MIFLEX ホース ＆ レギュレーター用アクセサリー
MIFLEX エクストリームホース
ダイビングをより多彩に。 カラフルなエクストリームのホースは圧力をかけても
柔軟性に富んでいて従来のホースよりも 60％も軽く、 破裂圧力も 2 倍、 そして
寿命も 3 倍、 更に摩擦に強いコーティング加工が施されハイ
スペックを誇ります。
また３０種ものテストを行い安全性も実証されています。
柔軟かつ軽量 ・ 高耐久性に優れたホースはテクニカルダイビ
ングのコンフィグレーションを変える可能性のあるホースです。
[MU-5822] MIFLEXｲﾝﾌﾚｰﾀｰBC/ﾄﾞﾗｲﾎｰｽ 75cm

[MU-6414] MIFLEX LPﾎｰｽ 60cm

￥ ８，0００

ｵｽ 3/8 - ﾒｽ 9/16

：ＢＫ

：BL

：ＹＬ

：BK

：MEＹＬ

[MU-5817] MIFLEX LPﾎｰｽ 71cm

￥ ８，0００

ｵｽ 3/8 - ﾒｽ 9/16

：BL

￥ ８，0００

：BK

：ｶｰﾎﾞﾝ

：RD

：MEYL

ｵｽ 3/8 - ﾒｽ STDｶﾌﾟﾗｰ

：ＢＫ

：BL

：WT

：PK

：GR

：BK

：ＹＬ

：MEＹＬ

：RD

：WT

：PK

：GR

：PU

ｵｽ 3/8 - ｵｽ 3/8

：ＹＬ

￥ ８，６００

：MEＹＬ

：RD

：WT

：PK

：GR

：PU

ｵｽ 3/8 - ｵｽ 3/8

：BK

：ｶｰﾎﾞﾝ

：BL

：RD

：WT

￥ ９，０００

（税込 ￥ ９，０３０）

：PK

：GR

：PU

：GR

￥ ９，0００

：PU

（税込 ￥ ９，４５０）
：BK

￥ 10，0００（税込 ￥ 10，50０）
：BK

ｵｽ 7/16 - ﾒｽ 7/16

￥ 11，0００（税込 ￥ 11，55０）

( 通常のホースとの比較）

：BK

[MU-5827] MIFLEX HPﾎｰｽ 80cm

（税込 ￥ ９，４５０）

ｵｽ 7/16 - ﾒｽ 7/16

：BK

[MU-5828] MIFLEX HPﾎｰｽ 110cm

（税込 ￥ １０，０８０）
：BK

￥ 13，0００（税込 ￥ １3，650）

：BL

[MU-5821] MIFLEXｲﾝﾌﾚｰﾀｰBC/ﾄﾞﾗｲﾎｰｽ 71cm

￥ ９，６００

：PK

[MU-5826] MIFLEX HPﾎｰｽ 15cm

（税込 ￥ ９，０３０）

：BK

ｵｽ 3/8 - ﾒｽ STDｶﾌﾟﾗｰ

（税込 ￥ １１，０２５）

：WT

MIFLEX エクストリームHi+ HPホース

[MU-6252] MIFLEX ｲﾝﾌﾚｰﾀｰBCﾎｰｽ 65cm
ｵｽ 3/8 - ﾒｽ STDｶﾌﾟﾗｰ

：RD

MIFLEX社製、圧力をかけていても柔軟性に富んだHPホース。従来のラバーホース
より細くソフトなため機材にホールドしやすく邪魔になりません。
耐久性にも富んでおりテストによる限界圧力は2000barを超えます。（通常ＨＰ圧力は
180～230bar）さらに摩擦に強いコーティング加工を施しており、全てのＨＰホース根
元にプロテクターが付いています。

[MU-5823] MIFLEX ｲﾝﾌﾚｰﾀｰBCﾎｰｽ 60cm

￥ ８，６００

￥ １０，５００

：BL

（リブリーザーなどに使用）

：BK

ｵｽ 3/8 - ﾒｽ STDｶﾌﾟﾗｰ

：BL

[MU-5825] MIFLEX ｵｽ×ｵｽ LPﾎｰｽ 42cm

[MU-5820] MIFLEXｲﾝﾌﾚｰﾀｰBCﾎｰｽ 56cm
ｵｽ 3/8 - ﾒｽ STDｶﾌﾟﾗｰ

：PU

（税込 ￥ １０，５００）

（リブリーザーなどに使用）

￥ 1５，８００ （税込 ￥ 1６，５９０）
：BL

：GR

[MU-5824] MIFLEX ｵｽ×ｵｽ LPﾎｰｽ 28cm

[MU-5819] MIFLEX LPﾎｰｽ 210cm
：ＢＫ

￥ １０，０００

ｵｽ 3/8 - ﾒｽ STDｶﾌﾟﾗｰ

：PU

（税込 ￥ ８，７１５）

：ｶｰﾎﾞﾝ

ｵｽ 3/8 - ﾒｽ 9/16

：PK

[MU-6255] MIFLEXｲﾝﾌﾚｰﾀｰBC/ﾄﾞﾗｲﾎｰｽ 90cm
（税込 ￥ ８，４0０）

￥ ８，３００

：WT

：BK

[MU-5818] MIFLEX LPﾎｰｽ 90cm
ｵｽ 3/8 - ﾒｽ 9/16

：RD

：YL

[MU-6008] MIFLEX LPﾎｰｽ 75cm
ｵｽ 3/8 - ﾒｽ 9/16

：BL

（税込 ￥ １０，２９０）

[MU-6254] MIFLEXｲﾝﾌﾚｰﾀｰBC/ﾄﾞﾗｲﾎｰｽ 81cm

（税込 ￥ ８，４0０）
：BK

￥ ９，８００

ｵｽ 3/8 - ﾒｽ STDｶﾌﾟﾗｰ

（税込 ￥ ８，４0０）

ｵｽ 7/16 - ﾒｽ 7/16

￥ 13，８００（税込 ￥ １4，49０）
：BK

：BL

参考サイズ
・ﾉｰﾏﾙﾚｷﾞｭﾚｰﾀｰ / ７１ cm ～

・ｵｸﾄﾊﾟｽ / ９０ cm

・ﾉｰﾏﾙｲﾝﾌﾚｰﾀｰ / ５６ cm ～

・ﾄﾞﾗｲﾎｰｽ / ７１ cm ～

・ﾃﾞｭｱﾙ４８cmｲﾝﾌﾚｰﾀｰ / ７５ cm

・ﾉｰﾏﾙＨＰﾎｰｽ / ８０ cm

・ APDｲﾝｽﾋﾟﾚｰｼｮﾝ用 / １１０ cm

レギュレーター用アクセサリー

MU-5493

MU-5494

MU-5495

MU-5496

MU-5498

MU-5497

MU-5613

MU-5614

MU-5615

[MU-5493] LPｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ ｵｽ1/2 - ﾒｽ3/8
HO-0401 ￥ 2，0００（税込 ￥ 2，10０）

[MU-5496] HPｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ ｵｽ3/8 - ﾒｽ7/16
[MU-5613] LPｼﾞｮｲﾝﾄｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ ｴｱｿｰｽ用 ｵｽ 9/16
HO-0101 ￥ 5，0００（税込 ￥ 5，250）
HO-0407 ￥ 2，0００（税込 ￥ 2，10０）

[MU-5494] LPｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ ｵｽ3/8 - ﾒｽ1/2
HO-0403 ￥ 2，0００（税込 ￥ 2，10０）

[MU-5498] HPｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ ｵｽ7/16 - ﾒｽ7/16
[MU-5614] LPｼﾞｮｲﾝﾄｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ ｴｱⅡ用 ｵｽ 9/16
HO-0411 ￥ 2，0００（税込 ￥ 2，10０）
HO-0102 ￥ 5，5００（税込 ￥ 5，775）

[MU-5495] LPｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ ｵｽ7/16 - ﾒｽ3/8
HO-0405 ￥ 2，0００（税込 ￥ 2，10０）

[MU-5497] LPｼﾞｮｲﾝﾄｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ ｵｽ9/16 - ﾒｽ3/8 [MU-5615] LPｼﾞｮｲﾝﾄｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ ＳＴＤ用 ｵｽ 9/16
HO-0409 ￥ 2，0００（税込 ￥ 2，10０）
HO-0103 ￥ 5，0００（税込 ￥ 5，25０）

オーバーホール同時交換ホース料金１５％OFF （レギュレーター用
アクセサリーを除く）

