
　　 ASTRIの歴史

創業80年の歴史を持つヨーロッパアルプスのふもとオーストリアチロル地方

にあるパンツ専門メーカー

ASTRIのブランド名の由来は   Strigl家の  STRI  と  

創業者の名前の最初の文字をとって ASTRI 　と名付けられる

現在の社長は3代目　

おじいちゃんの代からスタートした会社を父親から引継ぎ

現在もチロルの麓でファクトリーメーカーとして生産を続けています。

ASTRI  2022SS COLLECTION



◇ チロル/ASTRI

ASTRIの工場はオーストリア共和国チロル州のアルプス山脈の谷　

エッツタール（Otztal）という場所に位置する/東アルプス最大の渓谷

花がいっせいに咲き自然のハーブがたくさん採れる。

この時期のハーブを食べた乳牛から採れる牛乳は特別

チロルに住む人々にとって春は長い冬から待ちに待った季節。

ラフティング（イン川）クライミング　ハイキング

チロルに暮らす人々の夏の楽しみ。

とくにクライミングはOtztalの隣町にImstという有名な

クライミングエリアもあり毎年クライミング大会が

開かれてASTRIも地元メーカーとして参加している。

チロルの人々にとって秋は特別なシーズン。

10月から始まる猟の解禁　レストランはジビエ一色になる。

ASTRIはハンティングカテゴリーのパンツ中心のウエアーを

生産していて工場の隣にはASTRIが運営する直営店もある。

ウインターシーズンはスキーのメッカSoldenが

Otztalから車で40分の場所に位置する。

ASTRIはスキーパンツ / ストレッチパンツで

最初の生産でスタートした会社でもある。

◇ ASTRIの歩み 世界的なアルピニスト/ピーターハーベラーが遠征をする為にScholler社の特殊生地を

使って登山パンツを生産したことが転機となる。

オーストリー＆ドイツを中心にScholler社とタックを組みながら

トレッキングパンツのコレクションを発表。

当時のASTRIブランドマークは工場から見えるチルガント山をデザインしたロゴ

日本ではこのロゴマークになじみがある人も多い。

現在は3代目が社長になった時にロゴマークを変更

チロルに生息するスタインボックをモチーフに

『チロルに生まれチロルに生きることに誇りを持ち

小さくても強いブランド』を目指しながら

現在も　Made  in  TYROL 　にこだわる商品作りをしています。

日本とASTRI社の結びつきは強く、日本国内でも山専門店を中心に

25年にわたりパンツ＆帽子を中心にライセンスを続けています。

Clemens Strigle
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オールドスタイルからの脱却  時代に合った定番パンツの追求

◇ ASTRI が新しく目指す物作り/ライセンス生産の方向性

　『 はきやすく・スタイリッシュなパンツ＝Comfortableパンツ 』を作ることに注力　＝　外部デザイナーとの契約

GOOD FITS = パズルがぴったり合うようにパターンを組み合わせた快適パンツの意味

脚の形に沿うようにパターンがパズルのようにはめ込まれた立体構造

生地のストレッチ性に加えこの立体構造が究極の動きやすさを実現します。

ミニマムにシルエットのカッコ良さと履きやすさを癒合させたASTRIの自信作

LAKUBI= 楽で美しいの意味

LAKUBIカットが女性の悩みを解決し楽できれいに見える究極のパンツを作りました。

長年のパンツ作りのノウハウを生かして女性の気になる部分を一つ一つ丁寧に体現し

女性の為のパンツ作りの集大成とも言えるパンツを作り上げました。

　　『 街から山へ　山から街へ 』今の時代にあった新しい定番パンツを作ること

MACH-YAMAパンツ＝その名の通り街でも山でも履けるパンツの意味

新しい世代が履ける定番パンツを作ることを主軸に　股上・ウエスト・シルエット

様々な部分にこだわりました。そしてこのパンツのテーマは『  街から山へ  』

街でも山でも違和感なく気負いなく履けるパンツ

ついついクローゼットの中から選びたくなるパンツ　ASTRIの新しいコンフォートパンツです。

　『 Comfortable/心地よさ 』が常にASTRIが考える帽子のコンセプト

「 かぶり心地を大切に・ 多様なニーズに答える帽子 」　素材選びにこだわりながら作り上げました。

マウスシェード＆サンシェードにこだわったアイテム

 お洒落にかぶれるCOTTONアイテムにPROBAN（難燃）素材がリリース

 このシリーズは全てのアイテムが撥水加工生地。

　雨でも晴れでも快適がテーマのアイテム。

　強い日差しをシャットアウトする「コカゲル」がNEWリリース
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All Weather SERIES

はきやすいパンツの追求  『  Comfortable/コンフォータブルパンツ  』

GOOD FITS PANTS / MENS

LAKUBI PANTS / WOMENS

2022SS　PANTS　CONCEPT

UV＆Safety SERIES

MACH-YAMA　PANTS /  MENS&WOMENS

Comfortable Camp SERIES



Men H-801 　　GOOD FITSパンツ 税抜価格 素材: ナイロン90％　ポリウレタン10％

GOOD FITS=パズルが合うようにパータンを組み合わせた快適パンツ 4WAYストレッチダブルフェイス生地

サイズ M　　 L　  　XL

カラー 30　ブラック

06　グレー

34　マカダム

　　ASTRIが山好きな人の為に作った渾身のトレックパンツ

　　パターンがパズルのようにはめ込まれ立体構造となり

　　脚の形に沿うように設計された究極の履き心地を体現する

　　GOOD FITS SYSTEM パンツ

　　膝・裾の擦れる部分には軽くて丈夫なリップストップ

　　ナイロンを配備。同色でミニマムに切替をつけたので

　　ハードになりすぎず様々な用途で履けるパンツに。

　　足上げもしやすいようにガセットをつけて

　　ミニマムなカッコ良さを実現する中でも動きやすさを

　　考えたシルエットのカッコ良さと履きやすさを融合させた

　　とことんこだわったASTRIの自信作です。

ASTRIのマーク ﾊﾟﾀｰﾝがはめ込まれた立体裁断

ｽﾀｲﾝﾎﾞｯｸの刺繍 　こだわったナイロンダブルフェイスストレッチ生地

　①内側と外側の織り方が違うダブルフェイス

見えない部分のこだわり 　　　　外側は梨地のようなさらっとした織目

内側ﾎﾟｹｯﾄにはASTRIのﾌﾟﾘﾝﾄﾏｰｸ 　　　　内側は汗でべたべたしないようにパイルのような織目

　　　　外側は丈夫に内側は快適な構造

　②ストレッチバランスの良い4WAYストレッチ

内側ｺﾞﾑにはASTRIのロゴ付き 　　　　ストレッチは縦横の伸びバランスが重要

両サイドとヒップ（履いて右側）に

ファスナーPCが付いています。

M L XL

ウエスト 76-83 82-89 88-95

ヒップ 102 106 110

裾巾 19 20 20

股下丈 74 76 78      ﾓﾃﾞﾙ  175cm Lｻｲｽﾞ着用
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シルエットのカッコ良さ×究極の立体裁断

¥13,600

COMFORTABLE  PANTS  SHRIES

立体裁断

カラビナループ

30 ブラック
06 グレー

34 マカダム

同素材に変更

同素材に変更



Men H-802 　　MACHI-YAMAパンツ 税抜価格 素材: ナイロン90％　ポリウレタン10％

H-803 　　MACHI-YAMAパンツ 税抜価格 (2XL・3XL）

MACHI-YAMAパンツ＝名前の通り街でも山でも履けるパンツ 4WAYストレッチダブルフェイス生地

サイズ M　　 L　  　XL

2XL　3XL

カラー 30　ブラック

06　グレー

34　マカダム

　　Haimingは25年定番で続いたASTRIの代名詞モデル

　　新しい世代＝30代-40代の為に作ったパンツです。

　　股上・ウエスト・シルエットすべてにこだわり

　　スタイリッシュに見えるパンツを目指しました

　　このパンツのテーマは

　　仕事にはボタンダウンのシャツを合わせればOK

　　山には思い思いのこだわりのトップスに

　　違和感なくすっきりと履けるパンツです。

　　ASTRIの新たなコンフォートパンツ

見えない部分のこだわり 　　多くの人に履いていただきたい新たな定番パンツです。

内側ﾎﾟｹｯﾄにはASTRIのﾌﾟﾘﾝﾄﾏｰｸ

　こだわったナイロンダブルフェイスストレッチ生地

内側ｺﾞﾑにはASTRIのロゴ付き 　①内側と外側の織り方が違うダブルフェイス

　　　　外側は梨地のようなさらっとした織目

　　　　内側は汗でべたべたしないようにパイルのような織目

　　　　外側は丈夫に内側は快適な構造

　②ストレッチバランスの良い4WAYストレッチ

　　　　ストレッチは縦横の伸びバランスが重要

両サイドとヒップ（履いて左側）

ファスナーPCが付いています。

ヒップ右側に切込みPC

ヒップにPCが２つあるので用途に

合わせて便利に使えます。

M L XL 2XL 3XL

ウエスト 76-81 82-87 88-93 92-97 96-100

ヒップ 102 106 110 114 118

裾巾 17 18 19 20 21

股下丈 74 76 78 80 80      ﾓﾃﾞﾙ  175cm Lｻｲｽﾞ着用
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COMFORTABLE  PANTS  SHRIES

¥12,600

街から山へ×山から街へ

細身なシルエット×快適な履き心地のコラボ

¥14,500

街から山へ×山から街へ

ファスナーPC

便利な切込みPC

30 ブラック
06 グレー

34 マカダム



Women D-804 　　LAKUBIパンツ　　　　 税抜価格 素材: ナイロン90％　ポリウレタン10％

LAKUBI=楽美　　楽に履けてきれいに見えるパンツ 4WAYストレッチダブルフェイス生地

サイズ S　　 M　  　L

カラー 30　ブラック

34　マカダム

ﾌｧｽﾅｰが少し

下部分に斜め方向に 　　ASTRIは長年パンツの専業メーカーとして様々なパンツを

付いているので 　　作ってきました。その中で女性の体形に関するデーター

ｻﾞｯｸ-ｳｴｽﾄﾍﾞﾙﾄの 　　悩みなどを集約させた女性の為の究極のパンツを作りたい

干渉がなくﾌｧｽﾅｰが 　　と思ってきました。その究極を体現させたパンツが

使えなくなりません

     ウエストはゴム仕様で楽に履けますが、ゴム特有の

     シャーリングを排除してウエスト周りをすっきり。

    こだわったカッティングが恰好よくスタイルUPして

    見えるだけでなく、ｻｲﾄﾞﾌｧｽﾅｰがｻﾞｯｸのｳｴｽﾄﾍﾞﾙﾄに

ASTRIのマーク     干渉することなく使うことができます。

ｽﾀｲﾝﾎﾞｯｸの刺繍     このカッテイングは日本女性の悩みの扁平ヒップも

     ふっくらと見せてくれます。

『 LAKUBI 』カッティング      ASTRIだからできる女性の為にこだわった自信作です。

　・ヒップが扁平に見えてしまう

　・とにかくスッキリ格好良く履きたい 　こだわったナイロンダブルフェイスストレッチ生地

　・きれいに見えても窮屈は嫌 　①内側と外側の織り方が違うダブルフェイス

　　　　外側は梨地のようなさらっとした織目

　 LAKUBIカットが女性の悩みを解決 　　　　内側は汗でべたべたしないようにパイルのような織目

 　ヒップをふっくら見せて膝から下は細くスッキリ 　　　　外側は丈夫に内側は快適な構造

　ウエストも楽々なのにすっきりスマート 　②ストレッチバランスの良い4WAYストレッチ

　　　　ストレッチは縦横の伸びバランスが重要

見えない部分のこだわり

内側ﾎﾟｹｯﾄにはASTRIのﾌﾟﾘﾝﾄﾏｰｸ 内側ｺﾞﾑにはASTRIのロゴ付き

ポケットへのこだわり　　フロントポケットは

　　女性には使いにくいのが悩み　　　

　　フロントからサイドへ

　　斜めにファスナーを

　　配置したことで

　　サイドポケットのように

　　使えるので歩く時にも

　　邪魔にならず快適です。

     ﾓﾃﾞﾙ  153cm Mｻｲｽﾞ着用

S M L

ウエスト 63-69 70-76 75-81 ファスナーが少し下がった位置から

ヒップ 96 100 104 始まっているのでリュックのウエスト

裾巾 15 15 16 ベルトに干渉しないで使うことができます。

股下丈 70 72 74 6

　　ASTRI　『  LAKUBI  』パンツです。

COMFORTABLE  PANTS  SHRIES

¥12,600

楽々快適　×　きれい＝LAKUBIパンツ

立体裁断

30 ブラック

34 マカダム



Women D-805 　　MACHI-YAMAパンツ 税抜価格 素材: ナイロン90％　ポリウレタン10％

MACHI-YAMAパンツ＝名前の通り街でも山でも履けるパンツ 4WAYストレッチダブルフェイス生地

サイズ S　　 M　  　L

カラー 30　ブラック

34　マカダム

　　Haiming＆Lanaは25年定番だったASTRIの代名詞モデル

　　新しい世代＝30代-40代の為に作ったパンツです。

　　股上・ウエスト・シルエットすべてにこだわり

　　スタイリッシュに見えるパンツを目指しました

　　このパンツのテーマは

　　仕事にはシャツやカットソーを合わせればOK

　　山には思い思いのこだわりのトップスに

　　違和感なくすっきりと履けるパンツです。

　　ASTRIの新たなコンフォートパンツ

　　多くの人に履いていただきたい新たな定番パンツです。

見えない部分のこだわり

内側ﾎﾟｹｯﾄにはASTRIのﾌﾟﾘﾝﾄﾏｰｸ 　こだわったナイロンダブルフェイスストレッチ生地

　①内側と外側の織り方が違うダブルフェイス

内側ｺﾞﾑにはASTRIのロゴ付き 　　　　外側は梨地のようなさらっとした織目

　　　　内側は汗でべたべたしないようにパイルのような織目

　　　　外側は丈夫に内側は快適な構造

　②ストレッチバランスの良い4WAYストレッチ

　　　　ストレッチは縦横の伸びバランスが重要

両サイドとヒップ（履いて左側）

ファスナーPCが付いています。

ヒップ右側に切込みPC

ヒップにPCが２つあるので用途に

合わせて便利に使えます。

     ﾓﾃﾞﾙ  153cm Mｻｲｽﾞ着用

S M L

ウエスト 63-69 70-76 75-81

ヒップ 96 100 104

裾巾 14 16 17

股下丈 70 72 74
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街から山へ×山から街へ

COMFORTABLE  PANTS  SHRIES

¥12,600

街から山へ×山から街へ

細身なシルエット×快適な履き心地のコラボ

ファスナーPC

便利な切込みPC

34 マカダム

30 ブラック

34 マカダム



NEW 　　ASS-70H  マウス＆サンシェードハット（WR）　　 マウスシェードとしても首部分のサンシェードとしても

unisex 使えるシェード付きのハットです。

素材はnano撥水加工をしてあるコットン100％素材

1枚仕立てで作ってあるので通気性も良く軽く

長時間の着用でも疲れません。色々なシーンで

使っていただけるように型はシンプルに仕上げました。

サイズ : フリー/吸湿速乾ゴムすべり仕様

　UVカット率95％以上

23 ネイビー（ｼｪｰﾄﾞ部分/ﾈｲﾋﾞｰ)

30 ブラック(ｼｪｰﾄﾞ部分/ﾌﾞﾗｯｸ)      13 カーキ(ｼｪｰﾄﾞ部分ﾁｬｺｰﾙ)

帽子に付いているループと

シェード部分のループを

専用クリップで留めればOK

シェード部分の外側が

生地： Nano撥水コットン　100％  サンシェード用

(撥水加工＝Water Repellent/WR) シェード部分の内側が

　made in Japan シェード部分　接触冷感UV素材 ポリエステル65％　レーヨン35％ マウスシェード用

NEW 　ASS-71C 　マウス＆サンシェードキャップ(WR)　　 マウスシェードとしても首部分のサンシェードとしても

unisex 使えるシェード付きのキャップです。

素材はnano撥水加工をしてあるコットン100％素材

1枚仕立てで作ってあるので通気性も良く軽く

つば芯を固くしなかったので

ポケッタブルになります。

旅行やおでかけにも気軽に

携帯できるキャップです。

　UVカット率95％以上 ポケッタブル

30 ブラック(ｼｪｰﾄﾞ部分/ﾌﾞﾗｯｸ)

23 ネイビー（ｼｪｰﾄﾞ部分/ﾈｲﾋﾞｰ)   13 カーキ(ｼｪｰﾄﾞ部分ﾁｬｺｰﾙ)

帽子に付いているループと

シェード部分のループを

専用クリップで留めればOK

サイズ :　サイズ調整機能付き シェード部分の外側が

生地： Nano撥水コットン　100％  サンシェード用

(撥水加工＝Water Repellent/WR) シェード部分の内側が

　made in Japan シェード部分　接触冷感UV素材 ポリエステル65％　レーヨン35％ マウスシェード用

NEW 　ASS-72A 　マウス＆サンシェード　 ｻﾝｼｪｰﾄﾞ部分のみの別売りです。内側にループ付きの

unisex 商品には取り付ける事ができます。 ★ クリップ付き

カラー 23 ネイビー

30 ブラック

　made in Japan 05 チャコール 接触冷感UV素材 ポリエステル65％　レーヨン35％
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COMFORTABLE     UV&SAFETY  SERIES

¥5,000

¥4,800

¥1,200

撥水加工

UV

撥水加工

UV

UV

吸汗速乾COOL



men 　　AST-26H 　メンズブッシュハット(WR)　 夏の楽しみ　キャンプ・ハイキング・フェス

帽子が必要なシーンはたくさんあります。

women 　　AST-27H 　レディースブッシュハット(WR)　 ネックシェードを内蔵したハットを作りました。

しかも素材はポリエステル素材に撥水加工を

施した素材なので雨も汚れもはじきます。

つば前の部分にはワイヤーが入っているので

アレンジしながら楽しくかぶれます。

帽子の内側にはメッシュが付いているので汗を

　UVカット率95％以上 かいてもべたべたしないのでとっても快適です。

あご紐は取り外しが可能です。

フェスやキャンプを意識してオールブラックの

アイテムを用意しました。

メンズ：   M(58cm)     L(60cm)

ﾚﾃﾞｨｰｽ：  M(57.5cm)   L(59cm)

生地：ポリエステル100％　撥水加工

(撥水加工＝Water Repellent/WR)

　　made in China

30 ブラック

つばの前側には

ワイヤー入り

シェード部分は

後ろつばの部分に

内蔵できるようになっています

NEW 　ASS-73A　クールマウス＆ネックシェード　 made in Japan

unisex 耳に掛けるタイプのマウス＆ネックシェード

ぴったりと装着できるのでウォーキング・ランニングなど

アクティブな動きにOKなタイプです。

マスクと首周りのUVケアーにはこれ1枚でOK

素材にはこだわりました。

生地に編み込んだレーヨン糸に

触った時にひんやりと感じる効果

吸汗速乾 湿気を生地の外に出して汗などで

生地が濡れても素早く乾きます

UVカット率 ミネラル成分を配合しているので

90％以上 繰り返しの洗濯でもUV効果が持続

カラー 23 ネイビー

30 ブラック

05 チャコール 接触冷感UV素材

　made in Japan ポリエステル65％　レーヨン35％
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COMFORTABLE     UV&SAFETY  SERIES

23 ネイビー

耳にかけるタイプの

マウス＆ネックシェード

COOL TOUCH = 接触冷感素材

¥3,900

¥1,900

13 カーキ

¥3,900

UV

吸汗速乾

COOL

撥水加工

UV



NEW 　　ASS-74H  プロバンキャンプハット(難燃）　　 Campの焚火などでも安心してかぶっていただける

unisex PROBAN難燃（防炎加工）生地を使用したハット

しっかりとしてコットンに特殊な加工が施されています。

1枚仕立てで作ってあるので通気性も良く

蒸れずにかぶっていただけます。

生地の密度がしっかりしているのでUV効果も抜群です。

　UVカット率95％以上 　　75　コヨーテ

サイズ : サイズ調整機能付き（ﾌｨｰﾙﾄﾞｾﾝｻｰ素材)

38　スティール

別売り　マウス＆サンシェード取付可能

88 ｴﾎﾞﾆｰ

PROBANは防炎加工が施された綿100%の難燃素材

綿繊維を難燃剤で包み込む特殊加工を施しており

難燃剤が先に炭化することで自己消火します。

PROBANはSOLVAYグループの登録商標です。

　made in Japan 生地： PROBAN　難燃（防炎加工）  コットン 100％  

NEW 　　ASS-75C  プロバンキャンプキャップ(難燃）　　 Campの焚火などでも安心してかぶっていただける

unisex PROBAN難燃（防炎加工）生地を使用したキャップ

しっかりとしてコットンに特殊な加工が施されています。

1枚仕立てで作ってあるので通気性も良く

蒸れずにかぶっていただけます。

38　スティール 帽子のつば芯をしっかり入れたBBキャップ型

88 ｴﾎﾞﾆｰ 別売り　マウス＆サンシェード取付可能

　UVカット率95％以上

75　コヨーテ

PROBANは防炎加工が施された綿100%の難燃素材

綿繊維を難燃剤で包み込む特殊加工を施しており

難燃剤が先に炭化することで自己消火します。

PROBANはSOLVAYグループの登録商標です。

　made in Japan 　　　　サイズ :　サイズ調整機能付き 生地： PROBAN　難燃（防炎加工）  コットン 100％  

women 　　AST-13H 撥水nanoツイルキャンプハット　　　 女性がお洒落にかぶれるキャンプハットです。

帽子の天井部分を女性用に小さく型を作り

つばの角度や長さにもこだわりました。

あご紐にもチャームをつけて優しい印象に。

つばにワイヤーが入っているので自由につばの形が作れ

　UVカット率95％以上 つばの両側をあげるとウエスタンハットのイメージになります。

素材はコットンにnano撥水加工。

21　ベージュ 雨も汚れもはじくので安心です。

軽いコットン素材を１枚仕立てで作ったので

涼しくかぶり心地も抜群です。

サイズ : フリー/吸湿速乾ゴムすべり仕様

23　ネイビー

生地： Nano撥水コットン　100％  

　made in Japan (撥水加工＝Water Repellent/WR)
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¥4,900

¥3,900

¥4,800

UV

難燃

UV

難燃

撥水加工

UV



NEW 　　ASS-76H 　コットンオックスバケットハット　 コットンオックス素材を使って今とっても人気のある

unisex バケット型で作りました。

『 バケット 』の意味はバケツを逆さにしたような形

から名付けられました。

ビンテージ加工がしてあるオックス生地なので

13　カーキ こなれ感があり普段でもお洒落にかぶれるハットです。

21　ベージュ ユニセックス仕様で男女問わず

　UVカット率95％以上 06　グレー 年齢も幅広く使えるバケットハットです。

サイズ : サイズ調整機能付き（ﾌｨｰﾙﾄﾞｾﾝｻｰ素材)

別売り　マウス＆サンシェード取付可能

　　made in China 生地： コットン 100％  

NEW 　　ASS-77C 　コットンプリントキャップ　 ポケッタブルなプリントのキャップです。

unisex プリント柄なのでお洒落に楽しく使えます。

ジェンダーレスなプリントなので男女問わずに

かぶれる柄を選びました。

ネイビー/ブラックプリントはリネン混紡素材

23P ネイビープリント カーキはコットンツイル素材です。

　UVカット率90％以上

13P カーキプリント

30P ブラックプリント サイズ :　サイズ調整機能付き

別売り　マウス＆サンシェード取付可能

生地：カーキP/ コットン 100％  

生地：ネイビーP＆ブラックP

　　made in Japan コンパクトに携帯 　　　　コットン 90％  リネン10％

NEW 　　ASS-78H　リバーシブルバケットハット プリント柄を使ってリバーシブルハットを作りました。

unisex その時の気分に合わせて変えられるのはもちろん

ソリッカラーの素材はnano撥水コットンを使用

急な雨降りにも対応ができます。

形は今一番人気のバケット型にしました。

　UVカット率90％以上

　ソリッド生地部分 　　　　ソリッド素材はnano撥水加工

23 ネイビー

　　　　

13 カーキ 　　　30 ブラック

表素材 生地： Nano撥水コットン　100％  (WR)

裏素材 生地：カーキP/ コットン 100％  

生地：ネイビーP＆ブラックP

　　made in Japan 　　　　コットン 90％  リネン10％

11

COMFORTABLE     CAMP/URBAN  SERIES

¥3,800

¥3,900

¥4,900

UV

UV

UV

撥水加工



　UVカット率99％以上

NEW 　　ASS-79H 　コカゲルつば広ハット（WR） コカゲルを使用した『太陽の熱を遮断する帽子』です。

women 直射日光を遮断することによって帽子の中の温度を

マイナス10℃下げること成功しました。

23 ネイビー 日本の夏は今後ますます暑くなることが予想され

帽子が必需品となる中で、このコカゲルの

機能は画期的な新素材と言えます。

ASTRIではこのコカゲルの芯生地を使用して

つば広レディースハット/ユニセックス仕様サファリハット

13 カーキ 　　　30 ブラック の2アイテムを作りました。

表生地にはナイロン100％撥水加工生地を使用

この素材を使うことで晴れでも雨でもOKな

全天候型の帽子が完成しました。

生地：ナイロン100％撥水素材

(撥水加工＝Water Repellent/WR)

別売り　マウス＆サンシェード取付可能 生地：コカゲル（芯生地）

サイズ : サイズ調整機能付き（ﾌｨｰﾙﾄﾞｾﾝｻｰ素材)

　　made in China

NEW 　　ASS-80H 　コカゲルサファリハット（WR）

unisex

   共通 / 両サイドに切込み=暑い空気が抜ける仕様

別売り　マウス＆サンシェード取付可能

サイズ : サイズ調整機能付き（ﾌｨｰﾙﾄﾞｾﾝｻｰ素材)

30 ブラック 13　カーキ

23 ネイビー
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¥4,800

¥4,800

撥水加工

UV



NEW 　　ASS-81H 　超撥水バケットハット（WR)　 コットン素材の清涼感×超撥水加工の融合

unisex この素材はコットンが自然が持つ生地の清涼感

サラッと感を生かしながら表面に超撥水の加工を

施した高密度織りの素材です。

素材のポテンシャルが非常に高いので

シンプルなバケット型で作りました。

　UVカット率99％以上 バケット型はジェンダーレスな形で男女問わず

38　スティール 年齢を問わず多くの人がかぶれる帽子です。

サイドに同系色でASTRIの刺繍を入れました。

　　　30 ブラック

Grüß Gott 

27　オーク 刺繍にある『 Grüß Gott  』はチロルの方言で

『 こんにちは 』の意味です。

2022SSは皆さんへ改めてこんにちはの意味を込めて

サイズ : サイズ調整機能付き（ﾌｨｰﾙﾄﾞｾﾝｻｰ素材)

別売り　マウス＆サンシェード取付可能

23 ネイビー 生地： コットンサテン 100％  

　　made in Japan (撥水加工＝Water Repellent/WR)

unisex 　　AST-18H 撥水クールウエスタンハット　　

軽くて涼しいウエスタンハット

生地を1枚仕立てで作っているので、湿度が

こもらず涼しく快適にかぶれます。

つばに傾斜をつけてコンパクトにしているので

　UVカット率95％以上 女性にも似合うデザインになりました。　

#15 ﾊﾞｰﾝﾄ

サイズ : フリー/吸湿速乾ゴムすべり仕様

#23 ﾈｲﾋﾞｰ ◇　ユニセックス仕様のウエスタンハットなので男性/女性の

　　 どちらがかぶっても浅すぎず深すぎず快適なかぶり心地

　　 毎年、ASTRI帽子販売数Ｎｏ.1　の商品です。

#21 ﾍﾞｰｼﾞｭ ◇　撥水加工生地を使用しているので急な雨にも安心

◇　生地が1枚仕立なのに　UVｶｯﾄ率99％

 　　軽く・涼しく・ﾑﾚず　UVも万全なマルチパーパスハットです。

生地： ﾅｲﾛﾝ 100%  撥水加工

　　made in Japan ＃27 ｵｰｶｰ (撥水加工＝Water Repellent/WR)

unisex 　　AST-65C 撥水クールワークキャップ　　 軽くて涼しいユニセックスのワークキャップ

ナイロン撥水生地＋フィールドセンターメッシュ で

ベタつかず、湿度がこもりにくく、涼しく快適にかぶれます。

山にはコンパクトにキャップで登りたい！という女子にも最適。

レインのフードをかぶった時にもしっかりつばが支えます。

　UVカット率95％以上 ◇　内側のすべり部分は吸汗速乾のｺﾞﾑを使用

　　 後部分は、ﾕﾆｾｯｸｽに対応する為にｺﾞﾑ入り

＃21 ﾍﾞｰｼﾞｭ ◇　撥水加工生地を使用しているので急な雨にも安心

ﾂﾊﾞには芯を入れて ◇　生地が1枚仕立なのに　UVｶｯﾄ率99％

しっかり立ち上がるように 生地： ﾅｲﾛﾝ 100%  撥水加工

　　made in Japan 縫製してあります。 (撥水加工＝Water Repellent/WR)
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¥4,900

¥4,800 ASTRI定番　撥水・軽量・UV・クール仕様

　　#23 ﾈｲﾋﾞｰ

撥水加工

UV

撥水加工

UV

撥水加工

UV



ASTRI  STRETCH　BELT GEVAERT社の素材を使ったASTRI定番のストレッチベルト

GEVAERT社は、1899年創業のベルギーの老舗メーカーです。

ASTRIが15年以上国内で販売してきており、その耐久性は実証されています。

GEVAERT社の素材を輸入し、YKKﾍﾞﾙﾄﾊﾞｯｸﾙのｾｯﾃｨﾝｸﾞ・縫製は日本で行っています。

7ASB-12　ｽﾄﾚｯﾁﾍﾞﾙﾄ  30mm ¥2,500 ｻｲｽﾞ調整可能    30mm 全長　115ｃｍ　（従来より5ｃｍ長く修正）

　110(ﾈｲﾋﾞｰ)　　    　　　　111（ｵﾘｰﾌﾞ)          　　　   113（ﾍﾞｰｼﾞｭ)

YKKﾊﾞｯｸﾙ ★ 上記ｽﾄﾗｲﾌﾟは裏側の無地とﾘﾊﾞｰｼﾌﾞﾙで使えます

7ASB-35　ｽﾄﾚｯﾁﾍﾞﾙﾄ  35mm ¥3,000 ｻｲｽﾞ調整可能    35mm 全長　115ｃｍ　（従来より5ｃｍ長く修正）

  05 (ﾁｬｺｰﾙ)　　  　　   　　11 （ｻﾝﾄﾞ)       　　  　  　48 (ｵﾘｰﾌﾞ)

YKKﾊﾞｯｸﾙ ★上記 ｽﾄﾗｲﾌﾟは裏側の無地とﾘﾊﾞｰｼﾌﾞﾙで使えます

      ASTRI&KAOの帽子作りを支えてくれるパートナーのご紹介

◇　1966年創業の帽子専業ファクトリーメーカー

小さいながらも懐の深いメーカーであり多種多様の型紙を自分の手でおこす技術をもっています。

サンプルアップのスピード＆正確な物作りに関して当社としてなくてはならない存在。

30代の３人の兄弟がすべて会社に入っていて型おこし→裁断→縫製→仕上げの作業を

工場内で完結できる技量とノウハウを持っている素晴らしいファクトリーメーカーです。

シーズンごとに変わる私からの細かい要望＆修正に対して

若い感性と熟練した職人技の両面で対応してくれます。商品を

みながら私の意図をくみ取りイメージ通りの試作品ができること。

その技術力の高さに私自身も絶対的な信頼をしています。

社長が大事にしていることは帽子の『風合い』

「風合いは、帽子のかぶり心地にあらわれます。芯やツバといった付属品まで一つ一つまで気を配る

こうした目に見えない技術こそ大事だと息子達に伝えていきたい 」と。この風合いこそが私がずっと大事にしている帽子のかぶり心地につながっていきます。

◇　1978年創業の帽子専業メーカー

最善が最高を生む。人の手でひとつひとつ。

品質にこだわっているからこそ、手作業が最善であり だからこそ最高の帽子が生まれる

機械に頼ってしまうと細かい品質管理ができなくなってしまう。

細かい作業だからこそ人の手で…

これがASTRI＆KAOのもう一つのパートナーである帽子メーカーが大事にしていることです。

ブレードやニット製品の生産をパートナーとして一緒に物作りをしています。

人の手で物が形になり皆様のもとへ届けられます。

いつも真摯に向き合うこの帽子メーカーの姿勢も私の物作りの精神と共通する大事なパートナーです

ASTRI と AUSSTI

ASTRI　と　AUSSTI　のつながりは約28年になります。

当時のASTRI社長は日本が大好きで毎年日本に来日していました。

もちろん私たちも必ず年2回はASTRI社に行ってミーティングを重ねて 〒110-0016 東京都台東区台東1丁目10-12

長い年月の中で今のASTRI社との関係が出来上がったと思います。 TEL　03-6803-2409

目を閉じるとチロルの美しい山々が目に浮かびます。 URL  http：www.aussti.co.jp

ASTRIもAUSSTIも物作りの思いは一緒です。 *価格は全て税抜価格で表示しています。

お客様が笑顔になっていただけるような商品をこれからも心を込めて *記載されている仕様・デザイン・付属品及び価格は予告なく変更される場合があります。

作っていきたいと思っています。 *写真のカラーは印刷の関係により実物と異なる場合があります。

ｽﾄﾚｯﾁ

ｽﾄﾚｯﾁ




