MOBBY’S 2021-2022 DIVING SUITS

DRY SUITS FUNCTIONS and OPTIONS
ドライスーツ 標準装備 and オプション

ネック

ブーツ
クロロプレンネックシール

クロロプレンリストシール・水切り

クロロプレンゴム製のネックシール。
内側に折り返して、首からの浸水を防
止します。パーツの接合部を前面の 1
か所にして、素材の伸縮性を最大限に
活かしています。
［標準採用］クロロプレンドライスーツ
の全モデル

ソフトブーツ

クロロプレンリストシールの末端にス
キン素材のパーツを取り付け（水切り
加工）
、より浸水しにくく、シールの末
端部も傷みにくい仕様に改良しました。
［標準採用］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、クロコ ドライ、シールドマックス
ドライ

SI-TECH スラッゴ フレックスリング
（シリコン）

工具を使わず簡単に交換できる DUI 社
のシリコン製ネックジップシールシス
テムです。シールドマックス ドライ、
クイーン クルーズ ドライでは、オプ
ション選択が可能です / ￥40,000（税込
¥44,000）
。

SI-TECH 社のコストパフォーマンスに
優れた交換可能なリストシールシステ
ム。クロコ ドライ、N.S.T. ドライでオ
プション選択が可能です / ￥22,000（税
。
込 ¥24,200）
※詳細は P36-37 参照

脚・ひざ
（シリコン）

SI-TECH 社のコストパフォーマンスに
優れた交換可能なネックシールシステ
ム。N.S.T. ドライでオプション選択が可
。
能です / ￥20,000（税込 ¥22,000）
※詳細は P36-37 参照

ラジアルブーツ

リストバルブ

ラジアル加工したクロロプレンゴムを
ベース素材とする、耐久性の高いブー
ツです。本体と接続しているため、足
首からの浸水と足元の冷えを防止。か
かとのキックスタンドはブーツを脱ぐ
ときに便利です。
［標準採用］ドライスーツの全モデル

※詳細は P36-37 参照

SI-TECH オラスト ネックシステム

水平姿勢やヘッドファーストでの潜行
をしやすくする、両足部の排気バルブ
です。ロック機能を備えているので、
空気を留めたいときには排気 OFF にで
きます。オプション選択が可能です /
￥24,000（税込 ¥26,400）
。

バルブ
4Dパッド

独立したプラスティック製パーツを組
み合わせた膝パッドです。膝部の保護
性能を高めつつ、フレキシブルな動き
を確保しています。
［標準採用］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、シールドマックス ドライ

排気は腕を上げるだけ。ロック機能によ
り排気 OFF にもできます。沈船や洞窟
など、姿勢が制限される環境や咄嗟の
状況で威力を発揮する便利なアイテム
です。
［標準採用］シールドマックス ハイブリッ
ド、クロコドライ、シールドマックスドライ

※標準採用ではないモデルは、オプション選択
。
が可能です / ¥15,000（税込 ¥16,500）

ジッパー ･ テープ
パームフィット排気バルブ

排気ボタンは、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。
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。厚さが約 2cm
と薄く、BCD 着脱時の引っ掛りを減ら
せるほか、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。
［標準採用］ドライスーツの全
モデル

YKK 製プロシール

金属製の防水ジップです。耐久性の高
いラバーテープとメタルエレメントを
組み合わせ、高い防水性を約束します。
［標準採用］シールドマックス ハイブ
リッド、クロコ ドライ、シールドマッ
クス ドライ、アクアノート ドライ、シー
ローザ ドライ、クイーン クルーズ ドラ
イ、アルト ドライ

DRYSUITS

※標準採用ではないモデルは、オプション選
択が可能です / ￥10,000（税込
¥11,000）
※ディスカバリー ドライ、ネオ ドラ
イFD は除く

WETSUITS

DUI ネックジップシール GI

（シリコン）

フットバルブ

ラバー補強した耐摩耗性ジャージの
ブーツは、柔らかくて軽く、持ち運び
が楽。完全に裏返して干せる、フルフッ
トフィンが着用できるといったメリッ
トがあります。取り付けはオプション
選択です（無料／ディスカバリー ドラ
。
イ、ネオ ドライ FD は除く）

ショルダー
ショルダープロテクト

肩部に耐摩耗性ジャージを使用。BCD
ストラップとの擦れから守り、スーツ
の劣化を防ぎます。
［標準採用］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、シールドマックス ドライ、アクア
ノート ドライ

テクシオンパッド

膝部を擦れから守りつつ、その動きを
妨げないシリコン製パッドです。
T4 ムーヴァー
［標準採用］N.S.T. ドライ、
ドライ、スラッシュドライⅡ、アクア
ノート ドライ、シー ローザ ドライ、ク
イーン クルーズ ドライ、アルト ドライ

排気バルブリスト部取付

肩部の排気バルブを手首部に移動させ、
排気を容易にします。肩部にあるより
目視しやすく、排気量が大きくなるた
め、咄嗟の排気に素早く確実に対応で
きます。また肩口がすっきりし、BCD
が着脱しやすくなるメリットもありま
す。オプション選択が可能です（無料）
。

YKK 製 AQUASEAL®

ビスロンタイプの防水ジップ。樹脂製
のため一般的な金属製防水ジップより
軽くしなやかで、楽に開閉できます。
YKK 社との共同開発によって、従来よ
りも気密性の高い構造に改良しました。
［標準採用］スラッシュ ドライ ハイブ
リッド、T4- ムーヴァードライ、スラッ
シュドライⅡ、N.S.T. ドライ
※標準採用ではないモデルは、オ
プション選択が可能です（無料
／ディスカバリー ドライ、ネオ
ドライ FD は除く）

ACCESSORY

リスト
クロロプレンリストシール
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ロングブーツ風デザイン

裏起毛のラジアル素材で膝上から膝下ま
でをカバーするため暖かく、ロングブー
ツ風のデザインが脚長効果を生み、スタ
イリッシュな着こなしを楽しめます。
［標準採用］シー ローザ ドライ

パームフィット給気バルブ

給気ボタンは、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。
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。
［標準採用］ドライスーツの全モデル

接合部ホットメルトテープ

生地と生地の接合部を、防水ホットメル
トテープで貼り合わせます。生地の貼り
合わせにミシンを使用しない無縫製加
工によって、針穴による保温性の低下、
針穴の貫通による水没リスクがありま
せん。
［標準採用］N.S.T. ドライ

SERVICE

内側のスキン素材が肌に密着し、手首か
らの浸水を防止します。形状と構造を見
直し、従来より着脱しやすく圧迫感が少
ないリストシールを新たに採用しまし
た。フィールドテスターによる 100 本以
上の潜水試験に合格しています。
［標準採用］クロロプレンドライスーツ
の全モデル
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