
ジェントスLEDライトキャンペーンジェントスLEDライトキャンペーン

※上記スペックはHighモード時

●本体サイズ (約 ) ： 【ヘッド部】W59.3 × H43.2 × D37.2mm 
　　　　　　　　　  【電池ボックス部】W92.1 × H59.2 × D32.5mm
●本体質量 (約 ) ： 176g
●付属品 ： 

GH-101RG
OZ-132D

927cd61m 2mIP66

JANコード： 4950654 047141

オレンジブック価格：
1,120円 （税抜）

オレンジブック価格：
1,980円 （税抜）

オレンジブック価格：12,000円 （税抜）

オレンジブック価格：
20,000円 （税抜）

オレンジブック価格：12,000円 （税抜）

オレンジブック価格：20,000円 （税抜）

JANコード : 4950654 042191

※メインライト●専用リチウムポリマー充電池 3.8V 1,900mAh 7.22Wh（付属）
充電時間： 約 3.5 時間　電池寿命： 充放電 約 300回

主な特徴

ルーメン140
20 時間

単3形アルカリ電池 × 2本
（テスト用付属）

使用可能

1メートルIP54準拠

数量限定数量限定
無くなり次第

終了
無くなり次第

終了

底面マグネット付

背面クリップ付

Lumens450
6 時間

（Highモード時）

（Highモード時）

または、単4形アルカリ電池 × 4本（別売）

ジェントスLEDライトキャンペーン

GH-101RG-SET
セット品番

GH-200RG-SET
セット品番

セット発注コード
406-1030

キャンペーン期間： 
2022年5月9日～6月30日まで

単品発注コード

342-2647

単品発注コード

115-3436

アルカリ電池

専用充電池/乾電池兼用新しい充電方法 メガタフコード
専用充電池

※上記スペックはMaxモード時

●本体サイズ (約 ) ： 【ヘッド部】W65.0 × H60.5 × D62.0mm 
　　　　　　　　　  【電池ボックス部】W118.1 × H70.1 × D43.3mm
●本体質量 (約 ) ： 379g
●付属品 ： 

GH-200RG
DM-132B

20013cd283m 2mIP66

JANコード： 4950654 047189

JANコード : 4950654 044164

※メインライト●専用リチウムポリマー充電池 3.7V 5,600mAh 20.72Wh（付属）
充電時間： 約 5時間　電池寿命： 充放電 約 300回

主な特徴

ルーメン140
7 時間

単3形アルカリ電池 × 2本
（テスト用付属）

1メートルIP54準拠

1200
7 時間

ルーメン
（Maxモード時）

（Maxモード時）

または、単3形アルカリ電池 × 4本（別売）

すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド（バックル×4個）、
専用ACアダプター（5V / 2A）、専用マグネット充電ケーブル、
Micro USBケーブル（50cm）、ヘルメットホルダー×4個、
マグネットキャップ、専用充電池（GA-13）

すべり止め付きヘッドバンド、専用ACアダプター（5V / 1A）、
専用マグネット充電ケーブル、Micro USBケーブル（50cm）、
ヘルメットホルダー×4個、マグネットキャップ、専用充電池（GA-12）

セット発注コード
406-1029

単品発注コード

342-2649

単品発注コード

216-2055

アルカリ電池

専用充電池/乾電池兼用新しい充電方法 メガタフコード
専用充電池

単3×4本も使用可能

GH-101RGを1台ご購入につきOZ-132Dを1台サービス!GH-101RGを1台ご購入につきOZ-132Dを1台サービス!

GH-200RGを1台ご購入につきDM-132Dを1台サービス!GH-200RGを1台ご購入につきDM-132Dを1台サービス!

サービス

サービス



オレンジブック価格：
1,286円 （税抜）

オレンジブック価格：22,000円 （税抜）

オレンジブック価格：22,000円 （税抜）

サイズ：２０３Ｘ１０９Ｘ５６mm

GF-114RG-SET
セット品番

※上記スペックはHighモード時

●本体サイズ (約 ) ： φ43.1 × 178.2mm
●本体質量 (約 ) ： 286g
●付属品 ： 

GF-114RG

T-190MOD

20140cd284m 2mIP66 IP67

JANコード： 4950654 047202

JANコード : 4989999 489583

※メインライト●専用リチウムイオン充電池 3.7V 5,000mAh 18.5Wh（付属）
充電時間： 約 6.5 時間　電池寿命： 充放電 約 300回

主な特徴

1000
5 時間

ルーメン
（Highモード時）

（Highモード時）

または、単4形アルカリ電池 × 3本（別売）

専用ACアダプター（5V / 1A）、バッテリーカートリッジ、
専用マグネット充電ケーブル、充電マウント、
Micro USBケーブル（50cm）、マグネットキャップ、
ストラップ、ポーチ、専用充電池（GA-17)

セット発注コード
406-1031

単品発注コード

353-8698

単品発注コード

856-3676

アルカリ電池

専用充電池/乾電池兼用

新しい充電方法

専用充電池

単4×3本も使用可能

GF-114RGを1台ご購入につき
T-190MOD（トランク型工具箱）を1台サービス!
GF-114RGを1台ご購入につき
T-190MOD（トランク型工具箱）を1台サービス!

サービス

ジェントスのライトをCG空間で体感できるアプリ！
ジェントス
ライトシューター

iOSの方はコチラから▶▶▶ Androidの方はコチラから▶▶▶

1m

スポットビーム

ワイドビーム (サークルビーム)

＋サークルビームレンズ

※特許番号 ： 第6232508号

※落下耐久は本体のみの計測値です。

壁にも取付け可能な
専用充電マウント

2m落下耐久&耐塵・耐水(IP66準拠)&
耐塵・防水(IP67/IP68準拠)ボディ

アンチスクラッチ
コーティング

ビルトインフォーカスコントロール
本体充電はマグネット式充電が採用され、より簡単で充電しやすいスタイルに変更。
専用充電池へは付属のMicro USBケーブルで直接充電も可能。

他シリーズと比較して2倍強の
厚みのコーティング加工により
カッターで削ってもキズの
付かないボディ。

ヘッド部を回すと内部のLEDユニットが可動して照射角度を調節。本体が伸びないのでよ
けいな隙間ができず、十分な気密性を確保。Gシリーズのために設計されたサークルビー
ムレンズとの組み合わせで美しい照射面を実現。

専用充電池に加え乾電池でも使用可能。
※乾電池使用時は充電池使用時とスペックが異なります。

トランク型
工具箱


