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ＳＳＩＩＬＬＶＶＡＡ社社ににつついいてて
SILVA社は、森と湖に囲まれた北欧スウェ－デンの企業です。1932年、優秀なオリエンテ－リアでもある、ブヨン、アンバ－

ア－ビットのシェルストロム３兄弟によって考案されたSILVAコンパスは、世界で初めてオイルが封入され分度器（ﾌﾟﾛﾄﾗｸﾀ-）

機能を併せ持つコンパスとして、その画期的な使い方は後に「コンパスの代名詞」とまで言われるほど、またたくまに世界中
に広く普及していくものとなりました。翌年彼らはＳＩＬＶＡ社を創設し、2020年で88周年を迎えます。

オリエンテ－リングで実証された、コンパスの操作性、信頼性は世界中のアウトドアマンに絶賛され、高精度／高品質さは、
軍隊，測量士，地質研究者などにも高い支持を受けています。現在では、年間２００万個以上のコンパスを製造している世界
「No．１ コンパスメーカー」として世界中の様々な分野で、その地位は不動のものとなっています。

特に軍用コンパスでは、多くの種類のコンパスが「ＮＡＴＯ諸国」の制式コンパスとして採用されています。またマリンコンパス
では、１９８７年ドイツの「ヨット誌」での「コンパスグランプリ」を獲得したり、救命ボート用コンパスとしても認証されています。
「ＳＩＬＶＡ」とは、森を意味するラテン語です。以下の「旧ロゴ」に示すように、北欧の緑に囲まれた企業としての存在感を、真に
表現している名称だと言えます。

88周年を迎える現在は、コンパスだけでなく、ヘッドランプ､防水バック、双眼鏡等の
製造・販売を通して、現代人の健康を考える総合的なアウトドア用品メ－カ－として
の道を着実に歩んでいます。

初初期期ののSSIILLVVAA ココンンパパスス SSIILLVVAA 本本社社正正面面((22001133年年当当時時））

代代理理店店会会議議風風景景 IISSPPOO SSIILLVVAA 展展示示ブブ－－スス
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カカタタロロググ掲掲載載のの様様々々なな商商品品
((商商品品名名ののととななりりののかかっっここ内内のの数数字字はは、、掲掲載載ペペ－－ジジをを表表ししてていいまますす。。））

ママリリンンココンンパパスス ((1166PP））
10年保証、抜群の安定性と見やすさ

レレンンジジャャ－－ ((55PP)) 救命ボート用としても認証されています。

世界NO．１ コンパス メ－カ－、ＳＩＬＶＡの標準モデル 11998877年年ドドイイツツヨヨッットト誌誌、、ｺｺﾝﾝﾊﾊﾟ゚ｽｽｸｸﾞ゙ﾗﾗﾝﾝﾌﾌﾟ゚ﾘﾘ獲獲得得 !!!! ガガｰーババｰーツツｰールル ((1144PP))
世界中のアウトドアマンご指定品です。 ﾌﾟﾗｲﾔ-、ﾊｻﾐ、ドライバ－等

世世界界のの定定番番モモデデルル「「レレンンジジャャ－－３３」」 後後継継機機種種 本体に10ｹ以上のﾂ-ﾙが内蔵

されています。

トトレレ－－ルルラランンナナ－－４４（（99PP））
ガガ－－ミミンン 強さと明るさを兼ね備えた、ヘッドランプです。

ＧＧＰＰＳＳＭＭＡＡＰＰ７７８８ｓｓ（（1166PP）） 明るさと軽さのベストバランス。プロユ－スにも対応できます。

日本語表記です。日本語説明書付き 欧欧州州各各国国ラランンニニンンググママガガジジンン でで絶絶賛賛
オオ－－ププンンスストトリリ－－トトママッッププ（（日日本本地地図図入入りり））

水に浮きます。

SSIILLVVAA ヘヘッッドドラランンププ ママルルチチ ((88PP))
エエククシシ－－ドド３３ＸＸ
息をのむような明るさと、使いやすさ。

ヘッドランプとして、自転車用ライトとして

更にヘルメットに取り付けて、様々な用途に 防防水水ﾊﾊﾞ゙ｯｯｸｸ 336600 OORRBBIITT（（1111PP））
360°どの方向からも視認できる、反射材を備

えた防水ﾊﾞｯｸ。ﾚｼﾞｬ-だけでなく防災用にも。

SILVA ならではのこだわりが生きています。

ママッッププメメジジャャ－－ ププララスス ((1133PP))
洗練されたﾃﾞｻﾞｲﾝ、機能でｽﾎﾟ-ﾂから仕事までOK。

Ｋｍだけでなく、海里、マイルも表示できます。

30ｍ防水、1／1000万までの縮尺設定可能

地図を見る楽しみが増えます。ストラップ、電池付

KKLLAARRUUSS LLEEDD ﾌﾌﾗﾗｯｯｼｼｭｭﾗﾗｲｲﾄﾄ（（1177--1199ｐｐ））
3,200 ﾙ-ﾒﾝのＬＥＤﾌﾗｯｼｭﾗｲﾄで、ﾍｯﾄﾞﾗﾝﾌﾟとしても

使えます。ﾐﾘﾀﾘ-仕様にも適合したＬＥＤライトです。

SSIILLVVAAキキャャリリ－－ドドラライイリリュュッックク((1122PP)) 単３電池１本から、ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ充電池を使うものまで

軽くて強い防水バック、湿気の侵入を防ぎます。 様々な種類があります。また、防水レベルは「IPX8」で

小さく収納して、大きく使えます。 まさにプロフェッショナルの為のフラッシュライトです。
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SSIILLVVAA 11--22--33 シシスステテムム
SSIILLVVAA ココンンパパススがが、、「「ココンンパパススのの代代名名詞詞」」ととままでで言言わわれれるるよよううにに世世界界ののアアウウトトドドアア市市場場をを席席巻巻ししたたののはは

以以下下にに説説明明すするる「「ＳＳＩＩＬＬＶＶＡＡ 11--22--33 シシスステテムム」」ににあありりまますす。。驚驚くくほほどど簡簡単単でであありりななががらら、、そそのの利利用用価価値値はは

何何ももなないい自自然然のの中中でではは絶絶大大なな威威力力をを発発揮揮ししまますす。。

図図１１ 図図２２ 図図３３ 図図４４

１．地図上にコンパスを置き、「図１」のように、現在地と目的地の２点間を結ぶ線上にコンパスのエッジ

（左側）を合わせます。(地図上の赤赤丸丸がが目目的的地地とします。）

２．コンパスカプセルを回し、カプセル内の「赤い矢印」が（磁針の「赤」ではありません。）地図上の「北」

を向くようにします。（「赤い矢印」を「北」に向けるということは、それが地図の「上」を向くということです。）

こうすると、地図上の経線とカプセル内の「縦の線」が必ず平行になります。

３．コンパスを図3のように持ち、体の前で水平を保ちます。その姿勢で、磁針の赤色側（北）がカプセル内の

「赤い矢印」と重なるまで「体」を回します。この時のコンパスの「矢印」の向いた方向が「目的地の方向」を

示していますので、「図３」のように目標となるものを見つけて、必必ずず「「ここのの状状態態」」をを維維持持ししてて「「矢矢印印」」のの方方向向

にに向向かかっってていいききまますす。。目的地に到着するまで、この操作を繰り返します。ここのの状状態態ととはは、、磁磁針針のの赤赤色色側側

（（北北））ががカカププセセルル内内のの「「赤赤いい矢矢印印」」とと重重ななっってていいるるここととでですす。。これが、、ＳＳＩＩＬＬＶＶＡＡココンンパパススをを使使うう上上でで

一一番番大大切切ななここととでですす。。そそししてて、、ここのの使使いい方方をを「「SSIILLVVAA １１－－２２－－３３ シシスステテムム」」とといいいいまますす。。

４．ミラ-付照準コンパスの場合は、同様に操作をし、「図４」のようにコンパスを持ち、「鏡」の下の照準孔を

のぞいて目標物を合わせ、「鏡」に映った目標物への「方位」を読み取ることができます。

図図１１拡拡大大 図図２２拡拡大大
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ココ ンン パパ スス
ＳＳＩＩＬＬＶＶＡＡのの名名前前をを世世界界にに知知ららししめめたた、、ＳＳＩＩＬＬＶＶＡＡののココンンパパススシシリリ－－ズズでですす。。そそのの精精度度、、耐耐久久性性はは入入門門者者かからら
ププロロフフェェッッシショョナナルルままでで多多種種多多様様ななユユ－－ザザ－－にに圧圧倒倒的的なな支支持持をを受受けけてていいまますす。。ままたた、、多多くくのの国国のの軍軍隊隊でで
様様々々なな種種類類ののココンンパパススがが、、標標準準品品ととししてて正正式式採採用用さされれてていいるるここととかかららもも、、そそのの実実力力ががううかかががええまますす。。

アアウウトトドドアアシシリリ－－ズズ

レレンンジジャャ－－

世界NO．１ コンパス ＳＩＬＶＡ標準モデル フフィィ－－ルルドド レレンンジジャャ－－ＳＳＬＬ
世界中のアウトドアマンご指定品です。 SILVAｺﾝﾊﾟｽの入門者版 小型サイティングコンパス

ストラップに本体と同じ縮尺がついてさらに使いやすく 小型になって更に持ち運びが便利に。 ピンで胸に取付もできます。

磁北線設定用 偏差目盛り内蔵 磁北線設定用 偏差目盛り内蔵 ＮＡＴＯ各国部隊でも使われています。

拡大鏡，1/25,000 ，1/50,000 の縮尺付 1/25,000 ，1/50,000の縮尺付 裏面は「日時計」となっています。

夜間使用の為の蛍光塗料付 85x 54 x 10 mm , 28g 54 x 41 x 14 mm, 22g

106 x 54 x 10 mm , 32g 37501 \3,000 (税抜き） 34952-1011 \4,800 (税抜き）

37461 \3,900 （税抜き）

トトレレイイルルラランン ビビギギンン
その名の通り、ﾄﾚｲﾙﾗﾝﾅ-の為に開発された トレランやｵﾘｴﾝﾃ-ﾘﾝｸﾞ 入門者から中級者

コンパス。素早い針の動きが自慢です。 まで手軽に使えるコンパスです。手首に付

1/20,000～1/50,000 のスケ－ルカ－ド付き けて使います。

55 x 80 x 10 mm , 31g 36 x 10mm , 18g

37473 \6,300 (税抜き） 39036 \2,600 (税抜き）

エエククススペペデディィシショョンンシシリリ－－ズズ

エクスペディションシリ－ズは、SILVA自慢の高性能コンパスです。

0.5°まで読み取れるもの（ｴｸｽﾍﾟﾃﾞｨｼｮﾝ55）。ｺﾝﾊﾟｽ内の傾斜計で物標の高さを求められるもの（ｴｸｽﾍﾟﾃﾞｨｼｮﾝ，Ｓ，）。

通常のｺﾝﾊﾟｽの使い方にﾌﾟﾗｽして、物標の方位を直接読み取ることができるものなどがあります。（ｴｸｽﾍﾟﾃﾞｨｼｮﾝＳ，５５）

全てのｺﾝﾊﾟｽに、ななだだれれがが起起ききそそううなな地地点点をを予予想想すするるススロローーププカカーードドと、1/25000，1/50000の 縮縮尺尺目目盛盛りり付付ききののｽｽﾄﾄﾗﾗｯｯﾌﾌﾟ゚が付いています。

エエククススペペデディィシショョンン 5555 エエククススペペデディィシショョンン エエククススペペデディィシショョンン ＳＳ

ﾌﾟﾚ-ﾄｺﾝﾊﾟｽ の仕様にｻｲﾃｨﾝｸﾞ機能が 上級者向け。必要な要素はすべて備わっています。 ミラ－タイプサイティングコンパス

プラスされ、まさに万能タイプのコンパスです。 ストラップに本体と同じ縮尺がついてさらに使いやすく ななだだれれ予予想想ののススロローーププカカーードド付付

精度は0.5°まで読むことができます。 ななだだれれ予予想想ののススロローーププカカーードド付付 磁北線設定用 偏差目盛り内蔵

磁北線設定、偏差目盛り内蔵 磁北線設定用 偏差目盛り内蔵 ミリ＆インチスケ－ル付、照準孔付

拡大鏡，1/25,000 ，1/50,000 の縮尺付 拡大鏡，1/25,000 ，1/50,000の縮尺の他に 夜間使用の為の蛍光塗料付

ななだだれれ予予想想ののススロロ－－ププカカ－－ドド付付きき 傾斜計、拡大レンズ、偏差設定用ﾄﾞﾗｲﾊﾞ-付 傾斜計、拡大レンズ、偏差設定用ﾄﾞﾗｲﾊﾞ-付

更に軍用としても最高の評価を受けています。 夜間使用の為の蛍光塗料付 ﾊﾊｲｲﾄﾄﾒﾒ--ﾀﾀ--//ｸｸﾘﾘﾉﾉﾒﾒ--ﾀﾀ-- ととししててもも使使ええまますす。。

126 x 60 x 16 mm , 39g 126 x 60 x 12 mm , 50g 108 x 64 x 20 mm , 86g

37586 \16,000 (税抜き） 37448 \6,800 (税抜き） 37454，\10,000 (税抜き）
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アアドドベベンンチチャャ－－シシリリ－－ズズ

アアドドベベンンチチャャ－－７７００ＵＵＮＮ／／７７００ＵＵＮＮＥＥ
水平面、垂直面、天井にも取り付けて使えます。

取り外しても使えます。車、ボ－ト、ハンググライダ－等

様々な乗り物に取り付けて使います。水にも浮きます。

７０ＵＮＥは照明付きです。

７７００ＵＵＮＮ 85 x 85 x 175mm , 290g アアドドベベンンチチャャ－－5588
35014-9011 ７０ＵＮ ： \18,000 （税抜き） 小型ボ－ト，車等様々な乗り物に取付できます。

35014-1191 ７０ＵＮＥ ： \23,000 （税抜き） 照明､補正放置付

85 x 78 x 72 , 135g

35730-0751 \12,000 （税抜き)

アアドドベベンンチチャャ－－５５８８ カカヤヤッックク
カヌ－用コンパス、４本のコ－ドでカヌ－デッキに

７７００ＵＵＮＮＥＥ 取り付けます。

様様々々なな使使いい方方例例 85 x 55 x 72 , 100g

36528-0751 \9,600 （税抜き）

カカナナビビナナココンンパパスス

ポポケケッットトココンンパパスス メメッッカカココンンパパスス メメトトロロココンンパパスス
温度計付き 世界中どこヘ行っても「メッカ」の方角が 可愛い形とカラフルな色で人気です。

磁針の「グレ－」の側が「北」です。 わかります。イスラム教徒の方ヘの カバン，バックなどに付けて、もしもの時の

ｺﾝﾊﾟｽ目盛りの「Ｎ」と磁針「Ｎ、グレ－」 プレゼントに最適です。 心強い味方になります。

を重ねれば方位がわかります。 53 x 44 x 9mm, 18g メトロコンパス ： ￥1,700 (税抜き）

64 x 44 x 9mm, 20g

カラビナコンパスは、カバン，リュックなどに付けて
アクセサリ－としても存在感十分です。
小さくても、ＳＩＬＶＡイズムを受け継いだ使いやすさです。

各10ケ 入り

37617 ポケットコンパス ： ￥1,800 （税抜き）

34884 メッカコンパス ： ￥1,800 (税抜き）

36905-1001 コンパス メトロ（ﾌﾞﾗｯｸ） ： ￥1700 （税抜き）

36905-2001 コンパス メトロ（ﾀ-ｺｲｽﾞ） ： ￥1700 （税抜き）

36905-4001 コンパス メトロ（ｸﾞﾘ-ﾝ） ： ￥1700 （税抜き）
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SSIILLVVAA ココンンパパスス ミミリリタタリリ－－

軍軍用用((ミミリリタタリリ－－ココンンパパスス））モモデデルルににつついいてて

軍用モデルは、SILVAコンパスの機能性，精度が高く評価されていることの典型的な例です。

初期の「MARK IV 型 ﾚﾝｻﾞﾁｯｸ コンパス」をはじめとして、多くの種類のコンパスがＮＡＴＯ、フランス

ドイツ、イギリスなど世界３０ケ国以上の軍隊に納入されています。NATOでは、様々な種類のコンパスが

「NATO stock no.」（制式用品）指定を受けています。マリン用品として広く使われているコンパス「70NBC」
も兵員輸送車用コンパスとしてこの中に含まれています。

モモデデルル 44
スウェ－デン国軍だけでなくNATO各国でも広く使われています。

SILVA 1-2-3 システムで、コンパスに目的地の方位が簡単にセットできます。

夜間仕様の蛍光塗料は、明るく、使いやすい部分に配置されました。

ストラップに、本体と同じ縮尺の目盛りが付いて距離が測りやすくなりました。

拡大鏡、1/25000，1/50000 の縮尺も装備されています。

軽量（32ｇ）コンパクトサイズ（106x64 mm）

使用実績 ： 歩兵、特殊部隊、空挺部隊

106 x 54 x 10 mm , 32g

37582 ： 希望小売価格 \4,200 (税抜き）

モモデデルル 55
スウェ－デン国軍だけでなくNATO各国でも広く使われています。

SILVA 1-2-3 システムで、コンパスに目的地の方位が簡単にセットできます。

360°目盛(底面）とミル目盛が設定されているので角度が比較できます。

ストラップに、本体と同じ縮尺の目盛りが付いて距離が測りやすくなりました。

拡大鏡、1/25000，1/50000 の縮尺も装備されています。

夜間仕様の蛍光塗料は、明るく、使いやすい部分に配置されました。

なだれの起きるような場所を予想できる、スロ－プカ－ド付き

使用実績 ： 歩兵、特殊部隊、空挺部隊

126 x 60 x 13 mm , 50g

37585 ： 希望小売価格 \7,500 (税抜き）

モモデデルル 1166
ミラ－タイプサイティングコンパス、使いやすい照準孔付

カバ－兼用大型ミラ－付。傾斜計付、偏差設定もできます。

360°目盛(底面）とミル目盛が設定されているので角度が比較できます。

ストラップに、本体と同じ縮尺の目盛りが付いて距離が測りやすくなりました。

拡大鏡、1/25000，1/50000 の縮尺の他、ミリ＆インチ目盛もつきました。

夜間仕様の蛍光塗料は、明るく、使いやすい部分に配置されました。

なだれの起きるような場所を予想できる、スロ－プカ－ド付き

使用実績 ： 特殊部隊士官、空挺部隊士官、砲兵部隊

10８ x 64 x 20 mm , 86g

36814-9511 ： 希望小売価格 \11,000 (税抜き)

モモデデルル 5555
世界初 !! プロトラクタ－タイプのサイティングコンパス

コンパスをのぞいて360°目盛とミル目盛を同時に見られます。

しかも 0.5 °まで測定できます。

ストラップに、本体と同じ縮尺の目盛りが付いて距離が測りやすくなりました。

拡大鏡、1/25000，1/50000 の縮尺の他、ミリ＆インチ目盛もつきました。

夜間仕様の蛍光塗料は、明るく使いやすい部分に配置されました。

イギリス陸軍兵器研究所でも高い評価を得ています。

なだれの起きるような場所を予想できる、スロ－プカ－ド付き

使用実績 ： 特殊部隊士官、空挺部隊士官、砲兵部隊

126 x 60 x 16 mm , 39g

37586 ： 希望小売価格 \16,000 (税抜き)
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アアドドベベンンチチャャ－－シシリリ－－ズズ

アアドドベベンンチチャャ－－７７００ＵＵＮＮ／／７７００ＵＵＮＮＥＥ
水平面、垂直面、天井にも取り付けて使えます。

取り外しても使えます。車、ボ－ト、ハンググライダ－等

様々な乗り物に取り付けて使います。水にも浮きます。

７０ＵＮＥは照明付きです。

７７００ＵＵＮＮ 85 x 85 x 175mm , 290g アアドドベベンンチチャャ－－5588
35014-9011 ７０ＵＮ ： \18,000 （税抜き） 小型ボ－ト，車等様々な乗り物に取付できます。

35014-1191 ７０ＵＮＥ ： \23,000 （税抜き） 照明､補正放置付

85 x 78 x 72 , 135g

35730-0751 \12,000 （税抜き)

アアドドベベンンチチャャ－－５５８８ カカヤヤッックク
カヌ－用コンパス、４本のコ－ドでカヌ－デッキに

７７００ＵＵＮＮＥＥ 取り付けます。

様様々々なな使使いい方方例例 85 x 55 x 72 , 100g

36528-0751 \9,600 （税抜き）

カカナナビビナナココンンパパスス

ポポケケッットトココンンパパスス メメッッカカココンンパパスス メメトトロロココンンパパスス
温度計付き 世界中どこヘ行っても「メッカ」の方角が 可愛い形とカラフルな色で人気です。

磁針の「グレ－」の側が「北」です。 わかります。イスラム教徒の方ヘの カバン，バックなどに付けて、もしもの時の

ｺﾝﾊﾟｽ目盛りの「Ｎ」と磁針「Ｎ、グレ－」 プレゼントに最適です。 心強い味方になります。

を重ねれば方位がわかります。 53 x 44 x 9mm, 18g メトロコンパス ： ￥1,700 (税抜き）

64 x 44 x 9mm, 20g

カラビナコンパスは、カバン，リュックなどに付けて
アクセサリ－としても存在感十分です。
小さくても、ＳＩＬＶＡイズムを受け継いだ使いやすさです。

各10ケ 入り

37617 ポケットコンパス ： ￥1,800 （税抜き）

34884 メッカコンパス ： ￥1,800 (税抜き）

36905-1001 コンパス メトロ（ﾌﾞﾗｯｸ） ： ￥1700 （税抜き）

36905-2001 コンパス メトロ（ﾀ-ｺｲｽﾞ） ： ￥1700 （税抜き）

36905-4001 コンパス メトロ（ｸﾞﾘ-ﾝ） ： ￥1700 （税抜き）
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SSIILLVVAA LLEEDD ヘヘッッドドラランンププ ママルルチチ
SSIILLVVAA はは近近年年、、エエココブブ－－ムムにに対対応応ししたた物物づづくくりりをを進進めめてていいてて、、ここここにに上上げげるるＬＬＥＥＤＤラライイトトももそそのの
指指向向がが反反映映さされれてていいまますす。。おおししゃゃれれななデデザザイインンとと機機能能性性はは様様々々なな場場面面をを演演出出ししまますす。。
ここここでで紹紹介介すするるＳＳIILLVVAA ヘヘッッドドラランンププはは、、ヘヘッッドドラランンププ，，ババイイククラライイトト,, ヘヘルルメメッットト取取付付ななどど ユユーーザザーーのの用用途途にに
合合わわせせてて様様々々にに使使ううここととががででききまますす。。ハハイイススペペッッククののエエククシシーードドはは最最大大22000000ルルーーメメンン、、緊緊急急時時ににはは
22660000 ルルーーメメンンのの光光をを発発すするるここととががででききまますす。。（（すすべべててイインンテテリリジジェェンントトラライイトト仕仕様様、、1100ｐｐ参参照照））

エエククシシ－－ドド シシリリ－－ズズ

ハイパワ－LED 3ケ使用。フフロロ－－ラライイトト機機能能でで、、使使用用場場面面にに合合わわせせてて、、近近場場かからら遠遠くくままでで光光のの照照射射範範囲囲をを調調整整ででききまますす。。

電池残量により、２種類のセ－ブモ－ドへ自動的に移行します。電源を切った時、LEDの色で電池残量がわかります。

明るさ ： 2600ﾙ-ﾒﾝ（非常時）, 通常時 80～2000ﾙ-ﾒﾝ 、照射距離 ： 40～220ｍ（最大）、ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ充電池付（USB 充電）

防水機能は、IPX5 。 ヘルメット＆自転車用アタッチメント 付き

電池寿命 ： ｴｸｼ-ﾄ3X 20時間(最小ﾓ-ﾄﾞ）～1.15時間（最大ﾓ-ﾄﾞ）、ｴｸｼ-ﾄ3XT 60時間(最小ﾓ-ﾄﾞ）～4時間（最大ﾓ-ﾄﾞ）

充電時間 ： 4時間（ｴｸｼ-ﾄﾞ ３X）、10時間（ｴｸｼ-ﾄﾞ ３XT）、 サイズ： 76 x 62 x 50mm, 重量 129g, （電池含まず）

37739 ｴｸｼ-ﾄﾞ3X ： ｵ-ﾌﾟﾝ価格 37740 ｴｸｼ-ﾄﾞ3XT ： ｵ-ﾌﾟﾝ価格

トトレレイイルルススピピ－－ドド44 ,, 44XXＴＴ
ハイパワ－LED ２ケ使用。フフロロ－－ラライイトト機機能能でで、、使使用用場場面面にに合合わわせせてて、、近近場場かからら遠遠くくままでで光光のの照照射射範範囲囲をを調調整整ででききまますす。。

3段階の明るさ切換えと、点滅ができます。インテリジェントライトとしての機能も備え、安全な視界が確保できます。

グロ－ブを付けたままでも十分操作できる、大きな操作ボタンを備えました。

自転車の場合、ワンタッチでハンドルに固定できる付属アタッチメントに、ライトのみワンタッチで取付けて使います。

明るさ ： 80～1200ﾙ-ﾒﾝ 、照射距離 ： 40～130ｍ（最大）、ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ充電池付（USB 充電）

防水機能は、IPX5 。 ヘルメット＆バイクアタッチメント 付き

電池寿命 ： ﾄﾚ-ﾙｽﾋﾟ-ﾄﾞ４ , 5時間(最小ﾓ-ﾄﾞ）～2.5時間（最大ﾓ-ﾄﾞ）、ﾄﾚ-ﾙｽﾋﾟ-ﾄﾞ４ＸＴ 10時間(最小ﾓ-ﾄﾞ）～2.5時間（最大ﾓ-ﾄﾞ）

充電時間 ： 4時間、 サイズ： 34 x 23. x 38mm, 重量 86g, （電池含まず）

37638 ﾄﾚ-ｽｽﾋﾟ-ﾄﾞ４ ： \19,000， 37741 ﾄﾚ-ﾙｽﾋﾟ-ﾄﾞ４ＸＴ ： ｵ-ﾌﾟﾝ価格

ククロロススロロレレイイルル ５５
ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝﾄﾗｲﾄ パワ－LED ２ケ使用。

電源を切った時、LEDの色で電池残量がわかります。

明るさ ： 80～500ﾙ-ﾒﾝ、 3段階の明るさ調整可＋点滅機能付き

フフロローーラライイトト機機能能にによよりり、、手手前前かからら遠遠くくままでで光光のの幅幅がが変変わわりりまますす。。

照射距離 ： 50～130ｍ（最大）、単三電池４本（ﾓﾆﾀ-用電池付き）

防水機能は、ＩＰＸ５ 。 ﾍﾙﾒｯﾄ＆自転車ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ 付き

75 x 52 x 45mm, 68g, （電池含まず）

電池寿命 : 24時間(最小ﾓ-ﾄﾞ）～ 6時間（最大ﾓ-ﾄﾞ）

37691 クロストレイル ５ ： \14,000（税抜き）

エエククシシ－－ドド３３ＸＸ エエククシシ－－ドド３３ＸＸＴＴ
ババイイクク取取付付例例

ﾍﾍﾙﾙﾒﾒｯｯﾄﾄ取取付付例例ﾄﾄﾚﾚ--ﾙﾙｽｽﾋﾋﾟ゚--ﾄﾄﾞ゙ ４４XXTTﾄﾄﾚﾚ--ﾙﾙｽｽﾋﾋﾟ゚--ﾄﾄﾞ゙ ４４
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SSIILLVVAA ヘヘッッドドラランンププ ラランンナナーー
SSIILLVVAA はは様様々々ななラランンナナーーかかららののアアドドババイイススをを元元にに、、軽軽くく使使いいややすすいいヘヘッッドドラランンププのの開開発発をを目目指指ししてて
たたゆゆままぬぬ努努力力をを怠怠りりまませせんん。。ままたた、、そそここににははおおししゃゃれれななデデザザイインンもも忘忘れれまませせんん。。
ここここでで紹紹介介さされれてていいるるももののはは、、そそれれららをを徹徹底底的的にに追追求求ししたた結結果果ののももののでですす。。
SILVA ヘッドランプは、全全ててがが「「イインンテテリリジジェェンントトラライイトト」」です。これは、SILVA独自の配光システムで夜間のアウトドアスポ－ツに

最適な光の拡がりを得ることができます。つまり通常のＬＥＤライトは光が収束して手前が広く照らせません。

SILVA インテリジェントライトは、手手前前をを広広くく、、明明るるくく照照ららすすよよううにに調調整整ししててああるるののでで、例えばトレイルランで坂道を走る時

走走るる周周囲囲をを広広くく、、明明るるくく照照ららししててくくれれるるので、広い視界を得られて安全に走ることができます。（次ペ－ジに絵を示します。）

トトレレイイルルススピピ－－ドド ＸＸ ，，44ＸＸＴＴ
軽さ（75/90ｇ）と明るさが見事に調和した、ＳＩＬＶＡヘッドランプです。

3段階の明るさ切換えと、点滅ができます。インテリジェントライトとしての機能も備え、安全な視界が確保できます。

グロ－ブを付けたままでも十分操作できる、大きな操作ボタンを備えました。

自転車の場合、ワンタッチでハンドルに固定できる付属アタッチメントに、ライトのみワンタッチで取付けて使います。

使用時間 ： ﾄﾚ-ﾙｽﾋﾟ-ﾄﾞX 6.0時間(最小ﾓ-ﾄﾞ）～1.3時間（最大ﾓ-ﾄﾞ）、ﾄﾚ-ﾙｽﾋﾟ-ﾄﾞ4XT 10時間(最小ﾓ-ﾄﾞ）～2.5時間（最大ﾓ-ﾄﾞ）

充電時間 ： 4時間、防水レベル ＩＰＸ5, 34.3 x 23.2 ｘ 38.7mm（ランプボディサイズ）, 重量 75ｇ (X), 90g (4XT)

明るさ＆光の到達距離は電池の消耗具合により変わってきます。ご承知おきください。

ヘヘルルメメッットト取取付付

トトレレイイルルススピピ－－ドド XX トトレレイイルルススピピ－－ドド 44XXTT
UUSSBB充充電電((ﾘﾘﾁﾁｳｳﾑﾑｲｲｵｵﾝﾝ充充電電池池）） UUSSBB充充電電((ﾘﾘﾁﾁｳｳﾑﾑｲｲｵｵﾝﾝ充充電電池池））
明るさ 150～400ﾙ-ﾒﾝ 明るさ 80～1200ﾙ-ﾒﾝ。
光光のの到到達達距距離離 8800ｍｍ 光光のの到到達達距距離離 113300ｍｍ 自自転転車車取取付付
37414 ﾄﾚｲﾙｽﾋﾟ-ﾄﾞ ： \19,000 37637 ﾄﾚｲﾙｽﾋﾟ-ﾄ 4XT ： ｵ-ﾌﾟﾝ価格

トトレレイイルルラランンナナ－－44／／トトレレイイルルラランンナナ－－44XX
パワ－LED ２ケ, 赤／緑 LED １ｹ

超小型＆軽量。付けていることを感じさせません。

電源を切った時、LEDの色で電池残量がわかります。

明るさ ： 50～350ﾙ-ﾒﾝ、照射距離 20～75ｍ

電池寿命 : 60時間(最小ﾓ-ﾄﾞ）/10時間（最大ﾓ-ﾄﾞ）

ライト角度変更可能。防水IPX5

ﾄﾚｲﾙﾗﾝﾅ- ４ ： 単4電池 3本(ﾓﾆﾀ-電池付）

ﾄﾚｲﾙﾗﾝﾅ- ４Ｘ ： ﾘﾁｳﾑﾎﾟﾘﾏ-充電池 １本付

65 x 44 x 35mm , 120g、132g (4X） , （電池含む）

37722 ﾄﾚｲﾙﾗﾝﾅ- ４ ： \ 9,800（税抜き）

37721 ﾄﾚｲﾙﾗﾝﾅ- ４Ｘ ： \ 11,800（税抜き）

パワ－LED 2ケ。 電源を切った時、LEDの色で電池残量がわかります。

ハ－ドなｽﾎﾟ-ﾂや、ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ 達に。３段階の明るさ調整可＋点滅機能付き

80 ～ 500ﾙ-ﾒﾝ、照射距離 50～130ｍ さらに、ワイドビ－ムで広角に照らすことができます。

フフロロ－－ラライイトト機機能能、、ラライイトト本本体体をを傾傾けけるるだだけけでで光光がが拡拡ががりり、、水水平平ににすするるとと収収束束ししまますす。。

防水ﾚﾍﾞﾙ ＩＰＸ５ 。ヘルメット＆バイク アタッチメント, 付き。単三電池４本（モニタ－用電池付き）

本体を外して、自転車でもヘルメットでも簡単に取付できます。

特に、自転車用アタッチメントで、自転車でもクロストレイル4 の機能を楽しむことができます。

75 x 52 x 45mm, 78g, （電池含まず）。電池寿命 : 30時間(最小ﾓ-ﾄﾞ）/5.5時間（最大ﾓ-ﾄﾞ）

37691 ｸﾛｽﾄﾚｲﾙ ５ ： \14,000（税抜き）

トトレレ－－ルルラランンナナ－－4 トトレレ－－ルルラランンナナ－－4ＸＸ

ククロロスストトレレイイルル 55
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SSIILLVVAA LLEEDD ヘヘッッドドラランンププ ママルルチチ
SSIILLVVAA はは近近年年、、エエココブブ－－ムムにに対対応応ししたた物物づづくくりりをを進進めめてていいてて、、ここここにに上上げげるるＬＬＥＥＤＤラライイトトももそそのの
指指向向がが反反映映さされれてていいまますす。。おおししゃゃれれななデデザザイインンとと機機能能性性はは様様々々なな場場面面をを演演出出ししまますす。。
ここここでで紹紹介介すするるＳＳIILLVVAA ヘヘッッドドラランンププはは、、ヘヘッッドドラランンププ，，ババイイククラライイトト,, ヘヘルルメメッットト取取付付ななどど ユユーーザザーーのの用用途途にに
合合わわせせてて様様々々にに使使ううここととががででききまますす。。ハハイイススペペッッククののエエククシシーードドはは最最大大22000000ルルーーメメンン、、緊緊急急時時ににはは
22660000 ルルーーメメンンのの光光をを発発すするるここととががででききまますす。。（（すすべべててイインンテテリリジジェェンントトラライイトト仕仕様様、、1100ｐｐ参参照照））

エエククシシ－－ドド シシリリ－－ズズ

ハイパワ－LED 3ケ使用。フフロロ－－ラライイトト機機能能でで、、使使用用場場面面にに合合わわせせてて、、近近場場かからら遠遠くくままでで光光のの照照射射範範囲囲をを調調整整ででききまますす。。

電池残量により、２種類のセ－ブモ－ドへ自動的に移行します。電源を切った時、LEDの色で電池残量がわかります。

明るさ ： 2600ﾙ-ﾒﾝ（非常時）, 通常時 80～2000ﾙ-ﾒﾝ 、照射距離 ： 40～220ｍ（最大）、ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ充電池付（USB 充電）

防水機能は、IPX5 。 ヘルメット＆自転車用アタッチメント 付き

電池寿命 ： ｴｸｼ-ﾄ3X 20時間(最小ﾓ-ﾄﾞ）～1.15時間（最大ﾓ-ﾄﾞ）、ｴｸｼ-ﾄ3XT 60時間(最小ﾓ-ﾄﾞ）～4時間（最大ﾓ-ﾄﾞ）

充電時間 ： 4時間（ｴｸｼ-ﾄﾞ ３X）、10時間（ｴｸｼ-ﾄﾞ ３XT）、 サイズ： 76 x 62 x 50mm, 重量 129g, （電池含まず）

37739 ｴｸｼ-ﾄﾞ3X ： ｵ-ﾌﾟﾝ価格 37740 ｴｸｼ-ﾄﾞ3XT ： ｵ-ﾌﾟﾝ価格

トトレレイイルルススピピ－－ドド44 ,, 44XXＴＴ
ハイパワ－LED ２ケ使用。フフロロ－－ラライイトト機機能能でで、、使使用用場場面面にに合合わわせせてて、、近近場場かからら遠遠くくままでで光光のの照照射射範範囲囲をを調調整整ででききまますす。。

3段階の明るさ切換えと、点滅ができます。インテリジェントライトとしての機能も備え、安全な視界が確保できます。

グロ－ブを付けたままでも十分操作できる、大きな操作ボタンを備えました。

自転車の場合、ワンタッチでハンドルに固定できる付属アタッチメントに、ライトのみワンタッチで取付けて使います。

明るさ ： 80～1200ﾙ-ﾒﾝ 、照射距離 ： 40～130ｍ（最大）、ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ充電池付（USB 充電）

防水機能は、IPX5 。 ヘルメット＆バイクアタッチメント 付き

電池寿命 ： ﾄﾚ-ﾙｽﾋﾟ-ﾄﾞ４ , 5時間(最小ﾓ-ﾄﾞ）～2.5時間（最大ﾓ-ﾄﾞ）、ﾄﾚ-ﾙｽﾋﾟ-ﾄﾞ４ＸＴ 10時間(最小ﾓ-ﾄﾞ）～2.5時間（最大ﾓ-ﾄﾞ）

充電時間 ： 4時間、 サイズ： 34 x 23. x 38mm, 重量 86g, （電池含まず）

37638 ﾄﾚ-ｽｽﾋﾟ-ﾄﾞ４ ： \19,000， 37741 ﾄﾚ-ﾙｽﾋﾟ-ﾄﾞ４ＸＴ ： ｵ-ﾌﾟﾝ価格

ククロロススロロレレイイルル ５５
ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝﾄﾗｲﾄ パワ－LED ２ケ使用。

電源を切った時、LEDの色で電池残量がわかります。

明るさ ： 80～500ﾙ-ﾒﾝ、 3段階の明るさ調整可＋点滅機能付き

フフロローーラライイトト機機能能にによよりり、、手手前前かからら遠遠くくままでで光光のの幅幅がが変変わわりりまますす。。

照射距離 ： 50～130ｍ（最大）、単三電池４本（ﾓﾆﾀ-用電池付き）

防水機能は、ＩＰＸ５ 。 ﾍﾙﾒｯﾄ＆自転車ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ 付き

75 x 52 x 45mm, 68g, （電池含まず）

電池寿命 : 24時間(最小ﾓ-ﾄﾞ）～ 6時間（最大ﾓ-ﾄﾞ）

37691 クロストレイル ５ ： \14,000（税抜き）

エエククシシ－－ドド３３ＸＸ エエククシシ－－ドド３３ＸＸＴＴ
ババイイクク取取付付例例

ﾍﾍﾙﾙﾒﾒｯｯﾄﾄ取取付付例例ﾄﾄﾚﾚ--ﾙﾙｽｽﾋﾋﾟ゚--ﾄﾄﾞ゙ ４４XXTTﾄﾄﾚﾚ--ﾙﾙｽｽﾋﾋﾟ゚--ﾄﾄﾞ゙ ４４

- 8 -



SSIILLVVAA ヘヘッッドドラランンププ アアウウトトドドアア
全てがインテリジェントライト機構、手元が広く照らされて、抜群の使いやすさと電池の寿命が自慢です。
タフな構造，安定した光量，防水レベル，など、様々なアウトドアシーンでの活躍が期待できます。

強さと明るさを兼ね備えた、ヘッドランプです。目に優しい赤＆オレンジLEDは、夜間の地図読み等に力を発揮します。

赤色ＬＥＤで、プロユ－スにも対応できます。写真の様に付属のキャリングバックを使えば、テントの簡易照明として使えます。

明るさ ： 15～350ﾙ-ﾒﾝ , ３段階の明るさ調整＆点滅機能付き。 照射距離 10～75 m , ライト角度変更可能。

ﾊｲﾊﾟﾜ-LED 2ケ，赤/ｵﾚﾝｼﾞ LED 1ケ。防水レベル IPX７。電源を切った時、LEDの色で電池残量がわかります。

電池寿命(時間） : 45ｈ(最小ﾓ-ﾄﾞ）/40ｈ/35ｈ（最大ﾓ-ﾄﾞ）、最長部ｻｲｽﾞ 67 x 45 x 42 mm , 53g (電池含まず）、電池 ： 単４ ﾓﾆﾀ-電池 3ケ付

37724 ｴｸｽﾌﾟﾛ-ﾗ-3 ： \ 7200(税抜き）

ＲＲシシリリ－－ズズ
全てが、インテリジェントライト。仕事での様々な場面で力を発揮します。ﾘ-ｽﾞﾅﾌﾞﾙﾌﾟﾗｲｽ、防水レベルがIPX7のもの。
そしてフロ－ライト仕様のものは、仕事の場面に応じた光の照射範囲調整できます。

37701 CR270 ： \ 3,800（税抜き） 37699 MR350 ： \ 7,200（税抜き） 37697 LR500 ： \ 12,000（税抜き）

ＣＣＲＲ２２７７００ MMＲＲ３３５５００ ＬＬＲＲ５５００００
特色 小さくても必要十分な明るさ 驚異の電池寿命と防水レベル ＩＰＸ７ ﾌﾛ-ﾗｲﾄ機能と豊富な光量

ﾘ-ｽﾞﾅﾌﾞﾙ価格でｺｽﾄﾊﾟﾌｫ-ﾏﾝｽも魅力 夜間仕様の為の、ｵﾚﾝｼﾞ／赤 LED ﾍﾙﾒｯﾄｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ付き

明るさ 50～270ﾙ-ﾒﾝ, 赤LED点灯 15～350 ﾙ-ﾒﾝ、赤／オレンジＬＥＤ点灯８０～５００ ル－メン

2段階の明るさ調整と点滅機能 ３段階の明るさ調整と点滅機能 ３段階の明るさ調整と点滅機能

照射範囲 ３０ ～ ５０ m ５～７５ m 遠近を幅広く照らします。 50～130m 遠近を幅広く照らします

赤LEDで夜間の地図読みにも便利です 赤LEDで夜間の地図読みにも便利です ﾌﾛ-ﾗｲﾄ機能で照射範囲を調整

電池寿命 30～60時間, 単4 ｱﾙｶﾘ電池（3本付） 25～120時間, 単4ｱﾙｶﾘ電池（3本付） 4～12時間､単3ｱﾙｶﾘ電池（4本付）

電池寿命を知らせるｲﾝｼﾞｹ-ﾀ-付 電池寿命を知らせるｲﾝｼﾞｹ-ﾀ-付 電池寿命を知らせるｲﾝｼﾞｹ-ﾀ-付

サイズ 55 x 45 x 40mm, 51g, （電池含まず） 67 x 45 x 42mm, 53g, （電池含まず） 72 x 52 x45mm, 80g,(電池含まず）

防水レベル ＩＰＸ５ 防水レベル ＩＰＸ７ 防水レベル ＩＰＸ５

イインンテテリリジジェェンントトラライイトトのの光光のの広広ががりりかかたた
右右ののよよううにに通通常常ののラライイトトよよりり横横にに広広くく広広ががりりまますす。。「「ﾄﾄﾚﾚﾗﾗﾝﾝ」」でで山山をを下下るる時時のの走走りりにに

特特にに有有効効でですす。。イインンテテリリジジェェンントトラライイトトをを示示すす為為にに、、全全ててののパパッッケケ－－ジジにに

そそのの「「絵絵等等」」がが表表記記さされれてていいまますす。。

SSIILLVVAA ｲｲﾝﾝﾃﾃﾘﾘｼｼﾞ゙ｪｪﾝﾝﾄﾄﾗﾗｲｲﾄﾄ 一一般般ののラライイトト

ＣＣＲＲ２２７７００ ＭＭＲＲ３３５５００ ＬＬＲＲ５５００００

エエククススププロロ－－ララ－－３３
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SSIILLVVAA 防防水水ドドラライイリリュュッックク
防防水水ドドラライイリリュュッックク 336600 ｼｼﾘﾘ--ｽｽﾞ゙

SILVA防水ドライリュック360ｼﾘ-ｽﾞ は、防水性、視認性、使いやすさを兼ね備えた、画期的な防水リュックです。
ハイキング、バイク、自転車だけでなく、通勤、通学などのタウンユースとしてもピッタリです。
更に、防水というシンプルかつ貴重な機能が、防災という局面を考えた場合、安心感をもたらします。
また360度どの方向からも視認できる反射材が、アウトドアだけでなく、防水／防災リュックとして有効です。
420デニール リップストップナイロンに防水コーティングを施した生地は、リュックの軽さと強さの重要な要素と
なっています。サイドストラップには、オプションのバックや、ヘルメット用のメッシュパットなどを取り付けできます。
材質は、420 ﾃﾞﾆ-ﾙ ﾘｯﾌﾟｽﾄｯﾌﾟ TPU 100％ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ

３３６６００ OORRBBIITT

13（18L）～15インチ（25L）までのパソコンを収容
内／外部ポケットに防水ジッパ－を付けて完璧な防水バックとなりました。
バック上部を3回折り曲げてバックル閉じるロールトップ方式の防水バックです。

（（ｻｻｲｲｽｽﾞ゙はは、、何何もも入入っってていいなないい時時ののももののでですす。。））

防防水水リリュュッックク OORRBBIITT 1188
サイズ ： 約 310 x 420 mm 重量 約 950 ｇ
容量 18Ｌ , 37748 ： \15,000 (税抜き）

防防水水リリュュッックク OORRBBIITT 2255
サイズ ： 約 420 x 470 mm, 重量 約 1050 kg

容量 25Ｌ , 37749 ： \18,000 (税抜き）

ｵｵﾌﾌﾟ゚ｼｼｮｮﾝﾝﾎﾎﾟ゚--ﾁﾁ
ｵｵﾌﾌﾟ゚ｼｼｮｮﾝﾝポポ－－チチ ｵｵﾌﾌﾟ゚ｼｼｮｮﾝﾝネネッットト ６L ： 37751 ： \3,700 (税抜き）

37754 ９Ｌ ： 37752 ： \4,200 (税抜き）

３３６６００ LLAAPP \2,600 (税抜き）

13（18L）～15インチ（25L）までのパソコンを収容。外部ポケットにキーホルダー付き
両サイドのジッパ－から、パソコンやその他の収容物等が取り出せます。ﾎﾟｹｯﾄ付です。
パソコン収納部には、ショック吸収の為の緩衝材を使っています。
ババッックク上上部部をを33回回折折りり曲曲げげててババッッククルルをを締締めめるるロローールルトトッッププ方方式式のの防防水水ババッッククでですす。。

防防水水リリュュッックク LLAAPP 1188 防防水水リリュュッックク LLAAPP 2255
サイズ ： 約 385 x 460 mm, 約 850 g サイズ ： 約 410 x 510 mm, 重量 約 1kg

容量 18Ｌ , 37746 ： \12,800 (税抜き） 容量 25Ｌ , 37747 ： \15,000 (税抜き）

（（ｻｻｲｲｽｽﾞ゙はは、、何何もも入入っってていいなないい時時ののももののでですす。。））

PC収収納納部部

防防水水ﾌﾌｧｧｽｽﾅﾅ-ﾘﾘｱｱ-ﾗﾗｲｲﾄﾄ

ﾎﾎﾟ゚-ﾁﾁ取取付付 例例
PC収収納納部部 側側面面ｼｼﾞ゙ｯｯﾊﾊﾟ゚-

ｷｷ--ﾎﾎﾙﾙﾀﾀﾞ゙--付付ｼｼﾞ゙ｯｯﾊﾊﾟ゚--
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SSIILLVVAA ヘヘッッドドラランンププ アアウウトトドドアア
全てがインテリジェントライト機構、手元が広く照らされて、抜群の使いやすさと電池の寿命が自慢です。
タフな構造，安定した光量，防水レベル，など、様々なアウトドアシーンでの活躍が期待できます。

強さと明るさを兼ね備えた、ヘッドランプです。目に優しい赤＆オレンジLEDは、夜間の地図読み等に力を発揮します。

赤色ＬＥＤで、プロユ－スにも対応できます。写真の様に付属のキャリングバックを使えば、テントの簡易照明として使えます。

明るさ ： 15～350ﾙ-ﾒﾝ , ３段階の明るさ調整＆点滅機能付き。 照射距離 10～75 m , ライト角度変更可能。

ﾊｲﾊﾟﾜ-LED 2ケ，赤/ｵﾚﾝｼﾞ LED 1ケ。防水レベル IPX７。電源を切った時、LEDの色で電池残量がわかります。

電池寿命(時間） : 45ｈ(最小ﾓ-ﾄﾞ）/40ｈ/35ｈ（最大ﾓ-ﾄﾞ）、最長部ｻｲｽﾞ 67 x 45 x 42 mm , 53g (電池含まず）、電池 ： 単４ ﾓﾆﾀ-電池 3ケ付

37724 ｴｸｽﾌﾟﾛ-ﾗ-3 ： \ 7200(税抜き）

ＲＲシシリリ－－ズズ
全てが、インテリジェントライト。仕事での様々な場面で力を発揮します。ﾘ-ｽﾞﾅﾌﾞﾙﾌﾟﾗｲｽ、防水レベルがIPX7のもの。
そしてフロ－ライト仕様のものは、仕事の場面に応じた光の照射範囲調整できます。

37701 CR270 ： \ 3,800（税抜き） 37699 MR350 ： \ 7,200（税抜き） 37697 LR500 ： \ 12,000（税抜き）

ＣＣＲＲ２２７７００ MMＲＲ３３５５００ ＬＬＲＲ５５００００
特色 小さくても必要十分な明るさ 驚異の電池寿命と防水レベル ＩＰＸ７ ﾌﾛ-ﾗｲﾄ機能と豊富な光量

ﾘ-ｽﾞﾅﾌﾞﾙ価格でｺｽﾄﾊﾟﾌｫ-ﾏﾝｽも魅力 夜間仕様の為の、ｵﾚﾝｼﾞ／赤 LED ﾍﾙﾒｯﾄｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ付き

明るさ 50～270ﾙ-ﾒﾝ, 赤LED点灯 15～350 ﾙ-ﾒﾝ、赤／オレンジＬＥＤ点灯８０～５００ ル－メン

2段階の明るさ調整と点滅機能 ３段階の明るさ調整と点滅機能 ３段階の明るさ調整と点滅機能

照射範囲 ３０ ～ ５０ m ５～７５ m 遠近を幅広く照らします。 50～130m 遠近を幅広く照らします

赤LEDで夜間の地図読みにも便利です 赤LEDで夜間の地図読みにも便利です ﾌﾛ-ﾗｲﾄ機能で照射範囲を調整

電池寿命 30～60時間, 単4 ｱﾙｶﾘ電池（3本付） 25～120時間, 単4ｱﾙｶﾘ電池（3本付） 4～12時間､単3ｱﾙｶﾘ電池（4本付）

電池寿命を知らせるｲﾝｼﾞｹ-ﾀ-付 電池寿命を知らせるｲﾝｼﾞｹ-ﾀ-付 電池寿命を知らせるｲﾝｼﾞｹ-ﾀ-付

サイズ 55 x 45 x 40mm, 51g, （電池含まず） 67 x 45 x 42mm, 53g, （電池含まず） 72 x 52 x45mm, 80g,(電池含まず）

防水レベル ＩＰＸ５ 防水レベル ＩＰＸ７ 防水レベル ＩＰＸ５

イインンテテリリジジェェンントトラライイトトのの光光のの広広ががりりかかたた
右右ののよよううにに通通常常ののラライイトトよよりり横横にに広広くく広広ががりりまますす。。「「ﾄﾄﾚﾚﾗﾗﾝﾝ」」でで山山をを下下るる時時のの走走りりにに

特特にに有有効効でですす。。イインンテテリリジジェェンントトラライイトトをを示示すす為為にに、、全全ててののパパッッケケ－－ジジにに

そそのの「「絵絵等等」」がが表表記記さされれてていいまますす。。

SSIILLVVAA ｲｲﾝﾝﾃﾃﾘﾘｼｼﾞ゙ｪｪﾝﾝﾄﾄﾗﾗｲｲﾄﾄ 一一般般ののラライイトト

ＣＣＲＲ２２７７００ ＭＭＲＲ３３５５００ ＬＬＲＲ５５００００

エエククススププロロ－－ララ－－３３
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SSIILLVVAA 防防水水ドドラライイリリュュッックク
３３６６００ LLOOOOPP ２２４４ＬＬ

360 LOOP 24 ； 容量 24リットル、上上部部開開閉閉式式防防水水ババッックク（（ドドラライイババッックク付付）） 防防水水リリュュッックク LLOOOOPP 2244
ドライバック付ですので、大切なものや、絶対に濡らしたくないものなどを サイズ ： 約 380 x 480 mm, 重量 約 530 g

そちらに収納してください。外部ポケットにキーホルダー付き 容量 24Ｌ , 37745 ： \9,800 (税抜き）

（（ｻｻｲｲｽｽﾞ゙はは、、何何もも入入っってていいなないい時時ののももののでですす。。））

キキャャリリ－－ドドラライイリリュュッックク
超軽量ドライリュック !! ，収納は写真右下の小さなバックに入る（約14cm)ので、どこへでも持ち運べます。
ババッックク上上部部をを33回回折折りり曲曲げげててババッッククルルをを締締めめるるロローールルトトッッププ方方式式のの防防水水ババッッククでですす。。
素材は、Cordura 3D ﾏﾃﾘｱﾙで強度も抜群。（（ｻｻｲｲｽｽﾞ゙はは、、何何もも入入っってていいなないい時時ののももののでですす。。））

2233LL 外外部部ポポケケッットト付付 1155LL
ｻｲｽﾞ ： 約 380 x 595 mm, 重量 約 150 g (23Lのみ） ｻｲｽﾞ ： 約 320 x 495 mm, 重量 約 110 g

容量 23Ｌ , 37676 ： \6,500 (税抜き） 容量 15Ｌ , 37675 ： \5,400 (税抜き） ﾊﾊﾞ゙ｯｯｸｸ収収納納時時

防防水水ドドラライイババッックク

軽く、鮮やかな配⾊が使うシ－ンをより引き⽴てます。⾊により容量が変わります。⼤事な貴重品、⾐服や⾝の

回りのものを、湿気や⽔から守り内部をドライに保ちます。Cordura 3D ﾏﾃﾘｱﾙが、バック強度を更に⾼めます。

使い方は、簡単。上部を３回まわして、バックルをはめ込めば上記の機能が発揮されます。(ﾛ-ﾙﾄｯﾌﾟ式）

容容量量 ササイイズズ 重重量量 品品番番 価価格格
３Ｌ ： 約 320 x 233 mm 約26g 37670 \1,800 (税抜き）
６Ｌ ： 約 380 x 233 mm 約30g 39012 \2,300 (税抜き）
１２Ｌ ： 約 492 x 332 mm 約41g 39013 \2,600 (税抜き）
２４Ｌ ： 約 565 x 375 mm 約52g 39014 \3,700 (税抜き）
３６Ｌ ： 約 675 x 445 mm 約66g 39015 \4,200 (税抜き）
（（ｻｻｲｲｽｽﾞ゙はは、、何何もも入入っってていいなないい時時ののももののでですす。。））

開開口口部部 ﾄﾄﾞ゙ﾗﾗｲｲﾊﾊﾞ゙ｯｯｸｸ

３３６６ ＬＬ２２４４ ＬＬ１１２２ ＬＬ６６ ＬＬ３３ ＬＬ

ｷｷ--ﾎﾎﾙﾙﾀﾀﾞ゙--付付ｼｼﾞ゙ｯｯﾊﾊﾟ゚--
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アア ウウ トト ドド アア 用用品品
ＳＳＩＩＬＬＶＶＡＡのの名名前前をを世世界界にに知知ららししめめたたののはは、、ＳＳＩＩＬＬＶＶＡＡののココンンパパススシシリリ－－ズズでですすがが、、近近年年、、SSIILLVVAAでではは以以下下のの
よよううなな様様々々ななアアウウトトドドアア用用品品をを開開発発，，販販売売ししてていいまますす。。そそれれららはは、、入入門門者者かかららププロロフフェェッッシショョナナルルままでで多多種種
多多様様ななユユ－－ザザ－－にに圧圧倒倒的的なな支支持持をを受受けけてていいまますす。。

ママッッププメメジジャャ－－ ププララスス ママッッププメメジジャャ－－ ﾊﾊﾟ゚--ｽｽ SSIILLVVAA ククリリノノメメ－－タタ－－
洗練されたﾃﾞｻﾞｲﾝ、機能でｽﾎﾟ-ﾂから業務用までOK。 地図をたどれば、その距離が測定できます。 下段 ： 左右 40°までの傾きを表示

Ｋｍだけでなく、海里、マイルも表示できます。 以下の地図に対応できます 上段 ： 左右 5°までの傾きを表示

30ｍ防水、1／1000万までの縮尺設定可能 1/750,000 ，1/500,000 ，1／400,000 （下段の5°までを拡大表示しています。）

地図を見る楽しみが増えます。ストラップ、電池付 1/200,000 , 1/100,000 ， 80 x 100mm, 44g

95 x 45 x 23 mm , 42g 1/50,000 ，1/25,000 ，1/15,000 35188 \4,000 (税抜き）

55068-1 \6,800 （税抜き） 95 x 45mm , 25g

37507 \2500 (税抜き）

汎汎用用ラライイトト，，タタイイトトセセッットト

簡単取り付けのライト。自転車にも取り付けられます。

点灯だけでなく、点滅もできます。防水レベル IPX6 で雨でも安心。

使用時間 ： 100h / 30h (点滅／点灯）

明るさ ： 17ﾙｰﾒﾝ（白色LED) ，3ﾙｰﾒﾝ（赤色LED) ，防水レベル ＩＰX６

白色LEDと、赤色LEDがあります。

サイズ ： 30 ｘ 30 x 20ｍｍ，重量 18ｇ(電池含む）

セット内容：ヘッドランプ，ベロクロベルト，電池 CR2032 2ケ

37418 価格￥2,400（税抜き）

ババイイククラライイトト，，シシミミ

簡単取り付けのバイクライト。前後左右どちら側にも取り付けられます。

フロント用（白色LED)、リア用（赤色LED）があります。

点灯だけでなく、点滅もできます。防水レベル IPX6 で雨でも安心。

使用時間 ： 100h / 30h (点滅／点灯）

明るさ ： 17ﾙｰﾒﾝ（白色LED) ，3ﾙｰﾒﾝ（赤色LED) ，防水レベル ＩＰX６

サイズ ： 30 ｘ 30 x 20ｍｍ，重量 15ｇ(電池含む）

セット内容 ： ヘッドランプ、CR2032 2ケ

シミ 白色LED ： 37421(ターコイズ），37422（グレー）

シミ 赤色LED ： 37419(ターコイズ) ，37420（グレイ）

￥1,500（税抜き）

KKNNOOSS ココンンパパスス ｸｸﾉﾉｽｽｽｽﾀﾀ--１１００
高精度、高精密コンパス。「0.5°」まで測定できます。

180°反対方位も同時に読むことができます。

水準器、傾斜計付き。目的地への距離や物標の高さも

計算できる目盛り付、67 x 94 x 33mm , 285ｇ(収納時ｻｲｽﾞ）

水準器、傾斜計付き。目的地への距離や物標の高さも

計算できる目盛り付、67 x 94 x 33mm , 285ｇ(収納時ｻｲｽﾞ）

\4,500（税抜き）
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SSIILLVVAA 防防水水ドドラライイリリュュッックク
３３６６００ LLOOOOPP ２２４４ＬＬ

360 LOOP 24 ； 容量 24リットル、上上部部開開閉閉式式防防水水ババッックク（（ドドラライイババッックク付付）） 防防水水リリュュッックク LLOOOOPP 2244
ドライバック付ですので、大切なものや、絶対に濡らしたくないものなどを サイズ ： 約 380 x 480 mm, 重量 約 530 g

そちらに収納してください。外部ポケットにキーホルダー付き 容量 24Ｌ , 37745 ： \9,800 (税抜き）

（（ｻｻｲｲｽｽﾞ゙はは、、何何もも入入っってていいなないい時時ののももののでですす。。））

キキャャリリ－－ドドラライイリリュュッックク
超軽量ドライリュック !! ，収納は写真右下の小さなバックに入る（約14cm)ので、どこへでも持ち運べます。
ババッックク上上部部をを33回回折折りり曲曲げげててババッッククルルをを締締めめるるロローールルトトッッププ方方式式のの防防水水ババッッククでですす。。
素材は、Cordura 3D ﾏﾃﾘｱﾙで強度も抜群。（（ｻｻｲｲｽｽﾞ゙はは、、何何もも入入っってていいなないい時時ののももののでですす。。））

2233LL 外外部部ポポケケッットト付付 1155LL
ｻｲｽﾞ ： 約 380 x 595 mm, 重量 約 150 g (23Lのみ） ｻｲｽﾞ ： 約 320 x 495 mm, 重量 約 110 g

容量 23Ｌ , 37676 ： \6,500 (税抜き） 容量 15Ｌ , 37675 ： \5,400 (税抜き） ﾊﾊﾞ゙ｯｯｸｸ収収納納時時

防防水水ドドラライイババッックク

軽く、鮮やかな配⾊が使うシ－ンをより引き⽴てます。⾊により容量が変わります。⼤事な貴重品、⾐服や⾝の

回りのものを、湿気や⽔から守り内部をドライに保ちます。Cordura 3D ﾏﾃﾘｱﾙが、バック強度を更に⾼めます。

使い方は、簡単。上部を３回まわして、バックルをはめ込めば上記の機能が発揮されます。(ﾛ-ﾙﾄｯﾌﾟ式）

容容量量 ササイイズズ 重重量量 品品番番 価価格格
３Ｌ ： 約 320 x 233 mm 約26g 37670 \1,800 (税抜き）
６Ｌ ： 約 380 x 233 mm 約30g 39012 \2,300 (税抜き）
１２Ｌ ： 約 492 x 332 mm 約41g 39013 \2,600 (税抜き）
２４Ｌ ： 約 565 x 375 mm 約52g 39014 \3,700 (税抜き）
３６Ｌ ： 約 675 x 445 mm 約66g 39015 \4,200 (税抜き）
（（ｻｻｲｲｽｽﾞ゙はは、、何何もも入入っってていいなないい時時ののももののでですす。。））

開開口口部部 ﾄﾄﾞ゙ﾗﾗｲｲﾊﾊﾞ゙ｯｯｸｸ

３３６６ ＬＬ２２４４ ＬＬ１１２２ ＬＬ６６ ＬＬ３３ ＬＬ

ｷｷ--ﾎﾎﾙﾙﾀﾀﾞ゙--付付ｼｼﾞ゙ｯｯﾊﾊﾟ゚--
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ガガ－－ババ－－

ガ－バ－社は、1939年設立された、アメリカのナイフ＆アウトドアツ－ルメ－カ－です。米国国防省や、全米警察連盟に公認され数多くの

製品を納入していることでもわかるように、その品質、信頼性はアメリカだけでなく、世界中のアウトドアマンから揺るぎない支持を得ています。

また、2011年から発売されたイギリスの特殊部隊「ＳＡＳ」出身の冒険家「ﾍﾞｱ・ｸﾞﾘﾙｽﾞ」とのｺﾗﾎﾞﾚ-ｼｮﾝで生まれた「ﾍﾞｱ･ｸﾞﾘﾙｽﾞｼﾘ-ｽﾞ」の様々な

ツ－ルは、彼の現在に至るまでの活動と併せて、ｱｳﾄﾄﾞｱ市場に新たなメッセ－ジを投げかけています。

ササススペペンンシショョンン ププロロススカカウウトト
軽量化とｺｽﾄﾊﾟﾌｫ-ﾏﾝｽの高さから ワンハンドオ－プン可能な

一躍ﾍﾞｽﾄｾﾗ-になったﾓﾃﾞﾙ ﾏﾙﾁﾌﾟﾗｲﾔ-。ｶﾞ-ﾊﾞ-の伝統

ｾ-ﾌｨﾃ-ロック機構付き 文化が息づいています。 お洒落なﾂ-ﾄﾝｶﾗ-ﾃﾞｻﾞｲﾝのﾎﾞﾃﾞｨに､10種類の

収納ツ－ル ： 12種類 ｾ-ﾌｨﾃ-ロック機構付き ﾂ-ﾙを納めました。ｷ-ﾘﾝｸﾞも付いて使い易さも

全長約16.5cm (収納時 10cm） 収納ツ－ル ： 15種類 更にｱｯﾌﾟしました。赤、緑、黒 の3色があります。

重量 約250ｇ、携帯ｹ-ｽ付 全長約16.5cm (収納時 12.8cm） 全長約10.5cm (収納時 約.6.5cm）、重量 約60ｇ

\8,500(税抜き） 重量 約230ｇ、携帯ｹ-ｽ付 \4,300(税抜き）

\16,000(税抜き）

セセンンタタ－－ドドラライイブブププララスス
中心をとらえた使いやすいドライバ－ピット＆ビットセット付

新Ｘチャンネル方式で、さらにスム－ズなツ－ルの取り出しができます。

14種類のツ－ルが収容されたコンパクトボディに、お洒落なﾌﾟﾚﾐｱﾑﾚｻﾞ- ケ－ス付。

全長約17cm(収納 約12.cm）、重量 約60ｇ ､ \19,800(税抜き）

レレザザ－－ママンン

レザ－マン社は1983年、世界初のプライヤ－型マルチツ－ル「PST」を発売し、その実用性と独特の機能美で 瞬く間に世界市場を席巻しました。

またﾕ-ｻﾞ-のための25年保証という、世界でも類を見ない保証期間は、ﾏﾙﾁﾂ-ﾙの代名詞として成長しました。現在では、家庭や一般作業だけで

なく警察、軍隊、消防など、様々な分野でのプロフェッショナルに愛用されるﾌﾞﾗﾝﾄﾞになっています。また、現在でも、ｱﾒﾘｶ・ﾎﾟ-ﾄﾗﾝﾄﾞ本社工場で

製造し世界に輸出されています。

ウウイインンググママンン
ｺｽﾄﾊﾟﾌｫ-ﾏﾝの高い代表的ﾓﾃﾞﾙ 小型軽量カラビナ一体型です。

大型ﾊｻﾐ、ﾉｺｷﾞﾘの代用となる ナイフがなく、プライヤ－主体の

「波刃付ﾅｲﾌ」など、日常での使用頻度 モデルです。ﾂ-ﾙ数 8

の高い 14のﾂ-ﾙを収容しました。 意外と重宝するﾋﾟﾝｾｯﾄ付です.。

全長約15.5cm(収納時 約9.7cm） 全長約11.5cm(収納時 約7.5cm）

重量 約198ｇ、携帯ｹ-ｽ付 重量 約198g

\10,000(税抜き） \5,500(税抜き）

ダダイイムム

ススタタイイルルＰＰＳＳ

ﾋﾋﾟ゚ﾝﾝｾｾｯｯﾄﾄもも付付いいててまますす。。
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双双眼眼鏡鏡

ポポケケッットト７７ＸＸ エエピピッックク１１００
軽くて、いつでもどこでも、気軽に使えます。 防水、そして、くもり止め用窒素ガス封入、

素早く焦点が合わせられ、驚くほどクリア－なポケット単眼鏡です。 乱反射防止、エメラルドファイア－コ－ティング処理

ｱﾒﾘｶのﾃﾚﾋﾞﾄﾞﾗﾏ「24時間」で、主役のジャックバウワ－が使った コンパクトサイズで、明るく見やすく、ハイコストパフォ－マンスな双眼鏡です。

単眼鏡の後継品です。防水（IPX6）というのも、ｱｳﾄﾄﾞｱでの魅力です。 対物レンズ有効径 ： 25 mm ， 1000m での視界 ： 101 m

対物レンズ有効径 ： 18 mm ， 1000m での視界 ： 147 m ひとみ径 ： 2.4 mm , アイレリ－フ ： 10 mm

アイレリ－フ ： １２ mm プリズムタイプ ： Bak-４ 眼幅調整範囲 ： 56～74mm , プリズムタイプ ： Bak-４

サイズ ： 76 x 29 mm, 重量 46g 防水レベル ： ＩＰＸ７, 10倍双眼鏡

７倍 ， ケ－ス＆ストラップ 付き サイズ ： 105 x 114 x 45 mm, 重量 290g

37616 7x18(７倍) ： \5,200 (税抜き） 37649 10x25 (10倍） ： \21,000 (税抜き）

ｺｺﾝﾝﾊﾊﾟ゚ｽｽ内内蔵蔵防防水水双双眼眼鏡鏡 ﾄﾄﾙﾙﾈﾈ--ﾄﾄﾞ゙77xx5500

双眼鏡本体が水に浮きます !!

ｺﾝﾊﾟｽ & ｺﾝﾊﾟｽ照明内蔵で 夜間でもOK !! 眼幅調整範囲 ： 56～74mm

マリン仕様、防水、くもり止め用 窒素ガス封入 1000m での視界 ： 132 m

乱反射防止用ルビ－コ－ティング 処理 サイズ ： 202 x 181 x 105 mm, 重量 890g

防水レベル IPX7, ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾀｲﾌﾟ Bak-4 \30,000 (税抜き）

対物レンズ有効径 ： 50 mm , ひとみ径 6.8 mm

EESSSSササンンググララスス

ESSサングラスは、サングラスのトップブランド「オ－クリ－社」のミリタリ－部門の製品です。
世界８５ケ国の軍隊，消防，警察への納入実績を誇るプロ仕様のハイスペックモデルです。
世界でも最高レベルの厚さ（2.4mm)を誇るポリカ－ボネイトレンズは、10ｍ離れた位置から
発射された、ショットガンの弾も跳ね返すほどの強さを誇ります。（ﾚﾐﾝﾄﾝ12ｹﾞ-ｼﾞｼｮｯﾄｶﾞﾝ）
また、カスタムフィットの「つる」は耳の形状に合わせて曲げることができます。

IICCEE 33

レンズ３枚､ｽﾄﾗｯﾌﾟ、専用ケ－ス付、重量 ： 25g

サイズ ： 幅 145X 高さ 49 Ｘ つるの長さ 105～130 mm

材質 ： ﾚﾝｽﾞ-ﾎﾟﾘｶ-ﾎﾞﾈｲﾄ、ﾌﾚ-ﾑ- ﾊｲｲﾝﾊﾟｸﾄﾚｼﾞｽﾄﾅｲﾛﾝ

可視光線透過率 ： ｽﾓ-ｸｸﾞﾚｲ－18% ，ｸﾘｱ - 89% ，ｲｴﾛ - 90%

紫外線透過率 ： 0.1% （各色共通）

NATOストックNo．4240-01-545-7922

ククロロススボボウウ ESS0001 \18,000(税抜き） IICCEE 33 ｾｾｯｯﾄﾄ内内容容

レンズ３枚､ｽﾄﾗｯﾌﾟ、専用ハ－ドケ－ス付、重量 ： 36g

サイズ ： 幅 140X 高さ 51 Ｘ 長さ 175mm

材質 ： ﾚﾝｽﾞ-ﾎﾟﾘｶ-ﾎﾞﾈｲﾄ、ﾌﾚ-ﾑ- ﾊｲｲﾝﾊﾟｸﾄﾚｼﾞｽﾄﾅｲﾛﾝ

可視光線透過率 ： ｽﾓ-ｸｸﾞﾚｲ－18% ，ｸﾘｱ - 89%

紫外線透過率 ： 0.1% （各色共通）

ESS0002 \23,600(税抜き）

レレンンズズ内内側側にに曇曇りり止止めめ加加工工、、9999..99％％ 曇曇りりまませせんん !!!! 。。 ククロロススボボウウセセッットト内内容容

レンズ外側はスクラッチ防止加工

キズに対する備えも万全です。

ククロロススボボウウ フフォォトトククロロママチチッックク
自動調光システムを備えた最強モデル。 11秒で50％の濃さに、１分以内に90％の濃さに変わります。
形状＆仕様はすべて上記と同じです。但し、交換レンズはありません。 ￥38,500（税抜き）
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ガガ－－ババ－－

ガ－バ－社は、1939年設立された、アメリカのナイフ＆アウトドアツ－ルメ－カ－です。米国国防省や、全米警察連盟に公認され数多くの

製品を納入していることでもわかるように、その品質、信頼性はアメリカだけでなく、世界中のアウトドアマンから揺るぎない支持を得ています。

また、2011年から発売されたイギリスの特殊部隊「ＳＡＳ」出身の冒険家「ﾍﾞｱ・ｸﾞﾘﾙｽﾞ」とのｺﾗﾎﾞﾚ-ｼｮﾝで生まれた「ﾍﾞｱ･ｸﾞﾘﾙｽﾞｼﾘ-ｽﾞ」の様々な

ツ－ルは、彼の現在に至るまでの活動と併せて、ｱｳﾄﾄﾞｱ市場に新たなメッセ－ジを投げかけています。

ササススペペンンシショョンン ププロロススカカウウトト
軽量化とｺｽﾄﾊﾟﾌｫ-ﾏﾝｽの高さから ワンハンドオ－プン可能な

一躍ﾍﾞｽﾄｾﾗ-になったﾓﾃﾞﾙ ﾏﾙﾁﾌﾟﾗｲﾔ-。ｶﾞ-ﾊﾞ-の伝統

ｾ-ﾌｨﾃ-ロック機構付き 文化が息づいています。 お洒落なﾂ-ﾄﾝｶﾗ-ﾃﾞｻﾞｲﾝのﾎﾞﾃﾞｨに､10種類の

収納ツ－ル ： 12種類 ｾ-ﾌｨﾃ-ロック機構付き ﾂ-ﾙを納めました。ｷ-ﾘﾝｸﾞも付いて使い易さも

全長約16.5cm (収納時 10cm） 収納ツ－ル ： 15種類 更にｱｯﾌﾟしました。赤、緑、黒 の3色があります。

重量 約250ｇ、携帯ｹ-ｽ付 全長約16.5cm (収納時 12.8cm） 全長約10.5cm (収納時 約.6.5cm）、重量 約60ｇ

\8,500(税抜き） 重量 約230ｇ、携帯ｹ-ｽ付 \4,300(税抜き）

\16,000(税抜き）

セセンンタタ－－ドドラライイブブププララスス
中心をとらえた使いやすいドライバ－ピット＆ビットセット付

新Ｘチャンネル方式で、さらにスム－ズなツ－ルの取り出しができます。

14種類のツ－ルが収容されたコンパクトボディに、お洒落なﾌﾟﾚﾐｱﾑﾚｻﾞ- ケ－ス付。

全長約17cm(収納 約12.cm）、重量 約60ｇ ､ \19,800(税抜き）

レレザザ－－ママンン

レザ－マン社は1983年、世界初のプライヤ－型マルチツ－ル「PST」を発売し、その実用性と独特の機能美で 瞬く間に世界市場を席巻しました。

またﾕ-ｻﾞ-のための25年保証という、世界でも類を見ない保証期間は、ﾏﾙﾁﾂ-ﾙの代名詞として成長しました。現在では、家庭や一般作業だけで

なく警察、軍隊、消防など、様々な分野でのプロフェッショナルに愛用されるﾌﾞﾗﾝﾄﾞになっています。また、現在でも、ｱﾒﾘｶ・ﾎﾟ-ﾄﾗﾝﾄﾞ本社工場で

製造し世界に輸出されています。

ウウイインンググママンン
ｺｽﾄﾊﾟﾌｫ-ﾏﾝの高い代表的ﾓﾃﾞﾙ 小型軽量カラビナ一体型です。

大型ﾊｻﾐ、ﾉｺｷﾞﾘの代用となる ナイフがなく、プライヤ－主体の

「波刃付ﾅｲﾌ」など、日常での使用頻度 モデルです。ﾂ-ﾙ数 8

の高い 14のﾂ-ﾙを収容しました。 意外と重宝するﾋﾟﾝｾｯﾄ付です.。

全長約15.5cm(収納時 約9.7cm） 全長約11.5cm(収納時 約7.5cm）

重量 約198ｇ、携帯ｹ-ｽ付 重量 約198g

\10,000(税抜き） \5,500(税抜き）

ダダイイムム

ススタタイイルルＰＰＳＳ

ﾋﾋﾟ゚ﾝﾝｾｾｯｯﾄﾄもも付付いいててまますす。。
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2012年９月、ﾈｸｻｽﾏﾘﾝがガ－ミン社の傘下に入りました。

それにより、弊社はガ－ミン社のマリン関連製品の販売が
できることとなりました。

ＧＧＰＰＳＳＭＭＡＡＰＰ ７７８８ｓｓ
・高感度／高精度ＧＰＳレシ－バ－
・3D電子コンパス内蔵
・気圧高度計
･1.7ＧＢ 内部メモリ－
・マイクロＳＤカ－ドスロット
・水に落としてもＯＫ（フロ－ティング機能）
・防水レベルＩＰＸ７
・電源 単３電池 ２本（使用時間 最長 ２０時間）
ﾊﾟﾜ-ｾ-ﾌﾞ機能、外部電源用ケ－ブル有り
・ワ－ルドベ－スマップ内蔵

・目的地登録数 2000（ル－ト200）
・サイズ ６６ｘ１５２ｘ３０ mm
・重量 218ｇ（電池含む）

日日本本語語表表記記＆＆日日本本文文説説明明書書付付ききでですす。。
更更にに、、ｵｵ--ﾌﾌﾟ゚ﾝﾝｽｽﾄﾄﾘﾘ--ﾄﾄﾏﾏｯｯﾌﾌﾟ゚内内蔵蔵でで買買っっててすすぐぐにに 010-00864-01 GPSMAP78s ： オ－プン価格

使使ええまますす。。
((但但しし、、ｵｵ--ﾌﾌﾟ゚ﾝﾝｽｽﾄﾄﾘﾘ--ﾄﾄﾏﾏｯｯﾌﾌﾟ゚のの地地名名はは、、ﾛﾛ--ﾏﾏ字字表表記記でですす。。））

ママリリンンココンンパパスス
視認性抜群 !! 世界ブランド SILVA ＆リビエラの自信作。ＧＰＳもいいけど、基本はコンパスです。

１１００００ＮＮＢＢCC 110000ＢＢCC 8855EECC ﾘﾘﾋﾋﾞ゙ｴｴﾗﾗ アアリリエエスス

37180-0151 100NBC 37177-0151 100BC 37174-0001 85EC 簡単取付の多目的ｺﾝﾊﾟｽ

\29,000 (税抜き) \28,000 (税抜き） \15,000 (税抜き） \7,700 (税抜き)

ススママ－－トト GGPPSS ウウォォッッチチQQuuaattiixx ５５
マリン仕様としては、ガ－ミンGPSチャ－トプロッタ－の情報を

WiFi 経由で表示できます。GPSﾅﾋﾞｹﾞ-ｼｮﾝ だけでなく

脈拍計付きなので、マリン使用にとどまらず

スマ－トフォンにアプリをインスト－ルして、ランニング、自転車

など様々なアクティビティの記録を保存できます。

硬く強いサファイヤガラスでキズが付きにくく、表示部の「画面」が

アナログでもデジタルでも自由に変えることができます。

3D電子コンパス内蔵，気圧高度計内蔵

防水レベル IPX7 充電時間 約１時間

使用時間 時計：約２週間、GPS：約20時間

ﾍﾞﾙﾄ交換は道具無しで簡単にできます。

オ－プン価格 （出荷時のシリコンベルトの色は黒です。）

47x47x15 mm. 88g、オ－プン

ｶｶﾞ゙--ﾐﾐﾝﾝ ｱｱｸｸｼｼｮｮﾝﾝﾑﾑ--ﾋﾋﾞ゙--ｶｶﾒﾒﾗﾗ VVIIRRBB UULLTTRRAA 3300
小さくてタフな構造のアクションビデオム－ビ－

高解像度（1600万画素）、フルＨＤ、手ぶれ補正、カラ－ディスプレイ付き

GPS内蔵で位置情報が動画に入ります。

WIFI機能で他ガ－ミン計器からコントロ－ルできます。

加速センサ－、高度計付き。防水レベル ＩＰＸ７

サイズ ： 56 x 32.4 x 40 mm , 重量 87.9 ｇ (ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ 含む場合 154ｇ）

電源 ： リチウムイオン電池,

\49,800 （税抜き） (取付マウントは、別売りです。）
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KKLLAARRUUSS LLEEDD フフララッッシシュュラライイトト
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ズコ－ティング、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19ペ－ジに掲載されています。）

ＸＸＴＴシシリリ－－ズズ
世世界界初初 、、デデュュアアルルテテ－－ルルススイイッッチチ LLEEDD フフララッッシシュュラライイトト（（OOFFFF 状状態態ででももｽｽﾄﾄﾛﾛﾎﾎﾞ゙機機能能がが使使用用ででききるる、、他他社社ににははなないい機機能能でですす。。））

KKLLAARRUUSS ラライイトト人人気気シシリリーーズズ、、すすべべててキキャャリリンンググケケーースス＆＆３３段段階階のの明明るるささ調調整整ととスストトロロボボ機機能能付付。。防防水水ﾚﾚﾍﾍﾞ゙ﾙﾙははIIPPXX88でで万万全全でですす。。

驚驚異異のの明明るるささ 22000000ﾙﾙ--ﾒﾒﾝﾝ。。 軽軽ささ、、明明るるささ ののﾍﾍﾞ゙ｽｽﾄﾄﾏﾏｯｯﾁﾁﾝﾝｸｸﾞ゙ 軽軽ささ、、明明るるささ ののﾍﾍﾞ゙ｽｽﾄﾄﾏﾏｯｯﾁﾁﾝﾝｸｸﾞ゙
充電池 18650 １本付属（USB充電ｹ-ﾌﾞﾙ付 充電池 18650 １本付属（USB充電ｹ-ﾌﾞﾙ付） 充電池 18650 １本付属

4段階の明るさ調整･点滅・ＳＯＳ ができます。 4段階の明るさ調整、点滅・ＳＯＳ ができます。 ３段階の明るさ調整、点滅 ができます。

操作ﾎﾞﾀﾝのLEDの色で電池残量の確認可。 操作ﾎﾞﾀﾝのLEDの色で電池残量がわかります。 明るさ ： 10ﾙ-ﾒﾝ(190h）～1100ﾙ-ﾒﾝ（2.5ｈ）

３つの点灯モ－ドが選択できます。 ２つの点灯モ－ドが選択できます。 最大照射距離 243m、81ｇ（電池含ず）

明るさ ： 10ﾙ-ﾒﾝ(170h）～2000ﾙ-ﾒﾝ（0.85ｈ） 明るさ ： 10ﾙ-ﾒﾝ(200h）～1600ﾙ-ﾒﾝ（1.2ｈ） ｻｲｽﾞ： 135 x 26(ﾍｯﾄﾞ径） x 25(ﾎﾞﾃﾞｨ径）mm

最大照射距離 316m、130ｇ（電池含ず） 最大照射距離 240m、88.5ｇ（電池含ず） XT2C ： \9,800（税込み）

ｻｲｽﾞ： 142 x 35(ﾍｯﾄﾞ径） x 25(ﾎﾞﾃﾞｨ径）mm ｻｲｽﾞ： 139 x 26(ﾍｯﾄﾞ径） x 25(ﾎﾞﾃﾞｨ径）mm

XT11GT ： \14,800（税抜き） XT2CR ： \12,800（税込み）

XXTT1111XX
UUSSBB充充電電タタイイププ ,,ななんんとと 33220000ﾙﾙ--ﾒﾒﾝﾝ。。
充電池 18650 １本付属（USB充電ｹ-ﾌﾞﾙ付）

4段階の明るさ調整、点滅・ＳＯＳ ができます。

操作ﾎﾞﾀﾝのLEDの色で電池残量がわかります。

２つの点灯モ－ドが選択できます。

明るさ ： 15ﾙ-ﾒﾝ(82h）～3200ﾙ-ﾒﾝ（0.85ｈ）

最大照射距離 283m、136ｇ（電池含ず）

ｻｲｽﾞ： 150 x 41(ﾍｯﾄﾞ径） x 25.4(ﾎﾞﾃﾞｨ径）mm 照照明明到到達達距距離離 ななんんとと 660000mm !!!!
XT11X ： \16,000(税抜き） 充電池 18650 １本付属（USB充電ｹ-ﾌﾞﾙ付）

4段階の明るさ調整、点滅・ＳＯＳ ができます。

ここののササイイズズでで11000000ﾙﾙ--ﾒﾒﾝﾝ !!!! 充電ｹ-ﾌﾞﾙ接続部周囲のLEDの色で電池残量と

充電池 14500 １本付属（USB充電ｹ-ﾌﾞﾙ付） 充電状態がわかります。

4段階の明るさ調整、点滅・ＳＯＳ ができます。 ２つの点灯モ－ドが選択できます。

ﾊﾞｯﾃﾘ-ｲﾝｼﾞｹ-ﾀ-の色で電池残量がわかります。 明るさ ： 10ﾙ-ﾒﾝ(200h）～1600ﾙ-ﾒﾝ（1.2ｈ）

２つの点灯モ－ドが選択できます。 最大照射距離 603m、158ｇ（電池含ず）

明るさ ： 5ﾙ-ﾒﾝ(37h）～1000ﾙ-ﾒﾝ（1ｈ） ｻｲｽﾞ： 162 x 45(ﾍｯﾄﾞ径） x 25.4(ﾎﾞﾃﾞｨ径）mm

最大照射距離 182m、61.5ｇ（電池含ず） XT12GT ： \16,800(税抜き）

ｻｲｽﾞ： 107.7 x 23(ﾍｯﾄﾞ径） x 23(ﾎﾞﾃﾞｨ径）mm

XT1AX ： \8,200（税抜き）

XXTT11ＣＣ
ここののササイイズズでで11000000ﾙﾙ--ﾒﾒﾝﾝ !!!! 明るさ ： 5ﾙ-ﾒﾝ(53h）～700ﾙ-ﾒﾝ（0.85ｈ）

充電池 16340 １本付属 (USB充電ｹ-ﾌﾞﾙ付） 最大照射距離 210m、56.1ｇ（電池含ず）

3段階の明るさ調整と点滅，ＳＯＳができます。 ｻｲｽﾞ: 94.4 x25.2(ﾍｯﾄﾞ径） x 23.2(ﾎﾞﾃﾞｨ径）mm

ﾊﾞｯﾃﾘ-ｲﾝｼﾞｹ-ﾀ-の色で電池残量がわかります。 XT1C ： \8,000(税込み）

２つの点灯モ－ドが選択できます。

XXTT1111GGTT XXTT22CCRR
XXTT22CC

XXTT11AA

XXTT1122GGTT
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2012年９月、ﾈｸｻｽﾏﾘﾝがガ－ミン社の傘下に入りました。

それにより、弊社はガ－ミン社のマリン関連製品の販売が
できることとなりました。

ＧＧＰＰＳＳＭＭＡＡＰＰ ７７８８ｓｓ
・高感度／高精度ＧＰＳレシ－バ－
・3D電子コンパス内蔵
・気圧高度計
･1.7ＧＢ 内部メモリ－
・マイクロＳＤカ－ドスロット
・水に落としてもＯＫ（フロ－ティング機能）
・防水レベルＩＰＸ７
・電源 単３電池 ２本（使用時間 最長 ２０時間）
ﾊﾟﾜ-ｾ-ﾌﾞ機能、外部電源用ケ－ブル有り
・ワ－ルドベ－スマップ内蔵

・目的地登録数 2000（ル－ト200）
・サイズ ６６ｘ１５２ｘ３０ mm
・重量 218ｇ（電池含む）

日日本本語語表表記記＆＆日日本本文文説説明明書書付付ききでですす。。
更更にに、、ｵｵ--ﾌﾌﾟ゚ﾝﾝｽｽﾄﾄﾘﾘ--ﾄﾄﾏﾏｯｯﾌﾌﾟ゚内内蔵蔵でで買買っっててすすぐぐにに 010-00864-01 GPSMAP78s ： オ－プン価格

使使ええまますす。。
((但但しし、、ｵｵ--ﾌﾌﾟ゚ﾝﾝｽｽﾄﾄﾘﾘ--ﾄﾄﾏﾏｯｯﾌﾌﾟ゚のの地地名名はは、、ﾛﾛ--ﾏﾏ字字表表記記でですす。。））

ママリリンンココンンパパスス
視認性抜群 !! 世界ブランド SILVA ＆リビエラの自信作。ＧＰＳもいいけど、基本はコンパスです。

１１００００ＮＮＢＢCC 110000ＢＢCC 8855EECC ﾘﾘﾋﾋﾞ゙ｴｴﾗﾗ アアリリエエスス

37180-0151 100NBC 37177-0151 100BC 37174-0001 85EC 簡単取付の多目的ｺﾝﾊﾟｽ

\29,000 (税抜き) \28,000 (税抜き） \15,000 (税抜き） \7,700 (税抜き)

ススママ－－トト GGPPSS ウウォォッッチチQQuuaattiixx ５５
マリン仕様としては、ガ－ミンGPSチャ－トプロッタ－の情報を

WiFi 経由で表示できます。GPSﾅﾋﾞｹﾞ-ｼｮﾝ だけでなく

脈拍計付きなので、マリン使用にとどまらず

スマ－トフォンにアプリをインスト－ルして、ランニング、自転車

など様々なアクティビティの記録を保存できます。

硬く強いサファイヤガラスでキズが付きにくく、表示部の「画面」が

アナログでもデジタルでも自由に変えることができます。

3D電子コンパス内蔵，気圧高度計内蔵

防水レベル IPX7 充電時間 約１時間

使用時間 時計：約２週間、GPS：約20時間

ﾍﾞﾙﾄ交換は道具無しで簡単にできます。

オ－プン価格 （出荷時のシリコンベルトの色は黒です。）

47x47x15 mm. 88g、オ－プン

ｶｶﾞ゙--ﾐﾐﾝﾝ ｱｱｸｸｼｼｮｮﾝﾝﾑﾑ--ﾋﾋﾞ゙--ｶｶﾒﾒﾗﾗ VVIIRRBB UULLTTRRAA 3300
小さくてタフな構造のアクションビデオム－ビ－

高解像度（1600万画素）、フルＨＤ、手ぶれ補正、カラ－ディスプレイ付き

GPS内蔵で位置情報が動画に入ります。

WIFI機能で他ガ－ミン計器からコントロ－ルできます。

加速センサ－、高度計付き。防水レベル ＩＰＸ７

サイズ ： 56 x 32.4 x 40 mm , 重量 87.9 ｇ (ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ 含む場合 154ｇ）

電源 ： リチウムイオン電池,

\49,800 （税抜き） (取付マウントは、別売りです。）
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KKLLAARRUUSS LLEEDD フフララッッシシュュラライイトト
ＳＳＴＴシシリリ－－ズズ
全てが防水レベルＩＰＸ８、ししかかももすすべべてて充充電電池池付付ききのの、ハイパワ－、軽量ＬＥＤライト

明明るるくく、、ﾘﾘ--ｽｽﾞ゙ﾅﾅﾌﾌﾞ゙ﾙﾙﾌﾌﾟ゚ﾗﾗｲｲｽｽのの強強力力ﾗﾗｲｲﾄﾄ 自自転転車車ﾏﾏｳｳﾝﾝﾄﾄ付付、、ﾘﾘ--ｽｽﾞ゙ﾅﾅﾌﾌﾞ゙ﾙﾙﾌﾌﾟ゚ﾗﾗｲｲｽｽのの強強力力ﾗﾗｲｲﾄﾄ 超超軽軽量量、、充充電電式式のの強強力力ﾗﾗｲｲﾄﾄ
充電池 18650 １本付属 充電池 18650 １本付属（USB充電ｹ-ﾌﾞﾙ付） 充電池 18650 １本付属

4段階の明さ調整、点滅・SOSができます。 4段階の明るさ調整、点滅・ＳＯＳ･ﾋﾞ-ｺﾝができます。 4段階の明るさ調整、点滅・ＳＯＳ ができます。

操作ﾎﾞﾀﾝのLEDの色で電池残量が確認可。 ｻｲﾄﾞｽｲｯﾁ周囲のLEDの色で電池残量がわかります。 操作ﾎﾞﾀﾝのLEDの色で電池残量がわかります。

明るさ ： 10ﾙ-ﾒﾝ(210h）～1100ﾙ-ﾒﾝ（1.4ｈ） ﾃﾞｨﾌｭ-ｻﾞ-で更に明るさが調整できます。 明るさ ： 10ﾙ-ﾒﾝ(200h）～1100ﾙ-ﾒﾝ（1.5ｈ）

最大照射距離 305m、110ｇ（電池含ず） 明るさ ： 10ﾙ-ﾒﾝ(200h）～1200ﾙ-ﾒﾝ（1.5ｈ） 最大照射距離 115m、59ｇ（電池含ず）

ｻｲｽﾞ： 138 x 33(ﾍｯﾄﾞ径） x 25.4(ﾎﾞﾃﾞｨ径）mm 最大照射距離 260m、106ｇ（電池含ず） ｻｲｽﾞ： 112.4 x 25.6(ﾍｯﾄﾞ径） x 24(ﾎﾞﾃﾞｨ径）mm

ST15 ： \8,600（税込み） ｻｲｽﾞ： 142 x 33(ﾍｯﾄﾞ径） x 25.4(ﾎﾞﾃﾞｨ径）mm ST10 ： \8,400(税抜き）

ST15R ：\9,600（税込み）

ユユ－－テティィリリテティィシシリリ－－ズズ
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。カバンなどに入れておくと重宝します。

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。

MMii 77 \6,900（税込み） SSIILLVVAA TTooppoo XX \2,600（税抜き）

ｺﾝﾊﾟｸﾄｻｲｽﾞでも、その明るさで、存在感を際立たせます。 ｺﾝﾊﾟｸﾄｻｲｽﾞながら、白色とｵﾚﾝｼﾞ色が点灯できます。

3段階の明るさ調整と、点滅，ＳＯＳができます。明るさ 300ﾙ-ﾒﾝ カバンに入れておくと様々な場面で便利に使えます。

単3電池 １本 （ﾓﾆﾀ-用付属） 便利なｶﾗﾋﾞﾅ付。

ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ充電地「14500」を使えば、770000ﾙﾙ--ﾒﾒﾝﾝで使用できます。 単3電池 １本(ﾓﾆﾀ-用付属）、明るさ、20ﾙ-ﾒﾝ

電池寿命 ：330ﾙ-ﾒﾝ(1時間）～5ﾙ-ﾒﾝ（40時間）, 防水レベル IPX8 電池寿命 ： 2時間（白色）～3時間（ｵﾚﾝｼ）､ 防水ﾚﾍﾞﾙ IPX5

ｻｲｽﾞ： 87.2 x 19(ﾍｯﾄﾞ径） x 17.6(ﾎﾞﾃﾞｨ径）mm、27ｇ（電池含ず） ｻｲｽﾞ： 70x18.5(ﾍｯﾄﾞ径）x15.5(ﾎﾞﾃﾞｨ径）mm、23ｇ（電池含ず）

336600シシリリ－－ズズ
KKLLAARRUUSS ラライイトトのの最最新新モモデデルル。。テテ－－ルルススイイッッチチははどどのの方方かかららもも操操作作ででききまますす。。

驚驚異異のの明明るるささ 33220000ﾙﾙ--ﾒﾒﾝﾝ。。 使使いいややすすいいｻｻｲｲｽｽﾞ゙でで、、11880000ﾙﾙ--ﾒﾒﾝﾝ !!!!
充電池 18650 １本付属（USB充電ｹ-ﾌﾞﾙ付） 充電池 18650 １本付属（USB充電ｹ-ﾌﾞﾙ付）

4段階の明るさ調整、点滅・ＳＯＳ ができます。 4段階の明るさ調整、点滅・ＳＯＳ ができます。

ｻｲﾄﾞｽｲｯﾁ周辺部のLEDの色で電池残量と ﾊﾞｯﾃﾘ-ｲﾝｼﾞｹ-ﾀ-のLEDの色で電池残量と

充電状態がわかります。 充電状態がわかります。

2つの点灯モ－ドが選択できます。 ２つの点灯モ－ドが選択できます。

明るさ ： 15ﾙ-ﾒﾝ(82h）～3200ﾙ-ﾒﾝ（0.75ｈ） 明るさ ： 10ﾙ-ﾒﾝ(200h）～1800ﾙ-ﾒﾝ（1.1ｈ）

最大照射距離 283m、140ｇ（電池含ず） 最大照射距離 246m、113ｇ（電池含ず）

ｻｲｽﾞ： 153 x 41(ﾍｯﾄﾞ径） x 27.2(ﾎﾞﾃﾞｨ径）mm ｻｲｽﾞ： 142 x 29(ﾍｯﾄﾞ径） x 27(ﾎﾞﾃﾞｨ径）mm

360X３ ： \16,400（税込み） 360X1 ： \13,600（税込み）

SSTT1100SSTT1155RRSSTT1155

336600 XX 33

336600 XX 11
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KKLLAARRUUSS LLEEDD フフララッッシシュュラライイトト
驚驚異異のの照照明明到到達達距距離離
白白、、赤赤、、緑緑 のの３３つつののＬＬＥＥＤＤがが点点灯灯ししまますす。。
充電池 18650 １本付属

簡単操作で、３色のどれかを選択します。

操作ﾎﾞﾀﾝのLEDの色で電池残量がわかります。

明るさ（白） ： 15ﾙ-ﾒﾝ(260h）～700ﾙ-ﾒﾝ（2.5ｈ）

明るさ（赤） ： 3ﾙ-ﾒﾝ(350h）～100ﾙ-ﾒﾝ（5ｈ）

明るさ（緑） ： 5ﾙ-ﾒﾝ(500h）～160ﾙ-ﾒﾝ（8ｈ）

ﾜﾜｲｲﾄﾄﾞ゙＆＆ｽｽﾎﾎﾟ゚ｯｯﾄﾄにに光光のの拡拡ががりり調調整整ででききまますす。。 最大照射距離（白） 500m、

充電池 18650 １本付属（USB充電ｹ-ﾌﾞﾙ付） 最大照射距離（赤） 225m

4段階の明るさ調整、点滅・ＳＯＳ ができます。 最大照射距離(緑） 345m

ｻｲﾄﾞｽｲｯﾁのLEDの色で電池残量がわかります。 防水レベル IPX6, 重量 265g （電池含まず）

２つの点灯モ－ドが選択できます。 ｻｲｽﾞ： 161.5 x 45(ﾍｯﾄﾞ径） x 25(ﾎﾞﾃﾞｨ径）mm

明るさ ： 10ﾙ-ﾒﾝ(260h）～1000ﾙ-ﾒﾝ（2ｈ） FH10 ： \15,000（税込み）

最大照射距離 316m、115ｇ（電池含ず）

ｻｲｽﾞ： 140 x 35(ﾍｯﾄﾞ径） x 25(ﾎﾞﾃﾞｨ径）mm

FX10 ：\12,800(税込み）

へへッッドドラランンププ HH11AA
軽軽くくてて強強いいﾁﾁﾀﾀﾝﾝ合合金金ヘヘッッドドラランンププ !!!!

ﾘ-ｽﾞﾅﾌﾞﾙ価格のｱﾙﾐﾎﾞﾃﾞｨもあります。

ﾍﾍｯｯﾄﾄﾞ゙ﾗﾗﾝﾝﾌﾌﾟ゚ととLLEEDDﾗﾗｲｲﾄﾄのの両両方方のの使使いい方方ががででききまますす。。 メイン＆サブ 合計で550ﾙ-ﾒﾝの明るさ !!

充電池 18650 １本付属（USB充電ｹ-ﾌﾞﾙ付） 小型、軽量でﾗﾝﾆﾝｸﾞにも 上記は、ﾘﾁｳﾑ電池、14500 を使った時の明るさです。

5段階の明るさ調整、点滅・ＳＯＳ ができます。 本体底部が強力磁石で 単三電池も使えます。 66 x 40 x 32mm , 50g

操作ｽｲｯﾁの外周のLEDの色で電池残量がわかります。 様々な作業に使えます。 ﾍｯﾄﾞﾗﾝﾌﾟ H1A（ﾁﾀﾝ合金） ： \14,400（税込み）

明るさ ： 15ﾙ-ﾒﾝ(75h）～3200ﾙ-ﾒﾝ（0.83ｈ） ｻｲｽﾞ： 110 x 26(ﾍｯﾄﾞ径） x 21(ﾎﾞﾃﾞｨ径）mm ﾍｯﾄﾞﾗﾝﾌﾟ H1A（ｱﾙﾐ合金） ： \8,800(税込み）

最大照射距離 120m、65ｇ（電池含ず） HA2C ：\15,200(税抜き）

アアククセセササリリ－－
リリモモ－－トトススイイッッチチ

TTRRSS11 TTRR1122 ﾒﾒﾀﾀﾙﾙｶｶﾞ゙ﾝﾝﾏﾏｳｳﾝﾝﾄﾄ 自自転転車車用用ママウウンントト

XT11GT, XT12GT, XT2CR 用 XT2C 用 \2,200 (税抜き） \1,000 (税抜き)

\2,600 (税抜き) \2,600 (税抜き)

XXTT1111用用フフィィルルタタ－－

チチャャ－－ジジャャ－－ 下記記４色あります。
\1,700 (税抜き)

このようなチャ－ジャ－でスペア電池に充電しておけば、それを使い

ｽﾏﾎ等にも充電できるので、災害の備えとして使うことができます。

チチャャ－－ジジャャ－－ＫＫ１１＆＆ＫＫ２２
18650､16340､14500等の電池を

充電します。

KK22ははｽｽﾏﾏﾎﾎにに充充電電ももででききまますす。。

Ｋ１ ： \1,100 (税抜き)

Ｋ２ ： \2,000 (税抜き)

(充電池を2本1度に充電できます。）

FFXX1100
FFHH1100

HHAA22CC

(各色）
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KKLLAARRUUSS LLEEDD フフララッッシシュュラライイトト
ＳＳＴＴシシリリ－－ズズ
全てが防水レベルＩＰＸ８、ししかかももすすべべてて充充電電池池付付ききのの、ハイパワ－、軽量ＬＥＤライト

明明るるくく、、ﾘﾘ--ｽｽﾞ゙ﾅﾅﾌﾌﾞ゙ﾙﾙﾌﾌﾟ゚ﾗﾗｲｲｽｽのの強強力力ﾗﾗｲｲﾄﾄ 自自転転車車ﾏﾏｳｳﾝﾝﾄﾄ付付、、ﾘﾘ--ｽｽﾞ゙ﾅﾅﾌﾌﾞ゙ﾙﾙﾌﾌﾟ゚ﾗﾗｲｲｽｽのの強強力力ﾗﾗｲｲﾄﾄ 超超軽軽量量、、充充電電式式のの強強力力ﾗﾗｲｲﾄﾄ
充電池 18650 １本付属 充電池 18650 １本付属（USB充電ｹ-ﾌﾞﾙ付） 充電池 18650 １本付属

4段階の明さ調整、点滅・SOSができます。 4段階の明るさ調整、点滅・ＳＯＳ･ﾋﾞ-ｺﾝができます。 4段階の明るさ調整、点滅・ＳＯＳ ができます。

操作ﾎﾞﾀﾝのLEDの色で電池残量が確認可。 ｻｲﾄﾞｽｲｯﾁ周囲のLEDの色で電池残量がわかります。 操作ﾎﾞﾀﾝのLEDの色で電池残量がわかります。

明るさ ： 10ﾙ-ﾒﾝ(210h）～1100ﾙ-ﾒﾝ（1.4ｈ） ﾃﾞｨﾌｭ-ｻﾞ-で更に明るさが調整できます。 明るさ ： 10ﾙ-ﾒﾝ(200h）～1100ﾙ-ﾒﾝ（1.5ｈ）

最大照射距離 305m、110ｇ（電池含ず） 明るさ ： 10ﾙ-ﾒﾝ(200h）～1200ﾙ-ﾒﾝ（1.5ｈ） 最大照射距離 115m、59ｇ（電池含ず）

ｻｲｽﾞ： 138 x 33(ﾍｯﾄﾞ径） x 25.4(ﾎﾞﾃﾞｨ径）mm 最大照射距離 260m、106ｇ（電池含ず） ｻｲｽﾞ： 112.4 x 25.6(ﾍｯﾄﾞ径） x 24(ﾎﾞﾃﾞｨ径）mm

ST15 ： \8,600（税込み） ｻｲｽﾞ： 142 x 33(ﾍｯﾄﾞ径） x 25.4(ﾎﾞﾃﾞｨ径）mm ST10 ： \8,400(税抜き）

ST15R ：\9,600（税込み）

ユユ－－テティィリリテティィシシリリ－－ズズ
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。カバンなどに入れておくと重宝します。

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。

MMii 77 \6,900（税込み） SSIILLVVAA TTooppoo XX \2,600（税抜き）

ｺﾝﾊﾟｸﾄｻｲｽﾞでも、その明るさで、存在感を際立たせます。 ｺﾝﾊﾟｸﾄｻｲｽﾞながら、白色とｵﾚﾝｼﾞ色が点灯できます。

3段階の明るさ調整と、点滅，ＳＯＳができます。明るさ 300ﾙ-ﾒﾝ カバンに入れておくと様々な場面で便利に使えます。

単3電池 １本 （ﾓﾆﾀ-用付属） 便利なｶﾗﾋﾞﾅ付。

ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ充電地「14500」を使えば、770000ﾙﾙ--ﾒﾒﾝﾝで使用できます。 単3電池 １本(ﾓﾆﾀ-用付属）、明るさ、20ﾙ-ﾒﾝ

電池寿命 ：330ﾙ-ﾒﾝ(1時間）～5ﾙ-ﾒﾝ（40時間）, 防水レベル IPX8 電池寿命 ： 2時間（白色）～3時間（ｵﾚﾝｼ）､ 防水ﾚﾍﾞﾙ IPX5

ｻｲｽﾞ： 87.2 x 19(ﾍｯﾄﾞ径） x 17.6(ﾎﾞﾃﾞｨ径）mm、27ｇ（電池含ず） ｻｲｽﾞ： 70x18.5(ﾍｯﾄﾞ径）x15.5(ﾎﾞﾃﾞｨ径）mm、23ｇ（電池含ず）

336600シシリリ－－ズズ
KKLLAARRUUSS ラライイトトのの最最新新モモデデルル。。テテ－－ルルススイイッッチチははどどのの方方かかららもも操操作作ででききまますす。。

驚驚異異のの明明るるささ 33220000ﾙﾙ--ﾒﾒﾝﾝ。。 使使いいややすすいいｻｻｲｲｽｽﾞ゙でで、、11880000ﾙﾙ--ﾒﾒﾝﾝ !!!!
充電池 18650 １本付属（USB充電ｹ-ﾌﾞﾙ付） 充電池 18650 １本付属（USB充電ｹ-ﾌﾞﾙ付）

4段階の明るさ調整、点滅・ＳＯＳ ができます。 4段階の明るさ調整、点滅・ＳＯＳ ができます。

ｻｲﾄﾞｽｲｯﾁ周辺部のLEDの色で電池残量と ﾊﾞｯﾃﾘ-ｲﾝｼﾞｹ-ﾀ-のLEDの色で電池残量と

充電状態がわかります。 充電状態がわかります。

2つの点灯モ－ドが選択できます。 ２つの点灯モ－ドが選択できます。

明るさ ： 15ﾙ-ﾒﾝ(82h）～3200ﾙ-ﾒﾝ（0.75ｈ） 明るさ ： 10ﾙ-ﾒﾝ(200h）～1800ﾙ-ﾒﾝ（1.1ｈ）

最大照射距離 283m、140ｇ（電池含ず） 最大照射距離 246m、113ｇ（電池含ず）

ｻｲｽﾞ： 153 x 41(ﾍｯﾄﾞ径） x 27.2(ﾎﾞﾃﾞｨ径）mm ｻｲｽﾞ： 142 x 29(ﾍｯﾄﾞ径） x 27(ﾎﾞﾃﾞｨ径）mm

360X３ ： \16,400（税込み） 360X1 ： \13,600（税込み）

SSTT1100SSTT1155RRSSTT1155

336600 XX 33

336600 XX 11
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商商品品保保証証ににつついいてて
お買い上げ後1年以内に限り、自然発生の故障が生じた場合には無償にて修理させていただきます。
なお、保証は日本国内で販売された商品にのみ適用されます。またこの場合、保証書にお買い上げ年月日
販売店名、販売店様名の「印」がない場合は無効です。保証書がない場合、購入時の領収書等の提示が
あれば、保証の適用を受られることとします。詳しくは保証書または取扱説明書の「保証規定」をご参照ください

・掲載商品の仕様、価格は予告なく変更されることがあります。

・掲載商品の色等は、印刷の状態により、実際の色とは多少異なる場合があります。

・掲載商品は、諸般の都合により予告なく生産中止される場合があります。

・価格はすべて希望小売価格です。

おお問問いい合合わわせせ、、おお求求めめはは

SSIILLVVAA SSwweeddeenn AABB 正正規規代代理理店店
SSIILLVVAA SSwweeddeenn AABB 株株式式会会社社ノノルルデデイイッッククススポポ－－ツツ
Tel : +46(0)8 623 43 00 372-0021 群馬県伊勢崎市上諏訪2112-19 ｾﾋﾟｱ 1st ﾋﾞﾙ 102

info@silva , www.silva.se TEL： 0270-27-9505 , FAX： 0270-24-2498
info@nordicsp.com , www.nordicsp.com


