TACTICAL FLASH LIGHT & WEPON LIGHT

インフォース 2018 カタログ ＆ 取扱説明書

ウエポンライト

WMLx

WMLx-IR

ダブリュー エム エル エックス アイアール

赤外線付 20m防水仕様ハイパワーウエポンライト

FDE
（Flat Dark Earth）

ハイパワーモデル

20m

防水

700ルーメンホワイトフラッシュライト
※
モメンタリー（瞬間照射）、
※
コンスタント
（連続照射）、
ストロボの
３点灯モード＋IR 照射機能

400mWのIRは非常に長距離を
照らすことが可能です。

使用電池：CR123A x 2

NSN # : 5855-01-652-4934

WMLx

は CR123Aバッテリーを２個使用するハイパワーモデルです。
不用意に点灯しないように
ロック機能付

オン･オフ
（点灯）スイッチ

BLACK

→

WMLx-IR（White Flash Light : 700 Lumen , IR : 400mW）
瞬間照射※ 、連続照射、ストロボ照射 ※の３モードに
IR（高出力赤外線）照射機能付き

※バッテリーは＋側を奥にして挿入します。

価格￥34,000（税込価格 ￥36,720）

※モメンタリー（瞬間照射）
モードは約0.4〜0.5秒の長押しでスイッチを離すと消灯します。※ストロボ･モードは不要な時は設定を解除できます。

共通仕様 全長 :13.5cm 重量 :125g（電池込み）連続照射時間 : 約 2 時間 ピカティニーレール対応

WMLx

20m防水仕様ハイパワーウエポンライト
FDE
（Flat Dark Earth）

ダブリュー エム エル エックス アイアール タクティカル

WMLx-IR Tactical

ダブリュー エム エル エックス

800ルーメンホワイトフラッシュライト

・モメンタリー（瞬間照射）
・コンスタント
（連続照射）
※
・ストロボ の３点灯モード

20m

マニュアルモードのみの20m防水仕様ハイパワーウエポンライト

NEW

700ルーメンホワイトフラッシュライト＋IR 照射機能
FDE
（Flat Dark Earth）

防水

使用電池：CR123A x 2

BLACK

WMLx（White Flash Light : 800 Lumen）
瞬間照射、連続照射、ストロボ照射※の３モード

※ストロボ･モードは不要な時は設定を解除できます。

新発売
近接戦闘部隊に
お奨め！

20m

防水

使用電池：CR123A x 2

BLACK

WMLx-IR-Tactical
価格￥28,000（税込価格 ￥30,240）

New（White Flash Light : 700 Lumen , IR : 400mW）

押せば照射、離せば消灯のマニュアルモードのみのタクティ
カル･モデル。IR（高出力赤外線）照射機能付き

新発売

価格￥34,000（税込価格 ￥36,720）

ウエポンライト

WML

WML-IR

ダブリュー エム エル エックス アイアール

赤外線付 20m防水仕様コンパクト ウエポンライト

20m

軽量･コンパクトモデル

防水

400ルーメンホワイトフラッシュライト
※
モメンタリー（瞬間照射）
、
コンスタント
（連続照射）
、
ストロボ ※の
３点灯モード＋IR 照機能

FDE
（Flat Dark Earth）

使用電池：CR123A x 1

NSN# : 5855-01-629-6198

WML

はCR123Aバッテリーを１個の軽量･コンパクトモデルです。
不用意に点灯しないように
ロック機能付

オン･オフ
（点灯）スイッチ

→

WML-IR（White Flash Light : 400 Lumen , IR : 100mW）
瞬間照射 ※、連続照射、ストロボ照射 ※ の３モードに
IR（赤外線）照射機能付き

※バッテリーは＋側を奥にして挿入します。

ダブリュー エム エル エックス

20m防水仕様コンパクト ウエポンライト
400ルーメンホワイトフラッシュライト
FDE
（Flat Dark Earth）

・モメンタリー（瞬間照射）
・コンスタント
（連続照射）
・ストロボ ※ の３点灯モード

20m

ダブリュー エム エル エックス アイアール タクティカル

新発売
近接戦闘部隊に
マニュアルモードのみの20m防水仕様コンパクト ウエポンライト お奨め！

WML-IR Tactical
NEW

防水

400ルーメンホワイトフラッシュライト＋IR 照機能
FDE
（Flat Dark Earth）

使用電池：CR123A x 1

BLACK

瞬間照射、連続照射、ストロボ照射 ※ の３モード

20m

防水
使用電池：CR123A x 1

BLACK

WML （White Flash Light : 400 Lumen）
※ストロボ･モードは不要な時は設定を解除できます。

価格￥30,000（税込価格 ￥32,400）

※モメンタリー（瞬間照射）
モードは約0.4〜0.5秒の長押しでスイッチを離すと消灯します。※ストロボ･モードは不要な時は設定を解除できます。

共通仕様 全長 :10.7cm 重量 : 91.2g（電池込み）連続照射時間 : 約 1.5 時間 ピカティニーレール対応

WML

BLACK

WML-IR-Tactical New（White Flash Light : 400 Lumen , IR : 100mW）
新発売

価格￥24,000（税込価格 ￥25,920）

押せば照射、離せば消灯のマニュアルモードのみのタクティ
カル･モデル。IR（赤外線）照射機能付き

価格￥30,000（税込価格 ￥32,400）

ハンドガンライト

ALP

APLc

エーピーエル・シー

コンパクト ハンドガンライト
・モメンタリー（瞬間照射）
・コンスタント
（連続照射）

ハイパワー ＆
コンパクトモデル

一般の銃に合うように取付けバーの位置が
中央にあります。

→

APL ※オート･ピストル･ライト

APL

は CR123A又はCR-2バッテリーを１個使用するハンドガン･ライトです。

オン･オフ
（点灯）スイッチ

性能諸元

→

※バッテリーは＋側を奥にして挿入します。
※APLはCR123Aは電池１個ですが、
APLc､APL GlockはCR2電池１個になります。

明るさ : 200ルーメン
ランタイム：1.5時間
全長：6.2cm 横幅：3.0cm ベゼル径：2.2cm
重量：53.2g（電池含む）
マウント形状：MIL-STD-1913 対応形状
ガラス繊維入り硬質ポリマーボディ
耐衝撃性、耐防塵性ハウジング

APLｃ

使用電池：CR-2 x １

グロック以外のコンパクト･ハンドガンライト

価格￥22,000（税込価格 ￥23,760）

長押しで瞬間照射、ワンプッシュで連続照射の２モード（White Flash Light : 200 Lumen）

APL

Gen.3

エーピーエル

ハイパワーハンドガンライト

APL(オートピストルライト）

APLc Glock

エーピーエル・シー グロック

コンパクト グロック用ハンドガンライト

400ルーメンホワイトフラッシュライト

200ルーメンホワイトフラッシュライト

・モメンタリー（瞬間照射）
・コンスタント
（連続照射）

・モメンタリー（瞬間照射）
・コンスタント
（連続照射）
GLOCKに合うように取付けバーの位置が
前方にあります。

→

性能諸元

明るさ : 400ルーメン
ランタイム：1.5時間
全長：7.7cm 横幅：2.9cm ベゼル径：2.7cm
重量：83.6g（電池含む）
マウント形状：MIL-STD-1913 対応形状
ガラス繊維入り硬質ポリマーボディ
耐衝撃性、耐防塵性ハウジング

APL （White Flash Light : 400 Lumen）

性能諸元
使用電池：CR-123A x １

←ロックバー

ロックバーを逆向きに挿入しますと銃に
合わせ幅を変更できます。

価格￥22,000（税込価格 ￥23,760）

長押しで瞬間照射、ワンプッシュで連続照射の２モード

明るさ : 200ルーメン
ランタイム：1.5時間
全長：6.2cm 横幅：3.0cm ベゼル径：2.2cm
重量：53.2g（電池含む）
マウント形状：ALL-GLOCK 対応形状
ガラス繊維入り硬質ポリマーボディ
耐衝撃性、耐防塵性ハウジング

APLｃ-Glock

使用電池：CR-2 x １

グロック専用のコンパクト･ハンドガンライト

価格￥22,000（税込価格 ￥23,760）

長押しで瞬間照射、ワンプッシュで連続照射の２モード（White Flash Light : 200 Lumen）

TFx

TFx タクティカル ハンディライト

Option

ハンディライト用タクティカル･フック

このフックを付けることにより指に掛り、
格段に取り回しが良くなります。

ランヤード･ホール付き

TFx ハンディライト用タクティカル･フック
カラー：ブラック、FDE

TFx

ティーエフ･エックス

高出力700ルーメン、
ノンスリップ･グリップ

価格￥2,200（税込価格 ￥2,376）

Option

TFx ハンディライト用カイデックスポーチ

軽量で、ベルトに取付け、容易に出し入れができます。
別売のテックロックを取付けることも出来ます。

20m

テックロック
テックロック・ミニ

防水

BLADE TECH TEK LOK / テックロック
ベルト幅：60mmまで ￥1,800（税込価格 ¥1,944）
BLADE TECH TEK LOK Mini / テックロック・ミニ
ベルト幅：38mmまで ￥1,800（税込価格 ¥1,944）

FDE
（Flat Dark Earth）

※
・モメンタリー（瞬間照射）
・コンスタント
（連続照射）
・ストロボの３点灯モード

性能諸元
明るさ：700 / 60ルーメン
ランタイム：2時間 / 12時間
全長：12.7cm
横幅：106.3g
ベゼル径：2.9cm
硬質ポリマーボディ、耐衝撃性、耐防塵性ハ
ウジング、LED熱管理機能搭載

TFx ハンディライト用カイデックスポーチ
カラー：ブラック、FDE

価格￥4,800（税込価格 ￥5,184）

TFx ハンディライト用タクティカルハードホルスター

Option

様々なベルトに取付けられます。
すぐに取り出せ、収納部が回転
するので縦でも横向きでも収納
可能です。モールにも対応。
ライトを点灯させたまま前方を
照らし、歩くことも可のです。
警備用として最適です。

BLACK

※モメンタリー（瞬間照射）
モードは約0.4〜0.5秒の長押しでスイッチを離すと消灯します。

TFx

（White Flash Light : 700 / 60 Lumen）

瞬間照射、連続照射、ストロボ照射の３モード

TFx 用タクティカルハードホルスター
価格￥22,000（税込価格 ￥25,920）

カラー：ブラック、FDE

価格￥6,800（税込価格 ￥7,344）

インフォース WML ,WML-IR , WMLx & WMLx-IR
タクティカル･ウエポンライト取扱説明書
電池の挿入方法
WMLx & WMLx-IR

CR123A
電池

WML-IR , WMLx-IR ・モード切替レバーを前方にしておく（白い印が見える）と

オン / オフスイッチを押すと点灯、もう一度押すと消灯し
ます。約 0.5 秒長押ししますと離すと消灯します。
ダブルクリック（二度連続で押す）とストロボ点灯します。
ストロボ点灯ももう一度押すと消灯します。

ヘッド部

IR は微光の赤外線ですが、
直接見ないようにして下さい。

スイッチロックバー

←
WML & WML-IR

←
CR123A
電池

ヘッド部

ます。IR もスイッチを押すと点灯、もう一度押すと消灯します。
約 0.5 秒長押ししますと離すと消灯します。ストロボ点灯モードはありません。

電池（CR123A x 2）は通常とは逆に＋を奥に入れます。
ヘッド部は防水のためしっかりと締めます。
・WMLx : ホワイト 800 ルーメンフラッシュライト
・WMLx-IR : ホワイト 700 ルーメン、IR：400mW
・WML : ホワイト 400 ルーメンフラッシュライト
・WML-IR : ホワイト 400 ルーメン、IR：100mW

操作方法
WML , WMLx

※写真は WMLx-IR

・モード切替レバーを後方に 180 度切り替えますと IR（微光赤外線）照射になり

←

ライトの機能

オン / オフ スイッチ

→
モード切替レバー

・モード切替レバーを前方にしておく（白い印が見える）と

オン / オフスイッチを押すと点灯、もう一度押すと消灯し
ます。約 0.5 秒長押ししますと離すと消灯します。
ダブルクリック（二度連続で押す）とストロボ点灯します。
ストロボ点灯時ももう一度押すと消灯します。

WML-IR-TACTICAL , WMLx-IR-TACTICAL（タクティカルモデル）

・モード切替レバーを前方にしておく（白い印が見える）とスイッチを押した時だけ点

灯し、離せば消灯します。
モード切替レバーを後方に 180 度切り替えますと IR（微光赤外線）照射になり、スイ
ッチを押せば点灯し、離せば消灯します。
ストロボ点灯モードはありません。

ストロボモードの解除
スイッチをダブルクリックするとストロボ点灯しますが、不用意にストロボにならな
いようにこの機能を解除することができます。
まず、A のベゼルを 1/4 回転 回します。次にライト点灯スイッチを押しながらベゼル
を逆に 1/4 回転 回し､元に戻します。これでストロボ機能を解除できます。
もう一度、同じことをするとストロボ機能が回復します。

→

A

マウント取付ネジ

スイッチロックバー

→

オン / オフ スイッチ

モード切替レバー

※写真は WMLx

・モード切替レバーを後方に 180 度切り替えますとスイッチを押した時だけ
点灯するモメンタリーモード（瞬間照射）になります。

本体をマウントレールに取付け方法
マウント部のネジを緩め、その状態でネジの頭の部分を押しますとマウント留め具
が開きます。そのままレールに取付け、緩まないようにネジを締めます。
ピカティニーレールによっては挿入が堅い場合があります。

APL（オート･ピストル･ライト）の取扱説明
電池の挿入方法

取付方法

ライトのマウント部のネジを
コイン等で緩め、拳銃などの
マウント部に取付け後にしっ
かりと締めます。

使用電池は APL は CR123A リチウム電池を 1 個使用します。
APLc は CR2 リチウム電池を 1 個使用します。
電池は通常とは違い＋（プラス）側を奥にして挿入します。

＋側

APL の場合

←

APL の場合はレール止めネジを外すしてロッ
クバーを外すと 1913 レール用とユニバーサ
ルレール用と変更できます。
ロックバー逆さに付けますと変更できます。

挿入後はベゼルをしっかりと締めます。
新品時は最初から挿入されています。
その場合はベゼルをしっかりを締めればすぐにご使用できます。

↓

スイッチ･オン

↓

ライトを付けるには後部のテールスイッチを矢印のように押します。
ワンプッシュで点灯したままの状態になり、もう一度押すと消灯します。
モメンタリー（瞬間照射）の場合は、ほんの少し押し続けて離すと消えます。
左右のどちらのスイッチを押しても同様の作動をします。

↓

ライトの使用方法

ロックバー

グロック等はユニバーサルで SIG などは 1913 タイプになります。

APL Glock
↑A

スイッチ･オン

APL Glock と APL c は A の止める
ネジの位置が違います。
銃がグロックの場合はグロックを
お奨めします。

APL c
スイッチ･オン

↑A

APL

←
ロックバー

APL はロックバーを反対向きに
入れ替えることで、バーの幅の
広さを変えることができます。
スイッチ･オン

INFORCE APL 、APLc & APLc Glock
APL
明るさ
照射時間
使用電池
全 長
全 幅
ベゼル径
重 量
防水性

性能諸元

400 ルーメン
1.5 時間
CR123A x 1 本
77mm
29mm
27mm
83.6g（電池含む）
防水的（IPX 6）

APLc & APL Glock
明るさ
200 ルーメン
照射時間 1.5 時間
使用電池 CR2 x 1 本
全 長
62mm
全 幅
30mm
ベゼル径 22mm
重 量
53.2g（電池含む）
防水性
防水的（IPX 6）

インフォース
タクティカル･ハンディライト使用方法
注意：電池のプラス側がテールキャップ側になります。

CR123A
電池

ヘッド部

←

電池の挿入方法

ストロボモードが不要な場合

CR123A

←
テールキャップ･スイッチ

状況によってはストロボモードが不要な場合があります。
そのようなときはストロボモードをオフにすることができます。
まず、締め込んであるテールキャップ部を 1/3 回転､開放方向に回します。
その状態でテールのプッシュスイッチを押します。押したままテール
キャップ部を元に状態に締め込みます。
これでストロボモードはオフになります。
もう一度同じことをするとストロボモードのオフは解除になります。

電池の＋側を手前向きに入れます。
TFx は２個の CR123A 電池を使用します。

ライトの照射モード
インフォースのタクティカル･ハンディライトには３種類の点灯
モードがあります。
①ハイモード - 高照度 700 ルーメン （連続点灯時間 2 時間）
②ローモード - 低照度 60 ルーメン （連続点灯時間 12 時間）
③ストロボモード - 高照度 700 ルーメン（連続点灯時間 2 時間）

操作方法

TFx（ブラック）

インフォースライトは親指のプッシュ操作のみでモードを
変えられます。
点灯させるにはテールキャップスイッチ
を押します。
一度押すとハイビーム、もう一度押すと
ロービームになります。
ダブル･クリックでストロボモードになり
ます。
１度押すと点灯したままの状態になりま
すが少し間をおいた状態で、もう一度押
すと消灯します。
※ローモード、ストロボモードの時はもう１度押すと
すぐに消えます。

また 0.5 秒間以上押し続け、指を離すと
消灯します。（瞬間照射）

TFx（フラットダークアース）
INFORCE TFx 性能諸元
点灯モード
明るさ
持続時間
重 量
全 長
ベゼルヘッド径
防水性
使用電池

ハイ、ロー、ストロボの３モード
ハイ : 700 ルーメン、ロー : 60 ルーメン
ハイ : 2 時間、ロー : 12 時間
106.3g
127mm
29mm
水深約 20m
CR123A Lithium 2 個

ウエポンライトのスイッチの押し方

保

証

書

● この保証書はお買い上げ日より１年間、お客様の正常なる使用において万一
故障した場合、無料修理を行うことをお約束するものです。
● お買上げ後の落下など使用上の誤りや不当な扱い・改造などによる故障や損
傷は有料修理になります。
● 修理はお買上げ販売店に必ず本保証書をご提示の上、ご依頼ください。
● 本保証書は日本国内においてのみ有効です。また、保証書は再発行いたしま
せんので大切に保管ください。
● レンズの破損、水没、電池の液漏れなどは保証対象外です。

色：

商品名：
お買上日

年

月

日

保障期間：お買上日より１年間

お 客 様

お名前
ご住所

様
〒

電話番号

(

)

販 売 店

ご住所
電話番号
店

名

印
販売店印と日付のご記入がない場合は保証の対象になりません。

