


自分で見つけたとっておきの海。
その海で潜る楽しさや喜びは格別です。
 
圧倒的な解放感に心を癒される事もあれば、
生き物たちの生態に魅了される事もあるでしょう。
浅い海から深い海、 ケーブの奥や沈船の中まで、
ダイビングにはどこまでも自由な楽しみ方があります。
 
そして、 自由な楽しみ方があるダイビングにも、
全ダイバーに共通する楽しみ方があります。
 
それは、 美しい海で潜ること。
 

「美しい海」 を未来に繋いでいくために、
自分に何ができるのか考え、 行動し、 そして発信してほしい。
これが、TUSAが 「FIND YOUR OCEAN」 に込めたもう1つの想いです。
 
あなたの 「とっておきの海」が
10年後、 100年後も 「とっておきの海」 であり続けるために。

I   　N  　 D   　E  　 X

B.C. JACK ETS　  P.49～P.58
R EGUL ATO RS　  P.59～P.66
ACCESSO R I ES　  P.67～P.74

SUITS　  P.75～P.94
WATER PROOF　P.95～P.102

M ASKS　  P.5～P.24
SNO RK ELS　P.25～P.29

FI NS　P.30～P.38
ACCESSO R I ES　P.39～P.44

D I V E CO M PUTERS　P.45～P.47
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TUSAのブランドパーソナリティ

Boundless  無限に広がるブランドの可能性 Futuristic  革新的な未来の創造

 

Playful  特別な海中体験の創出 Reliable  高い品質基準の実現

Boundless  無限に広がるブランドの可能性 Futuristic  革新的な未来の創造

 

Playful  特別な海中体験の創出 Reliable  高い品質基準の実現

私たちは自然から刺激を受け、好奇心に突き動かされて、新しい体験を求めています。どこへ行
くか、どんな体験が待ち受けているのか、可能性は無限に広がっています。海のように、TUSAの
技術とブランドは無限です。多様性と包括性の理念を元に、より多くのことに挑戦し、その先を
目指しています。　

海中は最高の遊び場です。私たち自身も、仕事も遊びも全力で楽しむ事で、「自然」や「仲
間」との時間を大切にするダイバーのエキサイティングで特別な体験を生み出しています。

私たちは、現状に満足することなく、時代の一歩先を見据えて常に進化するための努力を惜しみ
ません。新しい機能やスタイルを提案することで、ダイビングの未来を創造していきます。

私たちは、長年の豊富な経験と知識をベースに、ダイバーのことを考え抜いた、品質と機能を有
するプロダクトを提供してきました。これからも、ダイバーが信頼して命を預けられる存在であ
り続けます。
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TUSAのマスクの情報はこちら

世界80か国で愛されているTUSAのマスク。

海の中でも快適な視界を生み出す、こだわり抜いた

フィッティングがTUSAのマスクの最大の武器です。

積み重ねてきた世界中の人々の顔の研究が「頼れる

相棒」となるマスクを生み出しました。
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世界80か国で愛されているTUSAのマスク。

海の中でも快適な視界を生み出す、こだわり抜いた
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相棒」となるマスクを生み出しました。

6



TRI-MIX �ame
ダイビングで一番大切な視界を絶対確保するための３層構造フレーム設計。フィンにも採用されているタフな素材である
PuRiMaX（ポリウレタン）による衝撃緩和、クロスビーム形状による両眼の剛性をメタルフレーム構造により高め、さらに
ポリカーボネートフレームによる靭性確保します。また、この３層をボルトナットを使用し強固な一体化を実現しました。

UV 420 Protection+ Anti-Re�ective Lens+ Crystalview Optical Glass

角膜

水晶体
虹彩

網膜
HEV
UV-A
UV-B

波長(nm)

紫外線
（UV）

400

200

420 高エネルギー可視光線
（HEV）

赤外線700紫外線（UV）と高エネルギー可視光線(HEV)は危険
UVの危険性は認知されていますが、可視光線の中にも危険な波長があります。可視光線の中の400～420 nm の光の高エネルギー可視光線
です。網膜細胞が強い酸化ストレスで細胞死する兆候が認められています。角膜や水晶体を透過してしまう光線には注意する必要があります。
特に天気の良い日などの海では、網膜のダメージを受けやすいのでUVから目を守るのと同時に高エネルギー可視光線(HEV)からも目を守るこ
とが重要です。

¥22,000 （税込価格 ￥24,200） 

パ ラ ゴ ン

AR と CrystalView Glass を使用した UV レンズ
左右両方に対応し、 水中写真時、インストラクターにおすすめ

M2001シリーズ専用交換レンズ: 色なしレンズML2001S

￥8,000
両目 （税込価格 ￥8,800）

■ 左右兼用レンズ　■ 度なし　■ テンパード加工　■ UVカット

M2001SQB WA

M2001SQB MRA M2001SQB RPA

M2001SQB BKA

M2001SQB EOA

M2001SQB FBA

M2001SQB FYA

M2001SQB M2001SQW

M2001SQW EOA 限定

絶大な着け心地に支持を受けているTUSAフリーダムテクノロジーに追加された「FitⅡ」技術。この技術は、
強い剛性力をスカート部分に付加させました。タフな使用環境にも耐える機能を追加しました。

5段階可変式アジャスター×サイドホールド
装着角度を5段階に調節可能。個々の的確な角度でマスク位置を
キープ。さらにスカート一体型でサイドをしっかりホールド。

ディンプル加工スカート
顔の筋肉が動く箇所でのスカートの追随性を向上
させしっかりシールドするため、スカートにディン
プル加工を施しています。

チークホールド
頬骨の下をしっかりと包み込むことにより、フィッティングを安
定させる設計になっています。

タフダンパー
前面からの衝撃を顔に与える力を吸収し、シール性
能へのダメージを軽減させます。また、過剰なスクイ
ーズの軽減にも有効です。オフセットバックル

従来のストラップアジャスター位置よりやや高めにすることで、
耳との干渉を避けてストラップを装着することが可能。

　　　  内容積：195cc/ フレーム寸法：88mm×167mm
フィッティング寸法：118mm×167mm/ 重量：250g/ハードケース付き

¥22,000 （税込価格 ￥24,200） 

［Freedom Technology with Fit Ⅱ］
　>> フリーダムテクノロジーに追加された「FitⅡ」技術で強い剛性力の

スカートが実現
　>> 他にないフィッティング性能と低摩擦加工で装着時の貼り付きを抑

え肌触りの良さ

［Basic Feature］
　>> ストラップの装着角度を上位置から下位置まで左右5段階に調

節可能
　>> ソフトな顔当たりで装着痕が残りにくいラウンドエッジ構造
　>> メタルパーツを採用し、徹底的に細く設計されたフレームデザイン
　>> フィット感に優れた3D形状ストラップ

パ ラ ゴ ン  エ ス

M1007SQB BKAM1007SQB EGA M1007SQB FBA

M1007SQB

M1007SQB WA

M1007SQW WWA

M1007SQW

※専用のくもり止めフィルムは P22 TA0801 になります。

※専用のくもり止めフィルムは P22 TA0803 になります。　　※既成の度付きレンズは P22 MC2001SA になります。　　※オーダーメイド度付きレンズは P23 をご参照ください。

M2001SQB EGA

PAT.

M2001SQB XNFNA M2001SQB XRBPA

M1007SQB EOA M1007SQB FYAM1007SQB MRA M1007SQB RPA

M2001SQW WWA

M2001SQB MGA 限定

［Freedom Technology with Fit Ⅱ］
　>> フリーダムテクノロジーに追加された「FitⅡ」技術で強い剛性力の

スカートが実現
　>> 他にないフィッティング性能と低摩擦加工で装着時の貼り付きを抑

え肌触りの良さ

3層構造のタフなフレームのTUSA最高峰マスク

　　　 内容積：185cc/ フレーム寸法：87mm×170mm
フィッティング寸法：118.5mm×126mm 
重量：227g/ ハードケース付き

PAT.

［Basic Feature］
　>> ストラップの装着角度を上位置から下位置まで左右 5 段階に調節

可能
　>> ソフトな顔当たりで装着痕が残りにくいラウンドエッジ構造
　>> メタルパーツを採用し、徹底的に細く設計されたフレームデザイン
　>> フィット感に優れた 3D 形状ストラップ

視　　　　野 Small

内　容　積 Small

フィットサイズ Small

Extra Wide

Large

Large

視　　　　野 Small

内　容　積 Small

フィットサイズ Small

Extra Wide

Large

Large

交　換
パーツ

■マスクストラップ /M16-020  ￥2,000 （税込価格 ￥2,200）

■マスクスカート /M1007-060（BK, W）  ￥5,000 （税込価格 ￥5,500）

■ストラップタイ /M27-070  ￥100 （税込価格 ￥110）

■アジャスターアッシー左 /MU321L  ￥2,000 （税込価格 ￥2,200）

■アジャスターアッシー右 /MU321R  ￥2,000 （税込価格 ￥2,200）

UV 420 Protection
可視光線の中でも400～420nmの網膜への悪影響が懸念されます。網膜細胞が細胞死する兆候があるため、網膜まで届いてしまう高エネルギー可視光線（HEV-light）及び紫外線をカットするレンズ加工です。ま
た、A.R.（Anti-Reflective）反射防止機能を搭載。光（可視光線=レンズを通して見える像）は、マスクのレンズ表面で反射するなどして10％程度損失されてしまいます。しかしA.R.反射防止機能は、光を高い比率で
透過させ、明るくはっきりとした視界を得ることができます。
これらの技術を載せるベースのガラスとして、光学ガラスのCRYSTALVIEWガラスを採用しています。通常のガラスは、内面外面での反射及びガラス内部での吸収により透過する光が90％以下に減少します。
CRYSTALVIEWガラスレンズのベースとなっている光学の白ガラスは、不純物が少ないために透明度が良くて光線透過率が高く、よりクリアな視界が得られます。

数量限定

LIMITED
EDITION

¥24,000
（税込価格 ￥26,400） 

数量限定

LIMITED
EDITION

¥24,000
（税込価格 ￥26,400） 

M1007SQW XLWNA

交　換
パーツ

■マスクストラップ /M16-020  ￥2,000 （税込価格 ￥2,200）

■マスクスカート /M2001-060（BK, W）  ￥5,000 （税込価格 ￥5,500）

■ストラップタイ /M27-070  ￥100 （税込価格 ￥110）

■アジャスターアッシー左 /MU321L  ￥2,000 （税込価格 ￥2,200）

■アジャスターアッシー右 /MU321R  ￥2,000 （税込価格 ￥2,200）
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TRI-MIX �ame
ダイビングで一番大切な視界を絶対確保するための３層構造フレーム設計。フィンにも採用されているタフな素材である
PuRiMaX（ポリウレタン）による衝撃緩和、クロスビーム形状による両眼の剛性をメタルフレーム構造により高め、さらに
ポリカーボネートフレームによる靭性確保します。また、この３層をボルトナットを使用し強固な一体化を実現しました。

UV 420 Protection+ Anti-Re�ective Lens+ Crystalview Optical Glass

角膜

水晶体
虹彩

網膜
HEV
UV-A
UV-B

波長(nm)

紫外線
（UV）

400

200

420 高エネルギー可視光線
（HEV）

赤外線700紫外線（UV）と高エネルギー可視光線(HEV)は危険
UVの危険性は認知されていますが、可視光線の中にも危険な波長があります。可視光線の中の400～420 nm の光の高エネルギー可視光線
です。網膜細胞が強い酸化ストレスで細胞死する兆候が認められています。角膜や水晶体を透過してしまう光線には注意する必要があります。
特に天気の良い日などの海では、網膜のダメージを受けやすいのでUVから目を守るのと同時に高エネルギー可視光線(HEV)からも目を守るこ
とが重要です。

¥22,000 （税込価格 ￥24,200） 

パ ラ ゴ ン

AR と CrystalView Glass を使用した UV レンズ
左右両方に対応し、 水中写真時、インストラクターにおすすめ

M2001シリーズ専用交換レンズ: 色なしレンズML2001S

￥8,000
両目 （税込価格 ￥8,800）

■ 左右兼用レンズ　■ 度なし　■ テンパード加工　■ UVカット

M2001SQB WA

M2001SQB MRA M2001SQB RPA

M2001SQB BKA

M2001SQB EOA

M2001SQB FBA

M2001SQB FYA

M2001SQB M2001SQW

M2001SQW EOA 限定

絶大な着け心地に支持を受けているTUSAフリーダムテクノロジーに追加された「FitⅡ」技術。この技術は、
強い剛性力をスカート部分に付加させました。タフな使用環境にも耐える機能を追加しました。

5段階可変式アジャスター×サイドホールド
装着角度を5段階に調節可能。個々の的確な角度でマスク位置を
キープ。さらにスカート一体型でサイドをしっかりホールド。

ディンプル加工スカート
顔の筋肉が動く箇所でのスカートの追随性を向上
させしっかりシールドするため、スカートにディン
プル加工を施しています。

チークホールド
頬骨の下をしっかりと包み込むことにより、フィッティングを安
定させる設計になっています。

タフダンパー
前面からの衝撃を顔に与える力を吸収し、シール性
能へのダメージを軽減させます。また、過剰なスクイ
ーズの軽減にも有効です。オフセットバックル

従来のストラップアジャスター位置よりやや高めにすることで、
耳との干渉を避けてストラップを装着することが可能。

　　　  内容積：195cc/ フレーム寸法：88mm×167mm
フィッティング寸法：118mm×167mm/ 重量：250g/ハードケース付き

¥22,000 （税込価格 ￥24,200） 

［Freedom Technology with Fit Ⅱ］
　>> フリーダムテクノロジーに追加された「FitⅡ」技術で強い剛性力の

スカートが実現
　>> 他にないフィッティング性能と低摩擦加工で装着時の貼り付きを抑

え肌触りの良さ

［Basic Feature］
　>> ストラップの装着角度を上位置から下位置まで左右5段階に調

節可能
　>> ソフトな顔当たりで装着痕が残りにくいラウンドエッジ構造
　>> メタルパーツを採用し、徹底的に細く設計されたフレームデザイン
　>> フィット感に優れた3D形状ストラップ

パ ラ ゴ ン  エ ス

M1007SQB BKAM1007SQB EGA M1007SQB FBA

M1007SQB

M1007SQB WA

M1007SQW WWA

M1007SQW

※専用のくもり止めフィルムは P22 TA0801 になります。

※専用のくもり止めフィルムは P22 TA0803 になります。　　※既成の度付きレンズは P22 MC2001SA になります。　　※オーダーメイド度付きレンズは P23 をご参照ください。

M2001SQB EGA

PAT.

M2001SQB XNFNA M2001SQB XRBPA

M1007SQB EOA M1007SQB FYAM1007SQB MRA M1007SQB RPA

M2001SQW WWA

M2001SQB MGA 限定

［Freedom Technology with Fit Ⅱ］
　>> フリーダムテクノロジーに追加された「FitⅡ」技術で強い剛性力の

スカートが実現
　>> 他にないフィッティング性能と低摩擦加工で装着時の貼り付きを抑

え肌触りの良さ

3層構造のタフなフレームのTUSA最高峰マスク

　　　 内容積：185cc/ フレーム寸法：87mm×170mm
フィッティング寸法：118.5mm×126mm 
重量：227g/ ハードケース付き

PAT.

［Basic Feature］
　>> ストラップの装着角度を上位置から下位置まで左右 5 段階に調節

可能
　>> ソフトな顔当たりで装着痕が残りにくいラウンドエッジ構造
　>> メタルパーツを採用し、徹底的に細く設計されたフレームデザイン
　>> フィット感に優れた 3D 形状ストラップ

視　　　　野 Small

内　容　積 Small

フィットサイズ Small

Extra Wide

Large

Large

視　　　　野 Small

内　容　積 Small

フィットサイズ Small

Extra Wide

Large

Large

交　換
パーツ

■マスクストラップ /M16-020  ￥2,000 （税込価格 ￥2,200）

■マスクスカート /M1007-060（BK, W）  ￥5,000 （税込価格 ￥5,500）

■ストラップタイ /M27-070  ￥100 （税込価格 ￥110）

■アジャスターアッシー左 /MU321L  ￥2,000 （税込価格 ￥2,200）

■アジャスターアッシー右 /MU321R  ￥2,000 （税込価格 ￥2,200）

UV 420 Protection
可視光線の中でも400～420nmの網膜への悪影響が懸念されます。網膜細胞が細胞死する兆候があるため、網膜まで届いてしまう高エネルギー可視光線（HEV-light）及び紫外線をカットするレンズ加工です。ま
た、A.R.（Anti-Reflective）反射防止機能を搭載。光（可視光線=レンズを通して見える像）は、マスクのレンズ表面で反射するなどして10％程度損失されてしまいます。しかしA.R.反射防止機能は、光を高い比率で
透過させ、明るくはっきりとした視界を得ることができます。
これらの技術を載せるベースのガラスとして、光学ガラスのCRYSTALVIEWガラスを採用しています。通常のガラスは、内面外面での反射及びガラス内部での吸収により透過する光が90％以下に減少します。
CRYSTALVIEWガラスレンズのベースとなっている光学の白ガラスは、不純物が少ないために透明度が良くて光線透過率が高く、よりクリアな視界が得られます。

数量限定

LIMITED
EDITION

¥24,000
（税込価格 ￥26,400） 

数量限定

LIMITED
EDITION

¥24,000
（税込価格 ￥26,400） 

M1007SQW XLWNA

交　換
パーツ

■マスクストラップ /M16-020  ￥2,000 （税込価格 ￥2,200）

■マスクスカート /M2001-060（BK, W）  ￥5,000 （税込価格 ￥5,500）

■ストラップタイ /M27-070  ￥100 （税込価格 ￥110）

■アジャスターアッシー左 /MU321L  ￥2,000 （税込価格 ￥2,200）

■アジャスターアッシー右 /MU321R  ￥2,000 （税込価格 ￥2,200）

88

M
ASKS

SNO
RKELS

FINS
ACCESSO

RIES
DIVE CO

M
PUTERS

B.C.JACKETS
REG

ULATO
RS

SUITS



視　　　　野 Small

内　容　積 Small

フィットサイズ Small

Extra Wide

Large

Large

  PAT.P      内容積：195cc/フレーム寸法：84×154mm/
フィッティング寸法：105mm×120mm／重量：197.5g/ハードケース付き

¥20,000 （税込価格 ￥22,000） 

SERIES

M1011SQB BKA M1011SQB TNA M1011SQB SBLA

[Basic Feature]
　>> 小顔のダイバー向けの一眼マスク。従来のマスクでは髪の生え際に

かかっていたような方でも快適なフィッティング。
　>> レンズをより顔に近づけたことによりワイドな広視野を実現
　>> インテガ、ゼンシーで好評のフィッティングテクノロジーを継承
　>> 顔あたりが良く髪を巻き込みにくいバックルとストラップ
　>> ソフトな顔あたりで装着痕が残りにくいラウンドエッジ構造

[INO PRO Key Feature]
　>> 高 エネ ル ギ ー 可 視 光 線 および 紫 外 線カット加 工「UV420 

Protection」を施し、反射防止機能も搭載した、透明度の高い光学
ガラスレンズを採用

　>> 曇り止めフィルムを付属

[3D SYNQ Technology]
　>> フィッティングリングを直接引くことで様々な顔の大きさにシンクロ
　>> 接触面がスイングすることで、様々な顔の形状にシンクロ
　>> 低摩擦加工で装着時の張り付きを抑え、肌触りの良さを実現

M1011SQB

M1011SQW WA

M1011SQW

■ INO SERIESの特徴

PRO

M1011

M1011 BP M1011 FB

M1011QB

M1011QW

M1011QW W

M1011QB BK M1011QB RP M1011QB SBLM1011QB OG

M1011 W

M1011QB TN M1011QB W

小さなシールライン
■ スカートサイズ比較

青い線　   M1011 INOサイズ
黄色い線　スタンダードサイズ
　　　　　（Zensee, Intega, Ceosなど）従来サイズのマスクでは髪の生え際にかかっていたような小顔の方でも快適な

フィッティングが実現しました。

   PAT.     内容積：195cc/フレーム寸法：84×154mm/
フィッティング寸法：105mm×120mm／重量：197.5g/ハードケース付き

¥16,000 （税込価格 ￥17,600） 

SERIES

C o m m o n  F e a t u r e s

細く尖った顔

幅広く平たい顔

フィッティングリングを直接引くことで、様々な顔の大きさにシンクロします。

■ 顔の大きさに追従するフィッティングリング

ヒンジ

ヒンジとなる薄肉部を設けることで、接触面がスイングします。人ごとに違
う顔の凹凸や表情の動きに合わせて接触面が追従することで、顔の形状に
シンクロします。

■ 顔の形状に応じてスイングする接触面

フィッティングリング

3D SYNQ Technology

ストラップの顔側の山を無くして顔あたりをよくするとともに、バックルへの髪の引
きずり込みを抑制しました。

バックルに間口を設けて、髪の巻き込みやバックルの爪による咥え込みを抑制しまし
た。また、未装着時にストラップがだらしなく膨らむこともなくなりました。

■ ストラップ：山を無くして快適性向上 ■ バックル：間口を設けて快適性向上

従来品

外側顔側外側顔側

従来品

回転軸
と爪 間口

回転軸
と爪

少し短い

後頭部は上が伸びる、下は伸びにくいという形状の差
をつけています。ストラップを引いてテンションがかか
ると上が伸びて、頭の形それぞれにフィットするような
工夫を施しています。

■ 万人の後頭部にフィットする新設計の3D形状ストラップ 伸びる

SWIFT BUCKLE & STRAP

交　換
パーツ

■マスクストラップ /M2004-060  ￥2,000 （税込価格 ￥2,200）
■マスクスカート /M1011-040（クリア）、/M1011-060(QB, QW)  ￥5,000 （税込価格 ￥5,500）
■ストラップタイ /M2004-070  ￥100 （税込価格 ￥110）　■アジャスターアッシー左 /MU341L   ￥2,000 （税込価格 ￥2,200）
■アジャスターアッシー右 /MU341R  ￥2,000 （税込価格 ￥2,200）

M1011SQB SBLA

小顔のダイバー向け一眼マスク
Intega、Zenseeで好評のフィッティング ３D SYNQテクノロジー
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視　　　　野 Small

内　容　積 Small

フィットサイズ Small

Extra Wide

Large

Large

  PAT.P      内容積：195cc/フレーム寸法：84×154mm/
フィッティング寸法：105mm×120mm／重量：197.5g/ハードケース付き

¥20,000 （税込価格 ￥22,000） 

SERIES

M1011SQB BKA M1011SQB TNA M1011SQB SBLA

[Basic Feature]
　>> 小顔のダイバー向けの一眼マスク。従来のマスクでは髪の生え際に

かかっていたような方でも快適なフィッティング。
　>> レンズをより顔に近づけたことによりワイドな広視野を実現
　>> インテガ、ゼンシーで好評のフィッティングテクノロジーを継承
　>> 顔あたりが良く髪を巻き込みにくいバックルとストラップ
　>> ソフトな顔あたりで装着痕が残りにくいラウンドエッジ構造

[INO PRO Key Feature]
　>> 高 エネ ル ギ ー 可 視 光 線 および 紫 外 線カット加 工「UV420 

Protection」を施し、反射防止機能も搭載した、透明度の高い光学
ガラスレンズを採用

　>> 曇り止めフィルムを付属

[3D SYNQ Technology]
　>> フィッティングリングを直接引くことで様々な顔の大きさにシンクロ
　>> 接触面がスイングすることで、様々な顔の形状にシンクロ
　>> 低摩擦加工で装着時の張り付きを抑え、肌触りの良さを実現

M1011SQB

M1011SQW WA

M1011SQW

■ INO SERIESの特徴

PRO

M1011

M1011 BP M1011 FB

M1011QB

M1011QW

M1011QW W

M1011QB BK M1011QB RP M1011QB SBLM1011QB OG

M1011 W

M1011QB TN M1011QB W

小さなシールライン
■ スカートサイズ比較

青い線　   M1011 INOサイズ
黄色い線　スタンダードサイズ
　　　　　（Zensee, Intega, Ceosなど）従来サイズのマスクでは髪の生え際にかかっていたような小顔の方でも快適な

フィッティングが実現しました。

   PAT.     内容積：195cc/フレーム寸法：84×154mm/
フィッティング寸法：105mm×120mm／重量：197.5g/ハードケース付き

¥16,000 （税込価格 ￥17,600） 

SERIES

C o m m o n  F e a t u r e s

細く尖った顔

幅広く平たい顔

フィッティングリングを直接引くことで、様々な顔の大きさにシンクロします。

■ 顔の大きさに追従するフィッティングリング

ヒンジ

ヒンジとなる薄肉部を設けることで、接触面がスイングします。人ごとに違
う顔の凹凸や表情の動きに合わせて接触面が追従することで、顔の形状に
シンクロします。

■ 顔の形状に応じてスイングする接触面

フィッティングリング

3D SYNQ Technology

ストラップの顔側の山を無くして顔あたりをよくするとともに、バックルへの髪の引
きずり込みを抑制しました。

バックルに間口を設けて、髪の巻き込みやバックルの爪による咥え込みを抑制しまし
た。また、未装着時にストラップがだらしなく膨らむこともなくなりました。

■ ストラップ：山を無くして快適性向上 ■ バックル：間口を設けて快適性向上

従来品

外側顔側外側顔側

従来品

回転軸
と爪 間口

回転軸
と爪

少し短い

後頭部は上が伸びる、下は伸びにくいという形状の差
をつけています。ストラップを引いてテンションがかか
ると上が伸びて、頭の形それぞれにフィットするような
工夫を施しています。

■ 万人の後頭部にフィットする新設計の3D形状ストラップ 伸びる

SWIFT BUCKLE & STRAP

交　換
パーツ

■マスクストラップ /M2004-060  ￥2,000 （税込価格 ￥2,200）
■マスクスカート /M1011-040（クリア）、/M1011-060(QB, QW)  ￥5,000 （税込価格 ￥5,500）
■ストラップタイ /M2004-070  ￥100 （税込価格 ￥110）　■アジャスターアッシー左 /MU341L   ￥2,000 （税込価格 ￥2,200）
■アジャスターアッシー右 /MU341R  ￥2,000 （税込価格 ￥2,200）

M1011SQB SBLA

小顔のダイバー向け一眼マスク
Intega、Zenseeで好評のフィッティング ３D SYNQテクノロジー
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■ 従来品に比べ視界20％拡大 内容積5％減少

M2004Sマスクは、レ
ンズの位置を顔に近
づけたことにより、従
来品に比べ視界は20
％広くなり、内容積は
5％減りました。

※当社の基準人頭においてM2004従来品

WIDE VISIBILITY & LOW VOLUME

M2004S

M2004SQB

  PAT.P   内容積：175cc/フレーム寸法：79×161mm/
フィッティング寸法：113mm×133mm／重量：205g/ハードケース付き
  PAT.P   内容積：175cc/フレーム寸法：79×161mm/
フィッティング寸法：113mm×133mm／重量：205g/ハードケース付き
  PAT.P   内容積：175cc/フレーム寸法：79×161mm/
フィッティング寸法：113mm×133mm／重量：205g/ハードケース付き

¥18,000 （税込価格 ￥19,800） ¥18,000 （税込価格 ￥19,800） ¥18,000 （税込価格 ￥19,800） ¥18,000 （税込価格 ￥19,800） 

インテガインテガ

M2004SQB MR M2004SQB RP M2004SQB EO

M2004SQB WM2004SQB OG M2004SQB FB M2004SQB BK

世界が認めたTUSAのフィッティングテクノロジーが更に進化
あなたの顔にシンクロする最高のフィット感 ３D SYNQテクノロジー
世界が認めたTUSAのフィッティングテクノロジーが更に進化
あなたの顔にシンクロする最高のフィット感 ３D SYNQテクノロジー

※専用のくもり止めフィルムは P22 TA0803 になります。　　※既成の度付きレンズは P22 MC211S になります。　　※オーダーメイド度付きレンズは P23 をご参照ください。

M2004SQID M2004SQW

M2004SQID ID M2004SQW W

M2004S EO M2004S FB M2004S W M2004S RP

M2004SQB MG 限定 M2004SQB EG 限定

視　　　　野 Small

内　容　積 Small

フィットサイズ Small

Extra Wide

Large

Large

[3D SYNQ Technology]
　>> フィッティングリングを直接引くことで様々な顔の大きさに

シンクロします
　>> 接触面がスイングすることで、様々な顔の形状にシンクロ

します

［From Freedom Technology］
　>> 低摩擦加工で装着時の張り付きを抑え、肌触りの良さを実現

[Basic Feature]
　>> ソフトな顔あたりで装着痕が残りにくいラウンドエッジ構造
　>> 高透明ガラスに反射防止加工 &UV400 カットコーティング
　>> 顔あたりがよくなり、髪を巻き込みにくくなった新構造の

バックルとストラップ
　>> ツールレスで分解 / 組み立て可能な新構造のフレーム

M1010

  PAT.P   内容積：215cc/フレーム寸法：91×166mm/
フィッティング寸法：113.5mm×133mm／重量：214g

¥15,000 （税込価格 ￥16,500） 

広視界を追求した一眼フレームレスマスク
あなたの顔にシンクロする最高のフィット感 ３D SYNQテクノロジー

M1010 QID M1010 QB M1010 QW

WIDE VISIBILITY & LOW VOLUME
M1010マスクは一眼マスクの位置を顔に近づけたことにより従来品
に比べ、格段に広い視野になりました。

Zenseeで見た視界

従来の当社フレームレスマスクの視界

ゼンシー

視　　　　野 Small

内　容　積 Small

フィットサイズ Small

Extra Wide

Large

Large

[3D SYNQ Technology]
　>> フィッティングリングを直接引くことで様々な顔の大きさ

にシンクロします
　>> 接触面がスイングすることで、様々な顔の形状にシンクロ

します

［From Freedom Technology］
　>> 低摩擦加工で装着時の張り付きを抑え、肌触りの良さを

実現

[Basic Feature]
　>> 広くした一眼レンズをより顔に近づけたことにより超ワイド

な広視野を実現 
　>> インテガで好評のフィッティングテクノロジーを継承
　>> 顔あたりが良く髪を巻き込みにくいバックルとストラップ
　>> ソフトな顔あたりで装着痕が残りにくいラウンドエッジ構造

交　換
パーツ

■マスクストラップ /M2004-060  ￥2,000 （税込価格 ￥2,200）

■ストラップタイ /M2004-070  ￥100 （税込価格 ￥110）

■アジャスターアッシー左 /MU341L   ￥2,000 （税込価格 ￥2,200）

■アジャスターアッシー右 /MU341R  ￥2,000 （税込価格 ￥2,200）

交　換
パーツ

■マスクストラップ /M2004-060  ￥2,000 （税込価格 ￥2,200）

■マスクスカート /M2004-050（クリア）、/M2004-080(QB, QID, QW)  ￥5,000 （税込価格 ￥5,500）

■ストラップタイ /M2004-070  ￥100 （税込価格 ￥110）

■アジャスターアッシー左 /MU341L   ￥2,000 （税込価格 ￥2,200）

■アジャスターアッシー右 /MU341R  ￥2,000 （税込価格 ￥2,200）
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■ 従来品に比べ視界20％拡大 内容積5％減少

M2004Sマスクは、レ
ンズの位置を顔に近
づけたことにより、従
来品に比べ視界は20
％広くなり、内容積は
5％減りました。

※当社の基準人頭においてM2004従来品

WIDE VISIBILITY & LOW VOLUME

M2004S

M2004SQB

  PAT.P   内容積：175cc/フレーム寸法：79×161mm/
フィッティング寸法：113mm×133mm／重量：205g/ハードケース付き
  PAT.P   内容積：175cc/フレーム寸法：79×161mm/
フィッティング寸法：113mm×133mm／重量：205g/ハードケース付き
  PAT.P   内容積：175cc/フレーム寸法：79×161mm/
フィッティング寸法：113mm×133mm／重量：205g/ハードケース付き

¥18,000 （税込価格 ￥19,800） ¥18,000 （税込価格 ￥19,800） ¥18,000 （税込価格 ￥19,800） ¥18,000 （税込価格 ￥19,800） 

インテガインテガ

M2004SQB MR M2004SQB RP M2004SQB EO

M2004SQB WM2004SQB OG M2004SQB FB M2004SQB BK

世界が認めたTUSAのフィッティングテクノロジーが更に進化
あなたの顔にシンクロする最高のフィット感 ３D SYNQテクノロジー
世界が認めたTUSAのフィッティングテクノロジーが更に進化
あなたの顔にシンクロする最高のフィット感 ３D SYNQテクノロジー

※専用のくもり止めフィルムは P22 TA0803 になります。　　※既成の度付きレンズは P22 MC211S になります。　　※オーダーメイド度付きレンズは P23 をご参照ください。

M2004SQID M2004SQW

M2004SQID ID M2004SQW W

M2004S EO M2004S FB M2004S W M2004S RP

M2004SQB MG 限定 M2004SQB EG 限定

視　　　　野 Small

内　容　積 Small

フィットサイズ Small

Extra Wide

Large

Large

[3D SYNQ Technology]
　>> フィッティングリングを直接引くことで様々な顔の大きさに

シンクロします
　>> 接触面がスイングすることで、様々な顔の形状にシンクロ

します

［From Freedom Technology］
　>> 低摩擦加工で装着時の張り付きを抑え、肌触りの良さを実現

[Basic Feature]
　>> ソフトな顔あたりで装着痕が残りにくいラウンドエッジ構造
　>> 高透明ガラスに反射防止加工 &UV400 カットコーティング
　>> 顔あたりがよくなり、髪を巻き込みにくくなった新構造の

バックルとストラップ
　>> ツールレスで分解 / 組み立て可能な新構造のフレーム

M1010

  PAT.P   内容積：215cc/フレーム寸法：91×166mm/
フィッティング寸法：113.5mm×133mm／重量：214g

¥15,000 （税込価格 ￥16,500） 

広視界を追求した一眼フレームレスマスク
あなたの顔にシンクロする最高のフィット感 ３D SYNQテクノロジー

M1010 QID M1010 QB M1010 QW

WIDE VISIBILITY & LOW VOLUME
M1010マスクは一眼マスクの位置を顔に近づけたことにより従来品
に比べ、格段に広い視野になりました。

Zenseeで見た視界

従来の当社フレームレスマスクの視界

ゼンシー

視　　　　野 Small

内　容　積 Small

フィットサイズ Small

Extra Wide

Large

Large

[3D SYNQ Technology]
　>> フィッティングリングを直接引くことで様々な顔の大きさ

にシンクロします
　>> 接触面がスイングすることで、様々な顔の形状にシンクロ

します

［From Freedom Technology］
　>> 低摩擦加工で装着時の張り付きを抑え、肌触りの良さを

実現

[Basic Feature]
　>> 広くした一眼レンズをより顔に近づけたことにより超ワイド

な広視野を実現 
　>> インテガで好評のフィッティングテクノロジーを継承
　>> 顔あたりが良く髪を巻き込みにくいバックルとストラップ
　>> ソフトな顔あたりで装着痕が残りにくいラウンドエッジ構造

交　換
パーツ

■マスクストラップ /M2004-060  ￥2,000 （税込価格 ￥2,200）

■ストラップタイ /M2004-070  ￥100 （税込価格 ￥110）

■アジャスターアッシー左 /MU341L   ￥2,000 （税込価格 ￥2,200）

■アジャスターアッシー右 /MU341R  ￥2,000 （税込価格 ￥2,200）

交　換
パーツ

■マスクストラップ /M2004-060  ￥2,000 （税込価格 ￥2,200）

■マスクスカート /M2004-050（クリア）、/M2004-080(QB, QID, QW)  ￥5,000 （税込価格 ￥5,500）

■ストラップタイ /M2004-070  ￥100 （税込価格 ￥110）

■アジャスターアッシー左 /MU341L   ￥2,000 （税込価格 ￥2,200）

■アジャスターアッシー右 /MU341R  ￥2,000 （税込価格 ￥2,200）

12

M
ASKS

SNO
RKELS

FINS
ACCESSO

RIES
DIVE CO

M
PUTERS

B.C.JACKETS
REG

ULATO
RS

SUITS



PAT.

「フリーダムテクノロジー」は、顔の形、口や目の筋肉動作、骨の構造を研究して設計されています。
その結果、優れたフィット感、快適性、パフォーマンスの向上を実現しました。

フリーダムフィット：
顔の部位の各動きに応じた厚薄設計とディンプル加工

顔に当たるスカート内側のフィッティングライン面が、さら
さらとした低摩擦スカートです。装着時に実感できる張り
付きの防止と、肌触りのよさを実現しました。ピタッとする
感触から”サラサラ”する感触へ。

ラウンドエッジ構造：
TUSAのマスクが長時間着用しても心地よい理由

長時間の水中での水圧のかかった状態でのマスクは快適さが求められます。顔に触れるシリコーンス
カートの外端部分のエッジを外側に丸めて成形することで、マスクのスカート部分が顔に接触する時
の優しい装着感が体感できます。ダイビング終了後の悩みの種でもあった装着痕を軽減。肌への負担
も減少させます。
また、心地よさだけではなくシール性を損なうことなく、浸水を防ぎ良好な視界をエキジットするまで確
保します。

度付交換レンズ
近視用のレディメイド度付交換レンズをご用意しています。また、オーダーメイ
ド度付レンズに対応している機種もあります、詳しくは「TUSAオーダーメイド
度付レンズ（乱視・遠視等）」の項目をご確認ください。

5段階可変式ストラップアジャスター×サイドホールド
回転式のストラップアジャスターと異なり、ストラップの装着角度を上位置から下位置ま
で左右5段階に分けて固定。マスクの上部と下部の顔当りの強さをそれぞれ微妙に変
えることが可能。さらに、スカートへ密着した位置にあるためホールド性能が向上。

フリーダムバックル
左右のストラップ角度をそれぞれ変えることでスカート上下のフィッティング感を微妙に
調整できる横軸回転の5段階可変式ストラップアジャスター機能に、使用者の顔幅の違
いにも細かくアジャストする縦軸回転機能を加えたバックルシステム。

スカート引きストラップ
フレームからではなく、シリコーンスカートからストラップを直接引っ張る方式。
5段階可変式アジャスターは備えていませんが、柔らかい素材特性からマスク
を無理なく自然に装着することができます。また、コンパクトでスマートなデザ
インを実現しています。

クイックアジャストバックル
締めたい時はストラップエンドを引っ張るだけ、緩めたい時はレバーを挟むように押し込
むだけ。とてもコンパクトなデザインで操作性にも優れたストラップの長さ調整機能で
す。

フリーダムフィルム
レンズの内側に貼るだけでくもり止め効果を発揮するフィルムを同梱。

UVプロテクション
有害なUVA光線・UVB光線を100%カット。さらに、紫外線スペクトル(400nm以下) を
ブロックすることで、光の透過率や視界を損なうことなく目を保護します。

三次元ストラップ
後頭部の湾曲に沿わせるために立体
的なインジェクション成形を採用。頭
を包み込むような上下非対称の3D形
状によって、しっかりホールドされ安
定したフィット感が得られます。

従来品3D形状
5段階可変式ストラップアジャスター
回転式のストラップアジャスターと異なり、ストラップの装着角度を上位置から下位置ま
で左右5段階に分けて固定。マスクの上部と下部の顔当りの強さをそれぞれ微妙に変
えることが可能。

ラウンドエッジ

丸いエッジ

顔（額部分）

フィッティング
　　ライン

従来品

細いエッジ

顔（額部分）

スカート部分には良質なシリコーン素材を使用し、スカート
の厚さを変える加工と、ディンプル加工を入れることで柔軟
にフィットするように設計。各部位ごと顔の動きが異なるた
め、スカートの加工を細かく変える事で、柔軟性とホールド
感という相反する2つの要求をクリアしました。頬骨の下を
しっかりと包み込むことにより、フィッティングを安定させる
設計になっています。

フリーダムドライ：
”サラサラ” 感触でも確実なフィット感を実現

TUSA のマスクの特徴

A.R.（Anti-Reflective）反射防止機能
CVG（Crystal View Glass）光学クリアガラス

光（可視光線=レンズを通して見える像）は、マスクのレンズ表面で反射するなどし
て10％程度損失されてしまいます。しかし、CRYSTALVIEW AR/UV レンズは反
射防止機能を備えているので、光を高い比率で透過させます。それによって、明るく
はっきりとした視界を得ることができます。

■ A.R.（Anti-Reflective）反射防止機能

一般的に、波長が10～400nm（ナノメーター）、すなわち可視光線より短く、軟X線
より長い波長の不可視光線（電磁波）を紫外線と呼んでいます。日焼けの原因となり
、皮膚ガンを誘発することが知られていますが、目に長時間浴びると角膜炎や白内
障の原因になるとも言われています。CRYSTALVIEW AR/UVレンズは、可視光
線との境目の400nmの波長でも98.5％の紫外線をカットする高性能で、水面上、
水深の浅い場所で確実に有害な紫外線をカットします。

■ 紫外線U.V.カット機能

図： CRYSTALVIEW AR/UV レンズの光線透過率イメージ

有害な紫外線はカットし、可視光線は透過！

紫外線 100％

100％可視光線

1.5％以下

90～95％

入射光 膜 ガラス 透過光（目に届く）

通常（緑）ガラスは、内面、外面での反射、及
びガラス内部での吸収により、透過する光が
90％以下に減少してしまいます。
CRYSTALVIEW  AR/UVレンズのベースと
なっている白ガラス（光学ガラス）は、不純物
が少ないために透明度が良くて光線透過率
が高いので、通常（緑）ガラスに比べて、より
クリアな視界が得られます。

■ 白ガラス（光学ガラス）

上： 通常（緑）ガラス
下： 白ガラス（光学ガラス）

（当社計測値）

透過率が低い方が
良い領域

透過率が高い
方が良い領域

A 社マスク（紫外線カット緑ガラス）
B 社マスク（反射防止白ガラス）

CRYSTALVIEW AR/UV レンズ
（紫外線カット・反射防止白ガラス）

マスク名
紫外線領域光線波長 可視光線領域

光線透過率試験結果

315nm
0%
0%
27%

380nm
0.1%
33%
97%

400nm
1.5%
58%
100%

550nm
95%
88%
100%

750nm
90%
77%
92%

CRYSTALVIEW AR/UVレンズは、抜群の紫外線カット効果を発揮。他社の代表
的な紫外線カットガラスを備えた機種と比べて、広範囲な波長域で優れた紫外線カ
ット率を誇ります。また、逆に透過率が高い方が良い可視光線領域で、優れた光線透
過率を持っています。

■ 他社製品との比較

M212QB EO M212QB EGM212QB MR M212QB RP

M212 EO

M212QB

M212QIDM212QW

M212

M212QID ID

M212 FBM212 BP

M212 WM212 BKM212 CBL

フリーダムセオス

TUSAが生み出した度付きレンズ対応の2眼マスクの定番
世界が認めたフィッティングFreedomテクノロジー

  PAT.   内容積：180cc/フレーム寸法：72×157mm/
フィッティング寸法：113mm×130mm／重量：184g/ハードケース付き

¥16,000 （税込価格 ￥17,600） 

M212QW W

M212 EG

※専用のくもり止めフィルムは P22 TA200A になります。　　※既成の度付きレンズは P22 MC7500 になります。　　※オーダーメイド度付きレンズは P24 をご参照ください。

M212QB WM212QB OG M212QB FB M212QB BK

視　　　　野 Small

内　容　積 Small

フィットサイズ Small

Extra Wide

Large

Large

交　換
パーツ

■マスクストラップ /M16-020  ￥2,000 （税込価格 ￥2,200）
■マスクスカートクリア /M212-070（ワッシャーセット）  ￥5,200 （税込価格 ￥5,720）
■マスクスカート BK/M212-080（ワッシャーセット）  ￥5,200 （税込価格 ￥5,720）
■ストラップタイ /M27-070  ￥100 （税込価格 ￥110）
■アジャスターアッシー左 /MU189L  ￥1,000 （税込価格 ￥1,100）
■アジャスターアッシー右 /MU189R  ￥1,000 （税込価格 ￥1,100）

［Freedom Technology］
　>> ディンプル加工などで部位ごとにシリコーンの伸びを変え

たフィッティング
　>> 低摩擦加工で装着時の貼り付きを抑え、肌触りの良さを実現

［Basic Feature］
　>> 全 17 色の豊富なカラーバリエーション
　>> TUSA のマスクの中で最も軽量・コンパクト
　>> スカート引きストラップ採用のスッキリとしたデザイン
　>> ソフトな顔当たりで装着痕が残りにくいラウンドエッジ構造
　>> フィット感に優れた 3D 形状ストラップ
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PAT.

「フリーダムテクノロジー」は、顔の形、口や目の筋肉動作、骨の構造を研究して設計されています。
その結果、優れたフィット感、快適性、パフォーマンスの向上を実現しました。

フリーダムフィット：
顔の部位の各動きに応じた厚薄設計とディンプル加工

顔に当たるスカート内側のフィッティングライン面が、さら
さらとした低摩擦スカートです。装着時に実感できる張り
付きの防止と、肌触りのよさを実現しました。ピタッとする
感触から”サラサラ”する感触へ。

ラウンドエッジ構造：
TUSAのマスクが長時間着用しても心地よい理由

長時間の水中での水圧のかかった状態でのマスクは快適さが求められます。顔に触れるシリコーンス
カートの外端部分のエッジを外側に丸めて成形することで、マスクのスカート部分が顔に接触する時
の優しい装着感が体感できます。ダイビング終了後の悩みの種でもあった装着痕を軽減。肌への負担
も減少させます。
また、心地よさだけではなくシール性を損なうことなく、浸水を防ぎ良好な視界をエキジットするまで確
保します。

度付交換レンズ
近視用のレディメイド度付交換レンズをご用意しています。また、オーダーメイ
ド度付レンズに対応している機種もあります、詳しくは「TUSAオーダーメイド
度付レンズ（乱視・遠視等）」の項目をご確認ください。

5段階可変式ストラップアジャスター×サイドホールド
回転式のストラップアジャスターと異なり、ストラップの装着角度を上位置から下位置ま
で左右5段階に分けて固定。マスクの上部と下部の顔当りの強さをそれぞれ微妙に変
えることが可能。さらに、スカートへ密着した位置にあるためホールド性能が向上。

フリーダムバックル
左右のストラップ角度をそれぞれ変えることでスカート上下のフィッティング感を微妙に
調整できる横軸回転の5段階可変式ストラップアジャスター機能に、使用者の顔幅の違
いにも細かくアジャストする縦軸回転機能を加えたバックルシステム。

スカート引きストラップ
フレームからではなく、シリコーンスカートからストラップを直接引っ張る方式。
5段階可変式アジャスターは備えていませんが、柔らかい素材特性からマスク
を無理なく自然に装着することができます。また、コンパクトでスマートなデザ
インを実現しています。

クイックアジャストバックル
締めたい時はストラップエンドを引っ張るだけ、緩めたい時はレバーを挟むように押し込
むだけ。とてもコンパクトなデザインで操作性にも優れたストラップの長さ調整機能で
す。

フリーダムフィルム
レンズの内側に貼るだけでくもり止め効果を発揮するフィルムを同梱。

UVプロテクション
有害なUVA光線・UVB光線を100%カット。さらに、紫外線スペクトル(400nm以下) を
ブロックすることで、光の透過率や視界を損なうことなく目を保護します。

三次元ストラップ
後頭部の湾曲に沿わせるために立体
的なインジェクション成形を採用。頭
を包み込むような上下非対称の3D形
状によって、しっかりホールドされ安
定したフィット感が得られます。

従来品3D形状
5段階可変式ストラップアジャスター
回転式のストラップアジャスターと異なり、ストラップの装着角度を上位置から下位置ま
で左右5段階に分けて固定。マスクの上部と下部の顔当りの強さをそれぞれ微妙に変
えることが可能。

ラウンドエッジ

丸いエッジ

顔（額部分）

フィッティング
　　ライン

従来品

細いエッジ

顔（額部分）

スカート部分には良質なシリコーン素材を使用し、スカート
の厚さを変える加工と、ディンプル加工を入れることで柔軟
にフィットするように設計。各部位ごと顔の動きが異なるた
め、スカートの加工を細かく変える事で、柔軟性とホールド
感という相反する2つの要求をクリアしました。頬骨の下を
しっかりと包み込むことにより、フィッティングを安定させる
設計になっています。

フリーダムドライ：
”サラサラ” 感触でも確実なフィット感を実現

TUSA のマスクの特徴

A.R.（Anti-Reflective）反射防止機能
CVG（Crystal View Glass）光学クリアガラス

光（可視光線=レンズを通して見える像）は、マスクのレンズ表面で反射するなどし
て10％程度損失されてしまいます。しかし、CRYSTALVIEW AR/UV レンズは反
射防止機能を備えているので、光を高い比率で透過させます。それによって、明るく
はっきりとした視界を得ることができます。

■ A.R.（Anti-Reflective）反射防止機能

一般的に、波長が10～400nm（ナノメーター）、すなわち可視光線より短く、軟X線
より長い波長の不可視光線（電磁波）を紫外線と呼んでいます。日焼けの原因となり
、皮膚ガンを誘発することが知られていますが、目に長時間浴びると角膜炎や白内
障の原因になるとも言われています。CRYSTALVIEW AR/UVレンズは、可視光
線との境目の400nmの波長でも98.5％の紫外線をカットする高性能で、水面上、
水深の浅い場所で確実に有害な紫外線をカットします。

■ 紫外線U.V.カット機能

図： CRYSTALVIEW AR/UV レンズの光線透過率イメージ

有害な紫外線はカットし、可視光線は透過！

紫外線 100％

100％可視光線

1.5％以下

90～95％

入射光 膜 ガラス 透過光（目に届く）

通常（緑）ガラスは、内面、外面での反射、及
びガラス内部での吸収により、透過する光が
90％以下に減少してしまいます。
CRYSTALVIEW  AR/UVレンズのベースと
なっている白ガラス（光学ガラス）は、不純物
が少ないために透明度が良くて光線透過率
が高いので、通常（緑）ガラスに比べて、より
クリアな視界が得られます。

■ 白ガラス（光学ガラス）

上： 通常（緑）ガラス
下： 白ガラス（光学ガラス）

（当社計測値）

透過率が低い方が
良い領域

透過率が高い
方が良い領域

A 社マスク（紫外線カット緑ガラス）
B 社マスク（反射防止白ガラス）

CRYSTALVIEW AR/UV レンズ
（紫外線カット・反射防止白ガラス）

マスク名
紫外線領域光線波長 可視光線領域

光線透過率試験結果

315nm
0%
0%
27%

380nm
0.1%
33%
97%

400nm
1.5%
58%
100%

550nm
95%
88%
100%

750nm
90%
77%
92%

CRYSTALVIEW AR/UVレンズは、抜群の紫外線カット効果を発揮。他社の代表
的な紫外線カットガラスを備えた機種と比べて、広範囲な波長域で優れた紫外線カ
ット率を誇ります。また、逆に透過率が高い方が良い可視光線領域で、優れた光線透
過率を持っています。

■ 他社製品との比較

M212QB EO M212QB EGM212QB MR M212QB RP

M212 EO

M212QB

M212QIDM212QW

M212

M212QID ID

M212 FBM212 BP

M212 WM212 BKM212 CBL

フリーダムセオス

TUSAが生み出した度付きレンズ対応の2眼マスクの定番
世界が認めたフィッティングFreedomテクノロジー

  PAT.   内容積：180cc/フレーム寸法：72×157mm/
フィッティング寸法：113mm×130mm／重量：184g/ハードケース付き

¥16,000 （税込価格 ￥17,600） 

M212QW W

M212 EG

※専用のくもり止めフィルムは P22 TA200A になります。　　※既成の度付きレンズは P22 MC7500 になります。　　※オーダーメイド度付きレンズは P24 をご参照ください。

M212QB WM212QB OG M212QB FB M212QB BK

視　　　　野 Small

内　容　積 Small

フィットサイズ Small

Extra Wide

Large

Large

交　換
パーツ

■マスクストラップ /M16-020  ￥2,000 （税込価格 ￥2,200）
■マスクスカートクリア /M212-070（ワッシャーセット）  ￥5,200 （税込価格 ￥5,720）
■マスクスカート BK/M212-080（ワッシャーセット）  ￥5,200 （税込価格 ￥5,720）
■ストラップタイ /M27-070  ￥100 （税込価格 ￥110）
■アジャスターアッシー左 /MU189L  ￥1,000 （税込価格 ￥1,100）
■アジャスターアッシー右 /MU189R  ￥1,000 （税込価格 ￥1,100）

［Freedom Technology］
　>> ディンプル加工などで部位ごとにシリコーンの伸びを変え

たフィッティング
　>> 低摩擦加工で装着時の貼り付きを抑え、肌触りの良さを実現

［Basic Feature］
　>> 全 17 色の豊富なカラーバリエーション
　>> TUSA のマスクの中で最も軽量・コンパクト
　>> スカート引きストラップ採用のスッキリとしたデザイン
　>> ソフトな顔当たりで装着痕が残りにくいラウンドエッジ構造
　>> フィット感に優れた 3D 形状ストラップ
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M1002

M1002 BP M1002 WM1002 PQ

M1002QGM

M1002QGM BK

M1002 FB

M1002QB PQM1002QB RP

M1002QW

ご注意：アクセサリーは外れる可能性がありますので、貴重品などは絶対に付けないでください。また、金属類は錆が発生する場合がありますので、使用後は水洗いと乾燥を充分に行い、
                 取り外して保管してください。※アクセサリーパーツを交換したことによる不具合に関しては弊社では一切の責任を負いかねますので、自己責任の範囲でお楽しみください。

M1002QW FB

M1002QW W  

M1002QW BP

M1002QB FB

M1002 MG

■ クリスタルカット加工 ■ 市販アクセサリー装着例■ ジビッツ風アクセサリーパーツ
アクセサリーを付けて楽しむ。今まで
そんな発想のマスクがあったでしょう
か？M1002Tina（ティナ）には、マス
クスカートの右サイドにジビッツ風の
アクセサリーパーツが付いています。
スマホや携帯電話のイヤホンジャック
用の市販のアクセサリーを差し込んだ
り、お手持ちのチェーンアクセサリー
などを付けたりして楽しむこともでき、
貴女の個性を生かしたオリジナルマス
クが作れます。

  PAT.   内容積：215cc/フレーム寸法：80mm×154mm/
フィッティング寸法：113mm×130mm/重量：210g/ハードケース付き

¥16,000 （税込価格 ￥17,600） 

装着痕がつきにくい、顔をキレイに見せる1眼マスク
世界が認めたフィッティングFreedomテクノロジー

ティナ

※専用のくもり止めフィルムは P22 TA0801 になります。

M1002QB EO

M1002QW NC M1002QW EO M1002QW MG

交　換
パーツ

■マスクストラップ /M16-020  ￥2,000 （税込価格 ￥2,200）
■マスクスカート /M1002-010（クリア）  ￥5,000 （税込価格 ￥5,500）
■マスクスカート /M1002-070（QGM, QW）  ￥5,000 （税込価格 ￥5,500）
■ストラップタイ /M27-070  ￥100 （税込価格 ￥110）
■アジャスターアッシー左右共通 /MU189  ￥1,210 （税込価格 ￥1,100）
■マスクスカート BK/M1002-050BK  ￥5,000 （税込価格 ￥5,500）

視　　　　野 Small

内　容　積 Small

フィットサイズ Small

Extra Wide

Large

Large

限 定

［Freedom Technology］
　>> ディンプル加工などで部位ごとにシリコーンの伸びを変えた

フィッティング
　>> 低摩擦加工で装着時の貼り付きを抑え、肌触りの良さを実現

［Basic Feature］
　>> お好みのアクセサリーも付けられる右サイドのジビッツ風

アクセサリーパーツ
　>> “キラリと光る”左レンズ下のクリスタルカット加工
　>> 女性の顔を綺麗に見せる 1 眼マスク
　>> ソフトな顔当たりで装着痕が残りにくいラウンドエッジ構造
　>> フィット感に優れた 3D 形状ストラップ

フリーダムエリート

カメラ愛好家が多数愛用するフィット感に優れた1眼マスク
世界が認めたフィッティングFreedomテクノロジー

  PAT.   内容積：220cc/フレーム寸法：95mm×161mm/
フィッティング寸法：113mm×130mm/重量：233g/ハードケース付き

¥16,000 （税込価格 ￥17,600） 

M1003QB

M1003

M1003 EO M1003 BKM1003 FB

M1003QB EO

M1003QB FB M1003QB BK

M1003QB MR M1003QB RP

M1003QB OG

M1001QB

フリーダムHD

  PAT.   内容積：265cc/フレーム寸法：109mm×173mm/
フィッティング寸法：130mm×127mm/重量：270g/ハードケース付き

¥17,000 （税込価格 ￥18,700） 

M1001QB BKM1001QB FB

※専用のくもり止めフィルムは P22 TA0804 になります。　　※オーダーメイド度付きレンズは P24 をご参照ください。

※専用のくもり止めフィルムは P22 TA0801 になります。

M1003 MG 限定 M1003 EG 限定

M1003QB HP 限定 M1003QB MG 限定

M1003QB EG 限定

交　換
パーツ

■マスクストラップ /M16-020  ￥2,000 （税込価格 ￥2,200）
■マスクスカート /M1003-030（クリア）  ￥5,000 （税込価格 ￥5,500）
■マスクスカート /M1003-050（QB, QID）  ￥5,000 （税込価格 ￥5,500）
■ストラップタイ /M27-070  ￥100 （税込価格 ￥110）
■アジャスターアッシー左 /MU254L  ￥2,000 （税込価格 ￥2,200）
■アジャスターアッシー右 /MU254R  ￥2,000 （税込価格 ￥2,200）

M1003QID

M1003QID ID

視　　　　野 Small
内　容　積 Small
フィットサイズ Small

Extra Wide
Large
Large

交　換
パーツ

■マスクストラップ /M16-020  ￥2,000 （税込価格 ￥2,200）
■マスクスカート /M1001-080  ￥5,000 （税込価格 ￥5,500）
■ストラップタイ /M27-070BK  ￥100 （税込価格 ￥110）
■アジャスターアッシー左 /MU254L  ￥2,000 （税込価格 ￥2,200）
■アジャスターアッシー右 /MU254R  ￥2,000 （税込価格 ￥2,200）

視　　　　野 Small
内　容　積 Small
フィットサイズ Small

Extra Wide
Large
Large

M1001QB EO

［Freedom Technology］
　>> ディンプル加工などで部位ごとにシリコーンの伸びを変えたフィッティング
　>> 低摩擦加工で装着時の貼り付きを抑え、肌触りの良さを実現

［Basic Feature］
　>> 横軸回転に縦軸回転、マルチに可動するフリーダムバックル
　>> ソフトな顔当たりで装着痕が残りにくいラウンドエッジ構造
　>> メタルパーツを採用し、徹底的に細く設計されたフレームデザイン
　>> フィット感に優れた 3D 形状ストラップ
　>> 大人気のワイドフレームマスク M1001QB を標準サイズ化し、男性女性を

問わず使用可能に。

［Freedom Technology］
　>> ディンプル加工などで部位ごとにシリコーンの伸びを変えたフィッティング
　>> 低摩擦加工で装着時の貼り付きを抑え、肌触りの良さを実現

［Basic Feature］
　>> 横軸回転に縦軸回転、マルチに可動するフリーダムバックル
　>> 目とレンズの距離を最大限に近づけた TUSA マスクで最大視界の 1 眼タイプ
　>> ソフトな顔当たりで装着痕が残りにくいラウンドエッジ構造
　>> メタルパーツを採用し、徹底的に細く設計されたフレームデザイン
　>> フィット感に優れた 3D 形状ストラップ

極細フレームにメタルパーツ、超ワイドでスタイリッシュな1眼マスク
世界が認めたフィッティングFreedomテクノロジー
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M1002

M1002 BP M1002 WM1002 PQ

M1002QGM

M1002QGM BK

M1002 FB

M1002QB PQM1002QB RP

M1002QW

ご注意：アクセサリーは外れる可能性がありますので、貴重品などは絶対に付けないでください。また、金属類は錆が発生する場合がありますので、使用後は水洗いと乾燥を充分に行い、
                 取り外して保管してください。※アクセサリーパーツを交換したことによる不具合に関しては弊社では一切の責任を負いかねますので、自己責任の範囲でお楽しみください。

M1002QW FB

M1002QW W  

M1002QW BP

M1002QB FB

M1002 MG

■ クリスタルカット加工 ■ 市販アクセサリー装着例■ ジビッツ風アクセサリーパーツ
アクセサリーを付けて楽しむ。今まで
そんな発想のマスクがあったでしょう
か？M1002Tina（ティナ）には、マス
クスカートの右サイドにジビッツ風の
アクセサリーパーツが付いています。
スマホや携帯電話のイヤホンジャック
用の市販のアクセサリーを差し込んだ
り、お手持ちのチェーンアクセサリー
などを付けたりして楽しむこともでき、
貴女の個性を生かしたオリジナルマス
クが作れます。

  PAT.   内容積：215cc/フレーム寸法：80mm×154mm/
フィッティング寸法：113mm×130mm/重量：210g/ハードケース付き

¥16,000 （税込価格 ￥17,600） 

装着痕がつきにくい、顔をキレイに見せる1眼マスク
世界が認めたフィッティングFreedomテクノロジー

ティナ

※専用のくもり止めフィルムは P22 TA0801 になります。

M1002QB EO

M1002QW NC M1002QW EO M1002QW MG

交　換
パーツ

■マスクストラップ /M16-020  ￥2,000 （税込価格 ￥2,200）
■マスクスカート /M1002-010（クリア）  ￥5,000 （税込価格 ￥5,500）
■マスクスカート /M1002-070（QGM, QW）  ￥5,000 （税込価格 ￥5,500）
■ストラップタイ /M27-070  ￥100 （税込価格 ￥110）
■アジャスターアッシー左右共通 /MU189  ￥1,210 （税込価格 ￥1,100）
■マスクスカート BK/M1002-050BK  ￥5,000 （税込価格 ￥5,500）

視　　　　野 Small

内　容　積 Small

フィットサイズ Small

Extra Wide

Large

Large

限 定

［Freedom Technology］
　>> ディンプル加工などで部位ごとにシリコーンの伸びを変えた

フィッティング
　>> 低摩擦加工で装着時の貼り付きを抑え、肌触りの良さを実現

［Basic Feature］
　>> お好みのアクセサリーも付けられる右サイドのジビッツ風

アクセサリーパーツ
　>> “キラリと光る”左レンズ下のクリスタルカット加工
　>> 女性の顔を綺麗に見せる 1 眼マスク
　>> ソフトな顔当たりで装着痕が残りにくいラウンドエッジ構造
　>> フィット感に優れた 3D 形状ストラップ

フリーダムエリート

カメラ愛好家が多数愛用するフィット感に優れた1眼マスク
世界が認めたフィッティングFreedomテクノロジー

  PAT.   内容積：220cc/フレーム寸法：95mm×161mm/
フィッティング寸法：113mm×130mm/重量：233g/ハードケース付き

¥16,000 （税込価格 ￥17,600） 

M1003QB

M1003

M1003 EO M1003 BKM1003 FB

M1003QB EO

M1003QB FB M1003QB BK

M1003QB MR M1003QB RP

M1003QB OG

M1001QB

フリーダムHD

  PAT.   内容積：265cc/フレーム寸法：109mm×173mm/
フィッティング寸法：130mm×127mm/重量：270g/ハードケース付き

¥17,000 （税込価格 ￥18,700） 

M1001QB BKM1001QB FB

※専用のくもり止めフィルムは P22 TA0804 になります。　　※オーダーメイド度付きレンズは P24 をご参照ください。

※専用のくもり止めフィルムは P22 TA0801 になります。

M1003 MG 限定 M1003 EG 限定

M1003QB HP 限定 M1003QB MG 限定

M1003QB EG 限定

交　換
パーツ

■マスクストラップ /M16-020  ￥2,000 （税込価格 ￥2,200）
■マスクスカート /M1003-030（クリア）  ￥5,000 （税込価格 ￥5,500）
■マスクスカート /M1003-050（QB, QID）  ￥5,000 （税込価格 ￥5,500）
■ストラップタイ /M27-070  ￥100 （税込価格 ￥110）
■アジャスターアッシー左 /MU254L  ￥2,000 （税込価格 ￥2,200）
■アジャスターアッシー右 /MU254R  ￥2,000 （税込価格 ￥2,200）

M1003QID

M1003QID ID

視　　　　野 Small
内　容　積 Small
フィットサイズ Small

Extra Wide
Large
Large

交　換
パーツ

■マスクストラップ /M16-020  ￥2,000 （税込価格 ￥2,200）
■マスクスカート /M1001-080  ￥5,000 （税込価格 ￥5,500）
■ストラップタイ /M27-070BK  ￥100 （税込価格 ￥110）
■アジャスターアッシー左 /MU254L  ￥2,000 （税込価格 ￥2,200）
■アジャスターアッシー右 /MU254R  ￥2,000 （税込価格 ￥2,200）

視　　　　野 Small
内　容　積 Small
フィットサイズ Small

Extra Wide
Large
Large

M1001QB EO

［Freedom Technology］
　>> ディンプル加工などで部位ごとにシリコーンの伸びを変えたフィッティング
　>> 低摩擦加工で装着時の貼り付きを抑え、肌触りの良さを実現

［Basic Feature］
　>> 横軸回転に縦軸回転、マルチに可動するフリーダムバックル
　>> ソフトな顔当たりで装着痕が残りにくいラウンドエッジ構造
　>> メタルパーツを採用し、徹底的に細く設計されたフレームデザイン
　>> フィット感に優れた 3D 形状ストラップ
　>> 大人気のワイドフレームマスク M1001QB を標準サイズ化し、男性女性を

問わず使用可能に。

［Freedom Technology］
　>> ディンプル加工などで部位ごとにシリコーンの伸びを変えたフィッティング
　>> 低摩擦加工で装着時の貼り付きを抑え、肌触りの良さを実現

［Basic Feature］
　>> 横軸回転に縦軸回転、マルチに可動するフリーダムバックル
　>> 目とレンズの距離を最大限に近づけた TUSA マスクで最大視界の 1 眼タイプ
　>> ソフトな顔当たりで装着痕が残りにくいラウンドエッジ構造
　>> メタルパーツを採用し、徹底的に細く設計されたフレームデザイン
　>> フィット感に優れた 3D 形状ストラップ

極細フレームにメタルパーツ、超ワイドでスタイリッシュな1眼マスク
世界が認めたフィッティングFreedomテクノロジー
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M7500QB FB

ヴィジオ ウノ

M19QB/M19SQB

男性向けのデザインにこだわった1眼マスク

M7500 BK

M7500/M7500QB

スプレンダイブⅡ

TUSAの超ロングセラーの「軽量・コンパクト」2眼マスク

M7500 FY M7500 W

M7500QB BK

M7500 CBL M7500 CLB

M19QB W M19QB BK

M19QB FB

M7500 BP

M19SQB CRM

ViSiO PRO
特別仕様 (重量：236g、サイズはM19QB共通）
フレーム：クロームメッキ
レンズ　：UV400カットレンズ + ARコーティングレンズ(透過率95%)

OPEN PRICE SERIES

OPEN PRICE SERIES

  PAT.   内容積：205cc/フレーム寸法：93.5mm×178.5mm/
フィッティング寸法：120mm×130mm/重量：235g/ハードケース付き

内容積：170cc/フレーム寸法（バックル部含む）：71mm×156mm/
フィッティング寸法：114mm×130mm/重量：190g/ハードケース付き

※専用のくもり止めフィルムは P22 TA200A になります。　　※既成の度付きレンズは P22 MC7500 になります。　　※オーダーメイド度付きレンズは P24 をご参照ください。

※専用のくもり止めフィルムは P22 TA0801 になります。
※オーダーメイド度付きレンズは P24 をご参照ください。ヴィジオ プロ

［Feature］
　>> 広い視界、少ない内容積、確実なフィッティング。

物にこだわる男性向け
　>> スカート引きストラップ採用のスッキリとしたデザイン
　>> スカート内側の内面反射を抑えるシボ加工

視　　　　野 Small

内　容　積 Small

フィットサイズ Small

Extra Wide

Large

Large

視　　　　野 Small

内　容　積 Small

フィットサイズ Small

Extra Wide

Large

Large

［Feature］
　>> 軽量・コンパクトなベストセラーマスク
　>> 日本人向けのなだらかなフィッティングライン
　>> ソフトな顔当たりで装着痕が残りにくいラウンドエッジ構造

左右の視界の分割感がない軽量・コンパクトな2眼マスク

M20/M20QB

プラチナ

M20QB W

M20 FB M20QB BK M20QB FBM20 W M20 BK

OPEN PRICE SERIES

フレーム寸法：75mm×171mm/
重量：185g/ハードケース付き

※専用のくもり止めフィルムは P22 TA200A になります。　　※既成の度付きレンズは P22 MC20N になります。　　※オーダーメイド度付きレンズは P24 をご参照ください。

視　　　　野 Small

内　容　積 Small

フィットサイズ Small

Extra Wide

Large

Large

［Feature］   
　>> レンズを直接アウターフレームで固定するダイレクト・

サッシング・システムによって超スリムフレームを実現し、
上下左右の広角視界を確保

マスクカラー　ネーム＆カラー見本

MR：メタリックレッド

FY：フラッシュイエロー

FB：フィッシュテールブルー

BP：ブーゲンビリアピンク

MG：ムーンゴールド

CBL：コルドンブルー

RP：ローズピンク

EG：エナジーグリーン

ID：インディゴ

SBL：スモークブルー

HP：ホットピンク

PQ：パープルクイーン

EO：エナジーオレンジ

OG：オーシャングリーン

NC：ネオンコーラル

CLB：クリアライトブルー

CRM:クローム

TN：タン

W：ホワイト

BK：ブラック
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M7500QB FB

ヴィジオ ウノ

M19QB/M19SQB

男性向けのデザインにこだわった1眼マスク

M7500 BK

M7500/M7500QB

スプレンダイブⅡ

TUSAの超ロングセラーの「軽量・コンパクト」2眼マスク

M7500 FY M7500 W

M7500QB BK

M7500 CBL M7500 CLB

M19QB W M19QB BK

M19QB FB

M7500 BP

M19SQB CRM

ViSiO PRO
特別仕様 (重量：236g、サイズはM19QB共通）
フレーム：クロームメッキ
レンズ　：UV400カットレンズ + ARコーティングレンズ(透過率95%)

OPEN PRICE SERIES

OPEN PRICE SERIES

  PAT.   内容積：205cc/フレーム寸法：93.5mm×178.5mm/
フィッティング寸法：120mm×130mm/重量：235g/ハードケース付き

内容積：170cc/フレーム寸法（バックル部含む）：71mm×156mm/
フィッティング寸法：114mm×130mm/重量：190g/ハードケース付き

※専用のくもり止めフィルムは P22 TA200A になります。　　※既成の度付きレンズは P22 MC7500 になります。　　※オーダーメイド度付きレンズは P24 をご参照ください。

※専用のくもり止めフィルムは P22 TA0801 になります。
※オーダーメイド度付きレンズは P24 をご参照ください。ヴィジオ プロ

［Feature］
　>> 広い視界、少ない内容積、確実なフィッティング。

物にこだわる男性向け
　>> スカート引きストラップ採用のスッキリとしたデザイン
　>> スカート内側の内面反射を抑えるシボ加工

視　　　　野 Small

内　容　積 Small

フィットサイズ Small

Extra Wide

Large

Large

視　　　　野 Small

内　容　積 Small

フィットサイズ Small

Extra Wide

Large

Large

［Feature］
　>> 軽量・コンパクトなベストセラーマスク
　>> 日本人向けのなだらかなフィッティングライン
　>> ソフトな顔当たりで装着痕が残りにくいラウンドエッジ構造

左右の視界の分割感がない軽量・コンパクトな2眼マスク

M20/M20QB

プラチナ

M20QB W

M20 FB M20QB BK M20QB FBM20 W M20 BK

OPEN PRICE SERIES

フレーム寸法：75mm×171mm/
重量：185g/ハードケース付き

※専用のくもり止めフィルムは P22 TA200A になります。　　※既成の度付きレンズは P22 MC20N になります。　　※オーダーメイド度付きレンズは P24 をご参照ください。

視　　　　野 Small

内　容　積 Small

フィットサイズ Small

Extra Wide

Large

Large

［Feature］   
　>> レンズを直接アウターフレームで固定するダイレクト・

サッシング・システムによって超スリムフレームを実現し、
上下左右の広角視界を確保

マスクカラー　ネーム＆カラー見本

MR：メタリックレッド

FY：フラッシュイエロー

FB：フィッシュテールブルー

BP：ブーゲンビリアピンク

MG：ムーンゴールド

CBL：コルドンブルー

RP：ローズピンク

EG：エナジーグリーン

ID：インディゴ

SBL：スモークブルー

HP：ホットピンク

PQ：パープルクイーン

EO：エナジーオレンジ

OG：オーシャングリーン

NC：ネオンコーラル

CLB：クリアライトブルー

CRM:クローム

TN：タン

W：ホワイト

BK：ブラック
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マスクのデザイン & フィッティング比較 TUSA MASKS Design and Fitting Comparison

M1011

M2004SQB BK M2004SQW W

M1010 QB

M2004SQW W

M1010 QB

M2004SQB BK

M1011M19QB BK

M20QB BKM7500QB BK

M19QB BK

M7500QB BK M20QB BK

M1007SQB BKA M1007SQW WWA

M2001SQW  WWAM2001SQB BKA

M1007SQB BKA M1007SQW WWA

M2001SQW  WWAM2001SQB BKA

M1002QB BK M1003QB BK

M212QB BK

M1010 QW

M1001QB BK

M1010 QW

M212QB BK

M1003QB BK
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マスクのデザイン & フィッティング比較 TUSA MASKS Design and Fitting Comparison

M1011

M2004SQB BK M2004SQW W

M1010 QB

M2004SQW W

M1010 QB

M2004SQB BK

M1011M19QB BK

M20QB BKM7500QB BK

M19QB BK

M7500QB BK M20QB BK

M1007SQB BKA M1007SQW WWA

M2001SQW  WWAM2001SQB BKA

M1007SQB BKA M1007SQW WWA

M2001SQW  WWAM2001SQB BKA

M1002QB BK M1003QB BK

M212QB BK

M1010 QW

M1001QB BK

M1010 QW

M212QB BK

M1003QB BK
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写真協力：マリンステイション奄美

レンズ内側に付着するくもりの原因となる汚れや脂分を簡単に落とせる親水性のフィルムです。
レンズ内側に貼りつけるだけでくもり止め効果を発揮します。

TA200 Aを
貼っていない部分

￥9,000 （税込価格 ￥9,900） （片眼）

■ 近視用度付レンズ
■ 左右兼用レンズ
■ －1.0～－8.0、0.5度刻み
■ テンパード加工

￥9,000 （税込価格 9,900） （片眼）

■ 小型老眼用レンズ付
■ ＋1.0、＋2.0、＋3.0
■ テンパード加工
■ 左右非兼用
※ガラス内面下部に小型の老眼用レンズが
貼り付けてあります。

交換レンズ

度付レンズ

￥10,000 （税込価格 ￥11,000） （片眼）

￥600 （税込価格 ￥660）

■ 近視用度付レンズ
■ 左右非対称レンズ
■ -1.0～-8.0、0.5度刻み
■ UVカット

度付レンズ

EX（老眼用）レンズ 度付レンズ

オープンプライス （片眼）

■ 左右別型レンズ
■ －1.0～－8.0、0.5度刻み
■ テンパード加工

MC7500

MC211S

￥10,000 （税込価格 ￥11,000） （片眼）

■ 左右兼用レンズ
■ －1.0 ～ －6.0　0.5度刻み
■ テンパード加工
■ UVカット

度付レンズ

MC2001SA

MC20NMC7500EX

■ TEC-52：塗るタイプ 15ml
■ 水中マスクの内側に均等に塗り拡げ、
　 軽く水で洗い流してください。
　 くもり止め効果を発揮します。

不快なマスクのくもりを抑えて、
視界くっきり。

TEC52

くもり止め液

対応マスク：
フリーダム セオス
スプレンダイブ Ⅱ

対応マスク：
フリーダム ワン プロ
インテガ

対応マスク：
パラゴン

対応マスク：
フリーダム セオス

対応マスク：
プラチナ

¥1,100 （税込価格 ￥1,210）

くもり止めフィルム「ラージサイズ」
2眼マスク用

■ 2枚1組（左右共通型）

TA0803

Freedom One Pro
Intega
Paragon

対応マスク

くもり止めフィルム
2眼マスク用

¥1,100 （税込価格 ￥1,210）

TA200A

■ 2枚1組（左右共通型）

Freedom Ceos
SplendiveⅡ
PLATINA

対応マスク

くもり止めフィルム
1眼マスク用

¥1,100 （税込価格 ￥1,210）

TA0801

■ 1枚

Paragon S
Tina
Freedom ELITE
Visio UNO
Visio PRO

対応マスク

マスクの着脱が簡単になり、着け心地もアップ 。ストラップのねじれを防止

マスクストラップカバー
■ ナイロンジャージ/2mmクロロプレンゴム
■ サイズ：横195mm    幅96mm

TA5008 BLTA5008 BK

TA5008 P TA5008 OR

TA5008

¥3,300 （税込価格 ￥3,630）

ストラップカバーのテープ部分を開いて、マスク
のストラップを挟み込むだけで簡単取り付け。

ダイビング中の髪の毛がスマートにまとまる多機能ヘッドゲイター

多機能ヘッドゲイター
■ ポリエステル95%、ポリウレタン5%
■ サイズ：横500mm    幅220mm

TA5013

¥2,500 （税込価格 ￥2,750）

TA5013 BM TA5013 BD TA5013 SS TA5013 PM

TA5013 ND TA5013 LE TA5013 SH

装着例

［Feature］   
　>> 髪の毛をまとめる事で、煩わしさを解消して

ダイビング中のマスク周りを快適に
　>> 髪の毛を束ねなくてもマスクの装着がし易い
　>> 髪の毛の紫外線からの保護
　>> 首周りの日焼け防止
　>> UPF50＋、抗菌加工

¥1,100 ￥1,210（税込価格）

くもり止めフィルム「ラージサイズ」
1眼マスク用

■ 1枚

TA0804

Zensee
Freedom HD

対応マスク

ANTI FOG FILM （曇り止めフィルム）
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写真協力：マリンステイション奄美

レンズ内側に付着するくもりの原因となる汚れや脂分を簡単に落とせる親水性のフィルムです。
レンズ内側に貼りつけるだけでくもり止め効果を発揮します。

TA200 Aを
貼っていない部分

￥9,000 （税込価格 ￥9,900） （片眼）

■ 近視用度付レンズ
■ 左右兼用レンズ
■ －1.0～－8.0、0.5度刻み
■ テンパード加工

￥9,000 （税込価格 9,900） （片眼）

■ 小型老眼用レンズ付
■ ＋1.0、＋2.0、＋3.0
■ テンパード加工
■ 左右非兼用
※ガラス内面下部に小型の老眼用レンズが
貼り付けてあります。

交換レンズ

度付レンズ

￥10,000 （税込価格 ￥11,000） （片眼）

￥600 （税込価格 ￥660）

■ 近視用度付レンズ
■ 左右非対称レンズ
■ -1.0～-8.0、0.5度刻み
■ UVカット

度付レンズ

EX（老眼用）レンズ 度付レンズ

オープンプライス （片眼）

■ 左右別型レンズ
■ －1.0～－8.0、0.5度刻み
■ テンパード加工

MC7500

MC211S

￥10,000 （税込価格 ￥11,000） （片眼）

■ 左右兼用レンズ
■ －1.0 ～ －6.0　0.5度刻み
■ テンパード加工
■ UVカット

度付レンズ

MC2001SA

MC20NMC7500EX

■ TEC-52：塗るタイプ 15ml
■ 水中マスクの内側に均等に塗り拡げ、
　 軽く水で洗い流してください。
　 くもり止め効果を発揮します。

不快なマスクのくもりを抑えて、
視界くっきり。

TEC52

くもり止め液

対応マスク：
フリーダム セオス
スプレンダイブ Ⅱ

対応マスク：
フリーダム ワン プロ
インテガ

対応マスク：
パラゴン

対応マスク：
フリーダム セオス

対応マスク：
プラチナ

¥1,100 （税込価格 ￥1,210）

くもり止めフィルム「ラージサイズ」
2眼マスク用

■ 2枚1組（左右共通型）

TA0803

Freedom One Pro
Intega
Paragon

対応マスク

くもり止めフィルム
2眼マスク用

¥1,100 （税込価格 ￥1,210）

TA200A

■ 2枚1組（左右共通型）

Freedom Ceos
SplendiveⅡ
PLATINA

対応マスク

くもり止めフィルム
1眼マスク用

¥1,100 （税込価格 ￥1,210）

TA0801

■ 1枚

Paragon S
Tina
Freedom ELITE
Visio UNO
Visio PRO

対応マスク

マスクの着脱が簡単になり、着け心地もアップ 。ストラップのねじれを防止

マスクストラップカバー
■ ナイロンジャージ/2mmクロロプレンゴム
■ サイズ：横195mm    幅96mm

TA5008 BLTA5008 BK

TA5008 P TA5008 OR

TA5008

¥3,300 （税込価格 ￥3,630）

ストラップカバーのテープ部分を開いて、マスク
のストラップを挟み込むだけで簡単取り付け。

ダイビング中の髪の毛がスマートにまとまる多機能ヘッドゲイター

多機能ヘッドゲイター
■ ポリエステル95%、ポリウレタン5%
■ サイズ：横500mm    幅220mm

TA5013

¥2,500 （税込価格 ￥2,750）

TA5013 BM TA5013 BD TA5013 SS TA5013 PM

TA5013 ND TA5013 LE TA5013 SH

装着例

［Feature］   
　>> 髪の毛をまとめる事で、煩わしさを解消して

ダイビング中のマスク周りを快適に
　>> 髪の毛を束ねなくてもマスクの装着がし易い
　>> 髪の毛の紫外線からの保護
　>> 首周りの日焼け防止
　>> UPF50＋、抗菌加工

¥1,100 ￥1,210（税込価格）

くもり止めフィルム「ラージサイズ」
1眼マスク用

■ 1枚

TA0804

Zensee
Freedom HD

対応マスク

ANTI FOG FILM （曇り止めフィルム）
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TUSA オーダーメイド度付レンズ（乱視・遠視等）

近視、乱視の方から、遠近両用まで。見たいシーンがクリアに見える、オーダーメイドレンズ。

バイフォーカルレンズ
遠用視レンズに近用視の小玉レンズを
組み合わせた二重焦点レンズで、遠く
でも近くでもシャープな視野が確保でき
ます。

下部EX（老眼用）
ガラスの内側下部に老眼用レンズを貼
り付けた、老眼の方の特性をとらえた機
能的なレンズです。

※一体型フルビューレンズ
ガラスレンズ自体を視力に合わせて研
磨加工、一体成形してあるので、視界
のすみずみまでクリアです。

上下部EX
上半分が遠用視レンズ、下半分が近
用視レンズ。近くの視野を重視した二
重焦点レンズで、遠くでも近くでもシャー
プな視野が確保できます。

オーダー
メイド
レンズ
対 応

下記の掲載のない品番でも一部対応できる品番があります。販売店にお尋ねください。

Freedom Ceos / Splendive Ⅱ （M212 / M7500）用

S＋C=－8.00まで（C=－3.00まで）

S＋C=－10.00まで（C=－4.00まで）

S=－8.25～－10.00まで

備　考納　期

※一体型フルビューレンズ

貼付レンズ

貼付レンズ

貼付レンズ

貼付レンズ

最短7日間

最短10日間

最短10日間

最短14日間

最短16日間

両眼希望小売価格
レンズ種類
商品コード 適　用

［－度数］S＋C=－10.00まで（C=－4.00まで）
［＋度数］S＋C=+5.00まで（C=+3.00まで）

①軽度近視含乱視
MC7500 ORD1 P

②強度近視含乱視
MC7500 ORD2

③強度近視
MC7500 ORD3

④遠視
MC7500 ORD4

⑤下部EX（老眼用）
MC7500 ORD5

⑥上下部EX
MC7500 ORD7

⑦上部EX
MC7500 ORD8

最短16日間 貼付レンズ

最短16日間 貼付レンズSのみ －0.25～－10.00まで

Freedom HD （M1001）用

Sのみ +0.25～+5.00まで

備　考納　期

貼付レンズ最短16日間

両眼希望小売価格
レンズ種類
商品コード 適　用

①下部EX（老眼用）
MC1001 ORD5

※老眼用大、中、小の3サイズの中からお選びください、大サイズは中サイズに比べて老眼用レンズが縦に5mm大きく、
　小サイズは5mm小さくなっています。

小中大

Sのみ +0.25～+5.00まで

S+C=+5.00まで(C=+3.00まで)

1.球面レンズまたは SPH.（S）と表されます。近視の場合は－（凹）、遠視の場合は＋（凸）が付きます。
2.円柱レンズまたはCYL.（C）と表されます。いわゆる、乱視の度数が書かれています。 ※①・②に書かれている「D」はディオプターと言い、度数の単位になります。-4.75（凹4.75）や＋2.00（凸）と言うように、0.25刻みで表されます。
3.円柱軸またはAxis（AX）と表されます。乱視の角度のことで、0° ～180° で表されます。
4.遠くを見るためのレンズの事。For distance と表されることもあります。
5.手元や近くを見るためのレンズの事。For reading と表されることもあります。
6.瞳孔間距離またはP.D.と表されます。左右の瞳孔間の距離を示します。  ※左右が別々に書かれている場合もあれば、合算された数値が書かれる場合もあります。
7.プリズムまたは Prism（P）と表されます。斜位と言われる眼位異常の程度を表しています。  ※全ての方に記載される欄ではありません。
8.基底または Base（B）と表されます。プリズム度数の方向が記載されます。  ※主にBI ・ BO ・ BU ・ BD と表されますが、場合によっては0° ～360° の角度で書かれることもあります。

レンズオーダー時の処方箋必要項目

・ご注文に際しては、必ず眼鏡店か眼科医の眼鏡用の処方箋を添付してください。※コンタクトレンズの処方箋は不可です。
・TUSA オーダーレンズでは、S と C が（－）（＋）または（＋）（－）の場合は、対応できません。
・TUSA オーダーレンズは、プリズム対応はしていません。　
・希望小売価格は両眼一組のものです。左右の度数の強い方に合わせて価格が設定されます。　
・商品の特性上、受注後のキャンセル、返品、交換はお受けいたしかねます。

オーダーレンズ発注に関するご注意

Freedom One Pro / Intega （M211 / M2004）用

S＋C=－8.00まで（C=－4.00まで）

S＋C=－10.00まで（C=－4.00まで）

S=－8.25～－10.00まで

S＋C=+3.00まで（C=+2.00まで）

Sのみ +0.25～+3.00まで

備　考納　期

貼付レンズ

貼付レンズ

貼付レンズ

貼付レンズ

貼付レンズ

最短12日間

最短12日間

最短12日間

最短14日間

最短16日間

両眼希望小売価格
レンズ種類
商品コード 適　用

①軽度近視含乱視
MC211N ORD1

②強度近視含乱視
MC211N ORD2

③強度近視
MC211N ORD3

④遠視
MC211N ORD4

⑤下部EX（老眼用）
MC211N ORD5

⑦上部EX
MC211N ORD8

⑥上下部EX
MC211N ORD7 最短16日間 貼付レンズ

最短16日間 貼付レンズSのみ －0.25～－10.00まで

［－度数］S＋C=－8.00まで（C=－4.00まで）
            S＋C=－8.25～－10.00まで（C=－4.00まで）

［＋度数］S＋C=+3.00まで（C=+2.00まで）

Paragon （M2001）用　AR/UV420加工レンズ（色あり）

S＋C=－6.00まで（C=－4.00まで）

S＋C=－10.00まで（C=－5.00まで）

S＋C=+3.00まで（C=+2.00まで）

Sのみ +0.25～+5.00まで

備　考納　期

貼付レンズ

貼付レンズ

貼付レンズ

貼付レンズ

最短12日間

最短12日間

最短12日間

最短16日間

両眼希望小売価格
レンズ種類
商品コード 適　用

￥22,000
（税込価格 ￥24,200）

￥22,000
（税込価格 ￥24,200）

［－度数］S＋C=－6.00まで（C=－4.00まで）
［＋度数］S＋C=＋5.00まで（C=+3.00まで）

①軽度近視含乱視
MC2001 ORD1

②強度近視含乱視
MC2001 ORD2

③遠視
MC2001 ORD4

④下部EX（老眼用）
MC2001 ORD5

⑤上下部EX
MC2001 ORD7

⑥上部EX
MC2001 ORD8

￥35,000
（税込価格 ￥38,500）

最短16日間 貼付レンズ

￥30,000
（税込価格 ￥33,000） 最短16日間 貼付レンズSのみ －0.25～－6.00まで

￥30,000
（税込価格 ￥33,000）

￥35,000
（税込価格 ￥38,500）

Paragon （M2001）用　AR/UV400加工レンズ（色なし）

S＋C=－6.00まで（C=－4.00まで）

S＋C=－10.00まで（C=－5.00まで）

S＋C=+3.00まで（C=+2.00まで）

Sのみ +0.25～+5.00まで

備　考納　期

貼付レンズ

貼付レンズ

貼付レンズ

貼付レンズ

最短12日間

最短12日間

最短12日間

最短16日間

両眼希望小売価格
レンズ種類
商品コード 適　用

￥22,000
（税込価格 ￥24,200）

￥22,000
（税込価格 ￥24,200）

［－度数］S＋C=－6.00まで（C=－4.00まで）
［＋度数］S＋C=＋5.00まで（C=+3.00まで）

①軽度近視含乱視
MC2001S ORD1

②強度近視含乱視
MC2001S ORD2

③遠視
MC2001S ORD4

④下部EX（老眼用）
MC2001S ORD5

⑤上下部EX
MC2001S ORD7

⑥上部EX
MC2001S ORD8

￥35,000
（税込価格 ￥38,500）

最短16日間 貼付レンズ

￥30,000
（税込価格 ￥33,000） 最短16日間 貼付レンズSのみ －0.25～－6.00まで

￥30,000
（税込価格 ￥33,000）

￥35,000
（税込価格 ￥38,500）

￥22,000
（税込価格 ￥24,200）

￥22,000
（税込価格 ￥24,200）

￥22,000
（税込価格 ￥24,200）

￥22,000
（税込価格 ￥24,200）

￥30,000
（税込価格 ￥33,000）

￥35,000
（税込価格 ￥38,500）

￥30,000
（税込価格 ￥33,000）

￥18,000
（税込価格 ￥19,800）

￥22,000
（税込価格 ￥24,200）

￥22,000
（税込価格 ￥24,200）

￥28,000
（税込価格 ￥30,800）

￥30,000
（税込価格 ￥33,000）

￥30,000
（税込価格 ￥33,000）

￥35,000
（税込価格 ￥38,500）

￥38,000
（税込価格 ￥41,800）

Visio uno （M19）用

S＋C=－6.00まで（C=－3.00まで）

Sのみ +0.25～+3.00まで

備　考納　期

貼付レンズ

貼付レンズ

最短16日間

最短16日間

両眼希望小売価格
レンズ種類
商品コード 適　用

￥23,000
（税込価格 ￥25,300）

￥30,000
（税込価格 ￥33,000）

［－度数］S＋C=－6.00まで（C=－3.00まで）

①軽度近視含乱視
MC19 ORD1
②下部EX（老眼用）
MC19 ORD5
③上下部EX
MC19 ORD7

④上部EX
MC19 ORD8

￥35,000
（税込価格 ￥38,500）

最短16日間 貼付レンズ

￥30,000
（税込価格 ￥33,000）

最短16日間 貼付レンズSのみ -0.25～-6.00まで

PLATINA （M20）用

S＋C=－8.00まで（C=－3.00まで）

S＋C=－10.00まで（C=－4.00まで）

S=－8.25～－10.00まで

S＋C=+5.00まで（C=+3.00まで）

Sのみ +0.25～+5.00まで

備　考納　期

※一体型フルビューレンズ

貼付レンズ

貼付レンズ

貼付レンズ

貼付レンズ

最短7日間

最短10日間

最短10日間

最短14日間

最短16日間

両眼希望小売価格
レンズ種類
商品コード 適　用

￥18,000
（税込価格 ￥19,800）

￥22,000
（税込価格 ￥24,200）

￥22,000
（税込価格 ￥24,200）

￥28,000
（税込価格 ￥30,800）

￥30,000
（税込価格 ￥33,000）

［－度数］S＋C=－10.00まで（C=－4.00まで）
［＋度数］S＋C=+5.00まで（C=+3.00まで）

①軽度近視含乱視
MC20 ORD1 P

②強度近視含乱視
MC20  ORD2

③強度近視
MC20  ORD3

④遠視
MC20  ORD4

⑤下部EX（老眼用）
MC20  ORD5

⑥上下部EX
MC20  ORD7

￥35,000
（税込価格 ￥38,500） 最短16日間 貼付レンズ

23



TUSA オーダーメイド度付レンズ（乱視・遠視等）

近視、乱視の方から、遠近両用まで。見たいシーンがクリアに見える、オーダーメイドレンズ。

バイフォーカルレンズ
遠用視レンズに近用視の小玉レンズを
組み合わせた二重焦点レンズで、遠く
でも近くでもシャープな視野が確保でき
ます。

下部EX（老眼用）
ガラスの内側下部に老眼用レンズを貼
り付けた、老眼の方の特性をとらえた機
能的なレンズです。

※一体型フルビューレンズ
ガラスレンズ自体を視力に合わせて研
磨加工、一体成形してあるので、視界
のすみずみまでクリアです。

上下部EX
上半分が遠用視レンズ、下半分が近
用視レンズ。近くの視野を重視した二
重焦点レンズで、遠くでも近くでもシャー
プな視野が確保できます。

オーダー
メイド
レンズ
対 応

下記の掲載のない品番でも一部対応できる品番があります。販売店にお尋ねください。

Freedom Ceos / Splendive Ⅱ （M212 / M7500）用

S＋C=－8.00まで（C=－3.00まで）

S＋C=－10.00まで（C=－4.00まで）

S=－8.25～－10.00まで

備　考納　期

※一体型フルビューレンズ

貼付レンズ

貼付レンズ

貼付レンズ

貼付レンズ

最短7日間

最短10日間

最短10日間

最短14日間

最短16日間

両眼希望小売価格
レンズ種類
商品コード 適　用

［－度数］S＋C=－10.00まで（C=－4.00まで）
［＋度数］S＋C=+5.00まで（C=+3.00まで）

①軽度近視含乱視
MC7500 ORD1 P

②強度近視含乱視
MC7500 ORD2

③強度近視
MC7500 ORD3

④遠視
MC7500 ORD4

⑤下部EX（老眼用）
MC7500 ORD5

⑥上下部EX
MC7500 ORD7

⑦上部EX
MC7500 ORD8

最短16日間 貼付レンズ

最短16日間 貼付レンズSのみ －0.25～－10.00まで

Freedom HD （M1001）用

Sのみ +0.25～+5.00まで

備　考納　期

貼付レンズ最短16日間

両眼希望小売価格
レンズ種類
商品コード 適　用

①下部EX（老眼用）
MC1001 ORD5

※老眼用大、中、小の3サイズの中からお選びください、大サイズは中サイズに比べて老眼用レンズが縦に5mm大きく、
　小サイズは5mm小さくなっています。

小中大

Sのみ +0.25～+5.00まで

S+C=+5.00まで(C=+3.00まで)

1.球面レンズまたは SPH.（S）と表されます。近視の場合は－（凹）、遠視の場合は＋（凸）が付きます。
2.円柱レンズまたはCYL.（C）と表されます。いわゆる、乱視の度数が書かれています。 ※①・②に書かれている「D」はディオプターと言い、度数の単位になります。-4.75（凹4.75）や＋2.00（凸）と言うように、0.25刻みで表されます。
3.円柱軸またはAxis（AX）と表されます。乱視の角度のことで、0° ～180° で表されます。
4.遠くを見るためのレンズの事。For distance と表されることもあります。
5.手元や近くを見るためのレンズの事。For reading と表されることもあります。
6.瞳孔間距離またはP.D.と表されます。左右の瞳孔間の距離を示します。  ※左右が別々に書かれている場合もあれば、合算された数値が書かれる場合もあります。
7.プリズムまたは Prism（P）と表されます。斜位と言われる眼位異常の程度を表しています。  ※全ての方に記載される欄ではありません。
8.基底または Base（B）と表されます。プリズム度数の方向が記載されます。  ※主にBI ・ BO ・ BU ・ BD と表されますが、場合によっては0° ～360° の角度で書かれることもあります。

レンズオーダー時の処方箋必要項目

・ご注文に際しては、必ず眼鏡店か眼科医の眼鏡用の処方箋を添付してください。※コンタクトレンズの処方箋は不可です。
・TUSA オーダーレンズでは、S と C が（－）（＋）または（＋）（－）の場合は、対応できません。
・TUSA オーダーレンズは、プリズム対応はしていません。　
・希望小売価格は両眼一組のものです。左右の度数の強い方に合わせて価格が設定されます。　
・商品の特性上、受注後のキャンセル、返品、交換はお受けいたしかねます。

オーダーレンズ発注に関するご注意

Freedom One Pro / Intega （M211 / M2004）用

S＋C=－8.00まで（C=－4.00まで）

S＋C=－10.00まで（C=－4.00まで）

S=－8.25～－10.00まで

S＋C=+3.00まで（C=+2.00まで）

Sのみ +0.25～+3.00まで

備　考納　期

貼付レンズ

貼付レンズ

貼付レンズ

貼付レンズ

貼付レンズ

最短12日間

最短12日間

最短12日間

最短14日間

最短16日間

両眼希望小売価格
レンズ種類
商品コード 適　用

①軽度近視含乱視
MC211N ORD1

②強度近視含乱視
MC211N ORD2

③強度近視
MC211N ORD3

④遠視
MC211N ORD4

⑤下部EX（老眼用）
MC211N ORD5

⑦上部EX
MC211N ORD8

⑥上下部EX
MC211N ORD7 最短16日間 貼付レンズ

最短16日間 貼付レンズSのみ －0.25～－10.00まで

［－度数］S＋C=－8.00まで（C=－4.00まで）
            S＋C=－8.25～－10.00まで（C=－4.00まで）

［＋度数］S＋C=+3.00まで（C=+2.00まで）

Paragon （M2001）用　AR/UV420加工レンズ（色あり）

S＋C=－6.00まで（C=－4.00まで）

S＋C=－10.00まで（C=－5.00まで）

S＋C=+3.00まで（C=+2.00まで）

Sのみ +0.25～+5.00まで

備　考納　期

貼付レンズ

貼付レンズ

貼付レンズ

貼付レンズ

最短12日間

最短12日間

最短12日間

最短16日間

両眼希望小売価格
レンズ種類
商品コード 適　用

￥22,000
（税込価格 ￥24,200）

￥22,000
（税込価格 ￥24,200）

［－度数］S＋C=－6.00まで（C=－4.00まで）
［＋度数］S＋C=＋5.00まで（C=+3.00まで）

①軽度近視含乱視
MC2001 ORD1

②強度近視含乱視
MC2001 ORD2

③遠視
MC2001 ORD4

④下部EX（老眼用）
MC2001 ORD5

⑤上下部EX
MC2001 ORD7

⑥上部EX
MC2001 ORD8

￥35,000
（税込価格 ￥38,500）

最短16日間 貼付レンズ

￥30,000
（税込価格 ￥33,000） 最短16日間 貼付レンズSのみ －0.25～－6.00まで

￥30,000
（税込価格 ￥33,000）

￥35,000
（税込価格 ￥38,500）

Paragon （M2001）用　AR/UV400加工レンズ（色なし）

S＋C=－6.00まで（C=－4.00まで）

S＋C=－10.00まで（C=－5.00まで）

S＋C=+3.00まで（C=+2.00まで）

Sのみ +0.25～+5.00まで

備　考納　期

貼付レンズ

貼付レンズ

貼付レンズ

貼付レンズ

最短12日間

最短12日間

最短12日間

最短16日間

両眼希望小売価格
レンズ種類
商品コード 適　用

￥22,000
（税込価格 ￥24,200）

￥22,000
（税込価格 ￥24,200）

［－度数］S＋C=－6.00まで（C=－4.00まで）
［＋度数］S＋C=＋5.00まで（C=+3.00まで）

①軽度近視含乱視
MC2001S ORD1

②強度近視含乱視
MC2001S ORD2

③遠視
MC2001S ORD4

④下部EX（老眼用）
MC2001S ORD5

⑤上下部EX
MC2001S ORD7

⑥上部EX
MC2001S ORD8

￥35,000
（税込価格 ￥38,500）

最短16日間 貼付レンズ

￥30,000
（税込価格 ￥33,000） 最短16日間 貼付レンズSのみ －0.25～－6.00まで

￥30,000
（税込価格 ￥33,000）

￥35,000
（税込価格 ￥38,500）

￥22,000
（税込価格 ￥24,200）

￥22,000
（税込価格 ￥24,200）

￥22,000
（税込価格 ￥24,200）

￥22,000
（税込価格 ￥24,200）

￥30,000
（税込価格 ￥33,000）

￥35,000
（税込価格 ￥38,500）

￥30,000
（税込価格 ￥33,000）

￥18,000
（税込価格 ￥19,800）

￥22,000
（税込価格 ￥24,200）

￥22,000
（税込価格 ￥24,200）

￥28,000
（税込価格 ￥30,800）

￥30,000
（税込価格 ￥33,000）

￥30,000
（税込価格 ￥33,000）

￥35,000
（税込価格 ￥38,500）

￥38,000
（税込価格 ￥41,800）

Visio uno （M19）用

S＋C=－6.00まで（C=－3.00まで）

Sのみ +0.25～+3.00まで

備　考納　期

貼付レンズ

貼付レンズ

最短16日間

最短16日間

両眼希望小売価格
レンズ種類
商品コード 適　用

￥23,000
（税込価格 ￥25,300）

￥30,000
（税込価格 ￥33,000）

［－度数］S＋C=－6.00まで（C=－3.00まで）

①軽度近視含乱視
MC19 ORD1
②下部EX（老眼用）
MC19 ORD5
③上下部EX
MC19 ORD7

④上部EX
MC19 ORD8

￥35,000
（税込価格 ￥38,500）

最短16日間 貼付レンズ

￥30,000
（税込価格 ￥33,000）

最短16日間 貼付レンズSのみ -0.25～-6.00まで

PLATINA （M20）用

S＋C=－8.00まで（C=－3.00まで）

S＋C=－10.00まで（C=－4.00まで）

S=－8.25～－10.00まで

S＋C=+5.00まで（C=+3.00まで）

Sのみ +0.25～+5.00まで

備　考納　期

※一体型フルビューレンズ

貼付レンズ

貼付レンズ

貼付レンズ

貼付レンズ

最短7日間

最短10日間

最短10日間

最短14日間

最短16日間

両眼希望小売価格
レンズ種類
商品コード 適　用

￥18,000
（税込価格 ￥19,800）

￥22,000
（税込価格 ￥24,200）

￥22,000
（税込価格 ￥24,200）

￥28,000
（税込価格 ￥30,800）

￥30,000
（税込価格 ￥33,000）

［－度数］S＋C=－10.00まで（C=－4.00まで）
［＋度数］S＋C=+5.00まで（C=+3.00まで）

①軽度近視含乱視
MC20 ORD1 P

②強度近視含乱視
MC20  ORD2

③強度近視
MC20  ORD3

④遠視
MC20  ORD4

⑤下部EX（老眼用）
MC20  ORD5

⑥上下部EX
MC20  ORD7

￥35,000
（税込価格 ￥38,500） 最短16日間 貼付レンズ
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水の侵入を極限に抑えるハイパードライエリートトップ採用

外形寸法：454×89mm/重量：161g/内容量：149cc/
レギュラーサイズパイプ・ミディアムサイズマウスピース

¥9,000 ￥9,900（税込価格） 

SP0104QB

交　換
パーツ

■マウスピース /SP175-010 ￥1,500 ￥1,650（税込価格）　■マスクストラップアタッチメント SPU117-010BK-W  ￥300 ￥330（税込価格）
■フレキシブルジョイント SP580-01  ￥1,500 ￥1,650（税込価格）　■スイベルパイプクリップ SPU117-020BK-W  ￥300 ￥330（税込価格）

ハイパードライエリートⅡ

［Feature］
　>> ハイパードライエリートトップ採用。水に浸かると閉まるフタとウェーブカバーが水の侵入をブロック
　>> 大容量パージチャンネルにより、呼吸した時の残水（ゴロゴロ）感がなく、非常に楽なスノーケルクリア

が可能
　>> 遊泳中のパイプのブレを抑える流線楕円パイプ
　>> 歯科医師のアドバイスを受けて開発した「楽にくわえられる」マウスピース形状。さらに日本人に合わせた

サイズ感

SP0104QB FB

SP0104QB RPSP0104QB BK

SP0104QB EO SP0104QB FY

SP0104QB EG SP0104QW W

■ハイパードライエリート        
　 トップ構造 
           ①フタをして水をシャットアウト
           ②ウエーブカバーで波をブロック

■大容量パージチャンネル

姿勢変化にかかわらず排水弁が最下
点に来る大容量排水室を装備。それ
により、非常に楽なスノーケルクリア
が可能。スノーケルクリア内の空気
の流れに影響がない所に水がとどま
り、不快なゴロゴロ感がありません。

空気

水

SP0104QW

TUSAのスノーケルの情報はこちら

TUSAのスノーケルはシンプルに「呼吸のしやすさ」を追求して開発しています。

「浸水を最小限に抑える構造」

「スノーケルクリアしやすい排水弁」

「疲れにくいマウスピースの形状」

呼吸に関わる全てに一切の妥協を許さず、細部にまでこだわり磨き上げられた

機能を実現しています。
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水の侵入を極限に抑えるハイパードライエリートトップ採用

外形寸法：454×89mm/重量：161g/内容量：149cc/
レギュラーサイズパイプ・ミディアムサイズマウスピース

¥9,000 ￥9,900（税込価格） 

SP0104QB

交　換
パーツ

■マウスピース /SP175-010 ￥1,500 ￥1,650（税込価格）　■マスクストラップアタッチメント SPU117-010BK-W  ￥300 ￥330（税込価格）
■フレキシブルジョイント SP580-01  ￥1,500 ￥1,650（税込価格）　■スイベルパイプクリップ SPU117-020BK-W  ￥300 ￥330（税込価格）

ハイパードライエリートⅡ

［Feature］
　>> ハイパードライエリートトップ採用。水に浸かると閉まるフタとウェーブカバーが水の侵入をブロック
　>> 大容量パージチャンネルにより、呼吸した時の残水（ゴロゴロ）感がなく、非常に楽なスノーケルクリア

が可能
　>> 遊泳中のパイプのブレを抑える流線楕円パイプ
　>> 歯科医師のアドバイスを受けて開発した「楽にくわえられる」マウスピース形状。さらに日本人に合わせた

サイズ感

SP0104QB FB

SP0104QB RPSP0104QB BK

SP0104QB EO SP0104QB FY

SP0104QB EG SP0104QW W

■ハイパードライエリート        
　 トップ構造 
           ①フタをして水をシャットアウト
           ②ウエーブカバーで波をブロック

■大容量パージチャンネル

姿勢変化にかかわらず排水弁が最下
点に来る大容量排水室を装備。それ
により、非常に楽なスノーケルクリア
が可能。スノーケルクリア内の空気
の流れに影響がない所に水がとどま
り、不快なゴロゴロ感がありません。

空気

水

SP0104QW
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1回のスノーケルクリアで確実に排水ができる、デザイン性と機能性が見事にマッチしたプラチナⅡ
プラチナⅡハイパードライ

外形寸法：425×110mm/重量：163g/内容量：150cc/
レギュラーサイズパイプ・ミディアムサイズマウスピース

¥8,000 （税込価格 ￥8,800） 

◆ = ラメ入り

SP175

SP175 BK

SP175 BP

SP175 CBLSP175 FB

SP175 PQ ◆

SP175 W

SP175 EO

SP175QWSP175QID

ハイパードライトップ
TUSAが業界他社に先駆けて開発したドライトップ構造は、パイプ
の傾き（重力）と水の表面張力を利用して被った波などの水を空気
の通り道から分離して排水。メインのパイプ内に水が入りにくくした
安心・快適機能です。

ハイパードライエリートトップ
水の侵入を極限に抑えるハイパードライエリートトップ。フタが水を
シャットアウトし、ウェーブカバーが波をブロックします。

大容量パージチャンネル
姿勢変化にかかわらず排水弁が最下点に来る大容量排水室を装
備したことによって、非常に楽なスノーケルクリアが可能。スノー
ケルクリア時に水が残ったとしても、常にパイプ内の空気の流れに
影響のない所に水が溜まるため不快なゴロゴロ感がありません。

スイベルスノーケルアダプター
2パーツ構成のTUSA独自のスノーケルアダプター。パイプが自在に
回転するので、従来品と異なり、ジャバラが無理なくストレートに口
元まで伸び、マウスピースをくわえた時に口への負荷が少なくなりま
す。もちろん、簡単にマスクへの着脱ができます。

三次元楕円形状パイプ
前から見た時の形状は薄く、横から見た時は厚いという楕円形状の
パイプを採用。流水抵抗を減らすとともにスノーケルクリアもしやす
い構造です。また、使用時に最適な角度を保つために、顔のライン
に沿って湾曲しつつ、後方にも湾曲する三次元形状をしています。

フレキシブルジャバラジョイント
口から離すとストレートな状態になり、スクーバダイビング中も邪魔
にならないフレキシブルジャバラジョイント。非常に柔軟で上質なシ
リコーン素材を使用しているので、スノーケル使用時には口元への
負荷がかかりにくくなっています。

SP175QB

SP175 EG

SP175QB RP

SP175 MG 限定

交　換
パーツ

■マウスピース /SP175-010  ￥1,500 （税込価格 ￥1,650）　■スイベルパイプクリップ SPU117-020BK-W  ￥300 （税込価格 ￥330）
■フレキシブルジョイント SP580-01  ￥1,500 （税込価格 ￥1,650）　■ドライストリーマー SPU110-010  ￥2,000 （税込価格 ￥2,200）
■マスクストラップアタッチメント SPU117-010BK-W  ￥300 （税込価格 ￥330）

［Feature］
　>> 歯科医師のアドバイスを受けて開発した「楽にくわえられる」マウスピース形状
　>> 大容量パージチャンネルにより、呼吸した時の残水（ゴロゴロ）感がなく、非常に楽なスノーケル

クリアが可能
　>> パイプが自在に回転し、前後にスライドするスノーケルアダプター
　>> 全 22 色のカラーバリエーション。マスクとフィンでカラーコーデイネートも自由自在
　>> ミディアムサイズのマウスピース

■TUSAのスノーケルの特徴

SP175QB MR SP175QB EO P175QB FY SP175QB EG

SP175QB BKSP175QB FBSP175QB OG SP175QB W

SP175QID ID SP175QW W

SP175QB SBL SP175QB TN

空気

水

■大容量パージチャンネル
姿勢変化にかかわらず排水弁が最下点に来
る大容量排水室を装備。それにより、非常に
楽なスノーケルクリアが可能。スノーケルクリ
ア時に水が残っても、パイプ内の空気の流れ
に影響がない所に水がとどまり、不快なゴロ
ゴロ感がありません。
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1回のスノーケルクリアで確実に排水ができる、デザイン性と機能性が見事にマッチしたプラチナⅡ
プラチナⅡハイパードライ

外形寸法：425×110mm/重量：163g/内容量：150cc/
レギュラーサイズパイプ・ミディアムサイズマウスピース

¥8,000 （税込価格 ￥8,800） 

◆ = ラメ入り

SP175

SP175 BK

SP175 BP

SP175 CBLSP175 FB

SP175 PQ ◆

SP175 W

SP175 EO

SP175QWSP175QID

ハイパードライトップ
TUSAが業界他社に先駆けて開発したドライトップ構造は、パイプ
の傾き（重力）と水の表面張力を利用して被った波などの水を空気
の通り道から分離して排水。メインのパイプ内に水が入りにくくした
安心・快適機能です。

ハイパードライエリートトップ
水の侵入を極限に抑えるハイパードライエリートトップ。フタが水を
シャットアウトし、ウェーブカバーが波をブロックします。

大容量パージチャンネル
姿勢変化にかかわらず排水弁が最下点に来る大容量排水室を装
備したことによって、非常に楽なスノーケルクリアが可能。スノー
ケルクリア時に水が残ったとしても、常にパイプ内の空気の流れに
影響のない所に水が溜まるため不快なゴロゴロ感がありません。

スイベルスノーケルアダプター
2パーツ構成のTUSA独自のスノーケルアダプター。パイプが自在に
回転するので、従来品と異なり、ジャバラが無理なくストレートに口
元まで伸び、マウスピースをくわえた時に口への負荷が少なくなりま
す。もちろん、簡単にマスクへの着脱ができます。

三次元楕円形状パイプ
前から見た時の形状は薄く、横から見た時は厚いという楕円形状の
パイプを採用。流水抵抗を減らすとともにスノーケルクリアもしやす
い構造です。また、使用時に最適な角度を保つために、顔のライン
に沿って湾曲しつつ、後方にも湾曲する三次元形状をしています。

フレキシブルジャバラジョイント
口から離すとストレートな状態になり、スクーバダイビング中も邪魔
にならないフレキシブルジャバラジョイント。非常に柔軟で上質なシ
リコーン素材を使用しているので、スノーケル使用時には口元への
負荷がかかりにくくなっています。

SP175QB

SP175 EG

SP175QB RP

SP175 MG 限定

交　換
パーツ

■マウスピース /SP175-010  ￥1,500 （税込価格 ￥1,650）　■スイベルパイプクリップ SPU117-020BK-W  ￥300 （税込価格 ￥330）
■フレキシブルジョイント SP580-01  ￥1,500 （税込価格 ￥1,650）　■ドライストリーマー SPU110-010  ￥2,000 （税込価格 ￥2,200）
■マスクストラップアタッチメント SPU117-010BK-W  ￥300 （税込価格 ￥330）

［Feature］
　>> 歯科医師のアドバイスを受けて開発した「楽にくわえられる」マウスピース形状
　>> 大容量パージチャンネルにより、呼吸した時の残水（ゴロゴロ）感がなく、非常に楽なスノーケル

クリアが可能
　>> パイプが自在に回転し、前後にスライドするスノーケルアダプター
　>> 全 22 色のカラーバリエーション。マスクとフィンでカラーコーデイネートも自由自在
　>> ミディアムサイズのマウスピース

■TUSAのスノーケルの特徴

SP175QB MR SP175QB EO P175QB FY SP175QB EG

SP175QB BKSP175QB FBSP175QB OG SP175QB W

SP175QID ID SP175QW W

SP175QB SBL SP175QB TN

空気

水

■大容量パージチャンネル
姿勢変化にかかわらず排水弁が最下点に来
る大容量排水室を装備。それにより、非常に
楽なスノーケルクリアが可能。スノーケルクリ
ア時に水が残っても、パイプ内の空気の流れ
に影響がない所に水がとどまり、不快なゴロ
ゴロ感がありません。
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外形寸法：438×115mm/重量：140g/内容量：145cc/
レギュラーサイズパイプ・ミニサイズマウスピース

インプレックス ハイパードライ エボリューション Ⅲ ミニ

MINI

女性や口の小さな人にピッタリなミニマウスピースタイプ

SP451
 （ミニ）

SP451QB
 （ミニ）

SP461QB BK

SP461SP461QB

インプレックス ハイパードライ エボリューション Ⅲ

シンプルで性能に優れたデザイン

外形寸法：450×115mm/重量：152g/内容量：150cc/
レギュラーサイズパイプ・レギュラーサイズマウスピース

［Feature］
　>> レギュラーサイズのマウスピース
　>> 水の抵抗が少なく、スノーケルクリアが楽にできる 3D 楕円形状パイプ
　>> 踏んでも曲げても割れにくい柔軟なパイプ素材
　>> 波を被った時に安心な「ハイパードライ」機構

SP461QB FB

［Feature］
　>> 女性や口の小さい人にピッタリなミニサイズのマウスピース
　>> 8 色のカラーバリエーション
　>> 水の抵抗が少なく、スノーケルクリアが楽にできる 3D 楕円形状パイプ
　>> 踏んでも曲げても割れにくい柔軟なパイプ素材
　>> 波を被った時に安心な「ハイパードライ」機構

OPEN PRICE SERIES

OPEN PRICE SERIES

交　換
パーツ

■マウスピース SP310-13  ￥1,500 （税込価格 ￥1,650）　■フレキシブルジョイント SP450-04  ￥1,500 （税込価格 ￥1,650）
■スノーケルアダプター SP110-030  ￥500 （税込価格 ￥550）　■ドライストリーマー SP110-010  ￥2,000 （税込価格 ￥2,200）

交　換
パーツ

■マウスピース SP300-06C・BK  ￥1,500 （税込価格 ￥1,650）　■フレキシブルジョイント SP300-5  ￥1,5000 （税込価格 ￥1,650）
■スノーケルアダプター SP110-030  ￥500 （税込価格 ￥550）　■ドライストリーマー SP110-010  ￥2,000 （税込価格 ￥2,200）

SP461 BKSP461 CBL SP461 WSP461 FY

SP451 CBL SP451QB BKSP451 WSP451 FY SP451 BKSP451 FBSP451 BP
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外形寸法：438×115mm/重量：140g/内容量：145cc/
レギュラーサイズパイプ・ミニサイズマウスピース

インプレックス ハイパードライ エボリューション Ⅲ ミニ

MINI

女性や口の小さな人にピッタリなミニマウスピースタイプ

SP451
 （ミニ）

SP451QB
 （ミニ）

SP461QB BK

SP461SP461QB

インプレックス ハイパードライ エボリューション Ⅲ

シンプルで性能に優れたデザイン

外形寸法：450×115mm/重量：152g/内容量：150cc/
レギュラーサイズパイプ・レギュラーサイズマウスピース

［Feature］
　>> レギュラーサイズのマウスピース
　>> 水の抵抗が少なく、スノーケルクリアが楽にできる 3D 楕円形状パイプ
　>> 踏んでも曲げても割れにくい柔軟なパイプ素材
　>> 波を被った時に安心な「ハイパードライ」機構

SP461QB FB

［Feature］
　>> 女性や口の小さい人にピッタリなミニサイズのマウスピース
　>> 8 色のカラーバリエーション
　>> 水の抵抗が少なく、スノーケルクリアが楽にできる 3D 楕円形状パイプ
　>> 踏んでも曲げても割れにくい柔軟なパイプ素材
　>> 波を被った時に安心な「ハイパードライ」機構

OPEN PRICE SERIES

OPEN PRICE SERIES

交　換
パーツ

■マウスピース SP310-13  ￥1,500 （税込価格 ￥1,650）　■フレキシブルジョイント SP450-04  ￥1,500 （税込価格 ￥1,650）
■スノーケルアダプター SP110-030  ￥500 （税込価格 ￥550）　■ドライストリーマー SP110-010  ￥2,000 （税込価格 ￥2,200）

交　換
パーツ

■マウスピース SP300-06C・BK  ￥1,500 （税込価格 ￥1,650）　■フレキシブルジョイント SP300-5  ￥1,5000 （税込価格 ￥1,650）
■スノーケルアダプター SP110-030  ￥500 （税込価格 ￥550）　■ドライストリーマー SP110-010  ￥2,000 （税込価格 ￥2,200）

SP461 BKSP461 CBL SP461 WSP461 FY

SP451 CBL SP451QB BKSP451 WSP451 FY SP451 BKSP451 FBSP451 BP

TUSAのフィンの情報はこちら

フィンは、特にダイバーのレベルやダイビン

グシチュエーションによって求められる特性

が異なるダイビングギアです。そのため、

TUSAでは形や素材の研究を重ね、あらゆる

ダイバーが最大限楽しめるようにバリエー

ション豊かにラインナップしています。TUSA

のフィンで、より充実したダイビングライフ

をお楽しみください。
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「HyFlex（ハイフレックス）」システムは、フットポケット部分と

ブレード部分を分離することができます。

コンパクトに収納でき、フットポケットやブレードの交換が

可能です。 TUSA HyFlexSWITCHに採用されている

「PuRiMAX（プリマックス）」は、ゴムフィンよりも反発弾性の

高い素材です。キックの切返し時にも高い推進力が得られ

ます。

XS S M L-XL

SF0105SF0104 SF0107

 4
0 

cm
■ 互換性のあるTUSA HyFlexフィンと交換可能 ■ 2つに分離し、スーツケースなどに

　 収納可能

System

　　　  外形寸法： XS 555×204mm、S 576×204mm、
M 597×204mm、L-XL 618×204mm
適合目安サイズ： XS 22～24cm、S 24～26cm、M 26～28cm、L-XL 28～32cm
ストラップ、バックル等の交換パーツはP.31を参照してください。  

SF0104 EO SF0104 WW SF0104 HPSF0104 RP SF0104 FBSF0104 MDR SF0104 W

XS S M L-XL

BUNGEE
STRAP

比重(対海水）

沈む

低抵抗を実現するフォルムと
高反発弾性ウレタン素材の採用で別格な快適さを追求したハイパフォーマンスフィン

 

¥24,000（税込価格 ￥26,400）

PAT.

SF0104

555×204㎜／
約880g／
22～24㎝

576×204㎜／
約907g／
24～26㎝

597×204㎜／
約947g／
26～28㎝

618×204㎜／
約982g／
28～32㎝

適
合
目
安
サ
イ
ズ

外
形
寸
法
／
重
量（
片
足
）

XS

S

M

L-XL

O

抵抗面削除

抵抗面削除

オフセット

通常のブレード
の位置

TUSA HyFlex システムにより可能になった機能美とも言える立体的な
フォルム。20°の傾斜を設けた通常のブレード位置からさらにオフセットす
る(平行にずらす)ことにより、大きなベントホール(穴)を配置。また、爪先付
近の抵抗面の削減することができ、フットポケット部分に生じる無駄な抵抗
を逃してキックを楽にします。

ベントホールを抜けた水流はフィン裏側の乱流を大幅に抑制することがで
きますが、同時にブレード面との剥離抵抗も少なからず発生します。ブレー
ド裏面に設けられた6つの波状のVGが縦渦を発生させることによって水
流を安定させ、この薄利抵抗を抑制します。

VGの効果

流れの剥離

■ オフセットブレードデザイン ■ ボルテックスジェネレーター(VG)

SF0104 FY

※（▲）は数量限定

交　換
パーツ

■スクリュー /SFU283-050  ￥200 （税込価格 ￥220）　■ナット /SFU283-040  ￥300 （税込価格 ￥330）
■Oリング　S5  ￥100 （税込価格 ￥110）
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限定

［Feature］
　>> 高反発弾性ウレタン (PuRiMaX) を採用し、ゴムを上回るしなやかさ、耐候性、
　   デザイン性を同時に実現
　>> ブレードに傾斜と穴を設けた立体形状で、低抵抗で効率の良いフィンワーク
　>> 片手で脱ぎ履き可能な伸縮タイプのバンジーストラップ（TA0902）（P.38）
　>> フットポケットとブレードが分解可能な「TUSA HyFlex」システムで旅行時の

パッキングに便利 （※P31 でご参照ください。）

④フットポケット側にナットがある事を確認し、ブレードを
フットポケットに取り付けます。

⑤六角レンチ［3㎜］を使用してブレードの両サイドをネジ
で固定します。
※ネジの根元に黒いOリングが付いていることを確認して下さい。

⑥使用する前にフィンとブレードが正しく固定されている
か確認して下さい。

①着脱は写真のように裏返しで行ってください。
※フットポケット側にナットがあり、ネジを外した際に落下する可能性

があります。

②六角レンチ［3㎜］を使用して、ブレードの両側からネジを
反時計方向に回して取り外します。
※ネジの根元に黒いOリングが付いていることを確認してください。

③ブレードの両側の付け根部分を外側に広げるように引っ
張って、フットポケットから取り外します。

■ ブレードの取外し方

■ ブレードの取付け方

PAT.

ハイフレックス・スイッチ

3131



「HyFlex（ハイフレックス）」システムは、フットポケット部分と

ブレード部分を分離することができます。

コンパクトに収納でき、フットポケットやブレードの交換が

可能です。 TUSA HyFlexSWITCHに採用されている

「PuRiMAX（プリマックス）」は、ゴムフィンよりも反発弾性の

高い素材です。キックの切返し時にも高い推進力が得られ

ます。

XS S M L-XL

SF0105SF0104 SF0107

 4
0 

cm

■ 互換性のあるTUSA HyFlexフィンと交換可能 ■ 2つに分離し、スーツケースなどに
　 収納可能

System

　　　  外形寸法： XS 555×204mm、S 576×204mm、
M 597×204mm、L-XL 618×204mm
適合目安サイズ： XS 22～24cm、S 24～26cm、M 26～28cm、L-XL 28～32cm
ストラップ、バックル等の交換パーツはP.31を参照してください。  

SF0104 EO SF0104 WW SF0104 HPSF0104 RP SF0104 FBSF0104 MDR SF0104 W

XS S M L-XL

BUNGEE
STRAP

比重(対海水）

沈む

低抵抗を実現するフォルムと
高反発弾性ウレタン素材の採用で別格な快適さを追求したハイパフォーマンスフィン

 

¥24,000（税込価格 ￥26,400）

PAT.

SF0104

555×204㎜／
約880g／
22～24㎝

576×204㎜／
約907g／
24～26㎝

597×204㎜／
約947g／
26～28㎝

618×204㎜／
約982g／
28～32㎝

適
合
目
安
サ
イ
ズ

外
形
寸
法
／
重
量（
片
足
）

XS

S

M

L-XL

O

抵抗面削除

抵抗面削除

オフセット

通常のブレード
の位置

TUSA HyFlex システムにより可能になった機能美とも言える立体的な
フォルム。20°の傾斜を設けた通常のブレード位置からさらにオフセットす
る(平行にずらす)ことにより、大きなベントホール(穴)を配置。また、爪先付
近の抵抗面の削減することができ、フットポケット部分に生じる無駄な抵抗
を逃してキックを楽にします。

ベントホールを抜けた水流はフィン裏側の乱流を大幅に抑制することがで
きますが、同時にブレード面との剥離抵抗も少なからず発生します。ブレー
ド裏面に設けられた6つの波状のVGが縦渦を発生させることによって水
流を安定させ、この薄利抵抗を抑制します。

VGの効果

流れの剥離

■ オフセットブレードデザイン ■ ボルテックスジェネレーター(VG)

SF0104 FY

※（▲）は数量限定

交　換
パーツ

■スクリュー /SFU283-050  ￥200 （税込価格 ￥220）　■ナット /SFU283-040  ￥300 （税込価格 ￥330）
■Oリング　S5  ￥100 （税込価格 ￥110）
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限定

［Feature］
　>> 高反発弾性ウレタン (PuRiMaX) を採用し、ゴムを上回るしなやかさ、耐候性、
　   デザイン性を同時に実現
　>> ブレードに傾斜と穴を設けた立体形状で、低抵抗で効率の良いフィンワーク
　>> 片手で脱ぎ履き可能な伸縮タイプのバンジーストラップ（TA0902）（P.38）
　>> フットポケットとブレードが分解可能な「TUSA HyFlex」システムで旅行時の

パッキングに便利 （※P31 でご参照ください。）

④フットポケット側にナットがある事を確認し、ブレードを
フットポケットに取り付けます。

⑤六角レンチ［3㎜］を使用してブレードの両サイドをネジ
で固定します。
※ネジの根元に黒いOリングが付いていることを確認して下さい。

⑥使用する前にフィンとブレードが正しく固定されている
か確認して下さい。

①着脱は写真のように裏返しで行ってください。
※フットポケット側にナットがあり、ネジを外した際に落下する可能性

があります。

②六角レンチ［3㎜］を使用して、ブレードの両側からネジを
反時計方向に回して取り外します。
※ネジの根元に黒いOリングが付いていることを確認してください。

③ブレードの両側の付け根部分を外側に広げるように引っ
張って、フットポケットから取り外します。

■ ブレードの取外し方

■ ブレードの取付け方

PAT.

ハイフレックス・スイッチ
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■ 国内向けにために開発された「Jスペック」
ハイブリッドフィンの特長は、流体力学に基づいた凝ったデザインが可能で、軽量なこと。海外では圧倒的シェアの樹脂
フィンですが、何故か国内ではラバーフィンのシェアが高くなっています。「上級者しか使いこなせない」「しなり感が少な
い」などのマイナスイメージは、このSF24を使うことで一新されるはずです。ブレード部分を日本人の脚力や好みに応じて
設計したまさに日本人ダイバーのためのフィンです。

■ ３素材複合ハイブリッドフィンの優れた特長
SF24 SOLLAは、弾性のあるメインの軟質素材に特性の異なる２種類の硬質素材を最適なバランスでレイアウトした３素材
複合ハイブリッドフィン。人目を惹く鮮やかなデザインや、流体力学に基づいた優れた性能は「しなやかでとても楽に進む」と
ラバーフィン愛用者からも高評価。重量が軽いため水中でのトリム姿勢が取りやすく、持ち運びも軽快です。

■ 東京工業大学との共同研究
TUSAではフィン開発段階において、東京工業大学と推進力評価に関する共同研究を行っています。身体形状（体型）、関
節運動（泳ぎ方）といった人に関する情報に加え、フィン形状、たわみ硬さ（静的荷重）、反発弾性（動的減衰）といったフィン
に関する情報を解析。SF24は、泳速度、推進力、推進効率、関節トルクなど科学的数値評価テストを繰り返し行い開発され
ました。

非常にしなやかで軽やかなフィンワーク

簡単にとれるトリム姿勢

ソラ Jスペック

しなやかで軽やかな取り回し。高い推進力を発揮する3素材複合のハイブリッドフィン

比重(対海水）

沈むやや

¥18,000 （税込価格 ￥19,800） 

SF24

外形寸法・重量（片足）： XS 557×215mm・775g、 S 577×217mm・830g、
M 607×224mm・940g、  L-XL 627×226mm・997g
適合目安サイズ： XS 22 ～ 24cm、 S 24 ～ 26cm、 M 26 ～ 28cm、 L-XL 28 ～ 32cm
ストラップ、バックル等の交換パーツは P.38 を参照してください。

SF24 FY SF24 BKSF24 MDR SF24 FBSF24 EO SF24 WW SF24 LBW

  XS S M     L-XL

    FB ● ● ●     ー

   BK ● ● ●     ● 

   MDR ▲ ● ●     ー

   FY ● ● ●     ー

    RP ● ● ▲     ー

    OG ● ● ●     ー

    EO ー ● ●     ー

    WW ● ● ●     ー

    HP ▲ ▲ ー     ー

    LBW ▲ ▲ ー     ー

カラー
サイズ

SF24 RP

■ フォースエラスト構造■ こだわったブレード長さ設定
従来のフィンでは、足のサイズが大きくなるとブレードサイズも大きく
なり、結果として十分に蹴り切れるダイバーが少なくなってしまって
いました。SF24はFF16Z KAILで好評を得たブレードサイズ理論を
踏襲し、フットポケットサイズが大きくなってもブレードサイズは比較
的コンパクトに収めました。その結果、モニターテストでは、ラバー
フィンユーザーからも「楽で推進力がある」と高評価を得ています。

軟質材料の反撥弾性を最大限に活かすデュ
アルリブに加え、軟質素材の中に硬質素材を
最適なバランスを考え配置。その結果、最適
なフィンのたわみを生み出すだけでなく、足
に余計な負担をかけずに推進力が得られるス
ムーズなフィンワークを実現させました。

SF24 OG

※（▲）は数量限定

交　換
パーツ

■スイベルサイドバックル（メス） SFU039-050  ¥500 （税込価格 ￥550）
■アジャストサイドバックル（オス） SFU039-060  ¥500 （税込価格 ￥550）
■ストラップ（フィンサイズ XS～S） /SFU249-010  ¥1,000 （税込価格 ￥1,100）
■ストラップ（フィンサイズ M～L-XL） /SFU248-010  ¥1,000 （税込価格 ￥1,100）

［Feature］
　>> 流れるようなフォルムのデザインと推進力を最大限に引き出す3種材料複合
　>> 最適な推進力が得られるようにデュアルリブを配した、フォースエラスト構造
　>> 水流を安定させるブレード先端の凹形状が、スムーズなフィンワークを実現
　>> キック時の力のロスを軽減するために採用された、つま先上部とかかと底部の

硬質材
　>> 国内市場の平均値や好みに応じて設定されたブレード硬度

SF24 HP
限定

FB

BK
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XS S M L-XL

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

－

－

▲

－

SF0105

¥22,000（税込価格 ￥24,200）

PAT.　　　  外形寸法： XS 550×215mm、 S 571×215mm、
M 617×225mm、 L-XL 638×225mm
適合目安サイズ： XS22～24cm、 S 24～26cm、 M 26～28cm、 L-XL 28～32cm/
ストラップ、バックル等の交換パーツはP.38を参照してください。

根元から積極的にたわむ事によって優れた推進力を生む
アクティブ・ピボッティング・システムを搭載した新世代フィン

ハイフレックス・ベスナ

SF0105 FYSF0105 BK

比重(対海水）

浮くや
や

550×215㎜／
約757g／
22～24㎝

571×215㎜／
約785g／
24～26㎝

617×225㎜／
約875g／
26～28㎝

638×225㎜／
約900g／
28～32㎝

適
合
目
安
サ
イ
ズ

外
形
寸
法
／
重
量（
片
足
）

XS

S

M

L-XL

ハイフレックス・スイッチ・プロ

TFY

BK
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－

XS
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－

▲

●

比重(対海水）

沈む

 

¥24,000（税込価格 ￥26,400）

 

PAT. 

SF0107

SF0107 BK

好評のSWITCHフィンのハードブレード仕様
より強い推進力を求めるパワフルな脚力を持ったダイバーにオススメ

　　　  外形寸法： XS 555×204mm、S 576×204mm、
M 597×204mm、L-XL 618×204mm
適合目安サイズ： XS 22～24cm、S 24～26cm、M 26～28cm、L-XL 28～32cm
ストラップ、バックル等の交換パーツはP.38を参照してください。  

SF0105 FB

597×204㎜／
約947g／
26～28㎝

ズ
イ
サ
安
目
合
適

法
寸
形
外

／

）
足
片
（量
重

M

L-XL
618×204㎜／

約982g／
28～32㎝

BUNGEE
STRAP

BUNGEE
STRAP

交　換
パーツ

■スクリュー /SFU283-050  ￥200 （税込価格 ￥220）　■ナット /SFU283-040  ￥300 （税込価格 ￥330）
■Oリング　 S5  ￥100 （税込価格 ￥110）

交　換
パーツ

■スクリュー /SFU283-050  ￥200 （税込価格 ￥220）　■ナット /SFU283-040  ￥300 （税込価格 ￥330）
■Oリング　S5  ￥100 （税込価格 ￥110）

［Feature］
　>> レギュラー仕様の SWITCH よりも強い推進力を得られる硬めの PrRiMaX 素材を

使用 
　>> 高反発弾性ウレタン素材 (PrRiMaX) を採用し、ゴムを上回るしなやかさ、耐候性、

デザイン性を同時に実現
　>> ブレードに傾斜と穴を設けた立体形状で、低抵抗で効率の良いフィンワーク
　>> 片手で脱ぎ履き可能な伸縮タイプのバンジーストラップ（TA0902）（P.38）
　>> フットポケットとブレードが分解可能な「TUSA HyFlex」システムで旅行時のパッキ

ングに便利（※P.31 でご参照ください。）

［Feature］
　>> 根元から積極的にたわむピボッティング構造のブレード
　>> 当てた光が確実に光るナイトダイブに有効な再帰反射材（リフレクター）3ヶ所
　>> 片手で脱ぎ履き可能な伸縮タイプのバンジーストラップ（TA0902）（P.38）
　>> フットポケットとブレードが分解可能な「TUSA HyFlex System」構造で旅行

時のパッキングに便利（※P.31 でご参照ください。） 

限定 限定

限定

SF0107 TFY 限定

限定
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■ 国内向けにために開発された「Jスペック」
ハイブリッドフィンの特長は、流体力学に基づいた凝ったデザインが可能で、軽量なこと。海外では圧倒的シェアの樹脂
フィンですが、何故か国内ではラバーフィンのシェアが高くなっています。「上級者しか使いこなせない」「しなり感が少な
い」などのマイナスイメージは、このSF24を使うことで一新されるはずです。ブレード部分を日本人の脚力や好みに応じて
設計したまさに日本人ダイバーのためのフィンです。

■ ３素材複合ハイブリッドフィンの優れた特長
SF24 SOLLAは、弾性のあるメインの軟質素材に特性の異なる２種類の硬質素材を最適なバランスでレイアウトした３素材
複合ハイブリッドフィン。人目を惹く鮮やかなデザインや、流体力学に基づいた優れた性能は「しなやかでとても楽に進む」と
ラバーフィン愛用者からも高評価。重量が軽いため水中でのトリム姿勢が取りやすく、持ち運びも軽快です。

■ 東京工業大学との共同研究
TUSAではフィン開発段階において、東京工業大学と推進力評価に関する共同研究を行っています。身体形状（体型）、関
節運動（泳ぎ方）といった人に関する情報に加え、フィン形状、たわみ硬さ（静的荷重）、反発弾性（動的減衰）といったフィン
に関する情報を解析。SF24は、泳速度、推進力、推進効率、関節トルクなど科学的数値評価テストを繰り返し行い開発され
ました。

非常にしなやかで軽やかなフィンワーク

簡単にとれるトリム姿勢

ソラ Jスペック

しなやかで軽やかな取り回し。高い推進力を発揮する3素材複合のハイブリッドフィン

比重(対海水）

沈むやや

¥18,000 （税込価格 ￥19,800） 

SF24

外形寸法・重量（片足）： XS 557×215mm・775g、 S 577×217mm・830g、
M 607×224mm・940g、  L-XL 627×226mm・997g
適合目安サイズ： XS 22 ～ 24cm、 S 24 ～ 26cm、 M 26 ～ 28cm、 L-XL 28 ～ 32cm
ストラップ、バックル等の交換パーツは P.38 を参照してください。

SF24 FY SF24 BKSF24 MDR SF24 FBSF24 EO SF24 WW SF24 LBW

  XS S M     L-XL

    FB ● ● ●     ー

   BK ● ● ●     ● 

   MDR ▲ ● ●     ー

   FY ● ● ●     ー

    RP ● ● ▲     ー

    OG ● ● ●     ー

    EO ー ● ●     ー

    WW ● ● ●     ー

    HP ▲ ▲ ー     ー

    LBW ▲ ▲ ー     ー

カラー
サイズ

SF24 RP

■ フォースエラスト構造■ こだわったブレード長さ設定
従来のフィンでは、足のサイズが大きくなるとブレードサイズも大きく
なり、結果として十分に蹴り切れるダイバーが少なくなってしまって
いました。SF24はFF16Z KAILで好評を得たブレードサイズ理論を
踏襲し、フットポケットサイズが大きくなってもブレードサイズは比較
的コンパクトに収めました。その結果、モニターテストでは、ラバー
フィンユーザーからも「楽で推進力がある」と高評価を得ています。

軟質材料の反撥弾性を最大限に活かすデュ
アルリブに加え、軟質素材の中に硬質素材を
最適なバランスを考え配置。その結果、最適
なフィンのたわみを生み出すだけでなく、足
に余計な負担をかけずに推進力が得られるス
ムーズなフィンワークを実現させました。

SF24 OG

※（▲）は数量限定

交　換
パーツ

■スイベルサイドバックル（メス） SFU039-050  ¥500 （税込価格 ￥550）
■アジャストサイドバックル（オス） SFU039-060  ¥500 （税込価格 ￥550）
■ストラップ（フィンサイズ XS～S） /SFU249-010  ¥1,000 （税込価格 ￥1,100）
■ストラップ（フィンサイズ M～L-XL） /SFU248-010  ¥1,000 （税込価格 ￥1,100）

［Feature］
　>> 流れるようなフォルムのデザインと推進力を最大限に引き出す3種材料複合
　>> 最適な推進力が得られるようにデュアルリブを配した、フォースエラスト構造
　>> 水流を安定させるブレード先端の凹形状が、スムーズなフィンワークを実現
　>> キック時の力のロスを軽減するために採用された、つま先上部とかかと底部の

硬質材
　>> 国内市場の平均値や好みに応じて設定されたブレード硬度

SF24 HP
限定

FB

BK

FY

XS S M L-XL

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

－

－

▲

－

SF0105

¥22,000（税込価格 ￥24,200）

PAT.　　　  外形寸法： XS 550×215mm、 S 571×215mm、
M 617×225mm、 L-XL 638×225mm
適合目安サイズ： XS22～24cm、 S 24～26cm、 M 26～28cm、 L-XL 28～32cm/
ストラップ、バックル等の交換パーツはP.38を参照してください。

根元から積極的にたわむ事によって優れた推進力を生む
アクティブ・ピボッティング・システムを搭載した新世代フィン

ハイフレックス・ベスナ

SF0105 FYSF0105 BK

比重(対海水）

浮くや
や

550×215㎜／
約757g／
22～24㎝

571×215㎜／
約785g／
24～26㎝

617×225㎜／
約875g／
26～28㎝

638×225㎜／
約900g／
28～32㎝

適
合
目
安
サ
イ
ズ

外
形
寸
法
／
重
量（
片
足
）

XS

S

M

L-XL

ハイフレックス・スイッチ・プロ

TFY

BK

M L-XL

▲

●

S

－

－

XS

－

－

▲

●

比重(対海水）

沈む

 

¥24,000（税込価格 ￥26,400）

 

PAT. 

SF0107

SF0107 BK

好評のSWITCHフィンのハードブレード仕様
より強い推進力を求めるパワフルな脚力を持ったダイバーにオススメ

　　　  外形寸法： XS 555×204mm、S 576×204mm、
M 597×204mm、L-XL 618×204mm
適合目安サイズ： XS 22～24cm、S 24～26cm、M 26～28cm、L-XL 28～32cm
ストラップ、バックル等の交換パーツはP.38を参照してください。  

SF0105 FB

597×204㎜／
約947g／
26～28㎝

ズ
イ
サ
安
目
合
適

法
寸
形
外

／

）
足
片
（量
重

M

L-XL
618×204㎜／

約982g／
28～32㎝

BUNGEE
STRAP

BUNGEE
STRAP

交　換
パーツ

■スクリュー /SFU283-050  ￥200 （税込価格 ￥220）　■ナット /SFU283-040  ￥300 （税込価格 ￥330）
■Oリング　 S5  ￥100 （税込価格 ￥110）

交　換
パーツ

■スクリュー /SFU283-050  ￥200 （税込価格 ￥220）　■ナット /SFU283-040  ￥300 （税込価格 ￥330）
■Oリング　S5  ￥100 （税込価格 ￥110）

［Feature］
　>> レギュラー仕様の SWITCH よりも強い推進力を得られる硬めの PrRiMaX 素材を

使用 
　>> 高反発弾性ウレタン素材 (PrRiMaX) を採用し、ゴムを上回るしなやかさ、耐候性、

デザイン性を同時に実現
　>> ブレードに傾斜と穴を設けた立体形状で、低抵抗で効率の良いフィンワーク
　>> 片手で脱ぎ履き可能な伸縮タイプのバンジーストラップ（TA0902）（P.38）
　>> フットポケットとブレードが分解可能な「TUSA HyFlex」システムで旅行時のパッキ

ングに便利（※P.31 でご参照ください。）

［Feature］
　>> 根元から積極的にたわむピボッティング構造のブレード
　>> 当てた光が確実に光るナイトダイブに有効な再帰反射材（リフレクター）3ヶ所
　>> 片手で脱ぎ履き可能な伸縮タイプのバンジーストラップ（TA0902）（P.38）
　>> フットポケットとブレードが分解可能な「TUSA HyFlex System」構造で旅行

時のパッキングに便利（※P.31 でご参照ください。） 

限定 限定

限定

SF0107 TFY 限定

限定

34

M
ASKS

SNO
RKELS

FINS
ACCESSO

RIES
DIVE CO

M
PUTERS

B.C.JACKETS
REG

ULATO
RS

SUITS



”くるぶしズレ”を防ぐ、ローカットデザイン。XSからXXLまでブレードの長さの差を3cmに抑えた結果、キックと
取り回しが非常に楽になりました。

簡単かつ素早く脱ぐ事が出来るきっか
け、3ステップキッカー

XS S M L XL XXL

■ ブレードの長さにこだわった ＴＵＳＡ のＫＡＩＬ
従来のゴムフィンは、サイズが大きくなるとブレードサイズも大きくなり、結果として充分に蹴り切れる一般ダイバーは殆どいませんでした。
カイルは大きなサイズでもブレードは比較的コンパクト。モニターテストでは、中・長距離のタイムテストで驚くべき性能を発揮しています。

FF16Z FY

ご注意：サイズ表はあくまでも目安です。
ご購入の際は必ずフィンとブーツを履いて確認してください。

適合目安サイズ

カラー
サイズ

XS

S

M

L

XL

W

●
●
●
●
●
●

OG

●
●
●
●
●
－

FB

●
●
●
●
●
－

NBL

－

－

●
●
●
－

WFY

▲
－

－

－

－

－

WHP

－

●
●
－

－

－

WFB

▲
●
●
●
●
－

WOR

▲
▲
●
●
●
●

BK

●
●
●
●
●
●

FY

－

●
●
●
●
－

OR

－

－

●
●
●
－

HP

●
●
●
－

－

－

R

－

－

●
●
●
－XXL

最後まで楽に蹴り切れる、ブレードの長さにこだわったフルフットゴムフィン

¥16,000（税込価格 ￥17,600）

カイル
フルフットタイプ

素足サイズ

KAILブーツ

比重(対海水）

沈む

FF16Z

※フルフットフィン用の「KAIL」ブーツはＰ.39参照。

XS

23-24

21-22

S

24-25

22-23

L

27-28

24-25

M

25-26

23-24

XL

29-30

25-26

XXL

31-33

27-29

FF16Z FB FF16Z NBLFF16Z OR FF16Z OGFF16Z RFF16Z HP

FF16Z BK FF16Z W FF16Z WHP FF16Z WOR FF16Z WFY FF16Z WFB

※（▲）は数量限定

外形寸法・重量（片足）： 
XS 490×185mm・約650g
S 515×190mm・約700g 
M 530×200mm・約750g
L 550×210mm・約825g
XL 580×215mm・約1,035g
XXL 600×215mm・約1,050g
カラーごとの材料が異なるため重量に個体差が生じます。

［Feature］
　>> ブレードの長さを極力短くしたショートブレード設計
　>> 柔らかさの中にも推進力を失わないゴムの硬度設定
　>> “くるぶしズレ“ を防ぐローカットフットポケット
　>> 素早く簡単に脱げる、かかとに配した 3 本のキッカー

限定

SF1101 FB

SF1101 BKSF1101 NBLSF1101 OGSF1101 ORSF1101 P SF1101 R SF1101 WSF1101 Y
ホワイト色のストラップ ホワイト色のストラップホワイト色のストラップ

評価の高いダイビングフィン専用ゴムを採用したKAILのオープンヒールタイプ

¥19,000 （税込価格 ￥20,900）

カイル
オープンヒールタイプ

比重(対海水）

沈む

SF1101

BK

FB

NBL

OG

S

● ● ●

OR

P

M L

R

W

Y

● ● ●

－ ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● －
－ ● ●

● ● ●

● ● ●

■ 新開発のフィン専用ゴムの採用
弾力性の向上はもちろんですが耐久性も向上させ
たフィン専用ゴムの採用。海水や太陽の下での
ダイビングにおいては素材の劣化は当然ですが、
推進力を得るための大事なフィンだからこそ長持
ちし安全に使用できることが大切。

■ 鞭のような力強いしなやかさ
反発力に優れたフィン専用ゴムを使用し、鞭のよう
なスナップで推進力を効率よく生み出します。少な
い脚力でも一般的なゴムフィンと同じ推進力で泳
ぐことができます。

■ こだわりのフットポケット形状 
フットポケット内側にシボ加工を施して摩擦を低
減。フットポケット底面に凸を設けブーツとの接触
面積を減らしブーツの着脱性を向上。また、フット
ポケット間口の下側をなだらかにし足を挿入しやす
い形状にしています。

試験条件：オゾン濃度50pphm±5、温度 40℃で36時間にて試験を実施

SF1101 一般的な
ゴムフィン

ムチ

SF1011

一般的な
ゴムフィン

推進力測定装置を用いた測定に基づくイメージ図です。計測方法は、
SF1101 と一般的なフィンの推力・抗力測定装置を使用しダウンキック方
向で普段水中で移動する速度に設定し、最大推力が発生している時間帯の
抵抗力を比較

推進力測定装置

フットポケット底面に凸

SF1101の断面

一般的なフィンの断面

ブーツのつま先

ブーツのつま先

最大推進力発生時における抵抗力

※一般的なゴムフィンとSF1101の
最大推進力は同じになります

抵抗力

時間

※（▲）は数量限定

外形寸法・重量（片足）： S 539×190mm・約 930g、 M 556×195mm・約 980g、
L 572×199mm・約 1,080g
適合目安サイズ： S 22 ～ 24cm、 M 24 ～ 26cm、 L-XL 26 ～ 28cm
カラーごとの材料が異なるため重量に個体差が生じます。
TUSA オープンヒール用のブーツは P.39, 40 を参照してください。

交　換
パーツ

■スイベルサイドバックル（メス） SFU039-050  ¥500 （税込価格 ￥550）
■アジャストサイドバックル（オス） SFU039-060  ¥500 （税込価格 ￥550）
■ストラップ（フィンサイズ XS～S） /SFU249-010  ¥1,000 （税込価格 ￥1,100）
■ストラップ（フィンサイズ M～L-XL） /SFU248-010  ¥1,000 （税込価格 ￥1,100）

［Feature］
　>>  耐久性があり、陸上での重量が軽く、水中で沈むダイビングフィン専用ゴムを採用
　>>  柔らかさの中にも推進力を発生できるゴムを採用
　>>  効率よく推進力を発生できる形状設計
　>>  素早く簡単に脱着できるフットポケット構造
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”くるぶしズレ”を防ぐ、ローカットデザイン。XSからXXLまでブレードの長さの差を3cmに抑えた結果、キックと
取り回しが非常に楽になりました。

簡単かつ素早く脱ぐ事が出来るきっか
け、3ステップキッカー

XS S M L XL XXL

■ ブレードの長さにこだわった ＴＵＳＡ のＫＡＩＬ
従来のゴムフィンは、サイズが大きくなるとブレードサイズも大きくなり、結果として充分に蹴り切れる一般ダイバーは殆どいませんでした。
カイルは大きなサイズでもブレードは比較的コンパクト。モニターテストでは、中・長距離のタイムテストで驚くべき性能を発揮しています。

FF16Z FY

ご注意：サイズ表はあくまでも目安です。
ご購入の際は必ずフィンとブーツを履いて確認してください。

適合目安サイズ

カラー
サイズ

XS

S

M

L

XL

W

●
●
●
●
●
●

OG

●
●
●
●
●
－

FB

●
●
●
●
●
－

NBL

－

－

●
●
●
－

WFY

▲
－

－

－

－

－

WHP

－

●
●
－

－

－

WFB

▲
●
●
●
●
－

WOR

▲
▲
●
●
●
●

BK

●
●
●
●
●
●

FY

－

●
●
●
●
－

OR

－

－

●
●
●
－

HP

●
●
●
－

－

－

R

－

－

●
●
●
－XXL

最後まで楽に蹴り切れる、ブレードの長さにこだわったフルフットゴムフィン

¥16,000（税込価格 ￥17,600）

カイル
フルフットタイプ

素足サイズ

KAILブーツ

比重(対海水）

沈む

FF16Z

※フルフットフィン用の「KAIL」ブーツはＰ.39参照。

XS

23-24

21-22

S

24-25

22-23

L

27-28

24-25

M

25-26

23-24

XL

29-30

25-26

XXL

31-33

27-29

FF16Z FB FF16Z NBLFF16Z OR FF16Z OGFF16Z RFF16Z HP

FF16Z BK FF16Z W FF16Z WHP FF16Z WOR FF16Z WFY FF16Z WFB

※（▲）は数量限定

外形寸法・重量（片足）： 
XS 490×185mm・約650g
S 515×190mm・約700g 
M 530×200mm・約750g
L 550×210mm・約825g
XL 580×215mm・約1,035g
XXL 600×215mm・約1,050g
カラーごとの材料が異なるため重量に個体差が生じます。

［Feature］
　>> ブレードの長さを極力短くしたショートブレード設計
　>> 柔らかさの中にも推進力を失わないゴムの硬度設定
　>> “くるぶしズレ“ を防ぐローカットフットポケット
　>> 素早く簡単に脱げる、かかとに配した 3 本のキッカー

限定

SF1101 FB

SF1101 BKSF1101 NBLSF1101 OGSF1101 ORSF1101 P SF1101 R SF1101 WSF1101 Y
ホワイト色のストラップ ホワイト色のストラップホワイト色のストラップ

評価の高いダイビングフィン専用ゴムを採用したKAILのオープンヒールタイプ

¥19,000 （税込価格 ￥20,900）

カイル
オープンヒールタイプ

比重(対海水）

沈む

SF1101

BK

FB

NBL

OG

S

● ● ●

OR

P

M L

R

W

Y

● ● ●

－ ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● －
－ ● ●

● ● ●

● ● ●

■ 新開発のフィン専用ゴムの採用
弾力性の向上はもちろんですが耐久性も向上させ
たフィン専用ゴムの採用。海水や太陽の下での
ダイビングにおいては素材の劣化は当然ですが、
推進力を得るための大事なフィンだからこそ長持
ちし安全に使用できることが大切。

■ 鞭のような力強いしなやかさ
反発力に優れたフィン専用ゴムを使用し、鞭のよう
なスナップで推進力を効率よく生み出します。少な
い脚力でも一般的なゴムフィンと同じ推進力で泳
ぐことができます。

■ こだわりのフットポケット形状 
フットポケット内側にシボ加工を施して摩擦を低
減。フットポケット底面に凸を設けブーツとの接触
面積を減らしブーツの着脱性を向上。また、フット
ポケット間口の下側をなだらかにし足を挿入しやす
い形状にしています。

試験条件：オゾン濃度50pphm±5、温度 40℃で36時間にて試験を実施

SF1101 一般的な
ゴムフィン

ムチ

SF1011

一般的な
ゴムフィン

推進力測定装置を用いた測定に基づくイメージ図です。計測方法は、
SF1101 と一般的なフィンの推力・抗力測定装置を使用しダウンキック方
向で普段水中で移動する速度に設定し、最大推力が発生している時間帯の
抵抗力を比較

推進力測定装置

フットポケット底面に凸

SF1101の断面

一般的なフィンの断面

ブーツのつま先

ブーツのつま先

最大推進力発生時における抵抗力

※一般的なゴムフィンとSF1101の
最大推進力は同じになります

抵抗力

時間

※（▲）は数量限定

外形寸法・重量（片足）： S 539×190mm・約 930g、 M 556×195mm・約 980g、
L 572×199mm・約 1,080g
適合目安サイズ： S 22 ～ 24cm、 M 24 ～ 26cm、 L-XL 26 ～ 28cm
カラーごとの材料が異なるため重量に個体差が生じます。
TUSA オープンヒール用のブーツは P.39, 40 を参照してください。

交　換
パーツ

■スイベルサイドバックル（メス） SFU039-050  ¥500 （税込価格 ￥550）
■アジャストサイドバックル（オス） SFU039-060  ¥500 （税込価格 ￥550）
■ストラップ（フィンサイズ XS～S） /SFU249-010  ¥1,000 （税込価格 ￥1,100）
■ストラップ（フィンサイズ M～L-XL） /SFU248-010  ¥1,000 （税込価格 ￥1,100）

［Feature］
　>>  耐久性があり、陸上での重量が軽く、水中で沈むダイビングフィン専用ゴムを採用
　>>  柔らかさの中にも推進力を発生できるゴムを採用
　>>  効率よく推進力を発生できる形状設計
　>>  素早く簡単に脱着できるフットポケット構造
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バンジーストラップ（TUSAフィン専用）
■ サイズ：フリー（5段階サイズ調整可）
■ 材質：合成ゴム／エラストマー樹脂／ポリカ／ポリアセタール
■ TUSAストラップフィン専用

軽量でスタイリッシュ。柔軟なバンジーストラップ。

TA0915

すべての TUSA オープンヒールフィンに対応

■ 適合目安サイズ
　XS 22～24cm　　M 26～28cm
　S 24～26cm　　  L-XL 28～32cm

フットポケット交換により
夏場（ウエットスーツ）・冬場（ドライスーツ）での使い分けが可能に。

TA0903

フットポケットとブレードの組み合わせが自由自在なTUSA HyFlex システムのフットポケット。

SF0104、SF0105、
SF0107に対応

TA81J

フットポケット

スプリングストラップ（TUSAフィン専用）

TA81J

着脱が簡単で長さ調整が不要な
スプリング式のフィンストラップ。

¥10,000 (税込価格 ¥11,000) ２本１組

TA0903 BK六角レンチ・専用ネジ4本

TA0915
( バンジーストラップ ) の
サイズ調整方法

1. 長さ調節部分のバックルを開けます 2. ストラップの先端を調整したい位置
   に装着します

3. 中間の位置 4. 短い位置

バンジーストラップ
片手で脱ぎ履きが可能な伸縮タイプのフィンストラップ。通常のスト
ラップのように余り部分がなく、見た目が非常に綺麗です。また、従来
の伸縮タイプと異なり、片側3段階の長さ調整機能が付いているの
で、初めて使用する際にお好みのテンションに調整可能です。

PuriMAX(プリマックス)
TUSA独自の高反発ウレタン素材「PuRiMaX（プリマックス）」は、一般
的なフィンに使用されるゴムと比較して、1.2倍程度の反発弾性を持ち、
アップキック時、ダウンキック時のみならず、キック切り返し時にもムチの
ようなスナップで推進力を生み出します。また、格段に優れた耐久性を誇
る高品質素材のため、あらゆるシーンでもタフにお使いいただけます。

ボルテックスジェネレーター
ブレード裏面に設けられた6つの波状のボルテックスジェネレーター
が縦渦を発生させることによって水流を安定させ抵抗を抑制します。

アングル・ブレード・デザイン
ダイバーが楽に泳げるようにフットポケット底面とブレードに20°前
後の角度を設定。これによって、蹴り始めの瞬間から水をキャッチす
ることができ、角度がないフィンと比べて初動から効率的に推進
力が得られます。

アクティブ・ピボッティング・システム
フットポケット部分に生じる無駄な抵抗を逃してキックを楽にする
ベントホール。根元から積極的にたわんで初動負荷を減らし、推進
力を効率良く生み出すブレードとたわみ角度をキープするストッ
パー機構によって、軽い蹴り心地で高い推進力が得られます。

再帰反射材（リフレクター）
従来品に比べて耐久性に優れ、反射率が格段に高い第3世代の再帰
反射材を採用。通常の反射材とは異なり、再帰反射材はどの角度から
光を当てても光って見える素材で、ナイトダイビング時などにバディ
の位置確認などがしやすくなります。

3Dアナトミックフィンストラップ
かかとを包み込むようにホールドする3D立体形状により、平面形状
のストラップに比べてフィット感が格段にアップ。ブーツの上からでも
ピッタリとフィットし、ズレやすべりの発生を抑えます。また、中央部に
設けた穴によって、スムーズな着脱が可能です。

プロペラテクノロジー（先割れフィン）
キックした時にフィンのスリット部分を水が抜けると、進行方向に作
用する「揚力」が発生して推進力をアシストします。小刻みなキックが
適しているので、足への負担も大幅に軽減。キック時の抵抗が少な
いにもかかわらず、効率的な推進力を得られます。

EZワンタッチバックル
スムーズな着脱をサポートするEZワンタッチバックル。カチッとはめ
込むだけで装着することができ、リリースボタンを軽く挟むように押
すだけでバックルが外れます。もちろん、ストラップの長さは細かく
調整することが可能で、ブーツを確実にホールドします。

フォースエラスト構造
軟質素材の反発弾性を最大限に活かすデュアルリブに加え、軟質素
材と硬質素材を最適なバランスを考えて配置。その結果、最適なフィ
ンのたわみを生み出すだけでなく、足に余計な負担をかけずに推
進力を得られるスムーズなフィンワークを実現しました。

¥10,000 (税込価格 ¥11,000) ２本１組

¥7,000 (税込価格 ¥7,700) ２個１組

交　換
パーツ

■バックルベース /SF371-010  ￥800 （税込価格￥880）
■バックルカバー /SF371-020  ￥400 （税込価格￥440）
■ヒールグリップ /SF371-0３0  ￥1,000 （税込価格￥1,100）
■ストラップ /SF371-040  ￥1,000 （税込価格￥1,100） TA0915 WTA0915 BK

■ サイズ：S、 M、 L 
※Sサイズ以下のフィンにはS、MサイズはM、Lサイズ以上にはLをお選びいただくのが目安ですが、
ご購入の際は必ずご使用のフィンとブーツに合わせて試着してください。

■ 材質：合成ゴム／エラストマー樹脂／ステンレス
■ TUSAストラップフィン専用

限 定

■TUSAのフィンの特徴

SF0110

素足でも着用可能なソフトフットポケットモデル

SF0110 BK

SF0110 W

SF5000 FY（レギュラー）
SF5500 FY（スモール）

SF5000 （レギュラー）

SF5500 （スモール）

初心者にも最適な世界のベストセラーフィン

リブレーター テン

OPEN PRICE SERIES

OPEN PRICE SERIES
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ツサ・トラベルライトダイビングフィンズ

SF0110専用バンジーストラップ

小さな力でよく伸び、多くの足の形に
フィットするバンジーストラップ

外形寸法・重量（片足）： 
XS 475×215mm・約620g
S 502×225mm・約715g 
M 520×225mm・約720g
L 545×232mm・約850g
適合目安サイズ（素足）： 
XS 21.5～23.5cm 
S 23.5～25.5cm 
M 25.5～27.5cm 
L 27.5～29.5cm

［Feature］
　>> コンパクトで収納しやすく、軽量で持ち運びに便利
　>> 大きな推進力を生むコンパクトなブレードデザイン
　>> やわらかいフットポケットが多くの足型にフィット
　>> バンジーストラップで調整せずに着脱可能
　>> ダイビングだけでなく、スノーケリングに対応

交　換
パーツ

■バンジーストラップ /SFU367

※価格はお問い合わせ下さい。

外形寸法・重量（片足）： 
598×225mm・約 797g
適合目安サイズ： 24 ～ 28cm

外形寸法・重量（片足）： 
568×214mm・約 670g
適合目安サイズ： 22 ～ 26cm

交　換
パーツ

■スイベルサイドバックル（メス） SFU039-050  ¥500 （税込価格 ￥550）
■アジャストサイドバックル（オス） SFU039-060  ¥500 （税込価格 ￥550）
■ストラップ（フィンサイズレギュラー） SFU039-030  ¥1,000 （税込価格 ￥1,100）
■ストラップ（フィンサイズ M～L-XL） SFU056-010  ¥1,000 （税込価格 ￥1,100）

［Feature］
　>> ブレード素材に柔軟な TUSA フレックスを採用した初心者や脚力

に自信のない方にも最適なフィン。軽いキックで安定した推進力が
得られます。

SF5000 CBL
（レギュラー）
SF5500 CBL

（スモール）

SF5000 BK
（レギュラー）
SF5500 BK

（スモール）

SF5000 W
（レギュラー）
SF5500 W

（スモール）

SF5500 PBL
（スモール）

SF5500 PP
（スモール）

SF5000 OG
（レギュラー）
SF5500 OG

（スモール）

SF5500 RP
（スモール）

SF5000

SF5500
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バンジーストラップ（TUSAフィン専用）

長さ調整が不要で着脱が
スムーズな交換用フィンストラップ

TA0902

TA0902 BK

SF0104、SF0105、
SF0107には

標準で装着されています

交　換
パーツ

ヒールグリップ /SFU301-010  ￥1,000 （税込価格￥1,100）
ストラップ /SFU301-020  ￥1,000 （税込価格 ￥1,100）
ピン /SFU301-030  ￥200 （税込価格 ￥220）
バックルアッシー /SFU301-040  ￥800 （税込価格 ￥880）
バックルカバー /SFU301-050  ￥400 （税込価格 ￥440）

¥10,000 (税込価格 ¥11,000) ２本１組

■ サイズ：フリー（5段階サイズ調整可）
■ 材質：合成ゴム／エラストマー樹脂
■ TUSAストラップフィン専用

37



バンジーストラップ（TUSAフィン専用）
■ サイズ：フリー（5段階サイズ調整可）
■ 材質：合成ゴム／エラストマー樹脂／ポリカ／ポリアセタール
■ TUSAストラップフィン専用

軽量でスタイリッシュ。柔軟なバンジーストラップ。

TA0915

すべての TUSA オープンヒールフィンに対応

■ 適合目安サイズ
　XS 22～24cm　　M 26～28cm
　S 24～26cm　　  L-XL 28～32cm

フットポケット交換により
夏場（ウエットスーツ）・冬場（ドライスーツ）での使い分けが可能に。

TA0903

フットポケットとブレードの組み合わせが自由自在なTUSA HyFlex システムのフットポケット。

SF0104、SF0105、
SF0107に対応

TA81J

フットポケット

スプリングストラップ（TUSAフィン専用）

TA81J

着脱が簡単で長さ調整が不要な
スプリング式のフィンストラップ。

¥10,000 (税込価格 ¥11,000) ２本１組

TA0903 BK六角レンチ・専用ネジ4本

TA0915
( バンジーストラップ ) の
サイズ調整方法

1. 長さ調節部分のバックルを開けます 2. ストラップの先端を調整したい位置
   に装着します

3. 中間の位置 4. 短い位置

バンジーストラップ
片手で脱ぎ履きが可能な伸縮タイプのフィンストラップ。通常のスト
ラップのように余り部分がなく、見た目が非常に綺麗です。また、従来
の伸縮タイプと異なり、片側3段階の長さ調整機能が付いているの
で、初めて使用する際にお好みのテンションに調整可能です。

PuriMAX(プリマックス)
TUSA独自の高反発ウレタン素材「PuRiMaX（プリマックス）」は、一般
的なフィンに使用されるゴムと比較して、1.2倍程度の反発弾性を持ち、
アップキック時、ダウンキック時のみならず、キック切り返し時にもムチの
ようなスナップで推進力を生み出します。また、格段に優れた耐久性を誇
る高品質素材のため、あらゆるシーンでもタフにお使いいただけます。

ボルテックスジェネレーター
ブレード裏面に設けられた6つの波状のボルテックスジェネレーター
が縦渦を発生させることによって水流を安定させ抵抗を抑制します。

アングル・ブレード・デザイン
ダイバーが楽に泳げるようにフットポケット底面とブレードに20°前
後の角度を設定。これによって、蹴り始めの瞬間から水をキャッチす
ることができ、角度がないフィンと比べて初動から効率的に推進
力が得られます。

アクティブ・ピボッティング・システム
フットポケット部分に生じる無駄な抵抗を逃してキックを楽にする
ベントホール。根元から積極的にたわんで初動負荷を減らし、推進
力を効率良く生み出すブレードとたわみ角度をキープするストッ
パー機構によって、軽い蹴り心地で高い推進力が得られます。

再帰反射材（リフレクター）
従来品に比べて耐久性に優れ、反射率が格段に高い第3世代の再帰
反射材を採用。通常の反射材とは異なり、再帰反射材はどの角度から
光を当てても光って見える素材で、ナイトダイビング時などにバディ
の位置確認などがしやすくなります。

3Dアナトミックフィンストラップ
かかとを包み込むようにホールドする3D立体形状により、平面形状
のストラップに比べてフィット感が格段にアップ。ブーツの上からでも
ピッタリとフィットし、ズレやすべりの発生を抑えます。また、中央部に
設けた穴によって、スムーズな着脱が可能です。

プロペラテクノロジー（先割れフィン）
キックした時にフィンのスリット部分を水が抜けると、進行方向に作
用する「揚力」が発生して推進力をアシストします。小刻みなキックが
適しているので、足への負担も大幅に軽減。キック時の抵抗が少な
いにもかかわらず、効率的な推進力を得られます。

EZワンタッチバックル
スムーズな着脱をサポートするEZワンタッチバックル。カチッとはめ
込むだけで装着することができ、リリースボタンを軽く挟むように押
すだけでバックルが外れます。もちろん、ストラップの長さは細かく
調整することが可能で、ブーツを確実にホールドします。

フォースエラスト構造
軟質素材の反発弾性を最大限に活かすデュアルリブに加え、軟質素
材と硬質素材を最適なバランスを考えて配置。その結果、最適なフィ
ンのたわみを生み出すだけでなく、足に余計な負担をかけずに推
進力を得られるスムーズなフィンワークを実現しました。

¥10,000 (税込価格 ¥11,000) ２本１組

¥7,000 (税込価格 ¥7,700) ２個１組

交　換
パーツ

■バックルベース /SF371-010  ￥800 （税込価格￥880）
■バックルカバー /SF371-020  ￥400 （税込価格￥440）
■ヒールグリップ /SF371-0３0  ￥1,000 （税込価格￥1,100）
■ストラップ /SF371-040  ￥1,000 （税込価格￥1,100） TA0915 WTA0915 BK

■ サイズ：S、 M、 L 
※Sサイズ以下のフィンにはS、MサイズはM、Lサイズ以上にはLをお選びいただくのが目安ですが、
ご購入の際は必ずご使用のフィンとブーツに合わせて試着してください。

■ 材質：合成ゴム／エラストマー樹脂／ステンレス
■ TUSAストラップフィン専用

限 定

■TUSAのフィンの特徴

SF0110

素足でも着用可能なソフトフットポケットモデル

SF0110 BK

SF0110 W

SF5000 FY（レギュラー）
SF5500 FY（スモール）

SF5000 （レギュラー）

SF5500 （スモール）

初心者にも最適な世界のベストセラーフィン

リブレーター テン

OPEN PRICE SERIES

OPEN PRICE SERIES
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ツサ・トラベルライトダイビングフィンズ

SF0110専用バンジーストラップ

小さな力でよく伸び、多くの足の形に
フィットするバンジーストラップ

外形寸法・重量（片足）： 
XS 475×215mm・約620g
S 502×225mm・約715g 
M 520×225mm・約720g
L 545×232mm・約850g
適合目安サイズ（素足）： 
XS 21.5～23.5cm 
S 23.5～25.5cm 
M 25.5～27.5cm 
L 27.5～29.5cm

［Feature］
　>> コンパクトで収納しやすく、軽量で持ち運びに便利
　>> 大きな推進力を生むコンパクトなブレードデザイン
　>> やわらかいフットポケットが多くの足型にフィット
　>> バンジーストラップで調整せずに着脱可能
　>> ダイビングだけでなく、スノーケリングに対応

交　換
パーツ

■バンジーストラップ /SFU367

※価格はお問い合わせ下さい。

外形寸法・重量（片足）： 
598×225mm・約 797g
適合目安サイズ： 24 ～ 28cm

外形寸法・重量（片足）： 
568×214mm・約 670g
適合目安サイズ： 22 ～ 26cm

交　換
パーツ

■スイベルサイドバックル（メス） SFU039-050  ¥500 （税込価格 ￥550）
■アジャストサイドバックル（オス） SFU039-060  ¥500 （税込価格 ￥550）
■ストラップ（フィンサイズレギュラー） SFU039-030  ¥1,000 （税込価格 ￥1,100）
■ストラップ（フィンサイズ M～L-XL） SFU056-010  ¥1,000 （税込価格 ￥1,100）

［Feature］
　>> ブレード素材に柔軟な TUSA フレックスを採用した初心者や脚力

に自信のない方にも最適なフィン。軽いキックで安定した推進力が
得られます。

SF5000 CBL
（レギュラー）
SF5500 CBL

（スモール）

SF5000 BK
（レギュラー）
SF5500 BK

（スモール）

SF5000 W
（レギュラー）
SF5500 W

（スモール）

SF5500 PBL
（スモール）

SF5500 PP
（スモール）

SF5000 OG
（レギュラー）
SF5500 OG

（スモール）

SF5500 RP
（スモール）

SF5000

SF5500
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バンジーストラップ（TUSAフィン専用）

長さ調整が不要で着脱が
スムーズな交換用フィンストラップ

TA0902

TA0902 BK

SF0104、SF0105、
SF0107には

標準で装着されています

交　換
パーツ

ヒールグリップ /SFU301-010  ￥1,000 （税込価格￥1,100）
ストラップ /SFU301-020  ￥1,000 （税込価格 ￥1,100）
ピン /SFU301-030  ￥200 （税込価格 ￥220）
バックルアッシー /SFU301-040  ￥800 （税込価格 ￥880）
バックルカバー /SFU301-050  ￥400 （税込価格 ￥440）

¥10,000 (税込価格 ¥11,000) ２本１組

■ サイズ：フリー（5段階サイズ調整可）
■ 材質：合成ゴム／エラストマー樹脂
■ TUSAストラップフィン専用
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フルフットフィン専用ブーツ
■ スーパーストレッチジャージ/
　3mmクロロプレンゴム/
■ フィンのパフォーマンスを最大限に
　引き出すアーチサポートパッド
■ カラー：BK

DB3016 BK

フィンのパフォーマンスもブーツ次第。
フィット感最高のフルフットフィン専用ブーツ。

サイズ
カラー

BK
22
●

23
●
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●

25
●

26
●

27
●

28
●

29
●

カイルブーツ

土踏まずの空間を埋めた究極のフィッ
ト感が、フィンの性能を最大限に引き
出します。

効率的なフィンキックを可能にする
140。の傾斜角度

アーチサポート形状

断面図

DB3016

￥7,700 （税込価格 ¥8,470） 

足首の
傾斜角度140。

3.5mmダイビングブーツ
■ サイドファスナー付き
■ スーパーストレッチジャージ/
　3.5mmクロロプレンゴム
■ デッキソール
■ インナーガード
■ 内側抗菌加工の生地を使用

DB0105 P

デッキソールを採用した滑りにくく 抗菌加工生地を使用したブーツ。

濡れたボートの上でも滑りにくい
デッキソールを採用。

￥11,000 （税込価格 ¥12,100） 

DB0105

サイズ
カラー
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DB0105 BK

DB0105 BL

DB0105 NBL

内側抗菌加工の生地を使用

柔らかな履き心地とシンプルなデザインのブーツ。　

［Feature］
　>> ソールは汎用性が高く、フィンも履きやすい
　    グリップソールを採用しました。

DB0104

DB0104 BK

快適な履き心地のショートブーツ。
新設計のプロテクションソールは歩きやすく、泳ぎやすい。

DB0204

DB0201 BK

5.0mmダイビングブーツ
■ ナイロンジャージ/5.0mmクロロプレンゴム
■ サイドファスナー付き
■ 2色成型スニーカーソール
■ カラー：BK

■ ナイロンジャージ × 3.0mm厚クロロプレンゴム
■ サイドファスナー付き
■ カラー：BK

フィンへのフィット感を重視したブーツ。
2色成型スニーカーソールで耐久性抜群。

サイズ
カラー
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￥14,500 （税込価格 ￥15,950） 

DB0101

DB0101 BK

※（▲）は数量限定

限 定

高い耐久性、快適性、保温性を兼ね備えたブーツ。
新設計のプロテクションソールは歩きやすく、泳ぎやすい。

DB0109

サイズ
カラー

BK
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●
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●

OPEN PRICE SERIES

OPEN PRICE SERIES

マリンレジャーに最適な
歩行機能を優先したショートブーツ

OPEN PRICE SERIES

DB0201

■ ナイロンジャージ × 3.0mm厚クロロプレンゴム
■ 2色成型スニーカーソール
■ カラー：BK

サイズ
カラー

BK
23
●
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●
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●

26
●

27
●

28
●

29
●

30
●

限 定

TUSA オリジナルプロテクシ
ョンソールはゴツゴツした岩
場から足裏を保護します。

耐久性のあるYKK サイドファス
ナー仕様。ベルクロテープロック
付き

プロテクションソール　5.0mm ダイビングブーツ
■ 5mm クロロプレンゴム
■ TUSA オリジナルプロテクションソール
■ 快適なフィンワーク（かかとの可動性）をサポートするヒール仕様
■ 耐久性のあるYKK サイドファスナー仕様（ベルクロテープロック付き)

￥14,500 （税込価格 ¥15,950） 

フィンストラップとの摩擦から
足首の生地を保護し、ブーツが
長持ちします。

プロテクションソール　3.0mm ショートブーツ
■ 3mm クロロプレンゴム
■ TUSA オリジナルプロテクションソール

TUSA オリジナルプロテクシ
ョンソールはゴツゴツした岩
場から足裏を保護します。
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DB0109 BK

DB0204 BK
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フルフットフィン専用ブーツ
■ スーパーストレッチジャージ/
　3mmクロロプレンゴム/
■ フィンのパフォーマンスを最大限に
　引き出すアーチサポートパッド
■ カラー：BK

DB3016 BK

フィンのパフォーマンスもブーツ次第。
フィット感最高のフルフットフィン専用ブーツ。

サイズ
カラー

BK
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29
●

カイルブーツ

土踏まずの空間を埋めた究極のフィッ
ト感が、フィンの性能を最大限に引き
出します。

効率的なフィンキックを可能にする
140。の傾斜角度

アーチサポート形状

断面図

DB3016

￥7,700 （税込価格 ¥8,470） 

足首の
傾斜角度140。

3.5mmダイビングブーツ
■ サイドファスナー付き
■ スーパーストレッチジャージ/
　3.5mmクロロプレンゴム
■ デッキソール
■ インナーガード
■ 内側抗菌加工の生地を使用

DB0105 P

デッキソールを採用した滑りにくく 抗菌加工生地を使用したブーツ。

濡れたボートの上でも滑りにくい
デッキソールを採用。

￥11,000 （税込価格 ¥12,100） 

DB0105

サイズ
カラー
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DB0105 BK

DB0105 BL

DB0105 NBL

内側抗菌加工の生地を使用

柔らかな履き心地とシンプルなデザインのブーツ。　

［Feature］
　>> ソールは汎用性が高く、フィンも履きやすい
　    グリップソールを採用しました。

DB0104

DB0104 BK

快適な履き心地のショートブーツ。
新設計のプロテクションソールは歩きやすく、泳ぎやすい。

DB0204

DB0201 BK

5.0mmダイビングブーツ
■ ナイロンジャージ/5.0mmクロロプレンゴム
■ サイドファスナー付き
■ 2色成型スニーカーソール
■ カラー：BK

■ ナイロンジャージ × 3.0mm厚クロロプレンゴム
■ サイドファスナー付き
■ カラー：BK

フィンへのフィット感を重視したブーツ。
2色成型スニーカーソールで耐久性抜群。

サイズ
カラー

BK
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サイズ
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￥14,500 （税込価格 ￥15,950） 

DB0101

DB0101 BK

※（▲）は数量限定

限 定

高い耐久性、快適性、保温性を兼ね備えたブーツ。
新設計のプロテクションソールは歩きやすく、泳ぎやすい。

DB0109

サイズ
カラー

BK
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OPEN PRICE SERIES

OPEN PRICE SERIES

マリンレジャーに最適な
歩行機能を優先したショートブーツ

OPEN PRICE SERIES

DB0201

■ ナイロンジャージ × 3.0mm厚クロロプレンゴム
■ 2色成型スニーカーソール
■ カラー：BK

サイズ
カラー

BK
23
●

24
●

25
●

26
●

27
●

28
●

29
●

30
●

限 定

TUSA オリジナルプロテクシ
ョンソールはゴツゴツした岩
場から足裏を保護します。

耐久性のあるYKK サイドファス
ナー仕様。ベルクロテープロック
付き

プロテクションソール　5.0mm ダイビングブーツ
■ 5mm クロロプレンゴム
■ TUSA オリジナルプロテクションソール
■ 快適なフィンワーク（かかとの可動性）をサポートするヒール仕様
■ 耐久性のあるYKK サイドファスナー仕様（ベルクロテープロック付き)

￥14,500 （税込価格 ¥15,950） 

フィンストラップとの摩擦から
足首の生地を保護し、ブーツが
長持ちします。

プロテクションソール　3.0mm ショートブーツ
■ 3mm クロロプレンゴム
■ TUSA オリジナルプロテクションソール

TUSA オリジナルプロテクシ
ョンソールはゴツゴツした岩
場から足裏を保護します。
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DB0109 BK

DB0204 BK
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シンプルなカットパターンの採用で使いやすくなった、男性向け3シーズングローブ

男性向けスリーシーズングローブ
■ 立体裁断　　■ 春・夏・秋用
■ 素材
　手の甲：ポリエステルジャージ100％／
　　　　  1.5mmクロロプレンゴム
　手の平人工皮革（ナイロン＋ポリウレタン）

TA0206 YTA0206 NBLTA0206 BKTA0206 R

女性向けスリーシーズングローブ 
■ 立体裁断　■ 春・夏・秋用
■ 素材
　手の甲：ポリエステルジャージ100％／
　1.5mmクロロプレンゴム
　手の平人工皮革（ナイロン＋ポリウレタン） 

TA0207 BLTA0207 BK TA0207 P

カラー

サイズ M
20-21

S
19-20

XS
18-19

 （ｃｍ）

BK
BL
P

●
●
●

●
●
●

●
●
●

TUSAオリジナルサイズ基準。

テーマはシンプル＆カワイイ！手の平の滑り止めプリントにもカラーを配した、女性向け3シーズングローブ

サイズの測り方

左手

小指の付け根
生命線の始まり

手首

グローブ
TA0206 ・ TA0207・ TA0209 のサイズ表示は手のひら外周サイズで表示してあります。
グローブは店頭でご試着してからご購入ください。

TA0206

￥8,000 （税込価格 ¥8,800） 

￥8,000 （税込価格 ¥8,800） 

TA0207

エアーメッシュグローブ
■ 手首には伸縮性の良い
   ジャージ素材で着脱が簡単
■ 軽量ポリメッシュ構造
■ 手の平には、保護性の高い
   人工皮革生地

水中での操作性が高く、軽量で着脱が簡単。ポリメッシュ製エアーメッシュグローブ

TA0209

TUSAオリジナルサイズ基準。

カラー

サイズ
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●
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●
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－
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XXL
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 （ｃｍ）
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L
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●

S
21-22

●

XS
20-21

●

アトラクティブなデザインに器材を詰め込んで海に行こう！
ユニセックスタイプの汎用性の高い樹脂コーティングメッシュバッグ

樹脂メッシュバッグ
■ 生地：420デニールナイロンPVCコーティング×
　　　 樹脂コーティングメッシュ
■ サイズ：横660mm×奥行き380mm×高さ430mm
■ サイドポケット／長さ調節可能キャリングハンドル
■ 容量：約104L

キャリングハンドル

BA0104 OR

BA0104 BL

BA0104 R

￥12,000 （税込価格 ¥１3,200）

BA0104

取っ手

BA0104 PBA0104 BK BA0104 FY

収納力のある角型デザインを採用したメッシュバッグ

■ 生地：420デニールナイロン×塩ビコーティング＋メッシュ
■ サイズ：横650×幅370×高さ420mm
■ 容量：約93L
■ サイドポケット付 

BA0105

BA0105 R

BA0105 BK

BA0105 CBL

OPEN PRICE SERIESOPEN PRICE SERIES

［Feature］
　>> 肩にも掛けられる長さ調整機能付キャリングハンドルを装備
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シンプルなカットパターンの採用で使いやすくなった、男性向け3シーズングローブ

男性向けスリーシーズングローブ
■ 立体裁断　　■ 春・夏・秋用
■ 素材
　手の甲：ポリエステルジャージ100％／
　　　　  1.5mmクロロプレンゴム
　手の平人工皮革（ナイロン＋ポリウレタン）

TA0206 YTA0206 NBLTA0206 BKTA0206 R

女性向けスリーシーズングローブ 
■ 立体裁断　■ 春・夏・秋用
■ 素材
　手の甲：ポリエステルジャージ100％／
　1.5mmクロロプレンゴム
　手の平人工皮革（ナイロン＋ポリウレタン） 

TA0207 BLTA0207 BK TA0207 P

カラー

サイズ M
20-21

S
19-20

XS
18-19

 （ｃｍ）

BK
BL
P

●
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●
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●

TUSAオリジナルサイズ基準。

テーマはシンプル＆カワイイ！手の平の滑り止めプリントにもカラーを配した、女性向け3シーズングローブ

サイズの測り方

左手

小指の付け根
生命線の始まり

手首

グローブ
TA0206 ・ TA0207・ TA0209 のサイズ表示は手のひら外周サイズで表示してあります。
グローブは店頭でご試着してからご購入ください。

TA0206

￥8,000 （税込価格 ¥8,800） 

￥8,000 （税込価格 ¥8,800） 

TA0207

エアーメッシュグローブ
■ 手首には伸縮性の良い
   ジャージ素材で着脱が簡単
■ 軽量ポリメッシュ構造
■ 手の平には、保護性の高い
   人工皮革生地

水中での操作性が高く、軽量で着脱が簡単。ポリメッシュ製エアーメッシュグローブ

TA0209

TUSAオリジナルサイズ基準。

カラー

サイズ
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M
22-23
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24-25
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S
21-22
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XS
20-21
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アトラクティブなデザインに器材を詰め込んで海に行こう！
ユニセックスタイプの汎用性の高い樹脂コーティングメッシュバッグ

樹脂メッシュバッグ
■ 生地：420デニールナイロンPVCコーティング×
　　　 樹脂コーティングメッシュ
■ サイズ：横660mm×奥行き380mm×高さ430mm
■ サイドポケット／長さ調節可能キャリングハンドル
■ 容量：約104L

キャリングハンドル

BA0104 OR

BA0104 BL

BA0104 R

￥12,000 （税込価格 ¥１3,200）

BA0104

取っ手

BA0104 PBA0104 BK BA0104 FY

収納力のある角型デザインを採用したメッシュバッグ

■ 生地：420デニールナイロン×塩ビコーティング＋メッシュ
■ サイズ：横650×幅370×高さ420mm
■ 容量：約93L
■ サイドポケット付 

BA0105

BA0105 R

BA0105 BK

BA0105 CBL

OPEN PRICE SERIESOPEN PRICE SERIES

［Feature］
　>> 肩にも掛けられる長さ調整機能付キャリングハンドルを装備
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ウォータープルーフバックパック（フィン収納ベルト付き）

￥13,000（税込価格 ¥14,300）

BA0403

Size : 幅300×高さ700×奥行き200mm
容量 : 約42L
本体生地 : TPU(裏面：ポリウレタンコーティング)
重量 : 約700g

前面

背面
BA0403 DG

ダイビング器材をしっかり収納シーン別に使い分けできる機能が充実したローラーバッグ

すぐに中の物を取り出せるポケットは、
とっさの出し入れに便利です

キャリングバッグは取り外して使用するこ
とが可能。ショルダーベルトが付いてい
ます。
ドライスーツなどを収納できる１層構造
に仕様変更され便利になりました。

ローラーバッグ  84L

■ 生地：ナイロン+ポリエステル素材
■ ハードボックス：EVA樹脂
■ サイズ：横440幅385×高さ730mm
■ 重さ：4,960g
■ 容量：84L（ハード部：58L、ソフト部26L）

■ 上下2層式、セパレート使用可能
■ キャスター固定式
■ キャリングハンドル2段階高さ調節可能
■ キャリング用ショルダーベルト付き
■ ポケット前面×1ケ

BA0206 DG

BA0206

濡れた物を入れたり、濡らしたくない物を入れたりするのに便利な弁付防水バッグ。

ウォータープルーフバッグ
 ■ 生地：75デニールポリエステル×

　　　  TPU（底部：420デニールポリエステル×TPU）
■ サイズ（大）： 横320mm×奥行き320mm×高さ700mm
　サイズ（小）： 横250mm×奥行き250mm×高さ600mm

BA0401 NBLBBA0401 BKTNBA0401 BGBK

BA0401

様々な用途に活躍する防水バッグに10ℓタイプが登場

BA0402 BGBK BA0402 BKTN BA0402 NBLB

BA0404 BG BA0404 BK BA0404 NB

BA0404

BA0402

■ 軽量／中の空気を出せるバルブ付き／
　　　　 ショルダーベルト付き／インナーポケット付き
■ 容量： 約40L（大）、約20L（小）
　　　　 ※開口部を丸めてバックルで止めた状態

ウォータープルーフバッグ
■ 生地：75デニールナイロン
■ サイズ： 横370mm×高さ500mm
　中の空気と水が出せるバルブ付き　容量：約10ℓ(開口部を閉めた状態で)

■ 生地：420デニールナイロン×塩ビコーティング＋メッシュ
■ サイズ：横650×幅370×高さ420mm
■ 容量：約93L
■ サイドポケット付 

￥6,000（税込価格 ¥6,600）

￥3,200（税込価格 ¥3,520）

￥50,000（税込価格 ¥55,000）

￥5,000（税込価格 ¥5,500）

［Feature］
　>> 防水生地を使用し大容量
　>> 薄手のウェ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
　>> フロントジッパーを設ける事により、天面開口部

を閉じたままでも中にアクセスしやすい
　>> 左右サイドにフィンを固定し、背負う事ができる

限 定

（大）

（小）
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ウォータープルーフバックパック（フィン収納ベルト付き）

￥13,000（税込価格 ¥14,300）

BA0403

Size : 幅300×高さ700×奥行き200mm
容量 : 約42L
本体生地 : TPU(裏面：ポリウレタンコーティング)
重量 : 約700g

前面

背面
BA0403 DG

ダイビング器材をしっかり収納シーン別に使い分けできる機能が充実したローラーバッグ

すぐに中の物を取り出せるポケットは、
とっさの出し入れに便利です

キャリングバッグは取り外して使用するこ
とが可能。ショルダーベルトが付いてい
ます。
ドライスーツなどを収納できる１層構造
に仕様変更され便利になりました。

ローラーバッグ  84L

■ 生地：ナイロン+ポリエステル素材
■ ハードボックス：EVA樹脂
■ サイズ：横440幅385×高さ730mm
■ 重さ：4,960g
■ 容量：84L（ハード部：58L、ソフト部26L）

■ 上下2層式、セパレート使用可能
■ キャスター固定式
■ キャリングハンドル2段階高さ調節可能
■ キャリング用ショルダーベルト付き
■ ポケット前面×1ケ

BA0206 DG

BA0206

濡れた物を入れたり、濡らしたくない物を入れたりするのに便利な弁付防水バッグ。

ウォータープルーフバッグ
 ■ 生地：75デニールポリエステル×

　　　  TPU（底部：420デニールポリエステル×TPU）
■ サイズ（大）： 横320mm×奥行き320mm×高さ700mm
　サイズ（小）： 横250mm×奥行き250mm×高さ600mm

BA0401 NBLBBA0401 BKTNBA0401 BGBK

BA0401

様々な用途に活躍する防水バッグに10ℓタイプが登場

BA0402 BGBK BA0402 BKTN BA0402 NBLB

BA0404 BG BA0404 BK BA0404 NB

BA0404

BA0402

■ 軽量／中の空気を出せるバルブ付き／
　　　　 ショルダーベルト付き／インナーポケット付き
■ 容量： 約40L（大）、約20L（小）
　　　　 ※開口部を丸めてバックルで止めた状態

ウォータープルーフバッグ
■ 生地：75デニールナイロン
■ サイズ： 横370mm×高さ500mm
　中の空気と水が出せるバルブ付き　容量：約10ℓ(開口部を閉めた状態で)

■ 生地：420デニールナイロン×塩ビコーティング＋メッシュ
■ サイズ：横650×幅370×高さ420mm
■ 容量：約93L
■ サイドポケット付 

￥6,000（税込価格 ¥6,600）

￥3,200（税込価格 ¥3,520）

￥50,000（税込価格 ¥55,000）

￥5,000（税込価格 ¥5,500）

［Feature］
　>> 防水生地を使用し大容量
　>> 薄手のウェ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
　>> フロントジッパーを設ける事により、天面開口部

を閉じたままでも中にアクセスしやすい
　>> 左右サイドにフィンを固定し、背負う事ができる

限 定

（大）

（小）
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IQ1204 KH

IQ1204 NBL

IQ1204 WMR

IQ1204 OGBK

IQ1204 WBL

IQ1204 BKMR

IQ1204 OG

IQ1204 BKG

IQ1204 WG

IQ1204 MRBK

IQ1204 は、水深、水温、潜水時間、浮上速度、減圧要件などに関する情報を提供し、もしも、無減圧潜水可能時間を
超えた場合などには、アラーム音や画面の点滅などで警告します。2099 年までのフルオートカレンダーが内蔵され
ており、ダイブプロファイルの詳細、長時間のデータを含め、多方面にわたって記録することができる上、高所潜水モ
ードにも無断階で自動的に切り替わる機能を持っています。
IQ1204 の最大の特長は、時計型のコンパクトなボディにソーラー充電システムを備えていることです。従来の製品
にありがちだった電池交換後の水没のリスクがありません。また、TUSA 独自の安全機能として M 値警告機能を装
備。水深20m 以下ではどうしてもファジーになりやすい無減圧潜水時間の危険性を、M 値に安全マージンを取るこ
とによってより抑えることができます。IQ1204 は 4 種類の混合比の異なるナイトロックス（エンリッチド・エアー）ガ
スにも対応しています。酸素濃度比率はそれぞれ 21％～ 100% まで 1% 刻みに設定ができるので、本格的な加速
減圧が可能です。また、Bluetooth SMART 機能と、無料でダウンロードできるスマートフォン用アプリ「ダイビング
Log」を使用して、計測されたログ情報（詳細の時間ごとの水深や警告情報）などをスマートフォンに転送することも
できます。
その他、フリーダイビングモード、ゲージモード、1/10 秒計測のストップウォッチ、アラーム、タイマー世界 48 都市
のワールドタイムなども備えています。

4mixガス対応で本格的な加速減圧が可能なソーラー充電式ダイブコンピュータ！

IQ1204 ￥90,000 （税込価格 ¥99,000）

ディーシー・ソーラー・リンク

Bluetooth Smartでスマホにログデータが転送可能
4mixガス対応で本格的な加速減圧ができる
ソーラー充電式ダイブコンピュータ　EN13319対応

減圧症を予防する「M値警告機能」搭載は TUSA だけです

電池切れの心配がないソーラー充電式です。ま
た、3年間の水没保証が付いた安心のファクト
リーシールドで故障の心配がなくなります。

Bluetooth Smartでスマートフォンにログデー
タが転送可能（専用アプリが必要）です。多く
のログが蓄積できます。

4mixナイトロックスガス対応で、本格的な加
速減圧が可能です。
（酸素濃度比率21～100％）

単なる水深計として使えるゲージモードを搭載
しています。

深度インターバルアラーム機能を搭載していま
す。設定した水深ピッチごとに警告音が鳴らす
ことができます。

傾けるだけで自動的にバックライトが点灯する
オート点灯機能を搭載しています。

スキンダイビングやフリーダイビング時に便利
なフリーダイビングモードを搭載しています。

安全ランクを厳しく設定できるセーフティーフ
ァクター機能や、TUSAだけの「M値」警告機
能搭載で減圧予防に有効です。

IQ1204 W

IQ1204 MR

IQ1204 NBG

IQ1204 SBL IQ1204 TN

IQ1204 WOG
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IQ1204 KH

IQ1204 NBL

IQ1204 WMR

IQ1204 OGBK

IQ1204 WBL

IQ1204 BKMR

IQ1204 OG

IQ1204 BKG

IQ1204 WG

IQ1204 MRBK

IQ1204 は、水深、水温、潜水時間、浮上速度、減圧要件などに関する情報を提供し、もしも、無減圧潜水可能時間を
超えた場合などには、アラーム音や画面の点滅などで警告します。2099 年までのフルオートカレンダーが内蔵され
ており、ダイブプロファイルの詳細、長時間のデータを含め、多方面にわたって記録することができる上、高所潜水モ
ードにも無断階で自動的に切り替わる機能を持っています。
IQ1204 の最大の特長は、時計型のコンパクトなボディにソーラー充電システムを備えていることです。従来の製品
にありがちだった電池交換後の水没のリスクがありません。また、TUSA 独自の安全機能として M 値警告機能を装
備。水深20m 以下ではどうしてもファジーになりやすい無減圧潜水時間の危険性を、M 値に安全マージンを取るこ
とによってより抑えることができます。IQ1204 は 4 種類の混合比の異なるナイトロックス（エンリッチド・エアー）ガ
スにも対応しています。酸素濃度比率はそれぞれ 21％～ 100% まで 1% 刻みに設定ができるので、本格的な加速
減圧が可能です。また、Bluetooth SMART 機能と、無料でダウンロードできるスマートフォン用アプリ「ダイビング
Log」を使用して、計測されたログ情報（詳細の時間ごとの水深や警告情報）などをスマートフォンに転送することも
できます。
その他、フリーダイビングモード、ゲージモード、1/10 秒計測のストップウォッチ、アラーム、タイマー世界 48 都市
のワールドタイムなども備えています。

4mixガス対応で本格的な加速減圧が可能なソーラー充電式ダイブコンピュータ！

IQ1204 ￥90,000 （税込価格 ¥99,000）

ディーシー・ソーラー・リンク

Bluetooth Smartでスマホにログデータが転送可能
4mixガス対応で本格的な加速減圧ができる
ソーラー充電式ダイブコンピュータ　EN13319対応

減圧症を予防する「M値警告機能」搭載は TUSA だけです

電池切れの心配がないソーラー充電式です。ま
た、3年間の水没保証が付いた安心のファクト
リーシールドで故障の心配がなくなります。

Bluetooth Smartでスマートフォンにログデー
タが転送可能（専用アプリが必要）です。多く
のログが蓄積できます。

4mixナイトロックスガス対応で、本格的な加
速減圧が可能です。
（酸素濃度比率21～100％）

単なる水深計として使えるゲージモードを搭載
しています。

深度インターバルアラーム機能を搭載していま
す。設定した水深ピッチごとに警告音が鳴らす
ことができます。

傾けるだけで自動的にバックライトが点灯する
オート点灯機能を搭載しています。

スキンダイビングやフリーダイビング時に便利
なフリーダイビングモードを搭載しています。

安全ランクを厳しく設定できるセーフティーフ
ァクター機能や、TUSAだけの「M値」警告機
能搭載で減圧予防に有効です。

IQ1204 W

IQ1204 MR

IQ1204 NBG

IQ1204 SBL IQ1204 TN

IQ1204 WOG
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■アプリの基本機能

・ スキューバダイビングのログブック作成、編集、閲覧

・ IQ1204 と連携し時間ごとの水深をグラフ表示

・ ダイビングポイントの位置情報を地図に記録でき地図上
での一覧表示

・ 時刻やIQ1204 の設定をスマートフォンのアプリで変更
可能

・ 記録した写真の一覧表示

・ インストラクターのサインを手書きで入力し記録

「ダイビングLog」は、IQ1204 とデータ連携ができるダイビングログブック

のアプリです。基本的な情報（ダイビングポイント、エントリー時間、エキジット

時間、潜水時間、最大水深、平均水深、水温）など記録可能で、マップ機能を

使用したダイビングポイントの位置情報やインストラクターの手書きサイン、

そして撮影した写真を登録することも可能です。さらに、IQ1204と

Bluetooth Smart通信機能搭載のスマートフォンがデータリンクすることで

詳細の時間ごとの水深や警告情報などをアプリに転送することができます。

ダイビング後のログ付けが楽しく簡単にできる新しい機能です。作成した

ダイビングログは画像として出力して、facebookやtwitterなどの各種

SNSを通じて、友達と共有することも可能です。

日本

○

オート式LEDバックライト

二次電池交換が必要になるまで

ソーラー充電式

CTL1616（二次蓄電池）

85g

61.0×53.0

16.7

Φ26.7×26.7

5

16ビット

ビュールマンZHL-16C改

16

1秒

1秒

20秒

5秒

±1%＋50cm

±2℃

±15sec

100m

1.5m

99.9m

599min

－20～65℃

○

10m/分一定

10m/分一定

10m/分一定

○

○

○

3～33m

○

○

○

○

○

○

48h

○

○

×

9ｍ～48m（3m毎）

最大30時間／30本

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○（注）

○（注）

○

最低水温

○

（999本、9999時間）

○

1分固定

4Mix：21～100%

○

○

○（ナビゲーション不可）

Bluetooth Smartスマホ転送

0～6000m

オート無段階

○

○（ON、OFF）3段階

95%、90%、80%

×（SEA）

ユーザー切り替え可能

○充電不足

○

○

○48都市

○（水中使用可）

○

○

生産国

時刻・カレンダー

パネル照明

電池寿命

電池交換

使用電池

重さ（バンド込み）

大きさ（カン部含む）

厚さ

表示部サイズ

ボタン数

CPU

アルゴリズム（演算式）

計測間隔（時間）

精度

防水性能

表示水深

潜水時間

水温表示

浮上速度警告

体内窒素量表示

体内酸素量表示（NITROX対応）

無減圧潜水可能時間

減圧停止水深表示

減圧停止時間

総浮上時間

減圧停止指示違反警告

残留窒素排出時間

水面休息時間

セーフティストップ

計測範囲外警告

体内窒素量アラーム

体内酸素量アラーム

プラン

ログ

ヒストリー

プロファイル

 NITROX（FO2設定）

ゲージモード

フリーダイビングモード

電子コンパス

PC転送

高所潜水

飛行搭乗禁止表示

USF設定機能

M値警告機能

SEA/FRESH切り替え機能

m/ft切り替え機能

電池寿命警告表示

デイリーアラーム

時報

デュアル（ワールド）タイム

ストップウォッチ

曜日

12/24時制切り替え

 IQ1204品番
仕様

（注）：体内酸素量、酸素分圧（PO2）のどちらか10段階で高い方がバーグラフ表示されます。

ダイブ：50本/年

グラム

ミリ（3-9h×12-6h）

ミリ

ミリ（3-9h×12-6h）

コンパートメント

水深

水温

高度

NDL

水深

水温

時間（月差）

開始

MAX

MAX

SLOW

18m以深

17.9m～6.0m

5.9m以浅

バーグラフ表示

バーグラフ表示

NDL

DECO

TOTAL

DESAT

SURF.T

ロック時間

水面休止時間設定

水深ランク設定

本数

潜水時間

最大水深

平均水深

潜水年月日

当日のダイビング本数

体内窒素量

エントリー時間

エキジット時間

酸素濃度比率

体内酸素量

PO2

各種警告記録

水温

総ダイブ本数+総ダイブ

時間+最大水深

ダイブタイム

サンプリングタイム

高度計測

高度ランク

二段階

■ DC-Solarシリーズのレンズ面を
　衝撃などから保護するレンズガード
ダイブコンピュータ用レンズガード

※シールタイプなので貼り直すと粘着力が弱まります。

¥800 （税込価格  ¥880）

TA0901

●素材：ウレタン樹脂
●サイズ：直径33mm 

IQ1204の専用連携アプリ「ダイビングLog」

■ 直近の主要アップデート内容
・ DC Solar Linkのログデータを取得する際に、複数のログを一括して

アプリに転送できるようになりました
・ 転送済みのログがアイコンで判別できるようになりました
・ ログ一覧画面に各ログの潜水時間が表示されるようになりました
・ 「ナイトロックス濃度」が入力できるようになりました。
※詳細はTUSAのHPをご確認下さい。
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■アプリの基本機能

・ スキューバダイビングのログブック作成、編集、閲覧

・ IQ1204 と連携し時間ごとの水深をグラフ表示

・ ダイビングポイントの位置情報を地図に記録でき地図上
での一覧表示

・ 時刻やIQ1204 の設定をスマートフォンのアプリで変更
可能

・ 記録した写真の一覧表示

・ インストラクターのサインを手書きで入力し記録

「ダイビングLog」は、IQ1204 とデータ連携ができるダイビングログブック

のアプリです。基本的な情報（ダイビングポイント、エントリー時間、エキジット

時間、潜水時間、最大水深、平均水深、水温）など記録可能で、マップ機能を

使用したダイビングポイントの位置情報やインストラクターの手書きサイン、

そして撮影した写真を登録することも可能です。さらに、IQ1204と

Bluetooth Smart通信機能搭載のスマートフォンがデータリンクすることで

詳細の時間ごとの水深や警告情報などをアプリに転送することができます。

ダイビング後のログ付けが楽しく簡単にできる新しい機能です。作成した

ダイビングログは画像として出力して、facebookやtwitterなどの各種

SNSを通じて、友達と共有することも可能です。

日本

○

オート式LEDバックライト

二次電池交換が必要になるまで

ソーラー充電式

CTL1616（二次蓄電池）

85g

61.0×53.0

16.7

Φ26.7×26.7

5

16ビット

ビュールマンZHL-16C改

16

1秒

1秒

20秒

5秒

±1%＋50cm

±2℃

±15sec

100m

1.5m

99.9m

599min

－20～65℃

○

10m/分一定

10m/分一定

10m/分一定

○

○

○

3～33m

○

○

○

○

○

○

48h

○

○

×

9ｍ～48m（3m毎）

最大30時間／30本

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○（注）

○（注）

○

最低水温

○

（999本、9999時間）

○

1分固定

4Mix：21～100%

○

○

○（ナビゲーション不可）

Bluetooth Smartスマホ転送

0～6000m

オート無段階

○

○（ON、OFF）3段階

95%、90%、80%

×（SEA）

ユーザー切り替え可能

○充電不足

○

○

○48都市

○（水中使用可）

○

○

生産国

時刻・カレンダー

パネル照明

電池寿命

電池交換

使用電池

重さ（バンド込み）

大きさ（カン部含む）

厚さ

表示部サイズ

ボタン数

CPU

アルゴリズム（演算式）

計測間隔（時間）

精度

防水性能

表示水深

潜水時間

水温表示

浮上速度警告

体内窒素量表示

体内酸素量表示（NITROX対応）

無減圧潜水可能時間

減圧停止水深表示

減圧停止時間

総浮上時間

減圧停止指示違反警告

残留窒素排出時間

水面休息時間

セーフティストップ

計測範囲外警告

体内窒素量アラーム

体内酸素量アラーム

プラン

ログ

ヒストリー

プロファイル

 NITROX（FO2設定）

ゲージモード

フリーダイビングモード

電子コンパス

PC転送

高所潜水

飛行搭乗禁止表示

USF設定機能

M値警告機能

SEA/FRESH切り替え機能

m/ft切り替え機能

電池寿命警告表示

デイリーアラーム

時報

デュアル（ワールド）タイム

ストップウォッチ

曜日

12/24時制切り替え

 IQ1204品番
仕様

（注）：体内酸素量、酸素分圧（PO2）のどちらか10段階で高い方がバーグラフ表示されます。

ダイブ：50本/年

グラム

ミリ（3-9h×12-6h）

ミリ

ミリ（3-9h×12-6h）

コンパートメント

水深

水温

高度

NDL

水深

水温

時間（月差）

開始

MAX

MAX

SLOW

18m以深

17.9m～6.0m

5.9m以浅

バーグラフ表示

バーグラフ表示

NDL

DECO

TOTAL

DESAT

SURF.T

ロック時間

水面休止時間設定

水深ランク設定

本数

潜水時間

最大水深

平均水深

潜水年月日

当日のダイビング本数

体内窒素量

エントリー時間

エキジット時間

酸素濃度比率

体内酸素量

PO2

各種警告記録

水温

総ダイブ本数+総ダイブ

時間+最大水深

ダイブタイム

サンプリングタイム

高度計測

高度ランク

二段階

■ DC-Solarシリーズのレンズ面を
　衝撃などから保護するレンズガード
ダイブコンピュータ用レンズガード

※シールタイプなので貼り直すと粘着力が弱まります。

¥800 （税込価格  ¥880）

TA0901

●素材：ウレタン樹脂
●サイズ：直径33mm 

IQ1204の専用連携アプリ「ダイビングLog」

■ 直近の主要アップデート内容
・ DC Solar Linkのログデータを取得する際に、複数のログを一括して

アプリに転送できるようになりました
・ 転送済みのログがアイコンで判別できるようになりました
・ ログ一覧画面に各ログの潜水時間が表示されるようになりました
・ 「ナイトロックス濃度」が入力できるようになりました。
※詳細はTUSAのHPをご確認下さい。
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重
量
／
適
合
サ
イ
ズ
目
安（
胸
囲
／
胴
囲
）

2,900g
（70～83㎝／56～61㎝）

2,900g
（70～85㎝／60～70㎝）

3,000g
（80～95㎝／65～80㎝）

3,100g
（90～105㎝／75～90㎝）

3,200g
（100～115㎝／85～100㎝）

2,200g
（70～85㎝／60～70㎝）

2,300g
（80～95㎝／65～80㎝）

2,400g
（90～105㎝／75～90㎝）

2,400g
（100～115㎝／85～100㎝）

※表記はアジアサイズです。実際に試着してお選びください。

品　番 BC0103B BC0602B

アドバンスド・
ウエイト・ローディ
ング・システム

アドバンスド・
ウエイト・ローディ
ング・システムⅢ

ウエイト・
ローディング・
システム

アルティメイト・
スタビライジング・
ハーネス

BCJ1800B

重
量
／
適
合
サ
イ
ズ
目
安（
胸
囲
／
胴
囲
）

BC0402B

2,800g
（78～83㎝／58～66㎝）

2,800g
（82～87㎝／64～73㎝）

2,900g
（86～91㎝／70～80㎝）

3,100g
（90～95㎝／78～96㎝）

¥135,000
（税込価格¥148,500）

独立ハーネス構造
空気室のブラダーとタンクを背負うハーネス部分が完全に分離した
構造のため、給排気によってタンクのホールド性が変わることがあり
ません。タンクと背中の間に隙間が出来たりすることもなく、陸上でも
水中でもタンクのぐらつきやズレを完璧に抑えます。

アドバンスド・ウエイト・ローディング・システムⅢ
アドバンスド・ウエイト・ローディング・システムの基本機能はそのまま
に、ウエイトの着脱が更に楽になりました。緊急時やエキジット時には
外側に引っぱるだけでロック機構が解除。女性の力でもより簡単に
ウエイトカートリッジを引き出すことができます。

ウエスト・サポート・システム
心地よいフィット感が得られ、特にウエイト・ローディング・システム搭
載のBCではウエイトのバランスを最適に保つ役割を果たします。

ライト・タイト・バックル
通常の同タイプのタンクバックルでは、仮締めした手を一瞬でも離すと
ベルトが緩んでしまいますが、バックルを一旦立ち上げて仮固定が
できる構造によって緩みが一切起こりません。初心者や力の弱い女性
でも簡単・確実にBCJをタンクにセットすることができます。

アルティメイト・スタビライジング・ハーネスト
円筒形のタンクは不安定な形状。そのタンクを口径にかかわらずしっ
かりと固定できるのが、TUSA独自の2本のレール構造です。また
一般的なハードハーネスと比較して超薄型なので、より身体に近い
位置でタンクを担ぐことができ、タンクの重量感も軽減します。

－

－

－

－

－

－

●

●

●

●

BC0502B

フリーサイズ

¥95,000
（税込価格¥104,500）

－

－

－

2,500g
（70～85㎝／60～70㎝）

2,500g
（80～95㎝／65～80㎝）

2,600g
（90～105㎝／75～90㎝）

2,700g
（100～125㎝／85～110㎝）

¥98,000
（税込価格¥107,800）

品　番

希望小売
価格

希望小売
価格

独立ハーネス
構造

ライト・タイト・
バックル

ウエスト・
サポート・
システム

ライト・タイト・
バックルⅡ

XXS

XS

S

M

L

XL

XXS

XS

S

M

L

XL-XXL

BC0104B

－

3,400g
（82～87㎝／64～73㎝）

3,400g
（86～91㎝／70～80㎝）

3,500g
（90～95㎝／78～96㎝）

¥140,000
（税込価格¥154,000）

－

3,700g
（100～125㎝／85～110㎝）

●

－

●

●

●

●

BC0403B

3,100g
（78～83㎝／58～66㎝）

3,200g
（82～87㎝／64～73㎝）

3,300g
（86～91㎝／70～80㎝）

¥140,000
（税込価格¥154,000）

－

－－

－

●

－

●

●

●

●

BC0203B

－

3,500g
（60～90㎝）

3,500g
（65～95㎝）

¥160,000
（税込価格¥176,000）

－

3,700g
（75～105㎝）

●

－

－

●

●

－

オープンプライス オープンプライス

●

●

－

－

－

－

－

－

TUSAのB.C.ジャケットの情報はこちら

タンクとカラダの一体化。それがB.C.JACKETの使命

だとTUSAは考えます。水中でのバランスや動きやすさ、

充分な浮力。さらに、陸上での背負いやすさ。

すべてを計算し設計することで、快適なダイビングを

サポートするB.C.JACKETが生まれます。
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重
量
／
適
合
サ
イ
ズ
目
安（
胸
囲
／
胴
囲
）

2,900g
（70～83㎝／56～61㎝）

2,900g
（70～85㎝／60～70㎝）

3,000g
（80～95㎝／65～80㎝）

3,100g
（90～105㎝／75～90㎝）

3,200g
（100～115㎝／85～100㎝）

2,200g
（70～85㎝／60～70㎝）

2,300g
（80～95㎝／65～80㎝）

2,400g
（90～105㎝／75～90㎝）

2,400g
（100～115㎝／85～100㎝）

※表記はアジアサイズです。実際に試着してお選びください。

品　番 BC0103B BC0602B

アドバンスド・
ウエイト・ローディ
ング・システム

アドバンスド・
ウエイト・ローディ
ング・システムⅢ

ウエイト・
ローディング・
システム

アルティメイト・
スタビライジング・
ハーネス

BCJ1800B

重
量
／
適
合
サ
イ
ズ
目
安（
胸
囲
／
胴
囲
）

BC0402B

2,800g
（78～83㎝／58～66㎝）

2,800g
（82～87㎝／64～73㎝）

2,900g
（86～91㎝／70～80㎝）

3,100g
（90～95㎝／78～96㎝）

¥135,000
（税込価格¥148,500）

独立ハーネス構造
空気室のブラダーとタンクを背負うハーネス部分が完全に分離した
構造のため、給排気によってタンクのホールド性が変わることがあり
ません。タンクと背中の間に隙間が出来たりすることもなく、陸上でも
水中でもタンクのぐらつきやズレを完璧に抑えます。

アドバンスド・ウエイト・ローディング・システムⅢ
アドバンスド・ウエイト・ローディング・システムの基本機能はそのまま
に、ウエイトの着脱が更に楽になりました。緊急時やエキジット時には
外側に引っぱるだけでロック機構が解除。女性の力でもより簡単に
ウエイトカートリッジを引き出すことができます。

ウエスト・サポート・システム
心地よいフィット感が得られ、特にウエイト・ローディング・システム搭
載のBCではウエイトのバランスを最適に保つ役割を果たします。

ライト・タイト・バックル
通常の同タイプのタンクバックルでは、仮締めした手を一瞬でも離すと
ベルトが緩んでしまいますが、バックルを一旦立ち上げて仮固定が
できる構造によって緩みが一切起こりません。初心者や力の弱い女性
でも簡単・確実にBCJをタンクにセットすることができます。

アルティメイト・スタビライジング・ハーネスト
円筒形のタンクは不安定な形状。そのタンクを口径にかかわらずしっ
かりと固定できるのが、TUSA独自の2本のレール構造です。また
一般的なハードハーネスと比較して超薄型なので、より身体に近い
位置でタンクを担ぐことができ、タンクの重量感も軽減します。

－

－

－

－

－

－

●

●

●

●

BC0502B

フリーサイズ

¥95,000
（税込価格¥104,500）

－

－

－

2,500g
（70～85㎝／60～70㎝）

2,500g
（80～95㎝／65～80㎝）

2,600g
（90～105㎝／75～90㎝）

2,700g
（100～125㎝／85～110㎝）

¥98,000
（税込価格¥107,800）

品　番

希望小売
価格

希望小売
価格

独立ハーネス
構造

ライト・タイト・
バックル

ウエスト・
サポート・
システム

ライト・タイト・
バックルⅡ

XXS

XS

S

M

L

XL

XXS

XS

S

M

L

XL-XXL

BC0104B

－

3,400g
（82～87㎝／64～73㎝）

3,400g
（86～91㎝／70～80㎝）

3,500g
（90～95㎝／78～96㎝）

¥140,000
（税込価格¥154,000）

－

3,700g
（100～125㎝／85～110㎝）

●

－

●

●

●

●

BC0403B

3,100g
（78～83㎝／58～66㎝）

3,200g
（82～87㎝／64～73㎝）

3,300g
（86～91㎝／70～80㎝）

¥140,000
（税込価格¥154,000）

－

－－

－

●

－

●

●

●

●

BC0203B

－

3,500g
（60～90㎝）

3,500g
（65～95㎝）

¥160,000
（税込価格¥176,000）

－

3,700g
（75～105㎝）

●

－

－

●

●

－

オープンプライス オープンプライス

●

●

－

－

－

－

－

－

TUSAのB.C.ジャケットの情報はこちら

タンクとカラダの一体化。それがB.C.JACKETの使命

だとTUSAは考えます。水中でのバランスや動きやすさ、

充分な浮力。さらに、陸上での背負いやすさ。

すべてを計算し設計することで、快適なダイビングを

サポートするB.C.JACKETが生まれます。
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新開発の「REACTシステム」を搭載したバックフロートBC

BC0203B

Lung

W
ei
gh
t

Tank
Bladder

肺

ウ
エ
イ
ト

タンク
ブラダー

肺ウ
エ
イ
ト

タンク

ブラダー
取り外し可能

簡単・確実にBCをタンクにセットできる「ライトタイトバックル」がさらに進化。
「ライトタイトバックルⅡ」は、バックルを左右に取り外すことができるので、BCを持ち
上げることなくタンクを素早く交換できます。

■  快適なフィット感

■  肩まわりの抵抗を軽減

水中での肩まわりの抵抗を軽減するため、ショルダーとブラダーを一体化。また、ブラダーを膨ら
ませる際にも、ショルダー内の伸縮ベルトにより、 肩まわりの圧迫感が大幅に抑えられます。

■ A.W.L.S III を搭載したリアクトパネル

■ 快適なショルダー「一体型ソフトパッド」

 ■  TPUダブルラミネート420ナイロン製のブラダー

■ REACT ウエストシステム

両面コーティング生地を採用しているので、水を含まず速乾性に優れています。
また、表面コーティングにより耐久性も優れています。

FRONT

BACK

51

リアクトパネルにウエイトを搭載することで、腰への負担を軽減
するほか、肺(プラス浮力)の近くにウエイト(マイナス浮力)が配置
されることで、レスポンス良く浮力調整を行うことができます。

パッドには10mm厚のクッション材と3Dメッシュ素材を使用。また、背あ
てパッドとショルダーパッドを一体型構造にする事で加重を分散。局所的
な圧迫を軽減します。

ウエストベルトが上下にスライドする事で、最適なフィッティングポジシ
ョンが得られます。また、体の動きに追従して動くので快適にダイビング
を楽しめます。

TUSA BCの最大の魅力である「独立ハーネス」がさらに進化しました。
タンクやウエイトなどの重量物を身体に密着させることで重さに振り回され
ず、負担が軽減できます。「REACTシステム」では、ショルダーベルトが
リアクトパネルの前方に取り付けられ、ウエストベルトがスライドすること
によって、身体を無理に締め付けることなくBC全体を持ち上げて密着させ
ることができます。

肺(プラス浮力)とウエイト(マイナス浮力)を近くに配置する
ことによって、回転モーメントが少ない状況を生み出して
います。これにより、レスポンス良く浮力調整を行うこと
ができ、最小限の
労力で適切なトリ
ムをとることが可
能です。

■ BC0203のウエイト位置■ 一般的なB.C.J.のウエイト位置

BC0203B

ビービーリアクト

［Feature］
　>> 新開発の「Reactシステム」を搭載。

「肺」の近くに配置したウエイトポケットと特徴的    
なブラダー形状により、最小限の労力で適切なトリ
ムを取る事が可能

　>> 速乾性に優れたTPUダブルラミネート420Dナイ
ロン製

　>> 新機能「ライトタイトバックルⅡ」により、BCを持ち
上げることなくタンク交換が可能

　>> A.W.L.S.Ⅲシステム搭載により、簡単にウエストの
着脱が可能なポーチを標準装備
収納力が高く、ナイフやライトなどを収納でき、
左右どちらにもどちらにも付け替え可能

　>> 取り外し可能なD-ringを採用

  PAT.   サイズ（最大浮力）：S(16.3kg)、M(16.3kg)、L(18.3kg)
外側：TPUダブルラミネート420Dナイロン/
内側：TPUダブルラミネート420Dナイロン/
ダンプバルブ : 3 (O.P.E.V. + 2)/
Dリング : ステンレス2個、樹脂2個 (リポジショナブルDリング)

BC0203C

BC0203F

￥160,000 （税込価格 ¥176,000）

DUO AIRII（P.66）標準装備
￥200,000 （税込価格 ¥220,000）

A.P.Aインフレーター（P.58）標準装備
￥180,000 （税込価格 ¥198,000）

新開発の「REACTシステム」を搭載。肺の近くに配置したウエイトポケットと
特徴的なブラダー形状により、レスポンス良く浮力調整・体勢制御を行うこと
ができます。さらに、タンクをより体に密着させて快適なダイビングを楽しむ
為にショルダーベルトやウエストベルトに様々な工夫を施しています。
タンク交換時にBCを持ち上げる必要のない新機能「ライトタイトバックルⅡ」も
搭載。

※あくまでも目安です。実際に試着してお選びください。

［サイズ選択の目安］

S

L

サイズ 胸  囲 胴  囲
70～85cm 60～70cm

90～105cm 75～90cm
M 80～95cm 65～80cm

PAT.P
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新開発の「REACTシステム」を搭載したバックフロートBC

BC0203B

Lung

W
ei
gh
t

Tank
Bladder

肺

ウ
エ
イ
ト

タンク
ブラダー

肺ウ
エ
イ
ト

タンク

ブラダー
取り外し可能

簡単・確実にBCをタンクにセットできる「ライトタイトバックル」がさらに進化。
「ライトタイトバックルⅡ」は、バックルを左右に取り外すことができるので、BCを持ち
上げることなくタンクを素早く交換できます。

■  快適なフィット感

■  肩まわりの抵抗を軽減

水中での肩まわりの抵抗を軽減するため、ショルダーとブラダーを一体化。また、ブラダーを膨ら
ませる際にも、ショルダー内の伸縮ベルトにより、 肩まわりの圧迫感が大幅に抑えられます。

■ A.W.L.S III を搭載したリアクトパネル

■ 快適なショルダー「一体型ソフトパッド」

 ■  TPUダブルラミネート420ナイロン製のブラダー

■ REACT ウエストシステム

両面コーティング生地を採用しているので、水を含まず速乾性に優れています。
また、表面コーティングにより耐久性も優れています。

FRONT

BACK

51

リアクトパネルにウエイトを搭載することで、腰への負担を軽減
するほか、肺(プラス浮力)の近くにウエイト(マイナス浮力)が配置
されることで、レスポンス良く浮力調整を行うことができます。

パッドには10mm厚のクッション材と3Dメッシュ素材を使用。また、背あ
てパッドとショルダーパッドを一体型構造にする事で加重を分散。局所的
な圧迫を軽減します。

ウエストベルトが上下にスライドする事で、最適なフィッティングポジシ
ョンが得られます。また、体の動きに追従して動くので快適にダイビング
を楽しめます。

TUSA BCの最大の魅力である「独立ハーネス」がさらに進化しました。
タンクやウエイトなどの重量物を身体に密着させることで重さに振り回され
ず、負担が軽減できます。「REACTシステム」では、ショルダーベルトが
リアクトパネルの前方に取り付けられ、ウエストベルトがスライドすること
によって、身体を無理に締め付けることなくBC全体を持ち上げて密着させ
ることができます。

肺(プラス浮力)とウエイト(マイナス浮力)を近くに配置する
ことによって、回転モーメントが少ない状況を生み出して
います。これにより、レスポンス良く浮力調整を行うこと
ができ、最小限の
労力で適切なトリ
ムをとることが可
能です。

■ BC0203のウエイト位置■ 一般的なB.C.J.のウエイト位置

BC0203B

ビービーリアクト

［Feature］
　>> 新開発の「Reactシステム」を搭載。

「肺」の近くに配置したウエイトポケットと特徴的    
なブラダー形状により、最小限の労力で適切なトリ
ムを取る事が可能

　>> 速乾性に優れたTPUダブルラミネート420Dナイ
ロン製

　>> 新機能「ライトタイトバックルⅡ」により、BCを持ち
上げることなくタンク交換が可能

　>> A.W.L.S.Ⅲシステム搭載により、簡単にウエストの
着脱が可能なポーチを標準装備
収納力が高く、ナイフやライトなどを収納でき、
左右どちらにもどちらにも付け替え可能

　>> 取り外し可能なD-ringを採用

  PAT.   サイズ（最大浮力）：S(16.3kg)、M(16.3kg)、L(18.3kg)
外側：TPUダブルラミネート420Dナイロン/
内側：TPUダブルラミネート420Dナイロン/
ダンプバルブ : 3 (O.P.E.V. + 2)/
Dリング : ステンレス2個、樹脂2個 (リポジショナブルDリング)

BC0203C

BC0203F

￥160,000 （税込価格 ¥176,000）

DUO AIRII（P.66）標準装備
￥200,000 （税込価格 ¥220,000）

A.P.Aインフレーター（P.58）標準装備
￥180,000 （税込価格 ¥198,000）

新開発の「REACTシステム」を搭載。肺の近くに配置したウエイトポケットと
特徴的なブラダー形状により、レスポンス良く浮力調整・体勢制御を行うこと
ができます。さらに、タンクをより体に密着させて快適なダイビングを楽しむ
為にショルダーベルトやウエストベルトに様々な工夫を施しています。
タンク交換時にBCを持ち上げる必要のない新機能「ライトタイトバックルⅡ」も
搭載。

※あくまでも目安です。実際に試着してお選びください。

［サイズ選択の目安］

S

L

サイズ 胸  囲 胴  囲
70～85cm 60～70cm

90～105cm 75～90cm
M 80～95cm 65～80cm

PAT.P
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ソブリンの機能を継承。デザインとウエイトリリース仕様が進化したハイエンドモデル

※あくまでも目安です。実際に試着してお選びください。

［サイズ選択の目安］

S

L

サイズ 胸  囲 胴  囲
70～85cm 60～70cm

90～105cm 75～90cm
XL 100～125cm 85～110cm

M 80～95cm 65～80cm

￥140,000 （税込価格 ¥154,000）

A.P.Aインフレーター（P.58）標準装備
￥160,000 （税込価格 ¥176,0000）

DUO AIRII（P.66）標準装備
￥180,000 （税込価格 ¥198,000）

BC0104B

BC0104C

BC0104F

空気を出し入れするブラダー（空気室）部分と背負子部
分を完全に分離した構造で、登山用ザックのようにタン
クをしっかりと背負うことができます。
背面のタンクをガッチリ固定する2本の
レール構造と相俟って、陸上、水中でズ
レやブレを完璧に抑えます。

■ 独立ハーネス構造

ウェイトは左右のポケット部分にある専用カートリッジに入れるだけのTUSAの新しい
アドバンスド・ウエイト・ローディング・システム（A.W.L.S III）が組み込まれています。 
TUSAの独立したハーネスシステム、より洗練されたデザインのサイドポケットで機能性
がアップしました。

BC0104B BK

■ 進化したA.W.L.S III
ウエイトカートリッジは簡単に装着・
取り外しできます。

■ 背部ウエイトポケット
ジッパー式のポケットで確実にウェイトを装着することができます。

■ ポケットのデザインを一新・容量アップ

ソブリン

［Feature］
　>> 腰周りが軽快で水中バランスにも優れたウェイトローディ

ング システムⅢ
　>> 最高のフィット感を得るために体の形状に合うようにハー

ネスをカーブさせた新型独立ハーネスシステム
　>> 見た目にもスッキリ、緊急時に安心なホイッスル付きチェ

ストベルト
　>> 耐久性と軽さを兼ね備えたメイン生地の

CORDURA® 500 ナイロン素材
　>> 誰でも少ない力で簡単に B.C.J. をタンクに固定できる

ライトタイトバックル
　>> サイドポケット内部の収納力がアップ

  PAT.   サイズ（最大浮力）：S(8.2kgf)、M(11.2kgf)、L(13.3kgf)、
XL-XXL(17.3kgf)/
CORDURA®500D ナイロン×ウレタンコーティング/
肩：大型ダンプバルブ＆背面下部：ダンプバルブ/○付属品：中圧ホース
CORDURA®は、米国INVISTA社の登録商標です。

・ゴールド基調の高級感のあるロゴデザインに一新。
・ポケット部分は速乾性と排水性に優れたメッシュ素材
・ポケット容量がBCJ4000と比較して58％UP

背部ウエイトポケット

  PAT.   サイズ（最大浮力）：XS(10.2kgf)、S(11.2kgf)、M(13.3kgf)/
外側：500D CORDURA×ウレタンコーティング、
内側：420Dナイロン×ウレタンコーティング/
肩：大型ダンプバルブ ＆ 背面下部：ダンプバルブ/○付属品：フレキシブル中圧ホース

BC0403B

BC0403C

BC0403F

■ ハイカットライン
本体両サイドは、従来品よりも高い位置に
B.C.J.の最下部ラインが来るようにカーブを描
いた「ハイカットライン」を採用。女性の腰骨周
辺にB.C.J.本体やウエイトが接触することによ
る不快感を解消し、より快適な装着感を実現し
ました。

ティナのウエイトリリースシステム搭載モデル

ティナ

※あくまでも目安です。実際に試着してお選びください。
※BC0403Bはジャストフィットサイズの女性専用モデル
　のため、適応範囲が狭くなっています。

［サイズ選択の目安］

XS
サイズ 胸  囲 胴  囲

78～83cm 58～66cm
S 82～87cm 64～73cm
M 86～91cm 70～80cm

女性ダイバーに受け入れているTinaにアドバンス・ウエイト・ローディング・システムⅢ
を搭載しウエストの着脱が楽に。女性の力でもより簡単にウエイトカートリッジを引き
出せます。また、ウエストサポートシステムにより、使用条件や体型に合わせて心地よい
フィット感を実現。

BC0403B P

BC0403B BK

P

BK

XS S M

●

●

●

●

－

●

［Feature］
　>> A.S.W.L.S.Ⅲシステム搭載により、簡単にウエストの着脱が可能
　>> フィット感が向上し、より軽くなった新型ハーネスシステム
　>> タンクを背負った時の背中と腰への負担を大幅に軽減する

クッション性の高い 3D メッシュ背当てパッド
　>> 腰に巻いたウェイトと B.C.J. の干渉（接触）を極力なくし、より快適

な装着感を実現する両サイドのハイカットライン
　>> インフレーターを前方に引くだけで肩口から排気ができる O.P.E.V

排気システム
　>> 誰でも少ない力で簡単に B.C.J. をタンクに固定できるライトタ

イトバックル
　>> 開閉しやすいサイドポケットと、ちょっとした小物が入るウェストベル

トポケット
　>> 取り外し可能な D-ring を採用

￥140,000 （税込価格 ¥154,000） 

A.P.Aインフレーター（P.58）標準装備
￥160,000 （税込価格 ¥176,000）

DUO AIRII（P.66）標準装備
￥180,000 （税込価格 ¥198,000）

■ ライトタイトバックル
通常の同タイプのタンクバックルでは、仮締め
した手を一瞬でも離すとベルトが緩んでしまい
ますが、バックルを一旦立ち上げて仮固定がで
きる構造によって緩みが一切起こりません。簡
単・確実にセッティングができます。

■ 進化したA.W.L.S.Ⅲシステム
アドバンス・ウエイト・ローディングシステムの基
本機能はそのままにウエストの着脱が更に楽に
なりました。緊急時やエキジット時に外側はに
引っぱるだけでロック機能が解除。女性の力で
もより簡単にウエイトカートリッジを引き出すこ
とができます

■ 立体背当ソフトパッド
身体を包み込むような立体的で厚手のクッショ
ンを使用した、「立体背当ソフトパッド」を採用。
パッドがタンクの当たり感を低減し、女性の身
体を優しくサポートします。

■ ライトタイトバックル
通常の同タイプのタンクバックルでは、仮締め
した手を一瞬でも離すとベルトが緩んでしまい
ますが、バックルを一旦立ち上げて仮固定がで
きる構造によって緩みが一切起こりません。簡
単・確実にセッティングができます。
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ソブリンの機能を継承。デザインとウエイトリリース仕様が進化したハイエンドモデル

※あくまでも目安です。実際に試着してお選びください。

［サイズ選択の目安］

S

L

サイズ 胸  囲 胴  囲
70～85cm 60～70cm

90～105cm 75～90cm
XL 100～125cm 85～110cm

M 80～95cm 65～80cm

￥140,000 （税込価格 ¥154,000）

A.P.Aインフレーター（P.58）標準装備
￥160,000 （税込価格 ¥176,0000）

DUO AIRII（P.66）標準装備
￥180,000 （税込価格 ¥198,000）

BC0104B

BC0104C

BC0104F

空気を出し入れするブラダー（空気室）部分と背負子部
分を完全に分離した構造で、登山用ザックのようにタン
クをしっかりと背負うことができます。
背面のタンクをガッチリ固定する2本の
レール構造と相俟って、陸上、水中でズ
レやブレを完璧に抑えます。

■ 独立ハーネス構造

ウェイトは左右のポケット部分にある専用カートリッジに入れるだけのTUSAの新しい
アドバンスド・ウエイト・ローディング・システム（A.W.L.S III）が組み込まれています。 
TUSAの独立したハーネスシステム、より洗練されたデザインのサイドポケットで機能性
がアップしました。

BC0104B BK

■ 進化したA.W.L.S III
ウエイトカートリッジは簡単に装着・
取り外しできます。

■ 背部ウエイトポケット
ジッパー式のポケットで確実にウェイトを装着することができます。

■ ポケットのデザインを一新・容量アップ

ソブリン

［Feature］
　>> 腰周りが軽快で水中バランスにも優れたウェイトローディ

ング システムⅢ
　>> 最高のフィット感を得るために体の形状に合うようにハー

ネスをカーブさせた新型独立ハーネスシステム
　>> 見た目にもスッキリ、緊急時に安心なホイッスル付きチェ

ストベルト
　>> 耐久性と軽さを兼ね備えたメイン生地の

CORDURA® 500 ナイロン素材
　>> 誰でも少ない力で簡単に B.C.J. をタンクに固定できる

ライトタイトバックル
　>> サイドポケット内部の収納力がアップ

  PAT.   サイズ（最大浮力）：S(8.2kgf)、M(11.2kgf)、L(13.3kgf)、
XL-XXL(17.3kgf)/
CORDURA®500D ナイロン×ウレタンコーティング/
肩：大型ダンプバルブ＆背面下部：ダンプバルブ/○付属品：中圧ホース
CORDURA®は、米国INVISTA社の登録商標です。

・ゴールド基調の高級感のあるロゴデザインに一新。
・ポケット部分は速乾性と排水性に優れたメッシュ素材
・ポケット容量がBCJ4000と比較して58％UP

背部ウエイトポケット

  PAT.   サイズ（最大浮力）：XS(10.2kgf)、S(11.2kgf)、M(13.3kgf)/
外側：500D CORDURA×ウレタンコーティング、
内側：420Dナイロン×ウレタンコーティング/
肩：大型ダンプバルブ ＆ 背面下部：ダンプバルブ/○付属品：フレキシブル中圧ホース

BC0403B

BC0403C

BC0403F

■ ハイカットライン
本体両サイドは、従来品よりも高い位置に
B.C.J.の最下部ラインが来るようにカーブを描
いた「ハイカットライン」を採用。女性の腰骨周
辺にB.C.J.本体やウエイトが接触することによ
る不快感を解消し、より快適な装着感を実現し
ました。

ティナのウエイトリリースシステム搭載モデル

ティナ

※あくまでも目安です。実際に試着してお選びください。
※BC0403Bはジャストフィットサイズの女性専用モデル
　のため、適応範囲が狭くなっています。

［サイズ選択の目安］

XS
サイズ 胸  囲 胴  囲

78～83cm 58～66cm
S 82～87cm 64～73cm
M 86～91cm 70～80cm

女性ダイバーに受け入れているTinaにアドバンス・ウエイト・ローディング・システムⅢ
を搭載しウエストの着脱が楽に。女性の力でもより簡単にウエイトカートリッジを引き
出せます。また、ウエストサポートシステムにより、使用条件や体型に合わせて心地よい
フィット感を実現。

BC0403B P

BC0403B BK

P

BK

XS S M

●

●

●

●

－

●

［Feature］
　>> A.S.W.L.S.Ⅲシステム搭載により、簡単にウエストの着脱が可能
　>> フィット感が向上し、より軽くなった新型ハーネスシステム
　>> タンクを背負った時の背中と腰への負担を大幅に軽減する

クッション性の高い 3D メッシュ背当てパッド
　>> 腰に巻いたウェイトと B.C.J. の干渉（接触）を極力なくし、より快適

な装着感を実現する両サイドのハイカットライン
　>> インフレーターを前方に引くだけで肩口から排気ができる O.P.E.V

排気システム
　>> 誰でも少ない力で簡単に B.C.J. をタンクに固定できるライトタ

イトバックル
　>> 開閉しやすいサイドポケットと、ちょっとした小物が入るウェストベル

トポケット
　>> 取り外し可能な D-ring を採用

￥140,000 （税込価格 ¥154,000） 

A.P.Aインフレーター（P.58）標準装備
￥160,000 （税込価格 ¥176,000）

DUO AIRII（P.66）標準装備
￥180,000 （税込価格 ¥198,000）

■ ライトタイトバックル
通常の同タイプのタンクバックルでは、仮締め
した手を一瞬でも離すとベルトが緩んでしまい
ますが、バックルを一旦立ち上げて仮固定がで
きる構造によって緩みが一切起こりません。簡
単・確実にセッティングができます。

■ 進化したA.W.L.S.Ⅲシステム
アドバンス・ウエイト・ローディングシステムの基
本機能はそのままにウエストの着脱が更に楽に
なりました。緊急時やエキジット時に外側はに
引っぱるだけでロック機能が解除。女性の力で
もより簡単にウエイトカートリッジを引き出すこ
とができます

■ 立体背当ソフトパッド
身体を包み込むような立体的で厚手のクッショ
ンを使用した、「立体背当ソフトパッド」を採用。
パッドがタンクの当たり感を低減し、女性の身
体を優しくサポートします。

■ ライトタイトバックル
通常の同タイプのタンクバックルでは、仮締め
した手を一瞬でも離すとベルトが緩んでしまい
ますが、バックルを一旦立ち上げて仮固定がで
きる構造によって緩みが一切起こりません。簡
単・確実にセッティングができます。
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一度着たら手放せない、女性向けのフィット感を追求したB.C.J.

ティナ

  PAT.   サイズ（最大浮力）：XS(10.2kgf)、S(11.2kgf)、M(13.3kgf)、L(16.3kgf)/
外側：500D CORDURA×ウレタンコーティング、
内側：420Dナイロン×ウレタンコーティング/
肩：大型ダンプバルブ ＆ 背面下部：ダンプバルブ/○付属品：フレキシブル中圧ホース

※あくまでも目安です。実際に試着してお選びください。
※BC0402Bはジャストフィットサイズの女性専用モデル
　のため、適応範囲が狭くなっています。

［サイズ選択の目安］

XS

L

サイズ 胸  囲 胴  囲
78～83cm 58～66cm

90～95cm 78～96cm

S 82～87cm 64～73cm
M 86～91cm 70～80cm

BC0402B

BC0402B BL

BC0402B P

BC0402C

BC0402F

BK

BL

P

XS S M

●

●

●

●

●

●

●

●

●

L

●

▲

－

※（▲）は数量限定

［Feature］
　>> フィット感が向上し、より軽くなった新型独立ハーネスシステム
　>> タンクを背負った時の背中と腰への負担を大幅に軽減するクッション

性の高い 3D メッシュ背当てパッド。
　>> 腰に巻いたウェイトと B.C.J. の干渉（接触）を極力なくし、より快適

な装着感を実現する両サイドのハイカットライン
　>> インフレーターを前方に引くだけで肩口から排気ができる O.P.E.V

排気システム
　>> 誰でも少ない力で簡単に B.C.J. をタンクに固定できるライトタイト

バックル
　>> 開閉しやすいサイドポケットと、ちょっとした小物が入るウェストベルト

ポケット
　>> 豊富なステンレス D-ring

女性にあわせたデザインとサイズ設定で更にフィット感を向上。タンクをしっかり
ホールドして水中バランスがとりやすい独立ハーネスシステムと女性でも簡単・
確実に BCJ をタンクにセットできるライトタイトバックル。

￥135,000 （税込価格 ¥148,500） 

A.P.Aインフレーター（P.58）標準装備
￥155,000 （税込価格 ¥170,500）

DUO AIRII（P.66）標準装備
￥175,000 （税込価格 ¥192,500）

デザイン性と機能性を両立させた超軽量B.C.J

  PAT.   カラー：BK/サイズ（最大浮力）：S（7.7kgf）、M（9.2kgf）、
L（11.2kgf）、XL-XXL（14.8kgf）
外側：840Dナイロン×ウレタンコーティング、
内側：420Dナイロン×ウレタンコーティング/
背面下部：ダンプバルブ/○付属品：中圧ホース

※あくまでも目安です。実際に試着してお選びください。

［サイズ選択の目安］

S

L

サイズ 胸  囲 胴  囲
70～85cm 60～70cm

90～105cm 75～90cm
XL-XXL 100～125cm 85～110cm

M 80～95cm 65～80cm

ボイジャー

BCJ1800B

軽量化のために、面ファスナーでウエイトカートリッ
ジを固定するシンプルな構造のBCJ1800専用ウ
エイト・ローディング・システムを採用。ウエイトカー
トリッジは、ノブを上方向に引っ張ることによって引
き出します。左右計8kgのウエイトが収納可能で
す。

B.C.J.の右側ポケット裏にオスバックル（ロール
アップバックル）が装備されています。B.C.Jをたた
んで、ウエストベルトのメスバックルと連結すること
によってコンパクトにまとめることができるので、海
外ツアーなどの運搬時に便利です。

BCJ1800B BK

［Feature］
　>> コンパクトに丸めてバッグなどに収納できるスト

ラップ
　>> B.C.J. 自体の浮力を低減する 3D メッシュパッド
　>> 見た目にもスッキリ、 緊急時に安心なホイッスル付

きチェストベルト
　>> インストラクターの要望から生まれた適切な位置

にある Dリング
　>> ゲージを通しておくと見やすい、ユーティリティー

ホール
　>> 誰でも少ない力で簡単に B.C.J. をタンクに固定

できるライトタイトバックル

ダイバーなら誰しも潜降のために身につけるウェイトを軽くしたいもの。
BCJ1800B Voyager は、水中浮力が限りなくゼロに近づくよう素材やパーツを厳選し、
当社旧製品（BCJ1650）と比べて約 2 キロも装着ウェイトを少なくすることができます。
また、外側に 840D、内側に 420D ナイロンを採用することで耐久性と軽量化を両立。
専用のコンパクトな独立ハーネス構造が絶妙なフィッティングを生み出します。
海外ツアーにはピッタリですが、国内でも身軽にダイビングをされたい方には最適です。

￥98,000 （税込価格 ￥107,800）

BCJ1800F DUO AIRII（P.66）標準装備
￥138,000 （税込価格 ¥151,800）

■ 女性専用チェストベルト
「女性専用チェストベルト」を採用。従来品では
女性の胸部周辺にチェストベルトが当たってし
まい、圧迫感がありましたが、このチェストベル
トでは従来品よりも身体から離れる方向にオフ
セット設計して圧迫感を軽減しています。

■ ライトタイトバックル
通常の同タイプのタンクバックルでは、仮締め
した手を一瞬でも離すとベルトが緩んでしまい
ますが、バックルを一旦立ち上げて仮固定がで
きる構造によって緩みが一切起こりません。簡
単・確実にセッティングができます。

■ 立体背当ソフトパッド
身体を包み込むような立体的で厚手のクッショ
ンを使用した、「立体背当ソフトパッド」を採用。
パッドがタンクの当たり感を低減し、女性の身
体を優しくサポートします。

■ ハイカットライン
本体両サイドは、従来品よりも高い位置に
B.C.J.の最下部ラインが来るようにカーブを描
いた「ハイカットライン」を採用。女性の腰骨周
辺にB.C.J.本体やウエイトが接触することによ
る不快感を解消し、より快適な装着感を実現し
ました。

■ ライトタイトバックル
通常の同タイプのタンクバックルでは、仮締め
した手を一瞬でも離すとベルトが緩んでしまい
ますが、バックルを一旦立ち上げて仮固定がで
きる構造によって緩みが一切起こりません。簡
単・確実にセッティングができます。

BC0402B BK

BCJ1800Bは重量が2500～2700gと超軽量。
必要にして十分な機能に絞ったために、着脱も簡単
で、締め付け感も少なく、多くの有名水中写真家か
らも支持されています。また、出来る限り浮力のな
い3Dメッシュ素材を採用した結果、TUSAの最軽
量BCとなりました。

■ 超軽量 / 3Dメッシュ素材 ■ 専用ウエイト・ローディング・システム

■ ロールアップバックル
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一度着たら手放せない、女性向けのフィット感を追求したB.C.J.

ティナ

  PAT.   サイズ（最大浮力）：XS(10.2kgf)、S(11.2kgf)、M(13.3kgf)、L(16.3kgf)/
外側：500D CORDURA×ウレタンコーティング、
内側：420Dナイロン×ウレタンコーティング/
肩：大型ダンプバルブ ＆ 背面下部：ダンプバルブ/○付属品：フレキシブル中圧ホース

※あくまでも目安です。実際に試着してお選びください。
※BC0402Bはジャストフィットサイズの女性専用モデル
　のため、適応範囲が狭くなっています。

［サイズ選択の目安］

XS

L

サイズ 胸  囲 胴  囲
78～83cm 58～66cm

90～95cm 78～96cm

S 82～87cm 64～73cm
M 86～91cm 70～80cm

BC0402B

BC0402B BL

BC0402B P

BC0402C

BC0402F

BK

BL

P

XS S M

●

●

●

●

●

●

●

●

●

L

●

▲

－

※（▲）は数量限定

［Feature］
　>> フィット感が向上し、より軽くなった新型独立ハーネスシステム
　>> タンクを背負った時の背中と腰への負担を大幅に軽減するクッション

性の高い 3D メッシュ背当てパッド。
　>> 腰に巻いたウェイトと B.C.J. の干渉（接触）を極力なくし、より快適

な装着感を実現する両サイドのハイカットライン
　>> インフレーターを前方に引くだけで肩口から排気ができる O.P.E.V

排気システム
　>> 誰でも少ない力で簡単に B.C.J. をタンクに固定できるライトタイト

バックル
　>> 開閉しやすいサイドポケットと、ちょっとした小物が入るウェストベルト

ポケット
　>> 豊富なステンレス D-ring

女性にあわせたデザインとサイズ設定で更にフィット感を向上。タンクをしっかり
ホールドして水中バランスがとりやすい独立ハーネスシステムと女性でも簡単・
確実に BCJ をタンクにセットできるライトタイトバックル。

￥135,000 （税込価格 ¥148,500） 

A.P.Aインフレーター（P.58）標準装備
￥155,000 （税込価格 ¥170,500）

DUO AIRII（P.66）標準装備
￥175,000 （税込価格 ¥192,500）

デザイン性と機能性を両立させた超軽量B.C.J

  PAT.   カラー：BK/サイズ（最大浮力）：S（7.7kgf）、M（9.2kgf）、
L（11.2kgf）、XL-XXL（14.8kgf）
外側：840Dナイロン×ウレタンコーティング、
内側：420Dナイロン×ウレタンコーティング/
背面下部：ダンプバルブ/○付属品：中圧ホース

※あくまでも目安です。実際に試着してお選びください。

［サイズ選択の目安］

S

L

サイズ 胸  囲 胴  囲
70～85cm 60～70cm

90～105cm 75～90cm
XL-XXL 100～125cm 85～110cm

M 80～95cm 65～80cm

ボイジャー

BCJ1800B

軽量化のために、面ファスナーでウエイトカートリッ
ジを固定するシンプルな構造のBCJ1800専用ウ
エイト・ローディング・システムを採用。ウエイトカー
トリッジは、ノブを上方向に引っ張ることによって引
き出します。左右計8kgのウエイトが収納可能で
す。

B.C.J.の右側ポケット裏にオスバックル（ロール
アップバックル）が装備されています。B.C.Jをたた
んで、ウエストベルトのメスバックルと連結すること
によってコンパクトにまとめることができるので、海
外ツアーなどの運搬時に便利です。

BCJ1800B BK

［Feature］
　>> コンパクトに丸めてバッグなどに収納できるスト

ラップ
　>> B.C.J. 自体の浮力を低減する 3D メッシュパッド
　>> 見た目にもスッキリ、 緊急時に安心なホイッスル付

きチェストベルト
　>> インストラクターの要望から生まれた適切な位置

にある Dリング
　>> ゲージを通しておくと見やすい、ユーティリティー

ホール
　>> 誰でも少ない力で簡単に B.C.J. をタンクに固定

できるライトタイトバックル

ダイバーなら誰しも潜降のために身につけるウェイトを軽くしたいもの。
BCJ1800B Voyager は、水中浮力が限りなくゼロに近づくよう素材やパーツを厳選し、
当社旧製品（BCJ1650）と比べて約 2 キロも装着ウェイトを少なくすることができます。
また、外側に 840D、内側に 420D ナイロンを採用することで耐久性と軽量化を両立。
専用のコンパクトな独立ハーネス構造が絶妙なフィッティングを生み出します。
海外ツアーにはピッタリですが、国内でも身軽にダイビングをされたい方には最適です。

￥98,000 （税込価格 ￥107,800）

BCJ1800F DUO AIRII（P.66）標準装備
￥138,000 （税込価格 ¥151,800）

■ 女性専用チェストベルト
「女性専用チェストベルト」を採用。従来品では
女性の胸部周辺にチェストベルトが当たってし
まい、圧迫感がありましたが、このチェストベル
トでは従来品よりも身体から離れる方向にオフ
セット設計して圧迫感を軽減しています。

■ ライトタイトバックル
通常の同タイプのタンクバックルでは、仮締め
した手を一瞬でも離すとベルトが緩んでしまい
ますが、バックルを一旦立ち上げて仮固定がで
きる構造によって緩みが一切起こりません。簡
単・確実にセッティングができます。

■ 立体背当ソフトパッド
身体を包み込むような立体的で厚手のクッショ
ンを使用した、「立体背当ソフトパッド」を採用。
パッドがタンクの当たり感を低減し、女性の身
体を優しくサポートします。

■ ハイカットライン
本体両サイドは、従来品よりも高い位置に
B.C.J.の最下部ラインが来るようにカーブを描
いた「ハイカットライン」を採用。女性の腰骨周
辺にB.C.J.本体やウエイトが接触することによ
る不快感を解消し、より快適な装着感を実現し
ました。

■ ライトタイトバックル
通常の同タイプのタンクバックルでは、仮締め
した手を一瞬でも離すとベルトが緩んでしまい
ますが、バックルを一旦立ち上げて仮固定がで
きる構造によって緩みが一切起こりません。簡
単・確実にセッティングができます。

BC0402B BK

BCJ1800Bは重量が2500～2700gと超軽量。
必要にして十分な機能に絞ったために、着脱も簡単
で、締め付け感も少なく、多くの有名水中写真家か
らも支持されています。また、出来る限り浮力のな
い3Dメッシュ素材を採用した結果、TUSAの最軽
量BCとなりました。

■ 超軽量 / 3Dメッシュ素材 ■ 専用ウエイト・ローディング・システム

■ ロールアップバックル
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軽量・機動的で、自分好みにカスタマイズできるテックスタイルB.C.J

TUSA T-wingは、軽量でカスタマイズ可能なプラットフォームを提供するテッ
クスタイルのB.C.Jです。アルミ製のバックプレートと、コンパクトなドーナツ型
ブラダーが水中の安定性を確実なものにしています。オプションのアクセサリー
ポケットとアルミシングルタンクアダプターで、完璧なトリムと快適性を実現し
ました。

ティーウイング

￥95,000 （税込価格 ¥104,500）

  PAT.   サイズ(最大浮力)：フリーサイズ(12.8kgf)
ウエスト：50cm～100cm
B.C.J重量：約3kg
外側：1000D CORDURA®/内側：210Dナイロン

BC0502B

［Featuer]
　>> アルミバックプレート 
　>> 2つの排気バルブを配置したドーナツ型ブラダー
　>> オプションのウェイトポケットとアルミ製シングルタンク

アダプターでカスタマイズ可能
　>> ローラ付きシングルフィード調整可能なウェビング
　>> デュアルライトタイトバックルシステム
　>> 軽量、旅行に便利
　>> オプションのアルミタンクアダプターセットが利用可能
　>> オプションの取り外し可能なウェイトポケットが利用可能

BC0502B GR

タンクがずれにくくトリム姿勢を崩し
にくい薄型タンクパッド。

■ タンクパッド
ローラー付きのシングルフィード調
整可能なストラップ。水中でもスムー
ズなストラップ調整を実現。

■ ストラップワインダ
軽量のアルミニウム製のバックプ
レートを使用し水中の安定性を確実
なものに。

■ バックプレート

［オプション品］

TA1501
ウェイトポケット

タンクベルトに設置
できるウェイトポケッ
ト。

￥2,000
（税込価格 ¥2,200） 

TA1502
アルミニウム
タンクアダプター

B.C.Jとタンクの装
着の安定性を向上さ
せる、軽量タンクアダ
プター。

￥6,000
（税込価格 ¥6,600） 

ステンレス製
Dリングセット

（角度つき）

角度のついた
Dリング。

￥800
（税込価格 ¥880） 

無駄を省いた必要充分な機能性、優れた乾燥性のシンプルなBCJ

BC0602B 

外側：CORDURA 500Dナイロン ×ウレタンコーティング 
内側：420Dナイロン ×ウレタンコーティング
ダンプバルブ：肩部大型ダンプバルブ＆背面下部ダンプバルブ
付属品：中圧ホース

クレストライン

BC0602B BK

リブレーター

BC0103B
　　　  サイズ（最大浮力）：XS(8.2kgf)/S(8.2kgf)/M(9.2kgf)/L(12.2kgf)/XL(15.3kgf)
外側：CORDURA®500D ナイロン×ウレタンコーティング
内側：420Dナイロン×ウレタンコーティング
ダンプバルブ：肩部大型ダンプバルブ＆背面下部ダンプバルブ
付属品：中圧ホース
CORDURA®は、米国INVISTA社の登録商標です。

次世代のBC0103B Liberatorは、より簡単なセッティングと、快適な使用感
を追求。最新のウェイトシステム（A.W.L.S III）を搭載し、ウェイトカートリッジ
を引っ張るだけで簡単に取り外しができます。身体にフィットするハーネス形
状を活かして、薄型のハーネスカバーを採用したことで、水切れも良くなり速
乾性アップ。コストパフォーマンスに優れ、高品質で使いやすいBCJです。

BC0103B BK

最新ウェイトシステム（A.W.L.S III）を搭載し、快適な使用感を実現

※あくまでも目安です。実際に試着してお選びください。

胴　囲  

［サイズ選択の目安］

XS
S
M
L

XL

サイズ 胸　囲
56～61cm
60～70cm
65～80cm
75～90cm

85～100cm

70～83cm
70～85cm
80～95cm

90～105cm
100～115cm

 ■ 進化したA.W.L.S III
ウェイトカートリッジは簡単に
装着・取り外しできます。緊急
時やエキジット時には外側に
引っぱるだけでロック機構が
解除されます。

■ 安定感抜群のハーネス ■ ライトタイトバックル
タンクを口径にかかわらずしっ
かりと固定できるのが、TUSA
独自の２本のレール構造。また
一般的なハードハーネスと比
較して超薄型なので、より身
体に近い位置でタンクを担ぐ
ことができ、タンクの重量感も
軽減します。

通常の同タイプのタンクバッ
クルでは、仮締めした手を一
瞬でも離すとベルトが緩んで
しまいますが、バックルを一
旦立ち上げて仮固定ができ
る構造によって緩みが一切
起こりません。簡単・確実に
セッティングができます。

PAT. 

OPEN PRICE SERIES

PAT. 

OPEN PRICE SERIES

［Feature］
　>> 腰回りが軽快で水中バランスにも優れたウェイトローディングシステム
　>> ２本のレール構造ハーネスで、タンクを確実に固定
　>> 誰でも少ない力で簡単にB.C.J.をタンクに固定できるライトタイトバックル
　>> 速乾性抜群の薄型ハーネスカバー
　>> 容量が大きな２つのファスナーポケット
　>> 耐久性と軽さを兼ね備えたメイン生地のCORDURA®500ナイロン素材

［Feature］
　>> 耐久性と軽さを兼ね備えたメイン生地のCORDURA®500Dナイロン
　>> 誰でも簡単にB.C.J.をタンクに固定できるライトタイトバックル
　>> 速乾性抜群の薄型ハーネスカバー

LPU287 ￥7,500（1本） （税込価格 ￥8,250）/BCU310-021 ￥1,600（1本） （税込価格 ￥1,760）

BCU075-040 ￥1,600（1本） （税込価格 ￥1,760）

BC用中圧ホースインフレーターホース

急速排気アシスト機能付きインフレーター

※あくまでも目安です。実際に試着してお選びください。
※BC0403Bはジャストフィットサイズの女性専用モデルのため、
　適応範囲が狭くなっています。

［サイズ選択の目安］
サイズ

XS
S
M

胸  囲
78～83cm
82～87cm
86～91cm

胴  囲
58～66cm
64～73cm
70～80cm

標準装備のインフレーターと取り換えることによって、通常の給排気機能に加え、急速排気機能が備わったイン
フレーター。A.P.A 排気ボタンを押すだけの簡単な動作によって急速排気ができるため、よりスムーズな潜降が
可能になります。

Active Purge Assist (A.P.A)
￥25,000 （税込価格 ¥27,500） /BCU174

※表記はアジアサイズです。実際に試着してお選びください。

サイズ
S
M
L

XL

胸  囲 胴  囲 最大浮力
70～85cm 60～70cm 80N （8.2kgf）
80～95cm 65～80cm 100N （10.2kgf）

90～105cm 75～90cm 140N （14.3kgf）
100～115cm 85～100cm

重  量
2,200g
2,300g
2,400g
2,400g170N （17.3kgf）

［サイズ選択の目安］

斜めに溝が入ってます

水平に溝が入っております

TA1504
ステンレス製
Dリングセット

（角度なし）

フラットな形状の
Dリング。

￥800
（税込価格 ¥880） 

TA1503
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軽量・機動的で、自分好みにカスタマイズできるテックスタイルB.C.J

TUSA T-wingは、軽量でカスタマイズ可能なプラットフォームを提供するテッ
クスタイルのB.C.Jです。アルミ製のバックプレートと、コンパクトなドーナツ型
ブラダーが水中の安定性を確実なものにしています。オプションのアクセサリー
ポケットとアルミシングルタンクアダプターで、完璧なトリムと快適性を実現し
ました。

ティーウイング

￥95,000 （税込価格 ¥104,500）

  PAT.   サイズ(最大浮力)：フリーサイズ(12.8kgf)
ウエスト：50cm～100cm
B.C.J重量：約3kg
外側：1000D CORDURA®/内側：210Dナイロン

BC0502B

［Featuer]
　>> アルミバックプレート 
　>> 2つの排気バルブを配置したドーナツ型ブラダー
　>> オプションのウェイトポケットとアルミ製シングルタンク

アダプターでカスタマイズ可能
　>> ローラ付きシングルフィード調整可能なウェビング
　>> デュアルライトタイトバックルシステム
　>> 軽量、旅行に便利
　>> オプションのアルミタンクアダプターセットが利用可能
　>> オプションの取り外し可能なウェイトポケットが利用可能

BC0502B GR

タンクがずれにくくトリム姿勢を崩し
にくい薄型タンクパッド。

■ タンクパッド
ローラー付きのシングルフィード調
整可能なストラップ。水中でもスムー
ズなストラップ調整を実現。

■ ストラップワインダ
軽量のアルミニウム製のバックプ
レートを使用し水中の安定性を確実
なものに。

■ バックプレート

［オプション品］

TA1501
ウェイトポケット

タンクベルトに設置
できるウェイトポケッ
ト。

￥2,000
（税込価格 ¥2,200） 

TA1502
アルミニウム
タンクアダプター

B.C.Jとタンクの装
着の安定性を向上さ
せる、軽量タンクアダ
プター。

￥6,000
（税込価格 ¥6,600） 

ステンレス製
Dリングセット

（角度つき）

角度のついた
Dリング。

￥800
（税込価格 ¥880） 

無駄を省いた必要充分な機能性、優れた乾燥性のシンプルなBCJ

BC0602B 

外側：CORDURA 500Dナイロン ×ウレタンコーティング 
内側：420Dナイロン ×ウレタンコーティング
ダンプバルブ：肩部大型ダンプバルブ＆背面下部ダンプバルブ
付属品：中圧ホース

クレストライン

BC0602B BK

リブレーター

BC0103B
　　　  サイズ（最大浮力）：XS(8.2kgf)/S(8.2kgf)/M(9.2kgf)/L(12.2kgf)/XL(15.3kgf)
外側：CORDURA®500D ナイロン×ウレタンコーティング
内側：420Dナイロン×ウレタンコーティング
ダンプバルブ：肩部大型ダンプバルブ＆背面下部ダンプバルブ
付属品：中圧ホース
CORDURA®は、米国INVISTA社の登録商標です。

次世代のBC0103B Liberatorは、より簡単なセッティングと、快適な使用感
を追求。最新のウェイトシステム（A.W.L.S III）を搭載し、ウェイトカートリッジ
を引っ張るだけで簡単に取り外しができます。身体にフィットするハーネス形
状を活かして、薄型のハーネスカバーを採用したことで、水切れも良くなり速
乾性アップ。コストパフォーマンスに優れ、高品質で使いやすいBCJです。

BC0103B BK

最新ウェイトシステム（A.W.L.S III）を搭載し、快適な使用感を実現

※あくまでも目安です。実際に試着してお選びください。

胴　囲  

［サイズ選択の目安］

XS
S
M
L

XL

サイズ 胸　囲
56～61cm
60～70cm
65～80cm
75～90cm

85～100cm

70～83cm
70～85cm
80～95cm

90～105cm
100～115cm

 ■ 進化したA.W.L.S III
ウェイトカートリッジは簡単に
装着・取り外しできます。緊急
時やエキジット時には外側に
引っぱるだけでロック機構が
解除されます。

■ 安定感抜群のハーネス ■ ライトタイトバックル
タンクを口径にかかわらずしっ
かりと固定できるのが、TUSA
独自の２本のレール構造。また
一般的なハードハーネスと比
較して超薄型なので、より身
体に近い位置でタンクを担ぐ
ことができ、タンクの重量感も
軽減します。

通常の同タイプのタンクバッ
クルでは、仮締めした手を一
瞬でも離すとベルトが緩んで
しまいますが、バックルを一
旦立ち上げて仮固定ができ
る構造によって緩みが一切
起こりません。簡単・確実に
セッティングができます。

PAT. 

OPEN PRICE SERIES

PAT. 

OPEN PRICE SERIES

［Feature］
　>> 腰回りが軽快で水中バランスにも優れたウェイトローディングシステム
　>> ２本のレール構造ハーネスで、タンクを確実に固定
　>> 誰でも少ない力で簡単にB.C.J.をタンクに固定できるライトタイトバックル
　>> 速乾性抜群の薄型ハーネスカバー
　>> 容量が大きな２つのファスナーポケット
　>> 耐久性と軽さを兼ね備えたメイン生地のCORDURA®500ナイロン素材

［Feature］
　>> 耐久性と軽さを兼ね備えたメイン生地のCORDURA®500Dナイロン
　>> 誰でも簡単にB.C.J.をタンクに固定できるライトタイトバックル
　>> 速乾性抜群の薄型ハーネスカバー

LPU287 ￥7,500（1本） （税込価格 ￥8,250）/BCU310-021 ￥1,600（1本） （税込価格 ￥1,760）

BCU075-040 ￥1,600（1本） （税込価格 ￥1,760）

BC用中圧ホースインフレーターホース

急速排気アシスト機能付きインフレーター

※あくまでも目安です。実際に試着してお選びください。
※BC0403Bはジャストフィットサイズの女性専用モデルのため、
　適応範囲が狭くなっています。

［サイズ選択の目安］
サイズ

XS
S
M

胸  囲
78～83cm
82～87cm
86～91cm

胴  囲
58～66cm
64～73cm
70～80cm

標準装備のインフレーターと取り換えることによって、通常の給排気機能に加え、急速排気機能が備わったイン
フレーター。A.P.A 排気ボタンを押すだけの簡単な動作によって急速排気ができるため、よりスムーズな潜降が
可能になります。

Active Purge Assist (A.P.A)
￥25,000 （税込価格 ¥27,500） /BCU174

※表記はアジアサイズです。実際に試着してお選びください。

サイズ
S
M
L

XL

胸  囲 胴  囲 最大浮力
70～85cm 60～70cm 80N （8.2kgf）
80～95cm 65～80cm 100N （10.2kgf）

90～105cm 75～90cm 140N （14.3kgf）
100～115cm 85～100cm

重  量
2,200g
2,300g
2,400g
2,400g170N （17.3kgf）

［サイズ選択の目安］

斜めに溝が入ってます

水平に溝が入っております

TA1504
ステンレス製
Dリングセット

（角度なし）

フラットな形状の
Dリング。

￥800
（税込価格 ¥880） 

TA1503
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