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WALK THIS WAY  

　私たちは山を歩いて登り、滑るということを繰り返しブランドとして少しず

つ成長してきました。その過程で様々な壁にぶつかりながらも、ひとつひとつ

答えを探してここまで進むことができました。特にこの何年かは、10 年以上前

に体験した splitboarding の面白さを再び自分たちのブランドで体験すること

ができたことを幸せに思っています。リリースした当初は、登山口で多くの方

に質問をされることが多かったのですが、いまはそうではありません。

splitboarding はマウンテンライドでの市民権を得るまでに至りました。私はそ

う確信しています。自分たちにとって山で本当に必要なものを作っていくこと

の重要さを splitboard に学ばされました。そして私たちが必要だと思って作っ

た製品をユーザーの皆様が使用して喜んでもらえること、それこそがブランド

として一番の嬉しいことです。私たちが選んだ道は間違っていないと思える瞬

間でもあります。これからも私たちは山岳ガイドやライダーが求めているもの

を作り続けてまいります。そして山を歩き続けます。　

　Walk this way.

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       Takumi   Nagai



- 2012-13 シーズンモデルコンセプト -

　これまで私たちは新しいシェイプのスプリットボードを作るときに一番最初にパウダーでのライディングをイメージしてアウトラインを描いてきまし

た。今までは確かにそれで十分でした。2011-12 シーズンは私の知る限りでも指折りの大雪となった年となり、多くの時間を深い雪や新雪の上で過ごすこ

とができ、十分といえるパウダーでのボードテストができました。それと同時に、この冬の大雪は長い春の幕開けでもありました。実はスプリットボーダー

にとって春は絶好のロングルートへのチャレンジの日であったり、大きな山でのライディングを楽しむためのいわば本番ともいえる時間であることを再確

認することができました。ズバリ、12-13 シーズンは悪雪のことまでも十分に考えて板を想像し、作り上げたモデルなど、幅広いラインナップとなりました。

　私たちは今期から雪質への考えを新たに、残雪期でも十分なパフォーマンスができるようにスプリットボードの用途を考えながらいくつかの改良をほど

こしました。特にOUTBACK シリーズは残雪期のコンディションにも耐えうるようテールに張りを持たせました。それ以外にも FREERIDE シリーズは全体

的にシーズンを通して使用するためのツーリング色が強い仕上がりにしました。FLYINGFISH/SKIPJACK シリーズは今までと変わらず、パウダーでのター

ン性能を追求したモデルとしてあります。FATRELIGION シリーズは相変わらずのフリースタイラー向けの遊べる板として樹林帯やマッシュなどがある

フィールドでは抜群の乗り心地に仕上げてあります。

　その他にも昨年同様に、ガイドと共に「歩くための道具」という視点からも改良を試みました。軽量化をすることが 10000 歩 /１日を歩くスプリットボー

ダーにとってどれだけのアドバンテージとなるかを真剣に考えました。それは同時に耐久性も考えなければならないことでした。単純に軽くすることを考

えると、素材の変更が最良の手段といえるでしょう。私たちは素材変更だけでなく接着剤の使用量にも着目し、グラスファイバーの代わりにカーボンを使

い接着剤の量を減らし、軽量化に成功しました。芯材は乗り心地と耐久性を考慮してあえてウッドのままとしながらも全モデルで 700g を抑えることがで

きました。この軽量化に関しては今までのモデルのグラスファイバーの良さも捨てがたいのでオプションでアップグレードをできるような設定としました。

長距離移動を楽しむスプリットボーダーにとって上記の 2つの改良点は大きなアドバンテージとなるでしょう。



　スプリットボードの最大のメリットはスキーと同等のハイクアップ時の機動力です。その機動力は主に面積からくるものです。スノーシューとは比べ物

にならないほどの大きな浮力を得ることができることは、深い雪を掻き分ける上でとても重要なことです。一方でスプリットボードには通常のスノーボー

ドに比べて、いくつもの付属パーツがつくゆえに重量が増すという事実があります。そのメリットを最大限に引き出しながらも、デメリットを少しでも解

消しようと採用したのが XIV CARBONです。ウッドコアの乗り味の良さを失わず、重量だけをカットするためにはウッド以外の素材の変更をするしかあ

りません。そこで、板を作るときの重量に大きく関る接着剤の使用量に着目しました。接着剤は通常使用している補強剤のグラスファイバーでは吸収率が

高く重量が増していることに気が付きました。接着剤をあまり吸わずに、グラスファイバー並の強度を維持できるのは炭素繊維である結論に至りました。

接着剤の量が減ることで強度が落ちないかを接着剤の改良なども含め検証するために時間を要しましたが、2012-13 シーズンよりオプションとして採用す

ることに致しました。実際の重量を約 700g カットすることができ、スプリットボード独特のパーツからくる重みを解消し、通常のボード並みの重量に抑

えることができるのは雪の上を滑る上だけではなく、歩く上でも大きなメリットとなります。フィールドでは 10000 歩 /1 日歩くことも多いことでしょう。

特に先頭を歩く場合は雪を掻き分けながら進むので板の重量が減るということはとても大きなメリットです。メリットばかりを紹介しても意味はありませ

ん、デメリットも正直に書くとコストです。軽さをお金で買わざるを得ないということです。また、芯材はウッドのままですので大きな乗り心地の変化は

ありませんがグラスファイバーのものに比べると板のしなりとその反発がドライなものに感じます。ただそれは板が硬くなるということは別の話です。板

を硬くする場合、私たちは芯材のウッドの種類と厚さを変えているからです。XIV カーボンは軽さを求めた結果で、軽さと乗り味を両立した私たちのひと

つの結論です。多くの方に満足いただけるものと確信しております。

XIV CARBON

PLUS  ¥20,000- (税込 )

ラインナップ全てのボードに対応可能



COLORS  
　全ての方の心を満たす 1つだけのグラフィックはありません。それでも私たちはグラフィックから得られる心の高揚感を残しながらもスプリットボードをシンプルなも

のとして使いたいという方へ向けいくつかのカラーとグラフィックを用意致しました。グラフィックにはカナダのハイダ族のリーダーの鳥、エグさがある目のグラフィック、

コアが透けて見える情熱的な半透明の無地レッド、板が日焼けをする（製品としての劣化はありません）ことを楽しめるクリア。この 4種類からお選びください。

　

                                                                      *   XIV CARBONを選択された場合、半透明のレッドはワインレッド（カーボン繊維の透けた )、クリアはカーボンの地の色となります。

GRAPHICS  



FREERIDE 

- 特徴 -
・ クラシカルで普遍的なアウトライン
・ バランスのとれたサイドカーブとテーパードシェイプ
・ 30L以上の重いバックパックを背負っているという設定のフレックス
・ パウダースノーから揚力を得やすいハイブリッドロッカーキャンバー
・ 芯材とグラスファイバー/カーボン素材が透けてみえる軽量なクリアナイロントップシート
・ トップシート印刷のためインクの重量をカットするための剥がれにくいロゴステッカー
・ 新たに設定した軽量ウッドコア

RO
CKER

RO
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　　　　　　　クラシックなフリーライドシェイプと洗練されたツーリング感

　スプリットボーディングの王道は山をどこまでも歩くことができ、狙った斜面を気持ちよく滑り
降りることです。その一連の流れをツーリングと呼ぶのであれば、しなやかなフレックスが生み出
すツーリングのしやすさがこの板の一番の特徴で、使う山を選びません。それが本州の里山だろ
うと3000mクラスの北アルプスや立山だろうと常に同じ性能を出し続けることができます。フレ
ックスのしなやかさは滑るだけのために設定したものではありません。深い雪でラッセルをする
ときに板が硬いと脚が疲れやすくなることを防いでくれるという役目も果たします。サイズライン
ナップもシリーズの中で一番豊富で、脚力のない女性にも少しサイズの大きいボードを求める女
性にも、板に軽やかさを求める男性にも脚や体躯が大きな男性にもフィットすることでしょう。故
に性別を問わずガイドたちから支持されるモデルとなりうるのです。

価格 :160,000 円 -( 税込）

VOILE スプリットキット /140mm スキンが標準装備

SPEC

トップシートカラー : 赤もしくはクリア



FLYINGFISH

- 特徴 -
・ 長めのポインティーノーズ/フィッシュテール
・ 太めで絞りの強いテーパードシェイプ
・ 25L以下の軽いバックパックを背負っているという設定のフレックス
・ パウダースノーから揚力を得やすいハイブリッドロッカーキャンバー
・ 芯材とグラスファイバー/カーボン素材が透けてみえる軽量なクリアナイロントップシート
・ トップシート印刷のためインクの重量をカットするための剥がれにくいロゴステッカー
・ 新たに設定した軽量ウッドコア
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　　　　　　　　　　　ツリーをすり抜け、地形に合わせて跳ねる

　日本のバックカントリーエリアの多くは樹林帯です。その間隔よく並んでいる樹林帯をすり抜
ける感覚はボードをコントロールして滑る醍醐味といえるでしょう。樹林帯で求められることは
車でいえば「急ハンドル」「急ブレーキ」をしてもその動きに大して板が正確に反応してくれると
いう点でしょう。フライングフィッシュはまず板全体を太くて設定し、短距離でも中高速に達する
ようにした上で、ノーズを少しだけ尖らせた形状にして雪を掻き分ける力をつけ、テールを絞りフ
ィッシュテールにして後ろ足の操作感を上げました。普段乗られているボードよりも短いサイズ
を選択して下さい。より操作感の良さを感じることができるでしょう。ツリー以外にも地形の変
化に合わせて跳ねたり、リッピングを楽しんだりと乗り方は自由です。小さめのバックパックで野
山を駆けましょう。

価格 :160,000 円 -( 税込）

VOILE スプリットキット /140mm スキンが標準装備

SPEC

トップシートカラー : 赤もしくはクリア



OUTBACK  161

- 特徴 -
・ 長めのノーズのディレクショナルシェイプ
・ 少し太めなアウトライン
・ 30L以上の重いバックパックを背負っているという設定のハードフレックス仕様
・ パウダーで揚力を得やすいハイブリッドロッカーキャンバー
・ カーボン素材が透けてみえる軽量なクリアナイロントップシート
・ トップシート印刷のためインクの重量をカットするための剥がれにくいロゴステッカー
・ 新たに設定した厚みの軽量ウッドコア
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　　　　　　パウダースノーからハードパックまでを走破するオールラウンダー。

　山岳フリーライディングでは山頂から山麓まで様々な雪質を体験することでしょう。風下斜面
の沢は吹き溜まり、風上斜面の尾根は締まった雪となることなど日常茶飯事です。そのようなコ
ンディションでも安定してコントロールできることに重点を置いて開発たのがOUTBACK 161
です。南魚沼の巻機山はそのテストに最適な標高約2000mから600mまでのダウンヒルです。
山頂付近ではエッジングの強さが求められ、沢地形では適度に浮き上がるような太さが求めら
れます。同様にして立山のようなアルパインエリアでのテストも重ねることで、多くのエリアで通
用するようなタフさと安心感を備えることができました。また今期は、春のザラメ雪や、少し荒れ
たコンディションでもスピードに板が負けないようにテール側を少し張りを持たせてあります。
　

価格 :189,000 円 -( 税込）限定 5本の生産

VOILE スプリットキット /140mm スキンが標準装備
VOILE または SPARK R&D のクランポンが標準装備 ( 購入時に選択）

SPEC

トップシートカラー : 赤もしくはクリア



OUTBACK 165

- 特徴 -
・ 長めのポインティーノーズ/テールのディレクショナルシェイプ
・ 細身でスパルタンなアウトライン
・ 30L以上の重いバックパックを背負っているという設定のハードフレックス仕様
・ パウダースノーから揚力を得やすいハイブリッドロッカーキャンバー
・ 芯材とグラスファイバー/カーボン素材が透けてみえる軽量なクリアナイロントップシート
・ トップシート印刷のためインクの重量をカットするための剥がれにくいロゴステッカー
・ 新たに設定した厚みの軽量ウッドコア
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　　　　　　　　　　　より奥地のスティープラインを狙っている方へ

　FREERIDEシリーズの158をベースに、山岳フリーライディングでボード性能に信頼性を求
める方に向けてノーズとテールのシェイプをチューニングした特別なボードです。細身のシェイ
プは特に急斜面でのターン性能を追求するために設定してあります。尖ったノーズは深い雪を掻
き分け、ピンテールは急斜面をハイスピードで滑り降りる際のスタビライザーとなります。急斜
面でのライディングに求められるターンの切り返しの早さは、ラインナップの中でも最も鋭いこ
とが板を乗った瞬間に感じ取ることができるでしょう。この板は谷川岳に代表されるような急斜
面かつ岩が露出しているようなアルパインエリアでテストを重ねてきました。ゆえにハイスピード
にも耐えうるようなしっかりとしたフレックスに仕上げてあります。3000mクラスの山でも頼れ
る相棒となるでしょう。

価格 :189,000 円 -( 税込）限定 5本の生産

VOILE スプリットキット /14mm スキンが標準装備
VOILE または SPARK R&D のクランポンが標準装備 ( 購入時に選択）

SPEC

トップシートカラー : 赤もしくはクリア



SKIPJACK 153

- 特徴 -
・ 長めのポインティーノーズ/スワローテール
・ 細身でバランスの良いテーパードシェイプ
・ 30L以上の重いバックパックを背負っているという設定のフレックス
・ パウダースノーから揚力を得やすいハイブリッドロッカーキャンバー
・ 芯材とグラスファイバー/カーボン素材が透けてみえる軽量なクリアナイロントップシート
・ トップシート印刷のためインクの重量をカットするための剥がれにくいロゴステッカー
・ 新たに設定した軽量ウッドコア
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　　　　　　　　　　　　　　　  山のジャンヌ・ダルクたちへ

　山を登り、滑り降りるというスノーボーディングは男性だけのものではありません。女性だって
思う存分に同じことを楽しみたいのです。そんな山を滑ることに情熱を注ぐ女性のために開発し
たのがこのボードです。男性とは違った目線でラインを定め、狙い通りに滑るために最適なフレ
ックスを女性ライダーがチューニングしました。特に沢状の3D地形の壁を登りやすく、バンクを
地形に合わせてスムーズに抜けられることに重点を置き、アウトラインを設計してあります。早い
段階から伸びるノーズのロッカーは、短距離でも浮き上がりどんなに深い雪の日でもスタックす
ることはありません。テールはしなりながらもキレのあるカーブを描けるように有効エッジは長
めにセットしてあります。強く踏めばキレのあるターンを、弱めに踏めばテールをコントロールし
やすいボードに仕上がっています。標高3000mクラスの山から里山までを網羅する1本です。

価格 :180,000 円 -( 税込）限定 10 本の生産

VOILE スプリットキット /14mm スキンが標準装備

SPEC

トップシートカラー : 赤もしくはクリア



SKIPJACK 164

- 特徴 -
・ 長めのポインティーノーズ/スワローテール
・ 細身でバランスの良いテーパードシェイプ
・ 30L以上の重いバックパックを背負っているという設定のフレックス
・ パウダースノーから揚力を得やすいハイブリッドロッカーキャンバー
・ 芯材とグラスファイバー/カーボン素材が透けてみえる軽量なクリアナイロントップシート
・ トップシート印刷のためインクの重量をカットするための剥がれにくいロゴステッカー
・ 新たに設定した軽量ウッドコア
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　　　　　　　　　　　マウンテンフリーライドを楽しむスワローテール

　山を縦走しながら3D地形の沢を気持ちよく滑りたい、当て込みたいという願望を叶えるため
に開発したスワローテールモデルです。エッジをテールギリギリまでセットし、深いスリットを入
れてターン後半もエッジが抜けないようなアウトライン設計のスキップジャックは壁を登りきる
ような鋭いターンが可能です。もちろんフラットなスロープでもキレのあるターンを楽しむことが
できます。ノーズの太さに対して少しだけ細いテールはターンしやすさと、適度な板の踏み応えを
楽しむことができます。厳冬期の雪深いコンディションでは長いノーズが雪を掻き分けて進み、
雪の落ち着いた2月にはボトムの柔らかい雪でテールのしなりを活かしたドライブターンを、春
のコンディションではエッジを効かせた大きなターンで山を滑り降りることができる正にマウン
テンフリーライドを楽しむスワローテールモデルです。

価格 :180,000 円 -( 税込）限定 10 本の生産

VOILE スプリットキット /140mm スキンが標準装備

SPEC

トップシートカラー : 赤もしくはクリア



PATHFINDER

- 特徴 -
・ 長めのポインティーノーズ/ラウンドテール
・ 太めで絞りの強いテーパードシェイプ
・ 30L以上の重いバックパックを背負っているという設定のフレックス
・ パウダースノーから揚力を得やすいハイブリッドロッカーキャンバー
・ 芯材とグラスファイバー/カーボン素材が透けてみえる軽量なクリアナイロントップシート
・ トップシート印刷のためインクの重量をカットするための剥がれにくいロゴステッカー
・ 新たに設定した軽量ウッドコア
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　　　　　　　　　　　　  FREERIDEとFLYINGFISHの融合

　FREERIDEのツーリング感とFLYINGFISHの軽快な操作感を融合することで、またひとつ選
択肢が増えました。セットバックを多めにとるとテールの操作感が上がり、ツリーの中を魚が泳
ぐようなターンをすることができ、ノーマルスタンスで乗れば大きなバーンでもテールに最後まで
乗りながらズレのない正確なカーブを描くことができます。板をフォールラインに向けたときは
FREERIDEのしなやかに曲がりスピードに乗る特徴が、板をずらしながら地形に合わせて滑る
ときにはFLYINGFISHの特徴を感じ取ることができるでしょう。テールをラウンド形状にしたこ
とで、山岳地を縦走して滑る方もしっかりとした頼りがいのある踏み心地を味わうことができま
す。ノーズの長さをいかして板を浮かせながら、テールでしっかりコントロールをして自由なライ
ンワークを楽しみましょう。

価格 :180,000 円 -( 税込）限定 5本の生産

VOILE スプリットキット /140mm スキンが標準装備

SPEC

トップシートカラー : 赤もしくはクリア



FAT RELIGION 148

- 特徴 -
・ 長めのラウンドワイドノーズ/ラウンドテール
・ 太めで絞りの強いテーパードシェイプ
・ 25L以下の軽いバックパックを背負っているという設定のフレックス
・ パウダースノーから揚力を得やすいハイブリッドロッカーキャンバー
・ 芯材とグラスファイバー/カーボン素材が透けてみえる軽量なクリアナイロントップシート
・ トップシート印刷のためインクの重量をカットするための剥がれにくいロゴステッカー
・ 新たに設定した軽量ウッドコア

RO
CKER

RO
CKER

CAM
BER

　　　　　　　　　　  狙いすました標的を [魚雷] のようにヒット

　短く太い板に乗るという楽しみは、多くの驚きも同時に感じることとなるでしょう。長いノーズ
と極端ともいえるほどに短いテールは、雪の上に浮きながらも狙いすましたセクションへ魚雷の
ようなヒットを約束します。身長170cm台の男性でも十分に浮き、小柄な女性はもっとも浮遊
感を体験できる乗り手を選ばないボードです。ジャンプセクションの多いマッシュ畑では縦にラ
インをとりながら、タイトな沢では地形に合わせて進んでくれます。急斜面でも板のテール側が
よく沈んでくれるのであまり斜度を感じずに、そして操作しやすいためリラックスして滑ることが
できます。テールをずらして気持ちよくスプレーを上げ、そして地形にヒットさせるような遊び方
の方に最適です。ウォークモードでも板が短く太いのでとても歩きやすく、地形を探しながら山
をハイク/ライドを繰り返す1日にもってこいです。

価格 :160,000 円 -( 税込）

VOILE スプリットキット /140mm スキンが標準装備

SPEC

トップシートカラー : 赤もしくはクリア



FAT RELIGION 156

- 特徴 -
・ 長めのラウンドワイドノーズ/ラウンドテール
・ 太めで絞りの強いテーパードシェイプ
・ 25L以下の軽いバックパックを背負っているという設定のフレックス
・ パウダースノーから揚力を得やすいハイブリッドロッカーキャンバー
・ 芯材とグラスファイバー/カーボン素材が透けてみえる軽量なクリアナイロントップシート
・ トップシート印刷のためインクの重量をカットするための剥がれにくいロゴステッカー
・ 新たに設定した軽量ウッドコア

RO
CKER

RO
CKER

CAM
BER

　　　　　　　　　　　　　　快足系ナチュラルヒッター

　大斜面のパウダーも、ツリーを駆け抜ける爽快感も、地形に合わせて滑る楽しみも、すべてを
欲張りに楽しみたいという渋谷謙からのリクエストを形にするために作ったボードです。どんな
ときにもオーリーをして、どんなときも板を縦に向けてスピードに乗る、そんな楽しみ方は渋谷の
独特な感性から得られるものです。時にアウトバックやフリーライドのようなキレのあるターンが
求められ、フライングフィッシュのような軽快さが必要な斜面でもバランスよく描かれたアウトラ
インとフレックスで思い描いたラインを辿ることができるでしょう。

価格 :160,000 円 -( 税込）

VOILE スプリットキット /140mm スキンが標準装備

SPEC

トップシートカラー : 赤もしくはクリア



FAT RELIGION 159

- 特徴 -
・ 長めのポインティーノーズ/テール
・ 完全なる太めのツインシェイプ
・ 25L以下の軽いバックパックを背負っているという設定のフレックス
・ パウダースノーから揚力を得やすいハイブリッドロッカーキャンバー
・ 芯材とグラスファイバー/カーボン素材が透けてみえる軽量なクリアナイロントップシート
・ トップシート印刷のためインクの重量をカットするための剥がれにくいロゴステッカー
・ 新たに設定した軽量ウッドコア

RO
CKER

RO
CKER

CAM
BER

　　　　　　　　　　　　      THE MUSHROOM KILLER

　バックパックを軽くすることは山の中でもジャンプを楽しみたいというのが理由という方へ向
けたツインシェイプのスプリットボードです。太いウェストは小さなギャップでも気持ちよくオー
リーができ、広いノーズ面積と尖ったアウトラインは着地の向きを無関係にします。パウダーの
壁を登りきり、そのままバックサイドエアなんてことも簡単にイメージできるでしょう。もちろんパ
ウダーでのバタートリックも意のままです。セットバックをして乗れば深い雪でもスタックせずに
走破することができるフリースタイルなオールラウンダーです。山で小さなギャップも見逃さない
目利きのフリースタイラーにもってこいのマウンテンツインです。

価格 :160,000 円 -( 税込）

VOILE スプリットキット /140mm スキンが標準装備

SPEC

トップシートカラー : 赤もしくはクリア



弊社のボードは全て出荷時に Voile 社のスプリットボードに関するパーツ及びシール（クライミングスキン）が付属されます。

つまり、お客様のお手元にボードが届いてセットアップが完了すればすぐにでもご使用できます。

リベットを使用したノーズテールのクリップおよび金属製のチャイニーズフックは出荷時に取り付けてあります。

シールは板の形状に合わせて付属のカッターでトリミングして下さい。

ACCESSORY



スプリットボードの発展はこのバインディングをなしに語ることはできません。今までは voile のベースプレートに 4×4のバインディングを取り付けていたため、板から脚の裏までの距

離が 1cm近く離れてしまうが故のボードコントロールのしにくさや、独特の重さがありました。その 2つの難点を解消したのがこの SPARK R&D のバインディングです。発売時から私た

ちは輸入を開始し、販売をしてまいりました。4シーズン前の製品でも軽く、コントロールの良さを感じましたが今シーズン発売する BLAZE と BURNER は昨年に比べても更に軽くなり、

使いやすくなっています。特に BLAZE はベースプレートに肉抜き加工をしてあることが大きな特徴で、よりフリースタイルなライディングを目指す方へ、フリーライドに足下の柔らかさ

を求める方へ最適なバインディングです。そしてもうひとつの BURNER は高速フリーライドに特化した硬めの仕上がりで、荷物の思い方、山をハイスピードで滑り降りる際にがっちりと

したホールドを求める方へ向けて作り込まれたバインディングです。

 - 特徴 -

・ アルミ削りだしの軽くて頑丈な ワンピースベースプレート

・ ボードへのダイレクトなコンタクト

・ 頑丈で壊れにくいピボット

・ ミトンでも操作できる簡単なフリップサイドピンシステム

・ 雪がつきにくいポリッシュフィニッシュされたベースプレート表面

・ウォークモードを備えたハイバックのフォワードリーン

Splitboard binding company.

USM USW EUR CM WEIGHT(each) HIGHBACK BASEPLATE TOE WIDTH HEEL WDTH

SMALL < 7 < 8 < 39 < 25 778g 27cm 22.4cm 12.04cm 10.6cm

MIDIUM 7-11 8-12 39-44.5 25-27.5 798g 27cm 23.5cm 12.675cm 10.9cm

LARGE 11+ 12+ 44.5+ 27.5+ 810g 27cm 23.5cm 12.675cm 11.6cm

BLAZE/BURNER  SIZING BLAZE/BURNER  SPECIFICATIONS

BLAZE と BURNER はハイバックの硬さとストラップが異なります。

BURNER は BLAZE に比べて全体的に硬い仕上がりとなっています。

LT バージョンは通常の voile のツーリングブラケットよりも軽い、

LT PIN が最初から付属しているパッケージです。

 価格：¥42,000-( 税込）

SPARK R&D  BINDINGS

 価格：¥45,150-( 税込）

 LT バージョン価格：¥48,300-( 税込）  LT バージョン価格：¥51,450-( 税込）

BLAZE BURNER

BLACKYELLOW WHITE BLUERED BLACK



Splitboard binding company.

 価格：¥15,750-( 税込）

LT Pin System
　ボード出荷時に搭載されているツーリングブラケットよりも 100g
かるく強度も向上しています。ピンも 7075 アルミニウムで作ってあ

るので、曲がりにくく頑丈です。

Mr.Chomps Crampons
　板が沈まずシールが効きにくい雪質のときや、斜度があるような斜面
の登行時に役立つ SPLIT 専用のクランポンです。バインディングを外さ

ずとも装着することが出来るほどのカンタン着脱が可能です。また、ヒー

ルリフターも装備されているので登りもラクラクです。ウェストが

26mm以上のボード用のワイドバージョンも用意しています。 　　　                                                                     

Tail  Clips 
　極寒で吹雪のときや何度もスキン（シール）の着脱を行うことで、
その日だけでも粘着が弱くなると不安を覚えるものですが、このテー

ルクリップを装着することでその不安を解消することが出来ます。取

り付けはリベットでシールとベルトを固定するのみの簡単な作業です。

 価格：¥8,400-( 税込）

 価格：¥5,850( 税込）

 価格：¥3,360( 税込）

Blaze To Burner Kit 
　すでに BLAZE をお持ちの方がハイバックとストラップ
を BURNER に変えたい場合はこちらのキットをご利用くだ

さい。私たちガイドも荷物の量や雪質にあわせて組み替え

て使用しています。

Dynafit Adapter/TLT Toe Pieces
　スプリットのアルパインセット用の TLT ビンディングとその取
り付け用のアダプターです。北米のハードブーツユーザーのほと

んどが使用しているツールです。

　＊ハードブーツは TLT の規格にあったものをご使用ください。

Verts Split Snowshoe 
　狭いシュートやスプリットボードで登りきれない斜面が

出てきたときに使う直登用のスノーシューです。アイゼン

では沈みすぎるような場合に有効なツールです。重ねても

大きなボリュームにはならないのでバックパックにしまう

ことも出来ます。

 価格：¥17,850-( 税込 / 予価）

 価格：¥29,400-( 税込）

 価格：¥15,750-( 税込）

Booster  Strap 
　長い距離のツーリングやハードな斜面を滑り降りると
き、ブーツではサポートしきれないフィット感をバイン

ディングに求める方はこのストラップを。

Pocket  Tool 
　SPARK R&D のバインディングに合わせたツールのセット
です。ドライバーから六角レンチまでツアー中の荷物もこ

れでかさばりません。
 価格：¥2,100-( 税込）

SPARK R&D  OPTION



TEAM  

　スプリットボードは下記の R&Dチームからの意見をもとに作り上げています。経験豊かなガイドやライダーは毎日のように山の中でスプリットボードを使いながら多くの

ことを感じています。特にライダーたちは乗り心地についての意見を、ガイドは軽さを追求するための素材や板の太さなどの情報をもたらしてくれます。そのすべてをボー

トに反映することは難しいのですが、適切なバランスを考えて最終的にブランドとして必要なアップデートをボードに施します。これが海外ブランドにはできない、日本の

フィールドに合った製品をつくり出す唯一の方法だと私たちは信じています。そしてそのボードたちを新潟と白馬を中心に乗り尽くし、北は北海道、西は岐阜、ときに海外

へ持って行き日本全国どこでも通用するスペックであることを確かめています。

R&D

岡本聖 

渋谷謙 

南浦高志 

下田 Lily 里也子
丸田裕二

RIDERS 

旭立太 

笛田恭平 

渡邊功 

鈴木崇一 

FREERIDE  

FAT RELIGION 156   

FREERIDE  

OUTBACK  / FATRELIGION 159 

SKIPJACK 153  

FLYINGFISH / PATHFINDER  

永井拓三 OUTBACK / SKIPJACK 164  



 国産ボードと違い、カナダで生産するためレギュラーボードとは異なる〆切のシステムです。ファーストオーダーに関しましては空輸コストはかかりませんが、それ

以降のオーダーですと空輸コストがかかることをご了承ください。また、オーダーの際に販売価格の半分のデポジット ( 予約金 ) が必要となります。また、そのデポジッ

トに関しましては予約をキャンセルされる場合、返金されない場合があることもご了承ください。返金されない場合とは、芯材の加工が始まって製作がスタートした

段階以降のことを意味します。7月第一週以降にはスタート致します。バインディングに関しても返金不可能な場合はベースプレートの加工開始以降とさせて頂きます。

あらかじめご了承ください。

ファーストオーダー〆切：2012 年 6月 30 日

　　　　納　期　　　      : 2012 年 11 月中旬　（予定）

　　　　　　　　　　　　＊それ以降のオーダーも可能ですが、納期や空輸コストは工場のスケジュールやカナダドル /アメリカドルレートによって変動いたします。

必要に応じてWEB 上の質問コーナーや取り

扱いディーラーにて相談の上、モデルを決定
オーダーフォームを作成 ( 弊社作業）

予約金となる半額のご入金
予約完了となります

カナダ工場にて生産開始残金のご入金
発送準備を開始します

日本到着　納品となります

６月 30 日まで

9 月 30日まで11 月中旬

ORDER



VOLTAGEdesign   ON LINE
新潟県南魚沼市六日町 671-2 メゾンイマイ 2号
T.F 025-773-3099
www.voltagedesign.jp   info@voltagedesign.jp

Bottomline -TOKYO-
東京都練馬区三原台 2-18-7-105
T.F 03-3978-1809
bottom-line.jp   info@bottom-line.jp

Largo -TOKYO-
東京都新宿区新宿 2-4-2
T.F 03-3352-3134
www.largo99.com  sales@largo99.com

MALLARD -FUKUSHIMA-
福島県郡山市菜根 5-2-1 Ｌタウン内
T.F 024-922-3330
www.mallard.jp   info@mallard.jp

CROW -ASAHIKAWA-
北海道旭川市南 6条通 26丁目南 6条ハイツB-1
T.F 0166-35-9632
www.crow.fm  surf-crow@wave.plala.or.jp

PILEDRIVER -GIFU-
岐阜県高山市岡本町 2-106-1
T.F 0577-36-3378
www.pile.jp   pile2@pile.jp

Voltage -EHIME-
愛媛県伊予郡砥部町重光 173-2
T.F 089-969-6037
vltginfo.exblog.jp    vltgma22@yahoo.co.jp

株式会社  永井
VOLTAGEdesign 
新潟県南魚沼市六日町 671-2 メゾンイマイ 2号
T.F 025-773-3099
www.voltagedesign.jp   mail@nagai-takumi.com

各種問い合わせはこちらへ

RGB store -KANAGAWA-
神奈川県厚木市旭町 1-38-4 103
T.F 046-204-4555
www.rgb-store.com   info@rgb-store.com

WEST -NIIGATA-
新潟市中央区神道寺南 2-3-26
T.F 025-241-8800
www.west-shop.co.jp  westniigata@px0256.ne.jp

REVE -GUNMA-
群馬県前橋市三俣町 1丁目 43-6
T. 027-289-0139
www.revestore.com   mail@ravestore.com

FREAK -GIFU-
岐阜県岐阜市宇佐南 2-12-13
T. 058-276-3245
www.freak.co.jp     premium-gifu@freak.co.jp

SHAKA -ISHIKAWA-
石川県野々市市堀内 2丁目 225
T.F 076－246－3366

DEALER  


