SILVA バイク用 LED ライト
SILVA は近年、エコブ－ムに対応した物づくりも進めていて、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。
ＳＩＬＶＡバイクライト／ヘッドランプのフラッグシップモデルです。明るさはなんと1300ﾙ-ﾒﾝ !!
またエマ－ジェンシ－モ－ドでは、1600ル－メン（５秒間）の光を発します。

バイクライト： エクシ－ド Ｘ、エクシ－ド ＸＴ（ｵ-ﾌﾟﾝ価格）

エクシ－ド Ｘ(37441）

ｴｸｼ-ﾄﾞ ＸT（37407）

バイク取付例(ﾄﾚ-ﾙｽﾋﾟ-ﾄﾞ）

インテリジェントライト、ハイパワ－LED 1ケ＋ﾜｲﾄﾞﾋﾞ-ﾑ 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。
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。
明るさ ： 1300ﾙ-ﾒﾝ（最大）、ﾜｲﾄﾞﾋﾞ-ﾑで近場も明るく照らせます。
照射距離 ： 160ｍ（最大）、ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ充電池付（USB 充電）
防水機能は、ＩＰＸ６ 。 ﾍﾙﾒｯﾄ＆ﾊﾞｲｸｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ 付き
76 x 62 x 50mm, 149g, （電池含まず）
電池寿命 : ｴｸｼ-ﾄﾞＸ 3.5時間(最小ﾓ-ﾄﾞ）～1.25時間（最大ﾓ-ﾄﾞ）
電池寿命 : ｴｸｼ-ﾄﾞＸＴ 10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 X）、10時間（ｴｸｼ-ﾄﾞ XT）
ﾍﾙﾒｯﾄ取付例(ﾄﾚ-ﾙｽﾋﾟ-ﾄﾞ)

バイクライト： トレイルスピ－ド，トレイルスピ－ド, プラス／ エリ－ト，クロストレイル ＩＩ
このコンパクトサイズからは想像もつかないほど、息をのむような明るさのハイパワ－ＬＥＤ（２灯）
軽さ（６２ｇ）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。

アタッチメントが簡単に交換できて、バイクライトでもヘッドランプでも完璧に機能します。
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。
共通仕様 ： 防水レベル ＩＰＸ６, 45 x 55 ｘ 38mm（ランプボディサイズ）, 重量 62ｇ

トレイルスピ－ド
使いやすい乾電池仕様
明るさ 400ﾙ-ﾒﾝ
光の到達距離 80ｍ
37310-3 ﾄﾚｲﾙｽﾋﾟ-ﾄﾞｴﾘ-ﾄ ： ｵ-ﾌﾟﾝ価

トレイルスピ－ド プラス
USB充電(ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ充電地）

トレイルスピ－ド エリ－ト

明るさ 500ﾙ-ﾒﾝ。
光の到達距離 80ｍ
37310-5 ﾄﾚｲﾙｽﾋﾟ-ﾄﾞｴﾘ-ﾄ ： ｵ-ﾌﾟﾝ価格

USB充電(ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ充電地）
明るさ 660 ﾙ-ﾒﾝ。
光の到達距離 85ｍ
37310-4 ﾄﾚｲﾙｽﾋﾟ-ﾄﾞｴﾘ-ﾄ ： ｵ-ﾌﾟﾝ価格

ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝﾄ パワ－LED 1ケ＋ﾜｲﾄﾞﾋﾞ-ﾑ 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。
3段階の明るさ調整可＋点滅機能付き
明るさ ： 250ﾙ-ﾒﾝ、ﾜｲﾄﾞﾋﾞ-ﾑで近場も明るく。
照射距離 ： ８５ｍ（最大）、単三電池４本（ﾓﾆﾀ-用電池付き）
防水機能は、ＩＰＸ６ 。 ﾍﾙﾒｯﾄ＆ﾊﾞｲｸｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ 付き
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）
39024 クロストレイル ＩＩ ： \16,000（税抜き）

ヘッドランプとしてのトレイルスピ－ド

クロストレイル II

-8-

SILVA バイク用 LED ライト
バイクライト ： ベロ
スポーツバイクライトとして、必要 充分な機能を持ったライトです。
明るさ、電池寿命、防水レベル、使いやすさ など、コストパフォーマンスが自慢です。
お洒落なデザイン、ワンタッチでライトが外せるアタッチメント。
LEDは、「赤LED」付きで、3段階の明るさ調整の他に、非常時の点滅もできます。
防水ﾚﾍﾞﾙは、IPX7で雨でも安心です。
使用時間 ： 90h / 48h / 30h (明るさ 最小/中位/最大）
明るさ ： 110ﾙｰﾒﾝ ，最大照射距離 ： 40m ，防水レベル ＩＰX７
LED ： 高輝度LED 2pcs , ﾊﾟﾜ-LED 1pcs , 赤LED １pcs

37246-3 ベロ

サイズ ： 64 ｘ 41 x 32ｍｍ，重量 80ｇ（電池含む）
セット内容 ： ヘッドランプ、ブラケット、単４電池 3本付き
￥6,900（税抜き）

バイクライト，シミ
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 ： 37304-1(ｸﾞﾘ-ﾝ），37304-2（ﾀｰｺｲｽﾞ）
： 37304-3（ﾊﾟｰﾌﾟﾙ），37304-4（ｸﾞﾚｲ）
シミ 赤色LED ： 37303-1(ｸﾞﾘ-ﾝ) ，37303-2（ﾀｰｺｲｽﾞ）
： 37303-3（ﾊﾟｰﾌﾟﾙ），37303-4（ｸﾞﾚｲ）

シミ 各色

￥1,500（税抜き）

汎用ライト，タイト ： 2011年ﾄﾞｲﾂ ｱｳﾄﾄﾞｱｼｮ- Industry Award 獲得 !!
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。

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

使用時間 ： 100h / 30h (点滅／点灯）

タイト 白色LED ： 37301-１，タイト 赤色LED 3730１-2

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

￥1,500（税抜き)

白色LEDと、赤色LEDがあります。

ﾀｲﾄﾍﾟｱ ： 赤＆白 各１ケ、￥2,900（税抜き)

ﾀｲﾄ取付例

ﾀｲﾄ使用例
ヘルメット取付例
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