
RECHARGEABLE
LED KEI・LIGHT

IP44IP44IP44
防塵・防水

IP44
防塵・防水

屋 外 用

10W 15W
ケイ・ライトシリーズ充電式LED

RECHARGEABLE LED KEI・LIGHT SERIES

継ぎ足し充電可能継ぎ足し充電可能

15W

10W



15W15W
●15W高輝度LED
●継ぎ足し充電可能のリチウムイオン電池内蔵
●雨中でも安心の屋外用防雨型
●専用充電アダプター付（充電電源／AC100V 50/60Hz）
●AC100V電源での点灯も可能
●耐衝撃プロテクター付
●眩しさを抑える防眩シート付属
●電球色調の光色に変えるLED電球色シート付属

｜主な特長｜

｜照度表｜

点灯時間は目安であり、
多少前後します。

点灯時間は目安であり、
多少前後します。
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屋外用防雨型 耐衝撃プロテクター照明ON/OFFスイッチ

LED電球色シート付まぶしさを抑える
防眩シート付

シート有 シート無

IP44IP44IP44
防塵・防水

IP44
防塵・防水

高輝度15Wタイプ

人 気 の充 電 式 L E D ケイ・ライトシリーズは明るさ・用途に合 わせて選 べる 8タイプ

15W
LWK-15
36,740円（税込）

使用電池／定格7.4V 13,200mAhリチウムイオン電池
照明装置／15W LED
点灯時間／連続約8時間
充電時間／約8.5時間
質量／1.7kg
寸法／H230×W235×D96mm

型式

標準価格

JANコード  49-30510-31288-0

1100
ルーメン

時間約815W15W15W15W15W

持ち運びに便利な
ソフトキャリングケース付

10W10W
●白色10W LED
●継ぎ足し充電可能のリチウムイオン電池使用
●雨中でも安心の屋外用防雨型
●専用充電アダプター付（充電電源／AC100V 50/60Hz）
●AC100V電源での点灯も可能
●照明ON/OFFスイッチ付

｜主な特長｜

｜照度表｜
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屋外用防雨型 照明ON/OFFスイッチ

10Wタイプ

10W
LWK-10
21,120円（税込）

使用電池／定格7.4V 6,600mAh リチウムイオン電池
照明装置／10W LED
点灯時間／連続6時間
充電時間／約8時間
質量／1.2kg
寸法／H220×W230×D75mm

型式

標準価格

JANコード  49-30510-31177-7

700
ルーメン

時間約6

8約 時間約 時間約

10W10W10W 6約 時間約 時間約
IP44IP44IP44
防塵・防水

IP44
防塵・防水

LED 連続点灯時間全光束

LED 連続点灯時間全光束

1100
全光束

700

赤 点滅緑 青

～75% ～25% ～10% 9%～

ランプ表示

点灯中、点灯色によってバッテリーの
残量確認ができます

照明ON/OFFスイッチ照明ON/OFFスイッチ

赤 点滅緑 青

～75% ～25% ～10% 9%～

ランプ表示

点灯中、点灯色によって
バッテリーの残量確認ができます

バッテリー残量
表示ランプ

バッテリー残量
表示ランプ

屋外用防雨型

バッテリー残量
表示ランプ

屋外用防雨型

バッテリー残量



VISE TYPE

HOOK TYPE

MAGNET TYPE

LED KEI・LIGHT SERIESRECHARGEABLE

●15Wタイプのみ
　LED電球色シート
　防眩シート
　ソフトキャリングケース付

φ50のパイプまで吊り下げ可能！（単管パイプ対応）

●15Wタイプ ●10Wタイプ

便利なアームセット3タイプ

人 気の充 電 式 L E D ケイ・ライトシリーズは明るさ・用途に合 わせて選 べる 8タイプ

LWK-15H LWK-10H □吊り下げフック付アームタイプ

使用電池／定格7.4V 6,600mAh
　　　　　リチウムイオン電池
照明装置／10W LED
点灯時間／連続6時間
充電時間／約8時間
摘要／V-4（GM）型バイス付
　　　（つかみ幅100mm）
質量／1.9kg
寸法／H487×W235×D137mm
JANコード  49-30510-31281-1

LWK-10H
25,300円（税込）

使用電池／定格7.4V 6,600mAh
　　　　　リチウムイオン電池
照明装置／10W LED
点灯時間／連続約6時間
充電時間／約8時間
摘要／吊り下げフック付
　　　落下防止用ワイヤー付属
質量／1.8kg
寸法／H355×W235×D101mm

型式

標準価格

JANコード  49-30510-35106-3

受注生産品受注生産品

LWK-15H
40,920円（税込）

使用電池／定格7.4V 13,200mAh
　　　　 　リチウムイオン電池
照明装置／15W LED
点灯時間／連続約8時間
充電時間／約8.5時間
摘要／吊り下げフック付
　　　落下防止用ワイヤー付属
質量／2.3kg
寸法／H360×W240×D103mm

型式

標準価格

●15Wタイプ ●10Wタイプ

●15Wタイプ ●10Wタイプ

JANコード  49-30510-31404-4

使用電池／定格7.4V 13,200mAh
　　　　 　リチウムイオン電池
照明装置／15W LED
点灯時間／連続8時間
充電時間／約8.5時間
摘要／V-4（GM）型バイス付
　　　（つかみ幅100mm）
質量／2.4kg
寸法／H492×W240×D157mm
JANコード  49-30510-31290-3

受注生産品 受注生産品

15W 10W

マグネットで金属壁面にも取り付け可能！
LWK-15M LWK-10M □マグネット付アームタイプ

LWK-10M
26,950円（税込）

使用電池／定格7.4V 6,600mAh
　　　　　リチウムイオン電池
照明装置／10W LED
点灯時間／連続約6時間
充電時間／約8時間
摘要／φ66マグネット3個付
質量／2.2kg
寸法／H245×W235×D137mm

型式

標準価格

JANコード  49-30510-31280-4

受注生産品受注生産品

LWK-15M
42,680円（税込）

使用電池／定格7.4V 13,200mAh
　　　　 　リチウムイオン電池
照明装置／15W LED
点灯時間／連続約8時間
充電時間／約8.5時間
摘要／φ66マグネット3個付
質量／2.7kg
寸法／H250×W240×D137mm

型式

標準価格

JANコード  49-30510-31289-7

15W 10W

バイスでガッチリ固定！高所照明可能！
LWK-15V LWK-10V □バイス付アームタイプ

LWK-10V
26,510円（税込）

型式

標準価格

LWK-15V
42,185円（税込）

型式

標準価格

15W 10W

●15Wタイプのみ
　LED電球色シート
　防眩シート
　ソフトキャリングケース付

三脚取付部三脚取付部

φ20
三脚取付部三脚取付部

φ20

●15Wタイプのみ
　LED電球色シート
　防眩シート
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安全に関するご注意 ご使用の前に、取り扱い説明書をよくお読み
いただいた上で、正しくお取り扱いください。

リチウムイオン電池はリサイクルすることができます。資源を有効に活用
するため充電式電池リサイクル業者へお持ちいただくか、自治体の指示
に従ってリサイクルにご協力いただきますようお願い致します。（電池は
分解せずそのままお持ちください。）

※仕様は品質向上のため、予告なしに変更する場合があります。

LED KEI・LIGHT SERIES
RECHARGEABLE

充電式LEDケイ・ライトシリーズ

オプションパーツ

5,940円（税込）標準価格LWK-1M

マグネット付アームセット

JANコード  49-30510-31178-4

型式

※受注生産品のため多少納期がかかります
※LWK-15M型、LWK-10M型に標準装備

金属壁面に取り付けられます

摘要／強力マグネット3個付
　　　 取り付け用ツマミネジ一式付

1,540円（税込）標準価格

※LEDケイ･ライト プラスシリーズに標準装備

LWK-P1

耐衝撃プロテクター

JANコード  49-30510-31291-0

型式

照明外周を守ります

材質／ソフトエラストマー樹脂

5,577円（税込）標準価格LWK-AD10
LWK-10型用ACアダプター

JANコード  49-30510-31293-4

型式

6,237円（税込）標準価格LWK-AD15
LWK-15型用ACアダプター

JANコード  49-30510-31294-1

型式

発光面に貼るだけで白色光を
電球色調の光に変えることができます

バイス付タイプに取り付けて
高所照明として

440円（税込）標準価格

※LEDケイ･ライト プラスシリーズに標準装備

DS-1

LED電球色シート

JANコード  49-30510-31359-7

型式

摘要／ハタヤLEDライト用 電球色シート1セット2枚入
　　　（W80×H137mmカットシート）

LED電球色シート
貼り付け時

LED電球色シート
未貼り付け時

※色温度5,000Kの照明を使用しています。
※シートを貼り付けると照度は若干低下します。

5,500円（税込）標準価格

三脚取付部三脚取付部
φ20

※受注生産品のため多少納期がかかります
※LWK-15V型、LWK-10V型に標準装備

LWK-1V

バイス付アームセット

JANコード  49-30510-31179-1

型式

摘要／V-4（GM）型バイス付（ツカミ幅100mm）
　　　取り付け用ツマミネジ一式付

バイスでガッチリ固定！高所照明可能！

2,398円（税込）標準価格LWK-C24

DC12V/24Vカープラグ

型式

車内でも充電できます

JANコード  49-30510-31287-3

4,950円（税込）標準価格LWK-1H

吊り下げフック付アームセット

JANコード  49-30510-35107-0

型式

※受注生産品のため多少納期がかかります
※LWK-15H型、LWK-10H型に標準装備

※LWK- M（マグネットタイプ）及び
LWK-V（バイス付タイプ）にも複合で取
り付け可能です

φ50までのパイプに吊り下げられます

摘要／吊り下げフック付・取り付け用ツマミネジ一式付
　　　落下防止用ワイヤー付属
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9,790円（税込）標準価格CPL-2

レンカスタンド

JANコード  49-30510-32135-6

型式

灯体接続部

36
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m
m

Φ20
Φ27

取付可能継手寸法

φ20 φ27

0120-686-888（通話料無料）顧客サービスデスク https://www.hataya.jpホームページ　

メールマガジン
会員募集中

〒143-0004
東京都大田区昭和島一丁目1番5号　

松栄興産 株式会社 〒467-0854
名古屋市瑞穂区浮島町12番24号

ハタヤリミテッド本社／〒460-0011 名古屋市中区大須四丁目10番90号　TEL（052）261-3821（代）
畑屋製作所本社工場／〒467-0854 名古屋市瑞穂区浮島町12番24号　TEL（052）692-7211（代）
岐阜工場／〒501-0314 岐阜県瑞穂市十八条586番3　TEL（058）328-5700（代）
●
●
東京支社
名古屋支店

●
●
大阪支社
広島支店

●
●
北関東支店
岐阜物流センター

●新潟支店●
●
仙台支店
福岡支店




