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Protection for head, hands & feet

エクストリミティズはテラノヴァ社が展開するクロージングブランドです。
2022年で40周年となり、最初のサーマルグローブの製造から身体を保護するため
に様々なクロージングギアをデザイン・開発し確かな評価を構築してきました。
エクストリミティズの帽子・手袋・ゲイターは世界のトップアスリートたちによって
日々テストされています。また独自素材の開発を含む技術と革新によって、最上級
のクロージングギアを提供し続けています。

THERMAL GLOVES

Instagram: @terranovaequipment.jp

サ ーマル グロ ーブ

NEW
21STXT

21SPG

スティッキーＸサーモグローブ
¥4,840（税抜価格：¥4,400）

スティッキー
パワーライナー グローブ
¥4,620（税抜価格：¥4,200）

オリジナル素材X THERM採用で暖かさとストレッチ
性の高いサーマルグローブ。タッチスクリーン対応で
手のひら部分はシリコングリップになっておりアク
ティブに使用可能。

暖かく耐久性のあるストレッチサーマルグローブで
シリコングリップパームで作業性も良いグローブで
す。

●X THERMパフォーマンスファブリック●暖かく伸縮性のあ
る素材●タッチスクリーン対応●シリコングリップ

●シリコングリップ ●暖かく耐久性のあるストレッチ素材
●タッチスクリーン対応 ●フリースインナー ●保温・速乾

カラー／ブラック(BK) サイズ／XS、S/M、L/XL 重量／49g
素 材／ポリエステル94％、エラスタン６％
生産国／中国製

カラー／ブラック(BK) サイズ／S、M、L 重量／40g
素 材／ポリエステル93%、エラスタン7%
生産国／中国製

21FXG

フラックス グローブ
¥3,960（税抜価格：¥3,600）
ウルトラ・ライナーグローブ、グリッドフリース採用で軽
くて暖かい。ライナーとしてはもちろん汎用性のあるシ
ンプルで使いやすいグローブです。
●タッチスクリーン対応
●軽くて暖かいグリッドフリース採用 ●収納し易い
カラー／ブラック(BK) サイズ／XS、S、M、L
重 量／48g
素 材／ポリエステル93％、エラスタン7％
生産国／中国製

エックスサーモ®

X THERMはエクストリミティズのオリジナルファブリッ
クです。暖かい４WAYストレッチフリースで体温を保ち
ます。また通気性があり湿気を蒸発させます。

プリマロフト®
PRIMALOFT®は少ない熱量で体温を保持する、特許を取得した
マイクロ繊維です。
ダウン製品と同程度の保温性を備え、透湿
性、撥水性に優れています。

エックスドライ®

X DRY®は、エクストリミティズのオリ
ジナルファブリックです。
防水性と透湿性に優れた素材です。

メリノウール

エックスブロック®

X BLOCKは、エクストリミティズのオリジナ
ルファブリックです。
防風性と透湿性に優れた素材です。

メリノウールは優れた保温性、吸水性、そして抗菌特性を持った天然素
材です。自重の約３倍の水分を吸収しますが、暖かさを保持します。
extremities®では20ミクロンの極細メリノウールを使用しています。

エックスドライストレッチ®

X DRY STRECH®は、エクストリミティズのオリジナルファブリックです。
防水性と透湿性に優れた素材です。
更にストレッチ性（４ウェイ）も備えます。

ゴアテックス®ファブリック

GORE-TEX®は雨や解けた雪などを進入を防ぎながら、内部に発生し
た湿気は通すことができる透湿性防水素材です。GORE-TEX®は様々
なアクティビティーに応じて特徴の異なる素材を作っています。

エクストリミティズ／グローブ・アクセサリー
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手が冷たいと感じた時に簡単に保温力をアップ
させることができるリストゲイターです。手首は
長めで効率よく保温、指先は出ているので作業
しやすい汎用性の高いリストゲイターです。
ブラック
(BK)

21TMG

グレー
(GY)

グリーン
(GN)

●暖かく耐久性のあるストレッチ素材
●外側は滑らか、内側はマイクロフリース生地
●フリースインナー
カラー／ブラック(BK) サイズ／S/M、L/XL 重量／28g
素 材／ポリエステル93%、エラスタン7%
生産国／中国製

シニータッチグローブ ¥1,430（税抜価格：¥1,300）

最も耐久性があるベースレイヤーグローブ。
タッチスクリーンに対応しながらコストパフォーマンスに優れます。
●タッチスクリーン対応

● 保温

● 吸水速乾

カラー／ブラック(BK)、グリーン(GN)、グレー(GY) サイズ／ワンサイズ 重量／66g 素材／アクリル100％
生産国／中国製

21SLG

シルクライナーグローブ
¥3,300（税抜価格：¥3,000）

21MTL

メリノタッチライナーグローブ
¥3,520（税抜価格：¥3,200）

シルクは綿に比べ約15倍の吸湿性・放湿性に優
れています。
肌触りもよく保温効果も優れます。

メリノウール１００％の薄手インナーグローブで
す。天然素材の柔らかい肌触りと保温力が持続す
るのが特徴です。

●軽量ベースレイヤー

●保温・吸水速乾

カラー／ブラック(BK) サイズ／S、M、L 重量／20g
素 材／シルク：100％
生産国／中国製

●タッチスクリーン対応 ●18.5㎛メリノウール
●保温・速乾・天然防臭効果
カラー／ブラック(BK) サイズ／S、M、L
重量／35ｇ 素材／メリノウール100％
生産国／中国製

21PDG

パラドックス グローブ
¥7,480（税抜価格：¥6,800）
プリマロフト中綿入りのとても暖かく軽量なサーマルグ
ローブです。約6cmｘ6cmの収納バッグ付き。
コンパクトに収納できます。手のひらには補強付きで耐
久性を向上させています。
●中綿（プリマロフトゴールド） ●耐水
●起毛ライニング ●タッチスクリーン対応
カラー／ブラック(BK) サイズ／XS、S、M、L、XL
重 量／51g（収納ケース込：56g）
素 材／中綿：プリマロフトゴールド60g
（ポリエステル100％）
表：ナイロン100％、裏：ポリエステル100％
生産国／中国製

21PDM

パラドックス ミット
¥7,260（税抜価格：¥6,600）
プリマロフト中綿入りのとても暖かく軽量な
サーマルミトンです。約6cmｘ6cmの収納バッ
グ付き。コンパクトに収納できます。手のひら
には補強付きで耐久性を向上させています。
●中綿（プリマロフトゴールド） ●耐水
●起毛ライニング ●タッチスクリーン対応
カラー／ブラック(BK) サイズ／S、M、L
重 量／40g（収納ケース込：46g）
素 材／中綿：プリマロフトゴールド60g
（ポリエステル100％）
表：ナイロン100％、裏：ポリエステル100％
生産国／中国製

WINDPROOF GLOVES

防 風グロ ーブ

21MRG

メイズランナーグローブ
¥6,160（税抜価格：¥5,600）
手の甲に入射した光を光源に向かって反射する
「再帰性反射」効果をプリントしたグローブです
●防風＆リフレクティブプリント（*手の甲側）
●ストレッチフリース（手のひら）
●タッチスクリーン対応 ●シリコングリップ
カラー／ブラック（BK）
サイズ／XS、S、M、L 重量／44g
素 材／外側：ポリエステル95％、エラスタン5%
内側：メリノウール50%、アクリル50%
生産国／中国製
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gloves

21WRG

パワーライナー
リストゲイター
¥3,190（税抜価格：￥2,900）

gloves

WATERPROOF GLOVES

防 水 グ ロ ーブ

NEW
23CAPP

キャピトルピークグローブ
¥9,900（税抜価格¥9,000）
プリマロフト中綿が10oz入った厚手の暖かいグロー
ブ。オリジナル防水素材XDRY採用。手首のナイロン
テープと挿入口のドローコードでフィッティングの調
整が出来ます。
●中綿（プリマロフトゴールド 10oz）
●防水、通気性（X DRY）
●PUグリップ
カラー／ブラック(BK)/タン（TN） サイズ／S、M、L
重 量／228ｇ
素 材／シェル：ポリエステル100％、
内側：ポリエステル100％
生産国／中国製

NEW
22FURU

ファーニスウルトラグローブ
¥7,920 （税抜価格¥7,200）
オリジナル防水素材のX DRYを採用、表素
材はウール混、さらに中綿入りで暖かく見
た目もスマート、タッチスクリーン対応で
普段使いもおすすめの防水グローブです。
●防水、通気性（X DRY）
●メルトンウール混
●中綿（プリマロフトゴールド）
●タッチスクリーン対応
カラー／チャコール(CH)
サイズ／S、M、L、 重 量／163ｇ
素 材／外側：ポリエステル60％、ウール40％
内側：ポリエステル100%
生産国／中国製

22FCG
22IGG

イグニアスグローブ
¥6,820 （税抜価格¥6,200）
オリジナル防水素材のX DRYを採用、表素
材はウール混、タッチスクリーン対応で普
段使いもおすすめの防水グローブです。
●防水、通気性（X DRY）
●ウール混 ●PUグリップ
●タッチスクリーン対応
カラー／ライトグレー（LGY）
サイズ／S、M、L 重量／79g
素 材／外側はウール40％、ポリエステル60％、
内側はポリエステル100％
生産国／中国製

フォーカスグローブ
¥5,720（税抜価格¥5,200）
オリジナル防水素材のX DRYを採用した
中綿入りの暖かいタッチスクリーン対応の
防水グローブです。
●スリムなデザイン
●防水、通気性（X DRY）
●タッチスクリーン対応
●手のひらには耐久性のある素材を採用
カラー／ブラック(BK) サイズ／S、M、L
重 量／150ｇ
素 材／表地はポリエステル89%、エラスタン11%
手のひらはポリウレタン100%
生産国／中国製

22TOM

トーレント ミット
¥6,380（税抜価格¥5,800）
全てシームテープ処理された伸縮性のあ
る軽量防水ミット。
●タッチスクリーン
●軽量コンパクト
●シリコングリップパーム
●ストレッチカフ
カラー／ブラック(BK) サイズ／S、M、L
重 量／38ｇ
素 材／ポリエステル100％
生産国／中国製

22LWGG

ライトウェイト ガイドグローブ
¥7,260（税抜価格¥6,600）
軽量でシリコンパーム採用の使い勝手の
良い万能防水グローブ。

●防水、通気性（X DRY)
●シリコングリップ
●軽量で使い勝手が良い
●ネオプレンカフでしっかりフィット
カラー／ブラック(BK) サイズ／S、M、L
重 量／65ｇ
素 材／シェル：ポリエステル93％、エラスタン7％
パーム：ポリエステル65％、ポリウレタン35％
裏地：ポリエステル100％
生産国／中国製

エクストリミティズ／グローブ・アクセサリー
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22WPG-T

ウォータープルーフ
パワーライナーグローブタッチ
¥4,620（税抜価格：￥4,200）
防水性と通気性を兼ね備えた軽量なタッチ
スクリーン対応のサーマルグローブです。
耐久性、速乾性のあるストレッチ素材で、手
触りは柔らかく使いやすいアイテムです。
●防水性、通気性

●ストレッチ

●タッチスクリーン対応

カラー／ブラック(BK) サイズ／S、M、L
重 量／73ｇ 素材／ポリエステル90％、スパンデックス10%
生産国／中国製

22ISWPG-T

22SWPG-T

インシュレーテッド
ウォータープルーフスティッキー
パワーライナーグローブタッチ
¥5,390（税抜価格：￥4,900）

ウォータープルーフ スティッキー
パワーライナー グローブ タッチ
¥4,950（税抜価格：¥4,500）
ウォータープルーフ・パワーライナー・グロー
ブ・タッチの手のひらに滑り止めを施したグ
ローブです。

ウォータープルーフ・パワーライナー・グローブ・タッ
チの手のひらに滑り止めを施し、さらに中綿を入れた
暖かいグローブです。

●防水性、通気性 ●ストレッチ
●タッチスクリーン対応 ●シリコングリップ

●防水性、通気性

カラー／ブラック(BK) サイズ／XS、S、M、L、XL
重 量／78ｇ 素材／ポリエステル90％、スパンデックス10%
生産国／中国製

WATERPROOF HEADWEAR

●ストレッチ

●タッチスクリーン対応

カラー／ブラック(BK) サイズ／XS、S、M、L 重量／82ｇ
素材／ポリエステル90％、 スパンデックス10%
生産国／中国製

防 水 キ ャップ

23IC

アイスキャップ
¥4,620（税抜価格：¥4,200）
耳まで覆える防寒キャップでワイヤーが入っ
たつばで視認性アップ。スナップボタン付き
●防水、通気性（X DRY）
●内側フリース
●取り外し可能なアゴひも
カラー／ブラック(BK) サイズ／S/M、L/XL
重 量／86ｇ
素材／外側はポリアミド100%、内側はポリエステル100%
生産国／ベトナム製

WATERPROOF HEADWEAR

防寒

NEW

NEW

23XTBAL

23XTNW

Ｘサーモストレッチバラクラバ
¥5,060（税抜価格：￥4,600）

Ｘサーモネックウォーマー
¥4,620（税抜価格：￥4,200）

オリジナル素材X THERM採用で暖かく４WAYスト
レッチ。X Fit構造で頭部のフィット感がさらに向上。
目出帽として、ネックゲイターとして、フェイスマスクと
して、3通りの使い方が出来ます。

オリジナル素材X THERM採用で暖
かく４WAYストレッチ。速乾性が高く
軽 量で かさばりを 軽 減したネック
ウォーマー

●X THERMパフォーマンスファブリック
●４WAYストレッチ
●X Fit構造で頭部にフィット
●吸湿性が低く乾きが早い

●X THERMパフォーマンスファブリック
●４WAYストレッチ
●吸湿性が低く乾きが早い

カラー／ブラック(BK)
サイズ／ワンサイズ 重量／54g
素 材／ポリエステル48％、ナイロン44％、
エラスタン8％
生産国／中国製

NEW
23XTBEN

Ｘサーモストレッチビーニー
3,740（税抜価格：￥3,400）
オリジナル素材X THERM採用で暖かく
４WAYストレッチ。X Fit 構 造で頭部の
フィット感がさらに向上したビーニー。
●X THERMパフォーマンスファブリック
●４W AY ストレッチ ● X F i t 構 造 で 頭 部 に
フィット●吸湿性が低く乾きが早い
カラー／ブラック(BK)
サイズ／ワンサイズ 重量／26g
素 材／ポリエステル48％、ナイロン44％、エラスタン8％
生産国／中国製
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カラー／ブラック(BK)
サイズ／ワンサイズ 重量／44g
素 材／ポリエステル48％、ナイロン44％、エラスタン8％
生産国／中国製

●シリコングリップ

●中綿入り

hat/gaiter

23FXB

フラックス バラクラバ
¥4,180（税抜価格：￥3,800）
軽量で暖かいグリッドフリース採用。通気性も
高く暖かさを適正に保ってくれます。
●グリッドフリース
●頭にフィットするXフィット構造
●軽量で暖かい
カラー／ブラック（BK） サイズ／ワンサイズ 重量／65g
素 材／ポリエステル100%
生産国／中国製

23FXN

フラックス ネックウォーマー
¥3,850（税抜価格：￥3,500）

23FXH

フラックス ビーニー
¥3,080（税抜価格：￥2,800）

軽量で暖かいグリッドフリースと伸縮性のあ
るコットンのツートンコンビネーションネック
ウォーマー。防寒+ヘルメットライナーにも。

軽量で暖かいグリッドフリース採用。通気性も
高く暖かさを適正に保ってくれます。

●グリッドフリース
●軽量で暖かい

●グリッドフリース
●頭にフィットするXフィット構造
●軽量で暖かい

カラー／ブラック（BK） サイズ／ワンサイズ 重量／51.2g
素 材／ポリエステル100%
生産国／中国製

カラー／ブラック（BK） サイズ／ワンサイズ 重量／31.4g
素 材／ポリエステル93%、エラスタン7%
生産国／中国製

NEW
23DYTH

ディラントラッパーハット
¥10,560（税抜価格：￥9,600）
極寒にも対応できるスーパーウォーム仕様。イヤーフラップは折り返して留めて
おけます。
カラー／グレー（GY） サイズ／ワンサイズ 重量／189g
素 材／ウール50％、ポリエステル50％
生産国／中国製

●極寒にも耐える暖かさ
●フェイクファー付き
●折り返し留めれるイヤーフラップ

GAITERS

耳あては頭の上で
バックルで留められます

ゲ ー ター

25N

ノヴァゲーター
GTX®
¥10,780（税抜価格：￥9,800）
ゲイター上部にはゴアテックスを採用し、防水性、
通気性に優れます。
下部、足首部分には高強度ナイロンを使用してお
り耐久性に優れます。
フロント部分はベルクロタイプなので簡単に装着
できます。
●ゴアテックス（防水、透湿性）
●耐久性
カラー／ブラック（BK） サイズ／S/M、L/XL 重量／245ｇ
素 材／ナイロン：50％, ポリエステル：50％
生産国／中国製

25GA

タイアンクルゲーター
¥9,240（税抜価格：￥8,400）
雪の低山ハイキングにおすすめのショート丈のゴアテックス
ゲイターです。
フロント部分はベルクロタイプなので簡単に装着できます。
●ゴアテックス（防水、透湿性）
●耐久性
カラー／ブラック（BK）
サイズ／S/M、L/XL 重量／90ｇ
素 材／ナイロン：50％, ポリエステル：50％
生産国／中国製

エクストリミティズ／ハット・ゲーター
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