SILVA LED ヘッドランプ マルチ
SILVA は近年、エコブ－ムに対応した物づくりを進めていて、ここに上げるＬＥＤライトもその
指向が反映されています。おしゃれなデザインと機能性は様々な場面を演出します。
ここで紹介するＳILVA ヘッドランプは、ヘッドランプ，バイクライト, ヘルメット取付など ユーザーの用途に
合わせて様々に使うことができます。ハイスペックのエクシードは最大1500ルーメン、緊急時には
2000 ルーメンの光を発することができます。（すべてインテリジェントライト仕様、11ｐ参照）

エクシ－ド シリ－ズ

エクシ－ド２Ｘ

バイク取付例

エクシ－ド２ＸＴ

ハイパワ－LED 3ケ使用。フロ－ライト機能で、使用場面に合わせて、近場から遠くまで光の照射範囲を調整できます。
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 ： 2000ﾙ-ﾒﾝ（非常時）, 通常時 80～1500ﾙ-ﾒﾝ 、照射距離 ： 42～175ｍ（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 ： ｴｸｼ-ﾄ2X 20時間(最小ﾓ-ﾄﾞ）～1.15時間（最大ﾓ-ﾄﾞ）、ｴｸｼ-ﾄ2XT 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 ２X）、10時間（ｴｸｼ-ﾄﾞ ２XT）、 サイズ： 76 x 62 x 50mm, 149g, （電池含まず）
小売価格

37634 ｴｸｼ-ﾄﾞ2X ： \33,00

37635 ｴｸｼ-ﾄﾞ2XT ： \39,000（税抜き）

トレイルスピ－ド３X , 3XＴ
軽さ（90ｇ）と明るさが見事に調和した、ＳＩＬＶＡバイクライト＆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。
バイクライトとして使う場合、取付取り外しはワンタッチ、上部のベルトをハンドルに巻き付け本体下部に引っかけて使います。
明るさ ： 80～800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３Ｘ , 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３ＸＴ 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, 90g, （電池含まず）
小売価格
37638 ﾄﾚ-ｽｽﾋﾟ-ﾄﾞ３X ： \19,000， 37673 ﾄﾚ-ﾙｽﾋﾟ-ﾄﾞ３ＸＴ ： \24,000（税抜き）

ﾄﾚ-ﾙｽﾋﾟ-ﾄﾞ ３

ﾍﾙﾒｯﾄ取付例

ﾄﾚ-ﾙｽﾋﾟ-ﾄﾞ３XT

クロスロレイル ３
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 ： 100～400ﾙ-ﾒﾝ、 3段階の明るさ調整可＋点滅機能付き
フローライト機能により、手前から遠くまで光の幅が変わります。
照射距離 ： 50～120ｍ（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＆ﾊﾞｲｸｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ 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）
37535 クロストレイル ３ ： \16,000（税抜き）
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SILVA ヘッドランプ ランナー
SILVA は様々なランナーからのアドバイスを元に、軽く使いやすいヘッドランプの開発を目指して
たゆまぬ努力を怠りません。また、そこにはおしゃれなデザインも忘れません。
ここで紹介されているものは、それらを徹底的に追求した結果のものです。
SILVA ヘッドランプは、全てが「インテリジェントライト」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、手前を広く、明るく照らすように調整してあるので、例えばトレイルランで坂道を走る時
走る周囲を広く、明るく照らしてくれるので、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。）

トレイルスピ－ド Ｘ ，3ＸＴ
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。
取付、取り外しはワンタッチ、上部のベルトをハンドルに巻き付け本体下部に引っかけて使います。(ﾊﾞｲｸﾗｲﾄとして使用時）
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3XT 10時間(最小ﾓ-ﾄﾞ）～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 (3XT)
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。

ヘルメット取付
トレイルスピ－ド X
USB充電(ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ充電池）
明るさ 150～400ﾙ-ﾒﾝ
光の到達距離 80ｍ
37414 ﾄﾚｲﾙｽﾋﾟ-ﾄﾞ ： \19,000

トレイルスピ－ド 3XT
USB充電(ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ充電池）
明るさ 80～800ﾙ-ﾒﾝ。
光の到達距離 130ｍ
37637 ﾄﾚｲﾙｽﾋﾟ-ﾄ 3XT ： \26,000

自転車取付

トレイルランナ－3／トレイルランナ－3X
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 ： 50～250ﾙ-ﾒﾝ、照射距離 20～65ｍ
電池寿命 : 60時間(最小ﾓ-ﾄﾞ）/15時間（最大ﾓ-ﾄﾞ）
ライト角度変更可能。防水IPX5

トレ－ルランナ－３

ﾄﾚｲﾙﾗﾝﾅ- ３ ： 単4電池 3本(ﾓﾆﾀ-電池付）
ﾄﾚｲﾙﾗﾝﾅ- ３Ｘ ： ﾘﾁｳﾑﾎﾟﾘﾏ-充電池 １本付
65 x 44 x 35mm , 12０g、124g (3X） , （電池含む）
37640 ﾄﾚｲﾙﾗﾝﾅ-３ ： \10,300 (税抜き）

トレ－ルランナ－３Ｘ

37641 ﾄﾚｲﾙﾗﾝﾅ-３Ｘ ： \13,000（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
100 ～ 400ﾙ-ﾒﾝ、照射距離 50～120ｍ さらに、ワイドビ－ムで広角に照らすことができます。
フロ－ライト機能、ライト本体を傾けるだけで光が拡がり、水平にすると収束します。
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、バイクアタッチメントに簡単に取付できます。
バイクアタッチメントで、自転車でもクロストレイル３ の機能を楽しむことができます。

クロストレイル ３

75 x 52 x 45mm, 80g, （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）
37535 ｸﾛｽﾄﾚｲﾙ３ ： \14,000（税抜き）
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SILVA ヘッドランプ アウトドア
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。

エクスプロ－ラ－２

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 ： 25～250ﾙ-ﾒﾝ , ３段階の明るさ調整＆点滅機能付き。 照射距離 20～65 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） : 100ｈ(最小ﾓ-ﾄﾞ）/40ｈ/30ｈ（最大ﾓ-ﾄﾞ）、最長部ｻｲｽﾞ 67 x 45 x 42 mm , 86g (電池含む）、電池 ： 単４ ﾓﾆﾀ-電池 3ケ付属
37643 ｴｸｽﾌﾟﾛ-ﾗ-2 ： \ 9,600（税抜き）

Ｒシリ－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。

ＭＲ３５０

ＣＲ２７０
37701 CR270 ： \ 3,300（税抜き）

37699 MR350 ： \ 9,600（税抜き）

ＣＲ２７０
特色
明るさ

ＬＲ５００
37697 LR500 ： \ 14,000（税抜き）

MＲ３５０

ＬＲ５００

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

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

５～７５ m 遠近を幅広く照らします。

50～130 m 遠近を幅広く照らします｡

照射範囲 ３０ ～ ５０ m

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本付属） 25～120時間, 単4 ｱﾙｶﾘ電池（3本付属）4～24時間, 単3ｱﾙｶﾘ電池（4本付属）
サイズ

電池寿命を知らせるｲﾝｼﾞｹ-ﾀ-付き

電池寿命を知らせるｲﾝｼﾞｹ-ﾀ-付き

電池寿命を知らせるｲﾝｼﾞｹ-ﾀ-付き

55 x 45 x 40mm, 88g, （電池含む）

67 x 45 x 42mm, 89g, （電池含む）

72 x 52 x 45mm, 80g,(電池含まず）

防水レベル ＩＰＸ５

防水レベル ＩＰＸ７

防水レベル ＩＰＸ５

インテリジェントライトの光の広がりかた
右のように通常のライトより横に広く広がります。「ﾄﾚﾗﾝ」で山を下る時の走りに
特に有効です。インテリジェントライトを示す為に、全てのパッケ－ジに
その「絵等」が表記されています。

SILVA ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝﾄﾗｲﾄ
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一般のライト

