ベネクス（日本） MADE IN JAPAN
2005年創業のリカバリーウェアメーカー
『べネクス』。
『リカバリーウェア』
という新たな視点からかつてないウェアを開発、生産する日本発祥のメーカーです。
動と静で例えるならべネクスは静のメーカーです。
『休養』
をすることでココロもカラダもリラックスさせる
現代人が今いちばん必要とする
『積極的な休養』
を推進するウェアメーカーです。
仕事やアクティビティー後の
『休養』
をべネクスのリカバリーウェアでとってみてはいかがでしょう。

テクノロジーを身にまとう。

糸から作り上げたべネクスオリジナルのフィラメント
（長繊維）が休養中のカラダを優しく包み込みます。

Platinum Harmonized Technology -PHT-

ナノプラチナで、上質な休養を。

リカバリーウェアとは？
着て休むだけ。かつてない休養のための新習慣。
パフォーマンスを向上させるための鍵は、
『 運動 』
『 栄養 』
『休養』
のバランスです。
運動後のカラダをいち早く活動から休養へと切り替え、
カラ
ダを休ませることでエネルギーを充電する。
その事実に着目し、
『 人間が本来持っている自己回復力を
最大限に発揮させること』
をコンセプトに開発されたのが、
休養時専用べネクスリカバリーウェアです。
運動

疲れる

着て休む

回復

製品のより詳しい情報は
ベネクスHPをご覧ください。

Standard Dry

www.venex-j.co.jp

スタンダードドライシリーズ

テクノロジー

べネクス独自の先端テクノロジーを駆使し、
ナノプラチナなどの各種鉱物を組み合わせ
た特殊素材
［PHT］
。
このPHTがカラダを優しく包み込み、体力が
回復しやすい環境を整えます。

原糸の中に練りこまれた機能性

PHTポリエステル原糸の中にナノ
プラチナや数種類の鉱物を練り込
んでいるため、洗濯を繰り返しても機
能性が失われることはありません。
着心地を追求するために1本1本の
繊維を極限まで細くし、
シルク繊維
で通常1.1デニールに対して、PHT
ポリエステル原糸は1.5デニールで
仕上げ、
シルクのような肌触りと強く
てしなやかな世界でたったひとつの
高機能ポリエステル糸です。

Non Compression Design

締め付けないから、ストレスフリー。
カラダを締め付けない ノンコンプレッション デザ
インと伸縮性の高い素材で、
ゆったりとした着心
地を実現。

Accessory

通気性の高いゆったりとしたシルエットが特徴のルームウェアモデル。
リラックスタイムや就寝中に疲れたカラダを整えます。

特殊素材「PHT」

安全性

人体に有害な薬品は使っていません
※効果の実感には個人差があります。

リカバリーウェアを気軽に体験。
休憩時からビジネスシーンなど幅広いシーンで着用いただけます。

アクセサリーシリーズ

2WAYコンフォート
￥3,600（税抜）

VN6114

VENEX

VENEX

サイズ ：フリー
組 成：ポリエステル84％、
ポリウレタン16％
カラー ：ブラック

ネックウォーマー、
または上部のつまみを引く
ことでキャップとして2通りの使用ができます。

120

スタンダードドライ・ロングスリーブ
メンズ

￥15,000（税抜）

VN6522

サイズ ：M、L、XL
カラー ：ネイビー、
ライトグレー

￥15,000（税抜）
サイズ ：M、L
カラー ：ネイビー

￥2,900（税抜）

メンズ

VN6530

￥12,000（税抜）

目元を優しく包み込むクッション性（中綿入り）
にも優れたアイマスク。

レディース

VN6520

￥12,000（税抜）

VN6106

サイズ ：S-M、L-XL
組 成：ポリエステル84％、
ポリウレタン16％
カラー ：ブラック

スタンダードドライ・ショートスリーブ

レディース

ネックコンフォート

アイマスク

ロングスリーブ同様に
通年使用ができます。

終始リラックスができるよう
横たわった際に縫い目が脇
腹など身体の側面にこない
ようにデザインされています。

￥2,900（税抜）

VN6115

サイズ ：90×16cm
組 成：ポリエステル100％
カラー ：ブラック
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首に巻いたり、羽織ったりと使いかたはいろいろ。
嵩張らず持ち運びも容易です。

VN6528

サイズ ：M、L
カラー ：ネイビー

サイズ ：M、L、XL
カラー ：ネイビー、
ライトグレー

アームコンフォート
スタンダードドライ
ロングパンツ
メンズ

￥15,000（税抜）

スタンダードドライ
ハーフパンツ

レディース

VN6534

￥12,000（税抜）

肘上から手の甲まで伸縮性のある生地が優しく腕を
サポートします。親指部分にスリット状の指ぬきを設
けてあるので指先の動作を邪魔しません。

VN6524

サイズ ：M、L、XL
カラー ：ネイビー、
ライトグレー

リカバリークロス

ロングパンツ同様に
通年使用ができます。

レッグコンフォート

サイズ ：M、L
カラー ：ネイビー

終始リラックスができるよう横
たわった際に縫い目が太もも
など身体の側面にこないよう
にデザインされています。

￥4,500（税抜）
【メンズ】サイズ表
M
身長
胸囲
ウエスト

VN6112

サイズ ：S-M ／腕回り20-28cm、長さ42cm
L-XL ／腕回り25-35cm、長さ45cm
組 成：ポリエステル84％、
ポリウレタン16％
カラー ：ブラック

メンズ

VN6526

サイズ ：M、L、XL
カラー ：ネイビー、
ライトグレー

￥15,000（税抜）

￥4,500（税抜）

【レディース】サイズ表
L

XL

165 - 175cm 170 - 180cm 175 - 185cm
94 - 100cm 98 - 104cm
88 - 96cm
79 - 85cm
83 - 89cm
75 - 81cm

組成：ポリエステル90％、ポリウレタン10％
（スタンダードドライシリーズ共通）

M
身長
胸囲
ウエスト
ヒップ

L

154 - 164cm 159 - 169cm
80 - 87cm
86 - 93cm
61 - 67cm
66 - 72cm
87 - 95cm

92 - 100cm

VN6113

サイズ ：M／ふくらはぎ回り30-37cm、長さ32cm
L ／ふくらはぎ回り34-42cm、長さ34cm
組 成：ポリエステル84％、
ポリウレタン16％
カラー ：ブラック

膝下から足首までをケアするレッグコンフォート。

￥8,000（税抜）

VN6101

サイズ ：110×50cm
組 成：ポリエステル90％
ポリウレタン10％
カラー ：ブラック

運動、仕事後のコンディション調
整にはもちろん、野外、屋内を選
ばず様々なシーンで活躍します。
ネックウォーマー、
ブランケットとし
ても気軽に使用いただけます。

ボタンホール4つと
ボタンが4つ付いて
います。

