


レンタルコード

M19-2
係にお申し付けください。

【2022年新作】
グラマラスフィット

ほどよいボリュームのフリルが印象的なオフショルダーブラと、
すっきり見えるハイウエストショーツでメリハリのあるシルエッ
トのビキニです。
トップスは、ワコール定番商品のカップを使用したワイヤーブラ
を内蔵。
安定感と、ホールド感のある脇高デザインで、肩ひもをとっても
ズレにくくなっています。
ショーツは足が長く見えるよう、レッグラインは少し高めに設計。



レンタルコード

M20-2（黒）
M21-2（白）

係にお申し付けください。

【2022年新作】
軽い着け心地で楽に盛れるワイヤービキニ

northerlyで大人気の「楽盛りブラ」のカップを使用した
ビキニが登場！バストになじみやすい、ソフトで軽い触感の
カップがバスト全体を押し上げて理想の丸胸に。
付属のレモンパッドで更にボリュームアップ。フェミニンな
大きめフリルが、肩や二の腕をカバーしてすっきり
見せてくれます。デコルテがきれいに見えるネックラインも
ポイント。後ろのレースアップでアンダーの調節も可能です。
セットのショーツはサイドのリボンがセクシーなアクセント。
お好みに合わせてサイズを調節できます。



レンタルコード

M22-2
係にお申し付けください。

【2022年新作】
ナチュラルだけどしっかり盛れるノンワイヤービキニ

大胆なリーフプリントは、華やかさと柔らかい雰囲気をミッ
クスさせたカラーリングがポイントです。
ブラ内側のパットが自然なボリュームを作り出しバストライ
ンがスッキリみえする人気のデザインです。
ノンワイヤーなので締め付けずノンストレスでバストにボ
リュームを作ってくれます。
シンプルでいてオシャレなボリュームアップビキニはオスス
メの水着です。



レンタルコード

M23-2
係にお申し付けください。

【2022年新作】
ナチュラルだけどしっかり盛れるノンワイヤービキニ

エスニック調幾何柄のナチュラルアップブラビキニ。
ブラ内側のパットが自然なボリュームを作り出しバストライ
ンがスッキリみえする人気のデザインです。
ノンワイヤーなので締め付けずノンストレスでバストにボ
リュームを作ってくれます。
ブラの背中にはアジャスターがついているのでアンダーの調
節も可能。
シンプルでいてオシャレなボリュームアップビキニはオスス
メの水着です。



レンタルコード

M24-2
係にお申し付けください。

Solid 無地シャーリングバンドゥビキニ

シャーリングがレトロな雰囲気でかわいいバン
ドゥビキ二です。肩紐は取り外し可能です。
ビーチのシーンだけでなく、ブラトップや重ね着
にも使えるデザインです。

ハイトーンカラーが目を引く色展開になっていま
す。



レンタルコード

M25-2
係にお申し付けください。

ペイズリー柄ビキニ

ブラ内側のパットが自然なボリュームを作り出し、バ
ストラインがスッキリみえする人気のデザイン。ノン
ワイヤーなので締め付けず、ノンストレスでバストに
ボリュームを作ってくれます。
ブラの背中にはアジャスターがついているのでアン
ダーの調節も可能◎
イエローのペーズリー柄がオシャレなボリュームアッ
プビキニはオススメの水着です。



シンプルでクラシカルなレースアップワンピースです。
胸元部分にふわっとした長めのフリルが程よい胸元部分を
綺麗に見せるシルエットになっています。
後ろのレースアップで肩紐など全体を調節出来るように
なっています。
ワンピースの中でもトライしやすいアイテムです。

フレアワンピース水着（M)

レンタルコード

M18
係にお申し付けください。



切替しのレースで一枚で華やかになるハイネックワンピー
スデザインに。
繊細なレースがバックスタイルまで身体を包み込みます。
セクシー×可愛いどちらも叶えてくれる水着。

レースワンピース水着 （M)

レンタルコード

M17
係にお申し付けください。



【2021年新作】Solid×Ethno patch

ノンワイヤービキニ（M)

レンタルコード

M16-2
係にお申し付けください。

人気のダブルアップブラに、クールで大人っぽいワンショ
ルダーデザイン。トレンド感のある無地×パッチワーク柄
も新鮮です。ノンワイヤーなのにぷっくり綺麗な胸を作り
出し、ラクなつけ心地で脇をしっかりホールド。ワンショ
ルダーの部分は体型に合わせて調節可能。取り外しできる
ストラップ付きでワンショルダーでは不安な方も安心。



Reir Beach

程よいホールド感のあるビキニは肌触りの良いイタリアの
ジャージロメリーナ社の素材を使用。トレンドになってい
るハイウエストは、程よくカバーできるので安心して着て
いただけます。ギャザーデザインでお腹周りをカバーして
くれる効果やウエストがくい込みにくいデザインになって
おります。大人のビキニスタイルはレトロシックにカラー
を楽しめるラインナップです。

ハイウエストストライプ柄（M)

レンタルコード

M15-2
係にお申し付けください。



レースニットと二重仕立てのハイネックビキニ。ブラは
しっかり安定感のあるインサイドワイヤーのデザイン。ブ
ラサイドは脇高デザインになっていて幅広いお胸の方が入
る仕様です。ショーツはカットデザインが入った履き心地
も良いハイウエストショーツ。ウエスト部分は調節カンが
ついて、調節可能。プリントはトレンドのバイカラートロ
ピカル柄で大人な雰囲気のプリントです。

レースハイネックビキニ（M)

レンタルコード

M14-2
係にお申し付けください。



Vintage Flower

ブラ内側のパットが自然なボリュームを作り出し、バスト
ラインがスッキリみえする人気のデザイン。ノンワイヤー
なので締め付けず、ノンストレスでバストにボリュームを
作ってくれます。ブラの背中にはアジャスターがついてい
るのでアンダーの調節も可能◎シンプルでいてオシャレな
ボリュームアップビキニはオススメの水着です。

ナチュラルアップビキニ（M)

レンタルコード

M13-2
係にお申し付けください。



Solid

レンタルコード

M12-2
係にお申し付けください。

トレンドカラーがポイントの甘すぎない大人フェミニンなナチュラ
ルアップブラビキニ。ブラ内側のパッドが自然なボリュームをプラ
スし、サイドの布でしっかりキープします。ノンワイヤーなので締
め付けず、ノンストレス。アンダーはアジャスターで調節も可能。
バスト下のフリルがウエストを細く、後ろ下がりのテールカットが
ヒップアップ見えを演出します。トレンド感のあるオススメのボ
リュームアップビキニです。
セットのショーツはお好みに合わせてサイドのリボンで調節可能。

ノンワイヤービキニ(M)



イカット柄&無地レイヤード

人気の機能水着！自分の胸を好きになれるノンワイヤーの
ナチュラルアップ水着。クールなイカット柄と無地のレイ
ヤードのメリハリある大人な雰囲気が新鮮。ブラ内側の
パットが自然なボリュームをプラスし、サイドの布でしっ
かりキープします。ノンワイヤーなので締め付けずノンス
トレスでバストにボリュームを作ってくれます。ブラ後部
にアジャスターがついているのでアンダーの調節も可能◎
ショーツのサイドは幅のある切り替えでフィット感の良い
デザインです。

ナチュラルアップブラビキニ（M)

レンタルコード

M11-2
係にお申し付けください。



Bandana Mix

カジュアルテイストのバンダナ柄。
胸元のフリルによってウエストもすっきり見える形と
なっています。胸をすっぽりと覆うデザインで安心感が
あり、ノンワイヤーのため体にフィットしやすいデザイ
ンです。

フレアトップビキニ（M)

レンタルコード

M10ー2
係にお申し付けください。



Bandana Mix
トップス付き3点セット(M)

レンタルコード

MAー3
係にお申し付けください。

カジュアルテイストのバンダナ柄。
セットのハイネックで胸元をすっきり
覆うため安心感のある着心地となって
います。
ブラのサイドギャザーによって調節が
可能で、様々な体型にフィットするデ
ザインになっています。

https://www.san-ai.com/i/55-53-9-1354


リゾート感たっぷりのトロピカル柄パレオワンピー
スセット。
パレオワンピースは伸縮性のある軽やかな素材。
首で結ぶとドレス、腰で巻くとパレオになる、大人
女性にも着やすい2ＷＡＹアイテムです。
ブラはノンワイヤーで楽な着心地！
リボンの取り外しも可能です。

トロピカルフラワー
パレオワンピ 3点セット（M)

レンタルコード

MB-3
係にお申し付けください。



定番人気のサラサ柄の3点セットドレスです。
肩がギャザーのリボンになっているため、緩く結ぶと
フレンチスリーブに、きつく結ぶと袖がすっきり
着れます。
前後も２WAYで着用可能な為、お好みでクルーネッ
ク、Ｖネックが楽しめます。
中心から脇にかけて長くなっている裾のヘムラインは、
風にたなびくと美しいシルエットになっています。
セットのショーツは股上が深めになっているので、安
心した着用感で快適な着心地になっています。

サラサタンキニ
ショルダードレス 3点セット（M)

レンタルコード

MC-3
係にお申し付けください。



肌触りもよいボーダー状のレースは程よい肌
見せで清楚な雰囲気に。
キャミソールは乾きやすい素材を使用してい
るので、アウトドアイベントでも活躍するア
イテムです。
セットのビキニはホルターデザインになって
おり、バストアップ効果もございます。

Feminine Lace×Solid
トップス付き 3点セット（M)

レンタルコード

MD-3
係にお申し付けください。



Bandana Pattern

パレオワンピースは伸縮性のある軽やかな素材。
首で結ぶとドレス、腰で巻くとパレオになる、
大人女性にも着やすい2ＷＡＹアイテムです。
ショーツは股上が深めなので、安心した着用感で
快適な着心地に。

パレオワンピース3点セット（M)

レンタルコード

MEー3(ホワイト）
MFー3(ブルー）
MGー3(ネイビー）

係にお申し付けください。



ハイサマーらしい鮮やかなトロピカル柄が特
徴的なショーツデザインです。
リラックス感がありながらも脇がスッキリ見え
るカップの構造になっております。

Reir ArtLeaf タンキニ（M)

レンタルコード

MH-2
係にお申し付けください。



ショルダーがリボンデザインの女性らしいタンキニ
セットです。
控えめなUの胸元にAラインのタンキニは、お腹周
りをなるべく隠したい方にオススメです。
気になる脇のお肉もカバーしてくれインナー感覚で
着れます。
ショーツは股上を深めにリニューアルし安心した着
用感になっています。
大人可愛いエスニック柄は色も綺麗です。

Slab Ethnic タンキニ（M)

レンタルコード

MI-2
係にお申し付けください。



Leaf

配色にこだわったクールな印象のリーフ柄。
ナチュラルアップのブラ内側のパッドが自然なボリュー
ムを作り出しバストラインがすっきり見えする人気の
デザイン。

ナチュラルアップワンピース（M)

レンタルコード

M1
係にお申し付けください。



Pastel Paisley

やさしい雰囲気のペイズリーがフェミニンな３点
セット。カバーアップのタンクトップはゆったりと
したシルエットでリラックスして着ていただけます。
胸下から広がるフリルでウエストをすっきりと見せ
る効果も。

トップス付 3点セット（M)

レンタルコード

M5ー3(ピンク）
M6ー3(ブルー）
M7ー3(ネイビー）
係にお申し付けください。



襟から胸元にかけてアクセントのあるトップスは上品さＵＰ。
インナーのトップスはタンキニタイプなのでストレス無く着
用できます。スムース素材のショートボトムは動きやすく集
めの素材で安心感があります。
すっきりアウター間隔で着用して頂けます。

Sarasa Paisely
タンキニ 3点セット（M)

レンタルコード

M8ー3
係にお申し付けください。



襟から胸元にかけてアクセントのあるトップスは上
品さＵＰ。インナーのトップスはタンキニタイプな
のでストレス無く着用できます。スムース素材の
ショートボトムは動きやすく集めの素材で安心感が
あります。すっきりアウター間隔で着用して頂けま
す。

Sarasa Paisely
タンキニ 4点セット（M)

レンタルコード

M9ー4
係にお申し付けください。



【JILLSTUART】

スカーフを胸元に巻いたようなデザインが新鮮な
水着。Vシルエットがウエストを細く見せ、おな
かも隠れて着用しやすいタンキニ。縫い付けカッ
プでカップが固定されているので胸元もきれいに。

スカーフ調バンドゥーセパビキニ（M)

レンタルコード

MSー2(ネイビー）

係にお申し付けください。



【JILLSTUART】

エキゾチックなビキニとビブホルターキャミのセット。
バストアップ力抜群のクロスワイヤービキニ。
甘すぎないデザインで女度を上げる水着。

エスニッククロス（M)

レンタルコード

MRー3(ピンク）
係にお申し付けください。



Flower Check 

オフショルダーデザインのショートパンツ付き4点セット。
水彩タッチの綺麗な花柄とチェックのプリントです。
中のブラトップはホールド感がしっかりあるホルターバ
ンドゥブラです。

4点セット（M・L)

レンタルコード

Mサイズ M2ー4(ホワイト）
M3ー4(ピンク）
M4ー4(ネイビー）

Lサイズ LKー4(ホワイト）
LJー4(ピンク）
係にお申し付けください。



大胆なパネル柄の4点セットです。
トップスは胸元や裾、バックスタイル
にも柄が入っているのがポイント。
中のタンキニは少し印象を変えた柄で
新鮮！ショーツは安心な穿き心地の股
上深め設計。

Coral veil Bohemian 4点セット（L)

レンタルコード

LA-4
係にお申し付けください。



大人可愛いアラベスク柄の4点セット。
レースのトップスは重ね着しても涼しく、
タウン使用も可能！
ブラはノンワイヤーで楽な着心地！リボン
の取り外しも可能です。
ボトムは股上も深く程よいギャザーが気に
なる太ももやヒップも綺麗に体型カバーし
てくれます。

Wall Lace×アラベスク
4点セット（L)

レンタルコード

LB-4
係にお申し付けください。



優しい色合いのタンキニボトムの4点セット。

襟から胸元にかけてアクセントのあるトップスは
上品さＵＰ。
インナーのトップスはタンキニタイプなのでスト
レス無く着用できます。
スムース素材のショートボトムは動きやすく集め
の素材で安心感があります。
すっきりアウター間隔で着用して頂けます。

Sarasa Paisely
タンキニ 4点セット（L)

レンタルコード

LC-4
係にお申し付けください。



女性らしい花柄のエレガントなタンキニセットです。
控えめなVの胸元でAラインになったタンキニは、お腹
周りをなるべく隠したい方にオススメです。気になる
脇のお肉もカバーしてくれ、アウター感覚で着れます。
ショーツは股上を深めにリニューアルし、安心した着
用感になっています。軽くて柔らかい素材を使用して
いるので、さらっと着れてオススメです。

STEM タンキニ（L)

レンタルコード

LDー2
係にお申し付けください。



Bicolor Flower 

４点セットで着用すると、コンビネゾン風に。
全部バラバラに着ることも出来るので、ビキニで着る
のはもちろん、トップスのオフショルダーとデニム
ショーツを合わせたりと、タウンユースでも着れる
コーディネートも楽しめるアイテムです。ワイヤー入
りなので、しっかりとボリュームアップできます。

4点セット（L)

レンタルコード

LEー4(ブルー）
LFー4(パープル）

係にお申し付けください。



Ethnic Geometric 

前後着用可能のトップスは裾のヘムラインがポイント。
中のタンキニはゆったりしていて着心地も良く、
ショーツは安心な穿き心地の股上深め設計。
ストレッチ布帛ボトムは軽くて動きやすさも抜群。
アクティブなシーンにもお使い頂けます。

4点セット（L)

レンタルコード

LGー4（ターコイズ）
LHー4（グリーン）
係にお申し付けください。



ラッシュガード

肩のタックがエレガント。襟元は高さのあるデザイン
で、日焼けが気になる方にもオススメです。日常使い
も出来、軽い素材なので、持ち運びも便利です。前で
縛って着る事も可能なので、お好きなアレンジを楽し
めます。



４点セットでもバラバラでも着ることが出来ます。
体形が気になる方にオススメです。

MK-4（ブルー）

MJ-4（レッド） MN-3MP-4 MU-4 MV-3

お腹周りの露出が少なく、
どの世代の方にもオススメです。

タンキニ 4点セット（M) パレオワンピース（M)



¥1,500

¥1,000

￥800

¥500

¥200

水着 Swimwear ・・・・・・・・・・・

ラッシュガード Rush guard ・・・・

タトゥーシール Tattoo sticker ・・・

For rental

For sale

全て消費税込。All the price is including consumption tax.

女性用 for Women’s 

男性用 for Men’s 

子供用 for Kids

Size 11㎝×11㎝



Size LL

LLA LLB LLC

Size 3L

3LA 3LB 3LC

Size L

LDLCLBLA LE

LH LI LJ LK

LNLMLL LPLO

LLFLLELLD

男性用 for Men’s 



Size M

Size S

SA SB

MC MD

MH

ME

SC

MI MK ML MM MN

男性用 for Men’s 

グリーン・ネイビー・ホワイト

ラッシュガード

男の子用：Size 130

MA MB MF(ブルー）

MJ

SD SE

MG(グレー）


