


You ready?

未来は、素晴らしい場所です
スノーボードのように私たちが現在使っているギアも

ダクトテープで固定したスノーブーツや自家製の「防水」スノージーンズのような
古き良き時代からずいぶん進歩しています

一方、ボード・ドギングは、かつてサイコ野郎の遊びだった
仲間意識は大量にあったのです

だからこそ、エアブラスターはここにあるのです
スノーボードのために、昔ながらのポジティブなエネルギーを

注入した未来的な機能を提供すること
そして、初対面のボーダーとハイタッチすることを思い出させてくれる

リフトに乗れば、ソロローラーに出会えます
今度、ゲレンデに行ったら

Just For Fun

さて、これ以上お時間をいただく前に
スノーボード以外のことに時間を取られる前に

ぜひとも



スノーボードに行く
友だちと一緒に
協力して創る。

エアブラスターは
これらの理想を表現しています。
フリーダム。
フレンズ。
ファン。

消費量を少なくする
長持ちさせる

他の誰の責任でもない
私たち自身の責任です

エアブラスターの裏地は
100%溶液染めのタフタ
またはリサイクルを採用

100%リサイクルのアウター表地
ビーストアウターウェア

ランドフォーム

サポート
インディペンデント

スノーボード



Daichi  Matsushi ta
Naoko Araki

Rir i  Tarusawa

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。



各レイヤーは、寒さ、熱、湿気を管理し、一日中暖かくドライに保ちます。
Airblasterシステムを微調整して、あなただけの微気候をサポートします。
最高の一日を過ごすための準備をしましょう。

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、ニンジャスーツです。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 + 完全シームシーリング
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 FC-Free DWR

15,000mm + 10,000g/m²/24hrラミネート加工 + 完全シームシール加工
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プログレッシブスタイル、80/20 FC-Free DWR

10,000mm + 10,000g/m²/24hr ラミネート + 戦略的シームシーリング
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プロテクション、80/20 FC-Free DWR



ラミネートメンブレン = 優れた防水性と透湿性 3Lラミネート構造、
またはタフタやトリコットのライニングを施した2L構造
シェルはすべてのシリーズ／ウォータープルーフレーティング

Zonalオプション＝保温性と運動性のベストバランス
Beastシリーズ＝プリマロフト®パッカブル保温材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
Beastシリーズ＝プリマロフト®パッカブル保温材80～200g／
全シリーズにウォーマーオプションあり





フルカバレッジのリラックスしたフィット感で、
前身頃の長さを1インチ短くし、動きやすさを追求。

フルカバレッジのリラックスしたフィット感、
標準的な前後の長さ。

ゆったりとしたフルカバーフィットで、
後身頃が2インチ長くなっています。

ゆったりとしたストレートレッグカットで
動きやすさも抜群。

リラックスしたフィット感に加え、太ももに1インチ
膝に1/2インチの幅を追加しました。

バギーフィット、エクストラワイドレッグ、
スモールテーパード、

オプションでカフをロールアップできます。



30K/20K
ラミネート＋フルシーム
テーピング

3Lと2LのEcoVortexは
100％リサイクル素材

YKKアクアガード®
ウォータープルーフジッパー

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

2LストレッチEcoVortex
100％リサイクルファブリック
を使用

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

フロロカーボンフリーDWRで
究極の80/50パフォーマンス





Beast 3L JACKETはディープパウダーにアクセスするために設計されたマーケットの中でも最も耐水性と透湿性の高いジャケットと言えます。
30,000mmウォータープルーフファブリックとフルシーム3レイヤー構造でドライに保ち、胸部のXLベントポケットが通気性を最大化し、
あなたを暖かく安全に保ちます。私たちのチームによる長年の改良の結果、Beast 3L JacketはAirblasterデザインの頂点に立ちました。

・ 30Kmmウォータープルーフィング
・ 20Kg/m²ブレサビリティ
・ ブラスター アクティブ フィット（多関節スリーブ）
・ 3レイヤーシェル
・ 3レイヤーフルシームシールドビーストコンストラクション
・ 100%リサイクル素材を使用した3レイヤーラミネートエコボーテックスファブリクス
・ ルドルフバイオフィニッシュ80/50 FC-FreeエコDWR
・ YKKアクアガード®ジッパーをフロントセンターと胸ポケットに使用
・ 人間工学に基づいた3ウェイで調整可能なフード（ラミネート加工されたつば付き）
・ スプリットボードのスキンにフィットする2XLメッシュ裏地付きベンチレーションチェストポケット
・ YKKアクアガード®ウォータープルーフジッパー付きナポレオンポケット
・ 脇下のジッパー式ベンチレーション
・ 裏地は100%溶液染めのタフタ
・ カフクロージャーは面ファスナー＋スナップボタンで調節可能
・ 袖口にはゴム製のサム（親指）ループを装備
・ ビーストトリムパッケージ
・ 取り外し可能なパウダースカート（パスポケットウインドウ付き）
・ 胸元に高密度ビーストマウンテンプリント

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: 67,000yen（税込価格 73,700yen）
※PURPLE SHIMMERは69,000yen（税込価格 75,900yen）



ハードチャージ アンド レストイージー。溶接されたバータック、ラミネートされたストームフラップ、
そして裾のパウダーシンチのオプションなど、クラス最高のBeast Bibはこれまで以上に嵐に強いものと
なっています。2WAYジッパーを採用したフロントチェストフルジッパーはシームレスな着脱と容易な
ピットストップで、全速前進を可能にします。最高のものを探しているなら、その胸を守ってください。
ビブアップして忘れてください。

・ 30Kmmウォータープルーフィング
・ 20Kg/m²ブレサビリティ
・ ブラスター アクティブ フィット（多関節スリーブ）
・ 3レイヤーシェル
・ 3レイヤーフルシームシールドビーストコンストラクション
・ 100%リサイクル素材を使用した3レイヤーラミネートエコボーテックスファブリクス
・ ルドルフバイオフィニッシュ80/50 FC-FreeエコDWR
・ YKKアクアガード®ジッパーをフロントセンターと胸ポケットに使用
・ 人間工学に基づいた3ウェイで調整可能なフード（ラミネート加工されたつば付き）
・ スプリットボードのスキンにフィットする2XLメッシュ裏地付きベンチレーションチェストポケット
・ YKKアクアガード®ウォータープルーフジッパー付きナポレオンポケット
・ 脇下のジッパー式ベンチレーション
・ 裏地は100%溶液染めのタフタ
・ カフクロージャーは面ファスナー＋スナップボタンで調節可能
・ 袖口にはゴム製のサム（親指）ループを装備
・ ビーストトリムパッケージ
・ 取り外し可能なパウダースカート（パスポケットウインドウ付き）
・ 胸元に高密度ビーストマウンテンプリント

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: 62,000yen（税込価格 68,200yen）



パウンドフォーパウンド。最も通気性に優れ、最も強力なインシュレーターです。
100gのプリマロフト®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のシェルはパッキング性を保証し、
Airtech 3D Eco™とSchoeller®ソフトシェルの組み合わせは、今までのインサレーションよりも伸縮性、
通気性、透湿性に優れています。片手で調整可能なフードシンチも装備。
フィット感を保ちつつ、レイヤリングにも対応。

片手でも調節可能な人間工学に基づいたフードシンチ

パッカブルな軽量なミニマリスト素材

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

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

ウエスト部分にシングルクリップループを装備

腰部にはナイフキャリーポケットを装備

PRICE: 43,000yen（税込価格 47,300yen）

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ーに乗るのが好きな
エアブラスターチームメンバーのトップランクのミッドレイヤー。225gのエアテック3Dエコ™パンツは、
2つのジッパー付きハンドポケット、ベルトラインのキーループ、そしてEDCクリップナイフ専用の便利な
ヒップポケットを備え、比類ない多用途性を備えています。Ninja Suitベースレイヤーと組み合わせれば、
究極のカーキャンプ、パウダーハンティング、アフターチリングシステムが完成します。

PRICE: 24,000yen（税込価格 26,400yen）



高出力な寒冷地での活動に対応するため、225gsmのAirtec 3D Eco™を採用、究極のミッドレイヤーを提供します。
構造化されたマイクロフリースは、保温性を高めるハイロフト部分と、通気性を高めるローロフト部分を持ち、
いずれも軽量なパッケージとなっています。胸と肩のマイクロリップストップは、風、軽い降水、バックパックのストラップからの保護を強化し、
ジッパー付きの胸ポケットは必需品を手元に保管できます。

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

225gsmのAirTech 3D-Eco™ファブリック

PRICE: 33,000yen（税込価格 36,300yen）

アクティブな山行には、保温性、吸汗性、透湿性、パッキングのしやすさを備えた
Beast Quick Strike Capが最適です。Ninja Suit Pro IIと同じ素材で作られた
この便利なヘッドカバーは、トップとフロントパネルが耐候性のある
Schoeller®ストレッチソフトシェルで、サイドパネルとイヤーフラップは熱力学的な
AirTech 3D-Eco™で作られています。その結果、山を移動する際に快適さを保つ
多用途な帽子が出来上がりました。

PRICE: 11,000yen（税込価格 12,100yen）



30K Eco Vortexプロテクション、超軽量でパッカブルなPrimaloft®インサレーションを採用。
Beast 2Lは洗練されたデザインで嵐に強く、Primaloft®インサレーションがすきま風を防ぎ、
冬の風が吹き始めたときでも暖かく過ごせるように設計されています。軽量なミッドレイヤーが
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、ドライで暖かく、
アクションの準備を整えながら、キットをシンプルにすることができます。
グリーンイエティフラージュの話はしたっけ？

Beast 2L Pantは、冬の最も湿ったスコールから春の最も滑りやすいセッションまで、
ノンストップのプロテクションを提供します。その間にあるパウダーは？まあ、それは簡単なことです。
Beast SuitやBibと同じチームでテストされた技術素材を使用し、この軽量な30Kパンツは摩耗の
激しい主要部分を補強しています。シリコン製のグリップストリップを装備したボトムカフはブーツに
ぴったりとフィットし高速走行やボトムレスシーンに対応します。

胸にレーザーカットされたHypalon Beastパッチ

成形されたエアブラスター・エアピル・カフクロージャー

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

右腿に高密度な翼竜のスクリーンプリント

メッシュ裏地付きジッパー式インナーレッグベント 

裾を絞ることができる、内側の隠しドローコードとシリコングリップ

PRICE: 54,000yen（税込価格 59,400yen）

PRICE: 43,000yen（税込価格 47,300yen）



ビーストのようにパウダーを奪い取る。23/24ビーストスーツは、30Kの頭からつま先までのカバー、
溶接されたバータック、ゾーンストレッチ、自然の呼びかけに応える便利なウエストジップなど、
パウダープロテクターを究極のレベルにまで高めたスーツです。特に、セパレートタイプでケツから
チキンを出すときに生じる厄介なギャップを考慮すると、ワンピースタイプのカバー力は
どんなパンツ＋ジャケットのセットアップよりもシームレスで優れています。
一体型＝隙間がない。シュノーケルは含まれません。

・ 30Kmmウォータープルーフィング
・ 20Kg/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レイヤーエコボーテックス、シートと膝にストレッチエコボーテックスを使用、100%リサイクル
・ ルドルフバイオフィニッシュ80/50 FC-FreeエコDWR
・ 溶接バータック付きラミネートストームフラップ
・ エルゴノミック3WAYアジャスタブルフード
・ 350°スムーズな#2ができるウエストバンド・ジッパー
・ フロント中央の2WAYファスナーで、トイレも楽々。
・ 脇の下と脚の内側にメッシュ裏地のジッパー付きベンチレーションを装備。
・ 裏地は100%溶液染めタフタ
・ ファスナー付きポケット6個
・ エアブラスターエアピルの成型されたカフクロージャー
・ 胸ポケットからのメディアコードポート
・ ウエスト部分にラミネート加工を施したパス入れ。
・ 防水耐久性を高める溶接バータック
・ オプションのレッグカフシンチのための隠れたドローコードとシリコングリップストリップ
・ レースフック付き伸縮性レッグゲイター
・ ビーストトリムパッケージ
・ 裏地は溶液染めタフタ100
・ 胸元にレーザーカットのハイパロンビーストパッチ

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

#2sもスムーズにできる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: 84,000yen（税込価格 92,400yen）



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・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

YKKジッパーをシリーズで採用し、
高い信頼性を実現

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

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

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

雪の侵入を防ぐ
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

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

Airblasterはプルオーバーを発明した。そうではありません。ただし、一番ジューシーなものを作っています。
また、私たちは閉所恐怖症で汗っかきなので、通気性の良い深いネックジッパー、急な着脱に対応するサイドのフルエントリージッパー、
そして最も壮大なダンスムーブに対応する十分なフィット感のあるデザインにしました。15Kの豊富なカラーバリエーションで、
トレンチオーバーのある生活を楽しんでみてはいかがでしょうか。

PRICE: 49,000yen（税込価格 53,900yen）※REALTREE ORIGINAL™は51,000yen (税込価格 56,100yen)

エアブラスターが発明したのは間違いない。実はそうなんです。おそらく。2004年頃、エアブラスターが最初に
デザインしたアウターパンツは、裾にゴムが入っていました。展示会にはサンプルを持参しました。
みんな「あはは。... 真面目な話ですが ... 普通のボトムスになるんでしょ？"」そして、「そうなんだ。あのゴムは
冗談に決まっている」と思って変更しました。しかし、それは冗談ではなかった。私たちは泣いていた。
でも今は笑っています。ティヒヒ。

PRICE: 39,000yen（税込価格 42,900yen）※REALTREE ORIGINAL™は41,000yen（税込価格 45,100yen）





マックス・ワービントン ブレインボウルを支える頭脳。飽くなき革新者、インフルエンサー、
プロデューサー、そしてTre SquadとLick the Catクルーの創立メンバーでもある。
彼のカラースキームは、緑をこよなく愛する人であることを表しています。
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
輝くカタツムリの跡を残し続けているのです。胸元の新鮮なトレ・ワイルドテリーパッチを
フィーチャーし、マックスは再び新しいラインを解釈し、ウィナーに手を加えました。

PRICE: 49,000yen（税込価格 53,900yen）

ボードで激しくパーティーをして、膝が擦り切れたことはありませんか？
ここで紹介するのは、クラシックなフェードニーです。パッチです。
チンチラゴムボスパンツにカスタードフェード。脚に負担をかけず、冷静さを保ちながら
目立つことができるのです。だから、それをブレインボウルに入れて吸ってみてください。
エアブラスターは、搭乗中に水以外のものを飲んだり、空気以外のものを
吹き付けることを奨励、容認しているわけではありません。だから、Party On、bros.

PRICE: 39,000yen（税込価格 42,900yen）



Airblasterを象徴する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を結合したものです。
一着ですべてを制することができる。6歳のYouは、未来に嫉妬している。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である
Kook Suitの快適さと密閉されたストームプロテクションで、自分のスタイルを完璧に表現し、走り回るあなた。
機能か、流行か、それとも完全なKookか？そうです。

・ 15Kmmウォータープルーフィング
・ 10Kg/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グレイシャーコンストラクション
・ 本体：ミッドウェイトオックスフォード、背中上部・肩・座・膝：ストレッチキャンバス
・ 80/20 FC-FreeエコDWR
・ 全体にYKKファスナーを採用
・ 伸縮性のあるウエストバンドに調節可能なウエストベルトを内蔵し、極めて快適な履き心地を実現
・ 350° スムーズな#2ができるウエストバンド・ジッパー
・ 前中心に2WAYファスナーを採用し、トイレも楽々。
・ ライクラドローコード付き人間工学に基づいた2WAYアジャスタブルフード
・ プリントタフタ裏地
・ 脇下と脚のベンチレーションにはメッシュ裏地のジッパーを採用
・ 胸部内側にメディアコードポート付きナポレオンポケットを装備
・ ライクラリストゲイター
・ 裾口には伸縮性のあるグリッパーカフを採用
・ 底部開口部にバンファスナー
・ 内側にメッシュのゴーグルポケット
・ 裾口レースホック
・ 左胸に織物＋シリコン製のStay Wildパッチ

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

#2sがスムーズにできる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: 67,000yen（税込価格 73,700yen）
※REALTREE ORIGINAL™、PURPLE SHIMMERは69,000yen（税込価格 75,900yen）



頑丈で多用途。パーカーの下に着る春のラップから、アウターウェアのフルアーマーで腰までの深さのパウダーまで、Krill Bibはその性能を発揮します。
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利用し、最大限の保護と自由な動きを実現します。
フロント胸部のフルジップには2WAYジッパーを採用し、トイレ休憩を容易にします。胸部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。

・ 15Kmmウォータープルーフィング
・ 10Kg/m²ブレサビリティ
・ リラックスフィット
・ 2層構造のシェル
・ 2レイヤー・フルシーム・テープドグレイシャーコンストラクション
・ 表地は耐久性の高いストレッチキャンバス
・ 80/20 FC-FreeエコDWR
・ 全体にYKKファスナーを採用
・ 調節可能なゴム製ショルダーストラップ
・ 前中心に2WAYファスナーを採用し、トイレも楽々。
・ ナイロン製のウエストベルトを内蔵
・ メッシュ裏地付きジッパー式インナーレッグベント
・ プリントタフタ裏地
・ ファスナー付きポケット5個
・ オプションのレッグカフシンチのための隠れたドローコードとシリコングリップストリップ
・ レースフック付き伸縮性レッグゲイター
・ ラダーロック・サイドボディーの調整
・ バータック補強のラミネートストームフラップ
・ 両胸と両膝にハイパロンエアブラスターパッチを装備

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: 49,000yen（税込価格 53,900yen）



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上げました。冬山の過酷な環境に対応する、
タイムレスかつテクニカルなアイテムです。その目標は？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にシュレッドすることです。
あなたは自分から降りてくるように見えるものなら何でも乗ってみたいですか？Guide Shellがあなたをリードしてくれますよ。

・ 15Kmmウォータープルーフィング
・ 10Kg/m²ブレサビリティ
・ リラックスフィット
・ 2層構造のシェル
・ 2レイヤー・フルシーム・テープドグレイシャーコンストラクション
・ 表地は耐久性の高いストレッチキャンバス
・ 80/20 FC-FreeエコDWR
・ 全体にYKKファスナーを採用
・ 調節可能なゴム製ショルダーストラップ
・ 前中心に2WAYファスナーを採用し、トイレも楽々。
・ ナイロン製のウエストベルトを内蔵
・ メッシュ裏地付きジッパー式インナーレッグベント
・ プリントタフタ裏地
・ ファスナー付きポケット5個
・ オプションのレッグカフシンチのための隠れたドローコードとシリコングリップストリップ
・ レースフック付き伸縮性レッグゲイター
・ ラダーロック・サイドボディーの調整
・ バータック補強のラミネートストームフラップ
・ 両胸と両膝にハイパロンエアブラスターパッチを装備

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: 49,000yen（税込価格 53,900yen）



Beast 2L Jacketからヒントを得たAirblaster Easy Style Jacketは、しなやかで高い防水性を持つ
アウターシェルの下に、ほんの少し保温性を持たせたジャケットです。40gのインサレーションに15Kの防水性能は、
まさに冬に欠かせない組み合わせです。基本的にはシルクのような滑らかな胴体です。どんな天気でも、
暖かくて、なめらかで、その魅力にひたれることでしょう...もちろん、道行くすべてのマフィンやビスケットに
バターを塗ることもできます。

左胸に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: 46,000yen（税込価格 50,600yen）
※REALTREE ORIGINAL™は48,000yen（税込価格 52,800yen）

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あり、真の快適さは主にパンツから
始まるということを、すべてのボスは知っています。Airblaster Easy Style Pant は、下腿部のカフを
ブーツの周りにきつく締めることも、緩めたままにすることも可能です。Relaxed Plusフィットは
自由な動きを可能にし、40gの軽量なインサレーションはほとんど気にならないでしょう。
ただし、より快適になることを除いては。Easy Styleが好きな人は、ESPを手に入れて、
牧草地を抜けて未来へ踏み出そう。

PRICE: 39,000yen（税込価格 42,900yen）
※REALTREE ORIGINAL™は41,000yen（税込価格 45,100yen）



アウターウェアのニンジャスーツ。Freedom Suit 15Kストレッチ防水アウターファブリックで構成された、
トレードマークのワンピースベースレイヤースーツのシームレスな保護機能を提供します。
究極のパウダーシステムをお求めですか？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
（胸と腰のジッパーはお揃い）＝パウダー・フォースフィールド。どんな自然が襲ってきても、
フリーダムスーツほどあなたを守ってくれるものはない。

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!

#2sもスムーズにできる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: 76,000yen（税込価格 83,600yen）

完全な自由を、暖かさを添えて。Airblaster Insulated Freedom Suitは、クラシックなFreedom Suitの
プロテクションと機能性をすべて備え、さらに60/40ゾーンの戦略的断熱により、保温力をさらに高めています。
胴体に60g、フード、腕、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、運動性と自由度を
最大限に維持しながら、必要な部分に保温性を持たせることができます。

PRICE: 78,000yen（税込価格 85,800yen）



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、スナック、ゴーグルのスペアレンズ、
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海賊ナイフなどを入れて、
足に巻きつけることができます。足用のファニーパックのようなものです。便利でスタイ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の道具が入っている可能性が高いことを思い出してください。
わかりますか？The Board Dorkはレッグバッグの中に入っているのです。

インバーターは、あなたの世界を1260度ひっくり返します。スノーボードバインディングのプラットフォームであるユニオンフォースの最新版をベースに、
4色のパーツからランダムに組み立てることで1,260通りのカラーコンビネーションが可能です。1つのバインディングにつき、
35色の組み合わせが可能です。1組あたり630通りの組み合わせが可能です。2つのサイズがあり、合計1260通りの可能性があります。
スピンして勝ったことがありますか？ 世界中のスノーボードショップ、www.myairblaster.comでお求めいただけます。

PRICE: 9,500yen（税込価格 10,450yen）



10K / 10K ラミネート+
ストラテジック・シームテーピング

YKKのジッパーをシリーズ共通で採用
頑丈な信頼性

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

メッシュの裏地や
ストレッチ素材など、スタイルに
合わせたオプションが
用意されています。

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

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

レースフック付きの
レッグゲイターで雪の侵入を防ぐ



あなたに贈る3つの言葉。Airblaster/Freedom/Pulloverエアブラスターは楽しい時間を過ごすために
どんなコンディションでも暖かくドライに保つことができるオリジナルの楽しい製品を作っていることで
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です。
また、プルオーバーは最も快適でスタイリッシュな胴体カバーです。

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

脱着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: 43,000yen（税込価格 47,300yen）

10K Freedom Boss Pantをご覧ください。アイコニックなElastic Boss Pantのフィットを再現し、
シンプルに仕上げたパンツです。ストレッチツイル素材とカーゴポケットが楽しさを演出し、
10K相当の防水加工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維持します。
ビジネスカジュアルといえば、もうクロックアウトしてボードに乗り込みましょう。

PRICE: 32,000yen（税込価格 35,200yen）



94年モデルから価格据え置きで再登場。防水ジャケットがあれば、スノーボードがもっと楽しくなることも
あります。フードも便利で、特に雪を閉じ込めるために簡単に締められるフードがおすすめです。
もし、たくさんのガジェットを必要とするならば、私たちはそのようなジャケットを作っています。
しかし、10K防水のフード付きジャケットに新鮮なパイピングが施されていればRevert Jacketは
あなたの新しいベイビーになるでしょう。

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: 34,000yen（税込価格 37,400yen）
※REALTREE ORIGINAL™は36,000yen（税込価格 39,600yen）

90年代のスノーボードの定番、ウォータープルーフバギージーンズ。プリーツ、ベルトループ、
調節可能なウエストシンチ、4つのポケット、雪を防ぐレッグゲイターを装備しています。
生地は10Kの防水性能とDWRコーティングが施された丈夫なものです。カットはバギーで、
シフト、リバート、シフティ・リバートなどにも対応できるようにゆとりを持たせています。
袖口はお好みの長さにロールアップすることも可能です（モデル着用写真）。

PRICE: 29,000yen（税込価格 31,900yen）



・ 10Kmmウォータープルーフィング
・ 10Kg/m²ブレサビリティ
・ リラックスフィット
・ 2レイヤーシェル、40gシンセティックフィル インシュレーテッドカラーウェイ 
・ 2レイヤー・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丈夫なハンマークロス膝
・ 80/20 FCフリー・エコDWR 
・ 全体にYKKジッパーを採用
・ ヘビーデューティープラスチッククリップ付きフルアジャスタブルエラスティックストラップ
・ 3つのジッパー付きポケット 
・ スナップと面ファスナーで調節可能なウエスト
・ メッシュ裏地のジッパー付きインナーレッグベント
・ エンボス加工を施したタフタの裏地
・ ダブルスナップ開閉のカンガルー胸ポケット
・ 袖口にはバンスナップ
・ レースフック付きゴム製レッグゲイター
・ 胸ポケットのフラップにAIRBLASTERの刺繍

パウダーに深く潜り込み、負債を抱えない。エアブラスタービブを象徴するストームプロテクション、エピックフィット、ダイヤルドデザインを
お手頃な価格で体験できます。Freedom Bibの丈夫なフロントチェストポケットに新しい財布を入れておくことができます。
私は数学の天才ではありませんが、もし私の計算が正しければ、フルパンツ＋ハーフジャケット＋借金＝Freedom Bibの勝利となります。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

レースフック付きの伸縮性レッグゲイター

PRICE: 42,000yen（税込価格 46,200yen）
※INSULATED VINTAGE BLACK、REALTREE ORIGINAL™　は44,000yen（税込価格 48,400yen）



ポップなフード、コーンじゃない。Airblaster Freedom Parkaはポップなフードカラーとプリントでパーティーの到来を傍観者に知らせ、
極めてマイルドなものから、恐ろしくワイルドなものまで幅広く対応します。80gのインサレーションと10K防水アウターファブリックが
あらゆるコンディションでのホットラップを可能にし、暖かくドライで快適な着心地を提供します。
カーペットがドレープと合っていない方が楽しいですか？その答えはYES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
・ ブラスター・フィット
・ シンセティックインシュレーション：80g
・ 2レイヤー・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
・ 10K ミッドウェイト オックスフォード素材
・ 80/20 FCフリー・エコDWR
・ フロント中央にYKK #8 Vislon® 2ウェイジッパー
・ 3つのジッパー付きポケット
・ フロント中央の2ウェイジッパー
・ メッシュ裏地のジッパー付き脇下ベンチレーション
・ エンボス加工タフタライニング
・ 伸縮性のあるパウダースカート
・ サムループ付きのリブニット製内袖口
・ メディアコードポート付きの胸ポケット
・ 左胸にミリタリーテイストのオリジナルファンプロダクトラベルを配置
・ 後身頃のAirpillスクリーンプリントはリフトアップに最適な位置に配置。
・ ラインフレックス

ライクラ製ドローコード付き調節可能なフード

フロント中央にYKK#8ビスロン®2WAYジッパーを採用

右背面にAIRPILLロゴ

タフタの裏地

ライクラリストゲイター

伸縮性のあるパウダースカート

PRICE: 43,000yen（税込価格 47,300yen）



ハードな作業をこなすからこそ、パーティーができる。防水素材、重要なシームテーピング、60gのインサレーションの
キルティングレイヤーを使用し、嵐を打ち破り、パークを巡り、パウダー・スレイするマシンに変身。その結果は？
ジャケットは暖かくドライな着心地を提供し、一日中パーティボードに参加することができます。フラットレースのドローコードで調節可能なフードと

フェイクコアのジャケットカラー

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: 43,000yen（税込価格 47,300yen）
※REALTREE ORIGINAL™は45,000yen（税込価格 49,500yen）

10K防水フリーダムヘビークロスで構成されたWork Pantは、Airblasterの最も頑丈な製品の1つです。
リラックス・プラス・フィットを採用しフリースタイルライフを楽しむために重要な動きやすさを提供します。
デザインエアブラスター・ワークパンツは、楽しい時間を過ごすためのBSなしのパスポートです。

PRICE: 36,000yen（税込価格 39,600yen）
※REALTREE ORIGINAL™、INSULATED VINTAGE BLACKは38,000yen（税込価格 41,800yen）



どこでもどこまでもワイルドに

フルカバレッジのリラックスしたフィット感で
1インチ短い前丈で、動きやすさを実現

リラックスしたフルカバレッジフィットを実現。
標準的な前後の長さ

ゆったりとしたフルカバーフィットで
後身頃が2インチ長くなっています。

100%リサイクルされた主生地

5K、マイクロリップストップと
フリースオプション

汎用性の高い
パッカブルオプション

貴重品を保護する
ファスナー付きポケット

ソファから雪へと流れるレイヤー



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。快適なデイリースタイルでありながら、山で必要とされる機能的な
ミッドレイヤーとして十分な技術を持っています。70年代スタイルの快適な275gシェルパフリース。シャープペンシルガレージ付きの
スナップポケット。深めのネックジッパーで着脱が容易で、下半身の裾には調節可能なドローコード付き。

PRICE: 23,000yen（税込価格 25,300yen）

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Transit Fleece Pantは2層構造の
ラミネートフリースを採用し、機能性とファッション性を両立。ジッパー付きハンドポケット、
スナップ開閉式のリアポケット、EDCホルスター専用ポケットなど、Transit Fleece Pantは
どんな場所でも快適に過ごすことができます。ブレードレディ・フリースパンツ？はい、そうです。

PRICE: 19,000yen（税込価格 20,900yen）



リバーシブルで2倍楽しく、2倍多用途に使えるジャケット。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。
防風性と5000mm防水性を備えたシェルと組み合わせることで、十分な暖かさを提供します。シェルカラーは控えめに
シェルパフリースのプリントは裏地としてポップに、そして裏返せばワイルドに。また、シェルパフリースのプリントを
裏返すことで野生化した世界を共有することもできます。自分の役割を果たそう。

PRICE: 29,000yen（税込価格 31,900yen）



早朝のコーヒーランからリフトに乗り、パウダーを滑り、ディナーパーティーへ...。Airblaster Micro Puffはクィーバーキラーとして認定されている。
60gのキルティングインサレーションは保温力が高く、マシュマロのような見た目にならないような薄型になっています。
外側のマイクロリップストップは軽量で耐久性に優れています。ハンドポケットとジッパー付きチェストポケットは、
それぞれ指先の保温と携帯電話の安全性を確保します。

PRICE: 26,000yen（税込価格 28,600yen）

200gのPuffinは、これまで以上に多目的に使用できるようになりました。トレードマークのプルオーバースタイルはそのままに、
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、レイヤリング・ダウンを素早く簡単に行えるようになりました。
また、防水性能も5Kにアップしています。春のクルージング、寒いパウダースノーでのレイヤリング、あるいは冷え込みなど、
Puffin Full Zipは適切な暖かさとフレッシュさを提供します。

PRICE: 26,000yen（税込価格 28,600yen）



スタイリッシュに風を切りましょう。5K Breakwinderパッカブルプルオーバーはカンガルーポケットにすっぽり収まるので、
風が強くなりそうな時にすぐに使用できます。ハイキング、サイクリング、春のぬかるみでのシュレッダーに最適です。
Airblasterのトレードマークであるプルオーバースタイル、トリプルスリーのカラーコンビネーション。レイヤリングの必需品です。
別名：風を切る それともAir Blasted! お好みでお選びください。

クラシック中のクラシック。時代を超えたスタイルとモダンなフィット感、そして雨天時のプロテクションを
高めるややドロップしたテールが特徴のBruiser Jacket。プリーツの入ったバックヨークが動きの
自由度を高め、ボードグラブの幅を広げる。5000mm防水、カスタムプリントのトリコットインテリア、
背中の "フォローカム "エアピルなど、Bruiserジャケットはあなたのコーチジャケットにぴったりの
コーチジャケットです。

PRICE: 24,000yen（税込価格 26,400yen）

PRICE: 22,000yen（税込価格 24,200yen）



ジッパーを完全に開けてバストアップしたことはありますか？この質問に1つでも「はい」と答えた方は、「もちろん」です。そして、なぜそうしないのか？
なぜかというと、怖がる必要がないからです。胸を少し露出することは、体に良いことです。それはあなたの体にいいことで、他の人の体にいいとは
限りません。Airblaster Team Zip Hoodyの下にTシャツを着ていれば、すべてが丸く収まるでしょう。ぜひお試しください。

PRICE: 16,000yen（税込価格 17,600yen）

火山でのサーフィンはヘビーです。シャスタやフッド、あるいは友人のシャスタ・フッドとパウダーを楽しんだり、日本の離島の麓で波乗りをしたり、
エイリアン・アーマー・フォースフィールド・スーツでベスビオ山の山肌を溶けたチョコレート溶岩でシュレッドしたり、あなたはそれを手に入れることが
できるのです。止まらないで。決して立ち止まらないでください。ボタンをクリックするだけで、Airblaster Volcanic Surf Clubに参加できます。
待つ必要はない。今すぐ入会しよう。

PRICE: 15,000yen（税込価格 16,500yen）



このデザインでクールなのは、ほとんどの人がすぐには理解できないことです。B<3はお尻から歯が出ているように見えるということを
理解できないでしょう。だから、シンフォニーなど、本当にハイブローなイベントでもこのパーカーを着ることができるんです。
また、もっと重要なことは、このパーカーを着ている人は、おならのジョークが好きな人だということです。そうでない人には伝わらないし、
何か不都合なことがあっても気づかない。おならの友達フィルターみたいなものです。

PRICE: 15,000yen（税込価格 16,500yen）

Sasquatch Alpine Surf Clubは、毛むくじゃらの獣が、最もふわふわしたグナーをシュラープすることに特化した排他的な秩序です。
あなたは参加しますか？もし参加するなら、この快適なコットン・ポリエステルパーカーをアルパイン探検のパックに詰めて、次の急勾配を
登ることはないでしょう。しかし、このパーカーはどこへでも持っていくことができ、特にドライブやソファ、キャンプファイヤーのお供として
歓迎されるでしょう。

PRICE: 15,000yen（税込価格 16,500yen）



リッキー・ハワーがドライスーツの下にニンジャスーツを着用した際の言葉をもとに、ニンジャスーツの予想外の、しかし完全に必須な使い方をご紹介します。
ニンジャスーツを使うとは思ってもみなかったけど、使ってみたらそうじゃなかったということがある。このパーカーもそうです。私たちはそう考えています。

PRICE: 15,000yen（税込価格 16,500yen）

波が重なると、ついついつまみ食いをしてしまいませんか？私たちがカットする波はほとんどがパウダーウェーブで、それをつまむことはすべての
マウンテンアクティビティの中で最もおいしいもののひとつです。スナッキングの最中や、特にその後に、肌触りの良いフリースに滑り込むのも
良いものです。でも、その間に私たちはBLASTERの上にAIRを重ねました。これを作るために リル・サーフィン・スタック。

PRICE: 15,000yen（税込価格 16,500yen）



Airblasterは2003年に始まりました。その時、Airblasterの共同設立者であるPaul MillerがAirpillの
最終版をデザインした。なんという神々しいまでの美しいロゴだろう。円形の窓を持つロケット船を表し、
尾翼から火のような爆風を発射して上方に結集しているのです。それを横向きにすると錠剤になる。
しかし、これはバランスの研究であり、グラフィックのグランドスラムである。バウハウスでBLASTERの上に
AIRを重ねたのは？ポール・ミラーのグラフィックはすべてここにあります。

PRICE: 7,500yen（税込価格 8,250yen）

PRICE: 7,500yen（税込価格 8,250yen）

トレワイルド、別名トレスクワッド×ステイワイルド、別名マックスウォーブス×エアブラスター、
別名ステイングワイルド×マスターマックス。このロングスリーブは、シンプルでクラシック、
そしてクリーンなデザインに仕上げました。過去、現在、そして未来と、僕らの好きな色で
塗られているんだ。もしあなたがロングスリーブTが好きで、スラップするものが欲しいなら
、私たちはそれが何を意味するのかよくわかりません。でも、これは本当にお洒落に見えます。



スポーツはクール。大きくすると痛い。小さいと窮屈ですが、退屈になります。ミディアム？
それはスイートスポットです 居眠り運転を防ぐには十分な大きさですが、万が一事故に
遭っても体が無事なように小さめにすることをお勧めします。クラッシュは起こるものです。
それは、学ぶこと、進歩すること、そして忘れることの一部なのです。
だから、ストレッチをして体を引き締め、よく食べ、水分を補給し、よく眠りましょう。
そして、ミディアムで行こう! 

PRICE: 7,500yen（税込価格 8,250yen）

お母さんとおばあちゃんは、間違いなく最高にクールです。しかし、彼らはしばしば
クールな言葉を間違って発音し、かわいらしく、しかし完全に奇妙なものに変えて
しまうのです。New Seasons Marketは「New Seasonings」となります
（調味料を売っているのですから、当然ですね）。また、「The Twitter」のように、
不要な「the」をつけることもある。あるいは、「s」をつけて「Snapchats」や
「Air Blasters」にすることもあります。"ジョーイ、あのバカなエアブラスターは
まだワイルドでいるの？"みたいな感じで。はい、ママ

PRICE: 5,900yen（税込価格 6,490yen）



最近、クールなTシャツを作るのが難しくなってきた気がするのは私だけでしょうか？
一度クールなものを作ると、何がクールかクールでないかを決める人たちが、
何の前触れもなくこっそり、そして満場一致で（クールなものは）クールでなくなると
決めてしまうようなものです。だから、時代を超えてかっこいいものを作るには、
もともとかっこよくなかったもの、そして今もかっこよくないものを作るしかないんです。
別名、「クールパピルス忍者TEE」。ありがとうございました。

PRICE: 5,900yen（税込価格 6,490yen）

時には、少ない方が良いこともあります。しかし、90年代初頭はそのような
時代ではありませんでした。この時代のデザインは、
"more is... still not enough "というマントラに従っているようでした。
Tシャツの背面グラフィックは、過剰なまでに表現するのに最適な場所です。
少なくとも、自分自身を表現するためには。この場合は、「スノーボードとは何か」
という問いに先回りして、正しいエアタイムがどのようなものかを具体的に
並べているのである。スタイルは正しい。

PRICE: 5,900yen（税込価格 6,490yen）





ウィメンズミディアムフィット
フロント着丈は2インチ、背面着丈は

2-3インチ長くなります。

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

100％リサイクル素材を使用した
3Lと2Lのエコボルテックス

YKKアクアガード®
ウォータープルーフジッパー

防水性と構造性を
最大限に高めるラミネート加工
を施したディテール

防爆・防水補強のための
溶接バータック

2LストレッチEcoVortex
100％リサイクルファブリック
を使用

山での動きを考慮した
アーティキュレーテッドフィット

80/50の究極の性能を持つ
フロウカーボンフリーDWR



30,000mmの防水性を持つリサイクル100％のエコボーテックスのシェルに、軽量なプリマロフト®インサレーションを重ねた、
女性向けの最もテクニカルなジャケットです。冬は寒くなるので、最も防水性の高いアウターシェルの下に、暖かくパッキングしやすい
60/40g Primaloft®インサレーションを重ねました。Sassy Beast Jacketは、ラップをする時も、枕を落とす時も、時速120kmで
スノーマシンを走らせる時も、暖かく、ドライで、格好良い状態を保ちます。地球上で最高の素材と機能を満載した、
エアブラスターの究極のウィンターウィメンズジャケットです。

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: 59,000yen（税込価格 64,900yen）

・ 30Kmm ウォータープルーフィング
・ 20K g/m² ブレサビリティ 
・ アーティキュレイテッドスリーブとスライトドロップテールによるBlaster Fit
・ 60g/40g Primaloft® パッカブルインサレーション、100%リサイクル素材使用
・ フルシームシールド・ビーストコンストラクション
・ 2レイヤーラミネートエコボーテックス素材、100％リサイクル表地
・ ルドルフ・バイオフィニッシュ80/50 FCフリー・エコDWR 
・ YKK Aquaguard® 防水フロントセンターと胸ポケットジッパー
・ ライクラドローコード付き人間工学に基づいた3WAY調節可能なフード
・ スプリットボードのスキンに対応する2XLチェストポケット
・ YKK Aquaguard® ウォータープルーフジッパー付きナポレオンポケット
・ 脇の下にメッシュ裏地のジッパー付きベンチレーションを装備
・ チェストポケットにメディアコードポート
・ 調節可能なフックとループのリストカフ
・ ライクラリストゲイター
・ ビーストトリムパッケージ
・ パスポケット窓付きの取り外し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ポケット
・ 胸元に高密度のBeast Mountainプリント
・ モールドエアブラスターエアピルカフクロージャー



ブーツからバックルまで30Kウォータープルーフのスタイル。ビブは通常のパンツよりも雪からの保護、スタイル、そして楽しさを提供する。
エアブラスターのハイウエストパウダープロテクションは10年の開発の集大成であり、30Kストレッチを含む、Sassy Hot Bibよりフィット感、
見た目ともに優れたビブは他にないと確信しています。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

背面中央に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

PRICE: 59,000yen（税込価格 64,900yen）
※INSULATED BLACKは61,000yen（税込価格 67,100yen）

・ 30Kmmウォータープルーフィング
・ 20Kg/m²ブレサビリティ
・ テーラードフィットの膝関節
・ 2レイヤーシェル
・ 40g Primaloft® パッカブルインサレーションを使用したインサレーションカラー。
・ リサイクル素材を使用
・ フルシームシールド・ビーストコンストラクション
・ 2レイヤーEco-Vortex STRETCHの下半身と軽量なEco-Vortexビブ 
・ ルドルフ・バイオフィニッシュ80/50 FCフリー・エコDWR 
・ 調節可能な伸縮性ショルダーストラップ
・ 5つのジッパー付きポケット
・ トイレの利用を容易にする350°ウエストジッパー
・ メッシュ裏地のジッパー付き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
・ オプションのレッグカフシンチのための隠しドローコードとシリコングリップストリップ
・ レースフック付きの伸縮性レッグゲイター
・ ビーストトリムパッケージ
・ 内ポケットにキークリップ
・ ストームフラップ上部にレーザーカットのHypalon Beast Mountainトライアングルパッチ
・ Hypalon Beast Mountainのレーザーカットダイヤモンドパッチ
・ 膝裏にLift Lineのブランドロゴ



壮大なパウダーアドベンチャーのための心地よいコクーン。ファッション性と機能性を両立させるなら、妥協する必要はありません。
Airblaster Sassy Beast Suitほど、快適な着心地とパウダーカービングへの自信を与えてくれるスーツは他にないだろう。
そのデザインは雪に対するフォースフィールドとして機能し、その機能以上にクールに見える。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

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

レースフック付き伸縮性レッグゲイター

PRICE: 84,000yen（税込価格 92,400yen）

・ 30Kmmウォータープルーフィング
・ 20Kg/m²ブレサビリティ
・ 上半身：Blaster Fit、下半身：Tailored Fit
・ 40g Primaloft® パッカブルインサレーション、100%リサイクル素材使用
・ フルシームシールド・ビーストコンストラクション
・ リサイクルポリエステル100%の2層ラミネート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 
・ 胸部と前面大腿部のポケットにYKK Aquaguard®防水ジッパーを採用
・ 人間工学に基づいた2WAY調節可能なフード
・ 6つのジッパー付きポケット
・ 脇の下と脚の内側にメッシュの裏地が付いたジッパー付きベンチレーション
・ プリントタフタの裏地
・ トイレの利用を容易にする350°ウエストジッパー
・ 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タブ
・ 調節可能なフックとループのリストカフ
・ ライクラ製リストゲイター
・ レースフック付きの伸縮性レッグゲイター
・ ドローコードとシリコン製のグリップストリップでレッグカフを絞ることが可能。
・ ポケットの内側にキークリップ
・ 内側にメッシュのゴーグルポケット
・ 左胸にStay Wild Mountainの高密度プリント
・ 右膝裏に高密度Airblasterプリント
・ ビーストトリムパッケージ
　



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/
ゾーンインサレーションオプション
で最適化されたパフォーマンス

シリーズ共通の
YKKジッパーを採用し、
高い信頼性を確保

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

パスウインドウ付き
取り外し可能なパウダースカート

耐久性に優れた
15Kストレッチ素材を採用した
グレイシャー・シリーズ・パンツ

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



ご要望にお応えして。メンズのTrenchoverをユニークなスタイルとウィメンズフィットにアップデート。エアブラスターのトレードマークである
フルサイドジップはそのままに、着脱が容易なデザインになっています。40gの薄い保温層がかさばることなく暖かさを提供します。
一番の魅力は？それは、私たちがあなたの喜びのために作り出した、調和のとれた色の振動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。

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

パスウィンド－付きパウダースカート

調節可能なゴム製ウエストベルトを内蔵し、極めて快適な履き心地を実現。

後ウエストに調節可能な面ファスナータブ付き

ポケットやウェアポイントにブランドロゴ入りリベットを採用

PRICE: 49,000yen（税込価格 53,900yen）

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採用したウィメンズハイウエストパンツは、
スタイルを格上げするだけでなく、スノープロテクションのレベルも大幅に向上させます。正確には、
ビブレベルの高さまで。エアブラスターは2009年にハイウエスト＋リブニットデザインの先駆者であり、
フィット感、機能、仕上げは最高級で、ダンスフロアやパウダーでの動きを保証します。

PRICE: 38,000yen（税込価格 41,800yen）
※INSULATED BLACKは40,000yen（税込価格 44,000yen）



エブリボディフィットは、あらゆる体型やサイズの人間を歓迎し、受け入れることができます。
従来のジャケットフィットよりも幅が広く、身幅も若干短くなっています。背の高い人、スリムな人、
小柄な人は少しボクシーなカットになりますが、十分な身幅と雪を遮断する安全なパウダースカートを
備えています。幅広で丸みを帯びた体型の人は、体の中心部にゆとりがあり、ヒップで束縛されない
ジャケットを見つけることができます。どんな体型にも対応します。

PRICE: 47,000yen（税込価格 51,700yen）
※REALTREE ORIGINAL™は49,000yen（税込価格 53,900yen）

エアブラスターのトレードマークであるBoyfriendフィットを採用し、多目的に使えるミッドウエストの
スノージーンズを作りました。ウエストは調節可能なストレッチバンド付き。機能性に優れ、ウエストは
調節可能なストレッチバンド付き。100％シームテープ加工された15Kストレッチキャンバスは、暖かく、
ドライで、快適な履き心地を提供します。伸縮性のあるウエストバンドは、最適なフィット感を得るために、
ヒップには低く、ウエストには高く装着することができます。同系色の袖口はストレートでも、
ロールして完璧な高さにすることも可能です。

PRICE: 38,000yen（税込価格 41,800yen）
※INSULATED BLACK、INSULATED DEEP BLUSHは
　40,000yen（税込価格 44,000yen）



・ 15Kmmウォータープルーフィング
・ 10Kg/m²ブレサビリティ
・ ブラスターロングフィット
・ Zonal Synthetic Insulation（ゾーナルシンセティックインサレーション）。ボディ60g、スリーブ40g
・ 2レイヤー・フルシームテープド・グレイシャー構造
・ ミッドウェイトオックスフォード
・ 80/20 FCフリー・エコDWR 
・ YKKジッパー
・ 人間工学に基づいたドローコード付き2ウェイ調整可能なフード
・ 3つのジッパー付きポケット
・ 脇の下にメッシュ裏地のジッパー付きベンチレーション
・ プリントタフタの裏地
・ 胸ポケットにメディアコードポート
・ スナップで調節可能なリストカフ
・ ライクラ製リストゲイター
・ 内側にメッシュのゴーグルポケット
・ パスポケットウィンドウ付きの取り外し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ポケット
・ 胸元にMade by Humansのウーブン/プリントラベル。

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

メッシュ裏地のジッパー付き脇下ベンチレーション

エンボス加工されたブランドボタン

ライクラ製リストゲーター

パスウィンドー付き取り外し可能なパウダースカート

アイコニックなスタイルにラックスな機能をプラス。十分な保温性、15,000mm防水性と10,000g/m²/hr透湿性のラミネート表地、
判断に迷うほどのカラーパレット、Airblaster Nicolette Jacketは贅沢なストームプロテクションを備えており、
快適な着心地を提供します。

PRICE: 49,000yen（税込価格 53,900yen）



・ 15Kmmウォータープルーフィング 
・ 10Kg/m²ブレサビリティ
・ テーラードフィット
・ 2レイヤーシェル、40gシンセティックフィル インサレーテッド・カラーウェイ
・ 2レイヤー・フルシームテープド・グレイシャー構造
・ 全体にストレッチキャンバスを採用
・ 80/20 FCフリー・エコDWR 
・ 全体にYKKジッパーを採用
・ 調節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
・ トイレの利用を容易にする350°ウエストジッパー
・ メッシュ裏地のジッパー付きインナーレッグベントと#5インビジブルジッパー
・ プリントタフタの裏地
・ キルティングの膝当てパネルとシームシーリング
・ ウエストバンドにチケットウィケットタブ
・ オプションでレッグカフを絞るための隠しドローコードとシリコングリップストリップ
・ 内ポケットにキークリップ
・ レースフック付きの伸縮性レッグゲイター
・ 後身頃上部にAirblasterデザートカクタスラベル
・ 大腿部にスエード調のシリコン製Airpillラベル

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

シームシーリングが施されたキルティング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

裾を絞ることが可能な、内側のドローコード

エアブラスターがまた一つ、妥協せず、1つのビブスで両方の良さを手に入れる機会を与えてくれました。15K防水ストレッチキャンバスと
フルシームテーピングにより、Airblaster Hot Bibはほとんど雪に侵されることなく、高いカバー力を実現します。エアブラスターで
最も長い歴史を持つテーラードフィットが採用され無地とプリントの2種類をご用意しました。この暑さはホットな雰囲気が漂います。
ビブアップしてディープに行こう! 私たちは、あなたをカバーすることができます。

PRICE: 49,000yen（税込価格 53,900yen）
※INSULATED BLACK、INSULATED DARK THISTLEは51,000yen（税込価格 56,100yen）



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

ウィメンズアウターウェアのニンジャスーツ。トレードマークのワンピースベースレイヤーのシームレスな
プロテクションは、15Kの防水性と十分なストレッチ性を備えています。Ninja SuitとFreedom Suitのコンボは、
フロントチェストとリアウエストにマッチしたジッパーがあり、文字通りパウダーフォースフィールド
（トイレ休憩に便利）となっています。スラッシュ、ストンプ、カートウィール、ラグドール...。
Freedom Suitほどあなたを守ってくれるものはありません。

PRICE: 77,000yen（税込価格 84,700yen）

ワンピースタイプのストームプロテクションに、暖かさをプラス。エアブラスターウィメンズインシュレーテッド
フリーダムスーツのプロテクション性能に加え、60/40ゾーンインサレーションによる保温力をプラス。
上半身には60gのシンセティックインサレーションを使用し、その他の部分には40gのインサレーションを
使用することで、高い運動性を保ちながら、インサレーションがあることを意識させないようにしています。
さらに、より快適な着心地を提供します。

PRICE: 79,000yen（税込価格 86,900yen）



10K/10Kラミネート＋
ストラテジックシームテーピング

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

内側にストレッチライクラ製の
開口部を持つメッシュゴーグル
ポケットを装備

メッシュの裏地や
ストレッチ素材など、スタイルに
合わせたオプションが
用意されています。

固定式パウダースカート
すべてのスタイルに標準装備

メッシュの裏地や
ストレッチ素材など、スタイルに
合わせたオプションが
用意されています。

80/20 DWR仕上げの
高耐久性アウターファブリック

雪を遮断する
レースフック付きレッグゲイター



・ 10Kmmウォータープルーフィング 
・ 10Kg/m²ブレサビリティ
・ エブリボディフィット
・ 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
・ 80/20 FCフリー・エコ・DWR 
・ 全体にYKKジッパーを採用
・ ライクラドローコード付き人間工学に基づいた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ジッパー付きの外部アクセスメディアポケット
・ プリントタフタの裏地
・ パイピングをアクセントにしたエピック90'sスタイル
・ パスウィンドウ付きの伸縮性パウダースカート
・ Airblasterのバウハウスマークをあしらったスエードのシリコンラベル

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

左胸にインビジブルジッパー付きの外部アクセスメディアポケット。

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エラスティックパウダースカート

このバギーなミッドカットジャケット、別名エアブラスターレディーリバートジャケットで90年代スタイルを楽しんでください。
エアブラスターレディースサミットで開発された新しいエブリボディフィットを採用。身丈を少し短くしたゆとりのあるカットは、
どんな体型の方にもファッショナブルで、幅広の方や曲線的な体型の方にも快適に着用していただけます。ヒップが膨らまず、
十分な丈とパウダースカートでドライで快適な着心地を提供します。

PRICE: 33,000yen（税込価格 36,300yen）



・ 10Kmmウォータープルーフィング 
・ 10Kg/m²ブレサビリティ
・ エブリボディフィット
・ 女性用XSサイズからXXLサイズまで展開
・ 2レイヤーシェル、40gシンセティックフィル（インサレーテッドカラー）
・ 2レイヤー・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
・ 全体にストレッチツイルを使用
・ 80/20 FCフリー・エコDWR 
・ 全体にYKKジッパーを採用
・ 快適性を高める調節可能なゴム製ウエストベルトを内蔵
・ 脚の開口部に調節可能な面ファスナータブ。
・ 左胸にインビジブルジッパー付きの外部アクセスメディアポケット
・ プリントタフタの裏地
・ パイピングをアクセントにした90'sスタイル。
・ Airblasterのバウハウスマークをあしらったスエード素材のAirpillラベル
・ カラーバリエーション

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

左胸にインビジブルジッパー付きの外部アクセスメディアポケット。

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レディース用ビブスを独占してきました。しかし、従来は小柄な人、中くらいの人、背の高い人に合う
テーラードフィットのレディース用ビブスを提供してきました。エブリボディは、幅広でカーヴィーな体型の方や、小柄で余分な脚の長さがなく
ゆとりのあるフィットを好む方に適した、より豊かなベースラインの形状をベースとしたビブです。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、あらゆる人にフィットするビブができあがります。あらゆる体に。
※女性用XSサイズからXXLサイズまでご用意しています。

PRICE: 42,000yen（税込価格 46,200yen）
※INSULATED BLACK、INSULATED THUNDERHEADは44,000yen（税込価格 48,400yen）



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

Airblaster/Women’s/Freedom/Pulloverエアブラスターが持つ美しさをご存知でない方に、ご説明します。
エアブラスターは、楽しい時間を過ごすためにどんなコンディションでも暖かくドライに保つことができる
壮大なオリジナルの楽しい製品を作ることで知られています。ウィメンズとは、女性が所有することを意味します。
フリーダムシリーズは10K防水機能を最小限の価格で提供しています。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カバーです。これ以上ないほど簡単にStay Wildを実現できます。

PRICE: 43,000yen（税込価格 47,300yen）
※REALTREE ORIGINAL™は45,000yen（税込価格 49,500yen）

女性専用のElastic Bottom Pantを開発するために、私たちは様々な女性の体型にBoss Pantを
フィットさせているうちに、あることに気がつきました。(メンズ）Boss Pantを無数の異なる女性の体型に
フィットさせたとき、私たちはあることに気づきました。それは、私たちが今まで作ったどの女性用パンツよりも、
幅広い女性にフィットし、間違いなく素晴らしく見えるということでした。そのため、壊れていないものを
修理することはしませんでした。 調節可能なゴムウエストは、様々なヒップやスタイルに対応します。
レディースは1サイズ下をご注文ください。ナイ・プロモデルのカラーバリエーションをご用意しております。

PRICE: 32,000yen（税込価格 35,200yen）





Naima Antolinはクリエイティブな才能に溢れた人物です。ユニークなラインやトリックを駆使し、
また、祖母が嫉妬するようなバケットハットをかぎ針で編むなど、ナイマは着実に新しいものを生み出しています。
23/24では、90年代後半のカラーパレットを使用し、Lagoon、Cloud、Duskの3色に、Nai Airpillの
フラワーパッチをあしらい、より一層魅力的な仕上がりとなっています。

PRICE: 43,000yen（税込価格 47,300yen）

快適な防水ストレッチツイル素材を使用したAirblaster Freedom Boss Pantは、
伸縮性のある下腿部のカフと、調節可能なゴム製ウエストバンドが特徴で、自分の好みに合わせて
高くも低くも履くことができます。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。
そこで、彼女にこのパンツの公式認定証を発行してもらうことにしました。Airpillのフラワーラベルは、
Naiのアートワークによるカスタム。

PRICE: 32,000yen（税込価格 35,200yen）



90年代スタイルの雰囲気が漂うフルカバレッジ。快適なストレッチツイル素材を使用したWomen’s Freedom Bibは自由自在な動きと
10K防水プロテクションを搭載しています。ハードなプレーのためにデザインされたこのビブは、母なる自然が最悪の事態を引き起こしたときでも、
あなたのスタイリングを簡単に保つために、胸の奥まで保護します。パウダースノーがどこかのガレーに吹き溜まっていて、あなたが滑りに行くのを
待っているような、最高の状態を意味することが多いのです。

・ 10Kmmウォータープルーフィング 
・ 10Kg/m²ブレサビリティ
・ テーラードフィット
・ 2レイヤーシェル、40gシンセティックフィルインサレーションカラーウェイ
・ 2レイヤーの戦略的なシームテープ加工
・ ストレッチツイル
・ 80/20 FCフリー・エコDWR 
・ 全体にYKKジッパーを採用
・ 3つのジッパー付きポケット
・ 丈夫で目立たないメタルストラップクリップ
・ プリントタフタの裏地
・ レースフック付きの伸縮性レッグゲイター
・ ウエストにクラシックなボタン留めを採用
・ 裾口にはバンスナップ
・ ブランドロゴ入りのエアブラスタースナップ
・ 内ポケットにキークリップ付き。
・ 後ろ裾にチェーンステッチによる補強。
・ フロントのカンガルーポケットにAirblasterのウーブンラベル。
・ カラーバリエーション

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

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



暖かく、ドライで、ワイルドな着心地。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。
80gのインサレーションがスリムで快適なレイヤーを提供するAirblaster Women's Stay Wild Parkaは、あらゆる種類の
マウンテンアウトに最適なアイテムです。ステイ・ワイルドは暖かく過ごす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。
頭、肩、胴体、腕も暖かくなります。

・ 10K mm ウォータープルーフィング
・ 10K g/m² ブレサビリティ
・ ブラスターロングフィット
・ 80gインシュレーション
・ 2レイヤーの戦略的なシームテープ加工
・ ミッドウェイトオックスフォード
・ 80/20 FCフリー・エコDWR 
・ 全体にYKKジッパーを採用
・ フラットレースドローコード付き2ウェイ調節可能なフード
・ 3つのジッパー付きポケット
・ 脇下のジッパー式ベンチレーションにメッシュ素材を使用
・ プリントタフタの裏地
・ チェスト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
・ キークリップ付きポケット
・ 右ポケットにAirblasterオリジナルラベルをプリント

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

3つのジッパーポケット

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

ポケットにAirblaster OFPのスエード調シリコンラベル

プリントされたタフタの裏地

Airpillブランドのスナップ

PRICE: 42,000yen（税込価格 46,200yen）





ノンクロームシングルレンズを採用し、精密さ発祥の地である日本でのみ製造されています。宇宙船をイメージした特大サイズのゴーグルではなく、
時代を超えたスタイルとワールドクラスの機能性を追求しています。Air Gogglesは市販されているどのゴーグルよりも曇りにくいです。
汗だくのAir Blasterの集団がそれを証明しています。柔軟性のあるフレームは最小限のフォームと最高の快適性でフレームが少なく、
より多くの山が見えることを意味します。

PRICE: 19,000yen（税込価格 20,900yen）

クローム一色のレンズが特徴で、精度の高い発祥の地である日本でのみ製造されています。宇宙船をイメージした特大サイズのゴーグルではなく、
時代を超えたスタイルとワールドクラスの機能性を追求しています。Air Gogglesは、市販のどのゴーグルよりも曇りにくいのが特徴です。
汗だくのAir Blasterの集団がそれを証明しています。柔軟性のあるフレームは最小限のフォームと最高の快適性でフレームが少なく、
より多くの山が見えることを意味します。

PRICE: 21,000yen（税込価格 23,100yen）



クロームプライマリーレンズとスペアスタンダード（ノンクローム）レンズを搭載したこのゴーグルは、エアゴーグルのパフォーマンスパッケージに
見られる技術的特性をすべて備えています。フォグフリー機能、フレキシブルなフレーム、日本製(高精度)、適正価格、タイムレスステー、
鮮明なレンズコンビネーション また、Airpillのストラップと新しいAIRBLASTERのセンタープリントのプライマリークロームレンズを備えています。
ゴーグルクリップはストラップの後部にあります。ああ、スナップ。

PRICE: 23,000yen（税込価格 25,300yen）

何事も程々にとはよく言ったものです。偏光グラスの中では中間の位置にあります。文字通り、それらは輝く太陽からあなたの目を保護するに
十分であります。それほど高価で無いので川にそれらを落としたとき、それらの上に座ってしまったとき、１５分それらを捜していて頭の上に
あったときも自分自身の頭を何回も叩きたいと思うことはありません。実話です。

PRICE: 4,900yen（税込価格 5,390yen）



Nirksはスノーボードでの驚異的なスキルとハッピーなイタズラ好きな性格から、絶対的なレジェンドとして知られています。
プロボーダーからプロのタトゥーアーティスト、そしてパパやパートナーへと転身を遂げた。しかし、彼が死んだわけではありません。
ホーミーは今でも（時には幼児を背負って）タフにボードに乗り、しばしばドームの横にTRIBAL 'BLASTER ARTを描いているのです。
彼のAirblaster Pro Modelゴーグルには、Nirksのカスタムアートが施されています。

PRICE: 21,000yen（税込価格 23,100yen）

PRICE: 21,000yen
（税込価格 23,100yen）

未来は明るい。ナイマ・アントリンにとっては、ゴーグルをつけなければならないほど明るいのだ。少なくとも雪が舞っているところ、
太陽やフラットライトの光が降り注いでいるところではゴーグルが必要です。ゴーグルは雪が舞っているときや、太陽が照っているときに
目を保護するものなのです。太陽が輝いていて、雪が舞っているときは？これらの日は、非常に明るい未来がある日です。ワイルドでいてください。
ラベルアートとカラーアップはNaimaによるものです。



すべての始まりとなったクラシック。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、シングルレイヤーのアクリルマスクを作ろうと決めたとき、私たちはあることをしました。それまで私たちが見てきたのは、
南極でフロリダの男の顔に汗をかかせるような二重構造のフェイスビーニーでした。そして、その2倍の重さの子供の唾液を吸収してしまうのです。
二重というより、二枚重ね。一重でちょうどいい エアピル？もっといい ところで、"子供の唾 "で私を捕らえましたね。

PRICE: 5,900yen（税込価格 6,490yen）



エアブラスターのフリース製フェイスカバー。楽しいプリント柄が勢ぞろい。このアイテムを持っていない人は、
次のSnowpocalypseに備えることができますか？そして、もっと重要なことは、ヘッドウェアやアクセサリーのゲームを本当に
支配することができるのでしょうか？それとも... ビッグスマイル、ビッグテリー、レインボーストライプなどのプリントで、
どの種類のChonkalicious Face Tubeがあなたの頭に冠をつける権利を勝ち取るか、正確に絞り込むのは難しいかもしれません。

PRICE: 5,900yen（税込価格 6,490yen）



新しいプロクラーバは、人間工学に基づいたフードパネルで高度なレイヤリングフィットを実現し、調節可能なフェイスゲイターで顔のフィット感を
カスタマイズし、225gsm AirTech 3D-Eco™ マイクロフリース素材を全体に使用した、これまでの Airblaster バラクラバで最もハイテクな製品です。
4ウェイストレッチのAirTech 3D-Ecoマイクロフリースは、保温性を高めるハイロフト部分と、水分の輸送と通気性を高めるローロフト部分を持ち、
そのすべてが軽量化されています。

PRICE: 7,900yen（税込価格 8,690yen）

フェイスレイヤーのためのベースレイヤー。メリノニンジャのフェイスレイヤーの
機能、目的、そして最高の呼び名について、公平かつ正確に説明するとしたら、
それはまさにこれでしょう。フェイスレイヤーのエピックベースレイヤーです。
これ以上言うことはありません。メリノウール55％／テンセル37％／
スパンデックス8％という独自のブレンドにより、メリノウール単体よりも45％強く、
2倍の速乾性を持っています。倍の速さで乾燥します。
ニュージーランドとオーストラリア産のミュールスのないウール。
羊も人間だからです。

PRICE: 7,900yen（税込価格 8,690yen）



一度言ったからにはもう一度言う。これはあなたのフェイスレイヤーのためのベースレイヤーです。
ということです。私たちはそれが大好きです。私たちはニンジャフェイスを心から愛しています。
薄型でコンパクトに収納できるライフセーバーです。フィット感があり、保温性が高く、吸湿発散性に優れ、
ハンサムなプリント柄も豊富です。逆さに着ると、より効果的です。そうなんです。
逆さまに履くことはできませんが、超デブなシュレック足なら、ヒールレスソックスとして使えます。

PRICE: 5,900yen（税込価格 6,490yen）

首は守るのが一番。ニンジャタートルネックは最適なオプションです。
薄手で暖かく、セクシーなプリントも可能です。ポケットに入れても邪魔にならず、
風が強くなっても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いでくれます。
今、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、大変だ。
今、私たちはもっと歴史を知っている。くれぐれも安全に、そして首を守ってください。PRICE: 4,900yen（税込価格 5,390yen）



4ウェイストレッチ225gsm AirTech 3D-Eco™ マイクロフリース素材を全体に使用した、
Airblaster Pro Gaiterは、両方の長所を兼ね備えています。AirTech 3D-Ecoマイクロフリースは、
保温性を高めるハイロフト部分と、水分の輸送と通気性を高めるローロフト部分を持ち、
その全てが軽量化されています。保温性と通気性...ネックゲイターを選ぶ際に最も重要な2つの要素です。
チェック、チェック。

PRICE: 4,900yen（税込価格 5,390yen）

エアブラスターのフワフワで肌触りの良いフリースネックゲイターは、
楽しいプリント柄で登場です。楽しいプリント柄が揃っている。
これを持っていない人は、次のSnowpocalypseに備えているのだろうか？
そしてもっと重要なことは、少なくとも1つは持っていないと、
本当にネックゲイターのゲームを支配することはできない、ということです。
ビッグスマイル、ビッグテリー、レインボーストライプなど、どの種類の
Chonky Fleece Gaiterがあなたの顔を暖かく包んでくれるのか、
選ぶのが一番難しいかもしれませんね。

PRICE: 4,900yen（税込価格 5,390yen）



clava-head-neck-scarf-gaiterのクールな点は、5Kアウターウェアの生地で作られていることです。
でも、誰がそんなこと気にするの？ストームフードを着用している人なら誰も気にしないでしょう。
ストームフードを着用している人は、完全に悪者で、他のことを気にする必要がないからです。

PRICE: 9,400yen（税込価格 10,340yen）

暖かいフリースのネックゲイターか、90年代にインスパイアされたフリースハットか。
Airblaster Fleece Gaiter Hatなら、その判断はあなた次第。ネックゲイターのモードは
かなり冷静だと思います。襟元からフリースを少し出して、暖かな顔で景色を眺めることができます。
HAT MODEを起動させれば、クレイジーなヘッドピースでフルワイルドに楽しむことができます。

PRICE: 6,900yen（税込価格 7,590yen）



というか、勘弁してください。最高すぎる。赤ちゃんのための裏地付きフリースジャケットみたいだ。あなたの赤ちゃんは、あなたの頭だけです。
かわいくて暖かいヘッドベイビー。ヘッドベイビーのためのこんなにかわいい暖かい帽子。ヘッドベイビーはこの小さなフリース裏地の寝袋の中で
とても幸せで満足しています。フリース裏地のイヤーフラップはヘッドベイビーの耳がすっぽり入るようになっています。
ヘッドベイビーのために、今すぐ購入することをお勧めします。私たちが話しているのを聞いているはずです。ヘッド・ベイビーは何でも覚えている

PRICE: 8,500yen（税込価格 9,350yen）

Beast Quick Strike Capは保温性、吸汗性、通気性に優れ、コンパクトに収納できるため、アクティブなアルパイン活動に適しています。
Ninja Suit Pro II と同じ素材で作られたこの便利なヘッドカバーは、トップとフロントパネルに耐候性のあるSchoeller® ストレッチソフトシェル、
サイドパネルとイヤーフラップには熱力学的なAirTech 3D-Eco™ が使用されています。サイドパネルとイヤーフラップは熱力学に
基づいたAirTech 3D-Eco™で作られており、山を移動する際に快適さを保つ多用途な帽子です。

PRICE: 11,000yen（税込価格 12,100yen）



アンデス地方の先住民の母なる大地「パチャママ」。そしてサスカッチは、サリッシュ語で「野生の男」を意味するse'sxacに由来しています。
これらの重要な用語を不適切な自由裁量で共依存、複合化、その他の加工を施し、直訳すると「マン・ママ」となります。
スクワッチャママ・キャップは、ニットとフリースの裏地が付いた二重構造のクラウンで、トークの中で最も暖かい「マン・ママ」です。

PRICE: 6,900yen（税込価格 7,590yen）



これは全く普通のビーニーです。その良さは、正直なところ、ごく普通なのです。このビーニーを次のものより少しすごいものにするかもしれない
2つの点： a) カラー。私たちは色が大好きです。私たちは黒も好きです。黒は実際にはすべての色を組み合わせたものなので、黒は誰よりも
本当に色が好きな人のためのものです。2）これがエアブラスターです。私たちは、ごく普通のビーニーであっても、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: 4,900yen（税込価格 5,390yen）

ゴー・ミディアム・オア・ゴー・ホーム。それは、"I love you "を伝えるには難しい方法です。でも、血管が切れてしまうほどワイルドになる
ことはありません。ミディアムというのは、人によって違う意味です。ある人にとっては、「それほど熱くない」という意味であり、
「ミドルタイプのもの」という意味である。ある人は霊と話をする人です。ミディアムで行こう。そして、最終的には無事に家に帰ります。
アドレナリンが出ていますが、骨折はしていません。そして、暖かい頭で

PRICE: 5,900yen（税込価格 6,490yen）



このビーニーは「ガールフレンドビーニー」のトレンドの元となったものです。ボーイフレンドジーンズに腹を立てた男たちが、仕返しにと始めたものです。
そのため、彼らはガールフレンドのビーニーを手に取り、「俺のものだ！」と叫びました。でも実際に着てみると、「そうだ、これが現実なんだ」と
思ったそうです。流行ってるんだ 今が一番ホットだ 気をつけよう、女性たちよ、我々はあなたのソフトなビーニーを奪いに行くのだ。

PRICE: 5,900yen（税込価格 6,490yen）

ガソリンスタンドで一番いいのは？それは「FREE AIR」です。コンプレッサーに近づいて空気を浴びるのはいかがでしょうか？
ちょっとひと吹きすれば、誰も傷つくことはないでしょう？自分だけの風力発電機を作って、ガソリンスタンドで写真撮影なんていかがでしょう？
空気といえば、Airblaster Stripe Beanieは肌の近くに空気を閉じ込めるので、ドームは暖かく保たれ、同時にニット構造の毛穴から汗の蒸気を
逃がすことができるのです。エアサイエンス。

PRICE: 4,900yen（税込価格 5,390yen）



ニンジャの主な資質の1つは、控えめであることです。瞬時に放たれる超絶技巧の数々を持っているにもかかわらず、彼らは賢く、警戒しながら
冷静に行動することが一般的に最も効果的な方法であることを理解しています。そして、その隙をついて、冷静沈着に攻撃を仕掛ける。
だから、「忍者キャップをかぶれ」と言われたら、もしかしたらこのことかもしれない。90％間違いない。

PRICE: 4,900yen（税込価格 5,390yen）

虹と忍者＝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象徴しています。虹はのんびりとした幸せなもので、二重にすると
トリッピーになります。魔法のシリアルを食べるレプラコーン？これも虹の一種。一方、忍者は、悪党のような静かな暗殺者であり、
致命的な力で攻撃するときが来るまで、影で動いています。だから、忍者レインボーケーキを食べましょう。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: 6,900yen（税込価格 7,590yen）



Airblaster Grampa Capは、「おじいちゃんが持っていた、今でも持っていたいもの」からインスピレーションを受けた、
実用的なスタイルの最高峰です。背面は通気性の良いメッシュ素材。フロントパネルに施されたソリッドなデザインは、
カスタムフィットを妨げることなく、長く愛用することができます。グランジ？そうかもしれません。
グランジ？それはあなた次第です。タグを付けたままパエアブラスター・グランパ・キャップを吹きかけて馴染ませるか、
エアブラスター・グランパ・キャップはアメリカン・クラシックなのです。

PRICE: 6,900yen（税込価格 7,590yen）

Airblaster No Flap Capは、短いソフトブリムと通気性の良いメッシュのサイドパネルを備えた中量級のキャップで、さまざまな用途に
使用できるヘッドカバーです。後部の伸縮性のあるドローコードでフィット感をカスタマイズでき、高速走行時や風の強い時にはしっかりと
下げることができます。このキャップは、クラッシャブルフォームビルにより、最もパッキングしやすいキャップの一つです。
カスタムプリントは、あなたのドームを太陽から守りながら、表現できる可能性を広げます。

PRICE: 6,900yen（税込価格 7,590yen）





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。



ソフトで肌触りの良いビーニーは、小さな頭を暖かく保ち、小柄な人を快適にします。Airblaster Youth Commodity Beanieは小さい頭に
ぴったりフィットし、アダルトコモディティビーニーと同じカラーバリエーションで展開されている。アクリルニットは快適で反発力があります。
子供たちを暖かく、かわいく、そして幸せにする。このビーニーで、お子様を暖かく、かわいく、ハッピーにしましょう。

PRICE: 3,900yen（税込価格 4,290yen）

キッズヘルメット下の必需品! 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、一重のアクリルマスクを作ると決めたとき、私たちは何か違うことをしたのです。それまで私たちが身に着けていたものは、
南極でフロリダ人の顔に汗をかかせるような二重構造のフェイスビーニーでした。そして、その2倍の重さの子供の唾液を吸収してしまうのです。
2層は多すぎる。一重？ちょうどいい！エアピル？もっといい。

PRICE: 5,900yen（税込価格 6,490yen）



子供たちが暖かい服を気に入ってくれれば、暖かさを保つのはとても簡単です。子供たちが大好きなプリントと、ご両親が喜ぶ多彩な暖かさを備えた
Double Pufflingは、みんながハッピーになれるリバーシブルジャケットです! シェル側にはジッパー付きのハンドポケットが2つ、シェルパ側には
スナップボタン付きのポケットがあり、必要なものを手元に置いておくことができます。275gのシェルパフリースは、サーカスが動き回るのに
十分な暖かさを提供します。

PRICE: 20,000yen（税込価格 22,000yen）

ソフトで肌触りの良いミッドウェイトパーカーは、大人と同じように子供たちの必需品です。大きな違いは？正直に言うと、子供が着るとより
可愛くなるのです。BLASTERにAIRを重ね、究極のAIR STACKを完成させました。子供たちは未来であり、Airblasterはその未来を明るく、
楽しく、ワイルドにするために、私たちの役割を果たすためにここにいます。

PRICE: 12,000yen（税込価格 13,200yen）



紛れもないスタイルです。伸縮性のある袖口と調節可能なストレッチウエストバンドは、快適で安心感があり、
子供も親も操作しやすくなっています。また、下肢のカフスは駐車場でパンツを引きずるのを防ぎ、
ストラップの装着も簡単で素早くできます。最大限の楽しさと最小限のフラストレーションで、
子供たちは暖かく、ドライで、より長く、より強いリッピングをするように煽られます。15K+60gの保温性。
G.R.O.W.システム標準装備。

PRICE: 22,000yen（税込価格 24,200yen）

着脱しやすいフルレングスのフロントジッパーを採用し、新しく生まれ変わったYouth Trenchoverは、当社の最も象徴的なAirblaster
スノーボードジャケットのスタイルと機能をそのままに、パッケージ全体を小型化したものです。このジャケットは、小さくなるにつれて
振動数が増幅され、最もハードなミニシュレッドの無限のエネルギーに対応します。15Kウォータプルーフ、60gインサレーション、
そして視認性に優れたブライトフードを採用。G.R.O.W.システム標準装備。

PRICE: 29,000yen（税込価格 31,900yen）



ワンピ! キッズ用シームレスカバレッジはニンジャスーツだけでは終わりません。Youth Freedom Suitと一緒に着れば、ミニシュレッド体験が
さらに広がります。ウエストジッパーはNinja Suitのジッパーと同じで、トイレ休憩を容易にし、引っかかりをなくします。
80gのインサレーションと15Kのストームプロテクションで暖かく、Growth Responsive OuterWear (G.R.O.W.) システムで
腕や足を簡単に拡張でき、来年の予算も確保できます。

・ 15Kmmウォータープルーフィング
・ 10Kg/m²ブレサビリティ
・ 視認性に優れたカラフルなフード
・ 余裕のあるユースフィット
・ 80gフルインシュレーション
・ 2レイヤーの戦略的シームテープ加工
・ ミッドウェイトオックスフォード
・ 80/20FCフリー・エコDWR
・ 全体にYKKジッパーを採用
・ フロント中央の2ウェイジッパー 
・ トイレへのアクセスを容易にする350°ウエストジッパー
・ G.R.O.W. = Growth Responsive Outer Wear
 （グロース・レスポンシブ・アウターウェア）。
・ 袖口と裾の内側にあるステッチをカットして、
 脚や腕の長さを調節することができます。
・ 最大限の楽しさと自由を追求したデザイン
・ フード内側のゴムバンドは天候を遮断し、フィット感を安定させます。
・ 必需品を収納できる2つのジッパー付きハンドウォーマーポケット。
・ レッグゲイターはグリッパーゴム付き
・ ウエストバンドにチケットループを装備。
・ レッグカフには2つのスナップボタンがあり、
 裾を広げたり狭めたりすることが可能。
・ 左胸にAirblaster Freedom Suitの刺繍入り。
・ XS / 5-6 S / 6-8 M / 8-10 L / 10-12

PRICE: 36,000yen（税込価格 39,600yen）



山の上でより長く、より暖かく過ごすための秘訣...。すべての人に シンプルで機能的なデザインのYouth Ninja Suitは着脱が簡単で、
トイレ休憩も短時間で済みます。そして何より、子供たちがより暖かく、より幸せになるのです！つまり、あなたにとって、泣き言が少なく、
より多くのターンができる、より楽な一日になるのです。ただ一つ新しい問題は、子供たちがニンジャスーツから出たがらないことだ。
幸いなことに、ニンジャスーツは世界最高のパジャマでもあるのです。

・ YKKファスナー
・ 4ウェイストレッチのAIR-TECHファブリックとNinja Starの刺繍
・ 350°のウエストバンド・ジッパー - 簡単なおしっこもOK!
・ チンプロテクター付きフード
・ フルレングスの2WAYジッパーはかさばらず、着脱が容易でトイレ休憩にも最適です
・ XS / 5-6 S / 6-8 M / 8-10 L / 10-12

PRICE: 19,000yen（税込価格 20,900yen）
※REALTREE EDGE®は21,000yen（税込価格 23,100yen）





15K / 10K ラミネート＋
シームテーピング

腕・脚の長さを伸ばす
G.R.O.W.システム

脱着がし易い胸部の
フロンドファスナー

60-80gの中綿で
お子様を暖かくお守りします。

雪を遮断する
ライクラ製リストゲイター

パスウィンドウ付き
パウダースカート

雪を遮断する
レースフック付きレッグゲイター



髪を下ろせ! フードが苦手な方、風になびく髪が好きな方、フードが苦手な方、ご安心ください。レディースのニンジャスーツと同じ機能で、
フードを除いたニンジャスーツもあります。このスーツを着て、ワイルドに楽しんでください。吸汗速乾性に優れたAir Techファブリックを使用し、
腰のジッパーでトイレ休憩を容易にします。

・ ウィメンズ・スペシフィック・フィット
・ YKKファスナー
・ 4ウェイストレッチのAIR-TECHファブリックにNinja Starの刺繍入り
・ 350°のウエストジッパー。
・ ストレッチステッチ入りのネックホールとチンプロテクター
・ 袖口にはサムループを装備
・ ウエストのドローコード

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: 27,000yen（税込価格 29,700yen）※BLACKは25,000yen（税込価格 27,500yen）



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

THE ORIGINAL Women's Ninja Suit。15年以上にわたるニンジャアンバサダーによるテストと酷使の末に完成された、
ワンピースタイプのフード付きベースレイヤーです。ベースレイヤーが必要なら、これはまさにベストです。
Ninjaスーツが持つ暖かさと機能性を享受しながら、Ninjaの楽しさと利点を享受することができます。
腰のファスナーで、トイレ休憩も簡単。

・ ウィメンズ・スペシフィック・フィット
・ YKKファスナーを随所に採用
・ ポニーポータル
・ 4ウェイストレッチのAIR-TECHファブリックにNinja Starの刺繍入り
・ 350°のウエストジッパー
・ チンプロテクター付き7パネルフード
・ 袖口にはサムループを装備
・ ウエストバンドのドローコード

PRICE: 29,000yen（税込価格 31,900yen）※BLACKは27,000yen（税込価格 29,700yen）



快適な冒険のお供に。テンセルと19ミクロンの超極細起毛メリノファイバーを使用し、これまでにないソフトなウール混紡素材を実現しました。
さらにワンピースのデザインによる保温性と保護性が加わり、最高級のベースレイヤーが完成しました。ニンジャスーツはニュージーランドと
オーストラリア産の非ミュールセッドウールのみを使用し、その中に身を包んだときと同じように、所有することに喜びを感じることができます。

・ ウィメンズ・スペシフィック・フィット
・ メリノウール55％、ナイロン37％、伸縮性8
・ 全体にYKKジッパーを採用
・ ポニーポータル
・ 4WAYストレッチメリノ素材にNinja Starの刺繍入り
・ 350°のウエストジッパー - イージーピージー!
・ チンプロテクター付き7パネルフード
・ 袖口にはサムループを装備
・ 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: 49,000yen（税込価格 53,900yen）



新しいプロクラーバは、人間工学に基づいたフードパネルで高度なレイヤリングフィットを実現し、調節可能なフェイスゲイターで
顔のフィット感をカスタマイズし、225gsm AirTech 3D-Eco™ マイクロフリース素材を全体に使用した、これまでの Airblasterバラクラバで
最も技術的な製品です。4ウェイストレッチのAirTech 3D-Ecoマイクロフリースは、保温性を高めるハイロフト部分と、水分の輸送と通気性を高める
ローロフト部分を持ち、そのすべてが軽量化されています。

PRICE: 7,900yen（税込価格 8,690yen）

一度言ったからにはもう一度言う。これはあなたのフェイスレイヤーのためのベースレイヤーです。ということです。私たちはそれが大好きです。
私たちはニンジャフェイスを心から愛しています。薄型でコンパクトに収納できるライフセーバーです。フィット感があり、保温性が高く、
吸湿発散性に優れ、ハンサムなプリント柄も豊富です。逆さに着ると、より効果的です。そうなんです。逆さまに履くことはできませんが、
超デブなシュレック足なら、ヒールレスソックスとして使えます。

PRICE: 5,900yen（税込価格 6,490yen）

フェイスレイヤーのためのベースレイヤーです。メリノウール製ニンジャフェイスの機能、目的、最高の呼び名を公平かつ正確に説明するならば、
それはまさにこの一言に尽きます。それは、フェイスレイヤーのためのベースレイヤーです。メリノウール55％、テンセル37％、スパンデックス8％で、
メリノウールだけの素材に比べ45％の強度と2倍の速乾性を持つ独自のブレンドで作られています。また、羊も人間であることから、
ニュージーランドとオーストラリア産のミュールスのないウールのみを使用しています。

PRICE: 7,900yen（税込価格 8,690yen）

4ウェイストレッチ225gsm AirTech 3D-Eco™ マイクロフリース素材を全体に使用した、
Airblaster Pro Gaiter は、両方の長所を兼ね備えています。AirTech 3D-Eco マイクロフリースは、
保温性を高めるハイロフト部分と、水分の輸送と通気性を高めるローロフト部分を持ち、その全てが
軽量化されています。保温性と通気性...ネックゲイターを選ぶ際に最も重要な2つの要素です。
チェック、チェック。

首は守るのが一番。ニンジャタートルネックは最適なオプションです。薄手で暖かく、セクシーなプリントも可能です。ポケットに入れても邪魔にならず、
風が強くなっても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いでくれます。今、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、大変だ。今、私たちはもっと歴史を知っている。くれぐれも安全に、そして首を守ってください。

PRICE: 4,900yen（税込価格 5,390yen）

PRICE: 4,900yen（税込価格 5,390yen）



ニンジャの主な資質の1つは、控えめであることです。瞬時に放たれる超絶技巧の数々を持っているにもかかわらず、彼らは賢く、
警戒しながら冷静に行動することが一般的に最も効果的な方法であることを理解しています。そして、その隙をついて、冷静沈着に攻撃を仕掛ける。
だから、「Ninja Capをかぶれ」と言われたら、もしかしたらこのことかもしれない。90％間違いない。

PRICE: 4,900yen（税込価格 5,390yen）

リッキー・ハワーがドライスーツの下にニンジャスーツを着用した際の言葉をもとに、ニンジャスーツの予想外の、
しかし完全に必須とも言える使い方をご紹介します。ニンジャスーツを使うとは思ってもみなかったけど、
使ってみたらそうじゃなかったということがある。このパーカーもそうです。私たちはそう考えています。

PRICE: 15,000yen（税込価格 16,500yen）

このところ、クールなTシャツを作るのは、ほとんど不可能に近い挑戦になっているのは私だけでしょうか？一度クールなものを作ると、
何がクールかクールでないかを決める人たちが、何の前触れもなくこっそり、そして満場一致で「（クールなものは）もうクールじゃない」と
決めてしまうようなものです。だから、時代を超えてかっこいいものを作るには、もともとかっこよくなかったもの、
そして今もかっこよくないものを作るしかない。別名、「クールパピルスニンジャTEE」。ありがとうございました。

PRICE: 5,900yen（税込価格 6,490yen）

虹とニンジャ＝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象徴しています。虹はのんびりとした幸せなもので、
二重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ている？これも虹の一種。一方、忍者は、凶悪な暗殺者であり
致命的な力で攻撃するときまで影で動く。だから、ニンジャレインボーケーキを食べましょう。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: 6,900yen（税込価格 7,590yen）



トップダウンのニンジャ。フードを着ると閉所恐怖症になる、クラシックなモックネックのベースレイヤーが好き、風に髪をなびかせたい、
そんなあなたにぴったりのベースレイヤーがHoodless Ninja Suitです。ジッパーを閉めれば、上半身をすっぽりと覆うことができ、
快適な着心地を楽しむことができます。トレードマークでもある350°のウエストジッパーはトイレ休憩を容易にし、
Air Techファブリックは吸湿発散性に優れ、暖かさを維持します。

・ 全体にYKKジッパーを採用
・ 4ウェイストレッチのAIR-TECHファブリックとNinja Starの刺繍
・ 350°のウエストジッパー - ビッグダンプの後のパウダーはより良いものであるため
・ フルレングスの2WAYジッパーはかさばらず、エントリーやトイレ休憩も容易です。
・ ストレッチステッチ入りのネックホールとチンプロテクター
・ 袖口にはサムループを装備
・ ウエストのドローコード

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°ウエストジップ-パウダーは大きなDUMPの後が良い

ウエストドローコードとフロントジッパー

袖口のサムループ

PRICE: 27,000yen（税込価格 29,700yen）
※REALTREE ORIGINAL™は29,000yen（税込価格 31,900yen）
※BLACKは25,000yen（税込価格 27,500yen）



毎日のレイヤリングが重要なエアブラスターのエブリデイTシャツ。エアブラスターのアイコンであるニンジャスーツのベースレイヤーと同じ
生地から作られたエアテック素材は、快適で汎用性の高い4ウェイストレッチと吸汗速乾機能を備え、ストリートにふさわしいパッケージと
なっています。プリントはマイルドなものからワイルドなものまで、お好みのスタイルでお楽しみいただけます。カジュアルからクリティカルな
アクティビティまで、Everyday Teeはあなたをカバーします。

PRICE: 14,000yen（税込価格 15,400yen）

エアテックの吸汗速乾素材は、季節や気候、任務を問わず、一日中快適な着心地を提供します。また、Ninja Suitの15年以上の使用実績から、
Air Techの価値は証明されています。ニンジャスーツを愛用している方なら、地形がでこぼこになったとき、追加のサポートレイヤーがないと、
下の方が少し弾んでしまうことにお気づきかもしれませんね。仲間をサポートすることは、かつてないほど素晴らしいことなのです。

PRICE: 7,000yen（税込価格 7,700yen）



THE ORIGINALに勝るものはない。ニンジャアンバサダーとプロフェッショナルチームが15年以上にわたるテストと酷使の末に完成させた
ワンピースタイプのフード付きベースレイヤーです。ベースレイヤーが必要なら、これがベストです。
ニンジャのアクションとその恩恵を受けながら、Ninja Suitの機能を楽しむことができます。

・ 全体にYKKジッパーを採用
・ 4ウェイストレッチのAIR-TECHファブリックとNinja Starの刺繍
・ 350°ウエストジッパー - スムーズなナンバー2が可能
・ フルレングスの2WAYジッパーは、かさばらず、エントリーやトイレ休憩も簡単
・ チンプロテクター付き7パネルフード
・ 袖口にはサムループを装備
・ ウエストバンドのドローコード

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°ウエストジップ-パウダーは大きなDUMPの後が良い

ウエストドローコード

袖口のサムループ

PRICE: 29,000yen（税込価格 31,900yen）
※REALTREE ORIGINAL™は31,800yen（税込価格 34,980yen）
※BLACKは27,000yen（税込価格 29,700yen）



エアブラスターの長袖メリノエブリデイTシャツを着て、荷物を軽くして遠くへ出かけましょう。210gsmのメリノウールを使用し、
山登りでも日用品の買い出しでも、ソフトで熱に強い中量級の暖かさを、軽量で耐久性のあるパッケージで提供します。
メリノウール特有の防臭効果もあり、空港からゲレンデまで幅広くお使いいただけます。

PRICE: 19,000yen（税込価格 20,900yen）

ウールには優れた熱緩衝性があり、必要に応じて暖かくしたり涼しくしたりすることができます。メリノウールは特に、体が激しく動き始めると
余分な熱を吸収し、冷え始めるとその熱を体に返してくれます。その熱を体に戻します。鋳鉄製のフライパンのように、内臓の温度を一定に保つ
ことができるのです。メリノウールの優れた保湿性と防臭性により、最も快適で多様な用途に使用できるボクサーブリーフです。

PRICE: 9,500yen（税込価格 10,450yen）



ベースレイヤーの金字塔。エアブラスター独自のメリノリッチ4ウェイストレッチ素材を使用した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。メリノウール55％、テンセル37％、スパンデックス8％の混合素材は、
メリノウールだけの素材に比べ、45％の強度と2倍の速乾性を持っています。羊も人間であるため、
ニュージーランドとオーストラリア産の非ミュールス加工ウールのみを使用しています。

・ メリノウール55％、ナイロン37％、伸縮性8
・ 全体にYKKジッパーを使用
・ 4WAYストレッチメリノ素材、ニンジャスター刺繍入り
・ 350°のウエストジッパー - 大きなダンプの後のパウダーはより良いものです
・ フルレングスの2WAYジッパーはかさばらず、エントリーやトイレ休憩も容易
・ チンプロテクター付きの7パネルフード
・ 袖口にはサムループを装備
・ ドローコード付きウエストバンド

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°ウエストジップ-パウダーは大きなDUMPの後が良い

2WAYファスナーにより、自然からの呼びかけに容易に対応できます。

ウエストドローコード

袖口のサムループ

PRICE: 49,000yen（税込価格 53,900yen）



23/34にアップデートされたNinja Suit Pro IIは、落雪やリッジトップの突風からあなたを守り、より多くのラップを記録することに
集中できるようにします。フードと肩には4ウェイストレッチのショーラー®ナノスフィア®ソフトシェルを使用し、究極の撥水性と透湿性を実現。
本体には新たにAirTech 3D-Eco™マイクロフリースを採用し、保温性と透湿性に優れた素材となっています。
手首と足首には耐久性のある薄型のコンプレッション素材を使用し、この究極のベースレイヤーユニットの優れた機能を完成させました。

・ メインボディに 225gsm の AirTech 3D-Eco™ を採用
・ AirTech 3D-Eco™ はリサイクル・ポリエステル 94% / スパンデックス 6% 
・ フード、胸、肩、背中のヨーク上部に Schoeller® Nanosphere® を採用
・ 全体にYKKジッパーを採用
・ 袖口、膝、後脚下部に耐久性のあるナイロン混紡の圧縮素材を使用
・ フード、胸、肩、背中のヨーク上部にウールを使用した
 4ウェイストレッチ耐水性Schoeller®Nanosphere®を採用
・ 350°のウェストジッパー - ビッグダンプ後のパウダーはより快適に
・ フルレングスの2WAYジッパーはかさばらず、エントリーやトイレ休憩も容易。
・ 11パネルのフォームフィットフードとチンプロテクター
・ 袖口にはサムループを装備
・ チェストポケット
・ Ninja Starのラバープリントのブランドロゴ

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: 54,000yen（税込価格 59,400yen）





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



SEARCH DISTRIBUTION INC.  30-27, Enoki-cho, Suita, OSAKA 564-0053 JAPAN   P 06 6310 3239   F 06 6310 3240    info@search-d.com /  http://airblaster.jp

※販売価格については為替の影響で変更になる場合がございます。予めご了承ください。




