
●背面にクリップ

レッドレンザー充電式LED
ヘッドライト H8R

■ヘッド部サイズ／W69×H37×D44mm　■重量／約158g(電池込み)
■品質／アルミニウム、ABS　■電源／専用充電池
■点灯時間／パワーモード約10時間、ミドルモード約15時間、ローモード約120時間
■明るさ／パワーモード600ルーメン、ミドルモード250ルーメン、ローモード10ルーメン
■付属品／専用充電地、USBケーブル

スピード充電

●赤色リアライト搭載で後部からの視認性を確保
●アドバンスフォーカス　●スマートライトテクノロジー
●ラピッドフォーカス　●オーバーヒート防止機能

21,000円
レッドレンザー充電式LED
ヘッドライトH7R-2

■ヘッド部サイズ／W85×H41×D48mm
■重量／約165g(電池込)
■電源／専用充電池または単4×4
■実用点灯／60時間(minモード)
■付属品／専用充電地、USBケーブル、ACアダプター

充 電 式充 電 式
充電時間：約6時間

明るさ

600ルーメン 防水・防塵規格
IPX4

80%充電-約3時間
100%充電-約6時間

取り外して洗える
ヘッドバンド

ヘッドの角度調節機能

3つの照射モードを
切り替えるスイッチ

人間工学に基づいた重量分散設計

充 電 式充 電 式
乾電池式乾電池式兼

用
充電時間：約6時間

●スポット・ワイド照射切替　●調光機能
●ヘッド部分が上下に可動
●スイッチロック機能

人気No.1モデル
明るさ

300ルーメン
防水・防塵規格
IPX6

赤色リアライト

最先端のバッテリー
従来の1.5倍の大容量 &
スピード充電

24,000円
#500853

4色に切り替え可能!
照射距離60m!
危険シグナルや合図として、
鉄道会社で採用されています!
132mm

明るさ

220ルーメン

乾電池式乾電池式

21,120円
■サイズ／φ37×132mm　■重量／約175g(電池込)　■電源／単4×4
■実用点灯／25時間(minモード)　■付属品／ポーチ、ストラップ、クリップ、テスト用電池

レッドレンザー LED
ハンディライト P7QC

ギフトボックス入り#9407-Q

充 電 式充 電 式
充電時間：約5時間

圧倒的な明るさ!
照射距離210m!

ハンディライト販売No.1

158mm

明るさ

1,000ルーメン

ギフトボックス入り

40,050円
■サイズ／φ37×158mm　■重量／約210g
■電源／専用充電池　■実用点灯／40時間(minモード)
■付属品／専用充電池、チャージングブラケット、
　USB充電ケーブル（マグネットチャージャー）、ストラップ、ポーチ

レッドレンザー LED
ハンディライト P7R

#9408-R

#7298

201809 LEDカタログ

1m落下耐久

1m落下耐久

1m落下耐久 2m落下耐久

1m落下耐久

乾電池式乾電池式

オーヴァ ＬＥＤヘッドライト
■本体サイズ／W72.2×H40.2×D34mm　■重量／約80g
■電源／単4×2　■実用点灯／8時間
■付属品／ヘッドバンド、テスト用電池

5,250円VA-01D

充 電 式充 電 式
充電時間：約2時間

明るさ

200ルーメン
●照射距離55m
●オーバルレンズ
●暖色サブLED

乾電池式乾電池式

ＬＥＤヘッドライト
■本体サイズ／W63×H49.9×D51.8mm　■重量／約93g
■電源／単3×1　■実用点灯／12時間
■付属品／すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池

2,610円GTR-831D

明るさ

80ルーメン
●ON・OFFのみの
　シンプルスイッチ
●照射距離112m
●コリメータレンズ
●可動式ヘッド

●シンプルな
　ON・OFFスイッチ
●照射距離54m

防滴・防塵規格
IP67

防滴規格
IPX4

乾電池式乾電池式

乾電池式乾電池式

ＬＥＤヘッドライト
■本体サイズ／W72.1×H40.2×D36.6mm
■重量／約75g　■電源／単4×2　■実用点灯／3時間
■付属品／ヘッドバンド、テスト用電池

5,100円NR-003S

明るさ

150ルーメン
防滴・防塵規格
IP64

●照射距離14m
●3段階調光　●可動式ヘッド
●インスタントオフスイッチ
●チャージングインジケーター

充電式クリップＬＥＤヘッドランプ
■本体サイズ／W73.5×H27×D31.3mm　■重量／約46g
■電源／専用充電池　■実用点灯／2.5時間
■付属品／ヘッドバンド、Micro USBケーブル（50cm）

5,100円NR-004R

明るさ

120ルーメン
防滴・防塵規格
IP64

●照射距離11m

ＬＥＤ電池式作業用ライト
■サイズ／W28.5×H132.2×D33.3mm　■重量／約100g　■電源／単3×2
■実用点灯／20時間　■付属品／テスト用電池

2,460円OZ-132D

明るさ

140ルーメン

防滴・防塵規格
IP54

●90°可動式ヘッド

●背面にクリップ

●底面にマグネット

1m落下耐久

乾電池式乾電池式

●リフレクタータイプ
●2段階調光
●インスタントオフスイッチ

ＬＥＤヘッドライト
■本体サイズ／W60×H31×D41mm　■重量／約65g
■電源／単3×1　■実用点灯／7.5時間
■付属品／すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池

3,360円CP-095D

明るさ

95ルーメン

防滴・防塵規格
IP64

●赤色サブLED搭載 ●90°可動式ヘッド

保護等級について ●水に対する保護等級●固形物に対する保護等級

IP64
固形物に対する保護等級
水に対する保護等級

いずれか一方を省略
する場合、「X」と表示( )※

オモテ面(中央・山折り)



充 電 式充 電 式
乾電池式乾電池式兼

用
充電時間：約6時間

明るさ

500ルーメン 明るさ

480ルーメン
明るさ

370ルーメン

明るさ

250ルーメン
明るさ

200ルーメン

乾電池・充電、どちらも使えて便利!
パワーで選ぶならコレ!

●フォーカスコントロール
●クイックフラッシュ機能
●後部認識灯搭載
●インスタントオフスイッチ

●フォーカスコントロール
●後部認識灯搭載
●インスタントオフスイッチ

●ツイストフォーカスコントロール
●インスタントオフスイッチ
●チャージングインジケーター
●バッテリーインジケーター

●ツイストフォーカス
　コントロール

●ツイストフォーカス
　コントロール

107.5mm 147.9mm

135.4mm151.1mm

675円

KE-146
ヘルメット用
バンドクリップ

■重量／約26g
■品質／ABS樹脂

1,050円

RV0020
ヘルメット
ホルダー

■重量／約38g
■品質／プラスチック

1,800円各

SL025
ヘッドライト用
シリコンバンド
L25mm

SS020
ヘッドライト用
シリコンバンド
S20mm

■重量／約60g
■品質／シリコン

1,035円各ヘッドライト用シリコンバンド

KE-140（クリア25mm）
KE-141（ピンク25mm）
KE-142（オレンジ25mm）
KE-147（ブラック25mm）
KE-143（クリア20mm）
KE-144（ピンク20mm）
KE-145（オレンジ20mm）
KE-148（ブラック20mm）

■重量／約59g　■品質／(バンド)シリコン、(バックル)ABS樹脂

NB120 ヘッドバンド S
■サイズ／(頭頂部用バンド)20×400mm×1本、
　(側頭部用バンド)20×650mm×1
■重量／約50g　■付属品／バックル×2個

幅20mm用ヘッドバンド

幅25mm用ヘッドバンド

1,680円

1,680円

GD-243D、GD-200R、CP-095D、GD-002D、
GD-702D

適合機種

NB125 ヘッドバンド L
■サイズ／(頭頂部用バンド)25×445mm×1本、
　(側頭部用バンド)25×745mm×1
■重量／約50g　■付属品／バックル×2個

GT-301D、GT-303R、GT-305R、GT-501D、GT-503R、GT-505R、GT-101D、
GT-103R、GT-105R、CB-100D、CB-200D、CB-300D、HX-133D、NR-001D、
NR-002H、NR-003S、VA-01D、VA-02R、HW-000X、HW-999H、HW-888H、
GB-77TR、GB-78FTR、TX-540XM、GTR-943H

適合機種

OPTIONAL GOODS 便利なオプション品

1,140円
#0040-W

■対応機種／#9407-Q(P7QC)
レッドレンザーP7QC用シグナルコーン 白

#9407-Q(P7QC)ハンディライトをセットすれば
シグナルコーンとして使える!

■ヘッド部サイズ／W73.1×H52.8×D38.8mm　■重量／約206g
■電源／単3乾電池×3本　■実用点灯／8時間　
■付属品／すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド、
　ヘルメットホルダー、テスト用電池

ヘッドウォーズLEDヘッドライト

明るさ

350ルーメン

9,690円

■ヘッド部サイズ／W73.1×H52.8×D38.8mm　■重量／約185g
■電源／専用充電池または単3乾電池×3本　■実用点灯／6時間　
■付属品／すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド、
　ヘルメットホルダー、Micro USBケーブル、専用充電池

ヘッドウォーズLEDヘッドライト 11,640円

乾電池式乾電池式 ●可動式ヘッド

●フォーカスコントロール
●クイックフラッシュ機能
●後部認識灯搭載
●インスタントオフスイッチ

■ヘッド部サイズ／W73.1×H52.8×D38.8mm　■重量／約207g
■電源／単3乾電池×3本　■実用点灯／8時間　
■付属品／すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド、
　ヘルメットホルダー、テスト用電池

ヘッドウォーズLEDヘッドライト

明るさ

280ルーメン

7,740円

■サイズ／φ30.3×151.1mm　■重量／約154g
■電源／専用充電池　■実用点灯／4時間　
■付属品／ストラップ、Micro USBケーブル、専用充電池
　※USB ACアダプターは付属していません

SG-409R ジェントス セン  LEDハンディライト
8,730円

■サイズ／φ30.1×135.4mm　■重量／約135g
■電源／専用充電池　■実用点灯／5時間　
■付属品／ストラップ、Micro USBケーブル、専用充電池
　※USB ACアダプターは付属していません

SG-407R ジェントス セン  LEDハンディライト
7,740円

■サイズ／φ29.8×107.5mm　■重量／約110g
■電源／単4乾電池×3本　■実用点灯／7時間　
■付属品／ストラップ、テスト用電池

SG-405 ジェントス セン  LEDハンディライト
5,820円

■ヘッド部サイズ／φ29.8×147.9mm　■重量／約136g
■電源／単3乾電池×2本　■実用点灯／11時間　
■付属品／ストラップ、テスト用電池

SG-400 ジェントス セン  LEDハンディライト
4,830円

乾電池式乾電池式

乾電池式乾電池式 乾電池式乾電池式

●可動式ヘッド

●リフレクタータイプ
●点滅機能
●後部認識灯搭載
●インスタントオフスイッチ

■ヘッド部サイズ／W63.5×H49.0×D35.0mm　■重量／約192g
■電源／単3乾電池×3本　■実用点灯／11時間　
■付属品／すべり止め付きヘッドバンド、ヘルメットホルダー、
　テスト用電池

ヘッドウォーズLEDヘッドライト

明るさ

250ルーメン

5,820円

乾電池式乾電池式 ●可動式ヘッド

●リフレクタータイプ
●点滅機能
●後部認識灯搭載
●インスタントオフスイッチ

■ヘッド部サイズ／W63.5×H49.0×D35.0mm　■重量／約137g
■電源／単4乾電池×3本　■実用点灯／5時間　
■付属品／すべり止め付きヘッドバンド、ヘルメットホルダー、
　テスト用電池

ヘッドウォーズLEDヘッドライト

明るさ

200ルーメン

4,830円

乾電池式乾電池式 ●可動式ヘッド

●可動式ヘッド

充電式充電式USB
充電時間：約3.5時間

充電式充電式USB
充電時間：約2.5時間

2m落下耐久防滴・防塵規格
IP64

1m落下耐久

1m落下耐久

防滴・防塵規格
IP64

防滴・防塵規格
IP64

1m落下耐久

防滴・防塵規格
IP64

1m落下耐久

防滴・防塵規格
IP64

1m落下耐久

防滴・防塵規格
IP64

●ツイストフォーカスコントロール
●インスタントオフスイッチ
●チャージングインジケーター
●バッテリーインジケーター

2m落下耐久防滴・防塵規格
IP64

2m落下耐久防滴・防塵規格
IP64

2m落下耐久防滴・防塵規格
IP64

HW-V433D

HW-V533H

HW-V333D

HW-V233D HW-V143D

さらに進化した定番ヘッドライト フォーカスコントロール搭載の大人気シリーズさらに進化した定番ヘッドライト フォーカスコントロール搭載の大人気シリーズ

ウラ面(中央・谷折り)



充 電 式充 電 式
乾電池式乾電池式兼

用
充電時間：約6時間

明るさ

500ルーメン 明るさ

480ルーメン
明るさ

370ルーメン

明るさ

250ルーメン
明るさ

200ルーメン

乾電池・充電、どちらも使えて便利!
パワーで選ぶならコレ!

●フォーカスコントロール
●クイックフラッシュ機能
●後部認識灯搭載
●インスタントオフスイッチ

●フォーカスコントロール
●後部認識灯搭載
●インスタントオフスイッチ

●ツイストフォーカスコントロール
●インスタントオフスイッチ
●チャージングインジケーター
●バッテリーインジケーター

●ツイストフォーカス
　コントロール

●ツイストフォーカス
　コントロール

107.5mm 147.9mm

135.4mm151.1mm

675円

KE-146
ヘルメット用
バンドクリップ

■重量／約26g
■品質／ABS樹脂

1,050円

RV0020
ヘルメット
ホルダー

■重量／約38g
■品質／プラスチック

1,800円各

SL025
ヘッドライト用
シリコンバンド
L25mm

SS020
ヘッドライト用
シリコンバンド
S20mm

■重量／約60g
■品質／シリコン

1,035円各ヘッドライト用シリコンバンド

KE-140（クリア25mm）
KE-141（ピンク25mm）
KE-142（オレンジ25mm）
KE-147（ブラック25mm）
KE-143（クリア20mm）
KE-144（ピンク20mm）
KE-145（オレンジ20mm）
KE-148（ブラック20mm）

■重量／約59g　■品質／(バンド)シリコン、(バックル)ABS樹脂

NB120 ヘッドバンド S
■サイズ／(頭頂部用バンド)20×400mm×1本、
　(側頭部用バンド)20×650mm×1
■重量／約50g　■付属品／バックル×2個

幅20mm用ヘッドバンド

幅25mm用ヘッドバンド

1,680円

1,680円

GD-243D、GD-200R、CP-095D、GD-002D、
GD-702D

適合機種

NB125 ヘッドバンド L
■サイズ／(頭頂部用バンド)25×445mm×1本、
　(側頭部用バンド)25×745mm×1
■重量／約50g　■付属品／バックル×2個

GT-301D、GT-303R、GT-305R、GT-501D、GT-503R、GT-505R、GT-101D、
GT-103R、GT-105R、CB-100D、CB-200D、CB-300D、HX-133D、NR-001D、
NR-002H、NR-003S、VA-01D、VA-02R、HW-000X、HW-999H、HW-888H、
GB-77TR、GB-78FTR、TX-540XM、GTR-943H

適合機種

OPTIONAL GOODS 便利なオプション品

1,140円
#0040-W

■対応機種／#9407-Q(P7QC)
レッドレンザーP7QC用シグナルコーン 白

#9407-Q(P7QC)ハンディライトをセットすれば
シグナルコーンとして使える!

■ヘッド部サイズ／W73.1×H52.8×D38.8mm　■重量／約206g
■電源／単3乾電池×3本　■実用点灯／8時間　
■付属品／すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド、
　ヘルメットホルダー、テスト用電池

ヘッドウォーズLEDヘッドライト

明るさ

350ルーメン

9,690円

■ヘッド部サイズ／W73.1×H52.8×D38.8mm　■重量／約185g
■電源／専用充電池または単3乾電池×3本　■実用点灯／6時間　
■付属品／すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド、
　ヘルメットホルダー、Micro USBケーブル、専用充電池

ヘッドウォーズLEDヘッドライト 11,640円

乾電池式乾電池式 ●可動式ヘッド

●フォーカスコントロール
●クイックフラッシュ機能
●後部認識灯搭載
●インスタントオフスイッチ

■ヘッド部サイズ／W73.1×H52.8×D38.8mm　■重量／約207g
■電源／単3乾電池×3本　■実用点灯／8時間　
■付属品／すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド、
　ヘルメットホルダー、テスト用電池

ヘッドウォーズLEDヘッドライト

明るさ

280ルーメン

7,740円

■サイズ／φ30.3×151.1mm　■重量／約154g
■電源／専用充電池　■実用点灯／4時間　
■付属品／ストラップ、Micro USBケーブル、専用充電池
　※USB ACアダプターは付属していません

SG-409R ジェントス セン  LEDハンディライト
8,730円

■サイズ／φ30.1×135.4mm　■重量／約135g
■電源／専用充電池　■実用点灯／5時間　
■付属品／ストラップ、Micro USBケーブル、専用充電池
　※USB ACアダプターは付属していません

SG-407R ジェントス セン  LEDハンディライト
7,740円

■サイズ／φ29.8×107.5mm　■重量／約110g
■電源／単4乾電池×3本　■実用点灯／7時間　
■付属品／ストラップ、テスト用電池

SG-405 ジェントス セン  LEDハンディライト
5,820円

■ヘッド部サイズ／φ29.8×147.9mm　■重量／約136g
■電源／単3乾電池×2本　■実用点灯／11時間　
■付属品／ストラップ、テスト用電池

SG-400 ジェントス セン  LEDハンディライト
4,830円

乾電池式乾電池式

乾電池式乾電池式 乾電池式乾電池式

●可動式ヘッド

●リフレクタータイプ
●点滅機能
●後部認識灯搭載
●インスタントオフスイッチ

■ヘッド部サイズ／W63.5×H49.0×D35.0mm　■重量／約192g
■電源／単3乾電池×3本　■実用点灯／11時間　
■付属品／すべり止め付きヘッドバンド、ヘルメットホルダー、
　テスト用電池

ヘッドウォーズLEDヘッドライト

明るさ

250ルーメン

5,820円

乾電池式乾電池式 ●可動式ヘッド

●リフレクタータイプ
●点滅機能
●後部認識灯搭載
●インスタントオフスイッチ

■ヘッド部サイズ／W63.5×H49.0×D35.0mm　■重量／約137g
■電源／単4乾電池×3本　■実用点灯／5時間　
■付属品／すべり止め付きヘッドバンド、ヘルメットホルダー、
　テスト用電池

ヘッドウォーズLEDヘッドライト

明るさ

200ルーメン

4,830円

乾電池式乾電池式 ●可動式ヘッド

●可動式ヘッド

充電式充電式USB
充電時間：約3.5時間

充電式充電式USB
充電時間：約2.5時間

2m落下耐久防滴・防塵規格
IP64

1m落下耐久

1m落下耐久

防滴・防塵規格
IP64

防滴・防塵規格
IP64

1m落下耐久

防滴・防塵規格
IP64

1m落下耐久

防滴・防塵規格
IP64

1m落下耐久

防滴・防塵規格
IP64

●ツイストフォーカスコントロール
●インスタントオフスイッチ
●チャージングインジケーター
●バッテリーインジケーター

2m落下耐久防滴・防塵規格
IP64

2m落下耐久防滴・防塵規格
IP64

2m落下耐久防滴・防塵規格
IP64

HW-V433D

HW-V533H

HW-V333D

HW-V233D HW-V143D

さらに進化した定番ヘッドライト フォーカスコントロール搭載の大人気シリーズさらに進化した定番ヘッドライト フォーカスコントロール搭載の大人気シリーズ

ウラ面(中央・谷折り)



●背面にクリップ

レッドレンザー充電式LED
ヘッドライト H8R

■ヘッド部サイズ／W69×H37×D44mm　■重量／約158g(電池込み)
■品質／アルミニウム、ABS　■電源／専用充電池
■点灯時間／パワーモード約10時間、ミドルモード約15時間、ローモード約120時間
■明るさ／パワーモード600ルーメン、ミドルモード250ルーメン、ローモード10ルーメン
■付属品／専用充電地、USBケーブル

スピード充電

●赤色リアライト搭載で後部からの視認性を確保
●アドバンスフォーカス　●スマートライトテクノロジー
●ラピッドフォーカス　●オーバーヒート防止機能

21,000円
レッドレンザー充電式LED
ヘッドライトH7R-2

■ヘッド部サイズ／W85×H41×D48mm
■重量／約165g(電池込)
■電源／専用充電池または単4×4
■実用点灯／60時間(minモード)
■付属品／専用充電地、USBケーブル、ACアダプター

充 電 式充 電 式
充電時間：約6時間

明るさ

600ルーメン 防水・防塵規格
IPX4

80%充電-約3時間
100%充電-約6時間

取り外して洗える
ヘッドバンド

ヘッドの角度調節機能

3つの照射モードを
切り替えるスイッチ

人間工学に基づいた重量分散設計

充 電 式充 電 式
乾電池式乾電池式兼

用
充電時間：約6時間

●スポット・ワイド照射切替　●調光機能
●ヘッド部分が上下に可動
●スイッチロック機能

人気No.1モデル
明るさ

300ルーメン
防水・防塵規格
IPX6

赤色リアライト

最先端のバッテリー
従来の1.5倍の大容量 &
スピード充電

24,000円
#500853

4色に切り替え可能!
照射距離60m!
危険シグナルや合図として、
鉄道会社で採用されています!
132mm

明るさ

220ルーメン

乾電池式乾電池式

21,120円
■サイズ／φ37×132mm　■重量／約175g(電池込)　■電源／単4×4
■実用点灯／25時間(minモード)　■付属品／ポーチ、ストラップ、クリップ、テスト用電池

レッドレンザー LED
ハンディライト P7QC

ギフトボックス入り#9407-Q

充 電 式充 電 式
充電時間：約5時間

圧倒的な明るさ!
照射距離210m!

ハンディライト販売No.1

158mm

明るさ

1,000ルーメン

ギフトボックス入り

40,050円
■サイズ／φ37×158mm　■重量／約210g
■電源／専用充電池　■実用点灯／40時間(minモード)
■付属品／専用充電池、チャージングブラケット、
　USB充電ケーブル（マグネットチャージャー）、ストラップ、ポーチ

レッドレンザー LED
ハンディライト P7R

#9408-R

#7298

201809 LEDカタログ

1m落下耐久

1m落下耐久

1m落下耐久 2m落下耐久

1m落下耐久

乾電池式乾電池式

オーヴァ ＬＥＤヘッドライト
■本体サイズ／W72.2×H40.2×D34mm　■重量／約80g
■電源／単4×2　■実用点灯／8時間
■付属品／ヘッドバンド、テスト用電池

5,250円VA-01D

充 電 式充 電 式
充電時間：約2時間

明るさ

200ルーメン
●照射距離55m
●オーバルレンズ
●暖色サブLED

乾電池式乾電池式

ＬＥＤヘッドライト
■本体サイズ／W63×H49.9×D51.8mm　■重量／約93g
■電源／単3×1　■実用点灯／12時間
■付属品／すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池

2,610円GTR-831D

明るさ

80ルーメン
●ON・OFFのみの
　シンプルスイッチ
●照射距離112m
●コリメータレンズ
●可動式ヘッド

●シンプルな
　ON・OFFスイッチ
●照射距離54m

防滴・防塵規格
IP67

防滴規格
IPX4

乾電池式乾電池式

乾電池式乾電池式

ＬＥＤヘッドライト
■本体サイズ／W72.1×H40.2×D36.6mm
■重量／約75g　■電源／単4×2　■実用点灯／3時間
■付属品／ヘッドバンド、テスト用電池

5,100円NR-003S

明るさ

150ルーメン
防滴・防塵規格
IP64

●照射距離14m
●3段階調光　●可動式ヘッド
●インスタントオフスイッチ
●チャージングインジケーター

充電式クリップＬＥＤヘッドランプ
■本体サイズ／W73.5×H27×D31.3mm　■重量／約46g
■電源／専用充電池　■実用点灯／2.5時間
■付属品／ヘッドバンド、Micro USBケーブル（50cm）

5,100円NR-004R

明るさ

120ルーメン
防滴・防塵規格
IP64

●照射距離11m

ＬＥＤ電池式作業用ライト
■サイズ／W28.5×H132.2×D33.3mm　■重量／約100g　■電源／単3×2
■実用点灯／20時間　■付属品／テスト用電池

2,460円OZ-132D

明るさ

140ルーメン

防滴・防塵規格
IP54

●90°可動式ヘッド

●背面にクリップ

●底面にマグネット

1m落下耐久

乾電池式乾電池式

●リフレクタータイプ
●2段階調光
●インスタントオフスイッチ

ＬＥＤヘッドライト
■本体サイズ／W60×H31×D41mm　■重量／約65g
■電源／単3×1　■実用点灯／7.5時間
■付属品／すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池

3,360円CP-095D

明るさ

95ルーメン

防滴・防塵規格
IP64

●赤色サブLED搭載 ●90°可動式ヘッド

保護等級について ●水に対する保護等級●固形物に対する保護等級

IP64
固形物に対する保護等級
水に対する保護等級

いずれか一方を省略
する場合、「X」と表示( )※

オモテ面(中央・山折り)


