
2016 COLD WATER SERIES
SURF DRY

※本仕様は予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

＊印刷の都合上、実際の色と異なる場合があります。あらかじめご了承下さい。

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。
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【羽特大：215mm】 【3Dマーク：240mm】

【Rマークmini：33mm】

【Rマーク大：140mm】

■ ヒザパッドはTF PADのみとなります。
■ オプション：Men’s小用ファスナー（YKK簡易防水ファスナーアクアシール使用）￥12,960-（税込）
■ オプション：フルオーダーは本体価格の20％アップ、セミオーダー（6カ所まで）は本体価格の10％アップになります。 

表示価格は すべてメーカー希望小売価格（消費税込）です。 

ORCA-DRYPRICE LIST GRIZZLYGRIZZLY

 140,400 162,000 154,440
 135,000 156,600 149,040
 131,760 153,360 145,800
 113,400 135,000 127,440
 110,160 131,760 124,200 
 5,400 -      -      
 12,960 12,960 12,960 

ATHLETE

POG

S-AIR
・Easy Strap

・小用ファスナー
★オプション

(ブーツなしタイプ）

4all

3.5all

3.5all

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



ネックエントリー特有の
首～肩にかけての冷えを
防ぐ為の防寒用インナー
ネック。

■  EasyStrap
有料Option

■  インナーネック

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

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

■  ネックリング

■  W ネック

水の侵入を防ぐWネックシステム

標 準 装 備

標 準 装 備

首

ウェットスーツ本体の首部

ネックリング

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

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

■  手首ダブルカフ

保温性に加え、抜群の軽量
感としっとりとしたソフト感
を兼ね備えた起毛素材。

POG S-AIR

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

ATHLETE

Material / Color

ハイストレッチ素材
（全 26 色）

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

スキン 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

脱ぎ方の見本

胸を掴んで首から
空気を入れる

両肘をウェット
内部に抜く

首から両手を出す 腰まで下ろす

ORCA-DRY, POG
カラー ： 本　体 / POGスキン
マーク： 左　胸・Rマーク小（ゴールド）
 右背中・Rマーク大（ゴールド）
 左　腕・3Dマーク（ゴールド）
ヒザパッド：TF PAD
本体価格：5/3.5mm ￥135,0０0-（税込）

GRIZZLY, S-AIR
カラー ：本　　体 / S-AIRブラックジャージ
 肩ライン/ S-AIRブラックジャージ
マーク： 左　胸・Rマーク小（ホワイト）
 背　中・羽マーク特大（ホワイト）
 左後ろモモ・3Dマーク（ホワイト）
ヒザパッド：TF PAD
本体価格：3.5 all ￥131,760-（税込）

ORCA-DRY ORCA-DRY

ORCA-DRY GRIZZLY 共通システム＆アイテム

GRIZZLY

GRIZZLY

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

■  ブーツ＆グローブ用
   サーフストラップ

YKK 簡易防水ファスナー
アクアシール使用。

＊税込￥12,960-

本体

GRIZZLY Color Variation ORCA-DRY Color Variation 

■  サーフドライ専用ブーツ

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

■  TF Pad

Men’s & Lady’sMen’s

GRIZZLY（ブーツなし） Color Variation 

GRIZZLY
（ブーツなしタイプ） 

ATHLETE
（本体／ブラックジャージのみ）
POG
（本体／スキンまたはブラックジャージ）
S-AIR
（本体／スキンまたはブラックジャージ）

表 裏

■ 足首ダブルカフ

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

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

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

＊EasyStrap：税込 ¥5,400-

■  TIZIP（マスターシール）

※TIZIP スライダーカバーには、ワッペン（ゴールド）が
　標準装備。

※GRIZZLY ブーツなしタイプの下半身は
　フィットタイプになります。

■  Men’s小用ファスナー

有料Option標 準 装 備

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

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

ATHLETE
（本体／ブラックジャージのみ）
POG
（本体／ブラックジャージのみ）
S-AIR
（本体／ブラックジャージのみ・ラインカラー全26色）

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


