状、そしてシェイプのデザイン、全て計算され尽くさ

れたこのクラシックなキャンバーボードは耐久性に優れたパフォーマンス

を発揮します。BAPコア、ICG™カーボン、ラミネートされたグラスファ

イバー、そして優れた滑走性能を持ったシンタード4000ベースが搭載さ

れ、あらゆる地形に馴染み、信頼の出来るボードに設計されています。

Raygun POPは、あらゆる地形での安定性を確保するためにディレクショ

ナルコンビネーションキャンバー形状を採用。テールからノーズまで張り

巡らされている10本のカーボンファイバーストリンガーは正確なフレック

スとレスポンスを可能とし、アスペンコアは重量、反発性、そして耐久性

能の完璧なバランスが実現しています。



¥63,800(税込) ¥55,000(税込)

Raygunには値札の価格からは想像できないほどのプレミアムなテクノロ

ジーが満載。インサート間のフラット形状はターンとエッジトゥエッジの

質の良さを可能とします。Raygunには軽量なアスペンコアを内蔵し、テ

ールからノーズまで張り巡らされている10本のカーボンファイバーストリ

ンガーは正確なフレックスとレスポンスを提供します。

K2のスタンダードは、スノーボードを始めたばかりの人や、初めて自分の

ボードを持つ人に適したパフォーマンスと耐久性が備わっています。キャ

ッチフリー™チューンはターンをつなげたり、ゆるやかな斜面を滑るのに

最適な設計がされています。



¥75,900(税込) ¥73,700(税込)

ストリートを攻めまくるライダー、ジェイク・クジックの高い基準に合わ

せてMediumは開発されました。反発力を持たせるため、キャンバープロ

ファイルとオーリーバー™を備えており、素早いエッジトゥエッジを可能

とするカーボンダークウェブ™、2種類のグラスファイバーがパワー伝達

とレスポンスの質を向上、そして、強靭な耐久性を持つシンタード4000

ベースを採用しています。

ミッドワイド形状のBottle-Rocketは、ストリートやパーク、リゾートな

ど様々な楽しみ方ができるボードです。20本のカーボンストリンガーが板

に張り巡らされ、バインディングの間にあるオーリーバー™は反発力とプ

レイフルなフレックスを与えてくれます。そしてカーボントルクフォーク

スはエッジへの性格なパワー伝達を可能とします。



¥68,200(税込) ¥62,700(税込)

パークやストリートに適したAfterblackはチームのお気に入り。カーボン

ダークウェブとトライアックスグラスファイバーを搭載し、素早いレスポ

ンスと反発力。コンビネーションキャンバーは少しロッカーを加えること

で扱いやすく均一な反発性を可能としました。シンタード4000ベースは

スムーズな滑走性と耐久性に優れています。最も高い汎用性を持ったツイ

ンボードです。

新しいK2のWORLD-PEACEはチームにより時間をかけてテストされ、耐

久性、反発性、そして扱いやすさにフォーカスした真のフリースタイルボ

ード。軽量なアスペンコア、シンタード4000ベースを装備してスムーズ

な滑走性を実現。ノーズとテールに少しだけロッカー形状を残したツイン

コンビネーションキャンバー形状はレールやジブなどパークやストリート

でのパフォーマンスに適した完璧な調和を実現しています。



¥58,300(税込)

新登場したGEOMETRICは、K2で最も知られたWWWのシェイプ。ノー

ズとテールに少しだけロッカー形状を残したコンビネーションキャンバー

形状と、少し柔らかく設定したフレックスによりプレスやバタートリック

に適しています。耐久性があるアスペンコアを内蔵し、反発が良く、スイ

ングウエイトも軽いのでグラトリの上達に最適です。扱いやすいフリース

タイルボードです。



¥75,900(税込) ¥73,700(税込)

Outlineはフリースタイルとフリーライドの絶妙なバランスが取れたディ

レクショナルキャンバー形状、ツインサイドカット、ミディアムフレック

スのボードです。女性に適したプレミアムなテクノロジーを備え、リズム

コアとハニカム足元に搭載することによって軽量化を実現、さらにカーボ

ントルクフォークをテールからノーズまで採用することによって、レスポ

ンスの向上とバタつきを軽減させることを可能にしています。

サイドカントリーやツリーランなど夢見る全ての女性のためのテーパード

されたディレクショナルキャンバー形状。女性のライディング特性を考え

て設計されたリズムコア、そしてレスポンス性の向上とバタつきの抑制に

適したICG-10カーボングラス、カーボントルクフォークを採用。さらに

シンタードベース4000はフリーライドでのあらゆるコンディションに対

応できる耐久性を備えています。



¥71,500(税込) ¥63,800(税込)

Cold-Shoulderは扱いやすいフレックスを持つ高性能なオールマウンテン

クルーザーです。テールからノーズまでICGストリンガーを採用し、スム

ーズな滑走性を与えるシンタードベース4000、コンビネーションキャン

バー形状を採用し、どのような状況でも立ち向かえるように設計されまし

た。聞いているだけで仕事を辞めてお気に入りのリゾートに移り住みたく

なりませんか？私たちも同様です。

頼りがいがあり、軽快で、そして扱いやすい。この3ワードがこのDream-

sicleを物語っています。ウィメンズボード専用に開発されたリズムコア、

レスポンスの向上とばたつきの軽減を可能とするICG10カーボンがラミネ

ートされたグラスファイバー、そしてディレクショナルロッカープロファ

イルがエッジトゥエッジの切り替えを簡単にし、ディープな状況下でもス

トレスなくライディングをすることができます。



¥55,000(税込)

FIRST-LITEは、スノーボード初心者向けに自信が付くように設計されて

います。キャッチフリーチューンされたツインロッカー形状により、ター

ン時の引っかかりが無く上達が早まります。軽量なアスペンコアと安定し

たグラスファイバー構造が足に取り付けた瞬間、快適なフィーリングを実

現しています。



¥66,000(税込) ¥62,700(税込)

パークやストリートに適したSpellcasterはAfterblackの女性版モデル。

女性専用に開発されたリズムコアを内蔵し扱いやすいツインボードです。

カーボンダークウェブとトライアックスグラスファイバーを搭載し、素早

いレスポンスと反発力。コンビネーションキャンバーは少しロッカーを加

えることで扱いやすく均一な反発性を可能としました。最も高い汎用性を

持った女性用モデルです。

次世代のスノーボードを意識し、操作性、重量、そして耐久性にフォーカ

スし、フレックスと扱いやすさを改良しました。女性専用に開発されたリ

ズムコアと、ノーズとテールに少しだけロッカー形状を残したツインコン

ビネーションキャンバー形状によりプレスやバタートリックなどのフリー

スタイル・パフォーマンスに適しています。



¥93,500(税込)¥90,200(税込)

チームライダー天海洋と協力して設計されたCool-Beanのアップグレード

バージョン。K2で初めて3Dベース形状を採用。ノーズ側に8mm設定さ

れ、ターンの導入が良くパウダーでの浮遊力やスピードを向上させます。

耐久性に優れたSintered-4000ベース、バンブーヤーコア、ICG10、真

っすぐに走るカーボンストリンガーが反発力の良い滑走性を発揮します。

パウダー、地形遊び、コーデュロイでのクルージングと、かつてない新し

い感覚を与えてくれます。

ゴールはいたってシンプル。地形と降雪のメッカであるニセコでライディ

ングするための最良のツールをチームライダー天海洋と協力して設計をし

ました。Simple-Pleasureのシェイプをベースにメローな地形に適したソ

フトなフレックスとトーションを採用し、アップデートされたキャンバー

プロファイルはターンの開始とパウダーでのグライディングを手助けしま

す。滑らかに磨かれたサイドウォールとカーボンが配置されたベースはス

ムーズでサーフィーなライディングを実現します。



¥176,000(税込) ¥154,000(税込)

新しいK2のFreeloaderはテールからノーズまで張り巡らされたICG-20

カーボンと軽量なパウロニア・ツアーライトコアを内蔵。軽量でツアー時

の負担を軽減します。ワックスの保持が良く耐久性に優れたCarbon-Sin-

tered-5500ベース。ゆるやかなロッカーを混合したディレクショナル・

キャンバープロファイル形状で、バックカントリーに足を運ぶスノーボー

ダー向けのハイエンドモデルです。カラコラムクリップを搭載。

スプリットボーディングは実にユニークで日常のスノーボーダーにとって

は全く異なる経験、そして環境を提供してくれます。K2のMarauderはテ

ールからノーズまで張り巡らされたカーボンとBAPコア、ゆるやかなロッ

カーを混合したディレクショナル・キャンバープロファイルを搭載し、バ

ックカントリーに足を運ぶスノーボーダーに特化することを目的に設計さ

れています。



¥60,500(税込)

¥176,000(税込)

Split Beanは、最高にファンで切れの良い軽快なターンを提供してくれる

スプリットボードです。バインディングの間はフラット形状で、深い雪に

ノーズが突っ込むことがないように浮力を考慮されたノーズロッカーを採

用。このK2のSplit-Beanはまさにスプリットボードカルトクラシックと

いえるでしょう。

バックカントリーの耐久性、誰よりも速い着脱、そして一日快適に過ごせ

るように考え、FAR-OUTは超軽量のアルミニウム製のシャーシ、ピンレ

ススピードレールマウンテンシステム、ツールレスフォーワードリーンア

ジャストメントwithツーリングモードを採用し、ゲートの外に出る際に可

能な限り楽になるように追求しました。



バックパックにすっきりと収まるスプリットボードポール。スウ

ィフトスティックは4分割に折り畳むことが可能で、収納時の長

さは約33cm。業界最小の収納サイズです。先端にキャップを取

り付けることで、冬のスポットチェックのための夏山ハイクにも

対応します。

K2のバックサイド用スキンは、Z-Clipシステムの革新的でミニ

マルなデザインが特徴。ソール面との強力なホールドを確保し、

しかも軽量。着脱が素早く行えて煩わしさがありません。

¥27,500(税込)

¥16,500(税込)



身体を傾けてハードカービングをしているとき、フワフワの深いところに

いるとき、K2のLIEN-ATならストレスなく対応してくれます。アグレッ

シブで全地形を制覇したいというライダーのために設計されたこのLIEN 

ATはATオプティハイバック、ツールレスアジャストメント、チューナブ

ルトライポッドシャーシwithロックアウトブロックを採用し、最高レベル

のボード感触と安定性、パワー伝達を提供します。

どこへでも行けて、なんでも出来る。K2のFORMULAはいかなる状況で

も耐えられるように設計された何でも屋のようなバインディングです。K2

チーム歴の長いライダーたちのお気に入りであるFORMULAは防弾のよう

に頑丈で軽量なプロフュージョンシャーシを採用しています。快適性に優

れた3度角のカントフットベッドと100%ツールレスアジャストメントは

オン・ヒル パフォーマンスに優れたメンテナンス仕様になっています。

¥44,000(税込) ¥39,600(税込)



万能なK2のINDYはコストパフォーマンスにも優れているので、あなたの

銀行口座をクラッシュさせる心配はありません。汎用性の高いINDYはラ

イディングを次なるレベルへと引き上げる要素が揃っています。贅沢なテ

クノロジーが盛り沢山のこのバインディングには頑丈なプロフュージョン

シャーシや、軽量なATナイロンハイバック、そして100%ツールレスア

ジャストメントなど、メンテナンスに優れた究極のツールです。

¥36,300(税込) ¥33,000(税込)

フリースタイルとサーフスタイルをブレンドしたK2のラインアップは、

トゥイーク、プレス、そしてスラッシュのスキルを次なるレベルへと引

き上げてくれます。ツールレスで調整可能で、しなやかなフレックスを

実現する、トライポッドシャーシとウレタン製のオプティトゥイークバ

ック・ハイバックを採用しており、パウダーや荒れた雪面でも思いのま

まです。



楽しさと機能性を醸し出すバインディング、K2のSONICはスキルを磨き

たいというライダーに最適なツールです。超軽量で丈夫なプロフュージョ

ンシャーシと柔らかいP.I.-アンクルストラップ、100%ツールレスアジャ

ストメントが搭載されているSONICはオン・ヒルプログレッションの究極

のツールになるように設計されています。

安定性、耐久性、快適性の3拍子が揃うK2のHUEはアグレッシブな女性

のための究極のハイパフォーマンスバインディングです。チューナブルト

ライポッドシャーシと、革新的なロックアウトブロックが更なる安定性を

向上してくれます。

¥30,800(税込) ¥44,000(税込)



軽量で快適、そして頑丈なK2のMERIDIANはチームお気に入りの最も信

頼性の高い、ハイクォリティーな機能満載なバインディングです。チュー

ナブルトライポッドシャーシはパワー伝達を犠牲にすることなく正確なボ

ードフレックスを提供します。K2のMERIDIANはあなたが求めるもの全

て受け入れる準備はいつだってできています。

オールマウンテンアドベンチャーに最適な高機能パフォーマーであるK2の

BEDFORDは1日中快適に過ごせるような機能が満載のミッドフレックス

バインディングです。丈夫なAラインシャーシと3度角のカントフットベッ

ド、そして快適性に優れたキャディーアンクルストラップの搭載により、

BEDFORDはいかなるコンディションでも対応してくれるバインディング

です。

¥36,300(税込) ¥33,000(税込)



スキルの向上を目的に設計されたこのK2のCassetteは、全てのライダー

達に絶妙にブレンドされたコントロール性と快適性を提供してくれます。

丈夫なAラインシャーシと100%ツールレスアジャストメント、そして繰

り返しテストされたトゥイークバック™ハイバックを搭載。K2の

CASSETTEは贅沢な機能の満載の山のあらゆるコンディションを攻略し

てくれるバインディングです。

¥30,800(税込)



最もレスポンス性の高い扱いやすいバインディングK2のCinch-TSは、全

てのスノーボーダー達が山で求めるニーズにいつだって応える準備はでき

ています。オールマウンテンの汎用性にフォーカスして設計されたこの

Cinch-TSは、ボードの柔軟性とレスポンス性を向上させるためにパテン

ト取得済みのトライポッドシャーシを組み込まれているため、誰よりも早

く斜面へドロップし、誰よりも先に下ることができます。

¥44,000(税込)



K2のCinch-TCは度重なるテストによって実証された贅沢な機能満載で扱

いやすいミッドフレックスバインディングです。快適性と使いやすさにフ

ォーカスしたこのCinch-TCはツールレスアジャストメントや安定したカ

ントフッドベッドを搭載。防弾のように強靭なGFプロフュージョンシャー

シは機能と耐久性の頂点ともいえます。

K2のCINCH-TRYSTに足を入れて、そのラグジュアリーなハイクォリテ

ィーライディングを体験してみてください。パテント取得済みのCinchテ

クノロジーとカスタマイズ可能なトライポッドシャーシの究極のコンボに

より、自然なフレックスと可動性を向上させています。TRYSTは利便性

と、快適性、そして使いやすさに特化した最強のツールです。

¥38,500(税込)

¥44,000(税込)





ステレオタイプを全て打ち破ります。プレミアムな素材に加えて、細部の

フィット感にこだわってビブラム・ロールソールやリムーバブル3ポイン

トハーネスを搭載。TARO-TAMAI-SNOWSURFERは、サーフィーでプ

レイフルなバイブスに洗練されたプレミアムパッケージです。

レスポンス性が高く、頑丈でありながらK2の最もプレミアムな機能が満載

な野心に満ちたテクニカルブーツASPECT。保温性の高いインチューショ

ン®スペースヒーター™、BOA®コンダ™システム、そしてクランポン対

応のビブラム®マウンテニア・アウトソールなどを搭載。K2のASPECT

はどんなに厳しいミッションでも対応してくれます。

¥75,900(税込) ¥66,000(税込)



最もアグレッシブな日のために設計されたK2のTHEAXISはレスポンス性

が高く、細かい調整が可能な高性能ブーツです。保温性の高いインチュー

ション®スペースヒーター™、ラバーレインフォースド・フレックスゾー

ンアッパー、そして3つのBOA®システムの駆動により、正確なフィット

感を提供します。THRAXISはゲートの外だけではなくいたるところで力

を発揮してくれる優れものです。

HOLGATEは過酷な環境下でもプッシュできるような強靭さを持つハード

フレックスブーツです。ラバーレインフォースドアッパーとアーティキュ

レイティングカフ、保温性の高いインチューション®スペースヒーター™

にBOA®コンダシステムなどの機能を搭載することによって、プレミアム

な快適性とポディショニングを提供します。

¥63,800(税込) ¥58,300(税込)



K2のENDERはロングライディングにも対応することができる耐久性を求

めるライダーのためのオールマウンテンフリースタイルブーツです。ビブ

ラム®V4アウトソールwithハーシュメロウ™、そしてインチューション®

プロフォーム3DライナーとBOA®モビリティコンダ™を採用し、比類の

ないフィット感とヒールのホールド力を提供します。ENDERあれば怖い

モノなし。

新しいソール、新しいライナー。K2のORTONは、より剛性の高いフレッ

クスとデュアルゾーンBOA®フィットシステムを備え、完璧なフィット感

を実現します。Endo™構造、Harshmel low™を装備し、新開発の

Vibram®V5アウトソール、熱成形可能なIntuition®ProFoamライナー

を備えたこのブーツは、朝イチのコーデュロイに深くターンを刻み、深い

パウダーを食い尽くす、山をハードに攻めるライダーにお薦めしたいブー

ツです。

¥57,200(税込) ¥52,800(税込)



世界一売れ行きの良いブーツMAYSISがマイナーチェンジされました。全

く新しい外観に新しくプレミアムなラバーアウトソールを備えました。イ

ンナーには熱成型可能なインチューションコントロールフォームライナー

とBOA®コンダを採用することで、信じられないほど快適なフィット感を

実現しました。

K2のBOUNDARYはあなたのスキルを次なるレベルへと引き上げてくれ

ます。信頼できる機能を備えたこのミッドフレックスブーツは、快適なイ

ンチューションコントロールフォーム3Dライナーとサポートとヒールのホ

ールド力を向上させるための3ポイントハーネス。そしてH4/M3ゾーナル

BOA®レーシングで細部までフィット感を調整することが可能です。

BOUNDARYにはシーズンを通してあなたの探求心に応えてくれる機能が

完備されています。

¥53,900(税込)

¥46,200(税込)

6

Black: 6-15 (1/2 Sizes 6, 7, 8, 9, 10, 11)



K2のLEWISTONは異なる素材をブレンドさせた驚くほど軽量で、レスポ

ンス性の高いミッドフレックスブーツです。パフォーマンスに適したラバ

ーと軽量化を可能としたファイロンなどを備えています。さらにK2最新の

シルエットを採用し、横方向の最大可動域を向上させるためにRollSoleア

ウトソールを搭載しています。

10年以上ものあいだK2のフリースタイルブーツの定番として活躍し続け

ているDARKOは、パークでのパフォーマンスを１日中、持続できるよう

快適性にこだわったクラシックなスタイルのブーツです。アーティキュレ

イティングカフ、インチューションコントロールフォーム3Dライナー、そ

してK2の名高いRollSoleアウトソールを搭載することによって、さらな

る機動性を向上させることによって、パークでの究極の武器として活躍し

てくれます。

¥42,900(税込) ¥47,300(税込)



RAIDERには年々、進歩するスノーボーダーたちにマッチする全てのコン

ポーネントが備わっています。信頼性の高いインチューションコントロー

ルフォーム3Dライナーとファストインライナーレーシング、そして扱いや

すいBOA®H4コイラーフィットシステムなど、RAIDERは快適性、楽し

さ、そして進歩のために設計されたブーツです。

K2のブーツコレクションのモデルROSKOはお買い求め安く、かつプレミ

アムなパフォーマンスを提供できるように設計されています。熱成型可能

なインチューションコンフォートライナーが絶妙なフィット感を与え、H4 

BOA®コイラーフィットシステムなど扱いやすい機能が満載です。軽量な

PhyLight™アウトソールが足元のバタつきを吸収し、足にフレッシュなフ

ィーリングを提供してくれます。

¥39,600(税込) ¥37,400(税込)



フリースタイルスノーボードにインスパイアされたROSKO-LACEはコス

トパフォーマンスが良い上に熱成型可能なインチューションコンフォート

ライナーが搭載されており、絶妙なフィット感を提供してくれます。アー

ティキュレイティングカフはアプローチでのシェルの歪みを軽減、軽量の

PhyLight™アウトソールはバタつきを吸収してくれるため、１日中履いて

いてもストレスのないフィーリングを提供してくれます。

K2のMarketは１日中快適に地形遊びができるように設計されました。コ

ストパフォーマンスも良く、ダイカットEVAフットベッドや、実証済みの

温かさを保つコンフォートフォームEVAライナー、扱いやすいBOA®フィ

ットシステムが搭載されています。

¥34,100(税込) ¥33,000(税込)



ウィメンズのTTスノーサーファーブーツは、サーフィーなバイブスを追求

したプレミアムパッケージ。最大限の可動域を実現する頑丈なVibram® 

RollSole™と、温かさを維持してくれる熱成型可能なIntuition®Space-

Heater™ライナー。究極のフィット感を実現する取り外し可能な3ポイン

トハーネスなど。TTスノーサーファーはカービングレベルを次なるレベル

へと引き上げてくれる機能が満載のソフトテクニカルブーツです。

新たに登場したFORMATは、女性専用のラストとBOA®フィットシステ

ムを備え、女性の足をしっかりと固定します。フリーライディングに最適

で、朝イチのコーデュロイに深くターンを刻み、パウダーを踏み尽くし、

山全体を楽しむ事ができます。このブーツには、En d o™構造、

Ha r s hme l l ow™が内蔵され、最もサポート力の高いライナー、

BOA®TX3レーシングシステム、Vibram®ラバーを使用したまったく新

しいアウトソールを備えています。

¥74,800(税込) ¥57,200(税込)



ラグジュアリーとテクノロジーのブレンド。K2のESTATEは比類のない

フィット感を持つミッドフレックスブーツです。Boa®Mobility Conda™

を 採用することで最大限のヒール保持力を実現しています。

Intuition®SpaceHeater™ライナーは足を温かい状態を保ち、さらに

Harshmellow™を備えたVibram®RollSole™によりライダーの機動性を

向上させ振動を吸収してくれます。ESTATEは親しみやすいパッケージに

最高級のコンポーネントを提供します。

CONTOURはウィメンズラインで一番サポート力に適したブーツです。な

ぜCONTOURがK2アライアンスチームに好まれるか。それはIntuition® 

Control-Foam-3Dライナーが最上級の快適性を提供し、Boa®Mobility 

Conda™が正確なフィット精度を実現。そして新しいラバーアウトソール

を備えているため、急斜面やディープなコンディションでも対応してくれ

る優れた性能を持つブーツだからです。

¥55,000(税込) ¥53,900(税込)



K2のKINSLEYは細部にまでこだわったテクノロジ―を備え、H4/M3 

ZonalBoa®Fitシステムやヒールのフィット感、サポート性能に優れた3

ポイントハーネス、いかなるコンディションでも快適性を維持してくれる

Intuition® Control Foam 3Dライナーなど、スノーボーダー達が喜ぶ機

能が満載です。

弾力性、快適性、そしてテクノロジーにこだわり、設計されたK2の

SAPERA。軽量でミッドフレックスのこのブーツは、スノーボーダーたち

が求める機能を全て熟知しています。動きやすさを向上させるRollSole™

アウトソール、シェルの歪みを軽減してくれるアーティキュレイティング

カフ、そして熱成型が可能なIntuition®Control Foam 3D ライナーによ

り、足を快適でドライに保つことができます。

¥46,200(税込) ¥42,900(税込)



K2スノーボードブーツコレクションの新製品、COSMOはスノーボード

カルチャーの心髄からヒントを得てデザインされたブーツです。ヒールロ

ックに優れたBoa®Mobi l i ty -Conda™、熱成型可能なIntuit ion® 

Control-Foam-3Dライナーと、軽量なRollSole™アウトソールが備わっ

ており、それら全てのテクノロジーが連携することでパークやストリート

において最適なツールへと変貌します。

K2のHAVENは他の追随を許さない独創的なフィット感を備えた信頼でき

るブーツです。クラシックで快適性に優れたIntuition®Comfort-Foam 

3Dライナーと振動吸収性のあるHarshmellow™を備えたミッドソール。

そして使いやすさと包み込むようなフィット感を提供するH4-Boa®Fitシ

ステムなどを搭載することで、いかなるコンディションでも忠実に対応し

てくれるハードコアリッパーのためのブーツとなりました。

¥41,800(税込) ¥39,600(税込)



1日中快適に過ごせるように、オン・ヒルパフォーマンス優れたモデルを

設計しました。K2のBELIEFは、長持ちするように耐久性を考え、デザイ

ンされたスムーズなフレックスを持つブーツです。熱成型可能なComfort 

Foam EVAライナーとDie Cut EVAフットベッドが足を入れた途端、温

かく、快適に保ってくれます。使いやすさが売りのM1 Boa® Fitシステム

は、素早くフィット感をカスタマイズすることができます。

K2のブーツコレクションに新しく加わったBENESはコストパフォーマン

スに優れ、かつ最高のパフォーマンスを提供してくれます。熱成型可能な

Intuition®コンフォートフォームは、比類のないフィット感を実現し、調

節しやすいH4 Coiler Boa® Fit System、そして軽量なPhyLight™アウ

トソールが足元をスタイリッシュにしてくれます。

¥37,400(税込) ¥33,000(税込)



このボードがビッグガイよりも短いからといって、テクノロジーを軽視す

るのは間違っています。信頼性の高いツインロッカープロファイルと丈夫

なアスペンコア。VANDALはプレイフルで扱いやすく、そしてレベルに合

わせて対応してくれる優れものです。キッズたちから長年の人気を誇るこ

のパーフェクトボードは、今年もキッズたちの旅を次なるレベルへと引き

上げてくれること間違いなしです。

パフォーマンスを犠牲にすることなく、扱いやすさにこだわったK2の

Vandalバインディングはバンダルボードとブーツに完璧にマッチします。

完璧なフレックスとパワーを伝えるプロフュージョン™シャーシ、程よい

柔らかさが売りのグロムトゥイークバック™を採用しました。

快適で、扱いやすいK2のVANDALブーツは、次の世代のキッズ達がスノ

ーボードブーツを最大限に活用できるように設計されました。便利で扱い

やすいYouthBoa®Fitシステムや、調節可能なグロウ・Ａ・ロングシステ

ムは子供たちのまるで終わりのない成長に適応してくれます。

¥46,200(税込)

¥30,800(税込)

¥28,600(税込)



扱いやすく、パフォーマンスも十分、テクニカルだけど調整がしやすい。

そして見た目も申し分ないこのK2のKATバインディングは、成長を目指

す女の子たちに優れた機能を持ちます。100%ツールレスアジャストメン

トと扱いやすいトゥイークバック™ハイバック、頑丈なA-ラインシャーシ

など。このバインディングはファンフィーリングと、自由、そして成長と

いう3ワードにフォーカスしてデザインされています。

快適で、使いやすいK2のKATブーツは、次の世代のキッズ達がスノーボ

ードブーツを最大限に活用できるように設計されました。便利で扱いやす

いYouthBoa®Fitシステムや、調節可能なグロウ・Ａ・ロングシステムは

子供たちのまるで終わりのない成長に適応してくれます。

¥46,200(税込)

¥30,800(税込)

¥28,600(税込)

乗り心地を気持ちよく、スイートにしてくれるK2のKANDIはプレイフル

で扱いやすく、キッズスノーボーダー達のスキルアップを手助けしてくれ

ます。信頼性の高いツインロッカープロファイルに丈夫なアスペンコア、

そして適度なサイドカットを組み合わせることで、キッズ達にスノーボー

ドの楽しさを教えてくれるような乗り心地を提供します。



キッズ達を雪上への一歩と導くK2のMINI-TURBOは、大人顔負けのター

ンを決め、山を支配することを可能とします。ツインシェイプと均等なフ

ィーリングはキッズたちがスノーボードを学ぶ上で最も重要な“楽しむ”

ことを教えてくれます！

上達への近道を切り開くことができるテクノロジーと機能を目一杯詰め込

んだK2のMini-Turboバインディングは、一日中快適に保つことができ、

Mini-Turboブーツ、ボードにマッチするように設計されています。扱いや

すさにこだわり、自分１人で締められるシングルストラップを採用してい

るので、子供たちは楽しむことだけに集中することができます。

K2のMINI-TURBOブーツはキッズ達の山への冒険心に火をつけてくれま

す。扱いやすいBoa®-Fitシステムは自ら調整でき、グロウ・Ａ・ロングシ

ステムは、子供たちのまるで終わりのない成長に適応してくれます。そし

てブライトフューチャー™アウトソールはキッズ達にスノーボードの楽し

さを教えてくれるでしょう。

¥30,800(税込) ¥20,900(税込)

¥13,200(税込)



初日から最終日の最後の1本まで楽しむために。LIL-KATは、スノーボー

ドの進歩をより簡単にします。頼りがいのあるキャッチフリーロッカープ

ロファイルのおかげで、見違えるほどのクイックなターンを実現します。

将来が有望な女性スノーボーダー達のためにデザインされたユニークなテ

クノロジーと機能が満載のLIL-KATバインディングは、LIL-KATブーツと

組み合わせることで、一日中快適に過ごす事ができます。使いやすさにこ

だわり、自分１人で締められるシングルストラップを採用しているので、

子供たちはストレスなく楽しむことだけに集中することができます。

K2のLIL KATブーツはキッズ達の山への冒険心に火をつけてくれます。扱

いやすいBoa®Fitシステムは自ら調整でき、グロウ・Ａ・ロングシステム

は、子供たちのまるで終わりのない成長に適応してくれます。そしてブラ

イトフューチャー™アウトソールはキッズ達にスノーボードの楽しさを教

えてくれるでしょう。

¥20,900(税込)¥30,800(税込)

¥13,200(税込)



初日から最終日の最後の1本まで楽しむために。LIL-MINIはスノーボード

の進歩をより簡単にします。頼りがいのあるキャッチフリーロッカープロ

ファイルのおかげで、見違えるほどのクイックなターンを実現します。

¥30,800(税込)



K2のバッグ製品のなかで最もプレミアムな機能が満載のK2-ROLLER 

BOARD-BAGは、スノーボーディングバッグにおけるSUV車的な役割を

果たします。複数のボード、アウターウェア、ヘルメット、必要なものな

んでも詰め込め、そして出し入れのしやすい仕様になっています。全面に

パッドが入った頑丈な造りは中身を保護し、バッグ内のDWRリップスト

ップは荷物の出し入れを簡単にし、ストレスを感じさせません。

ボードを保護し、かつコストパフォーマンスに優れたK2のPADDED 

BOARD-BAGは、複数のボードを保護するためのパッドが入っているた

め、安心して持ち運びできます。肩に食い込むことがないようにパッドが

十分に入ったショルダーストラップ、補強された丈夫な素材は、目的地に

辿り着くまでストレスなく、安心して運ぶことができます。

¥17,600(税込)¥27,500(税込)



K2のSNOWBOARD-SLEEVEは、デイトリップに必

要な最小限のプロテクションを持ち、オフシーズンでの

保管場所などでも活躍します。かさばることもないので

車の中や、ベッドの下、どこへでも放り投げることがで

きるこのバッグは、誰よりも早く新雪に辿り着くことが

できます。

ブーツをドライに保ち、ゴーグルを保護し、そ

してギアを整理するのに適したこのBOOT 

LOCKER。バックパックになるストラップと

スノーボードブーツに適合する拡張可能なブー

ツコンパートメントストレージが完備されてい

ます。このBOOT-LOCKERはあなたのギアを

常に保護してくれるでしょう。

K2のBOOT BAGは、あなたのブーツをドライ

に、そして雪山からの帰り道をクリーンに保つ

ためにデザインされました。なにかと頼りにな

るジッパーポケットは予備のレンズや、ブーツ

ウォーマー、また午後のおやつを入れるスペー

スが十分に確保されています。

チームライダー達の意見をもとに設計された

K2の新しいバックパックには、役立つ機能が

満載です。600デニールのリップストップ素材

は、あなたの私物を雨や雪、そして衝撃からも

守ります。頑丈で壊れにくいYKKジッパーの採

用、水分補給に便利なボトルホルダーやバンジ

ーストラップなども付いているので、両手がふ

さがるなんてことは一切ありません。

¥9,900(税込)

¥13,200(税込)

¥7,700(税込)

¥13,200(税込)





2

¥20,900(税込)

¥19,800(税込)

¥19,800(税込)



3

¥17,600(税込)

¥14,300(税込)

¥13,200(税込)



4

¥12,100(税込)

¥11,000(税込)

¥20,900(税込)
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¥19,800(税込)

¥17,600(税込)

¥13,200(税込)
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¥12,100(税込)

¥13,200(税込)

¥11,000(税込)
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私たちは、自分たちの作ったスノーボードにおいて責任をもって提供します。特別に明記され

ている場合を除いて、すべてのスノーボードには3年間のメーカー保証が付帯します。素材や

製造工程において一切の不備がない事を保証致します。

全てのK2スノーボードには、製造上の

欠陥（自損は除く）に対して3年のメー

カー保証が付帯します。

バンブーヤ™コア内蔵の全てのスノーボー

ドには、製造上の欠陥（自損は除く）に対

して5年間のメーカー保証が付帯します。

使われるテクノロジーや素材によって、それぞれのスノーボードには個々の特性やパフォーマン

スがあります。自分に合ったスノーボードを見つける為にも、長さ、重量、安定性、サイドカッ

ト、フレックス、そしてボードの持つパワーを考える事は重要なプロセスです。その中でもフレ

ックスは特に重要な要素であり、雪の上でのボードコントロールに関わってきます。それぞれの

ボードペックに見られるフレックスダイアグラムを参考になさってください。

PLAYFULなボードほど柔

らかく、ターンを繋ぎ始め

た初心者にぴったり。

PRECISEなボードほど高速域で安

定性や反発力があり、PLAYFULな

ボードと比べてパワーがあります。

ボックス、レール、ボンク、
ジブ、ストリート

キッカー、ヒップトラン
ジション、そして落ち込
み等

コーデュロイ状の
圧雪面

ディープな、とにかく
ディープな喜び

速く、軽く、強く。最上級のベース素材。シンタードベースにカーボンを配合すること

により、ワックスの持続性が向上し、摩擦係数を減らします。

シンタード4000ベースはスムーズな滑走能力と高い耐久性を持ち合わせ、素材の奥深

くまでワックスが浸透するベース素材です。

エクストルード2000ベースはワックスが抜けた後でも急激な滑走性能の現象が少なく、

メンテナンスやリペアも容易なベース素材です。

K2は、工場から直接出荷されるボードにストーングラウンド仕上げを施しています。こ

れにより、当社のスノーボードは、すべての雪の状態で良好に機能し、ワックスを適切に

吸収し、ベルトのサンディングボードよりも速く滑るように構成されたフラットでオープ

ンなP-texベースでお客様に確実に届けています。

雪面からコンタクトポイントを引き上げた、逆エッジに苦労する初心者にやさしいデザイ

ンの形状です。ノーズ&テールに設計された絶妙なロッカー形状が、上達への近道を切り

開きます。

私たちの全く新しいBambooyah™Proコアは、10年間に渡って使用してきた竹コアを

使用し、それをさらに一段と高めています。同等のパーツ性能、再生可能で、耐久性のあ

る3種類の木材をブレンドして、製品の中で最もプレミアムなコアを作成しました。竹と

アスペンを足下30度角に配置して、エッジ間のレスポンスをさらに高め、エッジに沿っ

た圧力分布を増やします。ノーズとテールに軽量の桐を配置し、スイングウェイトを軽減

し、補完的な先端から尾部までの竹のストリンガーは、スナップ、安定性、および振動減

衰に役立ちます。

ハードパックでの乗り心地を維持するために、滑走面から徐々にブレンドされた8mm 

の3Dノーズ形状(スプーン)。

スケートボード製造の影響を受けて、Bambooyah™ブレンドコアは最強です。竹はス

チールよりも引張強度が高く、コンクリートよりも圧縮に耐えられます。そのため、こ

れらのボードには5年間の保証が付いています。

再生可能な3種類の木材をブレンドさせ、耐久性があり軽量、そして他の素材を用いる

事なく衝撃吸収性を向上させたコアを設計しました。

女性スノーボーダーのライディング特性を考えて設計されたユニークなコア。

フレックス、耐久性、反発力の全てがバランスの良い単一種のウッドコア。

アメリカ製のAerospaceグレードのプリキュアファイバーグラスコアインサートは、軽

量で比類のない構造性能を提供するために使用されています。SpaceGlass™インサー

トは、コンタクトポイントに沿ったエッジホールドを高め、バタつきを減らし、比類の

ない耐久性を提供します。

スペクトルブレードは、スノーボードの長さに沿って繊維の向きを変えることにより、精

密に調整された捻れとフレックスを可能にする、最初の可変角度補強(特許出願中)です。

反応が良く、エネルギッシュで、驚くほど計算されて構成されています。スペクトルブレ

ードを備えたスノーボードは、高い機動性を保ちながら、確実な安定性とコントロール性

を発揮します。すべての雪のタイプで安定性と制御を強化するように設計された

TORSION-CONTROLDESIGNは、漸進的なねじりフレックスとバランスのとれた縦方向

のプロファイルを組み合わせています。TCDを備えたK2スノーボードは、ノーズとテー

ルでねじれが最も強く、インサート間がより柔軟になっています。パワフルで正確なター

ン導入とスムーズで一貫したリリースを実現します。

各所均等に展開するスナップ力とエネルギー伝達、超軽量のカーボンパワーフォーク™

は力学的にフレックスし、スノーボードでのパフォーマンスを最適化します。Carbon 

Power Fork™は戦略的に形作られ、テールに向かって幅を広げることにより、より大き

なレスポンスとエネルギーリターンを提供します。これにより、より多くの素材をかみ

合わせ、テールを十分にフレックスさせうるより多くのエネルギーを生成します。

キャンバーシェイプに形成された素材をインサート間に組み込む事で、究極の反発力を

生み両足の間の更なるスナップ力を向上させました。

字型のカーボンファイバーが足元からコンタクトポイントまで戦略的に、レスポンスや

安定感、パワー伝達の為に配置されています。ダークウェブ™はどんな時でもクイック

なエッジからエッジへの移行、安定した操作性を提供します。

インサートの外側からコンタクトまで伸びるV字型のカーボンファイバー製ストリンガ

ー。ポップ力が増し、反応に優れ、安定性を実現します。

エアロスペースグレードのハニカム™は、性能を犠牲にすることなく、よりボードをク

イックに扱えるよう、著しく重量軽減をするためにコアに戦略的に配置されています。

ボードの強度を高め、バインディング脇のボードの破損を減らすために、バインディン

グ取り付け位置の下に配置されたガラス繊維強化バインディングパッチ。これらの補強

は、最高の耐久性を提供。全ての男性、女性ボードに標準装備されています。

ファイバーグラスに帯状のカーボンファイバーをノーズからテールまでミックスする事

でスムーズで反発力が高く、また力強いライディングが可能になります。ボードフレッ

クスを変化させる事なく、活き活きとした乗り味と耐久性を与えてくれます。ICG™10

バイアックス、そしてICG™20トライアックス。ICG™グラスには2つのバリエーショ

ンをご用意しました。

対角線状に重ねられたファイバーグラスをラミネートする事により、トーション剛性が

上がり、安定性とエッジホールド性が向上しました。3層のファイバーグラス繊維は45

度角に2方向、そして0度の3方向に折り重ねられ、縦とねじれ方向のレスポンスが向上

します。

0度と90度の2方向に重ねられたシンプルなファイバーグラス構造です。トライアック

スに比べて柔らかいフレックスが特徴です。
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従来のスノーボードよりもノーズ&テールの太さを減

らし、その分足下のエリアに強度を与えることで、よ

りコントロール性能を向上させました。これにより今

までのスノーボードと同じ安定性と浮力を持ち、かつ

機動力とハンドリングの良い短くてワイドなスノーボ

ード設計が可能になりました。

長年にわたる厳しいテストに支えられたHybritech

は、市場で最も軽量で耐久性のあるスノーボード構

造です。ノーズとテールの余分なサイドウオール素

材をすべて削除し、3Dキャップ付きエッジを追加し

てファイバーグラスの結合強度を高め、ボードのス

イング重量を減らす、といったことは、Hybritech

を非常に革新的なものにしています。当社のボード

は、市場出回っている他のどのボードよりも速く回

転し、操作が簡単で、長持ちします。

P-すべてのスノーボードのサイドウォールにプロフ

ァイルされシンタード4000-P-Tex素材を使用する

ことで、スノーボーダーに多くのメリットを提供で

きます。P-Texのサイドウォールは耐久性と耐衝撃

性があり、よりスムーズで、バタつきの少ない乗り

心地を提供し、製造プロセスでの廃棄物の削減に役

立ちます。

簡単に言うと、プロファイルはスノーボードのボトムのノーズからテールへのカーブです。この「プロファイル」は、ロッカー、キャンバー、フラット、またはこれらの任意の組み合わ

せとして説明できます。K2には複数のプロファイルオプションがあり、モデルごとに厳選され、素材やコアプロファイルと調和して機能するように調整されており、最高のライディン

グエクスペリエンスを実現します。

ディレクショナル・ハイブリット形状。従来のキャンバープロファイルとロッカープロフ

ァイルの両方をブレンドすることにより、コンビネーションキャンバーは両方の利点をす

べて提供します。キャンバーのレスポンス性と精度、そしてターン時に引っかかりが無い

ロッカーの浮遊性との両立です。

ツイン・ハイブリット形状。従来のキャンバープロファイルとロッカープロファイルの両

方をブレンドすることにより、コンビネーションキャンバーは両方の利点をすべて提供し

ます。キャンバーのレスポンス性と精度、そしてターン時に引っかかりが無いロッカーの

浮遊性との両立です。

全地形を攻めるスノーボーダーの完璧な仲間になるように設計された多目的プロファイル。

Directional-Rocker-Profileは、先端がミディアムライズのロッカー、ボードの中央がフ

ラット、テールがローライズのロッカーで、ハードパックを楽に曲がり、深いパウダーでも

十分なフロートを実現します。

ラインナップで最もレスポンス性の高いキャンバープロファイルは、前足の前部分から、

ノーズのわずかに手前で上がったキックを含むボードのテールまでのキャンバーランニン

グを特徴としています。これにより、深いパウダーでも浮遊感を保ちつつ、スノーボーダ

ーはあらゆる地形で可能な限りの正確さとコントロールを得ることができます。

あらゆるフリースタイルラインを席巻するために構築された、用途の広いツインロッカー

デザイン。ちょうど十分な高さでポップ感とレスポンスを犠牲にすることなく、チップと

テールにルーズでバタリーな感触を与えます。

ツインキャンバープロファイルは、ポップ感に優れた足元のキャンバーがスノーボードを

生き生きとさせます。キッカーでのジャンプから、フェンスを越えるオー  リーまで、キャ

ンバーならではの力強い反応を与えてくれます。

ボードの両先端までベースライン™ロッカーを目一杯のばしたプロファイルです。もちろん、ちゃんと理由があります。ベース面積を最大限に活用し、より大きく安定性のあるプラッ

トフォームを与えます。これにより安定したプレスやパウダーでのターン、そしてランディングも可能になります。
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K2は、これらのスノーボードビンディングに、素材および製造上の欠陥がないことを、小

売店での最初の購入日から1年間保証します

従来のビンディングは、工具不要で100％調整が可能です。アンクルストラップとハイバッ

クは手で調整でき、アンクルストラップはレバーで動かすことができます。シンプルに保ち、

楽しんでください。

このシャーシは、実績のあるスプリットボードベースプレートに基づいており、スプリット

ボードパックマウントシステムで動作し、ウォークモードとライドモードを交換するための

使いやすいレールとフックシステムを備えています。

シンプル、タフ、そして超軽量。プロフュージョン™シャーシはK2バインディングコレクシ

ョンの定番ベースプレートです。工具無しでフットベッドのパワーランプの調整が可能。ト

ゥストラップ、アンクルストラップの両方に複数のマウンティングポジションを採用し、完

璧なフィットを約束します。

従来のベースプレート設計を一番いい方法で改良し、出来る限り身体力学に基づいたシャー

シです。ブーツの力が作用するポイントを考慮したパワートランスミッションポッドは、ブ

ーツの動きを出来る限り自然にフレックスさせる設計になっています。

女性スノーボーダー専用に設計された、一体成形のA-ライン™シャーシ。軽量で高いパフォ

ーマンスを持ち、パワー伝達と使い心地にフォーカスしました。アライアンスの製品開発グ

ループの協力の下、工具無しの調整が可能なポリカーボネイト製のベースプレートが生まれ

ました。

Clicker™ Xシャーシは、クリッカーシステムに滑り込み確実な着脱を約束するインターフェ

イスを装備。ライダーを自然なライディングポジションに導く3度の傾斜を備えています。

ブーツ、ハイバック、ヒールカップとの隙間を完全に埋めてくれるGAPイレーサー™テクノ

ロジー。スノーボードとのより強い密着感を得ることができます。

寒い状況下における機能を考えて設計されたウレタン素材のトゥイークバック™。ハイバッ

クを最大限までフレックスすることができます。

全てのK2バインディングにおけるポテンシャルを最大限に引き出す、最も耐久性の高いハ

イバック。ナイロン、またはポリカーボネイトの2種類の素材からお選びいただけます。

メンズバインディング用のハイバックよりも若干低く設計され、使い心地とパフォーマンス

にフォーカスした女性用のハイバックです。

T6061アルミニウムを使用した軽量なピボット固定型のラチェットです。

軽量で強度の高い樹脂を使った、ラージサイズのリリースレバーが特徴のラチェットです。

幅が広く、テーパードシェイプのラダーで装着も簡単。

ライディング時の自然な脚の角度に合わせた3度角のカントフットベッド。足の外側のサポ

ートを強くする事でコントロール性能を向上させ、同時に疲れを軽減させます。

バインディング全体を覆い、シームレスなEVAフットベッドに設計された工具を必要としな

いパワーランプ調整機能。

パワー伝達、エネルギー伝達など、シフトディスクは、ProFusion™シャーシに対応し、4

穴、3穴、およびチャネルシステムと互換します。

TriPod™シャーシと互換性のあるミニディスクは、装着時に占有する面積が小さく、ボード

のフレックスを損ないません。4穴、3穴、およびチャネルシステムに適合します。

強度の高いP Uラミネートを施した、K 2が考えるストラップの基本です 。

ウエストプロファイルが狭い3Dコンツアー形状により、このデザインはフィットとフレッ

クスに重点を置いています。

厚みを抑えた、様々なブーツにフィットするヒンジ付きのストラップです。

グローブを着けたままでもストラップの調整が可能な機能です。

装着時にストラップが邪魔にならない機能です。

最速のレスポンス。センダー™アンクルストラップは快適性とパワー伝達を追求した薄型形

状のアンクルストラップです。

ベンダー™ストラップは最もフレキシブルなアンクルストラップです。フリースタイルの動

きを考えて柔軟性を考え、バンディングがねじ曲がるほどの思い切ったトゥイークが可能に

なりました。

ソニックおよびカセットバインディングモデルで利用できる、新しいP.I.アンクルストラッ

プは寛容で、快適で、軽量です。

フィットよし、見た目よし。どのブランドのブーツでも最良のフィット感を確実にする、幅

広い調整が可能なパーフェクトフィット™2.0ストラップ。

ボードにマウントしたまま瞬時に調整が可能なツールレスアジャストメントです。
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ブーツマーケットにBOA®を導入して10年以上。K2は今もその信頼性と機能性を愛しつづ
けています。

ブーツ上部と下部の境目に設けられたレースロックは、ブーツフィットの調整をよりスムーズ
にし、ゆるみを軽減してくれます。

ケーブルとリールを使い均一なテンションでフィット調整が可能なレーシングシステム。樹脂
製のガイドは摩擦が少なく、より均一にブーツ全体を締めることができます。BOA®コイラー
はケーブルを自動的に巻き戻し、余分なゆるみを取り除きます。

ブーツ上部と下部をそれぞれ独立して調整出来るダブルリールBOA®システムです。

ワイヤーもリールも必要無い、伝統的なブーツレースシステム。信頼性のあるブーツレースは
フィット感も確実で、こまかい調整が可能です。

脱着可能な3ポイントハーネスを採用する事で、ライダーの好みに合わせてホールド力を調整
出来るようになりました。このシステムはTaro-Tamai-SunosurferとTT-Women'sモデル
に採用されています。

一日中快適にホールドしてくれるシンプルなシステムです。使い方も簡単で、フィット感も抜
群です。

BOA®コンダ™のイイ所はそのままに、ケーブルの感覚を狭くする事でより柔軟性のある動き
が可能になりました。

特許取得済みのK2ライナーレーシングシステムは、ウレタン製のハーネスが優しく足首を包
み込み、味わった事のないホールド感を与えます。BOA®コンダ™はライナーとヒールの締め
具合を外側から調整出来る機能です。もちろん、グローブを着けていても問題ありません。

サポート力を妥協しない3ポイントハーネス。ヒールと足首のしっかりとしたサポート性能に
加え、体感した事のない安定性と疲れ知らずのフィット感を与えてくれます。

K2は、軽量で成型可能、柔軟性があり、耐久性を持つ特別に開発された特許取得済みのフォ
ームであるインチューションEVAを使用して、世界で最も快適で最高のパフォーマンスのス
ノーボードブーツインナーを作成することを目指しています

最初から最後まで快適さと暖かさを実現するように設計されたライナーは、熱を閉じ込め、
寒さを抑える働きをする反射させるヒートブランケットパネルを備えています。これらの反
射性ヒートブランケットは、熱成形可能なIntuition®フォーム、内部J-Bar、および3D成形
されたデュアル密度EVAインソールと並んで動き、足を一日中快適に暖かく保ちます。

K2ラインナップで最もサポート力の高いライナーです。高密度インチューション®フォーム
を加える事で快適さはそのままに、サポート力を向上させました。また最もサポート力が必
要な足首には内側と外側にJバーを採用しました。

高密度と中密度のインチューション®フォームをブレンドさせた、多目的に使えるライナー
です。内側と外側のJバーと3D-EVAインソールとのコンビネーションが一日中アナタの足
を快適に包み込みます。

買ったその日からフィット感は抜群。柔らかいフレックスのコントロールフォームには足首
をしっかりサポートするJバーが付属します。

快適で長持ちするフィットを与える柔らかめのライナーです。ヒール部分のサポート力を与
える内側と外側に組み込まれたJバーが特徴です。

サポート力を犠牲にする事なく、より幅広い可動域をブーツにもたらすロールソール™アウ
トソール。人間工学に基づき設計され、ライダーに広い範囲での機動力を与えます。

ビブラム®V5アウトソールは、フルエコステップラバーと、つま先とかかとの下に内蔵され
た Harshmellow™ ポッドが特徴で、足下からの影響を軽減します。

ビブラム®が得意とするソール設計。険しく厳しい山肌に誰よりもデカいラインを刻むマウン
テニアリング・スノーボーダーの為に設計されました。クランポン対応型の伝統的なラグ設
計のビブラム®ラバーを採用したアウトソールは、マウンテニアリングに欠かせないギアの１
つです。

可能な限り低い重量で最高のパフォーマンスを提供するために構築されたK2独自のEVAミッ
ドソールは、比類のない振動減衰とグリップのためのデュアルラバー合成物に適合していま
す。

このEVAアウトソールは、ラバーアウトソールの均一なフレックスと耐久性をどんな軽量の
ものよりも軽く提供しています。

グリップ力やサポート力を失う事なく、ライダーにより広い可動域を与えるロールソール™ア
ウトソールです。サイドへの動きをさらに広げ、ブーツ全体の軽量化にも成功しました。

Clicker™アウトソールは、つま先を大きく傾斜させクリッカーシステムとの接続が容易。歩
きやすさと耐久性の両方を実現するフルラバーアウトソールを備えています。

キッズたちの喜びと楽しさに火をつける、LEDライト付きのアウトソールです。軽量かつグ
リップ力も抜群。一日中快適なライディングを約束します。

軽量なソリッドラバーのカップソール。グリップ力も耐久性も抜群です。

最大限のグリップ力を誇るフルラバーアウトソール。耐久性、衝撃吸収性の高いハーシュメ
ロウ™テクノロジーを採用しています。
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滑り手の期待に応えるために、K2ブーツは最高峰の素材を惜しみなく使っています。

耐久性の高いアウトソールラバーを高い圧力がかかるエリアに配置することで、ブーツの寿命
をより長く保ちます。

標準的なポリウレタンより8倍の強度を誇るHDRプレミアムシンセティックは、過酷な条件下
に対応する耐久性の高い素材です。ダイナミックレジンシステムが今までにない耐摩耗性を実
現しました。

業界標準のフォームダンピング材に代わる魔法のダンピングシステムです。Harshmellow™
は、各製品の特定のターゲット振動を減衰させ、想像できる最もスムーズな乗り心地を提供す
るように機能します。

足を暖かく、快適さを保持するするためのSpaceHeater™は、熱を反射する性質を持つ素材を
ブーツのフットベッドに追加することでシェル内部の熱を閉じ込めます。

機能性とサステナビリティを念頭に置いて、K2コーヒーメッシュは消費者がリサイクルしたリ
サイクルポリエステルと組み合わされた、消費者がリサイクルしたリサイクルコーヒーを粉砕
して作られています。このメッシュは、標準の裏地メッシュの臭気制御と水分管理を強化し、
化学物質は追加されることなく95％リサイクル素材から作られています。

K2のスノーボードコレクションにおける全てのシェルとライナーには1to1ラスティングシス
テムを採用しています。全てのカスタマーに最良のフィットを提供する事が私たちの使命です。

D型のつま先にパフォーマンスの高いかかとのポケット、そして11度角のフォワードリーンを採
用した高機能のラストです。
アスペクト、スラキシス、ホルゲート、レニン、エンダー、メイシス、エステート、コンツアー、
コンパスに採用されています。

幅の広いE幅、もしくはそれ以上の足形をベースに11度角のフォワードリーンを採用したラス
トです。トラディショナルラストよりも7mmワイドに設計されています。
メイシスワイドに採用されています。

足を暖かく、快適さを保持するするためのSpaceHeater™は、熱を反射する性質を持つ素材を
ブーツのフットベッドに追加することでシェル内部の熱を閉じ込めます。そしてよりリラックス
フィットのラストで6度角のフォワードリーン、そして内側に3度角のリーンを付けた特別なラ
ストです。
Taro Tamai Snowsurfer, Taro Tamai Women'sに採用されています。

11度角のフォワードリーンを採用した昔ながらのラストです。
バウンダリー、ルイストン、ダルコ、レイダー、マーケット、サペラ、ヘイヴン、そしてビリー
フに採用されています。
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