Innovative Lighting Solutions

スミスライト“IN”series
IN120LB-R-EML
Industrial
Part of the Beaver Group of Companies

前面はLED照明と背面は誘導灯を兼ね備えた最新モデル

The SmithLight
IN120LB-R-EML model is a new design
スミスライト
IN120LB-R-EMLは
incorporating a dual purpose light head. The front of the light
バッテリーを搭載したLED照明で、電源の確保できない場所で使用
head has 144 LED’s for a strong, white work light. The back of
できます。また、背面には誘導灯を備え、イベントや交通整理などの
the light head features LED’s with 4 Signal Light Functions, Red
誘導灯としてご利用いただけるスミスライトの新製品です。

‘X’, Green arrows for Ahead, Right and Left, these can be set in
constant or flashing modes
前面はLED照明として最長連続26時間点灯。

背面は誘導灯として最長連続72時間点灯。
This safe, portable and fully rechargeable lighting
system has many applications in Emergency
両面同時使用で最長連続20時間点灯可能。

Sturdy carry handle
頑丈なキャリーハンドル
with locking button

Services, Rail and Road Maintenance,
Construction
Sites, Mining, Traffic
IP65等級の防塵防水規格を持ち、雨天でも、
Co-ordination,
Military and Marine.
乾燥した場所でも使用可能です。
The innovative Australian design
of these lights makes them as
*伸縮が可能なアームで２段階の高さ調整
easy to use as a carry case.
*前面60°まで傾けられるライトヘッド
Simply press the locking
*放電の少ない鉛蓄電池を使用。
緊急時の停電対策としてもご利用可能です。
button on the handle,
*使用時に音が出ないため使用場所を限定し
lift the light head
ません。
and operate.

Rubber seal
本体をラバーコートで
守ります
around lid
Very
low heat level
1080LMの明るさで
is
generated by the
照らします。
light source

Flashing mode
点灯/点滅ができ、
点灯時間は最長
for emergencies
26時間です。
Lens
is made from
レンズは強度と柔軟
strong, durable
性を兼ね備えた
ポリカーボネート
polycarbonate

Light
head
前面60度まで
tilts
to 60°
傾けられます。

Aircraft grade
aluminium
航空機に使われるアルミ
extension
arms
を使用した２段階伸縮ア
ーム。
お好きな高さでご利用くだ
Light head adjusts to
さい。

All
manual operating
メインスイッチ、切替ｽｲｯﾁ
はライトの下部にあります。
switches
are located
under the light head

2 height positions

背面には誘導灯

本体の材質はＡＢＳ7
UV and salt
47。車のバンパーに
water resistant
も使用されている素
材です。

IP65
rating, able
IP65の防塵防水規格でバ
ッテリーとLEDは守られてい
to
operate in most
ます。
environments
強度と柔軟性があるため
The body of
多くの建設、土木現場で
the light is
使用されています。

manufactured from
automotive type
ABS PA-747

4背面には誘導灯として
signal light functions
Red
‘X’,
赤 「×」
Green
Arrows, Ahead,
緑 「↑」「→」「←」
Right
& Left
の点灯と点滅が可能です。

Charging cables
充電用コード類は本体内部
に付属しています。
stored in internal
compartment

ラバーコートされた底部分
Non-slip rubber sole

fitted to base for added
protection & stability

Remote Control
unit included

www.smithlight.com

充電残量を示すインジケー
Low battery alarm
タつきで、使用中にも残量
and LED charge level
が確認できます。
indicator for battery

protection

リモコンで照明の切替と
誘導灯の切替が可能です。
照明-点灯/点滅
誘導灯-点灯/点滅
赤 「×」
緑 「↑」「→」「←」

BEAVER INTERNATIONAL GmbH

背面は× ↑→←を表示（点灯と点滅が可能です。）

IN120LB-EML Specifications

GREEN
ARROW
↑（緑色）
AHEAD

RED X
×（赤色）

GREEN
ARROW
→（緑色）
RIGHT

仕様
Specifications IN120LB-R-EML

334mm

重量
Gross weight

12.8
kg
10.8kg

Rated power
消費ワット数

12W

LED
Number of LED’s

ヶ （前面部）
144pcs
for lighting

Lumens** (lighting side)
明るさ（照明部）

1080lm

明るさ（誘導灯部）
LED Intensity (signal side)

赤 28cd - Green
17cd - Red,
緑

視野角（誘導灯部）
Viewing angle (signal side)

>120°

色温度（照明部）
Colour temperature (lighting side)

6000-7000K

Working voltage
電圧

12VDC

バッテリー
Battery type

VRLA

Battery capacity
電流

18AH

220mm

580mm

閉時（側面）
Side View

閉時（正面）
Closed

バッテリーサイズ
Battery dimensions

180 x 155 x 75mm

点灯時間(時間）
Battery run time (fully charged)

24-26
(前面時)
(背面時)
20H (two
sides)70-72
72H (signal
side
24H (lighting
18-20
(両面時)side)

充電時間（時間）
Battery charging time

18-20
20H

スタンバイモード待機可能時間（日）
Standby time

日
20 - 45 days

充電方法
Charging method

AC or DC

入力電圧
Charging input

AC100/110/240V, DC12/24V

Outside material
外装部材（青色部）

ABS PA-747

レンズ部材
Lens material

ポリカーボネート
Polycarbonate

保管温度/湿度
Storage temperature & humidity

-15°C to 40°C, 5 - 95%

使用温度/湿度
Operating temperature & humidity

0°C to 40°C, 5 - 80%

Protection grade
防塵防水規格

IP65

*点灯時間、充電時間、待機時間はバッテリーの状況により変わります。ご注意ください。
** Lumen Rating at source
* Ratings based on theoretical values for Single Light Head use.
*なお仕様は2014/11/1時点のものであり、予告なく変更される場合がありますのでご注意ください。
All data are calculated based on operation temperature at 25°C
*保管温度、使用温度、湿度の範囲外での使用や保管は本体の劣化を早めたり、使用できなくなる可能性があるのでご
注意ください。

Accessories

GREEN ARROW
←（緑色）
LEFT

All Accessories are sold as seperate items

Charging Base Module
製品に関するお問い合わせは下記までご連絡をお願いいたします。

1120mm
908mm

Fully Extended
開時（最大）

半開時
Half
Extended

*本体下部にアタッチメントは取付できません。ご注意ください
。

Emergency Services Lens Covers

Product Code: SL-CB-001

Product Codes:

Description: When the SmithLight
model type “EML” is attached to the
charging base, it can be mounted
to a wall bracket or easily moved
around on its swivel casters. It can be
retrofitted to a vehicle and hard wired
into the 12/24V power supply.

SL-IN-LEN-STOP, SL-IN-LEN-POL, SL-IN-LEN-POLI
Description: Coloured lens in 3 types, Stop, Police
and Polizei. These lenses are made from durable
polycarbonate and are easily attached to the light
head.

Wiring kit supplied with charging
base.

スミスライトの保証期間は１年間です。
バッテリーも保証の対象です。

NOTE: The Charging Base accessory is only compatible with
SmithLight model type “EML” that are fitted with a female
base charging mechanism.

www.smithlight.com

