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。
1．[MU-7080] ｾｰﾌﾃｨｽﾄｯﾌﾟｱﾝｶｰﾛﾝｸﾞ 70D 15m ｽﾌﾟｰﾙ

＜参考上代 \ 9,600

CDMAX＞

15m ﾘｰﾙ付き。軽量･丈夫な 70Ð ﾅｲﾛﾝ製の安全停止ﾌﾛｰﾄ。
水面でも目立つﾛﾝｸﾞｻｲｽﾞ(200 ㎝)でｼｸﾞﾅﾙﾌﾛｰﾄとしても使用可能。
大きい浮力で沈みに強く、ﾀﾞｲﾌﾞﾗｲﾄを差し込めば夜間の視認性も
向上。ﾅｲﾄﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞを安全に楽しむための新定番。
＜商品仕様＞
素材：70D ﾅｲﾛﾝ

本体全長

200 ㎝

径:12 ㎝

備考：巻き上げが楽なﾘｰﾙ付き(15m)
空気不足を補う空気吹き込みﾊﾞﾙﾌﾞが付属
本体下部にダイブライトの差込口あり
付属ﾌｯｸで BCD に取付可能

2．[MU-7254] ｾｰﾌﾃｨｽﾄｯﾌﾟｱﾝｶｰ 70D 10m ｽﾌﾟｰﾙ

＜参考上代 \ 7,000

CDMAX＞

10ｍﾘｰﾙ付き。軽量･丈夫な 70Ð ﾅｲﾛﾝ製の安全停止ﾌﾛｰﾄ。
たたんでﾌｯｸで閉じれば携帯に便利なｺﾝﾊﾟｸﾄｻｲｽﾞ。巻き上げが楽
なﾘｰﾙ付。大きい浮力で沈みに強く、安全停止(減圧停止)時の使
用に便利です。
＜商品仕様＞
素材：70D ﾅｲﾛﾝ

本体全長

62cm

径:35cm

備考：巻き上げが楽なﾘｰﾙ付き(10m)

3．[MU-1719(L)/1724(S)] ｼｸﾞﾅﾙﾁｭｰﾌﾞ PK(L)/(S)＜参考上代 \6,500(L)/\ 5,800(S) INNOVATIVE SCUBA＞
携帯に便利なｺﾝﾊﾟｸﾄｻｲｽﾞのｼｸﾞﾅﾙﾌﾛｰﾄ。
遠くでも目立つ全長 183 ㎝ のﾛﾝｸﾞｻｲｽﾞとｺﾝﾊﾟｸﾄな 115 ㎝のｼｮｰﾄ
ｻｲｽﾞの 2 種類を用意。ｵｰﾗﾙ吸気で使用可能。ｹﾐｶﾙﾗｲﾄﾎﾟｹｯﾄ、ｾｰﾌ
ﾃｨﾎｲｯｽﾙ付
＜商品仕様＞
本体全長 183 ㎝ 径:12cm (L)/ 115 ㎝ 径:8cm (S)
備考：ｹﾐｶﾙﾗｲﾄﾎﾟｹｯﾄ、ｾｰﾌﾃｨﾎｲｯｽﾙ付き
収納時はﾏｼﾞｯｸﾃｰﾌﾟでｺﾝﾊﾟｸﾄにまとまります
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ﾚｰﾀﾞｰﾌﾞｲ / ｼｸﾞﾅﾙﾌﾛｰﾄ 〜もしもの漂流時の発見率を上げるﾎﾞｰﾄﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞの必需品〜
コード

[ｾｰﾌﾃｨ / ﾚｽｷｭｰｸﾞｯｽﾞ]

MU-6281

MU-2632

MU-1719(L)/1724(S)

ﾚｰﾀﾞｰﾌﾞｲ

ｼｸﾞﾅﾙﾁｭｰﾌﾞﾃﾞﾗｯｸｽ

ｼｸﾞﾅﾙﾁｭｰﾌﾞ PK 183 ㎝(L)/115 ㎝(S)

ｶﾑﾂｰﾐｰⅡ ｼｸﾞﾅﾙﾁｭｰﾌﾞ

参考上代

\ 17,000

\ 8,500

\ 6,500(L)/\ 5,800(S)

\ 4,800

サイズ

本体全長 200cm 径:18 ㎝

本体全長 180 ㎝ 径:12cm

183×φ12cm(L)/115×φ8 ㎝(S)

本体全長 114 ㎝ 径:8cm

ﾚｰﾀﾞｰ反射板を内蔵。ｹﾐｶﾙﾗｲﾄﾎﾟｹｯﾄ、ｳｪｲﾄﾎﾟｹｯﾄ付

ｹﾐｶﾙﾗｲﾄﾎﾟｹｯﾄ付き。ｵｰﾗﾙ吸気＆BC ﾎｰｽからの吸気

ｹﾐｶﾙﾗｲﾄﾎﾟｹｯﾄ、ｾｰﾌﾃｨﾎｲｯｽﾙ付き。携帯に便利なｺﾝ

携帯に便利なｺﾝﾊﾟｸﾄｻｲｽﾞのｼｸﾞﾅﾙﾌﾛｰﾄ。

き。様々な吸気機能を装備したｽﾍﾟｼｬﾙﾌﾛｰﾄです。

が可能。本体下部にﾊﾞﾗﾝｽｳｪｲﾄを内蔵し、不安定な

ﾊﾟｸﾄｻｲｽﾞのｼｸﾞﾅﾙﾌﾛｰﾄ。ｵｰﾗﾙ吸気で使用可能。遠く

ｵｰﾗﾙ吸気で使用可能。ｾｰﾌﾃｨﾎｲｯｽﾙ付き。

収納時にはﾏｼﾞｯｸﾃｰﾌﾟでｺﾝﾊﾟｸﾄにまとまります。

海面でも簡単に本体を立てることが可能です。

でも目立つﾛﾝｸﾞｻｲｽﾞとｺﾝﾊﾟｸﾄなｼｮｰﾄｻｲｽﾞの 2 種類

NEW!!

MU-3594

商品

備考

コード

MU-0784

NEW!!

MU-0771

NEW!!

MU-0770

MU-0996

ｻﾊﾞｲﾊﾞﾙｰﾝ ﾃﾞﾗｯｸｽ 7 点ｾｯﾄ

ｻﾊﾞｲﾊﾞﾙｰﾝ ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 5 点ｾｯﾄ

ｻﾊﾞｲﾊﾞﾙｰﾝ ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 4 点ｾｯﾄ

ｻﾊﾞｲﾊﾞﾙｰﾝ

参考上代

\ 18,000

\ 14,000

\ 6,800

\ 2,400

サイズ

本体全長 210 ㎝ 径:12cm

本体全長 210 ㎝ 径:12cm

本体全長 210 ㎝ 径:12cm

本体全長 210 ㎝ 径:12cm

商品

備考

ｻﾊﾞｲﾊﾞﾙｰﾝ、ｽﾄﾛﾎﾞ(AL15A)、ﾚｽｷｭｰﾐﾗｰ、蓄光ｽﾃｨｯｸ、 ｻﾊﾞｲﾊﾞﾙｰﾝ、ｽﾄﾛﾎﾞ(AL15A)、ﾚｽｷｭｰﾐﾗｰ、ｴｱﾌﾞﾛｰｶﾞﾝ、 ｻﾊﾞｲﾊﾞﾙｰﾝ、ｴｱﾌﾞﾛｰｶﾞﾝ、蓄光ｽﾃｨｯｸ、ﾒｯｼｭﾎﾟｰﾁのｾ

大きく目立つ緊急用ｼｸﾞﾅﾙﾌﾛｰﾄ。大きな浮力で長時

ｳｨﾝﾄﾞｽﾄｰﾑﾎｲｯｽﾙ含む充実のｾｰﾌﾃｨｸﾞｯｽﾞ７点ｾｯﾄ

間水面に浮かぶことができ、発見率が向上します。

＜2019/03/30＞

ﾒｯｼｭﾎﾟｰﾁのｾｰﾌﾃｨｸﾞｯｽﾞの定番を揃えた 5 点ｾｯﾄ

ｰﾌﾃｨｸﾞｯｽﾞのｼﾝﾌﾟﾙ 4 点ｾｯﾄ
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ﾀﾞｲﾊﾞｰﾌﾛｰﾄ / ｾｰﾌﾃｨｽﾄｯﾌﾟｱﾝｶｰ 〜ﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞを安全に楽しむための必需品〜
NEW!!

NEW!!

[ｾｰﾌﾃｨ / ﾚｽｷｭｰｸﾞｯｽﾞ]

MU-0995

MU-2522(60 ㎏)/2521(30 ㎏)

ｾｰﾌﾃｨｽﾄｯﾌﾟｱﾝｶｰ 70D 10m ｽﾌﾟｰﾙ

ｾｰﾌﾃｨｽﾄｯﾌﾟｱﾝｶｰﾛﾝｸﾞ

ﾘﾌﾄﾊﾞｯｸﾞﾊﾟｰｼﾞﾊﾞﾙﾌﾞ付(60 ㎏/30kg)

\ 9,600

\ 7,000

\ 4,800

\ 12,000(60 ㎏)/\ 10,000(30 ㎏)

サイズ

本体全長 200 ㎝ 径:12 ㎝

本体全長 62cm 径:35cm

本体全長 135 ㎝ 径:11 ㎝

96×70cm(浮力 60 ㎏) 72×63cm(浮力 30 ㎏)

備考

15m ﾘｰﾙ付き,軽量･丈夫な 70Ð ﾅｲﾛﾝ製の安全停止ﾌﾛ

10ｍﾘｰﾙ付き,軽量･丈夫な 70Ð ﾅｲﾛﾝ製の安全停止ﾌ

4.5m ﾌｯｸ付きﾛｰﾌﾟ、
ﾊﾞﾗﾝｽｳｪｲﾄ内蔵の安全停止ﾌﾛｰﾄ。 水中の重量物など、ｴｱの浮力を利用して水面に引

ｰﾄ。水面でも目立つﾛﾝｸﾞｻｲｽﾞ,大きい浮力で沈みに

ﾛｰﾄ。たたんでﾌｯｸで閉じれば携帯に便利なｺﾝﾊﾟｸﾄ

ﾛｰﾌﾟの 3m と 5m 箇所 にﾌｯｸが付き、安全停止(減圧

き上げ出来ます。大深度潜水時のﾊﾞｯｸｱｯﾊﾟｰｽｸｰﾊﾞ

強く,ﾀﾞｲﾌﾞﾗｲﾄを差し込めば夜間の視認性も向上。

ｻｲｽﾞ。巻き上げが楽なﾘｰﾙ付,大きい浮力で沈みに

停止)時の使用に便利です。水面でも目立つﾛﾝｸﾞｻ

ｾｯﾄの移動・引き上げにも使用可能。水面でのｴｱ

ﾅｲﾄﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞを安全に楽しむための新定番。

強く,安全停止(減圧停止)時の使用に便利です。

ｲｽﾞでｼｸﾞﾅﾙﾌﾛｰﾄとしても使用可能。ﾒｯｼｭﾎﾟｰﾁ付き。 抜きに便利な排気弁付。

コード

MU-7080

商品

ｾｰﾌﾃｨｽﾄｯﾌﾟｱﾝｶｰﾛﾝｸﾞ 70D 15m ｽﾌﾟｰﾙ

参考上代

コード

MU-7254

MU-2794

MU-2793

MU-2280

MU-0501 / MU-0502

ﾌﾛｰﾄﾁｭｰﾌﾞｶﾊﾞｰｾｯﾄ ｽｰﾊﾟｰ DX

ﾌﾛｰﾄﾁｭｰﾌﾞｶﾊﾞｰｾｯﾄ DX

ﾌﾛｰﾄﾁｭｰﾌﾞｶﾊﾞｰｾｯﾄ

ﾀﾞｲﾊﾞｰﾀﾞｳﾝﾌﾗｯｸﾞ/ｱﾙﾌｧﾌﾗｯｸﾞ

参考上代

\ 30,000

\ 20,000

\ 12,000

\ 8,500

サイズ

直径:82 cm 高さ(旗):152cm

直径:82cm 高さ:20cm

直径:82cm 高さ:20cm

直径:60 cm 高さ:67 cm 旗：40×50 cm

商品

備考

講習やﾂｱｰでの水面ﾌﾛｰﾄとして便利です。

講習やﾂｱｰでの水面ﾌﾛｰﾄとして便利です。

講習やﾂｱｰでの水面ﾌﾛｰﾄとして便利です。

講習やﾂｱｰでの潜降・浮上時に便利です。

中央部ﾌｧｽﾅｰを開けると物置場としてのﾍﾞｰｽにな

中央部ﾌｧｽﾅｰを開けると物置場としてのﾍﾞｰｽにな

中央部ﾌｧｽﾅｰを開けると物置場としてのﾍﾞｰｽにな

中央部はﾅｲﾄﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞ時のﾗｲﾄ置き場としてのｽﾍﾟｰ

り潜降ﾛｰﾌﾞなどを保管できます。

り潜降ﾛｰﾌﾞなどを保管できます。

り潜降ﾛｰﾌﾞなどを保管できます。

ｽが有りﾗｲﾄｱｯﾌﾟが可能です。

＜2019/03/30＞
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