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TECHNICALTECHNICALTECHNICAL
KEO’Sシリーズ

UNITYシリーズ

オールラウンドに滑る

AGシリーズ シーズンオフでも楽しめる

E-TURNシリーズ

YŌIDONシリーズ

AZシリーズ

ゲレンデを自由に楽しむ

ATHLETEATHLETEATHLETE

TRIUNシリーズ

TCシリーズ 勝利のためのハイパフォーマンス設計

Powdergirlシリーズ

VINTAGE

JUNIORシリーズ

人工芝専用

2011-2012 OGASAKA SKI LINEUP

シェルトップ構造 BMS & FLSプラス

TC-LE , TC-ME , TC-SE
KS-AX , KS-FX

搭載
モデル

シェルトップ構造 BMSプラス

TRIUN GS-27 , GS-23
TRIUN G-27 , G-23 , G
TRIUN SL

搭載
モデル

ツインキール構造 PPF & FLSプラス

KS-GP-01(PPF+FLS)
KS-GP-02(FLS)

搭載
モデル

シェルトップ構造 PPFプラス

TRIUN G.TEAM 
TRIUN S
ET-X/S

搭載
モデル

BMS & FLS BMS

PPF PPF & FLS

P

L

的確なグリップ力とスムーズな推進力の向上をめざして
スキーの特性に合わせ最適な機能を搭載。

ビームシステム
Beamsystem

〈芯材の上面に組み込み〉

フルレングススタビライザー
Fulllengthstabilizer

〈上面強化材の上に搭載〉

L ビームシステム
Beamsystem

〈芯材の上面に組み込み〉

O パワープラットフォームファンクション
Powerplatformfunction

〈芯材の上面に組み込み〉

O パワープラットフォームファンクション
Powerplatformfunction

〈芯材の下面に組み込み〉

Pフルレングススタビライザー
Fulllengthstabilizer

〈上面強化材の上に搭載〉

オガサカスキーは、日本のスキーの歴史とともに100年。
“思いのままに滑れてこそ、滑る本当の楽しさが生まれる”という
スキースポーツの本質をしっかりと認識し、
確固たる製作理念でスキーを製作し続けます。

�



KEO’Sシリーズ

UNITYシリーズ

オールラウンドに滑る

AGシリーズ シーズンオフでも楽しめる

UTILITYUTILITYUTILITY
E-TURNシリーズ

YŌIDONシリーズ

AZシリーズ

ゲレンデを自由に楽しむ

TRIUNシリーズ

TCシリーズ 勝利のためのハイパフォーマンス設計

Powdergirlシリーズ

VINTAGE

JUNIORシリーズ

人工芝専用

すべてのオガサカのスキーは厳しい品質管理のもと
長野本社工場で製作されています。

シェルトップ構造 BMS & FLSプラス

TC-LE , TC-ME , TC-SE
KS-AX , KS-FX

搭載
モデル

シェルトップ構造 BMSプラス

TRIUN GS-27 , GS-23
TRIUN G-27 , G-23 , G
TRIUN SL

搭載
モデル

ツインキール構造 PPF & FLSプラス

KS-GP-01(PPF+FLS)
KS-GP-02(FLS)

搭載
モデル

シェルトップ構造 PPFプラス

TRIUN G.TEAM 
TRIUN S
ET-X/S

搭載
モデル

P

L

的確なグリップ力とスムーズな推進力の向上をめざして
スキーの特性に合わせ最適な機能を搭載。

ビームシステム
Beamsystem

〈芯材の上面に組み込み〉

フルレングススタビライザー
Fulllengthstabilizer

〈上面強化材の上に搭載〉

L ビームシステム
Beamsystem

〈芯材の上面に組み込み〉

O パワープラットフォームファンクション
Powerplatformfunction

〈芯材の上面に組み込み〉

O パワープラットフォームファンクション
Powerplatformfunction

〈芯材の下面に組み込み〉

Pフルレングススタビライザー
Fulllengthstabilizer

〈上面強化材の上に搭載〉

Kフロント・リード・ファンクション�《F.L.F：Front Lead Function》
スキーの角付けで、たわみが出しやすく、内傾角度を大きくとれるようになり、“楽に”そし
て“素早く”谷回りのターンが可能になります。さらに、角付けをすればするほどエッジの接
雪長が長くなるため、エッジグリップ力と滑走安定性が増します。また、エッジングの可動
範囲が大きくなり、スピードコントロールが容易になります。（PAT. No.3837716）

Nネオフレックス・エッジ� 《NFE：Neo Flex Edge》
エッジの役割は、角を鋭利な状態に保ち、快適なコントロールをするためと考えられています。
ネオフレックス・エッジは、エッジに等間隔の刻みを入れて弧で連
続させている構造で、滑走面に合わせてスムーズにエッジ全体が
伸張される設計です。

Mアキュームレーター�� 《AC：Accumulator》
特殊プラスチックを使用し、スキー中央部に蓄えられたエネルギーをた
わみの解放と同時に、スキーの進行方向に連続した穏やかな推進力に変
換します。スキーセンター部分の支点を上げることによるターンの切替が
楽になるマウント効果もあります。

Pフルレングススタビライザー� 《FLS：Fulllengthstabilizer》
滑走中スキーヤーの動き、パワーを的確に、スキーのトップ、テールへと伝え、雪面から受
ける振動を軽減して、安定したバランスで滑走させる機能です。しっとりとした滑らかな滑
走感覚が味わえます。

Fフロント・フロート・システム� 《F.F.S：Front Float System》
トップ側の接雪点を従来より数％ブーツセンター寄りにした形状で、フロント・リード・ファ
ンクション（F.L.F）と相互に作用し、ターン中のトップ部の雪面抵抗を最適に分散させ、雪
質や斜面の状況にとらわれることなく、エッジグリップ、安定性および走りを生み出します。

Oパワープラットフォームファンクション� 《PPF：Powerplatformfunction》
芯材に板状のアルミ合金を埋め込み剛性等を部分的に高め、スキーの性能を向上させるシ
ステムです。足下に配置することで足下のグリップ力が格段に向上され、相対的にスキーの
トップ＆テールがしなやかに感じます。また、足下のたわみが抑えられるためたわみ止まり
し、スキーの安定性が向上します。スキーの構造特性によって芯材の上部または下部に配
置されます。

Lビームシステム� 《BMS：Beamsystem》
PPFの発展系システムで、断面が矩形の棒状アルミを芯材の足下位置に埋め込み、スキー
性能を向上させます。PPFよりもたわみ止まり効果は減少しますが、必要なグリップ力は確
保し、PPFよりスキー全体がしなやかなフレックスになり、スキーの“走り”効果が得られます。
また、分割されて配置されているため、ねじれ力には影響せず、雪面に張り付く感じでフィッ
トしますので安定性が向上します。

T E C H N O L O G Y C O N S T R U C T I O N
サンドウィッチ構造

特殊F.R.P、AL7178などで強化したシートを
芯材（ウッドコア）の上下にラミネートした積層構
造で、スキーでは最も基本的な構造です。
サンドウィッチ構造は、全ての構成材がラミネー
ト状態となっているため、スキーのたわみに対し
て最も内部歪みの発生しにくい構造となります。
このため、スキーの上面に加わる力をそのまま
ダイレクトに雪面に伝えることができます。更に、
ターン中はその力をキープすることができるた
め、オーソドックスでマイルドな感じのスキーに
なります。

シェルトップ構造

基本的には、サンドウィッチ構造をベースに上
面の両角に段差をつけることにより、外部から
受ける衝撃を軽減させ、フォルムをより洗練さ
せた構造です。

ツインキール構造

独自開発のサンドウィッチ＆キャップ構造です。セ
ンター部は『キャップ構造』で高トーション性を、ショ
ルダー部とテール部は『サンドウィッチ構造』で高フ
レックス性を出し、さらにトップからテールの全長に
わたり衝撃吸収に優れたABSサイドウォールを配し
てトーション、フレックス、ダンパーのトリプル効果
を発揮する複合構造です。（PAT. No.2608528）

キャップ構造

オガサカ独自の設計理論を生かし、その基本構
造はサンドウィッチで上面および両サイドをシー
トで覆い、キャップ型に整形した構造です。こ
れにより軽量で、より洗練されたフォルムになり
ます。

トップシート

特殊F.R.P＋AL7178
または特殊F.R.P

NFウッドコア

特殊F.R.P
エッジ滑走面ソール

ABSサイド
ウォール

キャップ構造

特殊F.R.P＋AL7178
または特殊F.R.P

特殊F.R.P
エッジ

ABSサイド
ウォール

NFウッド
コア

トップシート

滑走面ソール

サンドウィッチ構造

トップシート

特殊F.R.P＋AL7178
または特殊F.R.P

NFウッドコア

特殊F.R.P
エッジ滑走面ソール

ABSサイド
ウォール

トップシート

特殊F.R.Pまたは
ファイバーグラス

NFウッドコア

特殊F.R.P
エッジ滑走面ソール



ケオッズ シリーズのフラッグシップとして圧
倒的存在感を放つモデルです。Beamsystem
及び FLS の搭載に加え、今シーズンは New
サイドカーブを採用し、スキー全体のたわみを
生かして推進力のある滑りを満喫できます。ま
た、ショートからロングまでターン弧を選ばず、
しかもあらゆるスピード域で優れた操作性を
発揮。滑り手に常に余裕を感じさせながらハイ
レベルなテクニックを駆使していただけます。
シェルトップ構造、クロスストラクチャーを標
準装備。

KS-AX ¥98,700（本体価格¥94,000） LP搭載

RC-600FL〈日本製〉付モデル

（重量〈½セット〉：530g） ¥115,500（本体価格¥110,000）

プレート付モデル

FM-600〈日本製〉付モデル

（重量〈½セット〉：417g） ¥108,990（本体価格¥103,800）

プレート付モデル

日本製Length：155・160・165・170cm

抜群の回転性能と、ターンをオートマチック
に導く絶妙の返りを持った新感覚モデルです。
軽快な操作感覚と滑らかな挙動は、小回りか
ら中回りで威力を発揮し、ショートターンを苦
手とするスキーヤーには最高のパートナーに
なります。Beamsystem 及び FLS を搭載する
ほか、New サイドカーブを採用。また、シェ
ルトップ構造、クロスストラクチャーを標準装
備。

KS-FX ¥90,300（本体価格¥86,000） LP搭載

RC-600FL〈日本製〉付モデル

（重量〈½セット〉：530g） ¥107,100（本体価格¥102,000）

プレート付モデル

FM-600〈日本製〉付モデル

（重量〈½セット〉：417g） ¥100,590（本体価格¥95,800）

プレート付モデル

日本製Length：155・160・165・170cm

NF ウッドコアのセンター部下面には PPF を組
み込み、上面強化材の上にFLS を搭載し、ツ
インキール構造が生み出すレスポンスの良さ
に足元の強力なエッジグリップ力と抜群のキ
レが融合しました。また、高い衝撃吸収性に
より安定感に優れ、滑らかなターンが可能な、
ショートからロングターンに対応するハイパー
オールラウンドモデルです。プレートはパワー
によってお選びください。

KS-GP-01 ¥97,650（本体価格¥93,000） OP搭載

RC-600FL〈日本製〉付モデル

（重量〈½セット〉：530g） ¥114,450（本体価格¥109,000）

プレート付モデル

FM-600〈日本製〉付モデル

（重量〈½セット〉：417g） ¥107,940（本体価格¥102,800）

プレート付モデル

日本製Length：155・160・165・170・175cm

チロリア POWER 12D〈オーストリア製〉付モデル

（重量〈½セット・Power Rail Base含む〉：1,420g）
（ソールサイズ調整幅：260〜380mm）

ビンディング付モデル

 ¥110,775（本体価格¥105,500）

※½セット重量は参考値ですので予めご了承ください。　　LBeamsystem   OPowerplatformfunction   PFulllengthstabilizer   KFront Lead Function  FFront Float System    MAccumulator

滑走面
エッジ ½セット重量

（g/m）※素材 仕上げ ストラクチャー

シンタードベース・
グラファイト

ミクロストーン＆
セラミックディスク

フィニッシュ
クロス シームレス 1,020

Length
（cm）

Radius
（m）

3サイズ（mm）
構造 構成材

トップ センター テール
170 15.7

114 67 99 シェルトップ
L
P
K

NFウッドコア
AL7178 &
特殊F.R.P

165 14.7
160 13.7
155 12.8

滑走面
エッジ ½セット重量

（g/m）※素材 仕上げ ストラクチャー

シンタードベース・
グラファイト

ミクロストーン＆
セラミックディスク

フィニッシュ
クロス シームレス 1,042

Length
（cm）

Radius
（m）

3サイズ（mm）
構造 構成材

トップ センター テール
175 17.1

116 70 101 ツインキール
O
P
K

NFウッドコア
AL7178 &
特殊F.R.P

170 16.1
165 15.1
160 14.1
155 13.1

滑走面
エッジ ½セット重量

（g/m）※素材 仕上げ ストラクチャー

シンタードベース・
グラファイト

ミクロストーン＆
セラミックディスク

フィニッシュ
クロス シームレス 970

Length
（cm）

Radius
（m）

3サイズ（mm）
構造 構成材

トップ センター テール
170 13.9

114 65 102 シェルトップ
L
P
K

NFウッドコア
特殊F.R.P

165 13.0
160 12.1
155 11.3
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KEO'S シリーズ
技術を追求するテクニカルなスキーヤーにお勧めするケオッズ シリーズ。 Beamsystem（ビームシステム）、FLS（フ
ルレングススタビライザー）といった最新テクノロジーがもたらす、スムーズで加速感あふれる滑りをぜひ体験してく
ださい。プライズテスト受検者から圧倒的な支持をあつめ、また技術選挑戦者に代表されるハイレベルな基礎スキー
シーンにおいて、常に最高の評価を得てきたコンセプトは、今シーズンのラインナップで一層の昇華をみせています。



KS-GP-01と同じサイドカーブを採用したKS-
GP の一般上級者モデルで、FLS のみ搭載した、
しなやかなフレックスが特徴です。また、低
速からの操作性が非常に高く、FLS の搭載効
果により軽快感と安定性に優れた乗り心地で、
GP-01の高性能を体感可能なより幅広い層の
スキーヤーにお勧めするモデルです。

KS-GP-02 ¥92,400（本体価格¥88,000） P搭載

チロリア POWER 11D〈オーストリア製〉付モデル
（重量〈½セット・Power Rail Base含む〉：1,320g）
（ソールサイズ調整幅：260〜380mm）

ビンディング付モデル

日本製Length：155・160・165・170cm

ショートからロング、低速から高速まで一台で
何でもこなせるメタルバージョン、ネオフレッ
クス・エッジ採用のオールラウンドスキー。ス
キーのたわみ、厚さ配分を改良してしなやか
さがアップしました。
ターンが滑らかで操作性が高く、またバラン
スも取りやすく、指導員、準指導員、級別テ
スト受検者に最適なお勧めの伝統あるオール
ラウンドモデルです。

U-F-01 ¥95,550（本体価格¥91,000）

FM-600〈日本製〉付モデル

（重量〈½セット〉：417g） ¥105,840（本体価格¥100,800）

プレート付モデル

日本製Length：155・160・165・170cm

U-F-01よりも更にしなやかなフレックスが特
徴のモデルです。U-F-01の優れたフレックス
特性（ネオフレックス・エッジ採用によるス
トレスの少ないしなやかさ）の操作性の高さ、
オールラウンドな性能はそのままで、グラス
バージョンのソフトなフレックスモデルに仕上
がりました。
軽快でレスポンスが良く、パワーの少ないス
キーヤーでも滑りを楽しむことが可能な一般
上級者モデルです。

U-F-02 ¥93,450（本体価格¥89,000） 日本製Length：155・160・165・170cm

U-F-01＆ 02 よりも低速時の操作性に優れ、
UNITY の素晴らしいオールラウンド性能を幅広
いスキーヤーが楽しめるように開発しました。
スキーの取りまわしが簡単で、スピードのコン
トロールが容易にできるよう設計されており、
短いスキーを好まれるシニアの方や、女性向
けに145cm のサイズもラインナップされてい
ます。

U-F-03 ¥64,050（本体価格¥61,000） 日本製Length：145・155・165cm

チロリア POWER 11D〈オーストリア製〉付モデル
（重量〈½セット・Power Rail Base含む〉：1,320g）
（ソールサイズ調整幅：260〜380mm）

ビンディング付モデル

チロリア LR10〈オーストリア製〉付モデル

（重量〈½セット・Lite Rail Base LARGE含む〉：995g）
（ソールサイズ調整幅：263〜347mm）

ビンディング付モデル

 ¥79,800（本体価格¥76,000）

滑走面
エッジ ½セット重量

（g/m）※素材 仕上げ ストラクチャー

シンタードベース・
グラファイト

ミクロストーン＆
セラミックディスク

フィニッシュ
クロス シームレス 943

Length
（cm）

Radius
（m）

3サイズ（mm）
構造 構成材

トップ センター テール
170 16.1

116 70 101 ツインキール P
K

NFウッドコア
特殊F.R.P

165 15.1
160 14.1
155 13.1

滑走面
エッジ ½セット重量

（g/m）※素材 仕上げ ストラクチャー

シンタードベース・
グラファイト

ミクロストーン＆
セラミックディスク

フィニッシュ
クロス ネオ

フレックス 1,011

Length
（cm）

Radius
（m）

3サイズ（mm）
構造 構成材

トップ センター テール
170 15.3

113 70 103 シェルトップ K
M

NFウッドコア
AL7178 &
特殊F.R.P

165 14.3
160 13.3
155 12.4

滑走面
エッジ ½セット重量

（g/m）※素材 仕上げ ストラクチャー

シンタードベース・
グラファイト

ミクロストーン＆
セラミックディスク

フィニッシュ
クロス ネオ

フレックス 911

Length
（cm）

Radius
（m）

3サイズ（mm）
構造 構成材

トップ センター テール
170 15.3

113 70 103 シェルトップ K
NFウッドコア

特殊F.R.P
165 14.3
160 13.3
155 12.4

滑走面
エッジ ½セット重量

（g/m）※素材 仕上げ ストラクチャー

シンタードベース・
グラファイト

ミクロストーン
フィニッシュ

ミクロ
ストーン

ネオ
フレックス 864

Length
（cm）

Radius
（m）

3サイズ（mm）
構造 構成材

トップ センター テール
165 14.3

113 68 100 シェルトップ K
NFウッドコア

特殊F.R.P155 12.5
145 10.7
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UNITY シリーズ
オールラウンドスキーの代名詞。1台ですべてをこなし、指導員、準指導員、級別テストに最適です。
雪質を選ばず、対応幅が広く、乗り味がまろやかでバランスの良さが特徴です。フレックス、サイズも豊富
で充実のラインナップとなりました。



Beamsystem、FLS 搭載で、F.F.S 5（Front 
Float System 5%）採用の、まさに最新テ
クノロジーを凝縮した技術選大回り用モデル
です。ターン後半で切り上がり過ぎず、抵抗
を分散させることで、減速要素を限りなく排
除した大回りが可能です。F.F.S 5 によって
接雪長が短くなるため、結果として従来より
も 3cm 長いサイズ設定が可能となりました。
ターン導入から後半の抜けまで、一貫してス
ムーズなフィーリングは、技術選の大回り種
目で多くの選手が証明しました。シェルトッ
プ構造、クロスストラクチャーを標準装備。

TC-LE ¥101,850（本体価格¥97,000） LPF搭載

RC-600GR〈日本製〉付モデル

（重量〈½セット〉：612g） ¥122,850（本体価格¥117,000）

プレート付モデル

RC-600FL〈日本製〉付モデル

（重量〈½セット〉：530g） ¥118,650（本体価格¥113,000）

プレート付モデル

日本製Length：178・183・188cm

Beamsystem、FLS 搭 載 で、F.F.S 5（Front 
Float System 5%）を採用したモデルです。
中回りから大回りにおいて脚に振動ストレス
を与えない快適な滑りが可能です。F.F.S 5
によってトップ部の雪面抵抗が最適化される
ため、春先の緩んだ雪でも安定したターンコ
ントロールが可能です。TC-LE に比べ、リズ
ム変化やリカバリーなどの許容能力が高いた
め、GS 用としても真価を発揮します。New
サイドカーブ採用、シェルトップ構造、クロ
スストラクチャーを標準装備。

TC-ME ¥101,850（本体価格¥97,000） LPF搭載

RC-600GR〈日本製〉付モデル

（重量〈½セット〉：612g） ¥122,850（本体価格¥117,000）

プレート付モデル

RC-600FL〈日本製〉付モデル

（重量〈½セット〉：530g） ¥118,650（本体価格¥113,000）

プレート付モデル

日本製Length：167・172・177cm

FM-600〈日本製〉付モデル

（重量〈½セット〉：417g） ¥112,140（本体価格¥106,800）

プレート付モデル

Beamsystem、FLS 搭載、TC-SX の優れたポ
テンシャルを、さらにアップさせた技術選小回
り用モデルです。安定したエッジグリップ、ス
ムーズな操作性、落差をとったショートターン
といった TC-SX のキャラクターに加え、さま
ざまなターン弧での融通性、後半の抜けなど、
新たな魅力が加わりました。小回りから中回り
まで抜群の自在性で、エキスパートの要求にお
応えする1台です。シェルトップ構造、クロス
ストラクチャーを標準装備。

TC-SE ¥100,800（本体価格¥96,000） LP搭載

RC-600GR〈日本製〉付モデル

（重量〈½セット〉：612g） ¥121,800（本体価格¥116,000）

プレート付モデル

RC-600FL〈日本製〉付モデル

（重量〈½セット〉：530g） ¥117,600（本体価格¥112,000）

プレート付モデル

日本製Length：155・160・165cm

FM-600〈日本製〉付モデル

（重量〈½セット〉：417g） ¥111,090（本体価格¥105,800）

プレート付モデル

※½セット重量は参考値ですので予めご了承ください。　　LBeamsystem   OPowerplatformfunction   PFulllengthstabilizer   KFront Lead Function  FFront Float System    MAccumulator

滑走面
エッジ ½セット重量

（g/m）※素材 仕上げ ストラクチャー

シンタードベース・
グラファイト

ミクロストーン＆
セラミックディスク

フィニッシュ
クロス シームレス 1,100

Length
（cm）

Radius
（m）

3サイズ（mm）
構造 構成材

トップ センター テール

188 26.4

104 67 89 シェルトップ

L
P
K
F

NFウッドコア
AL7178 &
特殊F.R.P

183 24.9

178 23.5

滑走面
エッジ ½セット重量

（g/m）※素材 仕上げ ストラクチャー

シンタードベース・
グラファイト

ミクロストーン＆
セラミックディスク

フィニッシュ
クロス シームレス 1,062

Length
（cm）

Radius
（m）

3サイズ（mm）
構造 構成材

トップ センター テール

177 20.0

109 69 96 シェルトップ

L
P
K
F

NFウッドコア
AL7178 &
特殊F.R.P

172 18.8

167 17.6

滑走面
エッジ ½セット重量

（g/m）※素材 仕上げ ストラクチャー

シンタードベース・
グラファイト

ミクロストーン＆
セラミックディスク

フィニッシュ
クロス シームレス 1,072

Length
（cm）

Radius
（m）

3サイズ（mm）
構造 構成材

トップ センター テール

165 12.9

120 67 101 シェルトップ
L
P
K

NFウッドコア
AL7178 &
特殊F.R.P

160 12.1

155 11.3
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TC シリーズ
技術選の歴史に残る名プレーヤー丸山貴雄SAJナショナルデモの2連覇を支えたTCシリーズが、さらにポテ
ンシャルをアップ。今シーズンは、Newテクノロジー・F.F.S 5（フロント・フロート・システム 5％）採用のミドル
ターン用モデルも登場し、その魅力に磨きがかかっています。ときに大胆に、ときに緻密に。独特の戦略とフィ
ジカルを要求する技術選の戦いの場にフォーカスして開発されたオガサカならではのラインナップです。

SAJ23承認第0757号　写真提供／月刊スキーグラフィック



Beamsystem の搭載により、高速安定性、滑
走性ともにアップしました。ハードバーンや急
斜面でもブレが少なく、常に安定したレスポン
スが得られます。そのため、リカバリーやライ
ン修正といったイレギュラーな局面でもクイッ
クに対応することができ、タイムアップが期待
できます。セットがタフになればなるほど、本
領を発揮する究極の SL モデルです。シェル
トップ構造、クロスストラクチャーを標準装備。

SL ¥101,850（本体価格¥97,000） L搭載

RC-600GR〈日本製〉付モデル

（重量〈½セット〉：612g） ¥122,850（本体価格¥117,000）

プレート付モデル

RC-600FL〈日本製〉付モデル

（重量〈½セット〉：530g） ¥118,650（本体価格¥113,000）

プレート付モデル

日本製Length：155・160・165cm

FM-600〈日本製〉付モデル

（重量〈½セット〉：417g） ¥112,140（本体価格¥106,800）

プレート付モデル

SL よりも回転性能が高く、どんなバーンでも
優れた操作性を発揮するモデルです。PPF 搭
載により、足下のグリップ力が大幅にアップし、
素早くターンを仕上げることができ、卓越した
滑走性でセットを駆け抜けることが可能です。
新たなテクニックを習得し、レベルアップを目
指すレーサーにとっては、この上ないチョイス
となります。シェルトップ構造、クロスストラ
クチャーを標準装備。

S ¥81,900（本体価格¥78,000） O搭載

RC-600FL〈日本製〉付モデル

（重量〈½セット〉：530g） ¥98,700（本体価格¥94,000）

プレート付モデル

3.8X9.5

FM-600〈日本製〉付モデル

（重量〈½セット〉：417g） ¥92,190（本体価格¥87,800）

プレート付モデル

日本製Length：155・160・165cm

デザインを一新し、ジュニアレーサーへ新たな
メッセージを発信するジュニア向け SL モデル
です。軽量でありながら上位機種ゆずりの優
れた安定性を持ち、荒れたバーンにおいても
安心感あるアタックが可能です。ジュニアレー
サーに適したレスポンスとバランスは、リカバ
リー能力にも優れた性能をもたらし、基本動作
を無理なく習得することができます。クロスス
トラクチャーを標準装備。

S.TEAM ¥60,900（本体価格¥58,000） 日本製Length：140・145・150cm

3.8X9.5

チロリア SX10＋Race Plate Junior11.5〈オーストリア製〉付モデル

（重量〈½セット・Race Plate Junior含む〉：1,100g）
（ソールサイズ調整幅：238〜342mm）

ビンディング付モデル

¥77,700（本体価格¥74,000）

3.8X9.5

3.8X9.5

滑走面
エッジ ½セット重量

（g/m）※素材 仕上げ ストラクチャー

シンタードベース・
グラファイト

ミクロストーン＆
セラミックディスク

フィニッシュ
クロス シームレス 1,054

Length
（cm）

Radius
（m）

3サイズ（mm）
構造 構成材

トップ センター テール

165 12.9

120 67 101 シェルトップ L
K

NFウッドコア
AL7178 &
特殊F.R.P

160 12.1

155 11.3

滑走面
エッジ ½セット重量

（g/m）※素材 仕上げ ストラクチャー

シンタードベース・
グラファイト

ミクロストーン＆
セラミックディスク

フィニッシュ
クロス シームレス 952

Length
（cm）

Radius
（m）

3サイズ（mm）
構造 構成材

トップ センター テール

165 12.8

117 67 104 シェルトップ O
K

NFウッドコア
特殊F.R.P160 12.0

155 11.2

滑走面
エッジ ½セット重量

（g/m）※素材 仕上げ ストラクチャー

シンタードベース・
グラファイト

ミクロストーン＆
セラミックディスク

フィニッシュ
クロス シームレス 807

Length
（cm）

Radius
（m）

3サイズ（mm）
構造 構成材

トップ センター テール

150 11.3

114 64 97 シェルトップ K
NFウッドコア

特殊F.R.P145 10.5

140 9.7
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TRIUN シリーズ（SL対応モデル）
アルペンレースに求められる幾多の条件を高い次元で満たし、まさに「勝つためのマテリアル」として進化
し続けるTRIUNシリーズ。オガサカならではのシステムの採用で、あらゆるシチュエーションにおいて優れ
たポテンシャルを発揮するレーシング専用モデルです。トップアスリートから入門者、ジュニアレーサーま
で、TRIUNの戦闘力はスキーヤーに大きな感動を与えてくれます。

SAJ23承認第0758号　写真提供／月刊スキーグラフィック SAJ23承認第0759号　写真提供／月刊スキーグラフィック



FISレギュレーションに対応したスーパー G 用
モデルです。極限のスピード域においても安定
したターンコントロールが可能で、また、F.L.F
採用でしなやかなフレックスと相まって、ター
ン前半の素早い雪面コンタクトを実現します。
サンドウィッチ構造、ストラクチャーシート採
用、クロスストラクチャーを標準装備。

SG ¥115,500（本体価格¥110,000）

RC-600GR〈日本製〉付モデル

（重量〈½セット〉：612g） ¥136,500（本体価格¥130,000）

プレート付モデル

日本製FISレギュレーション男子SG対応モデル　期間限定受注モデル（8/31締切）　Length：200・205・210cm

Beamsystem の搭載で高速安定性、滑走性
が大幅に向上したレーサー専用 GS モデルで
す。荒れたバーンでもスキーが一定のたわみ
をキープして、滑らかかつ推進力あふれたター
ンを可能にします。シェルトップ構造、クロス
ストラクチャーを標準装備。今シーズンはRC-
600FL 付もラインナップしました。

GS-27 ¥102,900（本体価格¥98,000） L搭載

RC-600GR〈日本製〉付モデル

（重量〈½セット〉：612g） ¥123,900（本体価格¥118,000）

プレート付モデル

RC-600FL〈日本製〉付モデル

（重量〈½セット〉：530g） ¥119,700（本体価格¥114,000）

プレート付モデル

日本製FISレギュレーション男子GS対応モデル　Length：180・185・190cm

女性レーサーにおくるハイポテンシャルな、し
かも高い操作性を持ったGSモデルです。ター
ンを素早く、コンパクトに仕上げることが出来
るので、タフなセット、振り幅の大きなセット
でも余裕のあるアタックが可能です。シェル
トップ構造、クロスストラクチャーを標準装備。
RC-600FL 付もラインナップしました。

GS-23 ¥102,900（本体価格¥98,000） L搭載

RC-600GR〈日本製〉付モデル

（重量〈½セット〉：612g） ¥123,900（本体価格¥118,000）

プレート付モデル

RC-600FL〈日本製〉付モデル

（重量〈½セット〉：530g） ¥119,700（本体価格¥114,000）

プレート付モデル

日本製FISレギュレーション女子GS対応モデル　Length：175・180・185cm

Beamsystem 搭載に加え、徹底的にバランス
を見直したことで、足下のグリップ力を向上さ
せたモデルです。ターンをコンパクトに仕上げ
ることができ、振り幅の大きなセットにも余裕
のある対応が可能なので、よりレベルの高い
テクニックを習得できます。シェルトップ構造、
クロスストラクチャーを標準装備。FM-600
付もラインナップしました。

G-27 ¥84,000（本体価格¥80,000） L搭載

RC-600FL〈日本製〉付モデル

（重量〈½セット〉：530g） ¥100,800（本体価格¥96,000）

プレート付モデル

FM-600〈日本製〉付モデル

（重量〈½セット〉：417g） ¥94,290（本体価格¥89,800）

プレート付モデル

日本製FISレギュレーション男子GS対応モデル　Length：180cm

※½セット重量は参考値ですので予めご了承ください。　　LBeamsystem   OPowerplatformfunction   PFulllengthstabilizer   KFront Lead Function  FFront Float System    MAccumulator

滑走面
エッジ ½セット重量

（g/m）※素材 仕上げ ストラクチャー

シンタードベース・
グラファイト

ミクロストーン＆
セラミックディスク

フィニッシュ
クロス シームレス 1,175

Length
（cm）

Radius
（m）

3サイズ（mm）
構造 構成材

トップ センター テール

210 34.1 97

65

87
サンド

ウィッチ K
NFウッドコア
AL7178 &
特殊F.R.P

205 33.6 96 86

200 33.1 95 85

滑走面
エッジ ½セット重量

（g/m）※素材 仕上げ ストラクチャー

シンタードベース・
グラファイト

ミクロストーン＆
セラミックディスク

フィニッシュ
クロス シームレス 1,040

Length
（cm）

Radius
（m）

3サイズ（mm）
構造 構成材

トップ センター テール

190 27.3 104

67

89

シェルトップ L
K

NFウッドコア
AL7178 &
特殊F.R.P

185 27.2 102.5 87.5

180 27.2 101 86

滑走面
エッジ ½セット重量

（g/m）※素材 仕上げ ストラクチャー

シンタードベース・
グラファイト

ミクロストーン＆
セラミックディスク

フィニッシュ
クロス シームレス 1,021

Length
（cm）

Radius
（m）

3サイズ（mm）
構造 構成材

トップ センター テール

185 23.2 106.5

67

91.5

シェルトップ L
K

NFウッドコア
AL7178 &
特殊F.R.P

180 23.3 104.5 89.5

175 23.2 103 88

滑走面
エッジ ½セット重量

（g/m）※素材 仕上げ ストラクチャー

シンタードベース・
グラファイト

ミクロストーン＆
セラミックディスク

フィニッシュ
クロス シームレス 983

Length
（cm）

Radius
（m）

3サイズ（mm）
構造 構成材

トップ センター テール

180 27.2 101 67 86 シェルトップ L
K

NFウッドコア
特殊F.R.P
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TRIUN シリーズ（SG・GS対応モデル）



足下のグリップが向上したことで、抜群に操作
しやすくなった GS モデルです。ターンを素早
くコンパクトに仕上げることが出来るので、タ
フなセット、振り幅の大きなセットでも余裕で
アタックできます。シェルトップ構造、クロス
ストラクチャーを標準装備。RC-600FL 付も
ラインナップしました。

G-23 ¥84,000（本体価格¥80,000） L搭載

RC-600FL〈日本製〉付モデル

（重量〈½セット〉：530g） ¥100,800（本体価格¥96,000）

プレート付モデル

FM-600〈日本製〉付モデル

（重量〈½セット〉：417g） ¥94,290（本体価格¥89,800）

プレート付モデル

日本製FISレギュレーション女子GS対応モデル　Length：175cm

G-27、G-23と共通の基本コンセプト＆構造
を持ったチルドレン向けの GS モデルです。
Beamsystem の搭載に加えて、徹底的にバラ
ンスを見直し、足下のグリップ力を向上させま
した。ターンをコンパクトに仕上げることがで
きるため、チルドレンレースの細かいセットで
も威力を発揮します。シェルトップ構造、クロ
スストラクチャーを標準装備。

G ¥78,750（本体価格¥75,000） L搭載

FM-600〈日本製〉付モデル

（重量〈½セット〉：417g） ¥89,040（本体価格¥84,800）

プレート付モデル

日本製FISレギュレーション チルドレンⅡ対応モデル　Length：160・165・170cm

上位機種と同様のコンセプトで、最新テクニッ
クを駆使できるモデルです。足下の安定感に
優れ、高い操作性でタイムアップに貢献します。
シェルトップ構造、クロスストラクチャーを標
準装備。

G.TEAM ¥60,900（本体価格¥58,000） O搭載 日本製FISレギュレーション チルドレンⅠ、R＞14m 対応モデル　Length：145・150・155・160・165・170cm

チロリア SX10＋Race Plate Junior11.5〈オーストリア製〉付モデル

（重量〈½セット・Race Plate Junior含む〉：1,100g）
（ソールサイズ調整幅：238〜342mm）

ビンディング付モデル

¥77,700（本体価格¥74,000）

アルペンアスリートを目指すチルドレンたちが
基本テクニックを習得するのに最適なモデル
です。軽量でスィートスポットが広く、スキー
を楽しみながら高いテクニックにトライするこ
とが可能です。無限の可能性を秘めた将来の
アルペンレーサーにおくるスキルアップのため
の1台です。

G.JUNIOR ¥39,900（本体価格¥38,000） 日本製Length：130・140・150cm

チロリア LR7.0AC〈オーストリア製〉付モデル

（重量〈½セット・Lite Rail Base MEDIUM含む〉：955g）
（ソールサイズ調整幅：239〜323mm）

ビンディング付モデル

¥52,500（本体価格¥50,000）

1
9

滑走面
エッジ ½セット重量

（g/m）※素材 仕上げ ストラクチャー

シンタードベース・
グラファイト

ミクロストーン＆
セラミックディスク

フィニッシュ
クロス シームレス 964

Length
（cm）

Radius
（m）

3サイズ（mm）
構造 構成材

トップ センター テール

175 23.2 103 67 88 シェルトップ L
K

NFウッドコア
特殊F.R.P

滑走面
エッジ ½セット重量

（g/m）※素材 仕上げ ストラクチャー

シンタードベース・
グラファイト

ミクロストーン＆
セラミックディスク

フィニッシュ
クロス シームレス 917

Length
（cm）

Radius
（m）

3サイズ（mm）
構造 構成材

トップ センター テール

170 21.7

103 67 88 シェルトップ L
K

NFウッドコア
特殊F.R.P165 20.4

160 19.0

滑走面
エッジ ½セット重量

（g/m）※素材 仕上げ ストラクチャー

シンタードベース・
グラファイト

ミクロストーン＆
セラミックディスク

フィニッシュ
クロス シームレス 842

Length
（cm）

Radius
（m）

3サイズ（mm）
構造 構成材

トップ センター テール
170 20.3

104 66 89 シェルトップ O
K

NFウッドコア
特殊F.R.P

165 19.0
160 17.7
155 16.6
150 15.4
145 14.3

滑走面
エッジ ½セット重量

（g/m）※素材 仕上げ ストラクチャー

シンタードベース・
グラファイト

ミクロストーン＆
セラミックディスク

フィニッシュ

ミクロ
ストーン シームレス 773

Length
（cm）

Radius
（m）

3サイズ（mm）
構造 構成材

トップ センター テール

150 15.4

104 66 89 シェルトップ K
NFウッドコア

特殊F.R.P140 13.2

130 11.2
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TRIUN シリーズ（GS対応モデル）



オールマウンテンモデルとして最高のキャラ
クターを持たせるため、F.F.S 27（Front Float 
System 27%）を採用し、更にシームレス・エッ
ジを装備しました。その優れた浮力でパウダー
はもちろん、また圧雪バーンにおいてもキレの
良いターンが可能なので、雪山をまるごと楽
しみたいという欲張りなスキーヤーには最高の
贈り物です。

ET-9.0 ¥99,750（本体価格¥95,000） F搭載 日本製　シールフック対応モデル　Length：173・183cm

F.F.S 19（Front Float System 19% )、ネオ
フレックス・エッジを採用したオールマウン
テンモデルです。パウダーにおける浮力と、
圧雪バーンでのカービング性能をバランスよ
く融合させました。オフピステからオンピス
テ、さらにはパウダーからアイスバーン、コ
ブといったあらゆるシチュエーションを快適
に楽しめる新感覚モデルです。

ET-8.0 ¥89,250（本体価格¥85,000） F搭載 日本製　シールフック対応モデル　Length：168・178cm

スキーの幅広い楽しみ方が満喫できる軽量タ
イプのユーティリティ・モデルです。新機能
PPF を組み込むことで足下のグリップ力が向
上し、小さな力でもしっかりした角付けが可能
です。また、足下の安定感が抜群で、あらゆ
るシチュエーションで滑らかなターンが楽しめ
ます。オフピステ、オンピステが共に楽しめる
モデルです。

ET-X / S ¥76,650（本体価格¥73,000） O搭載 日本製Length：155・160・165・170cm

チロリア POWER 11D〈オーストリア製〉付モデル

（重量〈½セット・Power Rail Base含む〉：1,320g）
（ソールサイズ調整幅：260〜380mm）

ビンディング付モデル

¥95,550（本体価格¥91,000）

シールフック対応
加工いたします。

ET-X/S よりも軽量で操作性に優れたユーティ
リティ・モデルです。軽量化を図り、ネオフレッ
クス・エッジの採用により、しなやかさがさら
にアップしました。体力に自信のない方でも簡
単に操作でき、幅広いスキーの楽しさを体感
することが可能です。体重の軽い方でもオフ
ピステ、オンピステが共に楽しめます。

ET-X / N ¥73,500（本体価格¥70,000） 日本製Length：155・160・165・170cm

チロリア POWER 11D〈オーストリア製〉付モデル

（重量〈½セット・Power Rail Base含む〉：1,320g）
（ソールサイズ調整幅：260〜380mm）

ビンディング付モデル

¥92,400（本体価格¥88,000）

シールフック対応
加工いたします。

※½セット重量は参考値ですので予めご了承ください。　　LBeamsystem   OPowerplatformfunction   PFulllengthstabilizer   KFront Lead Function  FFront Float System    MAccumulator

滑走面
エッジ ½セット重量

（g/m）※素材 仕上げ ストラクチャー

シンタードベース・
グラファイト

ミクロストーン＆
セラミックディスク

フィニッシュ
サンディング シームレス 1,016

Length
（cm）

Radius
（m）

3サイズ（mm）
構造 構成材

トップ センター テール

183 21.6
126 90 116 シェルトップ K

F
NFウッドコア

特殊F.R.P
173 19.0

滑走面
エッジ ½セット重量

（g/m）※素材 仕上げ ストラクチャー

シンタードベース・
グラファイト

ミクロストーン＆
セラミックディスク

フィニッシュ
サンディング ネオ

フレックス 921

Length
（cm）

Radius
（m）

3サイズ（mm）
構造 構成材

トップ センター テール

178 19.8
118 80 108 シェルトップ K

F
NFウッドコア

特殊F.R.P
168 17.4

滑走面
エッジ ½セット重量

（g/m）※素材 仕上げ ストラクチャー

シンタードベース・
グラファイト

ミクロストーン＆
セラミックディスク

フィニッシュ

ミクロ
ストーン シームレス 976

Length
（cm）

Radius
（m）

3サイズ（mm）
構造 構成材

トップ センター テール
170 17.3

115 76 105 シェルトップ O
K

NFウッドコア
特殊F.R.P

165 16.2
160 15.1
155 14.1

滑走面
エッジ ½セット重量

（g/m）※素材 仕上げ ストラクチャー

シンタードベース・
グラファイト

ミクロストーン＆
セラミックディスク

フィニッシュ

ミクロ
ストーン

ネオ
フレックス 854

Length
（cm）

Radius
（m）

3サイズ（mm）
構造 構成材

トップ センター テール
170 17.3

115 76 105 シェルトップ K
NFウッドコア

特殊F.R.P
165 16.2
160 15.1
155 14.1
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E-TURN シリーズ
雪山を思う存分駆け回りたい、そんなリクエストにお応えして開発されたオールマウンテン＆オールラウン
ドモデル。コアなパウダーライディングに対応すべく、モデルごとにチューンされたフロント・フロート・シス
テムを採用したほか、圧雪バーンでのキレにも優れた、まさに状況を選ばないシリーズとなっています。



マーキングネーミングサンプル

テ
ー
ル
か
ら
250
㎜

ネ
ー
ム
天
地
100
㎜
ネーム
左右
12㎜

　基本的には、ご希望の書体などをスキー本体にレーザープリント致しま
すが、詳細につきましては小賀坂スキー取扱店にお問い合せください。

サイズ シリアルナンバー

英文
和文（横） 和文（縦）

ネーミング及びマーキング

サンドウィッチ構造をベースに上面の両角に段差をつけるこ
とにより、外部から受ける衝撃を軽減させ、フォルムをより
洗練させた構造です。特殊アルミ合金（AL7178）＆特殊F.R.P
を強化材に使用し、さらに上面には桜と楓の天然木材を採用
した結果、雪面から受ける衝撃が軽減されて、よりソフトな
感じとなり疲れにくく快適な乗り心地に仕上げました。

トップシート
特殊アルミ合金
（AL7178）

滑走面ソール

NFウッドコア
特殊F.R.P

エッジ

特殊F.R.P

桜

楓

ABSサイド
ウォール

「1日でパラレルターンを習得する！」というコ
ンセプトで、オガサカが持てるノウハウを結集
したスペシャルモデルとして、New デザイン
で生まれ変わりました。軽量で均一なフレック
ス、滑らかな操作性。初めて雪上に出たその
日から、スキー本来の楽しみに触れていただき
たい。そんなオガサカの夢が詰まったモデル
です。F.L.F、シェルトップ構造。

YŌIDON Ⅰ ¥64,050（本体価格¥61,000） 日本製Length：123cm

チロリア LR10〈オーストリア製〉付モデル
（重量〈½セット・Lite Rail Base LARGE含む〉：995g）
（ソールサイズ調整幅：263〜347mm）

ビンディング付モデル

体重 60kg 以下のビギナー及び女性やジュニ
アの方にお勧めするパラレルターン習得モデ
ルです。YOIDON-Ⅰのコンセプトをさらに進め、
軽量でやさしい操作性の1台に仕上げました。
F.L.F、キャップ構造、New デザイン採用。

YŌIDON Ⅱ ¥53,550（本体価格¥51,000） 日本製Length：123cm

チロリア LR7.0AC〈オーストリア製〉付モデル
（重量〈½セット・Lite Rail Base MEDIUM含む〉：955g）
（ソールサイズ調整幅：239〜323mm）

ビンディング付モデル

佐藤久哉プロデュースによる完全受注生産の
ハンドメイドスキーです。自分だけのプレミ
アムなスキーを求めるエグゼクティブをも満
足させる、桜と楓の天然木材（素材）を採用
した美しい木目調のトップシートは格調高いリ
ゾートライフを華麗に演出します。あらゆるシ
チュエーションで快適なロングクルージングが
楽しめます。

LONGCRUISE ¥189,000（本体価格¥180,000） 日本製Length：167・177・187cm

シールフック対応
モデルもあります。

滑走面
エッジ ½セット重量

（g/m）※素材 仕上げ ストラクチャー

シンタードベース・
グラファイト サンディング サンディング ネオ

フレックス
1,193

（123cmの重量）

Length
（cm）

Radius
（m）

3サイズ（mm）
構造 構成材

トップ センター テール

123 8.3 108 68 98 シェルトップ K
NFウッドコア

特殊F.R.P

滑走面
エッジ ½セット重量

（g/m）※素材 仕上げ ストラクチャー

シンタードベース・
グラファイト サンディング サンディング シームレス 984

（123cmの重量）

Length
（cm）

Radius
（m）

3サイズ（mm）
構造 構成材

トップ センター テール

123 9.3 102 64 89 キャップ K
NFウッドコア

特殊F.R.P

滑走面
エッジ ½セット重量

（g/m）※素材 仕上げ ストラクチャー

シンタードベース・
グラファイト

ミクロストーン＆
セラミックディスク

フィニッシュ
クロス

シームレス
特殊ステンレス

（420J2）
1,050

Length
（cm）

Radius
（m）

3サイズ（mm）
構造 構成材

トップ センター テール
187 20.8

115 74 103 シェルトップ K
NFウッドコア

AL7178 & 特殊F.R.P
桜＆楓（天然材）

177 18.4
167 16.2
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雄大な雪山の自然の中で、幅広くスキーを楽しんでいただくために、完全受注生産に徹し、厳しい職人の目
が作り上げた、美しい桜と楓の木目を生かしたハンドメイドスキーです。

VINTAGE



子どもたちのレベルアップをしっかりと支える
ジュニア用モデルです。ネオフレックス・エッ
ジがしなやかなたわみを生み出して、癖のな
いフレックスが成長期の子どもたちの身体へ
の負担を軽減します。またアダルトモデルにも
採用しているF.L.F、キャップ構造により、子
どもたちのテクニックがグングン上達します。

J-1 ¥26,250（本体価格¥25,000） 日本製Length：130・140・150cm

マーカー M7.0 FastrakⅡ〈チェコ製〉付モデル

（重量〈½セット〉：725g）
（ソールサイズ調整幅：245〜330mm）

ビンディング付モデル

¥41,475（本体価格¥39,500）

成長期の子どもたちを的確にサポートする
ジュニア用モデルです。F.L.F、キャップ構造、
ネオフレックス・エッジを採用し、柔らかなフ
レックスと癖のない操作性により、子どもた
ちでもしっかりとスキーをたわませることがで
き、スムーズなターンができます。子どもたち
が楽しみながら上達できるモデルです。

J-2 ¥24,150（本体価格¥23,000） 日本製Length：100・110・120cm

マーカー M4.5 FastrakⅡ〈チェコ製〉付モデル

（重量〈½セット〉：725g）
（ソールサイズ調整幅：200〜285mm）

ビンディング付モデル

¥38,640（本体価格¥36,800）

初めてスキーに挑戦する子どもたちのための
キッズ用モデルです。操作性に優れたキャッ
プ構造とF.L.F、しなやかなフレックスを生み
出すネオフレックス・エッジにより、ターンす
ることが楽しくなり、基本テクニックのマス
ターが容易にできます。

J-3 ¥18,900（本体価格¥18,000） 日本製Length：80・90・100cm

今シーズンの注目モデル KS-AX と同一のサイ
ドカーブを採用し、高性能かつ魅力的なコスト
パフォーマンスで仕上げたモデルです。トップ
モデルの遺伝子を受け継ぐ高い操作性と安定
性は、スキーの醍醐味を知り尽くしたスキー
ヤーにも強くアピールするはずです。期間限定
生産のため８月末までの受注となります。

AZ-12 / WT ¥71,400（本体価格¥68,000） 日本製期間限定受注生産（8/31締切）　Length：155・165cm

AZ-12 / BK ¥71,400（本体価格¥68,000） 日本製期間限定受注生産（8/31締切）　Length：155・165cm

チロリア LR10〈オーストリア製〉付モデル
（重量〈½セット・Lite Rail Base LARGE含む〉：995g）
（ソールサイズ調整幅：263〜347mm）

ビンディング付モデル

※½セット重量は参考値ですので予めご了承ください。　　LBeamsystem   OPowerplatformfunction   PFulllengthstabilizer   KFront Lead Function  FFront Float System    MAccumulator

滑走面
エッジ ½セット重量

（g/m）※素材 仕上げ ストラクチャー

シンタードベース・
グラファイト

ミクロストーン
フィニッシュ

ミクロ
ストーン

ネオ
フレックス 857

Length
（cm）

Radius
（m）

3サイズ（mm）
構造 構成材

トップ センター テール
150 16.4

102 66 87 キャップ K
NFウッドコア

ファイバーグラス140 14.1
130 11.9

滑走面
エッジ ½セット重量

（g/m）※素材 仕上げ ストラクチャー

シンタードベース・
グラファイト サンディング サンディング ネオ

フレックス 670

Length
（cm）

Radius
（m）

3サイズ（mm）
構造 構成材

トップ センター テール
120 9.6

99 62 84 キャップ K
NFウッドコア

ファイバーグラス110 7.9
100 6.3

滑走面
エッジ ½セット重量

（g/m）※素材 仕上げ ストラクチャー

HD-PEナチュラル サンディング サンディング ネオ
フレックス 530

Length
（cm）

Radius
（m）

3サイズ（mm）
構造 構成材

トップ センター テール
100 8.4

90 62 77 キャップ K
NFウッドコア

ファイバーグラス90 6.5
80 4.9

滑走面
エッジ ½セット重量

（g/m）※素材 仕上げ ストラクチャー

シンタードベース・
グラファイト

ミクロストーン＆
セラミックディスク

フィニッシュ

ミクロ
ストーン シームレス 930

Length
（cm）

Radius
（m）

3サイズ（mm）
構造 構成材

トップ センター テール

165 14.7
114 67 99 シェルトップ K

NFウッドコア
特殊F.R.P155 12.8
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AZ シリーズ
ハイテクノロジー＆コストパフォーマンスに優れたオールラウンドモデル。

JUNIOR シリーズ
本物の滑りで成長にあわせて、楽しみながら、ジュニアの可能性を的確にサポート。



より楽しく快適に雪山を駆け抜けたい女性ス
キーヤーのために、デザインから性能まで、
求められる最高のクオリティを詰め込んだモ
デルです。どんなバーンでも常に快適に滑れ
る高い回転性と操作性、長時間あるいは長い
コースでも疲れにくい軽量、高バランス設計な
どなど、魅力がいっぱいです。New デザイン、
F.L.F 採用、シェルトップ構造、3 カラー（ピ
ンク／シルバー／ゴールド）。

PG-Mp ¥60,900（本体価格¥58,000） 日本製Length：150・155cm

チロリア LR10〈オーストリア製〉付モデル
（重量〈½セット・Lite Rail Base LARGE含む〉：995g）
（ソールサイズ調整幅：263〜347mm）

ビンディング付モデル

¥76,650（本体価格¥73,000）

PG-Ms ¥60,900（本体価格¥58,000） 日本製Length：150・155cm

チロリア LR10〈オーストリア製〉付モデル
（重量〈½セット・Lite Rail Base LARGE含む〉：995g）
（ソールサイズ調整幅：263〜347mm）

ビンディング付モデル

¥76,650（本体価格¥73,000）

PG-Mg ¥60,900（本体価格¥58,000） 日本製Length：150・155cm

チロリア LR10〈オーストリア製〉付モデル
（重量〈½セット・Lite Rail Base LARGE含む〉：995g）
（ソールサイズ調整幅：263〜347mm）

ビンディング付モデル

¥76,650（本体価格¥73,000）

CC-8.0/PG のNew デザインバージョンで、コ
ンセプトはパウダー系モデルです。サイズレン
ジを短く設定し、より広いシチュエーションに
対応可能としました。ゲレンデでのフリーラン
からパークライディングまで、軽快でアグレッ
シブな滑りを楽しんでいただけます。New デ
ザイン、ネオフレックス・エッジ採用、シールフッ
ク対応、クロスストラクチャーを標準装備。

PG-8.0 ¥81,900（本体価格¥78,000） 日本製シールフック対応モデル　Length：153・158・163cm

滑走面
エッジ ½セット重量

（g/m）※素材 仕上げ ストラクチャー

シンタードベース・
グラファイト

ミクロストーン＆
セラミックディスク

フィニッシュ
クロス ネオ

フレックス 883

Length
（cm）

Radius
（m）

3サイズ（mm）
構造 構成材

トップ センター テール

155 12.5
113 68 100 シェルトップ K

NFウッドコア
特殊F.R.P150 11.6

滑走面
エッジ ½セット重量

（g/m）※素材 仕上げ ストラクチャー

シンタードベース・
ナチュラル

セラミックディスク
フィニッシュ クロス ネオ

フレックス 869

Length
（cm）

Radius
（m）

3サイズ（mm）
構造 構成材

トップ センター テール

163 16.3

118 80 108 シェルトップ K
NFウッドコア

特殊F.R.P158 15.2

153 14.1
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Powdergirlは、オガサカスキーを愛する4人の女性スキーヤー「Mimimari」によって企画開発されたシ
リーズです。そのコンセプトは、ひたすら自由に雪山を楽しめるスキーにすること。そのために、軽量で操
作性に優れ、コンデションを選ばないように設計されました。もちろん、構造や、ディテールにはオガサ
カが誇るテクノロジーを惜しみなく凝縮、デサインにもしっかりとこだわりました。

Powdergirl シリーズ（レディス専用モデル）



AG-MX 同様、滑走面素材にはポリアミド・
ストラクチャー素材を採用しました。エッジ
にはステンレスエッジを採用し、AG-MX よ
りも軽量化されたモデルに仕上がっています。
また、使用後のお手入れも簡単です。

AG-HX ¥63,000（本体価格¥60,000） 日本製Length：160・165cm

世界に先駆けてオガサカが開発した人工芝専
用モデルです。滑走面素材にはステンレス素
材を採用することで、滑走面の焼き付き防止と、
高い滑走性、及び滑走持続性が特徴です。使
用後のお手入れが簡単です。

AG-SR / G ¥68,250（本体価格¥65,000） 日本製Length：165cm

人工芝専用モデルです。滑走面素材に凹凸加
工を施したナイロン系（ポリアミド・ストラク
チャー）ソールとエッジにはステンレス製エッ
ジを採用しました。さらに、強化材にメタル
板も採用し、高い滑走性と操作性が特徴のモ
デルです。使用後のスキーのお手入れも簡単
です。

AG-MX ¥73,500（本体価格¥70,000） 日本製Length：165cm

●自然雪、人工雪、天然芝（グラススキー）等では絶対に使用しないでください。
●�人工芝、アストロマット、プラスノーのゲレンデ以外で使用しますと、滑走性、操作性が悪く転倒や破損に
よるケガの恐れがあり大変危険です。詳しくは製品に貼付された取扱説明書をご確認ください。

お願い

※½セット重量は参考値ですので予めご了承ください。　　LBeamsystem   OPowerplatformfunction   PFulllengthstabilizer   KFront Lead Function  FFront Float System    MAccumulator

滑走面
エッジ ½セット重量

（g/m）※素材 仕上げ ストラクチャー

ポリアミド・ストラクチャー ソール シームレス
（ステンレス製） 921

Length
（cm）

Radius
（m）

3サイズ（mm）
構造 構成材

トップ センター テール

165 12.5
114 65 104 シェルトップ K

NFウッドコア
特殊F.R.P160 11.7

滑走面
エッジ ½セット重量

（g/m）※素材 仕上げ ストラクチャー

ステンレス ソール シームレス
（ステンレス製） 1,084

Length
（cm）

Radius
（m）

3サイズ（mm）
構造 構成材

トップ センター テール

165 12.5 114 65 104 シェルトップ K
NFウッドコア

特殊F.R.P

滑走面
エッジ ½セット重量

（g/m）※素材 仕上げ ストラクチャー

ポリアミド・ストラクチャー ソール シームレス
（ステンレス製） 1,030

Length
（cm）

Radius
（m）

3サイズ（mm）
構造 構成材

トップ センター テール

165 12.5 114 65 104 シェルトップ K
NFウッドコア
AL7178 &
特殊F.R.P

13

人
工
芝
専
用

AG シリーズ
AGシリーズは、多くのスキーヤーからのご要望にお応えした人工スキー場（アストロマット、プラスノー）
専用、人工芝専用スキーとして開発されたモデルです。
シーズンオフでも、身近にスキーを楽しみたい方、スキルアップを図りたい方 に々お勧めします。

OGASAKA TEAM　SAJ23承認第0833号　写真提供／矢田部　裕カメラマン
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グローブ

プレート

グローブ

FM-600　¥14,700（本体価格¥14,000）

●高さ：12mm　●重量：417g（½セット）　●大回り・小回り兼用　●日本製

RC-600GR　¥28,350（本体価格¥27,000）

●高さ：12mm　●重量：612g（½セット）　●グリップタイプ　●日本製
RC-600FL　¥23,100（本体価格¥22,000）

●高さ：12mm　●重量：530g（½セット）　●フレキシブルタイプ　●日本製

¥20,790（本体価格¥19,800）

●サイズ：S・M・L・O　●ボアー保温素材裏地
●イギリスピタード社特殊加工羊革　●日本製

GP

¥22,050（本体価格¥21,000）

●サイズ：S・M・L・O　●カンガルー革＋牛革
●コンフォテンプ（温度調整）素材　●エルゴグリップ　●日本製

GK

Kangaroo
Skin

¥4,935（本体価格¥4,700）

●サイズ：JS・JM・JL　●合皮＋ナイロン　●中国製

¥15,960
（本体価格¥15,200）

●サイズ：S・M・L・O　●牛革
●エルゴグリップ　●日本製

GR/W

GR/B

Excel-Type

¥18,900（本体価格¥18,000）

●サイズ：S・M・L・O　●牛革　●サイトスインナー（透湿、防水素材）
●コンフォテンプ（温度調整）素材　●エルゴグリップ　●日本製　

GT/WT

GT/BK

Pittards Luxury-Type

¥18,900
（本体価格¥18,000）

●サイズ:S・M・L・O
●牛革
●プロテクター付
●競技専用　●日本製

Racing

Junior

GJ/RE

¥9,660（本体価格¥9,200）

●サイズ：S・M・L・O（RE・PA SSサイズ有り）　●牛革＋ナイロン
●サイトスインナー（透湿、防水素材）　●超立体カット　●中国製

GC/BKGC/PA

Combination

GC/NVGC/RE

GX/BLK

GX/RED

¥8,190（本体価格¥7,800）

●サイズ：S・M・L・O
●ツーウェイトリコット＋ポリエステル＋シリコン加工
●Wスーパーウェッジ加工　●日本製

Cross Country Junior

¥5,145（本体価格¥4,900）

●サイズ：JSS・JS・JM・JL・JO
●ツーウェイトリコット＋ポリエステル
●日本製

Cross Country

2way-Glove

¥10,290（本体価格¥9,800）

●サイズ:S・M・L・O　●牛革＋合皮
●脱着式インナーグローブ付　●中国製

GU

Spring Glove

¥6,090
（本体価格¥5,800）

●サイズ:S・M・L・O　●スプリンググローブ
●ネオプレーン＋合皮　●掌側シリコンプリント
●中国製

GH

GJ/BL

GL/BK

GX/JB

GX/JR

¥12,600
（本体価格￥12,000）

●サイズ：JM・JL・JO　●牛革＋合皮　●エルゴグリップ　●日本製

GJ/RS

スキー本体の性能を活かす
形状のフレキシブル構造。
プレート全体をスキー本体
に直接取付ける為、力の伝
達が正確にできます。
プレートで高さを上げるこ
とによりターンの「切り替え」
が楽にでき、しかも正確な
「角付け」ができます。
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ケース

ソールカバー

¥22,050（本体価格¥21,000）　●サイズ:S（95cm〜115cm）・M（100cm〜123cm）調節可能〈ノーマルストラップ付〉　●高力アルミ合金14.3φ＋カーボンコンポジット10.5φ　●日本製

¥18,900（本体価格¥18,000）　●サイズ:S（95cm〜115cm）・M（100cm〜123cm）調節可能〈ノーマルストラップ付〉　●高力アルミ合金14.3φ＋カーボンコンポジット11φ　●日本製

¥15,960（本体価格¥15,200）　●サイズ:フリー（100cm〜120cm）調節可能　●6064アルミ合金16φ＋カーボンコンポジット12φテーパー加工　●日本製

¥15,750（本体価格¥15,000）　●サイズ：100・105・107・110・113・115・117・120cm　●カーボンコンポジット12φ　●日本製

Racing Model

¥29,820（本体価格¥28,400）　�●サイズ：100・105・107・110・113・115・117・120・123・125cm　●6061アルミ合金16φ＋（カーボン+アラミド繊維）コンポジット14φ�
●プロテクター標準装備　●SL競技用　●日本製

¥28,770（本体価格¥27,400）　●サイズ:110・113・115・117・120・123・125・127cm　●6061アルミ合金16φ＋（カーボン+アラミド繊維）コンポジット14φ　●GS競技用　●日本製

¥15,750（本体価格¥15,000）　●サイズ:110・113・115・117・120・123・125・127cm　●高力アルミ合金18φ　●SL競技用　●日本製

¥16,800（本体価格¥16,000）　●サイズ:115・117・120・123・125・127cm　●高力アルミ合金18φ　●スーパーG・GS競技用　●日本製

¥7,770（本体価格¥7,400）　�●サイズ：95・100・105・110・115cm　●6061アルミ合金16φ　●ジュニアSL競技用　●日本製

¥9,450（本体価格¥9,000）　●サイズ：95・100・105・110cm　●6061アルミ合金16φ　●ジュニアGS競技用　●日本製

¥6,300
（本体価格¥6,000）

●RC-SL専用（18φ）
●RJ-SL専用（16φ）
●カラー：レッド
●日本製

EX-P

¥20,790（本体価格¥19,800）　�●サイズ：S（95cm〜115cm）／M（100cm〜123cm）�調節可能〈バックカントリー用バスケット付〉�
●高力アルミ合金14.3φ＋カーボンコンポジット11φ　●日本製

プロテクター

¥9,450（本体価格¥9,000）　●サイズ：100・105・107・110・113・115・117・120cm　●カーボンコンポジット12.7φ　●中国製

RC-SL-P

RC-SG-R

RC-SL

RC-SG

RJ-SL

RJ-SG

ALL IN ONE
¥14,070（本体価格¥13,400）
●スキー用品一式収納可能
●サイズ：175cmまで
●600D/PVC　●ホイール付
●中国製

TWO DXW
¥15,120（本体価格¥14,400）
●2台入　●サイズ：M＝175cmまで／L＝190cmまで
●600D/PVC　●ボックスタイプ
●中仕切り付・ショルダーベルト付・ホイール付
●中国製

TWO DX
¥10,500（本体価格¥10,000）
●2台入　●サイズ：M＝175cmまで／L＝190cmまで
●600D/PVC　●ボックスタイプ
●中仕切り付・ショルダーベルト付
●中国製

ONE DX
¥7,980（本体価格¥7,600）
●1台入　●サイズ：M＝170cmまで／L＝185cmまで
●600D/PVC　●ボックスタイプ
●ショルダーベルト付
●中国製

ONE
¥5,460（本体価格¥5,200）
●1台入　●サイズ：M＝170cmまで／L＝185cmまで
●600D/PVC
●ショルダーベルト付
●中国製

FOUR
¥26,250（本体価格¥25,000）
●4台入　●サイズ：210cmまで
●600D/PVC　●巻き込み式
●中国製

スキープロテクター
¥2,520
（本体価格¥2,400）

●サイズ：フリー
●ネオプレーン
●台湾製�

ソールカバー SD　¥4,410（本体価格¥4,200）
●サイズ：M（155cm〜170cm）／L（175cm〜190cm）　●ネオプレーン　●台湾製

（L）

ソールカバー DX　¥5,460（本体価格¥5,200）
●サイズ：M（155cm〜170cm）／L（175cm〜190cm）　●ネオプレーン　●台湾製�

（L）

（M）

（M）

Longcruise
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キャップ ニットキャップ

ネックウォーマー フェイスマスク

ソックス スキーバンド

機能アンダーウェア アパレル

ジュニアニットキャップ

キャップ

ジュニアニットキャップ

機能アンダーウェア機能アンダーウェア

ソックスソックス

¥3,150（本体価格¥3,000）
●サイズ：フリー（調節可能）
●綿100%（厚手生地使用）
●中国製

CO/B

CO/BR

CO/R

CO/N

CO/PA

CO/W

¥2,730
（本体価格¥2,600）

●サイズ：フリー
●�外側：アクリル・ウール�
内側：�ポリエステル100%（フリース）
●日本製

KT/W

KT/B

KT/C

KT/O

¥2,940
（本体価格¥2,800）

●サイズ：フリー
●�外側：アクリル・ウール�
内側：アクリル・eks（調温効果）・ウール
●日本製

SK/B

SK/R

SK/WSK/G

¥2,940
（本体価格¥2,800）

●サイズ：フリー
●アクリル・ウール
●�フロッキープリント
●日本製

IK/N

IK/W
IK/G

IK/B

¥2,625
（本体価格¥2,500）

●サイズ：フリー
●�アクリル・ナイロン･ウール
●日本製

NJ/PK
NJ/BL

¥1,890（本体価格¥1,800）
●サイズ：フリー
●�アクリル・ナイロン・ウール
●日本製

NW/FL

NW/BK

NW/GY

NW/DP

NW/IV

¥2,520
（本体価格¥2,400）

●サイズ：フリー
●�ポリエステル100%・エ
クス（吸湿発熱、放湿冷
却素材）2重構造
●耳かけ付　●中国製

MK/PY

PBTスパッツ
¥6,930（本体価格¥6,600）
●サイズ：�SS・S・M・L・LL・3L
●�ポリエステル72%・PBT28%
●�コンプレッションアンダースパッツ
●タイ製

PPロングスリーブ
¥9,240（本体価格¥8,800）
●サイズ：SS・S・M・L・LL
●カラー：ブラック／ホワイト
●�ポリプロピレン95%・ポリウレタン5%
●�コンプレッションアンダーシャツ
●タイ製

¥2,520（本体価格¥2,400）
●サイズ：�S（23cm〜25cm）・M（25cm〜27cm）
●カラー：レッド／アイボリー
●�綿・アクリル・ポリエステル・ポリウレタン
●消臭、保温素材使用　●着圧機能
●足首固定サポート　●土踏まずアーチサポート
●日本製

OG-WA/RD

OG-WA/IV

¥2,100（本体価格¥2,000）
●サイズ：�S（23cm〜25cm）・M（25cm〜27cm）
●カラー：ネイビー
●ドラロン糸使用（吸汗、速乾、消臭効果）
●�綿・アクリル・ポリエステル・ポリウレタン
●フィット感重視、薄手タイプ　●日本製

¥1,260（本体価格¥1,200）
●サイズ：�S（23cm〜25cm）・M（25cm〜27cm）
●カラー：チャコール
●ドラロン糸使用（吸汗、速乾、消臭効果）
●�綿・アクリル・ポリエステル・ポリウレタン
●日本製

¥1,470（本体価格¥1,400）
●スポーツソックス（３足SET）
●サイズ：�S（23cm〜25cm）�

M（25cm〜27cm）
●カラー：�ホワイト／グレー／

ブラック
●�綿・アクリル・ポリエステル・ポ
リウレタン
●中国製

MG-2　¥525（本体価格¥500）
●ポールバンド（2本組）
●サイズ：（幅）20×（長さ）350mm　●中国製

MG-1　¥1,050（本体価格¥1,000）
●スキーバンド（2本組）
●サイズ：（幅）50×（長さ）400mm　●中国製

OG-3

OG-DR

OG-RE
（REAL FIT）

ウインドブレーカージャケット
¥6,300（本体価格¥6,000）
●サイズ：�S・M・L・O
●�表：ナイロン100%＋ポリエステル100%�
裏地：ポリエステル100%�
●中国製（素材／日本製）

WB/BK

WB/GR

WB/NY

ポロシャツ
¥3,045
（本体価格¥2,900）

●サイズ：�S・M・L・O
�●ポリエステル100%（ドライ）
●吸汗・速乾素材�
●中国製

PO/BK PO/BL

PO/LEPO/RD

WB/BL
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取扱ブランド

メジャー
¥OPEN
●�サイズ：最長20m
●イタリア製�

ラジオケース
¥OPEN
●イタリア製�

C6 WC 30 スクリュー　¥OPEN
●�サイズ：30φ　●カラー：レッド／ブルー
●イタリア製�

C6 WC 30 ツイスト　¥OPEN
●�サイズ：30φ　●カラー：レッド／ブルー
●すべり止めパーツ付
●イタリア製�

OGASAKA
レーシング
サポート
アイテム

FLEX POLES
OGASAKA
オリジナルレンチ
¥20,790
（本体価格¥19,800）

●�全長：500mm�
全幅：390mm�
重量：約1,000g
●日本製�

ファイル　●ポーランド製�

303/100	 100mm-Cut	1	 ¥1,890�（本体価格¥1,800）
303/120	 120mm-Cut	0	 ¥2,520�（本体価格¥2,400）
301/1	 150mm-Cut	2 ¥2,730�（本体価格¥2,600）
302/F	 200mm-Cut	2 ¥3,360�（本体価格¥3,200）
302	 200mm-Cut	1	 ¥3,360�（本体価格¥3,200）
302/S	 200mm-Cut	0	 ¥3,360�（本体価格¥3,200）
303	 250mm-Cut	1	 ¥4,200�（本体価格¥4,000）
302/M	 150mm-Maxifeile ¥3,150�（本体価格¥3,000）

ドリル刃　●ポーランド製�

3.8φ×6.5mm ¥3,780（本体価格¥3,600）
3.8φ×9.5mm	 ¥2,415（本体価格¥2,300）
4.1φ×9.5mm ¥3,255（本体価格¥3,100）
4.3φ×9.5mm ¥3,255（本体価格¥3,100）
4.5φ×9.0mm	 ¥3,255（本体価格¥3,100）

レガース L-1000
¥41,790（本体価格¥39,800）
●�サイズ：フリー　●カーボン
●�カラー：ブラック／ゴールド／シルバー
●イタリア製�

Cuzco
¥16,800

（本体価格¥16,000）

●サイズ：52〜57cm（ダイヤルアジャストメントシステム）
●カラー：ピンク／ブルー／ブラックスカル／ブラック

●重量：366g　●CE規格取得

E Series On Snow
¥25,200（本体価格¥24,000）
●サイズ：368217〈54〜57cm〉／368117〈57〜61cm〉
●カラー：Punk／Robo／ブルー／ブラック他
●重量：580g　●CE規格取得

ヘルメット 様々なシーンでの豊富な経験を生かした技術が、安全性と快適性を両立させています。

※�ダイヤルアジャストメントシステム／後方部にある
ダイヤルを回して頭のサイズにぴったり合わせます。
※CE規格／EU地域における製品安全基準規格

Los Andes Lady
¥25,200（本体価格¥24,000）
●サイズ：54〜57cm（ダイヤルアジャストメントシステム）
●カラー：ターコイズフラワー／ホワイトフラワー／ブラックフラワー
●重量：454g　●CE規格取得

www.etto.jp
●企画：ノルウェー　●韓国製

Stranda（ストランダ）

¥17,325（本体価格¥16,500）
●�カラー：イエロー・グリーン／パープル・ブルー他
●3D球面レンズ
●�ストラップ：フック付、シリコン加工

ゴーグル アンチフォグ、アンチスクラッチ対応レンズで常に良い視界を保ちます。

Lom（ロム）

¥14,175（本体価格¥13,500）
●�カラー：シルバー・ピンク／ピンクダイヤモンド他
●3D球面レンズ
●�ストラップ：フック付、シリコン加工

E15000
¥13,650（本体価格¥13,000）
●カラー：ホワイト／レッド･ブラック
●3D球面レンズ
●�ストラップ：フック付、シリコン加工

E3000
¥15,750（本体価格¥15,000）
●カラー：ピンク／ホワイト
●3D球面レンズ
●�ストラップ：フック付、シリコン加工

●UV400、UVA・UVBカット、ANTIFOG（くもり止め加工）、ANTISCRATCH（キズ防止コーティング加工）　●スペアレンズ別売　●韓国製

Chilli Young
¥15,750（本体価格¥15,000）

●サイズ：52〜56cm（ダイヤルアジャストメントシステム）
●カラー：Robo／プリンセス／パープル／ブラウン他

●重量：660g　●CE規格取得

12104

¥21,000（本体価格¥20,000）
●スペアレンズ付（2色）
●�カラー：フレーム／スカイ･ホワイト、レンズ／スモーク、スペアレンズ／オレ
ンジ、クリア　●ケース付

1996年に設立されたスポーツサングラスメーカー。軽量かつ顔のラインに合った抜群のフィッ
ト感で様々なスポーツシーンにおいて活躍します。

●国際規格「EURO-DIN1836」取得
●企画：ドイツ　●台湾製

14224

¥18,900（本体価格¥18,000）
●スペアレンズ付
●�カラー：フレーム／ブルー・ブラック、レンズ／クリアライトミラー、スペ
アレンズ／オレンジフレッシュミラー

Hunter 〈フレームカラー：4色〉

14902

¥18,900（本体価格¥18,000）
●スペアレンズ付
●�カラー：フレーム／チタン、レンズ／スモークフレッシュミラー、スペア
レンズ／オレンジフレッシュミラー

Skyhawk 〈フレームカラー：5色〉

14056

¥17,850（本体価格¥17,000）
●カラー：フレーム／ゴールド、レンズ／ゴールドミラー

Outbreak Luzzone
〈フレームカラー：6色〉

14521

¥26,250（本体価格¥25,000）
●カラー：フレーム／ブラック、レンズ／スモーク　●ケース付

Anarosa 〈フレームカラー：3色〉

14542

¥26,250（本体価格¥25,000）
●カラー：フレーム／グロッシー、レンズ／ブラウン
●ケース付

Bedretto 〈フレームカラー：3色〉

Gardosa
〈フレームカラー：4色〉

SKI-PAL　¥13,020（本体価格¥12,400）
●�6061アルミ
●組み立て式
●収納ケース付
●中国製
●企画：アメリカ�

Learn-to-Ski Training Hoop

1包に牛乳180cc分200mgのカルシウムとレモン
1個分20mgのビタミンCを配合。
　体内カルシウムは、運動時の大量発汗により体外へ流出してし
まいます。人体は、血中カルシウム濃度を維持しようとするため
に骨からカルシウムを取り出し補充しますが、体内へ必要以上に
流出してしまうため、余分なカルシウムが原因となり、筋肉が収
縮し痙攣として現れます。骨からのカルシウム流出を防ぎ、身体（特
に筋肉）を守るためにも、吸収のよいカルシウムの補充が必要です。

アスリートバランス
¥2,100（本体価格¥2,000）
●�高吸収型カルシウム食品　●日本製�

世界7ヶ国で
特許取得

トルマリン配合ジェルで、 
素早い回復をサポート。
　トルマリンとカルシウム配合により、疲
労回復、血行促進、マイナスイオンなどの
効果があります。

アスリートバランス ジェル 
¥2,415（本体価格¥2,300）
●�マッサージジェル　●日本製�
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OGASAKA Ski - Exclusively available 
through fine retail stores displaying 
this sticker.
小賀坂スキーは、信頼できるこのステッカーの
貼ってある取扱店でお求めください。

このステッカーが貼ってあ
るスキーは、工場において
入念に仕上げてあります
ので、ご使用前に滑走面な
どの手入れ（チューンナッ
プ）は必要ございません。
（特に必要とされる場合
は販売店にご相談くださ
い。） Head Office

Kurita-653, Nagano 380-0921 Japan
TEL: 026-226-0678 FAX: 026-228-4857

本社
〒380-0921 長野県長野市栗田653番地
TEL 026-226-0678㈹　FAX 026-228-4857

Tokyo Office： Naitoh Building 1st Floor, 4-4-11 Takadanobaba, Shinjuku-ku, Tokyo 169-0075 Japan 
TEL: 03-3364-3693　FAX: 03-3364-3697

東 京 営 業 所： 〒169-0075 東京都新宿区高田馬場4-4-11 内藤ビル1階 
TEL 03-3364-3693　FAX 03-3364-3697

Sapporo Office： Yoshida Building 1st Floor, 3-1-21 Higashi 3jo, Tsukisamu, Toyohira-ku, Sapporo, Hokkaido 062-0053 Japan 
TEL: 011-858-7265　FAX: 011-858-7266

札 幌 連 絡 所： 〒062-0053 札幌市豊平区月寒東三条3丁目1-21 吉田ビル1階 
TEL 011-858-7265　FAX 011-858-7266

Maintenance Services
As part of our after-sale customer care, customers who purchased 
OGASAKA Ski products can take advantage of our tune-up services and 
partial repairs performed at our main factory.
Please consult a sales representative for details such as prices and repair 
turn-around time at the retail store you purchased our products.
メンテナンスのご案内
小賀坂スキーでは、ご購入いただきましたみなさまへのサービスの一環として、チューンナップや部分
修理等を本社工場で行なっています。料金や期間等の詳細につきましては、長野本社サービス課または
ご購入されました小賀坂スキー取扱店でご相談ください。

●Specifications and prices are subject to change without prior notice.　●Colors of skis may be slightly different from the pictures shown due to printing process or shooting conditions.
●仕様、価格等は予告なしに変更する場合もございますので予めご了承ください。　●スキーのカラーは印刷インクや撮影条件等により実際の色と若干異なる場合があります。 2011.6.1〜2012.3.31

長野本社工場の熟練したスキー職人が厳選！

Sp
ec

ial

Selection Order System

特選
スキーの
ご案内 　オガサカスキーは、すべて長野本社工場にてスキー生産をしております。

早期ご予約を頂きましたお客様に、スキーのフレックス（たわみの硬さ）を
選べるサービスを行っております。専用のオーダー用紙にご記入いただい
たデータに基づいて、本社工場の熟練したスキー職人が厳選し、お客様に
最適な１台をお届けします。
　さらにネーム入り携帯ストラップが付きます。
　あなたに最適なスキーで、快適なスキーイングをお楽しみください。

フレックス測定

最終段階で熟練したスキー職人が 
1台1台ご要望に合ったスキーを選択

●ご注文締切日：7月31日
●納 品 予 定：10月下旬～11月下旬
●オーダー料金：無料

お問い合せ先

小賀坂スキー販売㈱
本社:ＴＥＬ ０２６‐２２６‐０６７８　東京営業所:ＴＥＬ ０３‐３３６4‐３６9３
札幌連絡所:ＴＥＬ ０１１‐８５８‐７２６５

又は、オガサカスキー取扱店へお問い合せください。

チューンナップサービス 受付期間
2011年4月1日〜2012年3月31日

●お申し込みは小賀坂スキー取扱店までお願いいたします。
●部分修理は傷みの程度、修理内容によって料金が異なります。また、滑走面が薄いスキーはチューン

ナップできない場合がございます。 
※詳しくは小賀坂スキーサービス課までお問い合せください。

●往復運賃はお客様のご負担とさせていただきます。
●他メーカーのスキーは各コース料金に￥2,100加算されます。 修理についてはお気軽にお問い合せください

◎1月〜3月シーズン中��������4日〜8日間
◎4月〜12月シーズンオフ�������� 30日間
※ 但し、部分修理は修理の内容により更に数日間必要となりま

すのでお問い合せください。運送日数は含みません。

チューンナップ作業日数

株式会社小賀坂スキー製作所 サービス課
〒380-0921 長野県長野市栗田653番地 ☎026-226-5422お問い合せ先

ベーシックチューンナップ
コース 料金 エッジの加工方法 ビベル角 エッジ角 ストラクチャー 当社参考該当機種

A 基本コース ￥7,350
（チューンナップ価格￥7,000）

サンディング 約1度 89度
ミクロストーン

オールラウンド用
（細かいストレートの目）

MP-S/R/X　SA-N　T-G.J　J-1

C クロス＋セラミック ￥9,450
（チューンナップ価格￥9,000）

セラミックディスク
フィニッシュ 約1度 88度 クロス KS-ST（07〜08）　TC-SR／QR　KS-AM（07〜09）

KC-RV21／17（07〜08）　T-G.T／S.T（07〜11）

F センターツリー＋セラミック ￥9,450
（チューンナップ価格￥9,000）

セラミックディスク
フィニッシュ 約1度 88度 センターツリー

KS-CH／GT／SV／ET／TE／TH
UNITY-EX／TD-1／TD-2
T-G.T／S.T（04〜07）　KC-RV21／17（04〜07）

G センターツリー＋
ビベル角約0.6度

￥9,450
（チューンナップ価格￥9,000）

セラミックディスク
フィニッシュ 約0.6度 88度 センターツリー T-G／G.L／SG（04〜07）　T-S／S.L（04〜07）

H クロス＋ビベル角約0.6度 ￥9,450
（チューンナップ価格￥9,000）

セラミックディスク
フィニッシュ 約0.6度 88度 クロス

T-SG／GS-27／GS-23／G（07〜11）
T-SL／S（07〜11）
KC-RV23（08〜09）

I クロス＋エッジ角88.5度 ￥9,450
（チューンナップ価格￥9,000）

セラミックディスク
フィニッシュ 約1度 88.5度 クロス

KS-SS／EX／E／RF／GP-02
UNITY-Q1／Q2　U-F-01／02
KC-RV17（08〜09）　LC（08〜11）　CC全機種

J クロス＋ビベル角約0.6度＋
エッジ角88.5度

￥9,450
（チューンナップ価格￥9,000）

セラミックディスク
フィニッシュ 約0.6度 88.5度 クロス KS-GP-01／AX／FX

TC-LX／SX／LE／ME／SE

オプション

ベースワックス
（ホットワックス）

コース 料金

スクレイピングあり（ホットワックススクレイピング） ￥3,150（ワクシング価格￥3,000）

スクレイピングなし（ホットワックス塗りっぱなし） ￥2,100（ワクシング価格￥2,000）

Bコース（ミクロストーン＋セラミック）

Dコース（ツリー）

Eコース（ダブルツリー）
上記のストラクチャーのご要望にもお応えいたします。

コース 料金 内容

ベースワックス  スクレイピングあり
（ホットワックススクレイピング）

￥13,650
（チューンナップ価格￥13,000） ワックス （ホットワックスを3〜4回ワクシングします）

Ⓐイエロー　Ⓑ新雪用　Ⓒハードピステ用
ⒶⒷⒸいずれかをお選びください。

ビベル角、エッジ角、ストラクチャーは、
上記コース（C〜J）の中よりお選びくだ
さい。ベースワックス  スクレイピングなし

（ホットワックス塗りっぱなし）
￥12,600

（チューンナップ価格￥12,000）

スペシャルチューンナップ




