
T E A M - O R D E R オリジナル サイクルジャージ カタログ



新規注文1アイテム最低ロットは5着からとなります。
10着以上のご注文で割引価格が適応となります。
新規：納期目安：35～50日

オリジナルジャージ5着から新 規 注 文

5着～

作製済みのアイテムであれば、必要な時に必要な分だけ
追加生産いただけます。メンバーが1人増えても安心です。
追加：納期目安：35日

リピートオーダーは1着から追 加 注 文

1着～

1着追加 ・・・・・・・・・・・・・・・ 2,000円/着(税別)

2着追加 ・・・・・・・・・・・・・・・ 1,500円/着(税別)

3着追加 ・・・・・・・・・・・・・・・ 1,000円/着(税別)

4着追加 ・・・・・・・・・・・・・・・ 500円/着(税別)

5着追加 ・・・・・・・・・・・・・・・ 0円/着(税別)

※追加時5着未満割増し／10着以上割引き

追加注文の受注枚数
少量生産アップチャージについて

デザイン料

デザインができない方も安心サポート。
担当デザイナーがお客様のご要望をお聞きしながら、
チームジャージのデザインを作成していきます。

デザイン・修正すべて無料

ZEE_LINE  ジーラインとは
海外工場（スリランカ）でORIGINAL LINE（国内生産）同様の品質で生産を行っております。
国内生産で行うサービスを省略して大幅な低価格を実現した生産ラインです。



HOW TO ORDER

ZEE_LINEご注文の流れ

お 届 け 日 数

日 ～ 日35 50
生産・輸送都合により変動します。
期間内の納期指定はできません。

0

Webオーダー
システムへ
会員登録

デザイン依頼・サンプル貸
出・ご注文・お見積りなど、
様々なサービスがWebか
らご利用可能です。

2

サンプル貸出
“Webオーダーシステム”

Webから試着したいアイテ
ムのサイズを選んで貸出依
頼をする。サンプルを試着
しサイズ・仕様を確認。

3

Webから
新規注文

“Webオーダーシステム”

デザインが決まったら、作
製するアイテムを選択し、
サイズ・数量を入力、Web
から注文を完了する。

×5

4

商品代金の
お支払い

銀行振込（前払い）・クレ
ジットカード・代金引換・コ
ンビニ決済（前払い）など
ご希望の方法でお支払い。

5

商品完成後
お届け

ご依頼の商品が到着した
ら、デザインやご注文内容
にお間違いがないか、念の
為お確かめください。

ウエイブワン
ポイントシステム
ご注文金額の5%がポイント
として貯まります。商品納品
後にポイントが付与されます
ので、次回のご注文からポイ
ントをご利用いただけます。
※1ポイント＝1円

POINT

5%
1

デザイン依頼
“Webオーダーシステム”

商品詳細ページのデザイン
フォームをダウンロード、
原案ラフを作成しWebか
らデザイン依頼をする。



レースシーンで使えるフロントオープン式ワンピース
ハイパフォーマンスで人気のデュアルスーツ、袖の形状は腕を前に伸ばしたラ
イディング姿勢をもとに立体裁断を採用。素材はエアロダイナミクスを意識
したストライプ状の生地「SPEED LINE 1.3」を用いました。前面には薄く
高いストレッチ性能を誇る「レジェ スキン」、背面には通気性の良い高機能ス
トレッチ素材「レジェ　ハニカム」を採用。低い形状の襟はストレッチ性も高
く快適性と空気抵抗の軽減を併せ持ちます。最大の特徴であるフロントファ
スナーがフルオープンになる形状は、従来のワンピースに比べて上体を起こ
しやすく、ロードレースはもちろん、長時間のトレーニングライドにも最適で
す。パッドは4種類から選べます。

Z SPEED DUALSUIT

■ 素材　スピードライン1.3 / レジェ スキン / レジェ ハニカム  / フレクシー
■ サイズ　XS、S、M、L、XL、XXL、XSt、St、Mt、Lt、XLt
■ オプション　蛍光色プリント

5着～￥15,000 ／着+税 10着～￥14,000 ／着+税

Women's  Standardpad
女性用スタンダードパッド

Standardpad

Men's  Standardpad
男性用スタンダードパッド

■ 標準仕様パッド（無料）

Women's  Preminentepad
女性用プレミネンテパッド

Men's  Recordcarbonpad
男性用レコードカーボンパッド

Optionpad

■ オプションパッド（ 　　　　　　）\1,000／着+税





空力を意識したハイエンドレーシングモデル
プロ仕様のジャージをZEE_LINEのハイエンドモデルとしてアレ
ンジ。袖部分にはエアロダイナミクスを意識したストライプ状の
生地「SPEED LINE 1.3」を配置。ライディング姿勢に合わせ腕
を前に伸ばした状態の立体裁断を採用。レースを想定し、エアロ
効果・軽い着心地を一度に実現した一着です。

Z SPEED JERSEY

■ 素材　スピードライン1.3 / レジェ スキン / レジェ ハニカム 
■ サイズ　XS、S、M、L、XL、XXL、4L
■ オプション　蛍光色プリント

／着+税5着～￥9,000 10着～￥8,500 ／着+税



従来型のゆったりフィットのシンプルモデル
シンプルな作りでコストパフォーマンスに優れた半袖ジャージ。
比較的ゆったりとした従来型のフィット感で、上位モデルの締め
付け感が嫌いな方、長時間のサイクリングや街乗り使用におすす
めです。いつもより一つ大きめのサイズを選べば、オリジナルの
カジュアルウエアとしてもお使いいただけるアイテムです。

Z EASY JERSEY

■ 素材　コンフォートテックス
■ サイズ　XS、S、M、L、XL、XXL、4L
■ オプション　蛍光色プリント

／着+税5着～￥6,500 10着～￥6,100 ／着+税10着～￥7,500 ／着+税

適度なタイト感で幅広く使える汎用モデル
レースはもちろん速度域の高いサイクリングまで幅広く着用でき
ます。イタリア製高機能ストレッチ素材を使用し、軽さと着心地の
バランスを追求。ウエスト周りの裏側にはテープ状のすべり止め
を採用。より一体感のある着心地と高いコストパフォーマンスを
実現。あらゆるシーンで活躍できる高性能な半袖ジャージです。

Z EQUIPE JERSEY

■ 素材　レジェ ハニカム
■ サイズ　XS、S、M、L、XL、XXL、4L
■ オプション　蛍光色プリント

／着+税5着～￥8,000



ZEE_LINEのユーティリティなサイクルショーツ
裾にグリッパーテープを用いたペダリングを妨げない、しなやかなサイクルショーツ。優れたストレッチ生地とフラットシーマ縫製により肌へのストレスを軽減。乗車時の前傾姿勢
でもしわが寄りにくいカッティング。裾のグリッパーテープは面で太腿に密着し、高いフィット感で足の動きに追従します。あらゆるシーンでストレスのない走りをサポートする高性
能なサイクルショーツです。ビブ（肩紐）の有無は混在して5着から注文可能、パッドは4種類から選べます。

Z FLEX SHORTS
／着+税5着～￥7,000 10着～￥6,600 ／着+税

■ 素材　フレクシー
■ サイズ　XS、S、M、L、XL、XXL
■ オプション　蛍光色プリント

肩紐なし Z FLEX BIB SHORTS
／着+税5着～￥8,000 10着～￥7,500 ／着+税

■ 素材　フレクシー
■ サイズ　XS、S、M、L、XL、XXL
■ オプション　蛍光色プリント

肩紐あり



Women's  Standardpad
女性用スタンダードパッド（標準） 

製造構成 一体形成

パッド配置 肌面にパッド

最厚部 16ｍｍ

加工 防臭・抗菌加工済み

Men's  Standardpad
男性用スタンダードパッド（標準） 

一体形成

肌面はフラットでパッドを裏面に配置

13ｍｍ

防臭・抗菌加工済み

Standardpad

エッジは薄く（2mm）最厚部の厚みを増すことで、
衝撃吸収効率を向上。６層構造を一体成形し、
肌との接触面はフラットに仕上げることでストレ
スフリーな履き心地を実現。エントリーライダー
からシリアスライダーまで幅広いユーザーの走り
を快適にサポートします。

女性用に開発された革新的なパッド。パッド部
分は最適なサイズ・位置に解剖学的形状で熱成
形されています。太腿の内側に触れる翼部分の
形状も女性用に最適化されており、より良い
フィット感の向上に役立っています。ビロードの
ような柔らかな表面生地は肌にやさしく、長距離
のライディングをサポートします。

Women's  Preminentepad
女性用プレミネンテパッド [　　　　　　] 

製造構成 一体形成

パッド配置 肌面はフラットでパッドを裏面に配置

最厚部 14ｍｍ

加工 帯電防止・防臭・抗菌加工済み

Men's  Recordcarbonpad
男性用レコードカーボンパッド [　　　　　　]

一体形成

肌面にパッド

14mm

帯電防止・防臭・抗菌加工済み

Optionpad

体重による圧迫を効果的に軽減できる独自の衝
撃吸収システム。上下左右に伸びる2Wayストレッ
チのマイクロファイバーベースで、究極の履き心
地を追求。肌触りの良い表皮を別注したハイグ
レードパッド。短い距離のレースからロングライ
ドまで幅広い用途にお使いいただけます。

パッド表面に凹凸や継ぎ目がなく、滑らかな履き
心地。上下左右に伸びる 2Way ストレッチのマイ
クロファイバーベース、厚さの異なる複数のパッ
ドがサドル上のほとんどの位置で優れた保護力
を発揮します。長距離のライドに最適な女性専
用ハイグレードパッドです。

イタリアのスポーツパッドメーカー「La Fonte」と共同開発したオリジナルパッド

\1,000／着+税\1,000／着+税





肌寒い季節に活躍する冬用ジャケット
適度な保温性と通気性を確保した秋冬用のサイクルジャケット。
気温の変化に対応しやすい高めの形状の襟を採用。サーモテック
スは吸汗・速乾性に富み、ウエア内部の蒸れを抑えつつ身体の動
きにフィットします。基準となる気温は10度前後、防風機能はな
いので、ウインドブレーカー等でレイヤードがおすすめ。

Z THERMO JACKET

■ 素材　サーモテックス
■ サイズ　XS、S、M、L、XL、XXL、4L
■ オプション　蛍光色プリント

5着～￥9,500 ／着+税

しなやかで防風性に優れたウインドブレーカー
引き裂き強度に優れたリップストップ生地を採用。従来型のタイト
すぎないフィット感にすることで、日常的に使いやすいアイテムに
仕上げました。軽くて折り畳むとコンパクトになるので季節を問わ
ず、半袖/長袖ジャージのバックポケットに携帯し持ち運べます。
軽い雨風や下りでの体温キープに最適です。

Z WIND BREAKER

■ 素材　クロスハッチ
■ サイズ　XS、S、M、L、XL、XXL、4L
■ オプション　蛍光色プリント

10着～￥9,000 ／着+税 5着～￥9,500 ／着+税 10着～￥9,000 ／着+税
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RULES

ファスナーカラー
【ホワイト】または【ブラック】の2色
からご選択お願い致します。

パンツ内股パーツ、生地色とフラット
シーマの糸色は【ブラック】のみです。

パンツ内股パーツ・
フラットシーマ糸色

蛍光色プリント
有料オプション+800円／着（税別）
で蛍光色を何色でもご使用できます。
蛍光のグラデーションは出来ません。

ピンク オレンジ イエロー グリーン

WAVEONEロゴの配置
背景色との組み合わせで、指定の4
色からロゴカラーご選択お願い致し
ます。1アイテム1ヶ所以上
【ブラック／ホワイト／グレー／ブルー】

柄合わせ不可
縫製部分、縫目をまたぐ文字や柄の
合わせは厳密にはできません。



※ORIGINAL LINE（国内生産）とZEE_LINE（海外生産）の商品において、同じ色を再現できない場合がございます。
　国内生産品と混在でご注文の場合、できるだけ近い色で調整させていただきますが、完全に一致させることはできません。

サービス内容の違い
（海外生産） （国内生産）

デザイン費用

最低ロット

MIX3オプションプラン

納期

先行プリント見本（生産前の色確認）

縫製部をまたぐ柄合せ

修理

蛍光色プリント

個人ネーム

破損保証サービス

ファスナー付きポケット

リフレクター

パッドの種類

パンツの内股カラー

ファスナーカラー

学生割引

ショップ割引

無料

【新規注文】5着　【追加注文】1着

適用外

【新規注文】35～50日　【追加注文】35日

なし

不可

不可

+ 8 0 0円

× 

×

×

×

4種から選択

黒のみ

白  o r  黒

適用外

適用外

無料

【新規注文】3着　【追加注文】1着

対象アイテム混在で合計3着から注文可能

【新規注文】50日　【追加注文】35日

あり

可能

可能

+ 8 0 0円

+ 3 0 0円  

+ 7 5 0円

+ 7 0 0円

+ 8 0 0円

8種から選択

1 2色から選択

指定可

適用可能

適用可能

生産ラインの特徴 シンプルデザイン、コスパ重視の
チームにオススメ

ひとりでも、チームでも、こだわって
作りたい方にオススメ

ZEE_LINE / ORIGINAL LINE
オーダーサービス比較表



エアロダイナミクスを意識したストライプ状の生地。通常の「スピードライン」よりもスト

ライプ状の溝の幅が広くなっており、若干マットな発色でプリントされるのが特徴。溝の

深さは1ｍｍ以下で UCI ルールに適合しています。 

ポリエステル 80%　ポリウレタン 20% 

スピードライン1.3

吸汗速乾素材。適度な厚みで普段使いに最適な丈夫な生地です。比較的編み目の詰まっ

た素材の為、白地の状態でも透けにくくなっています。

ポリエステル100% 

コンフォートテックス

ソフトなタッチと優れたストレッチ性により心地よいフィット感を提供。肌面をドライに保

つ吸汗・速乾機能に加え、高い伸縮性を活かし肌に密着する事によりエアロ効果も発揮

します。さらにUPF( 紫外線防止指数 )50+の優れたUVカット機能も備えています。

ポリエステル 83%　ポリウレタン17%

レジェ スキン

ウロコ状の生地目が特徴の自転車用に開発されたイタリア製高機能ストレッチ素材。軽い

着心地と耐久性を両立した３シーズン向き素材。肌面をドライに保つ吸汗・速乾機能に加

え、UPF( 紫外線防止指数 )40 の優れたUVカット機能も備えています。

ポリエステル 93%　 ポリウレタン 7%

レジェ ハニカム

FABRICS



タテ・ヨコ・斜め、どの方向にも優れたストレッチ性で、主にパンツの素材として用いら

れます。マジックテープとの接触で傷つきやすいのでご注意ください。  

ポリエステル 80%　ポリウレタン 20%

秋冬用の防寒用素材。吸汗・速乾性に富みウエア内部の蒸れを抑えつつ身体の動きにフィッ

トします。基準となる気温は10 度前後、防風機能を持ち合わせていない為、重ね着する

ことで幅広いシーズンに対応します。UPF(紫外線防止指数)30の優れたUVカット機能。

ポリエステル100%

軽くしなやかでソフトな風合いの防風・透湿素材。碁盤の目状に繊維が編み込まれたリッ

プストップ生地で、引き裂き強度にも優れています。

ポリエステル100%  

クロスハッチフレクシー

サーモテックス



https://www.wave-one.jp/

株式会社ウエイブワン
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-23-17　ロフティ原宿4F
フリーダイヤル：0120-230731    E-mail：waveone_qa@wave-one.com
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