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・充電式・コードレスで電源の取れない場所でも利用できます。

・コンパクト・軽量

     mini ipadより小さいコンパクト設計により 携帯に便利

・デザイン性アップ

     タフなイメージを表現したイエローの縁取りを採用

     マットプラックと黄色の縁取りは、デザインの新鮮味に加え、

     タフで強固なイメージを与えます。

      本体を囲む黄色いガード部分は、優れた耐衝撃性能を発揮。

      2m地点からの落下にも耐えるタフな構造。

・超明るい

       最新技術高品質COBを採用、20Wなのに2500lmを実現

       更にCOBチップ採用により、実装面積を節約し、小型化・薄型化を実現しました。

・4通りの使い方

       収納型ステー＆マグネットの強力な組み合わせ

       マグネット！吊り下げ！床置き！手持ち！4通りの使い方を楽しみ

・折り畳みスタンド付属・180°調節可能

・携帯・USB電源機器に充電可能　1台2役

・マグネット付き・両手で作業に最適

、 。

・優れた耐衝撃性

基本情報

品　番　　　                      YC-02W

商品名　　　                   LED 充電式投光器

製造元　　　                     株式会社 グッド・グッズ

ブランド                           GOODGOODS

知的財産権                     実用新案登録第3212657号

発売日平成                     29年5月

メーカー希望小売価格        6,000円（税抜）

光色                              昼光色

全光束                           2500lm

点灯時間                        HIGH：約3時間  LOW：約6時間

充電時間                        約4～5時間

ロット数                           20

ロットサイズ                       W520*H280*D250 mm

JAN（GS1）コード           4571461861418

2018年度版
製　品　仕　様

特長

YC-02W

充電式LED作業灯
小型軽量 

超高輝度 20W

製品仕様

品番                 YC-02W

LEDパワー                  20W

全光束               2500lm

発光色                      昼光色

光源数                      LEDチップ×1

点灯モード                  HIGH・LOW・SOS・FLASH（4段階）

照射角度                   120°（広角）

連続点灯時間             HIGH：約3時間LOW：約6時間

充電時間                   約4～5時間

http://www.goodgoods.co.jp/

        電  池                     専用電池 3.7V 4400mAh

        電池寿命                約1000回

        充電電源                AC充電：AC100V-240V

        角度調整                前後180°

        防水等級                Ip65（生活防水）

        サイズ                     W171.6*H126.8*D45.9 mm

        重 量                      0.45kg(本体)

        材  質                    アルミニウム合金 ＋ 強化ガラス

        セット内容               投光器本体、ACアダプター、保証書、取扱説明書

実測照度

距離　　　　中心照度

1m      795.7LX

2m      198.9LX

3m        88.4LX

4m        49.7LX

5m        31.8LX
★上記照度は設計上の数値の為、

　　使用環境下により異なります。

【実用新案登録】
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YC-48K

充電式LED作業灯
超大光量 
超高輝度 48W

基本情報

品番                            YC-48K

商品名                         LED 充電式作業灯　マグネット付き

製造元                         株式会社 グッド・グッズ

ブランド                         GOODGOODS

発売日                         平成29年5月

メーカー希望小売価格      18,000円（税抜）

光色                            昼光色

全光束                         5280lm

点灯時間                      HIGH：約4時間　LOW：約8時間

充電時間                      約4～5時間

ロット数                         8

ロットサイズ                     W450*H280*D350 mm

JAN（GS1）コード          4571461861395

●強力マグネットが付き!

●16個素子を採用！驚くほど超明るい！

●持ち手など、使い手に優しくフィットする人間工学設計を随所に

●中角90°配光を採用します！

●独特なフィン式放熱設計でヒート対策万全

●設計にヒューマナイズ！バッテリー残量表示＆充電指示ランプを搭載！

●使い込んでこそわかる、作りの良さ。一目惚れした作品!

●ワンタッチで点灯4モード切替可能!。

●長時間点灯が可能な大容量バッテリー搭載。

●照明器具とモバイルバッテリーを兼ねる!ポータブルバッテリーにも変身!!

整備工場・板金塗装工場・アウトドアーなど・電源の無いところ大便利！

夜間の非常灯(車の故障時・点検修理)・夜間の警備・登山時の非常灯・キャンプに・夜釣の照明に

●適用場所

特長

全光束5280lm

製品仕様

品番               YC-48K

LEDパワー               48W

全光束             5280lm

調光機能           HIGH/LOW/SOS/フラッシュ（4段階）

発光色                   昼光色（6500K）

光源数                   LEDチップ×16個

演色性                   >Ra80

照射角度                90°

連続点灯時間          HIGH：約4時間　LOW：約8時間

充電時間約             4～5時間

        バッテリー                グッド・グッズ専用電池 7.4V 13200mAh

        電池寿命               約1000回

        充電電源               AC充電：AC100V-240V　DC12V

        角度調整               前後120°

        防水等級               IP44（生活防水）

        サイズ                    W162×H311×D139 mm

        重   量                   1.59kg（本体のみ）

        材   質                   アルミニウム＋ABS+PC

                 

実測照度

距離　　　　中心照度

1m      2869LX

2m     717.2LX

3m     318.7LX

4m     179.3LX

5m     114.7LX
★上記照度は設計上の数値の為、

　　使用環境下により異なります。

セット内容    本体、ACアダプター、車載充電器、保証書、

取扱説明書

三脚ネジ穴

スイッチ

電力残量表示灯
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バッテリー着脱タイプ
充電式LED投光器

YC30-N

30W
基本情報

品番                          YC30-N

商品名                       LED 充電式投光器 バッテリー着脱式

製造元                       株式会社 グッド・グッズ

ブランド                       GOODGOODS

発売日                       平成29年7月

メーカー希望小売価格    18,000円(税抜)

光色                          昼光色

全光束                       3000lm

点灯時間                    LOW:9時間　HIGH:5時間(電池バック2個)

消費電力                    30W

ロット数                       4

ロットサイズ                  W680*H515*D320 mm

JAN（GS1）コード       4571461860619

・アウトドアや防災又は家庭用/工事現場等どんな時でも使えます！

・30W　COBタイプLEDを実装して、超爆光！

・LED COBチップが設置され、均一なひとつの面で発光するため、直視できない程の眩しい光を照射。全光束最大3000lmを実現！

・120°の広角照射と相まって、より幅広い範囲を真昼の如く照明できます。

・新設計！ 着脱可能な大容量のリチウムイオンバッテリーを搭載、バッテリーはカンタン着脱！

・小型軽量のリチウムイオンバッテリーを採用。付属セット（バッテリーパック×２）で連続約8時間の点灯が可能。

・電池パック2個を本体に装着し、１つの残量が無くなると、自動的に切り替わる設計です。

・着脱可能なので、１個を本体に装着、もう１個を外して充電する使い方も可能です。

・２段階調光機能！HIGH/LOW切替スイッチ式！

・スイッチを押すとHIGHで点灯し、再度押すとLOWに切替ります。 点灯パターン:HIGH→LOW→OFF。

・防雨型、IP65等級の防水性能

・IP65相当の防塵・防水性能を保証、雨の当たる屋外や粉塵の多い環境でご使用頂けます。

・ハンドライトとしても使用できます

・スタンドを外せばハンドライトとしても使用できます。 夜道でもLED投光器なので一般懐中電灯より断然明るくて安心です。

・キャンプ・アウトドア、災害時の非常ライト、製造ライン 自動車整備、工事現場、倉庫作業、などに ！

特長

明るさ
3000lm

製品仕様

品番              YC30-N

LEDパワー              30W

全光束                  3000lm

調光機能          HIGH/LOW（2段階）

発光色                  昼光色（6500K）

光源数                  COBタイプLED×1

演色性                  >Ra80

照射角度               120°（広角）

連続点灯時間         LOW:9時間　HIGH:5時間(電池バック2個)

充電時間               約3～4時間(電池バック1個)

バッテリー                専用電池 4400mAh*2バック GH-4400A

電池寿命                      約1000回

充電電源                      AC充電：AC100-240V　 DC充電：DC12/24V

角度調整                      前30°/後60°

防水等級                      IP65（生活防水）

サイズ                           W216*H273*D190 mm

重量                            2kg(本体)

材質                            アルミニウム合金＋強化ガラス

セット内容                    投光器本体、バッテリーバック*2、スタンド、ネジ、

                                 ＡＣアタプター、シガーソケット、取扱説明書、保証書

業界新設計！

COBタイプLEDを実装して、

30W超爆光！

 着脱可能な大容量の

リチウムイオンバッテリーを搭載、

バッテリーはカンタン着脱！

実測照度

距離　　　　中心照度

1m      954.9LX

2m      238.7LX

3m      106.1LX

4m        59.6LX

5m        38.2LX
★上記照度は設計上の数値の為、

　　使用環境下により異なります。
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製品仕様

LEDパワー              40W

全光束                  5600lm

調光機能               HIGH/LOW（2段階）

発光色                  昼光色（6000K）

光源数                 米国CREE社製COB　LEDチップ×4

演色性                 >Ra80

照射角度              120°（広角）

連続点灯時間        LOW：4時間、HIGH：2時間（電池バック1個） 

                           LOW：8時間、HIGH：4時間（電池バック2個）

充電時間約           約3～4時間（電池バック1個）

バッテリー                       専用電池 4400mAh*2バック (GH-4400A)

電池寿命                      約1000回

充電電源                      AC充電：AC100-240V　 DC充電：DC12/24V

角度調整                      180°

防水等級                      IP65（生活防水）

サイズ                          W232*H355*D212 mm

重量                            約2.9kg

材質                            アルミ+ABS+PC

セット内容                    本体、バッテリーバック×2、スタンド、ネジセット、

                                 AC充電器、DC充電器、取扱説明書、保証書

バッテリー着脱タイプ
充電式LED投光器

ＧＨ40-Ｌ

40W 明るさ
5600lm

業界新設計！

基本情報

品番                  GH40-L

商品名                       LED 投光器

製造元                       株式会社 グッド・グッズ

ブランド                       GOODGOODS

発売日                       平成28年8月

メーカー希望小売価格    28,000円(税抜)

光色                           昼光色

全光束                        5600lm

消費電力                     40W

ロット数                        4

ロットサイズ                   W520×H495×D260 mm

JAN（GS1）コード        4571461861227

プロ専用の本格仕様

高輝度米国CREE社製COBチップを搭載し、超爆光を実現！

引掛けタイプで、足場パイプ（単管パイプ）などに引っ掛けて使用できます。

着脱可能な大容量のリチウムイオンバッテリーを搭載、バッテリーはカンタン着脱！

バッテリー残量計付

スタンドの四箇所に超強力マグネット付！様々なシーンで活躍すること間違いなし!

２段階調光機能！HIGH/LOW切替スイッチ式

三脚用の穴もあるので、従来のように三脚設置も可能です。

持ち手も、ライト部分も角度調整可能です。

防雨型、IP65等級の防水性能

特長

 着脱可能な大容量の

リチウムイオンバッテリーを搭載、

バッテリーはカンタン着脱！

実測照度

距離　　　　中心照度

1m      1782LX

2m     445.6LX

3m        198LX

4m     111.4LX

5m       71.3LX
★上記照度は設計上の数値の為、

　　使用環境下により異なります。

3
5
5
m

m

212mm

（別売り）
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基本情報

品番                            YC-16T

商品名                         LED 充電式投光器　マグネット付き

製造元                         株式会社 グッド・グッズ

ブランド                         GOODGOODS

発売日                         平成28年5月

メーカー希望小売価格      9,500円（税抜）

光色                            昼光色

全光束                         1800lm

点灯時間                      HIGH：約3時間　LOW：約8時間

充電時間                      約3～5時間

ロット数                         10

ロットサイズ                     W600*H400*D500 mm

JAN（GS1）コード          4571461861050

◆充電式・コンパクト

充電式・コードレスで電源の取れない場所でも使用できる！

◆4段階調光機能

4段階調光機能を搭載。Hi点灯で3時間、Lo点灯で約8時間の連続点灯が可能です。

◆底部マグネットと持ち手付き

持ち手付きで離れた場所でも使用できます。

マグネットホルダー付なので、鉄部への固定が可能です。

◆スマホ充電機能付き

USB出力端子を備えているので、照明としてだけでなく、スマホなどのモバイルバッテリーとしても使える。

◆独特なフィン式放熱設計でヒート対策万全

耐食性を更に高め、強度も兼ね備えたアルミ合金製放熱フィンを採用するので、長期間連続点灯で過熱問題が解決する。

●バッテリー残量表示灯搭載

本製品の最大の特徴とも言えるのが、電量残量表示灯と充電量指示灯を組み込んだ設計になっていることです。

表示は25％、50％、75％、100％の4段階です。バッテリーの残量があとどれくらいかやどの程度充電ができたか一目でわかる

●家でも車でも充電可能

充電はAC100V-240Ｖでご家庭・海外で充電、DC12V/24Vでシガーソケットから車内でも充電可能です

特長

製品仕様

品番                       YC-16T

LEDパワー                16W

全光束                    1800lm

調光機能                 HIGH/LOW/SOS/フラッシュ（4段階）

発光色                    昼光色（6000K）

光源数                    LEDチップ×16個

演色性                    >Ra80

照射角度                 120°（広角）

連続点灯時間           HIGH：約3時間　LOW：約8時間

充電時間                 約3～5時間

バッテリー                       専用電池 7.4V  4400mAh 

電池寿命                      約1000回

充電電源                      AC充電：AC100-240V　 DC充電：DC12/24V

角度調整               前後90°

防水等級                      IP44（生活防水）

サイズ                           W134×H261×D116 mm

重量                             0.87kg（本体のみ）

材質                             アルミニウム＋ABS+PC

セット内容                      投光器本体、ACアダプター、シガーソケット、

                                   保証書、取扱説明書

YC-16T

YC-9T

製品仕様

品番                       YC-9T

LEDパワー                9W

全光束                    990lm

調光機能                 HIGH/LOW/SOS/フラッシュ（4段階）

発光色                    昼光色（6000K）

光源数                    LEDチップ×9個

演色性                    >Ra80

照射角度                 120°（広角）

連続点灯時間           HIGH：約6時間　LOW：約12時間

充電時間                 約3～5時間

バッテリー                       専用電池 7.4V  4400mAh 

電池寿命                      約1000回

充電電源                      AC充電：AC100-240V　 DC充電：DC12/24V

角度調整               前後90°

防水等級                      IP44（生活防水）

サイズ                           W232.2×H115×D107 mm

重量                             0.75kg（本体のみ）

材質                             アルミニウム＋ABS+PC

セット内容                      投光器本体、ACアダプター、シガーソケット、

                                   保証書、取扱説明書

基本情報

品番                             YC-9T

商品名                          LED 投光器　充電式

製造元                          株式会社 グッド・グッズ

ブランド                  GOODGOODS

発売日                  平成 28年5月

メーカー希望小売価格     7,500円（税抜）

光色                    昼光色

全光束                  990lm

点灯時間                約6時間（HIGHモード）

充電時間                約3～5時間

ロット数                  10

ロットサイズ               W300*H250*D500 mm

JAN（GS1）コード       4571461861210

◆充電式・コンパクト

充電式・コードレスで電源の取れない場所でも使用できる！

◆4段階調光機能

4段階調光機能を搭載。Hi点灯で6時間、Lo点灯で約12時間の連続点灯が可能です。

◆底部マグネットと持ち手付き

持ち手付きで離れた場所でも使用できます。

マグネット付なので、鉄部への固定が可能です。

◆スマホ充電機能付き

USB出力端子を備えているので、照明としてだけでなく、モバイルバッテリーとしても使える。

◆独特なフィン式放熱設計でヒート対策万全

耐食性を更に高め、強度も兼ね備えたアルミ合金製放熱フィンを採用するので、長期間連続点灯で過熱問題が解決する。

●バッテリー残量表示灯搭載

本製品の最大の特徴とも言えるのが、電量残量表示灯と充電量指示灯を組み込んだ設計になっていることです。

表示は25％、50％、75％、100％の4段階です。バッテリーの残量があとどれくらいかやどの程度充電ができたか一目でわかる

●家でも車でも充電可能

充電はAC100V-240Ｖでご家庭・海外で充電、DC12V/24Vでシガーソケットから車内でも充電可能です。

特長

底部強力

な磁石付

底部強力

な磁石付

実測照度

距離　　　　中心照度

1m      315.1LX

2m        78.7LX

3m        35.0LX

4m        19.7LX

5m        12.6LX
★上記照度は設計上の数値の為、

　　使用環境下により異なります。

実測照度

距離　　　　中心照度

1m      572.9LX

2m      143.2LX

3m        63.6LX

4m        35.8LX

5m        22.9LX
★上記照度は設計上の数値の為、

　　使用環境下により異なります。
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●連続点灯時間約3-8時間を実現！電源の取れない場所で大活躍

●車で充電できる！コードレスでどこでも使用できる！

●超コンパクトで持ち手付きなので、どこでも自由に光らすことができる！

●4段階調光可能！業界初！

●超強力マグネット付き！

  水平には勿論逆さまでも落ちないからあらゆる場面で大活躍！

●コンパクトですっきり収納！

●アウトドアや防災又は家庭用/工事現場等どんな時でも自由に使えます。

特長

底部強力

な磁石付

製品仕様

品番                       YC-5B

LEDパワー                15W

全光束                    1650lm

調光機能                 HIGH/LOW/SOS/フラッシュ（4段階）

発光色                    昼光色（6500K）

光源数                    LEDチップ×5個

演色性                    >Ra80

照射角度                 約60°

連続点灯時間           HIGH：約3時間　LOW：約8時間

充電時間                 約4～5時間

（中角）

バッテリー                       専用電池 7.4V  4400mAh 

電池寿命                      約1000回

充電電源                      AC充電：AC100-240V　 DC充電：DC12/24V

角度調整               前後90°

防水等級                      IP44（生活防水）

サイズ                           W115×H232.2×D107 mm

重量                             0.75kg（本体のみ）

材質                             アルミニウム＋ABS+PC

セット内容                      投光器本体、ACアダプター、シガーソケット、

                                   保証書、取扱説明書

基本情報

品番                           YC-5B

商品名                        LED 充電式投光器　マグネット付き

製造元                        株式会社 グッド・グッズ

ブランド                         GOODGOODS

発売日                         平成 29年3月

メーカー希望小売価格      8,500円(税抜)

光色                            昼光色

全光束                         1650lm

点灯時間                      HIGH：約3時間　LOW：約8時間

充電時間                      約4～5時間

ロット数                         10

ロットサイズ                     W300*H500*D250 mm

JAN（GS1）コード         4571461861302

YC-5B

YC27-9

製品仕様

品番                     YC27-9

LEDパワー              27W

全光束                  2970lm

発光色            昼光色（6000K）

光源数                  LEDチップ×9個

演色性                  >Ra80

照射角度               35°（狭角）

連続点灯時間         約2～3時間

バッテリー                       専用電池 7.4V  4400mAh 

電池寿命                      約1000回

充電電源                      AC充電：AC100-240V　 DC充電：DC12/24V

角度調整                      ライト部：前後120°　　ステー部：前後90°

防水等級                       IP44（生活防水）

サイズ                            W130×H378×D83 mm

重量                             0.93kg

材質                             アルミニウム＋ABS+PC

                                   投光器本体、ACアダプター、シガーソケット、

                                   保証書、取扱説明書

基本情報

品番                            YC27-9

商品名                         LED 充電式作業灯　マグネット付き

製造元                         株式会社 グッド・グッズ

ブランド                 GOODGOODS

発売日                 平成28年5月

メーカー希望小売価格    10,000円（税抜）

光色                   昼光色

全光束                 2970lm

点灯時間               約2～3時間

充電時間               約3～5時間

ロット数                 10

ロットサイズ              W380*H360*D300 mm

JAN（GS1）コード      4571461861166

●連続点灯時間最大約3時間を実現！電源の取れない場所で大活躍

●車で充電できる！コードレスでどこでも使用できる！

●超コンパクトで持ち手付きなので、どこでも自由に光らすことができる！

●超強力マグネット付き！水平には勿論逆さまでも落ちないからあらゆる

  場面で大活躍！

●コンパクトですっきり収納！

●アウトドアや防災又は家庭用/工事現場等どんな時でも自由に使えます。

特長

多用途・利便性

実測照度

距離　　　　中心照度

1m     1960.12LX

2m       490.03LX

3m       217.79LX

4m       122.51LX

5m           78.4LX

★上記照度は設計上の数値の為、

　　使用環境下により異なります。

実測照度

距離　　　　中心照度

1m      10213LX

2m      2553.2LX

3m      1134.7LX

4m        638.3LX

5m         408.5LX

★上記照度は設計上の数値の為、

　　使用環境下により異なります。

充電時間               約3～5時間 セット内容 
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GH12-2 電池の取り換えが簡単
基本情報

品番　　　　　　　　　　GH12-2

商品名　　　　　　　　　　　　　LED 充電式投光器　電池交換式

製造元　　　　　　　　　　　　　株式会社 グッド・グッズ

ブランド                         GOODGOODS

発売日                         平成 27年5月

メーカー希望小売価格      7,000円（税抜）

光色                            昼光色

全光束                        2400lm

点灯時間                     約12時間

ロット数                        12

ロットサイズ                    W430*H380*D320 mm

JAN（GS1）コード         4571461860633

◆充電式・コンパクト
充電式・コードレスで電源の取れない場所でも使用できる。
◆電池切り替え可
電池を直接に取り替えることが可能です。 また、電池1本から使える。
◆2段階調光機能を搭載。
2段階調光機能を搭載。LOWモードで12時間の連続点灯が可能です。
◆床スタンド付き
安定感のあるスタンド一体型で、平らな地面に直置きしてご使用できます。
◆持ち手付き
持ち手付きで離れた場所でも使用できます。
◆家でも車でも充電可能
充電はAC100V-240Ｖでご家庭・海外で充電、DC12V/24Vでシガーソケットから車内でも充電可能です。

特長

電池
電池1本から使える。

3本搭載

製品仕様

品番                       GH12-2

LEDパワー               24W

全光束                   2400lm

調光機能                HIGH/LOW（2段階）

発光色                   昼光色（6000K）

光源数                   LEDチップ×24個

演色性                   >Ra80

照射角度                120°

連続点灯時間          最大約12時間

充電時間                約4～6時間

バッテリー                       専用18650型電池 （3.7V　3600mAｈ×3本） 

電池寿命                      約1000回

充電電源                      AC充電：100V-240V　 DC充電：12/24V

角度調整                      前後130～150°　左右360°

防水等級                      IP65（生活防水）

サイズ                           W145*H250*D160 mm

重量                            約0.72kg

材質                            アルミニウム合金 ＋ 強化ガラス+PC

セット内容                     投光器本体、スタンド、18650型充電池×3、

                                  ＡＣアタプター、シガーソケット、保証書、取扱説明書

実測照度

距離　　　　中心照度

1m      763.94LX

2m      190.99LX

3m        84.88LX

4m        47.75LX

5m        30.56LX
★上記照度は設計上の数値の為、

　　使用環境下により異なります。

GH36-1 電池の取り換えが簡単 大光量36Ｗ　

◆充電式・コンパクト
充電式・コードレスで電源の取れない場所でも使用できる。
◆電池切り替え可
電池を直接に取り替えることが可能です。 また、電池1本から使える。
◆2段階調光機能を搭載。
2段階調光機能を搭載。HIGHモードで6時間、LOWモードで12時間以上の
連続点灯が可能です。
◆床スタンド付き
安定感のあるスタンド一体型で、平らな地面に直置きしてご使用できます。
◆持ち手付き
持ち手付きで離れた場所でも使用できます。
◆家でも車でも充電可能
充電はAC100V-240Ｖでご家庭・海外で充電、DC12V/24Vでシガーソケットから車内でも充電可能です。

特長

電池
電池1本から使える。

4本搭載

製品仕様

品番                       GH36-1

LEDパワー              36W

全光束                  3600lm

調光機能               HIGH/LOW（2段階）

発光色                  昼光色（6000K）

光源数                  LEDチップ×36個

演色性                  >Ra80

照射角度               120°（広角）

連続点灯時間         HIGH：約6時間　LOW：約12時間

充電時間               約6～10時間

バッテリー                       専用18650型電池 （3.7V　3600mAｈ×4本） 

電池寿命               約1000回

充電電源                      AC充電：100V-240V　 DC充電：12/24V

角度調整                      前後130～150°　左右360°

防水等級                      IP65（生活防水）

サイズ                           W180*H300*D160 mm

重量                            約1.3kg

材質                            アルミニウム合金 ＋ 強化ガラス+PC

セット内容                     投光器本体、スタンド、18650型充電池×4、

                                  ＡＣアタプター、シガーソケット、保証書、取扱説明書

基本情報

品番                    GH36-1

商品名                           LED 充電式投光器　電池交換式

製造元                           株式会社 グッド・グッズ

ブランド                           GOODGOODS

発売日                           平成27年8月

メーカー希望小売価格       15,000円(税抜)

光色                              昼光色

全光束                           3600lm

点灯時間                        HIGH：約6時間　LOW：約12時間

消費電力                        36W

ロット数                           8

ロットサイズ                      W500*H390*D240 mm

JAN（GS1）コード           4571461860701

実測照度

距離　　　　中心照度

1m     1145.9LX

2m       286.4LX

3m       127.3LX

4m        71.6LX

5m        45.8LX
★上記照度は設計上の数値の為、

　　使用環境下により異なります。
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レンズ

ガラス

カバー

反射板

バッテリーＢＯＸ　カバー

スタンド

取っ手

ネジ

バッテリーＢＯＸ

ズーム機能調節部位

ズーム機能調節部位

GH10-S ズーム機能付 【実用新案登録】

●全光束最大1200LM！ハイパワーと小型化の組み合せ！

●ハンドル付き＆床スタンド付き 超軽量・コンパクト　ハンドル付で、持ち運びラクラク！

●操作簡単！シーンに合わせて照射モードを3段階（ハイ・ロー・SOS）で切り替え可能。

●電池の切替可能！ 

ライトのヘッド部を回転させることで、光のあたる範囲をお好みの大きさに調節することができます。 

広い範囲を照らす広角照射と、ピンポイントで明るく照らす遠方照射を調整できるので、

あらゆる用途に役立ちます。

●ズーム機能搭載

特長

電池
電池1本から使える。

3本搭載

製品仕様

品番                       GH10-S

ＬＥＤパワー            12W

全光束                    1200lm

調光機能                 HIGH/LOW/SOS（3段階）　ズーム機能

発光色                    昼光色（6000K）

光源数                    CREE社製XM-L T6チップ×1

演色性                    >Ra80

照射角度                 0～90°（無段階調整可）

連続点灯時間           HIGH：約6時間　LOW：約10時間

充電時間                 約3～5時間

バッテリー                       専用18650型電池 （3.7V　3600mAｈ×3本） 

電池寿命                      約1000回

充電電源                      AC充電：100V-240V　 DC充電：12/24V

角度調整                      前後180°　

防水等級                      IP65（生活防水）

サイズ                           W120*H190*D105 mm

重量                            約0.72kg

材質                            アルミニウム合金 ＋ 強化ガラス

セット内容                     投光器本体、18650型充電池×3、AＣアタプター、

                                  シガーソケット、保証書、取扱説明書

基本情報

品番                              GH10-S

商品名                          充電式LED投光器 電池交換式 ズーム機能付

製造元                           株式会社 グッド・グッズ

ブランド                           GOODGOODS

知的財産権                     実用新案登録第3205749号

発売日                           平成28年5月

メーカー希望小売価格        6,000円(税抜)

光色                              昼光色

全光束                           1200lm

点灯時間                        HIGH：約6時間　LOW：約10時間

ロット数                           12

ロットサイズ                       W505*H505*D295 mm

JAN（GS1）コード            4571461860978

実測照度

距離　　　　中心照度

1m      652.0LX

2m      163.0LX

3m        72.4LX

4m        40.7LX

5m        26.0LX
★上記照度は設計上の数値の為、

　　使用環境下により異なります。

製品仕様

品番                       GH30-X

LEDパワー               30W

全光束                   3000lm

調光機能                HIGH/LOW/赤と青点滅（3段階）

発光色                   昼光色（6000K）

光源数                   LEDチップ×36個

演色性                   >Ra80

照射角度               120°（広角）

連続点灯時間         HIGH：6H　LOW：12H　赤と青点滅：24H

充電時間               約4～6時間

バッテリー                       専用18650型電池 （3.7V　3600mAｈ×3本） 

電池寿命               約1000回

充電電源                      AC充電：100V-240V　 DC充電：12/24V

角度調整                      前後180°　

防水等級                      IP65（生活防水）

サイズ                           W130*H190*D105 mm

重量                            約0.9kg

材質                            アルミニウム合金 ＋ 強化ガラス

セット内容                     投光器本体、18650型充電池×3、AＣアタプター、

                                  シガーソケット、保証書、取扱説明書

GH30-XLEDフラッドライトと非常灯一体型　
◆LED作業灯と非常灯一体型

作業灯モード：HIGH→LOW・非常灯（赤と青点滅）3モード調整可能！

標準モード（HIGH）→エコモード（LOW）→点滅（赤と青点滅）→消灯

スイッチを押すだけで、簡単に切り替え！

昼白色のHIGHモードとLOWモードは作業灯として使えます。

赤と青点滅モードは警告ライトや非常灯としても大活躍。

◆驚くほどの明るさ：3000lm

◆充電式・コンパクト

充電式・コードレスで電源の取れない場所でも使用できる。

◆電池切り替え可

電池を直接に取り替えることが可能です。 また、電池1本から使える。

◆ハンドル＆床スタンド付き

特長

基本情報

品番                             GH30-X

商品名                          LED 充電式投光器　電池交換式

製造元                          株式会社 グッド・グッズ

ブランド                  GOODGOODS

発売日                  平成28年8月

メーカー希望小売価格     7,500円(税抜)

光色                    昼光色

全光束                  3000lm

点灯時間                HIGH：約6時間　LOW：約12時間

消費電力                30W

ロット数                  8

ロットサイズ               W375*H335*D280 mm

JAN（GS1）コード         4571461861098

電池
電池1本から使える。

3本搭載

実測照度

距離　　　　中心照度

1m      954.9LX

2m      238.7LX

3m      106.1LX

4m        59.6LX

5m        38.2LX
★上記照度は設計上の数値の為、

　　使用環境下により異なります。
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YC-10M

充電式LEDポケットライト
小型軽量 

超高輝度 10W

基本情報

品番                     YC-10M

商品名                            LED投光器 充電式

製造元                            株式会社 グッド・グッズ

ブランド                            GOODGOODS

発売日                            平成29年8月

メーカー希望小売価格         4,000円(税抜)

光色                               昼光色

全光束                           1200lm

点灯時間                        約5～10時間

充電時間                        約5時間

ロット数                           30

ロットサイズ                       W315*H340*D215mm 

JAN（GS1）コード           4571461861548

製品仕様

品番                YC-10M

LEDパワー                10W

全光束              1200lm

発光色                    昼光色（6000K）

光源数                    LEDチップ×1

演色性                    >Ra80

照射角度                 120°（広角）

連続点灯時間           約5～10時間

充電時間                 約5時間

        電  池                    専用電池 3.7V 4400mAh

        電池寿命                約1000回

        充電電源                5V 1A

        角度調整                前後180°

        防水等級                IP65（生活防水）

        サイズ                     W110*H80*D32 MM

        重 量                     0.23KG(本体)

        材  質                    PC材質

        セット内容               

特長

マグネット付き

実測照度

距離　　　　中心照度

1m      381.9LX

2m        95.4LX

3m        42.4LX

4m        23.8LX

5m        15.2LX
★上記照度は設計上の数値の為、

　　使用環境下により異なります。

①4通りの使い方：

・置き型

・手持ち

・マグネットでくっつける

・引っ掛ける

②超軽量・コンパクト仕様

手のひらサイズで収納・持ち運び大便利です！

極小サイズながら、全光束1200lmも実現 ！

③3モード点灯

点灯パターンは：HIGH→LOW→FLASHとなっています。

※スイッチを3秒以上押すと消灯できます。

④5時間以上中時間点灯

⑤充電方法3通り

本体、マイクロUSBケープル、パッケージ、保証書、取扱説明書
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製品仕様

品番                        LS60

全光束（明るさ）     600lm（最大）

発光色                     昼光色（6000K）

光源数                     LEDチップ×60個

照射角度                  360°

調光機能                  2段階：LOW/HIGH

使用時間                  約10時間

               

        使用電池                   a.グッド・グッズ専用充電池（内蔵式）

                                        b.単4乾電池3本（付属しておりません。）

        充電方法                   a.家庭用コンセント（AC85～265V）b.シガーソケット充電    

                                        c.ソーラー     d.ダイナモ（手回し）

        防水等級                    IP65

        材     質                     ABS樹脂+PC

        サイズ                         W140xH265mmxD125mm

        重さ                            0.58kg

                        

LS60
特長

 60粒高品質LEDハイパワーチップを搭載することで、

 明るさを確保

・3方向にLEDが付いていて360度を照らしますので、

 非常時には安心できます。

・5wayの充電方法で大変便利!!

・スイッチ一つで光量調整可能！

・最長10時間点灯可能

・USBポート搭載、携帯スマホに充電対応。

・明るさを2段階調節可能

・操作簡単

高輝度

LEDランタン

基本情報

品番                           LS60

商品名                        LEDランタン 防災 避難用品

製造元                        株式会社グッド・グッズ

ブランド                        GOODGOODS

発売日                        平成25年8月

メーカー希望小売価格     4500円(税抜)

光色                            昼光色

明るさ                          600lm（最大）

点灯時間                     10時間

ロット数                        12

ロットサイズ                    W440*H560*D520 mm

JAN（GS1）コード         4571461860794

実測照度

距離　　　　中心照度

1m      47.7LX

2m      11.9LX

3m        5.3LX

4m        2.9LX

5m        1.9LX
★上記照度は設計上の数値の為、

　　使用環境下により異なります。

基本情報

品番                            YC100-2

商品名                         LED 充電式投光器

製造元                         株式会社 グッド・グッズ

ブランド                         GOODGOODS

発売日                         平成28年2月

メーカー希望小売価格      30,000円（税抜）

光色                            昼光色

全光束                         11000lm

点灯時間                      HIGH：約4～5時間  LOW：約8～10時間

消費電力                      100W

ロット数                          2

ロットサイズ                     W400*H400*D380 mm

JAN（GS1）コード          4571461860886

YC100-2

実測照度

距離　　　　中心照度

1m    3501.4LX

2m      875.3LX

3m      389.0LX

4m      218.8LX

5m      140.0LX
★上記照度は設計上の数値の為、

　　使用環境下により異なります。

充電式 ポータブル 

100W LED投光器
大型超爆光

1000W相当

特長

●超高輝度の11000LM！

   50W/100Wの明るさ切替付き：１台で50Ｗ、１00Ｗの2役

   コードレスで持ち運びにも非常に便利！

●一段階点灯：左右どちらかのスイッチを押すと、LED一灯だけを点灯。

   最長10時間まで点灯できます。

●二段階点灯：左右のLED両方を同時点灯し超爆光！連続５時間まで点灯できます。

●強化ガラス採用！光線の透過率を大幅アップ！

●防水仕様の魅力！

   IP65防水等級となっており、突然の雨も安心！車両搭載や屋外使用も可能！

★使用範囲★ 

●災害時への備え、キャンプ、アウトドア、夜間、乗用車やトラックでの積み卸し、

   現場工事、駐車場、集魚灯、作業灯にも様々な場所で活躍します！

製品仕様

品番               YC100-2

LEDパワー               100W

全光束             11000lm

調光機能                HIGH/ロー（2段階）

発光色                   昼光色（6000K）

光源数                   LEDチップ×2個

演色性                   >Ra80

照射角度                120°（広角）

連続点灯時間          HIGH：約4～5時間  LOW：約8～10時間

充電時間                約8～9時間

        電  池                     専用電池 14.8V 6600mAh×2バック

        電池寿命                 約1000回

        充電電源                AC充電：AC85V-265V  DC充電：DC12/24V

        角度調整                前後180°

        防水等級                Ip65（生活防水）

        サイズ                     W330*H340*D155 mm

        重 量                     4kg(本体)

        材  質                    アルミニウム合金＋強化ガラス

        セット内容               投光器本体、スタンド、ネジ×2、ＡＣアタプター×2、

                                    シガーソケット×2、保証書、取扱説明書

充電時間
    セット内容

ランタン本体、シガーソケット、ACアダプター、

AC充電ケーブル、取扱説明書、保証書

a.家庭用コンセント：約3～4時間

b.シガーソケット充電(DC12V/24V)：約6～8時間

c.ソーラー：天候によって左右されます。

d.ダイナモ（手回し）：緊急時

333mm
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GH-4400A 着脱式
投光器専用バッテリー

特長
過充電・過放電保護機能付

２段階調光機能！HIGH/LOW切替スイッチ式

操作簡単

バッテリー残量計付

防雨型、IP65等級の防水性能

基本情報

品番                            GH-4400A

商品名                         着脱式バッテリー

製造元                         株式会社 グッド・グッズ

ブランド                         GOODGOODS

発売日                         平成29年1月

メーカー希望小売価格       4,500円

電池容量                       7.4V 4400mAh

充電電圧                       AC100-240V(専用充電)

車載シガーソケット            DC12V-24V(専用充電)

充電時間                       約3～4時間

点灯時間                       LOW：4時間;HIGH：2時間（目安）

対応機種                      充電式投光器(GH40-L/ YC30-N)

JAN（GS1）コード          4571461861272

対応機種 

充電式投光器(YC30-N/GH40-L)

9
0
m
m

75mm

製品仕様

品   番                    GH-4400A

バッテリー容量           専用電池 7.4V 4400mAh

充電電圧                AC100-240V　DC12V/24V

調光機能                HIGH/ロー（2段階）

対応機種                充電式投光器：GH40-L YC30-N         

充電時間                約3～4時間

        電池寿命                 約1000回

        防水等級                 IP65（生活防水）

        サイズ                      W90*D75mm

        重 量                      0.33kg（本体のみ）

        材  質                     PC+Li-ion

        

ON/OFF 

Li-ion

YC30-N GH40-L
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・電池交換式：電池ボックスの蓋を開けるだけで、簡単に電池交換できる。

・電池1本でも点灯できる！

・充電式・コードレスで電源の取れない場所でも利用できます。

・超明るい

最新技術高品質COBを採用、30Wなのに3600lmを実現

・優れた耐衝撃性

本体を囲む黄色いガード部分は、優れた耐衝撃性能を発揮。

2m地点からの落下にも耐えるタフな構造。

・マグネット内蔵のU字アーム付：

マグネット！吊り下げ！床置き！手持ち！4通りの使い方を楽しみ

・R50 U字スタンドで前後360°角度を自由に調整！

・USB出力可能　モバイルバッテリーとしても使える！

基本情報

品番                          YC-05W

商品名                       LED投光器 充電池交換式

製造元                       株式会社 グッド・グッズ

ブランド                       GOODGOODS

知的財産権                 実用新案登録第3212657号

発売日                       平成 29年11月

メーカー希望小売価格    12,000円（税抜）

光色                          昼光色

全光束                       3600lm

点灯時間                    

ロット数                       6

ロットサイズ                   W360*H360*D250 mm

JAN（GS1）コード        4571461861616

特長

YC-05W

充電式LED作業灯
電池交換式 

超高輝度 30W

製品仕様

品番                    YC-05W 実用新案登録

LEDパワー             30W

全光束                 3600lm

発光色                 昼光色(6000K)

光源数                 COB LEDチップ×1

点灯モード             HIGH・LOW・SOS・FLASH（4段階）

照射角度              120°（広角）

連続点灯時間        HIGH：約3時間以上

                           LOW：約6時間以上

充電時間              約4～5時間

電  池                        専用電池 18650型3本（3.7V　3600mAh）

電池寿命                   約1000回

充電電源                   AC充電：AC100V-240V

角度調整                   前後360°

防水等級                   IP65

サイズ                        W228*H153*D48 mm

重量                         1312g(本体)

材質                         アルミニウム合金 ＋鋼+PC

                

実測照度

距離　　　　中心照度

1m      1145.9LX

2m        286.4LX

3m        127.3LX

4m          71.6LX

5m          45.8LX
★上記照度は設計上の数値の為、

　　使用環境下により異なります。

【実用新案登録】

HIGH：約3時間以上;LOW：約6時間以上

セット内容 
 投光器本体、18650型リチウムバッテリー*3本 、
 ACアダプター、保証書、取扱説明書
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基本情報

品番                          LS80-T

商品名                       LEDランタン 防災 避難用品

製造元                       株式会社グッド・グッズ

ブランド                       GOODGOODS

発売日                       平成29年12月

メーカー希望小売価格    11,800円（税抜）

明るさ                         1500lm（最大）

点灯時間                    4時間以上（最長75時間）

ロット数                       8

ロットサイズ                  W540*H300*D300 mm

JAN（GS1）コード       4571461861692

特長

LS80-T

充電式LEDランタン
電池交換式 

超高輝度 20W

製品仕様

品番                     LS80-T

全光束（明るさ）  1500lm

発光色                 昼光色（6500K）

点灯モード             10%-100%無段階調節可能

使用時間              4時間以上（最長75時間）

充電時間              約5.5-6.5時間

使用電池          専用充電池三本 3.7V3600mAh*3本

防水等級                  IP44(生活防水)

照射角度                    360°

材 質                       ABS+アルミ二ウム合金

サイズ                         Φ136*H234 mm

重さ                           0.7kg

実測照度

距離　　　　中心照度

1m      119.3LX

2m        29.8LX

3m        13.2LX

4m          7.4LX

5m          4.7LX
★上記照度は設計上の数値の為、

　　使用環境下により異なります。

【 緊急用照明】
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 災害時の備えに  緊急用LED照明 光量調節機能付き

業界新突破　
日本初上陸

●充電池交換式！
汎用品18650型リチウムイオンバッテリー3本搭載！1本からでも点灯できる！使い勝手よし！
充電式なので、電源の取れないところでもしっかり光る！超長時間連続点灯可能！LOWモードで最長75時間点灯可！
防災対策なら、最高にぴったり！
●無段階調光機能付き
　スイッチを回すだけでON・OFF・光量を切替え可能
●USB出力可能
　照明だけではない、モバイルバッテリーとしても大活躍！
●360°全配光！
　死角なし、均一な光で全体的に明るく照らす！
●取っ手付き！
　吊り下げや持ち運びは楽々！！
●目に優しい光を！
　LEDの眩しさを抑え、光が和らぐ乳白色のシェードを採用する。
●多用途
防災グッズ、停電対策、非常用ライトとしてはもちろん、アウトドア、 キャンプ、バーベキュー（BBQ）、登山、昆虫採集、  
お釣り、ペットの夜間散歩など夜の野外活動にも最適！
充電式で360°全般配光で、室内工事　リフォーム工事　リフォーム作業にもおススメ！

セット内容
ランタン本体、AC充電器

リチウムイオンバッテリー×3本（18650型 3600mAh） 

、保証書、取扱説明書 、
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・充電式・コードレスで電源の取れない場所でも利用できます。
・コンパクト・軽量
・デザイン性アップ
タフなイメージを表現したレッドの縁取りを採用
マットプラックは、デザインの新鮮味に加え、タフで強固なイメージを与えます。
・優れた耐衝撃性
本体を囲むガード部分は、優れた耐衝撃性能を発揮。
2m地点からの落下にも耐えるタフな構造。
・超明るい
最新技術高品質COBを採用、30Wなのに3600lmを実現
更にCOBチップ採用により、実装面積を節約し、小型化・薄型化を実現しました。
・4通りの使い方
収納型ステー＆マグネットの強力な組み合わせ
マグネット！吊り下げ！床置き！手持ち！4通りの使い方を楽しみ
・折り畳みスタンド付属・180°調節可能
・携帯・USB電源機器に充電可能　1台2役
・マグネット付き・両手で作業に最適

基本情報

品番                           YC-N8X

商品名                        LED 充電式投光器

製造元                        株式会社 グッド・グッズ

ブランド                        GOODGOODS

知的財産権                  実用新案登録第3212657号

発売日                        平成 29年12月

メーカー希望小売価格     15,000円（税抜）

光色                           昼光色

全光束                        3600lm

点灯時間                     HIGH：約3時間 LOW：約6時間

充電時間                     約4時間

ロット数                        10

ロットサイズ                    W460*H310*D270 mm

JAN（GS1）コード         4571461861708

特長

YC-N8X

充電式LED作業灯
超高輝度 30W

製品仕様

品番                    YC-N8X 実用新案登録

LEDパワー             30W

全光束                  3600lm

発光色                  昼光色

光源数                  LEDチップ×1

点灯モード              HIGH・LOW・SOS・FLASH（4段階）

照射角度               120°（広角）

連続点灯時間         HIGH：約3時間   LOW：約6時間

充電時間               約4時間

バッテリー           グッド・グッズ専用電池 3.7V 6600mAh

電池寿命                    充放電繰り返し数：約1000回

充電電源                    AC充電：AC100V-240V

充電器出力                 5V　2A

USB出力                    5V　1A

角度調整                    前後180°

防水等級                    IP65（生活防水）

サイズ                         W188*H139*D47 mm

重量                          1kg(本体)

材質                          アルミニウム合金 ＋ 強化ガラス

セット内容                   投光器本体、ACアダプター、保証書、取扱説明書

                

実測照度

距離　　　　中心照度

1m      1145.9LX

2m        286.4LX

3m        127.3LX

4m          71.6LX

5m          45.8LX
★上記照度は設計上の数値の為、

　　使用環境下により異なります。

【実用新案登録】

優れた耐衝撃性

17



18http://www.goodgoods.co.jp/



19

2018年度版
製　品　仕　様

投
光

器

L
E
D

LDT-20
基本情報

品番                  LDT-20

商品名                       LED 投光器

製造元                       株式会社 グッド・グッズ

ブランド                       GOODGOODS

発売日                       平成28年4月

メーカー希望小売価格    4,000円(税抜)

光色                          昼光色

全光束                       2600lm

消費電力                    20W

入力電圧                    AC100V

ロット数                       10

ロットサイズ                   W630*H340*D190 mm

JAN（GS1）コード       4571461860954

実測照度

距離　　　　中心照度

1m      827.6LX

2m      206.9LX

3m        91.9LX

4m        51.7LX

5m        33.1LX
★上記照度は設計上の数値の為、

　　使用環境下により異なります。

特長

●極薄！超軽量！業界の限界を突破！！女性が片手でも持てる

●最新型デジタル方式のIC電源チップ一体型LED24個を搭載！

  20W・2600ルーメンのパワーで従来の200W相当の明るさを実現!

●優れた放熱性！

●防水性能IP66まで Super Evolution！

●ハイパワーの同時に驚くほど省エネ！新時代の代表作！

●こだわりデザイン色々！

工場、作業場、学校、公共場所、化粧室、ロッカー、倉庫、車庫、駐車場、

事務所、防犯灯、駐車場灯、軒下灯、門戸灯、表札灯、屋外屋内照明、

LEDライト、LEDワークライト、夜間作業、防犯ライト、玄関灯など様々なシーンで活躍。

適用場所：

製品仕様

品番                LDT-20

消費電力                 20W

入力電圧                 AC100V

周波数                    50/60Hz兼用

全光束（明るさ）      2600lm

ランプ効率                130lm/W

発光色                    昼光色（6000K）

光源数                    LEDチップ×24個

演色性                    >Ra80

照射角度                  120°（広角）

ステー調整角度      180°

使用温度                     -30°C～50°C

防水等級                     IP66

コード全長                    約2m

サイズ                          W145*H121*D25 mm

重さ約                         0.7kg（本体）

材 質                          アルミニウム合金+強化ガラス

セット内容                   投光器本体、プラグ（別途付属）、保証書、取扱説明書

TYH-16M
IP66

極薄！超軽量！
20W LED投光器

145mm
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2
1
m
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LDT-24A
基本情報

品番                           LDT-24A

商品名                        LED 投光器 実用新案登録

製造元                       株式会社 グッド・グッズ

ブランド                        GOODGOODS

知的財産権                 実用新案登録第3207354号

発売日                       平成28年12月

メーカー希望小売価格    4,200円(税抜)

光色                          昼光色

全光束                       2650lm

消費電力                    20W

入力電圧                    AC100V～240V

ロット数                      10

ロットサイズ                  W400*H300*D250 mm

JAN（GS1）コード      4571461861128

実測照度

距離　　　　中心照度

1m      640.9LX

2m      160.2LX

3m      71.22LX

4m        40.0LX

5m        25.6LX
★上記照度は設計上の数値の為、

　　使用環境下により異なります。

特長

●実用新案登録！こんなの初めて！

●平面の反射板の以外に楕円状の反射板を設ける！

●薄さ31mmの「極薄型ＬＥＤ投光器」！

●3030チップ*24粒を採用した！超爆光と驚く省エネ性能を両立！

●PVDアルミ鏡面加工で発光角度は140度に！

●アース線付で更に安心！安全！

●密封性に優れ、IP65等級の防水性能

●点灯角度調節可能！

工場、作業場、学校、公共場所、化粧室、ロッカー、倉庫、車庫、駐車場、

事務所、防犯灯、駐車場灯、軒下灯、門戸灯、表札灯、屋外屋内照明、

LEDライト、LEDワークライト、夜間作業、防犯ライト、玄関灯など様々なシーンで活躍。

適用場所：

製品仕様

品番               LDT-24A

消費電力                20W

入力電圧                AC100V～240V

周波数                   50/60Hz兼用

全光束                   2650lm

ランプ効率               132.5lm/W

発光色                   昼光色(6000K)

光源数                   LEDチップ×24個

演色性                   >Ra80

照射角度             140°（広角）

ステー調整角度            360°

使用温度                   約-30°C～50°C

防水等級                   IP65（生活防水）

コード全長                  約2m

サイズ                          W180*H130*D31 mm

重量                         0.98kg(本体)

材質                         アルミニウム合金 ＋ 強化ガラス

セット内容                  投光器本体、プラグ(別途付属)、保証書、取扱説明書

極薄！超軽量！
20W LED投光器

31mm

180mm

1
3
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m
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LED投光器反射板

【実用新案登録】
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LDT-35B
基本情報

品番                          LDT-35B

商品名                       LED 投光器 実用新案登録

製造元                       株式会社 グッド・グッズ

ブランド                       GOODGOODS

知的財産権                 実用新案登録第3207354号

発売日                       平成28年12月

メーカー希望小売価格    4,500円(税抜)

光色                          昼光色

全光束                       3850lm

消費電力                    30W

入力電圧                    AC100V～240V

ロット数                       10

ロットサイズ                   W400*H300*D250 mm

JAN（GS1）コード       4571461861135

実測照度

距離　　　　中心照度

1m      931.2LX

2m      232.8LX

3m      103.4LX

4m        58.2LX

5m        37.2LX
★上記照度は設計上の数値の為、

　　使用環境下により異なります。

特長

●実用新案登録！こんなの初めて！

●平面の反射板の以外に楕円状の反射板を設ける！

●薄さ31mmの「極薄型ＬＥＤ投光器」！

●3030チップ*35粒を採用した！超爆光と驚く省エネ性能を両立！

●PVDアルミ鏡面加工で発光角度は140度に！

●アース線付で更に安心！安全！

●密封性に優れ、IP65等級の防水性能

●点灯角度調節可能！

工場、作業場、学校、公共場所、化粧室、ロッカー、倉庫、車庫、駐車場、

事務所、防犯灯、駐車場灯、軒下灯、門戸灯、表札灯、屋外屋内照明、

LEDライト、LEDワークライト、夜間作業、防犯ライト、玄関灯など様々なシーンで活躍。

適用場所：

製品仕様

品番                    LDT-35B

消費電力                30W

入力電圧                AC100V～240V

周波数                   50/60Hz兼用

全光束                   3850lm

ランプ効率               128.33lm/W

発光色                   昼光色(6000K)

光源数                   LEDチップ×35個

演色性                   >Ra80

照射角度                   140°（広角）

ステー調整角度            360°

使用温度                   約－30℃～50℃

防水等級                   IP65（生活防水）

コード全長                   約2m

サイズW                       W180*H130*D31 mm

重量                         1.03kg(本体)

材質                         アルミニウム合金 ＋ 強化ガラス

セット内容                  投光器本体、プラグ(別途付属)、保証書、取扱説明書

極薄！超軽量！
30W LED投光器

31mm
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【実用新案登録】
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LDT-56C
基本情報

品番                          LDT-56C

商品名                       LED 投光器 実用新案登録

製造元                       株式会社 グッド・グッズ

ブランド                       GOODGOODS

知的財産権                 実用新案登録第3207354号

発売日                       平成28年8月

メーカー希望小売価格    10,000円(税抜)

光色                          昼光色

全光束                       6100lm

消費電力                    50W

入力電圧                    AC100V～240V

ロット数                       5

ロットサイズ                   W370*H280*D300 mm

JAN（GS1）コード       4571461861142

実測照度

距離　　　　中心照度

1m      1475.4LX

2m        368.8LX

3m        163.9LX

4m          92.2LX

5m          59.0LX
★上記照度は設計上の数値の為、

　　使用環境下により異なります。

特長

●実用新案登録！こんなの初めて！

●平面の反射板の以外に楕円状の反射板を設ける！

●薄さ41.5mmの「極薄型ＬＥＤ投光器」！

●3030チップ*56粒を採用した！超爆光と驚く省エネ性能を両立！

●平面の反射板の以外に楕円状の反射板を設ける！

●アース線付で更に安心！安全！

●密封性に優れ、IP65等級の防水性能

●点灯角度調節可能！

工場、作業場、学校、公共場所、化粧室、ロッカー、倉庫、車庫、駐車場、

事務所、防犯灯、駐車場灯、軒下灯、門戸灯、表札灯、屋外屋内照明、

LEDライト、LEDワークライト、夜間作業、防犯ライト、玄関灯など様々なシーンで活躍。

適用場所：

製品仕様

品番                    LDT-56C

消費電力                50W

入力電圧                AC100V～240V

周波数                   50/60Hz兼用

全光束（明るさ）     6100lm

ランプ効率               122lm/W

発光色                   昼光色（6000K）

光源数                   LEDチップ×56個

演色性                   >Ra80

照射角度             140°（広角）

ステー調整角度            360°

使用温度                   約－20℃～45℃

防水等級                   IP65（生活防水）

コード全長                  約2m

サイズW                      W290*H208*D41.5 mm

重量                         2.4kg(本体)

材質                         アルミニウム合金 ＋ 強化ガラス

セット内容                  投光器本体、プラグ(別途付属)、保証書、取扱説明書

極薄！超爆光！
50W LED投光器

LED投光器反射板

【実用新案登録】
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LDT-3E
基本情報

品番　　　　　　　　　　　　　　LDT-3E

商品名　　　　　　　　　　　　LED 投光器

製造元　　　　　　　　　　　　株式会社 グッド・グッズ

ブランド                        GOODGOODS

発売日                       平成28年6月

メーカー希望小売価格    6,000円(税抜)

光色                          昼光色

全光束                       4000lm

消費電力                    30W

入力電圧                    AC85V～265V

ロット数                       10

ロットサイズ                   W500*H285*D265 mm

JAN（GS1）コード       4571461861104

実測照度

距離　　　　中心照度

1m      1273.2LX

2m        318.3LX

3m        141.4LX

4m          79.5LX

5m          50.9LX
★上記照度は設計上の数値の為、

　　使用環境下により異なります。

特長
●LEDチップ60PCSを搭載してより明るく実現！

●AC85～265Vの電圧に対応！

●取り付け場所を選ばない！

　　　◇軽量コンパクトな設計で、取り付けステーは無段階段の調整機構付きです。

　　　　　オプションの電源とセットで、様々なシーンを照らします。

　　　◇360°回転フリーアームと2ｍ電源コード付きで取り付け簡単です。

●ipad外形を基に設計されたもの！

●LED 投光機 看板灯 駐車場灯 フラッドライト 風景ランプ 樹木、

   店舗壁面などのライトアップ照明！看板照明や店内の演出用照明！

●海苔漁の常夜灯、シラス漁の常夜灯、キャンプや夜釣りの照明、

   集魚ライトにさまざまな場面で活躍できます

●公共場所、駐車場、事務所、展示場に使用、作業灯 駐車場灯、

   看板灯、街灯、公園、ホール、 玄関常夜灯、町内防犯灯として使用！

●適用場所

製品仕様

品番               LDT-3E

消費電力                30W

入力電圧                AC85V～265V

周波数                   50/60Hz兼用

全光束（明るさ）     4000lm

ランプ効率               133.33lm/W

発光色                   昼光色（6000K）

光源数                   LEDチップ×60個

演色性                   >Ra80

照射角度             120°（広角）

ステー調整角度            360°

使用温度                   約－20℃～45℃

防水等級                   IP65（生活防水）

コード全長                  約2m

サイズW                      W230*H168*D40 mm

重量                         1.5kg(本体)

材質                         アルミニウム合金 ＋ 強化ガラス

セット内容                  投光器本体、プラグ(別途付属)、保証書、取扱説明書

極薄！超爆光！
30W LED投光器
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LDT-5Ｆ
基本情報

品番                   LDT-5F

商品名                         LED 投光器

製造元                         株式会社 グッド・グッズ

ブランド                         GOODGOODS

発売日                         平成28年6月

メーカー希望小売価格      7,000円(税抜)

光色                            昼光色

全光束                        6000lm

消費電力                     50W

入力電圧                     AC85V～265V

ロット数                        5

ロットサイズ                   W320*H310*D290 mm

JAN（GS1）コード       4571461861111

実測照度

距離　　　　中心照度

1m      1909.8LX

2m        477.4LX

3m        212.2LX

4m        119.3LX

5m          76.3LX
★上記照度は設計上の数値の為、

　　使用環境下により異なります。

特長
●LEDチップ100PCSを搭載してより明るく実現！

●AC85～265Vの電圧に対応！

●取り付け場所を選ばない！

　　　◇軽量コンパクトな設計で、取り付けステーは無段階段の調整機構付きです。

　　　　　オプションの電源とセットで、様々なシーンを照らします。

　　　◇360°回転フリーアームと2ｍ電源コード付きで取り付け簡単です。

●ipad外形を基に設計されたもの！

●LED 投光機 看板灯 駐車場灯 フラッドライト 風景ランプ 樹木、

   店舗壁面などのライトアップ照明！看板照明や店内の演出用照明！

●海苔漁の常夜灯、シラス漁の常夜灯、キャンプや夜釣りの照明、

   集魚ライトにさまざまな場面で活躍できます

●公共場所、駐車場、事務所、展示場に使用、作業灯 駐車場灯、

   看板灯、街灯、公園、ホール、 玄関常夜灯、町内防犯灯として使用！

●適用場所

製品仕様

品番               LDT-5F

消費電力                50W

入力電圧                AC85V～265V

周波数                   50/60Hz兼用

全光束（明るさ）     6000lm

ランプ効率               120lm/W

発光色                   昼光色（6000K）

光源数                   LEDチップ×100個

演色性                   >Ra80

照射角度             120°（広角）

ステー調整角度            360°

使用温度                   約－20℃～45℃

防水等級                   IP65（生活防水）

コード全長                  約2m

サイズ                         W270*H190*D40mm

重量                         1.9kg(本体)

材質                         アルミニウム合金 ＋ 強化ガラス

セット内容                  投光器本体、プラグ(別途付属)、保証書、取扱説明書

極薄！超爆光！
50W LED投光器
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LDT-60Ｒ 極薄！超爆光！
60W LED投光器

基本情報

品番                  LDT-60R

商品名                       LED 投光器

製造元                       株式会社 グッド・グッズ

ブランド                       GOODGOODS

発売日                       平成29年10月

メーカー希望小売価格    11,400円(税抜)

光色                          昼光色

全光束                       5500lm

消費電力                    60W

入力電圧                    AC100V

ロット数                       5

ロットサイズ                  W365*H315*D225 mm

JAN（GS1）コード      4571461861531

実測照度

距離　　　　中心照度

1m      1750.7LX

2m      437.68LX

3m      194.52LX

4m      109.42LX

5m        70.03LX
★上記照度は設計上の数値の為、

　　使用環境下により異なります。

特長
◆極薄・超軽量設計

今までの高出力LED投光器のイメージを打ち破る薄さ38mm、質量わずか2.15kgの薄型軽量デザイン。

女性でも片手で持てる。

◆最新型デジタル方式のIC電源チップ一体型LED238個を搭載！！60Wの消費電力で直視できない

ほど明るさ5500lmを実現！

◆優れた放熱性！

熱伝導性に優れる純正アルミ製筐体に放熱フィン構造を採用！また、内部はアルミニウム基板に全ての

部品を表面実装！！

放熱面積＆放熱スピードは一気に高め！LEDは熱に弱いという欠点を完璧にカバー！

◆二重構造のゴムパッキンを採用することにより、防水性能IP66まで Super Evolution！

従来品品に比べて著しく改善された防水ゴムパッキン！

上部で強化ガラスの四辺をしっかり囲って、下部の溝で筐体の開口部を密閉！

◆【3mコード＆プラグ付き】

菱形PSE認証コンセントプラグとロングコード3M電源コード付き！

業者に頼まなくても、コンセント挿せばすぐにライトが使えます！！

製品仕様

品番               LDT-60R

消費電力                60W

入力電圧                AC100V

周波数                   50/60Hz兼用

全光束（明るさ）     5500lm

ランプ効率               91.7lm/W

発光色                   昼光色（6000-6500K）

光源数                   LEDチップ×238個

演色性                   >Ra80

照射角度             120°（広角）

ステー調整角度            360°

使用温度                    約－20℃～45℃

防水等級                    IP66

コード全長                   約3m

サイズ                         W280*H190*D38 mm

重さ                           2.15kg(本体)

材 質                         アルミニウム合金+強化ガラス

セット内容                   投光器本体、プラグ(別途付属)、保証書、取扱説明書
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LDT-160
基本情報

品番                  LDT-160

商品名                       LED 投光器

製造元                       株式会社 グッド・グッズ

ブランド                       GOODGOODS

発売日                       平成28年6月

メーカー希望小売価格    15,000円(税抜)

光色                           昼光色

全光束                        16000lm

消費電力                     100W

入力電圧                     AC100V-240V

ロット数                        4

ロットサイズ                   W440*H370*D230 mm

JAN（GS1）コード       4571461860992

極薄！大型超爆光！
100W LED投光器

実測照度

距離　　　　中心照度

1m      3081.5LX

2m        770.4LX

3m        342.4LX

4m        192.6LX

5m        123.2LX
★上記照度は設計上の数値の為、

　　使用環境下により異なります。

特長
★革新！ＬＥＤ投光器がコンパクトになりました！薄さ41.5mmの「極薄型ＬＥＤ投光器」！

   LED投光器と聞けば【重くて大きい】というイメージを持たれますが、本製品はイメージを覆す程【薄くて軽い！】

   小型化に成功した製品です。駆動回路の小型化に専念し、遂にタブレット並みのコンパクトサイズを実現しました！

   新設計の薄型ボディで従来の商品よりも設置場所が広がります！

★3030チップ*160粒を採用しました！超爆光と驚く省エネ性能を両立！

   3030チップはチップ1個あたり100ルーメンの輝度を達成し、この投光器が全光束最大16000LMを実現！

   消費電力も約1/15に抑えられる！

   また、従来チップLEDより耐熱性が高く発熱量が少ない3030チップを採用する事で熱害による耐性を向

   上させる事で長寿命化を図っています。

★PVDアルミ鏡面加工で発光角度は160度に！広範囲を照らす

   照射範囲拡大の秘密は、高効率鏡面加工による集光、拡散技術にあります。

   アルミのPVD鏡面加工とは、アルミパーツの表面が鏡のように風景が映りこむように仕上げる加工です。

   全反射率98％の高反射を誇っており照射角度は160度に達する。

★密封性に優れ、IP65等級の防水性能を！

   コーキングを強化することで、IP65相当の防塵・防水性能を実現！雨の当たる屋外や粉塵の多い環

   境でもご使用いただけます！

★スタンドは上下270°調節可！

   設置の工程上の手間を最小限に

   スタンドそのままに、楽々設置！

   また、点灯角度も簡単に調節可能！

★照射面は強化ガラスを使用。長期間の使用でも劣化せずクリアな光を照射する

   カバーの材質は、強化ガラスなので、光線の透過率は、９８％以上に達する！むらなく発散することを保証します。 

製品仕様

品番                     LDT-160

消費電力                100W

入力電圧                AC100V-240V

周波数                   50/60Hz兼用

全光束（明るさ）     16000lm

ランプ効率                160lm/W

発光色              昼光色（6000K）

光源数                     LEDチップ×160個

演色性                     >Ra80

照射角度             160°

ステー調整角度            360°

使用温度                    -30°C～50°C

防水等級                    IP65

コード全長                   約2m

サイズ                         W360*H268*D41.5 mm

重さ約                        3.8kg（本体）

材 質                         アルミニウム合金+強化ガラス

セット内容                   投光器本体、プラグ(別途付属)、保証書、取扱説明書
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LDT-150
基本情報

品番                  LDT-150

商品名                       LED 投光器

製造元                       株式会社 グッド・グッズ

ブランド                       GOODGOODS

発売日                       平成28年9月

メーカー希望小売価格    18,000円(税抜)

光色                           昼光色

全光束                        15000lm

消費電力                     100W

入力電圧                     AC100V～240V

ロット数                        2

ロットサイズ                   W495*H410*D320 mm

JAN（GS1）コード       4571461861173

実測照度

距離　　　　中心照度

1m      4774.6LX

2m      1193.6LX

3m        530.5LX

4m        298.4LX

5m        190.9LX
★上記照度は設計上の数値の為、

　　使用環境下により異なります。

特長
★耐熱性が高く発熱量が少ない3030チップを100粒搭載！

   3030チップは1個あたり150ルーメンの輝度を達成いたしました。消費電力も約1/15に抑えられる！

   また、従来のLEDチップより耐熱性が高く発熱量が少ない3030チップを採用する事で熱害による耐性

    を向上させることで長寿命化を図っています。

★照度が従来品より30％アップ！

    基板に広面積・高密度にLEDチップを実装することで照度は従来100ｗ投光器より30％アップしました。

★薄さ60mmの極薄型！

   当製品（100W投光器）は、60mmというあり得ないほどの薄さ。しかも、4kgを下回る軽さ。

   より手軽に、どこへでも取付が楽々ます。

★高い放熱性能！

   ボディをフィン構造にすることで放熱性に優れ、熱ダレによる故障を防ぎます。クリンプフィン型ヒートシンク

  （ひね板式フィン）構造を採用したLED照明器具の重量において、放熱冷却器が占める割合は高く、

    これを軽量化することにより大幅軽量化を図ることが出来ます。

★取付面が自由！

    本体調整角度は270°となり、取付面は方向を問わず、どの面にも取付可能です。

★密封性に優れ、IP65等級の防水性能！

   コーキングを強化することで、IP65相当の防塵・防水性能を実現！

   雨の当たる屋外や粉塵の多い環境でもご使用いただけます！

★高級感溢れるデザイン！

  パッチン錠が8ヵ所付くことでしかっりガラスを閉じられます。

製品仕様

品番                    LDT-150

消費電力              100W

入力電圧              AC100V～240V

周波数                 50/60Hz兼用

全光束                 15000lm

ランプ効率             150lm/W

発光色                 昼光色（6000K）

光源数                 LEDチップ×100個

演色性                 >Ra80

照射角度                  120°（広角）

ステー調整角度      270°

使用温度約                －20℃～45℃

防水等級                   IP65（生活防水）

コード全長                  約2m

サイズ                        W295*H345*D53.5 mm

重量                         4.0kg(本体)

材質                         アルミニウム合金 ＋ 強化ガラス

セット内容                  投光器本体、プラグ(別途付属)、保証書、取扱説明書

極薄！大型超爆光！
100W LED投光器

 

 

9
0
m
m

15
0
m
m

11.5mm 345mm

402.32mm

2
9
5
m
m

5
3.
5
m
m

6
0
m
m

0

30

60

90

120

150

-/+180

-150

-120

-90

-60

-30

光强:cd
V 0.0? 平面,109.3?

光强:cd

H 0.0? 平面,107.6?

(50%):108.5 度

0

900

1800

2700

3600

4500

-90
-90

-80

-80

-70

-70

-60

-60

-50

-50

-40

-40

-30

-30

-20

-20

-10

-10

0

0

10

10

20

20

30

30

40

40

50

50

60

60

70

70

80

80

90

90

Imax:4181(H-3.0,V0.0)
 (At:C=180.0,Gamma=3.0)

单位: cd

10% 418.1
20% 836.1
30% 1254
40% 1672
50% 2090
60% 2508
70% 2926
80% 3345
90% 3763

27

2018年度版
製　品　仕　様

投
光

器

L
E
D



LDT-28G
基本情報

品番                  LDT-28G

商品名                       LED 投光器

製造元                       株式会社 グッド・グッズ

ブランド                       GOODGOODS

発売日                       平成28年12月

メーカー希望小売価格    35,000円（税抜）

光色                          昼光色

全光束                       28000lm

消費電力                    200W

入力電圧                    AC85V～265V

ロット数                       1

ロットサイズ                  W576*H475*D160 mm

JAN（GS1）コード      4571461861241

実測照度

距離　　　　中心照度

1m      8912.6LX

2m      2228.1LX

3m        990.3LX

4m        557.0LX

5m        356.5LX
★上記照度は設計上の数値の為、

　　使用環境下により異なります。

特長
◆【高品質3030チップを240粒採用】

   SMD3030チップは【110LM/1個あたり】の照度を誇り、240粒の搭載で全光束最大28000Lmを実現！

   消費電力を約1/15に抑え、超爆光と優れた省エネ性能を両立！また、従来LEDチップより耐熱性に優れ発熱量

   が少ない3030チップにより、熱害による劣化耐性を向上させ長寿命化を図っています。

◆【薄さ53.5mmの“極薄型LED投光器”】

   重くて大きいとのイメージが強いLED投光器の常識を覆す程【軽くて薄い】小型化に成功！

   駆動回路の小型化に着目し、タブレット並みのサイズを実現しました！

◆【照度は従来品の30％アップ】

    狭面積の基盤へLED素子を密集させ実装し、光源内部の発光を次第に増加させる設計により、

    照度は従来200W投光器より30％アップしました！

◆【スタンド調整角度は最大、約270度】

    スタンドの最大調整角度を270度に改善する事で、取り付け角度も大幅にアップしました！

◆【密閉性に優れ、防水等級はIP65相当！】

    コーキングを強化することで、IP65相当の防塵防水性能を実現！雨の当たる屋外や粉塵の多い環境でもご使用頂けます！

◆【厚さ4ミリ（他社の2倍）の安定力の高いスタンド】

   新設計のスタンドの厚みは通常の2倍の【4mm】！揺れにも強い厚みです！

◆【照射面は強化ガラスを使用。長期間の使用でも劣化せずクリアな光を照射する！】

    透明度の高い強化ガラスを採用し、光線の透過達成率は９８％以上！ムラなく光を発散します！

◆【表面の放熱フィン構造でヒート性能は格段にアップ！】

   散熱性能に優れたアルミ合金を採用し、更に散熱効率が高いフィン形状を採用することで、放熱問題を解決！

   更に長寿命化を実現しました！

製品仕様

品番                    LDT-28G

消費電力              200W

入力電圧              AC85V～265V

周波数                 50/60Hz兼用

全光束                 28000lm

ランプ効率             140lm/W

発光色                 昼光色（6000K）

光源数                 LEDチップ×240個

演色性                 >Ra80

照射角度                  120°（広角）

ステー調整角度      270°

使用温度約                －20℃～45℃

防水等級                   IP65（生活防水）

コード全長                  約2m

サイズ                        W360*H400*D53.5 mm

重量                         6.5kg(本体)

材質                         アルミニウム合金 ＋ 強化ガラス

セット内容                  投光器本体、プラグ(別途付属)、保証書、取扱説明書

極薄！大型超爆光！
200W LED投光器
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LD105
基本情報

品番                  LD105

商品名                       LED 投光器

製造元                       株式会社 グッド・グッズ

ブランド                       GOODGOODS

発売日                       平成26年4月

メーカー希望小売価格    5,000円(税抜)

光色                          昼光色

全光束                       3000lm

消費電力                    30W

入力電圧                    AC85V～265V

ロット数                       10

ロットサイズ                   W510*H365*D310 mm

JAN（GS1）コード       4571461860497

薄型！非常に明るい！
30W LED投光器

投
光

器
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D

実測照度

距離　　　　中心照度

1m      826.9LX

2m      206.7LX

3m        91.8LX

4m        51.6LX

5m        33.0LX
★上記照度は設計上の数値の為、

　　使用環境下により異なります。

特長

◆【軽量・丈夫・コンパクト・薄型】

奥行きたったの46㎜、大幅な薄形化を実現！

薄型の設計で取付け位置の自由度もアップ！

◆【放熱機能アップ】

ボディー全体をフィン構造としたことで、放熱性に優れ熱だれや故障を防止！

◆【照射角130°の広角照射】

約130°の照射角で従来のLED投光器よりも更に広範囲を照らします！

◆【取り付け自在の台座】

取付け方向が自在で様々な場所への設置が可能！

製品仕様

品番              LD105

消費電力              30W

入力電圧              AC85V～265V

周波数                 50/60Hz兼用

全光束（明るさ）   3000lm

ランプ効率             100lm/W

発光色                 昼光色（6000K）

光源数                 LEDチップ×1個

演色性                 >Ra80

照射角度           130°（広角）

使用温度約              －20℃～45℃

防水等級                 IP66（生活防水）

コード全長                約3m

サイズ                      W226*H220*D46 mm

重さ                        約1.32kg（本体）

材 質                      アルミ合金 + 強化ガラス

                

薄型の設計
超爆光LEDチップ

セット内容
投光器本体、プラグ(別途付属)、

保証書、取扱説明書
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LD103
基本情報

品番                   LD103

商品名                         LED 投光器

製造元                         株式会社 グッド・グッズ

ブランド                         GOODGOODS

発売日                         平成24年11月

メーカー希望小売価格      6,500円(税抜)

光色                            昼光色

全光束                         5000lm

消費電力                      50W

入力電圧                      AC85V～265V

ロット数                         6

ロットサイズ                    W505*H325*D335 mm

JANコード                     4571461860466

薄型！非常に明るい！
50W LED投光器

実測照度

距離　　　　中心照度

1m      1378.2LX

2m        344.5LX

3m        153.1LX

4m          86.1LX

5m          55.1LX
★上記照度は設計上の数値の為、

　　使用環境下により異なります。

特長

・超爆光SMDチップ採用、直視できないほどの明るさを持ち、1枚でハイパワーな高出力を

実現できます。しかも発光が純一で「チラつき」がないので、目に優しいです。

・薄型の設計で取付の自由度が上がります。

・商品電力を抑えて、従来のHID投光器に比べ、約42％省エネを実現します。

・照射角度約130°で従来のLED投光器よりも広角&広範囲に照らします。

・IP66防水レベルで屋内・屋外両方ご利用OK！

・看板灯、駐車場灯、樹木や店舗壁面などのライトアップ照明に。

製品仕様

品番              LD103

消費電力              50W

入力電圧              AC85V～265V

周波数                 50/60Hz兼用

全光束（明るさ）   5000lm

ランプ効率             100lm/W

発光色                 昼光色（6000K）

光源数                 LEDチップ×1個

演色性                 >Ra80

照射角度           130°（広角）

使用温度約              －20℃～45℃

防水等級                 IP66（生活防水）

コード全長                約5m

サイズ                      W285*H275*D55 mm

重さ                        約2.4kg（本体）

材 質                      アルミニウム合金ダイカスト ＋ 強化ガラス

薄型の設計
超爆光SMDチップ

セット内容
投光器本体、プラグ(別途付属)、

保証書、取扱説明書
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LD101
基本情報

品番　　　　　　　　       　LD101-ZB(昼光色)/LD101-DQ

商品名                         LED 投光器

製造元                         株式会社 グッド・グッズ

ブランド                         GOODGOODS

発売日                         平成24年8月

メーカー希望小売価格      6,500円(税抜)

光色                            昼光色/電球色

全光束                         5000lm

消費電力                      50W

入力電圧                      AC85V～265V

ロット数                         6

ロットサイズW                W525*H450*D315 mm

        

(電球色) 

非常に明るい！
50W LED投光器

実測照度

距離　　　　中心照度

1m      1591.5LX

2m        397.8LX

3m        176.8LX

4m          99.4LX

5m          63.6LX
★上記照度は設計上の数値の為、

　　使用環境下により異なります。

特長

◆【高効率LEDチップ採用】

固有エネルギー消費効率はシリーズ最大で100ルーメン/Wを実現。

最高光束5000lm/広角タイプの高効率！

◆【コンバーター本体への防水・落雷防止】

本体だけでなく、コンバーター単体への防水・落雷防止機能を搭載により浸水・落雷による故障を更に軽減！

◆【過酷な温度環境での使用にも】

－20℃～+45℃という温度環境での使用も可能！

寒冷地の他、屋内施設における夏季の一時的な高温環境での使用も可能です。

◆【幅広い照射角度】

約120°で従来のLED投光器よりも広角&広範囲に照らします。

◆【強化ガラス採用】

高い耐衝撃性をもつ強化ガラスの採用で、万が一の破損時にも飛散することはありません。

◆【取り付け自在の台座】

取付け方向が自在で様々な場所への設置が可能！

製品仕様

品番　　　　　　　    

消費電力              50W

入力電圧              AC85V～265V

周波数                 50/60Hz兼用

全光束（明るさ）   5000lm

ランプ効率             100lm/W

発光色                 昼光色（6000K）/電球色（3500K）

光源数                 LEDチップ×1個

演色性                 >Ra80

LD101-ZB(昼光色)/LD101-DQ(電球色) 照射角度            120°

ステー調整角度             180°

使用温度                     -20°C～45°C

防水等級                     IP65（生活防水）

コード全長                    約5m

サイズ                        W285*H235*D125 mm

重さ                            約2.3kg

材 質                          アルミニウム + 強化ガラス

セット内容                   投光器本体、プラグ(別途付属)、保証書、取扱説明書

LD101-ZB(昼白色）　　

LD101-DQ(電球色)

4571461860190(昼光色)

4571461860756(電球色) 
JAN（GS1）コード
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LD106
基本情報

品番                          LD106

商品名                       LED 投光器　16色イルミネーション

製造元                       株式会社 グッド・グッズ

ブランド                       GOODGOODS

発売日                       平成26年3月

メーカー希望小売価格    12,000円(税抜)

光色                          16色

全光束                       4000lm（最大出力）

消費電力                    50W

入力電圧                    AC85V～265V

ロット数                       6

ロットサイズ                  W515*H460*D320 mm

JAN（GS1）コード      4571461860312

16色切り替え可能

50W LED投光器

 50m遠隔制御

16色調節

実測照度

距離　　　　中心照度

1m      1273.2LX

2m        318.3LX

3m        141.4LX

4m          79.5LX

5m          50.9LX
★上記照度は設計上の数値の為、

　　使用環境下により異なります。

特長
・赤・緑・青のLEDを組み合わせることにより16種類の色を演出。

  四季に合わせて照明を変えたり用途に合わせて色を自由自在に変化！

・単色のみから、１色ずつ切り替わるフラッシュ点灯、フェードイン、フェードインアウトなど雰囲

 気に合ったお好みの演出効果を選べます。

・様々な色で看板を目立たせます。カラフルで動きがあるのでパトライトよりも目立たせる事ができます。

・リモコンの遠隔制御距離は最大50mとなり、高い所や離れたところに取り付けていても安心操作！

・ライト本体はヒートシンク加工で放熱性UP！

・広角反射板・反射角１２０°ムラのないキレイな光が広がります。

・展示場、作業灯 駐車場灯、看板灯、街灯、公園、庭、建物、駅、空港、アート、芝生、ショールーム、

クラブホール、玄関常夜灯、町内防犯灯として使用！様々な用途に大活躍します。

製品仕様

品番                     LD106

消費電力               50W

入力電圧               AC85V～265V

周波数                  50/60Hz兼用

全光束（明るさ）    4000lm（最大出力）

ランプ効率              80 lm/W

発光色                  昼光色（6500K）/ RGB(4500K)

演色性                  >Ra80

照射角度               120°（広角）

ステー調整角度     180°

使用温度                    約－20℃～45℃

防水等級                    IP65

コード全長                   約5m

サイズ                         W285*H235*D125 mm

重さ                           約2.3kg(投光器本体)

材 質                         アルミニウム合金ダイカスト ＋ 強化ガラス

セット内容                   投光器本体、プラグ(別途付属)、保証書、取扱説明書
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LD93-D 基本情報

品番                           LD93-D

商品名                        LED 投光器

製造元                        株式会社 グッド・グッズ

ブランド                        GOODGOODS

発売日                        平成28年6月

メーカー希望小売価格     6,000円（税抜）

光色                           昼光色

全光束                        5500lm

消費電力                     50W

入力電圧                     AC85V～265V

ロット数                        4

ロットサイズ                   W510*H280*D260 mm

JANコード                    4571461861074

省電力・超寿命

50W LED投光器
・超軽量

特長
・

  蝶ボルトを採用し、手で締付けたり緩めたりできます。角度調整も簡単にできます。

・ハイパワーのなのに驚くほど省エネ！新時代の代表作！！

  50Ｗと省電力で、従来の白熱球500W相当の明るさです。消費電力は驚きの約1/15に！！

・省電力・超寿命

  １２０粒LED素子搭載で、水銀灯やハロゲンランプを用いた投光器と比較して、寿命が圧倒的に長い、

  低消費電力、紫外線の放出が少ない、電源ONで即最大照度に！！

・強化ガラスとPCカバーを採用！

   強化ガラスは熱処理（焼き入れ）してある為、通常のガラスと比べて約3～5倍の強度を誇ります。

   耐衝撃性にも優れている他、万が一割れた場合も粒状になるため、安全性も高いです。

   PCカバーの採用により、耐衝撃性の向上と軽量化を実現しました。

・ヒートシンク加工で放熱性UP

・アルミ鏡面加工（PVD）コーティング

業界初蝶ボルト採用！更に手軽になりました！

製品仕様

品番               LD93-D

消費電力                50W

入力電圧                AC85V～265V

周波数                   50/60Hz兼用

全光束                   5500lm

ランプ効率               110lm/W

発光色                   昼光色（6000K）

光源数                   LEDチップ×120個

演色性                   >Ra80

照射角度            120°（広角）

使用温度                    約－20℃～45℃

防水等級                    IP65（生活防水）

コード全長                   約2m

サイズ                         W225*H190*D85 mm

重量                          約1.22kg

材 質                         PC+アルミニウム合金+強化ガラス

セット内容                   投光器本体、プラグ(別途付属)、保証書、取扱説明書

実測照度

距離　　　　中心照度

1m      1750.7LX

2m        437.6LX

3m        194.5LX

4m        109.4LX

5m          70.0LX
★上記照度は設計上の数値の為、

　　使用環境下により異なります。
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LD-102T 基本情報

品番                   LD-102T

商品名                         LED 投光器

製造元                         株式会社 グッド・グッズ

ブランド                         GOODGOODS

発売日                         平成29年6月

メーカー希望小売価格      12,000円(税抜)

光色                            昼光色

全光束                         14000lm

消費電力                      100W

入力電圧                      AC85V～265V

ロット数                         4

ロットサイズ                    W490*H400*D22 mm

JAN（GS1）コード        4571461860411

省電力・超寿命

100W LED投光器
・超軽量

特長

製品仕様

品番              LD-102T

消費電力              100W

入力電圧              AC85-265V

周波数                 50/60Hz兼用

全光束（明るさ）   14000lm

ランプ効率             140.0lm/W

発光色                 昼光色（6000K~6500K）

光源数                 LEDチップ×200個

演色性                 >Ra80

照射角度           120°(広角)

使用温度                -20°C～45°C

防水等級                IP66(生活防水)

コード全長               約5m

サイズ                     W366*H195*D75 mm

重さ                       約3.95kg(本体のみ)

材 質                     アルミニウム合金+強化ガラス

                            

実測照度

距離　　　　中心照度

1m      4456.3LX

2m      1114.0LX

3m        495.1LX

4m        278.5LX

5m        178.2LX
★上記照度は設計上の数値の為、

　　使用環境下により異なります。

2種類のステイで角度自在！ 

横  型                       縦  型

セット内容 本体、プラグ(別途付属)、ステー*二つ、

保証書、取扱説明書

・LEDチップ*200粒を搭載！高輝度の14000lmを実現！

・横・縦2種類のステーで最適な照射角度を実現！

　取扱方法は色々！

・アルミニウム合金製の筐体の裏面に放熱フィンを構造し、放熱性能を一気にUP！

・密封性に優れ、IP66の防水等級を達成！

・超軽量設計！100Wの高出力モデルなのに、重さは僅か3.95kg！

・優れた堅牢性！耐衝撃、耐振動

・AC85～265Vの電圧に対応！

・新設計の薄型ボディで従来品より更に設置場所が広がります！
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基本情報

品番                  LD302

商品名                       LED 投光器

製造元                       株式会社 グッド・グッズ

ブランド                       GOODGOODS

発売日                       平成26年7月

メーカー希望小売価格    18,000円（税抜）

光色                          昼光色

全光束                       11000lm

消費電力                    100W

入力電圧                    AC85V～265V

ロット数                       4

ロットサイズ                   W495*H340*D420 mm

JAN（GS1）コード       4571461860268

大型超爆光！
100W LED投光器

実測照度

距離　　　　中心照度

1m      3501.4LX

2m        875.3LX

3m        389.0LX

4m        218.8LX

5m        140.0LX
★上記照度は設計上の数値の為、

　　使用環境下により異なります。

特長

◆【シャープな明りで効率UＰ】

高効率な100W型（1000W相当）超ハイパワーLEDを搭載し、超拡散の明るさを実現！

HID投光器「150W)」相当の明るさ！

◆【優れた放熱性能】

本体の全体に施した放熱フィン構造におり効率よく放熱し､更に放熱に最適なアルミニウム基盤に

各部品を直接実装する事で格段に放熱性能アップ！高照度と放熱を実現しました。

◆【軽量！！コンパクト！！】

コンパクト設計で持ち運びや設置が簡単！更に、軽量設計により付属のステーでも取り付け可能！

◆【スタイリッシュなデザインも魅力】

従来品の投光器のデザインイメージを覆すマットカラーが魅力です。

また、深く刻まれた放熱用フィン構造もデザイン性を損ないません。

製品仕様

品番               LD302

消費電力               100W

入力電圧               AC85V～265V

周波数                  50/60Hz兼用

全光束（明るさ）    11000lm

ランプ効率              110lm/W

発光色                  昼光色（6000K）

光源数                  LEDチップ×2個

演色性                  >Ra80

照射角度           120°

使用温度                   -20°C～45°C

防水等級                   IP66（生活防水）

コード全長                  約5m

サイズ                        W370*H235*D120 ㎜

重さ                          約4.2kg

材 質                        アルミニウム合金ダイカスト+PVC

セット内容                  投光器本体、プラグ(別途付属)、保証書、取扱説明書
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基本情報

品番                  LD210

商品名                       LED 投光器

製造元                       株式会社 グッド・グッズ

ブランド                       GOODGOODS

発売日                       平成26年6月

メーカー希望小売価格    18,000円(税抜)

光色                          昼光色

全光束                       11000lm

消費電力                    100W

入力電圧                    AC85V～265V

ロット数                       2

ロットサイズ                   W495*H475*D370 mm

JAN（GS1）コード       4571461860237

大型超爆光！
100W LED投光器

実測照度

距離　　　　中心照度

1m      3501.4LX

2m        875.3LX

3m        389.0LX

4m        218.8LX

5m        140.0LX
★上記照度は設計上の数値の為、

　　使用環境下により異なります。

特長
◆【シャープな明りで効率UＰ】

高効率な200W型（2000W相当）超ハイパワーLEDを搭載し、超拡散の明るさを実現！

HID投光器「220W」相当の明るさ！

◆【照射角120°の広角タイプ】

色ムラ・チラツキの無い純発光の昼白色が、均一に光を広げます。

照射面は強化ガラスを使用。長期間の使用でも劣化せずクリアな光を照射します。

◆【耐水形】

防水性能を示す保護等級において、高い防水性能を示す「耐水形（IP66）」を達成。

屋内・屋外両方ご利用OK！

看板灯、駐車場灯、樹木や店舗壁面などのライトアップ照明に。

街灯、公園やホール、倉庫、町内の防犯灯に。

集魚灯、イカ釣り漁船、キャンプ、アウトドアなどにも様々な用途に大活躍します！

製品仕様

品番               LD210

消費電力               100W

入力電圧               AC85V～265V

周波数                  50/60Hz兼用

全光束（明るさ）    11000lm

ランプ効率              110lm/W

発光色                  昼光色（6000K）

光源数                  LEDチップ×2個

演色性                  >Ra80

照射角度               120°

使用温度                   -20°C～45°C

防水等級                   IP66（生活防水）

コード全長                  約5m

サイズ                        W425*H325*D165 mm

重さ                          約6.5kg

材 質                        アルミニウム合金 ＋ 強化ガラス

セット内容                  投光器本体、プラグ(別途付属)、保証書、取扱説明書
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基本情報

品番                  LD420

商品名                       LED 投光器

製造元                       株式会社 グッド・グッズ

ブランド                       GOODGOODS

発売日                       平成26年7月

メーカー希望小売価格    28,000円(税抜)

光色                          昼光色

全光束                       22000lm

消費電力                    200W

入力電圧                    AC85V～265V

ロット数                       2

ロットサイズ                  W495*H475*D370 mm

JAN（GS1）コード      4571461860251

大型超爆光！
200W LED投光器

実測照度

距離　　　　中心照度

1m      7002.8LX

2m      1750.7LX

3m        778.0LX

4m        437.6LX

5m        280.1LX
★上記照度は設計上の数値の為、

　　使用環境下により異なります。

特長
◆【シャープな明りで効率UＰ】

高効率な200W型（2000W相当）超ハイパワーLEDを搭載し、超拡散の明るさを実現！

HID投光器「220W」相当の明るさ！

◆【照射角120°の広角タイプ】

色ムラ・チラツキの無い純発光の昼白色が、均一に光を広げます。

照射面は強化ガラスを使用。長期間の使用でも劣化せずクリアな光を照射します。

◆【耐水形】

防水性能を示す保護等級において、高い防水性能を示す「耐水形（IP66）」を達成。

屋内・屋外両方ご利用OK！

看板灯、駐車場灯、樹木や店舗壁面などのライトアップ照明に。

街灯、公園やホール、倉庫、町内の防犯灯に。

集魚灯、イカ釣り漁船、キャンプ、アウトドアなどにも様々な用途に大活躍します！

製品仕様

品番               LD420

消費電力               200W

入力電圧               AC85V～265V

周波数                  50/60Hz兼用

全光束（明るさ）    22000lm

ランプ効率              110lm/W

発光色                  昼光色（6000K）

光源数                  LEDチップ×4個

演色性                  >Ra80

照射角度               120°

使用温度                   -20°C～45°C

防水等級                   IP66（生活防水）

コード全長                  約5m

サイズ                        W425*H325*D165 mm

重さ                          約8.2kg

材 質                        アルミニウム合金 ＋ 強化ガラス

セット内容                  投光器本体、プラグ(別途付属)、保証書、取扱説明書
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基本情報

品番                  LD-4T

商品名                       LED 投光器

製造元                       株式会社 グッド・グッズ

ブランド                       GOODGOODS

発売日                       平成28年12月

メーカー希望小売価格    25,000円（税抜）

光色                          昼光色

全光束                       28000lm

消費電力                    200W

入力電圧                    AC85V～265V

ロット数                       1

ロットサイズ                  W500*H450*D180 mm

JAN（GS1）コード      4571461861258

大型超爆光！
200W LED投光器

実測照度

距離　　　　中心照度

1m      8912.6LX

2m      2228.1LX

3m        990.3LX

4m        557.0LX

5m        356.5LX
★上記照度は設計上の数値の為、

　　使用環境下により異なります。

特長
★【高品質5730チップ*400粒を採用しました！】

     高輝度のLED素子を狭面積の中に高密度に実装し、光源内部で発光する光を順次増加させる設計で照度は従

     来200W投光器より30％アップしました！

     また、従来チップLEDより耐熱性が高く発熱量が少ない5730チップを採用する事で熱害による耐性を向上させる事

     で長寿命化を図っています。

★【薄さ115mmの「極薄型ＬＥＤ投光器」】

    LED投光器と聞けば【重くて大きい】というイメージを持たれますが、本製品はイメージを覆す程【薄くて軽い！】小型化

    に成功した製品です。駆動回路の小型化に専念し、遂にタブレット並みのコンパクトサイズを実現しました！

★【表面に放熱フィン付きでヒート対策グンとアップ！】

   散熱性能に優れたアルミ合金を採用し、更に散熱効率が高いフィン形状を採用することで、放熱問題を解決！更に長

   寿命化を実現しました！

★【密封性に優れ、IP66等級の防水性能を！】

    コーキングを強化することで、IP66相当の防塵防水性能を実現！

★【約180度までスタンドの角度を調整できます！】

    スタンドの最大調整角度を180度に改善する事で、取り付け面は方法を問わずどの面にも取り付け可能です！

★【照射面は強化ガラスを使用。長期間の使用でも劣化せずクリアな光を照射する！】

    カバーの材質は、強化ガラスなので、光線の透過率は、９８％以上に達する！むらなく発散することを保証します！

製品仕様

品番                    LD-4T

消費電力              200W

入力電圧              AC85V～265V

周波数                 50/60Hz兼用

全光束                 28000lm

ランプ効率             140lm/W

発光色                 昼光色（6000K）

光源数                 LEDチップ×400個

演色性                 >Ra80

照射角度                  約120°

ステー調整角度          180°

使用温度                 -30°C～60°C

防水等級                  IP66（生活防水）

コード全長                 約5m

サイズ                      W375*H375*D115 mm

重量                       7.76kg(本体)

材質                       アルミニウム合金 ＋ 強化ガラス

セット内容              投光器本体、プラグ(別途付属)、保証書、取扱説明書



39

2018年度版
製　品　仕　様

投
光

器

L
E
D

LD-408A
基本情報

品番                 LD-408A

商品名                      LED 投光器

製造元                      株式会社 グッド・グッズ

ブランド                      GOODGOODS

発売日                      平成29年8月

メーカー希望小売価格   38,000円(税抜)

光色                         昼光色

全光束                      40000lm

消費電力                   400W

入力電圧                   AC85V～265V

ロット数                      1

ロットサイズ                  W600*H540*D145 mm

JAN（GS1）コード      4571461861494

大型超爆光！
400W LED投光器

実測照度

距離　　　　中心照度

1m    12732.4LX

2m      3183.1LX

3m      1414.7LX

4m        795.7LX

5m        509.3LX
★上記照度は設計上の数値の為、

　　使用環境下により異なります。

特長

製品仕様

品番                    LD-408A

消費電力              400W

入力電圧              AC85V～265V

周波数                 50/60Hz兼用

全光束                 40000lm

ランプ効率             100lm/W

発光色                 昼光色（6000K）

光源数                 LEDチップ×800個

演色性                 >Ra80

照射角度                  約120°

ステー調整角度          180°

使用温度                 -20°C～45°C

防水等級                  IP66（生活防水）

コード全長                 約5m

サイズ                      W550*H425*D70 mm

重量                       9.6kg(本体)

材質                       アルミニウム合金 ＋ 強化ガラス

セット内容              投光器本体、プラグ(別途付属)、保証書、取扱説明書

◇消費電力は約60％カット！

従来HID　1000形用投光器の消費電力より約60％削減しながら、より明るくになります。

コスト削減と明るさを実現します。

◇長寿命

従来HIDランプ平均寿命は1,2000時間で、LEDモジュールの寿命は約60,000時間で、

平均寿命も約５倍となります。

◇大型LED投光器も薄型に進化

分厚くて大きかった高輝度LED投光器を極限まで薄型化！

◇驚きの高輝度を実現！

高耐久SMD LEDチップ800粒を採用して、超爆光の40000lmを実現しました。

◇優れた放熱効率

◇ステーは最大約180度調整可能

◇防塵・防水基準IP66
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実測照度

距離　　　　中心照度

1m    16870.4LX

2m      4217.6LX

3m      1874.6LX

4m      1054.4LX

5m        674.8LX
★上記照度は設計上の数値の為、

　　使用環境下により異なります。

特長

製品仕様

品番                    LD-509W

消費電力              500W

入力電圧              AC85V～265V

周波数                 50/60Hz兼用

全光束                 53000lm

ランプ効率             106lm/W

発光色                 昼光色（6000K）

光源数                 LEDチップ×10個

演色性                 >Ra80

照射角度                  約120°

使用温度                 -20°C～45°C

防水等級                  IP66（生活防水）

コード全長                 約5m

サイズ                      W650*H548*D177 mm

重量                       12.4kg(本体)

材質                       アルミニウム合金 ＋ 強化ガラス

LD-509W
基本情報

品番                         LD-509W

商品名                      LED 投光器

製造元                      株式会社 グッド・グッズ

ブランド                      GOODGOODS

発売日                      平成29年9月

メーカー希望小売価格   60,000円(税抜)

光色                         昼光色

全光束                      53000lm

消費電力                   500W

入力電圧                   AC85V～265V

ロット数                      1

ロットサイズ                  W680*H570*D205 mm

JAN（GS1）コード      4571461861654

大型超爆光！
500W LED投光器

570mm

4
6
0
mm

4
6
0
m
m

110mm

520mm

2
4
0
mm

5m

◇高輝度チップ10コ

高効率な50WLEDチップ十個を搭載し、業界最強クラスの明るさ53000lmを実現！

◇広角照射で遠距離タイプの登場！

LED10コを二列にすることで全体の照射角度120°を達成！

光を集中させるハニカム反射板を採用することにより、それぞれ35°の中角照射タイプで、超遠距離

110m付近まで到達！

◇瞬時点灯

パッと即時点灯で快適！

瞬時点灯可能 LED は、待機時間がなくすぐ明るくなります。ストレスなく照明を点灯 / 消灯できます。

◇長寿命・省エネ

設計寿命は50000時間以上。水銀灯の約4倍・通常の白熱灯の約40倍・蛍光灯の約3～5倍程に

相当します。

寿命によるランプの取替で発生する、機器費用や取替工事費用などの交換コストも削減できます。

水銀灯2000W相当の明るさ消費電力約1/4まで節約！

◇AC85～265Vの電圧に対応！

電圧はAC85～265Vの広範囲で利用可能！

電圧の心配なくあらゆる国で便利にご利用いただけます。

投光器本体、プラグ(別途付属)、

保証書、取扱説明書
セット内容
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GY20W
基本情報

品番                       　　  GY20W

商品名                         　LED 人感センサーライト

製造元　　　　　　　　　株式会社 グッド・グッズ

ブランド                           GOODGOODS

発売日                           平成26年8月

メーカー希望小売価格        5,000円(税抜)

光色                              昼光色

全光束                           2200lm

消費電力                        20W

入力電圧                        AC85V~265V

ロット数                           8

ロットサイズ                      W675*H480*D250 mm

JAN（GS1）コード          4571461860305

 人や物の動きを感知する人感/光感センサー付き 20W LED投光器です！

※LED採用の省エネ投光器ライトです。

※高品質反射鏡で周りをさらに明るく照らします！

※20Wの高輝度LED採用で200Wクラスの明るさを実現！

※便利で省エネ！必要な時だけパッと点灯。消し忘れの心配も無く、経済的で安心・安全・省エネ・防犯に役立ちます。

※ソテーに穴が空いてるから、どんな場所に取付可能。

※どんな方向にもセンサーも向けられます。センサー反応範囲は約１3０度。

※センサー部分はヒンジで可動/好きな角度で固定が可能です。

※最高感知距離は12ｍが可能です。（環境温度が関係ある。）

※発光時間/感知光量/感知距離/を自由に調整できます。

特長

製品仕様

品番                GY20W

消費電力                 20W

入力電圧                 AC85V~265V

周波数                    50/60Hz兼用

全光束（明るさ）      2200lm

ランプ効率                110lm/W

発光色              昼光色（6000K）

演色性                    >Ra80

照射角度                    130°

使用温度              -20°C～45°C

防水等級                     IP66

コード                          2.5m

サイズ                          W180*H190*D105 mm

重さ                            1.1kg(本体)

材 質                          アルミニウム合金+強化ガラス

セット内容                    投光器本体、プラグ(別途付属)、保証書、取扱説明書

実測照度

距離　　　　中心照度

1m      606.4LX

2m      151.6LX

3m        67.3LX

4m        37.9LX

5m        24.2LX
★上記照度は設計上の数値の為、

　　使用環境下により異なります。
※最高感知距離は12ｍが可能です。（環境温度が関係ある。）

※発光時間/感知光量/感知距離/を自由に調整できます。

最高感知距離

は12ｍが可能

高輝度 人感センサー搭載

20W LED投光器

GY50W
基本情報

品番                            GY50W

商品名                         LED センサーライト

製造元                 株式会社 グッド・グッズ

ブランド                 GOODGOODS

発売日                 平成26年9月

メーカー希望小売価格    7,500円(税抜)

光色                   昼光色

全光束                 5500lm

消費電力               50W

入力電圧               AC85V~265V

ロット数                 4

ロットサイズ              W420*H365*D650 mm

JAN（GS1）コード      4571461860299

 人や物の動きを感知する人感/光感センサー付き 50W LED投光器です！

※LED採用の省エネ投光器ライトです。

※高品質反射鏡で周りをさらに明るく照らします！

※50Wの高輝度LED採用で500Wクラスの明るさを実現！

※便利で省エネ！必要な時だけパッと点灯。消し忘れの心配も無く、経済的で安心・安全・省エネ・防犯に役立ちます。

※ソテーに穴が空いてるから、どんな場所に取付可能。

※どんな方向にもセンサーも向けられます。センサー反応範囲は約１3０度。

※センサー部分はヒンジで可動/好きな角度で固定が可能です。

※最高感知距離は12ｍが可能です。（環境温度が関係ある。）

※発光時間/感知光量/感知距離/を自由に調整できます。

特長

製品仕様

品番                GY50W

消費電力                 50W

入力電圧                 AC85V~265V

周波数                    50/60Hz兼用

全光束（明るさ）      5500lm

ランプ効率                110lm/W

発光色              昼光色（6000K）

演色性                    >Ra80

照射角度                    130°

使用温度              -20°C～45°C

防水等級                     IP66

コード                          5m

サイズ                          W285*H235*D140 mm

重さ                            2.85kg(本体)

材 質                          アルミニウム合金+強化ガラス

セット内容                    投光器本体、プラグ(別途付属)、保証書、取扱説明書

実測照度

距離　　　　中心照度

1m      1516.0LX

2m       379.0LX

3m        168.4LX

4m          94.7LX

5m          60.6LX
★上記照度は設計上の数値の為、

　　使用環境下により異なります。
※最高感知距離は12ｍが可能です。（環境温度が関係ある。）

※発光時間/感知光量/感知距離/を自由に調整できます。

最高感知距離

は12ｍが可能

高輝度 人感センサー搭載

50W LED投光器



2018年度版
製　品　仕　様

42http://www.goodgoods.co.jp/

投
光

器

L
E
D

LD50-2 最新型LEDポータブル/

50W LED投光器
床スタンド式

接続工事不要

コード長さ15ｍ

基本情報

品番                    LD50-2

商品名                          LED 投光器

製造元                          株式会社 グッド・グッズ

ブランド                          GOODGOODS

発売日                          平成28年5月

メーカー希望小売価格       13,000円(税抜)

光色                             昼光色

全光束                          5500lm

消費電力                       50W

入力電圧                       AC85V～265V

ロット数                          2

ロットサイズ                     W660*H435*D360 mm

JAN（GS1）コード          4571461860930

実測照度

距離　　　　中心照度

1m      1750.7LX

2m      437.68LX

3m      194.52LX

4m      109.42LX

5m        70.03LX
★上記照度は設計上の数値の為、

　　使用環境下により異なります。

特長
◆【軽量と高照度の実現】

全光束は5500LM！白熱球500W相当の明るさに匹敵！

軽量ながらガレージには眩しいほどの高照度を誇ります。

◆【幅広い照射角度】

約120°で広角&広範囲に照らします。

◆【15mコード＆プラグ付き】

菱形PSE認証コンセントプラグとロングコード15M電源コード付き！

業者に頼まなくても、コンセント挿せばすぐにライトが使えます！！

◆【取っ手＆スタンド付】

取っ手付きで、軽量タイプの当子機が更に持ち運びに便利！！

持ち運びの他、スタンドをご利用頂いたり、取っ手部分で吊り下げ使用も！

◆【ハンドル＆床スタンドは取り外し可能！】

フレーム部分の穴は、市販の投光器スタンドにも取り付け可能です！！

製品仕様

品番              LD50-2

消費電力              50W

入力電圧              AC85V～265V

周波数                 50/60Hz兼用

全光束                 5500lm

ランプ効率             110lm/W

発光色                 昼光色

光源数                 LEDチップ*1個

演色性                 >Ra80

照射角度           120°

ステー調整角度         330°

使用温度                 約－20℃～45℃

防水等級                 IP66（生活防水）

コード全長                約15m

サイズ                      W330*H470*D90 mm

重量                       4.1kg(本体)

材質                       アルミニウム合金 ＋ 強化ガラス

セット内容              本体、スタンド、プラグ付き15ｍ電源コード、保証書、取扱説明書
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LDJ-50H 最新型40°狭角配光型

50W LED投光器
基本情報

品番                    LDJ-50H

商品名                          LED 投光器 狭角配光

製造元                          株式会社 グッド・グッズ

ブランド                          GOODGOODS

発売日                          平成29年5月

メーカー希望小売価格       6,500円(税抜)

光色                             昼光色

全光束                          7020lm

消費電力                       50W

入力電圧                       AC85V～265V

ロット数                          4

ロットサイズ                     W370*H260*D270 mm

JAN（GS1）コード          4571461861340

実測照度

距離　　　　中心照度

1m    18526.2LX

2m      4631.5LX

3m       2058.4LX

4m       1157.8LX

5m         741.0LX
★上記照度は設計上の数値の為、

　　使用環境下により異なります。

特長
狭角配光のLED投光器　より省エネ・薄型・軽量を実現

◇高効率・高出力

高輝度LEDチップ45個を搭載　固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率は140.4lm/Wを実現した環境に優しい投光器です。

◇低消費電力

僅か50Wで7020lmの明るさを実現　低消費電力で環境負荷を低減。

◇狭角40°配光設計　集光性向上

・必要なところに必要なあかりを。

余分な明るさを抑えて省エネを図る。

・長距離照射可能

◇ステーは前後180°調節可能

◇クリンプフィン型ヒートシンクを採用　シンプルな構造で優れた放熱性能・軽量化を両立

◇IP66を達成

屋外での厳しい環境下でも使用できる防塵・防水性も備える。

製品仕様

品番                     LDJ-50H

消費電力               50W

入力電圧               AC85V～265V

周波数                  50/60Hz兼用

全光束（明るさ）    7020lm

ランプ効率              140.4lm/W

発光色                  昼光色（6000K）

光源数                  LEDチップ×45個

演色性                  >Ra80

照射角度                  40°

ステー調整角度           前後約180°

使用温度                   -20°C～45°C

防水等級                   IP66（生活防水）

コード全長                  約2m

サイズ                        W227*H190*D40 mm

重さ                          約1.6kg

材 質                        アルミニウム合金+強化ガラス

セット内容                  投光器本体、プラグ(別途付属)、保証書、取扱説明書

40.0mm227mm

1
9
0
m
m

狭角配光

省エネ・薄型
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LDJ-100M 最新型40°狭角配光型

100W LED投光器
基本情報

品番                   LDJ-100M

商品名                         LED 投光器 狭角配光

製造元                         株式会社 グッド・グッズ

ブランド                         GOODGOODS

発売日                         平成29年5月

メーカー希望小売価格      12,000円(税抜)

光色                            昼光色

全光束                         14040lm

消費電力                      100W

入力電圧                      AC85V～265V

ロット数                         4

ロットサイズ                    W400*H380*D320 mm

JAN（GS1）コード         4571461861333

実測照度

距離　　　　中心照度

1m    37052.4LX

2m      9263.1LX

3m      4116.9LX

4m      2315.7LX

5m       1482.1LX
★上記照度は設計上の数値の為、

　　使用環境下により異なります。

特長
狭角配光のLED投光器　より省エネ・薄型・軽量を実現

◇高効率・高出力

高輝度LEDチップ90個を搭載　固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率は140.4lm/Wを実現した環境に優しい投光器です。

◇低消費電力

僅か100Wで14040lmの明るさを実現　低消費電力で環境負荷を低減。

◇狭角40°配光設計　集光性向上

・必要なところに必要なあかりを。

余分な明るさを抑えて省エネを図る。

・長距離照射可能

◇ステーは前後180°調節可能

◇クリンプフィン型ヒートシンクを採用　シンプルな構造で優れた放熱性能・軽量化を両立

◇IP66を達成

屋外での厳しい環境下でも使用できる防塵・防水性も備える。

製品仕様

品番              LDJ-100M

消費電力              100W

入力電圧              AC85V～265V

周波数                 50/60Hz兼用

全光束（明るさ）   14040lm

ランプ効率             140.4lm/W

発光色                 昼光色（6000K）

光源数                 LEDチップ×90個

演色性                 >Ra80

照射角度                  40°

ステー調整角度           前後約180°

使用温度                   -20°C～45°C

防水等級                   IP66（生活防水）

コード全長                  約2m

サイズ                        W268*H310*D44.5 mm

重さ                          約2.8kg

材 質                        アルミニウム合金+強化ガラス

セット内容                  投光器本体、プラグ(別途付属)、保証書、取扱説明書

狭角配光

省エネ・薄型
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LDJ-200K 最新型40°狭角配光型

200W LED投光器
基本情報

品番                             LDJ-200K

商品名                          LED 投光器 狭角配光

製造元                          株式会社 グッド・グッズ

ブランド                          GOODGOODS

発売日                          平成29年5月

メーカー希望小売価格       25,000円(税抜)

光色                             昼光色

全光束                          28080lm

消費電力                       200W

入力電圧                       AC85V～265V

ロット数                          2

ロットサイズ                     W500*H420*D250 mm

JAN（GS1）コード          4571461861326

実測照度

距離　　　　中心照度

1m    74104.8LX

2m    18526.2LX

3m      8233.8LX

4m      4631.5LX

5m      2964.2LX
★上記照度は設計上の数値の為、

　　使用環境下により異なります。

特長
狭角配光のLED投光器　より省エネ・薄型・軽量を実現

◇高効率・高出力

高輝度LEDチップ180個を搭載　固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率は140.4lm/Wを実現した環境に優しい投光器です。

◇低消費電力

僅か200Wで28080lmの明るさを実現　低消費電力で環境負荷を低減。

◇狭角40°配光設計　集光性向上

・必要なところに必要なあかりを。

余分な明るさを抑えて省エネを図る。

・長距離照射可能

◇ステーは前後180°調節可能

◇クリンプフィン型ヒートシンクを採用　シンプルな構造で優れた放熱性能・軽量化を両立

◇IP66を達成

屋外での厳しい環境下でも使用できる防塵・防水性も備える。

製品仕様

品番                    LDJ-200K

消費電力              200W

入力電圧              AC85V～265V

周波数                 50/60Hz兼用

全光束（明るさ）   28080lm

ランプ効率             140.4lm/W

発光色                 昼白色（6000K）

光源数                 LEDチップ×180個

演色性                 >Ra80

照射角度                  40°

ステー調整角度           前後約180°

使用温度                   -20°C～45°C

防水等級                   IP66（生活防水）

コード全長                  約2m

サイズ                        W444*H333*D50 ㎜

重さ                          約6kg

材 質                        アルミニウム合金+強化ガラス

セット内容                  投光器本体、プラグ(別途付属)、保証書、取扱説明書

狭角配光

省エネ・薄型
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LG-100X UFO型  高天井用照明 

100W LED投光器
基本情報

品番                              LG-100X

商品名                          高天井用照明 LED 投光器

製造元                          株式会社 グッド・グッズ

ブランド                          GOODGOODS

発売日                          平成29年8月

メーカー希望小売価格       25,000円(税抜)

光色                             昼光色

全光束                          13000lm

消費電力                       100W

入力電圧                       AC85-265V

ロット数                          2

ロットサイズ                     W350*H450*D350 mm

JAN（GS1）コード          4571461861586

実測照度

距離　　　　中心照度

1m      4138.0LX

2m      1034.5LX

3m        459.7LX

4m        258.6LX

5m        165.5LX
★上記照度は設計上の数値の為、

　　使用環境下により異なります。

特長
  高耐久SMD LEDチップ133粒を採用して、業界高水準となる発光効率130lm/Wを実現

●省エネ

   設備灯具・消費電力が大幅に低減して、省エネで明るさアップ。LEDチップ133個搭載し、

   水銀灯400W相当に達します！様々な場所でも満足！！！

●独創性あふれるデザイン

   近未来の世界を演出するようなUFO型デザインを採用 LED高天井灯のおごそかなイメージを替え、

   工場のイメージを一新！

●優れた放熱性能

   LED室と電源装置室を別々の筐体とした独自のデザインを採用ことにより、ダブル放熱構造でLEDチップと電源からの

   発熱を効率的に発散！

●演色性がRa80以上に達成し、作業環境に最適な照明器具です

   高演色で照らされた物が目に見える色を再現できる！！！高標準な作業環境では一番似合いの照明器具です

●作業現場の安全性の向上！

   落下防止用ワイヤと引っ掛けフックも付属しています、引っ掛けフックを引掛けて、落下防止に！

●瞬時点灯

  従来の水銀灯にできない瞬時点灯・瞬時再点灯が可能になり、電圧降下などによる消灯でも瞬時点灯できます。

製品仕様

品番               LG-100X

消費電力               100W

入力電圧               AC85-265V

周波数                  50/60Hz兼用

全光束（明るさ）    13000lm

ランプ効率              130.0lm/W

発光色            昼光色（6000K）

光源数                  LEDチップ×133個

演色性                  >Ra80

照射角度            120°（広角）

使用温度                  -20°C～45°C

防水等級                  IP65(生活防水)

コード全長                 約2m

サイズ                       Φ280*H185 mm

重さ                         約3.8kg(本体のみ)

材 質                       アルミニウム合金+強化ガラス
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投光器本体、プラグ(別途付属)、アイボルト、

保証書、取扱説明書
セット内容
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LG-200W UFO型  高天井用照明 

200W LED投光器
基本情報

品番                    LG-200W

商品名                          高天井用照明 LED 投光器

製造元                          株式会社 グッド・グッズ

ブランド                          GOODGOODS

発売日                          平成29年8月

メーカー希望小売価格       38,000円(税抜)

光色                             昼光色

全光束                          26000lm

消費電力                       200W

入力電圧                       AC85-265V

ロット数                          1

ロットサイズ                      W240*H460*D460 mm

JAN（GS1）コード           4571461861593

実測照度

距離　　　　中心照度

1m      8276.0LX

2m      2069.0LX

3m        919.5LX

4m        517.2LX

5m        331.0LX
★上記照度は設計上の数値の為、

　　使用環境下により異なります。

特長
  高耐久SMD LEDチップ238粒を採用して、業界高水準となる発光効率130lm/Wを実現

●省エネ

   設備灯具・消費電力が大幅に低減して、省エネで明るさアップ。LEDチップ238個搭載し、

   水銀灯800W相当に達します！様々な場所でも満足！！！

●独創性あふれるデザイン

   近未来の世界を演出するようなUFO型デザインを採用 LED高天井灯のおごそかなイメージを替え、

   工場のイメージを一新！

●優れた放熱性能

   LED室と電源装置室を別々の筐体とした独自のデザインを採用ことにより、ダブル放熱構造でLEDチップと電源からの

   発熱を効率的に発散！

●演色性がRa80以上に達成し、作業環境に最適な照明器具です

   高演色で照らされた物が目に見える色を再現できる！！！高標準な作業環境では一番似合いの照明器具です

●作業現場の安全性の向上！

   落下防止用ワイヤと引っ掛けフックも付属しています、引っ掛けフックを引掛けて、落下防止に！

●瞬時点灯

  従来の水銀灯にできない瞬時点灯・瞬時再点灯が可能になり、電圧降下などによる消灯でも瞬時点灯できます。

製品仕様

品番               LG-200W

消費電力               200W

入力電圧               AC85-265V

周波数                  50/60Hz兼用

全光束（明るさ）    26000lm

ランプ効率              130.0lm/W

発光色            昼光色（6000K）

光源数                  LEDチップ×238個

演色性                  >Ra80

照射角度            120°（広角）

使用温度                  -20°C～45°C

防水等級                  IP65(生活防水)

コード全長                 約2m

サイズ                       Φ400*H196.5 mm

重さ                         約6.2kg(本体のみ)

材 質                       アルミニウム合金+強化ガラス
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投光器本体、プラグ(別途付属)、アイボルト、
保証書、取扱説明書

セット内容
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TY004 太陽光発電  自動点灯
5W LEDソーラーライト

基本情報

品番                   TY004

商品名                         LED ソーラーライト

製造元                         株式会社 グッド・グッズ

ブランド                         GOODGOODS

発売日                         平成27年5月

メーカー希望小売価格      6,000円(税抜)

光色                             昼光色

明るさ                           550lm

点灯時間                      約10時間

ロット数                         8

ロットサイズ                    W450*H340*D430 mm

JAN（GS1）コード         4571461860534

実測照度

距離　　　　中心照度

1m      175.0LX

2m        43.7LX

3m        19.4LX

4m        10.9LX

5m          7.0LX
★上記照度は設計上の数値の為、

　　使用環境下により異なります。

特長
●電気代0円

※環境保全や節電対策に最適な新時代の照明。

※ソーラー発電、日中自動充電、夜間自動点灯、電気代０円。

※便利で省エネ！自動点灯・消灯、消し忘れの心配も無く、経済的で安心、安全、防犯に役立ちます。

●工事不要

※軽量設計だから女性でも楽々どこでも簡単取り付け

●LEDなら長寿命！

※高輝度LED使用、さらに広角反射板を利用することで、従来のLED照明より明るい。また、LEDモジュール

寿命は50000時間以上、水銀灯の約4倍、通常の白熱灯の約40倍、蛍光灯の約3～5倍程に相当します。

●点灯時間：連続約10時間

※充電時間、点灯時間は設置場所や天候、季節によって異なります。

●ソーラーパネルは発電効率のいい多結晶タイプ

※高効率発電を実現！ 2、3日の曇りでもライトが点灯します。

●電池バック・スイッチはライトに搭載！単体としても利用可能

製品仕様

品番              TY004

全光束                  約550lm

発光色                  昼光色（6000K）

光源数                  LEDチップ×1個

照射角度               120°

点灯方式               光センサー+スイッチ

点灯時間               約10時間

充電時間               約8時間

使用電池               専用電池　7.4V　 2200mAh

充電方法           太陽光発電

                             LEDライト                      ソーラーパネル

効率                       5W                                  10V/5W多結晶シリコン

防水等級                 IP65

サイズ                     W115*H85*D75 mm       W190*H290 mm

重量                      約410g                             約880g

材質                      防錆性鋳造アルミ + 強化ガラス

セット内容               LEDライト、ソーラーパネル、スタンド、

                            5mコード、取扱説明書、保証書
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TY18-5 太陽光発電  自動点灯
5W LEDソーラーライト

基本情報

品番　　　　　　　　　　TY18-5

商品名　　　　　　　　　　　　　　LED ソーラーライト

製造元                           株式会社 グッド・グッズ

ブランド                           GOODGOODS

発売日                           平成27年11月

メーカー希望小売価格        8,000円(税抜)

光色                              昼光色・電球色

明るさ                            550lm

点灯時間                       9～13時間

ロット数                          8

ロットサイズ                     W240*H290*D520 mm

実測照度

距離　　　　中心照度

1m      175.0LX

2m        43.7LX

3m        19.4LX

4m        10.9LX

5m          7.0LX
★上記照度は設計上の数値の為、

　　使用環境下により異なります。

特長

製品仕様

品番                    TY18-5

全光束                 約550lm

発光色                 昼光色（6000K）電球色（3500K）

光源数                 COBタイプLEDチップ×12

照射角度              120°

点灯方式              光センサー+スイッチ

点灯時間              約9～13時間

充電時間              約6～10時間

使用電池              専用電池　3.7V　 4400mAh

充電方法                太陽光発電

                             LEDライト                      ソーラーパネル

効率                       5W                                  6V/5W単結晶シリコン

防水等級                 IP65

サイズ                     Φ145*D80 mm                 W170*H225 mm

重量                      約600g                             約600g

材質                      防錆性鋳造アルミ + 強化ガラス

                            LEDライト、ソーラーパネル、地面に差し込む用台座、

                            5mコード、取扱説明書、保証書
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94mm

セット内容

4571461860763(昼光色)
4571461860909(電球色)

JAN（GS1）コード

◇省エネ

　自然の恵みである太陽光で発電します。省エネで、環境にやさしい。

◇経済的

　商用電源を使用しないので、電気代0円！

◇利便性

　ソーラー充電式なので、電源の取れない場所でも光る。

◇自動点灯・消灯で手間いらず！

　 明暗センサー付き、昼間に自動充電されます。夜間に自動点灯します！

◇配線工事不要　女性でも簡単に取付可能

◇一体式・分離式・ライト単体として　3通りの使い方を楽しめる

◇レンズをすりガラスに！眩しさを和らげるとともに光の放射を均一に



2018年度版
製　品　仕　様

太
陽

光
発

電

L
E
D

TYH-5 電池交換式 　

LEDソーラーライト
実用新案登録 基本情報

品番                   TYH-5

商品名                         LED ソーラーライト　電池交換式

製造元                         株式会社 グッド・グッズ

ブランド                         GOODGOODS

知的財産権                   実用新案登録第3207027号

発売日                         平成28年9月

メーカー希望小売価格      6,500円(税抜)

光色                            昼光色

明るさ                           550lm

点灯時間                      11～15時間

ロット数                         4

ロットサイズ                     W420*H320*D420 mm

JAN（GS1）コード          4571461861012

実測照度

距離　　　　中心照度

1m      175.0LX

2m        43.7LX

3m        19.4LX

4m        10.9LX

5m          7.0LX
★上記照度は設計上の数値の為、

　　使用環境下により異なります。

特長
【実用新案登録】
★バッテリーの取替え可能

従来の一般的なバッテリー搭載LEDは、内蔵バッテリーの交換が困難でしたが、本製品は【簡単着脱バッテリー】の搭載でデメリットを改善しました！

太陽の光がある限り、半永久的に使える！

★ソーラー充電のほか、コンセント充電も可能

コンセント充電で天候に左右されずにしっかり充電！日光不足やソーラーパネルが陰になるなど、

十分な充電が出来ない場合、18650型リチウムバッテリーをパネルから外して専用充電器を利用して充電不足を補うこともできます！

★長時間点灯！

グッド・グッズ専用18650型リチウムバッテリー３本を使用し、満充電すれば最長

15時間連続点灯可能！

電池一本からでも、使用・点灯が可能！

電池１本：3-5時間点灯

電池２本：7-9時間点灯

電池３本：11-15時間点灯

★1台2役　家計に優しい

18650型リチウムイオンバッテリー充電器としても大活躍！

LED照明としては勿論、充電器にも早変わり！ソーラーパネルで18650型リチウムイオン電池へ充電可能!

★自動点灯・消灯

明暗センサーをソーラーパネルに搭載！

暗くなると自動点灯し、明るくなると（周囲の光量が増えてくると）自動消灯！

ON/OFFの手間もなく経済的！

★スイッチ付き

状況に応じて夜間（暗い場所）に消灯したい場合も、スイッチでOFF可能！

製品仕様

品番                    TYH-5 

全光束                    約550lm

発光色                    昼光色（6000K）

光源数                    LEDチップ×1

照射角度                120°

点灯方式                光センサー+スイッチ

点灯時間                電池1本：約3-5時間 / 電池2本：約7-9時間 /電池3本：約11-15時間

充電時間                約8時間

使用電池                専用電池　18650型　3本（3.7V　3600mAh）

充電方法                   a.太陽光発電 b.家庭電源（専用充電器CHG-4Bは別売りになります。）

                                  LEDライト                          ソーラーパネル

効率                            5W                                 6V/5W多結晶シリコン

防水等級                     IP65

サイズ                          W115*H85*D75 mm      W175*H280 mm

重量                           約0.32kg                            約0.92kg（電池3本込み）

材質                           防錆性鋳造アルミ + 強化ガラス

セット内容                    LEDライト、ソーラーパネル、18650リチウムイオンバッテリー*3本、

                                 5mコード、取扱説明書、保証書

  電池交換式　 
実用新案登録
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TYH-09 電池交換式 　

LEDソーラーライト
実用新案登録 基本情報

品番                   TYH-09

商品名                         LED ソーラーライト　電池交換式

製造元                         株式会社 グッド・グッズ

ブランド                         GOODGOODS

知的財産権                   実用新案登録第3207027号

発売日                         平成28年9月

メーカー希望小売価格      7,000円(税抜)

光色                             昼光色

明るさ                           1100lm

点灯時間                      10～14時間

ロット数                          4

ロットサイズ                     W420*H320*D420 mm

JAN（GS1）コード          4571461861029

実測照度

距離　　　　中心照度

1m      350.1LX

2m        87.5LX

3m        38.9LX

4m        21.8LX

5m        14.0LX
★上記照度は設計上の数値の為、

　　使用環境下により異なります。

特長
【実用新案登録】
★バッテリーの取替え可能

従来の一般的なバッテリー搭載LEDは、内蔵バッテリーの交換が困難でしたが、本製品は【簡単着脱バッテリー】の搭載でデメリットを改善しました！

太陽の光がある限り、半永久的に使える！

★ソーラー充電のほか、コンセント充電も可能

コンセント充電で天候に左右されずにしっかり充電！日光不足やソーラーパネルが陰になるなど、

十分な充電が出来ない場合、18650型リチウムバッテリーをパネルから外して専用充電器を利用して充電不足を補うこともできます！

★長時間点灯！

グッド・グッズ専用18650型リチウムバッテリー３本（10800mAhの大容量）を使用し、満充電すれば最長

14時間連続点灯可能！

電池一本からでも、使用・点灯が可能！

電池１本：2-4時間点灯

電池２本：6-8時間点灯

電池３本：10-14時間点灯

★1台2役　家計に優しい

18650型リチウムイオンバッテリー充電器としても大活躍！

LED照明としては勿論、充電器にも早変わり！ソーラーパネルで18650型リチウムイオン電池へ充電可能!

★非常に明るいCOBチップを採用！

LED素子数が多く、発光効率に優れた非常に明るいCOBチップの採用により、効率的にLED素子の温度を低下出来ます！

★自動点灯・消灯

明暗センサーをソーラーパネルに搭載！

暗くなると自動点灯し、明るくなると（周囲の光量が増えてくると）自動消灯！

ON/OFFの手間もなく経済的！

★スイッチ付き

状況に応じて夜間（暗い場所）に消灯したい場合も、スイッチでOFF可能！

製品仕様

品番                       TYH-09 

全光束                    約1100lm

発光色                    昼光色（6000K）

光源数                    COBタイプLEDチップ×1

照射角度                120°

点灯方式                光センサー+スイッチ

点灯時間                電池1本：約2-4時間 / 電池2本：約4-8時間 /電池3本：約10-14時間

充電時間                約8時間

使用電池                専用電池　18650型　3本（3.7V　3600mAh）

充電方法                   a.太陽光発電 b.家庭電源（専用充電器CHG-4Bは別売りになります。）

                                 LEDライト                            ソーラーパネル

効率                           10W                                  6V/5W多結晶シリコン

防水等級                     IP65

サイズ                          W145*H145*D80 mm      W280*H175 mm

重量                           約0.46g                               約0.92g（電池3本込み）

材質                           防錆性鋳造アルミ + 強化ガラス

セット内容                    LEDライト、ソーラーパネル、18650リチウムイオンバッテリー*3本、

                                 5mコード、取扱説明書、保証書

7mm

94mm

6mm*11mm

80mm

Φ145mm

145mm

15mm

47mm

43mm

280mm

175mm
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TYH-20C 電池交換式 　

LEDソーラーライト
実用新案登録 基本情報

品番                   TYH-20C

商品名                         LED ソーラーライト　電池交換式

製造元                         株式会社 グッド・グッズ

ブランド                         GOODGOODS

知的財産権                   実用新案登録第3207027号

発売日                         平成28年8月

メーカー希望小売価格      8,000円(税抜)

光色                            昼光色

明るさ                           2200lm

点灯時間                      9～13時間

ロット数                         4

ロットサイズ                    W240*H290*D530 mm

JAN（GS1）コード         4571461861036

実測照度

距離　　　　中心照度

1m      700.2LX

2m      175.0LX

3m        77.8LX

4m        43.7LX

5m        28.0LX
★上記照度は設計上の数値の為、

　　使用環境下により異なります。

特長
【実用新案登録】
★バッテリーの取替え可能

従来の一般的なバッテリー搭載LEDは、内蔵バッテリーの交換が困難でしたが、本製品は【簡単着脱バッテリー】の搭載でデメリットを改善しました！

太陽の光がある限り、半永久的に使える！

★ソーラー充電のほか、コンセント充電も可能

コンセント充電で天候に左右されずにしっかり充電！日光不足やソーラーパネルが陰になるなど、

十分な充電が出来ない場合、18650型リチウムバッテリーをパネルから外して専用充電器を利用して充電不足を補うこともできます！

★長時間点灯！

グッド・グッズ専用18650型リチウムバッテリー３本（10800mAhの大容量）を使用し、満充電すれば最長

13時間連続点灯可能！

電池一本からでも、使用・点灯が可能！

電池１本：2-3時間点灯

電池２本：5-7時間点灯

電池３本：9-13時間点灯

★1台2役　家計に優しい

18650型リチウムイオンバッテリー充電器としても大活躍！

LED照明としては勿論、充電器にも早変わり！ソーラーパネルで18650型リチウムイオン電池へ充電可能!

★非常に明るいCOBチップを採用！

LED素子数が多く、発光効率に優れた非常に明るいCOBチップの採用により、効率的にLED素子の温度を低下出来ます！

★自動点灯・消灯

明暗センサーをソーラーパネルに搭載！

暗くなると自動点灯し、明るくなると（周囲の光量が増えてくると）自動消灯！

ON/OFFの手間もなく経済的！

★スイッチ付き

状況に応じて夜間（暗い場所）に消灯したい場合も、スイッチでOFF可能！

製品仕様

品番                    TYH-20C

全光束                    約2200lm

発光色                    昼光色（6000K）

光源数                    COBタイプLEDチップ×1

照射角度                 120°

点灯方式                 光センサー+スイッチ

点灯時間                 電池1本：約2-3時間 / 電池2本：約5-7時間 /電池3本：約9-13時間

充電時間                 約7時間

使用電池                 専用電池　18650型　3本（3.7V　3600mAh）

充電方法                   a.太陽光発電 b.家庭電源（専用充電器CHG-4Bは別売りになります。）

                                  LEDライト                          ソーラーパネル

効率                           20W                                 6V/8W多結晶シリコン

防水等級                     IP65

サイズ                          W180*H140*D97 mm      W260*H240 mm

重量                           約0.69kg                            約1.1kg（電池3本込み）

材質                           防錆性鋳造アルミ + 強化ガラス

セット内容                    LEDライト、ソーラーパネル、18650リチウムイオンバッテリー*3本、

                                 5mコード、取扱説明書、保証書

  電池交換式　 

実用新案登録

97mm

70mm

35mm

20mm

140mm

180mm

148mm

260mm
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TYH-25T 電池交換式 　

LEDソーラーライト
実用新案登録 基本情報

品番                            TYH-25T

商品名                         LED ソーラーライト　電池交換式

製造元                         株式会社 グッド・グッズ

ブランド                         GOODGOODS

知的財産権                   実用新案登録第3207027号

発売日                         平成28年7月

メーカー希望小売価格      8,500円(税抜)

光色                            昼光色/電球色

明るさ                           2200lm

点灯時間                      約9～13時間

ロット数                         4

ロットサイズ                     W240*H290*D520 mm

        

実測照度

距離　　　　中心照度

1m      700.2LX

2m      175.0LX

3m        77.8LX

4m        43.7LX

5m        28.0LX
★上記照度は設計上の数値の為、

　　使用環境下により異なります。

特長
【実用新案登録】
★バッテリーの取替え可能

従来の一般的なバッテリー搭載LEDは、内蔵バッテリーの交換が困難でしたが、本製品は【簡単着脱バッテリー】の搭載でデメリットを改善しました！

太陽の光がある限り、半永久的に使える！

★ソーラー充電のほか、コンセント充電も可能

コンセント充電で天候に左右されずにしっかり充電！日光不足やソーラーパネルが陰になるなど、

十分な充電が出来ない場合、18650型リチウムバッテリーをパネルから外して専用充電器を利用して充電不足を補うこともできます！

★長時間点灯！

グッド・グッズ専用18650型リチウムバッテリー３本（10800mAhの大容量）を使用し、満充電すれば最長

13時間連続点灯可能！

電池一本からでも、使用・点灯が可能！

電池１本：2-3時間点灯

電池２本：5-7時間点灯

電池３本：9-13時間点灯

★1台2役　家計に優しい

18650型リチウムイオンバッテリー充電器としても大活躍！

LED照明としては勿論、充電器にも早変わり！ソーラーパネルで18650型リチウムイオン電池へ充電可能!

★自動点灯・消灯

明暗センサーをソーラーパネルに搭載！

暗くなると自動点灯し、明るくなると（周囲の光量が増えてくると）自動消灯！

ON/OFFの手間もなく経済的！

★スイッチ付き

状況に応じて夜間（暗い場所）に消灯したい場合も、スイッチでOFF可能！

製品仕様

品番                        TYH-25T

全光束                     約2200lm

発光色                     昼光色（6000K） 電球色（3500K）  

光源数                     LEDチップ×25

照射角度                  120°

点灯方式                  光センサー+スイッチ

点灯時間                  電池1本：約2-3時間 / 電池2本：約5-7時間 /電池3本：約9-13時間

充電時間                  約7時間

使用電池                  専用電池　18650型　3本（3.7V　3600mAh）

充電方法                   a.太陽光発電 b.家庭電源（専用充電器CHG-4Bは別売りになります。）

                                  LEDライト                          ソーラーパネル

効率                           20W                                 6V/8W多結晶シリコン

防水等級                     IP65

サイズ                          W180*H140*D97 mm      W260*H240 mm

重量                           約0.69kg                            約1.1kg（電池3本込み）

材質                           防錆性鋳造アルミ + 強化ガラス

セット内容                    LEDライト、ソーラーパネル、18650リチウムイオンバッテリー*3本、

                                 5mコード、取扱説明書、保証書

180mm

148mm
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TYH-10Ｐ 電池交換式 　

LEDソーラーライト
実用新案登録 基本情報

品番                    TYH-10P

商品名                          LED ソーラーライト　電池交換式

製造元                          株式会社 グッド・グッズ

ブランド                          GOODGOODS

知的財産権                    実用新案登録第3207027号

発売日                          平成29年3月

メーカー希望小売価格       8,000円（税抜）

光色                             昼光色

明るさ                           1100lm

点灯時間                      10～14時間

ロット数                          5

ロットサイズ                     W470*H300*D255 mm

JAN（GS1）コード          4571461861289

実測照度

距離　　　　中心照度

1m      350.1LX

2m        87.5LX

3m        38.9LX

4m        21.8LX

5m        14.0LX
★上記照度は設計上の数値の為、

　　使用環境下により異なります。

特長
【実用新案登録】

電池式バッテリーソーラーライトが更にレベルアップ！

自分で取替え可能なバッテリーを採用！

高輝度SMD型LED素子採用！

高効率単結晶ソーラーパネル！軽量・薄型ライトへの進化！

●高品質SMDタイプLED素子を16個

小型のSMDチップの採用により、ライトボディは極限までコンパクトに！従来品を上回る明るさ！！

●高効率単結晶ソーラーパネルで、常識を覆す明るさを実現！

単結晶ソーラーパネルの発電効率がより高く、小さい面積のパネルでも大きな発電量が得られます、耐久性にも優れています。

●着脱簡単バッテリーで、超便利！長寿命！

ものによって電池交換が出来なかったり面倒になりがちなLEDソーラーライトですが、本製品は電池ボックスの蓋を開けるだけ、電池を簡単に交換できる!

●長時間点灯は魅力です、最大約14時間で、徹夜点灯は可能！

充電池が良質のハイパワーで、太陽発電なのに、長時間点灯を実現しました。

電池一本からでも、使用・点灯が可能です。

電池１本：2-4時間点灯

電池２本：6-8時間点灯

電池３本：10-14時間点灯（徹夜点灯可）

※（電力不足の場合、灯は徐々に暗くなっていきます。）

※商品には18650型リチウムイオンバッテリー3本付属しています。

※18650型電池は市販のものと交換可能です。!

●ソーラーパネル充電式で、配線不要！

5Ｍ延長コード付、離れたところでも便利です！ライトとパネルを延長コードで繋げると暗くなると自動点灯します。

製品仕様

品番                        TYH-10P

全光束                     約1100lm

発光色                     昼光色（6000K）  

光源数                     SMDタイプLEDチップ×16個

照射角度                  120°

点灯方式                  光センサー+スイッチ

点灯時間                  電池1本：約2-4時間 / 電池2本：約6-8時間 /電池3本：約10-14時間

充電時間                  約8時間

使用電池                  専用電池　18650型　3本（3.7V　3600mAh）

充電方法                   a.太陽光発電 b.家庭電源（専用充電器CHG-4Bは別売りになります。）

                                  LEDライト                          ソーラーパネル

効率                            10W                                 6V/5W単結晶シリコン

防水等級                     IP65

サイズ                          W117*H100*D10 mm      W170*H225 mm

重量                           約400g                              約800g（電池3本込み）

材質                           防錆性鋳造アルミ + 強化ガラス

セット内容                    LEDライト、ソーラーパネル、18650リチウムイオンバッテリー*3本、

                                       5mコード、取扱説明書、保証書

105mm

1
0
0
m
m
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TYH-16M 電池交換式 　

LEDソーラーライト
実用新案登録 基本情報

品番                    TYH-16M

商品名                          LED ソーラーライト　電池交換式

製造元                          株式会社 グッド・グッズ

ブランド                          GOODGOODS

知的財産権                    実用新案登録第3207027号

発売日                          平成29年3月

メーカー希望小売価格       9,600円（税抜）

光色                             昼光色

明るさ                           2200lm

点灯時間                      9～13時間

ロット数                         5

ロットサイズ                    W470*H350*D255 mm

JAN（GS1）コード         4571461861296

実測照度

距離　　　　中心照度

1m      700.28LX

2m      175.07LX

3m        77.81LX

4m        43.77LX

5m        28.01LX
★上記照度は設計上の数値の為、

　　使用環境下により異なります。

特長
【実用新案登録】

●単結晶シリコン（結晶シリコンソーラーパネル）

安定した発電効率と、出力の高さは抜群です。

多結晶シリコンより発電効率が高く、狭い面積でもまとまった発電量が期待されます。

●長時間点灯！

高品質18650型リチウムバッテリー３本（10800mAhの大容量）を使用し、満充電すれば最大13時間連続点灯可能です。

電池一本からでも、使用・点灯が可能です。

電池１本：2-4時間点灯

電池２本：6-8時間点灯

電池３本：10-14時間点灯（徹夜点灯可）

※（電力不足の場合、灯は徐々に暗くなっていきます。）

※商品には18650型リチウムイオンバッテリー3本付属しています。

※18650型電池は市販のものと交換可能です。!

●極薄！超軽量！業界の限界を突破！！女性が片手でも持てる

従来の1/4の極薄！iPad mini2よりもっと小さく！！iPad Proの重さとほぼ同じ！！！

●耐水性IP65を達成しました！

密封性に優れ、高い防塵・防水性能を実現！雨の当たる屋外や粉塵の多い環境でもご使用いただけます！

●電池の切替可能

※（電力不足の場合、灯は徐々に暗くなっていきます。）

※商品には18650型リチウムイオンバッテリー3本付属しています。

※18650型電池は市販のものと交換可能です。!

●ソーラーパネル充電式で、配線不要！

5Ｍ延長コード付、離れたところでも便利です！ライトとパネルを延長コードで繋げると暗くなると自動点灯します。

製品仕様

品番                        TYH-16M

全光束                     約2200lm

発光色                     昼光色（6000K）  

光源数                     LEDチップ×25個

照射角度                  120°

点灯方式                  光センサー+スイッチ

点灯時間                  電池1本：約2-3時間 / 電池2本：約5-7時間 /電池3本：約9-13時間

充電時間                  約7時間

使用電池                  専用電池　18650型　3本（3.7V　3600mAh）

充電方法                   a.太陽光発電 b.家庭電源（専用充電器CHG-4Bは別売りになります。）

                                  LEDライト                          ソーラーパネル

効率                            20W                                 6V/8W単晶シリコン

防水等級                     IP65

サイズ                          W148*H124*D10 mm      W175*H280 mm

重量                           約560g                              約940g（電池3本込み）

材質                           防錆性鋳造アルミ + 強化ガラス

セット内容                    LEDライト、ソーラーパネル、18650リチウムイオンバッテリー*3本、

                                       5mコード、取扱説明書、保証書
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TYH-21R 電池交換式 　

LEDソーラーライト
実用新案登録 基本情報

品番                   TYH-21R

商品名                         LED ソーラーライト　電池交換式

製造元                         株式会社 グッド・グッズ

ブランド                         GOODGOODS

知的財産権                   実用新案登録第3207027号

発売日                         平成29年9月

メーカー希望小売価格      15,000円(税抜)

光色                            昼光色

明るさ                          2500lm

点灯時間                     連続12時間以上

ロット数                        5

ロットサイズ                    W500*H300*D280 mm

JAN（GS1）コード         4571461861500

実測照度

距離　　　　中心照度

1m      795.7LX

2m      198.9LX

3m        88.4LX

4m        49.7LX

5m        31.8LX
★上記照度は設計上の数値の為、

　　使用環境下により異なります。

特長
実用新案登録！高品質ソーラー式ガーデンライト

地球の自然環境の改善を目指し、　ご家庭でも気軽に取り入れられる高品質ソーラーライトをお届けします。

明るさ・品質・利便性など他社製品を超える製品作りを目指しています。

・超高輝度

　同等品のソーラーライトに比べ格段に明るさをアップ！

　光束2500 LM（ルーメン）で樹木、庭、駐車場をしっかり照らします。

・超長連続点灯

　高効率大型8ｗ/6V単結晶パネルと５本3600mAh 電池搭載のため、曇りでも充電し易く、フル充電時には、連続12
　時間以上の点灯が可能です。

・日中自動充電、夜間自動点灯

　ソーラーパネルに光センサーを搭載。日中の太陽光で充電し、夕暮れ時に自動的に点灯します。

・電気代0円。環境保全や節電対策に最適な新時代の照明です

・備品電池がある限り、半永久的に使える！！

　蓄電型LEDライトの寿命は、使用されるバッテリーに大きく影響を受けます。

　消耗品であるバッテリーは、劣化・故障の際に交換が必要です。

　当社の着脱式バッテリーは、電池ボックスの蓋を開けるだけ、別売り18650電池に楽々交換可能！

　永くご愛用頂けます。

・工事不要

　電気配線が不要なソーラーライトだから、女性でも簡単に取り付け可能です。

・LEDライト本体を当社大人気の薄型投光器に進化！

　性能・機能だけでなく、デザイン性も重視。使い勝手やカラー・スタイルを改善し用途は更に広がります。

　極薄型で設置する場所に合わせて、柔軟に対応できます。

　デザインの持つイメージを広げ、商業施設、店舗、展示場などの照明ライトとしても最適です。

製品仕様

品番                 TYH-21R　実用新案登録

全光束                      約2500lm

発光色                      昼光色(6000K)

光源数                      LEDチップ×42

照射角度                   120°

点灯方式                   光センサー+スイッチ

点灯時間                   連続12時間以上

充電時間                   約7～9時間

使用電池                  専用電池　18650型　5本（3.7V　3600mAh）

充電方法                   a.太陽光発電 b.家庭電源（専用充電器CHG-4Bは別売りになります。）

                                  LEDライト                          ソーラーパネル

効率                            25W                                 6V/8W単晶シリコン

防水等級                     IP65

サイズ                          W185*H135*D26 mm     W260*H240 mm

重量                           約700g                             約1200g（電池5本込み）

材質                           防錆性鋳造アルミ + 強化ガラス

セット内容                    LEDライト、ソーラーパネル、18650リチウムイオンバッテリー　5本、

                                       2.5mコード、取扱説明書、保証書

26mm

115mm

20mm

135mm

TYH-21R

260mm

240mm

185mm

187mm
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TYH-32L 電池交換式 　

LEDソーラーライト
実用新案登録 基本情報

品番                   TYH-32L

商品名                         LED ソーラーライト　電池交換式

製造元                         株式会社 グッド・グッズ

ブランド                         GOODGOODS

知的財産権                   実用新案登録第3207027号

発売日                         平成29年9月

メーカー希望小売価格      17,000円(税抜)

光色                            昼光色

明るさ                           3000lm

点灯時間                      連続12時間以上

ロット数                         4

ロットサイズ                     W430*H380*D330 mm

JAN（GS1）コード          4571461861517

実測照度

距離　　　　中心照度

1m      954.9LX

2m      238.7LX

3m      106.1LX

4m        59.6LX

5m        38.2LX
★上記照度は設計上の数値の為、

　　使用環境下により異なります。

特長
実用新案登録！高品質ソーラー式ガーデンライト

地球の自然環境の改善を目指し、　ご家庭でも気軽に取り入れられる高品質ソーラーライトをお届けします。

明るさ・品質・利便性など他社製品を超える製品作りを目指しています。

・超高輝度

　同等品のソーラーライトに比べ格段に明るさをアップ！

　光束2500 lm（ルーメン）で樹木、庭、駐車場をしっかり照らします。

・超長連続点灯

　高効率大型8ｗ/6V単結晶パネルと５本3600mAh 電池搭載のため、曇りでも充電し易く、フル充電時には、連続12

　時間以上の点灯が可能です。

・日中自動充電、夜間自動点灯

　ソーラーパネルに光センサーを搭載。日中の太陽光で充電し、夕暮れ時に自動的に点灯します。

・電気代0円。環境保全や節電対策に最適な新時代の照明です

・備品電池がある限り、半永久的に使える！！

　蓄電型LEDライトの寿命は、使用されるバッテリーに大きく影響を受けます。

　消耗品であるバッテリーは、劣化・故障の際に交換が必要です。

　当社の着脱式バッテリーは、電池ボックスの蓋を開けるだけ、別売り18650電池に楽々交換可能！

　永くご愛用頂けます。

・工事不要

　電気配線が不要なソーラーライトだから、女性でも簡単に取り付け可能です。

・LEDライト本体を当社大人気の薄型投光器に進化！

　性能・機能だけでなく、デザイン性も重視。使い勝手やカラー・スタイルを改善し用途は更に広がります。

　極薄型で設置する場所に合わせて、柔軟に対応できます。

　デザインの持つイメージを広げ、商業施設、店舗、展示場などの照明ライトとしても最適です。

製品仕様

品番                 TYH-32L　実用新案登録

全光束                      約3000lm

発光色                      昼光色(6000K)

光源数                      LEDチップ×60

照射角度                   120°

点灯方式                   光センサー+スイッチ

点灯時間                   連続12時間以上

充電時間                   約7～8時間

使用電池                  専用電池　18650型　5本（3.7V　3600mAh）

充電方法                   a.太陽光発電 b.家庭電源（専用充電器CHG-4Bは別売りになります。）

                                  LEDライト                          ソーラーパネル

効率                            30W                               6V/12W　多結晶シリコン

防水等級                     IP65

サイズ                          W232*H170*D37mm            W285*H340 mm

重量                           約1220g                          約1580g（電池5本込み）

材質                           防錆性鋳造アルミ + 強化ガラス

セット内容                    LEDライト、ソーラーパネル、18650リチウムイオンバッテリー　5本、

                                       2.5mコード、取扱説明書、保証書

37mm

140mm

24mm
1
7
0
m
m

234mm

285mm

TYH-32L

232mm
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T-GY5W
基本情報

品番                    T-GY5W

商品名                          LEDソーラーライト人感センサー付き

製造元                          株式会社 グッド・グッズ

ブランド                          GOODGOODS

発売日                          平成26年12月

メーカー希望小売価格       8,500円(税抜)

光色                             昼光色

明るさ                            550lm

点灯時間                       約200回（一回約1分間点灯）

ロット数                          4

ロットサイズ                     W240*H290*D520 mm

JAN（GS1）コード          4571461860442

LEDソーラーライト　
人感センサー付き太陽光発電

※最高感知距離は12ｍが可能です。（環境温度が関係ある。）

※発光時間/感知光量/感知距離/を自由に調整できます。

特長
◇太陽光発電　電源のない場所でも光る。

◇人感センサー付き　防犯に最適

・人や物の動きを感知する人感+光感センサー付き ソーラー式高輝度スマート投光器です。

・点灯時間や光センサーや人感センサー範囲など自由に調整できます。

◇配線工事不要　女性でも簡単に取付可能

◇一体式・分離式・ライト単体として　3通りの使い方を楽しめる

全光束               約550lm

発光色               昼光色（6000K）

光源数               LEDチップ×1

照射角度            120°

点灯方式            人感センサー+スイッチ

点灯時間             約200回（一回約1分間点灯）

充電時間             約6～10時間

使用電池             グッド・グッズ専用電池　7.4V　2200mAh

充電方法             太陽光発電

                          LEDライト                            ソーラーパネル

効   率                 5W                                    10V/5W多結晶シリコン

防水等級              IP65                                 IP65

サイズ                   W180*H280 mm              W115*H155 mm

重量                    約750g                              約760g

コードの長さ           全長約5m

材質                   アルミニウム合金+強化ガラス

セット内容            LEDライト、ソーラーパネル、スタンド、5mコード、取扱説明書、保証書

製品情報 実測照度

距離　　　　中心照度

1m      175.0LX

2m        43.7LX

3m        19.4LX

4m        10.9LX

5m          7.0LX
★上記照度は設計上の数値の為、

　　使用環境下により異なります。

T-GY10W
基本情報

品番                    T-GY10W

商品名                          LEDソーラーライト人感センサー付き

製造元                          株式会社 グッド・グッズ

ブランド                          GOODGOODS

発売日                          平成27年3月

メーカー希望小売価格       11,000円(税抜)

光色                             昼光色

明るさ                            1100lm

点灯時間                       約200回（一回約1分間点灯）

ロット数                          4

ロットサイズ                     W420*H310*D260 mm

JAN（GS1）コード          4571461860503

全光束               約1100lm

発光色               昼光色（6000K）

光源数               LEDチップ×1

照射角度            120°

点灯方式            人感センサー+スイッチ

点灯時間            約200回（一回約1分間点灯）

充電時間            約6時間

使用電池            グッド・グッズ専用電池　7.4V　2200mAh

充電方法            太陽光発電

                         LEDライト                           ソーラーパネル

効   率                10W                                 10V/5W多結晶シリコン

防水等級             IP65                                 IP65

サイズ                  W115*H155*D75 mm     W180*H280 mm

重量                   約750g                             約760g

コードの長さ          全長約5m

材質                  アルミニウム合金+強化ガラス

セット内容           LEDライト、ソーラーパネル、スタンド、5mコード、取扱説明書、保証書

製品情報 実測照度

距離　　　　中心照度

1m      350.1LX

2m        87.5LX

3m        38.9LX

4m        21.8LX

5m        14.0LX
★上記照度は設計上の数値の為、

　　使用環境下により異なります。

T-GY20X

TGY-30

TGY-50

基本情報

品番                            T-GY20X

商品名                         人感センサー付き    LEDソーラーライト

製造元                         株式会社 グッド・グッズ

ブランド                         GOODGOODS

発売日                         平成27年8月

メーカー希望小売価格      13,000円(税抜)

光色                             昼光色

明るさ                            2200lm

点灯時間                       約200回（一回約1分間点灯）

ロット数                          4

ロットサイズ                      W420*H320*D470 mm

JAN（GS1）コード           4571461860640

基本情報

品番                            TGY-30

商品名                         人感センサー付き　LEDソーラーライト

製造元                         株式会社 グッド・グッズ

ブランド                         GOODGOODS

発売日                         平成28年5月

メーカー希望小売価格      15,000円(税抜)

光色                            昼光色

明るさ                           3000lm

点灯時間                      約200回（一回約1分間点灯）

ロット数                         3

ロットサイズ                     W555*H295*D270 mm

JAN（GS1）コード          4571461860923

基本情報

品番                            TGY-50

商品名                         人感センサー付き　LEDソーラーライト

製造元                         株式会社 グッド・グッズ

ブランド                         GOODGOODS

発売日                         平成28年5月

メーカー希望小売価格      20,000円(税抜)

光色                            昼光色

明るさ                           5000lm

点灯時間                      約200回（一回約1分間点灯）

ロット数                         2

ロットサイズ                     W370*H360*D305 mm

JAN（GS1）コード          4571461860916

全光束               約2200lm

発光色               昼光色（6000K）

光源数               LEDチップ×1

照射角度            120°

点灯方式            人感センサー+スイッチ

点灯時間            約200回（一回約1分間点灯）

充電時間            約7時間

使用電池            グッド・グッズ専用電池　7.4V　4400mAh

充電方法            太陽光発電

                         LEDライト                           ソーラーパネル

効   率                20W                                 10V/5W 単結晶シリコン

防水等級             IP65                                 IP65

サイズ                  W180*H200*D90 mm     W180*H280 mm

重量                   約1.0kg                            約760g

コードの長さ          全長約5m

材質                  アルミニウム合金+強化ガラス

セット内容           LEDライト、ソーラーパネル、スタンド、5mコード、取扱説明書、保証書

全光束               約3000lm

発光色               昼光色（6000K）

光源数               LEDチップ×1

照射角度            120°

点灯方式            人感センサー+スイッチ

点灯時間            約200回（一回約1分間点灯）

充電時間            約8時間

使用電池            グッド・グッズ専用電池　7.4V　6600mAh

充電方法            太陽光発電

                         LEDライト                           ソーラーパネル

効   率                30W                                 10V/8W 多結晶シリコン

防水等級             IP65                                 IP65

サイズ                  W225*H245 mm              W240*H260 mm

重量                   約1.65kg 約0.7kg

コードの長さ          全長約5m

材質                  アルミニウム合金+強化ガラス

セット内容           LEDライト、ソーラーパネル、スタンド、5mコード、取扱説明書、保証書

                  

全光束               約5000lm

発光色               昼光色（6000K）

光源数               LEDチップ×1

照射角度            120°

点灯方式            人感センサー+スイッチ

点灯時間            約200回（一回約1分間点灯）

充電時間            約8時間

使用電池            グッド・グッズ専用電池　7.4V　11000mAh

充電方法            太陽光発電

                         LEDライト                           ソーラーパネル

効   率                50W                                 10v/10w多結晶シリコン

防水等級             IP65                                 IP65

サイズ                  W285*H280 mm              W285*H345 mm

重量                   約2.45kg                   約1.3kg

コードの長さ          全長約5m

材質                  アルミニウム合金+強化ガラス

セット内容           LEDライト、ソーラーパネル、スタンド、5mコード、取扱説明書、保証書

製品情報

製品情報

製品情報

実測照度

距離　　　　中心照度

1m      700.2LX

2m      175.0LX

3m        77.8LX

4m        43.7LX

5m        28.0LX
★上記照度は設計上の数値の為、

　　使用環境下により異なります。

実測照度

距離　　　　中心照度

1m      954.9LX

2m      238.7LX

3m      106.1LX

4m        59.6LX

5m        38.2LX
★上記照度は設計上の数値の為、

　　使用環境下により異なります。

実測照度

距離　　　　中心照度

1m      1591.5LX

2m        397.8LX

3m        176.8LX

4m          99.4LX

5m          63.6LX
★上記照度は設計上の数値の為、

　　使用環境下により異なります。
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ED70
電池交換式   サイクルライト 基本情報

品番                            ED70

商品名                         LED 懐中電灯

製造元                         株式会社 グッド・グッズ

ブランド                         GOODGOODS

発売日                         平成26年2月

メーカー希望小売価格      4,000円(税抜)

発光色                         昼光色

明るさ                           1800lm

点灯時間                      約3～5時間

ロット数                         30

ロットサイズ                     W450*H420*D300 mm

JAN（GS1）コード          4571461860626

特長
圧倒的なハイパワーと小型化の組み合せ

・手のひらサイズで超コンパクト＆超軽量のミニ懐中電灯です。

CREE社製XML-T6チップを搭載

・世界が認めた最強級米国CREE社製XML-T6 LED光源を採用！

「ムーンレンズ」を採用することにより、LED照明の欠点である光の指向性をカバーした全光束は最大1800lm！

点灯５パターン！スイッチ１つで５モードの切替可能！

ズーム機能が付いていて、近距離から遠距離まで照らす事ができます。

自電車用ホルダー付属！サイクルライトとしても最適！

製品仕様

品番                         ED70

全光束                      1800lm

光源数                      CREE社製XML-T6×1個

点灯モード                  HIGH・MIDDLE・LOW・FLASH・SOS（5段階）

光束調節                   ズーム機能有

使用時間                   約3～5時間

充電時間                   約6～8時間

使用電池                   専用電池　18650リチウムイオンバッテリー　１本

電池寿命                   約1000回

充電電圧                    AC100V-240V 50/60Hz

防水等級                    IP65(生活防水)

材 質                          アルミニウム合金

サイズ                         ズームout:約115mm*Φ28mm ズームin:約127*Φ28mm

重さ                           約80g（電池なし）/130g（電池込）

                                 ・ライト本体

                                 ・リチウムイオンバッテリー×１本（18650型　3600mAh）

                                 ・専用充電器CHG-01C

                                 ・自転車用ライトホルダー    ・取扱説明書、保証書、化粧箱

上記イメージ図は、最拡大（ズームアウト)状態の光の広がり方です。

ズーム機能で照射面積を自由に調節出来ます。
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ED25-S
電池交換式    ミニ型

LED懐中電灯
基本情報

品番                             ED25-S

商品名                          LED 懐中電灯

製造元                          株式会社 グッド・グッズ

ブランド                          GOODGOODS

発売日                          平成28年5月

メーカー希望小売価格       3,000円(税抜)

発光色                          昼光色

明るさ                           1800lm

点灯時間                      HIGH：約3時間　LOW：約6時間

ロット数                         100

JAN（GS1）コード         4571461861081

特長

●圧倒的なハイパワーと小型化の組み合せ！

持ち運びも簡単な小型形状に見合わないほどの圧倒的な明るさ、ＬＥＤの欠点は光の

指向性です。このライトは「ムーンレンズ」を採用することにより、ＬＥＤの光を屈折欠点を

カバーしました一般的な市販懐中電灯の明るさを遥かに超える光量に加え、極限レベルの

小型化・軽量化を実現したハイエンドモデルです。

製品仕様

品番                 ED25-S

全光束                      1800lm

光源数                      CREE社製XML-T6×1個

点灯モード                  HIGH・LOW・FLASH（3段階）

光束調節機能             ズーム機能

使用時間                   HIGH：約3時間　LOW：約6時間

充電時間                   約6～8時間

使用電池                   専用電池　18650リチウムイオンバッテリー　１本

電池寿命                   約1000回

充電電圧                AC100V-240V 50/60Hz  DC12V/24V

防水等級                IP65(生活防水)

材 質                      アルミニウム合金

サイズ                      ズームout:約120*Φ25ｍｍ ズームin: 約130*Φ25ｍｍ

重さ                        約55ｇ（本体）/約105ｇ（電池込み）

セット内容                ・ライト本体

                             ・リチウムイオンバッテリー×１本（18650型　3600mAh）

                              ・ACアダプター  ・車載充電器 

                             ・取扱説明書、保証書、化粧箱
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上記イメージ図は、最拡大（ズームアウト)状態の光の広がり方です。

ズーム機能で照射面積を自由に調節出来ます。
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ES-30H
電池交換式   ミニ型

LED懐中電灯
基本情報

品番                   ES-30H

商品名                         LED 懐中電灯　ミニ型・ズーム機能付

製造元                         株式会社 グッド・グッズ

ブランド                         GOODGOODS

発売日                         平成29年4月

メーカー希望小売価格      4,000円(税抜)

光色                            昼光色

明るさ                          1800lm

点灯時間                      HIGH：約3時間　LOW:約6時間

ロット数                         30

ロットサイズ                    W440*H290*D420 mm

JAN（GS1）コード         4571461861371

特長
◇大手企業CREE社製のLEDチップを採用、全光束1800lmを実現！

◇滑らかな質感の加工に加え、丸みを帯びたフォルムが特徴です。

◇つや消し加工を採用！落ち着いた雰囲気を演出します。

◇点灯3段階や無段階光束調節機能付き！

◇落下防止用ストラップ付で更に快適ご利用いただけます。

◇専用充電池と充電器付き！

製品仕様

品番                        ES-30H

全光束                     1800lm

光源数                     CREE社製XML-T6×1

点灯モード                 HIGH・LOW・FLASH（3段階）

光束調節                  ズーム機能有

使用時間                  HIGH:約3時間　LOW:約6時間

充電時間                  約6~8時間

使用電池                  専用電池　18650リチウムイオンバッテリー　１本

電池寿命                  約1000回

充電電圧                    AC100V-240V 50/60Hz

防水等級                    IP65(生活防水)

材 質                          アルミニウム合金

サイズ                         ズームout:約125*Φ30mm　ズームin:約143*Φ30mm

重さ                           140g（電池込）

セット内容                   ・ライト本体

                                ・リチウムイオンバッテリー×１本（18650型　3600mAh）

                                     ・専用充電器CHG-01C

                                ・取扱説明書、保証書、化粧箱
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上記イメージ図は、最拡大（ズームアウト)状態の光の広がり方です。

ズーム機能で照射面積を自由に調節出来ます。
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ES-40M
電池交換式   充電式

LED懐中電灯
基本情報

品番                    ES-40M

商品名                          LED 懐中電灯　ミニ型・ズーム機能付

製造元                          株式会社 グッド・グッズ

ブランド                          GOODGOODS

発売日                          平成29年5月

メーカー希望小売価格       4,000円(税抜)

光色                             昼光色

明るさ                           1800lm

点灯時間                       HIGH：約3時間　LOW:約6時間

ロット数                          30

ロットサイズ                     W440*H290*D420 mm

JAN（GS1）コード          4571461861401

特長
おすすめポイント

◇大手企業CREE社製のLEDチップを採用、全光束1800lmを実現！

◇手のひらサイズで超コンパクト＆超軽量！ヘッド部は転がり防止の角形採用！

◇ベルトやカバンに取り付けやすいカラビナフック付で便利！

◇点灯3段階や無段階光束調節機能付き！

シーンに合わせて光量や照射範囲を自由自在！

◇専用充電池と充電器付き！

・グッド・グッズ専用18650型リチウムイオンバッテリーを搭載！

大容量3600mAhを実現！多重保護機能も付き！リチウムイオン電池の安全性を高め、長期間安定した性能を発揮する。

・AC充電器と車載充電器付き

AC・DCどちらでも充電可能！防災グッズや停電対策として大活躍

製品仕様

品番                        ES-40M

全光束                     1800lm

光源数                     CREE社製XML-T6×1個

点灯モード                 HIGH・LOW・Flash（3段階）

光束調節                  ズーム機能

使用時間                  HIGH:約3時間　LOW:約6時間

充電時間                  約6~8時間

使用電池                  専用電池　18650リチウムイオンバッテリー　１本

電池寿命                  約1000回

充電電圧                    AC100V-240V 50/60Hz　DC12V/24V

防水等級                    IP65(生活防水)

材 質                          アルミニウム合金

サイズ                         ズームout:約152*34*28 mm　ズームin:約168*34*28 mm

重さ                           170g（電池込）

セット内容                   ・ライト本体

                                ・リチウムイオンバッテリー×１本（18650型　3600mAh）

                                ・AC充電器  ・車載充電器

                                ・カラビナフック   ・取扱説明書、保証書、化粧箱
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上記イメージ図は、最拡大（ズームアウト)状態の光の広がり方です。

ズーム機能で照射面積を自由に調節出来ます。
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ED90
電池交換式   充電式

LED懐中電灯
基本情報

品番                            ED90

商品名                         LED 懐中電灯

製造元                         株式会社 グッド・グッズ

ブランド                         GOODGOODS

発売日                         平成25年11月

メーカー希望小売価格      5,500円(税抜)

発光色                         昼光色

明るさ                          1800lm

点灯時間                      約4～8時間

ロット数                         30

JAN（GS1）コード         4571461860107

特長
◇超強光ズームライティング
●最大1800LM！超強力！爆光！
●業界最先端CREE社製チップ「XLamp XM-L T6」使用！！圧倒的な明るさを実現！
米国ＣＲＥＥ社製の強力ＬＥＤチップを搭載して入るので、光量が非常に強い！
(ＣＲＥＥ社のＬＥＤチップの特徴は、国内販売店で売られている懐中電灯に比べ、「光量が非常に強いこと」)
●ズーム機能搭載
光ズーム機能は、光束が細ければ細い程、遠距離照射に向いています。
シーンにあった明るさでご利用頂けます。
懐中電灯先端を絞ると光束の太さを調節することができます。
屋内等の短距離照射→　光束を太く　　屋外等の遠距離照射→　光束を細く
◇5発光モード
【点灯5パターン】　強→中→弱→点滅→SOS
（ボタン半押しで点灯モード切り替え可能）
◇生活防水仕様
防水性能を示す保護等級において、「耐水形（IP65 ）」を達成。高い防水性能を有した照明器具です。
雨の日も安心！
◇更に経済的！
・充電電池2本付き！！
弊社のオリジナルな超大容量電池を搭載しています。
電池には充放電保護設置がついているので、繰り返し充電回数は1000回以上！！超長持ち！！経済的！
※市販の18650型リチウムイオンバッテリーにも対応できます。
乾電池に対応不可
・充電器1本をおまけ
18650型リチウムイオンバッテリー専用充電器！
市販の18650型充電電池にも対応

製品仕様

品番                 ED90

全光束                     1800lm

光源数                     CREE社製XML-T6×1個

点灯モード                 HIGH・MIDDLE・LOW・FLASH・SOS（5段階）

光束調節                  ズーム機能 

使用時間                  約4～8時間

充電時間                  約6～8時間

使用電池                  専用電池　18650リチウムイオンバッテリー　2本

電池寿命                  約1000回

充電電圧                    AC100V-240V 50/60Hz　

防水等級                    IP65(生活防水)

材 質                          アルミニウム合金

サイズ                         ズームout：約195*Φ34mm　ズームin：約215*Φ34mm

重さ                           約160g（電池なし）/260g（電池込）

セット内容                   ・ライト本体（ストラップ付属）

                                ・リチウムイオンバッテリー×2本（18650型　3600mAh）

                                ・専用充電器CHG-2A

                                ・取扱説明書、保証書、化粧箱
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上記イメージ図は、最拡大（ズームアウト)状態の光の広がり方です。

ズーム機能で照射面積を自由に調節出来ます。
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ED68
電池交換式   充電式

LED懐中電灯
基本情報

品番                            ED68

商品名                         LED 懐中電灯

製造元                         株式会社 グッド・グッズ

ブランド                         GOODGOODS

発売日                         平成26年7月

メーカー希望小売価格      5,500円(税抜)

発光色                         昼光色

明るさ                           1800lm

点灯時間                      約2時間（HIGH）

ロット数                         30

JAN（GS1）コード         4571461860275

特長
米国CREE製XML-T6チップ搭載！

強光高輝度１８００ＬＭ、キャンプ、夜釣りなどの野外活動で大活躍。

USB付き＆スマホ充電対応

全世界最新 スマホに充電対応１台２役。

USBを利用して充電できる機器が外出先で充電OK。しかも長持ちあらゆる機器に対応。

三つ使用方法

電池1本で点灯するスグレモノで、車載充電器付きで車で充電でき,単三電池台座付きと三つの方法で使用できます。

USBを利用して充電できる機器が外出先で充電OK。

車載充電器付きで車で充電できます。

製品仕様

品番                 ED68

全光束                      1800lm

光源数                      CREE社製XML-T6×1個

点灯モード                  HIGH・LOW・FLASH（3段階)

光束調節                   ズーム機能

使用時間                   約2時間（HIGH）

充電時間                   約4時間

使用電池                   専用電池　18650リチウムイオンバッテリー　１本

電池寿命                   約1000回

充電電圧                     AC100V-240V 50/60Hz  DC12V/24V    

防水等級                     IP65(生活防水)

材 質                          アルミニウム合金

サイズ                         ズームout:約175mm*Φ38mm　ズームin:約195*Φ38mm

重さ                           約210g（電池なし）/260g（電池込）

セット内容                   ・ライト本体（ストラップ付属）

                                ・リチウムイオンバッテリー×1本（18650型　3600mAh）

                                ・専用AC充電器・専用車載充電器・単3電池搭載台座

                                ・取扱説明書、保証書、化粧箱
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上記イメージ図は、最拡大（ズームアウト)状態の光の広がり方です。

ズーム機能で照射面積を自由に調節出来ます。
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ES95
電池交換式    3灯タイプ

LED懐中電灯

特長
■CREE社製XML-T6 3粒を採用し、驚きの明るさ4000lmを発揮。

■5階段発光設計。シーズンに合わせて光量を調節可能。

■操作簡単。スイッチ１つで5モードの切替可能。

■グッド・グッズ専用バッテリー2本を搭載。経済的。

過充電保護機能付き 約1000回ぐらい繰り返し利用可能。

■防水設計：IP65級防塵防水を達成。屋外でも安心利用。

■高輝度LEDを採用して、寿命が長く約10万時間点灯！球切れの心配もないので、安心です。

製品仕様

品番                 ES95

全光束                      4000lm

光源数                      CREE社製XML-T6×3個

点灯モード                  HIGH・MIDDLE・LOW・FLASH・SOS（5段階）

使用時間                   約2～4時間

充電時間                   約6～8時間

使用電池                   専用電池　18650リチウムイオンバッテリー　2本

充電電圧                     AC100V-240V 50/60Hz    

防水等級                     IP65(生活防水)

材 質                          アルミニウム合金

サイズ                         約222mm*Φ55.8mm

重さ                           300g（電池なし）/400g（電池込）

                                ・ライト本体（ストラップ付属）

                                ・リチウムイオンバッテリー×2本（18650型　3600mAh）

                                ・専用充電器(CHG-2A) 

                                ・取扱説明書、保証書、化粧箱

基本情報

品番                   ES95

商品名                         LED 懐中電灯

製造元                         株式会社 グッド・グッズ

ブランド                         GOODGOODS

発売日                         平成26年4月

メーカー希望小売価格      6,500円(税抜)

発光色                         昼光色

明るさ                           4000lm

点灯時間                      約2～4時間

ロット数                         40

JAN（GS1）コード         4571461860114
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ズーム機能で照射面積を自由に調節
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ED57
電池交換式  1台5役

LED懐中電灯

特長
■世界が認めた最強級米国CREE社製XML-T6 LED光源を採用し、驚きの明るさ1800lmを実現。

■1台5役。

   懐中電灯だけじゃない、ハンマー・カッター・サイレン・警告用ライトとしても使用できる。

   閉じ込め・水没などの非常事態に、雪での立ち往生時にも役立つ。

■非常灯を点滅させながらサイレンを鳴らすことができる。

   いざという時、周囲に自分の居場所を知らせたり、非常事態を知らせる。

■：鋭い、超硬のの安全ハンマーを採用。力の弱い女性や子供でも簡単にウインドーガラスを破砕できる。

    護身用品としてもおススメ。

■：グッド・グッズ専用の大容量バッテリー（3600mAh）を搭載

    存在を警告する点滅ライトは、約40時間以上点滅し続ける。

製品仕様

品番                 ED57

全光束                     1800lm

光源数                     CREE社製XML-T6×1個

点灯モード                 HIGH・MIDDLE・LOW・FLASH・LOW（5段階）

他の機能                   ハンマー・カッター・非常灯・サイレン機能

使用時間                  約3時間（HIGH）

充電時間                  約6～8時間

使用電池                  専用電池　18650リチウムイオンバッテリー　１本

電池寿命                  約1000回

充電電圧                     AC100V-240V 50/60Hz   DC12V/24V   

防水等級                     IP65(生活防水)

材 質                          アルミニウム合金

サイズ                         約185㎜*Φ40mm

重さ                           本体：190g/電池入り：240g

                                ・ライト本体（ストラップ付属）

                                ・リチウムイオンバッテリー×１本（18650型　3600mAh）

                                ・専用充電器   ・車載充電器

                                ・取扱説明書、保証書、化粧箱

基本情報

品番                   ED57

商品名                         LED 懐中電灯  1台5役 

製造元                         株式会社 グッド・グッズ

ブランド                         GOODGOODS

発売日                         平成26年12月

メーカー希望小売価格      4,500円(税抜)

発光色                         昼光色

明るさ                          1800lm

点灯時間                      約3時間（HIGH）

ロット数                         30

JAN（GS1）コード         4571461860473

30mm

185mm

4
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m
m

200m 400m 600m
2.32LUX 0.58LUX 0.26LUX
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3.45m

3m
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1m

200m

400m

600m

2.32LUX

0.58LUX

0.26LUX

Φ1.15m

Φ2.3m

Φ3.45m

セット内容
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T Z 5 1
電池交換式  3灯タイプ  

LED懐中電灯

特長
■CREE社製XML-T6 LEDチップ5個搭載！最大6500lmを実現

■超長寿命

優れた放熱構造により、LEDモジュールの長寿命を保証。

■点灯5パターン！！シーンに合わせて最適な照射モードを調節可能！！

■スイッチ一つで簡単に切り替え！！

片手でスイッチを押すだけで、照射モードを瞬時に切り替えることができる。操作に手間かからない！

■グッド・グッズ専用バッテリー4本を搭載。経済的。

過充電保護機能付き 約1000回ぐらい繰り返し利用可能。

■軽量・コンパクト　女性でも持ち運びラクラク

高品質航空機アルミ製合金を構成し、頑丈で軽量の両立を追求！

■便利な取っ手付き！持ち運びに便利。

■雨の中でも使用できる防水仕様。

製品仕様

品番                 TZ51

全光束                      6500lm

光源数                      CREE社製XML-T6 LEDチップ×5個

点灯モード                  HIGH・MIDDLE・LOW・FLASH・SOS（5段階）

使用時間                   約3時間（HIGH）

充電時間                   約10時間

使用電池                   専用電池　18650リチウムイオンバッテリー　4本

電池寿命                   約1000回

充電電圧                     AC100V-240V 50/60Hz   

防水等級                     IP65(生活防水)

材 質                          アルミニウム合金

サイズ                         約150mm*Φ70mm

重さ                           約420ｇ（本体）/約620ｇ（電池込み）

セット内容                   ・ライト本体

                                ・リチウムイオンバッテリー×4本（18650型　3600mAh）

                                ・専用充電器(CHG-4B)・取扱説明書、保証書、化粧箱

                                

基本情報

品番                   TZ51

商品名                         LED 懐中電灯

製造元                         株式会社 グッド・グッズ

ブランド                         GOODGOODS

発売日                         平成26年9月

メーカー希望小売価格      10,000円(税抜)

発光色                         昼光色

明るさ                           6500lm

点灯時間                      3時間（HIGH）

ロット数                         20

JAN（GS1）コード         4571461860718

TZ51

150mm

70mm 65mm

144mm

100mm

50m 100m 150m
2.29LUX 0.57LUX 0.25LUX
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1m 50m

100m
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0.25LUX

Φ1.4m
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ES-20U
USB充電ポート搭載

LED懐中電灯

特長
◇USB充電

USB充電ポート搭載、電池交換不要！

◇超爆光

大手企業CREE社製のLEDチップを採用、全光束1800lmを実現！

◇超轻 量・ミニ型！

手のひらサイズで超コンパクト＆超軽量！女性にも最適！

◇三段階発光可能

スイッチ一つで3モードが切替可能、ハイモード→ローモード→点滅モード

◇ズーム機能付き

シーンに合わせて照射範囲を自由自在！

製品仕様

品番                         ES-20U

全光束                      1800lm

光源数                      CREE社製XML-T6×1個

点灯モード                  HIGH・LOW・FLASH（3段階）

光束調節                   ズーム機能

使用時間                   HIGH:約3時間　LOW:約6時間

充電時間                   約6~8時間

使用電池                   専用電池18650リチウムイオンバッテリー　１本 (内蔵式)

電池寿命                   約1000回

充電電圧                   DC5V

防水等級                   IP65(生活防水)

材 質                         アルミニウム合金

サイズ                         ズームout:約112*Φ28mm　ズームin:約123*Φ28mm

重さ                           100g（電池込）

                                

基本情報

品番                    ES-20U

商品名                          LED 懐中電灯　USB充電ポート付

製造元                          株式会社 グッド・グッズ

ブランド                          GOODGOODS

発売日                          平成29年9月

メーカー希望小売価格       3,000円(税抜)

光色                             昼光色

明るさ                           1800lm

点灯時間                       HIGH：約3時間　LOW:約6時間

ロット数                          30

ロットサイズ                      W450*H420*D300 mm

JAN（GS1）コード           4571461861579
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上記イメージ図は、最拡大（ズームアウト)状態の光の広がり方です。

ズーム機能で照射面積を自由に調節出来ます。

1m     
     

     
  

2.06m 3.09m

2m 

3m 

1.03m

0.3LUX

セット内容                   ライト本体、取扱説明書、保証書、化粧箱
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ED45-F

特長

■：米国CREE社製XML-T6 LED光源を採用し、超爆光の明るさ1800lmを実現。

■：ズーム機能付き、近距離から遠距離まで幅広く照らします。

懐中電灯ライト部分の先端を回すことによって光の拡散範囲をお好みに調節できる

■：多用途

・懐中電灯だけじゃない、モバイルバッテリーとしても使用できる。

フラッシュモードで点灯でき、救急時の非常灯になる。

・鋭いハンマー付き、緊急、防災グッズとして使える。

製品仕様

品番                 ED45-F

全光束                      1800lm

光源数                      CREE社製XML-T6×1個

点灯モード                  HIGH・MIDDLE・LOW・FLASH・SOS（5段階）

光束調節機能             ズーム機能 

使用時間                   約4時間（HIGH）

充電時間                   約6~8時間

使用電池                   専用電池　18650リチウムイオンバッテリー　2本

電池寿命                   約1000回

充電電圧                     AC100V-240V 50/60Hz

防水等級                     IP65(生活防水)

材 質                          アルミニウム合金

サイズ                         ズームout:約185mm*Φ31mm ズームin:約210*Φ31mm

重さ                           約120ｇ（本体）/約220ｇ（電池込み））

                                ・ライト本体

                                ・リチウムイオンバッテリー×2本（18650型　3600mAh）

                                ・専用充電器CHG-2A

                                ・保証書、化粧箱

基本情報

品番                   ED45-F

商品名                         LED 懐中電灯

製造元                         株式会社 グッド・グッズ

ブランド                         GOODGOODS

発売日                         平成29年7月

メーカー希望小売価格      5,000円(税抜)

発光色                         昼光色

明るさ                           1800lm

点灯時間                       約4～8時間

ロット数                         30

JAN（GS1）コード         4571461860961

電池交換式   充電式

LED懐中電灯
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上記イメージ図は、最拡大（ズームアウト)状態の光の広がり方です。

ズーム機能で照射面積を自由に調節出来ます。
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セット内容
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ES-65T

特長
実用新案登録中

■CREE社製 ML-T6×1個 Q5*2個 合わせてLED3灯を搭載し、驚きの明るさ3000lmを発揮。

■サブライトの調整角度は270°となり、取付面は方向を問わず、どの面にも取付可能です。

■マグネット付き、ハンズフリー作業に最適。

■メインライトにズーム機能付き、広角照射で遠距離を

■4階段発光設計。シーズンに合わせて光量を調節可能。

■操作簡単。スイッチ１つで4モードの切替可能。

■グッド・グッズ専用バッテリー1本・AC充電器CHG-01を搭載。経済的。

　過充電保護機能付き 約1000回ぐらい繰り返し利用可能。

■マイクロUSB充電口も搭載！PC、モバイルバッテリーなどから給電可能。

　アウトドア・キャンプ・登山・犬散歩・夜釣り・現場作業等だけではなく、防災や停電時にも重宝。

■防水設計：IP65級防塵防水を達成。屋外でも安心利用。

■高輝度LEDを採用して、寿命が長く約10万時間点灯！球切れの心配もないので、安心です。

製品仕様

品番                         ES-65T 実用新案登録中

全光束                     3000lm

光源数                     CREE社製 XML-T6×1個　　Q5*2個

点灯モード                 ・LOW(メインライト1灯)

                               ・MIDDLE(左右のサブライト2灯)

                               ・HIGH(三灯)   ・FLASH（三灯）

光束調節                   ズーム機能有（メインライト）

使用時間                   約2時間（電池電力不足の場合、光は徐々に暗くなっていきます。）

充電時間                   約6~8時間

使用電池            　18650リチウムイオンバッテリー　１本 

電池寿命                    充放電繰り返し数：約1000回

充電器規格                 入力：100V-240V 50/60Hz　出力：DC4.2V/600mA

防水等級                     IP65級防水(生活防水)

材質                           アルミニウム合金

サイズ                         ズームout：約W65*H145 mm　ズームin：約W65*H157 mm

重さ                           170g（電池込）

セット内容                   ・ライト本体 ・リチウムイオンバッテリー×１本（18650型　3600mAh） 

                                ・AC充電器CHG-01C   ・取扱説明書 、保証書、化粧箱

基本情報

品番                            ES-65T 

商品名                         LED懐中電灯 

製造元                 株式会社 グッド・グッズ

ブランド                         GOODGOODS

発売日                         平成29年12月

メーカー希望小売価格      6,200円(税抜)

明るさ                           3000lm

点灯時間                      約2時間

ロット数                         30

ロットサイズ                    約W450*H420*D300 mm

JAN（GS1）コード         4571461861661

電池交換式   充電式

LED懐中電灯 実用新案登録
マグネット付き
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上記イメージ図は、最拡大（ズームアウト)状態の光の広がり方です。

ズーム機能で照射面積を自由に調節出来ます。
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HL80

特長
●CREE社製XML-T6 LEDチップ1個搭載！最大1800lmを実現
●スポット仕様レンズ
フラットタイプのレンズを採用し、中央部はスポット効果の高い集約した光を照射します。
●3パターンの点灯モード
点灯モードは【ハイ・ロー・ストロボ】の3パターン。シーンや用途に応じて切替可能です。
また、ハイモードは、直視できないほどの高照度。ご利用時にはご注意下さい。
●グッド・グッズ専用バッテリー2本を搭載。経済的。
3600mAh大容量の18650型リチウムイオンバッテリー２本付き、充放電の繰り返しが「1000回以上」
充電器で直接充電も可能なので、電池ケースの開閉の手間も不要です！
●操作簡単
ボタン1つで輝度調整（OFF/ON・High・Low・FLASH）に切替可能。
●上下の角度は90度調整可能!!
角度も調整できて活躍場面が広がります
●後頭部部分にも安全ライト装備
装着時の後頭部部分にも安全ライトの赤色ランプがついているので、後方からの認識ができ大変安心です。
●軽量携帯設計の魅力！

製品仕様

品番                 HL80

全光束                     1800lm

光源数                     CREE社製XML-T6 LEDチップ×1個

点灯モード                 HIGH・MIDDLE・FLASH（3段階）

使用時間                  約3～6時間

充電時間                  約6～8時間

使用電池                  専用電池　18650リチウムイオンバッテリー　2本 

電池寿命                  約1000回

充電電圧                   100V-240V 50/60Hz

防水等級                    IPX3級防水（生活防水仕様）

材 質                         アルミニウム＋樹脂＋プラスチック

サイズ                         約55mm*Φ43mm

重さ                           160g（電池なし）/260g（電池込)

セット内容                  ・ライト本体

                               ・リチウムイオンバッテリー×2本（18650型　3600mAh） 

                               ・専用充電器 ・取扱説明書 、保証書、化粧箱

                               

基本情報

品番                   HL80

商品名                         LED ヘッドライト

製造元                         株式会社 グッド・グッズ

ブランド                         GOODGOODS

発売日                         平成27年4月

メーカー希望小売価格      4,500円(税抜)

発光色                         昼光色

明るさ                          1800lm

点灯時間                      約3~6時間

ロット数                         50

ロットサイズ                    600mm*Φ500mm*Φ400mm

JAN（GS1）コード         4571461860480

電池交換式   充電式

LEDヘッドライト

43mm

55mm
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実際は照射距離が空気などの環境に
影響されますので多少の誤差が生じる
場合がございます。
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特長
圧倒的なハイパワーと小型化の組み合せ

●CREE社製XML-T6 LEDチップ3個搭載！最大4000lmを実現

●フラットレンズ採用

レンズには、スポット性の高いフラットレンズを使用。照射面の中心部はより明るい仕様となります。

●点灯4パターン

点灯は【ハイ・ミドル・ロー・フラッシュ】の4パターン点灯。シーンや用途に合わせてご利用ください。

●グッド・グッズ専用バッテリー2本を搭載。経済的。

3600mAh大容量の18650型リチウムイオンバッテリー２本付き、充放電の繰り返しが「1000回以上」

充電器で直接充電も可能なので、電池ケースの開閉の手間も不要です！

●操作簡単

ボタン1つで輝度調整（OFF/ON・High・MIDDLE・Low・ストロボ）に切替可能。

●後頭部部分にも安全ライト装備

装着時の後頭部部分にも安全ライトの赤色ランプがついているので、後方からの認識ができ大変安心です。

●軽量携帯設計の魅力！

製品仕様

品番                 HL90

全光束                     4000lm

光源数                     CREE社製XML-T6 LEDチップ×3個

点灯モード                 HIGH・MIDDLE・LOW・FLASH（4段階）

使用時間                  約2～4時間

充電時間                  約6～8時間

使用電池                  専用電池　18650リチウムイオンバッテリー　2本 

電池寿命                  約1000回

充電電圧                   100V-240V 50/60Hz

防水等級                    IPX3級防水（生活防水仕様）

材 質                         アルミニウム＋樹脂＋プラスチック

サイズ                         約90mm*50mm*Φ40mm

重さ                           180g（電池なし）/280g（電池込)

セット内容                  ・ライト本体

                               ・リチウムイオンバッテリー×2本（18650型　3600mAh） 

                               ・専用充電器 ・取扱説明書 、保証書、化粧箱

                               

基本情報

品番                            HL90

商品名                         LED ヘッドライト

製造元                         株式会社 グッド・グッズ

ブランド                         GOODGOODS

発売日                         平成25年11月

メーカー希望小売価格      6,800円(税抜)

発光色                         昼光色

明るさ                           4000lm

点灯時間                      約2~4時間

ロット数                         50

ロットサイズ                     W700*ΦH500*ΦD500 mm

JAN（GS1）コード          4571461860343

電池交換式   充電式

LEDヘッドライト

実際は照射距離が空気などの環境に
影響されますので多少の誤差が生じる
場合がございます。
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2018年度版
製　品　仕　様

基本情報

品番                            LD18Y

商品名                         LED 作業灯  円型

製造元                         株式会社 グッド・グッズ

ブランド                         GOODGOODS

発売日                         平成27年5月

メーカー希望小売価格      2,500円(税抜)

光色                            昼光色

全光束                         1800lm

消費電力                      18W

入力電圧                      DC12V/24V

ロット数                         20

ロットサイズ                     W360*H335*D260 mm

JAN（GS1）コード          4571461860527

DC12V/DC24V対応 

LED作業灯
 LD18Y

特長
多用途ＬＥＤ作業灯。
屋外や現場作業にも便利。厳しい作業環境に耐えるように設計、製造された商品
【農業機械・建設機械等】の作業。
【災害時への備え】【交通整理・工事現場】など様々な場面で活躍！
◇LEDライトなので省エネの上に明るさ抜群！バッテリーへの負担も軽減！
◇高品質LEDの為使用寿命が約30,000時間以上と大変長く、電球切れ、交換の頻度も軽減
◇適用範囲
【トラック・トレーラー・ボート】などの照明として
【庭・エクステリア】などのインテリア照明として
【建築現場や工事現場】への作業照明としてなど
◇耐震
◇取付ステーで上下のライト角度は１８０度調整可能
◇防水＆防塵！ショート防止！
◇裏面に放熱フィン付でヒート対策万全！

製品仕様

品番                         LD18Y

消費電力                   18W

入力電圧                   DC12V/24V

全光束                      1800lm

ランプ効率                  100lm/W

発光色               昼光色（6000K）

光源数                      LEDチップ×6個

演色性                      >Ra80

照射角度                     60°（中角）

使用温度              約－20℃～45℃

防水等級                     IP67

コードの長さ                  全長約45cm

サイズ                          W117*H155*D35 mm

重量                           0.45kg(本体)

材質                           ジュラルミン＋アクリル樹脂

セット内容                    作業灯本体、取付金具、保証書、取扱説明書

実測照度

距離　　　　中心照度

1m      2138.3LX

2m        534.5LX

3m        237.5LX

4m        133.6LX

5m          85.5LX
★上記照度は設計上の数値の為、

　　使用環境下により異なります。

18W

76http://www.goodgoods.co.jp/

DC

対

応

L
E
D
照
明



2018年度版
製　品　仕　様

基本情報

品番                   LD27Y

商品名                         LED 作業灯  

製造元                         株式会社 グッド・グッズ

ブランド                         GOODGOODS

発売日                         平成25年6月

メーカー希望小売価格      3,000円(税抜)

光色                            昼光色

全光束                         2300lm

消費電力                      27W

入力電圧                      DC12V/24V

ロット数                         20

ロットサイズ                     W360*H335*D260 mm

JAN（GS1）コード          4571461860220

 

DC12V～24V対応 

LED作業灯
 LD27Y

特長
★【高効率LEDチップを採用】

★【コンバーター本体への防水・落雷防止】

本体だけでなく、コンバーター単体への防水・落雷防止機能を搭載することで、浸水・落雷による故障を更に軽減！

★【過酷な温度環境での使用にも】

-20℃～+45℃という周囲温度環境で使用できます。

寒冷地の他、屋内施設における夏季の一時的な高温環境での使用も可能です。

★【幅広い照射角度】

約60°で従来のLED投光器よりも広角&広範囲に照らします。

★【強化ガラス採用】

高い耐衝撃性をもつ強化ガラスの採用で、万が一の破損時にも飛散することはありません。

★【取り付け自在の台座】

取付方向が自在で様々な場所への設置が可能です。また、従来のHID投光器と同じ取付台座のため、リニューアルにもおすすめです。

製品仕様

品番                         LD27Y

消費電力                   27W

入力電圧                   DC12V/24V

全光束                      2300lm

ランプ効率                  85.2lm/W

発光色               昼光色（6000K）

光源数                      LEDチップ×9個

演色性                      >Ra80

照射角度                     60°（中角）

使用温度              約－20℃～45℃

防水等級                     IP67

コード                          全長約45cm

サイズ                          W117*H155*D55 mm

重量                           0.7kg(本体)

材質                           ジュラルミン＋アクリル樹脂

セット内容                    作業灯本体、取付金具、保証書、取扱説明書

実測照度

距離　　　　中心照度

1m      2732.2LX

2m        683.0LX

3m        303.5LX

4m        170.7LX

5m        109.2LX
★上記照度は設計上の数値の為、

　　使用環境下により異なります。

27W
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基本情報

品番                   LD27F

商品名                         LED 作業灯

製造元                         株式会社 グッド・グッズ

ブランド                         GOODGOODS

発売日                         平成25年6月

メーカー希望小売価格      3,000円(税抜)

光色                            昼光色

全光束                         2300lm

消費電力                      27W

入力電圧                      DC12V/24V

ロット数                         20

ロットサイズ                     W360*H335*D260 mm

JAN（GS1）コード          4571461860213

DC12V～24V対応 

LED作業灯
 LD27F

特長
多用途ＬＥＤ作業灯。

屋外や現場作業にも便利。厳しい作業環境に耐えるように設計、製造された商品

【農業機械・建設機械等】の作業。

【災害時への備え】【交通整理・工事現場】など様々な場面で活躍！

◇LEDライトなので省エネの上に明るさ抜群！バッテリーへの負担も軽減！

◇高品質LEDの為使用寿命が約30,000時間以上と大変長く、電球切れ、交換の頻度も軽減

◇適用範囲

【トラック・トレーラー・ボート】などの照明として

【庭・エクステリア】などのインテリア照明として

【建築現場や工事現場】への作業照明としてなど

◇耐震

◇取付ステーで上下のライト角度は１８０度調整可能

◇防水＆防塵！ショート防止！

◇裏面に放熱フィン付でヒート対策万全！

製品仕様

品番                         LD27F

消費電力                   27W

入力電圧                   DC12V/24V

全光束                      2300lm

ランプ効率                  85.2lm/W

発光色               昼光色（6000K）

光源数                      LEDチップ×9個

演色性                      >Ra80

照射角度                   60°（中角）

使用温度              約－20℃～45℃

防水等級                     IP67

コード                          全長約45cm

サイズ                          W112*H155*D55 mm

重量                           0.7kg(本体)

材質                           ジュラルミン＋アクリル樹脂

セット内容                   作業灯本体、取付金具、保証書、取扱説明書

実測照度

距離　　　　中心照度

1m      2732.2LX

2m        683.0LX

3m        303.5LX

4m        170.7LX

5m        109.2LX
★上記照度は設計上の数値の為、

　　使用環境下により異なります。

2018年度版
製　品　仕　様

27W
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基本情報

品番                   LD48

商品名                         LED 作業灯

製造元                         株式会社 グッド・グッズ

ブランド                         GOODGOODS

発売日                         平成25年9月

メーカー希望小売価格      6,000円(税抜)

光色                            昼光色

全光束                         4000lm

消費電力                      48W

入力電圧                      DC12V/24V

ロット数                         20

ロットサイズ                     W425*H335*D265 mm

JAN（GS1）コード          4571461860282

DC12V～24V対応 

LED作業灯
 LD48

特長
農業機械・建設機械等】の作業。

【災害時への備え】【交通整理・工事現場】など様々な場面で活躍！

◇LEDライトなので省エネの上に明るさ抜群！バッテリーへの負担も軽減！

◇高品質LEDの為使用寿命が約30,000時間以上と大変長く、電球切れ、交換の頻度も軽減

◇適用範囲

【トラック・トレーラー・ボート】などの照明として

【庭・エクステリア】などのインテリア照明として

【建築現場や工事現場】への作業照明としてなど

◇耐震

◇取付ステーで上下のライト角度は１８０度調整可能

◇防水＆防塵！ショート防止！

◇裏面に放熱フィン付でヒート対策万全！

製品仕様

品番                         LD48

消費電力                   48W

入力電圧                   DC12V/24V

全光束                      4000lm

ランプ効率                  85.2lm/W

発光色               昼光色（6000K）

光源数                      LEDチップ×16個

演色性                      >Ra80

照射角度                     60°（中角）

使用温度              約－20℃～45℃

防水等級                     IP67

コード                          全長約45cm

サイズ                          W109*H155*D65 mm

重量                           0.76kg(本体)

材質                           ジュラルミン＋アクリル樹脂

セット内容                    作業灯本体、取付金具、保証書、取扱説明書

実測照度

距離　　　　中心照度

1m      4751.7LX

2m      1187.9LX

3m        527.9LX

4m        296.9LX

5m        190.0LX
★上記照度は設計上の数値の為、

　　使用環境下により異なります。

2018年度版
製　品　仕　様
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2018年度版
製　品　仕　様

基本情報

品番                            WL03

商品名                         LED 作業灯

製造元                         株式会社 グッド・グッズ

ブランド                         GOODGOODS

発売日                         平成26年9月

メーカー希望小売価格      7,500円(税抜)

光色                            昼光色

全光束                         4000lm

消費電力                      40W

入力電圧                      DC12V/24V

ロット数                         12

ロットサイズ                     W415*H260*D315 mm

JAN（GS1）コード         4571461860336

DC12V～24V対応 

LED作業灯
 WL03

基本情報

品番                   WL04

商品名                         LED 作業灯

製造元                         株式会社 グッド・グッズ

ブランド                         GOODGOODS

発売日                         平成26年9月

メーカー希望小売価格      7,500円(税抜)

光色                            昼光色

全光束                         4800lm

消費電力                      48W

入力電圧                      DC12V/24V

ロット数                         12

ロットサイズ                     W415*H260*D315 mm

JAN（GS1）コード          4571461860367

DC12V～24V対応 

LED作業灯
 WL04

製品仕様

品番                        WL04

消費電力                  48W

入力電圧                  DC12/24V

全光束                     4800lm

ランプ効率                 100lm/W

発光色              昼光色（6000K）

光源数                     CREE社製LEDチップ×16個

演色性                     >Ra80

照射角度                     60°（中角）

使用温度                    約－45℃～85℃

防水等級                    IP67

コード                         全長約45cm

サイズ                         W125*H185*D85 mm

重量                          0.96kg(本体)

材質                          ジュラルミン＋アクリル樹脂

セット内容                   作業灯本体、取付金具、保証書、取扱説明書

実測照度

距離　　　　中心照度

1m      5702.1LX

2m      1425.5LX

3m        633.5LX

4m        356.3LX

5m        228.0LX
★上記照度は設計上の数値の為、

　　使用環境下により異なります。

製品仕様

品番                 WL03

消費電力                   40W

入力電圧                   DC12V/24V

周波数                      50/60Hz兼用

全光束                      4000lm

ランプ効率                  100lm/W

発光色               昼光色（6000K）

演色性                      >Ra80

照射角度                    60°

使用温度              約－45℃～85℃

防水等級                     IP67

コード                          全長約450mm

サイズ                          W125*H185*D85 mm

重量                           0.94kg(本体)

材質                           ジュラルミン＋アクリル樹脂

セット内容                    作業灯本体、取付金具、保証書、取扱説明書

実測照度

距離　　　　中心照度

1m      4751.7LX

2m      1187.9LX

3m        527.9LX

4m        296.9LX

5m        190.0LX
★上記照度は設計上の数値の為、

　　使用環境下により異なります。

特長
★【高効率LEDチップを採用】

固有エネルギー消費効率はシリーズ最大で100ルーメン/Wを実現。

最高光束4000lm(高効率形・広角タイプ)を有しています。

★【コンバーター本体への防水・落雷防止】

本体だけでなく、コンバーター単体への防水・落雷防止機能を搭載することで、浸水・落雷による故障を更に軽減！

★【過酷な温度環境での使用にも】

－45℃～85℃という周囲温度環境で使用できます。

寒冷地の他、屋内施設における夏季の一時的な高温環境での使用も可能です。

★【幅広い照射角度】

約60°で従来のLED投光器よりも広角&広範囲に照らします。

★【強化ガラス採用】

高い耐衝撃性をもつ強化ガラスの採用で、万が一の破損時にも飛散することはありません。

★【取り付け自在の台座】

取付方向が自在で様々な場所への設置が可能です。また、従来のHID投光器と同じ取付台座のため、

リニューアルにもおすすめです。

40W

48W

特長
12V・24 V車（バッテリーフォークリフト）に対応可能。

◇ 耐衝撃設計の為、振動の多い重機などへの装着にも安心。

◇定格10Vから30Vまでの直流電源で動作しますので、12V車、24V車でマルチに使用出来ます。

◇IP67相当の完全防水設計でクルーザーなどの船舶用としても十分な耐久性を誇ります。

屋内・屋外両方ご利用OK！

漁船のデッキライトや集魚灯としても活躍します。

◇さらに、低い消費電力で従来の照明と同水準の明るさを実現。

◇バッテリー保護の観点でも最適。

軽量！！コンパクト！！

◇コンパクト設計で持ち運びや設置が簡単！

◇シールドビーム同等サイズの小型・軽量設計で用途は無限大

0
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2018年度版
製　品　仕　様

基本情報

品番                             WL06

商品名                          LED 作業灯  狭角型

製造元                         株式会社 グッド・グッズ

ブランド                         GOODGOODS

発売日                         平成26年11月

メーカー希望小売価格      12,000円(税抜)

光色                            昼光色

全光束                         6000lm

消費電力                      60W

入力電圧                      DC12V/24V

ロット数                         8

ロットサイズ                     W540*H420*D240 mm

JAN（GS1）コード         4571461861265

DC12V～24V対応 

LED作業灯
 WL06

基本情報

品番                   WL07

商品名                         LED 作業灯  

製造元                         株式会社 グッド・グッズ

ブランド                         GOODGOODS

発売日                         平成26年10月

メーカー希望小売価格      15,000円(税抜)

光色                            昼光色

全光束                         7000lm

消費電力                      70W

入力電圧                      DC12V/24

ロット数                         8

ロットサイズ                    W490*H400*D300 mm

JAN（GS1）コード         4571461860350

狭角型

DC12V～24V対応 

LED作業灯
 WL07

製品仕様

品番                        WL07

消費電力                  70W

入力電圧                  DC12V/24V

全光束                     7000lm

ランプ効率                 100 lm/W

発光色                     昼光色（6000K）

光源数                     CREE社製LEDチップ×7個

演色性                     >Ra80

照射角度                    30°（狭角）

使用温度              約－45℃～85℃

防水等級                    IP67

コード                         全長約45cm

サイズ                         W152*H197*D100 mm

重量                          1.52kg(本体)

材質                          ジュラルミン＋アクリル樹脂

セット内容                   作業灯本体、取付金具、保証書、取扱説明書

実測照度

距離　　　　中心照度

1m      32695LX

2m        8173LX

3m        3632LX

4m        2043LX

5m        1307LX
★上記照度は設計上の数値の為、

　　使用環境下により異なります。

製品仕様

品番                 WL06

消費電力                   60W

入力電圧                   DC12V/24V

全光束                      6000lm

ランプ効率                  100lm/W

発光色               昼光色（6000K）

光源数                      LEDチップ×12個

演色性                      >Ra80

照射角度                     9°（狭角）

使用温度              約－45℃～85℃

防水等級                     IP67

コード                          全長約45cm

サイズ                          W180*H240*D92 mm

重量                           2.36kg(本体)

材質                           ジュラルミン＋アクリル樹脂

セット内容                    作業灯本体、取付金具、保証書、取扱説明書

実測照度

距離　　　　中心照度

1m      309773LX

2m        77443LX

3m        34419LX

4m        19360LX

5m        12390LX
★上記照度は設計上の数値の為、

　　使用環境下により異なります。

特長
◇驚異的な照射能力と耐久性。

◇ネジで固定なので上下度調整可能。

◇スポットライトのため長距離照明可能。

◇6000LMの光量で暗闇を瞬時に明るく。

◇超輝度だから、トンネルや夜間の作業にも最適。

◇トラック等の24V車でも快適にご使用いただけます。

◇アルミ合金材質だから、丈夫で変形の心配も終わり！

◇優れた放熱性能で高熱によるLEDの劣化を防ぎます。

◇CREE社製LEDチップを12個搭載！大輝度を実現しています。

60W

70W

特長
●驚異的な照射能力と耐久性。

●ネジで固定なので上下度調整可能。

●7000LMの光量で暗闇を瞬時に明るく。

●超輝度だから、トンネルや夜間の作業にも最適。

●前後自由に調整可能

●トラック等の24V車でも快適にご使用いただけます。

●アルミ合金材質だから、丈夫で変形の心配も終わり！

●優れた放熱性能で高熱によるLEDの劣化を防ぎます。

●CREE社製LEDチップを７個搭載！大輝度を実現しています。
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基本情報

品番                   LD72W

商品名                         LED 作業灯

製造元                 株式会社 グッド・グッズ

ブランド                         GOODGOODS

発売日                         平成25年10月

メーカー希望小売価格      9,000円(税抜)

光色                            昼光色

全光束                         6100lm

消費電力                      72W

入力電圧                      DC12V/24V

ロット数                         6

ロットサイズ                    W490*H410*D290 mm

DC12V～24V対応 

LED作業灯
 LD72W

基本情報

品番                   WL02

商品名                         LED 作業灯

製造元                         株式会社 グッド・グッズ

ブランド                         GOODGOODS

発売日                         平成26年1月

メーカー希望小売価格      16,000円(税抜)

光色                            昼光色

全光束                         10000lm

消費電力                      120W

入力電圧                      DC12V/24V

ロット数                         4

ロットサイズ                     W690*H270*D280 mm

DC12V～24V対応 

LED作業灯
 WL02

製品仕様

品番                 WL02

消費電力                   120W

入力電圧                   DC12V/24V

全光束                      10000lm

ランプ効率                   83.4lm/W

発光色               昼光色（6000K）

光源数                      LEDチップ×40個

演色性                      >Ra80

照射角度                   狭角30度/中角60度兼用

使用温度                 約－45℃～85℃

防水等級                   IP67

コード                        全長約45cm

サイズ                        W609*H180*D150 mm

重量                         4.4kg(本体)

材質                         ジュラルミン＋アクリル樹脂

セット内容                  作業灯本体、取付金具、保証書、取扱説明書

実測照度

距離　　　　中心照度

1m      11879.4LX

2m        2969.8LX

3m        1319.9LX

4m          742.4LX

5m          475.1LX
★上記照度は設計上の数値の為、

　　使用環境下により異なります。

製品仕様

品番                 LD72W

消費電力                   72W

入力電圧                   DC12V/24V

全光束                      6100lm

ランプ効率                  84.8lm/W

発光色               昼光色（6000K）

光源数                      LEDチップ×24個

演色性                      >Ra80

照射角度                    60°

使用温度                    約－45℃～85℃

防水等級                    IP67

コード全長                   約450mm

サイズ                         W405.2*H114*D86.5 mm

重量                          2kg(本体)

材質                          ジュラルミン＋アクリル樹脂

セット内容                   作業灯本体、取付金具、保証書、取扱説明書 

実測照度

距離　　　　中心照度

1m      7246.4LX

2m      1811.6LX

3m        805.1LX

4m        452.9LX

5m        289.8LX
★上記照度は設計上の数値の為、

　　使用環境下により異なります。

特長
屋外や現場作業にも便利。厳しい作業環境に耐えるように設計、製造された商品

【農業機械・建設機械等】の作業。

【災害時への備え】【交通整理・工事現場】など様々な場面で活躍。

◇耐震

◇防水・防塵　ショート防止

◇取付ステーで上下のライト角度は１８０度調整可能。

◇裏面に放熱フィン付で優れた放熱性能

72W

120W

特長
●汎用ＬＥＤ作業灯。

●30°/60°角度兼用なので、広角照射と長い照射距離が実現します。

●屋外や現場作業にも便利。厳しい作業環境に耐えるように設計、製造された商品。

●【農業機械、建設機械等】の作業。【災害時の備え】【交通整理、工事現場】など様々な場面で活躍！

●耐震！

アルミボディーとので、車の振動や衝撃に強い。

●取付ステーで上下のライト角度は１８０度調整可能！

●防水！防塵！ショート防止！

防護等級は最高のIP67なので、車両搭載や屋外使用も可能。海キャンプや突然の雨にも安心。

●裏面に放熱フィン付でヒート対策万全！

86.5mm
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DC24V対応 

LEDサイドマーカー LA-566

製品仕様

品番                         LA566

消費電力                  1.44W

全光束                     180lm

入力電圧                  DC24V

発光色                     白、緑、青、黄、赤

光源数                     LEDチップ×12個

照射角度                    360°

防水等級              IP64（生活防水）

サイズ                         約86*72mm

重量                  約99g

材質                          ABS+PS+PVC

セット内容                   本体

特長
■自動車/貨車/トラックなど使用クリスタルサイドマーカーランプです。

■24V爆光LEDバスマーカーランプです。

■高輝度の3chip SMD ＬＥＤを12個使用してあり、さらにダイヤカットのレンズでかなりの明るさを実現いたしました。

■レンズカットとＳＭＤ配列の愛称を考えて、更に、明るくなりました。

■普通のLEDのサイドマーカーより、もっと省エネルギーで、使用寿命長くなりますよ。

■レンズに合わせてＬＥＤを配置してありますので全方向に光が拡散！！

■バルブをこの商品に交換するだけでＬＥＤに変身！！

■効率：1.44W 

■電流：60mA 

■カラー：白、緑、青、黄、赤

基本情報

品番                            LA-566

商品名                         LED　サイドマーカー

製造元                         株式会社 グッド・グッズ

ブランド                         GOODGOODS

発売日                         平成26年9月

メーカー希望小売価格      1,300円

光色                            5色（白、緑、青、黄、赤）

全光束                         180lm

消費電力                      1.44W

入力電圧                      DC24V

ロット数                         100

ロットサイズ                     W430*H370*D450 mm

JAN（GS1）コード          4571461860169

自動車/貨車用
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基本情報

品番                   LD84-ZB

商品名                       　LED電球　高演色Ra95　60W形相当

製造元                         株式会社 グッド・グッズ

ブランド                         GOODGOODS

発売日                         平成29年7月

メーカー希望小売価格      1,200円（税抜）

発光色                         昼白色

明るさ                           840lm

消費電力                      9W

口金                            E26

ロット数                         50

ロットサイズ                     W33*H33*26.5 cm

JAN（GS1）コード         4571461861463

一般電球  

LED電球
60W形相当

 LD84-ZB

製品仕様

品番                 LD84-ZB

演色性                      Ra95

明るさ                        840lm　60W形相当

消費電力                   9W

口金                         E26

色温度                      5000K（昼白色）

光源数                      LEDチップ×21個

入力電圧              AC100V  0.2A  50/60Hz

照射角度              270°

素材                           アルミニウム合金＋PC

寸法                           外径60＊全長118㎜

重量                           約58g

セット内容                    本体

実測照度

距離　　　　中心照度

1m      133.6LX

2m        33.4LX

3m        14.8LX

4m        8.36LX

5m        5.35LX
★上記照度は設計上の数値の為、

　　使用環境下により異なります。

特長
●物をキレイに見せる高演色Ra95

   独自の防止回路設計採用！ちらつきなし！目に優しい

  拡散カバーの採用により、LED電球特有のまぶしさ感を軽減

  広配光約270°

   高品質のプラスチック製なので、落ちでも割られることがなく安心！

   PSE取得済

9W

製品仕様

品番                         LD84-DQ

演色性                      Ra95

明るさ                        840lm　60W形相当

消費電力                   9W

口金                         E26

色温度                      2700K（電球色）

光源数                      LEDチップ×21個

入力電圧              AC100V  0.2A  50/60Hz

照射角度              270°

素材                           アルミニウム合金＋PC

寸法                           外径60＊全長118mm㎜

重量                           約58g

セット内容                    本体

特長
●物をキレイに見せる高演色Ra95

   独自の防止回路設計採用！ちらつきなし！目に優しい

  拡散カバーの採用により、LED電球特有のまぶしさ感を軽減

  広配光約270°

   高品質のプラスチック製なので、落ちでも割られることがなく安心！

   PSE取得済

一般電球  

LED電球
60W形相当

 LD84-DQ 9W
基本情報

品番                            LD84-DQ

商品名                       　LED電球　高演色Ra95　60W形相当

製造元                         株式会社 グッド・グッズ

ブランド                         GOODGOODS

発売日                         平成29年7月

メーカー希望小売価格      1,200円（税抜）

発光色                         電球色

明るさ                           840lm

消費電力                      9W

口金                            E26

ロット数                         50

ロットサイズ                     W33*H33*26.5 cm 

JAN（GS1）コード          4571461861470

実測照度

距離　　　　中心照度

1m      133.6LX

2m        33.4LX

3m        14.8LX

4m        8.36LX

5m        5.35LX
★上記照度は設計上の数値の為、

　　使用環境下により異なります。

昼白色
5000K

電球色
2700K
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一般電球　25W形相当 

LED電球

 TS12-DQ

シャンテリアタイプ

 TS17-DQ  TS26-DQ

E12

口金

E17

口金

E26

口金

調光対応可
消費電力4W

基本情報

品番                    TS12-DQ    TS17-DQ    TS26-DQ

商品名                          LEDシャンデリア電球　25W形相当

製造元                          株式会社 グッド・グッズ

ブランド                          GOODGOODS

発売日                          平成29年7月

メーカー希望小売価格       980円(税抜)

発光色                          電球色

消費電力                       4W

口金                             E12/E17/E26

ロット数                         100

ロットサイズ                     W42*H22*33 cm 

JAN（GS1）コード          4571461861449(TS12-DQ)

                                   4571461861432(TS17-DQ)

                                   4571461861456(TS26-DQ)

特長
全方位360度配光、調光対応シャンデリア電球！

360度全体発光 

全方位に照射可能な独自配列設計を採用することにより、広角360°配光を実現。

あたたかい雰囲気を醸し出している「電球色」

雰囲気と高級感を両立しており、穏やかな感じで、部屋の用途や雰囲気にふさわしい

調光対応

調光ができるLED電球なので、調光すればよりくつろいだ雰囲気が演出できます。

インテリアライトには最適です。明るさを変えれば局部照明、アクセントライト、常夜灯と様々な使い方ができます。

省エネ、電気代85％カット！

従来の25W形白熱灯と同等の明るさながら、消費電力が約85％も低く、電気代を大幅に削減できます。

調光すれば、明るさとともに消費電力も落ちます。節電効果は絶大！

長寿命 

長寿命がLEDの特性で、5,000時間の設計寿命で、ここまで頻繁だった電球交換の手間も省けます。 

瞬時に点灯

電源オン時パッと点灯します。

発熱量が少ない

発熱量が少ないので、光の下にいても暑くありません。

製品仕様

品番                         TS12-DQ     TS17-DQ    TS26-DQ

明るさ                       325lm　25W形相当

消費電力                  4W

口金                        E12/E17/E26

色温                        3000K（電球色）

光源数                     LEDチップ×24個

入力電圧                  AC100V   0.2A   50/60Hz

演色性                      Ra80

調光器具             対応可

照射角度                   360°

素材                         アルミニウム合金+ガラス

寸法                         外径35＊全長117

重量㎜               TS12-DQ(36g)  TS17-DQ(37g)  TS26-DQ(42g)

1
1
8
m
m

1
1
7
m
m

1
1
6
m
m
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基本情報

品番　　　　　　　　　　DQ09-02

商品名　　　　　　　　　　　　　LEDシャンデリア球　80W形相当

製造元　　　　　　　　　　　　　株式会社 グッド・グッズ

ブランド                         GOODGOODS

発売日                         平成27年7月

メーカー希望小売価格      1,800円(税抜)

発光色                         昼光色

明るさ                          1080lm

消費電力                      9W

口金                            E26

ロット数                        50

ロットサイズ                    W700*H500*D500 mm

JAN（GS1）コード         4571461860855

一般電球  

LED電球
80W形相当

 DQ09-02

製品仕様

品番                        DQ09-02

明るさ                      1080lm　80W形相当

消費電力                  9W

口金                        E26

色温度                     6000Ｋ（昼光色）

光源数                     LEDチップ×18個

特長
●電気代大幅カット：従来電球より90%消費電力をカット！環境にエコです。

●点灯直後からすぐに明るいで、夏には節電対策の備えに！

●発熱量が少ないので、光の下にいても暑くありません！

●光が広がるタイプ：広配光タイプだから天井側にもしっかり光が当たります！

●LED電球よりLED特有の粒々感を低減し、光を柔らかく拡散します。LEDの光を効率良く集め、直下を明るく照らします。

●高品質のプラスチック製なので、落ちでも割られることがなく安心、【安心設計】！！

●オフィスの仕事中、子供は夜間勉強など目に優しい商品です。

●虫が集まりにくく清潔 虫が集まりやすい紫外線をほとんど出さないので、灯具清掃の手間 を軽減できます

●18粒ハイパワーLEDチップを搭載の為使用寿命で環境に優しい、無放射線、安全、安定性と信頼性が高い商品です！

●PSE取得済：当社のライトは厳重な【工場検品】【当社検品】をお得てお客様のもとへ運ばれます。

9W

一般電球  

LED電球
100W形相当

 DQ12-01
12W

基本情報

品番                   DQ12-01

商品名                         LEDシャンデリア球　100W形相当

製造元                         株式会社 グッド・グッズ

ブランド                         GOODGOODS

発売日                         平成27年7月

メーカー希望小売価格      2,500円(税抜)

発光色                         昼光色

明るさ                          1480lm

消費電力                     12W

口金                            E26

ロット数                        50

ロットサイズ                    W700*H500*D500 mm

JAN（GS1）コード         4571461860848

E26口金
昼光色

1080lm

入力電圧             AC85V～265V　50/60Hz

照射角度                   360°

素材                         PC+アルミ合金

サイズ                        W115*H80*D26 mm

重量                          約70g

E26口金
昼光色

1480lm

製品仕様

品番                        DQ12-01

明るさ                      1480lm　100W形相当

消費電力                  12W

口金                        E26

色温度                     6000Ｋ（昼光色）

光源数                     LEDチップ×18個

特長
●電気代大幅カット：従来電球より90%消費電力をカット！環境にエコです。

●点灯直後からすぐに明るいで、夏には節電対策の備えに！

●発熱量が少ないので、光の下にいても暑くありません！

●光が広がるタイプ：広配光タイプだから天井側にもしっかり光が当たります！

●LED電球よりLED特有の粒々感を低減し、光を柔らかく拡散します。LEDの光を効率良く集め、直下を明るく照らします。

●高品質のプラスチック製なので、落ちでも割られることがなく安心、【安心設計】！！

●オフィスの仕事中、子供は夜間勉強など目に優しい商品です。

●虫が集まりにくく清潔 虫が集まりやすい紫外線をほとんど出さないので、灯具清掃の手間 を軽減できます

●18粒ハイパワーLEDチップを搭載の為使用寿命で環境に優しい、無放射線、安全、安定性と信頼性が高い商品です！

●PSE取得済：当社のライトは厳重な【工場検品】【当社検品】をお得てお客様のもとへ運ばれます。

入力電圧             AC85V～265V　50/60Hz

照射角度                   360°

素材                         PC+アルミ合金

サイズ                        W125*H92*D26 mm

重量                          約90g
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直管 40W形 ナノ技術採用 

LED蛍光灯  LD120-N

基本情報

品番                            LD120-N

商品名                         LED蛍光灯 直管 40W形 ナノ技術採用

製造元                         株式会社 グッド・グッズ

ブランド                         GOODGOODS

発売日                         平成29年6月

メーカー希望小売価格      3,580円(税抜)

色温度                         6000K（昼光色）

照射角度                      約330°

明るさ                           約2160lm

入力電圧                      AC85-265V 50/60Hz

ロット数                         25

ロットサイズ                     W1250*H220*D220 mm

JAN（GS1）コード         4571461861678

特長
高耐久ナノ技術ポリカーボネートを使用した直管型蛍光灯

・安全：高耐久ナノ技術ポリカーボネートを採用することにより、曲げても踏んでも落としても破片が出にくい。危険防止。

・高耐久：落としても割れにくい

・業界最軽量：120cmの蛍光灯で僅か130g！安全・施工性アップ

・広配光：広配光角330° 光が広がり明るい

・高輝度：40W形蛍光灯と同等の明るさ全光束2160lm

・省エネ：消費電力最大60％OFF

・護眼：均一で柔らかい光、チラツキなく目に優しい

製品仕様

品番                  LD120-N

長さ                           120㎝

蛍光灯種別                 T8（Φ26㎜）

口金                          G13

消費電力                    18W

入力電圧                    AC85-265V 50/60Hz

明るさ                         約2160lm

色温度                           6000K（昼光色）

演色性                           Ra80

光源数                       高品質SMDチップ×96個

サイズ                          1200（L）*26（Φ） mm

重さ                          約130g

40ｗ形　120cm  G 13口金

入力電圧：AC85 - 265V　　50 / 60HZ

消費電力：18ｗ

光源色：昼白色（6000K）

演色性：Ra＞80

品番: LD120 -N

Z H AO H U I L IGH T IN G

G13口金

1200mm

1212mm

26mm

両側直結対応、グロー式対応

消費電力18W
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純正弦波
インバーター　

 SPI002 1000W
基本情報

品番                   SPI002

商品名                         インバーター　純正弦波

製造元                         株式会社 グッド・グッズ

ブランド                         GOODGOODS

発売日                         平成26年10月

メーカー希望小売価格      25,000円(税抜)

入力電圧                      DC12V（10-15.5V）

出力電圧                      AC100V±5V

定格出力                      1000W

瞬間最大出力                2000W

ロット数                         2

ロットサイズ                    W450*H240*D330 mm

JAN（GS1）コード         4571461860121

製品仕様

品番                         SPI002

入力電圧                   DC12V（10-15.5V）

出力電圧                   AC100V±5V

定格出力                   1000W

瞬間最大出力             2000W

出力周波数                50Hz/60Hz

出力波形                   正弦波

USB出力                   5V　2A

特長
■回路保護、入力低電圧警報音、低電圧遮断、過温度遮断、

   過負荷遮断、短絡遮断、入力過電圧保護、

   入力逆接続保護機能など機能があります。

その他                  多重保護機能付き

動作温度              -20～40℃

動作湿度              20%～90%RH

保管温度              -30℃ ～ +70℃

サイズ                   335*165*85mm

重さ                     3.3kg（本体のみ）

セット内容             インバーター本体

                           ケーブル×4     ヒューズ×6    説明書

純正弦波

純正弦波

インバーター　

インバーター　

 SPI150

 SPI2000

1500W

2000W

基本情報

品番                            SPI150

商品名                         インバーター　純正弦波

製造元                         株式会社 グッド・グッズ

ブランド                 GOODGOODS

発売日平成             26年10月

メーカー希望小売価格    30,000円(税抜)

入力電圧               DC12V（10-15.5V）

出力電圧               AC100V±5V

定格出力               1500W

瞬間最大出力           3000W

ロット数                  2

ロットサイズ               W490*H240*D330 mm

JAN（GS1）コード       4571461860145

基本情報

品番                            SPI2000

商品名                         インバーター　純正弦波

製造元                         株式会社 グッド・グッズ

ブランド                 GOODGOODS

発売日平成             26年10月

メーカー希望小売価格    35,000円(税抜)

入力電圧               DC12V（10-15.5V）

出力電圧               AC100V±5V

定格出力               2000W

瞬間最大出力           4000W

ロット数                 2

ロットサイズ              W580*H240*D330 mm

JAN（GS1）コード       4571461860138

製品仕様

製品仕様

品番                         SPI150

入力電圧                   DC12V（10-15.5V）

出力電圧                   AC100V±5V

定格出力                   1500W

瞬間最大出力             3000W

出力周波数                50Hz/60Hz

出力波形                   正弦波

USB出力                   5V　2A

品番                         SPI2000

入力電圧                   DC12V（10-15.5V）

出力電圧                   AC100V±5V

定格出力                   2000W

瞬間最大出力             4000W

出力周波数                50Hz/60Hz

出力波形                   正弦波

USB出力                   5V　2A

特長

特長

■回路保護、入力低電圧警報音、低電圧遮断、過温度遮断、

   過負荷遮断、短絡遮断、入力過電圧保護、

   入力逆接続保護機能など機能があります。

■回路保護、入力低電圧警報音、低電圧遮断、過温度遮断、

   過負荷遮断、短絡遮断、入力過電圧保護、

   入力逆接続保護機能など機能があります。

その他                  多重保護機能付き

動作温度              -20～40℃

動作湿度              20%～90%RH

保管温度              -30℃ ～ +70℃

サイズ                   385*165*85mm

重さ                     3.8kg

セット内容             インバーター本体

                           ケーブル×4     ヒューズ×6    説明書

（本体のみ）

その他                  多重保護機能付き

動作温度              -20～40℃

動作湿度              20%～90%RH

保管温度              -30℃ ～ +70℃

サイズ                   475*165*85mm

重さ                     5.1kg

セット内容             インバーター本体

                           ケーブル×4     ヒューズ×6    説明書

（本体のみ）
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直流安定化電源 
100V→12V  SPI008 30A

基本情報

品番                    SPI008

商品名                          インバーター 

製造元                          株式会社 グッド・グッズ

ブランド                          GOODGOODS

発売日                          平成26年10月

メーカー希望小売価格       4,500円(税抜)

入力電圧                       AC100V～220V

出力電圧                       12V

出力                             360W/30A

ロット数                          26

ロットサイズ                     W455*H280*D250 mm

製品仕様

品番                    SPI008

入力電圧              AC100V / 220V

定格出力              360W /30A

出力電圧              12V

出力                    360W

出力波形              正弦波

出力周波数           50Hz/60Hz

特長
■本体内部に熱がこもると、ファンが自動で回転し熱がこもるのを防ぎます！

■カー用品などの電源チェックや検査に最適！

■熱がこもらない本体ファン内蔵型

■AC100V→DC12V

■配線保護回路付！

動作温度              -20～40℃

動作湿度              20%～90%RH

保管温度              -30℃ ～ +70℃

重さ（本体のみ）   0.85kg   

サイズ（約）         50mm × 210mm × 110mm 

セット内容             本体×1 電源コード ワニ口クリップ 

専用充電器 
12Vバッテリー

 SPI009

 HE-03 1A
基本情報

品番                   HE-03

商品名                         12V専用バッテリー

製造元                         株式会社 グッド・グッズ

ブランド                         GOODGOODS

発売日                         平成27年11月

メーカー希望小売価格      1,200円(税抜)

ロット数                         100

ロットサイズ                     W540*H350*D350 mm

JAN（GS1）コード          4571461860053

製品仕様

品番              HE-03

入力                    AC100V～240V/　50/60Hz対応

出力                    DC12V/1A（最大出力13.8V）

本体サイズ            約70mmｘ45mmｘ28mm

特長

特長
12Vバッテリー密閉型、開放型、シールド型の全てのタイプで使用できます。

 1.充電クリップの極性に注意してバッテリーに接続してください。

　  赤色クリップ(＋)→バッテリー(＋)端子へ

　  黒色クリップ(－)→バッテリー(－)端子へ 

 2.電源プラグをコンセント(AC100V)にしっかり差し込みます。

　  充電中は赤ランプが点灯します。 

　  充電完了時は緑ランプが点灯します。 

3.充電完了後、電源プラグをコンセントより抜きます。

4.次の順序で充電器のクリップをバッテリーから取り外し終了です。 

　  黒色クリップ(－)    赤色クリップ(＋) 

コード                     長さ約2.4ｍ

重さ                       約140ｇ

資格証書                欧州:CE規格/北米:UL規格/

                            日本:PSE規格/中国：ＣＣＣ規格

充電可能                バッテリ12Vバッテリー、密閉型、開放型、シールド型

直流安定化電源 
100V→24V 

15A

■本体内部に熱がこもると、ファンが自動で回転し熱がこもるのを防ぎます！

■カー用品などの電源チェックや検査に最適！

■熱がこもらない本体ファン内蔵型

■AC100V→DC24V

■配線保護回路付！

基本情報

品番                    SPI009

商品名                          インバーター 

製造元                          株式会社 グッド・グッズ

ブランド                          GOODGOODS

発売日                          平成26年10月

メーカー希望小売価格       4,500円(税抜)

入力電圧                       AC100V～220V

出力電圧                       24V

出力                             360W/15A

ロット数                          26

ロットサイズ                     W455*H280*D250 mm

製品仕様

品番                    SPI009

入力電圧              AC100V / 220V

定格出力              360W /15A

出力電圧              24V

出力                    360W

出力波形              正弦波

出力周波数           50Hz/60Hz

動作温度              -20～40℃

動作湿度              20%～90%RH

保管温度              -30℃ ～ +70℃

重さ（本体のみ）   0.85kg   

サイズ（約）         50mm × 210mm × 110mm 

セット内容             本体×1 電源コード ワニ口クリップ 
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18650型
充電 池電 LDC-361A

特長

商品名：大容量リチウムイオンバッテリー18650型

公称容量：3600mAh

充電電圧：3.7-4.2v

定格電圧：3.7v

サイズ：H69.8mm×Φ18.7mm

繰り返し回数：1000回以上

2次電池 過充放電防止・過電流防止・過電圧防止

基本情報

品番                    LDC-361A

商品名                          18650型リチウムイオンバッテリー

製造元                          株式会社 グッド・グッズ

ブランド                          GOODGOODS

発売日                          平成27年5月

希望小売価格                 1,200円(税抜)

電圧                             3.7V

公称容量                       3600mAh

充放回数                       1000回以上

充電時間                       約6～8時間

ロット数                          240

ロットサイズ                     W530*H300*D100 mm

JAN（GS1）コード          4571461860183

ソーラーライト            TYH-5   TYH-09   TYH-20C   TYH-25T    TYH-10P    TYH-16M   TYH-21R   TYH-32L

充電式投光器         GH12-2   GH36-1   GH30-X   GH10-S   YC-05W   LS80-T    GH26-Y   YC-24W   

懐中電灯                ED80   ED25-S   ED57   ED68   ED70   ED90   ES95   TZ32   Tz51   T7-D3X   ES-65T

ヘッドライト               HL66    HL77    HL80    HL90

対応機種

対応充電器:

一個口：CHG-01C

二個口：CHG-2A

四個口：CHG-4B

㎜

+

-
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LD55 LED イルミネーション・電飾 30m  500球
白/青/黄/MIX（4色選択可）

記憶機能付き。

(白)

(青)

(RGB)

(黄)
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LD-Ｋ7 LED イルミネーション・電飾 10m  100球

LD-Ｋ8 LED イルミネーション・電飾 10m  100球

LD-K8
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LD44-15Y LED イルミネーション・電飾 15m  250球

LD44-15Ｒ LED イルミネーション・電飾 15m  250球

法人・店舗・会社・プロ人向け　事業・業務用イルミネーション

法人・店舗・会社・プロ人向け　事業・業務用イルミネーション
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当社製品は部品仕様や製品価格が予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。当社製品は部品仕様や製品価格が予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。



株式会社 グッド・グッズ
所在地   〒597-0062 大阪府貝塚市澤433-2

連絡先    home@goodgoods.co.jp
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