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ダイビングのある人生は、人を豊かにする
A 貴重な海の仲間と一緒
に長い間泳げる喜び B
流れに乗って空飛ぶ気分
も味わえる C 圧倒され
んばかりの魚の渦が壁の
ように立ちはだかって……
D サンゴ礁ではスノーケ
リングも楽しい E かわ
いいお魚や F ぷかぷか
海中を漂うクラゲも

宇宙遊泳をするかのような無重力感、浮遊感を味わい、魚たちのすむ水中世界を探検。
目の前に広がる青い海原を見るだけでも気持ちいいのに、水中世界はもっと格別。
多くのダイバーが「人生が変わった」と口をそろえるダイビングのある生活。
そんなダイビングを安全に確実に楽しませてくれるのは、
レギュレーターやBCなど、タイビングギアがあってこそ。
そんなダイビングギアやスーツを最高の技術と経験を最大限に生かして創造してきたBismとともに
あなたのダイビングライフを歩んでみませんか？

B

C

D

Bismダイビングギアの開発基盤“FREP”思想は、常に困難なミッションを突破し、ユーザーが求める最高の、
かつフロンティアな商品を創り出すソリューションです。２０年以上前から海水に対し完全耐食であり、
且つ軽量なチタンをレギュレーターに採用する等、高品質で使いやすい商品の開発に取り組んでおります。

狙った被写体からもう目をはなさない
高砂淳二さんはBismの器材を
使用しています
「レギュレーター、BC、ウエットスーツ、どれ
も機能を重視した器材なので、最高の条件
で撮影に集中でき、とても助かっています。
」
Photo by Junji Takasago

※印刷の都合により、現品の色はカタログと異なることがございます。 ※仕様及び価格は、予告なく変更される場合がありますので、
ご了承ください

※本カタログに表示されている価格はすべて、希望小売価格です
（税別）
。

それは夢から始まった。

セイフティーダイビングのために、潜水計画の作成、潜水後の高所への移動、飛行
機搭乗、
ロギングなど、
さまざまなデータをメモリーするため、
それまでは大きく、重いの
がダイブコンピューター。腕時計サイズで常時携帯したい、
そんな未知への挑戦から
開発が始まった。
夢を追い、試行錯誤を繰り返し、1995年7月、ついにDIVE DEMOが誕生した。
新時代を象徴するメタリックボディの美しいフォルムは、
ダイバーの新たなステイタス
となった。

DIVE DEMOの魅力と実力に初めて着目したのは、
過酷なミッションを続ける海上自衛隊E.O.D
海上自衛隊E.O.D（爆発物処理班）の主な任務は、機雷、爆弾、砲弾などの爆発
物、危険物を水中において調査、処分することである。彼らE.O.D.隊員に支給され
ているのはDEMO Optimus MIL-SPEC。危険な水中ミッションを遂行するため、磁
気機雷の処理に必須の非磁性を竪牢なチタンボディで実現。屈強を極めたミッショ
ンウオッチ、
それがDIVE DEMOだ。

世界初、腕時計サイズの
ダイブコンピューター登場

「私だけのダイブコンピューターが欲しい！」
そんな女性の一言で始まったダイブビーンズの開発。開発･研究チームの課題は、
おしゃれに敏感な女性のためのダイブコンピューター。黒くて地味、重くて野暮ったい、
そんなダイブコンピューターのイメージを払拭。女性が欲しいスペックやデザイン
研究のため、一般公募で４人の女性ダイバーが選ばれ、
おしゃれなダイビングライフを
送る女性たちの意見で研究、開発された、
まさに女性のためのダイブコンピューター、
それがDive Beans。

10種類のカラフルなカラーリング登場
ASIA,

HAWAII,

EUROPEの３シリーズ

選べる10種類のケースとバンド、
さらに、
かわいいイルカが液晶表示を泳ぎ回る
キュートなデザインのダイブコンピューターDive Beans誕生！発売後わずか
３カ月で4000台の大ヒット！生産が追いつかず、
多くの女性にお待たせしました。

◎グッドデザイン賞受賞

EUROPEシリーズにシルバーケース、
ブラックカバーのKC登場

限定「ブラック＆ホワイト」
「マンタ
（夏）」
「ホワイトマンタ
（冬）」登場！

窒化コーティングにより
表面硬度アップ

◎ゴールドのステイタスモデル
◎バイオレット登場

ブラックフェイス液晶、
バックル方式ベルトのEARTH登場

液晶表示を大きくし、
視認性高上

◎ チタンケース、
チタンカバー、
チタンバンド

ブラック＆ホワイト、
マンタ、
ホワイトマンタ、
そして1999年12月にはパールビーンズが登場。
きらきら光るパールボディ、2000年記念レピア、
バック刻印ガラス印刷、
さらに液晶には海外仕様の
スプラッシュドルフィンを採用。
これら限定モデルは
プレミアム品として高値で取引されている。

◎ チタンケース、
樹脂ケースカバー、
メタルバンド

◎ 超軽量ダイブ
コンピューター
DD900NX
DD900NXC

進化したダイブビーンズ

◎ 超軽量ダイブ
コンピューター
DD850K
DD850KC

Dive Beans neo登場！

BALI

進化の道を歩んだDIVE DEMO

1999年４月、海水に対し、完全耐食を誇り、銅合金の約半分の重量でありながら高
い硬度をもつチタンをケースに採用。大幅な軽量化と液晶ディスプレイの文字の視認
性を向上させたDD900NX登場。進化を遂げるDIVE DEMOはそれだけに留まらず、
NITROX機能も搭載。

EARTH

ROTA

B-BLACK

マンタ液晶＆新蓄光

◎ カラーバージョン
2000

ウレタンベルト仕様登場

◎ ミルスペックレプリカ
2001

ブラックの見切盤

DD950NXC

Dive Beans neo Manta

ROTA B-BLACK

ダイブビーンズデュオ登場

ログまでワンボタン
20 Colors/75gの軽量化
大きくて見やすい液晶画面
操作は簡単！本格性能
DD950NXK

DD951NXKC

DD951NXK

ダイブデモ ソリス登場

◎ 2014グッドデザイン賞受賞

DB2800DK

ダイブグランデ登場

タフなメタルフェイス
PCインターフェイス標準装備
DG3200CK

DD3400 type A

DD3401 type G

DB2800PW

DG3200MCW

デュオアドバンス登場
新機能搭載。新色追加。

ホワイトベルト、
チタンベルトモデル登場
DB3400VK

4ガスチェンジ、
フリーダイビングモード、
ゲージモード、搭載モデル

DB3400YW

3ガスチェンジ対応モデル登場

ブルートゥース
通信機能
搭載モデル
DD3901W

DD3904BK

DG3600BK

DB3600YW

ダイバーの信頼に応えるため、海と自然を

唯一無二のチタンボディ＆
ソーラーバッテリー
ダイブコンピューター

愛する全ての人へ。強度と軽さを備えたチタンボディ、自然とも調和するソーラーバッテリーで、
絶大な支持を受けている《DIVE DEMO SOLIS TITANIUM 4GS》は、4ガスチェンジ対応、フリーダイビングモード、
ゲージモード、デジタルコンパスを搭載。ワールドタイム、タイドグラフ、バロメーターと時計機能も充実。
さらにBluetoothでログデータを転送できる専用スマートフォンアプリに対応。海の中ではダイビングをサポートするギアとして、
街では海の香りを感じさせるウォッチとして、常に行動を共にできる、ダイバーのステイタスと呼ばれる
《DIVE DEMO SOLIS TITANIUM 4GS》はオープンサーキットのウォッチタイプダイブコンピューター最高峰モデルです。

一つの理想を形にした存在感
自然と調和するソーラーバッテリー
アウトドアにおいては太陽光、
インドアでも蛍光灯の光でバッテリーチャージ可能なソー
ラーパネル搭載。
しかもフル充電から約１ヶ月
（１日１ダイブ60分の時）、無充電で使用
可能な余裕の電池性能。オン・オフ問わず安定した駆動を実現し、機能をフル活用。

強度と軽さを備えたチタンボディ
ケース本体に銅合金の約半分の重量でありながら高い強度を持つ、人体にも環境に
もやさしいチタン素材を採用。耐腐食性にも優れ、海中で使用するにふさわしい特性
を有しており、
さらにホワイトＩＰ加工で金属光沢を長期に維持します。チタンボディ×ソ
ーラーバッテリーの融合による真の実用性とデザイン性の両立を実現した究極のダイ
ブコンピューター。

専用アプリ対応。
ブルートゥースで通信可能

DIVE DEMO SOLIS TITANIUMの伝説に、2014年グッドデ
ザイン賞受賞という新しい栄冠が加わった。静寂の海を表したフ
ェイスデザインのtype Aと、太陽の光をフェイスにデザインしたty
pe G。ムダをそぎ落としたコンパクトなボディながら、力強さを感
じさせるシャープな形が高く評価されたものだ。
さらに、操作性や
耐久性、安全性を追求しながら、
日常の生活シーンにも調和する
デザインは、他の追随を許さない。ダイバーの腕に、SOLIS。

グッドデザイン審査委員の評価
いわゆるダイビングウォッチとは一線を画す、ダイバーの身体を守るツールとしてのウェ
アラブルコンピューターである。チタン製のボディは堅牢で、ヘビーデューティーを絵に
描いたようなデザインだが、決して無骨ではなくシンプルで好感が持てる。腕時計のフ
ァッション性を良い意味で究極まで削いだ先にある美しい存在感は、誠実な製品デザ
インの一つの理想を形にしている。

スマートフォンアプリでログデータを管理。DIVE DEMO SOLIS 4GSと専用スマート
フォンアプリはブルートゥースを介してリンクし、
ログデータの転送が可能です。

DIVE DEMO ウレタンベルト

DIVE DEMO SOLIS
チタンベルト

DIVE DEMO SOLIS
ガラスシール

素早く、
正確に自然を感知するスマートセンサー
高性能小型センサーで、刻々と変化する環境状況を感知。水深、方位、気圧をソーラ
ー駆動により、的確に計測します。※本製品は、気圧センサーにより高所潜水時にお
いて高度ランク設定ではなく、気圧連動した無段階計算機能搭載。

水深の
計測

方位の
計測

気圧の
計測

▶Watch Mode

▶Dive Mode

現在時刻と日付を表示。
ライフスタ
イルに合わせて、曜日と秒表示切り
替え可能。

スクーバダイビング時に必要な情報を表示。

▶Log Mode
最大30本分のログを最新のものか
ら表示。ログまでワンボタン。

▶Plan Mode
空気およびナイトロックスダイビングにおける
無減圧潜水時間の確認が可能。予測表示
（最大6時間後まで表示可能）。プランの呼
び出しワンボタン。

充実機能搭載でダイバーをサポート
フリーダイビングモード、ゲージモード、深度インターバルアラーム機能搭載。
さらに４ガ
スチェンジ対応機能によりダイビングの可能性を広げます。

世界４８都市、
３１のタイムゾーンを知ることができる
海外へダイビングに行く場合に、簡単に現地時間の設定が可能です。世界の４８都
市、
３１のタイムゾーンから任意に設定することができます。

潮汐機能

潮汐情報を確認することができ
るタイドグラフ機能を搭載。より
便利に、使い方が広がります。

オートライト機能

ナイトダイビング時や暗所において、腕の傾き
だけで、
ＬＥＤライトを自動点灯させることができ
ます。オートライト機能は、
オン・オフ設定可能。

【ログ一覧画面】
ログの新規作成／取り込みが
できます。ダイビングの総潜水
回数／総潜水時間／最大水
深／最長潜水も表示。

【ログ画面】
ダイビングの詳細データを表示
／記載／写真の取り込みが
できます。

【設定変更画面】
ダイブコンピューターの様々な
設定をスマートフォンで変更し、
読み込み／書き込みができま
す。

時計機能
・時刻表示（秒・曜日表示切替）
・方位測定 “COMP”
デジタルコンパス（方位、方位角表示）
・ストップウォッチ “STW”
・タイマー “TMR”
・アラーム “ALM”
・ワールドタイム “WT”
世界 48 都市（31タイムゾーン）
・タイドグラフ
・日の出／日の入り
・月齢
・気圧・温度表示 “BARO”
・バックライト（フルオート高輝度 LED）
ダイブコンピューター機能
・ダイブモード自動切り替え

※数量限定モデル

・水深表示 (0.1m 単位、最大水深 99.9m)
ログアップダウンスクロール
ダイブプロファイル（水深グラフ表示）
・温度表示：－10～60℃
・ナイトロックス（酸素比率設定 21～100%）
エントリー時刻
・4 ガスチェンジ対応
エキジット時刻
・セイフティストップ（安全停止）
潜水時間
・セイフティファクタ設定
最大水深時水温
最大水深
・安全停止カウントダウン
・減圧停止カウントダウン
平均水深
・体内残留窒素排出時間
・ヒストリー（総潜水本数、総潜水時間）
・体内酸素量または酸素分圧インジケータ
・飛行機搭乗禁止マーク
（10 段階表示）
・高所潜水対応（気圧連動無段階計算方式）
・プランモード
アラーム機能
・フリーダイブモード
・時刻アラーム
アラーム数 ４本
・ゲージモード
・ログモード
スヌーズアラーム数 １本
最大 30 本（ダイビング／フリーダイビング合わせて） ・時報 毎正時

・各種警告音
浮上速度警告
・減圧ダイビング警告
・無減圧限界時間残数警告
減圧停止指示違反警告
体内窒素量警告
体内酸素量警告
酸素分圧警告
計測範囲外警告
・深度インターバルアラーム
各種設定
・ボタン操作音設定
・ライト点灯時間設定
・オートライト切り替え
・パワーセービング設定
・表示単位設定

使用電池
・二次電池（ソー ラーバッテリー）
フル充電状態からソー ラー
発電無での状態の
駆動時間：約 1ヶ月
（1日1ダイブ 60 分の時）
その他
・重量 103g
・スマートフォンアプリ対応
・減圧理論／AA ビュールマン
16 組織
・体内区分／16 コンパートメント
標準装備
・ソリスガラスシート
付帯
・Bism Care（盗難保険）

操作フローチャート
陸上編

プランモード / エンリッチドエア設定

時計モード

ログモード

SLR

ソーラー発電量

潮汐 / 月齢 /
日の出日の入

操作フローチャート
海中編

ストップウォッチ

ダイブモード

時計モード

時計モード

セイフティストップ（安全停止）

ログまで
1ボタン

ダイブ グランデ エクシード

簡単操作で使いやすく、
大きく見やすい液晶画面、
3ガスチェンジ機能を搭載
メタルフェイスのクールなマルチレベルダイブコンピューターは
充実機能を搭載でダイバーをサポート。
PCインターフェイスキット標準装備。

見やすい
液晶画面

エンリッチド
エア

ダイブコンピューター機能
水深表示 (0.1m 単位、最大水深 100m)
温度表示：-9～60℃
ナイトロックス（酸素比率設定 Air、21～100% 1% 単位）
3 ガスチェンジ
潜水前計画
飛行機搭乗待機時間カウントダウン
脱飽和カウントダウン（最大 23:50）
ログまで１ボタン（最大 24 本）
※ログアップダウンスクロール
平均水深表示
エキジットタイム表示
ヒストリー（総潜水本数、総潜水時間）
バックライト
体内窒素量バーグラフ（5 段階表示）
体内酸素量バーグラフ（5 段階表示）

ソリッド
ブラック（BK）

ディープ
ストップ

ユーティリティ
設定

ユーティリティ
ダイブモードオートスタート（ON/OFF）
表示単位切替（m･℃/Ft･F）
安全停止設定（水深・時間）
ディープストップ設定（ON/OFF）
セーフティ設定（ON/OFF）
バックライト点灯持続時間設定
サンプリングレート（2、15、30、60）
時計機能
Dual Time（国内・国外）
カウントダウンタイマー
クロノグラフ（ストップウォッチ）
デイリーアラーム

酸素分圧表示
安全停止カウントダウン
減圧停止カウントダウン
ディープストップカウントダウン
高所潜水対応（自動切換・淡水計算、最高高度 4,270m）
ゲージモード
フリーモード
アラーム設定
警告 LED 表示
警告音（ON/OFF）
深度警告
潜水経過時間警告
残存潜水可能時間警告
体内窒素蓄積量バーグラフ警告音設定
酸素分圧警告

3ガス
チェンジ

電池
電池寿命
・時計のみの場合約 3 年
電池交換目安（1ダイブ 1時間以内として）
・１年または 300 ダイブ
※使用状況や保管状況によって
電池寿命は大きく変わることがあります。
ユーザー電池交換可能（電池交換キット別売）
その他
重量 84g
減圧理論／ホールデン改良モデル
体内区分／12 コンパートメント
標準装備
PC インターフェイスキット
エクステンションベルト
ガラスシール

DIVEGRANDE exceed 標準装備

ダイビングの思い出をPCで管理

PC インターフェイスソフト「ビーイズムダイブログ」でログ
データの読み込みと本体の設定入力が行えます。同梱の専用
ケーブルで、あなたのダイ ビングに関わる詳細な管理が行える
ツールです。

左のバーにカーソルを合わせ各種画面
を表示。

＋ボタンをクリック。
ダイブコンピューターのログデータを追加。

ソリッド
シルバー（CK）

〈ユーザーデータ管理画面〉
ユーザーごとのプロファイルを作成。複数のユーザーのダ
イブプロファイルを一つのPCで管理できます。
設定オプションを開いて設定。

〈ダイブコンピューター設定画面〉

ホワイト
シルバー（MCW）

GRANDE / Duoをユーザーごとに設定。
ダイブコンピューターの時刻やダイビング中の各種アラー
ム設定、様々なユーティリティーなどを設定し、ダイブコン
ピューターへ情報を転送することも可能です。

〈ダイビングログ画面〉
ダイビングの基礎データ画面。
ログデータを読み込めば自動的に表示されます。
また、撮影した写真の貼付も可能です。

〈ダイビング詳細データ画面〉
ダイビングプロファイルを表示。

ダイブログページには、ダイビングポイントや使用器材情報、バディ情報の管理画面もあります。

ベルーガライン

ベルーガイエロー（YW）

ベルーガバイオレット（VW）

ベルーガレッド（RW）

ベルーガオレンジ（DW）

ベルーガアッシュグレー（HW）

ベルーガブラック（KW）

ベルーガホワイト（WW）

ベルーガウォーター（MW）

ベルーガグリーン（GW）

ベルーガピーチ（PW）

ダイブビーンズ デュオエクシード

初めての
ダイブコンピューターに最適
豊富なカラーバリエーションで個性を演出するマルチ
レベルダイブコンピューターの新機能搭載モデル。

ダイブコンピューター機能
水深表示 (0.1m 単位、最大水深 100m)
温度表示：-9～60℃
ナイトロックス
（酸素比率設定 Air、21～100% 1% 単位）
3ガスチェンジ
潜水前計画
飛行機搭乗待機時間カウントダウン
脱飽和カウントダウン（最大 23:50）
ログまで１ボタン（最大 24 本）
※ログアップダウンスクロール
平均水深表示
エキジットタイム表示
ヒストリー（総潜水本数、総潜水時間）
バックライト
体内窒素量バーグラフ（5 段階表示）
体内酸素量バーグラフ（5 段階表示）
酸素分圧表示
安全停止カウントダウン
減圧停止カウントダウン
ディープストップカウントダウン
高所潜水対応
（自動切換・淡水計算、最高高度 4,270m）
ゲージモード
フリーモード
アラーム設定
警告 LED 表示

警告音（ON/OFF）
深度警告
潜水経過時間警告
残存潜水可能時間警告
体内窒素蓄積量バーグラフ警告音設定
酸素分圧警告

その他
重量 75g
減圧理論／ホールデン改良モデル
体内区分／12 コンパートメント
標準装備
ガラスガードシール

ユーティリティ
ダイブモードオートスタート（ON/OFF）
表示単位切替（m･℃/Ft･F）
安全停止設定（水深・時間）
ディープストップ設定（ON/OFF）
セーフティ設定（ON/OFF）
バックライト点灯持続時間設定
サンプリングレート（2、15、30、60）
時計機能
Dual Time（国内・国外）
カウントダウンタイマー
クロノグラフ（ストップウォッチ）
デイリーアラーム
電池
電池寿命
・時計のみの場合約 3 年
電池交換目安（1ダイブ 1時間以内として）
・１年または 300 ダイブ
※使用状況や保管状況によって電池寿命は
大きく変わることがあります。
ユーザー電池交換可能（電池交換キット別売）

マンタバイオレット（VK）

ガラスプロテクター

Duo ／GRANDE 交換用バッテリーキット

ポレウレタン樹脂製のガラス
プロテクター。視認性を損な
わず、ガラス面をしっかり保
護します。

カラー/ブラック、ホワイト

Duo ／GRANDE ガラスシール

Duo ／GRANDE ベルトセット

ユーザーご自身でバッテリー交換可能です。
※ユーザーにてバッテリー
交換される場合には水没の
リスクが伴いますので、弊
社製品取扱店にバッテリー
交換を依頼されることをおす
すめします。
※バッテリー交換・
バッテリーハッチ交換・
耐圧検査で ￥6,000＋税

Duo ／GRANDE エクステンションベルト

カラー/ブラック、ホワイト

カラー/ブラック、ホワイト

ベルーガイエロー（YW）

ログまで
1ボタン

見やすい
液晶画面

エンリッチド
エア

3ガス
チェンジ

ディープ
ストップ

ユーティリティ
設定

ブラックマンタライン

マンタイエロー（YK）

マンタレッド（RK）

マンタアッシュグレー（HK）

マンタブラック（KK）

マンタホワイト（WK）

マンタバイオレット（VK）

マンタオレンジ（DK）

マンタウォーター（MK）

マンタグリーン（GK）

マンタピーチ（PK）

操作フローチャート

フリーモード
補助画面

LAST

TIMR

S+A長押し

FO2

PO2

酸素濃度比率設定 酸素分圧
Air,21-100% 警告音設定

EDT
S+A長押し

FREE

FDA1

FO2

SETF

A長押し

AUD

DPTH

WET

UNIT

FO2

PO2

酸素濃度比率設定 酸素分圧
OFF,Air,21-100% 警告音設定

DFLT

PO2

酸素濃度比率設定 酸素分圧
OFF,Air,21-100% 警告音設定

EDT

TLBG

DTR

DEEP

SAFE

CONS

50% デフォルト設定

SETA

GAUG

PLAN

FLY

NORM

M長押し

DEEP STOP設定

SETU

GLO

SAMP

S+A長押し

SAT

SN

設定モード

M長押し

時刻修正モード

分

時間

年

月

S+A長押し

Mボタン

Aボタン

日

ログまで 1ボタン

Sボタン

Lボタン

時計画面
ヒストリー画面1

時計モード
時差
設定

S+A長押し

サブ
時計

サーフェス モード
タイマー

クロノ
グラフ

ヒストリー画面2

アラーム

エキジット

エントリー

潜水画面

ガスチェンジ画面

※Ｓ長押しで
ガスチェンジ決定

基本ボタン操作
ボタンで選択
*Ｓ
Ａボタンで決定
*Ｌ
ボタン長押しで
*バッ
クライト

安全停止画面

ログモード

最高の 快 適さへの追 求

ザ・Bism流

チタンのこだわり
チタンの優れている点

耐腐
食性

軽量

耐久性

人体
親和性

ビーイズムブランドの中で、ネレウスのレギュレーターは、
すべて 1st . ステージにチタンを採用しています。
チタンは唯一錆びない金属なので、
海水で使用する素材として最適だからです。
またチタンは銅合金の約半分の重量でありながら高い強度を持ち、
人体にも環境にもやさしい素材です。
そのことは、水深数千メートルの深海を調査する深海調査船から、
F1 マシン、ジェットエンジン、そしてロケットなどの
宇宙開発にまで採用されていることからも証明できます。
ときに厳しい環境下にさらされるレギュレーター。
ネレウスレギュレーターは、チタンで形作られた美しいフォルムと、
Bism の最新テクノロジーを搭載したモデルです。
ダイバーが求めた安全性と高級性の極みといえる製品となっています。

アップグレード セカンドステージ内部パーツをチタンスパイラルフロー E X タイプへ

サビない、軽量 !! ブラスレギュレーターを軽量で耐久性に優れたチタンパーツにしてみませんか？

チタンスパイラルフロー EX
軽く、安定した呼吸感を得られます

2nd 内部部品バルブコーンの POM 樹脂化
潮がつきにくく、軽量でサビません

2nd 内部部品チタンパーツ化
腐食・サビ・汚れに強く、軽量

現在ご使用のレギュレーターのアップグレードも出来ます。
※モデルによっては対応できないモデルがあります。詳しくはお近くのビーイズム製品取り扱いショップにおたずねください。

ダイビング専用に開発された耐久性・

ホースのこだわり

柔軟性に優れ紫外線にも強い樹脂ホースを採用。
食品衛生法にも適合しており、
衛生面においても安心な

（レジーナラインシリーズ）

ビーイズムオンリーの特別なホースです。

レギュレーターホース金具の
グローバルスタンダード対応！
ビーイズムのレギュレーターホースは

注意：2005年以前のビーイズムレギュレーターホース及びオクトパスホースの2nd.ス
テージ側にあるナット及びスイベルハウジングにミリネジ
（JIS準拠）
が使用されており
ます。
ネジは下記イラストでご確認ください。
（2019年にミリネジホースは生産終了となりました。
ご了承ください。
）

米国ダイビング業界標準の ANSIZ86.72 完全準拠形状です。

旧品

この規格に準拠したレギュレーターに取り付けも

現行品
ミリネジナット（V溝無し）JIS準拠

可能です。

インチネジナット（V溝有り）ANSI準拠

標準ホース／価格
ホースカラー

レギュレーター

ブラック
イルカ
ホワイト
ブラック

オクトパス

イルカ
ホワイト
イエロー

BC JX30／JA
（XS～M）
JX39／JS
（XS～L）

ブラック

BC JX30／JA（L・XL）

ブラック

ゲージ

ホワイト

ブラック
ホワイト

金具カラー

長さ（mm）

価格

製品コード
（インチネジナット）

ブラック
シルバー
ブラック
シルバー

シルバー
シルバー
シルバー

Lラインホース
（中圧ホース） レギュレーター、オクトパス、BCジャケット、ドライスーツに使用

しなやかで、弾力性、耐久性に優れた樹脂ホース

● 軽く柔らかい ● 安心、安全の食品衛生法適合 ● 耐久性に優れている（ゴムホースの約 2～3 倍 当社比）
● 選べる4カラー（イルカ、ブラック、ホワイト、イエロー）

イルカホース

ホワイトホース

ブラックホース

イエローホース

Hラインホース
（高圧ホース） ゲージに使用

軽量で、耐久性抜群のスリムな樹脂ホース

● わずか外径 8.2mm ● 超軽量（ゴムホースの約1/4 当社比） ●耐寒性、耐摩耗性に優れている ● ブラック/ホワイトの 2 カラー
● 耐久性に優れている（ゴムホースの約 2～3 倍 当社比）
ブラックホース

ホワイトホース

ホースカスタムオーダー

ホースの長さ、色が選べます。

ビーイズムでは、あなたにぴったりの長さのホースをオーダーいただけます。ジュニアユーザーにも最適です。長さは、ホース全長200mm
～2,000mmまで10mm単位でご注文頂けます。納期は約1週間です。

器材購入時オーダー ¥2,000＋税

ＯＮＬＹ ＯＮＥのこだわり

器材購入時にお好みのパーツを組み合わせ、
あなたのオリジナルレギュレーターを
作りませんか？
ダイビングの楽しさが
倍増すること間違いナシ、です♪

※モデルによってはご希望通りに対応できない場合があります。詳しくはお近くのビーイズム製品取扱ショップにおたずねください。

1stステージ

ダストキャップ＆ヨークスクリュー
ダストキャップ

ダストキャップ

□ ブラック □
✓ホワイト

ヨークスクリュー

フェイス

ヨークスクリュー

✓ホワイト
□ ブラック □

2ndステージ

・パーツカスタムオーダー ￥３,０００＋税
□ブラック / □ホワイト

□ブラック / □ シルバー

□ チタン

¥3,000

¥8,400

¥18,000

□ クリアスモーク / □ ブラック
□ クリアホワイト / □ クリアイエロー
✓クリアブルー / □ クリアピンク
□
□ オーシャングリーン

※別途交換パーツ代が掛かる場合があります。

・ホースカスタムオーダー ￥２,０００＋税
※カラー／長さ
（２００ｍｍ～２,０００ｍｍ）の選択可能

¥3,000

パージ

□ ブラック

✓
□ ホワイト

□ ブルー

リング

□ ピンク

□ イエロー
□ ブラック
✓ホワイト
□
¥3,600
（プラスチック）

□ ブラック

□ ホワイト

ハイキティー

□ ブラック
□ ホワイト

□
✓パールブルー / □ パールピンク
□ パールピンク

✓ホワイト
□

□ ブラック

□ イエローホース

✓
□ ホワイト

□ ホワイトホース

□ ブラック

□
✓ホワイト

マウスピース

✓クリア
□

□ ブラック

かわいいチタンレギュレーターに

ホース
（カラーと長さが選べます）
✓
□ イルカホース

□ ブラック

□ ブラック / □ シルバー
¥4,200
□ チタン
¥18,000
（金属）

FCVノブ

ホース
ホースガード

ダイヤフラム

□ ブラックホース

カスタム完了！

アフターサービスのこだわり
ビーイズムケア
（さらなる安心をお届け）

ビーイズムダイビングギアの価値と信頼性をさらに高め、
皆様へより大きな安心を提供するのがビーイズムケアです。
かつてない、安心感に包まれた
ダイビングをお楽しみいただけます。

万一のとき安心

動産総合保険が 1年間付帯（一部お客様負担などあり）
メーカー保証以外に動産総合保険が１年間付帯されます。
メーカー保証で補えない全損や盗難などのトラブルの、
お客様負担を軽減します。
●対象商品／レギュレーター、オクトパス、BC ジャケッ
ト、ゲージ、

DIVE DEMO SOLIS TITANIUM

安心サポート

お客様のレギュレーター、
オクトパス、BCジャケットのメンテナンス履歴、整備記録を残すと共に、
指定消耗パーツの無償交換、
ホース交換特別割引等の各種サービスを行います。
対象商品 レギュレーター、オクトパス、BCジャケット

〝ビーイズムケアブック〟による各種サービス

ケアブック

安心メンテナンス

指定消耗パーツ＊1 を無償交換＊2（オーバーホール５回分のロングサポート）
ビーイズムでは製品の機能を最大限発揮するために、
使用の状況にかかわらず、購入後もしくは前回のオーバーホール後１年間、
又はダイビング本数で100本使用を基準として
オーバーホールの実施を推奨しています。
対象商品 レギュレーター、オクトパス、BCジャケット
＊1：当社指定のＯリング、シート、ピストン等の消耗しやすいパーツ、
オーバーホールごとに交換するパーツです。
＊2：必要事項が記入されたビーイズムケアブックの提示が必要です。
※ビーイズムケアは2001年3月以降に発売された、製品No.○○2100番台以降のレギュレーター、
オクトパス、2006年3月以降に発売されたBCジャケットを対象とします。
※ビーイズムケアは日本国内のみのアフターサービスです。
※詳しくはお近くのビーイズム製品取り扱いショップにおたずねください。
※内容は予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

当社器材（レギュレーター、オクトパス、ゲージ）は40％以下の
エンリッチド・エア・ナイトロックスに使用可能です。
ただし、器材の定期的メンテナンス、及び使用されるガスの安全確認を必ず実施して下さい。
残念ながら市場で動いているコンプレッサーの中には、
メンテナンス不良で炭素分や油分が混入している空気も多く、
それらの油分や炭素がレギュレーターの内部に蓄積してしまうことがあります。
それが酸素分圧の高い高圧のナイトロックスガスに接触した場合、
完全に安全と言い切れない場合もございます。
（以上の理由から、レギュレーターの汚染が想定される場合は、
メンテナンスしてからエンリッチド・エア・ナイトロックスにご使用ください。）

世界で唯一の 360°
回転するセカンドステージ
スウィングヘッドレギュレーター

さらに軽く、より滑らかな吸気感
スパイラルフロー EX
スパイラルフローは、セカンドバルブからのエアーを制御する
機構です。
この機構によるマウスピースの内壁に沿った、緩
やかな螺旋状のエアーの流れは、セカンド内部の圧力を適度
に保ち、ダイヤフラムの吸引力をコントロールします。スパイラ
ルフローにより流量を確保しつつ、フリーフロー

前後・左右に360度回転できるダブルスイベルがつくりだす
〝スウィングヘッド。口から
はずれようとする力をセカンドステージ全体がスウィング（回転）することにより分散しま
す。最高のくわえ心地を常にキープするBism独自の形状で、顎や歯への疲労感を解
消。口の小さな女性や年配の方にもお勧めです。左右どちらかの取付にも対応。
オクト
パスブリージングもストレスなく、扱いやすさ・安全性に優れたレギュレーターです。

しにくく、軽い安定した吸気感を実現しました。

流量制御機構 Flow Control Valve
Ｆ.Ｃ.Ｖ は、初動抵抗を変化させず流量の
みをコントロール可能にした機構です。
ス
プリング等に依存しないため、初動抵抗は
変化しません。
よって「流量」と「吸い心
地」の２つのテーマに同時に応えた画期
的な機構です。個人の肺活量、呼吸パ
ターン、潜水深度に合わせ、任意にダイ
バーが流量をコントロールできるため、快
適なダイビングを可能にします。

水中撮影へのこだわりエキゾーストティ
排気の泡が顎の後方に流れるように設計
されたエキゾーストティ。水中ビデオやカメ
ラのファインダーを覗いたときにも、泡がマ
スクの前にこないため、構図やピントの確
認にストレスを感じません。

レギュレーター／オクトパス／ゲージのアイコンについて
各製品ページの機能アイコンについては下記をご参照ください。

スウィングヘッド機能
▶（全てのレギュレーター／
オクトパスに採用）

▶

チタン製
スパイラルフローEXバルブ

バランスツインピストン方式の採用
▶ イルカホース

バランスツインピストン式
▶
（全てのレギュレーターに採用）

メインピストンの他に、
ファーストステージの中圧値を一定に保つ
ためにサブピストン（高圧ロッド）が組み込まれた Bism 独自の
機構です。
この機構により、タンク内の残圧に影響されず、中圧
値が一定に保たれます。水中での安定した呼吸を確保できるた
め、安全で快適なダイビングをお約束します。

真鍮製
▶
スパイラルフローEXバルブ

PLP PORT刻印
▶
（全てのレギュレーターに採用）

▶ 真鍮製スタンダードバルブ

▶ チタン製ケース

（図１）
サブピストン
（高圧ロッド）
によって発生

図１

メインピストン

した力で、高圧シートにかかる力を打ち消 しま サブピストン
す。
よってタンクの残圧に影響されず、ファー （高圧ロッド）
ストステージ内の中圧値を一定に保ちます。
（図２）エアーがメインピストンの細い穴を通ら
ないため、流量の損失が少ない機構です。

▶ 流量制御機構

▶ 真鍮製ケース

PLP PORT

ABS

▶ 大深度対応

▶ 低水温対応

▶ チタンフェイス

Premiumビーイズムケア
▶
（RX3400PTのみのサービス）

▶ 真鍮フェイス

▶ ビーイズムケア

▶ ABS樹脂フェイス

メインレギュレーターの中圧ホース設定
場所を PLP と刻印しました PRIMARY
LOWPRESSURE PORT の 略である
PLP と刻印されたところが最も呼吸に適
した流量を確保するポートです。

最軽量クラスの低水温
（4℃）対応モデル
信頼と伝統のフォルムを踏襲しながら、低水温（4℃）対
応へとバージョンアップ！ Φ40mm×60mmの超コン
パクトシェイプはそのままに、基本性能向上を成し遂げ
たことにより、より快適なダイビングをお約束します。良
いものを知る方にこそ愛用していただきたい逸品です。

図2

レギュレーターの選び方

Bis mの豊富な 種 類のレギュレーターからあなたにピッタリの 物を見つけてください♪
やっぱりチタン

軽量で錆びない海で使用するのに最
適なチタンを採用した、アスリートダイ
バー／ 上 級 者ダイバー向けに開 発さ
れたBismのフラッグシップブランドです。

高級感MAX！
アフターサービスが充実した
年間１００台限定の
特別なレギュレーター
チタンフェイスを採用した
Bism人気No.1
レギュレーター

軽いが一番！
Bism史上最軽量の
チタンレギュレーター

白くてカッコ良い
チタンが欲しい！
待望のホワイトモデル

お値打ちな
チタンレギュレーターを
お探しならば・・・

やっぱり可 愛い

豊富なカラーバリエーションとイルカと
ハイビスカスをモチーフにしたグラフィッ
クが目を引く、アクティブでファッショナ
ブルなレディースブランドです。

白くて可愛い6 カラー！
大深度対応なハイスペック

クールでキュートな5カラー！
大深度対応なハイスペック

お値打ちな白くて可愛い
レギュレーター
（6カラー）
を
お探しならば・・・
お値打ちなクールで
キュートなレギュレーター
（5カラー）
を
お探しならば・・・

やっぱりスタンダード

Bismのテクノロジーを存分に取り入れ、
且つ適正な価格で提供しているクール
なデザインのベーシックなブランドです。

シルバー＆ブラックの
フェイスが選べる！
これぞブラスレギュレーター

やっぱりコスパ

ダイビングをもっと手軽に楽しんでもら
えるようシンプルな設計と使いやすさに
こだわったコストパフォーマンスに優れ
たブランドです。

重器材セットを
お値打ちで揃えたい！
そんなアナタに
おススメです

眩く輝くタフで美しいフラッグシップモデル

プラチナネレウス
▶1st ステージ、2nd ステージともにチタン製。耐食性、耐傷性に優れます
▶チタンスパイラルフロー（2nd バルブのチタンパーツ化）により腐食、サビ、汚れに強く、
軽量化を実現。2nd 内部部品のバルブコーンを POM 樹脂化することで
軽量化に加えサビません
▶スウィングヘッドにより最高のくわえ心地を常にキープします
▶スパイラルフロー EX 搭載により、軽く、安定した吸気感を実現します
▶流量制御機構を搭載し、個人に合った吸気感を実現します
▶プレミアムビーイズムケアによりご購入後 5 年間５回分は指定消耗パーツ代及び
作業工賃が無料です
▶更に、以降 5 回分の指定消耗パーツも無料となります
（作業工賃は有料となります）

スパイラルフロー EX 搭載モデル

大深度

低水温（４℃）

1st Stage
DLC（ダイヤモンドライクカーボン）

チタンの表面をダイヤモンドライクカーボンでコーティングし硬質化。耐食性、耐傷性に加え、耐摩耗性にも優れています。
重量／460g
高さ／ 60mm
中圧ポート／ LP-2 ヶ所、PLP-2 ヶ所 3/8-24UNF
高圧ポート／ HP-2 ヶ所 7/16-20UNF

ボディ材質／チタン DLC 処理・耐圧 /250bar
減圧方法／バランスツインピストン
使用温度範囲／＋4 〜＋50℃

2nd Stage

PTIPのフェイスと固定リング。
プラチナの眩い輝きが美しく耐傷性
にも優れています。

PTIP（プラチナ・チタンカーバイト）

チタン蒸着表面処理でチタンの表面を硬質化し純プラチナ（Pt）でコーティング。プラチナならではの白く透き通るような
美しい輝きと、純チタンに比べ 5 〜 6 倍の表面硬度を実現。耐食性、耐摩耗性に優れています。
重量（ホース含む）／ 360g
バルブ材質／チタン
排気ティ幅／ 90mm
マウスピース材質／シリコーンゴム

ボディ材質／ POM 樹脂
フェイス材質／チタン、PTIP 処理
流量機構／ F.C.V.（Flow Control Valve）
使用温度範囲／＋4 〜＋50℃

ホース
長さ／ 750mm
径／内径 6.5mm、外径 13mm
材質／内管・外皮：樹脂
継手金具：銅合金 継手ネジ／ 3/8-24UNF

表面硬度比較
0

100

200

300

最高使用圧力／ 15bar
最少曲げ半径（ホース内側）／ 115mm
ホースガード／標準装備
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硬度 :Hv
900 1000 1100 1200

PTIP,DLC ／ Hv1000 〜 1200

RX3400PT

RX3410

800

DLCによって、
重厚感のあるブラックの輝き、
そして傷への強さを
高いレベルで両立させています。

チタン／ Hv180

プレミアムビーイズムケアはプラチナネレウスのために特別に

オーダーメイドセッティングサービス

メンテナンスサービス

組まれた購入後のサポートシステムです。お買い上げ後、5 年間は

● 5 段階の初動抵抗セッティングを用意しております。
●ご購入後１年以内であれば無 料で2回の調整
点検（初動抵抗セッティング）が受けられます。
●ホースの長さをオーダーできます。
※ホースオーダーは初回点検時１回のみ

●ご購入後 5 年間、5 回までの通常オーバー
ホールを無料で行ないます。

指定消耗パーツ代、及び作業工賃が無料。更に、以降 5 回分
の指定消耗パーツ代も無料となります（作業工賃は有料となります）
。プレミアムケアすべ
てのサービスを使うと、￥139,400 分（以下参照）の付帯サービスとなります。
（税抜き）

ご購入後5年間のサービス

5 回分のオーバーホール工賃
5 回分の指定パーツ代

1st パーツ
2nd パーツ

レーザーネーム刻印 ※ご購入後１年以内
ホース交換 1 回分

※初回点検、長さオーダー時

初回調整点検１回を含む調整点検代 2 回分 ※ご購入後１年以内

6年目以降
のサービス

フェイス交換半額

※ご購入 3 年以内

ホース交換半額

※ご購入 3 年以内

5 回分の指定パーツ代

※日本国内のみに適用します

1st パーツ
2nd パーツ

動産総合保険サービス

●メーカー保証以外に動産総合保険が
1年間付帯されます。
●メーカー保証で補えない全損や盗難などのトラ
ブルのお客様負担を軽減します。

ファーストステージ ネーム刻印サービス
●世界に 1 台、あなただけのオーダーメイドレギュ
レーターの証として、ネームの刻印が可能です。
※初回点検の際に、10 文字以内でひらがな、カタ
カナ、ローマ字、数字よりお選びいただけます。

安心サポート
●ビーイズムケアブックによる各種サービス
を行ないます。

レギュレーターバッグが標準装備
●レギュレーターを保護し、また持ち運びに
便利なレギュレーターバッグが標準装備され
ています。

FREP 思想が凝縮されたチタンフェイスモデル

Ti ネレウス
▶1st ステージ、2nd ステージともにチタン製。耐食性、耐傷性に優れます
▶チタンスパイラルフロー（2nd バルブのチタンパーツ化）により腐食、サビ、
汚れに強く、軽量化を実現
▶2nd 内部部品のバルブコーンを POM 樹脂化。軽量化に加えサビません
▶スウィングヘッドにより最高のくわえ心地を常にキープします
▶スパイラルフロー EX 搭載により、軽く、安定した吸気感を実現します
▶流量制御機構を搭載し、個人に合った吸気感を実現します

スパイラルフロー EX 搭載モデル

大深度

低水温（４℃）

1st Stage
重量／460g
高さ／ 60mm
中圧ポート／ LP-2 ヶ所 ,PLP-2 ヶ所 3/8-24UNF
高圧ポート／ HP-2 ヶ所 7/16-20UNF

ボディ材質／チタン・耐圧 /250bar
減圧方法／バランスツインピストン
使用温度範囲／＋4 〜＋50℃

2nd Stage
ボディ材質／ POM 樹脂
フェイス材質／チタン
流量機構／ F.C.V.（Flow Control Valve）
使用温度範囲／＋4 〜＋50℃

重量（ホース含む）／ 360g
バルブ材質／チタン
排気ティ幅／ 90mm
マウスピース材質／シリコーンゴム

ホース
最高使用圧力／ 15bar
最少曲げ半径（ホース内側）／ 115mm
ホースガード／標準装備

長さ／ 750mm
径／内径 6.5mm、外径 13mm
材質／内管・外皮：継手金具：銅合金
継手ネジ／ 3/8-24UNF

バリュープライス チタンレギュレーター

R ネレウス
▶１st ステージにチタンを採用。耐食性、耐傷性に優れます
▶２nd ステージに ABS 樹脂を採用、軽量化を実現
▶2nd 内部部品のバルブコーンを POM 樹脂化することで軽量化に加えサビません
▶スウィングヘッドにより最高のくわえ心地を常にキープします
▶スパイラルフロー EX 搭載により、軽く、安定した吸気感を実現します
▶流量制御機構を搭載し、個人に合った吸気感を実現します
ABS

スパイラルフロー EX 搭載モデル

大深度

低水温（４℃）

1st Stage

2nd Stage

ホース

重量／460g
高さ／ 60mm
中圧ポート／ LP-2 ヶ所 ,PLP-2 ヶ所 3/8-24UNF
高圧ポート／ HP-2 ヶ所 7/16-20UNF
ボディ材質／チタン・耐圧 /250bar
減圧方法／バランスツインピストン
使用温度範囲／＋4 〜＋50℃

重量（ホース含む）／ 385g
バルブ材質／銅合金
排気ティ幅／ 90mm
マウスピース材質／シリコーンゴム
ボディ材質／ POM 樹脂
フェイス材質／ ABS 樹脂
流量機構／ F.C.V.（Flow Control Valve）
使用温度範囲／＋4 〜＋50℃

長さ／ 750mm
径／内径 6.5mm、外径 13mm
材質／内管・外皮：樹脂 継手金具：銅合金
継手ネジ／ 3/8-24UNF
最高使用圧力／ 15bar
最少曲げ半径（ホース内側）／ 115mm
ホースガード／標準装備

NELEUS史上最軽量2ndステージバルブにチタンを採用

ブラックネレウス
▶１st ステージにチタンを採用。耐食性、耐傷性に優れます
▶２nd ステージに ABS 樹脂を採用、軽量化を実現
▶チタンスパイラルフロー（2nd バルブのチタンパーツ化）により腐食、サビ、
汚れに強く、軽量化を実現
▶2nd 内部部品のバルブコーンを POM 樹脂化することで軽量化に加えサビません
▶スウィングヘッドにより最高のくわえ心地を常にキープします
▶スパイラルフロー EX 搭載により、軽く、安定した吸気感を実現します
▶流量制御機構を搭載し、個人に合った吸気感を実現します
ABS

スパイラルフロー EX 搭載モデル

大深度

低水温（４℃）

1st Stage

2nd Stage

重量／460g
高さ／ 60mm
中圧ポート／ LP-2 ヶ所 ,PLP-2 ヶ所 3/8-24UNF
高圧ポート／ HP-2 ヶ所 7/16-20UNF
ボディ材質／チタン・耐圧 /250bar
減圧方法／バランスツインピストン
使用温度範囲／＋4 〜＋50℃

重量（ホース含む）／ 340g
バルブ材質／チタン
排気ティ幅／ 90mm
マウスピース材質／シリコーンゴム
ボディ材質／ POM 樹脂
フェイス材質／ ABS 樹脂
流量機構／ F.C.V.（Flow Control Valve）
使用温度範囲／＋4 〜＋50℃

ホース
長さ／ 750mm
径／内径 6.5mm、外径 13mm
材質／内管・外皮：樹脂 継手金具：銅合金
継手ネジ／ 3/8-24UNF
最高使用圧力／ 15bar
最少曲げ半径（ホース内側）／ 115mm
ホースガード／標準装備

2ndステージバルブにチタンを採用したホワイトモデル

ホワイトネレウス
▶１st ステージにチタンを採用。耐食性、耐傷性に優れます
▶２nd ステージに ABS 樹脂を採用、軽量化を実現
▶チタンスパイラルフロー（2nd バルブのチタンパーツ化）により腐食、サビ、
汚れに強く、軽量化を実現
▶2nd 内部部品のバルブコーンを POM 樹脂化することで軽量化に加えサビません
▶スウィングヘッドにより最高のくわえ心地を常にキープします
▶スパイラルフロー EX 搭載により、軽く、安定した吸気感を実現します
▶流量制御機構を搭載し、個人に合った吸気感を実現します
ABS

スパイラルフロー EX 搭載モデル

大深度

低水温（４℃）

1st Stage

2nd Stage

重量／460g
高さ／ 60mm
中圧ポート／ LP-2 ヶ所 ,PLP-2 ヶ所 3/8-24UNF
高圧ポート／ HP-2 ヶ所 7/16-20UNF
ボディ材質／チタン・耐圧 /250bar
減圧方法／バランスツインピストン
使用温度範囲／＋4 〜＋50℃

重量（ホース含む）／ 365g
バルブ材質／チタン
排気ティ幅／ 90mm
マウスピース材質／シリコーンゴム
ボディ材質／ POM 樹脂
フェイス材質／ ABS 樹脂
流量機構／ F.C.V.（Flow Control Valve）
使用温度範囲／＋4 〜＋50℃

ホース
長さ／ 750mm
径／内径 6.5mm、外径 13mm
材質／内管・外皮：樹脂 継手金具：銅合金
継手ネジ／ 3/8-24UNF
最高使用圧力／ 15bar
最少曲げ半径（ホース内側）／ 115mm
ホースガード／標準装備

スパイラルフロー EX 搭載のキュートなハイスペックライン

ホワイトビーンズ Spec1
▶かわいいイルカがホースを泳ぎます
▶トロピカルドルフィンヘッドマークは花咲く南国でのイルカをイメージ
▶スウィングヘッドにより最高のくわえ心地を常にキープします
▶スパイラルフロー EX 搭載により、軽く、安定した吸気感を実現
▶流量制御機構を搭載し、個人に合った吸気感を実現
▶２nd 内部部品のバルブコーンを POM 樹脂化。軽量化に加えサビません
ABS

スパイラルフロー EX 搭載モデル

大深度

クリアブルー（A）

クリアピンク（P）

オーシャングリーン（G）

クリアイエロー（Y）

かわいいイルカホース
イルカとハイビスカスの
トロピカルデザイン

クリアホワイト（W）

クリアスモーク（K）

クール＆キュートなビーンズハイスペックライン

ブラックビーンズ Spec1
▶ブラックケース＆クリアフェイスのクールなモデル
▶スウィングヘッドにより最高のくわえ心地を常にキープします
▶スパイラルフロー EX 搭載により、軽く、安定した吸気感を実現
▶流量制御機構を搭載し、個人に合った吸気感を実現
▶２nd 内部部品のバルブコーンを POM 樹脂化。軽量化に加えサビません
ABS

スパイラルフロー EX 搭載モデル

大深度

クリアピンク（PK）

クリアブルー（AK）

クリアイエロー（YK）

クリアホワイト（WK）

ブラック（KK）

1st Stage

2nd Stage

ホース

重量／ 790g
高さ／ 60mm
中圧ポート／ LP-2 ヶ所 ,PLP-2 ヶ所 3/8-24UNF
高圧ポート／ HP-2 ヶ所 7/16-20UNF
ボディ材質／銅合金・耐圧 /250bar
減圧方法／バランスツインピストン
使用温度範囲／＋5 〜＋50℃

重量（ホース含む）／ 380g
バルブ材質／銅合金
排気ティ幅／ 90mm
マウスピース材質／シリコーンゴム
ボディ材質／ POM 樹脂
フェイス材質／ ABS 樹脂
流量機構／ F.C.V.（Flow Control Valve）
使用温度範囲／＋5 〜＋50℃

長さ／ 700mm
径／内径 6.5mm、外径 13mm
材質／内管・外皮：樹脂 継手金具：銅合金
継手ネジ／ 3/8-24UNF
最高使用圧力／ 15bar
最少曲げ半径（ホース内側）／ 115mm
ホースガード／標準装備：RB3400CS（白）
、RB3401CS（黒）

スタンダードバルブのコストパフォーマンスに優れたキュートライン

ホワイトビーンズ Spec2
▶かわいいイルカがホースを泳ぎます
▶トロピカルドルフィンヘッドマークは花咲く南国でのイルカをイメージ
▶スウィングヘッドにより最高のくわえ心地を常にキープします
▶２nd 内部部品のバルブコーンを POM 樹脂化。軽量化に加えサビません
ABS

オーシャングリーン（G）

クリアピンク（P）

クリアブルー（A）

クリアイエロー（Y）

かわいいイルカホース
イルカとハイビスカスの
トロピカルデザイン

クリアホワイト（W）

クリアスモーク（K）

クール＆キュートなビーンズシンプルライン

ブラックビーンズ Spec2
▶ブラックケース＆クリアフェイスのクールなモデル
▶スウィングヘッドにより最高のくわえ心地を常にキープします
▶２nd 内部部品のバルブコーンを POM 樹脂化。軽量化に加えサビません
ABS

クリアイエロー（YK）

クリアブルー（AK）

クリアピンク（PK）

クリアホワイト（WK）

ブラック（KK）

1st Stage

2nd Stage

ホース

重量／ 790g
高さ／ 60mm
中圧ポート／ LP-2 ヶ所 ,PLP-2 ヶ所 3/8-24UNF
高圧ポート／ HP-2 ヶ所 7/16-20UNF
ボディ材質／銅合金・耐圧 /250bar
減圧方法／バランスツインピストン
使用温度範囲／＋5 〜＋50℃

重量（ホース含む）／ 370g
バルブ材質／銅合金
排気ティ幅／ 90mm
マウスピース材質／シリコーンゴム
ボディ材質／ POM 樹脂
フェイス材質／ ABS 樹脂
使用温度範囲／＋5 〜＋50℃

長さ／ 700mm
径／内径 6.5mm、外径 13mm
材質／内管・外皮：樹脂 継手金具：銅合金
継手ネジ／ 3/8-24UNF
最高使用圧力／ 15bar
最少曲げ半径（ホース内側）／ 115mm
ホースガード／標準装備：RB3010CS（白）
、RB3011CS（黒）

シルバー＆ブラックフェイスでクールに決める

レブラスグレード - エム
▶１st ステージはレブラスオリジナル、ブラッククローム仕様
▶スウィングヘッドにより最高のくわえ心地を常にキープします
▶スパイラルフロー EX 搭載により、軽く、安定した吸気感を実現
▶流量制御機構を搭載し、個人に合った吸気感を実現
▶2nd 内部部品のバルブコーンを POM 樹脂化。軽量でサビません

スパイラルフロー EX 搭載モデル

大深度

ブラック（B）

1st Stage

2nd Stage

重量／ 790g
高さ／ 60mm
中圧ポート／ LP-2 ヶ所 ,PLP-2 ヶ所 3/8-24UNF
高圧ポート／ HP-2 ヶ所 7/16-20UNF
ボディ材質／銅合金・耐圧 /250bar
減圧方法／バランスツインピストン
使用温度範囲／＋5〜＋50℃

重量（ホース含む）／440g
排気ティ幅／ 90mm
マウスピース材質／シリコーンゴム
ボディ材質／ POM 樹脂
フェイス材質／銅合金
流量機構／ F.C.V.（Flow Control Valve）
使用温度範囲／＋5〜＋50℃

ホース
長さ／ 750mm
径／内径 6.5mm、外径 13mm
材質／内管・外皮：樹脂 継手金具：銅合金
継手ネジ／ 3/8-24UNF
最高使用圧力／ 15bar
最少曲げ半径（ホース内側）／ 115mm
ホースガード／標準装備

シルバー（C）

スイングヘッド搭載のシンプルレギュレーター

サマージ
▶スウィングヘッドにより最高のくわえ心地を常にキープします
▶2nd 内部部品のバルブコーンを POM 樹脂化。軽量でサビません
ABS

1st Stage

2nd Stage

重量／ 790g
高さ／ 60mm
中圧ポート／ LP-2 ヶ所 ,PLP-2 ヶ所 ,3/8-24UNF
高圧ポート／ HP-2 ヶ所 7/16-20UNF
ボディ材質／銅合金・耐圧 /250bar
減圧方法／バランスツインピストン
使用温度範囲／＋5〜＋50℃

重量（ホース含む）／ 375g
排気ティ幅／ 90mm
マウスピース材質／シリコーンゴム
ボディ材質／ POM 樹脂
フェイス材質／ ABS 樹脂
使用温度範囲／＋5〜＋50℃

ホース
長さ／ 750mm
径／内径 6.5mm、外径 13mm
材質／内管・外皮：樹脂 継手金具：銅合金
継手ネジ／ 3/8-24UNF
最高使用圧力／ 15bar
最少曲げ半径（ホース内側）／ 115mm
ホースガード／標準装備

マウスピース

ダストキャップ
■カラー／ホワイト
（W）、
ブラック
（K）

■カラー／クリア
（N）、
ブラック
（K）

ホースガード
■カラー／ホワイト
（W）、
ブラック
（K）

エグゾーストティ
■カラー／ホワイト
（W）、
ブラック
（K）、
パールブルー
（PA）、
パールピンク
（PP）、
パールイエロー
（PY）

ネレウスオクトパス -Ti

レブラスオクトパス
▶スウィングヘッドにより最高のくわえ心地を常にキープします
▶2nd 内部部品のバルブコーンを POM 樹脂化。軽量でサビません

▶内部部品チタンパーツ化により軽量でサビません
▶スウィングヘッドにより最高のくわえ心地を常にキープします
▶スパイラルフロー EX 搭載により、軽く安定した吸気感を実現
▶流量制御機構と搭載し、個人に合った吸気感を実現します
▶2nd 内部部品のバルブコーンを POM 樹脂化。軽量でサビません

ABS

大深度

ホワイト(W)
ブラック(K)

ビーンズ オクトパス
▶スウィングヘッドにより最高のくわえ心地を常にキープします
▶2nd 内部部品のバルブコーンを POM 樹脂化。軽量でサビません

サマージ オクトパス
▶スウィングヘッドにより最高のくわえ心地を常にキープします
▶2nd 内部部品のバルブコーンを POM 樹脂化。軽量でサビません

ABS

ABS

パールピンク
（WPPW）

パールブルー
（WPAW）

ブラック
（WKW）

2nd Stage

パールイエロー
（WPYW）

ダブルブラック
（SKKK）
※ホース：ブラック

重量（ホース含む）／ 360g (SX3710K）
、380g（SB2600）
、382g（SK2730･SS2600）
バルブ材質／チタン（SX3710K）
、銅合金（SK2730,SB2600,SS2600）
排気ティ幅／ 90mm
マウスピース材質／シリコーンゴム
ボディ材質／ POM 樹脂
フェイス材質／ ABS 樹脂（SX3710K のみチタン）
流量機構（SX3710K のみ）／ F.C.V.（Flow Control Valve）
使用温度範囲／＋5 〜＋50℃

※ホースガード標準装備。重さ425g、
長さ170＋550mm。すべて受注生産になります。

イルカホース

JUNCTION ADAPTER

イエロー（YY）※ホース：イエロー

ブラック（KK）

ホース
長さ／ 800mm
径／内径 6.5mm、外径 13mm
材質／内管・外皮：樹脂 継手金具：銅合金
継手ネジ／ 3/8-24UNF
最高使用圧力／ 15bar
最少曲げ半径（ホース内側）／ 115mm
ホースガード／標準装備

オクト 2

インフレーターとオクトパスを一体化。装備を少なく、かつ安全を確保
通常時はインフレーターとして使用できます
緊急時にはバックアップ用オクトパスとして使用が可能です

重量／235g

※SP3000W は、ホワイトホース

※2010 年以降の BC に対応しています。詳しくは取扱店へお問い合わせ下さい。

ブラックホース
ジャンクション
装着時

長さ ( ブランケット中心̶先端）／ 550mm
パワー給気／オーラル給気／プルダンプ排気

ゲージの選び方

Bis mのゲージは全て軽 量でコンパクト。ホースの丈 夫さには定 評があります 。さぁ 、どれにしますか♪

やっぱり２連ゲージ

ダイブコンピューター必携の今、残圧計＋コンパスゲージがスタンダード。

しかもコンパスが９０度まで曲がり

しかもイルカ針／6カラーパーツ標準装備で

ナビしやすいBism Onlyのベストセラー！

Made in Japanならではのこだわり！

やっぱりシングルゲージ

セットをスタイリッシュに、よりコンパクトにするにはやはりシングルゲージでしょ。

しかも世界唯一のチタンケースは

しかもBism史上最軽量で

ワンランク上のダイバーの証！

こだわりのチタンリング装備！

しかも触って残圧確認する

シングルゲージ愛用ダイバーは

珍しいスティックタイプ！

別で持っていてほしい
アイテムです

リストタイプ

クリップタイプ

満足のナビゲーション機能

ナビゲーションゲージ
▶ターゲットを捕らえやすい角度調整機能
▶長く凸型にとられた基線により安定した方向性を確保できます
▶コンパスカプセルの熱変形を緩和するコンパスダイヤフラム構造を採用

角度調整機能

（実用新案登録 No.1934895）

コンパスを見やすい角度に調整できるよう、90度までの回転軸のついたアジャスタ
ー機能を搭載。快適なコンパスナビが可能です。視野も広がり、水中でのストレス
を軽減します。
横窓から見れば、目
標 物をしっかり捕ら
えることができます。

大きさ／ 179×59mm
重量（ホース含む）／ 280g
ホースサイズ／長さ：850mm 内径：3.2mm 外径：8.2mm
ボディ材質／エラストマー樹脂
ホース材質／内管 : ナイロン 12 外皮 : ポリウレタン
ネジ径／ 7/16-20UNF
最高使用圧力／ 300bar
最小曲げ半径（ホース内側）／ 15mm
機能／コンパス + 残圧計
基本構造／残圧計 : ブルドン管式
コンパス／インダイレクト式 蓄光盤面
使用温度範囲／-5 〜 +50℃
使用水深範囲／ 0〜50m
※ホールドクリップ標準装備、ファーストステージ側ホースガード標準装備
※ゲージに対するビーイズムケアは動産総合保険のみ対応します

ブラック（Ｋ）

179×59mm
のコンパクト
サイズ。

ホワイト（Ｗ）

イルカ針が特徴的なかわいいコンパクトスタンダードゲージ

（残圧計＋コンパス）
▶50bar がレッドゾーンでデザインされたドルフィン残圧計
▶コンパスに引かれたガイドラインがナビゲーションをサポート
▶コンパスカプセルの熱変形を緩和する、コンパスダイヤフラムを採用

ガイドライン

インデックス部分に合わせ
てガイドラインが引かれて
いるので、ナビゲーション
が行ないやすいです。

ドルフィン残圧計
ワンポイント
カラーパーツ

ワンポイントカラーパーツが6色付い
ており、好みの色でセットができます。
※標準装備

Beansゲージでは遊び心
いっぱいに、残 圧計の針
にイルカがデザインされて
います。残圧が少ないこと
を知らせるため、50barを
レッドゾーンでデザイン。

大きさ／ 107×54mm
重量（ホース含む）／ 240g
ホースサイズ／長 850mm 内径 3.2mm 外径 8.2mm
ボディ材質／エラストマー樹脂
ホース材質／内管 : ナイロン 12 外皮 : ポリウレタン
ネジ径／ 7/16-20UNF
最高使用圧力／ 300bar
最小曲げ半径（ホース内側）／ 15mm
機能／残圧計 + コンパス
基本構造／残圧計 : ブルトン管式 蓄光盤面
コンパス／インダイレクト式 蓄光盤面
使用温度範囲／-5〜+50℃
使用水深範囲／ 0〜50m
※ホールドクリップ標準装備、ファーストステージ側ホースガード標準装備
※ゲージに対するビーイズムケアは動産総合保険のみ対応します

ホワイト（W）

107×54mm
のコンパクト
サイズ。

ブラック（K）

最軽量・コンパクトゲージ

シングルライトゲージ
▶最軽量かつ、掌に納まるほどのコンパクトさが魅力です
▶贅沢なチタンリングを採用しています
▶リトラクターやクリップを使いBCジャケットに装着可能

大きさ／ 109×59mm
重量（ホース含む）／ 220g
ホースサイズ／長さ：850mm 内径：3.2mm 外径：8.2mm
ボディ材質／エラストマー樹脂
リング材質／チタン
ホース材質／内管 / ナイロン 12 外皮 / ポリウレタン
ネジ径／ 7/16-20UNF
最高使用圧力／ 300bar
最小曲げ半径（ホース内側）／ 15mm
機能／残圧計
基本構造／ブルドン管式 蓄光盤面
使用温度範囲／-5 〜 +50℃
使用水深範囲／ 0〜50m
※ホールドクリップ標準装備、ファーストステージ側ホースガード標準装備
※ゲージに対するビーイズムケアは動産総合保険のみ対応します

109×59mm
のコンパクトサイズ。

ブラック（Ｋ）

ホワイト（Ｗ）

世界で唯一のチタンケースゲージ

チタニウムコンパクトゲージ
▶チタン単体残圧ゲージ
▶岩場などでの衝撃からゲージを保護するゲージカバー標準装備
▶別売りのリストバンドを使用することで腕にも装着可能

ゲージカバー（標準装備）

リストバンド（別売品）

チタン製リストバンド通し（標準装備）
リストバンドを使
用する際に、本体
に取り付けてご使
用下さい。

常に手元でゲージをチェッ
クでき、とっさにはずしたい
時にもクイックリリース可能
な専用リストバンド。時計な
ども同時装着できます。

大きさ／直径 60mm
重量／ 290g（ホース・ゲージカバー含む）
ホースサイズ／長さ：750mm 内径：3.2mm 外径：8.2mm
ボディ材質／チタン
ホース材質／内管 / ナイロン 12 外皮 / ポリウレタン
ネジ径／ 7/16-20UNF
最高使用圧力／ 300bar
最小曲げ半径（ホース内側）／ 15mm
機能／残圧計
基本構造／ブルドン管式 蓄光盤面
使用温度範囲／-5 〜 +50℃
使用水深範囲／ 0〜100m
※ホールドクリップ、ファーストステージ側ホースガード、ゲージカバー標準装備
※ゲージに対するビーイズムケアは動産総合保険のみ対応します

60mm
のコンパクト
サイズ。

触れてわかるスタイリッシュな残圧計

スティックゲージ
▶驚異的にシンプル＆コンパクトモデル
▶視覚以外に残圧を触覚でも確認可能
※タンク圧力を目安で表示しておりますので、
より正確な残圧計と併用をお薦めします。

残圧に合わせて目盛がスライド。
触るだけで残圧を確認できます。
大きさ／ 150×17mm
重量（ホース含む）／ 290g
ホースサイズ／長さ：750mm 内径：3.2mm
外径：8.2mm
本体サイズ／長さ 150mm/ 直径 17mm
ボディ材質／銅合金
ホース材質／内管 : ナイロン 12
外皮 : ポリウレタン
ネジ径／ 7/16-20UNF
最高使用圧力／ 200bar
最小曲げ半径（ホース内側）／ 15mm
機能／残圧計
基本構造／ピストン式
使用温度範囲／-5 〜 +50℃
使用水深範囲／ 0〜100m
圧力計測精度／ 0 〜 50bar±10bar、
50 〜 200bar±20bar
※ホールドクリップ、ファーストステージ側ホースガード標準装備
※ゲージに対するビーイズムケアは動産総合保険のみ対応します

150×17mm
のコンパクト
サイズ。

見やすい、大きなコンパス

コンパス
▶すぐれた視認性
▶使いやすいラチェットベゼル

ホースガード

カラー／ブラック（Ｋ）
、ホワイト（W）
※写真のホースはすべて標準品

ホールドクリップ（標準装備）
カラー / ブラック（Ｋ）
、クリア（Ｎ）
※機種により取付位置が異なります。
便利な窓機能

リストマウントコンパス
全長 /370mm
幅 /60mm
盤面直径 /40mm

軽量＆コンパクト

クリップマウントコンパス

Bism のゲージはコンパクトサイズ。軽量で視
認性にも優れています。

ブラックホース

全長 /70mm
幅 /60mm
盤面直径 /40mm

ホースカスタム
オーダー

ホワイトホース

H ラインホース（高圧ホース）
軽量で、耐久性抜群の
スリムな樹脂ホース

AC3400：
70×60mm

AC3410：
370×60mm

●わずか外径 8.2mm
●超軽量（ゴムホースの約 1/4 当社比）
●耐寒性、耐摩耗性に優れている
●ブラック＆ホワイトのカラーバリエーション

ホースの長さ、色（ホワイ
ト、ブラック）を選択でき
ます。長さは200〜2000
mmまで10mm 単 位でご
注 文いただけます。オプ
ションオーダーの場合は、
納期は約一週間です。

ジャストフィットで 水中 バランスも最高

BCジャケット
ダイビングを 快 適 にする中 性 浮力のスキルを 器 材 面 から助 け てくれ るB Cジャケット 。

B i s m には 大きく分 け て２種 類 。浮力が 確 保しや すいジャケットタイプか 、フィット感 に優 れ 、
水 中で 安 定 感 のあ るショル ダーバックル タイプか 。お 好みをチョイスしよう 。

ショルダーバックル タイプ

ジャケット タイプ

フィット感、着脱性を重視したタイプです。
ショルダーバックルでサイズ調整が可能なため、
ウェットスーツ／ドライスーツ問わずオールラウンドに対応。
初心者から上級者までベーシックに使用できます。

水中での姿勢に応じてＢＣ内のエアーを自由に
コントロールできるシングルバッグ構造で、排気性にも優れます。
浮力が大きく水面においては呼吸を確保しやすいポジションも取れ、
水中では水の抵抗が少なく運動性にも優れます

Float：フィット感へのこだわり
H.f.s フロート構造

Harness：超薄型フルハーネス
背中とタンクの距離を極限まで近づけることでシリン
ダーの重量感を軽減します。
（ JX3010/JAに採用）

独自の特殊形状リブにより体を包み込むように膨らみ、
フィット感抜群です。
（ JX3010/JAに採用）
水中／水面で圧迫感がなくバランス良く充分な浮力を確保できます。
Xリブ構造

Iリブ構造

フロート構造

Buckle：ロングタンクバックル
女性やシニアも
楽にセットができます。

給気

Body material

バックパッド一体型
ショルダーベルト

耐久性・耐候性に優

表と内 側に420デ ニ

420デニールナイロン

れた高 強度66ナイロ

ールナイロン 合 成 樹

＋ダブルクロロプレン

ン840デニール。
（ JX

脂使用。
（ JSに採用）

コーティング生地使用。

3010/JAに採用）

登山用リュックのノウハウを徹底研究。
ダイビング用に最も理想的な長さ・厚み・クッション・カーブ形状・チェ
ストベルト位置を実現し、且つバックパッドと一体形状にすることにより体
と BC の一体感が生まれます。
また体型の違いによる腰部への負担を軽減するため、バックパッド内の

（JX39に採用）

ウエストカーブライン
快適な装着感のために両サイドのウエストラインを、
腰のカーブラインに沿ってカットしました。
（ JX3010/JA に採用）

クッションを腰のくぼみに合わせユーザーレベルで調整もできます。
超薄型ハーネスとの組み合わせでシリンダーの理想の背負い心地を実
現しています。
（ JX3010/JA に採用）

セパレートショルダー

ショルダーベルトとフロ
ートを分離することで、
フ
ロートにエアーを入れて
も常にショルダーベルト

ダイレクトベルト＆スライドフロート

はフロートに影響されず
に 体 にフィットします。
（JX3010/JA に採用）

サイドポケット内Ｄリング
ベルト構造がフロートから独立することで、BC内へのエアー給気による体
へのエアー給気による体への圧迫を緩和させます。
（ JX3010 に採用）

Inﬂator：最高の給排気システム
コンビネーションバルブⅡ

2way INFLATOR

水中で腕を上げたり体を起こしたりという、大きな体勢変更をせずに、

両サイドのポケット

カマーベルトに便

内にDリングを標準

利なキーポケット

装備。
（ JX3010/

装備。
（ JX3010

JAに採用）

/JA に採用）

コンビネーションバルブⅡ装備のＢＣでは、
ダイバーの好みで２つのインフレーターポジションが可能です。

一般的なインフ
レーターのポジ
ションです。

手元のボタン操作でバランスを失わずに
浮力調整が可能です。

ノーマルポジション

カマーベルトキーポケット

インフレーターホースを左肩部か
ら背中側に回し、リモート部を左
ポケットにセットするポジションで
す。
ショルダー部に蛇腹ホースが
なくなるため運動性にきわめて優
れ、水中撮影や他の水中作業
が容易になります。
また、リモート
部が定位置にあるために操作が
しやすく、腕を大きく曲げたり伸
ばしたりが不要なため、体の硬い
ダイバーにも最適です。

バックポジション

BCのアイコンについて
各製品ページの機能アイコンについては下記をご参照ください。

▶ HFSフロート構造

▶ ロングタンクバックル

▶ 超薄型フルハーネス

▶

登山用リュック型
ショルダーベルト

▶ 840デニールナイロン

▶ ウェストカーブライン

▶ 420デニールナイロン

▶ コンビネーションバルブⅡ

420デニールナイロン＋
▶ ダブルクロロプレン
コーティング

▶ ビーイズムケア

BCジャケットの選び方

B Cはダイビングスキルに大きく関 係するアイテム 。あなたのダイビングスタイルに合 わせたB Cをお選びください♪

やっぱりジャケットタイプ

水中での姿勢に応じてＢＣ内のエアーを自由にコントロールできるシングルバッグ構造。ガイドダイバーにもファンが多い。
・コンビネーションバルブⅡ
（２ｗａｙインフレーター対応）
手を上げることなく手元のボタン操作で給気
と排気が行えるハイスペックインフレーター

選べる

・スタンダードインフレーター

インフレーター

プルダンプ機能搭載のスタンダードタイプ

・ＯＣＴ２
オクトパスを一体化したインフレーター。
プルダンプ機能搭載

やっぱりショルダータイプ

ショルダーバックルでサイズ調整が可能なフィット感重視のどんなスーツにも対応なタイプ。

しかも多機能で使い勝手／アレンジ抜群！

しかも多機能なウェイトリリースポケットモデル！

・コンビネーションバルブⅡ
（２ｗａｙインフレーター対応）

・コンビネーションバルブⅡ
（２ｗａｙインフレーター対応）

手を上げることなく手元のボタ

手を上げることなく手元のボタ

ン操作で給 気と排気が行える

ン操作で給 気と排気が行える

ハイスペックインフレーター

ハイスペックインフレーター

しかも軽量でコンパクトなのに本格派！

・コンビネーションバルブⅡ
（２ｗａｙインフレーター対応）
手を上げることなく手元のボタン操作で給気
と排気が行えるハイスペックインフレーター

選べる

・スタンダードインフレーター

インフレーター

プルダンプ機能搭載のスタンダードタイプ

・ＯＣＴ２
オクトパスを一体化したインフレーター。
プルダンプ機能搭載

しかもシンプルなのに機能充実！
・スタンダード
インフレーター

選べる
インフレーター

プルダンプ機能搭載
のスタンダードタイプ

・ＯＣＴ２
オクトパスを一 体化
したインフレーター。
プルダンプ機能搭載

安定した水中バランスを得られるジャケットタイプの最高峰

ネレウスBC バージョン J
▶水中姿勢に応じて BC 内のエアーが自由に移動するシングルバック構造
▶４２０デニールナイロン＋ダブルクロロプレンコーティング生地を使用
▶大きな体勢変更をせずに吸排気が可能なコンビネーションバルブⅡを筆頭に、３種類のインフレーターから選択可能
▶18 個の Dリングと両サイドのデイジーチェーンでダイバーの好みに合わせたアクセサリーの装備が可能
▶取り外し可能なカマーベルト、ホースクリップ、ホイッスルは標準装備

コンビネーションバルブⅡ仕様モデル

サイズ/ S、M、L

コンビネーション
バルブⅡ
手を上げることなく手元のボタン操作
で給気と排気が行なえます。もちろん
従来のオーラルインフレーション（口
での給気）も可能です。

スタンダードインフレーター仕様モデル

サイズ/ S、M、L

スタンダードインフレーター
プルダンプ機能搭載のスタンダードイ
ンフレーターです。

OCT2 仕様モデル

サイズ/ S、M、L

OCT２
インフレーターとオクトパスを一体化。
装備を少なく、かつ安全を確保。プル
ダンプ機能搭載モデル。
※OCT2 につ
いては p25

ジャケットタイプユーザーの希望に応えた機能

ガイドダイバーやインストラクタ
ー等のプロフェッショナルダイバ
ーに好評のＤリングを18カ所に
配置

様々なアクセサリーの装備に便
利な新提案デイジーチェーンを
装備

収納性とアクセスを考慮しダブ
ルファスナーを採用

体型に合わせて長さを調整可能
なカマーベルトが標準装備
（取り
外し可能）

リリーフバルブを右肩／右腰２カ
所に装備

腕の曲げ伸ばし不要なインフレ
ーターバックポジション対応
（JX3911J）

本体
（コンビネーションバルブⅡ仕様の場合）

コンビネーションバルブⅡ

BCホース

重量（バルブ含む）／ S 3.55kg M 3.60kg L 3.90kg
使用温度：−５〜＋50℃
主な材質 /４２０デニールナイロン＋ダブルクロロプレンコーティング生地
※ホースホルダー、ホースクリップ、ホイッスル標準装備

長さ（ブランケット中心―先端）／ 550mm（S、M、L）
パワー給気 ／オーラル給気／リモート排気（左肩部）

リリーフバルブ

長さ（ブランケット中心―先端）／ 550mm
パワー給気 ／オーラル給気／プルダンプ排気

材質／内管・外皮／樹脂、継手金具／銅合金
径／内径 6.5mm ／外径 13mm
長さ／ 700mm（S、M、L）
継手ネジ／ 3/8-24UNF
最高使用圧力／15bar
最小曲げ半径（ホース内側）／115mm
ホースガード／標準装備

2 ケ所（右肩部、右腰部）

Dリング
18 個

スタンダードインフレーター

OCT2
長さ ( ブランケット中心̶先端）／ 550mm
パワー給気／オーラル給気／プルダンプ排気

Bism 最高峰のフラッグシップウェイトポケットモデル

（クイックリリースウエイトポケットモデル）

ネレウスBC バージョンQ
▶H.f.sフロート構造により体を優しく包み込む設計
▶超薄型フルハーネスによりタンクがしっかりと固定され背中に密着
▶耐久性、耐候性に優れた高強度 66 ナイロン 840 デニールを採用
▶快適な装着感のため両サイドのウエストラインを腰のカーブラインに沿ってカット
▶大きな体勢変更をせずに給排気が可能なコンビネーションバルブⅡ採用
▶ダイレクトベルト／スライドフロート／セパレートショルダーによる抜群のフィット感
▶両サイドに各２kg まで収納可能なクイックリリースウェイトポケット装備
▶ホースクリップ、ホイッスルは標準装備

サイズ／ M、L、XL

クイックリリースウエイトポケット
緊急時にクイックリリース可能なウェイトポケット
を両サイドに装備。ウェイトは片側2kgまで収納
可能です。

エアー給気による圧迫感の緩和

ダイレクトベルト
＆スライドフロート

コンビネーションバルブⅡ

ベルト構造がフロートから独
立することにより、BC 内への
エアー給気による体への圧迫
を緩和しました。

手を上げることなく手元のボタン操
作で給気と排気が行なえます。もち
ろん従来のオーラルインフレーショ
ン（口での給気）も可能です。

■ホースホルダー

VERSION Q/D 共通

■ホイッスル

■ホースクリップ
※オクトパス、ゲージを
確実にホールドします。

ホースの長さ、色（白・イルカ・黒・黄）が選べます。長さは200mmから
2,000mmまで10mm単位でご注文頂けます。オプションオーダーの
場合は、納期は約1週間です。

Bism 最高峰のフラッグシップアイデアポケットモデル

（ディタッチャブルポケットモデル）

ネレウスBC バージョンD
▶H.f.sフロート構造により体を優しく包み込む設計
▶超薄型フルハーネスによりタンクがしっかりと固定され背中に密着
▶耐久性、耐候性に優れた高強度 66 ナイロン 840 デニールを採用
▶快適な装着感のため両サイドのウエストラインを腰のカーブラインに沿ってカット
▶大きな体勢変更をせずに給排気が可能なコンビネーションバルブⅡ採用
▶ダイレクトベルト／スライドフロート／セパレートショルダーによる抜群のフィット感
▶取り外し可能なポケット２個装備
▶ホースクリップ、ホイッスルは標準装備

サイズ／ XS、S、M、L

多彩なアレンジが
可能な Dリング

ディタッチャブル
ポケット

水中ノートなど各種アイテムを携帯
するのに便 利なDリングを計17個
装備しています。ダイバーのスタイ
ルに合わせた使い方が可能です。

取外し可能な 2 つのポ
ケットを装 備。予 備の
ベルト等を分別収納出
来ます。

ワイドディタッチャブル
ポケット
右ポケットに取付け可能です。

サイズ：150×150×70mm

・JX3010Q、M/L/XL
・JX3010D、XS/S/M/L

セパレートショルダー

フロントタイトアジャスター

ショルダーベルトとフロートを分離するこ

サイドベルトとポケット内側を連結するスト

とで、フロートにエアーを入れても、常に

レッチコードを設けました。ストレッチコード

ショルダーベルトはフロートに影響され

の長さを変えることによりBCのフロント部

ず、体にフィットします。

分（ポケット部分）の上下の動きをタイトに、
またはルーズに調整することが出来ます。

本体

Dリング

BCホース

重量（バルブ含む）／ M 3.5kg L 3.6kg XL 3.7kg（JX3010Q）
XS 3.1kg S 3.2kg M 3.3kg L 3.4kg（JX3010D）
使用温度範囲／-5 〜＋50℃
主な材質／ 840 デニールナイロン合成樹脂引布
（基布 : ナイロン裏面 : ポリウレタン）

JX3010Q/14 個 JX3010D/17 個

材質／内管・外皮 : 樹脂 継手金具 : 銅合金
径／内径 6.5mm 外径 13mm
長さ／ 700mm（XS〜M）
、800mm（L、XL）
継手ネジ／ 3/8-24UNF
最高使用圧力／15bar
最小曲げ半径（ホース内側）／115mm
ホースガード／標準装備

※ホースホルダー、ホースクリップ、ホイッスル標準装備

リリーフバルブ
2 ケ所（右肩部、右腰部）

コンビネーションバルブⅡ
長さ（ブランケット中心̶先端）／ 550mm（XS〜M）
650mm（L、XL）
パワー給気／オーラル給気 ／リモート排気（左肩部）

軽量 / コンパクトなのに本格機能満載の快適BC

エアーBC
▶H.f.sフロート構造により体を優しく包み込む設計
▶超薄型フルハーネスによりタンクがしっかりと固定され背中に密着
▶耐久性、耐候性に優れた高強度 66 ナイロン 840 デニールを採用
▶快適な装着感のため両サイドのウエストラインを腰のカーブラインに沿ってカット
▶大きな体勢変更をせずに給排気が可能なコンビネーションバルブⅡを筆頭に
３種類のインフレーターから選択可能
▶スライドフロート／セパレートショルダーによる抜群のフィット感
▶フレキシブルショルダーベルトと、長さ調整可能な
カマーベルトで装着時の負担を軽減
▶新提案のストレージポケット搭載
▶ホースクリップ、ホイッスルは標準装備

コンビネーションバルブⅡ仕様モデル
サイズ/XS、S、M、L

コンビネーション
バルブⅡ
手を上げることなく手元のボタン操作
で給気と排気が行なえます。もちろん
従来のオーラルインフレーション（口
での給気）も可能です。

スタンダードインフレーター仕様モデル
サイズ /XS、S、M、L

スタンダードインフレーター
プルダンプ機能搭載のスタンダードイ
ンフレーターです。

OCT2 仕様モデル
サイズ /XS、S、M、L

OCT２
インフレーターとオクトパスを一体化。
装備を少なく、かつ安全を確保。プル
ダンプ機能搭載モデル。
※OCT2 につ
いては p25

初心者からリゾートダイバーに最適な本格機能
セパレートショルダー

ショルダーベルトとフロートの上端部を分離独立さ
せたことにより、BC内へのエアー給気による体へ
の圧迫を緩和しました。同時にこの構造によりショ
ルダーベルトが常に体にジャストフィットします。

フレキシブル
ストレージポケット リリーフバルブ
ショルダーベルト

フレキシブルなフィット
感を実現

ダイバーのスタイルに合わ
せた機能性とデザインを融
合。使い勝手を優先に設
計された新提案の収納シス
テムです。

リリーフバルブを右肩／右腰２
カ所に装備

B-POSITION

左 右に装 備さ
れたB-POSIT
IONは２WAYインフレ̶ターのバック
ポジションやオクトパスのホールドに威
力を発揮します。

コンパクトパッキング

フルハーネス装備なのに軽
量でコンパクトになります。
初心者からトラベルダイバ
ーに最適。

本体（コンビネーションバルブⅡ仕様の場合）

コンビネーションバルブⅡ

BCホース

重量（バルブ含む）／ XS 2.7kg S 2.8kg M 2.9kg L 3.0kg
使用温度範囲：-5 〜＋50℃
主な材質／ 840 デニールナイロン合成樹脂引布
（基布 : ナイロン／裏面 : ポリウレタン）
※ホースホルダー、ホースクリップ、ホイッスル標準装備

長さ（ブランケット中心―先端）／ 550mm（XS〜M）650mm（L）
パワー給気 ／オーラル給気／リモート排気（左肩部）

材質／内管・外皮／樹脂、継手金具／銅合金
径／内径 6.5mm ／外径 13mm
長さ／コンビバルブⅡ：700mm（XS、S、M）800mm（L）
スタンダード・OCT2：700mm（XS、S、M、L）
継手ネジ／ 3/8-24UNF
最高使用圧力／15bar
最小曲げ半径（ホース内側）／115mm
ホースガード／標準装備

リリーフバルブ

スタンダードインフレーター
長さ（ブランケット中心―先端）／ 550mm
パワー給気 ／オーラル給気／プルダンプ排気

リリーフバルブを右肩／右腰 2 カ所に装備

OCT2

Dリング

長さ ( ブランケット中心̶先端）／ 550mm
パワー給気／オーラル給気／プルダンプ排気

10 個

シンプル＆ベーシックを追求したショルダーＢＣのザ・スタンダード

サマージBC マークII
▶セッティングとフィッティングも簡単な使いやすいベーシックな構造
▶超薄型フルハーネスによりタンクがしっかりと固定されると同時に背中に密着。すぐれたフィット感を実現。
▶フレキシブルショルダーベルトと、長さ調整可能なカマーベルトで装着時の負担を軽減
▶新提案のユーティリティポケット搭載
▶アクセサリー類を携帯しやすいようにＤリングを配置
▶ホースクリップ、ホイッスルは標準装備

クイックリリースウエイトポケットモデル

サマージBC マークII バージョン Q

スタンダード
インフレーター仕様モデル
サイズ/XS、S、M、L
サイズ/XSのみ

スタンダード
インフレーター
プルダンプ機能搭載のスタン
ダードインフレーターです。

OCT2 仕様モデル
サイズ/XS、S、M、L
サイズ/XSのみ
（XS のみ）

OCT２
インフレーターとオクトパスを一体化。装備
を少なく、かつ安全を確保。プルダンプ機
能搭載モデル。
※OCT2 については p25

使いやすさを考えた充実機能
ハーネスグリップ

フレキシブルショルダーベルト

リリーフバルブ

ユーティリティポケット

持ち運びしやすい大きめなグリップ

フレキシブルなフィット感を実現

リリーフバルブを右肩／右腰２カ所に装備

ファスナーポケットに加え、新提案のユーティリティポケットを装
備。アクセサリー類を携帯しやすいように、
内側にDリングを配置。

Ｄリング

カマーベルト

ハーネス

ウエイトリリースポケット
（QXS）

水中ノートなどを装備するのに便利

体型に合わせて長さを調整可能

セッティングが簡単で、かつタンクをしっかりホールド

緊急時にクイックリリース可能なウエイトポケットを両サイ
ドに装備。ウエイトは片側 2kg まで収納可能です。

本体（スタンダードインフレーター仕様の場合）

Dリング

BCホース

重量（バルブ含む）／
XS 3.1kg、S 3.2kg、M 3.3kg、L 3.4kg（JS3420）
XS 3.4kg（JS3420Q）
使用温度範囲／-5 〜 ＋50℃
主な材質／420 デニールナイロン合成樹脂引布
（基布 : ナイロン 裏面 : ポリウレタン）
※ホースホルダー、ホースクリップ、ホイッスル標準装備

９個

材質／内管・外皮 : 樹脂 継手金具／銅合金
径／外径 13mm 内径 6.5mm
長さ／ 700mm
継手ネジ／ 3/8-24UNF
最高使用圧力／15bar
最小曲げ半径（ホース内側）115mm
ホースガード／標準装備

リリーフバルブ
2ヶ所（右肩部、右腰部）

スタンダードインフレーター
長さ（ブランケット中心―先端）／ 550mm
パワー給気／オーラル給気／プルダンプ排気

OCT2
長さ（ブランケット中心̶先端）／ 550mm
パワー給気／オーラル給気／プルダンプ排気

ストラップタイプなのにフルフットタイプのような推進力と使用感を実現

フレックス
▶ロングソールにより足がフィット。フルフット相当のかかとホールドで疲れにくい
▶24cm〜28cm までワンサイズ対応（ドライスーツは当社品26cm まで対応）
▶幅広のストラップと伸びを抑えたラバー採用によりホールド感が大幅に向上
▶X 弾性：反発弾性や耐久性に優れ、温度変化に強く、しかも高い推進力を生み出せる
▶ストラップ裏の凹凸によりブーツを確実にホールド。違和感のない自然なキックを実現
▶ワンタッチで外せるバックル
▶販売から25年のオリジナルロングセラー商品

ロングソール

材質／ラバー（ノンフロート）
重量／ 950g
ブーツサイズ／ 24 〜 28cm（当社マリンブーツ）

ワンタッチストラップ

幅広のストラップと伸び
を抑えたラバー採用

かかとにフィットするように設計さ
れたストラップ裏側の凹凸

ワンタッチで
外せるバックル

一 般 的フィンより４cm長
いロングソールを採用

フライングBマーク

硬さ
ハード
水をとらえる力強さを体感。ダイバーの
ポテンシャルを引き出します。

カラー／ K

スタンダード

オレンジ
（DJ）
スタンダード

ソフトラバーが水をとらえます。エント
リーダイバーから上級ダイバーまで幅
広くお使いいただけます。
カラー／ R、W、Y、A2、P2、DJ

ブラック
（K）

ホワイト
（W）

ピンク
（P2）

イエロー
（Y）

レッド
（R）

ハード

スタンダード

スタンダード

スタンダード

スタンダード

（A2）
ブルー
スタンダード

フレックスフィン簡単装着方法

かかとの突起部にストラップをかけてください。

ポケットにブーツを入れてください。

手でストラップを引き上げるだけで容易に装着
出来ます。

ストラップの左右を持ち、均等になるように引
いてください。

軽量で反発弾性に優れたSサイズ専用モデル

マンティスビーンズソフト
▶ジェットホールが横ブレを防ぎ推進力につなげます
▶専用配合のソフトラバーが的確に水をとらえ推進力につなげます
▶専用配合のソフトラバーは柔らかくよくしなり、脚力の少ない女性やビギナーのフィンワークをサポートします

材質／ラバー（ノンフロート）
重量／ 845g
ブーツサイズ／ 23 〜 25cm（当社マリンブーツ）

パールピンク
（P）

パールブルー
（A）

パールイエロー
（Y）

デザインとテクノロジーのコラボレーション

ラバーテクノロジー
BismのラバーテクノロジーとGULLのフィンテクノロジーのコラボレーション
により、
まったく新しいフィンが誕生。

フィンテクノロジー
50年以上の歴史が生み出す最高レベルのGULLフィンテクノロジー。
Bismとのコラボレーションにより、
新たな歴史の扉が開く。

パールホワイト
（W）

バックル
（１コ）
■カラー／ホワイト
（W）
、
グレー
（H）

フィンストラップ
（１本）
■カラー／ホワイト
（W）
、ブラック
（K）
、
レッド
（R）
、ブルー
（A）
、
イエロー
（Y）
、オレンジ
（D）
■長さ／ 370mm

女性向け小顔ホワイトシリコーン／ブラックシリコーン一眼

ベール
▶Bism オリジナルブレンドシリコーンは顔にジャストフィット
▶視野角が広く視界が広い
▶瞳とレンズの距離を近づけた小容量設計でマスククリアも容易
▶リップ形状を外側にあおり、肌に優しくフィット
▶頬に当たるシリコーン部分のラインを膨らませて
ソフトな装着感を保ちます
▶バンドカバー標準装備

パールピンク
（WP）

パールブルー
（WA）

カールソフトリップ
リップ形状を外側にあおり、
肌にやさしくソフトにフィット
します。

パールイエロー
（WY）

広角視野
内容量を小さくし、ガラス
とリップの距離を短くして
います。

ウエストキープクッション
頬にあたるシリコーン部分のラインを膨
らませて、ソフトな装着感を保ちます。

パールホワイト
（WW）
ブラック
（K）

オプチカルレンズ対応の二眼

マックス
▶Bism オリジナルブレンドシリコーンは顔にジャストフィット
▶シャープなフレームラインが表情を美しく見せる
▶瞳とレンズの距離を近づけた小容量設計でマスククリアも容易です
▶バンドカバー標準装備

ブラック
（K）

シャンパングレー・ブラック
（CK）

メタリックブルー
（MA）

オプチカルレンズ

オプチカルレンズオーダーについて

●

近視用／ S-1.00〜S-8.00（0.5 きざみ）

●

左右共用／一体型熱強化ガラス

■ レンズ度数と視力の目安

※値はあくまでも
目安です。メガネ
用の処方箋が必
要です。矯 正 後
の視力は1.0を目
安としています。

通常装着されている強化ガラスに張り付け加工を施すことにより、使用する方に合
わせたレンズをお作りすることが出来ます。
（約２週間）

●

近視レンズ（遠用）

既成近視レンズにない度数に対応
C+S＝-10.0 まで

●

●

近視レンズ＋乱視レンズ

近視と乱視両方の度数が入ったレンズ
● C+S＝-6.00 まで

●

遠近両用レンズ：バイフォーカルレンズ

■ オリジナルレンズ・オーダー例

マスクの種類
□近視（＋乱視）
：全面張付レンズ
□遠視（ADD のみ指定可）
：EX レンズ
□遠視・近視（＋乱視）両用：バイフォーカルレンズ

近視

乱視

近くで
見るときの
度数

乱視を含むものでも対応できます。
● S＝-3.0 まで ● ADD=+1.00〜+3.00 まで
●

遠視レンズ（近用）
：EX レンズ

近くを見る時用のレンズ。
● ADD＝+3.00 まで

※既成レンズ以外のオリジナルオーダーに
対応いたします。
※遠近両用レンズも対応可能です。
※価格はすべて 1 枚分です。

瞳孔間
距離

フレームレスで軽量。広い視野を実現

フラム
▶レンズをシリコーンが直接包み込み、軽量で広い視野を確保します
▶バンドの調整がしやすい機構のバックルを採用
▶Bism オリジナルブレンドのシリコーンゴム採用により抜群のフィット感を実現
▶視野が広いのでフォト派ダイバーにもお薦めです

ホワイト（W）

ブラック（K）

楕円形状のスタビライザーパイプ

ボックス
スキンダイバーに最適な固定式
▶楕円形状のスタビライザーが遊泳中の不快なブレを最小限に抑えます
▶水抜け性に優れたジャバラタイプ
▶女性にも優しい小型タイプのマウスピース採用

ブラック
（K）

ホワイトシリコン
ホワイト
（WW）

ホワイトシリコン
ブルー
（WA）

マスクバンド
■ カラー／ホワイト
（W）
、ブラック
（K）
、
クリア
（N）

バックル
■ カラー／クリア
（N）
、ブラック
（K）
■ カラー／マスクと同様のカラーを
ご用意しています

アックス

ホワイトシリコン
イエロー
（WY）

ホワイトシリコン
ピンク
（WP）

バンドカバー
リバーシブル２種
■ カラー／ブラック×ホワイト
素材：２mm クロロプレーン
合成ゴム
※MAX、VEIL は標準装備

リテーナ
■ カラー／マスクと同様のカラーを
ご用意しています

ブラック（K）

ワンタッチホルダー
■ カラー／クリア（N）

Bism オリジナルブレンドシリコーン
● スクーバダイビング用専用設計
● へたりにくい
●コシがあってかつフィット感がある
● 変色しにくい

カメラマングローブ

サイズ／ S、M、L
カラー／ブラック
素材／1.5mm クロロプレン（意匠登録第 1374514）

シャーリング加工及び面ファスナー
操作性、保温性をアップするためにシャーリン
グ加工を施し、さらにベルクロベルトでしっか
りフィッティング！

左右の手の甲素材
伸縮性のある1.5mmクロロプレンを採用。フィッ
ト感が抜群で、保温性も高い！

右手 手のひら素材

水中でも硬くならないクラリーノ採用。確かな
グリップ感と操作性を両立。

左手 手のひら素材

撮影のため、岩などをキャッチしても滑りにくく、
破れにくいグリップストップ生地採用。さらに、指
先部分はロールガード縫製とグリップストップ生地
使用によりスムーズなキャッチを可能にしました。

スーパーグリップグローブ

サイズ／ S、M、L
カラー／ブラック
素材／1.5mm クロロプレン＋合成皮革アマーラ

岩などをキャッチしても滑りにくく、
破れにくい
グリップストップ生地採用。

潜降ロープ使用時等にも配慮した
グリップストップ生地レイアウト。

水中でも硬くならない
アマーラを使用しました。

ショートDCグローブ
▶手首の動きを妨げないショート丈のグローブ。
▶ウオッチタイプダイブコンピューター装着時でも快適です。

サイズ／ S、M、L、XL
カラー／ブラック
素材／1.5mm クロロプレン＋合成皮革アマーラ

ウインターヒートグローブ
▶柔軟・伸縮性に優れたメッシュスキン素材を使用
▶高い保温性のターフ起毛の裏地で肌触りが良く着脱も容易

サイズ／Ｓ、
Ｍ、
Ｌ、
ＸＬ、
ＸＸＬ
カラー／ブラック
素材／ 3mm クロロプレン

裏地

ブーツ
▶大きいファスナーを採用。塩ガミしにくい構造になっています。

サイズ／ 23、24、25、26、27、28、29cm
カラー／ブラック（K）
素材／ 3mm クロロプレン

フード

カラー／ DF004 は下記 OPカラーから選択可。
ほかはブラック指定 ※頭囲と首囲を計り、ご注文ください。

OPカラーリスト
ホワイト

ブラック

ダークグレー

ネイビー

ロイヤル

レッド

オリーブ

シルバー

Ｋグリーン

Ｋオレンジ

Kピンク

Ｋイエロー

DF001-WJ
スタンダード

DF004
カラーバリエーション

DF005
フルフェイス

DF006
寒冷地

シグナルフロート

サイズ／1700mm
※6m ナイロンロープ標準装備

ナイフ

サビに強いフッ素加工
※ストラップ２本標準装備

スチールタンク

水中スレート

サイズ／110mm×160mm
※ペンシル２本付属

※全てのタンクに K バルブ、
プラスチックタンクブーツ付き

ドライスーツ グッズ

ネックバンド、リストバンド
アンクルウエイト

ネックバンド
リストバンド

※500g 1ヶ

ソフトウエイト
ケアグッズ
リペア

／ファスナー用ジップオイル

大型バッグで楽々収納、軽量で小回りの効くダイビングバッグ

クルーズバッグ
▶大型でメッシュバッグごと器材を収納可能
▶収納式のキャリーハンドルとスムースなホイール
▶開口部が大きく開き荷物の出し入れが容易
▶３点セットが収納可能なフルサイズのポケットを装備

サイズ／400×750×380mm
内容量 114ℓ
重量／4.0kg
生地／ナイロン

キャリーハンドルが不要のときはファスナーを閉めて内部に収容できます。

肩掛時に持ちやすいサイド
グリップを装備

キャリーハンドルは収納してフロントの持ち手を
使って肩からかけても使えます。

受託手荷物として預ける荷物をコンパクトに整理してパッキングできます。

タフなハイスペックのメッシュバッグ

メッシュバッグプロ
▶耐久性に優れたターポリン素材とハードな使用にも耐える Wメッシュ素材を
機能的にレイアウト
▶ベルトの長さが調節でき、手提げからショルダータイプまで調整可能
▶器材の出し入れが容易な大きな開口部
▶アクセサリーDリング

サイズ／ 700×360×430mm
内容量 108ℓ
生地／ターポリン、ナイロン

マスクを入れるポケットが付いてい
ます。

上部には内側メッシュポケット付き。
小物収容に便利です。

片側がフルターポリン構造で、担
いだ時ぬれにくいです。

どんなスーツも余裕で収納、丈夫なハンガー付

大切なレギュレーターをしっかり保管

スーツバッグ
▶ハンガー付きでかさばるスーツもスマートにパッケージ
▶1000×700×100mmで、どんなスーツも余裕で収納できます

サイズ／1000×700×100mm
生地／ナイロン

ウエットスーツやドライスーツをスマート
にパッケージ。

レギュレーターバッグ
▶大切なレギュレーターをしっかり保護
▶機内持込にも便利
▶ケアブックが入る専用の内ポケット付

サイズ／ 325×290×115mm
内容量 11ℓ
生地／ナイロン
カラー／ブラック（K）

すっきり収納

海 のコン ディションに合 わせて 持っていたい

スーツ
保 温のため 、または皮膚の 保 護のため、

ダイビング 時に絶 対必 要なのがスーツ。
快 適にダイビングを楽しむためにもシーズンによって 、
自分 の 体 形に合 わせたジャストフィットのスーツを選ぼう 。

ウエットスーツ
特徴
断 熱材となる気泡が内部
に独立して詰まったクロロ
プレンゴム製の生地を使
用。浸入してきた水を体熱
で保温するのが特 徴。ク
ロロプレンの表面にジャー
ジ 生 地を張った「ジャー
ジ」
、その表面を加工した
「スキン」が主に使われて
いる。
《Ｂｉｓｍ》
ではダイビングで
主に使われている３ｍｍ、
５ｍｍ、６.５ｍｍ
（ロクハン
と呼ばれているのがこれ）
を採用。潜る海域の水温
で使い分ける。

ドライスーツ
特徴
体を濡らさないよう完璧に
水をシャットアウトする生地
を採用。水温に合わせてイ
ンナーを変えることで体温
の温存をはかる。
《Ｂｉｓｍ》では保温力のあ
るクロロプレン製を採用。
さらにクロロプレンにラジ
アル加工をした堅牢性／
速乾性の高い生地も用意
している。

こんな点が良い！

こんな点が良い！

・色や柄が豊富でファッシ
ョン性に富む
・自分だけの個性あふれる
デザインが作りやすい
・ファスナーを採用するこ
とでより脱着がラクになる
・生地に伸縮性があり、身
動きがラク
・冷たい水温でもダイビン
グ後にそのままお湯に浸
かって体を温められる
・ダイビング後、水洗いが
でき、メンテナンスがしや
すい

・体が濡れないので、保温
力は圧倒的に高い
・ダイビング後の疲労度が
少ない
・保温力のあるインナーを
着用すれば寒冷地での
使用もかなり快適
・ダイビング後はさっとシャ
ワーを浴びて塩を落とす
だけで OK

スーツの選び方

シーズン／場所／ダイビングスタイルに合 わせてベストなスーツをチョイスしていきましょう♪

保温性重視の
Bismフラッグシップ

対応スペック

様々なオプション可能な
いわゆるロクハン

対応スペック

２デザイン×２種類の
生地から選べるベスト

対応スペック

速乾性重視のBismOnly
ホワイトスキン（数量限定）

対応スペック

ステッチデザインの
リーズナブルウェット

対応スペック

軽く堅牢なハイスペック
2mmラジアル
コーティング

速乾性重視のクールな
ダイレクトプリント

対応スペック

スキンベースの
リーズナブルウェット

対応スペック

カラーコーディネート
可能な３.５ｍｍの
リーズナブルドライ

脱着性重視の
ロングファスナー

対応スペック

カラーコーディネートできる
リーズナブルウェット

対応スペック

カラーコーディネート
可能な３.５ｍｍの
リーズナブルドライ

伝統あるビーイズムのフラッグシップモデル

UNISEX ティーアイ2プロ

ダブルシール
ファスナー
スキン面の二重シールに
より、ファスナーからの
水の浸入を最小限にお
さえ、保 温 性を高める
構造をバックファスナー
に採用しています。

素材：MATERIAL 表メッシュスキン / 裏Ti2
伸縮性の高いツーウェイトリコット生地に高密度の特
殊起毛加工を施し、そこへ人体適合性に優れたチタン
をスパッタリング。保温、蓄熱効果、高い伸縮性に
よるフィット効果、抗菌防臭効果に優れた素材です。

簡易防水システム（5mm ワンピースのみ対応）
オプションで手首、足
首に簡易防水加工処
理をすることができま
す。これにより、通常
のスーツより保温性が
アップします。※当社比

ワンピース

● サイズフルオーダー

カブリジャケット
＋
ロングジョン

メッシュスキン： Ti2

Ａ ／ブラック指定

フラットスキン（首）
：4NF（腕、
ふくらはぎ、腰パネル）

Ｂ ／ブラック指定
フラットスキン

C ／ブラック指定
ハイブリッドスキン )
D HS(
／ HS ホワイト（♀）
・HS レッド（ ）
※カラーは p62 ハイブリッドスキンをご覧ください

A
B
C
D
E
○
○
○
○
○
A ワンピース（フロントファスナーも可能）
○
B シーガル（フロントファスナーも可能）
○
C ロングジョン（ファスナーレス）
○
D フロントファスナージャケット（胸マーク無し）
○
E カブリジャケット（襟オリコミタイプ、左サイドファスナー）
○

ビーイズムオンリーのハイブリッドスキン採用人気モデル（数量限定）

ASX-Orca

UNISEX エーエスエックスオルカ

素材
MATERIAL 表 HYBRID SKIN
ホワイトスキンの弱点であった、汚れ、変色、硬化などを
大幅に改善したハイブリッドスキンを採用。

MATERIAL 裏 ASX
ポリエステル中空糸を起毛状にした保温性に優れた素材。
ストレッチ性、速乾性もあり、裏返して干せば瞬時に海水
をドロップアウトし、２ダイブ目は再び快適なダイビングが
可能です。

HS（ハイブリッドスキン）
Ａ ：ASX
／ HS ホワイト指定

MATERIAL SUPER NESL

B ／ブラック指定

フラットスキン：ASX
フラットスキン：スーパーネッスル

C ／ブラック指定

HS（ハイブリッドスキン）

D ／ HSレッド

※カラーは P.62 ハイブリッドスキンをご覧ください

腕、膝下に着脱性に優れたスーパー
ネッスルを採 用。しっとりとして腕
通し滑らか。ジャージ素材なので滑
りやすさは半永久的に持続します。

FUNCTION
ダブルシールファスナー
スキン面の二重シールによ
り、ファスナーからの水の
浸 入を最 小 限 におさえ、
保 温 性を高 める 構 造を
バックファスナーに採用し
ています。

WET OPTION PARTS

E
A
D
B
C
○
○
○
○
○
A ワンピース（フロントファスナーも可能）
○
B シーガル（フロントファスナーも可能）
○
C ロングジョン（ファスナーレス）
○
D フロントファスナージャケット（胸マーク無し）
○
E カブリジャケット（襟オリコミタイプ、
○
左サイドファスナー）

簡易防水システム（5mm ワンピースのみ対応）
手首・足首 本体¥3,500＋税
オプションで手首、足首
に簡易防水加工処理を
することができます。こ
れにより、通常のスーツ
より保温性がアップしま
す。※当社比

PRICE
●

既製

5mmワンピース

¥105,000＋税

5mmシーガル

¥97,000＋税

5mmロングジョン

¥79,000＋税

5mmジャケット

¥62,000＋税

● サイズフルオーダー

ワンピース／シーガル
ロングジョン／ジャケット

¥10,000＋税
¥5,000＋税

●

手足首ファスナー取り付け 一対 ¥3,000＋税

●

フロントネックファスナー取り付け ¥3,500＋税

●

フロントファスナー仕様

●

（右腕追加） ¥1,000＋税
オプションロゴ

無料

ノーマルは
バックファスナー

※写真はフロントファスナー仕様

クールなダイレクトプリントが目を引く逸品。

UNISEX エーエスエックス リュウ
素材：MATERIAL 表フラットスキン／裏 ASX
ポリエステル中空糸を起毛状にした保温性に優れた
素材。ストレッチ性、速乾性もあり、裏返して干せ
ば瞬時に海水をドロップアウトし、２ダイブ目は再
び快適なダイビングが可能です。

ダイレクトプリント
（腕・脚）
腕

脚

フラットスキン：ASX

Ａ ／ブラック指定

WJ（ダブルジャージ）

Ｂ ／J ブラック指定

C SK ジャージ：ASX
／ブラック指定

プリント部分、カラー選択可能。レッド / シルバー。

簡易防水システム（5mm ワンピースのみ対応）

B
○

C
○

D
○

E
○

B シーガル（フロントファスナーも可能）
○
C ロングジョン（ファスナーレス）
○
D フロントファスナージャケット（胸マーク無し）
○
E カブリジャケット（襟オリコミタイプ、
○

オプションで手首、足首
に簡易防水加工処理を
することができます。こ
れにより、通常のスーツ
より保温性がアップしま
す。※当社比

左サイドファスナー）

ダブルシールファスナー
スキン面の二重シールによ
り、ファスナーからの水の
浸入を最小限におさえ、保
温性を高める構造をバック
ファスナーに採用しています。

●

A
○

A ワンピース（フロントファスナーも可能）
○

サイズフルオーダー

無料

伸縮性が高いネッスルと、ロングファスナー採用で着脱性抜群モデル

UNISEX ザーラエルエフⅡ
素材：MATELIAL NESL
伸縮性が高く、着脱性に優れた素材です。着用時
はほどよいタイト感で全身をサポートし、肉体の疲
労を軽減。しっとりとした肌触りで快適なダイビン
グをご提供します。

ッスルより選択
A ネ
／ K ピンク
ッスルより選択
B ネ
／ラベンダー

ロングファスナー

両腕

両脚

脱着時のストレスフリーを追 求するためにロング
ファスナーを採 用。ファスナーからの水の浸入を
最 少 限 におさえるシール 構 造で 保 温 性を 保つ
機能を有しています。

ッスルより選択
C ネ
／ベビーピンク
※カラーは P.62 ネッスルをご覧ください。

A
B
C
D
E
○
○
○
○
○
A ワンピース（フロントファスナーも可能）
○
B シーガル（フロントファスナーも可能）
○
C ロングジョン（ファスナーレス）
○
D フロントファスナージャケット（胸マーク無し）
○
E カブリジャケット
○
（襟オリコミタイプ、左サイドファスナー）

● サイズフルオーダー

●

フロントネックファスナー取り付け

●

フロントファスナー仕様

無料

ノーマルは
バックファスナー

※写真はフロントファスナー仕様

様々なオプションに対応可能な、これぞロクハンの真骨頂

UNISEX ビクロス 65

ブラックスキン

〈スタンダードスペック〉
かぶりジャケット（5mm フード付き）
＋
ロングジョン（左肩、面ファスナー）
※両面フラットスキン
●

サイズオーダー料サービス

● スーツ生地、
バリエーション、
ファス

ナーなど様々なオプション対応可能
※写真のフロントハーフファスナーは
オプション

〈オプション例〉
● フード無しフルフロントファスナー
● フロン
トファスナー
● 片面ジャージ
● 面ファスナービーバーテール
● 手足首ファスナー
● 切り口フチゴム仕上げ
● 膝パッ
ト各種
● レール取付
※その他仕様でもリクエストベ
ースで調整いたします。詳しく
はお問い合わせください。

14 色から選べるカラーステッチ

UNISEX ビクロス シータ

素材：WJ
（ダブルジャージ）

● サイズフルオーダー

ワンピース／シーガル
ジャケット

Ａ

WJ（ダブルジャージ）
／J ブラック指定
STITCH（ステッチ）

Ｂ （ブラック、ベビーピンク、ホワイト、エ

メラルド、レッド、DKグレー、アクアブ
ルー、
オリーブ、
イエロー、
Kグリーン、
ブルー
ベリー、
Ｋピンク、ゴールド、レインボー
から選択可）／レインボー

A
○

B
○

D
○

A ワンピース
○
B シーガル
○
D フロントファスナージャケット
○
※○
D は、胸マーク無し

ステッチカラーリスト

ブラック

ベビーピンク

ホワイト

エメラルド

レッド

DKグレー

アクアブルー

オリーブ

イエロー

Kグリーン

ブルーベリー

Kピンク

ゴールド

レインボー

●

手足首ファスナー取り付け

●

フロントネックファスナー取り付け

●

フルボディーOPテープ加工

無駄を省き、耐久性とデザインの調和を追求

UNISEX ビクロス アルファ

素材：Ａブロック：スキン、
B・Cブロック：WJ（スペックⅠ）

〈スペックⅡ〉
Ａ WJ より選択／
ネイビー

WJ より選択／

Ｂ 迷彩ブルー

WJ より選択／

C スプルース

素材：Ａ・Ｂ・Ｃブロック：WJ（スペックⅡ）

〈スペックⅠ〉
Ａ ブラックスキン
Ｂ WJ より選択／ホワイト

● サイズフルオーダー

C WJ ブラック指定

ワンピース／シーガル
ジャケット

B パネルのみ迷彩柄選択出来ます。

迷彩ブラック

迷彩グレー

迷彩ブルー
迷彩柄指定料金￥3,000＋税
※カラーは P.62 ダブルジャージをご覧ください

A
○

B
○

D
○

A ワンピース
○
B シーガル
○
D フロントファスナー
○
ジャケット（胸マーク無し）

※写真は
シーガル仕様

●

手足首ファスナー取り付け

●

フロントネックファスナー取り付け

●

フルボディーOPテープ加工

個性豊かにカラーアレンジ自分らしさをスマートに着こなす

UNISEX ビクロス ベータ

素材：Ａブロック：スキン、
B・Cブロック：WJ（スペックⅠ）

〈スペックⅡ〉
Ａ WJ より選択／
K オレンジ

WJ より選択／

Ｂ K レモン

WJ より選択／

C K レッド

素材：Ａ・Ｂ・Ｃブロック：WJ（スペックⅡ）

〈スペックⅠ〉
Ａ ブラックスキン
Ｂ WJより選択 / シルバー
C WJ ブラック指定

● サイズフルオーダー

ワンピース／シーガル
ジャケット

B パネルのみ迷彩柄選択出来ます。

迷彩ブラック

迷彩グレー

迷彩ブルー
迷彩柄指定料金￥3,000＋税
※カラーは P.62 ダブルジャージをご覧ください

A
○

B
○

D
○

A ワンピース
○
B シーガル
○
D フロントファスナー
○
ジャケット（胸マーク無し）

●

手足首ファスナー取り付け

●

フロントネックファスナー取り付け

●

フルボディーOPテープ加工

ショートベストとロングベスト、
２デザイン×2生地から選べるフードベスト
※フードなし選択可能

UNISEX ベスト
素材：MATERIAL メッシュスキン／
Ti2（保温性重視）
伸縮性の高いツーウェイトリコット生地に高密度の特殊起毛
加工を施し、そこへ人体適合性に優れたチタンをスパッタリ
ング。保温、蓄熱効果、高い 伸 縮 性によるフィット効果、
抗菌防臭効果に優れた素材です。

素材：MATERIAL フラットスキン／
ASX（速乾性重視）
ポリエステル中空糸を起毛状にした保温性に優
れた素材。ストレッチ性、速乾性もあり、裏返
して干せば瞬時に海水をドロップアウトし、２
ダイブ目は再び快適なダイビングが可能です。
オモテ生地
DR-ラバー

ウラ生地[ ASX ]
《ポリエステル
中空糸》

ショートベスト、ロングベスト共通

● サイズフルオーダー

ロングベスト背面

フロントファスナー
ロングベスト
※写真は T i 2
（ASXも可能）

面ファスナー
ショートベスト
※写真はＡＳＸ
（T i 2も可能）

単位：cm

温熱、保温、抗菌消臭効果、そして高い伸縮性。
さらにＵＶカット99％以上の万能インナー

UNISEX インナーウェア
ウェットスーツ／ドライスーツの両方のインナーとして使用可能。またスノーケ
リングや水遊びのウェアとしても最適。さらに冬場のアウトドアでも保温性を
発揮する万能型です。

素材：
MATERIAL Ti2
伸縮性の高いツーウェイトリコット生
地に高密度の特殊起毛加工を施し、
そこへ人体適合性に優れたチタンを
スパッタリング。保 温、蓄 熱 効 果、
高い伸縮性によるフィット効果、抗
菌防臭効果に優れた素材です。

ロングタッパー

ショートタッパー

ショートパンツ

ロングパンツ

オールマイティに使えるシンプルさとバックに入るロゴがアクセント

UNISEX クルーコート
身体を冷えから守る、ウエットスーツ素材でできたコートです。船上で水しぶ
きや風からダイバーを守り、保温効果抜群。

カラー／ブラック

単位：cm

４回コートの２mmラジアル素材採用。耐久性に優れたプロユースモデル

UNISEX ディーピー2プロ アール 4
耐久性に優れた 2 ㎜ラジアルは軽く堅牢で、ウェイト軽減にも繋がり動きやすい、
ハイスペックなドライスーツです。

素材
MATERIAL
4COATING 2mm RADIAL
耐久性に優れ、ハードユースに
最高のパフォーマンスを発揮す
るラジアル素材。比類なき堅
牢性を備えながら、
さらに 機 動 性アッ
プを目指し、２mm
DR-ラバー
のラジアル素材を
採用。

4CRD加工
オモテ生地
[ST ]
《ナイロン》

SH ラバー

D

●

サイズフルオーダー

MATERIAL
Outlast

■ アウトラスト機能

NASA の為に開発された素
材で、
生地自体が “温度調整”
をします。人が快 適に思う肌表面温度
32 ±1 に調整をする機能を持ってい
ます。
● 暑いとき：余分な熱を吸収・蓄熱して
肌の表面温度を下げます。
● 寒いとき：蓄えていた熱を放出して肌
の表面温度を上げます。

２mm ラジアル：アウトラスト

Ａ ／ブラック指定

２mm ラジアル：アウトラスト

B ／ブラック

■

パネルカラー選択
オレンジ

ブルー

イエロー ブラック

レッド

吸湿拡散機能

水を点ではなく、面で吸収し早く気化させ速
乾性に優れているのでドライで快適な状
態をキープします。
■

消臭効果機能

汗のにおい・水濡れによる蒸れた匂いな
ど消臭します。

Ｃ テープ：ブラック
RDテープ選択
オレンジ

ブルー

イエロー ブラック

アウトラスト製品使用上の注意

レッド

●初めに着用した際には、
アウトラストの吸
熱機能が働き、
冷たく感じる事があります。

D テープ：ブラック指定

●アウトラストは初めに熱を与える事により
蓄熱・放熱機能がより効果的に働きます。

※カラーは P.63 ラジアルをご覧ください

●アウトラストは発熱素材では無く、
快適温
度を維持しようとする温度調整素材です。
また快適温度には個人差があります。

VALVE
●

給気バルブ

T- バルブ

カブラー接続部が360度回転するので、中
圧ホースは左右どちらからでも自然な状態で
ジョイントできます。
●

排気バルブ

T- バルブ

スーツ内の余剰エアーを設定以上になると
自動的に排気するオート排気バルブ。設定
圧の調整も可。

ドライスーツ用リストバルブ

※ロック機構付き

確実なロック機構を持つ、補助バ
ルブです。浮力調整への負担を軽
減します。使 用目的の１つとして、
カメラ撮影時にロックすることで、
泡を巻き込みません。
※取付けは左手首となっています。右
手首ご希望の方はご指定下さい。

ボディラインを美しく見せる。FREP 思想に基づく製品

UNISEX ディーピーキャパ
FREP思想に基づいて開発。ボディを美しくスマートに演出。素材は３.５ｍｍジャ
ージを採用しておりメインとラインのカラーコーディネートを楽しめます。好みの
配色で個性を演出。

ドライスーツ用リストバルブ

※ロック機構付き

確実なロック機構を持つ、補助バ
ルブです。浮力調整への負担を軽
減します。使 用目的の１つとして、
カメラ撮影時にロックすることで、
泡を巻き込みません。
※取付けは左手首となっています。右
手首ご希望の方はご指定下さい。

WJ（ダブルジャージ）

Ａ ／ブラック

B WJ（ダブルジャージ）

／レッド
WJ（ダブルジャージ）

C ／ホワイト

※カラーは P.63 ダブルジャージをご覧ください

●

サイズフルオーダー

フード３ｍｍＷＪブラック
（DF001-WJ）
サービス

●

VALVE
●

給気バルブ

T- バルブ

カブラー接 続 部が360度回転するの
で、中圧ホースは左右どちらからでも
自然な状態でジョイントできます。
●

排気バルブ

T- バルブ

スーツ内の余剰エアーを設定以上にな
ると自動的に排気するオート排気バル
ブ。設定圧の調整も可。

スマートなボディを演出。カラーで個性を引き立てる

UNISEX ディーピーファイン
スマートなボディのおしゃれなデザイン。素材は３.５ｍｍジャージを採用しておりメイン
とラインのカラーコーディネートを楽しめます。

ドライスーツ用リストバルブ

※ロック機構付き

確実なロック機構を持つ、補助バ
ルブです。浮力調整への負担を軽
減します。使 用目的の１つとして、
カメラ撮影時にロックすることで、
泡を巻き込みません。
※取付けは左手首となっています。右
手首ご希望の方はご指定下さい。

WJ（ダブルジャージ）

Ａ ／パウダー

WJ（ダブルジャージ）

B ／シルバー

WJ（ダブルジャージ）

C ／ K ピンク

※カラーは P.63 ダブルジャージをご覧ください

●

サイズフルオーダー

フード３ｍｍＷＪブラック
（DF001-WJ）
サービス

●

VALVE
●

給気バルブ

T- バルブ

カブラー接 続 部が360度回転するの
で、中圧ホースは左右どちらからでも
自然な状態でジョイントできます。
●

排気バルブ

T- バルブ

スーツ内の余剰エアーを設定以上にな
ると自動的に排気するオート排気バル
ブ。設定圧の調整も可。

ウェットもドライもBismはサイズが豊富
ジャストサイズが見つかります！
スーツは自分のサイズにぴったり合ったものが保温力アップの決め手となり、
サイズフルオーダーがお薦めですが、Ｂｉｓｍは既製サイズも豊富に設定していますので、
ご自分に合ったスーツがきっと見つけられるでしょう。
カラーバリエーションも豊富に設定、オンリーワンのスーツを作って、
ダイビングライフをより楽しく、より快適にお過ごしください。

●ネッスル
（NESL）
※Zara-LFⅡ

●ダブルジャージ
（WJ）
※BCROS

●昇華転写※BCROS Bパネルのみ

ホワイト

ブラック

ダークグレー

SKグレー

ホワイト

ブラック

ダークグレー

ネイビー

ネイビー

ロイヤル

アイスブルー

ラベンダー

ロイヤル

パウダー

レッド

ベビーピンク

レッド

ベビーピンク

オレンジ

イエロージャケット

ワイン

グリーン

スプルース

エッグイエロー

ライム

ピスタチオ

ターコイズ

バイオレット

ブラウン

シルバー

Kグリーン

Kオレンジ

K ピンク

Kイエロー

Kグリーン

Kオレンジ

Kレッド

Kレモン

迷彩ブラック

迷彩グレー

迷彩ブルー

※昇華転写指定料 ￥3,000＋税

Kピンク

●ハイブリッドスキン（HS）※Ti2-PRO,ASX-Orca
HSホワイト

HSブルー

HSレッド

HSカーキ

※Ti2-PRO／ASX-Orca／ASX-RYUにのみ対応

簡易防水システム
オプションで手首、足首に
簡易防水加工処理をする
ことができます。これによ
り、通常のスーツより保温
性がアップします。
※当社比

ウエットスーツオーダーに際してのチャージ
●サイズフルオーダー

●手足首ファスナー取り付け

ワンピース／シーガル

Bism

ジャケット／ロングジョン

BCROS

ベスト

※特大サイズは 10％〜の割増料金となります。
（バスト110 cm〜、
ウエスト110 cm〜、
ヒップ 110 cm〜）
●フロントファスナー仕様
（Bismのみ）
●フロントネックファスナー取り付け
●オプションロゴ
（Bismのみ） 1 カ所
（右腕部のみ）

※Bism、BCROS 共通

無料

※左腕は標準

●BCROS フルボディーOPテープ加工
●キャンセル料
（注文翌日午後以降のキャンセル）
●カラーオーダー

無料

●2mm ラジアル 4 回コート／ Outlast ※DP2-PRO R4
ブラック

ブルー

イエロー

オレンジ

ドライスーツ用リストバルブ

レッド

※ロック機構付き

●ダブルジャージ（WJ）※DP-Capa,DP-Fine
ブラック

ダークグレー

SKグレー

ロイヤル

パウダー

レッド

オリーブ

ネイビー

ワイン

イエロー

ブラウン

ホワイト

ディープブルー

アイスブルー

シルバー

Kグリーン

Kオレンジ

Kピンク

確実なロック機構を持つ、補助バ
ルブです。浮力調整への負担を軽
減します。使 用目的の１つとして、
カメラ撮影時にロックすることで、
泡を巻き込みません。
※取付けは左手首となっています。右
手首ご希望の方はご指定下さい。

防水設計
手首にSLIP SK
INを使用。
DP2P R O R 4には首
にもB L AC K S
L I P S K I Nを使
用。生 地 表 面を
肌が滑り、
手首・
首を容易に通せ
ます。

サスペンダー

（標準装備）

上半身を脱いだ
状態で休憩する
ときに便利なサ
スペンダーです。

ドライブーツ
脱着を容易にす
る、キックスタン
ドがついていま
す。

リストバンド（装着時）
ロゴマークを外側
にし、サ イズ 調
整 をし 面ファス
ナーでとめます。
リストバンドを装
着することによ
り、高いシール性が得られます（別売）
。

ネックバンド

（使用方法）

ロゴマークを外側
にし、サイズ調整
をして面ファスナー
でとめます（別売）。

ネックバンド
（装着時）

ネックシールの外
側からの装着で、
高いシール性が
得られます（別
売）
。

●給気バルブ
T- バルブ

カブラー接続部
が360度回転す
るので、中圧ホー
スは左 右どちら
からでも自然な
状態でジョイントできます。

●排気バルブ
T- バルブ

スーツ内の余剰
エアーを設定以
上になると自動
的 に 排 気 する
オート排気バル
ブ。設定圧の調整も可。

ドライスーツオーダーに際してのチャージ ※特大サイズは 10％〜の割増料金となります。
（バスト110cm〜、
ウエスト110cm〜、
ヒップ 110cm〜）
●サイズフルオーダー
●オプションロゴ
（Bism のみ）
１カ所
（右腕部のみ）
※左腕は標準

●サイズ１カ所修正
●キャンセル料
（注文翌日午後以降のキャンセル）

●カラーオーダー
●手首、首、ブーツサイズオーダー

無料
無料

◆ 会社沿革
1986 年 8 月 ブリヂストンフローテック株式会社スクーバダイビング事業開始

それは、安全への信頼を得る為の開発姿勢。

1988 年 8 月 ダブルスイベルのレギュレーター「K1000」

そして、夢を追うことを忘れない遊び心を持った精神。
それは、信頼の技術力による安全性の飽くなき追求と

残圧計と水深計を一体化させたゲージ「K2000」を発売開始
1988 年 8 月 スクーバダイビングトレーニングセンター「Skill up studio THE101」オープン
1991 年 8 月 手元のボタンで給排気が出来るコンビネーションバルブ搭載 BC ジャケット
「JS300」発売開始、グッドデザイン賞受賞

斬新な発想による進化の形の表現。

1995 年 7 月 世界初腕時計サイズのダイブコンピューター「DIVE DEMO」発売開始、

It's the quest for reliability and the pursuit fantasy.

グッドデザイン賞受賞

It's safety through technology and evolution through originality.

8 月 BC ジャケット「JK510」グッドデザイン賞受賞
1997 年 6 月 画面の中をイルカが泳ぐかわいいダイブコンピューター「Dive Beans」発売開始
10 月 世界で唯一セカンドボディーまでフルチタンのレギュレーター「RX700Ti」発売開始

革新的な高品質の製品を生み出し人々の夢と感動を実現すること

1999 年 4 月 株式会社ビーイズム設立（ブリヂストンフローテック株式会社より分離独立）
フルチタンボディー、ナイトロックス搭載のダイブコンピューター

これが私たちの理念です。

新しい事業への挑戦

「DIVE DEMO Optimus」発売開始
2001 年 8 月 株式会社ビーイズム 名古屋支店設立
Toi Technical Center 設立
2002 年 1 月 株式会社ビーイズム 京都営業所設立（関西営業所）
3 月 Titanium Regulator NELEUS（ネレウス）シリーズ発売開始
弾性係留索「MOORTIGHT」発売開始（伊東サンライズマリーナに設置）
2003 年 1 月 Toi Technical Center 移転。開発、試験、製造、物流、アフターサービスを 一括管理、
600 坪の新工場
2006 年 3 月 H.f.s フロート構造（PAT）採用” 優しく 包み込む” B.C.Jacket 発売開始
2008 年 8 月 ダイブコンピューター「Dive Beans Duo」発売開始
2010 年 3 月 スパイラルフロー EX 搭載レギュレーター「RX3010」発売開始
最軽量クラスの低水温（4℃）対応ファーストステージを NELEUS シリーズに採用
4 月 品質マネジメントシステム「ISO9001」認証取得
2014 年 5 月 チタンボディとソーラーバッテリーのダイブコンピューター「DIVE DEMO SOLIS」
発売開始、グッドデザイン賞受賞

◆ 事業内容

スクーバダイビング用品の企画、開発、製造、販売
■ チタンレギュレーターをはじめとした高機能レギュレーター「NELEUS」、BC ジャケット、ゲー
ジ類
■ 腕時計サイズのダイブコンピューター「DIVEDEMO SOLIS」「Dive Beans Duo」「DIVE GRANDE」
■ 新素材をふんだんに盛り込んだ機能的最新デザインのウエットスーツ、ドライスーツ
■ マスク、シュノーケル、フィン等の軽器材類
■ メッシュバッグ、キャリーバッグ他、関連商品

ＡＮＳＴI：レギュレーターの呼吸抵抗値を最適化
ビーイズムではレギュレーター
開 発、お よ び 品 質 管 理 の 為、
ＡＮＳＴＩマシーンを導入して
います。これにより、レギュレー
ターの呼吸抵抗値を視覚化し、
よりよい製品つくりに活用して
います。

品質マネジメントシステム
「ISO9001」認証取得。
認証証明書番号
02379-2010-AQ-KOB-RvA

弾性係留索「MOORTIGHT」の製造、販売
■ マリーナの桟橋に、養殖イケス、浮標、消波堤、浮き
魚礁など多様な用途の係留、碇係
■ しなやかで強靱、ローコストな弾性係留索

◆ Bism 環境への取り組み
弊社はNPO法人《ドルフィンズ・パシフィック》がパラオ共和国で行なっている「環境教育活動」をサポート
しています。地球温暖化対策だけでなく、海洋環境の保全や生物多様性の保全に繋がっていくことを目指して
います。この活動の中では、ダイバーが実際に目にする事が可能なサンゴやシャコガイを増やしていく活動を
行っています。
※パラオ《ドルフィンズ・パシフィック》では、Bism の器材が使用されています。

Dolphins Paciﬁc（ドルフィンズ・パシフィック）
パラオ共和国に設立された、イルカの能力の研究ならびに、イルカやパラオの自然環境を通して、生命の尊
さや自然の大切さを伝えることを目指す非営利法人。パラオの大自然に囲まれた施設でイルカとのふれあい
体験やスクーバダイビングができます。

株式会社ビーイズム

〒103-0004 東京都中央区東日本橋 3-6-１８ NF ビル 5F
TEL.03-5640-8126（代表） FAX.03-5640-8131
http://www.bism.co.jp
E-mail info@bism.co.jp

