
バンディット
USB ヘッドライト
品番 ( イエロー ):61700
          （ブラック ):61702 \5,500

スタイラスプロ 360
品番 :66218 \6,700

V3AIR 充電式　
軽量 LEDヘッドライト
品番 :610.5043

V3PRO 充電式 軽量
LED ヘッドライト
品番 :612.5043

スーパーランタン
品番 ( イエロー ):44945
          （コヨーテ ):44947 \27,000

シージミニ
ブルー
品番 :44949

\7,000

シージミニ
レッド
品番 :44953

\7,800

シージミニ
ピンクリボン運動協賛
品番 :44944

\6,500\7,000シージ LED ランタン
品番 :44931

赤と白に点灯 青と白に点灯 赤と白に点灯

\19,200

上部のバンドは
取り外し可能！

セット内容：本体、ヘッドバンド、
USB ケーブル、Li-Po バッテリー内蔵

セット内容：本体、ヘッドバンド、
Li-ion バッテリー、USB ケーブル、
ポーチ

スイッチはライト下部

ヘッド部を引き出せば
ランタン仕様になります

USB ポートを守る
ゴム製プラグ

スマホの充電も
できます！

暗所作業を明るく安全に！　新商品続々登場！暗所作業を明るく安全に！　新商品続々登場！

最大 100 時間連続点灯最大 100 時間連続点灯
●最大照射距離　210ｍ
●連続点灯　1.5-100 時間
●質量　148ｇ
●明るさ ( ルーメン )　BOOST 320
　　　　　　　　　　  HIGH    250
                                               LOW     5

●最大照射距離　210ｍ
●連続点灯　1.5-100 時間
●質量　148ｇ
●明るさ ( ルーメン )　BOOST 320
　　　　　　　　　　  HIGH    250
                                               LOW     5

ミニサイズで持ち運びに便利ミニサイズで持ち運びに便利
●連続白色点灯　7-37h
●明るさ ( ルーメン )　HIGH 200    MEDIUM 100    LOW 50   赤色 0.7
●単 3電池 3本　
●全長 138mm
●SOS モード付

●連続白色点灯　7-37h
●明るさ ( ルーメン )　HIGH 200    MEDIUM 100    LOW 50   赤色 0.7
●単 3電池 3本　
●全長 138mm
●SOS モード付

多機能でハイパワー多機能でハイパワー
●連続白色点灯　30-295h
●明るさ ( ルーメン )
　HIGH 540  MEDIUM 275
     LOW 55 赤色 10
●単 1電池 3本 ( 別売 )　
●高さ 184mm
●SOS モード付

●連続白色点灯　30-295h
●明るさ ( ルーメン )
　HIGH 540  MEDIUM 275
     LOW 55 赤色 10
●単 1電池 3本 ( 別売 )　
●高さ 184mm
●SOS モード付

超軽量ヘッドライト超軽量ヘッドライト 1100 ルーメン充電式ランタン1100 ルーメン充電式ランタン
●USB充電式　
●連続白色点灯　5-35h
●明るさ ( ルーメン )　1100
●質量 867g
●高さ 190.5mm
●SOS モード付

●USB 充電式　
●連続白色点灯　5-35h
●明るさ ( ルーメン )　1100
●質量 867g
●高さ 190.5mm
●SOS モード付

ヘッド部を引き出すと 360°照らすランタンにヘッド部を引き出すと 360°照らすランタンに
●明るさ (ルーメン )：65
●連続点灯　6.5h
●電池：単 4電池 2本 ( 付属 )
●質量　53.6ｇ
●全長　150ｍｍ

●明るさ ( ルーメン )：65
●連続点灯　6.5h
●電池：単 4電池 2本 ( 付属 )
●質量　53.6ｇ
●全長　150ｍｍ

バッテリーがなくなるまで
最大光力を発揮！
バッテリーがなくなるまで
最大光力を発揮！

IPX4IPX4

IPX4IPX4

IPX7IPX7

IPX7IPX7

IPX7IPX7

IPX4IPX4

IPX4IPX4

充電式充電式

充電式充電式

充電式充電式

充電式充電式

sale

●最大照射距離　245m
●連続点灯　2-100 時間
●明るさ ( ルーメン )　BOOST 500
                                               HIGH    280
                                               LOW     6

●最大照射距離　245m
●連続点灯　2-100 時間
●明るさ ( ルーメン )　BOOST 500
                                               HIGH    280
                                               LOW     6

コンパクトに収まる
ポーチ付き！
コンパクトに収まる
ポーチ付き！

\31,000

●USB 充電式 (USB コード付 )
●連続点灯　2-9.5h　
●質量 36.8ｇ
●明るさ ( ルーメン )　HIGH 180
                                               LOW 35

●USB 充電式 (USB コード付 )
●連続点灯　2-9.5h　
●質量 36.8ｇ
●明るさ ( ルーメン )　HIGH 180
                                               LOW 35

帽子のつばに
取り付け可能

new

new

new

※価格はすべて税抜表示です。



Q3 CLASSIC LED ライト
品番 :503.1543 \12,000

Q3 LED ライト
品番 :503.1043\14,900

Q3R 充電式 LEDライト
品番 :503.5143 \26,800

充電式フォーカス LED
フラッシュライト
品番 :96061 \4,800 \2,500

ペン型UV-LED ライトペン型UV-LED ライト

衝撃に強い！
吊り下げて使える
衝撃に強い！
吊り下げて使える

お問い合わせは…

プロタックHL
品番 :88040 \17,800

スタイラスプロUSB UV
品番 :66149 \11,000

●3Vリチウム電池 2本 ( 付属 )
●連続点灯　3.75h
●明るさ ( ルーメン )   170
●Ｌ型ヘッドタイプ
●全長　133mm

●3Vリチウム電池 2本 ( 付属 )
●連続点灯　3.75h
●明るさ ( ルーメン )   170
●Ｌ型ヘッドタイプ
●全長　133mm

●連続点灯　3-4h
●明るさ ( ルーメン )　1500
●全長　636mm

●連続点灯　3-4h
●明るさ ( ルーメン )　1500
●全長　636mm

●連続点灯　7h
●明るさ ( ルーメン )      765
●全長　355mm

●連続点灯　7h
●明るさ ( ルーメン )      765
●全長　355mm

\17,800

\11,800\3,300

Q3 用アタッチメント
カラーコーンプレゼント！
Q3シリーズに装着できます

Q3用アタッチメント
カラーコーンプレゼント！
Q3シリーズに装着できます

いずれか 1つご購入でいずれか 1つご購入で いずれか 1つご購入でいずれか 1つご購入で

キーチェーンライト
プレゼント！
キーチェーンライト
プレゼント！

いずれか 1つご購入でいずれか 1つご購入で

結束バンド (100 本入 )※サイズは選べません
プレゼント！
結束バンド (100 本入 )※サイズは選べません
プレゼント！

いずれか 1つご購入でいずれか 1つご購入で

ミニ LEDライト
プレゼント！※色は選べません
ミニ LEDライト
プレゼント！※色は選べません

品番：950.001品番：950.001

品番：CT2.5X100B 又は CT3.6X150B
   又は CT4.8X200B 又は  CT4.8X250B
品番：CT2.5X100B 又は CT3.6X150B
   又は CT4.8X200B 又は  CT4.8X250B

品番：73100品番：73100

品番：96070GR  又は  96070DG  又は
　　　96070BK  又は  96070BR   又は
             96070BL

品番：96070GR  又は  96070DG  又は
　　　96070BK  又は  96070BR   又は
             96070BL

マグネット付きフレキシブルライト
品番 :F7647

マグネット付きフレキシブルライト
品番 :F7646 \3,000

マグネット付きで手が塞がらない！
入り組んだ場所にも対応
マグネット付きで手が塞がらない！
入り組んだ場所にも対応
●単3電池 x3 本使用（別売）
●連続点灯　8h
●明るさ ( ルーメン )　200
●グリップ径　36ｍｍ
●照射距離　100m
●全長　590mm

●単 3電池 x3 本使用（別売）
●連続点灯　8h
●明るさ ( ルーメン )　200
●グリップ径　36ｍｍ
●照射距離　100m
●全長　590mm

●単 4電池 x3 本使用（別売）
●連続点灯　6h
●明るさ ( ルーメン )　200
●グリップ径　27.5ｍｍ
●照射距離　100ｍ
●全長　597mm

●単 4電池 x3 本使用（別売）
●連続点灯　6h
●明るさ ( ルーメン )　200
●グリップ径　27.5ｍｍ
●照射距離　100ｍ
●全長　597mm

コンパクトなのにパワフル！
デンマーク製プロ仕様フラッシュライト
コンパクトなのにパワフル！
デンマーク製プロ仕様フラッシュライト タフで明るい！タフで明るい！

電源のない場所での作業に！電源のない場所での作業に！
●充電式　自動車等のシガーソケットや
　家庭用 100V コンセントでも充電可能
●付属の吊り下げフックとグリップエンドの
　マグネットにより場所に応じた固定が可能

●充電式　自動車等のシガーソケットや
　家庭用 100V コンセントでも充電可能
●付属の吊り下げフックとグリップエンドの
　マグネットにより場所に応じた固定が可能

防滴防塵ヘッドライト防滴防塵ヘッドライト
●単3電池 1本 ( 別売 )
●連続点灯　10ｈ
●明るさ ( ルーメン )　50

●単 3電池 1本 ( 別売 )
●連続点灯　10ｈ
●明るさ ( ルーメン )　50

●無段階調整光機能 (100%⇔20%)
●連続点灯　2-5h
●明るさ ( ルーメン )   HIGH 400
                                             LOW 80
●照射距離　150m

●無段階調整光機能 (100%⇔20%)
●連続点灯　2-5h
●明るさ ( ルーメン )   HIGH 400
                                             LOW 80
●照射距離　150m

コンパクトなのに
明るい！
コンパクトなのに
明るい！

IPX4IPX4 IPX7IPX7

IPX4IPX4

IPX7IPX7

IP54IP54

ポリタック 90 LED ( オレンジ )
品番 :88832 \17,700

●CR123A リチウム電池 2本
    ( 付属 )
●連続点灯　1.25-18h
●明るさ ( ルーメン )   HIGH 600
                                             LOW 33
●全長　137ｍｍ

●CR123A リチウム電池 2本
    ( 付属 )
●連続点灯　1.25-18h
●明るさ ( ルーメン )   HIGH 600
                                             LOW 33
●全長　137ｍｍ

IP54IP54

マグネット付 LED充電式作業灯
品番 :96044

マグネット付 LED充電式作業灯
品番 :96046

日常生活
防水

日常生活
防水

IPX4IPX4

充電式充電式

充電式充電式

充電式充電式

ヘッドライト
品番 :96028

IPX4IPX4

IPX8IPX8

IP64IP64 充電式充電式

●単 4電池 3本 ( テスト電池付属 )
●連続点灯　1.5-60h
●明るさ ( ルーメン )     BOOST 320
  HIGH  200    MEDIUM 50    LOW 15
●専用ポーチ付
●寸法　φ26.5×115.3mm

●単 4電池 3本 ( テスト電池付属 )
●連続点灯　1.5-60h
●明るさ ( ルーメン )     BOOST 320
  HIGH  200    MEDIUM 50    LOW 15
●専用ポーチ付
●寸法　φ26.5×115.3mm

new

誘導灯として
使えます

誘導灯として
使えます

●単 4電池 3本 ( テスト電池付属 )
●連続点灯　20h
●明るさ ( ルーメン )    280
●専用ポーチ付
●寸法　φ26.5×115.3mm

●単 4電池 3本 ( テスト電池付属 )
●連続点灯　20h
●明るさ ( ルーメン )    280
●専用ポーチ付
●寸法　φ26.5×115.3mm

●USB 充電式
●連続点灯　1.75-89h
●ケーブル・充電器・専用ポーチ付
●明るさ ( ルーメン )     BOOST 400
  HIGH 250    MEDIUM 50    LOW 15
●全長　127.7mm

●USB 充電式
●連続点灯　1.75-89h
●ケーブル・充電器・専用ポーチ付
●明るさ ( ルーメン )     BOOST 400
  HIGH 250    MEDIUM 50    LOW 15
●全長　127.7mm

●USB 充電式
●連続点灯　2.5h
●HVAC の液漏れなどの検知に
●全長　156ｍｍ

●USB 充電式
●連続点灯　2.5h
●HVAC の液漏れなどの検知に
●全長　156ｍｍ

※価格はすべて税抜表示です。
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