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調光可能なポータブル
LED プロジェクター

PJH08

 
1000 ルーメン／10 W

耐衝撃性能・防水性能

バッテリー使用時間：6 時間（ブー

ストモードの場合 3 時間）

バッテリー寿命表示

 
LPL69C1

作業環境をいつでも明るく
充電式ポータブルプロジェクターライト

高品質 Lumileds LED を搭載したフィリップス PJH08 プロジェクターは、1000 ルーメンの強力な光を放射。2 段階

の調光機能により 500 ルーメンのエコモードまで下げることもできます。耐衝撃性・耐水性により、優れた耐久性を

実現します。

スマートでパワフルな明るい白色光

パワフルな白色光（1000 ルーメン／10W）で広いエリアを照射

ワンタッチの調光機能で明るさを 1000 ルーメンまたは 500 ルーメンに調整

毎日の使用に適した丈夫で耐久性の高いライト

安心して使えるタフな LED ライト

水しぶきや浸水に対する防水性能

寿命表示機能を搭載した充電式バッテリー

充電式バッテリーで最大 6 時間使用可能

インジケーターでバッテリー残量を確認

便利な USB 充電ポートで他のデバイスも充電

便利なハンズフリー仕様で使いやすい

回転式ハンドルで自由に配置してハンズフリーを実現

マグネット式の設置用アクセサリーでハンズフリーに対応

コンパクトで明るいライト



調光可能なポータブル LED プロジェクター LPL69C1

特長
作業がはかどるパワフルな光

作業場を照らす場合も、一時的にウォールランプ

を交換したりアウトドアで使用したりするとき

も、フィリップス PJH08 プロジェクターは広い

エリアを照射できます。1000 ルーメン（10W）

のパワフルな明るさを常に保ち、非常に広角なビ

ームを放射します。この光量は市場で販売されて

いる同等モデルを大きく上回っており、視認性が

高まります。光量を下げたりバッテリーを長持ち

させたりしたい場合は、簡単に 500 ルーメンに

下げられます。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。

ワンタッチで明るさを調整

作業内容によって必要な明るさも異なります。フ

ィリップス PJH08 は、明るさを 1000 ルーメン

または 500 ルーメンのいずれかに、簡単に調整

できます。周囲の明るさが変わったり、まぶしす

ぎたり、またはバッテリーを長持ちさせたいと

き、作業内容に合わせてすぐに明るさを調整でき

ます。

落下に強い耐久性

フィリップス PJH08 はゴム素材で覆われたワー

クライトであり、持ちやすくしっかりと手にフィ

ットします。とは言え、ライトをうっかり落とし

てしまうことはよくあります。本製品は耐衝撃性

能規格 IK09 に準拠しており（同等製品が準拠す

る IK07 の 5 倍の強度）を備えているため、安心

してお使いいただけます。耐衝撃性能のテストで

は、肩の位置に相当する 1.5 メートルの高さから

6 つの面を下に向けて合計 25 回落下させまし

た。一般的なライトであれば壊れてしまうような

落下ですが、頑丈な PJH08 は問題なく使用でき

ます。

高い防水性能

室内外のさまざまな活動で使用されることを想定

して、フィリップス PJH08 プロジェクターライ

トは厳しい環境にも耐えられるように設計されて

います。防水性能規格 IP68 に準拠しており、長

時間水しぶきを浴びたり、あるいは水に浸された

としても使用可能です。同等製品のワークライト

は通常 IP65 規格に準拠しており、雨のような低

圧力の噴流に対する防水性能にとどまります。

便利な回転式ハンドル

ハンズフリーの状態で作業に集中しなくてはなら

ない場合もあります。フィリップス PJH08 の背

面に取り付けられたハンドルは 180°回転するた

め、必要に応じて自由にプロジェクターを配置で

きます。ハンドルを使ってライトを引っ掛けた

り、自立させたりすることが可能です。この便利

な仕様により明るくしたい場所を確実に照射でき

ます。

ハンズフリー可能なマグネット式設置

フィリップス PJH08 プロジェクターは回転式ハ

ンドルに 2 つのマグネットを搭載。金属面ならど

こでも簡単に設置できるので、ガレージや作業場

での使用に最適です。ハンドルには M8 サイズの

穴も空いているので三脚の上に固定することも可

能です。

コンパクトで軽量

重さ 405g、サイズ 145x100mm の PJH08 は、

市場で販売されている同等の照明製品より明るく

コンパクトな製品です。そのため、作業中に使用

しやすいだけでなく、作業時以外も邪魔になりま

せん。

最大  6 時間のバッテリー使用

充電が完了したフィリップス PJH08 は、ブース

トモードなら最大 3 時間、明るい白色光（1000

ルーメン／10W）を連続して提供します。バッテ

リーを長持ちさせたい場合は、エコモード（500

ルーメン）に切り替えるだけで最大 6 時間の連続

使用が可能です。

バッテリー寿命表示

大事なときにライトが突然消えてしまう、そんな

心配はもう必要ありません。フィリップス

PJH08 プロジェクターライトの背面にはバッテ

リー残量を示すインジケーターが付いています。

そのため、次の充電まであとどれくらいバッテリ

ーが残っているか確認できます。

便利な  USB 充電ポート

フィリップス PJH08 プロジェクターは、携帯電

話など他のデバイスの充電器としても使用できま

す。ライトの背面にある USB ポートにデバイス

を接続するだけで充電が開始されます。
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仕様
注文情報

品番: LPL69C1

注文コード: 5279731

電源仕様

バッテリー容量: 4400 mAh

ワット数: 10 W

バッテリー使用時間（ブーストモード）: 最大 3

時間

対応電圧: 3.7 V

バッテリー使用時間（エコモード）: 最大 6 時間

バッテリーの種類: リチウムイオンバッテリー

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: Micro USB

充電時間: 約 4～5 時間

電源方式: リチウムイオン 18650 x2

光束

色温度: 6000 K

明るさ（照射）: －

光量（ブーストモード）: 0.5M の距離で 2000

ルクス

光量（エコモード）: 0.5M の距離で 1000 ルクス

LED 寿命: 10,000 時間

照射角度: 90°

明るさ（エコモード）: 500 ルーメン

明るさ（ブーストモード）: 1000 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: 3330 g

高さ［cm］: 17.5

長さ［cm］: 30.5

幅［cm］: 17

パッケージデータ

JANCODE: 8719018052803

EAN3: 8719018052797

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）: 520 g

サイズ: レギュラー

ケーブル長: 120 cm

高さ［cm］: 4.5

長さ［cm］: 14.5

幅［cm］: 10

直径: －

重量（バッテリーを除く）: －

重量（ケーブルを除く）: －

重量（ケーブル含む）: －

製品仕様

フック: －

耐衝撃等級（IK）: IK09

保護等級（IP）: IP68

マグネット: 有

材質: ABS 樹脂

角度調整可能ライト: 180°回転式ハンドル

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: －

シリーズ名: PJH

LED 個数: 14

動作温度範囲: 0～40°C

ポインティングライト: －

UV 照射機能: 無

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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