
災害捜索

SEARCHLIGHT
JAPAN

株式会社サーチライトジャパン

〒135-0064  東京都江東区青海 2-7 -4  the  SOHO  934
         03 -6380 -7138         03 -6380 -7139

官公庁向・業務用の次世代型携帯型投光機（投光器）、環境照明などの製造・販売を行っております

ご相談窓口におけるお客様の個人情報の取り扱いについて
株式会社サーチライトジャパン（以下、当社）は、事業活動を通じて皆様から取得した個人情報は、皆様の大切な財産であるとともに、当社にとっても重要資産であることを認識して、個人情報の保護を下記の
とおり適切に行います。
１．当社は、個人情報保護法および関連するその他の法令・規範を遵守します。また当社は、個人情報保護を維持するとともに、継続的な改善に努めます。
２．当社は、個人情報保護に関する管理体制を確立するとともに、当社規程を役員および従業員に周知し、その遵守と徹底に努めます。
３．当社は、個人情報をお客様に明示した利用目的の範囲内で取り扱います。また、当社はお客様からご提供いただいた個人情報を、お客様の同意がある場合または正当な理由がある場合を除き、第三者に開示
　　または提供しません。
４．当社は、個人情報を正確な状態に保つとともに、個人情報の漏えい、滅失、き損等の予防に努め、個人情報の不正アクセス、情報セキュリティの向上、是正を継続的に実施します。
５．当社は、お客様からの個人情報に関するお問い合わせ、開示等のご請求に誠実かつ迅速に対応します。

安全に関する

ご注意
●ご使用の前に「取扱説明書」を

よくお読みのうえ、正しくお使いください。

●お問い合わせ（ご相談窓口） 03-6380-7138　受付時間：   月 ～  金   ９：００ ～　１７：００                                
                                                                                         ( 土・日・祝・弊社指定休日を除きます。)        

■保証期間：２年　※官公庁（又はエンドユーザーが官公庁となる導入業者）は、製品導入登録により保証期間が３年間となります。
○消耗部品（ランプ、安定器、リチウムイオン電池など）は、初期不良の場合を除き保証対象外となります。
○製品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受取りの上、大切に保管してください。なお、お買い上げ日、検印のないものは無効となります。
○お買い上げの際には製品本体に製造番号が記載されているか、また、保証書記載の製造番号と一致しているかご確認ください。
○保証期間内に無料修理をお受けになる場合は、当社またはお買上げの販売店に保証書をご持参ご提示の上お申し付けください。

保証に
関する
ご案内

LEDの6倍明るい！
ポータブル・ルクス

インバータ発電機積載可能、伸縮式台車

マグネット
製品型式：SLJ-MG3
鉄板などに取り付け！強力マグネット

簡単取付！鉄製の
ドアや鉄板などに
固定し点灯可能。

●寸法： 直径約 63mm　
●質量：130ｇ（1ピース）
●内容数：3ピース　
※写真はイメージです。
 ※ルクスは付属品ではございません。

●寸法：幅 1,050×奥行 420×高さ650～ 2,410(mm)
●質量：約 25kg　●二段階伸縮式　
●鉄道車輪装備　
●インバータ発電機 900VA サイズ搭載可能
※写真はイメージです。　

※ルクス及び発電機は付属品ではございません。

一灯式台車
製品型式：SLJ-MSRX-1

高い安全性を備えたコンパクト三脚
●寸法：幅255×奥行100×高さ810 ～ 2,410(mm)
●質量：約 3.5kg
●二段階伸縮式　●収納バッグ付
※ルクス取付には別売りのライティングレストが必要です。

ルクス専用三脚の取付アダプタ
●寸法：幅 220×奥行 90×高さ 90(mm)
●質量：約 0.7kg
●直径20～30φまでの円柱に固定取付する為のパーツ。
他社メーカーの台車に取り付け可能。

ＡＣ電源
製品型式：ACDC-70-MS

●内容：AC電源×１　●入力電圧：ＡＣ１００Ｖ

●寸法：本体：150×295×75(mm)、ケーブル：

約6.5m　●総質量：約3kg　

ＡＣ

１００Ｖ
コンセントに接続して電力供給

ライティングレスト
製品型式：SLJ-PDS-1

三脚
製品型式：SLJ-CT-1

●寸法：760mm×540mm×380mm 　●質量 8.4kg
●ポータブル・ルクス、その他オプション品をまと
めて収納・持ち運びできます。   ●収納可能内容：ポー
タブル・ルクス、ライティングレスト、マグネット、
三脚、AC電源

コンテナケース
製品型式：SLJ-CR-7000
PROTEX CORE ハードケース

専用オプション
SEARCHLIGHT

JAPAN

70W低出力・高照度
１灯でＬＥＤランプ６灯分の明るさ。

作業現場 警察鑑識道路・トンネル

ポータブル・ルクス
ポータブルリチウムイオンバッテリーHID投光器

当社製品に関する詳しい情報や
カタログのご用命はこちらから
http://www.search-light.jp  

※印刷物につき、製品の色は実物と異なる場合がありますのでご了承くだ
さい。  ※掲載されている製品の材質、仕様、色などは予告なく変更するこ
とがあります。  ※製品についての重量・サイズに関しましては、生産時期
により多少の誤差があり、カタログの数値と正確に一致しない場合があり
ます。  ※メーカー希望小売価格は、消費税率の改定等、諸般の事情により
変更する場合があります。

環境に合わせたオリジナル仕様
ＯＥＭ製品の開発・製造ご相談ください！



点灯中も安心・安全！

表面温度  ４２．６℃
点灯中もガラス全面を手で触ることが
できるほどの安全性。
火傷や怪我、火災などの事故が減るだ
けでなく、撤収作業の時間短縮となり
ます。また、周囲温度が上がりづらい
為、屋内での作業も快適に進めること
ができます。

屋内外で電源の取れない場所や、発電機を使用できない騒音問題のある場所
に最適です。照明を持ち運んで使用する場合にも活躍します。

ＬＥＤライトが苦手とする遠方照射。

１０メートル先の作業照度は、５ルクス程度と

言われています。それに対し、ＨＩＤライト

はおよそ 6倍の３０ルクス。

ＨＩＤ投光機１台で、ＬＥＤ投光機６台分の

明るさを実現しました。

これにより、導入コストの削減や保管・作業

スペースの確保といった大きなメリットが生

まれます。 10ｍ先の作業照度

照射角度

演色評価数

全光束

機　種

出　力 ７２Ｗ ７０Ｗ

１２０度 １２０度

９０Ra７０Ra

７,５００ルーメン５,７６０ルーメン

新開発ＨＩＤ投光器 ルクスＬＥＤ投光器

■全光束と照度の比較

約５ルクス約５ルクス 約３０ルクス約３０ルクス

新開発のＨＩＤ投光器登場！

これ１灯でＬＥＤランプ６灯分の明るさ

スムーズな夜間作業を！

瞬時点灯・瞬時再点灯
本製品は、驚きの瞬時再点灯 (1 分以内）。再点灯の為の
作業中断時間を限りなくゼロに近づけることができ、ス
ムーズに工事を進めることが可能となりました。

高効率反射鏡を採用

均一な光で眩しさ軽減！

▲メタルハライド（65～70Ra) ▲ルクス（90Ra)

高演色で視認性アップ！

あらゆる色を正確に再現

従来型の投光器では影の濃度が高く死角が問題になりま
したが、高効率反射鏡を採用することで影が薄く透けて
見えるようになり、視認性が向上しました。

色の正確性を表す演色評価数は、現行機種のメタルハラ
イドよりも高い90Ra。

高次元の識別能力を実現！

作業時の死角を軽減

▲従来型反射鏡 ▲高効率反射鏡

省電力なのに明るい？

低出力・高照度を実現
出力１Wにおける明るさを示すランプ効率は、一般的な LEDの 80lm/Wより
も高い107lm/W。「低出力で明るい」を実現しました。

 　ＬＥＤ
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■一般的な投光機における各光源のランプ効率

約２０

約 1０７

約８０

lm/W

仕様

●寸法：本体／W170×D110×H360(mm)、ケーブル／約

25cm　●質量：本体／約 5.5kg、ケーブル／約 230g　●

本体材質：アルミ、FRP、カーボンマット、5mm耐熱強化

ガラス　●入力電圧：DC24V　●連続点灯時間：約 6時間

　●充電時間：約 10 時間

・短絡させない絶縁軽量ボディ採用

・７０Ｗで水銀灯６００～７００W相当の明るさ

・発電機を使用できない環境の照明に最適

・無騒音、無排気、無燃料

型式：SL70-42DC-LIBTS

ＩＰＸ５相当　※暴雨使用可能

７０Ｗ

ＤＣ２４Ｖ

瞬時再点灯　※1分以内

１２０°　※高効率反射鏡

４，２００Ｋ

９０(Ｒａ)

１５，０００時間

防水 IP

出力

入力電圧

再点灯時間

照射角

ランプ色温度

平均演色評価数

ランプ寿命

10m先

30ルクス
連続点灯

６時間
消費電力

70W
[最適な用途 ]   ○警察鑑識　○消防現場検証　○夜間作業　○災害時の緊急照明　○トンネル内作業

●内容：本体×１、本体ケーブル×１、ポータブル
　リチウム×１、ポータブルリチウムケーブル×１

ポータブル・ルクス

　照射範囲拡大

　照射面の照度拡大

　熱損失を抑制

　乱反射の抑制

※１時間点灯後の表面ガラス中心温度の温度飽和状態
※外気温16℃時  当社調べ

軽量・小型リチウムイオンバッテリー

連続点灯 6時間

同  等

ほぼ同等

約６倍

約３０%UP

約３０%UP

拡大イメージ

DOWN

DOWN

UP

UP

●寸法：本体／257×400×175(mm)、ケーブル／約

3.5ｍ、　●質量：本体／約5.0kg、ケーブル／約

500g　●本体材質：アルミ、FRP、カーボンマット、

5mm耐熱強化ガラス　●ライト種類：高輝度放電

灯 (HID)　

ポータブルリチウムバッテリー／ LIBT-70-Sルクス／ SL70-42DC
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