
　

［充電式］LED強力サーチライト

散光

集光
（強）410m

強 :４時間
弱 :１８時間

5,300
ルーメン

【A】マンホールでの上からの照明に
【B】レンズ前面黒ボタンで光量調整（3段階）と 

集散光調機能付

【B】

【A】

STINGERシリーズ

● 使用電池…ニッケル水素充電池  ● 材質…アルミニウム
● サイズ…φ41×213㎜　● 重量…352ｇ
● 明るさ (ルーメン)…強：425、中：200、弱：100
● 連続点灯(時間 )…強：3、中：5.5、弱：10、点滅：7.5
● 照射距離（ｍ）…強：322、中：219、弱：155
● 防水性能…IPX4　● 充電器、ACアダプター、ホルスター付    　

425
ルーメン

点滅
機能付

散光
タイプ

322ｍ
長照射距離

3時間
電池寿命

充電式ＬＥＤ作業灯

「STREAMLIGHT( ストリームライト )」社は、1973年に創業されたアメリカのペンシルバニア州にある業務用懐中電灯メーカーです。
創業時から「現場主義」を貫き、ハンターや漁師、アウトドアなど様々な業界の生の声を反映した信頼性の高い製品を多数生み出し、世界
各国の警察・軍隊 (ミリタリー )・消防・レスキュー・航空会社・自動車産業など、様々な分野のプロフェッショナルに支持されています。

「STREAMLIGHT( ストリームライト )」社は、1973年に創業されたアメリカのペンシルバニア州にある業務用懐中電灯メーカーです。
創業時から「現場主義」を貫き、ハンターや漁師、アウトドアなど様々な業界の生の声を反映した信頼性の高い製品を多数生み出し、世界
各国の警察・軍隊 (ミリタリー )・消防・レスキュー・航空会社・自動車産業など、様々な分野のプロフェッショナルに支持されています。

［充電式］LED強力ライト

散光

集光
410m

強 :1.7５時間
弱 :1０時間

5,300
ルーメン

EA758SB-45B 交換バッテリー 5,980円

品番 使用電池 税抜価格

EA758SB-48A 鉛酸蓄電池 
（ACアダプター付） 82,900円

明るさ ルーメン 電池寿命（時間）
強 5,300 1.75
中 2,500 4.5
弱 1,300 10

● 90°の首振り機能で照射方向
を調整できます

●サイズ…310×130×190㎜
●重量…4.7㎏
●ヘッド角度調整可能（90°）
●付属品…ショルダーベルト、充電器、 

ACアダプター、 
シガーライターDCアダプター

E-FLOOD

SIDEWINDER COMPACT

400
ルーメン

［充電式］LED作業灯

品番 使用電池 税抜価格

EA758C-211 リチウムポリマー電池 
（USB充電） 12,100円

明るさ ルーメン 連続点灯（時間）
強（集光/白色） 400 2.0
中（集光/白色） 200 4.5
弱（集光/白色） 100 9.5
強（散光/ナチュラル） 300 2.0
中（散光/ナチュラル） 150 4.0
弱（散光/ナチュラル） 75 8.0
●点灯中にスイッチ長押し
で白色⇔ナチュラルと
光色が切り替わります

●充電時間…4.5時間
●サイズ…71×36×75㎜
●重量…150g
●耐衝撃性能…2m　●防水性能…IPX4

白色 ナチュラル色

SYCLONE

白色とナチュラル色または漏れ検出な
どに役立つUV紫外線の
3パターンで光ります。

［充電式］LED作業灯

EA758C-190B 替バッテリー 5,860円

品番 使用電池 税抜価格

EA758C-190 リチウムイオン電池 
（UBSケーブル付） 14,800円

明るさ ルーメン 連続点灯（時間）
白色 500 3

ナチュラル色 400 3
UV紫外線 500mW 5

●電源…リチウムイオン充電池（本体内蔵）
白色 ナチュラル色 UV色

STRION SWITCHBLADE

●点灯中にスイッチ長押しで光色切替

［充電式］LED作業灯

品番 使用電池 税抜価格

EA758C-196 リチウムイオン電池 
（USB充電） 16,800円

明るさ ルーメン 連続点灯（時間）
強（白色） 500 4
弱（白色） 250 5.75

強（ナチュラル） 400
弱（ナチュラル） 200 6
●充電時間…4.5時間
●全長…201㎜ 
（折りたたみ時：116㎜）
●重量…247g
●収納式フック、 
マグネット付

●電源…リチウムイオン充電池（本体内蔵）
●防水性能…IPX4　●ヘッド角度調整可能（270°）

白色 ナチュラル色

500
ルーメン

［充電式］超強力LED作業灯

品番 明るさ（ ） 税抜価格

EA758SJ-20 10000（最強） 
～2300（最弱） 133,000円

ルーメン 連続点灯
10000lm 約2時間
8300lm 約2.75時間
6300lm 約3.75時間
4500lm 約5.75時間
2300lm 約11時間

★フレーム下部はフック形状で、
フェンス・ガードレール・ドアな
どに引掛けて照射できます

●電源… CA 100V（50/60Hz）、 
またはDC12V

●サイズ…406×289×305（H）㎜ ●重量…6.1㎏
●機能… 角度調整（360°）、 5段階調光式、

●積み重ね可能。光源を増やしてライトタワーとし
て更に明るく照射できます。
ヘッドが縦360°回転するので必要な方向へ素早
く照射できます。

●裏面に明るさレベルと「その明るさで使用を続け
た場合の残り時間」を表示

★

PORTABLE SCENE LIGHT IIPORTABLE SCENE LIGHT II
●充電時間…約6時間
●電球…LED球（18灯）

 
●光源…LED球
●充電時間…4時間

●全長…273㎜（折りたたみ時：152㎜）
●重量…181g ●ヘッド角度調整可能（180°、6段階）
●収納式フック、マグネット付

ランタンミリタリーライト

● 360°回転ヘッド

ヘッドカバーを外して吊り下げ使用が可能

充電式フラッシュライト

［充電式］LEDライト

3,500
ルーメン 強 :1.2５時間

弱 :１１.5時間

（強）452m 散光

EA758SE-9B 交換バッテリー 3,000円

品番 使用電池 税抜価格
EA758SG-55 リチウムイオン電池 24,800円

明るさ ルーメン 電池寿命（時間）
強 3500 1.25
中 1000 3
弱 250 11.5

●最大3500ルーメン！USB充電式高輝度LEDライト
●サイズ…∅59×236㎜
●重量…550g(充電池含)
●ボディーは握りやすいラバースリーブ付き
●リチウム電池（CR123A）×4本でも使用可能

点  滅

●材質…アルミ
●防水性能…IPX7

アメリカの警察が正式貸与品に採用した頑丈なライト。明るさ・照射距離のバランスの取れたオールマイティなライト

Made in the USA

●光源… C4 白色LED球1個 
赤外線LED球1個 
赤色LED球1個 
青色LED球1個

●サイズ…52×27×76（H）㎜
●重量…68g（電池含）　●材質…ポリマー樹脂
●防水性能…IPX7　● 180°ヘッド角度調整可能
●電池は単3×1本（別売）も使用可能
●ヘルメットアダプター付（フチのない商品には取付できません） 
● 4段階調光と点滅機能があり、合計20通りの点灯
モードが選択できます。

●赤外線は肉眼では見えないので、暗視スコープと
併用して下さい。

LEDミリタリーライト

点  滅
散光

品番 使用電池 税抜価格
EA758SE-20 CR123A×1本（付属） 20,400円
ルーメン（CR123A時）電池寿命（時間）：（CR123A時）

55 6

55
ルーメン 6時間

69m

●ヘッドバンド付

専用ホルスター（単品）
EA758CS-15 円1,260品番 価格

交換用バッテリー
EA758SD-17B 円3,750品番 価格

STINGER 2020 STINGER

金属不使用

航空機整備の必需品！

EA758SD-115A
（税抜）円26,000

品番
価格

×1個
×1個

EA758SD-15品番

EA758CS-15品番

セット内容：ライト+ホルスター［充電式］LED作業灯

品番 使用電池 税抜価格

EA758C-200 リチウムイオン電池 
（USB充電） 24,000円

明るさ ルーメン 連続点灯（時間）
白色 800 3.75

ナチュラル色 600 3.75
UV紫外線 500mW 15

●電源… 
 リチウムイオン充電池 
 （本体内蔵）

●充電時間…8時間
●全長 …432㎜（折りたたみ時：249㎜）
●重量…485g
●ヘッド角度調整可能（180°）
●底面に収納式フック、マグネット付

●MAX800ルーメン！　 
3色切替え充電式LED作業灯

●光源…LED球

白色 ナチュラル色

UV

▼

▼

EA758SG-63
（税抜）円30,300

品番
価格
● 使用電池…リチウムイオン電池  
● 材質…アルミニウム
● サイズ…φ41×194㎜  
● 重量…350ｇ
● 明るさ ( ルーメン )…強：2000、中：850、弱：100
● 連続点灯 (時間 )…強：2、中：4、弱：24、点滅：3.25
● 照射距離（ｍ）…強：315、中：200、弱：70
● 防水性能…IPX7  
● 充電用USBケーブル付

2000
ルーメン

315ｍ
長照射距離

2時間
電池寿命

点滅
機能付

［充電式］LEDライト

品番 使用電池 税抜価格

EA758SG-51 リチウムイオン電池 
（ACアダプター付） 30,000円

明るさ ルーメン 連続点灯（時間）
強 615 1.25
中 320 2.5
弱 160 4.5
点滅 ― 3

●グリップ先のボタンで照射モードの切替が可能
●サイズ…∅32×150㎜
●重量…148g
●材質…アルミ

615
ルーメン 1.25 時間

219m 散光
点  滅

STRION

●防水性能…IPX4
●

［充電式］LEDライト

点  滅
散光（強）335m

強 :３時間
弱 :１０時間

485
ルーメン

EA758SD-17B 交換バッテリー 3,750円

品番 使用電池 カラー 税抜価格
EA758SD-6 ニッケル水素充電池 

（ACアダプター付）
ブラック 25,000円

EA758SD-7 イエロー 25,000円

明るさ ルーメン 連続点灯（時間）
強 485 3
中 240 5.5
弱 120 10

●サイズ…∅45×205㎜
●重量…326g（充電池含）
●材質…樹脂
●充電器、ACアダプター付

●充電器、ACアダプター付

76

POLYSTINGER

防水性能…IPX4

［充電式］LEDペン型ライト

１.５時間

109m 散光350
ルーメン

EA940CD-201B USB-ACアダプター 1,960円

品番 使用電池 税抜価格

EA758SG-9 リチウムイオン電池 
（USBケーブル付）

リチウムイオン電池
（USBケーブル付）

 

11,800円

●サイズ…∅16×151㎜
●重量…51g（充電池含）
●防水性能…IPX4

STYLUS PRO

●充電用USBケーブル、ホルスター付

LEDミリタリーライト

55
ルーメン 強 :８時間

弱 :９０時間

（強）63m 集光

品番 使用電池 税抜価格
EA758SE-15 単3×2本（付属） 6,250円
明るさ ルーメン 電池寿命（時間）
強 55 8
弱 7 90

●光源…白色LED球
●サイズ…47.2×24.4×109（H）㎜
●重量…100g（電池含）
●ヘッド角度調整可能（185°）
●防水性能…IPX7 ●耐久性のあるクリップ付き
●コード取付穴付き

●本体一体型のスライド式拡散
レンズで白色・赤色を切替可能

SIDEWINDER BOOT

●明るさ(ルーメン)…強：5,300、中：2,500、弱：1,300
●連続点灯(時間)…強：4、中：9、弱：18
●ヘッド角度調整可能（90°）　
●付属品…ショルダーベルト、充電器、ACアダプター、シガーライターDCアダプター
●携帯と設置の2WAYタイプ。90°の首振りヘッドは高さも調整可能です。

EA758SJ-10
（税抜）円165,000

品番
価格

EA758SB-47B
（税抜）円9,980

品番
価格

LED強力サーチライト 替バッテリー

10,000
ルーメン

☆

☆

●防水性能…IPX7

耐衝撃性構造

●

500
ルーメン

STINGER  SWITCHBLADE

800
ルーメン

●防水性能…IPX4 FLIPMATE

4

㎜

●

［充電式］LEDランタン

品番 使用電池 税抜価格

EA758CV-50 リチウムイオン電池 
（ACアダプタ付） 30,000円

LED球 明るさ ルーメン 電池寿命（時間）
白 強 1,100
白 中 550 11.5
白 弱 125 
赤 強 2.7 140
赤 弱 1 348
赤 点滅 2.7 320

　

★

1,100
ルーメン

7 ）●付属品…ACアダプター

★8800mAhの大容量バッテリーで、スマートフォン
やタブレットを充電できます。

バッテリー残量表示機能付
●防水性能…IPX（水深1m

●光源… 白色LED球1個、
赤色LED球4個

●サイズ…∅90×195
●重量…867g

SUPER SIEGE

5.75

36.25

LEDランタン

品番 使用電池 税抜価格
EA758CV-48 単3×3本（別売） 7,000円

LED球 明るさ ルーメン 電池寿命（時間）
白 強 200 7
白 中 100 15.5
白 弱 50 37
赤 強 0.7 192
赤 点滅 0.7 288

●光源… 白色LED球1個、
赤色LED球2個

●サイズ…∅60×138㎜
●重量…249g（電池含）

● す。まりが上き浮もてしと落に水

SIEGE AA

200
ルーメン

PROTAC

●  耐塵&防水　超強力5300ルーメン！　 
充電式LED作業灯

●サイズ… 伸長時：1830（H）×720（W）㎜、 
収納時：560（W）×165（D）×280（H）㎜

●レンズ径…114㎜　●重量…11.3㎏（電池含）
●充電時間…10時間　●防水性能…IP67

PORTABLE SCENE LIGHT

）●防水性能…IPX7（水深1m

ルーメン

交換用バッテリー
EA758SE-9B （税抜）円3,000品番 価格

集光・散光
切替可能

最大2000ルーメン！

POINT
POINT

（税抜）

（税抜）

〈ゴムリング装着時〉

グリップ部は
ノンスリップラバー加工

充電池を
取り出すことなく
差し込むだけで
充電できます

付属のゴムリング装着で
転がり防止に！

グリップ部は
ノンスリップラバー加工

使い勝手の良いヘッド部と
テール部のダブルスイッチ仕様

転がりにくい本体形状

［充電式］LEDライト

700
ルーメン 強 :1.2５時間

弱 :24時間

（強）420m

EA758C-190B 交換バッテリー 5,860円

品番 使用電池 税抜価格

EA758SG-69 リチウムイオン電池
(ACアダプター付) 32,000円

明るさ ルーメン 電池寿命（時間）
強 700 .25
中 300 3.5

1

弱 40 24

［充電式］LEDライト

(強)374m 散光

EA758C-190B 5,860円

品番 使用電池 税抜価格

EA758SG-73 リチウムイオン電池 
（USBケーブル付） 25,500円

●サイズ…∅43×180㎜ ●重量…262g
●防水性能…IPX4

PROTAC HPL USB

●充電用USBケーブル、ホルスター付

●ヘッド部&テール部のダブルスイッチ仕様
●サイズ…∅55×192㎜

●重量…196g ●防水性能…IPX4

STRION DS

散光

集光

交換バッテリー 1,510円

【充電式】LEDフラッシュライト 【充電式】LEDフラッシュライトセット

LEDフラッシュライトのみ
EA758SD-15 円25,500品番 価格 （税抜）

●充電用USBケーブル付

明るさ ルーメン 電池寿命（時間）
強 250 1.5
弱 50 3.5

［充電式］LEDペン型ライト

品番 使用電池 税抜価格

EA758SG-61 リチウムイオン電池 
（USBケーブル付） 20,200円

明るさ ルーメン 電池寿命（時間）
ターボ 1000 35秒
連続照射 300 3時間

● 1000ルーメンのターボモード搭載！
●サイズ…15×25×138mm
●重量…93g（電池含）
●材質…本体：アルミ
　　　レンズ：ポリカーボネート

1,000
ルーメン

1,000
ルーメン 3時間

110m(ターボ)

WEDGE

●防水性能…IPX7

散光

集光

●充電用USBケーブル、ストラップ付
●クリップ付

交換バッテリー

強 :1.５時間
弱 :24時間

明るさ ルーメン 連続点灯（時間）
強 1000 1.5
中 400 3.5
弱 65 24

明るさ ルーメン 電池寿命（時間）
強 350 1.5
弱 90 3.5

●材質…本体：アルミ
　　　レンズ：ポリカーボネート

●クリップ付

●充電用USBケーブル付
●充電器、ACアダプター、充電用USBケーブル付

#SP23-328※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

［充電式］LEDコンパクトライト

散光68m

1.５時間
250
ルーメン

品番 使用電池 税抜価格
EA758SG-81 ブラック 7,070円
EA758SG-82 レッド 7,070円
EA758SG-83

ブラウン
7,070円

EA758SG-84
EA758SG-85

ブルー
7,070円

●サイズ…∅16×98㎜
●重量…34g（電池含）
●防水性能…IPX4

84838281
MICROSTREAM

カラー



LEDヘッドライト

（強）190m150
ルーメン

品番 使用電池 税抜価格
EA758SE-36 単4×3本（付属） 7,290円
明るさ ルーメン 電池寿命（時間）
強 150 3
中 100 4.5
弱 45 30

●バッテリーインジケーター付で、電池残量が
少なくなると赤く光ります

●サイズ…44.5×68.5×61㎜
●重量…153g　●光源…LED球
●防水性能…IPX4
●ベルト幅…25㎜

散光
散光強 :３時間

弱 :３０時間

●光源…C4スーパーLED球
●サイズ…∅38.6×178㎜

★フラッド照射で足元を広範囲
に照らします

［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 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。）

★

81 82

使用電池 カラー
単3×3本 
（付属）

イエロー
ブラック

●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

SGS認証、IECEx規格適合品

71 72

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）

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…∅41×165㎜
●重量…178g（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

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

●防塵防水性能…IP67

［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

● 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。）

POLYSTINGER

●防水性能…IPX4

24m

LEDライト

品番 使用電池 税抜価格
EA758SB-33A 単3×3本（付属） 7,440円

270
ルーメン 11時間

121m
散光

集光

明るさ ルーメン 電池寿命（時間）
集光 270 11
散光 75 25

LEDペン型ライト

散光62m

8時間
100
ルーメン

品番 使用電池 カラー 税抜価格
EA758SG-1 単4×2本 

（付属）
ブラック 5,000円

EA758SG-2 レッド 5,000円
EA758SG-3 単4×2本 

（付属）
シルバー 5,000円

EA758SG-4 ブルー 5,000円
明るさ ルーメン 電池寿命（時間）
固定 100 8

●サイズ…∅15×135㎜
●重量…47g（電池含）
●防水性能…IPX4
●ライトホルスター付

STYLUS PRO

LEDライト

250
ルーメン 6時間

150m
散光

集光

品番 使用電池 税抜価格
EA758SG-41 単3×2本（付属） 5,900円
明るさ ルーメン 電池寿命（時間）
集光 220 6
散光 250 6

●レンズのスライドで、集散光の切替が可能です
●サイズ…∅28×165㎜　●重量…125g
●材質…アルミ　

●サイズ…∅15×90㎜
●重量…30g（電池含）
●防水性能…IPX4
●首かけストラップ付

LEDコンパクトライト

散光41m

２.２５時間
45
ルーメン

品番 使用電池 カラー 税抜価格
EA758SG-10 単4×1本 

（付属）
ブラック 4,290円

EA758SG-11 レッド 4,290円
明るさ ルーメン 電池寿命（時間）
固定 45 2.25

10

11

●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）

●防爆構造（日本国内の防爆規格は取得しておりません）
● SGS認証適合品
●付属品…充電器、ACアダプター

［充電式］LEDヘッドライト

200
ルーメン 強 :2時間

弱 :4時間

　（強）85m 集光

品番 使用電池 税抜価格
EA758SE-41 リチウムポリマー電池 5,500円
明るさ ルーメン 電池寿命（時間）
強 200 2
弱 95 4

●ヘッドライト・クリップライトの2WAY仕様
●光源…白色LED球1灯　●充電時間…3.5時間
●サイズ…36.6×40×35.5㎜　●重量…42.5g
●防水性能…IPX4　●ベルト幅…15㎜
● USB充電コード付き

QB

点  滅

LEDヘッドライト（防爆構造）

品番 使用電池 税抜価格
EA758SE-49 9,970円

ルーメン 電池寿命（時間）
270 8

●手袋を着用していても使いやすい
押しボタン式のオン/オフスイッチ

●光源…LED球
●サイズ…47.6×63.5×78.2㎜ ●重量…202g
● 90度に上下方向調整可能

［充電式］LEDヘッドライト

180
ルーメン 強 :４.5時間

弱 :21時間

散光

品番 使用電池 税抜価格
EA758SE-46 リチウムポリマー電池 6,230円
明るさ ルーメン 電池寿命（時間）
強 180 4.5
弱 35 21
点滅 180

●ヘッドライト・クリップライトの2WAY仕様
●光源…COB LED
●充電時間…3.5時間
●サイズ…68.5×24.6×28.7㎜　●重量…45.4g
●バンド幅…ゴム製・布製ともに15㎜
●防水性能…IPX4　● USB充電コード付
● 35㎜幅のCOB LEDチップによりワイドかつ強力に
手元を照射します。

点  滅

 

［充電式］LEDヘッドライト

強 :1.5時間
弱 :20時間

（強）232m 散光1,000
ルーメン

EA758SE-9B 交換バッテリー 3,000円

品番 使用電池 税抜価格

EA758SE-9 リチウムイオン電池 
（USBケーブル付） 20,500円

明るさ ルーメン 電池寿命（時間）
強 1,000 1.5
中 400 2.75
弱 65 20

乾電池式フラッシュライト

●光源… 白色LED3灯 
青色LED2灯

●充電時間…9時間
●サイズ…188×108×110（H）㎜
●重量…1.12㎏
●防水性能…IPX7（水深1m）
●付属品… ショルダーベルト、充電器、 

DCアダプター、ACアダプター

● SGS認証、米国防火協会（NFPA）1901認証、防爆構造
 

（日本国内の防爆規格は取得しておりません。）

 

 

1,200
ルーメン

5.75 時間

集光（強）548m

EA758SB-61B 交換バッテリー 6,770円

品番 使用電池 税抜価格

EA758SB-61 リチウムイオン電池 
（ACアダプター付） 48,500円

明るさ ルーメン 連続点灯（時間）
強 1200 5.75
弱 350 16

［充電式］強力LEDライト（防爆構造）
★ヘッド部180°可動により、据え置きライトとしても使えます。

［充電式］LEDヘッドライト

品番 使用電池 税抜価格
EA758SE-51 リチウムポリマー充電池 9,430円

★強力保持&強粘着のデュアルロックファスナー
付で、バンドを併用せずに直接ヘルメットへ取付
できます。

モード 明るさ ルーメン 電池寿命（時間）
集光 強 200 6.25
集光 中 90 19
集光 弱 25 48

200
ルーメン 強:6.25時間

弱: 48時間

　（強）91m
散光

集光

★

★

散光 強 145 7
散光 中 50 21
散光 弱 15 48

充電式防爆構造ライト

ヘッドライト

マーク

表示内容 明るさ 電池寿命
（連続点灯） 照射距離

照射タイプ
（集光/散光/ 
集散光切替式）

点滅機能付 使用電池

マークの説明

※ 各マークが示す値につきましては、各メーカーによる
参考値となります。また、メーカーによっては数値を 
公開していない場合がございます（マーク表示無し分）

※ アメリカ製につきましては、ANSI（米国国家規格協会） 
規格に準じております。
※ 電池寿命（連続点灯）の時間につきましては、新しい電池、
新しいバッテリー（フル充電）における参考値です。

VULCAN

防爆

［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）

●防爆構造 
（日本国内の防爆規格は取得しておりません。）

●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

防爆

LEDヘッドライト（防爆構造）

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

●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）㎜
●重量…99.2g（電池含む）
●ヘッド角度調整可能（45°）
●布製、ゴム製ヘッドバンド付
●バンド幅…ゴム製・布製ともに25㎜
●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

●防爆構造 
（日本国内の防爆規格は取得しておりません。）
● SGS認証、IECEx規格、ATEX指令適合品

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

235
ルーメン 4.7５時間

（強）73m
散光

集光

防爆 270
ルーメン 8時間

150m
防爆

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

防爆

21 3 4

乾電池式防爆構造フラッシュライト

防水LEDライト（単3・CR123A兼用）

品番 使用電池 税抜価格

EA758SG-39
単3×1本（付属） 
または 

CR123A×1本（付属）
7,290円

明るさ ルーメン 電池寿命（時間）
アルカリ電池 CR123A アルカリ電池 CR123A

強 150 350 1.3 1.5
弱 40 40 7.5 14
点滅 － － 3.5 3

150
ルーメン 強 :1.3 時間

弱 :7.5 時間

105m 集光
点  滅

●取り外し可能なクリップ付
●材質…アルミ　●ホルスター付
●単3電池またはリチウム電池（CR123A）で使用

 可能です。

●重量…79g
●サイズ…∅24×108㎜

●細長く設計されて
いる為、すき間ラ
イトとして使用で
きます

●サイズ…∅10×158㎜

●保護キャップ付

LEDペン型ライト（すき間ライト兼用）

11
ルーメン

EA758CL-10B 替電池×6本 190円

品番 使用電池 カラー 税抜価格
EA758SG-19 単6電池× 

3本（付属）
シルバー 3,470円

EA758SG-20 ブラック 3,
1,
470円

品番 明るさ ルーメン 電池寿命（時間）
EA758SG-19 固定 11 24
EA758SG-20 固定 11 24

2019

STYLUS

２４時間

散光

★持ち手部分にはフレ
キシブルケーブル先
端を留める便利なホ
ルダー付

●ポケットクリップ付
●全 長… 
ケーブル伸長時：356㎜、折曲げ収納時：171㎜

●先端径…8㎜
●重量…48g（電池含）

LEDフレキシブルすき間ライト

散光

２４時間
11
ルーメン

品番 使用電池 税抜価格

EA758SF-7 AAAA電池× 
3本（付属） 4,

1,

730円
EA758CL-10B 替電池×6本 190円
明るさ（ルーメン） 電池寿命（時間）

11 24
★

LEDフレキシブルライト

散光77m

４.５時間

140
ルーメン

品番 使用電池 税抜価格
EA758SG-42 単3×2本（付属） 10,000円
明るさ（ルーメン） 電池寿命（時間）

140 4.5
●マグネットクリップホ
ルダー（壁面取付用）付

●光源…C4 LED球
●サイズ… ヘッド径：20㎜、 

全長：508㎜、 
フレキシブルケーブル長：310㎜

●重量…173g（電池含）
●ボディ材質…アルミ
●ポリカーボネートレンズ

TWIN-TASK JR F-STOP

●防水性能…IPX4

●ホルスター付

PROTAC

●防水性能…IPX7

STYLUS REACH

24m

●防水性能…IPX4

●防水性能…IPX4

JR REACH

MICROSTREAM

PROPOLYMER

●防塵･防水性能…IP67（水深1m）

●煙の中でも視認性の高い青色テールライト

ENDURO

● 認証適合品  SGS

USB HAZ-LOHAZ-LO

BANDIT

‐

PROTAC

ENDURO

●レンズ2枚付属（赤色、緑色）　●充電時間…5時間
●サイズ…30.5×102.4×79.2㎜　●重量…230g（電池含）
●防水性能…IPX4　●ヘッド角度調整可能（90°）
●布製・ゴム製ヘッドバンド付

●超高輝度の1,000ルーメン、更にカラーレンズで
各シーンでの視認性を向上できます。

●光源…LED球

ゴム製
ヘッドバンド

●レンズ・ボディともに
ポリカーボネート製で
頑丈なコンパクトモデル

●充電時間…4時間 ●光源…白色 LED球 2灯　
●サイズ…55.6×43.2×47㎜
●

●

●

重量…102ｇ( 充電池含む )
材質…アルミニウム
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㎜

●防水性能…IPX4

● USB充電コード付

●グリップ部は滑り止め加工が施されています
 

●サイズ…∅34×222㎜
●重量…201g ●材質…アルミ　
●ストラップ付

●防水性能…IPX4

●スイッチ操作で集散光の切替が可能です

●重量…32ｇ(電池含)
●防水性能…IPX4 ●材質…アルミニウム　

ゴム製
ヘッドバンド

防爆

防爆 防爆

防爆
防爆

防爆

防爆

●布製、ゴム製ヘッドバンド付
●レンズはポリカーボネート製で頑丈な熱可塑性
構造

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

（電池含）
（電池含）

● 90度に上下方向調整可能
●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

ARGO



LEDヘッドライト

（強）190m150
ルーメン

品番 使用電池 税抜価格
EA758SE-36 単4×3本（付属） 7,290円
明るさ ルーメン 電池寿命（時間）
強 150 3
中 100 4.5
弱 45 30

●バッテリーインジケーター付で、電池残量が
少なくなると赤く光ります

●サイズ…44.5×68.5×61㎜
●重量…153g　●光源…LED球
●防水性能…IPX4
●ベルト幅…25㎜

散光
散光強 :３時間

弱 :３０時間

●光源…C4スーパーLED球
●サイズ…∅38.6×178㎜

★フラッド照射で足元を広範囲
に照らします

［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 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。）

★

81 82

使用電池 カラー
単3×3本 
（付属）

イエロー
ブラック

●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

SGS認証、IECEx規格適合品

71 72

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）

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…∅41×165㎜
●重量…178g（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

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

●防塵防水性能…IP67

［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

● 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。）

POLYSTINGER

●防水性能…IPX4

24m

LEDライト

品番 使用電池 税抜価格
EA758SB-33A 単3×3本（付属） 7,440円

270
ルーメン 11時間

121m
散光

集光

明るさ ルーメン 電池寿命（時間）
集光 270 11
散光 75 25

LEDペン型ライト

散光62m

8時間
100
ルーメン

品番 使用電池 カラー 税抜価格
EA758SG-1 単4×2本 

（付属）
ブラック 5,000円

EA758SG-2 レッド 5,000円
EA758SG-3 単4×2本 

（付属）
シルバー 5,000円

EA758SG-4 ブルー 5,000円
明るさ ルーメン 電池寿命（時間）
固定 100 8

●サイズ…∅15×135㎜
●重量…47g（電池含）
●防水性能…IPX4
●ライトホルスター付

STYLUS PRO

LEDライト

250
ルーメン 6時間

150m
散光

集光

品番 使用電池 税抜価格
EA758SG-41 単3×2本（付属） 5,900円
明るさ ルーメン 電池寿命（時間）
集光 220 6
散光 250 6

●レンズのスライドで、集散光の切替が可能です
●サイズ…∅28×165㎜　●重量…125g
●材質…アルミ　

●サイズ…∅15×90㎜
●重量…30g（電池含）
●防水性能…IPX4
●首かけストラップ付

LEDコンパクトライト

散光41m

２.２５時間
45
ルーメン

品番 使用電池 カラー 税抜価格
EA758SG-10 単4×1本 

（付属）
ブラック 4,290円

EA758SG-11 レッド 4,290円
明るさ ルーメン 電池寿命（時間）
固定 45 2.25

10

11

●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）

●防爆構造（日本国内の防爆規格は取得しておりません）
● SGS認証適合品
●付属品…充電器、ACアダプター

［充電式］LEDヘッドライト

200
ルーメン 強 :2時間

弱 :4時間

　（強）85m 集光

品番 使用電池 税抜価格
EA758SE-41 リチウムポリマー電池 5,500円
明るさ ルーメン 電池寿命（時間）
強 200 2
弱 95 4

●ヘッドライト・クリップライトの2WAY仕様
●光源…白色LED球1灯　●充電時間…3.5時間
●サイズ…36.6×40×35.5㎜　●重量…42.5g
●防水性能…IPX4　●ベルト幅…15㎜
● USB充電コード付き

QB

点  滅

LEDヘッドライト（防爆構造）

品番 使用電池 税抜価格
EA758SE-49 9,970円

ルーメン 電池寿命（時間）
270 8

●手袋を着用していても使いやすい
押しボタン式のオン/オフスイッチ

●光源…LED球
●サイズ…47.6×63.5×78.2㎜ ●重量…202g
● 90度に上下方向調整可能

［充電式］LEDヘッドライト

180
ルーメン 強 :４.5時間

弱 :21時間

散光

品番 使用電池 税抜価格
EA758SE-46 リチウムポリマー電池 6,230円
明るさ ルーメン 電池寿命（時間）
強 180 4.5
弱 35 21
点滅 180

●ヘッドライト・クリップライトの2WAY仕様
●光源…COB LED
●充電時間…3.5時間
●サイズ…68.5×24.6×28.7㎜　●重量…45.4g
●バンド幅…ゴム製・布製ともに15㎜
●防水性能…IPX4　● USB充電コード付
● 35㎜幅のCOB LEDチップによりワイドかつ強力に
手元を照射します。

点  滅

 

［充電式］LEDヘッドライト

強 :1.5時間
弱 :20時間

（強）232m 散光1,000
ルーメン

EA758SE-9B 交換バッテリー 3,000円

品番 使用電池 税抜価格

EA758SE-9 リチウムイオン電池 
（USBケーブル付） 20,500円

明るさ ルーメン 電池寿命（時間）
強 1,000 1.5
中 400 2.75
弱 65 20

乾電池式フラッシュライト

●光源… 白色LED3灯 
青色LED2灯

●充電時間…9時間
●サイズ…188×108×110（H）㎜
●重量…1.12㎏
●防水性能…IPX7（水深1m）
●付属品… ショルダーベルト、充電器、 

DCアダプター、ACアダプター

● SGS認証、米国防火協会（NFPA）1901認証、防爆構造
 

（日本国内の防爆規格は取得しておりません。）

 

 

1,200
ルーメン

5.75 時間

集光（強）548m

EA758SB-61B 交換バッテリー 6,770円

品番 使用電池 税抜価格

EA758SB-61 リチウムイオン電池 
（ACアダプター付） 48,500円

明るさ ルーメン 連続点灯（時間）
強 1200 5.75
弱 350 16

［充電式］強力LEDライト（防爆構造）
★ヘッド部180°可動により、据え置きライトとしても使えます。

［充電式］LEDヘッドライト

品番 使用電池 税抜価格
EA758SE-51 リチウムポリマー充電池 9,430円

★強力保持&強粘着のデュアルロックファスナー
付で、バンドを併用せずに直接ヘルメットへ取付
できます。

モード 明るさ ルーメン 電池寿命（時間）
集光 強 200 6.25
集光 中 90 19
集光 弱 25 48

200
ルーメン 強:6.25時間

弱: 48時間

　（強）91m
散光

集光

★

★

散光 強 145 7
散光 中 50 21
散光 弱 15 48

充電式防爆構造ライト

ヘッドライト

マーク

表示内容 明るさ 電池寿命
（連続点灯） 照射距離

照射タイプ
（集光/散光/ 
集散光切替式）

点滅機能付 使用電池

マークの説明

※ 各マークが示す値につきましては、各メーカーによる
参考値となります。また、メーカーによっては数値を 
公開していない場合がございます（マーク表示無し分）

※ アメリカ製につきましては、ANSI（米国国家規格協会） 
規格に準じております。
※ 電池寿命（連続点灯）の時間につきましては、新しい電池、
新しいバッテリー（フル充電）における参考値です。

VULCAN

防爆

［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）

●防爆構造 
（日本国内の防爆規格は取得しておりません。）

●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

防爆

LEDヘッドライト（防爆構造）

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

●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）㎜
●重量…99.2g（電池含む）
●ヘッド角度調整可能（45°）
●布製、ゴム製ヘッドバンド付
●バンド幅…ゴム製・布製ともに25㎜
●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

●防爆構造 
（日本国内の防爆規格は取得しておりません。）
● SGS認証、IECEx規格、ATEX指令適合品

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

235
ルーメン 4.7５時間

（強）73m
散光

集光

防爆 270
ルーメン 8時間

150m
防爆

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

防爆

21 3 4

乾電池式防爆構造フラッシュライト

防水LEDライト（単3・CR123A兼用）

品番 使用電池 税抜価格

EA758SG-39
単3×1本（付属） 
または 

CR123A×1本（付属）
7,290円

明るさ ルーメン 電池寿命（時間）
アルカリ電池 CR123A アルカリ電池 CR123A

強 150 350 1.3 1.5
弱 40 40 7.5 14
点滅 － － 3.5 3

150
ルーメン 強 :1.3 時間

弱 :7.5 時間

105m 集光
点  滅

●取り外し可能なクリップ付
●材質…アルミ　●ホルスター付
●単3電池またはリチウム電池（CR123A）で使用

 可能です。

●重量…79g
●サイズ…∅24×108㎜

●細長く設計されて
いる為、すき間ラ
イトとして使用で
きます

●サイズ…∅10×158㎜

●保護キャップ付

LEDペン型ライト（すき間ライト兼用）

11
ルーメン

EA758CL-10B 替電池×6本 190円

品番 使用電池 カラー 税抜価格
EA758SG-19 単6電池× 

3本（付属）
シルバー 3,470円

EA758SG-20 ブラック 3,
1,
470円

品番 明るさ ルーメン 電池寿命（時間）
EA758SG-19 固定 11 24
EA758SG-20 固定 11 24

2019

STYLUS

２４時間

散光

★持ち手部分にはフレ
キシブルケーブル先
端を留める便利なホ
ルダー付

●ポケットクリップ付
●全 長… 
ケーブル伸長時：356㎜、折曲げ収納時：171㎜

●先端径…8㎜
●重量…48g（電池含）

LEDフレキシブルすき間ライト

散光

２４時間
11
ルーメン

品番 使用電池 税抜価格

EA758SF-7 AAAA電池× 
3本（付属） 4,

1,

730円
EA758CL-10B 替電池×6本 190円
明るさ（ルーメン） 電池寿命（時間）

11 24
★

LEDフレキシブルライト

散光77m

４.５時間

140
ルーメン

品番 使用電池 税抜価格
EA758SG-42 単3×2本（付属） 10,000円
明るさ（ルーメン） 電池寿命（時間）

140 4.5
●マグネットクリップホ
ルダー（壁面取付用）付

●光源…C4 LED球
●サイズ… ヘッド径：20㎜、 

全長：508㎜、 
フレキシブルケーブル長：310㎜

●重量…173g（電池含）
●ボディ材質…アルミ
●ポリカーボネートレンズ

TWIN-TASK JR F-STOP

●防水性能…IPX4

●ホルスター付

PROTAC

●防水性能…IPX7

STYLUS REACH

24m

●防水性能…IPX4

●防水性能…IPX4

JR REACH

MICROSTREAM

PROPOLYMER

●防塵･防水性能…IP67（水深1m）

●煙の中でも視認性の高い青色テールライト

ENDURO

● 認証適合品  SGS

USB HAZ-LOHAZ-LO

BANDIT

‐

PROTAC

ENDURO

●レンズ2枚付属（赤色、緑色）　●充電時間…5時間
●サイズ…30.5×102.4×79.2㎜　●重量…230g（電池含）
●防水性能…IPX4　●ヘッド角度調整可能（90°）
●布製・ゴム製ヘッドバンド付

●超高輝度の1,000ルーメン、更にカラーレンズで
各シーンでの視認性を向上できます。

●光源…LED球

ゴム製
ヘッドバンド

●レンズ・ボディともに
ポリカーボネート製で
頑丈なコンパクトモデル

●充電時間…4時間 ●光源…白色 LED球 2灯　
●サイズ…55.6×43.2×47㎜
●

●

●

重量…102ｇ( 充電池含む )
材質…アルミニウム
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㎜

●防水性能…IPX4

● USB充電コード付

●グリップ部は滑り止め加工が施されています
 

●サイズ…∅34×222㎜
●重量…201g ●材質…アルミ　
●ストラップ付

●防水性能…IPX4

●スイッチ操作で集散光の切替が可能です

●重量…32ｇ(電池含)
●防水性能…IPX4 ●材質…アルミニウム　

ゴム製
ヘッドバンド

防爆

防爆 防爆

防爆
防爆

防爆

防爆

●布製、ゴム製ヘッドバンド付
●レンズはポリカーボネート製で頑丈な熱可塑性
構造

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

（電池含）
（電池含）

● 90度に上下方向調整可能
●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

ARGO



　

［充電式］LED強力サーチライト

散光

集光
（強）410m

強 :４時間
弱 :１８時間

5,300
ルーメン

【A】マンホールでの上からの照明に
【B】レンズ前面黒ボタンで光量調整（3段階）と 

集散光調機能付

【B】

【A】

STINGERシリーズ

● 使用電池…ニッケル水素充電池  ● 材質…アルミニウム
● サイズ…φ41×213㎜　● 重量…352ｇ
● 明るさ (ルーメン)…強：425、中：200、弱：100
● 連続点灯(時間 )…強：3、中：5.5、弱：10、点滅：7.5
● 照射距離（ｍ）…強：322、中：219、弱：155
● 防水性能…IPX4　● 充電器、ACアダプター、ホルスター付    　

425
ルーメン

点滅
機能付

散光
タイプ

322ｍ
長照射距離

3時間
電池寿命

充電式ＬＥＤ作業灯

「STREAMLIGHT( ストリームライト )」社は、1973年に創業されたアメリカのペンシルバニア州にある業務用懐中電灯メーカーです。
創業時から「現場主義」を貫き、ハンターや漁師、アウトドアなど様々な業界の生の声を反映した信頼性の高い製品を多数生み出し、世界
各国の警察・軍隊 (ミリタリー )・消防・レスキュー・航空会社・自動車産業など、様々な分野のプロフェッショナルに支持されています。

「STREAMLIGHT( ストリームライト )」社は、1973年に創業されたアメリカのペンシルバニア州にある業務用懐中電灯メーカーです。
創業時から「現場主義」を貫き、ハンターや漁師、アウトドアなど様々な業界の生の声を反映した信頼性の高い製品を多数生み出し、世界
各国の警察・軍隊 (ミリタリー )・消防・レスキュー・航空会社・自動車産業など、様々な分野のプロフェッショナルに支持されています。

［充電式］LED強力ライト

散光

集光
410m

強 :1.7５時間
弱 :1０時間

5,300
ルーメン

EA758SB-45B 交換バッテリー 5,980円

品番 使用電池 税抜価格

EA758SB-48A 鉛酸蓄電池 
（ACアダプター付） 82,900円

明るさ ルーメン 電池寿命（時間）
強 5,300 1.75
中 2,500 4.5
弱 1,300 10

● 90°の首振り機能で照射方向
を調整できます

●サイズ…310×130×190㎜
●重量…4.7㎏
●ヘッド角度調整可能（90°）
●付属品…ショルダーベルト、充電器、 

ACアダプター、 
シガーライターDCアダプター

E-FLOOD

SIDEWINDER COMPACT

400
ルーメン

［充電式］LED作業灯

品番 使用電池 税抜価格

EA758C-211 リチウムポリマー電池 
（USB充電） 12,100円

明るさ ルーメン 連続点灯（時間）
強（集光/白色） 400 2.0
中（集光/白色） 200 4.5
弱（集光/白色） 100 9.5
強（散光/ナチュラル） 300 2.0
中（散光/ナチュラル） 150 4.0
弱（散光/ナチュラル） 75 8.0
●点灯中にスイッチ長押し
で白色⇔ナチュラルと
光色が切り替わります

●充電時間…4.5時間
●サイズ…71×36×75㎜
●重量…150g
●耐衝撃性能…2m　●防水性能…IPX4

白色 ナチュラル色

SYCLONE

白色とナチュラル色または漏れ検出な
どに役立つUV紫外線の
3パターンで光ります。

［充電式］LED作業灯

EA758C-190B 替バッテリー 5,860円

品番 使用電池 税抜価格

EA758C-190 リチウムイオン電池 
（UBSケーブル付） 14,800円

明るさ ルーメン 連続点灯（時間）
白色 500 3

ナチュラル色 400 3
UV紫外線 500mW 5

●電源…リチウムイオン充電池（本体内蔵）
白色 ナチュラル色 UV色

STRION SWITCHBLADE

●点灯中にスイッチ長押しで光色切替

［充電式］LED作業灯

品番 使用電池 税抜価格

EA758C-196 リチウムイオン電池 
（USB充電） 16,800円

明るさ ルーメン 連続点灯（時間）
強（白色） 500 4
弱（白色） 250 5.75

強（ナチュラル） 400
弱（ナチュラル） 200 6
●充電時間…4.5時間
●全長…201㎜ 
（折りたたみ時：116㎜）
●重量…247g
●収納式フック、 
マグネット付

●電源…リチウムイオン充電池（本体内蔵）
●防水性能…IPX4　●ヘッド角度調整可能（270°）

白色 ナチュラル色

500
ルーメン

［充電式］超強力LED作業灯

品番 明るさ（ ） 税抜価格

EA758SJ-20 10000（最強） 
～2300（最弱） 133,000円

ルーメン 連続点灯
10000lm 約2時間
8300lm 約2.75時間
6300lm 約3.75時間
4500lm 約5.75時間
2300lm 約11時間

★フレーム下部はフック形状で、
フェンス・ガードレール・ドアな
どに引掛けて照射できます

●電源… CA 100V（50/60Hz）、 
またはDC12V

●サイズ…406×289×305（H）㎜ ●重量…6.1㎏
●機能… 角度調整（360°）、 5段階調光式、

●積み重ね可能。光源を増やしてライトタワーとし
て更に明るく照射できます。
ヘッドが縦360°回転するので必要な方向へ素早
く照射できます。

●裏面に明るさレベルと「その明るさで使用を続け
た場合の残り時間」を表示

★

PORTABLE SCENE LIGHT IIPORTABLE SCENE LIGHT II
●充電時間…約6時間
●電球…LED球（18灯）

 
●光源…LED球
●充電時間…4時間

●全長…273㎜（折りたたみ時：152㎜）
●重量…181g ●ヘッド角度調整可能（180°、6段階）
●収納式フック、マグネット付

ランタンミリタリーライト

● 360°回転ヘッド

ヘッドカバーを外して吊り下げ使用が可能

充電式フラッシュライト

［充電式］LEDライト

3,500
ルーメン 強 :1.2５時間

弱 :１１.5時間

（強）452m 散光

EA758SE-9B 交換バッテリー 3,000円

品番 使用電池 税抜価格
EA758SG-55 リチウムイオン電池 24,800円

明るさ ルーメン 電池寿命（時間）
強 3500 1.25
中 1000 3
弱 250 11.5

●最大3500ルーメン！USB充電式高輝度LEDライト
●サイズ…∅59×236㎜
●重量…550g(充電池含)
●ボディーは握りやすいラバースリーブ付き
●リチウム電池（CR123A）×4本でも使用可能

点  滅

●材質…アルミ
●防水性能…IPX7

アメリカの警察が正式貸与品に採用した頑丈なライト。明るさ・照射距離のバランスの取れたオールマイティなライト

Made in the USA

●光源… C4 白色LED球1個 
赤外線LED球1個 
赤色LED球1個 
青色LED球1個

●サイズ…52×27×76（H）㎜
●重量…68g（電池含）　●材質…ポリマー樹脂
●防水性能…IPX7　● 180°ヘッド角度調整可能
●電池は単3×1本（別売）も使用可能
●ヘルメットアダプター付（フチのない商品には取付できません） 
● 4段階調光と点滅機能があり、合計20通りの点灯
モードが選択できます。

●赤外線は肉眼では見えないので、暗視スコープと
併用して下さい。

LEDミリタリーライト

点  滅
散光

品番 使用電池 税抜価格
EA758SE-20 CR123A×1本（付属） 20,400円
ルーメン（CR123A時）電池寿命（時間）：（CR123A時）

55 6

55
ルーメン 6時間

69m

●ヘッドバンド付

専用ホルスター（単品）
EA758CS-15 円1,260品番 価格

交換用バッテリー
EA758SD-17B 円3,750品番 価格

STINGER 2020 STINGER

金属不使用

航空機整備の必需品！

EA758SD-115A
（税抜）円26,000

品番
価格

×1個
×1個

EA758SD-15品番

EA758CS-15品番

セット内容：ライト+ホルスター［充電式］LED作業灯

品番 使用電池 税抜価格

EA758C-200 リチウムイオン電池 
（USB充電） 24,000円

明るさ ルーメン 連続点灯（時間）
白色 800 3.75

ナチュラル色 600 3.75
UV紫外線 500mW 15

●電源… 
 リチウムイオン充電池 
 （本体内蔵）

●充電時間…8時間
●全長 …432㎜（折りたたみ時：249㎜）
●重量…485g
●ヘッド角度調整可能（180°）
●底面に収納式フック、マグネット付

●MAX800ルーメン！　 
3色切替え充電式LED作業灯

●光源…LED球

白色 ナチュラル色

UV

▼

▼

EA758SG-63
（税抜）円30,300

品番
価格
● 使用電池…リチウムイオン電池  
● 材質…アルミニウム
● サイズ…φ41×194㎜  
● 重量…350ｇ
● 明るさ ( ルーメン )…強：2000、中：850、弱：100
● 連続点灯 (時間 )…強：2、中：4、弱：24、点滅：3.25
● 照射距離（ｍ）…強：315、中：200、弱：70
● 防水性能…IPX7  
● 充電用USBケーブル付

2000
ルーメン

315ｍ
長照射距離

2時間
電池寿命

点滅
機能付

［充電式］LEDライト

品番 使用電池 税抜価格

EA758SG-51 リチウムイオン電池 
（ACアダプター付） 30,000円

明るさ ルーメン 連続点灯（時間）
強 615 1.25
中 320 2.5
弱 160 4.5
点滅 ― 3

●グリップ先のボタンで照射モードの切替が可能
●サイズ…∅32×150㎜
●重量…148g
●材質…アルミ

615
ルーメン 1.25 時間

219m 散光
点  滅

STRION

●防水性能…IPX4
●

［充電式］LEDライト

点  滅
散光（強）335m

強 :３時間
弱 :１０時間

485
ルーメン

EA758SD-17B 交換バッテリー 3,750円

品番 使用電池 カラー 税抜価格
EA758SD-6 ニッケル水素充電池 

（ACアダプター付）
ブラック 25,000円

EA758SD-7 イエロー 25,000円

明るさ ルーメン 連続点灯（時間）
強 485 3
中 240 5.5
弱 120 10

●サイズ…∅45×205㎜
●重量…326g（充電池含）
●材質…樹脂
●充電器、ACアダプター付

●充電器、ACアダプター付

76

POLYSTINGER

防水性能…IPX4

［充電式］LEDペン型ライト

１.５時間

109m 散光350
ルーメン

EA940CD-201B USB-ACアダプター 1,960円

品番 使用電池 税抜価格

EA758SG-9 リチウムイオン電池 
（USBケーブル付）

リチウムイオン電池
（USBケーブル付）

 

11,800円

●サイズ…∅16×151㎜
●重量…51g（充電池含）
●防水性能…IPX4

STYLUS PRO

●充電用USBケーブル、ホルスター付

LEDミリタリーライト

55
ルーメン 強 :８時間

弱 :９０時間

（強）63m 集光

品番 使用電池 税抜価格
EA758SE-15 単3×2本（付属） 6,250円
明るさ ルーメン 電池寿命（時間）
強 55 8
弱 7 90

●光源…白色LED球
●サイズ…47.2×24.4×109（H）㎜
●重量…100g（電池含）
●ヘッド角度調整可能（185°）
●防水性能…IPX7 ●耐久性のあるクリップ付き
●コード取付穴付き

●本体一体型のスライド式拡散
レンズで白色・赤色を切替可能

SIDEWINDER BOOT

●明るさ(ルーメン)…強：5,300、中：2,500、弱：1,300
●連続点灯(時間)…強：4、中：9、弱：18
●ヘッド角度調整可能（90°）　
●付属品…ショルダーベルト、充電器、ACアダプター、シガーライターDCアダプター
●携帯と設置の2WAYタイプ。90°の首振りヘッドは高さも調整可能です。

EA758SJ-10
（税抜）円165,000

品番
価格

EA758SB-47B
（税抜）円9,980

品番
価格

LED強力サーチライト 替バッテリー

10,000
ルーメン

☆

☆

●防水性能…IPX7

耐衝撃性構造

●

500
ルーメン

STINGER  SWITCHBLADE

800
ルーメン

●防水性能…IPX4 FLIPMATE

4

㎜

●

［充電式］LEDランタン

品番 使用電池 税抜価格

EA758CV-50 リチウムイオン電池 
（ACアダプタ付） 30,000円

LED球 明るさ ルーメン 電池寿命（時間）
白 強 1,100
白 中 550 11.5
白 弱 125 
赤 強 2.7 140
赤 弱 1 348
赤 点滅 2.7 320

　

★

1,100
ルーメン

7 ）●付属品…ACアダプター

★8800mAhの大容量バッテリーで、スマートフォン
やタブレットを充電できます。

バッテリー残量表示機能付
●防水性能…IPX（水深1m

●光源… 白色LED球1個、
赤色LED球4個

●サイズ…∅90×195
●重量…867g

SUPER SIEGE

5.75

36.25

LEDランタン

品番 使用電池 税抜価格
EA758CV-48 単3×3本（別売） 7,000円

LED球 明るさ ルーメン 電池寿命（時間）
白 強 200 7
白 中 100 15.5
白 弱 50 37
赤 強 0.7 192
赤 点滅 0.7 288

●光源… 白色LED球1個、
赤色LED球2個

●サイズ…∅60×138㎜
●重量…249g（電池含）

● す。まりが上き浮もてしと落に水

SIEGE AA

200
ルーメン

PROTAC

●  耐塵&防水　超強力5300ルーメン！　 
充電式LED作業灯

●サイズ… 伸長時：1830（H）×720（W）㎜、 
収納時：560（W）×165（D）×280（H）㎜

●レンズ径…114㎜　●重量…11.3㎏（電池含）
●充電時間…10時間　●防水性能…IP67

PORTABLE SCENE LIGHT

）●防水性能…IPX7（水深1m

ルーメン

交換用バッテリー
EA758SE-9B （税抜）円3,000品番 価格

集光・散光
切替可能

最大2000ルーメン！

POINT
POINT

（税抜）

（税抜）

〈ゴムリング装着時〉

グリップ部は
ノンスリップラバー加工

充電池を
取り出すことなく
差し込むだけで
充電できます

付属のゴムリング装着で
転がり防止に！

グリップ部は
ノンスリップラバー加工

使い勝手の良いヘッド部と
テール部のダブルスイッチ仕様

転がりにくい本体形状

［充電式］LEDライト

700
ルーメン 強 :1.2５時間

弱 :24時間

（強）420m

EA758C-190B 交換バッテリー 5,860円

品番 使用電池 税抜価格

EA758SG-69 リチウムイオン電池
(ACアダプター付) 32,000円

明るさ ルーメン 電池寿命（時間）
強 700 .25
中 300 3.5

1

弱 40 24

［充電式］LEDライト

(強)374m 散光

EA758C-190B 5,860円

品番 使用電池 税抜価格

EA758SG-73 リチウムイオン電池 
（USBケーブル付） 25,500円

●サイズ…∅43×180㎜ ●重量…262g
●防水性能…IPX4

PROTAC HPL USB

●充電用USBケーブル、ホルスター付

●ヘッド部&テール部のダブルスイッチ仕様
●サイズ…∅55×192㎜

●重量…196g ●防水性能…IPX4

STRION DS

散光

集光

交換バッテリー 1,510円

【充電式】LEDフラッシュライト 【充電式】LEDフラッシュライトセット

LEDフラッシュライトのみ
EA758SD-15 円25,500品番 価格 （税抜）

●充電用USBケーブル付

明るさ ルーメン 電池寿命（時間）
強 250 1.5
弱 50 3.5

［充電式］LEDペン型ライト

品番 使用電池 税抜価格

EA758SG-61 リチウムイオン電池 
（USBケーブル付） 20,200円

明るさ ルーメン 電池寿命（時間）
ターボ 1000 35秒
連続照射 300 3時間

● 1000ルーメンのターボモード搭載！
●サイズ…15×25×138mm
●重量…93g（電池含）
●材質…本体：アルミ
　　　レンズ：ポリカーボネート

1,000
ルーメン

1,000
ルーメン 3時間

110m(ターボ)

WEDGE

●防水性能…IPX7

散光

集光

●充電用USBケーブル、ストラップ付
●クリップ付

交換バッテリー

強 :1.５時間
弱 :24時間

明るさ ルーメン 連続点灯（時間）
強 1000 1.5
中 400 3.5
弱 65 24

明るさ ルーメン 電池寿命（時間）
強 350 1.5
弱 90 3.5

●材質…本体：アルミ
　　　レンズ：ポリカーボネート

●クリップ付

●充電用USBケーブル付
●充電器、ACアダプター、充電用USBケーブル付

#SP23-328※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

［充電式］LEDコンパクトライト

散光68m

1.５時間
250
ルーメン

品番 使用電池 税抜価格
EA758SG-81 ブラック 7,070円
EA758SG-82 レッド 7,070円
EA758SG-83

ブラウン
7,070円

EA758SG-84
EA758SG-85

ブルー
7,070円

●サイズ…∅16×98㎜
●重量…34g（電池含）
●防水性能…IPX4

84838281
MICROSTREAM

カラー


