
H29.8H29.8NO.61NO.61
【広告有効期間】
29年9月1日～平成29年9月30日迄
【広告有効期間】
29年9月1日～平成29年9月30日迄

３０個限定

とにかく明るい7800lm！
(3800lm×2灯）
とにかく明るい7800lm！
(3800lm×2灯）
とにかく明るい7800lm！
(3800lm×2灯）

MASPRO  モニター＆
ワイヤレスHDカメラセット
MASPRO  モニター＆
ワイヤレスHDカメラセット

48,000円48,000円

アプリをダウンロードするだけでスマホでも
監視が可能！人の動きを検知し、
モニター・スマホに知らせてくれます。
カメラは最大４台まで増設可能。
カメラとモニターの間にコンクリートや
金属の壁、障害物がある場合には、
電波が衰退して使用できる距離が短くなります。
（木造建築の場合１０～４０ｍが目安となります）

アプリをダウンロードするだけでスマホでも
監視が可能！人の動きを検知し、
モニター・スマホに知らせてくれます。
カメラは最大４台まで増設可能。
カメラとモニターの間にコンクリートや
金属の壁、障害物がある場合には、
電波が衰退して使用できる距離が短くなります。
（木造建築の場合１０～４０ｍが目安となります）

フルハイビジョン＆赤外線撮影で
現場・会社の防犯対策に！
フルハイビジョン＆赤外線撮影で
現場・会社の防犯対策に！
フルハイビジョン＆赤外線撮影で
現場・会社の防犯対策に！

7 インチ加圧式タッチパネル
WHC7M2
7 インチ加圧式タッチパネル
WHC7M2

３M   プロテクタ
ハーネス型安全帯
３M   プロテクタ
ハーネス型安全帯

12,200円12,200円

骨盤サポート構造により、
墜落防止時の衝撃を
効果的に分散！
バックルも頑丈な
金属製なので安心安全！
ハーネスのルーフﾟに通すことで、
道具ベルトとの
組み合わせ使用が可能。

骨盤サポート構造により、
墜落防止時の衝撃を
効果的に分散！
バックルも頑丈な
金属製なので安心安全！
ハーネスのルーフﾟに通すことで、
道具ベルトとの
組み合わせ使用が可能。

GENTOS
電池式ヘッドライト
GENTOS
電池式ヘッドライト

3,500円3,500円

明るさ300lmの電池式。
ECOモード最大150時間まで点灯可能！
明るさ300lmの電池式。
ECOモード最大150時間まで点灯可能！

HW-000XHW-000X

GENTOS
充電式ヘッドライト
GENTOS
充電式ヘッドライト

3,500円3,500円

明るさ250lmの充電式。
軽量･コンパクトタイプ！
明るさ250lmの充電式。
軽量･コンパクトタイプ！

GT-103RGT-103R

LED LENSER
ヘッドライト  IH6
LED LENSER
ヘッドライト  IH6

高儀
COB ヘッドライト
高儀
COB ヘッドライト

SK11 LED クリップランプ ７WSK11 LED クリップランプ ７W

1,940円1,940円

明るさ810lm！
ランプの角度が自由に変えられます。
５mの電源コード付。

明るさ810lm！
ランプの角度が自由に変えられます。
５mの電源コード付。
SCL-7W-5MSCL-7W-5M

フジマック  太いセブンタップコードフジマック  太いセブンタップコード

3,100円3,100円

従来のセブンタップ
コードより太さＵＰ！
電圧降下を抑え、
機械の負担を軽減！

従来のセブンタップ
コードより太さＵＰ！
電圧降下を抑え、
機械の負担を軽減！
7B-20107B-2010

YADA  充電式 LED投光器ハンガータイプYADA  充電式 LED投光器ハンガータイプ

6,800円6,800円

足場などに引っ掛けて
使えるハンガータイプ。
明るさ800lm・防水型

足場などに引っ掛けて
使えるハンガータイプ。
明るさ800lm・防水型

F024R-10WF024R-10W

サンウェイ  
LED マルチライト  昼光色
サンウェイ  
LED マルチライト  昼光色

11,700円11,700円

明るさ3300lm
クランプ付
明るさ3300lm
クランプ付

SW-GL-030EDSW-GL-030ED

ミツトモ製作所
LED100Wバルーン型投光器
ミツトモ製作所
LED100Wバルーン型投光器

213,000円213,000円

コンセントに差し込むだけで
使用可能！
軽量で持ち運びが便利。
13000lm・屋内用。
三脚伸縮により
全長1300～2000㎜まで
調整可能です。

コンセントに差し込むだけで
使用可能！
軽量で持ち運びが便利。
13000lm・屋内用。
三脚伸縮により
全長1300～2000㎜まで
調整可能です。
TK-BL100WTK-BL100W

キタムラ産業
LEDバルーン投光器  防雨型
キタムラ産業
LEDバルーン投光器  防雨型

336,000円336,000円

LED仕様で約4000時間の長寿命。
瞬時に点灯・再点灯が可能！
明るさ41,000lmの光が
全方向を照らします。
無段階で明るさの調整が可能！
軽量で付属の収納ケースに
すべてが収まります。
三脚伸縮により
全長1491～3200㎜まで調整可能です。

LED仕様で約4000時間の長寿命。
瞬時に点灯・再点灯が可能！
明るさ41,000lmの光が
全方向を照らします。
無段階で明るさの調整が可能！
軽量で付属の収納ケースに
すべてが収まります。
三脚伸縮により
全長1491～3200㎜まで調整可能です。
KLF-100KLF-100

ナイトセーバー
LED投光器 
50W 2 灯三脚付

ナイトセーバー
LED投光器 
50W 2 灯三脚付

15,000円15,000円
防水型、三脚・延長コード付
三脚伸縮使用高さ780～1850㎜
防水型、三脚・延長コード付
三脚伸縮使用高さ780～1850㎜

ZY-WL7002ZY-WL7002

10 インチ静電式タッチパネル
WHC10M2
10 インチ静電式タッチパネル
WHC10M2 61,000円61,000円

※写真はWHC10M2
　カメラは共通となります

※写真はWHC10M2
　カメラは共通となります

メーカー1000セット限定特別価格

ランヤード(1.8m×10.5ツイン)付ランヤード(1.8m×10.5ツイン)付

5,300円5,300円
ワイド・スポット・明るさ無段階調節可能！
軽量＆コンパクトで使いやすい！
ワイド・スポット・明るさ無段階調節可能！
軽量＆コンパクトで使いやすい！

800円800円
明るさ180lm・防水タイプ！
単四電池使用で約６時間点灯可能。
明るさ180lm・防水タイプ！
単四電池使用で約６時間点灯可能。

CH-2026CH-2026３０個限定 最大200lm最大200lm

900円900円
LED 交換球 7W
LDA-7DH-SK
LED 交換球 7W
LDA-7DH-SK

※色はネイビー・オレンジの 2色※色はネイビー・オレンジの 2色

充電タイプで持ち運びに便利！
USBでスマホの充電が可能！
充電タイプで持ち運びに便利！
USBでスマホの充電が可能！
充電タイプで持ち運びに便利！
USBでスマホの充電が可能！

YADA  LED 投光器用スタンドYADA  LED 投光器用スタンド

2,800円2,800円LHT-15LHT-15

YADA充電式投光器取り付け可能！
伸縮使用高さ670～1650㎜

YADA充電式投光器取り付け可能！
伸縮使用高さ670～1650㎜

防雨・防塵仕様なので
様々な場面でお使いできます！
防雨・防塵仕様なので
様々な場面でお使いできます！
防雨・防塵仕様なので
様々な場面でお使いできます！

サンウェイ LED マルチライト
専用置き型スタンド
サンウェイ LED マルチライト
専用置き型スタンド

1,350円1,350円
SW-OP-BS01SW-OP-BS01

※スタンド使用例※スタンド使用例

ヘルメットホルダーサービス！ヘルメットホルダーサービス！

増設用ワイヤレスフルHDカメラ
WHC7M2-C
増設用ワイヤレスフルHDカメラ
WHC7M2-C 21,000円21,000円

 ヘルメットホルダー、ヘッドバンド、オリジナルポーチ、
シリコンバンド、電池（テスト用）付属
 ヘルメットホルダー、ヘッドバンド、オリジナルポーチ、
シリコンバンド、電池（テスト用）付属  ヘッドバンド、USBケーブル付属 ヘッドバンド、USBケーブル付属


