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REPAIR HOOD

フードはご注文を頂いてから1つ1つ丁寧に製作をしております。

エスケー
テープ

クラウン部

ネック部
J-SN
（スーパー
ネッスル
ジャージ）

3㎜ J-SN
（スーパー
ネッスル
ジャージ）

クラウン部

3㎜ S
（スキン）

クラウン部
3㎜ S
（スキン）

クラウン部

クラウン部
3㎜ S
（スキン）

塗る 貼る... 縫う...

税込価格 ￥1,100
シングルエアーダクト

税込価格 ￥1,980

ダブルエアーダクト
（右）

※フード内のエアーをスムーズに排出
※エアー排出時に水が入らない逆止弁構造

税込価格 ￥6,930
■長さ：80㎝
■ホース部：樹脂製

給気ホース

税込価格 ￥2,530
※ZERO TYPE（O式）用

しめ具

税込価格 ￥2,090
■15g
※Oリングなどのゴム製品の劣化防止、
潤滑剤

シリコングリス

税込価格 ￥1,430
■サイズ▶ 43ページ
■巾：50㎜
■生地：両面スキン

ネックバンド（プロタイプ）
税込価格 ￥1,760
■サイズ▶ 43ページ
■巾：50㎜
■生地：両面スキン

リストバンド（プロタイプ）1対

税込価格 ￥990
■8g
※TIZIP防水ファスナーエンド部専用の潤滑剤

TIZIP防水ファスナー用ワックス

税込価格 ￥2,420
■170g
※補修用ボンド、縫合部の防水処理剤

セメダインスーパーX
No.8008ブラック

税込価格 ￥1,980
■100g
※靴底の摩擦補修剤
※在庫完売次第終了

シューグー

■小150g 税込価格 ￥660
■大240g 税込価格 ￥990
※ウェットスーツ脱着時の潤滑剤
※スーツのスキン面保護剤

パウダー

税込価格 ￥2,530
■カラー：ブラック　
■巾：20㎜

1.5J ジャージテープ
（1.8m×3本）

 
■226.8g  
税込価格 ￥8,250

※スーツ縫合部の防水処理剤、補強剤

アクアシール

税込価格 ￥1,980
■カラー：ブラック　
■巾：20㎜

1.5S スキンテープ
（1.8m×3本）

税込価格 ￥4,950
■カラー：ブラック、ブルー、
イエロー、オレンジ、レッド
■巾：20㎜

1.5RD ラジアルテープ
（1.8m×3本）

税込価格 オープンプライス
■【M】28㎝～ 35㎝
■【 L】 35㎝～ 40㎝
■巾：80㎜
※驚異の伸縮性と密着性の超軟質樹脂

バイオネックシール
税込価格 オープンプライス
■サイズ：フリー
■巾：75㎜
※驚異の伸縮性と密着性の超軟質樹脂

バイオリストシール

■小20g　税込価格 ￥385
■大50g　税込価格 ￥990

チューブボンド

税込価格 ￥1,650
■カラー：ブラック　
■巾：15㎜

メルコテープ
（1.8m×3本）

※スーツ裏生地の貼り目、縫い目の補強テープ

税込価格 ￥660
■サイズ：15φ㎜×60H
※防水ファスナー金属部用の潤滑剤

ジップワックス（2本セット）
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※頭囲と首囲を計り、ご注文ください。

HOOD COLOR ■スタンダードジャージ/スタンダードジャージ（ST/ST）12色■スーパーネッスルジャージ（J-SN）ブラック指定
Jブラック 

STKピンクSTKグリーン

STブラック STブルーSTネイビー STダークグレー

STロイヤルSTレッド 

STオリーブ

STKオレンジ

STホワイト

STKイエロー

■3J-SN
税込価格 ￥6,930
※クラウン部カラーはブラックのみとなります。

■5J-SN
税込価格 ￥7,040
※クラウン部カラーはブラックのみとなります。

■3.5WJ-ST/ST
税込価格 ￥8,470
※クラウン部カラーはカラーチャート（12色）の
中からお選びください。

■5WJ-ST/ST
税込価格 ￥8,690
※クラウン部カラーはカラーチャート（12色）の
中からお選びください。

スタンダード型（S型）
フードの基本形

■3J-SN
税込価格 ￥9,020
※クラウン部カラーはブラックのみとなります。

■5J-SN
税込価格 ￥9,130
※クラウン部カラーはブラックのみとなります。

■3.5WJ-ST/ST
税込価格 ￥10,450
※クラウン部カラーはカラーチャート（12色）の
中からお選びください。

■5WJ-ST/ST
税込価格 ￥10,670
※クラウン部カラーはカラーチャート（12色）の
中からお選びください。

フルフェイス1S型（F-1S型）
フェイス部は、表スムーススキン／
裏スライススキンで、フィット

■3J-SN
税込価格 ￥10,230
※クラウン部カラーはブラックのみとなります。

■5J-SN
税込価格 ￥10,340
※クラウン部カラーはブラックのみとなります。
■3.5WJ-ST/ST
税込価格 ￥11,550
※クラウン部カラーはカラーチャート（12色）の
中からお選びください。

■5WJ-ST/ST
税込価格 ￥11,770
※クラウン部カラーはカラーチャート（12色）の
中からお選びください。

フルフェイス3型（F-3型）
寒冷地・汚濁潜水用に最適

■3J-SN
税込価格 ￥9,020
※クラウン部カラーはブラックのみとなります。

■5J-SN
税込価格 ￥9,130
※クラウン部カラーはブラックのみとなります。

■3.5WJ-ST/ST
税込価格 ￥10,450
※クラウン部カラーはカラーチャート（12色）の
中からお選びください。

■5WJ-ST/ST
税込価格 ￥10,670
※クラウン部カラーはカラーチャート（12色）の
中からお選びください。

フルフェイス1J型（F-1J型）
フェイス部は、表ジャージ/裏スキンでフィット

■3J-SN
税込価格 ￥9,570
※クラウン部カラーはブラックのみとなります。

■5J-SN
税込価格 ￥9,680
※クラウン部カラーはブラックのみとなります。

■3.5WJ-ST/ST
税込価格 ￥10,890
※クラウン部カラーはカラーチャート（12色）の
中からお選びください。

■5WJ-ST/ST
税込価格 ￥11,110
※クラウン部カラーはカラーチャート（12色）の
中からお選びください。

フルフェイス2型（F-2型）
寒冷地仕様で、冷たさ知らず

クラウン部カラー：STロイヤル

ネック部
J-SN
（スーパー
ネッスル
ジャージ）

ネック部
J-SN
（スーパー
ネッスル
ジャージ）

ネック部
J-SN
（スーパー
ネッスル
ジャージ）

ネック部
J-SN
（スーパー
ネッスル
ジャージ）

クラウン部カラー：STダークグレー

クラウン部カラー：STレッド クラウン部カラー：STKピンク

クラウン部カラー：STKイエロー

【表】スーパーネッスルジャージ
【裏】スキン
【生地厚】3.0㎜、5.0㎜
【カラー】ブラック

J-SN

SN

スキン

J-SNST/ST
ST

ST

【表】スタンダードジャージ
【裏】スタンダードジャージ
【生地厚】3.5㎜、5.0㎜
【カラー】12色

ST/ST

MATERIAL

YKK AQUA 
SEAL用
ZIP TECH
税込価格 ￥990

NEW







アンダーウェアーも暖かい裏地を使用。
SCS：スーパーコンポジットスキンと、
ドライマックスエコ（起毛）をご用意しました。
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WET SUITS

RD

WET SUIT OPTION

RDサイドポケット
税込価格 ￥41,800
■サイズ：【S】83～ 91㎝、
【M】87～ 95㎝、【L】91～ 99㎝、
【XL】95～ 103㎝※寸法は尻囲となります。
■カラー：ブラック
■生地：１WJラジアル2回コート／ STジャージ
■ポケットサイズ：19×25×5㎝（W×Ｈ×Ｄ）
■ポケット仕様：開口部ファスナー・側面Ｄ環付

ロゴマーク ▶ 42ページ

※特大サイズのオーダーは、
10%～ 30%UPの割増料金となります。
（胸囲110㎝、腹囲110㎝、尻囲110㎝以上）

生地 生地厚

エリ付きベスト ショートパンツ
フード付き
ベスト ショートジョン

ジャージ/
SCS 3.0㎜ 税込価格

￥30,800
税込価格
￥26,400

税込価格
￥35,200

税込価格
￥42,900

06 07 16 08

生地 生地厚

半袖／エリ付き

ピーエス
ジャージ/ド
ライマックス
エコ

2.0㎜ 税込価格
￥39,600

26

BACK

PW-8026：
半袖／エリ付き 
2㎜ドライマックスエコ仕様

税込価格 ￥8,360

3S膝パット スキン素材
（両肘）（貼付）

税込価格 ￥9,790

3J膝パット 
ジャージ素材

税込価格 ￥12,320

3JC-RD膝パット 
ラジアル素材

■NX-A/C-5 
税込価格 ￥8,800
※カラー 12色より選択

肘当て（両肘）
（ジャージ用のみ転写貼付）■1.5JC/RD 

税込価格  ￥8,360

税込価格 ￥5,500
※PWシリーズのみ

肘当て（両肘）（貼付） 別途お見積り致します。ご注文の際は
下記の内容をお知らせください。
●全体サイズ（幅×高さ）
●1文字サイズ（幅×高さ）
●文字間（文字と文字の間）
●色・書式・取付位置

転写マーク／シルク印刷

■ジャケットタイプ
税込価格 ￥5,720
■パンツタイプ
税込価格 ￥2,860

■ロングジョンタイプ
税込価格 ￥3,960

■ワンピースタイプ
税込価格 ￥5,390
※PW-8100シリーズのみ

〈切口処理〉SKテープ仕上げ

↑
未処理

↑
処理

■ジャケットタイプ
税込価格 ￥4,290
■パンツタイプ
税込価格 ￥2,860

■ロングジョンタイプ
税込価格 ￥5,060

■ワンピースタイプ
税込価格 ￥3,960
※PW-8200シリーズのみ

〈切口処理〉フチゴム仕上げ

↑
未処理

↑
処理

■サイズ：48×115㎜ 以内
■縫付 税込価格 ￥2,200
■貼付+縫付 税込価格 ￥4,400
※取り付け位置をお知らせください。

反射テープ

■スーツ素材

PS/PSDME

ST

DME

【　表　】スタンダードジャージ
【　裏　】ドライマックスエコ
【生地厚】2.0㎜
【カラー】ブラック

PW-8007：ショートパンツ
PW-8006：エリ付ベスト

PW-8008：ショートジョン
PW-8016：フード付ベスト

（両肘）（貼付） （両肘）（貼付）

■切口処理なし
税込価格 ￥4,950
■切口処理あり
税込価格 ￥5,720

手首ファスナー
（両手首）

■切口処理なし
税込価格 ￥4,950
■切口処理あり
税込価格 ￥5,720

足首ファスナー
（両足首） ■切口処理なし

税込価格 ￥3,850
■切口処理あり
税込価格 ￥4,510
※取り付け位置を
お知らせください。

半ファスナー（1ヵ所）
■切口処理なし
税込価格 ￥3,080
■切口処理あり
税込価格 ￥3,960
※加工部のみ切口加工処理となります。
※ロングジョンのみ

肩部マジックテープ（1ヵ所）
■1.5JC/RD
税込価格 ￥9,460
■2J
税込価格 ￥6,160
※PWシリーズのみ

尻当て（1ヵ所）（貼付）

PW-8000

フルジップネオプレンパーカー

税込価格 ￥46,200
■サイズ：S、M、L、XL
■カラー：ブラック

フルジップネオプレンジャケット

税込価格 ￥46,200
■サイズ：S、M、L、XL
■カラー：ブラック

フルジップネオプレンベスト

税込価格 ￥25,300
■サイズ：S、M、L、XL
■カラー：ブラック

表地にネオプレンジャージを
採用しているので水を通しません。

オリジナルデザインでのご相談は弊社取扱店様へお願いします。
オリジナルデザインの場合、別途料金がかかります。

サイズ

FNP-100

FNJ-100

FNV-100

身長 (cm)
体重 (kg)

S

M

L

XL

155-163
50-55

163-166
55-65

166-172
65-70

172-180
70-80

 オ リ ジ ナ ル デ ザ イ ン で 製 作 可 能 で す

FNJ-100

FNP-100

FNV-100

MARINE WEAR

MARINE WEAR
デザインと機能を兼ね備えた逸品

ネオプレン 1㎜両面ジャージと、
内側の生地はポリエステルフリースを
使用し、風・防寒に優れた防寒着です。

※PW-8026のみ

【　表　】J/SCS
【　裏　】ジャージ
【生地厚】3.0㎜
【カラー】ブラック

J

SCS

W/SCS

■2J
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COMPRESSOR EMERGENCY SYSTEM
COMPRESSED AIR FILTERS & PRESSURE ALARM 

AIR RECEIVERS

※コンプレッサーからの空気圧が減少すると、
サイレンとフラッシュライトで危険を知らせます。

PT1/4（2分）（♀） PT1/4（2分）（♀） 3/8（♂）

T（♂）T（♂）N（♂）

税込価格 ￥240,900
3人用空気清浄分配器Ⅲ【低圧用】

A  AF40P-060S
税込価格 ￥1,760
●エアーフィルター：圧縮空気の一定量の過飽和水分と
５㎛以上の固形異物の除去

B  AFM40P-060AS
税込価格 ￥5,170
●ミストセパレーター：圧縮空気の油分0.3㎛以上の
固形異物の除去

C  AMF-EL250
税込価格 ￥21,780
●オーダリムーバルフィルター：活性炭素繊維エレメントで
圧縮空気から臭気の除去

3人用交換フィルター【低圧用】

A CB

税込価格 ￥317,900
3人用空気清浄分配器Ⅲ【中圧用】

F  AFF-EL8B
税込価格 ￥19,800
●エアーフィルター：圧縮空気の一定量の過飽和水分と
５㎛以上の固形異物の除去

G  AM-EL350
税込価格 ￥8,470
●ミストセパレーター：圧縮空気の油分0.3㎛以上の
固形異物の除去

H  AMF-EL350
税込価格 ￥27,500
●オーダリムーバルフィルター：活性炭素繊維エレメントで
圧縮空気から臭気の除去

3人用交換フィルター【中圧用】

GF H

1人用空気清浄器Ⅲ
■【低圧用】税込価格 ￥152,900
■【中圧用】税込価格 ￥227,700

D  AMH-EL150
税込価格 ￥10,340
●ミストセパレーター：圧縮空気の油分0.3㎛以上の
固形異物の除去

E  AMF-EL150
税込価格 ￥15,950
●オーダリムーバルフィルター：活性炭素繊維エレメ
ントで圧縮空気から臭気の除去

1人用交換フィルター【低圧用】
ED

圧力警報機

D  AMH-EL150
税込価格 ￥10,340

1人用交換フィルター【中圧用】
E  AMF-EL150
税込価格 ￥15,950

PAE-150S
（フーカー潜水／低圧用）
税込価格 ￥82,500
■設定圧力範囲0.1 ～ 1.0MPa
■耐圧力1.5MPa

PAE-200S
（ヘルメット潜水／中圧用）
税込価格 ￥108,900
■設定圧力範囲0.1 ～ 2.0MPa
■耐圧力4.0MPa

■左／CN23B
税込価格 ￥3,080
※低圧コンプレッサーの空気取り出し口およ
び貯気空気タンクの接続口に取り付け、フー
カーホースと接続する金具です。

コンプレッサー／貯気空気タンク接続金 吐出口ニップル
■右／CT23B
税込価格 ￥3,080

税込価格 ￥3,630

形式 ST-30A-100 ST-30-100AL ST-95-208 ST-160-**  ST-230-**
内容量 L 32 30 97 162 227
常用使用圧力 MPa 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98

概略寸法 ㎜

A 480 482 551 614 675
B 510 525 1114 1369 1501
C 290 290 350 450 450
D 4穴-φ10 4穴-φ10 4穴-φ15 4穴-φ15 4穴-φ15
E φ304 φ292 φ350 φ406 φ470
F 300 300 600 700 800

質量 kg 20 8 50 75 116

税込価格 ￥70,400
ST-30A-100
貯気空気タンク（低圧用タンク：0.98Mpa）

税込価格 ￥202,400
※持ち手の形状が低圧用タンクと異なります。

ST-30A-203
貯気空気タンク（中圧用タンク：1.37Mpa）

税込価格 ￥88,000
※従来のスチール製に比べて各段重量が軽くなりました。
※低圧でのご用意みとなります。

ST-30-100AL
アルミ製貯気空タンク（低圧用タンク：0.98Mpa）

税込価格 ￥257,400
ST-95-208

税込価格 ￥343,200
ST-160-100

税込価格 ￥463,100
ST-230-100

貯気空気タンク（横型）
（低圧用タンク：0.98Mpa） （中圧用タンク：1.37Mpa）

税込価格 ￥387,200
ST-95-140-**

税込価格 ￥416,900
ST-160-140-**

税込価格 ￥535,700
ST-230-140-**

形式 ST-30A-56 ST-95-140-** ST-160-140-** ST-230-140-**
内容量 L 32 90 159 230
常用使用圧力 MPa 1.37 1.37 1.37 1.37

概略寸法 ㎜

A 445 550 612 675
B 632 1092 1371 1522
C 250 350 450 450
D ４穴-φ10 ４穴-φ15 ４穴-φ15 ４穴-φ15
E φ267.4 φ374 φ406 φ468
F 400 600 800 800

質量 kg 20 70 100 170

接続金具はNタイプ、Tタイプより選択

（低圧用タンク） （中圧用タンク）

写真番号 商品名+価格

1
2nd Pレギュレーター（ホース74㎝）

税込価格 ￥60,500

2
プレシスシーゲージ（残圧計）

税込価格 

3
逆止弁（Nタイプ選択） 逆止弁（Tタイプ選択） 
税込価格 ￥15,400 税込価格 ￥15,400

4
中圧ホース50㎝
税込価格 ￥6,600

5
中圧ホース60㎝
税込価格 ￥7,150

6
カリプソクラシックレギュレーター （1st）

税込価格 ￥46,200

7
3ポート低圧アダプター（LPプラグ1個付）

税込価格 ￥9,900

8
マニホールドブロック
税込価格 ￥38,500

9
2.5Lメタリコンタンク（19.6MPa）

税込価格 ￥68,200

10
フィルター本体

税込価格 ￥33,000

11

ハーネスセット（ダブルベルトパック 
40㎜ステンバックル仕様）
税込価格 ￥39,600

セット内容
■Nタイプ
税込価格 ￥360,800
■Tタイプ
税込価格 ￥360,800

オリジナル2.5L緊急用フィルターハーネスセット

6

7

11

9
10

1

2

3

8

4

フーカー潜水における安全対策
上、必要不可欠の商品です。当
社オリジナルの緊急用フィルター
ハーネスセットは、「より安全のた
めに」を考えて生まれました。マ
ニホールドブロックにより、エアー
の供給切り替えが簡単にできます。

■Nタイプ
税込価格 ￥374,000
■Tタイプ
税込価格 ￥374,000

オリジナル4L 緊急用フィルターハーネスセット

写真番号 商品名+価格

1
2nd Pレギュレーター（ホース74㎝）

税込価格 ￥60,500

2
プレシスシーゲージ（残圧計）

税込価格 ￥26,400

3
逆止弁（Nタイプ選択） 逆止弁（Tタイプ選択） 
本体価格￥15,400 本体価格￥15,400

4
中圧ホース50㎝
税込価格 ￥6,600

5
中圧ホース60㎝
税込価格 ￥7,150

6
カリプソクラシックレギュレーター （1st）

税込価格 ￥46,200

7
3ポート低圧アダプター（LPプラグ1個付）

税込価格 ￥9,900

8
マニホールドブロック
税込価格 ￥38,500

9
4Lメタリコンタンク（19.6MPa）

税込価格 ￥105,600

10
フィルター本体

税込価格 ￥33,000

11

ハーネスセット（ダブルベルトパック 
40㎜ステンバックル仕様）
税込価格 ￥39,600

セット内容

税込価格 ￥33,000
■タイプ：Nタイプ、Tタイプ
※LPプラグは付属されません。

10 フィルター本体

税込価格 ￥39,600
4L用・2.5L用があります。
(タンクベルトの長さが異なります)　

11 ハーネスセット
（ダブルベルトパック 
40㎜ステンバックル仕様）

2 1

3

8

45

7

11

9

6

10

ST-30A-100

ST-30A-203

￥26,400
9 10

5
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