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¥176,000(税込)

¥85,800(税込)

SPLITPIGはWARPIGのシェイプそのままに、スプリットすればハイクでき、どんな地形も滑

り倒すことができます。Carbon-Race-Baseを搭載し、WARPIGと同じフレックスを採用、

ウォークモードのため少しだけキャンバーが入っています。ナイロントップシートを採用する

ことで重さを軽減。センターサイドウォールにもSlimewall®を使い、振動吸収性に優れてい

ます。Channel-Binding-Mounting-Systemは、スタンスやアングルを調整する幅が広く、

セットアップも簡単。板の形状に合わせたPomoca-Climb-2.0スキンが付属するので、自分で

カットする必要もありません。付属するバインディングのマウントは、一部メーカーのスプリ

ットボードバインディングを取り付けられます。SPLITPIGを手に入れれば、より深くオフピ

ステまで足を踏み入れられるでしょう。

何か特別な板を求めているならSUPERPIGがお薦め。WARPIGと同じシェイプですが、少し硬

めで、緩やかにキャンバーを加えてよりアグレッシブな滑りを好むライダーに適しています。や

や太めの革新的なシェイプで、普段より6～10cm短いサイズ選びを推奨。短いですがパウダー

では抜群の浮力を持ち、ハードバーンでは素早いエッジの切り替えやキャンバー独特の反発を誇

ります。テーパー形状のBi-Radial-Sidecutはどんな雪面でもエッジグリップを失うことなく、

スピードを保つことが可能。カーボングラスがさらなる板の反発を持たせ、カーボンスリムウォ

は板を軽くする一方で、振動吸収性やレスポンス、安定性を向上させます。耐久性にも優れ

ーボン入りのシンタードベースは摩擦が少なく、高速ライドを約束します。
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¥79,200(税込)

進化した2021シーズンのWarpigは、新しいスリムウォールテクノロジーを搭載。スリムウ

ォールはRIDEが誇るRoll-in-Construction技術。新たに3D形状とすることで、パワーの伝達

が向上し、軽量化と高い振動吸収性を実現しました。Warpig独自のシェイプは、オールマウ

ンテン、フリースタイルどちらのカテゴリーでも抜群のパフォーマンスを発揮。近年のスノー

ボードでは類を見ない多様性を持ち合わせています。カービングからビックジャンプ、バック

カントリーのビックラインまで滑る場所を選びません。テーパーのBi-Radial-Sidecutはエッ

ジグリップが良く、トラディショナルな細い板並みの早いエッジ切り換え。一方、ワイド形状

でパウダーでも安定性と浮力を感じられます。誰もが認めるオールマウンテンボードです。

¥79,200(税込)

新登場のBenchwarmerは、アイシーなパークでのパフォーマンスを重視するライダーに向け

たアグレッシブなツインボード。高速時でも安定性が高く正確で鋭い滑りをサポートする

Twin-Hybrid-Camberを装備。ビックジャンプや硬い雪でも安心の一台。ヒール側サイドカ

ーブを深くした左右非対称のサイドカットを採用し、ヒールターンのコントロール性が向上。

Carbon-Array-3™は板のフレックスを損なうことなく反発を持たせ、カーボンスリムウォー

ルは振動を吸収するだけでなく、パワー伝達やレスポンス、安定性、耐久性を向上させていま

す。硬い雪面でのパフォーマンスを重視する中級者から上級者向けのツインボードです。



¥77,000(税込)

¥74,800(税込)

新登場のZeroは乗る人を選ばないユニセックスモデル。Asymmetrical-Quadratic-Sidecut

とTwin-Hybrid-Rockerの組み合わせで、誰でもどこでも楽しむことができます。往年のグラ

フィックがクラシックな雰囲気を醸し出し、シンプルでユニークな見た目ながら、最新のテク

ノロジーを搭載しています。ノーズとテールのFlat-Kick-TipsとPerformance™-Coreはパー

クやストリートでの安定性に優れます。RIDEのラインアップの新たな一押しモデル。チームラ

イダーJill-Perkins、Reid-Smithのお気に入りです。

より多くのライダーに乗ってもらうため、新たにサイズを追加しました。Warpigの形状をベ

ースにしているので、通常のボードより3～6cm短めの選択を推奨。テーパードのBi-Radial 

Sidecutはエッジグリップが良く、どんなコンディションでもスピード感あふれる滑りをアシ

ストします。カーボンスリムウォールを内蔵し、レスポンスが良くターンの安定性が向上。パ

ーク、パイプ、パウダー、スラッシュなど、PSYCHOCANDYは滑る場所を選びません。

Warpigと同様、山を遊び倒すためにデザインされたオールマウンテンボードです。



¥71,500(税込)

アップグレードされたTWINPIGには3D形状の新しいスリムウォールテクノロジーが搭載。パワー伝達に優れ

重量を軽減、振動吸収性も向上しました。WARPIGのツインバージョンのTWINPIGは、オールマイティーな性

能やアグレッシブなスタイルなどWARPIGの良さを生かしながら、よりフリースタイルを好むライダー向けに

開発されました。独自シェイプの性能を最大限引き出すため、通常のツインボードより3～6cm短めのチョイ

スを推奨します。WARPIGほどウエストは太くないが、従来のツインシェイプよりは太め。ヒール側のサイド

カーブを深く設定した左右非対称のサイドカットは、ヒールターンのコントロールがしやすく、クイックなエ

ッジの切り替えができるように設計。WARPIGの楽しさを引き継いだパークライド用のツインボードです。



¥64,900(税込)

RIDEの全てのテクノロジーを注ぎ込んだ世界最高峰のバインディング。質

を求めるスノーボーダーのためのハイパフォーマンスモデルです。今季よ

り小さいサイズをオプションに加えることでユニセックスモデルとなりま

した。Aシリーズのアルミニウムシャーシは単に硬いだけでなく、反応の

良いフレックスを備え、パワー伝達性能に優れます。2ピースデザインは

センタリングの調整が簡単で、すべてのブーツサイズに完璧にフィット。 

Carbon Slimeback™ Highbackを搭載し、カーボンファイバーが振動を

吸収するのと同時にレスポンスを向上させ、ウレタンが他に類を見ないパ

フォーマンスを発揮。異なる密度のフォームとプラスチックを使う3ピー

スアンクルストラップは快適さと耐久性、パフォーマンスを約束します。

アルミニウムディスクとコンポジットディスクが付属し、好みで選択でき

ます。アルミニウムディスクはよりアグレッシブなフィーリングである一

方、コンポジットディスクは足元のフレックスを感じられます。フットベ

ッドの2.5度のカントがテコの力を生みボードの操作性を高め、TPU素材

を使うことでハイスピード時の振動を和らげます。A-10は精密なライデ

ィングをサポートするハイエンドモデルです。

¥57,200(税込)

A-10と同様のテクノロジーを搭載した新しいコンポジットモデルです。

ファイバーグラスを配合したナイロン製のベースとアルミニウムのヒール

カップの組合せ。今季より小さいサイズが加わりユニセックスモデルとな

りました。2ピースデザインはセンタリングの調整が簡単で、すべてのブ

ーツサイズに完璧にフィット。アルミニウムのヒールカップは強度をもた

らし、コンポジットのベースはアルミニウムベースに比べてよりスムーズ

な乗り心地を提供します。異なる密度のフォームとプラスチックを使う3

ピースアンクルストラップは快適性さと耐久性、パフォーマンスを約束。

Carbon Slimeback™ Highbackを搭載。カーボンファイバーが振動を吸

収するのと同時にレスポンスを向上させ、ウレタンが他に類を見ないパフ

ォーマンスを発揮します。アルミニウムディスクとコンポジットディスク

が付属し、好みで選択が可能。アルミニウムディスクはよりアグレッシブ

なフィーリングである一方、コンポジットディスクは足元のフレックスを

感じられます。フットベッドの2.5度のカントがテコの力を生みボードの

操作性を高めるとともに、ラバー素材を使うことでよりスムーズなライデ

ィングをサポート。カーボンの反応の良さと、コンポジットベースのスム

ーズなフィーリングを好むライダーのためのハイパフォーマンスモデル。



¥53,900(税込)

耐久性とレスポンス、アルミニウムベースの鋭いフィーリングを求めるア

グレッシブなライダーのためのモデル。Aシリーズのアルミニウムシャー

シはRIDEバインディングの主力です。新しいナイロンハイバックはレスポ

ンスと適度な剛性を備えています。3ピースアンクルストラップはターン

時に足首をしっかりと固定し、PODSテクノロジーを搭載したカント入り

のフットベッドは快適な乗り心地と共にボードの操作性を向上させます。

シーズンを通して調子の良いハイエンドバインディングを求めるなら、

A-9がおすすめです。

¥51,700(税込)

A-9のコンポジットベースバージョン。アルミニウムベースが苦手なライ

ダーのためのモデルです。ナイロンハイバック、3ピースアンクルストラ

ップ、つま先を包み込むトゥストラップ、PODSテクノロジーを搭載した

カント入りのEVAベースパッドなど、A-9と同様のテクノロジーを搭載し

ています。A-9との違いは、よりスムーズな乗り心地のCシリーズシャー

シを搭載していること。RIDEのベストバインディングの一つと言えます。



¥104,500(税込)

究極のハイスピードパフォーマンスを求めるライダーのためのモデル。パウダーからグルーミ

ングまで、滑る場所を選びません。スピードフリークに満足してもらうため、考えられる全て

のテクノロジーを注ぎ込みました。テーパーのElliptical Progressive Sidecutを採用し、優

れたターンの入りと抜けをアシストします。レーザーカットしたアルミニウムとカーボンのト

ップシートは高速でのコントロール性能を向上。カーボン入りのシンタードベースは摩擦が少

なく高速ライドを約束します。スピードを追求する中級者から上級者のためのモデルです。

¥90,200(税込)

前作の良さを残し、より滑りに遊びを持たせ、PIGシリーズ独特のクイックさを発揮できるよ

うに新しくなったMTNPIG。新たに加えたスプリットテールによりダイナミックなターンシェ

イプが可能です。PIGシリーズでもっとも硬いモデルであることに変わりはありませんが、タ

ーン時のボードフレックスを感じられるようになりました。他のPIGシリーズの板とは違い、

MTNPIGは通常の板の長さを推奨、サイズダウンする必要はありません。半月型のスプリット

テールは深いパウダーでテールが沈むのをアシストし、長い有効エッジを持たせることで、エ

ッジホールドを向上させています。テーパー形状のLinear-Quadratic-sidecutはエッジグリ

ップを失うことなくパワフルなターンが可能。カーボンスリムウォール重さを軽減する一方、振

動吸収性とパワー伝達に優れ、レスポンスと安定性を向上させています。山全体を高速で駆け

抜け、パウダーでもスプレーを撒き散らす上級者のためのモデルです。



¥85,800(税込)

シェイプの多様性が他に類を見ない、ハイエンドモデル。All-mountain-Directional-Twin 

Hybrid-Rockerのこの板に乗れば何でもできます。パークでジャンプ、パウダーラン、ハイス

ピードのカービングまで、全てのシーンで失望させません。レベルアップを狙うライダーにと

って、頼れる相棒になるでしょう。Quadratic-Sidecutはターンの入りと抜けが良く、エッ

ジホールドも抜群。Aspen、Bamboo、Paulowniaを組み合わせたPerformance™コアは

強度と軽さを絶妙なバランスで実現しています。Carbon-Array-5™は、フレックスを損なう

ことなく、適度な反発を持たせています。他のモデルと比べれば、その良さが際立ちます。

¥84,700(税込)

最もスムーズなライディングをするスノーボーダーの一人、Jake-Blauveltのシグネチャーモ

デル。どんな地形、状態でもスムーズさを求めるJake独自のシェイプです。ノーズのロッカ

ー、テーパーを絶妙なバランスで組合せ、エッジの切り替えが早く、パウダーの浮力も抜群。

テーパーのQuadratic-Sidecutにより、安定性とエッジホールドを備えます。Carbon 

Slimerods®2.0が板の反発を持たせ、ウレタンコアがスムーズなランディングを可能としま

す。ウエスト幅が狭いので、ブーツサイズが大きいライダーにはワイドサイズを用意。USサ

イズ11、12、13のブーツにも対応できます。パフォーマンスを重視するオールマウンテン

ライダーのためのモデルです。



¥82,500(税込)

新登場のSmokescreenは、レベルアップを狙うオールマウンテンライダーのためのモデルで

す。Directional-Hybrid-Rockerとテーパーが入ったElliptical-Progressive-Sidecutの組

み合わせは、ハイスピードなターンをアシストします。Slimewalls®がどんなコンディション

でも振動を吸収します。ストーン研磨で仕上げられたシンタードベースはワックスをしっかり

と吸い込んで、最高の滑走性能を約束。Carbon-Array-3™が、オーリーで障害物を飛び越す

のに必要な板の反発を持たせています。Smokescreenに乗れば、どんな地形やコンディショ

ンも楽しめるでしょう。

¥73,700(税込)

パークでもストリートでも滑る場所を選ばない、モダンフリースタイルライダーのためにデザ

インされたモデル。ノーズとテールのハンマーシェイプが特徴。自由に滑るだけでなく、姿勢

を低くした鋭いカービングでも真価を発揮します。Linear-Twin-SidecutとFlat-Kick-Tipの

組み合わせ。ウエスト幅を広くすることで、ランディングの成功率やターン時のエッジホール

ド、安定性が向上します。Carbon-Slimewalls®は板のフレックスを損なうことなく、レス

ポンスと安定性を高めています。従来のフリースタイルボードシェイプに飽きた中級者から上

級者向けのハイエンドツインボード。



Wildlifeは何でもできるディレクショナルボード。Directional-hybrid-camberの形状による

優れたスナップとレスポンス。ノーズのロッカーはターンをアシストし、パウダーで浮力を発

揮します。Quadratic-Sidecutは安定性とエッジグリップに優れています。Slimewalls®は

ハイスピード時の振動を吸収し、耐久性もばっちり。トップレス構造により板が軽く頑丈に仕

上がります。柔らかめなフレックスとロッカーの組み合わせは、全てのレベルのオールマウン

テンライドにお薦めです。

¥71,500(税込)

Kinkはストリートを攻めるためのモダンフリースタイルパフォーマンスボード。アーバンスト

リートとパークライドのために耐久性を重視しています。ハンドレールやジブでも安心の一台

で、Jed-AndersonらチームライダーもストリートではKinkをチョイスします。今シーズン

のグラフィックはJedのユニークでポップなデザイン。Twin-Hybrid-Camberのキャンバーは

板に反発を生み、スムーズなターンをアシストします。ノーズのわずかなロッカーは、雪面へ

の引っ掛かりを軽減し、Quadratic-Sidecutはエッジホールドに優れています。頑丈で硬い

シンタードベース、Slimewalls®とCleave-Edgeがスムーズなライディングと耐久性を向上

させています。

¥66,000(税込)



Manicは山全体を滑れるようにデザインされたモデルです。Directional Hybrid Rockerのキ

ャンバーは板に反発と操作性を持たせ、ノーズとテールのロッカーは滑らかなターンをアシス

トします。Quadratic-Sidecutはエッジグリップが良く、ターンの入りと抜けもばっちり。

Slimewallsはスムーズなライディングと耐久性に優れています。コア材の下に配置されたカ

ーボンシートにより板のフレックスを損なうことなく、オーリーパワーを発揮します。柔らか

めのフレックスで、初心者から中級者にお薦めします。

¥60,500(税込)

Agendaは上達をアシストしてくれるお手頃価格のボードです。Twin-Hybrid-Rockerのキャン

バーは板の反発と操作性に優れ、ノーズとテールのロッカーがスムーズなターンをアシストしま

す。アスペン材を使うFoundation-Coreは、ポップ感のあるフレックスが特徴です。滑走時の振

動を吸収するSlimewallsは滑らかなライディングと耐久性にも優れます。レベルアップを狙う初

級者から中級者のためのソフトフレックスボードです。

¥55,000(税込)



¥48,400(税込)

オールマウンテンパフォーマンスのためのモデル。バインディングに精密

さを求めるアグレッシブなライダーにお薦めします。硬さを選べるリバー

シブルアンクルストラップを搭載し、硬い素材を上にして装着すれば、よ

りアグレッシブなフィーリングを得られる一方、柔らかい方を上にして装

着すると、柔軟性と横方向の動きを得られます。Aシリーズのアルミニウ

ムシャーシは、アルミ特有の反応の良いフレックスやパワー伝達の良さが

特徴ですが、以前のモデルより硬さを和らげています。ナイロンハイバッ

クは軽く、抜群のレスポンス。2.5度のカント入りのフットベッドはテコ

の力を生むことでボードの操作性を高め、TPUベースパッドが高速時の振

動を吸収、スムーズなライディングを約束します。オールマウンテンパフ

ォーマンスを求める上級者のためのモデルです。

¥46,200(税込)

C-8はRIDEにとって、新たな方向性を示すモデルです。世界で最もスムー

ズなライディングを実現させるバインディングとしてデザインされ、その

期待を裏切りません。ウレタンを使ったSlimeback™ Highbackは横の動

きを最大限サポートするし、スムーズなライディングを約束。ファイバー

グラスを配合したナイロン製のベースに、アルミニウムのヒールカップと

の組合せ。アルミニウムのヒールカップは強度をもたらし、コンポジット

のベースはよりスムーズで反応の良い乗り心地を与えてくれます。硬さを

選べるリバーシブルアンクルストラップは、硬い素材を上にして装着すれ

ば、よりアグレッシブなフィーリングを得られる一方、柔らかい方を上に

して装着すると、柔軟性と横方向の動きを得られます。2.5度のカント入

りのフットベッドはテコの力を生むことでボードの操作性を高め、ラバー

PODSがよりスムーズなライディングをサポートします。信頼できるハイ

パフォーマンスモデルです。



¥42,900(税込)

アルミニウムのレスポンスの良さを求めるライダーに最適なオールラウン

ドモデル。2ピースアンクルストラップはブーツにフィットし、軽量で耐

久性に優れています。ウレタンのSlimeback™ Highbackは横方向に動き

やすく、スムーズなライディングをアシスト。Aシリーズのアルミニウム

シャーシは、アルミ特有で反応が良く、パワー伝達の良さが特徴ですが以

前のモデルよりフレックスの硬さを和らげています。2.5度のカント入り

のフットベッドはテコの力を生みボードの操作性を高めています。どこで

も、どんなコンディションでも、このバインディングに失望することはあ

りません。

¥40,700(税込)

コンポジットベースのスムーズな乗り心地を好むライダーのためのオール

ラウンドモデル。2ピースアンクルストラップはブーツにフィットし、軽

くて耐久性が抜群。ウレタン製のSlimeback™ Highbackは横方向に動き

やすく、スムーズなライディングをアシストします。ファイバーグラスを

配合したナイロン製のベースに、アルミニウムのヒールカップの組み合わ

せ。アルミニウムのヒールカップはヒールターン時の強度をもたらし、コ

ンポジットのベースはよりスムーズで反応の良い乗り心地を与えてくれま

す。2.5度のカント入りのフットベッドはテコの力を生むことでボードの

操作性を高めています。どこでも、どんな斜面でも、このバインディング

に失望することはありません。



¥38,500(税込)

ハイエンドマテリアルを使うハイパフォーマンスバインディングを手頃な

価格で求めるライダーのためのモデル。レスポンスが良く軽いナイロンハ

イバックを使用。1ピースのアンクルストラップは軽くてかさばらず、パ

フォーマンスと快適な着け心地を備えています。Aシリーズのアルミニウ

ムシャーシは、アルミ特有の反応の良いフレックスやパワー伝達の良さが

特徴ですが、以前のモデルより硬さを和らげています。2.5度のカント入

りのフットベッドはテコの力を生みボードの操作性を高めています。限り

ある予算内で軽量のオールマウンテンモデルを求めるなら、A-4がおすす

めです。

¥36,300(税込)

山全体でパフォーマンスを発揮できるようデザインされたモデル。パーク

からピークまで、C-4は頼れるバインディングです。1ピースアンクルス

トラップはブーツにフィットし、軽量で耐久性も備えています。ポリカー

ボネート製のベースに、アルミニウムのヒールカップの組み合わせ。アル

ミニウムのヒールカップは強度をもたらし、コンポジットのベースはより

スムーズで反応の良い乗り心地を与えてくれます。2.5度のカント入りの

フットベッドはテコの力を生みボードの操作性を高めます。予算内でゲッ

トできるオールマウンテンフリースタイルモデルです。



¥30,800(税込)

上達のためのバインディング。お手頃価格なので、余ったお金をリフトチ

ケットに使えます。ポリカーボネート製のベースとアルミニウムのヒール

カップを組み合わせ、アルミニウムのヒールカップは強度をもたらし、コ

ンポジットのベースはよりスムーズで反応の良い乗り心地を与えてくれま

す。1ピースのアンクルストラップは軽くてかさばらず、パフォーマンス

と快適な着け心地を備えています。2.5度のカント入りフットベッドはテ

コの力を生み、ボードの操作性を高めています。予算内でパフォーマンス

を求めるライダーのためのモデルです。



¥66,000(税込)

Intuition™-Trap-Wrap-Liner、Tongue-Tied™-Hybrid-Harness 

System、Closer™-Tongue-Tied™を搭載し、足首のフィット感を細か

く調整できるTRIDENT。フレックスを強化した弾力性のあるSlime 

Tongue™は振動を吸収し、従来のハーネスを付ける必要がなくなりまし

た。新しいMichelin®-Traverseアウトソールはバインディングの装着時

や、アイシーな駐車場でも滑らず安心。トリプルBOA®-Fit-Systemを採

用した硬めで反応が良いオールマウンテンパフォーマンスブーツです。

¥60,500(税込)

RIDEがかつて、世界で最も影響力のあるブランドとしてスタートした伝統

にちなんだブーツ。Intuition™-Mobile-Wrap-Linerが最高のフィット感

を実現し、H4 BOA® Tongue Tied™ Focus Fit Systemが2つの異な

るゾーンをそれぞれ正確に締め付けることで、抜群のヒールホールドを実

現。Tongue-Tied™が足首をしっかりと固定するため、従来のハーネスは

必要ありません。弾力性のあるFlex-Slime-Tongue™は振動を吸収し、関

節のフレックスを最大限に発揮してくれます。Michelin®-Fiberliteアウ

トソールとSlime-Midsoleの組み合わせは、雪上でのグリップとクッショ

ン性を約束。フリースタイルに最適なフレックスを備えたブーツです。



¥58,300(税込)

Insanoは名前の通り、狂気をはらんだブーツ。Intuit ion™-Center 

Tongue-Dream-Linerが抜群のフィット感を実現し、新しいH4-BOA® 

Focus-Fit-Systemが2つの異なるゾーンをそれぞれ正確に締め付けること

で、抜群のヒールホールド感と安定性を備えています。ファイバーグラスで

補強された弾力性のあるSl ime-Tongue™は振動を吸収し、新しい

Michelin® Traverseアウトソールは足元のグリップとレスポンスを向上さ

せました。Insanoはオールマウンテンライディングでのレスポンスを求め

るライダーのために作られた、RIDEのブーツラインで最も硬いフレックス

のブーツです。

¥57,200(税込)

Intuition™ Support Trap Wrap Linerが抜群のフィット感を実現し、均

等なプレッシャーで足を固定。H4 BOA® Coilerは一定したフィット感を

約束し、Michelin®-FiberliteアウトソールとSlime-Midsoleの組み合わ

せは、雪上でのグリップとクッション性を備えます。Lasso-Proはレスポ

ンスの良い硬めのブーツで、装着もイージー。幅が広いワイドタイプも用

意されています。すべてのコンディションでホールド感、レスポンス、耐

久性を求めるオールマウンテンライダーのためのモデルです。



¥50,600(税込)

チームライダーたちがFuseを好んで履くのには理由があります。

Intuition™-Mobile-Trap-Wrap-Linerが抜群のフィット感を実現し、レー

ス(ひも)とTongue-Tied™-Hybrid-Harnessの組み合わせは、快適さとホ

ールド感が抜群。弾力性のあるSlime-Tongue™は振動を吸収し、荒れた

バーンでの滑りをサポートします。ラバー素材のトゥキャップはブーツの

シルエットをすっきりとさせ、耐久性も向上。Michelin®-Fiberliteアウ

トソールとSlime-Midsoleの組み合わせは、雪上でのグリップとクッショ

ン性を備えます。どんなレベルのライダーも好む、硬めのフリースタイル

ブーツです。

¥55,000(税込)

Deadboltはスキー場での時間を楽しくするテクノロジーを搭載したオー

ルマウンテンフリースタイルブーツ。Intuition™-Support-Foam-Liner

が抜群のフィット感を約束し、新しいBOA®-Zonal-Fit-Systemは足をし

っかりとホールド。軽量のMichelin®-Summitアウトソールは雪面をしっ

かりとグリップします。快適なブーツが上達をアシストします。



¥46,200(税込)

Fuseより柔らかいフレックスのフリースタイルブーツ。レースと 

BOA®-Tongue-ied™-Fit-Systemを組み合わせることで、現代のブーツ

テクノロジーと伝統をうまく融合させました。Tongue-Tied™は足首をし

っかりとホールドし、細かな調整が可能。従来のハーネスを付ける必要が

ありません。Zig-Zag-FlexアウトソールとSlime-midsoleの組み合わせ

は、雪上でのグリップと快適さを備え、軸を内蔵することでサポートを強

化しています。どんな地形も滑り倒せるミッドフレックスのフリースタイ

ルブーツです。

¥53,900(税込)

Lasso Proと似ていますが、Lassoはよりフレックスがあるフリースタイ

ルブーツ。H4-BOA®Coiler-Fit-SystemとBOA®-Tongue-Tied™の組

み合わせは、しっかりと足をホールドし、細かな調節が可能。従来のハー

ネスを付ける必要がありません。Zig-Zag-FlexアウトソールとSlime 

midsoleの組み合わせは、雪上でのグリップとクッション性を備えます。

レスポンスが良く、装着も簡単なミッドフレックスブーツです。



¥44,000(税込)

山での時間にこだわりを持つライダーのためのオールマウンテンブーツ。

ミッドフレックスで、パークやパウダーもばっちり。In tu i t i on™ 

Support-Foam-Linerはクッション性と快適さを備え、H4-BOA® 

Coiler-Fit-SystemとManual-Tongue-Tied™の組み合わせは、しっかり

とかかとをホールドし、一定したフィット感を約束します。飽きることの

ないデザインで、十分なテクノロジーを搭載したブーツです。

¥40,700(税込)

手頃な価格のミッドフレックスフリースタイルブーツ。Manual-Tongue 

Tied™-systemとレース(ひも)の組み合わせはパーフェクトなフィット感

を実現し、Intuition™-Mobile-Foam-Linerは快適さを約束します。

Flex-Lite-2.0とSlime-Midsoleは衝撃を吸収し、雪上での安定性やグリ

ップ力に優れています。レースのブーツを好むフリースタイルライダーの

ためのミッドフレックスモデルです。



¥39,600(税込)

上達をアシストするブーツ。手頃な価格だからと言って侮ってはいけませ

ん、十分なテクノロジーを搭載しています。Intuition™-Plush-Foam 

Linerはフィット感に優れ、H4-BOA®-Coiler-Fit-Systemは足をしっか

りとホールドします。Closer™ Lace GuideとLock Down™ Turboがブ

ーツ全体を均一にサポート。Grip-LiteアウトソールとSlime-Midsoleの

組み合わせは、耐久性と雪上でのグリップを向上させます。オールマウン

テンライドのためのミッドフレックスブーツです。

¥35,200(税込)

予算内で上達をアシストするブーツ。Intuition™ Plush Foam Linerはフ

ィット感に優れ、H4-BOA®は足を素早く完全にホールドします。

Lock-Down™-Turboがブーツを均一にサポートし、Grip-Liteアウトソー

ルとSlime-Midsoleの組み合わせは、耐久性と雪上でのグリップを向上さ

せます。装着が簡単で、ネクストレベルに導いてくれる快適なブーツ。

¥33,000(税込)

お値段以上の機能を持つブーツ。Intuition™ Plush Foam Linerはフィッ

ト感に優れ、レースとLock-Down™-Turboの組み合わせは、足を快適に

ホールドします。Grip-LiteアウトソールとSlime-Midsoleの組み合わせ

により、耐久性と雪上でのグリップが向上。初級者から中級者向けのソフ

トフレックスブーツです。



¥69,300(税込)

Magic-Stickはオールマウンテンパフォーマンスのためにデザインされました。テーパー形状

のディレクショナルハイブリッドシェイプはパウダーでは浮力を発揮し、ハードスノーでは安

定感ある滑りを約束。キャンバーはスナップとレスポンスを生み、ノーズがテールよりわずか

に長く太いシェイプにより全てのコンディションで浮力とコントロール性に優れます。テーパ

ーのBi-Radial-sidecutはスムーズなターンをアシスト。 耐久性に優れ、スムーズなライディ

ングをサポートするSlimewalls®を搭載。Carbon-Array-3™は板のフレックスを損なうこと

なく、板の反発とコントロール性能を引き出します。Magic-Stickはミッドフレックスのオー

ルマウンテンボードです。

¥68,200(税込)

Saturdayは、山のどこでも活躍するハイブリッドロッカーシェイプのツインボード。キャン

バーはスナップとコントロールを生み、ノーズとテールのロッカーはスムーズなライディング

と浮力を約束します。Quadratic-Sidecutはスムーズなターンと優れたエッジグリップをア

シスト。Slimewalls®が振動を吸収することでスムーズなライディングをサポートし、耐久

性も高めています。Carbon-Array-3™は板のフレックスを損なうことなく、板の反発とコン

トロール性能を引き出します。1本の板で全てのコンディションを楽しみたい中級者から上級

者のためのミッドフレックスツインボードです。



¥60,500(税込)

¥55,000(税込)

Hearbreakerはレベルアップを狙うライダーのためのオールマウンテンモデル。足元のキャン

バーと、ノーズ、テールのロッカーを組み合わせたツインハイブリッドロッカーシェイプは適

度なスナップ感があり、スムーズなターンをアシストします。Quadratic-Sidecutはスムー

ズなターンとエッジグリップをアシスト。Slimewalls®が振動を吸収することでスムーズな

ライディングをサポートし、耐久性も高めています。すべてのレベルのライダーが楽しめるソ

フトフレックスのオールマウンテンボードです。

Compactはオールマウンテンパフォーマンスに優れたモデル。ディレクショナルハイブリッ

ドロッカーシェイプで足元のキャンバーはスナップとレスポンスを生み、長めでロッカーの入

ったノーズがパウダーでは浮力を持ち、スムーズなターンをサポートします。Quadratic 

Sidecutはスムーズなターンとエッジグリップをアシスト。Slimewalls®が振動を吸収する

ことでスムーズなライディングをサポートし、耐久性も高めています。Roll-In構造のサイドウ

ォールにより、軽くて強い板に仕上がりました。すべてのレベルのライダーが楽しめるソフト

フレックスのオールマウンテンボードです。 



¥41,800(税込)

多様性のあるオールマウンテンモデル。パークからピークまで、山全体で活躍し

ます。お手頃価格でアルミニウムの精密なフィーリングを求めるライダーのため

にデザインされました。Aシリーズのアルミニウムシャーシは、アルミ特有の反

応の良いフレックスやパワー伝達の良さが特徴で以前のモデルより硬さを和らげ

ています。リバーシブルアンクルストラップは軽量で、ハイエンドなパフォーマ

ンス、耐久性、快適さを備えます。ウレタンのSlimeback™-Highbackは横方

向に動きやすく、スムーズなライディングをアシスト。2.5度のカント入りフッ

トベッドはテコの力を生み、ボードの操作性を高めます。どこを滑っても頼れる

アルミの反応の良さを好むライダーのためのモデルです。

¥39,600(税込)

快適でスムーズな乗り心地を好むライダーのためのモデル。ファイバーグラスを

配合したナイロン製のベースに、アルミニウムのヒールカップを組み合わせてい

ます。アルミニウムのヒールカップはヒールターン時の強度をもたらし、コンポ

ジットのベースはよりスムーズで反応の良い乗り心地を与えてくれます。リバー

シブルアンクルストラップは軽量で、ハイエンドなパフォーマンス、耐久性、快

適さを備えます。2.5度のカント入りフットベッドはテコの力を生み、ボードの

操作性を高めます。コンポジットベースのスムーズな乗り心地を求めるライダー

のためのモデルです。



¥36,300(税込)

CL-4は、ネクストレベルに導いてくれるバインディングです。ポリカーボネー

ト製のベースに、アルミニウムのヒールカップを組み合わせています。アルミニ

ウムのヒールカップはヒールターン時の強度をもたらし、コンポジットのベース

はよりスムーズで反応の良い乗り心地を与えてくれます。1ピースアンクルスト

ラップは長時間装着しても快適さを失いません。2.5度のカント入りフットベッ

ドはテコの力を生み、ボードの操作性を高めます。スムーズで快適なオールマウ

ンテンモデルです。

¥30,800(税込)

CL-2は快適で操作性に優れた上達のためのモデル。ポリカーボネート製のベー

スに、アルミニウムのヒールカップを組み合わせています。アルミニウムのヒー

ルカップはヒールターン時の強度をもたらし、コンポジットのベースはよりスム

ーズで反応の良い乗り心地を与えてくれます。2.5度のカント入りフットベッド

はテコの力を生み、ボードの操作性を高めます。1ピースアンクルストラップは

軽くて耐久性があり、長時間装着しても快適にパフォーマンスを発揮します。オ

ールマウンテンモデルを予算内で求めるライダーにおすすめのモデルです。



¥56,100(税込)

Cadenceは普通のブーツではありません。抜群のパフォーマンスを誇る、アグ

レッシブで硬く、快適なブーツを求めるライダーにぴったりのモデルです。精密

さと機能を十分に備えています。Intuition™-Dream-Linerは抜群のフィット感

を実現し、H4-BOA®-Focus-Fit-Systemが2つの異なるゾーンを正確に締め

ることで、コントロール性と快適さが向上。Lock Down™ TurboとTransition 

Wrap-Harnessがかかとをしっかりとホールドします。C.A.T.テクノロジーに

より、ふくらはぎのフィット感が向上。レスポンスが良く、滑りをがっちりとサ

ポートする硬いブーツ。雪上のグリップに優れたMichelin®-Traverseアウトソ

ールを搭載しています。

Karmyn-Zonalは多くのテクノロジーを搭載。滑走時に足元を見るのが楽しく

なります。2つのゾーンをそれぞれ正確に締めるBOA®-Zonal-Fit-Systemに

より、初めて足を入れた瞬間からパーフェクトなフィット感を約束。

Michelin®-Summitアウトソールは軽く、歩行する際に滑りにくい特徴を持っ

ています。ふくらはぎ部分の調整が可能なC.A.T.テクノロジーにより、フィット

感が向上。ミディアムフレックスのフリースタイルブーツです。

¥53,900(税込)



¥46,200(税込)

レース(ひも)のハイエンド・レディースブーツ。レースとBOA®-Pow-

ered-Tongue Tied™ Fit System、Intuition™ Mobile Wrap Linerの組み合

わせで、望み通りのフィット感を得られます。従来のハーネスを付ける必要がな

くなった。C.A.T.テクノロジーにより、ふくらはぎのフィット感が向上。パーク

でもパウダーでも、真価を発揮する硬めなフレックスのフリースタイルブーツ。

Zig-Zag-FlexアウトソールとSlime-Midsoleの組み合わせは、雪上でのグリッ

プと快適さを備え、軸を内蔵することでサポートを強化しています。

パフォーマンスと快適さ、耐久性を兼ね備えたブーツ。どんな斜面でもパフォー

マンスを発揮します。Intuition™-Support-Foam-Linerはフィット感に優れ、 

H4 BOA® Coiler Fit Systemと BOA® Tongue Tied™ Fit Systemが足首

をしっかりとホールド。C.A.T.テクノロジーにより、ふくらはぎのフィット感が

向上。Jade PlusアウトソールとSlime Heel Podはクッション性が良く、雪を

しっかりとグリップします。ミディアムフレックスのオールマウンテンブーツで

す。

¥49,500(税込)



使いやすい快適なブーツ。足を1日中温かく快適に保ってくれる。Intuition™ 

Plush Foam Linersはフィット感に優れ、H4 BOA® Coiler Fit Systemはし

っかりと足をホールド。Closer™ Lace Guideと Lock Down™ Turbo がブーツ

全体を均一にサポートします。C.A.T.テクノロジーにより、ふくらはぎのフィッ

ト感を調整可能。Grip LiteアウトソールとSlime Midsoleの組み合わせは、耐久

性と雪上でのグリップを向上させます。全レベルのライダーにお勧めのミディア

ムフレックスブーツです。

¥39,600(税込)

上達のためのブーツ。お値段以上の機能を搭載しています。Intuition™-Plush 

Foam-Linerはフィット感に優れ、H4-BOA®は快適さを1日中キープ。Lock 

Down™ Turboはブーツ全体をしっかりとサポートし、Grip Liteアウトソールと

Slime-Midsoleの組み合わせは、耐久性と雪上でのグリップを向上させます。快

適なソフトフレックスブーツです。

¥35,200(税込)





¥46,200(税込)

ビッグジャンプを狙うキッズライダーのためのツインボード。ツインハイブリッドロッカーシェ

イプはエッジの引っ掛かりを軽減することでスムーズなターンをアシスト。グルーミングバーン

でのエッジの切り替えが早く、振動吸収性にも優れる。大人用のZeroに似た構造。スノーボー

ド を始めて数シーズンが経ち、レベルアップを目指すキッズライダーにぴったりのモデル。

K-1には大人用モデルと同様のテクノロジーが詰まっています。ポリカーボネー

ト製のベースに、アルミニウムのヒールカップを組み合わせるCシリーズのシャ

ーシを搭載。アルミニウムのヒールカップはヒールターン時の強度をもたらし、

コンポジットのベースはよりスムーズで反応の良い乗り心地を与えてくれる。ほ

とんどのブーツサイズに調整可能。1ピースのアンクルストラップは軽くてかさ

ばらず、パフォーマンスと快適な着け心地。ハイエンドテクノロジーとパフォー

マンスを求めるキッズライダーのためのモデル。

スノーボードを練習する時に足が痛くならないよう、快適でフィット感に優れる 

Intuition™ Plush Foam Linerを搭載。BOA® Fit Systemと Lock Down™ 

Turboが足をしっかりとホールドします。Die-Cut-EVAインソールはブーツが

ワンサイズ大きくなっても使えるようにデザイン。Grip-Liteアウトソールと

Slime-Midsoleの組み合わせは、耐久性と雪上でのグリップを向上させます。

キッズライダーのためのパフォーマンスブーツです。

¥30,800(税込) ¥30,800(税込)



小さなキッズが上達するのにぴったりな安定性のあるツインロッカーシェイプ。Quadratic 

Sidecutがスムーズなターンとエッジグリップをアシストする。ターンを練習するのに適した

柔らかめのフレックス。耐久性にも優れた上達のためのモデル。

¥30,800(税込)

Microは小さなサイズのブーツにフィットし、シングルストラップは子どもも親

も扱いがらくちん。ボードの装着を楽しく練習できる。人生で初めてのバイン

ディングにぴったりなモデル。ハイバックもほとんどのブーツサイズに調整可

能で、ビギナーキッズのベストチョイス。

小さなキッズライダーのためのブーツ。BOA®-Fit-Systemが足をしっかりと

ホールドする。Die-Cut-EVAインソールはブーツがワンサイズ大きくなっても

使えるようにデザインされている。軽量のTrack Lite phylonアウトソールはク

ッション性と雪上でのグリップを備えている。小さなライダーのためのパフォ

ーマンスブーツ。

¥20,900(税込)

¥13,200(税込)



¥14,300(税込)

¥23,100(税込)



¥27,500(税込)

¥8,800(税込)

¥5,500(税込)



RIDER: KENJI “ANDY” ANDO   PHOTO: JUNICHI WATANABE
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