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FX/NP
FX/SP

■ MOBBY'S が選んだ主要素材「クロロプレンスポンジラバー」
3 G.S.D.S. ,
Mr.REDANG

PPK

PPK

GGRY

FPK

FPK

IDMO

ウェットミニポケット
（オプション）

7 Mr.REDANG

10

RDSR

「クロロプレンスポンジラバー」は、MOBBY'S が提供するスーツの主要素材。優れた伸縮性と耐久性、高い保温性を特徴とし、素材自体が伸縮するため、身体にフィットし
たカスタムオーダーのスーツを作ることが可能です。
また、スーツを製作する際は候補素材のすべてを自社ラボの高圧チャンバーにかけ、耐久性を検査するとともに、伸縮性や耐候性などの物性テスト、試作品のフィールドテ
ストも実施（原則 100 ダイブ以上）
。スーツが使用される環境を考慮した、ダイビングに最適な素材を採用しています。

BLK

RED

■ 素材（表生地 / 裏生地）

FX/NP

RED

RED

ORG

ORG

PYL

PYL

CMKH

WETSUITS MATERIALS

WETSUITS COLORS

ウェットスーツ カラーリスト

8 Mr.REDANG, She's COCO, QUEEN CRUISE
CZNV

WHT

SBL

4 FREEDOM NEXST,

FX スパン / エアナップ

5mm 厚・19 色展開

□動きやすく暖かい、ハイストレッチジャージ × 起毛生地の組み合わせ
［表生地］FX スパンは、19 色という豊富なバリエーションからカラーを選択できる
ハイストレッチジャージです。
［裏生地］NP（エアナップ）は水切れの速いポリエ
ステルと、肌触りが良く軽量で暖かいナイロン中空糸を編みこんだ起毛素材。伸縮
性に優れて動きやすく、スーツの着脱もスムーズ。休憩中に裏返して干せばサラッ
と乾くため水濡れの不快感を減らし、2 本目以降も快適に着用できます。

FX/SP

FX スパン / スポーツパイル

5mm、3.5mm 厚・19 色展開

□運動性抜群の両面ハイストレッチジャージ生地
［表生地］FX スパンは、19 色という豊富なバリエーションからカラーを選択できる
ハイストレッチジャージです。
［裏生地］SP（スポーツパイル）は、優れた柔軟性と
肌触りの良さを両立させた着心地が魅力のパイル素材です。

NVY

QUEEN CRUISE

YEL

YEL

ASH BLU

EGR

EGR

ASH RED

PBL

ASH BLK

IBL

IBL

ASH HBK

NVY

NVY

PUR

PUR

WHT

SLV

SLV

TAN

TAN

GYEL

DGR

DGR

GRED

BLK

BLK

GGRY

RBL

メッシュスキン / エアナップ

5mm 厚・BLK のみ

□水切れが良く暖かい、スキン × 起毛生地の組み合わせ
［表生地］スキン生地にメッシュ加工を施した MS（メッシュスキン）は、一般のス
キン素材より裂けや破れに強く撥水性にも優れ、陸上での風冷えを防ぎます。
［裏生
地］NP（エアナップ）は水切れの速いポリエステルと肌触りが良く軽量で暖かいナ
イロン中空糸で編んだ起毛素材。伸縮性に優れ、着脱もスムーズ。乾きが速く、裏
返して干せば 2 本目も快適に着用できます。
［採用モデル］マキシマム、クイーンマ
キシマム、G.S.D.S. のベース生地

MS/FD

メッシュスキン / ファインデックス

3.5mm 厚・BLK のみ

□水切れの良さと伸縮性を兼ね備えた、スキンジャージ生地
［表生地］スキン生地にメッシュ加工を施した MS（メッシュスキン）は、一般のス
キン素材より裂けや破れに強く撥水性にも優れ、陸上での風冷えを防ぎます。
［裏生
地］FD（ファインデックス）は、タテ・ヨコ方向に伸縮する 2way ストレッチジャー
ジです。
［採用モデル］マキシマム、クイーンマキシマムのベース生地

KGR

PXDT

MRN

9 She's COCO
CCIK

6 SPARTAN

MS/NP

SS/NP NEW スムーススキン / エアナップ

5mm 厚・BLK のみ

SS/FD NEW スムーススキン / ファインデックス

3.5mm 厚・BLK のみ

□水切れが良く暖かい、スキン × 起毛生地の組み合わせ
［表生地］SS（スムーススキン）は滑らかで艶のある表面を特徴とし、陸上での風
冷えを抑える乾きの速さと着心地の良さがプロダイバーに好評です。
［裏生地］
NP
（エ
アナップ）は水切れの速いポリエステルと肌触りが良く軽量で暖かいナイロン中空
糸で編んだ起毛素材。伸縮性に優れ、着脱もスムーズ。裏返して干せば乾きが速く、
2 本目の着用も快適です。
［採用モデル］オーシャンズのベース生地

□水切れ、保温性が良く運動性能も高い、スキン × ジャージ生地の組み合わせ
［表生地］SS（スムーススキン）は滑らかで艶のある表面を特徴とし、陸上での風
冷えを抑える乾きの速さと着心地の良さがプロダイバーに好評です。
［裏生地］FD
（ファインデックス）は、タテ・ヨコ方向に伸縮する 2way ストレッチジャージです。
［採用モデル］オーシャンズのベース生地

※ SS（スムーススキン）は引っかきや引き裂きに対する強度がジャージ素材と比較して劣るため、
取り扱いに注意が必要です。

※ SS（スムーススキン）は引っかきや引き裂きに対する強度がジャージ素材と比較して劣るため、
取り扱いに注意が必要です。

NEW
NEW

OLV

IBL

PXBO

NEW

WHT

CGR

DGY

5 OCEANS
OCBT

LGY

NEW

PBL

CZRD

PXAF

NLE/NP

ネッスルイー / エアナップ

5mm 厚・BLK のみ

□動きやすく暖かい、ストレッチジャージ起毛生地。
［表生地］NLE（ネッスルイー）は、ポリエステル製の高ストレッチ素材です。［裏
生地］NP（エアナップ）は水切れの速いポリエステルと肌触りが良く軽量で暖
かいナイロン中空糸で編んだ起毛素材です。伸縮性に優れ動きやすく、着脱もス
ムーズ。休憩中に裏返して干せばサラッと乾くので水濡れの不快感を減らし、2
本目も快適に着用できます。［採用モデル］G.S.D.S. のベース生地

CGR

OLV

■ 納期

■ 既製サイズチャート

□ウェットスーツ、フード、フードベスト

ウェットスーツの既製サイズ
は下記 QR コードよりご確認
いただけます。

6 日目出荷

（営業日起算）

□ G.S.D.S.

8 日目出荷

（営業日起算）

WRD

□ FREEDOM NEXST

WRD

10日目出荷

（営業日起算）

テクシオン PAD

BK（ベース生地ブラック）

□アクトアプネア
LG（ベース生地グレー）

4D PAD

（ベース生地ブラック）

■ ウェットスーツフィッティング
フィッティングには設定がございます。
ご使用の環境に応じてお選びください。
［標準］新品の状態で最適なフィッティングです。
［ゆったりめ］新品の状態で少しゆとりを持たせたフィッティングです。

印刷の都合により、現品の色調はカタログと異なることがあります。
必ずカラー見本生地をご確認ください。
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ご指定がない場合、標準でお作りいたします。

14日目出荷

（営業日起算）

・出荷日はご注文いただいた日より弊社営業日で上記納期を数えた日です。
・13 : 00 までのご注文を当日分とし、13：00 以降のご注文は翌日分とさせていただきます。
・弊社営業日は土曜・日曜・祝日、夏期・冬期休業期間を除く平日です。
・商品到着は出荷から 1 〜 2 日後となります ( 沖縄、離島は約 2 〜 4 日後となります) 。
・繁忙期には基準納期を延長させていただく場合がございます。
ご注文の内容によっては 2日ほどプラスで納期がかかる場合がございます。
・特別仕様等、
03

WET SUIT

WETSUITS OPTIONS

WETSUITS OPTIONS

標準装備 and オプション
ウェットスーツ

ネック（スキンタッチ）

肌に当たる面をスキン素
材にし、フィット感とシー
ル性をアップ。
※ディスカバリーライト
は、スタンダードネック
を採用しています。

ショルダー
プロテクト

BCD ストラップとの擦れ
が生じる肩部に、耐摩耗
性ジャージを使用してい
ます。
［標準採用］マキシマム、
クイーンマキシマム、キャ
バレロ

スキンネック

バックジップ

スタンダードジップに、浸水
を抑制する機能を付加した
ジッパーです。
※ディスカバリーライトは、
スタンダードジップを採用し
ています。

ネック部水切り加工

テープフィニッシュ

ネックの開口部に水切り
パーツを取付。浸水を最
小限に抑えます。
［標準採用］フリーダムネ
クスト

コンピューター
ホルダー

スキンリスト

ドライスーツのリスト
シ ー ル と 同 じ 素 材（ ス
ムーススキン / ストレッチ
ジャージ）を手首パーツ
に採用。肌にぴったりと
密着するスムーススキン
素材が、手首からの浸水
を抑えます。
［標準採用］マキシマム、
ク イ ー ン マ キ シ マ ム、
G.S.D.S.

ダイブコンピューターのず
れや脱落を防ぐホルダー。
取り付けはオプション選
択です（￥1,500＋税）
。

YKK アクアシール

エントリー前やボートでの
移動時に開放すれば、絞め
つけ感を和らげます。止水
性能の高いスプレープルー
フジップを採用。
［標準採用］クイーンクルー
ズ
標準採用ではないモデル
も、オプションで選択でき
ます（￥3,000 ＋税）
。

フロントロング
ジップ *

バックジップが苦手という
方や、後ろ髪の挟まりが気
になる方におすすめ。肩抜
きをしやすい MOBBY'S の
「クイックオフリード」に
より、脱ぐ時も簡単です。
［標準採用］クイーンア
リュール
標準採用ではないモデル
も、オプションで選択でき
ます（バックジップからフ
ロントロングジップへの変
更は無料です）
。

リストジップ *

手首に取り付ければ、腕
の着脱が楽になります。
［標準採用］クイーン／
シーズシリーズ（クイー
ンマキシマムは対象外）
。
標準採用ではないモデル
も、オプションで選択でき
ます（￥5,000 ＋税）
。

テクシオンパッド

プラスティック製 の 防 水
ジップ。一般的な防水ジッ
プより軽くしなやかで、
楽に開閉できます。
［標準採用］G.S.D.S.
標準採用ではないモデル
も、オプションで選択で
きます（￥12,000 ＋税）。

膝部を擦れから守り、か
つ膝の動きを妨げないシ
リコン製パッドです。
※ディスカバリーライト
は、PU 製パッドです。

＊アンクルジップ、フロントショートジップ、フロント
ロングジップ、リストジップは、取り付けによりデザイ
ンが変更となる場合がございます。あらかじめご了承く
ださい。

アンクルジップ*

足首に取り付けることで、
足の着脱が楽になります。
［標準採用］クイーン／
シーズシリーズ（クイー
ンマキシマムは対象外）
。
標準採用ではないモデル
も、オプションで選択で
きます（￥5,000 ＋税）
。
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フロントショート
ジップ *

手足の開口部にテープ加
工を施すことで、末端の
傷みを防止します。ただ
し加工することで開口部
の伸びは損なわれます。
［標準採用］リスト・アン
クルジップ取付スーツ
標準採用ではないモデル
も、無料で選択できます。

NEW

独立した樹脂製パーツを
組み合わせた膝パッドで
す。膝部の保護性能を高
めつつ、フレキシブルな
動きは確保しています。
［標準採用］マキシマム、
ク イ ー ン マ キ シ マ ム、
G.S.D.S.、キャバレロ、オー
シャンズ
標準採用ではないモデル
も、オプションで選択で
きます（￥5,000 ＋税）
。

スーツを着用する際や休
憩時に上半身のみを脱ぐ
際に、ネックのベルクロ
がスーツの裏地に付着す
ることを防止するために
装備したベルクロです。
※ディスカバリーライト
には非採用です。

（スプレープルーフジップ）

ドライスーツのリスト
シ ー ル と 同 じ 素 材（ ス
ムーススキン / ストレッチ
ジャージ）をネックパー
ツに採用。肌にぴったり
と密着するスムーススキ
ン素材が、首からの浸水
を防ぎます。
［標準採用］G.S.D.S.

4D パッド

エクストラベルクロ

（起毛付着防止）

ウェットミニポケット
NEW

ダイビングの際に紛失し
がちなヘアゴムを入れて
おくのにピッタリなミニポ
ケットです。
取り付けはオプション選
択です（￥1,100＋税）
。
対象は、
シーズココ、クイー
クイーンクルー
選択可能なカラーは、P02 ンロザリオ、
カラーリスト10（全 11色） ズ、クイーンアリュールの
み。右足もしくは左足のい
をご参照ください。
ずれかをお選びください。
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MAXIMUM / QUEEN MAXIMUM

G.S.D.S. (Genuine Semi Dry Suit)

Mark 130

GRY

BK

固定 Mark（首後ろ）

MS/NP 仕様 Mark130

ジー・エス・ディー・エス（ジェニュイン セミドライスーツ）
［XDS-4000］

プロダイバーに支持される機動力と高機能

SV

プロダイバーに愛され続ける動きやすさは、もちろん初心者にもおすすめ。その機

Mark 560

動力を支えるのが、ベース生地に使用する速乾性と伸縮性を兼ね揃えたメッシュ
スキン。さらに「ショルダープロテクト」
「4D パッド」といったテクノロジーも

SV

標準装備した高機能な一着です。

GD

GD

使い勝手の良さを追求した “ セミドライ ”

YKK の樹脂製防水ジップ「アクアシール」をフロントに配置し、一人での着脱を

可能に。さらに、膝にはフレキシブルで、耐久性にも優れた「4D パッド」を標準
浸水を最小限に抑えるリペル加工を施した裏地スキン仕様とした、まさに “ セミド
ライ ” と呼ぶのに相応しいスーツです。

SV

GD

NLE/NP
A [BLK]
B [GGRY]
Stitch [SLV]

131[WT]

130[SV]

130[GD]

WT

装備し、優れた運動性を実現しました。そしてネックとリスト、アンクルパーツは、

FX
C [PBL]
D [WHT]

FX
C [TAN]
D [SLV]

NLE/NP 仕様 Mark131

WETSUITS UNISEX

WETSUITS MEN / WOMEN

マキシマム / クイーンマキシマム［XDS-6800 / XDS-8800］

NLE/NP 仕様 固定 Mark（左腿後ろ）

NLE/NP
A [BLK]
B [IDMO]
Stitch [IBL]

MS/NP
A [BLK]
B [CMKH]
130[SV]

標準装備

P04 , 05 参照

ショルダープロテクト
560 [SV]
560[GD]

スキンタッチネック

ネックエクストラベルクロ

（フルスーツのみ）

スキンリスト

スプレープルーフジップ

（バックジップ）

4D パッド

オプション

P04 , 05 参照

リストジップの
追加

標準装備

¥5,000（＋税）

P04 , 05 参照

アンクルジップの
追加

スキンネック

フロントショート
ジップの追加

スキンリスト

YKK アクアシールへの変更

スキンアンクル

¥5,000（＋税）
¥3,000（＋税）

（フルスーツのみ）

¥12,000（＋税）
バックジップ仕様への
変更（ロングジョン）

4D パッド

¥0

※水密性を高めたモデルですので、リスト

YKK アクアシール

ジップ・アンクルジップ・フロントショート

（フロントジップ）

ジップ・手足首周りテープフィニッシュの取
り付けは推奨しておりません

カラーパネル

料金

QR コード または P02 参照

フルスーツ

MS/NP(5mm)

¥108,000

¥98,000

¥88,000

¥93,000

¥83,000

¥73,000

+¥10,000 +¥10,000

+¥7,000

06

Color Simulator
QUEEN MAXIMUM

サイズオーダー料金

C
2

D
2

シーガル

料金

QR コード または P02 参照

ロングジョン L/S ボレロ・
左肩ベルクロ ジャケット

素材

MS/FD(3.5mm)

Color Simulator
MAXIMUM

カラーパネル

※表示価格は全て税抜きです

※表示価格は全て税抜きです

素材

セミドライ
フルスーツ

¥58,000

NLE/NP(5mm)

¥138,000

¥53,000

MS/NP(5mm)

¥138,000

+¥7,000

サイズオーダー料金

+¥10,000

※スキン生地の特性上、イニシャルマーク取付の箇所が限られます。詳しくはオーダーシートをご確認ください

Color Simulator

A
BLK

B
3

Stitch
NLE/NP 1

※お選びいただいた素材 (NLE/NP もしくは MS/NP) は左図 A パネルに適用されます。どちらの素材でも A パネルは BLK 固定となります
※ MS/NP を選択の場合、スキン生地の特性上、A パネルにはイニシャルマークの取付が不可となります

07

固定 Mark（胸・腿）

FREEDOM NEXST NEW
新登場！

独自技術 A.C.T. だから実現した画期的な全身無縫製スーツ

WETSUITS UNISEX

WETSUITS UNISEX

フリーダム ネクスト［XDS-4800］

WT

MOBBY'S 独自のカッティング技術「A.C.T.」を最大限に投入して完成させた全身無縫製のスーツ。一般的なスーツで

固定 Mark（背中）

あれば 30 を数えるパネル数を 1/3 以下の 9 まで減らし、糸を一切使わずに接合しました。
「A.C.T.」だから実現できた

少ないパネル数は、素材本来の機能を引き出すばかりでなく、糸と針穴がないため、生地のストレッチ性や保温性を

十分に確保し、着用時の快適性も最大限に高めました。
「縫い目のない接合技術＝ No stitch EXtra Seam Technology」
を略したモデル名の「NEXST」には、ウェットスーツの新たな幕開けを告げる「NEXT」の意味も込めています。

従来の製法と無縫製による製法の保温性の違い
開始時

15 分後

WT

A [ASH HBK]
TAPE COLOR [ASH BLK]

解剖学に基づく

カッティング技術「A.C.T.」

「A.C.T.」 は 解 剖 学 の 知 見
をカッティングに応用した

MOBBY'S 独自の技術。ダイ

ビングに影響を与える人体の
従来製法 無縫製

従来製法 無縫製

構造や動きを、骨格や筋肉、
皮膚の特性のレベルで分析

板氷を貼った水槽に試験片を沈めてテストを実施。
無縫製の試験片（右）は従来製法（左）と比較して接合部
の保温性が高いことがわかります。

し、スーツを構成するパネル
をデザインします。

無縫製スーツの快適性を
高めるストレッチ素材

表生地に杢調ハイストレッチ

ジ ャ ー ジ の ASH シ リ ー ズ、
裏生地にハイストレッチ起毛
ジャージを採用。接合部を

ストレッチ性の高 い 素 材 の

ウェーブテープ（特許取得済）
で覆うことで、生地の伸縮を
損なわず、海水や冷気の侵入
を抑えています。

標準装備

P04 , 05 参照

ネック部水切り加工

スプレープルーフジップ

（バックジップ）

テクシオンパッド

（BLK 固定）

オプション

P04 , 05 参照

リストジップの
追加

¥5,000（＋税）
アンクルジップの
追加

¥5,000（＋税）

YKK アクアシールへの変更

（フルスーツのみ）

¥12,000（＋税）
カラーパネル

料金

QR コード または P02 参照

※表示価格は全て税抜きです

素材

フルスーツ

ASH/NP(5mm)

¥138,000

サイズオーダー料金

+¥10,000

※製品の特性上、40℃以上の温水での洗浄及

Color Simulator

08

A
4

TAPE COLOR
4

び乾燥機のご使用はお控えください。

※ ASH は杢調のハイストレッチジャージです。
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OCEANS NEW

Mark 310（胸）

機能性と遊びごころに富んだツーピース専用モデル

YL

スムーススキンをベース生地に採用したツーピース専用モデル。5mm 厚の重ね着

PK

NEW

SV

固定 Mark（首後ろ）

OCEANS Original

スタイルは、ウェットスーツで季節を越えてダイビングを楽しみたい方におすすめ。

WETSUITS UNISEX

WETSUITS UNISEX

オーシャンズ［XDS-4900］

裏生地に採用の起毛素材「エアナップ」は軽量で伸縮性に優れ、スーツの着脱をス

ムーズに。肩のパネルは通常の単色に加え、
ボタニカルな限定柄「OCBT」も選択でき、
サングラスを掛けられるグラスホルダーも選択可能で、遊びごころに富んだ一着です。

OCBT

B [OCBT]

B [YEL]

標準装備

P04 , 05 参照

ネックエクストラベルクロ

（シーガルのみ）

スキンタッチネック

（シーガルのみ）

4D パッド

L/S ボレロ + バックジップ・ロングジョン
スプレープルーフジップ

オプション

ビーバーテール・フードジャケット＋シーガル

P04 , 05 参照

※モデル着用のスーツはウエストジップオプション無しの仕様となります。

ウエストジップの追加

（ビーバーテール・フードジャケットのみ）

¥6,000（＋税）

バックジップ・ロングジョン

※着脱のしやすさを考慮して、ビーバーテー

ル・フードジャケットへの取り付けを推奨

シーガル

します。

カラーパネル

料金

QR コード または P02 参照

※表示価格は全て税抜きです

素材

Color Simulator

B
2 or 5
ロングジョンには B カラー選択は出来ません

10

・
ロングジョン L /Sボレロ・ ビーバーテール
シーガル （バックジップ）
フードジャケット
ジャケット （ウエストジップ付）

SS/NP(5mm)

¥98,000

¥88,000

¥58,000

¥70,000

SS/FD(3.5mm)

¥83,000

¥73,000

¥53,000

¥63,000

+¥10,000

+¥7,000

+¥7,000

+¥7,000

サイズオーダー料金

※ビーバーテール・フードジャケットは着脱のしやすさを考慮した、ウエストジップオプション付
きの価格となります。
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SPARTAN NEW

Mark 310（胸）

SPARTAN Original

スーツのデザイン性を求める男性ダイバーに

YL

ウェットスーツをおしゃれに着こなしたい──そんなデザイン志向の高い男性ダ

PK

NEW

固定 Mark（左腿後）

イバーの要望にお応えした新モデルです。稲妻をモチーフにしたプリントを大胆

SV

WETSUITS MEN

WETSUITS MEN

スパルタン［XDS-6500］

GYEL

Mark（胸）

にデザイン。プリントカラーもグレー、レッド、イエローの 3 色から選べます。

GRED

WHT

FX
A [BLK]
B [GRED]

標準装備

FX
A [BLK]
B [GGRY]

WHT

FX
A [BLK]
B [GYEL]

P04 , 05 参照

スキンタッチネック

ネックエクストラベルクロ

テクシオンパッド

スプレープルーフジップ

オプション

P04 , 05 参照

フロントショート
ジップの追加

¥3,000（＋税）
リストジップの
追加

¥5,000（＋税）
アンクルジップの
追加

¥5,000（＋税）

YKK アクアシールへの変更

（フルスーツのみ）

¥12,000（＋税）
4D パッドへの変更

¥5,000（＋税）

手足首周りテープ
フィニッシュ

¥0

コンピューターホルダーの
追加

¥1,500（＋税）

フロントロングジップへの
変更

¥0

カラーパネル

QR コード または P02 参照

A
2

Color Simulator
料金

※表示価格は全て税抜きです

素材

フルスーツ

シーガル

ロングジョン L/S ボレロ・ ロングパンツ
左肩ベルクロ ジャケット

FX/NP(5mm)

¥108,000

¥98,000

¥90,000

¥63,000

FX/SP(5mm)

¥87,000

¥77,000

¥74,000

¥52,000

FX/SP(3.5mm)

¥82,000

¥72,000

¥69,000

¥47,000

¥52,000

+¥10,000 +¥10,000

+¥7,000

+¥7,000

+¥7,000

サイズオーダー料金
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B
2 or 6

13

Mr.REDANG

Mr. REDANG Original

定番のツーピースモデルに、新デザインのジャケット

RDSR

CABALLERO

Mark131

キャバレロ [XDS-6600]

ミスター レダン［XDS-0500］

BK

ツーピース専用モデル「ミスターレダン」のジャケットに、2020 年は新たなデザ

インを加えました。ツーピースですからスーツの着脱がしやすいことはもちろん、

WT

固定 Mark（首後ろ）

Mark 310（胸）

重ね着により保温性が保たれるため、一年のうち長い期間、ウェットスーツでダ

飽きのこないデザインが愛される男性向け定番モデル

BK

男性向けの定番モデルとして長年にわたり愛され続ける理由は、飽きのこないデ

WETSUITS MEN

WETSUITS MEN

Mark131

WT

固定 Mark（左右腿）

ザイン。スタイルも豊富に取りそろえ、フルスーツをはじめ、ボレロ、シーガル、
ロングジョンから選択できます。膝部には「4D パッド」を、肩部には耐摩耗性

イビングを楽しめます。

素材を採用。さまざまなダイビングシーンで長期にわたり着こなしてほしい一着
YL

FX
A [NVY]
B [CGR]
C [CMKH]

131[BK]

NEW

PK

SV

です。

SLV

FX
A [TAN]
B [BLK]

FX
A [OLV]
B [RDSR]
C [PUR]
D [WRD]

FX
A [ORG]
B [IBL]

131[WT]

131[BK]

標準装備

P04 , 05 参照

ショルダープロテクト

4D パッド

標準装備

L/S ジャケット + ロングジョン左肩ベルクロ

スプレープルーフジップ

P04 , 05 参照

（バックジップ）

スキンタッチネック

スキンタッチネック

（シーガルのみ）

ネックエクストラベルクロ

ネックエクストラベルクロ

（シーガルのみ）

（フルスーツのみ）

テクシオンパッド

L/S ジャケット Design-A + ロングジョン左肩ベルクロ

L/S ジャケット Design-B

NEW

+ ロングジョン左肩ベルクロ

スプレープルーフジップ

オプション

P04 , 05 参照

リストジップの
追加

（シーガルのみ）

¥5,000（＋税）
オプション

カラーパネル

P04 , 05 参照

アンクルジップの
追加

QR コード または P02 参照

¥5,000（＋税）

リストジップの
追加

フロントショート
ジップの追加

¥5,000（＋税）

¥3,000（＋税）

YKK アクアシールへの変更

アンクルジップの
追加

¥5,000（＋税）

バックジップ仕様への
変更（ロングジョン）

（フルスーツのみ）

Color Simulator
Design-A

A
2

B
2

¥12,000（＋税）

C
2, 3, 7 or 8

バックジップ仕様への
変更（ロングジョン）

¥0

¥0

4D パッドへの変更

手足首周りテープ
フィニッシュ

手足首周りテープ
フィニッシュ

コンピューターホルダーの
追加

¥1,500（＋税）

コンピューターホルダーの
追加

¥1,500（＋税）

Color Simulator
Design-B

A
2

B
2, 3, 7 or 8

C
2

D
2

フロントロングジップへの
変更

¥0

カラーパネル

※表示価格は全て税抜きです

素材

ロングジョン左肩ベルクロ

¥0

¥0

料金

フルスーツ

¥5,000（＋税）

シーガル

料金

QR コード または P02 参照

ロングジョン L/S ボレロ・ ロングパンツ
左肩ベルクロ ジャケット

※表示価格は全て税抜きです

素材

フルスーツ

シーガル

ロングジョン L/S ボレロ・ ロングパンツ
左肩ベルクロ ジャケット

FX/NP(5mm)

¥95,000

¥87,000

¥56,000

FX/NP(5mm)

¥108,000

¥98,000

¥90,000

¥63,000

FX/SP(5mm)

¥74,000

¥71,000

¥45,000

FX/SP(5mm)

¥87,000

¥77,000

¥74,000

¥52,000

FX/SP(3.5mm)

¥69,000

¥66,000

¥40,000

FX/SP(3.5mm)

¥82,000

¥72,000

¥69,000

¥47,000

¥52,000

+¥10,000 +¥10,000

+¥7,000

+¥7,000

+¥7,000

サイズオーダー料金

+¥10,000

+¥7,000

+¥7,000

¥45,000

Color Simulator

+¥7,000

A
2

B
2

サイズオーダー料金

ロングジョン左肩ベルクロ
14

15

SHE'S COCO

シーズ ココ［XDS-0600］
WETSUITS WOMEN

固定 Mark（左腿）

固定 Mark（右腿）

CCIK

WT

WT

※ C パネルにのみ選択可

WETSUITS WOMEN

SHE'S COCO Original

女性ダイバーのニーズを具現化したツーピース

女性ダイバーに向けてファッション性と使い勝手を追求したツーピース専用モデ

ルです。首筋から肩のラインをきれいに見せる “ ベアトップパンツ ” スタイルに、

PXAF

固定 Mark（右腕）

Mark 170

「アンクルジップ」を標準装備して着脱が容易。お手洗いの際にジャケットを脱ぐ

固定 Mark（首後ろ）

煩わしさを軽減します。2020 年は、ジャケットに新デザインをご用意しました。

BK

VT

FX
A [DGR]
B [YEL]
C [PXAF]
D [FPK]

FX
A [PUR]
B [FPK]
C [CCIK]

GRY

FX
A [DGR]
C [PXAF]

170[VT]
170[VT]

標準装備

P04 , 05 参照

ネックエクストラベルクロ

（シーガルのみ）

スキンタッチネック

（シーガルのみ）

リストジップ

アンクルジップ

ミニポケット

NEW

※詳細は P05 をご覧ください。

L/S ボレロ Design-A
+ ベアトップパンツ

手足首周りテープ
フィニッシュ

L/S ボレロ Design-B NEW
+ ベアトップパンツ

ベアトップパンツ
※バンドゥタイプの水着ですと、肩回りがすっきりとご着用いただけます

テクシオンパッド

スプレープルーフジップ

（シーガルのみ）

オプション

P04 , 05 参照

4D パッドへの変更

¥5,000（＋税）

バックジップ仕様への
変更（ロングジョン）

¥0

コンピューターホルダーの
追加

¥1,500（＋税）

ウェットミニポケットの
追加

¥1,100（＋税）
カラーパネル

料金

QR コード または P02 参照

※表示価格は全て税抜きです

素材

Color Simulator
Design-A
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A
2

B
2

C
2, 8 or 9

Color Simulator
Design-B

A
2

B
2

C
2, 8 or 9

D
2

シーガル

ロングジョン
左肩ベルクロ

ベアトップ
パンツ

L/S ボレロ・ ロングパンツ
ジャケット

FX/NP(5mm)

¥95,000

¥87,000

¥78,000

¥56,000

FX/SP(5mm)

¥74,000

¥71,000

¥63,000

¥45,000

FX/SP(3.5mm)

¥69,000

¥66,000

¥58,000

¥40,000

¥45,000

+¥10,000

+¥7,000

+¥7,000

+¥7,000

+¥7,000

サイズオーダー料金

17

固定 Mark 131（左胸）

QUEEN ROSARIO

クイーン ロザリオ [XDS-8600]

スポーツエレガントを追求する女性に向けて

コンセプトはスポーツエレガント。胸マークのスワロフスキーがキラリと光る、
WT

ウエストを細く見せてスタイルアップさせる MOBBY'S 独自のデザイン。着脱の

あらゆる年代の女性が上品に見映える一着
固定 Mark（胸）

固定 Mark（左腿）

煩わしさを軽減する「リスト・アンクルジップ」が標準装備です。

WT

落ち着きのある「アッシュ (ASH) カラー」と、定番のボーダー柄が選択可能な、

あらゆる年代の女性にマッチするモデルです。休憩時や移動時に開ければホッと

ひと息つける「フロントショートジップ」と、
着脱の煩わしさを軽減する「リスト・

BLK

BLU

WT

NEW

固定 Mark（左腿）

アンクルジップ」を標準装備しています。
WT・スワロフスキー

WHT

FX
A [NVY]
B [EGR]
C [SLV]
D [CGR]

標準装備

Mark 192

クイーン クルーズ［XDS-8900］

GRY

女性向けモデルです。肩から腹部にかけての「切り替えしパネル」は脚を長く、

QUEEN CRUISE

WETSUITS WOMEN

WETSUITS WOMEN

固定 Mark（右腕）

※ L/S ボレロ, ジャケットお
よびフロントショートジッ
プオプションの選択時は下
記マークが取付となります

FX
A [ASH BLU]
B [CZRD]
C [ASH BLU]
Stitch [RED]

192[WT]
P04 , 05 参照

スキンタッチネック

ネックエクストラベルクロ

（フルスーツのみ）

スプレープルーフジップ

標準装備

（バックジップ）

P04 , 05 参照

スプレープルーフジップ

リストジップ

（バックジップ）

アンクルジップ

テクシオンパッド

手足首周りテープ
フィニッシュ

ネックエクストラベルクロ

テクシオンパッド

リストジップ

オプション

アンクルジップ
P04 , 05 参照

フロントショート
ジップの追加

手足首周りテープ
フィニッシュ

¥3,000（＋税）

YKK アクアシールへの変更

スプレープルーフジップ

（フルスーツのみ）

（フロントショートジップ）

（＋税）

¥12,000

バックジップ仕様への
変更（ロングジョン）

オプション

¥0

P04 , 05 参照

YKK アクアシールへの変更

4D パッドへの変更

（フルスーツのみ）

¥5,000（＋税）

¥12,000（＋税）

コンピューターホルダーの
追加

4D パッドへの変更

フロントロングジップへの
変更

コンピューターホルダーの
追加

※フロントショートジップの追加またはフロ

フロントロングジップへの
変更

¥5,000（＋税）

（＋税）

¥1,500

¥1,500（＋税）

¥0

ントロングジップへの変更を選択時、胸マー
クは「Mark131」が取付となります（左胸）

¥0

L/S ボレロ + シーガル

ウェットミニポケットの
追加

ウェットミニポケットの
追加

¥1,100（＋税）
カラーパネル

¥1,100（＋税）
料金

QR コード または P02 参照

素材
FX/NP(5mm)

Color Simulator

A
2

B
2

C
2

D
2

カラーパネル

※表示価格は全て税抜きです

フルスーツ

¥108,000

シーガル

¥98,000

ロングジョン L/S ボレロ・ ロングパンツ
左肩ベルクロ ジャケット

¥90,000

フルスーツ

¥63,000

FX/NP(5mm)

¥108,000

FX/SP(5mm)

¥87,000

¥87,000

¥77,000

¥74,000

¥52,000

FX/SP(3.5mm)

¥82,000

¥72,000

¥69,000

¥47,000

+¥10,000 +¥10,000

+¥7,000

※表示価格は全て税抜きです

素材

FX/SP(5mm)

サイズオーダー料金

料金

QR コード または P02 参照

+¥7,000

¥52,000
+¥7,000

FX/SP(3.5mm)

Color Simulator

A
B
C
2 or 4 2, 4 or 8 2 or 4

Stitch
1

サイズオーダー料金

¥82,000
+¥10,000

※ L/S ボレロ、ジャケット、ロングパンツスタイルを選択時はスワロフスキーマークの取付はございません
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QUEEN ALLURE

Mark M192

QUEEN ALLURE Original Color（ウラアテ）

クイーン エスティー［XDS-8400］

フロントロングジップが着脱時の面倒を解消

WHT

２色のコントラストが際立つ “ 全身細見え ” スーツ

「バックジップの開閉が苦手」
「着用時の髪の絡みがうっとうしい」という悩みから

BLK

女性ダイバーを解放する
「フロントロングジップ」
の標準モデル。2020 年はジッパー

Mark 280

を開けたときだけ見える裏当ての柄を、従来のレオパード柄やゼブラ柄と、スー

BLU

ALBT

NEW

固定 Mark（右腕）

ALLP

ALZB

固定 Mark（首後ろ）

BLK

全身細見え！「ダイビングをしたい！ お魚が見たい！ でも体型が気になって

GRY

ウェットスーツはちょっと……」といった女性の思いを解消します。コントラス

BLU

に “ 全身エステ仕様 ” といえる一着です。

RD

わしさを軽減する「リスト・アンクルジップ」が標準装備です。

RED
YEL

トが際立つ 2 色の組み合わせで、女性ダイバーをスタイル良く細く見せる、まさ

ツを上品に演出するボタニカル柄（ALBT）を加えた３種から選べます。着脱の煩

Mark 281（胸、左腿）

WETSUITS WOMEN

WETSUITS WOMEN

クイーン アリュール［XDS-8500］

固定 Mark（右腕）

QUEEN ESTEE

YGR
WT

GRY

PNK

FX
A [CGR]
B [WHT]
Stitch [TAN]
ウラアテ [ALBT]

FX
A [FPK]
B [BLK]

280[RD]
281[WHT]

標準装備

P04 , 05 参照

標準装備

スキンタッチネック

P04 , 05 参照

スキンタッチネック

ネックエクストラベルクロ

（バックジップのみ）

ネックエクストラベルクロ

スプレープルーフジップ

（フロントジップ）

スプレープルーフジップ

リストジップ

（バックジップ）

手足首周りテープ
フィニッシュ

アンクルジップ

281[WHT]

リストジップ

手足首周りテープ
フィニッシュ

アンクルジップ

テクシオンパッド
280[RD]

テクシオンパッド

オプション

P04 , 05 参照

オプション

フロントショート
ジップの追加

¥3,000（＋税）

フロントショート
ジップの追加

※フロントロングジップはバックジップへ変
更となります

¥3,000（＋税）

フロントロングジップへの
変更

フロントジップを
バックジップへ変更

¥0

¥0

※フロントロングジップ、フロントショート

YKK アクアシールへの変更

ジップを選択の場合、標準の胸マークはなく

（フルスーツのみ）

なりピスラベル取付に変更となります

¥12,000（＋税）

（右図をご参照ください）

コンピューターホルダーの
追加

コンピューターホルダーの
追加

¥1,500（＋税）

¥1,500（＋税）

YKK アクアシールへの変更

4D パッドへの変更

（フルスーツのみ）

¥5,000（＋税）

¥12,000（＋税）

ウェットミニポケットの
追加

4D パッドへの変更

¥5,000（＋税）

¥1,100（＋税）
カラーパネル

P04 , 05 参照

料金

QR コード または P02 参照

Color Simulator

A
2

B
2

Stitch
1

※表示価格は全て税抜きです

カラーパネル

料金

QR コード または P02 参照

※表示価格は全て税抜きです

素材

フルスーツ

素材

フルスーツ

FX/NP(5mm)

¥108,000

FX/NP(5mm)

¥108,000

FX/SP(5mm)

¥87,000

FX/SP(5mm)

¥87,000

FX/SP(3.5mm)

¥82,000

FX/SP(3.5mm)

¥82,000

サイズオーダー料金

+¥10,000

Color Simulator

A
2

B
2

サイズオーダー料金
※フロントロングジップ、
フロントショートジッ

+¥10,000

プを選択時はピスラベルが取付となります
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Mr.GENTY / SHE'S GENTY

Mark131

Mark 570

WETSUITS MEN / WOMEN

ミスター ジェンティー / シーズ ジェンティー［XDS-6700 / XDS-8700]

BK

脚と腕のロングジップで、着脱を容易に

MOBBY'S の提案する、着脱が容易なロングジップ・ウェットスーツです。脚には

BK

WT

WT

ももの上部まで「ストレートロングジップ」を、腕には動作性を考慮した「スパ
イラルロングジップ」を配置。どちらのロングジップにも、上げ下げがスムーズ

なコイルタイプを採用し、ジップの裏当てが浸水を最小限に抑えます。スタイル
も豊富に取りそろえ、フルスーツをはじめ、ボレロ、シーガル、ロングジョンか
ら選択できます。

FX
A [DGR]
B [PYL]
C [CGR]

FX
A [NVY]
B [SLV]
C [WRD]
Stitch [WHT]

131[BK]

131[WT]

通常のウェットスーツ

標準装備

P04 , 05 参照

570[WT]

スキンタッチネック

570[BK]

ネックエクストラベルクロ

（フルスーツのみ）

スプレープルーフジップ

（バックジップ）

手足首周りテープ
フィニッシュ

ジェンティー

アームロング
コイルジップ

背中のジップは通常のウェッ

レッグロング
コイルジップ

トスーツより+10cm 〜 15cm
の長さに延長しています。

※

テクシオンパッド

※ジップの長さは体型により異なります

腕のジップは通常のウェット

脚のジップは通常の約 4 倍の

しています。

なっています。4Dパッド取付

スーツの約 2 倍の長さに延長
※ジップの長さは体型により異なります

70cm ※を越えるロング仕様と

も、パネルレイアウトを改良し
選択可能です。

オプション

※ジップの長さは体型により異なります

P04 , 05 参照

フロントショート
ジップの追加

¥3,000（＋税）

Mr.GENTY

SHE'S GENTY

バックジップ仕様への
変更（ロングジョン）

¥0

フロントロングジップへの
変更

カラーパネル

料金

QR コード または P02 参照

¥0

4D パッドへの変更
（＋税）

¥5,000

YKK アクアシールへの変更

（フルスーツのみ）

（＋税）

¥12,000

※ファスナー長は短くなります

Color Simulator

A
2

B
2

C
2

Mr.GENTY
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Stitch
1

A
2

B
2

C
2

※表示価格は全て税抜きです

ロングジョン L/S ボレロ・ ロングパンツ
左肩ベルクロ ジャケット

素材

フルスーツ

シーガル

FX/NP(5mm)

¥115,000

¥105,000

¥97,000

¥66,000

FX/SP(5mm)

¥94,000

¥84,000

¥81,000

¥55,000

FX/SP(3.5mm)

¥89,000

¥79,000

¥76,000

¥50,000

¥55,000

+¥10,000 +¥10,000

+¥7,000

+¥7,000

+¥7,000

サイズオーダー料金

SHE'S GENTY
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DISCOVERY LIGHT

BK

RD

BL

SV

PK

NEW

海外リゾートへも持ち運びしやすい機動性重視の一着

固定 Mark（背中左） 固定 Mark（両脚）

アクトアプネア [XAP-1000]
WETSUITS UNISEX

WETSUITS UNISEX

ディスカバリー ライト［XDS-4100］

固定 Mark（胸）

ACT APNEA

Mark 110

3 モデルから選べるフリーダイビング用スーツ

「表生地 FX スパン / 裏生地スポーツパイル」の組み合わせは、着脱のしやすさと、
着用時の動きやすさを両立。さらに軽量のため、持ち運びやすいことが特徴です。

Mark 550

トでの併用が快適にできます。

BK

GR

RD

PK

ツーピーススタイルの選択も可能ですから、組み合わせ次第で国内＆海外リゾー

固定 Mark（首後ろ）

MOBBY'S のフリーダイビング用ウェットスーツは、3 つのラインナップをご用意

しています。プロフェッショナルなフリーダイバーには競技専用の「コンペティ

ションモデル」
、競技と練習のいずれにも適応する「アドバンスモデル」
、そして
トレーニング向け仕様の「スタンダードモデル」
。目的・用途に合わせて 3 モデル
からお選びください。

NEW

BL

FX
A [IBL]
B [WHT]
Stitch [WHT]

FX
A [CGR]
B [PPK]
Stitch [PPK]

110[BK]

110[PK]

Front

Back

アドバンスモデル（SS/SN）
柔軟なストレッチ素材ながらも、裏地をジャー
ジにすることで接合部の耐久性を向上。競技と
練習のどちらにも適用した汎用性の高いフリー
ダイビング専用モデルは、扱いやすさからビギ
ナーにもおすすめです。

550[BK]
550[PK]

標準装備

P04 , 05 参照

スタンダードジップ

（バックジップ）

PU パッド

Front
オプション

スタンダードモデル（SN/CS）
表生地には擦れに強い「ストレッチジャージ」
を使用しているため、ウエイトを付けてのトレー
ニングに最適。裏地の「セルスキン」は、肌に
密着し高い保温効果を発揮する、トレーニング
向けのモデルです。

コンペティションモデル（RT/CS SCS）
世界記録を狙う精鋭達のための最高級モデル。
MOBBY'S のテクノロジー A.C.T. と、超伸縮・
軽量素材の YAMAMOTO#45・SCS の融合で
正に第 2 の皮膚を実現しました。
表スムーススキン＋裏セルスキンの両面に、
シルバーの SCS 高滑性加工を施すことで水の
抵抗を減らすとともに着脱を容易にしました。

P04 , 05 参照

フロントショート
ジップの追加

¥3,000（＋税）

フロントロングジップへの
変更

¥0

バックジップ仕様への
変更（ロングジョン）

Back

¥0

リストジップの
追加

¥5,000（＋税）
手足首周りテープ
フィニッシュ

カラーパネル

料金

QR コード または P02 参照

¥0

素材

コンピューターホルダーの
追加

¥1,500（＋税）

アンクルジップの
追加

¥5,000（＋税）

YKK アクアシールへの変更

（フルスーツのみ）

¥12,000（＋税）
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A
2

B
2

Stitch
1

フルスーツ

シーガル

ロングジョン L/S ボレロ・ ロングパンツ
左肩ベルクロ ジャケット

FX/SP(5mm)

¥61,000

¥56,000

¥45,000

¥36,000

FX/SP(3.5mm)

¥56,000

¥51,000

¥40,000

¥31,000

¥36,000

+¥10,000 +¥10,000

+¥7,000

+¥7,000

+¥7,000

サイズオーダー料金

Color Simulator

標準装備

※表示価格は全て税抜きです

コンペティションモデルとアドバ
ンスモデルには、水の浸入を最小
限に抑えるよう標準で加工を施し
ています。加工箇所（顔周り、手首、
足首）はお好みで選択が可能です。

コンペティションモデル
シーリングラバー加工

開口部の内側に細長いゴム片を接着することに
より水の浸入を防ぎます。

アドバンスモデル

料金

※表示価格は全て税抜きです

素材

ビーバーテール・ スタンダード
フルスーツ フードジャケット
パンツ

RT/CS SCS(2mm)

¥92,000

¥55,000

¥43,000

SS/SN(3mm)

¥85,000

¥51,000

¥38,000

SN/CS(3mm)

¥79,000

¥48,000

¥35,000

水切り加工

手足首の切りっぱなし部分に水切りパーツを取
り付け。若干の傾斜をつけることで水の抵抗を
減らし浸水をミニマムに抑えます。

※フルサイズオーダーの料金です

※フリーダイビング競技専用のタイトフィッティングにつき、スキューバダイビン
グでのご使用は推奨いたしません
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1 Stitch

ステッチ

PPK

2

FX/NP, FX/SP,
FX/FD

PPK

■ MOBBY'S が選んだ主要素材「クロロプレンスポンジラバー」
3 LY/FD
SPK

4 SHIELDMAX DRY, SEA ROSA DRY, SHE'S VISTA DRY,
QUEEN CRUISE DRY

ASH BLU

CZRD

CZNV

「クロロプレンスポンジラバー」は、MOBBY'S が提供するスーツの主要素材。優れた伸縮性と耐久性、高い保温性を特徴とし、素材自体が伸縮するため、身体にフィットし
たカスタムオーダーのスーツを作ることが可能です。
また、スーツを製作する際は候補素材のすべてを自社ラボの高圧チャンバーにかけ、耐久性を検査するとともに、伸縮性や耐候性などの物性テスト、試作品のフィールドテ
ストも実施（原則 100 ダイブ以上）
。スーツが使用される環境を考慮した、ダイビングに最適な素材を採用しています。

9 QUEEN CRUISE DRY

DRYSUITS MATERIALS

DRYSUITS COLORS

ドライスーツ カラーリスト

■ 素材（表生地 / 裏生地）
FPK

FPK

ORG

PXBO

ASH RED

PXDT

RED

NYG

ORG

ORG

NGN

SMBK

DOWH

PYL

PYL

MNT

SMWT

DOBK

YEL

YEL

GRN

SMSV

5 SHIELDMAX DRY

ASH BLK

7 SEA ROSA DRY

ASH HBK

AQM

PBL

PBL

PBL

RED

MDST

PXMF

IBL

IBL

BBL

ORG

MDDT

CMPK

NVY

NVY

NVY

PBL

PUR

PUR

NVY

WHT

WHT

WHT

WHT

SLV

SLV

CRS

SLV

TAN

TAN

BGE

CGR

DGR

DGR

BLK

BLK

BLK

CGR

CGR

CGR

OLV

WRD

OLV

WRD

DBR

IDMO

EMSQ

BLK

FX/SP

FX スパン / スポーツパイル

4.5mm 厚・19 色展開

□運動性抜群の両面ハイストレッチジャージ生地
［表生地］FX スパンは、19 色という豊富なバリエーションからカラーを選択できる
ハイストレッチジャージです。
［裏生地］SP（スポーツパイル）は、優れた柔軟性
と肌触りの良さを両立させた着心地が魅力のパイル素材です。

ファインデックス / ファインデックス

USRD/NP

ウルトラソフトラジアル / エアナップ

4.5mm 厚・BLK のみ

□暖かく、耐久性のあるラジアル×起毛生地
［表生地］USRD（ウルトラソフトラジアル）は、スキン生地とハイストレッチジャー
ジを貼り合わせ、さらにラジアルでコーティングした素材。撥水性があるため気化熱
損失を抑え、風冷えを防ぐほか、耐久性があり、さらに伸縮性も高めました。
［裏生
地］NP（エアナップ）は水切れの速いポリエステルと、肌触りが良く軽量で暖かいナ
イロン中空糸で編んだ起毛素材。伸縮性に優れ、着脱もスムーズです。
［採用モデル］
シールドマックスドライのベース生地。

FX/FD

FX スパン / ファインデックス

4.5mm 厚・19 色展開

□ 20 色からカラーを選択できる両面ジャージ
［表生地］FX スパンは、19 色という豊富なバリエーションからカラーを選択できる
ハイストレッチジャージです。
［裏生地］FD（ファインデックス）は、タテ・ヨコ
方向に伸縮する 2 way ストレッチジャージです。
［採用モデル］ディスカバリードラ
イの専用生地。

4.5mm 厚・8 色展開

■ クロロプレンドライスーツフィッティング
フィッティングには複数の設定がございます。
ご使用の環境に応じてお選びください。
ご指定がない場合は標準でお作りいたします。
□スーツフィッティング
［標準］新品の状態で「コンフォートエアロ」
、あるいは生地厚が同等のインナーを
着用した場合に最適なフィッティングです。
［ゆったりめ］薄手のインナー＋「コンフォートプライム」
（あるいは生地厚が同等
のインナー）を着用した場合に最適なフィッティングです。

■ 納期

□ネックフィッティング

□クロロプレンドライ

□シェルドライ

6日目出荷

（営業日起算）

□クロコドライ、N.S.T. ドライ

11日目出荷

8日目出荷

（営業日起算）

□ディスカバリードライ、ネオドライEM

14 日目出荷

（営業日起算）

6日目出荷

（営業日起算）

必ずカラー見本生地をご確認ください。

2mm 厚・BLK のみ

□耐久性の向上を図ったクロコダイル柄の高密度ラジアル生地
［表生地］GRD（グリップラジアル）は、ラジアルでコーティングした素材をエンボ
スでプレス圧縮し、
ゴム密度を高めました。この特殊加工により耐久性を高めたほか、
浸水深度による保温性、
浮力変化を小さく抑えられます。
［裏生地］FD（ファインデッ
クス）は、タテ・ヨコ方向に伸縮する 2way ストレッチジャージです。
［採用モデル］
クロコドライのベース生地。

□定番の両面スタンダードジャージ生地
［表生地］
［裏生地］生地の表・裏とも、タテ・ヨコの両方向に伸縮する 2 way ストレッ
チジャージ・FD（ファインデックス）とした定番の素材です。
［採用モデル］N.S.T. ド
ライ、ネオドライ EM の専用生地。

□フード
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4.5mm 厚・18 色展開

GRD/FD グリップラジアル / ファインデックス

FD/FD

（営業日起算）

印刷の都合により、現品の色調はカタログと異なることがあります。

ライクラ / ファインデックス

□高級感のある光沢と発色が特徴の両面ジャージ生地
［表生地］LY（ライクラ）は、光沢があり発色の良いジャージ生地です。撥水加工が施
されているため水キレが良く、
保温性もあります。
［裏生地］FD（ファインデックス）
は、タテ・ヨコ方向に伸縮する 2way ストレッチジャージです。

11 NEO DRY EM

PUR

DGR

NEW

EGR

NEO DRY EM

LY/FD

GGRY

EGR

MDSE

4.5mm 厚・19 色展開

10 ALTO DRY

8 SHE'S VISTA DRY

6 N.S.T.DRY,

FX スパン / エアナップ

□動きやすく暖かい、ハイストレッチジャージ × 起毛生地の組み合わせ
［表生地］FX スパンは、19 色という豊富なバリエーションからカラーを選択できる
ハイストレッチジャージです。
［裏生地］NP（エアナップ）は水切れの速いポリエ
ステルと、肌触りが良く軽量で暖かいナイロン中空糸を編みこんだ起毛素材。伸縮
性に優れて動きやすく、スーツの着脱もスムーズです。
NEW

RED

FX/NP

・出荷日はご注文いただいた日より弊社営業日で上記納期を数えた日です。
・13:00 までのご注文を当日分とし、13：00 以降のご注文は翌日分とさせていただきます。
・弊社営業日は土曜・日曜・祝日、夏期・冬期休業期間を除く平日です。
・商品到着は出荷から 1 〜 2 日後となります ( 沖縄、離島は約 2 〜 4 日後となります )。
・繁忙期には基準納期を延長させていただく場合がございます。
・特別仕様等、ご注文の内容によっては 2 日ほどプラスで納期がかかる場合がございます。

■ ドライスーツ付属品

■ 既製サイズチャート

・全てのドライスーツに、
不織布バッグ、
中圧ホース、
サスペンダー、ジップワックスが付属します。不織
布バッグはご購入店からご自宅へお持ち帰りの際
にご利用ください。
・上記に加えて、
ドライスーツには簡易補修キットが
付属します（ディスカバリードライ、
ネオドライ EM
は除く）
。

ドライスーツの既製サイズは
下記 QR コードよりご確認い
ただけます。

［標準］浸水しない範囲で、できる限り締めつけ感を抑えたフィッティングです。
［ゆったりめ］ネックベルトの着用を前提としたフィッティングです。
「標準」より、
陸上での絞めつけ感を軽減できます。
□ネックの高さ
・標準または高め（＋ 2cm）の選択が可能です。
□ドライブーツ
・ブーツサイズは 22 〜 32cm（1cm きざみ）です。
・ブーツサイズは足長＋ 0.5cm 〜 1cm が目安です。
・インナーソールが付属します（下記インナーソールの項目をご参照ください）
。
□ソフトブーツ
・ブーツサイズは 23 〜 28cm（1cm きざみ）です。
□インナーソール

※ソフトブーツ選択時を除く

・通常は「薄め」
、足長 +1㎝以上のブーツをご選択の場合は「厚め」が付属します。
・インナーソールを別途お買い求めいただく場合は￥2,000 (+税) にて販売しております。
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DRY SUIT

クロロプレン
ネックシール

ドライスーツ

ショルダー
プロテクト

BCD ストラップとの擦れ
が生じる肩部に、耐摩耗
性ジャージを使用してい
ます。
［標準採用］シールドマッ
クスドライ、アクアノー
トドライ。

YKK 製プロシール

金属製の防水ジップです。
耐久性の高いラバーテープ
とメタルエレメントを組
み合わせ、防水性を高めて
います。
※ T4ムーヴァードライ、
スラッシュドライⅡ、N.S.T.
ドライはYKK 製アクアシー
ル、
ディスカバリードライ、
ネオドライ EM は DYNAT
製防水ジップを、それぞれ
標準採用しています。

クロロプレンリスト
シール・水切り

内側のスキン素材が肌に
密着し、手首からの浸水を
防止します。
［標準採用］クロロプレン
ドライスーツの全モデル。
クロコドライ、シールドマッ
クスドライはシール末端部
に、より浸水しにくい水切
り加工を施しています。

排気ボタンは、厚手のグ
ローブを装着していても
簡単・確実な操作が可能。
排気圧調整の自動・手動
は、 レ バ ー 操 作 で 切 り
替えられます。厚さは約
2cm と薄く、BCD 着脱時
の引っ掛りを減らせるほ
か、工具を使わずカバー
を着脱できるため、手軽
に内部をクリーニングで
きる点も特徴です。
［標準採用］ドライスーツ
の全モデル

リストバルブ

排気は腕を上げるだけ。
沈船や洞窟など、姿勢が
制限される環境や咄嗟の
状況で威力を発揮する便
利なアイテムです。ロッ
ク機能を備えているので、
排気 OFF にもできます。
［標準採用］クロコドライ、
シールドマックスドライ。
標準採用ではないモデル
は、オプション選択が可
能です（￥15,000 ＋税）
。
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YKK 製アクアシール

プラスティック製の防水ジッ
プ。一般的な防水ジップよ
り軽くしなやかで、楽に開
閉できます。
［標準採用］T4ムーヴァー
ドライ、スラッシュドライⅡ、
N.S.T.ドライ。標準採用で
はないモデルは、オプション
選択が可能です（無料／ディ
スカバリードライ、ネオドラ
イは除く）
。

（シリコン）

工具を使わず簡単に交換で
きる DUI 社のシリコン製
ネックジップシールシステ
ムです。シールドマックス
ドライ、クイーンクルーズ
ドライでは 、オプション選
択が可能です。
（￥40,000
＋税）

SI-TECH 社のコストパフォー
マンスに優れた交換可能
なネックシールシステム。
N.S.T. ドライでオプション
選択が可能です（￥20,000
＋税）
。

排気バルブ
リスト部取付

肩部の排気バルブを手首部に
移動させ、より容易な動作で
の排気ができるようにします。
肩部にあるより目視しやすく、
排気量が大きくなるため、咄
嗟の排気に素早く確実に対応
できます。また肩口がすっき
りし、BCD が着脱しやすくな
るメリットもあります。オプ
ション選択が可能です。
（無料）

SI-TECH 社 の コ ス ト パ
フォーマンスに優れた交換
可能なリストシールシステ
ム。クロコドライ、N.S.T. ド
ライでオプション選択が可
能です（￥22,000 ＋税）
。

ラジアル加工したクロロプ
レンゴムをベース素材と
する、耐久性の高いブーツ
です。本体と接続している
ため、足首からの浸水と
足元の冷えを防止。デッキ
ソールなので滑りにくく、
かかとのキックスタンドは
ブーツを脱ぐときに便利
です。
［標準採用］ドライスーツ
の全モデル

DUI ネック
ジップシール GI

※詳細は p.32 参照

※詳細は p.32 参照

ラジアルブーツ

クロロプレンゴム製のネッ
クシール。内側に折り返し
て、首からの浸水を防止し
ます。パーツの接合部を前
面の 1 か所にして、素材の
伸縮性を最大限に活かせる
ようにしました。
［標準採用］クロロプレン
ドライスーツの全モデル。

SI-TECH NEW
オラスト ネック
システム（シリコン）

SI-TECH NEW
スラッゴ フレックス
リング（シリコン）

独立したプラスティック製
パーツを組み合わせた膝
パッドです。膝部の保護性
能を高めつつ、
フレキシブ
ルな動きは確保しています。
［標準採用］シールドマッ
クスドライ。標準採用では
ないモデルは、オプション
選択が可能です（￥10,000
＋税）
。ディスカバリードラ
イ、ネオドライEM は除く

ラバー補強した耐摩耗性
ジャージのブーツは、柔ら
かくて軽く、持ち運びが楽。
完全に裏返して干せる、
フルフットフィンが着用で
きるといったメリットがあ
ります。
※オプション選択が可能
（無料／ディスカバリードラ
イ、ネオドライEMは除く）
。

給気ボタンは、厚手のグロー
ブを装着していても簡単・
確実な操作が可能。360 度
回転するため、中圧ホース
の取り付け位置を制限しま
せん。万が一水中でホース
が外れても、スーツ内には
浸水しない設計です。
［標準採用］ドライスーツ
の全モデル

パームフィット
排気バルブ

4D パッド

ソフトブーツ

パームフィット
給気バルブ

DRYSUITS OPTIONS

DRYSUITS OPTIONS

標準装備 and オプション

テクシオンパッド

膝部を擦れから守りつつ、
その動きを妨げないシリ
コン製パッドです。
［標準採用］N.S.T. ドライ、
T4 ムーヴァードライ、スラッ
シュドライⅡ、アクアノー
トドライ、シーローザドラ
イ、シーズビスタドライ、
クイーンクルーズドライ、
アルトドライ。

フットバルブ

水平姿勢やヘッドファー
ストでの潜行をしやすく
する、両足部の排気バル
ブです。ロック機能を備
えているので、空気を留
めたいときには排気 OFF
にできます。オプション
選択が可能です。
（￥24,000
＋税）
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DRYSUITS OPTIONS

シェルドライスーツ

YKK 製
アクアシール

プラスティック製の防水ジップ。一般的な防水
ジップより軽くしなやかで、楽に開閉できます。
［標準採用］シェルドライスーツの全モデル。

■シェルドライスーツ素材説明
クロロプレン製ネックカバー

水のたまりを防ぐメッシュドレーンホール付きの
クロロプレン製カバーが、ネックシールを保護し、
保温性を高めます。
［標準採用］シェルドライスーツの全モデル。

DRYSUITS OPTIONS

SHELL DRY SUIT
標準装備 and オプション

ラテックスネックシール

ラテックス製のネックシールは非常に薄く、伸縮
性が高いため、着用時の圧迫感が少なく、着脱が
容易です。首の凸凹に応じて密着する水密性が高
いシールです。
［標準採用］T4 シェルエアロ、
テックシェルアクア。

【透湿防水素材】T4 シェルエアロ
外からの水は通さず、内側の水蒸気や空気は透過させる蒸れにくく、軽量な素
材です。［外層］高耐摩耗の CODURA330 デニール生地／［中層］高耐加水分

解性のポリカーボネート系透湿防水膜の積層素材／［内層］トリコット生地の

ラテックスリストシール

ラテックス製のリストシールは非常に薄く、伸縮
性が高いため、着用時の圧迫感が少なく、着脱が
容易です。手首の凸凹に応じて密着する水密性が
高いシールです。
［標準採用］テックシェルアクア、
T4 シェルエアロ。

クロロプレンリストシール

クロロプレンゴム製のリストシール。内側のスキ
ン素材が肌に密着し手首からの浸水を防止しま
す。オプション選択が可能です（￥15,000 ＋税）。
※写真の水切り加工は付きません

DUI リスト ジップシール（ラテックス）
※詳細は p.32 参照

工具を使わず簡単に交換できる DUI 社のラテック
ス製リストジップシールシステムです。
［標準採用］T4 シェル HD。

クロロプレンネックシール

クロロプレンゴム製のネックシール。内側に折り返
して、首からの浸水を防止します。パーツの接合部
を前面の 1 か所にし、素材の伸縮性を最大限に活か
せるようにしました。
［標準採用］T4 シェル HD（クロロプレンシール特注仕様）
。
T4 シェルエアロ、テックシェルアクアではオプション
選択が可能です（￥10,000 ＋税）
。

5 層で形成されています。内層のトリコット生地はドライな質感を保ち、スー
ツ内環境を快適に維持します。

CODURA330 デニール生地
ポリカーボネート系ウレタン層

DUI ネックジップシールGI（ラテックス）

接着強化層

※詳細は p.32 参照

エーテル系ウレタン層

工具を使わず簡単に交換できる DUI 社のラテック
ス製ネックジップシールシステムです。
［標準採用］T4 シェル HD。

NY トリコット生地

DUI ネック ジップシールGI（シリコン）
※詳細は p.32 参照

工具を使わず簡単に交換できる DUI 社のシリコン
製ネックジップシールシステムです。T4 シェル
HD は、
シールの変更が可能
（￥1,000 ＋税）
。T4 シェ
ルエアロ、テックシェルアクアは、オプション選択
が可能です。
（￥30,000 ＋税）

【CODURA330D/PVC】T4 シェル HD、テックシェルアクア
「CODURA（コーデュラ）」は、引き裂きや摩

耗に強く、ナイロンの 7 倍の耐久性を持つとさ
れる特殊な繊維です。MOBBY'S はシェルド

DUI リスト ジップシール（シリコン）
※詳細は p.32 参照

工具を使わず簡単に交換できる DUI 社のシリコン
製リストジップシールシステムです。T4 シェル
HD は、シールの変更が可能です（￥2,500 ＋税）
。
T4 シェルエアロ、
テックシェルアクアは、
オプショ
ン選択が可能です。
（￥35,000 ＋税）

SI-TECH NEW
スラッゴ フレックス リング（シリコン）

SI-TECH
オラスト ネックシステム（シリコン）
NEW

※詳細は p.32 参照

SI-TECH 社のコストパフォーマンスに優れた交換
可能なネックシールシステム。T4 シェルエアロ、
テックシェルアクアは、オプション選択が可能です
（￥20,000 ＋税）
。

ライスーツ専用素材として、耐久性と重量の

バランスの良い CODURA330D を採用。裏側
に優れた防水性に定評のある PVC コーティン

グを二重に施し、生地からの浸水を防ぎます。
シルバーメタリック加工により体温を輻射し
保温効果を高めます。

ご注意：DUI ジップシールの GI、および SI-TECH のネックシステムは互換性が
ありません。

※詳細は p.32 参照

SI-TECH 社のコストパフォーマンスに優れた交換
可能なリストシールシステム。T4 シェルエアロ、
テックシェルアクアは、オプション選択が可能です
（￥22,000 ＋税）
。

【シーム部分リキッドシール加工】T4 シェルエアロ
内側のシーム部分には従来の防水テープではなく、柔軟なウレタン系補修材で
シール加工を施し、信頼性の高い防水機能を確保しました。リキッドシール加工

ご注意：DUI リスト ジップシールと SI-TECH のスラッゴ フレックス リングは
互換性がありません。

は、シェルドライスーツが主流の欧米で標準的に採用されている工法。安定した

リストバルブ
ラジアルブーツ

ラジアル加工したクロロプレンゴムをベース素材
とする、耐久性の高いブーツです。本体と接続し
ているため、足首からの浸水と足元の冷えを防止。
デッキソールなので滑りにくく、かかとのキック
スタンドはブーツを脱ぐときに便利です。
［標準採用］ドライスーツの全モデル

クロロプレンソックス

耐摩耗性ジャージ素材のソックスは、柔らかくて軽
く、持ち運びが楽。完全に裏返して干せる、フルフッ
トフィンが着用できるといったメリットがあります。
オプション選択が可能です（無料）
。
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実績に信頼が寄せられています。

排気は腕を上げるだけ。沈船や洞窟など、姿勢が
制限される環境や咄嗟の状況で威力を発揮する便
利なアイテムです。ロック機能を備えているので、
排気 OFF にもできます。オプション選択が可能で
す（￥15,000 ＋税）
。

フットバルブ

水平姿勢やヘッドファーストでの潜行をしやす
くする、両足部の排気バルブです。ロック機能
を備えているので、空気を留めたいときには排
気 OFF にできます。オプション選択が可能です。
（￥24,000 ＋税）
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ネックとリストのシールを、素材・構造・機能を選んで使い分ける

シェルドライスーツ・オプション「シールシステム」

装備によるストレスを一層軽減できるようにしました。

2020 年、MOBBY'S のシェルドライスーツ３モデルに導入した新オプションは、
ネックシールとリストシールそれぞれの選択・交換を可能にした「シールシステム」
です。潜る目的やスタイルに応じて素材や構造、機能が異なるシールを使い分け、

T4 SHELL AERO

T4 シェル エアロ［KDD-2600（シェル）］
DRYSUITS UNISEX

SHELL DRY OPTION
“SEAL SYSTEM”

快適性、強度、軽量化をバランス良く実現

MOBBY'S が国内の素材メーカーと共同開発した透湿防水膜の積層素材と耐摩耗性の高い繊維

「CODURA 330D」を採用し、スーツ内の結露を軽減した快適性と耐久性に加え、軽量化も実現し

メッシュドレーンホール付きの
ネオプレン製カバーがネック部
を保護し保温性を高めます

たシェルドライスーツです。柔軟性のあるプラスティック製防水ジップ「YKK アクアシール」を、
ダイビング時のストレスをほとんど受けない位置にレイアウトすることで、上半身の自由度を格段

擦れやすい両膝とヒップ部はメル
コドットシートを施しています

にアップ。さらに、擦れやすい膝部とヒップ部はメルコドットシートで補強、大型サイドポケット（三
室構造、Dリング）の標準装備などにより、ハードなダイビングシーン をサポートします。

T4 シェルエアロ /テックシェルアクア
【標準装備】

T4 シェル HD【標準装備】

NECK STANDARD

NECK

直付け
ラテックス
シール

NECK STANDARD

DUI
ネック
ジップシール GⅠ

（ラテックスシール）

コストが最も安い

工具を使わずシールの装着・交換が可能

変更可能な【オプション】

SI-TECH 製と比較して、シールを交換しやすい

シールを外して保管可能。劣化を防止

NECK OPTION ①

NECK OPTION ②

直付け
クロロプレン
シール

SI-TECH
オラスト
ネックシステム

（シリコンシール）

シールを外して保管可能。劣化を防止

素材に保温性がある

ラテックス製より装着感が良く、耐久性に優れる
素材に耐久性がある

DUI ネックジップシールよりコストを抑えられる

T4 シェルエアロ /テックシェルアクア【標準装備】

NECK OPTION ③

直付け
ラテックス
シール

P30 参照

直付けラテックスシール

DUI
ネック
ジップシール GⅠ

（ネック・リスト）

（シリコンシール）

パームフィット

（吸・排気バルブ）

工具を使わずシールの
装着・交換が可能

ラテックス製より装着感
が良く、耐久性に優れる

YKK 製アクアシール

シールを外して保管可能。
劣化を防止

SI-TECH 製と比較して、
シールを交換しやすい

ラジアルブーツ

T4 シェル HD【標準装備】

WRIST STANDARD

WRIST

標準装備

オプション

P30 〜 P32 参照

クロロプレンシールへの
変更 （ネック）

WRIST STANDARD

¥10,000（＋税）

DUI
リストジップシール

SI-TECH オラスト ネック

システムへの変更（シリコン）

（ラテックスシール）

¥20,000（＋税）

DUI ネック ジップシール GI

コストが最も安い

への変更（シリコン）

工具を使わずシールの装着・交換が可能

¥30,000（＋税）

クロロプレンシールへの
変更 （リスト）

シールを外して保管可能。劣化を防止

変更可能な【オプション】

¥15,000（＋税）

SI-TECH 製と比較して、シールを交換しやすい
変更可能な【オプション】

SI-TECH スラッゴフレックス
リング（リスト・シリコン）への変更

¥22,000（＋税）

WRIST OPTION ①

WRIST OPTION ②

直付け
クロロプレン
シール

SI-TECH
スラッゴフレックス
リング

（シリコンシール）

シールを外して保管可能。劣化を防止

素材に保温性がある

ラテックス製より装着感が良く、耐久性に優れる
素材に耐久性がある

DUI リストジップシールよりコストを抑えられる

WRIST OPTION ③

DUI
リストジップシール

（シリコンシール）

DUI リストジップシールへの
変更（シリコン）

¥35,000（＋税）

※ DUI ジップシール、SI-TECH オラストネック
システム／ SI-TECH スラッゴフレックスリング
の交換は保証アップグレードの対象外となります

工具を使わずシールの
装着・交換が可能

ラテックス製より装着感
が良く、耐久性に優れる

シールを外して保管可能。
劣化を防止

SI-TECH 製と比較して、
シールを交換しやすい

リストバルブの追加

¥15,000（＋税）

フットバルブの追加

¥24,000（＋税）

クロロプレンソックスへの
変更

¥0

【おすすめ選択モデル】
カスタマイズ不要
ベーシックな仕様で
NECK STANDARD

+

WRIST STANDARD

クロロプレン製のネック・ シール交換のしやすい
リストに慣れている
シリコン製を求める
NECK OPTION ①

+

WRIST OPTION ①

NECK OPTION ③

+

WRIST OPTION ③

※ DUI 社のジップシールシステムはシール交換の際工具は不要ですが石鹸水が必要となります。

32

できるだけ安価で
シールシステムが欲しい
NECK OPTION ②

+

WRIST OPTION ②

www.divedui.com/
1963 年創業のドライスーツメーカー。カリフォルニア州サンディ
エゴの自社工場で生産される高品質な製品は、米軍をはじめ諸
国の軍隊やプロダイバーから圧倒的な支持を集めています。

サイズ
XS, S, M, ML, MLB, L, LB, XL, XXL
※サイズチャートは P64 もしくは本ページ
下部の QR コードよりご確認ください

※本製品はサイズオーダーを承っております

（+ ￥50,000）。お届けまでは 1 ヶ月程度頂戴

www.sitech.se/

サイズチャート

T4 シェルエアロ 着脱手順
サイズチャート
は P64 も し く は
左 記 QR コ ー ド
よりご覧くださ
い。

着脱方法の動画
を 左 記 QR コ ー
ドよりご覧いた
だけます。

料金

※表示価格は全て税抜きです

素材
CODURA330D/ 透湿防水素材

¥248,000

いたします

ダイビング器材の資材や軍事用の特殊器材を開発・製造するス
ウェーデンのメーカー。定評があるドライスーツ用の資材は、
快適なダイビング環境を世界中のダイバーに提供しています。
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T4 SHELL HD

TECH SHELL AQUA

ダイビングトリップを安心して楽しめる強度と機能

一人で着脱可能なシェルドライスーツ

DRYSUITS UNISEX

テック シェル アクア［XDD-1960（シェル）］

表地には耐摩耗性に優れた「CODURA330D」を、裏地には PVC をラミネートした独自素材を採用。

表地の接合部はドットテープ、 裏地は PVC テープで補強しています。また、柔軟性のあるプラス

メッシュドレーンホール付きの
クロロプレン製カバーがネック
部を保護し保温性を高めます

ティック製防水ジップ「YKK アクアシール」を、ダイビング時のストレスをほとんど受けない位置

にレイアウトすることで、上半身の自由度を格段にアップ。ネック・リストシールには、工具を使

擦れやすい両膝とヒップ部はメル
コドットシートで二重補強を施し
ています

わず交換できる「DUI ジップシールシステム GⅠ（ラテックス）
」を標準装備するため、シールの破れ

表地には耐摩耗性に優れた「CODURA330D」を、裏地には PVC をラミネートした独自素材を採用。
一人での着脱が可能なクロスチェストジッパー構造を採用しています。柔軟性のあるプラスティック

メッシュドレーンホール付きの
クロロプレン製カバーがネック
部を保護し保温性を高めます

製防水ジップ「YKK アクアシール」とビスロンジッパーを二重に配置することで、ジッパーの保護を

強化しました。また、擦れやすい膝部とヒップ部はコーデュラ素材により二重に補強したほか、大型

DRYSUITS UNISEX

T4 シェル HD
[KDD-2400 DUI ジップシール仕様（ラテックス）] [KDD-2410 直付けクロロプレンシール仕様 ]

両手首にはリフレクターを取付、
視認性を高めます

サイドポケット（三室構造、D リング）を標準装備し、ハードなダイビングシーンをサポートします。

によりダイビングトリップを中止させられるリスクを回避できます。

標準装備

P30 参照

直付けラテックスシール

（ネック・リスト）

標準装備

P30 〜 P32 参照

パームフィット

（吸・排気バルブ）

DUI ネックジップシール GⅠ

YKK 製アクアシール

（ラテックス）

パームフィット

（吸・排気バルブ）

ラジアルブーツ

DUI リストジップシール

（ラテックス）

オプション

※ DUI ジップシールは予備でお持ちいただ
くことを推奨しております

P30 〜 P32 参照

クロロプレンシールへの
変更 （ネック）

※ DUI ジップシールの交換は保証アップグ

¥10,000（＋税）

レードの対象外となります

YKK 製アクアシール

SI-TECH オラスト ネック

システムへの変更（シリコン）

¥20,000（＋税）

DUI ネック ジップシール GI

ラジアルブーツ

への変更（シリコン）

¥30,000（＋税）
オプション

クロロプレンシールへの
変更 （リスト）

P30 〜 P32 参照

¥15,000（＋税）

DUI ネックジップシール GⅠ

SI-TECH スラッゴフレックス
リング（リスト・シリコン）への変更

への変更（シリコン）

¥2,000（＋税）

¥22,000（＋税）

DUI リストジップシールへの

DUI リストジップシールへの
変更（シリコン）

変更（シリコン）

¥2,000（＋税）

¥35,000（＋税）

※ DUI ジップシールの交換は保証アップグ

※ DUI ジップシール、SI-TECH オラストネック

レードの対象外となります

システム／ SI-TECH スラッゴフレックスリング
の交換は保証アップグレードの対象外となります

リストバルブの追加

リストバルブの追加

フットバルブの追加

フットバルブの追加

クロロプレンソックスへの
変更

クロロプレンソックスへの
変更

¥15,000（＋税）

¥15,000（＋税）

¥24,000（＋税）

¥24,000（＋税）

¥0
サイズ

XS, S, M, ML, MLB, L, XL, XXL
※ LB サイズは完売となりました

※サイズチャートは P64 もしくは本ページ

下部の QR コードよりご確認ください

※本製品はサイズオーダーを承っております

（+ ￥50,000）。お届けまでは 1 ヶ月程度頂戴
いたします

¥0
サイズチャート

着脱手順
サイズチャート
は P64 も し く は
左 記 QR コ ー ド
よりご覧くださ
い。

料金
着脱方法の動画
を 左 記 QR コ ー
ドよりご覧いた
だけます。

サイズ

※表示価格は全て税抜きです

素材

DUI ジップシール仕様（ラテックス）
CODURA330D/PVC コーティング
直付けクロロプレンシール仕様
CODURA330D/PVC コーティング

XS, S, M, ML, MLB, L, LB, XL, XXL

¥259,000
¥240,000

※サイズチャートは P64 もしくは本ページ
下部の QR コードよりご確認ください

※本製品はサイズオーダーを承っております

（+ ￥50,000）。お届けまでは 1 ヶ月程度頂戴

サイズチャート

着脱手順
サイズチャート
は P64 も し く は
左 記 QR コ ー ド
よりご覧くださ
い。

料金
着脱方法の動画
を 左 記 QR コ ー
ドよりご覧いた
だけます。

※表示価格は全て税抜きです

素材
CODURA330D/PVC コーティング

¥210,000

いたします

※ジップシール仕様または直付けクロロプレンシール仕様いずれかをお

選びください。直付けクロロプレンシール仕様はお届けまで1ヶ月程度
頂戴いたします。

※在庫がなくなり次第完売となります。
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CROCO DRY FZ/BZ

GRD（クロコ柄型押し）

SHIELDMAX DRY Original Color

シールドマックス ドライ［XDD-5500］
DRYSUITS UNISEX

DRYSUITS UNISEX

クロコドライ フロントジップ / バックジップ [XDD-5600]

SHIELDMAX DRY

プロダイバーから愛され続けるフルスペックモデル

MOBBY'S 最高の耐久性を誇る素材と職人技術の結晶

ラジアルコーティングした 3.5mm のクロロプレンゴムを約 2mm まで圧縮した素材「GRD（グリップラジアル）/FD

（ファインデックス）
」を採用。ラジアルコーティングを施した「GRD」は、MOBBY'S が展開する素材の中で最高の

耐久性を誇るうえ、一般的には縫製接合するパネルを、職人の手貼り技術によりテープで接着しているため、縫製糸

プロダイバーから長年にわたり愛され続けるフルスペックモデルです。耐久性と

SMBK

SMWT

撥水性に優れ、伸縮性も高い「ウルトラソフトラジアル」をベース生地とし、飽

SMSV

Mark 130

きのこない定番のデザインに仕上げました。

を通した針穴から浸水する海水による素材の劣化を防ぎます。素材と技術で実現した高い耐久性を備えるとともに、
ゴム密度を高めた圧縮素材は浮力の変化が小さいため、ウエイト量を抑えられる点も見逃せません。

SV

FX
C [SLV]
D [SMWT]
E [RED]

GD

FX
C [DGR]
D [SMBK]
E [EGR]

130[GD]
130[SV]

標準装備

P28, 29 参照

ラジアルブーツ

パームフィット

（吸・排気バルブ）

リストバルブ

YKK 製プロシール

クロロプレンシール

（ネック・リスト）

リストシール水切り加工

ショルダープロテクト

4D パッド

標準装備

P28, 29 参照

オプション

クロロプレンシール

（ネック・リスト）

DUI ネック ジップシール GI
への変更（シリコン）

リストシール水切り加工

¥40,000（＋税）

フットバルブの追加

リストバルブ

¥24,000（＋税）

ソフトブーツへの変更

パームフィット

¥0

（吸・排気バルブ）

排気バルブをリスト位置へ
移動

YKK 製プロシール

ラジアルブーツ

P28, 29 参照

¥0
Front Zip（フロントジップ）

Back Zip
（バックジップ）

※リストバルブは右側へ移動または
取付なしより選択となります

YKK アクアシールへの変更

オプション

¥0

P28, 29 参照

※ DUI ジップシールの交換は保証アップグ
レードの対象外となります

フットバルブの追加

¥24,000（＋税）

ソフトブーツへの変更

¥0

YKK アクアシールへの変更

¥0

排気バルブをリスト位置へ
移動

¥0

※リストバルブは右側へ移動または取付なし
より選択となります
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料金

※表示価格は全て税抜きです

カラーパネル

料金

QR コード または P26 参照

素材

クロコ ドライ FZ
GRD/FD(2mm)
クロコ ドライ BZ
GRD/FD(2mm)
サイズオーダー料金

※表示価格は全て税抜きです

素材

¥338,000
¥296,000
+¥25,000

※素材の特性上、イニシャルマーク取付が
不可となりますので、予めご了承ください

Color Simulator

C
2

D
2, 4 or 5

E
2

USRD/NP(4.5mm)

¥268,000

サイズオーダー料金

+¥25,000

※素材の特性上、イニシャルマーク取付
の箇所が限られます。

詳しくはオーダーシートをご確認ください
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N.S.T. DRY (Non Stitch Technology DRY) NEW

固定 Mark（左腿）

Mark 282（胸）

WT

BK

DRYSUITS UNISEX

エヌエスティー ドライ（ノン ステッチ テクノロジー ドライ）[XDD-5900]
カラー選択も楽しめる全身無縫製ドライスーツ

N.S.T. DRY はパネルを糸で縫製しない無縫製ですから、針穴による保温性の低下、

WT

針穴の貫通による水没リスクがありません。また、経年劣化により糸がほつれる
心配も不要です。従来のラジアルをベース生地にした無縫製ドライスーツではで
きなかったカラーの選択も可能で、8 色から選べるようになりました。

表生地・裏生地に、タテ・ヨコに伸縮する

B [WHT]

2way ストレッチジャージ

表生地・裏生地とも、タテ・ヨコの 2 方向に伸
縮する 2 way ストレッチジャージ・FD（ファイ
ンデックス）を採用し、膝部には動きを妨げる

ことなく、擦 れから守る「テクシオンパッド」
を装着しました。

自身で交換可能な
シールシステムの
オプションを用意

SI-TEC社のシリコン

製シールシステムをオプションで選べます。
標準装備

P28, 29 参照

クロロプレンシール

（ネック・リスト）

パームフィット

（吸・排気バルブ）

YKK 製アクアシール

テクシオンパッド

ラジアルブーツ

オプション

P28, 29 参照

SI-TECH オラスト ネック シス
テムへの変更（シリコン）

¥20,000（＋税）

DUI リストジップシールへの
変更（シリコン）

SI-TECH スラッゴフレックス
リング（リスト・シリコン）への変更

¥24,600（＋税）

¥22,000（＋税）

※ SI-TECH オラストネックシステム、
SI-TECH

スラッゴフレックスリングは保証アップグ
レードの対象外となります。

リストバルブの追加

¥15,000（＋税）

排気バルブをリスト位置へ
移動

¥0

フットバルブの追加

¥24,000（＋税）

ソフトブーツへの変更

¥0

カラーパネル

QR コード または P26 参照

料金

※表示価格は全て税抜きです

素材

Color Simulator
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FD/FD(4.5mm)

¥188,000

サイズオーダー料金

+¥25,000

B
6

39

T4-MOVER DRY

T4 ムーヴァー ドライ [XDD-6500]

スラッシュ ドライ II［XDD-5700]
DRYSUITS UNISEX

上半身の自由度を高め、軽量化も実現

DRYSUITS MEN

固定 Mark（左右腿）

SLASH DRY II

Mark 220

一人で着脱できる構造＆カラーセレクトの楽しみ

軽量で柔軟なプラスティック製防水ジップ「YKK アクアシール」を、ダイビング

最大の特徴は、一人での着脱を可能にした「テレスコープ構造」
。軽量で柔軟なプラ

時にほとんどストレスを受けない位置にレイアウト。一般的なドライスーツに比べ

SLV

スティック製防水ジップ「YKK アクアシール」を採用したフロントジップは開け閉

て上半身の自由度を格段に高め、さらに軽量化も実現しました。また、BCD スト

めがしやすく、さらに腰部分の折り返しを伸ばせば丈にゆとりが生まれ、バディの

ラップやウエイトベルトとの擦れが生じる肩部と両脇腹部の補強など、強度のアッ

手を借りずスムーズに着脱できます。また、アッパーとボトムスのカラーをそれぞ

プも図っています。

RD

SV

※ USRD 仕様を選択の場合、生地の特性上、左腰の鯨マークは入りません

れセレクトできるので、ファッショナブルなドライスーツを求めるダイバーにお
すすめです。

FX
A [NVY]
B [RED]
C [WHT]

FX
A [WHT]
B [SLV]
C [CGR]
D [PUR]
Stitch [IBL]

220[RD]

標準装備

標準装備

P28, 29 参照

クロロプレンシール

P28, 29 参照

クロロプレンシール

（ネック・リスト）

（ネック・リスト）

パームフィット

パームフィット

（吸・排気バルブ）

（吸・排気バルブ）

YKK 製アクアシール

YKK 製アクアシール

テクシオンパッド

テクシオンパッド

ラジアルブーツ

ラジアルブーツ

オプション

オプション

P28, 29 参照

P28, 29 参照

リストバルブの追加

リストバルブの追加

排気バルブをリスト位置へ
移動

排気バルブをリスト位置へ
移動

４D パッドへの変更

４D パッドへの変更

フットバルブの追加

フットバルブの追加

ソフトブーツへの変更

ソフトブーツへの変更

¥15,000（＋税）

¥15,000（＋税）

¥0

¥0

¥10,000（＋税）

¥10,000（＋税）

¥24,000（＋税）

¥24,000（＋税）

¥0

カラーパネル

¥0
料金

QR コード または P26 参照

※表示価格は全て税抜きです

カラーパネル

料金

QR コード または P26 参照

素材

Color Simulator
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A
2 or 3

B
C
2 or 3 2, 3 or BLK

D
2 or 3

stitch
1

※表示価格は全て税抜きです

素材

USRD/NP(4.5mm)※

¥248,000

FX/NP(4.5mm)

¥248,000

FX/NP(4.5mm)

¥228,000

LY/FD(4.5mm)

¥228,000

LY/FD(4.5mm)

¥208,000

FX/SP(4.5mm)

¥208,000

FX/SP(4.5mm)

¥188,000

サイズオーダー料金

+¥25,000

サイズオーダー料金

+¥25,000

Color Simulator

A
2 or 3

B
2 or 3

C
2 or 3
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AQUANAUT DRY

SEA ROSA DRY

Mark 110（胸）

アクアノート ドライ [XDD-6600]

RD

BL

SV

PK

NEW

DRYSUITS MEN

あらゆる年代の男性ダイバーにマッチするデザイン

オーソドックスなデザインが、あらゆる年代の男性ダイバーにマッチするモデル

です。胸には視認性の高い再帰反射ワッペンの選択が可能で、腿にはさりげない

Mark 251

DOWH

DOBK

BK

WT

WT

シー ローザ ドライ［XDD-9200]
DRYSUITS WOMEN

BK

SEA ROSA DRY Original Color

女性ダイバーを上品に演出するフロントデザイン

胸パネルの小ドット柄が印象的な女性ダイバー用モデル。選べる 2 パターン──
Mark 270（胸）

エンボスロゴを配してアクセントとしています。肩、膝下、ヒップ、ふくらはぎ

黒地に白ドット、白地に黒ドットのどちらも、フロントを上品に演出します。腿

Mark 250

に入るラインと、標準仕様のロングブーツ風デザインが脚を長く見せ、スタイリッ

のパネルには耐摩耗性ジャージを採用し、耐久性を高めました。

シュな着こなしを楽しめるほか、ラジアル素材なので保温効果もあります。
再帰反射 SV ワッペン

BK

FX
A [BLK]
B [WRD]
C [WHT]
D [DDBK]

FX
A [CGR]
B [RED]
C [SLV]

250[BK]

標準装備

P28, 29 参照

クロロプレンシール

標準装備

（ネック・リスト）

ショルダープロテクト

P28, 29 参照

クロロプレンシール

（ネック・リスト）

パームフィット

パームフィット

（吸・排気バルブ）

（吸・排気バルブ）

YKK 製プロシール

YKK 製プロシール

※モデル着用スーツは YKK アクアシール仕様です

ラジアルブーツ

テクシオンパッド

オプション

ラジアルブーツ

P28, 29 参照

リストバルブの追加

¥15,000（＋税）

※モデル着用スーツはソフトブーツ仕様です

排気バルブをリスト位置へ
移動

251[WT]

¥0
オプション

YKK アクアシールへの変更

¥0

P28, 29 参照

リストバルブの追加

テクシオンパッドへの変更

¥15,000（＋税）

¥0

※ロングブーツ風ではなくなり、テクシオン

排気バルブをリスト位置へ
移動

パッドが取付となります

¥0

YKK アクアシールへの変更

４D パッドへの変更

¥10,000（＋税）

¥0

４D パッドへの変更

※ロングブーツ風ではなくなります

フットバルブの追加

フットバルブの追加

ソフトブーツへの変更

ソフトブーツへの変更

¥10,000（＋税）
¥24,000（＋税）

¥24,000（＋税）

¥0

カラーパネル

¥0
料金

QR コード または P26 参照

※表示価格は全て税抜きです

カラーパネル

料金

QR コード または P26 参照

素材

Color Simulator
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A
2 or 3

B
2 or 3

C
2 or 3

※表示価格は全て税抜きです

素材

FX/NP(4.5mm)

¥228,000

FX/NP(4.5mm)

¥228,000

LY/FD(4.5mm)

¥208,000

LY/FD(4.5mm)

¥208,000

FX/SP(4.5mm)

¥188,000

FX/SP(4.5mm)

¥188,000

サイズオーダー料金

+¥25,000

サイズオーダー料金

+¥25,000

Color Simulator

A
2 or 3

B
2 or 3

C
D
2 or 3 2, 3, 4 or 7
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SHE'S VISTA DRY

SHE'S VISTA DRY Original Color

DRYSUITS WOMEN

シーズ ビスタ ドライ [XDD-9300]
大胆なデザインに遊びごころを加えて

シャープな V 型パネルを大胆にレイアウトした、モードな女性に向けたドライスー

ツ。2020 年は、
ビーチフォトのプリントで「VISTA ＝展望」を表現した新柄「MDSE」

MDSE

NEW

MDST

MDDT

固定 Mark（左腿）

をご用意しました。ゲレンデで外したサングラスやメガネをかけられる「グラス
ホルダー」を胸もとに付けるなど、遊びごころのあるデザインです。

WT

LY
A [NVY]
B [ORG]
C [MDSE]

標準装備

P28, 29 参照

クロロプレンシール

（ネック・リスト）

パームフィット

（吸・排気バルブ）

YKK 製プロシール

テクシオンパッド

ラジアルブーツ

オプション

P28, 29 参照

リストバルブの追加

¥15,000（＋税）

排気バルブをリスト位置へ
移動

¥0

YKK アクアシールへの変更

¥0

４D パッドへの変更

¥10,000（＋税）

フットバルブの追加

¥24,000（＋税）

ソフトブーツへの変更

¥0

カラーパネル

料金

QR コード または P26 参照

※表示価格は全て税抜きです

素材

Color Simulator

A
2 or 3

B
2 or 3

C
2, 3, 4 or 8

胸元のグラスホルダーが標準取付
となります
※サングラスは付属しません

FX/NP(4.5mm)

¥228,000

LY/FD(4.5mm)

¥208,000

FX/SP(4.5mm)

¥188,000

サイズオーダー料金

+¥25,000

©Jett Britnell
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QUEEN CRUISE DRY

ALTO DRY NEW

Mark M192

ALTO DRY Original Color

アルト ドライ［XDD-3600]

あらゆる年代の女性にマッチするデザイン

DRYSUITS UNISEX

DRYSUITS WOMEN

クイーン クルーズ ドライ [XDD-9100]

Mark131

人気の4 柄 × 19 色のパネルでつくるオリジナルな一着

落ち着きのある「アッシュ (ASH) カラー」と、定番のボーダー柄が選択可能な、

BLK

あらゆる年代の女性にマッチするモデルです。バスト、ウエスト、ヒップの各部

BLU

固定 Mark（左腿）

分にメリハリをつけ、ボディラインを美しく見せるデザインに仕上げました。

WT

NEW

スタンダードなパネルレイアウトに、MOBBY'S の定番柄を選んで組み合わせられ

BK

WT

GGRY

IDMO

PXMF

CMPK

るモデルです。人気の 4 柄と 19 色のパネルカラーを組み合わせて、好みとセンス
を活かしたオリジナルスーツをデザインできます。

WHT

LY
A [MNT]
B [CZNV]
C [AQM]
D [CRS]
Stitch [CGR]

FX
A [IBL]
B [IDMO]
C [WHT]

131[WT]

192[BLU]

標準装備

P28, 29 参照

クロロプレンシール

（ネック・リスト）

パームフィット

標準装備

（吸・排気バルブ）

YKK 製プロシール

クロロプレンシール

（ネック・リスト）

テクシオンパッド

パームフィット

（吸・排気バルブ）

YKK 製プロシール

ラジアルブーツ

オプション

P28, 29 参照

PU パッド

P28, 29 参照

DUI ネックジップシール GⅠ
への変更（シリコン）

ラジアルブーツ

¥40,000（＋税）

※ DUI ジップシールの交換は保証アップグ

オプション

レード対象外となります

P28, 29 参照

排気バルブをリスト位置へ
移動

リストバルブの追加

YKK アクアシールへの変更

¥0

排気バルブをリスト位置へ
移動

リストバルブの追加

YKK アクアシールへの変更

４D パッドへの変更

４D パッドへの変更

フットバルブの追加

フットバルブの追加

ソフトブーツへの変更

ソフトブーツへの変更

¥15,000（＋税）

¥0

¥0

¥15,000（＋税）

¥0

¥10,000（＋税）

¥10,000（＋税）

¥24,000（＋税）

¥24,000（＋税）

¥0

カラーパネル

¥0
料金

QR コード または P26 参照

※表示価格は全て税抜きです

カラーパネル

料金

QR コード または P26 参照

素材
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C
A
B
2, 3 or 9 2, 3, 4 or 9 2, 3 or 9

D
2, 3 or 9

Stitch
1

素材

¥228,000

FX/SP(4.5mm)

¥178,000

LY/FD(4.5mm)

¥208,000

サイズオーダー料金

+¥25,000

FX/SP(4.5mm)

¥188,000

サイズオーダー料金

+¥25,000

FX/NP(4.5mm)

Color Simulator

※表示価格は全て税抜きです

Color Simulator

A
2

B
2 or 10

C
2
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DISCOVERY DRY

Mark 550

GR

BK

BL

RD

GR

NEO DRY EM

確かな基本性能を遊びごころに富んだデザインで魅せる

NEO DRY EM Original Color

ネオ ドライ EM［XDD-0500］
DRYSUITS UNISEX

DRYSUITS UNISEX

ディスカバリー ドライ [XDD-3500]

固定 Mark（胸）

豊富なカラー選択が楽しめるリーズナブルモデル

確かな基本性能を、アシンメトリー（左右非対称）なデザインで魅せる遊びごころ
に富んだドライスーツです。シンプルなデザインながら、パネルは 19 色から選択

MOBBY'S が提供するドライスーツのラインナップで、最もリーズナブルモデルです。

EMSQ

A・B・C のカラーパネル
（下記参照）
の色は、
それぞれ 8 色 +EMSQ から選択できます。

が可能。ジップまわりのテープカラーも指定できます。出荷は、弊社営業日で 14 日

固定 Mark（胸）

出荷は、弊社営業日で 14 日目となります。

目となります。

GRY

FX
A [BLK]
B [SLV]
C [YEL]
D [ORG]
E [YEL]

A [CGR]
B [PBL]
C [SLV]
stitch [PBL]

FX
A [FPK]
B [SLV]
C [PPK]
D [NVY]
E [FPK]

標準装備 P28, 29 参照

標準装備
550 [BK ]

クロロプレンシール

P28, 29 参照

クロロプレンシール

（ネック・リスト）

（ネック・リスト）

550 [GR ]
パームフィット

パームフィット

（吸・排気バルブ）

（吸・排気バルブ）

PU パッド

PU パッド

ラジアルブーツ

ラジアルブーツ

オプション

オプション

P28, 29 参照

P28, 29 参照

排気バルブをリスト位置へ
移動

排気バルブをリスト位置へ
移動

リストバルブの追加

リストバルブの追加

フットバルブの追加

フットバルブの追加

¥0

¥0

¥15,000（＋税）

¥15,000（＋税）

¥24,000（＋税）
カラーパネル

¥24,000（＋税）
料金

QR コード または P26 参照

※表示価格は全て税抜きです

カラーパネル

料金

QR コード または P26 参照

素材
FX/FD(4.5mm)
サイズオーダー料金

Color Simulator
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A
2

B
2

C
2

D
2

E
2

素材

¥163,000

FD/FD(4.5mm)

¥128,000

+¥25,000

サイズオーダー料金

+¥25,000

※イニシャルマークは背中のパネルのみ
取付が可能です。

※表示価格は全て税抜きです

詳しくはオーダーシートをご確認ください

Color Simulator

A
6 or 11

B
6 or 11

C
6 or 11

stitch
6

※イニシャルマークは背中のパネルのみ取付
が可能です。

詳しくはオーダーシートをご 確 認 ください
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AIR FUSION NEW

MEN'S AIR FUSION
LS TAPPER

エアーフュージョン

メンズ エアー フュージョン

1mm 厚のクロロプレンゴムに、ナイロンの
2WAY ストレッチジャージと中空糸起毛
ジャージを貼り合わせた素材を活かしたウ
エアです。肌面に接する中空糸起毛ジャー
ジは、軽量で保温蓄熱性の高いポリエステ
ル製です。乾きも速く、ダイビング後に裏
返して干しておけば、2 本目のダイビング
の際もスムースに着用できます。ウェット
スーツのインナーとして着用することを考
慮し、折り返しのないフラットな縫製で仕
上げました。水温の高いトロピカルエリア
では、単独での使用も可能。タッパーとロ
ングパンツの 2 スタイル展開です。

ロングスリーブタッパー
素材：ナイロン /
クロロプレンゴム 1mm 厚 /
中空糸起毛ジャージ
カラー：ブラック
サイズ：M、L、XL

素材：ナイロン /
クロロプレンゴム 1mm 厚 /
中空糸起毛ジャージ
カラー：ブラック
サイズ：M、L、XL

日焼けから肌を守るストレッチ素材シャツ
（UPF50+）。
動きやすさ、速乾性に優れ、裏地は起毛
素材で暖かさもプラス。
ドライスーツのインナーやスノーケリングに
も最適で 1 年を通してご使用いただけます。

メンズ ATI フレックス ロングスリーブシャツ

WOMEN'S AIR FUSION
LONG PANTS

ウィメンズ エアー フュージョン

ウィメンズ エアー フュージョン

ナイロン 2 WAY ストレッチジャージ（表側）

［AG-7710］¥15,000（+ 税）
素材：ナイロン / クロロプレンゴム 1mm 厚 /
中空糸起毛ジャージ
カラー：ブラック
サイズ：S、M

MEN'S ATI FLEX
SHORTS

メンズ ATI フレックス

メンズ ATI フレックス

ショートスリーブシャツ

ショーツ

［AG-7520］¥8,800（+ 税）

［AG-7530］

生地：ATI FLEX
カラー：ブラック
サイズ：L、XL

¥8,800（+ 税）
生地：ATI FLEX
カラー：ブラック
サイズ：M、XL

WOMEN'S ATI FLEX
L/S SHIRTS

ウィメンズ ATI フレックス ロングスリーブシャツ
［AG-7410］¥10,800（+ 税）

生地：ATI FLEX
カラー：ブラック
サイズ：M、L、XL

WOMEN'S AIR FUSION
LS TAPPER

MEN'S ATI FLEX
S/S SHIRTS

※在庫限りとなりますので完売の際はご容赦ください。

［AG-7510］¥10,800（+ 税）

独立発砲
クロロプレーン
ゴム

M

L

XL

163-172 171-178 172-180

胸囲

84-91

89-96

腹囲

68-75

尻囲
股下

（cm）
身長

メンズ ATI フレックス
ロングタイツ

生地：ATI FLEX
カラー：ブラック
サイズ：S，M

¥10,800（+ 税）
生地：ATI FLEX
カラー：ブラック
サイズ：M、XL

ロングパンツ

［AG-7740］¥17,000（+ 税）
素材：ナイロン /
クロロプレンゴム 1mm 厚 /
中空糸起毛ジャージ
カラー：ブラック
サイズ：S、M

WOMEN'S
ATI FLEX
LONG TIGHTS
ウィメンズ ATI フレックス

S

ロングタイツ

M

147-155 154-162

男性サイズ
（cm）

M

L

XL

身長

165-170

170-175

175-180

58-66

胸囲

84-92

90-98

78-82

82-90

腹囲

72-80

59-63

62-67

尻囲

89-93

94-102

胸囲

74-79

77-84

72-81

77-87

腹囲

54-62

84-91

89-96

94-102

尻囲

66-72

69-75

72-79

股下

アクト グローブ

［DA-1320］¥5,800（+ 税）
素材：合成皮革クロロプレン 1mm 厚
カラー：ブラック
サイズ（手囲）：
XXS(17cm)、XS(19cm)、S(21cm)、M(23cm)、L(25cm)、XL(27cm)
※ 3 月末頃入荷の予定です。

MOBBY'S の提案する、スリーシーズン
グローブです。指を動かしやすいように
関節にはスリットを設けています。また
水中での撮影を考慮し、右手は親指と
人差し指を露出できるようになってお
り、左手は指先を補強し、岩などをつか
んでも傷みにくくしています。手のひら
にライトグレー色を採用したのは、ハン
ドシグナルを確認しやすいように。手首
をショート丈にし、水中でダイブコン
ピューターを確認しやすくもしていま
す。2020 モデルは、従来よりもさらに
指の曲げ伸ばしをしやすいよう、素材を
改良しています。

MEN'S ATI FLEX
LONG TIGHTS
［AG-7540］

女性サイズ

A.C.T. GLOVE RENEWAL
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ATI FLEX

MEN'S ATI FLEX
L/S SHIRTS

ロングスリーブタッパー

身長

ロングパンツ

［AG-7640］¥17,000（+ 税）

AIR FUSION 中空糸起毛ジャージ（肌側）

（cm）

メンズ エアー フュージョン

［AG-7610］¥15,000（+ 税）

■ AIR FUSION 断面

男性サイズ

MEN'S AIR FUSION
LONG PANTS

女性サイズ
（cm）

S

M

身長

155-160

160-165

96-104

胸囲

83

85

78-83

86-96

腹囲

64

66

93-97

98-105

尻囲

91

93

ZOOM UP GLOVE
ズーム アップ グローブ

［DA-1150］¥5,800（+ 税）
素材：クロロプレン 2.5mm 厚
カラー：ブラック
サイズ（手囲）：
XS(19cm)、S(21cm)、M(23cm)、L(25cm)
※ XS、M、L サイズは 3 月末頃入荷の予定です。

指を動かしやすいように、ハイストレッチ
ジャージを全面に採用したクロロプレング
ローブです。パネル接合部にはラバーコー
ティングを施し、強度を高めました。親指、
人差し指、中指の指先には耐摩耗ジャージ
を採用し、耐久性をさらにアップ。“ ホエー
ルテール ” 模様のグリッパー加工を施した
手のひらは、濡れても滑りにくく、対象を
しっかり保持します。当社独自のリストフ
ラップにより着脱が容易です。冬の時期の
水中撮影におすすめしたいグローブです。

［AG-7440］

¥10,800（+ 税）
生地：ATI FLEX
カラー：ブラック
サイズ：S，M

A.C.T. BOOTS LIGHT
アクト ブーツ ライト

［DA-2610］¥6,500（+ 税）
素材：クロロプレン 3.5mm 厚
カラー：ブラック
サイズ：23cm ～ 28cm（1cm 刻み）

素足感覚でフルフットフィンを！ パネルの内面は、
足の甲にフィンキックをしやすいよう動きやすく丈夫
なストレッチジャージを採用。その他の部分は乾きの
早いスキン素材を用いています。また、外側のパネル
接合部には高伸縮のラバーコーティングを施し、接合
を強化しています。さらに、ソールはラバーで補強し、
滑りにくく歩きやすくなっています。
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WATER PROOF
BAG
ウォーター プルーフ バッグ

エアシェルター ブリーザブル

［BG-9940］¥3,000（+ 税）

［AG-5010］¥24,800（+ 税）

素材：ポリエステル
カラー：ブラック、ブルー
サイズ：56 × 42 × 14（cm）

防水バッグは、濡らしたくない物の持ち
運びのほか、濡れている物をまとめて収
納する際にも使える、“ あると便利 ” な
アイテムです。ポリエステル製で軽量な
バッグは、タオルや水着、小物を入れ
るのにちょうどいいサイズ。手持ちも
リュックのように背負うこともできるの
で手軽に移動でき、使わないときはコン
パクトに折り畳むこともできます。開口
部の構造を工夫し、物の出し入れをしや
すくしています。

軽量で蒸れにくい透湿性を持つ “ 呼吸するクロロプレン ” によるボートコートは、
ウェットスーツや水着の上に着用するのに “ ちょうどいいサイズ感 ” に仕上げました。
オリジナルロゴやネームのプリントも可能なため、チームウェアとしてもオススメです
（有料オプションとなります）。

AIR SHELTER BREATHABLE
AIR SHELTER SKIN

※エアシェルタースキン ( スキンブラック ) には透湿性がありません
※エアシェルタースキン ( スキンブラック ) にはオリジナルロゴやネームの取り付けができません

素材：クロロプレン 2mm 厚（呼吸するクロロプレン）
カラー：ローズピンク、イエロー、パウダーブルー、ブルー、ブラックグレー
※ NEW カラーは 3 月末頃入荷の予定です。
サイズ：S、M、L、XL（XLはブルー、ブラックグレーのみ）

仕上がりサイズ（cm）

S

M

L

XL

100

108

116

124

裄丈

72

78

84

90

着丈

64

70

76

82

上胸囲

エアシェルター スキン
［AG-5011］¥24,800（+ 税）
素材：クロロプレン 2mm 厚（スキン）
カラー：スキンブラック
サイズ：S、M、L、XL

ブルー

※在庫限りとなりますので完売の際はご容赦ください。

ローズピンク

イエロー

NEW

パウダーブルー

NEW

NEW

ブラック

SACOCHE BAG
サコッシュ バッグ
［BG-9800］¥5,300（+ 税）
素材：クロロプレン 2mm 厚
カラー：ブラック
サイズ：25 × 20（cm）

メッシュスキン素材のサコッシュバッグです。シンプ
ルでスポーティーなデザインにより、使い勝手の良さ
を追求しました。ウェットスーツにも使うスキン素材
なので多少の水濡れは OK。石巻の工場で、職人が一つ
ひとつを手作りしているため、在庫状況によってはお
届けまでお時間いただく場合がございます。

ブルー

NEW

ブラックグレー

NEW

スキンブラック

スタンダードなフードに圧迫感、耳の抜けづらさを感
じている方には、今や定番商品となった MOBBY'S の
ビーニーです。男女問わずコーディネートの幅が広が
るユニセックスデザイン。簡単にかぶれることはもち
ろん、水中での髪の広がりを抑え、夏場は頭皮の日焼
けを防ぎます。クロロプレンゴム素材ですが、表地は
リブ加工が施されており見た目や感触もニット風です。
あごひもの耳の部分はメッシュ素材を使用し、聴覚を
妨げません。今期はお客様のご要望にお応えし、一部
カラーに S サイズを加えました。

BEANIE

ビーニー

［DA-5830］¥7,800（+ 税）
素材：クロロプレン 2mm 厚
カラー：アッシュネイビー、パウダーブルー、ローズピンク、イエロー、ブルー、ブラック、ピンク
※ NEW カラーは 3 月末頃入荷の予定です。
サイズ：S（頭囲 52-53cm）、M（頭囲 54-56cm）
、L（頭囲 57-59cm）
※ S サイズ は アッシュネイビー、パウダーブルー、ローズピンク、イエローのみ

アッシュネイビー

ブルー
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NEW

パウダーブルー

ブラック

NEW

ローズピンク

NEW

イエロー

NEW

ピンク ※ Lサイズのみ
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フレキシブルなドライ用フードは、ウェットシーズンにもおすすめ。顔にぴったりと
フィットするスキンフェイスシールが浸水を抑えます。さらに、フード内部の空気は
確実に排出し、外部からの浸水は許さない、独自の排気システム (S.E.V.) を採用。ネッ
ク部分の素材もストレッチ性があり装着しやすく、首の締めつけ感を軽減します。ジッ
プ付きは髪の長い女性の着用に便利です。

DRY HOOD
DRY HOOD ZIP
ドライフード

DRY HOOD(FX/NP)［XDA-4120］¥11,800（+ 税）
DRY HOOD(FX/SP)［XDA-4110］¥9,800（+ 税）

NEO HOOD JERSEY

NEO HOOD SKIN
ネオ フード スキン

ネオ フード ジャージ
［DA-3100］¥5,800（+ 税）

［XDA-3560］¥7,800（+ 税）

素材：FX/SP(3.5mm)
カラー：ブラック
サイズ：既製サイズのみ

素材：SS/SS(5mm)
カラー：ブラック
サイズ：既製または
オーダー（無料）

DRY HOOD(USRD/NP)［XDA-5410］¥12,800（+ 税）

シンプル＆ベーシックな
フード。ストレッチジャー
ジを採用しています。

DRY HOOD(HP/RT)［XDA-5310］¥10,800（+ 税）
ドライフード ジップ

RENEWAL

DRY HOOD ZIP(FX/NP)［XDA-4320］¥13,800（+ 税）

スムーススキンを表裏
両面に採用。ジャージ
素材に比べ水密性に優
れ、寒冷地でも使用で
きます。

DRY HOOD ZIP(FX/SP)［XDA-4310］¥11,800（+ 税）
カラー：オーダー
サイズ：既製またはオーダー（無料）
素材：
FX/NP(5mm)
FX/SP(3.5mm)
USRD/NP(5mm)
HP/RT(5mm)
※ USRD/NP、HP/RT はブラックのみ

カラーパネル
P2 を参照

［ ］内はモデルカラー

DRY HOOD
A

B

FX/NP 2
FX/SP 2
[CGR]

FX/NP 2 , PXBO or PXDT
FX/SP 2, PXBO or PXDT
[RED]

ドライフード

ネオフード，ネオフードスキン
既製適応サイズ（cm）

ドライフード ジップ

DRY HOOD ZIP

S

MS

M

ML

L

XL

XXL

頭囲

54-55

55-56

56-57

57-58

58-59

59-60

60-61

首囲

29-31

31-33

33-35

35-37

37-39

39-41

41-42

A
FX/NP 2
FX/SP 2
[WRD]

HOOD VEST OD
フード ベスト オーダー

カラーパネル
P2 を参照

［ ］内はモデルカラー

［XOA-4310］¥20,000（+ 税）

A

素材：FX/SP(3.5mm)
カラー：オーダー
サイズ：オーダー（無料）

オプション
＋マスクホルダー

2
[IBL]

¥1,000（+ 税）

※ HP/RT を除く

＋ツバ付き
無料
※ HP/RT を除く

ウェットスーツの下に着用することで保温性がアップし
ます。予想以上に水温が低かったとき、不意のコンディ
ションの変化などに対応でき、シーズンを問わず活躍す
る必需品です。カラーオーダーが可能なのでスーツに合
わせてコーディネートできます。サイズオーダー対応。
ドライフード
＋ツバ付き

USRD/NP

オプション
＋サイドベルクロ

¥2,000（+ 税）

HOOD VEST NZ

S.E.V.（ソフトエグゾーストバルブ）

フード内の空気を排出しながら、内部への浸水は許さない、
モビーズ独自の特殊機能です。
全てのドライフード、アイスフードに標準装備されています。
（実用新案）

アイス フード

［XDA-5000］¥10,800（+ 税）
カラー：ブラック
サイズ：既製サイズまたは
サイズオーダー（無料）
素材：HP/RT(5mm)
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1
[YEL]

HP/RT

ICE HOOD

アイスダイビングに最適
なフード。フェイスシール
が顔を広くカバーし、裏
地には肌に密着するスキ
ン素材を使用し浸水を最
小限に防ぎます。

Stitch

フード ベスト ノンジップ
［OA-4300］¥11,800（+ 税）

素材：SP/SP(3.5mm)
カラー：ブラック
サイズ：男性 M、ML、L、XL
女性 S、MS、M、L
※女性 M サイズは 3 月末頃入荷の予定です。

ウェットスーツの下に着用することで保温性がアップ
します。ストレッチ性の高い素材を使用しているので、
ジッパーがなくとも着脱がしやすく、ジップやベルク
ロの煩わしさもありません。既製サイズのみ。
ドライフード、アイスフード 既製適応サイズ（cm）
S

MS

M

ML

L

XL

XXL

頭囲

54-55

55-56

56-57

57-58

58-59

59-60

60-61

首囲

29-31

31-33

33-35

35-37

37-39

39-41

41-42

男性サイズ (cm)

M

ML

L

XL

165

170

175

180

90

92

94

96

胸囲

86.5

88.5

90.5

92.5

腹囲

74

76

78

80

身長
上胸囲

女性サイズ (cm)

S

MS

M

L

身長

150

155

160

165

胸囲

80

81

83

85

腹囲

62

63

64

66

55

多くのダイバーにダイビングを快適に楽しんでいただきたいという想い
で開発した、ドライスーツ専用インナーです。トップスとボトムスの全
面に、東レの「KARUISHI」を採用。肉厚な起毛による高い保温性と断
熱性で熱を閉じ込め、肌触りも滑らか。着心地は抜群です。表生地は、
ドライスーツの裏生地との擦れに強い素材。左腕には、ロッカーのカギ
などの貴重品を収納できるポケットを配置したほか、ボトムスの裾に取
り付けたゴムひもは、ドライスーツを着用する際に煩わしい裾のめくれ
上りを防ぐよう配慮したものです。

COMFORT AERO
コンフォート エアロ

トップス［AAG-6110］
¥23,800（+ 税）
ボトムス［AAG-6140］
素材：東レ KARUISHI（ポリエステル）
カラー：ブラック
サイズ：XXS、XS、S、M、L、XL

COMFORT PRIME

適応サイズ (cm)
USA SIZE

コンフォート プライム

JAPAN SIZE

［AAG-6400］¥49,800（+ 税）

身長

カラー：ブラック
サイズ：XXS、XS、S、M、MB、L、LB、XL、XXL

上胸囲
腹囲

素材：
表：30D ナイロン
中綿：PRIMALOFT SPORTS 133g、NEEDLED 100g
裏：ボディ部分フリース , 手足部分 30D ナイロン

尻囲
股下

WMN-XXS WMN-XS WMN-S
XXS
XS
S
155
160
165
79
80
88
65
67
72
87
88
94
63
65
68

S
M
170
92
76
90
70

S+
MB
170
97
91
95
70

M
L
175
94
78
92
73

M+
LB
175
99
93
97
73

L
XL
180
98
81
94
75

XL
XXL
185
102
84
96
78

シェルドライ用のインナーです。厳しい訓練を要す米
軍のために開発された中綿素材 “PRIMALOFT” を採用
し、暖かさはもちろん、軽さ、強撥水性、超速乾性も兼
ね備えています。両上腕部のベンチレーター ( インナー
内のデッドエアを排気しやすい ) 機能や、( 裾のまくれ
上がりを防止する ) 足掛けコードなど、使い勝手を追求
した細かい配慮も盛り込んでいます。クロロプレンドラ
イでも、フィッティングを調整すれば着用が可能です。

SHELL DRY HOOD

SHELL DRY GAITER

シェル ドライ フード

シェル ドライ ゲーター（左右セット）
［OA-0670］¥15,800（+ 税）

［XDA-4900］¥13,800（+ 税）
素材：FX/SP(3.5mm)
カラー：ブラック
サイズ：既製またはオーダー（無料）

素材：300D コーデュラナイロン
カラー：ブラック
サイズ：フリー

シェルドライに標準装備されているラテックスネックシールは、薄さゆ
えの防寒性が心配──というダイバーにおすすめしたい、首まわりの保
温を考慮した専用フードです。

シェルドライ着用時、エアがたまって浮き
がちになる膝下に装着することで、安全か
つ安定した姿勢を保持します。ベルクロ＆
バックルのアジャスト機能により、脚のサ
イズを問わずしっかり装着できます。

適応サイズ（cm）
USA SIZE
JAPAN SIZE
身長
断面イメージ
細かく柔らかいポリエステルを、特殊なブラシング加工することにより、
空気のポケットを形成しました。熱を閉じ込め保温し、
肌触りも滑らかです。
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上胸囲
腹囲
股下

WMN-XXS

WMN-XS

WMN-S

USA/S

USA/M

USA-ML

USA/L

USA/XL

XXS
155
79
65
63

XS
160
80
67
65

S
165
90
74
68

M
170
92
76
70

L
175
94
78
73

XL
180
98
81
75

XLB
180
104
98
75

XXL
185
122
116
78

適応サイズ (cm）

S

MS

M

ML

L

XL

XXL

頭囲

54-55

55-56

56-57

57-58

58-59

59-60

60-61

首囲

29-31

31-33

33-35

35-37

37-39

39-41

41-42
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ANKLE WEIGHT SET
アンクル ウエイト セット

［DA-6030］¥7,500（+ 税）
ショット ウエイト（250g）

ウエイトカバー 2 個と 250g ショットウエイト 4 個のアンクルウエイトセット。ウエ
イトはポケットからの出し入れが可能で、250g または 500g からお好みの重量を使用
できます。2 つのポケットに分散されたウエイトは、足部にしっかりとフィット。破
損や紛失をした際はウエイト 1 個（250g）からの単品購入が可能です。

R2 WETSUITS HANGER
R2 ウェットスーツ ハンガー
［SP-0010］¥2,300（+ 税）

折りたたみ開閉式のハンガーは、折りたたんだ状態でネックからスーツの中に入れば
セットできる便利なアクセサリーです。ジップを開ける必要がなく、耐久性も抜群。
空気を通すコンケーブ・エアベント構造を採用し、スーツの乾燥をさらに早めます。

カラー：ブラック、ブルー

［DA-6020］¥1,200（+ 税）
アンクル ウエイト カバー（1 本）
［DA-6010］¥2,000（+ 税）
カラー：ブラック
サイズ：フリー
素材：ナイロン

ベルクロを剥がし、ポケットに付属のショッ
トウエイトを入れてください

DRY SUITS BAG
ドライ スーツ バッグ

［BG-9310］¥9,000（+ 税）
素材：210D ナイロン / 裏 PVC
カラー：ブラック

セット内容：ウエイトカバー 2 個、ショットウエイト 250g 4 個

かさ張るドライスーツをコンパクトに折
りたたみ、ダイビングポイントまでスー
ツの持ち運びを快適にします。内側の
メッシュ構造はスーツを蒸れにくくし、
長めの掛けひもによりショルダーバッグ
としても使用できます。移動後はドライ
スーツをすみやかに取り出し、スーツを
折りたたんだまま長時間放置しないよう
にしてください。

SHOT WEIGHT(1kg)
ショット ウエイト（1kg）
［DA-5000］¥3,500（+ 税）
素材：ナイロンオックス
カラー：ブラック
重量：1kg

柔らかく角当たりがないウエイト。1kg の鉛の粒を
丈夫なナイロンでパックしました。

RING HANGER
リング ハンガー

［OA-0900］¥600（+ 税）
素材：クロロプレン
カラー：ランダム

ネック ベルト

［OA-0640］¥1,500（+ 税）
素材：クロロプレン、ナイロン
カラー：ブラック
サイズ：フリー

クロロプレンドライスーツの、ネックの
水密性を高めます。両面ジャージのシン
プルな構造で装着しやすく、耐久性にも
優れています。首の真後ろに当たる部分
にふくらみを持たせ、浸水リスクを減少
させました。ロゴの余白部分には名前の
記入ができ、紛失防止の役に立ちます。
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WRIST &
ANKLE BELT

グローブやブーツ開口部
を下向きにして干せるた
め、水切れが良く早く乾
きます。

リスト＆アンクル ベルト
［OA-0660］¥1,200（+ 税）
素材：クロロプレン
カラー：ブラック
サイズ：フリー

クロロプレンドライスー
ツの、リスト＆アンクル
の水密性を高めます。

1 度の押し洗いとすすぎ
でウェットスーツを洗浄。
柔軟剤としても働き、消
臭・アロマ効果もありま
す。柔軟重視・微香性の
「ミルキータイプ」と、洗
浄・消臭重視の「クリア
タイプ」の 2 タイプがあ
り、 ど ち ら も 1 本 で 20
回分ウェットをリフレッ
シュ！ コンディション
を長く良好に保ちます。

SEAT COVER
シート カバー

乾燥剤ロング
［OA-0940］¥2,000
乾燥剤ショート

アロマ ウェット ミルキータイプ
［OA-0111］¥2,400（+ 税）
アロマ ウェット クリアタイプ
［OA-0112］¥2,400（+ 税）

乾燥剤
NECK BELT

AROMA WET

（+ 税）

［OA-0941］¥1,000（+ 税）

乾燥、防臭、型崩れ防止
に。汗をかいた嫌な臭い
を吸い取り、外側の布地
は細菌増殖を防ぐ加工を
施しています。使用後は、
乾かして繰り返し使える
再生タイプです。

［OA-1840］¥5,500（+ 税）
素材：クロロプレン
カラー：ブラック

クロロプレン素材で作っ
たカーシート用のカバー。
濡 れ た 水 着 や ウェット
スーツ、ドライスーツのま
まで乗車しても、車本体
のシートを濡らしません。
ヘッドレストに掛けるだ
けと装着も簡単。付属の
ベルトでコンパクトに収
納ができます。
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INNER SOLE
インナーソール

薄め［DA-8003］¥2,000（+ 税）
カラー：ブラック

厚め［DA-8004］¥2,000（+ 税）
カラー：ホワイト

ブーツのフィッティングを薄・厚で調整、抗菌防臭機能付きのインナー
ソールです。薄め（ブラック）、厚め（ホワイト）の 2 種類をご用意して
います。ドライスーツご購入の方には、無料でお付けしております。

SAFETY SOLE

ZIP TECH NEW

ZIPPER WAX

セーフティ ソール

ジップ テック

ドライスーツ専用ワックス

［DA-8005］¥4,500（+ 税）

ペンタイプ

［OA-0050］¥1,000（+ 税）

［OA-0004］¥150（+ 税）

対応サイズ：22 ～ 28cm

危険物の踏み抜きを防止するインナーソールです。耐踏抜試験＝
JIST8101:2006 にて、2290N( ≒ 230kg) 以上が実証されている強度は、
災害現場での採用実績もあります。柔らかいコーティングにより履き
心地も良好です。

YKKのプラスティック製防水ジップ「アク
アシール」専用のメンテナンス用品です。
定期的に塗布することで、防水性の低下を
防ぎます。

水密性を向上させ、スライ
ダーの滑りを改善します。

※ご使用の際は必ず付属の説明書をご覧ください

TALCUM POWDER NEW

UV PROTECTANT NEW

タルカム パウダー

UV プロテクタント

［OA-0006］¥600（+ 税）

［OA-0300］¥1,300（+ 税）

スプレーすることで、
ドライスーツのラテッ
クス製ネックやラテックス製リストの紫
外線による劣化を防ぎます。

ドライスーツを保管する際、ラテックス
製のネックやリストに塗布することで、
ラテックス同士の引っ付きを防ぎます。
また、ウェットスーツを着用する際、内側
のスキン素材に振りかけておくと、着脱
が容易になります。

mpac+Dive

mpac+Snorkel

エムパック プラス ダイブ

エムパック プラス スノーケル

［MP-0010］¥8,000（+ 税）

［MP-0020］¥3,000（+ 税）

カラー：BLK、WHT、BLU、PNK
サイズ：105×202×10（mm）
素材：TPU

カラー：BLK、WHT
サイズ：117×210×10（mm）
素材：PVC

水深約 30 ｍまで画面操作をして水中撮影もできるスマートフォンケー
ス。200 ｍの水深で保たれる防水と防塵の性能は、最高レベルの IP68
を取得しました。深場でも自然な色味で画面を見られるフィルターを搭
載したほか、水中に浮く設計とハンドストラップが沈没を防ぎ、ダイ
ビング中もスマートフォンを快適に安心して使用できます。

スノーケリングで水中撮影ができる防水スマートフォンケース。防水・
防塵性能は最高レベルの IP68 を取得し、水深 10 ｍまでの防水と水深
5 ｍでの画面操作を可能にしました。水中に浮く設計とハンドストラッ
プが手を離れたときの沈没を防ぎ、スノーケリング、カヌー、SUP な
どの水上スポーツやお風呂での使用、海辺での砂対策に適しています。

※在庫限りとなりますので完売の際はご容赦ください。

※ダイビングの水深には対応していません。
※在庫限りとなりますので完売の際はご容赦ください。

LATEX SEAL REPAIR KIT
ラテックスシール リペアキット（シェルドライ直付けラテックスの補修材）
［OA-0710］フルコンプリートセット ¥14,000（+ 税）
内容：ネック、リスト、ソックス、ボンド、刷毛、サンドペーパー
リストサイズ：小（口径 26cm）、大（口径 30cm）
ソックスサイズ：S（21 〜 23cm）、M（24 〜 26cm）、L（27 〜 29cm）

［OA-0730］セミコンプリートセット ¥8,000（+ 税）
内容：ネック、リスト、ボンド、刷毛、サンドペーパー

［OA-0740］ネックシールセット ¥5,000（+ 税）
内容：ネック、ボンド、刷毛、サンドペーパー

［OA-0750］リストシールセット ¥5,500（+ 税）
内容：リスト、ボンド、刷毛、サンドペーパー

［OA-0760］ソックスセット ¥8,500（+ 税）
内容：ソックス、ボンド、刷毛、サンドペーパー

［OA-0780］ボンドキット ¥2,500（+ 税）
内容：ボンド、刷毛
ラテックスシールリペアキット
セミコンプリートセット

SHELL DRY SPARE PARTS
シェルドライ スペアパーツ

ダイビングトリップ中にシールが破れてしまっても、その場で交換できるスペアパーツ。
［OA-0380］DUI ネックジップシール GI（ラテックス）¥15,000（+ 税）
［OA-0390］DUI リストジップシール（ラテックス）片方 ¥9,000（+ 税）

［OA-0381］DUI ネックジップシール GI（シリコン） ¥17,000（+ 税）

［OA-0391］DUI リストジップシール（シリコン）片方 ¥10,000（+ 税）

［OA-0360］SI-TECH シリコンネックシール（NECK Tite）¥3,800（+ 税）
首囲：38.4cm 以下 ( 小 ) ／ 38.4cm 以上 ( 大 )

CHLOROPRENE SUIT
REPAIR KIT
クロロプレンスーツ リペアキット

クロロプレン製のウェットスーツやドライスーツの補修
材です。クロロプレンドライスーツをご購入の方には、
無料でお付けしております。
［OA-0005］スキングリッパー（チューブタイプ）¥500（+ 税）
内容：クロロプレンスーツ補修用接着剤

［OA-0370］SI-TECH シリコンリストシール片方（Quick Cuff）¥1,300（+ 税）
手首囲：16.9cm 以下 ( 小 ) ／ 16.9cm 以上 ( 大 )

［OA-0362］SI-TECH シリコンネックシール（オラストネックシステム）¥3,800（+ 税）
［OA-0372］SI-TECH シリコンリストシール片方（スラッゴフレックスリング）¥1,300（+ 税）
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保証アップグレード

マーキングサービス

修理・交換代金が 4 年間無料

□ 書体サンプル

対象： ウェットスーツ、
ドライスーツ（表ジャージ部のみ）

※1

□ イニシャル [OA-0990]
マーキングオプションと同価格で、イニシャル転写シールを単
品販売しています。ご自身でかんたん確実に貼付。スーツをご

■ドライスーツ ¥20,000 ( ＋税 )

購入後、実物を見てイニシャルの位置を決めたい方に。ツアー

■ウェットスーツ ¥10,000 ( ＋税 )

で取り違えがちなネックベルト、リストベルトなどにも。

小：縦 12mm

中：縦 23mm

大：縦 34mm

カラー： 白、黒

保証アップグレードなら、通常の製品保証では対象外となる過失による損傷、防水ファスナー※ 2、
バルブの消耗部品、各種点検・オーバーホールも全て無料になります！

スーツの内側にある
このマークが目印

料金： 1 文字 ¥200（+税）

※「・」
「,」は文字数に含まれません。

□ オリジナルマーク

〈F1〉標準書体

カラー：白、黒、赤、黄、青、黄緑、蛍光ピンク

本サービスは製品の一次購入者に限り有効で、次の場合は対象外とさせていただきます。
不当な修理や改造による損傷／故意による損傷／変色、退色、傷、汚れなどで使用に及ぼさない変化／業務目的での使用／注文内容の誤り／サイ
ズの変更／ ACT APNEA、DUI ジップシール、SI-TECH オラストネックシステム、SI-TECH スラッゴフレックスリングは対象外
※ 1 製造日より起算／※ 2 ファスナー交換後はデザインが変わる場合がございます。あらかじめご了承ください。
往復の送料はお客様負担となります。

大（幅 25cm 高さ 25cm）

¥2,500（+税）

中（幅 20cm 高さ 20cm）

¥2,000（+税）

小（幅 10cm 高さ 10cm）

¥1,500（+税）

弊社にて版下データ作成の場合：

+ ¥7,000（+税）

※ NEO DRY、DISCOVERY DRY はイニシャル、
オリジナルマークともに背中のみの対応となります。

通常の製品保証

2 年間保証（製造日より）

□ シェルドライスーツ

□ ご注文から 24 時間以降

カタログ
掲載価格の

2 年間保証（製造日より）

□ 接合部からの水没

□ 生地の剥離

□ 防水テープの剥がれ

□ 初回使用での水没

□ 初回使用での水没

□ 糸のほつれ

□ 接合部の剥がれ

□ 納品時の汚れ

□ 接合部の剥がれ

□ テープの剥がれ

□ 生地の剥離など

□ パッドの剥がれ

□ 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など
1 年間保証（製造日より）
□ マークの剥がれ

□ クロロプレンシールの不具合

□ バルブの不具合

□ ブーツの磨耗による水没など

ドライスーツ修理価格表
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基本料金

□ マークの剥がれ

□ シリコンシールの不具合

□ バルブの不具合

□ ブーツの磨耗による水没など

〈F5〉

〈F6〉

〈F7〉

〈F8〉

〈F9〉

※別書体、詳細はホームページをご覧下さい。

カタログ
掲載価格の

100%

□ シェルドライスーツ全般
※スーツ本体の水没、バルブ正常
作動チェック、ファスナーを含む重
要個所の劣化状態の検査作業を含
みます。

¥5,000

□ ラテックスシールの不具合

オーバーホール

インレットバルブ（交換パーツ含む）

¥2,000
¥2,800
¥1,300
¥15,000
¥24,000

アウトレットバルブ（交換パーツ含む）
DCV バルブ（リスト・フット）1 箇所
バルブ後付け

DCV リスト 1 箇所
DCV フット 両足

□ ウェットスーツ
□ クロロプレンドライスーツ

1 年間保証（製造日より）

ネック交換

クロロプレンタイプ

□ マークの剥がれ

□ パッドの剥がれ

リスト交換

クロロプレンタイプ 1 箇所

□ 糸のほつれ

□ 納品時の汚れ

ブーツ交換

両足

□ 接合部の剥がれ

□ テープの剥がれ

クロロプレンソックス交換

両足

防水ファスナー交換

基本的にファスナーパーツに沿って
くり貫いた交換作業

□ 納品時の弊社製造に起因するサイズの不具合など

□ ご注文から 72 時間以降

ブーツ交換

両足

防水ファスナー交換

基本的にファスナーパーツに沿って
くり貫いた交換作業

ピンホール

1 箇所

□ バルブ

90日間保証（製造日より）

□ ファスナーの不具合
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〈F4〉

※表示価格は税抜きです。

□ 共通

1 年間保証（製造日より）

□ ファスナーの不具合

90日間保証（製造日より）

□ ファスナーの不具合

〈F3〉

カスタムオーダー品キャンセル料

□ クロロプレンドライスーツ

90日間保証（製造日より）

〈F2〉筆記体

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。
過失による損傷／不当な修理や改造による損傷／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の不具合／取扱説明書およびその他の付属品に

小用防水ファスナー取り付け

記された注文書きに従わない誤った使用方法や保管上の不備による損

ヒザパッド

各タイプ両膝

傷など

ピンホール

1 箇所

¥11,500
¥4,200
¥31,000
¥26,500
¥45,000
¥29,900
¥31,000
¥2,300

¥31,000
¥45,000
¥2,300

□ シェルドライスーツ
ラテックスシールの交換

ネックシール
リストシール 1 箇所
ソックスシール 1 箇所

ラテックスシールから DUI ジップ
シールシステム（シリコン）への変更

ネックシール

ラテックスシールから
クロロプレンシールへの変更

ネックシール

DUI ラテックスシールの
パーツ交換

ネックシール

DUI シリコンシールの
パーツ交換

ネックシール

SI -TECH シリコンシールの
パーツ交換

ネックシール

リストシール 1 箇所

リストシール 1 箇所

リストシール 1 箇所

リストシール 1 箇所

リストシール 1 箇所

¥7,700
¥4,300
¥6,800
¥30,000
¥17,500
¥10,000
¥7,500
¥15,000
¥9,000
¥17,000
¥10,000
¥3,800
¥1,300

※ DUI 製・SI-TECH 製シールは修理と同価格でスペアパーツを販売しています。
P61 をご覧ください。
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ドライスーツ既製サイズチャート

MOBBYʼS LLC
16192 Coastal Highway,Lewes, DE 19958 USA
www.mobbys-usa.com

DRY SUITS MEN'S

(cm)

MOBBY'S CANADA (Pacific Scuba Industries Inc.)
31519 Southern Dr.Abbotsford, British Columbia Canada
MOBBYʼS KOREA (Hyper Inc.)
131-53, Docheok-ro, Gonjiam-eup, Gwangju-si,
Gyeonggi-do, Korea, 12812
www.mobbys.net
MOBBYʼS TAIWAN (Durban Dive Corporation.)
3F, No.620, Sec.5, Zhongshan N. Rd, Shilin Dist,
11141 Taipei City, Taiwan
www.facebook.com/MOBBYSTAIWAN
MOBBYʼS HK & CHINA (Scuba System International(Hong Kong) Ltd.)
Unit K, 6/F, Superluck Industrial Centre Phase 2,
57 Sha Tsui Road, Tsuen Wan, Hong Kong, China
www.facebook.com/MobbysChinaHongKong

DRY SUITS WOMEN'S

(cm)

MOBBY'S THAILAND (Dive Potato Co.,Ltd.)
141 Prasertmanukit Rd., Jorakaebua,
Ladprao, Bangkok, 10230 Thailand
www.divepotato.com

©Jett Britnell

AMBASSADORS

SHELL DRY

(cm)

MOBBY'S は

鍵井靖章

ジェット ブリットネル

キャサリン ブリットネル

ソン ドクホ

世界最先端の製品を

Yasuaki Kagii

Jett Britnell

Kathryn Britnell

Deokho Song

開発するため

兵 庫 県 生 ま れ。 水 中 写 真 家、SSI
ダイブコントロールスペシャリス
ト。オーストラリア、伊豆、モル
ディブでダイビングガイドを務め
ながら水中撮影の腕を磨く。プラ
ンクトンからクジラまで撮影対象
は幅広く、3.11 以降は岩手の海を
記録し続けている。
『情熱大陸』
『ク
レイジージャニー』
『視点・論点』
などメディアへの出演は数多く、
写真集も多数出版。賞歴に 2003 年
日本写真協会新人賞受賞。2013 年、
2015 年『日経ナショナルジオグラ
フィック』優秀賞受賞など。
http://kagii.jp/
https://www.facebook.com/yasuaki.kagii

30 年のキャリアを誇り、作品が
57 誌の表紙を飾ったフォトジャー
ナ リ ス ト。 現 在 は、 科 学 調 査 と
フィールドスタディを促進する
The Explorers Club のカナダ支部でブ
リティッシュコロンビア州 / ユー
コン州地域のディレクターを務め
ている。2015 年 12 月、『スキュー
バダイバーオーシャンプラネット
マガジン』の水中写真により「122
Inspiring Shooters You Should Know（122
人の影響力のある写真家）」に選
ばれた。
https://www.instagram.com/jett_britnell/
https://www.jettbritnell.com/

国内外のトップダイバーと
ネットワークを作っています。

NEW

カラーシミュレーター
mobbys-color.com
MOBBY'S のカラーシミュレーターが
リニューアルし、使いやすくなりました。
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ください。
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彼・彼女らは
提案したアイデアを自ら試し
その成果を発信する
伝道者でもあります。

『Dive News Network』
の元旅行エディ
ターであり、ブリティッシュコロ
ンビア州旅行作家協会の会員。遠
征やエコツーリズム事業、海上業
務における保険やリスク管理に関
する専門知識は卓越しており、数
十年の実務経験を持つ。その豊
かな知識と実績は権威ある 3 つの
探査協会から認められ、探検家
サークルのあいだでは「3 つの偉
業を達成した」と語られるほか、
A.J.Lawless は「彼女の魂は深すぎ
て、浅瀬を泳いでいる者には探れ
ない」と称えている。
https://www.instagram.com/thirdageexped/

AA、AIDA、SNSI、PADI、CMAS の
指導ライセンスを持ち、韓国で
活動をするフリーダイビングの
イ ン ス ト ラ ク タ ー。2013 年 か ら
MOBBY'S のフリーダイビング専用
ウェットスーツを着用し、東南
アジアでのフリーダイビングの
普及に力を注いでいる。現在は
韓国の北部、京畿道の高城里に
あり、最深度 26 ｍという東南ア
ジアで最も深いフリーダイビン
グ専用プール「K-26」を活動の拠
点としている。
https://www.instagram.com/kunkhan_/
｢K-26」http://en.k-26.com/price/
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