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LED
 集魚効果バツグン!!

 常灯/一灯式
 Mサイズ

注意

PT-6002  LED水中集魚灯  M
単３乾電池仕様

MADE IN CHINA

（JANコードスペース）

・魚釣り以外の用途に使用しな
いでください。
・使用時は十分ネジが閉まって
いるかを確認し内部に水が浸
入しないようご注意ください。
水分の浸入が故障や発熱、発
火の原因となります。
・小さなお子様の手の届かない
場所に保管してください。

外装：PET 台 紙

LED
 集魚効果バツグン!!

三重パッキン構造で
高水圧も安心

約40時間

4909858332348

レインボーレインボー

単３電池一本式

単３電池一本式

＊使用方法＊

●連続使用時間●

LED
 集魚効果バツグン!!

 点滅/一灯式
 Mサイズ

 レッド

 グリーン

 レッド

 グリーン

単３電池一本式

LED
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 点滅/一灯式
 Mサイズ
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 グリーン
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 グリーン

単３電池一本式

・電池は＋（プラス）を上に、－（マイ
ナス）がバネに接地するようセット
してください。
・電池をセットしてネジを回すと点
灯しますが、
点灯してもネジは必ず最後まで
締めきってください。
（十分ネジが閉まっていないと、内
部に水が浸入し、故障や事故の原
因となります）
・消灯する際は消灯するまでネジを
緩めてください。
長時間使わない場合には、電池を
外して保管してください。

注意

PT-6002  LED水中集魚灯  M
単３乾電池仕様

MADE IN CHINA

（JANコードスペース）

・魚釣り以外の用途に使用しな
いでください。
・使用時は十分ネジが閉まって
いるかを確認し内部に水が浸
入しないようご注意ください。
水分の浸入が故障や発熱、発
火の原因となります。
・小さなお子様の手の届かない
場所に保管してください。

外装：PET 台 紙

LED
 集魚効果バツグン!!

三重パッキン構造で
高水圧も安心

約40時間

4909858332348

単３電池一本式

＊使用方法＊

●連続使用時間●

・電池は＋（プラス）を上に、－（マイ
ナス）がバネに接地するようセット
してください。
・電池をセットしてネジを回すと点
灯しますが、
点灯してもネジは必ず最後まで
締めきってください。
（十分ネジが閉まっていないと、内
部に水が浸入し、故障や事故の原
因となります）
・消灯する際は消灯するまでネジを
緩めてください。
長時間使わない場合には、電池を
外して保管してください。

注意

PT-6002  LED水中集魚灯  M
単３乾電池仕様

MADE IN CHINA

（JANコードスペース）

・魚釣り以外の用途に使用しな
いでください。
・使用時は十分ネジが閉まって
いるかを確認し内部に水が浸
入しないようご注意ください。
水分の浸入が故障や発熱、発
火の原因となります。
・小さなお子様の手の届かない
場所に保管してください。

外装：PET 台 紙

LED
 集魚効果バツグン!!

三重パッキン構造で
高水圧も安心

約40時間

4909858332348

単３電池一本式

＊使用方法＊

●連続使用時間●

・電池は＋（プラス）を上に、－（マイ
ナス）がバネに接地するようセット
してください。
・電池をセットしてネジを回すと点
灯しますが、
点灯してもネジは必ず最後まで
締めきってください。
（十分ネジが閉まっていないと、内
部に水が浸入し、故障や事故の原
因となります）
・消灯する際は消灯するまでネジを
緩めてください。
長時間使わない場合には、電池を
外して保管してください。

LED
 集魚効果バツグン!!

 常灯/一灯式
 Mサイズ

注意

PT-6002  LED水中集魚灯  M
単３乾電池仕様

MADE IN CHINA

（JANコードスペース）

・魚釣り以外の用途に使用しな
いでください。
・使用時は十分ネジが閉まって
いるかを確認し内部に水が浸
入しないようご注意ください。
水分の浸入が故障や発熱、発
火の原因となります。
・小さなお子様の手の届かない
場所に保管してください。

外装：PET 台 紙

LED
 集魚効果バツグン!!

三重パッキン構造で
高水圧も安心

約40時間

4909858332348

レインボーレインボー

単３電池一本式

単３電池一本式

＊使用方法＊

●連続使用時間●

LED
 集魚効果バツグン!!

 点滅/一灯式
 Mサイズ

 レッド

 グリーン

 レッド

 グリーン

単３電池一本式

LED
 集魚効果バツグン!!

 点滅/一灯式
 Mサイズ

 レッド

 グリーン

 レッド

 グリーン

単３電池一本式

・電池は＋（プラス）を上に、－（マイ
ナス）がバネに接地するようセット
してください。
・電池をセットしてネジを回すと点
灯しますが、
点灯してもネジは必ず最後まで
締めきってください。
（十分ネジが閉まっていないと、内
部に水が浸入し、故障や事故の原
因となります）
・消灯する際は消灯するまでネジを
緩めてください。
長時間使わない場合には、電池を
外して保管してください。

注意

PT-6002  LED水中集魚灯  M
単３乾電池仕様

MADE IN CHINA

（JANコードスペース）

・魚釣り以外の用途に使用しな
いでください。
・使用時は十分ネジが閉まって
いるかを確認し内部に水が浸
入しないようご注意ください。
水分の浸入が故障や発熱、発
火の原因となります。
・小さなお子様の手の届かない
場所に保管してください。

外装：PET 台 紙

LED
 集魚効果バツグン!!

三重パッキン構造で
高水圧も安心

約40時間

4909858332348

単３電池一本式

＊使用方法＊

●連続使用時間●

・電池は＋（プラス）を上に、－（マイ
ナス）がバネに接地するようセット
してください。
・電池をセットしてネジを回すと点
灯しますが、
点灯してもネジは必ず最後まで
締めきってください。
（十分ネジが閉まっていないと、内
部に水が浸入し、故障や事故の原
因となります）
・消灯する際は消灯するまでネジを
緩めてください。
長時間使わない場合には、電池を
外して保管してください。

注意

PT-6002  LED水中集魚灯  M
単３乾電池仕様

MADE IN CHINA

（JANコードスペース）

・魚釣り以外の用途に使用しな
いでください。
・使用時は十分ネジが閉まって
いるかを確認し内部に水が浸
入しないようご注意ください。
水分の浸入が故障や発熱、発
火の原因となります。
・小さなお子様の手の届かない
場所に保管してください。

外装：PET 台 紙

LED
 集魚効果バツグン!!

三重パッキン構造で
高水圧も安心

約40時間

4909858332348

単３電池一本式

＊使用方法＊

●連続使用時間●

・電池は＋（プラス）を上に、－（マイ
ナス）がバネに接地するようセット
してください。
・電池をセットしてネジを回すと点
灯しますが、
点灯してもネジは必ず最後まで
締めきってください。
（十分ネジが閉まっていないと、内
部に水が浸入し、故障や事故の原
因となります）
・消灯する際は消灯するまでネジを
緩めてください。
長時間使わない場合には、電池を
外して保管してください。

LED
 集魚効果バツグン!!

 常灯/一灯式
 Mサイズ

注意

PT-6002  LED水中集魚灯  M
単３乾電池仕様

MADE IN CHINA

（JANコードスペース）

・魚釣り以外の用途に使用しな
いでください。
・使用時は十分ネジが閉まって
いるかを確認し内部に水が浸
入しないようご注意ください。
水分の浸入が故障や発熱、発
火の原因となります。
・小さなお子様の手の届かない
場所に保管してください。

外装：PET 台 紙

LED
 集魚効果バツグン!!

三重パッキン構造で
高水圧も安心

約40時間

4909858332348

レインボーレインボー

単３電池一本式

単３電池一本式

＊使用方法＊

●連続使用時間●

LED
 集魚効果バツグン!!

 点滅/一灯式
 Mサイズ

 レッド

 グリーン

 レッド

 グリーン

単３電池一本式

LED
 集魚効果バツグン!!

 点滅/一灯式
 Mサイズ

 レッド

 グリーン

 レッド

 グリーン

単３電池一本式

・電池は＋（プラス）を上に、－（マイ
ナス）がバネに接地するようセット
してください。
・電池をセットしてネジを回すと点
灯しますが、
点灯してもネジは必ず最後まで
締めきってください。
（十分ネジが閉まっていないと、内
部に水が浸入し、故障や事故の原
因となります）
・消灯する際は消灯するまでネジを
緩めてください。
長時間使わない場合には、電池を
外して保管してください。

注意

PT-6002  LED水中集魚灯  M
単３乾電池仕様

MADE IN CHINA

（JANコードスペース）

・魚釣り以外の用途に使用しな
いでください。
・使用時は十分ネジが閉まって
いるかを確認し内部に水が浸
入しないようご注意ください。
水分の浸入が故障や発熱、発
火の原因となります。
・小さなお子様の手の届かない
場所に保管してください。

外装：PET 台 紙

LED
 集魚効果バツグン!!

三重パッキン構造で
高水圧も安心

約40時間

4909858332348

単３電池一本式

＊使用方法＊

●連続使用時間●

・電池は＋（プラス）を上に、－（マイ
ナス）がバネに接地するようセット
してください。
・電池をセットしてネジを回すと点
灯しますが、
点灯してもネジは必ず最後まで
締めきってください。
（十分ネジが閉まっていないと、内
部に水が浸入し、故障や事故の原
因となります）
・消灯する際は消灯するまでネジを
緩めてください。
長時間使わない場合には、電池を
外して保管してください。

注意

PT-6002  LED水中集魚灯  M
単３乾電池仕様

MADE IN CHINA

（JANコードスペース）

・魚釣り以外の用途に使用しな
いでください。
・使用時は十分ネジが閉まって
いるかを確認し内部に水が浸
入しないようご注意ください。
水分の浸入が故障や発熱、発
火の原因となります。
・小さなお子様の手の届かない
場所に保管してください。

外装：PET 台 紙

LED
 集魚効果バツグン!!

三重パッキン構造で
高水圧も安心

約40時間

4909858332348

単３電池一本式

＊使用方法＊

●連続使用時間●

・電池は＋（プラス）を上に、－（マイ
ナス）がバネに接地するようセット
してください。
・電池をセットしてネジを回すと点
灯しますが、
点灯してもネジは必ず最後まで
締めきってください。
（十分ネジが閉まっていないと、内
部に水が浸入し、故障や事故の原
因となります）
・消灯する際は消灯するまでネジを
緩めてください。
長時間使わない場合には、電池を
外して保管してください。








