
防水規格 IP66 を実現！

背面の配線出口はコーキング処理済み。
水に入れても点灯し続けます。
防水規格 “IP66” を取得しているため、
従来品より故障率が低くなりました。

8 面カットで輝きが鮮やかに！

『トラ吉』のレンズは８面カットを採用。
高輝度 LED と合わせ、鮮やかな輝きを
放ちます。
格安マーカーの多くは 4 面カット。
高輝度 LED を使用していても、これで
は台無しです。

取付用ステーも付属！

スチール製取付ステーを付属。別
途買いそろえる必要はありません。
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録画機能付でドラレコにも！

カメラは最大４台
まで接続可能。側
面にも設置するこ
とで、より一層の
安全対策を講じる
ことができます。

カメラは４台まで追加可能！

価格 38,000円（税抜）
【モニター仕様】

画面サイズ：７インチ
解像度：800 x 480
入力：ワイヤレス最大４チャンネル
スロット：microSDカードスロット
　　　　　SDカードスロット
録画フォーマット：MPEG4

商品仕様
モニター + カメラセット【カメラ仕様】

センサー：CCD
解像度：PAL 752 x 582
                  NTSC 758 x 494
レンズ画角：広角 120°
防水規格：IP67

専用追加カメラ（１台）

価格 9,800円（税抜）
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混線の心配がないデジタル方式
アナログ方式のワイヤレス
モニター＆カメラの場合、
混線の心配があります。

『トラ吉』はデジタル方式の
ワイヤレスで、混線の心配
はありません。

モニターには SD、
microSD カードス
ロットを搭載。録
画できるので、ド
ライブレコーダー
としても使えます。
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防水仕様で雨の心配も不要！
防水仕様のボディ
で浸水の心配なし。
水に入れても点灯
し続けます。

※防水規格は取得して
　おりません

明るい SMD チップ採用！
LED は明るさに定
評があるSMDチッ
プを採用。
12個のLEDが周囲
を照らし、視認性
をアップします。

6SMD 使用のスポット部！
スポット部もSMD
チップを採用。
ホワイトのダウン
ライトは、路面を
明るく照らします。

価格 700円（税抜）

対応電圧：24V
本体サイズ：
            106 x 85 x 33 (W x H x D) mm
LED : サイド　   12SMD
            スポット　6SMD

商品仕様
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価格 700円（税抜）

対応電圧：24V
本体サイズ：90 φ  x 70 ( H ) mm
LED：９SMD
防水規格：IP66

商品仕様

※防水規格 IP66 とは？
ICE（国際電気標準会議）が定める防水・防塵の保
護規格。IP66 の場合、次の規格をクリアしています。
防塵 等級６：粉塵が内部に侵入しない
防水 等級６：いかなる方向からの水の強い直接噴
　　　　　　 流によっても有害な影響を受けない

格安マーカー 格安マーカー

LED に高輝度の SMD チップを採用。ま
たチップを９個使用し、明るさを追求し
ました。
格安マーカーのLEDと比べると一目瞭然。
基盤からしっかり作られていることが分
かります。

カットライン

カットライン

見た目で分かる！ 基盤の作り！

dl[R

すべてのトラッカーのために
高性能・高品質を追求した
トラック用オリジナルパーツ



有限会社ハナマル

T E L：046 - 259 - 3166
U R L：http://www.hanamaru.co.jp/
E-mail：info@hanamaru.co.jp

販　売　元

〒252-0024　神奈川県座間市入谷 2-775

問い合わせ先・販売店

字光式ナンバープレート

価格 7,900円（税抜）
対応電圧：24V
本体サイズ：425  x 210 x 10 ( W x H x D ) mm
配線長：本体 140 cm・インバーター 120 cm

ホワイト発光・大型サイズ
大型車に対応！

大型車のナンバーサイズに適合する 425 x 210 mm。ホワ
イト発光で、ナンバーの夜間視認性がアップします。

発光面裏側はクッション素材を採用。車体にも大きな負荷
がかかりません。配線も長く、接続もラクラク行えます。

車体に優しいクッション素材
配線長も十分です

35W、55W が選べる！
24V 対応バラスト『S3』『S5』

当店オリジナルバラスト『S3』『S5』は 24V 対応。好み
に合わせて出力も選べます。

チラつきを防止する『電源強化配線』や、ラジオのノイズを
軽減させる『シールドテープ』など関連パーツも豊富です。

電源強化配線をはじめ
関連パーツも豊富！

24V 対応 HID キットは 6,300 円から。バルブ形状やケル
ビン数など、豊富にとりそろえています。

バルブ形状・ケルビン数など
なんでもご相談ください！

HID関連商品

HID化のご相談は問い合わせ先・販売店まで！

ストロボライト

価格 2,000円（税抜）
対応電圧：10 ～ 30V・シガーソケットタイプ
本体サイズ：135  x 65 x 55 ( W x H x D ) mm
配線長：270 cm　点灯パターン：10 種類 価格 1,800円（税抜）

対応電圧：10 ～ 30V
本体サイズ：144  x 45 x 30 ( W x H x D ) mm
点灯パターン：17 種類

LED ストロボライト LED 薄型ストロボライト

電源はシガーソケットから！
簡単にすぐ使える！

電源はシガーソケットから。オン・オフはもちろんパタ
ーン変更もシガーソケットスイッチで行えます。

ボディへの取付は本体付属のステーをネジで留めるだけ。
ライトの角度変更も簡単です。

角度も変えられるステー付
ボディにはネジで取付！

厚さ３ｃｍの薄型タイプ
取付場所を選びません！

長さ約 14cm で厚さはわずか 3cm。薄型ボディを採用す
ることで、お好みの場所に、邪魔にならず取付できます。

LED は高輝度を実現した COB チップを使用。従来品より
明るいため、周囲に自分の存在を確実に知らせられます。

LED は明るい COB チップ
周囲への視認性アップ！

LED 警告ランプ

価格 14,800円（税抜）
対応電圧：DC12、24V・AC100V
本体サイズ：100φ  x 35 ( D ) mm
ケースサイズ：350 x 370 x 70 ( W x H x D ) mm

磁石で取付、周囲に警告
いざというときに役に立つ！

本体は直径約 10cm、本体はマグネット仕様。車体など
に磁石で取付ます。荷下ろし時や故障時に活躍します。

警告ランプは充電式。専用ケースに入れてシガーソケッ
ト、コンセントから充電します。

充電は専用ケースで
シガーソケットからも充電可

内蔵の IC チップ制御でフラッシュ、SOS レスキューな
ど 9 種類のパターンが選択できます。

点灯パターンは全９種類
周囲への効果的な警告を！

LED 丸型マーカー

価格 700円（税抜）
対応電圧：24V
本体サイズ：85  x 61 x 30 ( W x H x D ) mm
LED ：4SMD

LED レンズは直径 5cm！
どこでも使える小型マーカー

本体は幅 8.5cm、高さ 6.1cm と小型サイズ。レンズ直径
5cm で、さまざまな場所で使えます。

LED は小型で明るい SMD チップを４個使用。直径 5cmの
レンズでも際立つ明るさです。

明るさと小型化を両立させた
SMD チップを採用！

本体の配線出口はコーキング済み。水が入り込むことな
く、雨の日でも安心です。　　　　※防水規格は取得おりません

雨の日でも安心！
コーキング済みの防水仕様！

ならではの品ぞろえ！　豊富な24V 商品


