


ライナーが可能性を見出したのは、 
レクザムの基本、A-ONEコンセプト。 

オーストリアのトップ選手との 
共同開発がもたらした、 
レクザムの新たなる進化。 

2005年8月、ひとつのニュースがスキー界をかけめぐりました。 
「アルペンスキー大国オーストリアのトップ選手、 
ライナー・シェンフェルダー選手が、レクザムと契約！」 
なぜ、華々しい実績を持つオーストリアのトップ選手が 
ヨーロッパから遠く離れた日本のスキーブーツを履くのか。 
「このブーツならいけるかもしれない、と感じたからだ」 
というのが彼の答えでした。 
 
トップ選手との共同開発。 
それは、私たちにとっても、未知の体験でした。 
彼は、試作品をテストしては、 
驚くほどのレスポンスの早さで要求を伝えてきます。 
レクザムの開発スタッフは、 
「ヨーロッパのメーカーとやりとりしているより早い！」と  
要求した本人を驚かせたほどの対応力で、 
これに応えていきました。 
 
およそ5ヶ月ほどの開発期間で試作されたブーツは、実に50足。 
ついに完成したNew DATAを手にしたライナーは、 
ある条件を前提として、05-06シーズンの正式契約に同意しました。 
その条件とは、「他のトップ選手には使用させないこと」。 
 
「何だ、このブーツは？」と各国のインターナショナルコーチに言われて、 
「このブーツは有名になるから見てろ。」と繰り返していた、ライナー。 
その言葉はすぐに、輝かしい戦績によって、 
裏付けられることになりました。 
 
ワールドカップ開幕戦で、いきなりの3位入賞。 
しかも、彼の得意種目ではない大回転競技で、 
初めての表彰台に上ったのです。 
そしてオリンピックでも、彼にとって初めての快挙となる、 
２つのメダルを獲得。 
世界が注目する最高の舞台で、 
レクザムはその真価を証明しました。 
 
New DATA。トップ選手とともに全力を尽くして追い求めた 
新しいスキーブーツの理想がここにあります。 
彼だけが手にし、彼以外のトップスキーヤーが 
体験することを許されなかった 
そのパフォーマンスを、 
今、あなた自身でお確かめください。 

従来のスキーブーツは、そのまま履くと、ツマ先が開い
た「逆ハ」の字になります。したがって、スキーを平行
にそろえようとすると、ヒザを内側に絞り込まなければ
なりません。レクザムは、違います。 

自然に立っただけでスキーがほぼ平行にそろう。 
人にやさしい、レクザムならではの3つの工夫。 
�ツマ先をやや外向けにセットしたオフセットラスト 
�ツマ先とカカトの両方をそれぞれの高さにあわせた平
行面でしっかり支えるナチュラルポジションフットベッド 
�足指がのばせるマイヤーライン採用のラスト形状 



 

理想を追い求めた、 
50足のプロトタイプ。 
その成果のすべてが、レクザムに。 

ボトムアッププレートなしでも一体感のある 
パワフルなブーツ操作を実現した、 
新型シェルボトム構造。 

限りないテストデータから、ツマ先、 
土踏まず、カカトのそれぞれに最適な 
角度・高さを導き出した、フットベッド。 

「ワールドカップのような硬いコースでも、 
一種のショックアブソーバーとして機能し、 
様々な状況に対応したフレックスを引き出せるような 
ブーツが欲しい。」トップ選手との共同開発は、 
極めて水準の高いものでした。 
そこで、レクザムは、シェルボトムの構造、 
フットベッドの形状などを 
いちから見直し、 
まったく新しいアイデアを 
採り入れることによって、 
ひとつひとつ、 
求める理想に 
応えていきました。 
オーストリアから１万キロも 
離れた日本のメーカーの対応に、 
ライナーも驚いたようです。 
「自分の中で求めていても 
できなかったテクニックが、 
今はできるようになっている。 
そして、確実に速くなっている。」 
New DATAを手にした 
彼は、そう語っています。 
レクザムは、どう変わったのか。 
トップ選手との出会いから 
生まれたものは、何か。 
2006モデルに息づくレクザムの 
新しいテクノロジーをここにご紹介します。 

表面の微妙な角度の違いが 
滑りに大きな影響をあたえるフットベッド。 
レクザムは、ツマ先、土踏まず、カカトの３つの部分 
それぞれに異なるカンティング角度、前傾角度をテストし、 
最も自然なポジションをもたらす 
フットベッド形状を採用。スキーヤーの意志を 
ダイレクトにスキーに伝えることによって、スムーズで 
俊敏なターン動作を実現しました。 
さらに、フットベッドの素材を発泡樹脂とすることで、 
保温性も向上しました。 

 

高い位置からのブーツ操作を可能にするため、 
アルペン選手のほとんどが採用するボトムアッププレート。 
しかし、それはソールのねじれやフレックスなどの 
バランスを変化させ、滑りに大きな影響をあたえています。 
そこでレクザムは、ボトム自体のボリュームをアップし、 
　　ボトムアッププレートを装着したのと 
　　　　　　　　　　同じ高さに設定することで、 

　　ブーツの一体感を高め、 
いっそう安定感の 
ある滑りを実現しました。 
さらに、その構造を 
強化するために、ツマ先、 
ジョイント部、カカト部の 
セクションに分かれた 
3ボックス型シェルボトム 
構造を採用。 

それぞれに最適の剛性を 
設定することで、高い剛性感と、 

フレックス＆トーションの 
ベストバランスを実現しています。 

ツマ先 土踏まず カカト 



足とシェルとの 
高度な一体感を 
追求して生まれた 
ナローラスト採用。 
 

世界最高の舞台で注目を浴びた 
レクザムの最速フラッグシップモデル。 



ワールドカップ、世界選手権など、世界最高レベルの大会 
でその実力を発揮するトップスキーヤーのためのDATAラ 
イン最速モデル。 
 

●サイズ：230～285　●前傾角度：18度　●カラー：ブルー×オレンジ 
●フレックス調整：2段階　●トルク：120　●重量（260）：2280g 
アクティブリアプレート、ネジ固定式バックル 

DATA-R/H1 ¥84,000（本体￥80,000） 
（BX-H1インナー仕様） 
DATA-R/AF ¥94,500（本体￥90,000） 
（アキレスFORMインナー仕様） 

進化していないパーツは、ひとつとしてない。 
そういい切れるほど、性能向上のためのアイデアが、 
すみずみにまで生かされています。 

アクティブリアプレート 
マジックテープでインナーへの着脱が
簡単に。スキーヤーの足の形状にあわ
せて手軽に位置調整できます。 

インソール 
コンフォートカスタムタイプを使用。
拇指球、小指球、カカトをしっかりサ
ポートし、センターポジションを明確
に意識できるようになっています。 

インナーへの水の浸入を防ぐ、 
防水リブ構造。 

ボディの合わせ部分には、雪や水の浸
入を防ぐリブ構造を採用。雪解けシー
ズンのスキーでも、水でインナーが濡
れる心配なく、快適にスキーを楽しむ
ことができます。 

スネとの一体感をさらに高めた、 
ワイドパワーベルト。 
パワーベルトは、従来よりもワイドな
タイプを採用しました。シェルではな
く、インナーを締めることによって、
スネから足首にかけてのホールド感が
いっそう向上。パワーがよりダイレク
トに伝わる設計となっています。 

足をつつむように「面」で 
ホールドできる、3Dバックル。 
第一、第二バックルでは、従来のよう
に左右の2点から絞るだけでなく、バッ
クル全体をシェルに密着させて締める
ことによって、立体的（3D）に抑え込む
ことができる新型構造を採用。足とブ
ーツのフィット感が向上し、いっそう
ダイレクトなブーツ操作を可能にして
います。 

新素材の採用と 
カッティングの工夫によって、 
スキーヤーの動きを最大に生かす、 
BX-H1/Hインナー。 
ホールド感とともにフィット感を併せ
持つ、伸縮性のある新素材を採用。特
に上部分には軟らかい素材を採用し、
カッティングも、サイドで約20mm、
背面で約10mm低くして、ヒザや足首
を使ったアグレッシブな運動に無理な
く対応できる設計となっています。 
※BX-H1は、DATA-RおよびDATA110用です。 

QRS（クイック・リリース・システム） 
スキー手袋をはめたままでも簡単に脱着 
できる便利な機構。耐久性に優れるフラッ 
プ式の新システムです。 

アジャスタブル・フック 
調整幅の大きい第3・第4バックルに、
ネジ固定式フックを採用。付属パーツ
の6角レンチを使用し、取付け位置を3
段階で調整できます。 

フレックス調整 
フレックスワッシャーの取り付け位置
を交換することにより、2段階のフレッ
クスを設定できます。 

カントシステム 
スムースな前傾とレスポンスを実現す
るサイドヒンジ。0～4度の5段階カン
トアジャスター付。（全モデルに対応） 

限定販売モデル 





DATAのレーシング性能を 
ミディアムラストならではの快適さで包んだ 
ハイパフォーマンスモデル。 



DATA110のハイパフォーマンスを身近にしたFORTEライ
ンのトップモデル。競技派から基礎派まで、上級スキーヤ
ーのための高性能ブーツです。

●サイズ：220～285　●前傾角度：18 度　●カラー：レッド×シルバー
●フレックス調整：2段階　●トルク：110　●重量（260）：2120g
アクティブリアプレート

FORTE-110/S1 ¥75,600（本体￥72,000）
（BX-S1インナー仕様）
FORTE-110/RF ¥86,100（本体￥82,000）

（ノーマルFORMインナー仕様）
FORTE-110/RT ¥91,350（本体￥87,000）

（タングFORMインナー仕様）

FORTE-100/S1 ¥72,450（本体￥69,000）
（BX-S1インナー仕様）
FORTE-100/RF ¥82,950（本体￥79,000）

（ノーマルFORMインナー仕様）
FORTE-100/RT ¥88,200（本体￥84,000）

（タングFORMインナー仕様）

FORTE-97/S1 ¥68,250（本体￥65,000）
（BX-S1インナー仕様）
FORTE-97/RF ¥78,750（本体￥75,000）

（ノーマルFORMインナー仕様）
FORTE-97/RT ¥84,000（本体￥80,000）

（タングFORMインナー仕様）

FORTE-93/S1 ¥57,750（本体￥55,000）
（BX-S1インナー仕様）
FORTE-93/RF ¥68,250（本体￥65,000）

（ノーマルFORMインナー仕様）
FORTE-93/RT ¥73,500（本体￥70,000）

（タングFORMインナー仕様）

DATA100の高性能をベースに、足幅だけを広げたモデル。
上級スキーヤーのための適度なシェル剛性と的確なフィッ
トネスを兼ね備えています。

●サイズ：220～285　●前傾角度：18度　●カラー：レッド×シルバー
●フレックス調整：2段階　●トルク：100　●重量（260）：2120g
アクティブリアプレート

ハイパフォーマンスを発揮するシェル剛性と扱いやすいフ
ィットネスを高いバランスで融合。上級をめざすスキーヤ
ーに最適のモデルです。

●サイズ：220～285　●前傾角度：18 度　●カラー：レッド×シルバー
●フレックス調整：2段階　●トルク：97　●重量（260）：2120g
アクティブリアプレート

外皮に軽量で足あたりのソフトなPEを採用
する、FORTEライン専用インナー。フィッ
ト感は、BX-Hインナーより柔らかめで、重
量も約30％軽量に設計されています。

中級スキーヤーにとっての使いやすさを追求したFORTE
のベーシックモデル。足首を動かしやすい適度な剛性が、
的確な荷重操作を可能にします。

●サイズ：220～285　●前傾角度：16度　●カラー：ブラック×シルバー
レッド×シルバー　●フレックス調整：2段階　●トルク：93　
●重量（260）：2100g　

BX-S1（SUPER FIT）インナー
インナーの高さや足長など、全ての規格をFORTEラインに合わ
せた専用のインナーです。フォーミング液の混合量もFORTEラ
イン専用に新設定。ボディ部分だけにフォーミングする「ノー
マルFOAMインナー・BX-RF」と、タング部分にもフォーミング
が行える「タングFOAMインナー・BX-RT」の2種類。FORTE
ラインの全モデルでご使用いただけます。

Fライン専用のフルフォームインナー。



さらに、フクラハギの形状にあわせ縦方向にスライドする、 
アジャスタブル・リアスポイラーを採用。 
フクラハギへのフィット感をさらに高める 
設計となっています。（LIBERO 90を除く） 

ナチュラルポジションで滑る楽しさ。 
ACSシステムとミディアムラストを組み合わせた 
レクザム独創のコンフォートモデル。 

コンフォートモデルの意味を、滑る楽しさの中に追い求めました。 
レクザムならではのコンセプトから生まれた自由、LIBERO。 

LIBEROは、イタリア語で「自由」を意味する言葉。 
スキーをもっと自分らしく、感性豊かに楽しみたい、という人々のために、 
レクザムが開発した新しいジャンルのコンフォート・スキーブーツ。それが、LIBEROです。 
足幅がDATAよりも5%広く、履き心地にゆとりのあるミディアムラスト設計に加えて、 
ナチュラルな姿勢で無理なく滑れる、レクザム独自のACSシステムを搭載。 
あくまで滑ることにスキーの楽しさを求めるスキーヤーのために 
ユニークなコンフォート・スキーブーツを完成させました。、 

ブーツに無理な前傾姿勢を強いられることなく、 
ナチュラルな体勢でスキーを楽しめる、独自のACSシステム。 

一般にスポーツマンは、フクラハギの外側と後ろ側に筋肉がつきやすく、 
ブーツに後ろから押されて、前傾姿勢になる傾向があります。 
レクザムのACS（アクティブ・カフ・システム）は、 
フクラハギの形状にあわせて動く 
アクティブ（可動）・カフを採用する 
ことによって、これを解消。 
スキーヤーのフクラハギの形にかかわらず、 
ナチュラルな体勢を実現します。 

フクラハギ部分はアクティブカフ、 
足首部分はアッパーシェルと、 
それぞれのバックルを 
別のシェルパーツに配置。 
個人差が大きいフクラハギと足首に対し、 
独立したホールド調整が行えます。 

ロックポイント 
別売ロゼットボルトセットにより、脚
型に合わせて適切な位置でアクティブ
カフとアッパーシェルを固定するため
のポイント。 

ロゼットボルトセット（1足分／2セット） 
￥315（本体￥300） 



上級スキーヤーに快適なスキーの楽しさをもたらす、LIBE
ROラインのトップモデル。レクザムならではのコンフォー
トのコンセプトを主張するモデルです。

●サイズ：220～285　●前傾角度：12度　●カラー：レッド
●フレックス調整：2段階　●トルク：98　●重量（260）：2160g
アジャスタブルリアスポイラー

LIBERO-98/S2 ¥61,950（本体￥59,000）
（BX-S2インナー仕様）
LIBERO-98/F ¥72,450（本体￥69,000）

（ノーマルFORMインナー仕様）
LIBERO-98/T ¥77,700（本体￥74,000）

（タングFORMインナー仕様）

LIBERO-95/S2 ¥57,750（本体￥55,000）
（BX-S2インナー仕様）
LIBERO-95/F ¥68,250（本体￥65,000）

（ノーマルFORMインナー仕様）
LIBERO-95/T ¥73,500（本体￥70,000）

（タングFORMインナー仕様）

LIBERO-90/S2 ¥52,500（本体￥50,000）
（BX-S2インナー仕様）
LIBERO-90/F ¥63,000（本体￥60,000）

（ノーマルFORMインナー仕様）
LIBERO-90/T ¥68,250（本体￥65,000）

（タングFORMインナー仕様）

LEGEND/S2 ¥68,250（本体￥65,000）
（BX-S2インナー仕様）
LEGEND/F ¥78,750（本体￥75,000）

（ノーマルFORMインナー仕様）
LEGEND/T ¥84,000（本体￥80,000）

（タングFORMインナー仕様）

トルクを少し低めに設定した、LIBEROラインのスタンダ
ードモデル。ダイナミックな滑りの楽しさと快適性をバラ
ンスよくあわせ持った人気モデルです。

●サイズ：220～285　●前傾角度：12 度　●カラー：ダークブラウン
●フレックス調整：2段階　●トルク：95　●重量（260）：2155g
アジャスタブルリアスポイラー

柔らかめのトルク設定と適度なフィットネスを備えた、LI
BEROのベーシックモデル。ACSならではの快適な滑りを
存分に楽しめる、扱いやすいブーツです。

●サイズ：220～285　●前傾角度：11度　●カラー：ブラウン、レッド
●フレックス調整：2段階　●トルク：90　●重量（260）：2150g

LIBEROにあわせて低めに設計された専用
インナー。外皮はコシのあるPVCを、タン
グは前方への押しやすさを考慮して、スネ
部分を広くカバーするワイドタングを採用。
BX-Hインナーと比べて、約20％軽量です。

ダークブラウンにGOLDをあしらった、オリジナルカラー。
限られたスキーヤーだけが手にできるLIBEROラインのハ
イグレードバージョンです。

●サイズ：220～285　●前傾角度：12 度　●カラー：ダークブラウン
●フレックス調整：2段階　●トルク：96　●重量（260）：2160g　
アジャスタブルリアスポイラー

BX-S2（SUPER FIT）インナー

限定販売モデル



国内の有力選手からも
支持されてきた、レクザム。
今年、全日本スキー技術選手権大会で
2連覇を達成した佐藤久哉選手は
新しいDATAを手にして、
その進化をこのように語っています。
「ブーツには、内側のエッジを立てたとき、
瞬間的に脚が入る感覚を常に求めてきました。
DATAは、今まで自分が求めてきた性能に
ほぼ到達したブーツに仕上がっていると思います。」
選手の声に耳を傾け、その理想を
かたちにすることで進化を重ねてきた、レクザム。
以下のページでは、
レクザムをご評価いただいている
国内有力選手の方々をご紹介します。

SAJ18承認第0686号
写真提供：月刊スキーグラフィック

SAJ18承認第0687号
写真提供：月刊スキーグラフィック



佐藤　久哉

中島　智吏 松沢　幸靖 徳竹　剛

太田　真由美

佐々木　大輔

東海　将彦
（DHLジャパン所属）

粟生田　雪乃田島　あづみ
（小賀坂スキー所属）

片桐　貴司

中澤　美樹

SAJ17承認第1060号
写真提供：月刊スキーコンプ

カメラマン：Yas Kawasaki

SAJ18承認第0978号
写真提供：月刊スキーグラフィック

SAJ18承認第0977号
写真提供：月刊スキーグラフィック

SAJ18承認第0980号
写真提供：月刊スキーグラフィック

SAJ18承認第0981号
写真提供：月刊スキーグラフィック

SAJ18承認第0982号
写真提供：月刊スキーグラフィック

SAJ18承認第1069号
写真提供：月刊スキーグラフィック

SAJ18承認第0976号
写真提供：月刊スキーグラフィック

SAJ18承認第0979号
写真提供：月刊スキーグラフィック



XX-9/H ¥68,250（本体￥65,000）
（BX-Hインナー仕様）
XX-9/AF ¥78,750（本体￥75,000）

（アキレスFORMインナー仕様）

DATA97をベースに、、上級フリースタイラーのハイレベ
ルな要求に応えたナローラスト採用のモーグル用スペシャ
ルモデル。

●サイズ：220～285　●前傾角度：18 度　●カラー：ブラック×オレンジ
●フレックス調整：2段階　●トルク：97　●重量（260）：2250g
ナローラスト、アクティブリアプレート

XX-8/S1 ¥68,250（本体￥65,000）
（BX-S1インナー仕様）
XX-8/RF ¥78,750（本体￥75,000）

（ノーマルFORMインナー仕様）
XX-8/RT ¥84,000（本体￥80,000）

（タングFORMインナー仕様）

岩淵隆二がプロデュースした、モーグル用モデル。FORTE
97をベースとして、中上級のフリースタイラーのために開
発したモデルです。

●サイズ：220～285　●前傾角度：18度　●カラー：ブラック×オレンジ
●フレックス調整：2段階　●トルク：97　●重量（260）：2120g
ミディアムラスト、アクティブリアプレート

XX-7/S2 ¥57,750（本体￥55,000）
（BX-S2インナー仕様）
XX-7/F ¥68,250（本体￥65,000）

（ノーマルFORMインナー仕様）
XX-7/T ¥73,500（本体￥70,000）

（タングFORMインナー仕様）

エアトリックやレール技に適したフリーライド・モデル。

●サイズ：220～285　●前傾角度：12度　●カラー：ブラック×オレンジ
●フレックス調整：2段階　●トルク：95　●重量（260）：2155g
ミディアムラスト、アジャスタブルリアスポイラー

ナチュラルなポジション、ジャストなフィット感が、
スキーヤーの表現力を解き放つ。
レクザムならではのフィーリングにあふれた、
フリースタイラー専用モデル。



ラインナップの中で
最も幅広で履きやすい、
ワイドラスト採用。

ラインナップの中で
最も幅広で履きやすい、
ワイドラスト採用。

S-93/B ¥50,400（本体￥48,000）
（BX-Bインナー仕様）

あらゆるジャンルの滑りに対応する、適度なフィット感と
ホールド感をバランスよくあわせ持った、レクザムならで
はの高性能スタンダードモデル。

●サイズ：215～280　●前傾角度：14 度　●カラー：ブルー
●フレックス調整：2段階　●トルク：93　●重量（260）：2140g

S-87/C ¥45,150（本体￥43,000）
（BX-Cインナー仕様）

これからの技術向上をめざすスキーヤーのためのベーシッ
クモデル。レクザムならではの確かな基本性能で、着実な
レベルアップをサポートします。

●サイズ：215～280　●前傾角度：13度　●カラー：ダークブラウン
●フレックス調整：2段階　●トルク：87　●重量（260）：2110g

これが、レクザムのベーシック。
足幅にゆとりのあるワイドラストを採用した、
レクザムを初めて体験する方におすすめしたい
2タイプのベーシックモデル。

すべてのスキーヤーに、レクザムのダイナミックな歓びを。
初めての方にも無理なく履きこなせるワイドラストを採用し、
シンプルかつ軽量に設計した、スタンダードモデル。

Sラインは、オールラウンドに楽しめる
基本性能重視のスタンダードモデル。
Zラインは、ACSシステムを搭載した、
レクザムならではのコンフォートモデル。

レクザムは、エキスパートのためのスキーブーツとして知られています。
しかし、足にやさしく、自然な体勢で滑れるよう設計された
レクザムは、一般スキーヤーの方々にとっても、
同様に魅力的なスキーブーツです。
Sラインは、スタンダードなモデル。 
Zラインは、コンフォートモデル。どちらをお選びいただいても、
レクザムならではの魅力を存分に楽しめます。 Sライン Zライン



S-83/C ¥39,900（本体￥38,000）
（BX-Cインナー仕様）

はじめてのスキー挑戦者でも安心して履きこなせるソフト
な設計。脚力に自信がないシルバースキーヤーにも適した
扱いやすいモデルです。

●サイズ：215～280　●前傾角度：13度　●カラー：ブラウン　
●トルク：83　●重量（260）：2110g

Z-87/C ¥45,150（本体￥43,000）
（BX-Cインナー仕様）

ワイドラスト＆ACS搭載。扱いやすさを追求した初中級者
向けモデル。柔らかめのシェルで、全体的にしなやかなフ
ィット感を実現しています。

●サイズ：215～280　●前傾角度：11度　●カラー：ブラウン、
ダークブラウン　●トルク：87　●重量（260）：2150g

走行性能に妥協することなく、
いっそうの快適さを実現。
ナチュラルな体勢を無理なく実現する
ACSシステムなど、レクザムならではの
アイデアにあふれた、コンフォートモデル。

ヒールアングルプレート
（２枚セット） 
￥1,575（本体￥1,500）

カカトのポジションを調整するためのパ
ーツ。1枚装着で、カカトの位置は2ミリ
高くなります。

アクティブリアプレート（1足分）
06リアプレート   
￥2,625（本体￥2,500）

06モデルBX-H1、BX-H、BX-S1
インナー用

ボトムアッププレート（3ミリ／5ミリ）
オープン価格

DATA・FORTE・LIBERO・XXライン用

アジャスタブルリアプレート（1足分）   
￥3,150（本体￥3,000）

LIBEROライン、XX7用

リアスポイラー（１足分／２枚） 
￥2,625（本体￥2,500）

前傾角度を2度深くし、フクラハギとシェ
ルとのすき間を埋めて、後方に対する支
えを強化します。

リアプレート（１足分／２枚）
￥2,625（本体￥2,500）

前傾角度を1度深くする、小型のリアプ
レート。

サイドアングルプレート
（２枚セット）
￥1,575（本体￥1,500）

カカトの荷重がフットベッドに垂直にか
かるように補正するためのパーツ。

ノーマルポジション・フットベッド
（1足分） ￥1,575（本体￥1,500）

あらゆるシーンで扱いやすいことを考慮
した、8ミリの設定。

交換用
06ラバープロテクター（1足分）
¥630（本体￥600）

06モデルDATA・FORTE・LIBERO
XXライン用

3ミリ：YH12-010-003
5ミリ：YH12-010-005

※FISルールでは、カカトの高さは45ミリ以内
に規定されています。アルペン競技の使用では、
ルールに抵触しないようにご注意ください。
●スキーブーツに装着する場合、金具との適応
のために、加工が必要となります。取付は、必
ず正規レクザム取扱店で行ってください。
●ボトムアッププレートを取り付けると底面が
滑りやすくなります。滑り止めの装着をおすす
めします。

解放値設定の高い競技用ビンディングで、スキ
ーブーツのコバ損傷を防ぎます。ステンレス製。

YH02-097-001

YH03-097-001

コバガード フロント用
オープン価格

コバガード リア用
オープン価格

コバガード フロント・リアセット
オープン価格

YH12-005-002

YH12-005-003

YH04-011-001

YH04-097-001

YH04-098-001

YH12-005-001

コバガード

●取付けにはブーツへの加工が必要になります。

YH04-012-001

YD02-000-005

WJ06-008-024
WJ06-008-056
WJ06-008-078



リフレッシングソックス
￥1,995（本体￥1,900)

タビ型スキーソックス
●カラー：グレイ
●素材：アクリル・ナイロン・ラビット
ウール・ポリウレタン
●サイズ：
Ladies／フリー（21.5～25.0cm）
Men's／フリー（25.0～28.5cm）

ROLLER LUGGAGE
￥20,790（本体￥19,800）

上下開閉式の自立型ローラーバッグ。下
段に、ブーツを２足収納可能。ブーツ固
定ベルト付。ブーツ収納袋4枚付。
●サイズ : 720×380×340mm（93?）
●素材：ナイロン

DAY BAG 
￥16,800（本体￥16,000）

スキーブーツ、スキー板、ポールをバッ
グに取り付けて運搬可能。シューズやポ
ータブルオーディオの専用ポケット付。
●サイズ : 480×280×200mm（25?）
●素材：ナイロン

リフレッシングキーパー
￥1,995（本体￥1,900）

スキーブーツ専用乾燥剤
●袋素材：ダイナスパーク加工ナイロン
●乾燥剤成分：B型シリカゲル100％
●乾燥剤重量：300g（１足分）

スキーケース
オープン価格

全面パッド採用のスキーケース。
180cm未満のスキーに対応。

REXXAM CAP　
￥2,415（本体￥2,300）

●カラー：ブラック／レッド／ホワイト
●素材：綿100％
●サイズ : フリー（59cm）
ブラック：YYCP-000-001
レッド：YYCP-000-003
ホワイト：YYCP-000-002

コルクメモリーインソール HARD
オープン価格

●サイズ：S／M／L

メモリーインソール HARD
オープン価格

●サイズ：S／M／L

健康インソール
オープン価格

●サイズ：S／M／L

タングフォーミングインナー
BX-RT　￥43,050（本体￥41,000）

アキレスフォームインナー
BX-AF　￥37,800（本体￥36,000）

フォーミングタング単体
XT-T　￥12,600（本体￥12,000）

ノーマルフォーミングインナー
BX-RF　￥37,800（本体￥36,000）

Men's
YYSS-301-002

Ladies
YYSS-301-001

YYBS-000-001

YYBS-005-002

人の足にやさしいブーツ作りの
基本となってきたレクザムのA-ONEコンセプト。
その開発ノウハウを生かして、
一般のシューズのための
インソールが生まれました。
足裏のアーチ構造を支え、
カカトを安定させることで、
あなたの足を快適にサポート。
疲労感の少ないウォーキングを実現します。

●拇趾の付け根、第5趾の付け根、
カカトの3点を結ぶ3つのアーチを、
立体的なフレーム構造体と
適度なクッション性のある素材で支え、
アーチ構造本来のバネを生かした
快適なサポートを実現しています。
●人間の体重のほとんどを支える
踵骨を深めのヒールカップで包むように支え、
外反や内反が起こるのを防ぎます。

A-ONEコンセプトによる
スキー靴の理想の中心線

ヒザ入れの方向

横アーチ

内側縦アーチ

外側縦アーチ

スキーブーツの開発ノウハウを生かした、
足の健康のためのA-ONEインソール、新登場。

YYKP-000-002

YYBS-005-001

 S 21.5～24.5cm L 27.0～28.5cm
 M 25.0～26.5cm

サイズ表

S：KG16-299-0342
M：KG16-299-0562
L：KG16-299-0782

S：KG07-777-0342
M：KG07-777-0562
L：KG07-777-0782

S：KG13-676-0342
M：KG13-676-0562
L：KG13-676-0782





         

    

    

         

    

         

             

 



 

 

 

 

隆祥産業株式会社  スポーツ事業部 
〒550‐0013  大阪市西区新町3‐2‐19　TEL（06）6532‐8968  FAX（06）6532‐8915　http://www.rexxam.com 

レクザム・スキーブーツは、 
日本・オーストリアのオフィシャルサプライヤーです。 

●カタログの写真は、印刷のため実際の色と異なる場合があります。  
● カラー・仕様・デザイン・価格等は予告なく変更する場合があります。 
●カタログに記載されている表示価格は消費税込みのメーカー希望小売価格です。（　）内は消費税抜き本体価格です。  
● カタログ発行：2006年6月 

●トルクとは、ブーツ全体の剛性を表示する指数です。 
●ソール長259mmの2型シェル（215，220）は、一部のプレート式ビンディングに適応しない場合があります。 
●シェル素材には、加水分解しにくいエーテル系ポリウレタンを使用しています。 
●シェル素材は経年変化により、製造後5年程度で強度が低下する場合があります。その後のご使用にはご注意ください。 
また耐用年数は、使用頻度や保存状態によって短くなる場合があります。 
●レクザムスキーブーツの保証期間は、ご購入日から1年間です。 
●レクザムスキーブーツはISO5355に基づいてアルペンスキー用として設計されたものです。アルペンスキー以外のご使用はお避けください。 

レクザムスキーブーツには2種類のシェルタイプがあり、それぞれサイズ構成とソール長が異なりますので、ご注意ください。 

DATA／FORTE／LIBERO／XXライン 

S／Zライン 

32 4 5 86 7

272262 282 292 322302 312

230 235220 225 240 245 250 255 260 285265 270 275 280

SHELL SIZE

SIZE

ソール長（mm） 

3 4 5 8 6 7

269 279 289 319 299 309 259

2

215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280

SHELL SIZE

SIZE

ソール長（mm） 

シルクならではのなめらかな肌触り 
1650 X-RACE Light-weight SILK　 
￥4,200（本体￥4,000） 

●素材：シルク60%・ナイロン28%  
ライクラ6%・X-STATIC6% 
●サイズ : S／M／L 

WMSS-001-

部位にあわせて最適素材を使用した高機能モデル 
1649 X-RACE Mid-weight　 
￥3,570（本体￥3,400） 

●素材：ポリエステルTHERMOLITE45% 
ポリプロピレン25%・ナイロン18% 
ライクラ6%・X-STATIC6% 
●サイズ : S／M／L 
WMSS-002-

ロッカがレース本番で使用する極薄タイプ 
1640 X-RACE Extra-light　 
￥2,625（本体￥2,500） 

●素材：ポリプロピレン70% 
ナイロン21%・ライクラ6% 
X-STATIC6% 
●サイズ : S／M／L 
WMSS-003-

ウール使用で保温性を高めた女性専用ソックス 
245 SKI Ladies PERFORMANCE　 
￥2,520（本体￥2,400） 

●素材：ウール40%・アクリル30% 
ナイロン25%・ライクラ5% 
●サイズ : XS／S／M 

WMSS-004-

スノーボード用ハイパフォーマンスモデル 
137 SNOWBOAD PERFORMANCE　 
￥2,730（本体￥2,600） 

●素材：ポリプロピレン30% 
ウール22%・アクリル22% 
ナイロン20%・ライクラ6% 
●サイズ : XS／S／M 
WMBS-002-

スポーツ選手に最適の機能と品質を備えた、 
完全イタリアンメイドのおしゃれなソックス。 

優れた通気性、二重構造のクッション、 
足の部位にあわせた最適の素材選びなど、 
細部にまでこだわった、スキーヤーのためのソックスです。 

 XS  21.5～22.5cm M 25.0～26.5cm 

 S 23.0～24.5cm L 27.0～28.5cm

サイズ表 

※ソール長は、樹脂素材の特性のため、品番・サイズによっては表示と異なる場合があります。 

07 black 02 navy 03 red 07 black25 olive

02 navy 03 red

02 navy G3 gray

07 black 01 white 26 skyblue 38 pink



隆祥産業株式会社  スポーツ事業部 
〒550‐0013  大阪市西区新町3‐2‐19　TEL（06）6532‐8968  FAX（06）6532‐8915　http://www.rexxam.com 
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●カタログに記載されている表示価格は消費税込みのメーカー希望小売価格です。（　）内は消費税抜き本体価格です。  
● カタログ発行：2006年6月 

●トルクとは、ブーツ全体の剛性を表示する指数です。 
●ソール長259mmの2型シェル（215，220）は、一部のプレート式ビンディングに適応しない場合があります。 
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部位にあわせて最適素材を使用した高機能モデル 
1649 X-RACE Mid-weight　 
￥3,570（本体￥3,400） 

●素材：ポリエステルTHERMOLITE45% 
ポリプロピレン25%・ナイロン18% 
ライクラ6%・X-STATIC6% 
●サイズ : S／M／L 
WMSS-002-

ロッカがレース本番で使用する極薄タイプ 
1640 X-RACE Extra-light　 
￥2,625（本体￥2,500） 

●素材：ポリプロピレン70% 
ナイロン21%・ライクラ6% 
X-STATIC6% 
●サイズ : S／M／L 
WMSS-003-

ウール使用で保温性を高めた女性専用ソックス 
245 SKI Ladies PERFORMANCE　 
￥2,520（本体￥2,400） 

●素材：ウール40%・アクリル30% 
ナイロン25%・ライクラ5% 
●サイズ : XS／S／M 

WMSS-004-

スノーボード用ハイパフォーマンスモデル 
137 SNOWBOAD PERFORMANCE　 
￥2,730（本体￥2,600） 

●素材：ポリプロピレン30% 
ウール22%・アクリル22% 
ナイロン20%・ライクラ6% 
●サイズ : XS／S／M 
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完全イタリアンメイドのおしゃれなソックス。 

優れた通気性、二重構造のクッション、 
足の部位にあわせた最適の素材選びなど、 
細部にまでこだわった、スキーヤーのためのソックスです。 
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