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昨晩の冠雪で覆われた山頂から、冬の足音が駆け下りてくる。

その寒さにひたむきに耐える木 た々ちが、力一杯赤らんでいる。

この錦繍も、あと数日で一気に白銀の世界へとかわるだろう。

自然界が極彩色から無色に戻る瞬間。

すべてをリセットするように。

さあ、一歩を踏み出そう、本能が欲する場所へ。

One step closer. 自然の体温を感じるまで。

スター商事は半世紀あまりの永きにわたり、

世界各国の選りすぐりのアウトドアギアを

日本の皆さまにご提供してまいりました。

こだわりを持った逸品を、一歩先を行く違いのわかるあなたに。

Close to you, close to nature.

株式会社スター商事
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セイラス社は 30 年以上の歴史をもつ米国の
スポーツアクセサリー専門メーカー。1970
年代後半に世界で初めて防寒用のネオプレン
製フェイスマスクを開発。以来数々の独自性
の高い製品を作り続け、これらの製品は軍隊
や多くのエキスパートから高い評価を得てい
ます。

I N N O V A T I O N

WINTER SEASON
2021/2022

ファブリックが発熱して反射、保持する 2 段階のヒー
トシステム。

タッチパネル対応。完全防水＋タッチパネル対応は世
界で唯一 SEIRUS だけ。

SEIRUS 独自のフィット感抜群完全防水システム。

10 年以上にわたり USA 陸軍でも採用されている機
能性の高いグローブシステム。

高いレベルの保温性と透湿性、快適な装着性を兼ね備
えた SEIRUS 独自のファブリック。

バッテリー内蔵の最高に温かいヒーターグローブ。

ポーラーテックの極薄で伸縮性も高く、透湿・速乾・
抗菌加工のポリエステル素材。
UPF50 の紫外線防止機能を持つファブリック。

防水透湿メンブレンを伸縮ナイロンとフリースで挟ん
だ 3 層構造の SEIRUS 独自のファブリック。

ネオプレンにフリースをラミネートした最高に温かく
快適な肌触りの SEIRUS 独自のファブリック。

『ひとつのアイテムで 2 通り以上の様々な使い方ができ
る』がセイラスの製品開発コンセプト。
多機能で使いやすいセイラス製品をお試しください。

帽子とスカーフが一体になったセイラスのパテント機能。

™
磁石で簡単でマスクが着脱できる SEIRUS のオリジ
ナルシステム。

セイラスが誇る独自の機能とファブリック
セイラスは「温かさ」、「快適さ」、「使いやすさ」を兼ね備えたオリジナリティあふれる様々な製品を取り揃えています。

EVO シリーズ

セイラス社の EVO（ELIMINATE VIRAL OUTBREAKS・ウイルスの急速な
拡大を防ぐ）シリーズは HEIQ V-BLOCK NPJ03（スイスの HEIQ 社で開発さ
れた素材のコーティング技術）を製造工程の最終段階で生地に加工することで
強力な抗菌性を持ったシリーズです。抗菌性繊維製品のテストでも実証された
抗菌効果は、米国試験材料協会の試験においてもウイルスやバクテリアに対して
99％を減少させる高い抗菌ウイルス効果も確認されています。

世界で初めてネオプレン製のフェイスマスクを作ったマスク作りのプロフェッ
ショナルであるセイラス社が手掛けたその EVO シリーズは、通気性に優れた
夏用の薄手タイプのものから、保温性や防風性・透湿性・伸縮性を兼ね備えた
厚手タイプの防寒用品までソーシャルディスタンスを保つのに最適な新しい
フェイスアクセサリーシリーズとなります。

スイス HEIQ社で開発された強力な抗菌・抗ウイルス効
果をもたらす特殊コーティングを施したファブリック。

THE PERFECT LAYER OF DEFENSE
FOR SOCIAL DISTANCING

EVO-ARC マスク
￥3,080（税抜価格 ¥2,800）
●カラー／ブラック・ライトグレー・リーフ
●サイズ／ XS・S・M・L

内側と外側に HEIQ 社の強力な抗ウイルス抗菌技術である V-BLOCK 加工
した二層構造の薄手の生地を使用。立体的で顔にフィットする作りは、鼻と
口部分に呼吸しやすい空間を作ることで息苦しさを感じにくく快適性が向上
しています。ソフトな耳のループ部分は一日中使用しても擦れずに快適です。
　　　　　　　　　

3.8cm
S

8.8cm

XS

8.5cm
8.2cm
3.8cmA

8.8cm
10cm
8.8cm

3.8cm
M

11cm
10.7cm

3.8cm
L

C
6cm 6cm 6cm 6.5cmD
0.6cm 0.6cm 0.6cm 0.6cmE

Bブラック ライトグレー リーフ

XS S M L
ブラック W-17056 0 W-17057 7 W-17058 4 W-17092 8

ライトグレー W-17059 1 W-17060 7 W-17061 4 W-17093 5
リーフ W-17062 1 W-17063 8 W-17064 5 W-17094 2

EVO-ARC ダイナマックスチューブ
￥4,730（税抜価格 ¥4,300）
●カラー／ブラック
●サイズ／ S/M・L/XL　

中空糸を高密度に編み込んだ保温性と防風性、そして伸縮性・透湿性に優
れた SEIRUS 社独自の素材【ダイナマックス】に HEIQ 社の強力な抗ウイ
ルス抗菌技術である V-BLOCK 加工。立体的で顔にフィットしたインナー
マスクを装着した筒状のチューブです。（UPF50）
鼻と口部分に呼吸しやすい空間を作ることで息苦しさを感じにくく快適性
が向上し、薄手ながらも高い保温性と抜群のフィット感を保ちます。

S/M L/XL
Ｗ -17065 2 Ｗ -17066 9

NEW NEW NEW

NEW
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EVO シリーズ

EVO- サンシング
￥3,080（税抜価格 ¥2,800）
Ｗ -17068 3
●カラー／ブラック
●サイズ／フリー

HEIQ 社の強力な抗ウイルス抗菌技術である V-BLOCK 加工をした装着方法に
応じて様々な使い方ができる縫い目のない薄手のチューブ型バンダナです。超薄
手のポリエステル素材を使用しているので伸縮性も高く、心地よい装着感です。
粉塵・埃予防にも最適です。

EVO-ARC ダイナマックスダナ
￥4,400（税抜価格 ¥4,000）
●カラー／ブラック
●サイズ／ S・M・L

中空糸を高密度に編み込んだ保温性と防風性、そして伸縮性・透湿性に優れた
SEIRUS 社独自の素材【ダイナマックス】に HEIQ 社の強力な抗ウイルス抗菌
技術である V-BLOCK 加工をし、立体的で顔にフィットするインナーマスクを
装着したバンダナです。鼻と口部分に呼吸しやすい空間を作ることで息苦しさ
を感じにくく快適性が向上し、高い保温性と抜群のフィット感を保ちます。ベ
ルクロサイズ調整可。（UPF50）

EVO-ARC クラバ
￥5,060（税抜価格 ¥4,600）
●カラー／ブラック
●サイズ／ XS・S/M・L/XL

ポーラテック社のフリース２００を使用した目出し帽と HEIQ 社の強力な抗
ウイルス抗菌技術である V-BLOCK 加工をした立体的で顔にフィットしたイン
ナーマスクを装着したフェイスマスク。鼻と口部分に呼吸しやすい空間を作る
ことで息苦しさを感じにくく快適性が向上し、高い保温性と抜群のフィット感
を保ちます。（UPF50）

EVO ポーラスカーフ
￥2,530（税抜価格 ¥2,300）
●カラー／ブラック
●サイズ／ S/M・L/XL

HEIQ 社の強力な抗ウイルス抗菌技術である V-BLOCK 加工をした高い保温性
と防風性・伸縮性にも優れたポーラテック社のフリース２００を使用したス
カーフ。フェイスマスクとネックウォーマーの２通りの使い方ができ、ベルク
ロでの細かなサイズ調整もできます。（UPF50）
ソーシャルディスタンスを保つのに最適なアイテム。

EVO サーマックスヘッドライナー
￥2,970（税抜価格 ¥2,700）
Ｗ -17077 5
●カラー／ブラック
●サイズ／フリー

HEIQ 社の強力な抗ウイルス抗菌技術である V-BLOCK 加工をした超薄手サー
マックス素材のヘッドライナー。EVO シリーズの目出帽タイプでは最も軽量
となり、薄手ながらも確かな保温性と防風性も兼ね備えます。ヘルメットイン
ナーとしてもおすすめ。目出帽・フェイスマスク・ネックウォーマーとしても
使用可能。

EVO ダイナマックスバラクラバ
￥3,520（税抜価格 ¥3,200）
●カラー／ブラック
●サイズ／ S/M・L/XL

HEIQ 社の強力な抗ウイルス抗菌技術である V-BLOCK 加工をした高い保温性
と防風性・伸縮性にも優れたポーラテック社のフリース２００を使用したス
カーフ。フェイスマスクとネックウォーマーの２通りの使い方ができ、ベルク
ロでの細かなサイズ調整もできます。（UPF50）
ソーシャルディスタンスを保つのに最適なアイテム。

EVO シリーズ

EVO バラクラバ
￥3,960（税抜価格 ¥3,600）
●カラー／ブラック
●サイズ／ S/M・L/XL

ポーラテック社のフリース２００を使用した目出し帽に HEIQ 社の強力な抗ウイ
ルス抗菌技術である V-BLOCK 加工をした保温性と防風性に兼ね備えた目出帽。

（UPF50）
厚手な生地は非常に高い暖かさを保ち、強風もよせつけません。目出帽・フェイス
マスク・ネックウォーマーと３通りの使い方ができます。

EVO シック＆シンヘッドライナー
￥3,190（税抜価格 ¥2,900）
●カラー／ブラック
●サイズ／ AD・JR

サーマックス素材の超薄手ヘッドライナーとポーラテック社の厚手フリース
を使用したネックウォーマーに HEIQ 社の強力な抗ウイルス抗菌技術である
V-BLOCK 加工をした目出帽。頭部の超薄手生地はヘルメットインナーとして、
首部分の厚手フリースはネックウォーマーとして、セイラス社の中でも最も人気
の目出帽。

S M L
W-17069 0 W-17070 6 W-17071 3

XS S/M L/XL
W-17072 0 W-17073 7 W-17074 4

S/M L/XL
W-17075 1 W-17076 8

S/M L/XL
W-17078 2 W-17079 9

S/M L/XL
W-17080 5 W-17081 2

AD JR
W-17082 9 W-17083 6

EVO-ARC サンシングチューブ
￥5,170（税抜価格 ¥4,700）
Ｗ -17067 6
●カラー／ブラック
●サイズ／フリー

立体的で顔にフィットしたインナーマスクを装着し、HEIQ 社の強力な抗
ウイルス抗菌技術である V-BLOCK 加工をした縫い目のない筒状のチューブ。
鼻と口部分に呼吸しやすい空間を作ることで息苦しさを感じにくくし快適
性が向上、さらに超薄手のポリエステル素材を使用しているので伸縮性も
高く、心地よい装着感です。紫外線対策（UPF50）、粉塵・埃予防にも最適です。

NEW

NEW

NEW

NEW NEW

NEW NEW

NEW NEW
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EVO シリーズ

CARBON

ヒートウェーブ　
スカルライナー（カーボン）　
W-16970 0
¥2,750（税抜価格 ¥2,500）

ヒートウェーブ　
ソックス（カーボン）
￥5,390（税抜価格 ¥4,900）

CARBON

CARBON

CARBON

S M
W-16971 7 W-17044 7

L XL
W-17045 4 W-17046 1

ヒートウェーブ（カーボン）シリーズ

ヒートウェーブサウンドタッチ TM

グローブライナー（カーボン）
￥3,080（税抜価格 ¥2,800）

XS S/M L/XL
W-16966 3 W-16967 0 W-16968 7

ヒートウェーブ　
シック＆シンヘッドライナー（カーボン）
W-16969 4
¥3,520（税抜価格 ¥3,200）

ヒートウェーブ　
ネックアップ（カーボン）
W-16978 6
¥2,750（税抜価格 ¥2,500）

特殊な中空ポリエス
テルとナイロンをブ
レンドした素材が水
分に反応して発熱

アルミプリントし
た素材が熱を反射、
保持

水分

熱

熱を増幅

吸湿発熱あたたかさ

【HEATWAVE（ヒートウェーブ）】
ヒートウェーブは吸湿発熱素材を採用。
水分に反応したファブリックが発熱（4℃
～ 5℃上昇）し、アルミプリントが体温
を反射（約 20％）させ内部温度を保持さ
せることができます。【発熱】+【反射・
保持】の 2 段階にヒートシステムにより
薄手ながらも暖かく抜群のフィット感を
ご提供することを可能にした世界的にも
大変ご好評を頂いているファブリックです。

CARBON

EVO サウンドタッチサーマックスグローブライナー
￥3,520（税抜価格 ¥3,200）
●カラー／ブラック
●サイズ／ XS・S/M・L/XL

細い中空糸を編んで仕上げたサーマックス生地は保温性があり、発汗による蒸れ
を逃すサラっとした肌触りが特徴。非常に軽量で、指先の動きも妨げない快適な
装着感、皮膚に触れるベースレイヤーに適した素材。
そのサーマックス生地に HEIQ 社の強力な抗ウイルス抗菌技術である V-BLOCK
加工をしたインナーグローブ。指先はタッチパネル対応。

EVO サウンドタッチヒートウェーブグローブライナー
￥3,850（税抜価格 ¥3,500）
●カラー／カーボン
●サイズ／ XS・S/M・L/XL

水分に反応した生地が発熱、さらに生地が体温を反射させる【発熱】+【反射・保持】
の２段階のヒートシステムを可能にしたセイラス社独自の素材【ヒートウェー
ブ】生地に HEIQ 社の強力な抗ウイルス抗菌技術である V-BLOCK 加工をしたイ
ンナーグローブ。
指先はタッチパネル対応。

XS S/M L/XL
W-17086 7 W-17087 4 W-17088 1

XS S/M L/XL
W-17089 8 W-17090 4 W-17091 1

EVO ダイナマックスクイックヘッドライナー
￥3,850（税抜価格 ¥3,500）
Ｗ -17084 3
●カラー／ブラック
●サイズ／フリー

中空糸を高密度に編み込んだ保温性と防風性、そして伸縮性透湿性に優れた
SEIRUS 社独自の素材【ダイナマックス】を使ったビーニーと、HEIQ 社の強力
な抗ウイルス抗菌技術である V-BLOCK 加工をしたスカーフを組み合わせた新し
いヘッドウェア。しなやかで柔らかいダイナマックスは心地よい肌触りと抜群の
装着感をお約束します。（UPF50）
目出帽・フェイスマスク・ネックウォーマーと３通りの使い方ができます。

EVO スノーシング
￥4,620（税抜価格 ¥4,200）
Ｗ -17085 0
●カラー／ブラック
●サイズ／フリー

HEIQ 社の強力な抗ウイルス抗菌技術である V-BLOCK 加工をした装着方法に応
じて様々な使い方ができる縫い目のないチューブ型バンダナです。
超薄手のポリエステル素材を使用しているので伸縮性もあり、その内側にはフ
リースをラミネートしているので保温性も高く、心地よい装着感です。
粉塵・埃予防にも最適です。

NEW NEW

NEW

NEW
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ファントムTM

ゴアテックス® グローブ
￥9,240（税抜価格 ¥8,400）
●インサート／ゴアテックス®
●断熱材／ 200 ｇヒートロック
●シェル／ナイロン
●パーム ／ ToughTek ラバー
●カラー／ブラック

S M
メンズ W-16406 4 W-16407 1

L XL
メンズ W-16408 8 W-16858 1

ファントムTM

ゴアテックス® ミトン
￥9,240（税抜価格 ¥8,400）
●カラー／ブラック

S M
メンズ W-16409 5 W-16410 1

L XL
メンズ W-16411 8 W-16412 5

S M L XL
メンズ ブラック×ブラック W-15120 0 W-15121 7 W-15122 4 W-15123 1

レディス
ブラック×ブラック W-15128 6 W-15129 3 W-15130 9 －
ブラック×ベリー W-16011 0 W-16012 7 W-16013 4 －

エキストリーム
オールウェザーグローブ
￥7.040（税抜価格 ¥6.400）
完全防水で透湿、手にフィットして使いやすさ抜
群。グリップ力があり作業もしやすいあらゆるア
ウトドアシーンに対応する高機能グローブ。ショ
ベルを使っての除雪作業や春スキーにもおすすめ。
●インサート ／ドライハンド® 防水透湿メンブレン
●シェル／ Spacer knit ナイロン
●パーム／ ToughTek ラバー

サウンドタッチTM

エキストリーム
オールウェザーグローブ
¥7,590（税抜価格 ¥6,900）
完全防水にタッチパネル対応の機能が追加。
行動派のスマホユーザーにおすすめ。

S M L XL
メンズ ブラック×ブラック W-16039 4 W-16040 0 W-16041 7 W-16042 4

レディス
ブラック×ブラック W-16043 1 W-16044 8 W-16045 5 ー
ブラック×ベリー W-16050 9 W-16051 6 W-16052 3 ー

セイラス独自の 3 層構造・完全防水グローブ

ブラック×ベリー（レディスのみ）ブラック×ブラック

S/M L XL
メンズ W-16661 7  W-16662 4 W-16663 1

XS/S M/L
レディス W-16664 8 W-16665 5

エキストリーム ハイパーライトグローブ
￥6,270（税抜価格 ¥5,700）
エキストリームオールウェザーグローブよりも柔らかいナイロ
ンを使用しているので軽量で快適な装着感です。
●インサート／ドライハンド ® 防水透湿メンブレン
●シェル／ Hyperlite ナイロン
●パーム／ FlexGrip
●手首／ライクラ
●カラー／ブラック

サウンドタッチTM

エキストリーム ハイパーライト
¥6,820（税抜価格 ¥6,200）
悪天候の中でも指先を濡らさないで細かな作業ができ、さらに
スマートフォンも操作できる高機能が凝縮されたグローブです。
●カラー／ブラックｘブラックのみ

S/M L XL
メンズ W-16666 2  W-16667 9 W-16668 6

XS/S M/L
レディス W-16669 3 W-16670 9

GLOVES

ウェザーシールド ™ は防水透湿機能をもつセイラス独自のファブリッ
ク。縫い目はシーム加工されていないので 100％防水グローブではあ
りませんがその分発汗による蒸れを逃がしやすい効果があります。

S M
メンズ W-15002 9 W-15003 6
レディス W-15005 0 W-15006 7

L XL
メンズ W-15004 3 W-15149 1
レディス W-15007 4 ー

オリジナル
オールウェザーグローブ
￥5,500（税抜価格 ¥5,000）
使いやすさと快適な装着感、さらに
少々ハードな使い方にも対応する耐
久性を兼ね備えたあらゆる用途に使
用できる多目的グローブ。10 年以上
にわたり米国陸軍で制式採用されて
おりその品質の高さと機能性は実証
済みです。
●シェル／ウェザーシールド ™
●パーム／ UltraGrip
●カラー／ブラック

S M
メンズ W-16014 1 W-16015 8

L XL
メンズ W-16016 5 W-16017 2

レザー
オールウェザーグローブ
￥6,380（税抜価格 ¥5,800）
パーム部にレザーを使用しているの
で高級感がありしなやかな使い心地
です。
●シェル／ウェザーシールド ™
●パーム／レザー
●カラー／ブラック

S/M L

メンズ
W-07467 7 W-07468 4

XL
W-15140 8

XS/S M/L
レディス W-16021 9 W-16022 6

ハイパーライト
オールウェザーグローブ
¥4,620（税抜価格 ¥4,200）
アウターに超薄地のストレッチナイ
ロンを使用しておりオールウェザー
グローブの約半分の重さです。高い
フィット感で写真撮影等の細かな作業
におすすめ。米国海兵隊に制式採用さ
れています。
●シェル／ Hyperlite ナイロン
●パーム／ Quartz ナイロン
●カラー／ブラック

GLOVES

4 方向ストレッチナイロン

防水透湿メンブレン

あたたかくサラッとした
肌ざわりの
フリースライニング

＊ 縫い目は目止めが
されていません。

風 水分
透湿

あたたかさ

S/M L
メンズ W-16053 0 W-16054 7 

 XL
メンズ W-16055 4

XS/S M/L
レディス W-16056 1 W-16057 8

サウンドタッチTM

ハイパーライト
オールウェザーグローブ
¥5,500（税抜価格 ¥5,000）
ハイパーライトオールウェザーにタッ
チパネル対応機能を追加したグローブ
です。
●カラー／ブラック

S M
メンズ W-16959 5 W-16960 1
レディス W-16963 2 W-16964 9

L XL
メンズ W-16961 8 W-16962 5
レディス W-16965 6 ー

ゴアテックス ®

インフィニアムサウンドタッチ TM

オールウェザーグローブ
¥7,040（税抜価格 ¥6,400）
ストレッチ性や防風性を兼ね備えたゴア社
の新素材「ゴアテックス・インフィニアム」
をシェルに使用した次世代型グローブ。
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デラックスサーマックス® グローブライナー
¥2,090（税抜価格 ¥1,900）
● スキーグローブのインナーとして使用すると指先の保温

性が格段にアップします。
●カラー／ブラック

アダルト
S/M L/XL

W-07113 3 W-07469 1
ジュニア

W-15008 1

サーマックス®は：
● 細い中空糸を編んで仕上

げた高機能ファブリック。

● 保温性があり発汗による
蒸れを逃がすサラッとし
たしなやかな肌触り。

● とても軽量で指先の動き
を妨げない快適な装着感。

● 皮膚に直接触れるベースレ
イヤーに適した素材です。

風

肌

透湿

あたたかさ

アダルト
S/M  L/XL

W-16059 2 W-16060 8
ジュニア
フリー

W-16058 5

サウンドタッチTM

デラックス サーマックス® グローブライナー
¥2,640（税抜価格 ¥2,400）
● スキーグローブのインナーにおすすめ。ゲレンデでスキー

グローブを外しても素手にならずにスマホが使えます。
●カラー／ブラック

ヒートウェーブ™ グローブライナー
￥2,750（税抜価格 ¥2,500）
単体またはスキーグローブのインナーとして
使用できます。
●材質／ 4 方向ストレッチナイロン
●カラー／ブラック、シルバー

ブラック シルバー

S/M L/XL

メンズ
ブラック W-16627 3 W-16628 0
シルバー W-16632 7 W-16633 4 

ジュニア
ブラック W-16629 7
シルバー W-16634 1

アウトラスト® グローブライナー
¥2,530（税抜価格 ¥2,300）
● 温度調節素材アウトラスト® を使用し

たグローブライナー。
●カラー／ブラック

アダルト
S/M L/XL

W-07116 4 W-07470 7

GLOVE LINERS

メッシュドームライナー
W-07463 9
¥2,420（税抜価格 ¥2,200）
上部はメッシュ地のクールマックス®、
下部はジャージー地のクールマックス®

を使用。発汗による蒸れを逃がす効果が
一番高いモデル。（透湿 A ＋ 保温 C）
●カラー／ブラック
●サイズ／フリー

マイクロ ドームライナー
W-07464 6
¥2,420（税抜価格 ¥2,200）
上部はジャージー地のクールマックス®、
下部はマイクロフリースを使用。（透湿
A、保温 B）
●カラー／ブラック
●サイズ／フリー

サーマックス
スカルライナー
¥2,200（税抜価格 ¥2,000）
サーマックス® を使用。（透湿 A、保温
C ＋）
●カラー／ブラック
●サイズ／アダルト：W-07079 2

ジュニア：W-15010 4

ダイナマックス
スカルライナー
W-16240 4
¥2,420（税抜価格 ¥2,200）
ダイナマックス™ を使用。快適な装着
感で単体使用でも十分な保温力がありま
す。（透湿 A －、保温 B）
●カラー／ブラック
●サイズ／フリー

ダイナマックス™ グローブライナー
¥3,740（税抜価格 ¥3,400）
● 薄手のグローブの中では最高レベル保温性をもつグローブです。
● 快適さや手の保護のためにオールシーズン使用できます。
● 薄地なのでスキーグローブのインナーにもおすすめ。
● パームはグリップ力を高める加工が施されています。

アダルト S/M  L/XL

ブラック W-16251 0 W-16252 7

ブロッサム W-16808 6 W-16809 3

ピーコック W-16810 9 W-16811 6

カモテド W-16812 3 W-16813 0

ジュニア フリー

ブラック W-16253 4

サウンドタッチTM

ダイナマックス グローブライナー
¥4,290（税抜価格 ¥3,900）
● タッチパネル対応機能がついてさらに使いやすく

なりました。カラフルなプリント柄からお気に入
りのデザインをお選びください。

アダルト S/M  L/XL

ブラック W-16186 5 W-16187 2

ヒートウェーブ™
スカルライナー　
W-16660 0
￥2,750（税抜価格 ¥2,500）
ヒートウェーブ ™ 素材の温かいヘル
メットライナー。そのまま単体での使用
にもおすすめです。（透湿 B＋、保温 A＋）
●カラー／ブラック
●サイズ／フリー

ブロッサム ピーコック カモテド

ブラック

GLOVE LINERS

SKULL LINERS

風

肌

透湿

あたたかさ

ダイナマックス ™ は：
● 極細の中空糸を通常の 2 倍の密度に細か

く編んだセイラス社独自のファブリック。

● 伸縮性があり肌にぴったりフィットしま
す。

● 密度が細かいので風を通しにくく高い保
温性を保ちます。

● 発汗による蒸れを逃がすのでサラッとし
た快適な肌触りです。

● サーマックス ® の様々な機能をさらに
バージョンアップしたベースレイヤーに
最適のファブリックです。
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MAGNETIC MASK BREATHE EASY NECK TUBE

マグネマスク™ は：
● ネオフリース製フェイスマスクの縁に磁石が内蔵されています。
● 目出し帽とマスクが磁石の作用で簡単にくっついたり離れたりします。
● 目出し帽を装着した状態で急に携帯電話を使いたくなった時、
　または急に何か食べたくなった時簡単にマスクを外すことができます。
● マスクが不要の場合は違和感なく首元に収納できます。

マグネマスク™ バンディットシリーズ
● ノーズカバーの縁に磁石が内蔵されています。
●マスクやネックウォーマーとノーズカバーが磁石の作用で簡単にくっついたり離れたりします。
●目出し帽・フェイスマスク・ネックウォーマーと 3 タイプのシリーズ展開です。

MAGNEMASK

マグネマスク
コンボ クラバ
￥7,370（税抜価格 ¥6,700）
フリース製目出し帽とマグネマスク™ の組
み合わせ。
●カラー／ブラック
●サイズ／ S/M：W-16707 2　　

L/XL：W-16708 9
XS：W-16709 6

マグネマスク
コンボ シック＆シン
￥6,820（税抜価格 ¥6,200）
サーマックス® 製ヘッドライナー、フリース
ネックウォーマー、
マグネマスク™ が組み合わされた便利な目
出し帽。
●カラー／ブラック
●サイズ／ S/M：W-16705 8　　

L/XL：W-16706 5
マグネマスク　
コンボヒンジヘッドライナー
¥6,380（税抜価格 ¥5,800）

アダルト
S/M L/XL

W-16975 5 W-16976 2
ジュニア

W-16977 9

マグネマスク　
コンボチューブ
W-16974 8
¥5,940（税抜価格 ¥5,400）

マグネマスク
ヒートウェーブ
コンボスカーフ（カーボン）
￥5,940（税抜価格 ¥5,400）

アダルト ジュニア
W-16972 4 W-16973 1
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サーマックス
ヘッドライナー
¥2,640（税抜価格 ¥2,400）
最も軽量でコンパクトに収納でき
る最高に使いやすいサーマックス ®

素材の目出し帽型ヘッドライナー。
●カラー／ブラック
●サイズ／アダルト：W-07080 8

ジュニア：W-07460 8

ネオフリース 
ヘッドライナー
W-07062 4
¥3,190（税抜価格 ¥2,900）
サーマックス® 製の目出し帽＋ネ
オフリース® 製フェイスマスクの
組み合わせ。
●カラー／ブラック
●サイズ／フリー

シック＆シン ヘッドライナー
￥2,860（税抜価格 ¥2,600）
サーマックス® 素材のヘッドライナーと
フリースネックウォーマーの組み合わせ。
状況に合わせて様々な使い方ができます。

ブラック
W-07068 6

クラウドデューロ
W-16984 7

エレメント
W-16814 7

トラッドカモ
W-16985 4

ストレイション
W-16986 1

ノルディック
W-16987 8

HEADLINERS

コンボ シック＆シン ヘッドライナー
W-15172 9
¥3,630（税抜価格 ¥3,300）
サーマックス® の頭部＋ネオフリース® のフェ
イスマスク＋フリースネックウォーマーの組
み合わせ。
●カラー／ブラック
●サイズ／フリー

マイクロコンボ ヘッドライナー
¥3,850（税抜価格 ¥3,500）
アウターに 4 方向ストレッチナイロン、イン
ナーにパワードライ® フリースをライニング
した 2 重構造。サーマックス® やダイナマッ
クス® よりも厚手で防風性、保温性が高く、
そのまま帽子としても使用できます。
●カラー／ブラック
●サイズ／アダルト：W-07486 8

ジュニア：W-16355 5

メリノウールヘッドライナー
Ｗ -16912 0
￥7,040（税抜価格 ¥6,400）
高い保温力があり、抗菌防臭機能・通気性・
抜群のフィット感を持つ天然素材 100％メリ
ノウール製の目出し帽型ヘッドライナー。
●カラー／ヘザーブラック
●サイズ／フリー

ダイナマックス バラクラバ プリント
¥3,520（税抜価格 ¥3,200）
カラフルなプリント柄のヘッドライナー。

S/M  L/XL
カーチフ W-16701 0 W-16702 7
ノルディック W-16906 9 W-16907 6
カレイドスコープ W-16910 6 W-16911 3
リフレクト W-16908 3 W-16909 0

ダイナマックス バラクラバ ブラック
￥3,190（税抜価格 ¥2,900）
ダイナマックス™ 素材の目出し帽。薄地ながら十分な防風性と
保温性をもち、単体でもヘルメットライナーとしても使えます。
●カラー／ブラック
●サイズ／ S/M：W-16232 9　　L/XL：W-16233 6

カーチフ ノルディック リフレクトカレイドスコープ

ブラック
W-15009 8

ブレイズ
W-16312 8

スノーカモ
W-15970 1

スクイグレイス
Ｗ -16767 6

ドギー
Ｗ -17026 3

トラッドカモ
Ｗ -17027 0

ジュニア シック＆シン ヘッドライナー
￥2,860（税抜価格 ¥2,600）
サーマックス® 素材のヘッドライナーとフリース
ネックウォーマーの組み合わせ。ヘルメットライ
ナーとしておすすめ。
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ダイナマックス
ヒンジヘッドライナー
O-16859 8
￥4,070（税抜価格 ¥3,700）
フェイスマスク・目出し帽・スカルライナー・ネック
ウォーマーと 4 通りの使い方を可能にした、薄地なが
ら十分な防風性と保温性をもつダイナマックス™ 素材
のヘッドウェア。
●カラー／ブラック
●サイズ／フリー

ライトウェーブ 50
ヒンジヘッドライナー（プリント）
￥4,730（税抜価格 ¥4,300）
極薄で伸縮性も高く透湿・速乾・抗菌加工のファブ
リック、ライトウェーブ 50™ を使用したフェイス
マスク・目出し帽・スカルライナー・ネックウォー
マーと 4 通りの使い方を可能にしたヘッドウェア。
●サイズ／フリー

ライトウェーブ 50
ヒンジヘッドライナーブラック
Ｗ -16899 4
￥4,290（税抜価格 ¥3,900）
●サイズ／フリー

ブラック

ダイナマックス
ヒンジヘッドライナー（プリント）
シェード　Ｗ -16903 8
ランバージャック　Ｗ -16904 5
ウッドランド　Ｗ -16905 2
￥4,620（税抜価格 ¥4,200）
●サイズ／フリー

シェード ランバージャック ウッドランド

HEADLINERS

ウォーターカモ エフェクトチャコール

バラクラバ
¥3,630（税抜価格 ¥3,300）
ポーラーテック® フリース 200 を
使用した保温性の高い目出し帽。
●カラー／ブラック
●サイズ／ S/M：W-07032 7

L/XL：W-07409 7

マイクロ クラバ
¥2,860（税抜価格 ¥2,600）
薄手のマイクロフリースを使
用した目出し帽。ヘルメット
の下に被ることもできます。
●カラー／ブラック
●サイズ／ S/M：W-07066 2

L/XL：W-07410 3

コンボ クラバ
¥4,290（税抜価格 ¥3,900）
ポーラーテック® のフリース 200 を
使用した目出し帽とネオフリース® 製
マスクを組み合わせたモデル。状況に
応じてフェイスマスクまたはネック
ウォーマーとしての単体使用も可能。
●カラー／ブラック
●サイズ／ XS ： W-07065 5

S/M ：W-07406 6
L/XL ：W-07407 3

フーズ
¥3,850（税抜価格 ¥3,500）
ポーラーテック® のフリース 200 を使用したゆった
りした装着感のフード。伸縮コードで露出部の調整可。
ゴーグル装着可。
●カラー／ブラック
●サイズ／ S/M：W-15900 8

L/XL：W-15901 5

ウインドプロ®

エキストリーム フーズ　W-07413 4
¥5,060（税抜価格 ¥4,600）
ポーラーテック® のウインドプロ® フリースを使用し
た防風効果の高いフード。
●カラー／ブラック
●サイズ／フリー

スクラッチ ランバージャックトライオン

バラクラバプリント
¥3,630（税抜価格 ¥3,300）
フリース 200 にデザインをプリントしたおしゃれな目出し帽。

S/M  L/XL

スクラッチ W-16455 2 W-16382 1

トライオン W-16929 8 W-16930 4

ランバージャック W-16931 1 W-16932 8

クリスタルグリーンジェム W-16933 5 W-16934 2

クリスタルグリーンジェム

CLAVAS

ウォーターカモ　Ｗ -16900 7
チャコール　Ｗ -16901 4
エフェクト　Ｗ -16902 1

ヘルメットフーズ
W-17055 3
￥6,820（税抜価格 ¥6,200）

ゆったりとした装着感とボアフリース生地による心地
よい肌触りのフード。ヘルメットを装着したままでも
頭部から首元までカバーすることができます。内側に
はフェイスマスク、顔の露出と首元には調整可能なド
ローストリング（伸縮コード）がついているので雪や
風の侵入も防ぎ、抜群の暖かさをお約束します。
●カラー／ブラック
●サイズ／フリー

NEW
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スクラッチ

ブラック

ザ・マスク
¥1,320（税抜価格 ¥1,200）
ネオプレン製のオリジナルマスク。
●カラー／ ブラック
●サイズ／ジュニア：W-07484 4

アダルト：W-06516 3
●出荷単位／  12 枚

ネオフリース
コンフォートマスク
¥1,980（税抜価格 ¥1,800）
裏地にフリースをライニングした
やさしい肌触りのフェイスマスク。
●カラー／ブラック
●サイズ／ XS ：W-16023 3

S ：W-16024 0
M ：W-16025 7
L ：W-16026 4
XL ：W-16380 7

ポーラースカーフ
¥2,200（税抜価格 ¥2,000）
200g ポーラーテックフリースを
使用したスカーフ。
●カラー／ブラック
●サイズ／ M ：W-07045 7

 L ：W-07419 6

風・水分

ナイロン

ネオプレン

フリース
ライニング

保温

ネオフリース® とは：
ネオプレンにソフトフ
リースをラミネートし
たセイラス社独自のフ
ァブリック。強い吹雪
でも風を通さず、高い
保温性と快適な装着感
を約束します。

ネオフリース® コンボスカーフは：
● フェイスマスクとフリーススカーフが一体

になった温かくて快適な顔と首元のプロテ
クション。

● マスクはセイラス独自のネオフリース® 製。
● 首元はポーラーテック® フリース 200 製。
●ベルクロでサイズ調整可。

ネオフリース® コンボスカーフ
¥3,300（税抜価格 ¥3,000）

MASQUES & COMBODANAS

ソリッド ブラック
S/M：W-16443 9
L/XL：W-16444 6

ペイズリー
ブラック×ホワイト
S/M：W-15944 2
L/XL：W-15945 9

スケルトン
ブラック×ホワイト
S/M：W-15994 7
L/XL：W-15995 4

ピュアカモ
フォレスト
S/M：W-16724 9
L/XL：W-16725 6

ビールド
S/M：W-16921 2
L/XL：W-16922 9

リバティー
S/M：W-16925 0
L/XL：W-16926 7

ソフトシェル コンボダナ™ は：
● フェイスマスクとソフトシェル製バンダナの組み合わせ。
● マスクはセイラス独自のネオフリース® 製。
● バンダナ形状の首元は、ストレッチナイロン＋防水透湿メンブレン＋フリースライニングの

3 層構造ソフトシェルで強い吹雪でもがっちりガードします。
●ベルクロでサイズ調整可。

ソフトシェル コンボダナ™
¥3,850（税抜価格 ¥3,500）

XS  S M L
ブラック W-15000 5 W-15034 0 W-07064 8 W-07402 8
スクラッチ W-16710 2 W-16711 9 W-16381 4 W-16551 1
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アイボリー
W-07405 9

ブラック
W-07069 3

ジップ ネックアップ
¥2,860（税抜価格 ¥2,600）
マイクロフリース製のジッパー付きネックウォーマー。
首元のジッパーを開閉することで温度調節が可能。
●サイズ／フリー

マイクロフリース ネックアップ
¥2,420（税抜価格 ¥2,200）
ソフトな肌触りのマイクロフリース製ネックウォーマー。
●サイズ／フリー

マイクロフリース ヘッドバンド
￥1,540（税抜価格 ¥1,400）
ポーラーテック ® のマイクロフリースを使用したヘッドバンド。
●サイズ／フリー

グレー
W-16119 3

レッド
W-16120 9

ブラック
W-16118 6

グレー
W-16116 2

レッド
W-16117 9

ブラック
W-16115 5

NECKUPS & HEADBANDSNECKUPS & HEADBANDS

スノーシングは：
● 使い方次第で様々な装着方法が楽しめるポリエステル製の筒状ヘッドウェア。
● 縫い目の無い特殊チューブ製法で伸縮性がありフィット感抜群。
● 内側はフリースライニングがついており温かくソフトな肌触り。

ペイズリー
ブラック×ホワイト

W-16739 3

つけ心地、肌触り抜群の
フリース ライナー

スノーシング
￥3,300（税抜価格 ¥3,000）

ランバス
Ｗ -16940 3

ランバージャック
Ｗ -16937 3

THINGS & DANAS

ダイナマックス　
コンテュアードヘッドバンド
￥2,750（税抜価格 ¥2,500）
発汗による蒸れを逃すことを可能
にしたセイラス社独自の素材を使
用したヘッドバンド。

ダイナマックス　ネックアップ
O-16979 3
￥3,300（税抜価格 ¥3,000）
より高い保温性と伸縮性、そして抜群の
フィット感を備えたネックウォーマー。

マイクロフリース ネックアップ プリント
¥2,970（税抜価格 ¥2,700）
デザインを転写プリントしたネックウォーマー。
●サイズ／フリー

スクラッチ
W-16318 0

シャレー
W-16841 3

ピュアカモ
Ｗ -16941 0

ストレイション
Ｗ -16997 7

ピークス
Ｗ -16999 1

サプラス
Ｗ -16998 4

ブラック
W-16980 9

ブルーム
W-16981 6

スワイリー
W-16983 0

インクド
W-16982 3

ゴアテックスインフィニアムネックアップ
W-17047 8
￥3,850（税抜価格 ¥3,500）
防水性よりも快適性を追求した防風・保温・透湿に優れた
新素材「ゴアテックスインフィニアム」を採用したフェイ
スマスク＆ネックウォーマー。長めの作りになっているの
でバンダナとしても使用することができます。ドローコード
付きでサイズ調整が可能。
●カラー／ブラック
●サイズ／フリー

NEW
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帽子とマイクロフリース製スカーフが合体したヘッドウェア。
状況に応じて様々な使い方ができます。

クイッククラバ フリースニット
￥3,960（税抜価格 ¥3,600）
ニットで縁取りしたマイクロフリース製のビーニーモデル。
●サイズ／フリー

クイッククラバ クレム
￥4,290（税抜価格 ¥3,900）
●サイズ／フリー

オリーブ
W-07451 9

ブリック
W-07422 6

ストーン
W-15015 9

ブラック
W-16772 0

チャコール
W-07048 8

クイッククラバ 
ダッフィー
W-16385 2
¥4,620（税抜価格 ¥4,200）
●カラー／ブラック×ライトグレー
●サイズ／フリー

クイッククラバ プロデジー
W-16849 9
￥4,290（税抜価格 ¥3,900）
●カラー／グレー
●サイズ／フリー

クイッククラバ ディザルブ
￥4,290（税抜価格 ¥3,900）
●サイズ／フリー

オレンジ／ブラウン
W 16860 4

インディゴ／ライトグレー
W 16861 1

HATS & QUICK CLAVAS

帽子 スカーフを引き出す 帽子＋バラクラバ 帽子＋ネックウォーマー

HATS & QUICK CLAVAS

ホットラッツ
ブーツドライヤー　
W-16033 2
￥7,480（税抜価格 ¥6,800）
室温程度の空気を送り込んでゆっくりと乾燥させます。使用中の
音も静かで、自動車のシガーソケットからも電源を取ることがで
きます。温風は出ません。

ブーツマスク　S/M　W-16856 7　L/XL　W-16857 4
￥5,060（税抜価格 ¥4,600）
ネオプレン製のブーツカバー。雪の付着を防ぎつま先の冷えを抑
える効果があります。ベルクロで簡単に着脱できます。
●カラー／ブラック
●サイズ／ S/M,  L/XL （2 サイズ）

スキーリレー　W-07075 4
￥4,400（税抜価格 ¥4,000）
スキーとポールを片手で簡単に持ち運ぶことができる便利グッズ。
使用後は折りたたんでポケットサイズに収納できます。
●対応可能スキー板センター幅／

70㎜～ 150㎜

キャットトラック
￥3,190（税抜価格 ¥2,900）
ハードブーツのソールプロテクター。ソールを保護するとともに
歩行時の滑り止めに効果があります。便利なポケットサイズ。
●カラー／ブラック
●サイズ／ SM（280㎜～ 295㎜）：W-07482 0

L（295㎜以上）：W-07070 9
ジュニア（260㎜～ 275㎜）：W-07483 7

※サイズはソールの長さとなります。
●出荷単位／ 12 ペア、ディスプレイ付き

ESSENTIALS
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ロードストーンは初心者の方でも手軽に雪の
フィールドを楽しんでいただけるようスター
商事が独自に企画したバックカントリーブラ
ンド。日本人の体形に合ったものづくりをコ
ンセプトに細部まで使い易さにこだわった仕
上がりです。

スターオリジナル

ウインターヒート EL（ペア）
W-08397 6
¥6,050（税抜価格 ¥5,500）
バックカントリー・スノーシューイング用
二段階式ツアーポール。イージーロックシ
ステムを採用し、より使いやすくなりまし
た。バスケットも冬用 95mm とトレッキン
グ用 55mm の 2 ペア付属。
●シャフト：6061 ジュラルミン
●グリップ：TPR
●付属品：95㎜・55㎜バスケット
●サイズ /76.5㎝～ 130㎝
●重量：約 500 ｇ（ペア）

持ち運びしやすく水にも強い
メッシュナイロンケース裏面表面シャフト：

6061 ジュラルミン
グリップ：
寒冷地でも柔軟性を失わない TPR 製

バスケット：
95mm 大型バスケットと 55mm
のバスケットが標準装備。
夏場は 55mm バスケットを装着し
てトレッキング用ポールとして使
用し、冬場は 95mm バスケットを
装着してスノーシューやスキー用
ポールとしてご使用ください。

ヒールリフター：
傾斜した雪面の登行を容易にし
ふくらはぎの負担を軽減させます。

ベース：
接地面積が大きく浮力があるので
耐荷重約100kg まで使用可。

フロントデッキ：
深い雪面も歩きやすい平らなデッキ。

前爪＆サイドクランポン：
ステンレス製
大きい前爪とサイドのクランポンで
強力に雪面をグリップします。
安全に持ち運びできるようにサイド
クランポン用のプロテクター付き。

フィッティング方法を WEB 上に
公開していますのでぜひご覧ください。

・ストラップリリースボタンで簡単着脱。
・ トウカバーが付いているので長靴や登山靴など

あらゆるタイプのブーツに対応。

ストラップリリースボタン

スノーシュー YF-01
W-08396 9
¥18,700（税抜価格 ¥17,000）
YF-01 はどなたでもお手軽にスノーシューイングをお楽しみい
ただけるよう扱いやすくデザイン性の高い生産技術をもつ工場
で最新の素材を使用し作られています。
●本体素材／ナイロン（7.5％のグラスファイバー含む）
●クランポン／ステンレス
●バインディング／デュポン H ｙ trel®（サーマルプラスチックラバー）
●ストラップ／ポリエチレン
●付属品／専用キャリングケース
●全長／ 63㎝・全幅／ 23㎝
●重さ／片足約 2㎏
●耐荷重／約 100㎏
●使用可能温度／ -20℃まで

イージーロックシステム：
指一本でロック状態からロックフリー
へ素早くチェンジ。手袋をしたままで
も簡単に調節が可能です。

55mm バスケット
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ペトロマックスは 1910 年にドイツで創業
した灯油ランタンのブランドです。灯油の

“PETRO" と開発者の”MAX" を合わせたブ
ランド名は圧力式灯油ランタンのオリジナル
として世界の人々から支持され、その製品は
当時とほとんどモデルチェンジなしに現在に
至っています。

ペトロマックス社のローデンファブリックは羊毛から作られる 100% 天然素材。
添加物が一切含まれていないので素肌の上からも安心して着用する事ができます。
自然環境への負荷が少ない上に羊毛の特性を生かした様々な機能を兼ね備えた
サステイナブルでアウトドアアクティビティにはぴったりの素材です。
チロル地方で生まれたローデンファブリックは何世紀にもわたり
耐久性に優れた天然素材として重宝されてきました。

羊毛から作られた紡績糸を丁寧に織り上げその後長時間水の中で圧力をかけながら
特殊な技法で加工する事により耐久性、耐水性、防水性、難燃性に優れた
ローデンファブリックが作られます。

Loden – Strong Fabric for Campfire & Adventure
ローデンーキャンプファイヤーやアドベンチャー向けの耐久性に優れたファブリック

Deubelskerl は Loden ファブリックの中でも薄手の 1.1 lb/rm を使用しているので
しなやかでとても軽く動きやすいジャケットです。
また、胸には大きなベンチレーションメッシュポケットが配置されているので、
激しい運動時でも温度調整する事ができ衣服内を快適に保ちます。

Deubelskerl

ストーングレー ブラック

< 製品特徴 >
●フードアジャスタブルドローコード
●雨や風の侵入を防ぐ高い襟
● 2 つの胸ポケットと大きなベンチレーション
　サイドメッシュポケット
●袖口ベルクロ調整
●裾アジャスタブルコード
●フロント 2way メインファスナー

< 素材 >
表地 : 100 % ピュアウール 1.1 lb/rm Loden
ポケット内部：ポリエステルメッシュライニング

メンズ S M  L
ストーングレー W-13406 7 W-13407 4 W-13408 1
ブラック W-13409 8 W-13410 4 W-13411 1
ブラウン W-13733 4 W-13734 1 ー

デューベルスカール
¥46,200（税抜価格 ¥42,000）

NEW

ブラウン
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100％羊毛天然素材で作られているブランケットはアウトドアアクティビティーで色々な場面で大活躍。
圧縮して作られた羊毛地は、焚火の火の粉や水から体を守り、寒い気候の中でも体温程の暖かさで体を優しく包んでくれます。

Blanket

Petromax ブランケット
¥19,800（税抜価格 ¥18,000）

●素材／ 100 % 羊毛
●端処理／メリノウール
●サイズ／150×120㎝
●製造国／ドイツ

NEW

持ち運びし易く調整可能なストラップ付

ローデンウエアーの特徴

耐風 防水 通気性 難燃性 防臭効果

温度調整可能 防汚性 優れた保温性 天然素材

Petromax Loden Clothing は簡単なメンテナンスで長くご愛用頂くことができます。

Loden 生地の性質上煙や体から出るいやな臭いを吸収しにくく、

着用後は陰干しして頂くだけでジャケットがフレッシュな状態に戻ります。

泥などが付いた場合は水洗いはせず乾燥後ブラシでクリーニングしてください。

汚れがひどい場合はドライクリーニングする事ができます。 

また、定期的にアイロンをかけて頂くと、表面が再び凝縮され、耐水性が維持されます。

アイロンをかける場合は温度中に設定し、低圧で衣服の表面に当ててください。

ロゴなどの刺繍部にはあて布をしてください。

How to care for Petromax Loden?

Waldmack は自然愛好家やブッシュクラフターの間で愛用されているジャケットです。
ゆったりとしたシルエットの為、ミドルレイヤー着用時でも動きやすく年間を通して使える便利なジャケットです。
また、襟も高く雨や風などの侵入も防ぐ仕様となっています。
Waldmackジャケットに使用しているローデンファブリックは耐久性に優れた1.5 lb/rmのものを使用しているので、
藪の中やブッシュクラフトには最適のジャケットです。

Waldmack

グリーン

ウォールマーク
¥50,600（税抜価格 ¥46,000）

< 製品特徴 >
●フードと首元にアジャスタブルコード
●着脱し易いように両サイドにファスナー付き
●大きなカンガルーポケット、内側にジップポケット付き
●フロントデイジーチェーン、D リング付き
●袖口のボタン調整機能
●裾ドローコード

< 素材 >
表地：100 % ピュアウール 1.5 lb/rm Loden
ポケット内部：ポリエステルメッシュライニング

メンズ S M  L
グリーン W-13400 5 W-13401 2 W-13402 9
ブラウン W-13731 0 W-13732 7 ー

ブラウン

NEW

ブルー / グレー オレンジ / レッド イエロー / マスタード
W-13735 8 W-13736 5 W-13737 2

NEW

NEW
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ギアエイドはアウトドアウェアや道具を修理、
お手入れするメンテナンス用品の専門ブランド
です。野外で突然テントやウェアが破れて困っ
たことはありませんか？レインウェアに雨水が
浸みて不快な思いをしたことは？アウトドアを
安全で快適に過ごすためには衣類や道具を常
に良好な状態に保つことが重要です。道具のお
手入れや修理は決して面倒なことではありませ
ん。ギアエイドはみなさんが簡単に楽しみなが
ら道具をお手入れできるさまざまなアイテムを
取り揃えています。

リバイベックス®はGORE-TEX®で知られるW. L. Gore & Associatesが1994年に立ち上げた高機能素材用メンテナンス製品のブランドです。
ギアエイドは 15 年前からリバイベックス ® の研究開発に参加。その後 W. L. Gore & Associates 社からブランドを引き継ぎ
日々進化を続ける防水透湿素材や高機能素材をお手入れするための製品づくりに取り組んでいます。

REVIVEX®

クリーナー

プロクリーナー　
O-13015 1
￥1,430（税抜価格 ¥1,300）
プロクリーナーは防水透湿素材、ソフトシェル、
フリース等あらゆるタイプの高機能ウェア専用の
洗浄剤です。通常の家庭用洗剤と比べてすすぎを
した後に洗剤の成分が残りにくいので衣類に施さ
れた撥水性能を回復しやすくなります。中綿が化
学繊維の寝袋や登山靴の洗浄にも適しています。
●内容量／ 296mℓ
●適応枚数／ジャケット約 20 着
●製造国／アメリカ　●出荷単位／ 6 ケ

ダウンクリーナー　
O-13016 8
￥1,430（税抜価格 ¥1,300）
ダウンクリーナーはダウン製品専用の洗浄剤で
す。ダウンジャケットやダウン寝袋は使用するう
ちに身体から分泌する脂分や汚れがダウンに付着
しロフトがつぶれることで保温性が低下していき
ます。ダウンクリーナーは汚れを落とすだけでな
くロフトを復元させる効果があります。
●内容量／ 296mℓ
●適応枚数／ジャケット約 10 着
●製造国／アメリカ　●出荷単位／ 6 ケ

ウエットスーツ＋ドライスーツシャンプー
O-13018 2
￥1,430（税抜価格 ¥1,300）
ウェットスーツやドライスーツ専用の洗浄剤。素
材に付着した塩分や藻類、バクテリアを取り除き
臭いや劣化を抑える効果があります。
●内容量／ 296㎖
●適応枚数／ ジャケット約 10 着
●製造国／アメリカ
●出荷単位／ 6 ケ

デュラブルウォーターリペレント
O-12871 4
￥2,200（税抜価格 ¥2,000）
衣類や寝袋にスプレーした後に自然乾燥また
は乾燥機で乾かして処理するタイプの撥水剤。
水分だけでなく油分や汚れも弾く効果があり
ます。ウェアの外面だけを撥水するので内側
に透湿ライナーがついているジャケットに適
しています。自然乾燥の場合は 48 時間以上
かけて完全に乾かしてください。
●内容量／ 298g
●製造国／アメリカ　●出荷単位／ 6 本

多めに
吹きつけると
撥水力アップ

撥水剤

ウオッシュインウォーターリペレント
O-13014 4
￥1,980（税抜価格 ¥1,800）
溶剤を薄めた処理水に衣類を浸した後に乾燥
機で乾かして処理するタイプの撥水剤。浸け
置き式なのでジャケットと一緒にフリースや
ニット帽、手袋等をまとめて処理することが
できます。フッ素を含まない環境に配慮した
成分です。
●内容量／ 296㎖
●製造国／ドイツ　●出荷単位／ 6 ケ

インスタントウォーターリペレント
O-13013 7
￥1,760（税抜価格 ¥1,600）
ウェアやブーツ、テントやギアまであらゆる
素材に使用できる速乾タイプの撥水スプレー。
ゴアテックス等防水透湿素材を使用した高機
能ウェアにもおすすめ。熱処理の必要がなく
スプレー後すぐに撥水性能を発揮します。お
出かけ前にサッと噴きつけるだけで簡単に処
理できます。フッ素樹脂、シリコン樹脂は含
んでいません。
●内容量／ 142g
●製造国／アメリカ　●出荷単位／ 6 本

バッグオンバルブ（BOV）スプレーシステム

新採用の BOV はボトル内の圧縮された空気が霧状の溶剤を幅広
く均等に噴射するスプレーシステムです。逆さや横向きの状態
でも連続噴射が可能で中身をほぼ最後の一滴まで使い切ること
ができます。より安全で使いやすくなったボトルを是非お試し
ください。

高機能ウェアにはもともと DWR（Durable Water Repellent）と
呼ばれる撥水処理が施されています。しかしながらこの撥水性
能は時間が経つにつれて衰えていきウェットアウトというシミ
を引き起こします。この状態になると内部の湿気が逃げなく
なりウェア本来の保温性が著しく低下します。この症状になる
前にリバイベックスの撥水剤でウェアのお手入れをしてくださ
い。リバイベックスの撥水はファブリックの DWR を工場出荷
時の状態に回復させるやり方です。DWR の性能を最大限に引
き出すには乾燥機で乾かす方法が効果的です。熱を加えること
でファブリック表面の目に見えない無数の毛が直立して水の分
子を弾く仕組みです。ウェア本来の撥水性能を維持するために
正しい方法で定期的にお手入れするようにしてください。

REVIVEX® 撥水剤

ウェットアウト 水分をはじきます

※パッケージは変更になる場合があります。
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■ EAN コード・UPC コードについて
掲載商品の中には予め EAN コードまたは UPC コードがついている商品
があります（SIGG、KATADYN 等）。これらのコードはカタログ上には
掲載されていません。EAN コード、または UPC コードで商品管理され
ることをご希望のお客様にはこれらのコード表を別途お渡しいたします。

（一部用意できない商品がありますのでご了承ください。）
※詳しくは営業担当者までお問い合わせください。

カタログご利用に際してのご案内

■ QR コードについて
カタログ内の一部商品には QR コードがついています。
QR コードを読み取ると商品の使い方など詳しい商品情
報をご覧いただけますので是非ご活用ください。

■ JAN コードについて
掲載している商品には全て商品名の隣に 6 ケタの番号が付いています。
頭の 5 ケタの番号は商品アイテムコード( 品番）で、下 1 ケタの番号
はチェックデジットです。これらの数字の頭の部分に JAN 企業コード

「４５１３９１６」を組み合わせると商品の JAN コードになります。

（例）P27　カタダイン ポケット　O ‐ 12255 2

⇒＋ ＋ 4 513916 12255 24 513916

JAN 企業
コード

12255

商品
アイテム
コード

2

チェック
デジット

JAN コード

ワイルドライフ ブラックキャンピング ブラック

テネシアステープは非常に強力な粘着力をもつリペアテープです。ウェアや寝袋の破れ、テントやウェーダーの穴あきを短時間で簡単に修理することができます。
一度貼りつけると 50 回以上洗濯しても剥がれないくらい強力な粘着力をもち、剥がした跡もダクトテープのように接着剤が残らずきれいです。

TENACIOUS TAPE™

リペアテープ / パッチ

テネシアス リペアテープ
￥935（税抜価格 ¥850）
補修サイズに合わせてカットして使用するリペアテープ。あらゆる素材に貼り付け
て簡単に補修できます。クリアテープはPVC素材で補修箇所が目立ちません。カラー
テープはリップストップナイロン素材でウェアの色に合わせてお使いください。
●サイズ／ 7.6 × 50㎝
●製造国／台湾　●出荷単位／ 12 ケ
＊製品のカラーはカタログと異なる場合がございます。

クリア
O-13001 4

セージ
O-13006 9

グレー
O-13005 2

イエロー
O-13004 5

レッド
O-13003 8

ブラック
O-13002 1

テネシアス リペアパッチ　O-13007 6
￥550（税抜価格 ¥500）
そのまま貼り付けて使える便利なリペアパッチ４枚セット

（クリア２枚 / ブラック２枚）。
◎約 24 時間で接着力が最大になります。
●パッチサイズ／直径 7.6㎝ 丸型パッチ
●内容品／クリアパッチ２枚、ブラックパッチ２枚
●製造国／台湾　●出荷単位 ／ 12 ケ

ミニパッチ　O-13314 5
￥770（税抜価格 ¥700）

使いやすいサイズにカットされた補修用シールで
す。黒とクリアの 2 色を各 3 枚入りでどんな色の
ギアでも合わせやすく、アウトドア時にも持ち運
びしやすいケース入り。
●パッチサイズ／ 3.8 × 6.4㎝
●内容品／黒・クリア各３枚
●材質／黒：ナイロン　クリア：PVC
●製造国／中国・台湾　●出荷単位／ 6 ケ

ギアパッチ
￥1,760（税抜価格 ¥1,600）
ギアパッチはさまざまなデザインでおしゃれに可愛いらし
く補修できる遊び心満載のパッチです。あらかじめカット
されているデザインをそのまま貼りつけるだけ。補修箇所
は洗濯や乾燥を繰り返しても簡単に剥がれません。ウェア
の破れや穴あきを逆にデザインのアクセントとして楽しみ
ながら補修してはどうですか。
●パッチセットのサイズ／ 7.6 × 12.7㎝（４枚入り）
●製造国／台湾　●出荷単位／６ケ

キャンピングブラック
O-13009 0

ワイルドライフブラック
O-13010 6

〒 116-0014　東京都荒川区東日暮里 4-5-16
Tel : 03-3805-2651 ㈹　Fax : 03-3891-7042
URL  https://www.star-corp.co.jp
E-mail : info@star-corp.co.jp

製品の仕様、価格等は予告なく変更することがあります。製品のカラーはカタログと多少異なる場合もあります。


