
  



概要

警告警告警告警告 3333 スーツの着用スーツの着用スーツの着用スーツの着用 7777

メディカル アドバイスメディカル アドバイスメディカル アドバイスメディカル アドバイス 3333 スーツを脱ぐスーツを脱ぐスーツを脱ぐスーツを脱ぐ 7777

スーツ名称・認証スーツ名称・認証スーツ名称・認証スーツ名称・認証 4444 クリーニング＆手入れクリーニング＆手入れクリーニング＆手入れクリーニング＆手入れ 8888

スーツ材質・特性スーツ材質・特性スーツ材質・特性スーツ材質・特性 4444 保管方法保管方法保管方法保管方法 8888

互換性互換性互換性互換性 5555 メンテナンスメンテナンスメンテナンスメンテナンス 9999

適合性適合性適合性適合性 5555 定期検査定期検査定期検査定期検査 9999

チューブアセンブリーチューブアセンブリーチューブアセンブリーチューブアセンブリー 5555 修理修理修理修理 9999

バルブバルブバルブバルブ 5555 スーツの改造スーツの改造スーツの改造スーツの改造 9999

スーツサイズの選び方スーツサイズの選び方スーツサイズの選び方スーツサイズの選び方 6666 スーツの廃棄処分スーツの廃棄処分スーツの廃棄処分スーツの廃棄処分 9999

対応サイズ表対応サイズ表対応サイズ表対応サイズ表 6666 リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル 9999

アクセサリー（個別品番）アクセサリー（個別品番）アクセサリー（個別品番）アクセサリー（個別品番） 6666 製造者製造者製造者製造者 10101010

コンポーネントコンポーネントコンポーネントコンポーネント 6666 製品保証製品保証製品保証製品保証 10101010

事前確認事項事前確認事項事前確認事項事前確認事項 7777 原産国法の適用原産国法の適用原産国法の適用原産国法の適用 10101010

バルブの締付手順バルブの締付手順バルブの締付手順バルブの締付手順 111111112 （重要！！）（重要！！）（重要！！）（重要！！）



警告

お願い：　アクアサーム　ホットウォータースーツの

ご使用前に必ず当取扱説明書を熟読してください。

注意：　当スーツの使用においては、専門知識を

有する方、或いは、使用を認定されたダイバーの

監督下での使用に限定してください。

浮力：　当スーツは浮力体として設計されて

おりません。深度が深くなるにつれ、

アクアサームスーツの浮力は減少します。

メディカル アドバイス

アレルギー：　稀にネオプレンラバー、ラテックス

素材に対してアレルギー反応が生じる事が起こり

得ます。

スーツの使用中、発疹などの症状が現れたら

即座に使用を中止し、医師の診察を受けて

ください。

やけど：　ほぼ起こり得ない程、稀ですが注意が

必要です。

やけどのリスクを最小限に抑える為、肌が直接

触れない様、ホットウォータースーツの中に

肌着を着用する事が好ましいです。

作業時間：　アクアサームの使用中、予定よりも

作業量が増加する場合は、高体温症に細心の

注意を払い、素早く対応してください。3



スーツ名称・認証

アクアサーム　作業潜水用ホットウォータースーツ

当スーツは、CE規格である EN14225-3:2005に適合済です。

スーツ材質

2.5mm圧縮ネオプレン。（縮み防止加工）

強固な３本糸にて縫製部補強。

速乾、及び補強目的でジャージに樹脂を浸透。

特性

・ネックの取り回しに優れている

・立体形成された膝、肩パッド

・オフセットジッパー

・取外し/再利用が可能なホットウォーター吸水バルブ

・リスト/アンクルベルクロ

・補強加工済カーゴポケット２か所

・人間工学に基づいた腕・脚の形状を採用

・接着加工、すくい縫い

・内部補強、及びシール部シーム加工済
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互換性

アクアサームは全ての作業潜水用ホットウォーター供給システム、

及び作業潜水ハーネスとの互換性を備えております。

サイズが合う限り、アクアサームは男性、女性共に着用可能です。

適合性

アクアサームは作業潜水用ホットウォーター供給システムへ

接続するホットウォータースーツとして、設計された製品です。

スーツは使用環境温度が、２℃～２０℃の範囲内での使用を

想定し、設計された製品です。

チューブアセンブリー

流れが継続して循環する事、そしてチューブ内径が業界基準よりも

倍大きいため、スーツ全体への流量効率に優れ、１分間あたり

最大でおよそ45Literものホットウォーターを送る事ができます。

バルブ

繰り返し再利用でき、また取付、取外しも容易に行えるため　

メンテナンスの作業性に優れています。

スーツから排水  スーツへ給水

（時計回り）（時計回り）（時計回り）（時計回り）  （反時計回り） （反時計回り） （反時計回り） （反時計回り）
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スーツサイズの選び方

スーツには腕、及び背中内側の個別管理番号が記載された

箇所にサイズ表記があります。

スーツを使用される方の身長、胸囲を基に下記の対応

サイズ表から、最も近いサイズをお選びください。

対応サイズ表

品番 サイズ

JP014 アクアサームHWスーツ S

JP000 アクアサームHWスーツ M

JP001 アクアサームHWスーツ MT

JP002 アクアサームHWスーツ ML

JP003 アクアサームHWスーツ L

JP004 アクアサームHWスーツ LT

JP005 アクアサームHWスーツ XL

JP006 アクアサームHWスーツ XLT

JP007 アクアサームHWスーツ 2XL

JP008 アクアサームHWスーツ 2XLT

JP009 アクアサームHWスーツ 3XL

アクセサリー（個別品番）

品番 名称

JP010 アクアサーム用 チュービングパック

JP011 アクアサーム用 バルブ

JP012 アクアサーム用 スパナー

JP013 アクアサーム用 穴あけ工具

コンポーネント

ネオプレン製ホットウォータースーツ

取扱説明書

190 - 195cm 112 - 117cm

190 - 195cm 117 - 122cm

112 - 117cm

195 - 201cm 117 - 122cm

175 - 180cm

180 - 185cm

胸囲

92 - 97cm

97 - 101cm

97 - 101cm

101 - 107cm

107 - 112cm

身長

165 - 170cm

170 - 175cm

175 - 180cm
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事前確認事項

[使用前テスト]

・ジッパーが問題無く、スムーズに開閉できる事を

確認してください。

・バルブが緩みなくスーツにしっかりと

取付出来ている事を確認してください。

・潜水前に最大量まで給水を行い、機能に

問題が無い事を毎回確認する事を推奨します。

[潜水前テスト]

・スーツには使用中の摩耗や損傷が起きてない

事を確認してください。

・スーツに泥・砂、及びその他汚れの付着が

無い事を確認してください。

汚れが付着した状態で放置するとスーツ

劣化の原因になります。

・次項のクリーニング＆手入れに関する説明を

参考にスーツの手入れを行ってください。

スーツの着用

１．普段からスーツを大事に取扱してください。

２．フロントジッパーを開き、足から腰にスーツを通します。

３．腕を通し、フロントジッパーを閉じます。

スーツを脱ぐ

１．スーツ着用と反対の手順になります。

２．フロントジッパーを開き、腕から脱いでいきます。

３．スーツを腰の位置まで下げ、足を出します。
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クリーニング＆手入れ 保管方法

使用後は毎回必ず、 濯ぎ洗い後は、角の

常温真水にて丁寧に 無い形状のハンガーを

洗浄してください。 使いスーツを吊るして

ください。

直射日光を避け、

日陰にて自然乾燥 湿気の残るネオプレン

させてください。 スーツを畳んだ状態での

長期保管はおやめ

ください。

時には中性洗剤にて、

水洗いしてください。

適切な保管を怠った

場合、ネオプレン

ジッパーには、定期的に スーツにはしわが

シリコンスプレーを 発生する事があります。

塗布してください。

＊無溶剤タイプのスプレーをご使用ください。

溶剤入りスプレーはスーツ生地、ジッパー劣化の原因になります！

注意事項 軽油等オイルの付着

潜水環境によっては

油分が付着する事が

起こり得ます。

油分が付着すると

スーツの寿命に大きな

手洗いにて洗浄してください！ 影響を及ぼします。

軽油、その他油分は

スーツを劣化させ、

弊社の製品保証も

無効となります。

アイロンがけを行わないでください！

常温真水にて十分に

濯ぎ洗いする事で

劣化の進行を最低限

まで軽減させる事が

可能です。

ドライクリーニングは行わないでください！

8



メンテナンス 定期検査

スーツのメンテナンス スーツの点検は責任者に

本書記載のクリーニング＆手入れ、 よって、潜水前には毎回

及び確認事項説明欄の記載内容を 必ず行ってください。

守ってください。

スーツをある一定期間以上

バルブ/循環チューブのメンテナンス 使用せず、保管してた場合、

定期的にバルブとチューブ内に 試着・使用前に必ず全体

真水を通して、しっかりと洗浄 確認を行い、チューブのフロー

してください。 試験も行ってください。

尚、このメンテナンスの為、
修理

バルブをスーツから取外す スーツの簡易修理であれば

必要はありません。 有識者によって、良質の

素材を選択する事で可能です。

スーツの廃棄処分

長期使用により製品寿命を
スーツの改造

終えたスーツを廃棄する際は、 いかなる理由においても

必ず各都道府県、市町村の メーカー承認無しに、無断で

法令に遵守して、環境に 製品改造する事を禁止します。

優しい手段で廃棄処分を

行ってください。
リサイクル

バルブは容易に

もし、化学薬品等に汚染された 取外しできるため

スーツを廃棄する場合は、 再利用が可能です！

専門知識を有する業者の

助言を受け、適切な手段で

廃棄してください。

廃棄処分前にスーツを

事前に半分にカットして

おくと、より安全に処分を

行えます。

これはアクアサーム

ホットウォータースーツに

のみ備える特性です。

製品寿命を終えたスーツの

一部を再利用する事は、

環境面において優れている

だけでなく、次回製品購入時の

費用削減に繋がります。9



製造者 販売代理店

O'Three Ltd. 丸栄貿易株式会社

Ospray Quay 〒532-0011大阪市淀川区

Portland, 西中島5丁目11-19

Dorset UK キムラビル5階

DT5 1BL TEL: 06-6390-1717

FAX: 06-6390-3055

E-mail: marueitrading@fol.hi-ho.ne.jp

製品保証

アクアサーム ホットウォータースーツは、ご購入日から万一１年以内に、

素材・製造工程による、品質上不具合と判断できる事例が発生した

場合に限り、スーツの無償修理、もしくは無償交換を保証致します。

原産国法の適用

アクアサーム ホットウォータースーツの購入店、及びスーツの使用地域に

関係なく、保証請求、製造物責任は英国法のみが適用されます。
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