
SUPPORT ITEMWET & DRY SUITS

アクティブシェルジャケット

OTHER ITEM

NEW

NEW

ダイビングへの行き帰りはもちろん、タウンユースにも最適ジャケットです。

アクティブシェルジャケット ¥29,800（＋税）

PRICE

MATERIAL
● 透湿防水素材・東レ「ブリザテック」
FUNCTION
● 縫い目からの水の浸入を防ぐシームテープ加工
● 止水ファスナー ● ポケット左右2ヶ所
COLOR
● ネイビーのみ
SIZE
● S／M／L／XL　※モデル（178cm）着用サイズ：M

生地表面は水をはじき、撥水・防水性能と、内
部に滞留した湿気を外部に放散する性能を兼
ね備えた高機能素材「ブリザテック」を採用。
袖口にはベルクロ、フード廻りと裾廻りにはゴ
ムを配し、ともにアジャスタブルにしました。ダ
イビングへの移動中や現地での休憩中など、
突然の雨や風をブロック。アウトドアシーンに
限らず街中でも着用いただけます。

※サポートアイテムの表示価格は税別標準小売価格。

アフターダイブにうれしい、たっぷりサイズのフード付きバスタオル

フードタオル

HOODED TOWEL

フードタオル ¥4,980（＋税）

PRICE

MATERIAL
● コットン100％
COLOR
●1色
SIZE
● フリーサイズ：タオル部分： 120cm×60cm

タオル部分120cm×60cm、たっぷりサイズの
フード付きバスタオルです。
アフターダイブなど、頭からかぶってスナップ
2ヶ所で前を止めれば、ちょっとした寒さへの
ガードや夏のサンケアをサポートします。肌に
やさしいコットン100％素材です。

ACTIVE SHELL JACKET 2016年10月より発売予定
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OTHER ITEM

※サポートアイテムの表示価格は税別標準小売価格。

コンパクトに折りたためて持ち運びに便利なド
ライバッグ。片面はメッシュ仕上げだから濡れ
たスーツでも安心です。また、スーツをそのまま
収納し保管もできます。さらに、別売のクイック
ハンガーを使って保管すれば、ネック部分も保
護しながら次のダイビングまできちんとキープ
します。

BAG HANGER WEIGHT VEST

WEIGHT

ANKLE WEIGHT

ドライバッグ

スーツにアジャストするチューブ形状のハン
ガー。全体で荷重を受け止めるため生地に負
担をかけません。ネック部分を首の形状そのま
まに立ち上げるL字型フック採用で、保管時の
ネックシール部分のシワを防止。本体とフック
は取り外しできます。別売のドライバッグを使っ
て保管すればさらに安心です。

クイックハンガー

素材は乾きやすく丈夫なターポリンを使用。鉛
を板状にすることにより身体にフィット。
5ヵ所に板鉛を分散させることで、浮力調整を
容易にできます。

水中でのバランスをキープ。

2個1セット 2個1セット
ネックバンド

ダイビングポイントまでの移動も
オフダイビングのスーツの保管にも
快適な収納環境を考えました。

ネック部分をキープするL字フックと
ぴったりフィットのチューブ型バー。
スーツのために生まれた専用ハンガー。

ドライスーツ専用
ウエイトベスト ver.2

ウエイトベスト用
鉛板5枚セット

＊1cmきざみでサイズを
　ご指定ください。

＊1cmきざみでサイズを
　ご指定ください。

次のダイビングを快適に。

MATERIAL
●素材：ナイロン
COLOR
●ブラック、ネイビー
SIZE
●折り畳み時・横×高×マチ：65×50×7 cm
／オープン時・横×高：65×95 cm

¥9,000（＋税）PRICE
※クイックハンガーは別売

※ウエイトベスト用鉛板は別売

MATERIAL
●素材：ナイロン樹脂、ABS樹脂、塩ビ、アル
ミ
COLOR
●ブラック

¥2,800（＋税）PRICE MATERIAL
●素材：●ターポリン
COLOR
●ブラック
SIZE
●フリー
EQUIPMENT
●ポケット数：5ヵ所●最大収納量：2.5kg（専
用板鉛5枚）
※ウエイトベスト用鉛板は別売

¥10,000（＋税）PRICE

¥5,000（＋税）PRICE

足首に着用し腰への負担を軽くするウエイト。
足先の浮力を抑え水中での体勢をバランスよ
く維持します。クイックリリースベルトだから着
脱も容易に行えます。

アンクルウエイト

WEIGHT
●500g
MATERIAL
●グロッシーファイバー
COLOR
●ブラック、ネオグレイ、ネイビー、ファイヤー、ネ
オオレンジ

¥3,000（＋税）
¥6,000（＋税）

¥1,600（＋税）

リストバンド

¥1,800（＋税）

ネックリング

¥700（＋税）

リストリング

¥700（＋税）

PRICE

●500g専用板鉛×5枚セット

¥1,000（＋税）PRICE
●500g専用板鉛×1枚

1個／500g
1セット（2個）

ANKLE WEIGHT
“LEOPARD”

アンクルウエイトにレパード柄が登場。
足首に着用し腰への負担を軽くするウエイト。
足先の浮力を抑え水中での体勢をバランスよ
く維持します。

アンクルウエイト・レパード

WEIGHT
●500g
MATERIAL
●グロッシーファイバー
COLOR
●リアルレパード、ブルーレパード、ピンクレパード

¥3,900（＋税）
¥7,800（＋税）

PRICE 1個／500g
1セット（2個）MAINTENANCE

ドライスーツを使いこなすためのアクセサリーキット。
DRY SUITS KIT

ドライ＆ウエットスーツなどの滑りの重くなった
ファスナーに、直接塗り込むだけで、スムーズな
滑りを回復させます。

ファスナーメイト

オープン価格PRICE 容量8g

※ドライスーツ＆ウエットスーツファスナー用

※在庫限りで販売終了
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❶ライトアングルシステム
L字型構造による快適なフィ
ッティング。
❷ヒールホールド
疲労時に生じるかかと外側
へのズレを抑え、膝やふくら
はぎへの負担を軽減。
❸クッションパネル
バルキー性を高め、くるぶし
や爪先をカバー。摩耗部を
ナイロン糸で補強。
❹アーチパネル
土踏まずを内側から心地よ
くサポート。
❺ベンチレーションパネル
各部に適応させたベンチレ
ーションメッシュ。
❻アキレスサポーター
アキレス をサポート。
❼ラバーグリップ
繊細で程よいグリップが滑
りを適度に抑制。また摩耗
による消耗を軽減。

OTHER ITEM

暖かい［最高級羊毛メリノウール］ × 疲れない［L字型スタイル設計］、ダイビング専用ソックスです。

エルフィット・プラス

エルフィット・プラス ¥4,500（＋税）

PRICE

MATERIAL
●毛（メリノウール）、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン
COLOR
●ブラックのみ。 
※各サイズで、つま先とかかとのポイントカラーが異なります。
SIZE
● 男女兼用
S： 23～25cm ／ M： 25～27cm ／ L： 27～29cm

この商品は、ラソックスジャパン（株）との技術提携により生産しております。

最高級羊毛メリノウールだから、暖かい。
繊維本来の優れた温度調節機能により、冬は
暖かく夏は涼しい高機能素材、最高級羊毛メリ
ノウールは、汗を繊維内に取り込み濡れ感も残
さないため汗冷えしにくく、また天然の抗菌・防
臭効果で気になる臭いにも安心です。
L字型（90度）スタイルだから、疲れない。
さらに、L字型（90度）スタイルをベースにした抜
群のヒールホールド技術で快適なフィッティン
グを約束、ズレにくく長時間の着用も快適です。

※サポートアイテムの表示価格は税別標準小売価格。

暖かい。疲れない。

最高級羊毛
メリノウール

L字型
スタイル

イエローレッドホワイト ブラック ブルー ファイヤー
ミックス

サーフブルー
ミックス（限定色）

耐摩耗性に優れた中圧ホース、長さは余裕の90cm （WD規格）

ドライホース・G’s B フレックスホース ドライホース・中圧ホース

G’s Bフレックスホース ¥10,000（＋税）

PRICE

COLOR
●ブラック・ホワイト・レッド・イエロー・ブルー・ファイヤー
ミックス・サーフブルーミックス（限定色）
SIZE
● 90cm

ドライホース・中圧ホース ¥8,000（＋税）

PRICE

COLOR
●ブラック
SIZE
● 90cm

強化メッシュ3層構造により耐摩耗性を高めた
中圧ホース
［G's Bフレックスホース］は、一般的なホース長
に10cmプラスの90cmサイズだから体格のい
い方にも余裕をもってご使用いただけます。
またスーツカラーに合わせて選択できる7色を
ラインアップしました。

DRY HOSE

DIVING SOX


