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１. 対象物が「見やすい」
照射対象物を、細かい凹凸やキズ、その状態
まで含め、ムラなく照らし出せるかが重要
です。ワークライトは近距離で使用すること
が多いため、明るすぎると「白とび」し、暗す
ぎると視認性が落ちます。

2. 固定や角度調整がしやすい
機械整備や設備点検では、狭所で使用する場面も
多々あります。マグネットやフックで定点固定し、
両手をフリーにできれば、使い勝手も大きく向上。
ピンポイントに照らすための角度調節機能も
要チェック。

3. 細部に至るまで使用感が良い
充電のしやすさ、充電残量のわかりやすさも大切
な要素。握った際のグリップ感や質感、耐久性も、
日々の使い心地を直接左右します。長く愛用する
なら、飽きのこないデザインや保証の長さ、アフ
ターサービスの質も大事なポイント。

実用性に優れ、長く愛用できる
ワークライトの３つの条件

機械整備や設備工事のマストアイテム
ワークライトの選び方を考える

「ライトは、とにかく明るい方がいい」。本当にそれだけでしょうか？
点検や修理作業、床に落ちた部品探しひとつにしても、

中心が白とびし、外周にムラがある光では、極端に作業効率が悪くなります。

自動車整備や電気工事など「作業時間＝コスト」に直結するプロなら、ライト選びも慎重に行いたい
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iWシリーズ製品ラインナップ
製品名 iW4R iW5R iW7R iW5R flex

メーカー希望小売価格 ¥7,000 + 税 ¥10,000 + 税 ¥13,000 + 税 ¥11,000 + 税

型番 502003 502004 502005 502006

EANコード 4058205016261 4058205016292 4058205016322 4058205016353

［メインライト］    

光束(lm) パワー：150 / ロー：75 パワー：300 / ロー：125 パワー：600 / ロー：250 パワー：600 / ロー：250

点灯時間(h) パワー：2 / ロー：4 パワー：3 / ロー：6 パワー：2 / ロー：4 パワー：2 / ロー：4

［トップライト］    

光束(lm) パワー：75 パワー：300 パワー：300 パワー：100

点灯時間(h) パワー：2 パワー：2.5 パワー：3 パワー：6.5

保護等級 IP54 IP54 IP54 IP52

使用電池 専用充電池（内蔵） 専用充電池（内蔵） 専用充電池（内蔵） 専用充電池（内蔵）

充電時間(約) 2.5h 3.5h 4h 4h

本体寸法 27x157x20mm 39x159x35mm 46x202x40mm 40x151x32mm

本体質量 72g 168g 265g 220g

付属品 USBケーブル USBケーブル、ACアダプター 専用充電器、USBケーブル、ACアダプター USBケーブル、ACアダプター

7年保証、スピード対応※1

ご購入いただいた製品を、安心してお使いいただけるよう、
全製品、出荷前に24項目の厳しい検査を実施しています。
万が一不具合が発生しても、保証期間内であれば、
迅速なアフターサービスを無償にて※2ご提供いたします。
※1：オンライン製品登録により、保証期間が5年から7年に延長されます（一部製品を除く）。
　　 製品に同梱された保証カードのQRコードより、登録サイトへお進みください。
※2：電池などの消耗品や付属品は保証対象外です。
　　 誤用や乱用、天災、不当な改造、外観に関する破損や故障は保証対象外です。

導入をご検討中の法人様へ
導入をご検討中のお客様を対象に、デモ機を無料で2週間レンタルいたします。光の見え方や使いやすさは、製品仕様を
見ただけではなかなか分かりません。お客様にピッタリの製品が見つかるよう、弊社がサポートさせていただきます。

デモ機を
2週間無料で
レンタル

2WEEKS

この中の1つでも当てはまりましたら、www.ledlenser.co.jp
または右のQRコードよりお申し込みください。

こんな方におススメです！
　   実際の明るさや見やすさを確認したい

　   実用点灯時間を確認したい

　   配光、光の質が用途に適しているか確認したい

　   複数の製品を比較検討したい

　   導入前に現場ユーザーの声を聞きたい



2 3 4

光の質が断然違う
レッドレンザーの真骨頂を
ワークライトでもあまさず体現
レッドレンザーがこだわり続けたのが、光の明るさだけではない
「見やすさ」。iW シリーズではレンズ部を再構築し、より広範囲を
均一に照らすメインライトと、狭所をピンポイントに照らすトップライト
の2 灯式を採用。車両や機械・装置内部の構造や状態を、ストレスなく
高精度に見極められます。

利便性も抜群
日常点検や整備作業に負荷なく使える
IP54/52 をクリアし、多少の粉じんや水飛沫を気にせず作業可能。
また、全モデルが 5 段階の充電インジケーターを搭載し、充電残量
も一目でわかります。iW7Rは専用充電スタンドを付属し、別売りの
５ステーションパネルにも対応。iW シリーズには、日々の仕事を
便利にする機能が詰め込まれています。

スマートなデザイン
機能性を追求、プロの所有欲も満たす
ムダがなく、洗練された美しいフォルム。それは、見た目ありきで
はなく、機能性を追求した結果生まれたプロダクトデザイン。狭い
空間に入り込むサイズ感や、剛性に優れたボディ設計など、長年の
使用でもタフに使い込める構造を追求しました。

"隅々まで明るい光"が生み出す最高の作業空間

iW7R

iW5R
iW4R

iW5R flex

作業場に常設し、5台まで同時充電できる「5ステーションチャージングパネル」
メーカー希望小売価格：￥8,000+ 税　型番：0412

クリップでポケットに携帯可能（iW4R）充電残量がわかるので、外出先でも安心

あらゆる箇所でベストな照射角
作業中にライトを固定し、両手をフリーにするために、全製品マグ
ネットやフックによる定点固定が可能です。角度調整機能を併用
すれば、対象物をピンポイントで照射することもできます。

iW4R 本体中央部がシーソーのように可動

iW5R / iW7R マグネット固定が可能な台座部分で角度調節
iW5R flex 底面マグネットで固定し、約360°可動するヘッドで調節 iW4R iW5R iW7R iW5R flex強

弱

大

小 iW4R
最小・最軽量で小回りも効き
幅広い場所で活躍する携帯タイプ
・全長 157mm、重量 72gのコンパクトモデル
・保護等級 IP54の防じん・防水仕様
・裏面クリップで作業着のポケットなどに携帯可
・シーソー式の可動構造で本体角度を調整できる
・メーカー希望小売価格：￥7,000＋税　型番：502003

iW5R
通常作業に必要十分な明るさ
手軽に収納できるスタンダードサイズ
・全長 159mm、重量 168gの標準モデル
・保護等級 IP54の防じん・防水仕様
・ビルトインフックで吊り下げて使用可能
・台座を兼ねたフックが可動し、本体角度を調節できる
・メーカー希望小売価格：￥10,000＋税　型番：502004

iW7R
大光束６００ルーメンの実力で
大型設備や遠方照射もカバー
・全長 202mm、重量 265gのパワーモデル
・保護等級 IP54の防じん・防水仕様
・ビルトインフックで吊り下げて使用可能
・専用充電スタンドを付属し、スマートに充電可能
・メーカー希望小売価格：￥13,000＋税　型番：502005

iW5R flex
コンパクトに折りたためる Flex タイプ
薄型ヘッドで狭所にも潜り込める
・全長 151mm（折り畳み時）、重量 220gのパワーモデル
・保護等級 IP52の防じん・防水仕様
・ワイドに照らすCOB タイプの LED を採用
・ワイヤーフックと底面マグネットで定点固定も容易
・メーカー希望小売価格：￥11,000＋税　型番：502006

角度調節 明るさ サイズ

本
体
可
動
式

フ
レ
ッ
ク
ス
ヘ
ッ
ド
式

台
座
可
動
式

裏面クリップ 底面マグネット

ビルトインフック 底面マグネット

ビルトインフック 底面マグネット

ワイヤーフック 底面マグネット

使い方やシーンにマッチする４モデルを厳選
実用性を重視したiWシリーズ
全製品共通でメインライトとトップライトの２灯を搭載。
充電残量が確認できるインジケーターも標準装備。

使用シーンに合わせて最適な製品をお選びいただけます。

最長点灯時間

4h
充電時間

2.5h
最大光束

150lm

最長点灯時間

6h
充電時間

3.5h
最大光束

300lm

最長点灯時間

4h
充電時間

4h
最大光束

600lm

最長点灯時間

4h
充電時間

4h
最大光束

600lm

一般的なライト レッドレンザー

どちらも
200ルーメン
で検証

広範囲をムラなく照らすから、状態が一目瞭然光の外周が暗くぼやけ、視認性が落ちる
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