
【充電式】強力LEDライト（防爆構造）【充電式】強力LEDライト（防爆構造）
EA758SB-61 EA758SB-61 

（税抜）（税抜）円円48,50048,500
品番
価格
● サイズ…188×108×110（H）mm　● 重量…1.12kg　● 照射パターン…集光式
● 光源…白色 LED3灯、青色 LED2灯　● 充電時間…約 9時間
● 電源…リチウムイオン電池　● 防水性能…IPX7（水深 1m）
● 付属品…ショルダーベルト、充電器、ACアダプター、DCアダプター
● バッテリー残量表示機能付
● SGS認証、米国防火協会（NFPA）1901認証適合品（日本国内の防爆規格は取得しておりません）

● サイズ…188×108×110（H）mm　● 重量…1.12kg　● 照射パターン…集光式
● 光源…白色 LED3灯、青色 LED2灯　● 充電時間…約 9時間
● 電源…リチウムイオン電池　● 防水性能…IPX7（水深 1m）
● 付属品…ショルダーベルト、充電器、ACアダプター、DCアダプター
● バッテリー残量表示機能付
● SGS認証、米国防火協会（NFPA）1901認証適合品（日本国内の防爆規格は取得しておりません）

明るさモード
強
弱

連続点灯時間
1200 ルーメン 5時間 45分
  350 ルーメン 16時間

照射距離
548m
296ｍ

VULCAN 180

交換バッテリー交換バッテリー
EA758SB-61B EA758SB-61B 

（税抜）（税抜）円円6,7706,770
品番
価格

MAX1200ルーメン
強弱切替可能

煙の中でも視認性の高い
青色テールライト

クリアランスのある
ハンドル形状

手袋をしたまま押せる
大型プッシュスイッチ

【据置使用時】
ヘッド部分は180°可動
【据置使用時】

ヘッド部分は180°可動

防爆ライト特集
SAFETY-RATED LIGHTS

充電式LED防爆ラ
イト

MAX1200ルー
メン!!

手持ち＆据置の2
way仕様



LEDヘッドライト（防爆構造）

●集光照射と散光照射の同時照射モードで、さらに
視界が広がります

●光源…白色LED球2灯
●サイズ…56.8×38.1×50.8（H）㎜
●ヘッド角度調整可能（45°）
●布製、ゴム製ヘッドバンド付
●防水性能…IPX7（水深1m：30分）
●レンズはポリカーボネート製で頑丈な熱可塑性構造
● SGS認証・ ATEX指令適合品

モード ルーメン 電池寿命（時間）
集光照射 160 5
散光照射 160 5
同時照射 235 4.75

235
ルーメン 4.7５時間

（強）73m

ENDURO

●付属品…充電器、 ACアダプター

●光源…C4スーパーLED球
●サイズ…∅38.6×178㎜
●材質…耐腐食性ポリマー樹脂

●

散光

集光

★フラッド照射で足元を広範囲
に照らします

防塵防水性能… IP67（水深1m：30分）
● SGS認証適合品

IECEx規格・
（日本国内の防爆規格は取得しておりません）

（日本国内の防爆規格は取得しておりません）

LEDポケットライト（防爆構造）

175
ルーメン

１５時間

（強）111m
散光

集光

Dualie

品番 使用電池 カラー 税抜価格
EA758SD-81 単3×2本 

（付属）
イエロー 7,070円

EA758SD-82 ブラック

使用電池 カラー
単3×3本 
（付属）

イエロー
ブラック 7,070円

パターン ルーメン 電池寿命（時間）
スポット照射 115 24
フラッド照射 115 24
同時照射 175 15

★フラッド照射で足元を広範囲に照らします
●光源…白色LED球
●サイズ…∅34×155㎜
●重量…111g（電池含）
●材質… 本体：耐腐食性ポリマー樹脂 

レンズ：ポリカーボネート 
 　　　（傷防止コーティング）

●防水性能…IPX4
●端部にマグネット付　● SGS認証、IECEx規格適合品
●防爆構造（日本国内の防爆規格は取得しておりません。）●防爆構造（日本国内の防爆規格は取得しておりません。）

★

81 82

LEDポケットライト（防爆構造）
PROPOLYMER

60
ルーメン

１6時間

57m 集光

品番 使用電池 カラー 税抜価格

EA758SD-84 単4×2本 
（付属） イエロー 4,700円

明るさ ルーメン 電池寿命（時間）
固定 60 16

●ポケットサイズの携帯性で、耐久性にも優れています
●光源…C4スーパーLED球
●重量…54g（電池含）　●サイズ…∅25×137㎜
●材質…耐衝撃性ポリマー樹脂
●防水性能…IPX4　● SGS認証、IECEx規格、ATEX指令適合品
●防爆構造 
（日本国内の防爆規格は取得しておりません。）

LEDライト（防爆構造）

フラッド

ス
ポ
ト

散光

集光
（強）171m

９時間
245
ルーメン

品番 税抜価格
EA758SD-71 7,660円
EA758SD-72 7,660円
パターン ルーメン 電池寿命（時間）

スポット照射 140 18
フラッド照射 140 18
同時照射 245 9

★前方と足元を同時に照らすことができます
●サイズ…∅47×178㎜
●重量…193g（電池含）
●材質… 本体：耐腐食性ポリマー樹脂、 

レンズ：ポリカーボネート 
（傷防止コーティング）

●防塵防水性能… IP67（水深1m：30分）
●

★

Dualie

［充電式］LEDライト（防爆構造）

275
ルーメン

5.５時間

（強）171m
散光

集光

品番 使用電池 カラー 税抜価格

EA758SD-76 リチウム 
イオン電池 
（ACアダプター付）

イエロー 16,300円
EA758SD-77 ブラック 16,300円
EA758SD-78 交換バッテリー 3,000円

Dualie

★

76 77

パターン ルーメン 連続点灯（時間）
スポット照射 180 7.25
フラッド照射 105 13.5
同時照射 275 5.5

LEDライト（防爆構造）

集光（強）261m
強 :２.7５時間
弱 :  2４時間

300
ルーメン

品番 使用電池 カラー 税抜価格
EA758SB-10 単3×4本 

（付属）
ブラック 11,200円

EA758SB-10Y イエロー 11,200円
明るさ ルーメン 電池寿命（時間）
強 300 2.75
弱 50 24

10Y

10Y10

●超高輝度300ルーメンで照射距離
261mの防爆構造LEDライト

●サイズ…∅38×177㎜
●重量…233g（電池含）
●材質…ナイロンポリマー
● UL規格適合品、防爆構造 
（日本国内の防爆規格は取得しておりません。）

PROPOLYMAX

LEDライト（防爆構造）

散光130m

６時間
100
ルーメン

品番 使用電池 カラー 税抜価格

EA758SB-20Y 単3×4本 
（付属） イエロー 8,930円

明るさ ルーメン 電池寿命（時間）
固定 100 6

●傷つきにくいコーティングを施した
頑丈なポリカーボネートレンズ

●サイズ…∅43×178㎜　●重量…216g（電池含）
●樹脂ボディ
●ポリカーボネートレンズ
●非導電性、耐食性
●防塵防水性能…IP67（水深1m防水設計）
●ストラップ付
● UL規格適合品、防爆構造 
（日本国内の防爆規格は取得しておりません。）
● ATEX指令適合品

PROPOLYMER
LEDライト（防爆構造）

散光

１５５時間
67
ルーメン

品番 使用電池 カラー 税抜価格
EA758SB-21 単3×4本 

（別売）
ブラック 6,220円

EA758SB-21Y イエロー 6,220円
明るさ ルーメン 電池寿命（時間）
固定 67 155

21Y
21

●照射時間155時間の長寿命タイプ
●サイズ…∅43×168㎜
●重量…161g（電池含）
●樹脂ボディ　●ストラップ付
●防滴仕様　● ATEX指令適合品
● UL規格適合品、防爆構造 
（日本国内の防爆規格は取得して 
おりません。）

PROPOLYMER

［充電式］LEDライト（防爆構造）

散光（強）245m
強 :5時間
弱 :１6時間

260
ルーメン

EA758SD-9B 交換バッテリー 6,320円

品番 使用電池 税抜価格

EA758SD-9A Ni-Cd充電池 
（ACアダプター付） 32,900円

明るさ ルーメン 連続点灯（時間）
強 260 5
弱 80 16

ムーンライト 1.3 20日間
●サイズ…∅45×259㎜
●材質…ナイロンポリマー
●重量…382g（充電池含）

●付属品…充電器×2、 ACアダプター、
DCアダプター

● USTC規格適合品、防爆構造 
（日本国内の防爆規格は取得しておりません。）

POLYSTINGER

品番 使用電池 税抜価格
EA758SE-47 単4×3本（付属） 5,470円

［充電式］LEDヘッドライト（防爆構造）

品番 使用電池 税抜価格
EA758SE-61 リチウムイオン電池 15,500円

●防爆構造（クラス1-DIV.1）の安全性能を兼ね備え
たUSB充電式ヘッドライト

●光源…白色LED球2灯 ●充電時間…4.5時間
●サイズ…82.5×43.6×44.5（H）㎜
●重量…116.2g（充電池含む）
●ヘッド角度調整可能（45°）
●ゴム製、布製ヘッドバンド付
●バンド幅…ゴム製・布製ともに25㎜
●防水防塵性能…IP67（水深1m：30分）

 

●手袋を装着したままでも操作しやすく、誤作動を
防止する埋込式のプッシュボタンスイッチを搭載

モード ルーメン 電池寿命（時間）
同時照射 250 7
集光照射 190 7.5
散光照射 120 13

250
ルーメン 強 :７時間

弱 :13時間

　（強）89m
散光

集光

USB HAZ-LO

SGS認証、IECEx規格適合品

71 72

● SGS認証適合品、防爆構造
（日本国内の防爆規格は取得しておりません）

●防水性能…IPX4

●防塵防水性能…IP67

防爆規格・安全規格について

世界最大規模の検査・試験・認証会社であるSGS社より、認証サービスを受けたこと
を証明しています。SGS認証があるということは、その地域での安全性基準及び要件を
遵守していることを証明しています。

SGS認証

アメリカの非営利試験機関が作成した工業製品の安全規格です。
建築材料・防火用機器・耐火製品・認定部品・電気機器・防爆電気機器などの10分野
について安全規格を制定し、安全規格の最高権威として信頼されています。

ATEX指令はCEマーク対象の一部分となり、従来のヨーロッパ防爆規格がこの中に
組み込まれています。爆発の危険性のある雰囲気で使用される機器について、
ATEX指令に準拠することがEU内では義務付けられています。

ATEX指令

UL規格

ヘッドライト 充電式フラッシュライト

乾電池式フラッシュライト

防爆

防爆

防爆
防爆

防爆 防爆 防爆

防爆
防爆

防爆

チラシに掲載している商品は、日本国内の防爆規格を取得しておりません。
各商品の防爆規格につきましては、右記QRコードまたは下記アドレスから
詳細ページをご覧ください。
商品情報サイト：https://www.esco-net.com/wcs/escort/ec/

#SP23-329※表示価格の有効期限は２０23年12月末日（予定）となります。
※生産中止やモデルチェンジ等の諸事情により、廃番とさせていただく商品もございます。

Twitter/YouTube
フォロー・チャンネル登録はコチラ！

株式会社エスコ公式

〒550-0013 大阪市西区新町4丁目14番12号
TEL：06-6532-6226  FAX：06-6541-0929
https://www.esco-net.com/　MAIL：esco-sp@esco-net.com


