PRINT MATERIALS

MATERIALS & COLOR OPTIONS

S.U.L. D +

[ドライプラス]

"S.U.L."の進化系マテリアル。

ウェットスーツを着用してのサーフィン時における快適性を格段にアップさせた
ハイエンド素材。カラーバリエーションは全8色。

S.U.L. D＋の主な３つのポイント

Point 1

ミントフレーム

ワインフレーム

ブラックフレーム

ブルーフレーム

ブラック

ネイビー

ストーンブラック

Point 2

速乾性とさらりとした肌触り

軽さと伸縮性の絶妙なバランス

パイル素材の毛羽立ちを軽減

S.U.L. D＋の最大の特徴は、肌面の乾きの

マリンスポーツ中の不快感のひとつである”重

従来の伸縮性の高いパイル素材や起毛素材

早さにあります。繰り返しの使用でも速乾力

たさ”と”動き辛さ”。
これらを解消すべく特殊

は、ベルクロにひっかかり生地表面が毛羽立

が落ちることはなく、
そして細かな編み目によ

発泡ゴムを使用し軽量化に加え伸びも実現。

つことがありました。S.U.L. D＋は表面を毛

り使用感は肌にまとわりつく感じがなく濡れ

もちろん信頼と実績あるS.U.L.と同じ硬度の

羽立ちにくく編み上げることで、
ひっかかりの

てもさらりとした肌触りを実現しています。

ネオプレーンフォームが採用されています。

問題を大幅に軽減することに成功しました。

ダークグレー

オリーブ

ブルー

NESL Jersey
レッドブラシ

ホワイトブラシ

エメラルドヘイズ

グリーンブラシ

ネイビーヘイズ

Point 3

マッド

ワイン

[ネッスル]

ベルクロによる毛羽立ちが少なく、抗菌防臭加工を施したしなやかな

グレーヘイズ

肌触りが特徴の縦横バランスよく伸びる高伸縮カラージャージ。
カラーバリエーションは豊富な全29色。

MARK

K・PINK

1

4

2,3

5

6

K・GREEN

1

2,3

4

5

6

SILVER

1

2,3

4

5

6

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

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

K・イエロー

K・グリーン

K・オレンジ

グレーヘザー

ブルーヘザー

レッドヘザー

ブラウンヘザー

グリーンヘザー

S.U.L.

[エスユーエル]

スプリングサマーモデルのベストセラー！
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軽快で暖かく、よりハダカに近い着心地のストレスフリー素材、
スーパー・ウルトラ・ライトマテリアル "S.U.L. Jersey"。

ブラック

ネイビー

ストーンブラック

オリーブ

TZ

ダークグレー

ブルー

マッド

ワイン

マッド

ワイン

[ティーゼット]

適度な伸縮性をもちソフトな肌触りが特徴の

コストパフォーマンスに優れたナイロンジャージ。
カラーバリエーションは全15色。

※カタログ掲載のマーク位置、
サイズ、個数、
カラー（複数のカラーを使用した場合）
の変更は有料とさせていただきます。3,000yen（税抜）
アップ

○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。○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2017年3
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（税抜標準価格）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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ブラック

ネイビー

ストーンブラック

オリーブ

ホワイト

ロイヤル

レッド

シルバーホワイト

ベビーピンク

イエロージャケット

ターコイズ

パウダー

※S.U.L. / S.U.L.D+とNESL / TZとでは、
カラーの名称が同一でも若干の色の誤差が生じますので予めご了承ください

HUMID PREMIUM ”GOLD” LIMITED CHEST ZIP

HUMID CHEST ZIP

HUMID CHEST ZIP
【 ヒューミッド チェストジップ 】

【 ヒューミッド プレミアム"ゴールド "リミテッド チェストジップ 】
新素材”PGL-J”をメインパーツに採用。運動性・保温性・耐久性に加え、

着脱がカンタンで年齢、性別を問わず世代を超えて

なめらかな肌触りを生かしたラグジュアリーな着心地が特徴。本モデル限定のゴールドZIP、首後部には耐水性を考慮しつつ

多くの方々に支持されているチェストジップモデル。高い運動性能はもちろん防水性に優れた

効果的に使用したゴールドスムースラバーなど、細部にわたり極みを追求しています。

ネック構造のストレスフリーな着心地が特徴です。

3/2mm ロングスリーブスプリング

3/2mm シーガル

3mm フルスーツ

［ベース］ NESL レッド

［ベース］ S.U.L. D+ ダークグレー

［ポイント］
（右胸 / 右肩 / 左膝裏）
レッドブラシ̲

オプション仕様（6,000yenアップ：税抜）

［ベース］ ブラックジャージ

［ポイント］
（右胸 / 右肩）SKグレー

［ポイント］
（右胸 / 右肩）
グレーヘイズ̲オプション仕様（4,000yenアップ：税抜）

［ライン］ （左胸 / 左袖）NESL ブラック

［ライン］ （左胸 / 左袖）NESL グレーヘザー

［ライン］ （左胸 / 左袖）
ブルーフレーム̲

3/2mm スプリング

［ベース］ S.U.L. D+ オリーブ

［ライン］ （左胸 / 左袖）NESL ターコイズ

オプション仕様（6,000yenアップ：税抜）

［ポイント］
（右胸 / 右肩 / 左膝裏）NESL ホワイト

SUMMER PIECES
PREMIUM GOLD LIMITED Jersey

通常のブラックとは違うスペシャルエディショ
ンのゴールドZIPを採用

2mm ロングスリーブジャケット

2mm ロングスリーブタッパー

2mm ショートスリーブタッパー

［ベース］ S.U.L. D+ ネイビー

［ベース］ ブラックジャージ

［ライン］ （左胸 / 左袖）
ブラックフレーム̲オプション仕様（6,000yenアップ：税抜）

［ベース］ NESL グレーヘザー

［ライン］ （左胸 / 左袖）NESL グリーン

［ポイント］
（右胸 / 右肩）
グリーンブラシ̲

［ポイント］
（右胸 / 右肩）NESL ブラック

シンプルな構造ながらも首からの浸水を最小
限に抑える画期的な開口部

オプション仕様（4,000yenアップ：税抜）

プリントマテリアルオプション

2mm ロングスリーブタッパー

2mm ロングスリーブジャケット
2mm ショートスリーブタッパー

TZ

S.U.L.

NESL

S.U.L. D＋

ライン

ポイント

26,000yen（税抜）

29,000yen（税抜）

32,000yen（税抜）

32,000yen（税抜）

＋6,000yen（税抜）

＋4,000yen（税抜）

22,000yen（税抜）

25,000yen（税抜）

28,000yen（税抜）

28,000yen（税抜）

＋4,000yen（税抜）

＋4,000yen（税抜）

26,000yen（税抜）

29,000yen（税抜）

32,000yen（税抜）

32,000yen（税抜）

UV CUT RASH GUARD
インナーネック部分は重なるパーツを減らしシンプルな構造に改良。開口部
分はネックインフルの首パーツ同様、高い伸縮率を誇るXTジャージを採用。
前側に配置したスナップボタンとともに着脱時のストレスを軽減し運動性能
も飛躍的に向上しています。

肌触りが良く密着感が高いゴールドカラース
キンを首後部末端素材に採用

ラッシュガードTシャツ

5,000yen（税抜）

※シルバーホワイトは海水や汗で多少の透け感が出る場合があります
［サイズ目安］

プリントマテリアルオプション
PREMIUM GOLD LIMITED Jersey
3/3mm

78,000yen（税抜）

3mm フルスーツ

3/2mm シーガル

3/2mm ロングスリーブスプリング
※ALL3mmブラックジャージ限定チェストジップフルスーツとなります ※数量限定のため生地がなくなり次第終了となります ※膝パッド、股および尻部分は”PGL-J”以外の耐圧性を考慮したジャージを使用 ※ロゴマークのカラーおよび位置の指定は出来ません

3/2mm スプリング

TZ

S.U.L.

NESL

S.U.L. D＋

ライン

ポイント

67,000yen（税抜）

71,000yen（税抜）

77,000yen（税抜）

77,000yen（税抜）

＋6,000yen
（税抜）

＋6,000yen
（税抜）

55,000yen（税抜）

59,000yen（税抜）

64,000yen（税抜）

64,000yen（税抜）

＋6,000yen
（税抜）

＋4,000yen（税抜）

62,000yen（税抜）
50,000yen（税抜）

66,000yen（税抜）
54,000yen（税抜）

72,000yen（税抜）
59,000yen（税抜）

72,000yen（税抜）
59,000yen（税抜）

＋4,000yen
（税抜）
＋4,000yen
（税抜）

＋6,000yen
（税抜）

＋4,000yen（税抜）

S

（身長 / 体重：150〜165cm / 43〜55kg前後）

M

（身長 / 体重：160〜172cm / 50〜63kg前後）

L

（身長 / 体重：165〜178cm / 58〜72kg前後）

仕上がり寸：着丈62cm / 胸囲98cm /裾90cm

仕上がり寸：着丈64cm / 胸囲104cm /裾96cm
仕上がり寸：着丈66cm / 胸囲110cm /裾102cm

XL （身長 / 体重：170〜182cm / 67〜82kg前後）
［カラー］ ブラック

※UVカット率 99%

［カラー］ ネイビー

※UVカット率 98%

［カラー］ シルバーホワイト
※UVカット率 92%

仕上がり寸：着丈68cm / 胸囲116cm /裾108cm

XXL （身長 / 体重：175〜186cm / 77〜94kg前後）

仕上がり寸：着丈70cm / 胸囲123cm /裾115cm

