
SILVA ハイパワ－ヘッドランプ

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。
ここでのヘッドランプは、あくまでも軽く、そして明るくを徹底的に追求した結果のものです。

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
以下のライトはすべてバイクアタッチメント付きで本格的に自転車でも使用できます。
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フラッグシップモデルです。

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ルメットに取付ても使えます。
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。

防水レベル ： IPX6， 明るさ ： 400（ﾄﾚｲﾙｽﾋﾟ-ﾄﾞ）、500(ﾌﾟﾗｽ）、660ﾙ-ﾒﾝ（エリ－ト）

トレイルスピ－ド トレイススピ－ドプラス トレイルスピ－ドエリ－ト

気軽に使える、単3電池仕様 この軽さに脱帽 !!。
３段階の明るさ調整＋点滅できます。 付けていることを忘れるくらいです。

ﾊﾞｯﾃﾘ- ： トレ－ルスピ－ド；単三乾電池 (ﾓﾆﾀ-用4本付き），プラス／エリ－ト； リチウムイオン充電池（１ケ付き）

使用時間 ： ﾄﾚ-ﾙｽﾋﾟ-ﾄﾞ，15（明るさ最小）～２（明るさ最大）、プラス ； 6（明るさ最小）～1.5（明るさ最大）、エリ－ト ； 10（明るさ最小）～2.5（明るさ最大）

光の到達距離＆明るさ ： トレ－ルスピ－ド，最長85ｍ（400ﾙ-ﾒﾝ）、プラス，最長80ｍ(500ﾙ-ﾒﾝ）、ｴﾘ-ﾄ，最長90ｍ(600ﾙ-ﾒﾝ）

ただし、電池の消耗によりこの距離は変わってきます。

防水ﾚﾍﾞﾙ ： ＩＰＸ６, 材質 ： ABSプラスチック 37310-3 トレイルスピ－ド ： オ－プン価格

サイズ ： 45 x 55 ｘ 38mm（ランプボディサイズ）, 37310-4 トレイルスピ－ド エリ－ト ： オ－プン価格

ランプ重量 62g（電池含まず） 37310-5 トレイルスピ－ド プラス ： オ－プン価格

バイクライトとしての使い方
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 ヘルメット装着例（シングルトラック）
脱着もワンタッチで、ヘッドランプとの
兼用にもすぐに対応できます。

インテリジェントライトの光の広がりかた
左のように通常のライトより横に広く広がります。

山を下る時の走りに特に有効です。
また、それを示す為に本体や、パッケ－ジに以下の
ようなマ－クが付いています。(ﾄﾚ-ﾙﾗﾝﾅ- & ﾆﾉｯｸｽ）

通常のヘッドランプ SILVA ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝﾄﾗｲﾄ

- 10 -



SILVA ヘッドランプ

37314-1／2 ティッピ 37405／エクスプロ－ラ－(ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝﾄﾗｲﾄ）
取り外してﾄ-ﾁﾗｲﾄにもなる便利なヘッドランプです。 白LEDの他に、様々な用途に使える、赤／ｵﾚﾝｼﾞLED装備

2段階の明るさ調整可。点滅機能があります。20ﾙ-ﾒﾝ 軽さ、コンパクトサイズ、明るさのバランスが絶妙のヘッドランプです。

38 x 23 x 32 mm , 82g (電池含む）, ﾓﾆﾀ-単4電池 3本付 2段階の明るさ調整可＋点滅機能。60ﾙ-ﾒﾝ。しかもＩＰＸ７の防水レベル

電池寿命 : 80時間(最小ﾓ-ﾄﾞ）/40時間（最大ﾓ-ﾄﾞ） 61 x 39 x 32 mm , 42g (電池含む）, ﾓﾆﾀ-単3電池 1本付

37314-1(ｸﾞﾘ-ﾝ）, 37314-2(ｵﾚﾝｼﾞ) ，防水レベル：IPX4 電池寿命 : 10時間(最小ﾓ-ﾄﾞ）/3時間（最大ﾓ-ﾄﾞ）, 電池容量モニタ－付き

\3,500 （税抜き） \6,300 （税抜き）

レンジャ－アテックス（ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝﾄﾗｲﾄ）
高輝度LED 5ケ使用。3段階の明るさ調整可。点滅機能があります。

30ル－メン。強化ABSプラスチックのタフボディ

照射距離 30ｍ、驚異の防水機能 ＩＰＸ７ !!

単３電池 １本で20時間使用可能の長寿命設計

ヘルメットアタッチメント、ﾓﾆﾀ-電池付

68 x 51 x 35 mm , 75g (電池含む）

電池寿命 : 20時間(最小ﾓ-ﾄﾞ）/3時間（最大ﾓ-ﾄﾞ）

防爆認証 ： Ex II 3G ic IIB T4 Gc

防爆仕様ライト!! 37242-3 ﾚﾝｼﾞｬ-ｱﾃｯｸｽ ：\7,800(税抜き）

37242-3 レンジャ－アテックス

トレイルランナ－II／トレイルランナ－II USB（ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝﾄﾗｲﾄ）
ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝﾄﾗｲﾄ パワ－LED ２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。

140ﾙ-ﾒﾝ、照射距離 45ｍ

電池寿命 : 24時間(最小ﾓ-ﾄﾞ）/3時間（最大ﾓ-ﾄﾞ）

ライト角度変更可能。防水IPX6

ﾄﾚｲﾙﾗﾝﾅ- II ： 単4電池 3本(ﾓﾆﾀ-電池付）

ﾄﾚｲﾙﾗﾝﾅ- II USB ： ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ充電池 １本付

65 x 44 x 35mm , 90g , （電池含まず）

37241-1 ﾄﾚｲﾙﾗﾝﾅ-II ： \10,300 (税抜き）

37401 トレイルランナ－II 37241-2 ﾄﾚｲﾙﾗﾝﾅ-II USB ：\13,000（税抜き 37401-2 トレイルランナ－II USB
'13 ﾄﾞｲﾂｱｳﾄﾄﾞｱｼｮ- スカンジナビア Award 獲得 !!

クロストレイル II (ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝﾄﾗｲﾄ）
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。

ハ－ドなｽﾎﾟ-ﾂや、ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ 達に。2段階の明るさ調整可＋点滅機能付き

さらに、ワイドビ－ムで広角に照らすことができます。

２５０ﾙ-ﾒﾝの明るさは、トレイルランニング等のスポ－ツで圧倒的な存在感を示します。

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＆バイク アタッチメント, 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ＩＩ の機能を楽しむことができます。

39024 クロストレイル II 75 x 52 x 45mm, 145g, （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 ： \16,000（税抜き）
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コク－ンタイプ
以下のように、ランプベルトに付いているバックに、ランプ、ベルトとも収まってまゆ（コク－ン）の様になります。
防水レベルは「ＩＰＸ７」で、厳しい環境の中でも使用できます。さらに軽く、長時間使えます。

オ－ツ II （コク－ンタイプ ）
明るさ、防水、電池寿命すべてにバランスのとれた、ｵ-ﾙﾊﾟ-ﾊﾟｽなヘッドランプです。

高輝度LED 1ケ使用。明るさ ： 70ﾙ-ﾒﾝ（高輝度LED 1ケ）

2段階の明るさ調整＆点滅機能付き。照射距離 ： 30ｍ ，防水レベル：ＩＰＸ７

ライト角度変更可能。 64 x 43 x 32 mm , 87g (電池含む）

電池 ： 単4 3ケ（ﾓﾆﾀ-用電池付属）、電池寿命(時間） : 90ｈ(最小ﾓ-ﾄﾞ）/30ｈ（最大ﾓ-ﾄﾞ）

37402(ｵ-ﾂＩＩ） ，\6,500 （税抜き）

37402 オ－ツII
ニノックスII
インテリジェントライト !!（以下に説明されています。）

強さと明るさを兼ね備えた、ヘッドランプです。

赤色ＬＥＤで、プロユ－スにも対応できます。

明るさ ： 140ﾙ-ﾒﾝ

ﾊｲﾊﾟﾜ-LED 1ケ，高輝度 LED 1ケ，赤色LED 1ケ

３段階の明るさ調整＆点滅機能付き

照射距離 ： 45ｍ、防水IPX７

ライト角度変更可能。

67 x 45 x 40 mm , 90g (電池含む）

電池 ： 単4 3ケ（付属）

39025 ニノックスII 電池寿命(時間） : 90ｈ(最小ﾓ-ﾄﾞ）/48ｈ/30ｈ（最大ﾓ-ﾄﾞ）

39025 (ﾆﾉｯｸｽII） \9,800 （税抜き）

インテリジェントライトの光の広がりかた
左のように通常のライトより横に広く広がります。
また、それを示す為に本体や、パッケ－ジに以下の
ようなマ－クが付いています。(ﾄﾚ-ﾙﾗﾝﾅ- & ﾆﾉｯｸｽ）

通常のヘッドランプ SILVA ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝﾄﾗｲﾄ

KLARUS LED フラッシュライト
アクセサリ－
リモ－トスイッチ

TR10 TR11 TR12 ED10 取り付け例
XT10, XT11, XT20用 XT1A, XT1C, XT2A 用 XT2C用

\2,900 (税抜き) \2,900 (税抜き) \2900 (税抜き)

XT11用フィルタ－
ﾒﾀﾙｶﾞﾝﾏｳﾝﾄ 左記４色あります。

\2,300 (税抜き） \1,700 (税抜き)

自転車用マウント

\800 (税抜き)
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