2022 Fall & Winter

The
Ergonomic
Equipage
優れた技術と最先端の素材により生まれる
イタリア発・究極のアウトドアウェア

MONTURA（モンチュラ）はロベルト・ジョルダーニ氏により
2000 年にイタリア北部で創設されたアウトドアブランド。
ブランド創設からこれまで、ヨーロッパアルプスをはじめとする多くの
アルピニストからのフィードバックをもとに、高品質な製品の開発を続けています。
人間工学に基づいた機能的なエルゴノミックデザインで、
身体にフィットしながら、あらゆる動作に追従する着心地の良さに定評があります。
イタリア本国では山岳救助チームなど、
主要な公共機関や緊急医療組織にも採用されています。
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Walk Out
To Winter

モンチュラと一緒に、冬へと歩き出そう。
「山に行きたいね」
素敵な体験はいつも、誰かしらのそんな一言ではじまる。
さて、いつにしよう、どこへいこう。
あれこれとプランを練る矢先に、訪れた寒波。
恵那山あたりに降雪とともに、どうやら
霧氷も着氷しそうだという知らせが届く。
今頃きっと、皆が嬉々として、
慌てて雪山の装備を引っ張り出していることだろう。
窮屈な毎日を抜け出すために、
準備も万端に整えたなら
目の覚めるような寒さの中へ。
さあ、冬へと歩き出そう。
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朝早く、まずは着込んで歩き出す。すぐに登山道の静けさと凛とした冷たい空気に引き込まれる。
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白い息を吐きながら、樹林帯を登っていくうちに、ゆっくりと体が暖まってくる。
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少し汗ばんできたタイミングで小休憩。荷物を下ろしてウェアの調整を。
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ジャケットを脱いだり、大きく開放できるベンチレーションも活用したい。

9

霧氷の造形が神秘的で美しい、時が止まったかのような無彩色の世界。

10

景色に見惚れるうちに小さくなる仲間の姿が、点描のように色をつけている。
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強力な防寒着があればそれだけ、美しい景色の中に滞在できる時間が長くなる。
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首の周りや、鼻・耳・指先などが冷えやすいので、稜線へ出る前に、冷たい風への対策を。

13

ふたたび樹林帯まで降りると、稜線上は風がどれだけ冷たかったかを改めて感じる。

美しい冬景色へ
モンチュラと一緒に歩き出そう。
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MONTURA 2022 FALL & WINTER

COSMO PRO JACKET
¥99,000

（税込）

MJAT69X / カラー：79

3層GORE-TEX ® Proを採用の、軽量ハードシ
ェル。フロントファスナーはY K K ® アクアガード
VISLON、ポケット＆ベンチレーションにはYKK ®
止水ファスナーを使用。よく吟味された構造のフー

ドはヘルメットにも対応でき、後頭部のドローコー

ド1本で完璧なフィットを実現します。大きく開く脇
下のベンチレーションで、体温調節が容易です。

COSMO PRO PANTS
¥93,500 （税込） MPCT69X / カラー：90

3層GORE-TEX® Proを採用の、
オーバーパンツ。

ストレッチの効いたウェスト部にはベルトループを装

備。サイドには太腿まで大きく開くファスナーを装備

しているので、
登山靴を履いたままでも着脱がしやす
いほか、
体温調節も容易です。裾内側には耐久性の

高い素材を使い、傷や摩耗に耐えるほか、裾内部に

は水滴の侵入を防ぐゲイターを備えています。

HARDSHELL
力強く、未踏の領域へ。
機能性が信頼へと昇華する
MONTURA フラグシップモデル。

内側に防風フラップを
備え、
ヒートロスを最小
限にするフード。
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大きく開放できるサイド
のベンチレーションで、
体温調節が容易。

高い防水性と透湿性
を誇る3層ゴアテック
スPROを使用。

あらゆる動きに追従す
るトレッチ生地を採用
した腰部分。

太腿まで開くサイドファ
スナーで着 脱と体 温
調節が容易。

幅を調整可能で、内側
にアイゼンガードを備え
た裾。
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MONTURA 2022 FALL & WINTER

TRIBUTE JACKET WOMAN
¥74,800

（税込）

MJAT07W / カラー：6184

GORE-TEX®ファブリクスの頼もしいウォータープ

ルーフジャケット。ヘルメット対応フードは、額部分

内側に防風フラップを備えており、風雪の侵入を防

ぎながら、
ヒートロスを最小限にとどめます。フロン

トセンターのファスナーはダブルスライダーなので、
ハーネス使用時にも対応できます。ハンドポケット

のほか、
サイドには内側の衣服にアクセスできる、体

温調節が容易なベンチレーションを設けています。

ALONE PANTS WOMAN
¥49,500 （税込） MPLS85W / カラー：9028

DWR加工とWINDTEX®スペシャルメンブレンを施

した、耐候性の高い4ウェイストレッチのソフトシェ

ルパンツ。耐摩耗性に優れた素材ですが、スカッフ

ガードを備えた裾には、DWR加工を施したより高

い耐水圧を持つメンブレンで3層構造のストレッチ

ナイロンを使用しています。プルオンスタイルのスト

レッチウエストで、
ハーネスを使用した時にもストレ

WEATHERPROOF

スのない着心地です。

厳しくも美しい、稜線からの景色を楽しむために
秋冬の冷たい風雪から身を守る
最も大切なシェルレイヤー。

内側に防風フラップを
備え、
ヒートロスを最小
限にするフード。
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フロントはダブルファス
ナーで、ハーネスをした
ままでも着用可能。

摩耗しやすい内側を補
強した、面ファスナーで
調整可能な袖口。

ハーネスに干渉しない
すっきりとしたプルオン
スタイルのウエスト。

スカッフガードを備え、 立体裁断とストレッチ
マチ付きのファスナー 素材で、
ストレスのない
で幅を調整可能な裾。 足捌きが可能。
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MONTURA 2022 FALL & WINTER

MIRA UP JACKET
¥33,000

（税込）

MJAM62X / カラー：6521

D W R 処 理 が 施 され た 、耐 候 性 に 定 評 のある
Polartec® Power Shield Proと、
通気性の高いス

トレッチ素材を効果的に配置した、
さまざまなアク
ティビティに最適なソフトシェルジャケットです。

部分的に使われるメッシュの裏地とあいまって、効
果的に汗を拡散して排出します。着ていることを忘

れてしまうほど動きやすく、非常に良好なフィット感

で、最高のパフォーマンスを発揮します。

INOX PANTS
¥42,900 （税込） MPLK01X / カラー：9270F

超音波シームレス構造でかさばりを抑えた、寒冷

地での登山やトレッキング、様々なアウトドアやレ

ジャーに最適なアクティブパンツ。引き裂き強度、

SOFTSHELL

耐摩耗性に優れたストレッチナイロン製ヘム、
ニー

パッチとシートパッチを備え、DWR加工を施した
4WAYストレッチナイロンは、
あらゆる動作を妨げ

ません。プルオンスタイルのストレッチウエストバン

ドは、調節可能なドローコードとフライ付きです。

理想的なパフォーマンスを引き出す為に生まれた、
さまざまな条件下で、思い通りのムーブを可能にする
しなやかで、タフな「エルゴノミックデザインの鎧」。

背 面 上 部に、暗 所で
の存在を伝えるリフレ
クターロゴ。
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フードや袖、脇、裾など
部分的にストレッチナ
イロンを配置。

DWR加工を施し、耐
水性を備えたPolartec
Power Shield Pro。

腰上部に通気性の高 超音波シームレス構造 マチ付きのファスナー
いメッシュ素材を配し、 で、非常に動きやすく と、
シリコンの滑り止め
汗抜けが良好。
すっきりとした着用感。 を備えた裾。
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URBAN
PERFORMANCE
全天候型のフード付き中綿パーカと、
あらゆる動きに追従する暖かいアクティブパンツ。
最高のパフォーマンスを手に入れて、
秋冬の毎日をアウトドアに。

MONTURA 2022 FALL & WINTER

日常にもアウトドアのパフォーマンスを取り入れて、
新たな感覚に出会う。

自然の風情を感じる木枯らしや冷たい雨、ちらつく雪

が、街にいると億劫なのはなぜでしょう。もしも普段着
がアウトドアウェアの機能性を持っていたら、そのよう
な意識が変わってくるのではないでしょうか。

美しいシルエットのパーカは、湿気に強く暖かい超

軽量Comfortemp ®の中綿を、防水透湿素材GORETEX®で包み込んだ、頼もしい耐候性を備えています。
秋冬のハイキングでも活躍するスリムなパンツは、

撥水性のあるストレッチナイロンで抜群に動きやすい

だけでなく、内側に起毛加工を施しているので、寒い
季節にも暖かくて快適です。また、裾部分にマチ付きの
ファスナーを備えており、広げることで重厚感のあるブ
ーツにも合わせられます。

全天候型フード付きパーカと、あらゆる動作に対応

するアクティブパンツの組み合わせ。レジャーはもちろ
ん、街にも違和感なく溶け込むさりげないアウトドアス

タイルで、身近にある自然に身を任せてみると、新しい
感覚が見つかるかもしれません。

BERGEN PARKAには、肌触り
が良く、環境負荷が低いPFCec
Free DWR3層構造ポリエステル
ツイルGORE-TEX®
を採用。一方
でGINEVRA PARKA WOMAN
では軽さが魅力の2層構造のナイ
ロン製GORE-TEX PACLITE®
PLUS素材を採用。それぞれの使
用用途を想定して、素材の使い分
けをしている。

BERGEN PARKA
¥110,000

（税込）

MJAD31X / カラー：90

NORDIK 2 -5 CM
PANTS
¥27,500 （税込） MPLS82X- / カラー：90

裾幅が調整できるので
ブーツにも対応
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GINEVRA PARKA WOMAN
¥110,000

（税込）

MJAD31W / カラー：90

NORDIK 2 -5 CM
PANTS WOMAN
¥27,500 （税込） MPLS82W- / カラー：9093

裾幅が調整できるので
ブーツにも対応
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ALPHA
保温性だけでは、総合的な快適性は語れない。
圧倒的な通気性、軽量性、速乾性を兼ね備え、
「動態時の断熱素材」として新たに定義された
注目の快適素材が、このポーラテック・アルファだ。

ALPHA MAP ANORAK
¥27,500

（税込）

MMZX90X / カラー：9370F

INSIGHT PLUS
HYBRID JACKET
¥58,300 （税込） MJAS05X / カラー：2647

防水アウターの下に着るウェアとして最適な、
ポー

ラテック・アルファ製のアノラックセーター。通気性

ダブルリップストップ構造のコーデュラ®ナイ

の高い薄手のストレッチジャージーを効果的に配

ロンを使用した、
フード付きジャケット。部分

ティにおいてパフォーマンスを発揮します。深めの

ストレッチナイロン素材を最適に配置し、放

置し、動きやすさとともに、発汗量の多いアクティビ

フロントファスナーで体温調節がしやすく、袖口はサ
ムホール付きでずり上がりを防いでくれるので、快
適な着心地です。
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的にポリエステル素材とDWR加工を施した
熱性に優れている。保温性が必要な肩や身

頃などの部分にポーラテックアルファダイレク

トインサレーションを使用している。
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ALPHA
あらゆる気候変化の中でも快適に
POLARTEC® ALPHA® は、アメリカ軍特殊部隊のために発
明されたものです。必要とされたのは、激しい温度変化と戦
闘時の激しい運動・停止状態に対応できる優れたインサレー
ションシステムです。Alpha® アクティブインサレーション
は、活動中の高通気性を保ちつつ、同時に保温機能が保てる
よう作られています。この最適な換気テクノロジーは、着脱
することなく持続的な快適さを保ちます。

従来のダウン、及び化繊中綿の縫製段階での制約を克服した
あらゆる活動状況で使用可能な、
インサレーション素材。
Polartec® Alphaの誕生

練を繰り返しました。結果、各素材の実践での着用テストの

「Alpha」は本来、米軍特殊行動部隊のコードネームです。

結果、通気性・軽量性・速乾性において最も優れた素材が選

以前より米軍ではインサレーション素材として、ダウン素材

ばれました。この新しい素材の誕生は米軍にも歓迎され、部

の代わりに化繊中綿を使用していました。ダウン素材は、縫

隊のコードネームにちなみ「Alpha」と名付けられました。

製段階で制約が多く、また濡れるとロフトが減少し保温性が
低下するというデメリットがありましたが、化繊中綿の使用

Polartec® Alphaとダウン及び化繊中綿との比較

で縫製もしやすくなり、濡れへの耐久性も改善されました。

ダウン及び化繊中綿では合わせて使用する表地、裏地の

しかしダウン素材は勿論、化繊中綿にしても中の繊維が外へ

通気性が低いため「静態時の断熱素材」と定義し、Polartec

噴き出さないように高密度の表地、裏地を使用しなければな

Alphaは非常に高い通気性を有するので「動態時の断熱素材」

りません。ゆえにウェアの通気性は低くならざるをえず、米

と定義しました。「静態時の断熱素材」は、静態時、つまり

軍にとっては致命的なデメリットとなりました。彼らの任務

運動量が少ない状況では、寒いときは勿論、多少蒸し暑くて

においては持久力が必要とされ、通気性が低ければ戦闘能

も着用可能です。しかし、ほとんどの場合、我々は活動をし

力が弱まることを意味します。その問題を解決すべく、米軍

ており、極寒でない限り「動態時の断熱素材」Alphaの通気性

特殊部隊と共同で新しい素材が開発されしました。化繊中綿

が重要になります。

と同様に軽量性・圧縮性・速乾性・保温性（濡れてる状態で

アウトドアシーンだけでなく、普段の歩行時においても暑

も）に優れ、なお且つ非常に高い通気性を有し、特殊な縫製

くて発汗することはあります。オフィスでも蒸し暑いと感じ

技術を必要としない素材を開発しました。

る事があり、適度な通気性は必要です。「静態時の断熱素

開発の過程で隊員たちはこの素材や他のインサレーション

材」は保温性機能だけで総合的な快適性を評価することはで

素材の実践服を着用し、実地で訓練にのぞみました。自分の

きません。「動態時の断熱素材」の考えの出発点は総合的な

体温で着用衣服が乾くまで、長時間にわたり、フィールドを

快適性です。暖かいけど暑すぎない、衣服内環境をコントロ

走ったり、登山したり、水の中を泳いだりといった過酷な訓

ールするには通気性が一番重要な要素なのです。
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●Polartec® Alphaの特長
•軽く、
暖かい。

•通気性に優れ、動態時、静態時でも利用可能。
•速乾性に優れ、濡れても保温性をキープ。

•PolartecのWeather Protectionとの組み合わ

せも可能で防風、耐水、保温、通気性のある製品化が
可能。

•洗濯機使用可能。

•圧縮性があり、
コンパクトで持ち運びしやすい。
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HYBRID
INSULATION
強度の高い耐水ファブリックが、
化繊綿と絡ませたダウンを湿気から守り
ロフトを保ちながら体に密着する
機能美が魅力のインサレーション。

MONTURA 2022 FALL & WINTER

内側と外側でテンションの違う、特徴的で細かなギャザーを採用

し、
ジャケットが体に密着するような着用感を実現。ヒートロス
が少なく、高い保温力を備えます。エルゴノミックデザインのた

め、
もちろん動きやすさを損なうことはありません。表地はコーデ

ュラナイロンに防水＆防風メンブレンをラミネートしており、耐摩

耗性と強い耐候性、高い保温効果を発揮します。ダウンと化繊を

スパイラル状にクロスさせた画期的な構造で、
負荷がかかっても
化繊がロフトを維持し、保温力の低下を防ぎます。

DWR加工と防水メン
ブレンを施した2層構
造のナイロン素材。

伸縮して体にフィット ダウンと化繊綿それぞ
するギャザー構造で、 れの特性を活かしたユ
ヒートロスを抑える。
ニークな構造。

SUMMIT 2.0 DUVET
¥82,500

（税込）

MJAD19X / カラー：86

SUMMIT 2.0 DUVET
WOMAN
¥82,500 （税込） MJAD19W / カラー：02
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SYNTHETIC
INSULATION

MONTURA 2022 FALL & WINTER

進化を続ける素材と、緻密で贅沢なデザインが、
パフォーマンスの可能性を広げる。
アクティブな化繊インサレーション。

TRIDENT 2.0 JACKET WOMAN

EIGER JACKET

¥63,800 （税込） MJAK90W / カラー：8602

¥49,500

防水メンブレン入りのナイロン素材が心強い、耐候性の高い化繊

中綿のインサレーションジャケット。中綿には超軽量ポリエステル

（税込）

MJAK10X / カラー：9070F

ダブルリップストップ構造の丈夫なコーデュラ®ナイロンで安心感

Comfortemp®を、
身頃と袖とで厚みを変えて使用しているほか、

のある、化繊綿のインサレーションジャケット。中綿には60gの超
軽量ポリエステルComfortemp®を使用し、
ダウンのようなロフト

る程度のロフトを保ってくれます。 DWR加工を施したPERTEX

ができます。DWR加工を施したPERTEX QUANTUMナイロン

背中にはフリースを二重に入れているので、ザックを背負ってもあ

感を持ちながらイージーケアで、
フィールドで存分に着用すること

QUANTUMナイロンの裏地は、汗など内側からの水滴の侵入を抑

の裏地は、汗など内側からの水滴の侵入を抑えながら、極めて薄

DWR加工と防水メン
ブレンを施した2層構
造のナイロン素材。

丈夫なダブルリップス
トップ構造のコーデュ
ラ®ナイロン。

えながら、極めて薄手なので体温を素早く中綿に伝え、保温します。
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ドローコードでスムーズ
に裾部分のフィット感
を調整可能。

内側に防風フラップを
備え、
ヒートロスを最小
限にするフード。

手なので体温を素早く中綿に伝え、保温します。

中綿に超軽量ポリエス
テルComfortemp ®を
使用。

頭部にフィットし、快適
な追従性で視界を妨げ
ないフード。
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THERMAL
LAYER

MONTURA 2022 FALL & WINTER

通気性が高く、汗を効果的に拡散。
寒い時はシェルを組み合わせて。
秋冬の体温調節に必須のレイヤー。

NORDIC FLEECE JACKET

ICE BLINK JACKET WOMAN

¥30,800

¥34,100

（税込）

MJAP30X / カラー：86

軽く、柔らかな風合いが魅力のポリエステルフリー

32

スPolartec® High Loft™素材。脇や袖口などに
はストレッチフリースを採用し、効果的に汗を排出

するだけでなく、重ね着の際のかさばりを抑えます。

32

（税込）

MJAP35W / カラー：92

豊 か な 厚 みを 持 つ ポリエステルフリース 素 材

Polartec® High Loft™ を使用。脇や袖口などに

はストレッチフリースを採用し、効果的に汗を排出

するだけでなく、重ね着の際のかさばりを抑えます。
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LIFE
STYLE
FLEECE
どんなシーンでも、
着心地がよくて、気分がいい。
メランジ調のフリース素材。

34

SHERPA MAGLIA

NOMAD MAGLIA

¥38,500

¥38,500 （税込） MMZC81X / カラー：7761

（税込）

MMAC80X / カラー：42

リサイカブル・サーマル・フリース素材で、メラン

リサイカブル・サーマル・フリース素材で、メラン

ます。フード、袖口、裾はストレッチ素材でフィッ

ます。袖口、裾はファインリブ仕様で柔らかな着心

ジ調の外観。ポリエステルの内側は起毛されてい
ト感を高めています。

ジ調の外観。ポリエステルの内側は起毛されてい
地です。

（※メンズモデルを着用しています。）
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MONTURA
OFFICIAL ATHLETES

山岳ライター / MOUNTAIN WRITER
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クライマー / CLIMBER

MONTURA 2022 FALL & WINTER

マルチ登山ガイド / MULTIPLE MOUNTAIN GUIDE

プロゴルファー / PROFESSIONAL GOLFER

小林 千穂

野村 真一郎

高千穂 有康

Chiho Kobayashi

Shinichiro Nomura

Ariyasu Takachiho

佐藤 大平
Taihei Sato

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

2017 年から岩場でのボルダリングをメインに活動。2019 年アウトドアボ
ルダリングの世界ランク 1 位達成。その後も高難度ライン成功の最速記録多

公益社団法人 日本山岳ガイド協会公認 登山ガイドⅡ
主 な 登 山 歴：ACONCAGUA、DENALI、KILIMANJARO、MT.ELBRUS

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

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。

数。全国クライミングジムやコンペのセッターとしても活躍。過去にはワー
ルドカップやワールドユース、アジアの国際大会等でも活躍。数々の入賞経

（Эльбрус）
、MT.KOSCIUSZKO、ISLAND PEAK、UTURUNKU、
COTOPAXI、ANTARCTIC PARADISE PEAK、VOLCAN TAJUMULCO、

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
ヤマホールディングス株式会社」所属。

日本山岳ガイド協会認定、登山ガイド。

験あり。

MT. TOUBCAL など

プロトレイルランナー / PROFESSIONAL TRAIL RUNNER

スカイ＆トレイルランナー / SKY & TRAIL RUNNER

トレイルランナー / TRAIL RUNNER

プロゴルファー / PROFESSIONAL GOLFER

小川 壮太

矢嶋 信

鈴木 栞奈

北村 響

Sota Ogawa

Makoto Yajima

Kanna Suzuki

Hibiki Kitamura

岡山国体の山岳競技代表を機にトレイルランニングの世界へ。小学校の教師
から 2015 年にプロ転向。陸上競技、スキー競技、山岳競技において国体で
活躍した経歴をもつ。スカイランニング世界選手権および山岳スキー世界選
手権の現役日本代表。日本では数少ない稀有なプロトレイルランナー。

中学生から陸上長距離をやり始め、高校生、大学生と没頭。30 歳位にトレ
イルランニングの魅力に取り憑かれ今に至る。スカイランニング、トレイル
ランニングの他ウルトラ、フル、ハーフとロードでもマルチにこなす。

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。

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。
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Dealers

Shop Information

※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

MONTURA OSAKA

〒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

〒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：10:00〜19:00
定休日／年末年始

お茶ノ水小学校

至新大阪
新御堂筋

地下鉄御堂筋線

明治大学

東中島2西

イルサ 1F
西中島南方

都営
神保町駅

至梅田

三井住友銀行

阪急京都線

ローソン

柴島1
ホテルコンソルト新大阪

〒

靖国通り

西中島南方駅前

MONTURA Store FC東京

〒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

南方

MONTURA
OSAKA

至梅田

セブンイレブン

MONTURA Store FC広島

駒
込
駅

東
南 京
北 メ
線 ト
ロ

駒込図書館

神社

郵便局

山手線

病院

〒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

比治山

西広島 五日市方面

至広島駅

段
原
大
通
り

出汐交差点

MONTURA Store
那須ガーデンアウトレット

MONTURA CORNER
柏の葉

MONTURA Store
八ヶ岳リゾートアウトレット

〒329-3122
栃木県那須塩原市塩野崎184-7
那須ガーデンアウトレット区画 I010
☎ 0287-73-5567

〒277-0814
千葉県柏市正連寺394番地11
中央133街区5
☎ 0471-35-8830

〒408-0044
山梨県北杜市小淵沢町4000
八ヶ岳リゾートアウトレット
☎ 0551-30-7625

https://montura.jp

MONTURA
オンラインショップ

https://onlineshop.montura.jp

FACEBOOK
monturajapan

Instagram

monturajapan
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海田 呉方面

TSS

montura-h.jp

montura-store.jp

MONTURA
日本公式サイト

広島大学病院

取扱商品

WEAR

SHOES

BAG

GOLF

北海道

札幌市

秀岳荘 北大店

011-726-1235

*

北海道

札幌市

秀岳荘 白石店

011-860-1111

*

北海道

札幌市

好日山荘 サッポロファクトリー店

011-522-5513

*

北海道

旭川市

秀岳荘 旭川店

0166-61-1930

*

北海道

網走市

LODGE

0152-48-3773

*

北海道

虻田郡

Boot Solutions

0136-55-6063

*

東北 / 福島県

会津若松市

ウッディライフ

0242-32-6695

東北 / 山形県

天童市

マウンテンゴリラ

023-653-8864

関東 / 栃木県

宇都宮市

好日山荘 東武宇都宮店

028-612-3477

関東 / 群馬県

太田市

石井スポーツ 太田店

0276-30-6070

*

*

関東 / 群馬県

伊勢崎市

石井ドリームボックス

0270-21-8025

*

*

関東 / 埼玉県

所沢市

ひだまり山荘 所沢店

04-2927-3271

*

*

*

関東 / 埼玉県

飯能市

ひだまり山荘 飯能店

042-974-1988

*

*

*

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

新宿区

デナリ

03-3353-6197

*

*

関東 / 東京都

豊島区

ひだまり山荘 池袋店

03-5949-5949

*

*

関東 / 東京都

豊島区

好日山荘 池袋西口店

03-5958-4315

*

関東 / 神奈川県

横浜市

好日山荘 横浜西口店

045-317-1049

*

関東 / 神奈川県

川崎市

好日山荘 川崎ダイス店

044-272-7717

*

関東 / 千葉県

習志野市

ヨシキスポーツ

047-470-8090

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

*

*

中部 / 富山県

富山市

スポーツのマンゾク

076-431-4790

*

*

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

中部 / 福井県

福井市

好日山荘 福井北四ツ居店

0776-52-7015

中部 / 福井県

福井市

遊・山行

0776-28-5500

中部 / 福井県

福井市

BLUE EARTH

0776-97-5585

中部 / 山梨県

甲府市

石井スポーツ ヨドバシ甲府店

055-221-0141

*

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

*

*

*

中部 / 長野県

諏訪郡

HIKE

0266-78-3888

*

*

*

中部 / 山梨県

諏訪郡

トレイルランテストセンター

090-4246-9433

*

中部 / 長野県

北安曇郡

ラッピー

0261-72-7550

*

中部 / 岐阜県

各務原市

好日山荘 イオンモール各務原店

058-380-0014

中部 / 愛知県

名古屋市

MOOSE

052-848-2780

*

*

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

*

*

中部 / 愛知県

名古屋市

好日山荘 名古屋駅前店

052-414-7100

*

中部 / 愛知県

名古屋市

好日山荘 名古屋栄店

052-269-1821

*

中部 / 愛知県

春日井市

好日山荘 春日井店

0568-86-0051

中部 / 三重県

四日市市

シャモニ

0593-55-8612

*

近畿 / 滋賀県

大津市

OUTDOOR PROSHOP あるむ

077-531-0880

*

*

近畿 / 京都府

京都市

ロッジ 京都店

075-222-0363

*

*

近畿 / 京都府

京都市

好日山荘 京都河原町店

075-708-5178

近畿 / 京都府

京都市

石井スポーツ 京都ヨドバシ店

075-351-1094

*

*

近畿 / 大阪府

大阪市

ロッジ 大阪店

06-6341-5578

*

*

近畿 / 大阪府

大阪市

石井スポーツ リンクス梅田店

06-6344-5225

*

*

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

近畿 / 大阪府

大阪市

oxtos 長堀橋店

06-4963-2393

近畿 / 大阪府

豊能郡

アートレイクゴルフ倶楽部

072-737-0888

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

中国 / 島根県

松江市

アウトドア菊信

0852-21-2875

*

中国 / 島根県

松江市

HAUS

0852-61-5887

*

中国 / 鳥取県

米子市

よなご山荘

0859-32-3601

*

*

中国 / 広島県

広島市

ドンマンノール

082-557-8829

*

*

中国 / 香川県

高松市

グランパース

087-814-6235

*

*

中国 / 愛媛県

今治市

outdoor shop ELK

0898-23-7001

*

中国 / 高知県

高知市

岩と雪

088-823-8528

*

中国 / 高知県

香美市

山と森の店 遊山

0887-57-0150

*

九州 / 福岡県

福岡市

ラリーグラス

092-712-8909

*

九州 / 福岡県

福岡市

石井スポーツ ヨドバシ博多店

092-402-2470

*

九州 / 長崎県

長崎市

ネイティブグリーン

095-827-1840

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*
*

*
*

*
*

*

*

*
*

*
*

*
*
*

*
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クリヤマジャパン株式会社
新大阪支社

〒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

東京支社

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町2丁目2-1 KANDA SQUARE 18F

※価格は全て税込表記です。
※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。
※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。

ＴＥＬ 03-5217-3259

