


K2は1962年に米ワシントン州で創業したアメリカン・オリジナルのスキー・スノーボードブランドです。
小さなショップ、小さなガレージ、アイランド、そしてアイディアからスタートした。理想を抱き、向上への
狂気をまとい、失敗も繰り返してきた。しかし、ガレージブランドからグローバルブランドに成長した今も変
わらないものがあります。それはイノーベーション、クラフトマンシップ、献身を貫き通すという信念です。





Mindbender-116Cは、誰もが夢見るパウダーデイのために

作られたスキー。グラスファイバーを特徴的なパターンで織

り、トーションをコントロールするK2独自のSpectral Braid 

technologyに、パウダーロッカーを搭載。パウダースノーで

スムーズなターンを軽快に描く軽量のファットモデル。

¥110,000(税込)



どんなコンディションでもハイスピードな滑りを約束

する。ミドルファットのウエスト幅、長いサイドカー

ブ、オールテレインロッカー、Ti-tanal Y-Beamの組

み合わせで、安定性のあるスキーに仕上がった。パウ

ダー、硬いバーン、荒れたバーンなど、どこでも頼れ

る相棒です。

素早いエッジの切り替えを求めるなら、MINDBEND-

ER 99Tiをチェックして下さい。パウダーでの浮力も

しっかりと持っています。適度なウエスト幅、

Titanal Y-Beam、オールテレインロッカーを絶妙な

バランスで組み合わせている。機敏さと安定性を備え

た抜群のオールマウンテンスキーです。

パウダーもハードバーンも楽しみたいなら、 

Mindbender 90Tiがおすすめ。他のMindbender シ

リーズと同様、 Titanal Y-Beam、オールテレインロ

ッカーを搭載。細めのウエスト幅はハードバーンに必

要な正確なエッジホールドを備えながら、非圧雪のパ

ウダーで浮くのに十分なワイド幅があります。

¥99,000(税込) ¥88,000(税込) ¥77,000(税込)



K2独自の構造Spectral Braid technologyを搭載。 

精密にトーションを調整されたハイエナジーモデル。

体重の軽いスキーヤーや、メタルラミネートの安定性

や硬さを必要としないスキーヤーにお薦めです。 

Aspen Veneerコア、オールテレインロッカーを搭載

し、どんな斜面でも楽しく軽快な滑りを約束します。

グルーミングバーンを抜け出し、新しい斜面を滑るの

にぴったりのスキー。軽くて扱いやすく、山全体を滑

るスキルや自信を中級者に与えてくれる。小柄なスキ

ーヤーのために短いサイズも用意しています。

オールマイティーなこのパウダースキーを完璧に仕上

げるため、K2の女性アスリートが道を切り開いてき

ました。女性用のパウダーファットスキーを求める彼

女たちのフィードバックに耳を傾けデザインされてい

ます。軽量の Aspen Veneer コア、パウダーロッカ

ー、K2独自のSpectral Braid technologyを搭載。

ディープパウダーで真価を発揮します。

¥107,800(税込)

¥66,000(税込)

¥71,500(税込)



Mindbender 106C Allianceはどんなコンディショ

ンでも楽しめる女性用スキー。ミドルファットのウエ

スト幅、軽量のAspen-Veneerコア、K2独自の

Spectral Braid technologyを搭載。雪質にかかわ

らず頼りになり、パウダーでもばっちり。機敏な滑り

を約束します。

オールマイティーなフリーライドスキーを求める女性

のためのスキー。 Titanal Y-Beamがハイスピード時

や荒れたバーンで振動を吸収し、安定した滑りを約束

します。オールテレインロッカーと適度なウエスト幅

の組み合わせで、タイトなラインやテクニカルな地形

でも機敏な滑りができます。

¥96,800(税込) ¥85,800(税込)



Mindbender 88Tiはハードバーンにぴったりのスキ

ーです。 Titanal Y-Beamと Powerwall サイドウォ

ールがハイスピード時の安定性とエッジホールドを約

束し、滑りに自信を持たせてくれます。オールテレイ

ンロッカーにより、オフピステの滑走もばっちり。

オフピステも楽しめる軽量の中級者から上級者向けモ

デル。K2独自のSpectral Braid technologyとオー

ルテレインロッカーを組み合わせることで、山のどん

な斜面でも優れた機敏な滑りが可能です。自分の滑り

に自信が持てます。

オフピステやより険しい斜面を滑ろうとする中級者向

けモデル。どんなコンディションでも機敏さと扱いや

すさを約束します。他のMindbenderシリーズと同様

に、軽量のAspen Veneerコアとオールテレインロッ

カーを搭載。小柄なスキーヤーのための短いサイズも

用意しています。

¥74,800(税込) ¥69,300(税込) ¥63,800(税込)



山を自分だけのGSコースに見立て高速ターンで滑り抜け

るなら、Disruption-Ti2に勝るスキーはありません。ど

んなスピードでも、岩のようにびくともしない。見据えて

いるのはトップのみ。2位の意味など知る必要はないので

す。Dark Matter Damping、新しいTi2 I-Beamを搭載

し、長いサイドカーブが特長。 Disruption MTi の倍のメ

タルを使用し、史上最高の振動吸収性と安定性を備えたピ

ステスキーに仕上がりました。シートベルトを締め、スピ

ードの世界へ。

SKI ＋ BIN  ¥154,000(税込)



Mtiは速さを追求する上級者のためのアグレッシブな

モデルです。Titanal-I-Beam、Dark Matter Damp-

ingを搭載し、ミディアムレングスのサイドカーブが

特長。正確なエッジホールドとライディングのスムー

ズさに優れています。グルーミングバーンでのスピー

ドを重視するスキーヤーに自信を与えてくれます。

Stiは岩のようにびくともしないエッジホールドでタ

ーンを極めたいアグレッシブな上級者向けモデル。

Titanal I-Beamと Dark Matter Damping の組み合

わせは、ゆがみのないスムーズなライディングを約束

し、タイトなサイドカーブが特長。硬くてスピードが

出る雪面のコンディションで真価を発揮します。

今こそターンを極める時です。カーボンI-Beamは、

メタルを多く使う他のDISRUPTIONシリーズに比べ

て扱いやすいにもかかわらず、剃刀のようにシャープ

なエッジコントロールを約束。硬い雪面でのスムーズ

なライディングが可能です。グルーミングバーンでの

滑りに特化したSCでさらなるステップアップを。

SKI ＋ BIN  ¥132,000(税込) SKI ＋ BIN  ¥110,000(税込) SKI ＋ BIN  ¥99,000(税込)



82TiはTitanal I-Beam、Dark Matter Dampingを

はじめ、トップクラスのテクノロジーを搭載したモデ

ルです。DISRUPTIONシリーズで最もウエスト幅が

広く、抜群の安定性とエッジコントロールを備えてい

ます。トップスピードでのターンに自信を持って挑む

事ができ、想像を超えた滑りを可能にしてくれます。

78TiはDark Matter DampingとTitanal I-Beamを

搭載。これまで経験したことがないようなターンを可

能にします。朝一の整ったバーンから午後の荒れたバ

ーンまで、ばっちり頼れるオールマイティーなモデル

です。

DISRUPTIONシリーズの優れたテクノロジーを引き

継いだお手頃価格のモデル。誰にでも扱いやすいウエ

スト幅で軽く、カーボン-I-Beamにより機敏な滑りを

可能にします。78Cはどんな斜面でも頼れるオールマ

イティーなスキーです。

SKI ＋ BIN  ¥110,000(税込)SKI ＋ BIN  ¥121,000(税込) SKI ＋ BIN  ¥93,500(税込)



レンタルスキーを卒業し、自分のスキーを持つ喜びを

感じて下さい。DISRUPTION 76Xはスムーズでオー

ルマイティーな滑りを約束し、I-Beam、Catch Free 

Rockerなど必要なテクノロジーを搭載しています。

緩斜面のコースを抜け出して、その先にあるバーンへ

と進みましょう。

スキースクールはもう終わり。自分の足で山を探検し

よう。DISRUPTION-76はあなたに自信を与え、ど

こへでも連れて行ってくれます。誰にでも扱いやすい

Catch-Free-Rockerを搭載。機敏性に優れるデザイ

ンは上達をアシストし、一日中笑顔にしてくれます。

草レースだろうと、朝一のグルーミングバーンだろう

と、必要なのはあなたと同じぐらいアグレッシブな女

性用のピステスキーです。Dark Matter Damping、

Titanal-I-Beamをはじめ、最上級のマテリアルとテ

クノロジーを搭載。あなたが必要とするスピードと安

定性を備えています。

SKI ＋ BIN  ¥121,000(税込)

SKI ＋ BIN  ¥77,000(税込)SKI ＋ BIN  ¥82,500(税込)



Disruption SC Allianceに乗って、これまで経験し

たことのないフィーリングを楽しんで下さい。シャー

プなサイドカーブ、Dark Matter Damping、機敏な

カーボンI-Beamの組み合わせは、ショートターンを

好み、グルーミングバーンで心地良いGを満喫したい

スキーヤーにお薦めです。

速くて安定性に優れ、機敏さも備える。DISRUP-

TION 81Ti ALLIANCEはそんな夢のようなスキーで

す。Dark Matter DampingとTitanal I-Beamを搭

載した女性用のピステスキー。グルーミングバーンで

は抜群の乗り心地の良さを誇り、荒れた斜面でもオー

ルマイティーに滑りを楽しめます。

カーボンI-Beamを搭載し機敏な滑りをサポート。硬

いバーンにターンをしっかり刻むエッジグリップを約

束します。Dark Matter Damping を搭載し、朝一か

ら最終リフトまで頼りになる女性用のピステスキーで

す。

SKI ＋ BIN  ¥88,000(税込)SKI ＋ BIN  ¥99,000(税込)SKI ＋ BIN  ¥93,500(税込)



カーボンI-Beam、Hybritechサイドウォールを搭載

した、エッジの切り替えが早い軽量のスキーを求める

女性のためのモデル。足に優しい軽量Aspen Lightコ

アは、どんなスピードでも力強いターンをアシストし

ます。DISRUPTION 76C ALLIANCEでグルーミン

グバーンを一日中楽し観ましょう。

カービングを習得し、速く滑る自信をつけるのに必要

な全てのテクノロジーを搭載したスムーズなスキーで

す。I-Beam、Aspen-Lightコア、Catch-Free 

Rockerを搭載。思いがけない急なグルーミングバー

ンや荒れたバーンでも頼りになります。さあ、

DISRUPTION 76 ALLIANCEに乗って、次なるチャ

プターへ。

自分の足で山を探検する準備が整ったら、Disruption 

75 Allianceがあなたに自信を与え、どこへでも連れ

て行ってくれます。lightweight compo-siteコアと 

Catch-Free-Rockerを搭載。誰にでも扱いやすく、

機敏性に優れたデザインは上達をアシストし、あなた

を一日中笑顔にしてくれます。

SKI ＋ BIN  ¥56,100(税込)SKI ＋ BIN  ¥66,000(税込)SKI ＋ BIN  ¥77,000(税込)



ピローラインや雪庇、ウィンドリップを攻めるために

作られたパウダーツインチップモデル。モミとアスペ

ンのウッドコアと、K2独自の Spectral Braidテクノ

ロジーの組み合わせは、ディープパウダーでビートを

刻み、サーフライクで軽快な滑りを約束します。

¥99,000(税込)



ピローラインからゲレンデのコース、ジャンプ、トラ

ックの入ったパウダーバーンまで、何でもできるパウ

ダースキーは存在しないと多くの人が言いますが、 

Reckoner 112はそれを可能とするスキーです。あな

たが必要とするすべてが詰まっています。

パウダーからパークまで、フリースタイルのエッセン

スがたっぷりと含まれたReckoner 102に乗れば、ど

んな滑りも楽しめます。他のRECKONERシリーズと

同様のテクノロジーを搭載。より細いウエスト幅で機

敏性に優れ、キャットトラックからのコーク3、タイ

トなツリーラン、グルーミングバーンのサイドヒット

までもバッチリ。全地形で頼りになります。

初めてツインチップスキーを手に入れるなら、 

Reckoner-92がお勧めです。ゲレンデをワイルドに

滑る夢をかなえてくれます。パークからツリーランま

で、All-Terrain-Twinロッカーを搭載したオールマイ

ティーなこのスキーに乗れば、なぜ今までツインチッ

プに乗らなかったのか後悔するでしょう。小柄なスキ

ーヤーのための短いサイズも用意しています。¥93,500(税込)

¥88,000(税込) ¥48,400(税込)



パークからスティープなライン、コブ斜面まで、頼り

になる女性用のツインチップスキー。All-Terrain 

Twinロッカー、Aspen-Veneerコアを搭載し、軽量

で快適なモデルです。小柄なスキーヤーのための短い

サイズも用意しています。

¥48,400(税込)



深いパウダーで行動する際にスキーの軽さを重視する

スキーヤーのためのモデル。長時間のハイクに適した

軽量素材のTitanalを使用。軽さを誇りながら、滑走

時のパフォーマンスと安定性を兼ね備えています。少

し太めのウエスト幅が柔らかい雪で真価を発揮してく

れます。Wayback106でハイクツアーの楽しさを知

ればリフト待ちの時間が無駄に思えてくるでしょう。

¥104,500(税込)



メタルを使うT3-Technologyを搭載。滑走時の確か

なパフォーマンスを誇りながら、ハイクにばっちりの

軽さ。デイツアーからショートツアーまで、頼りにな

ります。効率よく登り、自信を持って滑ることができ

るスキーです。

こんなにも軽量なスキーでありながら、滑りもばっち

り。Titanalで補強したWayback-88に乗れば、軽量

のツアースキーに対する見方が変わるでしょう。スキ

ントラックを飛ぶように登り、急斜面も自信を持って

滑り降りる。滑るのが楽しければ、辛いハイクアップ

も乗り越えられます。

Snophobicトップシート、超軽量のpaulownia Tour 

Lightコアを搭載。お手頃価格の信頼できるツアース

キーです。ゲレンデクルーズからバックカントリーツ

アーまで、新たな方法で山を楽しんで下さい。

¥93,500(税込) ¥86,900(税込) ¥71,500(税込)



Talkback 96に乗ればスキントラックを制し、急斜面

も自信を持って滑ることができます。Paulownia 

Tour Light Woodコア、T3 Technologyを搭載した

女性用のツアースキーです。メタルを効果的に配置す

ることで、振動吸収性と安定性に優れています。効率

的なハイクアップと滑りのパフォーマンスをバランス

よく備えたバックカントリーの最高の相棒です。

バックカントリーでの冒険にぴったりの女性用ツアー

スキー。Paulownia -Tour -L ight -Woodコア、

Carbon Overdrive Reinforcementを搭載。足下に

Titanalを効果的に配置することで機敏な滑りを可能

とし、どんな斜面でも自信を持って挑むことができま

す。

唯一無二のHybrid-Balsa/Paulowniaツアー・ウル

トラライトコアを搭載。これによりシリーズ最軽量

を実現、足にタコができそうなトラバースや山岳ス

キーレース、エクササイズのためのツアーがあなた

の楽しみであるなら、これは夢のようなスキーでし

ょう。

¥91,300(税込)

¥84,700(税込)¥108,900(税込)



バックカントリーへと足を踏み出そうとする女性スキ

ーヤーのためのモデル。お手頃価格ながら、他の

TALKBACKシリーズと同じPaulownia Tour Light 

woodコア、Snophobicトップシートを搭載していま

す。

¥69,300(税込)



XゲームやDew-Tourの表彰台でお馴染みの、K2フリ

ースタイルライダーお気に入りモデル。メジャーなコン

テストでスポットライトを浴びる一方で、深夜のストリ

ートセッションでも頼りになります。Carbon-Boost 

Construction、モミとアスペンのウッドコアを搭載。

ジャンプのリップで抜群の反発を発揮し、どんなに大き

く飛んでも安定したランディングをサポートします。

¥77,000(税込)



パークやレール、パイプもばっちり。細めのウエスト

幅とレスポンスの良さは、クリエイティブな滑りを進

化させます。Carbon Boost constructionを搭載。

機敏性に優れ、レールへのテクニカルなトリックにも

対応する。周りにビッグなインパクトを残したい小柄

なスキーヤーのために短いサイズも用意しています。

K2の女性ライダーをフリースタイルスキーの表彰台

へと導いたMissConductの後継モデル。Carbon 

Boost construction、軽量のAspen Woodコアを

搭載。抜群な板の反発を持ち、ニュートリックをメイ

クするためにパークを滑り込んでもビクともしない丈

夫さを備えています。

¥60,500(税込) ¥58,300(税込)



Shane McConkeyのエネルギーと革命はスキーの形

状を永久に変え、彼の伝説はPon2oonの革命的なデ

ザインに生き続けているのです。Powderロッカー形

状とレスポンスの良いモミ / アスペンウッドコアの組

み合わせは、深い新雪で抜群のパフォーマンスを発揮

します。

コブ斜面での正確で優れた操作性。余裕のあるウエス

ト幅で硬く、大会で勝つためにデザインされました。

1998年長野五輪の金メダリストJonny-Moseleyが

使用したモデルの系譜を脈々と引き継いでいます。乗

る者をネクストレベルに導くモーグルスキーです。

FATTYに乗れば楽しい時間を過ごせること間違いな

し。88cmの長さながら、そのポテンシャルは計り知

れません。パークトリックもお手のもの。縛るのはあ

なたのイマジネーションだけです。ビックマウンテン

のラインだってばっちり。世の中には2通りの人間が

います。FATTYをすでに持っている人と、持ってい

ない人。どちらの人間になるのか、決める時です。さ

あ、パーティーが始まります。
¥110,000(税込) ¥66,000(税込)

¥31,900(税込)

19.5m @ 153cm, 23m @ 163cm, 26m @ 173cm 6m @ 88cm



大人に混じって本気でフリーライドテレインを攻め

るキッズスキーヤーのためのモデル。レスポンスの

良いAspen-Veneerコア、オールマイティーな

All-Terrainロッカーを搭載。普通のキッズスキー

とは一線を画す、Mindbenderシリーズのキッズバ

ージョンです。若いパフォーマンスを爆発させるた

めに作られました。

ビッグマウンテンでのライディングを夢見るキッズ

のためのモデル。フルウッドコアを搭載し、素早い

エッジの切り替えをサポート。Mindbenderシリー

ズと同じグラフィックを採用しています。高い理想

を掲げるキッズスキーヤーに適した入門スキーと言

えます。

ターンを極めるキッズのためのスキー。レースに熱中

していたり、朝一のグルーミングバーンで親を追いか

けて滑るジュニアスキーヤーに乗ってほしい。小さな

本格的スキーヤーのためにデザインされました。

¥49,500(税込) SKI ＋ BIN  ¥49,500(税込) SKI ＋ BIN  ¥44,000(税込)



Xゲームの表彰台を夢見る若いスキーヤーのためのモ

デル。フルサイズのPoacherと同様の乗り味を備え

ています。反発の良いAspen Woodコアを搭載。耐

久性のあるキャップ構造のおかげで、繰り返しパーク

で練習しても壊れにくい。

コースのサイドヒットやジャンプを攻める女子スキー

ヤーのためのモデル。パークを流す年上の女性ライダ

ーに憧れ、同年代の男子をライバル視する女子にピッ

タリ。180やボックス、ジブの上達をサポートしてく

れます。耐久性のあるキャップ構造、フルウッドコア

を搭載。想像よりも早く表彰台に立つ日が訪れるでし

ょう。

ステップアップのためのスキーを求めているなら、

JUVYがおすすめです。軽量なコンポジットコアを包

む耐久性の高いキャップ構造。お手頃価格ながら信頼

できるモデルです。

SKI ＋ BIN  ¥49,500(税込) SKI ＋ BIN  ¥49,500(税込) SKI ＋ BIN  ¥44,000(税込)



レンタルスキーを卒業し、さらに上達を目指す女子ス

キーヤーのためのモデル。Duracap-Construction

に軽量のコンポジットコアを搭載。スキルアップをサ

ポートして、滑りに自信を与えてくれます。

スキーの楽しさに目覚めた幼児のためのモデル。 

Catch-Freeロッカーを搭載し、滑りを直感的に経験

できます。家族の最年少児をスキーヤーとして迎え入

れましょう。

Luvbugは初めて持つスキーとしてピッタリなモデ

ル。このスキーを通じて、親御さんのスキー愛を娘

さんへ伝えましょう。Catch-Freeロッカー、コン

ポジットコアを搭載。スキーを思い切り楽しませて

下さい。

SKI ＋ BIN  ¥33,000(税込) SKI ＋ BIN  ¥33,000(税込)SKI ＋ BIN  ¥44,000(税込)



新しいBFC-120は、確実なサポートとレスポンスを備えながら、ブーツに少しゆ

とりが欲しい上級者向けのモデル。103mmの幅で、120フレックスの硬さ。改良

されたCushfitライナー、Après Modeウォークモード、Hands Free Entry、熱

成形できるSleek heat-moldableシェルを搭載。1日中快適な履き心地で、ハード

に滑ることができます。

¥75,900(税込)



103mmのラスト幅で、熱成形できるSleek-heat-moldableシェル、Après 

Modeウォークモードのほか、Bluetooth接続で温度をコントロールできる 

Therm-icライナーを搭載。ハイテクで履きやすく、快適なミディアムフレック

スのブーツです。究極の暖かさと便利さを求めるスキーヤーのためのモデル。

快適さを求めながら、滑りのサポートも重視するスキーヤーのためのミディア

ムフレックスブーツ。広めの103mmのラスト幅で、Cushfitライナー、熱成形

できるSlimmed-down-heatmoldableシェルのほか、歩きやすいAprès 

Modeウォークモードを搭載。BFC100を履けば、滑りだけに集中できます。

¥86,900(税込) ¥64,900(税込)



使いやすさを最も重視するスキーヤーにおすすめのモデル。扱いやすい90フレ

ックスの硬さのブーツは、荒れた斜面でもしっかりと足をサポートし、着脱が

しやすいHands-Free-Entry、Cushfitライナー、熱成形できるHeat-Mold-

ableシェルを搭載。つま先部分もゆとりのあるフィット感が特長です。

レンタルブーツをスキップし、自分のブーツを所有したい初心者のためのモデ

ル。柔らかいフレックスでゆとりのあるフィット感。Hands Free Entryと熱成

形できるSlimmer-Heat-moldableシェルが最高の快適さを約束し、急斜面に

挑む集中力を与えてくれます。

¥53,900(税込) ¥48,400(税込)



箱から取り出してすぐ足に馴染むフィット感と、雪上のパフォーマンスを両立

させたモデル。ゆとりのあるフィット感を好む女性の上級者におすすめ。 

Cushfit Proライナー、熱成形ができるSlimmed down heat-moldableシェ

ル、Après-Modeを搭載。105フレックスの硬さはサポート力とレスポンスを

損なうことなく快適さを備えています。

サポート力のある95フレックスの硬さ、ゆとりのあるフィット感を備えたBFC 

W 95より優れたブーツはあるでしょうか？ Bluetooth接続で温度をコントロ

ールできるTherm-icライナーを搭載してみるとどうでしょう？-BFC-W-95 

HEATは快適さと扱いやすさをネクストレベルに引き上げました。どんなに天気

が悪くても、足を暖かく快適に保ち、1日中スキーを楽しめます。

¥63,800(税込) ¥80,300(税込)



BFC-W-95に足を入れ、快適さを誇るパフォーマンスブーツの良さを体感して

下さい。95フレックスの硬さで、103mmのラスト幅。Cushfitライナー、熱

成形できるHeat-moldableシェルを搭載し、快適さとレスポンスを両立させて

います。Après-Modeを使えば歩きやすく、必要な機能をフル搭載した最も快

適なブーツです。

着脱する際に痛みを伴わない快適なブーツを求める女性スキーヤーのための軽

量モデル。Hands Free Entry、Cushfitライナー、熱成形できるHeatmold-

ableシェルを搭載。山まで車を運転した時に履いていた靴より快適かもしれま

せん。

¥58,300(税込) ¥52,800(税込)



初めてスキーブーツを購入するなら、BFC-W-75がおすすめ。女性に合わせた

ゆとりのあるフィット感が特長で、Hands Free Entry、Cushfitライナーを搭

載。不快なブーツを履いていた過去は忘れましょう。BFC-W-75を履いて、自

信を持って新たな冒険を始めよう。

受賞歴のあるPowerliteシェル、140フレックスの硬さを備えたパワフルなパ

フォーマンスブーツ。Powerfit-Proライナー、98mmのラスト幅、熱成形でき

るHeat-moldableシェルを搭載したハイエンドモデル。すっきりとした

1740gのシェイプながら、テクニカルラインからGのかかるグルーミングバー

ンのターンまで、しっかりとサポートしてくれます。

¥47,300(税込) ¥97,900(税込)



1700gの超軽量ながら、パワーと精密さを兼ね備えるRECON-130。熱成形

できるHeatmoldableシェル、アグレッシブな130フレックスの硬さ、

Powerfit Proライナー、GripWalkアウトソール、Fastfit-instepを搭載。テ

クノロジーが増えても、重くならないことを証明しています。業界の受賞歴も

あり性能は間違いありません。足の形に合わせて、ラスト幅は98mm(LV)と 

100mm (MV) を用意しています。

もう朝一の寒さを恐れる必要はありません。Recon -120 -HEATは、

Recon-120の機能はそのままに、Bluetooth接続で温度をコントロールでき

るThe rm - i cライナーを搭載。120フレックスの硬さ、熱成形できる 

Heat-moldableシェル、100mmのラスト幅を備え、ためらうことなく朝一の

滑りを楽しむことができます。

¥86,900(税込) ¥97,900(税込)



朝一のグルーミングバーンから、午後の荒れたバーンまで、クイックなレスポ

ンスと一貫したフレックスを備えたブーツがあれば困ることはないでしょう。

Recon-120はフレックスを損なわず、GripWalkアウトソール、熱成形できる

Heat-moldableシェル、Precisionfit Proライナーをはじめ、すべてのカスタ

マイズ機能と最高のフィット感を備えています。足の形に合わせて、ラスト幅

は 98mm (LV)と100mm (MV) を用意しています。

もしレベルの高いブーツを新調して上達を目指すなら、何よりフィット感が大

切です。Recon-100の熱成形できるHeat-moldableシェルは、好みのフィー

リングにぴったりと合うカスタマイズが可能。Luxfit-Proライナーが優しく足

をサポートしてくれます。足の形に合わせて、ラスト幅は98mm(LV)と 

100mm(MV)を用意しています。Recon-100ならレベルアップ間違いなしで

す。

¥75,900(税込) ¥70,400(税込)



快適さとパフォーマンス性を求める初級者から中級者向けのモデル。ミデ

ィアムなボリュームのデザインで、正確なスキー操作とコントロール性能

に優れています。90フレックスの硬さは荒れたバーンでも足に優しく、熱

成形できるHeat-moldable Powerliteシェルは、好みのフィーリングにピ

ッタリと合うカスタマイズが可能。一度履けば、古いブーツにはもう戻れ

なくなるでしょう。

最強のカスタマイズ機能を備えるパワフルで超正確な125フレックスの硬さの

ブーツ。その実力は業界での受賞歴からも分かります。熱成形できる

Heatmoldable Powerliteシェル、Powerfit Proライナー、Fastfitインステ

ップを搭載。女性専用のフィット感にこだわったアグレッシブなスキーヤーの

ためのモデルです。

¥64,900(税込) ¥86,900(税込)



熱成形できるHeat-moldableシェル、Precisionfit-Proライナー、GripWalk

アウトソールを搭載したパワーと重量バランスに優れた女性用のブーツです。

Powerliteシェルにより、1560gの軽さながら、適度な硬さと操作性を備え

ています。スキーのコントロールを楽しみながら、より長く、よりハードに滑

れることを意味しています。足の形に合わせて、ラスト幅は98mm(LV)と 

100mm (MV) が用意されています。

女性専用のAnthem-105-HEATを一度履けば、足の冷たさは過去のものとな

ります。お手元のスマートフォンからBluetooth接続で温度をコントロールで

きるTherm-icライナーを搭載。熱成形できるHeat-moldable-Powerliteシェ

ル、105フレックスの硬さ、100mmのラスト幅の組み合わせは、暖かく快

適な滑りを約束します。

¥75,900(税込) ¥92,400(税込)



機能やテクノロジーに妥協せず、大きさや重さにもこだわったパフォーマンス

ブーツ。熱成形できるHeat-moldableシェルを搭載。オールマイティーで快

適な女性専用のブーツに仕上がりました。足の形に合わせて、ラスト幅は 

98mm(LV)と100mm(MV)を用意しています。

ブーツパフォーマンスの良し悪しは、ただ単にフレックスの硬さによるもので

はありません。Anthem-85は、熱成形できるHeat-moldable-Powerliteシ

ェル、GripWalkアウトソールなど、フィット感や快適さを向上させる多くの

カスタマイズ機能を搭載。滑り手に優しい、1日中快適に履けるブーツに仕上

がりました。足の形に合わせて、ラスト幅は98mm(LV)と100mm(MV)を用

意しています。

¥64,900(税込)¥70,400(税込)



レンタルブーツを卒業し、ちょうどいいフレックスのオールマウンテンブーツ

を探しているスキーヤーにとって、Anthem-75は新しい世界を開く鍵となる

でしょう。熱成形できるHeat-moldable Powerliteシェル、GripWalkアウト

ソールなどを搭載。お手頃価格ながら、トップレベルのフィット感を備えてい

ます。

熱成形できるHeat-moldable Powerliteシェル、Friction Free Cuff Pivot

を搭載し、頼りになる130フレックスの硬さ。 Mindbender-130はゲレンデ

でもバックカントリーでも威力を発揮します。リゾートを抜け出しPowerlock 

Spyneをウォークモードに切り替えれば、50度の可動域でブーツが前後に曲

がることで歩きやすくなり、狙う斜面まで難なく到達することができます。

¥59,400(税込) ¥93,500(税込)



120フレックスの硬さ、最高のテクノロジーを搭載し、ウォークモードでは

50度の可動域が移動をサポート。Mindbender-120は急斜面や深いパウダー

を攻めるスキーヤーのためのパフォーマンスブーツです。ゲレンデでも、バッ

クカントリーのピークでも、Precisionfit-Pro-Tourライナーと熱成形できる 

Heat-moldable Powerliteシェルが抜群の快適さを約束します。

バックカントリーにこれから挑戦しようとする中級者向けのモデル。Luxfit 

Tourライナーをはじめ最高のテクノロジーを搭載し、ウォークモードでは50

度の可動域がスキントラックの移動を快適にサポートします。熱成形できる 

Heat-moldable Powerlite シェルが、ゲレンデクルージングでも力強い滑り

を可能とします。

¥82,500(税込) ¥71,500(税込)



リゾート、バックカントリーともに滑り倒したい女性スキーヤーのためのモデ

ル。110フレックスの硬さで、熱成形できるHeat-moldable Power-liteシェ

ルなどフィット感に優れたテクノロジーを搭載します。ウォークモードでは

50度の可動域が移動をサポートし、ゲレンデ内でもコース外でも、真価を発

揮します。

山全体で遊ぶのに必要なカスタマイズ機能を余すところなく搭載した少し柔ら

かめのブーツ。ウォークモードでは50度の可動域がハイクをサポートし、熱

成形できるHeat-moldable PowerliteェルとLuxfit Tourライナーがコントロ

ール性能を向上させ、滑りに自信を与えてくれます。

¥77,000(税込) ¥71,500(税込)



ヤングライダーのためのフリーライドブーツ。大人用のMindbender-130と

同様のウォークモード、テクノロジー、熱成形できるHeat-moldableシェル

などを搭載。バックカントリーのスキルを学ぶためのすべてがこのブーツに詰

まっています。

普通の子供用ブーツでは物足りないけど、大人用のブーツを履くにはまだ早す

ぎるキッズライダーのためのモデル。ハイテクで快適なBFCシリーズがベース

となっています。成長途中のスキーヤーにぴったりのフィット感を備え、しっ

かりと滑りをサポートしてくれるユニセックスブーツです。

¥66,000(税込) ¥48,400(税込)



より大きくたくましくなり、スキルも上がる子ど

もの成長に合わせたブーツが必要なら、INDY-3 

/ LUVBUG 3がおすすめ。3バックルシステムが

足をしっかりと支え、1日中快適にコブ斜面を滑

ったり、山を探検したりできます。

初心者コースからステップアップして、より大き

な斜面を滑れるようになったら、INDY -2 / 

LUVBUG-2の出番。2バックルシステムが足を

しっかりとサポートします。

小さな子ども用のスキーブーツ選びはいつも面

倒ですが、1バックルシステムで着脱が簡単で、

足が痛くならないINDY-1/LUVBUG-1を選べ

ば、家族みんなが機嫌よく朝から滑ることがで

きます。

¥22,000(税込) ¥17,600(税込) ¥13,200(税込)



¥8,800(税込)

タフで丈夫な7075アルミニウムを使い、K2独自

のFlipjaw locking mechanismを搭載。朝一のス

キントラックから午後のゲレンデまで、どこでも使

えます。ただ軽いだけのツアーポールを捨て、スキ

ントラック、ゲレンデ両方で高いパフォーマンスを

誇るFREERIDE FLIPJAWに乗り換えましょう。

長く使えるよう作られたFreeride18は握りやすく

快適なDual-injection-rubberグリップと、頑丈な

直径18mmのアルミシャフトを採用。最近のポー

ルにはクレージーな機能が付く様になりましたが、

本当に必要なのは調子の良いグリップと頑丈なアル

ミシャフトの組み合わせです。ポールは頑丈でシン

プルなのが一番。さあ、Freeride18でドロップイ

ンしましょう。

調子の良いグリップと直径16mmの軽めのアルミ

シャフトを組み合わせたFreeride-16は、女性スキ

ーヤーを想定して作られました。リフトから離れた

パウダーやパークでも、Freeride16と一緒なら間

違いありません。小柄なスキーヤーのために短いポ

ールも用意しています。

Red (Adjustable: 110-135)   Black (Adjustable: 100-120,110-135)

¥11,000(税込) ¥7,700(税込)



カーボンのスキーポールはどれも変わらないと思っ

ているなら、それは間違いです。この軽量のPower 

Carbonに注目してください。滑らかに調整できる

ストラップ、超快適なRipcordグリップを搭載。一

度使えば、これまで持っていたポールにがっかりさ

せられるでしょう。スキーやブーツ、ゴーグルにこ

だわっているなら、次はポールを見直す番です。

グリップ、軽量ながら丈夫なコンポジットシャフト

を搭載。軽さと丈夫さの完璧なバランスを備えてい

ます。

お手頃価格ながら、しっかりとした性能。これまで

は“そこら辺に落ちているようなポール”を使って

いたかもしれませんが、それはもうやめにしましょ

う。丈夫な直径18mmのアルミシャフトを使う 

Power-Aluminumを手に、山の探検を始めましょ

う。

¥13,200(税込) ¥8,800(税込) ¥6,600(税込)



快適なRipcordグリップを搭載。Style-Carbonは

ベストなギアを求める女性スキーヤーのために作ら

れた超軽量のフルカーボンポールです。軽量で耐久

性がありながら、スタイルもバッチリ。小柄なスキ

ーヤーのために短いポールも用意しています。

軽量な女性向けポールです。人間工学に基づいて握

りやすさを極めたPerformance-Rubberグリップ

を搭載。直径16mmのシャフトは軽いだけでなく、

耐久性にも優れています。このポールを使えば、滑

りだけに集中できるでしょう。小柄なスキーヤーの

ために短いポールも用意しています。

ポールに丈夫さを求める女性スキーヤーのためのモ

デル。強いだけでなく軽量な直径16mmのアルミ

シャフトを採用しています。お手頃価格ながら、性

能もバッチリです。小柄なスキーヤーのために短い

ポールも用意しています。

¥8,800(税込) ¥6,600(税込)¥13,200(税込)



森をチェックすると、安定し整った斜面が数時間の

ハイクの先にある。さあ、LOCKJAW-CARBON 

PLUSの出番です。Adventure-Ultra-Light-EVA 

foamグリップ、Powderバスケット、Lockjaw 

6000-locking-mechanism、傾斜計を搭載。あ

なたと同様、Lockjaw-Carbon-Plusも冒険への準

備が整っています。

シャフトの上部にカーボン、下部にはアルミニウム

を使用。Lockjaw-Carbonはバックカントリーへの

準備ができています。丈夫なLock jaw6000 

ad-justment-mechanism、EVA-foamグリップ、

傾斜計を搭載。ハイクでも滑りでも、重要な道具で

あることを証明してくれます。

バックカントリーでは時に、信頼でき、シンプルに

長さを調整できるポールが求められます。それが

Lockjaw-Aluminumです。お手頃価格で、EVA 

foamグリップを選択できます。道具を揃え、スキ

ントラックを歩き始めましょう。

¥19,800(税込) ¥16,500(税込) ¥11,000(税込)



夏のトレッキングポールと、冬のスキーポールを別

々に持つ必要があるのでしょうか。夏も冬も山で過

ごす時間が多いのであれば、4つのピースに折り畳

む事ができ、長さ調整ができるSwift-Stickがおす

すめです。Flipjaw、Adventure-EVA-foamグリ

ップを搭載し、丈夫なアルミ製。シーズンにかかわ

らず、最高の相棒になるでしょう。

1シーズンだけしか使えないギアを子どもに買うこ

とほど、もったいないことはありません。そう思う

あなたには、長さを調整できるSproutがおすすめ

です。このポールなら数シーズンに渡って使うこと

ができます。

男の子と女の子用の2通りのカラー展開。キッズス

キーヤーに彩りを与えてくれます。丈夫なアルミ製

なので、雪山でどんなに無邪気に遊んでも壊れるこ

とはないでしょう。

¥16,500(税込) ¥6,600(税込) ¥5,500(税込)



¥20,900(税込)

¥19,800(税込)

¥19,800(税込)



¥17,600(税込)

¥14,300(税込)

¥13,200(税込)



¥12,100(税込)

¥11,000(税込)

¥20,900(税込)



¥19,800(税込)

¥17,600(税込)

¥13,200(税込)



¥12,100(税込)

¥13,200(税込)

¥11,000(税込)



¥27,500(税込) ¥14,300(税込) ¥12,100(税込)



¥13,200(税込)

¥7,700(税込)

¥13,200(税込)



パウダーでの滑走性能を考えた時、K2はいち早く、オ

ールマウンテンモデルとピステモデルにロッカーを

採用しました。他のブランドもそれを追うように、ロ

ッカーを使い始めました。今日、K2の全てのスキーに

は、程度の差はありますがロッカーとキャンバーが使

われています。パフォーマンス性能と楽しさを最大限

に引き出すために、それぞれのモデルに適したロッカ

ーの高さや長さを採用しているのです。

K2スキーは各モデルの特性にマッチするように、様々

な種類のウッドコアを使用しています。

アスペン:-軽く、弾力性があり、オールラウ
ンドな素晴らしいコア材。

モミ:-エネルギッシュでタフな密度の高いウ
ッドコア。振動や衝撃を吸収します。

バルサ:-超軽量でレスポンスが良い。最軽量
のツアースキーであるWayback-80に使わ
れています。

キリ：-生き生きとしたフレックスが有るウッ
ドコア。強さと軽さを兼ね備えています。

カエデ：-密度が高く、硬い。パワーの伝達性
と安定性に優れています。

ノーズのロッカーは低く短めに設定され、スキーのほぼ全体がキャンバー形状
です。硬いバーンでの素早いターンの入り、正確な操作性、最大の安定性が特長です。

パウダーでの浮力を最大限に引き出すため、ノーズのロッカーは高く長く、
テールのロッカーは長く緩めに設定されています。

パウダーでの自由な動きと浮力を引き出すため、ノーズとテール両方
のロッカーを高く長く設定しています。

ノーズのロッカーがどんなコンディションでもオールマイティーな滑り
を約束し、テールの低く短いロッカーが様々な雪質でコントロール性能を発揮します。

ノーズとテールの長めのロッカーがオールマイティーな滑りを可
能とし、どんなコンディションでもコントロール性能を発揮します。

低速や中速でも簡単にターンできるように、ノーズとテール両方のロッ
カーを緩やかに設定しています。
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ポリマーのダンパー(振れ止め)を高弾性のカーボンレイヤーでサンドイッチし、スキーのエッジに
沿って効果的に配置。高頻度の振動を抑制し、高速時のエッジグリップを劇的に向上させます。

Titanal材をスキーのセンターに沿ってノーズからテールまで配置。ターン時の安定性と正確性を向
上させます。

Titanal I-Beamの2倍のメタルを使用。コアの上にメタルシートを追加し、グルーミングバーンで
のトップスピード時に究極の安定性、振動吸収性、精度を発揮します。

ノーズからテールにかけ、カーボンシートを一定方向に配置。スキー操作の精度と力強さを向上さ
せます。Titanal I-Beamに比べて軽く、軽快なフィーリングが特長です。

すべての雪質で安定性とコントロール性能を向上させるためのデザイン。スキーのノーズからセン
ターは硬めのトーションとし、テールにかけて徐々に柔らかくすることで、ターンの開始では正確
なスキー操作をサポートし、スムーズで安定したターンの抜けを実現する。Mindbender、 
Mindbender Allianceシリーズに搭載。Titanal Y-BeamまたはSpectral Braid constructionと
組み合わせることでさらに効果を発揮します。

TORSION CONTROL DESIGNと組み合わせる事で、より高い性能を発揮します。Titanal材を、
スキー先端部はエッジに沿って配置することで、どんなコンディションでもパワフルで正確なター
ンの入りをサポート。足元はスキー幅全体に配置し、最大限のパワー伝達とコントロール性を可能
とします。テール部分は、テーパー状に細く配置し、サポートを継続しながらターンの抜けを良く
しています。

K2が誇るTorsion Control Designの1つです。網目状に織られたファイバーの補強材を使用。網
目の大きさを効果的に変えながらスキー全体に配置することで、トーションとフレックスを正確に
チューンできます。軽快でマニューバな動きに優れる一方、安定性とコントロール性能を向上させ
ます。特許申請中。

スキーセンター部分のウッドコアにABSサイドウォールを内蔵。エッジへのパワー伝達を劇的に向
上させます。

サイドウォールに30度の角度をつける「ハイブリテック構造」を搭載することで、操作の正確性や
パワーを損なうことなく、機敏さや反応の早さを向上させています。
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Spectral Braidは、Reckonerシリーズにも搭載。スキーセンター部分では網目を細かくし、ノーズと
テールにかけて徐々に網目を広くして配置。足下では安定性としっかりとしたフィーリングを保ちなが
ら、板に遊びとゆとりを持たせています。特許申請中。

エッジに沿って密度が濃いモミ材を配置することでパワー伝達と衝撃への耐久性を向上させる一方、ス
キーのセンターには軽いアスペン材を使用。活力のあるフィーリングを持たせています。

長い線状のカーボンファイバーをスキーに沿って配置。スキーの反発を高めています。

Titanal Touring Technologyは滑りを優先させる考えに基づいています。ハイエンドのピステスキ
ー、フリーライドスキーと同様、Wayback、Talkbackの両シリーズにラミネート状のTitanal材を
配置。それによって軽量化を実現。その性能の高さは、滑り降りた後の笑顔を見れば明らかです。

Wayback、Talkback両シリーズのために特別に開発されたラミネート状のTitanal材。軽量化した上
で、安定性や振動吸収性を向上させています。

カーボンファイバーのレイヤーを配置することで板を軽くして、レスポンスを向上させます。
Wayback、Talkbackシリーズに搭載。

雪が着きにくいトップシート。スキーに雪が積もり重くなるのを防ぎます。

スキーセンターのコアの上に、コンポジットインサートを配置。スキー全体で安定したフレックスを発
揮します。

ウッドコアにファイバーグラスを重ねることでトーションを補強し、ウッドコアの良さをさらに引き出
します。

METAL LAMINATE が搭載されるモデルには、ネームに “Ti”と記されています。カスタムシェイプ
されたTitanalシートがレイヤリングされ、振動を抑え、精密なフィーリングをもたらします。

スキーの足元部分にはサイドウォールを配置する一方で、ノーズとトップはキャップ構造とするデザイ
ンです。サイドウォールは正確さとパワー伝達、エッジグリップに優れ、キャップ構造はスウィングウ
ェイトを軽減します。

コアをはじめとする芯材を一体として包み、スキーのトップレイヤーに配置する製造プロセス。他の製
造プロセスのスキーに比べて軽く、扱いやすいのが特長です。

全面的なサイドウォール構造。耐久性があり、エッジ感覚とパフォーマンスに優れています。スキー同
士がぶつかっても耐久性が保たれます。
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激しい衝撃を緩和するDampeningテクノロジーを搭載。ブーツのセンタリングは完璧に調
整できます。

スキーとブーツのパワー伝達を最大限に引き出すためにデザインされたモデル。XCELL 
Piston Technologyのトゥピースは、振動があってもブーツのセンタリングを保ち、TCx 
ヒールピースは精密なコントロールに優れています。

Triple Pivot Xトゥピースと、Twin Cam X light ヒールピースの組み合わせ。モダンなオー
ルマウンテンパフォーマンスモデルです。

Triple Pivot Comfortトゥピースと、ブーツをしっかりと固定するCompactヒールピース
を組み合わせた軽量モデル。

高性能なCompactヒールピースと、初心者のためのリリース機能を備えたTLT two-link-
ageトゥピースを組み合わせた軽量モデル。

軽量のTriple Pivotトゥピース、扱いやすいTwin Cam X lightヒールピースを組み合わせた
女性用の軽量ハイパフォーマンスモデルです。

Triple Pivot Comfortトゥピース、ブーツをしっかりと固定するCompactヒールピースを
組み合わせた軽量モデル。

最軽量の女性用モデル。装着がしやすく、初心者に必要な機能を搭載しています。

特許を持つISO9523ロッカーソールブーツとバインディングのシステム。バイディングの
パワー伝達性能、リリース機能を損なうことなく、歩行時のグリップと快適さを備えていま
す。すべてのバインディングに搭載。
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K2のラインアップで最上級のパフォーマンスを誇るシェルデザイン。4種類のTPUを駆使しながら
シェルウォールの厚さに変化をつけることで、軽さと抜群のレスポンスを実現しました。

幅広い温度帯で一貫したフレックスを保ちます。軽量で環境にも優しいマテリアルを使用していま
す。

足の甲部分に柔らかいTPU素材を使うことで、クイックで簡単な着脱を可能としました。

足の甲からすねにかけてシェルが開く構造にすることで、簡単な着脱を可能とします。

リベットを使わずにカフとシェルを結合するテクノロジー。ブーツの素材にかかる負担が軽減され
て、よりスムーズで革新的なフレックスを約束します。

ブーツのリヤ部分にY字型のサポートを搭載することで、強度が増すのに加え、前後のフレックスを
最大限に引き出し、横方向のしっかりとしたサポートを生み出す。レスポンスの良さとスキーへの
エネルギー伝達性能に優れています。

カフの横方向の角度をプラス・マイナス1度まで調整できるシングルアライメントシステム。

カフの横方向の角度をプラス・マイナス2度まで調整できるデュアル・アライメントシステム。

足型へパーフェクトにフィットするようにブーツシェルとカフを熱成形できるシステム。

女性の足にフィットするようにカフの高さを低くし、シェルのボリュームを押さえ、かかとを狭く
設計した女性専用のブーツデザイン。

様々な足の形状に合うようにカフを調整できる女性用のシステム。

前後50度の可動域を持つ新しく進化したウォークモード。ブーツのリヤ部分のレバーを操作しアッ
パーカフとシェルのロックを解除すればウォークモードとなり、車からリフトまで快適に便利に歩
くことができます。

前後50度の可動域を持つツアースキーのためのパフォーマンス・ウォークモード。スキーモードで
はPowerlock Spyneが力強くしっかりとブーツを固定し、滑走時のパフォーマンス性能を高めま
す。

トゥとヒールのバインディングとの取り付け部分は、Techバインディング、DINバインディング両
方に装着できるようにデザインされています。

ウォークモード時の抵抗を少なくするために簡単に調整できるCUFF PIVOTシステム。

取り外し、もしくは交換可能なアウトソール。MarkerのGripWalkバインディングに装着できるよ
うにデザインされ、歩行時やハイク時のグリップや快適さに優れています。

Dual-injected TPUを使用。歩行時に滑りにくく、滑走時はパワーをしっかりとスキーへ伝える。
耐久性にも優れています。

アウトソールの下に専用素材を入れることでカント角度を調整できるカスタマイズ機能。

足首を曲げた時のプレッシャーを軽減するために凸状のクッションが配置されたブーツ内のデザイ
ン。

つま先の自然な湾曲に合わせてフィットさせ、快適さを向上させるための左右非対称のデザイン。

ライナーとブーツカフの間に専用素材のスポイラーを入れることで、フォワードリーンの角度を12
～14度の範囲で調整できるシステム。
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お手元のスマートフォンにTherm-ic Heat Controlアプリをダウンロードして、ライナーの温度を
BLUETOOTH接続でコントロールできるシステム。iPhoneとAndroidで使用可能。

あらかじめ成形されたULTRALON HEAT MOLDABLE FOAMを使用。硬めの素材で成形された
左右非対称のタンが強いパワー伝達を実現。あらかじめ成形されたアンクルポケット、High Den-
sity Power Collarを搭載。

あらかじめ成形されたULTRALON HEAT MOLDABLE FOAMを使用。硬めの素材で成形された
左右非対称のタンでパワー伝達に優れる。あらかじめ成形されたアンクルポケット、High Densi-
ty Power Collarを搭載。

Ultralon heat-moldableフォームを使用。硬いフォームと、左右非対称の硬いタンを組み合わせる
ことでパワーの伝達性能に優れ、あらかじめ成形されたアンクルポケット、ライナーのへりに高密
度のPower collarを搭載。足首の後ろにTour notchを配置することで、ハイク時と滑走時の快適
さと可動性を高めています。

Ultralon heat-moldableフォームを使用。左右非対称のタン、ライナーのへりに高密度のPower 
collarを搭載。足首の後ろにTour notchを配置することで、ハイク時と滑走時の快適さと可動性を
高めています。

プレモールドおよびラスト加工のUltralon熱成形可能なフォーム。非対称なタン、あらかじめ成型
されたアンクルポケット、快適なパフォーマンスフィットのため中密度パワーカラーとフォームを
特徴とします。

Ultralon heat-moldableフォームを使用。ミディアムな密度のフォーム、あらかじめ成形されたア
ンクルポケット、ライナーのへりにはミディアムな密度のMedium-density collarを搭載。パフォ
ーマンス性能と快適さを両立させています。足首の後ろにTour notchを配置することで、ハイク時
と滑走時の快適さと可動性を高めています。

オープンセルとEVAフォームをブレンドした非常に快適でサポート力のあるフィット感。

Cushfitライナーの快適さを保ちながら、Ultralonフォームを使うことでサポートとパフォーマン
ス性能が向上しました。 Powerfit Pro、Precisionfit Proライナーに似た履き心地です。

Cushfitライナーと同様、箱から取り出してすぐに履いても足に馴染む快適さ。キーとなるエリアに
フォームを追加することで、さらに快適さが向上します。

ジュニアブーツのために大人用の Cushfitライナーをサイズダウンしたライナー。
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カーボンシャフトを網状のカーボンでラミネート。K2のラインアップ中で最も軽く丈夫で硬いス
キーポールです。

軽さと丈夫さを兼ねそろえ、お手頃な価格のフルコンポジット構造。

飛行機にも使われる強度の高いアルミニウムを使い、継ぎ目のない丈夫なポールシャフト。

グリップの上部に装備されたストラップ調整メカニズム。プッシュボタン・ヒンジグリップトッ
プにより、ストラップの調整が簡単になり、バックルやベルクロが不要になりました。可能な限り
無駄を取り除いて軽量なグリップデザイン。エントリーのしやすいスリムなネオプレンパッド入
りのストラップが快適さを実現します。

ブーツバックル、ヒールライザー、ウォークモードレバーは、グリップのユーティリティフック
で操作が可能。かがんで手を使わなくても、ポールをいつもと逆に持ってグリップ前面に突き出
たフックで引くだけの便利な形状です。

傾斜角度を測定できるインクリノメーターを装備。

工具不要で交換可能なラバーチップ（石突き）とバスケット。夏でも冬でもバックカントリーに
使用できます。

ポールを挟めるバスケット形状。2本のポールをまとめられるので、持ち運びや保管が簡単です。

わざわざバックパックを下ろしてプローブを準備しなくても、ポールの下側2本をネジで接続する
だけで2mのバックアップ・プローブが完成します。この汎用性の高いバックアップ・プローブが
あれば、いつでも予想外の事態に備えることができます。

新たに再設計されたパウダーバスケットは深い雪の中で浮くための直径95mmのバスケット。ツ
アーやトラバースで、硬いも雪面にも耐えうるためにスムースなフレックス性も持ち合わせてい
ます。

直径80mmの関節式バスケットは、50度角までスムースにフレックスします。ツアーの移動中
や悪いコンディションでも、バスケットが雪の表面に合わせて傾斜します。

6000シリーズのアルミニウムを使用して新たにデザインされたレバーを採用。テフロン製のブ
ッシュにより、最小限の力でレバーを締めることができる。プラスチックで作るより25%軽量。
丈夫でポールシャフトがスリップしにくいNon-slip adjustment mechanismを搭載。

シンプルで頑丈。何世代にもわたる改良により、Lockjawの長さ調整メカニズムは丈夫で信頼で
きるとして多くのスキーヤーに愛用されています。

上部に小さい直径のシャフト、下部に大きくより耐久性のある直径を使用した長さ調整システム
です。

収納しやすい折りたたみ式のポール。
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脳を守るためにヘルメットに内蔵されたシステム。雪面や障害物に衝突し、回転力を伴う衝撃を受けた時の
プロテクションに優れています。

自転車で使う際、米国とヨーロッパの安全基準に適合しています。

新しいマグネット式固定クリップ。ゴーグルストラップの上を跳ね上げるだけで簡単に安全にホールドが可
能。

フィットシステムを損なうことなく、ボリュームを減らすために耳パッドを簡単に取り外しできます。

夜明け前や日没後に役立つヘッドランプクリップ。道具なしでカスタマイズできます。

ウォータープルーフで通気性の良いヘルメットカバー。頭のプロテクションを強化します。

すべてのK2ヘルメットは、他のアフターマーケットのオーディオ・オプションとしてOutdoor Tech 
Bluetoothオーディオシステムとの互換性があります。

プリインストールされたイヤーパッドとロープロファイルスピーカーが、フィット感や快適さを妨げること
なく、モバイルデバイスに簡単に接続。オンコードコントローラは会話やチューニングのために使い勝手が
良い指先操作です。

K2ダイヤル™フィットシステムは頭の形に関係なくカスタムフィッティングヘルメットとして作られていま
す。人間工学に基づいたシステムにより、ダイヤルを回すだけで簡単にフィット感をカスタマイズすること
が出来ます。

360 K2Dialedフィットシステムは、K2Dialedフィットシステムを進化させたもので、頭全体に比類のな
い快適さを提供します。複雑なウェブデザインにより、360度の均一な圧力分布が得られ、ダイヤルをひね
るだけでカスタマイズできる安全でぴったりとしたフィット感が得られます。

360K2ダイヤル™フィットシステムは、精度と品質に定評のあるボア社の商品を使用しています。

快適性、洗濯可能、フルカバー、通気性ライナーは吸湿発散性とオーバーヒートを防ぐ通気性があり、
360K2ダイヤル™フィットシステムとK2ベースラインオーディオがシームレスに統合されています。

Full Wrapと同様の機能を持ち、取り外し可能。パッドを最小限に使うことで、ヘルメットの下にビーニー
を着用することができ、暖かい日には最大限のベンチレーションとなります。

圧縮形成されフィットライナー。フィット感をカスタマイズするための取り外し可能なイヤーパッドとネッ
クロールを備えています。

頭とヘルメットの間のEPSダイレクトエアフロー内側表面上のチャネルは水分や余分な熱を除去しながら一
日中ドライで快適さ保持します。

スイッチをフリップするだけで温度調節が可能なアクティブマトリクス・ベンティング。指で押すだけでヘ
ルメットベントシステムの空気の流れを調節することができます。

ユーザーがスイッチで調整できるアクティブマトリックス・ベントと統合された、パッシブチャネル・ベン
トの完璧な組み合わせ。

超軽量のヘルメット。軽量のポリカーボネートシェルに直接成形された EPSライナーを搭載。ヘルメットを
装着しているのを忘れるほどの軽さ。

ハードシェルヘルメットは耐久性のあるABSシェルから作られていて、バッグから何度出し入れしてもきれ
いな状態を損なうことはありません。射出成形された軽量EPSフォームにより衝撃から守ります。

In-Mold構造とHard-Shell構造を組み合わせたヘルメット。In-Mold構造はヘルメットを驚くほど軽くし、 
Hard-Shellアッパーは耐久性があり、通気性のあるActive Matrix Ventingを搭載しています。
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6m @ 88

23m @ 163cm
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