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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

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LUMBER以外の全てのスノーグローブ

に、最高のインサートフィルムであるGORE-TEXインサートフィルムを使用しています。

濡れなくて、あたたかい快適なAshramグローブの秘密

［GORE-TEXインサートフィルムの役割とは］

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。表面素材にも高級生地を使用することで防水性、伸縮性、撥水性
に優れたグローブになってます。中綿にはプリマロフトを使用し保温性もバッチリ。

“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。

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。ゴア社とAshramの
ダブルチェックで最高のグローブが完成するのです。

プロスノーボーダーたちから圧倒的な支持を得ているレザーグローブ。過酷な環境下でハードに使う“道具”として彼らが選ぶのは、必然的に信頼できる
グローブになります。耐久性が高く、自分の体の一部として馴染むもの…そしてカッコいいこと。通常のナイロンリップストップ生地と比べ、引き裂き強
度に優れ、30%ほど軽い生地、CORDURA×DIAMONDRIP生地を随所に使用。手のひらにはやわらかなヤギ革を使用し、抜群のフィット感を得るこ
とに成功しました。中綿には保温性に優れるプリマロフト、防水フィルムにはGORE-TEXと、プロスノーボーダーも認めるレザーグローブの完成形。

01：CORDURA×DIAMONDRIP
生地を贅沢に使った堅牢なグローブ。

04：手のひらには耐久性と使用感
を優先し、やわらかなヤギ革を使用。

03：ICチップリフトパスを入れられ
るポケットはベンチレーション効果も。

02：簡単に締めることができるリス
トベルト。

ECWGS LEATHER MITT

black

white

▶︎PRICE : ¥18,000（¥19,800/税込） ▶︎SIZE : M、L

ASRM22W01 / エクワッグス・レザーミトン
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「ECWGSシリーズの5フィンガーグローブ」というコンセプトで、開発がスタートしたモデル。バックカントリーで活躍するプロスノーボーダーを多くサ
ポートするAshramにとって、スノーモービルの運転やスノーシューなど、指先の感覚を重視する信頼性の高いグローブは必要不可欠なものでした。
デザインパターンを変更し、高いフィット感が得られるようになった手のひらにはヤギ革を使用し、ハードなライディングにも耐えられる作りになってい
ます。甲面には、通常のナイロンリップストップ生地と比べ、引き裂き強度に優れ、30%ほど軽い生地、CORDURA×DIAMONDRIP生地を使用。
中綿には保温性に優れるプリマロフト、防水フィルムにはGORE-TEX…と贅の限りを尽くした豪華仕様の5フィンガーグローブが完成しました。

01：CORDURA×DIAMONDRIP
生地を贅沢に使った堅牢なグローブ。

04：手のひらには耐久性と使用感
を優先し、やわらかなヤギ革を使用。

03：手首はストラップでしっかりと
ホールド。

02：ICチップリフトパスを入れられ
るポケットはベンチレーション効果
も。

ECWGS FINGER

white

black

▶︎ PRICE : ¥18,000（¥19,800/税込） ▶︎SIZE : M、L

ASRM22W04 / エクワッグス ・スフィンガー

Finestシリーズの挑戦は、この「ECWGS」から始まりました。今シーズンで8年目を迎える人気定番モデルです。デザインパターンを変更し、高い
フィット感が得られるようになった手のひらにはヤギ革を使用し、ハードなライディングにも耐えられる作りになっています。甲面、カフス部分には、通
常のナイロンリップストップ生地と比べ、引き裂き強度に優れ、30%ほど軽い生地、CORDURA×DIAMONDRIP生地を使用。中綿には保温性に
優れるプリマロフト、防水フィルムにはGORE-TEX…と贅の限りを尽くした豪華仕様のミトングローブが完成しました。

01：CORDURA×DIAMONDRIP
生地を贅沢に使った堅牢なグローブ。

04：手のひらには耐久性と使用感
を優先し、やわらかなヤギ革を使用。

03：ロングタイプのスカートでウェ
アへの雪の侵入をシャットアウト。

02：簡単に締めることができるリス
トベルト。

ECWGS

white

black

▶︎ PRICE : ¥20,000（¥22,000/税込） ▶︎SIZE : M、L、XL

ASRM22W02 / エクワッグス
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▶︎ PRICE : ¥13,000（¥14,300/税込） ▶︎SIZE : S、M、L（＊は M、Lのみ）

リリースから8シーズンとなる「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定番モデルです。随所に施したプリントが高級感
を演出、GORE-TEXアイコンを大胆に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。指を曲げた時にチラリと見えるスリット部分のアクセントカラーもポイントです。甲面のアウ
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。

No：ASRM22W05 / アルマ

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。

04：GORE-TEXのプリントは信頼
の証。シルバーに輝くのはAshram
得意のリフレクタープリント。

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。

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。

ARMA

lt. grey

olive＊ white＊ red＊black

指先から手首にかけて、大きく開閉可能なジッパーがついた「LUMBER」。ジッパーにはYKK止水ジッパーを使用しており、水分の浸入をバッチリ
防いでくれます。またヤギ革を使用し、表縫い（外面で縫製）にすることで縫い目が手に干渉せず、グローブを握った時にかかるストレスを軽減。バッ
クカントリーのハイクアップでストックを使う時、カメラ撮影やスマホの操作など、この大きく開くジッパーが何かと便利に活躍します。ワークグローブ
のようなラギッドな見た目も人気の理由です。インナーグローブの「I.F.G」と合わせての使用をおすすめします。

black

white

▶︎ PRICE : ¥13,000（¥14,300/税込） ▶︎SIZE : M、L

01：ジッパーで大きく開閉し、指が
出せます。

04：手のひらには耐久性と使用感
を優先し、ヤギ革を使用。

03：手首はストラップでしっかりと
ホールド。

02：やわらかなヤギ革を使用し、ス
トレスフリーの使用感。

LUMBER
ASRM22W03 / ランバー
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▶︎PRICE : ¥15,000（¥16,500/税込） ▶︎SIZE : M、L▶︎PRICE : ¥15,000（¥16,500/税込） ▶︎SIZE : S、M、L（＊は M、Lのみ）

毎シーズン斬新なデザインが話題となる「M.O.L.L.E」。5フィンガーモデルは、甲面にヤギ革を使用し、センターにジッパーをデザインした90’Sアウト
ドアシューズからインスパイアされたモデル。「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
ルが「M.O.L.L.E」なのです。

毎シーズン斬新なデザインが話題となる「M.O.L.L.E」。甲面に斜めに編み込まれたシューレースクロージャーにより、簡単にフィット感を調整できま
す。手のひらにはハードなカービングに対応するよう、耐摩耗性に優れるパームパッドを追加してます。「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が「M.O.L.L.E」なのです。

ASRM22W08 / モール・フィンガーASRM22W07 / モール

01：バインディングに触れる指先
は、しっかりと補強パーツでプロテ
クト。

01：存在感抜群のシューレースク
ロージャー。甲面のもたつきを抑え
てフィット感をアップします。

04：ヤギ革を使用したやわらかい
握り心地の手のひら。

04：パッドとCORDURA生 地で
しっかりと補強。カービングで激しく
手のひらを擦っても大丈夫。

03：手首部分はスパンデックス生
地が二重になっており、フィット感
も抜群。

03：手首もベルクロストラップで
しっかりとホールド。

02：センタージップがアクセントに。02：Ashramオリジナルのプラーが
付いたジッパーで開閉する便利なベ
ンチレーションが両手にあります。

M.O.L.L.E FINGERM.O.L.L.E

beigeolive

oliveyellow＊ black whitewhite＊
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爆発的な人気が続いている「DGMA」。GORE-TEXフィルムを使用した、シンプルでコストパフォーマンスに優れたグローブです。アースカラーを
ベースに、ライフスタイルに自然と溶け込むようなカラーリングで、雪山でも“普段着の自分”を表現できるでしょう。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。左手甲面にはジッパーパスケース、手のひらにはカービングで
雪面に手をついた時の衝撃を軽減するパッドを追加、指先の生地を二重にするなど細部をアップデート。最初にAshramを知ってもらうのに間違い
なしのベストグローブです。

今シーズンの「POD」は、ミリタリーテイストに。指先、ボディ全体にCORDURA生地を使用。バッグなどで使用されるウェビングを甲面に取り付け、
取外し可能なモジュールポーチを付属します。緊急時用にバンドエイドなどのファーストエイドキットや、チョコレートを忍ばせておきましょう。滑りに集
中したい人は、外してポーチ単体として使用してもOK。手首カフ部分は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るロン
グタイプ。

01：左右に合わせて大きくプリント
されたAshramのロゴ。

01：GORE-TEXと印字されたミリ
タリーテイストのウェビング。

04：パッドでしっかりと補強。カー
ビングで激しく手のひらを擦っても
大丈夫。

04：縫い目を減らすことで、耐久性
をあげたやわらかい握り心地の手の
ひら。

03：GORE-TEXのプリントは信頼
の証。日本で使用できるのは数ブラ
ンドのみ。

03：ロングタイプのカフはウェアの
外に出しても、中に入れてもOK。

02：ICチップリフトパスを入れられ
るポケットはあると便利。

02：取外してポーチとして使用でき
るのも便利。

DGMAPOD

olive/beigeolive

beige 

左手／ポーチなし

navy＊black

▶︎PRICE : ¥11,000（¥12,100/税込） ▶︎SIZE : S、M、L（＊は M、Lのみ）▶︎PRICE : ¥12,000（¥13,200/税込） ▶︎SIZE : S、M、L（＊は M、Lのみ）

ASRM22W09 / ドグマASRM22W06 / ポッド

olive/navy black/black mustard/olive white/white＊beige/blue＊
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PODをベースに10年前に訪れたアフリカ・サバンナの強烈なイメージを落とし込んだ「AFRI」。動物や花など自然をモチーフに、Ashramならではの
スパイスを効かせてデザインしました。ウェアからのぞく、鮮やかでド派手なパターンのグローブは、滑る者に不思議なパワーを与えてくれるでしょう。
両手に付属のMOFUサポーターは取外し可能です。

DGMAの血を受け継ぐスタイリッシュモデル「PROFILE LOGO MITT」。DGMAのシルエットをベースにしながら、GORE-TEXロゴを大胆に取り
入れ、スポーティーなデザインへと華麗なる変身をとげました。発売から3シーズンでAshram最多の7カラー展開となり、どんなウェアにも合うカラー
リングが揃っています。左手甲面にはジッパーパスケース、手のひらにはカービングで雪面に手をついた時の衝撃を軽減するパッドを追加、指先の
生地を二重にするなど細部をアップデート。最初にAshramを知ってもらうのに間違いなしのベストグローブです。

01：アフリカ・サバンナをイメージ
した鮮やかなプリント。

01：甲面に大きくデザインされた
GORE-TEXのロゴは信頼の証。

04：縫い目を減らすことで、耐久
性をあげたやわらかい握り心地の手
のひら。

04：パッドでしっかりと補強。カービ
ングで激しく手のひらを擦っても大
丈夫。

03：ロングタイプのカフはウェアの
外に出しても、中に入れてもOK。

03：手首はストラップでしっかりと
ホールド。

02：両手に付属のMOFUサポー
ターは、その日の気分で取外し可
能。

02：ロゴが刻まれたセンターのラ
バーパーツがアクセントに。

AFRI MITTPROFILE LOGO MITT

leopardnavy/yellow＊

flower circle featherrain

▶︎PRICE : ¥11,500（¥12,650/税込） ▶︎SIZE : S/M、L/XL▶︎PRICE : ¥11,000（¥12,100/税込） ▶︎SIZE : S、M、L（＊は M、Lのみ）

ASRM22W11 / アフリ・ミトンASRM22W10 / プロファイルロゴ・ミトン

blackneon yellow/grey＊purple/black whitepink/blackgrey/purple＊
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Ashramがレディーススノーボーダーをターゲットにデザインしたユニセックスモデル「SPACING LOGO MITT」。“ニュアンスカラー×GORE-
TEX”という今までにない組合せは、Ashramだから実現できるチャレンジングなモデルです。Tシャツにもありそうなポップなデザインには、どんなウェ
アにもマッチするグローブでスノーボードを楽しんで欲しいというAshramからのメッセージが込められています。もちろん、防水フィルムにはGORE-
TEXを使用しているので、最高品質の防水性・透湿性は保証済み。S/M、L/XLの2サイズ展開でメンズスノーボーダーもOK。保温性もバッチリの
ミトンタイプ。

Ashramがレディーススノーボーダーをターゲットにデザインしたユニセックスモデル「SPACING LOGO FINGER」。“ニュアンスカラー×GORE-
TEX”という今までにない組合せは、Ashramだから実現できるチャレンジングなモデルです。Tシャツにもありそうなポップなデザインには、どんなウェ
アにもマッチするグローブでスノーボードを楽しんで欲しいというAshramからのメッセージが込められています。もちろん、防水フィルムにはGORE-
TEXを使用しているので、最高品質の防水性・透湿性は保証済み。S/M、L/XLの2サイズ展開で、メンズスノーボーダーもOK。機能性に優れる
ファイブフィンガータイプ。

01：GORE-TEXグローブには無
いカラーリング。

01：GORE-TEXグローブには無
いカラーリング。

04：手のひらに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：手のひらに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：ロングタイプのカフはウェアの
外に出しても、中に入れてもOK。

03：手首はストラップでしっかりと
ホールド。

02：イエローのリボンテープには
Ashramからのメッセージが刻まれて
います。

02：イエローのリボンテープには
Ashramからのメッセージが刻まれて
います。

SPACING LOGO MITTSPACING LOGO FINGER

greybeige

purplepurple pinkgreen greenbeigepink

▶︎PRICE : ¥11,500（¥12,650/税込） ▶︎SIZE : S/M、L/XL▶︎PRICE : ¥11,500（¥12,650/税込） ▶︎SIZE : S/M、L/XL

ASRM22W13 / スペイシングロゴ・ミトンASRM22W12 / スペイシングロゴ・フィンガー
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株式会社マインドスクワッド・ディストリビューション
〒150-0011 東京都渋谷区東1-13-1 ニュー常盤松マンション806　

TEL：03-6427-4532 / FAX：03-5485-4770

▶︎PRICE : ¥3,200（¥3,520/税込） ▶︎SIZE : S、M、L

バックカントリーの盛り上がりやスマートフォンの普及により、需要が高まっているインナーグローブ。直接手に触れシビアな使用感を求められるため、
肌触りと伸縮性がもたらす快適性にこだわり開発しています。手のひらにはグローブ内でのズレを軽減し、単体で使った際にもしっかりとしたグリップ
を得られるようシリコンプリントを採用。グローブをしたままスマートフォンが操作できるように、親指と人差し指の先端には導電生地を使用。Ashram
は「STline」というストリートグローブも長年プロデュースしているので、導電生地のノウハウもバッチリ。Ashramが自信をもっておすすめするインナー
グローブです。
＊インナーグローブを使用する際は、1サイズ大きめのスノーグローブを選ぶことをおすすめします。

ASRM22W14 / アイエフジー（インナーグローブ）

black

I.F.G

01：グリップ力を確保するため、手
のひら全面にラバープリントが施さ
れています。

02：人差し指の先端にはスマート
フォンが操作できるように導電生地
を使用。

＊最新のカタログデータには、QRコードまたは
　下記WEBサイトよりアクセスしてください。

mindsquad-distribution.com/catalog21_a.html 
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