
この度は、ダイブエクストリーム製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本製品をご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みください。
また、保証書は別紙で同梱しておりますので大切に保管してください。

取扱説明書



  製品の特徴
水中での操作性を追求した、新感覚の多機能マルチダイブライト。

• 探索から撮影までカバーできる多彩なモード
•	 撮影条件に応じて 3 段階調光可能なワイド光。

　　【 照射角 100°　全光束 300lm / 600lm / 1200lm 】
•	 探索に有効なスポット光。陸上での最大照射距離は 100ｍ。

　　【照射角10°　1m 中心照度 2600lx 】 
•	 赤色と青色の 2 色のカラーモード。光に敏感な生物の観察や撮

影時のエフェクトとして使用します。
•	 ダイバー間のコミュニケーション等に使える点滅モード。

• 大型回転モードダイヤルによる抜群の水中操作性
•	 ボタンレス構造による高い防水性能。モードが後方から視認で

き、直感的な操作を可能にします。モードダイヤルは取り外し
て砂、塩がみのメンテナンスが可能。

• モジュール構造
•	 光源と電源をモジュール化、バヨネット構造のロックリング

を回転させて着脱するため、O リングに捻じれ、回転などの
負担をかけず、水没のリスクが低減します。バッテリーモジュー
ルに付属のモジュールキャップを取付ける ( 絶縁する) ことに

より飛行機での輸送が可能です。
•	 ライトモジュールとバッテリーモジュール間はダブル O リング。

ライトモジュールの防滴パッキンによる二重の防水仕様で、モ
ジュール内部まで浸水しにくい構造です。

• 軽量、コンパクトボディ
•	 アルミ切削 + ポリカーボネート樹脂の複合構造により重量は

陸上 275g、水中 70g と軽量。

• 別売りアクセサリーにより様々な状況に対応
•	 ダイブエクストリーム DL1001 用アクセサリーのカラビナフッ

ク、ボールアダプターが取り付け可能です。直接 BC にひっか
けたり、クランプにも取り付けられます。ハウジング取り付け
用の YS アダプター、GoPro アダプター、YS ボールアダプター、
リアフック等の専用アクセサリーにも対応しています。

• 万一に備えた各種安全機構
•	 バッテリーモジュールのオーバープレッシャーバルブ。モジュール

間に浸水を感知してバッテリーをシャットダウンする安全回路。
オーバーヒートコントロールなど、様々な要因に対して安全対策
を盛り込んでいます。　　　　　　　　
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  はじめに
•	 本書の内容を無断で複写することは、個人としてご利用にな

る場合を除き禁止されています。
•	 本製品の内容については、予告無しに変更することがあります。
•	 本製品の不適切な使用により、損害が生じた場合第三者からの

いかなる請求に関し、当社では一切の責任を負いません。
•	 本製品の故障、当社指定外の第三者による分解、修理、改造

その他の理由により生じた損害に関し、当社では一切の責任
を負いません。

※本製品には、電子回路や充電式リチウムイオン電池が組込まれ
ていますので、分解、改造は決して行わないでください。感電
やけがの恐れがあります。

※製品の内部に水や異物が入ったと思われる時は、すみやかに使
用をやめ電源を切って、お買上げの販売店にご相談ください。

  目次
安全上のご注意 ...................................................4
同梱品一覧 .........................................................6
各部位名称 .........................................................8
ライトモジュールキャップの取り外しと取り付け方法 ........ 10
バッテリーモジュールキャップの取り外しと取り付け方法 ..... 11
防水仕様について ............................................... 12
使用前のメンテナンス ......................................... 14
本体を充電する .................................................. 16
ご使用方法 ....................................................... 17
本体の操作方法 ................................................. 19
ご使用後のメンテナンス ....................................... 21
別売品一覧（1） .................................................. 26
別売品一覧（2） .................................................. 27
製品仕様 .......................................................... 28
アフターサービス ............................................... 29
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  安全上のご注意
■安全上のご注意
•	 製品を正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前には

この「安全上のご注意」を必ずお読みください。
•	 この「安全上のご注意」には安全のための重要な情報が記載

されていますので、必ず守ってください。
•	 以下の表示の区分は、記載内容を守らず、誤った使い方をし

た場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

死亡または重傷を負う危険性が大きいと想定
される内容です。

死亡または重傷を負う可能性が想定される内
容です。

損害を負うことや、物的損害発生が想定される
内容です。

次に示す内容を守らず、誤った使い方をした場合、発火、発熱、破損、
液漏れなどにより、やけど、けが、失明などの原因になります。

          

•	 分解・改造をしない。
•	 モジュールを単体で水中に持ち込まない。

※ライトモジュールとバッテリーモジュールは水中での接続・取り
外しはできません。

•	 火の中に入れたり、オーブンで加熱しない。
•	 高温の場所で使用や放置をしない。
•	 乳幼児の手の届く場所に置かない。

          

•	 人の目に向けて点灯させない。
•	 バッテリーモジュール USB コネクタを、金属のピンなどで

ショートさせない。
•	 AC アダプターの定格電圧で使用する。
•	 AC アダプターを液体で濡らしたり、濡れたままで使用しない。
•	 AC アダプターや家庭用電源、USB コネクタ内にほこりがた

まってないかを定期的に点検する。
•	 USB 接続ケーブル (Type C) のコードが傷んだら使用しない。
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•	 家庭用電源や AC アダプターは、プラグを根元まで確実に差
し込む。
•	 本体を振り回したり投げたりしない。

          

•	 陸上では長時間（5 分以上）点灯させない。
•	 床や机などの上に、光源を下向きにした状態で点灯させない。
•	 異臭、異常音、変形、煙が出るなどの異常が生じた場合は、直

ちに使用を中止する。
•	 水中にエントリーする際に、本製品を持ったまま飛び込まない。
•	 モジュール接続時は、O リングの点検を行う。
•	 モジュールの接続は、正しく行う。
•	 ライトモジュール／バッテリーモジュールの保管時は、付属のモ

ジュールキャップを装着する。
•	 長期間使用しない場合は、AC アダプターをコンセントから抜く。
•	 本製品はスイッチにマグネットを使用しているので時計、電子機

器等、マグネットにより影響を受ける製品をそばに置かない。
•	 マグネットを使用した製品の近くに本製品を近づけると、製品

の構造上、点灯する場合があるため、留め金に強力な磁石を使
用しているバッグに本製品入れるときは留め金付近のポケットな
どには入れない。
•	 マグネットを使用したダイビング用器材、水中撮影用アクセサ

リーなどと組合せて使用しない。

5



  同梱品一覧

DE メンテナンス用オープナー
DL-MO01

メンテナンスリングを取り外すときに
使用します。P.22 参照

DE シリコングリス
DL-SG01

O リングに添付します。
P.15 参照

DE ライトモジュールキャップ
DL-LMC02

ダイブライトモジュール本体

■ダイブライトモジュール DL-LM02
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DE バッテリーモジュールキャップ
DL-BMC01

DE USB接続ケーブル（TYPE-C）
DL-UCC01

バッテリーモジュール本体

■バッテリーモジュール DL-BM01

※ USB 対応の AC アダプターは、パソコン・携帯電話端末などの普
及により多くの方が所持されているため、できるだけ無駄をなくし
たいという観点から、本製品に USB 対応の AC アダプターは付属
されていません。
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  各部位名称
■ダイブライトモジュール　DL-LM02

モードロックレバー（赤）
ライトモジュールキャップ
※防水機能はありません。

電気接点（4 カ所）
水などに濡れた場合は、きれい
に拭き取ってください。

防滴パッキン

指標（白）

マグネットリング
※モードダイヤルの内側

に装着されています。

メンテナンスリング
※フロントプロテクターの

内側に装着されています。

インジケーター
ボディの半透明部位が発光
し、電源 ON とバッテリー
残量を表示します。

O リング
ライトモジュールとバッ
テリーモジュールの接続
部を防水します。

LED（ワイド/赤/青）

LED（スポット）

モードダイヤル

フロントプロテクター
バッテリーロックレバー（黒）

バッテリーモジュールから取り外すとき
に使用します。

：水中では操作しないでください。
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  各部位名称
■バッテリーモジュール　DL-BM01

ロックリング（黒）

USB コネクタ
充電表示ランプ

電気接点（4 カ所）

バッテリーモジュールキャップ
※防水機能はありません。

ストラップ用穴

アクセサリー
取り付け穴
※ P.27 参照

拡張アクセサリー
取り付けネジ
※ P.27 参照

オーバープレッシャーバルブ

＜正面＞
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■取り外し
本体底面のロックレバー（黒） 方向へ押しながらキャップ
を反時計方向に回して引き抜きます。

  ライトモジュールキャップの取り外しと取り付け方法
■取り付け

①ライトモジュールの指標 (白)とキャップの を合わせて
キャップを差し込みます。

②キャップを 方向にカチッと音がするまで時計方向に回し
ます。

ロックレバー（黒）

①
＜底面を上に＞

②

③
指標（白）
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  バッテリーモジュールキャップの取り外しと取り付け方法
■取り外し

①ロックリングをキャップの指標と が合うまで時計方向
に回します。

②キャップを引き抜きます。

■取り付け
①ロックリングを時計方向に止まるまで回します。

②キャップの指標と を合せてキャップをバッテリーモ
ジュールに押し込みます。

③キャップを軽く押さえつけながらロックリングを反時計方向
に回します。

ロックリング

指標

①

②

①②

③
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  防水仕様について
■二重の防水構造
• バッテリーモジュール内部への浸水を防ぐために、2 つの O リ

ングが装着されています。さらに電気接点への浸水を防ぐ為に
防滴パッキン（生活防水レベル IPX6）が施されています。

• 各モジュールが接続された状態（水中で使用する状態）での、
耐水深は 100m（IPX8）です。100m 以上の水深では使用でき
ません。またこの防水は、お客様のメンテナンスにより保たれ
ます。万一、本体が水漏れした場合、内部の保護回路が作動し、
一時的に電源が入らなくなります。

※モジュールを各々取り外した状態での防水仕様はありません。
※ USB 接続ケーブルは防水仕様ではありませんので、水に濡らさな

いようにご注意ください。 防滴パッキン

O リング
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本製品の耐水深 100m 防水は、ライトモジュールの O リングお
よび O リング溝とバッテリーモジュールの O リング当て付け面
が密着することによって機能を保っています。   
ご購入直後でも水中で使用する前には必ず、以下のメンテナンス
を行ってください。

•	 O リングは消耗品ですので目安として 1 年に一回は交換してく
ださい。以下に示す異常があった場合は、必ず新品の専用 O
リング（DL-OS02）と交換してください。
•	 グリスは必ず、専用シリコングリスを使ってください。
•	 O リングにヒビ、キズ、へこみなどの異常があった場合は、

必ず新品の専用 O リングと交換してください。

Oリング溝

O リング当て付け面

キズ
ヒビ

凹み
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  ご使用前のメンテナンス
1. 防水用 O リング（赤）２個を取り外します。右図のように O リ

ングを指でつまみながら押し出すことにより取り外しやすくな
ります。

2. 取り外した O リングにゴミや異物などが付いていないか、キ
ズやヒビ割れが無いか確認します。

※もし、異常がある場合は新品の O リング（DL-OS02）に交換
してください。

3. O リング溝を綿棒などできれいに清掃します。
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4. O リングに専用シリコングリスを塗布します。 5. O リングと O リング溝にごみの付着がないことを入念に確認
してから取り付けます。

※取り付ける際は、O リングを過度に引っ張ったり、キズを付け
ないように注意してください。

水漏れの可能性がある付着物、キズの一例
（髪の毛、繊維ゴミ、塩の結晶等）

米粒半分くらいを
手にとります。

全体に薄く塗ります
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  本体を充電する

USB 対応の AC アダプターは、パソコン・携帯電話端末など
の普及により多くの方が所持されているため、できるだけ無
駄をなくしたいという観点から、本製品に USB 対応の AC ア
ダプターは付属されていません。
※出力が DC5V/1A 以上の AC アダプターをご使用ください。

1.	 USB 接 続 ケーブル の 小さいコネクター (Type-C 側 ) を
バッテリーモジュールの USB コネクタに差し込みます。※
Type-C コネクターはどちらの方向でも差しこめます。

2.	 USB 接続ケーブルの大きいコネクター (USB 側 ) を AC アダ
プターに接続し、AC アダプターをコンセントに差し込みます。
※パソコンなどの USB 端子からも充電が可能です。

3.	 バッテリーモジュールの充電表示ランプが点灯したら充電が
開始されます。

4.	 充電表示ランプが消灯したら充電完了です。
※満充電まで約 4 時間です。使い切った状態から満充電した場合

の目安です。実際の充電時間や充電回数は電池の使用状況や
環境温度、その他の要因により異なります。

※充電やバッテリーに問題がある場合
は、充電表示ランプが点滅します。

充電表示ランプが点灯

①

②

③

②
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  ご使用方法
ライトモジュールとバッテリーモジュールの接続・取り外し方法です。

:不用意な点灯から目を保護するために、ライトモ
ジュールとバッテリーモジュールを接続する前に
は必ずライトモジュールのモードダイヤルを OFF/
LOCK 位置に合せてください。

■接続
1.	 ライトモジュールに装着されているライトモジュールキャッ

プとバッテリーモジュールに装着されているバッテリーモ
ジュールキャップを取り外します。※ P.10、11 参照
※ライト／バッテリーモジュール単体での保管時には、必ずライ

ト／バッテリーモジュールキャップを取り付けてください。
2.	 ライトモジュールに O リング（２個）がついていることを確認

してください。
3.	 バッテリーモジュールのロックリングを時計回りに止まるま

で回します。ライトモジュールの指標（白）を を合
わせ止まるまで押し込みます。

4.	 ロックリングを図の方向に回し、「カチッ」と音がしたらロッ
クされます。

Oリング

指標（白）

ロックリング

②

④
③
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バッテリーロックレバー（黒）
ロックリング

＜上部＞

＜底面＞

上

下

■取り外し

ライトモジュール底面のバッテリーロックレバー（黒）を の方
向に押しながら、バッテリーモジュールのロックリングを
の方向に止まるまで回して引き抜きます。バッテリーモジュール内
部への水滴落下を防ぐため、底面側を上にして引き抜いてください。

：水中で操作しないでください。防水機能が損なわれ
る恐れがあります。
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  本体の操作方法
モードダイヤルはモードロックレバー（赤）を起点として左回転と
右回転でモードと光量の選択をします。
•	 左回転…SPOT、RED、BLUE、BLINK（点滅）
•	 右回転…LOW, MID, HIGH
モードダイヤル指標が OFF／ LOCK の位置の時はモードロックレ
バー（赤）を矢印の方向に押しながら回してください。

：移動、運搬時にライトを使用しない時はモードダイ
ヤルを OFF／ LOCK 位置に合わせて不用意に点灯
しないようにしてください。

モードロックレバー ( 赤 )

モードロックレバー ( 赤 )

指標（白）
この位置で回転が止まる

モードダイヤル

※左回転は「BLINK」、右回転は「HIGH」でそれぞれ指標（白）で回転
が止まります。

左回転右回転

インジケーター

< 背面図 >
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①モード　②全光束　③連続点灯時間　④照射角
⑤色温度　⑥波長　   ⑦演色性

①スポット光 ②400lm ③200分 ④10°
⑤5000K ⑦Ra70以上

BLINK
①点滅 ②400lm ③360分 ④10°
⑤5000K ⑦Ra70以上

BLUE
①青色 ③90 分 ④100° ⑥480nm 

RED

LOW

HIGH

MID

①赤色 ③90 分 ④100° ⑥660nm 

①暗 ②300lm ③300分 ④100°
⑤5000K ⑦Ra70以上

①明 ②1200lm ③60分 ④100°
⑤5000K ⑦Ra70以上

①中間 ②600lm ③150分 ④100°
⑤5000K ⑦Ra70以上

※調光によって該当しない項目については非表示となります。

■モード別仕様一覧

■バッテリー残量表示
インジケーターの色がバッテリー残量を示します。

100％〜 50％ ブルー ※バッテリー残量が 5％以下と
なった場合、自動的に最小値
の光量に減光し調光は行えな
くなります。（約 2 時間維持）

50％〜 5％ パープル

5％以下 レッド
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 ご使用後のメンテナンス
■メンテナンス

•	 ご使用後は、ご使用時の状態のまま（各モジュールが接続された
状態）常温の真水に1 時間から２４時間浸けて塩分を取り除いて
ください。

•	 真水から取り出した後は、乾いた布などで水分を取り除き、
直射日光の当たらないところで自然乾燥させてください。

：ヘアードライヤーや直射日光などでの乾燥は、
製品や O リングの劣化や変形の原因となり、
故障や浸水の原因となります。

•	 長時間使用しない場合は、ライトモジュールとバッテリー
モジュールを取り外して、モジュールキャップを取り付けて
保管してください。
•	 バッテリーモジュールは制御基板を内蔵しているため、保

管状態でも少しずつバッテリーを消費しますが、故障では
ありません。ご使用前は再充電することをお勧めします
•	 ご使用前後の移動、保管中の O リング、O リング当て付け面

へのごみ、ほこりの付着、キズなどを防止するためにライト
モジュールキャップ（DL-LMC02）、バッテリーモジュールキャッ
プ（DL-BMC01）を取り付けてください。
•	 真水から取り出した後は、乾いた布などで水分を取り除き、

直射日光の当たらないところで自然乾燥させてください。
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■モードダイヤルのメンテナンス
塩がみや砂の侵入によりモードダイヤルの動作が重くなった場合
など、モードダイヤルを取り外して洗浄します。

：・モードダイヤルのメンテナンスは製品内への水
の侵入を防ぐためにライトモジュールとバッテ
リーモジュールを接続状態で行ってください。

・本製品はマグネット式スイッチを使用しているた
めメンテナンス中ライトが不意に点灯する場合
があります。メンテナンス作業中は光源を見な
いようにしてください。

メンテナンスリングの取り外しと洗浄
①フロントプロテクターを図のようにめくって取り外します。
②メンテナンス用オープナーをメンテナンスリングの溝に図のよ

うに差し込み反時計方向に回して緩めてから手で回して取り外
します。

③モードダイヤルを引き抜き、マグネットリングを取り外します。
④ライトモジュールのモードダイヤル部、モードダイヤル裏側、

マグネットリングの塩分、砂等を流水で洗い流し、直射日光の
当たらないところで自然乾燥させてください。 メンテナンス用オープナー

フロントプロテクター
①

②
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マグネットリング

メンテナンスリング

モードダイヤル

③

④
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メンテナンスリングの取り付け
①不用意な点灯から目を守るため、バッテリーモジュールを取り

外します。※ P.18 参照
②ライトモジュール本体の指標（白）を上側にして図 A を参照に

マグネットリングを指標（①、②）を図の位置に合わせます。
③モードロックレバー（赤）と指標（白）を合せて、モードダ

イヤルをライトモジュールに差し込みます。
④メンテナンスリングにフロントプロテクターを装着し、時計方向

にを止まるまでねじ込みます。
⑤メンテナンスリングの取り付け後にモードダイヤルをライトモ

ジュール本体の指標（白）に合わせてください。メンテナンスリン
グがモードダイヤルと一緒に回転しないことを確認してください。

: メンテナンスリングオープナーを使用して締め付け
ないでください。破損の恐れがあります。  

②

１

2

2

１

図 A

指標（白）
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③ ④

指標（白）

モードロックレバー（赤）

モードダイヤル
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  別売品一覧（1）　　

バッテリーモジュール
( バッテリーモジュールキャップ付属 )

DL-BM01

DE バッテリーモジュール
キャップ
DL-BMC01

DE USB接続ケーブル（TYPE-C）
DL-UCC01

DE フロントプロテクター
（DL2002）

DL-FP02

DE ライトモジュール
キャップ
DL-LMC02

DE メンテナンス用オープナー
DL-MO01

DE シリコングリス
DL-SG01

DE O リングセット
（DL2001 ／ DL2002）

DL-OS02
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  別売品一覧（2）　　

GoPro® は、米国その他の国々で登録された Woodman Lab,Inc の登録商標です。

DE YS アダプター
DL-YSA01

ハウジングなどへの
取り付け用

DE GoPro アダプター
DL-GPA01

DL2002 に直接 GoPro を
取り付けます

DE YS ボールアダプター
DL-YSBA01

市販のアーム、クランプ
取り付け用アダプター

ボール直径 25mm

DE カラビナフック
DL-CH-01

付属のボルト（2 本）で締め付けて固定します。

DE ボールアダプター
DL-BA-01

DE リアフック
DL-RH01

DE YS アダプターとセットで取り付けます。
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  製品仕様
大きさ 最大径：Φ 65mm X  奥行：170 ｍｍ 

重量 陸上 275g / 水中 70g

使用温度範囲 − 5℃〜＋ 45℃

保存温度範囲 − 5℃〜＋ 45℃

保存湿度範囲 20％〜 60％

材質、処理 耐蝕アルミ合金 / 硬質アルマイト、PC、シリコン

安全規格 PSE（内蔵バッテリー）

●スポットモードの最大照射距離は 100m（陸上）※4。1m 中心照度は 2600lx。
※ 1 陸上で連続点灯すると、高温になり安全装置により消灯します。
※ 2 点灯時間は新品の充電済電池による目安です。
※ 3 電池寿命とは、充電できる容量がバッテリー容量の 50% 以下に低下した

状態を指します。従いまして、その状態でもバッテリーは使用できます。
※ 4 中心照度が 0.25lx になる距離の理論値になります。透明度などの使用環

境により到達距離は変化します。

機種名 DL2002 ダイブライトキット 

光源 LED 

使用環境 水中※ 1

充電方式 USB 充電

電源 充電式リチウムイオンバッテリー 3.6V / 3250mA（11.7Wh）

調光 / モード
WIDE 3 段階

スポット光 赤色 青色 点滅
HIGH MID LOW

全光束 1200lm 600lm 300lm 400lm ー ー 400lm

連続点灯時間※2 60 分 150分 300分 200 分 90分 90分 360 分

照射角度（陸上） 100° 10° 100° 100° 10°

色温度 / 波長 5000K 5000K 660nm 480nm 5000K

演色性 Ra70 以上 Ra70
以上 ー ー Ra70

以上

インジケーター

バッテリー残量

電池寿命※3 約 500 回

耐水深 100m　IPX8（JIS 保護等級８)

ブルー パープル レッド

100 〜 50％ 50 〜 5％ 5％以下
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  アフターサービス
■保証内容および修理に関して

1　保証書の「お買上げ日」、「販売店印」を必ずご確認の上、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。
2　保証期間はお買上げ日より1年間です。
3　修理をお申しつけされる場合

保証期間中：製品に保証書（別紙）を添えて、お買上げの販売店にご持参ください。保証書に記載された内容に基づき修理いたします。
保証期間外：修理が可能な場合は、ご要望により有料で修理いたします。

4　その他、製品に関するお問い合わせ、ご質問などがございましたら、販売店までご連絡ください。

製造元：株式会社エーオーアイ・ジャパン
Tel : 045-441-0127
〒221-0056 神奈川県横浜市神奈川区金港町2-1 パークタワー横濱ポートサイド2F
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