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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　

※全ドライスーツに標準装備。ポーチは仕様が異なる場合があります。

COLOR

SUPPORT ITEM 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。

ブラック ネオグレイ シルバー ホワイト ネイビー ブルー ウォーター

GF/GME
3.5mm

表：グロッシーファイバー

GF
裏：リブフレッシュP

GME
裏：マルチエラステックス

ブラック ホワイトネイビー ワインブラウン

TME
3.5mm

表：タフαジャージ
裏：マルチエラステックス

ダークカモ
レッド

ペイント
グリーン

ダークカモ
ブルー

ペイント
ブルー

チドリ
ブラック

ボタニカル
ネイビー

ダークカモ
ブラック

ペイント
ホワイト

クリスタル
ネイビー

クリスタル
グリーン

クリスタル
ローズ

トライアングル
ブルー

トライアングル
オレンジ

トライアングル
グリーン

チドリピンク
ブルー

ボタニカル
グレイ

チドリライト
グリーン

ボタニカル
ワイン

タイダイ
ピンク

タイダイ
ブルー

PRINT GME
BRUSH

NEW PRINT PATTERN
GARDEN TROPICAL3.5mm

表：GFプリントジャージ
裏：マルチエラステックス

ブラッシュグレイ ブラッシュネイビー ガーデン トロピカル

MARK
MLD2019-EX

MLD2019-S

胸﹇
大 

・ 

小
﹈ ・ 

脚

テクシオンシルバー
［M1-8A］

テクシオンゴールド
［M1-9A］

MLD2019-W

胸 ﹇
大 

・ 

小
﹈

MV2019

胸﹇
大・小
﹈

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］

限定
マーク
右腕

限定
マーク
右腕

限定
マーク
右腕

限定
マーク
左脚

限定
マーク
左脚

限定
マーク
左脚

※カラー選択不可

※カラー選択不可

※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］

胸 ﹇
大 

・ 

小
﹈

限定
マーク
右腕

※カラー選択不可

※カラー選択不可

アイスブルー

ピスタチオ ファイヤー Sレッド ワイン ブルーベリー ローズ

ピーチ ネオオレンジ レモンイエロー

グリーンミント

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］

New New New New

Sea Lover ドライ・ウエットスーツのスキン素材
脱着専用日焼けを防ぐジェル

ドライスーツの手首やウエットスーツのスキン素材の脱着の際にストレ
スを感じさせない日焼けを防ぐジェルです。
スーツを傷めず、水で洗い落としも簡単。琉球大学でヒト皮膚モデルの
研究成果がある、沖縄産シークヮーサー抽出のノビレチンを配合。無香
料、無着色、シリコーン、鉱物油、紫外線吸収剤を含まないサンゴに優し
い成分だけでできています。

■成分●水、BG、グリセリン、ヒドロキシエチルセルロース、シイクワシャー果皮エ
キス(ノビレチン)、酸化チタン、PEG-60水添ヒマシ油、DPG、フェノキシエタノー
ル、メチルバラベン
■ご使用方法●適量を、肌とドライスーツの手首やウェットスーツのスキン素材等
によくなじませてください。
■使用上の注意●お肌に合わない時は、ご使用をおやめください。●傷やはれも
の、しっしん等異常のある部分にはお使いにならないでください。●使用中や使用
後に刺激等の異常があらわれた場合は使用を中止し、専門医等へご相談ください。
●目に入らないように注意してください。入った時や異常を感じたときはすぐに洗
い流してください。
■保管上の注意●使用後は必ずしっかりと蓋を閉めてください。●極端に高温又
は低温の場所、直射日光のあたる場所には保管しないでください。●天然由来成
分を配合しておりますので、沈殿物が出る場合がありますが、品質安全性には問題
ありません。●乳幼児の手の届かないところに保管してください。

シーラバー（化粧品）
100g　WSLV ： ￥2,400（＋税）

サンゴに
やさしい

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
２年間であれば、何回でもOK ！
※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

❷スーツ本体のピンホール修理無料
２年間であれば、何回でもOK ！
※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：¥5,000（＋税）
※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

［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。



強さも、動きやすさも、暖かさも、最上級の素材と機能とテクノロジーを投入して結実。

その先の領域へ快適に挑み続けられる、リミテッドエディション・ドライスーツです。

※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）。▲MLD2019-EX WOMEN ： ホワイト（タフα）＋ブラッシュネイビー（P）＋ホワイト（G）▲MLD2019-EX MEN ： ブラック（タフα））＋ブラッシュグレイ（P）＋ブラック（G）

熟練のプロやエキスパートなどアグレッシブなダイバーのための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）

SOFT RADIAL［EX/S/W］  強くて暖かい［ソフトラジアル］

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ーマテリアル［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腕と股マチに配置して、耐久性と運動性の両
立を実現しました。（EXのみ）

TOUGH ALFA［EX］ 強くて伸びる［タフαジャージ］

耐久性に優れた「カノコジャージ」にウレタン樹脂をコーティングして、耐摩耗性を高めた強靭素
材［ダッシュプロテクトライン］を、「EX」は腕裏、脇、ふくらはぎに、「S」は腕裏、脇に配して強化し
ました。（W、MVを除く）

DASH PROTECT LINE［EX/S］  強靭［ダッシュプロテクトライン］

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［EX/S/W］ 暖かく優しい肌触り［マルチエラステックス］

MLDシリーズには、運動性能と保温性を兼ね備えた、強靭かつ最適なパワーマテリアルを採用
し、ハードな環境下においてもダイバーを確実にサポートするパフォーマンスを与えました。

POWER MATERIAL
パワーマテリアルで確実にサポート

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。また、メインマテリアルは、強さと暖かさを兼ね備えた高機能素材［ソフトラジアル］＆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。

SPECIAL EQUIPMENT
限定ドライスーツならではのハイスペック装備

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。

WRIST VALVE DS［EX/S/W］
浮力調整をサポートする［リストバルブDS］

［MG DRYパッド］は、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、ヒザ頭からスネまでを岩やサンゴなどから
しっかりとガード。また、グリッドデザインが、フィンワークなど膝の複
雑な運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）

MAXIMUM GRID DRY PAD［EX/S/W］
強さと運動性能を高めた［MG DRYパッド］

ブラシアートをアレンジしたブラッシュ・プリントは、グレイ、ネイビーの2カラー。シックな花柄
をモチーフにしたガーデン・プリントは、ブルー系の1カラー。2019年も2つの魅力的なプリ
ント柄がデビューします。また、人気のトロピカルがドライスーツでも選べるようになりました。

NEW PRINTED MATERIAL
新たに2つのプリント柄をラインアップ

機能性を追求した結果生み出されたエキスパートダイバーのための「EX」と、アグレッシブダイ
バー向け「S」。感性豊かな女性ダイバーのために開発した「W」。そして、エントリーモデル「MV」。
4モデルすべてが、2019年リミテッドエディション専用デザインです。

LIMITED EDITION SPECIAL DESIGN
リミテッドエディションのためのスペシャルデザイン

右腕、左脚、それぞれのモデルに［LIMITED EDITION］専用マークを、また、「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。

LIMITED EDITION MARK
限定モデルの証［LIMITED EDITION］マーク

シリアルNo.［001］は
9月2日（月）に抽選いたします。

厚手できめ細かなマイクロファイバーを使用し、
抜群の吸水性と肌触りの良さを両立した
オリジナルタオルを、もれなくプレゼントします。
■EX、S ： マイクロファイバー・スポーツタオル（ブラッシュ柄）
■W ： マイクロファイバー・スポーツタオル（トロピカル柄）
■MV ： マイクロファイバー・ハンドタオル（ブラッシュ柄）
■サイズ
スポーツタオル：30×110cm／ハンドタオル：25×25cm
■素材
ポリエステル85％＋ナイロン15％

SPECIAL PRESENT
マイクロファイバータオルをもれなくプレゼント

New BRUSH NAVY New GARDEN New TROPICALNew BRUSH GRAY

MULTI ELASTEXDASH  PROTECT LINETOUGH ALFASOFT RADIAL

EX
S

W

MV

SPECIAL
PRESENT



Microfiber Sports Towel

UseUserSupportSupport
2 YEARS YEARS

UserSupport
2 YEARS
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

Choice! PRINT
発色が美しい
GLOSSY FIBER

あたたかい高強度・高耐久性
DASH PROTECT LINE Maximum Grid

Pad

しっかりガード

最高レベルの機能性を徹底追求したハイエンドモデル、EX。

強さ、暖かさ、運動性能、

すべてが最上級のパフォーマンスを約束します。

EX DESIGN
求められる機能性を徹底的に追求した
EXは、過酷な条件下でも確かなパフォー
マンスを発揮できる最上級の装備と素
材を備えた機能優先デザインです。
ハイエンドという称号にふさわしく、
スタイリッシュに仕上げました。

SPECIAL FEATURES
●主要素材：胸／フロント／バック／肩：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／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］
●腕裏／脇／ふくらはぎ：耐摩耗性を高めた高
強度高耐久性素材［ダッシュプロテクトライン］
●腕上部／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］
●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：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：抜群の吸水性に肌触
りなめらかな［マイクロファイバー・スポーツタオ
ル（ブラッシュ柄）］

MATERIAL：3.5mm
■表素材
●ソフトラジアル●タフαジャージ●ダッシュプ
ロテクトライン●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●マイクロファイバー・スポーツタオル
（ブラッシュ柄）

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:（小）¥1,000（＋税）●スタッズ
マーク: ¥1,800（＋税）

¥274,000-
100 着

（＋税）

ご注文は、2019年9月2日（月）から
2020年2月29日（土）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 ＋ ¥25,000（＋税）

［限定］

S DESIGN
機能性追求の「EX」デザインDNAはその
ままに、胸や腕などのパネルを［グロッ
シーファイバー］に変更。
もちろん、新しいプリント柄［ブラッ
シュ］などで、スタイリングのランク
アップも可能に。

SPECIAL FEATURES
●主要素材：フロント／バック／肩：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／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］
●腕上部／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］
●腕裏／脇：耐摩耗性を高めた高強度高耐久性
素材［ダッシュプロテクトライン］
●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］ 
●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：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：抜群の吸水性に肌触
りなめらかな［マイクロファイバー・スポーツタオ
ル（ブラッシュ柄）］

MATERIAL：3.5mm
■表素材
●ソフトラジアル●ダッシュプロテクトライン●
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●マイクロファイバー・スポーツタオル
（ブラッシュ柄）

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）¥1,800（＋税）／（小）
¥1,000（＋税）●スタッズマーク: ¥1,800（＋税）

¥24 4,000-

300 着

（＋税）

ご注文は、2019年9月2日（月）から
2020年2月29日（土）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

MLD2019-Wと合わせて300着限定

＋ ¥25,000（＋税）

［限定］

▲ブラック（タフα）＋ブラッシュグレイ（P）＋ブラック（G）▲ホワイト（タフα）＋ブラッシュネイビー（P）＋ホワイト（G）

MLD2019−EX
for EXPERT DIVER

MLD2019−S
for AGGRESSIVE DIVER

ハイエンドモデルEXの機能性とデザインはそのまま移植。 

アグレッシブダイバーにふさわしい、

高性能ドライスーツです。

▲ネイビー（G）＋ブラッシュネイビー（P）＋ホワイト（G）▲ワイン（G）＋クリスタルローズ（P）＋ホワイト（G）

※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）。

Microfiber Sports Towel
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UseUserSupportSupport
2 YEARS YEARS

UserSupport
2 YEARS
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
Choice! PRINT

発色が美しい
GLOSSY FIBER

あたたかい高強度・高耐久性
DASH PROTECT LINE

強くて伸びる
Maximum Grid

Pad

しっかりガード

シリアルNo.［001］は
9月2日（月）に抽選いたします。

シリアルNo.［001］は
9月2日（月）に抽選いたします。

SPECIAL
PRESENT

SPECIAL
PRESENT

マイクロファイバースポーツタオル・ブラッシュ柄マイクロファイバースポーツタオル・ブラッシュ柄



Microfiber Hand Towel

W DESIGN
サイドからインへ流れるカーブライン
＋ハイウエストデザインが、魅力的な
美シルエットに。
華やかなプリント柄が際立つ女性ダイ
バー専用デザインです。

SPECIAL FEATURES
●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／腕／サイド／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］
●サイドライン／背中ファスナー下：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］ 
●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：浮力調整をサポートする［リ
ストバルブDS］
●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］
●スペシャルプレゼント：抜群の吸水性に肌触
りなめらかな［マイクロファイバー・スポーツタオ
ル（トロピカル柄）］

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●マイクロファイバー・スポーツタオル
（トロピカル柄）

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）¥1,800（＋税）／（小）
¥1,000（＋税）●スタッズマーク: ¥1,800（＋税）

¥234,000-

300 着

（＋税）

ご注文は、2019年9月2日（月）から
2020年2月29日（土）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

MLD2019-Sと合わせて300着限定

＋ ¥25,000（＋税）

［限定］

MV DESIGN
メインパネルとサイドを流れる2ライン
のシンプル＆カジュアルなデザイン。
カラーリング次第で、スタイリッシュ
にアレンジできます。

SPECIAL FEATURES
●主要素材：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。
●スペシャルプレゼント：抜群の吸水性に肌触
りなめらかな［マイクロファイバー・ハンドタオル
（ブラッシュ柄）］

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●マイクロファイ
バー・ハンドタオル（ブラッシュ柄）

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: ¥15,000（＋税）●MG DRY 
パッド: ¥12,000（＋税）●ポイントマーク:（大）
¥1,800（＋税）／（小）¥1,000（＋税）●スタッズ
マーク: ¥1,800（＋税）

¥142 ,000-
300 着

（＋税）

ご注文は、2019年9月2日（月）から
2020年2月29日（土）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 ＋ ¥25,000（＋税）

［限定］

MLD2019−W
for WOMEN ACTIVE DIVER

スタイリッシュに決めてダイビングをもっと楽しく快適に。 

暖かさも動きやすさもデザインも、

女性ダイバーのための1着です。

▲ウォーター（G）＋ガーデン（P）＋ホワイト（G）
※スタッズマーク・プルメリアはオプション

▲ローズ（G）＋トロピカル（P）＋ローズ（G）
※スタッズマーク・ホヌはオプション

MV2019
for ENTRY DIVER

耐久性、保温性、運動性能など、求められるパフォーマンスを実現。 

エントリーダイバーのための

バリュープライスモデルです。

▲ブラック（G）＋クリスタルグリーン（P）＋ホワイト（G）▲ネオオレンジ（G）＋ペイントグリーン（P）＋ホワイト（G）
※リストバルブDSはオプション

※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。※ダイビングスーツの表示価格はレディメイドスーツの税別標準小売価格。オプション仕様の表示価格は税別標準小売価格。
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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

UseUserSupportSupport
2 YEARS YEARS

UserSupport
2 YEARS
安心サポートプリント柄選べます

Choice! PRINT
発色が美しい
GLOSSY FIBER Liv Fresh-P

バリュープライス
Option! ＋¥15,000（+税）

リストバルブDSも選べます

UseUserSupportSupport
2 YEARS YEARS

UserSupport
2 YEARS
安心サポート

SCDNECK
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

Choice! PRINT
発色が美しい
GLOSSY FIBER

あたたかい 美しいボディライン
Maximum Grid

Pad

しっかりガード

LIV FRESH-P

シリアルNo.［001］は
9月2日（月）に抽選いたします。

Microfiber Sports Towel

SPECIAL
PRESENT

SPECIAL
PRESENT

マイクロファイバースポーツタオル・トロピカル柄 マイクロファイバーハンドタオル・ブラッシュ柄




