
新商品取扱開始のお知らせ 

 

お取引先様各位  

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

メーカー新商品の発表に伴い、下記商品の取り扱いを開始しますので、お知らせいたします。  

 

1．[MU-7253] AL15A LED ｽﾄﾛﾎﾞﾗｲﾄ ＜参考上代 ￥7,000 SAEKODIVE ＞ 

 

万が一の時に備え、安心･安全の為に携帯しておきたい点滅式ｽﾄﾛﾎﾞﾗｲﾄ。 

明るい点滅式の光でﾀﾞｲﾊﾞｰの位置を知らせます。 

軽量･ｺﾝﾊﾟｸﾄながら、視認性 3㎞、72 時間の長時間点滅のｽﾄﾛﾎﾞ機能。 

＜商品仕様＞ 

点滅式 LED ｽﾄﾛﾎﾞﾗｲﾄ（有効距離 3km） 

光量:ｽﾄﾛﾎﾞ 430 ｶﾝﾃﾞﾗ 耐圧水深:60 m 

点灯時間：72 時間 電源:単三×3個 

サイズ: 125 × 34 mm 約 93g(本体のみ)  

2．[MU-7252] AL300A LED ｽﾄﾛﾎﾞﾗｲﾄ＆ﾄｰﾁ ＜参考上代 ￥8,500 SAEKODIVE ＞ 

 

万が一の時に備え、安心･安全の為に携帯しておきたい点滅式ｽﾄﾛﾎﾞﾗｲﾄ。 

明るい点滅式の光でﾀﾞｲﾊﾞｰの位置を知らせます。 

AL300A は、ｽﾄﾛﾎﾞ＆LED ﾄｰﾁの１台２役の仕様です。 

＜商品仕様＞ 

点滅式 LED ｽﾄﾛﾎﾞﾗｲﾄ(有効距離 3km) 

光量:ｽﾄﾛﾎﾞ 430 ｶﾝﾃﾞﾗ/ﾄｰﾁ 130 ﾙｰﾒﾝ 耐圧水深:60 m 

点灯時間:ｽﾄﾛﾎﾞ 72 時間/ﾄｰﾁ 6 時間 電源:単三×3個 

サイズ: 136 × 47 mm 約 118g(本体のみ)  

3．[MU-7349] AS-LED ｱｸｱｽﾄﾛﾎﾞ ＜参考上代 ￥6,800 PrincetonTec ＞ 

 

万が一の時に備え、安心･安全の為に携帯しておきたい点滅式ｽﾄﾛﾎﾞﾗｲﾄ。 

明るい点滅式の光でﾀﾞｲﾊﾞｰの位置を知らせます。 

軽量･ｺﾝﾊﾟｸﾄながら、視認性約 1.6km、12 時間点滅、防水性能は 100m。 

＜商品仕様＞ 

点滅式 LED ｽﾄﾛﾎﾞﾗｲﾄ（有効距離 1.6km）  

光量:100 ﾙｰﾒﾝ 360 度照射(1 分あたり 60 回点滅) 耐圧水深:100 m 

点灯時間：12 時間 電源:単三×1個  

サイズ: 138 × 38 mm 約 76g(本体のみ) 
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AL-15A LEDストロボライト

AL-300A 2in1 LEDストロボ&トーチ
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定評あったＳＬ１５が、ＡＬ-１５Ａ・ＡＬ-３００Ａとして復活しました。
ＡＬ-１５Ａは、ストロボ専用モデル。ＡＬ-３００Ａはストロボ＆ＬＥＤトーチの１台２役の仕様です。
防水性能は６０ｍ、視認性３ｋｍ・７２時間点滅のストロボ機能、全長１２センチのコンパクトサイズ。
ＡＬ-３００ＡはバックアップＬＥＤトーチとしても使用できます。

AL-300A

AL-15A

マグネットスイッチ

マグネットスイッチ

ストロボ発光部

ストロボ発光部

ＬＥＤトーチ
発光部

ＬＥＤトーチ

ＡＬ-１５Ａ仕様
使用電池
使用光源

乾電池単３形 ３コ（別売）

光量など ストロボ：４３０カンデラ　
ストロボ：XM-L2 U2 １コ  

視 認 性 約3+キロメートル（ストロボ側）
電池寿命

耐 水 性 水深６0ｍ
外形寸法
本体重量

本体部：約 幅４７X奥行１２５X高さ４７（mm)
約９３ ｇ(本体のみ、乾電池および付属品含まず）

ストロボ：７２時間以上　

ＡＬ-３００Ａ仕様
使用電池
使用光源

乾電池単３形 ３コ（別売）

光量など ストロボ：４３０カンデラ　トーチ：１３０ルーメン
ストロボ：XM-L2 U2 １コ  トーチ：XPG-R5 １コ

視 認 性 約3+キロメートル（ストロボ側）
電池寿命

耐 水 性 水深６0ｍ
外形寸法
本体重量

本体部：約 幅４７X奥行１３６X高さ４７（mm)
約１１８ ｇ(本体のみ、乾電池および付属品含まず）

ストロボ：７２時間以上　トーチ：６時間以上

★掲載内容は2018年9月現在のものです。★製品の仕様･デザイン・価格等は予告無く変更する場合があります。予めご了承ください。　

[MU-7253] AL15A LED ストロボライト

[MU-7252] AL300A LED ストロボライト＆トーチ

￥　オープンプライス

￥　オープンプライス



Aqua Strobe LED 
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アクアストロボが、ＬＥＤタイプとして登場しました。
アクアストロボＬＥＤは、ストロボ専用モデル。視認性約１.６ｋｍ・１２時間点滅のストロボ機能
防水性能は１００ｍ、全長１４センチのコンパクトサイズ。
ベルクロストラップ・ランヤード付属なのでＢＣ、タンク、アンカーラインに簡単に取り付けられます。

Aqua  S t r o be  LED仕様
使用電池
使用光源

乾電池単３形 １コ（テスト用電池付属）

光量など ストロボ ： 100 ルーメン・３６０度照射（1分あたり60回点滅）
ストロボ ： Maxbright LED １コ  

視 認 性 約1マイル、約1.6キロメートル
電池寿命

耐 水 性 防水保護等級 ： IPX 8 （水深１００ｍ）
外形寸法
本体重量

本体部：約 幅３８X奥行１３８X高さ３８（mm)
約９０ ｇ(本体、乾電池込み重量）

ストロボ ： １２時間　

★掲載内容は2019年1月現在のものです。★製品の仕様･デザイン・価格等は予告無く変更する場合があります。予めご了承ください。　

[MU-７３４９] AS-LED アクアストロボ
￥　オープンプライス

AS-LED アクアストロボＮＹ ・ ネオンイエロー

AS-LED アクアストロボＲＲ ・ ロケットレッド

360度照射 100Ｍ防水 Maxbright LED 有効視認１マイル

ブリスターパック

付属品 ： ベルクロストラップ ・ ランヤード
　　　　テスト用単３乾電池１本

発光開始

フル発光




