
HSK 東田商工株式会社
防災用ライトカタログ



イクシンライト （旧スミスライト）
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ライトタイプ
充電ＤＣ

明るさ（ルーメン）

充電時間

稼働時間

本体は頑丈な ABS 樹脂製
両面 LEDライト使用（IN2400L は片面のみ、明るさ調整が可能）

ヘッド部（ライト部）は 60 度傾けることが可能

バッテリー収納式なので、持ち運びやすい

UV耐候性、塩耐性があり、防水基準 IPx65
2 段可変高式

低バッテリー容量を知らせる警報＆ランプ付き

セッティングや使用方法が簡単。どなたでもご使用いただけます

本製品は普段の夜間作業のみ
ならず、災害時における非常
用のライトとしてもお使い頂
けます。また、付属の車用充
電器を使えば、車からも充電
することが可能です。さらに
IN1200L シリーズにはフラッ
シュ機能も付いていますの
で、周囲への注意を示すこと
も出来ます。災害時の備えと
してオススメします。



HSK LED スーパームーン ( バルーンライト )

２

LED ライトを使用したバルーンライト
LED ライトを使用している為、長期間ライト交換無しで使用可能

また消費電力も少なくすみます (LED ライトの特徴として )

明るさも 24000 ルーメンと高輝度。周囲を優しく照らします

バッテリユニット（発電機）を使用すれば、屋外作業にも使用可能
防水：IPx44

セッティングや使用方法が簡単。どなたでもご使用いただけます

本製品は普段の夜間作業のみ
ならず、災害時における非常
用のライトとしてもお使い頂
けます。また 24000 ルーメン
の明るさでも、バルーン内で
投光しますので、周囲にたい
して優しい光となります。
充電式ではありませんが、
IPx44 の防水力がありますの
で、別途発電機を使用しなが
ら野外での使用も可能です。

ライトタイプ
明るさ（ルーメン）
使用環境（温度）

照射角度
防水

バルーン直径（cm）
最小高さ（cm）
最大高さ（cm）

約120
Φ130

型式 HSK-LSM1
100 - 240 Volt / 60 - 50Hz

約200

電源
消費電力 240Watt (40W × 6)

COB( 集積型)LED × 6

IPx44
100° - 120°

24000
-25℃ - +60℃

製造 東田商工オリジナル



HSK LED ラウンドバー / バッテリー
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ライト部分は、LED を使用しており、長期間交換せず使用可能です
また、消費電力も少なくてすみます

シンプル設計ですので、簡単に設置出来、誰でもすぐに使用可能です

明るさも 1500、9000 ルーメンと高輝度です（機種によって変わります）

充電式バッテリー版は屋外作業時に電源を気にせず使用可能です
三脚を調整することで、ライトの高さを変えることが出来ます

写真の左が「HSK-L120B」、右が「HSK-L120F」(5m電源コード付き )

本製品は普段の夜間作業のみ
ならず、災害時における非常
用のライトとしてもお使い頂
けます。また、「HSK-L120B」
付属の車用充電器を使えば、
車からも充電することが可能
であり、夜間や光の届かない
場所、屋外での作業において
も便利に使用可能です。
「HSK-L120F」は連結用のコ
ンセントが付いていますの
で、数台のラウンドバーを同
時に使用可能です。

ライトタイプ
電源ＤＣ
電源ＡＣ

明るさ（ルーメン）

稼働時間（時間）

防水・防塵

本体奥行き（mm）
本体横幅（mm）
ライト部高さ（mm）

ライト部直径(mm)

20 20
20 20

型式 HSK-L120B HSK-L120F
約5 約5
160 160

重量（kg）

75 75

90003000
ＬＥＤ ＬＥＤ

IPx54 IPx54
100-240Ｖ 100-240Ｖ
12/24Ｖ

バッテリー
充電に依存

3-6

電源状態に
依存

東田商工
オリジナル

東田商工
オリジナル

製造



HSK サーチ 80
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ライト部に LED を使用しているサーチライト
LEDライトを使用している為、長期間交換せず使用可能です

LEDライトの特性から、消費電力も少なくてすみます

シンプル設計ですので、簡単に短時間で設置可能

明るさも 8800 ルーメンと高輝度
本体部：ASA + アルミニュウム合金

本製品は東田商工オリジナルのサー
チライトです。
明るさも LEDライトを使用し、照射
角度も 120 度まで広くし、より明る
く、より遠くへ光源が届くよう設計
されています。
明るさは 8800 ルーメン。
消費電力は 80 ワット。
また連続点灯時間は 50000 時間と長
時間の連続点灯も可能。
非常時、災害時などにも、便利良く
お使い頂けます。

中国製造国

ライトタイプ
使用可能温度(℃)

明るさ（ルーメン）
防水・防塵

本体部

ＬＥＤ

ASA + アルミニュ
ウム合金

照射角度（度）
奥行き（mm）
横幅（mm）
たて（mm）

消費電力（Watt）
250
330

型式 HSK-S80
AC100、200

80
電源（Volt）

158
120

-20 - 45

8800
IPx65



Cam-LED　T-26
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本製品は、録画（静止画・動画）機能付きの LEDライト
赤外線ナイトビジョンで、暗がりでもしっかり録画可能

ライト部はHigh ～ Low 、フラッシュの切り替えが可能

フォーマットは動画が AVI、静止画が JPEG で汎用性有り

本体はアルミニュウム製
充電式リチウムイオンバッテリーを使用

8GB のマイクロ SDカード使用可能

専用ストラップ付き

本製品はカメラ機能がついた
LEDハンディライトです。暗
がりでも撮影可能な「ナイト
ビジョン」を搭載し、動画、
静止画の撮影が可能、またマ
イクも内蔵されています。
バッテリーも充電式リチウム
電池を使用していますので、
コストを低く抑えられます。
警備をする際や、警察、消防 
等、いざという時役立ちます。

フォーマット
動画解像度
ピクトピクセル

充電時間

バッテリー

明るさ(ルーメン)
ライト点灯時間
ライトタイプ

High:2h、Low:24h、フラッシュ:4h

High:600Lm ～ Low:10Lm

型式 CL-T-26
約600g（充電池含む）

Cree XR-E LED

重量
全長 26.6cm

動画:AVI、静止画:JPEG
４～５時間

充電式 Li-ion 3.7v
4000mAh (26650)

1.3MP CMOS (640 x 480)
1600 x 1200

製造 東田商工オリジナル



HSK　T11
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本体はアルミニュウム製で軽量
最大 205Lm～ 45Lmで３段階の調整が可能

SOS 発光、フラッシュ点滅（ストロボ）機能付き

ボタンひとつで、点灯～消灯までの調整可能

専用ホルスター付き、持ち運び・携帯に便利
IPｘ6相当の防水機能

フィルター（赤、青、緑）付き

手のひらで持つと丁度良い大
きさ。適度に凹凸があること
で、持ち易くなっています。
本体はアルミニュウム製、軽
量なので常時携帯してもスト
レスを感じません。また、専
用ホルスターが付属されてい
ますのでさらに携帯性がアッ
プします。SOS、ストロボの
フラッシュ機能を搭載。
カラーフィルター（赤、青、緑）
も付属されています。

防水機能
充電時間

バッテリー

ライトタイプ

ライト機能
３段階（High、Mid、Low）、

SOS、ストロボ

明るさ(ルーメン)
High:205Lm、Mid:105lm、

Low:45Lm

LED：Cree XP-G R5

IPｘ6

HSK T11
約96g（充電池含む）重量

全長 10.8cm

製造 東田商工オリジナル

約1.5時間 (フル充電)

充電式 Li-ion 3.7v
16340 (RCR123A)

直径 2.75cm

型式



HSK LED ワークライト
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透明ポリカーボネイト製チューブに、ゴム製カバー
ボディー部に 30 個の高輝度 LED 搭載

底部には磁石がついていて、色々な場所に取り付け可能。作業時に便利

3.7V1800MAH Li-ION バッテリーを使用

AC/DC 充電器、シガレットアダプター付
過充電防止装置付き

通常は頭部のライト部を使
い、作業時には本体を引き伸
ばし、内蔵されている 30 も
の LED ライトで、より明るく
照らす事が出来ます。また、
底部には磁石を配置し、ワー
クライトを鉄壁や金属部分に
取り付け可能。両手がフリー
になるので、手元の作業時に
重宝します。バッテリーは充
電式 Li-ION バッテリーを搭
載していますので、経済的で
災害時にも、お役に立ちます。充電時間

点灯時間

ライトタイプ

ライト機能 2段階（High、Low）、ストロボ

明るさ(ルーメン) 215lm(ボディ部)

白色高輝度LED

約48時間（頭部のみ点灯時）
約７時間（全点灯時）

型式 HSK-WL806B
約430g重量

製造 東田商工オリジナル

約252mm
(ボディ部収納時)

約380mm
(ボディ部引き伸ばし時)

直径
約75mm (最大部)
約55mm (持ち手部)

全長

約７～８時間
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<本社 >

大阪市浪速区桜川 3-3-9

TEL：06-6562-5231

FAX：06-6562-5234

< 東京営業所 >

東京都新宿区三栄町 6 オグラビル 205

TEL：03-6380-1455

FAX：03-6380-1456

東田商工株式会社
【お問い合わせ先】

＜ＭＥＭＯ＞


