
2018 COLD WATER SERIES

J SERIES

Good Value & Quality

※ カラージャージを指定される場合はBURNERカラー起毛ジャージよりお選び頂けます。
※ Jシリーズのマークは３カ所までは入れられますが、それ以上は１カ所につき税抜￥1,500- がかかります。（６カ所まで）
※ 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。

@rash_wetsuits

厚さ (mm)
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J-ND (No Zip)J  SERIES

BURNER

オプション

・手首ダブルカフ
・足首ダブルカフ
・手首水切り
・Elbow Pad
・WAVE BARRIER
・Easy Strap
・ハイネック
・本体起毛ジャージ（ブラックのみ）

J-BS (WG-ZIP)
75,000

73,000

71,000

77,000

75,000

73,000

PRICE LIST

※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。
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※指定のない場合は、TF PADになります。

TF PAD

BLACK WHITE

KNEE PAD

＊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。
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ターコイズ マッド

BURNERカラージャージ

表示価格はすべてメーカー希望小売価格（消費税抜）です。

Size Chart
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【3Dマーク :240mm】

【タテマーク :248mm】【羽大 :162mm】 【羽小 :71mm】【羽特大 :215mm】

【ロゴ大：110mm】 【ロゴ中：92mm】【ロゴ小 :55mm】

表面に強化ジャージを使用した運動
性に優れた膝パッド

COLOR

MATERIAL MARK SAMPLE

BURNER
保温性、ストレッチ性に優れた発熱素材



■ 手首水切り

以前のSTに改良を加えたWAVE BARRIERシステム。
従来のSTより低めに設定されたインナーネックが首周り
のストレスを軽減。快適さを向上しつつ、防水性は保持
した極寒用オプション。
※WAVE BARRIER：税抜 ¥10,000-

■ WAVE BARRIER

グローブ・ブーツ専用のダブルカフ。グローブ
又はブーツを装着する際、内側のベロと外側の
ベロの間にグローブ又はブーツを挟み込み使用
します。
※手首ダブルカフ : 税抜 ¥8,000-
※足首ダブルカフ : 税抜 ¥8,000-

■ 手首ダブルカフ ■ 足首ダブルカフ

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

■ WG-ZIP（標準装備）

手首からの水の侵入を防ぐ
ADVANCE SERIES 用水切り
システム
※手首水切り：税抜 ¥3,000-

■ 手首水切り■ ELBOW PAD

■ ELBOW PAD

TF エルボーパッド
LB・BB 共通
税抜￥5,000-

■ ハイネック ハイネック（スキン）を内側に折り
込む事で、首からの水の侵入を防ぎ
ます。指定の無い場合は通常の 1重
首になります。
※ハイネック：税抜 ¥5,000-

グローブ・ブーツ専用のダブルカフ。グローブ
又はブーツを装着する際、内側のベロと外側の
ベロの間にグローブ又はブーツを挟み込み使用
します。
※手首ダブルカフ : 税抜 ¥8,000-
※足首ダブルカフ : 税抜 ¥8,000-

■ 手首ダブルカフ ■ 足首ダブルカフ

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：税抜 ¥5,000-

■ EasyStrap

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

有料Option 有料Option

手首からの水の侵入を防ぐ
ADVANCE SERIES 用水切り
システム
※手首水切り：税抜 ¥3,000-

TF エルボーパッド
LB・BB 共通
税抜￥5,000-

J-BS WG-ZIP, BURNER 

カラー ： 本　体 / BURNERスキン
 左袖ライン/ BURNERホワイト
 下 半 身 / BURNERスキン
マーク： 右胸 / ロゴマーク小（レッド）
 右背中 / 3Dマーク（レッド）
ヒザパッド：TF PAD
本体価格：3.5mm ALL ￥71,000-（税抜）

J-BS WG-ZIP, BURNER
 
カラー ： 本　体 / BURNERスキン
 左袖ライン/ BURNERヘザーブルー
 下 半 身 / BURNERスキン
マーク： 右胸 / ロゴマーク小（シルバー）
 左尻ナナメ / ロゴマーク中（シルバー）
ヒザパッド：TF PAD
本体価格：5/3.5mm ￥73,000-（税抜）
オプション：WAVE BARRIER指定 ￥10,000-（税抜）

J-ND, BURNER 

カラー ： 本　体 / BURNER スキン
 フラップ背中 / BURNERスレート
 下半身 / BURNER スキン
マーク： 左フラップナナメ / ロゴマーク中（ホワイト）
 背中首下 / 3Dマーク（ホワイト）
ヒザパッド：TF PAD
本体価格：5/3.5mm ￥75,000-（税抜）

J-ND, BURNER 

カラー ： 本　体 / BURNER スキン
 フラップ背中 / BURNERネイビー
 下 半 身 / BURNER スキン
マーク： 左フラップ / ロゴマーク中（ホワイト）
 背中首下 / 羽マーク大（ホワイト）
 左手首ナナメ / 3Dマーク（ホワイト）
ヒザパッド：TF PAD
本体価格：3.5mm ALL  ￥73,000-（税抜）

J-ND (No Zip Type)
Men’ s & Lady’ s Men’ s & Lady’ s

J-BS (Fastener Type)

Color VariationColor  Variation

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

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

左袖ライン本　体 フラップ背中本　体

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

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


