
お客様各位 

 

平素は CLA 製品をご愛顧頂き厚く御礼申し上げます。 

2018.01.01 より価格改定を実施しましたので PDF カタログ及びオーダーブック内の価格表記は下記価格表が 

適用されます。予めご了承下さい。 

CLA レーシングスーツ価格表【税別】  

 

＜オプション料金表＞ 

 

<刺繍> 

1.ベルトネーム刺繍(国旗含む*）￥2,000（通常はブロック体・筆記体/フォントやサイズ指定の場合は別料金） 

*国旗は日本国旗など型有の場合です。 

2.CLA 刺繍（衿前・ベルト前サイズ*）￥2,000/箇所 （FIA と RB、各種オーダースーツの場合は標準） 

 *RS・KART 既製モデルは衿前・ベルト前は織ネーム仕様が標準です。 

2017.12 月 株式会社レアーズ CLA 部門 

生地タイプ
既製品

デザイン無+既製サイズ

デザインオーダー(DO)
オーダーデザイン+既製サイズ

フルオーダー（FO)
オーダーデザイン+採寸サイズ

<H>ハイブリッド

（ニット・布帛共用）
¥170,000 ¥200,000 ¥230,000

<K>ニット系 ¥160,000 ¥190,000 ¥220,000

<F>布帛

（シャイニング・マット）
¥140,000 ¥170,000 ¥200,000

RSニット
RS-120

表地: NOMEX

裏地: 速乾性メッシュ

Vステッチ標準

ニット系 ¥90,000 ¥115,000 ¥140,000

RSシャイニング
RS-140

表地: NOMEX

裏地: 速乾性メッシュ

Vステッチ標準

布帛
（シャイニング）

¥80,000 ¥105,000 ¥130,000

RSマット
RS-150

表地: NOMEX

裏地: 速乾性メッシュ

Vステッチ標準

布帛

（マット）
¥55,000 ¥75,000 ¥95,000

RSシングル
RS-160

表地: NOMEX

Vステッチ標準

布帛

（マット）

*シャイニング+24,000
¥42,000 ¥62,000 ¥82,000

RSセパレート
RS-170

表地: NOMEX

Vステッチ標準

布帛

（マット）
*シャイニング+24,000

¥45,000 ¥65,000 ¥85,000

RB
RB-110

表地: ポリエステル

裏地: 速乾性メッシュ

Vステッチ標準

布帛
（シャイニング）

¥36,000 ¥60,000 ¥80,000

RBジャケット
RB-JA

表地: ポリエステル

裏地: 速乾性メッシュ

Vステッチ標準

布帛

（シャイニング）
¥31,000 ¥55,000 ¥75,000

LE-520

表地: ポリエステル

裏地: 速乾性メッシュ

ケブラー補強

縦ステッチ標準

布帛

（マット）
¥36,000 ¥60,000 ¥80,000

LE-530V

表地: ポリエステル

裏地: 速乾性メッシュ

ケブラー補強

Vステッチ標準

布帛

（シャイニング）
¥36,000 ¥60,000 ¥80,000

LE-310

表地: NOMEX

裏地: 速乾性メッシュ

ケブラー補強

縦ステッチ標準

布帛

（マット）
¥60,000 ¥80,000 ¥100,000

LE-710

表地: NOMEX

裏地: 速乾性メッシュ

ケブラー補強

Vステッチ標準

布帛
（シャイニング）

¥85,000 ¥110,000 ¥135,000

表地: NOMEX

裏地: 一部有り

布帛

（マット）
¥44,000 ¥64,000 ¥84,000

表地: ポリエステル

裏地: 一部有り

布帛

（マット）
¥38,000 ¥62,000 ¥82,000

MECHA
メカニックプロ

LE-MP
1 レイヤー

RS

2 レイヤー

1 レイヤー

RB 2 レイヤー

KART 2 レイヤー

モデル
型式

構造

FIA
プログレスA

LE-PA
2 レイヤー

表地：NOMEX

裏地：NOMEX

Vステッチ標準

モデル 3L サイズ以上 イージーフィットサイズ
サイズ部分調節

（2 箇所まで）
足裾ストレート加工

衿・手足首・アームホール

NOMEX 生地変更/色
クラシック仕様

各オプションカラー

（既製品）

FIA ￥5,000 ～ ￥5,000 ～ ￥3,000 ～ ¥10,000 標準仕様 ¥3,000 ¥3,000

RS ￥3,000 ～ ￥3,000 ～ ￥3,000 ～ ¥8,000 ¥5,000 ¥3,000 ¥3,000

RB ￥3,000 ～ ￥3,000 ～ ￥3,000 ～ ¥8,000 ¥5,000 ¥3,000 ¥3,000

KART ￥3,000 ～ ￥3,000 ～ ￥3,000 ～ ¥8,000 ¥5,000 ¥3,000 ¥3,000

MECHA ￥3,000 ～ ￥3,000 ～ ￥3,000 ～ ¥8,000 ¥5,000 ¥3,000 ¥3,000



C L A  R A C I N G  G E A R  C O L L E C T I O N  2 0 1 6

http://www.lears.jp/cla/<CLA1605-2>

ノーメックスⓇ、ケブラーⓇはデュポン社の登録商標です。印刷の都合上、製品のカラーが異なって見える場合があります。製品の品質向上のため、予告無く仕様、価格などを変更する場合がございますので予めご了承下さい。
レースご参戦に先立ちレース主催者に装備品の着用規則を予めご確認下さい。本製品は事故時の火傷の軽減及び防止が目的であり、意識的な火中への侵入や異常接近は本製品の限界を超えておりますので絶対に避けて下さい。

C L A  R A C I N G  G E A R  C O L L E C T I O N  2 0 1 6

株式会社レアーズではコンペティションライセンス A

ブランドのレーシングスーツを 1987 年から発売開始。

Formula 1 を頂点とする世界のトップカテゴリーから

全日本 F3000・JGTC・JTCC・グループ A など当時の

ハイエンドスーツの進化に大きく貢献、その優れた着用感

と“MADE IN JAPAN”ならではの確かな品質で 35 年以上

の支持を受け続ける“CLA（シーエルエー）”のレーシング

スーツ。 CLA レーシングスーツは完全国内生産 * にこ

だわり確かな品質とアフターサービスを提供していま

す。オリジナルデザインのオーダーレーシングスーツ

は国内生産の迅速なレスポンスが多くのレーシングチー

ム、ドライバーからの信頼を獲得しています。

CLA はレーシングスーツを販売するだけでなくアフター対

応も充実、購入後も安心の国産レーシングスーツをあなた

にお届けしています。

* バッグ類は国外生産となります。 

2016
ニューモデル

掲載



FIA8856-2000 APPROVEDDRIVER:  AKIRA BANBA
PHOTO: KEIGO YAMAMOTO TOSHIO SUZUKI

プロフォーミュラ
フルオーダー
刺繍ロゴ

プロフォーミュラ
フルオーダー
プリントマーキングロゴ

プロフォーミュラ
PRO FORMULA

「プロフォーミュラ」は布帛生地を使用し張りの
あるルックス。シャイニング＆マットノーメックス
生地の豊富なカラーバリエーションによりデザイ
ンの幅が広がります。インナーにはノーメックス
エアハニカムを使用し快適性をアップしています。

既製タイプ　
デザインオーダー
フルオーダー

￥130,000（税別）～
￥160,000（税別）～
￥190,000（税別）～

プロフォーミュラ



FIA8856-2000 公認レーシングスーツ2016 年ニューモデルレーシングスーツ

プログレス A
PROGRESS A

FIA8856-2000 APPROVED

世界でも数少ないノーメックスニット製のレーシ
ングスーツ「スーパープロ」ニット生地の通気性
と快適性で多くのドライバーに愛され、耐久レー
ス・ラリーフィールドだけでなく、メーカー系テス
トトライバー用スーツとしても採用されています。

ニット生地の柔軟性と通気性に加え、従来のニッ
ト生地のイメージを一新させるルックスの良さを
兼ね備えたニューモデル「プログレス A」ストレ
スフリーの自然な着心地と快適性を両立しました。

既製タイプ　
デザインオーダー
フルオーダー

￥160,000（税別）～
￥190,000（税別）～
￥220,000（税別）～

スーパープロプログレスA

通気性・伸縮性・ルックスの全てを
高次元でバランスさせた 2016 年の
ニューモデル「プログレス A 」
従来のニット製レーシングスーツの
イメージを打ち破る全く新しいレー
シングスーツです。ニットハニカム
の形状と繊維配置を最適化するこ
とで快適に感じる生地構成を構
築しました。風通しのよいニッ
トの通気性とスーツ全体が
伸縮することによる普段
着のようなソフトな着心
地を実現しました。

既製タイプ　
デザインオーダー
フルオーダー

￥180,000（税別）～
￥210,000（税別）～
￥240,000（税別）～

メンズ既製サイズ：S・M・L・2L・3L（3L 以上は価格が変動いたします） レディース既製サイズ：SS・S・M・L・2L

●ポケットレス仕様（+ ￥0）ベルトレス仕様も可能です（オーダー時にご相談ください）
●クラシック仕様 + ￥3,000（税別）【ヴィンテージスタイルのデザインに変更】
●肩章（肩についている脱出用掴み）は縦型と横型からお選びいただけます。（無料）
●足裾をストレートタイプ（ノーメックスインナーリブ付）に変更 + ￥10,000（税別）
●既製タイプにパイピング追加 + ￥3,000（税別）（生地の縫合せ部分に入れる細い色付のライン）
●既製タイプの衿・アームホール（脇下）・手足首ニット部の色変更 + ￥3,000（税別）
●サイズ部分調整 1 か所 + ￥3,000（税別）（3 か所以上はフルオーダー扱いとなります）
●ネーム刺繍 + ￥2,000（税別）・ロゴ刺繍・ワッペン製作及び取付（ご支給品の取付も可能です）

「プロフォーミュラ」は布帛生地を使用し張りの
あるルックス。シャイニング＆マットノーメックス
生地の豊富なカラーバリエーションによりデザイ
ンの幅が広がります。インナーにはノーメックス
エアハニカムを使用し快適性をアップしています。

既製タイプ　
デザインオーダー
フルオーダー

￥130,000（税別）～
￥160,000（税別）～
￥190,000（税別）～

プロフォーミュラ

通気性

柔
軟
性
と

着
心
地
と

CLA の FIA 公認レーシングスーツは難燃繊維 NOMEX（ノーメックス）® を "MADE IN JAPAN" の丁寧な縫製技術により製品化。過酷な条件下における

ドライビングをサポート。日本人の体形に合わせた立体パターンを日本国内で日本人の職人が裁断・縫製することにより安全・安心な製品をお届けする

と共に、ご購入後のアフターメンテナンスや修正にも対応。スーツの骨格であるパターンは現場からのフィードバックを基に常にモディファイを繰り返

し、細身のルックスでありながら運動しやすさを追求しています。日本人と欧米人では骨格が異なるため、CLA では日本人専用に特化したパターンを採用しています。

CLA レーシングスーツのサイズは日本人の標準的なサイズ（S・M・L など日常ご使用の衣服のサイズ感）・縦寸と横寸を別のサイズで組み合わせられるイー

ジーフィットサイズ・日本人女性の骨格に合わせたレディースサイズ・細部までこだわりたい方のための採寸フルオーダーなどでの対応が可能です。オリ

ジナルのデザイン、ベルトやポケットの有無・形状変更、刺繍・マーキングなどを組み合わせてあなただけのオリジナルオーダースーツを完全国内生産に

てお作りいたします。レースユースだけでなくノーメックス生地の取扱いを初めて 40 有余年の経験を基に特殊用途の作業ウェアの製作も行っております。

【ご注意ください】
FIA8856-2000 公認スーツ類には製品完成後に裏地に貫通するような直接刺繍をすることが禁止されております。完成品に刺繍を入れる場合は FIA 公認スーツとして使用できません。
ワッペンにつきまして FIA の公式ルールに基づいた耐火加工及びノーメックス糸による縫製が義務付けられております . 弊社では FIA 公式ルールに合致した取付を行っております。
マーキングにつきましては CLA レーシングスーツに弊社にてマーキングを施した生地での公的機関による燃焼試験を受けておりますので公式レースでの使用が可能です。
FIA 公認レーシングスーツは製造メーカー以外での補修・サイズ調整など縫製を伴う作業を行いますと FIA 公認スーツとして使用できなくなりますのでご注意ください。

「プログレス A 」



LE-530V

LE-530V 標準カラー
￥29,800（税別）
シャイニングレッド
シャイニングブルー
シャイニングブラック
シャイニングダークシルバー

LE-530V オプションカラー
￥32,800（税別）
シャイニングホワイト
シャイニングピンク
シャイニングイエロー
シャイニングオレンジ

シャイニングネイビー
シャイニンググリーン
シャイニングオリーブ
シャイニングボルドー

JAF 公認レーシングカートスーツ

日本製でこの価格
カートスーツ、￥29,800

（税別）

RB
DRIVING SUIT

￥29,800（税別）～￥29,800（税別）～
シャイニングブルー / シャイニングレッド / シャイニンググリーン / シャイニングブラック
シャイニングイエロー / シャイニングピンク / シャイニングダークシルバー / シャイニングネイビー

MODEL: RYUJI MIURA
PHOTO: YASUO IKARASHI

【ご注意ください】
公認レーシングカートスーツは製造メーカー以外での補修・サイズ調整など縫製を伴う作業を行いますと公認レーシングカートスーツはとして使用できなくなりますのでご注意ください。

メンズ既製サイズ：

レディース既製サイズ：

ジュニア既製サイズ：

S・M・L・2L・3L
（3L 以上は価格が変動いたします）

SS・S・M・L・2L

110・120・130・140・150cm

メンズ既製サイズ：S・M・L・2L・3L（3L 以上は価格が変動いたします） 
レディース既製サイズ：SS・S・M・L・2L

NordRing
ノルドリンク
東京都瑞穂町二本木 765-1
TEL：042-568-2135



LADIES
RACING SUIT

CLA レーシングスーツ レディースサイズ

2015 年、お客様からのフィードバックを元に進化を

遂げたクレディ・ラフィネ。日々研究と改良を重ねてきました。

そして 2016 年更なる進化を。
既製サイズからハーフオーダー感覚のイージーフィッ

トサイズ､ より体形にフィットするフルオーダーまで

全てのサイズとモデルに対応しています。採寸は女性モ

デリストがいたしますのでご安心ください。（要予約）

レディースサンプル（既製サイズ）のご試着も可能です。

一度作製したパターンはデータ化して保管いたしますので

同じデザインまたはデザインを替えての２着目以降の

オーダーは採寸不要でスムーズです。また僅かな体形の

変化でしたら電話やメールでの確認でもすぐに修正可能

です。前回スーツを持参いただきフィッテイングされれ

ばより正確です。（※フルオーダーでの対応となります）

メンズスーツしか着たことがなかった方、これまでの

レディーススーツに満足出来なかった方、すべての女性

ドライバーのために！どうぞ、あなただけのレーシング

スーツで快適で美しく洗練されたドライビングシーンを。 

JAF 公認カートスーツ
LE-530V シャイニングピンク
レディース S サイズ
￥29,800（税別）

FIA 公認アンダーウェア シャツ
レディース M サイズ ブラック
￥18,000（税別）
マーキングは別途御見積 MODEL: TOMOYO IWAMOTO

女性モデリスト※が開発した女性のための専用レーシングスーツクレディ・ラ

フィネ。男性とは根本的に体形・筋肉量の違いのある女性。寸法のみの判断で

メンズスーツを選んでしまっては身体にフィットせず見た目はもちろんのこと、

大事なドライビングの妨げにもなってしまいます。男性ドライバーは一般男性

よりも肩・背筋が発達している上にドライビング姿勢によりゆとりを多く

要するため後身頃を大きくしています。それに対して女性は男性に比べ筋肉

量がかなり少なくドライビング姿勢を取っても男性ほどゆとりが要りません。

逆に胸の高さで取られる分前身頃が大きくなり前後差が少ない状態になります。

パンツに関してもくびれと丸みのある女性とがっしりとした骨格の男性と

『 機能的に、且つ美しく』
ではおのずとシルエットが異なってきます。体形や骨格・筋肉量にプラスして

ドライビングによる動きも男性とは変わって来ますので、こうしたことから

メンズスーツとは全く違うパターンとなっているという訳です。特にレーシ

ングスーツのようなツナギ型のものは、僅かな緩みの違いであらゆる部分に

影響が出てきます。そこでCLAは女性が動きやすくそして美しくいられるレー

シングスーツを作ってきました。これまで多くの女性ドライバーの方々に

着用していただきました。スーツのフィット感と、特に肩の軽さには大変

驚かれます。メンズスーツしか着たことがなかったというお客様の中には

感動さえしてくださる方も。

※モデリストとは
優れた感性を持ちデザイン画からイメージに合ったパターン（型紙）を作製する技術を持った専門家のこと。 



TEAM WEAR

SEPARATE

ORDER MADE
MECHANIC 
JUMPSUIT

ビッグイベント前はオーダーが集中いたします。
メカニックウェア製作の見積・お問合せはお早めに

CLA 部門までお問合せください。

CLA オーダーメード作業着はレーシン

グフィールドだけでなく、研究機関・

特殊作業所など過酷な環境での作業で

活躍しています。扱いやすくローコス

トな綿混から耐火炎で静電気が起きに

くいノーメックス® 製、高い強度・弾

性率を備えたケブラー ® 製のハイエン

ド作業着など用途に応じてお選びいた

だけます。安心の日本国内生産です。

CLA オーダーメードメカニックウェアは

デザインのオーダーメードだけでなく、

レースのレギュレーションに合わせて

耐火生地の選択や形状の変更が可能。

4 輪レース用のメカニックウェアだけ

でなく、鈴鹿 8 耐用給油・メカニック

ウェアとしても採用されています。

記憶に残る最高のプレゼントを
演出するラッピングも承ります。

おめでとう！
ギフトに最適

レーシングスーツをもっと気軽に着こなしたい。そんな

ご要望にお応えするのが上下分割型のセパレートスーツ。

デザイン、生地、サイズなどご要望とご予算に応じて

お選びいただけます。長時間のドライビングイベントでも

快適にすごせるセパレート型のスーツで至福のひとときを！

NordRing
ノルドリンク
東京都瑞穂町二本木 765-1
TEL：042-568-2135

BABY
HYPER
SUIT

デザインなし￥33,000 ～（税別）
デザインあり￥63,000 ～（税別）

￥50,000 ～（税別）

デザインなし上下セット
デザインオーダー上下セット

ジャケット
￥25,000 ～（税別）
デザインオーダージャケット
￥45,000 ～（税別）

￥50,000 ～（税別）
￥80,000 ～（税別）

メンズ既製サイズ：

レディース既製サイズ：

S・M・L・2L・3L
（3L 以上は価格が変動いたします）

SS・S・M・L・2L

JUNIOR

グローブ
トライアル ジュニアサイズ 
￥5,800（税別）
2S・3S・4S
レッド・ブルー・ブラック

シューズ RS-MID ジュニアサイズ 
￥17,000（税別）　21.0・22.0・23.0cm
レッド・ブルー・ブラック

サイズ調整インソール
￥1,200（税別）

21.0 ⇒ 19.0cm 調整用
21.0 ⇒ 20.0cm 調整用

メンズ既製サイズ：

レディース既製サイズ：

S・M・L・2L・3L
（3L 以上は価格が変動いたします）

SS・S・M・L・2L
特殊なサイズはフルオーダー扱いとなります

SEPARATE



GLOVES
TRIAL

グローブ トライアル
レッド・ブルー・ブラック・ライトグレー・イエロー・ネイビー・グリーン

サイズ：S・M・L サイズ

FIA 公認アンダーウェア
長袖シャツ ブラック
￥18,000（税別）

FIA 公認
アンダーウェア
ロングパンツ
ブラック
￥12,000（税別）

1 ホール 2 ホール 1 ホールジェットホール ジェットホール

フェイスマスク メッシュ￥2,600（税別）
スーツバッグ
￥2,000（税別）

シューズケース
￥1,000（税別）

※このマスクは FIA 公認ではありません。※バッグは国外生産 ※バッグは国外生産

バイク・カート・走行会に最適

RS-MID V
レッド

RS-MID V
ブラック

RS-MID V
ブルー快適な日本製の

ドライビングシューズ

￥21,000（税別）

￥6,000（税別）

 DRIVING GLOVES TRIAL

 DRIVING SHOES

RS-MID V

FIREPROOF UNDERWEAR
FIA 公認アンダーウェア
長袖シャツ キナリ
￥14,000（税別）

FIA 公認フェイスマスク（ブラック）￥7,600（税別） FIA 公認フェイスマスク（キナリ）￥6,500（税別）

FIA 公認
アンダーウェア
ロングパンツ
キナリ
￥9,000（税別）

FIA 公認
アンダーウェア
キナリ上下セット
￥21,000（税別）

FIA 公認
アンダーウェア
ブラック上下セット
￥28,000（税別）

巾
広
め
の　

サ
イ
ズ 

EEE

サイズ：25.0 ～ 28.0cm（0.5cm 刻み）

サイズ：
メンズ M・L
レディース M

サイズ：
メンズ M・L
レディース M

サイズ：
メンズ M・L

サイズ：
メンズ M・L

サイズ：
メンズ M・L

サイズ：
メンズ M・L

サイズ：フリーサイズ（M ～ L 相当） サイズ：フリーサイズ（M ～ L 相当）

サイズ：フリーサイズ（L サイズ相当）サイズ：45 × 34 × 10cm サイズ：32 × 40cm



シルエットへのこだわり
女性専用の型紙を作成しました。

完全日本製のこだわり
 身に纏う衣服は日本の職人が縫う

RACING SUIT

ORDER
MADE

FIA 公認レーシングスーツ・耐火炎ドライビングスーツ
JAF 公認レーシングカートスーツ・メカニックスーツ
チームウェア・ピットクルーシャツ・給油マンスーツ

特殊作業用アンダーウェア・耐火炎特殊作業服
スタントマンスーツ・フライトスーツほか

CLA オーダーメードスーツの注文方法や詳細は別冊の冊子、
または CLA の WEB サイト オーダーページをご覧ください。

http://www.lears.jp/cla/ordersuits.html

日本製

アフター対応

CLAのレーシングスーツは
スーツの「着用フォルム」
にこだわっています。
既製サイズでも立体的な縫製で細身なシルエットでありながら
動きやすく仕上がっています。男性とは骨格が異なる女性の
ためにレディース専用型紙（パターン）を作成しました。
レディース専用サイズはFIA公認スーツからカートスーツ
までCLAレーシングスーツ全モデルに無料で適用可能です。
アンダーウェアにもレディース既製サイズをご用意しました。
既製サイズの型紙（パターン）ではしっくりこないという方は、
採寸の上、フルオーダーであなたの体形にフィットした、
あなただけのレーシングスーツを縫い上げます。

レーシングスーツはデザイン・採寸・型紙・裁断・刺繍・
マーキング・縫製・仕上げなど多くの工程を経て完成します。
すべての工程で職人の丁寧な仕事と気遣いが必要です。

で選ぶなら
安心の日本製CLAレーシングスーツをおすすめいたします。

また縫製後の微妙なフィッティングの調整や体形の変化に
合わせたお直し、使用中の破損の修復、スポンサーの変更など
によるロゴの変更が必要になるなど、購入後の対応も重要な
ポイントです。CLAのレーシングスーツは全ての工程を日
本国内で行っておりますので、購入後の御直しが可能です。
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