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■既製サイズ■価格

既製サイズ¥328,000（＋税）　
●サイズオーダーも承ります［¥50,000（＋税）］

T4 SHELL PRIMEは、宮城県石巻市にある
MOBBY'Sの工場で生産します。

■保証アップグレード

［¥20,000（＋税）］
修理･交換代金が
４年間無料 *1

通常の製品保証では対象外となる
過失による損傷、防水ファスナー *2、
バルブの消耗部品、各種点検・
オーバーホールも全て無料に！

●次の場合は保証の対象外となりますのでご注意ください。

過失による損傷／不当な修理や改造による損傷／故意による損傷／変色、退色、傷、

汚れなどの経年変化／注文時の誤りによる不具合／体型の変化によるサイズの不具

合／取扱説明書およびその他の付属品に記された注意書きに従わない誤った使用方

法や保管上の不備による損傷など

●本サービスは製品の一次購入者に限り有効です。また、次の場合は対象外とさせ

ていただきます。不当な修理や改造による損傷／故意による損傷／変色、退色、傷、

汚れなどで使用に及ぼさない変化／業務目的での使用／注文内容の誤り／サイズの

変更／DUI ジップシール、SI-TECHオラストネックシステム、SI-TECHスラッゴ

フレックスリングは対象外

●往復の送料はお客様負担となります。

＊1 製造日より起算
＊2 ファスナー交換後はデザインが変わる場合がございます。
　あらかじめご了承ください。

■製品保証（ドライスーツ）

保証期間 製造日より▶ 90日 １年間 ２年間 

防水テープの剥がれ
初回使用での水没
接合部の剥がれ
納品時の汚れ
生地の剥離
マークの剥がれ
シリコンシールの不具合
バルブの不具合
ブーツの磨耗による水没など
ファスナーの不具合
ラテックスシールの不具合

■納期

SHELL DRYSUITS
2020 NEW MODEL

解剖学に基づいた
未体験の動きやすさと着心地

T4 SHELL PRIMEL PRIME

90日保証

スーツの内側にある
このマークが目印

男性 20サイズ
女性 16サイズ
詳しくは左記QRコードより

ご覧ください。

・出荷日はご注文いただいた日より弊社営業日で上

記納期を数えた日です。

・13:00 までのご注文を当日分とし、13:00 以降の

ご注文は翌日分とさせていただきます。

・弊社営業日は土曜・日曜・祝日、夏期・冬期休業

期間を除く平日です。

・商品到着は出荷から 1～ 2日後となります ( 沖縄、

離島は約2～ 4日後となります )。

・繁忙期には基準納期を延長させていただく場合が

ございます。

30日目出荷（営業日起算）　

■付属品

不織布バッグ、中圧ホース、サスペンダー、ジップ

ワックスが付属します。不織布バッグはご購入店か

らご自宅へお持ち帰りの際にご利用ください。

〒 986 -1111    宮城県石巻市鹿又字嘉右衛門 345

【 受注センター 】   ご注文、納期・在庫のご確認

Tel. 0120-170-208 / Fax. 0120-170-278

【 アフターサービスセンター  】   修理のご依頼

Tel. 0120-944-308 / Fax. 0120-944-378

【 営業本社 】   製品、カタログ、ホームページに関するお問い合わせ

Tel. 045-664-7650 / Fax. 045-664-7653

〒 231-0062    神奈川県横浜市中区桜木町2-2-9 港陽ビル 2F

ミヤ   ギ  ケン イシノマキシ  カノ マタ アザ  カ       エ      モン

www.mobby.co.jp

印刷の都合により、現品の色調はカタログと異なることがあります。 / 本カタログは2020年8月の資料に基づき作成しています。商品

の仕様および価格を予告無く変更させていただくことがございますので、あらかじめご了承ください。写真やイラスト、文章などの無断

複写・転載を禁じます。

■カスタムオーダー品キャンセル料

ご注文から
24時間以降

ご注文から
72時間以降

カタログ掲載価格の

カタログ掲載価格の 

60%

100%

1年間保証

2年間保証



生地接合面

リップストップナイロン

ブチルゴム

［素材］×［解剖学］×［加工技術］▶
高耐久でも、動きやすさと着心地の良さを実現

トライラミネート素材
かつてない動きやすさと

しなやかな着心地を実現

［素材］［加工技術］

KDD-2500

A.C.T.

ストレスから解放する

機能美を追求したデザイン

［解剖学］

リキッドシール加工
浸水を防ぐ完全防水とスムーズな着脱を両立

［加工技術］

一般的なトライラミネート素材との違い
ブチルゴムの両面にリップストップナイロンを貼り
合わせたT4 SHELL PRIMEのトライラミネート素
材は、ポリエステルや通常のナイロンによる一般的
な３層素材に比べ軽量で、耐久性・柔軟性に優れ着
心地も良く、しかも長持ちします。

一般的なリキッドシール加工との違い
一般的なリキッドシール加工は、塗り重ねたウレタン系
シーリング材の摩擦係数が高く滑りにくいため、着脱時に
インナーが引っかかりました。これに対しT4 SHELL PRIME 
のリキッドシール加工は、塗布した特殊滑性剤が摩擦係
数を下げ、ストレスなく、スムーズな着脱を実現しました。

ブチルゴム
気密性が高く、耐候性、

耐薬品性、耐熱性に優れ

た合成ゴム。過酷な環境

下でも安定し、素材に変

化が起きにくいといった

特徴があります。

リップストップナイロン
軽量ながら強度が高く、撥水・防水性に優れています。格

子状の平織構造が引き裂き強度を高め、生地が裂けてもそ

れ以上の進行を防ぎます。また、繊維自体に伸縮性がある

ため、着用しやすく動きやすい点も特徴です。

防水性・耐久性・柔軟性に優れた「ブチルゴム」の両面に、「リップストップナイロン」を貼り合わ
せた３層構造のトライラミネート素材を全面に採用しました。しなやかな柔軟性と伸縮性を持ち、
耐久性に優れるリップストップナイロンを両面に採用しているのは、国内では本モデルのみです。

生地と生地を接合した内側は、ウレタン系シー
リング材を塗り重ね（リキッドシール加工）、
完全防水を実現。さらにウレタン系シーリング
材の表面に MOBBY'S 独自の特殊滑性剤を
塗布しているため、リキッドシールとインナー
の摩擦を軽減し、着脱をスムーズにしました。

A.C.T. は、解剖学の知見をパターニングに応
用した MOBBY'S独自の動態裁断技術。ダイ
ビングに影響を与える人体の構造や動きを、
骨格や筋肉、皮膚など器官別に分析し、各部
位に必要な「ゆとり」を設けたパネルにより
スーツを構成します。これにより、ストレス
フリーの動きやすさとスタイリッシュなデザ
インを可能にしました。

T4 SHELL PRIME
両袖

左フクラハギ

両ポケット

背中

クロロプレンネックカバー
クロロプレン製のカバーがネッ
クシールを保護し、保温性を高め
ます。

パームフィット
給気バルブ･排気バルブ
厚手のグローブを装着していても
簡単・確実な操作が可能な、厚さ
2cmの給気・排気ボタン。給気時
はボタンが360度回転するため、
中圧ホースの取り付け位置を制限
しません。万が一水中でホースが
外れても、スーツ内には浸水しない

設計です。また排気圧調整の自動・手動は、レバー操作
で切り替えられます。工具を使わずカバーを着脱できる
ため、手軽に内部をクリーニングできる点も特徴です。

ラテックスリストシール
ラテックス製のリストシールは薄く
伸縮性が高いため、着用時の圧迫感
が少なく着脱が容易です。*

ブーツ
標準はラジアルブーツです。オプションで
クロロプレンソックスの選択が可能です。

＊［オプション］ネックとリストのラ

テックス製シールは、クロロプレンシー

ル、SI-TECH スラッゴフレックス、SI-TECH 

オラストネックシステム、DUI ジップシー

ルへの変更が可能です。詳しくは左記

QRコードよりご覧ください。

YKK製アクアシール
プラスティック製の防水ジップ。
一般的な防水ジップより軽くしな
やかで、楽に開閉できます。

ハトメ付き
大容量ポケット
ポケット内部に設けた仕切りの上
部2ヵ所に、ハトメを取り付けまし
た。ポケットに収納したアイテム
をひもなどで固定でき、水中での
ロストを防ぎます。

ラテックスネックシール
ラテックス製のネックシールは薄
く伸縮性が高いため、着用時の圧
迫感が少なく着脱が容易です。*

カラーリスト
ショルダーやファスナーまわりは4
色のカラーバリエーションから選
べます。他社にはないカラーリン
グが楽しめ、個性を表出できます。

MOBBY'S最軽量のシェルドライスーツ
主要モデルから約20％軽量化
ハイスペックの高耐久性能を実現しつつ、重量
は MOBBY'Sのシェルドライスーツの中で最
軽量を実現しました。

CAMO

RED

BLU

BLK

T4 SHELLPRIME

TECH SHELL
AQUA

330D PVC

T4 SHELL HD
330D PVC

※JPN Lサイズ、ブーツ、バルブ付

ドライブーツ単体 1,060g

ポリエステル ナイロン

20～50 20～50

標準時

25～60
27～63

ポリエステル ナイロン

湿潤時

繊維の柔軟性の比較：伸び率（ ％ ）

特殊滑性剤
摩擦係数を下げる

リキッドシール加工
完全防水
摩擦係数が高い

3,500g

4,300g

 4,400g

リップストップナイロン

1層目

2層目

3層目

天然ゴム ブチルゴム

100

気体透過性の比較

10

MOBBY’S
独自

MOBBY’S
独自

MOBBY’S
独自

MOBBY’S
独自

国内初

国内初

Anatomical Cutting Technology

生地

裁断

結合


