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世代を超えて受け継がれる、
ある種の本能

Andrew Kidman

この本 能は、地 域や社 会あるいは家 族という共同体のなかで相伝される

いつの時代でも子から見て親は、もっとも身近な人生の先達である。

知 恵や習慣とあいまって、生きる術として子 孫へと引き継がれていく。

子が親と同じ道を歩むか否かは、親が見せる背中に依って大きく変わる。

http://www.andrewkidman.com/

背中を正しく見せられるか、はたまた反面教師となるか。

Location: Uki, NSW Australia
Andrew Kidman with his partner Michele and their kids Bella and Guthrie

さが

「そこに山があるから… 」。ある登山家はその性をそう表した。
太 古の昔から綿々と続く生 命の営み。人 類もその一 種として、

この名 言は理 屈や理 性にとらわれず、実に感 覚 的に鋭く真 理をついている。

この地 球 上に遺 伝 子のリレーにより命を永く繋いできた。

山を波に置き換えれば、サーファーにもこの言 葉は感 取できるだろう。

もしD N Aに受け継がれた普 遍 的な何かがあるとすれば、

自然に挑む、もしくは自然と戯れる、これもある種の本 能に近いものか。

その感 覚は、対 象が自然だからこそ沸き上がる強い衝 動である。

ただ少なくとも普遍的な本能はDN Aによってすでに受け継がれているはず。
その本能が覚醒されれば、いずれその子も親と同じ道を往く。
そうやって、登山家の子は山の頂を、サーファーの子は沖の波頭を目指す。
そう、自然と一体となることへの強い欲求は、
いかなる世 代をも超えて沸き起こる、常しえの情動なのである。

厳しい自然 環 境のなかで生 存していくための、種の遺 伝 的 性 質だろうか。
自然と共 存し、そのなかから豊かな恵みや歓びを享受する。

本 能を剥き出しにする親を見るとき、子はその姿に感 化されるだろう。

すなわちそれは、人 類が培ってきた生を繋ぐための本 能に他ならない。

同じ遺 伝 子を引く分身のような存 在なのだから、感じ入ること必至だ。
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"ADVANCED BACK ZIP" CLASSIC

"ADVANCED FLAP DRY" BOHEMIAN

"アドヴァンスド バックジップ" CLASSIC

"アドヴァンスド フラップドライ" ボヘミアン

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

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代名詞フラップドライ。今冬モデルは、開

プ最大の特長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モノ作りを見直し誕生したアドヴァンスド バッ

口部となるネック部分はもとよ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感軽 減な

クジップ。ウェットスーツの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。他がやらない価値を常に提 供しつづけます。

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す。

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

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

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

■ストレスフリーリストバンド
見た目はシンプルでも、厚み・内径・幅などテ
ストを繰り返し独自開発されたストレスフリー
リストバンド。圧迫感が少なく手首部分のめく
れ上がりとスーツ内側への浸水を大幅に軽減

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
［ベース］
ブラックラバー

［ベース］ ブラック

［ライン］
（ 両脇）
ブラックラバー

［ライン］
（ 両脇）オリーブ

［シルエット］タイトフィット

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

PREMIUM DRAIN

Q.D.W. Jersey

OUTLAST Jersey

5/3mm

95,000yen（税抜）

3.5mm

110,000yen（税抜）

120,000yen（税抜）

3mm

90,000yen（税抜）

3.5mm
（ブーツ無し）

100,000yen（税抜）

110,000yen（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、
ライン部分に使用可能。
オプション価格は各4,000yen（税抜）
アップ

※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
※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、
ライン部分に使用可能。
オプション価格は2,000yen（税抜）
アップ

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。

＜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

【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

"NECK IN FULL" BOHEMIAN

"CHEST ZIP" BOHEMIAN FEATHERED

"ネック イン フル" ボヘミアン

"チェストジップ" ボヘミアン 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。温かくて超軽量伸縮素材【S.U.L.Jersey】コンボモデルは、カラダ

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

の動きに素早く反応。高機能素材【PREMIUM DRAIN】コンボモデルは、幅広いエリアで使用可能な高い保温性と運動性を実現。そ

エリアの広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ネックシステムは、国内のみならずカリフォルニア

してクラス最高峰の温 度調節機能素材【OUTL AST】コンボモデル。今冬は、3つの【Air NESL】とのコンボモデルがラインナップ。

やオーストラリア等海外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

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

※グレー部分は、XTやNESL、耐圧ジャージで
構成されています

Air NESL

［ベース］
ブラックラバー

［ライン］
（ 両腰）スレート

S.U.L

PREMIUM DRAIN

［ベース］
ブラックラバー

PREMIUM DRAIN

［ライン］
（ 両脇）オーセンティックブラウン̲

オプション仕様（4,000yen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

OUTLAST
S.U.L. Rubber

PREMIUM DRAIN Rubber

3mm

-

80,000yen（税抜）

-

3.5mm

76,000yen（税抜）

-

-

4/3mm

-

83,000yen（税抜）

-

4/3.5mm

-

-

88,000yen（税抜）

※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
※プリントマテリアルは、
ライン部分に使用可能。
オプション価格は2,000yen（税抜）
アップ

S.U.L. Rubber

S.U.L.
PREMIUM DRAIN HALF

PREMIUM DRAIN Rubber

5/3mm

80,000yen（税抜）

89,000yen（税抜）

93,000yen（税抜）

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

3mm

75,000yen（税抜）

84,000yen（税抜）

88,000yen（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

※プリントマテリアルは、
ライン部分に使用可能。
オプション価格は4,000yen（税抜）
アップ

OUTLAST Rubber
＜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

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。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

S.U.L. / PREMIUM DRAIN HALF

"BACK ZIP" CLASSIC

CLASSIC FULL DRY

"バックジップ” クラシック

クラシック 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。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

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スーツ。全体の40%以上のファイバー混率で採用した温度

ナーは、簡易防水ファスナーHT-ZIPかノーマルZIP、2つのタイプから選択可能です。年代や性別、身体の柔軟性など着る人を選ばず

調節機能素材【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度に。そして、蓄熱保温・吸水拡散機能、速乾

誰でも気軽にウェットスーツ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、毎年改良が加えられています。

性、防臭・抗菌機能を併せ持つ【Q. D.W.】モデルがラインナップ。ファスナーには、開閉がスムーズで実 績あるT i -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（23cm〜23.5cm）、S（24〜24.5cm）、
M（25〜25.5cm）、L（26〜26.5cm）、
LL（27〜27.5cm）、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
イ専用付属品です。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

［ベース］
ブラック

［ベース］
ブラックラバー

［ライン］
（ 両腕）スレート

［ライン］
（ 両脇）
ブラック

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

S.U.L. Rubber

PREMIUM DRAIN Rubber

5/3mm（防水HT-ZIP/バリア）

80,000yen（税抜）

90,000yen（税抜）

5/3mm（ノーマル-ZIP/バリア）

74,000yen（税抜）

84,000yen（税抜）

3mm（防水HT-ZIP/バリア）

75,000yen（税抜）

85,000yen（税抜）

3mm（ノーマル-ZIP/バリア）

69,000yen（税抜）

79,000yen（税抜）

※プリントマテリアルは、
ライン部分に使用可能。
オプション価格は4,000yen（税抜）
アップ

Q.D.W. Jersey

OUTLAST Jersey

＜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

3.5mm

112,000 yen（税抜）

122,000 yen（税抜）

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る

3.5mm（フード付き）

118,000 yen（税抜）

128,000 yen（税抜）

専用の水槽でスーツ内部に一定圧の空気を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

※ラインのプリントオプション価格は各7,000 yen（税抜）アップ
※ 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

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
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
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

MATERIALS & COLOR CHART

"CHEST ZIP" KID'S BOHEMIAN FEATHERED
"チェストジップ" キッズ ボヘミアン フェザード

OUTLAST

サーフィンする季節は夏だけのものではありません。体力的にも大人ほど長い時間サーフィンはできませんが、子どもたちも秋冬
用スーツを着用すれば通年大好きなサーフィンが可能です。ボードが滑り出す感覚やテイクオフのスリル感、やっと覚えたダック
ダイブなど秋冬の間に海から遠ざかるとその感覚を取り戻すのにかなり苦労します。人が少なくなる秋冬にこそさらなる経験を

【アウトラスト】

積むことで彼らはひと回りもふた回りも成長していきます。そんなキッズサーファーを応援するフルスーツの登場です！

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。

▶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

手首ファスナー
手 首には着 脱をアシストするショートファス
ナーが無料オプションで選択可能

足首ファスナー
足 首には着 脱をアシストするショートファス
ナーが無料オプションで選択可能

OUTLASTの主な3つのポイント

スーツ裏面使用素材イラスト

Point 1

適度な伸縮性をもちソ
フトな肌触りが特徴のブ
ラックラバー／ジャージ。

TZ

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。

PREMIUM DRAIN

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。

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

［ベース］
ブラックラバー

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

［ライン］
（両脇）
ライム
TZ / PREMIUM DRAIN HALF

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

PREMIUM DRAIN

▶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

TZ / PREMIUM DRAIN HALF

PREMIUM DRAIN Rubber

3mm

45,000yen（税抜）

48,000yen（税抜）

5/3mm

48,000yen（税抜）

51,000yen（税抜）

ブラック

ブラック

S.U.L.【スーパー ウルトラ ライト】

※ラインのプリントオプション価格は各4,000 yen（税抜）アップ

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

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

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

PRINT MATERIALS

LOGO

ラインにオプション対応可能なプリントマテリアル

H［10mm 90mm］
Ivory

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

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

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

オーセンティックブルー

オーセンティックグレー

オーセンティックグリーン

G［40mm 55mm］

オーセンティックブラウン

※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。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

Ivory

Red

※特にご指定のない場合は、当社一任とさせていただきます

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

www.axxe.jp

C.WORLD CO.,LTD.
0463.23.6720

○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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