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Solaris photo & video LED ライトSolaris photo & video LED ライト

ＬＵＮＡ ８ ＬＡ-Ｖ ６５w ＬＥＤビデオライトＬＵＮＡ ８ ＬＡ-Ｖ ６５w ＬＥＤビデオライト

世界最高水準
高輝度白色LEDﾗｲﾄ

世界最高水準
高輝度白色LEDﾗｲﾄ

（税込 ￥ ２６２，５００）￥ ２５０，０００

[MU-4483] KLS531 LUNA 8 LA-V CRI ﾊﾞー ｼﾞｮﾝ 65w LED ﾋﾞﾃﾞｵﾗｲﾄ ｽﾍﾟｯｸ

[MU-4483] KLS531 CRI ﾊﾞー ｼﾞｮﾝ 65w LED

（税込 ￥ ２８３，５００）￥ ２７０，０００[MU-5233] KLS588 FLUX ﾊﾞー ｼﾞｮﾝ 65w LED

照射角９０°ドームレンズ ５段階光量切り替え

バッテリーインジゲーター 大容量ﾘﾁｳﾑｲｵﾝﾊﾞｯﾃﾘｰ

100V-240V 急速充電器

[MU-2893] KLS252 LUNA 8 WA-V HID ライト スペック

サイズ ： ６０ × ２６０ mm （ヘッド部）　重量 ： １.１kg （水中０.３kg） 付属品 ： 充電器 ・ スプレッダー　アームブラケット

耐圧水深

200m

充電時間

3～4時間

光量調整

５段階

色温度

5000ｹﾙﾋ゙ﾝ

照射角

９０度

点灯時間

80～320分

光束

3000ﾙｰﾒﾝ

ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ

バッテリー

超高輝度

白色ＬＥＤ

[MU-5233] KLS588 LUNA 8 LA-V FLUX ﾊﾞー ｼﾞｮﾝ 65w LED ﾋﾞﾃﾞｵﾗｲﾄ ｽﾍﾟｯｸ

耐圧水深

200m

充電時間

3～4時間

光量調整

５段階

色温度

5000ｹﾙﾋ゙ﾝ

照射角

９０度

点灯時間

80～320分

光束

5000ﾙｰﾒﾝ

ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ

バッテリー

超高輝度

白色ＬＥＤ

耐圧水深

100m

充電時間

3～4時間

光量調整

５段階

色温度

5000ｹﾙﾋ゙ﾝ

照射角

２０度

点灯時間

130～180分

光束

1500ﾙｰﾒﾝ

ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ

バッテリー

ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ

バッテリー

ＨＩＤ ﾒﾀﾙ

ﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ

共通スペック　サイズ：１２０ × ２９０ mm　重量：１．１ｋｇ（水中０．３ｋｇ）　付属品：充電器・アームブラケット
大光量ルーメン・６５Ｗ高輝度ＬＥＤ搭載、独自の光学デザインによる照射角９０°の超広角ドームレンズ、色温度５０００ケルビンの自然光に近い色合いを発する世界最高水準のＬＥＤ
ライトです。様々なシチュエーションに対応する５段階光量切換と残量が一目でわかるバッテリーインジゲーター付大容量リチウムイオンバッテリーを採用し、抜群の性能を発揮します。

CRIバージョン　CRI（演色指数）９５　限りなく本物の『色』にこだわり、補正することなく被写体の持つ色彩を忠実に映し出します。

ハイビジョン撮影のためのプロフェッショナルビデオライトです。

（税込 ￥ ２３６，２５０）￥ ２２５，０００

[MU-2893] KLS252 LUNA 8 WA-V HIDライト[MU-2893] KLS252 LUNA 8 WA-V HIDライト

[MU-2661] KLS307 Ｓolaris Movie24 WA-V HID ライト スペック

サイズ ： ６０ × ３５０ mm （ヘッド部）　重量 ： ０.７kg （水中０.２kg） ×２　バッテリー ： ２ .１kg （水中１.１kg)

付属品 ： 充電器 ・ スプレッダー　×２ ・ アームブラケット ×２

耐圧水深

100m

充電時間

６時間

光量調整

５段階

色温度

5000ｹﾙﾋ゙ﾝ

照射角

２０度

点灯時間

100～140分

光束

1500ﾙｰﾒﾝ

ﾆｯｹﾙ水素

バッテリー

ＨＩＤ ﾒﾀﾙ

ﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ

（税込 ￥ ４７２，５００）￥ ４５０，０００

[MU-2661] KLS307 Ｓolaris Ｍovie２４ WA-V HIDライト

[MU-4899] KLS525 LUNA 4 BS-V HID ライト スペック

サイズ ： ６０ × ２００ mm　重量 ： ０.８９kg （水中０.２１kg） 付属品 ： 充電器 ・ スプレッダー　アームブラケット

耐圧水深

100m

充電時間

3～4時間

光量調整

５段階

色温度

5500ｹﾙﾋ゙ﾝ

照射角

１２度

点灯時間

55～110分

光束

1400ﾙｰﾒﾝ

ＨＩＤ ﾒﾀﾙ

ﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ

（税込 ￥ １５２，２５０）￥ １４５，０００

[MU-4899] KLS525 LUNA 4 BS-V HIDライト

[MU-2661] KLS307 Ｓolaris Ｍovie２４ WA-V HIDライト

[MU-4899] KLS525 LUNA 4 BS-V HIDライト

FLUXバージョン　『５０００ルーメン』コンパクトなボディから想像を超えた大光量を照射、ダイナミックなワイド撮影を可能にするプロフェッショナルビデオライトです。
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ライトアームセットライトアームセット

（税込 ￥ ６７，６２０）￥ ６４，４００

（税込 ￥ ６７，２００）￥ ６４，０００

（税込 ￥ 22，０5０）￥ 21，０００

FIX LED 1000 DX ｼｭｰﾍﾞー ｽｾｯﾄ 内容

FIX LED 1000 DX ｼｭｰﾍﾞー ｽｾｯﾄ 装着ｲﾒｰｼﾞ

Ｓ２０００ はじめるパック Ｄ４ 装着ｲﾒｰｼﾞ

Ｓ２０００ はじめるパック ＳＢ 装着ｲﾒｰｼﾞ

FIX LED 1000 DX

ｽｰﾊﾟー ﾌﾗｯｼｭ 44 LED

SN02 ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝ YS ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ FIX NEW ﾛｰﾀﾘｰﾎｯﾄｼｭｰﾍﾞー ｽ

FIX LED 1000 DX ｱｰﾑｾｯﾄ 内容

ｽｰﾊﾟー ﾌﾗｯｼｭ 44 LED ｱｰﾑｾｯﾄ 内容

ｽｰﾊﾟー ﾌﾗｯｼｭ 44 LED ｱｰﾑｾｯﾄ 装着ｲﾒｰｼﾞ

[MU-1996] FIX LED 1000 DX シューベースセット[MU-1996] FIX LED 1000 DX シューベースセット

Ｓ２０００ストロボセットＳ２０００ストロボセット

（税込 ￥ ４９，８７５）￥ ４７，５００Ｓ２０００ はじめるパック Ｄ４ 内容

[MU-4232] Ｓ２０００ はじめるパック Ｄ４

[MU-3302] FIX LED 1000 DX アームセット[MU-3302] FIX LED 1000 DX アームセット

[MU-4259] スーパーフラッシュ44 LED アームセット[MU-4259] スーパーフラッシュ44 LED アームセット

：ＲＤ ：SV：ＢK

SN01 ｽｰﾊﾟー ﾗｲﾄｱｰﾑ

SN01 ｽｰﾊﾟー ﾗｲﾄｱｰﾑ

Ｓ２０００ ストロボ グリップベース Ｄ４ Ｚ ジョイント

Ｓ２０００ ストロボ シューベース Ｚ ジョイント

：ＯＧ ：ＢKカラー

：ＲＤ ：SV ：ＢＬカラーカラー

FIX LED 1000 DX

：ＲＤ ：SV：ＢK

※ イメージ写真にあるハウジングはセット商品に含まれておりません。

ライトアームセット / INON ストロボセットライトアームセット / INON ストロボセット

[MU-4232] Ｓ２０００ はじめるパック Ｄ４

（税込 ￥ ４５，１５０）￥ ４３，０００Ｓ２０００ はじめるパック ＳＢ 内容

[MU-4081] Ｓ２０００ はじめるパック ＳＢ[MU-4081] Ｓ２０００ はじめるパック ＳＢ
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[MU-4424] INON LE550-W LED ﾗｲﾄ ｽﾍﾟｯｸ

フラットな光が被写体を包み込む、 撮影クオリティ水中ライト

照射角

７５度

点灯時間

70～125分

耐圧水深

１２０m

単三型

電池３本

光量

５５０ﾙｰﾒﾝ

高射度

ﾊﾟﾜｰＬＥＤ

サイズ：３３.７ × １９４.６ mm 重量：２２０ g （陸上） １３２ g (水中）
付属品：光源均一フィルター LE・クリア / レッド / オレンジ / ピンク 各１枚・ハンドストラップ・ グリス
デジタルカメラやビデオ撮影用光源として充分なスペックを有します。また、洞窟やナイトダイビング
で広範囲を照らすダイビングライトとしても威力を発揮します。

INON LEライト ＆ LEシリーズアクセサリーINON LEライト ＆ LEシリーズアクセサリー

（税込 ￥ ２０，７９０）￥ １９，８００

[MU-4424] INON LE550-W LED ライト[MU-4424] INON LE550-W LED ライト

ｼﾝｸﾞﾙﾗｲﾄﾎﾙﾀﾞｰ装着ｲﾒｰｼﾞ

FRONT VIEW

付属品

FRONT VIEW

付属品

FRONT VIEW

付属品

単三型電池２本で脅威の明るさ、 コンパクトさを極めた水中ライト

照射角

２０度

点灯時間

70～125分

耐圧水深

１２０m

単三型

電池２本

光量

２４０ﾙｰﾒﾝ

高射度

ﾊﾟﾜｰＬＥＤ

サイズ:３３.７ × １４８.３ mm 重量：１７３ g （陸上） ９８ g （水中）
付属品：Ｗ４０°フィルター  LE・赤フィルター LE・ハンドストラップ・ グリス
ＢＣのポケットに入るほどのコンパクトさを活かして常時携行するサブライトに、またハウジングやス
トロボに直接取り付けるフォーカスライトに適しています。

別途「Ｚジョイント」と組み合わせて、LEシリーズLEDライト２灯を、ＹＳアダプター
互換アームへ取り付けるアダプターです。

別途「Ｚジョイント」と組み合わせて、LEシリーズLEDライト１灯、または２灯を
Ｓ２０００等のストロボ類を対応アームへ取付可能にします。

YSアダプター、YSアーム、シューベースの先端などにS-2000等のストロボ類、
ＬＥシリーズＬＥＤライトのホルダー類を取り付けるためのジョイントパーツです。

別途「Ｚジョイント」と組み合わせて、LEシリーズLEDライト２灯または４灯を、ＹＳ
アダプター互換アームへ取り付けるアダプターです。

（税込 ￥ １６，５９０）￥ １５，８００

[MU-4600] INON LE240 LED ライト

[MU-4423] INON LE550-Ｓ LED ﾗｲﾄ ｽﾍﾟｯｸ

ダイビングライトからマクロ撮影まで、 マルチに使えるハイパワー水中ライト

照射角

４０度

点灯時間

70～125分

耐圧水深

１２０m

単三型

電池３本

光量

５５０ﾙｰﾒﾝ

高射度

ﾊﾟﾜｰＬＥＤ

サイズ：３３.７ × １９８ mm 重量：２２１ g （陸上） １３０ g (水中） 
付属品：赤フィルター LE・ハンドストラップ・ グリス
ダイビングライトとして使いやすい明るさと広さ。４０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。水中でマルチに活躍する汎用性の高いライトです。

（税込 ￥ 18，９0０）￥ １8，0００

[MU-4423] INON LE550-S LED ライト[MU-4423] INON LE550-S LED ライト

[MU-4097] INON LE250 LED ﾗｲﾄ ｽﾍﾟｯｸ[MU-4600] INON LE240 LED ﾗｲﾄ ｽﾍﾟｯｸ

ダイバー仕様の堅牢性と高性能、 海･山マルチに応えるアクティブ防水ライト

照射角

２０度

点灯時間

135～205分

耐圧水深

１２０m

単三型

電池３本

光量

２５０ﾙｰﾒﾝ

高射度

ﾊﾟﾜｰＬＥＤ

サイズ：３３.７ × １９５.５ mm 重量：２０８.５ g （陸上） １２０ g （水中）
付属品：Ｗ４０°フィルター LE・赤フィルター・ハンドストラップ・ グリス
使用範囲が水中だけにとどまらず、陸上での連続点灯もも可能。
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万能・防水ライトです。

（税込 ￥ 1３，４４０）￥ １２，８００

[MU-4097] INON LE250 LED ライト[MU-4600] INON LE240 LED ライト

（税込 ￥ 2，10０）￥ 2，0００

[MU-4099] INON ｼﾝｸﾞﾙﾗｲﾄﾎﾙﾀﾞｰ・LE [MU-4100] INON ﾀﾞﾌﾞﾙﾗｲﾄﾎﾙﾀﾞｰ・LE [MU-4890] INON ｸｱｯﾄﾞﾗｲﾄﾎﾙﾀﾞｰ・LE

[MU-4097] INON LE250 LED ライト

[MU-4099] INON ｼﾝｸﾞﾙﾗｲﾄﾎﾙﾀﾞｰ・LE

ﾀﾞﾌﾞﾙﾗｲﾄﾎﾙﾀﾞｰ装着ｲﾒｰｼﾞ

（税込 ￥ 2，10０）￥ 2，0００

ｸｱｯﾄﾞﾗｲﾄﾎﾙﾀﾞｰ装着ｲﾒｰｼﾞ

（税込 ￥ ５，２５０）￥ ５，0００

[MU-4100] INON ﾀﾞﾌﾞﾙﾗｲﾄﾎﾙﾀﾞｰ・LE [MU-4890] INON ｸｱｯﾄﾞﾗｲﾄﾎﾙﾀﾞｰ・LE

ｽﾄﾛﾎﾞﾗｲﾄﾎﾙﾀﾞｰ装着ｲﾒｰｼﾞ Ｚジョイント装着ｲﾒｰｼﾞ

（税込 ￥ 2，６２５）￥ 2，５００

[MU-4025] INON ｽﾄﾛﾎﾞﾗｲﾄﾎﾙﾀﾞｰ・LE [MU-3644] INON Ｚ ジョイント [MU-4839] INON グリップベース Ｍ１[MU-4425] INON ｽﾄﾛﾎﾞﾗｲﾄﾎﾙﾀﾞｰ・LE

（税込 ￥ １，５７５）￥ １，５００

ｸﾞﾘｯﾌﾟﾍﾞｰｽＭ１装着ｲﾒｰｼﾞ

マイクロ一眼対応ストロボアーム

（税込 ￥ １２，６００）￥ １２，0００

[MU-3644] INON Ｚ ジョイント [MU-4839] INON グリップベース Ｍ１

FRONT VIEW

付属品
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サイズ ： １１ × ６ × ３ cm　重量 ： １２０ g　対応ソフト ： Windows2000 / ME / XP / Vista ・ Mac 9 / X 以上　インターフェイス ： USB ポート

ＳＳ－１０００は特許取得のＩＮＴＯＶＡオリジナルウォータープルーフビデオカメラです。 コンパクトサイズによりダイビングはもちろん、 アウトドアでの持ち運びや撮影に最適です。

ビデオ本体の機能も充実した内容になっており、 高解像度メガピクセルセンサー、 デジタルズーム４倍機能、 セルフタイマー機能に自動電源ＯＦＦ機能も搭載しています。

また、 ビデオ本体にＵＳＢ接続コードが付いておりパソコンに直接ＹＯＵ　ＴＵＢＥなどに動画を転送可能です。

光量

220ﾙｰﾒﾝ

光量

130ﾙｰﾒﾝ

照射角

１４度

点灯時間

７時間

耐圧水深

１２０ｍ

単三型

電池６本

INTOVA ビデオカメラ ＆ ライトINTOVA ビデオカメラ ＆ ライト

[MU-5194] INTOVA SS-1000 ウォータープルーフビデオカメラ[MU-5194] INTOVA SS-1000 ウォータープルーフビデオカメラ

[MU-5195] INTOVA ｳﾙﾄﾗﾉｳﾞｧ LEDﾗｲﾄ[MU-5195] INTOVA ｳﾙﾄﾗﾉｳﾞｧ LEDﾗｲﾄ

（税込 ￥ 8，９25）￥ 8，5００

（税込 ￥ 9，975）￥ 9，500

[MU-5195] INTOVA ｳﾙﾄﾗﾉｳﾞｧ LEDﾗｲﾄ ｽﾍﾟｯｸ

サイズ ： ２０ × ４.８ cm　重量 ： ４６８ g　付属 ： ハンドストラップ　

２段階光量 ・ フラッシュ点滅切り替え可能。 水没の危険性が少ない

スイッチタイプのライトです。

光量

220ﾙｰﾒﾝ

照射角

５３度

点灯時間

１０時間

耐圧水深

１２０ｍ

ＣＲ123A

電池２個

ＣＲ123A

電池２個

[MU-5196] INTOVA ﾐﾆﾄｰﾁ LEDﾗｲﾄ[MU-5196] INTOVA ﾐﾆﾄｰﾁ LEDﾗｲﾄ

（税込 ￥ 8，925）￥ 8，500

[MU-5196] INTOVA ﾐﾆﾄｰﾁ LEDﾗｲﾄ ｽﾍﾟｯｸ

サイズ ： １２.５ × ３.５ cm　重量 ： １７０ g　付属 ： ハンドストラップ　

２段階光量 ・ フラッシュ点滅切り替え可能。 ナイトダイビングや緊急時、

デジカメ動画等のサブライトとして最適なコンパクトライトです。

［ＭＵ-5194］ ＩＮＴＯＶＡ ＳＳ－１０００ スペック 

耐圧水深

ビデオモード

画素数

レンズ

フォーカス範囲

デジタルズーム

液晶ディスプレイ

内蔵 ・ 外部メモリー

ファイル形式

ＰＣインターフェイス

電源

３０ ｍ

ＱＶＧＡ（３０ｆｐｓ） ・ＶＧＡ（２０ｆｐｓ）

５００万画素

固定ﾌｫｰｶｽ Ｆ/３.１ｆ＝６.５ ｍｍ

０.５～無限

４倍

１.４ｲﾝﾁｶﾗｰＳＴＮ

１６ＭＢ（内蔵） ・ ２ＧＢ対応 ( 外部）

静止画 ：ＪＰＥＧ・ 動画 ：ＡＶＩ

ＵＳＢ１.１

単四形ｱﾙｶﾘ乾電池 × ２本

光量

220ﾙｰﾒﾝ

照射角

４３度

点灯時間

１０時間

耐圧水深

１２０ｍ

[MU-5197] INTOVA ﾜｲﾄﾞｱﾝｸﾞﾙﾄｰﾁ LEDﾗｲﾄ[MU-5197] INTOVA ﾜｲﾄﾞｱﾝｸﾞﾙﾄｰﾁ LEDﾗｲﾄ

（税込 ￥ 9，9７５）￥ 9，５00

[MU-5197] INTOVA ﾜｲﾄﾞｱﾝｸﾞﾙﾄｰﾁ LEDﾗｲﾄ ｽﾍﾟｯｸ

サイズ ： １４.７ × ３.５ cm　重量 ： ２０４ g　付属 ： ハンドストラップ　

マグネットスイッチ採用のコンパクトワイドアングルライトです。

照射角

１３度

点灯時間

５時間

耐圧水深

１２０ｍ

単四型

電池３本

[MU-5198] INTOVA ICOM ｺﾝﾊﾟｸﾄﾄー ﾁ LEDﾗｲﾄ[MU-5198] INTOVA ICOM ｺﾝﾊﾟｸﾄﾄー ﾁ LEDﾗｲﾄ

（税込 ￥ 7，875）￥ 7，500

[MU-5198] INTOVA ICOM ｺﾝﾊﾟｸﾄﾄｰﾁ LEDﾗｲﾄ ｽﾍﾟｯｸ

サイズ ： １４ × ３.５ cm　重量 ： １８１ g　付属 ： ハンドストラップ　

２段階光量 ・ フラッシュ点滅切り替え可能。 コンパクトサイズのスポッ

トライトです。

光量

220ﾙｰﾒﾝ

照射角

４３度

点灯時間

１０時間

耐圧水深

１２０ｍ

ＣＲ123A

電池２個

[MU-5199] INTOVA ITAC ﾀｸﾃｨｶﾙﾄー ﾁ LEDﾗｲﾄ[MU-5199] INTOVA ITAC ﾀｸﾃｨｶﾙﾄー ﾁ LEDﾗｲﾄ

（税込 ￥ 9，４5０）￥ 9，000

[MU-5199] INTOVA ITAC ﾀｸﾃｨｶﾙﾄｰﾁ LEDﾗｲﾄ ｽﾍﾟｯｸ

サイズ ： １５.３ × ３.７ cm　重量 ： １９０ g　付属 ： ハンドストラップ　

２段階光量 ・ フラッシュ点滅切り替え可能。 光量２２０ルーメンの明るさ

が広角で照射できるコンパクトライトです。

[MU-5200] INTOVA CR123 Ax2 交換電池[MU-5200] INTOVA CR123 Ax2 交換電池

（税込 ￥ 1,260）￥ 1,200

[MU-5200] INTOVA CR123 Ax2 交換電池

INTOVA ミニトーチ LED ライト ・ ワイドアングルトーチ LED ライト ・ ITA

C タクティカルトーチ LED ライト用の交換電池です。
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Seashell デジカメハウジングSeashell デジカメハウジング

[MU-4612] ＳＳ-1 ｼｰｼｪﾙﾊｳｼﾞﾝｸﾞ ﾉｰﾏﾙﾀｲﾌﾟ

世界初の汎用型防水ハウジング世界初の汎用型防水ハウジング （税込 ￥ ２１，０００）￥ ２０，０００

（税込 ￥ ２１，０００）￥ ２０，０００

サイズ：１４０ × ９８ × ７６ mm　重量：３８０ g
ＳＳ－１ シーシェルハウジングは世界初の汎用型防水ケースです。国際特許
取得済、対応機種は６００機種以上！付属のサイズ適合表をデジカメに照ら
し合わせれば、簡単にセッティング可能です。
耐圧水深４０m、耐衝撃１m、耐低温-１０℃の安心設計。
A/Rコーティング光学強化無反射ガラスによる高品質撮影が可能です。
ハウジング未対応のデジカメや既にハウジングが販売終了となったデジカメ
をお持ちの方にオススメ。

サイズ：１４０ × ９８ × ７６ mm　重量：３３８ g
ＳＳ－２ シーシェルハウジングはコーナーレンズタイプ対応の汎用型防水ケ
ースです。
参考対応機種：OLYMPUS μ８０００・μ６０００　PANASONIC LUMIX ＦＴ１
FUJI ＦＩＮＥＰＩＸ　Ｆ２００fd　等。

[MU-4612] ＳＳ-1 ｼｰｼｪﾙﾊｳｼﾞﾝｸﾞ ﾉｰﾏﾙﾀｲﾌﾟ

[MU-4789] ＳＳ-２ ｼｰｼｪﾙﾊｳｼﾞﾝｸﾞ ｺｰﾅｰﾚﾝｽﾞﾀｲﾌﾟ

：ﾌﾞﾙｰ ：ｵﾚﾝｼﾞ ：ﾚｯﾄﾞ ：ｸﾞﾘｰﾝ ：ﾊﾟｰﾌﾟﾙ ：ﾌﾞﾗｳﾝ：ﾌﾞﾗｯｸ

[MU-4612] ＳＳ-1 ｼｰｼｪﾙﾊｳｼﾞﾝｸ  ゙ﾉｰﾏﾙﾀｲﾌ  ゚ｽﾍﾟｯｸ

操作機能 ： 電源 ON/OFF

シャッター ON

耐圧水深

４０m
対応機種

６００種
耐衝撃

１m
耐温度

－１０℃

：ｵﾚﾝｼﾞ ：ﾚｯﾄﾞ ：ﾌﾞﾗｯｸ

[MU-4789] ＳＳ-２ ｼｰｼｪﾙﾊｳｼﾞﾝｸ  ゙ｺｰﾅｰﾚﾝｽﾞﾀｲﾌ  ゚ｽﾍﾟｯｸ

ｼｰｼｪﾙﾊｳｼﾞﾝｸ  ゙対応機種確認方法

注意 ： シーシェルハウジングの操作機能は、 電源ＯＮ/ＯＦＦ・ シャッターＯＮの操作のみとなります。 ダイビング中 （水中） でのズーム

　　　　 機能や撮影モードなどの変更はできません。 予めハウジングにセットする前に撮影モードなどを設定してご使用下さい。

操作機能 ： 電源 ON/OFF

シャッター ON

耐圧水深

４０m
対応機種

ｺｰﾅｰﾚﾝｽﾞ

耐衝撃

１m
耐温度

－１０℃

[MU-4789] ＳＳ-２ ｼｰｼｪﾙﾊｳｼﾞﾝｸﾞ ｺｰﾅｰﾚﾝｽﾞﾀｲﾌﾟコーナーレンズタイプ対応コーナーレンズタイプ対応

お持ちのデジカメを適合表のカメラ配置場所に置き、色線とカメラのサイズが合う

場所の数値を計測します。

計測した数値のパッドをハウジング内に取り付ければ、セッティング完了です。

（本チラシに記載されている適合表は実寸ではありません。予めご了承下さい）

www.seashell.jp

対応機種一覧表はこちらのＨＰから

ご覧下さい。

正面図 上面図
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ACQUAPAZZA デジカメハウジングACQUAPAZZA デジカメハウジング

サイズ：１２２ × １６４ × ９４ mm　重量：８１０ g　耐圧水深：７５m

付属品： ハンドストラップ ・ 専用グリス ・ 予備Oリング ・ 三脚ネジ ３

個 ・ INON社製光Ｄコネクター ・ アダプター １基（ストロボ２灯対応） 

内蔵ストロボ対応突出型拡散板

NEXのチルト・モニターに対応。レバー操作により水中で０

度～４５度まで自由に角度を変えられます。ローアングルで

は４５度に。上方撮影時は０度に調整可能です。

（受注時オプション [MU-5122] 追加料金 + \24,000 税別）

：ブラック ：グレー ：レッド ：ブルー

：バイオレット ：ターコイズ ：シャンパン ：ブロンズ

：グリーン ：ゴールド ：ﾌ゙ﾗｲﾄｲｴﾛー ：オレンジ

：ピンク

チルトモニタ対応、スラント・カバー

システムチャート

オプション品

レンズとポートに磁石を内蔵したリングを装着。その磁石を

利用することで、水中でスムーズにズームとフォーカスのマ

ニュアル操作が可能になります。AMRSをたった１/４回転す

るだけで１８～５５mmのズーミングができます。

LENS GEAR LENS PORT

SONY SEL1855
18-55mm F3.5-5.6 OSS MU-5224 AMRSセット

AMRS ズーム用システム

APSO-NEX
スラント・カバー
（オプション）

SONY SEL16F28
16mm F2.8

SONY SEL16F28 with VCL-ECF1
16mm F2.8 with Fisheye Converter

S
O

N
Y
 E

-
M

o
u
n
t

AMRSでズームとフォーカスのマニュアル操作が可能

DSLR用ハウジングなので、グリップからも操作しやすいトリ

ガー型を採用しています。シャッターボタンを面直に押すの

でアクションフィールがダイレクトで操作できます。

（グリップ無しでも快適フィール）

操作しやすいトリガー型シャッター・レバー

開け閉めするカメラの取り出し口から浸水する可能性が１

番高いので、その部分を二重にすることでリスクを低減させ

ました。日常・定期メンテナンスにより更に安心してお使い

いただけます。

浸水のリスクを軽減！カメラ取り出し口のシールは二重

：シルバー

[MU-5118] アクアパッツァ APSO-NEX5 ﾊｳｼﾞﾝｸ  ゙ｽﾍﾟｯｸ

世界最小 ・ 最軽量デジタル一眼カメラ

SONY NEX5 に最高の相棒登場！

（税込 ￥ 144，９0０）￥ 138，0００

￥ ３６，0００ （税別）

￥ 24，0００ （税別）

￥ ３６，0００ （税別）

￥ ２４，0００ （税別）

￥ １８，0００ （税別）

￥ ５０，0００ （税別）

[MU-5186] ボディキャップ Ｍ８６

￥ ３，８００ （税別）

[MU-5187] ポートキャップ Ｍ８６

￥ ３，８００ （税別）

[MU-5128] Ｍ６７ﾏｸﾛﾚﾝｽﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀｰＭ８６

（１８-５５ｍｍポート、１６ポート対応）

￥ ８，0００ （税別）

[MU-3447] INON ｸﾛｰｽﾞｱｯﾌﾟﾚﾝｽﾞ

UCL-165M67（倍率：約４倍）

￥ １３，0００ （税別）

[MU-3444] INON ｸﾛｰｽﾞｱｯﾌﾟﾚﾝｽﾞ

UCL-330（倍率：約２倍）

￥ １３，0００ （税別）

[MU-5118] アクアパッツァ APSO-NEX5 ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ[MU-5118] アクアパッツァ APSO-NEX5 ﾊｳｼﾞﾝｸﾞSONY NEX-5 専用ﾊｳｼﾞﾝｸﾞSONY NEX-5 専用ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ

写真もフルハイビジョン動画も一眼クオリティー。 SONY NEX-5 の魅力を余すことなく引き出す最高の相棒 （バディ） APSO-NEX5。
チルト可動式液晶に対応、 水中で０°から４５°まで調整可能なスラントカバー （オプション）、 トリガー型シャッターレバー。 
マクロからワイドまでαシリーズと INON フロントポートドームに対応し、 浸水のリスクを軽減する取り出し口のシールは二重構造に
なっています。

MU-5122 

MU-5224 AMRSセット

AMRS フォーカス用システム MU-5123 18-55ポート Ｍ86

MU-5124 16ポート Ｍ86

MU-5125 ドームポートセット
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Recsea デジカメハウジングRecsea デジカメハウジング

（税込 ￥ ７１，４００）￥ ６８，０００

サイズ：１３１ × ８８ × ８７ mm　重量：４９０ g　耐圧水深：６０m(限界耐圧：１００ｍ）

付属品：専用拡散板 ・ハンドストラップ ・ 予備Oリング ・ 専用グリス ・ Oリング外し用ピック ・

光ケーブル取付アダプタ 

：ブラックアルマイト標準カラー

[MU-5018] 標準カラー仕様

[MU-5225] 耐圧水深１００m仕様

[MU-5024] 標準仕様

（税込 ￥ ７９，８００）￥ ７６，０００[MU-5226] 受注生産カラー仕様

受注生産カラー
（カラー塗装）

：フレッシュレッドメタリック ：ライトパープルメタリック

：パールホワイト ：レスキューオレンジ：ブルーマイカ

[MU-5018] Ｒecsea WHC-S95 ﾊｳｼﾞﾝｸ  ゙ｽﾍﾟｯｸ

Recsea WHC-S95 ﾊｳｼﾞﾝｸﾞRecsea WHC-S95 ﾊｳｼﾞﾝｸﾞCanon Power Shot S95 専用ﾊｳｼﾞﾝｸﾞCanon Power Shot S95 専用ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ

先端テクノロジーを凝縮し、 夜間や室内での撮影に強く、 より多くの光を取り込むことができる

「Ｆ2.0 キャノンレンズ」 を搭載、 「HS SYSTEM」 とともに間接照明のような暗い光源下の手持ち

撮影でもブレやノイズを抑えて撮影できる Canon Power Shot S95。

このＳ95 の操作をフルコントロールできるよう、 裏面ダイヤル、 ボタンの配置を改良。

グリップも握り易いようボディ本体の設計をアルミハウジングで均等肉厚に仕上げ小型軽量を実

現しました。

（税込 ￥ １０４，７９０）￥  ９９，８００

（税込 ￥ １５５，４００）￥ １４８，０００

サイズ：１３１ × ８８ × ８７ mm　重量：４９０ g　耐圧水深：６０m（限界耐圧：８０ｍ）

付属品：専用拡散板 ・ ハンドストラップ ・ 予備Oリング ・ 専用グリス ・ Oリング外し用ピック

Power Shot G11（前機種）にも使用可能 ・ Ｇ10・G11ハウジングオプション品共用可能 

（オプション品は別売りになります。）

：ブラックアルマイト標準カラー

専用拡散板

大型拡散板が標準装備されているので、
マクロ撮影でも光が全体に回ります。
また、コントローラーホイールに加え電子
ダイヤル操作可能で確実に軽く操作が出
来るよう改良されています。

新ダイヤル

開閉ダイヤルには、新タイプのダイヤル
を採用しました。溝を従来品より深くした
ことで引っ掛かりを大きくし、必要以上に
力をかけることなく簡単に開閉できるよう
になりました。

[MU-5024] Ｒecsea WHC-G12 ﾊｳｼﾞﾝｸ  ゙ｽﾍﾟｯｸ

Recsea WHC-G12 ﾊｳｼﾞﾝｸﾞRecsea WHC-G12 ﾊｳｼﾞﾝｸﾞCanon Power Shot Ｇ12 専用ﾊｳｼﾞﾝｸﾞCanon Power Shot Ｇ12 専用ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ

一眼レフカメラの EOS のテクノロジーをコンパクトボディに継承し、 一眼に比類するポテン

シャルでコンパクトの限界を軽々と超越する Canon Power Shot G12。

この G12 の性能を最大限発揮できるコンパクトハウジングが新登場。 ボタン操作はフルコ

ントロールでき、 陸上操作と同様の操作を実現。 開閉ダイヤルに新タイプのダイヤルを

採用し、 スムーズに開閉ができるようになりました。

超小型フル操作アルミハウジングで Canon Power Shot Ｇ11 にも使用可能です。

新改良

グリップを握り易いように改良しました。
また、裏面ダイヤルやボタンの配置改良
したことで使いやすくなった上、ボタン操
作はフルコントロールできます。

カラーバリエーション

標準のブラックアルマイトに加え、フレッシュレッ
ドメタリックなど全６色から選ぶことができます。
女性の方や、標準のBKでは物足りない方など、
普段のダイビングに彩りを添えて楽しむことがで
きます。

オプション品

[MU-5039] 左手グリップトレーセット ＳＴＧ-０５Ｌ２

(G12/S95 共用）

￥ １３，８００ （税別）

[MU-5191] 両手グリップトレーセット ＳＴＧ-０５Ｗ２

（Ｇ１２/Ｓ９５共用）

￥ ２５，８００ （税別）

[MU-4315] ボールジョイントベース ＳＢＢ-Ｍ１０

￥ ３，８００ （税別）

[MU-4240] ストロボマスク

（G10/G11/G12 共用）

￥ ２，８００ （税別）

[MU-4371] クローズアップレンズ取付用レンズマウントアダプタ

（ＳＴ/Ｍ67/AD マウント 各タイプ）
￥ １４，０９６ （税別）

[MU-5192] INON　28AD （UWL-100　28AD) レンズ付きポート

SOP-LWP28AD
￥ 50，0００ （税別）

[MU-3866] 簡単クローズアップレンズ２枚組 ￥ ２４，0００ （税別）

[MU-4255] 簡単クローズアップレンズ３枚組 ￥ ２８，５００ （税別）

[MU-4606] 簡単クローズアップレンズ２枚組 ￥ ２０，0００ （税別）

[MU-4695] 簡単クローズアップレンズ３枚組 ￥ １６，０００ （税別）

オプション品

[MU-4605] ストロボマスク

（Ｓ90/Ｓ95 共用）

￥ ２，８００ （税別）

[MU-4762] M５２レンズアダプタ

（ダイレクト装着タイプ )

￥ ３，５００ （税別）

[MU-5112] スライド式レンズアダプタ

（ＳＴ/Ｍ６７/Ｍ５２/２８AD 各タイプ )

￥ １６，０００ （税別）



９

UK URTRA BOX UK URTRA BOX 

丈夫なタフ性能を誇る ABS 樹脂を使用 安全かつ衝撃に強い開閉機能

ＵＫ　ウルトラボックスは、 頑丈かつ軽量な ABS 樹脂を

使用して造られています。 過酷な状況下でも優れた耐衝

撃性、 耐久性を発揮します。

防水５m ・ 圧力放出設計

UK ウルトラボックス タイプ

UK ウルトラボックス サイズ表

UK ウルトラボックス ２０６

４０６

２０７

３０７

３０８

４０８

２０６ 内寸 ： １４０ × ９０ × ５０ ｍｍ　外寸 ： １７０ × １１９ × ５８ ｍｍ　重量 ： 1８０ ｇ

４０６ 内寸 ： １４０ × ９０ × ９０ ｍｍ　外寸 ： １７０ × １１９ × ９８ ｍｍ　重量 ： ２３０ ｇ

２０７ 内寸 ： １７０ × ７０ × ５５ ｍｍ　外寸 ： ２００ × ９８ × ６１ ｍｍ　重量 ： １８０ ｇ

３０７ 内寸 ： １７０ × ７０ × ７５ ｍｍ　外寸 ： ２００ × ９９ × ８１ ｍｍ　重量 ： ３２０ ｇ

３０８ 内寸 ： ２００ × １２０ × ６５ ｍｍ　外寸 ： ２３１ × １５０ × ７３ ｍｍ　重量 ： ３１０ ｇ

４０８ 内寸 ： ２００ × １２０ × １００ ｍｍ　外寸 ： ２３１ × １５０ × １１０ ｍｍ　重量 ： ４００ ｇ

ＴＹＰＥ Ａ　

ＴＹＰＥ Ｂ　

ウルトラボックスのノーマルタイプです。

ＴＹＰＥ Ａ ＤＸ

ＴＹＰＥ-Ａのノーマルタイプにボックス内部の上下にセット

できる衝撃吸収パッドライナー付タイプです。

ＴＹＰＥ Ｂ ＤＸ

ＴＹＰＥ-Ｂのクリアタイプにパッドライナーとボックス天板

部に内蔵できるジッパー式のセットポーチ付タイプです。

※ ご注文時にウルトラボックスの品番 ・ カラーを選んでいただき、 下記ボックスタイプを選択して下さい。

ボックス天板部がポリカーボネイトのクリアタイプ。

中身の視認が容易にできます。

UK の登録商標 ・ 圧力平衡化システムにより外気圧とボッ

クス内圧を同じにするため、 高低差のある場所でのボック

スの開封がスムーズになりました。

UK オリジナルランヤード付属

UK ウルトラボックスには付属でランヤードが付いてきます。

コンパクトサイズのウルトラボックスを、 紛失や落下などの

アクシデント防止に最適です。

UK ウルトラボックスは、 耐久性に優れたステンレス鋼ピン

や特殊なスプリングでラッチ部分を造られています。

約２m の高さから落としても、 ボックスは開きません。

UK ウルトラボックス シリーズUK ウルトラボックス シリーズ

UK 最高技術を駆使したコンパクトケースUK 最高技術を駆使したコンパクトケース

：ＹＬ

素材：ABS樹脂　サイズ：下記参照　防水設計：５m
付属：ランヤード

（各タイプカラー共通）：ＢＫ

各タイプ

各タイプ

各タイプ

各タイプ

各タイプ

各タイプ

207

307

308

406

408

206206



1０

UK ウルトラボックス ４０６UK ウルトラボックス ４０６

[MU-5084] ２０６ TYPE A DX （税込 ￥ 2，94０）￥ 2，8００

UK URTRA BOX UK URTRA BOX 

UK ウルトラボックス シリーズUK ウルトラボックス シリーズ

UK ウルトラボックス ２０６UK ウルトラボックス ２０６

：ＹＬ 付属：ランヤード

：ＢＫ

：ＹＬ

：ＢＫ

：ＹＬ

：ＢＫ

：ＹＬ

：ＢＫ

：ＹＬ

：ＢＫ

：ＹＬ

：ＢＫ

[MU-5083] ２０６ TYPE A （税込 ￥ 2，31０）￥ 2，2００

UK ４０６ TYPE-A-DXUK ２０６ TYPE A

ノーマルタイプ

パッドライナー付タイプ

クリアビュータイプ

クリアビュー・パッドライナー・LIDポーチ付タイプ

ノーマルタイプ

パッドライナー付タイプ

クリアビュータイプ

クリアビュー・パッドライナー・LIDポーチ付タイプ

[MU-5085] ２０６ TYPE Ｂ （税込 ￥ 2，５２０）￥ 2，４００

内寸：１４０ × ９０ × ５０ ｍｍ　

外寸：１７０ × １１９ × ５８ ｍｍ　

重量：１８０ ｇ

付属：ランヤード

内寸：１４０ × ９０ × ９０ ｍｍ　

外寸：１７０ × １１９ × ９８ ｍｍ　

重量：２３０ ｇ

[MU-5086] ２０６ TYPE Ｂ DX

[MU-5092] ２０７ TYPE A DX

[MU-5091] ２０７ TYPE A
ノーマルタイプ

パッドライナー付タイプ

クリアビュータイプ

クリアビュー・パッドライナー・LIDポーチ付タイプ

[MU-5093] ２０７ TYPE Ｂ

[MU-5094] ２０７ TYPE Ｂ DX

[MU-5100] ３０８ TYPE A DX

[MU-5099] ３０８ TYPE A
ノーマルタイプ

パッドライナー付タイプ

クリアビュータイプ

クリアビュー・パッドライナー・LIDポーチ付タイプ

[MU-5101] ３０８ TYPE Ｂ

[MU-5102] ３０８ TYPE Ｂ DX

[MU-5104] ４０８ TYPE A DX

[MU-5103] ４０８ TYPE A
ノーマルタイプ

パッドライナー付タイプ

クリアビュータイプ

クリアビュー・パッドライナー・LIDポーチ付タイプ

[MU-5105] ４０８ TYPE Ｂ

[MU-5106] ４０８ TYPE Ｂ DX

[MU-5096] ３０７ TYPE A DX

[MU-5095] ３０７ TYPE A
ノーマルタイプ

パッドライナー付タイプ

クリアビュータイプ

クリアビュー・パッドライナー・LIDポーチ付タイプ

[MU-5097] ３０７ TYPE Ｂ

[MU-5098] ３０７ TYPE Ｂ DX

（税込 ￥ ３，３６０）￥ ３，２００

[MU-5088] ４０６ TYPE A DX （税込 ￥ ３，１５０）￥ ３，０００

[MU-5087] ４０６ TYPE A （税込 ￥ 2，５２０）￥ 2，４００

[MU-5089] ４０６ TYPE Ｂ （税込 ￥ 2，７３０）￥ 2，６００

[MU-5090] ４０６ TYPE Ｂ DX （税込 ￥ ３，５７０）￥ ３，４００

UK ２０６ TYPE B ＤＸ UK ４０６ TYPE Ｂ

UK ウルトラボックス ３０７UK ウルトラボックス ３０７

（税込 ￥ ３，３６０）￥ ３，２００

UK ウルトラボックス ２０７UK ウルトラボックス ２０７
付属：ランヤード

（税込 ￥ 2，７３０）￥ 2，６００

UK ３０７ TYPE AUK ２０７ TYPE A ＤＸ

（税込 ￥ 2，９４０）￥ 2，８００

内寸：１７０ × ７０ × ５５ ｍｍ　

外寸：２００ × ９８ × ６１ ｍｍ　

重量：１８０ ｇ

付属：ランヤード

内寸：１７０ × ７０ × ７５ ｍｍ　

外寸：２００ × ９９ × ８１ ｍｍ　

重量：３２０ ｇ

（税込 ￥ ３，７８０）￥ ３，６００

（税込 ￥ ３，５７０）￥ ３，４００

（税込 ￥ 2，９４０）￥ 2，８００

（税込 ￥ ３，１５０）￥ ３，０００

（税込 ￥ ３，９９０）￥ ３，８００

UK ２０７ TYPE B ＤＸ UK ３０７ TYPE Ｂ ＤＸ

UK ウルトラボックス ４０８UK ウルトラボックス ４０８

（税込 ￥ ３，78０）￥ ３，6００

UK ウルトラボックス ３０８UK ウルトラボックス ３０８

付属：ランヤード

（税込 ￥ 3，15０）￥ 3，0００

UK ４０８ TYPE Ｂ
UK ３０８ TYPE Ｂ

（税込 ￥ 3，36０）￥ 3，2００

内寸：２００ × １２０ × ６５ ｍｍ　

外寸：２３１ × １５０ × ７３ ｍｍ　

重量：３１０ ｇ

付属：ランヤード

内寸：２００ × １２０ × １００ ｍｍ　

外寸：２３１ × １５０ × １１０ ｍｍ　

重量：４１０ ｇ

（税込 ￥ 4，20０）￥ 4，0００

（税込 ￥ ３，99０）￥ ３，8００

（税込 ￥ 3，36０）￥ 3，2００

（税込 ￥ ３，５7０）￥ ３，4００

（税込 ￥ 4，41０）￥ 4，2００

UK ３０８ TYPE A ＤＸ
UK ４０８ TYPE Ａ ＤＸ
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EXTRECHER エクストレッチャーEXTRECHER エクストレッチャー

[MU-4884] エクストレッチャー 本体+ＣＯ２ボンベ セット

緊急時に最適なエアバッグ式担架緊急時に最適なエアバッグ式担架 （税込 ￥ ５４，６００）￥ ５２，０００

[MU-4884] エクストレッチャー 本体 + CO２ボンベセット スペック

オプション品

エクストレッチャー 作動方法

エクストレッチャー 使用イメージ

1 エアバッグ式担架を袋から取り出して広

　げます。

２人で使用の場合 ３人で使用の場合 ４人で使用の場合

2 ボンベを写真のように立てた状態で作動

　装置のひもを下へ引けばエアバッグが作

　動します。

3 完全膨張 （作動から約３秒） したら、 使

　用可能です。

セット内容 ： 交換用ＣＯ２ｶｰﾄﾘｯｼﾞﾎﾞﾝﾍﾞ・ 専用補給ﾎﾟﾝﾌﾟ・ オプション品収納袋

収納時 （膨張前）

サイズ：膨張前 1780 × 800 mm 膨張後 1750 × 600 × 600 mm　収納時 300 × 350 × 70 mm　重量：2．5 kg　ボンベ：二酸化炭素（CO2) 70 g 　耐荷重：120 kg
ＣＯ２（炭酸ガス）で約３秒で膨張します。７本のエアバッグの湾曲により頭部の揺れ・振動を抑え、身体を包み込んだ状態で、体ズレ止めベルトを必要とせず搬送する
ことができます。また、エアバッグ方式の為、担架が搬送中に壁や柱や階段など障害物に接触しても、搬送人への衝撃が吸収されます。
収納時は３０ × ３５ cmの専用収納バッグに収まり、小さく保管する事が可能で、持ち運びにも便利です。

[MU-4884] エクストレッチャー 本体+ＣＯ２ボンベ セット

（税込 ￥ １，５７５）￥ １，５００

[MU-4885] 交換用CO2ｶｰﾄﾘｯｼﾞﾎﾞﾝﾍﾞ

（税込 ￥ ３１５）￥ ３００

[MU-4887] オプション品収納袋

（税込 ￥ ５２５）￥ ５００

[MU-4885] 専用補給ポンプ[MU-4885] 交換用CO2ｶｰﾄﾘｯｼﾞﾎﾞﾝﾍﾞ

[MU-4887] オプション品収納袋

[MU-4886] 専用補給ポンプ

（税込 ￥ ２，４１５）￥ ２，３００

[MU-4888] オプション品一式セット[MU-4888] オプション品一式セット

ショルダーベルト
PPテープ 38 mm

人が乗っても底付き
しない強固な膨らみ

合計７本の円筒
エアーバッグ

約60mm以上の
厚みがあります

空気抜きバルブ CO2ボンベ
 /起動装置

持ち手 PPテープ 38 mm

ワンタッチバックル
強度：160 kg

膨張前
縦1780 × 横 800 mm

膨張時
縦1750 × 横 600 × 厚さ60 mm

（長さの調整が可能）

（一ヶ所につき、80kgの引張りに耐えます）

※CO2ボンベを使用せず、エア補給ポンプで完全膨張させる事も可能です。

吸入口

補給口

※長時間使用し、エアバッグの膨らむみが弱くなってきた場合は、エア補
　給ポンプで補給して下さい。

※畳んだ状態や、丸めた状態で作動させた場合、破損する恐れがあります。

※完全に空気を抜かない状態で作動させた場合、破損する恐れがあります。

※空気が残った状態で収納バッグにうまく収まりません。

※４０℃以下で使用及び保管して下さい。

※一度使用したボンベは再使用出来ません。新しいボンベに交換する場合は、最後まで
　しっかり回して入れて下さい。

オプション品
（別梱）

（不要時は取り外す事ができます）
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[MU-4510] FA64 レスキューテープ[MU-4510] FA64 レスキューテープ

（税込 ￥ 1，57５）￥ 1，５００

伸張率

800％

吸水率

3％以下

絶縁電圧

8000Ｖ

引張強度

950 psi

使用温度

-65℃～260℃

SAFETY　GOODSSAFETY　GOODS

耐環境性が高く、多目的応急処置用
として最適な自己溶融シリコンテープ
耐環境性が高く、多目的応急処置用
として最適な自己溶融シリコンテープ

[MU-4510] FA64 ﾚｽｷｭｰﾃｰﾌ  ゚ｽﾍﾟｯｸ （1 巻 ： 長さ 3.6 m × 幅 25 mm × 厚さ 0.5 mm） [MU-4468] SP64 ﾚｽｷｭｰﾃｰﾌ  ゚24 巻 ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｾｯﾄ

２６０℃の高温でも使用可能な耐熱性を兼ねて

いるので、 スチームパイプのリーク修理等にも

使用可能です。

高い耐火性 ・ 自己消化性で安全性バツグン。

高い機密性により空気や水を通しません。

耐水性、 耐海水性に優れているので、 テープ

癒着後も水中で長時間使用可能です。

高い耐久性により長時間変質しません。

絶縁用ラッピングテープとして使用可能なので、

電気 ・ バッテリーコード等の応急処置に最適です。

[MU-5038] スクーバナイフ スペック

EN 規格 １.４１１６ ステンレス製　全長 ： ２１ cm　イタリア製

斬新なデザインの多機能ナイフです。 ワンタッチシース式

：BL ：YL ：RD ：GR：CR ：OR ：BK

OR

OＲ BK YL

ＹＬ

ＢＫ

ＳＶ

【レスキューテープ】 は接着剤を使用しておらず、 従来の自己融着テープのようなゴム状の粘着質がない、 レスキューテープ同士だけが融着する新世代の自己溶融シリコン

テープです。 どのような環境でも使用できる高い性能と、 柔軟性を持ち合わせた多目的応急処置用テープです。

－65℃～＋260℃までの広い使用温度範囲に対応、 煮沸殺菌も可能で、 高い耐火性と自己消火性を保持。 また、 耐水性／耐海水性／耐酸性／耐有機溶剤性／密着性が

高く、 金属保護用のラッピングにも最適です。 さらに高い耐久性も兼備しており長期間変質がなく、 8000V の耐電圧を誇り、 絶縁用ラッピングとしても最適です。

その他、 接着剤を使用していないため、 汚れた表面を持つ素材であっても使用でき、 テープ上にボールペン ・ マジックによる記述も可能です。

（税込 ￥ １５，７５０）￥ １５，0００

[MU-5038] スクーバナイフ[MU-5038] スクーバナイフ

（税込 ￥ ４，２００）￥ ４，０００

[MU-5036] ツインラインカッター[MU-5036] ツインラインカッター

[MU-5037] テクノレスキュー エックスナイフ スペック

EN 規格 １.４１１６ ステンレス製　全長 ： ２０ cm　イタリア製

エルゴノミクスデザイングリップにロック機能付シース採用、 使い易さを追求

したレスキューナイフです。

[MU-5036] ツインラインカッター スペック

ステンレス製　全長 ： １３.５ cm　イタリア製

両側にラインカッターが付いているので、 緊急時に素早くライン等を切ること

ができます。

（税込 ￥ １２，６００）￥ １２，0００

[MU-5037] テクノ レスキュー エックスナイフ[MU-5037] テクノ レスキュー エックスナイフ

：SV ：BKカラー ：OR ：YLカラー

フィンガースプール ハンドワインダー

ポイントサーチ ・ ナビダイビングなどに便利な見やすい蛍光色タイプのダイブ

リールです。 サイドにあるハンドルを使って巻けば簡単にラインの巻き戻しが

できます。

（税込 ￥ ５，２５０）￥ ５，0００

フィンガースプール ハンドワインダーフィンガースプール ハンドワインダー

：OR ：BK ：YLカラー

[MU-3770] Sｻｲｽﾞ ２０ m

（税込 ￥ ５，７７５）￥ ５，５００

[MU-3769] Mｻｲｽﾞ ３０ m

（税込 ￥ ６，３００）￥ ６，0００

[MU-3768] Ｌｻｲｽﾞ ４５ m
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SCUBA SIGNALSCUBA SIGNAL

[MU-3214] UK1700 VIZION eLED ヘッドランプ スペック

サイズ ： ７.２ × ３.７ × ４.５ cm　重量 ： １１１ g　耐圧水深 ： １０ m　バッテリー ： 単四アルカリ電池 × ３本　

バルブ ： 高輝度白色 LED　ライトパターン ： スポット / ワイド / ワイド （赤色） 光量 ： ４２ (High) / １９ (Low) ルーメン　

照射距離 ： ６０ (High) / ３９ (Low) m　アメリカ製

（税込 ￥ ５，２５０）￥ ５，０００

[MU-3214] UK1700 VIZION eLED ヘッドランプ[MU-3214] UK1700 VIZION eLED ヘッドランプ

[MU-4891] ES0221 NEW カチャシグナル

サイズ ： １６.７ cm　ストラップ付属　イタリア製

マグネットキャップの取り外しで音を鳴らす （キャップを外す） ・ 鳴らさない

（キャップを着ける） を使い分けることができるカチャシグナルです。

[MU-0778] AT27 スキューバシグナル

サイズ ： １６.８ ｃｍ　ストラップ付属

シグナル内部にマグネットがついており、 音を鳴らす ・ 鳴らさない場合を

使い分けることができます。

[MU-3802] AL72 ミニフラッシュ LED 500 時間点滅

サイズ ： ９.１ cm　クリップ付　点滅時間５００時間の電池不要の高寿命 LED 点滅ライトです。

水反応センサーが内蔵してあり、 水中に入れば勝手にライトが点滅し陸上に上がればライトは消灯します。

自分の位置を知らせるシグナルライトとして最適です。

（税込 ￥ ２，６２５）￥ ２，５００

[MU-3802] AL72 ミニフラッシュLED 500時間点滅[MU-3802] AL72 ミニフラッシュLED 500時間点滅

：ブラック

：デニム

：デザート

：ＢＬ

・イルカイルカ

使用時（キャップ取り外し） 先端部拡大図（約１cm メモリ）

使用時（キャップ取り外し）

マンタ

カメ

テール

注意：指示棒の使用について

手で直接触れられない生物の観察などの際
に指示棒をご使用下さい。ただし、必要以上
に生物に刺激を与えないように、自然に優し
いダイビングを心がけましょう。

・マンタ

・カメ

・テール

：ＹＬ

：ＢL

：RD

：GR

：エコグリーン

：ｵﾘｰﾌﾞﾄﾞﾗﾌ  ゙ｸﾞﾘｰﾝ

（税込 ￥ ３，９９０）￥ ３，８００

[MU-4891] ES0221 NEW カチャシグナル[MU-4891] ES0221 NEW カチャシグナル

（税込 ￥ ３，７８０）￥ ３，６００

[MU-0778] AT27 スキューバシグナル[MU-0778] AT27 スキューバシグナル

[MU-4567] AT28 リンリンベルポインター

サイズ ： ２６.５ ｃｍ　ストラップ付属

リンリンベルポインターは水中シグナル ・ 指示棒として２つの用途で使用す

ることができます。 指示棒は約２.５cm 間隔にメモリが刻んであります。

（税込 ￥ ３，９９０）￥ ３，８００

[MU-4567] AT28 リンリンベルポインター[MU-4567] AT28 リンリンベルポインター

[MU-5035] SP0388 メタル ラットラー

サイズ ： １２.８ ｃｍ　ストラップ付属

マグネットキャップの取り外しで音を鳴らす ・ 鳴らさないを使い分けることが

できるコンパクトサイズの水中シグナルです。

[MU-4905] LOGTANK スケールポインター

サイズ ： ３１.２ｃｍ　カラビナ付属　日本製

約１ｃｍ間隔にメモリが刻んであるスケールポインターです。

生物の全長を測るなど、 簡単な測定に最適です。

[MU-4568] AT29 ステンレス指示棒

サイズ ： ３０.５ ｃｍ　ランヤード付属

約２.５cm 間隔にメモリが刻んである、 丈夫なステンレス製

指示棒です。

（税込 ￥ ３，９９０）￥ ３，８００

[MU-5035] ＳＰ0388 メタル ラットラー[MU-5035] ＳＰ0388 メタル ラットラー

[MU-4731] 海想 かんかんぼう

サイズ ： ２０ ｃｍ　ステンレス製　ハンドメイド by 沖縄

普通の指示棒じゃ味気ない！心のこもった１本ずつ丁寧にハンドメイドされ

ている指示棒です。 海の人気者、 イルカ ・ マンタ ・ カメ ・ テールの４種類

からお選び下さい。

[MU-5245] ナイトスター ３

サイズ ： ２５.５ × ５ cm　重量 ： ３１０ g　耐圧水深 ： ６０ m バルブ ： LED　

点灯時間 ： ４０秒振って約２０分点灯　

電池不要、 メンテナンスフリーの LED ライトです。 内蔵の磁石が発電コイル

を通過した際に発生する電流を利用し、 電池無しでも点灯可能を実現。

ナイトダイブ時のサブライトや災害時などの補助ライトとして最適です。

（税込 ￥ ３，２５５）￥ ３，１００

[MU-4731] 海想 かんかんぼう[MU-4731] 海想 かんかんぼう

（税込 ￥ ５，８８０）￥ ５，６００

[MU-5245] ナイトスター ３[MU-5245] ナイトスター ３

（税込 ￥ ３，９９０）￥ ３，８００

[MU-4905] ＬＯＧＴＡＮＫ スケールポインター[MU-4905] ＬＯＧＴＡＮＫ スケールポインター

（税込 ￥ ２，１００）￥ ２，０００

[MU-4568] AT29 ステンレス指示棒[MU-4568] AT29 ステンレス指示棒

1 ｃｍ ２.５ｃｍ ２.５ｃｍ ２.５ｃｍ

２.５ｃｍ ２.５ｃｍ ２.５ｃｍ

1 ｃｍ 1 ｃｍ

先端部拡大図（約２.５cm メモリ）

先端部拡大図（２.５cm メモリ）
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：チタンブラック ：スペクトラム：ｽﾃﾝﾚｽｼﾙﾊﾞｰカラー

：チタンブラック ：スペクトラム：ｽﾃﾝﾚｽｼﾙﾊﾞｰカラー

：チタンブラック ：スペクトラム：ｽﾃﾝﾚｽｼﾙﾊﾞｰカラー

NITEIZE S-BINERNITEIZE S-BINER

（税込 ￥ ７８７）￥ ７５０

サイズ ： ５ × ２.２ cm

S-BINER ステンレス ＃２ スペック

耐荷重 ： ４.５ kg

：オレンジ ：ブラック

[MU-4871]

[MU-4845]

[MU-4844]

[MU-4843]

カラー

サイズ ： ２６ × １２ cm

サイズ ： ４.８ cmサイズ ： ４.８ cm

ビッグ S-BINER ＃１０ スペック

耐荷重 ： ４５ kg

：チタンブラック

：ｽﾃﾝﾚｽｼﾙﾊﾞｰ

サイズ ： ８.１ cm

S-BINER ボトルオープナー スペック

カラー

カラー

カラビナ式ボトルオープナーです。Ｓ字型のカラビナのため通常のカラ

ビナ型フックよりスムーズに取り外しができ使用用途が広がりました。

（税込 ￥ ４２０）￥ ４００

サイズ ： ６.７ × ２.９ cm

S-BINER ステンレス ＃３ スペック

耐荷重 ： １１ kg

電源 ： CR-2016 リチウムイオン電池

暗闇でも一目瞭然！カラビナ ・ LED ライト付キーホルダーです。

S-BINER キーリット スペック

S-BINER #０ カラビナ ６本付

鍵を６本取り付けることができるカラビナ付キーホルダーです。

使用したいときにすぐに取り外せます。

S-BINER キーラック スペック

S-BINER #０ カラビナ ６本付

（税込 ￥ ５２５）￥ ５００

サイズ ： ８.９ × ３.８ cm

S-BINER ステンレス ＃４ スペック

耐荷重 ： ３３ kg

（税込 ￥ ６３０）￥ ６００

（税込 ￥ 997）￥ 950

[MU-4843] S-BINER ステンレス ＃２

[MU-4844] S-BINER ステンレス ＃３

[MU-4845] S-BINER ステンレス ＃４

（税込 ￥ １，８９０）￥ １，８００

[MU-4871] ビッグ S-BINER ＃１０

（税込 ￥ １，８９０）￥ １，８００

[MU-4843] S-BINER ステンレス ＃２

[MU-4844] S-BINER ステンレス ＃３

[MU-4845] S-BINER ステンレス ＃４

[MU-4871] ビッグ S-BINER ＃１０

[MU-4873] S-BINER キーリット[MU-4873] S-BINER キーリット[MU-4874] S-BINER キーラック[MU-4874] S-BINER キーラック [MU-4906] S-BINER ﾎﾞﾄﾙｵｰﾌﾟﾅｰ[MU-4906] S-BINER ﾎﾞﾄﾙｵｰﾌﾟﾅｰ

（税込 ￥ ６３０）￥ ６００

：パープル

：オレンジ

：ピンク

：ブラック

Ｓビナー＃０ カラビナ １本付のイヤホン ・ ヘッドフォンのコードホル

ダーです。 i-PHONE などのイヤフォンの収納やアウトドアなどの外

出の際にコードをまとめておくことができます。

また、 カラビナを使用してキーホルダーと一緒にアクセサリー感覚

で身に着けるのもオススメ。

カービーマン スペック

[MU-4907] S-BINER カービーマン[MU-4907] S-BINER カービーマン

サイズ比較 （実寸法の倍率 約 1/3）

シンプルなフォルムながら妙に可愛い人型イヤフォンホルダー♪イヤフォンを使う全ての方にオススメです。

Ｓ-BINER #２ ・ ３ ・ ４使用例

ビッグ Ｓ-BINER #１０使用例

ビッグ Ｓ-BINER #10
耐荷重 ： ４５ kg

２
６

 c
m

Ｓ-BINER #４
耐荷重 ： ３３ kg

８
.９

 c
m

Ｓ-BINER #３
耐荷重 ： １１ kg

６
.７

 c
m

Ｓ-BINER #２
耐荷重 ： ４.５ kg

５
.０

 c
m
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カラーは２１種類！あなた好みのカラビナが必ず見つかる！

Carabiner カラビナCarabiner カラビナ

（税込 ￥ １，５７５）￥ １，５００ （税込 ￥ １，５７５）￥ １，５００

[MU-4968] ジュエル カラビナ[MU-4968] ジュエル カラビナ

（税込 ￥ ７３５）￥ ７００

[MU-4913] ﾄﾞﾙﾌｨﾝ ｶﾗﾋﾞﾅ Ｓｻｲｽﾞ[MU-4913] ﾄﾞﾙﾌｨﾝ ｶﾗﾋﾞﾅ Ｓｻｲｽﾞ

：ライトピンク ローズ

：タンザナイト

：トパーズ

：クリスタル

：シルバー

：オレンジ

ヘビ柄

フラワーＢＫ フラワーＷＴ レインボー チェック柄 カモ/ダークグリーン カモ／ライトグリーン

ＢＫ/ＢＫ ＢＫ/ＲＤ ＢＬ/ＲＤヒョウ柄 ゼブラ

：パープル ：ピンク ：グリーン

：チタン ：ブラック ：レッド ：ブルー

カラー
カラー

サイズ ： ７３ × ４５ mm　付属 ： ステンレスリング
レーザー彫り ・ 龍柄モチーフのカッティングガラスが埋め込んである

カラビナです。

ジュエル カラビナ スペック

サイズ ： ７３ × ４５ mm　付属 ： ステンレスリング
オシャレなカッティングガラスが宝石のように埋め込んである

カラビナです。

サイズ ： ８０ mm　付属 ： ステンレスリング

キーリング付ドルフィン型カラビナです。

デザイン カラビナ スペック

[MU-4911] 昇龍 ﾄﾞﾗｺﾞﾝ ｶﾗﾋﾞﾅ[MU-4911] 昇龍 ﾄﾞﾗｺﾞﾝ ｶﾗﾋﾞﾅ

ドルフィン カラビナ Ｌサイズ  スペック

（税込 ￥ ５２５）￥ ５００

サイズ ： ６０ mm　付属 ： ステンレスリング

キーリング付ドルフィン型カラビナです。

：ブルー

：レッド

：シルバー

：チタン

：ブラック

カラー

：ブルー

：レッド

：シルバー

：チタン

：ブラック

ドルフィン カラビナ Ｓサイズ  スペック

[MU-4912] ﾄﾞﾙﾌｨﾝ ｶﾗﾋﾞﾅ Ｌｻｲｽﾞ[MU-4912] ﾄﾞﾙﾌｨﾝ ｶﾗﾋﾞﾅ Ｌｻｲｽﾞ

（税込 ￥ ７３５）￥ ７００

サイズ ： ８０ mm

付属リング

付属 ： ステンレスリング
カラーバリエーション豊富なカラビナです。

アクセサリー カラビナ Ｌサイズ スペック

[MU-4914] アクセサリー カラビナ Ｌサイズ[MU-4914] アクセサリー カラビナ Ｌサイズ

（税込 ￥ ５２５）￥ ５００

サイズ ： ６０ mm 付属 ： ステンレスリング
カラーバリエーション豊富なカラビナです。

アクセサリー カラビナ Ｍサイズ スペック

[MU-4915] アクセサリー カラビナ Ｍサイズ[MU-4915] アクセサリー カラビナ Ｍサイズ

アクセサリー カラビナ カラーバリエーション （Ｌサイズ ・Ｍサイズ共通）

スタンダードカラー

アニマルカラー

アートカラー カモフラージュカラー

コンビネーションカラー

バリエーション豊かな
デザインカラビナ

バリエーション豊かな
デザインカラビナ

付属リング 付属リング
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曇り止め ＆ メンテナンスグッズ曇り止め ＆ メンテナンスグッズ

［MU-5025］ LP72 ﾎﾞｼｭﾛﾑ ﾌｫｸﾞｼｰﾙﾄﾞｽﾎﾟｰﾂ ｽﾌﾟﾚｰ［MU-5025］ LP72 ﾎﾞｼｭﾛﾑ ﾌｫｸﾞｼｰﾙﾄﾞｽﾎﾟｰﾂ ｽﾌﾟﾚｰ曇り止め効果継続時間８時間！曇り止め効果継続時間８時間！

付属品 ： 拭き取り布 （マイクロファイバー素材）

内容量：１４ g　持続時間：８時間　ロット：１２本

（税込 ￥ ５，０４０）￥ ４，８００

MU-5015 ウェットスーツシャンプーTAID　

[MU-4761] MCNETT ダイバーズトラベルセット[MU-4761] MCNETT ダイバーズトラベルセット

（税込 ￥ ２，６２５）￥ ２，５００

（税込 ￥ １，８９０）￥ １，８００

洗剤 （タ○ド） の香りのウエットスーツ洗浄剤

です。 ウェットスーツの様々な汚れを取り除き、

老化を防ぎ、 洗剤の爽やかな香りで消臭効果

TOOLS ウェットソフナーとの併用により、

ウェットスーツの老化防止効果＆柔軟性が

アップします。

日本製

[MU-5014] ウェットスーツソフナー DOWMY[MU-5014] ウェットスーツソフナー DOWMY

内容量：２５０ ml　ロット：１２本ロット：１２本

[MU-5015] ウェットスーツソフナー DOWMY

相性抜群
[MU-5026] ｳｪｯﾄｽｰﾂｼｬﾝﾌﾟｰ＆ｿﾌﾅｰｾｯﾄ
（TAID+DOWMY+ﾒｯｼｭﾎﾟｰﾁ付）

（税込 ￥ 1，575）￥ 1，5００

[MU-5015] ウェットスーツシャンプー TAID[MU-5015] ウェットスーツシャンプー TAID

内容量：２５０ ml　

（税込 ￥ 1，260）￥ 1，2００

[MU-5028] 710 ﾏｽｸﾃﾞﾌｫｸﾞ/ｽｸﾗﾌ  ゙ｺﾝﾎﾞﾊﾟｯｸ[MU-5028] 710 ﾏｽｸﾃﾞﾌｫｸﾞ/ｽｸﾗﾌ  ゙ｺﾝﾎﾞﾊﾟｯｸ

内容量：各２８ g　

（税込 ￥ 1，260）￥ 1，2００

爽やかな柔軟剤 ( ダ○ニー ) の香りのウエット

スーツ柔軟剤です。 静電気防止＆防水性が

向上し、 白色ワセリン配合で皮膚の擦れを軽

減します。 また、 硬化したウェットスーツに柔

軟効果を発揮します。

日本製

[MU-5028] 710 ﾏｽｸﾃﾞﾌｫｸﾞ/ｽｸﾗﾌ  ゙ｺﾝﾎﾞﾊﾟｯｸ

ジェルタイプのマスク曇り止めと油膜落とし

のスクラブセットです。 定期的メンテナンス

として油膜落とし （スクラブ） で洗浄した後

曇り止め （デフォグ） を使用すればよりク

リアな視界を確保します。

[MU-4757] MCNETT ダイバーズバリューパック

内容 ・アクアシール ２８ ｇ
（ウェットスーツリペア・接合剤）

・シーゴールド ２８ ｇ
（ジェルタイプの曇り止め）

・シークイック ３５ ｇ
（ポンプ式の曇り止め）

・ジップケアー ５７ ｇ
（ファスナー・ジッパー洗浄剤）

・ＢＣライフ ２２７ ｇ
（ＢＣＤ専用洗浄剤）

・ｳｪｯﾄ･ﾄ゙ﾗｲｽー ﾂｼｬﾝﾌ゚  ー２２７ ｇ
（ウェットスーツ等の洗浄剤）

・ミラジーム ２２７ ｇ
（ウェットスーツ等の防臭剤）

内容 ・シードロップ ７ ｇ
（マスク曇り止め）

・シーバフ ７ ｇ
（マスク等の汚れ落とし）

・ミラジーム １４ g
（ウェットスーツ等の防臭剤）

・ｳｪｯﾄ･ﾄ゙ﾗｲｽー ﾂｼｬﾝﾌ゚  ー １４ ｇ
（ウェットスーツ等の洗浄剤）

・セーフティホイッスル

付属 ： 専用ビニールケース

上記７点のメンテナンスグッズに持ち運びに便利な専用ビニール付きのメンテナンスセット

です。

” 確かな視界で快適な暮らし” をスローガンに世界中の人々の目の健康に貢献する総合アイケアカン

パニーとして１５０年の歴史を持つボシュロムから、 「ダイバーの視界を良好にするため」 をコンセプトに

フォグシールドスポーツ スプレーが新登場。

フォグシールドスポーツ スプレーは、 あらゆる状況下でもクリアな視界を長時間保つことを可能にした

曇り止めです。 継続時間は業界最高の８時間を実現し、 消防士や危険物処理者達のマスクなどにも

使用されています。

勿論あらゆるマスクを使用するスポーツにも使用可能です。 どんな過酷な状況でも常にアクティブに行

動できるよう” 視界のクリアさ” を提供します。

使用方法 ： マスクのレンズ内側にフォグシールド スポーツをレンズ全体に均一に吹きつけて下さい。

その後、 付属の拭き取り布で軽く拭き取れば OK です。 簡単２ステップ

[MU-4757] MCNETT ダイバーズバリューパック[MU-4757] MCNETT ダイバーズバリューパック

[MU-4761] MCNETT ダイバーズトラベルセット

付属 ： 専用ビニールケース

上記５点のメンテナンスグッズに持ち運びに便利な専用ビニール付きのメンテナンスセット

です。



１８

の正しい使い方の正しい使い方

エコホットエコホット

さっぶぃっ

エコホットの中のトリガー（金属板）
をパチンと音がするまで軽く押し曲げます。
するとするとすると。。。。

化学反応により一瞬で暖まるエコホットで
一瞬にしてぬっくぬく～っ♪

再び一瞬にしてぬっくぬく～っ♪
この繰り返しでひろきくんは心も身体も寒い冬
をごまかしごまかし乗り切るのであった。。

ぐつぐつ

エコホットの効果は約２時間。でも熱湯の中
で約５分間加熱すると。。あ～ら不思議。。
パチンとする前の元の状態に戻ります。

風呂上がりに頭乾かさないまま繁華街に
繰り出してしまったひろきくん。。
あ！！ポッケにエコホットがあった！！

さっぶぃっ
またまた

次の日も夜の繁華街をさまよい
また寒くなってきたひろきくん。。。
昨日熱湯で戻したエコホットをパチン！！

HOTなナンバー
空にとけてった～♪

HOTなナンバー
空にとけてった～♪

1

4 5 6

2 3

翌日

パチン！

HOT ITEMHOT ITEM

（税込 ￥ ２，０４７）￥ １，９５０

[MU-4592] ホットジェルⅡ 防寒用ジェル[MU-4592] ホットジェルⅡ 防寒用ジェル

ウィンターダイビングの必需品！ ホットジェルより更に温かく！効果も持続するホットスティック！

ホットジェルは、 冷たい海でのマリンスポーツをホットに楽しむ為に開発された化

粧品認可取得済みボディローションです。 遠赤外線蓄熱効果と言われるゲルマ

ニウム ・ ビタミンＥが混合したカプセルにより、 高い温感効果を発揮します。

体を温めることで筋肉も柔らかくなり腰痛対策、 冷え性などにも効果的！

容量 ： １３５ g　注文単位 ： ロット / ６本

ウェットスーツを着る前に首 ・ 肩 ・ 腰 ・ ふくらはぎ等に塗っ

て下さい。 持続効果は、 １～２時間続きます。 塗った後は、

ベトつかずサラッとしていますので、 ドライスーツ着用時でも

ご使用いただけます。

（※ 温かくなり始める時間は個人差があります。）

ホットジェルご使用方法

ウェットスーツを着る前に首 ・ 肩 ・ 腰 ・ ふくらはぎ等に塗っ

て下さい。 持続効果は、 １～２時間続きます。 塗った後は、

ベトつかずサラッとしていますので、 ドライスーツ着用時でも

ご使用いただけます。

（※ 温かくなり始める時間は個人差があります。）

ホットジェルご使用方法

（税込 ￥ ２，７３０）￥ ２，６００

[MU-4963] ホットスティック 防寒用スティック[MU-4963] ホットスティック 防寒用スティック

容量 ： １６ g　注文単位 ： ロット / ６本

ウェットスーツを着る前に首 ・ 肩 ・ 腰 ・ ふくらはぎ等に塗っ

て下さい。 持続効果は、 ２時間以上続きます。

（※ 温かくなり始める時間は個人差があります。）

ホットスティックご使用方法

ホットアイテムに新しく仲間入りしたホットスティック。 さらに腰や肩などをもっと

温かくしたい！という方へのパワーアップ商品です。 スティックタイプなので使い

やすく、 ジェルタイプに比べて温かさがより長持ちします。

※ジェルに比べて温かく感じ始めるまでに多少時間がかかります。

（税込 ￥ ２，６２５）￥ ２，５００

[MU-4594] ホットサプリ 防寒用サプリメント[MU-4594] ホットサプリ 防寒用サプリメント

ダイビング DE ダイエット！飲むホット＆パワーサプリメント！ 大好評のホットジェルに増量版を限定発売！

容量 ： ２４ g （２g ×１２包）

注文単位 ： ロット / ６箱

サイズ ： ９０ × １３５ mm　材質 ：ＰＶＣ　内液 ： 蒸留水 ・ 酢酸水溶液

ご使用方法：　エコホットのトリガーボタン(金属板)のふくらんだ部分をカチッと音がするまで軽く押し曲げます。　透明な液体が結晶化し、熱を発します。軽くほぐすと約50℃程度の暖かさになります。(使用状況により1時間～2時間程度)

再利用方法　冷めて硬くなったエコホットは温めることで元の透明な状態に戻り、何回も繰り返しご使用頂けます。
1 .布などでくるみ、沸騰したお湯の中に入れ、結晶が完全に無くなり透明になるまで、約5分間加熱してください。　2 .流水等で冷やし、熱をとれば再利用できます

（税込 ￥ ３，１５０）￥ ３，０００

[MU-4962] ホットジェルⅡ ＢＩＧ [MU-4962] ホットジェルⅡ ＢＩＧ 

繰り返し使用できるホットカイロのエコ商品！エコホット

[MU-5033] フロッグダル エコホット スペック

容量 ： ２７０ g　注文単位 ： ロット / ６個

ホットアイテムに新しく仲間入りしたホットサプリ。 外からだけでなく身体の中から

暖めることにより脂肪燃焼を促進します。 美容と健康にダイビングを楽しみなが

らﾀﾞｲｴｯﾄ！生姜 ・ 桂皮 ・ 山椒 ・ 紅参ｴｷｽの天然由来成分の飲みやすいｶｼｽ味。

※１日１～２包を目安に、 水またはぬるま湯と共にお召し上がり下さい。

HO
T
&
PO
WE
RHO

T
&
PO
WE
R 数量

限定
数量
限定

（税込 ￥ ８４０）￥ ８００

[MU-5033] フロッグダル エコホット[MU-5033] フロッグダル エコホット

ヘビーユーザーに待望の増量サイズを限定発売！レギュラーサイズの 2 倍の容

量でとってもお買い得。 いままで同様ゲルマニウム × ビタミンカプセルを配合し、

よりホットなパワーを引き出します。 また、 容器の口が大きい為ゲルマニウム ×

ビタミンのカプセル （赤い粒） が取りやすくなっております。

：グリーン

：イエロー

：オレンジ

：ピンク

：ブルー

カラー



１９

トラベルアクセサリートラベルアクセサリー

空港でのスーツケースの荷重チェックに

重量 ： ２００ g　電源 ： 単四電池 × ２ 本

海外へ出かける場合、 必ず検査がある荷重チェックのトラブ

ル回避に。 使い方はいたって簡単。 専用ベルトに荷物を引っ

掛け持ち上げるだけ！

アラーム音が鳴れば測定終了です。 自分でスーツケースや

ダイビング器材の荷重チェックが簡単に行えます。

（税込 ￥ ３，99０）￥ ３，8００

[MU-4218] ＧＰ8001 デジタルラゲッジスケール[MU-4218] ＧＰ8001 デジタルラゲッジスケール [MU-5203] ＧＰ8002 MINIデジタルラゲッジスケール[MU-5013] ＧＰ8002 MINIデジタルラゲッジスケール

コンパクトサイズのラゲッジスケール

重量 ： １００ g　電源 ：ＣＲ２０３２ リチウム電池

デジタルラゲッジスケールを更にコンパクトにしたラゲッジス

ケールです。

スーツケースやバッグの中にいれておけばいつでも荷重

チェックができます。

海外基準の測定単位のポンドにも対応しています。

アメリカ国内 ・ アメリカ領へのフライトに

[MU-5121] XL サイズ

[MU-5120] L サイズ

TSA ロックはアメリカ運輸保安局 TSA によって認可 ・ 容認さ

れたロックで、 セキュリティチェックが最も厳しいアメリカであっ

ても、 カギをかけたまま航空会社に預けることができるロック

です。

TSA ロックがあれば、 アメリカ国内 ・ アメリカ領の空の旅の安

全を保証してくれます。

軽い ・ 柔らかい ・ バツグンの吸水性タオル

サイズ ：ＸＬサイズ ８９ × １５７ cm ・ Ｌサイズ  ７６ × １２７ cm

付属 ： メッシュポーチ　マイクロファイバーワッフルタイプ

従来のマイクロファイバータオルに比べ、 厚手で吸水性と肌触

りが向上したワッフルタイプのマイクロファイバータオルです。

ダイビング後のシャワータオルに、 カメラ機材の水滴除去に最

適です。

・計測単位： ｋｇ (ｷﾛｸﾞﾗﾑ) /  ｌｂ (ﾎﾟﾝﾄﾞ)

・タイマー・アラーム機能

・ライト装備

・限界計測値： ４４ ｋｇ / １００ ｌｂ 迄

（税込 ￥ ７，３５０）￥ ７，０００

（税込 ￥ ３，９９０）￥ ３，８００

[MU-4217] ＧＰ8005 TSAラゲージロック[MU-4217] ＧＰ8005 TSAラゲージロック

（税込 ￥ １，８９０）￥ １，８００

マイクロネット テリータオルマイクロネット テリータオル

（税込 ￥ ５，０４０）￥ ４，８００

（税込 ￥ ４，４１０）￥ ４，２００

（税込 ￥ ３，７８０）￥ ３，６００

[MU-3200] UK2406 ハングエアー スーツハンガー[MU-3200] UK2406 ハングエアー スーツハンガー

・計測単位： ｋｇ (ｷﾛｸﾞﾗﾑ) /  ｌｂ (ﾎﾟﾝﾄﾞ)

・限界計測値： ４４ ｋｇ / １００ ｌｂ 迄

（税込 ￥ ７８０）￥ ７４３

[MU-5001] RETHINK ペットボトルハンガー[MU-5001] RETHINK ペットボトルハンガー

空のペットボトルを２本つけるだけ！どこでも使える便利ハンガー強力ファン内蔵の乾燥ハンガー！

丈夫なネオプレーン製グリップカバー！

使用済みペットボトルをハンガーとして有効利用するペットボトルハンガー。

ペットボトルの丸みを活かして型崩れを防止したり、ウェットスーツ、革ジャン、コート等の重衣類にも利用でき

る頑丈さを持ち合わせています。市販されているほとんどのペットボトルが取り付け可能です。

サイス：５４．６ × １７．７ × ３６ ｃｍ　重量：１.０５ kg　電源：ACコンセント　

ハンガー内部に強力ファンがついており、ハンガーで吊るしてスイッチを入れれば数時間でウェットスーツが乾

きます。また、常時ファンでウェットスーツ内に風を送っているのでウェットスーツ特有の生乾きの臭いを防ぎます。

注文単位：ロット １２個単位

ペットボトルハンガー取付イメージ

サイズ ： ６.２５ × １３.４ × ３.５ cm

重量　 ： ４６ g

：イエロー ：グリーン

：ディープブルー

[MU-4961] ソニックオール 歯ブラシ用電動アタッチメント[MU-4961] ソニックオール 歯ブラシ用電動アタッチメント

市販の歯ブラシを電動化！音波振動式電動アタッチメント歯ブラシ

音波式電動歯ブラシとは、毛先を振動させることができる歯ブラシです。

自分に合ったブラシを簡単に音波振動式の歯ブラシに変換でき、微細な音波振動でブラッシングすることで、

縦･横の細かい動きが可能になり、丁寧に歯を磨くことができます。

タングクリーナー等の他のオーラルケアーにも取付可能です。

サイズ ： ５０ × ３２ × １５５ mm

電源　 ： 単三アルカリ乾電池 × １本

重量　 ： ８１ g

：ピンク：ＢＬ：ＢＫ ：ＹＬ ：グリーンカラー： カラー：

カラー：

カラー：

タイプ： ダイバー ・ ダイブフラッグ ・ 無地

無地/ＹＬ

ダイバー/ＢＫ

ダイブフラッグ/ＢＬ

（税込 ￥ 84０）￥ 8００

[MU-4557] ダイバーズラゲッジグリップ[MU-4557] ダイバーズラゲッジグリップ

スーツケースやドライケースの取っ手に取り付けるネオプレーン製グリップカバーです。

３種類のタイプとカラーを組み合わせてご注文下さい。

例 ： ダイバー /ＹＬ ・ ダイブフラッグ /ＢＫ ・ 無地 /ＢＬ 等

サイズ ： １４８ × １４４ mm

素材　  ： ネオプレーン製



２０

トラベルアクセサリートラベルアクセサリー

ピンクマンタ

ブラックマンタ

：ＰＫ ：ＢＫ

アロマオイルをタンクに入れて

ネックレス 携帯ストラップ

サイズ ： １０ × ３０ mm　素材 ： アルミ製

アロマオイルから得られる癒し効果を携帯するアロマタンク。

慌ただしく忙しい生活の中にアロマの潤いを簡単に取り入れられます。 ネックレスに、

ストラップに、 車の中のアクセサリーにリラクゼーションアイテムとしてオススメです。

（税込 ￥ １，８９０）￥ １，８００ （税込 ￥ ６３０）￥ ６００

[MU-4451] LOGTANK アロマタンク[MU-4451] LOGTANK アロマタンク

都会の忙しい生活にアロマの癒しを

サイズ ： ３０ × ６０ × ２５ mm

高価なエッセンシャルオイルを少量の容量でお求め易い価格のミニボトルをご用意しました。

全２１種類の豊富なエッセンシャルオイルで、 様々な癒しの香りをご堪能下さい。

首から下げられる可愛いマンタのウォータープルーフケース

サイズ ： １７０ × １７５ × ４５  mm　素材 ： プラスチック

みんなの人気者マンタの形をしたウォータープルーフケースです。 クモリ止めなど、 ちょっとした小物入れに

最適です。

パチュリー

エッセンシャルオイル 種類

ラベンダー

容量 / ３ｍｌ 容量 / ２ｍｌ

オレンジ

レモン

グレープフルーツ

レモングラス

シトロネラ

ペパーミント

ローズマリー

ティートリー

ユーカリ

シダーウッド

ローズウッド

ヒノキ

パチュリー

ゼラニウム

ベルガモット

クラリセージ

マージョラム

ジュニパー

フランキンセンス

イランイラン

[MU-4508] エッセンシャルオイル[MU-4508] エッセンシャルオイル

（税込 ￥ １，２６０）￥ １，２００

[MU-4181] ＳＮ04 マンタウォータープルーフケース[MU-4181] ＳＮ04 マンタウォータープルーフケース

：ＧＲ ：ＢＬ

：ＯＧ

：ＢＫ

：ＹＬ

カラー豊富な選べるデジカメストラップ

デジカメ下部にあるネジ穴に取り付けることができるデジカメストラップです。 もちろんハウジングにも取付可能で

す。 アウトドアやお出かけの際にカメラに取り付けてご使用下さい。

（税込 ￥ ２，６２５）￥ ２，５００

[MU-4916] デジカメストラップ[MU-4916] デジカメストラップ

アウトドアや集合写真撮影時の必需品

サイズ ： １２ cm　重量 ： ５０ g　最大積載重量 ： ２００ g　材質 ： スチール

ポケットに入る携帯に便利な小型の卓上デジカメ用ミニ三脚です。 フレキシブルに動くワイヤーを使用しています

ので、 安定してカメラをセッティングできます。 アウトドアやお出かけの際にカメラに取り付けてご使用下さい。

（税込 ￥ １，０５０）￥ １，０００

[MU-5047] デジカメ用ミニ三脚[MU-5047] デジカメ用ミニ三脚

：ＹＬ：ＰＫ ：ＢＬ

：ＢＫ：ＷＴ ：ＳＶ

思い出のダイビング写真を持ち歩こう

写真取り込み時に自動的に圧縮し約１４３枚の写真が保存できるデジタルフォトフレームです。 ソフトやＣＤドライ

バ等の面倒なインストールは一切不要。 付属の USB ケーブルをパソコンに接続し、 メニューから 「USB 接続」

を選べば自動で写真を転送します。 一緒に潜ったバディや友達へのプレゼントに最適です。

デジタルフォトフレーム規格

本体サイズ

バッテリー

対応ファイル形式

画像保存枚数 (ﾒﾓﾘ )ー

対応 OS

付属品

稼動時間

充電時間

5.4 × ４.１ × １.２ cm

内蔵リチウムバッテリー

JPEG ・ BMP ・ GIF

１４３枚 （１ＭＢ）

Ｗｉｎ ME･2000･XP ・ Mac３.９以上

USBｹｰﾌﾞﾙ・ｷｰﾁｪー ﾝ

約１５０分 （フル稼働）

約６０分 （USB で自動充電）

（税込 ￥ １，９９５）￥ １，９００

[MU-3108] ＤＰＦ デジタルフォトフレーム[MU-3108] ＤＰＦ デジタルフォトフレーム

：ＧＤ ：ＢＬ

：ＯＧ

：ＢＫ

：ＳＶ：ＲＤ

丈夫なアルミ素材のデジカメケース

サイズ ： ８０ × ４５ × １２０ mm　重量 ： １４０ g　付属 ： カラビナフック

デジカメの持ち運びに便利なアルミデジカメケースです。 丈夫なアルミ素材でできているので安心してデジカメ

を入れておくことができます。

（税込 ￥ ２，６２５）￥ ２，５００

[MU-1514] アルミデジカメケース[MU-1514] アルミデジカメケース

PC1150FA ファーストエイドボックス

サイズ ： 外寸 ： ２３２ × １９２ × １１１ mm　内寸 ： ２０８ × １４４ × ９２ mm　重量 ： ８１０ g

ペリカンケースのファーストエイドボックスです。 ダイビングでのアクシデントや緊急時に必要な応急処置道具を

保管しておける丈夫なケースです。

（税込 ￥ ８，６１０）￥ ８，２００

[MU-1927] PC1150FA ファーストエイドボックス[MU-1927] PC1150FA ファーストエイドボックス

携帯に便利な
カラビナフック

メディア収納
ポケット



２１

[MU-5000] ｼｰｷｬﾅﾘｰ ｵﾘｼﾞﾅﾙ ﾏｽｸｽﾄﾗｯﾌﾟｶﾊﾞｰ[MU-5000] ｼｰｷｬﾅﾘｰ ｵﾘｼﾞﾅﾙ ﾏｽｸｽﾄﾗｯﾌﾟｶﾊﾞｰ

（税込 ￥ ２，９４０）￥ ２，８００

ＳＣ-００７ プルメリア

ＳＣ-０１０ ハワイアンハイビスカス

ＳＣ-００８ カラフルハイビスカス

ＳＣ-０１１ トライバルハート

ＳＣ-００９ トロピカルフラワー

ホワイト

デザインは１４種類！あなた好みの１枚が必ず見つかる！

これまでのストラップカバーにはなかった「見て楽しい！着けて嬉しい」をコンセプトに、今までのイメージをガラリと変える完全オリジナルデザインのストラップカバー
です。光沢があり発色の鮮やかな「オペロンジャージ」を使用しており、擦れによる毛羽立ちが起きにくく耐久性の高い仕上がりとなっております。
また、ストラップがずれたりねじれたりしないマジックテープ付。マジックテープの位置はあらゆるメーカーのマスクに対応しております。

Sea Canary ｵﾘｼﾞﾅﾙ ﾏｽｸｽﾄﾗｯﾌﾟｶﾊﾞｰSea Canary ｵﾘｼﾞﾅﾙ ﾏｽｸｽﾄﾗｯﾌﾟｶﾊﾞｰ

見て楽しい・着けて嬉しい・海でも可愛く
かっこよく！オリジナルマスクストラップ
見て楽しい・着けて嬉しい・海でも可愛く
かっこよく！オリジナルマスクストラップ

ピンク

グレー

ブルー

ブラック

ホワイト

ブラック

ブルー

ホワイト

ブラック

ホワイト

イエロー

ネイビー

ブルー

ピンク

マリン

ピンク

ホワイト

ブルー

ブルー

ブルー

ピンク ブルー ブラック ホワイト

ブラック

ブルー オレンジ

ピンク

ピンク

ブルー

ネイビー

ブルー

ＳＣ-０１５ ボーダー

ＳＣ-０１４ 波

ＳＣ-０１７ レインボーホヌ

ＳＣ-０１９ イルカ 

ＳＣ-０１６ ポップスター

ＳＣ-０１８ サカナ

ＳＣ-０１２ トライバルライン ＳＣ-０１３ 太陽

ＳＣ-０２０ マンタ 



２２

[MU-2038] SW-ｘｘｘｘ ピクチャーストラップ ラッパー[MU-2038] SW-ｘｘｘｘ ピクチャーストラップ ラッパー

（税込 ￥ ２，６２５）￥ ２，５００

（税込 ￥ ３，１５０）￥ ３，０００

イノベーティブからピクチャーストラップ ラッパーのＮＥＷデザインが新登場。

スムーズにマスクの着脱をサポートし、 着脱時による髪の毛の絡みを防ぐマスクストラップカバーです。

NEW デザイン 各タイプ

AOTG

DIWO

TAIL

DODP

AOND

AONL

SKFLTRIB

OVAL

HARD

SFIN

HOGF

HIBK

AORF

LANE LJEL

AOBF

LEEL

LRAY

AOXB

AOUS

[MU-0474] AS-ｘｘｘｘ ﾋ゚ｸﾁｬー  adjust A STRAP ﾍ゙ﾙｸﾛｽﾄﾗｯﾌ゚[MU-0474] AS-ｘｘｘｘ ﾋ゚ｸﾁｬー  adjust A STRAP ﾍ゙ﾙｸﾛｽﾄﾗｯﾌ゚

INNOVATIVE ２０１１ NEW コレクションINNOVATIVE ２０１１ NEW コレクション

２０１１ NEWデザイン！２０１１ NEWデザイン！

２０１１ NEWデザイン！２０１１ NEWデザイン！

オリジナルロゴ印刷可能 ラッパー



２３

イノベーティブからログブックバインダーのＮＥＷデザインが新登場。

耐久性に優れたコーデュラ生地のジッパー式ログブックバインダーです。

表がカラー印刷 （裏は 1 色印刷） の、 可愛い魚がワンポイントで描かれているログレフィル
です。 ダイビング後のわいわいガヤガヤ楽しいログ付けを更に楽しいものにしてくれます。

サイズ ： １０.８ × １８.２ cm　全６種類

サイズ ： ２７０ × １９０ × ４５ ｍｍ

仕様　 ： カードホルダー ・ ペンホルダー ・ メッシュポケット ・ 収納ポケット

KAIRAKU LOG　A タイプ レフィル２４枚入り （４８DIVE 分） レフィル２４枚入り （２４DIVE 分）レフィル２４枚入り （２４DIVE 分）

INNOVATIVE ２０１１ NEW コレクションINNOVATIVE ２０１１ NEW コレクション

[MU-2060] ＬＢ-ｘｘｘｘ ログブックバインダー ３穴[MU-2060] ＬＢ-ｘｘｘｘ ログブックバインダー ３穴

KAIRAKU LOG　Ｂ タイプ

[MU-1377] GB01 ログブックバインダー ６穴 

KAIRAKU LOG　Ｃ タイプ

（税込 ￥ ４，７２５）￥ ４，５００

２０１１ NEWデザイン！２０１１ NEWデザイン！

ＬＢ-０７５０ ＬＢ-０４２０ ＬＢ-０７６０

（税込 ￥ １，050）￥ １，０００

[MU-4545] KAIRAKU-3 海楽ログ ３穴タイプ[MU-4545] KAIRAKU-3 海楽ログ ３穴タイプ

表裏両面に１DIVE 分ずつのデータが書き込め、 レフィル１枚で２

DIVE 分が書き込めます。

表面にダイビングデータ、 裏面にコメント欄、 レフィル１枚で１DIVE

分のデータが書き込めます。

見開き２ページで１DIVE 分のデータをしっかり書き込めます。

：ＢＬ

：ＰＫ

カラー ：ＷＴ

：ＢＬ

カラー ：ＰＫ

：ＢＬ

カラー

サイズ ： ２５０ × １７５ × ３５ mm　６穴タイプ

耐久性に優れたコーデュラ生地を採用。 ジッパー付で中身の紛失を防ぎます。

（税込 ￥ ４，７２５）￥ ４，５００

[MU-1377] ＧＢ01 ログブックバインダー ６穴[MU-1377] ＧＢ01 ログブックバインダー ６穴

：ＢＫ

：FLAG

カラー

[MU-4203] GB02 ログブック クリアファイル ６穴 

サイズ ： １９５ × １２５ × ２５ mm　６穴

水辺にも気軽に持ち運びできるクリアファイル式バインダーです。

（税込 ￥ １，２６０）￥ １，２００

[MU-4203] ＧＢ02 ログブック クリアファイル ６穴[MU-4203] ＧＢ02 ログブック クリアファイル ６穴

レフィル３６枚 （３６DIVE 分） レフィル４０枚 （４０DIVE 分）

サイズ ： １７０ × ９６ mm　６穴タイプ

表がカラー印刷 （裏は１色印刷） の、 可愛い魚がワンポイントで描かれている

ログレフィル、 海楽ログの６穴タイプです。

（税込 ￥ ９４５）￥ ９００

[MU-4547] KAIRAKU-6 海楽ログ ６穴タイプ[MU-4547] KAIRAKU-6 海楽ログ ６穴タイプ

：ＰＫ

：ＢＬ

：ＹＬ

：ＷＴ

カラー ：水色

：紫陽花（あじさい）

：秋桜（コスモス）

：枇杷（びわ）

：檸檬（レモン）

：若草

：浅黄（あさぎ）

カラー

[MU-4156] ＲＦ01 カラーレフィル ６穴タイプ 

サイズ ： １７０ × ９５ mm　６穴

ログブック６穴仕様のカラーバリエーション豊富なレフィルです。

（税込 ￥ １，０５０）￥ １，０００

[MU-4156] ＲＦ01 カラーレフィル ６穴タイプ[MU-4156] ＲＦ01 カラーレフィル ６穴タイプ

フラッグスカル ネオンイール ピンクハイビスカス



２４

ログブックバインダー ３穴・６穴・Ｍサイズ（２５枚～）ログブックバインダー ３穴・６穴・Ｍサイズ（２５枚～） ラゲージグリップ（２５/５０/１００枚）ラゲージグリップ（２５/５０/１００枚）

オリジナルロゴプリントオリジナルロゴプリント

[MU-5058] ３穴
 LB-LOGOx25 （25 枚）

３穴 ： カラー ： フラッグ ・ ブラック

６穴 ： カラー ： ブラック サイズ ： ２７０ × １９０ × ４５ mm

サイズ ： ３００ × ３７０ mm

サイズ ： スモール / レギュラー

サイズ ： ミディアム / レギュラー

サイズ ： フリーサイズ

サイズ ： １４８ × １４４ mm

３穴Ｍサイズ ブラック

サイズ ： ２４０ × １６５ × ３０ mm

ＢＫ

ＹＬ

ＲＤ

ＢＫ

ＢＬ

ＹＬ

ＢＬ

グリップ取付イメージ

[MU-5060] ６穴
LB-LOGOx25 （25 枚）

[MU-5059] ３穴Ｍサイズ 
LB-LOGO-Mx25 （25 枚）

[MU-5065] ＤＰ200x25 （25 枚）

[MU-5066] CAP100-LOGOx12 （12 枚）

[MU-5062] AS151x100 （100 枚）

[MU-5063] AS151x50 （50 枚）

[MU-5064] AS151x25 （25 枚）

[MU-5068] CAP700-LOGOx12 （12 枚）

[MU-5067] CAP800-LOGOx12 （12 枚）

[MU-5055] ＧＰ4861ｘ100 （100 枚）

[MU-5056] ＧＰ4861ｘ50 （50 枚）

[MU-5057] ＧＰ4861ｘ25 （25 枚）

YOUR LOGO 

YOUR LOGO 

YOUR LOGO 

YOUR LOGO 

YOUR LOGO 

ラージスチューデントキットバッグ（２５枚～）ラージスチューデントキットバッグ（２５枚～）

スキッドキャップ（１２枚～）スキッドキャップ（１２枚～）

[MU-5061] ＳＷ051x100 （100 枚）

ピクチャーストラップ ラッパー adjust-A-STRAP ベルクロストラップ

[MU-1912] ＳＷ051x50 （50 枚）
[MU-1913] ＳＷ051x25 （25 枚）

オリジナルマスクストラップ（２５/５０/１００枚）オリジナルマスクストラップ（２５/５０/１００枚）

ダイブキャップ Ｍ / Ｌサイズ（１２枚～）ダイブキャップ Ｍ / Ｌサイズ（１２枚～）

バンダナキャップ（１２枚～）バンダナキャップ（１２枚～）

YOUR LOGO 

YOUR LOGO 

ＢＬ

NV/RY

WATR

PSCH

OCEAN

BUBL

adjust-A-STRAP ﾍﾞﾙｸﾛｽﾄﾗｯﾌﾟ

LANE

LJEL

AOUS

GN/PK

RD/BKYL/PU

ＢＬ

ＧＹ ＹＬ

PU

YＬ
BK

：ＢＬ ：ＹＬ：ＢＫ

：GY ：ＹＬ：ＢＬ

：ＢＬ

：ＢＫ ：ＹＬ

：ＲＤ

：ＰＵ

：ＹＬ ：ＢＫ

：ＢＬ

YOUR LOGO 

ＤＰ-2041

ＤＰ-2000

ＤＰ-2003

ＤＰ-2031



２５

カラーバリエーション豊かな可愛いポンチョが新登場。

１ＤＩＶＥ後の小休憩に、 車でのポイント移動に、 ウェットスーツのままだと肌寒いけどポンチョを被れ

ば身体を冷やすことなく２ＤＩＶＥ目へ。

ビーチや駐車場での着替えでも安心して着替えをすることができます。 また、 着替えを落とさない内

ポケット付き。 ポンチョを折り畳めばクッションとしても使用可能です。

サイズ ： 着丈１１１ ｃｍ　身幅７９ ｃｍ

ご注文時のカラー選択について

ポンチョのカラー （柄） は毎シーズン新しくデザインを更新して発売し

ております。 そのため最新柄、 在庫状況についてはお問い合わせ下

さい。 ※ 在庫切れ次第、 そのカラーは終了となるカラーもございます。

予めご了承下さい。

[MU-4908］ ＴＯＯＬＳ お着替えポンチョ

カラー

ピンクラブハート

ﾌﾞﾗｯｸﾏﾙﾁﾄﾞｯﾄ スカルフル ｸﾞﾘｰﾝｽｸｴｱﾄﾞｯﾄ ブルーハワイ

ﾗｲﾄｸﾞﾘｰﾝﾓﾝｽﾃﾗ ピンクラブハート ﾌﾞﾙｰﾁｪｯｸﾄﾞｯﾄ ティアレさん

パープルラウアエ ツイストホヌ パステルチエック

ブラック パープル ネイビー

ﾋﾟﾝｸｳｪｰﾌﾞﾊｰﾄ

ｸ゙ﾘー ﾝｳｪー ﾌ゙ﾎ゙ ﾀー゙ｰ

チャコールグレー

ﾈｲﾋﾞｰﾓﾝｽﾊｲﾋﾞ ティアレさん ｸﾞﾘｰﾝﾋﾞｯｸﾞﾎﾇ

ツイストホヌ ｱｲﾎﾞﾘｰﾌﾗﾜｰ ﾏﾙﾁｱﾝｸﾞﾙﾎﾞー ﾀﾞー

ポンチョを裏返していただき、 中央にある内ポケットへキレイに

折り畳めばクッションの完成です。

TOOLS お着替えポンチョTOOLS お着替えポンチョ

[MU-4908] TOOLS お着替えポンチョ[MU-4908] TOOLS お着替えポンチョ

[MU-4910] TOOLS ジップアップ お着替えポンチョ[MU-4910] TOOLS ジップアップ お着替えポンチョ[MU-4909] TOOLS キッズ お着替えポンチョ[MU-4909] TOOLS キッズ お着替えポンチョ

（税込 ￥ ５，０４０）￥ ４，８００

サイズ ： 着丈１０６ ｃｍ　身幅７４ ｃｍ

カラー

フルオープンダブルファスナー

スラッシュポケット

（税込 ￥ ５，２５０）￥ ５，０００

キッズ ・ ジップアップお着替えポンチョ

[MU-4910] TOOLS ジップアップお着替えポンチョ

お着替えポンチョの” ジップアップタイプ” です。 フルオープンファスナーを採用していますので、 簡単に着

脱ができるようになりました。 また、 側面にスラッシュポケットを搭載し、 使い勝手も良くなっています。

[MU-4909] TOOLS キッズ お着替えポンチョ

お着替えポンチョの” キッズタイプ” です。 身長１３０～１５０cm のお子様にピッタリなサイズです。

ダイビングに限らず、 アウトドアなどでの水遊び等にもご利用いただけます。

サイズ ： 着丈９０ ｃｍ　身幅６７ ｃｍ

カラー

（税込 ￥ 4，725）￥ 4，500

ご注文時のカラー選択について

ポンチョのカラー （柄） は毎シーズン新しくデザインを更新して発売しております。 そのため最新柄、 在庫状況については

お問い合わせ下さい。

※ 在庫切れ次第、 そのカラーは終了となるカラーもございます。 予めご了承下さい。



２６

ＴＯＯＬＳ アクセサリーＴＯＯＬＳ アクセサリー

ﾗｲﾑｸﾞﾘｰﾝ

ｸﾞﾘｰﾝ

サックス

ブルー

イエロー

レッド

オレンジ

シルバー

ブラウンカモ

ブルーカモ

グレーカモ

グリーンカモ

ピンクカモ

ネイビー

ブルー

ライトブラウン

ブラウン

グレー

ブラック

ワインレッド

（税込 ￥ ３，９９０）￥ ３，８００ （税込 ￥ ３，３６０）￥ ３，２００

片手でらくらく持ち運び可能な柔らかい質感。 中に入っての着替えでも余裕のサイズ設計。 内側に水の量を測れる

目盛り付きで、 シャンプー＆ソフナーの量を上手に調節。 水切り口を装備し上手な排水も考慮。
車に合わせて選べる全１２色。 ネオプレーン生地を採用し、 ヘッドレストに掛けるだけの簡単装着。

シートを濡らさず移動することができます。

２本セット

使い方自由自在

サイズ ： ６０ × １２８ ｃｍ サイズ ： ４７ × ３５ × ３５ ｃｍ 

サイズ ： ２６Ｌ

タイプ１ ： １４５ mm  / VOXY 系 ・ ミニバン系

タイプ２ ： １８０ mm  / ２００系ハイエース等

タイプ３ ： ２１０ mm  / １００系ハイエース等

タイプ / サイズ （対応車種）

[MU-4974] TOOLS ｳｪｯﾄｽｰﾂ ｼｰﾄｶﾊﾞｰ[MU-4974] TOOLS ｳｪｯﾄｽｰﾂ ｼｰﾄｶﾊﾞｰ

（税込 ￥ ２，１００）￥ ２，０００

[MU-4975] TOOLS ｳｪｯﾄﾊｯﾁﾌｯｸ

車のリアゲートに装着しウェットスーツを吊るせるハンガーフック。 ヘッド部分に入った強力マグネットでしっかり

固定、 シリコンカバー＆コーティングでボディを傷つけません。

ウェットスーツ等の濡れ物の持ち運びに便利な防水ビニール製バッグ。

サイズ ： ６５ × ５０ ｃｍ

ウェットスーツ等の濡れ物専用横型バッグ。 サイドパネルのジッパーからも出し入れ可能。 ウェットスーツ等の濡れ物専用縦型バッグ。 ショルダーストラップで背負うことも可能。

サイズ ： ５２ × ６５ ｃｍ

[MU-4985] TOOLS ｳｪｯﾄﾊｯﾁﾌｯｸ

[MU-4984] TOOLS ウォーターボックス

エコグリーン

ネイビー

ﾗｲﾄｸﾞﾘｰﾝ

ﾛｲﾔﾙｸﾞﾘｰﾝ

パープル

サンドブルー

全体図

ベージュ

イエロー

オレンジ

ブラック

ターコイズ

ブラウン

ﾊﾟｳﾀﾞｰﾌﾞﾙｰ

ピンク

カーキ

レッド

グリーン ブルー イエロー ピンク

パープル

オレンジ レッド ブラック

[MU-4984] TOOLS ウォーターボックス

（税込 ￥ １，７８5）￥ １，７００

車のリアゲートダンパーを固定する事で、 一度にたくさんのウェットスーツを吊るす場面でのリアゲートの下がりを

防止します。

※ リアゲートダンパーの長さは車種、 年式により規格が異なります。

必ずご使用になるお車の規格サイズをご確認下さい。

[MU-4986] TOOLS ﾘｱｹﾞｰﾄﾛｯｸ ２本ｾｯﾄ[MU-4986] TOOLS ﾘｱｹﾞｰﾄﾛｯｸ ２本ｾｯﾄ

ホワイト

シルバー

リッチブラック

レッド ピンク レッド ピンク

オレンジ イエロー
オレンジ イエロー

ブルー

クリアー クリアー

サックス ブルー サックス

クリアー × ピンク メッシュクリアー ブラック × カーキ

（税込 ￥ ２，５２０）￥ ２，４００

（税込 ￥ ２，９４０）￥ ２，８００ （税込 ￥ ２，９４０）￥ ２，８００

[MU-4987] ＴＯＯＬＳ ウェットトートバッグ[MU-4987] ＴＯＯＬＳ ウェットトートバッグ

[MU-4988] ＴＯＯＬＳ 横型ウェットバッグ[MU-4988] ＴＯＯＬＳ 横型ウェットバッグ [MU-4988] ＴＯＯＬＳ 横型ウェットバッグ[MU-4989] ＴＯＯＬＳ 縦型ウェットバッグ

[MU-4974] TOOLS ｳｪｯﾄｽｰﾂ ｼｰﾄｶﾊﾞｰ

[MU-4985] TOOLS ｳｪｯﾄﾊｯﾁﾌｯｸ

[MU-4987] TOOLS ｳｪｯﾄﾄｰﾄﾊﾞｯｸﾞ

[MU-4988] TOOLS 横型ｳｪｯﾄﾊﾞｯｸﾞ [MU-4989] TOOLS 縦型ｳｪｯﾄﾊﾞｯｸﾞ

[MU-4986] TOOLS ﾘｱｹﾞｰﾄﾛｯｸ ２本ｾｯﾄ

[MU-4984] TOOLS ｳｫｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ

サイズ ： ２７Ｌ

ウェットスーツ等の濡れ物の持ち運びに便利な防水バックパック。

（税込 ￥ ３，７８０）￥ ３，６００

[MU-4834] ＴＯＯＬＳ ウェットバックパック[MU-4834] ＴＯＯＬＳ ウェットバックパック

[MU-4834] TOOLS ｳｪｯﾄﾊﾞｯｸﾊﾟｯｸ

全車種対応

全車種対応

リッチブラック ホワイト



２７

カラーバリエーション豊かな可愛いラバーサンダルです。

ダイビングやアウトドアはもちろん、 オフィスや自宅でも様々なライフスタイルでも履けるラバーサンダルです。

履いていることを忘れさせるくらいの軽量さ ・ 草原を素足で歩いているような心地よさをご提供します。

アウトドアの機能性と利便性を生かした素材で、 オンタイム ・ オフタイムを問わず使用していただけるマルチサ

ンダルです。

サイズ ： ＸＳ ２２.０ cm ～

[MU-5108］ フロッグダル ラバーサンダル

カラー

Ｓ ２３.５ cm ～

Ｍ ２５.５ cm ～ Ｌ ２６.５ cm ～

専用ナイロンバッグ

ロゴ入りゴムバンド

完全防水を目指し黒色の透湿性防水加工ナイロンに防水ジッパーを使用して縫い目には防水シールを

施した、 バッグの機能性を損なわずに防水性を高めたバッグです。

防水性

防水性

防水性

防水性

FROGDAL フロッグダルFROGDAL フロッグダル

[MU-5108] フロッグダル ラバーサンダル[MU-5108] フロッグダル ラバーサンダル

[MU-5109] フロッグダル トートバッグ[MU-5109] フロッグダル トートバッグ

（税込 ￥ ２，９４０）￥ ２，８００

：バナナ ：リーフ ：キャロット

：マゼンタ ：ミルク ：チャコール

：ｱｲｽﾌﾞﾗｯｸ

ＢＫ

付属品：専用ナイロンバッグ ・ ロゴ入りゴムバンド

サイズ ： ３８ × ４０ × １７ cm カラー ：

（税込 ￥ 4，４１０）￥ 4，２00

[MU-5109] フロッグダル トートバッグ

素材 ： 透湿性防水加工ナイロン ・ 防水ジッパー

アウトドアでもビジネスシーンでも使用できるトートバッグ

です。 バッグ内部には荷物が偏らない為の仕切りがされ

ておりバランス良く荷物を持ち運べます。 また、 ボトム部

分には厚手の PＶC が使用してありヘビーユースにも耐え

られる造りになっています。

フロッグダル シリンダーバッグ

素材 ： 透湿性防水加工ナイロン ・ 防水ジッパー

円柱型の完全防水シリンダーバッグです。

開閉部を２～３海折り曲げることにより外部からの水の浸

入を完全に防ぐことができます。

マリンスポーツやアウトドアなどの激しく水に濡れるシーン

でも大切な荷物を水から守ることができます。

フロッグダル シリンダーバッグフロッグダル シリンダーバッグ

ＢＫサイズ ： ３６ × ５３ × １５ cm カラー ：

ＢＫカラー ：

（税込 ￥ ２，３１０）￥ ２，２00
[MU-5110] M ｻｲｽﾞ

サイズ ： ４１ × ６０ × １８ cm

（税込 ￥ ２，９４０）￥ ２，８00
[MU-5111] Ｌ ｻｲｽﾞ

フロッグダル フラットスタッフケースフロッグダル フラットスタッフケース

ＢＫサイズ ： ３５ × ２５ cm カラー ：

ＢＫカラー ：

（税込 ￥ １，２６０）￥ １，２00

[MU-5117] L ｻｲｽﾞ

サイズ ： ３５ × ５０ cm

（税込 ￥ １，８９０）￥ １，８00

[MU-5116] M ｻｲｽﾞ

フロッグダル ダッフルバッグ

素材 ： 透湿性防水加工ナイロン ・ 防水ジッパー

車やカートに載せる時に便利な両サイドのハンドルとショルダーストラップにより、 快適に荷物を運ぶ

ことができるダッフルバッグです。

フロッグダル フラットスタッフケース

素材 ： 透湿性防水加工ナイロン ・ 防水ジッパー

あらゆるシーンでマルチに使える汎用性の高いフラットスタッフケースです。 ビジネスシーンでのドキュ

メントケースとしても使用でき、 大切な書類などを水から守ることができます。

フロッグダル ダッフルバッグフロッグダル ダッフルバッグ

ＢＫサイズ ： ３０ × ４８ × ２３ cm カラー ：

ＢＫカラー ：

（税込 ￥ ７，１４０）￥ ６，８00

[MU-5115] L ｻｲｽﾞ

サイズ ： ３５ × ６３ × ２５ cm

（税込 ￥ ９，２４０）￥ ８，８00

[MU-5114] M ｻｲｽﾞ

EXTRA BLACK LABELEXTRA BLACK LABEL



２８

水道代年間
約２万円節約

エコロジーエコロジー

：ネイビー ：ライトブルー

：ＢＬ ：ＲＤ ：ＧＲ ：ＳＶ

止水 ・ 流水がワンタッチ切換

モード調整で様々なシャワーモードを使用できます。

電源 ： 単三電池 × 2 本 （別売り）

高容量 ジェット 強力ジェット

シャワー ミスト バブルジェット

サイズ ： ２１ × ５.５ cm

お好みシャワーモードを自在に調整、 手元で素早く止水 ・ 流水がワンタッチ切替。

調整ダイヤルを回すだけでモード調整が可能です。 特殊節水バルブとワンタッチ開閉

レバーで高い節水効果を発揮します。

水道代年間
約２万円節約

（税込 ￥ ４，６２０）￥ ４，４００ （税込 ￥ ３，３６０）￥ ３，２００

[MU-4509] SPAシャワーヘッド[MU-4509] SPAシャワーヘッド [MU-4643] CONTIGO ｵｰﾄｼｰﾙﾏｸﾞ

国際環境保護
団体 推薦品

国際環境保護
団体 推薦品

（税込 ￥ ６９９）￥ ６６６

[MU-4719] MAGICOOL マジクール

優れた保温・
保冷性能マグ
優れた保温・
保冷性能マグ

エコでクールな冷感持続スカーフ

サイズ ： ５ × １０２ cm

水を含ますだけで心地良い冷感が持続するエコクールスカーフです。

特殊高分子ポリマーが水分をたっぷり吸収し、 炎天下の長時間の仕事やアウトドアで

効果を発揮します。 何度でも繰り返し使用でき、 経済的なエコクールグッズです。

ワンタッチ開閉で飲み易く、 こぼれにくい

サイズ ： ２０ × ８.２ ×８.９ cm　容量 ： ４５３ ml

ボタンを押さない限り飲み口は開かないので、 万が一倒してしまった時や、 持ち運び

の時でも中身がこぼれない設計です。 真空２重構造により優れた保温 ・ 保冷性能を

実現。 大きめの口により、 氷を入れたりお手入れも簡単です。

ファンとミストのクイック冷却ファン

サイズ ： ２６.５ × ９.５ × ７ cm

ファンから送られる風がミストの気化を促進し、 急速な冷却を可能にした画期的なウォ

ーターミストファンです。 入り口の広いボトルキャップから氷を入れて、 冷感を高める

ことも可能です。 柔らかいファン素材採用でお子様にも安全にご使用いただけます。

電池不要のマイクロミスト エコクーラー

サイズ ： １９.５ × ４ cm

電気もガスも使わない、 手動ポンプ式の 「エコ型」 ミストクーラーです。

タンクに水を入れ、 ポンプで空気圧をチャージ、 ボタンをプッシュするだけで細やかな

ミストが噴射されます。

[MU-4643] CONTIGO ｵｰﾄｼｰﾙﾏｸﾞ

[MU-4719] MAGICOOL マジクール

：ＰＫ ：ＢＬ

国際環境保護
団体 推薦品

国際環境保護
団体 推薦品

（税込 ￥ １，２６０）￥ １，２００

[MU-4644] MAGICOOL ｸｲｯｸｸｰﾙ

国際環境保護
団体 推薦品

国際環境保護
団体 推薦品

（税込 ￥ ９８７）￥ ９４０ （税込 ￥ ９８７）￥ ９４０

ミストとドリンクが可能な２ＷＡＹボトル

サイズ ： ２３ × ７ cm

ドリンクボトルとミストが一緒になった画期的なエコクーラーです。

ボトルに水を入れれば、 ミストを噴射して冷感を感じることも、 ドリンクボトルとして水

分補給することも可能です。 多きめの入り口で、 氷を簡単に入れることができます。

[MU-4726] MAGICOOL ﾄﾞﾘﾝｸﾐｽﾄ

[MU-4644] MAGICOOL ｸｲｯｸｸｰﾙ

熱中症対策
推奨品

[MU-4889] MAGICOOL ﾎﾟﾝﾌﾟﾐｽﾄ[MU-4726] MAGICOOL ﾄﾞﾘﾝｸﾐｽﾄ 熱中症対策
推奨品

[MU-4889] MAGICOOL ﾎﾟﾝﾌﾟﾐｽﾄ



２９

QUICK ART 用紙シリーズQUICK ART 用紙シリーズ

[MU-2308] Ａ４ｻｲｽﾞ ２枚

１枚張りで簡単プリント。 印刷してアイロンでプレスするだけ！

生地の色を選ばないので、 印刷用途はアイデア次第でお好きな物へ。

各社プリンタに対応し、 鮮やかな写真画質でプリントできます。

５０回洗濯しても、 色落ち ・ 剥がれ ・ ひび割れがほとんどないシートです。

洗濯後も柔らかさを保ち、 通気性もあるので着心地は爽やか！

各社プリンタに対応し、 鮮やかな写真画質でプリントできます。

（税込 ￥ １，３６５）￥ １，３００

[MU-2309] はがきｻｲｽﾞ ３枚 （税込 ￥ ６３０）￥ ６００

（税込 ￥ ６３０）￥ ６００

おてがるアイロンプリントシールおてがるアイロンプリントシール

[MU-2310] Ａ４ｻｲｽﾞ ３枚 （税込 ￥ １，050）￥ １，０００

[MU-2311] はがきｻｲｽﾞ ５枚 （税込 ￥ ６３０）￥ ６００

[MU-2315] はがきｻｲｽﾞ ３枚

[MU-2316] はがきｻｲｽﾞ ３枚 （税込 ￥ ６３０）￥ ６００

（税込 ￥ ６３０）￥ ６００

洗濯に強いアイロン転写シート洗濯に強いアイロン転写シート

[MU-2317] はがきｻｲｽﾞ ２枚

オリジナルキーホルダー作成セットです。 （キーホルダー付属）

プリントしてオーブントースターで縮めれば完成！

半透明に画像が透け、 高級感あふれるキーホルダー作成が可能です。

超耐圧 ・ 強粘着性の厚手光沢シールです。

また耐水性も兼ねているので湿気でたわまず、 美しさと光沢感が持続します。

屋内の表示板や短期間の屋外表示に最適です。

（税込 ￥ ６３０）￥ ６００

ちぢめてキーホルダー ２個分ちぢめてキーホルダー ２個分

[MU-2318] Ａ４ｻｲｽﾞ ５枚 （税込 ￥ １，２６0）￥ １，２００

ディスプレイシールディスプレイシール

[MU-2312] クリア A4ｻｲｽ  ゙4枚

完全防水のフィルムシールです。

丈夫なプラスティック素材なのに柔らかく、 曲面にも貼り付け可能。 屋外装飾、

車のボディなどあらゆる用途に使用できます。

ラミネートシールのフィルムに、 UV99％カットの効果を持たせた、

完全防水フィルムのオリジナルステッカー作成シートです。

インクジェットプリンタ専用のシートです。

（税込 ￥ １，８９０）

クリア使用 ホワイト使用

￥ １，８００

[MU-2313] ﾎﾜｲﾄ A4ｻｲｽ  ゙4枚 （税込 ￥ １，８９０）￥ １，８００

[MU-2314] ｸﾘｱ＆ﾎﾜｲﾄ はがきｻｲｽ゙ 4枚

ラミネートシール ラミネートシール ステッカー作成シートステッカー作成シート

[MU-2319] はがきｻｲｽﾞ ３枚

のりを使わずに平滑面に真空吸着する便利な吸着シールです！

何度でも貼って剥がせ、 のりのあとが残りません。

マグネットが使用できないガラスやステンレスの貼り付けに最適です。

ライトがあたる方向に反射する素材を使用しているプリントシールです。

暗闇での安全性を兼ね備えたオリジナルプリントが作成できます。

低温で圧着できるのでナイロン生地にもプリント可能です。

（税込 ￥ ６３０）￥ ６００ （税込 ￥ ６３０）￥ ６００

吸着シール（光沢）吸着シール（光沢）

[MU-2320] はがきｻｲｽﾞ ２枚

ライトで光るアイロンプリントシールライトで光るアイロンプリントシール



３０

（税込 ￥ ２，１００）￥ ２，０００

[MU-5251] アクアペイント 塗料[MU-5251] アクアペイント 塗料

水に濡れても大丈夫！新しい特殊塗料

（税込 ￥ ５２５）￥ ５００

[MU-5252] アクアペイント リムーバー液[MU-5252] アクアペイント リムーバー液

キット内容

（※ 塗料のカラーは下の８色からお選び下さい。）

デザインシール （５８ × ６８ mm） ３枚アクアペイント塗料 アクアペイント リムーバー液

[MU-5250] アクアペイント スターターキット 

アクアペイントは、 塗って乾くとなんと２００％もの伸縮性を持つ、

特殊な塗料を使用しています。 どんなに曲げても伸ばしても、

素材にピッタリ密着して伸び縮みするので剥がれにくいのが特徴

です。 フィン専用に開発したオリジナル塗料です。

使い方は簡単。 専用ﾘﾑｰﾊﾞー を使い絵柄を付けたい部分の汚れ

や油脂を拭き取り、 シールを貼り付け塗料を塗ります。

塗り終わったらシールをゆっくり剥がし完成です。

曲げても、伸ばしても、割れない、剥がれない、もちろん水にぬれても大丈夫！

まったく新しい特殊塗料 アクアペイント。

名前を書いたのにすぐ消えちゃう ・ ・ ・ なんてことはありません！

アクアペイントを塗る前に

アクアペイント専用リムーバー液です。

塗料を塗る前にリムーバー液で汚れ

や油脂を拭き取ればキレイに塗料が

濡れます。

レインボー グリッターレッド グリッターパープル グリッターバイオレット

グリッターブルー グリッターグリーン シルバー ゴールド

カラー

ﾚｲﾝﾎﾞｰ ｸﾞﾘｯﾀｰﾚｯﾄﾞ ｸﾞﾘｯﾀｰﾊﾟー ﾌﾟﾙ ｸﾞﾘｯﾀｰﾊﾞｲｵﾚｯﾄ

ｸﾞﾘｯﾀｰﾌﾞﾙｰ ｸﾞﾘｯﾀｰｸﾞﾘｰﾝ ｼﾙﾊﾞー ｺﾞー ﾙﾄﾞ

Sea Canary ｱｸｱﾍﾟｲﾝﾄSea Canary ｱｸｱﾍﾟｲﾝﾄ

[MU-5250] アクアペイント スターターキット[MU-5250] アクアペイント スターターキット

（税込 ￥ ３，１５０）￥ ３，０００

特殊な塗料とかわいいデザインシールがセットになったフィン専用の
ペイントキット。誰でも自分で簡単にオリジナルペイントを楽しめます！
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アクアパック ウォータープルーフケースアクアパック ウォータープルーフケース

バリエーション豊かな防水ケースです。 水しぶき ・ 泥 ・ 海水 ・ ホコリ ・ 油などから携帯電話をはじめ、 大切な精密機器を守ります。

サイズ ： １５０ × ２００ mm　重量 ： ３２ g

付属品 ： ネックコード ・ シリカゲル

（折り畳み対応）

（ズームレンズ対応）

AQUAPACAQUAPAC

携帯電話用

（税込 ￥ ４，７２５）￥ ４，５００

[MU-5130] アクアパック ０８４[MU-5130] アクアパック ０８４

サイズ ： １５０ × １４０ mm　重量 ： ３０ g

付属品 ： ネックコード

携帯電話用

（税込 ￥ ３，６７５）￥ ３，５００

[MU-5131] アクアパック １０４[MU-5131] アクアパック １０４

サイズ ： １５０ × １７０ mm　重量 ： ３６ g

付属品 ： ネックコード

携帯電話用

（税込 ￥ ３，６７５）￥ ３，５００

[MU-5132] アクアパック １１４[MU-5132] アクアパック １１４

サイズ ： １９０ × １８５ mm　重量 ： ４２ g

付属品 ： ネックコード

携帯電話用

（税込 ￥ ３，６７５）￥ ３，５００

[MU-5133] アクアパック １２４[MU-5133] アクアパック １２４

サイズ ： １９０ × ２１５ mm　重量 ： ５０ g

付属品 ： ネックコード

携帯電話用

（税込 ￥ ３，６７５）￥ ３，５００

[MU-5134] アクアパック １３４[MU-5134] アクアパック １３４

サイズ ： ２００ × １１０ mm　重量 ： ６２ g

付属品 ： ネックコード ・ シリカゲル

カメラ ・ ビデオカメラ用

（税込 ￥ ４，７２５）￥ ４，５００

[MU-5135] アクアパック ４０４[MU-5135] アクアパック ４０４

サイズ ： ２６５ × １３５ mm　重量 ： ７２ g

付属品 ： ネックコード ・ シリカゲル

カメラ ・ ビデオカメラ用

（税込 ￥ ４，７２５）￥ ４，５００

[MU-5136] アクアパック ４１４[MU-5136] アクアパック ４１４

サイズ ： ２００ × １１０ mm　重量 ： ７０ g

付属品 ： ネックコード ・ シリカゲル

カメラ ・ ビデオカメラ用

（税込 ￥ ６，３００）￥ ６，０００

[MU-5137] アクアパック ４２０[MU-5137] アクアパック ４２０

サイズ ： ３５０ × １６５ mm　重量 ： １０９ g

付属品 ： ショルダーベルト ・ シリカゲル

カメラ ・ ビデオカメラ用

（税込 ￥ ６，３００）￥ ６，０００

[MU-5138] アクアパック ４４５[MU-5138] アクアパック ４４５

サイズ ： ３４０ × ２００ mm　重量 ： １７０ g

付属品 ： ショルダーベルト ・ シリカゲル

カメラ ・ ビデオカメラ用

（税込 ￥ １５，７５０）￥ １５，０００

[MU-5139] アクアパック ４６５[MU-5139] アクアパック ４６５

サイズ ： １５０ × １１０ mm　重量 ： ３６ g

付属品 ： ネックコード ・ シリカゲル

ポータブルミュージックプレイヤー用

（税込 ￥ ６，３００）￥ ６，０００

[MU-5140] アクアパック ５１５[MU-5140] アクアパック ５１５

サイズ ： コード長さ １１０ mm　重量 ： ２０ g

耐圧水深 ： １０ m

完全防水型イヤフォン

（税込 ￥ ６，０９０）￥ ５，８００

[MU-5141] アクアパック ９１６[MU-5141] アクアパック ９１６

サイズ ： ４４０ × ２９５ mm　重量 ： ３５ g

付属品 ： ネックコード

PDA 用

（税込 ￥ ３，９９０）￥ ３，８００

[MU-5142] アクアパック ３４４[MU-5142] アクアパック ３４４

サイズ ： ２６５ × ２００ mm　重量 ： ６１ g

付属品 ： ネックコード

PDA 用

（税込 ￥ ３，９９０）￥ ３，８００

[MU-5143] アクアパック ３６４[MU-5143] アクアパック ３６４

サイズ ： ２６５ × １８４ mm　重量 ： １５１ g

付属品 ： ショルダーベルト ・ シリカゲル

汎用

（税込 ￥ ４，７２５）￥ ４，５００

[MU-5144] アクアパック ６６４[MU-5144] アクアパック ６６４

サイズ ： ２６５ × １８５ mm　重量 ： ６０ g

付属品 ： ショルダーベルト ・ ネックコード

汎用

（税込 ￥ ４，７２５）￥ ４，５００

[MU-5145] アクアパック ８２４[MU-5145] アクアパック ８２４
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ENELOOP ENELOOP 

新しい eneloop はトータルメリットでも他を圧倒。 優れた経済性 ・ 利便性 ・ 環境性を実現。

約 1,500 回繰り返し使用可能です。 使い切るバッテリーから、 繰り返し使うバッテリーへ

[MU-4435] N-TGR03AS

残量ﾁｪｯｸ機能付急速充電器ｾｯﾄ 

単三 × ４本

[MU-4436] N-TGR01AS

2 倍 ・ 3 倍速対応急速充電器ｾｯﾄ 

単三 × ４本

[MU-4438] N-TGR02AS

ｺﾝﾊﾟｸﾄ急速充電器ｾｯﾄ 

単三 × 2 本

[MU-4439] N-TGR0204AS

ｺﾝﾊﾟｸﾄ急速充電器ｾｯﾄ 

単四 × 2 本

[MU-5054] NCS-TG2-2BP

単三形電池専用ｽﾍﾟｰｻｰ

単二形

[MU-4437] N-TGR0104AS

2 倍 ・ 3 倍速対応急速充電器ｾｯﾄ 

単四 × ４本

[MU-5053] NCS-TG1-2BP

単三形電池専用ｽﾍﾟｰｻｰ 

単一形

[MU-4440] HR-3UTGA-2BP

単三形 2 個入りﾊﾟｯｸ 

[MU-4444] HR-4UTGA-2BP

単四形 2 個入りﾊﾟｯｸ 

[MU-4441] HR-3UTGA-4BP

単三形 4 個入りﾊﾟｯｸ 

[MU-4442] HR-3UTGA-8BP

単三形 8 個入りﾊﾟｯｸ 

[MU-5051] NC-TGR03

単三 ・ 四形兼用残量ﾁｪｯｸ付急速充電器 

[MU-4448] NC-TGR01

単三 ・ 四形兼用 2 倍 ・ 3 倍速対応急速充電器 

[MU-5052] NC-TGR02

単三 ・ 四形兼用ｺﾝﾊﾟｸﾄ急速充電器 

[MU-4445] HR-4UTGA-4BP

単四形 4 個入りﾊﾟｯｸ 

[MU-4446] HR-4UTGA-8BP

単四形 8 個入りﾊﾟｯｸ 

[MU-4443] HR-3UTGA-12BP

単三形 12 個入りﾊﾟｯｸ 

エネループ 充電器セットエネループ 充電器セット

エネループ 充電池エネループ 充電池

エネループ 急速充電池エネループ 急速充電池

充電器スペーサー充電器スペーサー

（税込 ￥ 5，250）￥ 5，000 （税込 ￥ ４，200）￥ ４，0００

（税込 ￥ 2，100）￥ 2，000

（税込 ￥ 1，155）￥ 1，100

（税込 ￥ 945）￥ 900

（税込 ￥ 4,２０0）￥ 4,０00 （税込 ￥ 3,150）￥ 3,000 （税込 ￥ 1,260）￥ 1,200

（税込 ￥ 1，995）￥ 1，9００

（税込 ￥ 2，100）￥ 2，0００

（税込 ￥ 1，680）￥ 1，6００

（税込 ￥ 3，990）￥ 3，8００

（税込 ￥ 3，675）￥ 3，5００

（税込 ￥ 2，940）￥ 2，8００

（税込 ￥ 5，250）￥ 5，0００

（税込 ￥ 504）￥ 48０

（税込 ￥ 420）￥ 40０
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ダイバー書籍

図鑑
海の本

ダイバー書籍

￥3,990 (税込） ￥1,890 (税込） ￥2,940 (税込） ￥2,310 (税込） ￥2,520 (税込） ￥5,040 (税込）

￥1,995 (税込） ￥1,995 (税込） ￥1,995 (税込） ￥1,995 (税込） ￥1,995 (税込） ￥1,995 (税込）

￥4,935 (税込） ￥1,575 (税込）

B-64 クマノミ全種に会いに行くB-64 クマノミ全種に会いに行く

世界のクマノミ２８種を
キレイな生態写真を使っ
て紹介するガイドブック。

B-63 日本のハゼB-63 日本のハゼ

日本にいるハゼの仲間４
７０種を一挙に公開する
ハゼ図鑑の決定版。

B-65 日本の海藻B-65 日本の海藻

日本の海を彩る海藻はな
んと２０００種以上。そ
のうち代表種２８４種を
紹介する図鑑。

知床半島、羅臼の海に潜
り続けた関勝則氏の撮り
ためた珠玉の1冊。7色印
刷で海の青さが一層引き
立つ。

B-67 いのちの海 知床B-67 いのちの海 知床 D-17 さかなの街D-17 さかなの街

ジャックＴモイヤー氏が、
長年にわたって観察研究
を続けてきた「魚の行動
学」が詰まった1冊。

B-68 海辺の生きものB-68 海辺の生きもの

魚類を除き、本州中部以
北から北の海でダイバー
が見ることのできる生き
もの１１３２種を収録。

D-34 D.P.M No1 沖縄本島編D-34 D.P.M No1 沖縄本島編

沖縄ダイビングポイント
マップシリーズ。沖縄本
島北部の辺戸岬から本島
南部まで、紹介スポット
は６０ヶ所以上。

沖縄ダイビングポイント
マップシリーズ。ビギナ
ーからベテランまで人気
の高いケラマの海のスポ
ットを５１ヶ所をピック
アップ。

D-35 D.P.M No2 ケラマ編D-35 D.P.M No2 ケラマ編 D-37 D.P.M No4 宮古編D-37 D.P.M No4 宮古編

沖縄ダイビングポイント
マップシリーズ。宮古島
周辺のスポット５５ヶ所
が紹介されている。

D-36 D.P.M No3 久米栗国渡名喜編D-36 D.P.M No3 久米栗国渡名喜編

沖縄ダイビングポイント
マップシリーズ。久米島
３１ヶ所、栗国島８ヶ所、
渡名喜島１８ヶ所の計５
７スポットが紹介されて
いる。

D-38 D.P.M No7 与那国編D-38 D.P.M No7 与那国編

沖縄ダイビングポイント
マップシリーズ。与那国
島のダイビングスポット
を徹底紹介。

沖縄ダイビングポイント
マップシリーズ。伊江島
のダイビングスポットを
徹底紹介している地域限
定のダイビングガイド。

D-39 D.P.M No8 伊江編D-39 D.P.M No8 伊江編

D-47 日本の海大百科D-47 日本の海大百科

北海道の流氷の大地から
沖縄のサンゴ礁の海まで
の、多種多様な顔を見せ
る日本の海の魅力に迫っ
た渾身の1冊。

D-48 東京都・豆南諸島まるごと探検D-48 東京都・豆南諸島まるごと探検

八丈島生まれの漁師でダ
イビングサービスも営む
山下和秀さんの、豆南諸
島への潜水紀行。

図鑑
海の本

初心者でも楽しめる、沖
縄の素敵なスノーケリン
グポイント５０ヶ所をご
紹介。

￥1,260 (税込）

D-101 沖縄スノーケリングガイドD-101 沖縄スノーケリングガイド

[MU-5146]

水中写真家〈古見きゅう〉
氏がお送りする海の生物
の「仲良しポートレート集」。
家族や恋人同士でも楽し
める一冊。

￥2,415 (税込）

D-102 WA!D-102 WA!

[MU-5243]

シュノーケリングやダイビ
ング、磯遊びで、普通に
見られる無脊椎動物約73
0種と海草・海藻約 40種、
合計約770種を紹介。

￥1,260 (税込）

B-85  新ﾔﾏｹｲﾎﾟｹｯﾄｶﾞｲﾄﾞ 海辺の生き物B-85  新ﾔﾏｹｲﾎﾟｹｯﾄｶﾞｲﾄﾞ 海辺の生き物

[MU-5242]

北海道から沖縄までの海
にすむ海水魚約300種を
収録。魚の生活に焦点を
当てた、興味深い話題が
たっぷり。

￥1,260 (税込）

B-84 新ﾔﾏｹｲﾎﾟｹｯﾄｶﾞｲﾄﾞ 海水魚B-84 新ﾔﾏｹｲﾎﾟｹｯﾄｶﾞｲﾄﾞ 海水魚

[MU-5241]

ハンディーで手軽に持ち
歩ける、散歩のおともに
ぴったり。約100種の海で
見つかる魚を紹介。

￥1,260 (税込）

B-83 わかる！図鑑 海水魚 B-83 わかる！図鑑 海水魚 

[MU-5240]

￥3,360 (税込）

B-78 ウミウサギB-78 ウミウサギ

貝殻が美しいウミウサギ
約８０種の特徴・分布・
色などを細かく紹介した
図鑑。

[MU-4842]

￥1,050 (税込）

国内のダイビングサイト
で見られる海水魚を４６
６種掲載。携帯に便利な
ポケットサイズ。

B-79 ポケット図鑑 日本の海水魚466B-79 ポケット図鑑 日本の海水魚466

[MU-4698]

￥3,780 (税込）

最新の情報と豊富な写真
、それでいて持ち運びに
便利なポケットサイズ。

B-75 ハンディ図鑑　日本の海水魚B-75 ハンディ図鑑　日本の海水魚

[MU-4126]

￥3,360 (税込）

B-77 ウミウシ 生きている海の妖精B-77 ウミウシ 生きている海の妖精

固定の決め手となるポイ
ントをすべてイラストで
解説した新しいタイプの
ガイドブック。

[MU-4360]

￥2,520 (税込）

「神々の宝を納める蔵」
と伝えられる豊かな自然
に満ちた、御蔵島の写真
集。

A-31 イルカの海 巨樹の森A-31 イルカの海 巨樹の森

[MU-5147]

￥2,835 (税込）

B-76 沖縄の海・海中大図鑑

写真家・伊藤勝敏氏がお
届けする最新刊。沖縄・
奄美・西南諸島の海に生
息する生きものを紹介。

B-76 沖縄の海・海中大図鑑

[MU-4392]

￥1,890 (税込）

A-34 井上慎也写真集 Ｓｍｉｌｅ

写真家・井上慎也氏の写
真集。見ているとココロ
が穏やかになれる作品

A-34 井上慎也写真集 Ｓｍｉｌｅ

[MU-3883]

￥1,260 (税込）

A-38 OKINAWA ～しあわせの島々～

「沖縄はいいさぁ」とい
うキャッチフレーズその
ままに、沖縄のよさを素
直に訴えてくれる写真集。

A-38 OKINAWA ～しあわせの島々～

[MU-3885]

￥2,100 (税込）

A-40 球美の海

川本剛志氏による、久米
島の海に住む水中の珊瑚
や生物の写真集。

A-40 球美の海

[MU-3886]

￥2,100 (税込）

ダイバーが魚の名前を調
べるのに適した図鑑。日
本近海に住む魚約１３０
０種がハンディサイズに
収められている。

B-08 海水魚（ヤマケイ）B-08 海水魚（ヤマケイ）

[MU-2930]

￥9,975 (税込）

１９１６種の魚を３０８
４枚のカラー写真で紹介
した本格的な魚類図鑑。

B-12 日本産魚類生態大図鑑B-12 日本産魚類生態大図鑑

[MU-5148]

￥2,100 (税込）

主に紀伊半島から南琉球
列島までの暖かい海に暮
らす魚以外の海洋動植物
約９８８種を収録。

B-11 サンゴ礁の生きものB-11 サンゴ礁の生きもの

[MU-4393]

￥5,040 (税込）

水口博也氏が、約２５年
に渡って世界の海で撮影
を続けてきたクジラ・イ
ルカの集大成。

B-18 クジラ・イルカ大百科B-18 クジラ・イルカ大百科

[MU-5149]

￥3,675 (税込）

ダイビング中に見られる
海洋生物がひとまとめに
なったダイバー向きの本
格的ガイドブック。

B-21 海洋生物ガイドブックB-21 海洋生物ガイドブック

[MU-3916]

￥2,520 (税込）

本州で見られるウミウシ
２５０種を収録している。
写真はすべて伊豆半島
で撮影されている。

B-26 ウミウシガイドブック②伊豆半島B-26 ウミウシガイドブック②伊豆半島

[MU-3877]

￥3,990 (税込）

日本の寒帯～熱帯域で見
られるエビ・カニ・シャ
コ類など５３０種を登録
した海の甲殻類の図鑑。

B-32 ネイチャーガイド　海の甲殻類B-32 ネイチャーガイド　海の甲殻類

[MU-3918]

￥2,100 (税込）

日本の海で見られるクラ
ゲの仲間と、クラゲに似
ている動物プランクトン
が収録されている。

B-28 クラゲガイドブックB-28 クラゲガイドブック

[MU-3917]

￥6,200 (税込）

エビ・カニ類を中心に甲
殻類を紹介する生態図鑑
の英語版。

B-36 英語版 世界の甲殻類ガイドB-36 英語版 世界の甲殻類ガイド

[MU-5150]

￥6,090 (税込）

イカ・タコ・オウム貝な
ど、海の軟体動物頭足
網の英語版専門図鑑。

B-37 英語版 イカ・タコ図鑑B-37 英語版 イカ・タコ図鑑

[MU-5151]

￥2,520 (税込）

B-38 エビ・カニガイドブック

熱帯性から温帯性まで、
日本近海に生息する華麗
なエビ・カニ・ヤドカリ
の仲間約２００点が紹介
されている。

B-38 エビ・カニガイドブック

[MU-3878]

￥2,310 (税込）

世界のクマノミ類全種が
生態写真で紹介されてい
る。

B-39 クマノミガイドブックB-39 クマノミガイドブック

[MU-3923]

B-41 サメガイドブックB-41 サメガイドブック

世界的サメウォッチャー
兼写真家であるフェッラ
ーリ夫妻が手掛けたサメ
＆エイのガイドブック。

￥3,675 (税込）

[MU-5152]

￥2,520 (税込）

日本沿岸に住むイソギン
チャクとその親戚のほぼ
すべての種を掲載したイ
ソギンチャクのカラー写
真図鑑。

B-40 イソギンチャクガイドブックB-40 イソギンチャクガイドブック

[MU-3924]

￥6,195 (税込）

マレーシア・小笠原など
の海域に生息する海洋生
物のガイドブックの英語
版。

B-44 英語版 ｱｼ゙ｱ太平洋リーフガイドB-44 英語版 ｱｼ゙ｱ太平洋リーフガイド

[MU-5154]

日本で見られるイカ・タ
コを豊富な写真で紹介す
るガイドブック。

￥2,520 (税込）

B-45 イカ・タコ ガイドブックB-45 イカ・タコ ガイドブック

[MU-3929]

￥2,520 (税込）

B-48 ヒトデガイドブックB-48 ヒトデガイドブック

日本の沿岸に住むヒトデ
の仲間約１５０種を、貴
重な生態写真を含む約３
００点の写真を中心にわ
かりやすく紹介している。

[MU-3931]

￥2,520 (税込）

生き物を種別に分類する
だけでなく、生きている
環境からも紹介する新し
いタイプの海の生き物図
鑑。

B-47 海辺の生きものガイドブックB-47 海辺の生きものガイドブック

[MU-3930]

￥2,520 (税込）

B-51 幼魚ガイドブック

成長の段階で体色や形を
大きく変える海水魚約１
００種の、愛らしい幼魚
と育った成魚を生態写真
で紹介するガイドブック。

B-51 幼魚ガイドブック

[MU-3880]

￥6,090 (税込）

B-53 英語版 クジラ・イルカガイドB-53 英語版 クジラ・イルカガイド

クジラ・イルカの仲間７
９種を詳しく紹介する英
語版のガイドブック。

[MU-5156]

￥2,730 (税込）

B-54 ペンギンガイドブックB-54 ペンギンガイドブック

地球上に生息するペンギ
ン全１８種を美しい写真
で紹介。

[MU-5157]

￥2,520 (税込）

世界の海に生息するチョ
ウチョウウオの仲間全１
１９種を完全網羅したガ
イドブック。

B-56 チョウチョウウオ ガイドブックB-56 チョウチョウウオ ガイドブック

[MU-3937]

￥2,940 (税込）

B-55 ハゼ ガイドブックB-55 ハゼ ガイドブック

日本に生息する２８０種
のハゼが、美しい写真で
紹介されている。

[MU-3879]

￥2,520 (税込）

B-57 エビ・カニガイドブック②B-57 エビ・カニガイドブック②

沖縄・久米島に生息する
エビ・カニ・ヤドカリの
仲間を美しい生体写真と
解説で紹介する。

[MU-3938]

￥2,520 (税込）

B-58 ｳﾐｳｼｶﾞｲﾄ゙ﾌｯ゙ｸ③ﾊﾞﾘとｲﾝﾄ゙ﾈｼｱB-58 ｳﾐｳｼｶﾞｲﾄ゙ﾌｯ゙ｸ③ﾊﾞﾘとｲﾝﾄ゙ﾈｼｱ

インドネシアの海で撮影
されたウミウシ約２００
種が登場する。

[MU-5158]

￥2,980 (税込）

B-60 沖縄のウミウシB-60 沖縄のウミウシ

ウミウシ５５０種と、沖
縄本島と八重山諸島のウ
ミウシを加えた６００種
を一挙紹介する充実の図
鑑。

[MU-4065]

￥2,980 (税込）

日本のウミウシを一挙に
紹介するガイドブック。
６５０種以上のウミウシ
を紹介している。

B-61 本州のウミウシB-61 本州のウミウシ

[MU-3940]

[MU-3942][MU-3941] [MU-5074] [MU-3944] [MU-4798] [MU-5159]

[MU-3950][MU-3949] [MU-3951] [MU-3952] [MU-3953] [MU-5160]

[MU-5162][MU-5161]

￥1,260 (税込）

D-53 ぷくぷくモモちゃん 桃伊いづみD-53 ぷくぷくモモちゃん 桃伊いづみ

月刊Ｄｉｖｅｒ誌で好評
連載中の「モモちゃん」
が単行本になって登場で
す。

[MU-3962]

￥2,520 (税込）

D-55 ワールドビーチガイド１００D-55 ワールドビーチガイド１００

世界の海からビーチBEST
100を選んで紹介するまっ
たく新しいタイプのビー
チガイド。

[MU-3963]

￥2,940 (税込）

D-57 虫の名、貝の名、魚の名D-57 虫の名、貝の名、魚の名

各分野の研究者が「和名」
にまつわる８つの話題を
提供する１冊。

[MU-3964]

イルカやクジラの能力、
生態、体、数、系統分類
などに迫る最新イルカ＆
クジラ研究の入門書。

D-58 イルカ・クジラ学D-58 イルカ・クジラ学

￥2,940 (税込）

[MU-5163]
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ダイバー書籍

図鑑
海の本

ダイバー書籍

図鑑
海の本

ＤＶＤＤＶＤ

￥899 (税込） ￥1,575 (税込） ￥1,029 (税込）

￥1,050 (税込）

￥1,029 (税込）

￥2,520 (税込） ￥1,575 (税込） ￥1,995 (税込）

￥2,520 (税込） ￥1,680 (税込） ￥1,575 (税込） ￥1,995 (税込） ￥2,940 (税込）

￥1,995 (税込） ￥2,200 (税込） ￥1,470 (税込） ￥1,575 (税込） ￥1,680 (税込）

￥1,260 (税込） ￥1,890 (税込） ￥1,575 (税込） ￥1,890 (税込）

D-61 ぼくが海からもらったものD-61 ぼくが海からもらったもの

海洋写真家・井上慎也さ
んのフォトエッセイ集。

D-60 小笠原自然観察ガイドD-60 小笠原自然観察ガイド D-62 海外旅行医学ハンドブックD-62 海外旅行医学ハンドブック

アウトドア全般でのファ
ーストエイドがコンパク
トにまとまった実用ハン
ドブック。

D-63 レスキューハンドブックD-63 レスキューハンドブック

D-66 海であいましょう 井上慎也D-66 海であいましょう 井上慎也

井上慎也流のほのぼの
とした写真とエピソード
で綴ったハートウォーミ
ングな１冊。

湘南という土地で発見し
た日々の生活の喜びが写
真とイラストと文章で構
成され、絵本に仕上がっ
た。

D-68 湘南ちゃぶ台ライフD-68 湘南ちゃぶ台ライフ D-71 サメのおちんちんはふたつD-71 サメのおちんちんはふたつ

サメの専門家がわかりや
すく生態の不思議を解き
明かしてくれる。

D-70 ぼくが海からもらったもの②D-70 ぼくが海からもらったもの②

井上慎也さんのフォトエ
ッセイ集「ぼくが海から
もらったもの」の第二弾。

海の危険生物を、生態写
真を使って紹介したガイ
ドブック。

D-73 海の危険生物ガイドブックD-73 海の危険生物ガイドブック D-76 ﾉﾁｮとﾍｲﾘ ある母子ｲﾙｶの物語D-76 ﾉﾁｮとﾍｲﾘ ある母子ｲﾙｶの物語

「ノチョ」と「ヘイリ」
の姿を見守り続けた写真
家・水口博也さんの写真
絵本。

D-74 アンコウの顔はなぜデカいD-74 アンコウの顔はなぜデカい

魚の生態に興味を持ち始
めたビギナーダイバーに
もオススメできる魚の生
態学の超入門。

D-77 うみまーるD-77 うみまーる

沖縄在住の水中写真家・
井上慎也さんによる写真
集。

朝日新聞に３年間、週１
回連載した「魚のつぶや
き」をまとめたもの。

D-78 魚のつぶやきD-78 魚のつぶやき

D-80 海中ミュージアムD-80 海中ミュージアム

砂浜や磯遊び、ダイビン
グで出会う軟体動物など
を、白バックで撮影。と
にかく楽しい１冊。

D-81 桜島の海へ 錦江湾生き物万華鏡D-81 桜島の海へ 錦江湾生き物万華鏡

桜島のふもと、錦江湾の
海面下に暮らす生き物た
ちを水中写真とエッセイ
で紹介する。

「手話」を「ハンドシグ
ナル」に活用するための
とっても面白い１冊です。

D-82 手話でダイビングを楽しもうD-82 手話でダイビングを楽しもう D-84 沖縄チャンプルーD-84 沖縄チャンプルー

安室奈美恵からゴーヤに
至るまで、まさにチャン
プルー辞典。

D-83 沖縄ロハスD-83 沖縄ロハス

沖縄での暮らしに興味の
ある方、漠然とでも移住
を考えている方は是非お
読み下さい。

三宅島の自然がより詳し
くわかる、三宅島に生息
する野鳥や海水魚、植物
の図鑑。

D-86 三宅島の自然ガイドD-86 三宅島の自然ガイド D-88 遊ぶ指さし会話帳 ﾀ゙ｲﾋ゙ﾝｸ゙英語D-88 遊ぶ指さし会話帳 ﾀ゙ｲﾋ゙ﾝｸ゙英語

現地の人にイラストと現
地語での表記を指差して
見せれば、きっと笑顔で
対応してくれることでし
ょう。

D-87 ジープ島D-87 ジープ島

写真家・中村征夫氏が、
体験した島時間を綴った
フォトエッセイ集。

D-89 旅の指さし会話帳 モルディブD-89 旅の指さし会話帳 モルディブ

「旅の指さし会話帳」の
モルディブ編。

スノーケリングで会える
魚図鑑、島の植物、陸の
生き物や島、普通の旅行
ガイドとは一線を画した
内容。

海外旅行での病気やケガ
の予防と対策をコンパク
トにまとめたハンドブッ
ク。

￥1,995 (税込）

D-67 D･P･M･No9 危険生物編D-67 D･P･M･No9 危険生物編

沖縄の海に生息する危険
な生物をまとめて紹介す
る図鑑タイプのガイドブ
ック。

「旅の指さし会話帳」の
バリ編。

D-94 旅の指さし会話帳 バリD-94 旅の指さし会話帳 バリ

￥1,365 (税込） ￥1,365 (税込） ￥1,470 (税込）

￥1,470 (税込） ￥1,365 (税込） ￥1,365 (税込）

￥3,990 (税込） ￥3,990 (税込） ￥3,990 (税込） ￥4,095 (税込）

￥4,725 (税込） ￥2,940 (税込） ￥4,725 (税込） ￥4,410 (税込） ￥4,410 (税込）

￥3,990 (税込） ￥3,000 (税込）

D-96 旅の指さし会話帳 沖縄D-96 旅の指さし会話帳 沖縄

「旅の指さし会話帳」の
国内編、沖縄。

D-95 旅の指さし会話帳 オーストラリアD-95 旅の指さし会話帳 オーストラリア

「旅の指さし会話帳」の
オーストラリア編。

「旅の指さし会話帳」の
タヒチ編。

D-90 旅の指さし会話帳 タヒチD-90 旅の指さし会話帳 タヒチ

￥1,890 (税込）

￥1,365 (税込） ￥1,365 (税込）

D-92 旅の指さし会話帳 タイD-92 旅の指さし会話帳 タイ

「旅の指さし会話帳」の
タイ編。

D-93 旅の指さし会話帳 インドネシアD-93 旅の指さし会話帳 インドネシア

「旅の指さし会話帳」の
インドネシア編。

「旅の指さし会話帳」の
フィリピン編。

D-98 旅の指さし会話帳 フィリピンD-98 旅の指さし会話帳 フィリピン D-100 旅の指さし会話帳 ハワイD-100 旅の指さし会話帳 ハワイ

「旅の指さし会話帳」の
ハワイ編。

D-99 旅の指さし会話帳 マレーシアD-99 旅の指さし会話帳 マレーシア

「旅の指さし会話帳」の
マレーシア編。

ジャック・Ｔ・モイヤー
博士と水中写真家の中村
宏治さん共著のＤＶＤブ
ック。

M-57 DVDブック さかなの街Ｖol.1M-57 DVDブック さかなの街Ｖol.1 M-59 DVDブック さかなの街Vol.3M-59 DVDブック さかなの街Vol.3

ジャック・Ｔ・モイヤー
博士と水中写真家の中村
宏治さん共著のＤＶＤブ
ック第三弾。

M-58 DVDブック さかなの街Ｖol.2M-58 DVDブック さかなの街Ｖol.2

ジャック・Ｔ・モイヤー
博士と水中写真家の中村
宏治さん共著のＤＶＤブ
ック第二弾。

M-60 プラネット・イン・ブルーＤＶＤM-60 プラネット・イン・ブルーＤＶＤ

「水の中の驚きを映像に
翻訳する」という日本水
中映像が贈る”ＤＶＤの
ためだけに”編集された
作品。

M-63 沖縄 Ｂest Essence （ＤＶＤ）M-63 沖縄 Ｂest Essence （ＤＶＤ）

多くの人が知っている沖
縄音楽をアレンジ、心安
らぐ映像と組み合わせた
コラボレーションＤＶＤ。

M-62 日本の海水魚（ＤＶＤ）M-62 日本の海水魚（ＤＶＤ）

動画の圧倒的な説得力で
迫るＤＶＤ映像図鑑。

M-64 深海 未知なる海の宇宙（ＤＶＤ）M-64 深海 未知なる海の宇宙（ＤＶＤ）

地球上に残された最後の
未知の世界「深海」の不
思議に迫るＤＶＤ。

世界有数のサンゴ礁が広
がる沖縄の海で繰り広げ
られる生命のドラマ。

M-66 沖縄・サンゴ礁の海（ＤＶＤ）M-66 沖縄・サンゴ礁の海（ＤＶＤ） M-67 伊豆半島の魚たち（ＤＶＤ）M-67 伊豆半島の魚たち（ＤＶＤ）

初心者からベテランダイ
バーまでが楽しめる伊豆
の海の魅力を徹底ガイド。

M-70 Ｓｉｒｅｎａ（ＤＶＤ）M-70 Ｓｉｒｅｎａ（ＤＶＤ）

人魚の出会いと可憐な恋
模様を描いた全く新しい
水中アートムービー。

海の呼吸を撮るカメラマ
ンの視線に広がる「大き
な海」とは？海の呼吸が
感じ取れる一作。

M-68 小さな島の大きな海（ＤＶＤ）M-68 小さな島の大きな海（ＤＶＤ）

￥5,250 (税込）

M-81 魚の生態図鑑（ＤＶＤ）M-81 魚の生態図鑑（ＤＶＤ）

浅瀬から深海まで伊豆近
海５７８種の魚を網羅し
たＤＶＤ図鑑。

[MU-3966] [MU-3967] [MU-3876] [MU-4361]

[MU-3970]

￥2,520 (税込）

D-65 イルカウォッチングガイドブックD-65 イルカウォッチングガイドブック

国内・海外のイルカを巡
る旅の情報を満載した、
イルカ好き必携のガイド
ブック。

[MU-3969]

[MU-3971] [MU-5164] [MU-3974] [MU-3975]

[MU-3977]

￥1,890 (税込）

D-72 シニアダイビング ガイドブックD-72 シニアダイビング ガイドブック

すっきり見やすい誌面は、
シニアでなくても参考に
なる内容が盛り沢山。

[MU-3976]

[MU-3978] [MU-3979] [MU-5166] [MU-3981]

[MU-5167]

￥1,680 (税込）

D-79 自然と遊ぼう 海の学校D-79 自然と遊ぼう 海の学校

子どもたちには、もっと
自然とふれあって欲しい
と思っている人にオスス
メの1冊。

[MU-3982]

[MU-5005] [MU-3984] [MU-3985] [MU-3986]

[MU-5165]

￥1,134 (税込）

D-85 歩く地図D-85 歩く地図

沖縄は、街歩きも楽しみ
の一つ。本書は詳細な地
図や見どころ、食べどこ
ろの情報が満載。

[MU-4427]

[MU-5168] [MU-3987] [MU-5169] [MU-5170]

[MU-5172]

￥1,365 (税込）

D-91 旅の指さし会話帳 グアムD-91 旅の指さし会話帳 グアム

「旅の指さし会話帳」の
グアム編。

[MU-5171]

[MU-5173] [MU-5174]

[MU-4017]

￥1,260 (税込）

D-97 食べる指さし会話帳 タイD-97 食べる指さし会話帳 タイ

「旅の指さし会話帳」の
タイ料理編。

[MU-5177]

[MU-5178] [MU-4019]

[MU-5175] [MU-5176]

[MU-4362][MU-4026] [MU-5183]

[MU-4031][MU-5184] [MU-5185]

[MU-4029] [MU-4030]

￥3,990 (税込）

M-69 シークレット・ブルー（ＤＶＤ）M-69 シークレット・ブルー（ＤＶＤ）

とっておきのダイビング
スポットに秘められた海
の中の絶景。

[MU-4032]

[MU-5179]

￥3,36０ (税込）

博海の中の“ゆらぎ”と“心
地よさ”を追求した作品。
癒しの世界へ誘うDVD。

M-82 森の森林浴M-82 森の森林浴

[MU-5244] [MU-5180] [MU-5181] [MU-4024]

￥2,940 (税込）

アデリー・ジェンツー・
エンペラーなど人気のペ
ンギンたちが大集合。

M-61 ペンギンシアター（ＤＶＤ）M-61 ペンギンシアター（ＤＶＤ）

[MU-5182]
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