ロングコイルファスナーで

SCD が超・快 適な理由

ウエットスーツの「 着る・脱ぐ 」を
スムーズ＆スピーディにする
超・快 適スーツです 。

ど なたにも着 やすく脱ぎやすい 。

SCDワッペン：5カラー

ロング ファスナースーツなら

着脱しやすい

ロングコイルファスナー上部のワッペンは、
ファスナーカラー

たくさんの人 たちに

LONG FASTENER

5 COLOR SCD WAPPEN
に合わせて選択できる、
5つのカラーを用意しています。

ダイビ ング を楽しんでもらえます 。

SCD＝スーパーコンフォタブルデザイン・スーツ
どなたにもダイビングを存分に楽しんでいただきたい、
そんな思いから開発に着手
グリーン

しました。快適に、
しかもスムーズ＆スピーディな
「着る・脱ぐ」
を可能にしたSCDシ

ブラック

シルバー

ピンク

ホワイト

リーズ。
ユニバーサルデザインの思想をダイビングスーツに取り入れた画期的なダ
イビングスーツです。

EASY FOLD SYSTEM

SCDワッペン

20 COLOR SCD FASTENER

ファスナー内側イージーフォールドシステム

ダイビング前後の
「着る／脱ぐ」
をラクに。

水の浸入を防ぐために、
ファスナー内側の当て布を袋状にし

カラダにぴったりフィットのスーツが快適ダイビングの基本ですが、
反面、
着づらく

て、
裏側の縫い目すべて防水テープで止めて万全のガード。

脱ぎにくいという試練もついてきます。
それはダイビング前後のハードワークにほ

腕

かなりませんね。
そこで、
ダイビングスーツ本来の基本性能はもちろんのこと、
デザ

脚

ロングコイル
ファスナー

イン性も損なわずに、
とにかく
「着やすく脱ぎやすい」
ことを求めて、
ロングファス
ナースーツをつくりました。

SCDカラーファスナー：20カラー
コイルファスナーは、
全20カラーファスナーを用意しています。

ペイズリーピスタチオ

ペイズリーパープル

マーブルモノ

マーブルネイビー

パームグリーン

パームモノ

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

ボタニカルワイン

ボタニカルグレイ

ブラック

ホワイト

コーヒーブラウン

ダークレッド

コーラルピンク

インディゴブルー

SC D ; SU P E R C OMF ORTAB L E DE SI GN / W E T SU I T S
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SCD

SUPER COMFORTABLE
DESIGN

袖口ベルクロフラップ

もちろんシール性能も万全。
ロングコイルファスナーは、
通常の手・足首ファスナーの約2〜3倍以上の長さ。
だ
から着るのも脱ぐのも驚くほどラクにできます。
でも、
ただ長いファスナーであれば

トロピカル

SCDワッペン

いいというわけではありません。
まず、
動きやすさにも充分に注意しながら最適ファ
スナーを厳選しました。
つぎに、
ファスナーの内側全面にイージーフォールドシステ
ムを採用。
これは、
水の浸入を防ぐためにファスナーの内側に取付ける当て布を袋
状にしたもの。
そして、
裏側の縫い目をすべて防水テープ*で止めて万全のガードを

ロングコイルファスナー

施しました。
このイージーフォールドシステムは、
ファスナーが直接肌に触れること
で痛みを感じたりしないような配慮もなされています。
また、袖口と裾にはベルク

防水テープ

ロ・フラップをプラスして、
ファスナースライダーがずれ上がってファスナーが開い
防水テープ

てしまうことを防いでいます。
＊防水テープ加工は腕ロングコイルファスナー、
脚ロングコイルファスナーのみ。
着脱性の良さにリゾートダイバーたちも注目。

VELCRO FLAP

SCDシリーズは、
着る脱ぐがラクだから、
女性ダイバーやシニアダイバーなど力の

ベルクロ・フラップ

SCDカラーファスナー

弱い方にはもちろんのこと、
どなたにとっても頼もしい味方。
そして、
スーツの高い着

袖口と裾のベルクロ・フラップが、
ファスナースライダーがず

脱性にはリゾートダイバーたちも注目しています。
リゾートではボートで移動するこ

れ上がってファスナーが開いてしまうことを防ぎます。

とがほとんど。
ボートデッキ上で暑いときは簡単に脱げる。
ポイントに到着して
「いざ

袖口

ダイビング」
というときにはスムーズに着用できる。
そんな快適性能がリゾートダイ

裾

バーに好評なのです。
裾ベルクロフラップ

選べるファスナーカラー。
ロングコイルファスナーは、
ソリッドカラー7色＋プリントカラー13色
（ペイズリー柄、

ソーダブルー

マーブル柄、
トロピカル柄、
パーム柄、
ボタニカル柄とライトカモフラージュ柄）
から選

■ ソリッドカラー7色
■ プリントカラー13色

べます。
また、
SCDワッペンも5色を用意し、
機能だけでなくデザインでも快適性を追

●ペースリー ： 2色 ●マーブル ： 2色 ●トロピカル ： 1色
●パーム ： 2色 ●ライトカモ ： 3色 ●ボタニカル ： 3色

求しています。

1
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HOW TO
WEAR
SCD

Photo : Kyu Furumi

ASZ meets Hanako

2

スタイリッシュで
「着る／脱ぐ」
が
カンタン快適なSCD・ASZと
フリーダイバーHANAKOの出会い
〉
〉動画はこちらから
※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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CSZ

ASZ

ロングファスナースーツ

WOMEN

▲ネイビー
（FE）
×トロピカル
（P）
×ホワイト
（FE）
×ブラック
（FE）
＋ファスナー・インディゴブルー×SCDワッペン・ブラック

着脱しやすい

あたたかい

LONG FASTENER

プリント柄選べます

Choice! PRINT

WOMEN

女性のための快適スーツ。

▲アイスブルー
（FE）
×パームグリーン
（P）
×ホワイト
（FE）
×チャコールグレイ
（FE）
＋ファスナー・パームグリーン×SCDワッペン・ホワイト

うりずん柄
＋ ¥4,400（税込）

LONG FASTENER

スレンダーボディを際立たせるデザイン。

あたたかい

プリント柄選べます

Choice! PRINT

3mm／ワンピース

¥120,500：税込¥132,550

上下セパレートイメージのデザインです。左右

しいボディラインを引き立てるデザインにこだわりました。
まず、
バストラインをキレイに魅せるため

5mm／ワンピース

非対称のパネル設定だから、
カラーリング次第

に、
サイドと上下のパネルをうまくアレンジして胸パネルを工夫。
さらに、
脚長ハイウエストを演出す

¥124,500：税込¥136,950

※フルサイズオーダーのみ

るために、
サイドパネルのウエスト部分に斜めのパネルを配するとともに、
フロント、
バックともにウエ
スト下／ヒザ上のパネルにすることで効果を高めています。
もちろん、
バックスタイルのデザインに
もこだわっています。

でちょっとしたお洒落を楽しめるスーツに仕上
げました。
ウエイブシェイプ＆バストカットで女 性の本 来

SCD ワッペン
カラーファスナー

P76

ストレッチ性と暖かさを求めたマテリアル。

うりずん柄
＋ ¥4,400（税込）

メイン素材は、
伸びるファブロスファイバー。
高いストレッチ性で水中での動きをサポートします。
もち

501 503 400 302 311FB
▶ P83-84

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

ウェイブシェイプ＋バストカット●両腕／両脚ロングコイルファ
スナー●アルティマSTパッド

ストレッチ性と暖かさを求めたマテリアル。

マーク：
（大）
¥1,980
（小）
¥1,100●スタッズマーク：¥1,980

メイン素材は、
伸びるファブロスファイバー。
高い

●うりずん柄：¥4,400

ストレッチ性で水中での動きをサポートします。
も

肌を優しくフォローするとともに水中での暖かさをキープします。

ちろん、
裏素材は女性ダイバーに嬉しい起毛保温

OPTION ●フロントネックファスナー：¥2,750●ポイント

※オプション仕様の表示価格は税込標準小売価格。

あたたかい

プリント柄選べます

OPTION PRINT

Choice! PRINT

うりずん柄
＋ ¥4,400（税込）

DCシリーズのデザインコンセプトをSCDに。

PRICE

3mm／ワンピース

¥118,500：税込¥130,350

着脱性に優れた快適性はそのままに、
DCシリーズの

3mm／ワンピース

¥118,500：税込¥130,350

5mm／ワンピース

¥122,500：税込¥134,750

デザインコンセプトをSCDに、
をテーマに、
デザイン

5mm／ワンピース

性を追求して開発。
カービングラインで構成した左右

¥122,500：税込¥134,750

※フルサイズオーダーのみ

※フルサイズオーダーのみ

非対称デザインが際立つ、
メンズ専用SCDスーツで

EQUIPMENT ●フルサイズオーダー●ラッシュレスネック●

の流麗なラインも美しく表現します。

ろん、
裏素材は女性ダイバーに嬉しい起毛保温素材マルチエラステックス。
スエードのような感触で

LONG FASTENER

PRICE
SUITS TYPE ●ワンピース●シーガル●ロングジョン●ボレ

▲チャコールグレイ
（FE）
×アイスブルー
（FE）
×クリスタルグリーン
（P）
×ホワイト
（FE）
＋ファスナー・インディゴブルー×SCDワッペン・グリーン

着脱しやすい

OPTION PRINT

女性ダイバーのためのSCDスーツ。

PRICE

着脱をうーんとラクにして、
おしゃれも楽しめる女性ダイバーのためのSCDスーツ。
CSZは、
女性の美

MEN

DCのデザインコンセプトを投入したメンズ専用スーツ。

▲ネイビー
（FE）
×トロピカル
（P）
×ネイビー
（FE）
×ピーチ
（FE）
×ネイビー
（FE）
×ホワイト
（FE）
＋ファスナー・トロピカル×SCDワッペン・ピンク

着脱しやすい

OPTION PRINT

ファスナーもおしゃれのポイントに。

ロングファスナースーツ

SC D ; SU P E R C OMF ORTAB L E DE SI GN / W E T SU I T S

SC D ; SU P E R C OMF ORTAB L E DE SI GN / W E T SU I T S

女性ダイバーの美しいボディラインを引き立てる、
デザインコンフォートスーツ。

KSZ

ロングファスナースーツ

す。
右肩から左腕へ流れるパネルに、
プリント柄クリス

SCD ワッペン
カラーファスナー

P76

タルなどをセレクトすれば、
個性あふれる1着に。
501 503 400 302 311FB
▶ P83-84

SCD ワッペン
カラーファスナー

P76

快適な着脱を約束するロングファスナー。
スムーズ＆スピーディな着脱を可能にするロングコイ

501 503 400 302 311FB
▶ P83-84

ルファスナーは、
着る・脱ぐが驚くほどラクに。
メイン
素材は、
伸縮性に優れたファブロスファイバー。
裏素

素材マルチエラステックス。
スエードのような感触

材は、
スエードのような肌触りの起毛保温素材マルチ

で肌を優しくフォローするとともに水中での暖かさ

エラステックスで、
水中での暖かさを確実にキープ。

をキープします。
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

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

EQUIPMENT ●フルサイズオーダー●ラッシュレスネック●ウェイブシェイプ＋バストカット●両腕／両脚ロングコイルファスナー●アルティマSTパッド

EQUIPMENT ●フルサイズオーダー●ラッシュレスネック●両腕／両脚ロングコイルファスナー●アルティマSTパッド

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

OPTION ●フロントネックファスナー：¥2,750●ポイントマーク：
（大）
¥1,980
（小）
¥1,100●スタッズマーク：¥1,980●うりずん柄：¥4,400
※オプション仕様の表示価格は税込標準小売価格。

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

OPTION ●フロントネックファスナー：¥2,750●ポイントマーク：
（大）
¥1,980
（小）
¥1,100●スタッズマーク：¥1,980
●うりずん柄：¥4,400

※オプション仕様の表示価格は税込標準小売価格。
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※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。
（

）
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。

※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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ISZ

TSZR

ロングファスナースーツ

MEN WOMEN

▲ホワイト
（FE）
×シルバー
（FE）
×ブラック
（FE）
×マーブルモノ
（P）
＋ファスナー・マーブルモノ×SCDワッペン・ブラック

着脱しやすい
LONG FASTENER

水キレがいい

SKINSUITS

あたたかい

プリント柄選べます

Choice! PRINT

MEN WOMEN

▲シルバー
（FE）
×イエロー
（FE）
＋ファスナー・ソーダブルー×SCDワッペン・ホワイト

着脱しやすい

OPTION PRINT
うりずん柄
＋ ¥4,400（税込）

あたたかい

2色使いのシンプルなデザインが好評。

PRICE

フロント＆バックのスキン素材パネルに、
ウエストトップから内側へ流れるラインで構成されたスポーティデザインのSCDスキンスーツです。

3mm／ワンピース

¥120,000：税込¥132,000

サイドラインはプリント柄も選べます。
さらに、
ロングコイルファスナーは、
ソリッドカラー7色と、
プリント柄13色、
全20色から選べ、
SCDワッペンも5色を用意し

5mm／ワンピース

ました。

¥124,000：税込¥136,400

※フルサイズオーダーのみ

メイン素材は、
擦れや裂けに強いメッシュスキンを採用し、
その高い速乾性でエキジット後の風冷えからガード。
また、
腕と脚には伸びるファブロスファイバーで
運動性を高めています。
さらに、
膝裏にはフレキシブルスキンを配しフィンワークなどの激しい動きにも追従。
もちろん、
裏素材は肌触りのいい起毛保温素材マ
ルチエラステックスで暖かさをキープします。

3mm／ツーピース

¥196,000：税込¥215,600

3mm／ボレロ

¥93,000：税込¥102,300
¥103,000：税込¥113,300

3mm／ロングジョン

着るのも脱ぐのも驚くほどラクにするロングコイルファスナー。
通常の手・足首ファスナーの約2〜3倍以上の長さでスムーズ＆スピーディな着脱を可能にするロングコイルファスナーは、
両腕のヒジより上、
二の腕の中ほど
まで、
両脚の太ももの付け根あたりまで開きます。
だから着るのも脱ぐのも驚くほどラクに。
イージーフォールドシステムと防水テープで水の浸入を最小限に抑
えます。

P76

3カラーを選べるSCDシリーズ定番モデル。

PRICE

PRICE

3mm／ワンピース

通常の手・足首ファスナーの約2〜3倍以上の長さ

3mm／ワンピース

でスムーズ＆スピーディな着脱を可能にするロング

¥112,000：税込¥123,200

¥113,000：税込¥124,300

5mm／ワンピース

¥116,000：税込¥127,600

でスムーズ＆スピーディな着脱を可能にするロング

5mm／ワンピース

コイルファスナーを装着。

¥117,000：税込¥128,700

※フルサイズオーダーのみ

コイルファスナーを装着。
にはスエードのような優しい肌触りが人気の起毛保
温素材マルチエラステックスを採用して暖かさを
キープするとともに、
ロングコイルファスナー部の

※フルサイズオーダーのみ

表地は伸縮性に優れたファブロスファイバー。
裏地
にはスエードのような優しい肌触りが人気の起毛保

SCD ワッペン
カラーファスナー

P76

イージーフォールドシステムと防水テープで水の浸
入を最小限に抑えます。

SCD ワッペン
カラーファスナー

あたたかい

LONG FASTENER

通常の手・足首ファスナーの約2〜3倍以上の長さ

表地は伸縮性に優れたファブロスファイバー。
裏地

■写真ツーピース価格

▲チャコールグレイ
（FE）
×ブラック
（FE）
×ホワイト
（FE）
＋ファスナー・パームモノ×SCDワッペン・ホワイト

着脱しやすい

LONG FASTENER

メッシュスキン＋ファブロスファイバー＋マルチエラステックスのマテリアル構成。

MEN WOMEN

着脱性を高めた人気のSCDシリーズ。2色使いと3色使いのベーシックモデル。

▲ブラック
（FE）
×ホワイト
（FE）
×ネイビー
（FE）
×マーブルネイビー
（P）
＋ファスナー・マーブルネイビー×SCDワッペン・ブラック

好評のSCDスキンスーツ。

ロングファスナースーツ

SC D ; SU P E R C OMF ORTAB L E DE SI GN / W E T SU I T S
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スキン素材×ロングコイルファスナー、機能性のコラボ。SCDスキンスーツ。

YSZ

ロングファスナースーツ

温素材マルチエラステックスを採用して暖かさを
501 503 400 302 311FB
▶ P83-84

キープするとともに、
ロングコイルファスナー部の

SCD ワッペン
カラーファスナー

P76

イージーフォールドシステムと防水テープで水の浸

501 503 400 302 311FB
▶ P83-84

入を最小限に抑えます。

501 503 400 302 311FB
▶ P83-84

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

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

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

EQUIPMENT ●フルサイズオーダー●ラッシュレスネック●両腕／両脚ロングコイルファスナー●アルティマSTパッド

EQUIPMENT ●フルサイズオーダー●ラッシュレスネック●両腕／両脚ロングコイルファスナー●アルティマST II パッド

EQUIPMENT ●フルサイズオーダー●ラッシュレスネック●両腕／両脚ロングコイルファスナー●アルティマSTパッド

MATERIAL ●表素材：メッシュスキン＋フレキシブルスキン＋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
OPTION ●フロントネックファスナー：¥2,750●うりずん柄：¥4,400
※オプション仕様の表示価格は税込標準小売価格。
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MATERIAL ●表素材：ファブロスファイバー●裏素材：マルチエラステックス

OPTION ●フロントネックファスナー：¥2,750●ポイントマーク：
（大）
¥1,980
（小）
¥1,100●スタッズマーク：¥1,980
※オプション仕様の表示価格は税込標準小売価格。

MATERIAL ●表素材：ファブロスファイバー●裏素材：マルチエラステックス

OPTION ●フロントネックファスナー：¥2,750●ポイントマーク：
（大）
¥1,980
（小）
¥1,100●スタッズマーク：¥1,980
※オプション仕様の表示価格は税込標準小売価格。

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。
（

）
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。

※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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