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いろんなことが便利になっているけど、ちょっと手間をかけるのも悪くない。

筆で絵を描き、フィルムカメラで写真を撮り、レコードに針を落とす。

有機的に体を動かし何かを創りだすと、気分が良くなる。

手間がかかるけど、なぜだか満ち足りた気持ちになる。サーフィンも同じ。

海はときに厳しい表情を見せることもあるけれど、でもやっぱり好き。

ビーチを走って海に飛び込んでいく瞬間がたまらなく好き。

うねりをひとつずつ越えていくドキドキ感も好き。

波をキャッチしたボードがふわっと無重力になる瞬間が好き。

水の上を滑るように運ばれていく浮遊感はもっと好き。

夢中になれるものがあるって素晴らしいことだと思う。

好きなこと、楽しいこと、気持ちいいことには妥協したくない。

だからサーフボードもウェットスーツも、自分らしくありたい。

カラーもパターンもデザインも、すべて自分のスタイルを見せたい。

お気に入りを纏うと、自信と勇気が漲ってくるから。

それってすごく大事なこと。

そうすることでもっと海が好きになる。もっとサーフィンが好きになる。

どんなに波に押し戻されても、また沖に向かいたくなる。

何度ワイプアウトしても、また波に乗りたくなる。

そうやって波と戯れるうちに清められ、水と同化していくのを感じる。

波とひとつになれたとき、自分自身が最高のアートピースになる。

そう、サーフィンは自由であることを賛美する表現のひとつなのだから。

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

海に清められ、水と同化する



3mmフルスーツ

［ベース］S.U.L. ブラック
［ライン］（肘バンド / 下半身）S.U.L. スレート
［ポイント］（両手首）S.U.L. ネイビー

3/2mm長袖スプリング

［ベース］S.U.L. ネイビー
［ライン］（肘バンド / 下半身）S.U.L. ダークグレー

［ポイント］（両手首）NESL アイスブルー

2mm長袖タッパー

［ベース］S.U.L. ブラック
［ライン］（肘バンド）S.U.L. SKグレー
［ポイント］（両手首）S.U.L. オリーブ

3mmロングジョン

［ベース］S.U.L. ブラックラバー
［ライン］（下半身）S.U.L. ネイビー

※左肩ベルクロ（ボタン付き）仕様もオーダー可能（無料）

＊Type-Aは、アナ・アーゴットがデザインしたモデルです。
＊Type-Aのフルスーツ、長袖スプリングはバックジップタイプもオーダー可能。

＊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。

Type -A
in collaboration with Anna Ehrgott

Anna Ehrgott
http://annaehrgott.tumblr.com/ 



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

3mmフルスーツ

［ベース］S.U.L. ブラックラバー
［ライン］（下半身）S.U.L. ブラック

［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）

2/2mmローネック長袖スプリング

［ベース］S.U.L. ブラックラバー
［ライン］（下半身）S.U.L. ブラック
［ポイント］（両手首 / 両足）マーブル_
オプション仕様（5,000yenアップ：税抜）

2mm半袖ショートトップ

［ベース］S.U.L. ブラックラバー
［ポイント］（両袖口 / ウェスト）マーブル_
オプション仕様（4,000yenアップ：税抜）

2mm ビキニカットパンツ

［ベース］S.U.L. ブラック
［ポイント］（ウェスト）マーブル_

オプション仕様（2,000yenアップ：税抜）

3mmロングジョン

［ベース］S.U.L. ブラック
［ライン］（下半身）S.U.L. マッド

［ポイント］（両足首）NESL アイスブルー

※左肩ベルクロ（ボタン付き）仕様もオーダー可能（無料）

＊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。
＊Type-Mのフルスーツはバックジップタイプもオーダー可能。

＊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。

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。

PRINT OPTIONS

Type -M
in collaboration with Margaux Arramon-Tucoo



3mmフルスーツ

［ベース］S.U.L. オリーブ
［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）
［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）

2/2mmフロントジップ長袖スプリング

［ベース］S.U.L. ダークグレー
［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）

2mmジャケット（ハイネック仕様）

［ベース］S.U.L. ブラック
［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）
［ポイント］（左手首）ディップダイイエロー_オプション仕様（2,000yenアップ：税抜）

※ローネック仕様もオーダー可能

3/2mm長袖スプリング

［ベース］S.U.L. スレート
［ライン］（袖下 / 両サイド）ファブリックストライプ_オプション仕様（4,000yenアップ：税抜）

［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）

Type -J

＊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。
＊Type-Jのフルスーツ、長袖スプリングはバックジップタイプもオーダー可能。

＊ニープロテクターはベースに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。ベースカラーが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

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

http://juliegoldstein1.com

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
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。

PRINT OPTIONS

ディップダイネイビー
（左手首専用）

ディップダイイエロー
（左手首専用）

SWMサークル
（左手首専用）

ファブリックストライプ パッチワーク



Type -S
in collaboration with Serena Mitnik-Miller

3mmフルスーツ

［ベース］S.U.L. ブラック
［ライン］（右手首 / 左足首）Stripe Diamond_オプション仕様（5,000yenアップ：税抜）

3/2mm長袖スプリング

［ベース］S.U.L. スレート
［ライン］（右手首）Rainbow Stripe_オプション仕様（3,000yenアップ：税抜）

2/2mmフロントジップ長袖スプリング

［ベース］NESL ブラックラバー
［ライン］（右手首）Blue Stripe Circle_オプション仕様（3,000yenアップ：税抜）

2mmジャケット（ハイネック仕様）

［ベース］S.U.L. ネイビー
［ライン］（右手首）Stripe Sun_オプション仕様（3,000yenアップ：税抜）

※ローネック仕様もオーダー可能

※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
※Type-Sのフルスーツ、長袖スプリングはバックジップタイプもオーダー可能

※ラインカラーは通常のカラージャージからもオーダー可能です

各プリントマテリアルのオプション料の一部は、
乳ガン撲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。

※各モデルともロゴマーク、マテリアルカラーなどの詳細はAXXE CLASSICメンズカタログをご覧ください。

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。
＊各プリントはType-Sのみ使用可能なオプションです。（別途オプション・チャージがかかります）

※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

PRINT OPTIONS

Blue Stripe Circle
【ブルー ストライプ サークル】

Stripe Sun
【ストライプ サン】

Stripe Diamond
【ストライプ ダイアモンド】

Rainbow Stripe
【レインボー ストライプ】

Block Print
【ブロックプリント】

Red Zig Zag
【レッド ジグ ザグ】

TZ

39,000yen（税抜）

45,000yen（税抜） 
45,000yen（税抜） 
25,000yen（税抜）
25,000yen（税抜）
19,000yen（税抜） 
13,500yen（税抜）

S.U.L.

68,000yen（税抜）
43,000yen（税抜）
58,000yen（税抜）
49,000yen（税抜）
49,000yen（税抜）
28,000yen（税抜）
28,000yen（税抜）
22,000yen（税抜）
14,500yen（税抜） 

NESL

76,000yen（税抜）
47,000yen（税抜）
63,000yen（税抜） 
53,000yen（税抜）
53,000yen（税抜）
31,000yen（税抜）
31,000yen（税抜）
25,000yen（税抜）
15,500yen（税抜） 

S.U.L. D＋

76,000yen（税抜）
47,000yen（税抜）
63,000yen（税抜） 
53,000yen（税抜）
53,000yen（税抜）
31,000yen（税抜）
31,000yen（税抜）
25,000yen（税抜）
15,500yen（税抜） 

PRICE LIST

3mmフルスーツ
3mmロングジョン
3/2mm長袖スプリング
2/2mmフロントジップ長袖スプリング
2/2mmローネック長袖スプリング 
2mmジャケット 
2mm長袖タッパー
2mm半袖ショートトップ 
2mmビキニカットパンツ 

○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。

www.axxe.jp
C.WORLD CO., LTD.  0463.23.6720


