
 

カードサイズ型 LED ラ
イト兼ヘッドライト

RCH6

 
ヘッドランプとしても使える LED ライ

ト

ブーストモード（130 ルーメン）で 2.5

時間の稼働

最新のバッテリー（LiFePO4 バッテ

リー）技術搭載

高品質 LUXEON LED

 

LPL55X1

ヘッドライト用途も可能なカードサイズ型 LED ラ
イト
あらゆる点検作業等ですぐに取り出せるコンパクトなデザイン

フィリップス RCH6 LED ライトは、点検作業を迅速に行なうために設計されていま

す。コンパクトなデザインと 130 ルーメンの強力な照射光によって、使用用途が広が

ります。またヘッドバンド（同梱）使用でハンズフリーでの作業が可能になります。

ポケットライトとヘッドライトの二重機能

ヘッドライトとしても使える革新的なデザイン

ランプヘッドの可動範囲は 90°

ハンズフリーでの作業に対応

鮮やかで明るい照射光

高い透明度と視界をもたらす自然に近い光

最大 130 ルーメンの高出力 LUXEON LED

照射角度 90°の広角ビーム

素早く充電して長時間使えるバッテリー

バッテリー充電可能回数は通常の 5 倍

素早く充電して長時間持続するバッテリー

衝撃に強い設計と紛失防止機能

LED ライトを探す際に便利なスタンバイモード搭載

高い耐久性能：IP54／IK07 準拠



カードサイズ型 LED ライト兼ヘッドライト LPL55X1

特長
様々な用途に使えるコンパクトデザイン

RCH6 LED ライトは、点検作業を迅速に行なう

ために設計されています。カードサイズほどの大

きさなので作業着のポケットに収納可能です。ま

た付属のヘッドバンドを使えば、ハンズフリーで

の作業が可能になります。

光源部分のランプヘッドが上下に可動

ランプヘッドは 90°の可動範囲があるので、必要

に応じて照射角度を調整することができます。

強力なマグネットとヘッドバンド

背面に強力なマグネット搭載。付属のヘッドバン

ドに組み替えればヘッドライトとして使用可能。

暗闇を照らす

フィリップスのプロフェッショナル向け LED ワ

ークショップランプは、強力な LED チップを搭

載。高輝度の白色 LED 光が広範囲に照射され、

暗闇を照らします。視認性と光色のバランスが最

適な 6000 ケルビンの白色光は目に優しく、作業

時の疲れを軽減させてくれます。

高出力  LUXEON LED

高出力 LUXEON LED は 130 ルーメンの光を照

射。均等に配光されることにより全体像を明確に

把握でき、細部までよく見えます。

ワイドな照射面

照射角度 90°の照射光で作業場を広く照らしま

す。

長時間持続する先進のバッテリー技術

RCH6 LED ライトは繰り返し充電可能な先進の

バッテリー（LiFePO4）技術を採用。エコモード

で最大 4.5 時間稼働、1 時間未満の超高速充電を

実現しました。高速充電、長時間使用可能な LED

ライトです。

バッテリー充電可能回数は通常の  5 倍

RCH6 は先進のバッテリー（LiFePO4）技術を採

用。従来の充電式バッテリーに比べ 5 倍の充電が

可能であり、通常は 300 回が限度の充電回数も

1500 回まで可能です。長寿命バッテリーのおか

げで LED ライトが従来より長く使えます。

IP54／IK07 準拠のタフな仕様

フィリップス RCH6 LED ライトは IK07 規格に

準拠した衝撃に強い設計。しかも水、埃、溶剤に

も強く、IP54 等級の防水防塵性能を持っていま

す。

スタンバイモード（紛失防止機能）

スタンバイモードが LED ライトの紛失を防ぎま

す。スタンバイモードでは赤色 LED が光り、暗

闇の中でも容易に見つけることが可能です。
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仕様
注文情報

品番: LPL55X1

注文コード: 5103531

電源仕様

バッテリー容量: 800 mAh

充電時間: ＜1 時間

バッテリーの種類: LFP バッテリー

電源方式: 充電式

ワット数: 1.2 W

バッテリー使用時間（ブーストモード）: 最大 2.5

時間

バッテリー使用時間（エコモード）: 最大 4.5 時

間

充電ケーブルの種類: USB 充電式（充電スタンド

使用）

プラグの種類: JP（5V1A 出力、Micro USB）

対応電圧: 5V（プラグ出力）

光の特性

色温度: 6000 K

明るさ（照射）: －

LED 寿命: 30000 時間

照射角度: 90°

明るさ（エコモード）: 70 ルーメン

明るさ（ブーストモード）: 130 ルーメン

照射角度（照射）: －

光量（照射）: －

外装箱情報

1 箱あたりの総重量: 1370 g

高さ: 18.5 cm

長さ: 15.5 cm

幅: 14 cm

パッケージデータ

JANCODE: 8719018051035

EAN3: 8719018051042

梱包製品情報

発注単位／MOQ（最低発注数量）: 6

重量（バッテリー含む）: 80 g

重量（ケーブル含む）: 80 g

サイズ: レギュラー

高さ［cm］: 6.2

長さ［cm］: 12.6

幅［cm］: 4.6

直径: －

重量（バッテリーを除く）: －

重量（ケーブルを除く）: －

製品仕様

フック: 無

耐衝撃等級（IK）: IK07

保護等級（IP）: IP54

マグネット: 有（背面）

材質: ABS+PC

角度調整可能ライト: 可動範囲（ランプヘッド）

90°

本製品が耐性を持つ物質: グリース, 油, 溶剤

光源: LED

ヘッドバンド: 有

シリーズ名: RCH

UV 照射機能: 無

LED 個数: 3

動作温度範囲: 0～40°C

ポインティングライト: －

セールスポイント

製品特長: 充電可能な作業用ランプ

期待される効果: よく見えれば, 作業がはかどる
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