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WAXES

TOKO SNOWBOARD RIDERS

Men's	 水間　大輔
	 中井　孝治
	 壁田　竜一
	 吉田　啓介
	 熊崎　圭人
	 稲村　　樹
	 田中　隆太
	 高原　宣希
	 高橋　慎介

women's	 田中　　幸
	 豊田　亜紗
	 辻井　紀子
	 浅沼　妃莉
 
TOKO SKI RIDERS

丸山　貴雄
吉岡　大輔
石水　克友
土井　俊幸

                    
http://www.facebook.com/tokowax.co.jp

●ワクシングの動画マニュアル
●チューンナップの動画マニュアル
●商品の詳細情報、カタログのダウンロード
●販売店情報

エリア・大会別ワックス情報は、Facebook でご覧いただけます。

様々な TOKO WAX 情報は、
下記のURLからご覧いただけます。

Facebook 

RIDER：水間 大輔

TOP FINISH ワックスの選択は「雪質」と「温度」を参考にします。
「温度」の内、プラス温度は「気温」を参考にし、マイナス温度は ｢雪温」を参考にします。

温度帯が被っている部分は、ミックスするのではなく、どちらも使用する可能性がある。という意味です。

湿雪・古雪
Wet snow/Old snow

新雪・降雪
New snow

人工雪・アイス
Man made snow/Eis bahn

雪質	 温度	 +10℃	 -2℃	 -4℃	 -6℃	 -8℃	 -10℃	 -12℃	 -14℃	 -20℃

イエロー

イエロー

イエロー

レッド

レッド

ブルー

ブルー

ブルー
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A ワクシング方法：生塗り　	各 20g ￥15,000＋税 

B ワクシング方法：焼付け、生塗り　	各 30g ￥19,000＋税 

C ワクシング方法：スプレーワクシング　	各 50ml ￥16,000＋税 　ベースストラクチャー細部にまでフッ素加工し易いモデルです。

TOP FINISH 100% FLUORO 100%フッ素ワックスは各種数量限定です。

使用温度帯 / 雪質  
湿雪・古雪対応 Wet snow/Old snow

雪温：０℃ ～ ‒4℃
気温：+10℃ ～ ‒4℃
湿度：80％ ～ 100％

新雪・降雪対応 New snow

雪温：‒2℃ ～ ‒12℃
気温：‒2℃ ～ ‒12℃
湿度：40％ ～ 80％

人工雪・極寒対応 Man made/Cold snow

雪温：‒8℃ ～ ‒30℃
気温：‒8℃ ～ ‒30℃
湿度： ～ 60％

よりフッ素効果を発揮し、滑走性能を向上できるのは　 A + C 	や B + C 	の方法です。　もっともフッ素効果が持続するワクシング方法は	 B + C 	の方法です。

5503021
ブロックイエロー
湿度　80 〜 100%
雪温　0℃ 〜 -4℃
気温　10℃ 〜 -4℃

5503011
パウダーイエロー
湿度　80 〜 100%
雪温　0℃ 〜 -4℃
気温　10℃ 〜 -4℃

5503001
HelX イエロー
湿度　80 〜 100%
雪温　0℃ 〜 -4℃
気温　10℃ 〜 -4℃

5503002
HelX レッド
湿度　40 〜 80%
雪温　-2℃ 〜 -12℃
気温　-2℃ 〜 -12℃

5503003
HelX ブルー
湿度　0 〜 60%
雪温　-8℃ 〜 -30℃
気温　-8℃ 〜 -30℃

5503012
パウダーレッド
湿度　40 〜 80%
雪温　-2℃ 〜 -12℃
気温　-2℃ 〜 -12℃

5503013
パウダーブルー
湿度　0 〜 60%
雪温　-8℃ 〜 -30℃
気温　-8℃ 〜 -30℃

5503022
ブロックレッド
湿度　40 〜 80%
雪温　-2℃ 〜 -12℃
気温　-2℃ 〜 -12℃

5503023
ブロックブルー
湿度　0 〜 60%
雪温　-8℃ 〜 -30℃
気温　-8℃ 〜 -30℃

アイロンを使用したワクシング（焼き付け）での注意事項
この製品は不活性度が高いですが、約 250℃を超える高温で加熱すると分解し毒性の蒸気を発生することがあります。そのため、バーナー等の裸火や赤外線ヒーター・熱風機を作業に使用しないで下さい。
作業中の喫煙も行わないでください。通常のアイロン（温度 130℃～ 200℃）を使った作業では、毒性の蒸気は発生しません。しかしながら、保護マスクを着用する事をお勧めします。

（http://www.mmm.co.jp/ohesd/gas/index.htmlをご参照下さい。）

Jet Stream Bloc 2.0（ジェットストリームブロック）

Jet Stream Powder 2.0 （ジェットストリームパウダー）

HelX Liquid 2.0 （へリックスリキッド）

TOKO Racing Technology
滑走面ストラクチャーへの絶大な効果
全く新しい解決策：マイクロフォーミュラは、より微細なワックス構造をスキーの滑走面に
コーティングします。右の写真のように新しい100％フッ素ワックス「HELX2.0」では、
スキーの滑走面に微細な被膜を作ることで、微細なストラクチャーまではっきりと出現させ、
ストラクチャーの持つ役割を最大限生かす構造になっています。

HELX	2.0をワクシング後の滑走面微細画像

HelX	2.0 未使用

HelX	2.0 使用



03 |  TOKO CATALOG 2019-2020

WAXES WAXES
Hot WAX

High Performance AX134

Performance Black

Base Performance Cleanig

イエロー
雪温　0℃ 〜 -6℃
気温　10℃ 〜 -4℃

レッド
雪温　-4℃ 〜 -12℃
気温　-2℃ 〜 -11℃

ブルー
雪温　-10℃ 〜 -30℃
気温　-9℃ 〜 -30℃

High Performance（HP）　	各 120g ￥14,000＋税　各 40g ￥6,500＋税 　

Performance（P）　	各 120g ￥4,600＋税　各 40g ￥2,000＋税 　

Base Performance（BP）　	各 120g ￥1,900＋税 　

5503025 5501025 
120g 40g
ハイパフォーマンス イエロー

5502015 5501015
120g 40g
パフォーマンス イエロー

5502035
120g
ベースパフォーマンス イエロー

5503026 5501026
120g 40g
ハイパフォーマンス レッド

5502016 5501016
120g 40g
パフォーマンス レッド

5502036
120g
ベースパフォーマンス レッド

5502033 5501027
120g 40g
ハイパフォーマンス ブルー

5502034
120g ￥15,500＋税 
ハイパフォーマンス AX134

雪温　0℃〜 -3℃
気温　10℃〜 0℃

●フッ素高含有
● HP シリーズと組み合わせて使用

するレーシングワックス
●使用条件：高温 / 多湿

使用例
雪質・古雪、雪温・-7℃、湿度・80％
HP レッド ：HP AX134 = 2：1
雪質・湿雪、雪温・0℃、湿度・90％
HP イエロー：HP AX134 = 2：1

5502017 5501017
120g 40g
パフォーマンス ブルー

5502018 5501018
120g 40g
パフォーマンス ブラック

汚れた雪や人工雪などで HP、P、BP と組み合わせて使用
使用例
人工雪や春先の黄砂が混じった時

（ベース）P ブルー：P ブラック＝1：1
（トップ）HP イエロー：P ブラック＝2：1

5502037
120g
ベースパフォーマンス ブルー

5502038
120g￥1,900＋税 
ベースパフォーマンス クリーニング

滑走面への浸透性が高いホットワック
ス。滑走面のクリーニングや下地作
りに最適

EU の「PFC 2020」レギュレーションに準拠するためにホットワックスを改善しました。
新たな環境にやさしいホットワックスはカラー・温度帯ともに、前ホットワックスを継承
し使い易さを維持しています。
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5502030
120g ￥14,000＋税

HF ホワイト
-7℃ 〜 -15℃

5509870
50g ￥4,600＋税 
X コールドパウダー

エッジきわの
滑走面ベースバーン対策に
雪温　-15℃ 〜 -30℃

X-Cold Powder RACING LINE （Limited Edition）

High Performance Liqyid Paraffin（ハイパフォーマンス　リキッドパラフィン）

各 125ml ￥14,000＋税 

5502041
リキッドパラフィンイエロー
雪温　0℃ 〜 -6℃
気温　10℃ 〜 -4℃

5502042
リキッドパラフィンレッド
雪温　-4℃ 〜 -12℃
気温　-2℃ 〜 -12℃

5502043
リキッドパラフィンブルー
雪温　-10℃ 〜 -30℃
気温　-9℃ 〜 -30℃

特 徴
● HIGH PERFORMANCE LIQUID PARAFFIN
（高性能高フッ素液体ワックス）が滑走面の微細構造に
直接入りこむことで、優れた接着促進剤の役割をします。
例えば、トップフィニッシュ（スタートワックス）の
HELIXやJetStreamを、塗る前のベースとして使用することで、
トップフィニッシュ（スタートワックス）の
持久性を飛躍的に向上させます。
一般のスキーヤーはユニバーサルワックスとして
使用することもできます。

● 簡単で非常に使いやすく、アイロン不要
滑走面全体にスプレーし約 30 分乾燥させた後
ベースブラシリキッドポリッシュでブラッシングします。
通常のホットワクシングに比べ半分の作業時間で完了します。

5502005
120g ￥1,900＋税
オールインワンワックス（純パラフィン）

定番の万能ホットワックス
雪温　0℃〜 30℃
気温　10℃〜 -30℃

定番の万能ホットワックス

All-in-one Hot Wax

＊スプレー

＊30 分待つ

＊リキッド
  ポリッシュ
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5509263  
エクスプレス ポケット
ワックスポリッシャー付き
100ml ￥1,800＋税
雪温　0℃〜 -30℃

6007009  
エクスプレス ミニセット
・ワックス
・サーモパット
・リムーバー 50ml
￥2,000＋税

6007005  
エクスプレス マキシセット
・ワックス
・サーモパット
・リムーバー 50ml
￥2,200＋税

6007022  
TF90 ペーストセット
・ワックス
・サーモパット
・リムーバー 50ml
￥2,200＋税

5509258  
エクスプレス TF90
75ml ￥1,800＋税
雪温　0℃〜 -30℃

5509267  
エクスプレス 
レーシングラブオン
背面にコルク付き
40g ￥3,000＋税
雪温　0℃〜 -30℃

5509298  
エクスプレス 
レーシングペースト
50g ￥6,000＋税
雪温　0℃〜-30℃

5509299  
エクスプレス 
レーシングスプレー
125ml ￥4,000＋税
雪温　0℃〜 -30℃

5509257  
エクスプレス ミニ
75ml ￥1,600＋税
雪温　0℃〜 -30℃

5509256  
エクスプレス マキシ
200ml ￥1,800＋税
雪温　0℃〜 -30℃

5509260  
エクスプレス ラブオン
40g ￥1,500＋税
雪温　0℃〜 -30℃

固形生塗りタイプ

リキッドタイプ 固形生塗りタイプ ペーストタイプ

ペーストタイプ スプレータイプ

5500215 ウォーム	 0℃	〜			-4℃	
5500216 コールド	 -10℃	〜-30℃	
5500217 ユニバーサル	 0℃	〜-30℃
ブロックワックス　ショート
各 2.5Kg ￥17,000＋税

（約 52g×48 個）

5500210 ウォーム	 0℃	〜			-4℃ 
5500213 コールド	 -10℃	〜-30℃ 
5500212 ユニバーサル	 0℃	〜-30℃
ブロックワックス　ロング
各 2.5Kg ￥17,000＋税

（250g×10 個）

6007215 ウォーム	 0℃	〜			-4℃ 
6007216 コールド	 -10℃	〜-30℃ 
6007217 ユニバーサル	 0℃	〜-30℃
ブロックワックス
各 500g ￥3,800＋税

（250g×2 個）

5500340 ウォーム	 0℃	〜			-4℃ 
5500342 コールド	 -10℃	〜-30℃ 
5500344 ユニバーサル	 0℃	〜-30℃
グラニュレートワックス
各 5Kg ￥20,000＋税

即効に特別な滑走性能を与えてくれ
るＨＦ（生塗固形タイプ）は、どこで
も簡単にワクシングができます。

環境にやさしいアルコール成分を使っています。速乾性に優れた万能イージーワックスです。
テフロン（フッ素）配合ペーストワックスは、滑走面に
定着させやすくツヤのあるきれいな仕上ができます。また、
エッジに塗るとサビつき防止にもなります。

EXPRESS RACING （エクスプレス レーシング）高フッ素配合イージーワックス

EXPRESS （エクスプレス）速攻滑走

EXPRESS SET（エクスプレスセット）

BACKSHOP WAX （チーム＆ショップ）

ワ
ッ
ク
ス
＆
さ
び
止
め
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5508750
ベースグリーン
27g ￥1,800＋税 
雪温 0℃ 〜 -30℃
気温 10℃ 〜 -30℃

5508795
ベースグリーン
70ml ￥2,700＋税
雪温 0℃〜 -30℃
気温 10℃〜 -30℃ 

5540960
ストラクチャーノルディック
ストラクチャーローラーレッド付き
￥17,400＋税

5540961
ストラクチャーローラー イエロー
￥11,000＋税
ザラメ雪全般に有効

5540962
ストラクチャーローラー レッド
￥11,000＋税
新雪・降雪全般に有効

5540963
ストラクチャーローラー ブルー
￥11,000＋税
オールラウンド用

5508796 
ユニバーサル
70ml ￥2,700＋税
雪温 0℃〜 -30℃
気温 10℃〜 -30℃ 

5509265
グリップ＆グライドポケット 
100ml ￥2,600＋税 

5509266
グリップ＆グライド
200ml ￥2,700＋税

5508751
イエロー
25g ￥1,800＋税
雪温 0℃ 〜 -2℃
気温 3℃ 〜 -3℃

5508752
レッド
25g ￥1,800＋税
雪温 -2℃ 〜 -10℃
気温 0℃ 〜 -10℃

5508753
ブルー
25g ￥1,800＋税
雪温 -7℃ 〜 -30℃
気温 -7℃ 〜 -30℃

5508754
X コールド
25g ￥1,800＋税
雪温 -12℃ 〜 -30℃
気温 -12℃ 〜 -30℃

5508740
ベースグリーン
55g ￥2,200＋税
雪温 0℃ 〜 -30℃
気温 10℃ 〜 -30℃

5508741
イエロー
55g ￥2,200＋税
雪温 0℃ 〜 -2℃
気温 10℃ 〜 -2℃ 

5508742
レッド
55g ￥2,200＋税
雪温 -1℃ 〜 -8℃
気温 2℃ 〜 -8℃

5508743
ブルー
55g ￥2,200＋税
雪温 -7℃〜 -30℃
気温 -7℃〜 -30℃

●ストラクチャーの重要性
近年「滑走性能」の要素として、ストラクチャーの比重が大きくなって
きています。スキー板の台数を多く持てる人は、様々なストラクチャーパ
ターンを用意できますが、そうでない場合はストラクチャーローラーを使
い、レースコンディションに合ったストラクチャーパターンを入れ、対応す
ることが可能です。

●ストラクチャーの種類
大きく分けて「ストレート（直線）」「ライナー（斜め）」「クロス」があります。
ライナー目は重ねて使用する事で、様々な（擬似）クロス目を作る事が
可能です。

回転の進行方向

NORDIC GRIP WAX （ボックス）

NORDIC KLISTER WAX （クリスター）

STRUCTURITE Nordic

NORDIC KLISTER SPRAY WAX（クリスタースプレー） EXPRESS GRIP & GLIDE （エクスプレス G&G）
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TOKO TUNE UP MANUAL　ワクシング基礎知識

雪質は大きく分けて３種類（同じ温度で比較）

ベースストラクチャー

データの重要性

シーズン前のベースワクシング工程

新雪・降雪
New snow

湿雪・古雪
Wet snow/Old snow

人工雪・アイス
Man made snow/Eis bahn

新雪・人工雪：浅めでストラクチャー角が丸めのパターン

気温・雪温・雪質・コースレイアウト等、数日間のデータを収集分析しレースに挑んでください。

上記の工程1・2・3を各STEPごとに5回〜10回行う
ベースワクシングの効果

滑走面のワックス吸収力を高め、滑走性・持久性を向上させる。
シーズン中は滑走の都度にワクシングを行い、滑走性・持久性を維持する。

ベースパフォーマンスイエロー
アイロン温度目安：130℃

ベースパフォーマンスレッド
アイロン温度目安：135℃

ベースパフォーマンスブルー
アイロン温度目安：140℃

工程 1

STEP 1 STEP 2 STEP 3

工程 2 工程 3ホットワクシング 30分後スクレーピング メタル orスチールでブラッシング

古雪・湿雪：吸着現象をカットする深めのパターン

降雪時または降雪間もない結晶角がある雪	➡	結晶角は滑走性低下原因

降雪後２日経過または圧雪された雪	➡	結晶角が崩れ滑走性向上

細かな氷の粒子	➡	湿気を含み自然雪より滑る

拡大図寒雪の新雪と人工雪 拡大図古雪 /湿雪
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5545241
ベースブラシ メタル

（毛足 15mm）
￥3,900＋税

5560012
ビックブラシ スチール

（毛足 25mm）
￥10,500+ 税

5542547
シングルシャフト
￥11,000＋税

5542523
メタルロータリーブラシ

（毛足 10mm）
￥19,000＋税

5542549
SB ナイロンロータリーブラシ 30cm

（毛足 4mm）
￥17,000＋税

5542584
SB シャフト
￥11,000＋税

5542525
ナイロンロータリーブラシ

（毛足 4mm）
￥9,800＋税

5542529
ナイロンブラックロータリーブラシ

（毛足 10mm）
￥9,800＋税

5542531
馬毛ロータリーブラシ

（毛足 6mm）
￥9,800＋税

5542533
コルクロータリーブラシ
￥9,800＋税

5560009
ビックブラシ メタル

（毛足 17mm）
￥7,200＋税

5560010
ビックブラシ ナイロン

（毛足 12mm）
￥4,800＋税

5560011
ビックブラシ 馬毛

（毛足 10mm）
￥5,200＋税

5545243
ベースブラシ コンビ（メタル + ナイロン）

（毛足 12mm）
￥3,300＋税

5545245
ベースブラシ ナイロン

（毛足 12mm）
￥2,200＋税

5545247
ベースブラシ 馬毛

（毛足 10mm）
￥3,100＋税

5545249
ベースブラシ ポリッシュ

（毛足 12mm）
￥3,100＋税

5545251
ベースブラシ リキッドポリッシュ

（毛足 12mm）
￥3,100＋税

BRUSHES（ベースブラシ・ビックブラシ）

ROTARY BRUSHES（ロータリーブラシ）
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5542628
コルク
￥900＋税

5541918
スクレーパー 3mm 　
￥800＋税
130mm×58mm×3mm

5542633
ユニバーサルスクレーパー   
￥1,400＋税

5560008
スクレーパーシャープナーワールドカップ
￥5,900＋税
ファイル 100mm

5541912
電動スクレーパーシャープナー
ワールドカッププロ 110 V
オープン価格

5541910
スクレーパーシャープナー
￥3,900＋税

5560007
メタルスクレーパー  
￥1,400＋税

5543812
グルーブスクレーパー
￥1,000＋税

5560014
フラットゲージ
￥4,900＋税
W120mm × T4mm

5541919
スクレーパー 5mm  
￥1,000＋税
130mm×53mm×5mm　
XC グリップワックス剥がし用に斜にカット

5540885
スクレーパーロング  
￥1,600＋税
220mm×60mm×4mm

5540928
プラストコルク
グリップワックス用
￥1,500＋税

5541004
サーモコルク
￥1,700＋税

5541005
デュアルパット
￥2,800＋税

POLISHING & CORKS

SCRAPERS

Scraper Sharpener
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5506501
レーシングリムーバーリキッド
500ml
￥2,800＋税

5506504
HC3 リムーバースプレー
250ml
￥1,500＋税

5506505
HC3 リムーバーリキッド
500ml
￥1,600＋税

5506506
HC3 リムーバーリキッド
2500ml
￥8,000＋税

5540005
ポンプスプレー 
900ml サイズ
￥6,000＋税　

5546797
ラジアルファイル 300mm
￥4,000＋税

5540481
ファイル M 200mm
￥2,700＋税
14 歯 /cm

5543813
ファイル M 200mm　10 本入
￥25,000＋税
14 歯 /cm

5540483
ファイル S 150mm
￥2,200＋税
16 歯 /cm

5540484
ファイル S 150mm　10 本入
￥20,000＋税
16 歯 /cm

5560021
ダイヤモンドファイル グリーン
極細目 100mm
￥6,000＋税

5560028
ユニバーサルストーン
￥1,500＋税

5560026
エッジグライディングラバー
￥1,200＋税

5560050
アルカンサスストーン
￥7,500＋税

5560022
ダイヤモンドファイル レッド
細目 100mm
￥6,000＋税

5560020
ダイヤモンドファイル ブルー 
粗目 100mm
￥6,000＋税

5549862
ファイル 80mm
￥2,500＋税

5560019
ラジアルファイル 100mm
￥2,200＋税

フッ素

 リムーバー

REMOVERS

FILES & STONES    

6002650
ファイバーテックス　メンテナンス（粗目）
￥1,200＋税

6002651
ファイバーテックス　ポリッシュ
￥1,200＋税

6007035
TOKO フィニッシュパッド
￥1,200＋税

FINISH PAD（静電気除去パッド）FIBER TEX
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5560041  89° 
5560040  88° 
5560039  87° 
5560038  86°
サイドアングルワールドカップ
￥5,400＋税

5549830
エッジチューナープロ
80mm ファイル＆ローラー付き 85°〜 90°
￥11,000＋税

5549831
エッジチューナー
80mm ファイル付き 85°〜 90°
￥7,200＋税

5549806
エッジチューナー ワールドカップ
オープン価格

5560054 エクストラファイン 
5560053 ファイン 
5560052 ミディアム 
5560051 コース
スペアディスク
￥12,000＋税

＊使用後は必ず削りカスを掃除して下さい。

5549870
サイドウォール
プランナープロ
￥13,500＋税

5549832
サイドウォールプランナー
￥6,500＋税

5549834
エルゴレース
サイドエッジ 86°/87°/88°/89°
ベースエッジ 0.5°/1°
80mm ファイル付き
￥4,900＋税

5549833
エルゴレースキット
ファイルとダイヤモンドファイルのセット
￥7,000＋税

5549829
エクスプレスチューナーキット
ファイルとダイヤモンドファイルのセット
￥5,800＋税

5549828
エクスプレスチューナー
サイドエッジ 87°/88°
40mm ファイル付き
￥2,400＋税

5549823
サイドアングルクリップ
￥1,500＋税

5560042  0.5° 
5560043  0.75° 
5560044  1°
ベースアングルワールドカップ
￥13,000＋税

5560046
マルチベースアングル
0.5°〜 2°
￥8,000＋税

5549848
サイドウォールプランナー WC
ワールドカップ
￥19,000＋税

5549847
丸型超硬チップ替刃
￥6,000＋税

削りたいボーダー部に
ぴったりフィット

EDGE TUNING        

EDGE TUNER World Cup        
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5547192
T18 デジタルアイロン
110V/850W
￥40,000＋税

5547188
T14 デジタルアイロン
100V/1200W
￥24,000＋税

5547183
T8 アイロン
100V/800W
￥9,000＋税

6002210
アイロンペーパー
100 枚入り
￥1,500＋税

6002211
アイロンペーパー
50 枚入り
￥800＋税

5547130
アイロンカバー
￥6,500＋税

ホットワクシング時のアイロンの熱による、滑走面の焼付けを防止します。
スキー・スノーボードのエッジをアイロンから守るります。
余分なワックスを吸い取り均一にのばすことで、仕上げ作業が楽に行えます。
クリーニングワックス時に使用すると、汚れも吸収します。

6007020
T8 ワクシングセット
￥12,000＋税

ビギナーでもわかりやすい
ホットワクシンに必要なアイテムが入ったお得なセット

ホット
ワクシング

セット内容
T8アイロン（温度調節可能）
ナイロンブラシ（ワックス除去ブラシ）
スクレーパー3ｍｍ（ワックス除去）
ホットワックス50ｇ×1本（全温度帯をカバー）
リムーバー（滑走面クリーナー）
ワクシングペーパー（5枚入り）

IRONS    

TOKO HOT WAX SET    

PAPER   
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5560035
スキーバイス WC
￥26,000＋税

5560047
スキーバイス レース
￥19,800＋税

5560037
スキーバイス フリーライド
￥34,000＋税

5549883
ワークベンチ
110cm×50cm
￥84,000＋税

5549889
ワークベンチスモール
120cm×35cm
￥25,000＋税

5540419
TOKO シート
2.5m×1.2m
￥2,200＋税　

5549869
スキーホルダー 
￥24,000+ 税

5544273
ボードグリップ 2.0
￥17,500＋税

5544274
XC バイスワールドカップ
￥19,800＋税

5560034
ユニバーサルアダプター
￥6,000＋税

5549890
XC プロファイルセット
￥16,000＋税

5560035 スキーバイスWC に乗せて使います。

5549889ワークベンチスモールにセットして使います。

85ｃｍ・77ｃｍに高さ調節可能

5544272
XC バイス
￥18,000＋税

155mm
90mm

100mm

VISES & XC Support

TABLES  
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5540499
スキークリップ
アルペン（ペア）
￥900＋税

5549863
ストッパーバンド
200本入り
￥20,000＋税　

6009863
ストッパーバンド
4本入り
￥600＋税　

5542805
エプロン
￥6,000＋税　

6008010
プロモエプロン
￥3,200＋税　

5544440
ポケットドライバー
￥2,000＋税　

5541000
サーモメーター
￥2,100＋税　

5541001
デジタルサーモメーター
￥6,900＋税　

5543041
リペアキャンドル 4本入クリア
￥1,100＋税　

5543042
リペアキャンドル4本入ブラック
￥1,100＋税　

5560033
スキークリップ
XCロング（ペア）
￥900＋税

5540493
スキークリップ
XC（ペア）
￥900＋税

5546511
スキークリップ
フリーライドスキー（ペア）
￥900＋税

5547008
マスキングテープ
￥1,800＋税　

5547007
TOKOテープ 65m×3cm
￥1,500＋税　

OTHERS
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5591016
TOKO スッテカーセット
21cm×15cm
￥1,000＋税 

5591014
TOKO ネックピース
￥600＋税 

5547169
ビックボックス
￥29,000＋税　

TK011-10000 
コーチパック  
￥19,000＋税
素　材 ： 1680 デニールポリエステル
　　　　ターポリン防水加工
サイズ ： 52cm×40cm×32cm (66.5リットル）
ウォームアップスーツが楽々収納

TK018-WW001 
ブーツパック
￥17,000＋税
表素材 ： 900 デニールナイロン、
　　　　ネオプレーン
サイズ  ：56cm×38cm×28cm（60リットル）

TK297-10000 
スタートダッフル  
￥13,000＋税
表素材 ： タ−ポリン（ポリエステル 100％）
サイズ ： 61cm×38cm×38cm（88.5リットル）
防水加工に優れたタ−ポリンを採用
ショルダーストラップ付きで、ザックの様に担げる

5547169-YB
ビックボックス イエロー
￥29,000＋税　

BOX  

BAGS  MARKETING  

数量限定
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サイドエッジの研磨
ファイルとファイルガイドを使用し、サイド
エッジの研磨を行う。

滑走面のクリーニング
リムーバーでクリーニング。

マスキングテープ
ワクシングでビンディングにワックスが
付かないようにマスキングテープ W 貼る。

ブラッシング
ナイロンブラシ、馬毛ブラシの順で滑走面をブラッシング。電動ドリルと組合せて使
うロータリーブラシは、効率的ブラッシングが行なえる。

ブロック or パウダー
ブロックはまんべんなく生塗する。パウダーは適量振りかける。

ヘリックス吹きかけ
ヘリックスを吹きかけ。

デュアルパット
直ぐに軽いタッチでデュアルパットの白側
で軽いタッチで撫でる。

ワクシングの仕上げ
ファイバーテックスポリッシュで滑走面を
軽いタッチで仕上げる。

フィニシングパッドで最終仕上げ
フィニシングパッドでワックスの粉、ブラッ
シングで発生した静電気を取り除く。
その後 Jet Stream をワクシングする。

ファイバーテックスでケバ取り
ファイバーテックスメンテナンスで滑走面の
細かいケバを取る。

スキーのチェック
スキーのねじれ、 滑走面のキズ、また
ビンディングに不備がないかなどをチェック。

1

6

10

15

20

1

1

スキーを固定
バイスを使い、スキーをしっかりチューン
ナップテーブルに固定する。

2

バリ取り
ユニバーサルストーン、ダイヤモンドストーンまたはグライディングラバーで滑走
面およびサイド側のエッジをこすってバリを取る。この時、角に直接当ててしまうとエッ
ジが丸くなってしまうので、絶対に当てないこと。なお、直接エッジの角に当てない
ためには、ファイルガイドを使用して作業を行うと良い。

7

ワックスをたらす
ワクシングアイロンでワックスを溶かして
ワックスをたらす。

16

2

フラットチェック
フラットゲージやメタルスクレーパーで
チェック。フラットでなければマシーンに
かける必要がある。

3

ワックスをのばす
アイロンペーパーを挟みワックスが液状に
なるまでのばす。

17

21

コルク
コルクの摩擦熱を利用してすり込む。

2

ベースエッジのべべリング
ファイルとベースアングルを使って、
滑走面側のエッジをべべリングする。

4

リフレッシュニング
メタルブラシまたはスチールブラシで
トップからテールに向かって掻き出すように
ブラッシングする。

8

サイドにたれたワックスを取る
ユニバーサルスクレーパーで、サイドに
たれたワックスを乾かないうちに取り除く。

18

22

フェルトでなじませる
サーモコルクのフェルト側で全体になじま
せる。

3

ボーダーを削る
次の行程のサイドエッジ研磨で、邪魔に
なるボーダーをボーダーカッターで削る。

5

9

ペーパーで拭く
ペーパーを使ってリムーバーを拭きとり、
表面の細かいゴミを取り除く。

11
ブラッシング
メタルブラシでブラッシング。ストラク
チャー内に残った不純物を取り除く。

12
ファイバーテックス
再度ファイバーテックスメンテナンスで
滑走面をスムーズにする。

13
フィニシングパッド
微量のチリ、ブラッシング等で起きた
静電気を取り除く。

14

スクレーピング
スキーを室温で冷やし（最低 30 分）ス
クレーピング。

19

ブラッシング
ナイロンブラシまたは馬毛ブラシでブラッ
シングする。さらにポリッシュブラシを
かける。

4

ジェットストリームワクシング方法

ブロック、パウダーの仕上げ（Helx）
ブロック、パウダーをペーパーとフィニシングパッド仕上げた後

ALPINE SKI PREPARATION TECH MANUAL
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滑走面のクリーニング
リムーバーでクリーニング。

ワックスをたらす
ワクシングアイロンでワックスを溶かして
ワックスをたらす。

ブラッシング
ナイロンブラシ、馬毛ブラシの順で滑走面をブラッシング。電動ドリルと組合せて使
うロータリーブラシは、効率的ブラッシングが行なえる。

ブロック
ブロックはまんべんなく生塗する。

ヘリックス吹きかけ
ヘリックスを吹きかけ。

ベースエッジのべべリング
ファイルとベースアングルを使って、
滑走面側のエッジをべべリングする。

ボードをテーブルへ
メンテナンスの前にボードのねじれやエッ
ジの剥離、滑走面のコンディションを確
認しバイス等でテーブルに固定する。

バリ取り
ユニバーサルストーン、ダイヤモンドストーンまたはグライディングラバーで滑走
面およびサイド側のエッジをこすってバリを取る。この時、角に直接当ててしまうとエッ
ジが丸くなってしまうので、絶対に当てないこと。なお、直接エッジの角に当てない
ためには、ファイルガイドを使用して作業を行うと良い。

ペーパーで拭く
ペーパーを使ってリムーバーを拭きとり、
表面の細かいゴミを取り除く。

ワックスをのばす
アイロンにアイロンペーパーを挟みワックス
が液状になるまでのばす。

コルク
コルクの摩擦熱を利用してすり込む。

デュアルパット
直ぐに軽いタッチでデュアルパットの白側
で軽いタッチで撫でる。

ボーダーを削る
次の行程のサイドエッジ研磨で、邪魔に
なるボーダーをボーダーカッターで削る。

ブラッシング
メタルブラシでブラッシング。ストラク
チャー内に残った不純物を取り除く。

サイドにたれたワックスを取る
ユニバーサルスクレーパーで、サイドに
たれたワックスを乾かないうちに取り除く。

ワクシングの仕上げ
ファイバーテックスポリッシュで滑走面を
軽いタッチで仕上げる。

フェルトでなじませる
サーモコルクのフェルト側で全体になじま
せる。

サイドエッジの研磨
ファイルとサイドアングルを使用し、サイド
エッジの研磨を行う。

ファイバーテックス
再度ファイバーテックスメンテナンスで
滑走面をスムーズにする。

スクレーピング
スキーを室温で冷やし（最低 30 分）ス
クレーピング。

フィニシングパッドで最終仕上げ
フィニシングパッドでワックスの粉、ブラッ
シングで発生した静電気を取り除く。
その後 Jet Stream をワクシングする。

ブラッシング
ナイロンブラシまたは馬毛ブラシでブラッ
シングする。さらにポリッシュブラシをか
ける。

フィニシングパッド
微量のチリ、ブラッシング等で起きた
静電気を取り除く。

ノーズ・テールのエッジ
ライディングするとノーズ・テールの
エッジはキズ付いたり、バリが出たりする。
その場合は、グライディングラバーで
スムースにする。

5

8

13

17

1

1

1

4

9

14

2

2

2

10

15

18

3

3

リフレッシュニング
メタルブラシまたはスチールブラシで
トップからテールに向かって掻き出すように
ブラッシングする。

6

11

16

19

4

ファイバーテックスでケバ取り
ファイバーテックスメンテナンスで滑走面の
細かいケバを取る。

7

12

ジェットストリームワクシング方法

ブロックの仕上げ（Helx）
ブロックをペーパーとフィニシングパッド仕上げた後

SNOWBOARD PREPARATION TECH MANUAL
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フラットチェック
フラットゲージやメタルスクレーパーで、
滑走面のフラットチェックを行う。
フラットであれば 3 の行程へ。

生塗
まんべんなくブロックを擦りつける。

ファイバーテックスで滑走面を整える
ファイバーテックスメンテナンスで滑走面を
整える。

ホットワックスクリーニングⅣ
メタルブラシまたはスチールブラシで
ブラッシング。

スクレーピング
スキーを室温で冷やし（最低 30 分）、
プレキシスクレーパーでスクレーピング。
スクレーパーは角が丸まっていると効率
良くスクレーピングができないので、スク
レーパーシャープナーで目立てをする。

コルクでのばす
コルクの摩擦熱を利用してすり込む。

フェルトでなじませる
サーモコルクのフェルト側で全体になじま
せる。

1

1

6

11

16

滑走面をフラットにする
コルクなどにサンディングペーパーを巻き、
サンディングしてフラットにする

（#100 → #180 の順番で）。

2

2

フィニシングパッド仕上げ
微量のチリ、ブラッシング等で起きた
静電気を取り除く。

7

ストラクチャーを入れる
ストラクチャーノルディックでその時の
条件に合ったストラクチャーを作る。

12

ブラッシング
ナイロンブラシ、馬毛ブラシの順でブラッ
シングし、丹念にワックスを取り除く。

17

エッジの角を取る
雪面に対する抵抗をなくして滑走性を
向上させるため、エッジの角をメタルスク
レーパーを使用して、45 〜 50 度に削る
（削り過ぎに注意）。
※クラシカルスキーのキックゾーンの角は取らない。

3

3

ホットワックスクリーニングⅠ
ワックス（NF シリーズ）でクリーニング
する。
※クラシカルスキーのグリップゾーンに
ワックスは塗らない。

8

ワックスをたらす
ワックスパッケージのアイロン表示温度を
目安にダイヤルをセットし、その時の条件
にあったワックスを塗る。ワックスを軽く
アイロンに押し当て、それを滑走面に擦
り付ける。その上にワックスをたらす。

13

ファイバーテックスで磨く
ファイバーテックスポリッシュで滑走面を
軽いタッチで磨く。

18

エッジをスムーズにする
メタルスクレーパーで削ったエッジを、
サンディングペーパーを使用してスムー
ズにする（#180）。

4

ホットワックスクリーニングⅡ
アイロンペーパーをアイロンに挟みワックス
をのばす。

9

ワックスをのばす
アイロンでワックスが液状になるまでのば
す。その際、アイロンを一か所に止めな
いこと。また、ワックスペーパーを挟むと、
均一にのばせ、不意な滑走面の焼付けを
防ぐことができる。

14

ペーパーで拭く
ペーパーでワックスの削りくずを取り
除く。

19

リフレッシュニング
ストラクチャー内の細かいケバを取るため
に、メタルブラシでトップからテールに
向かって丹念にブラッシングする。

5

ホットワックスクリーニングⅢ
約 1 分後にスクレーピング。

10

余分なワックスを取る
グルーブスクレーパーでグルーブ（滑走
面のミゾ）のワックスを乾かないうちに
取り除く。サイドはユニバーサルスクレー
パーで丁寧に取り除く。

15

フィニシングパッド仕上げ
ブラッシング等で起きた静電気を取り除く。

20

ジェットストリームブロックワクシング方法

CROSS COUNTRY SKI PREPARATION TECH MANUAL
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MANUAL MANUAL

振りかける
まんべんまくパウダーを振りかける。

1

キックゾーンのサンディング
キックゾーンをサンディングコルクでサン
ディングする。（#80 〜 150）

1

ベース
ボックスの様にキックッゾーンをサンディ
ングした後、ベースグリーンを薄く塗る。

1

古いワックスを取る
ユニバーサルスクレーパーでワックスを削
り取る。

1

コルクでのばす
コルクの摩擦熱を利用してすり込む。

6
ヘリックス吹きかけ
ヘリックスを吹きかけ直ぐに軽いタッチで
デュアルパットの白側で軽いタッチで撫で
る。

※

アイロンを軽く押し当てる
グルーブの左右別々にアイロンを押し当て

（一秒弱）、パウダーを付着させる。（通
常のワックスのようなアイロンがけをせず、
上から押し当てる）

2

ベース
ベースグリーンを塗る。

2

アイロンをかける
ワックスの持ちを良くするために、グルーブ
の左右別々にアイロンをかける。

2

アイロンで温める
グリップゾーンにペーパーを張り付け、
その上からアイロンで温める。

2

フェルトでなじませる
サーモコルクのフェルト側で全体になじま
せる。

7

グルーブのパウダーを取りのぞく
グルーブに入ったパウダーをグルーブスク
レイパーで取りのぞく。

3

アイロンでのばす
焦げ付きに注意しながらアイロンをかける。

3

のばす
手の平でのばした後、完全に熱が下がる
まで冷やす。

3

剥がす
ペーパーをスクレーパーを使用して剥が
す。

3

ブラッシング
ナイロンブラシまたは馬毛ブラシでブラッ
シングする。さらにポリッシュブラシをか
ける。

8

ブラッシング
ナイロンブラシでパウダーをならすように
ブラッシングする。

4

コルク
プラストコルクでスムーズにのばし、完全に
熱が下がるまで冷やす。

4

クリスターワックスを塗る
その日に合ったクリスターワックスを塗る。

4

クリーニング
リムーバーでクリーニング。

4
拭き取る
ペーパーで拭き取る。

5

スクレーピング
スキーが冷えるのを待ち（室温で約 10
分間）、軽くスクレーピングを施す。

5

ボックスを塗る
その日に合ったボックスを選定し、キック
ゾーンの下、約 2cm を空けて薄く塗り、 
4 のようにプラストコルクでのばす。

この工程を 3 〜 5 回繰り返す。

5

叩く
叩き付けるようにワックスングする。

5

指でのばす
親指でムラ無く。

6
グルーブのワックスを取る
ユニバーサルスクレーパーでグルーブの
ワックスを取り除く。

7

ブロックの仕上げ（Helx）

ジェットストリームパウダーワクシング方法

ボックスのワクシング方法

クリスターのワクシング方法

グリップワックスの除去方法

ブロックをペーパーとフィニシングパッド
仕上げた後

NORDIC GRIP WAXING
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CARE LINE CARE LINE

アウターウェア・レインウェア洗剤

冷水でも洗浄力が強い 
登山 / 防寒 / 雨具ウェア用液体洗剤
防水・防風・透湿性機能のレインウェア等のアウターウェアに安心
してご利用頂けます。また、汗などの汚れをきれいにする弱アルカ
リ性なのでアンダーウェアのお洗濯のもご使用頂けます。
■GoreTex(R),schoeller(R),Entrant(R) 社などの透湿防水生地
製品や機能性アンダーウェアのお洗濯にお使い頂けます。
■１本で約 8回（洗濯機使用の目安）

5582604
Eco テキスタイルウォッシュ 250ml
￥1,800＋税 

ウール製品専用洗剤（アウターウェア・ソックスなど）

冷水でも洗浄が強い 
ウール製品用液体洗剤
メリノなどの高品質ウール衣料用特殊洗剤です。ウール繊維使用
のアンダーウェアやソックスの洗濯にも最適です。やさしく羊毛やそ
の他の繊細な繊維の汚れを汚れを落とします。また、高級な羊毛
タンパクを含む特殊ケアバルサムが繊維の縮みを防ぎ、衣料を柔
らかくしなやかに保ちます。
■１本で約 8回（洗濯機使用の目安）

5582609
Eco ウールウォッシュ 250ml
￥1,700＋税 

高持続性パラフィン仕様 
皮製品専用ワックス（蜜蝋入り）
蜜蝋配合した皮製品 ( 靴等 ) 用ワックスです。持続性の高いパラ
フィンに蜜蝋配合したこのワックスは、皮に栄養をあたえる効果も
高いので、表皮を傷つきづらい状態に整えます。この商品は、人
と環境に配慮したエコロジー商品です。

5582667
レザーワックスビーズ  75ml
￥1,600＋税 

ダウン専用洗剤

冷水でも洗浄力が強い 
ダウン / 中綿製品用液体洗剤
ダウンや化繊中綿製品といった保温性製品にご使用頂ける液体
洗剤です。弱アルカリ性洗剤なので、シュラフ内部に付着した汗
の汚れをきれいに落とします。特殊成分によって、中綿をふっくら
と仕上げ保温性を回復します。
■GoreTex(R),schoeller(R),Entrant(R) 社などの透湿防水生地
製品や機能性アンダーウェアのお洗濯にお使い頂けます。

■１本で約 8回（洗濯機使用の目安）

5582606
Eco ダウンウォッシュ 250ml
￥1,900＋税 

スイスのメーカーでその革新的な製品や特殊加工技術においては、世界で有数の実績と信頼が認められてい
ます。スキーウェアー素材開発においてストレッチ素材の革新がなされて以来、そのテクノロジーと多様な
製品は、世界の多くのスポーツ＆アパレルメーカーに留まらず、多くの企業や業種でも称賛されています。

スイスに本拠を置くブルーサイン・テクノロジーは、テキスタイル産業の各段階において環境、労働者、消費
者にとって安全な化学物質と加工工程および製品を認証します。

 革製品専用ワックス

 ケアライン洗剤
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アウターウェア・レインウェア用撥水スプレー

高持続性、生地をいためない
ゴアテックス仕様の登山ウェア・スキーウェア・レインウェアにご使
用頂ける高性能撥水・耐汚スプレーです。簡単なスプレー加工で
持続する効果をえる事ができます。このスプレーは、ウェアの防水
･透湿性能・防風性を阻害しませんので、安心してご使用頂けます。
■GoreTex(R),schoeller(R),Entrant(R) 社などの透湿防水生地
製品にお使い頂けます。

5582623
テキスタイルプルーフ 250ml
￥1,800＋税 

テント＆パック用撥水スプレー

持続性、生地をいためない
テントやバックパック等にご使用頂ける高性能撥水・耐汚スプレー
です。
簡単なスプレー加工で、持続する効果をえる事ができます。

5582650
テント＆パックプルーフ 500ml
￥3,600＋税  

アウターウェア・レインウェア用撥水スプレー

生地をいためない ECO タイプ 
登山 / 防寒 / 雨具ウェア用撥水スプレー
ゴアテックス仕様の登山ウェア・スキーウェア・レインウェアに安心して
ご使用頂ける撥水スプレーです。ウェアの防水・透湿性能・防風性
を阻害しません。
また、人と環境に配慮した生分解成分を使用したエコロジー商品です。
■GoreTex(R),schoeller(R),Entrant(R) 社などの透湿防水生地
製品にお使い頂けます。

5582625
Eco テキスタイルプルーフ 500ml
￥3,700＋税 

5582625S
Eco テキスタイルプルーフ 250ml
￥2,000＋税

靴用撥水スプレー

高持続性、生地をいためない万能型
あらゆるアッパー素材の靴 ( 皮革、ナイロン、コンビ)にお使い頂
ける万能タイプの撥水・耐汚スプレーです。簡単なスプレー加工
で持続する効果をえる事ができます。皮革素材に対しては保革効
果も与えます。その性能は公平なコンテストでも高く評価されていま
す。
■GoreTex(R)などの防水・透湿機能をもった登山靴などにお使
い頂けます。

5582624
シューズプルーフ＆ケア 250ml
￥1,800＋税 

アウターウェア・レインウェア洗濯機用

生地をいためない洗濯機で撥水加工
機能的な衣類を環境に優しく洗濯機で撥水加工ができます。洗浄
機能は有りませんが、繊維に耐水機能を持たせます。生物分解
可能な水生の環境に優しい素材です。乾燥機で約３０分乾燥させ
て仕上げます。
■１本で約５回（洗濯機使用の目安）

5582603
Eco ウォッシュインプルーフ  250ml
￥2,000＋税 

靴用撥水スプレー

生地をいためない 
ECO タイプ
あらゆるアッパー素材の靴 ( 皮革、ナイロン、コンビ)にお使い頂
ける万能タイプの撥水・耐汚スプレーです。皮革素材に対しては
保革効果も与えます。
また、人と環境に配慮した生分解成分を使用したエコロジー商品です。
■GoreTex(R)などの防水・透湿機能をもった登山靴などにお使
い頂けます。

5582627
Eco シューズプルーフ＆ケア 500ml
￥3,600＋税 

強力撥水

強力撥水

強力撥水

シリコン配合

シリコン配合

シリコン配合

フッ素配合

フッ素配合

フッ素配合

 ケアライン撥水

Toko Care Line Imagevideo

5582625

5582625S
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