ﾀﾞｲﾌﾞﾘｰﾙ / ｶﾚﾝﾄﾌｯｸ 〜ｻｰﾁ･ﾅﾋﾞ･撮影など様々な場面で活躍するﾀﾞｲﾊﾞｰの必須ｱｲﾃﾑ〜
コード

[ｾｰﾌﾃｨ / ﾚｽｷｭｰｸﾞｯｽﾞ]

MU-1124(L)/1127(S)

MU-3768(L)/3769(M)/3770(S)

MU-1728(L)/1727(M)/1726(S)

MU-2580(L)/2581(M)/2582(S)

ﾀﾞｲﾌﾞﾘｰﾙ

ﾌｨﾝｶﾞｰｽﾌﾟｰﾙ ﾊﾝﾄﾞﾜｲﾝﾀﾞｰ

ｽﾃﾝﾚｽ ﾌｨﾝｶﾞｰｽﾌﾟｰﾙ

ﾌｨﾝｶﾞｰﾘｰﾙ

参考上代

\ 10,000(L)/\ 8,000(S)

\ 6,000(L) /\ 5,500(M)/\ 5,000(S)

\ 9,000(L) /\ 8,500(M)/\ 8,000(S)

\ 5,000(L) /\ 4,500(M)/\ 4,000(S)

サイズ

82 m(L)/ 45 m(S)

45 m(L) / 30 m(M)/ 20 m(S)

45 m(L) / 30 m(M)/ 15 m(S)

45 m(L) / 30 m(M)/ 15 m(S)

ｱﾙﾐ合金製。洞窟・難破船探索･ﾎﾟｲﾝﾄｻｰﾁなどに有効

ﾎﾟｲﾝﾄｻｰﾁ・ﾅﾋﾞﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞ等に便利な見易い蛍光色ﾀｲ

ｼﾝﾌﾟﾙで人気のﾌｨﾝｶﾞｰｽﾌﾟｰﾙのｽﾃﾝﾚｽﾀｲﾌﾟです。

ｼﾝﾌﾟﾙで人気のﾌｨﾝｶﾞｰｽﾌﾟｰﾙです。軽量.ｺﾝﾊﾟｸﾄでｻｰﾁ

です。

ﾌﾟのﾘｰﾙ。ｻｲﾄﾞにあるﾊﾝﾄﾞﾙを使って巻けば簡単にﾗｲﾝの

ｺﾝﾊﾟｸﾄでｻｰﾁﾀﾞｲﾌﾞ、講習等に便利。ｻｲｽﾞは S.M. L の

ﾀﾞｲﾌﾞ、講習等に便利。ｻｲｽﾞは S.M. L の 3 ｻｲｽﾞ、4 色

巻き戻しが出来ます。

3 ｻｲｽﾞ、ﾗｲﾝは見易い蛍光ｲｴﾛｰﾗｲﾝ｡

ｶﾗｰ(BK.OR. BL.YL)、ﾗｲﾝは見易い蛍光ｲｴﾛｰﾗｲﾝ。

商品

備考

コード

MU-2103

MU-2804

MU-1920

MU-2696(L)/0767(S)

ﾀﾞﾌﾞﾙｶﾚﾝﾄﾌｯｸ

ｶﾚﾝﾄﾌｯｸ 2

ｶﾚﾝﾄﾌｯｸ ｼｰﾃｰﾙ

ﾛﾝｸﾞｶﾚﾝﾄﾌｯｸ/ｶﾚﾝﾄﾌｯｸ

参考上代

\ 5,000

\ 4,800

\ 3,800

\ 5,000(L)/\ 3,800(S)

サイズ

75〜150 cm

45〜130 cm

45〜150 cm

75〜300 cm(L)/75〜150 cm

ﾀﾞﾌﾞﾙｶﾚﾝﾄﾌｯｸは、2 方向のﾗｲﾝで固定可能。

ｶﾚﾝﾄﾌｯｸ 2 は、2 本のﾌｯｸで立体的に岩をつかみ、激し

ｵｰﾙｽﾃﾝﾚｽﾀｲﾌﾟのﾌｯｸで岩などを確実にｷｬｯﾁ｡水中での

流れやうねりの中の水中撮影などで、身体を固定するの

うねりや流れの強い場所でも、横の動きを防ぎ、ﾊﾞﾗﾝｽよ

い潮流でも外れることなく確実に身体を固定します。

身体のﾊﾞﾗﾝｽも良く、ﾋﾞｷﾞﾅｰからﾍﾞﾃﾗﾝまで必携ｱｲﾃﾑで

に便利です。75 ㎝〜3m で調節可能なﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟと標

す。

準ﾀｲﾌﾟ(1.5m まで)の 2 種類から選べます。

商品

備考

く身体を固定します。
＜2020/5/8＞
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ｽﾄﾛﾎﾞﾗｲﾄ / ｾｰﾌﾃｨ小物 〜もしものときに、ﾀﾞｲﾊﾞｰの身を守る安全ｸﾞｯｽﾞ〜
コード

MU-7252

NEW!!

MU-7253

NEW!!

MU-7349

[ｾｰﾌﾃｨ / ﾚｽｷｭｰｸﾞｯｽﾞ]
NEW!!

MU-3802

AL300A LED ｽﾄﾛﾎﾞﾗｲﾄ&ﾄｰﾁ

AL15A LED ｽﾄﾛﾎﾞﾗｲﾄ

AS-LED ｱｸｱｽﾄﾛﾎﾞ

AL72 ﾐﾆﾌﾗｯｼｭ LED

参考上代

\ 8,500

\ 7,000

\ 6,800

\ 2,500

サイズ

136 × 47 mm 約 118g(本体のみ)

125 × 47 mm 約 93g(本体のみ)

138 × 38 mm 約 76g(本体のみ)

90 mm

商品

備考

コード

明るい点滅式の光でﾀﾞｲﾊﾞｰの位置を知らせます。

明るい点滅式の光でﾀﾞｲﾊﾞｰの位置を知らせます。

明るい点滅式の光でﾀﾞｲﾊﾞｰの位置を知らせます。

電池不要の長寿命 LED 点滅ﾗｲﾄ。水反応ｾﾝｻｰを内蔵

点滅式 LED ｽﾄﾛﾎﾞﾗｲﾄ(有効距離 3km)

点滅式 LED ｽﾄﾛﾎﾞﾗｲﾄ（有効距離 3km）

点滅式 LED ｽﾄﾛﾎﾞﾗｲﾄ（有効距離 1.6km）

し、水に入れば勝手にﾗｲﾄが点滅。水から上がればﾗｲﾄは

光量:ｽﾄﾛﾎﾞ 430 ｶﾝﾃﾞﾗ/ﾄｰﾁ 130 ﾙｰﾒﾝ 耐圧水深:60 m

光量:ｽﾄﾛﾎﾞ 430 ｶﾝﾃﾞﾗ 耐圧水深:60 m

光量:100 ﾙｰﾒﾝ 360 度照射(1 分あたり 60 回点滅)

消灯します。自分の位置を知らせるｼｸﾞﾅﾙﾗｲﾄとしておす

点灯時間:ｽﾄﾛﾎﾞ 72 時間/ﾄｰﾁ 6 時間 電源:単三×3 個

点灯時間︓72 時間 電源:単三×3 個

点灯時間:12 時間 電源:単三×1 個 耐圧水深:100 m

すめです。点滅時間 500 時間

MU-1232

MU-1247

MU-0655

MU-6497(6 ｲﾝﾁ)/6496(3 ｲﾝﾁ)

ｳｨﾝﾄﾞｽﾄｰﾑﾎｲｯｽﾙ

ｾｰﾌｼｸﾞﾅﾙ ﾚｽｷｭｰﾐﾗｰ

10 ﾏｲﾙ ｼｸﾞﾅﾙﾐﾗ-

SCOOBLITE 蓄光ｽﾃｨｯｸ

参考上代

\ 1,900

\ 2,900

\ 2,500

\ 2,500(6 ｲﾝﾁ)/ \ 2,200(3 ｲﾝﾁ)

サイズ

8×5×2.2cm 約 22g

100 × 48 mm

50 × 76 mm

152 mm(6 ｲﾝﾁ) 76 mm(3 ｲﾝﾁ)

商品

備考

＜2020/5/8＞

水陸両用、ｺﾝﾊﾟｸﾄでも強力な警笛。人命救助の為、

漂流時などに、光を鏡によって反射させ、自分の位置を

漂流時などに、光を鏡によって反射させ、自分の位置を

ﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞ､ｹｲﾋﾞﾝｸﾞ､ｱｳﾄﾄﾞｱ、防災用に幅広く使えま

音をより大きく遠くまで聞こえるように特別に

知らせることができます。日中は鏡面・夜間は赤色の昼

知らせることが出来ます。

す。耐久性︓半永久繰り返し蓄光可能 防水︓200m

ﾃﾞｻﾞｲﾝされたﾎｲｯｽﾙです。(陸上 800ｍ 水中 15ｍ)

夜に使用可能です。

有効距離︓ 2〜4 km

点灯時間:１時間〜 ﾁｬｰｼﾞ︓5分 耐熱︓摂氏60度
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ｻﾊﾞｲﾊﾞﾙｰﾝ / 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

MU-0784

NEW!!

MU-0771

NEW!!

[ｾｰﾌﾃｨ / ﾚｽｷｭｰｸﾞｯｽﾞ]

MU-1907

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

緊急ﾌﾛｰﾄ ｻﾊﾞｲﾊﾞﾙｰﾝｾｯﾄ

ｻﾊﾞｲﾊﾞﾙｰﾝ

参考上代

\ 18,000

\ 14,000

\ 4,500

\ 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

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

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

もしものときの生存率を高める緊急用ｼｸﾞﾅﾙﾌﾛｰﾄ。

大きく目立つ緊急用ｼｸﾞﾅﾙﾌﾛｰﾄ。大きい浮力で長時間

ｸ、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

ﾝ、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

ｻﾊﾞｲﾊﾞﾙｰﾝ、ｴｱﾌﾞﾛｰｶﾞﾝ、ﾒｯｼｭﾎﾟｰﾁのｼﾝﾌﾟﾙ 3 点ｾｯﾄ

水面に浮かぶことができ,もしものときの生存率を高めます

商品

備考

コード

MU-2632

MU-1719

MU-1724

MU-3594

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 PK183 ㎝(L)

ｼｸﾞﾅﾙﾁｭｰﾌﾞ PK115 ㎝(S)

ｶﾑﾂｰﾐｰⅡ ｼｸﾞﾅﾙﾁｭｰﾌﾞ

参考上代

\ 8,500

\ 6,500

\ 5,800

\ 4,800

サイズ

本体全長 180 ㎝ 径:12cm

本体全長 183×径:11cm

本体全長 115×径:8 ㎝

本体全長 114 ㎝ 径:8cm

ｹﾐｶﾙﾗｲﾄﾎﾟｹｯﾄ付き。ｵｰﾗﾙ吸気＆BC ﾎｰｽからの吸気が

ｹﾐｶﾙﾗｲﾄﾎﾟｹｯﾄ、ｾｰﾌﾃｨﾎｲｯｽﾙ付き。遠くでも目立つﾛﾝｸﾞ

ｹﾐｶﾙﾗｲﾄﾎﾟｹｯﾄ、ｾｰﾌﾃｨﾎｲｯｽﾙ付き。携帯に便利なｺﾝﾊﾟ

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。

可能。本体下部にﾊﾞﾗﾝｽｳｪｲﾄを内蔵し、不安定な海面

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。ﾞ。

ｸﾄなｼｸﾞﾅﾙﾌﾛｰﾄ。ｵｰﾗﾙ吸気で使用可能。

ｵｰﾗﾙ吸気で使用可能。ｾｰﾌﾃｨﾎｲｯｽﾙ付き。

商品

備考

でも簡単に本体を立てることが可能です。
＜2020/5/8＞
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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

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-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:60cm 高さ:67cm 旗:40×50 cm

商品

備考

＜2020/5/8＞

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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