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2015 HIGH SUMMER SERIES



1mmサーフショーツ
（ウェット素材）

■本商品は1mmウェット素材のみを使用したタイプでカラーは下記よりお選び
頂けます。

※上記よりウェットカラーをお選び頂きオーダーシートのカラー欄にご記入ください。
※カラーバリエーションはベルトとパンツの2色展開となります。
■テーピングカラーも下記よりご指定頂けます。

※指定のテーピングカラーはオーダーシートのステッチ欄にご記入ください。
■マーク（マーク指定は3箇所までとなります）
※Rマーク大は左尻のみ。
■サイズ展開（インチ）
※28／30／ 32／ 34／ 36／ 38の 6｠サイズ
■股下丈は下記よりお選び頂けます。
※ノーマル26cm／ロング29cm／ショート23cm

写真 )カラーバリエーション
（テーピングカラー：ヘザーグレー）

マーク： 左モモスソ／3Dマーク（ブラック）
 左尻／Rマーク大（ブラック）

ベルト
ブラック

パンツ
ヘザーブラック

￥24,840- ( 税込 )

1mm Surf Shorts  Menʼ s

ヘザーピンクヘザーグリーン ヘザーグレー

ブラック ネイビー ロイヤルラベンダー オリーブターコイズ ジェイドダークグレーホワイト
ヘザー
ブラック

ヘザー
ネイビー

ヘザー
ブルー

ヘザー
レッド
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写真 )カラーバリエーション
本体
ブラック

ライン
ターコイズ

1mm Long Sleeve Topper 1mm VEST  Menʼ s

写真 )カラーバリエーション
1mmロングスリーブ タッパー、
1mmベスト専用脱げ防止ループ付き

本体
ブラック

ライン
ヘザーブラック

1mmロングスリーブ タッパー
￥21,600- ( 税込 ) 1mmベスト

￥15,120- ( 税込 )

■サイズ：S,M,ML,L,XL の 5サイズ（※最終ページウェットスーツSize Chart参照）
■カラー：本体カラーとラインカラーをお選び頂けます。

■マーク（マークの指定は出来ません）
※1mmロングスリーブ タッパー（右ヒジ：羽マーク大、左肩：3Dマーク、左胸：Rマークmini）
※1mmベスト（右胸：ロゴ小、背中首下：羽マーク大）
※マークカラーはお選び頂けます。

＊印刷の都合上、実際の色と異なる場合があります。あらかじめご了承下さい。

Menʼs
Photo : Yasuma Miura

ブラック ネイビー ロイヤルラベンダー オリーブターコイズ ジェイドダークグレーホワイト
ヘザー
ブラック

ヘザー
ネイビー

ヘザー
ブルー

ヘザー
レッド

写真 ) カラーバリエーション
本体
ヘザー
ブラック

ライン

ブラック



カラーファスナー
※左から　ホワイト、サックス、ターコイズ、
ディープブルー、パープル、グリーン、オリーブ、
ピンク、レッド、イエロー、グレー、ブラウン

2mmライダース タッパー
￥36,720- ( 税込 )

2mm Rider’s  Topper  Ladyʼs

写真 )カラーバリエーション
本体

EXスキン
ライン

EXホワイト

■サイズ：S,M,ML,L,XL の 5サイズ（※最終ページウェットスーツSize Chart参照）
■カラー：本体カラーとラインカラーをお選び頂けます。

■マーク（マークの指定は出来ません）
※1mmロングスリーブ タッパー（右ヒジ：羽マーク大、左肩：3Dマーク、左胸：Rマークmini）
※1mmベスト（右胸：ロゴ小、背中首下：羽マーク大）
※マークカラーはお選び頂けます。

＊印刷の都合上、実際の色と異なる場合があります。あらかじめご了承下さい。

■本商品は2mmウェット素材を使用したタイプで本体はEXスキンのみ、
　ラインカラーはEXジャージよりお選び頂けます。
※下記よりラインカラーをお選び頂きオーダーシートのカラー欄にご記入く
ださい。
■マーク
（マーク指定は3箇所までとなります）
※Rマーク大とR-Lady ロゴの指定はできません。
■サイズオーダー可能（最終ページ ウェットスーツSize Chart 参照）
（フルオーダー：通常価格より20%UP／セミオーダー：通常価格より
10%UP）
■カラーファスナーもご指定頂けます。（無料オプション）

EXジャージ

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

レモン

オリーブ グリーン Kグリーン ターコイズ ジェイド アクアブルー マッド ダークグレー SKグレー ホワイト

ヘザー
ブラック

ヘザー
ネイビー

ヘザー
ブルー

ヘザー
レッド
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EXジャージ

R-Lady・ロゴ

カラーファスナー
※左から　ホワイト、サックス、ターコイズ、
ディープブルー、パープル、グリーン、オリーブ、
ピンク、レッド、イエロー、グレー、ブラウン

￥69,120- ( 税込 ) ￥52,920- ( 税込 ) ￥31,320- ( 税込 )

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

レモン

オリーブ グリーン Kグリーン ターコイズ ジェイド アクアブルー マッド ダークグレー SKグレー ホワイト

ヘザー
ブラック

ヘザー
ネイビー

ヘザー
ブルー

ヘザー
レッド

2mm スプリングスーツ
フロントZIP

2mm エリ付きショートジョン
フロントZIP

2mmベスト
フロントZIP

（テーピングカラー：ヘザーピンク）
（ファスナー：ブラック）

Aライン・背中

ヘザーネイビー

Bライン

ヘザーブラック

Cライン

ヘザーネイビー

Dライン

ヘザーブラック

■本商品は2mmウェット素材を使用したタイプでカラーはEXジャージよりお選び頂けます。
※下記よりウェットカラーをお選び頂きオーダーシートのカラー欄にご記入ください。
■テーピングカラーも下記よりご指定頂けます。

※指定のテーピングカラーはオーダーシートのステッチ欄にご記入ください。
■マーク
※スプリングスーツ・ショートジョン・ベストタイプともに左胸に各小マークをご指定頂けます。
※左尻裾にR-Lady ロゴが入ります。（ベストは左腰にR-Lady ロゴが入ります。）
■サイズオーダー可能（最終ページ ウェットスーツSize Chart 参照）
（フルオーダー：通常価格より20%UP／セミオーダー：通常価格より10%UP）
■カラーファスナーもご指定頂けます。（無料オプション）

写真 )カラーバリエーション
（テーピングカラー：ヘザーグレー）
（ファスナー：ブラック）

Aライン・ 肩

Kピンク

Bライン

SKグレー

Cライン

マルベリー

Dライン

バイオレット

Eライン・背中

ダークグレー

写真 ) カラーバリエーション
（テーピングカラー：ヘザーグレー）
（ファスナー：ブラック）

Aライン

ホワイト

Bライン

ヘザーブルー

Cライン

ホワイト

Dライン・背中

ヘザーブルー

写真 ) カラーバリエーション

2mm Front Zip Series  Ladyʼ s

＊印刷の都合上、実際の色と異なる場合があります。あらかじめご了承下さい。

ヘザーピンクヘザーグリーン ヘザーグレー
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1mmホルターネック トップス
￥16,200- ( 税込 )

1mmホルターネック パンツ付き
￥27,000- ( 税込 )

1mm Halter Neck 

写真はBカラー

写真はDカラー

A B C D E

■本商品は1mmウェット素材のみを使用したタイプで
　カラーは下記の中からお選び頂けます。

Aカラー（オールブラック） 
Bカラー（ホワイト×ラベンダー×ネイビー）
Cカラー（ホワイト×オリーブ×オリーブ） 
Dカラー（イエロー×ホワイト×ネイビー）
Eカラー（ネイビー×ジェイド×ホワイト）
■マーク（マークの指定は出来ません）
※1mmホルターネックトップスは左裾にR-Lady ロゴが入ります。
※1mmホルターネックパンツ付きはパンツ左裾にR-Lady ロゴ入ります。
■既製サイズのみの展開
※最終ページサイズ表をご覧ください。

■本商品は1mmウェット素材のみを使用したタイプで
　カラーは下記の中からお選び頂けます。

Aカラー（ホワイト×ラベンダー×ネイビー×ラベンダー）
Bカラー（ホワイト×オリーブ×オリーブ×ブラック） 
Cカラー（イエロー×ホワイト×ネイビー×ネイビー）
Dカラー（ネイビー×ジェイド×ホワイト×ジェイド）

R-Lady・ロゴ

＊印刷の都合上、実際の色と異なる場合があります。あらかじめご了承下さい。

A B

C D



写真はCカラー

写真はBカラー

写真はBカラー

写真はAカラー

1mmレディース パンツ

■本商品は1mmウェット素材のみを使用したタイプでカラー
｠ は下記よりお選び頂けます。

Aカラー（ブラック×ジェイド×ホワイト）
Bカラー（オリーブ×ホワイト×ブラック） 
Cカラー（ネイビー×ホワイト×イエロー）
Dカラー（ラベンダー×ネイビー×ホワイト）
※上記よりウェットカラーをお選び頂きオーダーシートのカラー欄
にご記入ください。
■マーク（マークの指定は出来ません）
※左モモ裾にR-Ladyロゴが入ります。
■既製サイズのみの展開
※最終ページサイズ表をご覧ください。

Boat Neck 

A

B

C

D

1mm Lady's Pants

ボートネック トップス
ボートネック トップス

パンツ付き
￥12,420- ( 税込 ) ￥22,680- ( 税込 )

￥18,360- ( 税込 )  

R-Lady・ロゴ

R-Lady・ロゴ

■ボートネックトップス（ニット素材）のカラーは下記の設定
となります。
Aカラー（ヘザーピンク×ヘザーグレー） 
Bカラー（ヘザーグリーン×ヘザーグレー）
■ボートネックトップスパンツ付き（ニット素材＋1mmウェッ
ト素材）カラーは下記よりお選び頂けます。
Aカラー（ヘザーピンク×ヘザーグレー×ヘザーブルー） 
Bカラー（ヘザーグリーン×ヘザーグレー×ヘザーブルー）
※上記よりA・Bどちらかのカラーをお選び頂き
オーダーシートのカラー欄にご記入ください。
■マーク（マークの指定は出来ません）
※ボートネックトップスは左裾に R-Lady ロゴが入ります。
※ボートネックパンツ付きは左胸にR-Lady ロゴが入ります。
■ボートネックパンツ付きのパンツ素材は1mmのウェット素
材を使用しております。
■既製サイズのみの展開
※最終ページサイズ表をご覧ください。

写真はAカラー



※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。

 【R-Ladyロゴ：32mm】

ホルターネック トップス1mm・ホルターネック パンツ付き1mm
1mmレディース パンツ・ボートネック トップス・ボートネック  パンツ付き

 S M L
身長 150cm～160cm 155cm～165cm 160cm～170cm
バスト 76 82 88
ウエスト 58 64 70
ヒップ 86 90 94

WETSUITS Size ChartRASH MARK SAMPLE

PRICE LIST
・1mmホルターネック トップス ￥16,200- ( 税込 )
・1mmホルターネック パンツ付き ￥27,000- ( 税込 )
・ボートネック トップス ￥12,420- ( 税込 )
・ボートネック トップスパンツ付き ￥22,680- ( 税込 )

・2mm スプリングスーツフロントZIP ￥69,120- ( 税込 )
・2mm エリ付きショートジョンフロントZIP ￥52,920- ( 税込 )
・2mmベストフロントZIP ￥31,320- ( 税込 )
・1mmレディース パンツ ￥18,360- ( 税込 )  

・1mmサーフショーツ  ￥24,840- ( 税込 )
・1mmロングスリーブ タッパー ￥21,600- ( 税込 )
・1mmベスト   ￥15,120- ( 税込 )
・2mmライダース タッパー ￥36,720- ( 税込 )

＊印刷の都合上、実際の色と異なる場合があります。あらかじめご了承下さい。

R-mark大
・フリーハンドでカットしているため、サイズやカッティングデザインによっては、入る風合いが微妙に異なりますのでご了承下さい。
・マジョーラは、光の角度により色が変化します。

ホワイト

ブラック

グリーン

スカイブルー

パープル

ゴールド

シルバー

ホワイト

ホワイト

ブラック

ブラックシルバー
グリーン

グリーンゴールド

スカイブルー

スカイブルー

パープル

パープル

ゴールド

シルバー

ホワイト

ブラック

グリーン

スカイブルー

パープル

ゴールド

シルバー

【ロゴ小 :55mm】 【タテマーク :248mm】


