


その通り、嫌われ者です。

おならの名前を冠した会社は成長しないと言われていました。その点については、よく考えてみてください。私たちは
今でもやりたいことをやっています。

エアブラスターのファンの皆様に敬意を表します。あなたは私たちと一緒にここにいました。20年間。負けず嫌いで。
フリーハグをして20年、レッグ・バギングをして20年。エアをブラストし、ステイワイルドなままに20年。
20年間私たちは感謝しています。私たちはあなたのサポートに感謝しています。
フリーダム、ファミリー、フレンズ、そして楽しみに満ちた20年の間に、私たちはいくつかの思い出を作りました。
私たちはいくつかの思い出を作ってきましたが、これから更に作り続けます。

もしあなたが私たちの仲間になったばかりで、奇跡的にここにたどり着いたなら感謝します。私はこの紹介文全体を一
転させるために最善を尽くします。
責任あるビジネスオーナーとして期待されるような立派なことを言ってみたいと思います。

エアブラスターは20歳の中規模のカンパニーです。最高のアウターウェア、ベースレイヤー、アクセサリーを作ってい
ます。
小さく始めたにもかかわらず、20年間、競合他社よりも早く進歩してきました。
私たちはスノーボードを愛しています。私たちの製品が最高のものになるまで、休むことはありません。そして更に良
くしていきます。

私たちは楽しむことを信じています。私たちは他の人を巻き込むことを信じています。それが私たちの原点であり、そ
れが私たちの目指すところです。
私たちと一緒に楽しみませんか？

私たちの20番目のライン、どうぞお楽しみください。



エアブラスターは、インクルージョンとコラボレーションの理想を基に設立されました。
私たちにとってスノーボードはグループ活動であり「個人競技」ではありません。
私たちの経験では、積極的なコラボレーションを行うことで多様な視点が体験（そして製品）
を飛躍的に向上させます。
人間の視点の違いは、ライディングスタイル、カルチャー、ジェンダー、パーソナリティ、人生経
験、あるいはそのすべてに基づいているかどうかにかかわらず、本当に同じものはありませ
ん。
しかし、私たちの真の力は共に創造することで発揮されるのです。
仲間と一緒にスノーボードをする。協力して創造する。
それは素晴らしいことです。

様々なシェイプ、サイズ、性別、年齢、能力レベルのエアブラスターが集まり、スノーボードを
したり、ハングしたり、製品について話したりすると何が起こるか？
93ページをご覧ください。つまり...2021年のエアブラスター・レディースサミットです。

エアブラスターのミッション・ステートメントは、私たちのビジネスの原動力となる原則です。
1）スノーボードを楽しんでもらうこと。
2）良質なOFP（Original Fun Product）を作る。
3）良い人たちと誠実なビジネスをする。

これらの原則に沿わないものはやらないのです。
20年前から変わりません。



エアブラスターはお客様が山でポジティブな体験をする事をお手伝いするために存在して
います。自然界との健全な関係を築くことは、意識、スチュワードシップ、そして行動に移すた
めの第一歩です。私たちは、お客様が既にお持ちの製品を維持することで、より少ない買い
物をすることをお勧めします。製品を維持することで、購入を減らすことができます。新しいも
のが必要になったら、できるだけ地元のものを買いましょう。そして、自分が稼いだお金を誰
に渡しているかを意識してください。

エアブラスターの製品を購入することで、あなたのお金は国内にとどまります。
スノーボードのために、スノーボードカルチャーと地球の健康に貢献している会社を
サポートすることになります。
100%エコフレンドリーなBEASTシリーズアウターウェア
すべてのBEASTシリーズアウターウェアの表生地-100%リサイクル素材
裏地メインファブリック-100％ソリューション・ダイ・ナイロンタフタ
Primaloft®インサレーション-100％リサイクル素材

アースフレンドリーなLANDFORMシリーズ
すべてのLandformシリーズ5K表生地-100％リサイクル素材
シェルパフリース＆ボンデッドフリース-100％リサイクル素材

私たちはブラックタフタを多用しています。
エンボス加工された黒のタフタはすべて100％リサイクル・ポリタフタ、
または100％ソリューション・ダイ・ナイロン・タフタを使用しています。
後者は、エネルギー、水、CO2の排出量を55～85％削減し、優れた染色堅牢度を
実現しています。



私たちの友人、私たちの家族、そして一流のボーディングをするハンクスやベイビーたち。彼らをフォローして楽しい時間を過ごしてください。実際に
あなたが学んでいるトリックをやっているビデオをDMで送るとビデオ分析コーチングセッションをしてくれます。何度でも、欲しいだけ。無料でね。こ
れはちょっとしたジョークです。彼らは常にあらゆるレベルで美しいものを創造しています。見ていてとても楽しいですよ。 Daichi  Matsushi ta



エアブラスターは、ニンジャスーツのベースレイヤーという強固な基盤の上に、デザインと機能性に優れた
個々のアイテムだけでなく、あなたのスタイルに合うように設計された完全なレイヤリングシステムで、
ミッション中にあなたのコンディションを調整するのに役立ちます。

地球上で最も優れたベースレイヤーから始めま
しょう。そしてビルドアップ。完全なレイヤリング
システムの核となるのがアドベンチャーの必需
品、NINJA SUITです。スーツは、通常、朝一番
に着用します。...前の晩に寝ていない限り。

これからの一日に向けて前進する。その日の気
分に合わせて、カジュアルからテクニカルまで幅
広く対応するLandformシリーズから適切なレ
イヤーを。移動中は快適に、移行中は機能的
に。ランドフォームは機能満載の汎用性の高い
ギアです。

予報では雪が降るかもしれませんがエアブラス
ターのアウターウェアを加えて自分だけの
フォースフィールドを完成させましょう。このカ
テゴリーは母なる自然の氷のような嵐から完全
に身を守りたいときに使います。



30,000mm+20,000g/m²/24hr EcoVortexラミネート+フルシームシーリング
3レイヤー、2レイヤー、ストレッチラミネートのオプションあり
100%リサイクル素材の30Kファブリック、80/50 Eco DWR

15,000mm+10,000g/m²/24hrラミネート+フルシールシーリング
2レイヤーとストレッチラミネートのオプションあり
プレミアムな手触りの生地、15Kプロテクション

10,000mm+10,000g/m²/24hr ラミネート+ストラテジックシームシーリング
2レイヤーラミネートとストレッチラミネートのオプションあり
耐久性とアクセス性、10K機能



ラミネートメンブレン＝優れた防水性と透湿性
3Lコンストラクション、またはタフタ、ストレッチサテン、トリコットの裏地付き2Lコンストラクション
シェルのオプションはすべてのシリーズ／ウォータープルーフレーティングで利用可能

Zonalオプション＝保温性と運動性のベストバランス
オプションのPrimaloftは、パッカブルで熱効率の高い断熱材です。
40-60g／全シリーズにウォーマーオプションあり

Zonalオプション＝保温性と運動性のベストバランス
オプションのPrimaloftは、パッカブルで熱効率の高い断熱材です。
80-200g／全シリーズで最も暖かいオプションを用意





ゆったりとしたフルカバーフィットで、
動きにも余裕があります。

リラックスしたストレートレッグカットで
伸縮性のあるウエストとブーツカフを

備えています。

ゆったりとしたストレートレッグカットで
ゆとりのある動きを実現します。

リラックスフィットに加えて、
太ももに1インチ、

膝に1/2インチの幅を追加。

バギーなフィット感、エクストラワイドレッグ。
わずかなテーパード、オプションで

ロールアップも可能。

リラックスしたフルカバレッジフィットで
背面下は2インチのドロップテール。

ゆったりとしたフルカバータイプのフィット感で
前後のボディを2インチ延長。



3Lと2LのEcoVortexは100％リサイクル素材

30K/20K ラミネート＋フルシーム・テーピング

YKKアクアガード®
ウォータープルーフジッパー

2LストレッチEcoVortex
100％リサイクルファブリックを使用

フロロカーボンフリーDWRで
究極の80/50パフォーマンス

ラミネートされたディテールで
最大限の防水性と構造

溶接されたバータックで防弾・防水補強

動きやすさを追求した
アーティキュレーテッド・フィット



人間工学に基づいた3方向に調整可能なフード

3レイヤーフルシームテープド・ビーストコンストラクション

胸に高密度のビースト・マウンテン・プリント

センターフロントとチェストポケットには
YKK Aquaguard®ウォータープルーフジッパー

ジッパー付きベンチレーション

スプリットボード用スキンに対応した
2XLのメッシュ裏地付きベンチレーションチェストポケット

PRICE: 57,200yen（税抜価格 52,000yen）

最も深いパウダーにアクセスして遊ぶためにデザインされたBeast 3Lジャケットは、おそらく市場で最も透湿性の高い防水ジャケットです。
30,000mmの防水素材とフルテープド加工を施した3レイヤー構造があなたをドライに保ちます。また、胸部のXLベントポケットは通気性を高め、
あなたを温かく安全に保ちます。私たちのチームが何年もかけて改良したBeast 3L JacketはAirblasterデザインの頂点です。

・ 30K mmウォータープルーフィング
・ 20K g/m²ブレサビリティ
・ クラシックブラスターフィット、アーティキュレーテッドスリーブとわずかドロップテール
・ 3レイヤーシェル
・ 3レイヤーフルシームテープドビーストコンストラクション
・ 3レイヤーのラミネート加工されたエコ・ボルテックス・ファブリックと
 100％リサイクル素材のアウターシェル
・ ルドルフ・バイオフィニッシュ80/50 FC-フリー・エコDWR
・ センターフロントと胸部ポケットにYKK Aquaguard®ウォータープルーフィングジッパー
・ 人間工学に基づいた3ウェイアジャスタブルフードとラミネーテッドブリム
・ スプリットボードスキンが収納可能な2XLメッシュライニングのベンチレーションチェストポケット
・ YKK Aquaguard®ウォータープルーフィングジッパーを施したナポレオンポケット
・ ジッパー付き脇下ベンチレーション
・ 調整可能なフックアンドループ＋スナップカフクロージャー
・ 袖口にゴム製サムループを装備
・ ビーストトリムパッケージ
・ パスポケットウインドウ付き、取り外し可能なパウダースカート
・ 胸に高密度のBeast Mountainプリント



調整可能なゴム製のAIRBLASTERショルダーストラップ

胸にレーザーカットされたHypalon Beastパッチ

センターフロントに2ウェイジッパーを採用。Easy pee-zy!

ヘビーデューティーなナイロン製ウエストベルト

ラダーロックサイドボディアジャストメント

裾を絞ることができる、内側のドローコード

PRICE: 53,900yen（税抜価格 49,000yen）

ハードにチャージ、それから安心して休むこともできます。溶接されたバータック、ラミネート加工された
ストームフラップ、オプションのパウダーシンチを備えたクラス最高のBeast Bibはこれまで以上に防寒性に
優れています。2ウェイジッパーを備えたフルフロントチェストジッパーはシームレスな出入りを可能にし、
ピットストップも簡単にできるので、常に全速力で走ることができます。もし、あなたが最高のものを
探しているなら胸を張ってそれを忘れてください。

・ 30K mmウォータープルーフィング
・ 20K g/m²ブレサビリティ
・ アーティキュレーテッド・ニーのリラックス・フィット
・ 2レイヤーシェル
・ 2レイヤーフルシームテープドビーストコンストラクション
・ 100％リサイクル素材のアウターシェルと2レイヤーラミネートのエコ・ボルテックスファブリック
・ ルドルフ・バイオフィニッシュ 80/50 FC-Free Eco-DWR
・ ラミネート加工されたストームフラップと溶接されたバータック
・ 調節可能なゴム製のショルダーストラップ
・ センターフロントに2WAYジッパーを採用。Easy pee-zy!
・ 頑丈なナイロン製ウエストベルト
・ メッシュ裏地付きインナーレッグベンチレーションジッパー
・ プリントされたタフタの裏地
・ オプションで袖口を絞ることができる脚下の隠しドローコード
・ 5つのジッパー付きポケット
・ 伸縮性のあるレッグゲイター（レースフック付き
・ ラダーロック式サイドボディアジャストメント
・ ビーストトリムパッケージ
・ 100%ソリューションダイのタフタライニング
・ 胸にレーザーカットされたHypalon Beastパッチ



片手でも調節可能な人間工学に基づいたフードシンチ

胸に高密度のビースト・マウンテン・プリント

Schoeller® 4ウェイストレッチブレスタブルソフトシェル。
脇にNanosphere®を使用

3つのジッパー付きポケット

パッカブルな軽量なミニマリスト素材

左右の片手で引ける伸縮性のあるドローコード

PRICE: 35,200yen（税抜価格 32,000yen）

パウンドフォーパウンド。プリマロフト®を使用した、最も耐久性が高く、最も通気性のあるテクニカルインサレーターです。
100gのPrimaloft®（プリマロフトインサレーションと20Dマイクロ・リップストップ・ナイロン・シェルの組み合わせがパッキング性を保証し、
Polartec® Powergrid™とSchoeller®ソフトシェルを組み合わせることで、これまでのどのインサレーターよりも伸縮性、通気性、透湿性に
優れたウェアになっています。片手で調節できるフードシンチは、その場での調整が可能です。
機能的なレイヤリングのために、フィット感を維持しています。

・ 80/20 FC-Free Eco-DWR
・ ブラスターフィット、レイヤリング用カット
・ サイズアップすると、より伝統的なバギーフィットに
・ 最高の保温性を誇る100gのPrimaloft®パッカブルインサレーション
 暖かさと重さの比率が最も高い
・ 20デニール・ナイロン・マイクロリップストップ
・ 80/20 FC-Free Eco-DWR
・ ジッパー付きのチェストポケットとハンドポケット
・ 人間工学に基づいた片手で操作できるフードシンチ
・ Schoeller®社製の4ウェイストレッチ・ブレスタブルソフトシェルと
 脇の下にNanosphere®を採用
・ 吸汗速乾性に優れたPolartec® Powergrid™を腕の下（裏地）に採用
・ パッカブル機能を備えた軽量なミニマリスト素材
・ 3つのジッパー付きポケット
・ 薄型で伸縮性のあるソフトシェルカフ
・ 左右の片手で引ける伸縮性のあるドローコード
・ ビーストトリムパッケージ
・ 100％リサイクルタフタの裏地
・ 胸に高密度のBeast Mountainプリント



ジッパー付きのチェストポケット

胸に高密度のビースト・マウンテン・プリント

ポーラテックパワーグリッド

貴重品を安全に保管できるジッパー付きのハンドポケット

EDC用ナイフキャリーポケット

ヒップホルスター

PRICE: 29,700yen（税抜価格 27,000yen）

PRICE: 21,780yen（税抜価格 19,800yen）

高出力の寒冷地活動の要求に応えるために、230gsm Polartec® Power Grid™が究極のミッドレイヤーを
提供します。グリッド状の構造により、最大限の暖かさを得ると同時に通気性と吸湿性に優れ、軽量化を
実現しています。胸部と肩部にはマイクロリップストップを採用し、風や小雨からの保護を強化しています。
また、胸部には必需品を入れておくのに便利なジッパー付きポケットを装備しています。

トラックで寝泊まりし、早起きしてスキントラックやファーストチェアに乗ることを好む
エアブラスターチームのメンバーに人気のミッドレイヤーです。他に類を見ない多機能性を備えた
このPolartec® Power Grid™ パンツには、2つのジッパー付きハンドポケット、1つのベルトライン
キーループ、便利なハンディタイプのポケットなどが装備されています。ベースレイヤーのNinja Suitと
組み合わせれば、究極のカーキャンプ、パウダーハンティング、アフターファイブを楽しむことができます。



ラミネート加工されたブリム（つば）付き、
人間工学に基づいた2ウェイ調整可能なフード

メッシュライニングされたジッパー付きベンチレーション

防水性を高めるためにバータックを溶接

成形されたエアブラスター・エアピル・カフクロージャー

ライクラ製リストゲイター

PRICE: 47,300yen（税抜価格 43,000yen）

超軽量でパッカブルなPrimaloft®インサレーションによる30K Eco Vortexプロテクション。Beast 2Lは、洗練された防寒性を備えています。
Primaloft®インサレーションをほんの少し加えることで、冬の風が吹き始めても隙間風を防ぎ、快適に過ごすことができます。
目に見えない軽量ミッドレイヤーがシェルにシームレスかつ効率的に組み込まれているように、あなたはドライで暖かい状態を保ちながら、
キットをシンプルにすることができます。Yetiflageのことは言いましたか？

・ 30K mmウォータープルーフィング
・ 20K g/m²ブレサビリティ
・ ブラスターロングフィット
・ 40gのPrimaloft®パッカブルインサレーションを使用
 暖かさと重さの比率が最も高い
・ 2レイヤーの完全シームテープドビーストコンストラクション
・ 2レイヤーのラミネート加工されたエコ・ボルテックスファブリックと
 100％リサイクルされたリサイクルアウターシェル
・ ルドルフ・バイオフィニッシュ 80/50 FC-Free Eco-DWR
・ YKKジッパーと耐久性の高いBeastシリーズのジッパープラー
・ 人間工学に基づいた2ウェイ調整可能なフードとラミネート加工されたブリム（ツバ）
・ センターフロントに2ウェイジッパーを装備
・ 3つのジッパー付き外部ポケット
・ メッシュ裏地付きのジッパー付き脇下ベンチレーション
・ プリントタフタの裏地
・ 防水性を高めるためにバータックを溶接
・ 成型されたエアブラスター・エアピルのカフクロージャー
・ 内側にメッシュのゴーグル用ポケット
・ ライクラ製リストゲイター
・ パスポケットウインドウが付いた取り外し可能なパウダースカート
・ 胸ポケットにメディアコードポート
・ 100%ソリューションダイのタフタライニング
・ 胸にレーザーカットされたHypalon Beastパッチ



人間工学に基づいた3方向に調整可能なフード

胸にレーザーカットされたHypalon Beastパッチ

350°ウエストバンド・ジッパー

成形されたエアブラスター・エアピル・カフクロージャー

防水性を高めるためにバータックを溶接

裾を絞ることができる、内側のドローコード

PRICE: 74,800yen（税抜価格 68,000yen）

獣のようにパウダーを使いこなす。22/23 Beast Suitは、頭からつま先まで30Kの範囲をカバーする
究極のパウダープロテクションです。溶接されたバータック、ゾーンストレッチ、そして自然の呼び声に
応えるための便利なウエストジッパーを装備。ワンピースカバレッジはセパレートタイプのように
パンツとジャケットの間に隙間ができることはありません。

・ 30K mmウォータープルーフィング
・ 20K g/m²ブレサビリティ
・ ブラスター/リラックスフィット
・ 2レイヤーシェル
・ 2レイヤー・フルシームテープドビーストコンストラクション
・ 2レイヤーのエコ・ボルテックスとストレッチ・エコ・ボルテックスをお尻と膝に使用。100%リサイクル
・ ルドルフ・バイオフィニッシュ 80/50 FC-Free Eco-DWR
・ ラミネート加工されたストームフラップと溶接されたバータック
・ 人間工学に基づいた3ウェイ調整可能なフード
・ 350°のウエストジッパーで何かとスムーズ
・ センターフロント2ウェイ・ファスナーでeasy-pee-zy!
・ 脇の下と足の内側の通気口にはメッシュの裏地付きのジッパーを採用
・ プリントされたタフタの裏地
・ ジッパー付きポケット6個
・ エアブラスター・エアピルを使用したカフクロージャー
・ 胸ポケットにメディアコードポート
・ ウエストバンドにラミネート加工された切符売り場のアイレット
・ 防水性を高めるためにバータックを溶接
・ 裾を絞ることが可能な内側のドローコード
・ 伸縮性のあるレッグゲイター（レースフック付き
・ ビーストトリムパッケージ
・ 100%ソリューションダイのタフタの裏地
・ 胸にレーザーカットされたHypalon Beastパッチ



ゾーン・ストレッチ／ゾーン・インシュレーション・オプション
最適なパフォーマンスのために

ライクラ製のリストゲイターが
雪をシャットアウトして熱を逃がさない

15K/10K ラミネート
+フルシーム・テーピング

取り外し可能なパワースカート
パスウィンドウ付き

耐久性のある15Kストレッチファブリックは
すべてのGlacierシリーズのパンツに採用

雪の侵入を防ぐ
レースフック付きレッグゲイター

メッシュ裏地付きのベンチレーションで
温度調節が可能



ライクラ製ドローコード付きの人間工学に基づいた2ウェイ調整可能なフード

脱着を容易にするフルボディサイドジッパー

左胸に「Stay Wild」パッチ

ビルトインされたエラスティックウエストベルトで超快適

右太ももに「Stay Wild」の刺繍

ボトム開口部に伸縮性のあるグリッパーカフを装備

PRICE: 41,800yen（税抜価格 38,000yen）

エアブラスターはプルオーバーを発明しました。それは違います。しかし、私たちは最もジューシーなものを作っています。
そして、私たちはしばしば閉所恐怖症になり、汗をかきます。汗をかきやすい私たちのために、通気性の良い深めの
ネックジッパーと、急いで着脱できるフルサイドエントリージッパーを採用しました。味わい深い15Kのカラーコンビネーションで
トレンチオーバーを着て、人生の味を楽しんでみませんか？

PRICE: 33,000yen（税抜価格 30,000yen）

エアブラスターがこれを発明したことは間違いない。実際にそうです。たぶん。
2004年頃にエアブラスターがデザインした最初のアウターパンツは、裾がゴムになっていました。
展示会にサンプルを持っていきました。みんな「あはは」と言っていました。マジかよ。....
普通のボトムになるんでしょう？と言われ、「うん、そうだね。このゴムはただのジョークだからね」と言って交換
しました。しかし、それはジョークではありませんでした。私たちは泣いていました。でも今は笑っています。ティーヒー。





PRICE: 41,800yen（税抜価格 38,000yen）

マックス・ワービントン 飽くなきイノベーター、インフルエンサー、プロデューサー、
そしてTre SquadとLick the Catクルーの創設メンバー。それともエイリアンの陰謀論者？
そう、Daddy Warbsはスノーボードの世界で独自の道を切り開き、独自のスタイルで輝く
カタツムリのような足跡を残しています。彼は再びTrenchoverにペイントブラシを使い、
Tre Wildのエクスクルーシブなパッチを付けて、自分のものにしました。

PRICE: 33,000yen（税抜価格 30,000yen）

ボードの上で一生懸命パーティーをして、膝が痛くなったことはありませんか？
これは古典的な色あせた膝のことです。Elastic Boss Pantにカスタードをフェイドした
パッチを施しました。このパンツはあなたの足に話をさせて、目立っている間も冷静で
いられる良い方法です。あなたのブレインボウルに入れて吸ってみてください。
決してエアブラスターは、水以上のものを飲むことや、搭乗中に空気以上のものを
吹き込むことを推奨したり、容認したりするものではありません。
だからこそ、パーティーを楽しんでください。





ライクラを使用した人間工学に基づいた2ウェイ調整可能なフードドローコード

左胸にウーブン＋シリコンのStay Wildパッチ

350° 滑らかなウエストバンド・ジッパー

センターフロントの2ウェイジッパーでEasy pee-zy!

脇の下と脚の内側のベンチレーションにはメッシュ裏地付きのジッパーを採用

ボトム開口部に伸縮性のあるグリッパーカフを装備

PRICE: 56,100yen（税抜価格 51,000yen）

エアブラスターのアイコニックなスタイルのハイブリッドであるKook Suitは、Trenchover、Elastic Boss Pant、Freedom SuitのDNAを
組み合わせたものです。フリーダムスーツに 1つのクーク（スーツ）がすべてを支配するのだ。6歳のあなたは、未来のあなたがクークスーツで
完璧に着こなしている姿に嫉妬しています。クークスーツを着て、自分のスタイルを完璧に表現し、快適さと完全に密閉された
ストームプロテクションを備えた、基本的にはスノーボードをする大人のための全身スウェットパンツのスーツです。
機能、ファッション。それともフルクーク？そうです。

・ 15K mmウォータープルーフィング
・ 10K g/m²ブレサビリティ
・ ブラスター／リラスティック
・ 2レイヤーシェル
・ 2レイヤーのフルシームテープドグレイシャーコンストラクション
・ メインボディにはミッドウェイト・オックスフォードファブリック；ストレッチ・キャンバスを背面上部に採用
 肩、シート、膝
・ 80/20 FC-Free Eco-DWR
・ 全体にYKKジッパーを採用
・ 伸縮性のあるウエストバンドが快適な着心地を実現
・ 350°のウエストジッパーで何かとスムーズ
・ センターフロントの2ウェイジッパーでeasy-pee-zy!
・ 人間工学に基づいた2ウェイ調整可能なフードライクラドローコード付き
・ プリントされたタフタの裏地
・ 脇の下と脚の内側にメッシュのジッパー付きベンチレーションを装備
・ 胸の内側にメディアコードポート付きナポレオンポケット
・ ライクラリストゲイター
・ ボトムの開口部に伸縮性のあるグリッパーカフ
・ 裾口にバングジッパー
・ 内側にメッシュのゴーグル用ポケット
・ ボトム開口部にレースフック
・ 左胸に織ネームとシリコン製「Stay Wild」パッチ



調整可能なゴム製のショルダーストラップ

胸と膝にハイパロン製エアブラスターパッチを装備

ビルトインウーブンナイロンウエストベルト

ラダーロックサイドボディアジャストメント

裾を絞ることが可能な、内側のドローコード

PRICE: 46,200yen（税抜価格 42,000yen）

頑丈で万能。下にパーカーを着た春のラップから、完全なアウターウェアを着て腰の高さのディープパウダーを滑るまで
Krill Bibはその役割を果たします。耐久性のある4ウェイストレッチと15K防水アウターファブリックをすべてのパネルに使用し、
最大限の保護と自由な動きを実現します。フロントのジッパーは2ウェイジッパーになっていて、トイレに行くときに便利です。
また、胸のハンドポケットは貴重品を手元に置いておくことができます。

・ 15K mmウォータープルーフィング
・ 10K g/m²ブレサビリティ
・ リラックスド
・ 2レイヤーシェル
・ 2レイヤーのフルシームテープドグレイシャーコンストラクション
・ 耐久性の高いストレッチキャンバスの表地
・ 80/20 FC-Free Eco-DWR
・ 全体にYKKジッパーを使用
・ 調節可能なゴム製のショルダーストラップ
・ センターフロントの2ウェイジッパー -easy-pee-zy!
・ ナイロン製ウエストベルトを内蔵
・ メッシュ裏地付きのジッパー式インナーレッグベンチレーション
・ プリントされたタフタの裏地
・ 5つのジッパー付きポケット
・ 裾を絞ることが可能な内側のドローコード
・ 伸縮性のあるレッグゲイター（レースフック付き
・ ラダーロック式サイドボディアジャストメント
・ バータックで補強したラミネート加工のストームフラップ
・ 両胸と両膝にHypalon Airblasterパッチ



人間工学に基づいた、ラミネート加工された3ウェイ調整可能なブリム付きフード

胸元にハイパロン製エアブラスターパッチ

メッシュライニングされたジッパー付きの脇の下のベンチレーション

エンボス加工されたタフタの裏地

パスウインドウ付き、取り外し可能なパウダースカート

ライクラ製リストゲイター

PRICE: 44,000yen（税抜価格 40,000yen）

Beastシリーズから機能的な特徴を引き出し、シンプルなスタイルのオールマウンテンパーカに仕立てました。
時代を超越したテクニカルなアイテムとして、変化の激しい冬山でのチャレンジに対応します。
目標は？それは、パークからバックカントリーまで、あらゆる場所でスタイリッシュなシュレッディングを続けることです。
あなたは、自分から見てあなたの下に現れるものなら何でも乗りたいですか？
そんなあなたには、Guide Shellがぴったりです。

・ 15K mmウォータープルーフィング
・ 10K g/m²ブレサビリティ
・ ブラスター
・ 2レイヤーシェル
・ 2レイヤーのフルシームテープドグレイシャーコンストラクション
・ 80/20 FC-Free Eco-DWR
・ 全体にYKKジッパーを採用
・ 人間工学に基づいた3ウェイ調整可能なフードとラミネート加工されたブリム
・ センターフロントに2ウェイジッパー
・ 4つのジッパー付きポケット
・ メッシュ裏地付きのジッパー付き脇下通気口
・ プリントされたタフタの裏地
・ デュアルエントリーハンドポケット
・ ライクラ製リストゲイター
・ パスポケットウィンドウ付き着脱式パウダースカート
・ 内側にメッシュのゴーグル用ポケット



エアブラスターパームツリーバケーション・ラバーライズドパッチ

メディアコードポート付きナポレオンポケット

センターフロント2ウェイジッパー

ウエストアジャスター

エアブラスター AIR 刺しゅう

ドローコード付きカフシンチ＋シリコングリップストリップ

PRICE: 39,600yen（税抜価格 36,000yen）

シンプルですが、ベーシックではありません。過去のクリスマス・ゴースト（OGトースター・ジャケットを着てゲレンデを
闊歩していたことで知られています）を彷彿とさせるAirblaster Heritage Parkaは、クリーンなラインと楽しい時間、
そして完璧な量の保温性を兼ね備えています。15Kの防水生地はクラシックなカラーとプリントで提供され、
バケーション気分を盛り上げてくれます。胸にはエアブラスターのパームツリーパッチが付いています。
暖かく、ドライに、そしてワイルドに過ごすためのバケーションモードを思い出させてくれます。

PRICE: 35,200yen（税抜価格 32,000yen）

イージースタイルとは、自分のスタイルを快適に保つことです。真の快適さは、主にパンツの部分から始まることを、
すべての上司は知っています。Airblaster Easy Style Pantには、以下のようなオプションが用意されています。
レッグカフをブーツに合わせてきつく締めることも、緩くすることもできます。リラックスしたプラスフィットで、
40gの軽量インサレーションを意識することなく、より快適に過ごすことができます。
イージースタイルがお好きな方は、ESPを手に入れて未来へ踏み出しましょう。



ライクラ製ドローコード付きの人間工学に基づいた2ウェイ調整可能なフード

左胸にフリーダムスーツの刺しゅう

胸のストームフラップの下に
メディアコードポート付きのナポレオンポケットを装備

センターフロントの2ウェイジッパーでEasy pee-zy!

350°ウエストバンド・ジッパーで何かとスムーズ！

脇の下と脚の内側のベンチレーションにはメッシュの裏地付きのジッパーを採用

PRICE: 66,000yen（税抜価格 60,000yen）

アウターウェアのニンジャスーツ！？別名、Freedom Suitは15Kストレッチ防水アウターで構成された、
トレードマークのワンピースベースレイヤースーツです。究極のパウダーシステムとは？
フリーダムスーツアウター＋ニンジャスーツベースレイヤー（フロントの胸元と両サイドにマッチした機能的な
ジッパーを前胸部と腰部に装備）＝トイレ休憩に便利なパウダーフォースフィールドです。
どんな自然があなたに襲いかかってきても、フリーダムスーツほどあなたを守ってくれるものはありません。

PRICE: 68,200yen（税抜価格 62,000yen）

自由度の高さに、暖かさがプラスされています。Airblaster Insulated Freedom Suitはクラシックな
フリーダムスーツの保護性能と機能性に加えて、戦略的な60/40ゾーンインサレーションを採用しています。
60/40ゾーンインサレーションは、胴体に60g、フード、腕と脚に40gの合成繊維を使用しています。
この組み合わせにより、運動性と自由な動きを最大限に保ちながら、最も必要な場所に
暖かさを与えることができます。



PRICE: 9,350yen（税抜価格 8,500yen）

それは機能なのか、それともファッションなのか?明確な答えは「Yes」です。レッグバッグは足に巻き付けて、スナックやスペアのゴーグルレンズ、
スノーボードツール、リップクリーム、シーズンパスやリフト券、ワックス、小さなプラスチック製のパイレーツナイフなどを入れます。
足用のファニーパックのように。利便性とスタイルが一体となったスタリッシュなパッケージです。レッグバッグを見かけたら、
その中にスノーボードツールが入っている可能性が高いことを覚えておいてください。分かりますか？Board DorkはLeg Bagの中にあります。

あなたの人生を変える100cmの準備はできていますか？Airblaster SQUAT THRUSTは、あなたの全ての視点を変えるために設計されています。
極太のウエスト幅、ナロースタンス、ミディアムフレックスは、大きなブーツと大きな推進力に対応します。ショート/スクワットランニングレングスは
スイングウェイトが非常に少なく、スムーズなスイベルを実現します。夢のようなカービングをしても、空想する余地はありません。
あなたの脚を活性化し、あなたの心を動かす。SQUAT THRUSTの準備をしてください。

山路を登りながら



YKKのジッパーをシリーズ共通で採用
頑丈な信頼性

10K / 10K ラミネート+
ストラテジック・シームテーピング

内側のメッシュゴーグル
ストレッチライクラ付き
ポケットオープニング

固定式パウダースカート
ほとんどのスタイルに標準装備

レースフック付きのレッグゲイターで
雪の侵入を防ぐ

スタイル別のオプションには、
メッシュ裏地付きの通気口とストレッチ素材

高耐久性アウターファブリック
80/20 DWR仕上げ



ライクラ製ドローコード付き調節可能なフード

カンガルーチェストポケット

エントリーを容易にするフルボディのサイドジッパー

調整可能なゴム製のウエストベルトを内蔵しており、非常に快適です。

ダブルスナップ付きカーゴポケット

ボトム開口部に伸縮性のあるグリッパーカフを装備

PRICE: 36,300yen（税抜価格 33,000yen）

3つの言葉をあなたに。Airblaster / Freedom / Pulloverです。
もし、あなたがここの美しさに気づかないのであれば説明させてください。
エアブラスターは、どんな状況でもあなたを暖かくドライに保つ、オリジナルの楽しい製品を作ることで知られています。
フリーダムシリーズは10Kの防水機能を持ちながら、お財布に優しい価格設定になっています。
そしてプルオーバーは、最も快適でスタイリッシュな胴体のカバーです。

PRICE: 28,600yen（税抜価格 26,000yen）

10K Freedom Boss Pantの登場です。アイコンであるElastic Boss Pantのフィット感をそのままに
簡略化したバージョンを作りました。ストレッチツイル素材とカーゴポケットが喜びをもたらし、
10K相当の防水性とジッパー付きハンドポケットがビジネスカジュアルを保ちます。
ビジネス・カジュアルといえば、すでに退社して、ボード・シングスに行こう。



ライクラ製ドローコード付き調節可能なフード

センターフロントの2ウェイジッパー

Awesome Co. パッチ

ウエストはゴム＋ベルクロで調節可能

バックポケットにエアリバートの刺繍

同系色のカフをロールアップして、90年代のバギーフィットを実現

PRICE: 28,600yen（税抜価格 26,000yen）

94年からの復活。防水ジャケットがあると、スノーボードがもっと楽しくなるかもしれません。
フードも便利で、特に簡単に締められるものだと雪の侵入を防ぐことができます。余分な装備が必要な場合は、
それを備えたジャケットも作っています。しかし、もしあなたが新鮮なパイピングが施されたクリーンな
10K防水フード付きジャケットに満足しているのであればRevert Jacketはあなたの新しいベイビーです。

PRICE: 25,300yen（税抜価格 23,000yen）

防水バギージーンズです。プリーツ、ベルトループ、調整可能なウエストシンチ、4つの安全なポケット、
また雪を防ぐためのレッグゲイターが付いています。生地はバーレイで、10Kの防水性とDWR（耐久性撥水）
加工が施されています。カットはバギーで、シフティやリバート、更にはシフティ・リバートのような動きにも
余裕を持たせています。アップデートされたバギーフィットは少し短く、裾をロールアップすることも
できますし、そのまま履くこともできます。



頑丈なプラスチッククリップ付き、エラスティックストラップ

ダブルスナップ付きカンガルーチェストポケット

AIRBLASTERの刺繍入りポケットフラップ

スナップ＋フックアンドループでウエストを調整

メッシュライニングされたジッパー付きインナーレッグベンチレーション

伸縮性のあるレースフック付きレッグゲイター

PRICE: 37,400yen（税抜価格 34,000yen）

負債を気にせず、パウダーに深く入り込む。エアブラスターを象徴するビブの完全なストームプロテクションと優れたフィット感、
そして洗練されたデザインを、お得な価格でお楽しみください。Freedom Bibの頑丈なフロントチェストポケットには、
新しい分厚い財布を入れておくことができます。さて、私は数学の天才ではありませんが、計算が正しければ...
フルパンツ＋ハーフジャケット-借金＝フリーダムビブの勝利となります。

・ 10K mmウォータープルーフィング
・ 10K g/m²ブレサビリティ
・ リラックス
・ 2レイヤーシェル
・ 2レイヤーのストラテジックシームテープド・フリーダムコンストラクション
・ ミッドウェイトオックスフォードと耐久性に優れたハンマークロスの膝部
・ 80/20 FC-Free Eco-DWR
・ 随所にYKKジッパーを採用
・ 頑丈なプラスチッククリップ付きの完全調整可能なゴム製ストラップ
・ ジッパー付きポケット3つ
・ スナップ＋フックアンドループ式のウエスト調整機能
・ メッシュ裏地付きのジッパー式インナーレッグベンチレーション
・ エンボス加工されたタフタの裏地
・ ダブルスナップで開閉するカンガルーチェストポケット
・ 袖口のスナップボタン
・ 伸縮性のあるレースフック付きレッグゲイター
・ 胸ポケットのフラップにAIRBLASTERの刺しゅう



フラットレースのドローコードで調節可能なフード

左胸にミリタリーテイストのOriginal Fun Productラベルを配置

ヘッドフォンコードポート付きメディアポケット

メッシュライニングされたジッパー付きの脇の下のベンチレーション

センターフロントの2ウェイジッパー

リフトラインの屈曲に合わせて最適な位置に配置した
リアボディのAirpillスクリーンプリント

PRICE: 37,400yen（税抜価格 34,000yen）

頑丈で、防水で、いつも暖かい。必要なところではタフに、必要に応じて調整可能なToasterは、暖かくて多機能です。
本体には耐久性に優れた厚手の生地を使用し、フードと袖には10Kミッドウェイトオックスフォードを採用し、動きやすさを確保しています。
80gのインサレーションを使用しているので、水銀が下がっても進化し続けることができます。

・ 10K mmウォータープルーフィング
・ 10K g/m²ブレサビリティ
・ ブラスターロング
・ シンセティックインサレーション：80g
・ 2レイヤーのストラテジックシームテープド・フリーダムコンストラクション
・ ボディはフリーダムヘビー生地、腕とフードにミッドウエイト生地を使用
・ 80/20 FCフリーのエコDWR
・ フロントセンターにYKK #8 Vislon® 2ウェイジッパーを採用。
・ フラットレースドローコードで調節可能なフード
・ 3つのジッパー付きポケット
・ センターフロントに2ウェイジッパーを装備
・ メッシュ裏地付きのジッパー付き脇下通気口
・ エンボス加工されたタフタの裏地
・ 伸縮性のあるパウダースカート
・ サムループ付きリブニットの袖口
・ メディアコードポート付き胸部内ポケット
・ 左胸にミリタリーテイストのOriginal Fun Productラベル
・ 後身頃のAirpillスクリーンプリントは、リフトラインに合わせて最適な位置に配置



フラットレース・ドローコードで調節可能なフードとワークジャケットスタイルの襟

メディアコードポート付きのジッパー式内ポケット

左胸にAirblasterのワークウェアパッチ

ウエストはゴム＋ベルクロで調節可能

ニーパッチと本体に耐久性のあるハンマークロスを使用

裾のスナップ

PRICE: 37,400yen（税抜価格 34,000yen）

使えるから、パーティーができる。チョアジャケットとフーディのクリーンでクラシックな組み合わせを、
防水生地とシームテーピング、そして保温層を備えた、ストームからパークにも対応した
パウダースレイヤーマシンに変えました。その結果は？暖かさとドライさを保ち、
一日中パーティーを楽しむことができます。

PRICE: 29,700yen（税抜価格 27,000yen）

10K防水のフリーダムヘビークロスで構成されたワークパンツは、エアブラスターの最も頑丈で
強化されたパンツの一つです。リラックス・プラス・フィットは、あなたが最高のフリースタイルライフを
送る上で重要なことです。真のワークパンツの機能とスタイルを備えたAirblaster Work Pantは、
楽しい時間を過ごすためのパスポートです。





PRICE: 19,800yen（税抜価格 18,000yen）

PRICE: 14,300yen（税抜価格 13,000yen）

Sherpa Half Zipは、レイヤリングについてのあなたの新しい親友かもしれません。控えめな日常スタイルとして快適でありながら、
山の環境が必要とするときには機能的なミッドレイヤーとして活躍します。快適な275gのシェルパフリースは70年代のもの。
シャープペンシルが収納できるスナップポケット。また、裾には調節可能なドローコードが付いています。

コーヒーショップからゲレンデまで、さまざまな環境に対応するために作られたTransit Fleece Pantは
アップグレードされたデュアルレイヤーラミネートフリース= 内側の機能性と外側のファッション性を
兼ね備えています。ジッパー付きハンドポケット、安全なスナップ開閉式リアポケット、EDCホルスター専用
ポケットを備えたTransit Fleece Pantは、どんな場所でも快適に過ごすことができます。
刃物に対応したフリースパンツ？はい、そうです。



PRICE: 26,400yen（税抜価格 24,000yen）

2倍の楽しさと2倍の汎用性を持つリバーシブルアクション。プリントされた275gのシェルパフリースは、十分な暖かさを提供します。
防風性と5000mmの防水性を備えたシェルと組み合わせることで十分な保温性を発揮します。
また、裏返して使うことであなたのワイルドな一面を世界に伝えることができます。
あなたにもできることがあります。

・ 5Kmmウォータープルーフィング
・ ブラスター・フィット
・ 100％リサイクルの275gシェルパフリース
・ 100％リサイクルの5Kポリ・スラブ
・ 80/20 FC-Free Eco-DWR
・ ハンドポケットの内側に引き手付きの調節可能なゴム製ドローコードを装備
・ リバーシブル／2-in-1機能
・ 胸部に安全なスナップ式フォンポケット
・ 胸にAir Stackの刺繍



PRICE: 20,900yen（税抜価格 19,000yen）

200gのPuffinは、これまで以上に多機能になりました。パフィンのトレードマークであるプルオーバーのスタイリングはそのままに、
フルレングスのフロントジッパーを追加し、ベンチレーション、レイヤリング、レイヤダウンを迅速かつ容易にしました。
また、防水性能も5Kにアップしました。春のクルージングでも、寒いパウダースノーの探検のためのレイヤリングでも、
そしてただまったりするだけでも。Puffin Full Zipはあなたを適切に温かく、新鮮に保ちます。

PRICE: 17,600yen（税抜価格 16,000yen）

早朝のコーヒーランから、リフトに上がり、パウダーを通過して、ディナーパーティーに戻る。宴会まで...。
QSJは"クイバーキラー"と呼ばれています。120gのキルティングインサレーションは、保温性に優れています。
しかし、あなたがマシュマロのように見えないように、十分に目立たないようになっています。
ハンドポケットとジッパー付きの胸ポケットは指先を温め、スマホを保護します。
まるでシャツとして潜入し冷たさを解消するジャケットのようです。



PRICE: 19,800yen（税抜価格 18,000yen）

PRICE: 17,600yen（税抜価格 16,000yen）

スタイリッシュに風を切りましょう！ Breakwinder Packable Pulloverは専用のカンガルーポケットにすっきりと収納できます。
少しでも風が吹いてきたらすぐに展開できるようになっています。ハイキングやサイクリング、春の雪山でのスラッシュなどに最適です。
トレードマークのエアブラスター・プルオーバー・スタイル、3拍子揃ったカラー・コンビネーション。リーズナブルな価格で、
あなたのレイヤリングアーセナルの必需品です。Aka: Break Wind or be Air Blasted! あなたの選択です。

クラシックの中のクラシック。当社のBruiser Jacketは、時代を超越したスタイルにモダンなフィット感と、
ドロップテールで雨天時のプロテクションを強化しています。プリーツの入ったバックヨークは、
自由な動きを可能にし、ボードグラブのメニューを増やすことができます。
5000mmの防水性、カスタムプリントされたトリコットの内装と、背中の"follow cam"エアピルで、
Bruiserジャケットはあなたのコーチングジャケットのお気に入りです。



PRICE: 13,200yen（税抜価格 12,000yen）

ほとんど見えない。透明という意味ではありません。ベースレイヤーを着ていることがわからないくらいです。
ちょうどGストリングスにパンティラインがないように、ラインがないから見えないのです。
もしラインがあるとしたら、それを越えてしまうからです。だから私たちは、ベースレイヤーと普段着の境界線を曖昧にしているのです。
吸水速乾のようなクールな特性を持つAirblaster Everyday Teeは、ベースレイヤーとしての機能をすべて備えています。

PRICE: 6,600yen（税抜価格 6,000yen）

Airblasterのアンダーウェア、別名Baseleyer for your Facelayerについては、多くを語る必要はありません。
すべてのジョークはすでに作られています。このアンダーウェアには、ニンジャスーツでお馴染みの吸汗速乾4WAYストレッチを採用しています。
股間のニンジャスーツのようなものです。その通りです。これを知ってしまったらもう手放せません。
理由は明白で、誰もがパンツという社会的構造を不本意ながらも受け入れています。



毎日着るもの？そう、この完璧なフィット感のロングスリーブTシャツは、すぐにお気に入りのシャツになる可能性が高いのです。
文字通り、毎日です。赤道からどれだけ離れた場所に住んでいるかにもよりますが、真夏は無理かもしれません。
しかし涼しい季節には、210g/m2のメリノ素材が最適だと考えています。ベースレイヤーとして十分な軽さと柔らかさ、
そして単独でも着用できる重さを備えたAirblaster Merino Everyday LS Teeは何かをすることをより良くしてくれます。

ウールには優れた熱緩衝性があり、必要に応じて暖かさと涼しさの両方を保つことができます。
メリノウールは特に、体がハードに動き始めたときに余分な熱を吸収し、体が冷え始めたときにその熱を返してくれます。
優れた鋳鉄製のフライパンのように、臓物の温度を一定に保つことができます。メリノの優れた湿度管理と天然の防臭効果により、
最も快適で汎用性の高いボクサーブリーフです。

PRICE: 16,500yen（税抜価格 15,000yen）
※CHINCHILLA CAMPは17,600yen（税抜価格 16,000yen）

PRICE: 9,350yen（税抜価格 8,500yen）
※CHINCHILLA CAMPは9,900yen（税抜価格 9,000yen）



PRICE: 29,700yen（税抜価格 27,000yen）

このAirblater Beast 1/4 Zipは、地元の（世界的な）グラノーラテック・アウトドア企業が提供する同等の製品よりも、
技術的な製造、機能、特徴を備えています。あなたを愛している人からより良いものが得られるのに、なぜ知らない人から調達するのでしょうか？
つまり、まだPolartec Powergrid quarter zipやPowergrid quarter zipをまだお持ちでない方、またはあなたのミッドレイヤーゲームが
ソフトウェアアップデートを必要としている方は、ぜひ私たちに会いに来てください。

PRICE: 21,780yen（税抜価格 19,800yen）

天候が悪化したときにニンジャスーツに追加する完璧なミッドレイヤーとして、このポーラテック・パワーグリッド・パンツは機能性だけでなく
汎用性も備えています。日々の冒険が一段落したら、食料品店やパブ、休憩時のストレッチセッションのためのフロアに行くこともあるでしょう。
2つのジッパー付きハンドポケット、スナップ付きリアポケット、専用のヒップホルスターを備えています。ポケットナイフを携帯するための
専用ヒップホルスターを備えたBeast Regulator Pantは、あらゆる場面で活躍します。

PRICE: 35,200yen（税抜価格 32,000yen）

最高の耐久性と透湿性を備えたテクニカルインサレーターです。100gのPrimaloftインサレーションと20Dマイクロ・リップストップ・ナイロン・シェルは
パッキング性を保証し、ポーラテック・パワーグリッドとショーラー・ソフトシェルの組み合わせは、どのインサレーターよりも伸縮性、通気性、保温性に
優れています。片手で簡単に調整できるフードシンチは、その場で調整が可能です。機能的なレイヤリングのために、フィット感を維持しています。
毎日の生活に欠かせないアイテムとなることでしょう。



PRICE: 13,200yen（税抜価格 12,000yen）

落ち着いて、ここからが本番です。エアスタック？友達の膝の上に座って、二人で同時におならをすることです。まだ友達？私たちは？そう願うよ。
あなたもやってみたら？私たちはそう願っています。エアブラスター：私たちは基本的に会社を設立しました。
このようなことをもっと話し合えるように 毎日、一日中、空気を吹き飛ばしてください 私たちはその方法を教えるつもりはありません。
あなたがそこに行って、やり遂げてください。スノーボード、友人、そして豆の助けが必要です。このパーカーも。

PRICE: 13,200yen（税抜価格 12,000yen）

火山でのサーフィンは重い。シャスタ、フッド、あるいは私の友人であるシャスタ・フッドでパウダーをクルージングしていても、
日本の離島のふもとで波に乗っていても、富士山の山肌に溶けたチョコレート色の溶岩をシュレッダーで落としていても。それはそれで楽しい。
エイリアンのアーマー・フォースフィールド・スーツを着てベスビオ山の表面を溶かした溶岩をシュレッダーで滑り降りる、あなたはそれを
手に入れているのです。止まらないで。絶対にやめないでください。ボタンをクリックするだけで、エアブラスター・ボルカニック・サーフ・クラブに
参加できます。待つ必要はありません。今すぐ入会しよう。



PRICE: 13,200yen（税抜価格 12,000yen）

サスクワッチ・アルパイン・サーフクラブは、毛むくじゃらの獣たちが、最もフワフワした岩場をシュラルピングすることに特化した排他的な秩序です。
あなたは参加していますか？もしあなたが実際に参加しているなら、この快適なコットンポリのパーカーは、次のホワイトナックル登山のために、
高山探検パックに詰め込まれることはないでしょう。しかし、どこへでも連れて行くことができ、車での旅行やソファー、キャンプファイヤーでは
特に歓迎される仲間となるでしょう。

PRICE: 13,200yen（税抜価格 12,000yen）

私たちが皆さんにお伝えしたいことは、「Going Medium」の重要性です。しかし、ここまで読んでくださっているということは、
すでにお気づきのことと思います。あなたにとっての「中庸」が何であれ、「Go for it」です。特にウォーミングアップの時には。
大勢で行くのもいいですが、精度が悪かったり、その日にトランスニーファインダーが機能していなかったりすると、痛い目に遭います。
中型になると、ちょうどその中間になります。スイートスポットと呼べるかもしれません。



PRICE: 12,980yen（税抜価格 11,800yen）

Ninja Suit rainbow art and concept by Austen Sweetin. ニンジャと人間と虹が大好きな方。Austenに会ったとき、拳を突き合わせて
自分だけのポジティブなエネルギーをもらいたいと思うなら、このパーカーはあなたのためになるかもしれません。
オースティンのプロモデルとのメリノウールニンジャスーツと組み合わせて、
ミッションの前、間、後に最高の心地よさを。

PRICE: 9,350yen（税抜価格 8,500yen）

波が積み重なると、ついついつまみ食いをしてしまう...ということはありませんか？それをつまみ食いするのは、山遊びの中でも
最も美味しいことのひとつです。食べるときも、食べた後も、肌触りのいいフリースを着ていると気持ちいいですよ。
その間、私たちは......。「BLASTER」の上に「AIR」を重ねる。



PRICE: 6,380yen（税抜価格 5,800yen）

エアブラスターの始まりは2003年。当時、エアブラスターの共同設立者であるポール・ミラーは最終バージョンのエアピルを設計しました。
エアピル。なんて美しいロゴなんだ。丸い窓のついたロケットが、尾翼から炎のようなものを噴射して上昇していきます。これを横にするとピルになります。
しかし、実際にはそのバランスの研究であり、グラフィックのグランドスラムなのです。バウハウス的な「AIR」と「BLASTER」の組み合わせは？
ポール・ミラー。良いグラフィックはすべてここにあります。

PRICE: 6,380yen（税抜価格 5,800yen）

ハンナ・エディのもう一つの逸品「Easy Style It」は、壮大な日々のマントラを描いており、そのグラフィックは自由に羽ばたき、
ハードに微調整することを促します。長めの袖は前腕をカバーしてくれます。豊かな色の組み合わせは、80年代後半を彷彿とさせます。
もし、あなたが胴体を覆うものを探していて、見た目がさわやかで、芸術を支援し、リラックスして楽しむことを思い出させてくれるものが欲しいなら...。
ストレスを感じることなく、Easy Style It!



PRICE: 6,380yen（税抜価格 5,800yen）

常に "Stay Wild "でいると、ある種のメンタリティが生まれてきます。タスクや障害物、チャンスに対して、「できる」と「楽しむ」の両方を高いレベルで
兼ね備えた態度で取り組むことでスタイルを持って最高の仕事をこなすことができます。これを私たちは次のように呼んでいます。
メンタリティ：エアブラスター

PRICE: 6,380yen（税抜価格 5,800yen）

クラシック・トレ・ワイルド、通称トレ・スクワッド×ステイ・ワイルド、通称マックス・ワーブス×エアブラスター、通称ステイ・ワイルド Master Maxとの
コラボレーション。このロングスリーブでは、シンプルでクラシック、そしてクリーンなデザインを心がけました。全てのペイントは過去、現在、未来の
お気に入りの色で描かれています。もしあなたがロングスリーブTシャツが好きでその意味はよくわかりません。でも、これは本当にダサい。

PRICE: 5,500yen（税抜価格 5,000yen）

90年代前半は、スノーボードの素晴らしい時代でした。スノーボードの生のエネルギーが健全な経済活動と相まって、
スノーボードカルチャー製品の両方が普及しました。当時、バイヤーズガイドには400以上のスノーボードブランドが掲載されていました。
ガレージで活躍する新進気鋭のブランドが、ハイテクに精通したスキー軍団と真っ向勝負を繰り広げた。その熱いエネルギーをここで感じてください。
そして、正しいスタイルを保つことをお忘れなく。

PRICE: 5,500yen（税抜価格 5,000yen）

Yo Bro! どうか、仲間に声をかけることを忘れないでください。あるいは、見知らぬ人と会話をしてみましょう。
見知らぬ人があなたの新たな仲間になるかもしれません。叫んでみないとわからないのです。あなたの仲間に向かって叫ぶとは、
性別を問わず会話をすることです。実際に文字通り自分を生物学的な兄弟と考える人はほとんどいないでしょう。それでもです。
Yo Bro vibesは、Early 90'sまたはFull Rastaのカラーオプションがあります。



小さくてもパワフルな女性のグループを集めました。
私たちは、オレゴン州東部のエルコーン山脈にあるお気に入りのスキー場に集まりました。
年齢は8歳から48歳まで、スノーボード歴は5日から25年までと、さまざまな人が集まりました。
エアブラスターの開発者、チームライダー、カスタマーサービス部門、娘（そして数人の父親も）が集まり、
パウダーの中でスノーボードをしながら、製品について語り合いました。







今回のレディースサミットの前、その最中、そして後に、私たちはウィメンズスペックについての機能や
フィット感について語り合い、調整項目のリストを作成し1つの大きな新しい目標にたどり着きました。
スノーボード界初のボディ・ポジティブ・ブランドになること。

どうやって？

より多くの体型を受け入れ、祝福する。
より多くの人間をエアブラスターファミリーに迎え入れる。
こうして「Every Body Fit」が誕生しました。





ウィメンズミディアムフィット、
BLASTER FITから着丈を2インチ延長。

ウィメンズミディアムフィットで
動きやすく、レイヤーを追加できる

余裕があります。

ウィメンズワイドフィット、
短めでヒップに合わせた着丈になっています。

ヒップから太ももにかけての膨らみは中程度。
非常に繊細なブーツカットシェイプ。

ヒップは中くらい、太ももと膝は広め。
伸縮性のあるウエストとブーツカフ。

ウエスト、ヒップ、シート、太ももに
最大限の余裕があります。
XXLまで用意されています。



30K/20K ラミネート+フルシームテーピング

YKKアクアガード®
ウォータープルーフジッパー

アーティキュレーテッド・フィットで
山岳地帯でも動きやすい

100％リサイクル素材で作られた
2L EcoVortex

Primaloft®プレミアムインサレーション
最高の保温性と重量比

2LストレッチEcoVortex
100％リサイクルファブリックを使用

フロロカーボンフリーDWRで
究極の80/50パフォーマンス



ライクラ製ドローコード付きの人間工学に基づいた3ウェイ調整可能なフード

胸に高密度のビースト・マウンテン・プリント

センターフロントとチェストポケットには
YKK Aquaguard®ウォータープルーフジッパー

スプリットボード用スキンが入る2XLのチェストポケット

メッシュライニングされたジッパー付きの脇の下のベンチレーション

成形されたエアブラスター・エアピル・カフクロージャー

PRICE: 52,800yen（税抜価格 48,000yen）

30,000mmウォータープルーフィングと軽量なPrimaloftインサレーションを使用した、最もテクニカルなウィメンズジャケットです。
100%リサイクルのEco Vortexシェル素材を使用しています。周回遅れになっても、枕を落としても、風の強いリフトに乗っていても
Sassy Beast Jacketは、あなたを暖かく、ドライに、そして格好良く保ちます。このジャケットは、
エアブラスターの究極のウインターウィメンズジャケットです。

・ 30K mmウォータープルーフィング
・ 20K g/m²ブレサビリティ
・ ブラスターフィット、アーティキュレーテッドスリーブ、わずかにドロップテール
・ Primaloft® 60/40gインサレーション
・ フルシームテープドビーストコンストラクション
・ 2レイヤーのラミネート加工されたエコ・ボルテックス・ファブリックと100％リサイクル素材のアウターシェル
・ ルドルフ・バイオフィニッシュ80/50 FC-フリー・エコDWR
・ センターフロントとナポレオンポケットにはYKK Aquaguard®ウォータープルーフィングジッパー
・ 人間工学に基づいたライクラ製ドローコード付き3ウェイ調節可能なフード
・ スプリットボード用スキンが入る2XLメッシュ裏地付きチェストポケット
・ YKK Aquaguard®防水加工を施したナポレオンポケットジッパー
・ ジッパー付き脇下ベンチレーション
・ チェストポケットにメディアコードポート
・ ベルクロで調節可能なリストカフ
・ ライクラ製リストゲイター
・ ビーストトリムパッケージ
・ パスポケットウィンドウ付きの着脱式パウダースカート
・ ポケット内にキークリップ
・ 内側にメッシュのゴーグル用ポケット
・ 胸に高密度のBeast Mountainプリント
・ 成型されたAirblaster Airpillカフクロージャー



調整可能なゴム製のショルダーストラップ

レーザーカットされたハイパロン製のビーストマウンテントライアングルパッチ

レーザーカットされたハイパロン製の
ビースト・マウンテン・トライアングル・パッチ

350°のウエストジッパーでレストルームへのアクセスも容易

後脚部にはリフトラインのブランディング

裾を絞ることができる、内側のドローコード

ブーツからバックルまで30Kのウォータープルーフィングスタイル。ビブスは通常のパンツよりも雪からの保護、スタイル、そして楽しみを提供します。
普通のパンツではできないことです。新しいSassy Hot Bibは、エアブラスターのハイウエスト型パウダープロテクションの10年にわたる
開発の集大成であり、重要な部分に30Kのストレッチ性を備えています。Sassy Hot Bib以上にフィットして素敵なビブはないと確信しています。

・ 30K mmウォータープルーフィング
・ 20K g/m²ブレサビリティ
・ アーティキュレーテッド・ニーのテーラード・フィット
・ シェル
・ フルシームテープドビーストコンストラクション
・ ウエストからボトムにかけて2レイヤーEco-Vortex STRETCHファブリック、ビブには軽量Eco-Vortexファブリック
・ ルドルフ・バイオフィニッシュ80/50 FC-フリー・エコDWR
・ 調整可能なゴム製ショルダーストラップ
・ 5つのジッパー付きポケット
・ 350°ウエストジッパーでレストルームでのアクセスも容易
・ メッシュ裏地付きのジッパー式インナーレッグベンチレーション
・ プリントタフタの裏地
・ 袖口のスナップボタン
・ ストームフラップ上部にレーザーカットされたHypalon製のBeast Mountainトライアングルパッチ
・ 伸縮性のあるレッグゲイター（レースフック付き）
・ ビーストトリムパッケージ
・ 内ポケットにキークリップ

PRICE: 52,800yen（税抜価格 48,000yen）※INSULATED BLACKは55,000yen（税抜価格 50,000yen）



ライクラ製ドローコード付きの人間工学に基づいた2ウェイ調整可能なフード

左胸に高密度のStay Wild Mountainプリント

メッシュライニングされたジッパー付きの脇の下のベンチレーション

350°のウエストジッパーでレストルームへのアクセスも容易

メッシュライニングされたジッパー付きインナーレッグベンチレーション

後ろの膝にはリフトラインのブランディングが施されています

PRICE: 74,800yen（税抜価格 68,000yen）

壮大なパウダーアドベンチャーのための快適なコクーン（繭）。ファッション性と機能性の両方を兼ね備えているのに、なぜ妥協してしまうのでしょうか？
妥協する必要はありません。真のスタイルとは、自分のラインに自信を持ってコミットすることです。Airblaster Sassy Beastスーツは、快適な着心地と、
パウダーカービングや機能性を追求する自信を与えてくれます。そのデザインは雪に対するフォースフィールドのように機能し、見た目もクールです。

・ 30K mmウォータープルーフィング
・ 20K g/m²ブレサビリティ
・ ブラスターフィットアッパー、テーラードフィットロア
・ 40gのPrimaloft®インサレーションを使用し、最高の保温性と重量比を実現
・ フルシームテープドビーストコンストラクション
・ 100％リサイクル素材のアウターシェルと2レイヤーラミネートのエコ・ボルテックスファブリック
・ ルドルフ・バイオフィニッシュ80/50 FC-フリー・エコDWR
・ 胸部と大腿部のフロントポケットにYKK Aquaguard®防水ジッパーを採用
・ 人間工学に基づいた2ウェイ調整可能なフード
・ ジッパー付きポケット6個
・ 下腿部に隠しドローコード（オプションで裾を絞ることが可能）
・ 脇の下と脚の内側にメッシュ裏地付きのジッパー式ベンチレーションを装備
・ プリントされたタフタの裏地
・ 350°ウエストジッパーでレストルームでのアクセスも容易
・ ウエストバンドにラミネート加工されたビーストチケットウィケットタブ
・ ベルクロで調節可能なリストカフ
・ ライクラ製リストゲイター
・ 伸縮性のあるレッグゲイター（レースフック付き）
・ 内側にメッシュのゴーグル用ポケット
・ 左胸に高密度のStay Wild Mountainプリント
・ 右ひざ裏に高密度のAirblasterプリント



15K/10K ラミネート＋
フルシーム・テーピング

ゾーンストレッチ／ゾーン　
最適化されたパフォーマンス

パスウインドウ付き
取り外し可能なパウダースカート

メッシュ裏地付きのベンチレーションで
山上でも体温調整が可能

レースフック付きレッグゲイターで
雪の侵入を防ぐ

ライクラ製のリストゲイターが
雪をシャットアウトして熱を逃がさない

3種類のウィメンズパンツフィットがあり
それぞれがウォータープルーフストレッチ生地



ライクラ製ドローコード付きの人間工学に基づいた2ウェイ調整可能なフード

左胸にAirblaster snowflake スエードのシリコンラベル

カンガルーチェストポケット

ビルトインされたエラスティックウエストベルトで超快適

右足上部にスエード調のシリコン製Airpillラベル

同系色のカフはロールアップしても、ストレートにしてもOK

PRICE: 41,800yen（税抜価格 38,000yen）

ご要望にお応えして 大人気のMen's Trenchoverを、ユニークなスタイリングと最新のウィメンズフィットで再構築しました。
ゆとりのあるフィットですが、過度にバギーではなく、エアブラスターのトレードマークのフルサイドジップを採用しています。
薄い40gのインサレーションが、かさばらずに暖かさを提供します。一番いいところは？
おそらく、私たちがあなたのために作った調和のとれたカラーバイブレーションのトリオを楽しむことです。
責任を持ってお楽しみください。

女性の為の「エブリボディ・フィット」を採用し、機能性に優れ、調整可能なストレッチウエストバンドを備えた
ジーンズです。そう、このパンツの中にはすべての素晴らしい要素があるのです。
100％シームテープ加工された15Kストレッチキャンバスが、あなたを暖かくドライで快適に保ちます。
ゆったりとしたフィット感で、体のラインにフィットしますが、過度にバギーになることはありません。
同系色のカフは股下の長さに合わせてロールアップすることも可能です。

PRICE: 33,000yen（税抜価格 30,000yen）
※ INSULATED BLACK、INSULATED BLUSHは
 35,200yen（税抜価格 32,000yen）



PRICE: 44,000yen（税抜価格 40,000yen）

私たちのEvery Bodyフィットは、あらゆる体系の女性を歓迎し、受け入れることができます。若干、従来のジャケットフィットよりも幅が広く、
わずかに胴体が短くなっています。背の高い人、スリムな人、小柄な人は、わずかにボックス型のカットを見つけるでしょう。
しかし、十分な長さのボディと、雪をシャットアウトする安全なパウダースカートを備えています。
幅広で曲線的な体型の人は、体の中央部にゆとりがあり、腰で束にならないジャケットを見つけることができるでしょう。
Every Body Wins！ 

快適で美しいハイウエストとストレッチサイドパネルを備えたウィメンズハイウエストトラウザーは
あなたのスタイルを向上させるだけでなく、スノープロテクションのレベルを新たな高みへと引き上げます。
正確に言うと、ビブレベルの高さまでです。エアブラスターは2009年、初めてハイウエスト＋リブニットの
デザインを開発しました。フィット感、機能性、そして仕上がりが最高であることを保証します。
ダンスフロアでも、パウダーでも、動き回る準備ができていることでしょう。

PRICE: 35,200yen（税抜価格 32,000yen）
※ INSULATED BLACKは37,400yen（税抜価格 34,000yen）



ライクラ製ドローコード付きの人間工学に基づいた2ウェイ調整可能なフード

Airblaster Made by Humansのウーブンプリントラベル

メッシュライニングされたジッパー付き脇の下のベンチレーション

Airpillブランドのスナップ

内側のポケットにはキークリップが付いています

パスポケットウィンドウ付き、取り外し可能なパウダースカート

PRICE: 44,000yen（税抜価格 40,000yen）

アイコニックなスタイルに贅沢な機能をプラス。十分な保温性、15,000mmの防水性と10,000g/m²hrの透湿性を備えたラミネート加工の表地、
そして決断を迫るカラーパレット...Airblaster Nicolette Jacketは、豪華なストームプロテクションを備え、あなたを暖かく保ちます。

・ 15K mmウォータープルーフィング
・ 10K g/m²ブレサビリティ
・ ブラスターロング
・ ゾーン・シンセティック・インサレーション: ボディ：60g、袖：40g
・ 2レイヤーのフルシームテープドグレイシャーコンストラクション
・ 15Kミッドウェイト・オックスフォード
・ 80/20 FC-Free Eco-DWR
・ 全体にYKKジッパーを採用
・ ライクラ製ドローコード付きの人間工学に基づいた2ウェイ調整可能なフード
・ ジッパー付きポケット3つ
・ メッシュ裏地付きのジッパー式脇下通気口
・ プリントされたタフタの裏地
・ 胸ポケットにメディアコードポート
・ スナップ付きアジャスタブルリストカフ
・ ライクラ製リストゲイター
・ 内側にメッシュのゴーグル用ポケット
・ パスポケットウインドウ付き着脱可能なパウダースカート
・ ポケット内にキークリップ
・ 内側にメッシュのゴーグル用ポケット
・ Airblaster Made by Humansのラベルを胸元に配し、プリントしています。



調整可能なゴム製のショルダーストラップ

エアブラスターカクタスラベル

350°のウエストジッパーでレストルームへのアクセスも容易

縫い目のないキルティング加工のニーパッチパネル

メッシュライニングされたジッパー付きインナーレッグベンチレーション

右足上部にスエード調のシリコン製Airpillラベル

エアブラスターのホットビブは妥協せず、すべての長所を1つのホットビブに集約しています。
高いカバー率、15K防水ストレッチキャンバス、そしてフルシームテーピングにより、Airblaster Hot Bibは雪の影響をほとんど受けません。
フィット感も抜群です。壮大な無地と楽しいプリントで提供されます...。
私たちは、ここで起こっているかもしれないホットなことを言いましたか？

・ 15K mmウォータープルーフィング
・ 10K g/m²ブレサビリティ
・ テーラード
・ シェル
・ 2レイヤーのフルシームテープドグレイシャーコンストラクション
・ ストレッチキャンバス
・ 80/20 FC-Free Eco-DWR
・ ストラップは完全に調整可能で、背面には伸縮性のある素材を使用しています。
・ 5つのジッパー付きポケット
・ トイレに行くのに便利な350°ウエストジッパー
・ メッシュ裏地付きのジッパー付きインナーレッグベント（#5インビジブルジッパー付き
・ プリントされたタフタの裏地
・ キルト加工されたニーパッチパネル
・ ウエストバンドのチケットタブ
・ 裾に隠しドローコード（オプションで裾を絞ることが可能）
・ 内ポケットにキークリップ
・ レースフック付きの伸縮性のあるレッグゲイター
・ 後部ビブ上部にAirblaster Desert Cactusの織ネーム
・ 右足の上部にスエードのシリコン製Airpillラベル

PRICE: 46,200yen（税抜価格 42,000yen）※INSULATED BLACK、INSULATED BLUSHは48,400yen（税抜価格 44,000yen）



ライクラ製ドローコード付きの人間工学に基づいた2ウェイ調整可能なフード

Airblaster スウェードシリコンパッチ

6つのジッパー付きポケット

脇の下と脚の内側のベンチレーションにはメッシュの裏地付きのジッパーを採用

350°のウエストジッパーでレストルームへのアクセスも容易

裾を絞ることができる、内側のドローコード

PRICE: 66,000yen（税抜価格 60,000yen）

ニンジャスーツのウィメンズアウターウェアバージョン。トレードマークであるワンピースベースレイヤーの
シームレスな保護性能を確認してください。15Kの防水性と十分なストレッチ性を備えたワンピースタイプです。
Ninja Suit+Freedom Suitのコンボはフロントの胸部と後部の腰部にマッチしたジッパーを備えており、
文字通りのパウダーフォースフィールドです（トイレ休憩にも便利です）。だから、あなたが斬っても踏みつけても
回転しても、ラグドールしても...。フリーダムスーツのようにあなたを守ってくれるもの他にははありません。

PRICE: 68,200yen（税抜価格 62,000yen）

ストームプロテクションと保温性を両立させた一枚仕立て。Airblaster Women's Insulated Freedom Suitは、
ウィメンズフリーダムスーツのプロテクション機能に加えて、60/40ゾーンインサレーションにより、
保温力を高めています。上半身には60gの合成断熱材を使用し、その他の部分には40gの断熱材を使用することで、
動きやすさを維持しています。その存在に気づかないほどの高い運動性を保ちます。そして、これまで以上に
快適に過ごすことができます。



頑丈な信頼性のYKKジッパーを採用
シリーズを通して使用されています

10K/10Kラミネート＋80/20DWRと
ストラテジックシームテーピング

内部のメッシュゴーグルポケット

高い耐久性のストレッチ素材
すべてのFreedomウィメンズパンツで採用

固定式パウダースカート
すべてのスタイルに標準装備

レースフック付きレッグゲイター



ライクラ製ドローコード付きの人間工学に基づいた2ウェイ調整可能なフード

エアブラスターバウハウスワードマークのロゴが入ったスエードシリコンラベル

隠しジッパー付きメディアポケット

90年代スタイルを表現するパイピングのアクセント

エンボス加工されたタフタの裏地

パスウィンドウ付きパウダースカート

PRICE: 27,500yen（税抜価格 25,000yen）

このバギーでミッドカットのジャケット、別名「Airblaster Lady Revert Jacket」で90年代のスタイル。
新しいEvery Bodyフィットはエアブラスター・レディース・サミットでの熱心な開発の結果です。
ゆったりとしたカットで、やや短めの身丈はどんな体型の方にもファッショナブルであり、幅広のフレームやカーブのある人にも快適にフィットします。
十分な長さと安全なパウダースカートにより、体をドライで快適に保つことができます。

・ 10K mmウォータープルーフィング
・ 10K g/m²ブレサビリティ
・ エブリボディフィット
・ 2レイヤーシェル
・ 全体に60gのインサレーション
・ 2レイヤー・ストラテジックシームテープ加工
・ ミッドウェイトオックスフォード
・ 80/20 FC-Free Eco-DWR
・ 全体にYKKジッパーを採用
・ 人間工学に基づいたライクラ製ドローコード付き2ウェイ調節可能なフード
・ 伸縮性のある袖口
・ 左胸にインビジブル・ファスナー付き外部アクセス・メディアポケット
・ プリントされたタフタの裏地
・ パイピングをアクセントにした90年代スタイル
・ クラシックなAirblasterバウハウスのスエードシリコンラベルワードマーク
・ XSからXXLまでの女性用サイズを用意



クラシックエアブラスターバウハウスワードマークのシリコンラベル

左胸のメディアポケット（隠しジッパー付き）

ビルトインしたウエストベルトで超快適

プリントタフタの裏地

繊細なパイピングがアクセントになった90年代スタイル

下腿部に調節可能なフックアンドループタブを装備

エアブラスターは長い間、ウィメンズビブパンツの女王として君臨してきました。
しかし、私たちは伝統的にウィメンズビブスをテーラードフィットで提供してきました。小柄な方、中肉中背の方、高身長の方には適していましたが、
それ以外の方には対応してきませんでした。Every Body Bibは幅広で曲線的な体格の方や、小柄な方で脚が余らないゆとりのあるフィット感を
好む方のために、より充実したベースラインの形状を採用しています。余分な脚の長さがなく、ゆとりのあるフィット感を好む小柄な人に適しています。
ウエストのシンチ・ストラップを使ってカスタマイズすることで、どんな人にも似合うビブを作ることができます。あらゆる体型の方にお勧めです。

・ 10K mmウォータープルーフィング
・ 10K g/m²ブレサビリティ
・ エブリボディフィット
・ 2レイヤーストラテジックシームテープ加工されたフリーダムコンストラクション
・ ストレッチツイル
・ 80/20 FC-Free Eco-DWR
・ 全体にYKKジッパーを採用
・ 快適な着心地を実現する調節可能なウエストベルトを内蔵
・ 裾口に調節可能なフックアンドループタブを装備
・ 左胸に外部アクセス用メディアポケット（インビジブル・ファスナー付き）
・ プリントされたタフタの裏地
・ 繊細なパイピングをアクセントにした90年代スタイル
・ Airblasterの伝統的なバウハウスのロゴが入ったスエードのシリコンラベル
・ XSからXXLまでの女性用サイズを用意

PRICE: 36,300yen（税抜価格 33,000yen）※INSULATED BLACK、INSULATED BLUSHは38,500yen（税抜価格 35,000yen）



ライクラ製ドローコード付きの人間工学に基づいた2ウェイ調整可能なフード

カンガルーの胸ポケット

Airblaster Made by Humansのラベル

ビルトインしたウエストベルトで超快適

ウェアの右カーゴポケットにスエード製シリコンAirpillラベルを配置

ボトム開口部に伸縮性のあるグリッパーカフを装備

PRICE: 36,300yen（税抜価格 33,000yen）

エアブラスター／ウィメンズ／フリーダム／プルオーバー。もし、あなたがここでの美しさに気づかなければ、
私たちが説明しましょう。エアブラスターは楽しい時間を過ごすことで知られており、どんな状況でもあなたを暖かく
ドライに保つ、壮大なオリジナルの楽しい製品を作っています。ウィメンズフリーダムシリーズは、10Kの防水機能を
最小限の価格で提供しています。プルオーバーは、最も快適でスタイリッシュなトルソーカバーです。
これまでにないほど簡単にStay Wildになれます。

PRICE: 28,600yen（税抜価格 26,000yen）

女性専用の伸縮性ボトムパンツの開発を検討していた私たちは、男性用の「BOSS PANTS」を
さまざまな女性の体型に合わせてフィットさせていくうちに、あることに気づきました。
これまでに開発したどの女性用パンツよりも、より多くの女性にフィットし、より素敵に見えました。
だから私たちは壊れていないものは直さなかったのです。ウエストはゴムで調節可能なので、さまざまな
ヒップやスタイルに対応します。女性の方はワンサイズ下のサイズをご注文ください。
Nai Pro Modelのカラーウェイもご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



PRICE: 36,300yen（税抜価格 33,000yen）

PRICE: 28,600yen（税抜価格 26,000yen）

Naima Antolinはクリエイティブな力を持っています。ムービー「Uninvited II」の為にユニークなセリフや
面白い仕掛けを施したり、お婆ちゃんが羨ましがるようなバケットハットを編むなど、Naimaは常に新しいものを
生み出しています。彼女が種を植えるために選んだ砂漠の環境にも、ほのかな緑があり、
幸せそうな小さなサボテンが花を咲かせています。

Airblaster Freedom Boss Pantは、快適な防水ストレッチツイルを使用しています。
ストレッチ性のあるレッグカフと伸縮性のあるウエストバンドは、高い位置でも低い位置でも着用できます。
Naimaは冬の間、日の出から日没までこのパンツを愛用しています。だからこそ、彼女にこのパンツを
承認してもらおうと思ったのです。Airpill CactusのカスタムラベルのアートワークはNaiが提供しています。



丈夫で薄型のメタルストラップクリップ

フロントのカンガルーチェストポケットにAirblasterのウーブンラベル

腰のボタンで開閉するクラシックなデザイン

プリントタフタの裏地

後ろの下腿部にチェーンステッチによる補強

底面開口部のバングスナップ

90年代のスタイルを彷彿とさせるフルカバレッジ。Women‘s Freedom Bibは快適なストレッチツイルを使用しています。
自由な動きが可能で、10Kの防水性を備えています。ハードなプレイのためにデザインされたこれらのベビーは、母なる自然が最悪の状態になっても、
あなたのスタイリングを保つために胸部を保護します。どこかの谷間にパウダースノーが吹き溜まり、あなたがそれを引き裂くのを待っているような、
最高の状態であることもよくあります。あなたがそれを引き裂くのを待っているのです。

・ 10K mmウォータープルーフィング
・ 10K g/m²ブレサビリティ
・ テーラードフィット
・ シェル
・ 2レイヤーとストラテジックシームテープ加工
・ 全身ストレッチツイル
・ 80/20 FC-Free Eco-DWR
・ 全体にYKKジッパーを使用
・ ジッパー付きポケット3つ
・ 耐久性に優れた薄型のメタルストラップクリップ
・ プリントタフタの裏地
・ 伸縮性のあるレッグゲイター（レースフック付き
・ 腰のボタンで開閉するクラシックなデザイン
・ ボトム開口部にスナップボタン
・ ポケットの内側にキークリップを装備。
・ 後ろの脚の裾にチェーンステッチの補強。
・ フロントのカンガルー胸ポケットにAirblasterの布製ラベル

PRICE: 37,400yen（税抜価格 34,000yen）
※ INSULATED BLACK、INSULATED BLUSHは
 39,600yen（税抜価格 36,000yen）



フラットレースドローコード付き2ウェイ調整可能フード

メッシュライニングされたジッパー付きの脇の下のベンチレーション

ポケットにAirblaster OFPのスエード調シリコンラベル

20周年 WILD エアピルフラッグレーベル

プリントされたタフタの裏地

Airpillブランドのスナップ

PRICE: 37,400yen（税抜価格 34,000yen）

Stay Warm, Stay Dry, Stay Wild! 10Kミッドウェイトオックスフォードのカラーコンビネーションはマイルドからワイルドまで。
スリムで快適な80gのインサレーションが、パウダー対応機能のトップです。Airblaster Women's Stay Wild Parkaは、
あらゆる種類の山に出かける際のトップチョイスとなります。ワイルドであり続けるためには、暖かくあり続けることから始まります。
このジャケットはあなたをサポートします。あなたの頭、肩、胴体、腕も暖めてくれます。

・ 10K mmウォータープルーフィング
・ 10K g/m²ブレサビリティ
・ ブラスターロング
・ 80gインサレーション
・ 2レイヤーでストラテジックシームテープ加工
・ ミッドウェイトオックスフォード
・ 80/20 FC-Free Eco-DWR
・ 全体にYKKジッパーを使用
・ フラットレースドローコード付き2ウェイ調整可能フード
・ ジッパー付きポケット3つ
・ メッシュ裏地付きジッパー式脇下ベンチレーション
・ プリントされたタフタの裏地
・ 胸ポケットにメディアコードポート
・ ライクラ製リストゲイター
・ 伸縮性のあるパウダースカート
・ 内側にメッシュのゴーグル用ポケット
・ ポケット内にキークリップ
・ 右側にエアブラスターオリジナルファンプロダクトの織ネーム/
 プリントラベルポケットパネル





PRICE: 19,800yen（税抜価格 18,000yen）

PRICE: 14,300yen（税抜価格 13,000yen）

Sherpa Half Zipはレイヤリングの新しい親友になるかもしれません。控えめなデイリーユニフォームとしてもお使いいただけます。
スロープサイドの気温が下がったときには、機能的なミッドレイヤーとして十分な技術を搭載しています。
70年代のビンテージフリースを彷彿とさせる275gシェルパ素材。胸にはスナップポケット。深めのネックジッパーは快適で便利。
また調節可能なドローコードにより、着脱が容易になりました。レディースは1サイズ下をお選びください。

コーヒーショップからゲレンデまで（そしてその間のあらゆる場所で）Transit Fleece Pantは快適な時間を
提供します。ほとんどのフリースパンツの問題点はソファから離れると、ますます場違いに見えてしまうことです。
しかし、エアブラスターのトランジットフリースパンツは見た目も動きもきちんとしていて、さらにジッパー付きの
ハンドポケットが2つあるので、携帯電話を安全に保管することができます。このようにして屋内でも屋外でも、
快適で機能的、そして非常にファッショナブルなパッケージを保つことができます。
また、スマホを保護するための2つのジッパー付きハンドポケットも備えています。
レディースは1サイズ下をお選びください。



PRICE: 17,600yen（税抜価格 16,000yen）

定番中の定番。Bruiser Jacketは時代を超越したスタイルと完璧なフィット感を兼ね備えています。バックヨークのプリーツが動きの自由度を高め
メニューの幅を広げます。5000mmの防水性と肌触りの良いプリントトリコットの内装、安全な内側のスナップポケットを備えたBruiserジャケットは
あなたの次の冒険のために、多目的に使えるスタイルの塊です。レディースは1サイズ下をお選びください。

PRICE: 20,900yen（税抜価格 19,000yen）

200gのPuffinはこれまで以上に多機能になりました。パフィンのトレードマークであるプルオーバーのスタイリングはそのままに、
フルレングスのフロントジッパーを追加し、ベンチレーション、レイヤリング、レイヤダウンを迅速かつ容易にしました。
また、防水性能も5Kに引き上げました。春のクルージングでも、寒いパウダースノーの探検のためのレイヤリングでも、
Puffin Full Zipはあなたを適切に温かく、新鮮に保ちます。



PRICE: 26,400yen（税抜価格 24,000yen）

リバーシブルのジャケットアクションで楽しさ倍増。言うまでもなく汎用性も2倍です。
275gのシェルパを使用したシェルパは保温性が高く、特に防風性と5000mmの防水性を備えたシェルと組み合わせることで暖かさを提供します。
シェルの色はマイルドに保たれていますが、楽しいタイミングでのシェルパフリースのプリントは控えめな裏地としても、
また裏返してあなたのワイルドな一面を世界に伝えることもできます。

・ 5Kmmウォータープルーフィング
・ ブラスター・フィット
・ 275gシェルパフリース、100％リサイクル
・ 100％リサイクルの5Kポリスラブ
・ 調節可能なゴム製ドローコード、ハンドポケット内側に引き手付きポケット
・ リバーシブル／2-in-1ファンクション
・ 胸元にスマートフォン用スナップポケットを装備





Pill Air Goggleにはバックルを装備

ねじれに強く、曇りにくい

フレキシブルフレーム

頑丈

Clipless Air Goggle

Awesome Co. Air Goggle

PRICE: 19,800yen（税抜価格 18,000yen）

緻密さの原点である日本で作られています。私たちは大型の宇宙船のような美しさを捨て、時代を超えたスタイルと世界クラスの機能を追求しました。
Air Gogglesは市場に出回っているどのゴーグルよりも曇りにくいゴーグルです。汗っかきのAir Blasterたちからのアドバイスです。
柔軟性のあるフレームは、最小限のフォームと最大限の快適性を備えており、フレームの存在を感じさせず、より多くの山を見ることができます。

PRICE: 19,800yen（税抜価格 18,000yen）

少ない方がいいと思っていたり、ゴーグルのストラップをヘルメットの下につけていたり、クリップがいつも邪魔になっていたりする人。
そんなあなたのために、革新的なデザインをご用意しました。次のレベルのAirblasterクリップレステクノロジーでは、文字通りクリップがありません。
ゴーグル全体がクリップなしで機能します。科学的な説明をするには、ここではスペースが足りませんが、1時間も使用すれば文字通り
"何のクリップ？"となるでしょう。



PRICE: 19,800yen（税抜価格 18,000yen）

このゴーグルは、フォグフリー機能、柔軟なフレーム、高精度の日本製、適正価格、時代を超越した技術、鮮明な画像など、
Air Goggleのパフォーマンスパッケージに必ず含まれている属性をすべて備えています。またストラップの両サイドには、
Airblaster Awesome Co.のシリコンパッチがしっかりと縫い付けられています。
ストラップの後部にはゴーグル用のクリップが付いています。

PRICE: 19,800yen（税抜価格 18,000yen）

未来は明るい。実際、Naima Antolinにとって、ゴーグルをつけなければならないほどの明るい未来です。
ゴーグルは雪が舞っているときや、太陽が輝いているときに、目を保護してくれます。最も明るい未来が待っています。
Stay Wild. ラベルアートとカラーアップはNaimaが担当しました。

PRICE: 4,950yen（税抜価格 4,500yen）

何事もほどほどに、とはよく言ったものです。偏光レンズであるにもかかわらず、
私たちのGlacier Glassesは超中庸です。文字通りです。しかし、川に落としてしまったり、その上に座ってしまったり、
15分もかけて家中を探し回ったにもかかわらず、まだ顔につけていたりと、何度も自分を叩きたくなるような
高価なものではありません。実話です。



PRICE: 8,250yen（税抜価格 7,500yen）

というか、いいじゃないですか。それはあまりにも良いことです。
それは、あなたの赤ちゃんのための小さな心地よいフリース裏地のジャケットのようなものです。
Head Babyのためのこんなかわいい暖かい帽子。Head Babyは、この小さなフリースの裏地のついた寝袋の中で、とても幸せで満足しています。
ヘッド・ベビーの耳が寄り添うようになっていますので買ってあげたほうがいいですよ。彼は私たちが話しているのを聞いています。
Head Babyはすべてを覚えています。

PRICE: 9,350yen（税抜価格 8,500yen）

このクラバ・ヘッド・ネック・スカーフ・ゲイターのクールな点は、この製品が実際に5Kのアウターウェア生地で作られていることです。
なぜなら、雪が頭の上に落ちてくることもあるからです。でも、ストームフードを持っている人はそんなこと気にしないでしょ？
ストームフードを持っていれば、あなたは完全なワルであり、気にする必要がないからです。



PRICE: 7,480yen（税抜価格 6,800yen）
フェイスレイヤーのためのベースレイヤー。メリノニンジャフェイスの機能、目的、そして最高の呼び名を公平かつ正確に説明するとしたら、
それはまさにこれです。エピックフェイスレイヤーのためのベースレイヤー。これ以上、多くを語る必要はありませんが、この製品は55%のメリノ、
37%のテンセル、4%のポリエステルでできています。メリノだけの生地と比べて45%強く、2倍速く乾きます。ニュージーランドとオーストラリアの
ノンミュールズ・ウールを使用しています。なぜなら羊も人間だからです。

PRICE: 5,500yen（税抜価格 5,000yen）
前にも言いましたが、もう一度言います。これはフェイスレイヤーのためのベースレイヤーです。言ってみてください。
それは決して古びたものではありません。私たちはNinja Faceを心から愛しています。薄型でパッカブルな命の恩人です。
フィット感があり、吸湿発散性に優れ、保温性も高く、様々なハンサムなプリント柄が揃っています。
逆さまにして着てみると、とてもいい感じになりますよ。逆さまに履く方法はありませんが、もしあなたが超太めのシュレックフットをお持ちなら、
これはかかとのない靴下になると思います。

PRICE: 4,730yen（税抜価格 4,300yen）
首を守るのが一番です。ニンジャのタートルネックは素晴らしいオプションです。目立たず、暖かく、ポケットに入れても邪魔になりません。
風が強くなったときに顔の柔らかさが革のようなチャパキディックになるのを防ぎます。今すぐ私がしたように、チャパキディックをググってみてください。
テッド・ケネディさん、お疲れ様でした。これで我々二人は歴史を知ることができました。くれぐれも安全に、そして首を守ってくださいね。



PRICE: 5,390yen（税抜価格 4,900yen）

始まりの定番。私たちはこのタイプのフェイスマスクを発明したわけではありません。
しかし、単層のアクリルマスクを作ろうと決めたとき、私たちは何か違うことをしました。
それまで見てきたのは、フロリダの男性が南極で汗をかくような二重構造のフェイスビーニーでした。
そして、子供の唾液で体重の2倍を吸収するようなものでした。二枚重ね、というよりも二枚分の量です。
一重？ちょうどいい！エアピルが入っている？もっといいですね。

PRICE: 6,600yen（税抜価格 6,000yen）

アンデスの先住民族の地球時間の母、パチャママ。そしてサスカッチは、サリシュ語で「野生の男」を意味するse'sxacに由来します。
このような言葉を自由に使い分け、合成したりして、直訳すると「男と女」ということになります。
Squatchamama capはマン、マザー、ニットとフリースの裏地が付いた二種類の王冠、すべてのトゥークの中で最も暖かいものです。



PRICE: 4,620yen（税抜価格 4,200yen）

これは全く普通のビーニーです。良いのですが正直なところ、とても普通です。
このビーニーが他のビーニーよりも少しだけ素晴らしいと思える点は2つあります。
１：色。私たちは色が大好きです。黒も好きです。黒は実際にはすべての色を合わせたものなので、黒は誰よりも色が好きな人のためのものです。
２：これぞエアブラスターです。私たちは変なコピーを書きます。奇妙なコピーを書きます。それが、実は最も素晴らしいビーニーなのです。

PRICE: 5,500yen（税抜価格 5,000yen）

このビーニーは、"ガールフレンド・ビーニー "の流行のきっかけとなったビーニーです。
「ボーイフレンド・ジーンズ」の流行に怒った男たちが始めたものです。ガールフレンドのビーニーをつかんで「俺のだ！」と叫んでいました。
しかし、実際に着てみると、"そうだ、これは現実だ "と思ったのです。これは流行だ。今、ホットなんです。
気をつけて！お尻の柔らかいビーニーを取りに行きますよ！今は完全に社会的に認められているからです。



PRICE: 5,500yen（税抜価格 5,000yen）

Go Medium or Go Home。"I love you "を言うには厳しい方法です。私はあなたに楽しんでもらいたい。
楽しんでほしいし、自分の限界に挑戦してほしいし、かといって血管が切れるようなワイルドなことはしないでほしい。
ミディアムとは人によって意味が違います。ある人にとっては「そんなに熱くない」という意味で、他の人にとっては
「中途半端なタイプのもの」という意味です。ある人にとっては、霊と話をする人のことです。霊媒師。そして最終的には、無事に家に帰る。
アドレナリンは出ているが、骨折はしていない。そして温かい頭！？

PRICE: 4,950yen（税抜価格 4,500yen）

ガソリンスタンドの良いところは？それは、「FREE AIR」があることです。コンプレッサーの前に出て浴びてみませんか？
ちょっとしたスプレーは誰にも害を与えませんよね？クランクアップして、自分だけのウィンドマシーンを作って、サービスステーションで
写真撮影してみませんか？空気といえば、エアブラスター・ガソリンスタンド・ビーニーは、空気を肌の近くに閉じ込めます。
あなたのドームを暖かく保つと同時に、ニット構造の毛穴から汗を逃がします。



PRICE: 6,380yen（税抜価格 5,800yen）

レインボーとニンジャ＝究極の組み合わせ？虹は、地球が提供するすべての多様性を表しています。
虹は屈託のない幸せなものであり、2倍にするとトリッピーになる。レプラコーンが魔法のシリアルを食べる？これも虹のイメージです。
一方、ニンジャは静かな暗殺者です。致命的な力で攻撃する時が来るまで、影の中で動く。だから、ニンジャ・レインボー・ケーキを食べてみてください。
ありがとうオースティン・スウィーティン。ありがとうニンジャスーツ。

PRICE: 5,500yen（税抜価格 5,000yen）

今、90年代がとてもホットなので、クラシックなガレージステーションのパッチが付いた、さわやかでクリーンなトラッカーハットを
復活させることにしました。この帽子の魅力は何と言っても背面はメッシュ素材で通気性があります。同系色のフロントパネルには、
ソフトで長持ちする構造のためのフォームが付いています。これはグランジですか？そうですね。グランジなのか？それはあなたにお任せします。
タグを付けたままでパリッと着こなすにせよ、モーターオイルを少し振りかけて着こなすにせよ、Airblaster Gas Station Truckerは
クラシックになることを運命づけられています。



PRICE: 6,600yen（税抜価格 6,000yen）

Blaster Soft Topは、あなたのドームをカバーする完璧なキャップになるかもしれません。耐久性に優れた軽量で速乾性のある素材を使用した
5つのパネルと、クラシックなスナップバックの調整機能を備えています。エアブラスター・ボルカニック・サーフ・クラブのスエードとシリコンの
パッチが付いています。スタイルに合わせて、マイルド、ミディアム、ワイルドの3種類をご用意しました。これ以上言うことはありません。
壮大なボールキャップにあまり触れたことがない人でなければ、これ以上言うことはありません。
その場合には、Blaster Soft Topを強くお勧めします。どうぞワイルドに。

PRICE: 7,480yen（税抜価格 6,800yen）

PRICE: 4,400yen（税抜価格 4,000yen）
STICKER PACK

PRICE: 2,420yen（税抜価格 2,200yen）
HOLOGRAPHIC STICKER PACK

PRICE: 3,300yen（税抜価格 3,000yen）
GLOW IN THE DARK DUO PIN SET

太陽が照りつける中、涼しく日焼けをしないために日陰が必要なときに最適です。
プロからのアドバイス：このマッドフラップ・キャップはソフトビルで、ヘルメットの下に被ってもフィットします。
また、ドロップテールプロテクションとしても機能します。あなたのマッドフラップが飛んでいるとき。誰が見ているのか気にせずに中距離を走る。



一緒に時間を過ごしてくれてありがとうございました。
覚えていてほしいことがあります。
あなたは自分のお金で投票しているのです。
エアブラスターのような独立したスノーボーダーが運営する
ブランドの製品を選び、購入や販売をする事は投票に等しいことを。 
スノーボードのエコシステムを維持するための投票です。
独立した存在であり続けるために エアブラスターに投票すると
あなたのお金は、一生懸命に働いているスノーボーダーと
その家族のために使われます。
本当にかわいい子供たちやペットも含めて。
1票1票が大切です。
皆さんの1票をお待ちしています。





その前、最中、そしてその後。

これらはニンジャスーツがあなたを暖かくドライに、そして快適に保つために役立つ主な場面です。

機能的なベースレイヤーを必要とするアクティビティであっても、ニンジャスーツを着ることで、
より楽しい時間を過ごすことができると思います。
すでにニンジャスーツを着ている人は、それにうなずいています。
メリノ、シンセティック、ハイテクニカルの3種類を用意。

そして、その活動が終わったら？アウターウェアはその日の降水量が少なくなるとすぐに脱ぎます。
ミッドレイヤーは、一日の冒険を終えて家に帰るときには引退しています。
でも、ニンジャスーツは？ニンジャスーツは体にまとわりついていなければなりません。
(なぜ、純粋な素晴らしさを脱がなければならないのか？)
(私が快適さを求めていないとでも？)

大人から子供まで、ニンジャスーツは毎日のように新しく、そして不可欠な用途を見つけているようです。
毎日のように。究極のスリーピングバッグライナーであり、完璧なハロウィンコスチュームでもあるギアが
他にあるでしょうか？高出力のスキーツアー用レイヤー。カウチサーフィンに最適な装い。
フライフィッシングの必需品であるアンダーウェーダー。最も機能的なドライスーツ用ライナー。
そして、あらゆる年代の活動的な人々への完璧なクリスマスプレゼントになるかもしれません。

などなど、数え上げればきりがありません。
ただ、残念なことに暖かい季節になるとスーツが脱げてしまうことがあります。
この辺にしておきましょう。

どこまでもクールに、ニンジャスーツ。



エルゴノミック7ピース
ニンジャフード

モンキーパームス

フルレングス2ウェイジッパー
easy-pee-zy

350℃のウエストジッパーで
レストルームへの
アクセスも容易

4ウェイストレッチ
吸汗速乾素材





フード、肩、膝にSchoeller® Nanosphere®を採用

チンプロテクター付き7パネルフォームフィッティングフード

右胸にニンジャスターのシルクスクリーン

Schoeller® Nanosphere®フロントチェストパネルのチェストポケット

トイレ休憩に便利な350°のウエストジッパー

袖口のサムループ

PRICE: 47,300yen（税抜価格 43,000yen）

22/23シーズンにアップデートされたNinja Suit Pro IIは、降雪や稜線上の突風から体を守り、より多くのラップを記録することに集中できます。
フードと肩には4ウェイストレッチのSchoeller® Nanosphere® softshellを採用し、究極の撥水性と通気性を実現。
本体には保温性と透湿性に優れたPolartec® Power Grid™を採用しました。
手首と足首には耐久性に優れたロープロファイル・コンプレッション素材を採用。
この究極のベースレイヤープラスの優れた機能を完成させました。

・ 230gsm Polartec Powergrid（ポーラテック・パワーグリッド）を採用したメインボディ
・ フード、胸、肩、背中のヨーク上部にSchoeller® Nanosphere®を使用。
・ 全体にYKKジッパーを採用
・ 耐久性のあるナイロンブレンドのコンプレッション素材を袖口、膝、後脚下部に採用。
・ フード、胸、肩、背中にウールを使用した4ウェイストレッチの耐水性Schoeller® Nanosphere®を採用。
・ 350°ウエストジッパー - 大雨の後のパウダーも安心
・ フルレングスの2ウェイジッパーは、簡単に着脱でき、便利です。トイレ休憩にも便利。
・ チンプロテクター付き11パネルフォームフィットフード
・ 袖口にサムループを装備
・ チェストポケット
・ Ninja Starの熱転写ブランドロゴをラバーで表現



チンプロテクター付き7パネルフォームフィッティングフード

4WAYストレッチメリノ素材とニンジャスターの刺繍

350°開閉可能なウエストジッパーでeasy pee-zy!

ウエストのドローコード

袖口のサムループ

PRICE: 43,780yen（税抜価格 39,800yen）

ベースレイヤーの金字塔。メリノリッチな独自の4ウェイストレッチ素材を使用したエアブラスターメリノニンジャスーツは、
他の機能的なベースレイヤーの基準となるものです。メリノ55% / テンセル37% / スパンデックス8%という独自のブレンドは、
メリノだけの場合と比較して、45％の強度と2倍の速乾性があります。
ニュージーランドとオーストラリア産のノンミュールズ・ウールのみを使用しています。羊も人間なので。

・ 全体にYKKジッパーを採用
・ 4ウェイストレッチメリノ素材にNinja Starの刺繍を施しました
・ 350°ウエストジッパー - 大雨の後のパウダーも安心
・ フルレングスの2ウェイジッパーは、簡単なエントリーとトイレ休憩にも便利です
・ チンプロテクター付き7パネルフォームフィットフード
・ 袖口にサムループを装備
・ ウエストバンドのドローコード



PRICE: 16,500yen（税抜価格 15,000yen）
※CHINCHILLA CAMPのみ17,600yen（税抜価格 16,000yen）

毎日着るもの？そう、この完璧なフィット感のロングスリーブTシャツは、すぐにお気に入りのシャツになる可能性が高いのです。
文字通り、毎日です。赤道からどれだけ離れた場所に住んでいるかにもよりますが、真夏は無理かもしれません。
しかし涼しい季節には、210g/m2のメリノ素材が最適だと考えています。ベースレイヤーとして十分な軽さと柔らかさ、
そして単独でも着用できる重さを備えたエアブラスター・メリノ・エブリデイ・LS・ティーは、何かをすることをより良くしてくれます。

PRICE: 9,350yen（税抜価格 8,500yen）
※CHINCHILLA CAMPのみ9,900yen（税抜価格 9,000yen）

ウールには優れた熱緩衝性があり、必要に応じて暖かさと涼しさの両方を保つことができます。
メリノウールは特に、体がハードに動き始めたときに余分な熱を吸収し、体が冷え始めたときにその熱を返してくれます。
優れた鋳鉄製のフライパンのように、臓物の温度を一定に保つことができます。メリノの優れた湿度管理と天然の防臭効果により、
最も快適で汎用性の高いボクサーブリーフです。



PRICE: 13,200yen（税抜価格 12,000yen）※BLACKのみ12,100yen（税抜価格 11,000yen）

ほとんど見えない。透明という意味ではありません。ベースレイヤーを着ていることがわからないくらいです。
ちょうどGストリングスにパンティラインがないように、ラインがないから見えないのです。もしラインがあるとしたら、それを越えてしまうからです。
だから私たちは、ベースレイヤーと普段着の境界線を曖昧にしているのです。吸水速乾のようなクールな特性を持つAirblaster Everyday Teeは、
ベースレイヤーとしての機能をすべて備えています。

PRICE: 6,600yen（税抜価格 6,000yen）※BLACKのみ5,500yen（税抜価格 5,000yen）

Airblasterのアンダーウェア、別名Baseleyer for your Facelayerについては、多くを語る必要はありません。
このアンダーウェアには、ニンジャスーツでお馴染みの吸汗速乾4WAYストレッチを採用しています。股間のニンジャスーツのようなものです。
その通りです。これを知ってしまったら、もう手放せません。理由は明白で、誰もがパンツという社会的構造を不本意ながらも受け入れています。



チンプロテクター付き7パネルフォームフィッティングフード

4WAYストレッチエアテック素材とニンジャスターの刺繍

フロントフライでアクセス1番乗り

350°開閉可能なウエストジッパーでeasy pee-zy!

ウェストのドローコード 

袖口のサムループ

PRICE: 26,180yen（税抜価格 23,800yen）
※REALTREE™ EDGEは28,380yen（税抜価格 25,800yen）、BLACKは25,080yen（税抜価格 22,800yen）

THE ORIGINALに勝るものはありません。すべての始まりとなったワンピース型フード付きベースレイヤーです。
ニンジャアンバサダーとプロチームによる15年以上のテストと酷使を経て、事実上完璧に開発されました。ベースレイヤーを必要とするならば、
これはまさにベストです。オリジナルのニンジャスーツの機能性はそのままに、ニンジャとしてのアクションやフリンジベネフィットを楽しむことができます。

・ 随所にYKKジッパーを採用
・ 4ウェイストレッチAIR-TECHファブリックにNinja Star刺繍が施されています
・ 350°ウエストジッパー：大雨の後のパウダーに最適
・ フルレングスの2ウェイジッパーは、簡単なエントリーとトイレ休憩にも便利です
・ 7パネル構造のフードとチンプロテクター
・ 袖口にサムループを装備
・ ウエストバンドのドローコード



ストレッチの入ったネックホールとチンプロテクター

4WAYストレッチエアテック素材とニンジャスターの刺繍

350°開閉可能なウエストジッパーでeasy pee-zy!

ウェストのドローコード

袖口のサムループ

PRICE: 23,980yen（税抜価格 21,800yen）※BLACKのみ22,880yen（税抜価格 20,800yen）

忍者はトップダウンで。フードに閉所恐怖症を感じる方、クラシックなモックネックのベースレイヤーを好む方、風に髪をなびかせたい方には、
Hoodless Ninja Suitがお勧めです。ジップアップして体をすっぽりと覆う、その快適さをぜひ実感してください。

・ 随所にYKKジッパーを採用
・ 4ウェイストレッチAIR-TECHファブリックにNinja Star刺繍が施されています
・ 350°ウエストジッパー - パウダーを捨てた後の方が良いから腰のジッパーは350°
・ フルレングスの2ウェイジッパーは、簡単なエントリーとトイレ休憩にも便利です。
・ ストレッチ縫製のネックホールにはチンプロテクターを装備
・ 袖口には親指ループを装備
・ ウエストバンドのドローコード



PRICE: 6,380yen（税抜価格 5,800yen）

レインボーとニンジャ＝究極の組み合わせ？虹は、地球が提供するすべての多様性を表しています。虹は屈託のない幸せなものです。
そして、それを2倍にすると、トリッピーになります。レプラコーンが魔法のシリアルを食べる？これも虹のイメージです。
一方、忍者はというと致命的な力で攻撃する時が来るまで、影の中で動いている悪者の静かな暗殺者です。
だから、ニンジャ・レインボー・ケーキを食べてみてください。ありがとうオースティン・スウィーティン。ありがとう、Ninja Suit。

PRICE: 12,980yen（税抜価格 11,800yen）

Ninja Suit rainbow art and concept by Austen Sweetin. 
忍者、人間、虹が大好きで、Austenに会ったときに拳を突き合わせて、
自分だけの素晴らしいポジティブなエネルギーをもらいたいと思っている人には、このパーカーがいいかもしれません。
オースティンのプロモデルのメリノウールニンジャスーツと組み合わせて、ミッションの前、中、後に最高の居心地を提供します。



髪を後方に逃がすポニーポータル

チンプロテクター付き7パネルフォームフィッティングフード

4WAYストレッチメリノ素材とニンジャスターの刺繍

350°開閉可能なウエストジッパーでeasy pee-zy!

ウェストのドローコード

袖口のサムループ

PRICE: 43,800yen（税抜価格 39,800yen）

心地よい冒険のお供に。
当社独自のテンセル™と19ミクロンの超極細起毛メリノ繊維の組み合わせにより、これまでにない柔らかなウールブレンドが実現しました。
最高のベースレイヤーが完成しました。ニュージーランドとオーストラリア産のノンミュールズ・ウールのみを使用しています。
このニンジャ・スーツを持っているだけで気持ちよく過ごせます。
このNinja Suitを所有していることを誇りに思うと同時に、その中でくつろいでいることを誇りに思ってください。

・ 随所にYKKジッパーを採用
・ ポニーポータル
・ 4ウェイストレッチメリノ素材にニンジャスターの刺繍
・ 350°ウエストバンドジッパー ‒ easy pee-zy!。
・ チンプロテクター付き7パネルフォームフィットフード
・ 袖口の親指ループ
・ ウエストバンドのドローコード



髪を後方に逃がすポニーポータル

チンプロテクター付き7パネルフォームフィッティングフード

4WAYストレッチ素材とニンジャスターの刺繍

350°開閉可能なウエストジッパーでeasy pee-zy!

ウェストのドローコード

袖口のサムループ

PRICE: 25,080yen（税抜価格 22,800yen）
※REALTREE™ EDGEは27,280yen（税抜価格 24,800yen）、BLACKは23,980yen（税抜価格 21,800yen）

THE ORIGINAL WOMEN'S Ninja Suit. 
ニンジャアンバサダーたちが15年間に渡ってテストを繰り返し、完璧な状態で開発されました。ベースレイヤーが必要ならば、
これは最高のアイテムです。暖かさと機能性に優れたオリジナルのNinjaベースレイヤーを着て、Ninjaの楽しさを体験してください。

・ 女性特有のフィット感
・ 全体にYKKジッパーを採用
・ チンプロテクター付き7パネルフォームフィッティングフード
・ 4ウェイストレッチAIR-TECHファブリックにNinja Star刺しゅう
・ 350°ウエストバンドジッパー - 簡単におしっこができます
・ ポニーポータル
・ 袖口のサムループ
・ ウエストバンドのドローコード



ストレッチステッチの入ったネックホールとチンプロテクター

4WAYストレッチ素材とニンジャスターの刺繍

350°開閉可能なウエストジッパーでeasy pee-zy!

ウェストのドローコード

袖口のサムループ

PRICE: 22,880yen（税抜価格 20,800yen）※BLACKのみ21,780yen（税抜価格 19,800yen）

「髪の毛を下ろしてみよう」「髪の毛を風になびかせたい」「フードは苦手」という方でもご安心ください。
ニンジャスーツは、女性用のクラシックニンジャスーツと同様の快適さと機能性を備えています。
ウィメンズ・クラシック・ニンジャスーツからフードを除いたものです。責任を持ってお楽しみください。
そして、Stay Wild!

・ 女性のためのフィット感
・ 全体にYKKジッパーを採用
・ 4ウェイストレッチAIR-TECH素材にNinja Starの刺繍を施しました
・ 350°ウエストバンドジッパー - 簡単におしっこができます
・ 袖口に親指ループを装備
・ ウエストバンドのドローコード







PRICE: 15,950yen（税抜価格 14,500yen）

より長く、より暖かい日を過ごすための秘訣。
みんなで楽しむ ユースニンジャスーツのシンプルで機能的なデザインは、着脱が簡単で、トイレの時間も短くてすみます。
そして何よりも大切なのは、子供たちがより暖かく、より幸せになることです。つまり、あなたの一日が楽になり、泣き言が減り、
より多くのことができるようになります。唯一の問題は、子供たちがニンジャスーツを脱ぎたがらないことです。
幸いなことに、私たちは世界最高のパジャマも作っています。

・ 全体にYKKジッパーを採用
・ 4WAYストレッチAIR-TECH素材にNinja Starの刺繍を施しました
・ 350°ウエストバンドジッパー ‒ easy pee-zy!
・ チンプロテクター付きの体にフィットするフード
・ フルレングスの2ウェイジッパーでトイレ休憩に便利です



PRICE: 30,800yen（税抜価格 28,000yen）

ワンシーズ 子供たちのためのシームレスなカバレッジは、Ninja Suitだけではありません。キッズフリーダムスーツを追加することで、
ミニシュレッドをより楽しむことができます。腰のジッパーはNinja Suitと同じものを使用しているので、トイレでの休憩も簡単です。
80gのインサレーションと10Kのストームプロテクションで保温性を高め、G.R.O.W.（Growth Responsive OuterWear）システムにより、
腕や脚、そして来年の予算を簡単に拡張することができます。

・ 10K mmウォータープルーフィング
・ 10K g/m²ブレサビリティ
・ 視認性に優れたカラフルなフード
・ G.R.O.W.装備のユースフィット
・ 80gインサレーション
・ 2レイヤーでストラテジックシームテープ加工
・ フリーダムオットマン表地
・ 80/20 FC-Free Eco-DWR
・ 全体にYKKジッパーを採用
・ センターフロントの2ウェイジッパー
・ トイレに行くのに便利な350°ウエストジッパー
・ G.R.O.W. = Growth Responsive OuterWear（成長対応型アウターウェア）
 袖口と裾の内側にステッチを入れて、次の年のために縮めています
 来年のために頑張りましょう！
・ 最大限の楽しみと自由のためにデザインされています
 フードの内側にはゴムバンドが付いていて、天候を防ぎフィット感を安定させる
・ メディアコードポート付きのジッパー付き胸ポケット
・ グリップゴム付きのレッグゲイター
・ ウエストバンドのチケットループ
・ ボトム開口部にバングスナップ
・ 左胸に「Airblaster Freedom Suit」の刺繍入り



PRICE: 25,300yen（税抜価格 23,000yen）

最もスタイリッシュな若者向けのアウターウェア、あるいは家族全員でお揃いにするチャンス？ユース用トレンチオーバーは、
最も象徴的なAirblasterジャケットのスタイルと機能を再現し、パッケージ全体を小型化しました。縮小することで、
振動数が増幅され、ミニシュレッドをする人の無限のエネルギーに対応します。10K+60gのインサレーションが
快適さとドライさを保ちます。G.R.O.W.システムが標準装備されています。

PRICE: 18,700yen（税抜価格 17,000yen）

紛れもないスタイルです。伸縮性のあるカフスと調節可能なストレッチワジットバンドは快適で安全です。
駐車場でパンツを引きずってしまうこともなく、ストラップの装着も簡単でスピーディーです。
最大の楽しみと最小の不満。子供たちを温かくドライに保ち、より長く、より強く走ることを可能にします。
10Kプラス60gインシュレーション とG.R.O.W.システムが標準装備されています。



PRICE: 16,940yen（税抜価格 15,400yen）

子供たちが気に入ってくれれば、子供たちを暖かく保つことはとても簡単です。子供たちが大好きなプリントと、親が喜ぶ暖かさで
ユース用ダブルパフリングは、みんなをハッピーにするリバーシブルジャケットです。シェル側には2つのジッパー付きハンドポケット、
スナップポケットがあり、必要なものをすぐに取り出せるようになっています。肌触りの良い275gのシェルパフリースはサーカスに
参加するのに十分な暖かさを提供します。

PRICE: 9,350yen（税抜価格 8,500yen）

ソフトで肌触りの良いミッドウエイト・パーカーは、大人と同じように子供たちの必需品です。主な違いは？正直なところ、
子供のほうがずっとかわいいのです。ここでは、BLASTERの上にAIRを重ねて、究極のAIR STACKCを完成させました。



PRICE: 3,630yen（税抜価格 3,300yen）

小さな頭を温め、守る、ソフトで快適なビーニー。すっきりとした印象を与えます。Airblaster Youth Commodity Beanieは、小さな頭に
ぴったりフィットします。大人用のCommodity Beanieと同じカラーバリエーションで提供しています。アクリルニットは快適で、
素晴らしい反発力があります。子供たちが暖かくて、かわいくて、ハッピーになれる。決して悪いことではありません。

PRICE: 5,390yen（税抜価格 4,900yen）

KIDSのアンダーヘルメットの必需品！？私たちはこのタイプのフェイスマスクを発明したわけではありません。
しかし、一層のアクリルマスクを作ろうと決めたとき、私たちは何か違うことをしました。
それまで私たちが身につけていたのは、フロリダの男性が南極で汗をかくような二重構造のフェイスビーニーでした。
そして、その重量の2倍の子供の唾液を吸い込んでいました。2枚重ねはやりすぎです。
一重？ちょうどいいですね。エアピルも一緒に？もっといいです。




