ベースライト

ULT501-CAMU

充電式 LED COB ウルトラライト

( 角型 MU カメラ付属タイプ）

ULT501-CAGP

ULT501-CA1

( 標準カメラ付属タイプ）

Utility model

LED：10Ｗ COB LED（800lm）
充電電源：AC100 〜 240V 50/60Hz
充電時間：5.5 〜 6 時間（充電中使用可能）
点灯時間：約 2 時間（100%）
約 6 時間（50%）
内臓電池：リチウムイオン 3.7V 4000mAh
防水規格：IP54( 雨の中でも使用可能 )
入力：5V-1A
出力：5V-1A
重量：363g
本体サイズ：H270×W47×D47 ㎜
付属品：AC100V 充電器・USB ケーブル

(GOPRO-HIRO-6
カメラ付属タイプ）

美撮

ULT501-SH ( スマホホルダータイプ）

EKS0267J-SH

Beautifully photographed

スマホホルダータイプ

トルライト / スマホホルダー＆カメラ付き充電式ライトシリーズ

LED：COBLED
明るさ：HIGH/1200Lm
LOW/600Lm
充電電源：AC100 50/60Hz
充電時間：5 時間 ( 充電中でも使用可 )
点灯時間：HIGH（1200Lm）約 3 時間
LOW（600Lm）約 6 時間
重量：710g
本体サイズ：W172×D44×H128 ㎜
内蔵電池：リチウムイオン 12V 2200mAh
充電回数：300 回
防水規格：IP54
入力：AC100-240V
出力：5V−1A
172㎜

裏面

ハンドル
180°可動

側面

128㎜

ON
（HIGH/
LOW 切替）
OFF
スイッチ
充電状態
表示ランプ

USB 充電プラグ
出力 差し込み口

◎ 500ｍ先まで届く光
◎ 超高輝度 COB 使用
◎ 便利な USB 出力付き

黄昏るを撮る

安全を撮る

美味を撮る

美しさを撮る

予定
売
発
7月

47㎜

ライト可動部
マグネット
充電口
無段階調整ロータリースイッチ

SML700-SH

スマホホルダータイプ

予定
売
発
6月

スマホホルダー
ベース

LED：SMDLED
明るさ：メインライト 50 〜 400Lm
トップライト 70Lm
充電電源：AC100 50/60Hz
充電時間：3 時間 ( 充電中でも使用可 )
点灯時間：メインライト 約 3 時間
トップライト 約 8 時間
重量：約 350g
ライトサイズ：畳んで 155 ㎜
：伸ばして 300 ㎜
内蔵電池：リチウムイオン 12V 2000mAh
充電回数：300 回
入力：AC100-240V

TL800-96-SH
スマホホルダータイプ

LED：SMDLED
明るさ：HIGH/800Lm
〜 LOW/50Lm
Ra96 以上
充電電源：AC100 50/60Hz
充電時間：3.5 時間 ( 充電中でも使用可 )
点灯時間：HIGH（800Lm）約 2 時間
LOW（50Lm）約 24 時間
重量：450g
本体サイズ：W75×D100×H220 ㎜
内蔵電池：リチウムイオン 12V 2200mAh
充電回数：300 回
防水規格：IP54
入力：AC100-240V
出力：5V−2A

トルライトは商標登録及び実用新案登録済みの商品です。 トルライトの仕様および外観は、 改良のため予告なく変更されることがあります。 あらかじめご了承ください。

トルライトシリーズはすべて自動車整備、工場、印刷などの現場で使われているプロフェ
ショナル用のライトをベースに撮影機能を追加することで、様々なシーンで美しく記録を
残せるよう作られております。

TL800-96-SH

美しく自撮り

スマホ充電機能付

ULT501-SH

専用カメラ付

Lo 300Lm
Hi 800Lm 照射距離 500ｍ

スマホ充電機能付

警備記録

ULT501-CA1

TL800-96-SH

この商品は元来、ハードな使用に耐
えるタクティカルライトとして開発
いたしました。強硬なフルアルミボ
ディーに到達距離の長い設計の反射
板を採用しております。
強力な明かりで、ガードマン警備、
夜回りやキャンプ、アウトドアーに
最適です。また、本体には 4000ｍ
Ah のリチュームイオン電池を搭載
しており、スマホに給電しながら撮
影ができ、ライトとスマホを片手で
オペレート出来ます。
専用のカメラをセットした
ULT501-CA1 も大変人気です。

Ra96
100 〜
800Lm
6000 〜 7000K
探検記録

Ra75

Ra96

この商品は元来、印刷業務や色の扱いが重要なデザイ
ナーやカラーリストの為に開発された商品です。
Ra96 以上の高演色性能と隅々まで光が回りやすい散
光タイプの明かりで、料理やお肌、ペットの表情を的
確に生き生きと表現
致します。
インスタや YouTube
などの美しい写真や
動画が重要な表現に
なる SNS 系のご使用
に最適です。
また、本体には 5200
ｍAh のリチュームイ
オン電池を搭載して
お り、ス マ ホ に 給 電
しながら撮影ができ
ま す。披 露 宴 や パ ー
ティーの撮影にもお
勧め致します。

シズル感バッチリ！ Ra96 高演色 LED ライト

EKS0267J-SH

スマホ充電機能付

Ra96 高演色 LED 【演色性について】

SML700-SH

演色性とは照明と色に関する専門用語で、照明機器で物体を照らした
時にその物体の見え方に及ぼす光源の性質を言い、太陽の
光（自然光）を基準とし Ra100 で表しています。
より太陽光に近いものほど演色性が高く、数字が低いほ
ど太陽光によって見える色とかけ離れた見え方になりま
す。
例えば、室内の蛍光灯の下で見る服の色と、屋外の太陽
光の下で見る服の色とでは見え方が違うと感じられた事
はございませんか？
それは演色性の違いによるもので一般的に使用されている
蛍光灯の演色性は Ra50 〜 60 位だからです。
さらに現在販売されている LED 電球の演色性は Ra65 〜 80 の
ものが多くなっております。
それでも日常生活では何ら支障有りませんが、演色性が低いと料
理が色褪せて美味しくなさそうに見えてしまったり、服の色が違っ
て見えたり実物と誤差が出てきてしまいます。料理も美味しそうに見せたい！服の色
をイメージと一致させたい！普段から色に敏感でいたい！という方に高演色の LED を
お奨めいたします。

50 〜 400Lm

レンズと照明が離れるので
真下の影が出にくい。

インテリア撮影に最適！

カメラグリップとしても
とても安定します。

Lo 600Lm Hi 1200Lm

It is the best light for taking
釣りのユーチューバー大絶賛！

スマホ充電機能付

SML700-SH 充電式 スリムバー ワークライト
ハンディながら強力なライトで撮影を補佐致します。スリムなボディー
がきっちりホールドし、手振れしにくく盤面の垂直が出しやすいので
歩きながらの撮影などアクティブ派にピッタリです。
ライト部の角度調整やチルトも自由なので、撮影条件に合わせて
ライティングが可能です。
不動産業界のインテリア紹介 youtube を含めあらゆる商品紹
介の動画製作、スチール撮影に活躍致します。

アクティブな撮影にピッタリ！

SML700-SH

強力マグネットが
内蔵されておりま
すのでこんな使い
方も出来ます。

シズル感アップで売上アップ！ オークション商材撮影に最適！

自動車整備業界御用達の充電式
ワークライトです。
強力な光源で、エンジンルーム、
シャシ下回りを映し出します。
お客様に説明したり、問題点を録
画して検討したりで大活躍です。
スマホスタンドにもなりますので
キャンプ、夜釣りや集合写真など
のアウトドアーにも最適です。

