


LINE Bladeは、鋭いターン弧を描きながら山全体を遊

び倒すためにデザインされたスキー。メタルを使った

スキーは通常、安定性とパワーのみに重点が置かれて

いますが、BladeはLINEのモットーである“楽しさ”

を重視して作られています。ゲームを変えるこのオー

ルマウンテンスキーで1本滑れば、喜びの笑顔があふれ

るでしょう。



カービングやスラッシュのために作られたスキー。Titanalメタルを配置することで、躍動的なフィーリングを保ちながら、エッジグリップとトーションの安定性を向

上させています。スキーの先端とテールに配置された2つのTitanalメタルは、ターン後半にキレを持たせるパワーとエネルギーを生み出します。Bladeに乗れば、タ

ーン弧を深く雪面に刻み込むことができ、かつて経験したことのないターンに心が燃え始めるでしょう。

¥105,600(税込) ¥105,600(税込)





他には類を見ないスキー。アグレッシブで軽快なシェイプ、タイトなターンを可能とするサイドカットが特徴。行く手に何があろうとも、山の新しい楽しみ方に貴方

を導いてくれるでしょう。 Aspen Core、Gas Petal Metalを搭載。スキーの先端とテールに配置された2つのTitanalメタルはターン後半にキレを持たせるパワー

とエネルギーを生み、これまで経験したことのない深いターンに心が燃え始めます。

¥105,600(税込) ¥105,600(税込)



ストームで雪が降り続ける時、チケット代わりとなるスキー。絶妙にチューン

されたテーパーとロッカーを組み合わせ、THC-Technologyで補強された軽

量のコアを搭載。超絶なディープスノーでもターン弧を描き、サーフライクな

滑りを約束。そして、鉛のように足が重く感じることもない。驚くほど軽量の

フリーライドスキーでドロップインすれば、どんな斜面も滑り倒せます。THC-Constructionを搭載。THCとはTriple-Hybrid 

Constructionの略語で、LINE最高のテクノロジーだ

と言えます。カーボン、ファイバーグラス、アラミド

と、素材が異なる3種類のラミネートをコア材の上に配

置。異なる頻度で振動する3枚のラミネートを絶妙に組

み合わせることで、安定性を保ちながら抜群の軽量化

に成功しました。軽いスキーは振動吸収に劣ることが

よくあるのですが、THC構造を搭載することで

VISIONは振動をしっかりと和らげてくれるのです。

¥104,500(税込)



ピローラインを攻めた後、より広いゾーンを探索するようなルーティーンに適

したスキー。高速滑走での安定性、エアーでの軽さ、操作性の良さが、軽量フ

リーライドスキーの可能性を広げました。パトロールの監視を無視して、山全

体を遊び倒す時です。

抜群の軽さを誇りながら、どんな滑りにも応えてくれます。フレッシュスノー

を楽しみ、グルービングバーンにターン弧を描き、ハイクもするなら、

Vision98がおすすめ。浮力が必要ではない日でも、VISIONなら色々な滑り

が楽しめます。

¥99,000(税込) ¥88,000(税込)



THC-Technologyを搭載。羽毛のような軽さを誇りながら、抜群の振動吸収

性、足下の安定性を備え、数々の受賞歴もうなづける品質。ロッカー、テイパ

ーシェイプ、110mmのウエスト幅を絶妙に組み合わせ、硬いバーンでの滑

走性能も持ちながら、ディープスノーで真価を発揮。バックカントリーでスプ

レーを上げ、リフトに戻る。そんなルーティーンに合っています。

Pandora104が今シーズンも戻ってきました。Magic-Finger-Carbon 

Filaments™と Aspenlite™ Coreを組み合わせ、安定性と軽量化を実現。朝

一のグルーミングバーンでのカービング、午後のゲレンデでのスラッシュ、パ

ウダーデイ。どんな滑りもこのスキーで楽しめます。

¥93,500(税込) ¥82,500(税込)



軽快な滑りを求めるならPandora94がお薦めです。ロッカーとテイパーシェ

イプの組み合わせで、どんなコースでも楽しめます。

空が晴れ渡り、板が走るような日には、このPandora84をチョイスしてくだ

さい。目の前のどんな地形でも楽しく自由に遊べます。ノンストップで滑るグ

ルーミングで右に出るものはいません。気持ちよく山を滑り降りるのにぴった

りのスキーです。

¥71,500(税込) ¥60,500(税込)



スワローテールとフィッシュシェイプの組み合わせ。デ

ィレクショナルスキーの可能性を広げようとデザインさ

れました。オーリー、バター、フロート、ターンでも、

どんな滑りにも自信が持てます。PescadoとSakana

は、これまで経験したことがないようなクリエイティブ

な滑りを引き出してくれます。これまでのディレクショ

ナルスキーから乗り換えてみては如何でしょうか。



スワローテールでソフトフレックスのPescadoは、深雪で抜群の浮力を持つ

ようにデザインされました。セットバックされたディレクショナルのマウント

スタンスは、深い雪でテールが沈むのをアシスト。どんなに深くてもノーズが

浮き、スキーをコントロールしやすくなります。Partly-Cloudy™-Coreと

ABS sidewallsを搭載。ユニークでファンな革新的パウダースキーです。

Sakanaは他に類を見ないオールマイティーなオールマウンテンスキー。スワ

ローテールと、スキーの大部分に設定したロッカーの組み合わせは、ハードバ

ーンでは鋭くターンし、深雪では浮力を得ることでサーフライクな滑りを可能

とします。フレッシュな雪では浮き、カービングもできる。ゲームを一新させ

るSakanaを体験して下さい。

¥132,000(税込) ¥108,900(税込)



3D コンベックステクノロジー。ノーズとテールをスム

ーズな3D形状とすることで、パウダーでサーフライク

な滑りやスラッシュを楽しめる一方、グルーミングバ

ーンでは力強いエッジグリップを発揮します。



2019年のFreeskier Magazineで、ベストフリースタイル・パウダースキー

を受賞。Outlineはクリエイティブなパウダースキーの新境地を切り開きまし

た。3D-Convex-Tech™と、ゆとりある117mmのウエスト幅。フロート、

スラッシュ、バター、ドリフトでも、これまで想像できなかった滑りを可能と

する一台です。

もっとも人気のSir Francis Baconが今シーズンも戻ってきました。オールマ

イティーな107mmのウエスト幅と、3D Convex Tech™ を組み合わせた構

造。ハードパックでのパフォーマンスを損なうことなく、パウダーでの浮力や

バターもばっちり。ウィンドリップでスラッシュを上げ、バターの動きも楽し

める。Sir Francis Baconで新たな喜びを感じて下さい。

¥99,000(税込) ¥88,000(税込)



Carbon Magic Finger Filamentsと軽量のアスペンコアを組み合わせること

で、バックカントリーのディープスノーからグルーミングバーンでのカービン

グまでオールマイティーに楽しめます。安定性に優れ、どんなコンディション

でも最高な日になること間違いありません。

軽量で安定性に優れたオールマイティーなモデル。

最高なシックデイに友達と滑るのにぴったりのスキ

ーです。

¥85,800(税込)



毎日が最高な日になるようにデザインされたスキー。グルーミングバーンを駆

け抜けて、イケてないスキーヤーを置き去りにしよう。Magic Finger 

Filamentsを搭載。どんなコンディションでも確実なエッジホールドと安定

したフレックスを約束します。

Sick Day 88に乗れば、素早いエッジの切り替えが可能。1日中カービング

を楽しめます。軽量で安定性に優れるだけでなく、マニューバーな乗り方もで

きる楽しいスキーです。ハードスノーでも頼りがいがあり、価格もお手頃。

¥74,800(税込) ¥63,800(税込)



フリースタイルチームお気に入りのスキー。パークでの滑りを進化させ続けて

います。クリエイティブなトリックを増やしたいスキーヤーにおすすめです。

頑丈なプラットフォームにしっかりとしたスナップを備え、バターやオーリー

のパフォーマンスを向上させてくれるます。

¥77,000(税込)



オールマウンテンフリースタイルを心の底から楽しむためにデザインされたス

キー。Chronicのオールマイティなターンシェイプは、山全体をテレインパー

クに変えます。受賞歴を誇るこのスキーに乗れば、ビックラインのジャンプか

らスムーズなラインまで、最高の滑りを約束します。

¥74,800(税込)



高評価のレビューを受け、Tom Wallischのシグネチャーモデルが今シーズン

も戻ってきました。ビッグジャンプでのレベルアップを狙うすべてのスキーヤ

ーに乗って欲しいスキー。素早いスウィングウェイト、しっかりとしたスナッ

プを備え、頑丈に作られています。Wallischとの綿密な共同開発によって、

ハイパフォーマンス・パークスキーに仕上がりました。

¥69,300(税込)



タフでシンプルなデザインのHoney-Badgerに乗れば、どんな地形もアイテ

ムもお手のもの。ジブ、ボンク、ジャンプ、タップなどなど。ストリートから

パーク、山まで滑る場所を選びません。お手頃価格も魅力の一つ。

LINEプロチームのTaylor Lundquistシグネチャーモデル。Honey Beeは蝶

のようにパウダーに浮き、トップアスリートばりのスピンをアシストします。

Aspenlite™コアとCap-Construtionを搭載。丈夫でタフな上、価格もお手

軽です。パークパフォーマンスを重視する女性スキーヤーにおすすめ。

¥63,800(税込) ¥58,300(税込)





スラッシュやサーフライクなライディ

ング、自然地形でのジビングを楽しみ

たいのなら、Sir -Francis-Bacon 

Shortyがおすすめ。107mmのウエ

スト幅、シンメトリーシェイプの組み

合わせ。小柄なスキーヤーのためのオ

ールマウンテンスキーです。

パークを攻める小柄なスキーヤーのた

めのモデル。パークでうまくなりたい

と考えているフリースタイルライダー

におすすめ。Aspen-Veneerコアと

シンメトリーフレックスを搭載。

Ruckusに乗って、山でひと暴れしま

しょう。

Tom Wallisch Proと同じ機能を短め

の板に搭載。軽さと板のフィーリング

はTom Wallisch Proに引けを取りま

せん。次世代のスターを目指すライダ

ー達のためのハイエンドパフォーマン

ススキーです。

¥52,800(税込) ¥33,000(税込)¥39,600(税込)



¥16,500(税込)

¥10,780(税込)

¥8,580(税込)

¥9,680(税込)

¥7,480(税込)

¥6,380(税込)

¥7,480(税込)

¥5,280(税込)





¥9,350(税込)

¥9,350(税込)

¥8,800(税込)

¥5,720(税込)

¥5,720(税込)

¥5,280(税込)

¥5,280(税込)

¥5,280(税込)

¥5,280(税込)



¥3,300(税込)

¥3,300(税込)

¥3,300(税込)
¥3,300(税込)

¥3,300(税込)¥3,850(税込)

¥3,300(税込)

¥3,300(税込)

¥3,300(税込)

¥6,380(税込)



¥15,400(税込)



¥10,780(税込) ¥27,500(税込)



パシフィックノースウェスト・カスケードマ

ウンテンレンジの片隅。ミステリアスなロケ

ーションにARC(Advanced Resource 

Collective)はあります。ARCは夢を実現さ

せるためのスペシャルな施設で、アイデアの

宝庫です。プロトタイプの耐久性をテストし

て、アスリートとエンジニアがLINEの未来を

クリエイトする拠点となっているのです。

想像：アスリート、エンジニア、イノベーター、スキーフリークたちはゴン

ドラ、バー、ホットタブなどあらゆる場所で行動を共にし、アイデアを共有

します。それぞれのマインドや経験をかき集めてブレインストーミングを繰

り返すのです。スキーヤーが何を求めているのか、プロダクトの中で何が欠

けているのか、課題をどう改善できるのか、話は尽きないのです。

製作：優れた頭脳を持つエンジニアチームは、専門工具、これまで培ったノ

ウハウを駆使して、夢を形にしていきます。朝早くから夜遅くまでARCにこ

もり、板をプレスしたり新しい素材をテストしたりします。雪上で使うプロ

トタイプが完成するまでの道のりは険しいのですが、その先に喜びが待って

います。

証明：科学に裏打ちされたテストは、必要不可欠です。アスリート、エンジ

ニアらテスターはこれまで多くのプロタイプに試乗し、フィーリングの良し

悪しを見抜くスキルを磨き、独自の判断基準を築き上げてきました。試乗の

後に待っているのが、耐久性テストです。ARCには50年以上の耐久性をテ

ストできる専用機械があり、曲げやねじれ、衝撃などスキーが使用中にさら

されるであろう過酷な状況に耐えられるか確認します。コントロールされた

環境の中で、ロボットが繰り返しスキーに衝撃を与え続けます。

祝福：誰もが喜ぶであろうプロダクトが出来上がったと確信する時、山のピ

ークまたはスキー場の駐車場で、乾杯やハイタッチで完成を祝います。スキ

ーは常に変化を繰り返しますが、スキーの未来を作り続ける私たちの決意は

変わりません。



5つの異なる半径がブレンドされたサイド

カット。あらゆるターンと直感的なコント

ロール性能を実現。

ノーズ、テールのロッカーの接雪点がセン

ター寄りに設定されているため反り返りが

大きく、深雪では浮力を発揮し、ハードパ

ックでは機敏な動きを可能にする。

サイドカットの最大幅ポイントを、ノーズ

とテール近くに設定し、パウダーでの引っ

掛かりやドラッグを解消する。

この劇的なテール形状は、有効エッジを伸

ばすことを可能にすると同時に、柔らかい

雪の中でスキーのテールを押し下げます。 

その結果、パフォーマンスを犠牲にするこ

となく、より短い長さのスキーでのライデ

ィングを実現。

スキーのノーズとテールをコンベックス

（船底）形状にすることは、雪の圧力を

逃がし、滑走感覚を優しいものにしてく

れます。ターンする際に、より傾けやす

く、浮きやすくなることで、全く新しい

ターン感覚を得ることに成功しました。

高密度ポリエチレンのサイドウォールを

エッジ部分に配置し、抜群の耐久性と振

動を吸収し安定感のあるスムースなライ

ディングを実現。

先端には軽量でパフォーマンス性に優れた 

キャップ構造に、足元には正確な動きを可 

能にするサイドウォール構造を組み合わせ 

ることで両方の構造の利点を最大限発揮 。

ファイバーグラスが4方向にコアを取り巻

き、抜群の強度と超軽量、そしてレスポン

スを実現。

高密度の素材で作られたベースにより雪

に対する摩擦を減らし、より速いスピー

ドと、より高い耐久性を可能にします。



軽量なウッドをブレンドして作られた、

強度と重量の最高のバランスを実現した

構造。

軽量ですばやく、足に吸い付くような感

覚を実現するアスペン・ベニアコア。

軽量で操作性の高い100%アスペンのコ

ア素材。

2本のフルレングスのメープルストリン

ガーをアスペン素材で囲んだ、強度と耐

久性を合わせもつベストバランスのコア

素材。

私たちのスキーは100％、木の芯材で作られています。



最新のスーパー薄いコア＆サイドウォー

ルは100ｇもの軽量化に成功。よりスウ

ィングウエイトを軽減し、ノーズのバタ

つきを抑える。

通常より30%厚みをもたせたベースとエ

ッジ。2mm幅×2.5mm高のエッジと、
1.7mmの厚みをもった滑走面により、驚

くべき耐久性とチューンナップのしやす

さを向上。

よりソフトフレックスのノーズが浮力とス

ムースなターンを実現。同時に硬めのテー

ルがパワーと安定性、ハイスピードでの優

れたコントロール性能を発揮する。

スキーセンターを支点にノーズとテールの

フレックスを均一にデザインし、どんな地

形でも前方向への滑りでもスイッチでの滑

りでも同じようにスムースに実現。

耐久性に優れたトップ素材。痛みやすい

フリースタイルスキーに搭載。表面のか

すり傷を防ぎ、より永く好みの板を愛用

できる。

方向性のある筋をつけた素材は、見た目

が速そうに見えるだけでなく、雪もすぐ

に落とすことが可能。リフトの上でLINE

のグラフィックを自慢できる。

ノーズとテールのユニークなコア構造に

より、比類ないコントロールでスキーを

バターする際に、独特なフレックスポイ

ントが発生する。

アラミド、カーボン、グラスファイバー

を独自のスタックラミネートに組み合わ

せることで、LINEのTHCテクノロジー

はさまざまな周波数の振動を吸収。非常

に安定したスキーを楽しむことが可能。

カーボンストリンガーがフラックステー

ピングによりオフセットされ、更なる剛

性を生み出す。

ノーズからテールにかけてカーボンファ

イバーを配置し重量を増やすことなく安

定性を増すことを実現。

ノーズからテールにかけてカーボンファ

イバーを配置することで、ポップ感とオ

ーリーを手助けしてくれる。

スキー幅全体に内蔵されたチタン製プレー

トは、スキー全体にわたって生き生きとし

た感触を維持しながら、エッジグリップと

ねじれの安定性を向上させます。チタン製

プレートをチップとテールに独立させて内

蔵する事で、パワフルで反応の良い、エネ

ルギー溢れる滑りを実現させます。

LINEスキーに搭載されている機能や技術は、注意深く開発され、テストされ、それぞれのスキーの特徴に

あわせて適用されています。










