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A.C.T.

●人体サイズデータベース

●解剖衣服学

●ダイビング運動特性
、

人体サイズデータベース 解剖衣服学 ダイビング運動特性

アナトミカルカッティングテクノロジー

89%

75%
61%

A.C.T. Anatomical Cutting Technology
アナトミカルカッティングテクノロジー（解剖学的動体追従カット）とは

1963年の創業当初より蓄積してきた人体の採寸値とスーツサイズの関係は、フィッティングの最適解を導き出す上でなく
てはならない貴重な情報です。

皮膚は、たるむことなく人体と密着していながら、引きつれることもない。どんな動きにも追従して完璧なフィッティング
を維持する、まさに究極のマテリアル。皮膚の再現は、運動性能とフィッティングの両立という点において、ダイビングス
ーツに革命をもたらすといっても過言ではありません。
皮膚そのものに継ぎ目はありませんが、解剖学的には、それぞれの神経群によって支配される「皮節」により、複数に分解
することができます。各皮節は固有の伸展量とその方向軸を持っており、この皮節特性に整合するパネルレイアウトこそが、
理想のスーツデザインであるという考えに基づいています。
解剖衣服学の理論は、世界トップレベルのアスリート用スポーツウェアにも導入され、既にその効果は実証されています。

手はやや前に、肘や膝は軽く曲がった状態。このダイビング中の自然な姿勢をスーツのニュートラルポジションにする
ことにより、フィンキックなど水中での体の動きに対するスーツのストレスが、最小限に抑えられます。

”アナトミカルカッティングテクノロジー”によるストレス減少率

従来のスーツは、"素材の伸張性"
や"たるみ"によって"可動性"を確保
していたに過ぎないため、動きに
対して体に"抵抗"や"擦れ"を与えて
いました。
アナトミカルカットテクノロジー
を採用したスーツは、フィッティ
ングを維持しつつ、運動時に発生
する応力を軽減し、その効果は、
特にストレスを感じがちな肩周り
に顕著に現れます。
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クロロプレンドライスーツ共通　付属品

※一部の製品には付属しないものもございます

●パターン

●ドライブーツ＆インナーソール

●水没検査
・特製水槽を使用し、全品を検査しています

●割増料金
・身長が190cm以上の方のご注文は、10%の割増料金を頂戴いたします
・身長の記載がない場合、総丈160cm以上の方を対象といたします

クロロプレンドライスーツ共通　特徴

クロロプレンドライスーツ共通　製品保証及び注意点
限定保証

免責条項

責任否認

製品保証

2年間保証（製造日より）

□ 生地の剥離
□ 初回使用での水没 □ 糸のほつれ 
□ 接合部の剥がれ □ テープの剥がれ
□ パッドの剥がれ　 □ 納品時の汚れ 
□ 納品時の弊社製造に起因するサイズの不具合など

1年間保証（製造日より）

□ マークの剥がれ □ クロロプレンシールの不具合　　
□ バルブの不具合 □ ブーツの磨耗による水没など

90日間保証（製造日より）

□ ファスナーの不具合

　 以下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

　

クロロプレンドライスーツ
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・ドライスーツ取扱説明書
・カスタマー登録案内文
・パームフィットバルブ取扱説明書
・YKK製防水ファスナー取扱説明書
・不織布バッグ
・セーフティLPホース
・サスペンダー
・インナーソール
・ドライスーツ用ファスナーワックス
・ピンホール補修用パッチ×3
・ピンホール補修用接着剤

・業界初のA.C.T.（ アナトミカルカッティングテクノロジー）パーツの導入

・高耐久ラジアルコーティング
・ノンスリップデッキソール
・キックスタンド付き
・フィンと接触する部分は補強によりガード
・保温性、ホールド性、クッション性をアップする起毛カップインソールを標準装備

本製品は万全な品質管理のもとに厳密な検査工程を経て製品化したものです。しかし、万一材質または製造工程上の不備・欠陥による不良
があった場合には、納品後下記の期間に限定し無償にて修理いたします。ただし、以下の章であげられている免責条項に該当する場合はこ
の保証は適用されません。なお、本保証を他人または他の団体に譲渡することはできません。

事故、乱暴な取扱い、誤使用、正しいメンテナンスや保管が行われていない場合などの理由による製品の損傷については保証の対象外とな
ります。また、改造や㈱モビーディック以外による修理が行われた場合についても同様です。紛失や盗難に関して、当製品の限定保証を除
いては、㈱モビーディックは明示、不明示問わず一切の保証の責を負いません。

本製品は水中での潜水についての安全性を保証するものではありません。本製品の品質・性能などに関する危険性は、購入者及び使用者が
すべて了解し責任を負うものとご了承ください。㈱モビーディックは当製品の使用に起因するいかなる肉体的損傷、その他いかなる種類の
損害（直接的・間接的・偶発的・不可避的を問わず）について一切の責任を負いません。これは㈱モビーディックがそれらの事故・損害に
ついて予備知識があった場合でも同様です。

□ 接合部からの水没 



製品ご使用においての警告事項

当マニュアル及び『ドライスーツ取扱説明書』において安全のために次のような用語を使用しています。

1.クロロプレンドライスーツ使用に関する一般的な警告事項

2.クロロプレンドライスーツ使用に関する一般的な警告事項
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クロロプレンドライスーツ

お客様が当社クロロプレンドライスーツを使用する前に、商品に付属されている『ドライスーツ取扱説明書』をすべて読み、記載されて
いる情報や警告が十分理解されているかを確認してください。特に安全に関する注意事項や警告として記載されている注意事項は必ず守
っていただくようお客様にご説明願います。もし、『ドライスーツ取扱説明書』に記載された情報や下記の警告の中でいずれかが理解で
きない場合は当社までお問い合わせください。
お問い合わせ先：営業本社 e-mail sales@mobby.co.jp

このことを守らないと、死亡または重傷を負う危険の状態が生じることが想定され、かつ危険発生時の警告の緊急性
が高い限定的な場合。（高度な危険を含む）

このことを守らないと、死亡または重傷を負う危険の状態が生じることが想定される場合。

このことを守らないと、軽症を負うか物的損害のみが発生する危険の状態が生じることが想定される場合。

■クロロプレンドライスーツをスクーバダイビングで使用する場合、必ず事前に広く認知されているスクーバダイビング指導団体に認定された指導員による
講習を受けてCカード（講習終了認定証）を取得してください。

■ドライスーツを使用する場合、必ず事前に広く認知されているスクーバダイビング指導団体に認定された指導員によるドライスーツダイビングに関する正
しい知識、技術の講習を受けてください。（ただし、各指導団体の指導員のよる直接の監督下でダイビングを行う場合を除く）

■アイスダイビング（氷下潜水）を行う場合は、事前に各潜水指導団体に認定された指導員によるアイスダイビングに関する正しい知識、技術の講習を受け
てください。（アイスダイビングとは、気温が5℃以下の環境でのダイビングと定義する）

■クロロプレンドライスーツを使用する前に必ず『ドライスーツ取扱説明書』を最後までよくお読みになり、ご自身のスーツを十分理解してください。

■『ドライスーツ取扱説明書』に従って正しい方法で使用してください。特にドライスーツは使用方法を誤ると浮力のコントロールができなくなり重大な事
故に繋がる可能性があります。

■ウェットスーツ及びドライスーツは救命具ではありません。水面及び水中での浮力確保の目的で使用しないでください。

■皮膚に影響を及ぼすような化学薬品や放射線及び生物学的に汚染された環境では使用しないでください。
当製品はこのような汚染物質から防護する目的でつくられていません。

■高温な環境下でスーツを長時間着用すると体温の上昇（オーバーヒート）を招くことがあり危険です。

■潜水中、毎分18mをこえる速度で浮上しないでください。

■中性浮力を保つようウエイト量を調整してください。（装着するウエイトの量は多すぎてはいけません）

■潜水中に寒気を感じたら、ダイビングを中止しただちに浮上し潜水を中止してください。

■スーツ素材は可燃性です。着用時に裸火などに近づかないでください。



3.クロロプレンドライスーツ使用上の安全に関する特別な警告事項

■着用の際にはジッパーを隙間のないよう最後まで確実に閉め、潜水前に再度閉まっていることを確認してください。

■ドライスーツを重量物（2.5kg以上）の引き揚げに使用しないでください。（重量物の引き揚げには、リフトバッグなどを使用してください）

■ドライスーツの使用方法を誤ると、水中で浮力のコントロールができなくなることがあります。（急浮上、急落下を含む）

■ドライスーツを海洋や、より本格的な環境で使用する前に、プールのようなコントロールできる場所でトラブル時の対処の練習をしてください。

■水温や運動量に見合った適正な保温力のインナーウエアを着用してください。

■ネックシールがきつすぎると呼吸や血行を妨げ意識障害を引き起こす可能性があります。

■ドライスーツを使用する際は、常に最少のウエイト量にし、スーツ内の空気量も最少になるようにしてください。
空気量が多ければ多いほど浮力のコントロールが困難になります。

■過度のスクイーズは浸水の原因になります。

■給気操作は、ボタンを長く押し続けずに、小刻みに押すこと。これは特にアイスダイビング時にバルブの凍結を防ぐため、また空気の入れすぎを防止する
ために有効です。

4.取扱いに関する注意事項

■ドライスーツは定期的なオーバーホールを販売店に依頼してください。オーバーホールの時期の目安は、潜水本数で100本または使用の有無に関わらず、
本製品の購入時もしくは前回のオーバーホール時から一年後です。

■製品を燃やすと塩素系の有毒ガスが発生します。

■ドライスーツの給気ホースを高圧ポートに接続しないでください。タンク内の残圧によってはホースが破裂します。

■使用後、濡れたままで長時間放置しないでください。素材の変質や劣化の原因になります。

■製品を着用して「かぶれ」「かゆみ」等の症状が出る場合は着用を中止してください。

■製品の素材は色落ちすることがあります。

■直射日光や人工照明下に長時間さらすと、色落ちや品質劣化（ひび割れなど）の原因となります。

■塩素系の消毒剤を使用したプール内での使用は、色落ちや品質劣化の原因となります。

■製品の素材は、水着やインナーウエアなどへ色落ちすることがありますので、着用の際は整髪料・香水・サンオイルなどを使用しないでください。

■素材の特性上、長時間の使用で多少収縮及び硬化することがあります。

■素材の特性上、長時間にわたり重量物を乗せたり、折り畳んだままにすると発泡がつぶれヘタリやシワの原因となります。

■ドライスーツ内への過剰な加圧はスーツの損傷の原因となりますので、2500Pa以上に加圧しないでください。

■バルブの部品交換及び修理は、当社または販売店で行ってください。

■防水ジッパーの潤滑剤としてシリコンスプレーを使用しないでください。

■ドライスーツ着用の際、一度に両袖を通さないでください。リストシール及び防水ジッパーにストレスを与えることになり破損の原因となります。

■防水ジッパーは異物を噛ませたり、折り曲げたりしないでください。

クロロプレンドライスーツ
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■各潜水の前に必ず各バルブ、防水ジッパー及び首・手首のシールに異常がないかチェックしてください。

■水面でも水中でも常に、ドライスーツにはゆっくりと給気してください。水中での急速な給気はコントロールの効かない浮上を生じる結果となります。
急浮上はエアエンボリズムなどの肺の重大な障害または減圧症の原因となります。

■ドライスーツを水面で浮力確保のために使用（給気）しないでください。スーツ内圧が高すぎると首への圧迫が強くなり、呼吸障害・血行障害の危険が生じます。

■フレアリングは制御不能時の緊急対処法です。資格のある指導員による直接の管理下にない場合は練習しないでください。

■ドライスーツはいかなる部分も改造して使用しないでください。本来の機能を低下させ、その結果事故や故障の原因となります。



■シール部のスキン素材は、爪など鋭利なもので傷をつけると破断しやすくなりますので、取扱いには十分ご注意ください。

■シール部のスキン素材は縫製しておりませんので接合部に過度の負荷がかからないよう注意して着脱してください。

■ラテックスゴム製シール/シリコンシールはサイズを小さめにして出荷しておりますので、微調整のカットはお客様ご自身で行う必要があります。サイズ
調整は必ず1段ずつカットし、都度フィッティングをご確認ください。なおカットしすぎた場合は水没の原因となるためパーツ交換が必要となります。
爪など鋭利なもので傷をつけると破断しやすくなりますので、取扱いには十分ご注意ください。
ゴムの劣化により破断する場合がありますので、ご使用の頻度に応じて定期的な交換が必要です。また、薬品に対して弱いため整髪料や香水などと接触しないよう
ご注意ください。

クロロプレンドライスーツ　商品別注意点
●シールドマックス ハイブリッド／スラッシュ ドライ ハイブリッド
　・素材の特性上、保管状況や使用環境により、スーツ表面にシワが見られる場合がございます。
　・HBD（ハイブリッドスキン）へのイニシャルプリントはできません。

●シールドマックス ドライ / T4-ムーヴァー ドライUSRD/NP仕様
　・USRD（ウルトラソフトラジアル）は耐久性及び保温性に優れますが、柔軟性は下がります。
　・USRD（ウルトラソフトラジアル）へのイニシャルプリントはできません。

●クロコ ドライ
　・GRD（グリップラジアル）は耐久性に優れますが、柔軟性は下がります。
　・GRD（グリップラジアル）へのイニシャルプリントはできません。
　・GRD(グリップラジアル)はスーツやBCDの着脱に抵抗を感じることがあります。

●T4-ムーヴァー ドライ／スラッシュ ドライⅡ
　・YKKの樹脂製ジップ「AQUASEAL®」を標準装備しており、通常のドライスーツとは異なります。
　取扱い、ドライスーツの保管方法は商品に同送される「AQUASEAL®取扱説明書」を参考に必ずご案内ください。
　・着脱の手順は商品に同送される着脱案内書を参考に、店頭にて実際に着脱を体験していただくよう、ご購入されたお客様へ必ずご案内ください。
　
●N.S.T. ドライ
　・YKKの樹脂製ジップ「AQUASEAL®」を標準装備しており、通常のドライスーツとは異なります。
　取扱い、ドライスーツの保管方法は商品に同送される「AQUASEAL®取扱説明書」を参考に必ずご案内ください。
　・製品の特性上、40℃以上の温水での洗浄及び乾燥機のご使用はお控えください。

クロロプレンドライスーツ
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シェルドライスーツ共通　付属品
・ドライスーツ取扱説明書
・カスタマー登録案内文
・パームフィットバルブ取扱説明書
・YKK製防水ファスナー取扱説明書
・不織布バッグ
・セーフティLPホース

シェルドライスーツ共通　特徴
●パターン
　・業界初のA.C.T.(アナトミカルカッティングテクノロジー)パーツの導入

●接合部
　・耐久性の高い縫製処理を施し、防水テープまたはリキッドシールによるシーリング加工

●パッド
　・ヒップと膝はダブルクロスにより補強

●浮力コントロール
　・素材自体の浮力変化が無いためスーツ内圧調整が容易

●携帯性
　・コンパクトな収納が可能

●汎用性
　・インナーを調節することでシーズンを問わず適応が可能です

●水没検査
・特製水槽を使用し、全品を検査しています

●割増料金
　・身長が190cm以上の方のご注文は、10%の割増料金を頂戴いたします
　・身長の記載がない場合、総丈160cm以上の方を対象といたします

シェルドライスーツ共通　製品保証および注意点

限定保証

本製品は万全な品質管理のもとに厳密な検査工程を経て製品化したものです。しかし、万一材質または製造工程上の不備・欠陥による不良があ
った場合には、納品後下記の期間に限定し無償にて修理いたします。ただし、以下の章であげられている免責条項に該当する場合はこの保証は
適用されません。なお、本保証を他人または他の団体に譲渡することはできません。

免責条項

事故、乱暴な取扱い、誤使用、正しいメンテナンスや保管が行われていない場合などの理由による製品の損傷については保証の対象外となりま
す。また、改造や㈱モビーディック以外による修理が行われた場合についても同様です。紛失や盗難に関して、また、当製品の限定保証を除い
ては、㈱モビーディックは明示、不明示問わず一切の保証の責を負いません。

責任否認

本製品は水中での潜水についての安全性を保証するものではありません。本製品の品質・性能などに関する危険性は、購入者及び使用者がす
べて了解し責任を負うものとご了承ください。㈱モビーディックは当製品の使用に起因するいかなる肉体的損傷、その他いかなる種類の損害
（直接的・間接的・偶発的・不可避的を問わず）について一切の責任を負いません。これは㈱モビーディックがそれらの事故・損害について
予備知識があった場合でも同様です。

●既製サイズ展開です。体型によっては対応できない場合もございます。また素材には伸縮性がありませんので、インナー分のゆとり、屈伸可能な着丈を十
分に確保してください。※特注でサイズオーダーを承ります

●ラテックスゴム製シール/シリコンシールはサイズを小さめにして出荷しておりますので、微調整のカットはお客様ご自身で行う必要があります。サイズ
調整は必ず1段ずつカットし、都度フィッティングをご確認ください。なおカットしすぎた場合は水没の原因となるためパーツ交換が必要となります。
爪など鋭利なもので傷をつけると破断しやすくなりますので、取扱いには十分ご注意ください。
ゴムの劣化により破断する場合がありますので、ご使用の頻度に応じて定期的な交換が必要です。また、薬品に対して弱いため整髪料や香水などと接触しないよう
ご注意ください。

製品保証

 
 

2 年間保証（製造日より）

□ 防水テープの剥がれ
□ 接合部の剥がれ □ 納品時の汚れ
□ 生地の剥離など

1年間保証（製造日より）

□ マークの剥がれ 
□ バルブの不具合 

□ シリコンシールの不具合
□ ブーツの磨耗による水没など

90日間保証（製造日より）

□ ファスナーの不具合 □ ラテックスシールの不具合

　 以下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

　

シェルドライスーツ

□ 初回使用での水没
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・サスペンダー
・インナーソール
・ドライスーツ用ファスナーワックス
・ピンホール補修用生地
・ピンホール補修用接着剤
※一部の製品には付属しないものもございます



製品ご使用においての警告事項
お客様が当社シェルドライスーツを使用する前に、商品に付属されている『ドライスーツ取扱説明書』をすべて読み、記載されている情報や警告
が十分理解されているかを確認してください。特に安全に関する注意事項や警告として記載されている注意事項は必ず守っていただくようお客様
にご説明願います。もし、『ドライスーツ取扱説明書』に記載された情報や下記の警告の中でいずれかが理解できない場合は当社までお問い合わ
せください。
お問い合わせ先：営業本社 e-mail sales@mobby.co.jp

当マニュアル及び『ドライスーツ取扱説明書』において安全のために次のような用語を使用しています。

1.シェルドライスーツ使用に関する一般的な警告事項

■シェルドライスーツをスクーバダイビングで使用する場合、必ず事前に広く認知されているスクーバダイビング指導団体に認定された指導員による講習を受けてCカード
（講習終了認定証）を取得してください。

■ドライスーツを使用する場合、必ず事前に広く認知されているスクーバダイビング指導団体に認定された指導員によるドライスーツダイビングに関する正しい知識、技術
の講習を受けてください。（ただし、各指導団体の指導員のよる直接の監督下でダイビングを行う場合を除く）

■アイスダイビング（氷下潜水）を行う場合は、事前に各潜水指導団体に認定された指導員によるアイスダイビングに関する正しい知識、技術の講習を受けてください。
（アイスダイビングとは、気温が5℃以下の環境でのダイビングと定義する）

■シェルドライスーツを使用する前に必ず『ドライスーツ取扱説明書』を最後までよくお読みになり、ご自身のスーツを十分理解してください。

■『ドライスーツ取扱説明書』に従って正しい方法で使用してください。特にドライスーツは使用方法を誤ると浮力のコントロールができなくなり重大な事故に繋がる可能
性があります。

■ウェットスーツ及びドライスーツは救命具ではありません。水面及び水中での浮力確保の目的で使用しないでください。

2.シェルドライスーツ使用に関する一般的な警告事項

■皮膚に影響を及ぼすような化学薬品や放射線及び生物学的に汚染された環境では使用しないでください。
当製品はこのような汚染物質から防護する目的でつくられていません。

■高温な環境下でスーツを長時間着用すると体温の上昇（オーバーヒート）を招くことがあり危険です。

■潜水中、毎分18mをこえる速度で浮上しないでください。

■中性浮力を保つようウエイト量を調整してください。（装着するウエイトの量は多すぎてはいけません）

■潜水中に寒気を感じたら、ダイビングを中止しただちに浮上し潜水を中止してください。

■スーツ素材は可燃性です。着用時に裸火などに近づかないでください。

シェルドライスーツ
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このことを守らないと、死亡または重傷を負う危険の状態が生じることが想定され、かつ危険発生時の警告の緊急性が高い
限定的な場合。（高度な危険を含む）

このことを守らないと、死亡または重傷を負う危険の状態が生じることが想定される場合。

このことを守らないと、軽症を負うか物的損害のみが発生する危険の状態が生じることが想定される場合。



3.シェルドライスーツ使用上の安全に関する特別な警告事項

■各潜水の前に必ず各バルブ、防水ジッパー及び首・手首のシールに異常がないかチェックしてください。

■水面でも水中でも常に、ドライスーツにはゆっくりと給気してください。水中での急速な給気はコントロールの効かない浮上を生じる結果となります。
急浮上はエアエンボリズムなどの肺の重大な障害または減圧症の原因となります。

■ドライスーツを水面で浮力確保のために使用（給気）しないでください。スーツ内圧が高すぎると首への圧迫が強くなり、呼吸障害・血行障害の危険が生じます。

■フレアリングは制御不能時の緊急対処法です。資格のある指導員による直接の管理下にない場合は練習しないでください。

■ドライスーツはいかなる部分も改造して使用しないでください。本来の機能を低下させ、その結果事故や故障の原因となります。

■着用の際にはジッパーを隙間のないよう最後まで確実に閉め、潜水前に再度閉まっていることを確認してください。

■ドライスーツを重量物（2.5kg以上）の引き揚げに使用しないでください。（重量物の引き揚げには、リフトバッグなどを使用してください）

■ドライスーツの使用方法を誤ると、水中で浮力のコントロールができなくなることがあります。（急浮上、急落下を含む）

■ドライスーツを海洋や、より本格的な環境で使用する前に、プールのようなコントロールできる場所でトラブル時の対処の練習をしてください。

■水温や運動量に見合った適正な保温力のインナーウエアを着用してください。

■ネックシールがきつすぎると呼吸や血行を妨げ意識障害を引き起こす可能性があります。

■ドライスーツを使用する際は、常に最少のウエイト量にし、スーツ内の空気量も最少になるようにしてください。空気量が多ければ多いほど浮力のコントロール
が困難になります。

■過度のスクイーズは浸水の原因になります。

■給気操作は、ボタンを長く押し続けずに、小刻みに押すこと。これは特にアイスダイビング時にバルブの凍結を防ぐため、また空気の入れすぎを防止するために
有効です。

4.取扱いに関する注意事項

■ドライスーツは定期的なオーバーホールを販売店に依頼してください。オーバーホールの時期の目安は、潜水本数で100本または使用の有無に関わらず、本製品の購入時
もしくは前回のオーバーホール時から一年後です。

■製品を燃やすと塩素系の有毒ガスが発生します。

■ドライスーツの給気ホースを高圧ポートに接続しないでください。タンク内の残圧によってはホースが破裂します。

■使用後、濡れたままで長時間放置しないでください。素材の変質や劣化の原因になります。

■製品を着用して「かぶれ」「かゆみ」等の症状が出る場合は着用を中止してください。

■製品の素材は色落ちすることがあります。

■直射日光や人工照明下に長時間さらすと、色落ちや品質劣化（ひび割れなど）の原因となります。

■塩素系の消毒剤を使用したプール内での使用は、色落ちや品質劣化の原因となります。

■製品の素材は、水着やインナーウエアなどへ色落ちすることがありますので、着用の際は整髪量・香水・サンオイルなどを使用しないでください。

■ドライスーツ内への過剰な加圧はスーツの損傷の原因となりますので、2500Pa以上に加圧しないでください。

■バルブの部品交換及び修理は、当社または販売店で行ってください。

■防水ジッパーの潤滑剤としてシリコンスプレーを使用しないでください。

■ドライスーツ着用の際、一度に両袖を通さないでください。リストシール及び防水ジッパーにストレスを与えることになり破損の原因となります。

■防水ジッパーは異物を噛ませたり、折り曲げたりしないでください。

■シールを調整する際、シールを重ねて切らないでください。切り口が水平な直線にならないことがあります。

■オプション クロロプレンシールのスキン素材は爪など鋭利なもので傷を付けると破断しやすくなりますので、取扱いには十分ご注意ください。

■オプション クロロプレンシールのスキン素材の面は縫製しておりませんので、接合部に過度の負荷がかからないよう注意して着脱してください。

シェルドライスーツ
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セミドライ＆ウェットスーツ共通　付属品
・ウェットスーツ取扱説明書
・カスタマー登録案内文

●パターン
　・業界初のA.C.T.(アナトミカルカッティングテクノロジー)パーツの導入

●接合部
　・独自の裁断＆接着技術により接合部からの浸水を防止
　・端末処理の改良により、糸のほつれをさらに低減

セミドライ＆ウェットスーツ共通　特徴

セミドライ＆ウェットスーツ共通　製品保証および注意点
限定保証

本製品は万全な品質管理のもとに厳密な検査工程を経て製品化したものです。しかし、万一材質または製造工程上の不備・欠陥による不良が
あった場合には、納品後下記の期間に限定し無償にて修理いたします。ただし、以下の章であげられている免責条項に該当する場合はこの保
証は適用されません。なお、本保証を他人または他の団体に譲渡することはできません。

免責条項

事故、乱暴な取扱い、誤使用、正しいメンテナンスや保管が行われていない場合などの理由による製品の損傷については保証の対象外となり
ます。また、改造や㈱モビーディック以外による修理が行われた場合についても同様です。紛失や盗難に関して、また、当製品の限定保証を
除いては、㈱モビーディックは明示、不明示問わず一切の保証の責を負いません。

責任否認

本製品は水中での潜水についての安全性を保証するものではありません。本製品の品質・性能などに関する危険性は、購入者及び使用者がす
べて了解し責任を負うものとご了承ください。㈱モビーディックは当製品の使用に起因するいかなる肉体的損傷、その他いかなる種類の損害
（直接的・間接的・偶発的・不可避的を問わず）について一切の責任を負いません。これは㈱モビーディックがそれらの事故・損害について
予備知識があった場合でも同様です。

製品保証

1年間保証（製造日より）

□ マークの剥がれ □ パッドの剥がれ
□ 糸のほつれ □ 納品時の汚れ
□ 接合部の剥がれ 
□ 納品時の弊社製造に起因するサイズの不具合など

□ テープの剥がれ

　 以下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

　

90日間保証（製造日より）

□ ファスナーの不具合
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セミドライ＆
ウェットスーツ

●割増料金
　・身長が190cm以上の方のご注文は、10%の割増料金を頂戴いたします
　・身長の記載がない場合、総丈160cm以上の方を対象といたします



製品ご使用においての警告事項

お客様が当社ウェットスーツを使用する前に、商品に付属されている『取扱説明書』をすべて読み、記載されている情報や警告が十分理解
されているかを確認してください。特に安全に関する注意事項や警告として記載されている注意事項は必ず守っていただくようお客様にご
説明願います。もし、『取扱説明書』に記載された情報や下記の警告の中でいずれかが理解できない場合は当社までお問い合わせください。
お問い合わせ先：営業本社 e-mail sales@mobby.co.jp

当マニュアル及び『ドライスーツ取扱説明書』において安全のために次のような用語を使用しています。

1.ウェットスーツ使用に関する一般的な警告事項

■ウェットスーツをスクーバダイビングで使用する場合、必ず事前に広く認知されているスクーバダイビング指導団体に認定された指導員による講習を受けて
Cカード（講習終了認定証）を取得してください。

■ウェットスーツを使用する前に必ず『取扱説明書』を最後までよくお読みになり、ご自身のスーツを十分理解してください。

■『取扱説明書』に従って正しい方法で使用してください。

■ウェットスーツは救命具ではありません。水面及び水中での浮力確保の目的で使用しないでください。

2.ウェットスーツ使用に関する一般的な警告事項

■皮膚に影響を及ぼすような化学薬品や放射線及び生物学的に汚染された環境では使用しないでください。当製品はこのような汚染物質から防護する目的で
つくられていません。

■高温な環境下でスーツを長時間着用すると体温の上昇（オーバーヒート）を招くことがあり危険です。

■潜水中、毎分18mをこえる速度で浮上しないでください。

■スーツの状態に少しでも疑問がある場合には使用しないでください。

■中性浮力を保つようウエイト量を調整してください。（装着するウエイトの量は多すぎてはいけません）

■潜水中に寒気を感じたら、ダイビングを中止しただちに浮上し潜水を中止してください。

■スーツ素材は可燃性です。着用時に裸火などに近づかないでください。

セミドライ&
ウェットスーツ
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このことを守らないと、死亡または重傷を負う危険の状態が生じることが想定され、かつ危険発生時の警告の緊急性が
高い限定的な場合。（高度な危険を含む）

このことを守らないと、死亡または重傷を負う危険の状態が生じることが想定される場合。

このことを守らないと軽症を負うか物的損害のみが発生する危険の状態が生じることが想定される場合。
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●マキシマム、クイーン マキシマム、G.S.D.S、オーシャンズ (MS仕様・SS仕様)
　・スキン素材を多く使用しております。
　・スキン素材にはイニシャルの取付ができません。
　・スキン素材は爪など鋭利なもので傷を付けると破断しやすくなりますので、取扱いには十分ご注意ください。
　・スキン素材はスーツやBCDの着脱に抵抗を感じることがあります。
　・スキン素材の面は縫製をしておりませんので接合部に過度の負荷がかからないよう注意して着脱してください。
　・マキシマム、クイーン マキシマムで手首ファスナーを選択された場合は手首の切り替えしパネルが無くなります。

3.取扱いに関する注意事項

■製品を燃やすと塩素系の有毒ガスが発生します。

■使用後、濡れたままで長時間放置しないでください。素材の変質や劣化の原因になります。

■製品を着用して「かぶれ」「かゆみ」等の症状が出る場合は着用を中止してください。

■製品の素材は色落ちすることがあります。

■直射日光や人工照明下に長時間さらすと、色落ちや品質劣化（ひび割れなど）の原因となります。

■塩素系の消毒剤を使用したプール内での使用は、色落ちや品質劣化の原因となります。

■製品の素材は、水着やインナーウエアなどへ色落ちすることがありますので、着用の際は整髪量・香水・サンオイルなどを使用しないでください。

■素材の特性上、長時間の使用で多少収縮及び硬化することがあります。

■素材の特性上、長時間にわたり重量物を乗せたり、折り畳んだままにすると発泡がつぶれヘタリやシワの原因となります。

セミドライ＆ウェットスーツ　商品別注意点

　
●オーシャンズ
　・ビーバーテール フードジャケットには、着脱を考慮したウエストジップ（左・中央・右）の取り付けを推奨しております。
　・ロングジョンは、バックジップを標準としています。

●アクト アプネア
　・コンペティションモデル
　RT/CS(SCS)2mm生地は薄く柔らかい非常にデリケートなフリーダイビング専用生地です。着脱の際は十分にご注意ください。
　また生地の特性上、明らかな初期不良以外は製品保証の対象外となります。
　・スタンダードモデル
　 SN/CS生地は裏地セルスキンの特性上、着脱の際にはすべりくくなっています。

セミドライ&
ウェットスーツ



ご注文についての注意

HOW TO MEASURE
採寸をする前に
口採寸は自然体を保ち、必ず水着姿で正確に測定してください。
口採寸には高品質のメジャーテープを使用し採寸してください。
口採寸の値は再度チェックし、間違いがないか確認してください。
口体重以外の値はセンチメートル(cm)で表記してください。
最小単位は0.5cmで記入してください。
口採寸の基本となる各点
頚椎点(A点）＝首を前に曲げたときに、首の後ろにできる突起の先端部分。
肩先点＝肩の骨の一番先端の突起部。
ウエスト点＝背骨の中心位置でウエスト（腹囲）の高さ。
股付け根点＝股の付け根の最も高い位置。
手首点、内果点＝くるぶしの最も突出している点。
脛骨点＝膝の皿の中心の高さの内側。膝関節にあたる部分。

採寸後は必ず検算してください
口③総丈＝ ⑦新背丈＋⑤股下
口⑦新背丈＝ ④ウエスト丈＋股上
ロ⑫桁丈＝＠肩幅／2辺3袖丈

1
2
3
4
5
6
7
8

20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9

30
29
28
27
26
25
24
23
22
21

35
34
33

32
31
※

身長
体重

太モモ中間囲
膝上囲
膝下囲

太腿最大囲
尻囲
下腹囲
腹囲
胸囲
上胸囲
首囲
新背丈
股上
股下
ウエスト丈
総丈

頭囲
手首囲
肘下囲
肘囲
大腕囲
上大腕囲
腕付根囲
袖丈
桁丈
肩幅
スネ長
足首囲
フクラハギ囲

縦頭囲
足長
内果高

アンダーバスト
乳下り
乳頭間

体重計を使い正確に測定します
正確に測定します

頚椎点(A点）から内果点（内くるぶし中心）までを測定します
頚椎点(A点）からウエスト点まで測定します
股から内果点（内くるぶしの中心点）までを測定します

股付け根点から頚椎点(A点）まで一気に計測します
股付け根点からウエスト点を測定します

首の最も細いところを測定します
ごく自然体にて、上肢を下垂した状態で脇の下周りを測定します
ごく自然体にて、上肢を下垂した状態で乳頭上の胸周りを測定します
へその少し上の最も細い部位を測定します
腹部の最突出部。下腹部周りを測定します。
尻部で最も太い部位を測定します
太腿付根の最も太い部位を測定します
太腿の中間（股下と膝の皿の中心点との中間点）を測定する
膝の上周りを測定します
膝の皿下の最も細い部位を測定します
フクラハギの最も太い部位を測定します
内果（内くるぶし）のすぐ上で、最も細い部位を測定します
けい骨点の内側から内果点（内くるぶしの中心点）までを測定する
左右の肩先点間を頚椎点(A点）を通過して体表にそって測定します
腕を45°に開いた状態で、頚椎点(A点）から肩先点に沿って手首点までを測定します
腕を45°に開いた状態で、肩先点から手首点までを測定します
腕を45°に開いた状態で、脇下から肩先点の周りを測定します
腕を45°に開いた状態で、脇下の最上大腕部の周りを測定します
腕を45°に開いた状態で、上腕二頭筋の最も太い部位を測定します
肘の最も細い部位を測定します
肘のすぐ下の最も太い部位を測定します
手首の最も細い部位を測定します
頭の周囲で最大の部位を測定します
顎先から鼻先と頭頂部を通過して頸椎点（A点）までを測定します
踵点（かかと）と足先点（つまさき）との間の直線距離を測定します
内果点から足底までを測定します

左右の乳頭から乳頭までの間を測定します

バストのすぐ下のあたりの胸囲を測定します
乳頭より垂直に上へ肩の厚みの中央までを測定します

JWMA3005 13

（女性）
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ウェットスーツ スタイル一覧表

裾は腹囲位 裾は下腹囲位

※OCEANSはバックジップ仕様 ※SHE’S COCOのみ

※OCEANSのみ

ビーバーテール
フードジャケット

ご注文についての注意

ボレロ ジャケット ロングパンツ

ロングジョン
左肩ベルクロ仕様

シーガル フルスーツ、セミドライ ベアトップパンツ
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キャンセルについて
◇ご注文後に加工商品をキャンセルされる場合、製造工程の状況によりキャンセル料金が発生します。
キャンセル料は下記の通りです。キャンセルの場合は当社まで直接ご確認いただき、お客様にご案内くださいますようお願いいたします。

スーツの納期について
納期は時期、受注状況によって変動いたします。
希望納期がある場合、ウェットスーツ、ドライスーツのご注文の際にオーダーシートへご記入ください。
受付日につきましては、13：00までのご注文を当日受注とさせていただきます。
13：00以降のご注文は翌日の受付とさせていただきますのでご了承ください。

◇配送料と配達日数はお届けする地域により異なります。下記の送料表をご参照ください。
◇指定のない限り佐川急便での発送となります。なお、沖縄・離島へはヤマト運輸で発送します。
◇ご注文1度につき、配送料は1回のご請求とさせていただいております。
　バックオーダーにより出荷が複数に分かれる場合は、2回目以降の配送料はいただいておりません。
◇配送商品のご請求額(下代総額)が一度に￥30,000(税込￥33,000)以上の場合は、弊社にて配送料を負担致します。
◇沖縄へのお届けは商品によっては空港のX線検査により、飛行機便から船便に切り替わる場合がございます。その場合の日数は4~6日かかります。
◇配達日数はあくまで目安となり、天候や交通状況の影響により異なる場合がございます。

    ￥1,100
(税込￥1,210)

    ￥800
(税込￥880)

    ￥800
(税込￥880)

    ￥800
(税込￥880)

    ￥900
(税込￥990)

    ￥900
(税込￥990)

    ￥1,000
(税込￥1,100)

    ￥1,200
(税込￥1,320)

    ￥1,300
(税込￥1,430)

    ￥1,400
(税込￥1,540)

    ￥3,300
(税込￥3,630)

ご注文についての注意

配送料について

※配送料は予告なく変更になる場合がございます
※貨物のサイズ、重量によって料金は異なります
※離島エリアの追加料金はございません

＜佐川急便＞

翌 日

4日

翌 日

翌日

＜ヤマト運輸＞

翌 日

翌 日

翌日

時間

こ注文から24時間以降

こ注文から72時間以降

キャンセル料

販売価格の60％を申し受けます

販売価格の100％を申し受けます

佐川急便

ヤマト運輸

基本送料

北海道 九州 沖縄近畿 中国東海北陸信越関東東北 四国

翌々日

翌日翌々日

翌々日

翌々日

翌々日

翌々日

翌々日

翌々日 翌々日

翌々日翌々日翌々日翌日

翌日

翌日

翌日

翌日

翌日 翌日 翌日

約4日



製品別サイズチャート

クロロプレンドライサイズチャートMEN'S



製品別サイズチャート

クロロプレンドライサイズチャートWOMEN'S



製品別サイズチャート

シェルドライサイズチャートMEN'S/ WOMEN'S



製品別サイズチャート

※「ウェットスーツサイズチャート」に該当する商品は下記のとおりです
セミドライ・ウェットスーツ

ウェットスーツサイズチャートMEN'S



製品別サイズチャート

※「ウェットスーツサイズチャート」に該当する商品は下記のとおりです
セミドライ・ウェットスーツ

ウェットスーツサイズチャートWOMEN'S
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フード　適応サイズ（cm）
サイズ名称
頭 囲

首 囲

L
54－55
29－31

S
55－56
31－33

MS
57－58
35－37

ML
56－57
33－35

M
58－59
37－39

XL
59－60
39－41

XXL
60－61
41－42

製品別サイズチャート

ドライスーツ　インナーウェア　UNISEX(cm) 
・コンフォートエアロⅡ
サイズ名称
身 長

股 下

上 胸 囲

腹 囲
尻 囲

XS
160

65

80

67
88

S
165

68

90

74
89

M
170

70

92

76
90

L
175

73

94

78
92

XL
180

75

98

81
94

ウェットスーツ　インナーウェア
・MEN’S ウォーム プラス シリーズ（cm）
サイズ名称
身 長

胸 囲

腹 囲

尻 囲

XL
163－172
84－91
68－75
84－91

M
171－178
89－96
72－81
89－96

L
172－180
94－102
77－87
94－102

股 下 66－72 69－75 72－79

サイズ名称
身 長

胸 囲

腹 囲

尻 囲

147－155
74-79
54-62
78-82

S
154－162
77-84
58-66
82-90

M

ウェットスーツ　インナーウェア
・WOMEN’S ウォーム プラス シリーズ（cm）

股 下 59-63 62-67

エアシェルター ブリーザブル　仕上がりサイズ（cm）
サイズ名称 S

100
72
64

M
108
78
70

L
116
84
76

XL
124
90
82

上 胸 囲

裄 丈

着 丈

グローブ アイテム別適応サイズ(cm・手囲)
長さ

アクト グローブ

ズーム アップ
グローブ

XXS XS S M

19 21

L

17 19 21 23 25

23 25

XL
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ドライスーツ　インナーウェア　UNISEX(cm)
・コンフォート プライム
サイズ名称
身 長

XXS XS S M MB
155 160 165 170 170

L LB XL
175 175 180

XXL
185

上 胸 囲 79 80 88 92 97 94 99 98 102

腹 囲 65 67 72 76 91 78 93 81 84

股 下 63 65 68 70 70 73 73 75 78

XXS
155

63

79

65
87

※2021年度のXLサイズは完売、入荷予定はありません



修理ご依頼についてのご注意
■修理のご依頼は当社専用のメンテナンスカード用紙に必要事項をご記入の上、修理品に添付しアフターサービスセンターまでお送りください。

■メンテナンスカード用紙がお手元に無い場合、弊社受注センター（0120-170-208）までご用命ください。
　メンテナンスカードにご記入いただけない場合、受付に時間がかかります。スムーズな受付にご協力お願いいたします。

■修理進行までの手順は次の通りです。　修理品の到着⇒修理受付⇒弊社からの見積発行⇒お客様からの見積ご回答⇒修理進行

■修理品が当社に届いてから、受付完了まで4～7営業日程かかります。

■受付完了後、修理内容の見積書を発行させていただいております。見積書にご回答いただいてから、修理作業を開始いたします。
　※ご回答が無い場合、作業が進行できませんのでご注意ください

■修理納期は見積回答後、20営業日（実質30日）ほどいただきます。
　修理納期は混雑状況により変動いたします。混雑状況によっては1ヵ月以上かかることもございます。

■修理品以外のメッシュバッグや付属品は同送しないでください。

■修理の目安料金はカタログ、または下記URLをご参照ください。
　https://www.mobby.co.jp/product/repair/

■サイズ修正に関しましては別途お見積りとなります。

■ラテックスシールは熱に弱く経年劣化が早いのでお手入れが必要です。
　ご使用後はタルカムパウダーを塗布し、直射日光の当たらない涼しい場所にて保管してください。

【修理品の送り先・修理に関するお問い合わせ先】

（株）モビーディック　アフターサービスセンター
〒986-1111宮城県石巻市鹿又字嘉右衛門345
TEL 0120-944-308 / FAX 0120-944-378

リペアキットの販売について
お客様ご自身で修理ができる、リペアキットを販売しております。
シェルドライの直付けラテックスの補修材、クロロプレンスーツ用の補修材のご用意があります。
ご注文の際は専用のオーダーシートをご利用ください。

リペアサービス
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ドライスーツバルブシステム
ドライスーツ内の空気コントロールを行う給排気バルブはドライスーツの操作性と安全性を決定するといっても過言ではありません。
MOBBY’Sは常に世界最高の性能を目指して改良を続け、“パームフィットバルブ”を開発いたしました。

取扱説明書は下記URLをご参照ください。
https://www.mobby.co.jp/wp-content/uploads/2020/09/Palmfit-valve_200903.pdf

PALMFIT VALVE
排気バルブ（DV1200）の特徴

・イージーメンテナンス

・世界最薄デザイン

・大型スライド式排気ボタン（マニュアル時）

・排気圧調整レバー
必要に応じて3段階の調整が水中でも可能です。

給気バルブ（DV1100）の特徴

・大型レバレッジ・レバー
これまでにない大型レバーにより6.5mm厚のミトンを装着していてもラクラク操作ができます。”押す”というより”つかむ”感覚で操作ができます。
もちろんプッシュ式ではありませんから不意の誤作動がほとんどありません。

・イージー・リリース
ジョイント部分に内圧が残留しないデザインのため、給気ホースを取り外す際に抵抗がほとんどありません。
6.5mm厚のミトンを装着していてもラクラク外すことができます。

・スイベル機構
本体は360度回転するため左右どちらからでもホースをジョイントすることができます。
（排気時に排気弁が振動してノイズが発生する場合がありますが、故障ではありませんので安心してお使いください。）

中圧ホース（DV1300）の特徴
パームフィットバルブ専用のホースです。安全に配慮したオリフィス（流量制限構造）付きなので万が一フリーフローした場合にも給気量が排気量を上回ることが
なく“吹き上げ”の心配がありません。（排気モードがAUTOの場合）

DCVリストバルブ
DCVリストバルブは状況により排気の切り替えを必要とする要求の高いユーザーに向けてデザインされました。バルブには排気を抑えるロック機構を備え、
片手で素早く操作でき排気のON/OFFを切り替えられます。コントロールスプリングにより常にバルブが制御され、水圧が低くなる浅深度でもしっかり防
水しながらスーツ内の余剰エアをすばやく排気できます。道具を使わずにワンタッチでカバーを着脱できるため、内部のクリーニングが場所を問わず容易
に行えます。（内蔵のスプリングの強度が異なるためフットバルブの代用はできません）

DCVフットバルブ
DCVフットバルブはドライスーツの両足ブーツ部分に装着され、足首部からの排気を可能にします。足首にまわったエアは足元のフィット性を損なわせ
フィンキックにも影響します。従来のバルブシステムでは、下半身に存在する余剰エアを排気させるためメインバルブのある上半身に移動させなければ
ならず排気のたびに姿勢を立て直したり、潜水姿勢が制限されたりしました、DCVフットバルブの装着により「吹き上げ」を未然に防止するとともに次
のメリットをダイバーに与えます。排気を抑えるロック機構を備え、排気のON/OFFを切り替えられます。
道具を使わずにワンタッチでカバーを着脱できるため、内部のクリーニングが場所を問わず容易に行えます。
（内蔵のスプリングの強度が異なるためリストバルブの代用はできません）

メリット①　制限されない自由な潜水姿勢をとれる
メリット②　水平姿勢やヘッドファーストでも排気が可能
メリット③　吹き上げの防止
メリット④　余剰エアが溜まりにくくバランスが安定する

テクニカルインフォメーション

道具を使わずにワンタッチでカバーを着脱できるため、内部のクリーニングを場所を問わず容易に行うことができます。
万が一、ゴミが噛んで浸水しても現場で簡単にクリーニングできますからダイビングを中止する必要がありません。

スーツ外部の高さは21.3mmと従来の最薄品に比べさらに約15%低くしました（当社比）。
それによってBCベスト着脱時の引っ掛かりを少なくしました。

ロック状態で排気するためにはマニュアル・スライドボタンを操作します。プッシュ型に比べ障害物への接触による不意の誤作動がほとんどありません。
グリップ形状の工夫により斜め方向から押しても、また6.5mm厚のミトンを装着していてもラクラク操作ができます。
“押す”というより”つかむ”感覚で操作できます。
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パーツ価格

在庫状況によってはご希望のパーツを販売できない場合がございます。
アフターサービスセンターにてバルブのオーバーホールも受け付けておりますので、併せてご検討くださいませ。

テクニカルインフォメーション

Date.  20210217PALMFIT
給気バルブ

価格コードNo パーツ名 価格コードNo パーツ名
￥100（税込￥110）
￥120（税込￥132）
￥1,100（税込￥1,210）
￥350（税込￥385）

￥110（税込￥121）
￥250（税込￥275）
￥200（税込￥220）
￥250（税込￥275）
￥90（税込￥99）
￥980（税込￥1,078）

￥100（税込￥110）
￥8,000（税込￥8,800）
￥1,100（税込￥1,210）
￥300（税込￥330）
￥1,300（税込￥1,430）
￥250（税込￥275）
￥1,000（税込￥1,100）
￥2,600（税込￥2,860）
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パーツ価格

テクニカルインフォメーション

Date.  20210217
PALMFIT
排気バルブ

在庫状況によってはご希望のパーツを販売できない場合がございます。
アフターサービスセンターにてバルブのオーバーホールも受け付けておりますので、併せてご検討くださいませ。
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⑥、⑨、⑩はセット
での販売となります

⑪、⑬、①はセット
での販売となります

価格コードNo パーツ名

￥300（税込￥330）
￥1,200（税込￥1,320）
￥760（税込￥836）

￥280（税込￥308）
￥1,100（税込￥1,210）
￥200（税込￥220）
￥250（税込￥275）
￥1,280（税込￥1,408）
￥350（税込￥385）
￥1,500（税込￥1,650）

価格コードNo パーツ名

￥1,100（税込￥1,210）
￥250（税込￥275）

￥120（税込￥132）
￥200（税込￥220）

￥100（税込￥110）

￥120（税込￥132）
￥140（税込￥154）
￥300（税込￥330）
￥550（税込￥605）



パーツ価格

⑥、⑨はセットでの販売となります

在庫状況によってはご希望のパーツ
を販売できない場合がございます。

アフターサービスセンターにてバルブ
のオーバーホールも受け付けておりま
すので、併せてご検討くださいませ。

テクニカルインフォメーション

Date.  20210217DCVリストバルブ
DCVフットバルブ

26

Models
DA-8400（リストバルブ）、DA-8300（フットバルブ）

価格コードNo パーツ名 素材数量
￥500（税込￥550）

￥1,200（税込￥1,320）
￥1,400（税込￥1,540）
￥300（税込￥330）

￥500（税込￥550）
￥1,000（税込￥1,100）

￥1,500（税込￥1,650）
￥300（税込￥330）
￥300（税込￥330）
￥500（税込￥550）

①
②
③
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨



バルブメンテナンス
通常のメンテナンス
ドライスーツバルブはダイビングの使用後、スーツに装着したまま水道水の流水をあてて十分に洗浄し海水や砂などを洗い流してください。
インレットバルブ洗浄の際はバルブ下部にある2箇所の穴のどちらかからホースで内部に水を流してください。もう片方の穴から砂などが排出されます。
給気レバーを動かしながら水を流してください。水洗いした後は直射日光が当たらない日陰の風通しの良い場所で十分に乾燥させてください。

排気バルブのユーザーメンテナンス
排気バルブは1ヶ月毎に1回または長期間保管する前に次の項に従って分解しメンテナンスを行ってください。
分解したパーツの取扱いには十分注意し、洗浄したパーツは完全に乾燥させてから組み立ててください。

エグゾーストバルブのユーザーメンテナンス
（分解とクリーニング）

Step1 排気バルブの分解

1)ロックレバーを図のように摘み上げたままの状態にします。

2)カバーASSYを図のように反時計方向に45度回転させます。

3)そのまま持ち上げることでカバーASSYは外れます。

4)オートスプリングを外します。

5)バルブユニットASSYを外します。

※ベースをスーツから外さないでください。

Step2 排気バルブの洗浄・乾燥 分解した各部品を水洗いしてください。
塩分や砂、糸くずなどをよく洗い流してください。
水洗いした後は分解したままの状態で直射日光の当たらない
風通しの良い場所で十分に乾燥させてください。

●カバーASSYはマニュアルボタンとチェンジレバーを動かしながら水洗いしてください。
●バルブユニットASSYはバルブシートを引っ張らないよう水洗いし、
穴や破れなどがないか確認してください。
●ベースの内側は特に清潔にしてください。

ガソリン、シンナー、アルコールでのお手入れば絶対にしないでください。
破損の原因となります。

27

テクニカルインフォメーション



Step3 排気バルブのセッティング

1)ベースにバルブユニットASSYをセットします。
バルブユニットをベースの差し込み部分の溝に
合わせてカットしてください。

2）バルブユニットにオートスプリングを
セットします。

3）ベースの指標部分にカバーASSYの指標
部分が合うようにセットします。指標を正し
く合わせないとカバーの取り外しができな
くなります。スプリングが曲がって入らない
ように注意してください。

4）ベースにカバーASSYを上から押さえつけて、両者の間に隙間がない
ことを確認します。そのままベースが動かないようにしてカバーASSYを
時計方向に45度”カチッ”と音がするまで回転させます。

5）ロックレバーが下がり、確実にロックされているか確認してください。

●ロックボタンが確実に下りていないと潜水中にダイヤルASSYが
外れて水没の原因となり重大な事故を招く危険性があります。

●各部品にシリコングリスや防錆剤などを塗らないでください。
砂やゴミが付着しやすくなり、水漏れの原因となります。

1.カバー側面にあるカバーロックバネを下に押しながら、カバーを
反時計方向に回して外します。スプリングを取り外します。（F01、02、03）

2.リティーナーとバルブシートを取り外します。（F04）

3.リティーナーからバルブシートを外します。（F05）

4.分解したカバー、リティーナー、スプリング、バルブシートの各パーツを
ぬるま湯などで洗浄し、塩分や砂などをよく洗い落としてください。
水洗いした後は繊維の抜けないウエスなどで水分を拭い取り、十分に
乾燥させてください。（F06）

ベースの内側はバルブシートとのシール面になるため細心の注意が
必要です。もし、この部分が傷付くとエア漏れや水漏れの原因となりま
す。（F07）

5.バルブシートをリティーナーにはめ込みます。

6.バルブシートをセットしたリティーナーをベースに入れます。

7.中央の穴にスプリングをセットします。

8.カバーを時計方向に回して”カチッ”と音がするまで締め込みます。

カバーを確実に閉めていないとカバーが外れて水没することがあり
ます。パーツの乾燥は直射日光や熱風を避け、日陰で風通しの良い
場所で行ってください。またパーツにはシリコングリスや潤滑剤など
を使用しないでください。

リストバルブ、フットバルブのユーザーメンテナンス
（分解とクリーニング、セッティング）
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ご注文、納期・在庫のご確認
【受注センター】 TEL : 0120-170-208 / FAX 0120-170-278

修理のご依頼
【アフターサービスセンター】 TEL 0120-944-308 / FAX 0120-944-378

製品、カタログ、ホームページに関するお問い合わせ
【営業本社】 TEL 045-664-7650 / e-mail sales@mobby.co.jp

スーツ・加工品について
13時までのご注文は当日受付、
13時以降のご注文は翌営業日受付となります。
納期はスーツ・加工品によって異なります。
受注受付後、メールで納期案内をお送りいたします。届かない場合は受注センターまでご連絡ください。

在庫品について
15時までのご注文は当日出荷、
15時以降のご注文は翌営業日出荷となります。
受注受付後、FAXで納期案内をお送りいたします。届かない場合は受注センターまでご連絡ください。

カスタマー登録について
さらなるアフターサービス・満足度向上のため、お客様の生の声を頂戴できるように
スーツをご注文のお客様にはカスタマー登録を任意でお願いしております。

スーツをご購入のお客様は下記URL、または下記QRコードよりご登録ください。
https://www.mobby.co.jp/product/registration/

ご注文について
FAX送信先：モビーディック受注センター

グッドプロダクツは
グッドデザイン・ファクトリーから
ロイドより与えられた新たな勲章
ドライスーツ日本初 CEマーク

帆船をイメージする外
観。マストで屋根を吊
る建築構造がより広い
空間を確保しました。

MOBBY’S の心臓部、CAD
ルーム。新しいアイデア
に、長年の経験と確かな
データを組み合わせて、
より高いクオリティの製
品作りを目指しています。

何種類もの試験機器を通
して開発・選択される最
適素材・テクノロジー。
そして完成した新製品は
構内に設置された試験用
ダイビングプールで、テ
ストされます。 29

www.mobby.co.jp

〒986-1111　宮城県石巻市鹿又字嘉右衛門345
TEL 0225-75-2880（代表） / FAX 0225-75-2888

【受注センター】ご注文、納期・在庫の確認
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
sales@mobby.co.jp　 

カノマタアザ　カエモン


