
LED LED

行灯に関しましては完全フルオーダー製品につき、お客様と製作前に打ち合わせ後

正式受注となるため、製作完了後の変更・キャンセルはお受けできません。

フルオーダー製品以外の商品不良等は商品到着後、一週間以内にご連絡下さい。

お客様都合による返品送料および諸経費はお客様のご負担となりますのであらかじめご了承ください。

お客様のご意見を反映しより良い製品作りを目指すため、商品の価格は予告無く変更または

若干の仕様変更・価格変更をする場合がございます。ご理解の程宜しくお願いします。

当社製品の多くがフルオーダー製品に伴い、お支払いは基本的にすべて代金引換となります。

お支払いは佐川運輸セールスドライバーへお支払い下さい。

代引きでのお支払いに伴い、佐川フィナンシャル規定の代金引換手数料を別途頂いております。

■１万円以下３２５円■３万円以下４３５円■１０万円以下６５０円■１０万円以上１０８０円■

お支払方法

代引

送料

商品が複数個でも１回の送料は同額です。納期・曜日違い、発送先を分ける等

別口発送は別途送料が発生します。離島・中継料が掛かる地域は対象外となります。

■関東６５０円■関西・東北・中部・近畿・四国７６０円■九州・北海道８７０円■沖縄１０００円～

振込

お振込み前の発送は出来ません。お振込み手数料はお客様のご負担となります。

正式受注後、ファックスまたはメールにて請求書をお送りさせて頂きます。

お振込みの確認完了後の製作～発送となりますのでお急ぎのお客様は代引をご利用下さい。

商品に関するご注文お問い合わせは

検索http://www.driversk.jp
他にもイロイロ♪

※標準名入れ 当社指定色１色・指定フォントとなります。※イラスト・基本色以外の文字色は有料となります。

※マグネットを使用せず単品購入の場合、設置部へタッピングビスで固定してご使用下さい。

●規格 ４２×１４×１６㎝

●材質 アクリル・プラスチック

●枠色 青・黄・緑・オレンジ・白

●付属品 高高高高輝輝輝輝度度度度白白白白色色色色ＬＬＬＬＥＥＥＥＤＤＤＤ専専専専用用用用設設設設計計計計基基基基盤盤盤盤・ 配線約２ｍ 付

無料でこの価格！

角型ＬＥＤ行灯

標
準
名
入
れ

全5色

Ver.3

Ｖｅｒ１から大好評の形状はそのままに３回目のマイナーチェンジで細かな仕様変更により

耐久度と各電子パーツの品質を向上、Ｖｅｒ２よりさらに遠くからでも認識できるよう再設計。

角型行灯専用の基盤を３度目の再設計で照射角・拡散性能が格段に向上しました。

夜間の視認性を向上しつつ車両のバッテリー負荷を白熱球比で1/６以下に、Ver.１からの比較では明るさも当社比３５％ＵＰ。

対策を重ね、基盤も耐震耐水加工も施工済みですので安心してご使用出来ます。届いたその日から即戦力！事業所様のお役に立ちます。

ギボシ端子で接続簡単。すぐに使いたい

簡単に電源を取りたい方必須です。

通電するとLEDが点灯します。

国国国国産産産産ケケケケーーーーブブブブルルルル、、、、国国国国内内内内加加加加工工工工ででででここここののののおおおお値値値値段段段段！！！！

もはや業界定番 別売りオプション！ 持込・自家用兼用の方にもお薦め！

行灯標準の２ｍにもう少し延長したい、

綺麗に取り回ししたい、ほかの電装品

延長用途で使いたいなど、用途いろいろ。

税込540円

ＬＬＬＬＥＥＥＥＤＤＤＤ付付付付きききき（（（（配配配配線線線線1111ｍｍｍｍ付付付付））））

税込1,620円

ＰＳＥ取得

ＰＳＥ取得

ＪＩＳ規格

￥￥￥￥1111,,,,555500000000￥￥￥￥ 555500000000

税込324円

￥￥￥￥ 333300000000
税込162円

￥￥￥￥ 111155550000
シシシシガガガガーーーーソソソソケケケケッッッットトトトとととと同同同同時時時時注注注注文文文文はははは無無無無料料料料でででで組組組組込込込込みみみみ致致致致ししししまままますすすす。。。。

ＪＩＳ規格

No29

本体価格 税込9,504円

２２２２９９９９年年年年度度度度改改改改正正正正のののの屋屋屋屋根根根根灯灯灯灯（（（（行行行行灯灯灯灯））））新新新新基基基基準準準準対対対対応応応応製製製製品品品品

耐耐耐耐久久久久性性性性にににに優優優優れれれれたたたた国国国国産産産産ケケケケーーーーブブブブルルルルをををを採採採採用用用用

FAX 048-594-7244
TEL 048-573-7610Driver's support K

ドドドドラララライイイイババババーーーーズズズズササササポポポポーーーートトトト ケケケケイイイイ

〒366-0041 埼玉県深谷市東方２６０７-３

定休日 土・日曜・祝日（土曜日不定休） 営業時間10：00～19：00
HP http://www.driversk.jp mail k_daikou_i@yahoo.co.jp

高輝度ＬＥＤ専用基盤

標
準
装
備専用基盤は安心感が桁違い！

３３３３ＡＡＡＡヒヒヒヒュュュューーーーズズズズ入入入入りりりりシシシシガガガガーーーーソソソソケケケケッッッットトトト

ロロロローーーータタタタリリリリーーーーススススイイイイッッッッチチチチ

ママママググググネネネネッッッットトトトベベベベーーーースススス４４４４ＰＰＰＰ

行行行行灯灯灯灯とととと同同同同時時時時注注注注文文文文のののの際際際際はははは無無無無料料料料でででで組組組組込込込込みみみみ致致致致ししししまままますすすす。。。。
強力な国産マグネットにこだわり

５０φフェライトコアマグネットを採用

低価格でも安心してご利用できます。

安安安安心心心心のののの国国国国産産産産ママママググググネネネネッッッットトトトででででここここののののおおおお値値値値段段段段！！！！

延延延延長長長長ケケケケーーーーブブブブルルルル２２２２ｍｍｍｍ

コンビニなどの休憩・待機・空車

回送・業務終了など消したいときに

手早く簡単に消灯できます。

行灯以外の電装にも使用可。

ババババッッッッテテテテリリリリーーーー負負負負担担担担軽軽軽軽減減減減にににに効効効効果果果果あああありりりり

車車車車両両両両設設設設置置置置のののの定定定定番番番番アアアアイイイイテテテテムムムムでででですすすす



LED LED

灯に関しましては完全フルオーダー製品につき、お客様と製作前に打ち合わせ後
正式受注となるため、製作完 後の変 ・キャンセルはお受けできません。
フルオーダー製品以外の商品 拖等は商品到着後、一週間以内にご連絡下さい。
お客様都合による返品送 および諸経費はお客様のご負担となりますので予めご 承ください。
お客様のご意 を反映しより拖い製品作りを目指すため、商品の価格は予告無く変 または
拊干の仕様変 ・価格変 をする場合がございます。ご 解の程宜しくお願いします。

当社製品の多くがフルオーダー製品に伴い、お支払いは基本的にすべて代金引換となります。

お支払いは佐川運輸セールスドライバーへお支払い下さい。

代引きでのお支払いに伴い、佐川フィナンシャル規定の代金引換手数料を別途頂いております。

■１万円以下３２５円■３万円以下４３５円■１０万円以下６５０円■１０万円以上１０８０円■

お支払方法

代引

送料
商品が複数個でも１回の送料は同額です。納期・曜日違い、発送先を分ける等

別口発送は別途送料が発生します。離島・中継料が掛かる地域は対象外となります。

■関東６５０円■関西・東北・中部・近畿・四国７６０円■九州・北海道８７０円■沖縄１０００円～

振込
お振込み前の発送は出来ません。お振込み手数料はお客様のご負担となります。

正式受注後、ファックスまたはメールにて請求書をお送りさせて頂きます。

お振込みの確認完了後の製作～発送となりますのでお急ぎのお客様は代引をご利用下さい。

商品に関するご注文お問い合わせは

検索http://www.driversk.jp
他にもイロイロ♪

税込5,184円

￥￥￥￥ 4444,,,,8888000000004,800

No30

ママママググググネネネネッッッットトトト付付付付でででですすすすののののでででで届届届届いいいいててててポポポポンンンンととととののののせせせせるるるるだだだだけけけけでででですすすすぐぐぐぐ使使使使用用用用出出出出来来来来まままますすすす。。。。

FAX 048-594-7244
TEL 048-573-7610Driver's support K

ドドドドラララライイイイババババーーーーズズズズササササポポポポーーーートトトト ケケケケイイイイ
〒366-0041 埼玉県深谷市東方２６０７-３

定休日 土・日曜・祝日（土曜日不定休） 営業時間10：00～19：00HP http://www.driversk.jp mail k_daikou_i@yahoo.co.jp

税込950円
￥￥￥￥ 888888880000

134㎜

140㎜

182㎜

仕様 12V専用 ハロゲンタイプ マグネット付

付属 ３ｍコイルケーブル・ヒューズ入りシガーソケット

ＯＮ/ＯＦＦ切替えスイッチ・バルブ付

定格 DC12V約4.6A

寸法 図面

マグネット式回転灯伴走 ・誘導 ・後方警戒 に

（パトライトタイプ型）

●規格 幅４２×高さ１４×奥行１６㎝ １２Ｖ車専用

●定格 １２Ｖ(最大入力15Ｖ)約２．５Ａ

●材質 盤面：アクリル ベース：プラスチック・防水ゴム

●付属品 高高高高輝輝輝輝度度度度白白白白色色色色ＬＬＬＬＥＥＥＥＤＤＤＤ専専専専用用用用設設設設計計計計基基基基盤盤盤盤・ 配線約２ｍ付

サイズ 約全 54cm 約180g
使用電池 単1電池 2本（別売）

もはや業界定番 行灯用別売りオプション！ 持込・自家用兼用の方にもお薦め！

ギボシ端子で接続簡単。すぐに使いたい
簡単に電源を取りたい方必須です。
通電するとLEDが点灯します。
国産ケーブル、国内加工でこのお値段！

税込540円

（（（（配配配配線線線線1111ｍｍｍｍ付付付付））））

税込1,620円

ＰＳＥ取得

ＰＳＥ取得製品

ＪＩＳ規格

￥￥￥￥1111,,,,555500000000 ￥￥￥￥555500000000

税込324円

￥￥￥￥ 333300000000
税込162円

￥ 111155550000

ＪＩＳ規格

耐久性に優れた国産ケーブルを採用

３３３３ＡＡＡＡヒヒヒヒュュュューーーーズズズズ入入入入りりりりシシシシガガガガーーーーソソソソケケケケッッッットトトト

ロロロローーーータタタタリリリリーーーーススススイイイイッッッッチチチチ

ママママググググネネネネッッッットトトトベベベベーーーースススス４４４４ＰＰＰＰ
行灯と同時注文の際は無料で組込み致します。 強力な国産マグネットにこだわり

５０φフェライトコアマグネットを採用

低価格でも安心してご利用できます。

安安安安心心心心のののの国国国国産産産産ママママググググネネネネッッッットトトトででででここここののののおおおお値値値値段段段段！！！！

延延延延長長長長ケケケケーーーーブブブブルルルル２２２２ｍｍｍｍ

手軽にオン・オフ出来ます

両設置の定番アイテムです

高輝 ＬＥＤ専用基盤付

※標準名入れ 当社指定色１色・指定フォントとなります。※イラスト・基本色以外の文字色は有料となります。

※マグネットを使用せず単品購入の場合、設置部へタッピングビスで固定してご使用下さい。

本体価格 税込9,720円

9999,,,,0000000000009,000￥￥￥￥

角型ＬＥＤ 灯イエロー
Ver１から大好評の形状はそのままに表 もすべて 色のイエロータイプを追加致しました。

耐久 と電子パーツの品質は対策・改拖を重ねておりますので安心してご使用出来ます。

おかげさまで 海道から沖縄まで全国の事業者様にお使いいただいております。



NEWNEW
高高高高輝輝輝輝度度度度ＬＬＬＬＥＥＥＥＤＤＤＤババババルルルルブブブブ

ギボシ端子で接続簡単。すぐに使いたい

簡単に電源を取りたい方必須です。

通電するとLEDが点灯します。

国国国国産産産産ケケケケーーーーブブブブルルルル、、、、国国国国内内内内加加加加工工工工ででででここここののののおおおお値値値値段段段段！！！！

待機中・空車・回送中に

手早く簡単に消灯したい方

また、行灯以外の電装にも使用可。

バッテリーの負担軽減に。

仕様：１２ボルト１０ワット

同業他社に無い色合いにしたい、

手軽に行灯の色を変えたい方に。

カラー：青・緑・ピンク・オレンジ・黄

長寿命で消費電力も１/５以下！ LEDを１２発装備の

専専専専用用用用基基基基盤盤盤盤とととと防防防防水水水水ケケケケーーーーススススでででで当当当当社社社社行行行行灯灯灯灯専専専専用用用用にににに開開開開発発発発。。。。

低価格ながら１本で十分な明るさを実現しました。

行灯と同時注文の際は無料で組込み致します。

車両設置に必要な定番アイテムです。

テストを繰り返し、国国国国産産産産ママママググググネネネネッッッットトトトをををを採採採採用用用用

５０φフェライトコアマグネットを３個使用し、

低価格で飛びにくい行灯用マグネットです。

LED LED

もはや業界定番 別売りオプション！ 持込・自家用兼用の方にもお薦め！

品品品品質質質質、、、、耐耐耐耐久久久久性性性性にににに優優優優れれれれたたたた国国国国産産産産ケケケケーーーーブブブブルルルルをををを採採採採用用用用。。。。

行灯標準の２．５ｍに延長したい、

綺麗に取り回ししたい。他の用途で使用したい

などの用途でもお勧めです。

延延延延長長長長ケケケケーーーーブブブブルルルル２２２２ｍｍｍｍ

税込540円

FAX 048-594-7244
TEL 048-573-7610Driver's support K

ドライバーズサポートケイ
〒366-0052 埼玉県深谷市上柴西３丁目１－３ー１Ｆ

※標準名入れ 当社指定色１色・指定フォントとなります。

※イラスト・基本色以外の文字色は有料となります。※吸盤タイプですが単品購入の場合、タッピングビスで固定して下さい。

当社といえばこの型！２００６年以来累計販売３０００台以上！

いまだ全国の事業所様にご指示頂いております人気アイテムです。

おかげさまで北海道から沖縄まで全国各地で導入いただいております。

もしかするとあなたの街でも見かけるかもしれませんね。

今でも当社の看板商品です。届いたその日から事業所様のお役に立ちます。

山型行灯山型行灯

本体価格 税込6,264円

標標標標準準準準名名名名入入入入れれれれ無無無無料料料料

●規格 ２９×１１×１３㎝

●材質 アクリル・プラスチック

●色 白・黄・緑

●付属品 白熱球１５ｗ×２個・配線２,５ｍ

ＬＥＤ付き（配線1ｍ付）

税込1,080円

カラー：青・白 サイズ：１９ｃｍ １本入

定休日 日曜・祝日・第二・四土曜日 営業時間10：00～19：00

ススススペペペペアアアアババババルルルルブブブブ 仕様： １２ボルト１５ワット カラー：白熱球

慌ててカー用品店で買うと意外と高いバルブも

当社ならお求め安いこの価格！発注ついでに

事業所様の予備在庫としていかがですか？

※山型行灯新規注文には２個付属しております。

カカカカララララーーーーババババルルルルブブブブ各各各各色色色色

5ｍｍＳＭＤチップLEDを13個使用。

非常に明るく白さ際立つ！しかも省エネ！

当社行灯にももちろん使用可能。

行行行行灯灯灯灯用用用用LLLLEEEEDDDDラララライイイイトトトトババババーーーー

３３３３ＡＡＡＡヒヒヒヒュュュューーーーズズズズ入入入入りりりりシシシシガガガガーーーーソソソソケケケケッッッットトトト ママママググググネネネネッッッットトトトベベベベーーーースススス３３３３ＰＰＰＰ

ＰＳＥ取得

ＰＳＥ取得

ＪＩＳ規格

￥￥￥￥1111,,,,000000000000￥￥￥￥ 555500000000
ロロロローーーータタタタリリリリーーーーススススイイイイッッッッチチチチ

税込378円

￥￥￥￥ 3333555500001111個個個個

税込87円

￥￥￥￥ 88880000

税込325円

￥￥￥￥ 333300000000

No26

HP http://www.driversk.jp mail k_daikou_i@yahoo.co.jp

税込972円

￥￥￥￥ 999900000000

税込756円

￥￥￥￥ 777700000000
ままままととととめめめめ買買買買いいいいががががおおおお得得得得！！！！！！！！

10個個個個

税込162円

￥￥￥￥ 111155550000

999988880000

シガーソケットと同時注文は無料組み込み致します。

1111個個個個

標準名入れ込みでこの価格！標準名入れ込みでこの価格！

税込540円

￥￥￥￥ 5555000000001111個個個個

仕仕仕仕様様様様：：：： ＢＢＢＢＡＡＡＡ11115555ＳＳＳＳ（（（（ＳＳＳＳ２２２２５５５５））））１１１１３３３３ＬＬＬＬＥＥＥＥＤＤＤＤホホホホワワワワイイイイトトトト

ＪＩＳ規格

販販販販売売売売終終終終了了了了


