新商品取扱開始のお知らせ
お取引先様各位
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。
なお、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。

1. [MU-7456] FIX U/W ﾋｰﾄﾍﾞｽﾄ WL5200FB＜参考上代 \ 64,800 Fisheye ＞
2. [MU-7460] FIX U/W ﾋｰﾄﾍﾞｽﾄ WL2600B ＜参考上代 \ 49,800 Fisheye ＞
3. [MU-7461] FIX U/W ﾋｰﾄﾍﾞｽﾄ WD2600B ＜参考上代 \ 39,800 Fisheye ＞

ﾋｰﾄﾍﾞｽﾄ WL5200FB

ﾋｰﾄﾍﾞｽﾄ WL2600B

ﾋｰﾄﾍﾞｽﾄ WD2600B

ﾜｲﾔﾚｽﾘﾓｺﾝ、両面ｳｫｰﾑｱｯﾌﾟﾓﾃﾞﾙ

ﾜｲﾔﾚｽﾘﾓｺﾝ、背面ｳｫｰﾑｱｯﾌﾟﾓﾃﾞﾙ

有線ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ、背面ｳｫｰﾑｱｯﾌﾟﾓﾃﾞﾙ

＜ｵﾌﾟｼｮﾝ品＞
４. [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＞
即暖・快適、電熱ベストで寒さ知らず︕ わずか十数秒で暖まる。ﾀﾌﾈｽ＆長時間潜水対応。温度調節機能＋ﾘﾓｺﾝ対応。
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／ WD ﾓﾃﾞﾙ: ﾌﾟｯｼｭ式 3 段階調節
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ﾄﾗﾍﾞﾙ / ﾀﾞｲﾌﾞ便利ｸﾞｯｽﾞ 〜耳抜き,ｻﾒ除けなどﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞを快適にする便利な小物〜

[ﾄﾗﾍﾞﾙｸﾞｯｽﾞ/ ｱｸｾｻﾘｰ]

MU-3088

MU-6000/6001(5 ｾｯﾄ)/6002(10 ｾｯﾄ)

MU-2923

MU-0991

ﾄﾞｯｸｽﾌﾟﾛﾌﾟﾗｸﾞ

ｵﾄｳﾞｪﾝﾄ 耳抜き練習用ｸﾞｯｽﾞ

ﾄﾞﾗｲﾝｸﾘｱ

ｼｰﾊﾞﾝﾄﾞ

\ 2,500

\1,200/\2,000(5 ｾｯﾄ)/\2,500(10 ｾｯﾄ)

\ 1,200

\ 2,300

ﾄﾞｯｸｽﾌﾟﾛﾌﾟﾗｸﾞは、耳抜きを簡単にし、ｽｸｲｽﾞの痛みが

ｵﾄｳﾞｪﾝﾄは、耳管を通気するために用いられる自己耳管

ﾄﾞﾗｲﾝｸﾘｱは、耳に滴下するだけで耳に入った水を瞬時に

乗り物酔い防止効果がある、指圧の原理に基づいた安

和らぐ画期的な耳栓です。潜行時の急激な圧力変化を

通気機器です。ﾀﾞｲﾊﾞｰの耳抜き練習用のｸﾞｯｽﾞとしても

ｽｯｷﾘ洗い流し不快感の解消と外耳のﾄﾗﾌﾞﾙを予防しま

全なﾘｽﾄﾊﾞﾝﾄﾞです。手首のﾂﾎﾞを刺激して船酔い･波酔

緩やかにし、浮上時には膨張した空気が通気孔から自

人気です。

す。

いを防止します。

コード

商品

参考上代

備考

然に抜けます。

コード

MU-7393

MU-5484

MU-6083

TLS JELLYs GUARD ｼﾞｪﾘｰｽﾞｶﾞｰﾄﾞ

ｾｰﾌｼｰ ADVANCE SPF30KIDS ﾎﾞﾄﾙ

NOSHARK ｴﾚｸﾄﾘｯｸｼｬｰｸﾃﾞｨﾌｪﾝｽｼｽﾃﾑ

SHARK BANZ Ⅱ

参考上代

\ 2,400

\ 2,100

\ 78,000

\ 14,800

サイズ

100 ㎖

118 ㎖

67 × 58 × 29 mm (142 g)

ﾌﾘｰｻｲｽﾞ・手首足首兼用

NEW!!

MU-6230

NEW!!

商品

備考

＜2019/11/15＞

ｼﾞｪﾘｰｽﾞｶﾞｰﾄﾞは、ｸﾗｹﾞが毒針を出す仕組みを発見した

ｸﾗｹﾞに 99.9％刺されない日焼け止め

ﾏﾘﾝｽﾎﾟｰﾂ中のｼｬｰｸｱﾀｯｸを防ぐための装置です。

ｼｬｰｸｱﾀｯｸを阻止するための特別な磁気技術を使用。

高校生と共同開発したｸﾗｹﾞ除けｸﾘｰﾑです。高い保湿効

ｸﾗｹﾞに仲間だと認識させる特殊な成分を配合しており,

海水に浸かると活性化し、約 9 時間の連続運転が可

SHARK BANZ を身に着けている人にｻﾒが近づくと、ﾊﾞ

果で肌に潤いを与え、日焼による乾燥肌を柔らかく整え

ｸﾗｹﾞを寄せ付けないのではなく,ｸﾗｹﾞに触れても刺されに

能。簡単に手首や足首に装着して使用できます。出

ﾝﾄﾞの電磁波によりすぐに離れる効果があります。電池不

ます。ｻﾝｺﾞ保護の為、紫外線吸収剤ﾌﾘｰです。

くくします。

力:120-200V 特殊波形電気ﾊﾟﾙｽ 耐圧水深:45m

要。20 気圧まで対応
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ﾄﾗﾍﾞﾙ / ﾀﾞｲﾌﾞ便利ｸﾞｯｽﾞ〜ﾎｯﾄｱｲﾃﾑ,ｽｰﾂﾊﾝｶﾞｰなどﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞを快適にする便利な小物〜
コード

MU-7456/7460/7461 NEW!!

MU-1630/5628[交換用ﾋｰﾀｰ] NEW!!

[ﾄﾗﾍﾞﾙｸﾞｯｽﾞ/ ｱｸｾｻﾘｰ]

MU-4963

MU-2124/2131[予備ｶｰﾄﾘｯｼﾞ]

FIX U/W ﾋｰﾄﾍﾞｽﾄ

ｷﾄﾞﾆｰﾍﾞﾙﾄ ﾏｼﾞｯｸﾋｰﾀｰ付

ﾎｯﾄｽﾃｨｯｸ 防寒用ｽﾃｨｯｸ

AF-100 ｶﾞｰﾃﾞｨｱﾝ ｴｱﾌｨﾙﾀｰ

\ 64,800/\ 49,800/\ 39,800

\ 5,200/\ 650[交換用ﾋｰﾀｰ]

\ 2,600 16g

\ 12,000/\ 1,200 [予備ｶｰﾄﾘｯｼﾞ]

ｳｴｯﾄｽｰﾂ・ﾄﾞﾗｲｽｰﾂのｲﾝﾅｰとして着用できる高品質ﾋｰﾄｴ

海の中での腰痛予防、冷え対策に効果のあるｳｪｽﾄﾊﾞﾝ

海の中で,腰や肩などを温かくするﾎｯﾄｱｲﾃﾑ。ｽﾃｨｯｸﾀｲﾌﾟ

水深:40m ﾌｨﾙﾀｰ交換目安:50 ﾀﾞｲﾌﾞ又は半年

ﾚﾒﾝﾄを採用した速暖・快適な電熱ﾍﾞｽﾄ。わずか十数秒

ﾄﾞです。ｳｪｯﾄｽｰﾂの内側に装着し、ﾏｼﾞｯｸﾋｰﾀｰをｾｯﾄする

で使いやすく、温かさが長持ちします。ｳｪｯﾄｽｰﾂを着る前

ｷﾚｲな空気を吸っていますか︖このｴｱｰﾌｨﾙﾀｰは,ﾚｷﾞｭﾚｰﾀ

で暖まる。ﾀﾌﾈｽ＆長時間潜水対応。温度調節機能＋ﾘ

と約 1 時間ﾋｰﾀｰの暖かさが持続します。ﾋｰﾀｰは繰り返

に首・肩・腰・ふくらはぎ等に塗って下さい。持続効果は、

ｰの 1st ｽﾃｰｼﾞ側にｾｯﾄすることで、超高分子ﾌｨﾙﾀｰでろ

ﾓｺﾝ対応。

し何度も使用可能です。

２時間以上続きます。

過された空気を呼吸できます。

商品

参考上代

備考

コード

MU-3200

MU-0296/7376(L) NEW!!

MU-5877

MU-2360(XL)/2294(L)/7141(M)

UK ﾊﾝｸﾞｴｱｰ ｽｰﾂﾊﾝｶﾞｰ

ST ｸﾘﾌﾊﾝｶﾞｰ/ｸﾘﾌﾊﾝｶﾞｰ(L)

ST ﾊﾝｸﾞｱｯﾌﾟｶﾗﾋﾞﾅ

ﾏｲｸﾛﾈｯﾄ ﾀｵﾙ

参考上代

\ 8,000

\ 850/\ 950(L)

\ 580

\ 4,800(XL)/\ 4,200(L)/\ 3,000(M)

サイズ

546×177×360 mm 重量:1.05 kg

28×28×80 mm ABS ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

XL(89×157.5 ㎝)/L(76.2×127 ㎝)/M(51×102 ㎝)

商品

備考

＜2019/11/15＞

60×60mm/75×95mm(L)

耐荷重 10kg

ﾊﾝｶﾞｰ内部に強力ﾌｧﾝがつき,ﾊﾝｶﾞｰで吊るしてｽｲｯﾁを入

ﾊﾞｯｸﾞを床に置きたくないときに便利なｸﾘﾌﾊﾝｶﾞｰ。使用し

ﾊﾝｸﾞｱｯﾌﾟはｸﾘｯﾌﾟにｶﾗﾋﾞﾅが付いた便利なｱｲﾃﾑ。

便利なﾒｯｼｭﾎﾟｰﾁ付。ﾏｲｸﾛﾌｧｲﾊﾞｰﾀｲﾌﾟ

れれば数時間でﾄﾞﾗｲ/ ｳｪｯﾄｽｰﾂが乾きます。また常時ﾌ

ないときは,ﾊﾞｯｸﾞのﾊﾝﾄﾞﾙに取付けられます。大きめの L

ｱﾘｹﾞｰﾀｰﾏｳｽにより強いｸﾞﾘｯﾌﾟで滑りを防止。片手でｶﾊﾞ

ﾏｲｸﾛﾌｧｲﾊﾞｰ素材を使用し,軽くて薄い素材でも,驚きの

ｧﾝでｽｰﾂ内に風を送ることでｳｪｯﾄｽｰﾂ特有の生乾きの臭

ｻｲｽﾞは,ﾐﾆﾊﾞﾝやﾜｺﾞﾝ車などのﾊﾞｯｸﾊｯﾁにも使用できる

ｰをｽﾗｲﾄﾞすれば容易に取り外しできます。

吸水性を実現しました。ﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞ後のｼｬﾜｰﾀｵﾙ,ｶﾒﾗ機

いを防ぎます。

大きさで,ｱｳﾄﾄﾞｱ利用に便利。

材の水滴除去に便利です。
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