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WD SCD WAPPEN & COLOR FASTENER

※スーツによってマーク配置位置は変わります。また使用しないマークがありますので予めご了承ください。

■ブラック　胸［M2-1A］／脚［M2-1B］

■シルバー　胸［M2-2A］／脚［M2-2B］

WD MARK WD WOMENS DC MARKWD ADVANCE MARK
ADVANCEシリーズ

■ブラック　［M5-1］

■シルバー　［M5-2］

■ウォーター　［M5-3］

■ピンク　［M5-4］

■ブラック　［M6-1］

■シルバー　［M6-2］

■ウォーター　［M6-3］

■ピンク　［M6-4］

■ブラック　［M10-1］

■シルバー　［M10-2］

■ウォーター　［M10-3］

■ピンク　［M10-4］

DCシリーズ／AF、DCライン

■ブラック　胸［M1-1A］／脚［M1-1B］

■ホワイト　胸［M1-2A］／脚［M1-2B］

■ゴールド　胸［M1-3A］／脚［M1-3B］

■ネイビー　胸［M1-4A］／脚［M1-4B］

■レッド　胸［M1-5A］／脚［M1-5B］

CORE、MASTER、MAXシリーズ

■ブラック　胸［M9-1A］

■レッド　胸［M9-2A］

WD MENS DC MARK

WD ADVANCE MARK
; ADL73R
ADVANCEシリーズ／ADL73R

■グリーン ■ブラック ■シルバー ■ピンク ■ホワイト

SCDシリーズ

MAX WOMENS MARK; XB
MAX WOMENシリーズ／XB

MAX シリーズ：テクシオンマーク

■ブラック ［M8-1A］

DCシリーズ／DCライン
WD WOMENS MARK

■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］

ADVANCE･WOMENSシリーズ

■［W 1］

■［W 2］

WD INTERCROSS MARK
INTERCROSSシリーズ

■ホワイト ［M8-2A］

■ブラック ［M8-1M］

■ホワイト ［M8-2M］

■ブラック ［M8-1B］■ホワイト ［M8-2B］

■ホワイト
　［M13-1］

■ブラック
　［M13-2］

■ブラック ［M8-1C］

■テクシオン シルバー
胸［M1-8A］／脚［M1-2B］

■テクシオン ゴールド
胸［M1-9A］／脚［M1-3B］

■ネイビー　背中［M11-1］

SCD
COLOR

FASTENER

SCDシリーズの
ロングコイルファスナーの
カラーが選べます。

ブラック

ライトカモグレイ

ホワイト

ライトカモブルー

パームグリーントロピカルマーブルネイビーマーブルモノ パームモノ

コーヒーブラウン

ライトカモピンク

ダークレッド

ボタニカルネイビー

コーラルピンク

ボタニカルワイン

インディゴブルー

ボタニカルグレイ

ソーダブルー

■ホワイト ［M8-2C］

■ブラック ［M8-1F］■ホワイト ［M8-2F］

■ブラック［M8-1J］

■ブラック［M8-1P］

■ホワイト ［M8-2J］

■［W 3］

■ホワイト ［MN1-1］

No9 MARK
COREシリーズ ／ No9

HOOD MARK
ダイバーズキャップ

■ホワイト ［M12-1］

キャスケットフード

■エンボス

MASTER EMBOSS MARK
MASTERシリーズ ／ MDX1

■ホワイト［M8-2P］
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POINT & STUDS MARK

※ポイントマーク、スタッズマークの表示価格は税込標準小売価格。

POINT & STUDS MARK 配置箇所

DRY SUITS

FRONT FRONTBACK BACK

WET SUITS HOOD

※スキン、ラジアル等の素材、および縫い目にかかる部分にはお入れできませんので予めご了承ください。

SHORT
SIZE

SHORT
SIZE

MIDIUM
SIZE

MIDIUM
SIZE

LONG
SIZE

POINT MARK

STUDS MARK

カメ
（ブルー・ラメ）
￥1,100（税込）
W40mm×H42mm

カメ
（シルバー・ラメ）
￥1,100（税込）
W40mm×H42mm

ハイビスカス
（ブルー・ラメ）
￥1,100（税込）
W40mm×H40mm

ハイビスカス
（シルバー・ラメ）
￥1,100（税込）
W40mm×H40mm

ハート
（レッド・ラメ）
￥1,100（税込）
W40mm×H40mm

ハート
（シルバー・ラメ）
￥1,100（税込）
W40mm×H40mm

ファイヤー
（ガンメタリック）
￥1,100（税込）
W40mm×H75mm

フェニックス
（ガンメタリック）
￥1,100（税込）
W40mm×H75mm

WIDE
SIZE

トライバル マンタ
（シルバー・ラメ）
￥1,980（税込）
W80mm×H60mm

トライバル クジラ
（シルバー・ラメ）
￥1,980（税込）
W80mm×H48mm

カメ ロング
（ブルー・ラメ）
￥1,980（税込）
W55mm×H140mm

カメ ロング
（シルバー・ラメ）
￥1,980（税込）
W55mm×H140mm

ハート ロング
（レッド・ラメ）
￥1,980（税込）
W40mm×H145mm

ハート ロング
（シルバー・ラメ）
￥1,980（税込）
W40mm×H145mm

ドラゴン
（ガンメタリック）
￥1,980（税込）
W55mm×H150mm

ハート
（ゴールド／シルバー）
￥1,980（税込）
W45mm×H41mm 

スター
（シルバー／ゴールド）
￥1,980（税込）
W45mm×H43mm

バタフライ
（ゴールド／シルバー）
￥1,980（税込）
W46mm×H41mm

ドルフィン
（スカイブルー）
￥1,980（税込）
W45mm×H49mm

マンタ
（シルバー）
￥1,980（税込）
W50mm×H43mm

ホヌ
（ライトピンク）
￥1,980（税込）
W43mm×H48mm

ホエールテール
（シルバー）
￥1,980（税込）
W49mm×H38mm

クマノミ
（カッパー）
￥1,980（税込）
W46mm×H30mm

カエルアンコウ
（レッド／ライトピンク）
￥1,980（税込）
W47mm×H41mm

プルメリア
（シルバー／ゴールド）
￥1,980（税込）
W48mm×H47mm

シェルピンク
（ライトピンク／シルバー）
￥1,980（税込）
W46mm×H43mm

シェルブルー
（スカイブルー／シルバー）
￥1,980（税込）
W46mm×H43mm

アンカー
（ゴールド）
￥1,980（税込）
W42mm×H47mm

くま
（ブラック／シルバー／レッド）
￥1,980（税込）
W46mm×H41mm

ヤシノキ
（ペリドット／ゴールド／カッパー）
￥1,980（税込）
W46mm×H53mm

タツノオトシゴ
（ブルー／スカイブルー／ガンメタ）
￥1,980（税込）
W37mm×H57mm

スカル
（シルバー／スカイブルー）
￥1,980（税込）
W48mm×H60mm

クロス
（ヘマタイト／マットゴールド）
￥1,980（税込）
W50mm×H63mm

左足外側

右手首

左足内側

左足外側

左足内側

右腰

右肩

右手首 右手首

右腰

右肩

右手首 左首

※ロングマークは装着できません

ポイントマーク、スタッズマークは、
スーツのデザインや使用素材に
よって、お入れできない場合がご
ざいます。
詳しくは、WDホームページのカ
ラーシミュレーションでご確認いた
だけます。

トライバル イルカ
（シルバー・ラメ）
￥1,980（税込）
W80mm×H67mm


