
2021 Fall & Winter

MONTURA
2021FW



2 3

searching a new way

2021 Fall & Winter

new routes
new paths
new roads

より良く生きるアイディアとはなんだろう。

モンチュラは、終わりのない思索の旅に新たな地平を見出すべく

山に人生を賭ける登山家や冒険家の要求に耳を傾け

そのまなざしを共にしながら、未知の領域を探し続ける。

Archivio Foto Montura © Harald Wisthaler



湿気た環境下でも躊躇することなく着用できる、超
軽量ポリエステルの中綿素材 comfortemp® を使
用したインシュレーションジャケット。背面には
POLARTEC® Alpha Direct をライニングし、透湿
性をアップさせています。Pertex® Quantum の裏
地は、しなやかな着心地かつ素早く体温を中綿に伝え、
耐久撥水加工が施された表面素材は耐摩耗性に優れる
だけでなく、身頃や肩、脇などで強度と透湿性のバラ
ンスを変化させています。

軽量で高い保温性を誇る POLARTEC® Thermal 
Pro® の肌触りが心地良いフリースジャケット。通気
性が良く汗を効率的に拡散してくれるので、シェルの
下に着れば衣服内環境を快適に保ちながら保温力を大
幅に向上。単独でも体温調整がしやすい。袖部分と、
脇の下からサイドにかけては強度とストレッチ性を備
えた薄手の POLARTEC® Power Grid™ を使用し
ているため自然な着用感で、重ね着をした時にも嵩張
ることがなく、適度な保温性を提供します。

4 5

豊かな毛足のフリースは部分的に
生地を切り替え、運動性と適度な
通気性を確保している。

シンプルな仕様でグローブとの干
渉も少ないサムホールを備えたスト
レッチ素材の袖口。

グローブをした時や重ね着の際に
干渉しないよう配慮された薄手の
POLARTEC® Power Grid™の袖。

VULCAN 2.0 
JACKET

NORDIC FLEECE
JACKET

程良いサイズ感で首の動きに追従
するので、視界も良好な耐水素材
のフード。

高次元の素材の組み合わせが
寒冷な環境下での行動を
快適にサポート

軽く、柔らかい着心地で
広範囲で活用できる
バランスのとれたサーマルウェア



FORMULA PRO 
JACKET 
WOMAN

EVOQUE 2 −5cm  
PANTS 
WOMAN
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中綿の保温性を要所に確保しなが
ら、首に触れる部分や背中に異なっ
た起毛素材を配置。

動きやすさと適度な放熱に配慮され
た構成で、特に寒冷な環境下の行
動着として最適。

ストレッチ素材と人間工学に基づ
いた緻密なパターンにより、足の動
きに一切のストレスを感じない。

裾幅が調整可能な
サイドジッパー

必要なものを理想的なところに
深い追求から生まれる
完成されたデザイン

トレイルで必要な機能を備え
自由な動きを約束する
美しいシルエット

耐久撥水加工を施した軽量ナイロン素材のハイブリッ
ド中綿ジャケット。身頃・肩部・フードなどの適所に
中綿を配置し、動き易さを考慮して袖部と背面には撥
水加工を施したストレッチ素材を使用。雪やみぞれな
どの状況でも躊躇なく着ることができます。重ね着を
しても嵩張らず、すっきりとしたシルエットを保ちま
す。寒い時期での行動着・保温着に最適です。

適度なテーパードで、足捌きが良好な秋冬のトレイル
パンツ。高い保温性を持つ中空糸 Thermolite® を使
用し、防風性と撥水性を備えた柔らかなストレッチ素
材で、着る人の体型に応じて快適にフィットします。
裾部分にはファスナー付きの簡易ゲイター付き。単体
使用はもちろん、シェルパンツのインナーとしても使
用できます。
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ABOUT TASCI MONTURA ATHLETE LECTURE

山岳ライター
小林千穂さんに聞く

秋冬登山での
基本的なレイヤリングと
素材の選び方

「今自分には何が必要だろうか？ 」
こまめに気にして、楽しく安全な登山を
汗をかきつつ、寒さにも気を配りたい秋冬の登山。
快適に楽しむためにはどうしたらいいか、
必要なウェアリングの基本的な知識を、
千穂さんと今一度確認しよう。

こばやし ちほ　山好きの父の影響で
子どものころに山登りをはじめ、里山
歩きから雪山、海外遠征まで幅広く登
山を楽しむ。山小屋従業員、山岳写真
家のアシスタントを経て、フリーのラ
イター・編集者として活動している。
著者に『DVD 登山ガイド穂高』（山と
溪谷社）、『失敗しない山登り』（講談社）
などがある。日本山岳ガイド協会認定、
登山ガイド。
ブログ：小林千穂の「山でわくわく」
https://ameblo.jp/chihokobayashi/

山岳ライター / MOUNTAIN WRITER

Chiho Kobayashi

小林 千穂

イタリア北部の自然豊かな山麓地帯で、
優れたエルゴノミック・デザインは今日も磨き続けられている。

スキー市場と共に成長してきたスポーツウェアやシューズだけでなく、
美しい工業製品や仕立ての良い衣料品などでも優れたブランドが数多く生まれるイタリア。
TASCI（タッシ）社はヨーロッパアルプスの麓に広がる自然豊かなイタリア北部エリアを拠点とし、
今日も高品質なMONTURA製品を世に送り出している。

TASCI / NORTH ITALIA

MONTURAが産声を上げたのは
イタリア北部の街ロヴェレート

　北イタリアの有数の避暑地であるガ
ルダ湖近くに位置するトレント県ロヴ
ェレートで MONTURA は始まった。同
県内のイゼーラに最大規模の直営店を
置くほか、かのロックマスターも開催
される「クライマーの聖地」アルコに
も店舗を構える。現在は本社をヴィチ
ェンツァのザネに移し、製品の研究開
発、プロトタイプの作成から生産の計
画を含め、ほぼ全ての業務をここで行
なっている。

アウトドアスポーツの
拠点となるスキーオ店

　本社にほど近いスキーオにも店舗を
構えており、ここではより実践的な山
岳スポーツをはじめ、自転車やセーリ
ングなどを含む多くのアウトドアスポ
ーツを専門とし、自社の出版物並びに
各専門書も豊富に揃える。経験豊富な
登山家やアスリートだけでなく、ライ
トなアウトドアを楽しむ方、ライフス
タイルウェアとしてアウトドアウェア
を探している方など、さまざまな客で
賑わう。

「メイド・イン・ヨーロッパ」が
スムーズな生産と品質に貢献する

　アウトドアウェアの製造に関する専
門的に特化した技術を確保するために、
2001 年から生産拠点をモルドバに設
置。工場を近代化するとともに技術力
の高い職人を育成・維持することで、
MONTURA の高度な製品づくりに特化
させることに成功しており、このこと
は高品質な製品をしかるべきタイミン
グかつ安定して市場に提供するために、
非常に重要な背景となっている。
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SEAMLESS MEDIUM MAGLIA 
WOMAN

長く着たままでも平気

MERINO CONCEPT MAGLIA 
WOMAN

汗を早
く

乾かし
たい

Layering & Fabrics  
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山でのウェアリングは重ね着が
基本。こまめな調整を。

　登山を始めてまもない人によく見ら
れるのが、寒いのが怖いからと着込み
すぎてしまうケースですね。特に冬場。
もちろん寒さに備えるのも大切なんで
すけど、汗をかきすぎないように心が
けましょう。ちょっと寒いくらいでス
タートしても、15 ～ 20 分も歩くと体
が温まってくるので、その頃にちょう
ど良くなるように予測して着るものを
考えます。
　登山中のウェアの脱ぎ着は、登るのに
一所懸命になりすぎるとついつい億劫
になってしまうことがあるので、一定
時間ごとに確認するくらいの意識を持
って。私もグループで登山をするとき
は、率先して小休止するようにします。
そうして皆が立ち止まる時間をつくる
ことで、誰かがウェアの調整をできた
りするので。

自分の体の声を聞く。

　ウェアに限ったことではないのです
が、登山中は「わたし、暑くないかな？」

「喉が渇いていないかな？」「疲れすぎ
ていないかな？」などと、こまめに自
分の体を思いやってあげます。景色を
見るために立ち止まったり、休憩がて
ら何か口に入れたり。そういう余裕を
持つことが安全な登山にも繋がります。　
　グループ登山だと、皆のペースが乱
れるかもと遠慮してしまいがちですが、
それでもこまめに立ち止まってウェア
を調整しましょう。歩きながらでも少し
暑いなと感じたら、ウェアのジッパー
を少し下げるとか袖をまくるとか、ほ
んの少しの対処をするだけでも体感は
随分違います。

環境の変化を予測して
前もって準備できるように。

　山では途中で環境の急変もあります。
例えば稜線に出ると、風が強くなること
が多いです。そうなってから慌ててジャ
ケットをザックから取り出して着よう

とすると、場合によっては風で荷物が飛
ばされたりもしかねないので、そうい
った状況になるかもしれないと前もっ
て予測できるようになるといいですね。
そろそろ森林限界が近づいているなと
気がついたら、あらかじめジャケット
を準備するなど先手が打てるようにな
ります。

秋冬の登山ウェアを選ぶ時に
注意したいポイントは。

　秋冬シーズンのウェア選びですが、春
夏よりも「脱ぎ着のしやすさ」を意識
するかもしれません。そのためにもあ
まりごてごてしたディテールがない方
が良かったりしますね。特に袖は寒い
時期はグローブと干渉することもあり
ますし、逆に暑いときは、まくりやす
い方がいいです。
　首周りにジッパーがあるものはウェ
ア内の換気をしてくれるので、温度調
整がしやすいです。プルオーバー（被り）
タイプのウェアは少し脱ぎ着がしづら
いので、ベースレイヤーなど山行中に
は基本的に脱ぐことがないものに適し
ていると思います。これ以上脱ぐこと
はないというスタイルを決めて、その
上に必要に応じて着足して行くイメー
ジです。モンチュラのウェアは重ね着
をした時にも動きやすく汗抜けも良い
ので、素材使いやデザインが本当に良
く考えられているなと感心します。

モンチュラのデザイン
どんなところが魅力？

　モンチュラはしっかりとフィットす
るウェアが中心なのですが、素材使いや
カットの仕方に工夫がされているので、
どんな動きをしてもそれを妨げること
なく、部分的に厚みを調節してくれて
いるものも多いので、重ね着してもご
わつかずに快適です。一見派手に感じ
るかもしれない独特のカラーリングも
特徴で、冬場は雪や枯れ木で景色に色
彩がなくなるので、無彩色の世界にモ
ンチュラのデザインがとても映えるの
ではと思います。

VULCAN 2.0 JACKET 
WOMAN

SUMMIT 2.0 DUVET
 WOMAN

保温着はダウンがいいの？ 
化繊がいいの？

Q. Q. アンダーウェアはウールがいいの？ 
化繊がいいの？

千 穂 さ ん の 選 ん だ 秋 冬 山 の コ ー デ ィ ネ ー ト

上着はこまめに脱ぎ着ができ
て、ベース〜ミッドレイヤーと
相性の良いものを選んで！

悪天候に耐えられるフードの
しっかりしたタイプを。ベンチ
レーションがついていると快適！

　皆さまがウェアのお買い物をし
ているのを見る機会があるのです
が、多くの人が少し大きめサイズ
を選びがちなようです。大きめの
ものを選びたくなる理由もそれ
ぞれお持ちかとは思うのですが、
ウェア本来の動きやすさや機能性
を発揮するためには、少し小さい
かな？くらいの意識でも大丈夫な
ので、怖がらずにジャストサイズ
を選ぶことが大切です。（小林）

ダウン 化繊中綿

A. A.
両者とも性能の良いものが増えてきているので難し
いところですが、ダウンを着るのはテントや山小屋
などで、本当に防寒に徹したい時ですね。ダウンは
基本的に湿気に弱いので、行動中はほとんど着るこ
とがないです。比べて化繊中綿は湿気に強いので、
冬場の雪になりきれないミゾレ、みたいな状況にも
躊躇せず着れる安心感があります。化繊中綿はメン
テナンスのしやすさも魅力ですね。

アンダーウェアの着心地に対する感じ方は個人差に
よるところが大きいですが、私はだんぜんウールが
好きです。山では着替えもままならないことが多い
ので、匂いが残らないのも助かります。でも汗が乾
きにくい性質もあるので、それで冷えてしまうこと
も。冬は速乾性を重要視して化繊のアンダーを使う
ようにしています。タイツも基本的に同じ考え方で
すが、私は汗かきなのであまり穿きません。

ウール 化繊

AIR ACTION HYBRID JACKET WOMAN / ¥49,500
THERMIC 3 MAGLIA WOMAN / ¥14,300
TIROLO PANTS WOMAN / ¥27,500

ALL MOUNTAIN JACKET WOMAN / ¥63,800
EXCALIBUR PRO -5cm PANTS WOMAN / ¥44,000
COLLAR NORDIC CAP / ¥6,050

無雪期ハイクのスタイル 雪山ハイクのスタイル

- one point advice -

保温
を重
視

した
いと
きに

湿気が予想
されるなら



Hard Shell

Jacket : COSMO PRO JACKET

¥88,000

Pant : COSMO PRO PANTS

¥83,600

Jacket : COSMO PRO JACKET  WOMAN

¥88,000

Pant : MAGIC 2.0 COVER PANTS

¥49,500
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Soft Shell

Jacket : BRAVE JACKET

¥53,900

Pant : INOX -5CM PANTS

¥39,600

Accessories : WALK BAND

¥4,620

Jacket : AIR ACTION HYBRID JACKET WOMAN

¥49,500

Pant : FANCY 2.0 -5CM PANTS WOMAN

¥29,700
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Insulation

Jacket : EIGER JACKET

¥46,200

Pant : VERTIGO -7CM PANTS

¥29,700

Jacket : SUMMIT 2.0 DUVET WOMAN

¥74,800

Pant : RENON PANTS WOMAN

¥19,800

Accessories : COLLAR NORDIC CAP

¥6,050
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Materials of Insulation 
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EIGER 
JACKET

Archivio Foto Montura © Harald Wisthaler Antonio Frizzo / Montura Material and Technology Manager 

　「ダウンと化繊綿には、それぞ
れに特徴があり、様々なシーン
に適した使い方ができます。

　MONTURA 製品で使用してい
るナチュラルダウンは、環境負
荷に配慮された NIKWAX PFC 
FREE DWR 加工を施した 750
フィルパワーホワイトダックダ
ウンで、従来のものより速乾性
に優れているだけでなく、非常
に軽量でコンパクトに収納する
ことができ、特に断熱性能は最
高レベルです。ただ、多少のデ
メリットも持ち合わせています。

　ダウンは食用として飼育され
た水鳥の副産物であり、本来捨
てられていた部分です。採取に
関しては厳しいガイドラインが
設けられています。それでも『非
人道的である』として受け入れ
ない人もいます。またダウン製
品は洗濯などで乾燥させる際に
はいくつかの注意や措置が必要
で、手入れに気を使う部分があ
ります。ダウン抜けを防ぐため
には生地も目の詰まった通気性
の低いものしか使用することが
できません。このようなダウン

製品は、激しい有酸素運動には
不向きであると言えます。

　湿気を帯びる可能性のある状
況で使うインシュレーション
ウェアを考える際には、こうし
たダウンの代替として化繊綿を
使うことになりますが、断熱
性能においてダウンに迫るパ
フォーマンスを誇るものもあり、
MONTURA でもそいうったもの
を使用しています。断熱性が高
いというだけでなく、化繊綿は
湿気に強く、ダウンと違って羽
が抜けるようなことがないので、
組み合わせる生地の選択の範囲
も広くなり、通気性の高い製品
を作ることができます。ダウン
の代替という役割を超えて、耐
久性、軽量性、携帯性といった
点でも非常に優れた素材です。

　comfortemp® はソフトな手触
りで、高い断熱性を持ち、非常
に軽量です。より自由な動きを
可能にしながら、ケアが容易な
のも特徴で、洗濯後も構造に変
化が少なく、暖かさを保ちます。
　アクティブな使用を想定した
EIGER JACKET に comfortemp®

を選んだ理由は、ダウンの膨ら
み感が良くシミュレートされて
おり、またその構造から保温性
と透湿性のバランスの良いウェ
アを作れると思ったからです。
寒冷な状況下での高負荷の有酸
素運動時を想定した時に、通気
性のあるメカニカルストレッチ
のシェル素材を使用したイン
シュレーションウェアが作れる
ことは、動きやすさと衣服内の
湿度管理に大きく貢献してくれ
るはずです」

TASCI社の製品素材担当に聞く

ダウンの弱点を補う化繊中綿素材に
『comfortemp®』 を採用した理由

耐摩耗性が高いダブルリップストップ構造のナイロンCordura®を採用し、
中綿に軽量ポリエステルcomfortemp®を使用したフード付き中綿ジャケット。
濡れに強い化繊綿は、行動中でも使用でき寒い時期の登山やアクティブに動く
アウトドアアクティビティに最適です。

MONTURA + comfortemp®
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高い通気性

冷気を遮断

体温を保持

高い断熱性を生み出す独自の
サーモファイバー構造

たくさんのエアーポケットをもたらすユニークなファイバーボール
（立体的な球状繊維）構造で、非常に暖かく耐久性のある断熱材です。 
従来の中綿よりも断熱性が高く、ダウンのような軽さと柔らかさに加
え弾力のあるボリューム感も持ち合わせ、適度なストレッチ感により
自由な動きを提供します。通気性も高く、ダウンの弱点を補う代替品
として最適です。 洗濯後も均一な構造を保つので、コールドスポッ
トを生むことがありません。

高い断熱性を備えた、柔らかで超軽量な
シンセティック・インシュレーション。

MONTURA 2021 FALL & WINTER

Materials of Insulation 

Archivio Foto Montura © Harald Wisthaler

EIGER JACKET

¥46,200
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すずき かんな　静岡県島田市出身。
中学の頃から陸上を始める。大学で陸
上はやめてしまうが、社会人になり父・
政宏さんに誘われるようにトレイルラ
ンニングの世界へ。親子 2 代で共に、
日々記録と距離を伸ばし続けている。

トレイルランナー / TRAIL RUNNER

鈴木 栞奈

kanchan_1102

KANNA SUZUKI

MONTURA TOKYO「一日店長」
トレイルランナー
鈴木栞奈さんに聞く

悩んだ時の
ショップ活用術
初めてのトレイルラン

トレイルランは冬でも
短パンがおすすめですか？

　「走る時にタイツを穿いている人もい
らっしゃいますけど、トレイルランは
かなり股関節の可動域も重要なスポー
ツなので、動きを妨げない短パンがお
すすめですね。まずは T シャツと短パ
ンを揃えましょうか。上にスカートが
ついたタイプもあります。MONTURA
製品は特に肌に接する部分の素材につ
いて良く考えられていて汗ばなれが抜
群なので、どれを選んでも不快に感じ
ることはまずないと思います。ザック
は大きすぎないものを。12 Lくらいのも
のが重量的にも適当ですね」

MONTURA 製品にはどんな
良さがあるの？

　「本国イタリアでは山岳救助隊のユニ
フォームにもなっているくらいのブラ

ンドですから、極限状態で使う際の信頼
性がとても高いです。自分もギリギリの
状況や、環境が急変した時など、ふとし
た瞬間に『あ、私ほんとにいいものを
着ているな ...』と感じることがあります。
MONTURA 製品は一つの製品のなかで
も部分的に厚さを変えたり素材を変え
たり細かい配慮がされているおかげで
動きやすくて暑くなりすぎない。それぞ
れを使用する状況を想定しながら、と
ても研究されているんでしょうね」

ヘアバンドっていいですか？

　「私は走る時にヘアバンドが欠かせな
いんですけど、髪がまとまるだけでな
く垂れてきた汗が目に入らないという
利点もあります。風が冷たいなと思っ
たら簡易的に耳当てのように使うこと
もできます。色柄も豊富なので、おし
ゃれのワンポイントとしても楽めます。
男性も愛用されている方が多いですよ」

一日店長を体験してみて
いかがでしたか？

　「今回は途中で MONTURA OSAKA さん
と繋いでのインスタライブがあったり、
告知と共にたくさんのお客様にお越しいた
だいたりして終始バタバタでしたけど…
やはりお客様と直接話すのは楽しいです
ね。お店では実際に製品を見ることがで
きるだけでなく、スタッフも親切で細かな
相談も親身に対応してくださるので、これ
からもわからないことがあったらお店でな
んでも聞いてみてくださいね」

「トレイルラン、始めてみたいけど何から揃えよう...？」
「MONTURAってどんなブランド...？」

いつも真剣勝負で製品を使っているからわかることがある。
エルゴノミクスデザインに包まれて走り続ける栞奈さんに、
今回はMONTURA TOKYOでお話を伺った。

当日は栞奈さん愛用アイテムの特別コーナーも設けられた。
レースなどでの実際の使用感を交えた商品説明にも熱が入る。

FORMULA PRO JACKET WOMAN / THERMO FIT PANTS WOMAN



Mid Layer  / Fleece

Mid : ICELAND 2 JACKET

¥34,100

Pant : RENON PANTS

¥19,800

Accessories : COLLAR POLAR CAP

¥5,500

Mid : STRETCH COLOR HOODY JACKET WOMAN

¥27,500

Pant : TIROLO PANTS WOMAN

¥27,500

Accessories : COLLAR POLAR CAP

¥5,500
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Glove

FINGER-OUT MITTEN

¥6,600

MONTURA 2021 FALL & WINTER



Lifestyle

Jacket : URBAN G PARKA

¥93,500

Mid : NORWAY MAGLIA

¥24,200

Pant : CORDUROY PANTS

¥26,400

Accessories :

COLLAR NORDIC CAP

¥6,050

Jacket : ERISIR PARKA WOMAN

¥57,200

Mid : CHALET MAGLIA WOMAN

¥24,200

Pant : SOUND WINTER -5CM PANTS WOMAN 
¥19,800

Accessories : MERINO BAND

¥4,950

28 29
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佐藤プロも待望の「白」
高みへと登り詰めるための、
日本だけの特別モデルが登場

プロゴルファー / PROFESSIONAL GOLFER

佐藤 大平

Taihei Sato

さとう たいへい　兵庫県宝塚市出身。両親の
影響でゴルフを始め、「全国中学選手権」優勝、

「関東高校選手権」連覇、大学時はナショナル
メンバーとして、「ユニバーシアード」での金
メダル獲得など活躍をみせる。 プロ転向後、
2018 年より「クリヤマ」所属、AbemaTV ツ
アーで 2 勝し、見事賞金王となった。 2019
年はレギュラーツアーにフル参戦。 『トップ杯
東海クラシック』で 4 位タイとなるなど活躍し、
2020 年のシード権を獲得。男子ゴルフ国内開
幕戦『フジサンケイクラシック』で自己ベスト
となる 3 位タイをマークした。

taihei4161

エブリウェイパンツ
EVERY WAY PANTS

￥29,700 （税込） MPLG01XP 470g S-XL

00 86 90

自由な動きを損うことのない、しなやかで耐久性の高い素材
でゴルフに適した仕様にデザインされたパンツ。外側は風を
防ぎ、耐水性があり、内側には程良い保温性を備えています。
肌触りの良い抜群の着心地で透湿性にも優れ、着心地が良く
プレイヤーの持つ本来の集中力を引き出します。

モンチュラ独自の機能性が、
フェアウェイでの集中力を高める
優れたスポーツウェアに共通するのは、着ていることをプレイヤーに意識させない軽快な存在感。
確かな機能素材を惜しみなく、人間工学に基づいて緻密に設計されたプロダクト。
細かな配慮がもたらす、最大限のアシストを身に纏ってフィールドへ。

「プレイ中に、着ていることを
  気にしたことがありません」
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　プロとしてやっていくという決断をする
際には、何か決め手になるような出来事
がありましたか？
　「小学校から全国大会にも出場させて
いただいていましたが、きっかけは小学
校 6 年生のときプロの大会を観に行った
こと。その時プロになろうと心に決めまし
た。なんて華やかな世界なんだろうと思っ
て、練習を頑張ってました」
　以前からゴルフウェアを選ぶ際に気にか
けていたことはありますか？
　「ゴルフは全身を使って打つ競技なので
動きやすさはもちろんですが、色や柄が

　「短距離（100m・200m）を高 3 まで
やっていました。スポーツ全般に言える
かもしれませんが基礎体力だったり、特
に下半身の強化としてゴルフのトレーニ
ングと共通してできることもあってすごく
良かったと思います」
　趣味ではピアノを弾かれるとか。他にも
オンオフの切り替えや、ゴルフへの良い影
響を与えるものがあれば教えて下さい。
　「母が音楽教師なので、ピアノは 2 ～
12 歳まで習っていました。クラシックを
中心に今でも気分転換に弾くことがあり
ます。今はゴルフばっかりで手が動かな

他の人と被らないように、海外ブランドの
ウェアを探したりしていました。色は原色
の赤が好きです」
　モンチュラのウェアで特に気に入ってい
るアイテムはありますか？また、使用して
いて感じる特徴や機能性もあれば教えて
下さい。
　「夏のウェアの話になってしまいますが、
モンチュラのウェアは動きやすいだけでな
く通気性も良いので、汗をかいても蒸れ
て不快になったりすることがなく試合に
集中できます。ゴルウェア自体が窮屈な
ウェアが多いのですが、モンチュラはタイ

いので難しい曲は弾けないかもしれない
ですけど。あとは、最近自転車をはじめ
ました。基本的に休みが平日、かつばら
ばらなので、コロナもあるし一人でもで
きる趣味があるといいなと思って。ロー
ドバイクとマウンテンバイクを併用して
楽しんでいますが、脚力はもちろん、体
感トレーニングにもなるのでいいですね。
気分転換に走ったりもしますが、滋賀の
自宅の周辺は山もたくさんありますし、少
し足を延ばせば琵琶湖もあります。トレ
ーニングに適した地形や、自然にも恵
まれた環境です」　

トなシルエットでありつつも、パターンが
工夫されていて動きやすいのがいいです
ね」
　モンチュラを身につけた時に気持ちに変
化を感じることはありますか？
　「前述しましたが他の人と被らないウェ
アが好きなので、その点でもモンチュラ
のデザインや色使いはとてもいいですね。
周りの評判もいいですよ」
　学生の頃、陸上をされていたということ
ですが、どんな競技をされていましたか？
また、その競技を通じてゴルフに活きてい
る点などあれば教えて下さい。

きたむら ひびき　滋賀県彦根市出身。19 歳でプ
ロテストに合格。デビュー戦でいきなりの優勝を
飾り、注目を集める。ジュニア時代はナショナル
チームにも抜擢され、高校時代には米国の大会で
上位に入る。現在はステップアップツアーを主戦
場に活動。飛距離よりも正確性で勝負するプレー
スタイルで、ミドルアイアンを武器としている。 

「プロの世界で戦うのだと、
  最初から決めていた」

身につけるものも、トレーニング内容も、
趣味を兼ねた気分転換の仕方でさえも、
全てを決めるのは、揺るぎないプロ意識。

プロゴルファー / PROFESSIONAL GOLFER

北村 響

Hibiki Kitamura

k.bikistagram
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〒101-0052 東京都千代田区神田小川町3-14-3
☎ 03-5577-6820
営業時間／平日：11:00～20:00、土日祝：11:00～19:00
定休日／年末年始

※新型コロナウイルス感染症の状況により、営業時間は変更となる可能性がございます。

MONTURA TOKYO

〒160-0022
東京都新宿区新宿3-29-1
ビックロ新宿東口店8F
☎ 080-4148-6570(直通)
営業時間／全日：11:00～20:00
定休日／年末年始

駅
宿
新

新宿区役所

イ
ル
マ

MONTURA Store 石井スポーツ新宿東口ビックロ店
〒114-0015
東京都北区中里1丁目8-6
☎ 03-5842-1650
営業時間／全日：12:00～18:00
定休日／不定休

montura-store.jp
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https://montura.jp

MONTURA
日本公式サイト

MONTURA
オンラインショップ

https://onlineshop.montura.jp

FACEBOOK
monturajapan

Instagram
monturajapan

〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島1丁目12-4 
クリヤマビルディング1F  ☎ 06-7662-8988
営業時間／全日：11:00～19:00
定休日／年末年始

MONTURA OSAKA

〒060-0032 北海道札幌市中央区北2条東4丁目 2条館3F
☎ 011-211-1414
営業時間／全日：10:00～20:00  不定休
（※サッポロファクトリーの定休日に準じます）

MONTURA Shop サッポロファクトリー

〒450-0002
愛知県名古屋市中村区名駅1-1-4 
JR名古屋駅ファッションワン内
☎ 052-551-1470
営業時間／全日：10:00～20:00

www.facebook.com/translation.outdoorstyle.meieki/

ユニモール
カ
チ
イ
メ

駅
屋
古
名

カ
ス
エ

街
下
地

MONTURA Store FC名古屋店
〒734-0001
広島県広島市南区出汐1丁目1-5
中島ビル1F
☎ 082-256-4577
営業時間／全日：12:00～20:00
定休日／毎週火曜日、第3水曜日

montura-h.jp
TSS
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Shop Information

北海道 札幌市 秀岳荘 北大店 011-726-1235 W

北海道 札幌市 秀岳荘 白石店 011-860-1111 W

北海道 札幌市 アルペン アウトドアーズフラッグシップストア 札幌発寒店 011-671-5800 W

北海道 旭川市 秀岳荘 旭川店 0166-61-1930 W

北海道 虻田郡 Boot Solutions 0136-55-6063 W G

東北 / 福島県 会津若松市 ウッディライフ 0242-32-6695 W S B

東北 / 山形県 天童市 マウンテンゴリラ 023-653-8864 W S

関東 / 群馬県 伊勢崎市 石井ドリームボックス 0270-21-8025 W S

関東 / 埼玉県 所沢市 ひだまり山荘 所沢店 04-2927-3271 W

関東 / 埼玉県 飯能市 ひだまり山荘 飯能店 042-974-1988 W

関東 / 東京都 千代田区 石井スポーツ 登山本店 03-3295-0622

関東 / 東京都 中央区 好日山荘 銀座店 03-6228-5018 S

関東 / 東京都 新宿区 デナリ 03-3353-6197 W S

関東 / 東京都 豊島区 ひだまり山荘 池袋店 03-5949-5949 W S

関東 / 東京都 豊島区 好日山荘 池袋西口店 03-5958-4315 S

関東 / 東京都 練馬区 アルペン マウンテンズ 練馬関町店 03-5991-9991 W

関東 / 東京都 多摩市 STRIDE LAB 東京本店 050-1229-1339 W

関東 / 神奈川県 横浜市 好日山荘 横浜西口店 045-317-1049 S

関東 / 神奈川県 川崎市 好日山荘 川崎ダイス店 044-272-7717 S

関東 / 千葉県 柏市 MONTURA CORNER 柏の葉 C/O クレアーレ（株） 0471-35-8830 W

関東 / 千葉県 柏市 アルペン アウトドアーズフラッグシップストア 柏店 04-7192-3671 W S

中部 / 富山県 富山市 スポーツのマンゾク 076-431-4790 W S

中部 / 富山県 富山市 好日山荘 マリエとやま店 076-471-7005 S

中部 / 石川県 金沢市 好日山荘 金沢西インター大通り店 076-292-8020 S

中部 / 福井県 福井市 好日山荘 福井北四ツ居店 0776-52-7015 S

中部 / 長野県 駒ケ根市 アルピーズ アウトドアショップ 090-7181-6988 W S B

中部 / 長野県 諏訪郡 HIKE 0266-78-3888 W S B

中部 / 長野県 北安曇郡 ラッピー 0261-72-7550 W S

中部 / 山梨県 富士吉田市 トレイルランテストセンター 080-6544-6150 W

中部 / 愛知県 名古屋市 MOOSE 052-848-2780 W S

中部 / 愛知県 名古屋市 アルペン マウンテンズ 一社店 052-704-5701 W S

中部 / 愛知県 名古屋市 好日山荘 名古屋駅前店 052-414-7100 S

中部 / 愛知県 名古屋市 好日山荘 名古屋栄店 052-269-1821 S

中部 / 愛知県 豊田市 ラフィングカンパニ－ 0565-35-1817 W S

中部 / 愛知県 愛知郡 アルペン アウトドアーズフラッグシップストア ららぽーと愛知東郷店 0561-39-3200 W S

中部 / 三重県 四日市市 シャモニ 0593-55-8612 W

近畿 / 京都府 京都市 ロッジ 京都店 075-222-0363 W S

近畿 / 滋賀県 大津市 OUTDOOR PROSHOP あるむ 077-531-0880 W S

近畿 / 大阪府 大阪市 ロッジ 大阪店 06-6341-5578 W S

近畿 / 大阪府 大阪市 石井スポーツ リンクス梅田店 06-6344-5225 W S G

近畿 / 大阪府 大阪市 好日山荘 グランフロント大阪店 06-6485-7230 S

近畿 / 大阪府 豊能郡 アートレイクゴルフ倶楽部 072-737-0888 G

近畿 / 兵庫県 神戸市 好日山荘 センタープラザ神戸本店 078-335-8166 S

中国 / 鳥取県 米子市 よなご山荘 0859-32-3601 W S

中国 / 島根県 松江市 アウトドア菊信 0852-21-2875 W

中国 / 島根県 松江市 HAUS 0852-61-5887 W

中国 / 広島県 広島市 ドンマンノール 082-557-8829 W S

中国 / 広島県 広島市 好日山荘 広島紙屋町店 082-569-6031 S

中国 / 香川県 高松市 グランパース 087-814-6235 W S

中国 / 愛媛県 今治市 outdoor shop ELK 0898-23-7001 W

中国 / 高知県 香美市 山と森の店 遊山 0887-57-0150 W

九州 / 福岡県 福岡市 ラリーグラス 092-712-8909 W S

九州 / 福岡県 春日市 アルペン アウトドアーズフラッグシップストア 福岡春日店 092-595-5801 W S

九州 / 長崎県 長崎市 ネイティブグリーン 095-827-1840 W

WEAR取扱商品 SHOES BAG GOLF



大阪本社  〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島1丁目12番4号 クリヤマビルディング2F ＴＥＬ 06-7662-8990

東京事務所  〒101-0054 東京都千代田区神田錦町2丁目2-1 KANDA SQUARE 18F ＴＥＬ 03-5217-3259

飯能配送センター  〒357-0032 埼玉県飯能市本町21-21 ＴＥＬ 042-971-2180

※本誌に記載の標準仕様／デザイン及び価格は、改良などのため予告なく変更される場合があります。
※価格は全て税込表記です。

※写真カラーは印刷のため、実物と多少異なることがありますのでご了承ください。

クリヤマホールディングスグループ
エアモンテ株式会社


