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ABOUT One More World 
BEYOND SKIING 

ONEMOREは、2018年にイタリアの南チロルで設⽴されました。ユネスコの世界遺産
であるドロミテ⼭脈に抱かれた私たちのホームグラウンドは、ウィンタースポーツを実
践し、⾃然のアドベンチャーパークの寒さとスリルを味わいながら、アウトドアで暮ら
す⽣活を求めています。311,000ヘクタールの森林を擁するドロミテは、新鮮な空気、
⾼地、⾃然のリズムを⼤切にする⼒強い⼭です。このような環境では、アウトドア、特
にウィンタースポーツへの情熱が⽣まれます。 
ONEMOREは、この地への強い愛着と、ファッションとスキーウェア業界での20年の
経験に⽀えられています。ONEMOREは、素材とデジタル、現在と未来、技術と持続可
能性など、さまざまな側⾯を持つ超現代的なスポーツウェアレーベルです。 
ONEMORE ウエアの開発には、⾰新的な才能とトレンドを⾒極める鋭い⽬が共存して
います。技術的な厳密さ、完璧な着⽤感、そして持続可能性への呼びかけが、作品の⽣
活体験を豊かにします。ライニングやメンブレン、ロゴ⼊りのバンドやプリントされた
ネットなどのカスタマイズ可能なディテールが、ウェアの内側と外側の両⽅で洗練され
た雰囲気を醸し出しています。このコレクションの全体的な美しさは、その最⼩のディ
テールにあります。 
主役はインテリジェントギアです。ディテールに富み、何よりも適応性に優れたアイテ
ムは、着る⼈の好みや使⽤⽬的、天候に合わせてミックスしたり、合わせたりすること
ができるように考えられています。⼥性がコートからジャケットとコクーンスカーフを
⼿に⼊れたり、ジレがトップスに変わったりすることはよくあることです。形やディ
テールにこだわり、AppleSkinのような実験的な素材を使⽤することで、ONEMOREは
スマートなスポーツレーベルとしてのアイデンティティを確⽴し、冬の⽣活のあらゆる
瞬間に対応しています。 
さらに、マルチフォーマット／マルチユースのパンツやテクニカルなパーカーなど、ブ
ランドのモーフィング能⼒を⽰すものがあります。ONEMOREは、スタイリッシュとス
ポーティの境界を曖昧にします。例えば、派⼿な⾊は、スキーチームやプロのブランド
イメージに合わせてカスタマイズできるようにデザインされていますが、作品の⽔平⾯
に配置されています。袖やパンツの裾には、特徴的なラインが使われていますが、これ
はブランドのコレクション全体に共通する特徴的な要素となっています。 
デザイン＋実験＋機能性＋着⽤感＋持続性＝ONEMORE。ONEMOREのコレクション
は、着ている⼈が「⾒せたい」という衝動と「存在したい」という必要性を両⽴させる
ことを可能にします。その魔法のような⽅程式は、破壊的なアプローチと建設的な⼿法
です。ストリートやアーバンにインスパイアされた作品は、ライフスタイルとスポーツ
ウェアの中間に位置し、屋外での余暇を楽しむためにデザインされています。アスリー
トやスキースクール、⼭岳専⾨家のためのレースモデルでさえ、このレーベルの美学と
技術の進歩を物語っています。これらはすべて、ゲレンデを越えて⾏われます
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Keywords Our Manifesto 

HIGHNESS 
私たちの思考、製品、そして⼈間関係における⾼い品質。ビジネスパート
ナーとしての⾼い信頼性。お客様の声に⽿を傾ける者としての⾼い定義。
旅の仲間としての⾼い献⾝性。そして、明らかに私たちの⾃然な⽣息地で
ある⾼地。 

FLUIDITY（流動性） 
世界は流動的であり、私たちのコレクションも流動的です。私たちの⼼の
中には、1つの季節しか存在しません、それは冬です。私たちは、季節に関
係なく、また競合他社が⼀般的に⾏っている標準的なスケジュールとはか
け離れた形で、毎回、⻑持ちする冬のコレクションをお届けします。 

HUMANITY（⼈間性） 
私たちは敬意と優しさを⼤切にします。私たちは仕事だけでなく、場所も
重視しています。私たちは地球、⼩さな村、そこに住む⼈々、彼らが抱え
る問題やニーズを⼤切にしています。私たちは、パートナーやサプライ
ヤー、そして私たちがこれまでに出会った、あるいはこれから出会うすべ
ての親切な⼈々とともに、この尊重をさらに発展させていきたいと考えて
います。 

FUNCTIONALITY (機能性） 
私たちの製品は、それぞれの仕事に適しています。その仕様は必要な要件
を満たしており、常にそうである。私たちの製品は期待以上のものです。
プロフェッショナルのためにデザインされた製品は、着る⼈を決して失望
させません。 

WEAR ABILITY（基本性能） 
快適さ、⾃由な動き、美しいデザイン、これらは私たちの最優先の研究課
題です。上質な素材や⾼度な技術があっても、フィット感が悪ければ⼗分
ではありません。私たちは、実際の体を念頭に置き、体の美しさを引き出
し、動きの中で⼒を発揮できるようにしています。 

ITALIAN IDENTITY  
私たちの⽣地、メンブレン、ライニング、アクセサリーはすべてイタリア
製です。ウェアの50％はイタリア製で、残りの50％はイタリアのメーカー
によってヨーロッパで⽣産されています。デザインと技術の両⽅がイタリ
ア製で、そこにフランスのテイストが加わっています。その結果、イタリ
ア流のスマートな美しさとスタイルを実現しています。
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APPLE SKIN  Apple Appeal（型破りな素材） 

ONEMOREは、型破りな素材を多⽤しています。その中でも、
AppleSkinは他に類を⾒ない素材です。南チロル地⽅のリンゴ産業の廃
棄物を原料とするAppleSkinは、動物性⽪⾰に代わる唯⼀の素材です。
品質と性能の⾯で予想外の可能性をもたらす⾰新的な素材であり、
ONEMOREが説得⼒を持って⽀持し、推進する循環型経済に適合しま
す。100％ビーガンのAppleSkinは、現在市場に出回っているフェイク
レザーの中で最も⾃然な素材であり、UVカット機能を持ち、耐摩耗性に
も優れています。 
AppleSkinは、ボルツァーノとボーツェンを拠点に、南チロル地⽅の代
表的な果物の⽤途を研究・⽀援しているFrumat社によって特許を取得
しています。この特許により、Frumat社は、2018年のGreen Carpet 
Fashion AwardsでTechnology & Innovation Awardを受賞するなど、
数々の賞を受賞しています。 
ONEMOREは、イタリアの企業として初めてスポーツウェアに
AppleSkinを採⽤しました。⾼機能テキスタイルとの組み合わせによ
り、この⾰新的な素材は、技術的にも創造的にも美的にも優れたものと
なります。ONEMOREのアップルアピールの新しい装いです。 

SUSTAINABILITY（地球環境に配慮した持続可能性） 
持続可能な社会を実現するためには、時間と努⼒が必要です。簡単に⼿
が届くものではありませんが、不可能な作業でもありません。持続可能
性は私たちの⽬標であり、そのために⽇々努⼒しています。私たちは、
動物虐待を否定し、すべての⾏動が循環型経済につながる可能性を信じ
ています。だからこそ、私たちはリサイクルされた、あるいはリサイク
ル可能な⽣地や裏地を探しているのです。創造されるものも破壊される
ものもないのであれば、私たちは⻑く幸せな⼈⽣を送ることができるも
のを⼿にしたいと願っています。勇気と好奇⼼をもって、私たちはリサ
イクルされたペットボトルから作られたパディングや、ECONYL®など
の⾰新的な素材を採⽤しています。AppleSkinは、りんごの⽪を原料と
した動物性⽪⾰に代わるヴィーガン素材ですが、当社の主⼒商品です。
また、フェザーやファーを使⽤せず、合成素材やリサイクル素材を使⽤
しています。持続可能性への誓いを新たにするために、私たちは地元の
職⼈⼯房と協⼒し、すべての製品にメイド・イン・イタリーのスタンプ
を押しています。 
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￥128,000 (税抜き）　          
￥140,800 (税込み） 

P５ 



￥143,000 (税抜き）　          
￥157,300 (税込み） 

P６ 



￥155,000 (税抜き）　          
￥170,500 (税込み） 

￥87,000 (税抜き）　          
￥95,700 (税込み） 

Apple Skin Apple Skin 
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￥72,000 (税抜き）　          
￥79,200 (税込み） 

P９ 



￥83,000 (税抜き）　          
￥91,300 (税込み） 

￥87,000 (税抜き）　          
￥95,700 (税込み） 
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￥ 98,000 (税抜き）　          
￥107,800 (税込み） 

P11 

NEW

NEW



￥58,000 (税抜き）　          
￥63,800 (税込み） 

￥39,000 (税抜き）　          
￥42.900 (税込み） 
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¥ 29.000（税抜き） 
¥ 31.900  (税込み） 

P13 

NEW



¥ 27.000 (税抜き） 
¥ 29.700 (税込み） 

P14 

NEW



￥35,000 (税抜き）　          
￥38,500 (税込み） 

P15 
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￥108,000 (税抜き）　          
￥118,800 (税込み） 
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￥130,000 (税抜き）　          
￥143,000 (税込み） 

P19 



￥148,000 (税抜き）　          
￥162,800 (税込み） 

￥143,000 (税抜き）　          
￥157,300 (税込み） 
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￥172,000 (税抜き）　          
￥189,200 (税込み） 

￥73,000 (税抜き）　          
￥80,300 (税込み） 

Apple Skin Apple Skin 
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￥68,000 (税抜き）　          
￥74,800 (税込み） 

￥86,000 (税抜き）　          
￥94,600 (税込み） 
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￥68,000 (税抜き）　          
￥74,800 (税込み） 

P24 



￥33,000 (税抜き）　          
￥36,300 (税込み） 

￥39,000 (税抜き）　          
￥42,900 (税込み） 

P25

BLACK/BLACK/ZENITH 

NEW



¥ 29.000（税抜き） 
¥ 31.900  (税込み） 

P26 

NEW



¥ 23.000（税抜き） 
¥ 25.300  (税込み） 

P27 

NEW



P28 

￥85,000 (税抜き）　          
￥93,500 (税込み） 

￥87,000 (税抜き）　          
￥95,700 (税込み） 

￥55,000 (税抜き）　          
￥60,500 (税込み） 

0X921W0 / B0 0X921W1,W2 / B1,B2 



P29 

￥90,000 (税抜き）　          
￥99,000 (税込み） 

￥39,000 (税抜き）　          
￥42,900 (税込み） 

￥83,000 (税抜き）　          
￥91,300 (税込み） 

0X801EW with protection 0X801EO with out protection 



￥ 9,900 (税抜き）　          
￥10,890(税込み） 

￥ 8,000 (税抜き）　          
￥ 8,800 (税込み） 

￥ 6,800 (税抜き）　          
￥ 7,480 (税込み） 
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CALOR CHART 
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R E D



P32





RT SELECT JPN 
phone  090-8093-4183 
e-mail  info@rtselect.jp 

＊商品のカラーは印刷の特性上、実際と異なる場合があります。 
＊商品の仕様、デザイン、サイズ、価格等は予告なく変更することがあります。

mailto:ryu_takikawa@rtselect.jp

