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四季の山を歩き、思い、創造する
AXESQUIN 2012 AUTUMN & WINTER

古代衣服の意匠をヒントにした「マタギ（次ページ）」のデザインそのままにゴアテックス
ウィンドストッパー®生地で仕上げました。冬の冷たい風を完全に防ぐ柔らかな風合いの
伸縮性のある上着です。全体に薄手のフリースを裏張りしているので少ないレイヤード
でも快適な保温性を確保します。

【品番】AS1161　【価格】￥29,400（税込）　【サイズ】M～L　
【色】S82墨色／K21草色　【重さ】477g 
【素材】GORE WINDSTOPPER® Soft Shell 50dnストレッチナイロン＋フリース裏張り（国産生地）
【特長】ユニセックス、立ち襟、釦＋紐の前合わせ、肩周りに余裕のあるセットインスリーブ、右身頃に
ハンドポケット＋YKKジッパー、肘部分生地2重補強、袖口共地補強、日本製

展開色 S82 K21

シラカミ
白神　青森・秋田の県境をなす山地、日本初の世界自然遺産登録

AS1161 : K21

 私たちアクシーズクインは、日本の自然環境において快適な衣服を開発し提案するために、古くから山登りや
山仕事に使われてきた日本の衣服の意匠と機能に注目し、限られた天然素材しか入手できなかった頃の人々の
工夫と、アクシーズクインならではの発想を結び合わせ、良質な天然素材と化学素材を必要に応じて使い分けること
で新しいカタチの日本の登山衣服の創造に取り組んでいます。
 また、私たちの素材へのこだわりと意匠の意味を理解してもらうために、小規模でありながらも豊富な知恵と技術
を持ち合わせ、質の高い物作りを続けている日本の工場を生産背景として持ち、手袋を除くすべての製品を日本で
生産しています。

 アクシーズクインの商品は日本の風土における快適性を考えて作られていますが、ひとつひとつの
商品は決して万能ではなくその機能にも限界があります。山歩きにおいては時としてその限界を
超えることがあるということを理解して自分に合った重ね着の方法を考える必要があります。
 重ね着の方法に原則はあっても運動に伴う発汗や疲労の度合、暑さや寒さの感じかたは
人それぞれです。登山衣服の重ね着に対する一般的な理論をそのまま取り入れるのでは
なく、これから行く山に必要な衣服と重ね着のしかたを今まで以上に考えて自分に
合った重ね着をすることが、本当の快適を手に入れるために必要なことです。

 山は人に癒しを与えてくれますが、天候や体調の急変などによって
大きな危険が生じることもあります。こんなときにも快適で安全な
山歩きができるよう、しっかりとした装備はもちろんのこと、
このような状況に自分で考え対処できる経験と知恵を身に
つけて、秋から冬への美しい自然を楽しんで下さい。
 
 アクシーズクインは日本の山を知ることで私達
がやるべきことを学び、私達だからできる事、
私たちでなければできない事への
挑戦を続けます。
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GORE WINDSTOPPER® Soft Shell 50dn
柔らかな風合いと強度のバランスの良い50デニールのナイロン糸を使用したメカニカル
ストレッチ生地を表地に、保温性の高いポリエステルフリースを裏地に使用した素材。

はじめに ウェア



古代衣服の意匠をヒントに独自の羊毛織物で仕立てた野外上着です。独自の羊毛織物にシワ加工の裏地を付けて
防風性を高めているので、冬の山歩きから街の裏道散歩まで幅広い用途に対応します。斬新な意匠が落ち着いた色
合いに調和した独特な雰囲気の上着です。

【品番】AS1157　【価格】￥33,600（税込） 【サイズ】XS～XL 
【色】K26焦げ茶／S83千歳緑／K24減紫 【重さ】825g 
【素材】表地：93%ウール、7%ナイロン（羊毛ドビー織り国産生地）／裏地：100%ナイロン（シワ加工）　
【特長】ユニセックス、立ち襟、釦＋紐の前合わせ、防風性を高める裏地、肩周りに余裕のあるセットインスリーブ、右身頃にハン
ドポケット＋YKK金属ジッパー＋起毛トリコットの袋布、肘部分生地2重補強、袖口共地補強、日本製

展開色 K26 S83 K24

マタギ
またぎ　古い猟法を守って狩りをおこなう狩猟者の意

ドビー織りウール ● （93％ウール、7％ナイロン）
ドビー織の特徴である細かな織柄の連続する生地で、ウール独特の落ち着いた風合いと
ドビー織による凹凸が特徴の独自素材。

二重織りウール ● （96％ウール、4％ナイロン）
特殊な織機で２枚の生地を重ねて１枚の生地に織り上げた生地で、柔らかいながらもしっかり
した風合いを持っている。ウール独特の微妙な光沢と和服を連想させる横縞の独自素材。
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伝統装束の意匠を参考にしたウール製の野外ズボンです。やや厚手で
しっかりした風合いの二重織り生地は保温性と透湿性の兼ね合いが
良く、秋から冬にかけての山歩きに適します。膝下を少し上げた状態で
紐を結ぶことで膝周りに余裕が生まれ、膝の曲げ伸ばしの動きを助け
ます。地形図、手袋、小型デジカメなどの収納に便利なカーゴポケット
を配備。膝下までの長さの靴下を併用することでクラシカルな独特の
登山スタイルを楽しめます。

【品番】AS3432　【価格】¥23,100（税込） 【サイズ】XS～XL 
【色】K26焦げ茶／K25濃色／A28青鈍 【重さ】638g 
【素材】96%ウール、4%ナイロン（羊毛二重織り国産生地）　
【特長】ユニセックス、ウェストストレッチ＋紐、カーゴポケット＋YKK金属ジッ
パー、膝生地二重補強、膝に絞り紐、裾周り共地補強、日本製

展開色 K26 K25 A28

ヤマバカマ
山袴 袴の一種で本来は腰紐が前後に分かれる

AS3432 : A28
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古くは江戸時代の火消しの羽織に使われ、登山においては雪山登山や高所登山に多く使われていた羊毛製品が多機能で
安価な合成繊維の台頭により市場ではあまり見られなくなった時代がありましたが、アクシーズクインでは次に挙げる
優れた機能に注目し10年ほど前から羊毛素材を使い続けています。

■ 保温性　独特の縮れにより製品の約60％の空気を含む
■ 吸湿性　綿の約２倍、ポリエステルの約40倍の吸湿性があり汗を吸収して蒸れにくくする
■ 撥水・防汚性　雨などの水滴や泥などの水溶性の汚れをはじく
■ 抗菌・消臭性　長期間の着用にもいやな臭いがしない
■ 難燃性　合繊のように溶解せず火から遠ざければ自然消化する
■ 制電性　水分含有率が高いので静電気が起こりにくくチリやホコリを寄せつけない

● このカテゴリーのアイテムには、現在でも織物や編み物の産業が残る日本の産地を訪ね、豊富な経験と丁寧で
高い技術力を借りることで生まれた、伝統性を残しながらも高品質なアクシーズクイン独自の素材を使用しています。

ウール製品へのこだわり

一般的な編み地よりも目を詰めた耐久性の高い縮絨生地を
使用し、鯉口シャツをヒントにした野外シャツです。七分丈の
袖は上着を重ね着しても窮屈にならず、長袖の下着との色遊
びも楽しめます。フリースやセーターの代わりになる汎用性
の高いシャツです。

【品番】AS1842 【価格】¥28,875（税込） 【サイズ】XS～XL 
【色】K23消炭色／A28青鈍／K25濃色 【重さ】580g 
【素材】生地：50%ウール、50%アクリル（国産編物）／部分使
い：100%ナイロン（シワ加工）
【特長】ユニセックス、Ｖネック、肩周りに余裕のあるセットイン
スリーブ、七分丈の袖、胸ポケット、リングドット釦、アクシーズ
クインのロゴ配色の縞模様テープ、動きやすい丸形の裾、日本製

展開色 K23 A28 K25

リムセ
踊りの意 アイヌの言葉

AS1842 : K23

縮絨ウール ● （50％ウール、50％アクリル）
熱処理により縮ませることで編み地を詰めて生地の強度を上げた素材で、バルキー（嵩高）
性に富む。特殊な製法によってウールだけが表面に出るように設計しており、一般のニット
にはない丈夫さが特徴の英国羊毛を使用した独自素材。
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一般的な編み地よりも編目を詰めた耐久性の高い縮絨生地
を使用したウール製野外ズボンです。野原を歩いたり山を
歩いたりする際に一時的な小物の収納に便利なサイドポ
ケットを配備。切りっ放しでもほつれないので股下の調整
が容易（ただし、両脇の縫い目がほつれないように留め縫い
が必要）です。

【品番】AS3433　【価格】¥25,200（税込） 【サイズ】XS～XL 
【色】K25濃色／A28青鈍／K23消炭色 【重さ】545g 
【素材】50%ウール、50%アクリル（国産編物）　
【特長】ユニセックス、ウェストストレッチ＋絞り紐、カーゴポケット、
裾カットオフ製法、日本製

展開色 K25 A28 K23

ウタリ
仲間の意　アイヌの言葉

AS3433 : K25

ウェア



紡績・編み立て・縫製までを国内でおこなった英国羊毛の
素朴なウールセーターです。薄手の編地を裏起毛させ、身巾
と肩巾を少し大きめにしたゆったり目の作りは、街の近くの
丘陵散策や気軽な山歩きに最適です。

【品番】AS1730　【価格】¥16,800（税込） 【サイズ】XS～XL 
【色】K25濃色／K23消炭色／K26焦げ茶 【重さ】305g 
【素材】100%ウール裏起毛　
【特長】ユニセックス、27.5マイクロ英国羊毛を使用、丸首、日本製

展開色 K25 K23 K26

ミョウケン

紡績・編み立て・縫製までを国内でおこなった英国羊毛の
素朴なウールセーターです。適度な厚みの編地を裏起毛さ
せ、身体にフィットするつくりで保温効果を高めるだけでは
なく、着用することで広がる編地の隙間は発汗による湿気
を効果的に放出し、外気を取り入れ快適性を高めるという
優れた機能を持っています。防風性の高い上着と合わせる
ことで幅広い天候に対応できます。

【品番】AS1953　【価格】¥22,050（税込） 【サイズ】XS～XL 
【色】K23消炭色／A28青鈍 【重さ】370g 
【素材】100%ウール裏起毛 
【特長】ユニセックス、27.5マイクロ英国羊毛を使用、立ち襟、
YKKコイルジッパー、袖口、裾周りストレッチ、アクシーズクインの
ロゴ配色の縞模様テープ、日本製

展開色 K23 A28

ギョシャ
AS1953 : A28

妙見　秋の星の意（方言）

冬の星座で天の川の中にあるぎょしゃ座の意

AS1730 : K25

裏起毛ウール ● （100％ウール）
軽さと適度な保温性を両立させるために裏面を軽く起毛させた独自素材。英国羊毛100％
のぜいたくな素材で独特のハリとコシがあり、更に汗の吸収・放出に非常に優れている。
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ドビー織りウール ● （93％ウール、7％ナイロン）
ドビー織の特徴である細かな織柄の連続する生地で、ウール独特の落ち着いた風合いと
ドビー織による凹凸が特徴の独自素材。

刺し子織りウール ● （99.5％ウール、0.5％ナイロン）
厳密な刺し子織は二重織の一種だが、今回使用している生地はその手法からかがり縫い
部分を転用したもの。平織りの生地に刺し子織風のかがり縫いを施すことで生地表面に
立体感を持たせた独自素材。
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気軽な山歩きの服装に調和しやすいウール製の半ズボンです。
個性的なドビー織りの生地に滑りのよい裏地を部分的にあてる
ことで、タイツなどの上に重ね履きした時の運動性を良くしてい
ます。

【品番】AS3434 【価格】¥14,175（税込） 【サイズ】XS～XL 【色】
K26焦げ茶／K24減紫／S83千歳緑 【重さ】335g 
【素材】93%ウール、7%ナイロン（ドビー織り国産生地）／部分使い：
100%ナイロン（シワ加工）　
【特長】ユニセックス、ウェストストレッチ＋絞り紐、ハンドポケット、尻部・
膝前に裏地、日本製

展開色 K26 K24 S83

キリバカマ 6101
気軽な山歩きの服装に調和しやすいウール製半ズボンです。
個性的な刺し子織りの生地に滑りのよい裏地を部分的にあてる
ことで、タイツなどの上に重ね履きした時の運動性を良くして
います。

【品番】AS3435　【価格】¥14,175（税込） 【サイズ】XS～XL 【色】
K22栗皮色／K27古代紫 【重さ】258g 【素材】生地：99.5%ウー
ル、0.5%ナイロン（刺し子織り国産生地）／部分使い：100%ナイロ
ン（シワ加工）
【特長】ユニセックス、ウェストストレッチ＋絞り紐、ハンドポケット、尻
部・膝前に裏地、日本製

展開色 K22 K27

キリバカマ 6100
切り袴　袴の一種で本来は足首までの長さの袴を言う切り袴　袴の一種で本来は足首までの長さの袴を言う

AS3434 : S83AS3435 : K27

ウェア



伝統装束の意匠を手掛かりにした、柔らかくて伸縮性に
優れた股引タイプのソフトシェルズボンです。軽くて透湿
性・保温性にも富んだ生地は肌面にウールを使用している
ので、登山中に汗をかいても冷えにくく、不快を感じること
がありません。独特な３枚接ぎの尻周りと立体裁断で絞り
込んだ膝周りは優れた運動性を提供します。地形図、手袋、
小型デジカメなどの収納に便利なカーゴポケットを配備し
ており、膝下までの長さの靴下と合わせることで独特の登
山スタイルを楽しめます。

【品番】AS3431　【価格】¥17,325（税込） 【サイズ】XS～XL 
【色】N27鉛色／S82墨色 【重さ】290g 
【素材】Schoeller naturetec 72%ナイロン、20%ウール、8%
ポリウレタン　
【特長】ユニセックス、ウェストストレッチ＋絞り紐、立体裁断、
カーゴポケット、尻部分3枚接ぎ、膝裏生地2重補強、七分丈、
日本製

展開色 S82 N27

シノビ
忍び 忍者、忍術の意

AS3431 : N27
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Schoeller naturetec（72％ナイロン、20％ウール、8％ポリウレタン）
縦方向に40％、横方向に35％の伸縮性があり、優れた撥水性と適度な保温性を併せ持つ
ソフトシェル生地。裏面（肌のあたる面）にメリノウールが出るように設計されている。

ウェア
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展開色 S82 O22 L04 O23

割烹着の様な形をしていますが、実はザックを背負ったまま着ることができる超軽量の風よけです。ポケッタブル＋ベルクロフ
ラップ付きなので、ザックのショルダーなどに取り付けておけばちょっと風をよけたいときや肌寒いときにすぐに取り出せます。
裾はザックのヒップベルトで押さえることでバタつきを防止できます。アクシーズクインならではのユニークなプロダクトです。

【品番】AS1159　【価格】￥9,975（税込）　【サイズ】S-XL
【色】S82墨色／O22オリーブ鼠／L04檸檬／O23桜桃
【重さ】43g
【素材】PERTEX QUANTUM 15dnリップストップナイロン 
【組成】ナイロン１００％
【特徴】高強度超極細糸使用、撥水・シレー加工、前開きＹＫＫファスナー、チンフラップ、袖口AQストライプバインダー、胸内側に収納
ポケット、ベルクロフラップでザックのショルダーなどに取り付け可能、日本製

クナド（薄衣）
久那斗、岐：道の分岐にまつられた神、道祖神 （薄衣＝地の薄い衣服）

AS1159 : L04

ザ
ッ
ク
を
背
負
っ
た
ま
ま
着
脱
が
で
き
ま
す
。

こ
ま
め
な
体
温
調
整
へ
の
新
し
い
解
答
。

い
つ
も
傍
に
い
る
超
軽
量
の
パ
ー
ト
ナ
ー
で
す
。

PERTEX QUANTUM 15dnリップストップナイロン
目視することが困難なほど細い15デニールの極細繊維を高密度に織り上げた生地。1平米あたり27ｇ
と羽のように軽く肌触りは絹のようにしなやかで、40デニールクラスの生地と比べると半分以下の
重さと収納性を持っている。生地表面に圧力をかけること（カレンダー加工）で最大限の防風性を
付加し、トリプルリップストップ構造によって重量に対して最高水準の強度を持っている。 背中部分がすっかり空いています。

ウェア

ポケッタブル仕様。
てのひらに収まるくらい
コンパクトに収納できます。

ベルクロ付きなので、
ザックのストラップなどに
取り付けて携帯できます。

こうしてザックを背負ったまま着脱が可能。
前身頃を防風するだけでもかなりの
保温効果があります。
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帽子

雨や風、寒さから頭を守るだけではなく、木の枝や小石の落石などから頭を
守るためにも登山において帽子をかぶることはとても重要なことです。
でも、せっかくの休みに山に行くのですから、人とは少し違ったデザインで
しっかりした機能を持った帽子を被って山を楽しんでいただきたいものです。
アクシーズクインでは、明治後期から大正にかけての日本のアルピニズムを
代表するような意匠の帽子をGORE-TEX Fabricや独自のウール素材によって
再現してみました。



ツバと耳あての部分もシームテープで目止めを施したゴア
テックス製の帽子です。本体生地は起毛させたトリコットを
裏張りしているので適度な保温性があり、強風時や低温時の
保護のために耳あて部分は起毛トリコットを二重にして保温
性を高めています。また、風雪や日射しに合わせて形状を固
定できるようにツバの縁にはワイヤーを内蔵しています。
【品番】RX0044　【価格】¥6,300（税込） 【サイズ】F（最大61cm） 
【色】D02ダークグレイ／W06ウォームグレイ 【重さ】65g 【素材】
生地：GORE-TEX Soft Shell 50dnストレッチナイロン（起毛トリ
コットの裏張り）／部分使い：100%ポリエステル（起毛トリコット）
【特長】ゴアシームテープ加工（ツバと本体、耳あてと本体の接ぎ部
分も含む）、ユニセックス、ツバの縁にワイヤー、あご紐、耳あて（起
毛トリコットライニング）、サイズ調整ドローコード、日本製

展開色

GORE-TEX FLANNEL マウンテンキャップ

冬の登山に最適なゴアテックスのチロル帽です。本体生地
は裏起毛させたトリコットを裏張りしているので適度な保
温性があり、スベリ部分には汗の吸収の良い起毛メッシュ
を使用しています。ツバの後部は短くなっているのでリュッ
クとの干渉を防ぎます。飾り紐はお好みでほどけるように仕
上げています。
【品番】RX0045　【価格】¥6,930（税込） 【サイズ】M～XL 
（M=58cm, L=60cm, XL=62cm） 【色】D02ダークグレイ／
W06ウォームグレイ 【重さ】85g 【素材】生地：GORE-TEX 
Soft Shell 50dnストレッチナイロン（起毛トリコットの裏張り）
／部分使い：100%ポリエステル（起毛メッシュ）
【特長】ゴアシームテープ加工（ツバと本体の接ぎ部分も含む）、
ユニセックス、飾り紐、日本製

展開色 D02 W06

展開色 D02 W06 B58

GORE-TEX FLANNEL チロリアンハット

日本の熟練した帽子職人がひとつひとつ成型したウールフェルト製
ハットで、柔らかめに成形しているのでたたんで仕舞うことができま
す。スベリ部分には汗の吸収の良い起毛メッシュを使用しています。
【品番】AX0136　【価格】¥11,025（税込） 【サイズ】M～L （M=58cm, 
L=60cm,） 【色】T26鉄紺／S82墨色／K26焦げ茶 【重さ】98g 【素材】
生地：100%ウール／部分使い：100%ポリエステル（起毛メッシュ）
【特長】飾り帯、ユニセックス、日本製

展開色 T26 S82 K26

ソフトフェルトハット

展開色 T26 S82 K26

日本の熟練した帽子職人がひとつひとつ成型したウールフェルト製
キャップで、柔らかめに成形しているのでたたんで仕舞うことができま
す。スベリ部分には汗の吸収の良い起毛メッシュを使用しています。
【品番】AX0137　【価格】¥11,025（税込） 【サイズ】M～L （M=58cm, 
L=60cm） 【色】T26鉄紺／S82墨色／K26焦げ茶 【重さ】81g 【素材】
生地：100%ウール／部分使い：100%ポリエステル（起毛メッシュ）
【特長】飾り紐、ユニセックス、日本製

ソフトフェルトキャップ

日本の熟練した帽子職人がひとつひとつ成型したウールフェルト
製の本格的なチロル帽です。本体には厚めのウールフェルトを使
用しているので防寒性も高く頭の保護の役目も果たします。ツバ
の後部は折り返してあるのでリュックとの干渉を防ぎ、スベリ部分
には汗の吸収の良い起毛メッシュを使用しています。
【品番】AX1029　【価格】¥15,750（税込） 【サイズ】M～L （M=58cm, 
L=60cm） 【色】C02チャコール／B00ブラウン 【重さ】135g 【素材】
生地：100%ウール／部分使い：100%ポリエステル（起毛メッシュ）
【特長】飾り羽（２枚）、飾り紐、ユニセックス、日本製

展開色 C02 B00

チロリアンハット

AX1031 : D29 一般的な編み地よりも編目を詰めた耐久性の高い縮絨生地を使用
したクラシカルな意匠の登山帽です。スベリ部分には汗の吸収の良
い起毛メッシュを使用しており、あご紐のストッパーは手袋をした
ままでも操作が容易なように大きめのものを使用しています。
【品番】AX1031　【価格】¥6,300（税込） 【サイズ】M～XL （M=58cm, 
L=60cm, XL=62cm） 【色】D29ダークスレート／D02ダークグレイ／
G29グレイオリーブ 【重さ】110g 【素材】生地：50%ウール、50%アク
リル（国産編物）／部分使い：100%ポリエステル（起毛メッシュ）【特長】
ユニセックス、カットオフ製法、あご紐（取り外し可能）、日本製

展開色 D29 D02 G29

ウールトレッキングハット

冬の登山に最適なゴアテックスの帽子です。本体生地は起毛
させたトリコットを裏張りしているので適度な保温性があり、
スベリ部分には汗の吸収の良い起毛メッシュを使用していま
す。ツバの縁にはワイヤーを内蔵しているので形状を固定で
き、あご紐のストッパーは手袋をしたままでも操作が容易な
ように大きめのものを使用しています。
【品番】RX0046　【価格】¥6,720（税込） 【サイズ】M～XL 
（M=58cm, L=60cm, XL=62cm）  【色】D02ダークグレイ／
W06ウォームグレイ／B58バーントオレンジ 【重さ】85g 【素材】
生地：GORE-TEX Soft Shell 50dnストレッチナイロン（起毛トリ
コットの裏張り）／部分使い：100%ポリエステル（起毛メッシュ）
【特長】ゴアシームテープ加工（ツバと本体の接ぎ部分も含む）、ユ
ニセックス、ツバの縁にワイヤー、あご紐（取り外し可能）、日本製

GORE-TEX FLANNEL トレッキングハット

D02 W０6

RX0044 : W06

RX0045 : W06

RX0046 : D02

18 19

AX1029 : C02

AX0136 : T26

AX0137 :K26

帽子
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●グローブのメンテナンスについて 

撥水性は化学的な加工によるもので、使用頻度や状況によりその性能は低下してきます。撥水性が落ちると生地に水分が染みやすくなり乾き
も悪くなります。市販の撥水スプレーでこまめにメンテナンスをして撥水性を維持させてください。

グローブは洗濯機での洗濯はできません。汚れが気になる場合には中性洗剤を溶かした水をタオルなどに浸み込ませて拭きとってください。
汗のにおいなどが気になる場合には中性洗剤を溶かしたぬるま湯で軽くもみ洗いしてからよくすすいでください。干すときには手首側を下に
して陰干ししてください。注意：本革を使用したグローブは革の硬化・劣化につながりますので洗濯は避けて下さい。

● グローブを上手に使うヒント

アクシーズクインではいろいろな機能のグローブを用意していますが、これらは必ずしも万能ではありません。それぞれのグローブの持つ
機能を理解し、ご使用になる状況に応じて使い分けや組み合わせることが快適に使うためのヒントです。

完全防水で透湿性を備えたグローブは、雨・雪・風から手を保護する意味でとても頼りになりますが、使用状況によっては手の発汗により内
部が濡れてしまうことがあります。それを補うために吸汗速乾性に優れたインナーグローブを併用することと交換用のインナーグローブを用
意することをお勧めします。

防風性があり汗を放出しやすいグローブのカテゴリーで、例えば天候
の良い雪山トレッキングの行動中や冬の低山トレッキングに最適で
す。ベストセラーの ‘指の出せる’ フィンガースルーグローブ、薄手で
フィット性の高いウィンドシールドグローブ、汎用性の高いウォーム
ライトシェルグローブがこのカテゴリーです。

ソフトシェルグローブ（P27）

保温性を確保する上で最も重要なカテゴリーです。独自のデザインの
‘指の出せる’ フィンガースルータイプとシンプルな５本指タイプが
あります。５本指タイプは厚手・中厚・薄手をそろえており、いろいろな
要求に応えます。操作性向上のためにすべてのグローブには滑り止め
が施されており、すべての５本指グローブはタッチパネル対応になっ
ています。子供用のモデルもそろえバリエーションも豊富です。

ウールグローブ（P28）

雪・雨・風から手を保護するグローブの
カテゴリーで、完全防水タイプと耐水タ
イプに分かれます。丈夫さ・動きやすさ・
使いやすさも重要な要素で、気温の低
い状況や疲労した状況でもストレスを
感じないつくりになっています。ネイ
チャーフォトや雪山トレッキングに最適
な ‘指の出せる’ フィンガースルーミト
ンや本格的な雪山登山向けのオーバー
グローブとミトンをそろえています。

オーバーグローブ（P22）
完全防水の薄手のグローブです。一年
中使える汎用性の非常に高いグローブ
で、軽くて動きやすい造りになってい
ます。気温の低い状況では薄手のイン
ナーグローブを併用することでより幅
広いシーンに対応できます。

ライトシェルグローブ（P26）

雪山登山・低山登山・ネイチャーフォトなどの異なるフィールドにおいて、どんなグローブ
を使ったら快適か？ということは使う人によって少しずつ異なるでしょう。
アクシーズクインでは、すべてのグローブをウェアのレイヤードと同じようにアウ
ターからミドラー、インナーという属性で分類し、そこから必要なものを選べるように
ラインナップしました。

自由に組めるグローブの
レイヤリングシステム

様
々
な
状
況
に
対
応
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、
機
能
的
な
グ
ロ
ー
ブ

オーバーグローブ (フィンガースルーミトン)



柔軟さと強さを兼ね備える牛革を使用したアクシーズクインオリジナル意匠の指の
出せるミトンです。防風性、透湿性、グリップ性にも優れており、インナーグローブと
併用できるように余裕のある大きさに仕上げています。親指の甲側の中綿と四本指の
甲側・平側の中綿を他の部分の１．５倍にして指先の保温性を確保し、四本指側の手の
甲内側にカイロポケットを設けています。オーロラ写真の撮影や雪景色の写真撮影など
に使用できます。
【品番】AG3775　【価格】¥14,700（税込） 【サイズ】S～XL 【色】B02ブラック 【重さ】285g 
【素材】本体：100%牛革／裏地：100%ポリエステル（フリース）／中綿：100%ポリエステル
【特長】ユニセックス、二本指ミトン、YKK止水ジッパー＋インナーフラップ＋中綿、カイロポケッ
ト、鼻拭き、手首ストレッチ＋調整ベルト、袖口ドローコード、左右留めクリップ、中国製

展開色 B02

フィンガースルーミトン PRO

AG3775 : B02
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オーバーグローブ (フィンガースルーミトン)

■ フィンガースルーミトンとは

グローブとしては最も保温効率の良いミトン
構造で高い保温力を持たせながらも、必要な
時には止水仕様のジッパーを開放し、そこか
ら指を出す事ができます。とっさの時にもい
ちいちオーバーグローブを外さなくても済む
ので、オーバーグローブが邪魔になる事は
もちろん、落下や風に飛ばされたりなどの紛失
のリスクを回避する事ができます。

1999年フリーとして独立。自らを人生、興味、趣味の中を旅する「Traveler」と称し、それ
ぞれの交差点で仕事をするCROSSROADを主宰。パラグライダー専門誌を中心にアウト
ドア、旅、もの、ミリタリー、レスキューなど広い守備範囲のライターとして活動。
近年は、極北カナダへ強く惹き付けられ、ユーコン準州、ノースウエスト準州のツンド
ラ地帯、ユーコン準州アークティックサークル周辺と毎年撮影行を続けている。
2009年は、世界一過酷といわれているパラグライダーレース、レッドブルエックスア
ルプスにサポーターとして参加。2010年にかけてユーコン準州でオーロラとカリブー
の撮影を行う。2011年自然写真家の上村知弘氏と共に、YUKON RIVER QUESTを完走。

小貝哲夫HP   http://www.gaiko.com
オリンパス コミュニティサイト【Earth Color】  http://fotopus.com/naviblog/kogai

小貝哲夫 1960年生まれ  写真家／ライターTetsuo Kogai



RG3549 : B01

太番手の丈夫な防水透湿生地（三層）を使用したオーバー
ミトンです。３本指なのでピッケルやカラビナなどを使う登
山にも対応し、深雪のラッセルに有効な肘上までの長いカ
フが特徴です。目止めはしていませんがシンプルな構造で濡
れにくく乾きやすいオーバーミトンです。
【品番】RG3549　【価格】¥4,935（税込） 【サイズ】S～XL 
【色】B02ブラック／B01ブルー 【重さ】105g 【素材】生地：
100%ナイロン（三層防水透湿）　【特長】ユニセックス、ロングカ
フ、３本指ミトン、手の平滑り止め、手首ストレッチ、袖口ドロー
コード、左右留め釦、中国製

展開色 B02 B01

マウンテンオーバーミトン LONG

AG3776 : K00

アクシーズクインオリジナル意匠の指の出せるミトンの雪
山登山向けモデルです。防風性、耐水性、透湿性、グリップ性
に優れており、インナーグローブと併用できるように余裕の
ある大きさに仕上げています。指先周りは耐摩擦性を考慮
した太番手の防水透湿生地（三層）、手の平側はグリップ性
を考慮した柔らかい羊革、手の甲から手首周りは軽さと柔
軟性を考慮した薄手の防水透湿生地（二層）を使用してい
ます。また、手首部分は独自のツイストシャーリングですっ
きりと仕上げ、アックスリーシュやトレッキングポールのス
トラップに干渉しません。
【品番】AG3776　【価格】¥12,600（税込） 【サイズ】S～XL 
【色】K00カーキ／C02チャコール／G03グリーン 【重さ】155g 
【素材】本体：100%ナイロン（防風・耐水・透湿）／裏地：100%
ポリエステル（フリース）／中綿：100%ポリエステル／手の平：
100%本革（羊革）
【特長】ユニセックス／二本指ミトン／YKK止水ジッパー＋イン
ナーフラップ＋中綿／反射パイピング／鼻拭き／手首ストレッチ
／手首ツイストシャーリング／袖口ドローコード／袖口羊革タブ
／左右留めクリップ／中国製

展開色 K00 C02 G03

フィンガースルーミトン EXTREME

AG3777 : R00

冬のアウトドア全般に使用できる最も汎用性の高いアク
シーズクインオリジナル意匠の指の出せるミトンです。防風
性、耐水性、透湿性、グリップ性に優れており、インナーグ
ローブと併用できるように余裕のある大きさに仕上げてい
ます。
【品番】AG3777　【価格】¥5,250（税込） 【サイズ】S～XL 
【色】R00レッド／B02ブラック／K00カーキ 【重さ】90g 【素
材】本体：100%ナイロン（防風・耐水・透湿）／裏地：100%ポリ
エステル（フリース）／中綿：100%ポリエステル／部分使い：合
成皮革
【特長】ユニセックス、二本指ミトン、YKK止水ジッパー＋インナー
フラップ、手首ストレッチ、袖口ドローコード、左右留めクリップ、中
国製

展開色 R00 B０2 K00

フィンガースルーミトン ORIGINAL

ゴアテックスグローブインサートを使用した完全防水のオー
バーグローブです。掌には柔らかな羊革を滑り止めとして使
用し、手の甲には太番手の丈夫な防水透湿ナイロン生地（三
層）を使用しています。手首部分には軽量の防水透湿生地
（二層）をしています。また、手首部分は独自のツイストシャー
リングですっきりと仕上げ、アックスリーシュやトレッキング
ポールのストラップに干渉しません。
【品番】RG3551　【価格】¥10,500（税込） 【サイズ】S～XL 【色】
B00ブラウン／B02ブラック／B01ブルー 【重さ】110g 【素材】
表地：100%ナイロン（三層防水透湿、二層防水透湿）／裏地：
100%ポリエステル（メッシュ）／GORE-TEX Glove Insert
【特長】ユニセックス、立体裁断、滑り止め羊革、指先巻き上げ処
理、鼻拭き、手首ツイストシャーリング、袖口ドローコード、袖口羊
革タブ、吊り下げ用ループ、中国製

展開色

GORE-TEX オーバーグローブ

B00 B02 B01

RG3551 : B02
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オーバーグローブ (フィンガースルーミトン) オーバーグローブ



AG3759 : D11

RG3548 : T01

秋から春にかけての山登りに使用できる汎用性の高いアクシーズクインオリジナル意
匠の指の出せるミトン。指先のカバーを手の甲側に開くことで親指・人差し指・中指が
出て、靴ひもを結んだりメモをとったり指先を使う作業が手袋をしたままで出来ます。
薄手のインナーグローブと併用することで使用範囲が広がります。
【品番】AG3759　【価格】¥5,040（税込） 【サイズ】XS～XL 【色】D11ダークオリーブ／R00
レッド／B02ブラック／N00ネイビー／A17エンジェルブルー／G10ゴールド 【重さ】70g 
【素材】本体：GORE WINDSTOPPER 100%ポリエステル（PTFEラミネート）／裏地：100%
ポリエステル（メッシュ）／部分使い：合成皮革
【特長】ユニセックス、指先カバー、手首ストレッチ、左右留めクリップ、中国製

展開色 D11 R00 B02 N00 A17 G10

WINDSTOPPER フィンガースルーグローブ ORIGINAL

年間を通して山歩きに使用できる非常に汎用性の高いソフトシェル手袋。ウィンド
ストッパーが風を防ぎ、掌に滑りにくい素材を使用し、トレッキングポール使用時
や鎖場において確実なグリップ性を提供します。インナーグローブとしても使用で
きるフィットタイプの手袋で、指先を使う動作もしやすいように細身に仕上げてい
ます。
【品番】AG3772　【価格】¥3,780（税込） 【サイズ】S～XL 【色】B02ブラック／G01グレ
イ／L03ライム／P03ピンク 【重さ】45g 【素材】手の甲　表：GORE WINDSTOPPER 
Soft Shell 100%ポリエステル（PTFEラミネート）／手の甲　裏：100%ポリエステル
（メッシュ）／掌：合成皮革
【特長】ユニセックス、立体裁断、手首ストレッチ、左右留めスナップ、中国製

展開色 B02 G01 L03 P03

ウィンドシールドグローブ

秋から冬のトレッキングにおいて幅広く使用できるライトタイプのシェルグロー
ブ。撥水性・防風性・透湿性に優れ、適度な保温性を提供します。
【品番】RG3548　【価格】¥2,940（税込） 【サイズ】XS～XL 【色】B02ブラック／R00
レッド／N00ネイビー／S58シルバー／T01タン／B00ブラウン 【重さ】70g 【素材】表
地：100%ポリエステル／裏地：100%ポリエステル（起毛トリコット）／部分使い：合成
皮革
【特長】立体裁断、手首ストレッチ、左右留めクリップ、中国製

展開色 B０2 R00 N00 S58 T01 B00

ウォームライトシェルグローブ

ゴアテックスグローブインサートを使用した完全防水のト
レッキンググローブです。年間を通して使用できる軽量で
フィット感の良いグローブで、手の甲にストレッチパネル、
掌にはグリップ性に優れた合成皮革を使用しています。
【品番】RG3544　【価格】¥7,140（税込） 【サイズ】S～XL 
【色】K00カーキ／R00レッド／O01オリーブ／B02ブラック 
【重さ】90g 【素材】手の甲：100%ナイロン（二層防水透湿）／
掌：合成皮革／裏地：100%ポリエステル（メッシュ）／
GORE-TEX Glove Insert
【特長】ユニセックス、立体裁断、指先巻き上げ処理、手首スト
レッチ、袖口ドローコード、左右留めクリップ、中国製

展開色 K00 R00 O01 B02

RG3544 : K00 GORE-TEX ストレッチシェルグローブ

防水透湿インサートを使用した完全防水のトレッキング
グローブです。年間を通して使用できる軽量でフィット感の
良いグローブで、手の甲にストレッチパネル、掌にはグリッ
プ性に優れた合成皮革を使用しています。
【品番】RG3546　【価格】¥4,935（税込） 【サイズ】M～XL 
【色】C02チャコール／N00ネイビー／K00カーキ／S58シル
バー 【重さ】90g 【素材】表地：100%ナイロン（二層防水透湿）
／裏地：100%ポリエステル（メッシュ）／部分使い：合成皮革／
防水透湿インサート
【特長】立体裁断、手首ストレッチ、袖口ドローコード、左右留めク
リップ、中国製

展開色 C02 N00 K00 S58

メンズ・レイングローブ

防水透湿インサートを使用した完全防水のトレッキング
グローブです。年間を通して使用できる軽量でフィット感の
良いグローブで、手の甲にストレッチパネル、掌にはグリッ
プ性に優れた合成皮革を使用しています。
【品番】RG3545　【価格】¥4,935（税込） 【サイズ】M～L 【色】
C02チャコール／N00ネイビー／R00レッド／K00カーキ／
S58シルバー 【重さ】90g 【素材】表地：100%ナイロン（二層防
水透湿）／裏地：100%ポリエステル（メッシュ）／部分使い：合
成皮革／防水透湿インサート
【特長】立体裁断、手首ストレッチ、袖口ドローコード、左右留めク
リップ、中国製

展開色 C02 N00 R00 K00 S58

RG3545 : S58 ウィメンズ・レイングローブ

RG3546 : C02

AG3772 : P03
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厚手のラグウールを使用した指出し仕様のニット手袋。フラップを外すと人差し指と
中指が出せて、指の切り込みから親指を出せるので、手袋をしたままで携帯電話やカ
メラの操作ができます。薄手の中綿と肌触りのよい起毛ニット裏地の三重構造によ
り高い保温性を確保でき冬の野外活動に最適です。
【品番】AG3787　【価格】¥4,410（税込） 【サイズ】S～L 【色】A28青鈍／S82墨色／K34
胡桃色 【重さ】140g 【素材】表地：85%ウール、15%ナイロン／中綿：Thinsulate FLEX 
40g/m2（指は含まず）／裏地：起毛ニット（指は含まず） 【特長】掌にAXESQUINロゴエン
ボス加工の滑り止めレザー（豚革）／指先フラップ（中綿＋起毛ニット裏地）／台湾製

展開色 A28 S82 K34

ミユキ 深雪：深く積もった雪

メリノウールを使用し掌にはすべり止めのプリントを施した厚手のニット手袋。親指
と人差し指の先端はタッチパネル対応になっているので手袋をしたままでGPSやス
マートフォンを操作できます。内側にパイルグローブをライニングした二重構造のグ
ローブですので心地よい暖かさと肌触りを提供します。
【品番】AG3789　【価格】¥3,780（税込） 【サイズ】S～L 【色】S82墨色／S87素鼠／K34
胡桃色 【重さ】104g 【素材】本体：100%ウール／部分使い：80%ポリエステル、20%指定
外繊維 【特長】掌にAXESQUINロゴの滑り止めプリント、タッチパネル対応、裏パイル（二重
構造）、台湾製

展開色 S82 S87 K34

コナユキ 粉雪：粉の様にさらさらとして細かい雪

展開色 S82 K26

メリノウールを使用し掌にはすべり止めのプリントを施した中厚のニット手袋。冬期
登山のインナー手袋としても使用できる汎用性の高い手袋です。親指と人差し指の
先端はタッチパネル対応になっているので手袋をしたままでGPSやスマートフォン
を操作できます。
【品番】AG3790　【価格】¥2,625（税込） 【サイズ】S～L 【色】S82墨色／K26焦げ茶 【重さ】
77g 【素材】本体：100%ウール／部分使い：80%ポリエステル、20%指定外繊維 【特長】掌に
AXESQUINロゴの滑り止めプリント、タッチパネル対応、裏パイル（二重構造）、台湾製

ササメユキ 細雪：細かに降る雪

メリノウールを使用し掌にはすべり止めのプリントを施した中厚のニット手袋。冬期
登山のインナー手袋としても使用できる汎用性の高い手袋です。親指と人差し指の
先端はタッチパネル対応になっているので手袋をしたままでGPSやスマートフォン
を操作できます。
【品番】AG3791　【価格】¥3,360（税込） 【サイズ】S～L 【色】K35濃藍×灰汁色／K36焦
げ茶×灰汁色 【重さ】82g 【素材】本体：100%ウール／部分使い：80%ポリエステル、20%
指定外繊維 【特長】掌にAXESQUINロゴの滑り止めプリント、タッチパネル対応、裏パイル
（二重構造）、台湾製

展開色 K35 K36

ササメユキ（縞） （ササメユキの縞タイプ）

メリノウールを使用し掌にはすべり止めのプリントを施した薄手のニット手袋。冬
期登山のインナー手袋としても使用できるほか、年間を通して使用できる汎用性
の高い手袋です。親指と人差し指の先端はタッチパネル対応になっているので手
袋をしたままでGPSやスマートフォンを操作できます。
【品番】AG3792　【価格】¥2,100（税込） 【サイズ】S～L 【色】K26焦げ茶／S87素鼠 
【重さ】44g 【素材】本体：100%ウール／部分使い：80%ポリエステル、20%指定外繊維 
【特長】掌にAXESQUINロゴの滑り止めプリント、タッチパネル対応、裏パイル（二重構
造）、台湾製

展開色 K26 S87

ハダレユキ 斑雪　うっすらと降った雪

展開色 K37 K38K37 K38

メリノウールを使用し掌にはすべり止めのプリントを施した子供用のニット手袋。
親指と人差し指の先端はタッチパネル対応になっているので手袋をしたままで
タッチパネルを操作できます。
【品番】AG3794　【価格】¥2,940（税込） 【サイズ】S～M（サイズ目安：Ｓ＝３～６才、Ｍ
＝７～１２才） 【色】K37焦げ茶×象牙色／K38濃藍×象牙色 【重さ】60g 【素材】本体：
100%ウール／部分使い：80%ポリエステル、20%指定外繊維 【特長】掌にAXESQUIN
ロゴの滑り止めプリント、タッチパネル対応、裏パイル（二重構造）、台湾製

コユキ（縞） （コユキの縞タイプ）

AG3787 : A28

AG3789 : S82

AG3790 : K26

AG3791 : K35

展開色 K26

メリノウールを使用し掌にはすべり止めのプリントを施した子供用のニット手袋。
親指と人差し指の先端はタッチパネル対応になっているので手袋をしたままで
タッチパネルを操作できます。
【品番】AG3793　【価格】¥2,100（税込） 【サイズ】S～M（サイズ目安：Ｓ＝３～６才、Ｍ
＝７～１２才） 【色】K26焦げ茶／K28濃藍 【重さ】55g 【素材】本体：100%ウール／部
分使い：80%ポリエステル、20%指定外繊維 【特長】掌にAXESQUINロゴの滑り止めプ
リント、タッチパネル対応、裏パイル（二重構造）、台湾製

コユキ 小雪：少し降る雪

K28

AG3792 : S87

AG3793 : K26

AG3794 : K38

ウールグローブ
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取扱店舗一覧

北海道/東北 

北海道
北海道
北海道
北海道
秋田
岩手
宮城
宮城
宮城
宮城
山形
福島

秀岳荘 北大店
ICI石井スポーツ 札幌店
秀岳荘 白石店
秀岳荘 旭川店
ICI石井スポーツ 秋田店
ICI石井スポーツ 盛岡店
WILD-1 仙台太白店
WILD-1 仙台東インター店
ICI石井スポーツ 仙台店
WILD-1 仙台泉店
マウンテンゴリラ
WILD-1 郡山店

011-726-1235
011-726-2288
011-860-1111
0166-61-1930
018-892-7291
019-626-2122
022-242-9521
022-254-8780
022-297-2442
022-371-7611
023-653-8864
024-931-5180

北陸/中部 

新潟
新潟
長野
長野
長野
山梨
山梨
愛知
愛知
愛知
愛知
愛知
静岡
静岡
静岡
静岡
岐阜
岐阜
三重
富山
石川
石川
福井

ICI石井スポーツ 新潟店
好日山荘 新潟亀田店
ICI石井スポーツ 長野店
ICI石井スポーツ 松本店
カモシカスポーツ 松本店
ICI石井スポーツ 甲府店
SUNDAY
好日山荘 名古屋栄店
駅前アルプス
IBS石井スポーツ 名古屋店
ilex 豊川店
好日山荘 春日井店
好日山荘 浜松メイワン店
好日山荘 静岡パルコ店
SWEN 清水店
SWEN 三島店
楽山荘
好日山荘 各務原店
好日山荘 四日市店
好日山荘 富山豊田東店
BANJO'S
好日山荘 金沢西インター大通り店
好日山荘 福井北四ツ居店

025-241-5134
025-378-5123
026-229-7739
0263-36-3039
0263-48-2424
055-221-0141
055-237-1773
052-269-1821
052-565-1417
052-973-2780
0533-89-0022
0568-86-0051
053-482-7805
054-275-0018
054-361-1581
055-981-8520
058-240-3579
058-380-0014
059-329-7500
076-426-1001
076-262-3340
076-292-8020
0776-52-7015

関東 

群馬
群馬
群馬
群馬
栃木
栃木
栃木
栃木
栃木
茨城
茨城
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京

WILD-1 伊勢崎店
ICI 石井スポーツ 高崎前橋店
WILD-1 高崎店
ICI 石井スポーツ 太田店
WILD-1 小山店
WILD-1 宇都宮駅東店
ICI 石井スポーツ 宇都宮店
好日山荘 ララスクエア宇都宮店
WILD-1 西那須野店
WILD-1 水戸店
好日山荘 LALAガーデンつくば店
カモシカスポーツ 高田馬場店
L-Breath 御茶ノ水店
ベアーズトレック
Lala さかいや
さかいやスポーツ エコープラザ
ICI 石井スポーツ 登山本店
ICI 石井スポーツ 新宿西口店
L-Breath 新宿店
FUNCTION JUNCTION
nor･bu ling･kha
ORVIS SHOP 銀座店
little treasure
秀山荘 池袋店
W.Press 池袋店
好日山荘 池袋西口店
L-Breath 池袋店
好日山荘 銀座店
好日山荘 新宿東口店
ICI 原宿山専
好日山荘 玉川ガーデンアイランド店
sokit
L-Breath 吉祥寺店
ICI 石井スポーツ 吉祥寺店
Hiker's Depot
好日山荘 調布パルコ店

0270-20-7171
027-361-4050
0273-63-7511
0276-30-6070
0285-27-8400
028-633-1182
028-639-9650
028-678-2940
0287-37-8811
029-248-5571
029-850-1265
03-3232-1121
03-3233-3555
03-3247-1888
03-3262-0568
03-3262-0583
03-3295-0622
03-3346-0301
03-3354-8951
03-3461-0373
03-3475-7105
03-3562-8475
03-3833-8947
03-3984-4211
03-5950-1503
03-5958-4315
03-5985-0831
03-6228-5018
03-6380-1515
03-6439-1511
03-3700-2550
03-3994-3822
0422-23-6701
0422-23-7740
0422-70-3190
042-426-8055

東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
埼玉
千葉
千葉
千葉
千葉
千葉
千葉
神奈川
神奈川
神奈川
神奈川
神奈川
神奈川
神奈川
神奈川
神奈川
神奈川
神奈川
神奈川
神奈川
埼玉
埼玉
埼玉
埼玉
埼玉
埼玉
埼玉

W.Press 立川店
ICI 石井スポーツ 立川店
好日山荘 瑞穂店
Victoria 武蔵村山店
WILD-1 多摩ニュータウン店
Victoria 町田東急ツインズ店
好日山荘 町田店
ICI 石井スポーツ 大丸東京店
WILD-1 入間店
W.Press 千葉店
好日山荘 千葉パルコ店
W.Press 柏店
W.Press 船橋店
WILD-1 印西ビッグホップ店
L-Breath イオンモール千葉ニュータウン店
L-Breath 横浜ワールドポーターズ店
好日山荘 横浜西口店
カモシカスポーツ 横浜店
W.Press 横浜店
L-Breath トレッサ横浜店
ICI 石井スポーツ 横浜店
Victoria 東戸塚店
好日山荘 ららぽーと横浜店
好日山荘 さいか屋川崎店
WILD-1 厚木店
好日山荘 藤沢プラザ店
KADOYA
好日山荘 さいか屋横須賀店
ICI 石井スポーツ 大宮店
W.Press 大宮店
好日山荘 浦和パルコ店
ICI石井スポーツ 越谷レイクタウン店
Victoria 越谷店
ICI 石井スポーツ 川越店
WILD-1 ふじみ野店

042-527-6022
042-540-4801
042-568-7913
042-590-1041
042-670-7550
042-710-8790
042-739-7017
03-5220-3580
04-2960-3131
043-238-1472
043-301-2380
0471-60-1588
047-422-2590
0476-40-6112
0476-48-5911
045-222-2621
045-317-1049
045-440-0711
045-465-2424
045-533-5171
045-651-3681
045-828-2425
045-933-9100
044-281-6036
046-297-1177
0466-24-1977
046-827-8957
046-854-5501
048-641-5707
048-650-4795
048-764-9701
048-990-3316
048-990-3391
049-226-6751
049-269-6863

中国/四国 

広島
岡山
徳島
高知
高知
愛媛
愛媛

好日山荘 広島紙屋町店
好日山荘 岡山ビブレ店
アレックススポーツ 沖浜店
岩と雪
ビッグジョイ
クロスポイント
パルフィールド

082-502-1533
086-801-3133
088-653-0001
0888-25-3028
088-831-7712
0896-25-1812
089-971-1141

九州 

福岡
福岡
福岡
福岡
長崎
熊本
熊本
大分
鹿児島

好日山荘 大宰府インター店
IBS石井スポーツ 福岡店
好日山荘 福岡パルコ店
好日山荘 アイム小倉店
FREEDOM
GIGILE
峯夢
山渓
好日山荘 マルヤガーデンズ鹿児島店

092-513-0030
092-737-9136
092-791-6654
093-512-3455
0956-24-8224
096-245-3866
096-377-5550
097-537-3333
099-805-0124

関西 

大阪
大阪
大阪
大阪
兵庫
和歌山
奈良
京都
京都
京都
滋賀
兵庫
兵庫
兵庫
兵庫
兵庫

L-Breath ヨドバシ梅田店
IBS石井スポーツ 大阪店
好日山荘 大阪梅田店
好日山荘 なんば店
好日山荘 川西店
好日山荘 紀三井寺店
好日山荘 奈良田原本店
好日山荘 京都店
好日山荘 北大路ビブレ店
WILD-1 京都宝ヶ池店
好日山荘 フォレオ大津一里山店
W.Press 神戸店
好日山荘 神戸本店
IBS石井スポーツ ダイエー神戸三宮駅前店
好日山荘 明石大久保店
好日山荘 イオンタウン姫路店

06-6292-4077
06-6344-5225
06-6442-5267
06-6645-0630
072-744-0315
073-448-2001
0744-34-2000
075-708-5178
075-366-0552
075-781-2555
077-514-8758
078-231-8582
078-265-2045
078-262-5301
078-938-2010
079-280-5520
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