


今季、新たに誕生したシリーズが「ブレイド・オプティック・コレクション」です。これまでフリーライドスキーに

新たな進化を生み出してきたLINE Skisですが、その中でも、業界から高い評価を得たVision と Bladeからヒントを得て、

従来のメタル・ラミネートされた設計の型を破る発想で開発を行いました。Visionの持つフリーライド向けの性能と、

Bladeに採用したエッジグリップとねじれの安定性を向上させたGas Pedal Metal構造の特殊技術を融合させた

Blade Optic Collectionは、固いコーデュロイから深いパウダースノーまで、妥協なく滑るために作られました。

ぜひ、このブレイド・オプティック・コレクションで、新しい感覚のフリーライドを体験してください。



￥113,300（税込） ￥107,800（税込）

この 114 は、男性女性問わずディープなパウダー

に照準を合わせているスキーヤーのために開発。

Gas Pedal Metal Overdive™技術を搭載し、絶妙

なロッカー形状、こだわりの先端シェイプ、機能的

なウエスト幅を組み合わせた結果、超安定した乗り

心地と、深い新雪での浮力を得られ、どんな不整地

でも突き進むことができます。 これまでの限界を超

えさせてくれる、フリーライド新体験を堪能してく

ださい。

このシリーズで最も汎用性の高いモデル。 一日中

ビッグマウンテンでの滑りに挑戦したり、早朝の

コーデュロイでスムーズなターンを追求したり、

またその中間のあらゆる場面で活躍します。Gas 

Pedal Metal Overdive™というチタン素材を

用いた革新的な技術を搭載したことでエッジグ

リップ、安定性、コントロール性能が進化しまし

た。 この一台で、自信を持ってトップギアで滑る

準備ができます。



￥102,300（税込） ￥80,300（税込）

自信を持って高速滑走を楽しみたい人に

最適なモデル。 スキー幅全体に内蔵された

チタン性プレート Gas Pedal Metal 

Overdive™を採用した、ブレイド・オプ

ティック・コレクションの中で最も幅の

狭いスキーです。 この技術により、硬い雪

の上では絶大なエッジ・グリップを発揮

し、切り立った雪や不整地ではパワフルで

スムーズなライディングが楽しめます。

ブレイド・オプティック・コレクションの

中で最も幅の狭いこのモデルは、グルーム

された整地はもちろん、ハードパックされ

た硬いバーン、さらにその上に積もった数

センチの新雪を切り裂いて滑るのに最適で

す。 一見似た、他のモデルとは明確に違う

乗り心地を感じてもらえます。 エッジ・ツ

ー・エッジの素早い切り替えを、ストレス

なく正確に行えます。



山での滑り方を変えさせてくれる、そんなスキーです。Gas Pedal Metal™により、

どんなコンディションにも屈することなく、超タイトなサイドカットが小刻みなターンにも

対応します。これに遊び心を加えれば、人とは違った、風変わりな滑りに導いて

くれるでしょう。まさに、#morefunnerというタグが似合う投稿がしたくなる一台です。 



￥110,000（税込） ￥110,000（税込）

山での滑り方を変えさせてくれる、そんなス

キーです。Gas Pedal Metal™により、ど

んなコンディションにも屈することなく、超

タイトなサイドカットが小刻みなターンに

も対応します。 これに遊び心を加えれば、人

とは違った、風変わりな滑りに導いてくれる

でしょう。 まさに、#morefunner というタ

グが似合う投稿がしたくなる一台です。 

素早いターンの切り替えと、タイトな回転

半径を備えた、究極の女性用オールマウン

テン・スキーです。 午前中はグルーミング

された整地を満喫し、午後はバックカント

リーで荒れた斜面を攻める。 １台でどんな

コンディション、どんな地形にも対応して

くれます。



THCコンストラクション：THCとはトリプル・ハイブリッド・コンストラクションのことであり、

これは非常に高度な技術です。カーボン、グラスファイバー、アラミドの3種類のコンポジット

ラミネートをコアの上に重ねています。これらの素材は異なる周波数で共鳴し、衝撃を吸収し

安定した感触を維持することでVISIONコレクションはかなり軽量に感じることができます。

THCは通常の軽量スキーに見られるような厳しい振動をを本当に滑らかにしてくれるのです。



￥110,000（税込）

アスリートたちに大人気のモデルで、嵐が吹

き荒れる日や雪が降り続く日に持っていく

べき一台です。 パウダーでの浮力を得るの

に十分なウエスト幅と THC テクノロジー

で強化された軽量コアを備え、ディープなパ

ウダースノーでも足の疲労を最小限に抑え、

いつまでも滑り続けられます。 まるで雪面

をサーフィンするかのごとく、信じられない

ほど軽量なフリーライドスキーです。

￥104,500（税込）

軽さにもこだわったフリーライドモデル。 

軽量ゆえに疲れ知らずで、ゲレンデのオープ

ンからクローズまで滑り続けられる相棒と

なるでしょう。 さらに次の日は、バックカン

トリーでの長時間ハイクも可能にさせてく

れる、そんな一台です。 高速でも安定感があ

り、深い新雪ではサーフィンのようなスムー

ズな乗り心地、空中では軽さを活かした高い

コントロール性能を発揮します。 そんな、山

全体を制覇するために開発された一台です。

￥93,500（税込）

オールマウンテンでの利用を想定しつつ、軽量

さも追求したモデル。 Vision 108 と 同じ

構造で THC テクノロジーを採用。 降りたて

の新雪、整地でのターン、シールを装着しての

ハイクアップにまで幅広く対応。軽いだけでは

なく、きちんと滑りたい期待に応えてくれる一

台です。



LINEスキー女子ライダーのハドレー・ハマーとのコラボレーションにより誕生したLINE Pandora Collectionは、

オールマウンテンでの能力を定義するものです。エッジからエッジへの素早い動きと、ターン後方でのサーフィン

のようなフィーリングを併せ持つPandoraコレクションは、どんなコンディションでも必要とされる女性用に特化した

オールマウンテンスキーです。LINE SKIS独自のカーボンマジックフィンガーフィラメントとTHC構造により、

比類ない重量対性能比を実現し、長時間のライディングに耐えるスキーです。



￥99,000（税込）

Vision シリーズと同様に THC テクノロジ

ーを採用しているモデル。 深い新雪でも堅

い圧雪でも高次元のパフォーマンスを発揮

します。 洗練されたロッカー形状、こだわり

の先端形状、そして 110mmという万能型

のウエスト幅を特徴とし、パウダーでは浮力

を得て、グルームでは快適なターン、ハイク

では最小限の労力に抑えてくれます。

￥88,000（税込）

どんな天候にも対応できるモデルです。 朝

の圧雪バーンではカービングし、午後の荒れ

た雪面は豪快に突き進む、そんな軽快かつ安

定した乗り心地です。 つまり、波瀾万丈な天

候でも、それに負けないための特殊兵器にな

るでしょう。



￥77,000（税込）

軽量で軽快なライディングを実現させて

くれる一台。 軽量なのに滑るための性能

には妥協しない。 朝イチからゲレンデ営

業終了まで疲れ知らずで楽しめます。 軽

量な新材、Aspen コアによりグルーミ

ングバーンから 10cm 程度の新雪まで

対応可能なモデルです。

￥66,000（税込）

青空の下、よく走る堅い雪質で真価を発

揮するモデル。 軽量な Aspenlight コア

を使用し、たとえ人里離れた場所を目指

して遠出しても、信じられないほどの軽

量さはもちろん、安定感のある滑りも同

時にサポートしてくれます。



スワローテイルが特徴のフィッシュシェイプ。ディレクショナルスキーの長所である

スピード時の安定性、長いエッジグリップ、そしてオーリー、バター、フロート、ターンの

能力を兼ね備えたハードなデザイン。従来のディレクショナル・スキーとは一線を画す

PescadoとSakanaは、山での新たな創造性の道を切り開いてくれるでしょう。



￥132,000（税込）

地球上で最高のパウダースキーといっても過言では

ありません。 スワローテールに加えてソフトフレック

スかつワイドなトップ形状により、深雪で夢のような

浮力が得られます。 ブーツ位置が少し後ろ気味にセッ

トされていることで、テールが深い雪に沈みやすく、

その結果スキー先端が上がり、ディープパウダーでも

コントロール性能を向上させています。また、驚くこ

とに圧雪バーンでのカービング性能も抜群。 このペス

カドを手にして、ゲレンデで注目を集めつつ、楽しい

パウダースキーを体験してください。

￥114,400（税込）

海外メディアで高評価を得て、数々の賞に選

ばれたモデル。 他に類を見ない多目的オール

マウンテンスキー。 ユニークなスワローテイ

ルでありつつ、しっかりとしたキャンバー形

状により、硬い雪の上でもしっかりとしたカ

ービングターンが可能です。 一方で、アーリー

ライズチップ、バックマウントスタンス、ワイ

ドショベルにより、パウダーをサーフィン感

覚で楽しむことができます。



グルーマーからパウダー、パークまで対応する汎用性と遊び心、Sir Francis BaconとOutlineは
オールマウンテンフリースタイルコレクションを体現しています。それぞれのスキーで、フレックス、
プレス、バターができるように設計された、非常に遊び心のあるフィーリングを見つけることができます。
Baconはオールマウンテン・フリースタイルのための究極のスキーであり続け、Outlineはこれらの
フリースタイル特性を、最も深い場所を浮遊しサーフィンできるようにデザインされています。



￥104,500（税込）

パークの神様、トム・ウォリッシュも絶賛のパ

ウダーモデル。 トップとテールが同じフレック

スで、遊び心のあるフィーリングが得られます。

パウダーでフリースタイルの動きを加えたい人

や、Blade Optic や Vision Collections のよ

うな硬さを必要としない人に最適です。 トップ

とテールに 3D Convex Technology を採用

したことで、想像もつかないような浮力、スライ

ド、バターなどを実現します。

￥93,500（税込）

雪しぶきを上げつつサーフィンのような乗

り心地でターンし、自然の地形への当て込み

を楽しむ、そんな人におすすめ。107mmの

ウエストと対称的シンメトリックなシェイ

プを持ち、短いスキーでこそ挑戦できる遊び

心ある滑りを応援する一台です。

チームライダーたちにも人気の定番モデル。

汎用性の高い 107mm のウエスト幅と 3D 

Convex Tech を搭載し、硬い雪質にも対応

しつつも、パウダーでの浮力も得られ、バター

もバッチリ。 ウィンドウリップでスプレーを

上げ、地形を使って遊ぶ、そんな遊び心を堪能

してください。

￥58,300（税込）



ジャンプのフリースタイルシーンに新鮮さを。過去27年間、私たちは進歩的で
革新的なスキーを創造してきました。時代の試練に耐えるクロニック、

市場で最も遊び心のあるスキーの一つであるブレンド、
そして世界最高のスキーヤーと共同開発したトム・ウォリッシュ・プロなど、

我々はフリースタイルスキーについて知り尽くしています。



￥82,500（税込）

フリースタイルチームのお気に入り定番

モデル。 汎用性の高い 100mm のウエ

スト幅で遊び心を解放さえてくれます。

ユニークでクリエティブな動きにこだわ

りたい人におすすめ。 大きな斜面を豪快

に滑るときも、パークで細かい動きにこ

だわるときも、いつでも楽しませてくれ

るスキーです。

￥80,300（税込）

センター幅 95mm は、パークで遊ぶと

きでも非圧雪に挑戦するときでも相棒

にできる絶妙なサイズ。 滑りやすいタ

ーン孤に導いてくれる設計で、早朝のグ

ルーミングバーンでカービングターン

をしつつ、そのカービングのままコーク

3で空中に飛び出したくなる、そんな一

台です。



￥74,800（税込）

トムとの共同開発により誕生したモデル。

パーク用モデルの中でも最もハイパフォ

ーマンスな動きに対応するために開発さ

れました。  90mm の軽快なウエスト幅

と、スピン性能に優れたバランス性能を持

ち、まさにトム・ウォリッシュのようなキ

レキレで完璧な動きを追求したい人のた

めの一台。 このスキーで、あなたの限界を

次のレベルに引き上げる自信を手に入れ

てください。

SKI + BIN  49,500円（税込）

兄貴分となるトム・ウォリッシュ プロ

の良さをすべて備え、小さなパッケージ

にしっかりとした性能を詰め込んだモ

デルです。 軽量性に優れ、次世代のスー

パースターに必要なパフォーマンスを

実現させてくれます。

SKI + BIN  49,500円（税込）

兄貴分となるトム・ウォリッシュ プロ

の良さをすべて備え、小さなパッケージ

にしっかりとした性能を詰め込んだモ

デルです。 軽量性に優れ、次世代のスー

パースターに必要なパフォーマンスを

実現させてくれます。



￥69,300（税込）

パークでの使用を想定して、とにかく丈

夫さにこだわって開発されたモデル。 こ

れなら、どんなアイテムにでも躊躇なく

挑戦できるでしょう。 ジブ、ジャンプ、タ

ップなど、どんなに攻めても問題ありま

せん。 しかもお求めやすい価格。 パーク

モデルを探す人には、まず選択肢に入れ

てほしい一台です。

￥63,800（税込）

パークを愛する女性ライダー、テイラー・

ランドクイストの愛用機。 蝶のように舞

いながらスピンすることができるスキー

です。Aspenlite コアとキャップ構造は、 

Honey Badger と同じテクノロジーを採

用。 耐久性に優れたパークパフォーマン

スを手頃な価格で提供するユニセックス

のフリースタイルスキーです。

￥44,000（税込）

パークで遊びたい小柄なスキーヤーの

ために設計されたモデル。 短いけれど

丈夫さを備えた本格的なパークスキー

です。 たくさん練習できるので、パーク

での上達を目指すフリースタイルスキ

ー初心者に最適。 アスペン・ベニヤ・

コアとシンメトリック・フレックス構

造。



調整可能で機能的、優れた耐久性。あなたの滑りにマッチするポールです。



￥16,500（税込）

軽量で 40cm 以上の調整が可能。 その日

滑る斜面に合わせたセッティングが可能

で、バックカントリーでもグルーミングで

も利用できます。 まさに Vision Skis と

共にどこを滑るときでも、まるで塩と胡椒

のように相性抜群です。

￥11,000（税込）

30cm の調整が可能な伸縮ポール。 ツ

アリングからゲレンデ内までどんなコ

ンディションにでも対応します。 グリッ

プ部分に突き出た突起は、ハイク時にヒ

ールの高さ調整をするときに便利です。 

さらにドライバーのように使える便利

な Screw It All! が付いているので、ゲ

レンデでビンディング調整ができます。

￥10,450（税込）

その名の通り、最高の握り心地を実現し

ました。 こだわったのは軽量で快適な使

用感。 一度握ってもらえると実感しても

らえるでしょう。Screw It All チップと

の組み合わせて使えます。



￥9,680（税込）

パークの神様、トム・ウォリッシュの愛用

モデル。 パークをはじめ、フリースタイル

な動きにトコトン対応してくれます。 こ

れであなたもトムと同じ感覚でポールさ

ばきができるでしょう。Tom Wallisch 

Pro's Ski との相性も抜群です。 ゲレンデ

で目立つこと間違いなし。

￥8,250（税込）

軽量なシンプルデザイン、毎日使う道具

として飽きがきません。 グリップベル

トを締めてグラブタブをしっかりと活

用してください。 そして、このピンを手

にしてゲレンデへ！

￥8,250（税込）

このグリップを気に入った人は、もうこ

れしか使いたくなくなります。BMX 用

のグリップと Grab Tab を組み合わせ

た感触は他にありません。 抜群のグリッ

プ性能で、一日中楽しむことができます。



￥6,600（税込）

個性的なデザインとともに、軽さと耐久

性にもこだわったモデル。 他のポール

とは違った新鮮さを感じることでしょ

う。 一度使えば、これ以上スキーポール

に求めるものはないのでは、と感じるは

ずです。

￥6,050（税込）

Get Up（伸びて）、Get Down（縮んで）

……、子供がスキーを習うときはそんな

感じかもしれませんが、このポールは

30cmの伸縮が可能なので、子供の成長

とともに愛用し続けてもらえます。

75cm から 105cm まで調整できるの

で、ゲレンデから非圧雪まで対応できま

す。



防汚、防臭、高品質な繊維、高機能アクセサリー（汚れや匂いはご期待に沿えない場合があります）



165   ￥9,680（税込）

旅行の必需品。 スキー板のトップ側とテール側に補強材が施されているので、大事

なスキー道具を安全に運べます。 さらに追加のパッドが付いているので使い勝手

は抜群。 内部には収納ポケットもあります。 長さは 195cm と 165cmの 2サイ

ズを用意しています。

195   ￥10,780（税込）

￥27,500（税込）

スキー板を持ち運べるように設計されています。強化されたウェアゾーン、内ポケ

ット、耐久性のある素材があなたの投資を保護します。 スケートボード用のウレタ

ンホイールとハンドルで、世界中を旅することができます。

￥15,400（税込）

バックカントリーツアーはもちろん、通学時でも使える機能とスタイルを備えて

います。 ヒップベルトは調整できて、いざというときには取り外しも可能。アバラ

ンチギアを収納できるスペース、防水ジッパーなど冒険に必要な機能を備えてい

ます。



玄関からポストまで、犬の散歩、近所のお出かけ、車の修理、スキー場に向かう時な

ど、あなたの足元を温かく保ってくれます。 足底には厚手のインチューション素材

が使用されているため、とても快適な履き心地でフィット感も抜群。

￥9,900（税込）

玄関からポストまで、犬の散歩、近所のお出かけ、車の修理、スキー場に向かう時な

ど、あなたの足元を温かく保ってくれます。 足底には厚手のインチューション素材

が使用されているため、とても快適な履き心地でフィット感も抜群。

￥9,900（税込）

玄関からポストまで、犬の散歩、近所のお出かけ、車の修理、スキー場に向かう時な

ど、あなたの足元を温かく保ってくれます。 足底には厚手のインチューション素材

が使用されているため、とても快適な履き心地でフィット感も抜群。

￥9,900（税込）

1.0 より高さがあり、さらに暖かいブーツです。1.0 と同じく足底には厚手のイン

チューション素材が使用されているため、とても快適な履き心地でフィット感も抜

群。 ソールはミシュラン製のグリップ力に優れた素材を採用しています。

￥15,400（税込）

1.0 より高さがあり、さらに暖かいブーツです。1.0 と同じく足底には厚手のイン

チューション素材が使用されているため、とても快適な履き心地でフィット感も抜

群。 ソールはミシュラン製のグリップ力に優れた素材を採用しています。

￥15,400（税込）

1.0 より高さがあり、さらに暖かいブーツです。1.0 と同じく足底には厚手のイン

チューション素材が使用されているため、とても快適な履き心地でフィット感も抜

群。 ソールはミシュラン製のグリップ力に優れた素材を採用しています。

￥15,400（税込）



￥5,280（税込）

この冬は、お気に入りのスキーウェブシリーズを応援し

ながら、スタイリッシュに過ごしましょう。 フェイスマ

スク、ヘッドバンド、ネックゲイターなど、お好みに合わ

せてお使いください。

トラベリングサーカスの新しいバンに描かれた Sami 

Ortlieb のアートワークを使用したTシャツで、スキー

で最も長いウェブシリーズへの愛を表現してください。

山の上でのお見合いがうまくいかなかったとき、毎年

恒例のスキー旅行で義理の家族から隠れようとしてい

るとき、あるいはちょっと速く滑りすぎて黄色のコー

ト（パトロール）を避けたいときに役立ちます。 暖かさ

はもちろん、変装するためにも活用できます。

暖かな春の日、ロングハイク、滑った後のビール、さらには

ビーチで過ごす一日でも、このハットのスタイルでクール

に決めましょう。カラーはブラックとカモの2色です。

とにかく暖かいです。 耳を覆うイヤ

ーフラップが付いているので、寒い

日でも快適に過ごせます。

やはり冬はビーニ

ーが暖かいです。

ヘルメットの下で

も、街中でも、オン

ラインミーティン

グでも、いつでも

誇らしげに LINE

をアピールしてく

ださい。 ブラック

とミリタリーグリ

ーンの 2 色あり

ます。

これを着れば、悪ぶってカッコつ

けていた頃の気分に戻れて、山で

最もイケてるスキーヤーとして

チヤホヤしてもらえるでしょう。

プレイの内容や目的地に

関係なく、LINE Player 

Jacket はスタイルと機

能を提供します。 春の晴

れた日、雪の日の散歩、霧

雨の日など、どんな天候

にも対応します。 カラー

はブラックとミリタリー

グリーンの2色。

私たちは後ろ向きに滑ったりもしますが、常に進んではいます。 

この帽子なら、ツバがついているので進行方向がわかりやすいですね。 

内側にはフリースの裏地が付いていて快適に使えます。

ブラックとカーキの 2色展開。これ

であなたの LINEへの愛着を、まわ

りのスキーヤーたちにアピールで

きます。

このシンプルで洗練されたデザイ

ンで、あたなのお気に入りのスキ

ーブランドを表現してみてくださ

い。 カラーはブラックとカーキの

2色です。

オーブンから取り出したば

かりのピザのような (!?)、

フレッシュな気分にさせて

くれるシンプルデザインの

T シャツです。 ピザのシミ

にご注意ください。

山で寒い時、街中での長い

夜、滑った後の駐車場での

歓談時など、あなたの冷え

る体をトースターのよう

に温めてくれます。 耐湿

性のあるインサレーショ

ンを使用していて機能性

も抜群。冬の間、ずっとあ

なたのお気に入りジャケ

ットとなるでしょう。

￥5,280（税込） ￥5,280（税込）
￥5,720（税込）

￥9,350（税込）
￥9,350（税込）

￥9,350（税込）

￥8,800（税込）
￥6,380（税込）

￥2,200（税込）￥5,280（税込）￥5,720（税込）

￥16,500（税込）
￥16,500（税込）

￥3,300（税込） ￥3,300（税込） ￥3,300（税込） ￥3,300（税込） ￥3,300（税込） ￥3,300（税込）




