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周囲に危険物を置かないで下さい。

ライト

LEDエコナイター

ハロゲンライト メタルハライドライト

アイランプスミスライト

商品コード AF5 05B00 AF5 10B00
メーカー 日動工業

型式 HS-500L HST-1000L
出力 (W) 500 1,000
タイプ 三脚

ランプ ハロゲン

全光束 (lm) 10,000 20,000
電源 (V) 100
標準コード (m) 5
最大高さ (mm) 2,013 2,135
重量 (kg) 5.4 9.6

商品コード AFP 15010 AFP 40010
メーカー ハタヤリミテッド 日動工業

型式 MLCX-105KH MHN-400D
出力 (W) 150 400
ランプ メタルハライド

全光束 (lm) 14,500 36,000
電源 (V) 100
標準コード (m) 5
最大高さ (mm) 2,720 3,040
重量 (kg) 8.5 26.7

商品コード AFR 070H3 AFR 07500
メーカー 日動工業

型式 LEN-70D-ES-W LJS-F75D-BK-50K
出力 (W) 70 75
電圧 （V） 100 100/200
ランプ LED
全光束 (lm) 7,000 11,250

製品寸法 幅×奥行×
高さ(mm) 292×143×390 196×84×253

重量 (kg) 7.2 2.4

商品コード AFR 200B3
メーカー 日動工業

型式 LEN-200D-W
出力 (W) 200
全光束 (lm) 20,000
電源 （V） 定格100
入力電圧範囲 (V) 85〜265
重量 (kg) 17.4

●�雨、風に強い防水、省エネタイプ

●�LED200Wで水銀灯1000Wより明るい！

水銀灯

商品コード AF6 04001 AF6 10021

メーカー 日動工業

出力 (W) 400 1,000

全光束 (lm) 22,000 59,500

電源 (V) 100 200

重量 (kg) 15.2 17.4

バッテリーライト LED

LEDギガライト

商品コード AFR 090A1
メーカー 日動工業

型式 BAT-17W-LED
電圧 (V) DC12
定格消費電力 (W) 11.0
使用電球 LED165個

充電時間 (h) 4〜5（完全放電時）

連続点灯時間 (h) 9
サイズ (mm) W265×D260×H465
重量 (kg) 5.2

商品コード AF8 03000

メーカー 日動工業

出力 (W) 300

ランプ レフランプ

全光束 (lm) 3,650

電源 (V) 100

標準コード (m) 5

最大高 (mm) 400

重量 (kg) 2.5

固定はしっかり。
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※安定器付です。

※三脚付製品も取り扱っております。

商品コード AFR 028A1
型式 IN120L IN120LB
明るさ 片面／両面(lm) 740/1,480
LED光源 片面／両面(個) 144/288
バッテリー ゲル電池/寿命10,000時間
連続使用時間 (時間) 12/6 28/14
充電時間 6-8時間 14-16時間

電源
家庭用電源（AC）100V-240V
自動車電源（DC）12V/24V

付属品 充電キット

製品寸法 幅×奥行×高さ(mm) 334×220×600-1,180
重量 (kg) 7.7 10.7


