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SUPER SONIC
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SUPER SONIC
スーパーソニック

胸マーク
　
　
　　

 袖マーク

 背マーク

「HFS…HYDRO FLAP SYSTEM」を装備し最高の運動性能を発揮するハイパフォーマンスモデル

価格（税込）
生地厚　  タイプ     　　    スーパーネッスル   ハイパースキン 　エアネッスル    

3/3　　フルスーツ　　　　 ￥79,800    　   ￥79,800       ￥84,525
3/2　　ロングスプリング　 ￥61,950          ￥61,950       ￥66,150
3/2　　スプリング　　　　 ￥55,650　　　￥55,650       ￥59,325
                                                                   ※サイズオーダーは無料　

オプション
エルボーパッド  ￥2,100  

FULL SUITS / GRY x BLK

L/S SPRING / SLV x DGR



SONIC

3

SONIC
ソニック

基本性能を SUPER SONIC と同じにし、着脱が容易なバックシップ仕様のモデル

価格（税込）
生地厚　  タイプ     　　    スーパーネッスル   ハイパースキン 　エアネッスル    

3/3　　フルスーツ　　　　 ￥76,650    　   ￥76,650       ￥80,850
3/2　　シーガル            　  ￥70,350          ￥70,350       ￥74,550
3/2　　ロングスプリング　 ￥59,850　　　￥59,850       ￥63,525
3/2　　スプリング　　　　 ￥53,550　　　￥53,550       ￥56,700
3　　    ショートジョン　　 ￥43,575　　　￥43,575       ￥46,200
2/2　　ロングタッパー　　 ￥38,325　　　￥38,325       ￥40,425
2　　    ベスト　   　　　　 ￥31,500　　　￥31,500       ￥33,600
                                                              ※サイズオーダーは無料
オプション
バリア              ￥4,200        コイルファスナー  ￥8,400   
エルボーパッド  ￥2,100

胸マーク
　
　
　　

 袖マーク

 背マーク

FULL SUITS / MAD x BLK

L/S SPRING / LIM x DGR

L/S TAPPER / WHT x DGR
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ANELA ANELA
アネラ

耐久性 • 運動性能を高めた ANELA NATIVE。NOAH SHIMABUKURO 愛用モデル

価格（税込）
生地厚　　　タイプ     　　　  ハイパースキン     エアネッスル 

3/3　　　フルスーツ　　　　　 ￥64,575         ￥68,250
3/2　　　シーガル            　　 ￥59,325         ￥62,475
3/2　　　ロングスプリング　　 ￥50,400         ￥53,025
3/2　　　スプリング　　　　　 ￥45,150         ￥47,775　
3   　　　 ロングジョン   　　    ￥45,150         ￥47,775　
3   　　　 ショートジョン　　　 ￥36,750         ￥38,850　
2/2　　　ロングタッパー　　　 ￥32,025         ￥34,125　
2   　　　 ベスト            　　　 ￥26,775         ￥28,350
                                                     ※サイズオーダーは無料　
オプション
バリア                 ￥4,200          
コイルファスナー  ￥8,400
エルボーパッド     ￥2,100
ロングニーパッド  ￥4,200

胸マーク
　
　
　　
  袖マーク

 背マーク

FULL SUITS / SKN x BLK x RED

L/S TAPPER / SKN x BLK x BLK

※ロングジョン • ショート
ジョンはバックファスナーに
変更できます（無料）
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S-SPECS-SPEC
エススペック

CALIFORNIA CLASSIC STYLE をテーマとする、佐藤修一 Pro シグネチャーモデル

  胸マーク
　
　
　　
  袖マーク

 背マーク

価格（税込）
生地厚　　　タイプ     　　　  ハイパースキン     エアネッスル 

3/3　　　フルスーツ　　　　　 ￥64,575         ￥68,250
3/2　　　シーガル            　　 ￥59,325         ￥62,475
3/2　　　ロングスプリング　　 ￥50,400         ￥53,025
3/2　　　スプリング　　　　　 ￥45,150         ￥47,775　
3   　　　 ロングジョン   　　    ￥45,150         ￥47,775　
3   　　　 ショートジョン　　　 ￥36,750         ￥38,850　
2/2　　　ロングタッパー　　　 ￥32,025         ￥34,125　
2   　　　 ベスト            　　　 ￥26,775         ￥28,350
                                                     ※サイズオーダーは無料　
オプション
バリア                 ￥4,200          
コイルファスナー  ￥8,400
エルボーパッド     ￥2,100
ロングニーパッド  ￥4,200

FULL SUITS / SKN x KGRN LONG JHON / SKN x KPNK

※ロングジョン • ショート
ジョンはバックファスナーに
変更できます（無料）
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BUFFALO

BUFFALO
バッファロー

レーシングジャケットをイメージしたフロントファスナーモデル

胸マーク
　
　
　　
  袖マーク

 

 背マーク

価格（税込）
生地厚　　　タイプ  　　スーパーネッスル    エアネッスル 

3/3　　フルスーツ　　　　　 ￥70,350       ￥75,075
3/2　　ロングスプリング　　 ￥55,125       ￥58,275
2/2　　ロングタッパー　　　 ￥35,175       ￥37,800 
                                               ※サイズオーダーは無料　

オプション
バリア                 ￥4,200          
エルボーパッド     ￥2,100

L/S SPRING / WHT x  YEL x GRY

L/S TAPPER / MAD x YEL x BLK
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RAINBOW
RAINBOW

レインボー

個性あるワンポイントがキュートな BLALA が提案するフェミニンモデル

価格（税込）
生地厚　  タイプ     　　    スーパーネッスル   ハイパースキン 　エアネッスル    

3/3　　フルスーツ　　　　 ￥70,350    　   ￥70,350       ￥75,075
3/2　　ロングスプリング　 ￥55,125　　　￥55,125       ￥58,275
2/2　　ロングタッパー　　 ￥35,175　　　￥35,175       ￥37,800
2　　    ワンピース　　　　 ￥30,450　　　￥30,450       ￥32,550
                                                              ※サイズオーダーは無料
オプション
バリア                 ￥4,200        
コイルファスナー  ￥8,400   
HFS システム      ¥3,150        
エルボーパッド     ￥2,100

胸マーク
　
　
　　
袖マーク

腰マーク

FULL SUITS / GRY x BLU x WHT

L/S SPRING / PWD x slv x KYEL

L/S TAPPER / WHT x KYEL x KPNK

ONEPIECE / IBL x WHT
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B9

B9
B9

エントリーユーザーを意識したハイコストパフォーマンスモデル

MARK COL
SLV

GOLD

WHT

BLK

価格（税込）
生地厚　　　タイプ     　　　  アプロジャージ    

3/3　　　フルスーツ　　　　　 ￥50,925
3/2　　　スプリング　　          ￥35,700 
                            ※サイズオーダーは無料　

オプション
エルボーパッド     ￥2,100

胸マーク
　
　

　　
袖マーク

MARK COL
SLV

GOLD

WHT

BLKMARK COL
SLV

GOLD

WHT

BLK

MARK COL
SLV

GOLD

WHT

BLK
MARK COL
SLV

GOLD

WHT

BLK

FULL SUITS / BLK x BLK



8

ACCESARIES
ACCESARIES

アクセサリー

NEOPLANE COAT
内ポケット付きネオプレンコート
XS / S / M / L / XL (UNISEX)
¥23,100

TOWEL（大）
定番のビッグサイズタオル
148cm x 80cm
レッド・グリーン
¥5,040

TOWEL（小）
人気のタオルマフラー
110cm x 20cm
¥1,838

COFFEE SLAVE
コーヒースレーブ
イエロー/ヌメ/ショッキング
/ペッパー
¥2,625

WETSUITS HANGER
肩守君
ブラック／グリーン
¥1,575

NATIONAL WET BOND
ナショナルボンド
50g
¥840

D-RING KEY HOLDR
カラビナキーホルダー
ブラック / レッド / タン
/ ヌメ
¥1,995

LIP CREAM CASE
リップクリームケース
ペッパー/アイボリー/オレンジ
/ミント
¥2,415

FRISK CASE
フリスクケース
グリーン/ヌメ/レッド/イエロー
¥2,415

STICKER "MAVERICK"
ステッカー“マーベリック”
18cm x 9cm
BLK/WHT
¥2,415

STICKER "SONIC"
ステッカー“ソニック”
30cm x 5cm
BLK/WHT
¥2,415

30cm x 5cm18cm x 9cm

MAVERICK SONIC

30cm x 5cm18cm x 9cm

MAVERICK SONIC
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MATERIAL & COLOR スーパーネッスル

MATELIAL & COLOR
マテリアル & カラー

スーパーネッスル：究極の伸びと肌触りの素材

エアネッスル：究極の伸びと肌触りに保温性をあわせもった素材

超極細繊維を高密度で編みこんだ特殊な構造により、着ていることを忘れるほどの
柔らかさと伸びを実現。極上の肌触り。最軽量、超伸縮素材。

スーパーネッスルの進化型。スーパーネッスルの特徴に「保温性」をプラスした
超伸縮保温素材。

ハイパースキン：へたりにくく、柔らかいラバー

アプロジャージ：B9 モデル専用…BLK のみ

裏面に伸縮糸の割合を増やしキメ細かく編んだ「ハイパージャージ」を使用し、
よく伸びて肌触りもよい。

コストパフォーマンスに徹した素材。表地は黒に限定。

スーパーネッスル

スーパーネッスルスーパーネッスル

スーパーネッスル

スーパーネッスル

スーパーネッスル

「カモフラ」は
B Parts のみ使用できます
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SUPER SONIC
SIZECHART

サイズチャート



960-0112  福島県福島市南矢野目字境田 1-19〒
tel  : 024-555-4826   fax  : 024-555-4827  mail : info@ssm50.com

www.blala.com

いつでも快適にウェットスーツを着ていただけるよう、「Blala Lifetime Guarantee」  全てのウェットスーツを永久に保証致します。
お客様のご要望に合わせて修理修繕も可能です。（有料）お気軽にお問い合わせ下さい。
※ 1…お客様の使用状態にかかわらず、パーツ交換を有しない全ての修理に対応（ 往復送料はお客様負担 ）

ウェットスーツは消耗品ですが、お手入れや着脱等に注意することで経時変化の進行を遅れさせることが出来ます。
製品に添付された取扱説明書をよく読み、正しくご使用ください。

※1


