ハイブリッドアルミニウム
ボンネット LED ランプ
CBH51
32 個の高品質 LUXEON LED
ケーブルまたはコードレスで使用可
能
1200 ルーメン、120°のワイドな照射
面
伸縮可能なフック

LPL57X1

伸縮タイプ（1.1 メートル～1.8 メートル）の LED バ
ーライト
電源供給は専用ケーブル、または充電式
フィリップス CBH51 LED ランプは光源に LUXEON LED を採用。最大 1200 ルーメン
の照射が可能です。120°の広い照射面を持つ光源がエンジンルーム全体を明るく照ら
します。伸縮可能なフックで車両に取り付けることができ、電源ケーブルをつけても
コードレスでも使用できます。
高性能白色 LED ライト
最大 1200 ルーメンの高出力 LUXEON LED
細部を見逃さない 120°のワイドな照射面
鮮やかで明るい照射光
電源ケーブルもしくは、コードレスでも使えるハイブリッドタイプ
最大 5.5 時間（満充電時）稼働するコードレスモードで臨機応変に作業
タフな作業環境でも頑強な 5 メートルのケーブル
バッテリーが切れる前に本体の充電状況を確認
高い耐性を持つタフなアルミニウム製ボディー
高い耐衝撃性能を実現する堅牢なアルミニウム製筐体 – IK07
飛沫防塵性能 – IP54
化学物質や溶剤への耐性
ハンズフリー作業対応と超スリム設計
1.1～1.8 メートルに伸縮可能なマウント

ハイブリッドアルミニウムボンネット LED ランプ

LPL57X1

特長
暗闇 を払い のけるまばゆい光
高品質 LED を搭載したフィリップス CBH51
LED ライトは強い白色光を照射し、作業現場を明
るく照らします。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。

長時間使用 可能なコードレスバッテリー

堅牢なアルミニウム製ボディー – IK07

フィリップス CBH51 なら充電用ケーブルを取り
外しても使用可能です。充電式リチウムイオンバ
ッテリーを搭載しているので、コードレスの状態
で連続 5 時間半使用できます。

フィリップス CBH51 は耐衝撃性能の国際規格
IK07 にも準拠。どんなに注意深く作業していて
も、作業現場ではライトを落としてしまうことが
あるかもしれません。そのため、本製品ははどん
なにタフな作業環境でも壊れにくいよう設計され
ています。

32 個 の高品 質 LUXEON LED

フィリップス CBH51 は高品質 LED を搭載し、
便利な 2 段階光出力機能を備えています。ブース
トモードでは 1200 ルーメンの光を照射するので
細かい作業でもよく見えます。エコモードは 500
ルーメンの光を照射でき、バッテリー稼働時間を
長引かせることで、最大 5.5 時間使用できます。

バッテリー ステータスインジケーター
フィリップス CBH51 には、バッテリーが完全に
切れるまでどのくらい本体が使用できるかを示す
バッテリーステータスインジケーターが装備され
ています。これにより、作業を始めた途端にラン
プが点かなくなるような事態を避けることができ
ます。また充電中は、インジケーターで充電状況
を確認することができます。

120°のワイドな照射面

耐久性のあ る 5 メートルのケーブル

防水防塵性能

フィリップス CBH51 は飛沫防塵の国際規格 IP54
に準拠しています。厳しい製造工程と何重ものシ
ーリング工程を経て、飛沫や防塵に非常に強い製
品に仕上がりました。

フィリップス CBH51 は 120°の広角ワイドな照射
光が特徴。作業エリア全体を照らす LED ワーク
ライトとして最適です。

長時間使用を想定したフィリップス CBH51 は、
頑強で 5 メートルの長いケーブルを同梱。給電し
ながら使用できるため、安心して使えます。ラン
プ本体同様にケーブルもタフな作業環境で使える
よう設計されており、炭化水素をはじめ各種化学
物質に耐性を持っています。

化学物質に強い
フィリップス CBH51 は、化学物質や溶剤にも強
い耐性を持っており、タフな作業環境でも使用可
能です。
内蔵の伸縮マウント
フィリップス CBH51 には 1.1～1.8 メートルに伸
縮可能なマウント用フックが内蔵されています。
フックの内側はゴム素材で覆われているので車両
を傷つける心配はいりません。また、マウント用
フックは 360°回転可能なため、本製品の着脱を
行なわずに照射方向を変更することができます。
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仕様
注文 情報
品番: LPL57X1
注文コード: 5108031
電源 仕様
バッテリー容量: 2600 mAh
バッテリーの種類: LFP バッテリー
電源方式: LiFePO4 バッテリー 2600 mAh
ワット数: 8 W
バッテリー使用時間（ブーストモード）: 最大 3
時間
バッテリー使用時間（エコモード）: 最大 5.5 時
間
充電ケーブルの種類: ケーブルおよび充電式
プラグの種類: JP（8.4V 2A 出力）
充電時間: 2 時間未満
対応電圧: 8.4V（プラグ出力）
光束
明るさ（照射）: −
光量（ブーストモード）: 0.5M の距離で 1100 ル
クス
光量（エコモード）: 0.5M の距離で 550 ルクス
LED 寿命: 10000 時間
照射角度: 120°

明るさ（エコモード）: 500 ルーメン
明るさ（ブーストモード）: 1200 ルーメン
色温度: 6000K
照射角度（照射）: −
光量（照射）: −
外装箱情報
1 箱あたりの総重量: 11400 g
高さ: 28.5 cm
長さ: 119 cm
幅: 25 cm
パッケージ データ
JANCODE: 8719018051080
EAN3: 8719018051073
梱包製品情 報
ケーブル長: 5 m
高さ: 8.65 cm
長さ: 115.6 cm
発注単位／MOQ（最低発注数量）: 6
重量（バッテリー含む）: 1300 g
重量（ケーブル含む）: 1300 g
幅: 6.2 cm
サイズ: レギュラー
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重量（バッテリーを除く）: −
重量（ケーブルを除く）: −
直径: −
製品仕様
フック: 有（360°回転、伸縮式フック）
耐衝撃等級（IK）: IK07
保護等級（IP）: IP54
マグネット: 無
材質: アルミニウム板
角度調整可能ライト: 360°回転
本製品が耐性を持つ物質: グリース, 油, 溶剤
UV 照射機能: 無
シリーズ名: CBH
LED 個数: 32
動作温度範囲: 0～40°C
ヘッドバンド: −
ポインティングライト: −
セールスポイント
製品特長: ボンネット内作業用ランプ
期待される効果: よく見えれば, 作業がはかどる

