
2017 COLD WATER SERIES



BLACK Edition “4 SEASONS SERIES”
その卓越した着心地は他の追随を許さない。

更に今季より圧倒的な暖かさと比類無き伸縮性を誇る

Shiny Black Skin誕生 !!

「全てを染める漆黒を纏い、四季を思うがままに・・・」

T H E  B E S T  Q U A L I T Y



Men’s 
ORCA-C

Men’s , Lady’s
TRIANGLE-C



ジャージ
Ti-α（チタン合金層）

Ti-α（チタン合金層）
Athleteジャージ

クロロプレンゴム

WIZARD-C
Men’s , Lady’s

※標準装備および有料オプションに関してはADVANCE SERIESと同じになります。

Material

4 SEASONS MARK SAMPLE

PRICE

ATHLETE JERSEY 特殊な製造工程により糸に膨らみを持たせた特殊複合加工糸を使用。究極のストレッチ性に加え、両面にチタン
合金層を施したことにより、保温性にも優れた最新の短起毛素材。

＊全マーク色は統一となります。（Rサークルマークは除く）他色との組み合わせは出来ません。

フラッグマーク ストレートマーク 4 SEASONS ワッペン

Rマーク

カラー指定： ゴールドイエロー・インディアンレッド
 インディゴブルー・ホワイト

【Rマーク小 :33mm】
指定箇所：左胸／左手首／右手首／左腕／右腕／
右背中（4 SEASONS ワッペンの指定はできません）

指定箇所：左袖／右袖／左脚裾／右脚裾

カラー指定： ゴールドイエロー・インディアンレッド
 インディゴブルー・ホワイト

指定箇所：左腕／右腕／両腕

（※注）通常の ADVANCE SERIES マークを指定の場合、4 SEASONS マークの指定はできません。
　　　  ADVANCE SERIES マークを指定の場合は、通常のオーダーシートをご使用下さい。

ゴールド
イエロー

インディアン
レッド

インディゴ
ブルー

ホワイト

【Rサークルマーク中 :82mm】
指定箇所：左尻／左腕／右腕／
左フクラハギ外／右フクラハギ外／
右背中（4 SEASONS ワッペンの指定はできません）

【Rマーク大 :140mm】
指定箇所：左尻のみ指定可能

【Rサークルマーク小 :43mm】
指定箇所：左胸／左手首／右手首／左腕／右腕／
右背中（4 SEASONS ワッペンの指定はできません）

■オプション：フルオーダーは本体価格の20%アップ、セミオーダー（6カ所まで）は本体価格の10%アップになります。

TRIANGLE-C 背中首下のみ
ORCA-C 背中首下のみ
WIZARD-C 左胸ライン中のみ
＊WIZARD-Cの左胸に各Rマーク小を指定の場合、
4 SEASONS ワッペンは入りません。

※TRIANGLE-C フラップ ZIP タイプまたは Shiny Black Skin の場合、左胸に各 Rマーク小を指定することは出来ません。左フラップに各小マークを指定することは可能です。
※WIZARD-C の場合、左胸ライン中に各 Rマーク小または 4SEASONS ワッペンを指定できます。

BLACK Edition ATHLETE JERSEY
TRIANGLE-C ORCA-C WIZARD-C

4all,4/2.5mm 106,920 103,680 100,440

2.5mm 104,760 101,520   98,280
ATHLETE

WIZARD-C

BLACK Edition Shiny Black Skin
TRIANGLE-C ORCA-C

4all,4/2.5mm 129,600 124,200 120,960

2.5mm 127,440 122,040 118,800
Shiny Black Skin
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ブラックのみ

ブラックのみ

※ WIZARD-C にはフラッグマーク
　の指定ができません。

※WIZARD-C には腕と右背中には入りません。
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Athlete ジャージ特有の伸縮性を保持したまま、更に優れた軽量感と運動性、蓄熱性を追究したNEWラバー。
表面のラバーに施した加工は水の抵抗を減らしパドル時の運動性能を約束する。また容易な着脱も可能にする
究極マテリアル。内面には保温性に優れたチタン合金層を施した短起毛素材。

Shiny Black Skin

★表示価格はすべてメーカー希望小売価格（消費税込）です。

Shiny Black Skin が太陽光などの
熱を吸収し、蓄熱効果を促します。

Shiny Black Skin が外気（冷たさ）
を遮断し、放熱を防ぎます。

チタン合金層が体熱を
反射させ、熱損失を防ぎます。

Shiny Black Skinコーティング
クロロプレンゴム
Ti-α（チタン合金層）
Athleteジャージ



Rider:KIYOSHI KANEDA　Photo:YUJI MASUDA

T H E  B E S T  Q U A L I T Y

ADVANCE SERIES



Men’s & Lady’s

抜群の運動性と防水性も進化したモデルTRIANGLE-C

■ フラップ ベルクロタイプ

アウターフラップ留めはベルクロタイプ又は ZIP タイプどちらかお選び
頂けます。指定の無い場合はベルクロタイプになります。

■ フラップZIPタイプ

■ ハイネック（無料オプション）

ハイネックを内側に折り込む事で、首
からの水の侵入を防ぎます。指定の無
い場合は通常の 1重首になります。

■ インナーシステム

標 準 装 備

アウターフラップの両サイドにベルクロ
を装着することで、横からの水の侵入を
防ぎます。

No Zip 専用オプション。両肩に装備
されたストラップを引っ張ることで脱
ぐ動作を容易にします。使用上の注意：
着る時にストラップを前側（胸のあた
り）に収納しておくと脱ぐ際に楽に
引っ張る事ができます。

＊EasyStrap：税込 ¥5,400-

グローブ・ブーツ専用のダブルカ
フ。グローブ又はブーツを装着す
る際、内側のベロと外側のベロの
間にグローブ又はブーツを挟み込
み使用します。

※両手首ダブルカフ : 税込 ¥8,640-
※両足首ダブルカフ : 税込 ¥8,640-

■ EasyStrap ■ 手首ダブルカフ
■ 足首ダブルカフ

TRIANGLE-C, EMPEROR 
カラー： 本　体／ EMPERORスキン
 フラップ・背中・左袖・左膝下／EMPERORアクアブルー
 右袖・右膝下／EMPERORスキン
 下半身 ／ EMPERORスキン
マーク： 左　胸／Rマークmini （ホワイト）
　　　　 左手首ナナメ／3Dマーク （ホワイト）
　　　　 左　尻／ロゴマーク大 （ホワイト）
ヒザパッド：TF PAD
本体価格：5/3.5mm ￥126,360-（税込）

有料Option

■ 手首水切り

手首からの水の侵入を防ぐ
水切りシステム

TRIANGLE-C, EMPEROR
カラー： 本　体／ EMPERORスキン
 フラップ・背中・左袖・左膝下／EMPERORスキン
 右袖・右膝下／EMPERORホワイト
 下半身／ EMPERORスキン
マーク： 左フラップ／Rマークmini （レッド）
 右背中／Rマーク大（レッド）
 右　腕／羽マーク小（ブラック）
ヒザパッド：TF PAD
本体価格：3.5mm ￥124,200-（税込）

ORCA-C
Men’s

ウェットスーツ本体の
首を内側に折り込み、
ネックリングの間に本
体の首を挟み込みま
す。

リングを半分に折り、
スキン面が首にあたる
ように装着し、折り目
が首の下側にくるよう
に被ります。

■ ネックリング標 準 装 備

脱ぎ方の見本

胸を掴んで首から
空気を入れる

両肘をウェット
内部に抜く

首から両手を出す 腰まで下ろす

No Zip 専用オプション。両肩に装備
されたストラップを引っ張ることで
脱ぐ動作を容易にします。
使用上の注意：着る時にストラップ
を前側（胸のあたり）に収納してお
くと脱ぐ際に楽に引っ張る事ができ
ます。

＊EasyStrap：税込 ¥5,400-

グローブ・ブーツ専用のダブルカフ。グローブ
又はブーツを装着する際、内側のベロと外側の
ベロの間にグローブ又はブーツを挟み込み使用
します。

※両手首ダブルカフ : 税込 ¥8,640-
※両足首ダブルカフ : 税込 ¥8,640-

■ EasyStrap■ インナーネック ■ 手首ダブルカフ ■ 足首ダブルカフ

■ プロパーモデル用水切りは付きませんが、無料オプションで装着可能です。
※通常、左手首と右膝下はブラックジャージになりますが、両膝下をスキンまたはジャージ黒にすることもできます。

No Zip ORCA-C, EMPEROR 
カラー ： 本　体／ EMPERORスキン
 右手首・左膝下／MONO-Lブラック
 下半身／ EMPERORスキン
マーク： 左　胸／Rマークmini（ゴールド）
 右背中／Rマーク大（ゴールド）
 右　腕／ロゴ小（ゴールド）
ヒザパッド：TF PAD
本体価格：3.5mm ￥1１8,800-（税込）
オプション：MONO-L ￥8,640-UP

有料Option

優れた防水性、卓越した運動性能をかねそなえたネックエントリーモデル

首

ウェットスーツ本体の首部

ネックリング

■ フードフラップ

顔周りのサイズ調整は、
専用コードで調整可能で
す。＜フードサイズ：S / M 
/ L / XL＞
※フードフラップ : 税込￥16,200-

ORCA 専用オプション。
ネックエントリー特有の首～肩
にかけての冷えを防ぐ為の防寒
オプション。

＊インナーネック : 税込￥8,640-



WIZARD-C
Men’s & Lady’s

有料Option

WIZARD-C WG-ZIP, EMPEROR
カラー ： 本　体／ EMPERORスキン
 ライン（胸･腕･腿）／ EMPERORジェイド
 下半身／ EMPERORスキン
マーク： 左　胸／羽ワッペン（ゴールド）
 左フクラハギナナメ／ロゴ大（ゴールド）
ヒザパッド：TF PAD
本体価格：5/3.5mm ￥117,720-（税込）
オプション：WAVE BARRIER指定 ￥10,800-UP

■ WIZARD-Cは背中ファスナー（WG-ZIP）となります。フロントファスナーの指定はできません。
■ Rマーク大：左尻のみ装着可。

WIZARD-C  WG-ZIP, VGF
カラー ： 本　体／ VGFスキン
 ライン（胸･腕･腿）／ EMPERORホワイト
 下半身／ VGFスキン
マーク： 左胸／ロゴマーク小（ブラック）
 左尻ナナメ／羽マーク大（ホワイト）
ヒザパッド：TF PAD
本体価格：3.5mm ￥98,280-（税込）

＜無料Option＞
■ 羽ワッペン
WIZARD-C は左胸ワッペン
の設定が可能です。

以前の ST に改良を加えたWATAER ガー
ドシステム。従来の ST より低めに設定
されたインナーネックが首周りのスト
レスを軽減。快適さを向上しつつ、防
水性は保持した極寒用オプション。

＊WAVE BARRIER：税込 ¥10,800-

グローブ・ブーツ専用のダブルカフ。
グローブ又はブーツを装着する際、内
側のベロと外側のベロの間にグローブ
又はブーツを挟み込み使用します。

※両手首ダブルカフ : 税込 ¥8,640-
※両足首ダブルカフ : 税込 ¥8,640-

■ WAVE BARRIER ■ 手首ダブルカフ ■ 足首ダブルカフ

優美という言葉が相応しいモダン＆クラシックモデル

標 準 装 備

従来の HOTZIP の防水性能を更に
高めるために改良された斜め ZIP
タイプ。ファスナーを斜めにする
事で、スライダーエンドからの水
の侵入を大幅に軽減。首も極寒用
として改良。

■ WG-ZIP

■ 手首水切り

手首からの水の侵入を防ぐ
水切りシステム

SEAL
Men’s & Lady’s

SEAL のみ標準装備。
両肩に装備されたストラップを引っ
張ることで脱ぐ動作を容易にします。
使用上の注意：着る時にストラップ
を前側（胸のあたり）に収納してお
くと脱ぐ際に楽に引っ張る事ができ
ます。

■ EasyStrap

標 準 装 備

インナーネックは 1 重首のイン
ナーより高めに設定されているた
め、ネックエントリーに近い防水
性能を保ちつつ、更にアウターフ
ラップを被ることでより高い保温
性を確保。

グローブ・ブーツ専用のダブルカフ。グローブ
又はブーツを装着する際、内側のベロと外側の
ベロの間にグローブ又はブーツを挟み込み使用
します。

※両手首ダブルカフ : 税込 ¥8,640-
※両足首ダブルカフ : 税込 ¥8,640-

■ 手首ダブルカフ ■ 足首ダブルカフ

■ 手首水切り

手首からの水の侵入を防ぐ
水切りシステム

■ ハイネック

ハイネックを内側に折り込む
事で、首からの水の侵入を防
ぎます。1 重首タイプを指定す
ることも可能です。

SEAL, VGF
カラー ： 本　体／VGFスキン
 右膝下ライン／EMPERORアクアブルー
 下半身／VGFスキン
マーク： 左フラップナナメ／ロゴマーク大（シルバー）
 右背中／Rマーク大（シルバー）
 右腕ナナメ／3Dマーク（シルバー）
ヒザパッド：TF PAD
本体価格：5/3.5mm ￥113,400-（税込）
オプション：手首ダブルカフ ￥8,640-UP

有料Option

真冬の海で防水性を約束する信頼のセミドライ



有料Option

以前の ST に改良を加えたWATAER ガー
ドシステム。従来の ST より低めに設定
されたインナーネックが首周りのスト
レスを軽減。快適さを向上しつつ、防
水性は保持した極寒用オプション。

＊WAVE BARRIER：税込 ¥10,800-

グローブ・ブーツ専用のダブルカフ。
グローブ又はブーツを装着する際、内
側のベロと外側のベロの間にグローブ
又はブーツを挟み込み使用します。

※両手首ダブルカフ : 税込 ¥8,640-
※両足首ダブルカフ : 税込 ¥8,640-

■ WAVE BARRIER ■ 手首ダブルカフ ■ 足首ダブルカフ

CLASSIC-C
Men’s & Lady’s

＜無料Option＞
■ ヒザパッドロングタイプ
　（TF素材を使用）

■ ヒザパッドは指定があればロングタイプにも変更出来ます。オーダーシートの備考欄に「ヒザパッド ロング」とご記入下さい。
■ Rマーク大：左尻のみ装着可。

CLASSIC-C WG-ZIP, EMPEROR
カラー： 本　体／ EMPERORスキン
 胸　／ EMPERORスレート
マーク： 左　胸／羽ワッペン（シルバー）
 左　尻／Rマーク大（ホワイト）
ヒザパッド：TF PAD
本体価格：3.5mm ￥115,560-（税込）
オプション：WAVE BARRIER指定 ￥10,800-UP

標 準 装 備

従来の HOTZIP の防水性能を更に
高めるために改良された斜め ZIP
タイプ。ファスナーを斜めにする
事で、スライダーエンドからの水
の侵入を大幅に軽減。首も極寒用
として改良。

■ WG-ZIP

■ 羽ワッペン

CLASSIC-C は左胸ワッペ
ンの設定が可能です。

スタイルマスターに相応しいクラシカルモデル 最も保温性に優れたU字ジップタイプの極寒用モデルGRIZZLY
Men’s & Lady’s

■ 手首水切り

手首からの水の侵入を防ぐ
水切りシステム

CLASSIC-C WG-ZIP, EMPEROR
カラー： 本　体／ EMPERORスキン
 胸　／ EMPERORスキン
マーク： 左　胸／Rマークmini（ゴールド）
 左　尻／Rマーク大（ゴールド）
ヒザパッド：TF PAD
本体価格：5/3.5mm ￥117,720-（税込）

Color Variation 

Material

Color 

※ マーク位置・種類は固定ですが、取ることやカラーをお選びする事は可能です。

VGF
（本体／ブラックジャージのみ）
S-AIR
（本体／ブラックジャージのみ・ラインカラーS-AIR全25色）

本体 肩ライン
オーダーシートのカラー欄には
■本体／■肩ライン
の順にご記入ください。

S-AIR
 S-AIR の 5/3.5mm,3.5all の肩ラインのみカラージャージを指定できます。

ブラック ネイビー ロイヤル ラベンダー マルベリー バイオレット Kピンク レッド Kオレンジ

イエロー
ジャケット

レモン オリーブ グリーン Kグリーン ターコイズ ジェイド アクアブルー マッド

ダークグレー SKグレー ホワイト ヘザー
ブラック

ヘザー
ネイビー

ヘザー
ブルー

ヘザー
レッド

ハイストレッチ素材
（全 25 色）

最先端繊維をバランス良く編
み込み、保温性に優れた起毛
素材を実現。
質感がEMPERORに近く、なお
かつ価格を抑えたオリジナル
起毛素材。

VGF S-AIR

強いグリップ力に加え、軽量性と柔らかさを
兼ね備えたラジアルブーツを使用。
また、ブーツ底には吸湿発熱・抗菌防臭加工
が施されています。
ブーツサイズ：22･23･24･25･26･27･28

グローブを二層構造の袖口に
サンドイッチして使用します。
また、標準装備のサーフストラップ
を使用することで、さらに高い
防水効果が得られます。

■ 手首ダブルカフ

手首・足首からの水の侵入を防ぎ、
優れたホールド感を発揮します。
手首２本・足首１本付き。

■ ブーツ＆グローブ用
   サーフストラップ

YKK 簡易防水ファスナー
アクアシール使用。

＊税込￥12,960-

■ サーフドライ専用ブーツ

伸縮性を兼ね備えた強靭な
糸で作られた膝パッド。
摩耗による擦り切れや、潰れ
ヘタリを防いでくれます。

■ TF Pad

表 裏

■  Men’s小用ファスナー

有料Option

標 準 装 備

■ Wネック

水の侵入を防ぐWネックシステム

■ 足首ダブルカフ

GRIZZLY モデルは、ブーツなしの足首ダブル
カフの指定も可能です。
本体価格が変わりますので価格表をご参照下
さい。

GRIZZLY モデルのファスナーシステムは、ストレスを
軽減させる軽量かつ柔らかい TIZIP（マスターシール）
を使用。また、U字の ZIP タイプにすることで、一人で
の着脱も可能にした極寒仕様のサーフドライ。

■ TIZIP（マスターシール）

※TIZIP スライダーカバーには、ワッペン（ゴールド）が標準装備。

※GRIZZLY ブーツなしタイプの下半身は
　フィットタイプになります。

GRIZZLY（ブーツなしタイプ） 

GRIZZLY, S-AIR
カラー ：本　　体／S-AIRブラックジャージ
 肩ライン／S-AIRブラックジャージ
マーク： 左　胸／Rマークmini（ホワイト）
 左　尻／Rマーク大（ホワイト）
ヒザパッド：TF PAD
本体価格：3.5 all ￥132,840-（税込）



Knee Pad

Material / Color

EMPERORカラージャージ

EMPERORプリントジャージ（MONO-S） EMPERORプリントジャージ（MONO-L）

Color Variation 

本体 右手首・左膝下

ORCA-C

（下半身 / スキンまたはジャージ黒）

オーダーシートのカラー欄には、
■ 本体 / ■ 右手首・左膝下 / ( 下半身） の順に
ご記入ください。

※通常：左手首・右膝下はジャージ黒になります。
　両膝下をスキン又はジャージ黒にすることも可能です。
　通常以外の場合は指定内容をご記入ください。

TRIANGLE-C

本体 フラップ・背中・左袖・左膝下

右袖・右膝下

（下半身 / スキンまたはジャージ黒）

オーダーシートのカラー欄には
■ 本体 / ■ フラップ・背中・左袖・左膝下 / 
■ 右袖・右膝下 / ( 下半身） の順にご記入ください。

※TRIANGLE-Cにプリントジャージを指定する場合は
　右袖・右膝下のみとなります。

Elbow Pad

シリコン素材を使い、膝の形にフィットするデザ
イン。

TF PAD：表面に強化
ジャージを使用した運動
性に優れた膝パッド

オプションで肘パッドを付ける事が出来ます。
TFエルボーパッド（LB・BB共通）
税込￥5,400-　
※ORCA-C、GRIZZLYには指定できません。

TF Pad GOLDSILVERWHITESMOKE

MONO-L ブラックMONO-L ホワイトMONO-SブラックMONO-Sホワイト

最先端繊維をふんだんに編
み込んだ贅沢なマテリアル、
柔らかさや肌触りは勿論、
発熱、蓄熱、保温性、速乾性全
てに優れたハイクオリティー
なオリジナル起毛素材。

最先端繊維をバランス良く編
み込み、保温性に優れた起毛
素材を実現。
質感が EMPEROR に近く、
なおかつ価格を抑えたオリジ
ナル起毛素材。

VGFEMPEROR

本体 右膝下ライン

SEAL

（下半身 / スキンまたはジャージ黒）

オーダーシートのカラー欄には
■ 本体 / ■ 右膝下ライン /( 下半身）
の順にご記入ください。

※ご指定のない場合はTF PADとさせていただきます。

胸本体

CLASSIC-C

オーダーシートのカラー欄には
■ 本体 / ■ 胸 / ( 下半身）
の順にご記入ください。

※下半身について・・・指定がない時はスキンとなります。ジャージ指定の場合、胸下からジャージになります。

ヘザーブラック ヘザーネイビー ヘザーブルー ヘザーレッド

ブラック ネイビー ラベンダー バイオレット オリーブ ターコイズ ジェイド スレート アクアブルー

マッド ダークグレー ホワイト ヘザーグリーンヘザーブラウン

※自社評価基準による ※自社評価基準による

EMPEROR VGF
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WIZARD-C

ライン（胸･腕･腿）本体

オーダーシートのカラー欄には
■ 本体 / ■ ライン（胸･腕･腿）/ ( 下半身）
の順にご記入ください。

＊印刷の都合上、実際の色と異なる場合があります。あらかじめご了承下さい。



CLASSIC-CSEALTRIANGLE-C ORCA-C WIZARD-C

＊印刷の都合上、実際の色と異なる場合があります。あらかじめご了承下さい。

R-mark大
・入る場所や、マークの向きは下図のとおりで、右背中又は左尻のどちらか１カ所のみとなります。それ以外の場所や向き、複数は入りません。
・フリーハンドでカットしているため、サイズやカッティングデザインによっては、入る風合いが微妙に異なりますのでご了承下さい。
・マジョーラは、光の角度により色が変化します。

RASH Mark Sample

ホワイト

ホワイト

ブラック

ブラックシルバー ゴールド

ゴールド

シルバー

ホワイト

ブラック

レッド

ホワイト ブラックゴールドシルバー マジョーラ レッド

ホワイト ブラックゴールドシルバー マジョーラ レッド

ゴールド

シルバー

【タテマーク :248mm】

※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。

Size Chart

PRICE LIST
★表示価格はすべてメーカー希望小売価格（消費税込）です。

※フルオーダーは本体価格の20%アップ、セミオーダー（6カ所まで）は本体価格の10%アップになります。

ADVANCE SERIES（FASTENER TYPE）

SURF DRY

ADVANCE SERIES（NO ZIP TYPE）
TRIANGLE-C ORCA-C SEAL

5all,5/3.5mm 126,360 120,960 129,600

3.5mm 124,200 118,800 127,440

5all,5/3.5mm 110,160 103,680 113,400

3.5mm 108,000 101,520 111,240

10,800 8,640 5,400

8,640 8,640 8,640

8,640 8,640 8,640

6,480 6,480 6,480

5,400 - 5,400

5,400 5,400

- 8,640 -

- 16,200 -

16,200 - -

GRIZZLY

5all,5/3.5mm 165,240 157,680

3.5mm 162,000 154,440

5all,5/3.5mm 136,080 128,520

3.5mm 132,840 125,280
12,960 12,960

EMPEROR

VGF

OPTION

OPTION

VGF

S-AIR

GRIZZLY

※本体起毛ジャージはVGFに関しては、ブラックのみとなります。

ホワイト

ブラック

レッド

ゴールド

シルバー

【ロゴ小 :55mm】【ロゴ中 :116mm】

【羽大 :162mm】 【羽小 :71mm】【羽特大 :215mm】

【ロゴ大 :133mm】

【Rマークmini:33mm】

【Rマーク大 :140mm】

【3Dマーク :240mm】

・MONO使用

・手首ダブルカフ

・足首ダブルカフ

・Elbow Pad

・Easy Strap

・インナーネック

・Boots付き

・ フード付き

・本体起毛ジャージ

6,480

CLASSIC-C
WIZARD-C

5all,5/3.5mm 117,720

3.5mm 115,560

5all,5/3.5mm 100,440

3.5mm 98,280

8,640

8,640

8,640

5,400

10,800

OPTION

EMPEROR

VGF

・MONO使用

・手首ダブルカフ

・足首ダブルカフ

・Elbow Pad

・Easy Strap

・本体起毛ジャージ

・小用ファスナー


