
Wax Products

hot wax

liquid base wax

N.D.F - base wax

100g：7,150yen ／ 250g：14,300yen

TNGを使用することにより、滑走面とホットワックスとの定着性を高め、ワックス
の浸透性、持続性能を大幅に向上させることに成功、同時に作業性も高まります

origin - base & gride wax for general condition

100g：6,050yen ／ 250g：12,100yen

どのような条件でもストレスが少なく、ハズレの少ないワックス
滑走性能、持続性、作業性、環境性能、ワックスに求められる条件を1つに凝縮
パラフィンというシンプルな素材を自在に操り「パラフィンワックス＝下地」という
印象を充分に払拭する滑走性能を体験いただけます
単体での使用も可能

N.D. Primer - Liquid base wax

50ml：14,300yen

01 serum、02 tonerとTNG sanding oilの良いところを一つのアイテムに凝
縮させました
しかも、ナノダイヤモンドの含有量は01 serum、02 tonerの約5倍に増量
これにより、作業時間は今までと比較して1/3に短縮できました
新しい板の滑走面を作り上げ、滑る状態にするまでに多くのワクシングや滑走
を繰り返ししなければ出来なかったことが、ホットワクシングの前に
「N.D.Primer」を使うことにより、初回滑走時からストレスない滑りをすることが
出来るようになります

01 Serum - Liquid base wax

15ml：2,200yen ／ 50ml：4,950yen

液体パラフィンとナノダイヤモンドを浸透させることにより、ホットワックスを従来
では難しかった滑走面の深部、細部まで導いていきます
Serumは、滑走面内の古いワックスや汚れを揮発させながら表面に浮き出させ
ることで、ベースワックスを掛けながら、滑走面のクリーニングも同時に出来ます

02 Toner - Liquid base wax

15ml：2,200 yen ／ 50ml：4,950yen

液体パラフィンとナノダイヤモンドを浸透させることにより、ホットワックスを従来
では難しかった滑走面の深部、細部まで導いていきます
Serumの後に、Tonerを使うことで、クリーニングされた滑走面に液体パラフィ
ンをじっくりと浸透させ、同時に滑走面をナノダイヤモンドでコーティングします

soarer - glide wax for cold condition

100g：6,600yen ／ 250g：13,200yen

originよりも低温時や乾いた雪に対応させるために開発したワックス
N.D.F.をベースに使うことで、寒冷地だけではなく、春のザラメ、アイスバーンな
ど対摩擦に強く、広範囲の雪質でその威力を発揮します
下地にN.D.Fの使用を推奨します

HanaGoromo - glide wax for spring

30g：6,050yen ／ 100g：13,750yen

春用の滑走ワックス
湿度の高い雪や春コンディションにおいて、撥水性、防汚性を高めたワックスで、
雪の変化によるストレスを大きく軽減します
このワックスは、春コンディションのザラメやアイスバーンから、冬の-10度の新
雪に戻ってしまった時にも、驚くような滑走性を持ち合わせています

kossymix hot wax Trial set

7,150yen

N.D.F.／origin／soarer 各30g

＊表示価格はすべて税込み価格です
＊価格は予告なく変更するこがあります



5ml：4,730yen 5ml：4,730yen

30g：4,950yen 30g：5,500yen

ストップスノー用ゲルタイプ

SPRING MASTER - grabby spring snow

湿雪時のストップスノーが現れた時に、適量をペーパーウエスで塗り伸ばしてく
ださい

SPRING MASTER BLACK - grabby old snow
湿雪時のストップスノーが現れた時に、適量をペーパーウエスで塗り伸ばしてく
ださい
特に残雪期の汚れ雪に

Wax Products

edge wax

edge wax COLD
マイクロクロスなどに数滴垂らし、エッジに塗り伸ばすことで、エッジの摩擦を軽
減し滑走性能を向上させます
冷えた日には、これは欠かせません
-2度以下用

edge wax WARM
マイクロクロスなどに数滴垂らし、エッジに塗り伸ばすことで、エッジの摩擦を軽
減し滑走性能を向上させます
春はエッジに汚れが付きづらくなりストップを軽減させます
-4度以上用

＊表示価格はすべて税込み価格です
＊価格は予告なく変更するこがあります

top coat plus
生塗りタイプ

RUB ON SPR

50ml：3,960yen

10g：5,720yen

ストップスノー用ワックスとの併用が可能となり、スプリングコンディションの強
い味方

RUB ON N.D. - RUB on wax for General condition- RUB on wax for Spring condition

10g：5,720yen

生塗り一つで滑走性能を向上させます
生塗り→コルク→ブラッシング（フィニッシュブラシ推奨）

10g：5,720yen

RUB ON hard - RUB on wax for Cold condition

生塗り一つで滑走性能を向上させます
生塗り→コルク→ブラッシング（フィニッシュブラシ推奨）

リキッドタイプ

N.D. Liquid - Liquid wax for wet & dirty

15ml：5,830yen ／ 25ml：9,350yen

湿雪、汚れ雪の時に、滑走面にスプレーし、マイクロクロスで伸ばすだけ

Liquid wax COLD condition
- Liquid wax for cold condition

特に乾いた雪、冷えたコンディションにスプレーして滑走面にコーティングする
ことで、結晶が刺さりづらくなり滑走のストレスを軽減します



Other Products

Deck coat

50ml：3,960yen

デッキへの雪や氷を付けづらくします
適量をマイクロクロスで塗り伸ばしてください

Remover

50ml：1,540yen

premium brass brush

7,040yen

サイズ：W105mm × D63mm × H35mm
毛／真鍮（19mm）

premium horsehair brush

7,040yen

premium finish brush

7,040yen

サイズ：W105mm × D63mm × H26mm
毛／ポリプロピレン（10mm）

mini brush hard

4,180yen

mini brush soft

4,180yen

サイズ：W64mm × D35mm × H30mm
毛／豚毛（17mm）

mini brush finish

4,180yen

premium scraper S

1,980yen

サイズ：W91mm × H55mm × t3mm

premium scraper M

2,420yen

structure scraper

1,650yen

カラー：オレンジ
サイズ：W91mm × H55mm × t3mm

kossymix cork

990yen

mini cork

330yen

ミニブラシに貼り付けて使用
BCやコンディションの変化が著しい春など、携帯の便利です

spatula pad

110yen

Conditioning Paper Set

1,815yen

アラメ × 2枚／ホソメ × 1枚
滑走面の表面積を増やしワックスが染み込みやすい状態をつくります

Conditioning Paper Pad

5,060yen

Micro Cloth

715yen

N.D. Liquidなどの液体ワックスを塗り伸ばすのに最適なクロス ワクシング前、滑走中の汚れ落とし、またサイドウィオールの汚れ落としなどに
水を吹きかけて擦るだけでみるみる汚れが落ちていきます
塗装面に細かな傷がつくのでご注意ください

滑走面の汚れ取り

サイズ：W105mm × D63mm × H34mm
毛／馬毛（18mm）

サイズ：W64mm × D35mm × H30mm
毛／真鍮（17mm）

サイズ：W64mm × D35mm × H28mm
毛／ポリプロピレン（10mm）

サイズ：W120mm × H55mm × t3mm

RUB ON N.D.（生塗り）はこれでさらなる滑走性を生み出します
作業性を考えた形状と使いやすい硬さ（密度）で拘りのアイテム
サイズ：W62mm × H42mm × t30mm

スクレイパーなどに貼り付け
液体ワックスを伸ばすパッド

Conditioning Paperを掛ける作業性を向上させます

kossymix eraser

1,100yen

＊表示価格はすべて税込み価格です
＊価格は予告なく変更するこがあります

滑走中のソール汚れ落としに


