AXXE CLASSIC FEMME
Fall / Winter 2015

海に磨かれる、内なる心の声
自分を信じる人になりたい。人生を愛する人になりたい。
本心に偽ることなく、周りに流されることなく、
内なる心の澄んだ声に従って生きていきたい。
身体にしっくりと馴染む心地よいと思えるものが好き。
心にスッと入ってくる美しいと思えるものが好き。
インスピレーションを感じ、何かが呼び覚まされる気がするから。
そんな瞬間を、海でたくさん感じるようになった。
海を通してカタチにならない幸せを見い出している。
着心地のよさ、自信、女性らしさ、平和、フリー、情熱、独創性、
ハッピーな人生を送ろうというポジティブな気分とか…。
海に包まれていると、なぜだか気持ちが落ち着く。
心と体が、健やかに自由に軽くなっていく気がする。
海が与えてくれたもの、それは、喜び、安らぎ、癒し…。
そう、海はすごくピースフルで心を癒してくれる場所。
でもときに海からは、自分の弱さを改めて思い知らされる。
そして海は、自分の弱さを知っている人こそ強いことも教えてくれる。
不思議だけど、海に包まれているあいだ、
内なる心の声がどんどん澄みきっていくのがわかる。
その声が心地よく心のなかで響き渡るようになったとき、
清々しい気持ちで、また生きることが愛おしくてたまらなくなった。
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In collaboration with Anna Ehrgott

Type -A

CHEST ZIP

BACK ZIP

［ベース］ブラックラバー

［ベース］ブラックラバー

［ライン］
（肘バンド / 下半身）S.U.L.ワイン

［ライン］
（肘バンド / 下半身）S.U.L.オリーブ

［ポイント］
（両手首）NESL ホワイト

［ポイント］
（両手首）NESL SKグレー

Anna Ehrgott
※Type-Aは、アナ・アーゴットがデザインしたモデルです。

http://annaehrgott.tumblr.com/

※ニープロテクターはラインにS.U.L.をご指定の場合のみ同カラーのタフジャージ（8色）になります。ラインカラーがNESLの場合はニープロテクターはブラックのタフジャージ限定になります。

Photo : Sarah Lee http://hisarahlee.com/

In collaboration with Margaux Arramon-Tucoo

Type -M

Photo : Mat Hemon http://www.mhemonphoto.com/

Photo : Thomas Lodin http://thomaslodin.com/

CHEST ZIP

BACK ZIP

［ベース］ ブラックラバー

［ベース］ ブラックラバー

［ライン］
（下半身）S.U.L.ダークグレー

［ライン］
（下半身）S.U.L.ネイビー

［ポイント］
（両手首 / 両足首）マーブル̲オプション仕様（5,000yenアップ：税抜）

［ポイント］
（両手首 / 両足首）NESL アイスブルー

PRINT OPTIONS
フランスのビアリッツを拠点に世界中を旅する
マーゴ。
アーティストとしても活躍する彼女がデザ
インしたシックなモノトーンのマーブル柄を採用
＊マーブルプリントはType-Mのみ使用可能なオプション
です。 ＊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。

Margaux Arramon-Tucoo
http://feelingthefresharea.tumblr.com/

※Type-Mは、マーゴ・アハモン・テュコがデザインしたモデルです。
※ニープロテクターはラインにS.U.L.をご指定の場合のみ同カラーのタフジャージ（8色）になります。ラインカラーがNESLの場合はニープロテクターはブラックのタフジャージ限定になります。

In collaboration with Julie Goldstein

Type -J

Photo : Mark Tesi http://www.marktesi.com/

CHEST ZIP

BACK ZIP

［ライン］
（袖下 / 両サイド）パッチワーク̲オプション仕様（4,000yenアップ：税抜）

［ベース］ブラックラバー

［ポイント］
（左手首）SWMサークル̲オプション仕様（2,000yenアップ：税抜）

［ライン］
（袖下 / 両サイド）S.U.L.スレート
［ポイント］
（左手首）ディップダイネイビー̲オプション仕様（2,000yenアップ：税抜）

PRINT OPTIONS
南カリフォルニアのエンシニータスで自らのブランド“SWM”を興したアーティ
スト・サ ーファー の ジュリー がクリエ イトする 数 種 類 の アートを 採 用
＊各プリントはType-Jのみ使用可能なオプションです。 ＊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
Photo : Sarah Lee http://hisarahlee.com/
Photo : Takashi Tomita

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。

Dip Dye Navy

Dip Dye Yellow

SWM Circle

Fabric Stripe

Patchwork

【ディップダイネイビー】

【ディップダイイエロー】

【SWM サークル】

【ファブリックストライプ】

【パッチワーク】

（左手首専用）

（左手首専用）

（左手首専用）

Julie Goldstein
http://www.swm.la/

http://juliegoldstein1.com/

Instagram: @swmwithme

※Type-Jは、ジュリー・ゴールドスタインがデザインしたモデルです。

In collaboration with Serena Mitnik-Miller

Type -S
Photo : Eric Warner http://ewarnerphoto.com/

PRINT OPTIONS
サンフランシスコを拠点に活躍する高感度アーティスト・サーファー、セリーナ・
ミトニック・ミラーが描くウォーターカラーのオリジナル・アートワーク6種を、オプ
ションのプリント・マテリアルに採用。手書きの水彩ならではの繊細なタッチと柔ら
かい色味が、
アクセントとして袖口や足首を彩ります。
このプリントマテリアルは、
Type-Sのみ使用可能なオプションです。オプション価格：5,000yen（ 税抜）
アップ

Blue Stripe Circle

Stripe Sun

Stripe Diamond

【ブルー ストライプ サークル】

【ストライプ サン】

【ストライプ ダイアモンド】

Rainbow Stripe

Block Print

Red Zig Zag

【レインボー ストライプ】

【ブロックプリント】

【レッド ジグ ザグ】

CHEST ZIP

BACK ZIP

［ベース］ブラックラバー

［ベース］ブラックラバー

［ライン］
（右手首 / 左足首）ブロックプリント̲オプション仕様（5,000yenアップ：税抜）

［ライン］
（右手首 / 左足首）レッドジグザグ̲オプション仕様（5,000yenアップ：税抜）

Art : Serena Mitnik-Miller
※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

Serena Mitnik-Miller
http://www.serenamitnikmiller.com

※Type-Sは、セリーナ・ミトニック・ミラーがデザインしたモデルです。
※ラインカラーはプリントマテリアル以外の通常のカラージャージからもオーダー可能です。

Mele Saili
メリー・セイリ

老舗サーフボード・レーベル「ゴードン＆スミス」のラリー・ゴードンを祖父に持つ、
生粋のサンディエゴ・サーファー。
エキゾチックなルックスとスタイリッシュなロングボード・サーフィンが見る者を魅了し、
サーフシーンの新たなガールズアイコンとして注目されている。
また、女性のポートレイトを描いたレトロな作風を得意とする才能豊かなアーティストでもあり、
南カリフォルニアを中心に数々のアートショーも行なってきた。
2015年より新たにAXXE Classic Femmeのコラボレーターに加わった。

Photo : Takashi Tomita

Photo : Billy Watts http://www.wattsphotos.com/

Instagram: @melesaili
Tumblr: http://msaili.tumblr.com/

PRICE LIST
CHEST ZIP

S.U.L. Rubber
5/3mm

80,000yen（税抜）

3mm

75,000yen（税抜）

S.U.L. / PREMIUM DRAIN HALF
5/3mm

89,000yen（税抜）

3mm

84,000yen（税抜）

PREMIUM DRAIN Rubber

BACK ZIP

5/3mm

93,000yen（税抜）

3mm

88,000yen（税抜）

S.U.L. Rubber
5/3mm（防水HT-ZIP/バリア） 80,000yen（税抜）
5/3mm（ノーマルZIP/バリア） 74,000yen（税抜）
3mm（防水HT-ZIP/バリア）

75,000yen（税抜）

3mm（ノーマルZIP/バリア）

69,000yen（税抜）

PREMIUM DRAIN Rubber
5/3mm（防水HT-ZIP/バリア） 90,000yen（税抜）
5/3mm（ノーマルZIP/バリア） 84,000yen（税抜）
3mm（防水HT-ZIP/バリア）

85,000yen（税抜）

3mm（ノーマルZIP/バリア）

79,000yen（税抜）

バリアファスナー
簡易防水ファスナーH T-Z I PかノーマルZ I Pいずれ
か2種 類のファスナーが選択可能。背中には浸水を
防ぐウォーターバリアが標準装備。ストレスの無い
着脱を可能にし、内部 への浸 水 が肌に接しないよ
うにブロックします

足首タフジャージ
表面強度に優れた鹿の子ジャージ素材を足首に使用
した足首タフジャージ加工もオプション（無料）で選
択可能。肌面にフラットジャージを配置することで起
毛素材特有の海水の吸い上げを軽減。足首の密着感
がアップします。※Ty p e - S 、Ty p e - M で、足首タフ
ジャージ加工を選択した場合、手首のみのプリントマ
テリアルになります。オプション価 格 は、Ty p e - S：
2,000yen（税抜）/Type-M：3,000yen（税抜）

プリント・マテリアルのオプション料の一部は、
乳ガン僕滅と早期発見のための啓蒙活動を展開する団体
「Keep A Breast Foundation」
に寄付されます。

○ 掲載 商品およびその 他の商品 等 詳 細は、w w w. a x xe .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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