2022 Spring & Summer

Searching a new way
Rovereto, Italy

MONTURA 2022 SPRING & SUMMER
ABOUT MONTURA

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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MONTURA 2022 SPRING & SUMMER
INFORMATION

searching a new way

MONTURA が企業として描く
環境への責任と、新たな道

Figure Skater

アウトドアビジネスを行う企業にとって、環境問題か
ら目を背けることはできません。貴重な天然資源を守る
ことは、我々の仕事における大切な理念のひとつです。
MONTURAの全ての工場、倉庫、オフィスは、新たな
土地を消費することなく、既存の建物を改修し建設され
ました。
MONTURAの製品は、生態系への影響に関する最
も厳しい規制に準拠して製造されています。原材料は
Bluesign（注）認証済みであり、製造プロセスの上流から
管理されています。また認証林の管理により、今後数年
間でCO2排出量の削減につながる体制を整えています。

フィギュアスケーターの浅田真央さんが
MONTURAのアンバサダーに就任しました。

サステナビリティ（持続可能性）を唱えるには、経済
活動のみならず、人々と社会的・文化的な関係を築く必
要があります。我々が出版社「Montura Editing」を通
じて20年間、70を超える出版物の作成と50を超える映
画の制作をサポートしてきました。そのほとんどに社会
的・環境的価値のあるコンテンツが含まれています。
MONTURAは重要な文化施設やイベントのスポン
サーでもあり、我々の「ビジネスカルチャー」は会社内

『MONTURAは機能性に惹かれ、
購入したことのあるブランドでした』
－MONTURAとの出会いについて聞かせて

て、一枚羽織るだけですぐに体がポカポカす

ください。

るので、練習の時も毎日愛用しています。
MONTURAのウェアはラインがすごく綺麗で

だけではなく、人々の生活の質の向上に貢献しているこ
とを示しています。例えばネパールからモンゴルのテン
ト都市、ペルーの避難所などの慈善プロジェクトだけで
なく、トレント映画祭、サウンド・オブ・ドロミテ、ア
ルテセラなどのイタリアのさまざまな文化やエンターテ
イメント的なプロジェクトまで。

浅田さん「MONTURAとの出会いは私が19

動きやすいですし、見た目もスタイリッシュ

歳のときなんですが、スケートリンクがとて

でとてもステキだと思います」

も寒いので、暖かいウェアが欲しくて買い物
に出かけたのがきっかけです。お店でたくさ

－2022年はどんな年になりそうですか？

ん試着したところ、MONTURAのウェアが一
こうした人道的・文化的支援と連携していくことで、
MONTURAは長年に亘り、ビジネスにも「新たな道」
を描き続けています。

番着心地が良くて、暖かくてスタイリッシュ

浅田さん「2022年はスケートに捧げる年にな

だったので購入しました。今こうしてアンバ

ると思います。1年間ずっとアイスショーが

サダーになることができて、本当にご縁があ

各地で開催される予定なので、皆さんの期待

るなと思います」

以上のパフォーマンスができる様に頑張りた

（注）スイスのブルーサインテクノロジーによって運営管理される、繊

維業界に設けられた消費者、労働者、資源に対する保護や向上を目的
とした、世界最高の認証基準。

いです。私は自然の中で過ごすことが好きな
－MONTURAのウェアはいかがですか？

ので、プライベートで時間がある時は、モン
チュラを着て森の中に行きたいと思っていま

浅田さん「中綿ジャケットが本当に温かく
4

す。登山にも行ってみたいですね」

フィギュアスケーター / Figure Skater

浅田 真央

あさだ まお フィギュアスケーター。現在はアイス
ショーの制作・出演や、未来の子どもたちのためにスケー
トリンクを建設したいという夢に挑戦し続けている。
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MONTURA 2022 SPRING & SUMMER
PICK UP ITEMS

ON AIR JACKET UNISEX

DRAGONFLY COVER PANTS UNISEX

登山で使用する際に十分な強度を残しながら、

雨天時や残雪期の登山に最適なプルオンスタイルのシンプルで汎用性の高い防水ロン

非常に軽量に仕上げたフード付き防水ジャケッ

グオーバーパンツ。2.5 層構造のナイロン素材に耐久撥水加工を施した素材は、軽量

トです。2.5 層構造のナイロン素材に耐久撥水

でコンパクトに収納することができます。また、サイドのジッパーは膝まで開くこと

加工を施した身頃のほか、できるだけ汗には抜

ができるので、登山靴を履いたままでも着脱がしやすいです。裾部分にゴムが入って

けて欲しい脇やフード部分にはより透湿性の高

いるので、シューズにぴったりとフィットし、雪や雨の侵入を防ぎます。

¥33,000（税込） MJAR20X / カラー：4726

¥24,200（税込） MPCT33X / カラー：79

い PERTEX® SHIELD を使用しています。てる
てる坊主のような独特の形状のフードは頭部に
フィットし、首の動きに追従するので視界を妨
げることがありません。袖口にはゴム製のサム
ループを備えており、袖のずり上がりを防止し
ます。ランニングや様々なアウトドアアクティ
ビティに最適なウェアです。

後頭部の下部を引き締める形で首
の動きに追従するシンプルな構造
のフード。
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強度や体温調整のためPERTEX®
SHIELDとpro-metro 2.5レイヤー
の素材を使い分けています。

薄く軽量な素材を使用しているた
め、丸めて非常にコンパクトに携帯
できます。

内側に調整ゴムの入った、引っ掛
かりのないすっきりとした構造のウ
エストまわり。

膝まで開くサイドジッパーで、ハイ
カットのシューズでも履いたまま着
脱がしやすい。

内側に備え付けられたメッシュのポ
ケットに収納可能。非常にコンパク
トに携帯できます。
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MONTURA 2022 SPRING & SUMMER
PICK UP ITEMS

THERMAL GRID PRO MAGLIA
¥22,000（税込） MMAP74X / カラー：8610

4WAYストレッチのポリエステル・フリース素材。脇と肩〜左胸部分に
は耐久撥水加工を施したストレッチナイロンが機能的かつデザインにコ
ントラストを持たせています。フロント中央にはジッパー、ハンドポ
ケット、ジッパー付き胸ポケットを装備。ほど良い厚さで非常に汎用性
が高く、登山やクライミングをはじめ、あらゆるアウトドアアクティビ
ティで活躍するサーマルウェアです。

チェスト部にジッパー付きポケット。
脇部にストレッチナイロン素材を配
置し、
通気性と動きやすさを確保。

配色され視認性の良いフロントジッ
パーと、両サイドにセキュリティポ
ケットを備えます。

ストレッチフリースの内側には吸汗
性の高いメッシュ素材を使用してお
り、
快適な着心地。

FREE K -7cm PANTS
¥19,800（税込） MPLFS2X- / カラー：90

耐久撥水加工を施した4WAYストレッチナイロンで動きやすく、膝部分
には耐摩耗性のあるナイロン製のパッチで補強をしているタフなパンツ
です。プルオンスタイルのストレッチウエストバンドはスピーディな脱
着が可能で機動性が高く、ドローコードで調整可能な裾があらゆる登山
靴に快適にフィットします。アジア向けに股下を7cm短くしました。

ベルトを排して、ハーネスに干渉し
ないドローコードだけのすっきりとし
たウエスト周り。
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膝部分の切り返しは耐久性・耐摩
耗性があり、
かつストレッチ素材で
動きやすさを確保。

片手でも簡単に閉めることができる
裾のドローコード。
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MONTURA 2022 SPRING & SUMMER
PICK UP ITEMS

STARDUST JACKET WOMAN
¥29,700（税込） MJAR60W / カラー：5129

SOLUTION JACKET WOMAN
¥33,000 （税込） MJAW64W / カラー：8600

フード付きなのが嬉しい女性用の中綿ジャケット。耐久撥水加工

まるでウィンドブレーカーのように軽快に活用できる、しなやかな防水透湿

を施した Pertex Quantum® ナイロンのシェル素材、肩〜身頃に

ジャケットです。耐久撥水加工を施した 2 層構造のナイロン素材は、軽量な

超軽量ポリエステル中綿 Comfortemp® を封入し、非常に軽量で

がらほどよく耐久性を持っているので、岩場などでも躊躇なく着ることがで

ありながら短時間の休憩などで調度良い保温性を発揮します。裏

きます。裏地は表生地から独立したメッシュ素材になっているので、汗をか

地も部分的にナイロンとメッシュを切り替えており、汗をかいた

いたり濡れた状態で着用しても快適で、ウェアが体に貼りついて動きを妨げ

状態で羽織っても快適な着心地を得られます。フード、袖口、裾

るようなことがありません。両側にジッパー付きのハンドポケットと裾部分

に伸縮性のあるストレッチパイピングを採用。シンプルで軽量だ

にはフィット感を調整可能なドローコードを備えています。

から、いつでも持っておきたいインシュレーションウェアです。

ジッパー付きでセキュリティの高い、
ベンチレーション機能を兼ねたメッ
シュ素材のサイドポケット

シンプルな構造ながら顔の向きに
追従するフィット感の良いフードを
備えます。

首〜顎周りには保温性が高く、肌
触りの良いフリース素材を採用。

裾部分にドローコードを装備。強風
時に入り込む隙間風をシャットアウ
トします。

フード部分にもメッシュの裏地が採
用されており、汗をかいた状態で着
用しても張り付かず快適。

防水透湿素材のジャケットながら
非常にコンパクトになるので、躊躇
なく携帯できます。
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MONTURA 2022 SPRING & SUMMER
PICK UP ITEMS

MOUNTAIN ZIP T-SHIRT WOMAN
¥12,650（税込） MTZN36W / カラー：9229

UVカットと速乾性を備えたポリエステルジャージーDELTAPEAK®素材
は軽く柔らかな着心地で、クライミングや登山をはじめとする発汗量の
多い様々なアウトドアアクティビティにおいて体を快適に保ちます。部
分的に厚さと通気性の異なるCOOLMAX®素材を効果的に配置し、デザ
インのアクセントとしても魅力的なディテールになっています。

ヒートアップしやすい脇部分には薄
手の通気性の高いCOOLMAX ®
素材を使用。

フロント部分に体温調整のしやす
いロック式のジッパーを備える。

速 乾 性だけでなくU Vカット機 能
も備える快 適なDELTAPEAK ®
素材。

BRICK PANTS WOMAN
¥24,200（税込） MPLF19W / カラー：9086

耐久撥水加工を施した4WAYストレッチナイロンの非常に動きやすい女
性用パンツ。ほどよいフィット感で、まるで体の一部になったかのよう
な快適な着心地が特徴です。ベルトループを備えながら、ストレッチの
バンドでウエストにフィット。ふたつのオープンハンドポケットと両腿
部分にジッパー付きのカーゴポケットを備えています。シンプルで汎用
性が高く、あらゆる登山シーンで活躍します。

4WAYストレッチのナイロン素材で
フィット感が良く、
あらゆる動きに快
適に追従します。
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左右のカーゴポケット。
ジッパーの
スライダーは収納可能で、
引っ掛か
りなどを防ぎます。

カラビナやリングで鍵などの失くした
くないものを繋いでおけるセキュア
なループを装備。
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MOUNTAINEERING - HARDSHELL

MONTURA 2022 SPRING & SUMMER
LOOK

Jacket : PAC MIND JACKET

Jacket : PAC MIND JACKET WOMAN

¥44,000

¥44,000 （税込）MJAT27W（カラー：8604）

Pant : MAGIC 2.0 COVER PANTS

Pant : MAGIC 2.0 COVER PANTS

¥44,000（税込）MPCT09X（カラー：90）

¥44,000 （税込）MPCT09X（カラー：90）

Shoes : SUPERVERTIGO GTX

Shoes : DOLOMIA GTX WOMAN

¥63,800 （税込）S6GM02X（カラー：9010）

¥44,000 （税込）S5GH05W（カラー：9229）

（税込）MJAT27X（カラー：8647）
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MOUNTAINEERING - SOFTSHELL

MONTURA 2022 SPRING & SUMMER
LOOK

Jacket : FLASH SKY JACKET

Jacket : FLASH SKY JACKET WOMAN

¥29,700

¥29,700 （税込）MJAR11W（カラー：9051）

（税込）MJAR11X（カラー：9079）

Pant : VERTIGO LIGHT 2 -5 CM PANTS

Pant : VERTIGO LIGHT 2 -5 CM PANTS W.

¥29,700 （税込）MPLS44X-（カラー：9247）

¥29,700 （税込）MPLS44W-（カラー：8604）

Shoes : YARU TEKNO GTX

Shoes : YARU TEKNO GTX WOMAN

¥33,000（税込）S4GA00X（カラー：8647）

¥33,000 （税込）S4GA00W（カラー：9204）
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RUNNING

MONTURA 2022 SPRING & SUMMER
LOOK

T-Shirt : GOHST T-SHIRT

T-Shirt : GOHST T-SHIRT WOMAN

¥12,100

¥12,100 （税込）MTGR90W（カラー：2900）

（税込）MTGR90X（カラー：8347）

Pant : GOHST SHORTS

Pant : MISTERY SHORTS WOMAN

¥14,300 （税込）MPSR59X（カラー：26）

¥12,100 （税込）MPSR59W（カラー：9051）
Accessories : LOGO NECK TUBE
¥4,620 （税込）MBSY00U（カラー：04）

※ショーツの下にタイツを着用しています。
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TRAVEL

MONTURA 2022 SPRING & SUMMER
LOOK

Shirt : ADVENTURE SHIRT

Shirt : CAMELIA SHIRT WOMAN

¥17,600

¥16,500 （税込）MQLG46W（カラー：04）

（税込）MQCG44X（カラー：8410）

T-Shirt : SWIFT T-SHIRT

T-Shirt : DUNE T-SHIRT WOMAN

¥8,800（税込）MTGN49X（カラー：9079）

¥9,900（税込）MTGN40W（カラー：5129）

Pant : TRAVEL BERMUDA

Pant : SAFARI PANTS WOMAN

¥13,750 （税込）MPBG22X（カラー：36）

¥18,700 （税込）MPLG03W（カラー：9051）

Shoes : YARU AIR

Shoes : DUAL LIGHT WOMAN

¥18,700

¥27,500 （税込）S3BS02W（カラー：9092）
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（税込）S3BA04X（カラー：9210）
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GOLF

TRAINING

Jacket : BLEND LINE MAGLIA

Jacket : RUN LOGO T-SHIRT WOMAN

¥20,900

¥9,900（税込）MTGR30W（カラー：2993）

（税込）MMAP56X（カラー：8610）

Pant : FAIRWAY 2 PANTS

Pant : ACTIVITY PANTS WOMAN

¥24,200

¥17,600 （税込）MPLR07W（カラー：9079）

（税込）MPLG00XP（カラー：9010）

Cap : COACH CAP

Shoes : WAVE WOMAN

¥6,600（税込）MBVY02U （カラー：90）

¥18,700 （税込）S3BQ00W（カラー：0099）

MONTURA 2022 SPRING & SUMMER
LOOK

Shoes : WAVE
¥18,700 （税込）S3BQ00X（カラー：8199）
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MONTURA 2022 SPRING & SUMMER
MONTURA ATHLETE INTERVIEW

MONTURAを着ているラン
ナー同士、集まった時の気分
はどうですか？

のを褒めてもらえると嬉しくなってしま

小川「僕もスイッチが入るという意味で

ではノースリーブを着ることに決めてま

矢嶋「やっぱりいいものを着ているなと

は同じですが、本気度が過ぎることもあ

す。袖があるとタイムに少なからず影響

いう仲間意識というか、実感はありま

って。ここにいるみんなは陸上競技出身

があるかもしれないですね（笑）」

す。着てみないとわからない良さも、お

だからわかってくれると思うけど、ユニ

互いにそれを知っているよね、というよ

フォームに身を包んだだけでアドレナリ

うな」

ンが出るような感覚ってありますよね。

矢嶋「なんとなくですけど、僕はレース

気合が入りすぎて普段とは違う自分にな

Sota
Ogawa
小川 壮太

Makoto
Yajima

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

本代表。日本では数少ない稀有なプロトレ
イルランナー。

sota_ogawa

矢嶋 信
やじま まこと 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

小川壮太オフィシャルサイト
http://sotaogawa.spo-sta.com/

MONTURAウェアに感じる
特別感はありますか？

鈴木「MONTURAはデザインも機能性も

ってしまうのも、長時間の競技ではちょ

小川「1秒を生み出すためにという信念

良くて大好きなブランドなので、着てい

っと大変なので、少し気を抜きたいとこ

を感じるほど。薄手のTシャツひとつで

る以上は私も頑張らないとな…と気が引

ろもあります。フルマラソンまでなら、

も、ここまで研究してつくっているブラ

き締まる部分があります（笑）」

ずっとガチモードでもなんとかいけるん

ンドは少ないと思います」

ですけど（笑）」

おがわ そうた 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

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

つけるのはヘアバンドです」

います」

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。

yajiko82

小川「イタリアブランドらしい洗練され

矢嶋「実際に着るとわかるのですが、と

た配色だったりデザインなので、独特の

鈴木「切り替えも必要かと思いますが、

にかく気遣いが優しいです。縫い目とか

雰囲気があって目立ちますよね。周囲に

私は普段使ってないものをレースで使う

切り返しの場所がすごく良かったり」

MONTURA着ている人がいるとすぐに気

のはちょっと怖いです。普段の延長線上

付きますし、嬉しいですよ」

というか、使い慣れているものでレース

鈴木「まじまじと見るほどにすごく考え

に臨みたいですね。レースのときに必ず

られてますよね。感動しちゃうくらい」

MONTURAにはユニフォー
ムという意味があります。ト
レーニングやレースなどに影
響することはありますか？
小川「僕にとってはまさにユニフォーム
ですよね。普段から着慣れているだけで
なく、仕事着でもあり、レースでも着て
いる。ランだけでなく厳冬期のスキーウ
ェアとしても使っていて、あますところ
なくMONTURAのもの作りの良さを感じ
させていただいています。製品のコンセ
プトやこだわってくれているところは、
より厳しい環境において気づきやすいと

Kanna
Suzuki
鈴木 栞奈
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。

kanchan_1102

思うので」
矢嶋「確かに、汗をかいた状態で稜線で
風に吹かれたりすると、組み合わせたウ
ェアたちがうまく働いて、体のコンディ
ションをいつも良い状態に保ってくれて
るのが実感できますよね。レースで着る
ときには、本気のさらに2割増くらいで
頑張らないといけないような気になりま
す（笑）」
鈴木「平日のトレーニングでも、着替え
ると自分の中で『山モード』に切り替え
られます。山に行く自分にスイッチを入
れる感じですかね。山でもよく声をかけ
てもらえるのですが、身につけているも
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かなりバランスが良いです」

にいいところにメッシュなどの切り返し

鈴木「デザインのかわいさはわかってい

鈴木「MONTURAのベースレイヤーはと

がある。細やかに工夫されているウェア

たのですが…（笑）、そういった説明を

にかく、汗をかいてもずっと着心地が良

の恩恵は、使ってみないとわからないか

聞くとより凄さが実感できますね。今

いです。汗に対する感じ方は人それぞれ

もしれないので、やっぱり一度着てみて

手元で触っているウェアもストレッチの

かと思うのですが、私は山の寒暖差で体

欲しいです。最近はネットで調べた情報

方向とか、本当によく考えられてますよ

を冷やしたくないので、汗にはなるべく

だけでつい買ったりしてしまいがちです

ね」

早く乾いてもらいたいですね」

けど…」

除していく、という細やかなこだわりが
好きです」

矢嶋「着心地の良い素材ですよね。それ

小川「MONTURAというメーカーは、

MONTURAの製品で特に好
きな特徴があれば教えてくだ
さい。

当たり障りのない製品をつくるのではな

本来の機能というか、汗をかくことで体

小川「脇や背中など汗をかきやすくてか

か、目的がはっきりしている人にしっか

温を下げたいので、ウェアがほどよく水

つ擦れるところは、長時間その状態が続

り刺さる製品をつくっている。アジアの

分を保持してほしい。この『程よく』と

くとふやけて傷になったりするのです

ように多湿でないヨーロッパで、ここま

いうところがポイントで、あまりに濡れ

が、MONTURAのウェアはそういう部分

で汗のことを真摯に考えてTシャツを作

ていては冷え過ぎてしまうし。ほどよく

をメッシュにして速乾性を持たせてある

っているメーカーは他にないんじゃない

保湿してくれるウェアで体温調整をした

のが素晴らしい。身頃はほどよく保湿し

でしょうか。夏が苦手な自分もずいぶん

いという意味ではDELTAPEAK®素材は

て体温調整をしながら部分的には汗を排

と助けられています」

小川「発汗量とか体質による個人差はあ
りますよね。実は僕は速乾性が強すぎる
素材は結果として体がヒートアップして
しまうのであまり好きではなくて。汗の

くピンポイントで『そこ』に特化したも
のづくりをするところですよね。フィー
ルドにおけるこんな問題を解決したいと

「自分にできることに、少しずつでも
チャレンジしていきたい」

ベースレイヤーの役割と汗に
関する意見を聞かせてくださ
い。

Chiho
Kobayashi
山岳ライター / MOUNTAIN WRITER

小林 千穂

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/
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気になったことは
とことん知りたくなる

誰かが気づいてくれるための
そんな役割ができるといい

然の魅力や、貴重さを伝える活動をして

声をかけていただいた流れで盛り上が

いきたいです」

ることも多いですね。どのお店で買い

「気になったことがあったら調べた

「今までにもライチョウの人工繁殖や

「MONTURAもあまり声高に環境のこ

り、いろんな人に会って話を聞いたりす

登山道維持の活動などに興味を持ち、自

とを唱えるブランドではないように思

るのがとにかく好きです。興味を持った

主的に取材してきました。取材したこと

うのですが、イタリア本社で続けてい

ことを取材することは楽しいし、今自分

を記事にすることで、少しでも多くの人

る登山文化と自然環境への支援や製品

が知らないことを知りたい気持ちが強い

の目に留まれば良いなと。伝えることが

に使われるリサイクル素材の多さなど

「DELTAPEAK ® はぜひ直接肌面に着

です。昔からですかね、小学校の自由研

私の役割なのではないのかなと思ってい

からも、メーカーとしてそういった意

用したい、汗ばなれの良い素材です。

究で『富士山はどうやってできたのか』

ます」

識が高いことは間違い無いはずです」

表面もしなやかでひっかかり・ひきつ

ましたか？とか（笑）」

を調べたりしていました」

着用耐久性のある
DELTAPEAK®素材

れがない丈夫な素材です。自然素材に
「温暖化や環境汚染といった問題を考

山でMONTURAを
見かけると嬉しくなります

近いようなやさしい着心地で、薄いけ

「今興味があるのは南アルプスの光（て

え始めると、自分の普段の行動や生活と

かり）岳です。その辺りが高山に生息す

矛盾することが少なからず出てきてしま

る何種かの動植物の南限であるようなん

います。また、生活だけでなく山の道具

「たまたま立ち寄った山小屋の靴箱に

ね。縦走などの着替えとしても躊躇せ

です。例えばハイマツや、ライチョウな

にも言えることですが、一定の便利さ

MONTURAの靴を見つけるとつい嬉し

ず持っていける。しわになりにくい素

どですね。どうしてそこが南限なのかを

に慣れてしまうと、多少の不便さという

くなります。『履いてきたのはどの人

材なので、コンプレッションバッグか

自分の目で見て感じてみたい。近年は温

か、変化を受け入れるのが難しくなった

だろう？』ときょろきょろしてしまっ

ら取り出してもしわを気にせず着るこ

暖化の問題が囁かれていますので、もし

りもする。ただ、少しずつでもチャレン

たり（笑）。色やデザインも独特なの

とができるのも魅力です。アウトドア

かするとあと何年かでその南限の場所す

ジはしていきたいと思いますね。自分の

でお互い目立つというか引き合うよう

ウェア全般に言えそうですが、基本的

らも変わってしまうかもしれない。だか

普段の生活を見直すのと同時に、登山ガ

なところがありますし、MONTURAの

に耐久性が高いので、長いこと愛用で

ら今やらなければと感じていて、チャン

イドの資格を活かして、子どもたちに自

良さが共有できる喜びはありますね。

きるのが嬉しいですね」

どふわっとした感じがあって、程よく
暖かさも感じます。軽いのもいいです

スをうかがっているところです」

日々の暮らしのなかで何がで
きるだろうか
「20年以上前になりますが、北アルプ
スの涸沢で働いていました。その頃と比
べると、今は山の景色が違ってきている
ように感じます。まず残雪量が少ない。
当時は盛夏にスキー合宿のために子供た
ちが集まってくるほどでしたが、今はそ
の頃に比べると残雪量が少なく、ガレ場

「山でMONTURAを着て
いる人を見かけると
つい嬉しくなります」

が目立っている印象です。このまま雪が
減って行ってしまうのではないかと心配
になります」
「山の気候変化による動植物への影響
は深刻だと思います。私は動物や植物、
とくに山の花が好きなのですが、今は
様々な固有種を見ることができても100
年後はどうなっているのか、と漠然とし
た危機感のようなものを感じることがあ
ります。今私たちが見ている景色は何千
年何万年という長い長い歴史がつくって
きたもの。それを急激に失ってしまうの
は大変なことですよね...。この素晴らし
い景色や高山植物をこの先も残していけ
る様に、自分も何かできることをしてい
きたいと思っています」
28
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優れたUV保護と速乾性を備えた伸縮性ポリエステルの
DELTAPEAK®採用のクルーネックロングTシャツ。着脱

理想的な次世代型素材DELTAPEAK®とは？

と温度調節がしやすいセンタージップタイプ。トレッキン

日本限定モデル

化学繊維の進化は目を見張るものがあるが、速乾性や軽さを求めるあまり、強度や耐摩耗性に欠け

グ・ハイキングをはじめ様々なアウトドアアクティビティは
勿論、
レジャーなどにも最適。蒸れやすい脇部に、
より通気

性に優れたメッシュ生地を使用し快適（メンズのみ）。袖丈

しなやかだ。
るものも少なくない。DELTAPEAK® 素材はひきつれにも強く、ふわりと嵩高く、

を3cm短くした日本オリジナルモデル。

毛髪にパーマをかけるように糸を螺旋状に捲縮させる技術、別名ウーリー加工とも
呼ばれるもののなかでも、特殊な仮撚加工を施した糸を使用し、
秀でた耐久性を持つこの素材について見ていこう。

天然素材のような着心地
DELTAPEAK® は特殊な仮撚り糸（捲縮糸）を使用しており、
その特徴を最大限生かすべく編み立て、そして加工でも特殊
な工程を通して生産を行っています。一般的に軽量性や保温
性を目的として中空糸を使用した素材と比較すると、天然素
材のようなソフトな風合いや、嵩高性、伸縮性が特徴です。

引っかきなどに対する耐久性
一般的な素材と比較すると、高密度で編み立てしているためルー

プ間の隙間が狭くなり、フラットな表面になります。ループの丸

みが小さく、歪みが少ないのも特徴です。耐ピリング性・耐スナッ

グ性に優れます。

DELTAPEAK® 表面外観

嵩高性

従来品

OUTDOOR ZIP 2 MAGLIA

¥13,200（税込）MMZN50XP（カラー：86）
30

OUTDOOR ZIP 2 MAGLIA WOMAN
¥13,200（税込）MMZN50WP（カラー：1393）
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美しき探求の姿。

フィールドへの情熱から生まれる MONTURA のフットウェア。

アッパーのバックスキンレザーのクラシックな質感が魅力的。
軽快なミッドカットのアプローチシューズ。

FOOTWEAR

人間工学に基づいた研究を、技術と技巧が形にする。

TECHNOLOGIES & FEATURES

伝統と革新の融合により、
あらゆる地形を攻略
多様なシーンに対応できる機能性を備えた、

MONTURA 2022 SPRING & SUMMER

多くのアルピニストや山岳ガイドのフィードバックを資産とし、

YARU TEKNO GTX

¥33,000（税込） S4GA00X / カラー：9210
高い衝撃吸収性のAdaptive
Multilink EVAミッドソール

YARU TEKNO GTX

¥33,000（税込）S4GA00X（カラー：8647）

人間工学に基づいた Multilink TPU
インサート

MONTURAオリジナルパターンの
Vibram® SIGNAL アウトソール
Vibram® Megagrip：ゴツゴツした岩場は
もちろん、濡れた路面、乾いた路面どちらで
つま先にクライミグゾーンを備え
る Vibram ® Megagrip を使 用し
た、信頼性のあるソール。

も、比類ないグリップ力を発揮。様々な路面
状況に適した最適なバランス、安定性と柔
軟性を長期間保つ

YARU TEKNO GTX WOMAN
卓越したアッパーデザインと、革新的な製靴方法により、パーフェク

¥33,000（税込）S4GA00W（カラー：5104）

トな内側のシェイプと、足を包み込むピッタリとしたフィット感を実
現。この新しいシステムは、あらゆる動きに適合し、全方向に対す
る動きを妨げません。
つま先 側と足首側で、それぞれ
別 々に 締 め 具合を調 節 できる
デュアルレーシングシステム。
2 つのゾーン分かれたスピードレーシングシステムにより、パーフェク
トにシューレースを締め上げることができ、足にピッタリと包み込む
様なフィット感を実現。

解剖学に基づくミッドソールは、足に接する側ののソフトな EVA と
TPU 製の構造部分との組み合わせにより出来ており、快適性を失う
歩いていてもずれにくく、フィッ
ト感の高いラップ式タンが足の
甲を快適にサポートする。

クライミング時のアプローチやトレッキングに使える快適なフィット感の軽量アプローチシューズ
アッパーは、撥水スエード + ラバーラウンド
● ライニングに GORE-TEX® Extended Comfort を採用し、あらゆる天候でも快適性を実現

事なく、パフォーマンスを向上。

YARU GTX

¥31,900（税込）S3GA00X（カラー：9279）

●

新しい構造システムにより、ミッドソールとアウトソールとの間に相乗

●

シューレースの前後部のふたつのゾーンで違う締め上げ方ができるシステムを採用し、
あらゆる地形にて快適なフィット感を調整できる
● 人間工学に基づいた 2.7mm 厚のフットベッド
● 歩行時の高いクッション性 を提供する EVA の CFT-XT のインソール
● ソールにクライミングゾーンを備えた Vibram® Megagrip を採用し、

効果が生じ、高いねじれ防止効果で、足底部のアーチをサポート。

●

エッジング性も高いデザイン

32

非 常 に 高 い 防 水 透 湿 性 能。
GORE-TEX® ならではの耐候性
で、
どこへ行くにも安心感がある。

2.7 ｍｍ厚の ERGOINSOLE フットベットが付属。異なる材料の組
み合わせの ARNEFLEX フォームは、衝撃吸収機能も備えている。
快適で通気性がある表面の Asterix 生地は、
適度な通気を可能にし、
汗が素早く乾くようにすることにより快適さと衛生を確保します。

YARU GTX WOMAN

¥31,900（税込）S3GA00W（カラー：8625）
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「MONTURAは自然体でプレイできる
勝つためのユニフォームです」
プロゴルファー / PROFESSIONAL GOLFER

佐藤 大平

Taihei Sato
ゴルフには体幹の強さと、
土台となる下半身の強化がとにかく大切。
プロの日常におけるトレーニングについて伺った。

日常のトレーニング内容につ
いて教えてください

入れたりします。あとはランニングの際

要と感じたものを継続するようにして

も、神社脇の長い階段のある砂利道や

います。また、シーズン中にスイング

砂浜、芝などをコースに組み込んだりし

を調整することもありますが、大切な

「ゴルフは安定したショットのために

て、普段より負荷をかけます。それだけ

のはまずどんな動きにも耐えうる筋力

何より体幹と足腰の強さがが大切なの

でも本当にきついので、トレイルランを

をつけておくことですね。その上で必

で、縄跳び3分を5セット、腹筋を300

する方は本当に凄いと思いますね…」

要に応じてスイングを調整していくと

回、そして90分（14～15kmくらい）
走っています。ペース的には3日トレー
ニングして1日休むという感じです」

ストレッチはしますか？
またどれくらい行いますか？

いう感じ。スイングを変えたくても必

体幹と下半身強化の他に特別
に意識していることはありま
すか？

要な筋力がなければ思う様に動くこと
もできないですからね」

「体力強化のために、心拍数をあげる
ことですね。試合のときは緊張から心

「ストレッチは毎日欠かさずやってい

拍数が200まであがったりもするので、

ます。湯上がりに40分、お尻と股関節

その状態にも耐えられる体力と、高揚

が硬い方なので入念に。あまりやりす

していても力まずに動けるように慣ら

ぎて腱を伸ばしてしまっても怪我につ

していく必要があります。試合の朝に

ながるそうなので気をつけています」

全力疾走をして、あえて心拍数を上げ
て臨んだりもしますよ」

34

合宿期間になるとトレーニン
グのメニューは変わります
か？

シーズンに入ってからはどん
な内容になりますか？

「縄跳びは普通に飛んでても全身運動

「週の前半をトレーニング、後半をア

なのでかなりきついんですけど、合宿

ップのように分けていて、合宿中のト

だと瞬発力強化のため二重跳びも取り

レーニングも参考にしながら、特に必

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
リヤマホールディングス株式会社」所属。

taihei4161
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¥13,200

（税込）

36

MTPN01XP / カラー：40

体幹をほど良く保温する
着ていることを感じさせない
オールラウンダー。

ヒートアップしていても、
どことなくフォーマル。
そして最高に快適。

ROUND POLO

VANTAGE VEST
¥22,000（税込） MVVW53X / カラー：86

さらりとした着心地のポロシャツ。吸汗速乾性の高い

耐久撥水加工を施した4WAYストレッチナイロンのベスト。

COOLMAX®を使用し、暑い時期でのアクティビティやタ

部分的にメッシュの裏地を採用し、汗をかいた状態で着用し

ウンユースにも最適です。襟部にしっかりとした芯材を使

てもまとわりつかず、快適に着用できます。裾はゴムパイピ

用しているので、スタイリッシュな着こなしが可能。もち

ングですっきりとした仕様。ジッパー付きのポケットを両サ

ろん動きやすさはプロゴルファーのお墨付きです。

イドに備えています。

37

MONTURA 2022 SPRING & SUMMER
SHOP & DEALERS

Shop Information

Dealers

※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

新御堂筋

地下鉄御堂筋線

明治大学

至新大阪
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
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

柴島1

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

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

*

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

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

ICI 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 / 東京都

練馬区

アルペン マウンテンズ 練馬関町店

03-5991-9991

*

関東 / 東京都

多摩市

STRIDE LAB

050-1229-1339

*

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

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 / 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 / 長野県

北安曇郡

ラッピー

0261-72-7550

*

*

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

*

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

豊田市

ラフィングカンパニ－

0565-35-1817

*

*

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

*

*

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 / 大阪府

大阪市

ロッジ 大阪店

06-6341-5578

*

*

近畿 / 大阪府

大阪市

ICI 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

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

*

*

九州 / 長崎県

長崎市

ネイティブグリーン

095-827-1840

*

*

*
*

*

*

*

*
*

*
*

*

*
*

*

*
*
*

*
*

*
*
*
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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

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

