
 

  

	

【報道関係	各位】	

2019 年 1 月	

株式会社ギアジャパン	

	

80 年以上の歴史を誇るアメリカで多大な反響を得ている	

アパレルブランド「Blauer	USA（ブラウワーユーエスエー）」	

日本初上陸	
 
 
 

株式会社ギアジャパン（本社：東京都中央区 代表取締役：尾形 朝）は、 
2019年3月よりアパレルブランドである「Blauer USA」（ブラウワーユーエスエー）を新規展開いたします。 

 
  

About	Brand	
	

	

アメリカ軍や警察等ユニフォーム市場で80％近いシェアを持つ、 
ユニフォームブランドのBlauer。 
1936年から80年以上の歴史で、その堅牢なユニフォームパフォーマンスとイタリアンデザイナーの巨
匠エンツォフスコ氏との出会いによりファッションアパレルとしてデビューしました。 
彼のデザインや素材へのあくなき探究心から作り出される作品は機能美かつイタリアらしいフォルムを
備えてます。 
イタリアをはじめ世界中に多くのファンがいます。 
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Mailboxes by Joshua Tree Park

PARDIS SAREMI AND AUSTIN KOLBE 23, MUSICIAN - 25, MODEL

Woman: Jacket 19SBLDC03066_005050 / Man: Jacket 19SBLUC03045_005298
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B R A N D  P R O F I L E A N  A M E R I C A N  S T O RY

BLAUER USA,
DAL 1936

Blauer USA è il marchio di moda che 
custodisce e rinnova la tradizione 
del workwear americano. Nato a 
Boston nel 1936 per fornire capi 
tecnici alla polizia, alla marina e ad 
altri corpi militari, oggi reinterpreta 

il concetto di uniforme nel mercato 
della moda, per vestire uomini e 
donne indipendenti, cosmopoliti e 
sensibili alla qualità, all’autenticità 
e alla ricerca di materiali pregiati e 
performanti.

Blauer USA is the clothing brand 
that preserves and renews the 
tradition of American workwear. 
Founded in Boston in 1936 to 
supply technical garments for the 
police, the navy and other military 
corps, today Blauer reinterprets 

the concept of uniform in the 
fashion market to dress men and 
women who are independent, 
cosmopolitan and conscious of 
quality, authenticity and the search 
for excellent, high-performance 
materials. 

BLAUER USA, SINCE 1936



 
 

 
Concept	&	History	of	Blauer	
1936年ルイス・ブラウアーによってボストンで縫製会社と
して設立され、一般消費者向け製品開発と生産を行ってき
ました。 
 
1950年代 
独自の衣服を開発／生産を開始し、防水ジャケット／レイ
ンコートはアメリカ軍／州警察によって続々と採用されて
いきました。 
高機能の噂は一気に広まり、ニューヨークへの展開を開始、
民間用レインウェアブランドが全国の百貨店にまで拡大し
ました。 
軍や警察への採用の中、低照度状態で見えるようにするた
めに開発されたのが、ブランド象徴となる最初のレインコ
ートの誕生です。 
 
1970年代 
大きな革新となるファブリックの着目でした。アメリカ車
のコンバーチブルトップに使用されているファブリック
（ナイロン／レーヨンのブレンド素材）は強度、軽量、耐
久性が卓越していました。 
そのファブリックを採用したジャケットはアメリカ全土の
販売店はこぞって、Blauer製ジャケットに切り替えました。 

 
1990年代 
業界標準のスタイル733リバーシブルのような、Blauerの
蛍光橙色の高視認性レインコートの成功に続いて、同社は
最初の蛍光黄色レインコートを導入しました。 
今日でも着用され続けているYellowレインウェア、ニット
シャツ、ジャケットすべての安全性と品質は業界標準とな
っています。 
 
2001年、イタリアのファッション企業FGF Industry Spa最
高経営責任者／デザイナーのエンツォフスコ氏が、ファッ
ション市場にブランドを展開するため、Blauerとライセン
ス契約を結びました。 
それにより、ファッションアパレルライン「Blauer USA」
が誕生しました。 
同時期連邦政府のテロ対策技術サポート局から複数のR＆
Dグラントを授与。 
 
2016年～現在 
Blauerは12以上の米国特許を取得し、国際的な品質基準
ISO 9000の認証を取得し、Blauerの衣類は、ホワイトハウス、アメリカ議会警察、NYPD、LAPD、他多数の州警
察で着用されています。 
今日、衣料、シューズ、サングラス、フレグランスとトータルファッションとしてランナップを増やしてきまし
た。今では、ファッションアパレルとしてアメリカ、ヨーロッパに2500社、約4000店舗で展開しています。 
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UNCOMPROMISING 
PERFORMANCE

B R A N D  P R O F I L E B L A U E R  PAT C H

Il nostro scudetto è oggi un marchio di 
qualità che identifica e certifica i capi 
Blauer USA. Parla del nostro heritage 
americano e dei nostri valori, sintetizzati 
nel motto “Uncompromising Performance”, 
Performance senza compromessi.

Today our shield is a sign of quality 
that identifies and certifies Blauer USA 
garments. It speaks of our American 
heritage and our values, summed up in the 
motto “Uncompromising Performance”.



 
 

19	Spring/Summer	Concept	
“California Issue” 
ベーシックラインは、インパクトある外観でスポーティー
性を兼ね備えたものが多く、全てはアメリカ警察への供給
者としてのブランド起源を思い起こさせるものとして作っ
ています。 
なかでも今季注力のソフトウォッシュジャージーT シャツ
は、警察学校からカラーリングインスピレーションを得て
います。 
ブランドとして欠かせないアウターウェアは、パーカー、
フィールドジャケット、ボンバーなど、昔ながらのスタイ
ルを珍しい素材を使用し再解釈しています。 
モーターバイク、ミリタリー、ハワイアンの花モチーフな
ど全てに至り、アメリカ伝統の重要要素を呼び起こします。 

 

 

19	FALL/WINTER	Concept	
女性と男性それぞれのために柔らかく、軽く、そして自然
にやさしいダウンジャケットのコレクションを目指しまし
た。 
なかでもピュアアップサイクルダウンジャケットは、最高
の衛生基準のなか、古い羽毛布団や枕をリユースし展開し、
環境保護に積極的です。 
速乾性、持ちの良いミックスダウンジャケットも、軽くて
柔らかく絶縁性の合成繊維を組み合わせたものです。 
2019年秋冬のために、ブラウアーはさまざまな素材の上着
コレクションを発表しました。 

 

 

 

Shops	
〈3/1   INSHOP OPEN〉高島屋 新宿店5階 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目24－2 TEL:  03-5361-1111（代表） 
〈3/20 POPUP  OPEN〉高島屋 横浜店1階 〒220-8601 神奈川県横浜市西区南幸1丁目6－31 TEL: 045-311-5111（代表） 
〈3/27 POPUP  OPEN〉高島屋 大阪店4階 〒542-8510 大阪府大阪市中央区難波5丁目1－5 TEL: 06-6631-1101（代表） 

 

Official	
【Official HP】 https://blauerusa.jp/ 
【Instagram】 https://www.instagram.com/blauerusa_japan/?hl=ja 
【YouTube】      https://www.youtube.com/channel/UC1RPHiwRNrd3EncH70HlqoQ

【会社概要】	
社名：株式会社ギアジャパン	 	 	 所在地：〒104-0061	東京都中央区銀座八丁目 18 番 4 号 THE	FORME	GINZA2 階	

代表：代表取締役	尾形	 朝	 	 	 	URL			：https://www.gia-japan.com/	
	

	

【本リリースについてのお問い合わせ先】	

開発担当：中村	

〒104-0061	東京都中央区銀座八丁目 18 番 4 号 THE	FORME	GINZA2 階	 TEL:03-6260-6580		FAX:03-6260-658	

Travel with us. Visit blauerusa.com


