
KLARUS LED フラッシュライト
Klarus ライトは、2010年に創設されたばかりの、まだ若い企業です。しかしながら、スタッフのほとんどが中国における老舗の

LED ライトﾒｰｶｰ出身で、ここでの技術を元に独自ブランドとして、人間工学に根ざしたデザインと、他社にはない様々な機能を

取り入れた、高品質の商品を次々に発表しています。

すべての製品が「IPX8」(2m の水深でも使用可能）の防水機能を持ち、乱反射防止加工のﾚﾝｽﾞｺ-ﾃｨﾝｸﾞ、航空機と同質のアルミボディ

使用など、細部までこだわりの高品質製品を作り出しています。さらに、電池寿命においても他社を圧倒するランタイムを誇ります。

Klarus ライトは、歴史は浅いながらもこのようなｺｽﾄﾊﾟﾌｫ-ﾏﾝｽの高い製品群を次々と発表し、アウトドア市場だけでなく、法執行機関

軍隊など 幅広い市場で高い評価を得ています。今後も、独創的な製品を市場に提案していく、彼らの挑戦は続いていきます。

(アクセサリ－は12ペ－ジに有ります）
ＲSシリ－ズ
KLARUS ライトの最新モデル。世界初 、ＵＳＢ接続で充電可能のLED フラッシュライト。特許ﾏｸﾞﾈﾁｯｸUSBｹ-ﾌﾞﾙで接続部は緩みません。

RS20 RS18
RS11 １つのﾎﾞﾀﾝで全ての操作ができます。

操作しやすいデュアルスイッチ仕様、ｽﾄﾗｲｷﾍﾞｾﾞﾙ付 900 ﾙ-ﾒﾝ、18650 充電池 １本付き

各色フィルタ－も使えます。SOS点滅できます。 ＵＳＢ充電、充電時間 約５時間

950 ﾙ-ﾒﾝ、充電池 18650 １本付き。 明るさ ：1ﾙ-ﾒﾝ(1475h）～900h（2.8ｈ）

３段階の明るさ切替とストロボ機能付き ｻｲｽﾞ： 133 x 26.3(ﾍｯﾄﾞ） x 24(ﾎﾞﾃﾞｨ）mm

明るさ ：10ﾙ-ﾒﾝ(215h）～990ﾙ-ﾒﾝ（2.4ｈ） 重量 ： 約87ｇ（電池含ず）

ｻｲｽﾞ：160 x 36(ﾍｯﾄﾞ） x 25.4(ﾎﾞﾃﾞｨ）mm、156ｇ（電池含ず） \ 15,300 (税抜き)

\18,800 (税抜き)

RS16
世界初、デュアルLEDライト。メインライトとサイドライトが使えます。 １つのﾎﾞﾀﾝで全ての操作ができます。

ｻｲﾄﾞﾗｲﾄは、写真の様に「白・赤・緑・青」のLEDﾗｲﾄが点灯します。 380 ﾙ-ﾒﾝ、16340 充電池 １本付き

1050 ﾙ-ﾒﾝ、ｸﾗﾗｽ特別仕様充電池 18650 １本付き。 ＵＳＢ充電、充電時間 約3時間

３段階の明るさ切替とストロボ機能付き＋ＳＯＳ点滅（赤） 明るさ ：0.5ﾙ-ﾒﾝ(475h）～380ﾙ-ﾒﾝ（2.4ｈ）

明るさ ：1ﾙ-ﾒﾝ(1646h）～1050ﾙ-ﾒﾝ（2.5ｈ） ｻｲｽﾞ： 133 x 26.3(ﾍｯﾄﾞ） x 24(ﾎﾞﾃﾞｨ）mm

ｻｲｽﾞ：176 x 45.3(ﾍｯﾄﾞ） x 25.4(ﾎﾞﾃﾞｨ）mm、190ｇ（電池含ず） 重量 ： 約87ｇ（電池含ず）

\ 21,000 (税抜き) \ 13,000 (税抜き)

ＸＴシリ－ズ
世界初 、デュアルテ－ルスイッチ LED フラッシュライト（OFF 状態でもｽﾄﾛﾎﾞ機能が使用できる、他社にはない機能です。）

KLARUS ライト人気シリーズ、すべてキャリングケース＆３段階の明るさ調整とストロボ機能付。防水ﾚﾍﾞﾙはIPX8で万全です。

XT20 XT11 XT2C
驚異の明るさ 1550ﾙ-ﾒﾝ。 人気ﾗｲﾄ、性能と価格のﾊﾞﾗﾝｽが自慢です。 軽さ、明るさ のﾍﾞｽﾄﾏｯﾁﾝｸﾞ
充電池 18650 2本または、CR123A 4本(別売り 充電池 18650 １本または、CR123A 2本(別売り） 充電池 18650 １本または、CR123A ２本(別売り）

明るさ ：30ﾙ-ﾒﾝ(93h）～1500ﾙ-ﾒﾝ（2.75ｈ） 明るさ ：11ﾙ-ﾒﾝ(73h）～1060ﾙ-ﾒﾝ（2.5ｈ） 明るさ ： 4ﾙ-ﾒﾝ(170h）～725ﾙ-ﾒﾝ（1.8ｈ）

最大照射距離 290m、250ｇ（電池含ず） 最大照射距離 290m、132ｇ（電池含ず） ｻｲｽﾞ：132 x 26.4(ﾍｯﾄﾞ） x 25(ﾎﾞﾃﾞｨ）mm, 68g(電池含ず）

ｻｲｽﾞ：170 x 33.5(ﾍｯﾄﾞ） x 28(ﾎﾞﾃﾞｨ）mm ｻｲｽﾞ：149 x 35(ﾍｯﾄﾞ） x 25.4(ﾎﾞﾃﾞｨ）mm、 XT2Ｃ ： \11,000 (税抜き）

XT20 ： \26,000 (税抜き） XT11 : \ 14,500 (税抜き)

XT12 USB充電タイプ 930ﾙ-ﾒﾝ。
充電池 18650 １本付属

明るさ ：２ﾙ-ﾒﾝ(178h）～930ﾙ-ﾒﾝ（3.5ｈ） XT12 ： \18,000 (税抜き）

最大照射距離 246m、152ｇ（電池含ず）

ｻｲｽﾞ：163 x 35(ﾍｯﾄﾞ） x 25.6(ﾎﾞﾃﾞｨ）mm (アクセサリ－は12ペ－ジにあります）
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KLARUS LED フラッシュライト
Ｐシリ－ズ
シンプル＆コストパフォーマンスのLED汎用ﾗｲﾄ、明るさは2段階切り替えです。

150ﾙ-ﾒﾝ ｱﾙｶﾘ単三電池 １本(別売り） 245ﾙ-ﾒﾝ CR123A １本（別売り） 245ﾙ-ﾒﾝ ｱﾙｶﾘ単三電池 2本（別売り）

電池寿命：1.5時間（150ﾙ-ﾒﾝ）～28時間（11L） 電池寿命：1時間（245ﾙ-ﾒﾝ）～18時間（204ﾙ-ﾒﾝ） 電池寿命 ：1.6時間（245ﾙ-ﾒﾝ）～33時間（20ﾙ-ﾒﾝ）

ｻｲｽﾞ：105x23(ﾍｯﾄﾞ）x22.6(ﾎﾞﾃﾞｨ）mm ｻｲｽﾞ：89x23(ﾍｯﾄﾞ）x22.6(ﾎﾞﾃﾞｨ）mm､54ｇ（電池含ず） ｻｲｽﾞ：163x24(ﾍｯﾄﾞ）x22.6(ﾎﾞﾃﾞｨ）mm､75ｇ（電池含ず）

\7,600 (税抜き), 57ｇ（電池含ず） \ 7,700 (税抜き) \ 7,800 (税抜き)

Mi シリ－ズ
驚くほど軽く !! 驚くほど明るく !! そしてお洒落なデザインです。

防水レベルも「IPX8」で水にも強く、最小の明るさで最長60時間以上使えます。

MiX6 Ti ¥10,600 (税抜き）

チタンボディとお洒落なデザインが、高級感を更に際立たせます。

3段階の明るさ調整と、点滅ができます。８5ﾙ-ﾒﾝ 単４電池 １本(別売り）

電池寿命 ：1.1時間（85ﾙ-ﾒﾝ）～66時間34ﾙ-ﾒﾝ）

ｻｲｽﾞ：71.6 x 12.7(ﾍｯﾄﾞ） x 11.6(ﾎﾞﾃﾞｨ）mm、12ｇ（電池含ず）

Mi 10 ¥6,900 (税抜き)

ステンレスボディとお洒落なデザインが、存在感を更に際立たせます。

3段階の明るさ調整と、点滅ができます。８5ﾙ-ﾒﾝ 単４電池 １本(別売り）

電池寿命 ：1.1時間（85ﾙ-ﾒﾝ）～66時間34ﾙ-ﾒﾝ）

ｻｲｽﾞ：71.6 x 12.7(ﾍｯﾄﾞ） x 11.6(ﾎﾞﾃﾞｨ）mm、12ｇ（電池含ず）

Mi 02 ¥2,200 （税抜き）

ｱﾙﾐﾎﾞﾃﾞｨで軽く、ｷ-ﾎﾙﾀﾞ-として気軽に持ち運びできます。

非常時のﾗｲﾄとして、防水ﾚﾍﾞﾙ IPX8 は頼りになる存在です。

電池寿命： 20時間 、 １３ﾙ-ﾒﾝとは思えない明るさです。

ｻｲｽﾞ ： 70.3 x 14.5 (ﾎﾞﾃﾞｨ径）mm、14ｇ （電池含ず）

BK30 バイクライト
圧倒的明るさのバイクライト。（防水ﾚﾍﾞﾙ IPX6 ）

ﾒｲﾝ（1000ﾙ-ﾒﾝ）,ｻｲﾄﾞﾗｲﾄ（280ﾙ-ﾒﾝ）を合わせれば

なんと、1280ﾙ-ﾒﾝ !!。光の最大到達距離は、約160 m。

左右のｻﾌﾞﾗｲﾄは上下に動かすことができます。

非常用に便利な「ﾊﾟｯｼﾝｸﾞ機能付」ﾘﾓ-ﾄｺﾝﾄﾛ-ﾙ付属

ｻｲｽﾞ ： ﾗｲﾄ本体 25.5 mm ｘ 54.3 mm ｘ 58.8ｍｍ

ﾊﾞｯﾃﾘ-ｹ-ｽ 27.0 mm ｘ 48.5 mm ｘ 94.5ｍｍ

ライト９６ｇ , バッテリ－ケ－ス １５０ｇ （電池含まず）

使用電池 18650 充電地 ２本（別売り）

\ 17,800 (税抜き）

AR10
ヘッド部が90°曲がり、テ－ル部分は磁石です。

USB充電、充電池 18650 １本(付属）

または、CR123A 4本(別売り）

明るさ ：10 ﾙ-ﾒﾝ(220h）～1080ﾙ-ﾒﾝ（1.45ｈ）

最大照射距離 153m、93ｇ（電池含ず）

ｻｲｽﾞ：144 x 24.85(ﾍｯﾄﾞ） x 24(ﾎﾞﾃﾞｨ）mm

ST30 FL18 AR10 ： \14,000 (税抜き）

明るく、ﾘ-ｽﾞﾅﾌﾞﾙﾌﾟﾗｲｽの強力ﾗｲﾄ デュアルLEDライト。メインライトとサイドライトが使えます。

充電池 18650 2本または、CR123A 4本(別売り ｻｲﾄﾞﾗｲﾄは、「白・赤・緑・青」のLEDﾗｲﾄが点灯します。

明るさ ：30ﾙ-ﾒﾝ(93h）～1500ﾙ-ﾒﾝ（2.75ｈ） 950 ﾙ-ﾒﾝ、充電池 18650 １本付き。

最大照射距離 290m、250ｇ（電池含ず） ３段階の明るさ切替とストロボ機能付き＋ＳＯＳ点滅（赤）

ｻｲｽﾞ：170 x 33.5(ﾍｯﾄﾞ） x 28(ﾎﾞﾃﾞｨ）mm 明るさ ：1ﾙ-ﾒﾝ(1200h）～950ﾙ-ﾒﾝ（2.ｈ）

ST30 ： \14,500 (税抜き） ｻｲｽﾞ：164 x 33(ﾍｯﾄﾞ） x 23(ﾎﾞﾃﾞｨ）mm、190ｇ（電池含ず） FL18 ： \17,000 (税抜き）

(アクセサリ－は12ペ－ジにあります）
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