羨望のMAXウイメンズ。ハイウエストデザインにスキン×プリントでクールフェミニンに。

プリント柄が選べる、同一デザインの、スキン素材とジャージ素材のMAXメンズスーツ。
M AX ; WET S U I T S

M AX ; WET S U I T S

MAX WOMENS XB EQUIPMENT
MAXウイメンズ・ウエットスーツならではの
機能性に、
お洒落なポイントもプラス

フロントネックファスナー
（オプション）

首への圧迫感を解消するフロントネックファスナー

（オプション）
は、
当て布のカラーリングをボーダーネ
イビー、
ボーダーグレイ、
ブラックの3色から選択可
能にして、
スーツカラーとのコーディネートも楽しめ
るようにしました。
ファスナー・当て布 ： 3 COLOR

ボーダーネイビー

ボーダーグレイ

ブラック

手首・足首ファスナー
（オプション）

腕や脚などの着脱をサポートする手首・足首ファス
ナー
（オプション）
には、
13色を用意しました。
レッドや
ホワイトなどのカラーファスナーを選択すればおしゃ
れなポイントに。
ファスナー ： 13 COLOR
ブラック

グレイ

シルバー

ネイビー

ブルー

レッド

ホワイト
ローズ

オレンジ

ピンク

バイオレット

イエロー

グリーン

XV EQUIPMENT

DOT STENCIL

MESH SKIN

FLEX SKIN

FLEX SKIN

メイン素材・メッシュスキン

保温性、
伸縮性にすぐれ、
さらに高い撥水効果により
水のキレがいいメッシュスキンを採用。
ボートダイビ

ングでのデッキ上やエキジットしたあとも風冷えなど

FLEX SKIN
フレキシブルスキン

運動頻度の高いウエストバック

から守る女性には嬉しい素材です。

や膝裏にエンボス加工を施し曲

脇下素材・ドットステンシル

キシブルスキンを採用。

げやすくシワになりにくいフレ

脇下のパーツには、
優れた伸縮性に加えウレタン樹
脂素材をドット形状にコーティングし耐摩耗性を高め
たドットステンシルを採用。
BCジャケットを装着する
際に生じる生地表面の擦れなどを防ぐとともに、
激し
い動きにも確実に対応します。
フレキシブルスキン

運動頻度の高いウエストバックや膝裏には、
エンボス
加工を施した曲げやすくシワになりにくいフレキシブ
ルスキンを採用しました。

DOT STENCIL
フレキシブルスキン

ウレタン樹脂素材をドット形状に
コーティングし耐摩耗性と伸縮
性に優れたドットステンシルをス

PRICE ❶ ▲ネイビー
（FE）
×ボタニカルネイビー
（P）
×ネイビー
（ZF）
×ブラック
（FE）
フロントネックファスナー当て布・ボーダーネイビー／手首・足首ファスナー：レッド
※フロントネック・手首・足首ファスナーはオプション

ネとふくらはぎ部分に採用。

PRICE ❷ ▲ボレロ＋スリーブレス：ブラック
（FE）
×ボタニカルグレイ
（P）
×ブラック
（ZF）
×ホワイト
（FE）
フロントファスナー当て布・ボーダーグレイ／手首・足首ファスナー：ホワイト
※手首・足首ファスナーはオプション

▲ダークカモレッド
（P）
×ブラック
（ZF）

for

MAX WOMENS

XB

水キレがいい

SKINSUITS

ハイウエストデザインに、
スキン×プリントの絶妙なバランス。

あたたかい

プリント柄選べます

Choice! PRINT
PRICE ❶

WOMENS

OPTION PRINT
うりずん柄
＋ ¥4,000（税）

for

XV

水キレがいい

SKINSUITS

PRICE

ボタニカルなどのプリント柄とマットなスキン素材をアレンジ。
機能性を充実させつつクールフェミニンにふさわしいデザインを追求したMAXシリーズのウイメン

3mm／ワンピース

¥106,000（＋税）

3mm／ワンピース

¥106,000（＋税）

ズ専用MAXスキンスーツです。
ハイウエストを意識したデザインは、
マークを小さくするなどしてスタイリングの美しさを大切にしました。
そこにボタニカルなどの

5mm／ワンピース

¥110,000（＋税）

5mm／ワンピース

¥110,000（＋税）

プリントジャージをバランスよくコーディネイトして、
より女性らしさを演出します。
素材は、
フロントは胸から太ももまで、
バックは背中からヒップ、
膝上まで、
擦れや裂けに強く水切れのいいメッシュスキンを採用。
乾きが速いのでエキジット後も風
冷えから守ります。
また、
脇下にはドットステンシルで強化。
バックのウエスト部分と膝裏にはフレキシブルスキンで水中での動きやすさをカバーします。
もちろん、
裏素材は、
スエードのやさしい肌触りと暖かさを両立したマルチエラステックス。
また、
バックファスナー、
フロントファスナー、
フロントネックファスナー
（オプション）
の当て布部分は、
ボーダーネイビー、
ボーダーグレイ、
ブラックの3デザインから
選択可能。
そして、
手・足首ファスナー
（オプション）
も、
13カラーを用意するなど、
さりげないワンポイントのおしゃれをプラス。
スリーブレス・オン・ボレロのツーピースでシーンに合わせて使いこなす。
スリーブレスは、
XBだけのスーツタイプ。
ボレロなどのジャケットとコーディネイトすればシーンに合わせて使い方も多彩に。
海でもシックなお洒落を楽しみたい女
性ダイバーへお届けする、
イチ押しのウエットスーツです。

▲ネイビー
（FE）
×ペイントホワイト
（P）

＋フルサイズオーダー

＋¥10,000（＋税）

＋フルサイズオーダー

＋¥10,000（＋税）

＋セミドライ仕様

＋¥12,000（＋税）

＋セミドライ仕様

＋¥12,000（＋税）

あたたかい

プリント柄選べます

Choice! PRINT

MENS

OPTION PRINT
うりずん柄
＋ ¥4,000（税）

¥179,000（＋税）

3mm／ボレロ

¥79,000（＋税）
＋¥7,000（＋税）
¥100,000（＋税）
＋¥10,000（＋税）

＋フルサイズオーダー
3mm／スリーブレス
＋フルサイズオーダー

EQUIPMENT ●ラッシュレスネック●ウエイブシェイプ＋バストカット●アルティマSTパッド●テクシオンマーク
（選択）

OPTION ●フロントネックファスナー：¥2,500●手首ファスナー：¥3,400●足首ファスナー：¥3,400●ポイントマーク：
（大）
¥1,800
（小）
¥1,000●スタッズマーク：¥1,800
●うりずん柄：¥4,000

Caution! スキン素材は、
鋭利なものや爪などで生地が切れる場合があります。
無理に引っぱったりすると生地の裂けや損傷の原因になるので、
着脱の際など取扱いには充分にご注意下さい。
※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、
スキン素材などブラック固定色などは記載していません。
（

PRICE

胸の逞しさを強調するサイドパネルと上腕から手首に巻き付くように流れるライン、
そしてウエストサイドから膝

3mm／ワンピース

パッドにかけてカーブラインを採用して、
MAXシリーズにふさわしいタフネス＆クールなイメージを演出。
マーク類

5mm／ワンピース

は、
胸にテクシオンマーク、
左脚太ももに脚マークを配してデザインを優先させました。
スキン or ジャージ素材
スキンベース・XVのメイン素材は、
擦れや裂けに強く耐久性に優れた水切れのいいメッシュスキンで風冷えをガー

MENS

OPTION PRINT
うりずん柄
＋ ¥4,000（税）

¥106,000（＋税）
¥110,000（＋税）

＋フルサイズオーダー

＋¥10,000（＋税）

＋セミドライ仕様

＋¥12,000（＋税）

しています。
また、
足首部分には、
表に伸縮性の高いスーパーギガフレックス、
裏には肌に密着フィットするUMSフ
501 503 400 302 311FB

ラットスキンとの組合せで水の浸入を抑えます。
ジャージベース・XVJのメイン素材には伸縮性に優れたファブロスファイバーを採用。
XV、
XVJともにプリントジャー

501 503 414 302 311FB

501 503 400 302 311FB

ジでのカラーリングも楽しめます。
裏素材は、
抜群の肌触りと暖かさとを両立したマルチエラステックスです。

MATERIAL ●表素材：メッシュスキン＋フレキシブルスキン＋ドットステンシル＋ファブロスファイバー＋プリントジャー

ジ●裏素材：マルチエラステックス＋UMSフラット＋フリスト

EQUIPMENT ●ラッシュレスネック●アルティマSTパッド●テクシオンマーク
（選択）

OPTION ●フロントネックファスナー：¥2,500●手首ファスナー：¥3,400●足首ファスナー：¥3,400●ポイントマー

ク：
（小）
¥1,000●スタッズマーク：¥1,800●うりずん柄：¥4,000

SUITS TYPE ●ワンピース●シーガル●ロングジョン●ボレロ●イージーフーデッドボレロ

MATERIAL ●表素材：ファブロスファイバー＋プリントジャージ●裏素材：マルチエラステックス
EQUIPMENT ●ラッシュレスネック●アルティマSTパッド●テクシオンマーク
（選択）

OPTION ●フロントネックファスナー：¥2,500●手首ファスナー：¥3,400●足首ファスナー：¥3,400●ポイントマー

ク：
（大）
¥1,800
（小）
¥1,000●スタッズマーク：¥1,800●うりずん柄：¥4,000
※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。

※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。

※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。
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Choice! PRINT

同一デザイン

SUITS TYPE ●ワンピース●シーガル●ロングジョン●ボレロ●イージーフーデッドボレロ

MATERIAL ●表素材：メッシュスキン＋フレキシブルスキン＋ドットステンシル＋ファブロスファイバー＋プリントジャージ●裏素材：マルチエラステックス＋フリスト

XVJ

プリント柄選べます

ド。
動きの激しいバックウエストと膝裏にはフレキシブルスキンで運動性をカバー、
膝下はドットステンシルで強化

PRICE ❷
3mm／ツーピース

●SUITS TYPE ●ワンピース●シーガル●スリーブレス●ボレロ●イージーフーデッドボレロ

for
あたたかい

）
内記号は素材＝SJ：スタンダードジャージ、
FE：ファブロスファイバー、
P：プリントジャージ
（PSJ/PSE）
、
ZF：ドットステンシル。

Caution! スキン素材は、
鋭利なものや爪などで生地が切れる場合があります。
無理に引っぱったりすると生地の裂けや損傷の原因になるので、
着脱の際など取扱いには充分にご注意下さい。
※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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