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視界は悪く思いがけないトランジションやバンプがそこらじゅうにある。新しいルール、新しいエクイップメントの必須
要件と厳格に施行された境界エリア。われわれのほとんどが、ここ9ヶ月以上は底なしパウダーを食っていないという
生活コンデション。

ボーダーとして幸運だったのはこの異常事態でもトレーニングを怠らない生活を続けていたこと。障害をさっとかわ
し方向をクイックに変える。そしてへんてこなトランジションを耐えてスィートスポットへ…そんなことをやってきた。
君の目指すものがヴァージンパウダーか、大空へ飛び出すカリカリのランプか、思わず掴んだハンドレイルか、雪面に
顔面スレスレでボトムのスロープを滑走するか、ボーダーは文字通り障害をターンでかわして好機へとまっしぐら。君
はもう理解している。それはやっかいなコンデションやスケッチーなトランディションからの最高の瞬間に出会うため
の方法だ。願わくば君がこのようなトレーニングを日課とし、メンタルを鍛えポジティブな姿勢を持ってくれていたら
と思う。

膝を曲げ、脚に光を当てる。もし森の木に衝突したくなかったら、木を見つめて「木にぶつかってしまう」なん考えないこ
と。思うからそうなるんだ。そのかわりに木々の間のふんわりしたところに集中してラインをイメージし、「おいしそう！そ
こをいただき！」そうすれば君はとれたての果実を味わい、思いっきりの笑顔となる。それが最高か最悪のコンデション
だろうと。

率直な話、スノーボーディングは最高のアウトドアスポーツでストレスを発散してメンタルの健康を保ってくれる。そ
の瞬間を味わい、血を沸かす。チェアリフトが営業していようといなくとも、飛行機が飛ぼうとも飛ばなくても、とにかく
雪は降る。それが薄化粧か、恵まれ過ぎた深雪だろうと、わたしたちはそこをスライドする術(すべ)を見つけ出し超絶
に楽しい時間を過ごす。プロセスをシンプルにすることで新しい展開が見える事ってしばしば起きる。わたしたちの愛
するスノーボーディングのシンプルな動きが新鮮な評判を得て、新しい予見をリードすることだってありえるのさ。



ニンジャスーツをベースに構成されたエアブラスターのレイヤリングシステムは、
その日のミッションにおける、周囲を取り巻くわずかな気候の変化にも完璧に対応します。

まずはこの惑星で最高のベースレイヤーから始
めよう。レイヤリングシステムのコアとなるの
は、冒険には欠かせないニンジャスーツと呼ば
れるベースレイヤー。朝は起きたらまずこれを着
る…昨晩は着ていないとしたらだけど。（ぜった
いに着て寝るべきだけどね！）

そして1日を無駄にしないためにも、ランド
フォームシリーズから適切な一枚を選ぶ。カ
ジュアルからテクニカルなウェアとなんでもあ
る。トランジットのときには心地よくトランジ
ションでは機能する。ランドフォームシリーズは
個性豊かな多機能ギアだ。

君の予想で雪のチャンスが訪れそうならば、エ
アブラスターのアウターウェアをお供にして君
の世界を完璧にしよう。母なる大自然のストー
ムから身を守り、見た目もホットにしたいならば
このカテゴリーでしょう！



フルシームシールド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回の洗濯でも80％の撥水性能を維持するEco DWRコーティング。

フルシームシールド2レイヤー。ストレッチ・ラミネートのオプション。
上質な手触りのファブリック。
15Kプロテクション。

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・ラミネートのオプション。
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=最上の防水と透湿性能の3レイヤーと2レイヤータフタ、
ストレッチサテン、トリコットライニングシェルはすべてのシリーズに採用。

40-60Gインシュレーション“ウォーマー”
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＝コンパクトで効率の良い保温力、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採用。

80-200Gインシュレーション“ウォーメスト"
ゾナルオプション＝暖かさ＆動きやすさのベストバランス。
オプショナルプリマロフト＝コンパクトで効率の良い保温力、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採用。

最大限の汎用性&最高のパフォーマンス



フルカバーするリラックスしたフィット感で
十分な余裕を確保しています。

フルカバーするリラックスしたフィット感で、
背中側の丈を更に2インチ伸ばしています。

フルカバーするリラックスしたフィット感で、
前後の丈を2インチ伸ばしています。

ストレッチ素材の裾を採用。
ストレートのラインでムーブには

十分な余裕があります。

トラディショナルなストレートなラインで
ムーブには十分な余裕があります。

リラックスドフィットに比べて
太ももが1インチ、ヒザを1/2インチ

幅広にしました。

アップデートされたバギーフィットで
裾が少しテーパーにしています。



ウイメンズのミディアムフィット。
動きとレイヤリングに

余裕を持たせています。

腰から腿にかけてミディアムな余裕を持たせ、
わずかにブーツカットなシェイプ。

伸縮素材のウエスト、腰はミディアム、
太ももとヒザはワイドで裾はゴム素材。

ゴムのウェスト、腰はミディアム、
腿と膝はワイドでロールカフが付属。

腰、尻、腿にかけてマキシマムな余裕。
わずかにブーツカット。

ウイメンズミディアムフィットで
背中側の裾にチェアリフトのための

2インチのプロテクション。

リラックスしたフルカバーのフィットで
前後に2インチの余裕があります。



我々の友人、家族、ボーディングのトップに位置づける逞しくかつ無邪気な連中です。良き時間を見るために彼らを助けてください！実際にあなたが
学んでいるトリックのビデオを送ってください。彼らはビデオを分析してレッスンをコーチします。あなたがしたいだけ何度でも無料です。もちろん冗談。
でもどうかこの最高な人たちをお助けください。彼らはコンスタントに素晴らしいことをすべてのレベルで行なっています。見るに値するんです。



C_ChangeTM: Schoeller®’：ショーラー社が自然界の熱力学を応用した
メンブレン（膜）で、体温が上昇すると皮膜の組織が開いて熱を外へ逃がそうとします。
つまり熱が上がれば通気性が向上します。

全世界100着未満／限定生産（各色）
すべてナンバリング入り（手書き！）

リフレクティブ・サスカッチ・
アルパインサーフクラブのパッチ

最大限の通気の為の
ベンチレーションを追加

ストレスがかかりやすい部分には接合された
バータックスで耐衝撃性と耐水性を強化

山岳行動を十分に想定したフィット

Schoeller® C_Change™メンブレン
+フルシームシールド

外部のジッパーには
YKK Aquaguard®を使用

Schoeller® Nanosphere®による
ナノコーティングで最上位の撥水性

サスカッチ＝
究極のプロテクション+通気性は最大限

究極の耐久性を高めるために
パネルにはアラミド繊維

Nanosphere®：ナノ構造により生地をドライでクリーンに保ち、
サスカッチ・アウターウェアの表面へ水分を寄せつけません。
これまで使用した素材のなかで最高の耐久撥水性を誇ります。

アラミド強化繊維は二酸化炭素排出量を削減します。
防弾チョッキやサスカッチアウターに使用されているアラミド繊維は
耐久性を最大限に高め、衣服の寿命を延ばします。



PRICE: 85,800yen（税抜価格 78,000yen）

ジャケットにラミネートされたショーラー社のC_ChangeTMメンブレンは熱が上昇すると気孔が開き透湿性を最大限に高めます。
さらに胸にある2つの大きなベンチポケット(スキンも収納できる)を開けば、市場で最も通気性の高いウォータープルーフシェルと言えるでしょう。
ショーラー社が独占するNanosphere®の技術は水や汚れを跳ね除け、あなたをドライに保ちジャケットの劣化も防ぎます。
限定品でナンバリングされています。

・ Schoeller®のC-ChangeとNanosphere®を採用
・ ブラスターフィット
・ 3レイヤーフルシームテープドコンストラクション
・ 180g/m² 3レイヤーSchoeller®ナイロンリップストップと
 C-ChangeラミネートとNanosphere®DWRコーティング 
・ センターフロントとチェストポケットのYKK Aquaguard®ウォータープルーフジッパー
・ エルゴノミック3ウェイアジャスタブルフード
・ 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
・ ナポレオンポケットはYKK Aquaguard®ウォータープルーフジッパーと
 メディアコードの通し穴
・ 腕下のベンチレーションジッパー
・ 3レイヤーと色分けされたシームテープ
・ アジャスタブルホック＆ループ＋スナップカフクロージャー
・ 伸縮素材のサム（親指）ループ
・ 取り外し可能なパスウインドウ付きパウダースカート
・ リフレクティブ・レーザーカット・サスカッチ・アルパインサーフクラブパッチ

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

3レイヤーフルシームテープド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

腕下のベンチレーションジッパー

リフレクティブ・レーザーカット・サスカッチ・アルパインサーフクラブパッチ



PRICE: 72,600yen（税抜価格 66,000yen）

Schoeller®C_Change™とNanosphere®とフルシームテープで素晴らしく性能が向上し、アラミド繊維をウェアの重要なところへ
パネルとして加えました。アラミド繊維は防弾ベストやモーターバイクのギア、耐火スーツにも使用されており、
耐久性指数は11まで上げられています。センターフロントの2ウェイジッパーは着脱やレイヤリングが簡単。
トレイルサイドでのピットストップも超クイックに済ませられて、君をもたつかせません。

・ Schoeller®C-ChangeとNanosphere®
・ 2レイヤーフルシームテープド・サスカッチコンストラクション
・ 150g/m² 2レイヤーSchoeller®ナイロンリップストップとアラミドウェアパネル
 それぞれにC-ChangeラミネートとNanosphere®DWRコーティング
・ ラミネートされたストームフラップとバータックスで接合
・ 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インナーレッグベンチレーションジッパー
・ 特製サスカッチの裏地プリント
・ 裾には隠しドローコード
・ 5箇所のジッパー付きポケット
・ 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
・ リフレクティブ・レーザーカット・サスカッチ・アルパインサーフクラブパッチ

裾を締められる内側のドローコード

ラダーロックサイドボディアジャストメント

ヘビーデューティーなナイロンウエストベルト

センターフロントの2ウェイジッパーでeasy pee-zy!

ラミネーテッドストームフラップ

アジャスタブルエラスティックショルダーストラップ



PRICE: 69,300yen（税抜価格 63,000yen）

PRICE: 51,700yen（税抜価格 47,000yen）

もうスタイルと機能の妥協点について悩まなくても大丈夫です。サスカッチトレンチオーバーはエアブラスタージャケットのなかでも
実証済みのシルエットを誇り、そこに世界基準のSchoeller® の素材と技術を加え市場で最も高性能のプルオーバーを作り上げました。
しかし残念なことに数量が限定されているんです。全世界合わせて各色100枚弱で、それぞれに（手書きで）
ナンバリングしています。

シンプルにこだわった結果、最も機能的なプロダクトが完成しました。足元にはジッパー付きの伸縮性シールを
施してメンテナンスフリーに。フルシームされたSchoeller® Nanosphere®構造のアウター素材が
パーソナルなフォースフィールドを確立し激しいストームに対抗します。そしてヒートアップしたときには
Schoeller®のC_Changeメンブレンが対応して透湿性を最大限に高めます。さあハイクしてリップしよう！

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

リフレクティブ・レーザーカット・サスカッチ・アルパインサーフクラブパッチ

脱ぎ着を簡単にするフルボディサイドジッパー

ビルトインされたエラスティックウエストベルトは最高に快適

膝にはリフレクティブ・レーザーカット・サスカッチ・アルパインサーフクラブパッチ

裾には伸縮性のあるグリッパーカフ



PRICE: 110,000yen（税抜価格 100,000yen）

ディープな日に没頭するためにスペシャルボードを持っていたとしよう。パウダーのための剣は素晴らしい。
でも盾はどうする？君はその伝説的なディープな日のための究極のアウターウェアは持っている？
1年で200日くらい滑っているか、もしくはたった一度だけのパウダーストライクミッションを計画して
パーフェクトなテクニカルツールを必要としているか？君のサスカッチスーツは究極の盾と思っていい。
悩まずにパウダーを略奪したいならこのセットアップです。

・ Schoeller®C-ChangeとNanosphere®を採用
・ ブラスター/リラックスドフィット
・ 2レイヤーフルシームテープドサスカッチコンストラクション
・ 150g/m²2レイヤーSchoeller®ナイロンリップストップとアラミドウェアパネル
 それぞれにC-ChangeとNanosphere®DWRコーティング
・ 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ス
・ エルゴノミック3ウェイアジャスタブルフード
・ 350°開閉するウエストバンドジッパーでなにかとスムースに行えます
・ 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
・ 特製サスカッチの裏地プリント
・ 6か所のジッパー付きポケット
・ モールデッドエアピルカフクロージャー
・ 各種メディアコードポート付きチェストポケット
・ ウエストバンドにはラミネートされたチケットウイケットアイレット
・ 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ス
・ 裾を締められる内側のドローコード
・ レースフックを備えた伸縮素材のレッグゲイター
・ リフレクティブ・レーザーカット・サスカッチ・アルパインサーフクラブパッチ

エルゴノミック3ウェイアジャスタブルフード

リフレクティブ・レーザーカット・サスカッチ・アルパインサーフクラブパッチ

350°ウエストバンドジッパーで何かとスムースに！

モールデッドエア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ス

裾を締められる内側のドローコード



3Lと２Lのエコボルテックスには
38%のリサイクル素材を含有

最大限の耐水性を得るために
細部までラミネート

耐衝撃性のためにバータックスで接合、
耐水性も強化

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+フルシームテーピング

外部のジッパーはウォータープルーフの
YKK Aquaguard®を採用

2Lストレッチ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



PRICE: 55,000yen（税抜価格 50,000yen）

私たちの最もテクニカルなビーストジャケットで、超ディープパウダースレイヤーのために設計されました。
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、高いベンチレーション効果を持つチェストポケットが、
君の肌を暖かく保ち気候の変化にも対応してくれる。我々のチームによる4年間のテストを経たベストフィット、
これまで作ったビーストジャケットの中でも高性能の耐水性能と透湿性能を誇ります。

・ 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テープドビーストコンストラクション
・ 3レイヤーラミネートの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コーティング 
・ 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
・ スプリットボードの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
・ ナポレオンポケットにはYKK Aquaguard®耐水ジッパーと各種メディアコードホールを装備
・ 腕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プリント

エルゴノミック3ウェイアジャスタブルフード

３レイヤーフルシームテープドコンストラクション

ハイデンシティ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

スマホやアレを収納するナポレオンポケット

スプリットボードの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



PRICE: 52,800yen（税抜価格 48,000yen）

ハードにチャージ、休憩はイージーに。完璧にプロテクトされていることを実感。接合されたバータックスとラミネートされた
ストームフラップとカフシンチ、我々のベストのクラスに入るビーストビブはこれまでで最も強固なストームプルーフ。
前面のフロントチェストジップは2ウェイでつまりスムースに着脱ができピットストップにも悩まないでしょう。
もしベストをお探しで下半身のプロテクトも完璧なものといったらこのビブをアップしてあとは何も考えるな。

・ 30ｋmmウォータープルーフィング
・ 20Kg/m²ブレサビリティ
・ リラックスドフィットと機能的なデザインされた膝廻り
・ 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コーティング
・ ラミネートされたストームフラップにバータックスで接合
・ 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!
・ ウエストベルトはヘビーデューティーなナイロン編みベルト
・ 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ドローコード
・ 5か所のジッパー付きポケット
・ 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

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ドローコード



PRICE: 46,200yen（税抜価格 42,000yen）

30K エコボルテックスプロテクションに超軽量でかさばらないプリマロフトのインシュレーション。
ビースト2Lはおしゃれでストームプルーフ。それに加えてプリマロフトのインシュレーションが冬のすきま風をシャットアウトして
あなたを暖かく保ちます。まるでシームレスなミッドウェイトのレイヤーを着ているようなもので、着こなしもシンプルにしてくれます。
つまりビースト2Lをピックしミッドレイヤーは車に置き去りにしましょう。

・ 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ファブリック
・ 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箇所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にバータックスで接合
・ モールデッドエアピルカフクロージャー
・ 内側に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
・ レーザーカットハイパロンビーストパッチ

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製ドローコード

レーザーカットハイパロンビーストビーストパッチ

腕下のベンチレーションベンチレーションジッパー

モールデッドエア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にバータックスで接合



PRICE: 74,800yen（税抜価格 68,000yen）

野獣（BEAST）のようにパウダーを貪れ。21/22モデルのビーストスーツはパウダープロテクションをネクストレベルへ押し上げました。
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ス、ゾナルストレッチ、そして何かと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としての性能を引き立てます。
トマホークのようにパウダーへ真っ逆さまに突っ込んだときに特にそれがよく分かります。
ワンピース=すき間無し。シュノーケルは内臓されていません。

・ 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/リラックスドフィット
・ 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にバータックスで接合
・ エルゴノミック3ウェイアジャスタブルフード
・ 350°のウエストジッパーで何かとスムース
・ 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箇所のジッパー付きポケット
・ モールデッドエア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チケットウイケットアイレット 
・ ラミネートされたストームフラップにバータックスで接合
・ 裾を締められる内側のドローコード
・ レースフックを備えた伸縮素材のレッグゲイター
・ ビーストトリムがパッケージ
・ レーザーカットハイパロンビーストパッチ

エルゴノミック3ウェイアジャスタブルフード

レーザーカットハイパロンビーストパッチ

350°開閉するウエストバンドジッパーでなにかとスムースに行えます

モールデッドエア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にバータックスで接合

裾を締められる内側のドローコード



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

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

15K/10Kラミネート+
フルシームテーピング

取り外し可能な
パスウインドウ付き
パウダーースカート

全てのグレイ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



PRICE: 41,800yen（税抜価格 38,000yen）

エアブラスターがプルオーバーを発明した。それは事実ではありません。しかしながらイカしたそれを作ったのは本当です。
狭苦しく汗をかいた経験を積んでから我々はディープなネックジッパーを取りつけてベンチレーションを向上させました。
フルボディサイドエントリージッパーで着脱が早くなり、余裕のある着心地だから君のエピックなダンスムーブの
邪魔にもなりません。

PRICE: 33,000yen（税抜価格 30,000yen）

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。たぶんね。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。
「普通の裾にしたほうがいいんじゃない？」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。

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

脱着を容易にするフルボディサイドジッパー

ステイワイルドのパッチ

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で開閉可能



PRICE: 41,800yen（税抜価格 38,000yen）

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・ワーブスはワールドスノーボディングに続くパスを
創作し続け、彼独自の輝くスネイルトレイルを残しています。彼は再び絵筆を持ち
トレンチオーバーに唯一のトレワイルドパッチを施し、それを自分の物としました。

PRICE: 33,000yen（税抜価格 30,000yen）

パーティーがハード過ぎで、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
エアー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: 46,200yen（税抜価格 42,000yen）

フーディーだけの春のライディングから腰まで浸かるディープなパウダーランの完全装備まで、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ウォータープルーフのファブリックをアウターのパネルに使用しプロテクションはマックス、
かつ自由なムーブメントを約束します。

・ 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を備えた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箇所のジッパーポケット
・ 裾を締められる内側のドローコード
・ 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と接合されたバータックス
・ ハイパロンエアブラスターパッチ

アジャスタブルエラスティックショルダーストラップ

ハイパロンエアブラスターパッチ

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

裾を締められる内側のドローコード



マットナイロンマイクロリップストップの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

ハイパロンエアーブラスターパッチ

メッシュライナーが施された脇下のベンチレーションジッパー

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

PRICE: 40,700yen（税抜価格 37,000yen）

90年代のシフティスタイルに最新テクノロジーを加えました。フルシームテーピング、15Kの耐水性能があるアウター素材。
そしてメディアポケットにはYKK Aquaguard®ウォータープルーフジッパー、シフティジャケットは沢山のプレミアムな機能を
タイトなパッケージに詰め込んでいます。春のスラッシュから冬のストームまで、日課のようになんでも滑ってやろう
という方には多用途に、しかも恰好良く使えます。

・ 15Kmmウォータープルーフ
・ 10Kg/m²ブレサビリティ
・ ブラスターフィット
・ 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
・ アウターファブリックはマットナイロンマイクロリップストップ
・ 80/20フロロカーボンフリーEco-DWR 
・ チェストポケットはYKK Aquaguard®ウォータープルーフジッパー
・ センターフロントは2ウェイジッパー
・ 3箇所のジッパー付きポケット
・ 脇下のメッシュライナーが施され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
・ 各種メディアコードポートを備えたナポレオンポケット
・ 2方向からエントリー可能なハンドポケット
・ 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
・ 内側にメッシュのゴーグルポケット
・ ハイパロンエアブラスターパッチ



エアブラスターパームツリーバケーションパッチ

各種メディアコードポートを備えた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

エアブラスターエアピルイリュージョンパッチ

ドローコード+シリコングリップ

PRICE: 38,500yen（税抜価格 35,000yen）

シンプル。でもベーシックじゃない。かつてのクリスマスの幽霊にチャネリング(それは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・ヘリテージパーカはクリーンなラインとファンな時間を融合し、
かつインシュレーションの量はパーフェクト。15Kウォータープルーフファブリックはクラシックな色を提供し、
エアブラスターのパームツリーパッチでブランディングすれば南の島へ旅行気分。
暖かくドライでそしてステイワイルド！

PRICE: 33,000yen（税抜価格 30,000yen）

イージースタイルとは居心地の良い自分のスタイルということ。プロなら誰でも知っているけど寛ぎは
やはりパンツの辺りから始まる。新しいエアブラスター・イージースタイルパンツは君に選択肢を与える。
パンツの裾をしっかり締めるかそれともルースにしたままか。イージースタイルパンツは拘束されない
リラックスプラスフィットを君に与えます、秘密の40グラムのインサレーションが君をさらに快適にします。
イージースタイルパンツが好きならESPを手に入れて未来へ向かおう。



エルゴノミック2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

各種メディアコードポートを備えたナポレオンポケット

センターフロントの2ウェイジッパーでeasy pee-zy!

350°のウエストジッパーで何かとスムース！

脇下と内ももにはメッシュライナーが施されたベンチレーションジッパー

PRICE: 66,000yen（税抜価格 60,000yen）

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、
アウターウェアは15Kストレッチウォータープルーフファブリック。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(センターフロントとウエスト廻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軽なトイレ休憩をお約束します。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: 68,200yen（税抜価格 62,000yen）

完全な自由とかたわらに暖かさ。このエアブラスター・インシュレーテッド・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のシンサテック。
フード、両腕そして両足には40g。この組み合わせは必要な箇所に必要な量のパフを入れている為、
それを忘れてしまうほどの機動力を誇ります。



信頼のYKKジッパー

どんなスタイルにも合う
固定式のパウダースカート

10K/10Kラミネート+
ストラテジックシームテーピング

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

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

アウターファブリックは高い耐久力を誇り、
80/20DWRコーティング



アジャスタブルフードとライクラドローコード

カンガルーチェストポケット

エントリーを容易にするフルボディサイドジッパー

ビルトインアジャスタブルウエストバンド

ダブルスナップ付きカーゴポケット

エラスティックグリッパーカフで開閉可能な裾

PRICE: 33,000yen（税抜価格 30,000yen）

君のための3ワード：エアブラスター/フリーダム /プルオーバー。この美しさを知らないなら説明させてください。
エアブラスターはFUNな時間をよく心得ています。ゆえにEPICなオリジナルのプロダクトを作り、どんな天候でも
君を温かくしドライに保つ。フリーダムシリーズは十分に機能する10Kウォータープルーフファブリックを採用して
コストを抑えました。もちろんこのプルオーバーはシンプルで居心地よく、しかもスタイリッシュにフィールドで
振る舞えるでしょう。

PRICE: 27,500yen（税抜価格 25,000yen）

10Kフリーダムボスパンツに注目してみよう。アイコンといえるエラスティックボスパンツのクローンと言っていい。
そのシンプル版だからお財布に優しい。ストレッチツイルファブリックとカーゴポケットが喜びを与えます。
10Kの撥水性能があるジッパー付きのハンドポケットが日課をカジュアルにします。カジュアルな日課って、
終業したらボードで遊ぶってこと。



アジャスタブルフードとライクラドローコード

センターフロントの2ウェイジッパー

Awesome Co.パッチ

エラスティック＋ベルクロのウエストアジャストメント

バックポケットにエアリバートの刺繍

ロールアップも可能な90`sバギーフィット

PRICE: 27,500yen（税抜価格 25,000yen）

94’の復刻で価格は同じ。ウォータープルーフのジャケットで君のスノーボーディングをもっと楽しくし、
フードで雪をシャットアウトします。もっといろんな装備が欲しいって思うなら、別のエアブラスターを進めるけど、
もしシンプルな10Kウォータープルーフのフード付きジャケットでフレッシュにパイプを攻めたいってなら、
リバートジャケットは君の新たなベイビーになること請け合いです。

PRICE: 24,200yen（税抜価格 22,000yen）

ウォータープルーフのバギージーンズ。プリーツ、ベルトループ、ウエストも調整可能。
４つの信頼できるポケット、そしてレッグゲイターが雪をキープアウト。
ファブリックは10kウォータープルーフ+DWRコーティング。バギーフィット、でもムーブのための
ルームはシフティ、リバーツでもってシフティ―リバーツ。アップデートされたバギーズだから少し短め、
ロールアップも自由。



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2ウェイジッパー

エリック・レオンパッチ

ウエスト調整は伸縮性+ベルクロ

バックポケットにエアリバートの刺繍

90年代にインスパイアされたバギーフィット

LEON REVERT JACKET

PRICE: 27,500yen（税抜価格 25,000yen）

LEON REVERT PANT

PRICE: 24,200yen（税抜価格 22,000yen）

エリックレオンのプロモデル。多くの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ます。
恩返しとしてエリックはCOREを創設しました。COREは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、
ポジティブなコミュニティを作り上げてその奉仕プログラムをサポートします。

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、リフトチケットのためにアルバイトもした。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.に賛同したいと思ってい
るならば@core_snowboardingをフォローしてく
ださい。

この製品は手頃な価格を提供しスノーボードへの
エントリー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。



アジャスタブルフードとフラットレースのドローコード

ミリタリースタイルのオリジナルファンプロダクトラベル

各種メディアコードポートを備えたチェスト

脇下には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

リフトの椅子に座っても隠れないエアピルのスクリーンプリント

PRICE: 36,300yen（税抜価格 33,000yen）

丈夫でウォータープルーフ。トーストされたみたいにいつも暖かい。どこに行こうとタフ、トゥイ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ミッドウェ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
・ 10Kg/m²ブレサビリティ
・ ブラスターロングフィット
・ 80g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テープでシームされたフリーダムコンストラクション
・ メインボディ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 
・ センターフロントはYKK #8ビスロン2ウェイジッパー
・ アジャスタブルフードとフラットレースのドローコード
・ 3箇所のジッパー付きポケット 
・ センターフロントは2ウェイジッパー
・ 内もものベンチレーションはメッシュラインが施されジッパーで開閉
・ 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オリジナルファンプロダクトラベル
・ チェアリフトに座っても隠れないエアーピルのスクリーンプリント



自在に調整可能なエラスティックストラップと頑丈なクリップ

ダブルスナップ付きカンガルーチェストポケット

AIRBLASTERのネーム入りポケットフラップ

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エラスティックレッグゲイター

PRICE: 36,300yen（税抜価格 33,000yen）

パウダーへディープに突っ込め！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
・ 10Kg/m²ブレサビリティ
・ リラックスドフィット
・ 2レイヤーシェル
・ 2レイヤーのストラテジックにテープでシームされたフリーダムコンストラクション
・ ミッドウエィトオクスフォードと膝は丈夫なハンマークロスのファブリック
・ 80/20フロロカーボンフリーEco-DWR
・ YKKジッパー
・ 自在に調整可能なエラスティックと頑丈なクリップ
・ 3箇所のジッパー付きポケット
・ ウエストはスナップ+フックとループで調整可能
・ 内もものベンチレーションはメッシュラインが施されジッパーで開閉可能
・ 裏地はエンボスタフタ
・ ダブルスナップで開閉可能なカンガルーチェストポケット
・ 袖にはバンスナップ
・ 弾性のあるレッグゲイターはレースフック付き
・ チェストポケットのフラップにはエアブラスターの刺繍



PRICE: 34,100yen（税抜価格 31,000yen）

PRICE: 29,700yen（税抜価格 27,000yen）

このジャケットは機能します。パーティーもできますよ。
クリーンでクラシックなワークジャケットとフーディーの組み合わせ。実は完璧なパウダーストームクラッシュマシーン...
しかもウォータプルーフファブリック、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1日パーティー三昧。

ウルトラ丈夫なハンマークロスで作られたこのワークパンツは、エアブラスターの最も無骨でかつ補強された
パンツです。新しいリラックスドプラスのフィットがムーブに余裕のあるルームを与えました。君にとっての
最高のフリースタイルライフには欠かせません。機能とスタイルを融合したデザインは正にワークパンツと
呼ぶにふさわしい。エアブラスターのワークパンツこそがグッドタイムスへのパスポートとなり得ます。

アジャスタブルフード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内側のジッパー付きポケット

エアブラスターワークウェアパッチ

エラスティック＋ベルクロウエストアジャストメント

膝パッチとメインボディには丈夫なハンマークロスファブリック

裾にはバンスナップ









PRICE: 16,500yen（税抜価格 15,000yen）

シェルパハーフジップは新しい親友といえるぐらいに最高なヤツ。その快適さは毎日着たくなるくらいだし、
山が君を呼ぶときにも十分なミッドレイヤーとして力を発揮するテクニカル性も秘めています。
275gのシェルパは70年代の元祖ポリフリースに似ています。スナップ付きポケットは信頼できる収納場所。
深いネックジップは滑空にも最適でボディの裾はドローコードで調整可能です。

PRICE: 13,200yen（税抜価格 12,000yen）

多様な環境に対応できるように作りました。コーヒーショップからスロープまで。そしてその中間ならばどこでも。
このトランジットフリースパンツは生活のためにあります。ほとんどのスウェットパンツの抱える問題は「外出用」ではないこと。
ジッパー付きハンドポケットと後ろにはスナップ付きポケットがあるから日常品も突っ込めます。
このトランジットフリースパンツならばインドアでは和んで、アウトドアではワイルドになれる。



PRICE: 19,800yen（税抜価格 18,000yen）

着心地の良い275gフリースと5Kウォータープルーフ素材の融合。ちょっとしたトリップに行くには一石二鳥的な。
ビーガンの方もご安心ください。このトランジットフリースには動物由来の素材は添加されておりません。
しかしそれを着た瞬間からあなたはアニマルになってしまいます。ジャケットさん幸運を！さあ、多目的に使える
エアブラスターハイブリッドフリースを持って色んなところへ行きましょう！

PRICE: 13,200yen（税抜価格 12,000yen）

このスペシャルなフリースパンツを詳しく知って欲しい。まずはジッパー付きハンドポケットが２か所、丈夫なスナップ付きの
リアポケットが１箇所、特製ヒップホルスターポケットも付いていてナイフや先割れスプーンを収納可能です。
トランジットフリースパンツならばカウチでも、キャンプでも、レイヤーをもう一枚着たくなるような超寒いところでも、
どんな移動手段でも。例えば電車や飛行機や車でも、そしてどんな飲み会でも大丈夫。

2箇所のハンドジッパーポケット ヒップホルスター キーループ



PRICE: 16,500yen（税抜価格 15,000yen）

ウインディな日でも大丈夫、スタイルを保ったまま風に対抗できます。しかもブレイクウインダーパッカブルプルオーバーは
カンガルーポケットに収納できるんだ。ハイクやバイクや春のシュレッドに出掛けるときにもパックにこのプルオーバーを忍ばせておくと安心です。
エアブラスターのプルオーバーらしく絶妙な色のコンビネーション。万が一のときの秘密兵器としても役立つし価格もお手頃。
決めるのはあなたです！

カンガルーポケットにコンパクトに収納可能



PRICE: 16,500yen（税抜価格 15,000yen）

早朝のコーヒーラン、リフトでアップ、そしてパウダーを抜ける、そしてディナーパーティーのためにバックダウン...このQSJにすべてお任せ。
120gのインシュレーションは驚くほどの保温効果があり、そして目立ないところが良い。ハンドポケットやジッパーつきチェストポケットは、
デジタルツールやスマホを冷やしません。シャツという名でありながらジャケットの性能は十分すぎる。
予想外の氷点下にもTFとはなりません。

PRICE: 19,800yen（税抜価格 18,000yen）

もしエアブラスターのQSJが好きで、もう少し軽くてコンパクト(保温性はある)が欲しいと思ったらこれ。
タイトに織られたリップストップのアウターファブリックは丈夫で軽く、70デニールのリップストップはウルトラソフト、
袖を通せばすぐに温まりはじめる。インシュレーションの100gのプリマソフトはパッカブルでありながらスタンダードな
120gのインシュレーションより暖かい。アウターは5Kウォータープルーフ。



PRICE: 19,800yen（税抜価格 18,000yen）

この200gパフィンはかつてないほど多才。トレードマークだったパフィンプルオーバーにフルレングスのジッパーを付けて
ベンチレーションを向上させ、レイヤリングの着脱も簡単になりました。5Kのウォータープルーフ。
春のクルージングでも寒いPOWの遠征でも、チリングタイムでもこのPFZは適切に君を保温してくれます。
見た目も良い

PRICE: 25,300yen（税抜価格 23,000yen）

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ファブリックに加え、
170gのプリマロフトインシュレーションはこれ迄で最高のパッカブルレイヤーとなりました。
保温性を考慮してウェイトレシオを限界まで引き上げたビーストパフィンはスプリットボードでの
遠征だけでなく、寒い日のチェアリフト、吹雪いた日のコーヒークルージング、保温性が
優先されるときの新しいお気に入りとなることでしょう。

PRICE: 19,800yen（税抜価格 18,000yen）

ワービントンランチからの200gの愛。マックスバージョンのパフィンは5Kウォータープルーフィングに
2021のプロテクションを更に向上させました。胸に輝く”Tre Wild”のシリコンスウェード製ラベルは
プロモデルの証です。



PRICE: 14,300yen（税抜価格 13,000yen）

PRICE: 14,300yen（税抜価格 13,000yen）

クラシックの中のクラシック。ブルーザージャケットはタイムレスなスタイルとモダンなフィット、
そしてわずかなドロップテイルに撥水コーティング。背中のヨークがムーブメントの範囲を広げ、
ボードグラブのメニューを増やします。5000mmの撥水性能、内側はカスタムプリントのトリコット、
そして“follow cam”エアピルが背中に。ブルーザージャケットは君のコーチジャケットの
お気に入りのコーチジャケット。

クラシックの中のクラシックの中のクラシック。エリックレオンの特製ツイーク。彼はエコフレンドリーなモデルを望み、
100%リサイクル素材のバージョンを作りました。ランドフォームポリエステルと5K撥水コーティングして君をドライに保つ。
そしてエアピルのロゴはカメラで追跡するときには効果的。わかる奴にはわかる。



PRICE: 15,180yen（税抜価格 13,800yen）

パーティーはお好き？寒くなったことある？この２つの質問にYES！と答えたら、まだ君は少年の心を忘れていません。
ミッドウェイトのパーティーセーターは屋内でも屋外でも快適で暖かい。寒い天候でこのセーターが君を生かしてくれるのは良いけれど、
いまはそのことについては触れない。雪の中にラインを描き、黄色いラインを越えてしまうのはどうだろう。
タイガーとウェーブとピザの中からお選びください。

PRICE: 15,180yen（税抜価格 13,800yen）

町で一番フレンドリーなセーター。このセーターをロックして、そして気づきます。サスカッチ(雪男)はビートルズよりも有名で支持されています。
クリスマスのパーティーに着るのも良いし、いっそのことクリスマスギフトっていうのはどうでしょう？街路をワイルドに走るのも良い。
サッシーセーターは良いことづくめ。良い奴はだいたいこれを着ています。



PRICE: 11,880yen（税抜価格 10,800yen）

落ち着く。それが一番：エアースタック？友人の膝に座って２人で同時に屁をこいたら、それでも友達？ほんとう？たぶんね。やってみなよ。
たぶん友達。エアブラスター：わたしたちはそんな感じで友情を育んできた。だからこの手の笑い話は一杯ある。いつも気体をブラスト。
毎日！でもどうやれば良いかは教えない。外に出てやるだけさ！スノーボード、友達、そして/もしくは豆を食えばいい。
このフーディーもついでにどうかな。

PRICE: 11,880yen（税抜価格 10,800yen）

火山でサーフィンはヘビーだ。もしくはマウント・シャスタのパウダーをクルーズするか、フード、もしくは友人のシャスタフード
日本の火山島でサーフィンするか、防護服を着てベスビオス山にブラストするモルテンチョコレート溶岩を切り刻むか、
とにかく関われ！止めるな！エアブラスターボルカニックサーフクラブにワンクリックで参加しよう。
考えちゃだめだ！いますぐ！



PRICE: 11,880yen（税抜価格 10,800yen）

ゲロゲロ。マックスワービントンの秘密はポップな作風か、それともどんな山でもシームレスにスライドする彼のスタイルか？
はっきり言ってわかりません。１つ言えるのは彼がラインを描いたところでカエルのDNAと彼の能力が合わさって、
凍りついた水の世界でサバイブし成長し、凍結した睡蓮の花から次の展開へとホップしたということだ。野菜にマンチー。
揚げ物じゃない。

PRICE: 5,500yen（税抜価格 5,000yen）

カエルが飛べる秘密？センセイでエアブラスターの氏族でもおらせられるマックスワービントン氏にお尋ねしてみよう。彼の本はすぐに売り切れ。
そのディテールは中央オレゴンの農場から若い戦士が旅に出てクリスタルブレスマジックの木の森を抜けて、そしていろいろな遭遇があり、
ワービントンの農場にスタイルのまま戻ってくる。読み応えあり。そしてこのシャツにはマックスワーブが描いた本の挿絵がある。

PRICE: 5,500yen（税抜価格 5,000yen）
クラシック・トレワイルド、つまりトレスクワッドxステイワイルドつまりマックスワーブス×エアブラスター。つまりステイワイルドとマスターマックス。
このロンTのために我々はデザインをシンプル、クラシックそしてクリーンにした。全てマックスが選んだ色と図柄。過去と現在と未来。
もしロンTが好きならばこのシリーズはディープに見えるよ。



PRICE: 5,500yen（税抜価格 5,000yen）

ハンナエディの宝石。“Easy Style It”は毎日のエピックなマントラ。そして図柄があなたを自由に羽ばたかせハードにツイークさせてくれます。
長袖は前腕をカバーしリッチなカラーコンビネーションは80年代後期を思い出させます。パリッとしたデザインはリラックスと楽しさ、
そしてノーストレス、だったらJust Easy Style It!

PRICE: 5,500yen（税抜価格 5,000yen）

2003年にエアブラスターは始まりました。そのときに共同創立者のポールミラーがエアピルの最終的なデザインを完成させました。
なんと美しいロゴだろう。上昇するロケット船の丸窓と吹き上げる炎。または薬のカプセルにも見える。バランスの妙。
グラフィックデザインのグランドスラム。バウハウスからのAIR越えのBLASTER?
ポールミラー究極のグッドスタッフがここにある。



PRICE: 11,880yen（税抜価格 10,800yen）

サスカッチサーフクラブは毛むくじゃらの獣の独占注文です。参加しますか？それならばこの着心地の良いポリコットンのフーディーを
山岳遠征のパックに詰めなくてもいいです。その代わりに旅行やソファやキャンプファイアーでは歓迎される仲間になります。

PRICE: 11,880yen（税抜価格 10,800yen）

このレインボーのアートはオースティンスウィーティンによるもの。あなたがニンジャ、すべての人間、そして虹を愛し、
次にオースティンを見たときにフィストバンプと壮大なポジティブなエネルギーのパーソナライズされた爆発を手に入れたいなら、
これはあなたにとって良いフーディーかもしれません。オースティンのプロモデルであるメリノウールニンジャスーツと組み合わせて
ミッションデュジュールの全行程の快適さを最大限に高めましょう。



PRICE: 4,950yen（税抜価格 4,500yen）

PRICE: 3,850yen（税抜価格 3,500yen） PRICE: 3,850yen（税抜価格 3,500yen）

とてもクラシックなデザインと色のタイプなので、いつか子供が着られるように保存しておくとよいでしょう。
または少なくとも子供たちの前で着用するために保存して、子供たちが決してあなたに触れることができないようにからかったり、
あなたの狂った運動の成果をあなたのスタイルにしたり、ジョークを壊したりすることを強くお勧めします。
パパのシャツを手渡して、あなたはフ@ッカーだ！ 読んでくれてありがとう。罵倒をお許しください。しかし私が言ったように、
お父さんの冗談を言いました。どこかで本当に笑えるもの。

「大きくなるか、もしくは家に帰るか」ということわざがあったよね兄弟。
でもずっとそれを使ってた人は吹き飛ばされ刑務所。もしくはトラビスライス。
仲間が大きくなった。しかし中くらいは正しい。小さいのはつまらない。
大きいのは危険。中くらいに行くって退屈と危険の間の本当にナイスな場所。
進歩を続け、安全を保ち、このシャツを着て自分自身を思い出させ、
中くらいが良いとみんなを励まして！

本当にこのシャツはすべて言います。
あなたかあなたが知っている誰かは完全なボード狂患者ですか？
この症状はボーディングを愛し、シークレットの場所について
絶え間なく話したり、やばいセッションが含まれます。
これらはすべてが汗だくで臭いがする使用済みのシャツになります。
真のボード狂患者は、汚れた洗濯物が山積みになっていることや、
清潔ですぐに利用できるシャツが常に不足していることについて
話すことはめったにありません。今日新しいものを手に入れて助けてあげましょう。



30K/20Kラミネート+
フルシームテーピング

外部のジッパーはYKK Aquaguard®
ウォータープルーフジッパーを採用

山岳での行動を想定したフィット

38%の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は
最高の保温性と
ウェイトレシオを実現

2Lストレッチ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
究極の80/50のパフォーマンスを発揮



PRICE: 52,800yen（税抜価格 48,000yen）

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
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120㎞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、しかもカッコイイ。
地球上で最高の素材を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
・ 20Kg/m²ブレサビリティ
・ ブラスターフィット
・ Primaloft®60/40gインシュレーション
・ 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を原料とした2レイヤーラミネートのエコボルテックスファブリック
・ 80/50フロロカーボンフリーEco-DWR 
・ 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
・ エルゴノミック3ウェイフードとライクラコード
・ 3箇所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
・ 裏地はプリントされたタフタ
・ 各種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
・ ビーストトリムパッケージ
・ 取り外し可能なパス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
・ 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パッチ
・ ウエストライン背側にエアブラスターのスクリーンプリント

エルゴノミック3ウェイアジャスタブルフードとライクラコード

ストームフラップにレーザーカットハイパロンビーストマウンテンパッチ

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

4か所のジッパーポケット

メッシュが施された内腿のベンチはジッパーで開閉

ウエストライン背面にエアブラスタースクリーンプリント



PRICE: 52,800yen（税抜価格 48,000yen）

ブーツからバックルまで30Kウォータープルーフストレッチ素材。
ビブは雪からのプロテクションが最高でスタイルもありレギュラーパンツより純粋に楽しめます。
このサッシーホットビブはエアブラスターが10年間開発してきたディープパウダープロテクションの頂点にあります。
自信を持って言えるのはサッシーホットビブよりフィットして外見もすばらしいビブは他には無いということ。
さらに350°のウエストジッパーがついてイージーピージーにもなりました。

・ 30Kmmウォータープルーフ
・ 20K g/m²ブレサビリティ
・ テイラードフィット 
・ フルシームシールド・ビーストコンストラクション
・ 下半身部分には2レイヤーエコボルテックスストレッチ。ビブにはライトウェイトエコボルテックスファブリック
・ 80/20フロロカーボンフリーEco-DWR
・ アジャスタブルエラスティックショルダーストラップ
・ 5箇所のジッパーポケット
・ 休憩のときに便利な350°開閉可能なウエストジッパー
・ 内もも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
・ 裾にバンスナップ
・ 伸縮するレッグゲイターとレースフック
・ ビーストトリムがパッケージ
・ 内ポケットにキークリップ
・ ストームフラップにレーザーカットのハイパロンビーストマウンテンパッチ
・ 背中中央にレーザーカットのハイパロンビーストマウンテンパッチ
・ 膝にエアブラスターのロゴ

アジャスタブルエラスティックショルダーストラップ

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パッチ

背中中央にレーザーカットのハイパロンビーストマウンテンパッチ

350°開閉可能なウエストジッパーは休憩のときに便利

膝にエアブラスターのロゴ

裾にバンスナップ



PRICE: 74,800yen（税抜価格 68,000yen）

エピックなパウダーアドベンチャーには快適なこの一着。
ファッションと機能性の折り合いに妥協する必要はありません。
真のスタイルはラインへの自信に満ちた取り組みから生まれます。
トースティーな快適さやパウダーカービング/自信を刺激するソリューションは
エアブラスター・サッシービーストスーツ以外にはありません。

・ 30Kmmウォータープルーフ
・ 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
・ 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を実現 
・ 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 
・ 80/50フロロカーボンフリーEco-DWR
・ センターフロントとチェストポケットの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コード
・ 6箇所のジッパーポケット
・ 脇下と内もも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
・ 350°開閉可能なウエストジッパーは休憩のときに便利
・ 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
・ 各種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
・ 伸縮するレッグゲイターとレースフック
・ 内ポケットにキークリップ
・ 内側にメッシュのゴーグルポケット

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コード

左胸にステイワイルドマウンテンのプリント

脇下のベンチレーションはメッシュラインのジッパー

350°に開閉可能なウエストジッパーは休憩のときに便利

内もものベンチレーションはメッシュラインのジッパー

膝にエアブラスターのロゴ



15L/10K ラミネート+
フルシームテーピング

ライクラリストゲイターが
雪を遮断し熱を逃しません

ウイメンズパンツフィットは
4種類でウォータープルーフストレッチ

ゾナルストレッチ／
ゾナルインシュレーションで
最大限のパフォーマンス

取り外し可能な
パスウインドウ付き
パウダースカート

メッシュが施された
ベンチレーションで
ハイク中の体温を調節

雪を遮断する
レースフック付き
レッグゲイター



PRICE: 41,800yen（税抜価格 38,000yen）

PRICE: 33,000yen（税抜価格 30,000yen）

これ欲しいって言ってなかった？ユニークなスタイリングとアップデートされたウイメンズのフィット感。
みんなのお気に入り、メンズトレンチオーバーを思いだしたでしょう！このフィット感はルーミーだけど
バギーほどでかくはない。デザインはエアブラスターだから。お約束どおりにフルサイズジッパーだから
着たり脱いだりでハッスルしなくてもいいよ。インシュレーションが40g入っているから暖かいし、
かさばりもしない。トリコロールされた配色が最高だからどれを選ぶか迷ってしまうだろうね。
とにかくハメを外さないように楽しんでくれ。

メンズのエラスティックボスパンツをウイメンズサイズにクロスオーバー。つまりスノージーンズみたいな感じで、
機能性は十分で、調整可能なウエストバンドが隠れています。そう、このパンツには見えないところにすごい
裏技が隠されているってこと。フルシームテープド15Kストレッチキャンバスが暖かさとドライを保って
快適にしてくれる。フィットはリラックスドでバギー過ぎません。

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

エアブラスターのスウェードシリコンラベル

カンガルータイプチェストポケット

ビルトインされたエラスティックウエストベルトで超快適

エアピルスウェードシリコンラベル

ロールアップ可能なトナルカフ



PRICE: 47,300yen（税抜価格 43,000yen）

空中浮遊ができるのに飛び上がろうとするの？いつもの存在面の上を楽々と浮かんでパリッとした身体のカバーによってそこへ運ばれると、
ひよっこたちはジェラシーを覚える。 空間と時間を超越したレディストームクロークは、ストームブラストマジックの居心地の良い力場で
身体を包みこみます。 ステップ2：公園をリップラインで通り抜け、パウダーをサーフして浮揚能力を2倍にします。

・ 15K mm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
・ ゾナルシンセティ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
・ 袖・ポケット・ストームフラップ・リアボディに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ライクラドローコード
・ 4箇所のジッパーポケット
・ スプリットテイルと隠しスナップ
・ 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
・ 各種メディアコードポートを備えたチェストポケット
・ ストームフラップの下にジッパー付きスマホポケット
・ YKK Aquaguard®ジッパーのリストカフ
・ 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
・ 内ポケットにキークリップ
・ エアピルスウェードシリコンラベル

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

エアピルのスウェードシリコンラベル

ストームフラップの下にジッパー付きスマホポケット

脇下のベンチレーションはメッシュラインのジッパー

YKK Aquaguard®ウォータープルーフジッパーのリストカフ

スプリットテイルと隠しスナップ



PRICE: 46,200yen（税抜価格 42,000yen）

エアブラスターが一切の妥協をせず開発したベストのビブ。15Kウォータープルーフストレッチオクスフォードとフルシームテーピング。
つまりエアブラスター・ホットビブはほぼ完璧に雪を寄せつけないという意味と考えていいでしょう。フィットは調整可能。
仕立ての良さに繊細な色調.....つまりホットネス（Hotの最上級）がついに誕生？

・ 15Kmmウォータープルーフィング
・ 10Kg/m²ブレサビリティ
・ テイラードフィット
・ 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
・ ストレッチキャンバスファブリック
・ 80/20フロロカーボンフリーEco-DWR
・ 背面に伸縮素材を内蔵したアジャスタブルショルダーストラップ
・ 5箇所のジッパーポケット
・ 350°開閉可能なウエストジッパーは休憩のときに便利
・ 内もも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
・ シームシーリングされたキルトのニーパッチパネル
・ ウエストバンドにはチケットウイケットタブ
・ 裾にバンスナップ
・ 内ポケットにキークリップ
・ レースフックを備えた伸縮素材のレッグゲイター
・ 背面のエアブラスターカクタスラベル
・ エアピルのスウェードシリコンラベル

アジャスタブルエラスティック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°開閉可能なウエストジッパーは休憩のときに便利

シームシーリングされたキルトのニーパッチパネル

内もものベンチレーションはメッシュラインのジッパー

エアピルスウェードシリコンラベル



PRICE: 44,000yen（税抜価格 40,000yen）

PRICE: 35,200yen（税抜価格 32,000yen）

際立つ優雅さのアイコン的スタイル。保温性も十分でアウター素材は15,000mmのウォータープルーフィングと
10,000g/m²/hr のブレサビリティ。このジャケットから一枚を選ぶときには、そうとう悩みそうな美しい
中間色がずらりと揃いました…エアブラスター・ニコレットジャケットは豪華なストームプロテクションで
例えずぶ濡れになっても暖かさをキープします。

カーブ（曲線）とカーヴ（彫刻）の交差点。もし君が彫刻を持っていたら曲線を愛しているだろう。
スラッシュ、オーリー、ジャンプ、どんなときでも暖かくドライ....
ということはこのストレッチカーヴパンツは君のためにあります。

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

エアブラスターメイドバイヒューマンラベル

脇下のベンチレーションはメッシュラインのジッパー

エラスティック+ベルクロウエストアジャストメント

ロープロファイルコンシールジッパーポケット

エアピルスウェードシリコンラベル



PRICE: 66,000yen（税抜価格 60,000yen）

PRICE: 68,200yen（税抜価格 62,000yen）

ウイメンズアウターウェアのニンジャスーツ。我々のトレードマークワンピースベースレイヤーのシームレス
プロテクションをご覧あれ。15K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
スーツのコンボはジッパーもセンターフロントとウエストのジッパーがマッチして正にパウダーに立ち向かう為の
秘密兵器と言える。（しかもトイレ休憩が簡単）。スラッシュ、ストンプ、カートウィールもしくはラグドール...
フリーダムスーツ以上に君をプロテクトできるウェアはありません。

ワンピースのストームプロテクションに保温性を加えました。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ウイメンズフリーダムスーツの全てのプロテクションが加えられています。さらに温かさも
60/40ゾナルインシュレーションを使用しています。上半身には60gのシンセティックインシュレーション、
下半身には機動性を考えて40gを使用。これまで経験の無い着心地の良さを実感するでしょう。

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

エアピルスウェードシリコンラベル

6箇所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

350°開閉可能なウエストジッパーは休憩のときに便利

裾にバンジッパー



信頼のYKKジッパーを使用

パウダースカートはフィックスして、
どんなスタイルにも合う

レースフックとレッグゲイターが雪を遮断

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

内側にライクラの
オープニングが付いた
メッシュゴーグルポケット

フリーダムシリーズウイメンズパンツには
耐久性の高いストレッチファブリックを使用



PRICE: 33,000yen（税抜価格 30,000yen）

PRICE: 27,500yen（税抜価格 25,000yen）

君のために4つの言葉：エアブラスター/ウイメンズ/フリーダム/プルオーバー。
その意味がまだ理解できていないなら説明させてください ； エアブラスターはファンな時間を心得ています。
そして超楽しいオリジナルで暖かくドライな製品を作りました。ウイメンズとは女性が購入するという意味。
フリーダムシリーズは機能的な10Kウォータープルーフかつ低価格。そしてプルオーバーはシンプルで快適。
フィールドでスタイリッシュに体をカバーしてくれます。

スノーボードで最初に登場したユニセックスパンツ？最初はとにかくユニークなフィットを考えました。
メンズのボスパンツを多くの女性にフィットさせた時に気づきました。これまで作ったウィメンズパンツよりも
多くの女性にフィットし、しかも見栄えがしました。壊れていないものは修正しなかったくらいです。
このパンツはウエストが調節でき、さまざまなヒップにも対応します。
女子の皆さん！1サイズ下げてご注文ください。

エルゴノミック2ウェイフードとライクラドローコード

カンガルーチェストポケット

エアブラスターメイドバイヒューマンのラベル

超快適なビルトインアジャスタブルエラスティックウエストベルト

カーゴポケットにエアピルスウェードシリコンラベル

開閉可能なエラスティックグリッパーカフ



PRICE: 36,300yen（税抜価格 33,000yen）

イージーな90年代のスタイルを完全にカバー。 ウイメンズフリーダムビブは快適なストレッチツイルで、
自由なモーションと10Kウォータープルーフィングがビルトインされています。このベイビーたちはハードなプレイを想定し、
母なる自然が最悪のときでも胸元のプロテクションでスタイリングをイージーに保ちます。パウダースノーがガリーへ吹きつけ、
それをあなたがリップするのを待っています。つまり最高ってことです。

・ 10Kmmウォータープルーフィング
・ 10Kg/m²ブレサビリティ
・ テイラードフィット
・ シェル
・ 2レイヤーストラテジカリーシームテープド
・ ヘビーウェイト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箇所のジッパーポケット
・ 丈夫でレトロなメタルクリップ
・ エンボス加工のタフタ
・ レースフックを備えた伸縮素材のレッグゲイター
・ ウエストにはクラシックなオーバーオールボタン
・ 裾はバンスナップで開閉 
・ 内ポケットにキークリップ
・ チェインステッチで裾周りを補強
・ 右裾にエアピルの刺繍
・ カンガルーポケットにエアブラスターのラベル

丈夫でレトロなメタルクリップ

カンガルーポケットにエアブラスターラベル

ウエストにはクラシックなオーバーオールボタン

エンボス加工のタフタ

チェインステッチで裾周りを補強

裾の開閉はバンスナップ



PRICE: 33,000yen（税抜価格 30,000yen）

昼の雑事に着るコート…そして夜の雑事にも着るコート。このワークジャケットはセンスの良い冬のお仕事のホスト。
ふんばってレールをグラインドして、ウイスキーをちょこっと飲んでも許される。いつだってオーライ。これを着ていないときには責任取れないよ。
だから君のボードを掴んでハードワークに！ワイルドにプレイ！10Kウォータープルーフィングと80gのインシュレーション。
そしてスタイルポイントは満点合格！ワークジャケットはいつだって準備万端。

・ 10Kmm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
・ 80gのインシュレーション
・ 2レイヤーストラテジカリーシームテープド
・ 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ライクラドローコード
・ 2箇所のジッパーポケット
・ クラシックなダイヤモンドキルトのエクステリア
・ プリントされたタフタの裏地
・ 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
・ エラスティックパウダースカート
・ 内ポケットにキークリップ
・ エアブラスター×ルーカス・ビューフォートシリコンスウェードパッチ
・ 左側にフラッグラベル

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コード

エアブラスター×ルーカス・ビューフォートのシリコンスウェードパッチ

内ポケットにキークリップ

エラスティックパウダースカート

ライクラリストゲイター

裏地はエンボス加工のタフタ



PRICE: 36,300yen（税抜価格 33,000yen）

PRICE: 29,700yen（税抜価格 27,000yen）

暖かくドライにワイルドに！ マイルドからワイルドまでのレイヤードルックは10Kミッドウェイトオックスフォードの
無償のコンビネーションです。80gインシュレーションのスリムで居心地の良いレイヤーはいつでもパウダーに
対応するから。エアブラスター・ウイメンズステイワイルドパーカはどんな山への外出でも最適な選択肢に
してくれます。ステイワイルドとはステイウォーム（暖かさ）から始まります。
このジャケットは背中、頭、肩、胴体、腕が調和で統一されています。

マキシマムスタイルのミディアムフィットに加えてインシュレーションの保温性。最後のチェアリフトまで
エアブラスター・パーティーパンツはパーティーを盛り上げ続けます。テイラードフィットはスノーボードのときに
十分な余裕があり、気温が下がってパウダーが美しくなった時の為に40gのインシュレーションがあります。
ソリッドカラーとクラシックなダイナフラージュがチョイスできるパーティーパンツは何でも出来ちゃう
エアブラスターパンツの頼みの綱です。

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

脇下のベンチレーションはメッシュラインのジッパー

エアブラスターOFPスウェードシリコンラベル

エラスティック+ベルクロウエストアジャストメント

エアブラスタースウェードシリコンラベル

バンジッパーで裾を開閉





PRICE: 16,500yen（税抜価格 15,000yen）

PRICE: 13,200yen（税抜価格 12,000yen）

シェルパハーフジップはレイヤーに関する限り、あなたの新しい親友かもしれません。控えめな普段着のようですが、山の環境で機能的な
ミッドレイヤーとしての性能も十分にあります。 275gのシェルパは70年代のオリジナルのポリフリースに似ており、スナップポケットには
ペンのためのパーキングスペースが確保されています。 ディープなネックジップは便利だし、裾は調節可能なドローコードもあります。
※ユニセックスモデルです。女性は1つ下のサイズをお選びください 

多様な環境に対応できるように作りました。コーヒーショップからスロープまで。そしてその中間と、どこでも生きていけます。
そう、このトランジットフリースパンツは生活のためにあります。ほとんどのスウェットパンツの抱える問題は「外出用」ではないこと。
ジッパー付きハンドポケットと後ろにはスナップ付きポケットがあるから日常品も突っ込める。
このトランジットフリースパンツならばインドアでは和んでアウトドアではワイルド。
※ユニセックスモデルです。女性は1つ下のサイズをお選びください 



PRICE: 14,300yen（税抜価格 13,000yen）

クラシックのなかのクラシック。 私たちのブルーザージャケットは時代を超越したボーイフレンドスタイルと
モダンなフィット感にわずかなドロップテールを組み合わせ、さらに撥水性能を組み合わせています。
背中のヨークは動きの自由度を高め、あなたのボードグラブのメニューを増やします。
5000mmのウォータープルーフ。心地よいプリントのトリコットインテリア。内側にスナップボタンの
スマホポケットがついたブルーザージャケットは、次の冒険にぴったりの多彩なスタイルのバンドルです。
※ユニセックスモデルです。女性は1つ下のサイズをお選びください。

PRICE: 19,800yen（税抜価格 18,000yen）

この200gのパフィンはこれまで以上に用途が広いんです。 パフィンプルオーバーのスタイルを維持しつつもベンチレーションやレイヤリングの
脱ぎ着をすばやく簡単に行えるようにフルレングスのフロントジッパーを追加し、撥水性能の規格を5Kまで引き上げました。春のクルージングや
レイヤリングが増えるパウダー探査の寒いとき、もちろん日常の寒さ対策にもパフィンフルジップは効果的に暖かく見た目も新鮮です。
※ユニセックスモデルです。女性は1つ下のサイズをお選びください





PRICE: 16,500yen（税抜価格 15,000yen）

メイドインジャパン。そこは高水準の生まれ故郷。時代を超えたスタイルとワールドクラスの機能を優先して、特大の宇宙船の美学を回避しました。
エアゴーグルは、市場に出回っている他のどのゴーグルよりも曇りにくいです。汗まみれの顔をしたエアブラスターたちからそれを取ってみれば
分かります。 柔軟なフレームは最小限のフォームと最大限の快適さを備えています。つまりフレームが少ないから山がたくさん見えます。

PRICE: 16,500yen（税抜価格 15,000yen）

もし君が「少ないほうが豊か」という諺を信じていて、ヘルメットの中にゴーグルストラップをして、クリップがいつも気になっているなら、
革命的なデザインを紹介しよう。エアブラスターのクリップレステクノロジー。つまりクリップが無いゴーグル。
科学的にはクリップの有無についての有効性ってことだけど、1時間滑った後に「クリップってなんだっけ？」となることは請け合っていい。

ピル・エアゴーグルクリップクロージャー

ねじれに強く、曇りにくい

フレキシブルなフレーム

真に頑丈

クリップレス・エアゴーグル

Awesome Co.エアゴーグル



PRICE: 16,500yen（税抜価格 15,000yen）

エアゴーグルのパフォーマンスが1つのパッケージとなっているのが、フォグフリー（防曇）、フレックスするフレーム、高品質を約束する日本製、
納得できる価格、飽きのこないスタイル、クリスプなレンズのコンンビネーション。しかもAirblaster Awesome Co.のシリコンパッチが
ストラップの両側に付けられています。このゴーグルはクリップ付き。最高です。

PRICE: 4,950yen（税抜価格 4,500yen）

「なにごとも適度にあるべきと」いう言葉がある。偏光であることが先決であるならば、このグレーシャーグラスはその役目を
十分に果たしてくれます。太陽の強い紫外線から君の目を保護してくれるし、価格も抑えてあるから川に落としたり、
お尻で壊してしまうたびに君を大きくヘコませることもない。このグラスを掛けているのを忘れて、
家中を15分間も大騒ぎでそれを探し回ったというのは実話です。



PRICE: 8,250yen（税抜価格 7,500yen）

つまり。これ超調子いい！君のベイビーのためのフリースジャケットみたいだ。ベイビーって君の頭のことなんだけどね。
かわいくて暖かいベイビー。抱きしめたくなるような暖かいハット。ヘッドベイビーは超幸せ。フリース製のシュラフに居るみたいだからね。
さらにフリース製の耳あてが超絶調子いい。君のヘッドベイビーのためにお1ついかがでしょう。この会話をヘッドベイビーは聞いているよ。
なんでも知っているんだから。

PRICE: 9,350yen（税抜価格 8,500yen）

このクールな奴はいわゆる「クラバ̶ヘッド̶ネック̶スカーフ̶ゲイター」。しかもアウター素材は5K。雪が降るってことあるよね？
誰だって気にするよね。でもストームフードをしていると気にならない。それはずるい奴かもしれないね、
何も気にしなくなるんだから。



PRICE: 5,940yen（税抜価格 5,400yen）

フェイスレイヤーのためのベースレイヤー。もしメリノニンジャフェイスの機能を一言で説明するとしたら
「フェイスレイヤーのためのベースレイヤー」となる。55%メリノ/37%テンセル/8%スパンデックスという独自のブレンドは
メリノだけの製品よりも45%も強い。ちなみにミュールシングされていないニュージーランドやオーストラリア産のウールを使用しています。
羊だって人間と同じ生き物だからね。

PRICE: 4,950yen（税抜価格 4,500yen）

さらにもう一度言おう。これはフェイスレイヤーのためのベースレイヤー！この言葉は不変だ。われわれはニンジャフェイスを心から愛している。
目立たず、コンパクトなライフセイバー。フィット感も良く濡れたときにも保温性を維持。生地のプリントもハンサム揃い。でもひっくり返してパンツには使うな。
ウケ過ぎ！シュレックみたいな大足ならばソックスにはなるかもね。

PRICE: 3,850yen（税抜価格 3,500yen）

首のベストプロテクション。ニンジャタートルネックは良い選択。控え目だけどプリント柄はセクシーだ。ポケットに忍ばせておいて出かけよう！
風が吹いても顔をチャパキディックになるのを防いでくれる。意味が分かんなければChappiquiddickをググってみよう。
何が起きたか理解できる。とにかくあいつはめちゃくちゃだ。外出のときは気をつけてね。ニンジャタートルネックで首を守ろう。



PRICE: 5,500yen（税抜価格 5,000yen）

なんでそんなに時間が掛かった？わかりましぇん。とにかく謝罪するしかない。タイガースタイル、テイスティーウェーブ、そしてリピート： リーピザ！
なに？リーピザ！に10年もかかるなんて！顔が暖かければパーティーはパーフェクト。冷たいエアーをかましてその雪が僕たちに降りかかっても大丈夫...
で何やってた？パーティーだよ！

PRICE: 4,950yen（税抜価格 4,500yen）

このクラシックの誕生秘話。 このタイプのフェイスマスクは発明していません。しかしシングルレイヤーのアクリルマスクを作る時に
あることをしました。これまでは南極のフロリダ野郎でさえ顔を汗をかくようなダブルレイヤーだった。子供の唾液も2倍吸収されちゃいます。
2つのレイヤーは重ねすぎです。シングルレイヤーでちょうどいい。そこにエアピル？さらにイイネ。



PRICE: 3,960yen（税抜価格 3,600yen）

これは全くのノーマルなビーニー。最高です。でも正直なところ、すごくノーマル。
でもこのビーニーには2つの特徴がある。
a）カラー。僕たちはこれらのカラーが好き。でも黒も好き。
黒は全ての色を合わせたもの。だから黒は誰よりもこの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だってこと。完全にノーマルなビーニーのために
変なコピーを書いたな！？とにかく最高のビーニーなんだから。

PRICE: 4,950yen（税抜価格 4,500yen）

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です。
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。
女子の皆様、ご注意ください。男たちが君のビーニーを狙っているぞ。
だっていまはそれが流行ってしまって許されてしまうような雰囲気だから。



PRICE: 4,950yen（税抜価格 4,500yen）

PRICE: 4,180yen（税抜価格 3,800yen）

ミディアムで行こう、もしくは家に帰ろう。「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だけ。でも骨折はしないでね。

ガソリンスタンドの一番いいところは？ 「FREE AIR」があること！
コンプレッサーに足を踏みつけて入浴してみないの？小さなスプリッツは
誰も傷つけないよ？クランクアップして自分だけのウィンドマシーンを作り、
サービスステーションで写真を撮ってみる？空気と言えば、エアブラスター
ステーションビーニーは皮膚の周囲に空気を閉じ込めて君の頭を暖かく保ち、
同時に汗の蒸気をニット構造の細孔から逃がします。これぞ気体の科学。

PRICE: 5,500yen（税抜価格 5,000yen）

古代アンデスの先住民の母、パチャママ。そして、サスカッチは、サリッシュ語の
「野生の男」に由来する。したがってこれらの重要な用語を採用し複合化。
またはその他の方法でろくでなしにするために不適切な自由を取り
「Man-Momma」の訳があります。スカッチャママのキャップは、
二分されたニット／フリースで最も暖かい。



PRICE: 6,380yen（税抜価格 5,800yen）

レインボーとニンジャは究極の組み合わせ。 レインボーは地球が提供しなければならないすべての多様性を表しています。
それらはすべて呑気で幸せです。そしてあなたが2倍にするとすごく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はおやつですか？
レインボーとニンジャは致命的な力をもって攻撃するときが来るまで、影を移動する、もの静かな暗殺者です。
とにかくニンジャレインボーケーキを持って食べることができるようになりました。
オースティン・スウィーティンに感謝します。ありがとうニンジャスーツ。

PRICE: 4,620yen（税抜価格 4,200yen）

今、ナインティーズはホットだからクラシックなガレージステーションパッチのさわやかで清潔なトラッカーハットを復活させることにしました。
なにか嫌なところは？通気性のためにメッシュバック。柔らかくて長持ちする構造のためにフォームを備えたフロントパネル。無骨？たぶんね。
みすぼらしい？判断はあなたにお任せします。タグを付けたままパリッと保つか。モーターオイルで汚れたようにするか。
エアブラスター・ガスステーショントラッカーはとにかくクラシックになる運命にある。



PRICE: 5,500yen（税抜価格 5,000yen）

ブラスターソフトトップは君のドームには最適なキャップかもしれません。耐久性のある軽量速乾性素材とクラシックなスナップバックによって
調整する5つのパネルは、すべて壮大なエアブラスターボルカニックサーフクラブスウェードとシリコンのパッチで締めくくられて、
君のスタイルに合わせてマイルド、ミディアム、またはワイルドで利用できます。壮大なボールキャップの経験があまりない場合は
ブラスターソフトトップを強くお勧めします。どうかステイワイルドになってくれ！

PRICE: 6,380yen（税抜価格 5,800yen）

降り注ぐ太陽から日焼けしないようにするために最適です。 プロのこだわり：このマッドフラップキャップは柔らかく、
ヘルメットの下にぴったりとフィットし、少しドロップテールのプロテクションがあって、母なる自然が後ろから首を舐めないようにします。
あなたのマッドフラップが飛んでいる。ミディアムへ行き誰が見ているのかは気にしない。



友へ。
一緒に時間を過ごしてくれてありがとう。そして
覚えていてほしいことがある。君は君のドルで投
票をしているという事を！。エアブラスターのよ
うなスノーボーダーによって運営されているブラ
ンドを選び、購入や販売するということは投票に
等しい。それだけで君はスノーボードを取り巻く
環境を保護することに賛同し、さらに私たち全
員へ向けて創造的で独立した環境を保つことへ
投票したという意味にも繋がります。 君がエア
ブラスターに投票するとき、そのお金はかわいい
子供たちのいる勤勉なスノーボーダーやその家
族に向けられています。 そのかわいいペットた
ちにだってね。君たちのすべての投票に、私たち
は心から感謝しています。



PRICE: 2,970yen（税抜価格 2,700yen）

柔らかくて心地よいビーニーで子供達の小さな頭を暖かく保ちましょう。エアブラスターのユースコモディティビーニーは
小さな頭にぴったりとフィットし、大人のコモディティビーニーと同じ色の配列です。アクリルニットは着心地が良く、リバウンドも抜群。
子供たちを暖かく、かわいく、そしてハッピーにしたいですか？ それは決して悪いことではありませんよね！

PRICE: 4,950yen（税抜価格 4,500yen）

キッズたちのヘルメット下の必需品！ 私たちが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。
でも、ワンレイヤーのアクリルマスクを作ることにしました。なぜならば既存のものは、南極にいるフロリダ野郎でさえ汗をかくような
ダブルレイヤーのフェイスビーニーでした。それは子供の唾液も2倍吸収します。つまりダブルレイヤーはちょっと暑苦しい。
だからシングルでちょうどいい！そこにエアピルのロゴ？さらにイイネ！
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PRICE: 23,100yen（税抜価格 21,000yen）

世の中で一番のスタイリッシュなユースウェアを着るチャンスがあるのですか？ 答えはYES！ ユーストレンチオーバーは、
人気があって愛されているエアブラスタースノーボードジャケットを再現し、パッケージ全体を小型化しました。
デザインが縮小するにつれてスタイルは効果的に集中し、最もダイハードなミニシュレッドの、無制限のリザーブに一致するように
エネルギーレベルを高めてあります。 10Kと60gのインシュレーションにより快適でドライな状態を保ちます。
G.R.O.W. システム装備（G.R.O.W：グロース・レスポンス・アウターウェア。成長に合わせて袖と裾のサイズを拡張できます）

PRICE: 16,500yen（税抜価格 15,000yen）

このスタイルは無視できません。 伸縮性のある袖口と調節可能なウエストバンドは快適で安全、子供は動きやすくしかも親は世話が
しやすいのですからね。絞られた裾はパンツが駐車場で引きずられるのを防ぎます。ストラップを締めている時にも邪魔にならない
ようにもしています。その結果キッズがスタイリッシュでかつ暖かくドライになり、楽しさは最大限で、不満は最小限。
エンドレスでリッピングできるようになるでしょう。10Kと60gのインシュレーションにより快適でドライな状態を保ちます。
G.R.O.W. システム装備。（G.R.O.W：グロース・レスポンス・アウターウェア。成長に合わせて袖と裾のサイズを拡張できます）
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PRICE: 29,700yen（税抜価格 27,000yen）

ジャンプスーツ！ 子供向けのシームレスなスーツは、ニンジャスーツだけじゃあ未完成。だからキッズフリーダムスーツを重ねて、
ミニシュレッドの体験を強化しましょう！ ウエストジッパーはニンジャスーツのそれと同じくトイレの休憩を簡単にします。
80gのインシュレーションと10Kのストームプロテクションが子供たちを暖かく保ちます。G.R.O.Wシステムは子供の成長に合わせて
サイズを拡張できますから来年も着られ、家計も抑えられます。
（G.R.O.W：グロース・レスポンス・アウターウェア。成長に合わせて袖と裾のサイズを拡張できます）

・ 10Kmmウォータープルーフィング
・ 10Kg/m²ブレサビリティ
・ カラフルなフード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
・ 80gインシュレーション
・ 2レイヤーストラテジカリーシームテープド
・ 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
・ 350°開閉可能なウエストジッパーはトイレ休憩も簡単
・ G.R.O.W：グロース・レスポンス・アウターウェア
 成長に合わせて袖と裾のサイズを拡張できます
・ 楽しさマックス&フリーダムのデザイン！
・ フード内側の伸縮バンドでフィットさせ悪天候をシャットアウト
・ 各種メディアコードポートを備えたチェストポケット
・ グリッパー付の伸縮素材のレッグゲイター
・ ウエストバンドにチケットウイケットのループ
・ バンスナップで裾を開閉
・ 左胸にエアブラスターフリーダムスーツの刺繍
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PRICE: 14,300yen（税抜価格 13,000yen）

丘の上でいつまでも暖かく遊べる日の秘訣を....みんなのために！ ユースニンジャスーツのシンプルで機能的なデザインは、
着替えが簡単でトイレ休憩は早い、そして最も重要なのは、子供が暖かくて幸せということ！泣き言は少なく、ターンは多い。
それはあなたにとってもイージーな日を意味します。唯一の新しい問題は、子供がニンジャスーツから抜け出したがらない
ということかもしれません...でも幸いなことにこれは世界最高のパジャマでもあるんです！

・ YKKジッパー
・ 4ウェイストレッチAIR-TECHファブリック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！
・ フォームフィッティングフードとチンプロテクター
・ フルレングス2ウェイジッパーで簡単に着られてトイレも楽々
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サムループカフ

ウエストにはドローコード

350°開くウエストジッパーでeasy pee-zy！

4ウェイストレッチAIR-TECHファブリックとニンジャスター

ネックホールとチンプロテクターはストレッチ縫製

PRICE: 19,580yen （税抜価格 17,800yen）
※BLACKのみ 18,480yen （税抜価格 16,800yen）

髪を自由に下ろしても大丈夫！ フードが邪魔に感じたり、髪を風になびかせたいときも心配無用。
ウィメンズクラシックニンジャスーツと同じ快適さを備えています。つまりフードの無いニンジャスーツ。
分別を持ってワイルドに楽しんでください！

・ 女性の体形に合わせたフィッティング 
・ YKKジッパー
・ 4ウェイストレッチAIR-TECHファブリックとニンジャスター
・ 350°開くウエストジッパーでeasy pee-zy！
・ サムループカフ
・ ウエストにはドローコード
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PRICE: 21,780yen （税抜価格 19,800yen）
※BLACKのみ 20,680yen （税抜価格 18,800yen）

後ろに髪を逃がすポニーポータル

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AIR-TECHファブリックとニンジャスター

350°開閉可能なウエストジッパーでeasy pee-zy！

ウエストにはドローコード

サムループカフ

ザ・オリジナルウイメンズニンジャスーツ。ヒストリーはフード付きのワンピースベースレイヤーから始まりました。
ニンジャアンバサダーたちのほぼ15年に渡るテストと開発によってこれは完成しました。
オリジナルニンジャスーツの暖かさと機能のすばらしさを体験してみてください。

・ 女性の体形に合わせたフィッティング 
・ 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AIR-TECHファブリックとニンジャスター
・ 350°開くウエストジッパーでeasy pee-zy！
・ 後ろに髪を逃がすポニーポータル
・ サムループカフ
・ ウエストにはドローコード
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PRICE: 32,780yen（税抜価格 29,800yen）

髪を後方へ逃がせられるポニーポータル

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AIR-TECH素材とニンジャスターの刺繍

350°開閉可能なウエストジッパーでeasy pee-zy！ 

ウエストにはドローコード

サムループカフ

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出会ったなかで最もソフトなウール素材で。
テンセルに19ミクロンのメリノファイバーを混紡させてあります。さらにワンピースデザインの保温性で最高のベースレイヤーと言えます！
また我々が使用する二ュージーランドとオーストラリアの羊毛はミュールジングしていない羊を使用していますから、
安心してこのニンジャスーツをベースレイヤーとしてください（ミュールシング は、羊への蛆虫の寄生を防ぐために
子羊の臀部の皮膚と肉を切り取ることで、動物虐待と非難されています。）

・ 女性の体形に合わせたフィッティング
・ 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
・ 後ろに髪を逃がすポニーポータル
・ 4ウェイストレッチAIR-TECHファブリックとニンジャスター
・ 350°開くウエストジッパーでeasy pee-zy！ 
・ サムループカフ
・ ウエストにはドローコード
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サムループカフ

ウエストにはドローコード

350°開閉可能なウエストジッパーでeasy pee-zy！

4ウェイストレッチAIR-TECHファブリックとニンジャスター

ネックホールとチンプロテクターはストレッチ縫製

PRICE: 19,580yen （税抜価格 17,800yen）
※BLACKのみ 18,480yen （税抜価格 16,800yen）

フードを被ると閉所恐怖症になったり、クラシックなモックネックのベースレイヤーが好きか、
もしくは髪を風になびかせたいならば、フードレスニンジャスーツがお勧めです。
勇気を出して袖を通してジッパーを引き上げて、あとは身体全体を包みこむ最上級の着心地をお楽しみください。

・ YKKジッパー
・ 4ウェイストレッチAIR-TECHファブリックとニンジャスター
・ 350°開閉可能なウエストジッパーでeasy pee-zy！
・ フロントフライでアクセス一番乗り
・ ネックホールとチンプロテクターはストレッチ縫製
・ サムループカフ
・ ウエストにはドローコード
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PRICE: 21,780yen （税抜価格 19,800yen）
※BLACKのみ 20,680yen （税抜価格 18,800yen）

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AIR-TECHファブリックとニンジャスター

フロントフライでアクセス一番乗り

350°開閉可能なウエストジッパーでeasy pee-zy！

ウエストにはドローコード

サムループカフ

ザ・オリジナルは手強い。ニンジャスーツはフード付きのワンピースベースレイヤーから始まりました。
ニンジャアンバサダーたちのほぼ15年に渡るテストと開発によって完成しました。
オリジナルニンジャスーツの暖かさと機能のすばらしさを楽しみながら体験してください。

・ YKKジッパー
・ 4ウェイストレッチAIR-TECHファブリックとニンジャスター
・ 350°開閉可能なウエストジッパーでeasy pee-zy！
・ フロントフライでアクセス一番乗り
・ 7パネルフィッティングフードとチンプロテクター
・ サムループカフ
・ ウエストにはドローコード
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PRICE: 32,780yen（税抜価格 29,800yen）

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AIR-TECHファブリックとニンジャスター

350°開閉可能なウエストジッパーでeasy pee-zy！

フルレングスの2ウェイジッパーで自然の呼び声にもイージーにアクセス

ウエストにはドローコード

サムループカフ

ベースレイヤーのゴールドスタンダード。素材は我々が独占しているメリノリッチ4ウェイストレッチファブリック。
エアブラスターが誇るメリノニンジャスーツは他のすべてのベースレイヤーと比較される基準といえるでしょう。
メリノ55%／テンセル37%／スパンデックス8%のユニークなブレンドは、メリノだけよりも45%強くそして速乾性は2倍です。
さらに我々はミュールジングによる羊毛はニュージーランドやオーストラリアから輸入しておりません。

・ YKKジッパー
・ 4ウェイストレッチAIR-TECHファブリックとニンジャスター
・ 胸には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！
・ フルレングスの2ウェイジッパーで自然の呼び声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
・ サムループカフ
・ ウエストにはドローコード
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PRICE: 43,780yen（税抜価格 39,800yen）

フード、肩、膝のSchoeller® Nanosphere®ファブリック

7パネルフィッティングフードとチンプロテクター

右胸にニンジャスターのスクリーンプリント

胸パネルのポケットはSchoeller® Nanosphere®

350°開閉可能なウエストジッパーでeasy pee-zy！

サムループカフ

未来へようこそ！ニンジャスーツプロはアルパインツアーのためにデザインされました。あらゆる悪天候から身を守り、
ライディングに集中させてくれます。フードと肩のパネルはSchoeller® Nanosphere®のソフトシェルが完璧に水を寄せつけず、
素晴らしい透湿性も維持します。メインボディは2xメリノで保温性はダイナミックに高く、防臭効果もあります。
手首と足首には圧縮された丈夫な素材を使用してあります。これは高次元での機能性を実現した次世代のニンジャスーツです。 

・ フード、肩、膝は4ウェイストレッチのウールブレンドファブリックにSchoeller® Nanosphere®
・ YKKジッパー
・ 袖や裾は丈夫なナイロンブレンドファブリック
・ メインボディは4ウェイストレッチメリノウール
・ 350°開閉可能なウエストジッパーでeasy pee-zy！
・ フルレングスの2ウェイジッパーはかさばらず、トイレ休憩も簡単！
・ 7パネルフィッティングフードとチンプロテクター
・ サムループカフ
・ チェストポケット
・ 右胸にはニンジャスターのスクリーンプリント
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7ピースのエルゴノミックニンジャフード

モンキーパーム

フロントチェストジッパーで
簡単に着られます

350°開閉可能なウエストジッパーで
トイレ休憩も簡単

4ウェイストレッチファブリック
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子供がクライミングのツールで遊ぶなんてことはまず無い。自分の子供たちのスリッパにクランポン
を付けたりピッケルを振らせたりはしない。スノーボードを履いて階段を滑り降りるなんてこともしな
い。でもニンジャスーツは違う。この機能的な服は過去20年以上も私のさまざまな山行につき合って
くれた。それだけでなくこのスーツは子供たちの日々のパジャマや冒険としても機能している。例えば
リビングルームで白熱するレスリングのセッション、寒い秋のキノコ狩り、近所の雪が積もった丘でパ
ウダースラッシュを練習するときも彼らはニンジャスーツを着ている。

この本のカバーには、クルーたちが雪に覆われた火山のピークに立つ写真が使われている。視界は
360°のオーシャンビューでした。左のページはクルーの1人で登山中に山小屋で一息入れたときの写
真。このときの天候は厳しいものでした。風と寒さが主なその要因です。得たものといえば全てのデ
ジタル機器を解凍したことと。カロリーもたくさん消耗しました。もしニンジャスーツを忘れていたら
われわれは力尽きていたかもしれません。大の大人がベースレーヤーのことで泣き出すって？ちょっと
大げさ。そうかもしれないけれど、ニンジャスーツがよく機能することは確かです。

山を下るとアウターウェアは吊るされ干されます。しかしニンジャッスーツは任務続行です。大人も子
供も同じように、ニンジャスーツも毎日新たなやるべきアプリケーションを見つけています。シュラフ
で寝る究極の下着が、ハロウィーンの最高の衣装にもなるという両方を兼ね添えた服って他にあるで
しょうか？ドライスーツの機能的なライナーになり、ごきげんなカウチサーフィンの服にもなる。高次元
のスキーツーリングのレイヤーでもあり、フライフィッシングのウェーダーの中に着る必需品でもあ
る。そして年齢を問わずアクティブに活動する人々へのクリスマスプレゼントにも素敵です。リストは
まだまだ続きます。やっと一息ついてスーツを脱げるのは夏の頃かもしれませんが、

それでもクールなところがもしあれば、ニンジャスーツはどこへでも向かいますよ。
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