
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しっかりとサポートします。

▲ネイビー（G）×ホワイト（G）×グラデサーフ（P）
＋（スタッズマーク・シェルブルーはオプション）

▲ネオオレンジ（G）×ホワイト（G）×ライトカモピンク（P）
＋（スタッズマーク・ヤシノキはオプション）

女性ダイバーのための最上の快適性と運動性にデザイン性
も追求。ストレートラインでスレンダースタイリングを実現。
流れるようなカーブラインが織りなすデザインとウエイブ
シェイプで、女性の美しさを際立たせます。
女性にとって冷えの気になる腹部と磨耗しやすい背中～膝上
までに、しなやかな弾力性と強靭さを合わせ持つソフトラジ
アルを配置し、暖かさに定評のマルチエラステックスを採用
し保温性を確保しました。

DESIGN & COLORING
タフ＆ウォームな高機能素材をしなやかなデザインで
包みこむ、女性ダイバーのためのスタイリング

POWER MATERIAL

MLD2017-W EQUIPMENT

ソフトラジアル
フロント、バック、肩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。
グロッシーファイバー 
高い伸縮性と優れた耐摩耗性を備
え、色あせも少なく美しい発色の
ジャージ素材です。
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。

SOFT RADIAL

GLOSSY FIBER

MULTI ELASTEX

MULTI ELASTEX

グラデーション柄
波をモチーフに開発した新しいプリ
ント柄・グラデーションデザインは、
ブルーベースの［グラデサーフ］と
レッドベースの［グラデベリー］の2
カラー。
パネル構成に合わせて、スーツを
トータルに演出できます。

ダイビングの楽しさを広げる表現力。
プリント柄に、グラデーション2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
2017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
ナンバーを配しました。

ZIP PARKA
吸湿速乾性に優れた軽量素
材を採用し、ウインドシェルと
してアフターダイブからタウ
ンユースまで、カジュアルに
使いこなせる、フロントジップ
付きフーディパーカーです。

SPECIAL GIFT
MLDシリーズ・オーナーには、もれなくジップパーカーをプレゼント

PRINT “Gradation”

SPECIAL
PRESENT
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ご注文は、2017年9月4日（月）から
2018年2月28日（水）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4日（月）に
抽選いたします。

Limited Edition Mark

MAXIMUM GRID DRY PAD WRIST VALVE DS

WAVE SHAPE

MLD2017-Sと
合わせて
300着限定 300 着［限定］

▲ネオオレンジ（G）×ホワイト（G）×ライトカモピンク（P）
＋（スタッズマーク・ヤシノキはオプション）

▲ネイビー（G）×ホワイト（G）×グラデサーフ（P）
＋（スタッズマーク・シェルブルーはオプション）

¥234,000-

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］

●胸／腕／サイド／ふくらはぎ／股マチ
耐摩耗性と伸縮性に優れた美しい発色の素
材［グロッシーファイバー］
●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］
●MAXIMUM GRID DRYパッド
1ミリ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ドライパッド］
●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］

MATERIAL： 3.5mm
●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
●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・SCD仕様（標準ネック選択可）
●3Dマーク（選択）

SPECIAL EQUIPMENT
●MAXIMUM GRID DRY パッド
●LIMITED EDITIONマーク
●シリアルナンバー
●ジップパーカー

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

＋フルサイズオーダー ＋¥25,000（＋税）

MLD2017-W for
WOMEN
ACTIVE DIVERS

W
O
M
E
N

タフ＆ウォームな高機能素材をしなやかなデザインで包む。
このスタイリングとパフォーマンスは女性ダイバーのために。

ZIP PARKA

SPECIAL
PRESENT

女性ダイバーのための最上の快適性と運動性にデザイン性も追求。ストレートラインでスレンダースタイリングを実現。
弾力性と強靭さを合わせ持つソフトラジアル×暖かさに定評のマルチエラステックスを採用し保温性を確保しました。

※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）。
※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。
※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。

3D MARK

2017 LIMITED EDITION DRY SUITSDRY SUITS



2017 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

NEW STUDS MARK

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

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

グラデサーフ グラデベリー

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 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

グラデサーフ グラデベリーペイントホワイト ペイントグリーンペイントブルー

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

PRINT PATTERNNEW

セット内容

MARK

MLD2017-EX

MLD2017-S 胸

の
み

［小］

胸

胸 

・ 

脚

［大］
［小］

左
脚

3Dシルバー［M1-6A］3Dゴールド［M1-7A］ブラック［M1-1A］

ブラック
胸［M2-1A］／脚［M2-1B］

シルバー
胸［M2-2A］／脚［M2-2B］

ホワイト［M1-2A］

ゴールド［M1-3A］ ネイビー［M1-4A］ レッド［M1-5A］

MLD2017-W

MV2017

3Dシルバー［M1-6A］3Dゴールド［M1-7A］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］

背
中

※胸マークは［小］サイズのみ
※左脚マークは、サイドラインの
カラーによりマークカラーは固
定されます。

※背中マークはゴールドのみ

※左脚マーク、背中マークの設定
はありません

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

限定
マーク

限定
マーク

ブルー　※カラー選択不可
※グラデサーフ選択の場合

ゴールド　※カラー選択不可
※グラデサーフ／ベリー以外
　の生地を選択の場合

レッド　※カラー選択不可
※グラデベリー選択の場合

ゴールド

ヤシノキ
（ペリドット×ゴールド×カッパー）
W46mm × H53mm
¥1,800（＋税）

シェルピンク
（ライトピンク×シルバー）
W46mm × H43mm
¥1,800（＋税）

タツノオトシゴ
（ブルー×スカイブルー×ガンメタ）
W37mm × H57mm
¥1,800（＋税）

アンカー
（ゴールド）
W42mm × H47mm
¥1,800（＋税）

シェルブルー
（スカイブルー×シルバー）
W46mm × H43mm
¥1,800（＋税）

スタッズマーク スーツの腕や腰などにワンポイントのオシャレを。新たに、5つのスタッズがラインアップ。

2017 LIMITED EDITION DRY SUITSDRY SUITS


