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ski culture
ad libitum
A non-conformist spirit 
妥協なき追求の精神

 
ブラッククロースは、まず第一に、シャモニーの2人のフリーライドスキーヤ
ー、カミーユ・ジャクーとブルーノ・コンパニュの友情の物語です。フリースキ
ー、山における冒険愛好家として世界に知られた有名な二人。この情熱は、モ
ンブラン山脈で適したスキーを見つけたいという願望に反映されています。
市場に出回っているスキー板に不満を持ち、クリストフ・ヴィルミンとの出会
いのおかげで、彼らは独自のモデルをリリースすることにしました。このアイデ
アから生まれたのがブラッククロース、2006年に作成され2007年に発売され
たスキーのCorvusです。今日、この15年目のコレクションでは、Black Crows（
人達）はまだスキーを楽しんでいます。この探検と発見への欲求は、ゲレンデ
からフリーライド、そしてすべての地形まで、フリースキーのすべての分野の
製品の範囲をカバーします。男性、女性、子供、そしてスキーを楽しみたいすべ
ての人のために。 2022年のブラッククロースは、素材や生産地を通じて、環境
への配慮へも怠らない、アクセサリー、ポール、シールスキン、スキーバッグ、
バックパックを含む、まったく新しいテクニカル・コレクションであるラインナ

Avant-garde aesthetic
前衛的な美学

 
現代アートからインスピレーションを得て、都市文化を経て、ブラッククロースのアイ
デンティティは、モダンで排他的なデザインで表現されています。まず、Yorgo＆Co
のYorgoTloupasによって作成されたロゴ。それは私たちの子供時代の絵を思い出
させ、カラスの戦隊を象徴するシェブロンの集まりです。シンプルで幾何学的で、無
限大に変更して作成できますオプティカルアートのラインの中で、幻想に近い視点。
このように、ブラッククロースのスキーは誰にでも認識できます。Yorgo＆Coのパリ
にあるデザインオフィス、特にその創設者であるYorgoTloupasの芸術的方向への
関与ブランドは、都市とスキーの世界の間のリンクを明示しました。この関係も同様
に基盤の1つですし、山への新しいアプローチで山と町の間の古典的な境界を超え
ようとする意欲を表しているののが我々、ブラッククロースです。

Cardinal virtues
枢機卿の美徳

ブラッククロースは常に最大のメーカーと提携して、堅牢で技術的に非の
打ちどころのない製品を設計してきました。 Elan、Amer、Blizzardの工場で
製造されたスキー板であろうと、提携して製造されたテキスタイルであろう
と。Polartec®では、品質の細部がブランドの柱です。 
 
スキー自体はもともとは下り坂専用に考案されたもので、スキーツーリングを
目的としたフリーバードレンジの開発、したがって登山のための研究は、日常
使用の複数の要件からの逸脱を意味するものではありません。 
 
私たちのすべての製品は、それらが直面する地形や条件に関係なく、滑降時
に効率的でなければなりません。

A ski brand forged in an 
uncompromised spirit and aesthetic.

妥協のない精神と美学で鍛えられたスキーブランド。

avant propos

ップをリリースします。スキーは真の生き方であり、人と人とを取り巻く自然との間に
非常に強い関係を築く特定の世界です。今日の冬から明日の冬にかて、BlackCrows
は人々にこの文化を共有することを奨励しています。 
 
スキーをお楽しみください。



design approach

この15年目のコレクションでは、Yorgo＆Coデザインオフィスが
重要な要素である色を使用してシェブロンパターンをリサーチし
ました。角張ったラインのシェブロンは、非常によく再設計され、
最終的に登用されました。
 
このシェブロンの端の延長は、スキー全体に広がる消える線を作
成し、コレクションはそれを念頭に置いて考えられており、さらな
る要素である色で完成しています。パターンのセグメンテーション
と視覚的なバランスを改善するために、線の太さがわずかに変更
されました。あなたの感覚が知覚すること。  
3つの範囲は、最も広い（大きな山）から最も狭い（ゲレンデ）まで、
中間の太さ（すべての地形）まで、線の太さに応じてセグメント化
されたままです。女性のコレクション（Birdie）については、同じセ
グメンテーションの色調によって明確に定義されています。フリー
バードスターの中で、モノクロームは黒いカラスのトップシートの
おかげで目の錯覚効果で光を広げます。
シェブロンパターンは様々に光を吸収し、本当に安心しているよう
な印象を与えます。映画のようです。ストロベリーアイスクリーム
のように、すべてが完璧です。

color
is back
Black Crows means colour. ブラッククロウズは色を意味します。



skis introduction

私たちのフリースキーのビジョンは、ビッグマウンテン。
すべての地形、ゲレンデ、トレッキングやハイキング。このアプローチは、
すべての地形、すべての雪において使いやすさ、効率という4つの基準で、
スキーに関する私たちの視点の全てを導きます。シャモニー山脈の中心
部で毎日スキーをテストするのは、この目的を達成するためです。ここで
BlackCrowsの信頼性が築かれています。ゲレンデモデルは、国際的なリ
ゾートをターゲットにしており、スキーヤーの要望に応えます。
新設計の２モデルは世界に感動を与えるに違いない。女性向けのDivus 
Birdieと、これまでにない新しいユニ・セックス・スキーの登場です。 Mirus 
Cor、Mirusは、フリースタイルと今日の最も角張ったカーブという2つの世
界の同張を実現するための、パフォーマンスとデザインに関するスキー
思想を具現化してます。All Terrain用としても、デザイナーを魅了するまっ
たく新しいモデル、Serpoがあります。地形で遊ぶことはすなわち、雪面に
彫刻をするという意味、それを可能にしたスキー、それがブラッククロース
です。どのモデルも、常にパワー、喜び、色、そしてフィールドにおいて、類
い稀なるこだわりを具現化しています。 
 
 

フリーバードのカテゴリーは、まったく新しいモデルであるメンティスによ
って強化されました。メンティスは、80mmの非常に軽量で高性能なナロ
ースキーを開発したいという願望から生まれましたが、この種のスキーで
は非常に高いスキー能力を備えています。私たちは常にスキーの軽さ、性
能を最適なバランスで成功させれるように開発しています。

スタンスは完全に新しいポールであり、すべてカーボンボディとゲレンデ
とすべての地形に対する攻撃性を備えています。すべてが素晴らしいで
す。

これはスキーの冒険です。

Each mountain is a different freedom feeling.

freeski
quartet

山ごとに自由な世界感が異なります。



slope range
resort 10

The feeling of freedom while tracing a cold path in the early morning.

“«Too long abandoned to the affable and commercial point of view, the piste is, 
for us, synonymous with wild curves, magnificent lines, pulsations and thundering 
accelerations... as the icy air whips our thirsty faces for speed.»” 
Camille Jaccoux

早朝の寒い道をたどりながらの自由感。

「商業的な観点から見捨てられすぎたゲレンデは、私たちにとって、野生の曲線、壮大な線、脈動、そして雷鳴の加速の代名詞です...氷のような空気が私たちの欲望をスピー
ドという鞭で打ちます。」
カミーユ・ジャクー



orb
resort

vertis
energetic
metallic
rapid

description:

オーブは、その汎用性とアクセスのしやすさで人気のシリーズです。スキーは半径が広く、
フロントロッカーはプログレッシブ、リアでは早い段階でロッカーします。速く走るのが好き
なリバウンドのあるエネルギッシュなスキー。エッジの長さとこのプログレッシブ・フレック
スによる優れた動作反応のおかげで、スキーに強いグリップを与えます。

ダブルプレートのチタンH形状により、類稀なる安定性を維持します。 
プレートにチタンのエネルギーを集中させ、地面にしっかりと伝えます。 
そのエネルギーの解放でスキーが空中に放り出されるほど。

2つの短いサイズが誕生（159および164）

the nitty-gritty;

ミドルフロート：ウエスト88mm 
フロントロッカー：ピボット性能重視 
ロング・クラシック・キャンバー：典型的なアルペンカーブ。ハンドリングがいい。 
長めのスキー/スノーコンタクト 
スキーに沿ったH字型のダブル・タイタナル・プレート：リバウンドと調和だけでなく、強烈
な重圧にも耐える 
全長にわたって非常に優れたグリップを備えたエネルギッシュなフレックス： 
効率的でありながら操作性の高いスキー 
フロントロッカー＆ヒールロッカー 
デフォルト位置：-10 cm 
インサート：直径4.1mm x L 9mm 
 
technical specifications： 
フルABSサイドウォール 
コア：ポプラ/グラスファイバー 
追加材料：ダブルチタンプレート+アルミニウムテールインサートチタンH形状構造 
重量：3350g /ペア@ 179

tip : 12.4
waist : 8.8
tail : 10.8
radius : 21

tip : 12.4
waist : 8.8
tail : 10.8
radius : 19

tip : 12.4
waist : 8.8
tail : 10.8
radius : 18

169.2

164.4

159.1

tip : 12.4
waist : 8.8
tail : 10.9
radius : 21

174.3

tip : 12.4
waist : 8.8
tail : 11
radius : 21

tip : 12.4
waist : 8.8
tail : 11.1
radius : 21

179.1

184.6
style code : 100992

Price : ¥100,000 + Tax Price : ¥90,000 + Tax

en voiture simone am I making sense?
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cutting
precise
agile

description:

スキー活力に合わせて調整された、ダイナミックで遊び心のある短半径スキー（15m）
です。ウエスト85mmで端から端まで素早く移動でき、カービングやカットの楽しさを
高めます。扱いやすく、ユーザーフレンドリーでありながら中程度の柔軟性を備えたパ
ワフルなVertisは、クラシックなブラッククロウス・リゾートスキーです。

the nitty-gritty:

LOWフロート：ウエスト85mm 
ライトロッカー：安定性、小さなピボット、 
優れたエッジグリップ 
プレーニングロングクラシックキャンバー： 
典型的なアルパインカーブのために 
小さめのサイドカットラディウス（15 m） 
タイトウエスト（85mm）：反応が早く、切り返しが容易に、 
スポーティで楽しいフレックス 
フロントロッカー＆早めのヒールロッカー 
強化トップシートで耐久性アップ 
ステンレス鋼のフロントチップ保護 
デフォルト位置：-10cm 
インサート：直径3.5mm x L 9mm 
 
technical specifications: 
セミキャップ構造のフルABSサイドウォール 
コア：ポプラ/グラスファイバー 
重量：3350g /ペア@ 175

tip : 12.7
waist : 8.5
tail : 10.9
radius : 15

170.3

tip : 12.8
waist : 8.5
tail : 11.1
radius : 15

175.4

tip : 12.9
waist : 8.5
tail : 11.2
radius : 15

180.8

style code «flat»: 101191  style code «premounted»: 101091



resort

divus
sharp
subtle
incisive

description:

弾道を必要とする滑らかな表面が傾斜しているスキーエリアを対象としたDivus
は、Orbと同じ技術的特性を備えていますが、ウエスト幅が狭くなっています。 

（82 mm）、より短い半径（17メートル）、スムーズでダイナミックなスキー操作のため
にわずかに縮小されたロッカー。オーブと同様に、スキーの安定性は、タイタナールの
エネルギーを集中させます。ダブルプレートのタイタナールH形状は雪面にしっかりと
スキーを押し付けて、エネルギッシュに滑走する為の補強材です。　

the nitty-gritty:

LOWフロート：ウエスト82mm

ライトロッカー：安定性、小さなピボット、優れたエッジグリップ

ロング・クラシック・キャンバー：

典型的なアルペンカーブ。ハンドリングがいい。

長めのスキー/スノーコンタクト

小さめのサイドカットラディウス（17 m）とタイトなウエスト（82mm）：

反応が早く、切り返しが容易に、

スポーティで楽しいフレックス                         

全長にわたって非常に優れたグリップを備えたエネルギッシュなフレックス：

効率的でありながら操作性の高いスキー

デフォルト位置：-9 cm

インサート：直径4.1mm x L 9mm

technical specifications :
3DH構造

フルABSサイドウォール

コア：ポプラ/グラスファイバー

追加の材料：ダブルチタンプレートとアルミニウムテールインサート

重量：3400g /ペア@ 177

tip : 12.4
waist : 8.2
tail : 11.0
radius : 16

tip : 12.4
waist : 8.2
tail : 11.0
radius : 17

tip : 12.4
waist : 8.2
tail : 11.0
radius : 17

tip : 12.6
waist : 8.2
tail : 11.2
radius : 17

172.1

177.3

167.0

182.4

style code : 100994

newPrice : ¥110,000 + Tax Price : ¥100,000 + Tax

please, faster hi, do you have a sauna ?
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mirus cor
angular
versatile
innovative

description:

真新しいUFOであるMirus’Corは、パフォーマンスと優れたデザインを突き詰めたスキ
ーであり、2つの世界とも言えるフリースタイルとアウトラインを構成する最も角張っ
た曲線や長いロッカーとスプリットテールで構築されている。ゲレンデででも、オフピ
ステでも優れたカービング能力を発揮し、ブラッククロースが求めるフリースタイル性
と軽やかなカービング性能を併せ持つ、ハーモニックスを有しています。つまり、あら
ゆる観点からアクセス可能で、しっかりと構築され、創造的です。Black Crowsの頭字語
CORは、現状のものに捉われず、創造性を高めてツールの革新を追求します。

the nitty-gritty:

ミドルフロート：ウエスト87mm

スモールラディアス（13m）：最高のレスポンス

フィッシュテール付きダブルロッカー：

優れた操作性、コントロール、ピボット性能UP

ミディアムクラシックキャンバー、程良いスキークラシックキャンバー：

安定性と操作性のバランスが良い

モノタイタナルプレート：

リバウンドと調和だけでなく、強烈な重圧にも耐える

全長にわたって非常に優れたグリップを備えたエネルギッシュなフレックス：

効率的でありながら非常に遊び心のある

デフォルト位置：-3.5 cm

インサート：直径4.1mm x L 9mm

technical specifications :
構造：セミキャップ

コア：ポプラ/グラスファイバー

材質：シングルチタンプレート 
 
重量：3600g /ペア@ 178

tip : 13.1
waist : 8.7
tail : 12.1
radius : 13

tip : 13.1
waist : 8.7
tail : 12.2
radius : 13

tip : 13.4
waist : 8.7
tail : 12.3
radius : 13

tip : 13.5
waist : 8.7
tail : 12.5
radius : 13

168.3

173.2

178.0

184.2

style code : 101540

new



all-terrain range
all-terrain

ワイルド。 4文字（WILD)。 静寂を駆け抜ける。 荒野にとって、黒いカラスの全地形対応型スキーとは、ゲレンデの内外でワイルドに 
ライディングすることを意味します。

「ブラッククロースはすべての地形でフリースキーを楽しめます。 速く行く、遅く行く、大きなカーブ、小さなカーブ？ ジャンプではなくジャーン
プ？ あなたが選ぶなら、私たちは常に同じ精神で、より多くを見つけて前進するためにここにいます：すべての要素で喜びのために遊ぶことで
す。」 
カミーユ・ジャクー

Wild. Four letters. Running through the veins. To the wilderness
Black crows all-terrain skiing means playing wild on and off-piste.

“Black crows is free skiing on all terrains. Go fast, go slow, big curve, small curve? 
Jump, not jump? You choose, we are here to find more and move forward, always 
with the same mind: that of playing for pleasure with the element in all sides.”
Camille Jaccoux

16



camoxjustis
all-terrain

Price : ¥120,000 + Tax Price : ¥90,000 + Tax

on est à fond new age do I embarrass you ?
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style code : 101211

good handling
accessible
versatile

homogeneous 
incisive
wild

description :

比類のないワイズとパフォーマンスを持つ全地形対応型スキーです。全ての寛容さと
遊び心の為の、非常にプログレッシブなフレックスと優れた長さのサイドラインの組
み合わせは、高速で優れた操作性と強力なホールドをもたらします。フリースタイル
から派生したDNAを駆使したプログレッシブでしなやかなフレックスにより、取り扱い
が簡単になり、どのような地形や滑走状況にも適応できます。また、そのサイドライン
は非常に効果的で安定したエッジを与えます。あらゆる種類の地形でライディングす
る、すべての人のための創造物、それがカモックス。

the nitty-gritty:

ミドルフロート：ウエスト97mm 
ダブルロッカー：優れた操作性、制御、ピボット 
やや真っ直ぐなサイドカット（半径20メートル）：高速での安定性、 
硬さと操作性のバランス 
ミディアムクラシックキャンバー：程よいスキー/雪接触を伴う 
クラシックキャンバー：安定性と操作性のバランスが良い 
プログレッシブフレックス：快適で寛容 
ディフォルト位置：-6 cm 
インサート：直径3.5mm x L 9mm 
 
technical specifications: 
構造：セミキャップステップダウン 
コア：ポプラ/グラスファイバー 
フルABSサイドウォール 
重量：3650g /ペア@ 180

description : 
 
ワイルドな冒険を目的とした全地形対応のスキーであるジャスティスは、遠くまで行く
のに十分なウエスト幅、ハイエンドスキー用のダブル・チタン・プレート、コントロール
性と柔軟性のための適量のロッカーを備えています。 スキー場で進化するスキーヤ
ーのためのスキーで、スキーをさらに発展させたいと考えています。 
 
the nitty-gritty:

ハイフロート：ウエスト100mm 
プログレッシブ・フロント・ロッカーと 
わずかなリアロッカー：高いピボットコントロール、 
操作性、マニューバビリティー 
クラシックキャンバー：安定性と操作性のバランス 
ラディアス：攻撃する魂のための21メートル 
フレックス：より良い反応の為の 
ダブルチタンH字型プレートはエネルギッシュ 
ディフォルト位置：-8 cm 
インサート：直径4.1mm x L 9mm 
 
technical specifications: 
構造：セミキャップ3D 
コア：ポプラ/グラスファイバー 
材質：ダブルチタンプレート、H字型、 
フルABSサイドウォール 
追加材質：ダブルチタンプレートと 
アルミニウムテールインサート 
重量：4300g /ペア@ 183

tip : 12.8
waist : 9.7
tail : 11.6
radius : 19

tip : 12.9
waist : 9.7
tail : 11.7
radius : 20

tip : 13.0
waist : 9.7
tail : 11.8
radius : 20

tip : 13.1
waist : 9.7
tail : 11.9
radius : 20

168.1

174.2

180.4

186.5

style code : 101207

tip : 13.6
waist : 10.0
tail : 12.1
radius : 20

171.3

tip : 13.8
waist : 10.0
tail : 12.3
radius : 20

177.4

tip : 13.8
waist : 10.0
tail : 12.3
radius : 21

tip : 13.9
waist : 10.0
tail : 12.3
radius : 21

183.1

189.3



all-terrain

captis serpoPrice : ¥80,000 + Tax Price : ¥100,000 + Tax

all these beauties in front of us turn it down please
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style code : 101209 style code : 101541

fun-loving 
aerial 
responsive

carver
stable
easy 

description :

ミディアムフロート性能とスピードとクイックネスを備えたCaptisは、スキーエリアに
理想的なスキーです。細めのウエスト、ゆえに、エッジからエッジへの切り返しが速い、
反応性能の高いスキーです。一方、キャプティスはとても寛容で楽しいスキーです。 
究極のワイルドスキーと言われる所以、ジャンプだって楽しめます。

the nitty-gritty:

ミドルフロート：ウエスト90mm
ダブルロッカー：
優れた操作性、コントロール、ピボットミディアム
クラシックキャンバー：安定性と操作性の完璧なバランスのための
程よいスキー/雪接触を備えたクラシックキャンバー
タイトなサイドカットと18メートルの半径：
カーブでの良好な操作性 
カット、ドライビングの開始はすばやく簡単です
スキーはかなり短い感覚
トレラントフレックス：快適でアクセスしやすい
ディフォルト位置：-6 cm
インサート：直径3.5mm x L 9mm

technical specifications:
構造：セミキャップ
コア：ポプラ/グラスファイバー
ABSサイドウォール
重量：3500g /ペア@ 178

description : 

全地形対応型・最新鋭のSerpoは、ゲレンデ用に設計されており、しかも部分的にゲレ
ンデ外用に設計されています。 ウエスト93mmで別名「優れた彫刻家」と呼ばれてお
り、チタンプレート内蔵により優れたグリップと安定性を発揮します。また、非常に優
れたフレックス性能とレスポンス性を備えどのような地形でも遊ぶことができます。 

the nitty-gritty:

ミドルフロート：ウエスト93mm
プログレッシブフロントロッカーとわずかなリアロッカー：
ピボットコントロール、操作性、
マニューバビリティーUP
クラシックキャンバー：安定性のバランスと機動性
半径：攻撃する魂のために20メートル
フレックス：足元にダブルタイタナルプレートを備え
エネルギッシュ、より良い反応のために
ディフォルト位置：-8 cm
インサート：直径4.1mm x L 9mm

technical specifications:
構造：セミキャップ3D
コア：ポプラ/グラスファイバー
材質：ダブルチタンプレート、H型
重量：3650g /ペア@ 180

tip : 11.8
waist : 9.0
tail : 10.9
radius : 18

tip : 12.9
waist : 9.3
tail : 11.3
radius : 20

171.1 168.2

tip : 12.0
waist : 9.0
tail : 11.1
radius : 18

tip : 13.1
waist : 9.3
tail : 11.5
radius : 20

178.3 174.1

tip : 12.2
waist : 9.0
tail : 11.2
radius : 18

tip : 13.1
waist : 9.3
tail : 11.5
radius : 20

tip : 13.2
waist : 9.3
tail : 11.5
radius : 20

184.2 180.1

186.3

new



freeride range

パウダースノーはロマンチックな時の魔法のよう、すべてが非現実的で信じられないほど特別なものになります。

big mountain

Powder snow can be like the magic of a romantic moment, everything 
becomes unreal and incredibly special.

“Big mountain skis are the soul of black crows. Large, wide, agile, 
they are intended for all terrain of mountains. If your desire is for a beautiful 
experience in powder snow, a slope in the wood, a peak or the first cable 
car after a snowfall, you are in the right place.”
Camille Jaccoux

22

「大きなマウンテンスキーはブラッククロースの魂です。 大きく、広く、機敏で、それらは山のすべての地形を対象としています。 
パウダースノー、森の斜面、山頂、降雪後の最初のケーブルカーでの美しい体験を望むなら、あなたは正しい場所にいます。」
カミーユ・ジャクー



animanocta
big mountain

Price : ¥120,000 + Tax Price : ¥110,000 + Tax

I want you to go deeper we are on a mission
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style code : 101219

eager 
animated
animalistic

unsinkable 
light
playful

description :

アニマは、パワーと機動性を兼ね備えたビッグマウンテン用のスキーです。ターンの
終了はクイックで、またと遊び心があり、それでいて、硬い雪の上で優れたパフォーマ
ンスを発揮し、高速で非常に安定しているスキーです。アニマは、常に足元にスキー板
を置いて、スキーヤーの創造性（大きなライン、ジャンプ、クイックピボット、スイッチ）
を取り入れて滑るのに適している最上級機種です。 
 
the nitty-gritty: 
 
極限の浮遊感：ウエスト115mm 
ダブルロッカー：優れた操作性、制御、 
ショート・クラシックキャンバー： 
短いスキー/雪の接触、 
より多くの操作性を備えたクラシックキャンバー 
拡張サイドカット：長い回転半径、高速安定性、優れたグリップ 
実質的で進歩的なチップフロート： 
簡単でかつ高いマニューバビリティー 
ソフトティップ＆テール、 
安定する足元のフレックス 
スキー/雪の接触点ではより堅固です： 
パウダーまたはソフトスノーにマッチング　　 
ディフォルト位置：-6cm 
インサート：直径3.5mm x L 9mm 
 
technical specifications: 
構造：セミキャップ 
コア：ポプラ/グラスファイバー 
マテリアハイライト：ケブラーストリンガー 
重量：4500g /ペア@ 182

description : 
 
優れたフローテーションと優れたハンドリングを備えたノクタは、大きなコンディショ
ンに対応する究極のハイエンド・マシーンです。グレートフロート（究極の浮遊感）へ
の探求は、フルリバースキャンバーとストレートエッジが可能にします。パウダースノ
ーに魅了され、豪快に急斜面を滑る、その何物も寄せ付けない圧倒的なパウダーラン
はこのノクタでのみ可能になると言っていい。 
 
the nitty-gritty: 
 
究極の浮遊感：ウエスト122mm 
ダブルロッカー：カービングでのピボットとカーブのしやすさを合わせ持つ 
ストレートサイドカット：長いターン半径、 
ショートクラシックキャンバー：　スキーの中心にどっしりとしたキャンバーを持つ。 
カービング性能を保ちつつ、マニューバビリティもUP 
ディフォルト位置：-6cm 
インサート：直径3.5mm x L 9mm 
 
technical specifications: 
構造：セミキャップ 
コア：桐/ポプラ/桐 
素材：グラスファイバー 
重量：4000g /ペア@ 185

tip : 14.4
waist : 11.5
tail : 13.4
radius : 19

tip : 14.5
waist : 11.5
tail : 13.5
radius : 19

tip : 14.7
waist : 11.5
tail : 13.6
radius : 19

tip : 14.8
waist : 11.5
tail : 13.7
radius : 19

176.6

182.1

189.2

194.4

style code : 101217

tip : 13.9
waist : 12.2
tail : 13.2
radius : 26

177.6

tip : 14.0
waist : 12.2
tail : 13.2
radius : 26

185.5

tip : 14.0
waist : 12.2
tail : 13.4
radius : 26

190.6



big mountain

corvusatris Price : ¥100,000 + Tax Price : ¥110,000 + Tax

we shower together french people kiss better
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style code : 101213

lively
powerful
alpine

precursor
playful
versatile

description : 
 
ブラッククロースのこの象徴的なモデル、コーバスはこのブランドのDNAです。ビッグ
マウンテンのDNAを組み合わせたカラスの巣の守護者リバース・キャンバー。 フリー
ライドを目的としたCorvusは、リバースキャンバーのお陰で非常に優れたピボットを
持ち、フラットな足元セグメントとダブル・チタン・プレートのおかげでハードパックの
雪面でも、非常に強くグリップします。 このスキーはパワフルで雪面をしっかりととら
えます。 相変わらずの戦闘準備が整っており、バランスの取れたコーバスはすべての
滑りの要素に大きな自信をもたらします。 
 
the nitty-gritty: 
 
最高の浮力感：ウエスト107mm 
リバース・キャンバーとフラットセンター理論：　 
ピボット性能に優れながら、 
エッジグリップも強烈 
ダブル・チタン・プレート：安定性と精度 
半径21メートル：攻撃する魂 
足元は頑丈で、ノーズ、テールに 
かけて先鋭的なフレックス： 
 安定性と操作性、攻める体制のため。 
ディフォルト位置：-8cm 
インサート：直径4.1mm x L 9mm 
 
technical specifications: 
構造：セミキャップ 
コア：ポプラ/グラスファイバー 
素材：ダブルタイタナルプレート、長さ120cm 
重量：3900g /ペア@ 183

description : 
 
リアル・ファイターとしてのフラッグシップモデル、アトリスは、世界中のすべての雪の種
類に対応し、すべての人に高い評価を得ています。この安定したスキーはプログレッシブ
テールと追従性の高いフレックスで、エッジングに対しても素早く反応します。機動性を
損なうことなく、高速でパワフルなパフォーマー。本当にスポーティーなキャラクター。ア
トリスは、あらゆる種類の天候や雪の状態に対応する究極のフリースキーと言えるでしょ
う。ビッグマウンテンスキーの世界へ。 
 
the nitty-gritty: 
 
グッド・フロート：ウエスト108mm 
ダブルロッカー：優れた操作性、コントロール、 
ミディアムピボット 
インターミディエイト　SKI コンタクト； 
安定性と操作性を兼ね備える。 
やや真っ直ぐなサイドカット（半径20メートル）： 
高速での安定性が向上し、 
硬さと操作性のバランスが向上 
プログレッシブ・チップ・フロート： 
チップの浮遊性能が安定しており、 
スキーの動きを捉えやすい。 
フレックス：非常に安定したスキー 
ディフォルト位置：-8cm 
インサート：直径3.5mm x L 9mm 
 
technical specifications: 
構造：セミキャップステップダウン 
コア：ポプラ/グラスファイバー 
重量：4000g /ペア@ 184

tip : 13.4
waist : 10.7
tail : 12.5
radius : 21

tip : 13.7
waist : 10.7
tail : 12.6
radius : 21

tip : 13.8
waist : 10.7
tail : 12.7
radius : 21

tip : 13.8
waist : 10.7
tail : 12.8
radius : 21

176.1

183.4

188.2

193.3

style code : 101215

tip : 13.8
waist : 10.8
tail : 12.5
radius : 20

178.3

tip : 13.9
waist : 10.8
tail : 12.5
radius : 20

184.2

tip : 14.0
waist : 10.8
tail : 12.6
radius : 20

189.7



Price : ¥110,000 + Tax

elle est bien raide

28big mountain

solis

style code : 100841

precursor
playful
versatile

description : 
 
パトロール隊へのフラッグシップモデル：アトリスを基準にしてパトロール隊の要望に
そって完成させられています。世界中のすべての雪、スキーヤーから高い評価を得て
います。この安定したスキーはプログレッシブテールと追従性の高いフレックスで、エ
ッジングに対しても素早く反応します。機動性を損なうことなく、高速でパワフルなパ
フォーマー。あらゆるタイプの天候や雪の状態に対応する柔軟な、マウンテンスキー
であり、大きなマウンテンスキーの世界への大きな扉を開きます。 
 
the nitty-gritty: 
 
グッド・フロート：ウエスト100mm 
プログレッシブでシンプルなフロントロッカー： 
オーバーステアを回避 
大きなラディアス：硬い雪でのグリップが非常に良く、 
急な斜面に効果的 
プログレッシブヒールとライトリアロッカー： 
テール部分のサポートを向上させ、 
ピボットに役立ちます 
ライトクラシックキャンバー：安定性と操作性のバランス 
長く一定のフレックス： 
オーバーステアを避けるため 
デフォルト位置：-9 cm 
インサート：直径4.1mm x L 9mm 
 
technical specifications: 
構造：セミキャップ 
コア：桐/ポプラ 
素材：バインディング下のチタンプレート 
混合グラスファイバー/カーボン 
フルABSサイドウォール 
特徴：ミニマリストシールスキンアタッチメント 
重量：3450g /ペア@ 173cm

tip : 12.5
waist : 10.8
tail : 10.8
radius : 25

173.3

tip : 12.6
waist : 10.0
tail : 10.8
radius : 25

180.0



touring range

旅。 感情。 自律性。 真の自由の最後の場所の1つ。 残りはただの詳細です。

freebird

「私たちにとって、マウンテンスキーは単純な方程式です。軽量ですが、スキーのしやすさ、信頼性、強度です。 
 このように、フリーバードの範囲はその野心を追求しています。つまり、上り坂での高効率と、下り坂での邪魔されない喜びです。」
ブルーノ・コンパニュ

The trip. Emotion. Autonomy. One of the last places of true freedom. 
The rest is just details.

“«For us, a mountain ski is a simple equation: lightness, 
but skiability, reliability and strength. The freebird range 
thus pursues its ambition: high efficiency on the ascent 
and undisturbed pleasure on the slope.”
Bruno Compagnet

30



corvus freebirdferox freebird
freebird

Price : ¥130,000 + Tax Price : ¥120,000 + Tax

you’re never here sensual dancing

32

style code : 101014

light 
big-hearted 
powerful

surfy
aggressive
light

description : 
 
すべての真面目なランドネスキー愛好家のために選択するスキーであるCorvusフリ
ーバードは、あまり目立たないロッカー、よりダイナミックなヒール、拡張されたサイド
カットの恩恵を受けています。その結果、ターンに出入りする際のより積極的で正確な
ハンドリングが実現します。スポンスをさらに向上させるスキー。足元にチタンプレー
トを採用し、ネジの引っ張り強度を高め、新しいハイブリッドビンディングを採用。だか
ら人生はいつもバラ色です。 
 
the nitty-gritty: 
 
グッドフロート：ウエスト109mm 
プログレッシブフロントロッカーとサイドカット： 
彫刻の様なアーティスティックな優れた安定性 
ロング・クラシック・キャンバー： 
典型的なアルペンカーブ。ハンドリングがいい。 
長めのスキー/スノーコンタクト 
プログレッシブヒール： 
より良いサポートと足元のタイタナルプレート 
ピボットに役立ち、新しいハイブリッドビンディングに適しています 
ディフォルト位置：-10cm 
インサート：直径4.1mm x L 9mm 
 
technical specifications: 
構造：セミキャップ 
コア：ポプラ 
材質：ガラスと炭素繊維の混合。 
ビンディング下のチタン強化/ガラス繊維と炭素繊維の混合 
重量：3650g /ペア@ 176 
　　　3750g /ペア@ 183 　 
　　　4150g /ペア@ 188

description : 
 
フェロックス・フリーバードは、ツインチップ、ダブルロッカー、パウダータイプのオールラ
ウンド・スキーを提供する必要性から生まれました。したがって、目的はパウダー滑走で
あり、浮遊感の追求ですが、魂はまだ高山にあり、考えられるすべてのランドネの状態に
適応できます。リアチップとダブルロッカーを備えたこのスキーは、マニューバビリティー
とスピーディーなピボットによりパウダーで非常に良い感覚を提供します。また、プログ
レッシブサイドカットのおかげで硬い雪でも優れた安定性を保ちます。重量を最適化す
るために（181cmで3600g）、Feroxフリーバードは3D H形状に設計されており、スキーの
上部が３D形状で中空になっているため、剛性を変えることなく軽量化できます。コアは
また、桐、ポプラ、アイソコア（グラスファイバーで強化されたポリウレタンフォーム）のブ
レンドで軽量化されました。 
 
the nitty-gritty: 
 
ビッグフロート：ウエスト110mm 
ダブルロッカー：クイックピボット 
ミディアムクラシックキャンバー： 
安定性と操作性の完璧なバランスのための 
インターミディエートスキー/ 
安定の足下クラシックキャンバー 
ストレートサイドカット：長い回転半径（21m） 
高速安定性プログレッシブフレックス：快適で寛容 
ディフォルト位置：-8cm 
インサート：直径3.5mm x L 9mm 
 
technical specifications: 
構造：チップエリアのみセミキャップ。 
軽さ、操作性UP 
 先端を除くエリアはABSサイドウォール 
ライト・コア：桐-アイソコア-ポプラ/グラスファイバー 
補強素材：3Dカーボン構造H字型、 
中央が軽量化のために中空構造。 
ビンディング下にポプラ補強材を投入 
重量：3400g /ペア@ 170  
　　　3500g /ペア@ 176  
　　　3600g /ペア@ 181  
　　　3800g /ペア@ 186

tip : 13.9
waist : 10.7
tail : 11.9
radius : 21

tip : 14.0
waist : 10.7
tail : 11.9
radius : 21

tip : 14.2
waist : 10.7
tail : 12.0
radius : 21

176.0

183.4

188.2

style code : 101229

tip : 13.5
waist : 11.0
tail : 12.6
radius : 21

170.1

tip : 13.5
waist : 11.0
tail : 12.6
radius : 21

176.7

tip : 13.6
waist : 11.0
tail : 12.6
radius : 21

tip : 13.7
waist : 11.0
tail : 12.7
radius : 21

181.4

186.2



camox freebirdnavis freebird
freebird

Price : ¥110,000 + Tax Price : ¥100,000 + Tax

I don’t remember it being this far I think I am high
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style code : 101018

accessible 
effective 
lighter

adventurer
alpine
light

description : 
 
マイルドファットなツーリングスキーのベスト、カモックスフリーバードは活力があ
り、キャッチーでライトウエイトです。その成功を嘲笑う事ができないくらいカモック
スフリーバードはライディングの素晴らしい可能性を表現するために、その焦点を
合わせます。スポーティなフレックス、クラシックなキャンバー、ダブルロッカー、ツ
ーリングバージョンであるオフピステのすべての喜び、それを可能にするのがカモ
ックスフリーバード。 
 
the nitty-gritty: 
 
適度なウエスト：足元96mm 
プログレッシブフロントロッカーとわずかなリアロッカー： 
ピボットコントロール、 
操作性、マニューバビリティーUP 
ミディアムクラシックキャンバー： 
程よいスキー/雪接触を伴う足元のクラシックキャンバー 
安定性と操作性のバランスが良い 
プログレッシブヒール： 
サポートが向上し、ピボットに役立ちます 
フレックス：スキーの全長にわたって均一であり、 
寛容性とパフォーマンスを同時に実現します 
ディフォルト位置：-9cm 
インサート：直径4.1mm x L 9mm 
 
technical specifications: 
構造：セミキャップと先端のキャップにより、 
重量増加、軽さ、操作性を実現 
先端を除くABSサイドウォール 
コア：パウロニア/混合炭素とガラス繊維 
追加材料：ビンディングの下の大きなチタン補強材（50cm） 

（サロモンシフト/マーカーキングピンの取り付けの可能性） 
重量：2500g /ペア@ 160 
　　　2750g /ペア@ 166 
             2900g /ペア@ 172 
　　　3000g /ペア@ 178  
　　　3200g /ペア@ 183  
　　　3300g /ペア@ 188

description :

冒険の精神に捧げられた102mm。フロートとスキー能力、高山の行動と進歩的なフロ
ントロッカーのバランスが取れたネイビスフリーバードは、遠く離れた場所や毎日の
クエストのために作られています。昨シーズンの安定性の向上により、軽さとスキーの
しやすさの完璧なバランスである、そのオールラウンドな特性が強化されました。

the nitty-gritty:

グッド・フロート：ウエスト102mm
プログレッシブフロントロッカーとフレアチップ：
カービングの優れた安定性
ロングクラシックキャンバー：典型的なアルパインカーブ
ハンドリングのための拡張スキー/スノー
コンタクトを備えたクラシックキャンバー
足元プログレッシブヒール：
より良いサポートとバインディングの下のタイタナル補強でピボットに役立ちます
バインディングアセンブリの統合
ディフォルト位置：-9cm
インサート：直径4.1mm x L 9mm

technical specifications:

構造：セミキャップと先端のキャップにより、
重量増加、軽さ、操作性を実現
先端を除くABSサイドウォール
コア：桐-ポプラ-桐/カーボンとグラスファイバーの混合
材料の追加：バインディングの下の65cmのチタン補強
重量：3100g /ペア@ 167
　　　3250g /ペア@ 173
　　　 3400g /ペア@ 179
　　　 3600g /ペア@ 185

tip : 12.9
waist : 9.6
tail : 11.3
radius : 17

tip : 13.2
waist : 9.6
tail : 11.3
radius : 17

tip : 13.3
waist : 9.6
tail : 11.3
radius : 17

tip : 13.3
waist : 9.6
tail : 11.4
radius : 17

tip : 13.5
waist : 9.6
tail : 11.5
radius : 17

tip : 13.6
waist : 9.6
tail : 11.7
radius : 17

160.2

166.2

172.2

178.2

183.3

188.3
style code : 101020

tip : 13.6
waist : 10.2
tail : 11.6
radius : 18

167.1

tip : 13.8
waist : 10.2
tail : 11.8
radius : 19

173.4

tip : 13.8
waist : 10.2
tail : 11.9
radius : 19

tip : 13.9
waist : 10.2
tail : 12.0
radius : 19

179.1

185.8



ova freebirdorb freebird
freebird

Price : ¥95,000 + Tax Price : ¥90,000 + Tax

tu m’aimes encore? i can resist everything except 
temptation

36

style code : 101231

tough 
playful 
super light

light 
strong
authentic

description : 
 
非常に軽くて便利なOvaフリーバードは、そのカテゴリーの純粋でモダンなランドネ
スキーです。その心臓は桐の芯であり、ガラス繊維と炭素繊維の混合物であり、175cm
で2.25kgの重さがあります。形状に関しては、プログレッシブヒールフロート、ソフトサ
イドカット、寛容なフレックスを備えているため、Ovaフリーバードは大きなピボットを
持ち、硬い雪でも優れたパフォーマンスを発揮します。 
 
the nitty-gritty: 
 
スモールフロート：ウエスト85mm 
ライトロッカー：安定性、小さなピボット、 
優れたエッジグリップ、プレーニングライト 
リアロッカー：ピボットと応答性に役立ちます 
長いクラシックキャンバー： 
典型的なアルペンカーブハンドリング 
長めのスキー/スノーコンタクト 
スモールラディアス（17メートル）： 
非常に機敏で、パウダーランでも有効 
プログレッシブフレックス：快適で寛容 
ディフォルト位置：-8 cm 
インサート：直径4.1mm x L 9mm 
 
technical specifications: 
構造：キャップ 
コア：桐 
材質：混合ガラス繊維と 
炭素繊維ビンディング下のチタン補強材 
重量：2100g /ペア@ 162 
　　　2200g /ペア@ 170 
　　　 2250g /ペア@ 175 
　　　 2400g /ペア@ 180

description :

有名なワンピースの蛍光イエローを備えたオーブフリーバードは、ランドネスキーの
参考になります。強力なベースと非常に安全なグリップを提供する、上質でプログレ
ッシブなロッカーフロートを使用して設計されたため、垂直オデッセイに最適です。
ウエスト幅90mm、軽量、そして非常に優れたスキー性を備えた山のために建てられ
ており、急な斜面のような最も急進的なものを含め、すべての冒険にあなたと一緒
になります。
 
the nitty-gritty:
 
中間フロート：ウエスト90mm
フロントロッカー：ピボットとプレーニング
クラシックキャンバー：安定性と操作性のバランス
バインディングの下のチタン補強：バインディング
アセンブリの統合
フレックス：スキーの全長の中間、寛容性と
パフォーマンスを同時に実現
新しいハイブリッドビンディングに適した足の
下のチタンプレート取り付けポイント：-10 cm
穴あけ：直径4.1mm x L 9mm
 
technical specifications: 
構造：セミキャップと先端のキャップにより、 
重量増加、軽さ、操作性を実現 
先端を除くABSサイドウォール 
コア：桐/混合カーボン＆グラスファイバー追加素材： 
バインディングの下の大きなチタン補強材 
サロモンシフト/マーカーキングピンの取り付けの可能性 
重量：2500g /ペア@ 161 
           2600g /ペア@ 167  
           2700g /ペア@ 173  
           2800g /ペア@ 179 
           3000g /ペア@ 184

tip : 12.0
waist : 8.5
tail : 10.2
radius : 17

tip : 12.2
waist : 8.5
tail : 10.5
radius : 17

tip : 12.4
waist : 8.5
tail : 10.6
radius : 17

tip : 12.4
waist : 8.5
tail : 10.8
radius : 17

162.4

170.2

175.2

180.4

style code : 101233

tip : 12.3
waist : 9.0
tail : 11.0
radius : 18

161.3

tip : 12.6
waist : 9.0
tail : 11.0
radius : 18

167.2

tip : 12.6
waist : 9.0
tail : 11.1
radius : 18

tip : 12.7
waist : 9.0
tail : 11.2
radius : 18

tip : 12.7
waist : 9.0
tail : 11.2
radius : 18

173.1

179.3

184.1



mentis freebird
freebird

new Price : ¥110,000 + Tax

yesterday i ate a whole pizza
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style code : 101371

ultra light 
for high performance 
skier

description : 
 
Mentisは、非常に軽量で高性能なナロースキーを開発したいという願望から生まれま
した。それゆえ、非常に高いスキー能力を備えています。この超軽量スキーはウエスト
幅80mmという競技より広いウエストを持ちますが、それゆえ、快適さと自信をもたら
します。 Mentisは、優れたユーザー、柔らかい雪での快適さ、起伏の多い地形での正
確な滑走のためのテクノロジーを意味します。山頂に立つと見える景色があります。そ
う、Mentisには制限がありません。 
 
the nitty-gritty: 
 
ウエスト80mm 
フロントロッカー：ピボットとプレーニング 
ロングクラシックキャンバー：典型的なアルパインカーブのために 
バインディング下のチタン補強： 
バインディングとスキーを確実に結びつける 
フレックス：寛容性とパフォーマンスを同時に実現 
ディフォルト位置：-11 cm 
インサート：直径4.1mm x L 9mm 
 
technical specifications: 
構造：キャップ、セミキャップ 
コア：桐 
材質：ガラス繊維と炭素繊維の結合/混合 
チタン補強 
重量：2000g /ペア@ 171

tip : 10.9
waist : 8.0
tail : 10.0
radius : 18

164.3

tip : 11.0
waist : 8.0
tail : 10.0
radius : 19

171.0

tip : 10.9
waist : 8.0
tail : 10.0
radius : 18

157.1 

tip : 11.1
waist : 8.0
tail  10.1
radius : 19

178.2



birdie

female range

ブラッククロウズバーディーのフェミニンな側面は、女性のためのブラッククロウズのDNAです。 
同じ形、同じ意図、同じ定義、同じ目的：スキー。

「女性のために特別に作られたスキー、バーディーは繊細に軽いです、

微妙にしなやかで、ある程度の発光で装飾されています。」  

カミーユ・ジャクー

The feminine side of black cr birdie is the blackcrows DNA for women. 
Same shape, same intention, same definition, same purpose: skiing. 

“Skis specifically made for women, the birdies are delicately lighter, 
subtly more supple and decorated with a certain amount of luminescence.”
Camille Jaccoux
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birdie

atris birdieanima birdie Price : ¥100,000 + Tax Price : ¥110,000 + Tax

we have a secret life je parle français

42

eager
animated
animalistic

description : 
 
きらめく色を超えて、このアニマバーディーは自信と機動性を兼ねビッグマウンテンに
捧げるスキーです。 それはあなたのカーブを簡単に完成することができ、非常に遊び
心があり、硬い雪でも素晴らしいパフォーマンスを発揮し、高速で非常に安定していま
す。 アニマは常にあなたの足元にいるほど、従順です。そして、いつもスキーヤーの創
造性に応えたいと考えています。 解き放て、可能性とアニマを！ 
 
the nitty-gritty: 
 
ビッグフロート：ウエスト115mm 
ダブルロッカー：優れた操作性、制御、ピボット 
短いクラシックキャンバー： 
短いスキー/雪の接触、より多くの操作性を 
備えたクラシックキャンバー 
拡張サイドカット：長い回転半径、高速安定性、 
優れたグリップ 
実質的で進歩的なチップフロート： 
高度なプレーニング 
均質化されたフレックス： 
軟雪、硬雪での高い効果 
ディフォルト位置：-6cm 
インサート：直径3.5mm x L 9mm 
 
technical specifications: 
構造：セミキャップ 
コア：ポプラ/グラスファイバー 
材質：ケブラーストリップ 
重量：4500g /ペア@ 182

tip : 14.4
waist : 11.5
tail : 13.4
radius : 19

tip : 14.5
waist : 11.5
tail : 13.5
radius : 19

176.6

182.1

style code : 101225style code : 101227

precursor 
playful 
light

description : 
 
その普遍的なアバターのように、アトリスバーディーは4つのことに焦点を当ててい
ます。安定性、急速なエッジング、寛容で追従性のあるフレックス、そして、スキーを進
める進行性のテールライズ。この組み合わせは、これらのスキーが機動性やスポーテ
ィさを犠牲にする事なく高速で優れた性能を発揮することを意味します。普遍的なア
トリスよりも軽くて少ししなやかであるアトリスバーディーは、硬い雪でも深い雪で
も、あらゆる条件で効果的なスキーを求める女性フリーライダーのお気に入りの選
択肢です。 
 
the nitty-gritty: 
 
グッドフロート：ウエスト108mm 
ダブルロッカー：優れた操作性、コントロール、 
ピボットプログレッシブチップフロート： 
カーブの一貫性が高く、プレーニングが容易 
やや真っ直ぐなサイドカット（半径20メートル）： 
高速での安定性、硬さと操作性とのより良いバランス 
プログレッシブ・チップ＆テール： 
軟雪にもハードパックに強いキック。 
接雪面では非常に強く安定する。 
ディフォルト位置：-8cm 
インサート：直径3.5mm x L 9mm 
 
technical specifications: 
構造：セミキャップステップダウン 
コア：ポプラ/グラスファイバー 
重量：3550g /ペア@ 169

tip : 13.6
waist : 10.8
tail : 12.2
radius : 20

160.1

tip : 13.6
waist : 10.8
tail : 12.3
radius : 20

169.1

tip : 13.8
waist : 10.8
tail : 12.5
radius : 20

178.3



birdie

captis birdiecamox birdie Price : ¥95,000 + Tax Price : ¥80,000 + Tax

I’ll do anything you want those french people are so rude

44

style code : 101221

fun-loving 
aerial 
responsive

good handling
accessible
versatile

description : 
 
ミディアム幅、素早く快活なキャプティスバーディーはリゾートスキーに最適です。 
キャプティスバーディーは比較的狭いため、応答性が高く、エッジからエッジへの迅
速な移行を可能にします。 ユニセックスバージョンよりも軽くて柔らかい、これはレ
ディースに向けた、アグレッシブなスキーです。 
 
the nitty-gritty: 
 
適度なフロート：ウエスト90mm 
ダブルロッカー：優れた操作性、コントロール、 
ピボットミディアムクラシックキャンバー： 

（足元に通常のキャンバーを設定） 
安定性と操作性のバランスが良い 
タイトなサイドカットと17メートルの半径： 
カーブでの良好なエッジング 
彫刻（深いシュプール）を残すのは 
何よりも簡単です。 
ユニバーサルモデルと比較： 
許容範囲の広いフレックス 
快適で取扱しやすい 
ディフォルト位置：-6 cm 
インサート：サイズ149および157で直径3.5 mm x L 7mm 
サイズ164および171で直径3.5mm x L 9mm 
 
technical specifications: 
構造：セミキャップ 
コア：ポプラ/グラスファイバーフル 
ABSサイドウォール 
重量：2750g /ペア@ 157

description :

この比類のないミッド・ワイドの全地形対応型スキーの評価は高い。その寛容さと遊
び心。非常にプログレッシブなフレックスと優れた長さのサイドラインの組み合わせ
は、高速での優れた操作性と強力なホールドをもたらします。フリースタイルから派生
したDNAであるプログレッシブでしなやかなフレックスにより、取り扱いが簡単にな
り、プログレッションに適応できます。一方、そのサイドラインは非常に効果的で安定
したエッジを提供します。あらゆる種類の地形、すべての人のための創造性、カモック
スバーディーが現実のものにする。

the nitty-gritty:

ミッドフロート：ウエスト97mm
ダブルロッカー：優れた操作性、制御、ピボット
やや真っ直ぐなサイドカット（半径20メートル）：
高速での安定性が向上し、
硬さと操作性のバランスが向上
ミディアムクラシックキャンバー

（足元に通常のキャンバーを設定）：
安定性と操作性のバランスが良い
プログレッシブフレックス：
カーブで快適で、すべての地形で効率的
ディフォルト位置：-6 cm
インサート：直径3.5mm x L 9mm

technical specifications:
構造：セミキャップステップダウン
コア：ポプラ/グラスファイバー
フルABSサイドウォール
重量：3450g /ペア@ 168

tip : 11.8
waist : 9.0
tail : 10.5
radius : 16

tip : 11.8
waist : 9.0
tail : 10.6
radius : 17

tip : 11.8
waist : 9.0
tail : 10.8
radius : 17

tip : 11.8
waist : 9.0
tail : 10.9
radius : 18

149.3

157.3

164.2

171.1

style code : 101223

tip : 12.5
waist : 9.7
tail : 11.4
radius : 18

156.1

tip : 12.7
waist : 9.7
tail : 11.5
radius : 18

162.3

tip : 12.8
waist : 9.7
tail : 11.6
radius : 19

tip : 12.9
waist : 9.7
tail : 11.7
radius : 20

168.1

174.2



birdie

vertis birdiedivus birdie new Price : ¥100,000 + Tax Price : ¥90,000 + Tax

you are amazing stop texting me
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style code : 101542

cutting 
precise 
agile

lively
narrow
incisive

description :

ユニバーサルモデルに比べてコアが軽く、フレックスが柔らかいため、Vertisバーディ
ーは、効率的なピステスタイルのスキーを求めるスキーヤーに最適です。半径が短く

（15メートル）、ウエストが85mmであるため、非常に高速なエッジからエッジへの移
行の恩恵を受け、タイトなターンの喜びをかき立てます。 3つの中間サイズ（152、159
、169）を備えた、Vertisバーディーは私たちの最高のレディース・ゲレンデスキーです。

the nitty-gritty:

ナローウエスト：ウエスト85mm
ライトロッカー：安定性、小さなピボット、
優れたエッジグリップ
プレーニングロングクラシックキャンバー：
典型的なアルペンカーブのために
ラディウス（15m）とタイトなウエスト（85mm）：
反応性、クイックなエッジの切り返し、
タイトターンライディング
ゲレンデと変化する雪のためのスキー
スポーティで楽しいフレックス
ディフォルト位置：-7 cm
インサート：直径3.5mm x L 9mm

technical specifications:
構造：セミキャップ
コア：ポプラ/グラスファイバー
重量：2650g /ペア@ 152
　　　

description : 
 
弾丸の様に滑降できる滑らかな斜面を有するスキーエリアを対象とするDivusバーデ
ィーは、オーブと同じ技術的特徴を備えていますが、ウエスト幅が細く（82 mm）、ラデ
ィアスが短く（16メートル）設定されています。スムーズでダイナミックなスキーである
ためのロッカーとスキーの安定性は、チタンプレートのにエネルギーを集中させ、雪
面にしっかりとエネルギーを伝える様に強化されています。注意！ゲレンデ用です！た
だし、その枠には収まらない高性能です。） 
 
the nitty-gritty: 
 
適度なフロート：ウエスト82mm 
ライトロッカー：安定性、小さなピボット、優れたエッジグリップ、プレーニング 
長いクラシックキャンバー：典型的なアルペンカーブのために 
ラディアス（16 m）とタイトなウエスト（82mm）： 
応答性、スピーディーなエッジの切り返し 
優れたグリップを備えたフレックス： 
効率的でありながら操作性の高いスキー 
ディフォルト位置：-9 cm 
インサート：直径4.1mm x L 9mm 
 
technical specifications: 
構造：3D 
コア：ポプラ/グラスファイバー 
ダブルタイタナルプレート（H字型） 
重量：2950g /ペア@ 162

tip : 12.0
waist : 8.5
tail : 10.4
radius : 14

tip : 12.7
waist : 8.5
tail : 10.9
radius : 15

tip : 12.2
waist : 8.5
tail : 10.5
radius : 14

152.6

169.6

159.3

style code «flat»: 101193 style code «premounted»: 101257

tip : 11.8
waist : 8.2
tail : 10.3
radius : 16

157.2

tip : 12.0
waist : 8.2
tail : 10.5
radius : 16

162.3

tip : 12.2
waist : 8.2
tail : 10.7
radius : 16

167.2



“The «juniors» are the real future of this unique practice of skiing.”
Camille Jaccoux

「若い世代が、このユニークなスキーの本当の未来です。」

カミーユ・ジャクー

junior

junior range

うれしさ。 成長。 そして、創意工夫に満ちています。

Joyfulness. Growing. And full of ingenuity.
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atris jr
junior

Price : ¥88,000 + Tax

I don’t care
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style code : 101239

fun-loving 
aerial 
responsive

description :

遊び心のある素晴らしいミッドワイドオールテレネンスキー。

フレックスは一定のプログレッシブで、

軽量なアトリスジュニアは非常に扱いやすいです。

半径（18m）はうまくドライブし、プログレッシブで

しなやかなフレックスにより、取り扱いが簡単になり、

プログレッションに適応します。

一方、そのサイドラインは非常に効果的で安定したエッジを

提供します。あらゆるタイプの地形での若者のための創造性。

the nitty-gritty:

グッドフロート：ウエスト97mm

ダブルロッカー：優れた操作性、制御、ピボット

やや真っ直ぐなサイドカット（半径18メートル）：

　　　高速での安定性が向上し、硬さと操作性のバランスが向上

ミディアムクラシックキャンバー：

　（足元のクラシックキャンバー）：安定性と操作性のバランスが良い

プログレッシブフレックス：

　　　　　　　　カーブで快適で、すべての地形で効率的

ディフォルト位置：-6 cm

インサート：直径3.5mm x L 9mm

technical specifications:
構造：セミキャップ構造ステップダウン

コア：ポプラ材/グラスファイバー

重量：3150g /ペア@ 162

tip : 12.5
waist : 9.7
tail : 11.4
radius : 18

156.1

tip : 12.7
waist : 9.7
tail : 11.5
radius : 18

162.3

tip : 12.8
waist : 9.7
tail : 11.6
radius : 19

168.1



camox birdie jr
junior

camox jr
good handling 
accessible
versatile

description :

雪上での行動：14〜18歳のカモックスジュニアは、その短い半径（16〜17 m）

で迅速さと活気を兼ね備えています。このスキーは優れた支持力を持っています

足元90mmのおかげです。その寛容なフレックスは、それを非常にアクセスしやすく、

キャッチーにします。それは素晴らしいハンドリング能力とピボットの動きを可能に
する

ダブルロッカーを備えたクラシックなキャンバーミディアムを持っています。

若い野蛮人のための野生のスキー。

the nitty-gritty:

ミドルフロート：ウエスト90mm

ダブルロッカー：優れた操作性、コントロール、ピボット

ミディアムクラシックキャンバー：安定性と操作性の完璧なバランス

足元のクラシックキャンバー

タイトなサイドカットと17メートルの半径：

カーブでの良好なドライブ。

カービングを始めるのは素早く簡単です。

トレラントフレックス：快適でアクセスしやすい

ディフォルト位置：-6 cm

インサート：サイズ139、149、157＝直径3.5mm x L 7mm

サイズ164、171＝直径3.5mm x L 9mm

構造：セミキャップ

コア：ポプラ/グラスファイバー

フルABSサイドウォール

重量：2750g /ペア@ 157

tip : 11.8
waist : 9.0
tail : 10.2
radius : 16

tip : 11.8
waist : 9.0
tail : 10.5
radius : 16

tip : 11.8
waist : 9.0
tail : 10.6
radius : 17

tip : 11.8
waist : 9.0
tail : 10.8
radius : 17

tip : 11.8
waist : 9.0
tail : 10.9
radius : 18

139.3

149.3

157.3

164.2

171.1

style code : 101241

Price : ¥78,000 + Tax Price : ¥78,000 + Tax

I know what I’m doing I know a lot of annoying people

52

style code : 101243

good handling 
accessible
versatile 

description :

14〜18歳の運命にある、カモックスジュニアバージョンのバーディーは、

その短いラディアス（16〜17 m）と迅速さと活気を兼ね備えています。

このスキーは、足元が90 mm巾であるため、優れた支持力を備えています。

その寛容なフレックスは、それを非常にアクセスしやすく、

キャッチーにします。それは素晴らしいハンドリング能力とピボットの

動きを可能にできるダブルロッカーを備えたクラシックな

ミディアムキャンバーを持っています。

活発な女の子のためのワイルドなスキー。

the nitty-gritty:

ミドルフロート：ウエスト90mm

ダブルロッカー：優れた操作性、コントロール、ピボット

ミディアムクラシックキャンバー：安定性と操作性の完璧なバランス

足元のクラシックキャンバー

タイトなサイドカットと17メートルの半径：

カーブでの良好なドライブ。

カービングを始めるのは素早く簡単です。

トレラントフレックス：快適でアクセスしやすい

ディフォルト位置：-6 cm

インサート：サイズ139、149、157＝直径3.5mm x L 7mm

サイズ164＝直径3.5mm x L 9mm

構造：セミキャップ

コア：ポプラ/グラスファイバー

フルABSサイドウォール

重量：2750g /ペア@ 157

tip : 11.8
waist : 9.0
tail : 10.2
radius : 16

tip : 11.8
waist : 9.0
tail : 10.5
radius : 16

tip : 11.8
waist : 9.0
tail : 10.6
radius : 17

tip : 11.8
waist : 9.0
tail : 10.8
radius : 17

139.3

149.3

157.3

164.2



junior

junius junius birdie
playful 
wild 
fun

description :

7〜13歳を対象としたジュニアスキーは、

ブラッククロウズのDNAに焦点を当て、

スキーの楽しさを優先する非常にアクセス

しやすいスキーを作りました。 

若者が邪魔されずにフリースキーのすべてに

専念できるように、ダブルチップを備えた

ジュニウスは、すべての雪の状態でうまく

機能するように作られたスキーです。

 3つのサイズ（130-140-150）で利用できます。

the nitty-gritty:

ミドルフロート：ウエスト80-85mm

ダブルロッカー：優れた操作性、コントロール、ピボット

ミディアムクラシックキャンバー：安定性と操作性の完璧な

バランスのため

足元のクラシックキャンバー

短いラディアス：旋回の扱いが良く、

高速旋回の方法を簡単に習得できる

ソフトフレックス：快適でアクセスしやすい

インサート：サイズ１３０＝直径3.5 mm x L 7 mm、

サイズ１４０、１５０＝直径3.5mmxL9mm

technical specifications:
構造：キャップ構造

コア：フォーム

重量：2450g /ペア@ 140

tip : 10.6
waist : 8.0
tail : 10.6
radius : 15

tip : 12.1
waist : 8.5
tail : 11.1
radius : 11

tip : 12.1
waist : 8.5
tail : 11.1
radius : 14

130.5

140.5

150.5

style code : 101237

Price : ¥34,000 + Tax Price : ¥34,000 + Tax

if you can read this, you’re not at school if you can read this, you’re not at school
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style code : 101235

playful 
wild 
fun

description :

7〜13歳を対象としたジュニアスキーは、

ブラッククロウズのDNAに焦点を当て、

スキーの楽しさを優先する非常にアクセス

しやすいスキーを作りました。 

若者が邪魔されずにフリースキーのすべてに

専念できるように、ダブルチップを備えた

ジュニウスは、すべての雪の状態でうまく

機能するように作られたスキーです。

 3つのサイズ（130-140-150）で利用できます。

the nitty-gritty:

ミドルフロート：ウエスト80-85mm

ダブルロッカー：優れた操作性、コントロール、ピボット

ミディアムクラシックキャンバー：安定性と操作性の完璧な

バランスのため

足元のクラシックキャンバー

短いラディアス：旋回の扱いが良く、

高速旋回の方法を簡単に習得できる

ソフトフレックス：快適でアクセスしやすい

インサート：サイズ１３０＝直径3.5 mm x L 7 mm、

サイズ１４０、１５０＝直径3.5mmxL9mm

technical specifications:
構造：キャップ構造

コア：フォーム

重量：2450g /ペア@ 140

tip : 10.6
waist : 8.0
tail : 10.6
radius : 15

130.5

tip : 12.1
waist : 8.5
tail : 11.1
radius : 11

140.5

tip : 12.1
waist : 8.5
tail : 11.1
radius : 14

150.5
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簡単に言えば、実際の品質とかパフォーマンス、時にはアーティスティックな何かのために 
必要なブラッククロースのアクセサリー。

Simply, the Black Crows accessory, necessary for real practice 
and sometimes, for something more aesthetic.

poles
accessories



resort

stans Price : ¥12,000 + Tax

58

description :

新しいカーボンスキーストック。 その主なスキルは、あなたの指先でスタイリッシュに
スピードを出すことです。 非常に効率的な、13mmのチューブと、非常に角度のある形
態の特定のハンドルで構築されているため、類い稀なるグリップ力があります。快適
で扱いやすいリストストラップが付属しています。 非常に耐性のあるコンパクトなバ
スケットとスチールチップ。 3つのユニークなカラーリング。 あなたはきっとあなたの
スキー、あなたの服装に合うペアを見つけるでしょう...あるいはもっと良いことに、あ
なたのスタイルにあうものを。

technical specifications:

直径：13mm、カーボン

特徴：«ラバー»ディテール付きのグリップ

ストラップ：柔軟

バスケット：直径60mm、ピステ

ティップ：スチール

サイズ：110-135

重量：230g /ポール@ 125cm

style code : 101491

black/ pink 038 black/ green 081

black/ yellow 005

this is not fake carbon

new



Price : ¥7,000 + Tax Price : ¥14,000 + Tax

60all-terrain mountainering

oxusmeta

style code : 101260 style code : 100868

pink 020 white / pink 025black / yellow 005 green 011 orange 018yellow 026

yellow 026white  023

description :

黒い星。 メタは新世界からのポールです。手にフィットするように正確に成形できる

ゴム製のグリップと、地形の変化に適応できる90mmのバスケットを備えています。

この官能的なスティックの詳細については、シェブロンパターンがハンドグリップを 
 
飾ります。 メタはあらゆる場所に対応し、彩色もおしゃれでカラフルです。

technical specifications:
直径：18mm、アルミニウム合金5083

特徴：新しい超精密グリップ

調節可能なストラップ

90mmフレキシブルバスケット

ティップ：スチール

サイズ：110-135

重量：230g /ポール@ 115cm

description :

完璧なバランス。 長距離と耐久性に対応したサイズで、これは、長い山の下り坂、ツー 
 
リング、または大きな山でのスキーの忠実な仲間です。 クラシックで軽くて強いポー 
 
ルが欲しい人に最適です。 その有名な長いグリップはそれを簡単にします。

安全ハーネスに触発されたリストストラップは、頑丈なキャップで固定されています。 

ついてるかついてないか感じないほど、邪魔にならない合理的なストラップは

貴方のスキーを邪魔しません。

technical specifications:
アルミニウム合金7075

直径18mm

長さ38cmのフォームグリップ

登山用ストラップ

陽極酸化アルミニウムキャップ

スカッドロンバスケット、直径90mm 

カーバイドタングステンチップ

サイズ：110-135

重量：215g /ポール@ 115cm

just pole it do not swallow



mountainering

duos freebirdfurtis Price : ¥18,000 + Tax Price : ¥18,000 + Tax

62

style code : 100869

description :

2部の伸縮ポール。 デュオフリーバードは、頑丈で信頼性の高い軽量のツーリングポ
ールを探しているスキーヤー向けです。Power Lock 3.0の高さ調整システム、安全ハ
ーネスストラップに触発された手首、握りやすい長いグリップの上部の優れた洗練に
より、デュオはすべての技術的機能を組み合わせて、山で効率的かつ移動します。

technical specifications:
アルミニウム合金7075 /カーボン。 

上部：18mm。

下部：16mm。

長さ38cmのフォームグリップ。 登山用ストラップ。

陽極酸化アルミニウムキャップ。 

ピボットバスケット、直径90mm。 

カーバイドタングステンチップ。

ユニサイズ：110から140まで調整可能。

重量：245g /ポール

description :

ビースト。 黒のミニマリストスタイルのファーティスは、軽くてしっかりしたポールを求 
 
めるスキーヤーにとって、手ごわい山の仲間です。 直径22mmで、100％コンポジット

でありながら、衝撃を吸収できるわずかに曲がった構造のおかげで非常に強力で超 
 
軽量であります。最高のグリップのための長いグリップも魅力です。大事なことを言い 
 
忘れましたが、安全帯に触発されたリストストラップは頑丈なキャップで固定されて 
 
います。

technical specifications:
カーボン

直径22mm。

長さ38cmのフォームグリップ。 登山用ストラップ。

陽極酸化アルミニウムキャップ。 ピボットバスケット、

直径90mm。 カーバイドタングステンチップ。

サイズ：110-135

重量：250g /ポール@ 115cm

style code : 100870black / orange 027black / white 039

does not vibrate this is not a tripod



trios freebird
mountainering

Price : ¥24,000 + Tax

64

style code : 100871

description :

スリーピースの伸縮ポール、トリオスフリーバードは軽くてタ
フ。軽量化のためのトップチューブに18mmのカーボンファイバ
ー、伸縮時の安定性のためのPower Lock3.0ロックシステム。 さ
らに、最高のグリップを実現する先細りの長いグリップハンドル
と、2セットのバスケット（90mmと60mm）がトリオに装着可能
です。クロスカントリースキーやウォーキングで、一年中使用で
きるポール。

technical specifications:
アルミニウム合金7075 /カーボン。 
上部：18mm。
中央部：14mm。
下部：16mm。
長さ38cmのフォームグリップ。 登山用ストラップ。
陽極酸化アルミニウムキャップ。
ピボットバスケット、直径90mm。 
カーバイドタングステンチップ。
ユニサイズ：115から140まで調整可能。
重量：260g /ポール裰

black / blue 003

sometimes a pole is just a pole



junior

duos juniusmeta junius

style code : 100436 style code : 100463

description :

ジュニア用のポール。調整可能な2セクションポール。デュオジュニウスは、あなたの
子供が彼らのポールと同時に成長するのを見るだけでなく、何よりもいくつかの冬の
間すべての地形を楽しむスキーをする為に、デザインされた、ジュニアポールです。

specifications:
直径：16 / 14mm、アルミニウム合金7075機能：

ツイストロックシステム

グリップ：クラシックインジェクション

ストラップ：フレキシブル

バスケット：直径60mm、ゲレンデチップ：スチール

サイズ：80-105の範囲で調整可能

重量：190g /ポール

description :

注意：これはキャンディースティックではありません。 メタのジュニア版はより若い世
代を対象としています。直径16mmで、彼らの兄貴より少し薄く、非常に抵抗力のある
コンパクトなバスケットの恩恵を受けています。 メタジュニウスは、持ちやすいメタ
と同じ人間工学的グリップを備えています同じくクラシックながら頑丈なストラップ
も付属してます。蛍光イエローまたはホワイトとピンクの2色があり、見失うことはあ
りません。

technical specifications:
アルミニウム合金5083。

直径16mm。

人間工学に基づいたグリップ。

調節可能なウェビングストラップ。 

直径60mmのアルパインバスケット。 

スチールチップ。

サイズ：80-105

重量：180g /ポール@ 95cm

style code : 101123

pink 020

orange 018yellow 100436 white / pink 100463

Price : ¥5,000 + Tax Price : ¥8,000 + Tax

66

this is not a candy stick this is not a candy stick
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skins
accessories - mountain touring



Price : ¥28,000 + Tax Price : ¥28,000 + Tax

70

to me there is nothing better than 
feeling smoother than a dolphin

to me there is nothing better than 
feeling smoother than a dolphin

accessories - mountain touring

pilus ultra lightpilus super light
description :

線毛の皮膚は、接着剤を保護して防水性にする薄いシートが特徴です。頑丈で耐久性
があり、非常に実用的で、温度の変化に影響されないPilusは、笑顔で頂上に登るのに
理想的なパートナーです。超軽量メンブレンは非常に耐性があり、100％防水されて
います。ハイブリッドコンポジション（モヘア/ナイロン）により、上り坂でのグリップ力
に優れ、スロープ上を滑らかにスライドします。

耐水性材料（フッ素フリー）：
性能に影響を与えないが、生態学的影響を軽減する化学成分の削減。

technical specifications:
素材：モヘア70％、ナイロン30％、疎水性
処理PFCフリー、軽い膜、効率的で耐久性のある接着剤。

style code:
101268 - pilus solis (173/180)
101261 - pilus ferox freebird (170/176/181/186) 
101262 - pilus corvus freebird (176/183/188)
101263 - pilus navis freebird (167/173/179/185) 
101264 - pilus camox freebird (160/166/172/183/188) 
101270 - trim-to-fit : 135mm x 190cm （Price : ¥26,000 + Tax）
101271 - trim-to-fit : 120mm x 185cm （Price : ¥26,000 + Tax）

description :

線毛の皮膚は、接着剤を保護して防水性にする薄いシートが特徴です。頑丈で耐久性
があり、非常に実用的で、温度の変化に影響されないPilusは、笑顔で頂上に登るのに
理想的なパートナーです。超軽量メンブレンは非常に耐性があり、100％防水されて
います。ハイブリッドコンポジション（モヘア/ナイロン）により、上り坂でのグリップ力
に優れ、スロープ上を滑らかにスライドします。

耐水性材料（フッ素フリー）：
性能に影響を与えないが、生態学的影響を軽減する化学成分の削減。

technical specifications:
素材：モヘア70％、ナイロン30％、疎水性
処理PFCフリー、軽い膜、効率的で耐久性のある接着剤。

style code:
101265 - pilus orb freebird (161/167/173/179/184) 
101266 - pilus ova freebird (162/170/175/180)
101496 - pilus mentis freebird (157/164/171/178) > NEW
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skis and accessories 
collection 21.22

hardgoods

anima
ref : 101217

corvus
ref : 101215

anima birdie
ref : 101227

atris birdie
ref : 101225

camox birdie
ref : 101221
ref rt : 101255

captis birdie
ref : 101223
ref rt : 101256

vertis birdie
ref : 101193
ref rt : 101257

divus birdie
ref : 101542
ref rt : 101554

atris jr
ref : 101239

camox jr
ref : 101241
ref rt : 101339

camox birdie jr
ref : 101243

junius
ref : 101235

junius birdie
ref : 101237

vertis 
ref : 101191
ref rt : 101091

ferox freebird 
ref : 101014

navis freebird
ref : 101018

corvus freebird
ref : 101229

ova freebird
ref : 101233

camox freebird
ref : 101020 mentis freebird

ref : 101371

nocta
ref : 101219

divus
ref : 100994
ref rt : 101198

mirus cor
ref : 101540

orb
ref : 100992

justis
ref : 101211

camox
ref : 101207
ref rt : 101546

captis
ref : 101209
ref rt : 101254

serpo
ref : 101541
ref rt : 101544

new new orb freebird
ref : 101231

solis
ref : 100841

new

newatris
ref : 101213

resort

big mountain birdie junior

poles

all-terrain freebird

duos freebird
ref : 100870

trios freebird
ref : 100871

meta junius
ref : 100436
ref : 100463

duos junius
ref : 101123stans

ref : 101491

pilus ultra light
ref : 101265 -101266 
-101496

pilus super light
ref : 101268 -101261 - 101262 -
       101263 -101264 - 101270 -101271

furtis
ref : 100869

meta
ref : 101260

oxus
ref : 100868

accessoires

new



2

black merino 
long sleeve bc tee

black merino 
long sleeve chevron tee

S M L XL

ref: 101324

 description:

良質100％メリノウールの長袖Tシャツで、
大きな山やあらゆる地形の真のパートナーです。
 アイキャチなロゴが付いた、
ブラッククロウスキーヤー
のためのプロダクト。

the nitty-gritty:

ラウンドネック
裏側が付いた半袖黒いカラスの
シェブロンロゴプリント

technical specifications:

アウター素材：ブラックメリノウール、
　　　　　　　100％メリノウール、
　　　　　　　160グラム

S M L XL

ref: 101347 

description:

良質100％メリノウールの長袖Tシャツで、
大きな山やあらゆる地形の真のパートナーです。
 アイキャチなロゴが付いた、
ブラッククロウスキーヤー
のためのプロダクト。

the nitty-gritty:

ラウンドネック
裏側が付いた半袖黒いカラスの
シェブロンロゴプリント

technical specifications:

アウター素材：ブラックメリノウール、
　　　　　　　100％メリノウール、
　　　　　　　160グラム

it used to be harder it used to be harder

008 dark blue039 black/ white 040 olive green 008 dark blue005 black/ yellow 005 black/ yellow

mountain touring — men

039 black/ white

Price : ¥10,000 + Tax Price : ¥10,000 + Tax
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black merino 
short sleeve chevron tee

black merino
long sleeve line tee

S M L XL

ref: 101348

 description:

良質100％メリノウールの半袖Tシャツで、
大きな山やあらゆる地形の真のパートナーです。
 アイキャチなロゴが付いた、
ブラッククロウスキーヤー
のためのプロダクト。

the nitty-gritty:

ラウンドネック
裏側が付いた半袖黒いカラスの
シェブロンロゴプリント

technical specifications:

アウター素材：ブラックメリノウール、
　　　　　　　100％メリノウール、
　　　　　　　160グラム

S M L XL

ref: 101325

 description:

良質100％メリノウールの長袖Tシャツで、
大きな山やあらゆる地形の真のパートナーです。
 アイキャチなロゴが付いた、
ブラッククロウスキーヤー
のためのプロダクト。

the nitty-gritty:

ラウンドネック
裏側が付いた半袖黒いカラスの
シェブロンロゴプリント

technical specifications:

アウター素材：ブラックメリノウール、
　　　　　　　100％メリノウール、
　　　　　　　160グラム

it used to be harder it used to be harder

008 dark blue039 black/ white 040 olive green 040 olive green005 black/ yellow 005 black/ yellow

005 black/ yellow

mountain touring — men

029 gold

Price : ¥10,000 + Tax Price : ¥8,000 + Tax
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black merino 
short sleeve line tee

black merino 
short sleeve bc tee

S M L XL

ref: 101345

 description:

良質100％メリノウールの半袖Tシャツで、
大きな山やあらゆる地形の真のパートナーです。
 アイキャチなロゴが付いた、
ブラッククロウスキーヤー
のためのプロダクト。

the nitty-gritty:

ラウンドネック
裏側が付いた半袖黒いカラスの
シェブロンロゴプリント

technical specifications:

アウター素材：ブラックメリノウール、
　　　　　　　100％メリノウール、
　　　　　　　160グラム

S M L XL

ref: 101346

description:

良質100％メリノウールの半袖Tシャツで、
大きな山やあらゆる地形の真のパートナーです。
 アイキャチなロゴが付いた、
ブラッククロウスキーヤー
のためのプロダクト。

the nitty-gritty:

ラウンドネック
裏側が付いた半袖黒いカラスの
シェブロンロゴプリント

technical specifications:

アウター素材：ブラックメリノウール、
　　　　　　　100％メリノウール、
　　　　　　　160グラム

it used to be harder it used to be harder

028 gold 040 olive green 028 gold008 dark blue005 black/ yellow 039 black/ white

mountain touring — men

008 dark blue 040 olive green

Price : ¥8,000 + Tax Price : ¥8,000 + Tax
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black merino 
long sleeve line tee

black merino 
long sleeve chevron tee

XS S M L

ref: 101326

description:

ロングスリーブTシャツ。良質100％メリノウール使用。
大きな山やあらゆる地形の真のパートナーです。
 アイキャチなロゴが付いた、
ブラッククロウスキーヤー
のためのプロダクト。

the nitty-gritty:

ラウンドネック
裏側が付いた半袖黒いカラスの
シェブロンロゴプリント

technical specifications:

アウター素材：ブラックメリノウール、
　　　　　　　160グラム

XS S M L

ref : 101349

description:

良質100％メリノウールの長袖Tシャツで、
大きな山やあらゆる地形の真のパートナーです。
 アイキャチなロゴが付いた、
ブラッククロウスキーヤー
のためのプロダクト。

the nitty-gritty:

ラウンドネック
裏側が付いた半袖黒いカラスの
シェブロンロゴプリント

technical specifications:

アウター素材：ブラックメリノウール、
　　　　　　　100％メリノウール、
　　　　　　　160グラム

it used to be harder it used to be harder

032 off white093 deep burgundy 032 off white

mountain touring — women

002 black 002 black093 deep burgundy

Price : ¥10,000 + Tax Price : ¥10,000 + Tax
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black merino 
short sleeve chevron tee

XS S M L

ref: 101327

description:

良質100％メリノウールの半袖Tシャツで、
大きな山やあらゆる地形の真のパートナーです。
 アイキャチなロゴが付いた、
ブラッククロウスキーヤー
のためのプロダクト。

the nitty-gritty:

ラウンドネック
裏側が付いた半袖黒いカラスの
シェブロンロゴプリント

technical specifications:

アウター素材：ブラックメリノウール、
　　　　　　　100％メリノウール、
　　　　　　　160グラム

XS S M Lit used to be harder

038 black/ pink095 old rose

mountain touring — women

031 dark green

Price : ¥8,000 + Tax


