
主な製品仕様 LGS-RG005BA
通信に特化した2台セットのベーシックモデル

LGS-RG004
多機能と拡張性のアドヴァンスドモデル

外装

カラーバリエーション マットホワイト マットブラック、マットイエロー、パウダーピンク
サイズ 89.0mm×41.0mm×44.8mm
質量 約107g
耐水圧 42m 55m
使用温度 0 〜 40℃

音響部
マイク 骨伝導マイク
スピーカー マグネチック型骨伝導スピーカー

通信部

チャンネル 1ch（Aチャンネル） 3ch（Aチャンネル、Bチャンネル、Cチャンネル）

周波数
（超音波）Aチャンネル：32KHz USB

（帯域）4KHz、SSB-AM方式
※日本国内での超音波水中利用の法規制はありません。

（超音波）Aチャンネル：32KHz USB
Bチャンネル：36KHz USB
Cチャンネル：40KHz LSB

（帯域）4KHz、SSB-AM方式
※日本国内での超音波水中利用の法規制はありません。

※BチャンネルとCチャンネルは近くで話すと
話の内容は伝わりませんが、わずかに干渉する場合があります。

アンテナ セラミック圧電素子

最大通信距離 100m（Aチャンネル）
※使用する環境（相手との位匿関係・波やうねり・透明度·障害物）によって通信距離・音声の明瞭度が変化します。

指向性 アンテナ前面が相手と向き合ったときが最大の送受信パワー、相反したときが最小の送受信パワーになる（シャドーゾーンを除く）。

表示部

電源スイッチON（電池残量表示）
緑色点滅：満充電

青色点滅：ダイビング約1回分の残量
赤色点滅：要充電

送信モード 桃色点灯

受信モー ド Aチャンネル：黄色点滅
Aチャンネル：黄色点滅
Bチャンネル：青色点滅
Cチャンネル：水色点滅

充電中LED 赤色点灯
充電終了LED 充電が完了したら消灯

操作部
タッピング 受信中のタッピング1回：送信開始

送信中のタッピング1回：送信終了（受信開始）

ハンズフリー 受信中にVOX：送信開始
送信中に3秒間無音状態：送信終了（受信開始）

記録部 フラッシュメモリ — 512MB
電源

スイッチ
ON 水検知で電源ON（受信開始）
OFF 1分間、水に入っていないときに自動的に電源OFF

バッテリー

定格 Li-ion バッテリー 560mAh
充電方式 USB充電方式（500mA充電で約2時間）
持続時間 3時間（うち10％が送信時間の場合）
保守 Li-ion バッテリーはメーカー交換

機能

ボイスレコーダー機能 — 最大480分録音可能
カスタマイズ機能…
PCとUSB接続で各種設定（Winのみ） ○

トレーニングモード…発音確認 ○
ホイッスルモード…信号音連続発信 ○
ダイブコンピュータ警告音サポート機能 ○
エアチェックタイマー ○
音声ガイド機能 日・英・韓

付属品 充電スタンド×1、USBケーブル×1、ストラップ×2、
会話トレーニングシート×2

充電スタンド×1、USBケーブル×1、ストラップ×1、
会話トレーニングシート×1

●Logoseaseは山形カシオ（株）の登録商標です。●仕様および外観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。●カタログと実際の商品の
色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。●商品には保証書がついています。お求めの販売会社で所定事項を記入した保証書を必ずお受け取りく
ださい。●本商品は、水中で陸上のように明確な発音で会話がおこなえるものではありません。●通信用途で本商品を使用する際は、2台以上が必要です。

〒999-3701 山形県東根市大字東根甲5400番地の1

機能・制作・購入先のご相談窓口

マリンシステム

Tel.0237-43-5168
受付時間 月曜日～金曜日 AM9：00～ PM5：00
土・日・祝日・弊社指定休業日は除く

>msinfo@yamagata.casio.co.jp

このカタログは2019年3月現在のものです。

注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず取扱説明書をお読みください。

Logosease 公式 YouTube
製品情報や詳しい使い方などを動画で紹介しています。
http://www.youtube.com/user/YamagataCasioJapan

Logosease 公式 facebook
開発現場の裏側やコラムなど、情報満載の公式 facebookページ。
http://www.facebook.com/YamagataCasioLogoSeaseJapan

お問い合わせ・こ用命は……

ストラップホルダー

LED発光部
クリップ

骨伝導スピーカー

骨伝導マイク部アンテナUSB・充電端子部

  スペシャルサイト
https://logosease.yamagata-casio.co.jp
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MORE FUN,

MORE EMOTIONAL,

MORE PEACE!

  声が聞こえる、 声で伝える

  バ ディコンタクトに革命を

 

  海の中で話せないという常識を覆したダイビングギア・ロゴシーズ

  より楽しく、 感動的なコミュニケーションが実現する

軽量&コンパクト
9cmに満たないポケットサ
イズでケーブルレス。携
帯性に優れています。

簡単に装着できる
マスクストラップに取り
付けるだけで簡単にセッ
ティングできます。

直感的な操作性
話すと送信、終わると受
信。タッピングorハンズフ
リーで操作可能です。

バディの位置を感じる
超音波通信の指向性に
より、話すバディの距離と
方向を感じ取れます※1。

ベーシックモデル
LGS-RG005BA

2台セット ￥76,000＋税
Color○
◉通信機能のみのシン
プル仕様
◉2台セットでお得

陸上機
LGS-SS001

1台 ￥260,000＋税
◉水中にいるダイ
バーと会話可能

ロゴシーズ専用フード

アクアラング
LGS-SHBK
1個 ￥7,980＋税

サンファン
D081-834
1個 ￥10,000＋税
Color DGR×WIN／ ICE×NVY
／ BLK×WHT
※ SFスパーフレックスの17色から
選択可能

◉フードを装着する場合は、ロゴシーズ専用フードを着用下さい。
◉寒冷地でも使用でき、普通のフードとしても使用可能。お求めは、取扱店へお問合せ下さい。

ホイッスル音を連続発信
エアを消費することなく
「ピー、ピー」という警告
音の連続発信が可能です。

ダイブコンピュータと連動
ダイコンの警告音を「ス
トップ」「スロー」などの音
声で知らせます。

エアチェックタイマー
任意で設定した時間間隔
で「チェック エア」と音声
アラームが鳴ります※5。

アドヴァンスドモデル
LGS-RG004

1台 ￥59,800＋税
Color●●●
◉3チャンネル対応
◉ボイスレコーダー機能
◉カスタマイズ機能

※1 音声が届く範囲は、海況によって変化します。障害物やうねり、激しい流れの中では通信しづらい場合
があります。
※2 本商品は、水中で陸上の音声のように明瞭な発音で会話が行えるものではありません。
※3 本商品は、双方向の同時通話はできません。
※4 レジャーダイビングにおける限界水深は40メートルです。本商品は水深40メートルを超える潜水を推奨す
る商品ではありません。
※5 対応機種は「LGS-RG004」「LGS-G004RX」「LGS-RG005BA」です。

100m

50m

音量が
小さい範囲

音量が
大きい範囲

25m25m

シャドーゾーン

15m

15m

10m
15m

通信距離と向きの関係

※山形県由良（透明度5m）にて、弊社測定結果。
海況によって変わります。

L I N E U P
表示価格はすべてメーカー希望小売価格です

Logoseaseの特徴

ロゴシーズは、レギュレーターをくわえたまま会話をすることができる水中トラン
シーバーです。内蔵の骨伝導マイクで音声を拾い、超音波で送信。受信側は
超音波をキャッチし、内蔵の骨伝導スピーカーで再生します。
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ツアー、講習に便利。多人数でも使用可能です スノーケリングでもOK。子どもたちも楽しめます ボイスレコーダー付きのアドヴァンスドモデル「LGS-RG004」は、
テレビ番組の撮影にも採用されています

通信性能を強化したレスキューモデル「LGS-RG004SAR」は、
水難救助に多数導入されています（一般のお客様には販売しておりません）

　　　離れた
　人の声も
聞こえます

感動をすぐに
　　シェアできます

スキルアップに
　　つながります

バディが見えなくても声が伝
わります。また、話すバディ
の位置も感じ取ることができ
ます。

バディのアドバイスをすぐに
受けられるため、初心者の方
も安心感を持って臨むことが
できます。

スレートやハンドシグナルだけ
でなく、その場で言葉で伝え
られるため、一緒に感動を味
わえます。

連続駆動

3時間
最大

通信距離

100 m
※1※2※3
　　　　　

防水水深

42 m ※4
　

SCENE 01 SCENE 02 SCENE 03 SCENE 04


