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  GORE-TEX®
防水耐久性、防風性、透湿性を兼ね備えた一枚の膜（シート）。
これを表地と裏地の間に挟むことで、グローブを防水、防風、透湿性のあるものにしています。
常に手をドライに保ち、あらゆる気象条件から手を守ることができる理想的な素材です。

  GORE-TEX®＋GORE GRIP TECHNOLOGY
このテクノロジーが採用されたGORE-TEXⓇグローブは、保温性とグリップ性という矛盾する
２つの特性を１つのグローブで提供することができます。グローブのシェル・インサート・ライ
ナー層を一体化させた特殊な構造により、最適な操作性と確かなグリップ性を実現しました。

  PRIMALOFT® GOLD INSULATION DOWN BLEND
世界初の撥水ダウンと疎水性ファイバーの混合素材。
プリマロフトの極細繊維30％と撥水ダウン70％を混合したハイブリット素材で
750フィルパワーの暖かさと雨天でも95％の保温力を保つ防水技術を備えています。

  R-TEX®
reusch独自の防水、防風、透湿シート。
摩耗に強く頑丈で、高い伸縮性と通気性を併せ持つ素材です。
あらゆる気象条件において手をドライに保ち、快適な温度を生み出します。

  PRIMALOFT®
羽のように軽く、高い保温性と柔軟性を持つ超微細マイクロファイバー素材。
羽毛にはない撥水性と圧縮性に優れ、
実用性も高いのでさまざまな分野に採用されています。

  THERMOLITE PRO
INVISTA社が研究開発した軽量保温素材の中綿。
中綿の繊維は独自のファイバー形状から成っており、
濡れても軽く、暖かさと快適さを保ちます。

  MEIDA DRY
理想的な暖かさと防水性を兼ね備えた高機能な中綿（パッド）。
他の中綿に直接貼り合わせることができるのが特徴。
素材を組み合わせることで高い保温性とグローブに必要な快適な握り心地を実現しました。
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reuschは、独自に素材と構造により暖かさ、防水と防風、通気の3つカテゴリーにおいて基準を設定
しました。 手は気温や条件に敏感に反応します。 暖かさに対する個別のニーズに応えるべく、reusch
は全てのグローブにこの基準を設定しました（アクセサリー除く）。

DOWNもしくは特別な中綿
を使用した保温レベルの最
も高いグローブ。

G O R E - T E X ® もしくは
R-TEX®を使用した防水性
の高いグローブ。

特殊なシート等を使用せず、
通気性の優れたグローブ。

防水性も兼ね備える中綿
パッドMeida® DRYを使用
したグローブ。

G O R E - T E X ® もしくは
R-TEX®を使用し通気性も
兼ね備えたグローブ。

STROMBLOXXTMを使用し
た防風に優れたグローブ。も
しくは、特殊なシートを使用
しないグローブ。

＊ご購入の際は、一度ご試着されることをお勧めします。

PrimaLoft®、R-LOFT™な
どの高性能な中綿を使用、も
しくは厚手レザーの比率の
高い暖かいグローブ。

Tecfill™を使用したスタン
ダードなウィンタースポーツ
グローブ。

  REAL DOWN
非常に軽量で優れた保温能力のある羽毛素材。
通気性と撥水性のあるダウンプルーフバッグに入れることで
ダウンの性能を維持しています。

  R-LOFTTM

reusch独自の外気遮断機能を持つ保温性の高い素材。
厳しい条件でも体温を熱源に変換し、グローブ内部に熱を保持。
また非常に柔らかい性質で快適な握り心地を提供します。

  TEC-FILLTM

「寒い日でも快適な暖かさ」
よりコンパクトになった断熱素材は快適な暖かさを備え、
ゲレンデで長時間過ごすことも苦になりません。

  STANDARS

  SIZE CHART

       TECHNOLOGIES

Outer fabric
Insulation

Inner Lining

Wasserabweisend
Windabweisend

Komprimierbar

Wärmeeffizient

SchnelltrocknendAtmungsaktiv
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（AUT）
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（FRA）

HENRIK KRISTOFFERSEN 
¥24,000（税別）

バイキングのようにアタック！ H.クリ
ストファーセンは、ナックル、フィン
ガープロテクションを搭載し、シープス
キンの柔らかく暖かいグローブ。

品　番 : 47 01 101
サイズ :  6.5 -9.0
Colour :  105 ホワイト / ファイアーレッド
Features :  ソフトナックルプロテクション
　　　　 ソフトフィンガープロテクション
　　　　 タイトカフ
　　　　 外縫い仕様
　　　　 シグネイチャーグローブ
　　　　 made in vietnam

ALEXIS PINTURAULT  GTX® ＋
GORE GRIP TECHNOLOGY
¥19,000（税別）

ベストパフォーマンス！ WCのエース、ア
レクシスモデルは、グリップが良く、防水
機能の高いGORE-GRIPテクノロジーを採
用したハイクオリティーモデル。

品　番 : 47 01 303
サイズ :  7.5 -9.0
Colour :  457 ダズリングブルー /
　　　　 　　オレンジボブシクル
Features :  ソフトフィンガー＆
　　　　 ナックルプロテクション
　　　　 タイトカフ
　　　　 シグネイチャーグローブ
　　　　 made in china

MARCEL HIRSCHER 
¥17,000（税別）

いつでも快適に！ キング・マルセルの
モデルは、メイン素材に柔らかいシープ
スキンを採用、暖かさと防水性を兼ね備
えた中綿を使用したモデル。

品　番 : 47 01 111
サイズ : 7.5 -9.0
Colour :  101 ホワイト / ブラック
Features :  タイトカフ
　　　　 ストームリーシュ
　　　　 シグネイチャーグローブ
　　　　 made in china

LARA GUT 
¥23,000（税別）

人気モデルWORLD CHAMP MITTEN
のララ・グートのシグネイチャーモデ
ル。柔らかく保温性が高く、グリップ感
にも優れたグローブ。
。品　番 : 47 01 414
サイズ : 6.0 -7.5
Colour :  130 ホワイト / ゴールド
Features :  ナックルプロテクション
　　　　 ソフトフィンガープロテクション
　　　　 タイトカフ
　　　　 シグネイチャーグローブ
　　　　 made in vietnam
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REUSCH RACE-TEC 17 SC  
¥26,000（税別）

高いプロテクション装備を搭載したフルレザーの
レーシンググローブ。フィッティングの良いハイ
スピードなワールドカップデザイン。

品　番 : 47 11 124
サイズ :  6.5-9.0
Colour :  135 ホワイト / ネオングリーン
Features :  コンポジットナックルプロテクション
　　　　 親指ガード
　　　　 タイトカフ
　　　　 3Dカット
　　　　 外縫い仕様
　　　　 made in china 135

REUSCH RACE-TEC 16 GS 
¥33,000（税別）

最大限のプロテクションと高いフィッティングを
兼ね備えたワールドクラスのレーシンググロー
ブ。革新的で機能的なロイシュレーシングのトッ
プモデル。

品　番 : 46 11 111
サイズ :  6.5-9.0
Colour :  135 ホワイト / ネオングリーン
Features :  コンポジットナックルプロテクション
　　　　 親指ガード
　　　　 リストシールド
　　　　 シームレスタイトカフ
　　　　 3Dカット
　　　　 外縫い仕様
　　　　 made in china

135

REUSCH TRAINING R-TEX® XT 
¥14,000（税別）

しっかりとしたナックルプロテクションとソフト
フィンガープロテクションを装備した防水シート
入りのレーシンググローブ。

品　番 : 46 11 233
サイズ :  6.5-9.0
Colour :  135 ホワイト / ネオングリーン
Features :  コンポジットナックルプロテクション
　　　　 ソフトフィンガープロテクション
　　　　 タイトカフ
　　　　 made in china

135
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REUSCH RACING SPIRIT SPECIAL 
¥27,000（税別）

手の平側のインナーウレタンを薄く設定し、グ
リップ感を最大限に考慮したロブスタータイプの
レーシンググローブ。

品　番 : REU16RSSP
サイズ :  6.5-9.0
Colour :  BK ブラック
　　　　 WH ホワイト
Features :  コンポジットナックルプロテクション
　　　　 ソフトフィンガープロテクション
　　　　 ロブスタースタイル
　　　　 レギュラーカフ
　　　　 外縫い仕様
　　　　 リストバンド
　　　　 made in japan

REUSCH WORLD CHAMP 
¥24,000（税別）

シープスキンを採用し柔らかくグリップのよい
レーシンググローブ。優れたフィッティングとプ
ロテクション装備を併せ持つ。

品　番 : 46 01 105
サイズ :  6.5-9.0
Colour :  122 ホワイト / オレンジポプシクル
Features :  ナックルプロテクション
　　　　 ソフトフィンガープロテクション
　　　　 タイトカフ
　　　　 外縫い仕様
　　　　 made in vietnam

REUSCH WORLD CHAMP MITTEN 
¥22,000（税別）

多くのレーサーから支持される保温性の高いミト
ンタイプのレーシンググローブ。柔らかなシープ
スキンによる優れたグリップ感。

品　番 : 46 01 405
サイズ :  6.5-9.0
Colour :  122 ホワイト / オレンジポプシクル
　　　　 702 ブラック / シルバー
Features :  ナックルプロテクション
　　　　 ソフトフィンガープロテクション
　　　　 タイトカフ
　　　　 made in vietnam

122

122

BK

702

WH

REUSCH RACING SPIRIT 
¥23,000（税別）

多くのファンに愛される普遍のモデル。厳選され
たキメの細かい高級レザーを使用し、細部までこ
だわりぬいた製法のロイシュ最高級モデル。

品　番 : REU16RS
サイズ :  6.5-9.0
Colour :  BK ブラック
　　　　 WK ホワイト / ブラック
　　　　 WR ホワイト / レッド
　　　　 WB ホワイト / ブルー
Features :  ソフトフィンガー&
             ナックルプロテクション
　　　　 レギュラーカフ
　　　　 リストバンド
　　　　 外縫い仕様
　　　　 made in japan

REUSCH RACING SPIRIT MITTEN 
¥25,000（税別）

定番モデルRSのミトンタイプ。インナーの甲部
分と手首部分にはボアを使用、平側には発熱効果
のあるFeelthermoⓇを使用した暖かいグローブ。

品　番 : REU16RSMIT
サイズ :  6.5-9.0
Colour :  WH ホワイト
　　　　 BK ブラック
Features :  ソフトフィンガー&
             ナックルプロテクション
　　　　 レギュラーカフ
　　　　 リストバンド
　　　　 外縫い仕様
　　　　 made in japan

REUSCH MASTER PRO 
¥18,500（税別）

とても柔らかくフィッティングの良いシープスキ
ンを採用し、ロイシュユーザーに長く支持され続
けているモデル。

品　番 : 43 01 109
サイズ :  6.5-9.0
Colour :  148 ホワイト / ブリリアントブルー
　　　　 700 ブラック
　　　　 122 ホワイト / オレンジポプシクル
Features :  ソフトナックルプロテクション
　　　　 タイトカフ
　　　　 外縫い仕様
　　　　 made in vietnam

148

700

122

BK

WR WKWB

WH

BK
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REUSCH  D. MONEY 
EXCLUSIVE 3.0 R-TEX® XT LOBSTER 
¥16,000（税別）

フリースキーヤー：ダロン・ラウルベスのシグネイ
チャーモデル。バックハンドはソフトシェル素材で
柔らかく、手の平はピタード素材で補強。

品　番 : 46 02 702
サイズ :  7.0-9.0
Colour :  746 ブラック / スチールグレイ
　　　　 403 ブリリアントブルー / ブラック
Features :  タッチテック（スマホ対応）
　　　　 ストームリーシュ
　　　　 タイトカフ
　　　　 ロブスタースタイル
　　　　 Daron Rahlves プロモデル
　　　　 made in chinaWH BRBK

BK

REUSCH GLANZ 
¥18,000（税別）

保温性が高く、耐久性も兼ね備えた厚手の高級レ
ザーを使用。メイン素材のレザーは柔らかく、ズ
レの少ないインナーは優れたグリップ感を実現。

品　番 : REU1701
サイズ :  6.5-9.0
Colour :  WK ホワイト/ブラック
　　　　 BK ブラック
Features :  ソフトフィンガー＆
　　　　 ナックルプロテクション
　　　　 タイトカフ
　　　　 外縫い仕様
　　　　 made in vietnam

REUSCH LOBSTER 
¥16,000（税別）

リニューアルデザインのフルレザーロブスターモ
デル。外気をしっかりと遮断してくれる高級レ
ザーを使用し暖かく、ズレの少ないインナー構造
は優れたグリップ感を実現。

品　番 : REU17LB
サイズ :  6.5-9.0
Colour :  NV ネイビー
　　　　 GR ダークグリーン
　　　　 BR ブラウン
　　　　 WH ホワイト
　　　　 PU パープル
Features :  タイトカフ
　　　　 ロブスタースタイル
　　　　 外縫い仕様
　　　　 made in vietnam

REUSCH REU1601 LOBSTER 
¥18,000（税別）

高級レザーを使用し、グローブ内の空気量の増加
により更に保温性が向上。フィッティングを高め
るネオプレーンショートカフ。

品　番 : REU1601L
サイズ :  6.5-9.0
Colour :  BK ブラック
　　　　 WH ホワイト
　　　　 BR ブラウン
Features :  ソフトフィンガー＆
　　　　 ナックルプロテクション
　　　　 タイトカフ
　　　　 ロブスタースタイル
　　　　 外縫い仕様
　　　　 made in vietnam

REUSCH RELATION 
¥16,000（税別）

ロイシュ定番スタイルのレザーグローブ。厚手の
レザーは優れた保温性と耐久性を兼ね備える。自
然な革の感触にこだわりぬいたグローブ。

品　番 : REU16RE
サイズ :  6.5-9.0
Colour :  WK ホワイト / ブラック
　　　　 WR ホワイト / レッド
　　　　 WB ホワイト / ブルー
　　　　 BK  ブラック
Features :  ソフトフィンガー＆
　　　　 ナックルプロテクション
　　　　 レギュラーカフ
　　　　 リストバンド
　　　　 外縫い仕様
　　　　 made in vietnam

REUSCH RE LOBSTER 
¥16,000（税別）

RELATIONのロブスタースタイル。グローブ内の
空気量の増加により更に保温性が向上。ナックル
とフィンガー部分にソフトプロテクション装備。

品　番 : REU16RL
サイズ :  6.5-9.0
Colour : BK ブラック
　　　　 WH ホワイト
Features :  ソフトフィンガー＆
　　　　 ナックルプロテクション
　　　　 レギュラーカフ
　　　　 リストバンド
　　　　 ロブスタースタイル
　　　　 外縫い仕様
　　　　 made in vietnam
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WR BK
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REUSCH  PROFI SL 
¥14,500（税別）

リニューアルデザインのハイパフォーマンス定番
モデル。指先を自然な形にプレシェープ加工し、
フィッティングとグリップ力を高めたグローブ。

品　番 : 47 01 110
サイズ :  7.0-9.0
Colour :  125 ホワイト / ネオンイエロー
　　　　 114 ホワイト / ドレスブルー / オレンジ
　　　　 101 ホワイト / ブラック
　　　　 105 ホワイト / ファイアーレッド
Features :  ソフトフィンガー＆
　　　　 ナックルプロテクション
　　　　 タイトカフ
　　　　 外縫い仕様
　　　　 made in china

REUSCH  FLOW LEATHER 
¥15,000（税別）

とても柔らかくフィッティングの良いショートカフ
レザーグローブ。ズレの少ないインナー構造は優れ
たグリップ感を実現。

品　番 : REU1711
サイズ :  6.0-9.0
Colour :  WQ ホワイト / ターコイズ
　　　　 WR ホワイト / レッド
　　　　 NV ネイビー
　　　　 B K  ブラック
Features :  タイトカフ
　　　　 ピケ縫い仕様
　　　　 made in vietnam

114 101

WQ WR BKNV

WK
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REUSCH MAXIM GTX® 
¥12,000（税別）

インナーにボア素材を使用し保温性も高く、防水
機能に優れたGore-Tex®を使用したハイスペック
なロングカフグローブ。

品　番 : 45 01 371
サイズ :  7.0-9.0
Colour :  716 ブラック / ネオングリーン
　　　　 705 ブラック / ファイアーレッド
Features :  パウダーカフ
　　　　 ストッパーシステム
　　　　 リストバンド
　　　　 made in china

REUSCH 
MARCEL R-TEX® XT LOBSTER 
¥10,000（税別）

ロブスタースタイルのフレッシュなデザイン。防
水シートを採用し、保温性も高く、フィッティン
グのよい革新的なグローブ。

品　番 : 47 01 780
サイズ :  6.5-9.0
Colour :  101 ホワイト / ブラック
　　　　 721 ブラック / ブラックメランジ
　　　　 622 ダークグラナイト / ファイアーレッド
Features :  タイトカフ
　　　　 ロブスタースタイル
　　　　 ストームリーシュ
　　　　 made in vietnam

REUSCH BEAT GTX® 
¥12,000（税別）

よりスポーティーに！高性能防水素材Gore-Tex®
を使用し、メイン素材のソフトシェルは柔らか
く、手の平側にはレザーを使用した暖かく快適な
グローブ。

品　番 : 47 01 340
サイズ :  7.0-9.0
Colour :  116 ホワイト /  ドレスブルー / ネオンイエロー
　　　　 486 インペリアルブルー / ドレスデンブルー
　　　　 425 ドレスブルー / オレンジポプシクル
　　　　 579 バーントオリーブ
Features :  タイトカフ
　　　　 made in vietnam

116
486 579425

721 622

101 455302 701

REUSCH BRUCE GTX® 
¥9,200（税別）

Gore-Tex®を使用したショートカフのスポー
ティーなグローブ。高機能素材を使用しながら、
高いコストパフォーマンスも実現。

品　番 : 46 01 329
サイズ :  6.5-9.0、10.0 （302カラーは9.0まで）
Colour :  101 ホワイト / ブラック
　　　　 302 ファイアーレッド / ブラック
　　　　 455 インペリアルブルー / ブラック
　　　　 701 ブラック / ホワイト
Features :  タイトカフ
　　　　 made in china

700457

701 472

716442

REUSCH TORBENIUS R-TEX® XT 
¥8,300（税別）

カラフルで洗練されたロイシュデザイン。メイン
素材にソフトシェルを採用し柔らかく、防水シー
トも採用。

品　番 : 45 01 222
サイズ :  7.5-9.0
Colour :  457 ダズリングブルー / オレンジポプシクル
　　　　 700 ブラック
　　　　 442 ドレスデンブルー / ネイビー
　　　　 716 ブラック / ネオングリーン
Features :  タイトカフ
　　　　 made in vietnam

REUSCH SANDOR GTX® 
¥7,400（税別）

高性能防水シートGore-Tex®を使用し、高いコス
トパフォーマンスを実現したモデル。リストバン
ドを使用したスタンダードスタイル。

品　番 : 47 01 327
サイズ :  7.5-9.0、10.0
Colour :  701 ブラック / ホワイト
　　　　 472 ネイビー / ブラック
Features :  レギュラーカフ
　　　　 リストバンド
　　　　 made in china

701 721

REUSCH PRIMUS R-TEX® XT 
¥6,400（税別）

ソフトシェルを採用した快適な防水シート入りグ
ローブ。スポーティーなデザインのレギュラーカ
フスタイル。

品　番 : 46 01 224
サイズ :  7.5-9.0
Colour :  786 ブラック / ダズリングブルー
　　　　 70１ブラック / ホワイト
　　　　 721 ブラック / ブラックメランジ
Features :  レギュラーカフ
　　　　 リストバンド
　　　　 made in china　　　　 

REUSCH VENTRON R-TEX® XT 
¥5,500（税別）

防水シート入りのアクティブなデザインのエント
リーグローブ。フィッティングを高めるショート
カフスタイル。

品　番 : 47 01 205
サイズ :  7.5-9.0
Colour :  741 ブラック / サンド
　　　　 607 カチオンライトグレイ
　　　　 700 ブラック
Features :  タイトカフ
　　　　 made in china　　　　 

741
607 700

786
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REUSCH LECH PRO GTX® + 
GORE GRIP TECHNOLOGY LOBSTER
¥19,000（税別）

パウダーピステにおける究極のアイテム。Gore-Tex®、PrimaLoft®、Polartec®
を採用し、フィッティングとグリップも良いロブスタースタイルのグローブ。ピ
ステでの着脱時にグローブ内の暖気を逃がさないヒートトラップテクノロジー。

品　番 : 47 02 700
サイズ :  7.5-9.0
Colour :  713 ブラック / ダークグラナイト
　　　　 613 ダークグラナイト / ドレスブルー
Features :  ヒートトラップTM
　　　　 ストームリーシュ
　　　　 ロブスタースタイル
　　　　 パウダーカフ
　　　　 リストバンド
　　　　 ストッパーシステム
　　　　 made in china

REUSCH VOLCANO GTX® + 
GORE WARM TECHNOLOGY
¥31,000（税別）

高度で革新的な最新技術がフルパッケージ
され、ロイシュグローブのラインナップに
おける最も保温性の高いグローブ。

品　番 : 46 01 350
サイズ :  7.5-9.0
Colour :  794 ブラック / オレンジポプシクル
Features :  ダウンフィンガーチューブ
　　　　 ダウンチャンバーシステム
　　　　 エクストラボリュームカット
　　　　 ヒートライニング
　　　　 サーモフード
　　　　 ヒーティングポケット
　　　　 ストームリーシュ
　　　　 パウダーカフ
　　　　 ストッパーシステム
　　　　 made in china794

746

403 468

325

REUSCH LECH R-TEX® XT LOBSTER 
¥16,000（税別）

ハイパフォーマンスなロブスタースタイルの防水
シート入りロングカフグローブ。インナーには保温
性の高いボア素材を採用。バックハンドはソフト
シェル素材で柔らかく、手の平はピタード素材をケ
ブラー糸で補強。

品　番 : 44 02 704
サイズ :  6.5-9.0
Colour :  325 ファイアーレッド / ドレスブルー / ホワイト
　　　　 468 ドレスブルー / オーカー
　　　　 403 ブリリアントブルー / スパイシーオレンジ
　　　　 746 ブラック / スチールグレイ
Features :  ストームリーシュ
　　　　 ロブスタースタイル
　　　　 パウダーカフ
　　　　 リストバンド
　　　　 ストッパーシステム
　　　　 made in china

ALPINE LADY
SPORT! FASHION! CHIC!

GREAT FITTING SKI GLOVES OFFERING 
WARMTH, COMFORT AND LOOK

FOR ANY LEVEL OF PERFORMANCE.
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ANNA VEITH R-TEX® XT 
¥10,000（税別）

チーターのように滑らかに！　防水シート入りのアンナ・ベスのシグネイ
チャーグローブは、柔らかく快適で、保温性も高く、優雅にスキーを楽し
めるグローブ。

品　番 : 47 31 215
サイズ :  6.0-7.5
Colour :  101 ホワイト / ブラック
Features :  レギュラーカフ
　　　　 シグネイチャーグローブ
　　　　 made in vietnam

MIKAELA SHIFFRIN MEIDA®  DRY
¥14,500（税別）

ミカエラ・シフリンのイメージにマッチしたキュートなデザイン。
防水機能があり、非常に柔らかく仕上げたグローブ。

品　番 : 46 31 100
サイズ :  6.5-8.0
Colour :  165 ホワイト / ブラック / ブルーバード
Features :  タイトカフ
　　　　 シグネイチャーグローブ
　　　　 made in china

165

LINDSEY VONN 
¥20,000（税別）

スピードクイーン：リンゼイ・ヴォンがセレクトしたグローブは、優
れたフィッティングとグリップ感を兼ね備え、かつエレガントなデザ
インが印象的。

品　番 : 46 31 101
サイズ :  6.5-8.5
Colour :  960 ブラック / ホワイト / ゴールド
Features :  ソフトナックルプロテクション
　　　　 タイトカフ
　　　　 外縫い仕様
　　　　 シグネイチャーグローブ
　　　　 made in vietnam

960

「より乾きやすく、より暖かく」。あらゆる気象
条件と活動レベルにおいて最大限の快適性を
実現するために、高い通気性能を追求。防水
耐久性、防風性、透湿性を兼ね備え、その性能
は長期にわたって保たれます。

世界初の撥水ダウンと疎水性ファイバーの混
合素材を開発。プリマロフトの極細繊維30％と
撥水ダウン70％を混合したハイブリット素材で
750フィルパワーの暖かさと雨天でも95％の
保温力を保つ防水技術を備えています。

PRIMALOFT® 
GOLD INSULATION  
DOWN BLEND

713 613

101

OUR WARMEST

SKI GLOVE
EVER!

DOWN & 
  FREERIDE

LADY
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REUSCH JASMINE 
¥18,500（税別）

輝きのあるクリスタルガラスが装飾されたエレガ
ントなレディーストップモデル。柔らかいシープ
スキン素材に保温性の高いPrimaLoft®を採用し
たグローブ。

品　番 : 45 31 191
サイズ :  6.0-8.0
Colour :  101 ホワイト / ブラック
　　　　 700 ブラック
Features :  プレミアムクリスタル
　　　　 レギュラーカフ
　　　　 サイドジッパー
　　　　 made in china

REUSCH THAIS 
¥12,000（税別）

シンプルでエレガントなレディースデザイン。メ
イン素材は柔らかいシープスキンで保温性の高い
PrimaLoft®を採用。スポーティーなショートカ
フグローブ。

品　番 : 46 31 103
サイズ :  6.0-8.0
Colour :  700 ブラック
　　　　 478 ドレスブルー / ホワイト
Features :  タイトカフ
　　　　 made in china

REUSCH FEBE R-TEX® XT MITTEN 
¥10,000（税別）

リアルダウンを採用し保温性の高いミトンタイプ
のレディースグローブ。防水シートも採用し、手
の平側にはレザーを使用したショートカフスタイ
ルのグローブ。

品　番 : 47 31 524
サイズ :  6.0-8.0
Colour :  721 ブラック / ブラックメランジ　　　　 
　　　　 700 ブラック
Features :  タイトカフ
　　　　 made in china

REUSCH ALEXA GTX® 
¥9,200（税別）

高性能防水素材Gore -Tex®と保温性の高い
Prima-Loft®を採用。ソフトシェル素材は柔
らかく、手の平側にはレザーを使用。高級感
のあるシンプルなデザイン。

品　番 : 47 31 322
サイズ :  6.0-8.0
Colour :  101 ホワイト / ブラック
　　　　 702 ブラック / シルバー
Features :  レギュラーカフ
　　　　 made in china

REUSCH ALICE GTX® MITTEN 
¥9,200（税別）

ソフトシェルを使用した柔らかいミトンスタイルの
グローブ。高機能素材Gore-Tex®、Prima-Loft®
を採用し優れた防水性と保温性を兼ね備える。

品　番 : 45 31 618
サイズ :  6.0-8.0
Colour : 709 ブラック / ネオンイエロー
　　　　 748 ブラック / ホワイト / ピンクグロー
Features :  レギュラーカフ
　　　　 リストバンド
　　　　 made in china

748709

968

REUSCH ODELIA R-TEX® XT 
¥6,400（税別）

レディースらしさを強調した生地とデザイン。防
水シート入り。ストッパーシステム付きのロング
カフスタイルのグローブ。

品　番 : 45 31 211
サイズ : 6.0-8.0
Colour : 810 フォッシル
　　　　 968 ダークデニム
Features :  レギュラーカフ
　　　　 made in china

REUSCH JESSIE R-TEX® XT 
¥5,500（税別）

鮮やかなカラーリングの防水シート入りレディー
スグローブ。フィッティングのよいスポーティー
なタイトカフスタイル。

品　番 : 47 31 234
サイズ : 6.0-7.5
Colour : 608 カオチンライトグレイ / カクタスフラワー
　　　　 720 ブラック / ピンクグロー
Features :  タイトカフ
　　　　 made in china
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REUSCH CORINA R-TEX® XT 
¥7,000（税別）

柔らかいソフトシェル素材を採用し、保温性も高
い。スポーティーなデザインの防水シート入りレ
ディースグローブ。

品　番 : 47 31 232
サイズ :  6.0-8.0
Colour : 495 デニムモードインディゴ
　　　　 704 ブラック / ライムグリーン
Features :  パウダーカフ
　　　　 リストバンド
　　　　 ストッパーシステム
　　　　 made in china

608 720
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REUSCH  TORBENIUS 
R-TEX® XT JR. LOBSTER
¥5,500（税別）

人気のジュニアロブスタースタイル。カラフル
なデザインで柔らかく、防水シートを採用し保
温性も高いグローブ。

品　番 : 43 61 710
サイズ : 4.0-6.0
Colour :  595 ネオングリーン / インペリアルブルー
　　　　 442 ドレスデンブルー / ネイビー
　　　　 716 ブラック / ネオングリーン
　　　　 343 ノックアウトピンク / カクタスフラワー
　　　　 701 ブラック / ホワイト
Features : タイトカフ
　　　　 ロブスタースタイル 
　　　　 made in vietnam

REUSCH RJ LOBSTER 
¥11,500（税別）

ソフトプロテクションを搭載したロブスタースタ
イルジュニアグローブ。厚手の高級レザーによる
耐久性はそのままに、グローブ内の空気量の増加
により保温性が向上。

品　番 : REU16LJ
サイズ : 4.0-6.0
Colour :  WO ホワイト / オレンジ
　　　　 KB ブラック / ブルー
　　　　 WL ホワイト / ライム
Features :  ソフトフィンガー＆ナックルプロテクション
             レギュラーカフ
             リストバンド
             ロブスタースタイル
             外縫い仕様
             made in vietnam

REUSCH RJ GS 
¥16,000（税別）

ナックルプロテクションを搭載したレザーのジュ
ニアレーシングモデル。高い保温性と耐久性も兼
ね備える。サイズは7.0まで展開。

品　番 : REU17RJGS
サイズ : 5.0-7.0
Colour :  WH ホワイト
Features :  ナックルプロテクション
             ソフトフィンガープロテクション
             ロブスタースタイル
             レギュラーカフ
             外縫い仕様
             made in vietnamn

REUSCH RS JUNIOR 
¥11,500（税別）

よりスポーティーにリニューアルされたRS 
JUNIOR。ソフトプロテクションを採用し、厚手
の高級レザーによる保温性、耐久性を兼ね備えた
ジュニアグローブ。

品　番 : REU1718
サイズ : 4.0-6.0
Colour :  WH ホワイ ト
　　　　 BK ブラック
Features :  ソフトフィンガー＆ナックルプロテクション
　　　　 レギュラーカフ
　　　　 リストバンド
　　　　 外縫い仕様
　　　　 made in vietnam

WLWO KB

WH

135

WH BK

REUSCH DOWN SPIRIT GTX® JR. 
¥9,200（税別）

保温性の高いリアルダウンと高性能防水素材Gore-TexⓇに
よるジュニアハイエンドモデル。ソフトシェル素材は柔ら
かく、手の平側にはレザーを使用。

品　番 : 46 61 300
サイズ : 4.0-6.0
Colour :  736 ブラック / サルファースプリング
Features :  パウダーカフ
             リストバンド
             ストッパーシステム
             made in vietnam

REUSCH TORBENIUS R-TEX® XT JR. 
¥5,500（税別）

スポーティーで近代的なデザイン。鮮やかなカラーリングのソフトシェル
素材はとても柔らかく、防水シートも採用しとても快適なグローブ。

品　番 : 43 61 210
サイズ : 4.0-6.0
Colour :  457 ダズリングブルー / オレンジポプシクル　　
　　　　 311 タンゴレッド / ピンクグロー
　　　　 910 ドレスデンブルー / ネイビー / サルファースプリング
　　　　 539 ネオングリーン / ネオンイエロー
Features :  タイトカフ
             made in vietnam

RACING 
  JUNIOR 

     ALPINE 
JUNIOR 

REUSCH 
TRAINING R-TEX®JUNIOR 
¥12,500（税別）

しっかりとしたナックルプロテクションを搭載し
たワールドカップデザインのジュニアレーシング
グローブ。防水シート入り。

品　番 : 46 71 233
サイズ : 4.0-6.0
Colour :  135 ホワイト / ネオングリーン
Features :  コンポジットナックルプロテクション
             ソフトフィンガープロテクション
             タイトカフ
             made in vietnamn
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REUSCH BULLET GTX® JR. 
¥5,500（税別）

高機能素材Gore-Tex®を使用し、防水機能の高
いスタンダードスタイルのジュニアグローブ。

品　番 : 46 61 305
サイズ : 4.0-6.0
Colour :  701 ブラック / ホワイト
　　　　 302 ファイアーレッド / ブラック
　　　　 455 インペリアルブルー / ブラック
Features : レギュラーカフ
　　　　 リストバンド 
　　　　 made in china

REUSCH BOLT GTX® JR. 
¥5,000（税別）

高性能防水素材Gore-Tex®を使用、高いコスト
パフォーマンスを実現したジュニアグローブ。

品　番 : 47 61 305
サイズ : 4.0-6.0
Colour :  781 ブラック / グリーンゲッコー
　　　　 701 ブラック / ホワイト
　　　　 786 ブラック / ダズリングブルー
Features : レギュラーカフ
　　　　 リストバンド 
　　　　 made in china

REUSCH IRIS R-TEX® XT JR. 
¥5,500（税別）

カラフルで鮮やかなデザインのガールズグローブ。
スポーティーなショートカフスタイル。防水シート
入り。

品　番 : 46 61 266
サイズ : 4.0-6.0
Colour :  701 ブラック / ホワイト
　　　　 350 ピンクグロー
　　　　 929 ウィスパーリングブルー
Features : タイトカフ
　　　　 made in china

REUSCH MARIN R-TEX® XT JR. 
¥3,700（税別）

女の子の大好きなシックなディテールにかわいらし
いデザイン。防水シート入りの柔らかく暖かいガー
ルズグローブ。

品　番 : 47 61 266
サイズ : 4.0-6.0
Colour :  607 カオチンライトグレイ
　　　　 100 ホワイト
　　　　 799 ブラック / マルチカラー
Features : レギュラーカフ
　　　　 made in china

REUSCH TILLY R-TEX® XT JR. 
¥5,000（税別）

まるでプリンセスのようなエレガントなデザイン。
防水シートを採用し、PrimaLoft®により保温性がと
ても高い。

品　番 : 47 61 261
サイズ : 4.0-6.0
Colour :  700 ブラック
　　　　 100 ホワイト
　　　　 340 パウダーピンク
Features : レギュラーカフ
　　　　リストバンド
　　　　 made in china

REUSCH ALAN JR. 
¥3,000（税別）

ジュニアグローブのエントリーモデル。冷たい
外気を遮断し暖かく柔らかいグローブ。

品　番 : 44 61 115
サイズ : 4.0-6.0
Colour :  709 ブラック / ネオンイエロー
　　　　 760 ブラック / ブリリアントブルー
　　　　 302 ファイアーレッド / ブラック
　　　　 162 ホワイト / ホットピンク
Features : レギュラーカフ
　　　　 made in china

ALPINE 
  JUNIOR 

     ALPINE 
     GIRL 

REUSCH ANDRO R-TEX® XT JR. 
¥3,700（税別）

とても柔らかいソフトシェル素材を使用し、防
水シートも採用した快適なスタンダードジュニ
アグローブ。

品　番 : 47 61 208
サイズ : 4.0-6.0
Colour :  607 カオチンライトグレイ
　　　　 752 ブラック / セイフティイエロー
Features : パウダーカフ
　　　　 リストバンド
　　　　 ストッパーシステム 
　　　　 made in china
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REUSCH LUAN MITTEN
¥3,300（税別）

ソフトシェル素材でとても柔らかく、しっかりと
中綿も入った暖かいロングカフキッズグローブ。

品　番 : 45 85 440
サイズ : I- IV
Colour : 700 ブラック
            300 ファイアーレッド
            527 ネオングリーン
            350 ピンクグロー
Features : パウダーカフ
　　　　 made in china

REUSCH FOREST MITTEN
¥4,000（税別）

キュートな動物たちがデザインされた暖かいキッ
ズグローブ。ロングセンタージッパーで着脱も容
易に可能。

品　番 : 46 85 404
サイズ : I- IV
Colour : 700 ブラック
              402 ダズリングブルー
              350 ピンクグロー
Features : レギュラーカフ
            センターロングジッパー
            アニマル3Dパルム
            ストームリーシュ
　　　　 made in china

REUSCH KARLI R-TEX® XT MITTEN
¥5,500（税別）

ボア素材を使用したインナーは暖かく、手の平に
はレザーを使用。長めのサイドジッパーで手の入
れやすいモデル。防水シート入りのハイクオリ
ティーモデル。

品　番 : 46 85 553
サイズ : I- IV
Colour : 545 サルファースプリング
              700 ブラック
              454 ブリリアントブルー
              359 ノックアウトピンク     
Features : レギュラーカフ
            ストームリーシュ
　　　　 made in vietnam

REUSCH 
KADIR DOWN R-TEX® XT MITTEN
¥4,600（税別）

暖かく柔らかいリアルダウンを使用、防水シート
入りのミトングローブ。リーシュコード付き。

品　番 : 47 85 562
サイズ : I- IV
Colour : 350 ピンクグロー
              454 ブリリアントブルー
              700 ブラック     
Features : パウダーカフ
　　　　 ストームリーシュ
            リストバンド
            ストッパーシステム
　　　　 made in vietnam

REUSCH TUXY R-TEX® XT MITTEN
¥2,900（税別）

防水シート入りのロングカフキッズグローブ。入
口が広がり着脱も容易に可能。

品　番 : 46 85 550
サイズ : I- IV
Colour : 477 インペリアルブルー
            350 ピンクグロー
Features : パウダーカフ
             ストームリーシュ
             リストバンド
　　　　 made in china

REUSCH KIDS
¥2,500（税別）

雪の進入を防ぐフリースカフを使用したリーシュ
コード付きのスタンダードキッズグローブ。

品　番 : 45 85 105
サイズ : I- IV
Colour : 300 ファイアーレッド
            340 パウダーピンク
            422 バチュラー
            670 スターゲイザー
            700 ブラック
Features : レギュラーカフ
            ストームリーシュ
　　　　 フリースインナーカフ
　　　　 made in china

REUSCH KIDS MITTEN
¥2,500（税別）

雪の進入を防ぐフリースカフを使用したリーシュ
コード付きスタンダードキッズミトングローブ。

品　番 : 45 85 405
サイズ : I- IV
Colour : 300 ファイアーレッド
            340 パウダーピンク
            422 バチュラー
            670 スターゲイザー
            700 ブラック
Features : レギュラーカフ
            ストームリーシュ
            フリースインナーカフ
　　　　made in china
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REUSCH MAXI R-TEX® XT
¥3,500（税別）

間口が広く着脱の容易な防水シート入りの5フィ
ンガーロングカフスタイル。ソフトシェル素材で
とても柔らかく暖かいキッズグローブ。

品　番 : 45 85 215
サイズ : Ⅲ-Ⅴ
Colour : 930 ブリリアントブルー / スパイシーオレンジ
              700 ブラック
              208 ネオンイエロー / ブリリアントブルー
              328 フクシャパープル / ライムグリーン
Features : パウダーカフ
            ストッパーシステム
　　　　 ストームリーシュ
　　　　 made in china
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REUSCH BALACLAVA 
¥2,800（税別）

品　番 :  43 80 015
Colour : 700 ブラック
made in china

REUSCH FACE MASK 
¥1,600（税別）

品　番 :  43 80 017
Colour : 700 ブラック
made in china

REUSCH 
HELMET LINER XT 
¥1,500（税別）

品　番 :  43 80 014
サイズ :  56cm、58cm
Colour : 700 ブラック（56cm、58cm）
             359 ノックアウトピンク（56cm）
             207 ネオンイエロー（58cm）
             made in china

REUSCH NOAH 
HEADBAND 
¥1,800（税別）

品　番 :  46 80 110
Colour : 479 ドレスブルー
             700 ブラック 
             359 ノックアウトピンク
             331 ルージュレッド
             made in china

REUSCH 
ENZO BEANIE 
¥2,800（税別）

品　番 :  44 80 035
サイズ :  56cm
Colour : 270 スパイシーオレンジ
            700 ブラック
            350 ピンクグロー
             made in china

REUSCH 
ELIAS BEANIE 
¥2,800（税別）

品　番 :  45 80 033
サイズ :  58cm
Colour : 402 ダズリングブルー
            545 サルファースプリング
            700 ブラック
             made in china

REUSCH 
NOAH BEANIE 
¥2,800（税別）

品　番 :  43 80 010
サイズ :  58cm
Colour : 479 ドレスブルー
            310 タンゴレッド
            331 ルージュレッド
             made in china

REUSCH 
OLIVIA BEANIE 
¥2,800（税別）

品　番 :  47 80 043
サイズ :  56cm
Colour : 331 ルージュレッド
            700 ブラック
            926 シンプリーパープル
             made in china
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716454300
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REUSCH OVERGLOVE R-TEX® XT
¥4,200（税別）

防水シートを使用したオーバーグローブ。悪天候
の日でもしっかりとグローブを保護し、保温性も
アップ。ゲートでスタートを待つレーサーにも愛
用される。

品　番 : 44 05 503
サイズ : 6.5-10.0
Colour : 546 ネオングリーン / スキープール
              795 ブラック / スキープール
              327 レッド / スキープール
Features : ストームリーシュ
              made in china

REUSCH DRYZONE
¥1,600（税別）
品　番 : 26 87 164
サイズ :  6.5-9.0
Colour : 700 ブラック
              207 ネオンイエロー
            made in china

REUSCH DRYZONE JUNIOR
¥1,300（税別）
品　番 : 26 87 184
サイズ :  4.0-6.0
Colour : 700 ブラック
              359 ノックアウトピンク
            made in china

REUSCH HIDE 
STORMBLOXXTM JR.
¥3,700（税別）
品　番 : 44 65 101
サイズ :  4.0 -6.0
Colour : 300 ファイアーレッド
　　　　 454 ブリリアントブルー
　　　　 716 ブラック / ネオングリーン
　　　　 made in pakistan

REUSCH 
ASHTON TOUCH- TEC
¥2,700（税別）
品　番 : 46 05 168
サイズ :  6.5-9.0
Colour : 700 ブラック
             made in china

REUSCH  IAN
¥2,700（税別）
品　番 : 47 06 105
サイズ :  6.0-9.0
Colour : 612 オンブレブルー
　　　　 709 ブラック/ ネオンイエロー
              made in china

REUSCH 
GLOVE OIL 
¥600（税別）（出荷単位：20）

品　番 :  REU001
made in japan

REUSCH 
STORM LEASH BASE 
¥350（税別）（出荷単位：10）

品　番 :  41 01 197
Colour : 700 ブラック
Features :  1ペア
made in china

700 926

331
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株式会社 ウベックス スポーツ ジャパン　
〒101-0054 東京都千代田区神田錦町 3-6 共同ビル7F　TEL: 03-5283-5561　FAX: 03-5283-5562
www.uvex-sports.jp　

※本紙掲載の商品の色調は印刷のため実物と異なる場合があります。
※カラー、仕様等は予告なく変更する場合があります。
※本紙に記載の価格はすべてメーカー希望小売価格で、消費税抜きの本体価格です。
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下の図に手を乗せてください。 
おおよそのサイズを図ることができます。
※あくまで目安ですので、ご購入の際は一度ご試着
　されることをお勧めします。

PUT YOUR HAND HERE SIZE




