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No：ASRM20W06/アルマ

濡れなくて、あたたかい快適なグローブの秘密

ARMA
▶PRICE : ¥13,000+tax

▶SIZE : S、M、L

＊neon yellowはM、Lのみ

［インサートフィルムの役割とは］
グローブの構造は3層から成っています。アウター素材（表面の直接雪に触れる部分）、ライナー素材
（グローブ内側の直接手に触れる部分）、そしてその2つの素材の間にはさまれたインサートフィルム
です。実は直接目にすることのないこのインサートフィルムこそがグローブの生命線。アウター素材が
濡れたり、生地の縫い目からしみ込んだ水分をブロックすると同時に、グローブ内で発生した汗を外に
01：リデザインされた甲面のアル
マジロパーツ。このモコモコで保温
性をキープ。

逃がすという難解なミッションを任されています。Ashramでは、グローブの適性に合わせて2タイプの
インサートフィルムを使用しています。

02：着脱の際に活躍する長めのセ
ンタージッパーにはオリジナルのプ
ラーを合わせています。

完璧な防水性と透湿性（汗などの湿気をグローブ
外に逃がす）に優れる最高品質のGORE-TEXイ
ンサートフィルム。使用できるのはゴア社の厳しい
基準をクリアしたわずかなブランドのみ。グローブ
生産工場もゴア社が認定する指定工場に限られ
ます。完成した後もプロダクトテストを行い、その
クオリティをクリアした商品だけが販売されます。
ECWGSシリーズをはじめ、ハードなコンディション
での使用に対応するAshramグローブの多くに搭
載されています。

耐 水 圧8,000mm、透 湿 性2,000g/㎡という
高い水準をクリアするDRiVENT ®フィルム。高
い防水性と透湿性にプラスして、やわらかいつ
け心地がその特長です。フィッティングと、個性
的なデザイン性を優先したグローブに搭載されて
います。長年のテストを繰り返した結果、2017
シーズンよりDRiVENT®フィルムを使用したグ
ローブのリリースをスタートしました。Ashramは
インサートフィルムへの強いこだわりを持って商
品開発を行っています。

Ashram's Finestシリーズは最高峰の素材・技法を使って作られた、究極のハ
イエンドモデルです。 FOR ANY CONDITIONS の言葉通り、あらゆる過酷
な環境の中でもAshram's Finestシリーズのグローブは、スノーボーダーの手を
あたたかくサラサラのグッドコンディションに保ってくれます。全てのモデルに最
高峰のインサートフィルム、GORE-TEXを搭載しており、高い防水性と透湿性
を約束。表面素材にもレザーやショーラー系生地を採用することで防水性、伸
縮性にプラスして撥水性にも優れています。中綿にはプリマロフトを使用して保
温性もバッチリ。 ONLY THE FINEST を求めるスノーボーダーに是非とも手
にしていただきたいグローブです。
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03：親指部分には寒いときにある
と便利な鼻ふき素材が使われてい
ます。

neon yellow

black

04：大きくプリントされたGORETEXの文 字。使 用できるブランド
はほんのわずかです。

white

初リリースから6代目となる「ARMA」。デザイン、使い心地などアップデートを重ね完成した人気モデルです。トレンドであるスポーツテイストをプラ
スし、大きなGORE-TEXアイコンを取り入れながらシンプルにパッケージ。ハイエンドストリートブランドでも見られる機能性にフォーカスしたデザイン
に、プリントはAshramお得意のリフレクタープリント。リストのジップにはオリジナルのプラーを取付け、簡単に着脱が可能です。アウター素材に国
産3レイヤー生地を使用した贅沢な高機能グローブです。

5

No：ASRM20W08/モール

No：ASRM20W09/モールフィンガー

M.O.L.L.E
▶PRICE : ¥13,500+tax

▶SIZE : S、M、L

M.O.L.L.E FINGER
＊yellow、koyote、white、oliveはM、Lのみ

white

black

01：国産3レイヤー生地、
CORDURA
×SPECTRAダイヤリップ生地を使
用。

02：CORDURA×SPECTRAダ
イヤリップ生地を使用したポケット。

02：GORE-TEXを使用できるブラ
ンドは厳しい審査に合格した本物の
ブランドのみ。

03：手のひらは激しいライディング
に負けない耐久性に優れる素材を
使用。

03：手のひらは激しいライディング
に負けない耐久性に優れる素材を
使用。

olive

毎シーズン斬新なデザインが話題となる「M.O.L.L.E」。左手甲面ポケットパーツにはCORDURA×SPECTRAダイヤリップ生地（ナイロンより軽量
なうえ約6倍の強度）
、右手甲面はベンチレーションパーツと本体をシームレスに仕上げてデザイン性をアップしました。リスト部分には3点留めバッ
クルを採用し、見た目のアクセントとともにフィッティングにも効果を発揮します。アウター素材に国産3レイヤー生地を使用し、ナイロンベルトには
Ashramロゴがジャガード織りで施されています。他のブランドではありえないようなギミック、デザインは、
「機能性だけを優先したつまらないグローブ
を作らない」
というAshramのアティテュードを体現するモデルと言えるのではないでしょうか。
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▶SIZE : M、L

01：シームレス仕上げのベンチレー
ション。国産3レイヤー生地を使用。

04：3点留めバックルは機能とデ
ザインをブレンドしたAshramらしい
ギミック。

yellow

koyote

▶PRICE : ¥13,500+tax

white

yellow

04：3点留めバックルは機能とデ
ザインをブレンドしたAshramらしい
ギミック。

black

毎シーズン斬新なデザインが話題となるM.O.L.L.Eのファイブフィンガータイプ「M.O.L.L.E FINGER」。左手甲面ポケットパーツにはCORDURA×
SPECTRAダイヤリップ生地（ナイロンより軽量なうえ約6倍の強度）を使用し、デザイン性をアップしました。リスト部分には3点留めバックルを採用
し、見た目のアクセントとともにフィッティングにも効果を発揮します。アウター素材に国産3レイヤー生地を使用し、ナイロンベルトにはAshramロゴ
がジャガード織りで施されています。プロライダーやコアなスノーボーダーたちも納得の5フィンガーモデルが完成しました。
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No：ASRM20W07/ポッド

No：ASRM20W10/ドグマ

POD

▶PRICE : ¥11,500+tax

DGMA
▶SIZE : S、M、L

＊oﬀ white、oliveはM、Lのみ

▶PRICE : ¥10,000+tax

black

olive

01：左右に合わせて大きくプリント
されたAshramのロゴ。

02：アウター素材には国産ナイロ
ン生地を使用、チベタンタイガーには
魔除け の効果が。

02：GORE-TEXを使用できるブラ
ンドは厳しい審査に合格した本物の
ブランドのみ。国産生地を使用。

03：手のひらは激しいライディング
に負けない耐久性に優れる素材を
使用。

03：手のひらは激しいライディング
に負けない耐久性に優れる素材を
使用。

darkred

定番モデルとなりつつある「POD」。シンプルでどこかクラシックな香りが漂うデザインは男女ともに人気となっています。手首リブ部分のドローコード
を調整することで、グローブをウェアの上から被せることも、ウェアの中に入れこむことも簡単にできます。ドローコードを外せばソリッドなグローブに
早変わり。自分のスタイルに合わせて楽しんでください。ワッペンにデザインされたチベタンタイガーには 魔除け の効果があるとか...ともに刻まれた
「EYE OF THE TIGER」には、 虎のように獰猛に、ハングリーにパウダーを喰いまくれ というAshramからのメッセージが込められています。アウ
ター素材には信頼性・耐久性に優れる国産ナイロン生地を使用しています。
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＊neon yellow、neon greenはM、Lのみ

01：指先部分には補強パーツとし
て牛革を使用。

04：取り外し可能なドローコードで
スカートをウェアの上から被せても、
ウェアにインしてもOK。

beige

off_white

▶SIZE : S、M、L

04：手首はストラップでしっかりと
固定。

neon orange

neon yellow

neon green

olive

white

lite neon orange

昨シーズン爆発的な人気モデルとなった「DGMA」。 GORE-TEXフィルムを使用し、デザイン性が高いコストパフォーマンスモデル という難題に
挑戦し続けているコンセプトモデルです。デザインは90'Sのアウトドアウェアのカラーリングと90'Sに流行ったナイロンセットアップからインスパイア。
昨今のスポーツテイストをスパイスにレトロポップに仕上げました。生地には国産ナイロン生地を使用し、撥水性、耐水圧、透湿性ともにGORETEXの設ける基準をしっかりとクリア。最初にAshramを知ってもらうには間違いなしのベストグローブです。
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No：ASRM20W11/プロファイルロゴミトン

No：ASRM20W12/リアクトミトン

PROFILE LOGO MITT

REACT MITT

▶PRICE : ¥10,000+tax

▶PRICE : ¥9,000+tax

▶SIZE : S、M、L

＊white/neon yellow、black/redはM、Lのみ

white/neon yellow

black/red

＊green、white/beigeはM、Lのみ

01：大きく縦にデザインされたリフ
レクタープリントのAshramロゴ。

01：柔らかなアウター素材が最高
のフィット感を提供します。

02：GORE-TEXを使用できるブラ
ンドは厳しい審査に合格した本物の
ブランドのみ。国産生地を使用。

02：親指部分には寒いときにある
と便利な鼻ふき素材が使われてい
ます。

03：手のひらは激しいライディング
に負けない耐久性に優れる素材を
使用。

03：手のひらは激しいライディング
に負けない耐久性に優れる素材を
使用。

04：手首はストラップでしっかりと
固定。

white/black

DGMAの血を受け継ぐスタイリッシュニューモデル「PROFILE LOGO MITT」。DGMAのシルエットを継承しながらポップからスポーティーに華麗な
る変身を果たしました。生地には国産ナイロン生地を使用し、撥水性、耐水圧、透湿性ともにGORE-TEXの設ける基準をしっかりとクリア。最初に
Ashramを知ってもらうには間違いなしのベストグローブです。これでまた一つ、どのグローブにするか迷う楽しみが増えましたね。
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▶SIZE : S、M、L

04：手首はストラップでしっかりと
固定。

green

black

orange

white/beige

white/black

「REACT＝反応」というモデル名が表すとおり、異なる素材や多くの色の組み合わせにより発生する 新しい反応 を楽しんでほしいグローブです。
珍しいカラーリングや柔らかなアウター素材、他モデルとは違うリストタブのデザインなど、オリジナリティー溢れるグローブの誕生です。DRiVENT®
フィルムで防水・透湿効果もバッチリです。アース系カラーのウェアとのコーディネイトがおすすめのニューモデルです。
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No：ASRM20W13/フィービースポーツ

No：ASRM20W14/フィービースポーツミット

PHOEBE SPORTS

PHOEBE SPORTS MITT

▶PRICE : ¥9,000+tax

▶PRICE : ¥9,000+tax

▶SIZE : S/M、L/XL

beige canvas

black

blue

01：Ashramとグラデーションプリ
ントされたストラップ。

02：手のひらは激しいライディング
に負けない耐久性に優れる素材を
使用。

02：手のひらは激しいライディング
に負けない耐久性に優れる素材を
使用。

03：Ashramは、デザイン、サイジ
ングも日本人の手に合わせて行う
日本のブランド。

03：Ashramは、デザイン、サイジ
ングも日本人の手に合わせて行う
日本のブランド。

grey

リリースから３年、インサートフィルムにDRiVENT®フィルムを使用し、高機能で安心しておすすめできるベストコストパフォーマンスモデル。オリン
ピックイヤーの今シーズンは、ストリートでも人気継続中のスポーツテイストをデザインにミックスし「PHOEBE SPORTS」というモデル名になります。
アウター素材にはデニム&キャンバス素材の他に、新たに撥水性、耐水圧、透湿性に優れる国産ナイロン生地を使用した3カラーもラインナップ。
エイジングを楽しめるデニム&キャンバスを選ぶも良し、快適な機能性を優先して国産ナイロン生地を選ぶも良しと選択の幅が広がりました。機能性
に優れるファイブフィンガータイプ。
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＊indigo denim、blue、greyはM、Lのみ

01：Ashramとグラデーションプリ
ントされたストラップ。

04：手首はストラップでしっかりと
固定。

white

indigo denim

▶SIZE : S、M、L

04：手首はストラップでしっかりと
固定。

black

indigo denim

beige canvas

blue

white

grey

リリースから３年、インサートフィルムにDRiVENT®フィルムを使用し、高機能で安心しておすすめできるベストコストパフォーマンスモデル。オリン
ピックイヤーの今シーズンは、ストリートでも人気継続中のスポーツテイストをデザインにミックスし「PHOEBE SPORTS」というモデル名になります。
アウター素材にはデニム&キャンバス素材の他に、新たに撥水性、耐水圧、透湿性に優れる国産ナイロン生地を使用した3カラーもラインナップ。
エイジングを楽しめるデニム&キャンバスを選ぶも良し、快適な機能性を優先して国産ナイロン生地を選ぶも良しと選択の幅が広がりました。保温性
もバッチリのミトンタイプ。
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