水中でのストレス解放を目指したアスリート・モデル

フリーダイビング専用コンペティション・モデル

フリーダイビングに挑戦する方に最適なエントリー・モデル
AP NE A ; FR EE D I VI NG / WET S U I T S

AP NE A ; FR EE D I VI NG / WET S U I T S

APNEA

FREE DIVING
SUITS

Photo by Alex St. Jean

2度にわたってフリーダイビング世界記録を樹立した
世界の「HANAKO」
とWDとのコラボレーションで生まれた
アプネアシリーズ。
フリーダイビング専用のハイパフォーマンス・ウエットスーツです。
Photo by Alex St. Jean

フリーダイバー「HANAKO」
とWDの
コラボレーションから生まれたアプネア
国際大会で2度にわたって世界記録を樹立した
実績をもつ、
フリーダイビング日本記録保持者
のフリーダイバー
「HANAKO」
とのコラボレー
ションにより生まれたアプネアシリーズ。

▲シルバー
（SCS／CS）

世界を舞台にしたコンペティションにおいて、
水と一体化し、
より深く、
より長く水中にいら
れることをコンセプトに掲 げ 、W D の 高 い 設
計技術を投入して開発したフリーダイバーの
ため の スーツです。専 用 設 計「アプ ネアカッ
ト」
は、
フリーダイビングの研ぎすまされた動
きに呼 応して、柔 軟かつ的 確に対 応 。水 中で
のストレスから解放し、高いパフォーマンスを
発揮できます。

for

AP1

フリーダイビング

FREE DIVING

［SUITS TYPE］ワンピースまたはツーピースから

SCS

SKINSUITS

FREE DIVING

［SUITS TYPE］ワンピースまたはツーピースから

PRICE

水キレがいい

SCS

SKINSUITS

for

AP3
［SUITS TYPE］ワンピースまたはツーピースから

PRICE

MENS WOMENS

PRICE

2mm／ワンピース：SCB/JB

¥92,000（＋税）

アプネアカットの機能性はそのままに、
軽量でスト

3mm／ワンピース：FGX

¥80,000（＋税）

いて、
水中でのストレスからの解放をテーマに素材

3mm／ワンピース：SCS/CS

¥98,000（＋税）

性能に極力制限をかけないよう専用のストレッチ

3mm／ワンピース：SCB/JB

¥98,000（＋税）

レッチ性に優れた素材を採用しました。

3mm／ツーピース：FGX

¥89,000（＋税）

を厳選。

2mm／ツーピース：SCS/CS

¥99,000（＋税）

ジャージ素材を採用しました。

2mm／ツーピース：SCB/JB

¥99,000（＋税）

これからフリーダイビングにチャレンジしてみよう、

3mm／ツーピース：SCS/CS

¥105,000（＋税）

3mm／ツーピース：SCB/JB

¥105,000（＋税）

※フルサイズオーダーのみ

水の抵抗を抑えるスキン素材

SCS / CS
表 ： SCSシルバー
裏 ： セル（シルバー）

SCS
Photo by Daan Verhoeven

AP2

MENS WOMENS

超・低抵抗

ストレッチ性の高いラバーの伸縮性に対して、
その

ティション・モデルです。

ワールドダイブアンバサダーとして
WDブランドを応援しています

for
フリーダイビング

¥92,000（＋税）

HANAKO
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水キレがいい

2mm／ワンピース：SCS/CS

ために開発した、
フリーダイビング専用のコンペ

FREE DIVER

MENS WOMENS

超・低抵抗

▲ブラック
（FGX）

徹底した軽量化を図り、
国際大会などの競技中にお

より深く、
より長く、
水中にとどまるアスリートたちの

フリーダイビング日本代表選手

▲ブラック
（SCB／JB）

ラバーの表面に、空気中では水
をはじき、水 中では水になじむ
（親水）特殊加工を施し、流水抵
抗を限りなくゼロに近づけると
いう表面メカニズムを実現した
素 材 。水 中での 超・低 抵 抗 性 能
により泳ぐスピードを飛躍的に
向上させることを可能にした、
フ
リーダイビングに最適な素材。

APNEA CUT

501

OR

耐久性とのバランスを取りながら、
水中でのストレ
ス解放を目指したモデルです。

※フルサイズオーダーのみ

水の抵抗を抑えるスキン素材

308 405

SCB / JB
表 ： SCSブラック
裏 ： ストレッチジャージ

SCS

ラバーの表面に、空気中では水
をはじき、水 中では水になじむ
（親水）特殊加工を施し、流水抵
抗を限りなくゼロに近づけると
いう表面メカニズムを実現した
素 材 。水 中での 超・低 抵 抗 性 能
により泳ぐスピードを飛躍的に
向上させることを可能にした、
フ
リーダイビングに最適な素材。

APNEA CUT

501

OR

※フルサイズオーダーのみ

フリーダイビングを楽しもう、
とお考えのダイバー
に最適なエントリー・モデルです。

水キレがいいスキン素材

FGX

APNEA CUT
SUITS TYPE ●ワンピース●ツーピース
（フーデッドテールジャケット＋パンツ）

EQUIPMENT ●アプネアカット

EQUIPMENT ●アプネアカット

EQUIPMENT ●アプネアカット

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。

308 405

表 ： スキン
裏 ： ギガフレックス

SUITS TYPE ●ワンピース●ツーピース
（フーデッドテールジャケット＋パンツ）
MATERIAL ●表：SCSブラック × 裏：ストレッチジャージ

OR

フラットスキンにストレッチ性の
高いギガフレックスを組み合わ
せた素材です。

308 405

SUITS TYPE ●ワンピース●ツーピース
（フーデッドテールジャケット＋パンツ）
MATERIAL ●表：SCSシルバー × 裏：セル
（シルバー）

501

MATERIAL ●表：スキン × 裏：ギガフレックス

※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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