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なんという幸運と特権…リフトに座ったままで山の頂上へ達するなんて。それが唯一の方法
ではないけど、私たちの多くにとって丘の上からサイドウェイでスライドする事を人生の楽し
みとしている。楽しみ方ってそれだけなのかなと思うけど、まあごゆっくり、それもいい。

さて、エアブラスターはたしか16才か17才になった。スタートは2000年の頭のころで友人
や変わり者たちにおせっかいな忠告をするために立ち上げた。スノーボーディングの最も正
しい取り組みかたは、シンプルにスノーボーディングを楽しむということ。空を見上げて息を
大きく吸う(そして／もしくは大声で頭にきたことを叫ぶ)　自分自身に挑戦。君のスタイル
をシェアして、周囲をリスペクト。新しい友達を作ろう。長いつきあいの仲間とは旅行の計画
を立てよう。

私たちのチームの作り方、私たちが作ったパートナーシップ、エアブラスターでの製品開発
のやり方：これらすべてのミッションの目指すところは、さらに上手に丘の上からサイドウェイ
でスライドするため。私たちをサポートしてくれる人々のために、ベストを尽くして彼らをサ
ポートする。エアブラスターの創造に関わるすべての人々の情熱そして献身が夢を実現す
る。この仕事は情熱。私たちはマジでマニアックなんだ。マニアックとはスノーボーディング
に夢中な奴ら(ときにはマニアック過ぎの傾向もあるけど)のこと。もちろん業務は適切に行
う。びっくりするほどサイドウェイのスライドができる製品の開発と配送は真剣。とにかくカタ
ログをお楽しみください。エアブラスターの製品は私たちの夢がいっぱい詰まっています。

山で生まれ、冒険があればどこにでも。

ニンジャスーツってなんだろう？ニンジャスーツは

この地球で最も楽しくて機能するベースレイヤーのこと。

ニンジャスーツはこれまで開発されたなかで

最も快適なスリーピングバッグ用アンダーウェア。

ニンジャスーツはあなたの第二の皮膚として微気候をマネジメントし

かつシームレスな着心地を提供します。

ニンジャスーツはグランドキャニオンの春のトリップでもまるで

ドライスーツのようにあなたを快適にしてくれます。

もちろんハロウィンのコスチュームとしても大活躍。

あなたの冒険には欠かせないベースレイヤーそれがニンジャスーツ。

次の遠征のパックリストの一番にこのニンジャスーツを選びましょう。
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なんという幸運と特権…リフトに座ったままで山の頂上へ達するなんて。それが唯一の方法
ではないけど、私たちの多くにとって丘の上からサイドウェイでスライドする事を人生の楽し
みとしている。楽しみ方ってそれだけなのかなと思うけど、まあごゆっくり、それもいい。

さて、エアブラスターはたしか16才か17才になった。スタートは2000年の頭のころで友人
や変わり者たちにおせっかいな忠告をするために立ち上げた。スノーボーディングの最も正
しい取り組みかたは、シンプルにスノーボーディングを楽しむということ。空を見上げて息を
大きく吸う(そして／もしくは大声で頭にきたことを叫ぶ)　自分自身に挑戦。君のスタイル
をシェアして、周囲をリスペクト。新しい友達を作ろう。長いつきあいの仲間とは旅行の計画
を立てよう。

私たちのチームの作り方、私たちが作ったパートナーシップ、エアブラスターでの製品開発
のやり方：これらすべてのミッションの目指すところは、さらに上手に丘の上からサイドウェイ
でスライドするため。私たちをサポートしてくれる人々のために、ベストを尽くして彼らをサ
ポートする。エアブラスターの創造に関わるすべての人々の情熱そして献身が夢を実現す
る。この仕事は情熱。私たちはマジでマニアックなんだ。マニアックとはスノーボーディング
に夢中な奴ら(ときにはマニアック過ぎの傾向もあるけど)のこと。もちろん業務は適切に行
う。びっくりするほどサイドウェイのスライドができる製品の開発と配送は真剣。とにかくカタ
ログをお楽しみください。エアブラスターの製品は私たちの夢がいっぱい詰まっています。



エアブラスターは十分にデザインおよび設計された製品というだけでなく、
ニンジャベースレイヤーの堅固な基盤にもとづいて構築されているために、

完璧なレイヤリングシステムとしてシームレスに機能。
その日のミッションにおけるライダーの周囲を取り巻く

わずかな気候変化にも対応いたします。

※カタログ掲載商品の色目は印刷物のため、製品とは多少異なる場合がございますので予めご了承ください。



30,000mm+20,000g/m²/24hrのエコボルテックス・ラミネート。
フルシーム3レイヤーと2レイヤー。ストレッチ・ラミネートのオプション。
リサイクル素材が含まれた30Kファブリック。
50回の洗濯後にも80%の撥水性能を維持するEco DWRコーティング。

15,000mm+10,000g/m²/24hrのラミネート。フルシーム2レイヤー。
ストレッチ・ラミネートのオプション。上質の手触り感のファブリック。
15Kプロテクション。

10,000mm+10,000g/m²/24hr基準のラミネート。
雪と雨に最も晒されやすい箇所に機能的にシームを施した2レイヤー。
ストレッチのラミネートはオプション。
丈夫で手頃な10Kファンクション。



ラミネーテッド・メンブレン=最上の防水性能そして透湿性能の3レイヤーと
2レイヤータフタ、ストレッチサテン、もしくはトリコットシェルのオプションは
すべてのシリーズに適用。

ゾナル・オプション＝暖かさ＆動きやすさのベスト・バランス。
プリマロフト＝コンパクト、効率の良い保温力、高価値のインシュレーション。
40-60g/Warmerのオプションは全てのシリーズに適用。

ゾナルオプション＝暖かさ＆動きやすさのベストバランス。
プリマロフト＝コンパクト、効率の良い保温力、高価値のインシュレーション
80-200g/Warmestのオプションは全てのシリーズに適用。

シェル＋レイヤーリング＝最大限の汎用性&最高のパフォーマンス。



Tweakにも
十分な余裕があり、
標準的な長さの丈。

Tweakにも
十分な余裕があり、
後部は長めの丈の
ドロップテイル。

Tweakにも
十分な余裕があり、
BLASTER FITに比べ、
前と後ろの丈が1インチ長め。

リラックスした
スノーボードフィット、
弾力性の裾と
ストレッチファブリック。

リラックスした
スノーボードフィット、
広めにとった裾廻りで
余裕のあるTweakとMove。

ワイドAF、
十分すぎるくらいの広さ、
Twist upからの
Shiftyでも制約はゼロ。



Tweakにも
十分な余裕があり、
標準的な長さの丈。

ロウからミディアムのカーブ、
スリムなテイラードフィット、
Tweakにも適したストレッチ。

Tweakにも
十分な余裕があり、
後部は長めの丈の
ドロップテイル。

ミディアムのカーブ、
テイラードフィット、
Tweakには十分な余裕。

Tweakにも
十分な余裕があり、
BLASTER FITに比べて
前後の丈が1インチ長め。

ミディアムからハイのカーブ、
太ももに余裕がある
ストレッチテイラード。





バードオブパラダイス(極楽鳥)は暑いジャングルのなかへ急降下し、くち
ばしでトロピカルな色彩を捕らえ、急旋回から垂直に急上昇、雪に覆われ
た高峰にそれを届けます。パウダースノーケルで飲み込むマンゴーマル
ガリータのように、バードオブパラダイスはあなたをご機嫌にしてくれる
スプラッシュをお届けします。基調色はジャングルの深い木々のグリー
ン、ブルー、そしてグレイへと変化する海の階調。夕暮れが訪れるまでに、
私たちは太陽を浴びてマンゴーのように焦げ、それからラベンダー色に
染まりだしたサンセットを眺める。友人たちと眠り、翌朝はエクアドルの火
山へ向かう、霧に縁取られ、頂上から新鮮なパウダーのブラスト。ガイドは
誰かって？ティムとハンナ・エディだよ。彼らはローカルだ。彼らはここを熟
知し、我々を液体の波から守りジャングルを抜け、チェリーチェリーパウパ
ウの奥深くリードしてくれる。

ハンナ・エディは、ハードスラッシャー、アートスプラッシャー、

パウダーサーフィングマシーンだ。彼女はクリエイティブヒューマン、

賞賛すべきことは世界チャンピオン、秘密のプロフェッショナル

パテシエ／ベーカー、電力に頼らないシェラネバダの自営農のパイオニア、

そして需要のあるアーテスティックなコラボレーションパートナー。

彼女の絵やイラストレーションは、彼女が愛する大自然での冒険が反映され、

未開拓のエリアへサイドウェイのファッション、そして生活はシンプルに賢く

暮らしている。

ありがとうハンナ、エアブラスターのためのスプラッシュと

君のペンは、我々のステイワイルドを助けてくれ、

目にするものは全てサーフできそうな気にさせてくれる。



アリゾナシフティは、デッキに置かれたバナナスプリットを食べながら景
色を楽しもうよと言いながら君に椅子に勧める。ブリージーに漂うような
パステル色は、ダークなチョコレートとマジカルなトカゲが空と地球を結
び続けようとする間にも物事をクールにしてくれる。その前では90年代
のスノーボードスタイルがそれらをジビングするまえに炎で照らし続け
る。このトレードマーク、エアブラスターとのコンビネーションは、パステ
ルカラーが君をいかにタフに見せてくれるか教えてくれるだろう。考えて
欲しい。君が完全なワルじゃなければ着て欲しいな。プレッシャーなんて
ないさ。さて色に戻ろう、太陽に晒されたパステルカラーは、君のスムー
スな空中浮遊のプロモーションに忙しいから、ルーカス・ビューフォートの
生物たちは荒涼とした大地をワイルドに走り抜け、砂埃を蹴り上げる。そ
の砂埃は差し迫った雲に種をまき、フォームが形成されるまでにパウ
ダーフレークを十分に与え、2日2晩、落下しそして留まる。明日は木曜日
でリフトがオープンするから、学校までスキップして向かう。

ルーカス・ビューフォートは仕事の虫。彼のイマジネーションからの生物を、

壁や雑誌の表紙や君のかたわらにあるニンジャスーツへと蘇らせることに

情熱を傾けている。マイアミビーチから北京、インドそして故郷のフランス、

彼が生み出した生物は彼ら自身の自己生成エコシステムとして存在する。

ルーカスと同じように生物たちも良い時間を過ごし、愛を振りまき、

そしてときどきキックのためにサイドウェイでスライドします。

ルーカスは生涯スケートボーダーとスノーボーダーという生き方から、

ファブリックに表現してくれました。

私たちとコラボレートしてくれてありがとう

ルーカス、エアブラスター×LBコラボの第2弾、リアルでいつづけること、

そしてワイルドでいること、ワールドワイドに！



3Lと２Lのエコボルテックスは
38%のリサイクル素材を含有

最大限の防水と
構造性能を得るため
細部までラミネート

ストレスがかかりやすい部分には
接合されたバータックスで

衝撃と防水性を向上

山岳での行動を
十分に想定したフィット

30k/20Kラミネート+
フルシームのテーピング

外部のジッパーはすべて
ウォータープルーフの
YKK Aquaguard®を
採用

2Lストレッチの
エコボルテックスは
65%のリサイクル素材を含有

フロロカーボンフリー
DWRは80/50の
究極のパフォーマンスを発揮

アルパインシュレッダーの
血統を受け継ぐビーストは
エアブラスターが培ってきた
15年以上の進化の頂点。
テンプル・カミンズと
ティム・エディたちのテストによって
インスパイアされ
伝説的な冒険を運命づけられた
アウターウェア。
ビースト・シリーズは
暖かさとドライそしてベストの
パフォーマンスを約束する。
たとえ母なる自然が
猛威をふるう環境でも。



TIM
 / 183cm

 79kg / Lサ
イ
ズ
を
着
用



エアブラスターの最もテクニカルなジャケットで、超ディープなパウダーを圧倒する目的のためにデザインされています。
3レイヤーコンストラクション。30Kリサイクルファブリック。そしてチェストポケットは高性能のベンチレーションでライダーを暖かく保ち、
周辺のわずかな気候変化にも対応。チームライダーたちで４年を掛けた開発によってベストフィッテイングを達成、かつ最上の防水性能
そして透湿性能を備えたエアブラスタージャケットが完成しました。

・30Kmmウォータープルーフィング
・20Kg/m2ブレサビリティ
・巧みなスリーブとドロップテイルのクラシック・ブラスターフィット
・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
・３レイヤーにラミネートされたエコボルテックスファブリックはリサイクル・ポリエステルを使用
・ルドルフ・バイオフィニッシュ 80/50フロロカーボンフリーEco-DWR
・YKK Aquaguard®ウォータープルーフジッパーをセンターフロントとチェストポケットに装備
・エルゴノミック3ウェイアジャスタブルフード
・2XLメッシュラインのベンチレーションポケットはスプリットボードのスキンが収納可能
・ナポレオンポケットにはYKK Aquaguard®ジッパーと各種メディアコードホールを装備
・脇下にはジッパーのベンチレーション
・調整可能なホック&ループ+スナップ・カフクロージャー
・伸縮性のあるサム(親指)ループ
・ビーストトリムパッケージ
・取り外し可能な、パスポケットウインドウ付きパウダースカート
・ハイデンシティビーストマウンテンロゴプリント

PRICE： 52,000yen+TAX

エルゴノミック3ウェイアジャスタブルフード

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

フルシームテープド3レイヤーコンストラクション

スプリットボードスキンが収納可能な2XLメッシュライナーのベンチレーションポケット

脇下のベンチレーションジッパー

ハイデンシティビーストマウンテンロゴ



ハードにチャージ、そしてイージーにくつろげるのは完璧にプロテクトされているから。
接合されたバータック、ラミネートされたストームフラップ、足元のカフチンチ、最高位にあるビーストビブはストームプルーフの
基準をさらに押し上げました。フロントのフルジップと2ウェイジッパーはピットインのときにスムースな着脱をイージーにします。
もしベストを探していて、あの腰を守りたければビブをアップしてあれはもう忘れろ。

・30Kmmウォータープルーフィング
・20Kg/m2ブレサビリティ
・リラックスフィットと機能的な膝廻り
・2レイヤーシェル
・フルシームテープド2レイヤービーストコンストラクション
・お尻と膝には2レイヤーエコボルテックスとストレッチエコボルテックス
・ルドルフバイオフィニッシュ 80/50 フロロカーボンフリーEco-DWR
・ラミネートされたストームフラップとつなぎ合わされたバータックス
・アジャスタブルエラスティックショルダーストラップ
・センターフロントの2ウェイジッパーでeasy-pee-zy!
・ヘビーデューティーなナイロンウエストベルト
・メッシュライナーを備えたベンチレーションジッパー
・裏地はプリントされたタフタ
・裾を締められる内側のカフチンチのドローコード
・5つのジッパーポケット
・レースフックを備えた伸縮素材のレッグゲイター
・ラダーロック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
・レーザーカットハイパロンビーストパッチ

PRICE： 52,000yen+TAX

アジャスタブルエラスティックショルダーストラップ

レーザーカット・ハイパロンビーストパッチ

センターフロントの2ウェイジッパーでeasy-pee-zy!

ヘビーデューティーな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

裾を締められる内側のカフチンチのドローコード



30Kエコボルテックスのプロテクションと超軽量でコンパクトなプリマロフト・インシュレーション。
ビースト2Lはおしゃれなストームプルーフ、インシュレーションのプリマロフトが、冬の風が吹き付けてもあなたを暖かく保ってくれます。
ミッドウェイトのミッドレイヤーがシームレスかつ効率的にシェルに内蔵されていますから、このビースト2Lを手にしたら
いつものミッドレイヤーは車に置いていくことになるでしょう。

・30Kmmウォータープルーフィング
・20Kg/m²ブレサビリティ
・ブラスターロングフィット
・40g Primaloft®がインシュレーションとしてパッケージされ最上級の保温性
・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
・リサイクルポリエステルで作られた2レイヤーラミネートのエコボルテックス
・ルドルフバイオフィニッシュ 80/50 フロロカーボンフリーEco-DWR
・ビーストシリーズ・ジッパープル付きYKKジッパーを装備
・エルゴノミック2ウェイアジャスタブルフードとライクラドローコード
・センターフロントは2ウェイジッパー
・3つのジッパーポケット
・脇下にはメッシュラインのベンチレーション
・裏地はプリントされたタフタ
・ラミネートされたストームフラップと接合されたバータック
・モールデッドエアブラスターエアーピル・カフクロージャー
・内側にはメッシュのゴーグルポケットを装備
・ライクラリストゲイター
・取り外し可能な、パスポケットウインドウ付きパウダースカート
・各種メディアコードポートを備えたチェストポケット
・レーザーカットのハイパロンビーストパッチ

PRICE： 46,000yen+TAX

エルゴノミック2ウェイアジャスタブルフードとライクラドローコード

脇下のベンチレーションジッパー

ラミネートされたストームフラップと接合されたバータック

モールデッド・エアブラスターエアーピル・カフクロージャー

レーザーカットのハイパロンビーストパッチ



獣(Beast)のようにパウダーを貪れ。2020ビーストスーツはパウダープロテクションを次のレベルに押し上げた。
30Kの頭からつま先までのプロテクション、接合されたバータック、ゾナルストレッチ、そして使えるウエストジップは
突然の生理現象でも安心。ワンピースのパウダープロテクションが最上のシームレスということが、
いかなるトゥーピース・セットアップでも敵わないことが、トマホークのように真っ逆さまに雪に突っ込めば判明する。
ワンピース＝隙間なし。シュノーケルは内蔵されていません。

・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
・お尻と膝には2レイヤーエコボルテックスとストレッチエコボルテックス
・ルドルフバイオフィニッシュ 80/50 フロロカーボンフリーEco-DWR
・ラミネートされたストームフラップと接合されたバータック
・エルゴノミック3ウェイアジャスタブルフード
・350°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!
・脇下と内ももにはメッシュライナーを備えたベンチレーションジッパー
・裏地はプリントされたタフタ
・6つのジッパーポケット
・モールデッドエアブラスターエアーピル・カフクロージャー
・各種メディアコードポートを備えたチェストポケット
・ウエストバンドにラミネートされたアイレット
・ラミネートされたストームフラップと接合されたバータック
・裾を締められる内側のカフチンチのドローコード
・レースフックを備えた伸縮素材のレッグゲイター
・ビーストトリムパッケージ
・レーザーカットハイパロンビーストパッチ

PRICE： 72,000yen+TAX

エルゴノミック3ウェイアジャスタブルフード

レーザーカットのハイパロンビーストパッチ

350°ウエストバンドジッパー

モールデッドエアブラスターエアーピル・カフクロージャー

ラミネートされたストームフラップと接合されたバータック

裾を締められる内側のカフチンチのドローコード



ゾナルストレッチ／
ゾナルインシュレーションに

よってパフォーマンスを最適化

ライクラリストゲイターが
雪を遮断し暖かさを

内側で維持

15K/10Kラミネーテッド＋
フルシームテープのテーピング

取り外し可能な
パスウインドウ付き
パウダースカート

全ての
グレーシャーシリーズの
パンツには丈夫な
15Kストレッチ
ファブリックを採用 

雪を遮断する
レースフック付き
レッグゲイター

メッシュライナーの
ベンチレーションが
丘の上でも体温を

快適に調節

ビンテージなスリフト・リフテッドスタイルは
パーフェクトにフィット、次のレベルへ
ゲームはシルエットを変え、
このグレーシャー・シリーズの純血の
ストームプロテクションとプログレッシブな
スタイルをシームレスに取り入れる。
100日以上ライディングする
ライダーのためにデザイン。
このエアブラスター・グレーシャー・シリーズは
誰にでも、いわゆる“味わい”を提供できる。
つまり好みがマイルドかミディアムか、
もしくは完璧にワイルドでも構わない。



JO
EY / 172cm

 68kg / Lサ
イ
ズ
を
着
用



もちろんプルオーバーを発明したのはエアブラスター。ではありません。でも、私たちはジューシーな使える奴を完成した。
汗だくで息苦しかった過去の経験をもとにネックジッパーはディープにしてベンチレーションを効果的にした。
フルなサイドのエントリージッパーは急いで脱ぎ着をするときにも便利だし君のエピックなダンスムーブにも
十分なフィット。ディップでもドリップでもどんなスタイルでも…
だからみんなはドレンチオーバーと呼ぶ、イェイ！。

PRICE： 38,000yen+TAX

もちろんこのパンツを発明したのはエアブラスター。これは本当。たぶん。最初のアウターウェアパンツをエアブラスターが開発したのは
2004年の頃。裾はゴムだった。トレードショーに出品すると、みんなに笑われた。「普通の裾にするんでしょう？」
僕たちのレスは「ええ、もちろんですよ。このゴム裾はジョークみたいなもんです」
でもジョークじゃなかったから悲しかった。でも今は笑っている。エヘヘ。

PRICE： 30,000yen+TAX

エルゴノミック2ウェイアジャスタブルフードとライクラドローコード

脱ぎ着を簡単にするためのフルボディサイドジッパー

ステイワイルドパッチ

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

右膝にはステイワイルドの刺繍 

裾は伸縮性のあるグリッパーカフ



マックス・ワービントン：飽くことのないイノベーター、インフルエンサー、プロデューサー、
Tre Squadの創設メンバーでLick the Catのクルー。
エイリアン陰謀説の支持者もしくはエイリアン共謀者？そうなんです。
ダディ・ワーブスはスノーボードの世界で彼自身の道を作り続け、
彼独自のスタイルの輝くスネイルトレイルを残しています。
彼は再びペンを持ちトレンチオーバーに唯一のトレワイルドパッチを施し、
それを自分のものとした。

PRICE： 38,000yen+TAX

パーティーがハードすぎで、ボードの上で君の膝がフェイドしちゃったことない？
だからクラシックなフェイドしてるニーパッチを作った。
ブラックなエラスティックボスパンツ。それは君の足に話させるならばいいやり方だよ。
それで目立っているうちに冷たくなる。だから君の脳みそ丼を入れ込んで
スモークしてみなよ。水以外のものを飲むことはエアブラスターでは奨励も容認も
いたしません。その代わりボーディング中はエアー以上のものをブラスティング
してください。だからパーティーオンだぜ、兄弟。

PRICE： 30,000yen+TAX



丈夫で多才。フーディーだけの春の滑走から、腰まで浸かるディープなパウダーランのときの完全装備まで、
クリルビブにお任せください。丈夫な4ウェイストレッチで、15Kのウォータープルーフの素材をアウターの全てのパネルに使用し、
マキシマムなプロテクション、かつ自由なムーブメントを約束いたします。センターフロントの2ウェイジッパーは
トイレ休憩でもeasy-pee-zy、デュアルチェストポケットは、貴重品を身近に保ちます。

・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レイヤーシェル
・2レイヤーフルシームテープド・グレーシャーコンストラクション
・ストレッチキャンバスの丈夫なアウターファブリック
・80/20フロロカーボンフリーEco-DWR
・丈夫なグレーシャージッパープラー付きYKKジッパー
・アジャスタブルエラスティックショルダーストラップ
・センターフロントの2ウェイジッパーでeasy pee-zy!！
・ビルトインウーブンナイロンウエストベルト
・内もものメッシュライナーを備えたベンチレーションジッパー
・裏地はプリントされたタフタ
・5つのジッパーポケット
・裾を締められる内側のカフチンチのドローコード
・レースフックを備えた伸縮素材のレッグゲイター
・ラダーロックサイドボディアジャストメント
・ラミネートされたストームフラップをバータックで補強
・ハイパロンエアーブラスターパッチ

PRICE： 42,000yen+TAX

アジャスタブルエラスティックショルダーストラップ

ラダーロックサイドボディアジャストメント

ビルトインウーブンナイロンウエストベルト

ハイパロンエアブラスターパッチ

裾を締められる内側のカフチンチのドローコード



未来からのビンテージスノーボードジャケット…それは西暦3000年。フルシームのテーピング、アウター素材には
15Kウォータープルーフのラミネート、ゾナルインシュレーション、メディアポケットにはYKK Aquaguard®ジッパー、
このGrampy 3000のタイトなパッケージには過剰なくらいにプレミアムな装備が詰め込まれた。
私たちが軽量化と耐久性を目的として採用したマイクロ-リップストップシェル素材についてもうお話しました？
これは全てを備えた未来のクラシックと呼ぶにふさわしいでしょう。

・15Kmmウォータープルーフィング
・10Kg/m²ブレサビリティ
・ブラスターフィット
・ゾナルシンセティックインシュレーション：100gボディ、80gアーム
・2レイヤーフルシームテープド・グレーシャーコンストラクション 
・マットナイロンマイクロ-リップストップ・アウターファブリック
・80/20フロロカーボンフリーEco-DWR 
・YKK Aquaguard®ウォータープルーフジッパーチェストポケット
・アジャスタブルフートとフラットレースのドローコード
・センターフロントは2ウェイジッパー
・3つのジッパー付きポケット
・脇下のベンチレーションはメッシュラインのジッパー
・裏地はプリントされたタフタ 
・隠しナポレオンポケットにはメディアコードのポート
・2つのハンドポケット
・ライクラリストゲイター
・取り外し可能なパスウインドウ付きパウダースカート
・メッシュのゴーグルポケットを内側に装備
・ハイパロンエアーブラスターパッチ 

PRICE： 38,000yen+TAX

マットナイロンマイクロリップストップ・アウターファブリック

YKK Aquaguard®ウォータープルーフジッパーのチェストポケット

ハイパロンエアーブラスターパッチ

脇下のベンチレーションはメッシュラインのジッパー

メディアコードポートを備えたナポレオンポケット

ライクラリストゲイター



センターフロント2ウェイジッパー

隠しナポレオンポケットにはメディアコードのポート

エアブラスターパームツリーパッチ

メッシュラインジッパーのレッグベンチレーション 

右腿にエアピルロゴの刺繍

裾の開閉はバンジッパー

シンプルだけど在り来たりじゃない。かつてのクリスマスの幽霊にチャネリング(わかる奴はOGトースタージャケットで
スロープをリップした奴)エアブラスター・ヘリテージパーカのの特技はクリーンなラインと楽しい時間、
そして完璧な量のインシュレーション。15Kウォータープルーフ素材の色はクラシック、
そして締めは胸にあるエアブラスターのパームツリーが君をサマーバケーションモードに誘い、
暖かくする気にさせる。ステイウォーム、ステイドライ、ステイワイルド！

PRICE： 35,000yen+TAX

EXフューチャークラシックが隠れたストレッチフューチャーチルに変わりました。エアブラスターがエアリーシュとともに始めました...
大きく、目立つ、膝にあるエアーピルの刺繍がパーティーで世界に知らしめる。エアリーシュはレッグバッグに進化。
レッグバッグは上向きに忍び寄りそしてオリジナル、ヒップバッグパンツに融合し、
憧れのミッド-00’sガーメントの復興となる運命だった15Kフルシームテーピング、フルストレッチ。

PRICE： 32,000yen+TAX



人間工学に基づく3ウェイフードとライクラドローコード

左胸にフリーダムスーツの刺繍

胸のストームフラップの下にナポレオンポケットとメディアコードポート

センターフロントのジッパーは2ウェイで、easy pee-zy!

350°ウエストバンドジッパー

脇下と足のベンチレーションにメッシュラインのジッパー

ニンジャスーツのアウターウェア！トレードマークであるワンピースベースレイヤーは
シームレスなプロテクションで、アウターは15Kストレッチウォータープルーフ素材。
究極のパウダーシステムをお探しですか？フリーダムスーツ+ニンジャスーツベースレイヤー
(フロント胸と腰回りにある機能的なジッパー)=パウダーが支配する場での活躍と
気楽なトイレ休憩をお約束いたします。母なる自然が何を求めたとしてもフリーダムスーツなら
必ず対応できます。

PRICE： 63,000yen+TAX

完全な自由とかたわらの暖かさ。このエアブラスター・インシュレートフリーダムスーツは
私たちの伝統的なフリーダムスーツが持つプロテクションを全て装備し、さらに保温性という
パワーを手に入れました。60/40ゾナルインシュレーションの戦略には心から感謝したい。
胴体には60gシンサテック、フード、両腕そして両足には40g。この組み合わせは必要なところだけに
パフを入れていますが、それを忘れてしまうほどの機動力を誇ります。

PRICE： 65,000yen+TAX



信頼のYKKジッパーを採用

アウターファブリックは
高い耐久性があり
80/20DWRの
撥水コーティング

固定式のパウダースカートは
どんなスタイルにも合う

10K/10Kラミネート+
ストラテジックシームテーピング

ストレッチライクラと
メッシュゴーグル
ポケットを内蔵

メッシュラインの
ベンチレーションと
ストレッチ素材

レッグゲイターと
レースフックで
雪を遮断

フリーダムは、
激しい戦いのタフネスという
レガシーからやってくる。
10K/10Kウォータープルーフという
数字はパフォーマンスの向上を意味し、
上級のアクセシビリティーは維持している。
アウターウェアを過酷に使いながらも、
ポケットブックのような使いやすさも
求めるならば、エアブラスターの
フリーダムシリーズは君の
オールシーズンの要求にも
立派に応えてくれるはず。



ERIK / 173cm
 73kg / Lサ

イ
ズ
を
着
用



丈夫でウォータープルーフ、そしていつも暖かい、トーストされたみたいに。どこに行こうとタフ、トウィークだってご自由にどうぞ。
トースタージャケットは暖かくて多才。10Kハンマークロスのメインボディは耐久性抜群。
フードと袖は10Kミッドウエイトオクスフォードだから機動力は無限。
80gのインシュレーションが君をさらなる進化へと押し上げる。

・10Kmm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 
・80gのシンサテックインシュレーション 
・2レイヤーのストラテジックにシームテープされたフリーダムコンストラクション
・ハンマークロス
・80/20フロロカーボンフリーEco-DWR 
・センターフロントはYKK #8 ビスロンの2ウェイジッパー
・アジャスタブルフートとフラットレースのドローコード
・3つのジッパーポケット 
・センターフロントは2ウェイジッパー
・インナーレッグのベンチレーションはメッシュラインのジッパー
・裏地はエンボスタフタ
・エラスティックパウダースカート
・袖口はサム（親指）ループ付きリブニット 
・内側にはメッシュのゴーグルポケット
・ミリタリースタイルのOFPラベル
・AIRPILLロゴをジャケットの裾にプリント

PRICE： 33,000yen+TAX

アジャスタブルフートとフラットレースのドローコード

ミリタリースタイル“OFP”ラベル

内側にはメッシュのゴーゴルポケット

脇下にメッシュラインのベンチレーション

センターフロントは2ウェイジッパー

AIRPILLロゴをジャケットの裾にプリント



ディープにパウダーへ突っ込め！恐ることはない。フルストームプロテクション、最高のフィット感、アイコニックなエアブラスタービブからの
ソリッドなデザイン、しかもお手頃価格。だから膨らんだままのお財布はフリーダムビブの胸ポケットにしまっておこう。
私は算数の天才じゃないけど、計算が正しければ...フルパンツ+ハーフジャケット-予算=フリーダムビブの勝ち！

・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
・2レイヤーのストラテジックにシームテープされたフリーダムコンストラクション
・ミッドウエィトオックスフォードと膝は丈夫なハンマークロスファブリック
・80/20フロロカーボンフリーEco-DWR 
・YKKジッパー使用
・自在に調整可能なエラスティックストラップと頑丈なプラスティッククリップ
・3つのジッパーポケット
・ウエストはスナップ+フックとループで調整
・内もものメッシュライナーを備えたベンチレーションジッパー
・裏地はエンボスタフタ
・カンガルーチェストポケットはダブルスナップで開閉
・袖にはバンスナップ
・レースフックを備えた伸縮素材のレッグゲイター
・AIRBLASTERネーム入りチェストポケットのフラップ

PRICE： 33,000yen+TAX

自在に調整可能なエラスティックストラップと頑丈なプラスティッククリップ

AIRBLASTERネーム入りカンガルーチェストポケットはダブルスナップで開閉可能

AIRBLASTERネーム入りカンガルーチェストポケット

ウエストはスナップ+フックとループで調整

内もものメッシュライナーを備えたベンチレーションジッパー

レースフックを備えた伸縮素材のレッグゲイター



スプリットされたドロップテイルはスナップボタンで固定可能

メインボディは肌触りの良いノンブラッシュのトリコット、袖とフードの内側にはスムースなタフタ

左ポケットに同系色のAIRBLASTERネーム

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

カーゴポケットには同系色のAIRBLASTERネーム

裾は伸縮性のあるグリッパーカフ

クリーンなドロップテイルとストームにも十分に対応する装備。ブラスターパーカは山で楽しく過ごしたい人のためにあります。
丈夫な2レイヤーのマイクロリップストップラミネートのアウターファブリックは10000mmのウォータープルーフィングと
10000g/㎡ブレサビリティテストをクリアしています。さらにホットシームテーピングでパーカ全体を補強し、
フッ素を用いていない撥水加工を施してあります。

PRICE： 31,000yen+TAX

フリーダムと叫ぶの？僕たちもそう叫んで10Kフリーダムボスパンツを見上げる。
フィット感は我々のエラスティックボスパンツのまるでクローン、そのシンプルバージョンを君のために
作ってみたようなもの、ストレッチツイル素材とカーゴポケットが喜びを運ぶ、
10Kのウォータープルーフとジッパー付きのハンドポケットがビジネスカジュアルを維持する。
ビジネスカジュアルについて言及すると、そのサンド色には気づいた？ステイカジュアル。
15K、フルシームテーピング、フルストレッチ。

PRICE： 25,000yen+TAX



アジャスタブルフートとフラットレースのドローコード

メディアコードポートを備えたジッパー付きの内ポケット

AIRBLASTERワークウェアパッチ

ウエストバンドにはフラットレースのドローコードを装備

AIRBLASTERネーム

内もものメッシュライナーを備えたベンチレーションジッパー

このジャケットは機能する、だからパーティーできるよ。クリーンでクラシックな作業ジャケットとフーディーの組み合わせ、
そしてそれが実は完璧なパウダーストームクラッシュマシーン...
しかもウォータープルーフファブリックとシームテープにインシュレーションを装備。結果どうなるか？
使えるA級ジャケットが暖かさとドライを保ち、ストラップインでパーティー三昧。

PRICE： 31,000yen+TAX

長年、チームライダーたちの長いお気に入り。特にヘビーヒッターのレン・ヨルゲンセンと
エリック・レオンのような。リラックスフィットなパーフェクトコンビネーション。
しかも10Kデュラビリティーと十分なストレッチ性能が機動性とフリースタイルをお約束。
アップデートしてメインボディの素材は実証済みのストレッチキャンバスと10Kウォータープルーフ。
エクストラポケットを使えば、毎日追加する新しいもののためのスペースを確保しながら、
トリックも可能。このパンツならね。

PRICE： 28,000yen+TAX



ライクラドローコードで調整可能なフード

センターフロントは2ウェイジッパー

AIR REVERTパッチ

ベルトループにチケットウイケットアイレット

バックポケットにAIR REVERT刺繍

90’sからインスパイアしたバギーAFフィット

92年の復刻版。リバートジャケットは過去から蘇り新しい大地に降り立った。スノーボーディングは
ウォータープルーフのジャケットを着ていればもっと楽しくなる。フードが付いていれば便利だし、
とくにしっかりと雪を遮ってくれる。もしもっと機能が欲しいなら、そういうジャケットも私たちは作っている。
でも、もしウォータープルーフのジャケットとナイスなフードで幸せになれるならば、
リバートジャケットは君のためにある。

PRICE： 25,000yen+TAX

ウォータープルーフバギージーンズ。これ以上なにが必要？プリーツがあり、ベルトループ、
セキュアポケットそしてレックゲイターが雪を遮断。素材はバーリーで10Kレーティングの
ウォータープルーフにDWR。ダボダボバギーフィットでシフティリバートに十分余裕がある。
もしもっとベルやホイッスルがパンツに必要なら、そういうのも作ってる。
“Airblaster bells” や “Airblaster whistles”でそれぞれサーチしてみてくれ。

PRICE： 20,000yen+TAX



エリックレオンのモデル。多くのヘビーヒットビデオが彼の普通ではないテクニックと真のパワーを示している。
恩返しとしてエリックはCOREを創設しました。これはガイドラインでスノーボーディングへのプライスポイントを低く設定し、
そしてアクセス／ポジティブなコミュニティを作り上げて奉仕プログラムをサポートいたします。

Leon Revert Jacket PRICE： 25,000yen+TAX
Leon Revert Pant PRICE： 20,000yen+TAX

ライクラドローコードで調整可能なフード

センターフロントは2ウェイジッパー

Erik Leon パッチ

ベルトループにチケットウイケットアイレット

バックポケットにAIR REVERT刺繍

90’sよりインスパイアされたバギーAFフィット

僕はカリフォルニアのリバーサイドで育ち、お下がり
のギアでスノーボードを始めた。山へは相乗りで出
かけ、そしてリフトチケットのためにバイトもした。そ
して15年が経ち、僕はこのC.O.R.E.を助けてくれる
コミュニティにすごく感謝しています。このC.O.R.E.
は前払いで製品を購入、その資金で僕のコミュニ
ティに再投資し、僕が考える手頃な価格でかつサス
テナビリティな製品を提供するというものです。
もしあなたがこのC.O.R.E.の一部に成りたいと思っ
ているならば@core_snowboardingをフォローし
てください。

@erikleon

この製品はアクセス可能な価格ポイントの
障壁を低くします。

この製品はアウターシェルに50%の
リサイクル素材を使用し環境への負荷を
軽減しています。

このブランドはC.O.R.E.の参加を奨励する
イベントをサポートし、そして建設的な
コミュニティを築きます。



ワッフルウィックを
裏地に圧着した

テクニカルフリース

エラスティック
ウエストバンド+

キークリップシング
ルベルトループ

ミディアムフィットは
これだけでも

またレイヤーリングの
アプリケーションとしても

プリンテッド
ライニングシェルも
インシュレーションの

オプション

フロロカーボンフリー
撥水コーティングを施した
アウターファブリック

アウターウェアから
クロスオーバーした
最高級のテクニカル
ファブリック

トリップでも安心の
ジッパー付き
ハンドポケット

通気性と動きやすさのための
メッシュガセット

カウチからストリートへ、頂上へ、
そして帰ってくる…
ランドフォームシリーズは
非BSレイヤリングソルーションを提供します。
我々のアウターウェアラインから
10K素材を引っ張り出し、
コージークラシックフリースフーディーと
シャツへ、ランドフォームは君が
トランジションにコンバートするなら
必要不可欠。



もっとインシュレーション=もっとパフィン。ダブルチーズバーガー、ダブルスタッフオレオ、ダブルオーバーヘッドウェーブ、
そしてこれ：オリジナルよりダブルのインシュレーション、この200gのパフィンプルオーバーの心地はかつてない。寒さが表現できない、
だってこれを着た君は暖かいから。春のクルージング以外ではこれを着るか凍えるかのどちらか。
パフィンプルオーバーは君を暖かく、しかもファッショナブルにしちゃう。

PRICE： 20,000yen+TAX

ウルトラライトな40デニールリップストップのアウターに170gのプリマロフトをインして
これまででもっともコンパクトになるレイヤーとなりました。暖かさと重さのレシオはマックスです。
ビーストパフィンはスプリットのツアーでは最高にフレンドリーにパックできる一品。
寒いチェアリフトや吹雪いてる日などに頼もしいミッドレイヤーとなります。
暖かさを求めるときの、新しいお気にいりのプルオーバーとなるでしょう。

PRICE： 25,000yen+TAX



全てのクラシックのなかのクラシック。ブルーザージャケットはタイムレスのスタイルとモダンフィットの融合、
そして少しドロップテイルなのはウエットな天気のときのプロテクション。
2020シーズンはバックヨークを付けて動きやすくし、その結果ボードグラブのメニューが増えた。
10000ポイントのウォータープルーフ、内側はカスタムプリントのトリコット、ブルーザージャケットは
君のお気に入りコーチジャケット。

PRICE： 13,000yen+TAX

全てのクラシックのなかのクラシック、それでもっとクラシックになったのはカスタムトィークのマックス・ワービントンと
エリック・レオンによって。ワーブスバージョンの旨にはのユニークTre Wildクレスト。
レオンのは同じ50%リサイクルフリーダムヘビー素材で、彼のプロモデルアウターウェアで彼のトレードマークの
スプレイプリンテッドのスマイリーフェイスが胸にスクリーンプリントされている。
どちらも背中にはAIRPILLのマークが入り、カメラで追っかけるときに目立つようになっている。

PRICE： 13,000yen+TAX



究極のフーディー。丈夫なフリースとソフトなマイクログリッドフリースを接合し
暖かさとウィッキングテクノロジーによって快適さを保ちます。
このアウターレイヤーの見た目は普段でも着れるマットなブラック、クラシックヘザーグレイ、
もしくはコラボレートアーチストのプリント柄などがあります。
腕にあるメッシュのガセットには機動性と通気性があります。コーヒーショップから、スロープへ、
そしてカウチへそしてその移動の間とさまざまな環境で使えるように作られました。

PRICE： 16,000yen+TAX

究極のジョガー。丈夫なフリースとソフトなマイクログリッドフリースを接合し
暖かさとウィッキングテクノロジーによって快適さを保ちます。
このアウターレイヤーの見た目は普段でも着れるマットなブラック、クラシックヘザーグレイ、
もしくはコラボレートアーチストのプリント柄などがあります。
股間のメッシュガセットは機動性と通気性があります。ジッパー付きのハンドポケットと
キーループはお約束。コーヒーショップから、スロープへ、そしてカウチへ
そしてその移動の間とさまざまな環境で使えるように作られました。

PRICE： 13,000yen+TAX



町で一番フレンドリーなセーター。このセーターでロックすれば、雪男はオルソンの双子の全盛期よりもファンが多くて
憧れられたってことに気づくだろう。クリスマスセーター、パーティーで目立つか、究極のクリスマスプレゼント
もしくはストリートをワイルドに走り抜けるか、このニットなら良いことずくめ！シングルでもダブルでも、焼けるほど暑い。

PRICE： 15,800yen+TAX

ピザ、エイリアンそして聖なるインヤン、このたび、我々は偉大なる永遠というセーターをプロデュースします。
クラスト、ソースそしてチーズがピザの町で聖なる三位一体となったことを世界に示してからではありません。
どういたしまして。どういたしまして。どういたしまして。どういたしまして。どういたしまして。どういたしまして。
どういたしまして。ありがとう。どういたしまして。

PRICE： 15,800yen+TAX



エイリアンは旗を無人の夢の島に挿す、海洋生物は海の深いところで彷徨い続ける。
パラダイスへようこそ、美しい花々、さあ行け！クラシックなプルオーバーフーディーはドープな色彩のマックス・ワービントン。
これを着たらどこに行こうとバケーション気分。

火山(ボルカーノ)でサーフィンはちょっとムズイ。君がシャスタをフードでクルージングするか、友達のシャスタフードでか、
日本の小島の波でサーフするか、エイリアンのフォースフィールドアーマーを着てベスビオス火山の溶けた溶岩をシュレッドするか、
とにかくがんばれ！止まるな！止まったことはない！エアブラスターボルカニックサーフクラブに加入しよう、
クリックするだけ、迷うことなくいますぐ！

SATで100点かそれ以上取ったことある？いずれにせよ君は合格！空飛ぶシャカサインとテイスティなブラスターズへようこそ。
入学費は無料、授業料も安い。授業は任意。成績は自分で決めるか、気にしない。食事が込みのプランもございます。
でも遅刻したらゴープロをボードの先に取り付けて、バックサイド180をしなくてはいけないかもね。
胸のプリントは卒業証書だ。

落ち着いて、ここで気分が良くなる：エアースタック？それは君があいつのラップに座って、2人で同時にヘマをやらかす。
それでも友達？俺たち？たぶんね。試してみれば、たぶんそうだよな。エアブラスター：こんな感じで私たちはこの会社全体を育ててきた。
ブラスト！エア！毎日！いつでも！外に飛び出てスノーボードをやるだけさ！友達と元気一杯、そしてこのフーディーがあれば良い。

PRICE： 10,800yen+TAX

PRICE： 10,800yen+TAX

PRICE： 10,800yen+TAX

PRICE： 8,800yen+TAX



エイリアンだぜ。クラシックなトラクタービームが袖にストライプダウンしてる。それはまるで70’sか80’sのような、
もしくはエイリアンが地球を発明し、そして毛のない猿を流行らせて、ピラミッドにレーザーを照射し、我々をここに残し、
レーザーや、ホーバーボードや、そしてインターネット、私たちに再び残し、そしてまたやってくる、そして友達になろうとする、
そしてなにも起こらなかったような。いや、今は我々は君のシャツを着ている。これで話は終わり。

PRICE： 5,400yen+TAX

エリック・レオンが狂ったアニマルのように乗り込む。ルーカス・ビューフォートは彼がイメージした生物を彼の指先で
そのページに彩色豊かに表現する。究極のカクテル？それらのモンスター的なフレーバーを君の回転的ギグに
いっぱいの雪と合わせよう、そしてその調理を楽しみレオン・ビューフォートと知られる。半袖でベストにエンジョイ。

PRICE： 4,500yen+TAX

ピザって究極のバランス。チーズとソースが相互作用(対立というよりは)して各部品よりも大きな動的システムを
形成していると考えられる。「二元論的一元論」という言葉は、生命の基礎を形成する同時性と二元性というパラドックスを
表現するために作られた。それを私たちはピザと呼びます。

PRICE： 4,500yen+TAX
エアブラスターは2003年に始まった。そのとき創立者のひとりのポール・ミラーがエアピルのロゴを完成させた。
なんて美しいロゴだろう。それはロケットと丸窓、そしてジェットがブラストし上昇するのを表している。
また見ようによってはピル(錠剤)にも見える。しかしそのバランスは絶妙、グラフィックのグランドスラム。
エアーのバウハウスがブラスター超え？ポール・ミラー。すべてのグッドスタッフがここにある。

PRICE： 5,400yen+TAX



山岳での行動を
十分に想定したフィット

外部のジッパーは
ウォータープルーフの

YKK Aquaguard®を採用

30k/20Kラミネート+
フルシームのテーピング

38%リサイクル素材を含んだ
2Lエコボルテックス

プリマロフト・プレミアム
インシュレーションが
最高の暖かさと
ウェイトレシオを達成

2Lストレッチの
エコボルテックスは
65%のリサイクル素材を含有

フロロカーボンフリー
DWRは80/50の究極の
パフォーマンスを発揮

アルパインシュレッドの血統からの派生、
ビーストはエアブラスターの
15年の進化の集大成。
バレット・クリスティーの経験と
インスピレーションによって生まれた
本格的な冒険のために作られた
アウターウェア。ビーストシリーズは
あなたを暖かくドライに保ち、
母なる自然が猛威を振るっても
ベストのパフォーマンスをお約束。



BA
RRETT / 157cm

 52kg / Sサ
イ
ズ
を
着
用



ゾナル・プリマロフト+30Kエコボルテックス=暖かくそしてドライ。一段と寒くなった冬にはコンパクトな60/40プリマロフトの
インシュレーションをこの最高の防水性能を誇るアウターシェルと合わせます。ラップをリップしようとピローをドロップしようと、
時速120kmでスノーマシンをラリーしようともサッシービーストジャケットはあなたを暖かくドライに保ち、しかもかっこいい。
地球上で最高の素材と装備でデザインされたエアブラスターの究極のウインタージャケットです。

・30Kmmウォータープルーフィング
・20Kg/m²ブレサビリティ
・ブラスターフィット
・Primaloft60/40インシュレーション
・フルシームテープド・ビーストコンストラクション
・リサイクルポリエステルで作られた2レイヤーラミネートのエコボルテックス
・80/20フロロカーボンフリーEco-DWR 
・YKK Aquaguard®ウォータープルーフジッパーをセンターフロントとチェストポケットに装備
・エルゴノミック2ウェイアジャスタブルフードとライクラドローコード
・3つのジッパーポケット
・腕下のベンチレーションはメッシュラインのジッパー
・裏地はプリントされたタフタ
・メディアコードポートを備えたチェストポケット
・アジャスタブルベルクロリストカフ
・ライクラリストリストゲイター
・ビーストトリムがパッケージ
・取り外し可能な、パスポケットウインドウ付きパウダースカート
・内側ポケットにはキークリップ
・内側にメッシュのゴーグルポケット
・トップストームフラップにレーザーカットの
 ハイパロンビーストマウンテントライアングルパッチ
・背後のウエストラインにエアブラスターのロゴがプリント

PRICE： 50,000yen+TAX

エルゴノミック3ウェイアジャスタブルフード、ライクラドローコード

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

Primaloft® 60/40インシュレーション

4つのジッパーポケット

脇下にはメッシュラインのベンチレーション

AIRBLASTERのロゴが背後にプリント



足元からストラップまで30Kウォータープルーフストレッチ。ビブはもっとスノーのスタイルをもっとプロテクションし、
レギュラーパンツよりもさらに楽しさを提供いたします。この新しいサッシーホットビブは10年以上に渡る
エアブラスターハイウエストパウダープロテクション頂点で、このサッシーホットビブよりも機能や外見で勝る製品は
存在しないと自信を持って言えます。

・30Kmmウォータープルーフィング
・20Kg/m²ブレサビリティ
・テイラードフィット
・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
・ボディ下部は2レイヤーエコボルテックスストレッチ、上部はライトウェイトエコボーテックスビブ
・80/20フロロカーボンフリーEco-DWR
・太もものスタッシュポケットにはYKK Aquaguard®ウォータープルーフジッパー
・背面に伸縮素材を内蔵したアジャスタブルストラップ
・5つのジッパー付きポケット
・内腿のベンチレーションはメッシュラインのジッパー
・裏地はプリントされたタフタ
・裾にはバンスナップ
・ウエストバンドにラミネートされたビーストチケットウイケットタブ
・レースフックを備えた伸縮素材のレッグゲイター
・ビーストトリムがパッケージ
・内ポケットにはキークリップ
・ハイパロンのビーストマウンテン三角パッチをトップのストームフラップに配置
・ハイパロンのビーストマウンテンダイヤモンドパッチを背中中央に配置

PRICE： 50,000yen+TAX

背面に伸縮素材を内蔵したアジャスタブルストラップ

ハイパロンのビーストマウンテンダイヤモンドパッチを背中中央に配置

ウエストジップは350°開閉ができてトイレ休憩も簡単

太もものスタッシュポケットはYKK Aquaguard®ウォータープルーフジッパー

裾のトップストームフラップにハイパロンビーストマウンテン三角パッチ

裾にはバンスナップ



エピックなパウダーアドベンチャーのための居心地の良いコクーン(繭)。機能とファッションは両立しないって？
真のスタイルはラインに自信が持てるかどうか、そして明確なことはドライな快適性で自信を持って
パウダーカービングに集中するにはエアブラスター・サッシービーストスーツ以外には解決法はありません。

・30Kmmウォータープルーフィング
・20Kg/m²ブレサビリティ
・ボディ上部はブラスターフィット、下部はテイラードフィット、
・コンパクトな40g Primaloftパッカブルインシュレーションで高い保温性とウェイトレシオ
・フルシームテープド・ビーストコンストラクション
・リサイクルポリエステルを素材とした2レイヤーラミネートエコボルテックス
・80/20フロロカーボンフリーEco-DWR
・胸と太もものポケットにはYKK Aquaguardウォータープルーフジッパー
・エルゴノミック2ウェイアジャスタブルフードとライクラドローコード
・６つのジッパーポケット
・脇下のベンチレーションはメッシュラインのジッパー
・ウエストバンドにはラミネートされたビーストチケットウイケットタブ
・裏地はプリントされたタフタ
・350°に開閉できるウエストジップでトイレ休憩もイージー
・ウエストバンドにはラミネートされたビーストチケットウイケットタブ
・メディアコードポートを備えたチェストポケット
・アジャスタブルベルクロリストカフ
・ライクラリストゲイター
・レースフックを備えた伸縮素材のレッグゲイター
・内ポケットにはキークリップ
・内側にメッシュのゴーグルポケット

PRICE： 72,000yen+TAX

エルゴノミック2ウェイアジャスタブルフードとライクラドローコード

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

脇下のベンチレーションはメッシュラインのジッパー

350°に開閉できるウエストジップでトイレ休憩もイージー

ウエストバンドにはラミネートされたビーストチケットウイケットタブ

STAY WILD MOUNTAINのプリント



15K/10Kラミネート+
フルシームのテーピング

雪を遮断する
レースフック付き
レッグゲイター

3つのユニークな
ウイメンズ用パンツフィット

どれもがストレッチ
ウォータープルーフ

ファブリック

取り外し可能な
パスポケットウインドウ付き

パウダースカート

ゾナルストレッチ/
ゾナルインシュレーションの
オプションは最高の
パフォーマンスを引き出すため

ライクラの
リストゲイターは
雪を遮断し暖かさを保つ

メッシュラインの
ベンチレーションが
丘の上でも体温を
快適に調節

ビンテージスタイルの香りが
あなたのスタイルをパーフェクトに包み、
しかもシルエットはネクストレベル、
グレーシャーシリーズは血統書付きの
ストームプロテクションはそのままに
スタイルは進化しています。
100日以上ライディングする
ライダーのためにデザインされた
エアブラスターグレーシャーシリーズは
マイルド、ミディアムもしくは徹底的に
ワイルドな人にも、テイスティに
ご満足いただけます。



LEA
N
N
 / 175cm

 63kg / M
サ
イ
ズ
を
着
用



すごく人気のあったメンズトレンチオーバーを再びイメージかい、と君は質問するかな？
個性的なスタイルでウイメンズフィットにアップデート！このフィット感は余裕があるけどバギーじゃない。
しかもエアブラスターのトレードマークであるフルサイズジップにして着脱を楽にした。
インシュレーションは最も少なくて暖かいけど、かさばらない。そして推しは調和のとれた3色のトリコロール。
どうぞ好きなだけお楽しみください。

PRICE： 38,000yen+TAX

カーブとカーヴ(刻む)の中間にて。カーブができてカーヴが好きなら、スラッシュ、オーリー、
ジャンプそしてスライド、しかも暖かくてドライなら…それならストレッチカーブパンツしかないね。
スノーボードパンツが見つからない？ヒップは良いけど6インチ長すぎ？丈は合うけど動きづらい？
いらっしゃいませ、このパンツならお気に入られることでしょう。

PRICE： 32,000yen+TAX

エルゴノミック2ウェイアジャスタブルフードとライクラドローコード

ブラスターフィット＝少し余裕があって長さはミディアム

脇下のベンチレーションと脱ぎ着を簡単にするためのフルボディサイドジッパー

エラスティック＋ベルクロウエストアジャストメント

内腿にベンチレーションはメッシュラインのジッパー

右裾にテリーの刺繍



リベレート(空中浮遊)できるのになんでエレベート？空間と時間を超越、
ストームクロークはあなたの体を覆ってまるでバリアのようにストームを寄せつけません。
それが実感できたらパークのリップラインでもパウダースノーをサーフでも
空中浮遊を2倍はお楽しみいただけます。

・15Kmmウォータープルーフィング
・10Kg/m2ブレサビリティ
・ゾナルシンセテックインシュレーション： 60gボディ、40gアーム
・2レイヤーフルシームテープド・グレーシャーコンストラクション
・フードとポケットフラップはミッドウェイトオクスフォードのストレッチキャンバス
・80/20フロロカーボンフリーEco-DWR
・YKKジッパー
・エルゴノミック2ウェイアジャスタブルフードとライクラドローコード
・4つのジッパーポケット
・脇下のベンチレーションはメッシュラインのジッパー 
・裏地はプルシュサテン織
・メディアコードポートを備えたチェストポケット
・右胸にスタッシュポケット
・ジッパー付きアジャスタブルリストカフ
・ライクラリストゲイター
・内側にメッシュのゴーグルポケット
・取り外し可能なパスウインドウ付きパウダースカート
・ポケットの内側にキークリップ
・左ハンドポケットにエコスミックエアブラスターの刺繍

PRICE： 43,000yen+TAX

エルゴノミック2ウェイアジャスタブルフードとライクラドローコード

脇下のベンチレーションはメッシュラインのジッパー

プラッシュサテンストレッチ織の裏地

右胸に秘密のスタッシュポケット

ジッパー付きアジャスタブルリストカフ

左ハンドポケットにコスミック・エアブラスターの刺繍



エアブラスターからのもう１つのチャンス、それは妥協をスキップして世界中で最もベストでホットなビブが手に入れられるということ。
高品質の装備。15Kのウォータープルーフストレッチオクスフォード、フルシームのテーピング、つまりこのエアブラスター・ホットビブは
ほぼ完璧に雪をシャットアウト。フィットも調整可能。エピックな質感とセンシティブな色調…もうすでにホットが始まってしまったかな？

・15Kmmウォータープルーフィング
・10Kg/m2ブレサビリティ
・？？？？？？？？

PRICE： 42,000yen+TAX

背面に伸縮素材を内蔵したアジャスタブルストラップ

350°のウエストジップでトイレ休憩も簡単

ビブの背中にエアブラスター・カクタスラベル

膝のスタッシュポケットはYKK YKK Aquaguard®ウォータープルーフジッパー

内腿にベンチレーションはメッシュラインのジッパー 

右裾のエアピルの刺繍



際立つ優雅さがアイコン的スタイル。保温性は十分で150000mmウォータープルーフィングと
10000g/m²/hrのブレサビリティ、そしてソフトタッチなサテンの裏地があなたとの親和性を増してくれます。
エアブラスター・ニコレットジャケットはあなたに贅沢なストームプロテクションと暖かさを提供いたします。

PRICE： 40,000yen+TAX

エアブラスターのアイコニックスリムパンツは4ウェイストレッチ。ホームスラッシングの
チェリーチェリーパウパウ、サイドヒットにラウンチング、ターキーをカービング、
エアブラスター・マイブラザーズパンツはいつもクール。このパンツはウイメンズチームたちの
お気に入り、もちろん友人やスタッフたちにも、というのもスリムなフィットなのにムーブを妨げない
広さがある。滑った後の活動にもそのまま着ていける感じだ、
例えば蹄鉄投げやアイススケートなどにも。

PRICE： 32,000yen+TAX

エルゴノミック2ウェイアジャスタブルフードとライクラドローコード

裏地はプラッシュサテン織

左胸にエアブラスターの刺繍

腰にはシームされたスタッシュポケット

裾にはYKK Metaluxe®・バンジッパー

右裾にエアピルの刺繍



レディ・ボスはナイマ・アントリンがボーイズ(boyz)たちからインスパイアされたアウターウェアのコレクションです。
ナイはカスタムペイントされたエラスティックボスパンツを一年以上使い続けていました。

彼女がそれを好むのは快適でウエストの調整も簡単、しかもかっこいい。
ブルーザージャケットやパフィンプルオーバーとの組み合わせもナチュラル、

ユニセックスな着こなしはウィメンズにぴったりとフィットします。
そのときはワンサイズ下げるのがおすすめです。

居心地よく機能性も十分、街でも雪でも使えるプルオーバー。
メンズサイズS=ウイメンズサイズM

もしかしたら2021年に
ウイメンズ・エラスティックボスパンツになるかも
メンズサイズS=ウイメンズサイズM

もしかしたら2021年に
ウイメンズ・フリーダムボスパンツになるかも
メンズサイズS=ウイメンズサイズM

ブルーザージャケットはシュレッダーたちの御用達。
どこに行くにもそれを着ていく。
メンズサイズS=ウイメンズサイズM

NAIは157cm 50kg、メンズのSを着用しています。



エルゴノミック2ウェイアジャスタブルフードとライクラドローコード

左胸にコスミック・エアブラスターロゴ

350°ウエストジップでトイレ休憩も簡単

脇下と内股のベンチレーションはメッシュラインのジッパー 

5つのジッパーポケット

裾にはバンジップ

ニンジャスーツのアウターウェア。トレードマークとなっているシームレスプロテクションをぜひチェック
してみてください。15Kのウォータープルーフと十分に機能するストレッチ。ニンジャスーツ+フリーダム
スーツのコンボは前胸と腰のジッパーがマッチし、その名のとおりパウダーの世界ではフリーダム
（しかもトイレ休憩が簡単）。だからスラッシュ、ストンプ、カートウィールそしてラグドール...
フリーダムスーツ以上にあなたをプロテクトするアウターはありません。

PRICE： 63,000yen+TAX

ワンピースのストームプロテクションに暖かさを加えました。エアブラスターのウイメンズインシュレーテッド
フリーダムスーツは全てのプロテクションを装備しそこにウォーミングパワーを添加、60/40ゾナル
インシュレーションには感謝。胴体上部は60gのシンセテックインシュレーション、その他の部位は40gで
機動性を向上しながらもそこにインシュレーションが入っていることを忘れるくらいです。
快適性はこれまで以上。

PRICE： 65,000yen+TAX



レースフックと
レッグゲイターが雪を遮断

パウダースカートは
フィックスしていて

どんなスタイルにも合う

信頼性のある
YKKジッパーを使用

10K/10Kラミネート+80/20 DWR
そしてストラテジックシームテープ

内部にはライクラの
オープニングが付いた
メッシュのゴーグルポケット

フリーダム
ウイメンズパンツは
高い耐久性のある
ストレッチ素材を使用

フリーダムは、激しい戦いのタフネスという
レガシーからやってくる。10K/10Kウォータープルーフ
という数字はパフォーマンスの向上を意味し、
上級のアクセシビリティーは維持している。
アウターウェアを過酷に使いながらも、
ポケットブックのような使いやすさも求めるならば、
エアブラスターのフリーダムシリーズは
君のオールシーズンの要求にも
立派に応えてくれるはず。



N
A
I / 157cm

 50kg / Sサ
イ
ズ
を
着
用



イージーな90’sスタイルのバイブスを再現。ウィメンズフリーダムビブは快適なストレッチツイルのファブリックに
10Kのウォータープルーフをビルトイン。ハードなプレイのためにデザイン、この可愛い子ちゃんは胸の高さの
プロテクションで君のスタイルをイージーに...母なる自然がご機嫌ななめのときにでも。
つまりこれはベストと言っても差し支えない、パウダーが降り積もったときにはこれを着てリップに飛び出そう。

・10Kmmウォータープルーフィング
・10Kg/m²ブレサビリティ
・シェル
・2レイヤーのストラテジックシームテープ
・ヘビーウェイトなストレッチツイルファブリック
・80/20フロロカーボンフリーEco-DWR 
・YKKジッパー
・3つのジッパーポケット
・丈夫な薄型メタルストラップクリップ
・裏地は浮き彫りのあるタフタ
・レースフックを備えた伸縮素材のレッグゲイター
・クラシックオーバーオールスタイルのウエストクロージャ-ボタン
・裾の開閉はバンスナップ
・ポケット内側にキークリップ
・裾の後ろ側をチェインステッチで補強
・右腿にエアピルの刺繍
・フロントのカンガルーポケットにエアブラスターのラベル

PRICE： 33,000yen+TAX

丈夫な薄型メタルストラップクリップ

クラシックオーバーオールスタイルのウエストクロージャ-ボタン

フロントのカンガルーポケットにエアブラスターのラベル

浮き彫り模様のあるタフタ

裾の後方はチェーンステッチで補強

裾の開閉はバンスナップ



日々の日課のためのコート…夜の日課でも。このワークジャケットは冬のくだらない仕事のためではありません。
それはバックスにベイルしレールを磨きウイスキーをちびりとやる。もし時間が適切なら。もちろん時間はいつだって適切。
でも適切でないときを除きます。だからシュレッドスレッドをつかんでワイルドなハードワークに向かわせよう。
10Kウォータープルーフと60gのキルトインシュレーション、そしてスタイルポイント10点中11点。
ワークジャケットはあなたのためにいつでも働きます。

・10Kmmウォータープルーフィング
・10Kg/m²ブレサビリティ
・60gインシュレーション
・2レイヤー・ストラテジックシームテープ
・ミッドウェイトオクスフォードファブリック
・80/20フロロカーボンフリーEco-DWR 
・YKKジッパー
・エルゴノミック2ウェイアジャスタブルフードとフラットレースドローコード
・2つのジッパーポケット
・クラシックコート調にダイヤモンドキルト
・裏地は浮き彫りのあるタフタ
・アジャスタブルリストカフ
・ライクラリストゲーター
・エラスティックパウダースカート
・ポケット内側にキークリップ
・エアブラスター×ルーカス・ビューフォートによるシリコンスウェードパッチ
・左側のシームにフラッグレーベル

PRICE： 30,000yen+TAX

エルゴノミック2ウェイアジャスタブルフードとライクラドローコード

裏地は浮き彫りのあるタフタ

ライクラリストゲイター

エラスティックパウダースカート

ポケット内側にキークリップ

エアブラスターXルーカス・ビューフォートによるシリコンスウェードパッチ



暖かく、ドライ、そしてワイルドでいよう！マイルドからワイルドに見えるレイヤーは賞賛されるべき
10Kミッドウェイトオクスフォードのコンビネーション。スリムで居心地の良い80gインシュレーションの
レイヤーでパウダーの準備も大丈夫。エアブラスター・ウイメンズステイワイルドパーカは
さまざまな山での活動に対応します。ステイワイルドはステイウァーム、このジャケットはあなたの
背中、頭、肩、胴体そして腕を調和させながらカバーします。

PRICE： 33,000yen+TAX

ミディアムフィットかつスタイルはマキシマム。リフト一番乗りから最終までエアブラスター・ステイワイルド
パンツはパーティーの活動を応援します。ウイメンズのテイラードフィットは美しく、でも動きは不自由
しません。気温が下がってパウダーが積もったらレイヤーを重ねましょう。色はコンボで合わせられ、
そしてプリントはマイルドからワイルド、ステイワイルドパンツは文字とおりあなたを助けながら
冷たさと陳腐なスタイルにも負けません。

PRICE： 27,000yen+TAX

アジャスタブル2ウェイフードとフラットレースドローコード

脇下のベンチレーションはメッシュラインのジッパー 

右ポケットのパネルにステイワイルドアローの刺繍

フラットレースのドローコード付きウエストバンド

ベルトループにはチケットウイケットリベット

右腿にステイワイルドの刺繍

OG Dinoflage





メイドインジャパン、精密の発祥の地。私たちは巨大宇宙船的美学を回避して、時代を超越したスタイルとワールドクラスの機能を備えました。
エアゴーグルは市場に出回っているどのゴーグルよりも曇りませんと言えるくらい。フレームはフレキシブルでフォームも最小にして使用感は
マキシマム、つまりフレームを意識することなく山で活動できます。

PRICE： 15,000yen+TAX

もし『少なくは賢明』を支持するのならば、もしヘルメットにゴーグルストラップを装着するのならば、
もしくはこのクソクリップの存在が気になる場合。革命的なデザインをお届けしましょう。エアブラスターのクリップレステクノロジーは
つまりクリップが無い。ゴーグルはクリップが無くても機能します。科学的な説明にはもっと多くのスペースが必要ですが、
1時間も使っていただければ「クリップってなんだっけ？」となります。

PRICE： 15,000yen+TAX



このゴーグルはエアゴーグルが持つ機能を全て持ち合わせています。
曇り止め、フレキシブルなフレーム、メイドインジャパンならではの精巧な作り、適正な価格、
タイムレスなデザイン、クリスプレンズのコンビネーション。さらにルーカス・ビューフォート
による作品がストラップに織り込まれています。ケチャップとマスタードはどうだろう？
と言うと彼はブラックとマスタードはどうだろう？と彼は答えました。つまり彼が正しい。

ハンナ・エディはハードスラッシング、パウダーサーフィン、アートスプラッシングマシーン。
彼女はクリエイティブで、ワールドチャンピオンで、知る人ぞ知るプロパテシエ/ベーカー、
電力に頼らない自営農のパイオニア、そして需要のあるアーテスティックな
コラボレーションパートナー。どうやって彼女を知ったかって？知り合いの知り合い。
彼女は私たちにとってすばらしい友達。それは私たちを幸せにしてくれる。
この“Everybody SUrfs”プリントのゴーグルもそのくらい君を幸せにしてくれるよ。

すべては節度を持って、と誰かが言う。ポラライズレンズのグレーシャーグラスは常に道の半ば。
言うなれば君の目を太陽の紫外線から守るには十分なだけでなく、価格も控えめだから川に落としても、
お尻で踏み潰しても自分の頬を叩いて罰する必要はない。だけどこのグラスを掛けたまま、
部屋中を15分もそれを探し回ったというのは、本当の話。

PRICE： 15,000yen+TAX

PRICE： 15,000yen+TAX

PRICE： 4,500yen+TAX



15Kストレッチキャンバスにアップグレード。ということでストームフードは伸縮性が増しました。
クールなことはこのクラバ・ヘッド・スカーフ・ゲイターはアウター素材で作られたってこと、
それがすごくクール、だって雪が頭に降ってきたら、誰が気にする？
ストームフードを持っていない人。君がストームフードを持っているとしたら、
自分ことだけ考えていればいい。自己中だな。

PRICE： 8,800yen+TAX

つまり、これは良すぎちゃう。これは君の可愛い子ちゃんの小さな居心地の良い
フリースラインのジャケット。その子は君の頭、キュートウォームヘッドベイビー。
ぬいぐるみみたいに可愛いいヘッドベイビー用。ヘッドベイビーはこのフリースラインの
スリーピングバッグの中で幸せ。しかもフリースラインのイヤーフラップが
耳まで保護してくれる。君は今すぐ購入すべき。

PRICE： 7,800yen+TAX

OG Dinoflage



あなたのフェイスレイヤーのためのベースレイヤー。もしこのメリノニンジャフェイスの機能と目的、
最高の賛辞について公平かつ正確に説明するとしたら次のようになります。
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。これがあるだけでいい、
55%メリノ/37%テンセル/8%スパンデックス、このユニークなブレンドで
一般的なメリノと比較すると45%強くそして2倍早く乾く。私たちはミュールジングしていないウールを
ニュージランドとオーストラリアから輸入している。だって羊も人間も同じだから。

一度言ったけれどもう一度言おう：これは君のフェイスレイヤーのためのベースレイヤー！
さあ行け、そう言え、古くはならない。それを愛している。私たちはマジでニンジャフェイスを愛している。
薄型で収納可能なライフセーバー。フィットして湿度が多くても君を暖かくする、
そしてハンサムなプリント柄も豊富。キックのためにそれをパンツのなかで逆さまに履いてみてくれ、
やった！逆さまに着るって冗談だけど、でもシュレックみたいな太った足の人にはヒールのない靴下になるかな。

首のベストプロテクト。ニンジャタートルネックは最高のオプション。ロープロで暖かく、
セクシーなプリントもずらり。ポケットに突っ込んでも君にじゃまはしないし、風が吹き出しても
君のソフトな素肌も守ってくれて、チャパキデキックみたいに硬くはしない。
さて、グーグルでチャパデキックを検索しよう。それは混乱している、テッド・ケネディ。
さてもう少し歴史を知っている。そこを安全にして首を守ろう。

PRICE： 5,800yen+TAX

PRICE： 4,700yen+TAX

PRICE： 3,600yen+TAX



始まりからクラシック。このタイプは発明したわけじゃない。
でも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、何かを加えようと思った。
まずそのときはダブルレイヤーフェイスビーニーで南極大陸で汗をかいているフロリダマン。
2レイヤーはちょっと多すぎだね。じゃあシングルレイヤーが良い。それでエアピルを足してみる？
良くなったぞ。こうしてテリークラバが完成しました。

PRICE： 4,600yen+TAX

なんで時間が掛かった？わからない。ただ言えることは、
早くできなかったことを謝らなければならない、
今から10年もエイリアンフェイスマスクの深みにはまっていた。
もしくはインヤンマスクしてホットヨガを毎日、シャツは着ないで決まりの悪いショーツだけ。
なんか変。ピザを食べな。ステイウォーム。トリニティを抱きしめて、そしてピザの名前の中、
そしてエイリアン、そして聖なるインヤン、永遠のフェイスと暖かさ、そして最高のひととき。PRICE： 5,400yen+TAX



これは全くのノーマルなビーニー。良いよ。でも正直なところ、すごくノーマル。
このビーニーには２つのあることがあって、bはaよりちょっとすごい。
a）色。僕たちは色が好き、それは平気なんだ。黒も好き。黒は全ての色を合わせたもの、
だから黒は、人より色が好きって人たちのため。
b）このビーニーはエアブラスター。 変なこと書いたかな。

PRICE： 3,900yen+TAX

これは『ガールフレンドビーニー』という流行に対する我々の対応。
これは『ボーイフレンドジーンズ』というのを始めた連中が最初。彼らは彼らのガールフレンドの
ビーニーを握りしめて「俺のだ」と叫んだのが最初。
それで奴らはそれを被って「イエス、いただき」みたいな感じ。で大流行。女性のみなさまご注意ください。
男たちが君のビーニーを狙っているぞ。だっていまは流行ってしまって許されてしまうような雰囲気だ。

PRICE： 4,500yen+TAX



ミディアムで行こう、もしくは家に行こう。「愛しているよ」という一言はなかなか言えない。
僕は君と外で遊びたい、君の限界を押し上げて、でもそんなにワイルドにはならないで、
血圧が上がるから。ミディアムという意味は誰にも似ていないということ。
ある人々にとっては「ホットじゃない」他の人は「中道タイプ」。もしくはご霊験を唱える人のため。
ミディアムで行こう。そしていつかは家に戻ろう。セーフティとサウンド。
アドレナリンを少し、でも骨折はしないでね。PRICE： 4,500yen+TAX

エアブラスター・ぺティオダクティル(翼手竜)。1930年のアマチュア、アトランタベースボールチーム、
言うなれば誰も聞いたことない。そこから全てが始まった。その名前。ぺティオダクティル(翼手竜)。
ザ・エアー。ザ・ホットエアー。ワオ、全てがザ・ホットエアー。
そして今、彼らはエアブラスターチームビーニーは空気を捕らえて君の素肌を暖かく保つ、
そしてホットエアーと折り合いをつけ、そして君のドームの上から蒸気を放出する。
これはぜったい真実。PRICE： 3,900yen+TAX

パチャママ、アンデスの先住民族たちの女神。サスクワッチはサリッシュ族の言葉で雪男。
不適切な自由を利用して共同で選択、合成、そしてそうでなければこの重要な言葉を罵倒、
したがって『マン-モア』という適切な訳語があります。
スカットチャママキャップはマンーマザー、二項対立のニット/フリースラインクラウン、
トゥークで一番暖かい。

PRICE： 5,400yen+TAX



ニンジャサーフクラブ？誰がやるの？コーデュロイは鯨を持ってる、ニンジャはサメを叩き斬る、
だからこの帽子がサーフィン用保安デバイスに見えない？たぶん見えないよね。
さて、パウンドフォーパウンドコーデュロイはこの地球上のどの素材よりも水分を吸収する。
コーデュロイパンツに漏らしたことある？僕はまだない。もちろんグレード最上級じゃないけど。
まったく違う体験を考えるとコーデュロイはたぶん最高のサーフィンヘルメット素材。
もちろん帽子の素材としてもね。PRICE： 6,400yen+TAX

親父、帽子もらったよ。と隙をうかがって帽子をもらってしまう。過去10年になんどもあった。
ジミー・バフェットのマイクロクラフトビールフェスティバルやモダンなツーリスト活動で
もらった帽子等々。20年後にはすごいお宝になるかも、でもクールになるにはちと長すぎるかな。
ダッドハットはとにかく調子良い。

PRICE： 5,400yen+TAX



クラシックエアーラスターソフトトップ。君のドームにはナイスな軽量級ハット。
パネルは５つ、スナップで調整可能。マイルドでもミディアムでも、ワイルドカラーもあるし
プリントオプションも選べます。これ以上のものはないと言える。
ボールキャップの経験が無いというならば別だけど。
その場合、やはりこれが一押しかな。

PRICE： 5,400yen+TAX

太陽が眩しく照りつけ、君がそれを遮るものがないときに最高。
プロボーダーによれば柔らかい素材だからヘルメットの下にも被られるし、
後頭部を覆うドロップテイルとマッドフラップが君を紫外線から守ってくれる。
ミディアムで行こう、誰が見てようとおかまいなし！

PRICE： 6,200yen+TAX

Dark Lavender



どうか忘れないで欲しいことがある。

君が貴重なお金でウェアを購入するときは同時に

投票もしているってことを。もしそれが

エアブラスターのようなインデペンデントで、

スノーボーダーが経営している製品だったら

君はスノーボーデイングに一票を投じたってことなんだ。

（間抜けなスポーツ企業やその子会社じゃないってこと）

君はスノーボードという素晴らしく、実質的で、

面白く、先進的で味わい深いこのスポーツを

支持したってことなんだ。

君がエアブラスターに投票するとその収益は、

ハードワーカーのスノーボーダーや

そのファミリーの生活の糧となる、

もちろんその子供たちや、可愛いペットの餌代にも。

小さな一票だけど価値があるんだ。



なんという幸運と特権…リフトに座ったままで山の頂上へ達するなんて。それが唯一の方法
ではないけど、私たちの多くにとって丘の上からサイドウェイでスライドする事を人生の楽し
みとしている。楽しみ方ってそれだけなのかなと思うけど、まあごゆっくり、それもいい。

さて、エアブラスターはたしか16才か17才になった。スタートは2000年の頭のころで友人
や変わり者たちにおせっかいな忠告をするために立ち上げた。スノーボーディングの最も正
しい取り組みかたは、シンプルにスノーボーディングを楽しむということ。空を見上げて息を
大きく吸う(そして／もしくは大声で頭にきたことを叫ぶ)　自分自身に挑戦。君のスタイル
をシェアして、周囲をリスペクト。新しい友達を作ろう。長いつきあいの仲間とは旅行の計画
を立てよう。

私たちのチームの作り方、私たちが作ったパートナーシップ、エアブラスターでの製品開発
のやり方：これらすべてのミッションの目指すところは、さらに上手に丘の上からサイドウェイ
でスライドするため。私たちをサポートしてくれる人々のために、ベストを尽くして彼らをサ
ポートする。エアブラスターの創造に関わるすべての人々の情熱そして献身が夢を実現す
る。この仕事は情熱。私たちはマジでマニアックなんだ。マニアックとはスノーボーディング
に夢中な奴ら(ときにはマニアック過ぎの傾向もあるけど)のこと。もちろん業務は適切に行
う。びっくりするほどサイドウェイのスライドができる製品の開発と配送は真剣。とにかくカタ
ログをお楽しみください。エアブラスターの製品は私たちの夢がいっぱい詰まっています。

山で生まれ、冒険があればどこにでも。

ニンジャスーツってなんだろう？ニンジャスーツは

この地球で最も楽しくて機能するベースレイヤーのこと。

ニンジャスーツはこれまで開発されたなかで

最も快適なスリーピングバッグ用アンダーウェア。

ニンジャスーツはあなたの第二の皮膚として微気候をマネジメントし

かつシームレスな着心地を提供します。

ニンジャスーツはグランドキャニオンの春のトリップでもまるで

ドライスーツのようにあなたを快適にしてくれます。

もちろんハロウィンのコスチュームとしても大活躍。

あなたの冒険には欠かせないベースレイヤーそれがニンジャスーツ。

次の遠征のパックリストの一番にこのニンジャスーツを選びましょう。

H3 H2

山で生まれ、冒険があればどこにでも。

ニンジャスーツってなんだろう？ニンジャスーツは

この地球で最も楽しくて機能するベースレイヤーのこと。

ニンジャスーツはこれまで開発されたなかで

最も快適なスリーピングバッグ用アンダーウェア。

ニンジャスーツはあなたの第二の皮膚として微気候をマネジメントし

かつシームレスな着心地を提供します。

ニンジャスーツはグランドキャニオンの春のトリップでもまるで

ドライスーツのようにあなたを快適にしてくれます。

もちろんハロウィンのコスチュームとしても大活躍。

あなたの冒険には欠かせないベースレイヤーそれがニンジャスーツ。

次の遠征のパックリストの一番にこのニンジャスーツを選びましょう。





人間工学に基づく
７ピースフード

モンキーパーム

イージーエントリーを
可能とする

フロントチェストジップ

4ウェイストレッチ
ウィッキングファブリック

フロントフライ

ウエストジッパーは
350°の開閉が可能でトイレもイージー



ジョーンズたちに追いついた？カミンズたちにも追いつこう。

彼らのLBSに費やした時間は君のベストタイムより少ない、

私は家族全体を合わせた時間について話している。

君の母さんはX-GAMESメダリストの中でも突出した存在で、

君の父さんはサイレントニンジャパウダーアサシンで

上の天国からやってきて、つまりだ。君は２つのすごいDNAを受け継いだってこと。

キャノンとアイラもそのDNAをナチュラルに受け継いで進展させている。

キャノンは神がかりなスピードとターンを父親から受け継ぎ、

アイラはすでにニンジャ的アクロバットのすでに高度な領域に達している。

お母さんありがとう。彼らはもうどんなボードだろうと目を見張るほど

サイドウェイでスライディングしている。

カミンズファミリー。

家族でニンジャで、家族でステイワイルド。



パットは才能に溢れるスノーボーダーとしてさまざまな功績も
残してきました。荒れたストリートから標高の高いピークまで
さまざまな地形を前にすると彼は非凡な能力を発揮します。
彼はフィルミングでも傑出した映像を残してきました。
その１つに彼がキャプテンを務めたボルコムのプロジェクト
『Mr. Plant』などがあります。
われわれとパットとの交友は15年前に遡ります。
我が社の共同創立者、ポール・ミラーがパットをコーチし
彼のすべてを教えたのが始まりです。

オースティンを表現するベストな言葉はスノーボードの
アナライザーバニー（高電磁うさぎ）。彼はいつも全力疾走、
彼が夜トリックを練習すると翌日にはランディングまで成功している。
自己中に陥ることもなく彼は誰よりもちょっとだけ高く飛び続ける。
スケートでもサーフでもスノーボードでもオースティンは無条件に
全力で週8日間フルスピードでリップしている。
もし彼の映画『Rooster Tail』が君のお気に入りショートムービーに
加えられていなかったとしたら、たぶんまだ見てないんだと思うけど？

ヘイリーは2000年生まれ、オリンピックとX-GAMESで
メダリストとなりその勢いは持続中。
でも彼女のスノーボーディングにコンテストの結果は
意味が無い。彼女の信じられないほどのスムースなスタイル、
控えめで女性らしいふるまい、そして大きな笑顔が、
ウィメンズスノーボーダーのアイコンとして注目を高めている。
我々は彼女がニンジャスーツチームの1人であることを
誇りに感じている。また次世代のニンジャスーツの開発を
彼女と進めていることにも超エキサイトしている！



未来へようこそ。アルパインツアーのためにデザインされたニンジャスーツプロは降り注ぐ雪や尾根の突風からあなたを守ります。
もう煩わしいことに集中を妨げられません。フードから肩にかけてのSchoeller® Nanosphere® の4ウェイストレッチ・ソフトシェルは
究極の撥水性能と透湿性能を誇ります。メインボデイには2xメリノを使用、すばらしい保温性能と防臭効果を発揮します。
手首と足首にはロープロファイルのコンプレッション素材で補強し、この次世代のニンジャスーツの機能性をさらに高めています。

・Schoeller® Nanosphere®
・YKKジッパー
・メインボディに4ウェイストレッチのメリノ素材を使用
・４ウェイストレッチのウールが混紡された撥水素材Schoeller® Nanosphere®ソフトシェルを
 フード、ショルダーそして膝に使用
・ウェストジップは350開閉可能だから、パウダーはトイレに行ってからがお勧め
・長い2ウェイジッパーで着替えもトイレも楽
・７パネルフィッティングフードとチンプロテクター
・サム（親指）ループカフ
・胸にニンジャスターのマーク
・胸にジッパー付きポケット

PRICE： 39,800yen+TAX

７パネルフィッティングフードとチンプロテクター

Schoeller® Nanosphere®チェストパネル

Schoeller®4ウェイストレッチ・ウールブレンド・ウォーターレジスタント
Nanosphere®フード、ショルダー、ニー

ウェストジップは350開閉可能だから、パウダーはトイレに行ってからがお勧め

右胸にはニンジャスターロゴ

サム（親指）ループカフ



ベースレイヤーのゴールドスタンダード。我々が独占しているメリノ素材4ウェイストレッチを使用、
エアブラスター・メリノニンジャスーツは他の全てのベースレイヤーの中のスタンダードだといえます。
55%メリノ/ 37%テンセル/8%スパンデックス、このユニークなブレンドはメリノ素材だけと比較して45%強くそして2倍の速乾性を
有しています。さらに私たちはミュールジングしていないウールをニュージランドとオーストラリアから輸入している。
だって羊も人間も同じだから。（ミュールジング： 感染予防のために羊の臀部を麻酔をかけずに切り取る処置）

・YKKジッパー
・4ウェイストレッチのメリノファブリックとニンジャスターのマーク
・右胸にはニンジャスターのマーク
・ウェストジップは350開閉可能だから、パウダーはトイレに行ってからがお勧め
・ロング2ウェイジッパーで自然現象にもイージーにアクセス
・７パネルフィッティングフードとチンプロテクター
・サム（親指）ループカフ
・ドローコードのウエストバンド

PRICE： 29,800yen+TAX

７パネルフィッティングフードとチンプロテクター

4ウェイストレッチのメリノファブリックとニンジャスターのマーク

ウェストジップは350開閉可能だから、パウダーはトイレに行ってからがお勧め

ロング2ウェイジッパーで自然現象にもイージーにアクセス

サム（親指）ループカフ

ドローコードのウエストバンド



このオリジナルは手強い。これはフード付きのワンピースベースレイヤー、ここから全てが初まった。
我々のニンジャアンバサダーによる約15年に渡る開発。彼らの行動だけでなく全ての体験がニンジャに生かされ、
すばらしい保温性と機能が組み込まれたオリジナルニンジャスーツとして完成した。

・YKKジッパー
・4ウェイストレッチのエアテックファブリックとニンジャスターのマーク
・ウェストジップは350開閉可能だから、パウダーはトイレに行ってからがお勧め
・フロントフライ付きだからナンバー１にクイックアクセス
・７パネルフィッティングフードとチンプロテクター
・サム（親指）ループカフ
・ドローコードのウエストバンド

PRICE： 19,800yen+TAX　※BLACKのみ18,800yen＋TAX

７パネルフィッティングフードとチンプロテクター

4ウェイストレッチのエアテックファブリックとニンジャスターのマーク

フロントフライで、トイレでもクイックアクセス

ウェストジップは350開閉可能だから、パウダーはトイレに行ってからがお勧め

サム（親指）ループカフ

ドローコードのウエストバンド



フードをカットしたニンジャスーツ。もしフードを被ると閉所恐怖症になってしまう人はこれです。
クラシックなモックネックのベースレイヤー、髪を風になびかせてください。
そんなあなたのためにフードレスニンジャスーツはあります。
さあステップインしてジップアップして、トップダウンしながら、あなたの身体を包み込む最上の快適さを体感してください。

・YKKジッパー
・4ウェイストレッチのエアーテックファブリックとニンジャスターのマーク
・ウェストジップは350開閉可能だから、パウダーはトイレに行ってからがお勧め
・フロントフライ付きだからナンバー１にクイックアクセス
・ネックホールとチンプロテクターはストレッチ縫製
・サム（親指）ループカフ
・ドローコードのウエストバンド

PRICE： 17,800yen+TAX　※BLACKのみ16,800yen＋TAX

ストレッチファブリックのネックホールチンプロテクター

4ウェイストレッチのエアテックファブリックとニンジャスターのマーク

ウェストジップは350開閉可能だから、パウダーはトイレに行ってからがお勧め

ドローコードのウエストバンドとフロントフライ

サム（親指）ループカフ



君の冒険を快適にしてくれる仲間。このメリノブレンドファブリックはこれまでで最もソフトな肌さわりを実現しています。
テンセルとウルトラファインな19ミクロンのメリノ繊維。ワンピースデザインによる保温プロテクションによって
最高のベースレイヤーとなりました！
さらに使用するウールはミュールジングされていない羊のものをニュージランドとオーストラリアから輸入、
だから何の心配を抱くことなくこのニンジャスーツに身を任せることができます。

・女性の体型に合わせたフィット
・YKKジッパー
・７パネルフィッティングフードとチンプロテクター
・ポニーテール用ポータル（穴）
・4ウェイストレッチのメリノファブリックとニンジャスターのマーク
・ウェストジップは350°でeasy pee-zy!
・サム（親指）ループカフ
・ドローコードのウエストバンド

PRICE： 29,800yen+TAX

７パネルフィッティングフードとチンプロテクター

ポニーテール用ポータル

4ウェイストレッチのメリノファブリックとニンジャスターのマーク

ウェストジップは350°でeasy pee-zy!

ドローコードのウエストバンド

サム（親指）ループカフ



オリジナルウィメンズニンジャスーツ。これはフード付きのワンピースベースレイヤーで、ここから全てが初まった。
我々のニンジャアンバサダーによる約15年に渡る開発。彼らの行動だけでなく全ての体験がニンジャに生かされ、
すばらしい保温性と機能が組み込まれたオリジナルニンジャスーツとして完成した。

・女性の体型に合わせたフィット
・YKKジッパー
・７パネルフィッティングフードとチンプロテクター
・4ウェイストレッチのエアテックファブリックとニンジャスターのマーク
・ウェストジップは350°でeasy pee-zy!
・ポニーテール用ポータル（穴）
・サム（親指）ループカフ
・ドローコードのウエストバンド

PRICE： 19,800yen+TAX　※BLACKのみ18,800yen＋TAX

７パネルフィッティングフードとチンプロテクター

ポニーテール用ポータル（穴）

4ウェイストレッチのエアテックファブリックとニンジャスターのマーク

ウェストジップは350°でeasy pee-zy!

ドローコードのウエストバンド

サム（親指）ループカフ



髪はそのまま自由にさせてください。フードの存在を気にしなくていい。もし髪を風になびかせたいか、
ティーカップとしてフードを使わなければフードレスニンジャスーツにしましょう。
快適さも機能もクラシックニンジャスーツと同じです。お楽しみください、そしてステイワイルド！

・女性の体型に合わせたフィット
・YKKジッパー
・4ウェイストレッチのエアテックファブリックとニンジャスターのマーク
・ウェストジップは350°でeasy pee-zy!
・サム（親指）ループカフ
・ドローコードのウエストバンド

PRICE： 17,800yen+TAX　※BLACKのみ16,800yen＋TAX

ネックホールとチンプロテクターはストレッチ縫製

4ウェイストレッチのエアテックファブリックとニンジャスターのマーク

ウェストジップは350°でeasy pee-zy!

ドローコードのウエストバンド

サム（親指）ループカフ
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無限の竜巻のようなエナジー、キッズは私たちの未来です。
もし今から子供達と1日を遊びつくそうと思ったら...

エアブラスター(ニンジャスーツ+フリーダムスーツ)のレイヤリングシステムしかないでしょう。
どこに飛び出そうとも、突然のトイレにだって我慢はいりません。

暖かくドライ、キッズは1日中超ハッピーです。



秘密は、丘の上でも一日中暖かい…誰だって！
シンプルで機能的なデザインのニンジャスーツは着るのも脱ぐのも簡単、トイレも慌てなくて大丈夫、
そしてもっと重要なのは：暖かくてキッズは超ハッピー！つまりパパもママも楽な1日が過ごせるってこと。
泣き虫は消えてターンの数が増える。ただ１つの問題は、子供達がニンジャスーツなしでは外で遊ばなくなるってことなんです。
世界一のパジャマに変身することもお忘れなく。

・YKKジッパー
・4ウェイストレッチのエアテックファブリックとニンジャスターのマーク
・ウェストジップは350°でeasy pee-zy!
・フードとチンプロテクターはフォームフィット
・ロング2ウェイジッパーでトイレ休憩にもイージーにアクセス

PRICE： 13,800yen+TAX



ワンピース！キッズ用シームレスはニンジャスーツで終わりではありません。
キッズ用フリーダムスーツで子供たちの限界を押し広げましょう！ウエストジッパーはニンジャスーツとぴったりだから
トイレ休憩もイージーです。80gのインシュレーションと10Kストームプロテクションが子供達を暖かく包み込みます。
さらにGrowth Responsive OuterWear（G.R.O.W. グロースレスポンスアウターウェア）により成長に合わせて
袖や裾を伸ばすことが可能です。だから来年も使えます。

・10Kmmウォータープルーフィング
・10Kg/m²ブレサビリティ
・フードがカラフルでどこにいるか見つけやすい！
・G.R.O.W.で年齢に合わせたフィットが可能
・インシュレーションは80g
・2レイヤーストラテジックシームテーム
・フリーダムオットマンアウターファブリック
・80/20フロロカーボンフリーEco-DWR
・YKKジッパー
・センターフロントは2ウェイジッパー
・ウェストジップは350°でトイレ休憩が簡単
・G.R.O.W.= Growth Responsive OuterWear
 （グロウス・レスポンス・アウターウェア）
 袖と裾の中の糸を切ると丈が伸ばせて
 翌年も成長に合わせて使用できる構造
・最高に楽しくて自由なデザイン！
・フード内のエラスティックベルトでフードをフィットさせ、天候にも対応できる
・メディアコードポートを備えたチェストポケット
・グリッパー付きエラスティックレッグゲイター
・ウエストバンドにはチケットウイケットループ
・裾はバンスナップで開閉
・右胸にはエアブラスターフリーダムスーツの刺繍

PRICE： 29,800yen+TAX
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