
 SCUBAPRO　ダイブコンピュータ  メンテナンス料金表 S-tecpro
2022年3月4日　現在

商品名 BT交換料
金 O/H料金 リフォーム

(ｹｰｽ交換含む)
備考

Xtender V3 ¥7,920 ¥14,300 ¥40,150

Xtender Quattro
 Standard

¥7,920 ¥14,300 ¥29,150

Xtender Quattro 
Q.A.B.

¥7,920 ¥14,300 ¥29,150
Xtender Quattro 
Matured

¥7,920 ¥14,300 ¥29,150

Xtender Quattro
Paradise Lover

¥7,920 ¥14,300 ¥29,150

Xtender Quattro 
Border

¥7,920 ¥14,300 ¥29,150

Xtender 5 ¥7,920 ¥14,300 ¥29,150

XP-Ein ¥7,920 ¥14,300 ¥29,150

SCUBA CROSS ¥7,920 ¥14,300 ×

Xtender ¥7,920 ¥14,300 ×

B.U.G AIRE ¥7,920 ¥14,300 ×

B.U.G Jelly & Gumi ¥7,920 ¥14,300 ×
AIRE SQUARE ¥7,920 × × ベルト交換：カラーは、ブラックでの対応となります。

DEX ¥16,500 × × ベルト交換不可：専用ベルト完売終了

SENSOR ¥7,920 × ×
MERIDIAN ¥7,920 ¥14,300 × ベルト交換：カラーは、ブラックでの対応となります。

M1 ¥7,920 ¥14,300 × ベルト交換：カラーは、ブラックでの対応となります。

M2 ¥7,920 × × ベルト交換：カラーは、ブラックでの対応となります。

Chromis ¥7,920 × × ベルト交換：カラーは、ブラックでの対応となります。

XP-H ¥7,920 × ×
XP10 ¥7,920 × ×
Galileo ¥8,800 × ×
ALADIN 2G ¥7,920 × ×
ALADIN TEC 2G ¥7,920 × ×
ALADIN TEC ¥7,920 × ×
ALADIN PRIME ¥7,920 × ×
ALADIN SPORT 
(MATRIX) ¥7,920 × ×

AIR Z ¥17,600 × × ベルト交換：弊社在庫が無くなり次第終了となります。

AIR Z Nitrox ¥17,600 × × ベルト交換：弊社在庫が無くなり次第終了となります。

Smart Pro ¥13,200 × × ベルト交換：カラーは、ブルーでの対応となります。

Smart Z ¥17,600 × × ベルト交換：カラーは、ブルーでの対応となります。

Smart Com ¥17,600 × ×
アラジンスポーツ ¥13,200 × ×
アラジンプロ ¥13,200 × × ベルト交換：カラーは、グレーでの対応となります

アラジンプロ Nitrox ¥13,200 × × ベルト交換：カラーは、ブルーでの対応となります。

アラジン Air ¥17,600 × ×
アラジンプロ Ultra ¥13,200 × ×
プロアラジン ※ サポート終了 × × 下部コンタクトピンが2つのタイプ

旧ﾄﾗﾝｽﾐｯﾀｰ AirZ サポート終了 × － ﾄﾗﾝｽﾐｯﾀｰAirZ+(プラス)へ有償交換

ﾄﾗﾝｽﾐｯﾀｰ AirZ+(ﾌﾟﾗｽ) ¥8,800 × －
ﾄﾗﾝｽﾐｯﾀｰ ｽﾏｰﾄ ¥5,500 × －
ﾄﾗﾝｽﾐｯﾀｰ ｽﾏｰﾄ+(ﾌﾟﾗｽ) ¥8,800 × －

料金は全て税込みです。

※1988-1994年に販売しておりましたアラジンプロ（コンタクトピンが上部2本、下部1本のタイプ）に関しましては、バッテリー交換も含め全サポートを終了致します。
※バッテリー交換をお客様が行われた場合の不具合に関しましては、製品保証の対象外となります。
※ベルト交換のみをご希望の場合は、ベルト代及び交換工賃の\2,200-が別途必要となります。  （ベルトのみの販売はありません。）
※バッテリー交換と同時にベルト交換を行う際は、交換工賃はサービス致します。



　　SCUBAPRO　レギュレーター　メンテナンス料金表

S-tecpro
2022年3月4日　現在

オーバーホール　内容 工賃 キットパーツ金額

空気用

1st / 2nd システム ¥12,100

下記ﾜﾗﾝﾃｨﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑに準ずる1st 単体 ¥6,600
2nd 単体 ¥6,600
AIR2 単体 ¥7,700

О2　UP GRADE
酸素濃度が40%以上のナイトロックスに対応するための特別な洗浄
UP GRADEコンバージョンキットを組み込む ¥19,800

MK25 UPGRADEKIT　
\12.100

MK2 UPGRADEKIT　\9,460

О2　OH
酸素濃度が40%以上のナイトロックスに対応するための特別な洗浄
既にUP GRADEコンバージョンキット済みのファーストに専用リペアキットを使用 ¥19,800

MK25 NX ServiceKit　
\10,120

 MK2 NX ServiceKit　\8,800

40%　OH
酸素濃度が40%未満のナイトロックスに対応するための特別な洗浄
現行のリペアキットを使用 ¥16,500 下記ﾜﾗﾝﾃｨﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑに準ずる

　【レギュレーター各指定交換パーツ】
5 YEARS FREE PARTS PROGRAMカードをお持ちの方は、

必ず原本のカードをお渡しください。
5 TIMES FREE PARTS PROGRAMカードをお持ちの方は、

必ず原本のカードをお渡しください。

プログラム名称 5 YEARS FREE PARTS PROGRAM ※1 5 TIMES FREE PARTS PROGRAM ※2 ―
適用条件 期限内 期限切れ 5回チケット使用 チケットなし 左記 PROGRAM

MK2/MK 2PLUS ¥0 ¥3,300 ¥0 ¥3,300 ¥3,300
MK2 EVO ¥0 ¥3,850 ¥0 ¥3,850 ¥3,850
MK11 ¥0 ¥5,500 ¥0 ¥5,500 ¥5,500
MK16/18 ¥0 ¥7,150 ¥0 ¥7,150 ¥7,150
MK17 ¥0 ¥5,500 ¥0 ¥5,500 ¥5,500
MK20/25 ¥0 ¥3,850 ¥0 ¥3,850 ¥3,850
R190/195/290/295
380/390/395 ¥0 ¥2,750 ¥0 ¥2,750 ¥2,750

G200/ADJ/M5 Polar ¥0 ¥3,300 ¥0 ¥3,300 ¥3,300
D300/350/400 ¥0 ¥4,400 ¥0 ¥4,400 ¥4,400
G250V/260 ¥0 ¥2,750 ¥0 ¥2,750 ¥2,750
X650 ¥0 ¥3,850 ¥0 ¥3,850 ¥3,850
A700 ¥0 ¥3,850 ¥0 ¥3,850 ¥3,850
C200/300 ¥0 ¥3,300 ¥0 ¥3,300 ¥3,300
S550/555/600
G250/250HP/500 ¥0 ¥3,850 ¥0 ¥3,850 ¥3,850

AIR2 5th ¥0 ¥3,300 ¥0 ¥3,300 ¥3,300
AIR2 3rd/4th ¥0 ¥3,300 ¥0 ¥3,300 ¥3,300
New AIR2 ¥0 ¥3,300 ¥0 ¥3,300 ¥3,300

料金は全て税込みです。

注）　 各プログラムは日本国内で販売されたレギュレーターのファーストオーナー様に対するサービスとなっております。

※1 　2013年10月1日以降にSCUBAPROより出荷されたレギュレーターが対象です。　　　　 
　　　　対象のレギュレーターには「5 YEARS FREE PARTS PROGRAM」カードが同梱されています。
　　　　O/Hの際に購入日などの情報が記入されたカードをオーバーホール器材と同送して頂くことで適用となります。

※2 　2017年1月1日以降にSCUBAPROから出荷されたレギュレーターが対象です。
　　　　対象のレギュレーターには「5 TIMES FREE PARTS PROGRAM」チェットが同梱されています。　　　
　　　　O/Hの際に購入日などの情報が記入されたチケットをオーバーホール器材と同送して頂くことで適用となります。


