
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
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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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