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フロントファスナースーツ。

ハートシンボルがポイント。
ウイメンズ専用デザイン。
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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

当て布は、
フロントファスナー、
バック
ファスナー、
フロントネックファスナー
に装着。
※手首・足首ファスナーは、
ブラックのみ。

DC ; D ES I GN COM P ONENT / WET S U I T S

ウイメンズ専用デザイン、

WOMEN

CE

DC ; D ES I GN COM P ONENT / WET S U I T S

エッジの効いたシャープなデザインを着こなす、
ウイメンズ。

AF1

［フロントファスナーワンピース］

ファスナー ： 13 COLOR
ブラック

グレイ

ホワイト

ネイビー

シルバー
ブルー

レッド

ローズ

オレンジ

ピンク

バイオレット

イエロー

グリーン

フロントファスナー、
バックファスナー、
フロントネックファスナー、
手首・足首
ファスナーなど、
すべてのファスナーカ
ラーを選べます。

▲マルーン
（FE）
×チャコールグレイ
（FE）
×トライバルラベンダー
（P）
×ホワイト
（FE）
×ステッチ・ワイン

あたたかい

OR

バリュープライス

プリント柄選べます

あたたかい

OPTION PRINT

Choice! PRINT

▲ブラック
（FE）
×トロピカル
（P）
×チャコールグレイ
（FE）
フロントファスナー：当て布・ボーダーネイビー／ファスナー・ホワイト

うりずん柄
＋ ¥4,400（税込）

攻めの気分で優雅に着こなすウイメンズ専用スーツ。

PRICE

プリント柄を選べるようになったウイメンズ専用スーツAF3R。
フロント、
サイド、
バックにエッジの効いた

3mm／ワンピース：SJ

¥77,000（税込）

シャープなラインで構成された非対称デザインが好評です。

5mm／ワンピース：SJ

ポイントカラーに新しいプリント柄
「トライバルラベンダー」
などをチョイスすれば、
カラーリング次第でイ
メージがグーンと変わります。
今年のダイビングも攻めの気分で優雅に着こなしてください。

OR

バリュープライス

プリント柄選べます

Choice! PRINT

あたたかい

OPTION PRINT
うりずん柄
＋ ¥4,400（税込）

ウイメンズ専用フロントファスナースーツ。

▲ネイビー
（SJ）
×Ｓピンク
（SJ）
×ホワイト
（SJ）
×シルバー
（SJ）

※手首・足首ファスナーはオプション

PRICE

OR

バリュープライス

ハートのシンボルがキュートなイメージに。

PRICE

バックファスナーの開閉が難しいと感じる方

3mm／ワンピース：SJ

¥77,000（税込）

ポイントカラーにきれい色をプラスすればいつもの

3mm／ワンピース：SJ

¥59,400（税込）

¥81,400（税込）

や髪の毛の巻込みが気になる方に嬉しいウ

¥81,400（税込）

スーツも可愛く変身します。
肩のハートシンボルが

5mm／ワンピース：SJ

¥63,800（税込）

3mm／ワンピース：FE

¥115,500（税込）

イメンズ専用デザインのフロントファスナー

SUITS TYPE ●フロントファスナーワンピース●ワンピース

5mm／ワンピース：SJ

¥115,500（税込）

ポイント。
ウイメンズ専用デザインです。

3mm／ワンピース：FE

¥97,900（税込）

5mm／ワンピース：FE

¥119,900（税込）

スーツです。
ファスナーエンドはおへそ下に

3mm／ワンピース：FE

ロ

5mm／ワンピース：FE

¥119,900（税込）

5mm／ワンピース：FE

¥102,300（税込）

＋フルサイズオーダー

＋¥11,000（税込）

設定して広くオープンできるよう着脱性にも
配慮しました。
デザインはスポーティ＆エレガントをテーマ
に開発。
メインカラーはシックにして、
チェス

501 503 400 302 311FB

NEW PRINTED MATERIAL

トトップやウエストサイドなどのサブカラー
に、
プリント柄
「トロピカル」
を選べばノーブ
ルなイメージに。
ファスナーカラーやフロントファスナーの当

●シーガル●ロングジョン●ボレロ●イージーフーデッドボレ
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

＋フルサイズオーダー

＋¥11,000（税込）

＋フルサイズオーダー

＋¥11,000（税込）

テックス
EQUIPMENT ●ラッシュレスネック●ウェイブシェイプ＋バス

トカット●アルティマSTパッド

OPTION ●フロントネックファスナー：¥2,750●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：

500 501 503 400 302 311FB

501 503 400 302 311FB

（大）
¥1,980
（小）
¥1,100●スタッズマーク：¥1,980●うりず
ん柄：¥4,400
※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。

て布カラーも選べます。
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

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

マーブル
モノ

マーブル
ネイビー

トライバル トライバル
ラベンダー ウォーター

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 ■SJ●表素材：スタンダードジャージ●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●裏素材：マルチエラステックス

EQUIPMENT ●ラッシュレスネック●ウェイブシェイプ＋バストカット●アルティマSTパッド

EQUIPMENT ●ラッシュレスネック●ウェイブシェイプ＋バストカット●アルティマSTパッド

ク：
（大）
¥1,980
（小）
¥1,100●スタッズマーク：¥1,980●うりずん柄：¥4,400

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

OPTION ●フロントネックファスナー：¥2,750●手首ファスナー：¥3,740●足首ファスナー：¥3,740●ポイントマー

OPTION ●フロントネックファスナー：¥2,750●手首ファスナー：¥3,740●足首ファスナー：¥3,740●ポイントマー

※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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※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。

※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込標準小売価格。
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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