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for WOMEN ACTIVE DIVER

MLD2020−W
for ENTRY DIVER

MV2020
for AGGRESSIVE DIVER

MLD2020−S
for EXPERT DIVER

MLD2020−EX



▲ MLD2020-EX WOMEN ： MARBLE NAVY▲ MLD2020-EX MEN ： MARBLE  MONO



※スーツカラーはオーダー用紙記載順にお客様選択可能色のみを表示し、ソフトラジアル素材などブラック固定色などは記載していません。（　）内記号は素材＝G：グロッシーファイバー、P：プリントジャージ（PRINT GME）。

熟練のプロやエキスパートなどアグレッシブダイバー向けのMLDシリーズには、メインマテリアル
に耐久性と撥水性に優れた高機能素材［ソフトラジアル］を採用して圧倒的な強度と保温性を
確保。過酷な条件下でのハードユースにも確実に応える、強さと暖かさを両立させました。（MV
を除く）

SOFT RADIAL : EX / S / W　強くて暖かい［ソフトラジアル］

引き裂き強度に優れ、高いストレッチ性と耐摩耗性を備えたパワフルマテリアル［タフα
ジャージ］を「EX」に採用。動きやすさや耐擦傷性が求められる股マチに配置して、耐久性と
運動性の両立を実現しました。（EXのみ）

TOUGH ALFA : EX　強くて伸びる［タフαジャージ］

DASH PROTECT LINE : EX / S　強靭［ダッシュプロテクトライン］

MLDシリーズの裏地には、暖かさ＋スエードのような肌触りの、超撥水加工・起毛保温素材［マルチ
エラステックス］を装備。起毛繊維の中で暖められた空気層による高い保温力で、ダイバーのカラ
ダを寒さからしっかりと守ります。（MVを除く）

MULTI ELASTEX : EX / S / W　暖かく優しい肌触り［マルチエラステックス］

MLDシリーズには、耐久性、運動性能、保温性を兼ね備えた高性能マテリアルを適材適所で採
用し、ハードな環境下においても高いパフォーマンスで確実にサポートします。

MLDシリーズ・3モデルには、ハイスペック装備［リストバルブDS］［MG DRYパッド］を標準装備。
また、メインマテリアルは、耐久性、耐摩耗性と高い保温性を両立させた高機能素材［ソフトラジ
アル］×超撥水加工・起毛保温素材［マルチエラステックス］を採用しています。

メインバルブの補助として浮力調整の負担を軽くする［リストバルブ
DS］をMLDシリーズに標準装備。腕を高く上げると簡単に排気ができ
初心者から熟練ダイバーまでサポート。水中での無駄な動きを極力少
なくして体力の消耗を最小限に抑えます。

ジャージ素材にウレタン素材を1ミリ厚突起で圧着加工して強度を
高め、岩やサンゴなどからヒザ頭からスネまでをしっかりとガードする
［MG DRYパッド］。グリッドデザインが、フィンワークなど膝の複雑な
動きにも柔軟に対応できるレスポンスを約束します。（MLDシリーズに
標準装備、MVはオプション装備）

MULTI ELASTEXDASH  PROTECT LINETOUGH ALFASOFT RADIAL

限定ドライスーツならではのハイスペック装備
SPECIAL EQUIPMENT

浮力調整をサポートする［リストバルブDS］
WRIST VALVE DS : EX / S / W

強さと運動性能を高めた［MG DRYパッド］
MAXIMUM GRID DRY PAD : EX / S / W

パワーマテリアルで確実にサポート
POWERFUL MATERIAL

大理石を模した人気のマーブル・プリントは、モノ、ネイビーの2カラー。個性的なデザインが
魅力のトライバル・プリントは、ウォーターとラベンダーの2カラー。最新トレンドプリント柄が
2020年もデザインを際立たせます。

エキスパートダイバーのためのハイエンドモデル「EX」と、アグレッシブダイバー向け「S」、そして、
おしゃれに敏感な女性ダイバーのための「W」。すべてに高い機能性と優れたパネル設計をハイレ
ベルで両立させました。ダイバーたちの海への渇望に応えるパフォーマンスデザインです。

高い保温・保冷力で、ダイビング時はもちろん、様々なシーンに使える
ワンプッシュ・ステンレスボトルをプレゼント。3カラーから選べます。
「海洋プラスチック汚染から未来の海を守るために」の想いを「For 
The Oceans」マークに込めました。（MVを除く）
■カラー：3色（ブラック／レッド／ブルー） ■実容量：430ml 
■サイズ ●高さ：232mm ●直径：66mm 
■素材 ●内瓶／胴部：ステンレス鋼 ●ふた：ポリプロピレン ●パッキン：シリコンゴム 
■耐熱温度：100℃  ■耐冷温度：-40℃

2つのプリント柄を新たにラインアップ
NEW PRINTED MATERIAL

限られたダイバーのためだけのスペシャルデザイン
SPECIAL DESIGN

MLDシリーズに、ワンプッシュ・ステンレスボトルをもれなくプレゼント
SPECIAL PRESENT

右腕、左脚、それぞれのモデルに［LIMITED EDITION］専用マークを。また、「EX」「S」「W」には、
スーツ内側にシリアルナンバーを配しました。

シリアルNo.［001］は
9月1日（火）に抽選いたします。

限定モデルの証［LIMITED EDITION］マーク
LIMITED EDITION MARK

Special
Present
Special
Present

New MARBLE  MONO New MARBLE NAVY New TRIBAL WATER New TRIBAL LAVENDER

耐久性に優れた「カノコジャージ」にウレタン樹脂をコーティングして、耐摩耗性を高めた強靭
素材［ダッシュプロテクトライン］を、「EX」は腕裏、脇、ふくらはぎ内側に、「S」は腕裏、脇に配して
強化しました。（W、MVを除く）



Special PresentSpecial Present

かつてない強靭性と保温性を実現させたハイエンドモデル、EX。
ソフトラジアル使用率 約51％、高機能装備の数々、
洗練の機能優先デザインが圧倒的なパフォーマンスを約束します。

EX DESIGN
ハイエンドモデル「EX」のために、クールでス
タイリッシュな完成度の高いハイパフォーマ
ンス・デザインに仕上げました。
生地の約51％を占める強靭なソフトラジアル
の特性を損なうことなく、求められる運動性
能を高めるために縦方向中心のパネル設計
を施し、屈伸などの動きにも追従するよう脚
ストレートラインは膝裏まで回し込みました。

SPECIAL FEATURES
■主要素材・胸／フロント／バック／肩／腕
／ふくらはぎ外側：高耐久性、高耐摩耗性＆
撥水性に柔軟性を兼ね備えた強靭な［ソフト
ラジアル］を全体の約51％に採用
●股マチ：耐摩耗性と引き裂き強度に優れた
プロ向け高機能素材［タフαジャージ］
●腕裏／脇／ふくらはぎ内側：耐摩耗性を高
めた高強度高耐久性素材［ダッシュプロテク
トライン］
●腕上部／フロントライン：耐摩耗性と高い
ストレッチ性＋美しい発色の［プリント・グロッ
シーファイバー／グロッシーファイバー］
●裏生地：暖かさ＋スエードのような肌触り、
超撥水加工・起毛保温素材［マルチエラステ
ックス］
●1mm厚ウレタン素材突起＋グリッドデザ
インで強さと運動性能を高めた［MG DRY
パッド］
●サブ排気バルブ：浮力調整をサポートする
［リストバルブDS］
●スペシャルプレゼント：ワンプッシュ・ステン
レスボトル

MATERIAL ： 3.5mm
■表素材
●ソフトラジアル●タフαジャージ●ダッシュ
プロテクトライン●グロッシーファイバー●プ
リント・グロッシーファイバー
■裏素材
●マルチエラステックス●UMSフラット

SPECIAL EQUIPMENT
●MG DRY パッド●LIMITED EDITIONマ
ーク●LIMITED EDITION専用脚マーク●
シリアルナンバー●ワンプッシュ・ステンレス
ボトル

EQUIPMENT
●給排気バルブ・オートテックII●リストバル
ブDS●ソリッドネック・標準仕様（SCDネック
選択可）●テクシオンマーク（選択）

¥ 282,000-
100

（＋税）

ご注文は、2020年9月1日（火）から
2021年2月28日（日）まで。
限定着数に達し次第終了いたします。

＋フルサイズオーダー ＋ ¥25,000（＋税）

限 定 着

▲マーブルネイビー（P） ▲マーブルモノ（P）

MLD2020-EX

About MLD2020-EX

for EXPERT DIVER

※スーツカラーはオーダー用紙記載順にお客様選択可能色のみを表示し、ソフトラジアル素材などブラック固定色などは記載していません。（　）内記号は素材＝G：グロッシーファイバー、P：プリントジャージ（PRINT GME）。

SOFT RADIAL
DASH PROTECT LINE

水キレがいい

UserSupport
2 YEARS

UserSupport
2 YEARS
安心サポートスムーズな排気 プリント柄選べます

Choice! PRINT

発色が美しい
GLOSSY FIBER

あたたかい高強度・高耐久性
DASH PROTECT LINE

強くて伸びる

Maximum Grid
Pad

しっかりガード

シリアルNo.［001］は
9月1日（火）に抽選いたします。

1 Push Stainless Bottle
ワンプッシュ・ステンレスボトル
ブラック／レッド／ブルー 3カラーから選択
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UserSupport
2 YEARS

UserSupport
2 YEARS
安心サポート

水キレがいい スムーズな排気

プリント柄選べます
Choice! PRINT

発色が美しい
GLOSSY FIBER

あたたかい高強度・高耐久性
DASH PROTECT LINE

Maximum Grid
Pad

しっかりガード

MLD2020-Wと合わせて300着限定

▲ネイビー（G）＋マーブルネイビー（P）▲ホワイト（G）＋マーブルモノ（P）

Special PresentSpecial Present

1 Push Stainless Bottle
ワンプッシュ・ステンレスボトル
ブラック／レッド／ブルー 3カラーから選択

EXの高度な機能性と洗練のデザインを継承する高性能ドライスーツ、S。
一部パネルをソフトラジアルからグロッシーファイバーへ。
アグレッシブダイバーのための、高性能ドライスーツです。

S DESIGN
ハイエンドモデル「EX」の機能優先デザイン
はそのまま継承しながら、胸や腕、脚サイド
ラインなどのパネルに［グロッシーファイバ
ー］を採用して、「S」ならではのスタイリッシ
ュデザインを追求。
好みのカラーリングと新しいプリント柄［マ
ーブル］などとのコーディネートで、際立つス
タイリングも手に入れられます。

SPECIAL FEATURES
■主要素材：フロント／バック／肩：高耐久
性、高耐摩耗性＆撥水性に柔軟性を兼ね備え
た強靭な［ソフトラジアル］
●胸／腕下部／サイドライン／ふくらはぎ
／股マチ：耐摩耗性と高いストレッチ性＋美し
い発色の［グロッシーファイバー］
●腕上部／フロントライン：耐摩耗性と高い
ストレッチ性＋美しい発色の［プリント・グロッ
シーファイバー／グロッシーファイバー］
●腕裏／脇：耐摩耗性を高めた高強度高耐
久性素材［ダッシュプロテクトライン］
●裏生地：暖かさ＋スエードのような肌触り、
超撥水加工・起毛保温素材［マルチエラステ
ックス］ 
●1mm厚ウレタン素材突起＋グリッドデザ
インで強さと運動性能を高めた［MG DRY
パッド］
●サブ排気バルブ：浮力調整をサポートする
［リストバルブDS］
●スペシャルプレゼント：ワンプッシュ・ステン
レスボトル

MATERIAL ： 3.5mm
■表素材
●ソフトラジアル●ダッシュプロテクトライ
ン●グロッシーファイバー●プリント・グロッ
シーファイバー
■裏素材
●マルチエラステックス●UMSフラット

SPECIAL EQUIPMENT
●MG DRY パッド●LIMITED EDITIONマ
ーク●LIMITED EDITION専用脚マーク●
シリアルナンバー●ワンプッシュ・ステンレス
ボトル

EQUIPMENT
●給排気バルブ・オートテックII●リストバル
ブDS●ソリッドネック・標準仕様（SCDネック
選択可）●テクシオンマーク（選択）

OPTION
●ポイントマーク:（大）¥1,800（＋税）／（小）
¥1,000（＋税）●スタッズマーク:¥1,800（＋税）

¥ 249,000-
300

（＋税）

ご注文は、2020年9月1日（火）から
2021年2月28日（日）まで。
限定着数に達し次第終了いたします。

＋フルサイズオーダー ＋ ¥25,000（＋税）

限 定 着

MLD2020-S

About MLD2020-S

for AGGRESSIVE DIVER

シリアルNo.［001］は
9月1日（火）に抽選いたします。
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▲ワイン（G）＋トライバルラベンダー（P）＋ホワイト（G） ▲アイスブルー（G）＋トライバルウォーター（P）＋ピスタチオ（G）
※ポイントマーク・マンタはオプション

ウエストから膝上まで流れる波のようなカ
ーブライン・デザイン［ウェイブシェイプ］が、
女性ならではの美しさを際立たせます。
また、胸のパネルはバスト部分を寄せて上
げて自然にバストアップするパネル設計
でスタイルアップを同時に実現しました。

流れる波のような
女性の美しいボディラインを

ウェイブシェイプ

UserSupport
2 YEARS

UserSupport
2 YEARS
安心サポート

SCDNECK
着脱ラク

水キレがいい スムーズな排気

プリント柄選べます
Choice! PRINT

発色が美しい
GLOSSY FIBER

あたたかい

美しいボディライン

Maximum Grid
Pad

しっかりガード Special PresentSpecial Present

1 Push Stainless Bottle
ワンプッシュ・ステンレスボトル
ブラック／レッド／ブルー 3カラーから選択

MLD2020-Sと合わせて300着限定

アクティブでキラキラ輝く女性ダイバーのための、W。
暖かさと動きやすさに、デザインエッセンスを大きくプラス。
ダイビングとおシャレを同時に楽しみたい女性専用ドライスーツです。

W DESIGN
女性の美しいラインを際立たせるために、流
れるラインと縦ストレートラインで専用設計
しました。上下にセパレートした特徴的な胸
パネルと、サイドのストレートラインで、エレ
ガントなシルエットに。
人気の［トライバル］プリントと2カラーをバ
ランスよくチョイスして自分なりのコーディ
ネートをお楽しみください。

SPECIAL FEATURES
■主要素材：フロント／バック：高耐久性、高
耐摩耗性＆撥水性に柔軟性を兼ね備えた強
靭な［ソフトラジアル］
●胸下部／右腕上部／左腕／ウエストライ
ン／ふくらはぎ／股マチ：耐摩耗性と高いス
トレッチ性＋美しい発色の［グロッシーファイ
バー］
●胸上部／右腕下部／サイドライン／背中
ファスナー上：耐摩耗性と高いストレッチ性＋
美しい発色の［プリント・グロッシーファイバ
ー／グロッシーファイバー］
●裏生地：暖かさ＋スエードのような肌触り、
超撥水加工・起毛保温素材［マルチエラステ
ックス］ 
●1mm厚ウレタン素材突起＋グリッドデザ
インで強さと運動性能を高めた［MG DRY
パッド］
●サブ排気バルブ：浮力調整をサポートする
［リストバルブDS］
●女性を美しく見せるデザイン：美しくスタイ
リッシュなボディライン［ウェイブシェイプ＆
バストカット］
●スペシャルプレゼント：ワンプッシュ・ステン
レスボトル

MATERIAL ： 3.5mm
■表素材
●ソフトラジアル●グロッシーファイバー●
プリント・グロッシーファイバー
■裏素材
●マルチエラステックス●UMSフラット

SPECIAL EQUIPMENT
●MG DRY パッド●LIMITED EDITIONマ
ーク●シリアルナンバー●ワンプッシュ・ス
テンレスボトル

EQUIPMENT
●給排気バルブ・オートテックII●リストバル
ブDS●ソリッドネック・SCD仕様（標準ネック
選択可）●ウェイブシェイプ＆バストカット●
テクシオンマーク（選択）

OPTION
●ポイントマーク:（大）¥1,800（＋税）／（小）
¥1,000（＋税）●スタッズマーク:¥1,800（＋税）

¥ 239,000-
300

（＋税）

ご注文は、2020年9月1日（火）から
2021年2月28日（日）まで。
限定着数に達し次第終了いたします。

＋フルサイズオーダー ＋ ¥25,000（＋税）

限 定 着

MLD2020-W

About MLD2020-W

for WOMEN ACTIVE DIVER

シリアルNo.［001］は
9月1日（火）に抽選いたします。
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▲シルバー（G）＋パームグリーン（P）＋ホワイト（G） ▲ブラック（G）＋パームモノ（P）＋ホワイト（G）※リストバルブDSはオプション

※プリント柄は実際のイメージと異なる場合がありますので予めご了承ください。※ダイビングスーツの表示価格はレディメイドスーツの税別標準小売価格。オプション仕様の表示価格は税別標準小売価格。

UserSupport
2 YEARS

UserSupport
2 YEARS
安心サポートプリント柄選べます

Choice! PRINT
発色が美しい
GLOSSY FIBER Liv Fresh-P

バリュープライス
Option! ＋¥15,000（+税）

リストバルブDSも選べます

エントリーダイバーのためのバリューモデル、MV。
ドライスーツに必要とされる耐久性、保温性、運動性能などの基本性能に
デザイン性も兼ね備えた、バリューモデルです。

MV DESIGN
メインパネルとサイドを流れる2ラインのシ
ンプル＆カジュアルなデザイン。プリント柄と
カラーリング次第で、オリジナリティあるス
ーツにアレンジできます。

SPECIAL FEATURES
■主要素材：耐摩耗性と高いストレッチ性＋
美しい発色の［プリント・グロッシーファイバ
ー／グロッシーファイバー］
■裏生地：スーツ内をいつも清潔にキープす
る抗菌防臭素材［リブフレッシュP］
※プリント柄の裏素材はマルチエラステック
スになります。

MATERIAL ： 3.5mm
■表素材
●グロッシーファイバー●プリント・グロッシ
ーファイバー
■裏素材
●リブフレッシュP●UMSフラット

SPECIAL EQUIPMENT
●LIMITED EDITIONマーク

EQUIPMENT
●給排気バルブ・オートテックII●ソリッドネ
ック・標準仕様（SCDネック選択可）●シリコ
ンパッド

OPTION
●リストバルブDS:¥15,000（＋税）●MG 
DRY パッド: ¥12,000（＋税）●ポイントマー
ク:（大）¥1,800（＋税）／（小）¥1,000（＋税）
●スタッズマーク: ¥1,800（＋税）

¥ 144,000-
300

（＋税）

ご注文は、2020年9月1日（火）から
2021年2月28日（日）まで。
限定着数に達し次第終了いたします。

＋フルサイズオーダー ＋ ¥25,000（＋税）

限 定 着

MV2020

About MV2020

for ENTRY DIVER

グロッシーファイバー リブフレッシュP
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本社■〒580-0024 大阪府松原市東新町4-7-21　TEL.072-336-0645（代）  FAX.072-336-8211
東京営業所■〒103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町1-9-5 GEMINI-ONE 4F　TEL.03-5614-0036（代）  FAX.03-5614-0058
修理・メンテナンス・お問合せ・配送先：アフターサービス部■〒869-1219 熊本県菊池郡大津町大林802-6　TEL.096-294-0637（直）  FAX.096-294-0585
熊本工場（ワーク）■〒869-1219 熊本県菊池郡大津町大林802-6　TEL.096-294-0770（代）  FAX.096-292-1075
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変更する場合があります。あらかじめご了承ください。■本カタログに掲載されている商品はワールドダイブのオリジナル商品です。類似品にご注意ください。■このカタログの内容は、2020年8月現在のものです。

www.worlddive.co.jpワールドダイブの、さらに詳しい最新情報は

ワールドダイブ株式会社

ドライスーツ専用キット・セット内容

●中圧ホース　●防水ファスナーの専用ワックス　●ドライスーツ取扱説明書　●給排気バルブ説明書　●ポーチ　

※全ドライスーツに標準装備。ポーチは仕様が異なる場合があります。

USER SUPPORT SERVICESUPPORT ITEM

MARK
MLD2020-EX

MLD2020-S

胸﹇
大 

・ 

小
﹈ ・ 

脚

テクシオンシルバー
［M1-8A］

テクシオンゴールド
［M1-9A］

MLD2020-W

胸 ﹇
小
﹈

MV2020

胸﹇
大・小
﹈

ブラック［M1-1A］ ホワイト［M1-2A］

ゴールド［M1-3A］ ネイビー［M1-4A］ レッド［M1-5A］

ブラック
胸［M2-1A］／脚［M2-1B］

シルバー
胸［M2-2A］／脚［M2-2B］

ピスタチオ・イエロー・ラメ
胸［M3-1A］／脚［M3-1B］

ブルー・ピンク・ラメ
胸［M3-2A］／脚［M3-2B］

シルバー・ゴールド
胸［M3-3A］／脚［M3-3B］

限定
マーク
右腕

限定
マーク
右腕

限定
マーク
右腕

限定
マーク
左脚

限定
マーク
左脚

※カラー選択不可

※カラー選択不可

※カラー選択不可

※カラー選択不可

ブラック［M1-1A］ ホワイト［M1-2A］

ゴールド［M1-3A］ ネイビー［M1-4A］ レッド［M1-5A］

胸 ﹇
大 

・ 

小
﹈

限定
マーク
右腕

※カラー選択不可

※カラー選択不可

テクシオンシルバー
［M1-8A］

テクシオンゴールド
［M1-9A］

テクシオンシルバー
［M1-8A］

テクシオンゴールド
［M1-9A］

長く安心してご使用いただくためのアフターサービス
ユーザー登録いただくことで、1年間の製品保証に加え、
製造日から2年間、2つのサービスをご利用いただけます。

❶ネックシールとリストシールが破れた場合、無料交換
２年間であれば、何回でもOK ！
※水漏れ検査は無償修理には含まれません
※素材変更（ネオプレン⇔ラテックス）ご希望の場合は有償

❷スーツ本体のピンホール修理無料
２年間であれば、何回でもOK ！
※修理箇所特定のための水漏れ検査は無償修理には含まれません
※水漏れ検査ご希望の場合は有料：¥5,000（＋税）
※サポートサービス期間内でも水漏れ検査料金が掛かりますので予めご了承ください

［注意事項］
※ユーザーサポートサービスの提供を受けるためには、ユーザー登録が必要です。
　ご登録されていないお客様はユーザーサポートサービスは適用されませんのでご注意くだ
さい。
※サポートサービスは製品の一次購入者のみ対象となります。
※弊社アフターサービス部までの往復運賃および諸経費はお客さまのご負担となりますので
予めご了承ください。

COLOR ※プリント柄は実際のイメージと異なる場合がありますので予めご了承ください。

GF/GME

ブラック

ファイヤー

ネオグレイ

グリーン Sレッド

シルバー

ワイン

ホワイト

ブルーベリー

ネイビー

ローズ

ブルー

ピーチ

ウォーター

ネオオレンジ

アイスブルー ピスタチオ

3.5mm ［表］グロッシーファイバー　［裏］GF：リブフレッシュP／GME：マルチエラステックス

TME 3.5mm ［表］タフαジャージ　［裏］マルチエラステックス

PRINT GME 3.5mm ［表］GFプリントジャージ　［裏］マルチエラステックス

ミント

レモンイエロー

ブラック ネイビー ホワイト ブラウン ワイン

ペイントホワイト ペイントグリーン

チドリブラック

タイダイピンク タイダイブルー

ブラッシュネイビーブラッシュグレイパームモノパームグリーン

マーブルモノ マーブルネイビー トライバルラベンダー トライバルウォーター

ガーデン

ダークカモブラック ダークカモブルー ダークカモレッドボタニカルネイビー ボタニカルワイン ボタニカルグレイ

ペイントブルートロピカル

クリスタルローズクリスタルグリーンクリスタルネイビー

NEW
PRINT

ユーザーサポートサービスドライホース・G's B フレックスホース
耐摩耗性に優れた中圧ホース、長さは余裕の90cm （WD規格）

強化メッシュ3層構造により耐摩耗性を高めた［G's Bフレックスホース］
は、一般的なホース長に10cmプラスの90cmサイズだから体格のいい
方にも余裕をもってご使用いただけます。
また、スーツカラーに合わせて選択できる9色をラインアップしました。

■COLOR ： ブルーホワイト、ファイヤーミックス、ホワイトレッド、ブラッ
ク、ホワイト、レッド、イエロー、ブルー、オレンジ
■SIZE ： 90cm

ドライホース・G's B フレックスホース

¥10,000（＋税）

 ブラック ホワイトレッド  ホワイト  レッド  イエロー  ブルー ファイヤーミックス  オレンジブルーホワイト


