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ANTARES OVAL DRY GLOVE SYSTEM BY SI TECH
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アンタレス ドライグローブシステム　ユーザーマニュアル



ロッククリップの
力の方向

このたびは、スウェーデンのSITECH(サイテック)社が開発・製造するドライグローブシステム

「ANTARES(アンタレス)」をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。

楕円形のデザインとクイックロックシステムは、シンプルさと快適さと共に、あなたにユニークな

ダイビング体験を提供します。ANTARESは、QCSオーバルシステム（2010年発売）の延長

線上にあるシステムです。ANTARESオーバルドライグローブシステムは、接続とロック手順

に関する外部の詳細はありません。そのため、システムの外部バルク量を削減することに成功

しました。

ANTARES - ユーザーマニュアル

部品

ダブルOリングは、オーバルグローブリングを所定

の位置に保ち、漏れることはありません。

オーバルグローブリングの両側にあるラッチアー

ムが、オーバルスティッフリングの両側にあるロッ

ク溝にかみ合います。

また、オーバルスティッフリングのガイド溝は、オー

バルグローブリングの取り外しを容易にするため

に設計されています。

システム自体は、1アームあたり7つの部品で構成されています。システム自体は、1アームあたり7つの部品で構成されています。

・PUリング
・オーバルスティッフリング（ANTARESバージョン)
・グローブリング
・Oリング

・ブルーとグリーンのスパナリング
・サポートリング
・グローブリング
・リストシール（シリコーンまたはラテックス）

このマニュアルでは、QCSオーバルPUリングをドライスーツに接着/装着する方法については扱いません。
詳細については、www.sitech.seをご覧ください。

サポートリング

グローブリング

オーバルスティッフリング

スパナリング

PUリング
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・オーバルリングの大きなメリットの1つは、幅の狭い　

　デザインから生まれる心地よさです。

・オーバルスティッフリングの最大外径は110mm(赤)

　で、狭いところでは86mm(青)しかありません。

ベネフィット

・ 旧QCSオーバルシステムをご使用の場合、オーバルスティッフリングをANTARESシステムに含ま

   れているものに変更する必要があります。

・ 付属のスパナリングを使用することで、様々なグローブを装着することができます。スパナリングは

  色分けされており、様々な厚さを表現しています。お好みの厚さの手袋をお選びください。

・ 必ずシールを装着した状態で潜水してください。

この新しいオーバルスティッフリングは、2012年5月以降に製造されたすべてのQCSオーバルシステムに付属し

ています。(旧オーバルスティッフリングをお持ちの方向けの変換部品もご用意しています)

旧オーバルスティッフリング
新オーバルスティッフリング

ANTARESシステムには、O-リングが装着されています。

画像は、各Oリングの正しい溝を表示しています。

太いO-リング：赤

細いO-リング：黒

重要事項重要事項



1. シールの取り付け方

1.3 1.3 赤色で示した部分をカバーし、黄色で示した赤色で示した部分をカバーし、黄色で示した

オーバルスティッフリングの部分に向けてシールオーバルスティッフリングの部分に向けてシール

を調整します。を調整します。

1.41.4  これを行う別の方法は、黄色でマークされた部

分を覆うようにシールを調整します。推奨される代

替案は、スーツのデザインによって異なります。

重要：この2つの画像は、ドライスーツのデザイン、生地、PUリングの取り付け方によって、シールの位

　　 　置が異なる2種類の方法を示しています。QCSオーバルの取り付けの最終段階において、これ　

　　 　らの取り付け方法のうち1つは、他の方法よりうまく機能します。両方の方法で部品を組み立てて

　　　 ください。どちらが最適かを確認してください。

注：シリコンシールは、片面が光沢のある表面で、もう片面がマットな仕上げになっております。

    肌への負担を考慮し、マットな表面シールに仕上げています。

1.21.2 ドライスーツやドライスーツのデザイン、生地

によってシールの装着方法は異なります。

画像 1.3～1.41.3～1.4を参照してください。

1.11.1 オーバルスティッフリングに通して、リングの上

に1.5cm戻し、シールを組み立てます。

オーバルスティッフリングの側面オーバルスティッフリングの側面

カラーマーキングは説明のためのものであり、製品に表示は

されません。

シールの位置 シールの位置
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2.12.1 シール付きオーバルスティッフリングをドライ

スーツのPUリングに装着します。ドライスーツの

PUリングにシールで傷つけたり、リングの位置を

ずらさないでください。

2.32.3 2つのリングを合わせ、シールがずれないよう

に注意してください。

2.42.4 シールが溝から外れた場合、ほとんどの場合、

リングの間に挟まれます。その場合は、取り外して、

画像1.1（シールの損傷チェック）からやり直してく

ださい。

2.52.5 オーバルスティッフリングが底にきちんとつ

いていること、リングフランジが画像のような位置

にあることを確認してください。

ダイビングをする前に、オーバルスティッフリング

とシールが正しい位置に固定されていることを確

認してください。

片手でシールを持ち、スーツと反対方向に無理な

力を入れずに引っ張ってください。

問題なければ、テストダイブを行います。問題が

ある場合は、画像1.3-1.41.3-1.4を参照してください。

2.22.2 シールは固定した状態で握り、オーバルス

ティッフリングは、リングを押し付ける際に、手に

しっかりと当ててください。シールの位置がずれ

るのを防ぐことができます。

2. PUリングへの取り付け方



ANTARESサポートリングは2013年11月に販売されました。腕の長さが短いドライスーツにANTARES

ドライグローブシステムを装着した場合や、ANTARESユーザーが厚手のインナーを着用した場合に発生

する可能性のあるロック問題を解決するものです。

サポートリングは、ANTARESグローブリングのラッチアーム

が、ANTARESオーバルスティッフリングのロック溝に

向かって進むようにガイドします。同時に、シール

またはグローブライナーの一部がロックプ

ロセスに干渉するのを防ぎます。

大容量のベースレイヤーがオーバルリングの内側を通過すると、シールの膨らみが生じ、場合によっては

ラッチアームのロック溝を覆ってしまい、ロックできなくなることがあります。

この章では、サポートリングを装着して、ANTARESドライグローブシステムの使用方法を説明します。

3. ANTARESサポートリング
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3.33.3 ANTARESサポートリングをANTARES

オーバルスティッフリングにできるだけ近づけ、

シールを邪魔しないように固定します。

3.43.4 ドライスーツの内側からシールを伸ばし、

同時にANTARESサポートリングを最終位置

まで押し込みます。ANTARESサポートリング

とANTARESオーバルスティッフリングの間に

シールのどの部分も見えないようにします。

3.53.5 左の画像のように、サポートフランジとANTARESオーバルスティッフ

リングのロック溝が合っていることを確認してください。

3.13.1 シールを押して、ドライスーツを裏返します。

画像が示すように、ANTARESサポートリングを

配置します。

3.23.2 ANTARESサポートリングをゆっくりと押

し、画像3.3のようになるようにねじ込みます。



Sometimes only the best isSometimes only the best is
good enough...good enough...
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Dive Site: Passenger ship ”Hansa”

Depth: 104 meters

Temperature: 2°C

Runtime: 3,5 hours

Drysuit Valve: SI TECH

Dry Glove System: SI TECH



4.1 画像に示すように、QCSオーバルアセンブリーを掴んでください。親指でPUリングの前端を押し上げ、

オーバルスティッフリングから離します。同時に、PUリングの後端を内側に押し、オーバルスティッフリングを

押し出すとアセンブリー全体が外れます。

5.25.2 手袋のシャフトを内側に折って、オーバルス

パナリングをかぶせます。（ラテックス手袋は反対

の方法ではめ込み、折りたたむことができます）

5.15.1 オーバルスパナリングを手袋の内側に装着し

ます。最適な長さと位置を確認してください。

ANTARESドライグローブシステムは、様々なグローブを選択できるように提供しています。5.6.5.6.装着

手順が完了した後、装着の強度を確認してください。

2つのスパナリングが付属しているので、さまざまな手袋に対応できます。

2つのスパナリングは色分けされており、様々な厚みを表現しています。

お好みの厚さをお選びください。

生地の表面や手袋の厚みによっては、このシステムに適さない場合があります。ダイバーの安全のため

に、強度試験（5.65.6）を行ってください。

4. QCSオーバルアセンブリーの取り外し方

5. 手袋の装着方法



www.sitech.se

Gloves from a great number ofGloves from a great number of
suppliers can be used togethersuppliers can be used together
with the ANTARES Dry Glovewith the ANTARES Dry Glove
System!System!
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5.45.4 手袋/オーバルスパナリングを最終位置に押 手袋/オーバルスパナリングを最終位置に押

し込む際、手袋にしわがないか常に確認してくだし込む際、手袋にしわがないか常に確認してくだ

さい。手袋は、この画像のように配置されます。さい。手袋は、この画像のように配置されます。

5.65.6 オーバルグローブリングと手袋を反対方向に オーバルグローブリングと手袋を反対方向に

引っ張り、取り付けの強さを確認してください。引っ張り、取り付けの強さを確認してください。

5.75.7 最高の快適性と性能を得るために、余分な 最高の快適性と性能を得るために、余分な

手袋の素材を切り除いてください。ラッチアーム手袋の素材を切り除いてください。ラッチアーム

との干渉を防ぐため、余分な素材を取り除くこととの干渉を防ぐため、余分な素材を取り除くこと

をお勧めします。をお勧めします。

5.55.5 手袋とオーバルスパナリングを押して、オー 手袋とオーバルスパナリングを押して、オー

バルグローブリングの底に置きます。この動作をバルグローブリングの底に置きます。この動作を

リング全体に行います。リング全体に行います。

5.35.3 オーバルスパナリング付き手袋をオーバル オーバルスパナリング付き手袋をオーバル

グローブリングに均等に押し込みます。グローブリングに均等に押し込みます。
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代替使用方法

ANTARESドライグローブシステムにドライグローブを装着して使用する方法があります。この方法を

用いると、ゴミやサビ、衝撃による損傷からシステムを自動的に保護することができます。

手袋の外側にあるオーバルスパナリングの位置を

確認し、手袋の袖口を好みの長さに折りオーバル

グローブリングに取り付けます。 ダイビングの際

は、伸ばした袖口をANTARESドライグローブシ

ステムの上に装着し、プロテクションとして使用で

きます。



6. 着用について

6.56.5  オーバルグローブリングとオーバルスティッフ

リングの取り付け状態を確認します。ラッチアーム

がロック溝にロックされていること、および位置合

わせ用ナットが位置合わせ溝に取り付けられてい

ることを確認してください。

システムに自信が持てるまで、浅い水深で潜って

ください。

6.46.4 オーバルグローブリングをオーバルスティッフ

リングに両側から押し込み、底が付いていることを

確認し正しくはめ込みます。

6.36.3 アセンブリーを一緒に押し始める前に、オーバ

ルリングの位置を合わせます。ラッチアームがロック

溝にロックされないことがありますので必ず確認し

てください。

6.16.1 シールに手を入れ、シールと手首の間にイコラ

イゼーションチューブをはめ込みます。イコライゼー

ションチューブがシールを完全に貫通していること

を確認してください。

6.26.2 インナーグローブを使用する場合は、インナー

グローブの一部がシール、Oリング、オーバルリング

に干渉しないように注意してください。

イコライゼーションチューブ
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7. 着脱について

7.17.1 上の画像のように、システムのドライスーツ側を

しっかり持ってください。(ハンドローテーションを開

始するときは、しっかりと持ってください）

7.37.3 手の親指を内側に曲げ、システムのロックが解

除されるまで手を前に押し出すように続けます。場

合によっては親指を外側に向ける方が簡単な方もお

ります。これは、ユーザーがオーバルグローブリング

をドライスーツとどのように組み合わせているかによ

ります。

7.47.4 オーバルグローブリングとグローブのロックが解

除され、取り外すことができます。

7.27.2 こぶしを作ります。この動作により、システムを解

除するために手を回転させる際に、手袋の布の動き

を抑制することができます。

これらは推奨されている手順です
どのような方法を選択した場合でも、リストシール(ラテックスまたはシリコン)が適切に扱われているこ

とを確認してください。ダイビングをする前に、必ずドライスーツシールの漏れとストレステストを行って

ください。



ANTARESオーバルスティッフリング PUリング

この方法は、PUリングをドライスーツに接着する通常の手順とは異なり、ANTARESシステムを装着

するための方法です。この方法は、固定されたシールを使用する場合に使用します。

赤い部分は、PUリング（ライトグレー）とオーバル

スティッフリングの間に固定されたシールを示し

ています。

PU-リングは，その前端をシールの後端に向けて

配置してください。

スーツの内側にあるPUリングの位置を確認し、その前端をシールの後端に配置します。シールの上

にANTARESオーバルスティッフリングを通し、最後にシールを挟んで状態でPUリングに押し込み

ます。オーバルスティッフリングがPUリングにできるだけ底に付いていることを確認し、シールが二

重に挟まれていないことを確認してください。これにより、漏れが発生する可能性があります。

固定シールへの取り付け方
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ANTARESドライグローブシステムは、楕円形とスリムなデザインにより、技術的に高度なドライグロー

ブシステムです。ロックシステムには、スリムなデザインを維持するためのいくつかの高度な機能があり

ます。システム自体は、着用や着脱に関して快適な取り扱いをできるようにするため、トレーニングと練

習が必要です。

ANTARESシステムを評価したテストダイバーからのアドバイスをご紹介します。ANTARESシステムを評価したテストダイバーからのアドバイスをご紹介します。

・Oリングは十分に潤滑する必要があります。リングを結合する前に、システムの隣接する部分から古い

　潤滑剤の残留物を取り除きます。

・位置合わせ用ナットが正しい位置に達し、オーバルグローブリングがオーバルスティッフリングに底を　

　付けていることを確認します。

漏れが問題の場合漏れが問題の場合

・手袋に傷や破れがないか確認してください。

・インナーグローブが、Oリングやラッチアーム／ロック溝に干渉していないことを確認してください。

・オーバルスティッフリングの内側が汚れていないことを確認してください。

・Oリングが清潔で、損傷がなく、適切に潤滑されていることを確認してください。

・ラッチアームとロック溝がゴミや潤滑油で汚れていないことを確認してください。

・手袋とオーバルグローブリングの間の取り付け部分にしわがないことを確認してください。

・位置合わせ用ナットが正しい位置にあること、オーバルグローブリングがオーバルスティッフリングの

　位置で底に付いていることを確認してください。

・手をひねったり動かしたりしているときに漏れが発生した場合は、手袋が短すぎる可能性があります。

　手をひねるとグローブが伸び、オーバルグローブリングが少し開きます。

ダイビング後のシステム開放に問題がある場合ダイビング後のシステム開放に問題がある場合

オーバルグローブリングが詰まって外れない場合は、Oリングのメンテナンス不良や潤滑不足の可能性

が高いです。Oリングは、毎回使用前に洗浄し、潤滑剤を塗布する必要があります。

オーバルスティッフリングとオーバルグローブリングは使用しないときは、結合しないでください。潤滑油

の腐敗の原因となり、オーバルグローブリングが非常に取れにくくなります。

トラブルシューティング

・オーバルスティッフリングとオーバルグローブリングは、使用しないときは必ず分解してください。

・Oリングは、使用前に必ず洗浄と潤滑を行う必要があります。

・定期的にオーバルスティッフリングを外して、リストシールに付着した塩分やゴミを洗浄して下さい。長

 期間組み立てたままにしておくと、リストリングやシールにストレスがかかるので、それを解消してくだ

 さい。PUリングを熱や日光にさらさないようにしてください。カフシールを挿入したまま、組み立てた

  ユニットを長時間の熱や日光にさらすことはお勧めしません。

メンテナンスと保管



アイテム No.     アイテム名

60251    PUリング （QCS オーバル用）

60260    ANTARESオーバルスティッフリング

60261    グローブリング

60263    スパナリング（青）: 中厚の生地用

60264    スパナリング（緑）: 薄手の生地用

80173    Thin Oリング（黒）

82038    Thick Oリング（赤）

60540    ルーブスティック（潤滑油）

60233    イコライゼーションチューブ

61025    シリコンシール, スタンダード (周囲 13,2-17cm)

61026    シリコンシール, Sサイズ (周囲 10,6-15cm)

61060    ラテックスシール, XSサイズ (周囲 12,5-14cm)

61061    ラテックスシール, Sサイズ (周囲 13,5-16cm)

61062    ラテックスシール, Mサイズ (周囲 15,5-18cm)

61063    ラテックスシール, Lサイズ (周囲 18-21cm)

60266    ANTARESサポートリング

Our products have Our products have 
been trusted by divers been trusted by divers 
for more than 40 yearsfor more than 40 years

スペアパーツ
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SI TECHは、1971年にダイビングのパイオニアであるStig Insulánによっ

て設立された、ドライスーツやレスキュースーツなど、過酷な環境に対応する製

品に特化し、製造販売しているスウェーデンの企業です。

主力製品 

手早く組み立てできるシステム 

ドライスーツ・バルブ 

ドライスーツ・シール 

ドライグローブ・システム 

ガス膨張システム 

軍事用の特注部品"
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お問合せ
営業本社　〒231-0062　神奈川県横浜市中区桜木町2-2-9 港陽ビル2F

TEL 045-664-7650（代）　FAX 045-664-7653
www.mobby.co.jp


