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RB41　厚み 3mm 

¥7,500 < +TAX >

サイズ：�XXS(22),�XS(23),�S(24),M(25),L(26),XL(27),�
�XXL(28),3XL(29)

カラー：ブラック
安心の国産。足裏・つま先部にはナイロン強力糸を使用したベルクロ
ジャージにラジアル加工を施し、耐久性とグリップを両立。足裏感覚抜
群です。指マチがないのでストレス無くフィット感抜群。

日本製 日本製 日本製

ベルクロラジアルソフトブーツ（先丸）
VELCRO RADIAL SOFTBOOTS

ベルクロラジアルソフトブーツ（指割れ）
VELCRO RADIAL SOFTBOOTS

RB42　厚み 5mm 

¥8,000 < +TAX >

サイズ：�XXS(22),�XS(23),�S(24),M(25),L(26),XL(27),�
�XXL(28),3XL(29)

カラー：ブラック
安心の国産。足裏・つま先部にはナイロン強力糸を使用したベ
ルクロジャージにラジアル加工を施し、耐久性とグリップを両立。
足裏感覚抜群です。保温性を重視の5mm。

今期注目の新ラインナップ。本体、つま
先、かかとにHSウォーマーを採用して
います。HSウォーマーは、ポリエステ
ル起毛でソフトな風合いが特長。肌触り
が良い、優れた起毛ジャージです。冬の
サーフィンを強力にサポートします。

[3mm]（指割れ）
品番 :RB43 

¥8,700 < +TAX >

サイズ:22,�23,�24,�25,�26,�27,�28

[4mm]（指割れ）
品番 :RB44 

¥9,200 < +TAX >

サイズ:22,�23,�24,�25,�26,�27,�28

[5mm]（先丸）
品番 :RB45 

¥9,500 < +TAX >

サイズ:22,�23,�24,�25,�26,�27,�28

日本製

DRY SPEED BB SOCKS GYOSAN

ドライスピード BB ソックス            魚さん バンドタイプ
品番 :BG25 　厚み 3mm　

¥4,762 < +TAX >

品番 :BG26　厚み 5mm　

¥4,953 < +TAX  >

サイズ:S�（20〜22）,�M（22〜24）,�L（24〜26）,�XL（26〜28）
カラー:ブラック
消耗しやすいつま先とソールを強化した冬用BBソックス。
（BG26）は特に水の冷たいエリア向けの防寒仕様5mm厚の冬
用ソックス。

品番 : AB25L(Lサイズ ), 
AB25LL(LLサイズ ) 　　

¥1,100 < +TAX >

サイズ(cm)：L�（24）,�LL（25,26）
カラー:ブラック、ホワイト
※�アスファルト・石等からソックスのソール部を守るのに
最適です。
※�履くソックスの厚みによっては、�
サイズが小さくなるのでご注意下さい。�

G-SOX 3mm 

3mm ソックス ( タビ型 )
品番 :RB38 厚み 3mm タビ型

¥7,800 < +TAX >

サイズ：�XS（23）,S（24）,M（25）,L（26）,XL（27）
カラー：ブラック
安心の国産。表はメッシュスキン・ジャージのコンビ。裏はスキン
部・ジャージ部共に、ホットカプセルにチタンスパッタリング加工
を施した起毛ジャージを使用、非常に優れた保温性・温熱・蓄熱
効果の向上を実現し、抗菌・防臭にも優れる。足先外側とかかと
部分には、サーフ時の擦れを防止するウレタン強化プリントを装
着。ソール部にはグリップ力をUPさせたラジアル素材を使用。

日本製
MADE IN JAPAN

New!

BOOTS&FOOTWEAR

HSウォーマー
HSとは、ハイソフトウォー
マーの略であり、ポリエス
テル起毛でソフトな風合
いが特長。肌触りが良い、
優れた起毛ジャージ。

HS ウォーマー仕様 ベルクロラジアルソフトブーツ (3mm,4mm,5mm) ※全タイプ、ソール部は3mmを使用

HS WARMER SERIES (3MM,4MM,5MM)

ホワイトブラック



サイズ：XS,XS,S,M,L
カラー：ブラック
表：ストレッチジャージ
内面：ブラックリペルメッシュスキン

サイズ：S,M,L

無縫製、指先には補強コーティング、手のひらにはスベリ止め
ラジアルドット加工、表接着部には熱接着テープ採用と、技術
の粋を満載の高機能グローブ。

手の平にスベリ止めラジアルドット加工を施したロブ
スタータイプのサーフグローブ。保温性とグリップ力の
より高次元での両立を実現。

RG40　厚み 2mm 

¥7,400< +¥TAX>

RG38　厚み 4mm 

¥8,000 < +TAX>

RG39　厚み 3mm 

¥7,500 < +TAX >

ドットパーム 
サーフグローブ

ドットロブスター 
サーフグローブ

DOT-PALm SURFGLOVE DOT-ROBSTER SURFGLOVE

サイズ：XS,�S,M,L,XL
カラー：ブラック
仕事の都合上日焼けでき
ない方や、紫外線ケアに気
を使っている女性に最適の
UV100%カットのグロー
ブです。

RU43

¥3,800 < +TAX >

UVカット 
エアーグローブ

UV CUT AIR GLOVE

パーム、ロブスター、ミトンの素材について
表　/メッシュスキン�裏地/撥水加工を施したターフ起
毛ジャージを使用することで保温性を向上、また起毛
加工により肌触りが良く、着脱も容易に。

日本製サーフグローブの特徴
使用しているネオプレーンゴム・ジャージは全て日本製
品を使用し、熟年工の手により裁断から接着縫製まで
を日本国内の工場で製造しています。

RG37　厚み 1mm 

¥5,500 < +TAX >

RG31　厚み 1.5mm 

¥5,500 < +TAX >

RG32　厚み 2mm 

¥5,650 < +TAX >

RG33　厚み 3mm 

¥5,900 < +TAX >

RG34　厚み 3×5mm

¥6,100 < +TAX>

ホールドストラップ
HOLD STRAP

品番 :OH20 2 本セット

¥580 < +TAX>

カラー：ブラック
ソールのよじれをおさえる、ベルクロ
テープのバンドです。ウェットスーツ
の袖や裾口を締めたり、いろいろな
物を束ねたり、使い方はアイデアし
だいの便利グッズ。

サイズ：S,M,L
カラー：ブラック
指どうしが暖め合う効果で高い保温効
果が得られるタイプ。若干グリップは制
限されますが、暖かさが違います。

RG36　厚み 5mm 

¥6,350 < +TAX >

ミトンサーフグローブ
mITTON SURFGLOVE

サイズ：XS,S,M,L,XL　カラー：ブラック
パームスタイルのラインナップは1mmから5x3mmま
で5タイプなので細かいニーズに対応します。

サイズ：S,M,L
カラー：ブラック
暖かさとグリップを両立したロブスタース
タイルは、寒冷地域での圧倒的な支持の
高さが性能を物語っています。

RG35　厚み 3mm×5mm 

¥6,100 < +TAX >

サーフグローブのサイズは
こちらの寸法をご参考にして下さい。

あくまで目安です。実際の装着感を確かめてお求め下さい。

XS：15 〜 16cm
S：16 〜 17cm
M：17 〜 19cm

 L：19 〜 20cm
 XL：20 〜 21cm
XXL：21 〜 22cm

パームサーフグローブ
PARm SURFGLOVE

ロブスターサーフグローブ
ROBSTER SURFGLOVE

日本製日本製 日本製

白や薄い色、薄い生地のトランクスの下に履けば、擦れ、透
け防止に便利なアンダーパンツはもはやメンズサーファーの
必需品です。

TP035

サイズ：�M�76cm〜84cm、�
L�84cm〜�94cm

カラー：ブラック

¥2,200 < +TAX >

TRANSPORTER
UNDER PANTS1

アンダーパンツ 1

スマートにサーフィンを楽しむメンズサーファーの必需品。夏は
サーフトランクスの下に履いてクラゲ、チンクイから下半身をガ
ードしてくれます。

TP047

サイズ：�M�(76cm〜84cm)、�
L�(84cm〜94cm)

カラー：ブラック

¥2,200 < +TAX >

TRANSPORTER
UNDER PANTS2

アンダーパンツ 2

サイズ：フリー

OH19　ドライスピード 2mm 

¥4,800 < +TAX >

ベルクロジャージなので任意の
サイズで固定できます。背中で固
定するので保温性が向上し、パド
リング時に感じる腹部の不安定
感を軽減しました。

DOPES
DRYSPEED WEIST BAND

ドライスピード 
ウエストバンド

日本製中国製 日本製

WINTER GEAR

GLOVE

DOPES
NORmAL JEASEY 
WET ARm

ノーマルジャージウェットアーム
RU07　ノーマルジャージ 2mm 

¥6,900 < +TAX>

RU08　ドライト 3mm 

¥7,200 < +TAX>

サイズ：��S（68）,
� M（73）,
� ML（75）,�
� L（79）,
� XL（82）
※（　）内の数値は裄丈寸法
※フルオーダーは10％アップ

DOPES
DRYIT WET ARm

ドライトウェットアーム
TP014

¥7,200 < +TAX >

ウエットスーツ素材なので保温性は抜群。冬の
波待ちや、冷たい水の中でのドルフィンスルー
から頭を守ってくれる優れもの。アゴヒモにも
同じウエットスーツ素材を使用し、プラスチック
アジャスターで長さを簡単に調節可能。

サイズ(cm)：�S（54〜）,M（56〜）,L（58〜�）
カラー：ブラック

DOPES
STRETCH SKIN HEAD CAP

TRANSPORTER 
BEANY

ビーニー
RU05　ストレッチスキン 2mm 

¥4,500 < +TAX>

ゲッティングアウトの後アウトで頭の
後ろに脱いでおける柔らかいヘッドキ
ャップです。

サイズ：��S（54〜56）,�M（56〜58）,�
L（58〜60>

ストレッチスキン 
ヘッドキャップ

RU27　ドライト 3mm 

¥6,800 < +TAX>

ドライト裏地、表スキンの防寒仕様
のヘッドキャップです。前面の開口部
に水の侵入を防ぐ折返しが付いて、
より快適になりました。

サイズ：�M（56〜58）,L（58〜60）,�
�XL（60〜62）

ドライトスキン 
ヘッドキャップ

DOPES
DRYIT SKINHEAD CAP

RU04　 

¥3,200 < +TAX>

サイズ：�XS(首囲31cm/頭囲51cm)
� S(首囲34cm/頭囲52cm)
� M(首囲36cm/頭囲55cm)
� L(首囲39cm/頭囲58cm)
素材：2mmメッシュスキン／ネッスル
セミドライスーツなどの上に装着する
ことで保温力をUPさせ冷たい風のとき
は耳あてとしても使用出来ます。

ネックウォーマー

DOPES
NECK WARmER

サイズ：XXS,XS,S,M,L
カラー：ブラック
表：ストレッチジャージ
内面：サーモリペルメッシュスキン



TP084 ボーダー

¥4,500<+TAX>

寸法：横70×身丈100cm（フード含まず）
カラー：�ネイビー×ダークグレイ（紐＆ロゴ：ホワイト）

CHANGE CLOTH
TRANSPORTER
PONCHO

トランスポーターポンチョ
登場以来大好評！ご要望に応えカラー＆パターンを追加！使い勝手抜群のトラ
ンスポーター・ポンチョ!女性はもちろん、メンズサーファーにも人気の商品。
いまや着替えの際の必需品！
柔らかく肌触りのいいマイクロファイバー生地を使用したポンチョ。内側にはポケットも付いて
いるので着替えの際に下着などを入れておけて便利。吸水性もよく、速乾性にも優れます。従
来のものとはひと味もふた味も違う今期オススメのアイテム！！

TP077 無地

¥4,200<+TAX>

寸法：横70×身丈100cm（フード含まず）
カラー：�ブラック（紐＆ロゴ：ホワイト）

TP086 チェック

¥4,500<+TAX>

寸法：横70×身丈100cm（フード含まず）
カラー：�ブラウン×サックス（紐＆ロゴ：ホワイト）、

ネイビー×グリーン（紐＆ロゴ：ホワイト）

TP087 ボーダー + フルジップ

¥4,900<+TAX>

ブラック ブラウン×サックス ネイビー×グリーン ネイビー×ダークグレイ

Hot Cupsule
LONGSLEEVE

Hot Cupsule
SHORTSLEEVE

Hot Cupsule
SHORTJOHN

ショートジョン
RU45　ノーマル

¥12,000 < +TAX>

RU45T　チタニウムスパッタリング

¥14,600 < +TAX >

RU53　エアスキン 0.5mm 

¥14,400 < +TAX >

Hot Cupsule
LONGPANTS

ロングパンツ
RU49　ノーマル 

¥14,000 < +TAX >

RU49T　チタニウムスパッタリング 

¥17,000 < +TAX >

RU57　エアスキン 0.5mm

¥16,800 < +TAX >

長袖ジャケット
RU47　ノーマル 

¥9,200 < +TAX >

RU47T　チタニウムスパッタリング 

¥12,000 < +TAX >

RU55　エアスキン 0.5mm 

¥12,000 < +TAX >

半袖ジャケット
RU46　ノーマル 

¥7,600 < +TAX >

RU46T　チタニウムスパッタリング 

¥10,400 < +TAX >

RU54　エアスキン 0.5mm 

¥10,000 < +TAX >

Hot Cupsule
SHORTPANTS

パンツ
RU48　ノーマル 

¥8,600 < +TAX >

RU48T　チタニウムスパッタリング 

¥11,200 < +TAX >

RU56　エアスキン 0.5mm 

¥10,600 < +TAX >

Hot Capsule InnerWareはWinterSurfには欠くことの出来ない定番アイテムとして愛用されています。防寒用インナー
ウェアとしての温かさは驚異的!!また、SummerSurfにおいても活用でき、風の強い時などは効果抜群です。オールシーズ
ンあなたの身体を寒さから守り、冷えによるケガ・疲労等を軽減します。一度手に取り本物の温かさを実感してください。

HOT CUPSULE
日本製

ノーマル仕様

特殊気密起毛撥水加工＆抗菌防臭加工が
施された2ウェイトリコットジャージ。起
毛内に閉じ込められた空気粒（カプセル）
と温められた空気層との相乗効果により、
温熱、保温、蓄熱機能を向上。

チタニウムスパッタリング仕様

ホットカプセル（チタン）は金属の中で皮
膚との相性がよく、皮膚熱の伝導効果も優
れています。このチタンをホットカプセル
(ノーマル)に特殊機密起毛撥水加工・特殊
チタンコーティング加工・抗菌防臭加工し
た多重機能生地。

AIR�SKINは独立発泡クロロプレンゴムに
熱反射コーティングを施し、高い断熱機
能、保温蓄熱機能、防水機能を有した素材
で暖かさは抜群です。またタックレス加工
によりストレスのないスムーズな脱着を
可能にしています。

エアスキン 0.5mm

レディスはもちろん、メンズでも
充分な身丈。フード付です。右肩
後ろに刺繍のロゴが入ります。

（左）ショルダーにはトラ
ンスポーターの刺繍ロゴ
マークが入ります。
（右）内側には、着替えのと
きに下着などを入れられ
る使い勝手のいいポケット
が1箇所�（フロントジップ
タイプは左右2箇所）つい
ています

P2 ヒートロン  
インナーハイソックス
RU66　

¥4,800 < +TAX >

サイズ：�XXS（22）,XS（23）,S（24）,�M（25）,�
L（26）,XL（27）,XXL（28）

カラー：ブラック
ブーツのインナーとして保温性アップ＆着脱
もラクラク。P2ヒートロンは繊維が吸水しな
いので即乾性に優れる。足裏はウォームライ
ン加工ですべり止め効果！

Hot Cupsule
P2 HEATRON I NNERHI-SOCKS

TRANSPORTER
BATH TOWEL

トランスポーターバスタオル
TP090

¥2,800 < +TAX >

柔らかく肌触りのいいマイクロファイバー生
地を使用したバスタオルが登場！吸水性もよ
く、すぐに乾きます。従来のものとはひと味
もふた味も違うサーフィンの必需品！

クールなトランスポーターの
刺繍ロゴがはいります

パターン＆
カラーが

リニューアル！！

New!



10L用

15L用

OH81
ポータブルボックス Lサイズ 

¥1,800 < +TAX >

寸法：横38×幅49×高さ33cm

OH85
ポータブルサークル 

¥1,200 < +TAX >

寸法：直径37.5×高さ31cm
OH82 
PORTABLE CAP L

（Lサイズ専用フタ［別売］）

¥1,000 < +TAX >

OH86
CIRCLE CAP

（サークル専用フタ［別売］）

¥600 < +TAX >

OH83
ポータブルボックス M サイズ 

¥1,500 < +TAX >

寸法：横32×幅44×高さ25cm
OH84
PORTABLE CAP M

（M サイズ専用フタ［別売］）

¥800 < +TAX >

PORTABLE BOX&PORTABLE CIRCLE

ポータブルボックス & ポータブルサークル 　※日本製
今やクルマサーファーのみならず必需品。ラゲッジスペースなどのサイズや用途によって形やサイズをセレクトして使い分けて下
さい。安心と信頼のMADE IN JAPANで、高品質素材を使用しているので柔軟性があり、持ち手を合わせて持つのも簡単です。
Mサイズ、Lサイズ、サークルタイプともに専用のフタ（耐荷重10kg ［別売］）があり、目隠しカバーやスペースの有効活用に◎
■BOXカラー（M、L、サークル共通）：全6色（チョコブラウン、バニラ、スカイブルー、ライムグリーン、ファストオレンジ、ホットピンク）　�
■CAPカラー（M、L、サークル共通）：ブラック　※形状はそれぞれ異なります

サーファーのニーズに応えてただいま大ヒット中。大人気のアイテムです！

COLOR SAMPLE ※�こちらのカラーサンプルはポータブルボックスMサイズ。
ポータブルボックスLサイズ、ポータブルサークルも同じカラーです

チョコブラウン バニラ スカイブルー ライムグリーン ファストオレンジ ホットピンク

中央部分は厚みのある丈夫なネオプレンなので、安心。

サイドのメッシ
ュポケットには
小物を収納で
きます

女性でも扱い
易い小さめのタ
ンクを2つ格納

スモーク

ミッドナイト オリエンタル

サーモバッグ 3
TBG27

¥2,900 < +TAX >

TRANSPORTER
THERmO BAG III

寸法：縦27×幅25×高さ30cm　
※5リッターポリタンクは別売り

イワタニ・5リッターポリタンク2つがジ
ャストフィット。防水仕上げインナー付
なので濡れたウェットを入れても大丈夫。
夏はクーラーボックスとして使用可能 

PROLITE チェンジマット
PL-AC07

¥6,800 < +TAX >

PROLITE
CHANGE mAT

コンパクトに収納でき、広げれば
直径1m以上の着替えに十分なス
ペースが出現！着替えのときに足
元に広げればウェットを砂や砂利
で汚さない。着替えが終わったら
そのまま巾着状に口を絞ってウェ
ットごと持ち運べるのも便利。

〈別売り〉　
サーモバッグ対応イワタニ社製ポリタンク

フタの裏側に
蛇口を収納。

15リッターポリタンク 
（サーモバッグ専用）

IWATANI POLITANK

OPEN PRICEOH28

10リッターポリタンク 
（サーモバッグ II 専用）

5リッターポリタンク 
（サーモバッグ III専用）

IWATANI POLITANKIWATANI POLITANK

OPEN PRICEOPEN PRICE

女性でも扱い易い
小さめのタンク。

女性でも扱い易い
小さめのタンク。

OH75OH88

イワタニ
15リッタータンクに
ジャストフィット

サイドのメッシュポケットには小
物を収納できます

カモフラグリーン

TRANSPORTER
THERmO BAG

サーモバッグ
TBG15

¥3,500 < +TAX >

寸法：横35×幅27×高さ29cm�
※15リッターポリタンクは別売り

イワタニ・15リッターウォッシャブルタンク
にジャストフィット。防水仕上げインナー付な
ので夏はクーラーボックスとしても使用可能。

スモーク オリエンタルミッドナイト

カモフラグレー チェックピンクホヌグレー

サイドのメッシュポケット
には小物を収納できます

気密性に優れ濡れたウェッ
トも収納できます

新素材を採用し、防水性能
が向上した内部構造

10リッタータンクを２つ収納
でき２ラウンドも安心

ミッドナイト

TRANSPORTER
THERmO BAG II

サーモバッグ２
TBG24 

¥4,200  < +TAX >

寸法：横40×幅30×高さ30cm�
※10リッターポリタンクは別売り

イワタニ・10リッターウォッシャブルタンク
2つがジャストフィット。防水仕上げインナ
ー付なので濡れたウェットを入れても大丈
夫。夏はクーラーボックスとして使用可能 

カモフラグレー

スモークオリエンタル

カモフラグリーンホヌグレー

WATERTANK COVER & BAG

5L用



FOLDING STAND

フォールディングスタンド
OH100

¥7,800<+TAX >

サイズ :H820�W560(mm)

WET MAINTENANCE

WAX & ACCESSORY

TRANSPORTER
CARBON SCRAPER 

カーボンスクレイパー
TP044

¥500 < +TAX >

寸法:165×65mm�　
カラー：ブラック(カーボン入り)
なかなかきれいに落とせない古いワッ
クス。カーボンを加えることで絶妙な
硬さと弾力性を実現。気持ちいいほど
ワックスが剥がれます。

ワックスの落ちが違う！
グリップが違う！

FROTH SURF WAX

フロス 
サーフワックス
FT001 COLD WATER
FT002 COOL WATER
FT003 WARM WATER
FT004 TROPIC WATER
FT005 SUPER STICKY

¥325<+TAX>

STICK IT BOARD WAX

スティックイットボードワックス
SI001 COLD WATER
SI002 COOL WATER
SI005 ALL WATER

¥240 < +TAX >

業界最高クラスの最も高価なTackfiler（粘着付材）を使用
し、AUSTRALIAのSHOP�で大人気となっている話題のサ
ーフ・ワックス。サーフィンだけでなく、ヨットレールのステア
リングや甲板の滑り止めに採用されるなど、SUP・スキムボ
ード・ウェイクボードなど幅広いジャンルで活躍！ワックスが
のりにくい、EPSモールドタイプでも簡単にWAXアップ出来
るのも特徴的です！石油成分を使用していないので、ボード、
海、海草や砂を汚さず環境にも配慮！
販売単位：各20
■COOLタイプ　13℃〜 20℃（〜 6、7月）
■EXTRA�STICKY�オールウォーター（通年タイプ）
※COOLは、エリアにもよりますが、
　6－7月（約20℃）までご使用出来ます。 トロピック、ウォーム、クール、コールド、ベースコートのラインナップ。

とってもSTICKY!!!�足にしっくり来るワックスです！！

¥250 < +TAX >

DD004DD003DD002DD000 DD001

半分に割れるから
使いやすい！&塗りやすい!

DUCKDIVERS SURF WAX

ダックダイバーズサーフワックス

FT-001�Cold�Water
寒冷地仕様のタイプ。トロ
ピカルやウォームのトップ
コートとしても効果的。
＊販売単位：24個

＊1箱�48コ入り
FT-002�Cool�Water
水温13-20度で真価を発揮
するタイプです。
＊販売単位：24個

FT-003�Warm�Water
セミハードタイプで初夏か
ら夏にかけてベストなタイ
プです。ベースコートとし
ても使用できます。
＊販売単位：24個

FT-004�Tropical
真夏仕様のハードタイプの
ワックスです。ボードの表
面にビーズ（ダマ）を作る為
のベースコートとしても理
想的。全ての季節でベース
コートとして効果を発揮。
＊販売単位：24個

今使っているWAXでこんな症状はありませんか？滑る、汚れ、所々剥げる、とける、砂がこび
りつく。私たちは、これらの問題をすべて解消するFroth�Wax(フロス・ワックス)の開発に8
年の歳月を費やしました。プレミアムでプロフェッショナルなワックスを提供する為に全てを
費やして参りました。より強力に、より長くグリップし、トラクションとしてボードに足や膝が吸
い付くようなこの感覚を体感して下さい。特に　コンペスタイルWAXとして開発したSuper�
Sticky(スーパーステッキー )は、ビッグウエーブはもちろん、極限に寒い水温0度でも驚くべ
きグリップ力を発揮します。UK、日本、タスマニアや他の寒冷地での愛用者も、このSuper�
Stickyのパフォーマンスを気に入って頂いてます。

FT-005�Super�Sticky
最も粘着力が強いタイプ。極寒のコンディションやビッ
グウエーブ、ハードなコンディションでもグリップを
維持。コンペや日常で、ボードと足によりグリップが
欲しい時に使用すると真価を発揮。寒冷地では、単体
で使用頂けますが、通常はトロピカルやウォームでベー
スを十分に作り上げ使用頂くと本来の効果を発揮しま
す。コンペティターにも最適。
＊販売単位：24個
(注)�夏季や気温が高い場合は、天候に応じてトロピカルや
ウォームをご使用ください

DOPES
WETSUITS SHAmPOO

ウェットスーツ
シャンプー無香料
OH15

¥1,000 < +TAX >

内容：250cc
販売単位：6

香りの気になる方にオススメの無香料のシャン
プーです。ウェットスーツの様々な汚れを取り
除くとともに、老化を防ぎ柔軟性を保ちます。洗
った後は真水でしっかり流してください。

ETERNALLY
WETSUITS SHAmPOO

ウェットシャンプー 
[GREENAPPLE]
OH96

¥1,300 <+ TAX >

内容：300cc
販売単位：6
ソフナーと併用で老化防止&柔軟
性アップ!!化粧品メーカー開発な
ので、手荒れもしにくい優れもの。
ウエットスーツ専用の洗浄剤です

ETERNALLY
WETSUITS SOFTNER

ウェットソフナー 
[MIX BERRY]
OH97

¥1,500 <+ TAX >

内容：300cc
販売単位：6
ウエットスーツ専用柔軟剤で
す。少しゴムが固くなってきた
スーツもこれで柔らか度アッ
プ!スーツの老化防止に!静電気
防止で防水性も向上します!ワ
セリン配合。

TOOLS
WETSUITS SHAmPOO

ウェットシャンプー 
TAID
OH68

¥1,200 < +TAX >

内容：250cc
販売単位：6

TOOLS
WETSUITS SHAmPOO

ウェットシャンプー 
COCONUT
OH93

¥1,200 < +TAX >

内容：250cc
販売単位：6

洗剤(タ○ド)の香り。ウェット
スーツの様々な汚れを取り除
き、老化を防ぎます。ウェットソ
フナーとの併用により、ウェッ
トスーツの老化防止効果&柔
軟性アップ。

ココナッツの香り。ウェットス
ーツの様々な汚れを取り除き、
老化を防ぎます。ソフナーとの
併用で老化防止＆柔軟性アッ
プ。

TOOLS
WETSUITS SOFTNER

ウェットソフナー 
DOWMY
OH69

¥1,500 < +TAX >

内容：250cc
販売単位：6

TOOLS
WETSUITS SOFTNER

ウェットソフナー 
COCONUT
OH94

¥1,500 < +TAX >

内容：250cc
販売単位：6

爽やかな柔軟剤(ダ○ニー )の
香りのウェットスーツ柔軟剤。
静電気防止&防水性向上。白
色ワセリン配合で皮膚の擦れ
を軽減。

ココナッツの香り。静電気防止
＆防水性向上効果。ワセリン
配合で皮膚の擦れを軽減。

ジェルタイプにリニューアル
あわ立ちが違う!!!

BEFORE

AFTER

EXTRA STICKY は
トップコートとして使用！
最高のグリップと、
フィットを生み出します

折り畳み可能なので、収納も簡単！使わないときにはかさばらずに
しまっておけます。軽量だから車載して駐車場等でボードを置くと
きにも使える絶対便利なアイテムです。

リペア時はもちろん、ワックスアップ、フィンのセッ
トアップの時にも大活躍します！軽いから女性で
も楽々。多機能で使い勝手のいいリペアスタンド。

ボードを乗せるバーの端には
普段は折っておけるボードス
トッパーもついているので安
心。さらに、バーにはインチ
表示、センチ表示のめもりが
ついており、サイズを知りた
いときにも重宝。



TRANSPORTER
RAKUWRAP

楽ラップ
TP088  M( 約 88cm ～115cm）

¥1,900<+TAX >

TP089  Ｌ（約 110cm ～150cm)

¥2,000<+TAX >

カラー：イエロー、ブルーボーダー
サイズ：S、L

ズレ防止のストラップを新たに装着したこと
で、使い心地がより向上した。

CAR ACCESSORY
サーフ中ポイント移動などの時、砂の汚れや濡れたウエット、水着などを気にせず乗車可能。さらにウェット地なので洗う事も可能です。
また、ペットを車に乗せた時の車内の汚れ防止用としても利用可能。よりワイドなセカンドシートに対応するカーシートクロス スクエアも好評です！

※�後部座席のシートベルトの装着は法律
によって義務づけられています。ご注意
ください。

※�ご使用になる車種に合わせ、カーシート
クロスに切れ目を入れ、シートベルトが
使用できるようにしてご使用ください。

カーシートクロス 
シングル 

（フロントシート用）

カラー：ブラック、ネイビー

TRANSPORTER
SINGLE CAR SHEET CLOTH

OH23

¥3,800 < +TAX >

HEIGHT:120cm
WIDTH:60cm

カーシートクロス 
スクエア 

（セカンドシート用）

カラー：ブラック

TRANSPORTER
SqUARE CAR SHEET CLOTH

OH67 

¥11,500 < +TAX >

HEIGHT:145cm
WIDTH:145cm

楽ラップを使えばポータブルボックスを肩にかけられる！これはかな
り便利！！車のいろいろなところにつけて、タオルを掛けたりもできま
す。目から鱗のスグレモノ。いろいろな使い方を考えてみてください！

約８kg以下での使用をお願いします。重
量を超えると、BOXが破損する場合がご
ざいますのでご注意下さい。

車内天井のアシストグリップを利
用して小物の収納やボードの車
内積みが可能なマルチポジション
ネット！長さ調節機能付!ネットに
はファスナー式スリット2ヵ所付。

※アシストグリップが4ヵ所ある車に取り付け可能です。
※�本製品の耐荷重量はネット部5kg、ベルト部8kgです。�
耐荷重量の範囲内で使用してください。

ウェット生地でカバー
されるから直接キー
が肌に触れない。

PACIFIC DESIGNS
CAR mOCK

カーモック
PD06

¥3,800 < +TAX >

車内の天井についているアシストグリップを利用してサーフボー
ドの車内積みがラクに出来る！バックル付きベルトで取り付け＆
取り外しも簡単な車内用ボードラックです。クッションを取り入
れたボード接点で負担がかかりません。

HONDA�N-BOXでのカーラックベルトセットアップ
例。フィンを外しショートボードを２枚車内積み。
※ボードのサイズによります
※�ボードが滑るなどして運転の妨げにならないよう付
属の固定ベルトで確実にボードを固定し、安全をご
確認の上ご使用下さい。

RACKBELT
CAR RACK BELT

カーラックベルト
OH60

¥2,800 < +TAX >

New!

MBB
CYCLE CARRIER

MBB 自転車キャリア
OH99

¥14,800<+TAX >

アルミ製で、取り付けは2ヶ所止めタイプです。ショート
ボード、ロングボード、SUP�など、ボードの厚さ最大が
11cmまでなら様々なタイプのボードを運ぶことができ
るマルチなキャリアです。さらに、取り外し可能なバーは、
最大6cmまでワンタッチで長さをアジャストできます。

HANGER PRO
SLIDE HANGER

スライドハンガー
OH89

¥2,900 < +TAX >

２つ折りにして干すという画期的な方法を
採用したサンディエゴ生まれのウェットス
ーツハンガー。二つ折りにすることで肩部
分の抜けを予防でき、ウェットスーツを干
すスペースもコンパクト。最大のメリットと
してウェット・ドライスーツに含んだ水分
が上下（首側・足首側）から落ちるので乾
きが早くなります。マテリアルに採用した
高強度のABS樹脂は、再生プラスチック
を活用した地球にやさしいエコ素材。

幅：510mm×高さ：200mm
厚み：38mm�重量：380g

LAND&SEA
HANGER

ハンガー <iro-iro>
LCA17

¥2,200 < +TAX>

商品名の通りいろいろな物をいろい
ろなところにかけられます、自分に
あったオリジナルな使い方をみつけ
て下さい

New!

使用の一例
ブーツやグローブの水抜けも最高。

TRANSPORTER
KEY COVER

キーカバー 
OH35 

¥500 < +TAX >



防水性能IPX8取得済
対応最大サイズ：137(H)x71(w)mm
カラー：ブラック
●ほとんどのスマートフォンに対応
●簡単ロック・
　完全防水IP58取得済み・防塵構造
●水没防止！水に浮くフロートストラップ付属

簡単ロック・水没防止！
水に浮くフロートストラップ付属
完全防水・防塵構造・
耐衝撃保護ラバー仕様

内ポケット［高90mm×幅58mm］
には交通系ICカードや、スキー場のリ
フト券も入れられてとても便利！
※写真は使用方法に関しての説明です。

TRANSPORTER
WATER PROOF POUCHE

ウオータープルーフポーチ
TP036 S 

¥743 < +TAX >

寸法：115mm×77mm

当パンフレットはセレクトカタログのため、2014 カタログに掲載した商品は、継続して展開している場合もございます。2014 カタログもどうぞ併せてご参照下さい。　
在庫の確認、お問い合せは当社営業部までお気軽にどうぞ。　当社のWEB: www.pcasurf.com もご参照下さい。

WATER PROOF SOFT CASE

CONVINIENT GOODS 

TP051 L

¥880 < +TAX >

寸法：195mm×120mm

身につけておきたいものを保管できる簡易防水のポ
ーチ。トランクスのポケットにも入るので便利です。
※�自動車の電子キーなどの精密電子機器の保管に
は向きません。ご注意ください。
カラー：グレー

SURUSURU-SPRAY

するするスプレー
OH47 無香料

¥1,300 < +TAX >

内容：180ml　
販売単位：6
ウェットスーツ（滑りの悪いジッパー）・グローブ・ブーツの
内側にスプレーするだけで、快適にするすると着られる。一
度試せば手放せなくなること間違い無しのお薦めアイテム。

CHAMPION
VACELINE

ワセリン（カップ）
OH05

¥500 < +TAX >

首筋・脇・膝等のウェットスーツによる擦れを防ぎ、
肌に潤いを与えます。ウェットスーツの擦れが気
になる部分に塗って下さい。
内容：45g　　販売単位：10
＊香りはアソートの為ご指定は出来ません。

大きめサイズの防水ソフトケース・ 
インナーポケット付
OH981

¥2,400 < +TAX >

防水ハードケース・ 
水に浮くフロートストラップ付
OH982

¥3,500 < +TAX >

スマートフォン防水ケース
OH98

¥1,700 < +TAX >

大きめサイズの防水ソフトケース・
アームバンド＆防水仕様イヤホン付属
OH983

¥3,500 < +TAX >

防水性能IPX8取得済
対応最大サイズ：151(H)x81(w)x25(D)mm
カラー：クリア
●防水性能IPX8取得済
●カード収納に最適なインナーポケット付
●付属ストラップで首掛けができます！
●ほとんどのスマートフォンに対応
●防水性能「IPX8」取得済
●�防水ロックがより簡単に
　開閉可能に！(当社比)

寸法：113(W)×15(D)×204(H)mm
カラー：�BLACK、SAX、GREEN、

PINK、WHITE
●ほとんどのスマートフォンに対応
●�最高水準の防水性能・国際保護等級、
「IPX8」取得済みだから水の侵入を
許しません！�
●�付属ストラップで首掛けができ、ビー
チやプールサイド、夏の海辺はもち
ろん、冬のゲレンデでも防水威力を
発揮。�
●�側面ボタンが押せる・カメラ撮影が
できます。財布・小物入れとしても
つかえます！�

SAX GREEN PINK WHITE

BLACK CLEAR

防水タブレットケース・
防水仕様イヤホン付属
OH984

¥4,600 < +TAX >

防水性能IPX8取得済
対応最大サイズ：151(H)x81(w)mm　カラー：ブラック
●腕に取り付けられるアームバンドと防水仕様イヤホン付属
●ほとんどのスマートフォンに対応
●防水性能「IPX8」取得済
●付属ストラップで首掛けができます！
財布・小物入れとしてもつかえます！
腕に取り付けられるアームバンドと防水仕様イヤホン付属
側面ボタンが押せる・カメラ撮影ができる！

4点ロックで完全防水・防水マイク付イヤホン付属
持ち運びに便利なショルダーストラップ付

防水性能IPX8取得済
対応最大サイズ：241(H)ｘ186(w)ｘ9.5(D)mm　カラー：ブラック
●防水仕様イヤホン付属
●ほとんどのタブレットに対応
●防水性能「IPX8」取得済
●4点ロックで完全防水

びっくりするほど
するする着られます！！

防水性能 IPX8 取得済 !

OH03

¥800< +TAX >

ウェットボンド

内容：クロのり20ccg　
販売単位：6
ウェットスーツ修理専用の
接着剤です。

DOPES
WETBOND

OH09

¥1,200< +TAX >

ウェットリペアキット

●説明書��●ボンド20cc
●メルコシート×1��15cm×10cm
●スキン3mm×1��10cm×10cm
●ジャージ3mm×1��10cm×10cm
販売単位：6

DOPES 
WET REPAIR KIT

New!

New! New!

New!


