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PSYCHOシリーズ、HYPERFREAKシリーズ、
O’RIGINAL、BAHIA専用 O’RIGINAL専用

肘付近を覆う、耐久性に優れ柔軟性に富む
クリプトエルボーパッドが両肘に装備。
パッドカラーは、BLK、DGY、NVY
¥3,000 (税込¥3,300) / 両肘
※O’ZONEモデルは非対応

耐久性150% UP

オーバルエルボーパッド
Lv.2

ロングエルボーパッド
耐久性150% UPLv.2

膝上から足首付近まで覆う、耐久性に優れ柔軟性
に富むクリプトニーパッドを装備。
パッドカラーは、BLK、DGY、NVY
¥5,000 (税込¥5,500) / 両膝

ロングクリプトニーパッド
耐久性150% UPLv.2

手首から肘上付近まで覆う、耐久性に優れ柔軟性
に富むクリプトエルボーパッドが両肘に装備。
手首はハンドカフ仕上げ。ハンドカフＡＣＴは非対応。
パッドカラーは、BLK、DGY、NVY
¥3,000 (税込¥3,300) / 両肘
※O’ZONEモデルは非対応

PSYCHOシリーズ、HYPERFREAKシリーズ、
O’RIGINAL、BAHIA専用

PSYCHOシリーズ、HYPERFREAKシリーズ、
O’RIGINAL、BAHIA専用ウイメンズ専用

ボディボードタイプ
耐久性150% UPLv.2

両足首にドレインホール付き。
¥1,000 (税込¥1,100)

脱水性130% UP
アンクルドレインホール

Lv.1

日焼けも気になりにくい、ローカット裾口形状。
¥2,000 (税込¥2,200)

ローカット
美脚性120% UP

ウイメンズ専用

美脚効果・運動性抜群ハイカット裾口形状。
¥2,000 (税込¥2,200)

ハイカット
美脚性130% UP

用途でBBを選択した場合、手首から肘上付近
まで覆う、耐久性に優れ柔軟性に富むクリプトエ
ルボーパッドが両肘に装備。手首はハンドカフ仕
上げ。ハンドカフＡＣＴは非対応。
パッドカラーは、BLK、DGY、NVY
¥3,000 (税込¥3,300) 
※O’ZONEモデルは非対応

PSYCHOシリーズ、HYPERFREAKシリーズ、
O’RIGINAL、BAHIA専用

対象のオプションは、各モデルページに記載 ※数値％は自社商品比オプションOPTION

TB-AIR 運動性120% UP

圧倒的フィット感のテクノバターエアージャージ
A部に使用 ¥7,000 (税込¥7,700)
B、C、D、E部に使用 ¥1,500 (税込¥1,650)
カラー  BLK、DGY、DNV

ショートジョン/トップ/ジャケット/ベスト/パンツの
A部に使用の場合 ¥3,500 (税込¥3,850)
※O’ZONEモデルは非対応

PSYCHOシリーズ、HYPERFREAKシリーズ、
O’RIGINAL、BAHIA専用

PSYCHOシリーズ、HYPERFREAKシリーズ、
O’RIGINAL、BAHIA専用

PSYCHO Z.E.N. ZIP、
O’RIGINAL（フルスーツ・シーガルのみ）専用 O’RIGINAL専用

胸マークワッペン

スタイリッシュな刺繍ワッペン
¥3,000 (税込¥3,300)

数量限定。運動性、柔軟性アップ。
¥2,000 (税込¥2,200) 

ストレッチコイルジップ
柔軟性110% UP

カラー豊富で伸縮性に優れる。
カラーはウルトラフレックスジャージから
お選び下さい。
フルスーツ ￥10,000 (税込￥11,000)
ベスト ¥5,000 (税込￥5,500)
その他 ¥8,000 (税込￥8,800)

プリントパタンジャージとTB-AIR選択の場合、
さらにプラス料金が発生します。

耐久性115% UP
Aカラーウルトラフレックス

Lv.1

O’RIGINAL専用 PSYCHOシリーズ専用 PSYCHOシリーズ、BAHIA専用 PSYCHOシリーズ、HYPERFREAKシリーズ、
O’RIGINAL、BAHIA専用

広い開口を確保するバックジップ。
¥3,000 (税込¥3,300) 

ロングジョン/ショートジョン
バックジップ
着脱性150% UP

胸・背中パネル表面にメッシュスキン素材、
袖パネルにスムーススキン素材を配置。
風冷えから身体を守る。
Aカラーもお選び下さい。
¥2,000 (税込¥2,200) 

サーフスキンタイプ
防風性120% UPLv.1

Aカラー表面（尻パネルを除く）にスキン素材を広く配置。
風冷えから身体を守る。
（スキン素材の為、ステッチカラー指定は非対応）
¥3,000 (税込¥3,300) 

ウインドスキンタイプ
防風性130% UPLv.2

手・足首の開口が広がり着脱が容易
（防水性が標準仕様より劣ります）
手/足　各¥3,000 (税込¥3,300/1ヶ所）
※O’ZONEモデルは非対応

バリアージップリスト/
バリアージップアンクル
着脱性200% UP



PRO RIDER

新井 洋人

ブローテールなどの技をした時に、結構な力
で腰の捻りや瞬間的な膝の屈伸があるんで
すけど、ちゃんと体の動きに反応してくれる
感覚があります。まぁ、感覚と言うか自分が動き
たい体勢が海の中でもちゃんと出来ますね。

PRO RIDER

堀越 力

ボトムターンで腰を落とし膝を曲げ一気に
伸ばす時があるのですが、何も着ていない
感覚でその動作が出来て、これって、下半身も
大事なのですが同じくらい上半身が大事で、
全体的にA.C.T.が活きていると思います。

解剖学の知見を活かし、
”皮膚の再現”を目指した
カッティング技術Anatomical.Cutting.Technolgy.

ライダーによって開発され、
ライダーによって証明される、高機能なオニールウェットスーツ
オニールは2002年からアナトミカル・デザイン＝（人体）解剖学的設計として採用をしている。

アナトミカル・カッティング・テクノロジー（A.C.T.）をウェットスーツに採用した理由、それは体を

曲げても伸ばしてもストレスなく皮膚のようなウェットスーツを再現するためだ。オニールは素材が

従来から持つ伸縮性や保温性だけに頼るのではなく、A.C.T.を用いたカッティングデザイン、

縫い合わせ、貼り合わせ、独自のエントリーシステムなど、何万通りにも及ぶ組合せを試作。

さらにライダー達とテストライドを重ねウェットスーツを仕上げている。オニールのアナトミカル・

カッティング・テクノロジーは、水の中であなたの動きにしっかり寄り添ってくれるはずだ。

▶人体の可動部位と
  可動範囲

▶人体の動きに伴う
  皮膚の伸展方向と量

出典：中澤愈著 衣服解剖学

解剖学から得られた人体の見識

A.C.T.動画を見る▶
（ANATOMICAL CUTTING TECHNOLOGY）

解剖学的にヒトの皮膚の動きを
精密に再現。上体のひねりやアー
ムアクションなどをよりスムーズに
して、ストレスの無いライディング
を可能にする。

ーチーム・オニールの強さの秘密ー

A.C.T.の立体裁断技術により、
パドリングを開始してから、テイク
オフまでのアクションが驚くほど
スムーズに。

腕～背中～腕

-40%

素材の伸縮性に依存せず、「解剖
学的体追従カット」を採用する
ことで、テイクオフ時や深いボトム
ターン時など、屈伸性の高い姿勢
でもストレス無くスムーズな体の
動きを可能にする。

胸～肩～腕

-30%

急激な膝の屈伸や激しい腰の
ひねりをノーストレスで可能に。
ウエットスーツの存在をマイナスに
感じないスーパーフィッティングと
運動性の高さを実現。

腕～背中～腕

-25%

腰～フクラハギ

-10%

PRO RIDER

川合 美乃里

私の場合、縦へのアプローチを意識して腰か
ら背中にかけて捻った時に窮屈な感じが全く
無いので、フィット感の良さを凄く感じます。
腕や肩回りもストレスは感じないですね。自然
な動きが出来るので気に入ってますよ！

PRO RIDER

中塩 佳那

パドリングの楽さを実感できると思います。
短時間で何本も乗らなくてはいけない試合や、
練習ラウンドで長めに入る時でもパドルは
ノンストレスで動けますね。腕が張らないので
プッシュする動きのテイクオフも楽です！

※数値%はA.C.T.によるストレス軽減率（従来比）

皮膚はひと続きで全身を纏っているかのように見えるが、解剖学的には複数のパートに分かれ
ている。それらは体の運動機能のポテンシャルを最大限に引き出すため、それぞれが特有の
伸びや厚みを持つ。ここに注目して採用したのがA.C.T.、つまり解剖学的動体追従カッティング
のことだ。A.C.T.は体の各パートにマッチングするようにパネルを配置し、着脱時や運動時に
伸びをシンクロさせる。それによりストレスを従来より10～40％軽減させ、あなたのパフォーマ
ンス向上を強力にサポートする。

パフォーマンスをサポートするテクノロジー
02

03

ライディングに影響を与える人体の構造や動きを、人体の骨格・筋肉・皮膚が伸びる長さや
方向などを解剖学に基づき分析し、スーツを構成するパネルをデザインすることで、一段上の
着心地を実現した。従来の立体裁断とは発想の出発点から異なる動態カッティング技術により、
ストレスフリーな着心地を叶える。

一段上の着心地を叶えるテクノロジー



ぴったりフィットし、

高いパフォーマンスを実現

テクノバターエアー

04

05

オールシーズン対応の裏生地素材「TB-AIR」は、吸水速乾性と

運動性を融合させた素材。春夏のウェットスーツではあまり注目さ

れていなかった裏生地を全面改良することにより、水の中でさら

なる快適性を得ることを実現した。伸縮性と柔軟性速乾性に優

れ、なおかつ軽く、接触冷感が軽減され保温性に優れている。環境

に優しい水性ラミネート接着剤を採用することで硬くなりにくく、さ

らに耐久性も向上した。柔らかく伸び、卓越した体へのフィット感

を叶える一押し素材。

圧倒的フィット素材
まるで第二の皮膚

通常スーツより

20％
軽量化

TBAIR
スーツ

通常生地
スーツ

水分

中空
拡散拡散

中空構造

速乾性は
通常生地の

2倍

伸長率

750%

通常の生地

3つの特長
圧倒的フィット素材 1. 伸長率750%

 2. 通常スーツより20％軽量化
 3. 速乾性は通常生地の2倍



オニール テクノロジー

ノーインシームデザイン

大きく稼働する股部分のシームを最小限にする事で
水の浸入を抑え、耐久性と保温性が向上し、一段上の
運動性を実現

運動性
170%UP

股快適性
170%UP

NEW

NEW

スーパーシールネック

オニール独自のネック形状構造で、首との密着性を
高め、水の浸入を抑えてくれる。首の動きに追従する。

首の動きに追従

手首との密着性をより高め、水の浸入を抑えるオニール
独自のアール形状のカフ。フィット感抜群でストレス
フリーな着心地。

ハンドカフ アクト

防水性120%UP

スキンタッチネック

首に圧迫が少ないスキンタッチ仕上げ

首の動きに追従 耐久性125%UP

ニュー クリプトニーパッド

耐久性に優れ、柔軟性に富むニーパッド。腰から膝、膝
から足首を使うハードな動きもサポートする。

耐久性150%UP

ストレッチ シームテープ

継ぎ目と縫い目の張力部分を補強する伸縮性抜群の
ストレッチテープ。耐久性がアップする。

Lv.2

コードレッドジップ

防水性120%UP 柔軟性110% UP

UV/ラッシュプロテクション

紫外線を遮断し、日焼けや擦れから肌を守る

紫外線や擦れから肌を守る

ストレッチコイルジップ

テープ部分にストレッチ素材を使用し、伸縮性(1kg
荷重時に10%伸長)を高める

上下のエレメントが互いにかみあう構造により、水の
浸入を抑える

すっきりショート丈。股下
より4㎝の仕上がり。

スプリング丈WOMEN

腕との密着性をより高め
る、アール形状のカフ。めく
れを防止し、水の浸入を
抑える。

半袖丈MEN

日焼けも気になりにくい、
すっきりショートスリーブ。肩
先点より11㎝の仕上がり。

半袖丈WOMEN

膝との密着性をより高め
る、アール形状のカフ。めく
れを防止し、水の浸入を
抑える。

スプリング丈MEN

日焼けも気になりにくい、
ローカット。

ローカットWOMEN

美脚効果・運動性抜群
ハイカット。

ハイカットWOMEN

ジップレス クロージャーシステム

❶ ブラックリペルシール ： 首との高い密着性で水の浸入を抑える。 
❷ 360°インナーバリアー ： 保温性を高める360°クロスインナーバリアー。
  水の浸入を極限まで抑える。

❸ ジップレスエントリー/ ： 特許取得済のZ.E.N.の様に、比類のない
    フローティングジッパーパネル  柔軟性と水の遮断パネルを備えている。
❺ ドレインホール ： 入った水は、バリアーに向け押さえつけることで、
  流れ出る。

ゼンジップクロージャーシステム

Lv.2

保温性
150% UP

Lv.2

保温性
150% UP

Lv.1

保温性
130% UP

Lv.1

保温性
130% UP

❶ スーパーシールネック ： 首との高い密着性で水の浸入を抑えながらも、
  運動性を損なわない。
❷ ゼンジップバリアー ： V字型ウルトラフレックスパネルで
  水の浸入を極限まで抑える。
❸ コードレッドジップ ： ジッパー特有の硬い引っ張り感が無く、
  運動性も損なわない。開口も広く確保。

エフエスシークロージャーシステム

❶ ブラックリペルシールネック ： 首との高い密着性で水の浸入を抑える。
❷ 360°インナーバリアー ： 保温性を高め、肩口を包み込む360°インナー
  バリアー。水の浸入を極限まで抑える。
❸ ストレッチコイルジップ ： 柔らかな生地に追従して伸張する。

フューズクロージャーシステム

❶ ブラックリペルシールネック ： 首との高い密着性で水の浸入を抑える。
❷ 360°インナーバリアー ： 保温性を高める360°クロスインナーバリアー。
  水の浸入を極限まで抑える。
❸ ストレッチコイルジップ ： 柔らかな生地に追従して伸張する。

❹ フューズエントリー/ ： 特許取得済のZ.E.N.の様に、比類のない
    フローティングジッパーパネル  柔軟性と水の遮断パネルを備えている。
❺ ドレインホール ： 入った水は、バリアーに向け押さえつける
  ことで、流れ出る。

06
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❹ フローティング ： この特許保護された設計は、比類のない柔軟性と
    ジッパーパネル  水の遮断パネルを備えている。
❺ ドレインホール ： 入った水は、バリアーに向け押さえつけることで、
  流れ出る。

❹ エフエスシーエントリー ： 前面胸部の長く広い開口部。
  格別な着脱性を可能にする。
❺ ドレインホール ： 入った水は、バリアーに向け押さえつけることで、
  流れ出る。



特許取得済の防水フローティングジッパーパネルとバリアーにより、水の浸入を最小限に抑える構造を

実現。柔軟性にも富み、チカラ強いライディングをサポートする。浸入した水はドレインホールから排出。

スーパーシールネックが防水性を高める。機能にこだわるがゆえに、終わりのない進化がある。保温性や

運動性、快適性など、相反する機能面をバランス良く併せ持つ、ハイスペックなオニールのフラッグシップ

モデル。

プロが認める「特許技術」により、
水の浸入を防ぎ、柔軟性も実現

29P
OPTION

28P
MATERIAL COLOR & MARK

CO
LO
R

M
AR
K

SPECIAL

バリア構造

防水性150% UP

ノーインシームデザイン

耐久性170%UP
運動性170%UP

スーパーシールネック

首の動きに追従

NEWNEW

※数値％は自社商品比

STANDARD

ハンドカフ A.C.T.

防水性120%UP

ニュークリプト
ニーパッド

耐久性150%UP

コードレッドジップ

防水性120%UP

OPTION

TB-AIR

運動性120% UP

ストレッチ
コイルジップ
柔軟性110% UP

胸マークワッペン サーフスキンタイプ

防風性120% UPLv.1

ウインドスキンタイプ

防風性130% UPLv.2

ロング
エルボーパッド
耐久性150% UPLv.2

ボディボードタイプ

耐久性150% UPLv.2

オニール独自のZ.E.N. ZIP構造により着脱が
容易で水の浸入を最小限に抑える

浸入した水がバリアーに向け押さえつけ
られ、ドレインホールから流れ出す

日本国特許庁(JP)特許番号第3692297号、
U.S.Patent #5,898,934。首部から入るウェットスーツ

着脱動画

MOVIE

カラーシュミレーター

COLOR SIMULATOR
PSYCHO
Z.E.N. ZIP

サイコ ゼンジップ

Color / Mark choice
A、B、C、D、Eのカラー / 1～5 のマーク /
ー ステッチカラー

■1 ■2

■5

■3

■4

ストレッチ
シームテープ

耐久性125%UPLv.2

バリアージップリスト/
バリアージップアンクル
着脱性200% UP 耐久性150% UP

オーバル
エルボーパッド

Lv.2

脱水性130% UP

アンクル
ドレインホール

Lv.1

RIDER : 西 慶司郎
COLOR : BLK/GLITCH/ASH BLK/GLITCH/GLITCH
STITCH COLOR : BLK

RIDER : 川合 美乃里
COLOR : DNV/GARDEN WINE/LVD/DNV/ GARDEN WINE
STITCH COLOR : DNV

品　番 タイプ  価格

XWSS-116A3 フルスーツ ￥89,000(税込￥97,900)
XWSS-115A3 シーガル ￥84,000(税込￥92,400)
XWSS-113A3 LSスプリング ￥72,000(税込￥79,200)
XWSS-112A3 SSスプリング ￥63,000(税込￥69,300)

生地厚  3×2mm(3×3mm、2×2mm)

ローカット

美脚性120% UP

ハイカット

美脚性130% UP

8

9
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柔らかな生地に追従して伸張するストレッチコイルジッパーを、前面胸部に長く配置。広い開口により

格別な着脱性を叶えた。TB-AIRを配した360°インナーバリアーが肩口を包み込む。インナーバリアーに

浸入した水は、ドレインホールから排水する。スキンタッチネックが標準仕様。レディースサーファーや

シニアサーファーにもお勧めの着やすさ。※伸張するファスナーの構造上、スライダー内部やエレメントの消耗を抑える

ため、ファスナーの開閉はゆっくりと行ってください。

開口を広く設計した、
着脱性抜群のスーツ

29P
OPTION

28P
MATERIAL COLOR & MARK

FEATURED

着脱がスムーズに行える広い開口

RIDER : 堀越 力
COLOR : BLK/RIPPLE BLK/ RIPPLE BLK
STITCH COLOR : BLK
OPTION : トリプルロゴワッペン丸BLK

RIDER : 中塩 佳那
COLOR : SBL/RIPPLE PNK/SBL
STITCH COLOR : SBL

品　番 タイプ  価格

XWSS-126A3 フルスーツ ￥92,000 (税込￥101,200)
XWSS-125A3 シーガル ￥87,000 (税込￥95,700)
XWSS-123A3 LSスプリング ￥74,000 (税込￥81,400)
XWSS-122A3 SSスプリング ￥65,000 (税込￥71,500)

生地厚  3×2mm(3×3mm、2×2mm)

■1
■2

■5

■3

■4

STANDARD

ハンドカフ A.C.T.

防水性120%UP

ニュークリプト
ニーパッド

耐久性150%UP

OPTION

TB-AIR

運動性120% UP

ストレッチ
コイルジップ

柔軟性110% UP

胸マークワッペン

バリアージップリスト/
バリアージップアンクル
着脱性200% UP 耐久性150% UP

オーバル
エルボーパッド

Lv.2

サーフスキンタイプ

防風性120% UPLv.1

ウインドスキンタイプ

防風性130% UPLv.2

ロング
エルボーパッド
耐久性150% UPLv.2

ボディボードタイプ

耐久性150% UPLv.2脱水性130% UP

アンクル
ドレインホール

Lv.1

ストレッチ
シームテープ

耐久性125%UPLv.2

着脱動画

MOVIE

カラーシュミレーター

COLOR SIMULATOR
PSYCHO
FSC

Color / Mark choice
A、B、Dのカラー / 1～5 のマーク
ー ステッチカラー

サイコ エフエスシー

ローカット

美脚性120% UP

ハイカット

美脚性130% UP

SPECIAL

バリア構造

防水性150% UP

※数値％は自社商品比

耐久性170%UP
運動性170%UP

首の動きに追従

NEW

ノーインシームデザイン スキンタッチネック

5
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柔らかな動きに追従するストレッチコイルジップを胸部に短く配し、屈伸性の高いライディング姿勢でも

スムーズなパフォーマンスが可能なことからコンペティターサーファーに人気を誇る1着。フロントアッパー

エントリーシステム採用し、フローティングジッパーパネルが上半身の可動域を最大限に引き出し、着脱も

容易。360°クロスインナーバリアーとドローコード、ドレインホールで水の浸入を最小限に抑える。

アシンメトリーなデザインも特徴だ。

※伸張するファスナーの構造上、スライダー内部やエレメントの消耗を抑えるため、ファスナーの開閉はゆっくりと行ってください。

胸部に短く配したジップにより、
スムーズなパフォーマンスが可能

29P
OPTION

28P
MATERIAL COLOR & MARK

FEATURED

360°クロスインナーバリアーにより着脱
しやすく水の浸入も最小限に抑える

■1
■2

■5

■3

■4

STANDARD

ハンドカフ A.C.T.

防水性120%UP

ニュークリプト
ニーパッド

耐久性150%UP

OPTION

TB-AIR

運動性120% UP

ストレッチ
コイルジップ

柔軟性110% UP

胸マークワッペン

バリアージップリスト/
バリアージップアンクル
着脱性200% UP 耐久性150% UP

オーバル
エルボーパッド

Lv.2

サーフスキンタイプ

防風性120% UPLv.1

ウインドスキンタイプ

防風性130% UPLv.2

ロング
エルボーパッド
耐久性150% UPLv.2

ボディボードタイプ

耐久性150% UPLv.2脱水性130% UP

アンクル
ドレインホール

Lv.1

ストレッチ
シームテープ

耐久性125%UPLv.2

RIDER : 新井 洋人
COLOR : BLK/GARDEN BLU/ASH BLK/ASH BLK
STITCH COLOR : BLK

RIDER : 中塩 佳那
COLOR : BLK/RIPPLE BLU/KPK/BLK
STITCH COLOR : BLK

品　番 タイプ  価格

XWSS-136A3 フルスーツ ￥89,000(税込￥97,900)
XWSS-135A3 シーガル ￥84,000(税込￥92,400)
XWSS-133A3 LSスプリング ￥72,000(税込￥79,200)
XWSS-132A3 SSスプリング ￥63,000(税込￥69,300)

生地厚  3×2mm(3×3mm、2×2mm)

着脱動画

MOVIE

カラーシュミレーター

COLOR SIMULATOR
PSYCHO
F.U.Z.E.

Color / Mark choice
A、B、C、Dのカラー / 1～5 のマーク
ー ステッチカラー

サイコ フューズ

ローカット

美脚性120% UP

ハイカット

美脚性130% UP

CO
LO
R
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SPECIAL

バリア構造

防水性130% UP

※数値％は自社商品比

ノーインシームデザイン

耐久性170%UP
運動性170%UP

スキンタッチネック

首の動きに追従

NEW



ストレッチ
シームテープ

耐久性125%UPLv.2
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コンペティターサーファーを虜にしてきたノージップスーツ。ファスナーを使用しないプルオーバー

エントリーが高い運動性能を発揮。軽さと柔軟性を備えた、フローティングパネルが上半身の可動域を

最大限に引き出し、ひねりやアームアクションなどもスムーズ。360°クロスインナーバリアーとドロー

コード、ドレインホールで水の浸入を最小限に抑える。メンズモデル。

コンペティターサーファーが求める
高い運動性と柔軟性を備えたノンストレススーツ

29P
OPTION

28P
MATERIAL COLOR & MARK

FEATURED

着脱しやすいジップレスクロージャー

■3■1
■2

■5

■4

STANDARD

ハンドカフ A.C.T.

防水性120%UP

ニュークリプト
ニーパッド

耐久性150%UP

OPTION

TB-AIR

運動性120% UP

胸マークワッペン バリアージップリスト/
バリアージップアンクル
着脱性200% UP 耐久性150% UP

オーバル
エルボーパッド

Lv.2

ロング
エルボーパッド
耐久性150% UPLv.2

ボディボードタイプ

耐久性150% UPLv.2脱水性130% UP

アンクル
ドレインホール

Lv.1

RIDER : 西 慶司郎
COLOR : DGN/RIPPLE BLK/BLK
STITCH COLOR : BLK

RIDER : 森下 波留
COLOR : SBL/GARDEN BLU/ORG
STITCH COLOR : SBL

品　番 タイプ  価格

XWSS-146A3 フルスーツ ￥82,000(税込￥90,200)
XWSS-145A3 シーガル ￥75,000(税込￥82,500)
XWSS-142A3 SSスプリング ￥63,000(税込￥69,300)

生地厚  3×2mm(3×3mm、2×2mm)

着脱動画

MOVIE

カラーシュミレーター

COLOR SIMULATOR
HYPERFREAK
ZIPLESS

Color / Mark choice
A、B、Cのカラー / 1～5 のマーク
ー ステッチカラー

ハイパーフリーク ジップレス

NEWNEW

SPECIAL

バリア構造

防水性130% UP

※数値％は自社商品比

ノーインシームデザイン

耐久性170%UP
運動性170%UP

スキンタッチネック

首の動きに追従

CO
LO
R

M
AR
K



16

17

1956年に世界で初めてサーフィン用ウェットスーツとして発売された、オニールの原点を受け継ぐ

トラディショナルなデザインスーツ。フルスーツ・シーガルにはオニールの代名詞となったゼンジップ構造

（防水バリアーエントリーシステム）とスーパーネックシール仕様。ジャック・オニールが世界初の

サーフショップその名も「SURF SHOP」をオープンするに至った、象徴的な一枚。

時代をこえて愛されるオニールの象徴

29P
OPTION

28P
MATERIAL COLOR & MARK

FEATURED

STANDARD
ハンドカフ A.C.T.

防水性120%UP

ニュークリプト
ニーパッド

耐久性150%UP

コードレッドジップ

防水性120%UP

OPTION

TB-AIR

運動性120% UP

ストレッチ
コイルジップ
柔軟性110% UP

胸マークワッペン

ロングジョン/ショートジョン
バックジップ
着脱性150% UP

バリアージップリスト/
バリアージップアンクル
着脱性200% UP 耐久性150% UP

オーバル
エルボーパッド

Lv.2

耐久性115% UP

Aカラー
ウルトラフレックス

Lv.1

脱水性130% UP

アンクル
ドレインホール

ロング
エルボーパッド
耐久性150% UPLv.2

ロングクリプトニーパッド

耐久性150% UPLv.2 Lv.1

ストレッチ
シームテープ

耐久性125%UPLv.2

Color / Mark choice
A、B、C、D、Eのカラー / 1～3 のマーク

Cファスナー裏あて
■3

■1 ■2

■3

■1

■2

■3

■1 ■2

オニール 独自の
Z.E.N. ZIP構造に
より着脱が容易で
水の浸入を最小限に
抑える

浸入した水がバリ
アーに向け押さえつ
けられ、ドレイン
ホールから流れ出す

RIDER : 松野 陽斗　川合 美乃里
COLOR : SKIN BLK/MESH SKIN/BLK/BLK/SMOOTH SKIN
OPTION : 〈フルスーツ・川合 美乃里 着用〉トリプルロゴワッペン角BLK/MLT
  〈ロングジョン〉トリプルロゴワッペン丸WHT

品　番  タイプ  価格

XWSS-216A3 フルスーツ ￥82,000(税込￥90,200)
XWSS-215A3 シーガル ￥77,000(税込￥84,700)
XWSS-214A3 ロングジョン ￥63,000(税込￥69,300)
XWSS-211A3 ショートジョン ￥44,000(税込￥48,400)
XWSS-219A3 LSジャケット ￥43,000(税込￥47,300)
XWSS-218A3 SSジャケット ￥35,000(税込￥38,500)

生地厚  フルスーツ、シーガル3×2mm(3×3mm、2×2mm)
 ロングジョン3mm/ショートジョン、ジャケット2mm

カラーシュミレーター

COLOR SIMULATOR
O’RIGINAL

オリジナル

ローカット

美脚性120% UP

ハイカット

美脚性130% UP

NEW NEW

SPECIAL

バリア構造

防水性150% UP

ノーインシームデザイン

耐久性170%UP
運動性170%UP

スーパーシールネック

首の動きに追従

※数値％は自社商品比

JACKET

LONG
JOHN
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夏の強力な紫外線から肌を守るとともに、冷えから身体を守り、クラゲ対策にも最適。外気は

暑く水中は寒い、風が強い、そんなときこそ1枚あると重宝する。日焼け止めを着用する

O’ZONEトップは、1㎜ネオプレンの身頃×熱反射効果のあるラッシュガード素材袖

（UPF50+）により、柔らかく、日光への露出による疲労を軽減する。ボードショーツコネクター

付き。ロングジョン・ショートジョンは襟ぐりから着用。トップ・ベストの裾口部が容易に広がり

着脱のし易いバックジップ付き。メンズモデル。

夏でも長くサーフィンするために

ハイパーフリーク

品　番 タイプ  価格

XWSS-154A3 ロングジョン ￥62,000(税込￥68,200)
XWSS-151A3 ショートジョン ￥43,000(税込￥47,300)
XWSS-159A3 LSトップ ￥39,000(税込￥42,900)
XWSS-150A3 LSジャケット ￥39,000(税込￥42,900)
XWSS-158A3 SSトップ ￥33,000(税込￥36,300)
XWSS-157A3 ベスト ￥26,000(税込￥28,600)
生地厚  2mm

XWSS-169A3 オゾン LSトップ ￥26,000(税込￥28,600)
XWSS-160A3 オゾン LSトップ フード ￥30,000(税込￥33,000)
生地厚  1mm×ジャージ

バリアージップリスト/
バリアージップアンクル
着脱性200% UP

耐久性150% UP

オーバル
エルボーパッド

Lv.2

ボディボード
タイプ

耐久性150% UP

Lv.2

STANDARD

ニュークリプト
ニーパッド
耐久性150%UP

ストレッチ
シームテープ
耐久性125%UP

Lv.2

OPTION

TB-AIR
運動性120% UP

ロング
エルボーパッド
耐久性150% UP

Lv.2

胸マーク
ワッペン

脱水性130% UP

Lv.1

ロングジョン/
ショートジョン
バックジップ
着脱性150% UP

SPECIAL

耐久性170%UP
運動性170%UP

ノーインシーム
デザインNEW

※数値％は自社商品比 ※オゾンのオプションは胸マークワッペンのみ対応

RIDER : 堀越 力　西 慶司郎　森下 波留
COLOR : 〈ロングジョン〉RBL/RIPPLE PNK
  〈LSトップ〉SBL/GARDEN WINE
  〈LSジャケット〉ASH BLK/DNV
OPTION : 〈LSジャケット〉オールドワッペンWHT 

Color / Mark choice
A、Bのカラー / 1～5 のマーク
ー ステッチカラー（オゾンのみ対応）

RIDER : 新井 洋人　西 慶司郎
COLOR : SGY / BLK  STITCH COLOR:BLK

　カラーシュミレーター
COLOR SIMULATOR HYPER

FREAK

UV/ラッシュ
プロテクション
紫外線や擦れから

肌を守る

■5

■3
■1

■4

■1
■2

■5

■3

■1 ■2

■3

■1
■2

■3

FSCクロージャーシステムのフルスーツとLSスプリングが新登場。さり気なくミニマルでカラフルなかわいい

ポイントを盛り込んでいる、SUPやパドルスポーツモデル。夏の強力な紫外線から肌を守るとともに、

冷えから身体を守り、クラゲ対策にも最適。着回しのできるジャケットに、腰の日焼け防止と温かさを

備え、ウェスト部分折返しができるハイウェスト・ロングパンツ。汎用性が高いタイプが揃っており、季節が

変わってもBAHIA×速乾性のあるアウターやトップスでオールシーズ着用できる。ウイメンズモデル。

夏特有の環境からカラダを守る

バヒア

品　番 タイプ  価格

XWSS-176A3 フルスーツ ￥82,000(税込￥90,200)
XWSS-173A3 LSスプリング ￥67,000(税込￥73,700)
生地厚  3×2mm(3×3mm、2×2mm)

XWSS-174A3 ロングジョン ￥53,000(税込￥58,300)
XWSS-179A3 LSジャケット ￥37,000(税込￥40,700)
XWSS-170A3 ロングパンツ ￥28,000(税込￥30,800)
XWSS-171A3 ショートパンツ ￥24,000(税込￥26,400)
生地厚  ロングジョン3mm /ジャケット、パンツ2mm

STANDARD

SPECIAL

※数値％は自社商品比

Color / Mark choice
A、B、C、のカラー / 1 のマーク

BAHIA
　カラーシュミレーター
COLOR SIMULATOR

ロング
エルボーパッド
耐久性150% UP

Lv.2

耐久性150% UP

オーバル
エルボーパッド

Lv.2

ボディボード
タイプ

耐久性150% UP

Lv.2

バリアージップリスト/
バリアージップアンクル
着脱性200% UP

脱水性130% UP

アンクル
ドレインホール

Lv.1

OPTION

TB-AIR
運動性120% UP

胸マーク
ワッペン

ローカット
美脚性120% UP

ウインド
スキンタイプ
防風性130% UP

Lv.2

ハイカット
美脚性130% UP

ニュークリプト
ニーパッド
耐久性150%UP

ストレッチ
シームテープ
耐久性125%UPLv.2

ストレッチ
コイルジップ
柔軟性110% UP

スーパー
シールネック
首の動きに追従

バリア構造

防水性150% UP

■1

裏：Bカラー ■1

■1

■1

RIDER : 川合 美乃里
COLOR : 〈フルスーツ〉SBL/EGR/RIPPLE BLU
  〈ロングジョン〉BER/GRITCH/LVD
  〈LSジャケット〉BLK/GARDEN WINE/BPK
  〈ショートパンツ〉GARDEN BLU/ASH BLK/KPK
  〈ロングパンツ〉DNV/ASH BLU/RIPPLE BLU
OPTION  : 〈フルスーツ〉トリプルロゴワッペン角BLK/WHT

O'ZONE

O'ZONE
LS TOP

アンクル
ドレインホール

O'ZONE
LS TOP
HOOD

SHORT
PANTS

LONG
PANTS

耐久性170%UP
運動性170%UP

ノーインシーム
デザインNEW UV/ラッシュ

プロテクション
紫外線や擦れから
肌を守る
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サイズオーダーならではの抜群のフィット感がライディングの邪魔を
しない。解剖学的・屈曲点でフォームをさらに分割する事により、
運動機能を最大限に引き出す。新フォームにリニューアル。コンペ
ベスト。サイズ・カラーオーダーモデル。腹部付近のフォームの取外
しができる、裏面スリット入り。

卓越したパフォーマンスを引き出す
コンペベスト

スマートフォンやタブレット端末で、
手軽に色選びをお楽しみ下さい。
下記よりご覧になれます。

O’NEILLを愛するみんなのための
無料のメンバーシップクラブです。
様々な限定特典が受けられます。

サイズチャートの詳細は
下記よりご覧になれます。

修理価格の詳細は
下記よりご覧になれます。

最新のテクノロジーを驚きのコストパフォーマンスで送り出す、既製サイズ、

限定カラーの限定既製生産品。スタイルや用途にあわせてベストな開口

デザインとタイプを選択可能。

ブラック/デイジーブラック

ブラック/デイジーブラック

ブラック/ツイッギー

ブラック/ブラック

カスタム ベスト スーパーフリーク シリーズ

品　番 価格

XWBA-290A3 ￥39,000(税込￥42,900)
生地厚：2mm

RIDER : 白方 優吏
COLOR : ORG/EGR/SBL
STITCH COLOR : DNV

Color / Mark choice
A、B、Cのカラー / 1～2 のマーク
ー ステッチカラー

グロメッツプログラム
15歳（中学3年生）以下のサイズオーダーは20％OFF
15歳以下のサイズオーダーの場合、カラダの成長を見込み、
ゆったり目のフィッティングとなります。

キャンセルポリシー
原則的に、カスタムスーツ発注後のキャンセルはお受けでき
ません。キャンセル料金はご注文から1日目以降は販売価格
の60％、ご注文から3日目以降の場合は販売価格の100％
となります。

品質保証
弊社では本社工場（宮城県石巻市）の他にも国内外の
協力工場と提携しており、都度最適なQCD*の判断に基
づいて生産工場が選定されます。製品はすべての工場
で同一の品質基準により生産管理され更に本社工場内
での厳密な最終検査をパスしたものだけをお客様にお
届けいたします。
*QCD：Quality, Cost, Delivery

1年保証（ご購入日より）/接合部、マーク、テープの
剥がれ/糸のほつれ/納品時の汚れ/納品時の弊社
製造に起因するサイズの不具合
以下の場合は保証の対象外となりますのでご注意ください。
過失により破損、不当な修理や改造による破損、故意による
損傷、変色・退色・傷・汚れなどの経年変化、注文時の誤りに
よる不具合、体型の変化によるサイズ不具合、取扱説明書お
よびその他の付属品に記された注意書きに従わない誤った
使用法や保管場所の不備による損傷など。各種ジッパーの
保証は対象外となります。

オニールディーラー様へ
本カタログ掲載仕様以外のご注文は、担当営業又は受注
センターへご連絡をお願いいたします。カタログに掲載されて
いない仕様のオーダーは、料金が発生する場合がございます。

オーダーに関するご注意
サーフィン、ボディボード、ウェイクボード、ウインドサーフィン、SUPの各用途によって、フィッティングの設定が異なります。
用途欄へ1カ所のみご記入ください。

表示価格は、既成サイズ（メンズ9サイズ、レディース7サイズ）となります（限定生産商品は除く）。フルサイズオーダーの場合は、
表示価格の10％アップとなります。オーダーの際は、オニ－ル正規ディーラーにて、採寸技能者による正確な採寸と所定フォーマット
用紙の記入をお願いいたします。

胸部に配置されたストレッチ・ロングコイルファスナーが着脱しやすい広い

開口を確保し、肩甲骨の動きを最大限に発揮できる。全身にウルトラフレックス

ジャージを使用。スキンタッチネック。ドレインシステム付き。

スーパーフリーク FSC

  メンズ 　サイズ : M、ML、MLB、L、LB、XL

 　カラー : ブラック/ブラック、ブラック/デイジーブラック

肩の可動域を邪魔しない、運動性重視のチェストショート

ジップスーツ。全身にウルトラストレッチジャージを使用。

スキンタッチネック。

スーパーフリーク ゼン

  メンズ サイズ : M、ML、MLB、L、LB、XL

 カラー : ブラック/ブラック、ブラック/デイジーブラック

品　番 タイプ  価格

WSS-206A3 フルスーツ3×2 ￥49,000(税込￥53,900)

WSS-205A3 シーガル3×2 ￥44,000(税込￥48,400)

  ウイメンズ 　サイズ : MS、M、L

 　カラー : ブラック/ツイッギー

品　番 タイプ  価格

WSS-416A3 フルスーツ3×2 ￥55,000
  (税込￥60,500)

ブラック/デイジーブラックブラック/ブラック

■1

■2

品　番 タイプ  価格

WSS-406A3 フルスーツ3×2 ￥55,000
  (税込￥60,500)

CO
LO
R

M
AR
K

CUSTOM
VEST

　カラーシュミレーター
COLOR SIMULATOR



ブラック/デイジーブラック

ブラック/デイジーブラック

ブラック/ツイッギーブラック/ジャスミン

ブラック/ブラック

ブラック/ブラック

ブラック/ブラック ブラック/ターコイズブルー

ダークネイビー/デイジーネイビー

22

23

誰もが使いやすい、着脱がシンプルなバックジップ。動きの

激しい脇・袖・膝裏パネルにウルトラストレッチジャージを

使用する事で運動性を妨げない。スキンタッチネック。

スーパーフリーク

サイズ : M、ML、MLB、L、LB、XL（MLB、LBはフルスーツ、シーガルのみ）

カラー : ブラック/ブラック、ブラック/デイジーブラック、
  ダークネイビー/デイジーネイビー(ＳＳスプリングのみ)

品　番 タイプ  価格

WSS-106A3 フルスーツ3×2 ￥42,000(税込￥46,200)
WSS-105A3 シーガル3×2 ￥37,000(税込￥40,700)
WSS-102A3 SSスプリング2 ￥29,000(税込￥31,900)
WSS-109A3 LSトップ1.5×1 ￥20,000(税込￥22,000)
WSS-108A3 SSトップ1.5×1 ￥18,000(税込￥19,800)
WSS-107A3 ベスト1.5×1 ￥14,000(税込￥15,400)

怪我の予防や紫外線・冷えから身体を守るキッズサーファーモデル。

ウルトラフレックスジャージを全身に使用。バックジップタイプ。手・足首

の開口が広がり着脱が容易なファスナー付き。2mm厚。

ユース スーパーフリーク

サイズ : 120ｃｍ、130ｃｍ、140ｃｍ、150ｃｍ、160ｃｍ

カラー : ブラック/ブラック、ブラック/ターコイズブルー

品　番 タイプ  価格

WSS-506A3 フルスーツ 2 ￥21,000(税込￥23,100)

サイズ : 140ｃｍ、150ｃｍ

カラー : ロイヤル/レッド

品　番 タイプ  価格

WF-5300 LSジャケット2× ￥29,800(税込￥32,780)
 ロングジョン2

サイズ : MS、M、L

カラー : ブラック/ツイッギー、ブラック/ジャスミン

品　番 タイプ  価格

WSS-116A3 フルスーツ3×2 ￥42,000(税込￥46,200)

ロイヤル/レッド

レトロスタイル・スタイルサーファーに満足を届けるクラシックシリーズ。表面に柔らかな

スムーススキンを広く配し、裏側は伸縮性の良いウルトラフレックスジャージを使用。2mm厚。

限定生産品につき、掲載カラーとサイズよりお選びください。

WOMEN’S

155 160 165

 49 53 57

 30 31 32

 81 83 85

 63 64 66

 88 91 93

 MS  M L

YOUTH

MEN’S

165 170 170 175 175 180

 62 66 70 71 75 76

 36 37 38 38 39 39

 90 92 94 94 98 96

 74 76 80 78 84 80

 91 93 94 95 97 96

  M  ML MLB  L  LB  XL

身　長（cm）

体　重（kg）

首　囲（cm）

上胸囲（cm）

腹　囲（cm）

尻　囲（cm）

呼　称

身　長（cm）

体　重（kg）

首　囲（cm）

上胸囲（cm）

腹　囲（cm）

尻　囲（cm）

呼　称  120cm 130cm 140cm 150cm 160cm

 120 130 140 150 160

 22 27 33 41 50

 28 29 30 31 32

 65 70 75 80 85

 56 58 62 66 70

 68 72 78 84 90

スーパーライト クラシック

サイズ : M、ML、MLB、L、LB、XL
カラー : スキンブラック

品　番 タイプ  価格

WSS-305A3 シーガル 2 ￥38,000(税込￥41,800)
WSS-303A3 LSスプリング 2 ￥35,000(税込￥38,500)
WSS-302A3 SSスプリング 2 ￥30,000(税込￥33,000)
WSS-304A3 ロングジョン 2 ￥32,000(税込￥35,200)
WSS-301A3 ショートジョン 2 ￥24,000(税込￥26,400)
WSS-309SA3 LSジャケット 2 ￥22,000(税込￥24,200)
WSS-309JA3 LSジャケットJ 2×1.5 ￥24,000(税込￥26,400)
WSS-307A3 ベスト 2 ￥16,000(税込￥17,600)

サイズ : MS、M、L
カラー : スキンブラック

品　番 タイプ  価格

WSS-313A3 LSスプリング2 ￥35,000(税込￥38,500)
WSS-314A3 ロングジョン2 ￥32,000(税込￥35,200)
WSS-310A3 LSジャケット2 ￥22,000(税込￥24,200)

ブラック/ブラック

メンズ

ウイメンズ

ユース

ユース

メンズ

ウイメンズ

LS SPRING / SS SPRING

LS JACKET / 
LS JACKET J

WMS LS JACKET WMS LS SPRING WMS LONG JOHN

LONG JOHN / SHORT JOHN

VEST

ブラック/デイジーブラック

ブラック/デイジーブラック

ブラック/ツイッギーブラック/ジャスミン

ブラック/ブラック

ブラック/ブラック

ブラック/ブラック ブラック/ターコイズブルー

ダークネイビー/デイジーネイビー

22

23

誰もが使いやすい、着脱がシンプルなバックジップ。動きの

激しい脇・袖・膝裏パネルにウルトラストレッチジャージを

使用する事で運動性を妨げない。スキンタッチネック。

スーパーフリーク

サイズ : M、ML、MLB、L、LB、XL（MLB、LBはフルスーツ、シーガルのみ）

カラー : ブラック/ブラック、ブラック/デイジーブラック、
  ダークネイビー/デイジーネイビー(ＳＳスプリングのみ)

品　番 タイプ  価格

WSS-106A3 フルスーツ3×2 ￥42,000(税込￥46,200)
WSS-105A3 シーガル3×2 ￥37,000(税込￥40,700)
WSS-102A3 SSスプリング2 ￥29,000(税込￥31,900)
WSS-109A3 LSトップ1.5×1 ￥20,000(税込￥22,000)
WSS-108A3 SSトップ1.5×1 ￥18,000(税込￥19,800)
WSS-107A3 ベスト1.5×1 ￥14,000(税込￥15,400)

怪我の予防や紫外線・冷えから身体を守るキッズサーファーモデル。

ウルトラフレックスジャージを全身に使用。バックジップタイプ。手・足首

の開口が広がり着脱が容易なファスナー付き。2mm厚。

ユース スーパーフリーク

サイズ : 120ｃｍ、130ｃｍ、140ｃｍ、150ｃｍ、160ｃｍ

カラー : ブラック/ブラック、ブラック/ターコイズブルー

品　番 タイプ  価格

WSS-506A3 フルスーツ 2 ￥21,000(税込￥23,100)

サイズ : 140ｃｍ、150ｃｍ

カラー : ロイヤル/レッド

品　番 タイプ  価格

WF-5300 LSジャケット2× ￥29,800(税込￥32,780)
 ロングジョン2

サイズ : MS、M、L

カラー : ブラック/ツイッギー、ブラック/ジャスミン

品　番 タイプ  価格

WSS-116A3 フルスーツ3×2 ￥42,000(税込￥46,200)

ロイヤル/レッド

レトロスタイル・スタイルサーファーに満足を届けるクラシックシリーズ。表面に柔らかな

スムーススキンを広く配し、裏側は伸縮性の良いウルトラフレックスジャージを使用。2mm厚。

限定生産品につき、掲載カラーとサイズよりお選びください。

WOMEN’S

155 160 165

 49 53 57

 30 31 32

 81 83 85

 63 64 66

 88 91 93

 MS  M L

YOUTH

MEN’S

165 170 170 175 175 180

 62 66 70 71 75 76

 36 37 38 38 39 39

 90 92 94 94 98 96

 74 76 80 78 84 80

 91 93 94 95 97 96

  M  ML MLB  L  LB  XL

身　長（cm）

体　重（kg）

首　囲（cm）

上胸囲（cm）

腹　囲（cm）

尻　囲（cm）

呼　称

身　長（cm）

体　重（kg）

首　囲（cm）

上胸囲（cm）

腹　囲（cm）

尻　囲（cm）

呼　称  120cm 130cm 140cm 150cm 160cm

 120 130 140 150 160

 22 27 33 41 50

 28 29 30 31 32

 65 70 75 80 85

 56 58 62 66 70

 68 72 78 84 90

スーパーライト クラシック

サイズ : M、ML、MLB、L、LB、XL
カラー : スキンブラック

品　番 タイプ  価格

WSS-305A3 シーガル 2 ￥38,000(税込￥41,800)
WSS-303A3 LSスプリング 2 ￥35,000(税込￥38,500)
WSS-302A3 SSスプリング 2 ￥30,000(税込￥33,000)
WSS-304A3 ロングジョン 2 ￥32,000(税込￥35,200)
WSS-301A3 ショートジョン 2 ￥24,000(税込￥26,400)
WSS-309SA3 LSジャケット 2 ￥22,000(税込￥24,200)
WSS-309JA3 LSジャケットJ 2×1.5 ￥24,000(税込￥26,400)
WSS-307A3 ベスト 2 ￥16,000(税込￥17,600)

サイズ : MS、M、L
カラー : スキンブラック

品　番 タイプ  価格

WSS-313A3 LSスプリング2 ￥35,000(税込￥38,500)
WSS-314A3 ロングジョン2 ￥32,000(税込￥35,200)
WSS-310A3 LSジャケット2 ￥22,000(税込￥24,200)

ブラック/ブラック

メンズ

ウイメンズ

ユース

ユース

メンズ

ウイメンズ

LS SPRING / SS SPRING

LS JACKET / 
LS JACKET J

WMS LS JACKET WMS LS SPRING WMS LONG JOHN

LONG JOHN / SHORT JOHN

VEST



スーパーライト トロピカル

水面型スポーツに適したバックジップタイプ・フルスーツ

が仲間入り。ボディはネオプレン素材を使用し、袖・膝下

にラッシュガード素材を使用し着脱も容易。紫外線や

冷えから身体を守りクラゲ対策にも最適。

FULLSUITS

LS JACKET / PANTS

アームウォーマー

風の強い日や水温が低い時、シーガルや半袖スプリング
に組み合わせ保温性アップ。2ｍｍ厚ネオプレン。

ブラック/ジャスミン

ブラック/ツイッギー

ブラック/ツイッギー

ブラック/ジャスミン

24
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  ウイメンズ サイズ : MS、M、L

 カラー : ブラック/ツイッギー、ブラック/ジャスミン

品　番 タイプ  価格

WSS-016A3 フルスーツ 1 ￥23,000
  (税込￥25,300)

メンズ サイズ : M、ML

 カラー : ブラック

品　番 タイプ  価格

AO-2200 アームウォーマー ￥3,800
  (税込￥4,180)

PVCフォームより20％軽量だが10％浮力
アップ、つまり使用するフォームの厚みを薄
くする事ができ、アクションを妨げず強い
衝撃から体を守り浮力を確保する。独立
気泡構造により15-20％吸水を軽減、その
為乾きも早い。これまでにない軽さ、強さ、
乾きやすさを兼ね備える。

サイズ S M L XL XXL XXXL
83-91 93-101 104-111 114-121 124-132 134-142

サイズ S M L XL XXL M（WMS） L（WMS）
胸囲（cm） 88-93 93-99 99-104 104-109 109-114 80-85 86-91

スーパーライトサイズ

ネオプレンサイズ

胸囲（cm）

ウォータースポーツのリスクを軽減してくれる大切なギア。海・湖・川でのウォータースポーツをより楽しく安全に。
COMP VESTS/水上スポーツの競技用。USCG VESTS/安全基準の適合。

スラッシャー コンペベスト/ウイメンズ スラッシャー コンペベスト

・
コンペ・US コーストガードベスト

グライドブラック/ブルーム
＜ウイメンズサイズ：M、L＞

素　材 : ウルトラフレックスネオプレン、ナイトロライトフォーム 解剖学的・屈曲点でフォームを分割する事に
より、運動機能を最大限に引き出し、ウルトラ
フレックス素材で究極的なフィッティングを実
現。フロントジップ、リバーシブルタイプ。

品　番 価格
WBA-200A3 ￥22,000(税込￥24,200)
WB-1120W ￥18,000(税込￥19,800)

チャイルドスーパーライト USコーストガードベスト

ディグロー/ディグロー/ブラック
＜チャイルドサイズ＞

リアクター ＵＳコーストガードベスト

ブラック/ダークグレイ
メンズサイズ：S、M、L、XL

USコーストガード認証（JCI予備検査承認）の十分な浮力を有し、高い耐久性が強い
衝撃から身体を守る。フロントジッパーとサイズ調整ができるバックルにより着脱も容易。
アナトミカル構造により屈伸運動を妨げない。

素　材 : ポリエステルライニング、PVCフォーム

品　番 価格
WB-1800 ￥17,000(税込￥18,700)

スーパーライト USコーストガードベスト

軽量なポリエステルシェル製のバックルタイプベスト。USコーストガード認証。
JCI予備検査承認。チャイルド仕様には調整できる股掛け安全ベルト付き。

素　材 : 軽量ポリエチレンフォーム、ポリエステルシェル

ブラック/ブラック/ブラック
メンズサイズ：S、M、L、XL、
 XXL、XXXL

ブラック/キウィ/ブラック
メンズサイズ：S、M、L、XL

品　番 価格
WB-1250 ￥10,000(税込￥11,000)

ウイメンズ ジェム コンペベスト

水をはじくグライドスキン素材により、風冷えを防ぐ。解剖学的・屈曲点でフォームを分割
する事により、体にぴったりフィットし運動機能を最大限に引き出す。フロントジップタイプ。

素　材 : グライドスキンネオプレン、ナイトロライトフォーム

ディープシー/ディープシー/
キャリブリーズ
ウイメンズサイズ：M、L

品　番 価格
WB-1710 ￥20,000(税込￥22,000)

エヴォ コンペベスト

水面型スポーツに適した、運動機能を最大限に引き出すオールラウンドモデル。
ハーネス着用時に、前身頃腹部フォームの取外しができる。左脇にポケット
付き、フロントジップ、ウルトラフレックス素材、リバーシブルタイプ。

素　材 : ウルトラフレックスネオプレン、PVCフォーム

ブラック/モクブラック
メンズサイズ：M、L、XL

品　番 価格
WBA-100A3 ￥22,000(税込￥24,200)

チャイルド
13-22

体重（kg）
サイズ

品　番 価格
WB-1480 ￥7,800
 (税込￥8,580)

スーパーライト

紫外線対策やインナーに最適。1mmネオプレンの身頃
にジャージ素材の袖素材を配した長袖シャツ。
1mmネオプレンのアンダーパンツとアンダーレギンス。

  メンズ サイズ : LSシャツ M、ML
   アンダーパンツ M、ML、L、XL
   アンダーレギンス L、XL
 カラー : ブラック

品　番 タイプ  価格

WF-1490 LSシャツ ￥9,800
  (税込￥10,780)

WF-1420 アンダーパンツ ￥11,000
  (税込￥12,100)

WF-1430 アンダーレギンス ￥14,000
  (税込￥15,400)

ブラック/ブラック
メンズサイズ：S、M、L、XL、XXL

オーシャン/ブラック
メンズサイズ：S、M、L

グライドブラック/ブラック
メンズサイズ：S、M

ダークオリーブ/ブラック
メンズサイズ：S、M、L

ブラック/ブラック/ブラック
ウイメンズサイズ：M、L

着る楽しさが倍増する5WAY。着回しのできるジャケット、

腰の日焼け防止と温かさを備えるハイウェスト・ロング

パンツとショートパンツの3スタイルセット。

  ウイメンズ サイズ : MS、M、L

 カラー : ブラック/ツイッギー、ブラック/ジャスミン

品　番 タイプ  価格

WSS-010A3 LSジャケット2× ￥39,000
 パンツ2× (税込￥42,900)
 ショートパンツ2

パンツのウェスト部は
折返す事で腰回りがスッキリ

■ラッシュガード素材
■ネオプレン素材

日焼け防止にも最適な

サマーフルスーツ

WBA-200A3 WB-1120W



をワッペンへ変更

WHT BLK

トリプルロゴ
ワッペン丸
60mm

オールド
ワッペン
60mm

WHT BLK/WHT

トリプルロゴ
ワッペン角
70mm

BLK/WHT BLK/MLT

共通ワッペン

❶胸
1箇所+￥3,000（税込￥3,300）
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ビーチポンチョ

指割れタイプ

GO-1420 ￥１,000(税込￥1,100)

ステッカー　　カラー：ブラック、ホワイト（ジャックステッカーはブラックのみ）

LOGO STICKER 26cm
（カッティングタイプ）

GO-1430 ￥800(税込￥880)

WAVE STICKER 18cm
（カッティングタイプ）

GO-1500 ￥１,000(税込￥1,100)

ICON STICKER 22cm
（カッティングタイプ）

GO-1330 ￥600(税込￥660)

O’RIGINAL STICKER 12cm
（シールタイプ）

GO-1600 ￥800(税込￥880)

O’RIGINAL ICON STICKER 18cm
（シールタイプ）

GO-1700 ￥800(税込￥880) 

JACK STICKER 10cm
（シールタイプ）

アクセサリー

BLK

吸水性抜群、柔らかいマイクロファイバー
素材の着替え用ポンチョ。
着替えやすい大きな内ポケット付き。

N100001 ￥5,500(税込￥6,050)

サイズ ：F（仕上がりサイズ 身幅88cm、身丈110cm）
素  材 ：マイクロファイバー
カラー ：ＢＬＫ

ロゴブルー

オリジナルブラック オリジナルターコイズブルー

ロゴオレンジ

シーウォーター タオル

海上がりや着替えに便利な
大判ビーチタオル。

N2100001 ￥4,900(税込￥5,390)

サイズ ：F（仕上がりサイズ 158cm×75cm）
素  材 ：コットン100%
カラー ：ロゴブルー､ロゴオレンジ､
  オリジナルブラック､
  オリジナルターコイズブルー

紫外線から肌を守る。持ち運びに
便利な収納袋付き。

組立サイズ時 ： 径180cm、高さ200cm
袋収納時 ： 高さ110cm
貼り材素材 ： ポリエステル100%
カラー ： ブラック

＃611-902   ¥5,800（税込￥6,380）

パラソル

メンズ ： M
素  材 ： ナイロン90％、ポリウレタン10％

＃610-921  ¥3,000(税込￥3,300)

CAMO

CAMO

GRN

トランクスやウェットスーツの下、
日常の下着にも最適なハイブ
リッドインナーショーツ。消臭・
抗菌効果のあるCLEAN MAX
糸を使用、プールでの使用も可能
な耐塩素加工付き。

インナーショーツ

ミルキータイプ OA-0111  ¥2,400（税込￥2,640）クリアタイプ OA-0112  

ボタニカル・ミルキータイプ OA-0114  ¥2,600（税込￥2,860）
ボタニカル・クリアタイプ OA-0115  

抗菌/消臭成分※を配合、雑菌の繁殖を防ぎ嫌な臭いを取り除く。柔軟効果
重視のミルキータイプと、消臭効果重視のクリアタイプ。ボタニカルシリーズ
は、洗浄力そのままに香りの変化が楽しめる。容量：400ｍｌ（約20回分）
※新型コロナウイルスを効果的に除去する、ポリオキシエチレンアルキルエーテルを含有。

OA-0111 OA-0112 OA-0114 OA-0115

ウェットスーツシャンプー アロマウェット

SP-0010 SP-0020

BLK BLU YEL GRN PK LAG

折り畳み開閉式のため、折り畳んだままのハンガーをスー
ツのネック部分から中に入れてセットが可能。コンケーブ、
エアベント構造でスーツの乾燥を早める。耐久性が抜群。

SP-0010 / SP-0020  ¥2,300（税込￥2,530）

素材：本体：PP  フック：アルミ

R2ウェットスーツ ハンガー

（カラー例）

ネックレスタイプのキーケース。
鍵を紐に通し固定。

素  材 ： 2mm厚ネオプレン
カラー ： アソート（5個・1セット）

PR-0096  ¥1,000（税込￥1,100）
(1セット：￥5,000（税込￥5,500）)

キーケース

GAL-900A3   ¥8,800（税込￥9,680）

ウェットスーツとブーツグローブが入る大容量防水バッグ。
サーフトリップや雨の日の移動にも便利。（容量 約40ℓ）

サイズ ： 幅36cm×高さ70cm×奥行き17cｍ
素  材 ： ターポリン / カラー：ブラック

スーパーサイコサック

AO-0710    ¥6,800（税込￥7,480）

コンパクトにたためる、着替え用大容量防水コンテナ。
便利な蓋つき。

サイズ ： 幅60cm×高さ30cm×奥行き40cｍ
素  材 ： EVA / カラー：ブラック

バッグコンテナ

濡れてはいけないもの、濡れてしまったものを入れておくのに
便利な防水バッグ。小さく畳めて携帯可能。

GO-9940　¥3,800（税込￥4,180）

サイズ ： 幅53cm×高さ60cm
素  材 ： ターポリン / カラー：ブラック

ウェットスーツバッグ

スーパーフリークリーフブーツ

グリップ力に優れる、リーフのポイントの必需品。
足首のフィット感を調整できるストラップベルトと
ドローコード付き。

AAL-800A2 ￥6,800(税込￥7,480)

サイズ ：23cm、24cm、25cm、26cm、27cm、
  28cm、29cm
素  材 ：2mmフリュードフォーム、ラバーソール
カラー ：ブラック/スレートブルー

忍者サマーソックス

指割れタイプ

柔軟な薄型ラバーソールにより、素足感覚のフィッティング
とグリップ力を発揮。リーフのポイントに最適。畳むと
ボードショーツのポケットに収納可。
足首のフィット感を調整できるドローコード付き。

ASS-860A3 ￥5,400(税込￥5,940)

サイズ ：XXS（23cm）、XS(24cm)、S(25cm)、M（26cm）、
  L（27cm）、XL（28cm）
素  材 ：3mm厚ネオプレンWJ、プラズマソール
カラー ：ブラック

NVYBLK

＃610-906 ￥3,900(税込￥4,290)

サイズ ：頭囲58cm  素材 ： ポリエステル100％

・頭囲サイズ調整ドローコード
・収納できる後頭部日除け
・バックル付きチンストラップ
・チンストラップ収納ポケット
・取外し可ストラップコード

サイズ ：頭囲58cm  素材 ： ポリエステル100％

＃610-907 ￥3,900(税込￥4,290)

・頭囲サイズ調整アジャスター
・バックル付きチンストラップ
・チンストラップ収納ポケット
・取外し可ストラップコード
・キーポケット

サイズ ：頭囲58cm  素材 ： ポリエステル100％

＃619-927 ￥4,500(税込￥4,950)

・頭囲サイズ調整ドローコード
・バックル付きチンストラップ
・チンストラップ収納ポケット
・取外し可ストラップコード

NVYBLK KHABEGBLK KHA

サイズ ：頭囲57cm  素材 ： ポリエステル100％

＃629-911 ￥4,500(税込￥4,950)

・頭囲サイズ調整ドローコード
・バックル付きチンストラップ
・チンストラップ収納ポケット
・取外し可ストラップコード

BLK/WHT PK

UVP ハット ウイメンズ UVP ハット

NVYKHA BLK NVYBLK

＃610-908 ￥3,900(税込￥4,290)

サイズ ：頭囲58cm  素材 ： ポリエステル100％

UVP キャップ

・頭囲サイズ調整スナップバック
・バックル付きチンストラップ
・チンストラップ収納ポケット
・取外し可ストラップコード

＃611-900 ￥3,900(税込￥4,290)

サイズ ：頭囲58cm  素材 ： ナイロン100％

・頭囲サイズ調整アジャスター
・バックル付きチンストラップ
・チンストラップ収納ポケット
・取外し可ストラップコード

KHA

＃611-901 ￥4,900(税込￥5,390)

サイズ ：頭囲58cm  素材 ： ナイロン100％

・頭囲サイズ調整アジャスター
・バックル付きチンストラップ
・チンストラップ収納ポケット
・取外し可ストラップコード

UVP ワーク キャップ

※柄の配置はスーツによって異なります。

プリントパターンジャージから選択

A 、B 、C 、D 、E  のカラーを選択カラーパターンジャージから選択
ヒザパッド/
エルボーパッド

オプション TB-AIRO'RIGINAL

リプル ガーデン

B 、E 

A
スキン×BLK固定 A

HYPERFREAK
O'ZONE

ジャケット、 C  カラーに使用 ・・・・・・¥0O’RIGINAL
オプション

指定がない場合は A と類似色となります。（DGNの場合はBLK） / HYPER FREAK、BAHIA、O'RIGINALは類似色ステッチとなります。
HYPER FREAK O'ZONE、CUSTOM VESTは●印より選択

STITCH COLOR

VVV VVV VVV VVV VVV VVV VVV VVVVVV VVV VVV VVV VVV VVV VVV VVV VVV VVV VVV VVV VVV VVV VVV

28P

M
AT
ER
IA
L 
CO
LO
R ※カラーパターンジャージの他に

　スキン素材をお選び頂けます。

WHTBLK ※マークは3色からお選び頂けます。

❶胸
CUSTOM VEST

MPKWHTBLK ※マークは3色からお選び頂けます。
※マーク追加の場合、￥1,000（税込￥1,100）/1カ所となります。BAHIA ❶胸

CU
ST
OM

VE
ST

M
EN
’S ❶胸

W
OM
EN
’S ●  アイコン（右）❷背中

● サークル（右） ● サークル（右） 

HY
PE
RF
RE
AK
シリ
ー
ズ

BA
HI
A

PS
YC
HO
シリ
ー
ズ

O’
RI
GI
NA
L 

WHT BLK BLK/WHT BLK/MLT WHT BLK/WHT

トリプルロゴワッペン丸
60mm

トリプルロゴワッペン角
70mm

オールドワッペン
60mm

をワッペンへ変更1箇所+￥3,000（税込￥3,300）O’RIGINAL MARK 共通ワッペン

❷背中 ❸手首
クラシック（右）
❶胸

❶胸

WHTBLK

※マークは2色から
　お選び頂けます。

※胸 ・ 背中 ・ 腰マークは、デザインの選択をお願いします。※PSYCHO Z.E.N. ZIPの場合、ZEN ZIP CLOSUREマークはSLV固定となります。
※マーク追加の場合、￥1,000（税込￥1,100）/1カ所となります。PSYCHOシリーズ MARK

ウェイブ（右）

アイコン（右）

❹腰

❺手首

❷左肩

ロゴ（右）

アイコン（右）
❸背中

REDWHTBLKMEN’S ※マークは3色からお選び頂けます。

ウェイブ（右）

アイコン（右）

❹腰

❺手首

ロゴ（右）

❷左肩

アイコン（右）
❸背中

MPKWHTBLKWOMEN’S ※マークは3色からお選び頂けます。

HYPERFREAKシリーズMARK ※胸 ・ 膝上マークは、デザインの選択をお願いします。※マークは3色からお選び頂けます。
※マーク追加の場合、￥1,000（税込￥1,100）/1カ所となります。

アイコン（左）❹膝上

ロゴ（左）

❷左肩 ❸背中 ❺左手首
クラシック（右）

※ブラック、
ホワイトのみ

ロゴ（中央/ジャケットのみ右）

サークル（右） 
❶胸

RED MENSWHT

RED MENS WOMENSMPK

BLK

※マーク追加の場合、￥1,000（税込￥1,100）/1カ所となります。

サークル（右） 

アイコン（右）

❶胸

小ロゴ（右）

クラシック（右）

※ブラック、
ホワイトのみ

サークル（右） 

アイコン（右）

❶胸

小ロゴ（右）

クラシック（右）

※ブラック、
ホワイトのみ

●  アイコン（右）❷背中

CUSTOM
VEST A 、B 、C カラーに使用・・・+¥5,000

（税込￥5,500）

B 、C 、D 、E  カラーに使用・・・・・・・・+¥5,000
（税込￥5,500）

A カラーに使用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・+¥20,000
（税込￥22,000）

※トップ、ジャケット、ベスト、パンツは+¥10,000（税込￥11,000）
グリッチ

OA-0005   ¥500（税込￥550）

クロロプレンスーツ補修用接着剤。

スキングリッパー

をワッペンへ変更

WHT BLK

トリプルロゴ
ワッペン丸
60mm

オールド
ワッペン
60mm

WHT BLK/WHT

トリプルロゴ
ワッペン角
70mm

BLK/WHT BLK/MLT

共通ワッペン

❶胸
1箇所+￥3,000（税込￥3,300）
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ビーチポンチョ

指割れタイプ

GO-1420 ￥１,000(税込￥1,100)

ステッカー　　カラー：ブラック、ホワイト（ジャックステッカーはブラックのみ）

LOGO STICKER 26cm
（カッティングタイプ）

GO-1430 ￥800(税込￥880)

WAVE STICKER 18cm
（カッティングタイプ）

GO-1500 ￥１,000(税込￥1,100)

ICON STICKER 22cm
（カッティングタイプ）

GO-1330 ￥600(税込￥660)

O’RIGINAL STICKER 12cm
（シールタイプ）

GO-1600 ￥800(税込￥880)

O’RIGINAL ICON STICKER 18cm
（シールタイプ）

GO-1700 ￥800(税込￥880) 

JACK STICKER 10cm
（シールタイプ）

アクセサリー

BLK

吸水性抜群、柔らかいマイクロファイバー
素材の着替え用ポンチョ。
着替えやすい大きな内ポケット付き。

N100001 ￥5,500(税込￥6,050)

サイズ ：F（仕上がりサイズ 身幅88cm、身丈110cm）
素  材 ：マイクロファイバー
カラー ：ＢＬＫ

ロゴブルー

オリジナルブラック オリジナルターコイズブルー

ロゴオレンジ

シーウォーター タオル

海上がりや着替えに便利な
大判ビーチタオル。

N2100001 ￥4,900(税込￥5,390)

サイズ ：F（仕上がりサイズ 158cm×75cm）
素  材 ：コットン100%
カラー ：ロゴブルー､ロゴオレンジ､
  オリジナルブラック､
  オリジナルターコイズブルー

紫外線から肌を守る。持ち運びに
便利な収納袋付き。

組立サイズ時 ： 径180cm、高さ200cm
袋収納時 ： 高さ110cm
貼り材素材 ： ポリエステル100%
カラー ： ブラック

＃611-902   ¥5,800（税込￥6,380）

パラソル

メンズ ： M
素  材 ： ナイロン90％、ポリウレタン10％

＃610-921  ¥3,000(税込￥3,300)

CAMO

CAMO

GRN

トランクスやウェットスーツの下、
日常の下着にも最適なハイブ
リッドインナーショーツ。消臭・
抗菌効果のあるCLEAN MAX
糸を使用、プールでの使用も可能
な耐塩素加工付き。

インナーショーツ

ミルキータイプ OA-0111  ¥2,400（税込￥2,640）クリアタイプ OA-0112  

ボタニカル・ミルキータイプ OA-0114  ¥2,600（税込￥2,860）
ボタニカル・クリアタイプ OA-0115  

抗菌/消臭成分※を配合、雑菌の繁殖を防ぎ嫌な臭いを取り除く。柔軟効果
重視のミルキータイプと、消臭効果重視のクリアタイプ。ボタニカルシリーズ
は、洗浄力そのままに香りの変化が楽しめる。容量：400ｍｌ（約20回分）
※新型コロナウイルスを効果的に除去する、ポリオキシエチレンアルキルエーテルを含有。

OA-0111 OA-0112 OA-0114 OA-0115

ウェットスーツシャンプー アロマウェット

SP-0010 SP-0020

BLK BLU YEL GRN PK LAG

折り畳み開閉式のため、折り畳んだままのハンガーをスー
ツのネック部分から中に入れてセットが可能。コンケーブ、
エアベント構造でスーツの乾燥を早める。耐久性が抜群。

SP-0010 / SP-0020  ¥2,300（税込￥2,530）

素材：本体：PP  フック：アルミ

R2ウェットスーツ ハンガー

（カラー例）

ネックレスタイプのキーケース。
鍵を紐に通し固定。

素  材 ： 2mm厚ネオプレン
カラー ： アソート（5個・1セット）

PR-0096  ¥1,000（税込￥1,100）
(1セット：￥5,000（税込￥5,500）)

キーケース

GAL-900A3   ¥8,800（税込￥9,680）

ウェットスーツとブーツグローブが入る大容量防水バッグ。
サーフトリップや雨の日の移動にも便利。（容量 約40ℓ）

サイズ ： 幅36cm×高さ70cm×奥行き17cｍ
素  材 ： ターポリン / カラー：ブラック

スーパーサイコサック

AO-0710    ¥6,800（税込￥7,480）

コンパクトにたためる、着替え用大容量防水コンテナ。
便利な蓋つき。

サイズ ： 幅60cm×高さ30cm×奥行き40cｍ
素  材 ： EVA / カラー：ブラック

バッグコンテナ

濡れてはいけないもの、濡れてしまったものを入れておくのに
便利な防水バッグ。小さく畳めて携帯可能。

GO-9940　¥3,800（税込￥4,180）

サイズ ： 幅53cm×高さ60cm
素  材 ： ターポリン / カラー：ブラック

ウェットスーツバッグ

スーパーフリークリーフブーツ

グリップ力に優れる、リーフのポイントの必需品。
足首のフィット感を調整できるストラップベルトと
ドローコード付き。

AAL-800A2 ￥6,800(税込￥7,480)

サイズ ：23cm、24cm、25cm、26cm、27cm、
  28cm、29cm
素  材 ：2mmフリュードフォーム、ラバーソール
カラー ：ブラック/スレートブルー

忍者サマーソックス

指割れタイプ

柔軟な薄型ラバーソールにより、素足感覚のフィッティング
とグリップ力を発揮。リーフのポイントに最適。畳むと
ボードショーツのポケットに収納可。
足首のフィット感を調整できるドローコード付き。

ASS-860A3 ￥5,400(税込￥5,940)

サイズ ：XXS（23cm）、XS(24cm)、S(25cm)、M（26cm）、
  L（27cm）、XL（28cm）
素  材 ：3mm厚ネオプレンWJ、プラズマソール
カラー ：ブラック

NVYBLK

＃610-906 ￥3,900(税込￥4,290)

サイズ ：頭囲58cm  素材 ： ポリエステル100％

・頭囲サイズ調整ドローコード
・収納できる後頭部日除け
・バックル付きチンストラップ
・チンストラップ収納ポケット
・取外し可ストラップコード

サイズ ：頭囲58cm  素材 ： ポリエステル100％

＃610-907 ￥3,900(税込￥4,290)

・頭囲サイズ調整アジャスター
・バックル付きチンストラップ
・チンストラップ収納ポケット
・取外し可ストラップコード
・キーポケット

サイズ ：頭囲58cm  素材 ： ポリエステル100％

＃619-927 ￥4,500(税込￥4,950)

・頭囲サイズ調整ドローコード
・バックル付きチンストラップ
・チンストラップ収納ポケット
・取外し可ストラップコード

NVYBLK KHABEGBLK KHA

サイズ ：頭囲57cm  素材 ： ポリエステル100％

＃629-911 ￥4,500(税込￥4,950)

・頭囲サイズ調整ドローコード
・バックル付きチンストラップ
・チンストラップ収納ポケット
・取外し可ストラップコード

BLK/WHT PK

UVP ハット ウイメンズ UVP ハット

NVYKHA BLK NVYBLK

＃610-908 ￥3,900(税込￥4,290)

サイズ ：頭囲58cm  素材 ： ポリエステル100％

UVP キャップ

・頭囲サイズ調整スナップバック
・バックル付きチンストラップ
・チンストラップ収納ポケット
・取外し可ストラップコード

＃611-900 ￥3,900(税込￥4,290)

サイズ ：頭囲58cm  素材 ： ナイロン100％

・頭囲サイズ調整アジャスター
・バックル付きチンストラップ
・チンストラップ収納ポケット
・取外し可ストラップコード

KHA

＃611-901 ￥4,900(税込￥5,390)

サイズ ：頭囲58cm  素材 ： ナイロン100％

・頭囲サイズ調整アジャスター
・バックル付きチンストラップ
・チンストラップ収納ポケット
・取外し可ストラップコード

UVP ワーク キャップ

※柄の配置はスーツによって異なります。

プリントパターンジャージから選択

A 、B 、C 、D 、E  のカラーを選択カラーパターンジャージから選択
ヒザパッド/
エルボーパッド

オプション TB-AIRO'RIGINAL

リプル ガーデン

B 、E 

A
スキン×BLK固定 A

HYPERFREAK
O'ZONE

ジャケット、 C  カラーに使用 ・・・・・・¥0O’RIGINAL
オプション

指定がない場合は A と類似色となります。（DGNの場合はBLK） / HYPER FREAK、BAHIA、O'RIGINALは類似色ステッチとなります。
HYPER FREAK O'ZONE、CUSTOM VESTは●印より選択

STITCH COLOR

VVV VVV VVV VVV VVV VVV VVV VVVVVV VVV VVV VVV VVV VVV VVV VVV VVV VVV VVV VVV VVV VVV VVV

28P

M
AT
ER
IA
L 
CO
LO
R ※カラーパターンジャージの他に

　スキン素材をお選び頂けます。

WHTBLK ※マークは3色からお選び頂けます。

❶胸
CUSTOM VEST

MPKWHTBLK ※マークは3色からお選び頂けます。
※マーク追加の場合、￥1,000（税込￥1,100）/1カ所となります。BAHIA ❶胸

CU
ST
OM

VE
ST

M
EN
’S ❶胸

W
OM
EN
’S ●  アイコン（右）❷背中

● サークル（右） ● サークル（右） 

HY
PE
RF
RE
AK
シリ
ー
ズ

BA
HI
A

PS
YC
HO
シリ
ー
ズ

O’
RI
GI
NA
L 

WHT BLK BLK/WHT BLK/MLT WHT BLK/WHT

トリプルロゴワッペン丸
60mm

トリプルロゴワッペン角
70mm

オールドワッペン
60mm

をワッペンへ変更1箇所+￥3,000（税込￥3,300）O’RIGINAL MARK 共通ワッペン

❷背中 ❸手首
クラシック（右）
❶胸

❶胸

WHTBLK

※マークは2色から
　お選び頂けます。

※胸 ・ 背中 ・ 腰マークは、デザインの選択をお願いします。※PSYCHO Z.E.N. ZIPの場合、ZEN ZIP CLOSUREマークはSLV固定となります。
※マーク追加の場合、￥1,000（税込￥1,100）/1カ所となります。PSYCHOシリーズ MARK

ウェイブ（右）

アイコン（右）

❹腰

❺手首

❷左肩

ロゴ（右）

アイコン（右）
❸背中

REDWHTBLKMEN’S ※マークは3色からお選び頂けます。

ウェイブ（右）

アイコン（右）

❹腰

❺手首

ロゴ（右）

❷左肩

アイコン（右）
❸背中

MPKWHTBLKWOMEN’S ※マークは3色からお選び頂けます。

HYPERFREAKシリーズMARK ※胸 ・ 膝上マークは、デザインの選択をお願いします。※マークは3色からお選び頂けます。
※マーク追加の場合、￥1,000（税込￥1,100）/1カ所となります。

アイコン（左）❹膝上

ロゴ（左）

❷左肩 ❸背中 ❺左手首
クラシック（右）

※ブラック、
ホワイトのみ

ロゴ（中央/ジャケットのみ右）

サークル（右） 
❶胸

RED MENSWHT

RED MENS WOMENSMPK

BLK

※マーク追加の場合、￥1,000（税込￥1,100）/1カ所となります。

サークル（右） 

アイコン（右）

❶胸

小ロゴ（右）

クラシック（右）

※ブラック、
ホワイトのみ

サークル（右） 

アイコン（右）

❶胸

小ロゴ（右）

クラシック（右）

※ブラック、
ホワイトのみ

●  アイコン（右）❷背中

CUSTOM
VEST A 、B 、C カラーに使用・・・+¥5,000

（税込￥5,500）

B 、C 、D 、E  カラーに使用・・・・・・・・+¥5,000
（税込￥5,500）

A カラーに使用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・+¥20,000
（税込￥22,000）

※トップ、ジャケット、ベスト、パンツは+¥10,000（税込￥11,000）
グリッチ

OA-0005   ¥500（税込￥550）

クロロプレンスーツ補修用接着剤。

スキングリッパー



をワッペンへ変更

WHT BLK

トリプルロゴ
ワッペン丸
60mm

オールド
ワッペン
60mm

WHT BLK/WHT

トリプルロゴ
ワッペン角
70mm

BLK/WHT BLK/MLT

共通ワッペン

❶胸
1箇所+￥3,000（税込￥3,300）

26

27

ビーチポンチョ

指割れタイプ

GO-1420 ￥１,000(税込￥1,100)

ステッカー　　カラー：ブラック、ホワイト（ジャックステッカーはブラックのみ）

LOGO STICKER 26cm
（カッティングタイプ）

GO-1430 ￥800(税込￥880)

WAVE STICKER 18cm
（カッティングタイプ）

GO-1500 ￥１,000(税込￥1,100)

ICON STICKER 22cm
（カッティングタイプ）

GO-1330 ￥600(税込￥660)

O’RIGINAL STICKER 12cm
（シールタイプ）

GO-1600 ￥800(税込￥880)

O’RIGINAL ICON STICKER 18cm
（シールタイプ）

GO-1700 ￥800(税込￥880) 

JACK STICKER 10cm
（シールタイプ）

アクセサリー

BLK

吸水性抜群、柔らかいマイクロファイバー
素材の着替え用ポンチョ。
着替えやすい大きな内ポケット付き。

N100001 ￥5,500(税込￥6,050)

サイズ ：F（仕上がりサイズ 身幅88cm、身丈110cm）
素  材 ：マイクロファイバー
カラー ：ＢＬＫ

ロゴブルー

オリジナルブラック オリジナルターコイズブルー

ロゴオレンジ

シーウォーター タオル

海上がりや着替えに便利な
大判ビーチタオル。

N2100001 ￥4,900(税込￥5,390)

サイズ ：F（仕上がりサイズ 158cm×75cm）
素  材 ：コットン100%
カラー ：ロゴブルー､ロゴオレンジ､
  オリジナルブラック､
  オリジナルターコイズブルー

紫外線から肌を守る。持ち運びに
便利な収納袋付き。

組立サイズ時 ： 径180cm、高さ200cm
袋収納時 ： 高さ110cm
貼り材素材 ： ポリエステル100%
カラー ： ブラック

＃611-902   ¥5,800（税込￥6,380）

パラソル

メンズ ： M
素  材 ： ナイロン90％、ポリウレタン10％

＃610-921  ¥3,000(税込￥3,300)

CAMO

CAMO

GRN

トランクスやウェットスーツの下、
日常の下着にも最適なハイブ
リッドインナーショーツ。消臭・
抗菌効果のあるCLEAN MAX
糸を使用、プールでの使用も可能
な耐塩素加工付き。

インナーショーツ

ミルキータイプ OA-0111  ¥2,400（税込￥2,640）クリアタイプ OA-0112  

ボタニカル・ミルキータイプ OA-0114  ¥2,600（税込￥2,860）
ボタニカル・クリアタイプ OA-0115  

抗菌/消臭成分※を配合、雑菌の繁殖を防ぎ嫌な臭いを取り除く。柔軟効果
重視のミルキータイプと、消臭効果重視のクリアタイプ。ボタニカルシリーズ
は、洗浄力そのままに香りの変化が楽しめる。容量：400ｍｌ（約20回分）
※新型コロナウイルスを効果的に除去する、ポリオキシエチレンアルキルエーテルを含有。

OA-0111 OA-0112 OA-0114 OA-0115

ウェットスーツシャンプー アロマウェット

SP-0010 SP-0020

BLK BLU YEL GRN PK LAG

折り畳み開閉式のため、折り畳んだままのハンガーをスー
ツのネック部分から中に入れてセットが可能。コンケーブ、
エアベント構造でスーツの乾燥を早める。耐久性が抜群。

SP-0010 / SP-0020  ¥2,300（税込￥2,530）

素材：本体：PP  フック：アルミ

R2ウェットスーツ ハンガー

（カラー例）

ネックレスタイプのキーケース。
鍵を紐に通し固定。

素  材 ： 2mm厚ネオプレン
カラー ： アソート（5個・1セット）

PR-0096  ¥1,000（税込￥1,100）
(1セット：￥5,000（税込￥5,500）)

キーケース

GAL-900A3   ¥8,800（税込￥9,680）

ウェットスーツとブーツグローブが入る大容量防水バッグ。
サーフトリップや雨の日の移動にも便利。（容量 約40ℓ）

サイズ ： 幅36cm×高さ70cm×奥行き17cｍ
素  材 ： ターポリン / カラー：ブラック

スーパーサイコサック

AO-0710    ¥6,800（税込￥7,480）

コンパクトにたためる、着替え用大容量防水コンテナ。
便利な蓋つき。

サイズ ： 幅60cm×高さ30cm×奥行き40cｍ
素  材 ： EVA / カラー：ブラック

バッグコンテナ

濡れてはいけないもの、濡れてしまったものを入れておくのに
便利な防水バッグ。小さく畳めて携帯可能。

GO-9940　¥3,800（税込￥4,180）

サイズ ： 幅53cm×高さ60cm
素  材 ： ターポリン / カラー：ブラック

ウェットスーツバッグ

スーパーフリークリーフブーツ

グリップ力に優れる、リーフのポイントの必需品。
足首のフィット感を調整できるストラップベルトと
ドローコード付き。

AAL-800A2 ￥6,800(税込￥7,480)

サイズ ：23cm、24cm、25cm、26cm、27cm、
  28cm、29cm
素  材 ：2mmフリュードフォーム、ラバーソール
カラー ：ブラック/スレートブルー

忍者サマーソックス

指割れタイプ

柔軟な薄型ラバーソールにより、素足感覚のフィッティング
とグリップ力を発揮。リーフのポイントに最適。畳むと
ボードショーツのポケットに収納可。
足首のフィット感を調整できるドローコード付き。

ASS-860A3 ￥5,400(税込￥5,940)

サイズ ：XXS（23cm）、XS(24cm)、S(25cm)、M（26cm）、
  L（27cm）、XL（28cm）
素  材 ：3mm厚ネオプレンWJ、プラズマソール
カラー ：ブラック

NVYBLK

＃610-906 ￥3,900(税込￥4,290)

サイズ ：頭囲58cm  素材 ： ポリエステル100％

・頭囲サイズ調整ドローコード
・収納できる後頭部日除け
・バックル付きチンストラップ
・チンストラップ収納ポケット
・取外し可ストラップコード

サイズ ：頭囲58cm  素材 ： ポリエステル100％

＃610-907 ￥3,900(税込￥4,290)

・頭囲サイズ調整アジャスター
・バックル付きチンストラップ
・チンストラップ収納ポケット
・取外し可ストラップコード
・キーポケット

サイズ ：頭囲58cm  素材 ： ポリエステル100％

＃619-927 ￥4,500(税込￥4,950)

・頭囲サイズ調整ドローコード
・バックル付きチンストラップ
・チンストラップ収納ポケット
・取外し可ストラップコード

NVYBLK KHABEGBLK KHA

サイズ ：頭囲57cm  素材 ： ポリエステル100％

＃629-911 ￥4,500(税込￥4,950)

・頭囲サイズ調整ドローコード
・バックル付きチンストラップ
・チンストラップ収納ポケット
・取外し可ストラップコード

BLK/WHT PK

UVP ハット ウイメンズ UVP ハット

NVYKHA BLK NVYBLK

＃610-908 ￥3,900(税込￥4,290)

サイズ ：頭囲58cm  素材 ： ポリエステル100％

UVP キャップ

・頭囲サイズ調整スナップバック
・バックル付きチンストラップ
・チンストラップ収納ポケット
・取外し可ストラップコード

＃611-900 ￥3,900(税込￥4,290)

サイズ ：頭囲58cm  素材 ： ナイロン100％

・頭囲サイズ調整アジャスター
・バックル付きチンストラップ
・チンストラップ収納ポケット
・取外し可ストラップコード

KHA

＃611-901 ￥4,900(税込￥5,390)

サイズ ：頭囲58cm  素材 ： ナイロン100％

・頭囲サイズ調整アジャスター
・バックル付きチンストラップ
・チンストラップ収納ポケット
・取外し可ストラップコード

UVP ワーク キャップ

※柄の配置はスーツによって異なります。

プリントパターンジャージから選択

A 、B 、C 、D 、E  のカラーを選択カラーパターンジャージから選択
ヒザパッド/
エルボーパッド

オプション TB-AIRO'RIGINAL

リプル ガーデン

B 、E 

A
スキン×BLK固定 A

HYPERFREAK
O'ZONE

ジャケット、 C  カラーに使用 ・・・・・・¥0O’RIGINAL
オプション

指定がない場合は A と類似色となります。（DGNの場合はBLK） / HYPER FREAK、BAHIA、O'RIGINALは類似色ステッチとなります。
HYPER FREAK O'ZONE、CUSTOM VESTは●印より選択

STITCH COLOR

VVV VVV VVV VVV VVV VVV VVV VVVVVV VVV VVV VVV VVV VVV VVV VVV VVV VVV VVV VVV VVV VVV VVV

28P

M
AT
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L 
CO
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R ※カラーパターンジャージの他に

　スキン素材をお選び頂けます。

WHTBLK ※マークは3色からお選び頂けます。

❶胸
CUSTOM VEST

MPKWHTBLK ※マークは3色からお選び頂けます。
※マーク追加の場合、￥1,000（税込￥1,100）/1カ所となります。BAHIA ❶胸

CU
ST
OM

VE
ST

M
EN
’S ❶胸

W
OM
EN
’S ●  アイコン（右）❷背中

● サークル（右） ● サークル（右） 

HY
PE
RF
RE
AK
シリ
ー
ズ

BA
HI
A

PS
YC
HO
シリ
ー
ズ

O’
RI
GI
NA
L 

WHT BLK BLK/WHT BLK/MLT WHT BLK/WHT

トリプルロゴワッペン丸
60mm

トリプルロゴワッペン角
70mm

オールドワッペン
60mm

をワッペンへ変更1箇所+￥3,000（税込￥3,300）O’RIGINAL MARK 共通ワッペン

❷背中 ❸手首
クラシック（右）
❶胸

❶胸

WHTBLK

※マークは2色から
　お選び頂けます。

※胸 ・ 背中 ・ 腰マークは、デザインの選択をお願いします。※PSYCHO Z.E.N. ZIPの場合、ZEN ZIP CLOSUREマークはSLV固定となります。
※マーク追加の場合、￥1,000（税込￥1,100）/1カ所となります。PSYCHOシリーズ MARK

ウェイブ（右）

アイコン（右）

❹腰

❺手首

❷左肩

ロゴ（右）

アイコン（右）
❸背中

REDWHTBLKMEN’S ※マークは3色からお選び頂けます。

ウェイブ（右）

アイコン（右）

❹腰

❺手首

ロゴ（右）

❷左肩

アイコン（右）
❸背中

MPKWHTBLKWOMEN’S ※マークは3色からお選び頂けます。

HYPERFREAKシリーズMARK ※胸 ・ 膝上マークは、デザインの選択をお願いします。※マークは3色からお選び頂けます。
※マーク追加の場合、￥1,000（税込￥1,100）/1カ所となります。

アイコン（左）❹膝上

ロゴ（左）

❷左肩 ❸背中 ❺左手首
クラシック（右）

※ブラック、
ホワイトのみ

ロゴ（中央/ジャケットのみ右）

サークル（右） 
❶胸

RED MENSWHT

RED MENS WOMENSMPK

BLK

※マーク追加の場合、￥1,000（税込￥1,100）/1カ所となります。

サークル（右） 

アイコン（右）

❶胸

小ロゴ（右）

クラシック（右）

※ブラック、
ホワイトのみ

サークル（右） 

アイコン（右）

❶胸

小ロゴ（右）

クラシック（右）

※ブラック、
ホワイトのみ

●  アイコン（右）❷背中

CUSTOM
VEST A 、B 、C カラーに使用・・・+¥5,000

（税込￥5,500）

B 、C 、D 、E  カラーに使用・・・・・・・・+¥5,000
（税込￥5,500）

A カラーに使用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・+¥20,000
（税込￥22,000）

※トップ、ジャケット、ベスト、パンツは+¥10,000（税込￥11,000）
グリッチ

OA-0005   ¥500（税込￥550）

クロロプレンスーツ補修用接着剤。

スキングリッパー

をワッペンへ変更

WHT BLK

トリプルロゴ
ワッペン丸
60mm

オールド
ワッペン
60mm

WHT BLK/WHT

トリプルロゴ
ワッペン角
70mm

BLK/WHT BLK/MLT

共通ワッペン

❶胸
1箇所+￥3,000（税込￥3,300）

26
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ビーチポンチョ

指割れタイプ

GO-1420 ￥１,000(税込￥1,100)

ステッカー　　カラー：ブラック、ホワイト（ジャックステッカーはブラックのみ）

LOGO STICKER 26cm
（カッティングタイプ）

GO-1430 ￥800(税込￥880)

WAVE STICKER 18cm
（カッティングタイプ）

GO-1500 ￥１,000(税込￥1,100)

ICON STICKER 22cm
（カッティングタイプ）

GO-1330 ￥600(税込￥660)

O’RIGINAL STICKER 12cm
（シールタイプ）

GO-1600 ￥800(税込￥880)

O’RIGINAL ICON STICKER 18cm
（シールタイプ）

GO-1700 ￥800(税込￥880) 

JACK STICKER 10cm
（シールタイプ）

アクセサリー

BLK

吸水性抜群、柔らかいマイクロファイバー
素材の着替え用ポンチョ。
着替えやすい大きな内ポケット付き。

N100001 ￥5,500(税込￥6,050)

サイズ ：F（仕上がりサイズ 身幅88cm、身丈110cm）
素  材 ：マイクロファイバー
カラー ：ＢＬＫ

ロゴブルー

オリジナルブラック オリジナルターコイズブルー

ロゴオレンジ

シーウォーター タオル

海上がりや着替えに便利な
大判ビーチタオル。

N2100001 ￥4,900(税込￥5,390)

サイズ ：F（仕上がりサイズ 158cm×75cm）
素  材 ：コットン100%
カラー ：ロゴブルー､ロゴオレンジ､
  オリジナルブラック､
  オリジナルターコイズブルー

紫外線から肌を守る。持ち運びに
便利な収納袋付き。

組立サイズ時 ： 径180cm、高さ200cm
袋収納時 ： 高さ110cm
貼り材素材 ： ポリエステル100%
カラー ： ブラック

＃611-902   ¥5,800（税込￥6,380）

パラソル

メンズ ： M
素  材 ： ナイロン90％、ポリウレタン10％

＃610-921  ¥3,000(税込￥3,300)

CAMO

CAMO

GRN

トランクスやウェットスーツの下、
日常の下着にも最適なハイブ
リッドインナーショーツ。消臭・
抗菌効果のあるCLEAN MAX
糸を使用、プールでの使用も可能
な耐塩素加工付き。

インナーショーツ

ミルキータイプ OA-0111  ¥2,400（税込￥2,640）クリアタイプ OA-0112  

ボタニカル・ミルキータイプ OA-0114  ¥2,600（税込￥2,860）
ボタニカル・クリアタイプ OA-0115  

抗菌/消臭成分※を配合、雑菌の繁殖を防ぎ嫌な臭いを取り除く。柔軟効果
重視のミルキータイプと、消臭効果重視のクリアタイプ。ボタニカルシリーズ
は、洗浄力そのままに香りの変化が楽しめる。容量：400ｍｌ（約20回分）
※新型コロナウイルスを効果的に除去する、ポリオキシエチレンアルキルエーテルを含有。

OA-0111 OA-0112 OA-0114 OA-0115

ウェットスーツシャンプー アロマウェット

SP-0010 SP-0020

BLK BLU YEL GRN PK LAG

折り畳み開閉式のため、折り畳んだままのハンガーをスー
ツのネック部分から中に入れてセットが可能。コンケーブ、
エアベント構造でスーツの乾燥を早める。耐久性が抜群。

SP-0010 / SP-0020  ¥2,300（税込￥2,530）

素材：本体：PP  フック：アルミ

R2ウェットスーツ ハンガー

（カラー例）

ネックレスタイプのキーケース。
鍵を紐に通し固定。

素  材 ： 2mm厚ネオプレン
カラー ： アソート（5個・1セット）

PR-0096  ¥1,000（税込￥1,100）
(1セット：￥5,000（税込￥5,500）)

キーケース

GAL-900A3   ¥8,800（税込￥9,680）

ウェットスーツとブーツグローブが入る大容量防水バッグ。
サーフトリップや雨の日の移動にも便利。（容量 約40ℓ）

サイズ ： 幅36cm×高さ70cm×奥行き17cｍ
素  材 ： ターポリン / カラー：ブラック

スーパーサイコサック

AO-0710    ¥6,800（税込￥7,480）

コンパクトにたためる、着替え用大容量防水コンテナ。
便利な蓋つき。

サイズ ： 幅60cm×高さ30cm×奥行き40cｍ
素  材 ： EVA / カラー：ブラック

バッグコンテナ

濡れてはいけないもの、濡れてしまったものを入れておくのに
便利な防水バッグ。小さく畳めて携帯可能。

GO-9940　¥3,800（税込￥4,180）

サイズ ： 幅53cm×高さ60cm
素  材 ： ターポリン / カラー：ブラック

ウェットスーツバッグ

スーパーフリークリーフブーツ

グリップ力に優れる、リーフのポイントの必需品。
足首のフィット感を調整できるストラップベルトと
ドローコード付き。

AAL-800A2 ￥6,800(税込￥7,480)

サイズ ：23cm、24cm、25cm、26cm、27cm、
  28cm、29cm
素  材 ：2mmフリュードフォーム、ラバーソール
カラー ：ブラック/スレートブルー

忍者サマーソックス

指割れタイプ

柔軟な薄型ラバーソールにより、素足感覚のフィッティング
とグリップ力を発揮。リーフのポイントに最適。畳むと
ボードショーツのポケットに収納可。
足首のフィット感を調整できるドローコード付き。

ASS-860A3 ￥5,400(税込￥5,940)

サイズ ：XXS（23cm）、XS(24cm)、S(25cm)、M（26cm）、
  L（27cm）、XL（28cm）
素  材 ：3mm厚ネオプレンWJ、プラズマソール
カラー ：ブラック

NVYBLK

＃610-906 ￥3,900(税込￥4,290)

サイズ ：頭囲58cm  素材 ： ポリエステル100％

・頭囲サイズ調整ドローコード
・収納できる後頭部日除け
・バックル付きチンストラップ
・チンストラップ収納ポケット
・取外し可ストラップコード

サイズ ：頭囲58cm  素材 ： ポリエステル100％

＃610-907 ￥3,900(税込￥4,290)

・頭囲サイズ調整アジャスター
・バックル付きチンストラップ
・チンストラップ収納ポケット
・取外し可ストラップコード
・キーポケット

サイズ ：頭囲58cm  素材 ： ポリエステル100％

＃619-927 ￥4,500(税込￥4,950)

・頭囲サイズ調整ドローコード
・バックル付きチンストラップ
・チンストラップ収納ポケット
・取外し可ストラップコード

NVYBLK KHABEGBLK KHA

サイズ ：頭囲57cm  素材 ： ポリエステル100％

＃629-911 ￥4,500(税込￥4,950)

・頭囲サイズ調整ドローコード
・バックル付きチンストラップ
・チンストラップ収納ポケット
・取外し可ストラップコード

BLK/WHT PK

UVP ハット ウイメンズ UVP ハット

NVYKHA BLK NVYBLK

＃610-908 ￥3,900(税込￥4,290)

サイズ ：頭囲58cm  素材 ： ポリエステル100％

UVP キャップ

・頭囲サイズ調整スナップバック
・バックル付きチンストラップ
・チンストラップ収納ポケット
・取外し可ストラップコード

＃611-900 ￥3,900(税込￥4,290)

サイズ ：頭囲58cm  素材 ： ナイロン100％

・頭囲サイズ調整アジャスター
・バックル付きチンストラップ
・チンストラップ収納ポケット
・取外し可ストラップコード

KHA

＃611-901 ￥4,900(税込￥5,390)

サイズ ：頭囲58cm  素材 ： ナイロン100％

・頭囲サイズ調整アジャスター
・バックル付きチンストラップ
・チンストラップ収納ポケット
・取外し可ストラップコード

UVP ワーク キャップ

※柄の配置はスーツによって異なります。

プリントパターンジャージから選択

A 、B 、C 、D 、E  のカラーを選択カラーパターンジャージから選択
ヒザパッド/
エルボーパッド

オプション TB-AIRO'RIGINAL

リプル ガーデン

B 、E 

A
スキン×BLK固定 A

HYPERFREAK
O'ZONE

ジャケット、 C  カラーに使用 ・・・・・・¥0O’RIGINAL
オプション

指定がない場合は A と類似色となります。（DGNの場合はBLK） / HYPER FREAK、BAHIA、O'RIGINALは類似色ステッチとなります。
HYPER FREAK O'ZONE、CUSTOM VESTは●印より選択

STITCH COLOR

VVV VVV VVV VVV VVV VVV VVV VVVVVV VVV VVV VVV VVV VVV VVV VVV VVV VVV VVV VVV VVV VVV VVV

28P
M
AT
ER
IA
L 
CO
LO
R ※カラーパターンジャージの他に

　スキン素材をお選び頂けます。

WHTBLK ※マークは3色からお選び頂けます。

❶胸
CUSTOM VEST

MPKWHTBLK ※マークは3色からお選び頂けます。
※マーク追加の場合、￥1,000（税込￥1,100）/1カ所となります。BAHIA ❶胸

CU
ST
OM

VE
ST

M
EN
’S ❶胸

W
OM
EN
’S ●  アイコン（右）❷背中

● サークル（右） ● サークル（右） 

HY
PE
RF
RE
AK
シリ
ー
ズ

BA
HI
A

PS
YC
HO
シリ
ー
ズ

O’
RI
GI
NA
L 

WHT BLK BLK/WHT BLK/MLT WHT BLK/WHT

トリプルロゴワッペン丸
60mm

トリプルロゴワッペン角
70mm

オールドワッペン
60mm

をワッペンへ変更1箇所+￥3,000（税込￥3,300）O’RIGINAL MARK 共通ワッペン

❷背中 ❸手首
クラシック（右）
❶胸

❶胸

WHTBLK

※マークは2色から
　お選び頂けます。

※胸 ・ 背中 ・ 腰マークは、デザインの選択をお願いします。※PSYCHO Z.E.N. ZIPの場合、ZEN ZIP CLOSUREマークはSLV固定となります。
※マーク追加の場合、￥1,000（税込￥1,100）/1カ所となります。PSYCHOシリーズ MARK

ウェイブ（右）

アイコン（右）

❹腰

❺手首

❷左肩

ロゴ（右）

アイコン（右）
❸背中

REDWHTBLKMEN’S ※マークは3色からお選び頂けます。

ウェイブ（右）

アイコン（右）

❹腰

❺手首

ロゴ（右）

❷左肩

アイコン（右）
❸背中

MPKWHTBLKWOMEN’S ※マークは3色からお選び頂けます。

HYPERFREAKシリーズMARK ※胸 ・ 膝上マークは、デザインの選択をお願いします。※マークは3色からお選び頂けます。
※マーク追加の場合、￥1,000（税込￥1,100）/1カ所となります。

アイコン（左）❹膝上

ロゴ（左）

❷左肩 ❸背中 ❺左手首
クラシック（右）

※ブラック、
ホワイトのみ

ロゴ（中央/ジャケットのみ右）

サークル（右） 
❶胸

RED MENSWHT

RED MENS WOMENSMPK

BLK

※マーク追加の場合、￥1,000（税込￥1,100）/1カ所となります。

サークル（右） 

アイコン（右）

❶胸

小ロゴ（右）

クラシック（右）

※ブラック、
ホワイトのみ

サークル（右） 

アイコン（右）

❶胸

小ロゴ（右）

クラシック（右）

※ブラック、
ホワイトのみ

●  アイコン（右）❷背中

CUSTOM
VEST A 、B 、C カラーに使用・・・+¥5,000

（税込￥5,500）

B 、C 、D 、E  カラーに使用・・・・・・・・+¥5,000
（税込￥5,500）

A カラーに使用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・+¥20,000
（税込￥22,000）

※トップ、ジャケット、ベスト、パンツは+¥10,000（税込￥11,000）
グリッチ

OA-0005   ¥500（税込￥550）

クロロプレンスーツ補修用接着剤。

スキングリッパー

営業本社 〒231--0062 神奈川県横浜市中区桜木町 2--2--9 港陽ビル2F
TEL : 045--664--4130（代表）／FAX : 045--664--7653

本社・工場  〒986--1111 宮城県石巻市鹿又字嘉右衛門 345
TEL : 0225-75-2880（代表）／FAX : 0225-75-2888

MOBBY DICK INC.(株式会社モビーディック)
O’NEILL(オニール)

受注センター 0120-170-208 0120-170-278FAXTEL

本カタログは2023年2月1日現在の仕様に基いて作成されております。

各商品の仕様および価格を予告なく変更させていただく場合があります。あらかじめご了承ください。

ご注文・納期・在庫の確認

アフターサービス
センター

0120-944-308 0120-944-378FAXTEL

修理のご依頼

oneill_japan

facebook.com/ONeill_JPN/

HP : oneill.jp

twitter.com/oneill_jn

lin.ee/3mZ6ZNE
LINE

oneill.jp/msg/
マリンスポーツギア

PSYCHOシリーズ、HYPERFREAKシリーズ、
O’RIGINAL、BAHIA専用 O’RIGINAL専用

肘付近を覆う、耐久性に優れ柔軟性に富む
クリプトエルボーパッドが両肘に装備。
パッドカラーは、BLK、DGY、NVY
¥3,000 (税込¥3,300) / 両肘
※O’ZONEモデルは非対応

耐久性150% UP

オーバルエルボーパッド
Lv.2

ロングエルボーパッド
耐久性150% UPLv.2

膝上から足首付近まで覆う、耐久性に優れ柔軟性
に富むクリプトニーパッドを装備。
パッドカラーは、BLK、DGY、NVY
¥5,000 (税込¥5,500) / 両膝

ロングクリプトニーパッド
耐久性150% UPLv.2

手首から肘上付近まで覆う、耐久性に優れ柔軟性
に富むクリプトエルボーパッドが両肘に装備。
手首はハンドカフ仕上げ。ハンドカフＡＣＴは非対応。
パッドカラーは、BLK、DGY、NVY
¥3,000 (税込¥3,300) / 両肘
※O’ZONEモデルは非対応

PSYCHOシリーズ、HYPERFREAKシリーズ、
O’RIGINAL、BAHIA専用

PSYCHOシリーズ、HYPERFREAKシリーズ、
O’RIGINAL、BAHIA専用ウイメンズ専用

ボディボードタイプ
耐久性150% UPLv.2

両足首にドレインホール付き。
¥1,000 (税込¥1,100)

脱水性130% UP
アンクルドレインホール

Lv.1

日焼けも気になりにくい、ローカット裾口形状。
¥2,000 (税込¥2,200)

ローカット
美脚性120% UP

ウイメンズ専用

美脚効果・運動性抜群ハイカット裾口形状。
¥2,000 (税込¥2,200)

ハイカット
美脚性130% UP

用途でBBを選択した場合、手首から肘上付近
まで覆う、耐久性に優れ柔軟性に富むクリプトエ
ルボーパッドが両肘に装備。手首はハンドカフ仕
上げ。ハンドカフＡＣＴは非対応。
パッドカラーは、BLK、DGY、NVY
¥3,000 (税込¥3,300) 
※O’ZONEモデルは非対応

PSYCHOシリーズ、HYPERFREAKシリーズ、
O’RIGINAL、BAHIA専用

対象のオプションは、各モデルページに記載 ※数値％は自社商品比オプションOPTION

TB-AIR 運動性120% UP

圧倒的フィット感のテクノバターエアージャージ
A部に使用 ¥7,000 (税込¥7,700)
B、C、D、E部に使用 ¥1,500 (税込¥1,650)
カラー  BLK、DGY、DNV

ショートジョン/トップ/ジャケット/ベスト/パンツの
A部に使用の場合 ¥3,500 (税込¥3,850)
※O’ZONEモデルは非対応

PSYCHOシリーズ、HYPERFREAKシリーズ、
O’RIGINAL、BAHIA専用

PSYCHOシリーズ、HYPERFREAKシリーズ、
O’RIGINAL、BAHIA専用

PSYCHO Z.E.N. ZIP、
O’RIGINAL（フルスーツ・シーガルのみ）専用 O’RIGINAL専用

胸マークワッペン

スタイリッシュな刺繍ワッペン
¥3,000 (税込¥3,300)

数量限定。運動性、柔軟性アップ。
¥2,000 (税込¥2,200) 

ストレッチコイルジップ
柔軟性110% UP

カラー豊富で伸縮性に優れる。
カラーはウルトラフレックスジャージから
お選び下さい。
フルスーツ ￥10,000 (税込￥11,000)
ベスト ¥5,000 (税込￥5,500)
その他 ¥8,000 (税込￥8,800)

プリントパタンジャージとTB-AIR選択の場合、
さらにプラス料金が発生します。

耐久性115% UP
Aカラーウルトラフレックス

Lv.1

O’RIGINAL専用 PSYCHOシリーズ専用 PSYCHOシリーズ、BAHIA専用 PSYCHOシリーズ、HYPERFREAKシリーズ、
O’RIGINAL、BAHIA専用

広い開口を確保するバックジップ。
¥3,000 (税込¥3,300) 

ロングジョン/ショートジョン
バックジップ
着脱性150% UP

胸・背中パネル表面にメッシュスキン素材、
袖パネルにスムーススキン素材を配置。
風冷えから身体を守る。
Aカラーもお選び下さい。
¥2,000 (税込¥2,200) 

サーフスキンタイプ
防風性120% UPLv.1

Aカラー表面（尻パネルを除く）にスキン素材を広く配置。
風冷えから身体を守る。
（スキン素材の為、ステッチカラー指定は非対応）
¥3,000 (税込¥3,300) 

ウインドスキンタイプ
防風性130% UPLv.2

手・足首の開口が広がり着脱が容易
（防水性が標準仕様より劣ります）
手/足　各¥3,000 (税込¥3,300/1ヶ所）
※O’ZONEモデルは非対応

バリアージップリスト/
バリアージップアンクル
着脱性200% UP


