Komis
コミス

フリースタイルチャンピオン長嶺大やウェイブライダー柳沢
利彦らトップライダーをサポートし躍進を続けるKOMIS。職
人が丁寧に作り上げるスーツは快適に体にフィットしながら
あらゆる動きに対応し、ライダーの安心感をもサポートする。

KOMIS ウェットスーツ事業部
〒 253-0025 神奈川県茅ヶ崎市松ヶ丘 2-11-34
TEL & FAX 0467-88-2649
URL www.komis.jp
e-mail komis@kub.biglobe.ne.jp

FULLSUITS

DRYSUITS

BSF DRY SUITS

FREE WINTER FULLSUITS

BSF-SD 5/5mm ￥85,050

FREE - SD
FREE - HS

BSF-HS

着用時のバックストレスなどを
なくすためにフロントボディに
マイクロジップシステムを採用。

5/3mm ￥82,950

5/5mm ￥10,0800

5/3mm ￥99,750

防水性を重視した快適なドライスーツ。

5/5mm ¥77,700 5/3mm ¥74,550
5/5mm ¥92,400 5/3mm ¥89,250

マテリアル : Gスムーススキン( GS ) ・
マルチファイバージャージ( MFX ) ・ ホ
ットスムーススキン( HS) ・ マルチフレ
ックスジャージ( MFI )
サイズ : 既製サイズから5箇所無料

マテリアル :G スムーススキン
(GS)・ホットカプセルスキン(HS)

・サイズオーダー 10 %UP
カラー : 脇部 MFI /ブラックスキン
足部ライン ： MFXジャージ/ブラック
スキン

サイズ : 既製サイズから
5箇所無料
・サイズオーダー 10% UP
カラー : ブラックスキン /

保温性は防水性を高めることで良い効果

ジャージカラー 21色

が期待できる。防水性の高いビスロン防
水ファスナーをサイドファスナーレイア

運動性を最大限発揮する為にシン

ウトにし、運動性と着脱を快適に出来る
ように仕上げ水の浸入を最小限に抑える

プルにデザインされストレスをま
ったく感じさせない事やマイクロ
ジップにより着脱時にボディーが
大きく開き着脱がスムーズになる。

折り返しネックを採用。肩部周りの動き
を追求したサーフコンセプトなどパドリ
ングやウェイブライディングにも十分に
対応する。

防水性や保温性の為にダブルネッ
ク仕様でネックウォーマーが標準
装備になっており使用状況に合わ
せて着脱使用可。写真のアイテム
FREE̶HS1はホットカプセルス
キン仕様で胸元のフラップにカラ
ーラインを入れる事も可能である。

SEMIDRY

RODEO SEMIDRY

RODEO-SD 5/5 ¥86,100 5/3 ¥82,950
RODEO-HS 5/5 ¥99,750 5/3 ¥96,600

ウォームラップシステム＆防水
ビスロンファスナーを搭載した
高機能ウェイバースーツ

RODEO-104
「WEB WINDSURFER カタロ
グ」だけのスペシャルRODEO
モデル。柳沢プロの多様なラ
イディングに対応するスペシ

SWAT SEMIDRY

RIDE SEMIDRY

オールマイティな機能性を追及し、
全天候に対応するセミドライスーツ

アクション系に機能性を追及し、
全天候に対応するセミドライスーツ。

SWAT-SD 5/5 ¥64,050 5/3 ¥60,900
SWAT-HS 5/5 ¥82,950 5/3 ¥79,800

ャルスーツ。

マテリアル : Gスムー
ス ス キ ン (GS)・ マ ル
チファイバージャージ
(MFX) ・ ホットスムー
ススキン(HS)
サイズ : 既製サイズか
ら5箇所無料 ・ サイズ
オーダー 10 % UP
カラー : 肩、足ライン
MFX /ブラックスキン

マテリアル : Gスム
ー ス ス キ ン (GS) ・
マルチフレックスジ
ャージ(MFI ) ・ マル
チファイバージャー ジ(MFX )・ホッ
トスムーススキン(HS)
サイズ : 既製サイズから 5
箇所無料 ・ サイズオーダー
10% UP
カラー : 肩部 MFI /ブラッ
クスキン・サイドライン
MFX/ブラックスキン

Gスムーススキン仕
様やホットカプセル
素材を全身に採用、
ビスロン防水ファス
ナーを搭載し運動性

激しく動く肩周りには超伸縮
素材MFIジャージ仕様にしボ
ディー部にはGスムーススキ
ンとホットカプセル素材から
選べ、背中部にネックリング

と抜群の保温性を誇
るセミドライスーツ。
シンプルかつカジュ
アルなデザインも注
目されている。

付のウォームラップをレイア
ウトしている為、水の浸入を
防いで保温性にも優れている。

KOMIS

RIDE-SD 5/5mm ￥64,050 5/3mm ￥60,900
RIDE-HS 5/5mm ￥82,950 5/3mm ￥79,800

マテリアル : Gスムー
ス ス キ ン (GS) ・ マ ル
チファイバージャージ
(MFX) ・ ホットスムー
ススキン(HS)
サイズ : 既製サイズか
ら5箇所無料 ・ サイズ
オーダー 10 %UP
カラー : 肩と足ライン
MFXジャージ/ブラッ
クスキン

Gスムーススキン
(GS) 仕様の SD シリ
ーズやホットカプセ
ル素材(HS)を全身に
採用した HS シリー
ズなど機能性を兼ね
備えたデザインが特
徴のライドシリーズ。

