


NEWハイパーベルト

2021-2022シーズンはさらにテクニカルシーンに対応するモデ
ルへ進化。ライディングを難しくせずフレキシブルに動けるブー
ツへとユーザー目線でのアップデートでより使いやすさを追求。

昨シーズンより搭載の FLEX WIREバックルに続き、今シーズン
はハイパーベルトとして好評をいただいていたパワーベルトを
よりフレキシブルな素材に変化させた NEWハイパーベルトとし
てアップデート。より動きやすくスムースなライディングに効
果を発揮。

NEWカントシステム登場。従来通りのロックカント調整はその
ままに、ダイヤルプレートを操作することでオートカントシステ
ムとしてフリーに機能する。ライディング中の身体の運動がよ
りスムースに行えるよう開発。ライディングのお好みに合わせ
てロック orオートで使用可能。

Rider: ATUSHI NAKAHARA

FLEX WIRE バックルと FRONT POWERTタン
グを採用。ボードのコントロール性・ハンドリング・
フィット感のバランスを再度見直すことで、より
動けるブーツとしてライディングフィールの向上に
成功。

¥90,200 / ¥92,400 / ¥90,200 / ¥85,800

¥90,200 / ¥92,400 / ¥90,200 / ¥85,800



※価格は全て税込みです。

¥8,800

¥6,600

¥6,600
¥3,850

¥2,420

¥3,300

（WIDEタイプ）

G-STYLE オリジナルのパ
ワーベルト。ワイドタイプ。

FOOTWEDGEインソール。

ポジションの安定性とボー
ドコントロール性を格段に
アップすることに成功。

ナチュラルなストロークと素
晴らしいレスポンスが可能
（40mm）

イエロー 等倍
ブルー 2 倍 / レッド 3 倍

GTR 専用 30mm x 20mm
ロングストローク仕様

GTR-R （レッド x ゴールド）
GTR-S （レッド x レッド )

高いホールド力とハイレスポン
スにより操作感・安定感が格段
にアップ。

ノーマル（ショート）タイプ。

¥6,600

¥6,600
¥8,800

GTR
-R-

GTR
-S-

¥5,500
¥2,750
¥2,750

¥7,700

¥7,700
¥4,400

¥4,400

G-STYLE スノーボードブー
ツに装着可能なスキー専用
ソールセット。

全体を約 8mm 厚のパッド
でしっかりとガード。内側は
全面リフレクター仕様によ
り防水撥水・断熱効果あり。

ポジションの安定性とボード
コントロール性を格段にアッ
プすることに成功。

前後にスプリングを装着し
たダブルスプリング仕様
（30mm x 10mm）

イエロー 等倍
ブルー 2 倍 / レッド 3 倍

G-STYLE オリジナルワイ
ヤーバックルセット。
単品でも購入いただけます。

バックルのカラー・硬度につきましては現行モデルのカラーもあり
ますのでお問い合わせください。

ストラップ自体が持つ弾性と
独自の形状により、ホールド
感をアップすると共にショッ
クを効果的に吸収します。

ロングタイプ。より一体感を
増すオプションパーツ。

¥7,700

¥3,300

¥6,600
¥8,800

¥8,800

シェル素材とパワータング素材を
合わせることでより一体感のある
スムースな動きをサポートします。

GTR 用   : ハードタイプ
GTR-S 用 : ミディアムタイプ

バックサイドのコントロール
性能を飛躍的に高めることに
成功。

ハイパーホールドストラップを
フレキシブル＆マイルドにした
新型パワーベルトシステム。

TEAM SPRING の最強バー
ジョン。4倍の硬さを誇る。レー
シング仕様（30mm x 10mm）

衝撃吸収剤をミックスしたマイ
ルドなフィーリングを実現。

G-STYLE スノーボードブーツ専
用のスタンダードソールセット。

交換用オプションパーツ。

¥9,900

¥3,300

¥7,700
¥4,400

¥4,400

¥11,000 ¥3,300

¥52,800 / ¥56,100 / ¥60,500

¥52,800 / ¥56,100 / ¥60,500

¥41,800 / ¥50,600

【ソフトタイプ】
ターコイズ・ブルー・ピンク
【ハードタイプ】
レッド・スモークブラック

【ソフトタイプ】
ターコイズ・ブルー・ピンク
【ハードタイプ】
レッド・スモークブラック



Rider: MASAMI KISHI / Photo: TSUTOMU FUJIMAKI

Rider: SHOTA YADA / Photo: MASAMI KISHI

左右各 2枚 1組。セットアップ
に応じてご使用ください。

¥1,320

左右各 2枚 1組。ユニカン使
用時等にご使用ください。

¥1,320

左右各 2枚 1組。セットアップに
応じてご使用ください。

¥1,320

1枚1セット10mm以上のセッ
トアップ時に使用します。

¥5,500

各 10個 1セット。
セットアップ時に使用。

¥880

¥8,800

¥8,800

¥1,650

¥1,100

¥1,100

¥8,800

¥660

¥660

¥880

¥1,320

¥1,320

¥4,400

¥1,650

¥2,200

¥2,200

SP-Duralmin による強化シャーシがボードのポテンシャル
をダイレクトに伝える。ハイレスポンスな最強インターフェー
ス。レース向けハイパフォーマンスモデル。

SP-Duralmin による強化シャーシにより実現した絶妙フレッ
クス & ハイレスポンス。クルージングからレースまで対応す
るハイパフォーマンスモデル。

Duralmin と強化 Nylon による複合素材のシャーシがステッ
プインモデルながらソフトなライディングフィールを実現。レ
ベルを問わずオールラウンドに対応するベーシックモデル。

カラー
サイズ

レッド
23.0 ~ 28.5 cm（1cm刻）

仕様
INTUITION
FOOT WEDGE インソール搭載
タングホールドシステム

¥ 35,200
対象 上級エキスパート

（オリジナルフルサーモタイプ）

■ライダースペックのタイトフィット（肉厚パット仕様）
■ナローな足にも対応

カラー
サイズ

ブルー
23.0 ~ 28.5 cm（1cm刻）

仕様
INTUITION
FOOT WEDGE インソール搭載
タングホールドシステム

¥ 33,000
対象 上級エキスパート

（オリジナルフルサーモタイプ）

■スタンダードのマルチフィット（標準パット仕様）
■オールラウンドに対応

カラー
サイズ

シルバー
23.0 ~ 28.5 cm（1cm刻）

仕様
INTUITION
FOOT WEDGE インソール搭載
タングホールドシステム

¥ 28,600
対象 初～上級・ソフトブーツ対応

（オリジナルフルサーモタイプ）

■コンフォートフィット（ソフトパット仕様）
■ソフトブーツにも対応

THE CORE

インナーメーカーとして世界的に有名な「INTUITION 社」との共同開発により実現した
オリジナル・フルサーモインナー「THE COER」
優れた成型能力をもつ、「GENUINE INTUITION FOAM」により、あらゆる足型とシェルの
組み合わせに最高のフィットを約束します。

ライダー仕様のタイトフィット「TEAM-FIT」、オールラウンド仕様の「PRO-FIT」、
快適仕様の「COMFOR- FIT」の 3 種類をラインナップ。

¥55,000 ¥49,500 ¥42,900

※価格は全て税込みです。

唯一無二 /G-STYLE オリジナル・STEP IN SYSTEMを搭載したアルパインスノーボードバインディング
スピーディー＆イージーな脱着と各種オプションパーツによる正確で確実なセットアップが可能。
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