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SUPPORT ITEM

※サポートアイテムの表示価格は税込標準小売価格。オプション仕様の表示価格は税込標準小売価格。

海でのオシャレにプラスアイテムを。マーメイドのためのキャスケットフード。スーツとのイイ感じコーディネートもお忘れなく。ダイビングシーンでも個性的なスタイルを演出する、ベースボールキャップタイプのフード、ダイバーズキャップの登場です。

水中での圧迫感を感じさせず、髪の毛の広がりを抑えるフード。

人気のくまモンが、フードとマスクストラップカバーに。

ネイビー（SJ）×パームグリーン（P）
×テーピング：ネイビー

ブルー（SJ）×ペイントブルー（P）
×テーピング：ブラック
＋マーク：ホワイト

ブラック（SJ）×マーブルネイビー（P）
×テーピング：ブラック
＋マーク：ブラック

ホワイト（SJ）×ガーデン（P）
×テーピング：ホワイト
＋マーク：ブラック

ブラック（SJ）×ペイントホワイト（P）
×テーピング：ブラック

スレートブルー（SJ）×ブラッシュグレイ（P）
×テーピング：ブラック

Sピンク（SJ）×トロピカル（P）
×テーピング：ローズ

CASQUETTE HOODDIVER’S CAP

KUMAMON HOOD

ネック右サイドにベルクロフラップを採
用。首まわりの密着度合いを微調整でき
抜群のフィット感が得られます。かぶる、
脱ぐも楽にできます。

■COLOR ●ブラック
■SIZE ●S／M／L

くまモンの
アジャスタブルフード

KMH-805

マスクを装着する際に、シリコン素材の
ストラップが髪にからまるなどのストレス
から解放してくれます。

2JJ■MATERIAL・2mm
●表素材：スタンダードジャージ
●裏素材：スタンダードジャージ
■COLOR ●ブラック

くまモンの
マスクストラップカバー１

2JJ ： ¥3,190（税込）KMMSC1

くまモンの
マスクストラップカバー2

2JJ ： ¥3,190（税込）KMMSC2

くまモンのフード
フェイス廻りテープ巻き

3GF：
3FE：
3.5GME：

3GF：
3FE：
3.5GME：

¥28,380（税込）
¥30,580（税込）
¥31,680（税込）

¥33,880（税込）
¥36,080（税込）
¥37,180（税込）

KMH-801

立体パネル設計採用で、フィット感を持
たせました。フェイス廻りはグロッシー
ファイバーのテープ巻きパイピング加工
です。

■COLOR ●ブラック
■SIZE ●フルサイズオーダー

3GF ■MATERIAL・3mm ●表素材：グロッシーファイバー●裏素材：スタンダードジャージ
3FE ■MATERIAL・3mm ●表素材：ファブロスファイバー●裏素材：マルチエラステックス
3.5GME ■MATERIAL・3.5mm ●表素材：グロッシーファイバー●裏素材：マルチエラステックス

キャスケットフード

3SJ×3PSJ ： ¥10,780（税込）
CF-806

頭部を保護・保温しながら、水中での圧迫感を感じさせず、髪の毛の広がりを抑え
るキャスケットタイプのフードです。耳が覆われて聞こえづらい、を解消するために、
耳の部分はメッシュにしました。また、ツバがあるので水上での日焼け対策も万全。
フードを着用した写真をSNSに前向きアップできるよう、プリント柄をうまくアレ
ンジしてデザイン性も高めています。

■MATERIAL・3mm ●表素材：スタンダードジャージ＋プリントスタンダードジャージ●裏素
材：スタンダードジャージ
■COLOR ●SJ15色より選択
■PRINT COLOR ●ウエットスーツPSJより選択
■SIZE ●S（52～54cm）／M（55-～57cm）／L（58～60cm）
■OPTION ●うりずん柄：¥2,200

ダイバーズキャップ

3SJ×3PSJ ：  ¥11,880（税込）
CF-807

水上では日除けや日焼け対策に、水中では頭部を保護・保温するベースボールキャップ
タイプのフード。水中では水の抵抗を抑えるため、つばを後ろ向きにして着用します。
キャップフロントはプリント柄をチョイスでき、右下にワッペンをレイアウト。バックはベ
ルクロタイプの後部ストラップでフィット感を調節可能にしています。また、あごひもの
部分は、前／後での着用を考えて耳をカバーしないタイプにしました。
スーツのカラーとうまくコーディネートしてオシャレを楽しんでください。

フロントのパネルと、バックのベルクロストラップはプリント柄でリンクさせました。ブラッ
クまたはホワイトのワッペンと合わせてコーディネートしてください。

■MATERIAL・3mm
●表素材：スタンダードジャージ＋プリントスタンダードジャージ＋ソフトラジアル（つば部分）
●裏素材：スタンダードジャージ
■COLOR ●SJ15色より選択
■PRINT COLOR ●ウエットスーツPSJより選択
■SIZE ●S（52～54cm）／M（55-～57cm）／L（58～60cm）
■OPTION ●うりずん柄：¥2,200

©2010 kumamoto pref. kumamon#K31586

■アジャスタブルフード サイズ表
首囲頭囲表示

S
M
L

29－33
34－37
38－43

51－55
56－58
59－62

※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。

※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。

NEW!

※3FE、3.5GMEは、3月発売予定 ※3FE、3.5GMEは、3月発売予定
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PRINT HOODS

※サポートアイテムの表示価格は税込標準小売価格。オプション仕様の表示価格は税込標準小売価格。

※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。

SUPPORT ITEM
大切な頭部を寒さからしっかりガード。スーツとの組み合わせで体温が奪われるのをより効果的に防ぎます。頭や髪の保護、日焼け防止にも。

フードも、カモフラ柄やアニマル柄を楽しめます。

HOODS 保温性に自在性をプラスしたダイビンググローブです。GLOVE

ANIMAL HOODS

SCD フード
フェイス廻りテープ巻き

立体パネル設計でフィット感を持たせま
した。フェイスシール部分の内側に、スキ
ン素材を採用して、肌との密着度を高め
て水の浸入を抑えます。

3GF■MATERIAL・3mm●表素材：グロッ
シーファイバー●裏素材：フラットスキン、ス
タンダードジャージ■COLOR●グロッシー
ファイバー■SIZE●フルサイズオーダー

フード
フェイス廻りゴム巻き

3GF ： ¥6,600（税込）
　▼Material Option
　　3FE ： ＋¥2,200（税込）
　　3.5GME ： ＋¥3,300（税込）

DF-802

立体パネル設計採用で、フィット感を持
たせました。フェイス廻りはグロッシー
ファイバーのテープ巻きパイピング加工
です。

3GF■MATERIAL・3mm●表素材：グロッ
シーファイバー●裏素材：スタンダード
ジャージ■COLOR●グロッシーファイバー
■SIZE●フルサイズオーダー

フード
フェイス廻りテープ巻き

3GF ： ¥6,600（税込）
　▼Material Option
　　3FE ： ＋¥2,200（税込）
　　3.5GME ： ＋¥3,300（税込）

DF-801

ネック右サイドにベルクロフラップを採
用。首まわりの密着度合いを微調整でき
抜群のフィット感が得られます。かぶる、
脱ぐも楽にできます。

3GF■MATERIAL・3mm●表素材：グロッ
シーファイバー●裏素材：スタンダード
ジャージ■COLOR●グロッシーファイバー
■SIZE●S・M・L

アジャスタブルフード

3GF ：  ¥12,100（税込）
　▼Material Option
　　3FE ： ＋¥2,200（＋税込）
　　3.5GME ： ＋¥3,300（税込）

DF-805

スキン素材フェイスシールで口から頬ま
でカバー。密着度を高め肌の露出部分を
最小限に。流氷ダイビングなどに最適の
極寒地用フードです。

3GF■MATERIAL・3mm●表素材：グロッ
シーファイバー、フラットスキン●裏素材：ス
タンダードジャージ■COLOR●グロッシー
ファイバー■SIZE●フルサイズオーダー

■MATERIAL・3mm
●表素材：グロッシーファイバー●裏素材：スタンダードジャージ
■COLOR ●グロッシーファイバー
■SIZE ●フルサイズオーダー

※表示価格は、フード／フェイス廻りテープ巻加工・DF-801／3GF
をベースフードとして製作した場合の税込標準小売価格です。
※フードは全てのフードタイプよりご選択いただけます。ご選択
されるフードタイプ、生地により価格が変わりますのでご注意く
ださい。
※ご注文の際は特約専門ディーラーにお問合せください。

アイスフード
フェイス廻りゴム巻き

アニマルフード
フェイス廻りテープ巻き

3GF ： ¥8,800（税込）
　▼Material Option
　　3FE ： ＋¥2,200（税込）
　　3.5GME ： ＋¥3,300（税込）

DF-804

SCD フード
フェイス廻りゴム巻き

3GF ： ¥7,700（税込）
　▼Material Option
　　3FE ： ＋¥2,200（税込）
　　3.5GME ： ＋¥3,300（税込）

SDF-802
3GF ：  ¥7,700（税込）
　▼Material Option
　　3FE ： ＋¥2,200（税込）
　　3.5GME ： ＋¥3,300（税込）

SDF-801

¥12,650（税込）
　くま耳…￥6,050（税込）
　DF-801/3GF…￥6,600（税込）

くま
¥12,650（税込）
　ねこ耳…￥6,050（税込）
　DF-801/3GF…￥6,600（税込）

ねこ
¥15,950（税込）
　にわとりトサカ…￥9,350（税込）
　DF-801/3GF…￥6,600（税込）

にわとり
¥15,950（税込）
　うさぎ耳…￥9,350（税込）
　DF-801/3GF…￥6,600（税込）

うさぎ
¥18,150（税込）
　かっぱお皿…￥11,550（税込）
　DF-801/3GF…￥6,600（税込）

かっぱ

SCDフードは、伸縮性に優れた素材ギガフ
レックスを採用して、サイドのパネルを2つ
に分割して頭によりフィットするように設
計、フード着脱のストレスを軽減しました。

SCDフードは、伸縮性に優れた素材ギガフ
レックスを採用して、サイドのパネルを2つ
に分割して頭によりフィットするように設
計、フード着脱のストレスを軽減しました。

3GF■MATERIAL・3mm●表素材：グロッ
シーファイバー、ギガフレックス●裏素材：ス
タンダードジャージ、ギガフレックス■
COLOR●グロッシーファイバー■SIZE●フ
ルサイズオーダー

3GF■MATERIAL・3mm●表素材：グロッ
シーファイバー、ギガフレックス●裏素材：ス
タンダードジャージ、ギガフレックス■
COLOR●グロッシーファイバー■SIZE●フ
ルサイズオーダー

水中で暖かく楽しく…。ユニークな動物フードです。

フード
＋ゼブラホワイト・プリント
（生地 3FE 選択）

❶ DF-801/3GF
❷ 3 FE
❸ A色パネル
❹ B色パネル

TOTAL ; 

…￥6,600（税込）
…￥2,200（税込）
…￥7,700（税込）
…￥3,300（税込）

……￥19,800（税込）

SCD フード
＋タイダイピンク・プリント
（生地 3.5GME 選択）

❶ SDF-801/3GF
❷ 3.5 GME
❸ A色パネル
❹ B色パネル
❺ C色パネル
● オプション：スタッズマーク
 シェルピンク

TOTAL ; 

…￥7,700（税込）
…￥3,300（税込）
…￥3,300（税込）
…￥3,300（税込）
…￥3,300（税込）

……￥1,980（税込）

……￥22,880（税込）

プリントフード・価格設定表 ※表示価格は税込価格です。

❶各フード本体価格に、❷MaterialOption（プリント柄ベース生地の価格）がプラスされ、そこに、どのパネル部分にプリント柄を使用する
かによって❸A色❹B色❺C色の設定費が追加されます。
動物フードの場合は、❻くま耳、ねこ耳、にわとりトサカ、うさぎ耳、かっぱお皿の、各パーツ設定費が加算されます。

＊1：うりずん柄を選ぶ場合は、左価格設定表の金額に加えて、＋¥2,200（税込）が追加となります。それ以外のプリント柄は、選択された生
地の価格を適用いたします。
＊2：動物フードパーツは、1パーツ以上にプリント柄を選んだ場合、＋¥3,300（税込）が適用となります。
例： 「くま」の左耳の外側パーツのみをプリント柄にしても＋¥3,300(税込)、両耳（外側と内側）パーツ全てをプリント柄にしても＋¥3,300
（税込）となります。

SCDフード
フェイス廻り
テープ巻き

SDF-801

¥7,700❶フード本体価格
　　3GF

商品名

品　番

＋¥2,200

＋¥3,300

❷MaterialOption
　　3 FE

❸プリント柄パネル設定費
　　A色パネル ＊1

A 色

＋¥3,300❹プリント柄パネル設定費
　　B色パネル ＊1

＋¥3,300

SCDフード
フェイス廻り
ゴム巻き

SDF-802

¥7,700

＋¥2,200

＋¥3,300

＋¥3,300

＋¥3,300

フード
フェイス廻り
テープ巻き

DF-801

¥6,600

＋¥2,200

＋¥7,700

＋¥3,300

－ － － －

フード
フェイス廻り
ゴム巻き

DF-802

¥6,600

＋¥2,200

＋¥7,700

＋¥3,300

アジャスタブル
フード

DF-805

¥12,100

＋¥2,200

＋¥7,700

＋¥3,300

アイスフード

DF-804

¥8,800

＋¥2,200

＋¥3,300　　3.5 GME ＋¥3,300 ＋¥3,300 ＋¥3,300 ＋¥3,300 ＋¥3,300

＋¥7,700

＋¥3,300
❺プリント柄パネル設定費
　　C色パネル ＊1

＋¥3,300 ＋¥3,300 ＋¥3,300 ＋¥3,300 ＋¥3,300 ＋¥3,300❻動物フードパーツ
　プリント柄設定費 ＊1 ＊2

パネル構成

B 色

C 色

■アジャスタブルフード サイズ表
首囲頭囲表示

S
M
L

29－33
34－37
38－43

51－55
56－58
59－62

タイダイピンク
オーダー例❶

ゼブラホワイト
オーダー例❷

プリント柄の価格設定について ： プリント柄フードをオーダーする場合

BAG HANGER

DIVING SOX

3mm厚のクロロプレンに、表地にメッシュスキン、
裏生地は起毛保温素材マルチエラステックスの組
合せ。秋口から春にかけてのダイビングにも指先を
寒さから守ります。

■MATERIAL●表素材：ファインメッシュスキン●裏素
材：マルチエラステックス■COLOR●ブラック■SIZE●
XS・S・M・L・XL

メッシュグローブ ：3mm

WMSG／3mm ： ¥8,800（税込）

コンパクトに折りたためてスーツを傷つけることなく
持ち運べる便利なドライバッグ。片面はメッシュ仕上
げで通気性もよく濡れたスーツでも安心です。また内
側のポケットはスーツの付属品を収納するのに便利。
おススメは、クイックハンガー（別売）とセット使用。バッ
グをカバーにして吊るせばスーツはそのまま収納保
管もでき、ネック部分も保護しながら汚れや傷からも
予防、次のダイビングまできちんとキープします。

■MATERIAL●ナイロン■COLOR●ブラック、ネイ
ビー■SIZE●折り畳み時・横×高×マチ：65×50×7 cm
／オープン時・横×高：65×95 cm

ドライバッグ

： ¥9,900（税込）

スムーズな着脱を可能にした1ミリ厚のクロロプレ
ンベース。表地メッシュスキン、裏生地は起毛保温素
材ターフジャージ。春から秋への3シーズン用グ
ローブです。

■MATERIAL●表素材：ファインメッシュスキン●裏素
材：ターフジャージ■COLOR●ブラック■SIZE●XS・S・
M・L・XL

メッシュグローブ ：1mm

WMSG／1mm ： ¥8,800（税込）

4mm厚で高保温性を確保しながら、指の操作性は
確実にキープ。手のひらはウレタンコーティングで
補強し耐久性も実現。裏素材は水キレのいいリペル
サーモでサラッと快適な使い心地を約束します。

■MATERIAL●表素材：ストレッチジャージ●裏素材：リ
ペルサーモ■COLOR●ブラック■SIZE●XS・S・M・L・
XL

マルチヒートグローブ ver.2 ：4mm

WMHG2／4mm ： ¥10,450（税込）

ダイビングポイントまでの移動も
オフダイビングのスーツの保管にも
快適な収納環境を考えました。

※クイックハンガーは別売

スーツにアジャストするチューブ形状のハンガー。全
体で荷重を受け止めるため生地に負担をかけませ
ん。ネック部分を首の形状そのままに立ち上げるL
字型フック採用で、保管時のネックシール部分のシ
ワを防止。本体とフックは取り外しできます。別売の
ドライバッグを使って保管すればさらに安心です。

■MATERIAL●ナイロン樹脂、ABS樹脂、塩ビ、アルミ■
COLOR●ブラック

クイックハンガー

： ¥3,080（税込）

ネック部分をキープするL字フックと
ぴったりフィットのチューブ型バー。
ダイビングスーツ専用ハンガーです。

繊維本来の優れた温度調節機能により、冬は暖かく夏は
涼しい高機能素材、最高級羊毛メリノウールは、汗を繊
維内に取り込み濡れ感も残さないため汗冷えしにくく、ま
た天然の抗菌・防臭効果で気になる臭いにも安心です。
さらに、L字型（90度）スタイルをベースにした抜群の
ヒールホールド技術で快適なフィッティングを約束、ズ
レにくく長時間の着用も快適です。

■MATERIAL ●毛（メリノウール）、ナイロン、ポリエステ
ル、ポリウレタン
■COLOR ●ブラックのみ※各サイズで、つま先とかかと
のポイントカラーが異なります。
■SIZE（男女兼用） ●S： 23～25cm ／ M： 25～27cm 
／ L： 27～29cm

この商品はラソックスジャパン（株）との技術提携により生産
しております。

エルフィット・プラス

： ¥4,950（税込）
❶ライトアングルシステム
L字型構造による快適なフ
ィッティング。
❷ヒールホールド
疲労時に生じるかかと外
側へのズレを抑え、膝やふ
くらはぎへの負担を軽減。
❸クッションパネル
バルキー性を高め、くるぶ
しや爪先をカバー。摩耗部
をナイロン糸で補強。
❹アーチパネル
土踏まずを内側から心地
よくサポート。
❺ベンチレーションパネル
各部に適応させたベンチ
レーションメッシュ。
❻アキレスサポーター
アキレス腱をサポート。
❼ラバーグリップ
繊細で程よいグリップが滑
りを適度に抑制。また摩耗
による消耗を軽減。

右足に［R］、
左足に［L］
の文字が
入っています。

保温性に優れ抜群の暖かさを誇る最高級羊毛メリノウールと、
L字型＋ヒールホールド技術で快適なフィッティングを約束するダイビング専用ソックスです。




