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新商品取扱開始のお知らせ 
 
お取引先様各位                                                (2022/11/4) 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 
メーカー新商品の発表に伴い、下記商品の取り扱いを開始しますので、お知らせいたします。  

1．[MU-7831] WEEFINE WF Smart Focus 1200FR＜参考上代 \ 26,800(税別) WEEFINE ＞ 

 

ﾋﾞｷﾞﾅｰから､ｺｱな水中ｶﾒﾗ派ﾀﾞｲﾊﾞｰまで幅広く人気を博した『WF Smart 

Focus 1000FR』が､ﾊﾟﾜｰｱｯﾌﾟして新登場しました!  

手のひらに収まるｻｲｽﾞのまま､最大光量を 1200 ﾙｰﾒﾝに向上､さらに大容量

5,000mAh の新型21700 ﾘﾁｳﾑｲｵﾝﾊﾞｯﾃﾘｰ採用で連続照射時間も 150分

(20%増)と大幅ｱｯﾌﾟ｡ 

好評のﾚｯﾄﾞ光や EF ﾓｰﾄﾞ(ｽﾄﾛﾎﾞ瞬間発光)機能はそのまま継承し､ﾌｫｰｶｼﾝｸﾞ

ﾗｲﾄとしてはもちろん､ﾃﾞﾘｹｰﾄなﾏｸﾛ系被写体の撮影にも威力を発揮します｡ 

 多機能･ﾏﾙﾁ照射ﾗｲﾄ 

最大光量 1200 ﾙｰﾒﾝ､照射角 60°のﾜｲﾄﾞ光(3 段階調光)と光に敏感

な生物の撮影に役立つﾚｯﾄﾞ光(2 段階調光)を搭載｡豊富なｱｸｾｻﾘｰで､

ｻｰﾁ用から撮影用まで幅広く活躍します｡ 

 ｺﾝﾊﾟｸﾄなﾀﾌﾎﾞﾃﾞｨ 

手のひらに収まる 148mm､水中重量 115g のｻｲｽﾞは携帯に負担が無

く､ﾎﾞﾃﾞｨはｱﾙﾐ製で堅牢性も備えています｡ 

 EF ﾓｰﾄﾞ搭載 

ｶﾒﾗの内蔵ﾌﾗｯｼｭ光や LED 光に連動して白色瞬間光を照射する EF ﾓｰ

ﾄﾞを搭載｡瞬間光をｽﾄﾛﾎﾞ撮影のように撮影したり､自動消灯のﾌｫｰｶｽﾗｲ

ﾄとしても使用できます。 

＜商品仕様＞ 

・最大光量: 1200 ﾙｰﾒﾝ ・光量調節: ﾜｲﾄﾞ光(3 段階/EF ﾓｰﾄﾞ 2 段階)/ﾚｯﾄﾞ光(2 段階) 

・照射角:60 度(ﾜｲﾄﾞ光)/90 度(ﾚｯﾄﾞ光)  ・点灯時間︓150 分(ﾜｲﾄﾞ光)/400 分（ﾚｯﾄﾞ光） 

・色温度:5500K 耐圧水深:100 m ・充電時間︓5 時間 ・陸上点灯 不可 

・サイズ: φ34×L148mm 195g(水中 115g) ・本体材質 耐腐食アルミ合金  

＜ｵﾌﾟｼｮﾝ品＞ 

2．[MU-7508] WF ｽﾇｰﾄﾚﾝｽﾞWFA61   ＜参考上代 \ 14,800(税別) WEEFINE ＞ 

3．[MU-7509] WF ﾏﾙﾁｶﾗｰﾌｨﾙﾀｰ WFA62＜参考上代 \ 17,800(税別) WEEFINE ＞  
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4. [MU-7829] AOI UCS-Q1-RC ｳﾙﾄﾗｺﾝﾊﾟｸﾄｽﾄﾛﾎﾞ RC (本体のみ)    ＜参考上代 \ 59,800(税別) AOI＞ 
5. [MU-7830] AOI UCS-Q1-RC ｽﾄﾛﾎﾞ 2 点ｾｯﾄ (ﾃﾞｭｱﾙﾊﾞｯﾃﾘｰﾁｬｰｼﾞｬ-ｾｯﾄ)＜参考上代 \ 69,800(税別) AOI＞
※ UCS-Q1-RCｽﾄﾛﾎﾞとﾃﾞｭｱﾙﾊﾞｯﾃﾘｰﾁｬｰｼﾞｬｰ(FIX Li-ion ﾊﾞｯﾃﾘｰ FEBT186531S×2、FIX CH-9ﾃﾞｭｱﾙﾊﾞｯﾃﾘｰﾁｬｰｼﾞｬｰ、FIX USBｹｰﾌﾞﾙACｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ II)のｾｯﾄです。 

 

OLYMPUS 製ｶﾒﾗに自動調光対応､複雑な操作不要で水中撮影が楽しめ

るｽﾄﾛﾎﾞです｡多くのﾀﾞｲﾊﾞｰが愛用する"TG ｼﾘｰｽﾞ"にももちろん対応! 

OLYMPUS 独自の RC ﾌﾗｯｼｭｼｽﾃﾑに準拠した AOI の｢RC ﾓｰﾄﾞ｣が光量を

確実にｺﾝﾄﾛｰﾙします｡小型のﾎﾞﾃﾞｨながら､光量はｶﾞｲﾄﾞﾅﾝﾊﾞｰ 22｡ﾌﾙ発光

時でも 0.85 秒でﾁｬｰｼﾞが完了するため､ｼｬｯﾀｰﾁｬﾝｽを逃さず撮影が行えま

す｡また撮影用としても機能する大光量の LED ﾗｲﾄを搭載しているので､接近

撮影時には LED ﾗｲﾄを光源に､ｽﾁｰﾙ撮影･ﾑｰﾋﾞｰ撮影ができます｡1 台で 2

役をこなす頼もしいｽﾄﾛﾎﾞです｡ 

本製品の使用には、別売りの指定ﾊﾞｯﾃﾘｰ(FIX Li-ion ﾊﾞｯﾃﾘｰ FEBT186531S)×2 とﾁｬｰｼﾞｬｰ(FIX CH-9 ﾃﾞｭｱﾙﾊﾞｯﾃﾘｰﾁｬｰｼﾞｬｰ)が必要です。 

＜ｽﾄﾛﾎﾞ性能＞ 

・ｶﾞｲﾄﾞﾅﾝﾊﾞｰ︓22(ISO 100･m  陸上値､Full 発光時) ・色温度︓5000K ・ﾘｻｲｸﾙﾀｲﾑ︓0.85 秒(Full 発光)  

・発光回数︓1500 回 (Full 発光)  ・予備発光︓自動 ・ﾓﾃﾞﾘﾝｸﾞ発光︓2 秒の点滅 ・接続方法︓光ﾌｧｲﾊﾞｰｹｰﾌﾞﾙ  

・照射角︓12mm ﾚﾝｽﾞ(換算 24mm ﾚﾝｽﾞ)の画角をｶﾊﾞｰ (陸上値)  

・ﾌﾗｯｼｭﾓｰﾄﾞ  RC ﾓｰﾄﾞ:OMDS/RC FLASH(ｸﾞﾙｰﾌﾟ A､ﾁｬﾝﾈﾙ 1) TTL ｵｰﾄ､ﾏﾆｭｱﾙ､FP TTL ｵｰﾄ､FP ﾏﾆｭｱﾙ 

i-m ﾓｰﾄﾞ:TTL ｵｰﾄ､ﾏﾆｭｱﾙ､ｽﾇｰﾄ(ｸﾞﾙｰﾌﾟ A､ﾁｬﾝﾈﾙ 1) ﾏﾆｭｱﾙﾓｰﾄﾞ:1/64､1/24､1/8､1/4､1/2､1/1 

＜ﾗｲﾄ性能＞ 

・最大光量︓700 ﾙｰﾒﾝ ・光量調節︓100%､50%､25%､OFF 

・色温度︓5600K ・照射角︓45° ・最大光量連続点灯時間︓130 分 

＜その他仕様＞ 

・材質︓ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ､ｸﾞﾗｽﾌｧｲﾊﾞｰ ・耐圧水深︓60m  

・ｻｲｽﾞ︓W77×H131×D125mm ・重量︓550g(陸上)90g(水中) 
 

6.  [MU-7815] AOI UWL-03 ﾜｲﾄﾞｱﾝｸﾞﾙｺﾝﾊﾞｰｼﾞｮﾝﾚﾝｽﾞ 0.73X＜参考上代 \ 39,800(税別) AOl＞ 

 

GoPro HERO 5/6/7/8/9/10 にｼﾞｬｽﾄﾌｨｯﾄする広角ﾚﾝｽﾞです｡ 

水中画角は 140°､GoPro HERO 9/10 で､Super View を使って撮影し

ても周辺画質の低下はなく､純正水中ﾊｳｼﾞﾝｸﾞのﾌﾗｯﾄﾎﾟｰﾄによる歪みも解消

します｡さらにぐっと近づくﾏｸﾛ撮影もOKです! 軽量･ｺﾝﾊﾟｸﾄで高性能｡他社に

ないﾎﾜｲﾄｶﾗｰが､黒一色の水中撮影機材類の中で一際ｵｼｬﾚを演出! 

本製品を GoPro と組み合わせて使用する場合は、別売りの [MU-7816] AOI-QRS-02-MB1P が必要です。 

＜商品仕様＞ 

・ﾚﾝｽﾞ構成︓4 群 4枚 ・倍率︓0.73X(陸上/水中) ・水中画角︓150°(陸上)､140°(水中) 

・材質︓多層 AR ｺｰﾄ&ﾊｰﾄﾞｺｰﾃｨﾝｸﾞ ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ ・ﾏｳﾝﾄ︓AOI ｸｲｯｸﾘﾘｰｽｼｽﾃﾑ 02 (QRS-02)  

・ｻｲｽﾞ︓φ99 x H40mm ・重量︓331g (陸上)､170g (水中) ・耐圧水深︓60m 

＜ｵﾌﾟｼｮﾝ品＞ 
 

7．[MU-7816] AOI-QRS-02-MB1P ｸｲｯｸﾘﾘｰｽｼｽﾃﾑ 02 ﾏｳﾝﾄﾍﾞｰｽ GoPro＜参考上代 \ 9,980(税別) AOI ＞ 
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新商品取扱開始のお知らせ 
 
お取引先様各位                                                (2022/10/28) 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 
メーカー新商品の発表に伴い、下記商品の取り扱いを開始しますので、お知らせいたします。  
 
＜FISH ECO BAG に新魚種登場!!＞ 
RAINBOW TROUT(ﾚｲﾝﾎﾞｰﾄﾗｳﾄ)、IWANA(ｲﾜﾅ)が加わりました。 

1.  [MU-7590] ST フィッシュ エコバッグ ＜参考上代 \ 2,400(税別) Streamtrail＞ 

 
釣り好き、魚好きにはたまらない必需品の魚型エコバック。お腹のファスナーよりエコバックが出てきます。 
収納時はぬいぐるみキーホルダー。コンビニやスーパーなどお買い物がますます楽しくなるバッグです♪ 
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＜トートバッグ BLOWに新色登場!!＞ 
シンプルなバケツタイプのトートバッグ、ブローに新色 EMERALD が加わりました。 

２.  [MU-7227] ST BLow      ＜参考上代 \ 5,500(税別) Streamtrail＞ 

 

オールマイティーに使えコストも手軽なトートバッグ・ブロー♪  
レジかごにベストフィットサイズ!! でお買い物ジムやコインランドリーの日常使いアウトドアや釣り、スポーツなどにも最適なバ
ッグです。 
サイズ : 幅 38.5×奥行 27.5×高さ 32.5cm  容量︓32ℓ 素材 : ターポリン、ポリエステル 
 
＜ショルダーバッグ SHELL に新色登場!!＞ 
ショルダーバッグ SHELL に新色 EMERALD、OD が加わりました。 
3.  [MU-7086] ST Shell    ＜参考上代 \ 11,000(税別) Streamtrail＞ 

 
大きめサイズのショルダーバッグ。A4 サイズやモバイルパソコン等も入り、通勤・通学にもおすすめなサイズです。 
・インナーは、小物がふいに出ないようにジッパー付きのアプローチになりました。(ナイロンクロスカバー) 
・ボディポケットをフラップ内側に取り付けました。取り出す頻度の高い携帯電話・スマートフォン、定期などをしまっておけま
す。フロントフラップを下げることで上からの雨などを防ぎます。 
・ロゴはフロントサイドにすることでワンポイントでおしゃれになりました。 
・ショルダーベルトにパッドがつきました。重い荷物や書類を持ち運ぶ時も肩が痛くなりにくくなります。 
サイズ : 幅 35×奥行 10×高さ 25cm  容量︓9ℓ  素材 : ターポリン、ポリエステル 
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新商品取扱開始のお知らせ 
 
お取引先様各位                                                (2022/10/13) 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 
メーカー新商品の発表に伴い、下記商品の取り扱いを開始しますので、お知らせいたします。  

＜マルシェ DX-1.5、DX-2 に新色登場!!＞ 
優れた防水性に加え、ｼｰﾝに合わせて選べる豊富なｻｲｽﾞとｶﾗｰﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝを揃えた MARCHE DX ｼﾘｰｽﾞ。 
1.5 と 2 に新色追加です。年齢、性別、ﾗｲﾌｽﾀｲﾙを問わず最も多くの方にご愛用いただいている定番のﾄｰﾄﾊﾞｯｸﾞです。 
1.  [MU-6622] ST ﾏﾙｼｪ DX-1.5 ﾄｰﾄﾊﾞｯｸﾞ  ＜参考上代 \ 12,000(税別) Streamtrail＞ 

MARCHE DX-1.5 は、容量 23L の豊富なカラーバリエーションが特徴のトートバッグ。17 インチのノート PC や雑誌・書類等を入れても余

裕の収納力があります。1～2泊程度の旅行やレジャーに対応可能。ビジネスシーンにもおすすめできます。 

サイズ : 幅 40×奥行 18×高さ 32.5cm  素材 : ターポリン、ポリエステル 

2.  [MU-6623] ST ﾏﾙｼｪ DX-2 ﾄｰﾄﾊﾞｯｸﾞ       ＜参考上代 \ 11,000(税別) Streamtrail＞ 

 
MARCHE DX-2 は、容量 16L のノート PC や書類等を入れても余裕の収納力があります。 

見た目も非常にシンプルなため、ビジネスシーンにおいても使いやすいバッグです。ハンドル部分に付いているアジャスターで持ち手の長さの調節

が可能です。ハンドルを長めにすれば肩に掛けて持つことができます。付属のショルダーストラップを装着すると、斜め掛けをしての持ち運びが可

能になります。 

サイズ : 幅 37×奥行 15.5×高さ 29.5cm  素材 : ターポリン、ポリエステル 
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＜ショルダーバッグ BREAM に新色登場!!＞ 
ST Bream に新色 SAND が加わりました。 
3.  [MU-7251] ST Bream      ＜参考上代 \ 8,500(税別) Streamtrail＞ 

 
上部を折り曲げてベルクロで留めることで、防水性を発揮するショルダーバッグ。 
本体のメイン素材はターポリン、側面はドライスーツと同じ素材を使用することで軽量化と柔軟さを実現しています。 
容量約 4L、横長で開口部が広いので、物の出し入れがスムーズで、水筒や折り畳み傘なども収納可能。 
B5 サイズのノートも収まります。バッグ内にはメッシュポケットと D カンを装備しています。 
サイズ : 幅 23×奥行 10×高さ 19.5cm  素材 : ターポリン、ポリエステル 

＜ショルダーバッグ PERCH に新色登場!!＞ 
ST Perch に新色 STONE が加わりました。 

4.  [MU-7514] ST Perch      ＜参考上代 \ 12,000(税別) Streamtrail＞ 

 
防水性の高いターポリン素材を使用したメッセンジャーバッグ。 
サイクリングはもちろん、通勤・通学用のバッグとしても定番でお使いいただけます。蓋部分は、折り曲げてベルクロで留める
だけの簡単仕様。自転車で移動中の信号待ちの間など、短時間でも開閉しやすく、間口が広いので物の出し入れが容
易です。本体のメイン素材はターポリン、側面はドライスーツと同じ素材を使用することで軽量化と柔軟さを実現していま
す。容量は約 9L。横幅は 45cm と広めですので、A4 サイズの書類やノート PC も収納可能。バッグ内はメッシュポケット
と D カンが付属しています。 
サイズ : 幅 35×奥行 11×高さ 25cm  素材 : ターポリン、ポリエステル 



     
 

村上商事株式会社  〒501-3843  岐阜県関市吉田町１番地   
税別                              TEL 0575-24-1717  FAX 0575-22-3399  WEB https://murakamishoji.com   

新商品取扱開始のお知らせ 
 
お取引先様各位                                                (2022/10/6) 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 
メーカー新商品の発表に伴い、下記商品の取り扱いを開始しますので、お知らせいたします。  
 
＜ドライタンク D2 40L に新色登場!!＞ 
DRYTANK 40L に CAMO、STRIPE、TWOTONE シリーズが加わりました。 
1.  [MU-7071] ST ﾄﾞﾗｲﾀﾝｸ-40L D2        
2.  [MU-7825] ST ﾄﾞﾗｲﾀﾝｸ-40L Stripe    
3.  [MU-7826] ST ﾄﾞﾗｲﾀﾝｸ-40L Twotone  
4.  [MU-7827] ST ﾄﾞﾗｲﾀﾝｸ-40L Camo   

＜参考上代 \ 19,500(税別) Streamtrail＞ 
＜参考上代 \ 20,000(税別) Streamtrail＞ New!! 
＜参考上代 \ 20,000(税別) Streamtrail＞ New!! 
＜参考上代 \ 22,000(税別) Streamtrail＞ New!! 

 

アウトドア、釣り、出張など様々なシーンでサポートしてくれるサイズのバックパックです。 
サイズ : 幅 32×奥行 26×高さ 56cm  素材 : ターポリン、ポリエステル 
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＜ドライタンク D2 33L に新色登場!!＞ 
DRY TANK 33L D2 に新色OD が加わりました。 
5.  [MU-7072] ST ﾄﾞﾗｲﾀﾝｸ-33L D2      ＜参考上代 \ 17,500(税別) Streamtrail＞ 

25L と 40L の中間の大きさで、もう少し容量が欲しいと言った声にお答えしたミディアムサイズのバックパックです。 
サイズ : 幅 32×奥行 26×高さ 48cm  素材 : ターポリン、ポリエステル 

＜ドライタンク D2 60L に新色登場!!＞ 
DRYTANK 60L に新色 EMELARD と CAMO シリーズが加わりました。 
6.  [MU-7070] ST ﾄﾞﾗｲﾀﾝｸ-60L D2    
7.  [MU-7828] ST ﾄﾞﾗｲﾀﾝｸ-60L Camo    

＜参考上代 \ 21,000(税別) Streamtrail＞ 
＜参考上代 \ 24,500(税別) Streamtrail＞ New!! 

 
ドライタンクシリーズ中、最大サイズ。余裕の大容量で、長期の旅行や本格的なアウトドアシーンで活躍します。 
サイズ : 幅 37×奥行 33×高さ 62.5cm  素材 : ターポリン、ポリエステル 



     
 

村上商事株式会社  〒501-3843  岐阜県関市吉田町１番地   
税別                              TEL 0575-24-1717  FAX 0575-22-3399  WEB https://murakamishoji.com   

新商品取扱開始のお知らせ 

お取引先様各位                                                 (2022/10/3) 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 
メーカー新商品の発表に伴い、下記商品の取り扱いを開始しますので、お知らせいたします。 
 
1．[MU-7824] GoPro HD HERO11 ﾌﾞﾗｯｸｴﾃﾞｨｼｮﾝ ＜参考上代 81,600(税別) GoPro ＞ 

 

 

世界ﾚﾍﾞﾙの万能ｶﾒﾗ､HERO11 Black 登場。 

HERO11 Black なら、素晴らしいﾊｲﾗｲﾄﾋﾞﾃﾞｵをｽﾏｰﾄﾌｫﾝに自動で送信。 

新しい大型ｲﾒｰｼﾞｾﾝｻｰが、より高画質でより多くのｼｰﾝを撮影。 

ｿｰｼｬﾙﾒﾃﾞｨｱに縦長ｼｮｯﾄを即座に共有できます。自動ﾌﾞｰｽﾄと水平ﾛｯｸ機能内蔵の

HyperSmooth5.0 が、これまでにないなめらかで美しいｼｮｯﾄを実現します。 

新しいﾅｲﾄｴﾌｪｸﾄを使えば、暗くなっても創造性を発揮できます。 

また、10 ﾋﾞｯﾄｶﾗｰがあらゆるﾋﾞﾃﾞｵを鮮やかに彩ります。 

HERO11 Black は、これまでで最もﾊﾟﾜﾌﾙな GoPro です 

＜商品仕様＞  

動画解像度 5.3K60 + 4K120 写真解像度 27MP 

手振れ補正 HyperSmooth 5.0 ﾋﾞﾃﾞｵﾌﾞﾚ補正と水平ﾛｯｸ 

ﾊｲﾗｲﾄﾋﾞﾃﾞｵを自動編集  ｺﾝﾃﾝﾂをｸﾗｳﾄﾞに自動ｱｯﾌﾟﾛｰﾄﾞ 

低温環境対応 Enduro ﾊﾞｯﾃﾘｰ   耐圧水深 10 m  

2．[MU-7588] GoPro ﾀﾞｲﾌﾞﾊｳｼﾞﾝｸﾞ for HERO 9/10/11 ﾌﾞﾗｯｸ＜参考上代 \ 8,000(税別) GoPro ＞ 

 

そのままでも優れた耐久性と防水性を備えている HERO9/10/11 Black ですが、このﾊ

ｳｼﾞﾝｸﾞを取り付ければ何にぶつかっても大丈夫。泥や飛んでくるｺﾞﾐなどから保護できるう

え、水深 60m までの防水性を備えているので深い水中でのﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞにも最適です。 

＜商品仕様＞ 

・ 過酷な環境でのｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ中に、泥やほこり、破片などから

HERO9/10/11 Black を保護 

・ 前面の LCD ｽｸﾘｰﾝを操作して映像を確認可能 

・ 水深 60m までの防水性 ̶ 深い水中でのﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞに最適 

・ 付属のｽｹﾙﾄﾝﾊﾞｯｸﾄﾞｱにより、録音性能とｶﾒﾗのﾀｯﾁｽｸﾘｰﾝの操作性が向上 
 

※ GoPro ﾀﾞｲﾌﾞﾊｳｼﾞﾝｸﾞ for HERO 9/10/11 ﾌﾞﾗｯｸは 2020 年 10 月に発売されたﾓﾃﾞﾙです。 
Gopro HERO 9、10、11 いずれにもご使用いただけます。 
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新商品取扱開始のお知らせ 
 
お取引先様各位                                                (2022/9/26) 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 
メーカー新商品の発表に伴い、下記商品の取り扱いを開始しますので、お知らせいたします。  

1．[MU-7823] WEEFINE WF Solar Flare 13000 ＜参考上代 \ 138,000(税別) WEEFINE ＞ 

 

大光量、超ﾜｲﾄﾞ、水冷構造、EF ﾓｰﾄﾞ搭載、ﾊﾞｷｭｰﾑｼｽﾃﾑ、ﾘﾓｺﾝ対応 

 最大 13000 ﾙｰﾒﾝ、5600K、演色性 Ra90 の大光量と、ﾄﾞｰﾑﾚﾝｽﾞによるﾑﾗの無

い 120°の配光は、水中世界を色鮮やかに照らし動画撮影の光源や広範囲のｻｰﾁ

ﾗｲﾄに最適。100⇔80⇔60⇔40⇔20%⇔300 ﾙｰﾒﾝの 6段階の調光が可能。 

 ｶﾒﾗの内蔵ﾌﾗｯｼｭ光やLED光に連動して瞬間光を照射するEF ﾓｰﾄﾞを搭載。100

⇔75⇔50⇔10%の 4段階の調光が可能です。 

 ﾗｲﾄﾍｯﾄﾞ部は水が対流することで、大光量の発光による過熱を防ぐﾃﾞｻﾞｲﾝになって

います。 

 ﾗｲﾄ本体の浸水ﾘｽｸを軽減する「ﾊﾞｷｭｰﾑｼｽﾃﾑ」を標準装備。付属のﾎﾟﾝﾌﾟで内部

を陰圧にすることで、事前の防水ﾁｪｯｸをより確実なものにします。 

 光ﾌｧｲﾊﾞｰ接続によるﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙにｵﾌﾟｼｮﾝ対応。別売の『WF ﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾗｰ

WFA03』で多灯ﾗｲﾃｨﾝｸﾞも可能。EF ﾓｰﾄﾞと同時に使用することもできます。 

＜商品仕様＞ 

・光量: 13000 ﾙｰﾒﾝ(100%/80%/60%/40%/20%/300㏐) 

・照射角:120 度 色温度:5600K 耐圧水深:100 m  

・点灯時間︓最大 60分 充電時間︓4 時間 

・陸上点灯 不可 

・サイズ: φ73×L234mm 1100g(水中 665g) 

・本体材質 耐腐食アルミ合金、強化樹脂 
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新商品取扱開始のお知らせ 
 
お取引先様各位                                                (2022/6/23) 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 
メーカー新商品の発表に伴い、下記商品の取り扱いを開始しますので、お知らせいたします。  

1．[MU-4401] GP-4800 ラゲージタグ NEW ﾃﾞｻﾞｲﾝ ＜参考上代 \ 800(税別) INNOVATIVE＞   
NEW ﾃﾞｻﾞｲﾝ 9 種類登場です︕︕

 
 

ﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞﾊﾞｯｸﾞやﾒｯｼｭﾊﾞｯｸﾞに取り付けられるﾈｰ

ﾑﾀｸﾞです。裏に氏名・住所・電話番号などを記入

できます。ｻｲｽﾞ︓110×75 mm  

 

2．[MU-2060] LB-xxxx ログブックバインダー３穴 NEW ﾃﾞｻﾞｲﾝ ＜参考上代 \ 4,980(税別) INNOVATIVE＞   
NEW ﾃﾞｻﾞｲﾝ 9 種類登場です︕︕

 

耐久性に優れたｺｰﾃﾞｭﾗ生地のｼﾞｯﾊﾟｰ式ﾛｸﾞﾌﾞｯｸﾊﾞ

ｲﾝﾀﾞｰ。仕様︓ｶｰﾄﾞﾎﾙﾀﾞｰ、ﾍﾟﾝﾎﾙﾀﾞｰ、ﾒｯｼｭﾎﾟｹｯ

ﾄ、収納ﾎﾟｹｯﾄ  ｻｲｽﾞ︓270×190×45 mm  

 
3．[MU-7814] オリジナルロゴ３穴ピクチャーログブックバインダー(25 枚～)＜オープンプライス INNOVATIVE＞ 
10 種類のピクチャーログブックバインダー(3 穴)にオリジナルロゴがつけられます︕︕ （25 枚～） 
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新商品取扱開始のお知らせ 
 
お取引先様各位                                                (2022/5/20) 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 
メーカー新商品の発表に伴い、下記商品の取り扱いを開始しますので、お知らせいたします。  

1．[MU-7773] TLS ｳｫｰﾀｰﾌﾟﾙｰﾌ ﾏｲｸﾛﾎﾟﾝﾁｮ ＜参考上代 \7,500(税別) TLS＞   

 

撥水性に優れたﾅｲﾛﾝ生地をｱｳﾀｰに使用し、ｲﾝﾅｰにﾏｲｸﾛﾌｧｲﾊﾞｰを使用したﾎﾟﾝﾁｮ。

防寒や防風着としてﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞ後の移動や、ﾎﾞｰﾄ船上待機などで利用できます。

様々なｳｫｰﾀｰｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨにも、おすすめです。  

■ 平置きｻｲｽﾞ（約） 肩幅︓ 71cm 胸回り︓ 73cm 本体長さ︓ 103cm 

 

 

2．[MU-7793] TLS ﾘｱｼｰﾄｶﾊﾞｰ CAMO  ＜参考上代 \ 7,600(税別) TLS＞ 

 

ﾊｲｴｰｽなどﾜﾝﾎﾞｯｸｽ車用ﾊﾞｯｸｼｰﾄｶﾊﾞｰ伸縮性に優れたﾈｵﾌﾟﾚ

ﾝ生地を使用し、全車種対応(ﾍﾞﾝﾁｼｰﾄﾀｲﾌﾟのみ)。 

ｸｯｼｮﾝ性に優れ保温性もあるﾈｵﾌﾟﾚﾝ素材。ｻｰﾌｨﾝだけでな

く、水に関わるｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨｰや汚れ対策として人気。 

ｻｲｽﾞ︓1250 × 1100 mm 
 

3．[MU-7775] TLS ﾊｸﾞｼｰﾄｶﾊﾞｰ    ＜参考上代 \ 6,300(税別) TLS＞ 

 

従来のｽﾀｲﾙとは一線を画すﾃﾞｻﾞｲﾝと品質を誇るｶｰｼｰﾄｶﾊﾞ

ｰ。伸縮性と防水性能に長けた厚めのﾈｵﾌﾟﾚﾝを採用、表面

に肌触りが良い素材、裏地にｽﾑｰｽな素材をｾｯﾄ。裏地ﾊﾟﾈﾙ

同士はｼｰﾑﾚｽなので、ｶｰｼｰﾄに設置しやすい生地のつなぎ合

わせやﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ部はより強固な縫製仕上げ座席の背面部

をｼｯﾊﾟｰで固定するだけでｾｯﾄｱｯﾌﾟ完了 

【適応ｻｲｽﾞ】 

座席正面部: ﾀﾃ 1345mm ×ﾖｺ 470～650mm ×ﾏﾁ 95～149mm 

(製品ｻｲｽﾞ 座席正面部 650 x 1345 mm / 左右全長 1300 mm) 
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新商品取扱開始のお知らせ 
お取引先様各位                                                  (2022/5/20) 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 
メーカー新商品の発表に伴い、下記商品の取り扱いを開始しますので、お知らせいたします。  

1．[MU-7794] WEEFINE WF ｽﾏｰﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞ PRO WFH05＜参考上代 \ 52,800(税別) Fisheye ＞
2．[MU-7795] WEEFINE WF ｽﾏｰﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞ WFH06    ＜参考上代 \ 42,800(税別) Fisheye ＞ 

 

ｽﾏｰﾄﾌｫﾝで本格的な水中写真が楽しめる『WEEFINE WF ｽﾏｰﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞ』が新たにﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯ

ﾌﾟして登場︕大型ｳｨﾝﾄﾞｳの採用により、大画面のｽﾏｰﾄﾌｫﾝや様々なﾚﾝｽﾞ位置のｽﾏｰﾄﾌｫﾝに

対応します︕︕ 

また,ｽﾏｰﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞ専用設計のｺﾝﾊﾞｰｼﾞｮﾝﾚﾝｽﾞをｵﾌﾟｼｮﾝで用意。超広角撮影からﾏｸﾛ撮影ま

で,従来のｽﾏｰﾄﾌｫﾝﾊｳｼﾞﾝｸﾞの常識を超えた本格的な水中撮影を可能にします。 

＜商品仕様＞ 

材質︓ 耐腐食ｱﾙﾐ合金、ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ  耐圧水深︓80  

ｻｲｽﾞ︓W203×H104×D61mm  重量︓860 g 水中 380ｇ 

【対応ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ】 

長さ 165mm以下、幅 85mm以下、厚さ 9.5mm以下の

iPhone(iOS13.0 以降)および Android（ver.4.4 以降）携帯端末 

※ﾚﾝｽﾞの位置とﾊｳｼﾞﾝｸﾞのﾚﾝｽﾞ窓の位置がﾏｯﾁしないｽﾏｰﾄﾌｫﾝは使用できません。 

 

＜ｵﾌﾟｼｮﾝ品＞  
[MU-7398] WF ﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ SH \6,800(税別)  
[MU-7396] WF ﾜｲﾄﾞｺﾝﾊﾞｰｼﾞｮﾝﾚﾝｽﾞ WFL07 Cell \39,800(税別)   
[MU-7397] WF ﾏｸﾛｺﾝﾊﾞｰｼﾞｮﾝﾚﾝｽﾞ WFL03+12 \28,800(税別)  

 iOS／Android に両対応 

専用ｱﾌﾟﾘとの Bluetooth 接続により、iPhone/Android の両 OS で使用可能。 
L165×W85×D9.5mm以下のｻｲｽﾞのｽﾏｰﾄﾌｫﾝが使用できます。 
操作系が統一されているのでｽﾏｰﾄﾌｫﾝを入れ替えても戸惑うことはありません。 

 堅牢なアルミボディ 

耐腐食アルミ合金によるﾊｳｼﾞﾝｸﾞﾎﾞﾃﾞｨは、耐圧水深 80m。 
エﾙｺﾞﾉﾐｯｸﾃﾞｻﾞｲﾝのｼﾝﾌﾟﾙなﾛｯｸ機構とともに大切なｽﾏｰﾄﾌｫﾝをしっかりと守ります。 

 ｽﾏｰﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞ WFH 06 
ｽﾏｰﾄﾌｫﾝからの緯度・経度、日時の表示ができます。 

 ｽﾏｰﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞ PRO WFH 05 
ｽﾏｰﾄﾌｫﾝからの緯度・経度、日時の表示に加え、標準装備の水圧/温度ｾﾝｻｰにより、深度(現在・最大)、潜水時間、水温を
表示することができます。また、撮影時に画像内へ(深度、潜水時間、水温、緯度・経度、日時)を記録させることもできます。 
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新商品取扱開始のお知らせ 
 
お取引先様各位                                                (2022/5/19) 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 
メーカー新商品の発表に伴い、下記商品の取り扱いを開始しますので、お知らせいたします。  

1．[MU-7790] Zhik ｳｫｰﾀｰｷｬｯﾌﾟ  ＜参考上代 \ 4,500(税別) Zhik＞ 

 

機能性を重視したキャップです。 

スポーツキャップと比べて伸縮性と通気性に優れた素材を使

用しているので、適度なフィット感と蒸れにくさが特徴です。ま

た特徴的な後頭部のパネル配置はあらゆる頭の形にフィット

します。 
 

2．[MU-7791] Zhik ｽﾎﾟｰﾂﾊﾞｲｻﾞｰ  ＜参考上代 \ 2,700(税別) Zhik＞ 

 

陸でも水の上でも使える軽量なストレッチバイザー。耐久性

と速乾性に優れた表地が特徴です。頭の大きさに合わせて

簡単に調節でき、一日中快適さと日除けを維持します。 
 

3．[MU-7792] Zhik ﾃﾞｯｷｼｭｰｽﾞ ZKG ＜参考上代 \14,000(税別) Zhik＞   

 

水陸両用シューズ ZKG が装いも新たにリニューアルされました。ザイクだけの特別な合成ラバー素

材と独自のトレッドパターンを持つ ZK ソールは、濡れても乾いても驚異のグリップ力を発揮しなが

ら、同時に耐久性も高いのが特徴です。 

アッパーにはストレッチ性の高いネオプレンと、新たに搭載した 3D エアメッシュにより、足を入れた瞬

間の心地よさだけでなく、履き続けた時の快適さも向上しました。通気性と排水性が飛躍的に向

上しています。全面改良を施された新しい ZKG は、グリップ力、耐久性、履き心地、通気性、排

水性のどれもが高いレベルにあり、あらゆるマリンアクティビティで活躍します。またそのスタイリッシュな

外観は、海上やマリーナだけでなく、普段履きとしてストリートを歩いてもまったく違和感ありません 

＜商品仕様＞ 

サイズ︓ 24cm / 25cm / 26cm / 27cm / 28cm / 29cm / 30cm / 31cm 

素材︓ 80% ネオプレン, 20% ナイロン 
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4．[MU-7769] MISTRAL ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ 11’ 5 ﾊﾟﾄﾞﾙ & ﾘｰｼｭｾｯﾄ＜参考上代 \98,000(税別) MISTRAL＞ 

 
付属品 US box 9 ｲﾝﾁﾌｨﾝ、3 ﾋﾟｰｽｱﾙﾐﾊﾟﾄﾞﾙ、8 ﾌｨｰﾄｺｲﾙﾘｰｼｭｺｰﾄﾞ 

ﾀﾞﾌﾞﾙｱｸｼｮﾝﾊﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ、ｼｮﾙﾀﾞｰﾍﾞﾙﾄ、ﾎｲｰﾙ付きﾊﾞｯｸﾞ 

ﾘﾍﾟｱｷｯﾄ 

初心者から上級者まで、レクリエーション SUP において、最も乗りやすく、扱いやすいスペックのオールラウンドボード

です。最新の DSFL 13,600（ミストラル・ダブルスキン・フュージョンレイヤー・テクノロジー13,600）を採用し、１

平方インチあたり 13,600 本のクロスドロップステッチを配した、軽量で高い強度と剛性を誇る、最高品質のインフ

レータブル SUP ボードです。高速クルージング、ヨガ＆フィットネス、お子様やペットとのタンデム、SUP フィッシング、

また、スクール、ツアー、レンタル等、多彩な遊び方を提供します。収納時には、スーツケースほどのサイズのバッグに 

収まります。 

＜商品仕様＞ 

全長 : 350 cm 全幅 : 78 cm 全高 : 15 cm 

容量 : 316 L 重量 : 9.2 kg  

5．[MU-7770] MISTRAL ｺｰﾗﾙ 10’ 5 ﾊﾟﾄﾞﾙ & ﾘｰｼｭｾｯﾄ＜参考上代 \108,000(税別) MISTRAL＞ 

 
付属品 US box 9 ｲﾝﾁﾌｨﾝ、3 ﾋﾟｰｽｱﾙﾐﾊﾟﾄﾞﾙ（ｺｰﾗﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ） 

8 ﾌｨｰﾄｺｲﾙﾘｰｼｭｺｰﾄﾞ、ﾀﾞﾌﾞﾙｱｸｼｮﾝﾊﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ、ｼｮﾙﾀﾞｰﾍﾞﾙﾄ、 

ﾎｲｰﾙ付きﾊﾞｯｸﾞ、ﾘﾍﾟｱｷｯﾄ 

サンゴ礁の海の中をモチーフに、デッキ、ボトム、全体にフルデジタルのプリントを施した、鮮やかで、美しいデザインの

オールラウンドボードです。最新の DSFL 13,600（ミストラル･ダブルスキン･フュージョンレイヤー･テクノロジー）を

採用し、更に強度と剛性を高めた、最高品質のインフレータブル SUP ボードです。DSFL13,600 の採用により、

ボードの厚みは12cm へ削減され、安定性が増し、風にも強いボードです。重量はわずか8.5kg で、取り扱いが

容易です。幅広で安定性が高く、ツーリングにヨガ＆フィットネスに最適です。収納時には、スーツケースほどのサイズ 

のバッグに収まります。 

＜商品仕様＞ 

全長 : 320 cm 全幅 : 84 cm 全高 : 12 cm 

容量 : 240 L 重量 : 8.5 kg  

6.  [MU-7771] AMEO ﾊﾟﾜｰﾌﾞﾘｰｻﾞｰ SPORTS ＜参考上代 \ 14,800(税別) AMEO＞ 
7.  [MU-7772] AMEO ﾊﾟﾜｰﾌﾞﾘｰｻﾞｰ WAVE   ＜参考上代 \ 18,800(税別) AMEO＞ 
＜ AMEO ﾊﾟﾜｰﾌﾞﾘｰｻﾞｰ SPORTS ＞ 

 

＜ AMEO ﾊﾟﾜｰﾌﾞﾘｰｻﾞｰ WAVE ＞ 

 
POWERBREATHER Technology 

パワーブリーザーのアメオ・フレッシュエアー・システムⓇは独自の特許取得技術です。既存のシュノーケルとは全く違い、吸気と排気を

完全に2 系統に分離しました。その事により、吸気は、水の侵入が無く、100％新鮮で酸素豊富な空気を取り込めます。同時に、

革新的バルブ搭載のシステムは、排気時に自動的に水の排出もおこない、安心して呼吸が行えます。その結果、あたかも陸上にい

るかのように、水中にて呼吸をすることができます。 
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新商品取扱開始のお知らせ 
 
お取引先様各位                                                (2022/5/16) 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 
メーカー新商品の発表に伴い、下記商品の取り扱いを開始しますので、お知らせいたします。  

1．[MU-7763] KELDAN Video 8XR CRI86 20,000 ﾙｰﾒﾝ＜参考上代 \248,000(税別) KELDAN＞ 

 

●照射角度 ︓ 水中 110° / 陸上 120° ●色温度/ 演色性 ︓ 5600K / Ra86  

●全光束︓ 調光時最大 20000lm / 最小 250lm 9 段階調光 

●電源︓ 充電式リチウムイオンバッテリー14.4V ( 99Wh )  ●耐圧水深︓ 200m  

●大きさ︓ 最大径/Max. Ф 70mm × 235mm （突起部を除く）   

●重量︓ 陸上 900g / 水中 330g   ●ワイヤレスリモコン対応（別売り） 

●材質、処理︓ 耐蝕アルミ合金/ 硬質アルマイト、PC、光学ガラス/ 化学強化ガラス 

●付属品 Li-ion バッテリー、AC 充電器、ボールアダプターリングクランプ 

2．[MU-7764] KELDAN Video18XR CRI86 35,000 ﾙｰﾒﾝ＜参考上代 \398,000(税別) KELDAN＞ 

 

●照射角度 ︓ 水中 110° / 陸上 120° ●色温度/ 演色性 ︓ 5600K / Ra86  

●全光束︓ 調光時最大 35000lm / 最小 440lm 9 段階調光 

●電源︓ 充電式リチウムイオンバッテリー10.8V ( 3 x 74Wh )  ●耐圧水深︓ 200m  

●大きさ︓ 最大径/Max. Ф 115mm × 360mm （突起部を除く）   

●重量︓ 陸上 2500g / 水中 600g   ●ワイヤレスリモコン対応（別売り） 

●材質、処理︓ 耐蝕アルミ合金/ 硬質アルマイト、PC、光学ガラス/ 化学強化ガラス 

●付属品 Li-ion バッテリー× 3 個、バッテリートレイ、AC 充電器、ボールアダプターリングクランプ 

3．[MU-7765] KELDAN Video24XR CRI86 45,000 ﾙｰﾒﾝ＜参考上代 \498,000(税別) KELDAN＞   

 

●照射角度︓水中 110° / 陸上 120° ●色温度/ 演色性 ︓ 5600K / Ra86  

●全光束︓ 調光時最大 45000lm / 最小 550lm 9 段階調光 

●電源︓ 充電式リチウムイオンバッテリー14.4V ( 3 x 99Wh )  ●耐圧水深︓ 200m  

●大きさ︓ 最大径/Max. Ф 115mm × 420mm （突起部を除く）  

●重量︓ 陸上 2900g / 水中 650g   ●ワイヤレスリモコン対応（別売り） 

●材質、処理︓ 耐蝕アルミ合金/ 硬質アルマイト、PC、光学ガラス/ 化学強化ガラス 

●付属品 Li-ion バッテリー× 3 個、バッテリートレイ、AC 充電器、ボールアダプターリングクランプ 

 

KELDAN LED ﾗｲﾄは、限りなく本物に近い「色」にこだわり、被写体の持つ色彩を忠実に映し出す、ﾊｲﾋﾞｼﾞｮﾝ動画撮影のためのﾌﾟﾛﾌｪｯｼ

ｮﾅﾙﾋﾞﾃﾞｵﾗｲﾄです。ﾘﾌﾚｸﾀｰ＆LED ﾓｼﾞｭｰﾙの交換に対応し、様々な撮影状況に合わせたｼｽﾃﾑ構成が可能な「Modular Lights」と、ｺﾝ

ﾊﾟｸﾄなﾎﾞﾃﾞｨにﾊｲﾋﾞｼﾞｮﾝﾋﾞﾃﾞｵ撮影時に必要な機能を搭載した「Compact Lights」の 2 種ﾓﾃﾞﾙがあります。 

 

KELDAN LED ﾗｲﾄは、耐圧水深 200ｍの最高峰ｸﾗｽの耐圧・防水性能に加えて、陸上でも使える水陸両用仕様です。 

陸上では、おおむね 30w(白色光 3000lm 相当)以下の出力ﾚﾍﾞﾙでの使用であれば問題なく使用できます。なお、高温環境下や推奨

出力以上の使用などにより機体温度が上昇した場合は、機体保護機能が働き、機体温度が安定する出力ﾚﾍﾞﾙに自動調整されます。 
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4．[MU-7766] KELDAN Video 8M＋UV ﾕﾆｯﾄ 385nm,105w＜参考上代 \220,500(税別) KELDAN＞   

 

●照射角度 ︓ 90°  ●最大光量: 385 nm LED   

●色温度︓ ウルトラ・バイオレット  5 段階調光 

●電源︓ 充電式リチウムイオンバッテリー14.4V ( 99Wh )  ●耐圧水深︓ 200m  

●大きさ︓ 最大径/Max. Ф 120mm × 290mm （突起部を除く）   

●重量︓ 陸上 1100g / 水中 140g 

●材質、処理︓ 耐蝕アルミ合金/ 硬質アルマイト、PC、光学ガラス/ 化学強化ガラス 

●付属品 Li-Ion バッテリー、AC 充電器、９０度リフレクター、ボールアダプターリングクランプ 

5．[MU-7768] KELDAN ﾊﾞｰﾝﾄﾞｱ ＜参考上代 \ 32,000(税別) KELDAN＞   

 

Barn door for 4/8X series 専用 

KELDAN ライトの前面に固定されるバーンドア。光源を囲むように 4 枚のヒンジ式ドアが付いてい

ます。ライト本体に取りつけることで、光の形状をコントロールすることができます。 

4 枚の可動式羽根により照射角を調整したり、配光の一部をカットすることで浮遊物の写り込み

を軽減し、被写体をよりクリアに映し出します。 

＜世界初の超音波技術を応用した水中ワイヤレスリモコン＞ 
KELDAN Video 8XR、18XR および KELDAN Video 24XR用のワイヤレスリモコン ＜参考上代 \86,000(税別) ＞
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新商品取扱開始のお知らせ 
 
お取引先様各位                                                (2022/3/9) 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 
メーカー新商品の発表に伴い、下記商品の取り扱いを開始しますので、お知らせいたします。  
 
＜ドライタンク D2 25L に新色登場!!＞ 
DRY TANK D2 シリーズは抜群の防水性能を誇るストリームトレイルのベーシックなバックパックです。 
普段使いはもちろん、ちょっとした旅行やレジャー、バイクツーリングなど様々なシーンで活躍してくれるサイズです。 

＜商品仕様＞ 
サイズ : 幅 30×奥行 24×高さ 44cm  素材 : ターポリン、ポリエステル 

1.  [MU-7747] ST ﾄﾞﾗｲﾀﾝｸ-25L Stripe   ＜参考上代 \ 16,000(税別) Streamtrail＞ 

  

2.  [MU-7748] ST ﾄﾞﾗｲﾀﾝｸ-25L Two Tone   ＜参考上代 \ 16,000(税別) Streamtrail＞ 
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＜新登場 GUPPY（グッピー）︕!＞ 

3.  [MU-7749] ST GUPPY ＜参考上代 \ 4,500(税別) Streamtrail＞ 

ボデイーフィットシェイプのショルダーバッグ。アクティブに過ごす 1日に最適!! 十分な収納容量も兼ね備えています。 

＜商品仕様＞ 
サイズ : 幅 26.5×奥行 12×高さ 16.5cm  5L  素材 : ターポリン、ポリエステル 

   

＜新登場 Inner Wall（インナーウォール）︕!＞ 

4.  [MU-7750] ST ｲﾝﾅｰｳｫｰﾙ D30   ＜参考上代 \ 2,500(税別) Streamtrail＞ 
5.  [MU-7751] ST ｲﾝﾅｰｳｫｰﾙ D55   ＜参考上代 \ 2,800(税別) Streamtrail＞ 

組み立て式のインナーウォール。 
壁をバッグ内で作ることができしっかり固定し、より収納しやすく、複数のバッグをスタッキングすることも可能。 
稼働式の仕切りは D55 には 2枚、D30 には 1枚付属します。 

＜適応バッグ＞ 
D30 : ST Dorado30、ST MERO-1、ST Blow L   
D55 : ST Dorado55、ST MERO-0 
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新商品取扱開始のお知らせ 
 
お取引先様各位                                                (2022/1/14) 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 
メーカー新商品の発表に伴い、下記商品の取り扱いを開始しますので、お知らせいたします。  

＜新製品「SYSTEM01/02:re」＞ 
RGBlue SYSTEM シリーズ水中ライトの初めてのフルモデルチェンジとなる”SYSTEM01:re、SYSTEM02:re(アールイー)” 

”:re(アールイー）”は re-Design(再設計)を語源とし、8年間にわたるSYSTEMシリーズ水中ライトの販売・修理・オーバーホール

サービス等で蓄積された課題を改善した新製品です。 

1．[MU-7704] RGBlue SYSTEM01:re ｽｰﾊﾟｰﾅﾁｭﾗﾙｶﾗｰ＜参考上代 \ 68,000(税別) RGBLUE＞   

 

●色温度 / 演色性 5000K / Ra95 ●全光束 最大 2600lm 

●照射角度 100°/集光ﾚﾝｽﾞ(別売)使用時60° ●連続点灯時間45分～550分 

●最大径 Φ68mm x 141mm / 陸上 440g ,水中 160g 

●同梱品 ﾁｬｰｼﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ、PD 対応 USB ｹｰﾌﾞﾙ、EVA ｹｰｽ M 

ﾊﾞｯﾃﾘｰﾓｼﾞｭｰﾙｷｬｯﾌﾟ、ﾗｲﾄﾓｼﾞｭｰﾙｷｬｯﾌﾟ、O ﾘﾝｸﾞ、ｼﾘｺﾝｸﾞﾘｽ 
 

2．[MU-7709] RGBlue SYSTEM02:re ｽｰﾊﾟｰﾅﾁｭﾗﾙｶﾗｰ ＜参考上代 \ 80,000(税別) RGBLUE＞   

 

●色温度 / 演色性 5000K / Ra95 ●全光束 最大 2600lm 

●照射角度 100°/集光ﾚﾝｽﾞ(別売)使用 60°●連続点灯時間 90 分～1000 分 

●最大径 Φ68mm x 141mm / 陸上 565g ,水中 195g 

●同梱品 ﾁｬｰｼﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ、PD 対応 USB ｹｰﾌﾞﾙ、EVA ｹｰｽ M 

ﾊﾞｯﾃﾘｰﾓｼﾞｭｰﾙｷｬｯﾌﾟ、ﾗｲﾄﾓｼﾞｭｰﾙｷｬｯﾌﾟ、O ﾘﾝｸﾞ、ｼﾘｺﾝｸﾞﾘｽ 
 

3．[MU-7705] RGBlue SYSTEM01:re ﾌﾟﾚﾐｱﾑｶﾗｰ ＜参考上代 \ 68,000(税別) RGBLUE＞   

 

●色温度 / 演色性 4200K / Ra95 ●全光束 最大 2200lm 

●照射角度100°/集光ﾚﾝｽﾞ(別売)使用時 60° ●連続点灯時間45分～550分 

●最大径 Φ68mm x 141mm / 陸上 440g ,水中 160g 

●同梱品 ﾁｬｰｼﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ、PD 対応 USB ｹｰﾌﾞﾙ、EVA ｹｰｽ M 

ﾊﾞｯﾃﾘｰﾓｼﾞｭｰﾙｷｬｯﾌﾟ、ﾗｲﾄﾓｼﾞｭｰﾙｷｬｯﾌﾟ、O ﾘﾝｸﾞ、ｼﾘｺﾝｸﾞﾘｽ 
 

4．[MU-7710] RGBlue SYSTEM02:re ﾌﾟﾚﾐｱﾑｶﾗｰ ＜参考上代 \ 80,000(税別) RGBLUE＞   

 

●色温度 / 演色性 4200K / Ra95 ●全光束 最大 2200lm 

●照射角度 100°/集光ﾚﾝｽﾞ(別売)使用時60°●連続点灯時間 90分～1000 分 

●最大径 Φ68mm x 141mm / 陸上 565g ,水中 195g 

●同梱品 ﾁｬｰｼﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ、PD 対応 USB ｹｰﾌﾞﾙ、EVA ｹｰｽ M 

ﾊﾞｯﾃﾘｰﾓｼﾞｭｰﾙｷｬｯﾌﾟ、ﾗｲﾄﾓｼﾞｭｰﾙｷｬｯﾌﾟ、O ﾘﾝｸﾞ、ｼﾘｺﾝｸﾞﾘｽ 
 

※ 新ﾓﾃﾞﾙ:reｼﾘｰｽﾞは、必要最小限の単位で販売するという観点から、ACｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ、YSｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ、ﾊﾝﾄﾞｸﾞﾘｯﾌﾟは付属いたしません。本製品を使用する際は、市販のUSB-PD

対応AC ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ(30W以上)か、別売の [MU-7736] RGBlue USB PD 対応 AC ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ(re)＜参考上代 \ 6,000(税別)＞をご使用いただきますようお願いします。 
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5．[MU-7706] RGBlue SYSTEM01:re ｽﾎﾟｯﾄﾋﾞｰﾑ ＜参考上代 \ 59,000(税別) RGBLUE＞   

 

●色温度 / 演色性 5000K / Ra80 ●全光束 最大 1300lm 

●照射角度 5°(ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄあり) / 17° ●連続点灯時間 70分～700 分 

●最大径 Φ68mm x 164.5mm / 陸上 530g ,水中 190g 

●同梱品 ﾁｬｰｼﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ、PD 対応 USB ｹｰﾌﾞﾙ、EVA ｹｰｽ M、ﾋﾞｰﾑｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ 

ﾗﾊﾞｰﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ、ﾊﾞｯﾃﾘｰﾓｼﾞｭｰﾙｷｬｯﾌﾟ、ﾗｲﾄﾓｼﾞｭｰﾙｷｬｯﾌﾟ、O ﾘﾝｸﾞ、ｼﾘｺﾝｸﾞﾘｽ 
 

6．[MU-7711] RGBlue SYSTEM02:re ｽﾎﾟｯﾄﾋﾞｰﾑ ＜参考上代 \ 71,000(税別) RGBLUE＞   

 

●色温度 / 演色性 5000K / Ra80 ●全光束 最大 1300lm 

●照射角度 5°(ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄあり) / 17° ●連続点灯時間 140 分～1400 分 

●最大径 Φ68mm x 164.5mm / 陸上 620g ,水中 210g 

●同梱品 ﾁｬｰｼﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ、PD 対応 USB ｹｰﾌﾞﾙ、EVA ｹｰｽ M、ﾋﾞｰﾑｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ 

ﾗﾊﾞｰﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ、ﾊﾞｯﾃﾘｰﾓｼﾞｭｰﾙｷｬｯﾌﾟ、ﾗｲﾄﾓｼﾞｭｰﾙｷｬｯﾌﾟ、O ﾘﾝｸﾞ、ｼﾘｺﾝｸﾞﾘｽ 
 

7．[MU-7707] RGBlue SYSTEM01:re ﾂｲﾝﾗｲﾄ ｽｰﾊﾟｰﾅﾁｭﾗﾙｶﾗｰ＜参考上代 \ 92,000(税別) RGBLUE＞ 

 

●色温度 / 演色性 5000K / Ra95 ●全光束 最大 2600lm(2 灯) 

●照射角度 100° ●連続点灯時間 45分～550 分 

●最大径 Φ68mm x 150mm / 陸上 600g ,水中 230g 

●同梱品 ﾁｬｰｼﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ、PD 対応 USB ｹｰﾌﾞﾙ、専用ｹｰｽ L 

YS ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰｾｯﾄ、ﾊﾞｯﾃﾘｰﾓｼﾞｭｰﾙｷｬｯﾌﾟ、ﾗｲﾄﾓｼﾞｭｰﾙｷｬｯﾌﾟ、O ﾘﾝｸﾞ、ｼﾘｺﾝｸﾞﾘｽ 
 

8．[MU-7712] RGBlue SYSTEM02:re ﾂｲﾝﾗｲﾄ ｽｰﾊﾟｰﾅﾁｭﾗﾙｶﾗｰ＜参考上代 \ 104,000(税別) RGBLUE＞ 

 

●色温度 / 演色性 5000K / Ra95 ●全光束 最大 2600lm(2 灯) 

●照射角度 100° ●連続点灯時間 90分～1000 分 

●最大径 Φ68mm x 150mm / 陸上 690g ,水中 250g 

●同梱品 ﾁｬｰｼﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ、PD 対応 USB ｹｰﾌﾞﾙ、専用ｹｰｽ L 

YS ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰｾｯﾄ、ﾊﾞｯﾃﾘｰﾓｼﾞｭｰﾙｷｬｯﾌﾟ、ﾗｲﾄﾓｼﾞｭｰﾙｷｬｯﾌﾟ、O ﾘﾝｸﾞ、ｼﾘｺﾝｸﾞﾘｽ 
 

9．[MU-7708] RGBlue SYSTEM01:re ﾂｲﾝﾗｲﾄ ﾌﾟﾚﾐｱﾑｶﾗｰ ＜参考上代 \ 92,000(税別) RGBLUE＞   

 

●色温度 / 演色性 4200K / Ra95 ●全光束 最大 2200lm(2 灯) 

●照射角度 100° ●連続点灯時間 45分～550 分 

●最大径 Φ68mm x 150mm / 陸上 600g ,水中 230g 

●同梱品 ﾁｬｰｼﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ、PD 対応 USB ｹｰﾌﾞﾙ、専用ｹｰｽ L 

YS ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰｾｯﾄ、ﾊﾞｯﾃﾘｰﾓｼﾞｭｰﾙｷｬｯﾌﾟ、ﾗｲﾄﾓｼﾞｭｰﾙｷｬｯﾌﾟ、O ﾘﾝｸﾞ、ｼﾘｺﾝｸﾞﾘｽ 
 

10．[MU-7713] RGBlue SYSTEM02:re ﾂｲﾝﾗｲﾄ ﾌﾟﾚﾐｱﾑｶﾗｰ ＜参考上代 \ 104,000(税別) RGBLUE＞   

 

●色温度 / 演色性 4200K / Ra95 ●全光束 最大 2200lm(2 灯) 

●照射角度 100° ●連続点灯時間 90分～1000 分 

●最大径 Φ68mm x 150mm / 陸上 690g ,水中 250g 

●同梱品 ﾁｬｰｼﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ、PD 対応 USB ｹｰﾌﾞﾙ、専用ｹｰｽ L 

YS ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰｾｯﾄ、ﾊﾞｯﾃﾘｰﾓｼﾞｭｰﾙｷｬｯﾌﾟ、ﾗｲﾄﾓｼﾞｭｰﾙｷｬｯﾌﾟ、O ﾘﾝｸﾞ、ｼﾘｺﾝｸﾞﾘｽ 
 

※ 新ﾓﾃﾞﾙ:reｼﾘｰｽﾞは、必要最小限の単位で販売するという観点から、ACｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ、YSｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ、ﾊﾝﾄﾞｸﾞﾘｯﾌﾟは付属いたしません。本製品を使用する際は、市販のUSB-PD

対応AC ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ(30W以上)か、別売の [MU-7736] RGBlue USB PD 対応 AC ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ(re)＜参考上代 \ 6,000(税別)＞をご使用いただきますようお願いします。 
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＜新製品︓re シリーズの特長＞   
●USB PD で急速充電の実現︓ｽﾏｰﾄﾌｫﾝやﾊﾟｿｺﾝの充電にも使われる USB PD(30W以上)を採用。急速充電が可能になり、市販品も利用可能に。 

●腐食しにくく、使いやすくなった充電端子︓ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟの充電端子の採用による腐食ﾘｽｸの低減とﾒﾝﾃﾅﾝｽの向上。充電端子の場所もﾗｲﾄ後方部に変更。 

●ﾓｼﾞｭｰﾙ間の防水・ﾘｶﾊﾞﾘｰ機能向上︓防滴ﾊﾟｯｷﾝを追加した二重防水構造により浸水ﾘｽｸを低減。接点ﾋﾟﾝの大径化により塩分の固着ﾘｽｸを低減。 

●ﾕｰｻﾞﾋﾞﾘﾃｨがｱｯﾌﾟしたﾗｲﾄﾓｼﾞｭｰﾙ︓ﾓｼﾞｭｰﾙ着脱用ﾛｯｸﾘﾝｸﾞは高精度切削ﾛｰﾚｯﾄ加工。ﾗｲﾄ先端部にﾗﾊﾞｰﾌﾟﾛﾃｸﾀｰを装備。ﾎﾞﾀﾝは大きくﾁﾀﾝ製に。 

●抜本的に改良されたｱｸｾｻﾘｰ:赤ﾌｨﾙﾀｰや集光ﾚﾝｽﾞ,ｽﾇｰﾄはあらかじめ取り付け、ﾜﾝﾀｯﾁで切替可能なﾌﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟに。ﾌﾛｰﾄもつけ外しがしやすく改良。 

＜ライトモジュール＆バッテリーモジュール＞  

 

< WIDE ANGLE > 

[MU-7714] LM5K2600S2    

[MU-7715] LM4.2K2200G2  

< SPOT BEAM > 

[MU-7716] LM5K-SP17-2    

< TWIN LIGHT > 

[MU-7718] LM5K1300S2    

[MU-7719] LM4.2K1100G2  

< BATTERY MODULE > 

[MU-7720] BM3521S        

[MU-7721] BM6721L        

 

\ 43,000 

\ 43,000 

 

\ 35,000 

 

\ 59,000 

\ 59,000 

 

\ 26,000 

\ 35,000 

※新ﾓﾃﾞﾙ:re ｼﾘｰｽﾞのﾗｲﾄ/ﾊﾞｯﾃﾘｰﾓｼﾞｭｰﾙは、RGBlue の全てのﾓｼﾞｭｰﾙと互換性がありますが、2重 O ﾘﾝｸﾞは:re ｼﾘｰｽﾞの組合せのみで機能します。 

＜別売アクセサリー＞ 
1．[MU-7721(S)/7722(L)] RGBlue ﾌﾛｰﾄｼﾞｬｹｯﾄ 2  (re)＜参考上代 \ 3,500(税別) RGBLUE＞   

 

浮力調整ﾌﾛｰﾄ｡水中重量が中性浮力となり水中撮影時の負担を軽減します｡  

付属のﾛｯｸ機構付ｽﾄｯﾊﾟｰによりﾜﾝﾀｯﾁで着脱ができます｡ﾌﾛｰﾄを取付けた状態で充電

が可能｡ ﾎﾞｰﾙｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ等の着脱時に転がらない上面ﾌﾗｯﾄ形状｡付属品:ｽﾄｯﾊﾟｰ。 

対応製品 S ｻｲｽﾞ :re BM3521S  L ｻｲｽﾞ :re BM6721Ｌ 

2．[MU-7723] RGBlue GoPro ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ 2 (re) ＜参考上代 \ 3,000(税別) RGBLUE＞   

 

ﾗｲﾄに直接 GoPro を取付けるためのｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ。 

ﾗｲﾄﾓｼﾞｭｰﾙのｱｸｾｻﾘｰ固定ﾈｼﾞ穴に直接取付けます｡ 固定位置は 4 か所から選択可

能です｡ﾊﾝﾄﾞｸﾞﾘｯﾌﾟとの併用で､ｺﾝﾊﾟｸﾄな撮影ｷｯﾄが可能です｡ 

対応製品 :re LM5K2600S2 / LM4.2K2200G2 

3．[MU-7724] RGBlue ﾌﾘｯﾌﾟ集光ﾚﾝｽﾞ (re) ＜参考上代 \ 5,400(税別) RGBLUE＞   

 

照射範囲を 100°から 60°に絞ることで､より照度を上げることができます。 

光学ﾚﾝｽﾞと拡散ﾚｲﾔｰの二重構造により｡配光はﾌﾗｯﾄかつ色ﾑﾗもありません｡  

ﾌﾘｯﾌﾟ構造により水中での切り替えがﾜﾝﾀｯﾁで可能｡ ﾗｲﾄﾓｼﾞｭｰﾙに直接ﾎﾞﾙﾄで固定｡ 

付属品:ﾌﾘｯﾌﾟｽﾄｯﾊﾟｰ､ｽﾍﾟｰｻｰ､固定ﾎﾞﾙﾄ" 

対応製品 :re LM5K2600S2 / LM4.2K2200G2 
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4．[MU-7725] RGBlue ﾌﾘｯﾌﾟｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ 2 ﾌﾚｰﾑ (re) ＜参考上代 \ 4,500(税別) RGBLUE＞   

 

ﾌﾘｯﾌﾟｱﾀﾞﾌﾟﾀｰのﾌﾚｰﾑ(枠)。別売りのｶﾗｰﾌｨﾙﾀｰ(ﾚｯﾄﾞ､ﾌﾞﾙｰ､ﾋﾟﾝｸ)と組み合わせて使

用します｡ ﾌﾘｯﾌﾟ集光ﾚﾝｽﾞ等に重ねて使用できるｽﾍﾟｰｻｰ付属。付属品:ﾌﾘｯﾌﾟｽﾄｯﾊﾟ

ｰ､ｽﾍﾟｰｻｰ､固定ﾎﾞﾙﾄ 対応製品 :re LM5K2600S2 / LM4.2K2200G2 

[MU-7726] ﾚｯﾄﾞﾌｨﾙﾀｰ (単品) (re) ＜参考上代 \ 800(税別) RGBLUE＞ 

[MU-7727] ﾌﾞﾙｰﾌｨﾙﾀｰ (単品) (re) ＜参考上代 \ 800(税別) RGBLUE＞ 

[MU-7728] ﾋﾟﾝｸﾌｨﾙﾀｰ (単品) (re) ＜参考上代 \ 800(税別) RGBLUE＞ 

5．[MU-7729] RGBlue ｻｰﾁﾗｲﾄｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ 2 (re) ＜参考上代 \ 5,400(税別) RGBLUE＞   

 

専用光学ﾚﾝｽﾞを使用し照射範囲を 100°から 30°に絞りより遠くを照射します｡  

ﾌﾘｯﾌﾟ構造により水中での切り替えがﾜﾝﾀｯﾁで可能｡ ﾗｲﾄﾓｼﾞｭｰﾙに直接ﾎﾞﾙﾄで固定｡ 

付属品:ﾌﾘｯﾌﾟｽﾄｯﾊﾟｰ､固定ﾎﾞﾙﾄ 

対応製品 :re LM5K2600S2 / LM4.2K2200G2 

6．[MU-7730] RGBlue ｽﾇｰﾄｷｯﾄ 2 (re) ＜参考上代 \ 8,000(税別) RGBLUE＞   

 

被写体をﾋﾟﾝﾎﾟｲﾝﾄで照らし､背景を暗くしたい場合に使用します｡  

部品の組合せにより､3 種類のｽﾎﾟｯﾄ光が演出できます｡ 集光ﾚﾝｽﾞが組み込まれたﾌﾘｯ

ﾌﾟ構造｡水中での切り替えがﾜﾝﾀｯﾁで可能｡ﾗｲﾄﾓｼﾞｭｰﾙに直接ﾎﾞﾙﾄで固定｡ 

付属品:ｽﾇｰﾄΦ8､16mm､集光ﾚﾝｽﾞ､ﾌﾘｯﾌﾟｽﾄｯﾊﾟｰ固定ﾈｼﾞ 

対応製品 :re LM5K2600S2 / LM4.2K2200G2 

7．[MU-7731] RGBlue ﾊﾞﾝﾄﾞｱ (re) ＜参考上代 \ 5,400(税別) RGBLUE＞   

 

被 4 枚の可動式羽根により照射角を調整したり､配光の一部をｶｯﾄすることで浮遊物の

写り込みを軽減し､被写体をよりｸﾘｱに映し出します｡ 

付属品:固定ﾎﾞﾙﾄ 

対応製品 :re LM5K2600S2 / LM4.2K2200G2 

8．[MU-7732] RGBlue ﾊﾝﾄﾞｸﾞﾘｯﾌﾟ 03 (00/re) ＜参考上代 \ 3,000(税別) RGBLUE＞   

 

BC などに直接取付けられるｶﾗﾋﾞﾅ機構付きのｶﾞﾝｸﾞﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ｡  

ｶﾗﾋﾞﾅ部､ﾜｲﾔｰｹﾞｰﾄの形状を見直し操作性が向上しました｡ すべてのRGBlue製ﾊﾞｯﾃ

ﾘｰﾓｼﾞｭｰﾙに取り付け可能です｡ 

対応製品 :すべての RGBlue 製ﾊﾞｯﾃﾘｰﾓｼﾞｭｰﾙ 

9．[MU-7733] RGBlue ﾀﾞｲﾚｸﾄﾌｯｸ 2 (re) ＜参考上代 \ 1,800(税別) RGBLUE＞   

 

専用吊り下げﾌｯｸ｡ﾊﾝﾄﾞｸﾞﾘｯﾌﾟを使用しないで手持ちで使用する場合に使用します｡ 

ｶﾗﾋﾞﾅなどを介して BC などにｺﾝﾊﾟｸﾄな 状態で吊り下げられます｡BM3521S､

BM6721L のｱｸｾｻﾘｰ固定 ﾌﾟﾚｰﾄと交換して取付けます｡ 

対応製品 :re BM3521S / BM6721L 
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新商品取扱開始のお知らせ 

お取引先様各位                                                 (2021/11/15) 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 
メーカー新商品の発表に伴い、下記商品の取り扱いを開始しますので、お知らせいたします。  

1．[MU-7697] FIX NEO Premium 3000DX SWRII FS ＜参考上代 \ 69,800(税別) Fisheye ＞ 

 

大光量・多機能NEO ﾗｲﾄ 

最大 3000 ﾙｰﾒﾝの大光量と色温度5700K／高演色性Ra95(ﾜｲﾄﾞ)の Premium ｶﾗ

ｰは、水中の色を鮮やかに再現します。 

ﾜｲﾄﾞ、ｽﾎﾟｯﾄ、ﾚｯﾄﾞ光の切り換えが可能です。 

ｽﾄﾛﾎﾞ光を感知して自動的に消灯し1秒後に点灯する「ｽﾄﾛﾎﾞ光自動消灯ﾓｰﾄﾞ(FS)」を

搭載。ｽﾄﾛﾎﾞでの撮影時にﾗｲﾄによる光かぶりを防ぎます。 

＜商品仕様＞ 

・最大光量:3000 ﾙｰﾒﾝ(ﾜｲﾄﾞ)、500 ﾙｰﾒﾝ(ｽﾎﾟｯﾄ)、250 ﾙｰﾒﾝ(ﾚｯﾄﾞ) 

・照射角:100 度(ﾜｲﾄﾞ)、30 度(ｽﾎﾟｯﾄ)、100 度(ﾚｯﾄﾞ) 

・色温度:5700K(ﾜｲﾄﾞ) 、6000～6500K(ｽﾎﾟｯﾄ) 

・演色性 Ra95(ﾜｲﾄﾞ)  

・点灯時間︓50 分(ﾜｲﾄﾞ)、360 分(ｽﾎﾟｯﾄ)、450 分(ﾚｯﾄﾞ) 

・充電時間︓2.5 時間 ・耐圧水深:100 m 

・ｻｲｽﾞ: φ58 x L132mm 380g(水中 130g) 
 

2．[MU-7698] FIX NEO Premium 1000DX SWII ＜参考上代 \ 39,800(税別) Fisheye ＞ 

 

進化したｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ NEO ﾗｲﾄ 

最大 1000 ﾙｰﾒﾝの大光量と色温度5000K／高演色性Ra90(ﾜｲﾄﾞ)の Premium ｶﾗ

ｰは、水中の色を鮮やかに再現します。ﾜｲﾄﾞ、ｽﾎﾟｯﾄの切り換えが可能です。 

＜商品仕様＞ 

・最大光量:1000 ﾙｰﾒﾝ(ﾜｲﾄﾞ)、600 ﾙｰﾒﾝ(ｽﾎﾟｯﾄ) 

・照射角:100 度(ﾜｲﾄﾞ)、30 度(ｽﾎﾟｯﾄ) 

・色温度:5000K(ﾜｲﾄﾞ)、6000～6500K(ｽﾎﾟｯﾄ) 

・演色性 Ra90(ﾜｲﾄﾞ) 

・点灯時間︓120 分(ﾜｲﾄﾞ)、220 分(ｽﾎﾟｯﾄ) 

・充電時間︓2.5 時間 ・耐圧水深:100 m 

・ｻｲｽﾞ: φ55 x L126mm 374g(水中 120g) 
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FIX NEO II ライトの機能と特長  
 

   

超小型ボディ 

手のひらにすっぽりと収まる超ｺﾝﾊﾟｸﾄｻｲｽﾞ。水中重量はわずか

132g(NEO Premium 4030 EF II)。 NEO を手にとった

瞬間に、その取りまわしの良さを実感していただけます。 

ハイパワーLED 

小型ﾎﾞﾃﾞｨながら最大 4000 ﾙｰﾒﾝ(NEO Premium 4030 

DX II)の大光量で、乗用車のﾍｯﾄﾞﾗｲﾄ並みの明るさを実現。 

均一した美しい配光により、目の前に広がる水中世界を鮮やか

に照らし出します。 

シンプル操作＆簡単光量調節 

電源ﾎﾞﾀﾝを押すだけで 4段階(25%,50%,75%,100%)の

光量調節が可能。左右の調光ﾎﾞﾀﾝによる 100 ｽﾃｯﾌﾟ(0～

100%)の微調節もできます。いずれも指 1本で簡単操作。

誤操作防止用のﾛｯｸも装備しています。 

  
 

カラーLCD インフォパネル 

NEO の多彩な機能をｶﾗｰﾃﾞｼﾞﾀﾙでわかりやすく表示します。 

ﾊﾞｯﾃﾘｰ残量︓残電量を 4段階のﾊﾞｰｸﾞﾗﾌで表示 光量︓点灯中の光

量を 1%刻みで表示 点灯残時間︓点灯可能時間をﾘｱﾙﾀｲﾑで表示 

SOSﾓｰﾄﾞ︓"SOS"の文字を表示 点滅ｼｸﾞﾅﾙﾓｰﾄﾞ︓"BLI"(Blink=点

滅)の文字を表示 高温時保護ﾓｰﾄﾞ︓"HOT"の文字を表示 

モードアイコン 

使用中の機能(モード)をカラーアイコンで表示します。 

ﾊﾞｯﾃﾘｰ︓ｾｰﾌﾃｨﾓｰﾄﾞ移行時に点滅 ｽﾎﾟｯﾄ︓ｽﾎﾟｯﾄ光使用時に

点灯 ﾜｲﾄﾞ︓ﾜｲﾄﾞ光使用時に点灯 ﾚｯﾄﾞ︓ﾚｯﾄﾞ光使用時に点

灯 ﾌﾞﾙｰ︓ﾌﾞﾙｰ光使用時に点灯 ﾘﾓｺﾝﾓｰﾄﾞ︓ﾘﾓｺﾝ使用時に点

灯 EF ﾓｰﾄﾞ︓EF ﾓｰﾄﾞ使用時に点灯 

ライトヘッド&ボディ換装 

FIX NEO ﾗｲﾄは、ﾗｲﾄﾍｯﾄﾞやﾎﾞﾃﾞｨを換装することで仕様

変更できます。 ﾎﾞﾃﾞｨは、EF ﾓｰﾄﾞに対応した EF ﾎﾞﾃﾞｨ

と、ﾘﾓｺﾝﾓｰﾄﾞに対応した DX ﾎﾞﾃﾞｨの２種類。 

※EF ﾎﾞﾃﾞｨは単一光ﾀｲﾌﾟのﾗｲﾄﾍｯﾄﾞのみ使用可能です。 

※ﾗｲﾄﾍｯﾄﾞ、ﾎﾞﾃﾞｨの互換については HP でご確認ください 

   

リモートコントロール 

全DX ﾓﾃﾞﾙにｵﾌﾟｼｮﾝ対応。 

光ﾌｧｲﾊﾞｰ接続による小型軽量のｺﾝﾄﾛｰﾗｰにて、ｵﾝ／ｵﾌ、光

量調節が思いのままに操作できます。 

2WAYバッテリーチャージ 

取り外したﾊﾞｯﾃﾘｰへの充電はもちろん、付属の専用ﾌﾟﾗｸﾞを

ﾎﾞﾃﾞｨ背面のマグネット端子に接続することでﾀﾞｲﾚｸﾄﾁｬｰｼﾞが

可能。ﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞのｲﾝﾀｰﾊﾞﾙで、ﾊﾞｯﾃﾘｰをﾎﾞﾃﾞｨから取り出す

手間なく簡単に充電ができます。 

内部保護構造 

ﾗｲﾄﾍｯﾄﾞとﾎﾞﾃﾞｨは、万一の浸水でも電子部品まで水

が到達しにくい保護構造になっています。 

※ﾊﾞｯﾃﾘｰは防滴仕様ではありません。 
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新商品取扱開始のお知らせ 

お取引先様各位                                                 (2021/10/1) 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 
メーカー新商品の発表に伴い、下記商品の取り扱いを開始しますので、お知らせいたします。 
 
1．[MU-7689] GoPro HD HERO10 ﾌﾞﾗｯｸｴﾃﾞｨｼｮﾝ ＜参考上代 75,000(税別) GoPro ＞ 

 

 

速さと使いやすさを兼ね備えた、いま最もﾊﾟﾜﾌﾙな GoPro。 

革新的な GP2 ﾌﾟﾛｾｯｻｰを搭載した HERO10 Black は、2倍のﾌﾚｰﾑﾚｰﾄ、23MP写

真、強化された低光量環境での撮影性能、画期的なHyperSmooth 4.0 ﾋﾞﾃﾞｵｽﾀ

ﾋﾞﾗｲｾﾞｰｼｮﾝにより、すべてのﾓｰﾄﾞで 5.3K ﾋﾞﾃﾞｵを撮影できます。 

＜商品仕様＞  

動画解像度 5.3K60 + 4K120 + 2.7K240広角視野角 

写真解像度 23MP 

手振れ補正 HyperSmooth 4.0 ﾋﾞﾃﾞｵｽﾀﾋﾞﾗｲｾﾞｰｼｮﾝ 

耐圧水深 10 m 
 

2．[MU-7588] GoPro ﾀﾞｲﾌﾞﾊｳｼﾞﾝｸﾞ for HERO 9/10 ﾌﾞﾗｯｸ＜参考上代 \ 8,000(税別) GoPro ＞ 

 

そのままでも優れた耐久性と防水性を備えている HERO9/10 Black ですが、このﾊｳ

ｼﾞﾝｸﾞを取り付ければ何にぶつかっても大丈夫。泥や飛んでくるｺﾞﾐなどから保護できるう

え、水深 60 m までの防水性を備えているので深い水中でのﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞにも最適です。 

＜商品仕様＞ 

・ 過酷な環境でのｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ中に、泥やほこり、破片などから HERO9 Black を保護 

・ 前面の LCD ｽｸﾘｰﾝを操作して映像を確認可能 

・ 水深 60m までの防水性 ̶ 深い水中でのﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞに最適 

・ 付属のｽｹﾙﾄﾝﾊﾞｯｸﾄﾞｱにより、録音性能とｶﾒﾗのﾀｯﾁｽｸﾘｰﾝの操作性が向上 

※ GoPro ﾀﾞｲﾌﾞﾊｳｼﾞﾝｸﾞ for HERO 9/10 ﾌﾞﾗｯｸは 2020 年 10 月に発売されたﾓﾃﾞﾙです。Gopro HERO 9、10 いずれにもご使用いただけます。 

なお、その他、各メーカーの最新商品やオプション品など、当社カタログに掲載のない商品もお取扱いいたします。交換パ
ーツなどもお取り寄せしますので、納期・価格などはお問い合わせください。 
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新商品取扱開始のお知らせ 
 
お取引先様各位                                                 (2021/8/10) 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 
メーカー新商品の発表に伴い、下記商品の取り扱いを開始しますので、お知らせいたします。  

[MU-7685] GEAR AID ｼﾞｯﾌﾟﾃｯｸ 4.5g×2本  ＜参考上代 \ 1,300(税別) GEAR AID＞   

 

ｳｪｯﾄｽｰﾂ、ﾄﾞﾗｲｽｰﾂのﾒﾀﾙ・ｺｲﾙﾌﾟﾗｽﾁｯｸ等様々なﾌｧｽﾅｰのｻﾋﾞ・腐食を防止
し、開閉をｽﾑｰｽﾞにする潤滑剤です。ﾊﾟﾗﾌｨﾝ・ｼﾘｺﾝは含有しておりません。 

＜商品仕様＞ 
内容量︓ 4.5g × 2 本 

本商品は、[MU-0972] GEAR AID ｼﾞｯﾌﾟﾃｯｸ 14g の後継商品です。 
持ち運びやすいｺﾝﾊﾟｸﾄなｽﾃｨｯｸﾀｲﾌﾟ 2 本のｾｯﾄになり、価格もお求めやすく
なりました。 

 ｳｪｯﾄｽｰﾂ、ﾄﾞﾗｲﾊﾞｯｸﾞ、ｿﾌﾄｸｰﾗｰ、ﾗｹﾞ-ｼﾞ、ﾃﾝﾄ、ｼﾞｬｹｯﾄ、ｵｰﾌﾟﾝｶｰのｿﾌﾄﾄｯﾌﾟ、ｳｫｰﾀｰｽﾎﾟｰﾂ用品などの様々な
ｼﾞｯﾊﾟｰのﾒﾝﾃﾅﾝｽにお使いいただけます。 

 あらゆる水温環境下でも剥がれ落ちにくい高機能ｼﾞｯﾊﾟｰﾜｯｸｽです。 

 水密性の高いｳｪｯﾄｽｰﾂ、ﾄﾞﾗｲｽｰﾂ、B.C.D 機器の防水ｼﾞｯﾊﾟｰにも、安心して使用できます。 

 ｼﾞｯﾊﾟｰの歯に塗ることで、ｼﾞｯﾊﾟｰの開閉をｽﾑｰｽﾞにし、ｱｳﾄﾄﾞｱ用品のｼﾞｯﾊﾟｰを長持ちさせます。 

 有害な化学物質やｼﾘｺﾝは不使用です。ﾅｲﾛﾝ、金属、ﾌﾟﾗｽﾁｯｸのｼﾞｯﾊﾟｰを塩分、塩素、錆、腐食から守ります。 
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新商品取扱開始のお知らせ 
 
お取引先様各位                                                 (2021/7/28) 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 
メーカー新商品の発表に伴い、下記商品の取り扱いを開始しますので、お知らせいたします。  

 

1．[MU-7678] RESTUBE ﾚｽﾁｭｰﾌﾞ･ﾋﾞｰﾁ  ＜参考上代 \ 8,500(税別) RESTUBE＞   

 

装備を簡素化させ価格を抑えたｴﾝﾄﾘｰﾓﾃﾞﾙです。 

浮力は5kg (50N)で、超小型・軽量です。海水浴、川遊び等の水辺のﾚｼﾞｬｰやｼｭﾉｰｹ

ﾘﾝｸﾞ等のﾘｸﾘｴｰｼｮﾝ、また、水害への備えに最適です。 

＜商品仕様＞ 

ｻｲｽﾞ︓ 15 x 6 x 4cm 重量︓ 190g  

ﾌﾞｲｻｲｽﾞ︓ 50 x 15 x 12cm  

浮力︓ 5.0kg (50N) 付属品︓ｽﾍﾟｱｶｰﾄﾘｯｼﾞ 1 本  

2．[MU-7679] RESTUBE ﾚｽﾁｭｰﾌﾞ･ｱｸﾃｨﾌﾞ ＜参考上代 \ 12,500(税別) RESTUBE＞   

 

ﾌﾙｻｲｽﾞﾌﾞｲの最軽量・最小型ﾓﾃﾞﾙです。 

ｻｰﾌｨﾝ、ﾎﾞｰﾄ、ｶﾇｰ、ｶﾔｯｸ、SUP、OWS、ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ等、あらゆるﾏﾘﾝｽﾎﾟｰﾂの安全ﾊﾞｯｸｱ

ｯﾌﾟです。もちろん、水害への備えにも適します。 

＜商品仕様＞ 

ｻｲｽﾞ︓ 14 x 7 x 4cm 重量︓ 240g 

ﾌﾞｲｻｲｽﾞ︓ 70 x 15x 12cm 

浮力︓ 7.5kg (75N) 付属品︓ｽﾍﾟｱｶｰﾄﾘｯｼﾞ 1 本  
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3．[MU-7680] RESTUBE ﾚｽﾁｭｰﾌﾞ･ｴｸｽﾄﾘｰﾑ(ｽﾎﾟｰﾂ) ＜参考上代 \ 13,500(税別) RESTUBE＞   

 

50mm以下のﾍﾞﾙﾄに直接装着可能なﾍﾋﾞｰﾃﾞｭｰﾃｨｰﾓﾃﾞﾙです。 

ｶｲﾄ/ｳｲﾝﾄﾞ・ｻｰﾌｨﾝのﾊｰﾈｽ、ﾌｨｯｼﾝｸﾞﾍﾞﾙﾄ等に直接装着できる X ﾍﾞﾙﾄｽﾛｯﾄ及び、誤作

動防止ﾊﾞｰを装備しました。救助のﾌﾟﾛにも最適です。 

＜商品仕様＞ 

ｻｲｽﾞ︓ 14 x 8 x 4cm 重量︓ 310g  

ﾌﾞｲｻｲｽﾞ︓ 70 x 15 x 12cm 

浮力︓ 7.5kg (75N) 付属品︓ｽﾍﾟｱｶｰﾄﾘｯｼﾞ 1 本  

4．[MU-7681] RESTUBE ﾚｽﾁｭｰﾌﾞ･ｵｰﾄﾏﾃｨｯｸ ＜参考上代 \ 16,000(税別) RESTUBE＞   

 

自動膨張のﾓﾃﾞﾙです。水面への接水により自動膨張装置が作動します。 

超小型・軽量のため小型ﾄﾞﾛｰﾝヘの搭載が容易で、いち早く、要救助者のもとへ浮力体

を届けます。ｽﾛｰ用（投げる）としての活用も進んでいます。 

＜商品仕様＞ 

ｻｲｽﾞ︓ 14 x 6 x 4cm 重量︓ 250g 

ﾌﾞｲｻｲｽﾞ︓ 70 x 15x 12cm 

浮力︓ 7.5kg (75N)    

5．[MU-7682] RESTUBE ﾚｽﾁｭｰﾌﾞ･ﾗｲﾌｶﾞｰﾄﾞ ＜参考上代 \ 25,000(税別) RESTUBE＞   

 

本格的ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ、ﾚｽｷｭｰ仕様です。 

湾曲したﾌﾞｲに、ﾛｰﾌﾟ固定金具と 1.5m の曳航ﾛｰﾌﾟが付属します。常時携帯していて

も邪魔にならないので、救助者が容易にﾌﾟﾗｽｱﾙﾌｧの浮力体の装備ができます。 

＜商品仕様＞ 

ｻｲｽﾞ︓ 15 x 10 x 6cm 重量︓ 510g 

ﾌﾞｲｻｲｽﾞ︓ 70 x 15x 12cm 

浮力︓ 7.5kg (75N)   

RESTUBE ｽﾍﾟｱｶｰﾄﾘｯｼﾞ 

＜RESTUBE は 1回の膨張に 1本のｶｰﾄﾘｯｼﾞを使用します＞ 

BEACH 

(ﾋﾞｰﾁ) 

ACTIVE 

(ｱｸﾃｨﾌﾞ) 

EXTREME 

(ｴｸｽﾄﾘｰﾑ) 

AUTOMATIC 

(ｵｰﾄﾏﾁｯｸ) 

LIFE GUARD 

(ﾗｲﾌｶﾞｰﾄﾞ) 

参考上代 

(税別) 

[MU-7683] RESTUBE 10.9g CO2 ｶｰﾄﾘｯｼﾞｾｯﾄ(2 本入り) 

＜10.9g CO2 ｶｰﾄﾘｯｼﾞ×2 本＞ 
〇 ─ ─ ─ ─ \ 1,800 

[MU-6896] RESTUBE 16.0g CO2 ｶｰﾄﾘｯｼﾞｾｯﾄ(2 本入り) 

＜16.0g CO2 ｶｰﾄﾘｯｼﾞ×2 本＞ 
─ 〇 〇 ─ 〇 \ 1,800 

[MU-7684] RESTUBE ｵｰﾄﾏﾁｯｸ自動膨張ｾｯﾄ 

＜16.0g CO2 ｶｰﾄﾘｯｼﾞ×1 本 ＋ 自動膨張装置×1本＞ 
─ ─ ─ 〇 ─ \ 3,000 
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新商品取扱開始のお知らせ 
 
お取引先様各位                                                 (2021/7/26) 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 
メーカー新商品の発表に伴い、下記商品の取り扱いを開始しますので、お知らせいたします。 

1.  [MU-7643] ST Wahoo Long（ﾜﾌｰ ﾛﾝｸﾞ）   ＜参考上代 \ 9,500(税別) Streamtrail＞ 

 

ｽｷﾝﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞなどのﾌｨﾝ、ｼｭﾉｰｹﾙ、ｺﾞｰｸﾞﾙが十分に収納できるﾛﾝｸﾞﾊﾞｯｸﾞ、 

「ST Wahoo(ﾜﾌｰ)」のﾛﾝｸﾞｻｲｽﾞが登場 !! 

三脚、ｳｲﾝﾄﾞｻｰﾌｨﾝのｼﾞｮｲﾝﾄ、ﾌｨﾝ、ﾊﾟｯｸﾛｯﾄﾞ(釣り具)など長ﾓﾉは何でも収納でき

ます。ｱｯﾊﾟｰとﾎﾞﾄﾑに使用しているﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ生地は、防水ﾗﾐﾈｰﾄ加工が施されてお

り、多少の雨も心配ありません。 

＜商品仕様＞ 

ｻｲｽﾞ︓幅 100 ㎝ ×奥行 19㎝ ×高さ 24cm 素材︓ﾀｰﾎﾟﾘﾝ、ﾅｲﾛﾝ 

ｶﾗｰ︓Saffron/Onyx、Emerald/Splash、OD/Onyx、Onyx/Saffron、Onyx/Rosy 

本商品は、ﾀﾞｲﾌﾞｼｮｯﾌﾟ限定のｵﾘｼﾞﾅﾙﾓﾃﾞﾙです。ﾌﾘｰﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞなどで使用するﾛﾝｸﾞﾌｨﾝ

も収納可能なﾛﾝｸﾞｻｲｽﾞです。 (Wahoo 幅 80㎝ ⇒ Wahoo Long 幅 100㎝) 
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新商品取扱開始のお知らせ 
 
お取引先様各位                                                 (2021/6/25) 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 
メーカー新商品の発表に伴い、下記商品の取り扱いを開始しますので、お知らせいたします。  
 
1． [MU-7660] KELDAN RC1 Remote Control(水中ﾜｲﾔﾚｽﾘﾓｺﾝ)＜参考上代 \86,000(税別) KELDAN＞ 

 
2.  [MU-7661] KELDAN Video 18XR CRI82 30,000 ﾙｰﾒﾝ＜参考上代 \ 380,000(税別) KELDAN＞ 
3.  [MU-7662] KELDAN Video 24XR CRI82 35,000 ﾙｰﾒﾝ＜参考上代 \ 480,000(税別) KELDAN＞ 
＜KELDAN Video 18XR CRI82 30,000 ﾙｰﾒﾝ＞ 

 

 

＜KELDAN Video 24XR CRI82 35,000 ﾙｰﾒﾝ＞ 

 
※ KELDAN Video 18XR/24XR は、世界初の水中用ﾜｲﾔﾚｽﾘﾓｺﾝ「RC1 Remote Control」に対応したﾆｭｰﾓﾃﾞﾙです。 
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4．[MU-7677] KELDAN  

Video 8M CRI82 11,000 ルーメン 

5．[MU-7663] LED モジュール 

FLUX (11000lm CRI82 5000K 105W) 

6．[MU-7664] LED モジュール 

CYAN（4000lm 30000K 95W） 
＜ 参考上代 \ 178,000(税別) ＞ ＜ 参考上代 \ 45,000(税別) ＞ ＜ 参考上代 \ 65,000(税別) ＞ 

   

●照射角度︓90° ●色温度/演色性︓5000K/Ra82  

●全光束︓最大11000lm/最小 3000lm ５段階調光 

●耐圧水深︓200M ●最大径 Ф120mm×290mm 

●重量︓ 陸上 1100g / 水中 140g 

最大の明るさを実現するために、最高の効率になるように最

適化された LED ﾓｼﾞｭｰﾙです。 

色温度5000K、演色評価数CRI82(Ra)、11,000 ﾙｰﾒﾝ

の高出力を実現しています。 

水深 10～20mの環境光に光のｽﾍﾟｸﾄﾙが一致する

よう設計された LED ﾓｼﾞｭｰﾙです。 

適度な深さの水中撮影でﾎﾜｲﾄﾊﾞﾗﾝｽをとるのに適し

ています。 

7．[MU-7669] KELDAN 

フォームリング for 8X/8M 

8．[MU-7670] KELDAN 

フォームリング for 18X/24X 

9．[MU-7665] KELDAN  

カラーチェッカー& グレーカード 
＜ 参考上代 \ 10,000(税別) ＞ ＜ 参考上代 \ 11,500(税別) ＞ ＜ 参考上代 \ 18,000(税別) ＞ 

  
 

ﾌｫｰﾑの浮力により、 水中でのﾗｲﾄ本体の重量を軽減します。 

装着(1 個)︓8X を 180ｇに軽減  8M の重量を中和 

装着(2 個)︓8X を 50 ｇに軽減 

耐圧性能︓180 ｍ 

ﾌｫｰﾑの浮力により、 水中でのﾗｲﾄ本体の重量を軽減します。 

装着(1 個)︓18X を 260ｇに軽減 24Ｘを 370g に軽減 

装着(2 個)︓18X を 60ｇに軽減  24Ｘを 150g に軽減 

耐圧性能︓180 ｍ 

色の微調整と正しいﾎﾜｲﾄﾊﾞﾗﾝｽを取得するのに便利

なｶﾗｰﾁｪｯｶｰ(24 色)＆ｸﾞﾚ-ｶｰﾄﾞ(反射率 18%)で

す。防水樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞを施しており、水中で使用可

能。持ち運びやすいﾎﾟｹｯﾄｻｲｽﾞ(75mm x 128mm) 

 

KELDAN LED ﾗｲﾄは、限りなく本物に近い「色」にこだわり、被写体の持つ色彩を忠実に映し出す、ﾊｲﾋﾞｼﾞｮﾝ動画撮影のためのﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅ

ﾙﾋﾞﾃﾞｵﾗｲﾄです。ﾘﾌﾚｸﾀｰ＆LED ﾓｼﾞｭｰﾙの交換に対応し、様々な撮影状況に合わせたｼｽﾃﾑ構成が可能な「Modular Lights」と、ｺﾝﾊﾟｸﾄ

なﾎﾞﾃﾞｨにﾊｲﾋﾞｼﾞｮﾝﾋﾞﾃﾞｵ撮影時に必要な機能を搭載した「Compact Lights」の 2 種ﾓﾃﾞﾙがあります。 

 

KELDAN LED ﾗｲﾄは、耐圧水深 200ｍの最高峰ｸﾗｽの耐圧・防水性能に加えて、陸上でも使える水陸両用仕様です。 

陸上では、おおむね 30w(白色光 3000lm 相当)以下の出力ﾚﾍﾞﾙでの使用であれば問題なく使用できます。なお、高温環境下や推奨出

力以上の使用などにより機体温度が上昇した場合は、機体保護機能が働き、機体温度が安定する出力ﾚﾍﾞﾙに自動調整されます。 
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新商品取扱開始のお知らせ 
 
お取引先様各位                                                 (2021/6/9) 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 
メーカー新商品の発表に伴い、下記商品の取り扱いを開始しますので、お知らせいたします。  

1．[MU-7653] INON Z-330 Type2 ｽﾄﾛﾎﾞ ＜参考上代 \ 69,800 (税別) INON＞   

 

広角、強力、ﾌﾗｯｸﾞｼｯﾌﾟ水中ｽﾄﾛﾎﾞ 

ｺﾝﾊﾟｸﾄﾎﾞﾃﾞｨに、ｶﾞｲﾄﾞﾅﾝﾊﾞｰ 33 の大光量、高性能と多機能を凝縮。 

高性能ﾌﾗｲｱｲﾄﾞｰﾑﾚﾝｽﾞを採用し、拡散板などで光量を減衰させない大光量と、配光ﾑﾗが極めて

少ない水中照射角度 110°とを両立させました。ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗ､ﾌｨﾙﾑ式ｶﾒﾗ、光接続、電気接続、あ

らゆるｶﾒﾗｼｽﾃﾑに圧倒的なｽﾍﾟｯｸでお応えします。 

＜商品仕様＞ 

調光方式︓S-TTL 自動調光 /TTL 自動調光/ﾏﾆｭｱﾙ調光 

接続方式︓光接続（光D ｹｰﾌﾞﾙ､ ﾜｲﾔﾚｽ）/ 電気接続（ｼﾝｸﾛｺｰﾄﾞ） 

ｶﾞｲﾄﾞﾅﾝﾊﾞｰ︓33  FULL 発光ﾘｻｲｸﾙﾀｲﾑ︓最短 1.6 秒  

照射角度︓110°× 110°円形配光  ﾌｫｰｶｽﾗｲﾄ︓220lm 30° 
 

2．[MU-7654] INON D-200 Type2 ｽﾄﾛﾎﾞ＜参考上代 \ 56,800(税別) INON＞   

 

広角、軽量、ｽｰﾊﾟｰﾐﾄﾞﾙﾚﾝｼﾞ水中ｽﾄﾛﾎﾞ 

Z-330 Type2 の最新機能を踏襲、ｶﾞｲﾄﾞﾅﾝﾊﾞｰ 20、光ｹｰﾌﾞﾙ接続のｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞｽﾄﾛﾎﾞ。 

高性能ﾌﾗｲｱｲﾄﾞｰﾑﾚﾝｽﾞを採用し、拡散板などで光量を減衰させない大光量と、配光ﾑﾗが極めて

少ない水中照射角度 110°とを両立させました。高性能・多機能と、水中最軽量の扱いやすさが、

優れたﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽを実現します。 

＜商品仕様＞ 

調光方式︓S-TTL 自動調光 /TTL 自動調光/ﾏﾆｭｱﾙ調光 

接続方式︓光接続（光D ｹｰﾌﾞﾙ､ ﾜｲﾔﾚｽ） 

ｶﾞｲﾄﾞﾅﾝﾊﾞｰ︓20  FULL 発光ﾘｻｲｸﾙﾀｲﾑ︓最短 1.3 秒  

照射角度︓110°× 110°円形配光  ﾌｫｰｶｽﾗｲﾄ︓220lm 30° 
 

 

 発光部前面内部に緻密に計算された 

フライアイ形状のドームレンズを採用。 

 イノン独自の T型ツインフラッシュ発光管との 

相乗効果により、大光量の性能そのままに、

照射時の配光ムラ低減を達成しました。 

 220 ルーメン高照度パワーLED、シャッター 

連動自動消灯フォーカスライト内蔵。 

 フライアイドームレンスﾞとの組み合わせによ

り、光量の損失を抑えつつ照射角度を大

幅に拡大させました。 
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新商品取扱開始のお知らせ 
 
お取引先様各位                                                 (2021/5/20) 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 
メーカー新商品の発表に伴い、下記商品の取り扱いを開始しますので、お知らせいたします。  

1．[MU-7625] ST Anemone Ⅱ（ｱﾈﾓﾈ） ＜参考上代 \ 4,200(税別) Streamtrail＞   

 

円柱型のｼｮﾙﾀﾞｰﾎﾟｰﾁ。 

ﾊﾞｯｸﾞを置いた際、安定性が良く、荷物の出し入れが容易です。車内などでも財布や携帯など小物

の整理にも重宝します。 

※ ST Anemone の後継ﾓﾃﾞﾙです。 

＜商品仕様＞ 

ｻｲｽﾞ︓20 Φ × 20 cm  

素材︓ﾀｰﾎﾟﾘﾝ 

ｶﾗｰ︓SAFFRON、ONYX、ROSY、EMERALD、SPLASH  

2．[MU-7636] ST Fish Basket（ﾌｨｯｼｭﾊﾞｽｹｯﾄ）＜参考上代 \ 4,800(税別) Streamtrail＞   

 

Stream Trail からﾌｨｯｼｭﾊﾞｽｹｯﾄ（ｽｶﾘ）が登場︕ 

ｽｶﾘとは釣った魚を入れておく網のことで、ｵﾚﾝｼﾞの部分が浮力体のため水面に浮くようになっていま

す。D ｶﾝが 6 個ついており、ｽｶﾘﾛｰﾌﾟを付けることもできるので管理釣り場だけでなくｻｯﾌﾟﾌｨｯｼﾝｸﾞに

もおすすめです。蓋はﾍﾞﾙｸﾛとﾍﾞﾙﾄで固定が可能。ｺﾝﾊﾟｸﾄに折りたため持ち運びにも便利です。 

＜商品仕様＞ 

ｻｲｽﾞ︓幅 56×奥行 28×高さ 28cm 

材質 : ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ、ﾅｲﾛﾝ 

折り畳み可能  
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新商品取扱開始のお知らせ 
お取引先様各位                                                  (2021/5/6) 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 
メーカー新商品の発表に伴い、下記商品の取り扱いを開始しますので、お知らせいたします。  

1．[MU-7642] TLS JELLYs GUARD ｻﾝｽｸﾘｰﾝ SPF50 ＜参考上代 \ 2,400(税別) JELLYs GUARD＞  

 

JELLYs GUARD ｸﾗｹﾞ除け&日焼け止めｸﾘｰﾑ  容量︓50mg 

香り : ﾊﾞﾆﾗ SPF50+ PA++++  紫外線吸収剤・保存料不使用 

ｶｸﾚｸﾏﾉﾐの体表粘液からﾋﾝﾄを得て開発された、ｸﾗｹﾞ除け&日焼け止めｸﾘｰﾑ。 

ﾏｸﾞﾈｼｳﾑｲｵﾝとｶﾙｼｳﾑｲｵﾝを特定の割合で配合し、ｸﾗｹﾞの刺胞発射を抑制し体が触れた際

に刺される危険性を軽減します。ｻﾝｺﾞ保護の為、紫外線吸収剤ﾌﾘｰです。 

※人気のｸﾗｹﾞ除けﾌｪｲｽ＆ﾎﾞﾃﾞｨｸﾘｰﾑ「ｼﾞｪﾘｰｽﾞｶﾞｰﾄﾞ」に、日焼け止めｸﾘｰﾑが新登場!! 

＜使用方法＞  

JELLYs GUARD を手に取り全身に塗ったら、透明になるまで良く馴染ませ、10分以上乾

かします。ﾊﾞﾆﾗの香りがなくなったら塗りなおしてください。（塗りなおし目安は2時間程度） 
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新商品取扱開始のお知らせ 
 
お取引先様各位                                                 (2021/3/16) 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 
メーカー新商品の発表に伴い、下記商品の取り扱いを開始しますので、お知らせいたします。  

1．[MU-7632] ST Foldable Tote S wide  ＜参考上代 \ 950(税別) Streamtrail＞   

 

ﾌｫﾙﾀﾞﾌﾞﾙﾄｰﾄにｺﾝﾋﾞﾆでとても便利に使える幅広ｻｲｽﾞが登場!! 

ﾜｲﾄﾞで、底も広く、大き目のｺﾝﾋﾞﾆ弁当＋αが楽々入って中身も安定し傾むきにくい設計。平らで

大きな物をそのままﾌﾗｯﾄに収めることができます。持ち運びに便利、ｺﾝﾊﾟｸﾄなｴｺﾄｰﾄﾊﾞｯｸです。 

＜商品仕様＞ 

ｻｲｽﾞ︓W 29 x H 23 x D 20 cm  

素材︓ﾅｲﾛﾝ 

ｶﾗｰ︓ｻﾝﾄﾞ/ﾎﾜｲﾄ、ｴﾒﾗﾙﾄﾞ/ﾎﾜｲﾄ、ﾊﾞｰｶﾞﾝﾃﾞｨ/ﾎﾜｲﾄ  

2．[MU-7631] ST Charm Pouch (ﾁｬｰﾑﾎﾟｰﾁ) ＜参考上代 \ 1,600(税別) Streamtrail＞   

 

ﾊﾞｯｸﾞのｴｷｽﾄﾗなﾎﾟｹｯﾄとして、ｶｰﾄﾞを始めちょっとした小物を収納できるﾎﾟｰﾁ。 

ｶﾗﾋﾞﾅで引っ掛けることだけでなく、ﾍﾞﾙｸﾛｽﾄﾗｯﾌﾟでｱｼﾞｬｽﾀｰへ取り付けたり、ﾍﾞﾙﾄに通したりして着

装することが可能です。 

＜商品仕様＞ 

ｻｲｽﾞ︓W 9.5 x H 9.5 × D 4 cm  

素材︓単色ﾀｲﾌﾟ︓ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ/PVC  ｶﾓﾀｲﾌﾟ︓ﾀｰﾎﾟﾘﾝ   

ｶﾗｰ︓BK/OG、OG/BK、ﾎﾜｲﾄｶﾓ、ｸﾞﾘｰﾝｶﾓ 

※ ｶﾓﾀｲﾌﾟは内側にﾎﾟｹｯﾄ付き  

 



     
 

村上商事株式会社  〒501-3843  岐阜県関市吉田町１番地   
税別                              TEL 0575-24-1717  FAX 0575-22-3399  WEB https://murakamishoji.com   

新商品取扱開始のお知らせ 

お取引先様各位                                                  (2021/3/9) 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 
メーカー新商品の発表に伴い、下記商品の取り扱いを開始しますので、お知らせいたします。 
1. [MU-7633] FIX U/W ﾋｰﾄﾍﾞｽﾄ DRY WL5200FB-D ＜参考上代 \ 49,800(税別) Fisheye ＞  
2. [MU-7634] FIX U/W ﾋｰﾄﾍﾞｽﾄ DRY WL2600B-D  ＜参考上代 \ 39,800(税別) Fisheye ＞  
「FIX UNDER WARMER ﾋｰﾄﾍﾞｽﾄ DRY 仕様」が新発売。基本的な性能は従来からの「FIX UNDER WARMER ﾋｰﾄﾍﾞｽﾄ」と同じ

仕様。ﾄﾞﾗｲｽｰﾂ専用に特化することで、以前よりも大変お求めやすい価格にてご提供いただけるようになりました。 

※ 本商品は店頭販売のみのお取扱い商品となります。一般ﾀﾞｲﾊﾞｰの方は最寄りのﾀﾞｲﾌﾞｼｮｯﾌﾟにお問い合わせください。 

＜ﾋｰﾄﾍﾞｽﾄ DRY WL5200FB-D＞ 

 

ﾜｲﾔﾚｽﾘﾓｺﾝ、両面ｳｫｰﾑｱｯﾌﾟﾓﾃﾞﾙ ﾄﾞﾗｲｽｰﾂ専用 

＜ﾋｰﾄﾍﾞｽﾄ DRY WL2600B-D＞ 

 
ﾜｲﾔﾚｽﾘﾓｺﾝ、背面ｳｫｰﾑｱｯﾌﾟﾓﾃﾞﾙ ﾄﾞﾗｲｽｰﾂ専用 

＜ｵﾌﾟｼｮﾝ品＞ 
3. [MU-7462] FIX U/W ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝｽﾘｯﾌﾟ＜参考上代 \1,980＞ 
ぽっこり体形でも安心。ｳｴｽﾄ回りが窮屈な場合は、ｵﾌﾟｼｮﾝの「ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝｽﾘｯﾌﾟ」でｼﾞｬｽﾄﾌｨｯ

ﾄさせることができます。ｻｲｽﾞ展開は S～4XL のﾋｰﾄﾍﾞｽﾄに適した全 7 ｻｲｽﾞ。高い伸縮性によ

り、幅 10～20cm の腹囲ｱｯﾌﾟに対応します。  

＜商品仕様＞ 
・ ﾄﾞﾗｲｽｰﾂの中に着用することで、冷水域でのﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞ中に失われる体温をﾊﾞｯﾃﾘｰを使用して、電気的に暖かく保ちます。 

・ 温度調節は、LOW:45℃/MED:50℃/HIGH:55℃の 3 段階。付属のﾜｲﾔﾚｽﾘﾓｺﾝにて操作できるﾌﾟｯｼｭ式ｽｲｯﾁを採用。 

本体材質︓ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 耐圧水深︓100m ｴﾚﾒﾝﾄ(発熱素子)︓FB ﾀｲﾌﾟ ﾌﾛﾝﾄ＆ﾊﾞｯｸ(両面)／ B ﾀｲﾌﾟ ﾊﾞｯｸ(背面)  

ﾊﾞｯﾃﾘｰ︓FUW65200 ﾊﾞｯﾃﾘｰ:11.1V/5200mAh/57.72Wh FUW32600 ﾊﾞｯﾃﾘｰ:11.1V/2600mAh/28.86Wh 

持続時間︓LOW(45℃): 310 分(5.2 時間)／MED(50℃): 180 分(3 時間)／HIGH(55℃): 150 分(2.5 時間)  

温度調節︓WL ﾓﾃﾞﾙ: ﾌﾟｯｼｭ式 3段階ﾜｲﾔﾚｽﾘﾓｺﾝ調節 

SIZE XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 

胸囲（cm） 76-84 84-90 88-94 90-96 95-101 100-106 105-111 110-116 114-120 

WL5200FB-D 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 
WL2600B-D 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇  
ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝｽﾘｯﾌﾟ   〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 
※ メーカーからのお取り寄せ品です。ご注文より 3～4営業日程度の発送となりますので、余裕のある納期にてご注文くださいますようお願い申し上げます。 



     
 

村上商事株式会社  〒501-3843  岐阜県関市吉田町１番地   
税別                              TEL 0575-24-1717  FAX 0575-22-3399  WEB https://murakamishoji.com   

新商品取扱開始のお知らせ 
 
お取引先様各位                                                 (2021/2/24) 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 
メーカー新商品の発表に伴い、下記商品の取り扱いを開始しますので、お知らせいたします。  

1．[MU-7629] ST ビーチサンダル    （23～27㎝）＜参考上代 \ 1,500(税別) Streamtrail＞   
2．[MU-7630] ST ビーチサンダル Kids（18～21㎝）＜参考上代 \ 1,000(税別) Streamtrail＞ 

 

夏の必需品! STREAMTRAIL からﾋﾞｰﾁｻﾝﾀﾞﾙが登場!!  

天然ｺﾞﾑ素材で履きごこちも快適。豊富なｶﾗｰﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝ。 

鼻緒やｿｰﾙのｶﾗｰを変え、よりお洒落で遊び心のあるﾃﾞｻﾞｲﾝとなってい

ます。Kids ｻｲｽﾞもご用意。親子でお揃いのｻﾝﾀﾞﾙでお出かけ♪ 

今年の夏はｽﾄﾘｰﾑﾄﾚｲﾙのｻﾝﾀﾞﾙで!! 

＜商品仕様＞ 

素材:天然ｺﾞﾑ ｶﾗｰ(ｱｯﾊﾟｰｿｳﾙ/鼻緒): 

NV/LTGR、NV/RD、YE/BK、NV/OR 

NV/GR、NV/GY、PK/NV、BK/YE  

※ メーカーからのお取り寄せ品です。ご注文より 3～4営業日程度の発送となりますので、余裕のある納期にてご注文くださいますようお願い申し上げます。 

 

Color︓ｱｯﾊﾟｰｿｳﾙ/鼻緒  ｻｲｽﾞ︓18～20cm Kids Size ￥1,000(税別) 23cm~27cm ￥1,500(税別) 
 18 ㎝(Kids) 19 ㎝(Kids) 20 ㎝(Kids) 21 ㎝(Kids) 23 ㎝ 24 ㎝ 25 ㎝ 26 ㎝ 27 ㎝ 

1.NV/LTGR 〇 〇 〇 〇      

2.NV/RD 〇 〇 〇 〇      

3.YE/BK 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

4.NV/OR     〇 〇 〇 〇 〇 

5.NV/GR     〇 〇 〇 〇 〇 

6.NV/GY     〇 〇 〇 〇 〇 

7.PK/NV     〇 〇 〇   

8.BK/YE     〇 〇 〇 〇 〇 
 



     
 

村上商事株式会社  〒501-3843  岐阜県関市吉田町１番地   
税別                              TEL 0575-24-1717  FAX 0575-22-3399  WEB https://murakamishoji.com   

新商品取扱開始のお知らせ 
 
お取引先様各位                                                 (2021/2/4) 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 
メーカー新商品の発表に伴い、下記商品の取り扱いを開始しますので、お知らせいたします。  

1．[MU-7618] ST SD Spuare Pouch(ｽｸｴｱﾎﾟｰﾁ) ＜参考上代 \ 1,500(税別) Streamtrail＞   

 

Stream Trail の防水ﾘｭｯｸにも使われている防水素材、ﾀｰﾎﾟﾘﾝを使用した小型ﾎﾟｰﾁ。 

旅行や出張などで持ち運ぶﾄﾗﾍﾞﾙ用ｼｬﾝﾌﾟｰや歯ﾌﾞﾗｼなどのｱﾒﾆﾃｨｰｾｯﾄを入れたり、女性ならﾒｲｸﾎﾟｰ

ﾁとして化粧品を入れたりなど、小物入れに最適です。ｶﾗｰﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝも豊富にご用意しています。 

＜商品仕様＞ 

ｻｲｽﾞ︓W 17.5 x H 10 x D 8 cm  

素材︓ﾀｰﾎﾟﾘﾝ 

ｶﾗｰ︓AZURE/ﾌﾞﾙｰ、OD/ｵﾘｰﾌﾞ、SAFFRON/ｲｴﾛｰ 

ONYX/ﾌﾞﾗｯｸ、PURPLE/ﾊﾟｰﾌﾟﾙ、SPLASH/ﾎﾜｲﾄ 
 

2．[MU-7616] ST WP Sakosh(ｻｺｯｼｭ)    ＜参考上代 \ 4,800(税別) Streamtrail＞   

 

防水性、気密性の高い Stream Trail のｻｺｯｼｭ。 

逆止栓ﾊﾞﾙﾌﾞにより内部の空気量を調整できるのが特徴で、空気を入れて膨らませておけば中身を

保護でき、また水面に落としても浮くためﾏﾘﾝｽﾎﾟｰﾂや水辺のﾚｼﾞｬｰの際に重宝します。  

ｽﾄﾗｯﾌﾟﾎｰﾙは長辺と短編両方につけられており、ﾊﾞｯｸﾞを縦向き横向きどちらでもご利用いただけま

す。またﾊﾞｯｸﾞ以外にも、中に空気が入れられることを利用してｸｯｼｮﾝや簡易枕にすることも可能です。 

＜商品仕様＞ 

ｻｲｽﾞ︓W 37 x H 23 cm  

素材︓ﾀｰﾎﾟﾘﾝ  防水規格 : Ipx7 ﾌｧｽﾅｰ仕様 

ｶﾗｰ︓ﾓｽ、ﾀｰｺｲｽﾞ、ｵﾚﾝｼﾞ、ﾌﾞﾗｯｸ、ﾗｲﾄｸﾞﾘｰﾝ  

 



     
 

村上商事株式会社  〒501-3843  岐阜県関市吉田町１番地   
税別                              TEL 0575-24-1717  FAX 0575-22-3399  WEB https://murakamishoji.com   

新商品取扱開始のお知らせ 
 
お取引先様各位                                                 (2021/1/21) 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 
メーカー新商品の発表に伴い、下記商品の取り扱いを開始しますので、お知らせいたします。  

1．[MU-7613] INON LE600h-S LED ﾗｲﾄ   ＜参考上代 \ 17,800(税別) INON ＞ 

 

高演色・高色温度 LED ﾁｯﾌﾟ搭載ﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞﾗｲﾄからﾏｸﾛ撮影までﾏﾙﾁに使えるﾊﾝﾃﾞｨｰ水中ﾗｲﾄ 

最大光量600 ﾙｰﾒﾝ、照射角はｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞな30度。ﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞﾗｲﾄ、撮影用ﾗｲﾄとして使いやすい光量と照射角を備

えます。高演色LEDﾁｯﾌﾟを搭載したことで、被写体の色再現性、視認性が向上し、30度の範囲を均一に照らす強

力な光線は、ﾏｸﾛ撮影にも最適です。様々なﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞｼｰﾝで活躍する水中専用ﾗｲﾄです。 

＜商品仕様＞ 

光量︓ 600 ﾙｰﾒﾝ 色温度︓6500K  演色性(Ra) : 約 90 

照射角︓30 度（通常時）/ 60 度（ﾌｨﾙﾀｰ装着時） 

点灯時間︓60 分(eneloop)、80 分(eneloop PRO) 単 3 電池 3本 

サイズ︓φ33.7×198.0 mm 重量︓217 g 実用耐水深︓120 m   

2．[MU-7614] INON LE600h-W LED ﾗｲﾄ   ＜参考上代 \ 17,800(税別) INON ＞ 

 

高演色・高色温度 LED ﾁｯﾌﾟ搭載広角撮影をｶﾊﾞｰするﾜｲﾄﾞﾋﾞｰﾑﾊﾝﾃﾞｨｰ水中ﾗｲﾄ 

最大光量600ﾙｰﾒﾝ、ﾜｲﾄﾞな75度。主に撮影用ﾗｲﾄとして使いやすい光量と照射角を備えます。高演色LEDﾁｯﾌﾟ

を搭載したことで、被写体の色再現性、視認性が向上し、少し広めな 75度の範囲を均一に照らす強力な光線は、

ﾏｸﾛ、ﾜｲﾄﾞﾏｸﾛ撮影に最適です。洞窟やﾅｲﾄﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞで広範囲を照らすﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞﾗｲﾄとしても威力を発揮します。 

＜商品仕様＞ 

光量︓ 600 ﾙｰﾒﾝ 色温度︓6500K  演色性(Ra) : 約 90 

照射角︓75 度 

点灯時間︓60 分(eneloop)、80 分(eneloop PRO) 単 3 電池 3本 

サイズ︓φ33.7×193.6 mm 重量︓217.5 g 実用耐水深︓120 m   

 

● ｲﾉﾝ h ｼﾘｰｽﾞﾗｲﾄの色再現性が高い高演色・高

色温度 LED ﾁｯﾌﾟを新たに搭載し、演色性は

Ra90。色温度は6500K。ﾌｫｰｶｽﾗｲﾄやﾏｸﾛ撮影

の光源として、最適な光質を生み出します。 

 

● 色温度を高くしたことでｽﾄﾛﾎﾞ光に近い色合いを

実現し、ｽﾄﾛﾎﾞ撮影時のﾀｰｹﾞｯﾄﾗｲﾄとして使用し

ても、ﾗｲﾄの色味の違和感なく撮影が可能です 



     
 

村上商事株式会社  〒501-3843  岐阜県関市吉田町１番地   
税別                              TEL 0575-24-1717  FAX 0575-22-3399  WEB https://murakamishoji.com   

新商品取扱開始のお知らせ 

お取引先様各位                                                 (2020/12/22) 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 
メーカー新商品の発表に伴い、下記商品の取り扱いを開始しますので、お知らせいたします。  

1．[MU-7578] ST BLOW mini NEW限定ﾃﾞｻﾞｲﾝ ＜参考上代 \ 2,700(税別) Streamtrail ＞   

 

ｼﾝﾌﾟﾙだけど色々な場面で大活躍。大人気ﾄｰﾄﾊﾞｯｸ BLOW mini に新

色&新 Logo6 種が登場。 

ｼﾝﾌﾟﾙなﾊﾞｹﾂ型ﾊﾞｯｸﾞ。ﾎﾞﾄﾑとｻｲﾄﾞはｳｪﾙﾀﾞｰ加工を施しているので、濡

れたところにおいても浸水することはありません。 

＜商品仕様＞ 

ｻｲｽﾞ︓W 30 x H 21 x D 15 cm ST BLOWの小さめｻｲｽﾞ 

素材︓ﾀｰﾎﾟﾘﾝ 

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ︓AZURE、ONYX、ROSY、SPLASH、 

DAVE’S DOG︓SPLASH、EMERALD、OD (NEW!!) 

PREMIUM LOGO︓SPLASH、SAFFRON、EMERALD (NEW!!) 

 

※ DAVE’S DOG、PREMIUM LOGOは数量限定商品です。 

予定数量がなくなり次第終了となりますのでご了承ください。 

2．[MU-7608] ST RAINBOW TOTE S ＜参考上代 \ 3,500(税別) Streamtrail ＞   
3．[MU-7609] ST RAINBOW TOTE M ＜参考上代 \ 4,000(税別) Streamtrail ＞   
防水性・耐久性に優れたﾀｰﾎﾟﾘﾝ生地を使用した、ｼﾝﾌﾟﾙでおしゃれなﾐﾆﾄｰﾄﾊﾞｯｸﾞ。 

M ｻｲｽﾞはｵｰｿﾄﾞｯｸｽな形のﾄｰﾄﾊﾞｯｸﾞで、A4 ｻｲｽﾞが入る大きさ。防水生地なのでｱｳﾄﾄﾞｱﾚｼﾞｬｰの荷物を入れたり、銭湯や温泉に行った

際に濡れる衣類用のﾊﾞｯｸﾞにもおすすめ。ｼﾝﾌﾟﾙで男性でも女性でも使いやすいﾃﾞｻﾞｲﾝ。 

S ｻｲｽﾞはﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸﾞとｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸﾞの 2WAY で使用でき、ちょっとしたお出かけに最適。 
＜ST RAINBOW TOTE S＞ ＜ST RAINBOW TOTE M＞ 

  

 

 

 

  

ｻｲｽﾞ︓W 21 x H 19 x D 14 cm  

素材︓ﾀｰﾎﾟﾘﾝ 

ｶﾗｰ︓OD、SPLASH 、CHILLI 

ｻｲｽﾞ︓W26 x H 28 x D 16 cm ﾞ 

素材︓ﾀｰﾎﾟﾘﾝ 

ｶﾗｰ︓ONYX、OD、SPLASH 



     
 

村上商事株式会社  〒501-3843  岐阜県関市吉田町１番地   
税別                              TEL 0575-24-1717  FAX 0575-22-3399  WEB https://murakamishoji.com   

新商品取扱開始のお知らせ 
 
お取引先様各位                                                 (2020/11/20) 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 
メーカー新商品の発表に伴い、下記商品の取り扱いを開始しますので、お知らせいたします。  

1．[MU-7600] INON LE330h LED ﾗｲﾄ   ＜参考上代 \ 12,800(税別)  INON ＞ 

 

プロダイバー仕様の防水性と信頼性。タフに使える水陸両用高演色ハンディーライト 

最大光量 330 ルーメン、照射角 30度。ナイトダイビングに、離れた生物を照らす指示棒代わり

に、明るいビームが水中を的確に照らします。また、オプションのフィルター装着で、撮影用途にも

対応。使用環境は、水中だけにとどまらず、陸上での連続点灯も可能。海で、川で、山で、あら

ゆるアウトドアシーンをサポートする防水ライトです。 

＜商品仕様＞ 

光量︓ 330 ﾙｰﾒﾝ 色温度︓6500K  演色性(Ra) : 約 90 

照射角︓30 度（通常時）/ 60 度（フィルター装着時） 

点灯時間︓160 分(eneloop PRO) 単 3電池 3本 

サイズ︓φ33.7×197.5 mm 重量︓212.5 g 耐圧水深︓120 m   

● 色再現性が高い高演色・高色温度LEDチップを新たに搭載し、演色性（Ra）は約90。色温度は約6500K。フォーカ
スライトやマクロ撮影の光源として、最適な光質を生み出します。 

● 色温度を高くしたことでストロボ光に近い色合いを実現し、ストロボ撮影時のターゲットライトとして使用しても、ライトの色味
の違和感なく撮影が可能です。 

 



     
 

村上商事株式会社  〒501-3843  岐阜県関市吉田町１番地   
税別                              TEL 0575-24-1717  FAX 0575-22-3399  WEB https://murakamishoji.com   

新商品取扱開始のお知らせ 
お取引先様各位                                                 (2020/10/26) 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 
メーカー新商品の発表に伴い、下記商品の取り扱いを開始しますので、お知らせいたします。  

1．[MU-7592] TOVATEC UV01 UV ﾗｲﾄ 395nm（ﾊﾟｰﾌﾟﾙ）＜参考上代 \ 12,800(税別) Tovatec ＞ 

 

手軽にﾌﾛｰﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞを体験できるｺﾝﾊﾟｸﾄでお手頃な UV ﾗｲﾄ。 

ﾍｯﾄﾞ部分のｷｬｯﾌﾟをｽﾗｲﾄﾞする簡単操作で,ﾜｲﾄﾞ/ｽﾎﾟｯﾄﾋﾞｰﾑの切替可能。ｺﾝﾊﾟｸﾄでも

４時間の長時間点灯。単４電池への交換に対応し、ﾊﾞｯﾃﾘｰ切れ後も電池をｾｯﾄすれ

ばすぐに使用を継続できます。 

395nm の UV(紫外線)光を照射できるﾗｲﾄです。ｲｴﾛｰﾌｨﾙﾀｰなしでﾌﾛｰﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞを楽しめます。 

＜商品仕様＞ 

●光波長: 395nm LED（ｳﾙﾄﾗ･ﾊﾞｲｵﾚｯﾄ）●点灯︓ 100% 

●照射角: 100(W)/12(S) 度  ●耐圧水深︓100ｍ 

●電源︓ 充電式ﾘﾁｳﾑｲｵﾝﾊﾞｯﾃﾘｰ 18650-A Li-ion3.7V 2600mAh   

●サイズ: φ37 x 160mm ●陸上重量: 260ｇ   

付属品:USB ケーブル、専用充電器、交換Ｏリング、ランヤード  

＜UV ﾗｲﾄ＆ﾌﾞﾙｰﾗｲﾄが魅せる神秘的で幻想的なﾌﾛｰﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞ(FLUO-diving) の世界＞ 
海中のｻﾝｺﾞや生物に UV(紫外線) 光を当てると, 特定の生物が持つ紫外線に反応する発光体から蛍光色が浮かび上がり, 神秘的で

幻想的なﾌﾛｰﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞ(直訳すると蛍光発光ﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞ) の世界を楽しめます。 

＜ﾌﾛｰﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞに必要な器材＞ 
UV ﾗｲﾄ︓ UV (紫外線) ﾗｲﾄ、人間の視覚で感じ取れる 360nm～400nm の波長を照射できるﾗｲﾄです。(ｲｴﾛｰﾌｨﾙﾀｰは不要です)  

ﾌﾞﾙｰﾗｲﾄ︓ 波長が 380nm～500nm の青色光を照射できるﾗｲﾄです。（蛍光発光を見るには、ｲｴﾛｰﾌｨﾙﾀｰが必要です） 

 



     
 

村上商事株式会社  〒501-3843  岐阜県関市吉田町１番地   
税別                              TEL 0575-24-1717  FAX 0575-22-3399  WEB https://murakamishoji.com   

新商品取扱開始のお知らせ 

お取引先様各位                                                 (2020/10/16) 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 
メーカー新商品の発表に伴い、下記商品の取り扱いを開始しますので、お知らせいたします。 

1．[MU-7590] ST FISH ECO BAG（ﾌｨｯｼｭｴｺﾊﾞｯｸﾞ） ＜参考上代 \ 1,800(税別) Streamtrail ＞ 

 

釣り好き、魚好きにはたまらない可愛さ︕今や生活必需品のｴｺﾊﾞｯｸﾞが魚型で登場。 

ﾊﾞｯｸﾞ収納時はｶﾗﾋﾞﾅ付きのぬいぐるみｷｰﾎﾙﾀﾞｰになり、お手持ちのﾊﾞｯｸﾞのＤ環などに

付けておくと使いたいときに直ぐに使えて便利です。ｺﾝﾋﾞﾆやｽｰﾊﾟｰなどお買い物がますま

す楽しくなります。 

＜商品仕様＞ 

ｻｲｽﾞ :[ｴｺﾊﾞｯｸﾞ型]幅 35×ﾏﾁ 7×高さ 30cm（取っ手含む高さ 45cm） 

[ﾊﾞｽ]幅 19.5×高さ 10cm  [ｸﾏﾉﾐ]幅 20×高さ 10cm 

[ﾔﾏﾒ]幅 23.5×高さ 8cm   [ｻﾒ]幅 22×高さ 8.5cm 

ﾀｲﾌﾟ : ﾊﾞｽ､ｸﾏﾉﾐ､ﾔﾏﾒ､ｻﾒ  

2．[MU-7527] ST FISH Cushion＆Pillow(ﾌｨｯｼｭｸｯｼｮﾝﾋﾟﾛｰ)＜参考上代 \ 2,800(税別) Streamtrail ＞ 

 

FiiiiiSH ｼﾘｰｽﾞのﾈｯｸﾋﾟﾛｰ。「FISH CUSHION&PILLOW」が登場。 

ﾘｱﾙさを追求したﾃﾞｻﾞｲﾝと、なんともいえない愛嬌のあるお顔のお魚がﾈｯｸﾋﾟﾛｰに大変

身。車の運転で少し仮眠するときや、飛行機やﾂｱｰﾊﾞｽでの移動の時にも大活躍︕ま

た、ご自宅で使うときは抱き枕としても使える、かわいくて便利なｸｯｼｮﾝです。 

※魚のお腹のﾌｧｽﾅｰを開け、ﾈｯｸﾋﾟﾛｰの生地を取り出し、それにお魚の生地とﾋﾞｰｽﾞを移

動させることでﾈｯｸﾋﾟﾛｰに変身します。 

＜商品仕様＞  

 ｻｲｽﾞ: [ﾋﾟﾛｰ型]幅 30×奥行 22×高さ 10cm 

[ﾊﾞｽ]幅 47×奥行 10×高さ 25cm [ｸﾏﾉﾐ]幅 30×奥行 10×高さ 25cm 

[ﾔﾏﾒ]幅 54×奥行 10×高さ 22cm [ｻﾒ]幅 54×奥行 10×高さ 27cm 

ﾀｲﾌﾟ : ﾊﾞｽ､ｸﾏﾉﾐ､ﾔﾏﾒ､ｻﾒ､ｵｵｻﾝｼｮｳｳｵ､ｸﾛﾏｸﾞﾛ  

なお、その他、各メーカーの最新商品やオプション品など、当社カタログに掲載のない商品もお取扱いいたします。交換パ
ーツなどもお取り寄せしますので、納期・価格などはお問い合わせください。 
  



     
 

村上商事株式会社  〒501-3843  岐阜県関市吉田町１番地   
税別                              TEL 0575-24-1717  FAX 0575-22-3399  WEB https://murakamishoji.com   

[MU-7590] ST FISH ECO BAG （フィッシュエコバッグ） 

 
[MU-7527] ST FISH Cushion＆Pillow（ﾌｨｯｼｭｸｯｼｮﾝﾋﾟﾛｰ）

 



     
 

村上商事株式会社  〒501-3843  岐阜県関市吉田町１番地   
税別                              TEL 0575-24-1717  FAX 0575-22-3399  WEB https://murakamishoji.com   

新商品取扱開始のお知らせ 

お取引先様各位                                                  (2020/8/3) 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 
メーカー新商品の発表に伴い、下記商品の取り扱いを開始しますので、お知らせいたします。  

1．[MU-7579] ST BLOW L    ＜参考上代 \ 4,500(税別) Streamtrail ＞   
2．[MU-7578] ST BLOW mini ＜参考上代 \ 2,700(税別) Streamtrail ＞   

様々な場面で大活躍!! 大人気ﾄｰﾄﾊﾞｯｸﾞ BLOW（ﾌﾞﾛｰ）に新たなｻｲｽﾞが登場。 

ST BLOWは、ｼﾝﾌﾟﾙなﾊﾞｹﾂ形ﾊﾞｯｸﾞ。ﾎﾞﾄﾑとｻｲﾄﾞはｳｪﾙﾀﾞｰ加工を施し、濡れたところに置いても浸水する事はありません。 

＜ST BLOW L＞ ＜ST BLOW mini＞ 

             

ｻｲｽﾞ︓W 57 x H 36 x D 28 cm  ST BLOWの大容量ｻｲｽﾞ 

素材︓ﾀｰﾎﾟﾘﾝ 

ｶﾗｰ︓WATER、MOUNTAIN 

ｻｲｽﾞ︓W 30 x H 21 x D 15 cm  ST BLOWの小さめｻｲｽﾞ 

素材︓ﾀｰﾎﾟﾘﾝ 

ｶﾗｰ︓AZURE、ONYX、ROSY、SPLASH、GOLF、MOUNTAIN、SURF、RESORT 

3．[MU-7562] ST SOFT COOLER BOX＜参考上代 \ 18,000 Streamtrail ＞ 

 

釣りやｷｬﾝﾌﾟ・BBQ・海水浴・花見など様々なｼｰﾝで活躍するｿﾌﾄﾀｲﾌﾟの防水ｸ

ｰﾗｰﾎﾞｯｸｽ（保冷ﾊﾞｯｸﾞ）。 

2L ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙが 6本入る大容量ｻｲｽﾞで、保冷剤や氷を一緒に入れる場合でも

4本入り、3cm の厚みが高い保冷力を可能にし、完全氷解まで 36時間。 

また、持ちやすいﾊﾝﾄﾞﾙやｼｮﾙﾀﾞｰｽﾄﾗｯﾌﾟ、正面にはｶﾗﾋﾞﾅなどの小物をかけられ

るﾍﾞﾙﾄやﾐﾆﾎﾟｹｯﾄもつき利便性にも配慮しています。 

＜商品仕様＞ 

ｻｲｽﾞ︓W 34 x H 42 x D 27 cm  

素材︓TPU  

完全氷解まで 36時間（Stream trail にてテスト）  

なお、その他、各メーカーの最新商品やオプション品など、当社カタログに掲載のない商品もお取扱いいたします。交換パ
ーツなどもお取り寄せしますので、納期・価格などはお問い合わせください。 

 


