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Functinal Material 機能性素材

独特の原料加工から織、
編、高次加工までの一貫
オペレーションで生まれ

素材特性とポリウレタンコーティング加工
の組み合せにより、耐水性に加え高透湿・
低結露を実現しました。また、ソフトな風
合いとストレッチ性により、快適性を最大
限に追求した機能素材です。

高透湿・防水・防風
インナーフィルム素材

「より暖かく、より薄
く」を実現した衣料用
断熱素材

防水加工を施した牛革

高機能ミクロの膜が素材と
の一体感を高める、高透湿・
防水・防風インナー素材

Brand concept ブランドコンセプト

品質・機能性の追求

機能性をより発揮出来るデザイン

適正な価格

多くのトップ選手達のアドバイスをベースに、改良を積み重ねながら進んできました。
素材選びには、まず握りやすい革の柔らかさを追求し、また次々に進化するハイテ
ク素材を取り入れ、 常にグローブの品質向上を目指しています。
職人技によって鞣（なめ）された高品質な革は、手を通した瞬間から驚くほどフィット
します。

機能をより発揮させるために、素材や素材の切り替え方や縫い方などにこだわり、 力
強さ・最高のフィット感・女性らしさなど、各モデルのコンセプトに合わせTAUBERT
らしいシンプルなデザインを追求しています。

品質・機能性・デザインにこだわりながら大量生産をせず、適正量を適正な価格でご提
供できるように努めています。

アグレブ

サイトス

TAUBERTEX WPL

シンサレート

ZAMZA

（蓄熱保温＋遠赤外線
　放射素材）太陽光の

熱エネルギーと遠赤外線の相乗効果で、高
い保温性を発揮する素材です。 "吸光熱変
換機能剤"と"遠赤外線放射機能剤"を1本の
フィラメント内に融合することで、太陽光
を吸収・熱変換し、同時にその熱で"遠赤外
線放射機能剤"を積極的に温めることにより
遠赤外線放射をさらにアップ。 気温が低い
ときでも、快適な温かさを提供します。

サーモトロンラジポカ

ミクロ単位のハニカムク
ロボーラス構造（無数の小さな穴構造）に
より、水滴を防ぎ水蒸気は通し蒸れにくい防
水性と浸透性に優れた機能素材です。
耐水圧10,000mm

た画期的な新素材です。

オーバー3フィンガー。カバーを外せば5本指。
天候に合わせて調節できます。
カバーを外した人差し指は、スマートフォン対応です。
カバーは本体に付いており、無くさず、邪魔にならず、
手の甲に収納可能。
19-20モデルは、カバーに滑り止めをつけました。
カバーをしても外しても滑らず、グリップ感も抜群です。
薄手ですが、カバーをすると、予想以上に暖かく快適です。
スキー・スノーボードシーン以外にも、
カメラ・ビデオ撮影などプロ仕様のグローブです。

X-OVER
クロス オーバー

ブルー

ホワイトピンク

カバーを
収納した状態

カバーは手の甲へ
収納可能

9,400円（税抜価格）

ブルー・ピンク・ライム・ホワイト

150（XS)・S・M・L・XL

機能性を追求した薄手グローブ

ライム

2019-2002

渡辺 一樹
Photo : TAMPO Taro
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機能性＋保温性に優れたトーバートを代表するモデルです。
人差し指の腹はスマートフォン対応。グローブをしたまま、簡単な操作ができます。
19-20モデルは、手の甲は耐水圧10,000mm さらに透湿性も高い東レのアグレブを採用。
中綿には薄くて暖かいシンサレート、さらに防水透湿フィルムをインサートしています。
手の甲にはファスナー付きポケットを装備していますので、コインやチップ、
小さいカイロなど入れる事ができます。手のひらは柔らかい牛革を使用。
ジャンルを問わず多くの方に支持されています。

ブラッシュグレー

ブラッシュカーキ ブラッシュブラウン ブラック シルバーグレー

トランスファー

14,800円（税抜価格）

ブラッシュグレー・ブラッシュカーキ・ブラッシュブラウン・ブラック・シルバーグレー

150（XS)・S・M・L・XL

トーバートを代表するモデル
アグレブ・WPL・トーバテックス・シンサレート

      
クロス ライトフィット

8,000円（税抜価格）

ホワイト ライム ピンク ブルー

150（XS)・S・M・L・XL

ホワイト・ライム・ピンク・ブルー

親指と人差し指がスマートフォン対応。ストレッチ性に優れ、フィット感も抜群。
多目的にご使用できる薄手のグローブに仕上げました。
春先、パークなどの使用にも最適です。

多目的薄手グローブ

石水 克友
SAJ31承認第00617号
Photo : TAMPO Taro
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FINGER4-North40
フィンガーフォー　ノースフォーティ

ブラック×ナチュラル・ブラック×カカオ・グレー×ブラック

17,500円（税抜価格） 150（XS)・S・M・L・XL

ブラック×ナチュラル

バックカントリーやパウダースノーを楽しむ方に適したロングタイプのグローブです。
従来のFINGER4-LEをさらに暖かく感じられるよう素材を吟味し、North40と名付けました。
中綿には、薄くて暖かいシンサレートと発熱綿とウレタンを使用していますが、
North40は、従来の2倍のウレタンを使用し、
さらに手入れした際に暖かく感じる様に裏地にユニチカの「サーモトロンラジポカ」を採用しました。
サーモトロンラジポカは、太陽光のエネルギーと遠赤外線の相互効果で、高い保温効果を発揮します。
気温が低いときでも快適な暖かさを提供します。
また、革とウレタンの間には防水透湿フィルムをインサートしていますので、
中まで染みたり蒸れたりせず快適にご使用いただけます。
よく使う3本指を離し、小指と薬指をまとめて暖かく違和感なく使用できます。
見かけは4本指ですが中は5本指に分かれています。
手首のベルトを1周巻くことで、しっかりとした固定感が得られます。
長めのカフと、裾のドローコードを引っ張り絞ることにより、雪の侵入をシャットアウト。
ドローコードはワンタッチで開閉できます。
革はTAUBERTならではのなめしの良い革を使用しています。是非お試し下さい。

WPL・トーバテックス・シンサレート・サーモトロンラジポカ

保温性を追求したロングタイプのグローブ

グレー×ブラック

ブラック×カカオ

2019-2004

トーバートならではの、ソフトでなめらかな牛革仕様。
防水透湿フィルムも採用し、快適にご使用できます。

Full Leather SLOPE
フルレザースロープ

17,000円（税抜価格）

カーボンブラウン

グレー

カーボンブラウン・グレー・ブラック

150（XS)・S・M・L・XL

シックで高級感のあるフルレザーショートタイプ

WPL・トーバテックス・シンサレート

ブラック

原 大智
SAJ31承認第00625号
Photo : SATO Hiroyuki



2019-20 05

FINGER 3/FINGER 3+i

防水性があるネオプレーン（ウェットスーツに使用される素材）を手の甲に使用した、
非常に暖かいグローブです。手のひらは馴染みやすいソフトな牛革を使用。
3本指ですが、人差し指を離していますので、不便さを感じさせない機能性グローブです。
中は5本に分かれています。中綿には保温性の高いシンサレートを厚めに入れ、
なおかつ3本指にまとめることで、さらに保温性もアップ。
カジュアルなデザインで、女性にもお勧めです。
お好みによって、インナーなしタイプとインナー付きタイプをご選択できます。

なめしの良い革を使用し、防水透湿膜フィルムもインサート。
3本指ですが、人差し指を離していますので、はめ心地に違和感はなく、
不便さを感じさせない機能性グローブです。
中は5本に分かれており、インナーは付属しています。

フィンガースリー/フィンガースリー+インナー

FINGER 3-LE
フィンガースリー　レザー

16,500円（税抜価格）

ライトグレー×レッド ブラック×ライトグレー

グレー×ブラック

ブラック×カカオカーボンブラウン×ナチュラルホワイト

FINGER3……14,500円（税抜価格）
FINGER3+i…15,000円（税抜価格）

1,000円（税抜価格）

オリーブ×ベージュ・ライトグレー×レッド・ブルー×ブラック・
ブラック×ライトグレー

150（XS)・S・M・L・XL

ホワイト・グレー×ブラック・カーボンブラウン×ナチュラル・ブラック×カカオ

150（XS)・S・M・L・XL

ジャンルを選ばない保温性の高い、人気のグローブ

オリーブ×べージュ ブルー×ブラック

人気モデルFINGER3のレザータイプグローブ

WPL・シンサレート

WPL・トーバテックス・シンサレート

本田 佳祐   
SAJ31承認第00621号  
Photo : TAMPO Taro



アウター素材には、防・撥水・透湿素材で耐水圧の高い高機能素材を採用。
さらに防水透湿膜フィルムをインサートし、中綿には軽くて暖かいシンサレートを使用。
保温性もアップしています。

X RIDE-LE
クロスライド　レザー

X RIDE
クロスライド

16,500円（税抜価格）

16,500円（税抜価格）

ブラック

シルバーグレー

ターコイズ

ホワイト×ブラック

ホワイト×ブルー

ホワイト×ピンク

ブラック×ホワイトホワイト×グリーン

ターコイズ・シルバーグレー・ブラック

150（XS)・S・M・L・XL

150（XS)・S・M・L・XL

ホワイト×ブラック・ホワイト×ブルー・ホワイト×ピンク・ホワイト×グリーン・ブラック×ホワイト

革の繊維全体に防水処理仕上げされた良質でソフトな
牛革を使用し、グリップ力に優れたグローブです。
防水透湿膜フィルムを採用し、
中綿には薄くて暖かいシンサレートを使用しています。
グリップしやすく、ピタっとした感覚が好きな方に、お勧めします。

シンプルなデザインですっきりと仕上げたグローブ

握りを重視した選手に人気のモデル

ブリザテック・WPL・トーバテックス・シンサレート

WPL・トーバテックス・シンサレート

スタンダードなデザインに、上質の牛革・防水透湿性・防寒（中はボア）・ストリングフィットカット・
アウトステッチ仕様など、拘ったレーシンググローブです。
TAUBERT販売以来、続いている信頼のロングセラーモデルです。

COMP
コンプ

22,500円（税抜価格）

ブラック×シルバー・ホワイト×ブラック・ホワイト×ブルー

150（XS)・S・M・L・XL

ホワイト×ブルーホワイト×ブラック

ブラック×シルバー

メイドインジャパンの高品質グローブ（日本生産）
WPL・サイトス・シンサレート

2019-2006

堀島 行真 
SAJ31承認第00623号
Photo : SATO Hiroyuki
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ATHLETE アスリート
デモDEMO

フリースタイルFREESTYLE アルペンALPINE

モーグルMOGUL

ハーフパイプHALF PIPE

藤井 守之　　　Photo : TAMPO Taro 布施 峰　Photo : TAMPO Taro 石水 克友　Photo : TAMPO Taro
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www.taubert.jp
Products photo : TOKITA Susumu
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MATERIAL SPORTS INC.
1-30 Sakura-machi Moriguchi-shi OSAKA 570-0027 JAPAN
Tel : 06-6992-2070　Fax : 06-6992-2572
E-mail : 06@69922070.com
www.materialsports.co.jp

● 価格、仕様は予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
● 印刷のため、実際の商品カラーと異なる場合がございます。

佐々木 大輔
photo : Maruch joak


