2015 Fall / Winter

真木 泰人 Taito Maki
Photo : M.Kamio

1980年生まれ。
東京都出身。

日本でも屈指のハードコアスポット
『ショットガン』
への思いは人一倍強く、
ひとたびサイズアップすると
普段のおとなしい彼からは想像もつかない程もの凄いチャージを見せるビッグウェーバー。
ホームグラウンド：千葉全域。

スポンサー：AXXE、
NESTA、
FCS、
BREDREN DESIGN

夏目 崇史 Takashi Natsume
Photo : Iragoday "Kondo"

1985年生まれ。
愛知県豊橋市出身。

チューブライディングを得意とし地元では後進の育成とサーフィンのさらなる普及に注力している。
ホームグラウンド：豊橋〜伊良湖。

スポンサー：AXXE、
3Dimension surfboards、
CS fukui、
MEDICINE OPTICS、
アンジェリカ、
浜の家、
美甘鍼灸接骨院、
BLUE inﬁnity ICE

渡部 雄二 Yuji Watanabe
Photo : Naoki Shiotsuki

1983年生まれ。
宮崎県日向市出身。

ショート、
ロングを問わずハイパフォーマンスなサーフィンが信条。
2015年にプロ活動を開始。
ホームグラウンド：宮崎全域。

スポンサー：AXXE、
EVENFLOWapparel、
StreamTrail、
あくがれ蒸留所NAUTICA、

oceanandearthjapan、
elmar、
ﬁltrate、
DearSurf、
ChaosTattooWorks、
奥野自動車、
MuraMura

"ADVANCED BACK ZIP" HUMID

"ADVANCED FLAP DRY" HUMID

【"アドヴァンスド バックジップ" ヒューミッド】

【"アドヴァンスド フラップドライ" ヒューミッド】

極寒地向けの高機能スーツまでは必要ないが現行モデルより浸水が少な

極寒地における確固たる信頼と実績を築き上げた進化系ドライスーツの

く温かなスーツが欲しいという
『保温性』、そしてバックジップ最大の特長

代名詞フラップドライ。今冬モデルは、開口部となるネック部分はもとよ

ともいえるシンプルかつ素早い着脱という
『手軽さ』のふたつの観点から

りスーツ内部から肘を出し入れする際の着やすさ、アウターネックの圧迫

モノ作りを見直し誕生したアドヴァンスド バックジップ。ウェットスーツの

感軽減などストレスフリーを掲げるにふさわしい改良がなされた自信作で

新たな地平を開く布石となる今冬イチオシのモデルです。他がやらない

す。さらに【OUTLAST】には、ハイスペックかつシックなヘザー柄デザイ

価値を常に提供しつづけます。

ン 3色がラインナップに追加。
付属品

手足首にグローブを挟み込める二重加工がオプ
ション
（両手首・両足首とも各4,000yen：税抜）指
定可能。手足いずれかのみの対応も可能。手首は
スムースラバーの折返しが標準仕様、足首は強度
に優れたタフジャージが標準仕様となります

フラップ付のファスナーバリア部分と連動した開口
部に負担をかけない広い入り口は、ネックインスー
ツの首部分に使われる超伸縮素材を使用。特別な
着方を必要としない素早い着脱を可能にした新構
造。
ファスナーはノーマルジップ仕様のみ

グローブを挟み込めるよう手首二重加工が無料で
オプション指定可能です。標準仕様は、手首部分が
スムースラバーの折返しとなります。ホームポイン
トにあわせてお好みでお選びください

ストレスフリーリストバンド
見た目はシンプルなゴムですが、厚み・内径・幅な
どテストを繰り返し独自開発された付属品。圧迫
感が少なく手首部分のめくれ上がりとスーツ内部
への浸水を大幅に軽減する魔法のリストバンド

スーツ裏面使用素材イラスト

Q.D.W.
インナーネックには背中バリアからつながるフラッ
プタイプのネック構造を採用。ネック最上部のスト
レッチスムーススキンを内側に折返し着用すること
で、
ドライスーツのような防水性能を発揮。浸水を
最小限に抑え、暖かさと快適さをキープ

OUTLAST

アウターネックから浸水しても、インナーの前後の
バリアが身体へのダイレクトな浸水を抑える。
さら
に胸部には新開発のウォーターホールを装備。
「ベ
ン」のような構造が、外からの浸水を抑え、スーツ
内に溜まった海水をしっかりと排出する

スーツ裏面使用素材イラスト

Q.D.W.

OUTLAST

※グレー部分は、XTやNESL、耐圧ジャージで構成されています

PREMIUM DRAIN

PREMIUM DRAIN
※グレー部分は、XTやNESL、耐圧ジャージで構成されています

＜特長・留意点＞○シルエットは、
用途や使用エリアにあわせて、
ウエストから下半身の形状がそれぞれ異なる下

記2タイプより選択可能です。
薄手のインナーを着用される場合やウェットスーツにより近い着心地を希望される

［ベース］
（下半身）OUTLAST グレーヘザー（※ボディー部分 / 袖のメインパーツはブラック限定）

れる方にお薦めな
「ルーズフィット」。○最終検品の段階で専用の水槽でスーツ内部に一定圧の空気を入れて一

［ポイント］
（フラップ右 / 右肩）
グレークラウド̲オプション仕様（4,000yenアップ：税抜）

［ライン］
（フラップ左 / 左肩）
オリーブ

方にお薦めな
「タイトフィット」
と下半身に若干のゆとりを持たせているので厚手のインナーや靴下を常時着用さ

［ベース］
ブラックラバー

［ライン］
（左胸上部 / 左肩）
グリーンクラウド̲オプション仕様（4,000yenアップ：税抜）
［ポイント］
（右胸上部 / 右肩）
ホワイト

［シルエット］
タイトフィット

着ずつ入念に水没検査を行なってから出荷いたします。
○特殊テーピングマシーンで肌面の接着部をテープで圧

着。完璧なまでの防水効果と水密性を保つドライテープ加工が施されています。○フラップドライは完全防水製
品ではありません。
ドルフィンスルーやワイプアウト時の首や手首からの浸水は完全には防げません。
○デリケー

トなドライスーツの生地を傷めず、
スムースに着脱でき保温効果もあるインナースーツをセットで必ず着用してく
ださい。
○フラップドライの着脱、使用方法に関しましては正規取扱販売店の指導を必ずお受けください。
○お客

PREMIUM DRAIN
5/3mm
3mm

95,000yen（税抜）
90,000yen（税抜）

※上半身はスーツの構造上若干ゆとりを持たせた作りになっています
※アドヴァンスドバックジップは完全防水製品ではありません

※プリントマテリアルは、
ライン・ポイントどちらにも使用可能。
オプション価格は各4,000yen（税抜）、両方使用した場合は8,000yen（税抜）
アップ

様の体型によってはオーダーをお受け出来ない場合がございます。
予めご了承ください。

3.5mm

Q.D.W. Jersey

OUTLAST Jersey

110,000yen（税抜）

120,000yen（税抜）

＜保証内容＞
【開口部ネック交換】購入日より2年未満で破損した場合は1回無料で交換いたしますので、
ご購入

3.5mm（ブーツ無し）

年劣化による消耗のみに適応されます。
それ以外の破損につきましては、修理費用は別途お見積もりとなります。

※上半身、下半身共にスーツの構造上ゆとりを持たせた作りになっていますので、
シワが出来るパーツがあります

の販売店へお持ちください。
その際の商品の発送費用はお客様負担とさせていただきます。
なお、無料交換は経

また、
2年経過後、
2回目からの開口部ネック交換は有料修理
（8,000yen：税抜〜）
となります

【水没検査メンテナンス】購入日より2年未満で1回無料で検査いたしますので、
ご購入の販売店へお持ちくださ
い。
その際の商品の発送費用はお客様負担とさせていただきます。
ただし、水没検査時に発見された修理費用は
別途お見積もりとなります

100,000yen（税抜）

110,000yen（税抜）

※ブーツ無しの場合は、足首二重加工が標準装備、
シルエットはタイトフィットのみとなります

※4mmラジアルソフトブーツが標準装備。XS（23〜23.5cm）S（24〜24.5cm）、M（25〜25.5cm）、
L（26〜26.5cm）、XL（27〜27.5cm）、XXL（28〜28.5cm）

※プリントマテリアルは、
ライン・ポイントどちらにも使用可能。
オプション価格は各4,000yen（税抜）、両方使用した場合は8,000yen（税抜）
アップ

"NECK IN FULL" HUMID

"CHEST ZIP" HUMID FEATHERED

【"ネック イン フル" ヒューミッド】

【"チェストジップ" ヒューミッド フェザード】

伸縮率 600%を誇るネック部分を広げて着脱するネックインフル。温かく

カンタン着脱で世代を超えて多くの方々に支持され続けているチェスト

て超軽量伸縮素材【S.U.L.Jersey】コンボモデルは、カラダの動きに素早

ジップシリーズ。数あるウィンターアイテムの中でもカバーするエリアの広

く反応。高機能素材【PREMIUM DRAIN】コンボモデルは、幅広いエリア

さと期間の長い汎用性の高いモデルです。このモデルに採用されている

で使用可能な高い保温性と運動性を実現。そしてクラス最高峰の温度調

ネックシステムは、国内のみならずカリフォルニアやオーストラリア等海外

節機能素材【OUTLAST】コンボモデル。今冬は、3つの【Air NESL】との

からの評価も高く世界各地に多くのファンを持つ MADE IN JAPANが

コンボモデルがラインナップ。

誇るベストセラーモデルと言えます。
スーツ裏面使用素材イラスト

付属品

S.U.L.
ドライスーツのネック部分のスムースラバー折返し
構造を手首にも応用したシングルリストオプション
（両手首2,000yen：税抜）内側に折返せばシング
ルゆえに手首の出し入れが驚くほどカンタン！

PREMIUM DRAIN

インナーネック or ネックリング
装着することで開口部分の消耗によるヘタリやゆ
るみを抑えてくれるインナーネックかネックリング
のどちらかをお選びいただけます。

スーツ裏面使用素材イラスト

S.U.L

S.U.L.

PREMIUM DRAIN

S.U.L / PREMIUM DRAIN HALF

OUTLAST
内側は、肌触り、保温性、伸縮性をバランスよく兼ね
備えたナイロン中空糸を使用したハイスペック素材。
表面はスムースラバーのようにしなやかでメッシュラ
バーのように強いナノメッシュ加工が施されていま
す。袖パーツは表面ジャージになります

Air NESL
PREMIUM DRAIN
※グレー部分は、XTやNESL、耐圧ジャージで構成されています

［ベース］
（下半身）OUTLAST ブルーヘザー（※ボディー部分／袖のメインパーツはブラック限定）
［ライン］
（左肩 / 左足）
ライム

［ポイント］
（右肩 / 右膝裏）
ホワイト

3mm

3.5mm

4/3mm

4/3.5mm

S.U.L. Rubber

PREMIUM DRAIN Rubber

OUTLAST Rubber

-

80,000yen（税抜）

-

-

83,000yen（税抜）

-

76,000yen（税抜）
-

-

S.U.L

PREMIUM DRAIN

［ベース］
ブラックラバー

88,000yen（税抜）

［ライン］
（左肩 / 左足）
ブルークラウド̲オプション仕様（6,000yenアップ：税抜）

※プリントマテリアルは、
ライン・ポイントどちらにも使用可能。オプション価格は各6,000yen（税抜）、両方使用した場合は12,000yen（税抜）
アップ
※いずれも胸と背中がラバー、袖と下半身がジャージ限定となります

＜特長・留意点＞○シルエットは上半身に若干のゆとりを持たせた
「ルーズフィット」
のみになります。
○ネックインフルの着脱、
使用方法に関しましては正規
取扱販売店の指導を必ずお受けください。
○お客様の体型によってはオーダーをお受け出来ない場合がございます。
予めご了承ください

［ポイント］
（右肩 / 右膝裏）SKグレー

OUTLAST
※グレー部分は、XTやNESL、耐圧ジャージで構成されています

5/3mm

S.U.L. Rubber

S.U.L. / PREMIUM DRAIN HALF

PREMIUM DRAIN Rubber

80,000yen（税抜）

89,000yen（税抜）

93,000yen（税抜）

＜保証内容＞
【開口部ネック交換】
購入日より2年未満で破損した場合は1回無料で交換いたしますので、
ご購入の販売店へお持ちください。
その際の商品

3mm

別途お見積もりとなります。
また、
2年経過後、
2回目からの開口部ネック交換は有料修理
（8,000yen〜：税抜）
となります

※プリントマテリアルは、
ライン・ポイントどちらにも使用可能。
オプション価格は各6,000yen（税抜）、両方使用した場合は12,000yen（税抜）
アップ

の発送費用はお客様負担とさせていただきます。
なお、無料交換は経年劣化による消耗のみに適応されます。
それ以外の破損につきましては、修理費用は

75,000yen（税抜）

84,000yen（税抜）

88,000yen（税抜）

"BACK ZIP" HUMID

SAKHALIN FULL DRY

【"バックジップ" ヒューミッド】

【サハリン フル ドライ】

バックファスナーの持つ手軽さに高機能をプラスしたスタンダードモデル。

寒冷地における数々のテストを重ね開発されたブーツ一体型サーフドライ

背中には浸水を防ぐウォーターバリアが標準装備。ファスナーは、簡易防

スーツ。全体の 40%以上のファイバー混率で採用した温度調節機能素材

水ファスナーHT-ZIPかノーマル ZIP、2つのタイプから選択可能です。年

【OUTLAST】モデルは、最先端テクノロジーでスーツ内部を常に快適な温

代や性別、身体の柔軟性など着る人を選ばず誰でも気軽にウェットスーツ

度に。そして、蓄熱保温・吸水拡散機能、速乾性、防臭・抗菌機能を併せ

を楽しんでいただける定番スーツです。いまも根強いファンに愛され続け、

持つ【Q.D.W.】モデルがラインナップ。ファスナーには、開閉がスムーズで

毎年改良が加えられています。

実績あるTi-ZIPが標準装備。

スーツ裏面使用素材イラスト

S.U.L.

PREMIUM DRAIN
3mmストレッチラバーを使用したフード一体型オプ
ションが選択可能。
オプション価格6,000yen
（税抜）

4mm厚のラジアルソフトブーツが標準装備。5mm
ラジアルソフトブーツも選択可能（無料）。XS（23
〜 2 3 . 5 c m ）、S（ 2 4 〜 2 4 . 5 c m ）、M（ 2 5 〜
2 5 . 5 c m ）、L（ 2 6 〜 2 6 . 5 c m ）、L L（ 2 7 〜
27.5cm）、LLL（28〜28.5cm）の6サイズ展開

付属品

S.U.L

ストレスフリーリストバンド
見た目はシンプルなゴムですが、厚み・内径・幅等のテ
ストを繰り返し独自開発されたドライ専用付属品。圧
迫感が少なく手首部分のめくれ上がりとスーツ内部
への浸水を大幅に軽減する魔法のリストバンドです

PREMIUM DRAIN

※グレー部分は、XTやNESL、耐圧ジャージで構成されています

スーツ裏面使用素材イラスト

Q.D.W.

OUTLAST

Q.D.W.

［ベース］
ブラック

OUTLAST

［ライン］
（両腕）
エメラルドパンキッシュ̲オプション仕様（7,000yenアップ：税抜）

※グレー部分は、XTやNESL、耐圧ジャージで構成されています

3.5mm

［ベース］
ブラックラバー

3.5mm（フード付き）

［ライン］
（左肩 / 左足）
ダークグレー

［ポイント］
（右肩 / 右膝裏）
デジカモブルー̲オプション仕様（6,000yenアップ：税抜）

5/3mm（防水HT-ZIP/バリア）

5/3mm（ノーマル-ZIP/バリア）
3mm（防水HT-ZIP/バリア）

3mm（ノーマル-ZIP/バリア）

Q.D.W. Jersey

OUTLAST Jersey

112,000yen（税抜）

122,000yen（税抜）

118,000yen（税抜）

128,000yen（税抜）

※上半身、下半身共にスーツの構造上ゆとりを持たせた作りになっていますので、
シワが出来るパーツがあります

S.U.L. Rubber

PREMIUM DRAIN Rubber

＜特長・留意点＞○シルエットは、
用途や使用エリアにあわせて、
ウエストから下半身の形状がそれぞれ異なる下記2タイプより選択可能です。
薄手

80,000yen（税抜）

90,000yen（税抜）

るので厚手のインナーや靴下を常時着用される方にお薦めな
「ルーズフィット」
。
○最終検品の段階で専用の水槽でスーツ内部に一定圧の空気を

75,000yen（税抜）

85,000yen（税抜）

74,000yen（税抜）
69,000yen（税抜）

84,000yen（税抜）
79,000yen（税抜）

※プリントマテリアルは、
ライン・ポイントどちらにも使用可能。
オプション価格は各6,000yen（税抜）、両方使用した場合は12,000yen（税抜）
アップ

のインナーを着用される場合やウェットスーツにより近い着心地を希望される方にお薦めな
「タイトフィット」
と下半身に若干のゆとりを持たせてい
入れて一着ずつ入念に水没検査を行なってから出荷いたします。
○特殊テーピングマシーンで肌面の接着部をテープで圧着。
完璧なまでの防水効

果と水密性を保つドライテープ加工が施されています。
○フルドライは完全防水製品ではありません。
ドルフィンスルーやワイプアウト時の首や手

首からの浸水は完全には防げません。
○デリケートなドライスーツの生地を傷めず、
スムースに着脱でき保温効果もあるインナースーツをセットで
必ず着用してください。
○フルドライの着脱、使用方法に関しましては正規取扱販売店の指導を必ずお受けください。
○お客様の体型によっては

オーダーをお受け出来ない場合がございます。
予めご了承ください

PRINT MATERIALS

MATERIALS & COLOR CHART

OUTLAST
【アウトラスト】

NASAのために生まれた最先端テクノロジーを身に纏う。

過酷な宇宙空間で宇宙飛行士が使用するグローブ用に開発された
温度調節素材をサーフィン用スーツへ初めて採用。

ブルークラウド

パープルクラウド

グリーンクラウド

グレークラウド

ピンククラウド

デジカモグリーン

デジカモブルー

デジカモパープル

エメラルドパンキッシュ

ピンクパンキッシュ

今冬よりシックなヘザー柄のデザインジャージ３色が新しくラインナップ。
▶アドヴァンスドフラップドライ、フルドライ、ネックインフルに使用可能

ブラック

グレーヘザー

ブルーヘザー

レッドヘザー

※各タイプの使用パーツによりオプション価格が異なります。詳細は、
タイプ別の価格表をご覧ください。商品の特性上、柄パターンの上下左右の完全対称はお約束できません。

OUTLASTの主な3つのポイント

複数回の使用でプリントカラーが薄くなる場合があります。実際のプリントカラーと写真のカラーとでは若干の誤差が生じる場合があります

Point 1

Point 2

理想の肌の表面温度に調整する機能
暑さ寒さといった急激な温度変化を察知し、肌の表面の温度をア
ウトラストが感知。暑い時は余分な熱を吸収・蓄熱して肌の表面
温度を下げ、寒い時は蓄えていた熱を放出して肌の表面温度を上
げる働きをし、人が快適と感じる理想の温度環境に調整します。

Point 3

適確なサーモコントロールの秘密

素材の軽さと肌触りもグレードアップ

肌 の 表 面 の 温 度 を 感 知 するの は 、ミクロの P C M（ P H A S E
CHANGE MATERIAL）が組み込まれた芯鞘構造のポリエステ
ル素材。最先端技術により宇宙空間の過酷な環境下でもつねに
快適さを保つ、NASAも認めた、
まさに未来の素材なのです。

アウトラストは、優れた吸水拡散機能と速乾性、防臭や抗菌機能
をもつQ.D.W【クイック・ドライ・ウォーム】
と比べても、着心地感
はさほど変わりません。新素材に変わったかどうかもまったく気
づかないほどの高次元な快適さをもたらしてくれるでしょう。
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K・PINK

Q.D.W.【クィック ドライ ウォーム】

PREMIUM DRAIN【プレミアム ドレイン】

優れた吸水拡散機能と吸熱・蓄熱保温効果に加え抗菌消臭機

軽くて温かい特徴を持つポリエステル中空糸エアロカプセルを

能までもプラスされたドライスーツに求められる全ての機能を完

使用した蓄熱保温・抗菌防臭・速乾作用といった高機能満載の

全網羅したドライスーツ専用マテリアル

K・GREEN

保温素材。毛足の比較的長い起毛素材がふっくらとした肌触り

で身体を包み込みます

▶アドヴァンスドフラップドライ、
フルドライに使用可能

▶アドヴァンスドバックジップ、
ネックインフル、チェストジップ、
バックジップに使用可能

ブラック

SILVER

ブラック

GOLD

S.U.L.【スーパー ウルトラ ライト】
抜群の肌触りを誇るポリエステルとナイロンをバランスよく組み

ブラック

ネイビー

スレート

オリーブ

ダークグレー

ブルー

マッド

WHITE

合わせた超軽量ハイストレッチ素材。従来のストレッチジャージ

よりも軽量化に成功した真のストレスフリー素材です

ワイン

▶ネックイン、
チェストジップ、バックジップに使用可能
RED

※マークは5ヶ所まで無料。追加は1カ所につき1,000yen（税抜）
アップ。
マーク位置、
カラーのご指定のない場合は当社一任とさせていただきます

NESL【ネッスル】
ベルクロによる毛羽立ちが少なく、
しなやかな肌触りが特徴の

1: 40mm
ブラック

ネイビー

スレート

オリーブ

ダークグレー

ロイヤル

ブルー

マッド

ワイン

レッド

オレンジ

SKグレー

マルベリー

グリーン

120mm

2: 35mm

200mm

3: 25mm

150mm

4: 35mm

85mm

5: 40mm

80mm

6: 70mm

90mm

縦横バランスよく伸びる高伸縮カラージャージ素材。
カラーは

豊富な全21色。2015ウインターモデルのベース素材にはご
指定できません

▶各タイプの主に、
ライン・ポイント部分等に使用される素材

ライム

ホワイト

アイスブルー

ベビーピンク

イエロージャケット

ターコイズ

パープル

○掲載商品およびその他の商品等詳細は、www.axxe.jpをご覧ください。○表示価格は全て税抜き価格になります。○フルオーダーは表示価格の10％アッ
プとなります。○掲載の素材全てに関しまして品切れの際には、廃止にさせて頂く場合がございますので予めご了承ください。○掲載のカラーは印刷の都合
により、実際のカラーと若干異なる場合がございます。○仕様及び価格は2015年8月現在のものですが、予告なく変更される場合がございますので予めご
了承ください。○表示価格は全てメーカー希望小売価格（税込標準価格）です。○最近、類似品・模造品が多数出回っております。くれぐれもご注意ください。
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