待望の斜めファスナーを採用したシェルドライ。

テクニカルダイビングのために生まれたシェルドライ。

テクニカルからレジャーダイビングまでワイドに対応。

異なる素材と機能性をブレンドしたハイブリッド・スーツ。
CO R E / I NTE R C R O S S ; S HELL D RY S U I T S

CO R E / I NTE R C R O S S ; S HELL D RY S U I T S
▲レッド×ブラック

ALL SHELL DRY SUITS［オール・シェルドライスーツ］

IC9700

for

強い
アルティメイトクロス

デザイン、
素材など、
IC9000の基本設計はそのま

▲レッド×ブラック

MENS WOMENS
スリムフィット
スタイル

フロントエントリー
斜めファスナー
DIAGONAL FASTENER

PRICE

SLIM FIT STYLE

¥328,000（＋税）

まに、
待望の斜めファスナーを採用したシェルドライ

アルティメイトクロス・ハイパー

スーツ。

▲INTERCROSS IC9000/9700; 27size より選択

防水ファスナーにはTIZIP MASTERSEALを標準装

※サイポケット1ヵ所、
リストバルブDSはオプション

ALL SHELL DRY SUITS［オール・シェルドライスーツ］

IC7200-PRO

強度や耐久性などテクニカルダイビングでの高い要

MENS WOMENS
フロントエントリー
ファスナー

強い
アルティメイトクロス
PRICE

FRONT ENTRY

¥328,000（＋税）

求性能を満たすための最強マテリアルを用意しまし

アルティメイトクロス

た。
メイン素材として高強度
「アルティメイトクロス・

▲INTERCROSS IC7200; 16size より選択

ヘビー」
を採用し、
さらに、
臀部など補強の必要な部

ALL SHELL DRY SUITS［オール・シェルドライスーツ］

for

IC7200

IC7200-PROと同一デザイン。
素材は、
強度や耐久

▲ブラック
（G）
×クリスタルネイビー
（P） ※リストバルブDSはオプション

MENS WOMENS
フロントエントリー
ファスナー

強い
アルティメイトクロス
PRICE

FRONT ENTRY

¥298,000（＋税）

性など使用部位ごとに異なる要求性能を満たすた

アルティメイトクロス

めに3種類のマテリアルを用意。
トルソーには動きや

▲INTERCROSS IC7200; 16size より選択

すい
「アルティメイトクロス」
を配し、
ボトムには、
より

HYBRID DRY SUITS［ハイブリッド・ドライスーツ］

IC7200HB

for
強い
アルティメイトクロス

上半身には、強靭でしなやかな運動性能を備えた
「アルティメイトクロス」
を、
下半身には3.5mmクロ
たハイブリッド・ドライスーツです。
ひとりでも着脱で

備して水の浸入をシャットアウト。さらにアウター

ULTIMATE CLOTH COLOR

位には
「アルティメイトクロス・コーデュラ」
で強化し

ULTIMATE CLOTH COLOR

高強度の
「アルティメイトクロス・ヘビー」
を使用。
さ

ULTIMATE CLOTH COLOR

き、
背中にファスナーがないので肩廻りの動きが非

アルティメイトクロス・ハイパー
ブラック
レッド

ています。
過酷な条件下におけるハードなプロユー

アルティメイトクロス・ヘビー
ブラック
レッド

らに、
臀部など補強の必要な部位には
「アルティメイ

アルティメイトクロス
ブラック
のみ

常にスムーズ。
シーズンを選ばず快適なダイビング

スナーを保護します。
ウエスト回りをすっきりさせた

スを想定したWD最強のシェルドライスーツです。

ました。

オレンジ

アルティメイトクロス・コーデュラ
ブラック
のみ

トクロス・コーデュラ」
で強化。
3つのマテリアルの結
合により、
動きやすさと強さを高いレベルで両立さ
せたシェルドライスーツです。

アルティメイトクロス・ヘビー
ブラック
のみ

MATERIAL ●素材：アルティメイトクロス・ハイパー

MATERIAL ●素材：
［上半身用］
アルティメイトクロス・ヘビー＋
［下半身用］
アルティメイトクロス・ヘビー＋
［補強用］
ア
ルティメイトクロス・コーデュラ

イトクロス・コーデュラ

EQUIPMENT ●給排気バルブ・オートテックII●ネック＆リストシール機能：ラテックスまたはクロロプレン・ソリッドネッ

EQUIPMENT ●給排気バルブ・オートテックII●ネック＆リストシール機能：ラテックスまたはクロロプレン・ソリッドネッ

EQUIPMENT ●給排気バルブ・オートテックII●ネック＆リストシール機能：ラテックスまたはクロロプレン・ソリッドネッ

MATERIAL ●素材：
［上半身用］
アルティメイトクロス＋
［下半身用］
アルティメイトクロス・ヘビー＋
［補強用］
アルティメ

ソックス
（2mm）
（選択可）
●サイポケット：1ヵ所
（左右選択可）

ク
（選択可）
●ドライファスナー：YKK PROSEALまたはTIZIP MASTERSEAL
（選択可）
●ブーツ：ドライブーツまたは高

ク
（選択可）
●ドライファスナー：YKK PROSEALまたはTIZIP MASTERSEAL
（選択可）
●ブーツ：ドライブーツまたは高

OPTION ●リストバルブDS¥15,000●サイポケット：1ヵ所¥6,000
（左右選択可）
●ガーターシステム¥18,000

比重クロロプレンソックス
（2mm）
（選択可）
●サイポケット：1ヵ所
（左右選択可）

比重クロロプレンソックス
（2mm）
（選択可）
●サイポケット：1ヵ所
（左右選択可）

OPTION ●リストバルブDS¥15,000●サイポケット：1ヵ所¥6,000
（左右選択可）
●ガーターシステム¥18,000

OPTION ●リストバルブDS¥15,000●サイポケット：1ヵ所¥6,000
（左右選択可）
●ガーターシステム¥18,000

※YKK PROSEALは、
ご使用できません。

※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）
。

プリント柄選べます

Choice! PRINT

FRONT ENTRY

PRICE
3アルティメイトクロス×3.5mmクロロプレン

¥249,000（＋税）
▲DRYSUITS 43size より選択
＋フルサイズオーダー

＋¥15,000（＋税）

※下半身のみ対応

が楽しめます。

ULTIMATE CLOTH COLOR

アルティメイトクロス
ブラック
のみ

アルティメイトクロス・コーデュラ
ブラック
のみ

ク
（選択可）
●ドライファスナー：TIZIP MASTERSEAL
（標準装備）
●ブーツ：ドライブーツまたは高比重クロロプレン

MENS WOMENS

フロントエントリー
ファスナー

ロプレンを採用し、
高い機能性と軽量化を両立させ

ファスナーでカバーする2重構造の採用で、
防水ファ
シルエットで、
さらに軽快さを獲得し、
快適性を高め
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※サイポケット1ヵ所、
ガーターシステムはオプション

MATERIAL ●素材
［上半身用］
：アルティメイトクロス●素材
［下半身用］
：3.5mmGME・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

EQUIPMENT ●給排気バルブ・オートテックII●ネック＆リストシール機能：ラテックスまたはクロロプレン・ソリッドネッ

ク
（選択可）
●ドライファスナー：YKK PROSEALまたはTIZIP MASTERSEAL
（選択可）
OPTION ●リストバルブDS¥15,000●MG DRY パッド：¥12,000
※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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