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Norrøna outdoor / Men’s / Women’s

*Information is subject to change and errors may occur. Product images are for illustrative 
purposes only and may differ from the actual product.

Mountain Biking
fjørå singletrack mountain biking / Men’s / Women’s
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Baselayer Men’s / Women’s
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Size and fit guide
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Link to product videos

https://youtube.com/playlist?list=PLnXU2OLlIB4fBbzhhtRxJp2TalE8rz5kc
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Workbook guide How to navigate
To get back to the “content page” you can click on the Norrøna logo in 
the top left corner.

Content page
From the content page you can easily navigate to the activity or 
concept that you would like to go to, by clicking on the activity or 
concept. If you would like to go directly either to the Men’s or Women’s 
product pages, you can click on either of the genders. 

When you are finished looking at one concept, you can go directly back 
to the content page by clicking on the Norrøna logo in the top left 
corner.

Material logos
In the product pages you can find material and fabric logos at the of 
the bottom right corner. To learn about what these logos mean, you can 
click on the logo. Then you will be sent to the “Technology and 
materials” pages with more information. 

Product information
Each product page shows one product, with the different colors that 
exist for that product. If the color is new, you will see “New” at the top 
left corner of the product picture. 

If the product is new, it is written “NEW” over the product name in the 
top right corner. 

Sample size
On our model images, the male models are wearing size large and the 
female models are wearing size medium. 

In the product description we have listed weight for all products, and 
inseam on shorts and pants. These numbers are based on our sample 
sizes. 
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Welcome to nature There is something about this country, about my homeland of Norway. 
The fjords, the glaciers, the forests. The waves thundering against the 
rocky shores. The mountains towering above us. There is something 
about the Norwegian wilderness that brings out the adventurer in us. 
There is something about the climate here in the far north; up here, a 
single day can put us up against the challenges of four different 
seasons and still be a magical experience. As long as we are well 
prepared and are wearing the right clothing.

Way back in 1929, my great-grandfather, the young craftsman Jørgen 
Jørgensen, realized that Norwegians have a constant longing to be 
outside and deserve the best possible equipment. He developed 
products without compromise. He laid the cornerstone of what would 
become Norrøna, now a leading international supplier of outdoor gear.

Norrøna was behind the world’s first tunnel shaped tent back in 1972. 
Norrøna launched Europe’s first Gore-Tex jacket in 1977. And we 
unveiled an anatomical backpack as early as in 1980, functional and 
stylish clothing for steep freeriding in 2004, a separate collection for 
singletrack riding in 2008, and functional and sustainable wetsuits for 
arctic surf in 2017.

Norrøna has been part of expeditions to the North Pole and South Pole, 
Mount Everest and the Great Trango Tower in the Karakoram. Not to 
mention, Norrøna has been at the forefront of alpine style climbing in 
Alaska, Patagonia and Antarctica. Our ambassadors help push the 
envelope of what is possible in skiing and snowboarding, arctic surf, 
mountain biking, climbing and polar expeditions.

My great-grandfather, grandfather and father all believed that Norrøna 
had to create products with the best possible design, cutting-edge 
functionality and the highest quality. They believed that product 
development had to be driven by the bravest among us; those who dare 
to think new; those who take on extreme adventures. We still do.

Welcome to nature.

Jørgen Jørgensen
Fourth-generation owner and chief executive of Norrøna.
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Our corporate responsibility

products are done without causing any harm. By making sure that all of 
our down products have the RDS (responsible down sourcing) down 
standard and using traceable, mulesing-free wool, we safeguard the 
welfare of animals and provide retailers and consumers with a greater 
confidence in responsible sourcing. As part of our obligation, we do not 
source fur.

Despite its natural traits and soft feel, conventional cotton poses a long 
term and highly negative impact on nature. Luckily there’s something 
called organic cotton. Organic cotton is grown using methods that 
have a lower impact on mother earth, there’s no use of toxic chemicals, 
and it promotes and enhances biodiversity and biological cycles. 
Today, all of our cotton products are made of 100 % organic cotton.

All though there are many challenges, seeing results and knowing that 
we can influence people’s work environment on the other side of the 
globe gives us the motivation to work even harder. Norrøna is working 
to promote proper labor and environmental conditions in our supply 
chains through close cooperation with our suppliers and partners. To 
clarify what we expect from our suppliers Norrøna has developed 
guidelines for ethical trade in our value chain; the Codes of Conduct. 
All Norrøna suppliers must sign them before entering a partnership and 
we inspect and follow up all of our factories according to our policy.

Our commitment goes beyond the value chain of our products. We 
strive to be as socially and environmentally responsible as possible as 
a company and have specific targets related to our employees, our HQ 
at Lysaker, and the company as a whole. The Norrøna House is 
exclusively powered by renewable energy and we have the ambition of 
all employees traveling sustainably by the end of 2020. In 2018 98 % of 
the employees commuted eco-friendly and we’ve initiated several 
alternatives to achieve this, e.g wardrobes with showers, parking 
reserved electric or hybrid cars and internal bike/walk/run to work 
competitions. We also have a long-term ambition to become a zero 
waste to landfill HQ, meaning all waste generated at our HW will be 
recycled.

In true Norrøna spirit, we want to contribute to the conservation and 
protection of the nature. Since 2015 we have taken 1% of our sales and 
put it in a fund reserved for causes and organizations working to 
promote sustainability and environmentally friendly initiatives. So far, 
we’ve donated 20,2 million NOK and there’s more to come.

Environmental and social responsibility is a fundamental part of 
everything we do throughout the company. It is of the utmost 
importance that our value chain is ethically responsible and that our 
products are as environmentally friendly as possible. We have a goal of 
becoming a leader within the field in the outdoor industry and you can 
study our 2020 CSR roadmap on our website norrona.com.

While a new Norrøna product is awesome, an old one maybe even 
more so. A long lifespan is one of the best tools to minimize a 
product’s environmental footprint, so we’ve been offering repairs on all 
of our products since the beginning in 1929. By making high-quality 
gear that lasts for years and can be repaired, we make sure you don’t 
have to buy new stuff. In 2018, we fixed over 10 600 products, an 
increase of 2000 from 2017.

Norrøna wishes to use as many recycled fabrics and materials when 
making a garment. This is a guiding principle when designing new 
products, and when buying fabrics and trims. We are constantly 
searching the market for high quality recycled fibers and per 2018 71% 
of our polyester products are made with at least 50% recycled fibers.

As animals have no voice in terms of their well-being, we see it as our 
obligation to ensure that all of our animal products originate from 
animals that are treated well and that the processes of retaining the 

Nature is our playground, our motivation and our source of 
inspiration – it’s the reason why Norrøna exists.

https://www.norrona.com/
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We’ve been offering repairs on all of our products since the beginning 
in 1929, actively promoting a long lifetime for our products. Every year, 
we give thousands of products some extra love and care, so they can 
join adventures for decades.

We have repair centers in stores around the world. In 2018, we repaired 
over 11 000 products, securing long product lifetime – even on many 
products over 30 years old.

Repairs since 1929
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Norway
Our inspiration
At Norrøna, we name our collections after epic destinations in Norway. 
Each place, mountain, or island describe their areas of use. 
All products are developed to meet the extreme users’ requirements to 
materials, quality, fit, and functionality following our design philosophy, 
Loaded Minimalism™.

Ski/Snowboard
We divide our ski/snowboard category into 
three distinctive concepts; lofoten, tamok, 
and lyngen, all with purpose-built solutions 
for their intended activity.

Mountaineering
We divide our mountaineering category 
into three concepts; trollveggen, falketind, 
and lyngen. Developed to master big walls, 
long climbs, and various conditions, each 
garment is created to push the limits of 
protection, durability, and mobility.

Outdoor/Hiking
Our hiking collections each assist your 
quest to boldly encounter nature; svalbard 
supports general hiking and trekking 
demands, and bitihorn backs up fast 
trekking protection in addition to falketind 
for all weather and conditions.

Mountain Biking
Norrøna’s collection for mountain biking is 
divided into two: fjørå and skibotn. Rain 
and rough terrain demand functional 
clothing that will keep you warm and 
protected – without sacrificing range of 
motion.

Hunting
We divide our hunting category into three 
concepts: kvinnherad, finnskogen, and 
recon. So whether you hunt in the 
mountains or the forest or need the most 
durable hunting equipment, we have a 
choice for you.

Lifestyle
Hang up the heavy technical gear and do 
your own thing in comfort and style with 
everyday basics and activewear. Built with 
functional twists and solutions, 100% 
organic cotton, and recycled designs.

Surfing
The arctic ocean – a challenge for our 
vision, “Welcome to nature”. Designed to 
withstand the harsh, Arctic waters, this 
collection offers comfort and warmth with 
sustainable materials.

svalbard

lyngen

skibotn
tamok

unstad

lofoten

trollveggen
fjørå

bitihornfalketind

finnskogen

oslokvinnherad

The Arctic Circle

http://lifestyle
#
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Fall/Winter 22/23 Color Palette
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Ski/Snowboard

9

We divide our ski/snowboard 
category into three distinctive 
concepts; lofoten, tamok, and 
lyngen, all with purpose-built 
solutions for their intended activity.
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lofoten
big mountain freeride

The lofoten collection was launched in 2004 as the 
world's first true freeride collection. It is still the 
pinnacle of premium products for freeriding, known 
for its signature design, bold colors, and innovative 
features. Named after the most beautiful and 
spectacular area to ski, summit to sea.



ロフォテン ゴアテックス プロ プラス ジャケット
NORRØNA全ラインナップの中で最も耐久性があり通気性が確保されたジャケッ
トです。特徴的な外見となるメインジップと並行するフロントジップ、脇下、
上腕裏の3つのベンチレーションにより空気の流れが生まれ、内側の熱を一瞬で
放出します。ビーコンに迅速にアクセスできるようフロントベンチにはベルクロ
で開口するエントランスが施されています。グローブ、ゴーグルも収納できる
大きめのハンドウォーミングポケット、着脱可能なスノースカート、雪の侵入を
防ぐハンドカフを備え、ヘルメット着用を考慮した大きめのフードは片手で調節
ができ、チェストポケットにはゴーグルクロスを配しています。

Price ¥120,000 [¥132,000]



ロフォテン ゴアテックス プロ プラス パンツ
パウダーに覆われた様々なフィールドで最高の耐久性と耐候性を提供するパンツ

を開けることにより空気の循環が生まれ、パウダーの侵入を防ぎつつ内側の熱を
すばやく放出します。ビブはビーコン用のポケットを配した着脱可能な仕様で、
カスタムフィット・ウェストシステム、ハンドウォーミングポケット、ジッパー
式バックポケット、スノーゲイター、ベクトランファイバーで補強されたエッジ
ガードを備え、裾に施されたスナップボタンでは絞りを調整し、裾の引きずり
を防ぐことができます。

です。内腿のメッシュ付きベンチレーションとカーゴポケット外側の換気ジッパー

Price ¥105,000 [¥115,500]



ロフォテン ゴアテックス プロ ジャケット
滑りのラインナップでアイコンとして定着したジャケットです。重量・通気性・
耐久性のバランスを考慮し、70デニールで作られた生地は厳しい天候と地形に
対応します。脇下とジャケット前面に長く施されたベンチレーションジッパー
により空気の流れが生まれ内側の熱を放出します。ビーコンに迅速にアクセス
できるようフロントベンチレーションにはベルクロで開口するエントランスが
施されています。ヘルメット着用を考慮した大きめのフードは片手で調節ができ、
着脱可能なスノースカート、雪の侵入を防ぐハンドカフを備え、チェストポケット
にはゴーグルクロスを配しています。

Price ¥89,000 [¥97,900]



滑りのラインナップでアイコンとして定着したパンツです。耐久性と耐候性を
兼ね備えたGORE-TEX® PRO MOST RUGGED 3-LAYER素材を採用し、生地と生地の
接合部を少なくした裁断パターンは、しなやかな着心地を提供すると共にさらなる
耐久性の向上に成功しました。固いブーツや板のエッジが触れる裾にはベクトラン
ファイバーを立体的に使用し美しいフォルムを実現しています。カスタムフィット

レーションジッパーなどを備え、裾に施されたスナップボタンでは絞りを調整し、
裾の引きずりを防ぐことができます。

・ウェストシステム、スノーゲイター、太腿にカーゴポケット、サイドベンチ

Price ¥79,000 [¥86,900]

ロフォテン ゴアテックス プロ パンツ



ロフォテン ゴアテックス プロ アノラック
アノラック型のユニークなデザインのGore-Tex Pro Anorakはアンバサダー達か
らの強いリクエストによって開発されました。長いシルエットは腰から尻部を
保護し、裾から両肘にかけて施されたジッパーにより換気と着脱を容易にすると
ともに、アノラックを着たままで中のレイヤーの増減をも可能にしました。両側
からアクセスできる広々としたカンガルーポケット、雪の侵入を防ぐ着脱可能な
スノースカート、ハンドカフを備え、ヘルメット着用を考慮した大きめのフード
は片手で調節ができ、チェストポケットにはゴーグルクロスを配しています。

Price ¥105,000 [¥115,500]



ロフォテン ゴアテックス ジャケット
軽量で通気性に優れる40デニールのGORE-TEX® 3Lを使用したジャケットです。
裏地にゴアテックス社と共同で開発したRGRインターロックバッカーを用い、
柔らかい質感と高い耐候性を併せ持ちます。lofoten Gore-Tex Pro Jacketに比べ、
ややワイドで裾が短いデザインを採用しています。グローブ、ゴーグルも収納
できる大きめのハンドウォーミングポケット、着脱可能なスノースカートを備え、
ヘルメット着用を考慮した大きめのフードは片手で調節ができ、チェストポケッ
トにはゴーグルクロスを配しています。
(※ハンドカフは付属しておりません。)

Price ¥74,000 [¥81,400]



ロフォテン ゴアテックス パンツ
軽量で耐久性に優れたフリーライドシェルパンツです。lofoten Gore-Tex Pro
Pantsに比べ、やや細めのシルエットを採用しています。カスタムフィット・
ウェストシステム、スノーゲイターを備え、サイドにメッシュベンチレーション
ジッパーなどが配され、裾に施されたスナップボタンでは絞りを調整し、裾の
引きずりを防ぐことができます。

Price ¥68,000 [¥74,800]



ロフォテン ゴアテックス インサレーテッド ジャケット
lofoten Gore-Tex Pro Jacketをベースにした温かく、しなやかな2レイヤーイン
サレーション・シェルジャケットです。前面のパウダースカート上部から肩に
かけてはPrimaloft® Silver Eco60、背中と腕には薄いPrimaloft® Silver Eco40を
使用し、保温性と動きやすさを両立させました。起毛したハンドウォームポケッ
トを備え、脇下にはベンチレーションジッパー、ハンドゲイターとパウダース
カート(着脱不可)を配しています。内側のメッシュポケットには、手袋を保管
したり凍ったゴーグルを暖めることができます。

Price ¥74,000 [¥81,400]



ロフォテン ゴアテックス インサレーテッド パンツ
lofoten Gore-Tex Pro Pants をベースに、Primaloft® Silver Eco40を使用した温か
く、しなやかな2レイヤーインサレーション・シェルパンツです。背面の膝裏
より下にはインサレーションはなく、腰を落としての重心の操作を妨げません。

レーションジッパーを配しています。【Ski/Snowboard Bib対応】
板のエッジが触れる裾には補強を施し、太腿にカーゴポケット、サイドベンチ

Price ¥68,000 [¥74,800]



ロフォテン ゴアテックス サーモ80 ジャケット
インサレーションの柔らかさと、ハードシェルの耐久性と保護性を兼ね備えた最も
温かいスキー/スノーボード用のGORE-TEX® 2レイヤー防水シェルジャケットです。
中綿にはPrimaloft Silver Bioを使用し、各部位に適切な厚みが配されています。
(フード・袖・裾＝60g/m2, ボディー・腕＝80g/m2, 肩回り＝100g/m2)
表生地のメイン素材は30デニールリップストップ・リサイクルナイロンを使用し、
肘下・胸周り、フードのトップは70デニールの平織リサイクルナイロンが使用保護性
を高めています。
脇には雪の侵入を防ぐメッシュ内蔵のXオープンのベンチレーション、2つのチェスト
ポケット、ハンドポケット、1つのスリーブポケット、着脱可能なスノースカートが配
されています。雪の侵入を防ぐハンドカフを備え、ヘルメット着用を考慮した大きめ
のフードは片手で調節ができ、裾と袖は絞りの調節が可能です。

レギュラーフィット
撥水加工：PFC free DWR

Price ¥86,000 [¥94,600]



ロフォテン プリマロフト80 アノラック
世界最軽量の断熱材であるエアロゲルを中綿のPrimaLoft Goldにコーティングする
Cross Coreテクノロジーにより、重量を減らしながらも抜群の温かさを実現した
アノラックです。表面の生地には耐久性・防風性・撥水性に優れたリップストップ
ナイロンコーデュラを採用し、肩、胴体下部、袖口にGORE-TEX®2-Layerの補強を 
加えました。シェルの上から羽織れるややゆったりしたシルエットで、アウターと
してもインサレーションとしても活用でき、様々なコンディションに柔軟に適応
します。裾から両肘にかけて施されたジッパーは換気と着脱を容易にし、手首の
カフはPowerStretchで密閉性を高め、グローブ、ゴーグルも収納できる大きめの
ハンドウォームポケット、チェストポケットにはゴーグルクロスを配しています。

Price ¥48,000 [¥52,800]



ロフォテン ハイロフレックス200 フード
ソフトシェルとフリースを表裏で併せた革新的なハイブリッドフードジャケット
です。防風性・撥水性・通気性・保温性を併せ持ち、柔らかく高い伸縮性により
様々なアクティビティーでアウターとしても、インサレーションとしても活用
できます。フード内部にはフェイスマスクが内蔵され、ヘルメットの下の薄い
ビーニーとして使用できます。腹部にハンドウォーミングポケット、袖口には
サムホールが施されています。

Price ¥23,000 [¥25,300]



Price ¥24,000 [¥26,400]



ロフォテン ゴアテックス プロ ジャケット
滑りのラインナップでアイコンとして定着したジャケットです。重量・通気性・
耐久性のバランスを考慮し、70デニールで作られた生地は厳しい天候と地形に
対応します。脇下とジャケット前面に長く施されたベンチレーションジッパー
により空気の流れが生まれ内側の熱を放出します。ビーコンに迅速にアクセス
できるようフロントベンチレーションにはベルクロで開口するエントランスが
施されています。ヘルメット着用を考慮した大きめのフードは片手で調節ができ、
着脱可能なスノースカート、雪の侵入を防ぐハンドカフを備え、チェストポケット
にはゴーグルクロスを配しています。

Price ¥89,000 [¥97,900]



ロフォテン ゴアテックス プロ パンツ
滑りのラインナップでアイコンとして定着したパンツです。耐久性と耐候性を
兼ね備えたGORE-TEX® PRO MOST RUGGED 3-LAYER素材を採用し、生地と生地の
接合部を少なくした裁断パターンは、しなやかな着心地を提供すると共にさらなる
耐久性の向上に成功しました。固いブーツや板のエッジが触れる裾にはベクトラン
ファイバーを立体的に使用し美しいフォルムを実現しています。カスタムフィッ

レーションジッパーなどを備え、裾に施されたスナップボタンでは絞りを調整し、
裾の引きずりを防ぐことができます。

ト・ウェストシステム、スノーゲイター、太腿にカーゴポケット、サイドベンチ

Price ¥79,000 [¥86,900]



ロフォテン ゴアテックス プロ アノラック
アノラック型のユニークなデザインのGore-Tex Pro Anorakはアンバサダー達か
らの強いリクエストによって開発されました。長いシルエットは腰から尻部を
保護し、裾から両肘にかけて施されたジッパーにより換気と着脱を容易にすると
ともに、アノラックを着たままで中のレイヤーの増減をも可能にしました。両側
からアクセスできる広々としたカンガルーポケット、雪の侵入を防ぐ着脱可能な
スノースカート、ハンドカフを備え、ヘルメット着用を考慮した大きめのフード
は片手で調節ができ、チェストポケットにはゴーグルクロスを配しています。

Price ¥105,000 [¥115,500]



ロフォテン ゴアテックス ジャケット
軽量で通気性に優れる40デニールのGORE-TEX® 3Lを使用したジャケットです。
裏地にゴアテックス社と共同で開発したRGRインターロックバッカーを用い、
柔らかい質感と高い耐候性を併せ持ちます。lofoten Gore-Tex Pro Jacketに比べ、
ややワイドで裾が短いデザインを採用しています。グローブ、ゴーグルも収納
できる大きめのハンドウォーミングポケット、着脱可能なスノースカートを備え、
ヘルメット着用を考慮した大きめのフードは片手で調節ができ、チェストポケッ
トにはゴーグルクロスを配しています。
(※ハンドカフは付属しておりません。)

Price ¥74,000 [¥81,400]



ロフォテン ゴアテックス パンツ
軽量で耐久性に優れたフリーライドシェルパンツです。lofoten Gore-Tex Pro
Pantsに比べ、やや細めのシルエットを採用しています。カスタムフィット・
ウェストシステム、スノーゲイターを備え、サイドにメッシュベンチレーション
ジッパーなどが配され、裾に施されたスナップボタンでは絞りを調整し、裾の
引きずりを防ぐことができます。

Price ¥68,000 [¥74,800]



ロフォテン ゴアテックス インサレーテッド ジャケット
lofoten Gore-Tex Pro Jacketをベースにした温かく、しなやかな2レイヤーイン
サレーション・シェルジャケットです。前面のパウダースカート上部から肩に
かけてはPrimaloft® Silver Eco60、背中と腕には薄いPrimaloft® Silver Eco40を
使用し、保温性と動きやすさを両立させました。起毛したハンドウォームポケッ
トを備え、脇下にはベンチレーションジッパー、ハンドゲイターとパウダース
カート(着脱不可)を配しています。内側のメッシュポケットには、手袋を保管
したり凍ったゴーグルを暖めることができます。

Price ¥68,000 [¥74,800]



ロフォテン ゴアテックス インサレーテッド パンツ
lofoten Gore-Tex Pro Pants をベースに、Primaloft® Silver Eco40を使用した温か
く、しなやかな2レイヤーインサレーション・シェルパンツです。背面の膝裏
より下にはインサレーションはなく、腰を落としての重心の操作を妨げません。

レーションジッパーを配しています。【Ski/Snowboard Bib対応】
板のエッジが触れる裾には補強を施し、太腿にカーゴポケット、サイドベンチ

Price ¥68,000 [¥74,800]



ロフォテン ゴアテックス サーモ100 ジャケット
インサレーションの柔らかさと、ハードシェルの耐久性と保護性を兼ね備えた最も
温かいスキー/スノーボード用のGORE-TEX® 2レイヤー防水シェルジャケットです。
中綿にはPrimaloft Silver Bioを使用し、各部位に適切な厚みが配されています。
(フード・袖・裾＝60g/m2, ボディー・腕＝80g/m2, 肩回り＝100g/m2)
表生地のメイン素材は30デニールリップストップ・リサイクルナイロンを使用し、
肘下・胸周り、フードのトップは70デニールの平織リサイクルナイロンが使用保護性
を高めています。
脇には雪の侵入を防ぐメッシュ内蔵のXオープンのベンチレーション、2つのチェスト
ポケット、ハンドポケット、1つのスリーブポケット、着脱可能なスノースカートが配さ
れています。雪の侵入を防ぐハンドカフを備え、ヘルメット着用を考慮した大きめの
フードは片手で調節ができ、裾と袖は絞りの調節が可能です。
レギュラーフィット
撥水加工：PFC free DWR

Price ¥86,000 [¥94,600]



ロフォテン プリマロフト80 アノラック
世界最軽量の断熱材であるエアロゲルを中綿のPrimaLoft Goldにコーティングする
Cross Coreテクノロジーにより、重量を減らしながらも抜群の温かさを実現した
アノラックです。表面の生地には耐久性・防風性・撥水性に優れたリップストップ
ナイロンコーデュラを採用し、肩、胴体下部、袖口にGORE-TEX®2-Layerの補強を 
加えました。シェルの上から羽織れるややゆったりしたシルエットで、アウターと
してもインサレーションとしても活用でき、様々なコンディションに柔軟に適応
します。裾から両肘にかけて施されたジッパーは換気と着脱を容易にし、手首の
カフはPowerStretchで密閉性を高め、グローブ、ゴーグルも収納できる大きめの
ハンドウォームポケット、チェストポケットにはゴーグルクロスを配しています。

Price ¥48,000 [¥52,800]



ロフォテン ハイロフレックス200 フード
ソフトシェルとフリースを表裏で併せた革新的なハイブリッドフードジャケット
です。防風性・撥水性・通気性・保温性を併せ持ち、柔らかく高い伸縮性により
様々なアクティビティーでアウターとしても、インサレーションとしても活用
できます。フード内部にはフェイスマスクが内蔵され、ヘルメットの下の薄い
ビーニーとして使用できます。腹部にハンドウォーミングポケット、袖口には
サムホールが施されています。

Price ¥23,000 [¥25,300]



Price ¥24,000 [¥26,400]
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tamok
backcountry

The tamok collection is at the forefront of freeride 
functionality, durability, and style. Inspired by the 
original riders and the dark winters of the powder 
heavy Tamok valley, this all-mountain line offers 
high-performance products with powder protection at 
the core.



タモック ゴアテックス プロ ジャケット
ゆったりとしたフィット感で、高い耐久性と透湿性を併せ持つジャケットです。
肩と肘には200デニールの生地による補強が施され、メッシュ付きチェストベ
ンチレーション、大きなナポレオンポケット、雪の侵入を防ぐハンドカフ、脇
下のベンチレーション、取り外し可能なパウダースカートを配し、ヘルメット
着用を考慮した大きめのフードは片手で１点を調節するだけでフィット感を得
ることができます。

Price ¥89,000 [¥97,900]



タモック ゴアテックス プロ ビブ
壮大なパウダーデイだけでなく、春の湿雪ライドでも体をドライに保つビブパン
ツです。200デニールの生地で作られたこのビブパンツは高い耐久性を持ち、様々
な荒天や衝撃から保護してくれるでしょう。サイドのジッパーは雪の侵入を防ぐ
メッシュ付きのベンチレーションとして機能しながら、左側のジッパーはビブ
上部まであり着脱を容易にしてくれます。補強された裾はブーツのスペースが
確保されており、スナップボタンで絞ることも可能です。広い太腿ポケット、
調節可能なサスペンダー、背面には4方向ストレッチパネルを配しています。

Price ¥82,000 [¥90,200]



タモック ゴアテックス サーモ80 ジャケット
インサレーションの柔らかさと保温性、そしてハードシェルの耐久性を兼ね備えた
スキー/スノーボード用のGORE-TEX® 2レイヤー防水シェルジャケットです。
中綿にはPinnecoを使用し、各部位に適切な厚みが配されています。
(メイン・＝80g/m2, フード・60g/m2, 腕＝40g/m2)
表生地のメイン素材は70デニール×160デニール、肩・肘には200デニールの生地
が使用され保護性を高めています。
肘下・胸周り、フードのトップは70デニールの平織リサイクルナイロンが使用保護性
を高めています。脇には雪の侵入を防ぐメッシュ内蔵のXオープンのベンチレーショ
ン、1つのチェストポケット、ハンドポケット、1つのスリーブポケット、着脱可能なスノ
ースカートが配されています。雪の侵入を防ぐハンドカフを備え、ヘルメット着用を
考慮した大きめのフードは片手で調節ができ、裾と袖は絞りの調節が可能です。

レギュラーフィット
撥水加工：PFC free DWR

Price ¥78,000 [¥85,800]



タモック ゴアテックス サーモ40 パンツ
インサレーションの柔らかさと保温性、そしてハードシェルの耐久性を兼ね備えた
スキー/スノーボード用のGORE-TEX® 2レイヤー防水シェルパンツです。
中綿にはPinnecoを使用し、各部位に適切な厚みが配されています。
(メイン＝40g/m2, 膝・尻部＝60g/m2, スノーゲイター裏＝なし)
表生地のメイン素材は200デニールを使用し、高い耐久性を誇ります。
固いブーツや板のエッジが触れる裾にはベクトランファイバーを立体的に使用し
美しいフォルムを実現しています。カスタムフィット・ウェストシステム、ベルトループ、
スノーゲイターを備え、サイドにメッシュベンチレーションジッパーなどを備えてい

ボタンは絞りを調整し、ブーツを脱いだ際に裾の引きずりを防ぐことができます。

レギュラーフィット
メイン撥水加工：PFC free DWR（エッジガード＝C6 DWR)
【Ski/Snowboard Bib 対応】

Price ¥72,000 [¥79,200]



タモック ダウン750 ジャケット
表地が45デニール、裏地が20デニールのリサイクルナイロンで作られた耐久性
の高いダウジャケットです。ショルダーにはさらに補強が施され、シェルの上
に着て、バックカントリーやトリッキーな森林を滑り抜けることも可能です。
750フィルパワーのダックダウンが200g/Lサイズ (M’s) & 180g/Mサイズ (W’s）
が包入され、柔らかい裏地付きのハンドウォーマーポット、胸部にナポレオ
ンポケット、ヘルメット着用を考慮した大きめのフードを配しています。

Price ¥52,000 [¥57,200]



タモック ウール シャツ
長い時間をかけてアンバサダーによりテストされたウールシャツです。丈夫で
冷えにくいリサイクルウールを多く含むこのジャケットは、優れた中間着とし
ての機能を持ちがら普段着としても街に溶け込みます。肘、袖口と襟の裏には
コーデュロイを用いて補強し、肩周りの裏にはナイロンを配して摩擦を少なく
しました。腹部にはジッパー付きハンドウォームポケット、襟を立ててボタン
で締めると冷気の侵入を防ぐことができます。

Price ¥24,000 [¥26,400]



タモック ゴアテックス プロ ジャケット
ゆったりとしたフィット感で、高い耐久性と透湿性を併せ持つジャケットです。
肩と肘には200デニールの生地による補強が施され、メッシュ付きチェストベ
ンチレーション、大きなナポレオンポケット、雪の侵入を防ぐハンドカフ、脇
下のベンチレーション、取り外し可能なパウダースカートを配し、ヘルメット
着用を考慮した大きめのフードは片手で１点を調節するだけでフィット感を得
ることができます。

Price ¥89,000 [¥97,900]



タモック ゴアテックス プロ ビブ
壮大なパウダーデイだけでなく、春の湿雪ライドでも体をドライに保つビブパン
ツです。200デニールの生地で作られたこのビブパンツは高い耐久性を持ち、様々
な荒天や衝撃から保護してくれるでしょう。サイドのジッパーは雪の侵入を防ぐ
メッシュ付きのベンチレーションとして機能しながら、左側のジッパーはビブ
上部まであり着脱を容易にしてくれます。補強された裾はブーツのスペースが
確保されており、スナップボタンで絞ることも可能です。広い太ももポケット、
調節可能なサスペンダー、背面には4方向ストレッチパネルを配しています。

Price ¥82,000 [¥90,200]



タモック ゴアテックス サーモ80 ジャケット
インサレーションの柔らかさと保温性、そしてハードシェルの耐久性を兼ね備えた
スキー/スノーボード用のGORE-TEX® 2レイヤー防水シェルジャケットです。
中綿にはPinnecoを使用し、各部位に適切な厚みが配されています。
(メイン・＝80g/m2, フード・60g/m2, 腕＝40g/m2)
表生地のメイン素材は70デニール×16 デニール、肩・肘には200デニールの生地
が使用され保護性を高めています。
肘下・胸周り、フードのトップは70デニールの平織リサイクルナイロンが使用保護性
を高めています。脇には雪の侵入を防ぐメッシュ内蔵のXオープンのベンチレーショ
ン、1つのチェストポケット、ハンドポケット、1つのスリーブポケット、着脱可能なスノ
ースカートが配されています。雪の侵入を防ぐハンドカフを備え、ヘルメット着用を
考慮した大きめのフードは片手で調節ができ、裾と袖は絞りの調節が可能
レギュラーフィット
撥水加工：PFC free DWR

Price ¥78,000 [¥85,800]



タモック ゴアテックス サーモ80 ジャケット
インサレーションの柔らかさと保温性、そしてハードシェルの耐久性を兼ね備えた
スキー/スノーボード用のGORE-TEX® 2レイヤー防水シェルジャケットです。
中綿にはPinnecoを使用し、各部位に適切な厚みが配されています。
(メイン・＝80g/m2, フード・60g/m2, 腕＝40g/m2)
表生地のメイン素材は70デニール×16 デニール、肩・肘には200デニールの生地
が使用され保護性を高めています。
肘下・胸周り、フードのトップは70デニールの平織リサイクルナイロンが使用保護性
を高めています。脇には雪の侵入を防ぐメッシュ内蔵のXオープンのベンチレーショ
ン、1つのチェストポケット、ハンドポケット、1つのスリーブポケット、着脱可能なスノ
ースカートが配されています。雪の侵入を防ぐハンドカフを備え、ヘルメット着用を
考慮した大きめのフードは片手で調節ができ、裾と袖は絞りの調節が可能
レギュラーフィット
撥水加工：PFC free DWR

Price ¥72,000 [¥79,200]



タモック ダウン750 ジャケット
表地が45デニール、裏地が20デニールのリサイクルナイロンで作られた耐久性
の高いダウジャケットです。ショルダーにはにはさらに補強が施され、シェルの上
に着て、バックカントリーやトリッキーな森林を滑り抜けることも可能です。
750フィルパワーのダックダウンが200g/LサイズM’s)& 180g/Mサイズ（W’s）
が包入され、柔らかい裏地付きのハンドウォーマーポケット、胸部にナポレオ
ンポケット、ヘルメット着用を考慮した大きめのフードを配しています。

Price ¥52,000 [¥57,200]



タモック ウール シャツ
長い時間をかけてアンバサダーによりテストされたウールシャツです。丈夫で
冷えにくいリサイクルウールを多く含むこのジャケットは、優れた中間着とし
ての機能を持ちがら普段着としても街に溶け込みます。肘、袖口と襟の裏には
コーデュロイを用いて補強し、肩周りの裏にはナイロンを配して摩擦を少なく
しました。腹部にはジッパー付きハンドウォームポケット、襟を立ててボタン
で締めると冷気の侵入を防ぐことができます。

Price ¥24,000 [¥26,400]
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lyngen
ski touring

The lyngen collection is a freeride-driven ski touring 
line, first launched in 2009. Pushing the limits of 
durable lightweight, packability, and the balance 
between protection and breathability. Named after 
Norway's greatest ski touring destination.



リンゲン ゴアテックス ジャケット
スキー/スノーボード/マウンテニアリング用に開発された防水シェルジャケットです。
軽量でありながら耐久性を求めた結果、メインファブリックは軽量で高い透湿性を
持つ30デニールのGore-Tex© Activeを使用。肩、袖、襟、フードにはより耐久性の
高いGORE-TEX® C-knitを用いています。　
左右で容量の異なる2つのチェストポケットの間には下からオープンするフロント
ベンチレーションが配され、脇のXオープンベンチレーションと併用することにより
素早くウェアー内の熱を外部に放出します。雪の侵入を防ぐハンドカフを備え、
ヘルメット着用を考慮した大きめのフードは片手で調節ができ、裾と袖は絞りの
調節が可能です。

テクニカルフィット
撥水加工：C6 DWR

Price ¥69,000 [¥75,900]



Price ¥69,000 [¥75,900]



Price ¥69,000 [¥75,900]



Price ¥44,000 [¥48,400]



リンゲン ドライ2 サーモ60 ジャケット
軽くて保温性の高い中綿入りのインサレーションジャケットを防水仕様に仕上げた
画期的なジャケットです。コンパクトに収納でき、インサレーションとして使用すること
も、アウターとして単体で使用することも、ザックの小さなンスペースに入れて持ち運
ぶことも可能です。縫い目はすべてシームテープ処理が施され、耐水圧は20000mm。
表地は撥水加工（PFC free DWR）された15デニールのリサイクルナイロン生地を使用、
裏地には同じく撥水加工（PFC free DWR）された20デニールのリサイクルポリエス
テル生地を使用しています。
中綿にはPinnecoを使用し、各部位に適切な厚みが配されています。
（型としてTシャツ部＝60g/m2, その他＝40g/m2）
スノーヘルメット着用を考慮した大きめのフードは片手で調節ができ、伸縮性のある
袖は風の侵入を防ぎ、裾はドローコードで絞りの調節が可能です。ハーネスに干渉
しない2つのミッドマウントポケット、インナーポケットを配しています。　

テクニカルフィット　※ポケット内は防水ではありません。

Price ¥56,000 [¥61,600]



リンゲン ダウン850 フード
高い保温力と圧縮性を持つ最も多用途に使用できるパッカブル・ダウンジャケット
トです。10デニールの極薄リサイクルポリエステルの生地に、RDS認定の850FP
ダウンを150g包入しました(メンズLサイズの商品総重量は382g）。アウター
ジャケットの中の中間着としても、そのまま単体での使用もできます。ヘルメット
対応の容量を持つフードは片手で調節が可能、裾を絞るドローコードを配し、
手首のカフはパワーストレッチを使用しています。パッカブルポケットにコン
パクトに収納が可能です。

Price ¥54,000 [¥59,400]



リンゲン ダウン850 ニッカーズ
高い保温力と圧縮性を持つ最も多用途に使用できるパッカブル・ダウンニッカー
です。10デニールの極薄リサイクルポリエステルの生地に、RDS認定の850FP
ダウンを包入しました。最も圧が加わる尻部にはPrimaLoft®Silver ECOを使用
しています。フルレングスサイドジッパーによりブーツを脱がずに着脱でき、
Custom-fit システムによりウエストを簡単に調節出来ます。コンパクトに収納
する際のコンプレッションバッグが付いています。

Price ¥33,000 [¥36,300]



リンゲン ハイロフレックス100 ジャケット
ソフトシェルとフリースを表裏で併せた革新的な生地をメインに使用したハイブ
リッドフードジャケットです。
防風性・撥水性・通気性・保温性を併せ持ち、柔らかく高い伸縮性により様々なアク
ティビティーにアウターとしてもインサレーションとしても活用できます。
背面には Polartec Power Grid 用い、バックパックを背負っている際の熱を効率よく
放出する仕様になっています。腹部には防水メンブレンを内側に備えたハンドウォー
ムポケットが配され、濡れたシールやグローブを凍結から守ると同時に肌までの
浸水を防ぎます。チェストポケットを1つ配し、サムグリップ付きの袖口と裾は伸縮性
があり、嵩張りを押さえたフードはヘルメットの下で快適に頭部にフィットします。

テクニカルフィット
撥水加工：PFC free DWR

Price ¥26,000 [¥28,600]



リンゲン フレックス1 パンツ
長い距離を移動するスノーツーリング用に開発された通気性に優れたスキー/
スノーボード ソフトシェルパンツです。
動きやすさを提供する高いストレッチ性、防風性、耐久性を併せ持ち、裾は湿った雪
による水分の吸収を防ぐ為、強靭な200デニールの表地で補強されたゴアテックス
を用いています。膝の内側には防水メンブレンを備え、膝をついての作業や座る際
に濡れるストレスはありません。
カスタムウエストシステム、ハンドポケット、2つのジッパー付き太ももポケット、
ヒップから膝に雪の侵入を防ぐメッシュインナー付きベンチレーション、裾には
様々なブーツにフィットするストレッチスノーゲーターが配されています。

テクニカルフィット
撥水加工：PFC free DWR

Price ¥36,000 [¥39,6Price¥79,000 [¥86,900]00]



Price ¥38,000 [¥41,800]



Price ¥39,000 [¥42,900]



Price ¥28,000 [¥30,800]

リンゲン アルファ90 ベスト
多用途に使用できるインサレーションベストです。5デニールの薄いナイロン
表地とPolartec® Alpha® 90インサレーションをバッファリング構造で縫い合わせ
ているため裏地の必要がなく、最高の保温性と通気性を両立しています。行動中
に常時着用していても蒸れを感じることのない画期的なインサレーションです。
フードはヘルメット対応の容 を持ち片手で調節が可能です。ハンドウォーム
ポケットは手を温めるだけでなく、ベンチレーションとしての機能も担ってい
ます。



リンゲン アルファ90 ジャケット
毛足が長く「質量が少ない」というのが最大の特徴であるPolartec® Alpha90 direct
を使った驚くほど軽量なジャケットです。その特徴から「暖かい」「乾きが早い」
「軽量でコンパクト」「蒸れにくい」「濡れても体温で暖まりやすい」などのフ
ィールドで求められる全ての機能を併せ持ち、様々なアクティビティーに使用
できる革新的な1着です。熱を持ちやすい腹部より上にAlphaを、汗の溜まり
すい袖下や腹部にはPolartec® Power Dryを使用し、効率的な速乾性と動きやすさ
を実現しています。

Price ¥18,000 [¥19,800]



リンゲン ゴアテックス ジャケット
スキー/スノーボード/マウンテニアリング用に開発された防水シェルジャケットです。
軽量でありながら耐久性を求めた結果、メインファブリックは軽量で高い透湿性を
持つ30デニールのGore-Tex© Activeを使用。肩、袖、襟、フードにはより耐久性の
高いGORE-TEX® C-knitを用いています。　
左右で容量の異なる2つのチェストポケットの間には下からオープンするフロント
ベンチレーションが配され、脇のXオープンベンチレーションと併用することにより
素早くウェアー内の熱を外部に放出します。雪の侵入を防ぐハンドカフを備え、
ヘルメット着用を考慮した大きめのフードは片手で調節ができ、裾と袖は絞りの
調節が可能です。

テクニカルフィット
撥水加工：C6 DWR

Price ¥69,000 [¥75,900]



Price ¥69,000 [¥75,900]



Price ¥44,000 [¥48,400]



リンゲン ドライ2 サーモ60 ジャケット
軽くて保温性の高い中綿入りのインサレーションジャケットを防水仕様に仕上げた
画期的なジャケットです。コンパクトに収納でき、インサレーションとして使用すること
も、アウターとして単体で使用することも、ザックの小さなンスペースに入れて持ち運
ぶことも可能です。縫い目はすべてシームテープ処理が施され、耐水圧は20000mm。
表地は撥水加工（PFC free DWR）された15デニールのリサイクルナイロン生地を使用、
裏地には同じく撥水加工（PFC free DWR）された20デニールのリサイクルポリエス
テル生地を使用しています。
中綿にはPinnecoを使用し、各部位に適切な厚みが配されています。
（型としてTシャツ部＝60g/m2, その他＝40g/m2）
スノーヘルメット着用を考慮した大きめのフードは片手で調節ができ、伸縮性のある
袖は風の侵入を防ぎ、裾はドローコードで絞りの調節が可能です。ハーネスに干渉
しない2つのミッドマウントポケット、インナーポケットを配しています。　

テクニカルフィット　※ポケット内は防水ではありません。

Price ¥56,000 [¥61,600]



リンゲン ダウン850 フード
高い保温力と圧縮性を持つ最も多用途に使用できるパッカブル・ダウンジャケット
トです。10デニールの極薄リサイクルポリエステルの生地に、RDS認定の850FP
ダウンを150g包入しました(メンズLサイズの商品総重量は382g）。アウター
ジャケットの中の中間着としても、そのまま単体での使用もできます。ヘルメット
対応の容量を持つフードは片手で調節が可能、裾を絞るドローコードを配し、
手首のカフはパワーストレッチを使用しています。パッカブルポケットにコン
パクトに収納が可能です。

Price ¥54,000 [¥59,400]



リンゲン ダウン850 ニッカーズ
高い保温力と圧縮性を持つ最も多用途に使用できるパッカブル・ダウンニッカー
です。10デニールの極薄リサイクルポリエステルの生地に、RDS認定の850FP
ダウンを包入しました。最も圧が加わる尻部にはPrimaLoft®Silver ECOを使用
しています。フルレングスサイドジッパーによりブーツを脱がずに着脱でき、
Custom-fit システムによりウエストを簡単に調節出来ます。コンパクトに収納
する際のコンプレッションバッグが付いています。

Price ¥33,000 [¥36,300]



リンゲン フレックス1 パンツ
長い距離を移動するスノーツーリング用に開発された通気性に優れたスキー/
スノーボード ソフトシェルパンツです。
動きやすさを提供する高いストレッチ性、防風性、耐久性を併せ持ち、裾は湿った雪
による水分の吸収を防ぐ為、強靭な200デニールの表地で補強されたゴアテックス
を用いています。膝の内側には防水メンブレンを備え、膝をついての作業や座る際
に濡れるストレスはありません。
カスタムウエストシステム、ハンドポケット、2つのジッパー付き太ももポケット、
ヒップから膝に雪の侵入を防ぐメッシュインナー付きベンチレーション、裾には
様々なブーツにフィットするストレッチスノーゲーターが配されています。

テクニカルフィット
撥水加工：PFC free DWR

Price ¥36,000 [¥39,600]



Price ¥38,000 [¥41,800]



Price ¥39,000 [¥42,900]



リンゲン アルファ90 ベスト
多用途に使用できるインサレーションベストです。15デニールの薄いナイロン
表地とPolartec® Alpha® 90インサレーションをバッファリング構造で縫い合わせ
ているため裏地の必要がなく、最高の保温性と通気性を両立しています。行動中
に常時着用していても蒸れを感じることのない画期的なインサレーションです。
フードはヘルメット対応の容量を持ち片手で調節が可能です。ハンドウォーム
ポケットは手を温めるだけでなく、ベンチレーションとしての機能も担ってい
ます。

Price ¥28,000 [¥30,800]



リンゲン アルファ90 ジャケット
毛足が長く「質量が少ない」というのが最大の特徴であるPolartec® Alpha90 direct
を使った驚くほど軽量なジャケットです。その特徴から「暖かい」「乾きが早い」
「軽量でコンパクト」「蒸れにくい」「濡れても体温で暖まりやすい」などのフ
ィールドで求められる全ての機能を併せ持ち、様々なアクティビティーに使用
できる革新的な1着です。熱を持ちやすい腹部より上にAlphaを、汗の溜まりや
すい袖下や腹部にはPolartec® Power Dryを使用し、効率的な速乾性と動きやすさ
を実現しています。

Price ¥18,000 [¥19,800]
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We divide our mountaineering 
category into three concepts; 
trollveggen, falketind, and lyngen. 
Developed to master big walls, long 
climbs, and various conditions, each 
garment is created to push the limits 
of protection, durability, and mobility.
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trollveggen
alpine climbing

Descending from Europe's first Gore-Tex jacket in 
1977, the trollveggen Gore-Tex jacket and bib 
revolutionized clothing for alpine climbing. 
Developed for first accents and demanding 
expeditions, it's continually refined and still a 
pinnacle of mountaineering performance. Named 
after the wall where it was first tested.



トロールヴェゲン ゴアテックス プロ ジャケット
耐久性、機能性、および耐候性に対する要求が高い登山家のために作られた
ジャケットです。より効率的な動きを可能にするために人間工学に基づいた
裁断を行い、シームの数を減らすよう設計し、外のパーツを極力減らすこと
により耐久性の向上に成功しました。大きめのハンドポケットはハーネスに
干渉することなく道具を収納でき、内蔵されたコードを引きウエストを絞る
ことにより放熱を防ぎ、道具の入ったポケットの嵩張りを収縮してくれます。
背面の裾を長めにし、ロゴはリフレクター仕様となっています。

Price ¥89,000 [¥97,900]



トロールヴェゲン ゴアテックス プロ ビブ
過酷な条件下での登山用に設計されたビブパンツです。S字を描く様な側面から
の見た目はより効率的な動きを可能にするために人間工学に基づいた立体裁断の
結果です。大胆に施された尻部のレインボージッパーはトイレを容易にするだけ
でなく、左右のダブルのジッパーによりベンチレーションとしても機能します。
足首には強靭な繊維であるVectranを使用しアイゼンからのダメージを減らしま
す。冷気の侵入を防ぐ為にウエストの絞りを調節できるコードを内蔵したフロ
ントビブポケット、伸縮性のある背面パネルを配しています。

Price ¥78,000 [¥85,800]



Price ¥76,000 [¥83,600]



Price ¥66,000 [¥72,600]



トロールヴェゲン ダウン850 ジャケット
高い保温性と耐久性を誇るフード付きダウンジャケットです。最高品質のヨー
ロッパグースダウンを使用し、厳冬期のアルパインクライミングや氷河上での
ビバークにも対応可能な保温力と、30デニールの外生地による耐久性を兼ね
備えています。スリムフィットのデザインで動きを妨げず、ハンドウォーム
ポケット、片手で調整可能なフード、内側には小さいポケットを配しています。
パッカブルポケットに収納可能です。

Price ¥62,000 [¥68,200]



トロールヴェゲン プリマロフト100 ジップ フード
100％コーデュラ生地の軽量で磨耗に強い、革新的なインサレーションジャケッ
トです。中綿のPrimaLoftに世界最軽量の断熱材として知られるエアロゲルを加
えることにより、容量を減らしても従来の保温性を確保します。様々なアクティ
ビティーに求められる、軽量でコンパクト、保温性に優れ、高い耐久性を持つ
ということから、アウターでもインナーとしても活躍します。登山用ヘルメット
にフィットするウィンドフード、内側のポケット、保温力のあるハンドウォーム
ポケットが配されています。

7718
Caviar

Price ¥38,000 [¥41,800]



Price ¥49,000 [¥53,900]



トロールヴェゲン スーパーライト ダウン850 ジャケット
ジッパーポケット付きの最軽量のダウンジャケットです。非常に高い収納性を持ち、

日本製の非常に軽い7デニール100％リサイクルナイロン生地で仕立てられた
このダウンジャケットは高い耐久性と防風性も併せ持ちます。高品質のRDS認定の
850フィルパワー・グースダウンを3.5㎝幅のキルティングで充填することにより
ダウンの偏りを防ぎ、均一な保温性をキープします。伸縮性のある裾は風の侵入を
防ぎ、腰を寒さから守る為に背面は長めのデザインとなっています。ハンドポケット
に収納可能です。

ダウン封入量：M's Lサイズ 70g
スリムフィット
撥水加工：PFC free DWR

バックパックの僅かなスペースに収めることができます。

Price ¥47,000 [¥51,700]



Price ¥36,000 [¥39,600]



トロールヴェゲン ハイロフレックス200 ジャケット
ソフトシェルとフリースを表裏で併せた革新的なハイブリッドジャケットです。
防風性・撥水性・通気性・保温性を併せ持ち、柔らかく高い伸縮性により様々な
アクティビティーにアウターとしてもインサレーションとしても活用できます。
脇下には伸縮性と通気性の高いリサイクルポリエステル×エラスティン素材を
配し、胸部に2つのギア収納用ポケット、腹部にハンドウォーミングポケット、
袖口にはサムホールが施され、襟は風の侵入を防ぐため高いフィット感を得ら
れる作りです。

Price ¥23,000 [¥25,300]



Price ¥29,000 [¥31,900]



トロールヴェゲン サーマル プロ ジャケット
NORRØNA のプロダクツの中で最も保温性の高い、クラシカルなデザインが特
徴のクライミングフリースフリースジャケットです。軽量でかつ高い断熱効果
を持つ独自の POLARTEC® THERMAL PRO® を採用、ハードユーズにも耐えるこ
とができます。高めの襟は首回りの保温力を高めます。ハンドウォーマーポケ
ット、チェストポケット、内蔵のハンドゲイター、肩と肘のキーエリアには補
強パネルを配しています。

Price ¥24,000 [¥26,400]



Price ¥19,000 [¥20,900]



トロールヴェゲン パワーストレッチ プロ ジップ フード
ポリエステル/ウール混紡とPowerstretch Proを適所にマッピングしたユニークな
フードジャケットです。背面や腕下、脇下のポリエステル/ウールは濡れても
暖かく保ち、臭いを防ぎ、その他の箇所はPowerstretch Proを用いて耐久性と
優れた伸縮性を持たせています。手首にはサムホールを配し、フードはクライ
ミングヘルメットの下にフィットする厚みとなっています。

Price ¥29,000 [¥31,900]



トロールヴェゲン ウォームウール2 ストレッチ タイツ
ポリエステル/ウール混合の伸縮性に富んだタイツです。冷えにくく臭わない
ウールの長所と、乾きやすく高い伸縮性を持つポリエステルの長所がミックス
され、様々な環境下で活躍してくれます。サイドのフルレングスジッパーは
ブーツを履いた状態での着脱を簡単にさせ、左右の色が異なるためにジッパー

います。
を迷うことがありません。腿にはフラットに仕上げたれたポケットが配されて

Price ¥20,000 [¥22,000]



Price ¥24,000 [¥26,400]



Price ¥66,000 [¥72,600]



トロールヴェゲン ダウン850 ジャケット
高い保温性と耐久性を誇るフード付きダウンジャケットです。最高品質のヨー
ロッパグースダウンを使用し、厳冬期のアルパインクライミングや氷河上での
ビバークにも対応可能な保温力と、30デニールの外生地による耐久性を兼ね
備えています。スリムフィットのデザインで動きを妨げず、ハンドウォーム
ポケット、片手で調整可能なフード、内側には小さいポケットを配しています。
パッカブルポケットに収納可能です。

Price ¥62,000 [¥68,200]



トロールヴェゲン プリマロフト100 ジップ フード
100％コーデュラ生地の軽量で磨耗に強い、革新的なインサレーションジャケッ
トです。中綿のPrimaLoftに世界最軽量の断熱材として知られるエアロゲルを加
えることにより、容量を減らしても従来の保温性を確保します。様々なアクティ
ビティーに求められる、軽量でコンパクト、保温性に優れ、高い耐久性を持つ
ということから、アウターでもインナーとしても活躍します。登山用ヘルメット
にフィットするウィンドフード、内側のポケット、保温力のあるハンドウォーム
ポケットが配されています。

Price ¥38,000 [¥41,800]



Price ¥49,000 [¥53,900]



トロールヴェゲン スーパーライト ダウン850 ジャケット
ジッパーポケット付きの最軽量のダウンジャケットです。非常に高い収納性を持ち、

日本製の非常に軽い7デニール100％リサイクルナイロン生地で仕立てられた
このダウンジャケットは高い耐久性と防風性も併せ持ちます。高品質のRDS認定の
850フィルパワー・グースダウンを3.5㎝幅のキルティングで充填することにより
ダウンの偏りを防ぎ、均一な保温性をキープします。伸縮性のある裾は風の侵入を
防ぎ、腰を寒さから守る為に背面は長めのデザインとなっています。ハンドポケット
に収納可能です。

ダウン封入量：W's Mサイズ 60g
スリムフィット
撥水加工：PFC free DWR

バックパックの僅かなスペースに収めることができます。

Price ¥47,000 [¥51,700]



Price ¥36,000 [¥39,600]



トロールヴェゲン サーマル プロ ジャケット
NORRØNA のプロダクツの中で最も保温性の高い、クラシカルなデザインが特
徴のクライミングフリースフリースジャケットです。軽量でかつ高い断熱効果
を持つ独自の POLARTEC® THERMAL PRO® を採用、ハードユーズにも耐えるこ
とができます。高めの襟は首回りの保温力を高めます。ハンドウォーマーポケ
ット、チェストポケット、内蔵のハンドゲイター、肩と肘のキーエリアには補
強パネルを配しています。

Price ¥24,000 [¥26,400]



Price ¥19,000 [¥20,900]



トロールヴェゲン パワーストレッチ プロ ジップ フード
ポリエステル/ウール混紡とPowerstretch Proを適所にマッピングしたユニークな
フードジャケットです。背面や腕下、脇下のポリエステル/ウールは濡れても
暖かく保ち、臭いを防ぎ、その他の箇所はPowerstretch Proを用いて耐久性と
優れた伸縮性を持たせています。手首にはサムホールを配し、フードはクライ
ミングヘルメットの下にフィットする厚みとなっています。

Price ¥29,000 [¥31,900]



トロールヴェゲン ウォームウール2 ストレッチ タイツ
ポリエステル/ウール混合の伸縮性に富んだタイツです。冷えにくく臭わない
ウールの長所と、乾きやすく高い伸縮性を持つポリエステルの長所がミックス
され、様々な環境下で活躍してくれます。サイドのフルレングスジッパーは
ブーツを履いた状態での着脱を簡単にさせ、左右の色が異なるためにジッパー

います。
を迷うことがありません。腿にはフラットに仕上げられたポケットが配されて

Price ¥20,000 [¥22,000]
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falketind
mountaineering

The collection pushes the limits of lightweight 
without compromising on mountaineering durability. 
Launched with Gore-Tex' first paclite fabrics in 1998, 
it has developed into our most versatile collection for 
all seasons and any weather. Named after Norway's 
most beautiful peak and the first Norwegian alpine 
ascent in 1820.



フォルケティン ゴアテックス ジャケット
1年中使用できるレインジャケットとして開発されたNORRØNAのベストセラー
シェルジャケットです。優れた軽量性と滑らかな生地感を持つGORE-TEXC-KNIT
を採用し、耐久性の高い30デニールの繊維で構成された生地は冬の使用に充分
に耐えつつ、夏の冒険や地元のトレイル探索に必要な軽さを提供します。
脇下にはダブルジップのベンチレーション、ストラップに干渉することのない
少し高めのミッドマウントポケット、スキー用ヘルメットにも対応する大きめの
フードを配し、あらゆる動きに対応する立体裁断がジャケット全体に施されて
います。首裏のシームテープのみ、皮脂による汚れや摩擦による剥離を防ぐ為
太いテープとなっています。

Price ¥66,000 [¥72,600]



フォルケティン ゴアテックス パンツ
オールシーズン使用可能な軽量マウンテン・シェルパンツです。夏のトレッキン
グから冬山での使用まで、あらゆるマウンテニアリングで使用可能な軽量性と
耐久性を兼ね備えています。Gore-Tex社と共に開発された独自のRGR interlock
backerは裏地を毛羽立たせ、肌との接地面を少なくし、外気の冷たさを内側に
伝えにくくします。Custom fit waist system、ベンチレーションサイドジッパー、
裾に内蔵型のゲイターフックと絞りを調整するドローコード、3つのジッパー
ポケットを配しています。

Price ¥58,000 [¥63,800]



Price ¥45,000 [¥49,500]



Price ¥45,000 [¥49,500]



フォルケティン ダウン750 フード
軽量でコンパクトに収納できるフード付きダウンジャケットです。表地は20
デニールナイロンで撥水加工が施され、肩と袖は45Dリサイクルナイロンで補強
されています。肩、側面、肘下は摩擦と圧縮によるダウンの劣化を考慮して化繊
を使用し、肩部分は内側がダウン、外側が化繊の2層構造で保温性と耐久性を両立
させています。美しい立体裁断の施されたタイトフィットな作りのため、ミッド
レイヤーとしてもアウターとしても使用可能です。絞りの調節可能なフード、
ハンドウォームポケット、チェストポケット、伸縮性のある袖口を配しています。

Price ¥42,000 [¥46,200]



フォルケティン ダウン750 ベスト
軽量でコンパクトに収納できるフード付きダウンベストです。表地は20デニール
ナイロンで撥水加工が施され、肩は45Dリサイクルナイロンで補強されています。
肩、側面は摩擦と圧縮によるダウンの劣化を考慮して化繊を使用し、肩部分は
内側がダウン、外側が化繊の2層構造で保温性と耐久性を両立させています。
美しい立体裁断の施されたタイトフィットな作りのため、ミッドレイヤーとしても
アウターとしても使用可能です。ハンドウォームポケット、チェストポケット、
伸縮性のある袖口を配しています。

Price ¥31,000 [¥34,100]



Price ¥35,000 [¥38,500]



フィルケティン サーモ40 ショーツ
トレッキングからスノーアクティビティーまで幅広く活躍するインサレーションショ
ーツです。
軽量で防風性と保温性に優れ、中綿にはPinnecoを使用し尻部とその他の部位に
適切な厚みが配されています。(メイン＝40g/m2, 膝・尻部＝60g/m2)
インナーとしても、パンツの上からでも使用でき、両サイドにはフルジップが配され
靴・パンツを脱がずに着脱できます。ま左右のジッパーの色が異なる為、ジッパーを
合わせる際に間違って貴重な時間を費やすことがありません。太もものポケットに
収納が可能です。

テクニカルフィット
撥水加工：PFC free DWR

Price ¥22,000 [¥24,200]



Price ¥25,000 [¥27,500]



フォルケティン オクタ ジャケット
リサイクルされたPertexの表地と、芯が中空で放射状に8本の突起を持つ繊維r
（OCTA）を裏地に組み合わせた軽量で優れた通気性を提供するジャケットです。
質量が少ないながら嵩高な裏地は空気をたくさん含むことで高い保温性を実現し
ます。濡れても体温で暖まりやすく、速乾の特徴を併せ持ちあなたのアクティビ
ティを快適にサポートしてくれます。サイドパネルと袖口は柔軟で暖かく、スト
レッチ性に富んだwarm1 stretchを用い激しい動きにもストレスなく対応します。 

Price ¥28,000 [¥30,800]



フォルケティン ウォームウール2 ストレッチ ジップ フード
リサイクルポリエステルとウールの混紡生地を使用し、優れた伸縮性と保温性、
通気性、速乾性を備えるフードジャケットです。シンプルなデザインで日常から
コアなアクティビティまであらゆる用途に適しています。耐久性を高めるため
生地表面にはウレタン加工が施され、高めに配置したポケットはショルダー・
ウェストハーネスの干渉がなく、胸ポケット、片手で調節可能な裾のドローコード
を配しています。襟は風の侵入を防ぐためにしっかりと首にフィットします。

Price ¥29,000 [¥31,900]



フォルケティン アルファ120 ジップ フード
Polartec® Alpha® 120を採用した、様々なアクティビティで重宝する革新的な
フード付きジャケットです。本来、中綿素材として開発されたPolartec®Alpha®
を表地と裏地を省き、超軽量で保温性と通気性を併せ持つフリースとして製品
化しました。肩下から脇下、腕下に伸縮性の高いPolartec® Power Gridを施し、
使い手の動きを妨げません。この蒸れないインサレーションは長い旅への着替
えという荷物を少なくすることに一役買ってくれることでしょう。

Price ¥26,000 [¥28,600]



フォルケティン ウォーム1 ジャケット
NORRØNAのプロダクツの中で最も用途の広い、一年中を通して使用できる軽
量フリースジャケットです。毛玉のできにくいソフトな肌触りのwarm™1生地
は、耐久性のあるPolartec® Thermal Pro®リサイクル素材を使用しています。
各部に使用されているPower Stretch®は動きやすさを実現しています。保温力
を高めるため襟は高めにデザインされており、ポケットはハーネスの干渉にな
らないよう上側に付けられています。Power Stretch®使用の内蔵ハンドゲイタ
ーを配しています。

Price ¥21,000 [¥23,100]



Price ¥12,000 [¥13,200]



Price ¥10,000 [¥11,000]



フォルケティン フレックス1 ヘビー デューティー パンツ
リサイクルナイロンで作られた耐久性に優れたオールラウンダーパンツです。膝、
尻部、前脚部は他の部分よりも厚手のリップストップリサイクルポリエステルで
補強されハードな使用にも耐えられます。腰から裾まで設けられたダブルジッパー
の上部は虫の浸入を防ぐメッシュ付きベンチレーションとして開口し膝下部
からは裾部にかけてのシルエットをテーパードからストレートに広げる作りと
なっています。Custom fit waist system、裾にベルクロと内蔵型のゲイターフック、
3つのジッパーポケットを配しています。

Price ¥29,000 [¥31,900]



フォルケティン フレックス1 パンツ
マウンテニアリングに必要な立体裁断が施されたソフトシェルパンツです。オリ
ジナルのストレッチソフトシェルflex™1は高い伸縮性と通気性、撥水性を併せ
持ち激しい動きにも対応します。サイドに虫の浸入を防ぐメッシュ付きベンチ
レーションダブルジッパー、スネ部のジッパーは開閉することで裾幅を調節可能。
であらゆるブーツにフィットさせることが可能です。Custom fit waist system、 
3つのジッパーポケットを配し、裾には内蔵型のゲイターフックと絞りを調節する
ドローコードが施されています。

Price ¥26,000 [¥28,600]



フォルケティン ゴアテックス ジャケット
1年中使用できるレインジャケットとして開発されたNORRØNAのベストセラー
シェルジャケットです。優れた軽量性と滑らかな生地感を持つGORE-TEXC-KNIT
を採用し、耐久性の高い30デニールの繊維で構成された生地は冬の使用に充分
に耐えつつ、夏の冒険や地元のトレイル探索に必要な軽さを提供します。
脇下にはダブルジップのベンチレーション、ストラップに干渉することのない
少し高めのミッドマウントポケット、スキー用ヘルメットにも対応する大きめの
フードを配し、あらゆる動きに対応する立体裁断がジャケット全体に施されて
います。首裏のシームテープのみ、皮脂による汚れや摩擦による剥離を防ぐ為
太いテープとなっています。

Price ¥66,000 [¥72,600]



フォルケティン ゴアテックス パンツ
オールシーズン使用可能な軽量マウンテン・シェルパンツです。夏のトレッキン
グから冬山での使用まで、あらゆるマウンテニアリングで使用可能な軽量性と
耐久性を兼ね備えています。Gore-Tex社と共に開発された独自のRGR interlock
backerは裏地を毛羽立たせ、肌との接地面を少なくし、外気の冷たさを内側に
伝えにくくします。Custom fit waist system、ベンチレーションサイドジッパー、
裾に内蔵型のゲイターフックと絞りを調整するドローコード、3つのジッパー
ポケットを配しています。

Price ¥58,000 [¥63,800]



Price ¥45,000 [¥49,500]



Price ¥42,000 [¥46,200]



フォルケティン ダウン750 フード
軽量でコンパクトに収納できるフード付きダウンジャケットです。表地は20
デニールナイロンで撥水加工が施され、肩と袖は45Dリサイクルナイロンで補強
されています。肩、側面、肘下は摩擦と圧縮によるダウンの劣化を考慮して化繊
を使用し、肩部分は内側がダウン、外側が化繊の2層構造で保温性と耐久性を両立
させています。美しい立体裁断の施されたタイトフィットな作りのため、ミッド
レイヤーとしてもアウターとしても使用可能です。絞りの調節可能なフード、
ハンドウォームポケット、チェストポケット、伸縮性のある袖口を配しています。

Price ¥42,000 [¥46,200]



フォルケティン ダウン750 ベスト
軽量でコンパクトに収納できるフード付きダウンベストです。表地は20デニール
ナイロンで撥水加工が施され、肩は45Dリサイクルナイロンで補強されています。
肩、側面は摩擦と圧縮によるダウンの劣化を考慮して化繊を使用し、肩部分は
内側がダウン、外側が化繊の2層構造で保温性と耐久性を両立させています。
美しい立体裁断の施されたタイトフィットな作りのため、ミッドレイヤーとしても
アウターとしても使用可能です。ハンドウォームポケット、チェストポケット、
伸縮性のある袖口を配しています。

Price ¥31,000 [¥34,100]



Price ¥35,000 [¥38,500]



フィルケティン サーモ40 ショーツ
トレッキングからスノーアクティビティーまで幅広く活躍するインサレーションショ
ーツです。
軽量で防風性と保温性に優れ、中綿にはPinnecoを使用し尻部とその他の部位に
適切な厚みが配されています。(メイン＝40g/m2, 膝・尻部＝60g/m2)
インナーとしても、パンツの上からでも使用でき、両サイドにはフルジップが配され
靴・パンツを脱がずに着脱できます。ま左右のジッパーの色が異なる為、ジッパーを
合わせる際に間違って貴重な時間を費やすことがありません。太もものポケットに
収納が可能です。

テクニカルフィット
撥水加工：PFC free DWR

Price ¥22,000 [¥24,200]



Price ¥25,000 [¥27,500]



フォルケティン オクタ ジャケット
リサイクルされたPertexの表地と、芯が中空芯で射状に8本の突起を持つ繊維
（OCTA）を裏地に組み合わせた軽量で優れた通気性を提供するジャケットです。
質量が少ないながら嵩高な裏地は空気をたくさん含むことで高い保温性を実現し
ます。濡れても体温で暖まりやすく、速乾の特徴を併せ持ちあなたのアクティビ
ティを快適にサポートしてくれます。サイドパネルと袖口は柔軟で暖かく、スト
レッチ性に富んだwarm1 stretchを用い激しい動きにもストレスなく対応します。

Price ¥28,000 [¥30,800]



フォルケティン ウォームウール2 ストレッチ ジップ フード
リサイクルポリエステルとウールの混紡生地を使用し、優れた伸縮性と保温性、
通気性、速乾性を備えるフードジャケットです。シンプルなデザインで日常から
コアなアクティビティまであらゆる用途に適しています。耐久性を高めるため
生地表面にはウレタン加工が施され、高めに配置したポケットはショルダー・
ウェストハーネスの干渉がなく、胸ポケット、片手で調節可能な裾のドローコード
を配しています。襟は風の侵入を防ぐためにしっかりと首にフィットします。

Price ¥29,000 [¥31,900]



フォルケティン アルファ120 ジップ フード
Polartec® Alpha® 120を採用した、様々なアクティビティで重宝する革新的な
フード付きジャケットです。本来、中綿素材として開発されたPolartec®Alpha®
を表地と裏地を省き、超軽量で保温性と通気性を併せ持つフリースとして製品
化しました。肩下から脇下、腕下に伸縮性の高いPolartec® Power Gridを施し、
使い手の動きを妨げません。この蒸れないインサレーションは長い旅への着替
えという荷物を少なくすることに一役買ってくれることでしょう。

Price ¥26,000 [¥28,600]



フォルケティン ウォーム1 ジャケット
NORRØNAのプロダクツの中で最も用途の広い、一年中を通して使用できる軽
量フリースジャケットです。毛玉のできにくいソフトな肌触りのwarm™生地
は、耐久性のあるPolartec® Thermal Pro®リサイクル素材を使用しています。
各部に使用されているPower Stretch®は動きやすさを実現しています。保温力
を高めるため襟は高めにデザインされており、ポケットはハーネスの干渉にな
らないよう上側に付けられています。Power Stretch®使用の内蔵ハンドゲイタ
ーを配しています。

Price ¥21,000 [¥23,100]



Price ¥12,000 [¥13,200]



Price ¥10,000 [¥11,000]



フォルケティン フレックス1 ヘビー デューティー パンツ
リサイクルナイロンで作られた耐久性に優れたオールラウンダーパンツです。膝、
尻部、前脚部は他の部分よりも厚手のリップストップリサイクルポリエステルで
補強されハードな使用にも耐えられます。腰から裾まで設けられたダブルジッパー
の上部は虫の浸入を防ぐメッシュ付きベンチレーションとして開口し、膝下部
からは裾部にかけてのシルエットをテーパードからストレートに広げる作りと
なっています。Custom fit waist system、裾にベルクロと内蔵型のゲイターフック、
3つのジッパーポケットを配しています。

Price ¥29,000 [¥31,900]



フォルケティン フレックス1 パンツ
マウンテニアリングに必要な立体裁断が施されたソフトシェルパンツです。オリ
ジナルのストレッチソフトシェルflex™1は高い伸縮性と通気性、撥水性を併せ
持ち激しい動きにも対応します。サイドに虫の浸入を防ぐメッシュ付きベンチ
レーションダブルジッパー、スネ部のジッパーは開閉することで裾幅を調節可能。
であらゆるブーツにフィットさせることが可能です。Custom fit waist system、
3つのジッパーポケットを配し、裾には内蔵型の圭ターフっくと絞りを調節する
ドローコードが施されています。

Price ¥26,000 [¥28,600]



Price ¥28,000 [¥30,800]



フォルケティン フレックス1 スリム パンツ
多くの女性の間で最も人気のあるランニングタイツやレギンスのシルエットを用い、
アウトドアアクティビティーに必要な耐久性と撥水性を持たせたソフトシェル
スリムパンツです。オリジナルの生地flex™1は高い伸縮性と通気性を持ち激しい
動きにも対応します。Custom fit waist system、前部に2つのジッパー付きポケット、
後部に2つのオープンポケット、裾にはハイカットブーツに対応するスリットが
施されています。

Price ¥24,000 [¥26,400]
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Our hiking collections each assist 
your quest to boldly encounter 
nature; svalbard supports general 
hiking and trekking demands, and 
bitihorn backs up fast trekking 
protection in addition to falketind for 
all weather and conditions.
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svalbard
hiking and trekking

Svalbard blends timeless design with technical 
quality and is characterized by its durability and 
natural materials. Its traditional styles honor outdoor 
adventurers of the past and future. Named after the 
beautiful Arctic islands at the edge of the North Pole.



スヴァルバール コットン ジャケット
約40年ほど前の伝統的なデザインを用い、環境へのダメージを考慮したファブ 
リックで製作されたコットンジャケットです。古く、武骨な見た目のこのジャ 
 ケットは高い耐久性を持ち、自然の中での強い風や日差し、焚火の火の粉から 
身を守ります。また、フリースやセーターといったインサレーションと裏地との
擦れからのダメージを減らすため、縫い目はシームされフラットな裏地となって
います。メインジッパーは換気用にダブルファスナー。袖はベルクロ、裾は ドロ

Price ¥33,000 [¥36,300]

ーコードで調節可能です。　レギュラーフィット



スヴァルバール コットン アノラック
オーガニックコットンで作られたベストセラーモデルのアノラックです。歴史を
体現するクラシカルでレトロなヘリテイジ・デザインは代々改良され最新素材と
組み合わされています。防風性・耐久性のあるソフトなオーガニックコットンと
リサイクルポリエステルの混紡素材を使用しています。前部に大きなカンガルー
ポケット、ハンドウォーマーポケット、換気と着脱をスムーズにする長めのサイド
ジッパーが配されています。　レギュラーフィット

Price ¥28,000 [¥30,800]



スヴァルバール フランネル シャツ
オーガニックコットンとウール混紡の耐久性の高いネルシャツです。耐久性が
求められる肩・肘部にはオーガニックコットンにリサイクルポリエステルを混紡
した素材を使用し、バックパックの摩擦や肘部の過度な伸縮に対応します。胸に
2つのボタンポケットと1つのファスナーポケットが配されています。

Price ¥22,000 [¥24,200]



スヴァルバール フレックス1 パンツ
多用途に使用できるベストセラーモデルのソフトシェルパンツです。flex1™の
ソフトシェル生地は高い通気性、防風性、耐久性を備え、ストレッチ性にも優れる
ため、動きやすく快適なフィット感を保ちます。テーパードデザインを採用し、

Custom-fit waist system™が備えられています。裾のジッパーを開閉することに
より裾幅を調節でき、あらゆるブーツの使用に対応します。

腿下側に虫の侵入を防ぐメッシュが内側に施されたベンチレーションジッパー、

Price ¥27,000 [¥29,700]



スヴァルバール コットン ジャケット
約40年ほど前の伝統的なデザインを用い、環境へのダメージを考慮したファブ
リックで製作されたコットンジャケットです。古く、武骨な見た目のこのジャ
ケットは高い耐久性を持ち、自然の中での強い風や日差し、焚火の火の粉から
身を守ります。また、フリースやセーターといったインサレーションと裏地との
擦れからのダメージを減らすため、縫い目はシームされフラットな裏地となって
います。メインジッパーは換気用にダブルファスナー。袖はベルクロ、裾は
ドローコードで調節可能です。　レギュラーフィット

Price ¥33,000 [¥36,300]



スヴァルバール コットン アノラック
オーガニックコットンで作られたベストセラーモデルのアノラックです。歴史を
体現するクラシカルでレトロなヘリテイジ・デザインは代々改良され最新素材と
組み合わされています。防風性・耐久性のあるソフトなオーガニックコットンと
リサイクルポリエステルの混紡素材を使用しています。前部に大きなカンガルー
ポケット、ハンドウォーマーポケット、換気と着脱をスムーズにする長めのサイド
ジッパーが配されています。　レギュラーフィット

Price ¥28,000 [¥30,800]



スヴァルバール フレックス1 パンツ
多用途に使用できるベストセラーモデルのソフトシェルパンツです。flex1™の
ソフトシェル生地は高い通気性、防風性、耐久性を備え、ストレッチ性にも優れる
ため、動きやすく快適なフィット感を保ちます。テーパードデザインを採用し、

Custom-fit waist system™が備えられています。裾のジッパーを開閉することに
より裾幅を調節でき、あらゆるブーツの使用に対応します。

腿外側に虫の侵入を防ぐメッシュが内側に施されたベンチレーションジッパー、

Price ¥27,000 [¥29,700]





ノローナ ゴアテックス ダウン750 パーカ
NORRØNAの全ラインナップの中で最も温かく、－30℃未満の環境で使用可能な
防水ダウンパーカです。メインの表生地は70デニールで、肩・腰・肘の補強部
には200デニールのリサイクルナイロンが施されています。高品質の750FPダック
ダウンがトータルで約450ｇ（Lサイズ）封入され、ロフトに圧がかかりやすい肩と
腰部はさらに化繊が加えられた2層構造となっています。腰より下の両サイドには
止水のダブルジッパーを配し、ベンチレーション機能と、スリットを入れて動き
やすさを確保できるようデザインされています。風の侵入を防ぐウィンドスカート、
ハンドウォーミングポケット、胸と背中にはリフレクターテープを備えています。

Price ¥160,000 [¥176,000]



ノローナ ウォーム2 ハーフジップ
クラシカルなデザインのハーフジップジャケットです。生地には速乾性・断熱性・
通気性に優れたPolartec 200 fleeceを使用し、アウトドアから日常の普段使いにも
最適です。大きなカンガルーハンドウォーミングポケット、チェストポケット、
冷気の侵入を防ぐ高めの襟を備え、袖口は伸縮性があり、サムホールが施されて
います。

Price ¥18,000 [¥19,800]



ノローナ クルー ネック
旅行や休息日、普段使いに適したシンプルな見た目のクルーネックフリースです。
生地は毛足の短い高品質の100％リサイクルポリエステルで作られ、脇下には
ベンチレーション機能を持つ2つの小さな穴が配され、袖口と裾はリブ編みです。
胸元にNORRØNAのロゴが刺繍、肘部には立体裁断が施されています。クラッシック
なデザインのこのミッドレイヤーは、アクティビティーに関係なくどんな服装にも
合わせられます。

Price ¥14,000 [¥15,400]



ノローナ ダウン750 フード
NORRONAのラインナップの中で最も暖かいダウンジャケットです。
メイン生地に30デニール リサイクルポリエステル ミニリップストップ を使用し、
肩・袖・フードはより耐久性の高い45デニール リサイクル ナイロン を使用し補強
しています。
高品質のRDS認定された750フィルパワー フェザーダックダウンを使用し素晴らしい
暖かさを提供します。肩・肘・腰といった稼働によりダウンに圧がかかる箇所には
Primaloft Silver BIO を加えています。

コールドスポットを最小限に抑えるボックス構造
ヘルメット対応フード
3つのジッパー付きポケット
2つのジッパー付き内ポケット。（1つはメッシュでジャケットを収納できます。）
絞りの調節が可能なドローコード内蔵の裾
袖口は風の侵入を防ぐストレッチ構造
レギュラーフィット
ダウン封入量：M's Lサイズ 400g

Price ¥59,000 [¥64,900]



Price ¥36,000 [¥39,600]



ノローナ ウォーム3 ジャケット
リサイクルポリエステルで作られたハイロフトのフリースジャケットです。襟と
チェストポケットの表地には防風性を備えた45デニールのリサイクルナイロンが
施されています。風の侵入を防ぐため裾と袖は伸縮性があり、袖口にサムホール
を配しています。アウトドアから日常まで幅広く着用できます。

Price ¥21,000 [¥23,100]



ノローナ ウォーム2 フード
いつでも暖かさと快適さを提供する、毛足の短い高品質の100％リサイクポリエス
テルで作られたフリースフードです。胸元にNORRØNAのヴァイキングヘッドロゴが
刺繍され、腹部のカンガルーポケットにはジッパーが配されています。

Price ¥18,000 [¥19,800]



ノローナ ウォーム2 ジャケット
クラシカルなデザインのフルジップジャケットです。生地には速乾性・断熱性・
通気性に優れたPolartec 200 fleeceを使用し、アウトドアから日常の普段使い
まで幅広く対応します。ハンドウォーミングポケット、チェストポケット、風の
侵入を防ぐ高めの襟を備え、袖口は伸縮性があり、サムホールが施されています。

Price ¥20,000 [¥22,000]



ノローナ トレッキング パンツ
オーガニックコットンとリサイクルポリエステルの混紡生地を使用した中厚地の
トレッキングパンツです。マチの付いたサイドポケットに加えて、2つのハンドポケット
とバックポケット、ウェストにはベルトループが配され、膝周りは可動性を考慮した
立体裁断が施されています。裾にはドローコードゲイターフックは付いていない為、
丈詰めが可能です。DWR撥水加工が施されています。

Price ¥22,000 [¥24,200]



ノローナ トレーニング パンツ
寒い時期でのハイキング、ランニング、バイクライド、クロスカントリースキー、チル
アウトまで、幅広い用途に対応するパンツです。
メインは50デニールのリサイクルナイロン生地を用い、4方向への高い伸縮性を
持ち、軽くて丈夫ながら通気性に優れています。また、フロント腰部から膝下にかけて
追加されたセカンド生地は、防水メンブレンを備え、防風性と高い撥水性を持ち、
前から当たる冷たい空気から下半身を守ります。
フロントセンターと股の縫い目は保護性を増す為シームテープが貼られています。
ウェスト部には絞りを調節するコードが内蔵されています。
3つのジッパー付きポケット
太ももの横にリフレクタープリント
裾は内部にガゼット付きのジッパーで開閉でき、
ハイカットの登山ブーツから2バックルのスキーブーツにも対応します。
スリム-テクニカルフィット　
撥水加工：PFC free DWR

Price ¥24,000 [¥26,400]



Price ¥36,000 [¥39,600]



ノローナ ウォーム3 ジャケット
リサイクルポリエステルで作られたハイロフトのフリースジャケットです。襟と
チェストポケットの表地には防風性を備えた45デニールのリサイクルナイロンが
施されています。風の侵入を防ぐため裾と袖は伸縮性があり、袖口にサムホール
を配しています。アウトドアから日常まで幅広く着用できます。

Price ¥21,000 [¥23,100]



ノローナ ウォーム2 フード
いつでも暖かさと快適さを提供する、毛足の短い高品質の100％リサイクポリエス
テルで作られたフリースフードです。胸元にNORRØNAのヴァイキングヘッドロゴが
刺繍され、腹部のカンガルーポケットにはジッパーが配されています。

Price ¥18,000 [¥19,800]



ノローナ ウォーム2 ジャケット
クラシカルなデザインのフルジップジャケットです。生地には速乾性・断熱性・
通気性に優れたPolartec 200 fleeceを使用し、アウトドアから日常の普段使い
まで幅広く対応します。ハンドウォーミングポケット、チェストポケット、風の
侵入を防ぐ高めの襟を備え、袖口は伸縮性があり、サムホールが施されています。

Price ¥20,000 [¥22,000]



ノローナ ウィンター タイツ
NORRONAのラインナップの中で最も暖かい女性の為のタイツです。
リサイクルポリエステル、ウール、エラスティンで作られ、寒い時期の様々なアクティビ
ティでの激しい動きに対応する高い伸縮性を持ち、長時間使用した際の臭いを防ぎます。

内部にコード調整付きハイウエスト仕様
ウエストに2つのポケット
バックのジッパーポケットは内側に防水メンブレンが施され、
汗がポケット内を濡らすことを防ぎます
太ももに嵩張りを抑えたストレッチポケット2つ
シュリンクした裾には着脱を簡単にするためのジッパーが付いています
ふくらはぎの後ろにリフレクタープリント
スリムフィット

Price ¥21,000 [¥23,100]



ノローナ ウィンド タイツ
寒い時期でのハイキング、ランニング、バイクライド、クロスカントリースキー、チル
アウトまで、幅広い用途に対応するパンツです。
メインは50デニールのリサイクルナイロン生地を用い、4方向への高い伸縮性を
持ち、軽くて丈夫ながら通気性に優れています。また、フロント腰部から膝下にかけて
追加されたセカンド生地は、防水メンブレンを備え、防風性と高い撥水性を持ち、
前から当たる冷たい空気から下半身を守ります。
フロントセンターの縫い目は保護性を増す為シームテープが貼られています
内部にコード調整付きハイウエスト仕様
ウエストに2つのポケット
バックのジッパーポケットは内側に防水メンブレンが施され、
汗がポケット内を濡らすことを防ぎます
太ももに嵩張りを抑えたストレッチポケット
シュリンクした裾には着脱を簡単にするためのジッパーが付いています
ふくらはぎの後ろに反射プリント
スリムフィット
撥水加工：PFC free DWR

Price ¥21,000 [¥23,100]



ランニングやハイキング、日々のトレーニングやヨガなど、様々なアクティビティー

いて、アンダーウェアーが透けない仕様（スクワットプルーフ）となっています。
で快適に使用できるタイツです。高い速乾性、伸縮性、通気性、吸湿性に優れて

人間工学に基づいた立体裁断により激しい動きにも対応し、ウェストをすっ
きりと見せるハイカットのデザインで、腰の裏には汗がしみ込んでこないよう

メンブレンが内蔵された、スマートフォンや小物用のポケットが配されています。

ノローナ  タイツ

Price ¥16,000 [¥17,600]
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Price ¥6,200 [¥6,820]
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Price ¥6,200 [¥6,820]
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Price ¥6,200 [¥6,820]
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Price ¥6,200 [¥6,820]
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Price ¥6,200 [¥6,820]



トゥエンティーナイン コットン ノローナ ヴァイキング Tシャツ
100％オーガニックコットンで作られた上質なクラシックTシャツです。洗濯の際の
収縮を可能な限り防ぐ為に、事前洗浄処理がされています

。

172

Price ¥6,200 [¥6,820]
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トゥエンティーナイン コットン スクエア ヴァイキング Tシャツ
100％オーガニックコットンで作られた上質なクラシックTシャツです。洗濯の際の
収縮を可能な限り防ぐ為に、事前洗浄処理がされています。

Price ¥6,200 [¥6,820]



174

トゥエンティーナイン コットン ヴァイキング Tシャツ
100％オーガニックコットンで作られた上質なクラシックTシャツです。洗濯の際の
収縮を可能な限り防ぐ為に、事前洗浄処理がされています。

Price ¥6,200 [¥6,820]
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Price ¥6,200 [¥6,820]
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Price ¥6,200 [¥6,820]
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Price ¥6,200 [¥6,820]
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Price ¥6,200 [¥6,820]
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トゥエンティーナイン コットン ノローナ ヴァイキング Tシャツ
100％オーガニックコットンで作られた上質なクラシックTシャツです。洗濯の際の
収縮を可能な限り防ぐ為に、事前洗浄処理がされています。

Price ¥6,200 [¥6,820]



トゥエンティーナイン コットン ヴァイキング Tシャツ
100％オーガニックコットンで作られた上質なクラシックTシャツです。洗濯の際の
収縮を可能な限り防ぐ為に、事前洗浄処理がされています。

180

Price ¥6,200 [¥6,820]
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Price ¥15,000 [¥16,500]
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Price ¥13,000 [¥14,300]
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Price ¥11,000 [¥12,100]
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Price ¥12,000 [¥13,200]
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Price ¥8,000 [¥8,800]
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Price ¥15,000 [¥16,500]
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Price ¥13,000 [¥14,300]
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Price ¥11,000 [¥12,100]
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Price ¥12,000 [¥13,200]
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Price ¥8,000 [¥8,800]
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ノローナ 120L トローリー バッグ
耐久性に優れながら軽量性と収納性を追求したトラベルバックです。メインファブ
リックには100％廃棄物からリサイクルされた450デニールナイロン生地を用い、
ボトムとなる部分は更に頑丈な900デニールナイロンを使用しています。どちらの
生地にもPUコーティングが施され耐水圧は2000mmを持っています。
バッグには85mmの車輪が付いており、荷物を快適に輸送・保管することができ
ます。通常の短縮するTバーの代わりに、斜めに2つの取っ手を上部に配置するこ
とで、快適な移動を確保し、バッグが足の踵に当たるのを防ぎます。また、背面に金
属製の骨組み用いていない為ロールアップしてコンパクトに収納することが可能

調節可能なパッド付きのショルダーストラップを使用すればバックパックとしても
使用できます。ショルダーストラップは使用しないときにはフロントのスリットに簡
単に収納することができます。フロントのU字ジッパーはフルレングスに近い開口
が可能ですべての持ち物に簡単にアクセスできます。
バッグには1つの大きなメインコンパートメントがあり、両サイドにはメッシュポケッ
トが付いています。フロントポケットにはキーフック付きの小さなメッシュコンパー
トメントがあり、上部には名刺やIDカードなどが入る小さなポケットが付いています。
背面と側面には中身を衝撃から守るソフトパッドが入っており、
ジッパーのスライダーには小さな錠を付けてセキュリティを強化することができます。
トップ、フロント、サイドには、持ち上げて移動するのに便利な複数の取っ手が付いて
います。T字型のジッパープラーは手袋やミトンを着用している場合に最適な、より

撥水加工：PFC free DWR

です。

良いグリップを提供します。

Price ¥36,000 [¥39,600]
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ノローナ 90L ダッフル バッグ
耐久性に優れながら軽量性と収納性を追求したダッフルバックです。
メインファブリックには100％廃棄物からリサイクルされた450デニールナイロン
生地を用い、ボトムとなる部分は更に頑丈な900デニールナイロンを使用しています。
どちらの生地にもPUコーティングが施され耐水圧は2000mmを持っています。
調整可能なパッド付きのショルダーストラップとチェストストラップでバックパックと
して荷物を簡単に持ち運べ、2つのフロントハンドルに加え、トップハンドルも付いて
います。また、チェストストラップを使って2本のショルダーストラップを束ねることで、
スマートなシングルストラップにすることもできます。T字型のジッパープラーは、
手袋やミトンを着用している場合に最適な、より良いグリップを提供します。

撥水加工：PFC free DWR

Price ¥24,000 [¥26,400]
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ノローナ 70L ダッフル バッグ
耐久性に優れながら軽量性と収納性を追求したダッフルバックです。
メインファブリックには100％廃棄物からリサイクルされた450デニールナイロン
生地を用い、ボトムとなる部分は更に頑丈な900デニールナイロンを使用しています。
どちらの生地にもPUコーティングが施され耐水圧は2000mmを持っています。
調整可能なパッド付きのショルダーストラップとチェストストラップでバックパックと
して荷物を簡単に持ち運べ、2つのフロントハンドルに加え、トップハンドルも付いて
います。また、チェストストラップを使って2本のショルダーストラップを束ねることで、
スマートなシングルストラップにすることもできます。T字型のジッパープラーは、
手袋やミトンを着用している場合に最適な、より良いグリップを提供します。

撥水加工：PFC free DWR

Price ¥26,000 [¥28,600]
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ノローナ 50L ダッフル バッグ
耐久性に優れながら軽量性と収納性を追求したダッフルバックです。
メインファブリックには100％廃棄物からリサイクルされた450デニールナイロン
生地を用い、ボトムとなる部分は更に頑丈な900デニールナイロンを使用しています。
どちらの生地にもPUコーティングが施され耐水圧は2000mmを持っています。
調整可能なパッド付きのショルダーストラップとチェストストラップでバックパックと
して荷物を簡単に持ち運べ、2つのフロントハンドルに加え、トップハンドルも付いて
います。また、チェストストラップを使って2本のショルダーストラップを束ねることで、
スマートなシングルストラップにすることもできます。T字型のジッパープラーは、
手袋やミトンを着用している場合に最適な、より良いグリップを提供します。

撥水加工：PFC free DWR

Price ¥22,000 [¥24,200]
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Price ¥7,000 [¥7,700]
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Price ¥11,000 [¥12,100]



199

トロールヴェゲン 50L ドライ パック
NORRØNAのコレクションの中で最も耐久性のあるマウンテニアリング用バッ
クパックです。3つのポケットが配された上蓋は取り外しが可能です。メイン
スペースには上部の開口部と側面の止水ジッパーからも簡単にアクセスできま
す。前面に2つのアイスアックスアタッチメントが付いていて、内部にはハイ
ドレーションパックが収まります。人間工学に基づいたショルダーストラップ
と、ヒップベルトが持ち運び時の快適さを提供します。

Price ¥41,000 [¥45,100]



200

トロールヴェゲン 40L ドライ パック
縫い目にシーム処理を施した耐水性の高いマウンテニアリング用バックパック
です。ロールトップ型のメイン開口部は、荷物の圧縮と水滴の浸入を防いでく
れます。センタートップのコンプレッション用のストラップは開口部を固定し、
パック外側にロープを運ぶ際にも使用できます。前面に2つのアイスアックス
アタッチメントと、サイトに4つの圧縮ストラップが配されています。

Price ¥26,000 [¥28,600]
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ロフォテン 30L パック
耐久性が高いマウンテニアリング・スキー/スノーボードバックパックです。板を取り付けた
ままメインの荷室へアクセスできる背面エントリー仕様。バック上部にはゴーグルが
2つ入る十分なスペース、前面にはアバランチギアを整頓して収められる仕切りを備
え、底部にはサイドジップからアクセスできるクランポン、ロープなどを収納できる
しっかりとしたスペースがあります。下部にはヘルメットネットが収納されていて、
2つのアイスアックスアタッチメント、ポケット・ギアループ付きヒップベルトが配
されています。

Price ¥35,000 [¥38,500]
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Price ¥35,000 [¥38,500]
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リンゲン 45L パック
lyngen 45L Packは、山で一日中活動するため道具を収納する十分なスペース
があるマウンテニアリング・スキーバックです。メインスペースにはスキー
を固定したままでも背面の大きな開口部から簡単にアクセスできます。バッグ
前面のスペースにはプローブとシャベル用の仕切りがあり、アイスアックスと
ヘルメットは前面外側に取り付けることができます。スキーを側面に取り付け
ることも、前面に隠れているループを用いて斜めに取り付けることもできます。
人間工学に基づいたショルダーストラップと、ヒップベルトが持ち運び時の快
適さを提供します。

Price ¥36,000 [¥39,600]
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Price ¥42,000 [¥46,200]
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フォルケティン 35L パック
あらゆるマウンテニアリングに使用可能な軽量のバックパックです。側面の止水
ジッパーからメインの荷室へ容易にアクセスできます。ダブルアイスアックス用
のアタッチメント、コンプレッションストラップ、ヒップベルトにはギアループ
を配し背面のモールドに施された凹凸は蒸れを防ぎます。ハイドレーションシス
テムを配備しています。

Price ¥24,000 [¥26,400]
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Price ¥16,000 [¥17,600]
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Price ¥15,000 [¥16,500]
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Price ¥9,500 [¥10,450]
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Price ¥27,000 [¥29,700]
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Price ¥7,500 [¥8,250]
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Price ¥8,500 [¥9,350]
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D3O リムーバブル バック プロテクター
D3O®ソフトアーマーは､安全性を高めるためのバックパックアクセサリーで
す。独自の特許を使った軽量で柔軟性のあるプロテクターは、バイクに乗って
いる身体の動きに適応し、高い保護性能により衝撃を和らげます。安全意識の
高いアドレナリンハンターに必須のアイテムです。D3O®コアは、衝撃が加わっ
ていない時は柔らかく反発性がありますが衝撃が加わると硬くなると共に、エ
ネルギーを減少させ衝撃を分散させる効果があります。    
fjøra Pack 18L及びskinotn 15L Packと互換性があります。

Price ¥9,000 [¥9,900]
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ロフォテン ミッド ウェイト メリノ ソックス ロング
ビックマウンテンスキーのためのミッドウェイト・メリノウール・ロングソッ
クスです。寒い日には温かく、暖かな日には涼しく快適な素材です。しなやか
さ、速乾性、耐久性を兼ね備えています。トレーサブル、ミュールジングフリー
の羊毛を使用しています。

Price ¥4,900 [¥5,390]
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リンゲン ライト ウェイト メリノ ソックス ロング
スキー用のライトウェイト・メリノウール・ロングソックスです。寒い日には
温かく、暖かな日には涼しく快適な素材です。しなやかさ、速乾性、耐久性を
兼ね備えています。トレーサブル、ミュールジングフリーの羊毛を使用して
います。

Price ¥4,100 [¥4,510]
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トロールヴェゲン ヘビー ウェイト メリノ ソックス
高所登山に適した保温性の高いヘビーウエイト・メリノウール・ソックスです。
寒い日には温かく、温かな日には涼しく快適な素材です。しなやかさ、速乾性、
耐久性を兼ね備えています。イタリア、サフィル産のトレーサブル、ミュール
ジングフリーの羊毛を使用しています。

Price ¥4,700 [¥5,170]
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フォルケティン ミッド ウェイト メリノ ソックス
ハイキングやキャンプに適したミッドウェイト・メリノウールソックスです。
しなやかさを持つ素材は保温性に優れつつも、ムレにくく、快適なはき心地です。
トレーサブル、ミュールジングフリーの羊毛を使用しています。

Price ¥4,400 [¥4,840]
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フォルケティン ライト ウェイト メリノ ソックス
ハイキングやキャンプに適したライトウェイト・メリノウールソックスです。
しなやかさを持つ素材は保温性に優れつつも、ムレにくく、快適な履
き心地です。トレーサブル、ミュールジングフリーの羊毛を使用して
います。

Price ¥3,800 [¥4,180]



219

フィオーロ ライト ウェイト メリノ ソックス
バイクアクティビティーのために作られたライトウェイト・メリノソック
スです。しなやかさを持つ素材は保温性に優れつつも、ムレにくく、快適
な履き心地です。トレーサブル、ミュールジンフリーの羊毛を使用しています。

Price ¥3,600 [¥3,360]
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クヴィンヘラド ヘビー ウェイトメリノ ソックス
ハンティングアクティビティーのために作られたヘビーウェイト・メリノウール・ソ
ックスです。しなやかさを持つ素材は保温性に優れつつも、ムレにくく、快適な履
き心地です。トレーサブル、ミュールジングフリーの羊毛を使用しています。

Price ¥4,400 [¥4,840]
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サスペンダー 25mm
伸縮性のある幅2.5cmの軽量なサスペンダーです。背面に1つ、前面に2つのアタ
ッチメントを配しています。5mmのメタルピンでパンツに簡単に装着できます。

Price ¥4,800 [¥5,280]
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スキー/スノーボード ジップ-イン ベスト
NORRØNAのジッパーレールが付いたメッシュベストです。スノーカテゴリーの
メンズパンツに取り付けることができ、パンツの負荷をより広い領域に分散さ
せて快適性を提供します。3つのポケットが付いています。

Price ¥12,000 [¥13,200]
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スキー/スノーボード ビブ
NORRØNAのジッパーレールが付いたビブです。スノーカテゴリーのメンズパン
ツに取り付けることができ、パンツを定位置に保ち、雪や風の侵入を防ぎます。
2つのポケットが付いています。

Price ¥8,500 [¥9,350]
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スキー/スノーボード ビブ
NORRØNAのジッパーレールが付いたビブです。スノーカテゴリーのウィメンズ
パンツに取り付けることができ、パンツを定位置に保ち、雪や風の侵入を防ぎ
ます。2つのポケットが付いています。

Price ¥8,500 [¥9,350]
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スキー/スノーボード ジップ-シール
スノーカテゴリーのメンズパンツに取り付けることができるNORRØNAのジッパ
ーレールです。パンツとジャケットを接続して雪・風の侵入を防ぎます。

Price ¥7,500 [¥8,250]
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スキー/スノーボード ジップ-シール
スノーカテゴリーのウィメンズパンツに取り付けることができるNORRØNAのジ
ッパーレールです。パンツとジャケットを接続して雪・風の侵入を防ぎます。

Price ¥7,500 [¥8,250]
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マウンテニアリング ビブ
NORRØNAのジッパーレールの付いた、マウンテンカテゴリーのメンズパンツに
フィットするビブです。フルオープンするフロントジッパーと、サイドに小さな
ポケットが付いています。

Price ¥8,500 [¥9,350]
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マウンテニアリング ビブ
NORRØNAのジッパーレールの付いた、マウンテンカテゴリーのウィメンズパン
ツにフィットするビブです。フルオープンするフロントジッパーと、サイドに
小さなポケットが付いています。

Price ¥8,500 [¥9,350]
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トロールヴェゲン ゴアテックス ゲイター
丈夫で透湿性の高いゴアテックスプロのメンブレンと、200デニールのリサイ
クルナイロンで作られた膝下丈のゲイターです。筋肉に合わせた立体裁断を施
し、雪や水滴、風の侵入を防ぎます。フルジップ仕様のため着脱が簡単に行え、
裾には滑り止めのシリコンバンドが配されています。

Price ¥20,000 [¥22,000]
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トロールヴェゲン ゴアテックス グローブ
ゴアテックスグリップテクノロジーにより、透湿防水性と優れたグリップの感た
触を得られるグローブです。グリップ部分には柔らかく、耐摩耗性に優れたヤ
ギ革を使用し、ポリエステル製の断熱材を内蔵し、ウールの裏地が施されていま
す。甲から手首周りにかけてPRIMALOFT®100GOLDを強靭な30デニールのコーデ
ュラで包み、厳しい寒さに耐えられる仕様になっています。

Price ¥23,000 [¥25,300]
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トロールヴェゲン ゴアテックス プロ ミトン
グリップ部分に柔らかく、耐摩耗性に優れたヤギ革を使用した、70デニールのゴ
アテックスプロミトンです。/29ウールパイルミトンにフィットするように設計
されており、これらの2つの製品を組み合わせることで、最も過酷な条件に対し
ても暖かさを提供することができます。カフのストラップは片手でフィット感
を調節でき、冷たい風や雪の浸入を防ぐことができます。

Price ¥20,000 [¥22,000]
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トゥエンティーナイン ウール パイル ライナー ミトン
/29ウールパイルミトンは、trollveggen Gore-Tex Proミトンの内側にフィット
するように設計されています。生地は、耐久性と速乾性、保温性を併せ持つ 
ウールとポリエステルの組み合わせです。甲側がダブルで保温性を、掌側がシ
ングルレイヤーとなってグリップの際の感触を高めています。

Price ¥7,000 [¥7,700]
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ロフォテン ゴアテックス サーモ200 ロング グローブ
高い耐久性を持つヤギ革、伸縮性のあるソフトシェル、通気性と防水性に優れ
るGORE-TEX®フィルム、保温性を提供する化繊綿を組み合わせ、厳しい環境で
滑る為の機能を詰め込んだハイカットのグローブです。手首と裾は絞りが調整
でき、グローブループ、親指にノーズスワイプが配されています。

Price ¥27,000 [¥29,700]
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ロフォテン ゴアテックス サーモ100 ショート グローブ
高い耐久性を持つヤギ革、伸縮性のあるソフトシェル、通気性と防水性に優れ
るGORE-TEX®フィルム、保温性を提供する化繊綿を組み合わせ、厳しい環境で
滑る為の機能を詰め込んだショートグローブです。手首と裾は絞りが調整でき、
グローブループ、親指のノーズスワイプが配されています。

Price ¥25,000 [¥27,500]
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ロフォテン ドライワン プリマロフト170 ショート グローブ
最も保温力の高い防水ショートグローブです。耐久性の高いflex™1 に、PrimaL
oft™GOLDを場所によって170g/㎡/133g/㎡と変えて封入しています。掌部には
ゴートスキン、ライナーにはソフトなフリースを使用、ハンドゲイター付きの
スノージャケットとの相性もよいショートレングスです。

Price ¥16,000 [¥17,600]
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リンゲン ダウン750 ミトン
軽量でコンパアクトに収まり、非常に暖かいミトンです。手の甲部は高品質の
RDS認定の750FPダウンが包入され、掌部には圧が掛かるためPrimaLoft® Gold
を、表面掌部にはグリップ力の高いゴートスキンを使用しています。袖口には
メリノウールを用い、着脱の際に便利な小さなループフックが付いています。

Price ¥18,000 [¥19,800]



237

リンゲン ドライ1 グローブ
スキーツアーに適した軽量で耐水性の高いシェルグローブです。手の甲側に熱
を逃がすベンチレーションジップが施されています。ジッパーの内側にあるメ
ッシュは冷たい雪の浸入を防ぎます。掌部は優れたグリップを確保するために
柔らかい羊の革でできており、袖口には開口部が調節できるようベルクロが配
され、着脱の際に便利な小さなループフックが付いています。/29のHighLoftグ
ローブ、/29のメリノウールライナー、/29のPowerStretchをインナーにしてフ、
ィットするよう作られておりその日のコンディションによってそれらを使い分
けられます。

Price ¥22,000 [¥24,200]
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トゥエンティーナイン ハイロフト グローブ
LyngenDri1Glovesにライナーとして完璧にフィットする快適なインサレーション
グローブです。手の甲部に通気性の高いPolate®Thrmal Highloftを使用し、Dri1
 Gloveのファスナーと一緒に使用すると、高いベンチレーション機能が得られ、
掌部はPolartec®Stretch Pro®を使用し保温性を高めています。親指と人差し指の
先端はタッチスクリーンに対応し、寒い中での携帯操作でグローブを外す必要
がありません。

Price ¥8,000 [¥19,800]
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Price ¥6,500 [¥7,150]



240

トゥエンティーナイン パワーストレッチ グローブ
多用途に使用できる Polartec® Power Stretch®フリースのインナーグローブ
です。シェルミトンやアウターグローブの内側に使用できます。

Price ¥7,500 [¥8,250]
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スヴァルバール レザー グローブ
アウトドアや登山用に作られたグローブです。手の甲は0.6ミリの滑らかな羊の
皮を使用し、掌には0.8ミリグリップ力の高い山羊革を使用し、撥水性に優れ
ています。手首には着脱を簡単にするスリットとアジャストメントループが配
されています。

Price ¥12,500 [¥13,750]
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フォルケティン ゴアテックス インフィニウム ショート グローブ
高い可動性とプロテクション能力を兼ね備えた、軽量マウンテニアリング用の
グローブです。防風性に優れ乾いた天候の際に最適です。スプリングスキー、
トレッキング、クライミングなど、用途は多岐にわたります。

Price ¥13,000 [¥14,300]
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フォルケティン ドライ ショート グローブ
高い可動性とプロテクション能力を兼ね備えた、軽量マウンテニアリング用の
防水グローブです。過酷な環境下での使用を想定しているため防水性・防風性
に優れており、ウィンター用のグローブに比べて軽量化されています。

Price ¥15,000 [¥16,500]
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リンゲン ゴアテックス インフィニウム レザー グローブ
手の甲側にGORE-TEX INFINIUM™を使用したレザーグローブです。耐風性と透湿
性に優れ風をブロックし冷えを最小限に抑えながら、オーバーヒートのリスク
を軽減します。グリップ力と耐久性を高めるために羊の革を使用し、親指の部
分にはノーズスワイプが付いています。

Price ¥15,000 [¥16,500]
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フィオーロ　ゴアテックス インフィニウム グローブ
寒くて乾燥したコンディションにバイクを楽しむために開発された
グローブです。フリースの裏地が貼られた、Windstopper® softshell
生地は伸縮性や保温性に優れ､高い透湿性と防風性を誇ります。手の
ひらは耐久性が高く、グリップの良い人工皮革で作られています。

Price ¥12,000 [¥13,200]
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非常に高い通気性と耐久性を併せ持つ､マウンテンバイク用のメッシュ

グローブです。伸縮性のあるメッシュ生地と､通気性を確保する為にパ

ンチされた合成皮革を使用し､グリップや通気性、プロテクションなどを

考慮して設計されています。親指部分に鼻を拭くためのノーズワイプを

備えています｡

フィオーロ メッシュ グローブ

Price ¥8,800 [¥9,680]
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トゥエンティーナイン レザー ベルト
NORRØNAの全てのパンツにフィットするレザーベルトです。天然なめしの牛革
を使用し経年を楽しめます。

Price ¥12,000 [¥13,200]
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Price ¥4,800 [¥5,280]



トゥエンティーナイン ウォーム1 マイクロファイバー ネック
軽量で通気性に優れた、シームレスのマイクロファイバー・ネックゲイタ
ーです。内側にフリース生地を貼り付けています。ネックゲイターだけで
なく、ヘッドバンドやバラクラバとしても使用できます。
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Price ¥4,800 [¥5,280]
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トゥエンティーナイン マイクロファイバー ネック
軽量で通気性に優れた、シームレスのマイクロファイバー・ネックゲイ
ターです。ネックゲイターだけでなく、ヘッドバンドやバラクラバとしても使
用できます。

Price ¥3,300 [¥3,630]
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Price ¥6,500 [¥7,150]
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Price ¥6,500 [¥7,150]



Price ¥4,800 [¥5,280]
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トゥエンティーナイン メガ ロゴ ヘッドバンド
100％ミュールジングフリーのメリノウールを使用した、フリースライ
ニング入りのヘッドバンドです。ライフスタイルからアウトドアアクティ
ビティーまであらゆる用途で使用できます。

Price ¥4,900 [¥5,390]
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トゥエンティーナイン ロゴ ヘッドバンド
100%ミュールジングフリーのメリノウールを使用した、フリースライニン
グ入りのクローシェ編みヘッドバンドです。ライフスタイルからアウトドア
アクティビティーまであらゆる用途で使用できます。

Price ¥4,900 [¥5,390]
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ノローナ リブ ビーニー
100％ミュールジングフリーのメリノウールを使用した厚手のリブニットビー
ニーです。裏にはPolartec micro fleeceを使用し、優れた保温性を提供します。 

Price ¥7,500 [¥8,250]
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ノローナ リブ ビーニー
100％ミュールジングフリーのメリノウールを使用した厚手のリブニットビーニーです。
裏にはPolartec micro fleeceを使用し、優れた保温性を提供します。 

Price ¥7,500 [¥8,250]
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トゥエンティーナイン ストライプド ミッド ウェイト ビーニー
100%ミュールジングフリーのメリノウールを使用した、リブ編みのミッド
ウィトビーニーです。ライフスタイルからアウトドアアクティビティーまウ
であらゆる用途で使用できます。

Price ¥6,500 [¥7,150]
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トゥエンティーナイン ランバージャック ビーニー
100%ミュールジングフリーのメリノウールを使用した、2レイヤーのリブ編
みビーニーです。ライフスタイルからアウトドアアクティビティーまであらゆ
る用途で使用できます。荒天の際は耳を覆うことができ、ロールアップしてス
トリート・ルックに使用することもできます。

Price ¥7,500 [¥8,250]
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トゥエンティーナイン チャンキー マール ニット ビーニー
100%ミュールジングフリーのメリノウールを使用した、リブ編みのビーニ
ーです。ライフスタイルからアウトドアアクティビティーまであらゆる用
途で使用できます。合皮レザーのエンボスロゴパッチが付いています。

Price ¥7,500 [¥8,250]



トゥエンティーナイン チャンキー ディップ ダイ ビーニー
100%ミュールジングフリーのメリノウールを使用した、タイリッシュな
染色柄のビーニーです。ライフスタイルからアウトドアアクティビティー
まであらゆる用途で使用できます。

261

Price ¥7,000 [¥7,700]



トゥエンティーナイン シィン マール ニット ビーニー
メランジ糸仕様リブ・ニット編みの中厚手のビーニーです。ライフスタイルから
アウトドアアクティビティーまであらゆる用途で使用できます。合皮レザーのエ
ンボスロゴパッチが付いています。
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Price ¥5,800 [¥6,380]
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トゥエンティーナイン シィン ロゴ ビーニー
100%ミューールジングフリーのメリノウールを使用した、薄手の2レイ
ヤー構造のロゴ入りビーニーです。ライフスタイルからアウトドアアクティビ
ティーまであらゆる用途で使用できます。リバーシブルで使用すること
もできます。

Price ¥7,500 [¥8,250]



トゥエンティーナイン ロゴ ビーニー
100%ミュールジングフリーのメリノウールを使用した、2レイヤー構造のロゴ
ビーニーです。ライフスタイルからアウトドアアクティビティーまであらゆる
用途で使用できます。
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Price ¥7,000 [¥7,700]



ノローナ ファイブ パネル テック キャップ
トレイルランニングなどのエンデューロアクティビティーに適した耐久性の高
いフィットキャップです。湿気を吸い上げるライナーが付き、換気用のホール
は刺繍で縁取られ補強されています。セミソフトなツバは形を変えられコンパ
クトに収納することが可能です。首裏のウェビングを調整することでフィット
感を簡単に調整できます。
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Price ¥5,500 [¥6,050]
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ノローナ スポーツ テック キャップ
浅めのシルエットの6パネルフィットキャップです。湿気を吸い上げるライナー
が付き、換気用のホールは刺繍で縁取られ補強されています。硬めのツバで、
首裏のウェビングを調整することでフィット感を簡単に調整できます。ライフ
スタイルからアウとドアアクティビティーまであらゆる用途で使用できます。

Price ¥6,300 [¥6,930]
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トゥエンティーナイン フレックスフィット キャップ
オーガニックコットン製のクラシックなデザインのキャップです。頭周を覆う
リブにFlexfitテクノロジーが採用されており、バイザー以外がストレッチ
して快適に頭にフィットします。バイキングヘッドのロゴは3Dで刺繍されて
います。

Price ¥6,300 [¥6,930]
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トゥエンティーナイン スナップ バック キャップ
平らなバイザーを備えたスナップバックキャップです。着用者の頭に合
わせて簡単にカスタマイズでき、オーガ二ックコットンとリサイクルポ
リエステルで構成されています。3D刺繍のバイキングロゴがあります。

Price ¥5,500 [¥6,050]
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トゥエンティーナイン トラッカー メッシュ スナップ バック キャップ
平らなバイザーのクラシックなメッシュトラックキャップです。メッシュ部は
空気の流れを循環させるので、屋外での激しいアクティビティーに最適なキャ
ップになります。キャップは着用者の頭にフィットするように簡単にカスタマ
リイズでき、オーガニックコットンとサイクルプリエステルで構成されていま
す。バイキングヘッドのロゴは刺繍になります。

Price ¥5,500 [¥6,050]
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Price ¥6,300 [¥6,930]



ウォーター リペレント テック 400mL
ゴアテックスやドライなどのシェルの透湿性を妨げず、生地の撥水性
を高める撥水剤ですフロン類を含まず、地球温暖化の原因となるオ
ゾン層を破壊するCFCガスを含みません使用前にボトルをよく振り、
均一にスプレーした後15-20分ほど馴染ませ日光や低温のアイロンなど

9605-16

ウォーター リペレント ナチュラル 400mL
ウール、コットン、ポリエステルブレンドの生地の撥水剤です。フロン類を含
まず地球温暖化の原因となるオゾン層を破壊するCFCガスを含みません。使用
前にボトルをよく振り、均一にスプレーした後15-20分ほど馴染ませ日光や
低アイロンなどで乾かしてください。(洗濯で撥水剤は取り除かれます。）

で乾かしてください。(洗濯で撥水剤は取り除かれます。）
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Price ¥2,500 [¥2,750] Price ¥2,500 [¥2,750]
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The fit will describe the width of the 
body and arms of jacket. Arm length, 
and jacket length is not influenced 
by the fit.  
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Learn more about the technology 
and material we use in our products 
and how we rate our product's 
performance.
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Gore-Tex®C-KNIT™ Backer Technology is specifically engineered 
for hikers, trekkers, and freeriders – optimizing comfort while 
providing durable, waterproof and windproof protection. The 
reliable and proven bi-component Gore-Tex® membrane system is 
bonded to an extremely thin, dense yet lightweight circular knit to 
form a patent-pending laminate. Weighing up to 10 percent less 
than previous 3-layer Gore-Tex® fabric, this new laminate improves 
breathability by as much as 15 percent in a less bulky, more robust 
3-layer construction. The smooth texture of the knit backing is soft 
to the touch, and makes the garment easier to slide on and off over 
other layers. RET less than 6.

Gore-Tex® Shake Dry The new Gore-Tex® Shake Dry fabric durably 
protect against the weather and reduce sweat accumulation in high 
aerobic activities. Uniquely designed, the technology eliminates the 
face fabric, preventing absorption of water in order to maintain 
comfort in high aerobic activities. Garments will retain these 
attributes during use, wearers will not experience the chilling effect 
that can result from a wetted out face fabric, and the garment drys 
out fast. The excellent balance of protection and comfort allows 
the wearer to leave the garment on – rain or shine. RET less than 3.
Read more at goretex.com.

dri™1 A super comfortable 2,5 layer offering full weather protection 
and high breathability. Stretchy, non porous, hydrophilic membrane 
utilizing a stretch woven face fabric and a printed PU membrane 
with quick drying technology.

dri™2 A 2-layer, ultra-thin, stretchy, non-porous, hydro philic 
membrane that provides high levels of waterproofness and 
breathability. Technical Specifications: Waterproof: min. 20,000 
mm. Breathability: Very good. Windproofness: 100%.

dri™3 A super comfortable combination of full weather protection 
and the comfort of highly breathable laminate.Non porous, woven 
face fabrics, a PU membrane featuring a quick drying micro 
polyester backer. Specifications: Waterproof: 20,000mm. 
Breathability: Very Good. Windproofness: 100%.

Waterproof fabric

Gore-Tex® Pro most rugged is the most durable option designed 
for the harshest conditions, using a special high strength 
membrane, while maintaining durable waterproofness. It comes 
with a solution dyed woven GORE micro grid backer (plain weave) 
for an improved environmental footprint; the woven backer also 
reduces weight and bulk and minimize friction. It’s the ultimate 
storm protection fabric. RET less than 13.

Gore-Tex® Pro most breathable is designed for extreme 
breathability to minimize moisture build up. Using a special air 
permeable membrane with durable waterproofness, it improves 
your base layer’s drying time to ensure comfort in demanding 
conditions. It comes with a solution dyed woven GORE micro grid 
backer (ripstop weave) for an improved environmental footprint; 
the woven backer also reduces weight and bulk and minimize 
friction. The ultimate storm protection fabric. RET less than 6.

Gore-Tex® fabrics are durable, waterproof and windproof, 
combined with optimized breathability—ensuring products that 
maximize protection and comfort for the user. Waterproof: 
28,000mm. Breathability: Extremely good, RET 3-6.

Gore-Tex® Active is waterproof, extremely breathable, and 
windproof. Low weight, low volume, soft and easy to pack, 
Gore-Tex® Active is good for more aerobic activities where you 
need protection from rain and wind. RET less than 3.

Gore-Tex® 3-layer has a unique 3-layer construction made for 
year-round use and a wide range of outdoor activities. It has a 
special Gore-Tex® membrane, bonded to a highly breathable outer 
material and an incredibly comfortable interlock knit inner lining. 
The benefit: comfort in warm and cold weather and no movement 
between the three layers, which means less wear and tear, and 
even greater durability. RET less than 6.

Wind resistant shells

Gore-Tex Infinium™ membrane is an ultra-thin weather protective 
layer which is laminated to various textile layer. Products made 
with Gore-Tex Infinium™ fabrics are totally windproof, highly water 
repellent yet deliver maximum breathability to keep you 
comfortable in cool and windy weather conditions. This 
combination of protection and breathability minimizes the wind’s 
chilling effect while reducing the risk of overheating when you are 
active. Read more at goretex.com.

aero100™ is a light weight and technical polyamide fabric which 
offer excellent breathability (around 100 Mbar/l/m2/s). It is soft, 
water repellent and wind resistant with a weave construction 
designed to improve moisture vapour transportations during 
aerobic activities.

Softshells

flex™1 is a single ply stretchy fabric that provides wind and water 
repellence while allowing improved moisture vapor transportation 
rates compared to waterproof products. These specially designed 
fabrics have all the attributes we expect in a Soft Shell: stretch, 
water resistance, wind resistance and excellent moisture vapor 
transportation.

flex™3 is a 3-layer soft shell fabric that provides wind -and 
water-resistance while still allowing great moisture vapor 
transportation – perfect to use as a reinforcement fabric The face 
is made of durable nylon and backer wickable polyester.

Insulation materials in outerwear

PrimaLoft® is a patented microfiber, that gives great thermal 
insulation to help the body maintain its temperature, minimizing 
energy loss. Extremely light, water repellent, soft and compressible, 
and originally developed by the US Army to replace natural down. 
As down absorbs moisture, it becomes wet and loses its 
thermal-insulating abilities. PrimaLoft® absorbs three times less 
water, is 14% warmer when dry and 24% warmer when wet, than 
the competitive insulation. Read more at primaloft.com.

Polartec® LLC is the developer, manufacturer, and marketer of 
Polartec® performance fabrics. Polartec® products range from 
light weight wicking base layers, to insulation layers, to extreme 
weather protection and are utilized by the best clothing brands in 
the world. Read more at polartec.com.

Polartec® Thermal Pro® creates air pockets that trap air and 
retain body heat, providing outstanding warmth without much 
weight. These fabrics offer excellent breathability and dry quickly.

Polartec® Power Stretch® is a breathable, body-hugging, 4-way 
stretch, one-side fleece designed to keep you drier when you sweat 
and provide warmth without added weight. Outside face is smooth 
to provide better freedom.

Polartec® Power Stretch® Pro™ has the ability to retain warmth 
without restricting movement or agility during activities. The outer 
surface has a low-friction finish to reduce irritation when worn with 
other fabrics and increase overall abrasion resistance. This 
next-to-skin layer stays dry, breathable and comfortable by 
continuously transferring moisture vapor for rapid evaporation.

Polartec® Micro fleece fabric provides versatile thermoregulation 
that sustains light weight, breathable and fast drying 
characteristics.

https://www.gore-tex.com/
https://www.gore-tex.com/
https://www.primaloft.com/
https://www.polartec.com/
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Polartec® Alpha® starts with a highly efficient insulation fabric, 
which is based on the Polartec® Thermal Pro® High Loft technology 
platform. This technology is uniquely suited to create warmth 
without weight, and exceptional breathability, compressibility and dry 
times via high loft fibers in a low density knit. Current market 
synthetic insulations are not breathable enough to handle the ”go” 
phases of most backcountry pursuits. They are typically additional 
garments that must be carried for use during static period. 
Polartec® Alpha excels at providing comfort for users on the move.

Polartec® Power Dry® pulls moisture directly from the skin and 
transfers it to the outer surface to quickly dissipate. This continuous 
evaporation process helps to keep you cool (as your body heat 
increases) and warm (when temperatures begin to drop).By 
physically embedding these wicking capabilities into the fabric 
structure, Polartec® Power Dry® doesn’t rely on chemical fiber 
treatments to transfer moisture. Chemical approaches to managing 
saturation only provide a temporary solution that can wash away 
and leave you with a base fabric that doesn’t perform.

Polartec® Power Grid is a patented grid design structure which 
reduce fabric weight while increasing warmth and compressibility.

Polartec® Power Wool™ is a design breakthrough for combining the 
distinct advantages of natural and synthetic fibers in a bi-component 
fabric. The industry standard of blending different yarns into a mixed 
composition reduces the intended benefits and hampers overall 
fabric performance. By isolating a merino wool interior and a 
synthetic fiber exterior we developed a hybrid fabric with distinct 
surface features to optimize wicking, breathability, odor resistance 
and durability.

Polartec 200 Series The classic midweight fleece. Polartec® Fleece 
is the original synthetic fleece, forever changing what we wear in 
colder weather. This now proven thermal knit technology delivers 
breathable performance, soft comfort and long-lasting breathability.

Insulation materials in midlayers

warm™1 Weighing under 200 grams/m², these are our lightest 
fleeces. Perfect as a midlayer, or wear it instead of a jacket without 
compromising on insulation and breathability. These fleeces are 
among the best in the market. Their unique constructions and 
structures are perfect for different types of activities, as they trap 
warm air without stopping moisture transport. When used alone, 
the fabrics are open enough to allow air to circulate, making you 
feel comfortable in milder conditions.

warm™2 Weighing between 200 and 300 grams/m², these fleeces 
allow a good combination of warmth and moisture transportation. 
They provide more bulk and trap more air than our warm™1 fabric. 
These fleeces are among the best in the market. Their unique 
constructions and structures are perfect for different types of 
activities, as they trap warm air without stopping moisture 
transport. When used alone, the fabrics are open enough to allow 
air to circulate, making you feel comfortable in milder conditions.

warmwool™1 Weighing under 200 grams/m², these are our lightest 
wool mix for brushed knits. The material composition mix 
emphasis the benefits from the natural performance from wool and 
the durability, low weight and wicking performances from 
synthetics, to combine the best of two worlds. Perfect as a 
midlayer, or as a baselayer without compromising on insulation and 
breathability. These knits are among the best in the market. Their 
unique constructions and structures are perfect for different types 
of activities, as they trap warm air without stopping moisture 
transport. When used alone, the fabrics are open enough to allow 
air to circulate, making you feel comfortable in milder conditions.

warmwool™2
Weighing between 200 and 300 grams/m2, these are our 
mid-weight wool synthetic blends. They are bulkier and trap more 
air than our warmwool1 fabrics. The material composition mix 
emphasizes the benefits of wool’s natural properties and the 
durability, low weight and moisture-wicking performances of 

thermo40 “Thermo” is our general term for any synthetic insulation. 
It gives great thermal insulation to help the body to maintain its 
temperature, minimizing energy loss. We use synthetic insulation 
as an alternative to down, as it keeps its functionality even in wet 
conditions. While moisture is the weak point of down, synthetic 
insulation shows its strength during sweat-inducing activities, 
when being exposed to rain or under continuous humid conditions. 
Synthetic insulation provides a very good warmth-to-weight-ratio 
and is easy to maintain. The number behind Thermo refers to the 
weight in gr/sqm of the insulation used in the product. The 
suppliers of our synthetic insulation are Primaloft and Pinneco.

down™750 Our down products use the highest available down 
quality that we can find, which is a bi-product of the food industry 
(in contrast to being killed just for insulation). All treatment of the 
birds complies with European standards, and the highly specialized 
washing of the down passes the Oeko-Tex 100 standards. Our 
down™750 means down fill power from 750 to 800 cu in/oz with 
the percentage of down cluster from 93–96%.

down™850 Our down products use the highest available down 
quality that we can find, which is a bi-product of the food industry 
(in contrast to being killed just for insulation). All treatment of the 
birds complies with European standards, and the highly specialized 
washing of the down passes the Oeko-Tex 100 standards. Our 
down™850 means down fill power from 850 to 900 cu in/oz with 
the percentage of down cluster from 93–96%.

down™950 Our down products use the highest available down 
quality that we can find, which is a bi-product of the food industry 
(in contrast to being killed just for insulation). All treatment of the 
birds complies with European standards, and the highly specialized 
washing of the down passes the Oeko-Tex 100 standards. Our 
down™950 means down fill power from 950 to 1000 cu in/oz with 
the percentage of down cluster from 93–96%.

synthetics. These fabrics are among the best in the market, and 
their unique constructions and structures are perfect for different 
types of activities, as they trap warm air without stopping moisture 
transport. When used alone, the fabrics are open enough to allow air 
to circulate, making you feel comfortable in both mild and cold 
conditions.

warmwool3 Weighing 300 grams/m2 and above, these are our 
higher weight wool synthetic blends. They are bulkier and trap more 
air than our warmwool2 fabrics. The material composition mix 
emphasizes the benefits of wool’s natural properties and the 
durability, low weight, and moisture-wicking performances of 
synthetics. These fabrics are among the best in the market, and 
their unique constructions and structures are perfect for different 
types of activities, as they trap warm air without stopping moisture 
transport. When used alone, the fabrics are open enough to allow air 
to circulate, making you feel comfortable in both mild and cold 
conditions.

Wool

pureUll An all-natural material consisting of 100% merino wool. 
Made with an ultra-fine 18.5 wool micron, it offers the perfect 
balance between performance and non-itching softness. 
Medium-weight (180gr/sqm) single jersey knit, designed to offer a 
versatile and flexible inner layer. Highly durable for its kind in terms 
of both wear and tear, pilling, abrasion, and snagging. It is 
temperature-regulating and regulates the core temperature by both 
insulating and cooling, providing comfort across a range of 
climates. It retains body heat while transporting moisture away from 
the body, keeping you dry and warm, even when wet. It absorbs 
moisture without feeling wet and has good moisture wicking 
function while offering great moisture vapor transmission. It also 
has natural anti-odor control. For environmental reasons we have 
not used any surface treatments. This enhances its natural benefits 
and gives the material a super soft, warm feel with a slightly fuzzy 
outside. The natural loft also traps heat very efficiently between the 
fibers, making it warmer than a synthetic alternative of the same 
weight. The wool is RWS certified.
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Other materials/technologies

hiloflex™ Weighing between 200 and 300 grams/m2, theses double 
weave constructed materials provide a unique combination of 
warmth and weather protection. While many conventional fleeces 
are less durable due to their knit construction, the fabric has a much 
more durable surface due to its woven flat face. This makes it 
strong towards abrasion and keep the material wind and water 
resistant. A lofty interior provides great thermal properties with a 
good warmth to weight ratio. Thanks to an open construction, the 
fabric is highly breathable, and it offers a perfect balance between 
heat and comfort dynamic warmth. Stretch in at least one direction 
ensures very good mobility and comfort when being active.

Viking denim Our newly developed Viking denim is designed to 
combine sustainable, functional fibers with organic cotton creating 
a classic denim with enhanced functions. This innovative fabric is 
extremely durable, lightweight and flexible with quick drying 
moisture wicking capabilities. Blended perfectly into timeless 
designs, we're introducing a new generation of sophisticated 
outdoor apparel that works seamlessly wherever you’re heading.

bio These materials biodegrade in specific environments under 
certain conditions, such as landfills and oceans, yet remain 
unchanged in the consumer's wardrobe. The ability to biodegrade is 
important once these fibers make their way outside of the closed 
loop and into the environment. This happens because fibers are 
broken down and released due to normal wear and tear and 
washing of a garment, or when a garment is not disposed of safely 
and finds its way into a landfill or ocean water.

DWR Durable Water Resistant finish to prevent surface saturation of 
the textiles. Contains of short chain fluorocarbon based C6.

Pontetorto A world renowned mill from Italy founded 1952. 
Specialized in technical knits/fleeces with highest quality.

ECONYL® yarn is a 100% regenerated nylon yarn derived from pre 
and post consumer waste such as discarded fishing nets and other 
nylon waste (among others coming from Norway). The aim of this 
process made by Italian company Aquafill is to give a new life to all 
kind of waste in order to make our environment cleaner. All new 
Norrøna backpacks from FW1920 are made from ECONYL® yarn.

MulesingFree Mulesing is a controversial surgical procedure 
removing wool-bearing skin from the tail and breech area on sheep 
to prevent fly infestation. The process is usually done without any 
without anaesthetisation and can be extremely painful. As a part of 
our animal welfare commitment, we only source traceable wool 
from sheep that have been treated well and not been mulesed.

ePTFE™ Expanded polytetrafluoroethylene, or ePTFE, is the core 
material in many of Gore’s solutions. An ePTFE membrane is 
created when PTFE — a linear polymer consisting of fluorine and 
carbon molecules — is expanded, creating a microporous structure 
with very desirable characteristics, including a high 
strength-to-weight ratio, biocompatibility, high thermal resistance 
and many others. ePTFE is inherently waterproof, windproof and 
chemically inert, and each ePTFE membrane is adjusted to 
maximize its inherent properties to meet those requirements. For 
instance, Gore-Tex® ACTIVE PRODUCTS offer superior 
water-beading for cyclists and other athletes wanting to reduce 
moisture accumulation, either from sweat or rain. For this 
application, the ePTFE membrane is engineered for maximum 
breathability — allowing sweat to vaporize — while repelling wind 
and rain.

PU (Polyurethane) is a laminated membrane or coating used on 
face fabric to provide waterproof yet ventilating properties. The 
membrane has tiny holes too small to let liquid water enter but 
large enough to allow water vapour to escape.

viking grid200 is designed as reinforcement fabric with high cut 
resistance. It’s mainly used as instep reinforcement in our ski pants 
to prevent that ski steel edges cause damage to the fabric. The 
innovative fabric is extremely durable, it is synthetic woven in a 3L 
laminate construction combined with high-strength fibers in one 
direction, which makes it one of our strongest fabric in the 
collection. The surface is DWR treated for great water protection. 
The weight for this type of material is 200-300 grams/m2.

viking grid300 is designed as reinforcement fabric with high cut 
resistance. It’s mainly used as instep reinforcement in our ski pants 
to prevent that ski steel edges cause damage to the fabric. The 
innovative fabric is extremely durable, it is a synthetic woven in a 
3L laminate construction combined with high-strength fibers in 
both directions, which makes it our strongest fabric in the 
collection. Due to a special yarn design it will keep its strength even 
if exposed to UV light. The surface is DWR treated for great water 
protection. The weight for this type of material 300g and above.

Organic Cotton is produced without the use of harmful pesticides, 
harsh chemical bleaches or dyes and is allergy-free. Today Norrøna 
uses 100% organic cotton in all of our cotton products.

BioNylon® is a highly sustainable bio mass fabric made of castor 
bean – a crop which requires just a fraction of arable-land. The 
production of the yarn allows a significant reduction of carbon 
dioxide in addition to considerably reduce CO2 during the dyeing 
process. The fabric offers the usual assets of PA such as 
hard-wearing properties, good flexibility and comfort, but with a 
shorter drying time.

PFC-free Products marked with “PFC-free” are not treated with a 
DWR that contains PFC (polyfluorinated chemicals). We are 
working determinately to phase out PFC from all of our products, 
but it is difficult to find an alternative that satisfy our quality 
demands.

Pittards Established in 1826, Pittards has been making high quality 
leather in England for almost 200 years. Pittards technical 
expertise of performance leathers. Incorporating technical qualities 
such as resistance to water, abrasion, and staining, We use Mainly 
goat and sheep leather for a great balance between function and 
tactile feel.

YKK Aquaseal® zipper is a watertight and water repellent product 
line. They are perfect for all sorts of gear where water and air 
tightness is a must. Smoother and more flexible, they offer 
optimum protection thanks to the film coated tape and the 
innovative zip element mechanism that seal the zipper completely. 
This is the first truly waterproof zipper provided on Norrøna 
products. Read more at aquaseal.com.

equalizer1 A synthetic technology with next-to-skin comfort, used 
for baselayers such as technical t-shirts. The main function is to 
wick moisture and spread it to a larger area to be able to dry 
quickly for increased comfort and performance. Other 
characteristics are good UV protection, low weight, soft touch and 
durability.

Pertex® uses incredibly fine yarns, precisely woven to provide a 
very lightweight yet strong and durable fabric. Its softness allows 
down and synthetic insulation to fully loft, while the downproof 
construction prevents the down from leaking through the face. The 
fabric is windproof. Our products use different variations, such as 
Quantum, Classic and Microlight These have the same 
fundamental characteristics but vary on weight.

Zxion® A polyester fiber with high tensile strength and great 
elasticity. It has excellent heat resistance, acid resistance, 
resistance to cutting, vibration damping property, and low water 
absorption.

https://www.aquaseal.com/
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The standard stipulates requirements throughout the supply chain 
for both ecology and labor conditions in textile and apparel 
manufacturing using organically produced raw materials.

The Responsible Down Standard (RDS/RDS2.0) ensures that down 
and feathers come from ducks and geese that have been treated 
well. This means enabling them to live healthy lives, express innate 
behavior, and not suffer from pain, fear or distress. The standard 
also follows the chain of custody from farm to product, so 
consumers can be confident that the down and feathers in the 
products they choose are truly RDS.

The Responsible Wool Standard safeguards the welfare of animals 
and ensures that sheep are treated with respect to the Five 
Freedoms. Through the processing stages, certification ensures 
that wool from certified farms is properly identified and tracked. 
Farms participating in the RWS are audited annually by an 
independent third party certification body. As certified wool from 
these farms moves through the supply, the Textile Exchange 
Content Claim Standard is used to provide a chain of custody 
system to the final product. Each stage of production is certified to 
this standard by an accredited third party.

Norrøna uses RWS as a minimum standard for our wool. While we 
are trying to get all our suppliers to use RWS due to its international 
standard, over the past year we have found different degrees of 
compliance through the whole supply chain. As this is a new 
standard, we have found some of our suppliers having difficulty 
fulfilling the paper trail. In those cases where we can not fully verify 
the RWS standard we still rely on 3rd party verification to ensure 
traceability and full compliance with RWS standards.

As both our supply chain purchasing and RWS are still 
transitioning, we feel it is more critical to ensure the five freedoms 
of animals, proper land use and traceability. For our wool products 
which do not currently have RWS certification, we can show robust 
3rd party verification equal to our RWS certified.

Cordura is the brand name for a collection of fabrics used in a wide 
array of products. Cordura fabrics are known for their durability and 
resistance to abrasions, tears and scuffs. Cordura fabrics are 
usually made of Nylon 6.6 High Tenacity, but may be blended with 
cotton or other natural fibers.

Clarino Manmade synthetic like material, used in gloves. Made by 
Kuraray Co., Ltd of Japan. During manufacturing it is 
microscopically perforated to give it breathability similar to that of 
natural leather. Clarino is based on a non-woven fabric composed 
of special synthetic fibers that are intertwined three-dimensionally. 
The material’s softness and suppleness arise from the structure of 
the non-woven fabric’s special fibers—a superfine fiber 
construction and tiny cavities. Superb durability, softness when wet 
and allow a close fit with great tactility is main characteristics of 
the quality.

Carrying systems

integral™ is a solid, anatomical carrying system for moderate 
loads, up to 15 kg. Emphasis is placed on hip movement, weight 
distribution and practical solutions. Consisting of a laminated back 
with a vertical aluminium bar, it makes a classic yet sturdy carrying 
system, that can also be shaped after your back.

dynamic™ Our carrying system without aluminum support bars or 
frames. We use these systems on many of our small packs where 
flexibility is a key factor.

CSR Standards

GOTS stands for Global Organic Textile Standard and is constituted 
of four reputable organizations with expertise in organic (fiber) 
farming as well as environmentally and socially responsible textile 
processing and manufacturing. 

As both our supply chain purchasing and RWS are still 
transitioning, we feel it is more critical to ensure the five freedoms 
of animals, proper land use and traceability.

 For our wool products which do not currently have RWS 
certification, we can show robust 3rd party verification equal to our 
RWS certified wool. All the wool we buy has a premium for the 
quality, sustainability and traceability to ensure us and our 
consumers of both and sheep and the lands wellbeing.

PFCec FREE stands for ”Per and Poly-Fluorinated Chemical free of 
Environmental Concern”, which means that the water repellent 
treatment (DWR) of all products marked with “PFCec FREE DWR” 
does not contain PFCs which break down and dissolve into water, 
soil or air, and therefore do not harm the environment. Gore 
laminates with a PFCecFREE call out do not have surface PFC 
agents on both textile and membrane.

Gore is committed to continuously reducing the environmental 
footprint of their products while maintaining a high level of 
durability and performance. Gore has therefore set the goal of 
eliminating PFCs of Environmental Concern (PFCec FREE) by 2023.

OekoTex is an independent testing and certification system for 
raw, semi-finished, and finished textile products at all processing 
levels. To be certified all parts of an article must meet the required 
criteria – in addition to the outer fabric, for example, also the 
sewing threads, inserts, prints etc., as well as non-textile 
accessories, such as buttons, zip fasteners, rivets etc.

Bluesign The independent bluesign® system pursues the unique 
approach to minimize the environmental impact of materials 
throughout the production process. The so-called Input Stream 
Management ensures that all during the textile production process 
applied substances and raw materials are already verified in 
advance of the production. The system focus guarantees the 
application of sustainable ingredients in a cleaner process that 
reduces water and air emissions, improves its waste water 
treatment and generally reduces its ecological footprint.
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