
















ADVENTURE2-SL
SL( シリコンシール ) の融合

PHOENIX3-SL
SL( シリコンシール ) シリーズのベーシックスタイル

既製サイズ（サイズ表）▶39ページ、オプション▶18ぺージ、付属品▶4ページ、ロゴマーク▶38ページ、カラーバリエーション ▶3ページ既製サイズ（サイズ表）▶39ページ、オプション▶18ぺージ、付属品▶4ページ、ロゴマーク▶38ページ、カラーバリエーション ▶3ページ16 17

DRY SUITS DRY SUITS 

ネック・リストシールは自分でカスタマイズする。
ZERO最高峰のラジアルドライスーツに、
シリコンネック・リストシールを取り付けました。

ジャージ生地にして、装着感を優先しました。
シリコンシールの導入におススメ。
この着心地、是非お試し下さい。HYBRID FRONT 

TYPE
ICE BACK 
TYPE

既製サイズ価格

ADVENTURE2-SL-24K
Aブロック
Bブロック
RDテープ（上部）
RDテープ（下部）  

RDブラック
RDブルー
RDブラック
RDブルー

：
：
：
：

標準装備はオーダーシートにてご確認下さい。

生地 生地厚 HYBRID FRONT
TYPE

ラジアル
４回コート
/OL

2.0㎜
ADVENTURE2-SL-24K

税込価格
￥368,500

フルオーダー価格
税込価格￥27,500
イージーオーダー価格（1カ所）
税込価格￥6,600
※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）

ラジアル
４回コート
/OL

3.5㎜
ADVENTURE2-SL-34K

税込価格
￥357,500

ラジアル
４回コート
/OL

5.0㎜

ADVENTURE2-SL-54K

税込価格
￥368,500

シリコンリストシール
税込価格 ￥4,180
■【S】13cm～ 16cm
■【L】16cm～ 19cm   

シリコンネックシール
税込価格 ￥10,450
■【S】26cm～ 34cm
■【L】34cm～ 40cm  

コンビツール
税込価格 ￥4,400 シリコンネック・リストシールの採用

既製サイズ価格

PHOENIX3-SL-35RA
Aブロック
Bブロック
Cブロック
ステッチ  

ロイヤル
ダークグレー
ホワイト
近色

：
：
：
：

標準装備はオーダーシートにてご確認下さい。

生地 生地厚 ICE BACK
TYPE

スタンダード
ジャージ/
スタンダード
ジャージ

3.5㎜
PHOENIX3-SL-35RA

税込価格
￥282,700

フルオーダー価格
税込価格￥27,500
イージーオーダー価格（1カ所）
税込価格￥6,600
※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）スタンダード

ジャージ/
スタンダード
ジャージ

5.0㎜
PHOENIX3-SL-50RA

税込価格
￥293,700

シリコンリストシール
税込価格 ￥4,180
■【S】13cm～ 16cm
■【L】16cm～ 19cm   

シリコンネックシール
税込価格 ￥10,450
■【S】26cm～ 34cm
■【L】34cm～ 40cm  

コンビツール
税込価格 ￥4,400 シリコンネック・リストシールの採用

※ラジアルロングウェーブパットはオプションです。















INNER WEAR
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UNDERWATER EMERGENCY ALERM UNDERWATER EMERGENCY ALERM
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警報音 1種類
電源 内蔵バッテリー

充電方法 専用アダプターにて充電
ライン入力 1系統

連続動作時間 連続待機時間：12時間
連続警報発信時間：約40分

外形 （W）472×（D）351×（H）174㎜
重量 約14kg

電源 内蔵バッテリー、ACアダプター
連続動作時間 約12時間（内蔵バッテリー使用時）
液晶表示器 16桁×2行
警報動作中の

表示
警報スイッチの点灯（LED内蔵型スイッチ）
液晶表示器に「EMG/ON」を表示

外形 （W）270×（D）246×（H）174㎜
重量 約5.5kg

仕 様
 
外形 φ650×（Ｈ）200㎜
重量 約2.3kg

インピーダンス 2Ω
最大入力 100W
耐水深 10m（推奨2m）
指向性 無指向性　全方位
外形 （W）223×（D）133×（H）223㎜
重量 約12kg（ケーブル含む）

※外形寸法、重量はスピーカーの保護ケースに組み込んだ
時の値です。

適合規格 ARIB STD-T67準拠
（技術基準適合証明取得済み）

送信出力 10mW
アンテナ 1/4波長 ワイヤーアンテナ（防水カバー付）

制御ボックス2

アンプボックス1

ブイ3

水中スピーカー4

無線モジュール5

※ 連続動作時間は、内部のバッテリーの充電状態、使用頻度、周囲温度などにより変わります。バッテリー満充電時の目安とお考え下さい。

税込価格 オープンプライス
ゼロオリジナルの無線タイプのアラートシステム。緊急地震速報など
が発令された時には水中のダイバーに無線で警報を伝え、知らせるこ
とができる。外部入力にはトランシーバーの取付けも可能なほか、音
楽などを水中で流すことも。水中での到達距離は、半径500m、静か
な海では1000m。

水中警報装置AQ-200WL（無線タイプ）

ゼロオリジナル水中警報装置

水中緊急警報システム

潜っている最中に、地震による津波が予測されたら……
緊急地震速報が発令されたら……
各ダイビングエリアで即座にダイバーに知らせる設備です。
安全に!  より安心して潜れるフィールドを提供するために、
各地ダイビングサービスが一丸となり、
真剣に考えるべき時!!
必須アイテムです。

津波からダイバーを守る

※読み取り方法は
機種により異なります。

QRコードで
ウェブサイトに
アクセス

アンプ部をブイに収納したもの

税込価格 ￥657,800

水中音響機器 ダイバーガードAQ-50S2
（ステンレス保護カバー付）

送出出力
サイレン132W、音声65W、特殊"F"ファン
トムカーブフィルター組み込み採用により高出
力を実現

伝達範囲 半径100～ 500m以上
指向性 無指向性全方位

送信周波数範囲 70Hz ～ 8kHz
Voice filter SW 300Hz ～ 4kHz
緊急信号 ミックスサイレン×2種類

内蔵スピーカー 2W
ヘッドホン出力 8ohm 0.5Watts

トランスデューサー
耐圧 最大深度10m 推奨3m

水中音圧 153dBv ／ upa

受信周波数特性
70Hz ～ 10kHz
（感度が必要な場合はオプションの専用マイク
をご利用ください）

電源 内蔵バッテリーまたは外部AC100V
バッテリー DC12V×2（充電時間5時間）
標準時間 5時間

サイズ
アンプ／（W）406×（D）330×（H）174㎜、
スピーカー／φ200×65㎜
254×70（金属枠取付）

重量 アンプ／ 13.5kg（防水型キャリングケース）、
スピーカー 5.2kg

仕 様

【会話について】
水中のダイバーは音等の出る装
置を使用してください。

税込価格 オープンプライス
アンプ部を水面に浮かせるのではなく、
陸から有線で水中スピーカーに警告音を流す
有線タイプのアラートシステム。
ボタンを押すだけで警告音を鳴らすことができ、
ハンドマイクで水中のダイバーに話しかける
ことも可能。また音楽などを水中に流すことが
できるので水中結婚式などのイベントでも
使用できる。水中での到達距離は、
半径500m、静かな海では1000m。

1  アンプボックス
出力 80W（２Ω負荷）
警報音 1種類（警報音と音声）
電源 内蔵バッテリー（外部電源 DC+12V 15A）
充電方法 専用ACアダプターにて充電
ライン入力 1系統
マイク入力 1系統
外形 （W）472×（D）351×（H）174㎜
重量 約13.5kg

インピーダンス 2Ω
最大入力 100W
耐水深 10m（推奨2m）
指向性 無指向性　全方位
外形 （W）223×（D）133×（H）223㎜
重量 約12kg（ケーブル含む）

仕 様水中警報装置DWS-12
（有線タイプ）

※外形寸法、重量はスピーカーの保護ケースに組み込ん
だ時の値です。
※連続動作時間は、内部のバッテリーの充電状態、使用
頻度、周囲温度などにより変わります。バッテリー満充
電時の目安とお考えください。

緊急時／簡単にビーチポイントに設置することができ、万一津波
警報が発令された時にいち早くダイバーに知らせることができま
す。トランシーバーの接続が可能なので、そのほかの非常事態時
にも活躍します。
イベント／水中結婚式や水中クリスマス、水中七夕など、水中で
の演出効果などにも使用できます。
水中工事／水中電話を装備していないダイバーへの指示または、
緊急時の連絡に最適です。

水中スピーカー2

アンプボックス1

レーダーシグナルフロート
500
税込価格 ￥9,900
■レーダー：信号反射ブイ
■長さ：170㎝

エアーガン
（クリップタイプ）
税込価格 ￥4,180
フロートの空気入れに使用できます。

ダイビングベル
（消音カバー付）
税込価格 ￥6,050
■長さ：106ｃｍ
バディー間のちょっとした
合図に最適です。

ベルポインター
（消音カバー付・メモリ付）
税込価格 ￥7,700
■全長：27㎝
水中で音が鳴り指示棒として使用でき、
25㎜間隔のメモリ付。20㎝まで計れま
す。

アクアホイッスル 
AH-160
税込価格 ￥17,380
■サイズ：φ70×φ52×160㎜
■電源：9Ｖ006P角形電池
（アルカリ電池）
機械音なので水中認識しやすく
広範囲への合図に最適です。

EMERGENCY GOODS

2  水中スピーカー（ダブルスピーカー）

ダイバーガードAQ-50S2

2  制御ボックス

1  アンプボックス 3 ブイ（アンプボックスカバー）

4  水中スピーカー（ダブルスピーカー）

5  無線モジュール

緊急時／ボートダイビング時にボートに設置、
または持ち込んで使用することで、万一津波警
報が発令された時にいち早くダイバーに知らせ
ることができます。また、その他の非常事態に
ハンドマイクを使用してダイバーへ知らせるこ
とができます。
イベント／水中結婚式や水中クリスマス、水中
七夕など、水中での演出効果などにも使用でき
ます。
水中工事／水中電話を装備していないダイバー
への指示または、緊急時の連絡に最適です。

ダイビングの安全のために、指示をしたり、緊急連絡する
ための水中会話装置です。ダイバーガードにはAQ-50Sコ
ントロール部、そして水中スピーカーと水中マイクを組み
合わせ、水中のダイバーとの会話が可能になりました。イ
ルカ、クジラの声を聴かせることもできます。
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