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LED2000 ￥12,500
ノガ LEDカップ　18灯付

蘆0.1Wの白色LED球18灯の手元照明用
蘆消費電力：1.8W、108ルーメン
蘆32kgf.のオンオフマグネット付。
（マグネットサイズ：30×40×35H㎜）
蘆AC100V仕様　
蘆全高：410㎜
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蘆0.1Wの白色LED球3灯のスポット
照明用

蘆消費電力：0.3W、18ルーメン
蘆32kgf.のオンオフマグネット付。
（マグネットサイズ：30×40×35Hmm）
蘆AC100V用アダプター付　
蘆全高：417㎜

LED1000 ￥8,300
ノガ LEDフィンガー　3灯付

人気のカップタイプ
1.8Wの超節電型！

狭い場所のスポット照明用
フィンガータイプ！

ノガ　LEDライトシリーズ

スチールプレート付

LED0500 ￥16,200
LED3500、LED3000のLED照明部
フレキ、電源用コードのみ（M8ねじ付）

LED0100
￥900
LED3500用のスチールプレートのみ
（100×80×15mm、1kg、M8ねじ穴付）

LED3500 ￥16,900
ノガ LEDスタンド ロングチューブ　卓上タイプ
蘆1kg（100×80×15㎜）のスチールプレート付（M8、ねじ穴付）
蘆本体はLED3000と同じ仕様です。
蘆消費電力 6W、
540ルーメン。
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LED3000 ￥18,900
ノガ LEDロングチューブ　新型LED 6灯付
蘆1Wの新型白色LED球、6灯付。
蘆消費電力：6W、540ルーメン。
蘆80kgf.のオンオフマグネット付。（マグネットサイズ：50×60×55H㎜）
蘆AC100V仕様
蘆全高：343㎜
蘆フレキ部長さ：184㎜

読書灯・事務用に最適！A3サイズの図面も楽に読める
ロングチューブタイプの明るいLED！

コンパクトなパッドタイプ！
蘆0.3Wの白色LED球、12灯付
蘆消費電力3.6W、192ルーメン
蘆32kgf.のオンオフマグネット付
（マグネットサイズ：30×40×35H㎜）
蘆AC100V用アダプター付
蘆光源部、パッドサイズ：150×80×11㎜
蘆全高：491㎜　
蘆フレキ部長さ：255㎜

LEDパッド
LED4000
￥15,300
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LED付拡大鏡
スチールプレート付の
卓上タイプ

LED5000M ￥22,400
蘆80kgf .のオンオフマグネット
（DG0036）を付けたLEDライト付
拡大鏡。

蘆φ53.5㎜×5倍のダブルレンズ付。
蘆AC100V用アダプター付。

LED5000P
￥21,200
蘆150×80×15㎜のスチールプレート
（LED0200）を付けたLEDライト付拡大鏡。
蘆φ53.5㎜×5倍のダブルレンズ付。
蘆AC100V用アダプター付。

レンズ中心部を明るく
照らすLEDライト付
なので、周りの照明を
心配せず検査作業がで
きます。倍率5倍の高
級国産レンズを使用し
ています。

DG0036の80kgf.マグネットとLED0200のスチールプ
レートを両方付けた両用タイプがあります。
型番：LED5000 ￥23,400



holding
system

holding
system

SIMPLY  SOPHISTICATED40

LEDドーナッツに拡大鏡タイプができました！！
LEDドーナッツ内にすっぽりとはまるφ85、倍率2.3倍のゴム枠付拡大鏡！
スチールプレートタイプとマグネットタイプで新発売！

LEDドーナッツ
LED6000 ￥19,800
蘆0.3Wの白色LED球、17灯付
蘆消費電力：5.1W、272ルーメン
蘆80kgf.のオンオフマグネット付
（マグネットサイズ：50×60×55H㎜）
蘆AC100V仕様
蘆光源部、ドーナッツサイズ：外径145㎜、内径85㎜
蘆全高：507㎜　蘆フレキ部長さ：188㎜
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LED6300 ￥28,000
蘆φ85、2.3倍の拡大鏡付のLED6000。
蘆他はLED6000と同じ仕様です。
蘆80kgf.のオンオフマグネット付。

LED6400 ￥26,500
蘆φ85、2.3倍の拡大鏡付の
LED6500。

蘆他はLED6500と同じ仕様です。
蘆150×80×15㎜の
スチールプレート付。

LED6500 ￥18,300
蘆LED0200（150×80×15㎜）のスチール
プレート付のLED6000。

蘆他の仕様はLED6000と同じです。

LED0600 ￥18,000
蘆LED6000のLED照明部、フレキ、電源コードのみ（M8ねじ付）

LED0300 ￥8,200
蘆LED6000及びLED6500用の拡大鏡。
蘆レンズサイズφ85、倍率2.3倍、
ゴム枠付。

LED0200 ￥1,300
蘆LED6500用スチールプレート。
蘆150×80×15㎜、M8ねじ穴付。
蘆重量：1.5kg
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デュアルビーム
製品撮影用LED照明

蘋片側400㎜の長いフレキシブルホースを使用しているので、常に最適の角度で製品の
奥まった部分や先端部を照射できます。
蘋10～100％の調光器付ですので最適の照度を調整できます。プッシュ式のオンオフボタン付。
蘋卓上用のスチールプレート（150×80×15㎜、重量1.5kg、型番：LED0200）タイプと、
鉄製の機械や作業台に容易に固定できるオンオフマグネット（80kgf.型番DG0036）
タイプがあります。ダイヤルゲージ保持用のノガアーム（MB0070）を利用しているので、
簡単にビーム部の位置の調整・固定ができます。
蘋片側に0.3Wの白色LED球を3ヶ付けています。最大48ルーメン×2本（96ルーメン）。

小物部品、試験管内の生物、製品材料・
原料などの写真撮影時にピンポイントで
光を照射できます。

スチールプレートとオンオフマグ
ネットを両方付けた、両用タイプの
デュアルビームを準備しています。

型番：LED7000 ￥25,000

※写真は　LED7000 ￥25,000（スチールプレート及びマグネット付）

＊デュアルビーム（LED 7 0 0 0、
LED7000M、LED7000Ｐ）及びLED
付拡大鏡（LED5000、LED5000M、
LED5000P）の価格体系は他のノガ
製品の価格体系と異なりますので、
ご注意下さい。 LED7000M ￥24,000

80kgf. オンオフマグネット付
蘆50×60×55H㎜（DG0036、吸着力80kgf.）のオンオフマグネット付。
蘆他の仕様はLED7000Pと同じです。
蘆スチールプレートは付いていません。

LED7000P ￥22,800
スチールプレート付の卓上タイプ

蘆150×80×15㎜のスチールプレート付。（重量1.5kg、M8ねじ穴付）
蘆10～100％の調光器付、オンオフボタン付。
蘆MB0070のアーム付。主柱φ12×176㎜、副柱φ10×164㎜。
蘆AC100V用アダプター付。
蘆0.3Wの白色LED球3ヶ×2本。最大48ルーメン×2本。
蘆消費電力：最大1.8W。



デュアル微調整機構付
DGスタンド
蘆微調整ねじがマグネットすぐ上とアーム
先端に付いているので任意の二方向
にそれぞれ微調整できます。

蘆アームサイズ：101（上）×110（下）㎜
蘆オンオフマグネット磁力：80kgf.
蘆サイズ：50×60×55㎜

デュアル微調整機構付
NFスタンド
NF6160 ￥22,800
蘆アームサイズ：51（上）×56（下）㎜
蘆オンオフマグネット磁力：32kgf.
蘆サイズ：30×40×35㎜

デュアル微調整機構付
MGスタンド
MG6161 ￥33,400
蘆アームサイズ：113（上）×133（下）㎜
蘆オンオフマグネット

磁　力：80kgf.
サイズ：50×60×55㎜

蘆6㎜、8㎜、3/8”穴とアリ溝が付いて
います。
蘆微調整ねじがマグネットすぐ上とアー
ム先端に付いているので任意の二方
向にそれぞれ調整できます。

45㎜クランプ
CS4550 ￥9,800
※Ｍ6、Ｍ8内径ねじ穴及び
1/4"、3/8"内径ねじ穴付

CS4500 ￥8,900
※1/4"及び3/8"内径ねじ穴付

インチ穴仕様の45㎜クランプ

CS4550の強力クラン
プは柔らかい特殊グリッ
プ仕様となっています
ので45㎜厚までの平

面及び円筒面に
取り付けることが
できます。

蘆6㎜、8㎜、3/8”穴とアリ溝
が付いています。

蘆微調整ねじがマグネットす
ぐ上とアーム先端に付いて
いるので任意の二方向にそ
れぞれ調整できます。

蘆6㎜、8㎜、3/8"
穴とアリ溝が付
いています。

微調整ねじB

微調整ねじA

DG6160 ￥25,400
ノガ・デュアル微調整式
DGホルダー
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新型番 LED2001 ￥12,500
ノガ LEDカップ　12灯付

蘆0.3WのLED12灯
蘆消費電力：3.6W
蘆輝度：504ルーメン
蘆オンオフマグネット
磁力：32kgf.
サイズ：30×40×35㎜

蘆AC100V用アダプタ付
蘆全高：403㎜
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蘆0.3WのLED2灯
蘆消費電力：0.6W
蘆輝度：84ルーメン
蘆オンオフマグネット
磁力：32kgf.
サイズ：30×40×35㎜

蘆AC100V用アダプタ付
蘆全高：415㎜

新型番 LED1001 ￥8,300
ノガ LEDフィンガー　2灯付

従来の白色LEDが、フラットLEDに変わり輝度は4.6倍にアップ！

2016年度中にノガLEDフィンガー、LEDカップがモデルチェンジします

微調整ねじB

微調整ねじB

微調整ねじA

微調整
ねじA
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蘆0.3WのLED 9灯
蘆消費電力：2.7W
蘆輝度：378ルーメン
蘆オンオフマグネット

磁　力：32kgf.
サイズ：30×40×35㎜

蘆AC100V用アダプター付
蘆全高：638㎜　
蘆LED光源部長さ：173㎜

蘆0.3WのLED18灯
蘆消費電力：5.4W
蘆輝度：756ルーメン
蘆オンオフマグネット
磁　力：32kgf.
サイズ：30×40×35㎜

蘆AC100V用アダプター付
蘆全高：816㎜　
蘆LED光源部長さ：353㎜

LED8200 ¥17,000
ノガLEDステッキスタンダード 9灯付

LEDステッキライトのみ
スタンダード LED0082 ¥5,700

LEDステッキライトのみ
ロングLED0084

¥7,600

LED8400 ¥18,900
ノガLEDステッキロング 18灯付

LED8200の
寸 法 図

LED8400の
寸 法 図

ノガ・ジャパン株式会社 
〒362-0072    埼玉県上尾市中妻 1 － 8 － 5 　 
TEL.048－777－1733    FAX.048－776－6740 
E-mail:info@noga.co.jp  http://www.noga.co.jp
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先端のLEDライトが交換できるセパレートタイプ！！

塩ビ・プラスチックパイプの外径面取り用

新発売！ 新発売！ 

新発売！ 新発売！ 

スパイダーバーをパイプ外周に当て、電気ドリルで回転

させるだけで、自動的にパイプ外径にフィットするので、

容易にパイプ外周の面取りができます。

ステンレス鋼製のブレード（PC1100）は交換可能で、

PC2000、PC3000ともに共通です。

※適用パイプ：プラスチック樹脂、ポリエチレン（ＰＰ、ＰＥ、ＡＢＳ等）、塩化
ビニール（UPVC、PVC、CPVC）など。

※電気ドリルのドリルモードで使用して下さい。（14V以上、低～中速での
ご使用を推奨します。）

※スパイダーバーのシャンクサイズ：六角10㎜（対辺：9㎜）

型　番 商 品 名 適　用 サ イ ズ
㎜

重量
g 価　格

PC2000 スパイダーバー
110

75～110㎜
（2 1/2～4"）用 120×110×75 444 ￥14,300

PC3000 スパイダーバー
160

110～160㎜
（4～6"）用 140×165×70 592 ￥17,500

PC1100 スパイダーバー
替刃

PC2000、PC3000
共通 88×35×19.5 3.3 ￥ 1,850

PC2000（装填前の状態） PC2000（収納時）

製造元：ノガ社（イスラエル製）

スペアパーツ ステッキ状のLEDライトが交換できます。
LED8200、LED8400とも共用です。

LEDライトを除いた本体のみ（マグネット付）

LED0800 ¥11,300
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