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Völkl has been based in Straubing

since 1875. Georg Völkl started

out as a master cartwright,

building horse drawn wagons.

His son Franz starts in 1923

to produce skis which were

initially called "Vöstras"

from Völkl Straubing!"

TIGER

RENN

MANTRA

V-SKI

KATANA
V.WERKS

The legend is born 

Introduction of 

the EXPLOSIVE - 

the first fat ski

Stiched Carbon

Fibers

Another masterwork of 

revolutionary ski building.

standards in
the

scene
–

as

does the
Völkl Freeski Team

.
School skiers soon

set

m
odels for free

and
New

new
trends.

Its unusual

again
displays a

flair for
W

ith
the

launch
of its

V-Ski collection, Völkl

In 1967 Völkl surprises the

world
w

ith
a new

,

revolutionary ski design: the

legendary zebra pattern.

The industry m
ocks the

striped skis, the
public

is

thrilled. The Zebra-Ski

is a worldw
ide

hit.

Franz Völkl Jr. takes the helm from

his father in 1952. The third-

generation boss radically mo-

dernises the whole operation.

40 years later, at age 65,

he sold Völkl to the Swiss

group Gregor Furrer &

Partner Holding AG.
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success. In 1994 Völkl presents its heavily tapered Snow

Ranger model at the ISPO. Völkl kept the Carver trademark
rights active until 2015. The Carver is the most important

skiing development in recent decades – and Völkl made it happen!

the carving trend, and drove this trend to commercial

Völkl was one of the first ski makers to discover

Katja Seizinger, Hilde Gerg

and Martina Ertl swept the

podium
in the combined
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VOELKL.COM/100YEARS

100 YEARS

MADE IN G
ERMANY

100年間、創り、発展させ、テストし、製造し、マーケティングし、楽しさを届け、
アドレナリン、喜び、忘れがたい瞬間、

家族や友達と過ごしたかけがえのない時間、
興奮、オリンピックメダル、世界選手権、耐久性の追求、

持続可能な取り組み、そして何よりスマイル

これからも、チームとして自分たちができる最善の事を続けていきます
　世界中のすべてのスキーヤーに素晴らしい時間を届けられるように

　皆様がこのカタログを楽しまれますように
　100年間フォルクルが培ってきたものすべて

　レーシングスキー、雪面を切り裂くキレ、ジャンピング、ツアーリング、
そしてスマイル、それらがこのカタログには詰まっています
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COMMERCIAL HARD SNOW SPEEDMIXED SNOW ALPINISM

RACETIGER  GS MASTER

RACETIGER GS

RACETIGER SL

RACETIGER RC BLACK

RACETIGER SC BLACK

RACETIGER SL MASTER

RACETIGER SRC

DEACON 76 MASTER

DEACON 76

DEACON 72 MASTER

DEACON 72

DEACON 75

DEACON V.WERKS

DEACON 84

DEACON 80

DEACON XTD

DEACON XT

DEACON X

FLAIR SC CARBON

FLAIR SC FLAIR 76 ELITE

FLAIR 76

FLAIR 72

ALL MNT FREERIDE

LIGHT

KATANA 108

MANTRA 102

M6 MANTRA

KENDO 88

KANJO 84

SECRET 102

SECRET 96

KENJA 88

YUMI 84

YUMI 80

MANTRA JR

KATANA V.WERKS BLAZE 114

BLAZE 106

BLAZE 106 W

BLAZE 94

BLAZE 94 W

BLAZE 86

BLAZE 82

BLAZE 82 W

BLAZE 86 W

BMT 90

RISE BEYOND 96

RISE BEYOND 96 W

RISE UP 82

RISE ABOVE 88

RISE HIGH 88

RISE UP 82 W

RISE ABOVE 88 W

REVOLT 121

REVOLT 114

REVOLT 104

REVOLT 96

REVOLT 90

REVOLT 86 SCORPION

REVOLT 86 CROWN

REVOLT 81

REVOLT 84

REVOLT 121

BLAZE W JR

RISE JRBLAZE JR

NEW NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

RACETIGER SC WHITE NEW

NEW NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW



タイトなセンター部分の
ラディウス

ややスピードをおとして
ショートターンをする時にはセンター部分の
タイトなラディウスが威力を発揮します。

//ターンの導入が驚くほど簡単
//敏捷性の高いスムーズなショートターン

チップ（トップ）部分とテール部分の
大きめなラディウス
スピードに乗ったロングターンを
楽しむ時にはチップとテールの
大きめのラディウスが活躍します。
//スキーコントロールが簡単
//スキーのトップから受ける圧をうまくかわす
//ターンの仕上げがスムーズ

WHAT IS A »TAILORED TITANAL FRAME«?

従来のチタナールフレームを進化させ、同じモデルでも長
さによってチタナールフレームの幅や形状をきめ細やかに
変えています。チップ、テール部分のサイドウォールの上
に配されたチタナールフレームが雪面からの衝撃を吸収し、
強いトーションを生み出します。モデル別ターゲットの身長、
レベル、パワーなどに最適と思われる位置にチタナール
フレームが使われています。長いサイズにはある程度の
硬さが必要なのでチタナールの比率を高くしてパワーが
よりダイレクトに伝わるように、そして雪面からの強い衝
撃を吸収できるように設計、一方短いサイズはチタナー
ルの比率を低く抑え、体重やパワーが少ないスキーヤー
でもスキーのポテンシャルをフルに引き出し軽快に操作で
きるようにしました。ビンディングの下にはフレームより
も薄いチタナールが入っており、足元に安定感と同時に
俊敏な動きを導き出します。チタナールフレームは他に類
をみないアジリティーとハイスピードでの操作性の組み合
わせを実現しました。

テイラード チタナール フレームテイラード ファイバー プレースメント＝
TFP

トップ部分に配されたカーボンファイバーはねじれ剛性の
最適化のため、まるで刺繍のように、モデル毎に異なっ
たデザインに編み込まれています。モデルに合わせて最
もストレスがかかるラインにカーボンを添わせることがで
き、パフォーマンスの可能性を限りなく拡げてくれます。
TFPはスキー操作に決定的な影響をもたらします。カーボ
ンの厚み、ミリ単位の配置変更でフレックス、トーション
にとどまらずスキー全体の特性をアジャストできるのが強
みです。スキーのシャベル部分を巧みに動かすことでエネ
ルギーが生み出しやすくなります。操作性の正確さ、ダ
イレクトなスキートップのリアクションそしてスキーの楽し
さをワンランク上のレベルに導きます。

ひとつのスキーに3つのラディウスを採用
オールマウンテンスキーであらゆるターンサイズと高速から低速まで
様々な滑走スピードを最大限楽しむためのテクノロジーです。

3D RADIUS

SIDECUT

LONG TAIL
RADIUS

TIGHT CENTER
RADIUS

LONG TIP 
RADIUS

ターンの仕上げが自由自在 ターンの導入が超カンタン トップが雪面からの圧を受けにくい

3Dラディウスサ
イドカット

RACE S K I
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RMOTION 3 GW
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100% 50%

MULTILAYER 
WOODCORE

MULTILAYER 
WOODCORE 

LIGHT

HYBRID 
MULTILAYER 
WOODCORE 

WORLD CUP 
ASH 

WOODCORE

WORLD CUP 
WOODCORE

GREEN CORE

さまざまなウッ
ドコア

グリーンコア

フルロッカー
特徴：スキー全体がロッカーしている形状

ASH
WOOD
CORE

チップ＆テールロッカー
特徴：トップのシャベル部分とテールがロッカーしてい
てセンター部分はキャンバー形状

チップロッカー
特徴：トップのシャベル部分だけが反りあがっていて、
センターとテール部分は通常のキャンバー形状

ROCKER

CONSTRUCTION

オンピステスキー用にマーカーがフォルクル専用に開発したシステムビンディングです。
様々なスピード領域で優れたパフォーマンスを発揮します。
オンピステスキー用にマーカーがフォルクル専用に開発したシステムビンディングです。
様々なスピード領域で優れたパフォーマンスを発揮します。

NEW PARTS

WOODCORES

マルチレイヤーウッドコア
2種類あるいはそれ以上の異なるウッドを
組み合わせた芯材です。様々なモデルに
採用されており組み構造もバラエティーに
富んでいます。軽く柔らかいポプラと硬質
なビーチの組み合わせが典型的です。

特　　性 利　　点

イソコア
ツアーリングスキーなど軽さを求められるウッ
ド芯材の一部に組み込まれるイソコアは軽
量化だけではなくスキーにダイナミズム、ポッ
プ感、俊敏さなどを生み出します。

スロットコア
ウッドコアの底面を削って溝が作られた芯
材で、溝の本数はスキーのターゲットグルー
プによりさまざまです。芯材の軽量化とし
なやかなフレックスを生み出す効果があり
ます。

アッシュコア
アッシュは古くは神話にもたびたび登場す
る樹木でスキーに使用される木材の中でも
最もダイナミックな特性を持っています。ずっ
しりと重厚感があり、パワー伝達に優れて
いるのでレーススキーやエキスパートスキー
などに使用されます。

BLAZE 114に採用している芯材です
//  全てのグリーンコアに使用されているウッドはFSC認定
//  環境にやさしい接着剤を使用
//  緑の部分はリサイクルペットボトル素材を使用

トゥピース前のプレートが短くなり、プレート全体の構造を
見直しました。スキー本来のフレックス、トーションを損な
わないようにモデルチェンジがはかられました。

特性として
// エッジの切り替えが更に素早く行える
// 中速でのドリフティング（ずらし）がターンの入りから抜け
まで一貫してスムーズ

// 高速で無理なくタイトなターンに導く

アッシュウッド
コア

硬くひきしまったアッシュを使った芯材が
トップからテールまでスキー全体に
贅沢に配されています。
これにより、パフォーマンスのレベルを
格段に引き上げてくれます。

アッシュは弾力性のある硬質な木材でこれまでワールドカッ
プレーサーが使用する特別なレーシングスキーに使われてき
ました。それはアッシュがエネルギーを蓄積させ瞬間的にパ
ワーを爆発させることができる特性をもっているためです。
スキーがターンに入るときにスキーがたわみ、アッシュ材の
繊維が伸びてテンションを内側に溜め込みます。そしてター
ン後半に蓄積されたエネルギーが一気に解放されスキーに
ダイナミズムを与えるのです。このアッシュに特徴的といえ
るストレッチ性のおかげでスキーは雪面を最適な状態でとら
えることができハイスピードでもスムーズなフィーリングが
維持されるのです。

ロッカー構造

フォルクルのロッカー構造は
スキー生産工程で直接成形されており、
製造後のスキーをロッカー形状に
シェーピングすることはありません。
生産工程により
スキー内部の構成要素の調和を更に高め、
正確なパフォーマンスを生み出すのです。
自然なロッカー形状により

// ターンの導入が容易
// スキーのエッジに乗った時、有効エッジ長を効果的にコン
トロール

// オフピステでの浮力が増加

RACE S K I
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DEDICATED BASE 

STRUCTURES

パフォーマンス
に合わせた滑

走面ストラクチ
ャー

スキーのポテンシャルを引き上げるため滑走面を仕上げる新しいマシンを導入しました。

// 磨きこまれた滑走面はすぐれたグライディング
能力を発揮

// 滑走性能が長続き
// モデルごとに最適な滑走面作りが可能

// ターゲット別に準備されたベースストラクチャー
は俊敏で信頼感のあるターン導入

// 無理なくタイトなターン
// スムーズなずらしが可能

ゼブラ ストラクチャー
オンピステ用でシステムビンディング付モデル、
比較的ウェスト幅が狭いモデルに採用

ストラクチャーの深さ

ブラッシュド ストラクチャー
フラットスキーで比較的ウェスト幅が広いモデル
に採用

非常にはっきりした深めのストラクチャー
オンピステに最適な正確な操作性と
ステアリング感が生まれる

浅い 深い
浅めのストラクチャー
ワイドで表面積の広いスキーに適している
ワイドスキーらしからぬ素早い動きとターンが可能

浅い 深い

※黄色い部分はストラクチャーの形状をわかりやすく示したもので実際の滑走面には黄色いラインはありません。

静かでカタカタ感がない

ターンの導入がスムーズかつイージー

俊敏で正確な安定感のある
ターン導入

俊敏で正確な安定感のある
ターン導入

スムーズなドリフティング

RACE S K I
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188 CM

NEW

芯材
ワールドカップ アッシュウッドコア
アッシュ 100%

品番
V2310860000

テクノロジー
•  テイラード カーボン チップ
•  フルサイドウォール フェノール
•  フルチタナール
•   ベース: Pテックス2510 

RACETIGER
WC COMP GS 
レースタイガー
ワールドカップ コンプ GS

芯材
ワールドカップ アッシュウッドコア

品番
120880

テクノロジー
•  フルサイドウォール 
　ABS（200、206、208cm）/
　フェノール（211cm）
•  フルチタナール
•  ベース：Pテックス 2510

RACETIGER 
WC COMP SUPER G
レースタイガー 
ワールドカップ コンプ スーパーG

実際の商品は
プレート付では
ありません

165 CM

NEW

芯材
WCウッドコア
アッシュ/ポプラ 50/50

品番
V2310850000

テクノロジー
•  テイラード カーボン チップ (165)
•  フルサイドウォール ABS 155, 157
•  フルサイドウォール フェノール 165
•  フルチタナール
•  トーションソフトチップ 155
•   ベース: Pテックス2510  

RACETIGER 
WC COMP SL
レースタイガー
ワールドカップ コンプ SL

芯材
ワールドカップ アッシュウッドコア

品番
V2310890000

テクノロジー
•  フルサイドウォール フェノール
•  フルチタナール
•  ベース：
　Pテックス 4504（186cm）
　Pテックス 2510（191cm）

RACETIGER 
WC COMP GS X
レースタイガー
ワールドカップ コンプ GS X

数量限定 数量限定 数量限定数量限定

RACE S K I

RACETIGER WC COMP
トップアスリートのための競技モデルシリーズです。
GS、SLはもちろんスーパーＧ、スキーヤークロスに至るまでフォルクルアルペン
チームからのフィードバックがダイレクトに反映されたモデルが揃っています。

※フォルクル社のプレート取付推奨位置はセンターポジションです。

※工場出荷時点では、滑走面およびエッジの滑走用準備が一切なされておりません。
必ずチューンナップしてからご使用ください。加工後のスキーにつきましては全て保証対象外となります。

MADE IN GERMANY

最高レベルの競技者用G Sモデルで
す。FISレギュレーション対応。193cm
に続き188cmもテイラードカーボンチ
ップ採用の新構造になりました。

板のみ
税込価格 ¥181,500（本体価格¥165,000）

レングス (ラディウス)
186 cm （≧27 m）
191 cm （≧30 m）

板のみ

税込価格 ¥181,500（本体価格¥165,000）

レングス (ラディウス)
188 cm (30 m) 
193 cm (30 m)

板のみ
税込価格 ¥181,500（本体価格¥165,000）

サイドカット
99_65_83
99.5_65_84.3

レングス (ラディウス)
200 cm（≧40 m）
206 cm（≧45 m）
208 cm（≧40 m）
21 1 cm（≧45 m）

レングス
155 cm 
157 cm
165 cm

サイドカット
113_65_98.5
116_65_100
118.5_64.5_101

MADE IN GERMANY

サイドカット
100_64.5_86
99.5_65_83.5 

MADE IN GERMANY MADE IN GERMANY

FISレギュレーション対応スーパーGモ
デルです。21/22シーズンからの完全
継続モデルです。

板のみ

税込価格 ¥181,500（本体価格¥165,000）

FISレギュレーション対応。WCとは組
構造、芯材、使用素材等が異なりま
す。165cmはテイラードカーボンチッ
プ採用、新サイドカットの構造に進化
しました。

サイドカット
93_65_80
93_65_77.5
95_65_81.5
93.5_65_79

スキーヤークロス専用モデルです。
※GSのFISレギュレーションには対応してお
りません。
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165 CM

NEW

板＋プレート+WC UVO 3D（155,157cm） ・ 板＋プレート（165cm）

税込価格 ¥181,500（本体価格¥165,000）

FISレギュレーション対応SLモデル。165cm
はUVO3Dに代わりテイラードカーボンチッ
プ採用の新構造に。全サイズWC PCプレ
ート付、155と157cmは３DUVO付での出
荷です。

174 & 178 CM
NEW

板＋プレート

税込価格 ¥181,500（本体価格¥165,000）

敢えてr≦30mに設計、トップの過度な食い
込みを抑え理想のライン取りを実現するマス
ターズ用モデル。今シーズンから全サイズテ
イラードカーボンチップ採用でUVO3Dなし
に。WC PCプレート付。
※１：U14　174cm、178cm　※２：U17
　183cm、188cmにそれぞれ対応。

数量限定 数量限定 数量限定数量限定 数量限定 数量限定

*重量は参考数値で実際のスキー重量には個体差があります。

RACETIGER WC
トップアスリートを目指すレーサーのためのシリーズです。創業
100周年のフォルクルのレガシーを引き継ぐと同時に、最新テク
ノロジーを搭載したモデルが更に充実しました。テイラードカー
ボンチップと新配合ウッドコアを採用、UVO 3Dを取り付けなくて
も極度なエッジアングルでスキートップが安定した動きを見せま
す。FIS規格対応のSL、マスターズ用GSモデル、ジュニアレーサー
用モデルなど多様な競技用モデルが揃います。
※ＷＣモデルのスキーは全てプレートが取り付けられた状態で出荷されます。

MADE IN GERMANY

芯材
マルチレイヤーウッドコア
ビーチ / ポプラ 70/30

品番
V2310820000 (w/plate)

テクノロジー
•  テイラード カーボン チップ
•  フルサイドウォール ABS
•  フルチタナール
•  レースフィニッシュ GS 1,1° / 87.6° 
•  ベース: テックス 4504
•  ゼブラストラクチャー

重量
2329 g* @ 183 cm (w/plate)

RACETIGER
GS WC MASTERS
レースタイガー
GS ワールドカップ マスターズ 

レングス (ラディウス)
174 cm (≧21 m) 
178 cm (≧23 m) 
183 cm (≧25 m)
188 cm (≧27 m)  

サイドカット
104_64.5_87
104_64.5_87
102_64.5_86
101_64.5_85

MADE IN GERMANY

芯材
マルチレイヤーウッドコア
ビーチ / ポプラ 66/33

品番
V2310841000

テクノロジー
•  155cm, 157cm UVO 3D付き
•  テイラード カーボン チップ (165) 
•  フルサイドウォール ABS
•  フルチタナール
•  トーションソフトチップ 155
•  レースフィニッシュ SL 0,7° / 87,6°
•  ベース: テックス 4504
•  ゼブラストラクチャー

重量
2070 g* @ 155 cm (w/plate)

RACETIGER 
SL WC
レースタイガー
SL ワールドカップ

レングス
155 cm 
10 mm WC Plate

サイドカット
112.5_65_98

レングス
157 cm 
10 mm WC Plate

サイドカット
115.5_65_99.5

レングス
165 cm 
14 mm WC Plate

サイドカット
118.5_64.5_101

板+JR RACE INTERFACE L

税込価格 ¥82,500（本体価格¥75,000）

大人用WCスキーの仕様をジュニア用
にチューニングした競技用ジュニアス
キー。対象ジュニアの体格、レベルに
合わせて幅広いサイズ展開モデルの内
部構造をアジャスト。

MADE IN GERMANY

芯材
マルチレイヤーウッドコア
ビーチ / ポプラ 50 / 50 (137cm - 151cm)
ビーチ / ポプラ 73 / 27 (158cm - 170cm)

品番
V2310810000

テクノロジー
•  フルサイドウォール ABS
•  フルチタナール
•  グロウン レイアップ
•  ベース: テックス 4504
•  ゼブラストラクチャー

重量
1750 g * @ 170 cm (w/plate)

RACETIGER 
GS JR.WC 
レースタイガー
GS ジュニア ワールドカップ 

レングス (ラディウス)
137 cm (14 m) - JR Plate L
144 cm (15 m) - JR Plate L
151 cm (17 m) - JR Plate L
158 cm (17 m) - JR Plate L
165 cm (18 m) - JR Plate L
170 cm (19 m) - JR Plate L

サイドカット
102_65_84
102_65_84
102_65_84 
104_65_86
106_64_87 
106_64_87

板+JR RACE INTERFACE L

税込価格 ¥82,500（本体価格¥75,000）

対象選手の体格、レベルを考慮して各
サイズ内部構造やプレートの形状を細
かく調整。敢えてソフトに設計したト
ップ部の効果でタイムアップへと導き
ます。

板+JR RACE INTERFACE S

税込価格 ¥77,000（本体価格¥70,000）

対象選手の体格、レベルを考慮して各
サイズ内部構造やプレートの形状を細
かく調整。敢えてソフトに設計したト
ップ部の効果でタイムアップへと導き
ます。

MADE IN GERMANY MADE IN GERMANY

芯材
マルチレイヤーウッドコア 
ビーチ / ポプラ 66/33

芯材
マルチレイヤーウッドコア
ビーチ / ポプラ 50 / 50

品番
V2310800000

テクノロジー
•  フルサイドウォール ABS
•  トーションソフトチップ
•  フルチタナール
•  グロウン レイアップ
•  ベース: テックス 4505
•  ゼブラストラクチャー

重量
1180 g* @ 122 cm (w/plate)

品番
V2310800000

テクノロジー
•  フルサイドウォール ABS
•  ベース: テックス4505
•  ゼブラストラクチャー

重量
1050 g * @ 118 cm (w/plate)

RACETIGER 
SL JR WC
レースタイガー
SL ジュニア ワールドカップ
ジュニアレースインターフェイスL付

RACETIGER 
SL JR WC
レースタイガー
SL ジュニア ワールドカップ
ジュニアレースインターフェイスS付

レングス (ラディウス)
122 cm (7 m) - JR Plate S 
129 cm (9 m) - JR Plate S

サイドカット
113_64.5_93

レングス (ラディウス)
136 (10) - JR Plate L

サイドカット
113_64.5_93

レングス (ラディウス)
143 cm (10 m)  - JR Plate L
150 cm (12 m) - JR Plate L

サイドカット
115_64.5_96

推奨ビンディング付

税込価格 ¥190,300（本体価格¥173,000）

競技用SLスキーにrMOTION3ビンディ
ングをセットしたフルキャンバーモデ
ル。競技入門者から基礎エキスパート
まで幅広いスキーヤーに支持される日
本限定モデルです。

MADE IN GERMANY

芯材
マルチレイヤーウッドコア
ビーチ/ポプラ  66/33

ビンディング
rMOTION3 12 GW black/red

対応ソールサイズ
260-370

品番
V2310841000xxxD

テクノロジー
•  テイラード カーボン チップ (165) 
•  フルサイドウォール ABS
•  フルチタナール
•  トーションソフトチップ 155
•  レースフィニッシュ SL 0,7° / 87,6°
•  ベース: テックス 4504
•  ゼブラストラクチャー

重量
TBA

RACETIGER 
SL WC D
レースタイガー
SL ワールドカップ D 

レングス
155 cm 
10 mm WC Plate

サイドカット
112.5_65_98

レングス
157 cm 
10 mm WC Plate

サイドカット
115.5_65_99.5

レングス
165 cm 
14 mm WC Plate

サイドカット
118.5_64.5_101

RACE S K I
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TIP
ROCKER

RACETIGER 
SL MASTER
レースタイガー
SL マスター

MADE IN GERMANY

板+プレート

税込価格 ¥176,000（本体価格¥160,000）

*重量は参考数値で実際のスキー重量には個体差があります。 *1 Without Plate and UVO *重量は参考数値で実際のスキー重量には個体差があります。

RACETIGER
レースタイガーは技術選や検定合格を目指すコンペテ
ィションシリーズです。先シーズンフルモデルチェンジ
したGS、SLに続き、今シーズンはセカンドモデルの
RC、SCがフルモデルチェンジです。テイラードカーボン
チップ、メタルはチタナールを採用するなど構造を全面
的に進化させ、サイドカットも見直したことで各モデル
のポテンシャルを1段階引き上げました。パフォーマン
スを引き出す要であるスキー全体のトーションとフレッ
クスを最適なバランスに調整できるのがフォルクルス
キーの強みです。トップコントロールから生まれるスム
ーズなターンの連続を体感してください。

TIP
ROCKER

RACETIGER 
GS MASTER
レースタイガー
GS マスター

MADE IN GERMANY

板+プレート

税込価格 ¥176,000（本体価格¥160,000）

品番
V2310001000

芯材
ワールドカップ アッシュウッドコア
アッシュ 100%

推奨ビンディング
XCOMP 16 GW MASTER
black flo-red（別売り）

テクノロジー
•  テイラード カーボン チップ
•  WCアッシュウッドコア
•  3Dグラス
•  フルチタナール
•  フルサイドウォール
•  ベース: テックス 4505
•  ベースストラクチャー : ゼブラストラクチャー
•  プレートシステム: WC Plate 10 mm

サイドカット
115_67_98

レングス (ラディウス)
168 cm (15.4 m)
173 cm (16.4 m)
178 cm (17.5 m)
183 cm (18.6 m)

重量
2330g @178cm (w/plate)

競技者以外全ての最上級者を対象とし
たエキスパートGSモデルです。WC PC
プレートとレースモデルに匹敵する芯
材と構造が、抜群の安定感と疾走感を
生み出します。

品番
V2310003000 

芯材
ワールドカップ アッシュウッドコア
アッシュ 100%

推奨ビンディング
XCOMP 16 GW MASTER
black flo-red（別売り）

テクノロジー
•  テイラード カーボン チップ
•  WCアッシュウッドコア
•  3Dグラス
•  フルチタナール 
•  フルサイドウォール
•  ベース: テックス 4505
•  ベースストラクチャー : ゼブラストラクチャー
•  Marker WC Plate 10 mm

サイドカット   
126_67_102

レングス (ラディウス)
155 cm (11.0 m)
165 cm (12.6 m)

重量
2200g 165cm (w/plate)

今シーズンから155cmを追加。技術選
を目指すアスリートやエキスパートの
ための小回りモデルです。競技モデル
に匹敵する構造、芯材、プレートが正
確無比なターンを導き出します。

TIP
ROCKER

RACETIGER 
GS
レースタイガー
GS

MADE IN GERMANY

推奨ビンディング付

税込価格 ¥179,300（本体価格¥163,000）

品番
V2310002000 

芯材
マルチレイヤーウッドコア 
ポプラ 33% / ビーチ 67%

ビンディング
rMotion3 12 GW black red

対応ソールサイズ
260-370

テクノロジー
•  テイラード カーボン チップ
•  マルチレイヤーウッドコア
•  3Dグラス
•  フルチタナール
•  フルサイドウォール
•  ベース: テックス 4505
•  ベースストラクチャー : ゼブラストラクチャー
• プレートシステム: rMotion 3

サイドカット
115_67_98

レングス (ラディウス)
168 cm (15.4 m)
173 cm (16.4 m) 
178 cm (17.5 m) 
183 cm (18.6 m)

重量
3100 g @ 178cm (ビンディング付)

高速の安定感はもちろん、テールのたわ
みとサイドカットを十分に生かし多様なス
ピード領域でロングターン用モデルという
範疇におさまりきらない操作性が魅力。
大回り用ということで選択肢から外れてし
まうのはいかにも惜しいモデルです。

TIP
ROCKER

RACETIGER 
SL
レースタイガー
SL

MADE IN GERMANY

推奨ビンディング付

税込価格 ¥179,300（本体価格¥163,000）

品番
V2310004 

芯材
マルチレイヤーウッドコア 
ポプラ 33% / ビーチ 67%

ビンディング
rMotion3 12 GW black red

対応ソールサイズ
260-370

テクノロジー
•  テイラード カーボン チップ
•  マルチレイヤーウッドコア
•  3Dグラス
•  フルチタナール
•  フルサイドウォール
•  ベース: テックス 4505
•  ベースストラクチャー : ゼブラストラクチャー
• プレートシステム: rMotion 3

サイドカット
126_67_102

レングス (ラディウス)
150 cm (10.2 m)
155 cm (11.0 m)
160 cm (11.8 m)
165 cm (12.6 m)
170 cm (13.4 m)

重量
3010 g @ 165cm (ビンディング付)

ショートターンモデルの決定版です。
フォルクル開発チームが最も重要視す
るターン導入が非常にスムーズ、終始
スウィングウェイトの軽さを感じなが
らキレのよい素早いエッジの切り替え
が可能です。

XCOMP 16
GW MASTER
（別売り）

XCOMP 16
GW MASTER
（別売り）

S K I
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TIP
ROCKER

RACETIGER 
SRC
レースタイガー
SRC

MADE IN GERMANY

TIP
ROCKER

RACETIGER 
SC WHITE
レースタイガー
SC ホワイト

MADE IN GERMANY

NEW

品番
V2310011000

芯材
マルチレイヤーウッドコア
ポプラ / ビーチ 

ビンディング
vMOTION 12 GW

対応ソールサイズ
260-388

テクノロジー
•  テイラード カーボン チップ
•  3Dグラス
•  フルサイドウォール / ミニキャップ
•  チタナールバンド
• プレートシステム: vMotion
•  ベース: Pテックス2100
•  ベースストラクチャー : ゼブラストラクチャー

サイドカット
123_68_102

サイドカット
122_69_100

重量
2850g @165cm (ビンディング付)

レングス (ラディウス)
148 cm (10.2 m)
153 cm (11.0 m)
158 cm (11.8 m)
165 cm (13.1 m)

レングス (ラディウス)
172 cm (15.3 m)

推奨ビンディング付

税込価格 ¥154,000（本体価格¥140,000）

最先端のテクノロジーを詰め込んだオ
ールラウンドモデルです。トップコン
トロール、素早いエッジの切り替え、
安定感などあらゆる局面において満足
度の高いパフォーマンスをお約束する1
台です。

NEW

品番
V2310010000

芯材
ウッドコア

ビンディング
vMOTION 11 GW

対応ソールサイズ
260-388

テクノロジー
•  フルサイドウォール / ミニキャップ
•  チタナールバンド
• プレートシステム: vMotion
•  ベース: Pテックス2100
•  ベースストラクチャー : ゼブラストラクチャー

サイドカット
124_73_103 

重量
2850g @165cm (ビンディング付)

レングス (ラディウス)
153 cm (12.0 m)
158 cm (12.3 m)
163 cm (13.9 m)
168 cm (TBA)
173 cm (TBA)

推奨ビンディング付

税込価格 ¥132,000（本体価格¥120,000）

構造内のメタルをチタナールに変更。切
れ過ぎず、ズレすぎずの感覚はそのまま
に、もう一段階上のレベルに導きます。
テクニック習得を目指す基礎スキーヤー
にとって頼もしい相棒です。

NEW

TIP
ROCKER

RACETIGER 
RC BLACK
レースタイガー
RC ブラック

MADE IN GERMANY

品番
V2310005000

芯材
マルチレイヤーウッドコア
ポプラ / ビーチ 

ビンディング
vMOTION 12 GW

対応ソールサイズ
260-388

テクノロジー
•  テイラード カーボン チップ
•  3Dグラス
•  フルサイドウォール / ミニキャップ
•  チタナールバンド
• プレートシステム: vMotion
•  ベース: Pテックス2100
•  ベースストラクチャー : ゼブラストラクチャー

サイドカット
123_68_102 

サイドカット
122_69_100

重量
2960g @172cm (ビンディング付)

レングス (ラディウス)
158 cm (11.8 m) 

レングス (ラディウス)
165 cm (13.9 m) 
172 cm (15.3 m)
179 cm (16.8 m)

推奨ビンディング付

税込価格 ¥154,000（本体価格¥140,000）

今シーズンフルモデルチェンジの中～
大回りを得意とするモデル。テイラー
ドカーボンチップがトップコントロー
ルを向上させ、新たに構造に組み込ま
れたチタナールが高速安定性を高めま
した。

TIP
ROCKER

RACETIGER 
SC BLACK
レースタイガー
SC ブラック

MADE IN GERMANY

NEW

品番
V2310007000

芯材
マルチレイヤーウッドコア
ポプラ / ビーチ 

ビンディング
vMOTION 12 GW

対応ソールサイズ
260-388

テクノロジー
•  テイラード カーボン チップ
•  3Dグラス
•  フルサイドウォール / ミニキャップ
•  チタナールバンド
• プレートシステム: vMotion
•  ベース: Pテックス2100
•  ベースストラクチャー : ゼブラストラクチャー

サイドカット
123_70_103

サイドカット
122_69_100

重量
2850g @165cm (ビンディング付)

レングス (ラディウス)
148 cm (10.2 m)
153 cm (11.0 m)
158 cm (11.8 m)
165 cm (13.1 m)

レングス (ラディウス)
172 cm (15.3 m)

推奨ビンディング付

税込価格 ¥154,000（本体価格¥140,000）

最先端のテクノロジーを詰め込んだオ
ールラウンドモデルです。トップコン
トロール、素早いエッジの切り替え、
安定感などあらゆる局面において満足
度の高いパフォーマンスをお約束する1
台です。
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MADE IN GERMANY

TIP& TAIL 
ROCKER

DEACON 
76 MASTER
ディーコン 76 マスター 

P
IS

T
E

A
L

L
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U
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T

A
IN

実際のビンディングは
カラーがブラック×レッ
ドになります。

品番
V2310020000 

テクノロジー
•  テイラード カーボン チップ
•  3Dグラス
•  フルチタナール  
•  フルサイドウォール
•  ベース: Pテックス 4505
•  ベースストラクチャー : ゼブラストラクチャー
•  プレートシステム: WC Plate 10 mm

サイドカット
124_76_104

レングス (ラディウス)
176 cm (17.6 m)
181 cm (18.7 m)

重量
2420g @176cm (w/plate)

芯材
ワールドカップ アッシュウッドコア
アッシュ 100%

推奨ビンディング
XCOMP 16 GW MASTER
black  flo-red（別売り）

*重量は参考数値で実際のスキー重量には個体差があります。

板+プレート

税込価格 ¥176,000（本体価格¥160,000）

スピードに乗ったダイナミックさや雪
面に吸い付くような感覚が特徴的。キ
ャンバーを長めにとったロッカー形状
が次のターンへのスムーズな繋ぎを実
現。

実際のビンディングは
カラーがブラック×レッ
ドになります。

MADE IN GERMANY

TIP& TAIL 
ROCKER

DEACON 
76
ディーコン 76

品番
V2310022000

テクノロジー
•  テイラード カーボン チップ
•  3Dグラス
•  フルチタナール
•  フルサイドウォール
•  ベース: Pテックス 4505
•  ベースストラクチャー : ゼブラストラクチャー
• プレートシステム: rMotion 3

サイドカット
124_76_104

レングス (ラディウス)
171cm (16.5 m)
176cm (17.6 m)
181cm (18.7 m)

重量
3280 g @ 176cm (ビンディング付)

芯材
マルチレイヤーウッドコア 
ビーチ 67% / ポプラ 33%

ビンディング
rMotion3 12 GW black red

対応ソールサイズ
260-370

推奨ビンディング付

税込価格 ¥179,300（本体価格¥163,000）

76㎜幅形状を最大限に生かし非整地バ
ーンもハイスピードで疾走することが
できるダイナミックさが持ち味。エッ
ジ切替えの早さなどアジリティーにも
優れた1台。

MADE IN GERMANY

TIP& TAIL 
ROCKER

DEACON 
72
ディーコン 72

品番
V2310025000

テクノロジー
•  テイラード カーボン チップ
•  3Dグラス
•  フルチタナール
•  フルサイドウォール
•  ベース: テックス 4505
•  ベースストラクチャー : ゼブラストラクチャー
• プレートシステム: rMotion 3

サイドカット
125_72_103

レングス (ラディウス)
158 cm (12.7 m) 
163 cm (13.5 m) 
168 cm (14.5 m) 
173 cm (15.4 m) 
178 cm (16.4 m)

重量
3190 g @ 173cm (ビンディング付)

芯材
マルチレイヤーウッドコア 
ビーチ 67% / ポプラ 33%

ビンディング
rMotion3 12 GW black red

対応ソールサイズ
260-370

推奨ビンディング付

税込価格 ¥179,300（本体価格¥163,000）

開発チーム渾身の1台。オンピステを丸
ごとできる究極の「ザ・オールラウン
ドモデル」です。安定感と軽快さ、乗
れば即座に感じられる操作性の良さが
持ち味。

ALL MOUTAIN PISTE
HARD SNOW/ ALLROUND SNOW/
MIXED SNOW 

オンピステを多面的に楽しむためのあらゆる
モデルが取り揃えられているシリーズで対象レ
ベルもプロからスキー入門者まで多様です。
テクニカル志向のスキーヤーはDEACON72に
ご注目ください。新テクノロジー満載のオール
ラウンドモデルでスキーヤーのポテンシャルを
引き出しワンランク上の滑りを実現させてくれ
ます。
スキー入門者から中級者には滑る楽しさとレ
ベルアップをさりげなくサポートするDEACON 

XTD, XT, X、オンピステとオフを縦横無尽に走
破したい上級者にはDEACON84, 80がおすす
めです。

MADE IN GERMANY

TIP& TAIL 
ROCKER

DEACON 
72 MASTER
ディーコン 72 マスター 

品番
V2310023000 

テクノロジー
•  テイラード カーボン チップ
•  3Dグラス
•  フルチタナール
•  フルサイドウォール
•  ベース: テックス 4505
•  ベースストラクチャー : ゼブラストラクチャー
•  プレートシステム: WC Plate 10 mm

サイドカット
125_72_103

レングス (ラディウス)
168 cm (14.5 m)
173 cm (15.4 m)
178 cm (16.4 m)

重量
2440g @173cm (w/plate)

芯材
ワールドカップ アッシュウッドコア
アッシュ 100%

推奨ビンディング
XCOMP 16 GW MASTER
black  pink（別売り）

板+プレート

税込価格 ¥176,000（本体価格¥160,000）

プロスキーヤーをも唸らせる、スキーの
持つエネルギーと推進力を未体験レベル
で感じることができる何でもアリのオン
ピステモデルの決定版。カラーマッチし
たXCOMPビンディングを推奨。

MADE IN GERMANY

TIP& TAIL 
ROCKER

DEACON 
75
ディーコン 75

品番
V2310026000

テクノロジー
•  フルサイドウォール / ミニキャップ
•  スチールバンド
•  ベース: Pテックス2100
•  ベースストラクチャー : ゼブラストラクチャー
• プレートシステム: vMotion

サイドカット
126_75_105

レングス (ラディウス)
154 cm (12.2 m)
161 cm (13.5 m)
168 cm (15.0 m)
175 cm (16.5 m)

重量
2513 g* @ 154 cm (ビンディング付)

芯材
ウッドコア 

ビンディング
vMotion 11 GW 

対応ソールサイズ
260-388

推奨ビンディング付

税込価格 ¥126,500（本体価格¥115,000）

ややワイドな75ミリセンター幅で軽
量、シチュエーションにもターンサイ
ズにも制約がないので一歩外の世界に
挑戦してみては？　終日楽しい滑りを
お約束します。

XCOMP 16
GW MASTER
（別売り）

XCOMP 16
GW MASTER
（別売り）
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MADE IN GERMANY MADE IN GERMANY MADE IN GERMANY MADE IN GERMANY MADE IN GERMANY MADE IN GERMANY

TIP
ROCKER

TIP
ROCKER

TIP
ROCKER

DEACON 
XTD
ディーコン XTD

DEACON 
XT
ディーコン XT

DEACON 
X
ディーコン X TIP& TAIL 

ROCKER
TIP& TAIL 
ROCKER

TIP& TAIL 
ROCKER

DEACON 
V.WERKS
ディーコン V-ワークス

DEACON 
84
ディーコン 84

DEACON 
80
ディーコン 80

品番
V2310027000 

品番
V2310028000 

品番
V2310029000

品番
120215000 

レングス R1 R2 R3

167 cm (21 m 13 m 18 m)
172 cm (23 m 14 m 19 m)
177 cm (24 m 15 m 21 m)
182 cm (25 m 16 m 22 m)

R1

R2

R3

品番
V2310041000

品番
V2310042000

レングス R1 R2 R3

162 cm (20 m 12 m 17 m)
167 cm (21 m 13 m 18 m)
172 cm (23 m 14 m 19 m)
177 cm (24 m 15 m 21 m)
182 cm (26 m 16 m 22 m)

R1

R2

R3

レングス R1 R2 R3

162 cm (20 m 12 m 17 m)
167 cm (21 m 13 m 18 m)
172 cm (23 m 14 m 19 m)
177 cm (24 m 15 m 21 m)
182 cm (26 m 16 m 22 m)

R1

R2

R3

テクノロジー
•  センターサイドウォール
• プレートシステム vMotion
•  ベース: Pテックス2100
•  ベースストラクチャー : ゼブラストラクチャー

サイドカット
124_76_105

レングス (ラディウス)
154 cm (12.7 m)
161 cm (14.2 m)
168 cm (15.7 m)
175 cm (17.3 m)

重量
2473 g* @ 154 cm (ビンディング付)

テクノロジー
•  センターサイドウォール
• プレートシステム vMotion
•  ベース: Pテックス2100
•  ベースストラクチャー : ゼブラストラクチャー

サイドカット
124_76_105

レングス (ラディウス)
154 cm (12.7 m)
161 cm (14.2 m)
168 cm (15.7 m)
175 cm (17.3 m)

重量
2362 g* @ 154 cm (ビンディング付)

テクノロジー
•  センターサイドウォール
• プレートシステム vMotion
•  ベース: Pテックス2100
•  ベースストラクチャー : ゼブラストラクチャー

サイドカット
123_72_104

レングス (ラディウス)
151 cm (11.4 m)
158 cm (12.7 m)
165 cm (14.0 m)
172 cm (15.5 m)

重量
2342 g* @ 151 cm (ビンディング付)

芯材
デュアルウッドコア

ビンディング
vMotion 10 GW 

対応ソールサイズ
260-388

芯材
ウッドコア

ビンディング
vMotion 10 GW 

対応ソールサイズ
260-388

芯材
コンポジットコア

ビンディング
vMotion 10 GW 

対応ソールサイズ
260-388

テクノロジー
•  テイラード カーボン チップ & Tails
•  3Dリッジ
•  フルサイドウォール
•  3Dラディウスサイドカット
•  チタナール フレーム
•  ビンディング システム ローライドXL
•  ベース: テックス 4505
•  ベースストラクチャー : ダイヤゴナルストラクチャー

サイドカット
132_84_115 

レングス (3D ラディウス)

重量
2880 g* @ 177 cm (ビンディング付)

テクノロジー
•  3Dリッジ
•  3Dグラス
•  フルサイドウォール
•  3Dラディウスサイドカット
•  チタナール フレーム
•  ビンディング システム ローライドXL
•  ベース: テックス 4505
•  ベースストラクチャー : ゼブラストラクチャー

サイドカット
132_84_115 

レングス (3D ラディウス)

重量
3140 g* @ 177 cm (ビンディング付)

テクノロジー
•  3Dリッジ
•  3Dグラス
•  フルサイドウォール
•  3Dラディウスサイドカット
•  グラスフレーム
•  ビンディング システム ローライドXL
•  パワードバイスチール
•  ベース: Pテックス2100
•  ベースストラクチャー : ゼブラストラクチャー

サイドカット
128_80_111 

レングス (3D ラディウス)

重量
3080 g* @ 177 cm (ビンディング付)

芯材
ハイブリッドマルチレイヤーウッドコア

ビンディング
Lowride XL 13 FR Vwerks Demo GW

対応ソールサイズ
260-372

芯材
マルチレイヤーウッドコア

ビンディング
Lowride XL 13 FR Demo GW black teal

対応ソールサイズ
260-372

芯材
マルチレイヤーウッドコア

ビンディング
Lowride XL 13 FR Demo GW black flo-red

対応ソールサイズ
260-372

*重量は参考数値で実際のスキー重量には個体差があります。

推奨ビンディング付

税込価格 ¥93,500（本体価格¥85,000）

スキーセンター部のサイドウォールと
デュアルウッドコアの効果で少し踏み
込めばエッジが雪面をしっかりグリッ
プ、程よいリアクションを感じながら
テンポよく滑れます。

推奨ビンディング付

税込価格 ¥82,500（本体価格¥75,000）

DEACON XTDと同じサイドカット、構
造を使いつつ芯材、システムビンディ
ングのプレートのセットアップをマイ
ルド化。少ないパワーでスムーズにタ
ーンできます。

推奨ビンディング付

税込価格 ¥61,600（本体価格¥56,000）

スキー入門者から中級者に最適なモデ
ルです。少し踏み込むだけでスキーセ
ンター部のサイドウォール効果で雪面
をグリップでき、軽量で操作しやすい
のが特徴です。

推奨ビンディング付

税込価格 ¥233,200（本体価格¥212,000）

オールマウンテンモデルのフラッグシップ
モデルです。テイラードカーボンチップ採
用、ハイブリッド軽量ウッドコアと独特の
３D構造の融合で軽快さと同時にレース
モデルのようなキレが生まれました。

推奨ビンディング付

税込価格 ¥176,000（本体価格¥160,000）

幅広の形状からは想像もつかない俊敏さ
を発揮するオールマウンテンスキー。アイ
スバーンから新雪まで、変化の激しいゲ
レンデ状況下で活躍する圧巻の1台で
す。

推奨ビンディング付

税込価格 ¥154,000（本体価格¥140,000）

異次元のカービングターンを実現する新
感覚のールマウンテンスキー。ブーツから
雪面までが近く通常80ミリ超のスキーで
は体験できない俊敏さや操作性を実感で
きます。

NEW
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TIP
ROCKER

TIP
ROCKER

FLAIR
SC CARBON
フレア SC カーボン 

FLAIR
SC
フレア SC

NEW NEW

W
O

M
E

N

MADE IN GERMANYMADE IN GERMANY

品番
V2310049000

品番
V2310051000 

テクノロジー
•  テイラード カーボン チップ
•  チタナールバンド
•  3Dグラス
• プレートシステム vMotion
•  フルサイドウォール / ミニキャップ
•  ベース: Pテックス2100
•  ベースストラクチャー : ゼブラストラクチャー

サイドカット
123_68_102 

レングス (ラディウス)
148 cm (10.2 m)
153 cm (11.0 m)
158 cm (11.8 m)
165 cm (13.1 m)

重量
TBA

テクノロジー
•  チタナールバンド
• プレートシステム vMotion
•  フルサイドウォール / ミニキャップ
•  ベース: Pテックス2100
•  ベースストラクチャー : ゼブラストラクチャー

サイドカット
124_73_103 

レングス (ラディウス)
153 cm (12.0 m)
158 cm (12.9 m)
163 cm (13.9 m)

重量
TBA

芯材
マルチレイヤーウッドコア

ビンディング
iPT WR XL 11 TCX GW Lady jade

対応ソールサイズ
260-388

芯材
ウッドコア

ビンディング
vMotion 11 alu GW Lady silver

対応ソールサイズ
260-388

*重量は参考数値で実際のスキー重量には個体差があります。 *重量は参考数値で実際のスキー重量には個体差があります。

推奨ビンディング付

税込価格 ¥154,000（本体価格¥140,000）

今シーズンフルモデルチェンジしたオ
ンピステ用トップモデルです。内部構
造の変更により安定感と操作性がアッ
プ、スキーテクニックのレベルアップ
へと導きます。

推奨ビンディング付

税込価格 ¥132,000（本体価格¥120,000）

テクニカル志向のレディースモデルで
切れ過ぎずズレすぎない感覚が技術レ
ベルのステップアップを目指すスキー
ヤーに最適。内部構造を変更し安定感
が増しました。

TIP
ROCKER

TIP
ROCKER

FLAIR
76 ELITE
フレア 76 エリート

FLAIR
76
フレア 76 

MADE IN GERMANY MADE IN GERMANY

品番
V2310054000 

品番
V2310055000 

テクノロジー
•  センターサイドウォール
• プレートシステム vMotion
•  ベース: Pテックス2100
•  ベースストラクチャー : ゼブラストラクチャー

サイドカット
124_76_105 

レングス (ラディウス)
147 cm (11.8 m)
154 cm (12.7 m)
161 cm (14.2 m)

重量
2402 g* @ 147 cm (ビンディング付)

テクノロジー
•  センターサイドウォール
• プレートシステム vMotion
•  ベース: Pテックス2100
•  ベースストラクチャー : ゼブラストラクチャー

サイドカット
124_76_105 

レングス (ラディウス)
147 cm (11.8 m)
154 cm (12.7 m)
161 cm (14.2 m)

重量
2322 g* @ 147 cm (ビンディング付)

芯材
デュアルウッドコア

ビンディング
vMotion 10 GW Lady black

対応ソールサイズ
260-388

芯材
ウッドコア

ビンディング
vMotion 10 GW Lady blue

対応ソールサイズ
260-388

推奨ビンディング付

税込価格 ¥93,500（本体価格¥85,000）

変化に富むゲレンデ条件下で活躍する1
台。センター部のサイドウォール効果
で少ないパワーでエッジが雪面を的確
にグリップ、安心してスピードに乗れ
ます。

推奨ビンディング付

税込価格 ¥82,500（本体価格¥75,000）

FLAIR 76 ELITEと同じサイドカット、
構造を採用しつつ芯材、およびシステ
ムビンディングのプレートのセットア
ップをよりソフト化、扱い易さを重視
したモデルです。

TIP
ROCKER

FLAIR
72
フレア 72

MADE IN GERMANY

品番
V2310056000 

テクノロジー
•  センターサイドウォール
• プレートシステム vMotion1
•  ベース: Pテックス2100
•  ベースストラクチャー : ゼブラストラクチャー

サイドカット
123_72_104 

レングス (ラディウス)
137 cm (9.4 m)
144 cm (10.1 m)
151 cm (11.4 m)
158 cm (12.7 m)
165 cm (14.0 m)

重量
2120 g* @ 137 cm (ビンディング付)

芯材
コンポジットコア

ビンディング
vMotion 10 GW Lady black

対応ソールサイズ
260-388

推奨ビンディング付

税込価格 ¥61,600（本体価格¥56,000）

入門者モデルながらセンター部のサイ
ドウォール効果で少ない力で程よく雪
面をグリップでき、低速でスキーを操
作しやすく基本的なスキー技術をいち
早く習得可能。

ALL MOUNTAIN PISTE
WOMEN

入門者から上級者までスキーを純粋に楽しめるモデ
ルを取り揃えています。スキースペックはもちろん、
システムビンディングとのマッチングにも注力、軽さ
と使用感の良さにこだわった設計・製造を心がけて
います。23/24シーズンの注目モデルはテイラード
カーボンチップを採用したオンピステモデルのトッ
プモデルFLAIR SC CARBON、構造内メタルをチタ
ナールにグレードアップしたFLAIR SCです。
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MADE IN GERMANY MADE IN GERMANY MADE IN GERMANY MADE IN GERMANY MADE IN GERMANY

TIP& TAIL 
ROCKER

TIP& TAIL 
ROCKER

TIP& TAIL 
ROCKER

TIP& TAIL 
ROCKER

KATANA
108
カタナ 108

MANTRA
102
カタナ 102

M6
MANTRA
M6 マントラ

KENDO
88
ケンドー 88

TIP& TAIL 
ROCKER

KANJO
84
カンジョー 84FULL 

ROCKER

KATANA 
V.WERKS
カタナ V-ワークス

MADE IN GERMANY

品番
V2310110000

品番
V2310111000 

品番
V2310112000 

レングス R1 R2 R3

170 cm (32 m 16 m 30 m)
177 cm (36 m 18 m 32 m)
184 cm (39 m 19 m 34 m)
191 cm (44 m 21 m 36 m)

R1

R2

R3

レングス R1 R2 R3

170 cm (26 m 16 m 23 m)
177 cm (28 m 18 m 26 m)
184 cm (30 m 19 m 27 m)
191 cm (33 m 21 m 30 m)

R1

R2

R3

レングス R1 R2 R3

163 cm (24 m 14 m 20 m)
170 cm (27 m 16 m 22 m)
177 cm (30 m 18 m 24 m)
184 cm (32 m 19 m 26 m)
191 cm (35 m 21 m 28 m)

R1

R2

R3

品番
V2310113000

レングス R1 R2 R3

163 cm (23 m 13 m 21 m)
170 cm (26 m 15 m 23 m)
177 cm (29 m 16 m 25 m)
184 cm (31 m 17 m 26 m)

R1

R2

R3

品番
V2310114000 

レングス R1 R2 R3

161 cm (19 m 14 m 17 m)
168 cm (21 m 15 m 19 m)
175 cm (24 m 17 m 20 m)
182 cm (26 m 19 m 24 m)

R1

R2

R3

品番
V2310100000

テクノロジー
•  3Dリッジカーボン
•  緩やかなテーパー
•  アイスオフトップシート
•  フル カーボン ジャケット
•  スマート スキン クリップ
•  ベース: Pテックス4500
•  ベースストラクチャー: ブラッシュドストラクチャー

サイドカット
141_112_131 

レングス (ラディウス)
177 cm (23.4 m) 
184 cm (23.5 m)
191 cm (25.9 m)

オプション
専用シール（別売り）

重量
1846 g* @ 177 cm

芯材
マルチレイヤーウッドコアライト

テクノロジー
•  カーボンチップ
•  3Dラディウスサイドカット
•  チタナール フレーム
•  フルサイドウォール
•  ベース: Pテックス2100
•  ベースストラクチャー: ブラッシュドストラクチャー

サイドカット
146_108_129 

レングス (3D ラディウス)

重量
2230 g* @ 177 cm

テクノロジー
•  テイラード カーボン チップ
•  3Dラディウスサイドカット
•  テイラード チタナール フレーム
•  フルサイドウォール
•  ベース: Pテックス2100
•  ベースストラクチャー: ブラッシュドストラクチャー

サイドカット
142_102_124 

レングス (3D ラディウス)

重量
2209 g* @ 184 cm

芯材
マルチレイヤーウッドコア

芯材
マルチレイヤーウッドコア

テクノロジー
•  テイラード カーボン チップ
•  3Dラディウスサイドカット
•  テイラード チタナール フレーム
•  フルサイドウォール
•  ベース: Pテックス2100
•  ベースストラクチャー: ブラッシュドストラクチャー

サイドカット
135_96_119 

レングス (3D ラディウス)

重量
2070 g* @ 177 cm

テクノロジー
•  テイラード カーボン チップ
•  3Dラディウスサイドカット
•  テイラード チタナール フレーム
•  フルサイドウォール
•  ベース: Pテックス2100
•  ベースストラクチャー: ブラッシュドストラクチャー

サイドカット
129_88_113

レングス (3D ラディウス)

重量
1898 g* @ 177 cm

テクノロジー
•  3Dラディウスサイドカット
•  フルサイドウォール
•  グラスフレーム
•  チタナール ビンディング プラットフォーム
•  ベース: Pテックス2100
•  ベースストラクチャー: ブラッシュドストラクチャー

サイドカット
125_84_107

レングス (3D ラディウス)

重量
1420 g* @ 161 cm

芯材
マルチレイヤーウッドコア

芯材
マルチレイヤーウッドコア

芯材
マルチレイヤーウッドコア

*重量は参考数値で実際のスキー重量には個体差があります。

板のみ

税込価格 ¥165,000（本体価格¥150,000）

ひたすら極上を求めるスキーヤーのた
めのフリーライドモデルです。限界ま
で軽量化を追求、実現するＶワークス
ゆえ、幅広形状ではありますが究極の
３D形状を有します。

板のみ

税込価格 ¥132,000（本体価格¥120,000）

シリーズのフラッグシップモデル。そ
の形状から生み出される浮力とチタナ
ールフレーム構造、カーボンチップの
効果で起伏に富んだフィールドを力強
く疾走します。

板のみ

税込価格 ¥123,200（本体価格¥112,000）

スキートップのトーションバランスが
絶妙、その効果でターンに入る時の安
心感が群を抜いています。102ﾐﾘなが
らファットスキーらしからぬ機敏さを
備えています。

板のみ

税込価格 ¥117,700（本体価格¥107,000）

フォルクルを代表するモデルです。オフピ
ステ、不整地からオンピステまでスキー
の楽しさを最大限に体感できます。スキ
ートップに配したカーボンファイバーが
雪面からの衝撃を抑えます。

板のみ

税込価格 ¥112,200（本体価格¥102,000）

オンピステとオフピステを縦横無尽に
走破できるマルチさが特徴。サイズ別
に構造が調整されているのでエキスパ
ートはもちろんフリーライド入門者に
もお勧めの1台。

板のみ

税込価格 ¥106,700（本体価格¥97,000）

オンピステを強く意識したモデルで
す。フレーム構造にはチタナールでは
なくあえてグラスを採用、スウィング
ウェイトが軽くオンピステでも軽快な
滑りが楽しめます。

ALL MOUNTAIN FREERIDE
SPEED

M6 マントラに代表されるオールマウンテン
でのパフォーマンスに定評がある人気シリ
ーズで幅広いレベル、体格のスキーヤーに
スキーを丸ごと楽しんでもらうためのモデ
ルばかりです。特徴は何と言ってもスキー
操作に安定感をもたらすチタナールまたは
グラスを使ったフレーム構造でしょ
う。23/24シーズンはレディースモデルのラ
インナップが更に充実しました。

ALL MOUNTAIN FREERIDE SPEED
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MADE IN GERMANY MADE IN GERMANY MADE IN GERMANY MADE IN GERMANY

TIP& TAIL 
ROCKER

TIP& TAIL 
ROCKER

TIP& TAIL 
ROCKER

TIP& TAIL 
ROCKER

TIP& TAIL 
ROCKER

SECRET
102
シークレット 102

SECRET
96
シークレット 96

KENJA
88
ケンジャ 88

YUMI
84
ユミ 84

YUMI
80
ユミ 80

MADE IN GERMANY

品番
V2310115000

レングス R1 R2 R3

156 cm (20 m 13 m 19 m)
163 cm (23 m 14 m 21 m)
170 cm (26 m 16 m 23 m)
177 cm (28 m 18 m 26 m)

R1

R2

R3

品番
V2310116000

品番
V2310117000

品番
V2310118000

品番
V2310119000

レングス R1 R2 R3

149 cm (19 m 11 m 16 m)
156 cm (21 m 13 m 18 m)
163 cm (24 m 14 m 20 m)
170 cm (27 m 16 m 22 m)
177 cm (30 m 18 m 24 m)

R1

R2

R3

レングス R1 R2 R3

149 cm (20 m 11 m 16 m)
156 cm (21 m 12 m 19 m)
163 cm (23 m 13 m 21 m)
170 cm (26 m 15 m 23 m)

R1

R2

R3

レングス R1 R2 R3

147 cm (16 m 11 m 14 m)
154 cm (18 m 13 m 16 m)
161 cm (19 m 14 m 17 m)
168 cm (21 m 15 m 19 m)

R1

R2

R3

レングス R1 R2 R3

147 cm (16 m 11 m 14 m)
154 cm (18 m 13 m 16 m)
161 cm (19 m 14 m 17 m)
168 cm (21 m 15 m 19 m)

R1

R2

R3

芯材
マルチレイヤーウッドコア

芯材
マルチレイヤーウッドコア

芯材
マルチレイヤーウッドコア

芯材
マルチレイヤーウッドコア

芯材
マルチレイヤーウッドコア

テクノロジー
•  テイラード カーボン チップ
•  テイラード チタナール フレーム
•  3Dラディウスサイドカット
•  フルサイドウォール
•  ベース: Pテックス2100
•  ベースストラクチャー: ブラッシュドストラクチャー

サイドカット
142_102_124

レングス (ラディウス)

重量
TBA

テクノロジー
•  テイラード カーボン チップ
•  テイラード チタナール フレーム
•  3Dラディウスサイドカット
•  フルサイドウォール
•  ベース: Pテックス2100
•  ベースストラクチャー: ブラッシュドストラクチャー

サイドカット
135_96_119

レングス (ラディウス)

重量
1723 g* @ 156

テクノロジー
•  テイラード カーボン チップ
•  テイラード チタナール フレーム
•  3Dラディウスサイドカット
•  フルサイドウォール
•  ベース: Pテックス2100
•  ベースストラクチャー: ブラッシュドストラクチャー

サイドカット
129_88_113

レングス (ラディウス)

重量
1701 g* @ 163 cm

テクノロジー
•  3Dラディウスサイドカット
•  フルサイドウォール
•  グラスフレーム
•  チタナール ビンディング プラットフォーム
•  ベース: Pテックス2100
•  ベースストラクチャー: ブラッシュドストラクチャー

サイドカット
125_84_107

レングス (ラディウス)

重量
1290 g* @ 147 cm

テクノロジー
•  3Dラディウスサイドカット
•  フルサイドウォール
•  グラスフレーム
•  ベース: Pテックス2100
•  ベースストラクチャー: ブラッシュドストラクチャー

サイドカット
121_80_103

レングス (ラディウス)

重量
1240 g* @ 147 cm

*重量は参考数値で実際のスキー重量には個体差があります。

NEW

板のみ

税込価格 ¥123,200（本体価格¥112,000）

新しくラインナップされた102ミリの
レディースフリーライドモデルです。
３Ｄラディウスの効果で安定感だけで
なく軽快さ、機敏さを兼ね備えたモデ
ルです。

板のみ

税込価格 ¥117,700（本体価格¥107,000）

M6 MANTRAと同仕様モデル。オフピス
テからオンピステまで幅広く活躍します。
操作性を重視、安定感を与えるチタナー
ルフレームもサイズ別に細かい調整を施
しています。

板のみ

税込価格 ¥112,200（本体価格¥102,000）

KENDO88と同仕様モデル。チタナー
ルフレーム効果でオンピステとオフピ
ステを縦横無尽に走破できるマルチな
モデルです。149㎝、156㎝といった短
いサイズ展開もあり。

板のみ

税込価格 ¥106,700（本体価格¥97,000）

オンピステ使用を意識したフリーライ
ド入門者におすすめのモデルです。メ
タルを使用せずグラスフレーム構造を
採用、軽量なのでパワーの少ない方に
もお勧めです。

板のみ

税込価格 ¥101,200（本体価格¥92,000）

シリーズ中最もスリムな80ミリウェス
トのモデルです。グラスフレーム構造
を採用、ゲレンデでもフリーライドで
も使える軽量なモデルを探している方
にお勧めです。

NEW NEW
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MADE IN GERMANYMADE IN GERMANY MADE IN GERMANY

TIP& TAIL 
ROCKER

TIP& TAIL 
ROCKER

TIP& TAIL 
ROCKER

TIP& TAIL 
ROCKER

BLAZE
106
ブレイズ 106

BLAZE
94
ブレイズ 94

BLAZE
106 W
ブレイズ 106 W

BLAZE
94 W
ブレイズ 94 WTIP& TAIL 

ROCKER

BLAZE
114
ブレイズ 114

F
R

E
E

R
ID

E
A

L
L

M
O

U
N

T
A

IN

MADE IN GERMANYMADE IN GERMANY

品番
V2310132000 

品番
V2310134000

品番
V2310133000 

品番
V2310135000 

レングス R1 R2 R3

165 cm (29 m 14 m 23 m)
172 cm (33 m 16 m 25 m)
179 cm (36 m 17 m 28 m)
186 cm (40 m 19 m 30 m)

R1

R2

R3

レングス R1 R2 R3

158 cm (31 m 13 m 23 m)
165 cm (33 m 14 m 25 m)
172 cm (37 m 15 m 27 m)
179 cm (38 m 17 m 32 m)
186 cm (44 m 19 m 34 m)

R1

R2

R3

レングス R1 R2 R3

158 cm (27 m 13 m 21 m)
165 cm (29 m 14 m 23 m)
172 cm (33 m 16 m 25 m)
179 cm (36 m 17 m 28 m)

R1

R2

R3

レングス R1 R2 R3

158 cm (31 m 13 m 23 m)
165 cm (33 m 14 m 25 m)
172 cm (37 m 15 m 27 m)

R1

R2

R3

品番
V2310131000 

レングス R1 R2 R3

166 cm (35 m 17 m 27 m)
184 cm (39 m 18 m 29 m)
192 cm (43 m 20 m 32 m)

R1

R2

R3

芯材
ハイブリッドマルチレイヤーウッドコア

芯材
ハイブリッドマルチレイヤーウッドコア 
グリーンコア

芯材
ハイブリッドマルチレイヤーウッドコア

芯材
ハイブリッドマルチレイヤーウッドコア

芯材
ハイブリッドマルチレイヤーウッドコア

テクノロジー
•  3Dラディウスサイドカット
•  フルサイドウォール
•  チタナール ビンディング プラットフォーム
•  サスペンション チップ&テール
•  ベース: Pテックス2100
•  ベースストラクチャー: ブラッシュドストラクチャー

サイドカット
146_106_128 

レングス (3D ラディウス)

重量
1593g* @165cm

テクノロジー
•  3Dラディウスサイドカット
•  フルサイドウォール
•  チタナール ビンディング プラットフォーム
•  サスペンション チップ&テール
•  ベース: Pテックス2100
•  ベースストラクチャー: ブラッシュドストラクチャー

サイドカット
154_114_136 

レングス (3D ラディウス)

重量
1995g* @184cm

オプション
専用シール（別売り）

オプション
専用シール（別売り）

オプション
専用シール（別売り）

オプション
専用シール（別売り）

オプション
専用シール（別売り）

テクノロジー
•  3Dラディウスサイドカット
•  フルサイドウォール
•  チタナール ビンディング プラットフォーム
•  サスペンション チップ&テール
•  ベース: Pテックス2100
•  ベースストラクチャー: ブラッシュドストラクチャー

サイドカット
146_106_128

レングス (3D ラディウス)

重量
1592g* @165cm

テクノロジー
•  3Dラディウスサイドカット
•  フルサイドウォール
•  チタナール ビンディング プラットフォーム
•  サスペンション チップ&テール
•  ベース: Pテックス2100
•  ベースストラクチャー: ブラッシュドストラクチャー

サイドカット
134_94_116 

レングス (3D ラディウス)

重量
1455g* @165 cm

テクノロジー
•  3Dラディウスサイドカット
•  フルサイドウォール
•  チタナール ビンディング プラットフォーム
•  サスペンション チップ&テール
•  ベース: Pテックス2100
•  ベースストラクチャー: ブラッシュドストラクチャー

サイドカット
134_94_116

レングス (3D ラディウス)

重量
1455g* @165cm

*重量は参考数値で実際のスキー重量には個体差があります。

NEW

板のみ

税込価格 ¥117,700（本体価格¥107,000）

この形状ながら滑走性能と軽さを併せ
持つ人気モデルです。パウダーで生み
出される浮力は秀逸、日本のバックカ
ントリーシーンのどこでも滑れるオー
ルラウンドな一台。

板のみ

税込価格 ¥117,700（本体価格¥107,000）

少ない力で簡単に扱える軽量モデルで
あらゆるシチュエーションで活躍しま
す。ハイシーズンのパウダーから春の
ザラメコンデションやゲレンデまでカ
バーします。

板のみ

税込価格 ¥115,500（本体価格¥105,000）

深いザラメ状の雪からゲレンデ、圧雪
斜面まで幅広く活躍する万能選手。絶
妙な太さと軽さが魅力。足元の薄いチ
タナール層は荒れた雪面を高速滑走す
る時の強い味方。

板のみ

税込価格 ¥115,500（本体価格¥105,000）

軽く扱いやすい女性用モデルでパウダ
ーからゲレンデまで楽しく滑れます。
難しい雪質のバックカントリーでも忠
実に動いてくれ身体への負担も少ない
頼れる1台。

板のみ

税込価格 ¥126,500（本体価格¥115,000）

新たにラインナップされたシリーズ中最
もパワフルなモデルです。環境に配慮し
たモノづくりの一環として芯材にペット
ボトル廃材を原料とする素材、環境に配
慮したウッド芯材を採用しています。

ALL MOUNTAIN FREERIDE
LIGHT

軽さと滑走性能という両立が難しい性能を成立さ
せた稀有なシリーズです。世界中のスキーヤーが
うらやむ日本のバックカントリーシーンで際立つ存
在感を放ってきました。異なる素材を巧みに組み合
わせた軽量芯材がロングハイクを可能に
し、94mm以上のモデルには足元にチタナールが
配され安定した滑りをお約束します。23/24シーズ
ンはラインナップが更に充実、パワフルな滑りをお
届けするBLAZE 114、そして初バックカントリーに
挑戦したい中級者にもお勧めのBLAZE82, 82Wが
新登場します。新しくラインナップされた３モデル
はフォルクルの環境問題に対する取り組み姿勢を
象徴するモデルとなりました。
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MADE IN GERMANY MADE IN GERMANY MADE IN GERMANY

TIP& TAIL 
ROCKER

TIP& TAIL 
ROCKER

TIP& TAIL 
ROCKER

BLAZE 86
ブレイズ 86

BLAZE 86 W
ブレイズ 86 W

BLAZE 82
(FLAT/VMOTION)
ブレイズ 82
（フラット / Vモーション） TIP& TAIL 

ROCKER

BLAZE 82 W
(FLAT/VMOTION)
ブレイズ 82 W
（フラット / Vモーション）

MADE IN GERMANY

品番
V2310136000 

品番
V2310137000

レングス R1 R2 R3

159 cm (22 m 12 m 19 m)
166 cm (25 m 13 m 21 m)
173 cm (28 m 15 m 23 m)
180 cm (30 m 16 m 25 m)

R1

R2

R3

レングス R1 R2 R3

146 cm (18 m 10 m 15 m)
152 cm (20 m 11 m 17 m)
159 cm (22 m 12 m 19 m)
166 cm (25 m 13 m 21 m)

R1

R2

R3

レングス R1 R2 R3

159 cm (22 m 12 m 19 m)
166 cm (25 m 13 m 21 m)
173 cm (28 m 15 m 23 m)
180 cm (30 m 16 m 25 m)

R1

R2

R3

品番
V2310139000（フラット） 
V2310141000（FDTプレート付） 

品番
V2310138000（フラット） 
V2310140000（FDTプレート付） 

レングス R1 R2 R3

146 cm (18 m 10 m 15 m)
152 cm (20 m 11 m 17 m)
159 cm (22 m 12 m 19 m)
166 cm (25 m 13 m 21 m)

R1

R2

R3

芯材
マルチレイヤーウッドコアライト

芯材
マルチレイヤーウッドコアライト

テクノロジー
•  3Dラディウスサイドカット
•  フルサイドウォール
•  サスペンション チップ&テール
•  ベース: Pテックス2100
•  ベースストラクチャー: ブラッシュドストラクチャー

サイドカット
125_82_107

レングス (3D ラディウス)

重量
1378g* @166cm

テクノロジー
•  3Dラディウスサイドカット
•  フルサイドウォール
•  サスペンション チップ&テール
•  ベース: Pテックス2100
•  ベースストラクチャー: ブラッシュドストラクチャー

サイドカット
125_82_107

レングス (3D ラディウス)

重量
1455g* @173cm

芯材
マルチレイヤーウッドコアライト

芯材
マルチレイヤーウッドコアライト

テクノロジー
•  3Dラディウスサイドカット
•  フルサイドウォール
•  サスペンション チップ&テール
•  ベース: Pテックス2100
•  ベースストラクチャー: ブラッシュドストラクチャー

サイドカット
129_86_111 

レングス (3D ラディウス)

重量
1430g* @173cm

オプション
専用シール（別売り）

テクノロジー
•  3Dラディウスサイドカット
•  フルサイドウォール
•  サスペンション チップ&テール
•  ベース: Pテックス2100
•  ベースストラクチャー: ブラッシュドストラクチャー

サイドカット
129_86_111

レングス (3D ラディウス)

重量
1290g* @154cm

オプション
専用シール（別売り）

*重量は参考数値で実際のスキー重量には個体差があります。

NEW NEW

オプション
専用シール（別売り）

オプション
専用シール（別売り）

板のみ

税込価格 ¥104,500（本体価格¥95,000）

パウダーからゲレンデまでフルシーズ
ン活躍する1台。スリムながら浮力も十
分で超軽量ながら安心して身をまかせ
られられます。

板のみ

税込価格 ¥104,500（本体価格¥95,000）

146cmという短いサイズから展開。軽
さと操作性の良さを武器にパウダーか
らゲレンデまでフルシーズン存分に活
躍できるモデルです。

板のみ

税込価格 ¥93,500（本体価格¥85,000）
推奨ビンディング付 vMotion 10 GW 90mm

税込価格 ¥121,000（本体価格¥110,000）

新たにラインナップされた、BLAZEシ
リーズ中、最もスリムな82㎜ウェス
ト。中級者がゲレンデ中心に楽しみな
がら時にパウダースキーに挑戦するの
に最適なモデル。

板のみ

税込価格 ¥93,500（本体価格¥85,000）
推奨ビンディング付 vMotion 10 GW 90mm

税込価格 ¥121,000（本体価格¥110,000）

BLAZEシリーズ中、最もスリムな82㎜
ウェストで軽量なのが魅力。FLATタイ
プなので求めるスキースタイルによっ
て様々なビンディングから最適なモデ
ルをチョイスできます。
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MADE IN GERMANY MADE IN GERMANYMADE IN GERMANYMADE IN GERMANY MADE IN GERMANY MADE IN GERMANY MADE IN GERMANY

TIP
ROCKER

TIP
ROCKER

TIP
ROCKER

TIP
ROCKER

TIP
ROCKER

TIP
ROCKER

TIP
ROCKER

RISE 
HIGH 88
ライズ ハイ 88

RISE 
ABOVE 88 W
ライズ アバヴ 88 W

RISE 
ABOVE 88
ライズ アバヴ 88

RISE 
BEYOND 96
ライズ ビヨンド 96

RISE 
BEYOND 96 W
ライズ ビヨンド 96 W

RISE 
UP 82
ライズ アップ 82

RISE 
UP 82 W
ライズ アップ 82 W

MADE IN GERMANY

TIP& TAIL 
ROCKER

BMT
90
BMT 90

品番
122372000 

品番
122376000

品番
122374

品番
122378000 

品番
122380000 

品番
122370000

品番
122371000

レングス R1 R2 R3

149 cm (19 m 11 m 16 m)
156 cm (20 m 12 m 17 m)
163 cm (22 m 14 m 19 m)
170 cm (25 m 15 m 22 m)

R1

R2

R3

レングス R1 R2 R3

156 cm (20 m 12 m 17 m)
163 cm (22 m 14 m 19 m)
170 cm (25 m 15 m 22 m)
177 cm (28 m 17 m 23 m)
184 cm (31 m 18 m 25 m)

R1

R2

R3

レングス R1 R2 R3

156 cm (21 m 12 m 17 m)
163 cm (23 m 14 m 20 m)
170 cm (26 m 15 m 22 m)
177 cm (29 m 17 m 24 m)

R1

R2

R3

レングス R1 R2 R3

149 cm (19 m 11 m 16 m)
156 cm (21 m 12 m 17 m)
163 cm (23 m 14 m 20 m)
170 cm (26 m 15 m 22 m)

R1

R2

R3

レングス R1 R2 R3

156 cm (17 m 12 m 16 m)
163 cm (19 m 14 m 18 m)
170 cm (22 m 16 m 20 m)
177 cm (24 m 17 m 22 m)
184 cm (27 m 19 m 24 m)

R1

R2

R3

レングス R1 R2 R3

156 cm (17 m 12 m 16 m)
163 cm (19 m 14 m 18 m)
170 cm (22 m 16 m 20 m)
177 cm (24 m 17 m 22 m)

R1

R2

R3

品番
122384000

芯材
ハイブリッドマルチレイヤーウッドコア

*重量は参考数値で実際のスキー重量には個体差があります。 *重量は参考数値で実際のスキー重量には個体差があります。

芯材
ハイブリッドマルチレイヤーウッドコア

芯材
ハイブリッドマルチレイヤーウッドコア

芯材
マルチレイヤーウッドコアライト

芯材
マルチレイヤーウッドコアライト

芯材
ハイブリッドマルチレイヤーウッドコア

芯材
ハイブリッドマルチレイヤーウッドコア

オプション
専用シール（別売り）

テクノロジー
•  3Dラディウスサイドカット
•  スマートスキンクリップ
•  ベース: Pテックス2100
•  ベースストラクチャー: ブラッシュドストラクチャー

サイドカット
138_96_119 

レングス (3D ラディウス)

重量
1262g* @17cm

オプション
専用シール（別売り）

テクノロジー
•  3Dラディウスサイドカット
•  スマートスキンクリップ
•  ベース: Pテックス2100
•  ベースストラクチャー: ブラッシュドストラクチャー

サイドカット
138_96_119 

レングス (3D ラディウス)

重量
1122g* @156cm

オプション
専用シール（別売り）

テクノロジー
•  フル カーボン ジャケット
•  スマートスキンクリップ
•  ベース: Pテックス2100
•  ベースストラクチャー: ブラッシュドストラクチャー

サイドカット
127_88_106

レングス (ラディウス)
160 cm (16.3 m)
170 cm (18.9 m)
180 cm (21.6 m)

重量
1005g* @160cm

オプション
専用シール（別売り）

テクノロジー
•  3Dラディウスサイドカット 
•  スマートスキンクリップ
•  フルサイドウォール
•  ベース: Pテックス2100
•  ベースストラクチャー: ブラッシュドストラクチャー

サイドカット
130.6_88_111.4

レングス (3D ラディウス)

重量
1187g* @177cm

オプション
専用シール（別売り）

テクノロジー
•  3Dラディウスサイドカット
•  スマートスキンクリップ
•  フルサイドウォール
•  ベース: Pテックス2100
•  ベースストラクチャー: ブラッシュドストラクチャー

サイドカット
130.6_88_111.4

レングス (3D ラディウス)

重量
1187g* @170cm

オプション
専用シール（別売り）

テクノロジー
•  3Dラディウスサイドカット
•  スマートスキンクリップ
•  フルサイドウォール
•  ベース: Pテックス2100
•  ベースストラクチャー: ブラッシュドストラクチャー

サイドカット
124.6_82_105.4

レングス (3D ラディウス)

重量
1081g* @163cm

オプション
専用シール（別売り）

テクノロジー
•  3Dラディウスサイドカット
•  スマートスキンクリップ
•  フルサイドウォール
•  ベース: Pテックス2100
•  ベースストラクチャー: ブラッシュドストラクチャー

サイドカット
124.6_82_105.4

レングス (3D ラディウス)

重量
1081g* @163cm

オプション
専用シール（別売り）

テクノロジー
•  3Dリッジカーボン
•  センターサイドウォール
•  アイスオフトップシート
•  フル カーボン ジャケット
•  ベース: テックス 4505
•  ベースストラクチャー: ブラッシュドストラクチャー

サイドカット
127_90_109 

レングス (ラディウス)
163 cm (15.6 m)
170 cm (17.6 m)
177 cm (19.6 m)
184 cm (21.8 m)

重量
1250g* @163cm

芯材
マルチレイヤーウッドコアライト

板のみ

税込価格 ¥159,500（本体価格¥145,000）

ウェスト90MMで軽量、標高4000M以
上の山々にも対応できる1台です。チッ
プ＆テールロッカーを採用したことで登
攀時や硬い雪を滑走する場合の安心感、
安定感が秀逸です。

板のみ

税込価格 ¥132,000（本体価格¥120,000）

シリーズ中最も幅広くフリーライドの要素も兼ね
備えた軽量ツアーリングスキー。３Dラディウス効
果でスムーズなターンの連続でき軽量ながらも
安定感のある1台です。※モデル、サイズ別にカ
ットされた別売り専用シールもおすすめです。

板のみ

税込価格 ¥132,000（本体価格¥120,000）

落ち着いた色調のシリーズ中最も幅広くフリーラ
イドの要素も兼ね備えた軽量ツアーリングスキ
ー。３Dラディウス効果で96ミリ幅ながら素早い
ターン切替えが光ります。※モデル、サイズ別に
カットされた別売り専用シールもおすすめです。

板のみ

税込価格 ¥143,000（本体価格¥130,000）

88MMウェストながら究極の軽量化に挑戦
したモデルです。カーボン、複数の軽量ウッド
を組み合わせたツアーライトウッドコアが軽さ
の決め手です。※モデル、サイズ別にカットさ
れた別売り専用シールもおすすめです。

板のみ

税込価格 ¥115,500（本体価格¥105,000）

ハイクアップと滑りの性能をバランスよく備
えたモデルです。3Dラディウス採用でスピー
ド、シチュエーションに関わらずスムーズなタ
ーンが可能です。※モデル、サイズ別にカッ
トされた別売り専用シールもおすすめです。

板のみ

税込価格 ¥115,500（本体価格¥105,000）

ハイクアップと滑りの性能をバランスよく備えた
モデル。鮮やかな色調で気分もあがります。3D
ラディウス採用で幅広なスキーながら滑走感
覚は驚くほど俊敏です。※モデル、サイズ別に
カットされた別売り専用シールもおすすめです。

板のみ

税込価格 ¥88,000（本体価格¥80,000）

ツアーリング入門者にお勧めのモデルで
す。3Dラディウス効果でスムーズなターンが
可能なので入門者でも十分ツアーリングの楽
しさを体感できます。※モデル、サイズ別にカ
ットされた別売り専用シールもおすすめです。

板のみ

税込価格 ¥88,000（本体価格¥80,000）

RISE UP 82と同じ仕様のレディースモ
デルです。
※モデル、サイズ別にカットされた別
売り専用シールもおすすめです。

TOURING ALPINISM

過酷な環境下で安定した性能を発揮するツアーリングシリーズです。複数のウッドと合成素材を組み合わせた超軽量ハイブ
リッド芯材、軽量で耐久性のあるカーボン素材等を採用、幅広スキーの滑走性能を向上させる3Dラディウスが採用されたモ
デルが揃っています。各モデル・各サイズに合わせた専用シール（別売り）はトップからも着脱できる扱いやすい構造です。

NEW NEW NEW
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TIP& TAIL 
ROCKER

TIP& TAIL 
ROCKER

TIP& TAIL 
ROCKER

REVOLT
96
リヴォルト 96 FULL

CAMBER

REVOLT
121
リヴォルト 121

REVOLT
84
リヴォルト 84

REVOLT
104
リヴォルト 104TIP& TAIL 

ROCKER

REVOLT
114
リヴォルト 114

F
R

E
E

S
T

Y
L

E

MADE IN CHINAMADE IN CHINA MADE IN CHINA MADE IN CHINA MADE IN CHINA

品番
V2310153000

品番
V2310150000 

品番
V2310152000

レングス R1 R2 R3

177 cm (19 m 17 m 18 m)
184 cm (20 m 19 m 20 m)
191 cm (23 m 22 m 22 m)

R1

R2

R3

レングス R1 R2 R3

172 cm (22 m 17 m 19 m)
180 cm (24 m 19 m 22 m)
188 cm (27 m 21 m 25 m)

R1

R2

R3

レングス R1 R2 R3

157 cm (16 m 13 m 14 m)
165 cm (18 m 15 m 17 m)
173 cm (20 m 17 m 19 m)
181 cm (23 m 20 m 22 m)

R1

R2

R3

品番
V2310151000

レングス R1 R2 R3

177 cm (22 m 18 m 21 m)
184 cm (25 m 19 m 22 m)
191 cm (28 m 21 m 25 m)

R1

R2

R3

テクノロジー
•  3Dラディウスサイドカット
•  フルサイドウォール / ミニキャップ
•  ツインチップ
•  ベース: Pテックス3000
•  ベースストラクチャー: ブラッシュドストラクチャー

サイドカット
143_121_135 

レングス (3D ラディウス)

重量
2220 g* @ 177 cm

テクノロジー
•  3Dラディウスサイドカット
•  フルサイドウォール / ミニキャップ
•  ツインチップ
•  ベース: Pテックス3000
•  ベースストラクチャー: ブラッシュドストラクチャー

サイドカット
146_114_128 

レングス (3D ラディウス)

重量
2251 g* @ 177 cm

芯材
マルチレイヤーウッドコア

芯材
マルチレイヤーウッドコア

テクノロジー
•  3Dラディウスサイドカット
•  フルサイドウォール / ミニキャップ
•  ツインチップ
•  ベース: Pテックス2100
•  ベースストラクチャー: ブラッシュドストラクチャー

サイドカット
132_104_122 

レングス (3D ラディウス)

重量
2030 g* @ 180 cm

テクノロジー
•  3Dラディウスサイドカット
•  フルサイドウォール / ミニキャップ
•  ツインチップ
•  ベース: Pテックス3000
•  ベースストラクチャー: ブラッシュドストラクチャー

サイドカット
126_96_117 

レングス (3D ラディウス)

重量
1920 g* @ 173 cm

芯材
マルチレイヤーウッドコア

芯材
マルチレイヤーウッドコア

*重量は参考数値で実際のスキー重量には個体差があります。

NEW NEW

板のみ

税込価格 ¥115,500（本体価格¥105,000）

パウダーでのトリック、ツアーリング
もこなせる万能さ、高速安定性、整地
でのグリップ力、どれをとっても申し
分なし。最高に楽しく遊べる軽さが際
立つモデルです。

板のみ

税込価格 ¥99,000（本体価格¥90,000）

あらゆるシチュエーションに対応する
万能性は無限大。この不動の人気モデ
ルを相棒に選べば、パウダーからオン
ピステまで山での遊び方がどこまでも
ひろがります。

TIP& TAIL 
ROCKER

REVOLT
90
リヴォルト 90

MADE IN CHINA 

品番
V2310154000 

芯材
ライトスイングウエイトウッドコア

テクノロジー
•  キャップ サイドウォール
•  タフサイドウォールコンストラクション
•  ツインチップ
•  ベース: テックス 4505
•  ベースストラクチャー: ブラッシュドストラクチャー

サイドカット
118_90_118

レングス (ラディウス)
168 cm (18.2 m)
174 cm (19.5 m)
180 cm (21.5 m)
186 cm (23.0 m)

重量
TBA

板のみ

税込価格 ¥99,000（本体価格¥90,000）

軽いスウィングウェイトとソフトなト
ップとテールが特徴です。スロープス
タイル競技でも使われますが、枠にと
らわれずとにかく楽しく使ってもらい
たい1台です。

板のみ

税込価格 ¥110,000（本体価格¥100,000）

多くの署名ライダーが開発に関わりま
した。フラットテールとアーリーテー
パードなノーズ形状が特徴的です。ガ
チモデルでありながら遊び感も忘れて
いないのが魅力です。

板のみ

税込価格 ¥80,300（本体価格¥73,000）

ロングセラーだったREVOLT95がモデル
チェンジ、REVOLT96に生まれ変わりま
した。新サイドカット、フレックスポイン
トを見直して新たなポップ感を備えた新
アーバンスキーが登場しました。

FREESTYLE
フリースタイルシリーズのテーマは「BUILT 

TOGETHER」。地道なテスティングに裏付
けられたチームライダーのアイディアが随
所に散りばめられています。23/24シーズ
ンは従来より幅広いジャンルのチームライ
ダーが開発に参画、新たに2モデル、RE-

VOLT114とREVOLT96がリリースされまし
た。先シーズンとは全く異なる、個性的なト
ップシートデザインからも目が離せません。

品番
V2310155000

芯材
ライトスイングウエイトウッドコア

テクノロジー
•  フルサイドウォール / ミニキャップ
•  ツインチップ
•  ベース: Pテックス 4505
•  ベースストラクチャー: ブラッシュドストラクチャー

サイドカット
110_84_110

レングス (ラディウス)
174 cm (21.0 m)
180 cm (23.2 m)
186 cm (24.7 m)

重量
TBA

板のみ

税込価格 ¥99,000（本体価格¥90,000）

世界のコンペティションでチームに勝
利をもたらすため新たに開発されたプ
ロモデルです。フルキャンバー形状を
採用、パーク＆パイプでその本領を発
揮します。
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TIP& TAIL 
ROCKER

TIP& TAIL 
ROCKER

FULL
CAMBER

REVOLT
86 SCORPION
リヴォルト 86 スコーピオン

REVOLT
86 CROWN
リヴォルト 86 クラウン

REVOLT
81
リヴォルト 81

MADE IN GERMANY MADE IN GERMANY MADE IN CHINA

品番
V2310160000

品番
V2310161000

品番
V2310162000

芯材
マルチレイヤーウッドコア

芯材
マルチレイヤーウッドコア

芯材
マルチレイヤーウッドコア

テクノロジー
•  キャップ サイドウォール
•  ツインチップ
•  ベース: Pテックス2100/Pテックス3000
•  ベースストラクチャー: ブラッシュドストラクチャー

サイドカット
120_86_110

レングス (ラディウス)
148 cm (14.8 m)
156 cm (16.6 m)
164 cm (18.5 m)
172 cm (21.2 m)
180 cm (23.3 m)

重量
1860 g* @ 180 cm

テクノロジー
•  キャップ サイドウォール
•  ツインチップ
•  ベース: Pテックス2100/Pテックス3000
•  ベースストラクチャー: ブラッシュドストラクチャー

サイドカット
120_86_110

レングス (ラディウス)
148 cm (14.8 m)
156 cm (16.6 m)
164 cm (18.5 m)
172 cm (21.2 m)
180 cm (23.3 m)

重量
1860 g* @ 180 cm

テクノロジー
•  フルキャップ
•  ツインチップ
•  ベース: DS F7501
•  ベースストラクチャー: ブラッシュドストラクチャー

サイドカット
111_81_104

レングス (ラディウス)
148 cm (13.9 m)
158 cm (16.3 m)
168 cm (18.9 m)
178 cm (21.8 m)

重量
1650 g* @ 168 cm

*重量は参考数値で実際のスキー重量には個体差があります。

板のみ

税込価格 ¥71,500（本体価格¥65,000）

ディレクショナルサイドカット、スキ
ーセンター部にサイドウォールを組み
込んだ構造でジャンプ、バター、プレ
スなど様々な動きに果敢に挑戦したく
なるモデルです。

板のみ

税込価格 ¥71,500（本体価格¥65,000）

86 SCORPIONと同仕様です。適度な
チップ＆テールロッカー形状とバタ
ーゾーンがスムーズなスイッチバッ
クの切り替えをサポート、スキーの
反応が早く遊び心満点です。

板のみ

税込価格 ¥55,000（本体価格¥50,000）

フリースタイル入門者にお勧め。軽
さ、動きの軽快さ、反発の速さがさり
げなくライダーをサポート、トリック
に挑戦したくなる気持ちを盛り上げる
でしょう。
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TIP
ROCKER

TIP
ROCKER

TIP
ROCKER

TIP
ROCKER

RACETIGER JR.  
VMOTION RED
レースタイガー ジュニア
Vモーション レッド

RACETIGER
JR. PRO
レースタイガー
ジュニア プロ

RACETIGER JR.  
VMOTION YELLOW
レースタイガー ジュニア
Vモーション イエロー

FLAIR JR.
VMOTION
フレア ジュニア
Vモーション

TIP
ROCKER

TIP
ROCKER

DEACON
JR. PRO
ディーコン
ジュニア プロ

DEACON JR.
VMOTION
ディーコン ジュニア
Vモーション

J
U

N
IO

R

※画像と異なり
ビンディング付
で販売します。

テクノロジー
パワーシェル  • プレートシステム:
JR vMOTION S (80-110cm) 
JR vMOTION L (120-160cm)

重量
1183 g @ 80 cm (ビンディング付)
540 g @ 80 cm (フラット) 

芯材
コンポジットコア

ビンディング
4.5 vMotion Jr.（～130cm)
7.0 vMotion Jr. R black anthracite (130cm以上）

対応ソールサイズ
190-285cm（110cm以下）
235-330（120cm以上）

テクノロジー
パワーシェル  • プレートシステム:
JR vMOTION S (80-110cm) 
JR vMOTION L (120-160cm)

重量
1183 g @ 80 cm (ビンディング付)
540 g @ 80 cm (FLAT) 

芯材
コンポジットコア

ビンディング
4.5 vMotion Jr.（～130cm)
7.0 vMotion Jr. R black anthracite (130cm以上）

対応ソールサイズ
190-285cm（110cm以下）
235-330（120cm以上）

テクノロジー
パワーシェル  • プレートシステム:
JR vMOTION S (80-110cm) 
JR vMOTION L (120-160cm)

重量
1183 g @ 80 cm (ビンディング付)
540 g @ 80 cm (FLAT) 

芯材
コンポジットコア

ビンディング
4.5 vMotion Jr.（～130cm）
7.0 vMotion Jr. R black anthracite（130cm以上）

対応ソールサイズ
190-285cm（110cm以下）
235-330（120cm以上）

テクノロジー
パワーシェル  • プレートシステム:
JR vMOTION S (80-110cm) 
JR vMOTION L (120-160cm)

重量
1183 g @ 80 cm (ビンディング付)
540 g @ 80 cm (フラット) 

芯材
コンポジットコア

ビンディング
4.5 vMotion Jr. Lady（～130cm）
7.0 vMotion Jr. R Lady（130cm以上）

対応ソールサイズ
190-285cm（110cm以下）
235-330（120cm以上）

テクノロジー
フルサイドウォール  
 vMOTION JR L

重量
1641 g @ 120 cm (ビンディング付)

芯材
マルチレイヤーウッドコア

ビンディング
7.0 vMotion Jr. R black anthracite

対応ソールサイズ
235-330

テクノロジー
フルサイドウォール  
vMOTION JR L

重量
1641 g @ 120 cm (ビンディング付)

芯材
マルチレイヤーウッドコア

ビンディング
7.0 vMotion Jr. R black anthracite

対応ソールサイズ
235-330

品番
V2310205000 
サイドカット
93_67_76

品番
V2310215000 
サイドカット
93_67_76

レングス (ラディウス)
80 cm (6.6 m)
90 cm (8.8 m)

レングス (ラディウス)
80 cm (6.6 m)
90 cm (8.8 m)

品番
V2310206000
サイドカット
100_68_82

品番
V2310216000
サイドカット
100_68_82

レングス (ラディウス)
100 cm (8.3 m)
110 cm (10.4 m)
120 cm (12.7 m)

レングス (ラディウス)
100 cm (8.3 m)
110 cm (10.4 m)
120 cm (12.7 m)

品番
V2310207000
サイドカット
109_69_88

品番
V2310217000
サイドカット
109_69_88

レングス (ラディウス)
130 cm (11.2 m)
140 cm (13.3 m)
150 cm (15.6 m)
160 cm (17.9 m)

レングス (ラディウス)
130 cm (11.2 m)
140 cm (13.3 m)
150 cm (15.6 m)
160 cm (17.9 m)

レングス (ラディウス)
120 cm (7.5 m)
130 cm (9.0 m) 

レングス (ラディウス) 
140 cm (9.7 m)
150 cm (11.2 m)
160 cm (13.0 m)

レングス (ラディウス)
120 cm (7.5 m)
130 cm (9.0 m) 

レングス (ラディウス) 
140 cm (9.7 m)
150 cm (11.2 m)
160 cm (13.0 m)

品番
V2310220000

サイドカット
117_70_98

サイドカット
121_70_102

品番
V2310240000

サイドカット
117_70_98

サイドカット
121_70_102

品番
V2310235000 
サイドカット
93_67_76

品番
V2310255000 
サイドカット
93_67_76

レングス (ラディウス)
80 cm (6.6 m)
90 cm (8.8 m)

レングス (ラディウス)
80 cm (6.6 m)
90 cm (8.8 m)

品番
V2310236000
サイドカット
100_68_82

品番
V2310256000
サイドカット
100_68_82

レングス (ラディウス)
100 cm (8.3 m)
110 cm (10.4 m)
120 cm (12.7 m)

レングス (ラディウス)
100 cm (8.3 m)
110 cm (10.4 m)
120 cm (12.7 m)

品番
V2310237000
サイドカット
109_69_88

品番
V2310257000
サイドカット
109_69_88

レングス (ラディウス)
130 cm (11.2 m)
140 cm (13.3 m)
150 cm (15.6 m)
160 cm (17.9 m)

レングス (ラディウス)
130 cm (11.2 m)
140 cm (13.3 m)
150 cm (15.6 m)
160 cm (17.9 m)

～120cm  MADE IN CHINA 
130cm～ MADE IN GERMANY

～120cm  MADE IN CHINA 
130cm～ MADE IN GERMANY

MADE IN CHINA ～120cm  MADE IN CHINA 
130cm～ MADE IN GERMANY

MADE IN CHINA MADE IN CHINA

推奨ビンディング付

～130cm 税込価格¥35,200（本体価格¥32,000）
140cm～ 税込価格¥38,500（本体価格¥35,000）

ジュニアスキーヤーの上達を促すのに
最適と考えられるチップロッカーを採
用しています。GRIPWALKブーツにも
対応可能なビンディングを採用してい
ます。

ジュニアスキーヤーの上達を促すのに
最適と考えられるチップロッカーを採
用しています。GRIPWALKブーツにも
対応可能なビンディングを採用してい
ます。

推奨ビンディング付

税込価格 ¥66,000（本体価格¥60,000）

キッズからジュニアレーサーへのステ
ップアップ期間をサポートするモデ
ル。フルウッド芯材を使用しつつ程よ
いスキーフレックスを生み出すジュニ
アVMOTIONビンディングを採用。

スキーの上達の助けるのに最適と考えら
れるチップロッカーを採用、GRIPWALK
ブーツにも対応可能なビンディングを採
用しています。

推奨ビンディング付

税込価格 ¥66,000（本体価格¥60,000）

キッズ用スキーを卒業し大人用スキー
に移行するまでの移行期間をサポート
します。フルウッド芯材を採用しつつ
もジュニアの体格、骨格に配慮したセ
ットアップです。

スキーの上達の助けるのに最適と考え
られるチップロッカーを採用したガー
ルズデザインのモデルです。GRIPWALK
ブーツにも対応可能なビンディングを
採用しています。

推奨ビンディング付

～130cm 税込価格¥35,200（本体価格¥32,000）
140cm～ 税込価格¥38,500（本体価格¥35,000）

推奨ビンディング付

～130cm 税込価格¥35,200（本体価格¥32,000）
140cm～ 税込価格¥38,500（本体価格¥35,000）

推奨ビンディング付

～130cm税込価格¥35,200（本体価格¥32,000）
140cm～ 税込価格¥38,500（本体価格¥35,000）

JUNIOR
スキーの楽しさをダイレクトに伝
えるキッズ、ジュニアスキーです。
2324シーズンは多彩なモデルが
ラインナップされました。
ゲレンデ用入門モデル、ジュニア
レースまでの移行期間をサポート
するモデル、本格的ツインチップ
モデルにとどまらず新たに加わっ
たツアーリング用ジュニアモデ
ル、フリーライド用ジュニアモデ
ルなど大人用モデル顔負けのラ
インナップになりました。

NEW
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FULL 
ROCKER

TIP& TAIL 
ROCKER

TIP& TAIL 
ROCKER

TIP& TAIL 
ROCKER

TIP& TAIL 
ROCKER

FULL
CAMBER

REVOLT JR. WASP
(VMOTION)
リヴォルト ジュニア WASP

REVOLT
JR. HOPPER
(VMOTION)
リヴォルト ジュニア ホッパー

MINI REVOLT 
JR.VMOTION
ミニ リヴォルト ジュニア
Vモーション

REVOLT 100 
JR.
リヴォルト 100 ジュニア

MANTRA JR.
マントラ ジュニア

RISE JR.
ライズ ジュニア

BLAZE W JR.
VMOTION
ブレイズ W ジュニア
Vモーション

BLAZE JR.
(FLAT/VMOTION)
ブレイズ ジュニア
（フラット / Vモーション）

TIP& TAIL 
ROCKER

TIP& TAIL 
ROCKER

NEW NEW NEW

※プレート＆ビ
ンディング付で
の販売です。

品番
V2310297000

品番
V2310290000

品番
V2310276000

品番
V2310280000

品番
V2310275000 (vMOTION)

品番
V2310265000 (vMOTION)
V2310260000 (フラット)

サイドカット
118_86_111 

レングス (ラディウス)
118 cm (8.3 m)
128 cm (10.2 m)
138 cm (12.3 m)
148 cm (14.5 m)
158 cm (16.9 m)

レングス R1 R2 R3

118 cm (9 m 7 m 7 m)
128 cm (12 m 8 m 9 m)
138 cm (13 m 10 m 12 m)
148 cm (18 m 10 m 14 m)
158 cm (21 m 11 m 17 m)

R1

R2

R3

レングス (3D ラディウス)

レングス R1 R2 R3

118 cm (9 m 7 m 7 m)
128 cm (12 m 8 m 9 m)
138 cm (13 m 10 m 12 m)
148 cm (18 m 10 m 14 m)
158 cm (21 m 11 m 17 m)

R1

R2

R3

レングス (3D ラディウス)

レングス R1 R2 R3

118 cm (9 m 7 m 7 m)
128 cm (12 m 8 m 9 m)
138 cm (13 m 10 m 12 m)
148 cm (18 m 10 m 14 m)
158 cm (21 m 11 m 17 m)

R1

R2

R3

レングス (3D ラディウス) サイドカット
132_100_116 

レングス (ラディウス)
143 cm (14.9 m)
153 cm (17.5 m)
163 cm (20.3 m)

サイドカット
96_66_89 

レングス (ラディウス)
88 cm (4.6 m)
98 cm (6.0 m)
108 cm (7.7 m)

品番
V2310295000 (vMOTION)

レングス (ラディウス)
118 cm (8.9 m)
128 cm (10.8 m)
138 cm (13.0 m)
148 cm (15.3 m)

品番
V2310296000(vMOTION)

レングス (ラディウス)
118 cm (8.9 m)
128 cm (10.8 m)
138 cm (13.0 m)
148 cm (15.3 m)

テクノロジー
フルサイドウォール 

重量
980 g @ 118 cm

芯材
フルセンサーウッドコア

テクノロジー
フルサイドウォール  
3Dラディウスサイドカット

重量
TBA

芯材
マルチレイヤーウッドコア

ビンディング
4.5 vMotion Jr. Lady（～128cm）
7.0 vMotion Jr. R Lady（138cm以上）

対応ソールサイズ
190-285（118cm）
235-330（128cm以上）

テクノロジー
フルサイドウォール  
3Dラディウスサイドカット

重量
TBA

芯材
マルチレイヤーウッドコア

ビンディング
4.5 vMotion Jr.（～128cm）
7.0 vMotion Jr. R black anthracite（138cm 以上）

対応ソールサイズ
190-285（118cm）
235-330（128cm以上）

テクノロジー
フルサイドウォール  
3Dラディウスサイドカット

重量
TBA

芯材
マルチレイヤーウッドコア

MADE IN CHINA MADE IN CHINA MADE IN CHINA MADE IN CHINA MADE IN CHINA MADE IN CHINA MADE IN CHINA MADE IN CHINA 

推奨ビンディング付

～128cm 税込価格¥68,200（本体価格¥62,000）
138cm～ 税込価格¥62,000（本体価格¥65,000）
板のみ（フラット）

税込価格 ¥49,500（本体価格¥45,000）

新たにラインナップされたパウダースノー
用ジュニアモデルです。大人モデルに負け
ない構造、芯材をアジャストして採
用。FLATとジュニアVMOTIONプレート
付から選択可能です。

新たにラインナップされたパウダース
ノー用ジュニアモデルです。大人モデ
ルに負けない構造、芯材をアジャスト
して採用、VMOTIONプレートが取り
付けられています。

推奨ビンディング付

～128cm 税込価格¥68,200（本体価格¥62,000）
138cm～ 税込価格¥62,000（本体価格¥65,000）

板のみ

税込価格 ¥49,500（本体価格¥45,000）

大人モデルに採用している構造、芯材
をジュニア用にアジャストして採用し
た本格的ジュニアフリーライドモデル
です。

板のみ

税込価格 ¥49,500（本体価格¥45,000）

ジュニアツアーリングという新しいフ
ィールドの将来的可能性を見据えてリ
リースされたモデルです。大人モデル
で採用されている構造、芯材をジュニ
ア用にアジャストしています。

板のみ

税込価格 ¥77,000（本体価格¥70,000）

ジュニアスキー唯一、フルロッカーを
採用した100ミリウエストを持つジュ
ニア用フリーライドモデルです。大人
モデルの構造、芯材をジュニア用に調
整設計しています。

フリースタイルに本格的に挑戦したい
ジュニア用モデルです。キッズモデル
では体験できないハイレベルのパワー
とスピードに対応する本格的ツインチ
ップスキーです。

テクノロジー

重量

芯材
フルセンサーウッドコア

ビンディング
4.5 vMotion Jr.（～128cm）
7.0 vMotion Jr. R black anthracite（138cm 以上）

対応ソールサイズ
190-285（118cm）
235-330（128cm以上）

推奨ビンディング付

～128cm 税込価格¥46,200（本体価格¥42,000）
138cm～ 税込価格¥49,500（本体価格¥45,000）

フリースタイルに本格的に挑戦したい
ジュニア用モデルです。キッズモデル
では体験できないハイレベルのパワー
とスピードに対応する本格的ツインチ
ップスキーです。

テクノロジー

重量

芯材
フルセンサーウッドコア

ビンディング
4.5 vMotion Jr.（～128cm）
7.0 vMotion Jr. R black anthracite（138cm 以上）

対応ソールサイズ
190-285（118cm）
235-330（128cm以上）

推奨ビンディング付

～128cm 税込価格¥46,200（本体価格¥42,000）
138cm～ 税込価格¥49,500（本体価格¥45,000）

推奨ビンディング付

税込価格 ¥40,700（本体価格¥37,000）

REVOLT JR V-MOTIONの“ミニ“版で
サイズ展開は110㎝未満の3サイズで
す。ツインチップ形状ながらキッズ用
スキーに適したやさしい乗り心地をも
たらす設計です。

テクノロジー

重量

芯材
マルチレイヤーウッドコア

テクノロジー

重量

芯材
コンポジットコア

ビンディング
4.5 vMotion Jr

対応ソールサイズ
190-285
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MADE IN GERMANY MADE IN GERMANY MADE IN GERMANY MADE IN GERMANY

TIP
ROCKER

TIP
ROCKER

TIP
ROCKER

TIP
ROCKER

DEACON
7.2 RED
ディーコン 7.2 レッド

DEACON
7.6 GOLD
ディーコン 7.6 ゴールド

DEACON
7.6 ORANGE
ディーコン 7.6 オレンジ

DEACON
8.0 GREEN
ディーコン 8.0 グリーン

R
E

N
T

A
L

NEW

品番
V2310360000 

品番
V2310361000

品番
V2310362000

品番
V2310363000 (FDTプレート付)
V2310364000 (フラット)

芯材
フルセンサーウッドコア

ビンディング
FDT TP 10 80mm

芯材
ウッドコア

ビンディング
FDT TP 10 80mm

芯材
ウッドコア

ビンディング
FDT TP 10 80mm

芯材
ウッドコア

ビンディング
FDT TP 10 80mm

テクノロジー
•  バーコード
•  プロテクトステッカーエリア
•  フリィストラクチャーレンタル
•  トップシート
•  FDT plate プレマウント
•  ベース: Pテックス2100
•  ベースストラクチャー : ゼブラストラクチャー

サイドカット
123_72_104

レングス (ラディウス)
130 cm (8.2 m)
137 cm (9.4 m)
144 cm (10.5 m)
151 cm (11.8 m)
158 cm (12.7 m)
165 cm (14.0 m)
172 cm (15.5 m)
179 cm (17.0 m)

重量
1360 g @ 130 cm (ビンディング付)

テクノロジー
•  バーコード
•  プロテクトステッカーエリア
•  フリィストラクチャーレンタル
•  トップシート
•  FDT plate プレマウント
•  ベース: Pテックス2100
•  ベースストラクチャー : ゼブラストラクチャー

サイドカット
125_76_105 

レングス (ラディウス)
133 cm (9.2 m)
140 cm (10.4 m)
147 cm (11.7 m)
154 cm (13.1 m)
161 cm (14.1 m)
168 cm (15.5 m)
175 cm (17.1 m)

重量
1450 g @ 133 cm (ビンディング付)

テクノロジー
•  バーコード
•  プロテクトステッカーエリア
•  フリィストラクチャーレンタル
•  トップシート
•  FDT FREE plate プレマウント
•  ベース: Pテックス2100
•  ベースストラクチャー : ゼブラストラクチャー

サイドカット
125_76_105 

レングス (ラディウス)
140 cm (10.4 m)
147 cm (11.7 m)
154 cm (13.1 m)
161 cm (14.1 m)
168 cm (15.5 m)
175 cm (17.1 m)

重量
1450 g @ 133 cm (ビンディング付)

テクノロジー
•  バーコード
•  プロテクトステッカーエリア
•  FDT plate プレマウント(121367)
•  フリィストラクチャーレンタル
•  トップシート
•  ベース: Pテックス2100
•  ベースストラクチャー : ゼブラストラクチャー

サイドカット
125_80_109 

レングス (ラディウス)
130 cm (9.0 m) (V2310363 ONLY)
137 cm (10.2 m)
144 cm (11.5 m)
151 cm (12.5 m)
158 cm (13.9 m)
165 cm (15.4 m)
172 cm (17 m)
179 cm (18.7 m) (V2310363 ONLY)

重量
1510 g @ 130 cm (ビンディング付)

*重量は参考数値で実際のスキー重量には個体差があります。

推奨ビンディング付

税込価格 ¥58,300（本体価格¥53,000）

スキー初心者に扱い易いモデル。ゲレン
デ用レンタルスキー中、最もウエスト幅
が小さくサイドカーブもあるので少し踏み
込むだけでスキーを容易に回すことがで
きます。

推奨ビンディング付

税込価格 ¥94,600（本体価格¥86,000）

入門者から中級者までをカバーできる
モデルです。ゲレンデ状況に影響を受
けにくいオールコンディション対応の
モデルです。

FDT PLATE+推奨ビンディング付

税込価格 ¥94,600（本体価格¥86,000）

入門者から中級者までをカバーできる
モデルです。ゲレンデ状況に影響を受
けにくいオールコンディション対応の
モデルです。

推奨ビンディング付

税込価格 ¥94,600（本体価格¥86,000）
板のみ（フラット）

税込価格 ¥66,000（本体価格¥60,000）

中上級者をカバーできるレンタルモデ
ル。FLATタイプとFDTプレート付きか
ら選べます。ゲレンデ状況に影響を受
けにくいオールマウンテン対応のモデ
ルです。

RENTAL
フォルクルのレンタルスキーは市販品と比べて厚みのあるエッジと滑走
面、耐久性のあるトップシート素材などレンタルビジネスのハードな使
用状況に配慮した仕様設計になっています。
全モデルFDTプレートがあらかじめ取り付けられているのでレンタルシ
ョップでの導入時の取付準備時間が飛躍的に短縮できます。

ビンディング、ブーツともGRIP WALK対応のものを選択可能です。イン
バウンドも含め今後ますます増加が予想されるレンタルユーザーにとっ
て、スキーすることはもちろん、滑走前のアクセスでも安心感と使いやす
さをお届けできる商品が揃っています。ギアだけではなくヘルメット、ポ
ールも含めてマーカー、ダルベロ、フォルクルのレンタル用具の導入を
是非ご検討下さい。
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TIP& TAIL 
ROCKER

TIP& TAIL 
ROCKER

TIP& TAIL 
ROCKER

TIP& TAIL 
ROCKER

FULL
CAMBERTIP& TAIL 

ROCKER
TIP& TAIL 
ROCKER

M6 MANTRA 
DEMO
M6 マントラ デモ

REVOLT 81
DEMO

KANJO 
80 DEMO
カンジョー 80 デモ

KENDO 
88 DEMO
ケンドー 88 デモ

KANJO 
84 DEMO
カンジョー 84 デモ

BLAZE
82 DEMO
ブレイズ 82 デモ

BLAZE
86 DEMO
ブレイズ 86 デモ

MADE IN GERMANY MADE IN GERMANYMADE IN GERMANY MADE IN GERMANY MADE IN GERMANYMADE IN GERMANY MADE IN CHINA 

品番
V2310350000

品番
V2310351000

品番
V2310352000

品番
V2310353000

レングス R1 R2 R3

161 cm (19 m 14 m 17 m)
168 cm (21 m 15 m 19 m)
175 cm (24 m 17 m 20 m)
182 cm (26 m 19 m 24 m)

R1

R2

R3

レングス R1 R2 R3

147 cm (16 m 11 m 14 m)
154 cm (18 m 13 m 16 m)
161 cm (19 m 14 m 17 m)
168 cm (21 m 15 m 19 m)
175 cm (25 m 17 m 20 m)
182 cm (26 m 19 m 24 m)

R1

R2

R3

レングス R1 R2 R3

170 cm (27 m 16 m 22 m)
177 cm (30 m 18 m 24 m)
184 cm (32 m 19 m 26 m)
191 cm (35 m 21 m 28 m)

R1

R2

R3

品番
V2310356000

品番
V2310355000 

品番
V2310354000 

レングス R1 R2 R3

146 cm (18 m 10 m 15 m)
152 cm (20 m 11 m 17 m)
159 cm (22 m 12 m 19 m)
166 cm (25 m 13 m 21 m)
173 cm (28 m 15 m 23 m)
180 cm (30 m 16 m 25 m)

R1

R2

R3

レングス R1 R2 R3

163 cm (23 m 13 m 21 m)
170 cm (26 m 15 m 23 m)
177 cm (29 m 16 m 25 m)
184 cm (31 m 17 m 26 m)

R1

R2

R3

レングス R1 R2 R3

146 cm (18 m 10 m 15 m)
152 cm (20 m 11 m 17 m)
159 cm (22 m 12 m 19 m)
166 cm (25 m 13 m 21 m)
173 cm (28 m 15 m 23 m)
180 cm (30 m 16 m 25 m)

R1

R2

R3

芯材
マルチレイヤーウッドコア

芯材
マルチレイヤーウッドコア

芯材
マルチレイヤーウッドコア

芯材
マルチレイヤーウッドコア

芯材
マルチレイヤーウッドコア

芯材
マルチレイヤーウッドコアライト

芯材
マルチレイヤーウッドコアライト

テクノロジー
3Dラディウスサイドカット  •  フリィストラクチャー 
デモトップシート  •  FDT plate プレマウント  •  
フルサイドウォール  •  サスペンション チップ&
テール •  メタル チップ プロテクター  •  
ベース: Pテックス2100

サイドカット
129_86_111 

レングス (3D ラディウス)

重量
1770 g* @ 173 cm

テクノロジー
3Dラディウスサイドカット  •  フリィストラクチャー 
デモトップシート  •  FDT plate プレマウント  •  
フルサイドウォール  •  サスペンション チップ&
テール •  メタル チップ プロテクター  •  
ベース: Pテックス2100

サイドカット
125_82_107 

レングス (3D ラディウス)

重量
1480 g* @ 173 cm

オプション
プレカットスキン

テクノロジー
3Dラディウスサイドカット  •  フリィストラクチャー 
レンタルトップシート •  フルサイドウォール  •  
FDT FREE plate プレマウント •  テイラード チ
タナール フレーム  •  テイラード カーボン チッ
プ  •  メタル チップ プロテクター  •  ベース: P
テックス2100

サイドカット
135_96_119

レングス (ラディウス)

重量
2310 g* @ 177 cm

テクノロジー
3Dラディウスサイドカット  •  フリィストラクチャ
ー •  レンタルトップシート •  フルサイドウォー
ル  • FDT FREE plate プレマウント •  チタナ
ール フレーム  •  カーボンチップ  •  メタルチッ
ププロテクター  •  ベース: Pテックス2100

サイドカット
129_88_113

レングス (3D ラディウス)

重量
1910 g @ 177 cm

テクノロジー
3Dラディウスサイドカット  •  フリィストラクチャ
ー  •  レンタルトップシート •  フルサイドウォー
ル  •  FDT FREE plate プレマウント •  グラス
フレーム  •  チタナール ビンディング プラットフ
ォーム  •  メタル チップ プロテクター  •  ベー
ス: Pテックス2100

サイドカット
125_84_107

レングス (3D ラディウス)

重量
1810 g @ 175 cm

テクノロジー
フリィストラクチャー デモ  •  フルサイドウォール  
•  FDT plate プレマウント •  トップシート  •  グ
ラスフレーム  •  メタル チップ プロテクター  •  
ベース: Pテックス2100

サイドカット
121_80_103

レングス (3D ラディウス)

重量
1690 g* @ 168 cm

テクノロジー
•  タフボックス コンストラクション 
•  マルチレイヤーウッドコア  
•  フリィストラクチャー デモトップシート

サイドカット
111_81_104

レングス (ラディウス)
148 cm (13.9 m)
158 cm (16.3 m)
168 cm (18.9 m)
178 cm (21.8 m)

重量
1520  g @ 158 cm

板のみ

税込価格 ¥122,100（本体価格¥111,000）

パウダーからオンピステまで存分に楽
しみたい方にお勧めのスキーです。チ
タナールを採用した構造がハイスピー
ドでの疾走感をより魅力的なものにし
ます。
※レンタル仕様のGRIFFON DEMO 推奨。

板のみ

税込価格 ¥116,600（本体価格¥106,000）

オンピステとオフピステをボーダーレ
スに走破できるKENDO 88のレンタル
仕様モデル。普段オンピステメインで
ちょっとオフにも行ってみたいという
方に最適。
※レンタル仕様のGRIFFON DEMO 推奨。

板のみ

税込価格 ¥111,100（本体価格¥101,000）

オンピステフリーライドモデル
KANJO84のレンタル仕様モデル。フリ
ーライドモデルの中では軽量でゲレン
デでの滑走フィーリングも満足度が高
いでしょう。
※レンタル仕様のSQUIRE DEMO 推奨。

板のみ

税込価格 ¥105,600（本体価格¥96,000）

オンピステフリーライドモデル
KANJO80のレンタル仕様モデル。フリ
ーライドモデルの中ではスリムで軽
量、ゲレンデでも十分楽しめるモデル
です。
※レンタル仕様のSQUIRE DEMO 推奨。

板のみ

税込価格 ¥108,900（本体価格¥99,000）

ゲレンデもパウダーも器用にこなす軽量
フリーライドモデルのレンタル仕様モデ
ルです。オンピステ以外のフィールドに
も挑戦しやすいセットアップです。
※レンタル仕様のSQUIRE DEMO 推奨。

板のみ

税込価格 ¥99,000（本体価格¥90,000）

ベテランでなくても扱いやすい82ミリウ
ェスト。レンデもパウダーも器用にこな
す軽量フリーライドモデルのレンタル仕
様モデル。推奨ビンディングも軽量でス
トレスなく楽しめます。
※レンタル仕様のFDT TP10 推奨。

板のみ

税込価格 ¥60,500（本体価格¥55,000）

インラインのREVOLT 81のレンタル仕様で
フリースタイル入門者にも使いやすいツイン
チップスキーです。市販モデルとは違い、トッ
プシートにディンプル加工施され傷が目立ち
にくく、滑走面も厚めに設計されています。ま
たフリースキーでは珍しいFDTプレート付な
ので取付時間も飛躍的に短縮できます。
※レンタル仕様のFDT TP10 推奨。
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COMPETITION R ACE

rMOTION3 GWLR XL FR DEMO GW

VMOTION JUNIOR

vMOTION GW (FDT /  FDT HP)

vMOTION 10 
GW

品番
6562U1VA

カラー
ブラック
DIN
3.0 - 10.0

原産国
チェコ
税込価格
¥19,800
（本体価格¥18,000）

vMOTION 11 
GW

品番
6662U1VA

カラー
ブラック
DIN
3.0 - 11.0

原産国
チェコ
税込価格
¥34,100
（本体価格¥31,000）

vMOTION 11 ALU 
GW LADY SILVER

品番
6762V1VF

カラー
ブラック×シルバー
DIN
3.0 - 11.0

原産国
チェコ
税込価格
¥39,600
（本体価格¥36,000）

vMOTION 12 
GW

vMOTION 11 ALU 
GW LADY JADE

品番
6862U1VA

カラー
ブラック
DIN
4.0 - 12.0

原産国
チェコ
税込価格
¥41,800
（本体価格¥38,000）

品番
6762V1VJ

カラー
ブラック×ジェイド-グ
リーン
DIN
3.0 - 11.0

原産国
チェコ
税込価格
¥39,600
（本体価格¥36,000）

vMOTION 10 GW 
LADY BLACK

品番
6562U1VL

カラー
ブラック
DIN
3.0 - 10.0

原産国
チェコ
税込価格
¥19,800
（本体価格¥18,000）

vMOTION 10 GW 
LADY FUCHSIA

品番
6562V1VS

カラー
ブラック×フューシャ
DIN
3.0 - 10.0

原産国
チェコ
税込価格
¥19,800
（本体価格¥18,000）

vMOTION 10 GW 
LADY BLUE

品番
6562V1VB

カラー
ブラック×ブルー
DIN
3.0 - 10.0

原産国
チェコ
税込価格
¥19,800
（本体価格¥18,000）

7.0 vMOTION
JR R

7.0 vMOTION
JR R; 86MM

7.0 vMOTION
JR R LADY

4.5 vMOTION
JR

4.5 vMOTION
JR; 86MM

4.5 vMOTION
JR LADY

品番
6262T1VA

カラー
ブラック×アンスラサイト
DIN
2.0 - 7.0

原産国
チェコ
税込価格
¥17,600
（本体価格¥16,000）

品番
6262X1VC

カラー
ブラック×アンスラサイト
DIN
2.0 - 7.0

原産国
チェコ
税込価格
¥17,600
（本体価格¥16,000）

品番
6262T1VB

カラー
White

DIN
2.0 - 7.0

原産国
チェコ
税込価格
¥17,600
（本体価格¥16,000）

品番
6162T1VA

カラー
ブラック×アンスラサイト
DIN
0.75 - 4.5

原産国
チェコ
税込価格
¥14,300
（本体価格¥13,000）

品番
6162X1VC

カラー
ブラック×アンスラサイト
DIN
0.75 - 4.5

原産国
チェコ
税込価格
¥14,300
（本体価格¥13,000）

品番
6162T1VB

カラー
White

DIN
0.75 - 4.5

原産国
チェコ
税込価格
¥14,300
（本体価格¥13,000）

XCOMP 16
GW MASTER RED

XCOMP 16 
GW MASTER PINK

品番
6920V1MM

カラー
ブラック×フローレッド
DIN
6.0 - 16.0

原産国
チェコ
税込価格
¥49,500
（本体価格¥45,000）

品番
6920X1MP

カラー
ブラック×ピンク
DIN
6.0 - 16.0

原産国
チェコ
税込価格
¥49,500
（本体価格¥45,000）

LOWRIDE XL 13
FR DEMO GW

LOWRIDE XL 13 
FR DEMO GW

LOWRIDE XL 13 FR 
VWERKS DEMO GW

rMOTION3 12 
GW 

rMOTION3 12 
GW 

品番
7535X1VP

カラー
ブラック×ティール
DIN
4.0 - 13.0

原産国
チェコ
税込価格
¥46,200
（本体価格¥42,000）

品番
7535U1VF

カラー
ブラック×フローレッド
DIN
4.0 - 13.0

原産国
チェコ
税込価格
¥46,200
（本体価格¥42,000）

品番
7535U1VV

カラー
ブラック
DIN
4.0 - 13.0

原産国
チェコ
税込価格
¥51,700
（本体価格¥47,000）

品番
6877W1VR

カラー
ブラック×レッド
DIN
4.0 - 12.0

原産国
チェコ
税込価格
¥46,200
（本体価格¥42,000）

品番
6877W1VB

カラー
ブラック
DIN
4.0 - 12.0

原産国
チェコ
税込価格
¥46,200
（本体価格¥42,000）

vMOTION 10 GW

品番
6562V1VW

カラー
ブラック 

DIN
3.0 - 10.0

BRAKE WIDTH
90 mm

原産国
チェコ
税込価格
¥25.300
（本体価格¥23,000）
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SMART
SKINCLIP

BMT MIX MOHAIR SKINS 税込価格（本体価格） 149 150 156 158 160 163 166 170 172 176 177 180 184 186 191

159770 BMT 90 Skins ¥41,800（¥38,000） ● ● ● ●

VWERKS MIX MOHAIR SKINS 税込価格（本体価格） 149 150 156 158 160 163 166 170 172 177 178 180 184 186 191

159771 Katana v-werks Skins ¥44,000（¥40,000） ● ● ●

UNIVERSAL MIX MOHAIR SKINS 税込価格（本体価格） 149 150 156 158 160 163 165 170 172 177 179 180 184 186 191

159758 Marker Freeride Universal Skins ¥46,200（¥42,000） one size

RISE MIX MOHAIR SKINS 税込価格（本体価格） 149 150 156 158 160 163 165 170 172 175 177 180 184 186 191

159752 Rise Up 82 Skins ¥38,500（¥35,000） ● ● ● ● ●

159753 Rise Above 88 Skins ¥41,800（¥38,000） ● ● ● ● ● ●

159754 Rise High 88 Skins ¥41,800（¥38,000） ● ● ●

159760 Rise Beyond 96 Skins ¥41,800（¥38,000） ● ● ● ● ●

BMT - MIX MOHAIR SKINS

V WERKS - MIX MOHAIR SKINS

UNIVERSAL SKINS

RISE -  MIX MOHAIR SKINS

マルチディレクショナルシールシステムでト
ップからもテールからもシールの着脱が可能
です。

グローブをつけたままでも扱いやすく、ス
キー先端部のくぼみでフックが横方向にず
れ、歩行中に外れてしまうのを防ぎます。

このシールはあらかじめスキーのモデル、サ
イズ別にカットされています。
（ユニバーサルスキン以外）

RISE /BLAZE MIX MOHAIR SKINS 税込価格（本体価格） 118 128 138 148 158

159769 Rise & Blaze JR Skin ¥30,800（¥28,000） ● ● ● ● ●

BLAZE MIX MOHAIR SKINS 税込価格（本体価格） 146 151 152 158 159 163 165 166 172 173 176 179 180 184 186 191 192

159768 Blaze 82 Skins　 ¥38,500（¥35,000） ● ● ● ● ● ●

159761 Blaze 86 Skins ¥41,800（¥38,000） ● ● ● ● ● ●

159756 Blaze 94 Skins ¥41,800（¥38,000） ● ● ● ● ● ●

159757 Blaze 106 Skins ¥44,000（¥40,000） ● ● ● ● ●

159767 Blaze 114 Skins ¥46,200（¥42,000） ● ● ●

BL A ZE -  MIX MOHAIR SKINS

JUNIOR SKIN -  MIX MOHAIR SKINS

スマートスキン
クリップ

※RISE JR. / BLAZE JR. / BLAZE W JR.共通
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CLASSIC BOOT BAG
VÖLKL
クラシック ブーツ バッグ

品番 ： 140100

カラー ： ブラック×グレー×イエロー

サイズ（cm） ： 40 X 28 X 39

容量（ℓ） ： 45

原産国 ： 中国

税込価格 ： ¥5,720
（本体価格¥5,200）

CLASSIC DOUBLE SKI 
BAG 195 CM VÖLKL
クラシック ダブル スキー
バッグ 185 CM

品番：140105

カラー ： ブラック×イエロー

サイズ（cm）：195 X 35 X 35

容量（ℓ）：120

原産国 ： 中国

税込価格 ： ¥9,350
（本体価格¥8,500）

CLASSIC BOOT BAG
DALBELLO
クラシック ブーツ バッグ

品番：140101

カラー：ブラック×グレー×イエロー

サイズ（cm） ： 40 X 28 X 39

容量（ℓ）：45

原産国 ： 中国

税込価格 ： ¥5,830
（本体価格¥5,300）

CLASSIC BOOT & 
HELMET BAG VÖLKL
クラシック ブーツ ＆
ヘルメット バッグ

品番：140102

カラー：ブラック×グレー×イエロー

サイズ（cm）：40.5 X 27 X 42

容量（ℓ）：46

原産国 ： 中国

税込価格 ： ¥6,600
（本体価格¥6,000）

CLASSIC BOOT & 
HELMET BACKPACK 
VÖLKL
クラシック ブーツ ＆
ヘルメット バックパック

品番：140103

カラー：ブラック×グレー×イエロー

サイズ（cm）：40.5 X 27 X 42

容量（ℓ）：46

原産国 ： 中国

税込価格 ： ¥9,900
（本体価格¥9,000）

CLASSIC SINGLE SKI 
BAG 175 CM VÖLKL
クラシック シングル スキー
バッグ 175 CM

品番：140104

カラー：ブラック×イエロー
サイズ（cm）：175 X 25 X 25

容量（ℓ）：80

原産国 ： 中国

税込価格 ： ¥7,700
（本体価格¥7,000）

TR AVEL LINE

TEAM PRO BACKPACK
VÖLKL
チーム プロ バックパック

品番：143100

カラー：ヘザーグレー

サイズ（cm）：56 X 33 X 28

容量（ℓ）：52

原産国 ： 中国

税込価格 ： ¥24,200
（本体価格¥22,000）

TRAVEL 90 L DUFFEL
VÖLKL
トラベル 90 L ダッフル

品番：143103

カラー：ヘザーグレー 

サイズ（cm）：74 X 42 X 28

容量（ℓ）：90

原産国 ： 中国

税込価格 ： ¥22,000
（本体価格¥20,000）

ROLLING 70 L BAG
VÖLKL
ローリング 70 L バッグ

品番：143104

カラー：ヘザーグレー 

サイズ（cm）：61 X 36 X 31

容量（ℓ）：70

原産国 ： 中国

税込価格 ： ¥33,000
（本体価格¥30,000）

ROLLING 120 L BAG
VÖLKL
ローリング 120 L バッグ

品番：143105

カラー：ヘザーグレー 

サイズ（cm）：76 X 41 X 41

容量（ℓ）：120

原産国 ： 中国

税込価格 ： ¥37,400
（本体価格¥34,000）

ROLLING ALL PRO GEAR 
BAG 200 CM VÖLKL
ローリング オール プロ ギア
バッグ 200 CM

品番：143107

カラー：ヘザーグレー 

サイズ（cm）：200 X 36 X 25

容量（ℓ）：180

原産国 ： 中国

税込価格 ： ¥36,300
（本体価格¥33,000）

FLIGHT 30 L BACKPACK
VÖLKL
フライト 30 L バックパック

品番：143101

カラー：ヘザーグレー

サイズ（cm）：50 X 33 X 18

容量（ℓ）：30

原産国 ： 中国

税込価格 ： ¥24,200
（本体価格¥22,000）

TRAVEL 60 L DUFFEL
VÖLKL
トラベル 60 L ダッフル

品番：143102

カラー：ヘザーグレー

サイズ（cm）：61 X 33 X 25

容量（ℓ）：60

原産国 ： 中国

税込価格 ： ¥18,700
（本体価格¥17,000）

ROLLING DOUBLE SKI 
BAG 185 CM VÖLKL
ローリング ダブル スキー
バッグ 185 CM

品番：143106

カラー：ヘザーグレー 

サイズ（cm）：185 X 33 X 20

容量（ℓ）：122

原産国 ： 中国

税込価格 ： ¥29,700
（本体価格¥27,000）
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R ACE LINE

RACE BACKPACK TEAM 
LARGE DALBELLO
レース バックパック チーム ラージ

品番：142113

カラー ： グリーン×ホワイト

サイズ（cm） ： 49 X 36 X65

容量（ℓ） ： 115

原産国 ： 中国

税込価格 ： ¥20,900
（本体価格¥19,000）

RACE BOOT PACK
VÖLKL
レース ブーツ パック

品番 ： 142100

カラー ： ブラック×レッド

サイズ（cm） ： 34 X 31 X 48

容量（ℓ） ： 55

原産国 ： 中国

税込価格 ： ¥14,300
（本体価格¥13,000）

RACE BACKPACK TEAM 
MEDIUM VÖLKL
レース バックパック チーム ミディアム

品番 ： 142105

カラー ： ブラック×レッド

サイズ（cm）：40 X 36 X 60

容量（ℓ）：85

原産国 ： 中国

税込価格 ： ¥18,700
（本体価格¥17,000）

RACE BOOT & HELMET 
BACKPACK VÖLKL
レース ブーツ ＆ ヘルメット
バックーパック

品番：142101

カラー：ブラック×レッド

サイズ（cm）：39 X 30 X 47

容量（ℓ）：56

原産国 ： 中国

税込価格 ： ¥14,850
（本体価格¥13,500）

RACE BACKPACK TEAM 
MEDIUM DALBELLO
レース バックパック チーム ミディアム

品番：142106

カラー：グリーン×ホワイト

サイズ（cm）：40 X 36 X 60

容量（ℓ）：85

原産国 ： 中国

税込価格 ： ¥18,700
（本体価格¥17,000）

RACE BOOT & HELMET 
BACKPACK DALBELLO
レース ブーツ ＆ ヘルメット
バックーパック

品番：142102

カラー：グリーン×ブラック×ホ
ワイト

サイズ（cm）：39 X 30 X 47

容量（ℓ）：56

原産国 ： 中国

税込価格 ： ¥14,850
（本体価格¥13,500）

RACE BACKPACK TEAM 
LARGE VÖLKL
レース バックーパック チーム
ラージ

品番：142103

カラー：ブラック×レッド

サイズ（cm）：49 X 36 X65

容量（ℓ）：115

原産国 ： 中国

税込価格 ： ¥20,900
（本体価格¥19,000）

RACE SINGLE SKI BAG 
175 CM VÖLKL
レース シングル スキー バッグ
175 CM

品番：142109

カラー：ブラック×レッド

サイズ（cm）：175 X 14 X 14

容量（ℓ）：80

原産国 ： 中国

税込価格 ： ¥9,350
（本体価格¥8,500）

RACE ROLLING BAG
VÖLKL
レース ローリング バッグ

品番：142108

カラー：ブラック×レッド

サイズ（cm）：76 X 39 X 35

容量（ℓ）：120

原産国 ： 中国

税込価格 ： ¥37,400
（本体価格¥34,000）

RACE SINGLE SKI BAG 
165+15+15 VÖLKL
レース シングル スキー バッグ
165+15+15

品番：142110

カラー：ブラック×レッド

サイズ（cm）：(165+15 X 2) X 14 X 14

容量（ℓ）：80

原産国 ： 中国

税込価格 ： ¥11,550
（本体価格¥10,500）

RACE DOUBLE SKI BAG 
195 CM VÖLKL
レース ダブル スキー バッグ
195 CM

品番：142111

カラー：ブラック×レッド

サイズ（cm）：195 X 26 X 40

容量（ℓ）：120

原産国 ： 中国

税込価格 ： ¥11,550
（本体価格¥10,500）

RACE 4PAIR SKI BAG 
PADDED 230 CM VÖLKL
レース 4シペア スキー バッグ
パデッド 230 CM

品番：142112

カラー：ブラック

サイズ（cm）：230 X 141

原産国 ： 中国

税込価格 ： ¥55,000
（本体価格¥50,000）

ブラック

ブラック

ヘザーグレー

ヘザーグレー

JAPAN LINE

SKI BAG 155 CM
スキー バッグ 155 CM

品番：142117（ブラック）
　　　142116（ヘザーグレー）
カラー：ブラック、ヘザーグレー

サイズ：1ペア用（155cmまで）

原産国 ： 中国

税込価格 ： ¥77,00
（本体価格¥7,000）

SKI BAG 170 CM
スキー バッグ 170 CM

品番：142115（ブラック）
　　　142114（ヘザーグレー）
カラー：ブラック、ヘザーグレー

サイズ：1ペア用（170cmまで）

原産国 ： 中国

税込価格 ： ¥77,00
（本体価格¥7,000）

BOOT PACK
ブーツ パック

品番：140174（ブラック）
           142118（ヘザーグレー）
カラー：ブラック、ヘザーグレー

サイズ：50L

原産国 ： 中国

税込価格 ： ¥13,750
（本体価格¥12,500）
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WMNALPINE & FREESKI

ALPINE & FREESKI TOURING ALPINE & FREESKI

ALPINE & FREESKIR ACE

Speedstick
CARBON
スピードスティック
カーボン

品番 ： 141001

カラー ： ブラック

長さ（cm）：110 - 135

原産国 ： オーストリア
税込価格：¥14,850
（本体価格¥13,500）

PHANTASTICK
CARBON
ファンタスティック
カーボン

品番 ： 141004

カラー ： ブラック
長さ（cm） ： 110 - 135

原産国 ： オーストリア
税込価格 ： ¥14,300
（本体価格¥13,000）

Speedstick
RED
スピードスティック
レッド

品番 ： 141002

カラー ： Red

長さ（cm） ： 110 - 135

原産国 ： オーストリア
税込価格 ： ¥11,000
（本体価格¥10,000）

TOURISTICK
AA
ツアースティック
AA

品番 ： 141028

カラー ： ホワイト

長さ（cm） ： 調整可能
　　　　　（110～140cm）
原産国 ： オーストリア
税込価格 ： ¥22,000
（本体価格¥20,000）

TOURISTICK
AC
ツアースティック
Ac

品番 ： 141029

カラー ： ブルー

長さ（cm） ： 調整可能
　　　　　（110～140cm）
原産国 ： オーストリア
税込価格 ： ¥24,200
（本体価格¥22,000）

TOURISTICK
CC
ツアースティック
CC

品番 ： 141030

カラー ： ブラック

長さ（cm） ： 調整可能
　　　　　（110～140cm）
原産国 ： オーストリア
税込価格 ： ¥30,800
（本体価格¥28,000）

PHANTASTICK
FR
ファンタスティック
FR

品番 ： 140014

カラー ： ブルー, レッド, イエロー

長さ （cm）： 調整可能
  　　　　   （105～140cm）
原産国 ： オーストリア
税込価格 ： ¥17,050
（本体価格¥15,500）

PHANTASTICK III 
BLACK

品番 ： 141015

カラー ： ブラック

長さ（cm） ： 110 - 135

原産国  ： オーストリア
税込価格 ： ¥6,600
（本体価格¥6,000）

PHANTASTICK III 
WHITE

品番 ： 141016

カラー ： ホワイト

長さ（cm） ： 110 - 135

原産国 ： オーストリア
税込価格 ： ¥6,600
（本体価格¥6,000）

PHANTASTICK W 
BERRY

品番 ： 141018

カラー： パープル

長さ（cm） ： 100 - 130

原産国 ： オーストリア
税込価格 ： ¥7,700
（本体価格¥7,000）

PHANTASTICK W 
PURPLE

品番 ： 141019

カラー ： パープル

長さ（cm） ： 100 - 130

原産国 ： オーストリア
税込価格 ： ¥7,700
（本体価格¥7,000）

Speedstick
YELLOW
スピードスティック
イエロー

品番 ： 141003

カラー ： イエロー
長さ（cm） ： 110 - 135

原産国 ： オーストリア
税込価格 ： ¥11,000
（本体価格¥10,000）

PHANTASTICK
YEllow
ファンタスティック
イエロー

品番
141005 (16 mm)
141006 (18 mm)

カラー ： イエロー

長さ（cm） ： 110 - 135

原産国 ： オーストリア
16mm 税込価格： ¥7,700
（本体価格¥7,000）
18mm 税込価格：¥9,020
（本体価格¥8,200）

PHANTASTICK
RED
ファンタスティック
レッド

品番
141009 (16 mm)
141010 (18 mm)

カラー ： Red

長さ（cm） ： 110 - 135

原産国 ： オーストリア
16mm 税込価格： ¥7,700
（本体価格¥7,000）
18mm 税込価格：¥9,020
（本体価格¥8,200）

PHANTASTICK
BLACK
ファンタスティック
ブラック

品番
141011 (16 mm)
141012 (18 mm)

カラー ： ブラック

長さ（cm） ： 110 - 135

原産国 ： オーストリア
16mm 税込価格： ¥7,700
（本体価格¥7,000）
18mm 税込価格：¥9,020
（本体価格¥8,200）

PHANTASTICK
WHITE
ファンタスティック
ホワイト

品番
141013 (16 mm)
141014 (18 mm)

カラー ： ホワイト

長さ（cm） ： 110 - 135

原産国 ： オーストリア

16mm 税込価格： ¥7,700
（本体価格¥7,000）
18mm 税込価格：¥9,020
（本体価格¥8,200）

PHANTASTICK W 
SILVER

品番 ： 141017

カラー： グレー

長さ（cm） ： 100 - 130

原産国 ： オーストリア
税込価格 ： ¥7,700
（本体価格¥7,000）

PHANTASTICK
GREEN
ファンタスティック
グリーン

品番
141007 (16 mm)
141008 (18 mm)

カラー ： グリーン

長さ（cm） ： 110 - 135

原産国 ： オーストリア
16mm 税込価格： ¥7,700
（本体価格¥7,000）
18mm 税込価格：¥9,020
（本体価格¥8,200）

※ポールの長さは5cmピッチです。

※ポールの長さは5cmピッチです。
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23/24

JUNIOR

JUNIOR

Speedstick JR
YELLOW
スピードスティック ジュニア
イエロー

品番 ： 141020

カラー ： イエロー

長さ（cm） ： 90 - 110

原産国 ： オーストリア
税込価格： ¥4,620
（本体価格¥4,200）

SPEEDSTICK KIDS
YELLOW 
スピードスティック キッズ
イエロー

品番 ： 141021

カラー ：イエロー

長さ（cm）：90 - 110

原産国 ： オーストリア
税込価格： ¥4,070
（本体価格¥3,700）

PHANTASTICK KIDS
YELLOW
ファンタスティック キッズ
イエロー

品番 ： 141025

カラー ： イエロー

長さ（cm） ： 70 - 105

原産国 ： オーストリア
税込価格 ： ¥3,630
（本体価格¥3,300）

PHANTASTICK KIDS
GREEN
ファンタスティック キッズ
グリーン

品番 ：141026

カラー ： グリーン

長さ（cm） ： 70 - 105

原産国 ： オーストリア
税込価格 ： ¥3,630
（本体価格¥3,300）

PHANTASTICK KIDS
BERRY
ファンタスティック キッズ
ベリー

品番 ： 141027

カラー ： パープル

長さ（cm）：70 - 105

原産国 ： オーストリア
税込価格 ： ¥3,630
（本体価格¥3,300）

レーザー 
ストラクチャー
グリップ ゾーン

デュアル コア 
グリップ

軽くて強い
アルミシャフト

// 温度変化に強いグリップ

// デザインと使い心地にこだ
わったデザイン

// 表面のソフトラバーに 
　 軽量のポリアミドを使用

// にぎりやすいグリップ

　 形状

// 高品質アルミ7075使用

// 程よい重量で軽快なスウ
　 ィングウェイト

RENTA S TICK

RENTASTICK
CARBON
レンタスティック
カーボン

品番 ： 169826

長さ（cm）：110 - 135

原産国 ： オーストリア
税込価格 ： ¥11,000
（本体価格¥10,000）

RENTASTICK
ALU
レンタスティック
アルミニウム

品番 ： 169827

長さ（cm）：110 - 135

原産国 ： オーストリア
税込価格 ： ¥6,270
（本体価格¥5,700）

RENTASTICK
KIDS
レンタスティック
キッズ

品番 ：169828

長さ（cm）：70 - 105

原産国 ： オーストリア
税込価格 ： ¥3,520
（本体価格¥3,200）

PHANTASTICK JR
GREEN
ファンタスティック ジュニア
グリーン

品番 ： 141023

カラー ： グリーン

長さ（cm） ： 90 - 110

原産国 ： オーストリア
税込価格： ¥4,180
（本体価格¥3,800）

PHANTASTICK JR
BERRY
ファンタスティック ジュニア
ベリー

品番 ：141024

カラー ： パープル

長さ（cm） ： 90 - 110

原産国 ： オーストリア
税込価格： ¥4,180
（本体価格¥3,800）

PHANTASTICK JR
YELLOW
ファンタスティック ジュニア
イエロー

品番 ： 141022

カラー ：イエロー

長さ（cm）：90 - 110

原産国 ： オーストリア
税込価格： ¥4,180
（本体価格¥3,800）

POLES

※ポールの長さは5cmピッチです。 ※ポールの長さは5cmピッチです。
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本社 〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-10-5 TMMビル6階
TEL:03-6891-5544 FAX:03-6891-5545 　http://www.mdvsports.co.jp
●このカタログの一部に記載されている価格はメーカー希望小売価格です。●マーカービンディングの取り付けおよび調整は、かならずマーカーによって承認された販売店で行なってくださ
い。セッティング値はご自分で変えないでください。マーカービンディングをご自分で取り付け・調整された場合は、マーカー（製造者および輸入者）においては責任を負いかねますことをご
承知おきください。●当カタログに記載の商品写真は、印刷のため実際の色とは多少異なる場合があります。●記載の仕様は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。●商品
写真の無断転写を禁じます。●記載の仕様は2023年2月現在のものです。

MDVスポーツジャパン株式会社


