
この度は、Atomic BC1をお買上いただきまして、まことに有難うございます。当製品をご使用になる
前に、必ずこの取扱説明書を読み、取扱方法と危険、警告及び注意事項を完全に理解するようにしてく
ださい。ご不明な点がある場合には、お買上の販売店までお問い合わせください。取扱説明書は製品の
一部です。必ずいつでも取り出して読める場所に保管し、忘れたり、分からないことが生じた場合には、
何度でも読み返すように心がけてください。もし、他の人に当製品を貸し出すような場合には、必ずこ
の取扱説明書を添付してください。 

安全のために

危険

当製品を使用してスクーバダイビングを行うにあたっては、国際的に認知されている潜水
指導団体の学科講習及び実技講習を必ず受けてください。安全性の見地から、各団体の発
行するＣカード（講習修了認定証）を取得していない方の当製品の使用を禁止いたします。
ただし、各指導団体のインストラクター監督下における講習等の使用は、この限りではあ
りません。
スクーバダイビングを行う際には絶対に一人で潜らず、必ずバディシステムを守るように
してください。単独潜水は、重大な事故につながる可能性があり、大変危険です。ダイビ
ング数でタンク100本、または使用状況にかかわらず、購入後もしくはオーバーホール
後１年間を経過した時点を目安に必ず販売店に器材の点検を依頼し、必要に応じてオー
バーホールを受けるようにしてください。定期的なオーバーホールを怠った場合は器材が
正常に作動せず、重大な事故につながることがあります。
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スクーバダイビングを行う際には、必ず良好な健康状態で行ってください。少しでも、寒気を感じたり、
疲れていたり、気分が悪かったりする場合には、絶対に無理を避け、ダイビングを中止してください。

スクーバダイビングを行う前には、アルコール類の摂取はもちろんのこと、薬品類（特に、点鼻薬やか
ぜ薬等）の服用も避け、体調の悪い方や持病のある方は必ず事前に医師の診断を受けてください。

レギュレーターは、BC、ゲージ等と共にダイバーの命を預かる大切な器材です。ダイビングを行う前に
は必ず各部を点検し、異音、エアー漏れ、各部の作動不良、破損等の異常がある場合や、少しでも疑い
がある場合には絶対に使用せず、すみやかに販売店、もしくは、正規メンテナンス会社にて点検、修理
を行ってください。

長期間（3ケ月以上）使用しなかった場合には、使用前に必ず販売店にて点検を受けるようにしてください。
もし、これらの点検、整備を怠った場合、器材が正常に作動せず、重大な事故につながることがあります。

ご自分では絶対に分解しないでください。また、規格外のパーツを取り付けたり、勝手に改造を加える
こともおやめください。ダイビング器材の点検、修理には、特別な道具と技術、検査設備が必要です。万一、
ご自分で分解したり、改造した場合には、水没、故障の原因となり、重大な事故を招く危険性があります。

H.P.（高圧）ホース、L.P.（中圧）ホースは、特に破損や不良個所がなくても、また使用状況にかかわらず、
ご購入後、それぞれ2年、5年以内に販売店にて交換するようにしてください。長期間交換しないまま
使用し続けると、外観上問題がなくても、経時劣化により破損を招く場合があり、非常に危険です。

この製品は、スクーバダイビングを行うために圧縮空気が入ったタンクから必要に応じた空気をダイバー
に提供するものです。ダイビング以外の目的には絶対に使用しないでください。

この取扱説明書は、日本スクーバ協会による監修の警告及び注意事項を掲載しています

注意
ダイビング器材は、メーカー、品番によって仕様及び操作方法が異なります。もし、第三
者に貸し出す場合には、必ずこの取扱説明書を添付してください。
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製品の取扱方法や最新情報は、ホームページをご覧ください。

https://www.atomicaquatics-j.com/

日本正規ディストリビューター 株式会社タバタ お客様相談室

お問い合わせ電子メールアドレス

atomic@tabata.co.jp

● 頑丈なBCで、独自の技術で開発されたプラスチック、ポリウレタンでコーティングされた素材、耐食金属を使用して作られています。  ● 機能性に優れ、ダブルラミネート/コート素材が水をはじき、ドライ
な BC。   ● 特許取得済みのEZロックウェイト・リリースシステムで、簡単操作が可能なウェイトシステム。ウェイトポーチは、カチッと簡単に固定でき引っ張ればリリースできます。  ● ラチェッティングカムロッ
クタンクバンドは、アトミック独自のデザインで、簡単にBCにタンクに装着し固定できるようになっています。 

1. ショルダーストラップ経路ホース

2. ショルダーパット

3. オーバープレッシャー・リリーフ（過圧解除）

　/ケーブルダンプ付きのインフレーターエルボー

4. バックパックハンドル

5. バックパックパッド

6. カムロックタンクバンド

7. チタンコーティングの316 ステンレス鋼Dリング

8. ナイフグロメット
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 1.  Hose routing shoulder strap 
 2.  Shoulder pad 
 3.  Inflator elbow with 
  overpressure relief/  
  cable dump 
 4. Backpack handle
 5.  Backpack pad  
 6.  カムロック tank band 
 7.  Titanium coated 316 
  Stainless Steel D-rings 
 8.  Knife grommets 
 9.  EZ-LOK weight pouches/ 
  release handles
 10. Waist strap and buckle
 11.  Cummerbund 
 12.  Sand-resistant accessory 
  pocket zippers
 13. Power Inflator/SS1

BC1 Features

9. EZロックウェイトポーチ

　/取外しハンドル

10. ウエストストラップとバックル

11. カマーバンド

12. 耐砂性付属ポケットファスナー

13. インフレーター※
14. チェストストラップ
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 14.  Chest strap
 15.  Shoulder strap/buckle
 16. Right shoulder 
  dump knob
 17. Low pressure 
  hose retainer
 18. Low pressure hose 
 19. Corrugated hose
 20. Right shoulder dump/
  overpressure valve
 21. Trim weight pockets  
 22. Lower rear dump knob
 23. Lower rear dump/
  OPR valve
 24. Backplate grip surface 
 25. カムロック tank band/
  buckle
 26. Tank positioning loop

15. ショルダーストラップ /バックル

16. 右ショルダー・ダンプノブ

17. 中圧ホースリテーナー

18. 中圧ホース

19. コルゲートホース

20. 右ショルダーダンプ

　　/オーバープレッシャー（過圧）バルブ

21. トリム・ウェイトポケット

22. 背下部ダンプノブ

23. 背下部ダンプ /OPRバルブ

24. バックプレート・グリップ・サー

フェイス

25. カムロックタンクバンド /バッ

クル

26. タンク・ポジショニングループ

BCは、ダイビング中にダイバーが浮力調整するためのものです。BCにより、ダイビン
グを省力で、水中のポジションを安定させることができます。BCは、ライフジャケット
または救命胴衣ではありません。BCは、ダイバーを仰向けに浮かせることはできず、水
面で溺れるのを防ぐために使われるものではありません。自分でポジションをコントロー
ルできない場合や、このような状態で補助を受けられない場合、重大な事故が発生する可

アトミック・アクアティクスは、人気の２つのインフレーター（アトミック・Aiパワーインフレーター
/SS１セーフセカンドインフレーター・レギュレーター）を販売しています。BC1には、「中圧クイック
ディスコネクト」がインフレーターホースに取り付けられています。 モデルでも同じです。 詳細につい
ては、インフレーター製品に付属の説明書を参照してください。 アトミック・アクアティクスによって
製造されていない他社のインフレーターは、うまく接続して作動しない場合があります。アトミック・
アクアティクス以外のインフレーター使用または接続に関わる責任を一切負いません。

アトミック・Ai パワーインフレーター SS1セーフセカンドインフレーター・レギュレーター

ネジ式クイックディスコネクト

　　　　　　・カップリング（継ぎ手）

警告

インフレーターをBC1のコルゲートホー
スに取付ける
インフレーター製品に付属の説明書を参照してく
ださい。 
BC1の左肩に取り付けられたコルゲートホースに
は、AiパワーインフレーターまたはSS1セーフセ
カンドインフレーター・レギュレータに直接ねじ
込むように設計されたネジ式クイックディスコネ
クト・カップリング（継ぎ手）がついています。 
SS1またはAiをアダプタに取付けるには、アダプ
タをSS1またはAiのネジ継手に差し込み、手で

インフレーター製品に付属の説明書を参照してください。 
インフレーターまたはSS1をファーストステージ・レギュレーターに接続するために中圧
ホースを取付けるときは、必ず「LP」と記されたポートの位置を確認してください。 ポート
に印がついていない場合は、正規の販売会社または正規修理業者に依頼して取り付けてくだ
さい。中圧ホースが高圧ポートに正しく取り付けられていないと、破裂して重大な事故が発
生する可能性があります。

クイックディスコネクトの中圧ホースは、ファーストステージ・レギュレーターの中圧ポートの1つに
取り付けられます。これは、125-145psiの中間圧力で動くどの一般的なファーストステージも互換性
があります。
レギュレーターのファーストステージには通常、セカンドステージとインフレーター（通常はねじサイ
ズ3/8〜24）を取付けるための中圧ポートが複数と、圧力ゲージ、ダイブコンピュータ（通常大きめの
ねじサイズ7 / 16-20）を取付けるための高圧ポートが1つ以上あります。特定のBC設定に最適な中
圧ポートを選択してください。
中圧ホースとクイックディスコネクトは、通常、左肩の上を通って、BC1のコルゲートホースに沿って
送られています。中圧ポートプラグは、5/32（4mm）の六角レンチでねじを緩めて取り外します。クイッ
クディスコネクトを備えた低圧ホースを選択したポートに取付け、レンチでぴったりと締めてください。
ねじが損傷する可能性があるので、締めすぎないよう気を付けてください。クイックディスコネクトの
中圧ホースは、AiまたはSS1インフレーターにスリーブをスライドさせ、金属製のニップルに押し込ん
でスリーブを外すだけで取り付けられます。一番簡単に取付ける方法は、空気を入れる前にスリーブを
接続し、空気を止めホースの空気圧を空にした後に、スリーブを取外す方法です。

高圧ポート

低圧ポート

中圧クイックディスコネクト

カムロックタンクバンドを動かす
使いやすさと、しっかりとタンクを適切な位置に保ってくれ
る機能があります。スキーブーツやスノーボードのバインディ
ングに似ている機能です。可動するバンドは様々なタンクサ
イズに対応するようにすばやく調整できます。バックルは簡
単にしっかりと固定できます。
カムロックタンクバンドには、水から守る耐久性のあるポリ
ウレタンコーティングが施されており、水に濡れると緩む他
のバンドのようにバンドが伸びることはありません。ほとん
どのナイロンウェブバンドと同様、取付け前にストラップを
濡らす必要はありません。また、このコーティングは表面に
粘着性加工を追加し、粘着摩擦を増加させてタンクをBCに
固定しやすくしています。カムロック式バックルは、バンド
部分から外れないようにしっかり接合されています。

バックパックへのバンドの配置
タンクバンドは、直径8インチ（203mm）までのすべての
一般的なタンクサイズに適合します。BC1は、工場出荷時に
は標準10リットルタンクの位置にバンドがくるようになっ
ています。異なるサイズのタンクに対応するためにバンド部
品を変更する必要はありません。タンクの外れや衝撃を防ぐ
ために、小口径または大口径のタンクに合わせて位置を変え
ることができます。
小口径のタンクを付ける場合には、バックパックから出てい
るラチェット側のバンドの長さを短くする必要があります。
バンドが動かないようにバックパックの端にアジャスターを
通しています。ラチェット側のバンド部分をこのアジャスター
に押し込みます。その後、反対側から引っ張り出します。大
口径のタンクを付ける場合は、この逆の方法でバンドを長く
します。バンドは、必要に応じてバックパックから完全に取
外すことができます。

タンクにループを取付ける
タンクの位置決めループをバルブの上に掛けます。バックパッ
クの上部がタンクの上部に当たるようにループを調整します。

＜注意＞ツインタンクの使用はBC1では使用できません。

BCを着用する前に、BCバックパックにタンクが正しく付いているか確認し、ショルダー
ストラップを持ちBCを持ち上げて振って、タンクとBCの固定の安全確認をしてください。 
動くようでしたら、タンクバンドを強く締めて固定してください。
安全と分かるまで、水に入らないでください。 BCからタンクが外れると、ダイバーの空気
供給を遮断したり、離脱したタンクで他人に怪我などをさせたり、重大な事故を招く危険性
があります。

タンクバックルの操作

タンクバンドは、以下の装置で操作します。

リンク：バックルを開閉し、カムハンドルにバ
ンドを取付ける装置
ラチェットフレーム：カムハンドルに接続され
ています
ラチェットロック：バンド張力を調整するため
の装置

バンドをタンクから取外すには、カムハンドルを持ち上げます。ラチェットロックを押してバンドを緩
めます。緩めるには、タンクから持ち上げるだけで十分ですが、タンクバンドをバックルから完全に引
き出しても大丈夫です。

カムバックルタンクバンド

余分なタンクバンドの端をバンド部品のくぼんだ溝に押し込んでください

カムハンドルを上げる ラチェットロックを押す

使用する前に必ずお読みください

能性があります。 適切な浮力コントロールのためにウェイトやバラストを追加して安全なダイビングを
行ってください。BCを適切に使用するには、自分自身または器材に付けるウェイトを調整してください。
あまりに多くのウェイトを付けると、過度な浮力調整の必要性、および浮力コントロール力が失われ不
意の浮上または下降のリスク増加などの問題が生じる可能性があります。

最適なウェイトを設定すると、潜水中の浮力調整の頻度と度合いを最小限に抑え、空気の使用を節約し、
抗力によって引き起こされる泳ぐ労力を軽減します。ウェイトを適切に設定する方法がわからない場合
は、プロのダイビングインストラクターに指導を受けてください。効果的な浮力コントロールのためには、
適切に加重または器材にバラストを追加することが非常に重要です。効果的な浮力コントロールができ
ないと、浮上、下降を制御できなくなり、重大な事故が発生する可能性があります。

リフトバッグ（水中にある重量物などエアによる浮力を利用して水面に引き上げる装置）としてBCを
使用しないでください。重い物を水面に持っていくためにBCを使用すると、危険が生じます。水面に
運んでいる途中にその重い物を放してしまうと浮力が突然変化し、制御不能な浮上が起こり、重大な事
故が発生する可能性があります。

ナイトロックスは、圧縮空気または40％以下の酸素を含む濃縮空気ナイトロックスとの使用を目的とし
ています。他のガス混合物を使用すると火災の危険、またはBCに使用される素材の劣化を加速する可
能性があります。

気温-10度未満の水温でのダイビングはレギュレーターの性能に影響を及ぼし、-20度未満ではBCバ
ルブの作動に影響を与える可能性があります。このような条件下でBCを使用しないでください。

高性能インフレーター（※オプション）

BC1 Key Design Features

BC1にインフレーターを取り付ける（※オプション）

注意

インフレーターの取り付けは、正規の販売会社または正規修理業者にて最終的な取付けと点検
を行うことを強くお勧めします。詳細については、インフレーター製品に付属の説明書を参照
してください。 

警告

締めます。プラスチック部品に傷がつかないほどで、かつ誤ってねじが緩まないくらいの丁度いい力加
減でしめます。同様に、インフレーターは、ねじを外すことによって簡単に取り外すことができます。
コルゲートホースのアダプタは、内部ケーブルを介して肩のダンプバルブに接続されています。 インフ
レーターを引っ張ると、コルゲートホース内のケーブル接続を介して左上肩のダンプバルブが開き、
BC1から空気が排気されます。

タンクベルトの使い方

警告

タンクバンドの端

ラチェットフレーム

タンクバンド

ラチェットロック

カムハンドル

リンク

正しい例
（図１）

間違い例
（図２）

バックルにタンクバンドを入れるには、まずバックルを完全に開きます。ロックされている場合は、カ
ムハンドルを持ち上げて、リンクに向かって開きます。バックルを開いたまま広げ、バンドの端をラ
チェットフレームとラチェットロックの間の溝に挿入します。（図1）を参照してください。バンドの端を、
リンクとカムハンドルの間の隙間に押し込みます。（図2）のようにバックルを後ろに折りたたまない
でください。バンドの端がリンクの後ろに出るまで、広げてください。

タンクバンドがリンクを通ったら、ラチェットフレームをタンクにぴったり当たるまで引きます。カム
ハンドルを閉じてタンクをバンドにしっかりと固定します。バックルが固定されます。タンクが十分に
固定されていない場合は、持ち上げてハンドルを離します。バンドをさらにきつく引き、カムハンドル
を再び閉じます。水に濡れても緩むことはないので、バンドの部品を過度に締める必要はありません。
バックパックの内側には、タンクをつかむため粘着性加工があります。余分なタンクバンドの端をバン
ド部品のくぼんだ溝に押し込んでください。

製品の取扱方法や最新情報は、ホームページをご覧ください。

https://www.atomicaquatics-j.com/

※インフレーターは、オプションです。



ダイビングする前に、緊急時にウェイトを捨てる練習をする必要があ
ります。自分についているウェイトの重さが正しいことを確かめ、最
低限のウェイトの重さにしてください。緊急時にウェイトを取り外す
ことができないと、重大な事故が発生する可能性があります。
ウェイトポーチおよびリリースハンドルがストラップ、ラインなどで
邪魔されていないことを確認してください。BC1付属ポケットにウェ
イトを入れないでください。緊急時にポーチの取外しを妨げる可能性
があります。 緊急時にウェイトを落とさないと、溺水による重傷また
は死につながる可能性があります。
取外し可能なポケットにウェイトがない場合は、取外し不可能なトリ
ムポケットにウェイトを加えないでください。緊急時に素早い浮上が
できなくなる恐れがあります。浮力を得るために追加したウェイトを
取外すことができないと、重大な事故が発生する可能性があります。

EZロック　（イージーロック）の特徴
一体型ウェイト・リリースシステム　　米国特許第9,296,451
すばやく、簡単に、水の中または外でウェイトを装着できます。 2つのジッパー式ウェイトポーチは、
それぞれ10ポンド(約4.5kg)までのウェイトを入れることができます。ウェイトポーチはアームの
下のウェイトポケットに挿しこみ"パチッ"というまで固定します。ハンドルを片手で引っ張るだけで
解除できます。 緊急時には、ウェイトポーチの一方または両方をリリースして、より多くの浮力を作り
出すことができます。ウェイトポーチはBC1のポケットに簡単に装着できます。

EZロックウェイトポーチの装着
ウェイトポーチは、様々なウェイトを充填できます。 使用するウェイトの種類にかかわらず、BC1が水
中でバランスが取れるように、各袋に等しい重さのウェイトを入れてください。
ファスナーを完全に開けて、ウェイトを入れます。 ウェイトをポーチの内側に均等に入れ、フラップを
閉じてファスナーを完全に閉じてください。ファスナーを終端まで閉めた場所にファスナー取手部分を
納める場所がありますので取手部分を必ず収納してください。ポーチにたくさんウェイトを入れすぎて
閉めようとすると、ファスナーを破損する可能性があるので注意してください。ダイビング後は、保管
前にウェイトを取り外し、真水でしっかり洗い、乾燥させる必要があります。

BC1にウェイトポーチを固定する
各ウェイトポーチは、BC1の左右どちらかのウェイトポケットに収まります。ポーチの布側を正面に向
けて、ポーチをポケットの中にスライドさせ、「パチッ」または「カチッ」と音がするまで押し込みます。
所定の位置にロックされていることを確認するには、ポケットの前面にある小さな「テストタブ」を引っ
張り、ロックされていることを確認します。ポーチを取り外すには、大きい赤いハンドルをつかんで引っ
張ってください。

EZロックウェイトシステムを使用するためのヒント
BC1を着用前後のどちらでもウェイトを取り付けることができます。ウェイトポーチは、BC1が完全
に膨らんでいない場合、より簡単に取付け、取外すことができます。ウェイトポーチは、水中や泳いで
いる途中に簡単に取外せ、船上の人に渡して身軽になり船に戻りやすくなります。ハンドルを取外す前
にグリップをつかみ、船外に落とさないようにしてください。
所定の位置に固定されると、ウェイトポーチはとても安全で、大きな赤いハンドルを引っ張らなければ、
誤って取外されることありません。ポーチの他の部分を引っ張っても、取外されることはありません。
テストタブを引っ張って水に入る前に、ポーチが所定の位置にロックされていることを常に確かめてく
ださい。
2つのウェイトポーチがあります。ハンドルをつかんで、身体から離れるまで引っ張り出し切ってから
リリースしてください。この手順が自分で自信を持てるようになるまで練習して、そしてバディがこの
ウェイトの外し方を知っているか、確認してください。
偶発的なウェイトリリースを防いでください。前に述べたように、ウェイトポーチは、ハンドルが引っ
張られない限り取外されません。偶発的な取外しを避けるために、紐やその他の周りにある絡み付くも
のがハンドルに引っ掛かっていないことを確認してください。
ハンドルを引っ掛けたり、誤って引っ張ったりしないように、海に出入りする時は注意してください。
取り外されてしまうので、テストのためにハンドルを引っ張らないでください。

取外し不可能なトリムウェイトポケット
BC1背部には、取り外せないウエイト用のポケットフラップが２つあります。各ポケットの耐重量は最
大5ポンド（約2.2Kg）までで、小さいサイズで 3ポンド（約1.3Kg）です。水中のBC1の浮力の
バランスをとるために使用され、緊急時に捨てることはできません。ポケットのウェイトは、水面で直
立または仰向けの姿勢を維持するのを助けてくれます。まず初めに、ポケットに合計重量の約1/3を左
右それぞれのポケットに半量を入れることをお勧めします。例えば、中性浮力を得るための総重量14
ポンド（約6.3Kg）が必要な場合、それぞれのトリムウェイトポケットに5ポンド（約2.2Kg）ずつ、
取り外し可能なウェイトポーチに2ポンド（約0.9Kg）ずつ入れます。これで、標準的なアルミ80タ
ンクを使用した場合、水面上でうまくバランスを取れるでしょう。スチールタンクは、トリムウェイト
が少なくても平気です。絶対に全てのウェイトを取り外しできないポケットに入れないでください。

ウェイトポーチを「カチッ」
と音がするまで押し込む

テストタブ

警告

EZロック（イージーロック）一体型ウェイト・リリースシステム　　米国特許取得

ダイビング前の点検
ダイビングに出かける時は、BCとその関連器材を出発前に点検してください。何か不具合な
どが見つかった場合は、出発前に販売店などでメンテナンスを行ってください。
さらに、水に入る前にも事前点検をする必要があります。 バディと一緒に、自分が相手の器
材を、相手が自分の器材をよく知っているかを確認してください。
すべての機能が適切に動いていることを確認するために、水に入る直前にBCの事前点検を
行ってください。 以下には、最低限のチェックリストが記載されています。この点検を行な
わないと、重大な事故が発生する可能性があります。
ダイビング前の点検で何か不具合などが見つかった場合、ダイビングを行わないでください。
事前チェックで発見された不具合は、ダイビング前に直す必要があります。このような状況
でダイビングをすると、重大な事故が発生する可能性があります。

警告

水に入る前に、メンテナンスが最新であること、以下の各項目に対処していることを確認してくだ
さい。
● BCがシリンダーにしっかりと取付けられていることを確認してください。全てのウェイトが支えら
れるようBCを持ち上げ、シリンダーがBCにしっかりと取付けられていることを確認してください。
● タンクバルブにレギュレーターを取付け、BCインフレーターにLPホースを取り付けた状態で、タ
ンクバルブを開いてパワーインフレーターまたはSS1を加圧します。BCが空気で満たされることを確
認するために、パワーインフレーターを作動させます。 オーラルインフレーターおよびダンプバルブの
手動操作を含むすべてのバルブをテストし、吸排気ができるか確認してください。
● すべてのストラップ、ファスナー、ホースの損傷点検をしてください。
● BCを満タンにした後、少なくとも10分間置いて空気が漏れていないか確認してください。
● BCに付属している場合は、SS1の呼吸及び吸排気機能をチェックしてください。
● 取外し可能なウェイトを取付け、テストタブを引っ張って固定されていることを確認します。ハンド
ルを引っ張って取外せるかをテストします。ウェイトを再装着した後、再度テストタブを確認してくだ
さい。

BC1のサイズ
BC1は様々なサイズのものがあり、様々な種類のウェットスーツを身につけた男女それぞれに合うようになっています。全てのストラップに長
さ調整可能なスライドできるバックルが付いています。自分に適した基本サイズを選択し、ウエストバンドも調整可能です。ダイビング時のウェッ
トスーツを着用して、きつく引っ張りカマーバンドのベルクロが約6インチ（約15cm）重なったときが、最もフィットしている状態です。

ウェイト容量についての特別な注意
多くのBCには、素材、閉じ込められた空気、フォームパッディングなどのため、ある程度の固有の浮力があります。つまり、中立浮力のために、
余分なウェイトを加えなければならないということです。アトミックBC1は水中でほとんど中立になるように設計されているので、BC1に必要
なウェイトは他のBCで使用したウェイトよりも少なくなることがあります。

付属品

10個のDリング
BC1にはさまざまな付属品に対応できるよう、さまざま
な場所に合計10個の三角形のDリングがあります。 丈
夫なチタン製PVDコーティング付き38mmの316ス
テンレス銅リングが、肩とポケットの上端にあります。
38mmのプラスチックのDリングが2本、後部のウェ
イトポケットの裏の下端にあります。ウェイトポケット
の下のフックとループパネルを開くと、付属のプラスチッ
クDリングが見えます。 さらに、ファスナー付きポケッ
トの内側には、別のDリングが付いています。

ウェイトポケットの下にあるDリング

耐砂性ファスナー付、付属ポケット
腕の下、ウェイトポケットの真上にファスナー付きポケッ
トが付いています。取りやすい位置にあり、BC1が膨ら
んだ状態でも、容積を維持することができます。ファス
ナーは耐水性で、砂やゴミから保護してくれます。 内部
のメッシュパネルは、すばやくポケット内部の水を排出
します。
ポケットの外側ファブリックパネルには、BCナイフの
外部取り付けに対応しているグロメットが３つあります。
付属リトラクターに紐を送るのに使うこともできます。
リトラクターはポケットの内側と、グロメットを通って
ポケットの外側にあるリトラクタケーブルDリングに取
り付けられます。

ポケット内のDリング、ナイフ取付用のグロメット

ウエストバンド調整

カマーバンドと、それに重なるウエビングウ
エストストラップの両方の長さを調節できま
す。カマーバンドの長さを変えるには、BC1
バックパックを下にして開き、腰パッドを広
げます。腰パッドを折り返すと、ゴムバンド
で繋がったプラスチックの腰プレートの溝を
通して織り込まれているカマーバンドの端が
見えます。カマーバンドの端はフックとルー
プで腰プレートに固定されています。腰プ
レートのフックとループを引き出して、必要
に応じてバンドの長さを調節してください。
ベルクロの端も一緒に押し、必要に応じて反
対側も同じことを繰り返します。
ウエストバンドの上には、長さ調節可能な
ウェストストラップウェビングとスクイーズ
リリースバックルがあります。腰パッドの端
の間のカマーバンドの後ろを見てください。
ウェビングストラップが腰プレートの溝を
通ってループし、プラスチックのスライド
バー（滑り棒）を通して織り込まれているこ
とがわかります。ストラップの端をスライド
バーから引き出し、必要に応じて長さを調節
してください。ストラップの端をスライド
バーに通して固定します。必要に応じて反対
側も同じことを繰り返します。

カマーバンド

腰パッド

腰プレート

プラスティック・スライドバー

腰部の調節

プラスチック製の腰部プレートは、約1.5インチ(約3.8cm)ほどの垂直方向の調整が可能です。腰パッ
ドをつかんで1/4インチの六角レンチで、プレートを上下にスライドさせることができるまで、背下部
プレートのボルトを十分に緩めます。 希望の位置に締め直します。ボルトを完全に緩めないようにしな
いと、腰パッドを取り外さないと変更するのが難しくなる場合があります。

1.最初にウェイトポーチを取り除いてBC1を着用するのが最も簡単な方法です。

2.カマーバンド、ウエストストラップ、およびチェストストラップを開きます。 ショルダーストラップ
とチェストストラップを完全に緩めます。

3.装備を席にまっすぐに立てかけ、座った状態から背負うか、バディに装備を持ってもらいましょう。

4.腕をショルダーストラップに通します。 BC1が背中の丁度良い高さになるまでストラップを締めてく
ださい。カマーバンドが腰の少し上にきます。

5. カマーバンドのフックとループをぴったりと固定します。ウエストバックルを組み立て、ウェビング
の端を引っ張って締めます。カマーバンドにはゴム性の深度補償パネルがあり、ぴったりとしています。

6.チェストストラップのバックルを接続し、苦しくない程度でかつBC1が肩から滑り落ちることがな
いよう、引っ張ってください。 

1/4インチの六角レンチで緩める

背中プレート
ボルト

腰プレート

最大ウェイト容量
BC1の最大ウェイト容量は、付随するラベルに記載されています。
通常、ウエストバンドまたはポケットに記載されています。

インフレーターの操作

インフレーション
AiパワーインフレーターまたはSS1セーフセカンドインフ
レーターを取り付けたら、希望する浮力に達するまで小さな
インフレーションボタンを押してください。水面では、
BC1が完全に膨らみ過圧バルブが緩み始めたら、空気の追
加を停止します。 手動で膨らませるには、マウスピースを唇
に密封し、大きなインフレーションボタンを押して息を吐い
てBCに空気を送り、ボタンを放します。十分な空気が加え
られるまでこれを繰り返します。

デフレーション
BC1の空気を排出するには、いくつかの方法があります。
水中でのダイバーの姿勢で、高い位置にあるダンプバルブを
開放すると効果的に排気ができます。

インフレーターを使用したデフレーション：
水中で直立姿勢を維持し、インフレータホースをBC1より
上に持ち、大きなデフレーションボタンを押します。うつ伏
せの場合、インフレーターはBC1の気泡よりも低くなり、
通気しません。

オーバープレッシャー・リリーフバルブ（過圧解除バル
ブ）：
BC1には、3つのコンビネーションオーバープレッシャー
/ダンプバルブがあります。左肩、右肩と右手後ろ側にあり
ます。BC1の手動通気に加えて、この３つのバルブはBC1
の過圧を解放し、それによって損傷または破裂を防止します。

インフレータホースを使用した引込ケーブル /過圧 /ダ
ンプ：
インフレータホースの端をしっかりと下に引っ張ってBC1
を排気することもできます。 インフレータホース内のケーブ
ルは、ホースがBC1に取り付けられているモジュール内の
過圧またはダンプバルブの組み合わせに取り付けられていま
す。BC1の排気を行う時以外、インフレーターホースを引っ
張ったり引き伸ばしたりしないでください。 バルブは特に強
い力でなくても開き、わずか1/2インチ(約1.2cm)で全
開します。 一度全開になると、強く引っ張ってもBCが早く
排気することはありません。

右ショルダーオーバープレッシャー（過圧）/ダンプバ
ルブ：
BC1から空気を排出する最も便利な方法です。右肩の引ノ
ブは、直立または水平の位置でBC1の排気を作動させるこ
とができます。右肩の引ノブは、見つけやすい位置にありま
す。

引込インフレーターホースケーブル /過圧バルブ

右ショルダー引込バルブ

背部過圧 /ダンプバルブ

右下のBC1の背面には、短いケーブルと浮動しない引きノブを
備えた手動ダンプバルブがあります。逆さまの位置にある場合、
このノブを引いてBC1を排気してください。

警告

背下部オーバープレッシャー（過圧）/ダンプバルブ 

注意

ほとんどの訓練機関は、ゆっくりとコントロールを
保ったまま降下するために、直立で足から入るポジ
ションで降下するべきだと推奨しています。 特に、
耳抜きが困難な場合や、視界の悪い状況で降下して
いる場合。

過圧解除バルブの適切な機能は、BCのダメージを防
ぐために不可欠です。無断での仕様変更は、バルブ
を作動不能にしたり、空気袋の漏れや破裂につなが
る可能性があります。このような損傷は修理できず、
保証の対象にもなりません。

ダイビング後のメンテナンス

お客様の適切なお手入れで、BC1は長年にわたって使用できます。お客様にBC1をより長く使ってい
ただくために、以下のお手入れガイドラインに従ってください。

1.ダイビング後：ウェイトポーチを取外します。過圧/ダンプバルブの1つを押し下げてBC1を持ち、
バルブを開いてBCに入った水を排出させます。
2.ウェイトを取外し、ウェイトポーチを濯ぎます。ハンドル、ファスナー、ロック構造を洗い流して、
砂やゴミを取り除きます。ポーチを開いたままにして、保管する前にウェイトとポーチを完全に乾燥さ
せます。ウェイトポーチをウェイトポケットに取付けて、脱着が適切に行われていることを確認します。
3. 淡水だけでBC1の外側をよく濯ぐか、浸したりします。可能であれば、インフレーターを加圧状態
にしたままで濯いでください。すべての過圧/ダンプバルブを濯ぎ、砂やゴミを取り除きます。付属ポケッ
トを開き、濯いでください。ファスナー付きウェイトポーチと付属ポケットは、乾くまで開いたままに
しておいてください。
4.きれいな真水をオーラル・インフレーション・マウスピースで、BC1の空気袋の約1/4まで入れます。
BCを膨らませ、BCの中で振って濯いでください。BCを逆さまにして、オーラル・インフレーターの
減圧ボタンを押し、水を空気袋から排出させます。または、インフレーターのホースにあるクイックディ
スコネクト継手でAiパワーインフレーターまたはSS1を外し、BC1の空気袋の約1/4までに水を入
れることもできます。振って濯ぎ、ホースを外し、BCから水を排出させます。この方法を選択した場合
は、BCから外したオーラル・インフレーターも濯いでください。オーラル・インフレーターを開き、淡
水を入れ砂、海水またはゴミを洗い流します。インフレーターを装着して締めます。
5. 保管する前に、直射日光を避けてBCを乾燥させてください。

一般的なお手入れ
1.直射日光や極度な熱に長時間さらされないようにしてください。プラスチックや布素材は、太陽にさ
らされるとすぐに劣化してしまい、極度な熱は溶接の継ぎ目を損傷する可能性があります。
2.塩素が強い水での繰り返しまたは長時間の使用をしないでください。BC素材が変色して早期に劣化
する可能性があります。
3.擦傷したり穿刺したりする可能性がある尖ったものや表面が粗いものが、BCに当たらないようにし
てください。BCにブロックウェイトなどの重い物をセットしたり落としたりしないでください。
4.油、ガソリン、エアロゾル、または化学溶剤との接触を避けてください。
5. BCをある程度膨らませた状態で、直射日光の当たる場所をさけ、清潔で乾燥した場所に保管します。
気温が0ºF（-18ºC）を下回るか、または120ºF（49ºC）以上に上昇する車のトランクや窓のそばなど
の場所にBCを保管しないでください。
6.定期的なサービスチェック
空気漏れ、ホースの状態および一般的な操作については、1年に一回認定販売業者にBC1点検をしても
らうことを強く推奨します。このプロセスは一般的で簡単な点検であり、自分では認識できない操作上
の問題を防ぐことができます。

日本国内における製品保証

日本国内の正規販売店で購入された場合の製品保証については、別途製品保証書に記載されている内容
で保証されます。製品保証書をご確認ください。

レンタル使用に関する特記事項

レンタル使用に関する特記事項：この保証は、別途定められています。日本正規ディストリビューター
にご確認ください。

警告

トレーニングを受けていない人およびCカードを所持されていない人がこの器材を使用する
ことは危険です。トレーニングを受けていない人およびCカードを所持されていない人がこ
の器材を使用すると、すべての保証が無効になります。 トレーニングを受けていない人およ
びCカードを所持されていない人がこの器材を使用すると、重大な事故が発生する可能性が
あります。

製品の取扱方法や最新情報は、ホームページをご覧ください。

https://www.atomicaquatics-j.com/

サイズ

SM

MD

ML

LG

BC1のみの

重量※
(kg)

約 1.40

約 1.45

約 1.63

約 1.76

浮力

(N)

124

142

160

173

身長

(cm)

157-170

170-175

175-182

182-187

体重

(kg)

55-70

68-75

73-86

82-95

ウエスト

(cm)

69-107

76-114

79-119

88-127

取外可能

ウェイト

の合計 (kg)

9.07

9.07

9.07

9.07

取外不可能

ウェイト

の合計 (kg)

2.72

4.53

4.53

4.53※インフレーターなど含まず


