PowerNEX

ウォーキングシステム搭載の次世代ブーツ

優れた滑走性能に加え、WALKING SYSTEM と交換可能な滑りにくいソー
ルで歩きやすさを追求する、レクザムのオールマウンテンモデル。フレック
スタング採用による３ピース構造は、包み込むようなやさしいフィット感を
実現し、履きやすさと防水性にも優れます。

MAX20°

WALKING SYSTEM

レバーを引き上げると前傾のロックが解除し
てアッパーシェルはフリーな状態となり、最
大 20 度まで大きく開口。レバーを下げると
滑走ポジションで前傾角度はロック。SKI ポ
ジションと WALK ポジションを簡単に切り
替えが可能です。

NEW MODEL COLLECTION

SKI Position

WALK Position

FLEX TONGUE SYSTEM

甲部を大きく開口し、甲部を大きくカバーす
る「フレックス・タング」を採用する３ピー
ス構造。足入れがしやすいだけでなく、甲の
開口部をすっぽりと覆う防水シートにより、
深雪や春のザラメ雪にも、あらゆる条件で雪
や水のの侵入をシャットアウト。

GRIP SOLE

トゥー部分とヒール部分には大
きなブロックパターンによる滑
りにくいグリップソールを採
用。耐摩耗性に優れるウレタン
製です。すり減った場合には別
売パーツで交換も可能。

PowerNEX

HIGH TYPE : MEDIUM Last : 100mm / for All-mountain

NEX-120

NEX-100

NEX-95

■サイズ：220-285
■カラー：Cblack-white
■トルク：120
■バックル：RX-C
■インナー：BX-SS
■シェル素材：TPU

■サイズ：220-285
■カラー：Cyellow-white
■トルク：100
■バックル：RX-C
■インナー：BX-SS
■シェル素材：TPU

■サイズ：220-285
■カラー：Cyellow-white
■トルク：95
■バックル：RX-C
■インナー：BX-SS
■シェル素材：TPU

¥75,000

¥68,000

+ 消費税

PowerNEX-L

+ 消費税

¥63,000

+ 消費税

LOW TYPE : MEDIUM Last : 100mm / for All-mountain

NEX-L100

NEX-L95

NEX-L90

■サイズ：220-285
■カラー：Cred-white
■トルク：100
■バックル：RX-C
■インナー：BX-B
■シェル素材：TPU

■サイズ：220-285
■カラー：Cred-white
■トルク：95
■バックル：RX-C
■インナー：BX-B
■シェル素材：TPU

■サイズ：220-285
■カラー：Cyellow-white
Cred-white
■トルク：90
■バックル：RX-P
■インナー：BX-B
■シェル素材：TPU

¥60,000

+ 消費税

Rexxam Co., Ltd. Sports Division
■カタログの写真は印刷のため、実際の色と異なる場合があります。
■カラー・仕様・デザイン・価格等は予告なく変更する場合があります。
■カタログに記載されている価格は消費税別のメーカー希望小売価格です。

¥55,000

+ 消費税

2014-2015

¥50,000

+ 消費税

〒 550-0013 大阪市西区新町 3-2-19
TEL. 06-6532-8968 FAX. 06-6532-8915
URL. http://www.rexxam.com
カタログ発行：2014 年２月

PowerREX-S

SLIM Last : 95mm

限定販売
MODEL

REX-S150R
¥98,000

+ 消費税

PowerREX-M

MEDIUM Last : 98mm

限定販売
MODEL

■ラスト：SLIM (95mm=260)
■サイズ：230-285
■カラー：lime-navy
■トルク：150
■バックル：RX-A
■インナー：BX-H
■シェル素材：ポリアミドエラストマー
□ネジ固定式バックル
□インナーレース（付属）
□アクティブリアプレート

限定販売
MODEL

REX-S130R
¥93,000

+ 消費税

限定販売
MODEL

■ラスト：MEDIUM (98mm=260)
■サイズ：230-285
■カラー：lime-navy
■トルク：150
■バックル：RX-A
■インナー：BX-H
■シェル素材：ポリアミドエラストマー
□ネジ固定式バックル
□インナーレース（付属）
□アクティブリアプレート

■ラスト：MEDIUM (98mm=260)
■サイズ：220-285
■カラー：navy-lime
■トルク：100
■バックル：RX-B
■インナー：BX-S
■シェル素材：TPU
□ソールプロテクター

■ラスト：SLIM (95mm=260)
■サイズ：220-285
■カラー：lime-white
■トルク：97
■バックル：RX-A
■インナー：BX-S
■シェル素材：TPU

¥93,000

■ラスト：MEDIUM (98mm=260)
■サイズ：220-285
■カラー：lime-navy
■トルク：110
■バックル：RX-A
■インナー：BX-H
■シェル素材：TPU ＋ポリアミド
□インナーレース（付属）
□アクティブリアプレート

REX-S100

REX-M100

■ラスト：SLIM (95mm=260)
■サイズ：220-285
■カラー：lime-navy
■トルク：100
■バックル：RX-B
■インナー：BX-S
■シェル素材：TPU

■ラスト：MEDIUM (98mm=260)
■サイズ：220-285
■カラー：lime-navy
■トルク：100
■バックル：RX-B
■インナー：BX-S
■シェル素材：TPU

REX-S97

REX-M97

■ラスト：SLIM (95mm=260)
■サイズ：220-285
■カラー：lime-navy
■トルク：97
■バックル：RX-B
■インナー：BX-S
■シェル素材：TPU

■ラスト：MEDIUM (98mm=260)
■サイズ：220-285
■カラー：lime-navy
■トルク：97
■バックル：RX-B
■インナー：BX-S
■シェル素材：TPU

¥70,000

+ 消費税

+ 消費税

XX-97M
¥68,000

+ 消費税

■ラスト：SLIM (95mm=260)
■サイズ：220-285
■カラー：lime-navy
■トルク：110
■バックル：RX-A
■インナー：BX-H
■シェル素材：TPU ＋ポリアミド
□インナーレース（付属）
□アクティブリアプレート

+ 消費税

¥68,000

+ 消費税

REX-M130R

REX-M110

¥75,000

for MOGUL skiers

XX-97S

¥70,000

+ 消費税

REX-S110
¥80,000

XX

MAX-100

¥98,000

■ラスト：MEDIUM (98mm=260)
■サイズ：230-285
■カラー：lime-navy
■トルク：130
■バックル：RX-A
■インナー：BX-H
■シェル素材：ポリアミドエラストマー
□ネジ固定式バックル

+ 消費税

MEDIUM Last : 98mm

REX-M150R

■ラスト：SLIM (95mm=260)
■サイズ：230-285
■カラー：lime-navy
■トルク：130
■バックル：RX-A
■インナー：BX-H
■シェル素材：ポリアミドエラストマー
□ネジ固定式バックル
□インナーレース（付属）
□アクティブリアプレート

PowerMAX

+ 消費税

■ラスト：MEDIUM (98mm=260)
■サイズ：220-285
■カラー：lime-white
■トルク：97
■バックル：RX-A
■インナー：BX-S
■シェル素材：TPU

□インナーレース（付属）
□アクティブリアプレート

¥80,000

¥75,000

¥70,000

+ 消費税

MAX-97
¥65,000

+ 消費税

■ラスト：MEDIUM (98mm=260)
■サイズ：220-285
■カラー：navy-lime
lime-white

■トルク：97
■バックル：RX-B
■インナー：BX-S
■シェル素材：TPU
□ソールプロテクター

LIVE

for JUNIOR RACER

LIVE-80
¥42,000

+ 消費税

■ラスト：MEDIUM
■サイズ：220-255
■カラー：lime-blue
■トルク：80
■バックル：RX-C
■インナー：BX-SS
■シェル素材：TPU

+ 消費税

MAX-93
¥53,000

+ 消費税

■ラスト：MEDIUM (98mm=260)
■サイズ：220-285
■カラー：navy-lime
lime-white

■トルク：93
■バックル：RX-B
■インナー：BX-SS
■シェル素材：TPU
□ソールプロテクター

+ 消費税

LIVE-70
¥35,000

+ 消費税

■ラスト：MEDIUM
■サイズ：220-245
■カラー：lime-blue
■トルク：70
■バックル：RX-J
■インナー：BX-C
■シェル素材：ポリオレフィンエラストマー

LIVE-60
¥28,000

MAX-87
¥49,000

+ 消費税

■ラスト：MEDIUM (98mm=260)
■サイズ：220-285
■カラー：navy-lime
lime-white

■トルク：87
■バックル：RX-B
■インナー：BX-SS
■シェル素材：TPU
□ソールプロテクター

+ 消費税

■ラスト：MEDIUM
■サイズ：220-245
■カラー：lime-blue
■トルク：60
■バックル：RX-J

■インナー：BX-C
■シェル素材：ポリオレフィンエラストマー

