
どんなシーンでも快適にダイビングできること…。
強さ、動きやすさ、そして暖かさまでを備えた、パワーマテ
リアルがサポートします。

▲ブラック×ネオグレイ×ペイントグリーン ▲ワイン×ホワイト×ボタニカルワイン

ヘヴィデューティなルックスに、バックからサイドへ回り込む、
ハイウエスト×ストレート・サイドラインのパネルデザインで、
スタイリッシュに演出します。
上半身のタフαをグロッシーファイバーにコンバート。EXと
同じデザインのまま19色へ自由度をアップ。
新プリント柄「ペイント」を配せばクールなイメージにも。

DESIGN & COLORING
基本デザインはEXと同一

ソフトラジアル
フロント、バックなどメインパーツに
強さと暖かさを兼ね備えた［ソフトラ
ジアル］を採用。優れた耐久性、耐摩
耗性の高さに、抜群の速乾性による
水キレの良さからエグジット後の身
体の冷えを抑えて体力の低下も防ぎ
ます。
タフαジャージ 
引き裂きに強いだけでなくストレッ
チ性にも優れた高機能素材。太もも
サイドに配置して、耐久性と運動性
の両立を実現しました。カラーは、
ブラックのみの設定です。
ダッシュプロテクトライン
耐久性のあるカノコジャージ×ウレ
タン樹脂コーティングで、耐摩耗性
を高めた高強度高耐性素材を、脇
下、腕裏などに採用して強化してい
ます。
マルチエラステックス
裏地は、暖かさとやさしいフィット感
が嬉しい超撥水加工・起毛保温素
材。スエードの肌触りに似た着心地
の良さに、起毛繊維の中で暖められ
た空気層による保温力で、寒さから
しっかりと守ります。

ペイント柄
飛び散るスプラッシュ模様でクール
なイメージを演出するペイント柄
は、ブラックベースにブルー、グリー
ン、ホワイトの3色を用意しました。

POWER MATERIAL

ダイビングの楽しさを広げる表現力。プリント柄に、ペイン
ト3色を新たにラインアップ。

NEW PRINT MATERIAL

Maximum Grid DRY Pad
1ミリ厚ウレタン素材突起で強さを
高め、グリッドデザインで運動性能を
大きくアップした［MG（マキシマム
グリッド） DRYパッド］を標準装備。
膝の全方位の複雑な動きに対して
柔軟にレスポンスします。

過酷な条件下でも安全性と快適性を発揮する限定仕様ドラ
イスーツならではの、スペシャル機能を装備。

SPECIAL EQUIPMENT

浮力調整をサポート、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
標準装備。腕を高く上げると簡単に
排気でき、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。
リミテッドエディションの証
特別マーク&シリアルナンバー
2016限定ドライスーツは、限定モデ
ルの証として、右手首に「LIMITED 
EDITION “SEA EXPLORER”」マー
クを。また、スーツ内側にはシリアル
ナンバーを配し、専用脚マークを採
用しました。

Hooded Towel
120cm×60cm、たっぷりサイズの
バスタオルにフードをプラス。アフ
ターダイブなど、頭からかぶってス
ナップ2ヶ所で前を止めれば、ちょっ
とした寒さへのガードや夏のサンケ
アをサポートします。肌にやさしい
コットン100％素材です。

SPECIAL GIFT
MLDシリーズ・オーナーには、もれなくフードタオルをプレゼント

SPECIAL GIFT

SOFT RADIAL

TOUGH ALFA

DASH PROTECT LINE

MULTI ELASTEX

PRINT “PAINT”

MLD2016-S
EQUIPMENT

2016 LIMITED EDITION DRY SUITSDRY SUITS



※プリント柄は実際のイメージとは異なる場合がございますので予めご了承ください。

300 着［限定］

※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。

▲ブラック×ネオグレイ×ペイントグリーン ▲ワイン×ホワイト×ボタニカルワイン

¥244,000-

SPECIAL FEATURES
●主要素材： フロント＆バック
優れた耐久性、高い耐摩耗性＆撥水性に柔
軟性を兼ね備える強靭な［ソフトラジアル］

●太もも
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］
●脇下／腕裏
耐摩耗性を高めた高強度高耐性の［ダッシ
ュプロテクトライン］
●裏生地
スエードの肌触りに、超撥水加工を施した
起毛保温素材［マルチエラステックス］
●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］

MATERIAL： 3.5mm
●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
●マルチエラステックス＋UMSフラット

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）
●3Dマーク（選択）

SPECIAL EQUIPMENT
●ウレタン素材＋グリッドデザインで強さと運
動性能を高めた2016MLDシリーズ専用
［MG（MAXIMUM GRID）DRYパッド］
●LIMITED EDITIONマーク
●LIMITED EDITION専用脚マーク（シルバー）
●MLD2016-S／W・シリアルナンバー
●フードタオル

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）

（＋税）

LIMITED NUMBER

PRICE

ご注文は、2016年9月1日（木）から
2017年2月28日（火）まで。
限定着数に達し次第終了いたします。

シリアルNo.［001］は
9月1日（火）に
抽選いたします。

Limited Edition Mark

WRIST VALVE DS

Maximum Grid DRY Pad

3D MARK

＋フルサイズオーダー ＋¥25,000（＋税）

SILVER LEG MARK

MLD2016-S 水キレがいい
SOFTRADIAL

あたたかい スムーズな排気強くて伸びる プリント柄選べます
Choice ! PRINT

for
AGGRESSIVE
DIVERS
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HOODED
TOWEL

SPECIAL GIFT

Maximum Grid Pad
MGパッド

上半身のタフαをグロッシーファイバーにコンバート。EXと同じデザインのまま19色へ自由度をアップ。
新プリント柄「ペイント」を配せばクールなイメージにも。

1ミリ厚ウレタン素材突起
で強さを高め、グリッドデ
ザインで運動性能を大き
くアップした［MG（マキシ
マムグリッド） DRYパッド］
を標準装備。膝の全方位
の複雑な動きに対して柔
軟にレスポンスします。

基本デザインはEXと同一。ハイレベルなEXの性能はそのままに、一部マテリアル
のみをコンバート。シーンを選ばないアグレッシブダイバーのための1着です。

MLD2016-Wと
合わせて
300着限定

2016 LIMITED EDITION DRY SUITSDRY SUITS



2016 LIMITED EDITION DRY SUITS  COLOR & MARK

ドライスーツ専用キット

●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 ※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

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

※マルチボーダーインディゴ、
マルチボーダーナチュラルは、
MLD2016-Wの専用素材で
す。その他のモデルでは使用
できません。

GF/GME
3.5mm

MARK

MLD2016-EX

MLD2016-S

MLD2016-W

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

ミント

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

スマート オーシャンフローラル

ブルーレパード ピンクレパード

ライトカモグレイライトカモブルー ライトカモピンク

ボタニカルネイビー

リアルレパード

ボタニカルグレイボタニカルワイン

ダークカモブラック ダークカモレッドダークカモブルー

ペイントホワイト

マルチボーダー
インディゴ

マルチボーダー
ナチュラルペイントホワイト ペイントブルー ペイントグリーン

ペイントグリーンペイントブルー マルチボーダー
インディゴ

マルチボーダー
ナチュラル

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

3D シルバー
胸［M1-6A］／脚［M12-LTD］

3D ゴールド
胸［M1-7A］／脚［M12-LTD］

ブラック
胸［M1-1A］／脚［M12-LTD］

ホワイト
胸［M1-2A］／脚［M12-LTD］

ゴールド
胸［M1-3A］／脚［M12-LTD］

ネイビー
胸［M1-4A］／脚［M12-LTD］

レッド
胸［M1-5A］／脚［M12-LTD］

MV2016

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］

PRINT PATTERNNEW

MLD2016-W 専用素材

セット内容
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