
https://www.aviriva.com

■表示価格は、本体価格（消費税抜き）の価格になります。 ■商品の仕様、デザイン、価格などは予告なく変更する場合があります。 ■カタログのカラーは、印刷のため実物と異なる場合があります。
■シェル素材は経年変化し、5 年程度で強度が低下する場合があります。ご使用にはご注意ください。 ■ TMP、FLEX は、アヴィリーパ独自のブーツ剛性を表す指数です。他社ブーツとの相関を
表してはいません。■TPU( ポリウレタン樹脂）には、加水分解しにくいエーテル系ポリウレタンを使用しています。
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※ソール長は、成型時の条件等で±1.5mm程度の違いが生じることがありますが、
　製品の機能上問題ありません。HORNET 22.5mmのシェルサイズは 23.5mm
　と共通の 4 型 /275mmとなります。

ソールサイズ表　HORNET 全モデル共通
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※ソール長は、成型時の条件等で±1.5mm程度の違いが生じることがありますが、
　製品の機能上問題ありません。

ソールサイズ表　SHADOW

ヘルト株式会社

本 社：〒636-0203 奈良県磯城郡川西町梅戸 155-1　　TEL.0745-44-1008 FAX.0745-44-0143
札幌出張所：〒062-0051 札幌市豊平区月寒東 1条 4 丁目 1-22-1103　TEL.&FAX.011-855-9827

全日本スキー連盟公式用品（カテゴリー / 基礎プール）



おかげさまで 2023 年に創業 70 周年を迎えます。

1953 年、昨年の3月18日に永眠した創業者である河村静男の挑戦は始まりました。
野球スパイク、登山靴の製造販売会社として河村商店をスタートし、1960 年にはヘルト河村商店と改称してスキー
ブーツの製造を本格的に開始します。
1970年には黒岩達介氏をアドバイザリースタッフとして迎え、アメリはH社のインナーブーツや国内Y社のスキーブー
ツ、イタリア T 社のスキーブーツ製作を請負い、ノウハウを蓄積していきました。

「国産ブーツで世界の頂へ」という故 河村静男の熱い思いとともに、満を持して 2013 年に AVIRIVAブランドを立
ち上げました。
その間、たくさんのお取引先、お仕入先のみなさまに温かく支えていただき、オピニオンの方々や社内スタッフとの
出会いによってここまで歩んでくることができました。

さらなる10 年。日々変化する環境やライフスタイルに柔軟に対応できる企業を目指し、「スキーを愛するすべての人
に」を心に刻んで努力していく所存です。
今後ともヘルトAVIRIVAをよろしくお願いいたします。

ヘルト株式会社

代表取締役　河 村  尚 紀

《早期注文限定》スペシャルカスタマイズサービス

Customize-1 Customize-2

Customize-3
Customize-4

スペシャルカラーバックル

オンネームサービス

インナーブーツグレードダウン（差額なし）　　　　　　　

インナーブーツアップグレード　L ➡ R 変更　¥4,400up（税抜 ¥4,000）
※Lインナーにループ（シューレース取付）も可能

Customize-5 パワーベルト ➡ WCパワーベルトに変更　¥4,400up（税抜 ¥4,000）

※全グレードブーツに対応

印字代無料

印字代 3,000円

限定 50足

注 1）印字後のキャンセルはお断りします。
注 2）画数の多い漢字は印字できません。ローマ字対応となります。
注 3）文字数が多くなりますと印字の大きさが小さくなります。

〈印字イメージ〉

レーシング
パワーベルト
の印字位置

ノーマル
パワーベルト
の印字位置

7/31
締切り

5/1
締切り

7/31
締切り

7/31
締切り

7/31
締切り

５/１
締切り

●漢字書体 ●ローマ字書体

バージョン・メタリック



Technology

シェルカントを 0.8°に設
定したロアシェルにアッ
パーカフを同角度で取り
付けて、パワ一をストレー
トに伝達。0.8°設定の
シェルカントとフ ットベッ
ドに設定した距骨下カン
トの W カント効果でスキ
一を骨盤からフラットに
踏め、バワーロスのない
スキー操作が可能です。

距骨下カントを設ける こ
とで足先の開きを抑え、
シェル方向とブーツ内の
足先方向が一致するラス
ト設計がターンの素早い
初動動作を実現。
足型に忠実なラスト形状
は踵をしつかりとホールド
し、舟状骨と小指を過度
なアタリから守ります。

0.8ANGLE ゼロエイトアングル FM ( FAST MOVE )LAST  エフエムラスト

シェルカントとフットベッドに設定した距骨下カントのWカント効果でスキーヤーの骨格、筋肉のパフオーマンスを最大限に発揮。
骨盤からフラットに踏め、膝を俊敏に動かせるボディポジションを実現しました。

W-Canting Position   wカントポジション

インとアウトの両側で最大士
1.0°のカント調整が できるツイン
カントシステム。大型ヒンジでジョ
イ ント強度を高めてブーツ剛性も
アップしました。

TWIN CANT SYSTEM
ツインカントシステム

position

0.8度

Energy-Monocoque System Position   エモシステム

ダブルポトムのアンダーボトムに新搭載され
たインスペクター。剛性としなりのバランス
に優れ、更 に強い反発力を生み出す形状に
設計された HORNETの秘密兵器。
驚異的なレスポンスが滑りを加速させます。

シェルのラッピング性能を高める、NEWアー
チバックル。ラウンドしたバックル形状がシェ
ルと足のホールド感を高めます。更にレバー
形状の変更でバックルの開閉が簡単になり
扱いやすさが向上しました。

アッパーボトムはブーツ全体のフレックスを
最大限に引き出し、アンダーボトムがソール
の剛性を完璧にコントロール。ダブルボトム
構造がしなやかに振動を吸収し、安定した
パワー伝達と足裏全面を使った正確なス
キー操作を可能にしました。

DOUBLE BOTTOM
ダブルボトム

INSPECTOR
インスぺクター

NEW ARCH BUCKLE ＋ EASY LOCK
ニューアーチバックル ＋ イージーロック

スキーヤーのパフオーマンスを最大限にスキーへと伝達する、次世代のシェルモードが進化。フレックス性能、剛性、パワー伝達の
3 要素に反発力もプラスした、NEWモノコックシェル構造が圧倒的なレスポンスを発揮します。

system

使用モデル：　　　　　　　 (120/100-)

SDG’ｓ「つくる責任  つかう責任」の一端を担うことを目標として、シェル成型時に廃棄処分してき
たロス樹脂の再利用をはじめました。再利用は２回目までとし、バージン樹脂と比較しても遜色ない
粘性と反発を有した地球環境にやさしいブーツをつくります。

使用モデル：　　　　　(150/130/110/100)

粘性の強い 3 種類の TPU( ポリウレ タン樹脂）を各フレックスモデルに組み合わせて採用。粘りの
あるシェル素 材がスキーヤーの動きを正確にサポート。しなやかさと耐磨耗性に優れた高品質シェ
ル素材。

WCR/WC のために、ウレタン素材の粘りを最大限に生かした（WC-TPU）を開発。今までの成型技術では実現が不可能だった、高剛性、高反発なこのシェ
ル素材を長年の研究でついに実現することができました。強靭な脚力とハイスピードなスキーの中での外力をしっかり受け止め、俊敏なレスポンスを発揮する
レーシングマテリアルです。

使用モデル：　　　　　WCR/WC(190/170)Shell Material  
シェル素材

●
●●

●●●●●●●●



WCR/WC

ローラー式で強い締め付けと強力なパ
ワーをしっかりと受け止めるWCR/WC 専
用パワーベルト。ブーツ上部の剛性確保
に貢献。

WCパワーベルト

ブーツのトーション剛性を高め、ダイレク
トなパワー伝達を発揮する WCR/WC 専
用ボトム構造。研ぎ澄まされた足裏感覚
と強力なエッジグリップを実現。

WCボトム

WCR/WC のために、ウレタン素材の粘りを最大限に生かした

（WC-TPU）を開発。

今までの成型技術では実現が不可能だった、高剛性、高反発なこのシェ

ル素材を長年の研究でついに実現することができました。

強靭な脚力とハイスピードなスキーの中での外力をしっかり受け止め、

俊敏なレスポンスを発揮するレーシングマテリアルです。

〈ホーネット ワールドカップ・レース /ワールドカップ〉  
■対象：トップアスリート、アスリート　■サイズ：22.5～27.5cm(l,0cm
ピッチ )　■ラスト幅 :95mm　■シェル素材 :WC-TPU
■片足重量：2,250g(25,5cm)　■インナー：H011-F22　■バック
ル：アルミ / キャッチャー〈MICRO〉（ビス止）　■カント調整：ダブル
■後部ジョイント：2

使用モデル：　　　　　
               WCR/WC(190/170)

粒状粉砕したコルクと特殊なオイル溶剤を混合したフロー素材
が圧迫感を分散。踵から足首部分の不要な空間を埋めて、パー
ソナルフィットを実現します。

コルクフローインナーは足に馴染むまで
時間がかかります。初めてお使いになる
際は、事前に数日間足入れをして馴染ま
せておくことをお勧めします。

WCR  ¥132,000（税抜価格¥120,000）
WC  ¥132,000（税抜価格¥120,000）

position system

HORNET WCR/WC
特別受注生産 7/31まで

made in JAPAN

FLEX
190

FLEX
170

ブーツ剛性を高める為に、レース専用の仕様でレーシングブーツとしての性能を追求しました。
特にブーツ全体の横方向の剛性とロアシェルのネジレ剛性は、大きく進化しました。
フレックスは強めですが、レーサーからデモまで大会で上位を目指す人に最適なレーシングモデルです。

パーソナルフィットを実現したコルクフローインナー。より繊細な
フィット感でより繊細なフィット感快適＆パワフルな滑りをサポート
します。
HandMade in Japan インナー

H011-F22〈コルクフローインナー〉

WCコルクフローパット



 
        

     

進化したWボトムで究極のレスポンスを発揮するスーパーウェポン。
反発力を生み出すインスペクター搭載で異次元の滑りを実現。レーサー &デモ対応モデル。

■対象：アスリート、エキスパート　■サイズ：22.5～27.5cm(l,0cm ピッチ )　■ラスト幅 :95mm　■シェル素材 :TPU-3
■片足重量：2,200g(25,5cm)　■バックル：アルミ / キャッチャー〈MICRO〉（ビス止）　■カント調整：ダブル　■後部ジョイント：2

FLEX
150HORNET  150F

 ¥110,000（税抜価格¥100,000）

FLEX
150HORNET  150

 ¥99,000（税抜価格¥90,000）

FLEX
130HORNET  130F　

  ¥107,800（税抜価格¥98,000）
FLEX
110HORNET  110F　

  ¥104,500（税抜価格¥95,000）

FLEX
110HORNET  110　

  ¥93,500（税抜価格¥85,000）
FLEX
130HORNET  130　

  ¥96,800（税抜価格¥88,000）

position system

縫い目を減らすことで、より足あたりが均一で快適なフィット感を実現。レザータッチの高品質なインナー
外皮素材を採用して、足とシェルのホールド性能が大きく向上。足首部分も立体的にフィットする形状に
変更。つま先部分はアナトミカルトゥボックス形状でストレッチ素材を使用して、足先のストレスを軽減。
複合素材をラミネートしたクッション材は快適なホールド感と保温性を実現しました。

H011-R22〈レーシングインナー〉HandMade in Japan インナー

〈H011-F22インナー採用〉 〈H011-F22インナー採用〉 〈H011-F22インナー採用〉

〈H011-R22インナー採用〉 〈H011-R22インナー採用〉 〈H011-R22インナー採用〉

150・130・110シリーズ

150トップアスリートモデル 130アスリートモデル 110アスリート・エキスパートモデル

made in JAPAN

特別受注生産 7/31まで 特別受注生産 7/31まで 特別受注生産 7/31まで

WCボトム (150のみ)

昨年まで WCR/WC 専用に使っ
てきたWCボトム構造を採用。
ブーツのトーション剛性を高め、
よりダイレクトに。研ぎ澄まさ
れた足裏感覚と強力なエッジグ
リップを実現します。



■対象：エキスパート　■サイズ：22.5～27.5cm(l,0cm ピッチ )　■ラスト幅 :95mm　■シェル素材 :TPU-3
■片足重量：2,130g(25,5cm)　■バックル：アルミ / キャッチャー〈MICRO〉（リベット止）　■カント調整：ダブル　■後部ジョイント：1（下）

■サイズ：22.5～27.5cm(l,0cmピッチ )　■ラスト幅 :95mm　■シェル素材 :Re-TPU　■片足重量：2,130g(25,5cm)　■バックル：アルミ / キャッチャー〈MICRO〉（リベット止）
■カント調整：ダブル　■後部ジョイント：1（下）

FLEX
110HORNET  100F　

  ¥103,400（税抜価格¥94,000）

FLEX
110HORNET  100　

  ¥88,000（税抜価格¥80,000）

〈H011-F22インナー採用〉

〈H011-L22インナー採用〉

100エキスパートモデル

片足で2130gという軽さでありながらしっかりとした履き心地。。シニア、レディス、ジュニアレーサーから
俊敏で動きやすさを要求されるフリースタイルスキーまで幅広く対応できる上級者モデルです。

100シリーズ

made in JAPAN

made in JAPAN

レーシングインナー同様、「シームレス化とサイズの適正化」を進化。快適性には定評あるライトインナーをより均一な足あたりと心地よい
フィット感に仕上げました。各サイズごとに設計を見直した、国産ならではのジャストなサイズ感をお試しください。

H011-L22〈ライトインナー〉HandMade in Japan インナー

SDG’ｓ「つくる責任  つかう責任」の一端を担うことを目標として、
シェル成型時に廃棄処分してきたロス樹脂の再利用をはじめまし
た。再利用は２回目までとし、バージン樹脂と比較しても遜色な
い粘性と反発を有した地球環境にやさしいブーツをつくります。

私たちAVIRIVA にできること

position system

FLEX
120Re:HORNET  120F　

  ¥97,900（税抜価格¥89,000）

FLEX
120Re:HORNET  120　

  ¥82,500（税抜価格¥75,000）

〈H011-F22インナー採用〉

〈H011-L22インナー採用〉

120アスリート・エキスパートモデル
FLEX
100Re:HORNET  100-F

  ¥92,400（税抜価格¥84,000）

FLEX
100Re:HORNET  100-

  ¥77,000（税抜価格¥70,000）

〈H011-F22インナー採用〉

〈H011-L22インナー採用〉

100- エキスパート・ジュニアレーサーモデル

特別受注生産 7/31まで 特別受注生産 7/31まで

特別受注生産 7/31まで



確かな滑りを導くために　　　SHADOWという選択

Shadowというブーツをテストで履いた第一印象は「ちょっと頼りないかな」という感じでした。ずっとレーシングブー

ツしか履いてこなかった私には、このブーツの「良さ」「意味」がわからなかったのです。

その印象が変ったのは急斜面での基礎小回り・コブ斜面を滑ってからでした。足裏のどの部分で板のどの辺りをた

わませ、ずらしているのかを感じられるように仕上がっています。柔らかめではあっても粘りのあるシェルは瞬間的

な荷重ではなく、じわっと踏んでいくことができ谷回りの感覚がつかめます。

今までいかにブーツに頼りすぎていたのかを痛感しました。

脚を自分の意思通りにコントロールできることで上体もリラックスでき、全体のバランスも整ってきます。

このブーツは 1 級検定から準指導員・正指導員といった指導種目に求められる体の動きを理解・表現する上でとて

も扱いやすいブーツだと思いました。

今までの滑りを見つめ直し、ワンランク上の技術向上を目指す方に是非お勧めしたいブーツです。

FLEX
100

FLEX
100

SHADOW / F 
 ¥86,900（税抜価格¥79,000）
    〈H011-F22インナー採用〉

SHADOW 
 ¥71,500（税抜価格¥65,000）
    〈H011-L22インナー採用〉

■対象：エキスパート、インストラクター　■サイズ：22.5～27.5cm(l,0cm ピッチ )
■ラスト幅 :100mm　■シェル素材 :TPU　■片足重量：1,940g(25,5cm)
■バックル : アルミ / キャッチャー（リベット止）　■カント調整：シングル

● 軽くて、長時間履いていても疲れにくい。
● 脚部の動きを妨げず、正確なスキー操作実現。
● スクールインストラクターの方にもオススメなエキスパートモデルです。

準指導員・指導員に求められる運動に着目した基礎検定スペシャルモデル。
足首の動きが出しやすく、プルークをはじめコブ斜面などでも正しいスキー操作をサポート。

フレックス数値以上の安定感と安心感があらゆるコンディションで
最高のパフォーマンスを発揮します。

made in JAPAN

特別受注生産 7/31まで



+税

5mmボトムアッププレート（1足分）
サイズ：フリー（ビス付）ブラック/グリーン/レッド
FISレギュレーションでかかと高さは43mm以内と
規定されています。ルールに抵触しないようにご注
意ください。必ずコバ加工ができ
る販売店でお取り付けください。 ¥4,400 税込

AVIRIVA  WCパワーベルト
（1足分）
サイズ：フリー

¥12,100 税込

AVIRIVA パワーベルト
（1足分）
サイズ：フリー

¥7,700 税込

1 2 3

アルミフック（1ケ）サイズ：S/L
グレー / ブルー /
ホワイト /ブラック

アルミバックル（1ケ）サイズ：S/M/L
グレー / ブルー /レッド
ホワイト / ブラック ¥2,200 税込

6

¥550 税込

インナーバック
サポート（1足分）
サイズ：フリー

¥3,300 税込

4 5

OPTION PARTS 
LINE UP

各パーツはネット販売 https://www.aviriva.com ▶
から簡単にご注文いただけます。

¥8,800 税込

¥35,200 税込

H011-R21
インナー（1足）

タング単体（1足）
サイズ：22.5～27.5cm

（1.0cmピッチ）

16

¥8,800 税込

¥30,800 税込

H011-L21
インナー（1足）

タング単体（1足）
サイズ：22.5～27.5cm

（1.0cmピッチ）

1715

¥8,800 税込

¥46,200 税込

H011-F21
インナー（1足）

タング単体（1足）
サイズ：22.5～27.5cm

（1.0cmピッチ）

AVIRIVA Wood Boad
アヴィリーバ ウッド ボード（1足）
サイズ：22.5～27.5cm（1.0cmピッチ）

アヴィリーバ ウッド ボードは、スキー板がたわんだ時のエッジホールド
からくるバタつきを抑え、足裏から雪面へのコンタクトを向上させます。

衝撃吸収と最適な反発性能を実現！

¥14,300 税込Made in Swetzerland  特許申請中：EUPAT.
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フットベッド（1足）
サイズ：22.5～27.5cm ¥7,700 税込

AVIRIVAシール（1枚）
レッド / ブラック/ ホワイト ¥550 税込
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ボルトボルケ＆
ナット（1セット）

後部用

ボルトボルケ＆
ナット（1セット）

サイド用

¥880 税込 ¥880 税込

カントパーツ＆
ボルト +ナット
（1セット）

¥1,760 税込

7 8 9 ビス＆ナット
（1セット）

フック用

ビス＆ナット
（1セット）
バックル用

¥440 税込 ¥550 税込

ビス＆ナット
（1セット）
パワーベルト用
（ワッシャ付）

¥770 税込
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