2020 新商品キャンペーンについてのお知らせ
お取引先様各位

(2020/2/5)

平素は格別のご⾼配を賜り、厚く御礼申し上げます。
このたび、2020 年注⽬の「新商品、イチ押し商品」を対象にした新商品ｷｬﾝﾍﾟｰﾝを開始しますのでお知らせいたします。
1ｷｬﾝﾍﾟｰﾝの対象期間
2020 年 2 ⽉ 5 ⽇〜2020 年 4 ⽉ 30 ⽇ ＜本キャンペーンは終了しました＞
2．ｷｬﾝﾍﾟｰﾝの対象商品

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

3．ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ特価
お取引先様ページでご確認ください。(ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞは価格表最終⾴をご確認ください)
コード

商品名

上代

備考

MU-7356

TOVATEC MERA1080 MERA ﾗｲﾄｶﾒﾗ 1000 ﾙｰﾒﾝ

¥43,800

不意なｼｬｯﾀｰﾁｬﾝｽも撮りたい瞬間を逃さない︕ﾜ
ｲﾄﾞ/ｽﾎﾟｯﾄに照射⾓を切替可能な 1000 ﾙｰﾒﾝ
の⾼性能 LED ﾗｲﾄと、1080p/60fps の本格ﾌ
ﾙ HD 動画が撮影できるﾋﾞﾃﾞｵｶﾒﾗとが⼀体にな
った「⼀台２役」ｶﾒﾗ⼀体型ﾋﾞﾃﾞｵﾗｲﾄです。

MU-7355

TOVATEC GALAXYⅡﾋﾞﾃﾞｵﾗｲﾄ 3000 ﾙｰﾒﾝ

¥45,800

⼤光量 3000 ﾙｰﾒﾝ。この⼀台でﾜｲﾄﾞ/ｽﾎﾟｯﾄﾋﾞ
ｰﾑに加え、⾚⾊光/UV 光/SOS/ｽﾄﾛﾎﾞにも対
応する「ﾏﾙﾁ光源対応」⾼性能ﾋﾞﾃﾞｵﾗｲﾄ。

MU-7386

UK SL4eLED MK2 ﾗｲﾄ 600 ﾙｰﾒﾝ

¥14,800

600 ﾙｰﾒﾝ、6 時間、単 2 電池×4 本

MU-7381

TOVATEC FUS1500 FUSION ﾗｲﾄ 1500 ﾙｰﾒﾝ

¥19,800

1500 ﾙｰﾒﾝ、ﾜｲﾄﾞ/ｽﾎﾟｯﾄ/SOS 単 3 交換可

MU-7382

TOVATEC FUS1050 FUSION ﾗｲﾄ 1050 ﾙｰﾒﾝ

¥16,800

1050 ﾙｰﾒﾝ、ﾜｲﾄﾞ/ｽﾎﾟｯﾄ/ SOS 単 4 交換可

MU-7383

TOVATEC FUS400 FUSION ﾗｲﾄ 400 ﾙｰﾒﾝ

¥12,800

400 ﾙｰﾒﾝ、ﾜｲﾄﾞ/ｽﾎﾟｯﾄ/ SOS 単 3 交換可

MU-7401

OLIMPUS TG-6 ｶﾒﾗ

¥53,000

⽔深 15m 防⽔、耐落下衝撃 2.1m、耐荷重

MU-7410

OLIMPUS TG-6 2 点ｾｯﾄ(PT-059 防⽔ﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ)

¥86,000

100kgf、耐低温-10 度のﾀﾌ性能が⼈気のｺﾝ

MU-7411

OLIMPUS TG-6 SD3 点ｾｯﾄ(PT-059∔SD ｶｰﾄﾞ 16GB)

¥87,500

ﾊﾟｸﾄｶﾒﾗ「TG-5」後継機。⾼精細な 104 万ﾄﾞ

MU-7412

OLIMPUS TG-6 ｽﾅｯﾋﾟｰ 3 点ｾｯﾄ(PT-059∔ｽﾅｯﾋﾟｰｺｲﾙ/SS)

¥89,800

ｯﾄ液晶ﾓﾆﾀを搭載し、⽔中ﾏｸﾛ撮影を強化

MU-7465

UK ｱｸｱﾗｲﾄ PRO ﾗｲﾄ 3 点ｾｯﾄ(YS ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ∔ｼｭｰｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ)

¥36,300

1200 ﾙｰﾒﾝ、ﾜｲﾄﾞ 100 度、4 段階

MU-7466

TOVATEC T1000V ﾗｲﾄ 3 点ｾｯﾄ(YS ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ∔ｼｭｰｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ)

¥21,150

1000 ﾙｰﾒﾝ、ﾜｲﾄﾞ 120 度

MU-2423

ｽﾊﾟｲﾀﾞﾙｺ ﾊﾟｼﾌｨｯｸｿﾙﾄ 直刃

¥14,000

塩⽔に⼀年間漬けてもｻﾋﾞないと話題の特殊な

MU-2338

ｽﾊﾟｲﾀﾞﾙｺ ﾊﾟｼﾌｨｯｸｿﾙﾄ 波刃

¥14,000

鋼材「H-1 鋼」を使⽤したﾀﾞｲﾊﾞｰ⽤ﾅｲﾌ｡刃物の

MU-2331

ｽﾊﾟｲﾀﾞﾙｺ ｿﾙﾄ 2 直刃

¥13,500

町として有名な岐⾩県関市のﾒｰｶｰ G/ｻｶｲが、

MU-2332

ｽﾊﾟｲﾀﾞﾙｺ ｿﾙﾄ 2 波刃

¥13,500

加⼯の難しい「H-１鋼」をﾅｲﾌとして初めて製品

MU-2334

ｽﾊﾟｲﾀﾞﾙｺ ﾚﾃﾞｨﾊﾞｸﾞ 3 ｿﾙﾄ 直刃/波刃

¥6,200

化したもので、注⽬の商品。海⽔でも錆びない、

MU-2333

ｽﾊﾟｲﾀﾞﾙｺ ｱﾄﾗﾝﾃｨｯｸｿﾙﾄ 波刃

¥14,000

刃は強靭で切れ味鋭く、刃持ちも抜群なﾀﾞｲﾊﾞ

MU-7481

G.SAKAI ｻﾋﾞﾅｲﾌ 9 SHARK-RAY

¥9,500

ｰﾅｲﾌです。

MU-7080

CDE259 ｾｰﾌﾃｨｽﾄｯﾌﾟｱﾝｶｰﾛﾝｸﾞ 70D 15m ｽﾌﾟｰﾙ付

¥9,600

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,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

MU-7254

CDE245 ｾｰﾌﾃｨｽﾄｯﾌﾟｱﾝｶｰ 70D 10m ｽﾌﾟｰﾙ付

¥7,000

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

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

水中ﾗｲﾄ/ｽﾄﾛﾎﾞ 〜水中撮影の必需品。小型ﾎﾞﾃﾞｨに大光量。高品質のﾀﾞｲﾌﾞﾗｲﾄ〜
コード

MU-7356

ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ対象品

MU-7355 ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ対象品

MU-1750 ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ対象品

[水中ﾗｲﾄ / ｽﾄﾛﾎﾞ]
MU-7262

ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ対象品

TOVATEC MERA(ﾒﾗ)

TOVATEC GALAXYⅡ(ｷﾞｬﾗｸｼｰⅡ)

UK ｱｸｱﾗｲﾄ PRO

TOVATEC T1000V USB ﾋﾞﾃﾞｵﾗｲﾄ

ｶﾒﾗ一体型ﾋﾞﾃﾞｵﾗｲﾄ

ﾋﾞﾃﾞｵﾀﾞｲﾌﾞﾗｲﾄ

100 度 1200 ﾙｰﾒﾝ

1000 ﾙｰﾒﾝ

参考上代

\ 43,800

\ 45,800

\ 29,000

\ 15,800

光束

Light 1000 ﾙｰﾒﾝ/ﾋﾞﾃﾞｵｶﾒﾗ 1080p(FHD)

Video 3000 ﾙｰﾒﾝ/Spot 800 ﾙｰﾒﾝ

1200 ﾙｰﾒﾝ(100%/60%/40%/25%)

1000 ﾙｰﾒﾝ(100%/50%/ｽﾄﾛﾎﾞ)

照射角

(W)120 度/(S)12 度

(W)115 度/(S)25 度

100 度(ｽｰﾊﾟｰﾜｲﾄﾞﾀｲﾌﾟ)

120 度

色温度

5700 〜7300 K

5000 〜 5700 K

─

5600 〜 6800 K

点灯時間

ﾗｲﾄ&ｶﾒﾗ 1.5 時間 /ﾗｲﾄ 2.5〜6 時間

Video 2〜4 時間/Spot 4〜10 時間

1.1 時間〜12 時間

1 時間〜2 時間

電源

Li-ion ﾊﾞｯﾃﾘｰ(充電約 5 時間)

Li-ion ﾊﾞｯﾃﾘｰ(充電約 4 時間)

Li-ion ﾊﾞｯﾃﾘｰ(充電約 2-5 時間)

Li-ion ﾊﾞｯﾃﾘｰ(充電約 4 時間)

耐圧水深

60 m

100 m

150m

100 m

サイズ

64 × 193 mm

50 × 129 mm

38 × 127 mm

28 × 147 mm

重量

502 g

517 g

180 g

113 g

撮りたい瞬間を逃さない。ﾀﾞｲﾊﾞｰに新しい体験を

大光量 3000 ﾙｰﾒﾝ。この一台でﾜｲﾄﾞ/ｽﾎﾟｯﾄﾋﾞｰ

水中撮影に最適な新ﾓﾃﾞﾙ UK ｱｸｱﾗｲﾄ︕

1000 ﾙｰﾒﾝ 120 度ﾜｲﾄﾞ/ SOS 光量切替 2 段階

提供する新提案。1080p/60fps の本格ﾌﾙ HD

ﾑに加え、赤色光/UV 光/SOS/ｽﾄﾛﾎﾞにも対応す

超小型充電式ﾗｲﾄ 大光量 1200 ﾙｰﾒﾝ

軽量・ｺﾝﾊﾟｸﾄでありながら,1000 ﾙｰﾒﾝの強力照

動画撮影のﾋﾞﾃﾞｵｶﾒﾗとﾜｲﾄﾞ/ｽﾎﾟｯﾄに切替可能

る「ﾏﾙﾁ光源対応」高性能ﾋﾞﾃﾞｵﾗｲﾄ。

ｽｰﾊﾟｰﾜｲﾄﾞ:照射角 100 度

射。照射角は 120 度と広く,写真やﾋﾞﾃﾞｵ撮影に

な 1000 ﾙｰﾒﾝのﾀﾞｲﾌﾞﾗｲﾄとが一体になった「一台

しかも,3000 ﾙｰﾒﾝの使用で 2 時間点灯可能なﾀ

太陽光に近い自然光を照射し、光量は４段階の

最適なﾗｲﾄです。

2 役」ｶﾒﾗ一体型ﾋﾞﾃﾞｵﾗｲﾄ登場です。

ﾌ仕様。ｶﾞｲﾄﾞ,ｻｰﾁ,撮影,ﾌﾛｰﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞなど,様々

調節が可能で、撮影対象によって最適な光を選

ﾓﾊﾞｲﾙﾊﾞｯﾃﾘ-などの直接 USB 充電が可能。

動画解像度:1920×1080p 60fps MP4

なｼﾁｭｴｰｼｮﾝに活躍します。

択できます。ｶﾒﾗｱｰﾑに取り付けても邪魔にならな

丈夫でﾊﾟｯﾄﾞ入りのｹｰｽが付属。ﾋﾞｼﾞｭｱﾙﾊﾞｯﾃﾘｰ

写真解像度:400 万画素 JPG 手振れ補正

Video Mode [3000 ﾙｰﾒﾝ 3 段階]:2-4 時間、

いｺﾝﾊﾟｸﾄｻｲｽﾞです。

ｲﾝｼﾞｹｰﾀｰ(緑=ﾌﾙ､黄ｰ=ﾊｰﾌ､赤=ﾛｰ)を備え、電

ｽﾄﾚｰｼﾞ:microSD[2GB-64GB] 約 10 分〜5 時間

Spot Mode [800 ﾙｰﾒﾝ 3 段階]:4-10 時間、

＜ｵﾌﾟｼｮﾝ品＞

池残量もひと目で確認でき便利です。

点灯時間︓ﾗｲﾄのみ 2.5〜6 時間

Red Light:6-22 時間、UV Light:4.5 時間

[MU-6722] UK 交換用ﾗｲﾄﾍｯﾄﾞ UV395 \15,000

商品

備考

ﾋﾞﾃﾞｵｶﾒﾗのみ 8 時間 ﾗｲﾄ&ﾋﾞﾃﾞｵ 1.5 時間
＜2020/2/5＞
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村上商事株式会社 TEL 0575-24-1717 FAX 0575-22-3399 WEB https://murakamishoji.com

水中ﾗｲﾄ/ｽﾄﾛﾎﾞ 〜水中撮影の必需品。小型ﾎﾞﾃﾞｨに大光量。高品質のﾀﾞｲﾌﾞﾗｲﾄ〜
コード

MU-7381 ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ対象品

MU-7382 ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ対象品

[水中ﾗｲﾄ / ｽﾄﾛﾎﾞ]

MU-7383 ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ対象品

MU-7386 ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ対象品

TOVATEC FUSION ﾗｲﾄ

TOVATEC FUSION ﾗｲﾄ

TOVATEC FUSION ﾗｲﾄ

UK SL4eLED MK2 ﾗｲﾄ

1500 ﾙｰﾒﾝ

1050 ﾙｰﾒﾝ

400 ﾙｰﾒﾝ

600 ﾙｰﾒﾝ

参考上代

\ 19,800

\ 16,800

\ 12,800

\ 14,800

光束

1500 ﾙｰﾒﾝ(100%/50%/30%/ｽﾄﾛﾎﾞ)

1050 ﾙｰﾒﾝ(100%/50%/30%/ｽﾄﾛﾎﾞ)

400 ﾙｰﾒﾝ(100%/50%/30%/ｽﾄﾛﾎﾞ)

600 ﾙｰﾒﾝ

照射角

(W)100 度/(S)12 度

(W)100 度/(S)12 度

(W)100 度/(S)12 度

─

色温度

5600 〜 6800 K

5600 〜 6600 K

5700 〜 6900 K

高輝度白色 LED

点灯時間

最大光量 1.75 時間(単 3 電池 2.5 時間)

最大光量 2 時間(単 4 電池 2.5 時間)

最大光量 1.25 時間(単 3 電池 5 時間)

6 時間

電源

Li-ion ﾊﾞｯﾃﾘｰ(単 3 電池交換可)

Li-ion ﾊﾞｯﾃﾘｰ(単 4 電池交換可)

Li-ion ﾊﾞｯﾃﾘｰ(単 3 電池交換可)

単 2 型電池 4 本

耐圧水深

100 m

100 m

100 m

150m

サイズ

50 × 203 mm

43 × 172 mm

35 × 150 mm

43 × 63 × 157 mm

重量

485 g

262 g

150 g

431 g

商品

備考

＜2020/2/5＞

光量 3 段切替

1050 ﾙｰﾒﾝ ﾜｲﾄﾞ/ｽﾎﾟｯﾄ/ｽﾄﾛﾎﾞ

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/

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/

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/

最新ｼﾘｰｽﾞ「SL4 eLED MK2」ﾓﾃﾞﾙ｡

ｽﾎﾟｯﾄﾋﾞｰﾑに切り替え可能。ﾜｲﾄﾞ光は標準的な

ｽﾎﾟｯﾄﾋﾞｰﾑに切り替え可能。ﾜｲﾄﾞ光は標準的な

ｽﾎﾟｯﾄﾋﾞｰﾑに切り替え可能。ﾜｲﾄﾞ光は標準的な

単 2 電池を最大限に活かすﾃﾞｼﾞﾀﾙ制御機構を

ﾀﾞｲﾌﾞﾗｲﾄや撮影に、ｽﾎﾟｯﾄ光はﾅｲﾄﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞやｻ

ﾀﾞｲﾌﾞﾗｲﾄや撮影に、ｽﾎﾟｯﾄ光はﾅｲﾄﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞやｻ

ﾀﾞｲﾌﾞﾗｲﾄや撮影に、ｽﾎﾟｯﾄ光はﾅｲﾄﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞやｻ

搭載。最大 600 ﾙｰﾒﾝの大光量を省電力 3W

ｰﾁなど、この 1 台でﾏﾙﾁに活躍。また、最大光量

ｰﾁなど、この 1 台でﾏﾙﾁに活躍。また、最大光量

ｰﾁなど、この 1 台でﾏﾙﾁに活躍。また、ｺﾝﾊﾟｸﾄでも

LED から照射。単 2 電池×4 本使用で連続 6

使用で 1.75 時間点灯。単 3 電池への交換に対

使用で 2 時間点灯。単 4 電池への交換に対応

最大光量使用で 1.25 時間点灯。単 3 電池への

時間点灯。ｺﾝﾊﾟｸﾄｻｲｽﾞで BCD ﾎﾟｹｯﾄに収納で

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

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

交換に対応し、ﾊﾞｯﾃﾘｰ切れ後も電池をｾｯﾄすれ

き、片手でｵﾝｵﾌ操作も簡単。誰でも取り扱いしや

用を再開できます。

を再開できます。

ばすぐに使用を再開できます。

すい定番ﾀﾞｲﾌﾞﾗｲﾄです。
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400 ﾙｰﾒﾝ ﾜｲﾄﾞ/ｽﾎﾟｯﾄ/ｽﾄﾛﾎﾞ

光量 3 段切替

ﾊﾟﾜﾌﾙかつｺﾝﾊﾟｸﾄ長時間点灯も可能にした UK

1500 ﾙｰﾒﾝ ﾜｲﾄﾞ/ｽﾎﾟｯﾄ/ｽﾄﾛﾎﾞ 光量 3 段切替

村上商事株式会社 TEL 0575-24-1717 FAX 0575-22-3399 WEB https://murakamishoji.com

ﾀﾞｲﾊﾞｰﾅｲﾌ [H-1 鋼] 〜海水でも錆びない,切れ味鋭く刃持ちも抜群なﾀﾞｲﾊﾞｰﾅｲﾌ〜
コード

ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ対象品
MU-2423(直刃)/2338(波刃)

ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ対象品
MU-2331(直刃)/2332(波刃)

ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ対象品
MU-2334(直刃/波刃)

[ﾀﾞｲﾊﾞｰﾅｲﾌ]
MU-7256(直刃/波刃)

ｽﾊﾟｲﾀﾞﾙｺ ﾊﾟｼﾌｨｯｸｿﾙﾄ

ｽﾊﾟｲﾀﾞﾙｺ ｿﾙﾄ 2

ｽﾊﾟｲﾀﾞﾙｺ ﾚﾃﾞｨﾊﾞｸﾞ 3 ｿﾙﾄ

ｽﾊﾟｲﾀﾞﾙｺ ARK ﾈｯｸﾅｲﾌ

\ 14,000

\ 13,500

\ 6,200

\ 10,500

商品

参考上代
サイズ

備考

コード

全長:221mm ﾌﾞﾚｰﾄﾞ長:97mm

全長:184mm ﾌﾞﾚｰﾄﾞ長:76mm 刃長:67mm

全長:111mm ﾌﾞﾚｰﾄﾞ長:49mm

全長:126mm ﾌﾞﾚｰﾄﾞ長:65mm 刃長 53mm

重量:85g 刃厚:3mm

重量:60g 刃厚:2.5mm

重量:18g 刃厚:2mm

重量:26g 刃厚:2mm ﾎﾞｰﾙﾁｪｰﾝ付きｹｰｽ付

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ材:H-1 鋼 ﾊﾝﾄﾞﾙ材:FRN 海水でも錆びな

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ材:H-1 背金:H-1 中板なし ﾊﾝﾄﾞﾙ材:FRN

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ材:H-1 鋼 ﾊﾝﾄﾞﾙ材:FRN 海水でも錆びな

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ材:H-1 鋼 ﾊﾝﾄﾞﾙ材:FRN ﾊﾝﾄﾞﾙ一体成型

い、刃は強靭で切れ味鋭く、刃持ちも抜群。H-1 鋼をﾌﾞ

海水でも錆びない、刃は強靭で切れ味鋭く、刃持ちも抜

い、刃は強靭で切れ味鋭く、刃持ちも抜群。H-1 鋼を使

海水でも錆びないH-1鋼を使用。ｺﾝﾊﾟｸﾄで、首にかける

ﾚｰﾄﾞと背金に使用した折りたたみﾅｲﾌです。

群。H-1 鋼を使用した折りたたみﾅｲﾌ。

用したﾎﾟｹｯﾄｻｲｽﾞのかわいらしいﾚﾃﾞｨﾊﾞｸﾞ。

ことができるｻﾌﾞﾀﾞｲﾊﾞｰﾅｲﾌに便利なﾈｯｸﾅｲﾌ。

MU-2333(波刃) ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ対象品

MU-3109(波刃)

MU-7481 ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ対象品

MU-4044(直刃/半波刃)

ｽﾊﾟｲﾀﾞﾙｺ ｱﾄﾗﾝﾃｨｯｸｿﾙﾄ

ｽﾊﾟｲﾀﾞﾙｺ ｾｰﾊﾞｰｿﾙﾄ

ｻﾋﾞﾅｲﾌ 9 SHARK-RAY ｼｬｰｸﾚｲ

SABIKNIFE1

\ 14,000

\ 12,000

\ 11,000

\ 8,800

全長:210mm ﾌﾞﾚｰﾄﾞ長:92mm ｼｰﾌﾟﾌｯﾄﾀｲﾌﾟ

全長:182mm ﾌﾞﾚｰﾄﾞ長:78mm ｼｰﾌﾟﾌｯﾄﾀｲﾌﾟ

全長:188mm ﾌﾞﾚｰﾄﾞ長:75mm

全長:203mm ﾌﾞﾚｰﾄﾞ長:92mm

重量:78g 刃厚:3mm

重量:63g 刃厚:3mm ｸﾘｯﾌﾟ付

重量:160g 刃厚:2.5mm

重量:89g 刃厚:2.5mm

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ材:H-1 鋼 ﾊﾝﾄﾞﾙ材:FRN 万が一のｱｸｼﾃﾞﾝﾄ

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ材:H-1 背金:H-1 中板なし ﾊﾝﾄﾞﾙ材:FRN

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ材:H-1 鋼 ﾊﾝﾄﾞﾙ材:FRN 活け締め用ﾅｲﾌ。

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ材:H-1 鋼 ﾊﾝﾄﾞﾙ材:FRN 錆びに非常に強い

を避ける先端を丸く削り落としたｼｰﾌﾟﾌｯﾄ形状の折りたた

先端を丸く削り落としたｼｰﾌﾟﾌｯﾄ形状のﾅｲﾌ。緊急時の

刃は強靭で切れ味鋭く,鯵などの小型魚からﾜﾗｻ,70cm

H-1 鋼を使用した包丁。刃は強靭で切れ味鋭く、刃持

みﾅｲﾌ。ﾛｰﾌﾟや釣り糸を切るのに最適。

人命救助に携わる人に広く愛用されています

を超える真鯛など大型魚まで簡単に活け締めできます

ちも抜群。海、山ｷｬﾝﾌﾟ、釣りに最適です。

商品

参考上代
サイズ

備考

※ H-1 鋼は、錆びの原因となる炭素の含有量が極端に低く、代わりに窒素を添加した特殊な鋼材で、海水でも錆びない圧倒的な耐錆性能と強靭な靭性,硬度(HRC 硬度 56〜58)を併せ持つﾀﾞｲﾊﾞｰﾅｲﾌに最適な鋼材です。
＜2020/2/5＞
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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〜
コード

MU-7080 ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ対象品

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

MU-7254 ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ対象品

[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

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

水中の重量物など、ｴｱの浮力を利用して水面に引き上

ﾌﾛｰﾄ。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ｻｲ

ﾄ。ﾛｰﾌﾟの 3m と 5m 箇所 にﾌｯｸが付き、安全停止(減

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ｾｯﾄの

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

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

圧停止)時の使用に便利です。水面でも目立つﾛﾝｸﾞｻｲ

移動・引き上げにも使用可能。水面でのｴｱ抜きに便利

ﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞを安全に楽しむための新定番。

全停止(減圧停止)時の使用に便利です。

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。

な排気弁付。

コード

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:60cm 高さ:67cm 旗:40×50 cm

商品

備考

＜2020/2/5＞

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り潜降ﾛ

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り潜降ﾛ

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り潜降ﾛ

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ｽが

ｰﾌﾞなどを保管できます。

ｰﾌﾞなどを保管できます。

ｰﾌﾞなどを保管できます。

有りﾗｲﾄｱｯﾌﾟが可能です。
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水中ｶﾒﾗ/ﾋﾞﾃﾞｵ 〜優れた防水性能＆高画質。海中でも撮りたい一瞬を逃さない防水ｶﾒﾗ〜
コード

MU-7356 ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ対象品

MU-7447

MU-7394/7395(PRO)

[水中ｶﾒﾗ / ﾚﾝｽﾞ]
MU-7401 ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ対象品

TOVATEC MERA(ﾒﾗ)

GoPro HD HERO8

WEEFINE WF ｽﾏｰﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞ

ｺﾝﾊﾟｸﾄﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗ

ｶﾒﾗ一体型ﾋﾞﾃﾞｵﾗｲﾄ

ﾌﾞﾗｯｸｴﾃﾞｨｼｮﾝ

/PRO(水圧･温度ｾﾝｻｰあり)

OLIMPUS TG-6

参考上代

\ 43,800

\ 50,800

\ 39,800/\ 49,800(PRO)

￥ 53,000

動画解像度

1080p60

4K60/1080p240

Bluetooth 接続の専用ｱﾌﾟﾘ｢Dive+｣と内部の

4K30/1080p60

写真解像度

4MP

12MP

ｱｼﾞｬｽﾀｰ機構により,iPhone,Android 両 OS の

12MP[F2.0]

手振れ補正

あり

あり

光束

(W)1000 ﾙｰﾒﾝ 120 度/(S)1000 ﾙｰﾒﾝ 12 度

─

(長さ 158mm 以下,幅 83mm 以下,厚さ 9mm 以下の

─
─

商品

幅広いﾓﾃﾞﾙのｽﾏｰﾄﾌｫﾝで利用可能。

あり

点灯時間

ﾗｲﾄ&ﾋﾞﾃﾞｵ 1.5 時間 /ﾋﾞﾃﾞｵｶﾒﾗ 8 時間

─

iPhone(iOS10.x 以降)および Android(ver.4.3 以降)端末)

耐圧水深

60 m

10 m

80 m

15 m

サイズ

64 × 193 mm

66.3 × 48.3 × 28.4 mm

205 × 105 × 61mm

113 × 66 × 31.9 mm

重量

502 g

126 g

860g

250 g

撮りたい瞬間を逃さない。ﾀﾞｲﾊﾞｰに新しい体験を

ﾌﾞﾚない HyperSmooth2.0 安定化機能とﾋﾞﾙﾄ

専用ｱﾌﾟﾘ｢Dive+｣とﾊｳｼﾞﾝｸﾞ内部のｱｼﾞｬｽﾀｰ機

水深 15m 防水、耐落下衝撃 2.1m、耐荷重

提供する新提案。1080p/60fps の本格ﾌﾙ HD

ｲﾝﾏｳﾝﾄ。待望の HERO8 が登場。

構により,幅広いﾓﾃﾞﾙのｽﾏｰﾄﾌｫﾝに対応するﾊｳｼﾞﾝ

100kgf、耐低温-10 度のﾀﾌ性能。ﾚﾝｽﾞ交換式ｶﾒ

動画撮影のﾋﾞﾃﾞｵｶﾒﾗとﾜｲﾄﾞ/ｽﾎﾟｯﾄに切替可能

ﾊｲﾊﾟｰｽﾑｰｽﾞ 2.0,ﾀｲﾑﾜｰﾌﾟ 2.0,ｽｰﾊﾟｰﾌｫﾄ∔高性

ｸﾞ。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

ﾗを意識した操作性,GPS/気圧/温度/方位/加速

な 1000 ﾙｰﾒﾝのﾀﾞｲﾌﾞﾗｲﾄとが一体になった「一台

能 HDR,LiveBurst,ﾅｲﾄﾗﾌﾟｽﾋﾞﾃﾞｵ, Hi-Fi オー

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

度ｾﾝｻｰを組み合わせた「ﾌｨｰﾙﾄﾞｾﾝｻｰｼｽﾃﾑ」を搭載す

2 役」ｶﾒﾗ一体型ﾋﾞﾃﾞｵﾗｲﾄ登場です。

ﾃﾞｨｵ,優れた耐久性+防水性,GoProApp

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

るｺﾝﾊﾟｸﾄｶﾒﾗ「TG-5」後継機。高精細な 104 万ﾄﾞｯ

的な水中撮影を可能にします。

ﾄ液晶ﾓﾆﾀを搭載し、水中ﾏｸﾛ撮影機能を強化。

備考

動画解像度:1920×1080p 60fps MP4
写真解像度:400 万画素 JPG 手振れ補正

＜ｵﾌﾟｼｮﾝ品＞

＜ｵﾌﾟｼｮﾝ品＞

＜ｵﾌﾟｼｮﾝ品＞

ｽﾄﾚｰｼﾞ:microSD[2GB-64GB] 約 10 分〜5 時間

[MU-7448] GoPro ﾀﾞｲﾌﾞﾊｳｼﾞﾝｸﾞ \6,500

[MU-7396] WF ﾜｲﾄﾞﾚﾝｽﾞ WFL07 Cell \39,800

[MU-7402] PT-059 防水ﾌﾟﾛﾃｸﾀ- ￥33,000

点灯時間︓ﾗｲﾄのみ 2.5〜6 時間

[MU-6780] UKPro ﾋﾞﾃﾞｵﾗｲﾃｨﾝｸﾞｼｽﾃﾑ \39,800

[MU-7397] WF ﾏｸﾛﾚﾝｽﾞ WFL03+12 \28,800

[MU-7410] TG-6 ﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ ｾｯﾄ \ 86,000

ﾋﾞﾃﾞｵｶﾒﾗのみ 8 時間 ﾗｲﾄ&ﾋﾞﾃﾞｵ 1.5 時間

[MU-1983] OCTOMASK \15,000

[MU-7398] WF ﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ SH \6,800

[MU-7411] TG-6 ﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ&SD ｶｰﾄﾞｾｯﾄ \87,500
[MU-7412] TG-6 ﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ&ｽﾅｯﾋﾟｰｾｯﾄ \89,800

＜2020/2/5＞
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