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デジタルカタログ税込表記版



choice1,2                                                                                     
plate SLOCKRA1915 
bindings VPA816SL
 VPA614SL
weight 3754 g (�⁄₂ pair) (185)
choice3                                                                                           

 SKI ONLY

lenght 180 - 185 - 188

tuning 87° / 0,5°

choice1,2                                                                                     
plate SLOCKRA1915 
bindings VPA816SL
 VPA614SL
weight 3754 g (�⁄₂ pair) (185)
choice3                                                                                            

 SKI ONLY

lenght 157 - 165

tuning 87° / 0,5°

hardness MEDIUM

radius FIS >24 - >25 - >27 m
 ON REQUEST FIS >30 m    
 AVAILABLE ON 188 AND 193 

radius FIS 12,5 - 13 m 
 
 

hardness MEDIUM (180)
 STIFF (185 - 188)

choice1                                               

choice2                                               

BIN・P15 V816 別注カラー

BIN・P16 V614 別注カラー

choice3                                              choice3                                               

choice1                                            

choice2                                              

価格¥258,500（税込価格）

価格¥254,100（税込価格）

価格¥165,000（税込価格）

価格¥258,500（税込価格）

価格¥254,100（税込価格）

価格¥165,000（税込価格）
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価格¥248,600（税込価格） 価格¥248,600（税込価格）

lenght 168 - 175 - 180

dim. 114 - 69 - 99 mm
 
 

radius 16,8 - 17,5 - 18 m 

tuning 87° / 0,5°

choice1                                                                                              
plate SLOCKRA1915 
bindings VPA614SL 
weight 3521 g (�⁄₂ pair) (180)
 

hardness STIFF 

lenght 168 - 175 - 180

dim. 114 - 69 - 99 mm
 
 

radius 16,8 - 17,5 - 18 m 

tuning 87° / 0,5°

choice1                                                                                           
plate SLOCKRA1915 
bindings VPA614SL 
weight 3389 g (�⁄₂ pair) (168)
 

hardness SOFT 

choice1                                               choice1                                               
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radius 15,5 - 17 - 18 m 

tuning 87° / 0,5°

choice1                                                                                          
plate SLPRSUPLIGHT
bindings VPM412SL 
weight 3159 g (�⁄₂ pair) (170)

choice1                                                                                          
plate SUPERLIGHT
bindings VPM311 SL  
weight 3050 g (�⁄₂ pair) (166)
choice2                                                                                          
plate SPEED SYSTEM
bindings VSS310
weight 2637 g (�⁄₂ pair) (166)

choice1                                               

choice2                                               

choice1                                               

価格¥211,200（税込価格）

価格¥184,800（税込価格）

価格¥211,200（税込価格）



価格¥217,800（税込価格）

価格¥190,300（税込価格）

価格¥151,800（税込価格）

価格¥217,800（税込価格）

価格¥190,300（税込価格）

価格¥151,800（税込価格）

choice1                                                                                         

plate SUPERLIGHT
bindings VPM412 SL  
weight 3050 g (�⁄₂ pair) (166)
choice2                                                                                         

plate SPEED SYSTEM
bindings VSS311
weight 2637 g (�⁄₂ pair) (166)
choice3                                                                                          
                   SKI ONLY

hardness MEDIUM

日本限定モデル

choice1                                               

choice2                                               

JAPAN 
EDITION

JAPAN 
EDITION

choice1                                                                                           

plate SLPRSUPLIGHT
bindings VPM412SL 
weight 3159 g (�⁄₂ pair) (170)
choice2                                                                                          

plate SPEED SYSTEM
bindings VSS311
weight 2746 g (�⁄₂ pair) (170)
choice3                                                                                               

 SKI ONLY

hardness MEDIUM

日本限定モデル

choice1                                              

choice2                                             

choice3                                              

JAPAN 
EDITION

JAPAN 
EDITION

choice3                                               

デジタルカタログ税込表記版





デジタルカタログ税込表記版



choice1                                                                                           

plate INTRA 
bindings VPM412 SL
weight 3228 g (�⁄₂ pair) (167) 

choice1                                               

choice1                                                                                          

plate SUPERLIGHT  
bindings VPM311 SL 
weight 3283 g (�⁄₂ pair) (170)
choice2                                                                                          

plate SPEED SYSTEM 
bindings VSS310
weight 2655 g (�⁄₂ pair) (170)

choice1                                               

choice2                                               

価格¥247,500（税込価格）価格¥214,500（税込価格）

価格¥188,100（税込価格）



10
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choice1                                                                                           

plate INTRA 
bindings VPM412 SL
weight 3192 g (�⁄₂ pair) (158)

hardness SOFT

choice1                                               

choice1                                                                                          

plate SLPRSUPLIGHT 
bindings VPM412 SL ITALIA
weight 3129  g (�⁄₂ pair) (170)

hardness SOFT

choice1                                  　        

99
9

C

価格¥275,000（税込価格） 価格¥214,500（税込価格）
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choice1                                                                                         

plate SPEED SYSTEM 
bindings VSS310
weight 2321 g (�⁄₂ pair) (151)

hardness SOFT

choice1                                                                                         

plate SPEEDCOM    
bindings VSP311 
weight 2879 g (�⁄₂ pair) (170)

hardness SOFT

choice1                                               choice1                                              

価格¥176,000（税込価格）価格¥168,300（税込価格）



X-KEY JOINT TSC (Twin Spring Control)

ASA(Auto Sole Adjustment) 4RSS (4 Roller Safety System)

正しくブーツを踏み込んだ
時 “ カチッ ” という音がし
ます。

SSl(Solid Step in)

トウピース下部のピンによ
り、ドリルやドライバー
無しにアジャストが可能。
ブーツからの力をスキーへ
最大限に伝えます。

ワイドブレーキヘの変更や
トウとヒールのカバーカ
ラーなど、好みやニーズに
合わせてビンディングをカ
スタマイズできます。

AFD(ANTI FRICTION DEVICE) IMC

AFD(ANTI FRICTION DEVICE)
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・X-KEY JOINT
・TWIN SPRING CONTROL
・AUTOMATIC SOLE ADJUST
・4 ROLLER SAFETY SYSTEM
・VERTICAL BLOCK
・TWINCAM

TECHNOLOGY

SIDE

TOP

SIDE

TOP価格¥57,200（税込）

価格¥52,800（税込）



CHOOSE YOUR TOE COVER

価格¥46,200（税込）

価格¥46,200（税込）

価格¥46,200（税込）

価格¥42,000（税込）

デジタルカタログ税込表記版



CHOOSE YOUR HEEL COVER

72mm
Standard

BRAKE 単品各種
TOE&HEEL 各 1 ペア
BINDING 無し

価格¥38,500（税込）

価格¥38,500（税込）

価格¥38,500（税込）

価格¥46,200（税込）

価格¥6,600（税込）価格¥6,600（税込）
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価格¥33,000（税込）

価格¥27,500（税込）



価格¥14,300（税込）

価格¥22,000（税込）

価格¥33,000（税込）

価格¥27,500（税込）

価格¥29,700（税込）
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価格¥27,500（税込）

価格¥42,900（税込）

価格¥38,500（税込）



価格¥74,800（税込）

価格¥73,700（税込）

価格¥64,900（税込）

価格¥173,800（税込）
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