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新ブランド「FULLCLIP」取扱開始
『VELOCITY LE 』および『JETGLIDE Focus LE』を10月5日より発売

ワンダパス株式会社（東京都北区) は、株式会社アド（東京都葛飾区）が展開する“FULLCLIP (フルクリップ) ”ブ
ランドのオリジナルカメラバッグ新製品を2017年 10月 5日より発売いたします。

「使い手の時間を豊かにする物造り」をコンセプトにフィッシングをはじめとするアウトドアのフィールドで
「Made in Japan」と「本物のマテリアル」にこだわる製品を発信する「FULLCLIP（フルクリップ)」の長年のノウ
ハウを活かしオリジナルバッグおよびストラップを開発。そのシリーズ第1弾として、カメラバッグ「VELOCITY 
LE (ベロシティ・リミテッドエディション) 」5色およびカメラストラップ「JETGLIDE Focus LE (ジェットグライド
フォーカス・リミテッドエディション) 」4色をラインアップしました。

「VELOCITY LE (ベロシティ・リミテッドエディション) 」、「JETGLIDE Focus LE (ジェットグライドフォーカ
ス・リミテッドエディション) 」ともにFULLCLIP独自の特許技術「JETGLIDE®（ジェットグライド）」（特許第
6055969号）により、ストラップの長さを片手で調節、無段階で希望の長さにぴったり調節することができます。

ワンダパス株式会社

<WFSD-007 VELOCITY LE ベロシティー・リミテッドエディション> 

VELOCITY LE (ベロシティー・リミテッドエディション)には、耐久性に定評のあ
る米インビスタ社製 Codura® ナイロン地を採用しています。（デニムを除く）

Codura® extra durable nylon 

VELOCITY LE(ベロシティー・リミテッ
ドエディション)は、コンパクトなショ
ルダー型カメラバックです。コンパク
トながら11ℓの大容量。大型開口部に
より必要な機材をスムーズに収納。
JETGLIDE®（ジェットグライド）機構を
装備していますので、ドローコードを
上下に引くだけの簡単操作でバッグを
かけたままストラップの長さ調節がで
きます。

付属のインナーケースを取り外せば、
A4ファイルを折らずに収納可能です。
フィッシングなどのアウトドアやカジ
ュアル&ビジネスの様々なシーンに対応
します。フロントのファスナーポケッ
トは5.5インチ程度のスマートフォンを
収納できます。
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<WFSD-009 JETGLIDE Focus LE ジェットグライドフォーカス・リミテッドエディション> 

カメラに特化したジェットグライドストラップ

JETGLIDE Focus LE (ジェットグライドフォーカス・リミテッドエディション）
は、ドローコードを上下に引く簡単な操作で、瞬時にお好みの長さに調整で
きる、JETGLIDE®（ジェットグライド）機構付きカメラ用ストラップです。
歩行中・移動中たるみやブラつきが気になる時は短く縮めカメラを身体に密
着させたり、実際の撮影時には伸ばしてそれぞれベストなカメラポジション
を確保。状況に応じて変化するカメラマンのニーズに素早いレスポンスが可
能です。

接続バックルによりカメラとストラップの脱着が可能ですので、三脚使用時
や収納移動時などストラップが不要なシーンでは簡単に取り外せます。また
接続バックルは堅牢性の高いYKKプラパーツバックルを採用しています。

カラーバリエーション

フォレッジグリーン コヨーテ コヨーテブラウン

JETGLIDE®(ジェットグライド)は、素早
くスムーズな伸縮操作を可能にする、
ジェットグライド機構(特許取得済み)
を備えたショルダーストラップです。
ストラップに付いているドローコード
を上下に引くだけの簡単操作で、スト
ラップの長さ調節ができます。
無段階で希望の長さにぴったり調節す
ることができ、ストラップを縮めても
テープの余りが出ず、ストレスのない
画期的な機構です。

JETGLIDE ® 【特許第6055969号】

ストラップの伸縮操作を
クイック＆スマートに！

型番 商品名 カラー サイズ  (外寸) JANコード   希望小売価格

WFSD-007 VELOCITY LE ベロシティー・リミテッドエディション ブラック 4589529541219

WFSD-007 VELOCITY LE ベロシティー・リミテッドエディション コヨーテブラウン 4589529541226

WFSD-007 VELOCITY LE ベロシティー・リミテッドエディション デニム 4589529541233

WFSD-007 VELOCITY LE ベロシティー・リミテッドエディション オレンジ 4589529541240

WFSD-007 VELOCITY LE ベロシティー・リミテッドエディション ダックハンター 4589529541257   オープン価格

WFSD-009 JETGLIDE Focus LE ジェットグライドフォーカス・リミテッドエディション ブラック 4589529541264

WFSD-009 JETGLIDE Focus LE ジェットグライドフォーカス・リミテッドエディション フォレッジグリーン 4589529541271

WFSD-009 JETGLIDE Focus LE ジェットグライドフォーカス・リミテッドエディション コヨーテ 4589529541288

WFSD-009 JETGLIDE Focus LE ジェットグライドフォーカス・リミテッドエディション コヨーテブラウン 4589529541295

L: 約83cm（最短）～約130cm（最長） x W: 約3.8cm

W：約36cm × H：約26cm × D：約13cm
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About FULLCLIP / FULLCLIP (フルクリップ)について

Concept / 使い手の時間を豊かにする物造り。
”FULLCLIP” (フルクリップ)は、1983年創業の製造メーカー「株式会社アド」のオリジナル
ブランドです。現在、バッグを中心に、ポーチ、革小物、アパレル、ヘッドウェアー、
フィッシング関連のアイテムなどを展開しています。永きにわたり大手アパレルと物作りに
取り組む事で培った、製品に対する徹底した品質管理、最新の手法を取り入れた生産技術の
ノウハウなどを生かし、製品の製造・開発に努めています。
ブランド名の”FULLCLIP”（フルクリップ）は、あらゆるジャンル、カテゴリーをまとめて
クリップするというコンセプトが由来です。フィッシングをはじめ、今まで情熱をもって
打ち込んできたアウトドアスポーツ、トレーニングなど、幅広いジャンルでイマジネーシ
ョンを刺激し、使い手の時間を豊かなものにする創造的なアイテムを展開しています。
バックを初め、Tシャツ・キャップなどのアパレルグッズ、キーホルダー、ポーチ、カメラ
ストラップなどアウトドアシーンで活躍するアイテムを中心に企画、生産しています。

製造元
【株式会社アド 】

1983年創業以来、時代の流れと共に変化するアパレル業界を見つめな
がら、何時の時代もクライアント様のニーズに柔軟に対応してきた。
目まぐるしく変化する流行の中で、フットワークを生かし、常に一歩
先を見据えるよう努める。益々個性と柔軟性が求められる現在、お客
様一人一人の多様なニーズに即座に答えるため、今まで培ってきた経
験と知識を最大限に活用し、高品質の製品作りを目指している。

商号： 株式会社アド
設立： 1983年
本社所在地： 東京都葛飾区東金町7-5-7
代表者： 代表取締役社長 平垣 雅美
連絡先： TEL 03-3826-5188   FAX 03-3826-5187
ウェブサイト： http://fullclip.shop

商号： ワンダパス株式会社
設立： 2016年
本社所在地： 東京都北区滝野川3-12-11
代表者： 代表取締役 村岡 吾郎
連絡先： TEL 03-6903-4647   FAX 03-6903-4648
ウェブサイト： http://www.zkin.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

ワンダパス株式会社

info@zkin.jp
114-0023  東京都北区滝野川3-12-11
TEL 03-6903-4647 /  FAX 03-6903-4648

販売元
【 ワンダパス株式会社 】

2016年3月設立。2011年12月に ZKIN (ジーキン)ブランドを日本市場
に導入した輸入代理店の従業員が独立して設立された。同時に日本国
内での ZKIN事業を承継し、2016年3月よりZKIN 製品日本地区総代理
店。ZKIN以外にも今回の「FULLCLIP」ブランドをはじめとした内外の
よりよい商品を発掘し発信すると同時に、その取扱製品がより愛され
るブランドになるべく多岐に渡って活動している。

「ワンダパス」について：

海中でもっとも鮮やかで美しいとされているタコの仲間で
ある「ワンダパス」に由来しています。ワンダパスは状況に
応じ、姿形や色を自在に変化させることができます。
ワンダパスのように、鮮やかでしなやかであると同時に、

「ワンダー」 (wonder, 「すばらしい、ワクワクする」の意) 
なヒト、モノやコトの「パス」 (path, 「通り道」の意) であ
りたいとの願いがこめられています。

Policy
縫製をすべて日本で行うこだわり。

私達の思いを妥協すること無く形にし、尚且つ製品の品質を維持する為には、如何しても
緻密で繊細な日本の職人技が必要です。製品に対する職人達一人一人の思いを集め、練り
上げ、究極の形を求め試行錯誤を繰り返す。この当り前の積み重ねが、フルクリップの
一貫した物造りの姿勢です。
”MADE IN JAPAN”にこだわり、作り手の思いや知恵が宿る、本当に価値のある物、人に
喜びをもたらす物を創り出していきます。

本物のマテリアルが新たな本物を生む。

フルクリップの製品に使用されるマテリアルは、常に必然性から導き出されています。
製品それぞれの目的・用途・機能から、最適なマテリアルを選択しています。
ミルスペック、イタリア製皮革、江戸小紋など、各製品ごとの個性を表現できる本物のマテリアルと
柄を選択し、新たな本物を生み出します。
また製品をできるだけ永く楽しんで頂くために、強靭なマテリアルを選択する点にもこだわりをもって
います。使い手と豊かな時間を共有し、愛され、生活の傍らでなにかと頼れる、一度手にしたら手放せ
なくなるような最高の脇役を、皆様にお届けしたいと考えています。


