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3人の五輪メダリストに磨かれた、勝つためのマテリアル
BLACK PEARLのクオリティ

プラックパ-.Lスたボ—団江瀑メ切丸であるSmo:ns~b.D血 PbiHpp Scbll血竹内
智晋な人碍＂終織i沢いるえた点—ドです．彼らl計財9●畜レ勺りのうイダーである
と同片に技病者でもあるとい引獣ご僚昆みない存在です．その3人の五輪メダリスtがひた
む色な姿勢で力—点—門ギ引き合うことがプラックパールという幻—点千の夕がJ和であ
り、特憤lなマテリア庄生み出す瓜点となっています。

新U'.rf'? テリアルの開亮はいつも何気ない会話やデ9スケチチ｀ライデやグ中のささいなイ
ンスピレーションなどから生まれ玄す．彼らの直感．的なアイデイアは常に狡訓的ですが同時
にとてもリカテ虎あり兵体的です。そうしたアイデゎて七とに｀稟材〇薗漂や枚数｀実靡
の寸法そして襲遣方法を検討し、ア”なアがどんむ必かたちを帯ぴてきます噸披りi常
に引ダーとしての視点で開究iゴ畠み、ライダーとしてテ刀ふを行い、ライダーとして製品に責
任を持っています．こういヨ彼らの｀常にライダーとしてのば点を忘れない開発者としての
姿勢むのも0がブラックパールであり、そこに点越し｀生綻を生み出すば点なのです畳 は Simon吟h 卜，J/五輪最メダ）丸•、

（中央）竹内押書 丸『五輪鎖メ小）スト
（古 Philipp s凸D凸 ソ几iレ—がジティ五輪童メダI}丸

卜1Jノ五輪童メ小以」

畔モデルについてのミーテ心’ダ 工蠣で〇輯意方油の打紐せ 竹内押書らが白ら試乗レてのテ丸
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新グラフ小汐に込められた、新生プロドヽの想いと覚悟
これまでのプラッケパールが培って幻とプロMC喝徴を最大駆I::.ffl.b, 

しながら、近年のうイデやグス9““り変化ふツグルう冷基本とし
たレギゴf—沿ンなど、昨今の状憤に合わせてさ沫れこ改良を重ね、
これでよ％さらに安躙嗚騎約紐直奴嘉柑ま以ら汐ダ
ルランという一売囀負において、安心して螂まで攻めることが出来
る箸生プロトです。
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BP2-10 葺か鼻切4ダ知呻ゴ
B21『かスを攣匹がりえず~

国院大会仕様のプロダケションモデル
BP.2ジ！ ーズは国蒙大全で各国什遭濯手●嘩色立とが

出素刈庄饂を賓いヒプロダゲ,.,,.ョンモデ見です晉 このそデ見は［損

い鼻さJと漬』のウン立良<..安定皐を壇ば日万下七
なており｀国欝大会噴Udヽ員胃E夷力を発し土す． 出た．
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BP3-06 medius 
男性向け新マテリアルの選択
最の讚却亀には体格や簸力に合ったマデげ見を置択ず
る必憂が畠り士す．BP3ばこうばコン七外か祝むけ士鱗しい畳
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泊埠4．い—_:,:にも十分便月できるモデルで｀これからレ
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spes-06 
spes.という名のジュニア版PROTO
奇ッ心—r,.では貴見出案ないジ正ニアにーサー向加追チ

”ールレーぷード. Iクセ」のな凛●な渭虚曹曾、重顎
し、真鴫飢ースanいなニア釦＼完9ガ吋砂に書

したポーFを作り上げ拿した成長冑叶供鯵＊幅なレー
ステク：：：：ックを学ぶのにとても直した軍です．

このポードで経攣邊讀み讀昴頑台をl!!I 帽してください.. 
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アルペカ応—ドのノウハウを詰め込んだブラ
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未来の素敵なオリンピック選手達へ
ブリーヲンでのかっこいいカーピンダはもちろん鮎子駄向けのレ
一巧こも使用して頂ける本楕的なアル9や噌tード． これ必ら9.

たポードを姶のたい出、うお子さんにもびったりのジュニア向

けアルベンポーFです~
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・ブーツは干供屠スキーブーツを轡寛
した厭計どっており拿す．

・ピンディングは“コ日込し叩碑廷．
撞した厭計となっており玄す幽
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を可態にする最寓のマテリアルです幽
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