SU1

リゾートカジュアル・ウエットスーツ

WOMEN

セットアップ次第で、
エレガントにもキュートにも、
とっておきのスーツに変身します。

JACKET & VEST & PANTS

LONGJOHN

▲3ピース PRICE ①
●ジャケット：アイスブルー
（FE）
×ホワイト
（FE）
×ガーデン
（P）
●ベスト：アイスブルー
（FE）
×ホワイト
（FE）
●パンツ：ガーデン
（P）
×シルバー
（FE） ※スタッズマークはオプション

あたたかい

OR

バリュープライス

プリント柄選べます

Choice! PRINT

VEST & PANTS

JACKET

▲ジャケット PRICE ④
●ジャケット：ブラック
（SJ）
×スレートブルー
（SJ）
×ペイントホワイト
（P）

▲2ピース PRICE ③
●ベスト：アイスブルー
（FE）
×ホワイト
（FE）
●パンツ：ガーデン
（P）
×シルバー
（FE）

▲ロングジョン PRICE ②
●ロングジョン：ブラック
（SJ）
×スレートブルー
（SJ）
×ペイントホワイト
（P）
×ホワイト
（SJ）

PANTS

RC ; R E SORT C ASU AL / W E T SU I T S

RC ; R E SORT C ASU AL / W E T SU I T S

1＋1＋1で、
コーディネートを楽しめる、
マーメイドのためのリゾートカジュアルスーツ！

▲パンツ PRICE ⑤
●パンツ：パームグリーン
（P）
×ホワイト
（SJ）

OPTION PRINT
うりずん柄
＋ ¥4,400（税込）

■ カタログ掲載スーツ 価格表

スポーツウェア・ライクなセットアップ・ウエットスーツ。

3-PIECE ： PRICE ❶

ヨガやジムのエクササイズで、
デザイン性の高い機能ウェアを身にまとい、
ボディを磨き美しさを際立たせる…そんなイマドキの女性ダイバーたちに、
もっとスポー

PRICE：プリント柄あり

¥229,500：税込¥252,450

PRICE：プリント柄なし
3mm：SJ

¥38,500：税込¥42,350

ツウェア・ライクなウエットスーツを届けたい、
という思いから、
ジャケット、
ベスト、
パンツ、
ロングジョンのセットアップを前提に、
スキンダイビング、
ドルフィンスイム、

3mm／ジャケット：FE

¥79,000：税込¥86,900

5mm：SJ

5mm：SJ

¥74,000：税込¥81,400

5mm：SJ

¥42,500：税込¥46,750

5mm：SJ

ダイビングなどマリンレジャーを楽しむ女性のために開発したカジュアルウエットスーツです。

¥48,000：税込¥52,800

¥56,000：税込¥61,600

3mm／ベスト：FE

¥45,500：税込¥50,050

3mm：FE

3mm：FE

¥74,000：税込¥81,400

3mm：FE

¥105,000：税込¥115,500

¥105,000：税込¥115,500

3mm：FE

3mm／パンツ：FE

¥79,000：税込¥86,900

¥89,000：税込¥97,900

5mm：FE

¥83,000：税込¥91,300

5mm：FE

¥109,000：税込¥119,900

5mm：FE

¥78,000：税込¥85,800

5mm：FE

¥91,000：税込¥100,100

3mm：SJ

：税込¥23,650

¥21,500

ロングジョン 3mm：SJ

¥59,000：税込¥64,900

女性ダイバーのためのカジュアルウエットスーツ。
セットアップなので、
自分好みにアレンジできます。
着脱性と動きやすさと保温性に、
デザインを重視。
ジャケットは、
下腹部までをしっかりと保温するために着丈を長く設定しました。
ベストは、
動きやすくズレにくい
バックデザインでフィット感を与えながらオシャレ度もアップ。
また、
パンツはハイウエストにして腹部までをしっかりとガード。
もちろん、
ウエイブシェイプ＋バスト
カットも標準装備。
さらに、
上下セパレートなので、
トイレに行きやすいのも女性には嬉しいセットアップのメリットです。
ジャケットは左右非対称デザインがアクセン
ト。
パンツ＆ロングジョンはハイウエストのパネル設計で脚を長く見せる効果を高めています。
さらに、
ベストも含めて、
すべてのデザインは着ても脱いでも違和感の
ないようにシンクロさせているため、
プリント柄などをうまくコーディネートして、
クールからエレガント、
あるいはキュートまで、
自分好みにアレンジしてください。

3mm／3ピース

LONGJOHN ：PRICE ❷

¥76,500：税込¥84,150

3mm／ロングジョン：SJ

2-PIECE ： PRICE ❸
3mm／2ピース

¥150,500：税込¥165,550

3mm／ベスト：FE

¥45,500：税込¥50,050

3mm／パンツ：FE

¥105,000：税込¥115,500

ジャケット

3mm：SJ

¥44,000：税込¥48,400

＋フルサイズオーダー

＋¥7,000

：税込¥7,700

パンツ

3mm：SJ

¥70,000：税込¥77,000

ロングジョン 3mm：SJ

¥76,500

：税込¥84,150

ジャケット

ベスト

パンツ

3mm：SJ

¥52,000：税込¥57,200

5mm：SJ

¥80,500：税込¥88,550

5mm：SJ

¥25,500：税込¥28,050

5mm：SJ

¥63,000：税込¥69,300

3mm：FE

¥111,500：税込¥122,650

3mm：FE

¥45,500：税込¥50,050

3mm：FE

¥93,500：税込¥102,850

5mm：FE

¥115,500：税込¥127,050

5mm：FE

¥97,500：税込¥107,250

＋フルサイズオーダー

＋¥7,000：税込¥7,700

5mm：FE
＋フルサイズオーダー

¥49,500：税込¥54,450
＋¥7,000：税込¥7,700

＋フルサイズオーダー

＋¥7,000：税込¥7,700

JACKET ： PRICE ❹
3mm／ジャケット：SJ

¥44,000：税込¥48,400
301 407 400

PANTS ： PRICE ❺
3mm／パンツ：SJ

SUITS TYPE ●ジャケット●ベスト●パンツ●ロングジョン

MATERIAL ■SJ●表素材：スタンダードジャージ＋プリントジャージ●裏素材：スタンダードジャージ■FE●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

¥70,000：税込¥77,000

▶ P83

301 709 407 400
▶ P83

EQUIPMENT ●アルティマSTパッド

OPTION ●手首ファスナー：¥3,740●足首ファスナー：¥3,740●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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