
Ultra Heat Jacket
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 給電プラグ
(USB Type-A)

 給電プラグ
(USB Type-A)

 給電ケーブル 給電ケーブル

レベル３（紫）

レベル２（緑）

約 4 時間

約５時間

約７時間

約 12 時間

レベル４（赤　高温）

▲

レベル１（白　低温）

▲

使用時間（目安）バッテリー容量 10000mAh の場合

※使用時間は目安です。着用条件、使用環境、バッテリーの状態

などによって異なります。

●材質：ポリエステル 100％

●カラー：NB ネイビー

●材質：ポリエステル 100％

●カラー：NB ネイビー

品番
56281
56282
56283

サイズ 本体価格

21,500
税込価格 23,650 円

円

身長 ( 目安 ) 胸囲
M
L
LL

168-172
173-177
178-182

92
96
100

●スイッチ：温度調節４段階

●給電ケーブル：USB Type-A

●スイッチ：温度調節４段階

●給電ケーブル：USB Type-A

品番

63185

バッテリー容量 本体価格

税込価格 3,850 円
3,500 円10000mAh

●サイズ (mm)：138×73.5×14
●質量 (g)：約 230
●合計出力：最大 3A
●Micro USB ケーブル１本付属

●サイズ (mm)：138×73.5×14
●質量 (g)：約 230
●合計出力：最大 3A
●Micro USB ケーブル１本付属

USB Style  モバイルバッテリーUSB Style  モバイルバッテリー

パワフルな充電式ライトを
必要とするプロに最適

●搭載 LED：CREE パワーチップ 1 個
●防水規格：IPX4
●本体材質：アルミニウム
●明るさ ( ルーメン )：
　400(MAX)、250(High)、50(Medium)、15(Low)
●連続点灯時間：
　1時間45分(MAX)、3時間(High)、
　15時間(Medium)、89時間(Low)
●質量 (g)：139
●全長 (mm)：128
●外径 (φmm)：27

●搭載 LED：CREE パワーチップ 1 個
●防水規格：IPX4
●本体材質：アルミニウム
●明るさ ( ルーメン )：
　400(MAX)、250(High)、50(Medium)、15(Low)
●連続点灯時間：
　1時間45分(MAX)、3時間(High)、
　15時間(Medium)、89時間(Low)
●質量 (g)：139
●全長 (mm)：128
●外径 (φmm)：27

503.5143503.5143
￥16,490(税抜)(税抜)

(税込￥18,139)(税込￥18,139)

充電式 LED ライト Q3R

充電式 LED ライト WEDGE(ウェッジ)
個性的なデザイン細身でポケットに
　　　　　　　挿しても違和感なし

●明るさ ( ルーメン )：
　300( コンスタント )・1,000(THRO モード )
●点灯時間：3 時間 ( コンスタント )
　　　　　　35 秒 (THRO モード )
　　　　　　※THRO モード 35 秒後に
　　　　　　コンスタントモードに戻ります
●長さ (mm)：139
●高さ (mm)：16
●横幅 (mm)：25
●質量 (g)：94
●防水・防塵規格：IPX7( 深さ 1m)
●材質：ボディ・アルミ
　　　　レンズ・強化ガラス

●明るさ ( ルーメン )：
　300( コンスタント )・1,000(THRO モード )
●点灯時間：3 時間 ( コンスタント )
　　　　　　35 秒 (THRO モード )
　　　　　　※THRO モード 35 秒後に
　　　　　　コンスタントモードに戻ります
●長さ (mm)：139
●高さ (mm)：16
●横幅 (mm)：25
●質量 (g)：94
●防水・防塵規格：IPX7( 深さ 1m)
●材質：ボディ・アルミ
　　　　レンズ・強化ガラス

88810 ブラック/88811 コヨーテ88810 ブラック/88811 コヨーテ
￥19,500(税抜)(税抜)

(税込￥21,450)(税込￥21,450)

ブラックブラック

コヨーテ

充電式 LED ライト Q4XR
コンパクトかつハイパワー
高強度アルミニウムで放熱と高耐久性を両立実現
●搭載 LED：CREE パワーチップ 1 個
●防水規格：IPX4
●明るさ ( ルーメン )：
　800(MAX)、350(High)、200(Medium)、50(Low)
●連続点灯時間：
　2時間(MAX)、2時間15分(High)、
　3時間30分(Medium)、24時間(Low)
●質量 (g)：132
●全長 (mm)：134
●外径 (φmm)：32

●搭載 LED：CREE パワーチップ 1 個
●防水規格：IPX4
●明るさ ( ルーメン )：
　800(MAX)、350(High)、200(Medium)、50(Low)
●連続点灯時間：
　2時間(MAX)、2時間15分(High)、
　3時間30分(Medium)、24時間(Low)
●質量 (g)：132
●全長 (mm)：134
●外径 (φmm)：32

504.6143504.6143
￥22,760(税抜)(税抜)

(税込￥25,036)(税込￥25,036)

充電式 LED ライト M6XR
ハンドライトとヘッドライトを融合したマルチライト
高度なDCコンバーター技術と高容量Li-ionバッテリーで
最高のパフォーマンスを発揮

526.6011526.6011
￥17,250(税抜)(税抜)

(税込￥18,975)(税込￥18,975)

●搭載 LED：CREE パワーチップ 1 個
●防水・防塵規格：IP68
●明るさ ( ルーメン )：2000(MAX)、600-6(Dimming)
●連続点灯時間：2 時間 15 分 (MAX)、260 時間 (Low Dimming)
●照射角度 (°)：30-70
●質量 (g)：114
●サイズ (mm)：110×φ28

●搭載 LED：CREE パワーチップ 1 個
●防水・防塵規格：IP68
●明るさ ( ルーメン )：2000(MAX)、600-6(Dimming)
●連続点灯時間：2 時間 15 分 (MAX)、260 時間 (Low Dimming)
●照射角度 (°)：30-70
●質量 (g)：114
●サイズ (mm)：110×φ28

充電式 LED ライト M6R
600 ルーメンのマルチライト

526.5043526.5043
￥12,250(税抜)(税抜)

(税込￥13,475)(税込￥13,475)

●搭載 LED：CREE パワーチップ 1 個
●防水・防塵規格：IP68
●明るさ ( ルーメン )：600(MAX)、450-6(Dimming)
●連続点灯時間：2 時間 30 分 (MAX)、145 時間 (Dimming)
●照射角度 (°)：20-60
●質量 (g)：111
●サイズ (mm)：110×φ28

●搭載 LED：CREE パワーチップ 1 個
●防水・防塵規格：IP68
●明るさ ( ルーメン )：600(MAX)、450-6(Dimming)
●連続点灯時間：2 時間 30 分 (MAX)、145 時間 (Dimming)
●照射角度 (°)：20-60
●質量 (g)：111
●サイズ (mm)：110×φ28

～ 3/31まで！

対象商品を1点お買い上げごとに
SIGNET 63185 モバイルバッテリー
1個プレゼント！
※ご注文時「モバイルバッテリープレゼント分」と明記ください。※ご注文時「モバイルバッテリープレゼント分」と明記ください。

電熱ヒーターで素早く体を温める



非常に明るい白色LED、本来の色を表現する高演色LED、
ガス漏れ検知やキズのチェックUV-LED

●明るさ ( ルーメン )：800
●点灯時間：3.75 時間
●ポート：micro USB
●防水性能：IPX4
●オープンサイズ (ｍm)：432
●折り畳みサイズ (ｍm)：249
●質量 (g)：485

●明るさ ( ルーメン )：800
●点灯時間：3.75 時間
●ポート：micro USB
●防水性能：IPX4
●オープンサイズ (ｍm)：432
●折り畳みサイズ (ｍm)：249
●質量 (g)：485

スティンガースイッチブレード
ヘッド部が 270°回転
高演色LED付き

●明るさ ( ルーメン )：
　500( ホワイト LED・High)
　250( ホワイト LED・(Low)
　400(90 CRI LEDs・High)
　200(90 CRI LEDs・Low)
●ポート：micro USB
●防水・防塵規格：IPX4
●オープンサイズ (mm)：202
●折り畳みサイズ (mm)：116
●質量 (g)：247

●明るさ ( ルーメン )：
　500( ホワイト LED・High)
　250( ホワイト LED・(Low)
　400(90 CRI LEDs・High)
　200(90 CRI LEDs・Low)
●ポート：micro USB
●防水・防塵規格：IPX4
●オープンサイズ (mm)：202
●折り畳みサイズ (mm)：116
●質量 (g)：247

フリップメイト

品番
61500
61501
61502

カラー 本体価格
ブラック
レッド
ブルー

17,800
税込価格 19,580 円

円

ブラックブラック
レッドレッド

ブルーブルー

白色LED：500ルーメン、
高演色LED：90CRI LEDs、
UV-LED：500mW
●ポート：micro USB
●防水・防塵規格：IPX4
●オープンサイズ (mm)：273
●折り畳みサイズ (mm)：152
●質量 (g)：182

●ポート：micro USB
●防水・防塵規格：IPX4
●オープンサイズ (mm)：273
●折り畳みサイズ (mm)：152
●質量 (g)：182

7485074850
￥17,000(税抜)(税抜)

(税込￥18,700)(税込￥18,700)

ストリオンスイッチブレード
底にマグネットと内蔵フックで
置きたいところに自由自在
●明るさ ( ルーメン )：
400( ホワイト LED・High)、
200( ホワイト LED・Medium)、
100( ホワイト LED・(Low)；
300(90 CRI LEDs・High)、
150(90 CRI LEDs・Medium)、
75(90 CRI LEDs・Low)
●ポート：micro USB
●防水・防塵規格：IPX4( 深さ 2m)
●高さ (mm)：75
●幅 (mm)：71
●厚み (mm)：36
●質量 (g)：150

●明るさ ( ルーメン )：
400( ホワイト LED・High)、
200( ホワイト LED・Medium)、
100( ホワイト LED・(Low)；
300(90 CRI LEDs・High)、
150(90 CRI LEDs・Medium)、
75(90 CRI LEDs・Low)
●ポート：micro USB
●防水・防塵規格：IPX4( 深さ 2m)
●高さ (mm)：75
●幅 (mm)：71
●厚み (mm)：36
●質量 (g)：150

6151061510
￥12,000(税抜)(税抜)

(税込￥13,200)(税込￥13,200)

サイクロン

ガラス管タイプで切削油、酸、アルカリ溶剤に強い
工作機械の機内照明、各種機械作業照明に

充電式耐油LEDライト

9609596095

9609696096

2 つのボタンでスポットと広角を自在に照らす
●搭載 LED：CREE パワーチップ 2 個
●防水規格：IP68
●明るさ ( ルーメン )：500(MAX)、250(Medium)、75(Low)
●連続点灯時間：5.5 時間 (MAX)・8 時間 (Medium)・16 時間 (LOW)
●照射角度 (°)：20/60
●質量 (g)：136
●サイズ (cm)：14X8.5
●ヘッドアングル (°)：0 ～ 50

●搭載 LED：CREE パワーチップ 2 個
●防水規格：IP68
●明るさ ( ルーメン )：500(MAX)、250(Medium)、75(Low)
●連続点灯時間：5.5 時間 (MAX)・8 時間 (Medium)・16 時間 (LOW)
●照射角度 (°)：20/60
●質量 (g)：136
●サイズ (cm)：14X8.5
●ヘッドアングル (°)：0 ～ 50

充電式 LEDヘッドライト S4R

スリムライト1個+ランタン1個お買い上げごとにSIGNET 63185 モバイルバッテリーを1個プレゼント！

充電式 COB LED スリムライト

9606796067
￥9,800(税抜)(税抜)

(税込￥10,780)(税込￥10,780)

スライドアップでランタンモードに

9600496004
￥4,900(税抜)(税抜)

(税込￥5,390)(税込￥5,390)

●サイズ (mm)：W57×D55×H102/151
●質量 (g)：94 ( 電池無し )
●明るさ (lm)：［充電池］20 ～ 490
　　　　　　　［アルカリ乾電池］27 ～ 450
●連続点灯時間：[ 充電池 ]6 ～ 35.5 時間
　　　　　　　　[ アルカリ電池 ]2.5 ～ 25 時間
●光源：LED ( 白色 )
●防水規格：IPX7 に準ずる

●サイズ (mm)：W57×D55×H102/151
●質量 (g)：94 ( 電池無し )
●明るさ (lm)：［充電池］20 ～ 490
　　　　　　　［アルカリ乾電池］27 ～ 450
●連続点灯時間：[ 充電池 ]6 ～ 35.5 時間
　　　　　　　　[ アルカリ電池 ]2.5 ～ 25 時間
●光源：LED ( 白色 )
●防水規格：IPX7 に準ずる

⇒⇒

※ご注文時「モバイルバッテリープレゼント分」と明記ください。※ご注文時「モバイルバッテリープレゼント分」と明記ください。

7680076800
￥18,300(税抜)(税抜)

(税込￥20,130)(税込￥20,130)

604.5043604.5043
￥12,990(税抜)(税抜)

(税込￥14,289)(税込￥14,289)

品番
96095
96096

本体価格
（税込20,900円）

サイズ (mm)
290×80.5×58
410×80.5×58

19,000 円
（税込27,500円）25,000円

●本体材質：強化ガラス ( ホウケイ酸ガラス )
●質量 (g)：約 600
●ルーメン数 (lm)：300
●保護等級：IP67
●使用温度 (℃)：-10 ～ 40
●連続点灯時間：
　2時間(H)・5時間(M)・12時間(L)
●マグネット付き

●本体材質：強化ガラス ( ホウケイ酸ガラス )
●質量 (g)：約 600
●ルーメン数 (lm)：300
●保護等級：IP67
●使用温度 (℃)：-10 ～ 40
●連続点灯時間：
　2時間(H)・5時間(M)・12時間(L)
●マグネット付き

●明るさ (lm)：470
●連続点灯時間：2.5 時間
●全長 (mm)：380
●幅 (mm)：40(LED 部：26)
●質量 (g)：200
●JIS 保護等級：IP54( 防塵防沫形 )

●明るさ (lm)：470
●連続点灯時間：2.5 時間
●全長 (mm)：380
●幅 (mm)：40(LED 部：26)
●質量 (g)：200
●JIS 保護等級：IP54( 防塵防沫形 )

USB 充電・電池式
ポップアップ 2WAY ランタン

モバイルバッテリープレゼント注文書モバイルバッテリープレゼント注文書

◆品番◆品番

◆品番◆品番

◆品番◆品番

◆モバイルバッテリープレゼント◆モバイルバッテリープレゼント
品番：63185品番：63185

数量数量

数量数量

数量数量

数量数量

◆貴社名◆貴社名

◆〒住所◆〒住所

◆TEL◆TEL

◆注番・ご担当者名◆注番・ご担当者名

+
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