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ドライスーツ専用キット・セット内容 ●中圧ホース　●防水ファスナーの専用ワックス　●ドライスーツ取扱説明書　●給排気バルブ説明書　●ポーチ　
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ユーザーサポートサービス
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ブラック［M1-1A］ ホワイト［M1-2A］

ゴールド［M1-3A］ ネイビー［M1-4A］ レッド［M1-5A］

ブラック
胸［M2-1A］／脚［M2-1B］

シルバー
胸［M2-2A］／脚［M2-2B］

ピスタチオ・イエロー・ラメ
胸［M3-1A］／脚［M3-1B］

ブルー・ピンク・ラメ
胸［M3-2A］／脚［M3-2B］

シルバー・ゴールド
胸［M3-3A］／脚［M3-3B］
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※カラー選択不可

※カラー選択不可

※カラー選択不可

ブラック［M1-1A］ ホワイト［M1-2A］

ゴールド［M1-3A］ ネイビー［M1-4A］ レッド［M1-5A］
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※カラー選択不可
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※カラー選択不可

テクシオンシルバー
［M1-8A］

テクシオンゴールド
［M1-9A］

テクシオンシルバー
［M1-8A］

テクシオンゴールド
［M1-9A］

長く安心してご使用いただくためのアフターサービス
ユーザー登録いただくことで、1年間の製品保証に加え、製造日から2年間、2つのサービスをご利用いただけます。

❶ネックシールとリストシールが破れた場合、無料交換

※水漏れ検査は無償修理には含まれません
※素材変更（ネオプレン⇔ラテックス）ご希望の場合は有償

２年間であれば、何回でもOK ！
❷スーツ本体のピンホール修理無料

※修理箇所特定のための水漏れ検査は無償修理には含まれません
※水漏れ検査ご希望の場合は有料 ： ¥5,500（税込）
※サポートサービス期間内でも水漏れ検査料金が掛かりますので予めご了承ください

２年間であれば、何回でもOK ！

COLOR

USER SUPPORT SERVICE

※プリント柄は実際のイメージと異なる場合がありますので予めご了承ください。

GF/GME

ブラック

ファイヤー

ネオグレイ

グリーン Sレッド

シルバー

ワイン

ホワイト

ブルーベリー

ネイビー

ローズ

ブルー

ピーチ

ウォーター

ネオオレンジ

アイスブルー ピスタチオ

3.5mm［表］グロッシーファイバー　［裏］GF：リブフレッシュP／GME：マルチエラステックス

TME 3.5mm［表］タフαジャージ　［裏］マルチエラステックス

PRINT GME 3.5mm［表］GFプリントジャージ　［裏］マルチエラステックス

ミント

レモンイエロー

ブラック ネイビー ホワイト ブラウン ワイン

ガーデンペイズリーパープルペイズリーピスタチオ

ペイズリーゴールド ペイズリーシルバー

MLD2022 EX / S / W 専用プリント

トロピカル

トライバルラベンダー

マーブルネイビーマーブルモノ

トライバルウォーターブラッシュグレイ パームモノパームグリーン

クリスタルローズクリスタルグリーンクリスタルネイビー ボタニカルグレイボタニカルワインボタニカルネイビー

ペイントグリーンペイントブルーペイントホワイト ダークカモレッドダークカモブルーダークカモブラック

ブラッシュネイビー

注意事項
※ユーザーサポートサービスの提供を受けるためには、ユーザー登録が必要です。ご登録されていないお客様はユーザーサポートサービスは適用されませんのでご注意ください。
※サポートサービスは製品の一次購入者のみ対象となります。
※弊社アフターサービス部までの往復運賃および諸経費はお客さまのご負担となりますので予めご了承ください。
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挑もう、それぞれのダイビングに。

耐久性を高めた［ソフトラジアル］モデルと、 運動性に磨きをかけた［タフα］モデル。

MLD2022 EXは、メイン素材を2つに設定した、2タイプをラインアップ。

心揺さぶるパフォーマンスをあなたに。求
め
る
の
は
、耐
久
性
か
運
動
性
か
。

SPECIAL DESIGN
機能性を追求した限定ドライスーツ・スペシャルデザイン
プロ＆エキスパートダイバーのためのハイエンドモデル「EX」、アグ
レッシブダイバー向け「S」、オシャレとエレガントさを求める女性ダ
イバーのための「W」、そして、エントリーダイバーのための「MV」。
最大限の快適さをもたらす機能性とスタイリングを高次元で融合
させた2022限定ドライスーツためのスペシャルデザインです。

NEW PRINTED MATERIAL
人気のペイズリー柄に、ゴールドとシルバーを新たにラ
インアップして、ダイビングに楽しさをプラスしました。

SPECIAL PRESENT
地球環境にやさしい「STTOKEタンブラー」を
MLDシリーズに、もれなくプレゼント
軽量、高い保温・保冷力で、ダイビング時はもちろん様々なシーン
に使える「STTOKEタンブラー」は、簡単に洗えて繰り返し使える
ため、海洋ゴミを減らすことにつながり美しい海を守ります。
（MVを除く）

■特長●内側をセラミックコーティングして飲み物本来の風味が楽
しめる●真空断熱構造で飲み物を適温に保つ●中身が漏れにくい
蓋●Lサイズは、逆さにしても漏れない完全止水蓋●Sサイズは、二重
構造パッキンで中身が漏れにくい蓋
■カラー：ブラック■素材●本体：ステンレス●内側：セラミックコー
ティング●ふた：プラスチック●二重構造ゴムパッキン
■Lサイズ ●実容量 ： 355ml ●高さ ： 144mm×直径：80mm 
■Sサイズ ●実容量 ： 236ml ●高さ ： 114mm×直径：80mm 

■カラー：ブラック／ホワイト／ブルーホワイト／ホワイトレッド／
ファイヤーミックス■サイズ●90cm

SPECIAL EQUIPMENT
限定ドライスーツならではのハイスペック装備
MLDシリーズ・3モデルには、ハイスペック装備［リストバルブ
DS］［MG DRYパッド］を標準装備。さらに、EXには［ドライホー
ス・G's Bフレックスホース］も標準装備（5色から選択）。
また、メインマテリアルは、耐久性、耐摩耗性と高い保温性を両立
させた［ソフトラジアル］＋高ストレッチ性と耐摩耗性を備えた
［タフαジャージ］×超撥水加工・起毛保温素材［マルチエラス
テックス］を採用しています。

LIMITED EDITION MARK
限定モデルの証 ［LIMITED EDITION］ マーク
それぞれのモデルの右腕、左脚、［LIMITED EDITION］専用マーク
を装着しました。

DRY HOSE・G's B FLEX HOSE : EX
耐摩耗性に優れた中圧ホース ［G's B FLEX HOSE］
強化メッシュ3層構造により耐摩耗性を高めた、90cmサイズ
［G's Bフレックスホース］をEXに標準装備。人気の5カラーから
選択いただけます。

SERIAL ID NUMBER : EX/S/W
シリアルナンバー
「EX」「S」「W」には、スーツ内側にシリアルナンバーを配しました。

MAIN MATERIAL
パワーマテリアルで確実にサポート
MLDシリーズには、耐久性、運動性、保温性を兼ね備えた高性能
マテリアルを適材適所で採用し、ハードな環境下においても高い
パフォーマンスで確実にサポートします。

強くて暖かい ［ソフトラジアル］
熟練のプロやエキスパートなどアグレッシブダイバー向けの
MLDシリーズには、メインマテリアルに耐久性と撥水性に優れた
高機能素材［ソフトラジアル］を採用して圧倒的な強度と保温性
を確保。過酷な条件下でのハードユースにも確実に応える、強さと
暖かさを両立させました。（MVを除く）

ペイズリーゴールド ペイズリーシルバー

WRIST VALVE DS : EX/S/W
浮力調整をサポートする ［リストバルブDS］
メインバルブの補助として浮力調整の負担を軽くする［リストバ
ルブDS］をMLDシリーズに標
準装備。
腕を高く上げると簡単に排気
ができ初心者から熟練ダイ
バーまでサポート。水中での無
駄な動きを極力少なくして体力
の消耗を最小限に抑えます。

MAXIMUM GRID DRY PAD : EX/S/W
強さと運動性能を高めた ［MG DRYパッド］
ジャージ素材にウレタン素材
を1ミリ厚突起で圧着加工して
強度を高め、岩やサンゴなどか
らヒザ頭からスネまでをしっか
りとガードする［MG DRYパッ
ド］。グリッドデザインが、フィ
ンワークなど膝の複雑な動き
にも柔軟に対応できるレスポ
ンスを約束します。
（MLDシリーズに標準装備、
MVはオプション装備）

SOFT RADIAL

強くて伸びる ［タフαジャージ］
引き裂き強度に優れ、高いストレッチ性と耐摩耗性を備えたパワ
フルマテリアル［タフαジャージ］を「EX」に採用。動きやすさや耐
擦傷性が求められる箇所に配置して、耐久性と運動性の両立を
実現しました。（EXのみ）

TOUGH ALFA

暖かく優しい肌触り ［マルチエラステックス］
MLDシリーズの裏地には、暖かさ＋スエードのような肌触りの、
超撥水加工・起毛保温素材［マルチエラステックス］を装備。起毛
繊維の中で暖められた空気層による高い保温力で、ダイバーのカ
ラダを寒さからしっかりと守ります。（MVを除く）

MULTI ELASTEX

シリアルNo.［001］は9月1日（木）に抽選いたします。 EX 専用エンボスマーク S 専用マーク

ブラック ホワイト ブルー
ホワイト

ホワイト
レッド

ファイヤー
ミックス

LIMITED EDITION DRY SUITS PERFORMANCE

 MLD2022 EX-Type B   WOMEN : PAISLEY GOLD MLD2022 EX-Type A   MEN : PAISLEY GOLD

STTOKE
TUMBLER

SPECIAL PRESENT

L S



耐久性を高めた、メイン素材［ソフトラジアル］モデル 運動性に磨きをかけた、メイン素材［タフα］モデル
動きを追求強さを追求

¥ 295,800-
100

（
税
別
）
（
税
込
）

¥ 325,380-

ご注文は、2022年9月1日（木）から
2023年2月28日（火）まで。
限定着数に達し次第終了いたします。

＋フルサイズオーダー　＋ ¥27,500（税込）

限 定 着

運動効率を最大限に引き出すデザインで、機能性を高次元で実現させたハイパフォーマンスモデル。
EXは、強靭「ソフトラジアル」と動きやすい「タフα」の、2つをメイン素材にした、2タイプをラインアップ。MLD2022 EX for EXPERT DIVER

EX DESIGN
スーツを着用した際の各部位の屈伸し
やすさを追求し、カラダの動きに自由
度を与えるパネル設計を実現。背中か
ら太もも内側まで流れるハイウエスト・
ラインでスタイリッシュデザインに仕上
げました。

MAIN MATERIAL
耐久性を高めた
メイン素材［ソフトラジアル］モデル
上腕、脇裏、膝裏まわりに配したタフα
以外は、強靭で撥水性に優れたソフトラ
ジアルを採用して、耐久性を高めてい
ます。

SPECIAL MATERIALS
■表生地 ： ●主要素材・胸／フロント／バ
ック／肩／腕下部／太もも／ふくらはぎ
外側・内側 ： 高耐久性、高耐摩耗性＆撥水
性に柔軟性を兼ね備えた強靭なソフトラ
ジアル●腕上部／脇裏／膝裏／ふくらは
ぎ裏／股マチ： 耐摩耗性と引き裂き強度
に優れたプロ向け高機能素材タフαジャ
ージ●サイドライン： 耐摩耗性と高いスト
レッチ性＋美しい発色のプリント・グロッシ
ーファイバー／グロッシーファイバー
■裏生地 ： 暖かさ＋スエードのような肌触
り、超撥水加工・起毛保温素材マルチエラ
ステックス

SPECIAL MATERIALS
■表生地 ： ●主要素材・フロント／バック
／肩／太もも ： 高耐久性、高耐摩耗性＆
撥水性に柔軟性を兼ね備えた強靭なソフ
トラジアル●胸／腕／脇裏／腰上部／脚
サイド／膝下／股マチ ： 耐摩耗性と引き
裂き強度に優れたプロ向け高機能素材タ
フαジャージ●サイドライン： 耐摩耗性と
高いストレッチ性＋美しい発色のプリント・
グロッシーファイバー／グロッシーファイ
バー
■裏生地 ： 暖かさ＋スエードのような肌触
り、超撥水加工・起毛保温素材マルチエラ
ステックス

about MLD2022 EX-Type A about MLD2022 EX-Type B

SOFT RADIALMain
Material

EX DESIGN
スーツを着用した際の各部位の屈伸し
やすさを追求し、カラダの動きに自由
度を与えるパネル設計を実現。背中か
ら太もも内側まで流れるハイウエスト・
ラインでスタイリッシュデザインに仕上
げました。

MAIN MATERIAL
運動性に磨きをかけた
メイン素材［タフα］モデル
フロント、バック、肩、太ももには強靭な
ソフトラジアルを配して、EXに求められ
る耐久性を維持しながら、胸、腕、脇裏、
腰上部、膝下まわりなどには、タフαを
採用して運動性を向上させています。

Special Present

SPECIAL EQUIPMENT　●MG DRY パッド●LIMITED EDITIONマーク●G's Bフレックスホース（5色から選択）●LIMITED EDITION専用エンボス脚マーク●シリアルナンバー●STTOKEタンブラー（L）
EQUIPMENT　●給排気バルブ・オートテックII●リストバルブDS●ソリッドネック・標準仕様（SCDネック選択可）●テクシオンマーク（選択）

SPECIAL FEATURES　●1mm厚ウレタン素材突起＋グリッドデザインで強さと運動性能を高めたMG DRYパッド●サブ排気バルブとして浮力調整をサポートするリストバルブDS●スペシャルプレゼント ： STTOKEタンブラー（L）
MATERIAL ： 3.5mm　■表素材●ソフトラジアル●タフαジャージ●プリント・グロッシーファイバー●グロッシーファイバー■裏素材●マルチエラステックス●UMSフラット

※プリント柄は実際のイメージと異なる場合がありますので予めご了承ください。※スーツカラーはオーダー用紙記載順にお客様選択可能色のみを表示し、ソフトラジアル素材などブラック固定色などは記載していません。（　）内記号は素材＝G：グロッシーファイバー、P：プリントジャージ（PRINT GME）。

シリアルNo.［001］は
9月1日（木）に抽選いたします。

シリアルNo.［001］は
9月1日（木）に抽選いたします。

安心サポート水キレがいい スムーズな排気 プリント柄選べます発色が美しい あたたかい強くて伸びる しっかりガード

▲ブラック（タフα）＋ブラック（タフα）＋ペイズリーゴールド（P） ▲ホワイト（タフα）＋ネイビー（タフα）＋ペイズリーシルバー（P） ▲ブラック（タフα）＋ホワイト（タフα）＋ペイズリーシルバー（P）＋ネイビー（タフα） ▲ワイン（タフα）＋ホワイト（タフα）＋ペイズリーゴールド（P）＋ワイン（タフα）

Tough AlfaMain
Material

ソフトラジアル
Type A

耐久性
タフα

Type B

運動性

STTOKEタンブラー（L）



※プリント柄は実際のイメージと異なる場合がありますので予めご了承ください。※スーツカラーはオーダー用紙記載順にお客様選択可能色のみを表示し、ソフトラジアル素材などブラック固定色などは記載していません。（　）内記号は素材＝G：グロッシーファイバー、P：プリントジャージ（PRINT GME）。

ダイビングの歓びとデザインの楽しみをひとつにしたウイメンズ・ドライ、W。
動きやすく暖かく、快適・ステキにダイビングを楽しみたい、そんな女性ダイバーのための高性能ドライスーツです。

安心サポート着脱ラク水キレがいい スムーズな排気 プリント柄選べます発色が美しい あたたかい 美しいボディラインしっかりガード

EXデザインはそのままに一部マテリアルを変更、ハイパフォーマンス・ドライ、S。
機能性、運動性などはEXの基本性能をキープ。 ダイビングをアグレッシブに楽しむためのハイスペックスーツです。

MLD2022 S MLD2022 Wfor AGGRESSIVE DIVER for WOMEN ACTIVE DIVER
水キレがいい スムーズな排気 プリント柄選べます発色が美しい あたたかい しっかりガード 安心サポート

SPECIAL FEATURES
■表生地 ： 主要素材・フロント／バック ： 高耐久性、高耐摩耗性＆撥水性に柔軟性を兼ね備えた強靭なソフトラジアル●胸／肩／
腕／ウエストライン／サイドライン／ふくらはぎ／股マチ： 耐摩耗性と高いストレッチ性＋美しい発色のグロッシーファイバー●胸
サイド／サイドライン／背中ファスナー上： 耐摩耗性と高いストレッチ性＋美しい発色のプリント・グロッシーファイバー
■裏生地 ： 暖かさ＋スエードのような肌触り、超撥水加工・起毛保温素材マルチエラステックス 

●女性を美しく見せるデザイン
　美しくスタイリッシュなボディラインウェイブシェイプ＆バストカット
●1mm厚ウレタン素材突起＋グリッドデザインで強さと運動性能を高めたMG DRYパッド
●サブ排気バルブとして浮力調整をサポートするリストバルブDS
●スペシャルプレゼント ： STTOKEタンブラー（S）

MLD2022-Sと合わせて300着限定

¥ 245,800-
300

（
税
別
）
（
税
込
）

¥ 270,380-

ご注文は、2022年9月1日（木）から
2023年2月28日（火）まで。
限定着数に達し次第終了いたします。

＋フルサイズオーダー　＋ ¥27,500（税込）

限 定 着

重なる縦のサイドラインが細身・ハイウ
エストの美しいシルエットを実現しまし
た。カラダのラインを綺麗に見せる女
性のための専用パネル設計です。
ソフトラジアルとグロッシーファイバー
を適材適所にレイアウトして、暖かさと
動きやすさも実現。快適・ステキにダイ
ビングを楽しみたい、そんな高性能ウ
イメンズドライスーツです。

about MLD2022 W

MLD2022-Wと合わせて300着限定

¥ 255,800-
300

（
税
別
）
（
税
込
）

¥ 281,380-

ご注文は、2022年9月1日（木）から
2023年2月28日（火）まで。
限定着数に達し次第終了いたします。

＋フルサイズオーダー　＋ ¥27,500（税込）

限 定 着

ハイエンドモデル「EX」の機能性やデザ
インはそのままに、胸や腕、脚サイドラ
インなどのパネルに［グロッシーファイ
バー］を採用。
新しいプリント柄「ペイズリーゴールド」
「ペイズリーシルバー」などとアレンジ
すれば、アグレッシブにダイビングを楽
しむダイバーにふさわしいスタイリン
グに仕上がります。

about MLD2022 S

MATERIAL ： 3.5mm　■表素材●ソフトラジアル●グロッシーファイバー●プリント・グロッシーファイバー■裏素材●マルチエラステックス●UMSフラット
SPECIAL EQUIPMENT　●MG DRY パッド●LIMITED EDITIONマーク●シリアルナンバー●STTOKEタンブラー（S）
EQUIPMENT　●給排気バルブ・オートテックII●リストバルブDS●ソリッドネック・SCD仕様（標準ネック選択可）●ウェイブシェイプ＆バストカット●テクシオンマーク（選択）
OPTION　●ポイントマーク:（大）¥1,980（税込）／（小）¥1,100（税込）●スタッズマーク:¥1,980（税込）

SPECIAL FEATURES
■表生地 ： ●主要素材・フロント／バック／肩／腕下部：高耐久性、高耐摩耗性＆撥水性に柔軟性を兼ね備えた強靭なソフトラジア
ル●胸／腕上部／胸サイドライン／ふくらはぎ／股マチ： 耐摩耗性と高いストレッチ性＋美しい発色のグロッシーファイバー●フロント
ライン ： 耐摩耗性と高いストレッチ性＋美しい発色のプリント・グロッシーファイバー
■裏生地 ： 暖かさ＋スエードのような肌触り、超撥水加工・起毛保温素材マルチエラステックス 

MATERIAL ： 3.5mm　■表素材●ソフトラジアル●グロッシーファイバー●プリント・グロッシーファイバー■裏素材●マルチエラステックス●UMSフラット
SPECIAL EQUIPMENT　●MG DRY パッド●LIMITED EDITIONマーク●LIMITED EDITION専用脚マーク●シリアルナンバー●STTOKEタンブラー（S）
EQUIPMENT　●給排気バルブ・オートテックII●リストバルブDS●ソリッドネック・標準仕様（SCDネック選択可）●テクシオンマーク（選択）
OPTION　●ポイントマーク:（大）¥1,980（税込）／（小）¥1,100（税込）●スタッズマーク:¥1,980（税込）

●1mm厚ウレタン素材突起＋グリッドデザインで強さと運動性能を高めたMG DRYパッド
●サブ排気バルブとして浮力調整をサポートするリストバルブDS
●スペシャルプレゼント ： STTOKEタンブラー（S）

Special Present

シリアルNo.［001］は
9月1日（木）に
抽選いたします。

シリアルNo.［001］は
9月1日（木）に
抽選いたします。

▲ローズ（G）＋ホワイト（G）＋クリスタルローズ（P）▲ブルー（G）＋ホワイト（G）＋ブラッシュネイビー（P） ▲ピーチ（G）＋ガーデン（P）＋ホワイト（G）▲ピスタチオ（G）＋ペイズリーシルバー（P）＋ホワイト（G）

ウエストから膝上まで流れる波のようなカ
ーブライン・デザインウェイブシェイプが、女
性ならではの美しさを際立たせます。
また、胸のパネルはバスト部分を寄せて上
げて自然にバストアップするパネル設計で
スタイルアップを同時に実現しました。

流れる波のような
女性の美しいボディラインを

ウェイブシェイプ

STTOKEタンブラー（S）

Special Present

STTOKEタンブラー（S）



SUPPORT ITEM ; DRY SUITS INNER

WOMEN’S THERMAL THERMAL BODY SMOOTHER UNDER WARMER

保温性を追求し、ドライスーツ専用に開発したインナーウェアでもっと快適に。
暖かさと運動性能に着やすさまでプラス、細部までこだわって機能性を高めました。

¥15,600 ： 税込 ¥17,160
ジャケット／WWSJK

¥15,600 ： 税込 ¥17,160
パンツ／WWSBP

■MATERIAL ●三層フリース
［特長］ ・撥水性 ・保温性 ・防水性 ・防風性 ・透湿性 ・ストレッチ性
素材特性とポリウレタンフィルムラミネート加工の組み合わせにより、高耐水
圧に加え、高透湿・低結露を実現。また、ソフトな風合いとストレッチ性により、
快適性を最大限に追求した機能素材です。
■COLOR ●ブラック
■SIZE ●XS・S・M・L

ウイメンズ・サーマル
ブラックのみ

女性ダイバーのために開発したドライスーツ専用インナーウエアです。
フロントファスナーのジャケットは、髪の乱れを防ぐとともに、濡れた髪
の毛で内側を濡らすことなく着脱できます。パンツは、スーツ着用時に
裾口がずり上がらないよう足首にベルクロフラップを装着。また、エグ
ジット後も女性ダイバーがインナーウェアだけで快適に過ごせるよう
に、スタイリッシュなデザインに仕上げました。
素材は、透湿性、撥水性、保温性、ストレッチ性に優れた繊維を採用し、表
面は水分をはじいて風を通さず、肌表面からの湿気は外に逃がします。
また、スムーズな着脱を可能にした表面加工を施し、ソフトな着心地に
加えて立体裁断シルエットの機能性を重視し、動きやすさと快適性を両
立しています。

¥14,200 ： 税込 ¥15,620
プルオーバー／WSB3P

¥14,200 ： 税込 ¥15,620
トラウザーズ／WSB3T

■MATERIAL ●三層フリース
［特長］ ・撥水性 ・保温性 ・防水性 ・防風性 ・透湿性 ・ストレッチ性
素材特性とポリウレタンフィルムラミネート加工の組み合わせにより、高耐水
圧に加え、高透湿・低結露を実現。また、ソフトな風合いとストレッチ性により、
快適性を最大限に追求した機能素材です。
■COLOR ●ブラック
■SIZE ●XS・S・M・L・XL（男女兼用サイズ）

サーマルボディスムーサー
ブラックのみ

透湿性、撥水性、保温性、ストレッチ性に優れた繊維を使用したドライ
スーツ用インナーウエア。
表面は水分をはじいて風を通さず、肌表面からの湿気は外に逃がしま
す。また、スムーズな着脱を可能にした表面加工を施し、ソフトな着心地
に加えて立体裁断シルエットの機能性を重視したデザインで、動きやす
さと快適性を両立。プルオーバーはフロントファスナーでスムーズな着
脱を可能にし、トラウザーズは腰の位置を高く設定して座った時などに
背中が露出しないよう配慮しました。

¥5,800 ： 税込 ¥6,380
ロングTシャツ／WUWLT

¥5,800 ： 税込 ¥6,380
パンツ／WUWP

■MATERIAL ●即暖ライト（ポリエステル95%、ポリウレタン5%）
［特長］ マイクロファイバー糸をマイクロ起毛させた接触温感性に優れた即暖
ライト素材。肌と触れてすぐに暖かいと感じられ、蓄熱性をも向上させた機能
素材です。
■COLOR ●ライトグレイ
■SIZE ●XS・S・M・L・XL（男女兼用サイズ）

アンダーウォーマー
ライトグレイのみ

着用直後に暖かさを感じられる接触温感性に優れ、蓄熱性をも備えた
即暖ライトを採用。ダイビングのような動きの少ないスポーツに最適な
ドライスーツ専用のファーストレイヤーインナーです。
寒冷地や冬のダイビングではサーマルボディスムーサーなどと組み合
せて使えば保温力がさらにアップ。水温、気温が高いシーズンではこの
インナー１つで快適にダイビングができます。

ドライスーツ専用の快適インナーウェア。

ロング Tシャツ サイズ表　※男女兼用
袖丈身幅肩幅着丈表示

XS
S
M
L
XL

56
58
60
62
64

43
45
47
49
51

39.5
41
42.5
44
45.5

61
63
65
67
69

パンツ サイズ表　※男女兼用
股下尻囲ウエスト表示

XS
S
M
L
XL

64
66
68
68
73

82
86
90
94
98

60
67
74
78
82

ジャケット サイズ表
腹囲胸囲体重身長表示

XS
S
M
L

61～65
66～70
71～75
76～80

77～81
82～86
87～91
92～96

38～46
45～55
54～64
63～71

147～152
153～157
158～162
163～166

パンツ サイズ表
尻囲腹囲体重身長表示

XS
S
M
L

84～88
87～92
93～97
98～102

61～65
66～70
71～75
76～80

38～46
45～55
54～64
63～71

147～152
153～157
158～162
163～166

サーマルボディスムーサー サイズ表　※男女兼用
尻囲腹囲胸囲体重身長表示

XS
S
M
L
XL

93～101
95～103
99～107
106～114
113～121

61～71
63～73
67～77
74～84
81～91

77～87
82～92
88～98
94～104
104～114

42～52
48～58
56～68
66～78
76～88

148～157
153～166
158～174
168～180
178～185

エントリーダイバーに嬉しいバリュープライスモデル、MV。
ドライスーツに求められる基本性能に、デザイン性をプラスしたバリュープライス・モデルです。

プリント柄選べます発色が美しい バリュープライス
Option! ＋¥16,500（税込）

リストバルブDSも選べます安心サポートMV2022 for ENTRY DIVER

グロッシーファイバー リブフレッシュP

SPECIAL FEATURES
■表生地 ： 耐摩耗性と高いストレッチ性＋美しい発色のプリント・グロッシーファイバー／グロッシーファイバー
■裏生地 ： スーツ内をいつも清潔にキープする抗菌防臭素材リブフレッシュP
※プリント柄の裏素材はマルチエラステックスになります。

¥ 152,800-
300

（
税
別
）
（
税
込
）

¥ 168,080-

ご注文は、2022年9月1日（木）から
2023年2月28日（火）まで。
限定着数に達し次第終了いたします。

＋フルサイズオーダー　＋ ¥27,500（税込）

限 定 着

メインパネルと、胸＋サイドラインと胸
サイドの2ラインでデザインしました。
メインカラーとサブカラーやプリント柄
などをうまくコーディネートして、スタ
イリッシュなドライスーツに仕上げてく
ださい。

about MV2022

MATERIAL ： 3.5mm　■表素材●グロッシーファイバー●プリント・グロッシーファイバー■裏素材●リブフレッシュP●UMSフラット
SPECIAL EQUIPMENT　●LIMITED EDITIONマーク
EQUIPMENT　●給排気バルブ・オートテックII●ソリッドネック・標準仕様（SCDネック選択可）●シリコンパッド
OPTION　●リストバルブDS: ¥16,500（税込）●MG DRY パッド: ¥13,200（税込）●ポイントマーク:（大）¥1,980（税込）／（小）¥1,100（税込）●スタッズマーク: ¥1,980（税込）

※プリント柄は実際のイメージと異なる場合がありますので予めご了承ください。※スーツカラーはオーダー用紙記載順にお客様選択可能色のみを表示し、ソフトラジアル素材などブラック固定色などは記載していません。（　）内記号は素材＝G：グロッシーファイバー、P：プリントジャージ（PRINT GME）。

▲アイスブルー（G）＋パームグリーン（P）＋ミント（G）▲ブラック（G）＋ダークカモレッド（P）＋シルバー（G）


