


1本鼻緒型 3本鼻緒型

製品デザイン、カラー、在庫などの詳しい確認は、BBCホームページをご覧ください。

www.bbc.ne.jp/

男性用

※男性用のソリッドカラーのみ1本鼻緒です。

　他は、すべて3本鼻緒です。

ソリッド
1本鼻緒型

サイズ/
cm

ブラック ホワイト ブルー オリーブ イエロー オレンジ パープル レッド マリンブルー ペパーミント
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クリスタルラメ
3本鼻緒型

ルミナス
3本鼻緒型

パール
3本鼻緒型

メタリック
3本鼻緒型

パール
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女性用 ソリッド
3本鼻緒型

サイズ/
cm

ブラック ホワイト イエロー オレンジ ピンク マリンブルー ペパーミント
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クリスタルラメ
3本鼻緒型

ルミナス
3本鼻緒型

サイズ/
cm

クリスタル
スモーク

ルミナス
ピンク
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ネオン
3本鼻緒型

パール
3本鼻緒型

メタリック
3本鼻緒型

サイズ/
cm

メタリック
シルバー

メタリック
バイオレット

パールホワイト
パールレモン
限定販売

ネオンオレンジ
限定販売

ネオンピンク
限定販売
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書き込み/消去が繰り返しできる磁気式メモボード（水中マグネットノート）。

■書き込み、消去も、磁気により何度でも繰り返せます。■水中メモボードとして、

文字による会話ができます。■もちろん陸上でも手軽なメモボードとして使えます。

使いやすさで人気の定番。BBC水中ノートの復刻版。

■コンパクトでありながら広げることで、十分なペーパースペースを確保。二つ折りでBCのポケットからの出し入れも楽々です。■芯が折れてもその場で交

換できるペン、落下や紛失を防ぐフックつきコードなど、心配りもこまやか。■シート15枚入り。■鮮やかなプリントで5色のバリエーション。

●サイズ：幅12×長さ15.5cm
●20枚入り

●サイズ：10.2cm

水中ノート \3,400 +税

●サイズ：幅12.5×長さ9×厚さ1.6cm（ペーパースペースは、幅12×長さ15.5cm）
●重量：80g
●カラー：●ブラック、●ブルー、●オレンジ、●レモン、○ホワイト

水中ノート用スペアシート
\500 +税

水中ノート用交換ペン
\500 +税

クエストカラー：
●クリスタルレッド、●イエロー、●クリスタ
ルブルー、●ブルー、●ブラック

●サイズ：11.7cm

ミニクエストカラー：
●イエロー、
●クリスタルブルー、
●ブラック

クエスト用スクリーン・
ミニクエスト用スクリーン
各\2,200 +税

クエスト・ミニクエスト
共用マグネットペン
\600 +税
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2022年5月発売予定

画像は、イメージで実際の商品と若干異なります。

完成品は、発売開始後ホームページにて。



■PADIバインダー（スタンダー

ド、デラックス）にも対応するスペ

アログです。

●サイズ：幅11×長さ18.2cm
●シートは各色40枚入り
●カラー：●ホワイト、●ブルー、●レモン

楽しかったダイビングシーンが蘇る！

■ポイント、気温、水温、深度など可愛いアイコンとお絵描きスペースもたっぷりです。■両サイドポケットつき防水カバーと6穴システム手帳は抜群の使い勝手です。

●サイズ：最大幅13.5×長さ19.5×厚さ2.5cm(6穴タイプ)
●シート：40枚入り

※ボールペンがつきます。
※付属のボールペンの色は、指定できません。

●カラー：○ホワイト、●グリーン、●ピンク、●レモン、●ブルー ★5色から選べます
※ホワイトは、ブラックのBBC表紙になります。

裏ページは、スペアログ・
スペアログ３に共通です。
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楽しかったダイビングシーンが蘇る！

2022年5月発売予定

画像は、イメージで実際の商品と若干異なります。

完成品は、発売開始後ホームページにて。

■両サイドポケットつき防水カバーと6穴システム手帳は抜群の使い勝手です。

●サイズ：最大幅13.5×長さ19.5×厚さ2.5cm(6穴タイプ)
●カラー：●ブルー、●ピンク、●イエロー、●ターコイズ ★4色から選べます

表側は防水素材なので、濡れた手で触っても大丈夫！

■別売のスペアログ、スペアログ2をセットできます。

■カードを3枚収納できる、便利なメッシュポケット付き。

●カラー：ピンク
●サイズ：幅13×長さ20×厚さ2.5cm
●6穴バインダー
※10枚、20ページのノート付き　(スペアログ２は別売りです)

マルチケース \2,500 +税
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数量限定品

おともだちログカバー（6穴） \2,900 +税

別売の「スペアログ2」と

あわせてお使いいただけます。

別売りのスペアログ、スペアログ2を

セットできます。



スパンコールがキラキラ可愛いミニポーチ。

■スパンコールを手で撫でると色が変わります。見た目も楽しく、スパン

コールが一気にひっくり返る感触も楽しめる商品です♪カラビナ付きなの

で、リュックやバッグなどにつけて持ち歩くことができます。

キラキラケース \1,000 +税

キラキラ光ってとっても可愛い！

■ちょっとぷっくりラメ入りシールです。

おともだちシール \273 +税

クラゲ
サイズ：H14×W15cm

メンダコ
サイズ：H11×W19cm

クマノミ
サイズ：H14×W16cm

アオウミガメ
サイズ：H11×W17.5cm

チンアナゴ
サイズ：H16×W9cm
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あれもこれも欲しい！全33種類のプチアイドル。お部屋で水族館、いっそ全部集めたい！

■キーチェーンつきの、超かわいいミニサイズのぬいぐるみアクセサリー。■携帯や、バッグにぶらさげ、見せびらかして歩きましょう。

おともだちマスコット \420 +税 / 全33種セット \13,000 +税

●サイズ：5ｃｍから
●全33種類

●台紙サイズ:H17.5×W9cm
●3種類（カイヨウ、サンゴ、シンカイ）

●全33種類のラインアップ

カイヨウ サンゴ シンカイ
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数量限定ケース
※無くなり次第終了となり、
Lサイズと同様のパッケージになります。

シグナスM \1,400 +税 シグナスL \2,400 +税

国産品

国産品

国産品

※吸い取った水をしぼれば、また乾いたタオルのように抜群の吸水力を発揮します。
※冬はドライスーツのバルブ周囲の結露や、スーツ内の汗、しみた海水などを拭き取るのにも効果的。

●サイズ：69×21.5cm ●サイズ：69×43cm

●カラー：●エメラルドグリーン、●蛍光グリーン、●蛍光ピンク、●蛍光オレンジ、●ブルー、●ラベンダー

シグナス(マリンタオル)

肌にやさしく、吸水力抜群のびっくりタオル。

■60ミクロンのマイクロポーラス気孔が、汗や水分をすばやく吸収します。■エグジット後やシャワー後に体を軽くたたくだけでOK。拭く必要がありませ

ん。■日焼けの肌にとてもやさしい感触です。

●サイズ：69×43cm
●カラー：ロイヤルブルー

やさしいシグナスに凹凸をつけ、タオルの爽快感をプラス。

■シグナスの表面に小さな凹凸をつけて、通常のタオルで拭くような爽快感をプラスしまし

た。■通常のタオルのように肌を拭いてもよし。肌を軽くたたくように使用してもよし。■日

焼けした肌にもやさしい、シグナスならではのソフトな感触はそのまま生きています。

シグナス2(マリンタオル) \2,400 +税

ツー

国産品

●サイズ：50×100cm
●素材：ポリエステル80％、ナイロン20％（軽量・コンパクトです）
●東レ（株）特許第269715号実施許可済
●カラー：●ブルー、●イエロー

ひと拭きでたちまちドライ！

■吸水性にすぐれる超極細繊維（髪の毛の約266分の1）が水滴を素早く

吸収。さっとキレイに拭きあげることができます。■繊維の細かいすき間

がガンコな汚れも取り込み、マスクやカメラのレンズのお手入れにも。■繊

維の耐久性も抜群です。

ドライスポーツタオル2 \1,400 +税

ツー

巾着ケース付
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●サイズ：外寸 横6.5×縦18.5cm
　　　　　内寸 直径5×縦9.5×フタ4cm
●カラー：●イエロー、●ブルー、●ブラック、●レッド

マリンドライボックス \1,600 +税

海辺や水辺でのサングラスやメガネケースにおすすめ！

■水辺での小物入れに最適のマリンボックスです。底がありますのでサング

ラス・メガネケースとしてもオススメです。■接続部にはOリング（パッキン）

が付いていますので生活防水にもなります。アウトドアにもオススメです。

PROBLUE ドライバッグ 20L \3,900 +税

防水ショルダー使いやすいサイズ20リットル！

■ショルダーベルトが付属しておりますので、肩に掛けることが出来る防水

バッグです。移動するときにも両手がフリーになるので超便利！！■濡らした

くないもの（財布・タオル・メガネ・電子タバコ・スマホなど）をビーチや船上

に置いておいても、雨や海水から守ってくれます！

●材質：PVC
●収納できるスマートフォンのサイズ：
　横周囲18×縦周囲34cm以内
●重量：22g
●カラー：●ブルー、●オレンジ

スマホ6プラス防水ケース \1,500 +税

6インチスマホも、入れるだけで即防水！

■スマートフォン専用防水ケースです。6インチスマートフォンにまで対応しています。■ケースに入

れたまま自由に操作して、通話やメール、写真撮影もできます。■うっかり水に落としても大丈夫。

水に浮きますから、水没する心配がありません。■お風呂や調理のときはもちろん、雨天時のアウト

ドアレジャーや屋外作業にも安心で便利です。

アクアトーク・スマートフォン2 \470 +税

ツー

●材質：本体/ナイロン、ポリエチレン・金具/真鍮（ニッケルコーティング）
●カラー（シールド部）：シルバー、ブルー、グリーン
●収納できるスマートフォンのサイズ：周囲16×長さ13cm以内

■海辺、日常生活での濡れた手でも操作が簡単なアクアトークのニューフェイ

ス。ひとまわり大きくなった、スマートフォン用防水ケースです。■iPhoneSE

（第二世代）、アンドロイドスマートフォンのどちらにも使用できます。

スマートフォン
専用防水

ソフトケース

※写真はiPhoneSE（第二世代）です。

●サイズ：直径5×10cm
●カラー：ネオンイエロー

deepoutdoors マリンカプセル \900 +税

海辺や水辺での小銭入れ・キーケースにおすすめ！

■水辺での小物入れに最適のマリンボックスです。小銭入れ、キーケース、

電子たばこケースとしてオススメです。接続部にはOリング（パッキン）が

付いていますので生活防水（簡易防水）にもなります。

●サイズ：幅14.9×高さ10.3×厚み5.4cm
　　内寸：幅11.1×高さ7.3×厚み4.3cm
●重量：190g
●カラー：ブラック

deepoutdoors マイクロケース × PELICAN \5,200 +税

防水性と驚異的な耐久性を誇る安心のペリカンケース！

■水やホコリからアイテムを保護します。スマートキーケースに最適

です。自動気圧調整バルブ付き。■ペリカンケースは、防水性と驚異的な

耐久性により、アウトドア、ダイビング、カメラ業界をはじめ、産業用、軍

用、警察、消防などでシェアを大きく占めており、近年は防災用としての用

途も広がって、あらゆる分野で需要が増えています。

●サイズ：20リットル 約 45×24 cm（折りたたむ回数で、高さは変わります）
●カラー：●イエロー、●ホワイト、●レッド、●ブラック
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さらに使いやすく
リングでジョイント

数量限定品
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ナイフベルト(2本組) \2,000 +税

●サイズ：全長50cm、幅2cm
●使用可能最大周囲：45cm
●材質：ラバー

足巻き用のストラップベルト！

バックル式ナイフベルト(2本組) \2,100 +税

●サイズ：全長60cm、幅1.8cm
●使用可能最大周囲：52cm
●材質：ラバー

足巻き用のバックル式ストラップベルト！

ラインカッター \2,000 +税 
ナイフの代わりに最適！

■ナイフを使い慣れない方でも安心して携帯できます。■5本の指が滑ら

ないグリップ設計で、ロープやテグスを引き込み、簡単にカットできます。

■ボディは65ｇという超軽量で、女性にも手軽に扱えます。■本体装備の

刃以外に2枚の替刃付き。■フック、ロック、水抜きを備えたケース付き。

●本体サイズ：幅6×長さ20cm
●重量：65g
●材質：炭素鋼
●ケースのカラー：ブラック

※写真のスプリットキーリングと
　コイルクリップは別売です。

●BCのD環やリングにフックで固定できます。

ベルクロテープで着脱もスムーズ。刃の面は出

し入れしやすいマチつきで、底部には排水口が

あります。別売のステンレスリングやコイルク

リップでジョイントするとさらに便利です。

PROBLUE ハサミナイフプロ \9,600 +税

ナイフとハサミの２通りとして使えます！

■ケースはロック機能も付いていますので簡単には落ちません。

■足巻き用のベルト２本付き。

●サイズ：全長26cm、本体24cm
●刃渡り約8cm
●重量：220g(ケース収納時280g)
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■BC等に取り付け、グループやバディ同士の合図に振るだけです。■音の

伝達の早い海中では、ベルの出す高い音にまわりの人はすぐ気が付いてく

れるでしょう。

■棒を振るとシェイカーが鳴り、バディ同士のコミュニケーションに使え

ます。■シェイカーは鈴のように軽やかな金属音です。■太いシェイカーを

握ると、使いやすい指示棒になります。■脱落防止のリングつき。

■ブレや揺れに苦労する水中撮影でも、カメラ固定用の1脚として使え、安定しま

す。■1脚として以外にも、身体の固定、または指示棒と、あれこれ便利に使用でき

ます。■太くて軟らかいクッショングリップは、握りやすく手によくなじみます。
●カラー：●ゴールド、●ピンク、●ブルー
●サイズ：直径0.76×長さ34.5cm
　(ステンレスリング内径2.6cm)
●重量：58g
●材質：本体/アルミ、リング/ステンレス、
　グリップ/ゴム●クッショングリップつき
●スケールつき

伸縮指示棒UB

海の生き物たちをビックリさせないように…。

離れたところにも便利なＬ

■コンパクトに携帯して、使うときは長く伸ばし、魚介類から離れて指し示すこと

ができます。観察する生き物を驚かさないようにと考えた思いやりグッズです。

■ステンレスリングにコイルクリップ（4ページのコイルクリップ参照）などで接続

しておけば、うっかり紛失する心配がなく、必要なときスグ手元に取り出せます。

国産品

●材質：本体・リング/ステンレス、グリップ/ゴム、トップ/樹脂、内部止金/銅板

UB/L \5,400 +税

ユービー エル

持ち運びにラクなＳ

UB/S \4,900 +税

ユービー エス

●サイズ：直径1.7×長さ18.5 ～75cm
●重量：70g

●サイズ：直径1.7×長さ23.5～120cm
●重量：94g

かわいい指先！

UB/S  最大75cm

UB/L  最大120cm

シェイカーポインターカバー付 \3,900 +税
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\2,500 +税

レギュラー
（全周 62cm）

ブラック

イエロー

レッド
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YKKカラビナ付コイル ￥オープンプライス

「YKKカラビナホワイト、ブラック」・「ブラックコイル」・
「ステンレスリング」の組み合わせ。

■YKKカラビナ小(P.13)を自分でコーディネイトすれば、個性を活かした

オリジナルのカラビナ付コイルができあがります。

●サイズ：全長20cm
　　　　　推奨限界長80cm
●カラー：●ブラック、●ホワイト

YKKスナッピーコイル ￥オープンプライス

小物の携帯に！

■水中で使用する小物をBCのD環などに取り付けられます。■これを使

えば大事な器材も紛失しません。

●サイズ：幅3×長さ30cm～最大約120cm
●カラー：●ブラック、●ホワイト、●蛍光ピンク、●蛍光オレンジ、●蛍光イエロー、●蛍光グリーン

ダブルフックコイルクリップ \1,000 +税

コイル式だから使いやすい！

■指示棒やライトを手首に固定するのに最適です。

●サイズ：全長21cm
　　　　　最大80cm
●カラー：ブラック

1つあるとなかなか便利、2つあるともっともっと便利。

■水中ノート、ライト、カメラなどを手首

に固定できます。■足場の悪いところや

水中で両手を使え、とても便利です。

●カラー：●ブラック、●オレンジ、
●ブルー、●レモン

リストストラップ2 \1,000 +税

ツー
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●重量：20ｇ
●カラー：●イエロー、●ブラック、●ピンク

手のひらに収まる、常識破りの高機能ハンガー。

■ちょっと見には、ハンガーとは信じられない超コンパクト。な

のにドライスーツ、BC、ブーツ、マスク、スノーケル…何でも吊

して干せます。■吊す場所も選びません。竿やフックなどの太さ

や大きさに柔軟対応します。■しかもたった20gという軽さ！ 

海外ツアーへも手軽に携帯でき、お部屋のフック、浴室のパイ

プ、ベランダの手すりなど、どこでもカンタンに利用できます。

●サイズ：幅43×高さ27cm
●カラー：ブラック

マルチハンガー \2,200 +税

ダイビングハンガー \2,500 +税

ウェットスーツやダイビング器材もかけられるマルチなハンガー！

■ウエットスーツの肩を守るだけでなく、ブーツやグローブの乾燥にも使

え、ダイビング器材のBCジャケットもかけられる、多機能ハンガーです。

●サイズ：幅51×高さ23cm
　　　　　パイプ径 約1.8cm

アルミハンガー \2,500 +税

軽くて丈夫なアルミパイプ製！

■両肩の曲げ角度をゆるやかにして、スーツへの圧迫を軽減し、重いスー

ツを吊るしたときスーツ肩部が型くずれしないよう配慮しました。首シール

ド部のシワを防ぐロングチェーンフック付き。

●サイズ：幅50×高さ41cm（フック部分16cm）
●カラー：ブラック

ウェットスーツ・ドライスーツの保管に最適！

■ウェットスーツやドライスーツを長持ちさせるスーツハンガー。■首から

肩にかけて、特にドライスーツを保管していると弱くなりやすい部分を強力

にガードします。■肩部分には水が切りやすいように、水きり穴が付いてい

ます。■首部分が回転し、強度も抜群です。

数量限定品



16

●生地：420デニールのナイロン生地とPVCコーティング
●サイズ：72x40x37cm
●カラー：ブラック、ブルー、グリーン、ピンク

大容量のダッフルメッシュバッグ！

■頑丈なPVCコーティングされたナイロンメッシュ、ダブルスライダー付き

の頑丈なYKKデルリンジッパー。■2インチのナイロンサポートウェビングと

ハンドル部分のベルクロ留め。■調節可能なパッド入りショルダーストラッ

プ付き。■ダイビング器材を整理するのに便利な多機能サイドポケット。

PROBLUE ダッフルメッシュバッグ \9,200 +税

PROBLUE デラックスフィンバッグ \4,400 +税

●サイズ：幅26×高さ70×厚さ16cm

数量限定品
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●ブラックコーティング ●ブラックコーティング

数量限定品

アンクルウエイト

500g/1ヶ \2,900 +税

保護カバー(1組) \4,600 +税

タッチウエイト

500g \2,300 +税 1kg \3,200 +税

ソフトウエイトベスト

4kg \32,000 +税 6kg \36,700 +税

8kg \41,500 +税

■背面にタッチウエイトを4つ取り付け可能です。（4Kg, 6Kg のみ）
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腰の負担を減らします！

●サイズ：Ｓ/100cm、Ｍ/115cm、Ｌ/130cm
●カラー：●ブラック、●パールピンク



19

●ベルト本体サイズ：幅約3.7×長さ43cm

ネックアジャストバンド2 \1,800 +税

ドライスーツのネックシール部分に“すき”を作らない。

■ベルクロテープでフィット感を調整できます。■旧タイプより長さをさら

に6cm伸ばし（37cm→43cm）、より太い首の人にもフィットしやすくし

ました。■アジャスターにガイドをつけ、セットアップしやすくしました。■

先端の角を丸くしてバックルに通しやすくしました。■太く伸縮性のあるベ

ルトで、ドライスーツの首のシールド性を幅広くアップしています。

ツー

●ベルトサイズ：幅約3.7×長さ30cm
●2本1組です。

リストアジャストバンド2(2本1組) \2,300 +税

伸縮ゴムであらゆる潜水深度に対応。

■ドライスーツの手首部分のシールド性をアップします。■ベルクロテープなの

で、いろんな手首の太さにジャストフィット。■アジャスターにガイドをつけ、セッ

トアップしやすくしました。■先端の角を丸くしてバックルに通しやすくしました。

■旧タイプより2cm短くして（32cm→30cm）、返しの余りを少なくしました。

●サイズ：S/M、L/XL

dlife ストレッチフード \5,000 +税

保温力抜群！首の圧迫感も少ないデザイン！

■フードを被るのと被らないのでは水中での保温性がまるで違います。また長時

間、被っていても苦しくならないように、首元の圧迫感が少ないデザインになって

います。伸縮する生地を使用しているので、頭へのフィット感も抜群です。頭の大

きい方にも対応！耳の部分には、陸上で聴こえやすいように穴が開いています。

ツー

●サイズ：首囲30cm～
●材質：合成樹脂
●カラー：クリア（透明）

BBCネックリング ￥オープンプライス

ドライスーツのネックシール部分をピタッと密着！

■ぷにょぷにょしたゲル状で、肌への密着性にすぐれ、抜群の水密性があ

ります。■首にフィットするだけでなく、すばらしい伸縮性があるため、着

脱がかんたん。■細かいチリなどが付着しても、水洗いでかんたんに洗浄

できて清潔です。■肌にやさしく無臭です。■ドライネックシールと首の間

に装着したり、ウエットスーツの首の外側から使用すれば、首からの冷水

の浸入を防ぎ、あのヒヤッと感が解消します。

S/M

L/XL

54-59

57-62

サイズ 頭囲 cm
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●カラー：ブラック
●ベルクロベルト
手首部分のベルクロベルトで、着脱が手早くかんたんにできます。
幅広のベルクロベルトですから、丈夫でよくホールドします。

3シーズンタイプの、高機能グローブ！

■素材から縫製まで徹底してこだわった、高機能グローブです。■甲部はジャージ、手の

ひらには滑りにくい人工皮革のアマーラを使用しています。■着脱はベルクロベルトで

イージーセット。■機能性とおしゃれ感覚がベストマッチした、3シーズンタイプです。

マリングローブ1 \5,500 +税

ワン

★1.5mmジャージ



21

足の保護・保温に最適！マリンソックス！

■生地：3mmネオプレーン

■サイズ：XXS・XS・S・M・L・XL

deepoutdoors マリンソックス \2,600 +税

ＸＸＳ　イエロー
　18-20cm

ＸＳ　　レッド
　22-23cm

Ｓ　　　ピンク
　24-25cm

Ｍ　　　ブルー
　25-26cm

Ｌ　　　グリーン
　26-27cm

ＸＬ　　グレー
　27-28cm

※サイズごとに、ロゴカラーが

　異なります。



■スタンダードな形状の小型船舶用救命胴衣です。様々な状況での使用

に適しています。
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deepoutdoors ウォーターヘルメット \7,600 +税

さまざまなウォータースポーツにお使いいただいているモデル！ 国土交通省型式承認品

deepoutdoors ウォーターヘルメットカラー \7,600 +税

サイズ確認が一目瞭然のカラーバージョン！業者様のレンタルに最適！

deepoutdoors ウォーターヘルメットキッズ \7,600 +税

小型船舶用救命胴衣 TK-24ARS Type A \7,500 +税

大人用と同レベルの安全性を確保したヘルメット！

アジャスター

耳ガード なし 耳ガード あり

カラー：ホワイト
サイズ：XS・S/M・L　全3サイズ
仕　様：2タイプ（耳ガードなし・耳ガードあり）
　　　　無段階サイズ調整アジャスター付

仕様：固型式救命胴衣 / 大人用 / 国土交通省型式承認品 / TYPE A

カラー：ホワイト
サイズ：キッズフリー1サイズ（頭囲 48-53cm）
仕　様：2タイプ（耳ガードなし・耳ガードあり）
　　　　無段階サイズ調整アジャスター付

共通仕様：2タイプ（耳ガードなし・耳ガードあり）
　　　　　無段階サイズ調整アジャスター付 サイズ表

頭囲 cmサイズ カラー

51-56XS ●

54-59S/M ●

56-65L ●

カラー：イエロー

サイズ：XS

カラー：レッド

サイズ：S/M

カラー：ブルー

サイズ：L

セントラルヨーロッパ
基準適合規格
CE EN 1385

■ナイトダイビングなどに必携のセーフ

ティグッズです。

水中でも発光する携帯型の安全ライト。

高輝度

長時間

●発光時間：
　　約10～12時間
　　　　　グリーン、イエロー、レッド、オレンジ
　　約6～8時間
　　　　　ブルー、ピンク、ホワイト、バイオレット
●サイズ：長さ15cm(6インチ)
●カラー：●グリーン、●イエロー、●レッド、●オレンジ、
　　　　　　●ブルー、●ピンク、●ホワイト、●バイオレット

ナイトダイビングに十分な１時間発光。従来品よ
り抜群の視認性です。ぜひお試しください。

セントラルヨーロッパ
基準適合規格
CE EN 1385

セントラルヨーロッパ
基準適合規格
CE EN 1385

耳ガード なし 耳ガード あり
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●サイズ：M、L

●サイズ：MS

●サイズ：M、L、XL

●サイズ：全長370mm

PROBLUE フレキシブルJ型スノーケル \4,000 +税

BCDのポケットにも入れておける柔軟素材！

■フリーダイビングにもおすすめのシンプルタイプ。■柔軟な素材のパイプな

ので使用しないときは丸めてBCDのポケットに入れておけば邪魔にもなりま

せん。■快適なシリコンマウスピース採用です！

数量限定品
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国産品

●サイズ：540mm

GULLマスクバンドシリコンDX(チッコウ) \2,200 +税

マスクストラップの蓄光バージョン！

■チームリーダーやガイドダイバーはもちろん、ナイトダイブや洞窟ダイブをされ

る方、注目を浴びたい方におすすめです。■GULLマスクバックルDX専用です。

暗闇発光

国産品

●内容量：60cc

スプレーワイパー ￥オープンプライス

シュッとひと吹きで、強力くもり止め。

■エントリー前、ダイビングマスクのレンズ内側にひと

吹きして、軽く水で洗い流してください。強力なくもり

止め効果を発揮します。

●容器：2本
●内容量：4.5g×2

ジップテック \1,300 +税

ドライスーツ用ジッパーが、驚くほどスムーズに！

■ファスナーのメンテナンス用潤滑剤（YKK社推奨）です。■

止水性を維持しながら、ベトつきを抑えファスナーの滑りを

アップさせます。■パラフィン、シリコンは含有していません。
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●サイズ：約 幅150×高さ142cm

deepoutdoors カーシートカバーリア \12,000 +税

●サイズ：約 幅60cm×高さ135cm
（ヘッドレスト含む）
●生地：約1.5～2mm ネオプレーン
●カラー：ブラック

濡れたウエットスーツのままでもこれなら平気！

■使い方はヘッドレストに引っかけるだけ。ズレ防止のス

トラップつきです。■砂の汚れ、海水で濡れたウエット

スーツや水着も気にせず乗車できます。■シートにお菓子

やジュースをこぼしても安心です。■ペット同伴のドライブ

で、車内の汚れ防止用に便利。■もちろんサーファーの方

にもオススメです。■ウエットスーツ用の生地なので、汚

れたら何度でも気軽に洗えます。■シングルシート専用。

deepoutdoors カーシートカバーフロント \5,000 +税

●カラー：ブラック
●サイズ：Ｓ　横32・縦12cm　　低学年のお子様
　　　　　Ｍ　横35・縦13cm　　大人 小サイズ、女性、高学年のお子様
　　　　　Ｌ　横37・縦14.5cm　大人 大サイズ、男性
　　　　ＸＬ　横39・縦15cm　　大人 特大サイズ、男性

洗えるスポーツマスク！

■洗って繰り返し使える爽快スポーツマスクです。優れた抗菌効果、消臭

効果、吸水速乾、UVカット。サイズは、小さめな子供用サイズから、女性、

男性、大きめサイズまであります。

deepoutdoors スポーツマスク \1,300 +税

■これを使えばウェットスーツを脱ぐ際に、その場で汚すことなくバックの

なかへ収納が可能です。車などを濡らす事もございません。■ケースも付

いていますのでマット自体も持ち運び楽々です！

ケース付き

※100枚からオリジナルロゴ入れ可能
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●シルバータイプ：（真鍮メッキ仕上げ） / ゴールドタイプ：（真鍮18 金メッキ仕上げ）
●サイズ：直径1.2×長さ3cm
●付属品：携帯ストラップ、金属製ボールチェーン（60cm）
　　　　　携帯ストラップ・ネックレスの2WAY利用できます

ログタンク・ミニ \2,500 +税

防水仕様のカプセル、携帯ストラップにも。ダイバーご用達の必須アイテムです。

■世界最小のログタンクミニは、Ｏリング付き防水仕様のスクリュー式開閉タンク

です。中にIDカードを入れればSOSカプセルに最適です。ワンちゃんにも。■ログ

タンク・ミニの中には連絡先を！海・山・街・散歩・お子様・ご老人・ペットにも！

●サイズ：直径1×長さ3.7cm
　　　　（本体＋ピン）
●重量：7g
●材質：アルミニウム
　　　（アルマイト加工）

アロマタンク ピンタイプ \1,800 +税

ジャケットやセーターの襟に留めて、香りをお愉しみください。

■ピン留めできるアロマタンクです。おしゃれに香りを愉しみましょう。

ラインストーン1個付きです。

お土産として、外国の方に人気です。

■下部をゆるめて取り出し、お好みのエッセンシャルオイルをしみこませて

ください。■ペンダントにすれば胸元から、携帯ストラップにすれば携帯

を取り出すたびに、癒しの香りがほのかにただよいます。■付属品として

携帯ストラップ、金属製ボールチェーン（60cm）付き。

アロマタンク \1,800 +税

●サイズ：直径1×長さ3.7cm(本体＋リング)
●重量：15g(ボールチェーン含む)
●材質：アルミ(アルマイト加工)




