
             世界最軽量ＢＣＤとして、アクアラングから新たにリリースされた 

           「アウトロー」は、メーカー日本カタログには載っておらず、現在、情報ツウ

な一部のダイバーやショップスタッフのみが知るまだまだレアなＢＣです！ 

 

 

 

 

 

 

GWやシルバーウィークなど、まだまだ長期のお休みが控えているので、旅行に向けて軽量化できるのは

本当に助かります！アジャスト式なので、個々の体格にも合わせやすい最高のBCDです☆ 

超軽量分解型BCD 

世間では【平成】が最後を迎え、新しい元号【】がスタートしました！ 

そこで、新元号スタートを記念して 【器材のり替えキャンペーン】 を開催します！！ 

今お使いの器材から、新しい最新の器材に乗換えたい、今の器材より軽くて楽な器材にしたい方必見！ 

期間限定＆台数限定の間、特別価格でご提供致します！ 

おすすめ器材はこちら 

 
下取りも可能！ 

SPRO特価 ¥７０,０００（税抜） 

特徴は、全てのパー

ツが分解できるため、

超コンパクトにまと

めることが出来ます。 

金属パーツを使用し

ていなうので軽量化

も実現しました！ 

アクアラング社 最強3機種 

レジェンド 1ｓｔ、2nd セット  MTX-R 1ｓｔ、2nd セット  

メーカー価格 ¥148,000 

SPRO特価 ¥95,000（税抜） 

メーカー価格 ¥94,000 

SPRO特価 ¥70,000（税抜） 

メーカー価格 ¥144,000 

SPRO特価 ¥80,000～（税抜） 

XL4 1ｓｔ、2nd セット  

通常のレギュレーターは大深度潜水

の際など水深が深くなればなるほど、

呼吸時に2ndステージからのエアー

の密度が高くなり呼吸感が悪くなり

ます。 

レジェンドなら従来のダイヤフラム

に比べ中圧値が早く上昇していくの

で、吸い心地はかなり良くなります。 

また、acd機能搭載なので洗浄時の

水や異物の混入を防ぐことが可能で

す。 

流量調節機能が搭載されているモデルもあります 

水深が深くなるほど呼吸しづらくな

る補正の為、ファーストステージ内

部の中圧が他のファーストステージ

よりも早く上昇していくので、過酷

な状況下でも自然な呼吸が実現しま

す。 

また、高い耐久性と性能を持ち合わ

せているので、最強のレギュともい

えるでしょう。 

こちらは、実はイギリス海軍も使用

するモデルです。 

長時間使用しても顎が疲れにくく、

全体が小さいので、重量が気になる

旅行や、女性にも優しいコンパクト

仕様です。 

MTX-Rと同様、ファーストステージ

内部の中圧が他のファーストステー

ジよりも早く上昇していくので、ど

んな状況下でも自然な呼吸が実現し

ます。 

また、高い耐久性と性能を持ち合わ

せてます。 



ウォータープルーフバッグ 

防水生地を使用した大容量。 

薄手のウエットスーツやラッ

シュガード、軽器材類の持ち

運びに最適です。 

これからの梅雨時季には、普

段使いでもヘビーユーザー間

違いなし☆ 

容量：約42L 

 

 

2WAY メッシュバックパック 

メッシュタイプのリュック 

付属のウォータープルーフバッ

クは独立式で、濡れているもの

と濡らしたくないものを分ける

のに最適。 

メッシュバッグのサイドには、

フィンを収納できる大きめのポ

ケットを採用しています。 

シュノーケル道具も軽々収納☆ 

容量：40L 

ダイビングバッグ  

飛行機旅行の際、中身を衝撃や傷から守

るのにも最適！ 

出し入れがしやすい内部分割型の収納デ

ザインで、汚れた衣服やかさばる物の収

納にも便利。 

意外とスキーやスノボなどにも使用可能

なので、オールシーズン使えます 

容量：110Lクラス 

春夏の新作バッグ 続々登場 

今選ぶダイブコンピューター最強3機種 

アクアラング カルムplus 

CASIOが製造するコンピューターで、ソーラーバッ

テリータイプ。2019年モデルから、Bluetoothが

搭載され更に使いやすく進化しました！ 

カラーは全10色 

TUSA iQ1204 & 1203 

CASIOが製造するソーラーバッテリータイプ。 

1204はBluetooh搭載、1203はフリーダイブ機能

が搭載しバージョンアップしました！ 

カラーも増え、2019年限定色も登場☆ 

DESCENT MK1（GPS付き高機能ダイビングウォッチ） 

Descent Mk1は、高度なダイビングコンピューター機能以外にも、スポーツウォッチとし

て、トレーニング、フィットネス、スイミング、ランニング、サイクリング、ハイキング、

スキー、ローイング、パドルボーディングなどダイビング以外のスポーツでも頼りになる

1台☆心拍数や睡眠なども測れるので、普段の健康面でつけている方も多い、誰でもどんな

ニーズにも使えるコンピューターです☆ 

☆今お使いのダイコン下取りも可能！ 

☆2ビーチ無料券1枚プレゼント 

☆定価から10％OFF 

 

メーカー価格 ¥86000（税抜表示） 

衝撃特価 ¥66,400 

☆今お使いのダイコン下取りも可能！ 

☆2ビーチ無料券1枚プレゼント 

☆定価から10％OFF 

 

メーカー価格（税抜表示） 

1203 ¥70000 → SPRO特価 ¥52,000 

1204 ¥100000 → SPRO特価 ¥79,000 

期間限定価格 ¥9,600 期間限定価格 ¥7,200 

期間限定価格 ¥25,000 

期間限定価格 ¥5, 000 

TUSA BA0105 

TUSAのバッグは高さがあるので、収納場所にも困り

ません。 

コの字に開け閉めするので、片付けもらくらくです。 

全3色 

こちらの商品は、どの小売店でも値下げ禁止！その為、SPRO特典として宿泊無料券1枚と保護フィルムプレゼント メーカー価格 ¥128,000 



夏も役立つアイテム集 

マリンキャップ 当店ゲスト様口コミより 

ダイビング時の髪の毛日焼け防止に購

入しました！ 

素材がウエットスーツと同じでちょっ

と厚めで重く感じでしたが、水に入る

と特に違和感もなく馴染みます。水は

まったく入って来ずいいです。 

期間限定価格 ¥7,000 

フルフットフィン 当店ゲスト様口コミより 

ちまたで有名なフィンと、このフィン

を履き比べたところ、カイルはとにか

く柔らかくて履き口も広いから履きや

すい！ 

大変だった脱ぎ履きも自分で出来るよ

うになって、今年はイルカと遊びに行

こうかと！ 

期間限定価格 ¥15,500 

フロート 当店ゲスト様口コミより 

ボートダイビングに行く機会が増えてきたので、

念のため？と思って揃えました。 

今年は海外旅行や夏の沖縄に行く予定なのです

が、どうやらフロートが必須のショップさんが

ほとんどとの記載。。。 

使い方の講習はこちらでお世話になります。 

実際に打ち上げ方から教えてくれるそうで安心

です。 

期間限定価格 ¥4,000 

フードベスト 当店ゲスト様口コミより 

めちゃくちゃ伸びる!! 

自分は体が硬く、レンタルするフード

ベストはいつも脱ぎ着が大変です。 

このフードベストに変えてから、すご

く伸びるので、脱ぎ着はかなり楽にな

りました。 

柔らかいので、圧迫感が少なく、耳抜

きも簡単に出来るようになりました。 

期間限定価格 ¥11,000 

様々なアイテムの中で、既にご使用中のお客様よりコメントをいた

だきました！ 

新しいアイテムに悩んでいる方は是非参考にしてください☆ 

ボートコート 当店ゲスト様口コミより 

ウェットスーツ素材でできたコートなので、

とっても柔らかく着やすいです。 

少し大きめに作りなので、スーツを着たままで

も普通に着ることができました。 

前回の行った沖縄ツアーのとき、船上での風や

水しぶきがかかった時も、ボートコートのおか

げでとても暖かかったです。 

サイズはS、M、L、XL 

期間限定価格 ¥28,000 

フルフット用ブーツ 当店ゲスト様口コミより 

履き口が伸びるから履きやすい!! 

前に使ってた某メーカーのより、

フィット感もいいし、土踏まずの部分

がアーチになってるから疲れにくい。 

同じ名前のフィンと同時購入して良

かったです！ 

今年の夏は、アオリ足に挑戦します！ 

 

期間限定価格 ¥6,000 

最高マスク パラゴン 当店ゲスト様口コミより 

今まで使っていたマスクを今年は新調

しようと思っていた時、このマスクに

会いました。 

レンズに紫外線をカットするフィルム

が入っているので、洞窟で綺麗な光線

を見る時や、写真を撮る時にまぶしさ

を軽減できるので助かってます！ 

今年の夏は、目を労わりながら潜る

期間限定価格 ¥22,000 

くもり止めフィルム 当店スタッフ様口コミより 

ダイビング前のくもり止めに何を使っ

ていますか？ 

スタッフも愛用しているのは、曇り止

めフィルム！ 

どんなもんかと思っていましたが、こ

れが良い仕事するやつなんです☆ 

貼るだけでokなので、超簡単(笑) 

サンファン グローブ 当店ゲスト様口コミより 

360°めちゃくちゃ伸びるので、私の

小さめの手でもフィット感は抜群でし

た！ 

ぴったりなので、カメラの操作も影響 

有りませんでした 

サンファン ソックス 当店ゲスト様口コミより 

普段はフルフットフィンを使用してい

るのですが、ブーツを履くのが面倒な

時は、このソックスが役に立ちます 

薄い割に温かいので、僕には最適です 

期間限定価格 ¥5,000 期間限定価格 ¥4,000 

期間限定価格 ¥700～ 
取付工賃無料！ 



ウエットスーツ 今が買い時 

SUNFAN 

SUNFANでしか扱っていない特殊な生地、スーパーフレックス。 

どんな生地よりも伸縮性が高く、着たままストレッチ運動をしても全くツッパリ 

などを感じません。 

南国用の3ｍｍスーツも、常用5ｍｍもどちらもオーダー可能です 

6月末まではオーダー料（¥10,000）が無料キャンペーン！！+特典あり☆ 

 

アクアラング 

既製サイズのウエットスーツ

を特価で出しちゃいます！ 

自分のサイズをお申し付け下

さいね☆ 

ご試着も可能です！ 

【ポイント】 

・手首、足首ファスナー付き 

・サイズ表から選べる☆ 

・ご試着も可能☆ 

 

期間限定価格 ¥30,000 期間限定価格 ¥45,000 

ZERO 

様々あるスーツの中でも起毛が欲しい方はZEROのスーツがおすすめです☆ 

「ドライマックス」というポリエステルを混ぜた超速乾性の素材が特徴！ 

振るだけで裏地の起毛はさらっとドライになります。 

このスーツの生地は、セミドライ仕様にも出来ます！ 

☆試着品は大井町店にあります 

☆セミドライ仕様を富戸店の鈴木が使用しています 

 

 

 

  ※実は6月以降の生地値上がりが確定しています。お早目に。。。 

期間限定価格 ¥85,000 

オーダー料込み 

期間限定価格 ¥89,000 
オーダー料別途 

モビーズ 

限られたショップでしか取扱

いをしていないスーツです。 

自分だけのオリジナルを作り

たい方は是非こちらがおすす

め！ 

【ポイント】 

・採寸するのでぴったり 

・色が選べる 

・量販店にはないデザイン 

 

とにかく温かく、乾きが早い！ 


