AXXE CLASSIC HOMME
SPRING / SUMMER 2015

俗識を脱ぎ捨て、個を磨け

自由になるのはいたって簡単だ。体制の型にはまらず、一歩引けばいい。

経済活動という旗印のもとに、欲望全開の生産と消費を繰り返す。
あたかもそれが豊かな世界のスタンダードであるかのように。
旗に導かれるままに進めば、その先に本当の幸福があるというのか。

無意識のうちに、流されていないか、群れていないか、周りと同化していないか。
常識や通念やスタンダードという支配に、飼いならされてはいないか。

押し付けられた価値観、誰かにコントロールされたスタンダードは必要ない。
目指すべきスタンダードなど、もはやいらないのである。

かつて先哲は、煩悶の末に自己本位を見出し、個人主義を説いた。
いま再び、新たな尺度で個人を貫きたい。
そう、いまは主義は要らない、ただ個人を見つめ直せばいい。

個に立ち返る時代である

。

いかにこの個を磨くか、個を研ぎすますか、個を確立できるか。
海原ではいつだって己ひとりである。向き合うのは波、
そして人知では計り知ることのできない森羅万象。
何を感じとり、どう処するのか、何を選ぶのか、そのすべてに個が映る。

陸における論理や決まりごとや規範など、まったく役に立たない。
だが煩わしい俗識を脱ぎ捨て、徹底的に己と見つめあったとき、
選択肢は無限大に広がるはずだ。そのなかから自ずと道は開かれる。

型にはまらず、信念と敬意を秘めつつ個であれ。自由であるために。
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15 BOHEMIAN NECK IN FULL

15 BOHEMIAN FEATHERED

15 ボヘミアン ネック イン フル

15 ボヘミアン フェザード

着ていることを忘れてしまうほどのストレスフリースーツBOHEMIAN NECK IN FULL（以下、ネックインフル）。

着脱が驚く程簡単で世代を超えて多くの方々に支持され続けているノンファスナーシリーズ。

軽量かつ高伸縮素材【S.U.L. Jersey】と速乾性に優れた【S.U.L. D＋】の２つの素材から選べます。

ネック開口部分に超伸縮ジャージ『XT』を使用することで容易な着脱を可能にし、

4シーズン目を迎え、ワンランク上のパフォーマンスをお約束します。

フラップ部分のベルクロなどを効率的に排除することで高い機能性を実現。

［ベース］S.U.L. ブラック
［ライン］
（両腰）
オーセンティックブルー̲
オプション仕様（2,000yenアップ：税抜）
［シルエット］
タイトフィット
※ネック開口部と脇部はブラック限定

3mmフルスーツ

※ベースに使用可能な素材は、S.U.L.または、S.U.L. D＋のみ

3/2mmシーガル

［ベース］S.U.L. ブラック

［ベース］S.U.L. スレート

［ライン］
（両脇）S.U.L. ワイン

［ライン］
（両脇）S.U.L. スレート

付属品

■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

＜特長・留意点＞
○シルエットは、
用途や使用エリアにあわせて、
ウエストから上半身の形状がそれぞれ異なる次の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」
と上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を常時着用され
る場合や着脱のし易さを優先する方にお薦めな
「ルーズフィット」
。
○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
＜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

3mm フルスーツ

S.U.L.

S.U.L. D＋

75,000yen（税抜）

83,000yen（税抜）

※ネックインフルは3mmフルスーツのみ

S.U.L.

NESL

S.U.L. D＋

3mm フルスーツ

68,000yen（税抜）

76,000yen（税抜）

76,000yen（税抜）

3/2mm シーガル

63,000yen（税抜）

71,000yen（税抜）

71,000yen（税抜）

3/2mm ロングスリーブスプリング

58,000yen（税抜）

63,000yen（税抜）

63,000yen（税抜）

3/2mm スプリング

53,000yen（税抜）

58,000yen（税抜）

58,000yen（税抜）

15 CLASSIC BACK ZIP

SUMMER ITEM

15 クラシック バックジップ

サマーアイテム

ウェットスーツの基本形ともいえるバックファスナータイプ。世代、体型、性別を問わず
使い易さが好評でオールラウンドに対応できるバックジップモデル。着脱の素早さにおいては、このタイプの他になく、
着る人を問わず誰でもカンタンかつ気軽にウェットスーツライフを楽しめるスタンダードモデルです。

2mmロングスリーブタッパー

2mmハイネックジャケット

2mmベスト

［ベース］S.U.L. スレート

［ベース］S.U.L. ブラックラバー

［ベース］S.U.L. ブラックラバー

※ローネック仕様もオーダー可能

2mmショートジョン
［ベース］S.U.L.ブラックラバー

TZ

S.U.L.

NESL

S.U.L. D＋

2mm ショートジョン

36,000yen（税抜）

40,000yen（税抜）

44,000yen（税抜）

44,000yen（税抜）

2mm ジャケット
（ハイネック / ローネック）

25,000yen（税抜）

28,000yen（税抜）

31,000yen（税抜）

31,000yen（税抜）

2mm ロングスリーブタッパー

25,000yen（税抜）

28,000yen（税抜）

31,000yen（税抜）

31,000yen（税抜）

2mm ショートスリーブタッパー

21,000yen（税抜）

24,000yen（税抜）

27,000yen（税抜）

27,000yen（税抜）

2mm ベスト

19,000yen（税抜）

22,000yen（税抜）

25,000yen（税抜）

25,000yen（税抜）

［ライン］
（両脇）S.U.L. ブラックラバー

UV CUT RASH GUARD
UVカットラッシュガード

3/2mmシーガル

3mmフルスーツ
［ベース］S.U.L. ブラックラバー
［ライン］
（両脇）
ブラック

3mmロングジョン

［ベース］S.U.L. ブラック

［ベース］S.U.L. ブラックラバー

［ライン］
（両脇）
オーセンティックグリーン̲

［ライン］
（両脇）S.U.L. ブラックラバー

オプション仕様（4,000yenアップ：税抜）

※左肩ベルクロ
（ボタン付き）仕様も
オーダー可能（無料）

ラッシュガードTシャツ
［カラー］
ブラック
TZ

S.U.L.

NESL

S.U.L. D＋

3mm フルスーツ

64,000yen（税抜）

68,000yen（税抜）

72,000yen（税抜）

72,000yen（税抜）

3/2mm シーガル

59,000yen（税抜）

63,000yen（税抜）

67,000yen（税抜）

67,000yen（税抜）

3/2mm ロングスリーブスプリング

52,000yen（税抜）

56,000yen（税抜）

60,000yen（税抜）

60,000yen（税抜）

3/2mm スプリング

47,000yen（税抜）

51,000yen（税抜）

55,000yen（税抜）

55,000yen（税抜）

3mm ロングジョン

39,000yen（税抜）

43,000yen（税抜）

47,000yen（税抜）

47,000yen（税抜）

※ウォーターバリアは、
オプションで取付可能。
オプション価格は4,000yen（税抜）アップ

※UVカット率 99%

ラッシュガードTシャツ
［カラー］
ネイビー

ラッシュガードTシャツ
［カラー］
シルバーホワイト

※UVカット率 98%

※UVカット率 92%

［サイズ目安］
S

（身長 / 体重：150〜165cm / 43〜55kg前後）仕上がり寸：着丈62cm / 胸囲98cm

M

（身長 / 体重：160〜172cm / 50〜63kg前後）仕上がり寸：着丈64cm / 胸囲104cm / 裾96cm

/ 裾90cm

L

（身長 / 体重：165〜178cm / 58〜72kg前後）仕上がり寸：着丈66cm / 胸囲110cm / 裾102cm

XL

（身長 / 体重：170〜182cm / 67〜82kg前後）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

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

MATERIALS & COLOR CHART

S.U.L. D +

STYLE FOR KID'S
スタイル

フォー

[ドライプラス]

スーパー・ウルトラ・ライトマテリアル "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です。

キッズ

S.U.L. D＋の主な３つのポイント

サーフィンをこよなく愛するAXXE CLASSICユーザーにとって、
そのスタイル は継承していきたいもの……。

KID'S 2mmロングジョン

KID'S 2mmハイネックジャケット

［ベース］S.U.L. オリーブ

Point 2

Point 1

「親の背を見て子は育つ」AXXE CLASSICは、彼等の次代のサーファーのために応援します。

［ベース］S.U.L. オリーブ

［ライン］
（両脇）ホワイト

Point 3

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
乾きの早さにある。繰り返しの使用で
も速乾力が落ちることはない。そして
細かな編み目により、使用感は肌にま
とわりつく感じがなく、濡れてもさらり
とした肌触りを実現した。

マリンスポーツ中の不快感のひとつで
ある”重たさ”と”動き辛さ”。これを解
消すべく特殊発泡ゴムを使用し、軽量
化に加え伸びも実現。もちろん信頼と
実績あるS.U.L.と同じ硬度のネオプ
レーンフォームが採用されている。

従来の伸縮性の高いパイル素材や起
毛 素 材は、脱 着 時にベルクロなどに
ひっかかり生地表面が毛羽立つこと
があった。S.U.L. D＋は表面を毛羽立
ちにくく編み上げることで、ひっかかり
の問題を大幅に軽減することに成功。

ブラック

S.U.L. Jersey

[エスユーエル ジャージ]

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

S.U.L.の主な３つのポイント
Point 1

足首ファスナー

手首ファスナー
ジャケットの手首には着脱をアシストする

ロングジョンの足首には着脱をアシストする

ショートファスナーが標準装備

ショートファスナーが標準装備

TZ

S.U.L.

NESL

KID'S 2mm ロングジョン

22,000yen（税抜）

24,000yen（税抜）

26,000yen（税抜）

KID'S 2mm ハイネックジャケット

16,000yen（税抜）

18,000yen（税抜）

20,000yen（税抜）

ブラック

ネイビー

Point 2

Point 3

心地よい肌触りと保温性能

着ていることを忘れる驚異的な軽さ

身体の動きを妨げないストレスフリー

細くしなやかなパイル地に編み立て
た、ふんわり柔らかな肌触りが特徴。
この滑らかで優しい肌心地のパイル素
材 が 肌とスー ツとの 間 に 空 気 の 層
『デッドエアー』を作り、それによって
心地よい保温効果を生み出す。

スーツそのものの軽量化を目指し開発
された特殊発泡ゴムとジャージをブレ
ンド。手にとった瞬間はもちろん、入水
後の水を含んだスーツ本体の重さも従
来のストレッチジャージに比べて驚く
ほど軽くなっている。

S.U.L.は少ない力でスムーズに動き、
人のカラダの伸びに的確に反応する
ストレスフリーな素材。まるで激しい
動きに素 早く反 応してくれる皮 膚を
纏っているかのよう。よりハダカに近
いスーツといわれる所以である。

スレート

オリーブ

ダークグレー

ブルー

マッド

ワイン

※S.U.L.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

NESL
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

横バランスよく伸びる高伸縮カラージャー

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

▶ネックインフル以外の全モデルに使用可能

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

ブラック

ネイビー

ストーンブラック

レッド

ロイヤル

シルバーホワイト

アールグレイ

オリーブ

ワイン

マッド

イエロージャケット

パウダー

ベビーピンク

スレート

ターコイズ

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肌触りが特徴の縦

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

ジ。カラーバリエーションは豊富な全21色。

H［10mm 90mm］
Ivory

TZ

Red

適度な伸縮性をもちソフトな肌触りが特徴

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

Ivory

Red

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

※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

のコストパフォーマンスに優れたナイロン

ジャージ。バックジップシリーズに使用可能。
カラーは全15色。

▶バックジップシリーズに使用可能

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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