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共立電照　製品ラインナップリスト 2017年2月版

【標準仕様】納期の目安（◎＝1週間　○＝2週間　△＝1ヶ月　▲＝1.5ヶ月　★＝お問い合わせ）

1 ①-38 NEW 8 道路灯 FK-BKH55TC8SV11K-G ¥101,000 納期の目安【△】 電源別置

2 ①-39 NEW 8 道路灯 FK-BKC55TC8SV11K-G ¥101,000 納期の目安【△】 電源別置

3 ①-6 8 道路灯 FK-STH120D8SV10/G ¥240,000 納期の目安【★】 電源別置

4 ①-12 マイナーチェンジ☆ 8 道路灯 FK-STH150D10SV10/G ¥262,000 納期の目安【★】 電源別置

5 ①-11 8 道路灯 FK-STC120D8SV10/G ¥240,000 納期の目安【★】 電源別置

6 ①-8 マイナーチェンジ☆ 8 道路灯 FK-STC150D10SV10/G ¥262,000 納期の目安【★】 電源別置

7 ①-23 マイナーチェンジ☆ 9 道路灯 FK-STK66TC8SV11-G ¥170,000 納期の目安【▲】 電源別置

8 ①-24 マイナーチェンジ☆ 9 道路灯 FK-STK97TC8SV11-G ¥170,000 納期の目安【▲】 電源別置

9 ①-25 マイナーチェンジ☆ 9 道路灯 FK-STK66TC8SV11K-G ¥153,000 納期の目安【▲】 電源別置

10 ①-26 マイナーチェンジ☆ 9 道路灯 FK-STK88TC8SV11K-G ¥153,000 納期の目安【▲】 電源別置

11 ①-27 マイナーチェンジ☆ 9 防犯灯 BKV16B-TC2SA4H-RM ¥55,000 納期の目安【△】 電源内蔵

12 ①-28 マイナーチェンジ☆ 9 防犯灯 BKV28B-B2SA4H-RM ¥65,000 納期の目安【△】 電源内蔵

13 ①-29 マイナーチェンジ☆ 10 防犯灯 BKV35B-B4SA4H-RM ¥72,000 納期の目安【△】 電源内蔵

14 ①-30 マイナーチェンジ☆ 10 防犯灯 BKV55B-B4SA4H-RM ¥74,000 納期の目安【△】 電源内蔵

15 ①-36 NEW 10 防犯灯 FKLC9BL1SH1-A ¥12,000 納期の目安【△】 電源内蔵

16 ①-37 NEW 10 防犯灯 FKLC18BL2SH1-A ¥19,800 納期の目安【△】 電源内蔵

17 ①-33 マイナーチェンジ☆ 10 防犯灯 BK35B4SV11H-A ¥71,000 納期の目安【△】 電源内蔵

18 ①-35 マイナーチェンジ☆ 10 防犯灯 BK55B4SV11H-A ¥71,000 納期の目安【△】 電源内蔵

19 ①-A1 NEW 11 前方遮光版 V11-LOUVER-F1 ¥14,200 納期の目安【◎】 道路灯V11用　オプション品

20 ①-A2 NEW 11 後方遮光版 V11-LOUVER-B1 ¥14,200 納期の目安【◎】 道路灯V11用　オプション品

21 ①-A3 NEW 11 前方遮光版 FKLC-LOUVER-F1 ¥4,200 納期の目安【◎】 FKLC用　オプション品

22 ①-A4 NEW 11 後方遮光版 FKLC-LOUVER-B1 ¥4,200 納期の目安【◎】 FKLC用　オプション品

23 ①-A5 NEW 11 曲線ポール用アダプター FKLC-ADAPTER-C1 ¥6,000 納期の目安【◎】 FKLC用　オプション品

24 ②-1 マイナーチェンジ☆ 12 トンネル灯（入口照明） TNSW020EGV2 ASK 納期の目安【▲】 電源内蔵

25 ②-2 マイナーチェンジ☆ 12 トンネル灯（入口照明） TNSW020EGV2(460) ASK 納期の目安【▲】 電源内蔵

26 ②-18 NEW 12 トンネル灯（入口照明） TNSW050EGV2 ASK 納期の目安【▲】 電源内蔵

27 ②-19 NEW 12 トンネル灯（入口照明） TNSW050EGV2(460) ASK 納期の目安【▲】 電源内蔵

28 ②-3 マイナーチェンジ☆ 12 トンネル灯（入口照明） TNSW070EGV2 ASK 納期の目安【▲】 電源内蔵

29 ②-4 マイナーチェンジ☆ 12 トンネル灯（入口照明） TNSW070EGV2(460) ASK 納期の目安【▲】 電源内蔵

30 ②-5 マイナーチェンジ☆ 13 トンネル灯（入口照明） TNSW100EGV2 ASK 納期の目安【▲】 電源内蔵

31 ②-6 マイナーチェンジ☆ 13 トンネル灯（入口照明） TNSW100EGV2(460) ASK 納期の目安【▲】 電源内蔵

32 ②-7 マイナーチェンジ☆ 13 トンネル灯（入口照明） TNSW140EGV2 ASK 納期の目安【▲】 電源内蔵

33 ②-8 マイナーチェンジ☆ 13 トンネル灯（入口照明） TNSW140EGV2(460) ASK 納期の目安【▲】 電源内蔵

34 ②-20 NEW 13 トンネル灯（入口照明） TNSW170EGV2 ASK 納期の目安【▲】 電源内蔵

35 ②-21 NEW 13 トンネル灯（入口照明） TNSW170EGV2(460) ASK 納期の目安【▲】 電源内蔵

36 ②-9 NEW 14 トンネル灯（入口照明） TNSW200EGV2 ASK 納期の目安【▲】 電源内蔵

37 ②-10 NEW 14 トンネル灯（入口照明） TNSW200EGV2(460) ASK 納期の目安【▲】 電源内蔵

38 ②-22 マイナーチェンジ☆ 14 トンネル灯（入口照明） TNSW260EGV2 ASK 納期の目安【▲】 電源内蔵

39 ②-23 マイナーチェンジ☆ 14 トンネル灯（入口照明） TNSW260EGV2(460) ASK 納期の目安【▲】 電源内蔵

40 ②-11 マイナーチェンジ☆ 14 トンネル灯（基本照明） TNSW030B(W4) ASK 納期の目安【▲】 電源内蔵

41 ②-12 マイナーチェンジ☆ 14 トンネル灯（基本照明） TNSW030B(W4)(460) ASK 納期の目安【▲】 電源内蔵

42 ②-13 マイナーチェンジ☆ 15 トンネル灯（基本照明） TNSW060B(W4) ASK 納期の目安【▲】 電源内蔵

43 ②-14 マイナーチェンジ☆ 15 トンネル灯（基本照明） TNSW060B(W4)(460) ASK 納期の目安【▲】 電源内蔵

44 ②-15 マイナーチェンジ☆ 15 トンネル灯（基本照明） TNSW080B(W4) ASK 納期の目安【▲】 電源内蔵

45 ②-16 マイナーチェンジ☆ 15 トンネル灯（基本照明） TNSW080B(W4)(460) ASK 納期の目安【▲】 電源内蔵

46 ②-17 15 トンネル灯 TN115D8KS1-EM ¥125,000 納期の目安【△】 電源別置

47 ②-24 NEW 15 トンネル灯 KTN40EM2SV2 ¥102,000 納期の目安【△】 電源内蔵

48 ②-25 NEW 16 トンネル灯 KTN100EM4SV2 ¥138,000 納期の目安【△】 電源内蔵

49 ③-1 マイナーチェンジ☆ 17 街路灯 FKD40B4V1H-RM ¥126,500 納期の目安【△】 電源別置

50 ③-2 マイナーチェンジ☆ 17 街路灯 PK45B4SH4H ¥163,000 納期の目安【△】 電源別置

51 ③-3 マイナーチェンジ☆ 17 街路灯 PK55B4SH4H ¥163,000 納期の目安【△】 電源別置

52 ③-4 マイナーチェンジ☆ 17 街路灯 PK88E4SH4H ¥199,000 納期の目安【△】 電源別置

53 ③-5 マイナーチェンジ☆ 17 街路灯 PK99E4SH4H ¥199,000 納期の目安【△】 電源別置

54 ③-6 マイナーチェンジ☆ 17 街路灯 PK75E3SH6DH ¥217,000 納期の目安【△】 電源別置

55 ③-7 マイナーチェンジ☆ 18 街路灯 PK140E6SH6H ¥241,000 納期の目安【△】 電源別置

56 ③-8 マイナーチェンジ☆ 18 街路灯 PK45B4SH5H ¥112,000 納期の目安【△】 電源別置

57 ③-9 マイナーチェンジ☆ 18 街路灯 PK55B4SH5H ¥112,000 納期の目安【△】 電源別置

58 ③-24 NEW 18 街路灯 PK57C1SV1-RM ¥198,000 納期の目安【△】 電源別置

59 ③-10 マイナーチェンジ☆ 18 街路灯 PK99E4SSW4H-RM ¥419,000 納期の目安【▲】 電源別置

60 ③-11 マイナーチェンジ☆ 18 街路灯 PK140E6SSW6H-RM ¥535,000 納期の目安【▲】 電源別置

61 ③-12 マイナーチェンジ☆ 19 ローポール灯 LP16TC2B1-RM ¥98,000 納期の目安【△】 電源搭載

62 ③-13 マイナーチェンジ☆ 19 ローポール灯 LP16TC2B2-RM ¥115,000 納期の目安【△】 電源搭載

63 ③-14 マイナーチェンジ☆ 19 ローポール灯 LP16TC2B1-RM/H ¥97,500 納期の目安【△】 電源搭載

64 ③-20 19 ソーラー式街路灯 SOB10.1-350R1-TK9-A1 ¥850,000 納期の目安【△】 リチウムバッテリー搭載

65 ③-21 19 ソーラー式街路灯 SOB10.1-350R1-TK18-A2 ¥1,140,000 納期の目安【△】 リチウムバッテリー2台搭載

66 ③-22 19 ソーラー式街路灯 SOB10.1-350R1-TK9-B1 ¥850,000 納期の目安【△】 リチウムバッテリー搭載

67 ③-23 20 ソーラー式街路灯 SOB10.1-350R1-TK18-B2 ¥1,100,000 納期の目安【△】 リチウムバッテリー2台搭載

68 ③-25 NEW 20 ソーラー式街路灯 SOB25-350A1-FKLC9-A1 ¥960,000 納期の目安【△】 リチウムバッテリー搭載

69 ③-26 NEW 20 ソーラー式街路灯 SOB25-350A1-FKLC18-A2 ¥1,370,000 納期の目安【△】 リチウムバッテリー2台搭載

70 ③-27 NEW 20 ソーラー式街路灯 SOB25-350A1-FKLC9-B1 ¥960,000 納期の目安【△】 リチウムバッテリー搭載

71 ③-28 NEW 20 ソーラー式街路灯 SOB25-350A1-FKLC18-B2 ¥1,300,000 納期の目安【△】 リチウムバッテリー2台搭載

72 ③-A1 新規追加 20 組アンカーボルト 4-M16-500L(200) ¥30,000 納期の目安【◎】 恵の光　φ101.6用

73 ③-A2 新規追加 20 組アンカーボルト 4-M16-500L(350) ¥35,000 納期の目安【◎】 恵の光　□250用

74 ③-A3 新規追加 20 コンクリートアンカー M16-φ500-H1200 ¥82,500 納期の目安【△】 恵の光 φ101.6用置き基礎

75 ③-A4 新規追加 20 コンクリートアンカー M16-φ600-H1400 ¥145,000 納期の目安【△】 恵の光 □250用置き基礎

76 ④-1 マイナーチェンジ☆ 21 屋外灯 YG16TC2SJR4-RM ¥36,900 納期の目安【△】 電源内蔵

77 ④-3 マイナーチェンジ☆ 21 屋外灯 YG28B2SJR4-RM ¥41,700 納期の目安【△】 電源内蔵

78 ④-4 マイナーチェンジ☆ 21 屋外灯 YG40B4SJR4-RM ¥58,800 納期の目安【△】 電源内蔵

79 ④-5 在庫限り 21 看板灯 FKKB-37UY ¥137,000 納期の目安【★】 電源搭載

80 ④-6 在庫限り 21 看板灯 FKKB-37UT ¥137,000 納期の目安【★】 電源搭載
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81 ④-7 在庫限り 21 看板灯 FKKB-37DY ¥137,000 納期の目安【★】 電源搭載

82 ④-8 在庫限り 22 看板灯 FKKB-37DT ¥137,000 納期の目安【★】 電源搭載

83 ④-10 在庫限り 22 サービスステーション灯 WS99L8SG1-G(防鳥仕様) ¥108,000 納期の目安【○】 電源搭載

84 ④-21 在庫限り 22 サービスステーション灯 WS99L12SG1H-G ¥128,000 納期の目安【○】 電源搭載

85 ④-22 22 サービスステーション灯 WS99D8SG1H-G ¥128,000 納期の目安【★】 電源搭載

86 ④-14 在庫限り 22 サービスステーション灯 WS120L8SG1-G(防鳥仕様) ¥108,000 納期の目安【○】 電源搭載

87 ④-23 在庫限り 22 サービスステーション灯 WS120L12SG1H-G ¥128,000 納期の目安【○】 電源搭載

88 ④-24 23 サービスステーション灯 WS120D8SG1H-G ¥128,000 納期の目安【★】 電源搭載

89 ⑤-48 24 投光器 FD45EN1SV12H ¥47,500 納期の目安【△】 電源搭載

90 ⑤-49 24 投光器 FDD95EN2SV301H ¥94,000 納期の目安【△】 電源別置

91 ⑤-50 24 投光器 FDD150EN3SV301H ¥187,000 納期の目安【△】 電源別置

92 ⑤-13 復刻追加 24 投光器 FD120S3SDN9-C ¥116,000 納期の目安【△】 電源別置

93 ⑤-51 24 投光器 FDD220EN6SV311H ¥305,000 納期の目安【△】 電源別置

94 ⑤-52 24 投光器 FDD300EN6SV302H ¥345,000 納期の目安【△】 電源別置

95 ⑤-57 NEW 25 投光器 FDD300EM2EW4SV302TH ¥355,000 納期の目安【△】 電源別置

96 ⑤-56 NEW 25 投光器 FDD440EN12SV312H ¥450,000 納期の目安【△】 電源別置

97 ⑤-53 25 投光器 FDD450EN9SV303H ¥420,000 納期の目安【△】 電源別置

98 ⑤-54 25 投光器 FDD600EN12SV304H ¥497,000 納期の目安【△】 電源別置

99 ⑤-55 25 投光器 FDD900EN18SV306H ¥680,000 納期の目安【△】 電源別置

100 ⑥-21 26 高天井灯 HCD95E2SA301H ¥130,000 納期の目安【△】 電源別置（電源搭載可）

101 ⑥-22 26 高天井灯 HCD150E3SA301H ¥150,000 納期の目安【△】 電源別置（電源搭載可）

102 ⑥-23 26 高天井灯 HCD220E6SA311H ¥160,000 納期の目安【△】 電源別置（電源搭載可）

103 ⑥-24 26 高天井灯 HCD300E6SA302H ¥265,000 納期の目安【△】 電源別置（電源搭載可）

104 ⑥-25 26 高天井灯 HCD600E12SA304H ¥430,000 納期の目安【△】 電源別置（電源搭載可）

105 ⑥-26 26 高天井灯 HCD200D10SA311-C ¥160,000 納期の目安【△】 電源搭載型

106 ⑥-31 NEW 27 高天井灯 HCD220EM6SA311H-C ¥160,000 納期の目安【△】 電源搭載型

107 ⑥-29 マイナーチェンジ☆ 27 高天井灯 HCD220EM6SA311H-RM ¥173,000 納期の目安【△】 電源搭載型

108 ⑥-28 27 高天井灯 HCD400D20SA312-C ¥325,000 納期の目安【△】 電源搭載型

109 ⑥-27 マイナーチェンジ☆ 27 高天井灯 HCD400EM12SA312H-C ¥325,000 納期の目安【△】 電源搭載型

110 ⑥-30 マイナーチェンジ☆ 27 高天井灯 HCD400EM12SA312H-RM ¥340,000 納期の目安【△】 電源搭載型

111 ⑥-32 NEW 27 丸型高天井灯 HC220EM6SR101H-RM ¥175,000 納期の目安【△】 電源搭載型

112 ⑥-33 NEW 28 丸型高天井灯 HC220EM6SR101H-C ¥175,000 納期の目安【△】 電源搭載型

113 ⑥-34 NEW 28 丸型高天井灯 HC220EW6SR101H-C ¥175,000 納期の目安【△】 電源搭載型

114 ⑥-35 NEW 28 丸型高天井灯 HC400EM12SR102H-RM ¥315,000 納期の目安【△】 電源搭載型

115 ⑥-36 NEW 28 丸型高天井灯 HC400EM12SR102H-C ¥315,000 納期の目安【△】 電源搭載型

116 ⑥-37 NEW 28 丸型高天井灯 HC400EW12SR102H-C ¥315,000 納期の目安【△】 電源搭載型

117 ⑥-20 28 丸型高天井灯 HCTP400SW12SV1 ¥405,000 納期の目安【△】 電源別置

118 ⑥-38 NEW 29 高天井ダウンライト HCDL180EM2EW2SR201H ¥145,000 納期の目安【△】 電源搭載

119 ⑥-39 NEW 29 高天井灯 HTP400EM8ASV2-EM ¥261,000 納期の目安【△】 電源別置

120 ⑥-A1 新規追加 29 飛来物下面ｶﾞｰﾄﾞ HCGD-150A301V1 ¥7,000 納期の目安【◎】 高天井灯　オプション品

121 ⑥-A2 新規追加 29 飛来物下面ｶﾞｰﾄﾞ HCGD-220A311V1 ¥10,000 納期の目安【◎】 高天井灯　オプション品

122 ⑥-A3 新規追加 29 飛来物下面ｶﾞｰﾄﾞ HCGD-300A302V1 ¥10,000 納期の目安【◎】 高天井灯　オプション品

123 ⑥-A4 新規追加 29 飛来物下面ｶﾞｰﾄﾞ HCGD-400A312V1 ¥22,000 納期の目安【◎】 高天井灯　オプション品

124 ⑥-A5 新規追加 29 飛来物下面ｶﾞｰﾄﾞ HCGD-600A304V1 ¥25,000 納期の目安【◎】 高天井灯　オプション品

125 ⑥-A6 新規追加 29 飛来物下面ｶﾞｰﾄﾞ HCGD-220R101V1 ¥10,000 納期の目安【◎】 高天井灯　オプション品

126 ⑥-A7 新規追加 29 飛来物下面ｶﾞｰﾄﾞ HCGD-400R102V1 ¥17,000 納期の目安【◎】 高天井灯　オプション品

127 ⑦-1 30 ベースライト FK125/12C-45L4 ¥111,000 納期の目安【△】 電源別置

128 ⑦-2 30 ベースライト FK125/20C-100L7 ¥115,000 納期の目安【△】 電源別置

129 ⑦-3 30 ベースライト FK125/20C-120A4 ¥155,000 納期の目安【△】 電源別置

130 ⑦-4 30 ベースライト FK125/20C-150A5 ¥175,000 納期の目安【△】 電源別置

131 ⑦-5 30 LED管用灯具 FLKNI20-1A1N ¥7,900 納期の目安【○△】 （別途）電源内蔵LED管

132 ⑦-6 30 LED管用灯具 FLKE20-1A1N ¥7,900 納期の目安【○△】 （別途）電源内蔵LED管

133 ⑦-7 31 LED管用灯具 FLKNI20-2A1N ¥9,700 納期の目安【○△】 （別途）電源内蔵LED管

134 ⑦-8 31 LED管用灯具 FLKE20-2A1N ¥9,700 納期の目安【○△】 （別途）電源内蔵LED管

135 ⑦-9 31 LED管用灯具 FLKNI40-1A1N ¥10,000 納期の目安【○△】 （別途）電源内蔵LED管

136 ⑦-10 31 LED管用灯具 FLKE40-1A1N ¥10,000 納期の目安【○△】 （別途）電源内蔵LED管

137 ⑦-11 31 LED管用灯具 FLKNI40-2A1N ¥11,900 納期の目安【○△】 （別途）電源内蔵LED管

138 ⑦-12 31 LED管用灯具 FLKE40-2A1N ¥11,900 納期の目安【○△】 （別途）電源内蔵LED管

139 ⑦-13 32 LED管用灯具 FLKNI110-1A1N ¥28,500 納期の目安【○△】 （別途）電源内蔵LED管

140 ⑦-14 32 LED管用灯具 FLKE110-1A1N ¥28,500 納期の目安【○△】 （別途）電源内蔵LED管

141 ⑦-15 32 LED管用灯具 FLKNI110-2A1N ¥32,700 納期の目安【○△】 （別途）電源内蔵LED管

142 ⑦-16 32 LED管用灯具 FLKE110-2A1N ¥32,700 納期の目安【○△】 （別途）電源内蔵LED管

143 ⑦-17 32 LED管用灯具 FLKE20-1A1N/W ¥17,300 納期の目安【○△】 （別途）電源内蔵LED管

144 ⑦-18 32 LED管用灯具 FLKE40-1A1N/W ¥21,000 納期の目安【○△】 （別途）電源内蔵LED管

145 ⑦-19 33 LED管用灯具 FLKE40-2A1N/W ¥23,300 納期の目安【○△】 （別途）電源内蔵LED管

146 ⑦-20 33 LED管用灯具 FLKNI20-1A2N ¥5,500 納期の目安【○△】 （別途）電源内蔵LED管

147 ⑦-21 33 LED管用灯具 FLKE20-1A2N ¥5,500 納期の目安【○△】 （別途）電源内蔵LED管

148 ⑦-22 33 LED管用灯具 FLKNI40-1A2N ¥7,200 納期の目安【○△】 （別途）電源内蔵LED管

149 ⑦-23 33 LED管用灯具 FLKE40-1A2N ¥7,200 納期の目安【○△】 （別途）電源内蔵LED管

150 ⑦-24 33 LED管用灯具 FLKNI40-2A2N ¥11,300 納期の目安【○△】 （別途）電源内蔵LED管

151 ⑦-25 34 LED管用灯具 FLKE40-2A2N ¥11,300 納期の目安【○△】 （別途）電源内蔵LED管

152 ⑦-26 34 LED管用灯具 FLKNI110-1A2N ¥28,500 納期の目安【○△】 （別途）電源内蔵LED管

153 ⑦-27 34 LED管用灯具 FLKE110-1A2N ¥28,500 納期の目安【○△】 （別途）電源内蔵LED管

154 ⑦-28 34 LED管用灯具 FLKNI110-2A2N ¥36,400 納期の目安【○△】 （別途）電源内蔵LED管

155 ⑦-29 34 LED管用灯具 FLKE110-2A2N ¥36,400 納期の目安【○△】 （別途）電源内蔵LED管

156 ⑦-30 34 LED管用灯具 FLKE40-1A2N/W ¥19,200 納期の目安【○△】 （別途）電源内蔵LED管

157 ⑦-31 35 LED管用灯具 FLKNI20-1A2K ¥7,400 納期の目安【○△】 （別途）電源内蔵LED管

158 ⑦-32 35 LED管用灯具 FLKE20-1A2K ¥7,400 納期の目安【○△】 （別途）電源内蔵LED管

159 ⑦-33 35 LED管用灯具 FLKNI20-2A2K ¥9,700 納期の目安【○△】 （別途）電源内蔵LED管

160 ⑦-34 35 LED管用灯具 FLKE20-2A2K ¥9,700 納期の目安【○△】 （別途）電源内蔵LED管
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161 ⑦-35 35 LED管用灯具 FLKNI40-1A2KH ¥10,100 納期の目安【○△】 （別途）電源内蔵LED管

162 ⑦-36 35 LED管用灯具 FLKE40-1A2KH ¥10,100 納期の目安【○△】 （別途）電源内蔵LED管

163 ⑦-37 36 LED管用灯具 FLKNI40-1A2K ¥8,700 納期の目安【○△】 （別途）電源内蔵LED管

164 ⑦-38 36 LED管用灯具 FLKE40-1A2K ¥8,700 納期の目安【○△】 （別途）電源内蔵LED管

165 ⑦-39 36 LED管用灯具 FLKNI40-2A2K ¥11,700 納期の目安【○△】 （別途）電源内蔵LED管

166 ⑦-40 36 LED管用灯具 FLKE40-2A2K ¥11,700 納期の目安【○△】 （別途）電源内蔵LED管

167 ⑦-41 36 LED管用灯具 FLKNI110-1A2K ¥30,400 納期の目安【○△】 （別途）電源内蔵LED管

168 ⑦-42 36 LED管用灯具 FLKE110-1A2K ¥30,400 納期の目安【○△】 （別途）電源内蔵LED管

169 ⑦-43 37 LED管用灯具 FLKNI110-2A2K ¥36,400 納期の目安【○△】 （別途）電源内蔵LED管

170 ⑦-44 37 LED管用灯具 FLKE110-2A2K ¥36,400 納期の目安【○△】 （別途）電源内蔵LED管

171 ⑦-45 37 LED管用灯具 FLKE40-1A2K/W ¥19,200 納期の目安【○△】 （別途）電源内蔵LED管

172 ⑦-46 37 LED管用灯具 FLKE40-2A2K/W ¥21,400 納期の目安【○△】 （別途）電源内蔵LED管

173 ⑦-47 37 LED管用灯具 FLKNI40-1A3N ¥21,800 納期の目安【△】 （別途）電源内蔵LED管

174 ⑦-48 37 LED管用灯具 FLKE40-1A3N ¥21,800 納期の目安【△】 （別途）電源内蔵LED管

175 ⑦-49 38 LED管用灯具 FLKNI40-2A3N ¥22,900 納期の目安【△】 （別途）電源内蔵LED管

176 ⑦-50 38 LED管用灯具 FLKE40-2A3N ¥22,900 納期の目安【△】 （別途）電源内蔵LED管

177 ⑦-51 38 LED管用灯具 FLKNI40-2A4N ¥24,800 納期の目安【△】 （別途）電源内蔵LED管

178 ⑦-52 38 LED管用灯具 FLKE40-2A4N ¥24,800 納期の目安【△】 （別途）電源内蔵LED管

179 ⑦-53 38 LED管用灯具 FLKNI20-1B1E ¥12,000 納期の目安【△】 （別途）電源内蔵LED管

180 ⑦-54 38 LED管用灯具 FLKE20-1B1E ¥12,000 納期の目安【△】 （別途）電源内蔵LED管

181 ⑦-55 39 LED管用灯具 FLKNI20-2B1E ¥15,800 納期の目安【△】 （別途）電源内蔵LED管

182 ⑦-56 39 LED管用灯具 FLKE20-2B1E ¥15,800 納期の目安【△】 （別途）電源内蔵LED管

183 ⑦-57 39 LED管用灯具 FLKNI40-1B1E ¥15,000 納期の目安【△】 （別途）電源内蔵LED管

184 ⑦-58 39 LED管用灯具 FLKE40-1B1E ¥15,000 納期の目安【△】 （別途）電源内蔵LED管

185 ⑦-59 39 LED管用灯具 FLKNI40-2B1E ¥18,800 納期の目安【△】 （別途）電源内蔵LED管

186 ⑦-60 39 LED管用灯具 FLKE40-2B1E ¥18,800 納期の目安【△】 （別途）電源内蔵LED管

187 ⑦-70 NEW 40 LED管用灯具 FLKP40-1A1N-SK ¥12,000 納期の目安【○】 （セット）電源内蔵LED管

188 ⑦-71 NEW 40 LED管用灯具 FLKP40-2A1N-SK ¥19,600 納期の目安【○】 （セット）電源内蔵LED管

189 ⑦-72 NEW 40 LED管用灯具 FLKP40-3A1N-SK ¥26,500 納期の目安【○】 （セット）電源内蔵LED管

190 ⑦-61 40 ダウンライト DL100-10M1S ¥32,000 納期の目安【△】 電源別置

191 ⑦-62 40 ダウンライト DL150-10M1S ¥62,900 納期の目安【△】 電源別置

192 ⑦-63 40 ダウンライト DL150-16M1S ¥62,900 納期の目安【△】 電源別置

193 ⑦-64 41 ダウンライト DL200-45W4S ¥98,000 納期の目安【△】 電源別置

194 ⑦-65 41 ダウンライト DL250-45W4SB-G ¥138,000 納期の目安【△】 電源別置

195 ⑦-66 41 ダウンライト DL200-65D6S ¥129,000 納期の目安【△】 電源別置

196 ⑦-67 マイナーチェンジ☆ 41 スクエア SQ450-45W4SU3 ¥120,000 納期の目安【△】 電源搭載

197 ⑦-68 マイナーチェンジ☆ 41 スクエア SQ540-65D6SU3 ¥137,200 納期の目安【△】 電源搭載

198 ⑧-3 マイナーチェンジ 在庫限り 42 LEDランプ KU36G6SRU3-C/E39 ¥80,000 納期の目安【★】 電源別置

199 ⑧-6 マイナーチェンジ☆ 42 LEDランプ KU70D6SRU1SB/E39 ¥115,000 納期の目安【★】 電源別置

200 ⑧-7 マイナーチェンジ☆ 42 LEDランプ KU70D6SRU5ST/E39 ¥115,000 納期の目安【★】 電源別置

201 ⑧-8 42 LEDランプ KU75SRU4N/E39 ¥117,000 納期の目安【★】 電源別置

202 ⑧-9 42 LEDランプ KU90SRU4N/E39 ¥122,000 納期の目安【★】 電源別置

203 ⑧-10 42 LED蛍光管 TRL-S1-020201 ¥20,000 納期の目安【◎】 電源内蔵

204 ⑧-11 43 LED蛍光管 TRL-S2-020201 ¥20,000 納期の目安【◎】 電源内蔵

205 ⑧-12 43 LED蛍光管 TRL-S1-040201 ¥23,000 納期の目安【◎】 電源内蔵

206 ⑧-13 43 LED蛍光管 TRL-S2-040201 ¥23,000 納期の目安【◎】 電源内蔵

207 ⑧-14 43 LED蛍光管 TRL-S1-110201 ¥44,000 納期の目安【◎】 電源内蔵

208 ⑧-15 43 LED蛍光管 TRL-S2-110201 ¥44,000 納期の目安【◎】 電源内蔵

209 ⑧-16 43 LED蛍光管 TLS20-500911 ¥12,000 納期の目安【◎】 電源内蔵

210 ⑧-17 44 LED蛍光管 TLS40-501622 ¥15,000 納期の目安【◎】 電源内蔵

211 ⑧-18 44 LED蛍光管 TLH40-502027 ¥16,000 納期の目安【◎】 電源内蔵

212 ⑧-19 44 LED蛍光管 TLS110-503244 ¥28,000 納期の目安【◎】 電源内蔵

213 ⑧-20 44 LED蛍光管 TLH110-504054 ¥30,000 納期の目安【◎】 電源内蔵

214 ⑧-21 44 LED蛍光管 TLES40-501321 ¥16,000 納期の目安【◎】 電源内蔵

215 ⑧-22 44 LED蛍光管 TLEH40-502030 ¥17,000 納期の目安【◎】 電源内蔵

216 ⑧-23 45 LED蛍光管 TLES110-503248 ¥29,000 納期の目安【◎】 電源内蔵

217 ⑧-24 45 LED蛍光管 TLEH110-504060 ¥32,000 納期の目安【◎】 電源内蔵

218 ⑧-25 45 LED蛍光管 TLS20-500911WP ¥20,000 納期の目安【◎】 電源内蔵

219 ⑧-26 45 LED蛍光管 TLS40-501622WP ¥23,000 納期の目安【◎】 電源内蔵

220 ⑧-27 45 LED蛍光管 TLSG40-501521 ¥13,000 納期の目安【◎】 電源内蔵

221 ⑧-28 45 LED蛍光管 TLSG40-501524 ¥15,000 納期の目安【◎】 電源内蔵

222 ⑧-29 46 LED蛍光管 TLSG110-503048 ¥29,000 納期の目安【◎】 電源内蔵

223 ⑧-30 46 LEDコンパクト蛍光管 TLP27-500810 ¥13,000 納期の目安【◎】 電源内蔵

224 ⑧-31 46 LEDコンパクト蛍光管 TLP36-501418 ¥15,000 納期の目安【◎】 電源内蔵

225 ⑧-32 46 LEDコンパクト蛍光管 TPL55-501924 ¥17,000 納期の目安【◎】 電源内蔵

226 ⑧-33 46 LEDコンパクト蛍光管 TPL96-503038 ¥31,000 納期の目安【◎】 電源内蔵

227 ⑧-34 46 LED蛍光管 F6HD-GN-08 ¥14,600 納期の目安【◎】 電源内蔵

228 ⑧-35 47 LED蛍光管 F12N-GNJ-03 ¥17,500 納期の目安【◎】 電源外付け

229 ⑧-36 47 LED蛍光管 F12HD-GN-07 ¥15,000 納期の目安【◎】 電源内蔵

230 ⑧-37 47 LED蛍光管 F12SD-GN-02 ¥16,000 納期の目安【◎】 電源内蔵

231 ⑧-38 47 LED蛍光管 F12SDH-GN-02 ¥17,000 納期の目安【◎】 電源内蔵

232 ⑧-39 47 LED蛍光管 F24SD-RN-01 ¥45,000 納期の目安【◎】 電源内蔵

233 ⑧-40 47 LED蛍光管 F24SDH-RN-01 ¥48,000 納期の目安【◎】 電源内蔵

234 ⑧-41 48 LEDコンパクト蛍光管 FPL24D-GYN-01 ¥15,000 納期の目安【★】 電源内蔵

235 ⑧-42 48 LEDコンパクト蛍光管 FPL41D-GYN-01 ¥17,000 納期の目安【★】 電源内蔵

236 ⑧-43 48 LEDコンパクト蛍光管 FPL56D-GYN-01 ¥20,000 納期の目安【★】 電源内蔵

237 ⑧-44 NEW 48 LED蛍光管 PE44933L オープン 納期の目安【◎】 電源内蔵

238 ⑩-1 49 冷凍庫用照明 CL28D2V4P ¥53,800 納期の目安【△】 電源内蔵

239 ⑩-4 49 共架柱 FK-PJA200DM-50A ¥44,000 納期の目安【△】 電源搭載可能

240 ⑩-5 49 共架柱 FK-PJA500DM-50A ¥49,000 納期の目安【△】 電源搭載可能
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241 ⑩-6 49 LED搭載移動台車 まいど照K4 ¥983,500 納期の目安【▲】 鉛バッテリー搭載

242 ⑩-13 NEW 50 LED搭載移動台車 まいど照K5（S1B1） ¥640,000 納期の目安【▲】 リチウム電池搭載

243 ⑩-14 新規追加 50 LED搭載移動台車 まいど照K5（S1B2） ¥867,500 納期の目安【▲】 リチウム電池搭載

244 ⑩-15 新規追加 50 LED搭載移動台車 まいど照K5（S1B3） ¥1,095,000 納期の目安【▲】 リチウム電池搭載

245 ⑩-16 新規追加 50 LED搭載移動台車 まいど照K5（S1B4） ¥1,322,500 納期の目安【▲】 リチウム電池搭載

246 ⑩-17 新規追加 50 LED搭載移動台車 まいど照K5（S2B1） ¥702,500 納期の目安【▲】 リチウム電池搭載

247 ⑩-18 新規追加 50 LED搭載移動台車 まいど照K5（S2B2） ¥930,000 納期の目安【▲】 リチウム電池搭載

248 ⑩-19 新規追加 50 LED搭載移動台車 まいど照K5（S2B3） ¥1,157,500 納期の目安【▲】 リチウム電池搭載

249 ⑩-20 新規追加 50 LED搭載移動台車 まいど照K5（S2B4） ¥1,385,000 納期の目安【▲】 リチウム電池搭載

250 ⑩-7 50 電源収納盤 S10-80-100-16 オープン 納期の目安【△】 ST8電源10台搭載可能

251 ⑩-8 50 電源収納盤 S15-80-140-16 オープン 納期の目安【△】 ST8電源15台搭載可能

252 ⑩-9 50 電源収納盤 S10-60-120-20 オープン 納期の目安【△】 ST8電源10台搭載可能

253 ⑩-10 51 電源収納盤 S30-80-170-30 オープン 納期の目安【△】 ST8電源30台搭載可能

254 ⑩-11 51 電源収納盤 S30Z-80-170-30 オープン 納期の目安【△】 ST8電源30台搭載可能

255 ⑩-12 NEW 51 自動調光装置 TNADR-V1（受光部）/TNADC-V1(制御部) ¥820,000 納期の目安【▲】 -
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№ ① - 38 № ① - 39 № ① - 6

NEW NEW

天の川55　ＬＥＤ道路灯(交差点照明用) 天の川55　ＬＥＤ道路灯(交差点照明用) 天の川120　ＬＥＤ道路灯(連続照明用)

<製品型式> FK-BKH55TC8SV11K-G <製品型式> FK-BKC55TC8SV11K-G <製品型式> FK-STH120D8SV10/G

<希望小売価格> ¥101,000 <希望小売価格> ¥101,000 <希望小売価格> ¥240,000

<定格電力> 55W（平均消費電力50W） <定格電力> 55W（平均消費電力50W） <定格電力> 120W　(平均消費電力108W)

<定格光束> 5900lm <定格光束> 5900lm <定格光束> 11700lm

<消費効率> 107.2 lm/w <光源設計寿命> 90000h <消費効率> 107.2 lm/w <光源設計寿命> 90000h <消費効率> 97.5 lm/w <光源設計寿命> 90000h

<入力電圧> AC100～240V(専用電源) <入力電圧> AC100～240V(専用電源) <入力電圧> AC100～240V(専用電源)

<外形寸法> 395×130×173mm <外形寸法> 395×173×130mm <外形寸法> 597×450×402mm

<製品重量> 5.5kg <保護等級> IP23 <製品重量> 5.5kg <保護等級> IP23 <製品重量> 15.0kg <保護等級> IP23

<電源位置> 電源別置 <電源位置> 電源別置 <電源位置> 電源別置

<本体材質> アルミダイカスト/SUS304 <本体材質> アルミダイカスト/SUS304 <本体材質> アルミダイカスト/SUS304

<標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ／ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ／ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ <標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ／ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ／ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ <標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ／ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ／ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ

<備考欄> 納期の目安【△】 <備考欄> 納期の目安【△】 <備考欄> 納期の目安【★】

水銀ﾗﾝﾌﾟ200形相当 水銀ﾗﾝﾌﾟ200形相当 国土交通省 LED道路・ﾄﾝﾈﾙ 落下防止ﾜｲﾔｰ付属（1本）

高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ110形相当 高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ110形相当 照明導入ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ準拠 SUS製　φ2.0×600㎜

落下防止ﾜｲﾔｰ付属（1本） 落下防止ﾜｲﾔｰ付属（1本） タイプ：ａ,ｂ,ｈ,ｊ,ｎ,ｔ

SUS製　φ2.0×600㎜ SUS製　φ2.0×600㎜ NETIS登録製品

高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ220形相当

№ ① - 11 № ① - 12 № ① - 8

マイナーチェンジ☆ マイナーチェンジ☆

天の川120　ＬＥＤ道路灯(連続照明用) 天の川150　ＬＥＤ道路灯(連続照明用) 天の川150　ＬＥＤ道路灯(連続照明用)

<製品型式> FK-STC120D8SV10/G <製品型式> FK-STH150D10SV10/G <製品型式> FK-STC150D10SV10/G

<希望小売価格> ¥240,000 <希望小売価格> ¥262,000 <希望小売価格> ¥262,000

<定格電力> 120W　(平均消費電力108W) <定格電力> 150W　(平均消費電力135W) <定格電力> 150W　(平均消費電力135W)

<定格光束> 11700lm <定格光束> 14700lm <定格光束> 14700lm

<消費効率> 97.5 lm/w <光源設計寿命> 90000h <消費効率> 106.6 lm/w <光源設計寿命> 90000h <消費効率> 106.6 lm/w <光源設計寿命> 90000h

<入力電圧> AC100～240V(専用電源) <入力電圧> AC100～240V(専用電源) <入力電圧> AC100～240V(専用電源)

<外形寸法> 680×450×297mm <外形寸法> 597×450×402mm <外形寸法> 680×450×297mm

<製品重量> 15.0kg <保護等級> IP23 <製品重量> 15.0kg <保護等級> IP23 <製品重量> 15.0kg <保護等級> IP23

<電源位置> 電源別置 <電源位置> 電源別置 <電源位置> 電源別置

<本体材質> アルミダイカスト/SUS304 <本体材質> アルミダイカスト/SUS304 <本体材質> アルミダイカスト/SUS304

<標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ／ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ／ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ <標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ／ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ／ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ <標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ／ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ／ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ

<備考欄> 納期の目安【★】 <備考欄> 納期の目安【★】 <備考欄> 納期の目安【★】

国土交通省 LED道路・ﾄﾝﾈﾙ 落下防止ﾜｲﾔｰ付属（1本） 国土交通省 LED道路・ﾄﾝﾈﾙ ﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ250形相当 国土交通省 LED道路・ﾄﾝﾈﾙ ﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ250形相当

照明導入ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ準拠 SUS製　φ2.0×600㎜ 照明導入ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ準拠 落下防止ﾜｲﾔｰ付属（1本） 照明導入ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ準拠 落下防止ﾜｲﾔｰ付属（1本）

タイプ：ａ,ｂ,ｈ,ｊ,ｎ,ｔ タイプ：ｃ,ｄ,ｅ,ｍ,ｐ,ｖ,ｗ SUS製　φ2.0×600㎜ タイプ：ｃ,ｄ,ｅ,ｍ,ｐ,ｖ,ｗ SUS製　φ2.0×600㎜

NETIS登録製品 NETIS登録製品 NETIS登録製品

高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ220形相当 高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ270形相当 高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ270形相当

<その他> 【標準仕様】納期の目安（◎＝1週間　○＝2週間　△＝1ヶ月　▲＝1.5ヶ月　★＝お問い合わせ）

標準色温度（5000K）です。その他の色温度については、ご相談ください。

取付金具については、取付箇所によって特殊加工が可能です。

グローブは、クリア（透明）とマット（グレア防止）がありますのでご相談ください。該当しない製品もありますので予めご了承ください。

※記載された性能・仕様などは、技術開発の進歩に伴い、予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。

2017年2月版

共立電照　製品ラインナップ
①道路灯・歩道灯・防犯灯
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共立電照　製品ラインナップ
①道路灯・歩道灯・防犯灯

№ ① - 23 № ① - 24 № ① - 25

マイナーチェンジ☆ マイナーチェンジ☆ マイナーチェンジ☆

天の川66　ＬＥＤ道路灯(連続照明用) 天の川97　ＬＥＤ道路灯(連続照明用) 天の川66　ＬＥＤ道路灯(交差点照明用)

<製品型式> FK-STK66TC8SV11-G <製品型式> FK-STK97TC8SV11-G <製品型式> FK-STK66TC8SV11K-G

<希望小売価格> ¥170,000 <希望小売価格> ¥170,000 <希望小売価格> ¥153,000

<定格電力> 66W　(平均消費電力59W) <定格電力> 97W　(平均消費電力87W) <定格電力> 66W　(平均消費電力59W)

<定格光束> 8330lm <定格光束> 11350lm <定格光束> 8330lm

<消費効率> 117.1 lm/w <光源設計寿命> 90000h <消費効率> 117.0 lm/w <光源設計寿命> 90000h <消費効率> 117.1 lm/w <光源設計寿命> 90000h

<入力電圧> AC100～240V(専用電源) <入力電圧> AC100～220V(専用電源) <入力電圧> AC100～240V(専用電源)

<外形寸法> 552×280×167mm <外形寸法> 552×280×167mm <外形寸法> 552×280×167mm

<製品重量> 8.5kg <保護等級> IP23 <製品重量> 8.5kg <保護等級> IP23 <製品重量> 8.5kg <保護等級> IP23

<電源位置> 電源別置 <電源位置> 電源別置 <電源位置> 電源別置

<本体材質> アルミダイカスト/SUS304 <本体材質> アルミダイカスト/SUS304 <本体材質> アルミダイカスト/SUS304

<標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ／ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ／ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ <標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ／ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ／ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ <標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ／ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ／ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ

<備考欄> 納期の目安【▲】 <備考欄> 納期の目安【▲】 <備考欄> 納期の目安【▲】

国土交通省 LED道路・ﾄﾝﾈﾙ 落下防止ﾜｲﾔｰ付属（1本） 国土交通省 LED道路・ﾄﾝﾈﾙ 落下防止ﾜｲﾔｰ付属（1本） 水銀ﾗﾝﾌﾟ200形相当

照明導入ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ準拠 SUS製　φ2.0×600㎜ 照明導入ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ準拠 SUS製　φ2.0×600㎜ 高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ110形相当

タイプ：ｋ,ｌ タイプ：ｆ,ｇ,ｏ,ｑ,ｒ,ｓ 落下防止ﾜｲﾔｰ付属（1本）

水銀ﾗﾝﾌﾟ200形相当 水銀ﾗﾝﾌﾟ400形相当 SUS製　φ2.0×600㎜

高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ110形相当 高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ180形相当

№ ① - 26 № ① - 27 № ① - 28

マイナーチェンジ☆ マイナーチェンジ☆ マイナーチェンジ☆

天の川88　ＬＥＤ道路灯(交差点照明用) ＬＥＤ防犯灯 ＬＥＤ防犯灯

<製品型式> FK-STK88TC8SV11K-G <製品型式> BKV16B-TC2SA4H-RM <製品型式> BKV28B-B2SA4H-RM

<希望小売価格> ¥153,000 <希望小売価格> ¥55,000 <希望小売価格> ¥65,000

<定格電力> 88W　(平均消費電力79W) <定格電力> 16W <定格電力> 28W

<定格光束> 10300lm <定格光束> 1800lm <定格光束> 3200lm

<消費効率> 117.0 lm/w <光源設計寿命> 90000h <消費効率> 112.5 lm/w <光源設計寿命> 90000h <消費効率> 114.2 lm/w <光源設計寿命> 90000h

<入力電圧> AC100～240V(専用電源) <入力電圧> AC100～240V(専用電源) <入力電圧> AC100～240V(専用電源)

<外形寸法> 552×280×167mm <外形寸法> 432×180×200mm <外形寸法> 432×180×200mm

<製品重量> 8.5kg <保護等級> IP23 <製品重量> 4.5kg <保護等級> IP23 <製品重量> 4.5kg <保護等級> IP23

<電源位置> 電源別置 <電源位置> 電源内蔵 <電源位置> 電源内蔵

<本体材質> アルミダイカスト/SUS304 <本体材質> アルミダイカスト/SUS304 <本体材質> アルミダイカスト/SUS304

<標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ／ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ／ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ <標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ／ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ／ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ <標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ／ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ／ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ

<備考欄> 納期の目安【▲】 <備考欄> 納期の目安【△】 <備考欄> 納期の目安【△】

国土交通省 LED道路・ﾄﾝﾈﾙ 落下防止ﾜｲﾔｰ付属（1本） 20VA以下防犯灯 40VA以下防犯灯

照明導入ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ準拠 SUS製　φ2.0×600㎜ 水銀ﾗﾝﾌﾟ80形相当 水銀ﾗﾝﾌﾟ100形相当

タイプ：ｓ 高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ40形相当 高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ70形相当

水銀ﾗﾝﾌﾟ400形相当

高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ180形相当

<その他> 【標準仕様】納期の目安（◎＝1週間　○＝2週間　△＝1ヶ月　▲＝1.5ヶ月　★＝お問い合わせ）

標準色温度（5000K）です。その他の色温度については、ご相談ください。

取付金具については、取付箇所によって特殊加工が可能です。

グローブは、クリア（透明）とマット（グレア防止）がありますのでご相談ください。該当しない製品もありますので予めご了承ください。

※記載された性能・仕様などは、技術開発の進歩に伴い、予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。
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共立電照　製品ラインナップ
①道路灯・歩道灯・防犯灯

№ ① - 29 № ① - 30 № ① - 36

マイナーチェンジ☆ マイナーチェンジ☆ NEW

ＬＥＤ防犯灯 ＬＥＤ防犯灯 ＬＥＤ防犯灯　自動点滅器内蔵

<製品型式> BKV35B-B4SA4H-RM <製品型式> BKV55B-B4SA4H-RM <製品型式> FKLC9BL1SH1-A

<希望小売価格> ¥72,000 <希望小売価格> ¥74,000 <希望小売価格> ¥12,000

<定格電力> 35W <定格電力> 55W <定格電力> 9W

<定格光束> 4200lm <定格光束> 6300lm <定格光束> 950lm

<消費効率> 120.0 lm/w <光源設計寿命> 90000h <消費効率> 114.5 lm/w <光源設計寿命> 90000h <消費効率> 105.5 lm/w <光源設計寿命> 90000h

<入力電圧> AC100～240V(専用電源) <入力電圧> AC100～240V(専用電源) <入力電圧> AC100V（専用電源）

<外形寸法> 432×180×200mm <外形寸法> 432×180×200mm <外形寸法> 358×120×80mm

<製品重量> 4.5kg <保護等級> IP23 <製品重量> 4.5kg <保護等級> IP23 <製品重量> 1.3kg <保護等級> IP44

<電源位置> 電源内蔵 <電源位置> 電源内蔵 <電源位置> 電源内蔵

<本体材質> アルミダイカスト/SUS304 <本体材質> アルミダイカスト/SUS304 <本体材質> アルミダイカスト

<標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ／ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ／ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ <標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ／ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ／ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ <標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ／ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ／ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ

<備考欄> 納期の目安【△】 <備考欄> 納期の目安【△】 <備考欄> 納期の目安【△】

40VA以下防犯灯 60VA以下防犯灯 10VA以下防犯灯 【オプション】

水銀ﾗﾝﾌﾟ100形相当 水銀ﾗﾝﾌﾟ250形相当 蛍光ﾗﾝﾌﾟ40形相当 ﾎﾟｰﾙ取付ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ

高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ70形相当 高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ110形相当 クラスB+基準：19.0ｍ（ﾗﾝｸS） φ34～48.6

落下防止ﾜｲﾔｰ付属（1本）

SUS製　φ1.2×1200㎜

№ ① - 37 № ① - 33 № ① - 35

NEW マイナーチェンジ☆ マイナーチェンジ☆

ＬＥＤ防犯灯　自動点滅器内蔵 ＬＥＤ防犯灯 ＬＥＤ防犯灯

<製品型式> FKLC18BL2SH1-A <製品型式> BK35B4SV11H-A <製品型式> BK55B4SV11H-A

<希望小売価格> ¥19,800 <希望小売価格> ¥71,000 <希望小売価格> ¥71,000

<定格電力> 18W <定格電力> 35W <定格電力> 55W

<定格光束> 2070lm <定格光束> 4300lm <定格光束> 6400lm

<消費効率> 115.0 lm/w <光源設計寿命> 90000h <消費効率> 122.8 lm/w <光源設計寿命> 90000h <消費効率> 116.3 lm/w <光源設計寿命> 90000h

<入力電圧> AC100V（専用電源） <入力電圧> AC100～240V(専用電源) <入力電圧> AC100～240V(専用電源)

<外形寸法> 358×120×80mm <外形寸法> 173×395×180mm <外形寸法> 173×395×180mm

<製品重量> 1.3kg <保護等級> IP44 <製品重量> 3.3kg <保護等級> IP23 <製品重量> 3.3kg <保護等級> IP23

<電源位置> 電源内蔵 <電源位置> 電源内蔵 <電源位置> 電源内蔵

<本体材質> アルミダイカスト <本体材質> アルミダイカスト/SUS304 <本体材質> アルミダイカスト/SUS304

<標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ／ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ／ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ <標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ／ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ／ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ <標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ／ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ／ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ

<備考欄> 納期の目安【△】 <備考欄> 納期の目安【△】 <備考欄> 納期の目安【△】

20VA以下防犯灯 【オプション】 40VA以下防犯灯 60VA以下防犯灯

水銀ﾗﾝﾌﾟ100形相当 ﾎﾟｰﾙ取付ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ 水銀ﾗﾝﾌﾟ100形相当 水銀ﾗﾝﾌﾟ250形相当

クラスB+基準：32.0ｍ（ﾗﾝｸL） φ34～48.6 高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ70形相当 高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ110形相当

落下防止ﾜｲﾔｰ付属（1本）

SUS製　φ1.2×1200㎜

<その他> 【標準仕様】納期の目安（◎＝1週間　○＝2週間　△＝1ヶ月　▲＝1.5ヶ月　★＝お問い合わせ）

標準色温度（5000K）です。その他の色温度については、ご相談ください。

取付金具については、取付箇所によって特殊加工が可能です。

グローブは、クリア（透明）とマット（グレア防止）がありますのでご相談ください。該当しない製品もありますので予めご了承ください。

※記載された性能・仕様などは、技術開発の進歩に伴い、予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。
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2017年2月版

共立電照　製品ラインナップ
①道路灯・歩道灯・防犯灯

① A1 ① A2

NEW NEW

道路灯V11用　オプション品 道路灯V11用　オプション品

<製品名称> <製品名称>

前方遮光版 後方遮光版

<製品型式> <製品型式>

V11-LOUVER-F1 V11-LOUVER-B1

<希望小売価格> ¥14,200 <希望小売価格> ¥14,200

<備考欄> <備考欄>

ｽﾃﾝﾚｽ製 ｽﾃﾝﾚｽ製

① A3 ① A4 ① A5

NEW NEW NEW

FKLC用　オプション品 FKLC用　オプション品 FKLC用　オプション品

<製品名称> <製品名称> <製品名称>

前方遮光版 後方遮光版 曲線ポール用アダプター

<製品型式> <製品型式> <製品型式>

FKLC-LOUVER-F1 FKLC-LOUVER-B1 FKLC-ADAPTER-C1

<希望小売価格> ¥4,200 <希望小売価格> ¥4,200 <希望小売価格> ¥6,000

<備考欄> <備考欄> <備考欄>

ｽﾃﾝﾚｽ製 ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾀﾞｲｶｽﾄ製　φ34～48.6

<その他> 【標準仕様】納期の目安（◎＝1週間　○＝2週間　△＝1ヶ月　▲＝1.5ヶ月　★＝お問い合わせ）

標準色温度（5000K）です。その他の色温度については、ご相談ください。

取付金具については、取付箇所によって特殊加工が可能です。

グローブは、クリア（透明）とマット（グレア防止）がありますのでご相談ください。該当しない製品もありますので予めご了承ください。

※記載された性能・仕様などは、技術開発の進歩に伴い、予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。
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№ ② - 1 № ② - 2 № ② - 18

マイナーチェンジ☆ マイナーチェンジ☆ NEW

ＬＥＤ入口照明トンネル灯　 ＬＥＤ入口照明トンネル灯　 ＬＥＤ入口照明トンネル灯　

<製品型式> TNSW020EGV2 <製品型式> TNSW020EGV2(460) <製品型式> TNSW050EGV2

<希望小売価格> ASK <希望小売価格> ASK <希望小売価格> ASK

<定格電力> 20W　(平均消費電力18W) <定格電力> 20W　(平均消費電力18W) <定格電力> 50W　(平均消費電力45W)

<定格光束> 3000lm <定格光束> 3000lm <定格光束> 7500lm

<消費効率> 150.0 lm/w <光源設計寿命> 90000h <消費効率> 150.0 lm/w <光源設計寿命> 90000h <消費効率> 150.0 lm/w <光源設計寿命> 90000h

<入力電圧> AC100～240V(専用電源) <入力電圧> AC415～460V(専用電源) <入力電圧> AC200～265V（専用電源）

<外形寸法> 420×740×142mm <外形寸法> 420×740×142mm <外形寸法> 420×740×142mm

<製品重量> 15.0kg <保護等級> IP55 <製品重量> 16.0kg <保護等級> IP55 <製品重量> 15.0kg <保護等級> IP55

<電源位置> 電源内蔵 <電源位置> 電源内蔵 <電源位置> 電源内蔵

<本体材質> SUS304製プレス1.2mm/t <本体材質> SUS304製プレス1.2mm/t <本体材質> SUS304製プレス1.2mm/t

<標準塗装色> ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ <標準塗装色> ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ <標準塗装色> ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ

<備考欄> 納期の目安【▲】 <備考欄> 納期の目安【▲】 <備考欄> 納期の目安【▲】

国土交通省 LED道路・ﾄﾝﾈﾙ 道路・ﾄﾝﾈﾙ照明器材仕様書 460V系 道路・ﾄﾝﾈﾙ照明器材仕様書 国土交通省 LED道路・ﾄﾝﾈﾙ 道路・ﾄﾝﾈﾙ照明器材仕様書

照明導入ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ準拠 器具型式：ＫＷＥ030Ｂ 国土交通省 LED道路・ﾄﾝﾈﾙ 器具型式：ＫＷＥ030Ｂ 照明導入ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ準拠 器具型式：ＫＷＥ070Ｂ

高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ60形相当 照明導入ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ準拠 高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ110形相当

低圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ55・70形相当 高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ60形相当 低圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ110形相当

低圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ55・70形相当

№ ② - 19 № ② - 3 № ② - 4

NEW マイナーチェンジ☆ マイナーチェンジ☆

ＬＥＤ入口照明トンネル灯　 ＬＥＤ入口照明トンネル灯　 ＬＥＤ入口照明トンネル灯　

<製品型式> TNSW050EGV2(460) <製品型式> TNSW070EGV2 <製品型式> TNSW070EGV2(460)

<希望小売価格> ASK <希望小売価格> ASK <希望小売価格> ASK

<定格電力> 50W　(平均消費電力45W) <定格電力> 70W　(平均消費電力63W) <定格電力> 70W　(平均消費電力63W)

<定格光束> 7500lm <定格光束> 10500lm <定格光束> 10500lm

<消費効率> 150.0 lm/w <光源設計寿命> 90000h <消費効率> 150.0 lm/w <光源設計寿命> 90000h <消費効率> 150.0 lm/w <光源設計寿命> 90000h

<入力電圧> AC415～460V(専用電源) <入力電圧> AC200～265V（専用電源） <入力電圧> AC415～460V(専用電源)

<外形寸法> 420×740×142mm <外形寸法> 420×740×142mm <外形寸法> 420×740×142mm

<製品重量> 16.0kg <保護等級> IP55 <製品重量> 15.0kg <保護等級> IP55 <製品重量> 15.0kg <保護等級> IP55

<電源位置> 電源内蔵 <電源位置> 電源内蔵 <電源位置> 電源内蔵

<本体材質> SUS304製プレス1.2mm/t <本体材質> SUS304製プレス1.2mm/t <本体材質> SUS304製プレス1.2mm/t

<標準塗装色> ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ <標準塗装色> ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ <標準塗装色> ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ

<備考欄> 納期の目安【▲】 <備考欄> 納期の目安【▲】 <備考欄> 納期の目安【▲】

460V系 道路・ﾄﾝﾈﾙ照明器材仕様書 国土交通省 LED道路・ﾄﾝﾈﾙ 道路・ﾄﾝﾈﾙ照明器材仕様書 460V系 道路・ﾄﾝﾈﾙ照明器材仕様書

国土交通省 LED道路・ﾄﾝﾈﾙ 器具型式：ＫＷＥ070Ｂ 照明導入ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ準拠 器具型式：ＫＷＥ100Ｂ 国土交通省 LED道路・ﾄﾝﾈﾙ 器具型式：ＫＷＥ100Ｂ

照明導入ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ準拠 高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ150形相当 照明導入ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ準拠

高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ110形相当 低圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ150形相当 高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ150形相当

低圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ110形相当 低圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ150形相当

<その他> 【標準仕様】納期の目安（◎＝1週間　○＝2週間　△＝1ヶ月　▲＝1.5ヶ月　★＝お問い合わせ）

標準色温度（5000K）です。その他の色温度については、ご相談ください。

取付金具については、取付箇所によって特殊加工が可能です。

グローブは、クリア（透明）とマット（グレア防止）がありますのでご相談ください。該当しない製品もありますので予めご了承ください。

※記載された性能・仕様などは、技術開発の進歩に伴い、予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。

2017年2月版②トンネル灯

共立電照　製品ラインナップ
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2017年2月版②トンネル灯

共立電照　製品ラインナップ

№ ② - 5 № ② - 6 № ② - 7

マイナーチェンジ☆ マイナーチェンジ☆ マイナーチェンジ☆

ＬＥＤ入口照明トンネル灯　 ＬＥＤ入口照明トンネル灯　 ＬＥＤ入口照明トンネル灯　

<製品型式> TNSW100EGV2 <製品型式> TNSW100EGV2(460) <製品型式> TNSW140EGV2

<希望小売価格> ASK <希望小売価格> ASK <希望小売価格> ASK

<定格電力> 100W　(平均消費電力90W) <定格電力> 100W　(平均消費電力90W) <定格電力> 140W　(平均消費電力126W)

<定格光束> 15000lm <定格光束> 15000lm <定格光束> 21000lm

<消費効率> 150.0 lm/w <光源設計寿命> 90000h <消費効率> 150.0 lm/w <光源設計寿命> 90000h <消費効率> 150.0 lm/w <光源設計寿命> 90000h

<入力電圧> AC200～265V(専用電源) <入力電圧> AC415～460V(専用電源) <入力電圧> AC100～240V(専用電源)

<外形寸法> 420×740×142mm <外形寸法> 420×740×142mm <外形寸法> 420×740×142mm

<製品重量> 16.0kg <保護等級> IP55 <製品重量> 16.0kg <保護等級> IP55 <製品重量> 16.0kg <保護等級> IP55

<電源位置> 電源内蔵 <電源位置> 電源内蔵 <電源位置> 電源内蔵

<本体材質> SUS304製プレス1.2mm/t <本体材質> SUS304製プレス1.2mm/t <本体材質> SUS304製プレス1.2mm/t

<標準塗装色> ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ <標準塗装色> ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ <標準塗装色> ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ

<備考欄> 納期の目安【▲】 <備考欄> 納期の目安【▲】 <備考欄> 納期の目安【▲】

国土交通省 LED道路・ﾄﾝﾈﾙ 道路・ﾄﾝﾈﾙ照明器材仕様書 460V系 ﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ250形相当 国土交通省 LED道路・ﾄﾝﾈﾙ 道路・ﾄﾝﾈﾙ照明器材仕様書

照明導入ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ準拠 器具型式：ＫＷＥ150Ｂ 国土交通省 LED道路・ﾄﾝﾈﾙ 道路・ﾄﾝﾈﾙ照明器材仕様書 照明導入ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ準拠 器具型式：ＫＷＥ200Ｂ

高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ270形相当 照明導入ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ準拠 器具型式：ＫＷＥ150Ｂ 高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ360形相当

低圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ180形相当 高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ270形相当 ﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ400形相当

ﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ250形相当 低圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ180形相当

№ ② - 8 № ② - 20 № ② - 21

マイナーチェンジ☆ NEW NEW

ＬＥＤ入口照明トンネル灯　 ＬＥＤ入口照明トンネル灯　 ＬＥＤ入口照明トンネル灯　

<製品型式> TNSW140EGV2(460) <製品型式> TNSW170EGV2 <製品型式> TNSW170EGV2(460)

<希望小売価格> ASK <希望小売価格> ASK <希望小売価格> ASK

<定格電力> 140W　(平均消費電力126W) <定格電力> 170W　(平均消費電力153W) <定格電力> 170W　(平均消費電力153W)

<定格光束> 21000lm <定格光束> 25500lm <定格光束> 25500lm

<消費効率> 150.0 lm/w <光源設計寿命> 90000h <消費効率> 150.0 lm/w <光源設計寿命> 90000h <消費効率> 150.0 lm/w <光源設計寿命> 90000h

<入力電圧> AC415～460V(専用電源) <入力電圧> AC200～265V（専用電源） <入力電圧> AC415～460V(専用電源)

<外形寸法> 420×740×142mm <外形寸法> 420×740×142mm <外形寸法> 420×740×142mm

<製品重量> 17.0kg <保護等級> IP55 <製品重量> 16.0kg <保護等級> IP55 <製品重量> 17.0kg <保護等級> IP55

<電源位置> 電源内蔵 <電源位置> 電源内蔵 <電源位置> 電源内蔵

<本体材質> SUS304製プレス1.2mm/t <本体材質> SUS304製プレス1.2mm/t <本体材質> SUS304製プレス1.2mm/t

<標準塗装色> ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ <標準塗装色> ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ <標準塗装色> ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ

<備考欄> 納期の目安【▲】 <備考欄> 納期の目安【▲】 <備考欄> 納期の目安【▲】

460V系 道路・ﾄﾝﾈﾙ照明器材仕様書 国土交通省 LED道路・ﾄﾝﾈﾙ 460V系 道路・ﾄﾝﾈﾙ照明器材仕様書

国土交通省 LED道路・ﾄﾝﾈﾙ 器具型式：ＫＷＥ200Ｂ 照明導入ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ準拠 国土交通省 LED道路・ﾄﾝﾈﾙ 器具型式：ＫＷＥ250Ｂ

照明導入ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ準拠 高規格ﾄﾝﾈﾙ用 照明導入ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ準拠

高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ360形相当 道路・ﾄﾝﾈﾙ照明器材仕様書 高規格ﾄﾝﾈﾙ用

ﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ400形相当 器具型式：ＫＷＥ250Ｂ

<その他> 【標準仕様】納期の目安（◎＝1週間　○＝2週間　△＝1ヶ月　▲＝1.5ヶ月　★＝お問い合わせ）

標準色温度（5000K）です。その他の色温度については、ご相談ください。

取付金具については、取付箇所によって特殊加工が可能です。

グローブは、クリア（透明）とマット（グレア防止）がありますのでご相談ください。該当しない製品もありますので予めご了承ください。

※記載された性能・仕様などは、技術開発の進歩に伴い、予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。
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2017年2月版②トンネル灯

共立電照　製品ラインナップ

№ ② - 9 № ② - 10 № ② - 22

NEW NEW マイナーチェンジ☆

ＬＥＤ入口照明トンネル灯　 ＬＥＤ入口照明トンネル灯　 ＬＥＤ入口照明トンネル灯　

<製品型式> TNSW200EGV2 <製品型式> TNSW200EGV2(460) <製品型式> TNSW260EGV2

<希望小売価格> ASK <希望小売価格> ASK <希望小売価格> ASK

<定格電力> 200W　(平均消費電力180W) <定格電力> 200W　(平均消費電力180W) <定格電力> 260W　(平均消費電力234W)

<定格光束> 30000lm <定格光束> 30000lm <定格光束> 35000lm

<消費効率> 150.0 lm/w <光源設計寿命> 90000h <消費効率> 150.0 lm/w <光源設計寿命> 90000h <消費効率> 134.6 lm/w <光源設計寿命> 90000h

<入力電圧> AC200～265V（専用電源） <入力電圧> AC415～460V(専用電源) <入力電圧> AC200～265V（専用電源）

<外形寸法> 420×740×142mm <外形寸法> 420×740×142mm <外形寸法> 420×740×142mm

<製品重量> 16.0kg <保護等級> IP55 <製品重量> 17.0kg <保護等級> IP55 <製品重量> 16.0kg <保護等級> IP55

<電源位置> 電源内蔵 <電源位置> 電源内蔵 <電源位置> 電源内蔵

<本体材質> SUS304製プレス1.2mm/t <本体材質> SUS304製プレス1.2mm/t <本体材質> SUS304製プレス1.2mm/t

<標準塗装色> ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ <標準塗装色> ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ <標準塗装色> ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ

<備考欄> 納期の目安【▲】 <備考欄> 納期の目安【▲】 <備考欄> 納期の目安【▲】

国土交通省 LED道路・ﾄﾝﾈﾙ 460V系 道路・ﾄﾝﾈﾙ照明器材仕様書 国土交通省 LED道路・ﾄﾝﾈﾙ

照明導入ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ準拠 国土交通省 LED道路・ﾄﾝﾈﾙ 器具型式：ＫＷＥ300Ｂ 照明導入ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ準拠

高規格ﾄﾝﾈﾙ用 照明導入ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ準拠 高規格ﾄﾝﾈﾙ用

道路・ﾄﾝﾈﾙ照明器材仕様書 高規格ﾄﾝﾈﾙ用 道路・ﾄﾝﾈﾙ照明器材仕様書

器具型式：ＫＷＥ300Ｂ 器具型式：ＫＷＥ350Ｂ

№ ② - 23 № ② - 11 № ② - 12

マイナーチェンジ☆ マイナーチェンジ☆ マイナーチェンジ☆

ＬＥＤ入口照明トンネル灯　 ＬＥＤトンネル灯基本照明 ＬＥＤトンネル灯基本照明

<製品型式> TNSW260EGV2(460) <製品型式> TNSW030B(W4) <製品型式> TNSW030B(W4)(460)

<希望小売価格> ASK <希望小売価格> ASK <希望小売価格> ASK

<定格電力> 260W　(平均消費電力234W) <定格電力> 30W(平均消費電力27Ｗ) <定格電力> 30W(平均消費電力27Ｗ)

<定格光束> 35000lm <定格光束> 4500lm <定格光束> 4500lm

<消費効率> 134.6 lm/w <光源設計寿命> 90000h <消費効率> 150.0 lm/w <光源設計寿命> 90000h <消費効率> 150.0 lm/w <光源設計寿命> 90000h

<入力電圧> AC415～460V(専用電源) <入力電圧> AC100～240V(専用電源) <入力電圧> AC415～460V(専用電源)

<外形寸法> 420×740×142mm <外形寸法> 420×740×142mm <外形寸法> 420×740×142mm

<製品重量> 18.0kg <保護等級> IP55 <製品重量> 15.0kg <保護等級> IP55 <製品重量> 16.0kg <保護等級> IP55

<電源位置> 電源内蔵 <電源位置> 電源内蔵 <電源位置> 電源内蔵

<本体材質> SUS304製プレス1.2mm/t <本体材質> SUS304製プレス1.2mm/t <本体材質> SUS304製プレス1.2mm/t

<標準塗装色> ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ <標準塗装色> ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ <標準塗装色> ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ

<備考欄> 納期の目安【▲】 <備考欄> 納期の目安【▲】 <備考欄> 納期の目安【▲】

460V系 道路・ﾄﾝﾈﾙ照明器材仕様書 国土交通省 LED道路・ﾄﾝﾈﾙ 道路・ﾄﾝﾈﾙ照明器材仕様書 460V系 低圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ35・55形相当

国土交通省 LED道路・ﾄﾝﾈﾙ 器具型式：ＫＷＥ350Ｂ 照明導入ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ準拠 器具型式：ＫＷＥ045ＢＬ 国土交通省 LED道路・ﾄﾝﾈﾙ 道路・ﾄﾝﾈﾙ照明器材仕様書

照明導入ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ準拠 タイプ：ａａ 照明導入ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ準拠 器具型式：ＫＷＥ045ＢＬ

高規格ﾄﾝﾈﾙ用 高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ70形相当 タイプ：ａａ

低圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ35・55形相当 高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ70形相当

<その他> 【標準仕様】納期の目安（◎＝1週間　○＝2週間　△＝1ヶ月　▲＝1.5ヶ月　★＝お問い合わせ）

標準色温度（5000K）です。その他の色温度については、ご相談ください。

取付金具については、取付箇所によって特殊加工が可能です。

グローブは、クリア（透明）とマット（グレア防止）がありますのでご相談ください。該当しない製品もありますので予めご了承ください。

※記載された性能・仕様などは、技術開発の進歩に伴い、予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。
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2017年2月版②トンネル灯

共立電照　製品ラインナップ

№ ② - 13 № ② - 14 № ② - 15

マイナーチェンジ☆ マイナーチェンジ☆ マイナーチェンジ☆

ＬＥＤトンネル灯基本照明 ＬＥＤトンネル灯基本照明 ＬＥＤトンネル灯基本照明

<製品型式> TNSW060B(W4) <製品型式> TNSW060B(W4)(460) <製品型式> TNSW080B(W4)

<希望小売価格> ASK <希望小売価格> ASK <希望小売価格> ASK

<定格電力> 60W(平均消費電力54Ｗ) <定格電力> 60W(平均消費電力54Ｗ) <定格電力> 80W(平均消費電力72Ｗ)

<定格光束> 9000lm <定格光束> 9000lm <定格光束> 12000lm

<消費効率> 150.0 lm/w <光源設計寿命> 90000h <消費効率> 150.0 lm/w <光源設計寿命> 90000h <消費効率> 150.0 lm/w <光源設計寿命> 90000h

<入力電圧> AC200～265V（専用電源） <入力電圧> AC415～460V(専用電源) <入力電圧> AC200～265V（専用電源）

<外形寸法> 420×740×142mm <外形寸法> 420×740×142mm <外形寸法> 420×740×142mm

<製品重量> 15.0kg <保護等級> IP55 <製品重量> 16.0kg <保護等級> IP55 <製品重量> 15.0kg <保護等級> IP55

<電源位置> 電源内蔵 <電源位置> 電源内蔵 <電源位置> 電源内蔵

<本体材質> SUS304製プレス1.2mm/t <本体材質> SUS304製プレス1.2mm/t <本体材質> SUS304製プレス1.2mm/t

<標準塗装色> ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ <標準塗装色> ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ <標準塗装色> ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ

<備考欄> 納期の目安【▲】 <備考欄> 納期の目安【▲】 <備考欄> 納期の目安【▲】

国土交通省 LED道路・ﾄﾝﾈﾙ 道路・ﾄﾝﾈﾙ照明器材仕様書 460V系 低圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ90形相当 国土交通省 LED道路・ﾄﾝﾈﾙ 道路・ﾄﾝﾈﾙ照明器材仕様書

照明導入ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ準拠 器具型式：ＫＷＥ090ＢＬ 国土交通省 LED道路・ﾄﾝﾈﾙ 道路・ﾄﾝﾈﾙ照明器材仕様書 照明導入ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ準拠 器具型式：ＫＷＥ120ＢＬ

タイプ：ｂｂ,ｄｄ 照明導入ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ準拠 器具型式：ＫＷＥ090ＢＬ タイプ：ｆｆ

高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ150形相当 タイプ：ｂｂ,ｄｄ 高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ180形相当

低圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ90形相当 高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ150形相当 低圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ135形相当

№ ② - 16 № ② - 17 № ② - 24

マイナーチェンジ☆ NEW

ＬＥＤトンネル灯基本照明 ＬＥＤトンネル仮設照明灯　調光ボリューム付 ＬＥＤトンネル灯

<製品型式> TNSW080B(W4)(460) <製品型式> TN115D8KS1-EM <製品型式> KTN40EM2SV2

<希望小売価格> ASK <希望小売価格> ¥125,000 <希望小売価格> ¥102,000

<定格電力> 80W(平均消費電力72Ｗ) <定格電力> 115W <定格電力> 40W

<定格光束> 12000lm <定格光束> 11500lm <定格光束> 5300lm

<消費効率> 150.0 lm/w <光源設計寿命> 90000h <消費効率> 100.0 lm/w <光源設計寿命> 90000h <消費効率> 132.5 lm/w <光源設計寿命> 90000h

<入力電圧> AC415～460V(専用電源) <入力電圧> AC100～240V(専用電源) <入力電圧> AC100～240V(専用電源)

<外形寸法> 420×740×142mm <外形寸法> 321×321×163mm <外形寸法> 235×700×139mm

<製品重量> 16.0kg <保護等級> IP55 <製品重量> 3.3kg <保護等級> IP44 <製品重量> 7.4kg <保護等級> IP65

<電源位置> 電源内蔵 <電源位置> 電源別置 <電源位置> 電源内蔵

<本体材質> SUS304製プレス1.2mm/t <本体材質> アルミ合金/SUS304 <本体材質> アルミ合金/SUS304

<標準塗装色> ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ <標準塗装色> ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ <標準塗装色> ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ

<備考欄> 納期の目安【▲】 <備考欄> 納期の目安【△】 <備考欄> 納期の目安【△】

460V系 低圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ135形相当 視認性ｱｯﾌﾟｸﾞﾛｰﾌﾞ採用 工場や倉庫の照明に最適

国土交通省 LED道路・ﾄﾝﾈﾙ 道路・ﾄﾝﾈﾙ照明器材仕様書 ﾄﾝﾈﾙ掘削工事等に最適 水銀ﾗﾝﾌﾟ100形相当

照明導入ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ準拠 器具型式：ＫＷＥ120ＢＬ 段積み収納が可能です 高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ70形相当

タイプ：ｆｆ

高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ180形相当

<その他> 【標準仕様】納期の目安（◎＝1週間　○＝2週間　△＝1ヶ月　▲＝1.5ヶ月　★＝お問い合わせ）

標準色温度（5000K）です。その他の色温度については、ご相談ください。

取付金具については、取付箇所によって特殊加工が可能です。

グローブは、クリア（透明）とマット（グレア防止）がありますのでご相談ください。該当しない製品もありますので予めご了承ください。

※記載された性能・仕様などは、技術開発の進歩に伴い、予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。
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2017年2月版②トンネル灯

共立電照　製品ラインナップ

№ ② - 25

NEW

ＬＥＤトンネル灯

<製品型式> KTN100EM4SV2

<希望小売価格> ¥138,000

<定格電力> 100W

<定格光束> 12900lm

<消費効率> 129.0 lm/w <光源設計寿命> 90000h

<入力電圧> AC100～240V(専用電源)

<外形寸法> 235×700×139mm

<製品重量> 7.8kg <保護等級> IP65

<電源位置> 電源内蔵

<本体材質> アルミ合金/SUS304

<標準塗装色> ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ

<備考欄> 納期の目安【△】

工場や倉庫の照明に最適

水銀ﾗﾝﾌﾟ400形相当

高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ180形相当

ﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ150形相当

<その他> 【標準仕様】納期の目安（◎＝1週間　○＝2週間　△＝1ヶ月　▲＝1.5ヶ月　★＝お問い合わせ）

標準色温度（5000K）です。その他の色温度については、ご相談ください。

取付金具については、取付箇所によって特殊加工が可能です。

グローブは、クリア（透明）とマット（グレア防止）がありますのでご相談ください。該当しない製品もありますので予めご了承ください。

※記載された性能・仕様などは、技術開発の進歩に伴い、予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。
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№ ③ - 1 № ③ - 2 № ③ - 3

マイナーチェンジ☆ マイナーチェンジ☆ マイナーチェンジ☆

ＬＥＤデザイン街路灯　星の光４０ ＬＥＤ街路灯　星の光４５ ＬＥＤ街路灯　星の光５５

<製品型式> FKD40B4V1H-RM <製品型式> PK45B4SH4H <製品型式> PK55B4SH4H

<希望小売価格> ¥126,500 <希望小売価格> ¥163,000 <希望小売価格> ¥163,000

<定格電力> 40W <定格電力> 45W <定格電力> 55W

<定格光束> 5220lm <定格光束> 5570lm <定格光束> 6660lm

<消費効率> 130.5 lm/w <光源設計寿命> 90000h <消費効率> 123.7 lm/w <光源設計寿命> 90000h <消費効率> 121.0 lm/w <光源設計寿命> 90000h

<入力電圧> AC100～240V(専用電源) <入力電圧> AC100～240V(専用電源) <入力電圧> AC100～240V(専用電源)

<外形寸法> 500×500×452mm <外形寸法> φ600×482mm <外形寸法> φ600×482mm

<製品重量> 7.7kg <保護等級> IP44 <製品重量> 12.3kg <保護等級> IP23 <製品重量> 12.3kg <保護等級> IP23

<電源位置> 電源別置 <電源位置> 電源別置 <電源位置> 電源別置

<本体材質> アルミ合金/SUS304 <本体材質> アルミ合金/SUS304 <本体材質> アルミ合金/SUS304

<標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ／ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ／ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ <標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ／ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ／ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ <標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ／ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ／ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ

<備考欄> 納期の目安【△】 <備考欄> 納期の目安【△】 <備考欄> 納期の目安【△】

積雪地域に最適◎ ﾛﾝｸﾞﾋｯﾄ商品 ﾛﾝｸﾞﾋｯﾄ商品

水銀ﾗﾝﾌﾟ200形相当 水銀ﾗﾝﾌﾟ200形相当 水銀ﾗﾝﾌﾟ250形相当

高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ110形相当 高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ110形相当 高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ110形相当

№ ③ - 4 № ③ - 5 № ③ - 6

マイナーチェンジ☆ マイナーチェンジ☆ マイナーチェンジ☆

ＬＥＤ街路灯　星の光８８ ＬＥＤ街路灯　星の光９９ ＬＥＤ街路灯　星の光７５　片側３面発光

<製品型式> PK88E4SH4H <製品型式> PK99E4SH4H <製品型式> PK75E3SH6DH

<希望小売価格> ¥199,000 <希望小売価格> ¥199,000 <希望小売価格> ¥217,000

<定格電力> 88W <定格電力> 99W <定格電力> 75W

<定格光束> 10870lm <定格光束> 12070lm <定格光束> 9140lm

<消費効率> 123.6 lm/w <光源設計寿命> 90000h <消費効率> 121.9 lm/w <光源設計寿命> 90000h <消費効率> 121.8 lm/w <光源設計寿命> 90000h

<入力電圧> AC100～240V(専用電源) <入力電圧> AC100～240V(専用電源) <入力電圧> AC100～240V(専用電源)

<外形寸法> φ600×482mm <外形寸法> φ600×482mm <外形寸法> φ600×482mm

<製品重量> 12.3kg <保護等級> IP23 <製品重量> 12.3kg <保護等級> IP23 <製品重量> 13.5kg <保護等級> IP23

<電源位置> 電源別置 <電源位置> 電源別置 <電源位置> 電源別置

<本体材質> アルミ合金/SUS304 <本体材質> アルミ合金/SUS304 <本体材質> アルミ合金/SUS304

<標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ／ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ／ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ <標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ／ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ／ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ <標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ／ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ／ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ

<備考欄> 納期の目安【△】 <備考欄> 納期の目安【△】 <備考欄> 納期の目安【△】

ﾛﾝｸﾞﾋｯﾄ商品 ﾛﾝｸﾞﾋｯﾄ商品 ﾛﾝｸﾞﾋｯﾄ商品

水銀ﾗﾝﾌﾟ400形相当 水銀ﾗﾝﾌﾟ400形相当 3面発光（光害配慮製品）

高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ180形相当 高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ220形相当

<その他> 【標準仕様】納期の目安（◎＝1週間　○＝2週間　△＝1ヶ月　▲＝1.5ヶ月　★＝お問い合わせ）

標準色温度（5000K）です。その他の色温度については、ご相談ください。

取付金具については、取付箇所によって特殊加工が可能です。

グローブは、クリア（透明）とマット（グレア防止）がありますのでご相談ください。該当しない製品もありますので予めご了承ください。

※記載された性能・仕様などは、技術開発の進歩に伴い、予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。
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2017年2月版③街路灯・ローポール灯・ソーラー式街路灯

共立電照　製品ラインナップ

№ ③ - 7 № ③ - 8 № ③ - 9

マイナーチェンジ☆ マイナーチェンジ☆ マイナーチェンジ☆

ＬＥＤ街路灯　星の光１４０ ＬＥＤ街路灯　星の光４５ ＬＥＤ街路灯　星の光５５

<製品型式> PK140E6SH6H <製品型式> PK45B4SH5H <製品型式> PK55B4SH5H

<希望小売価格> ¥241,000 <希望小売価格> ¥112,000 <希望小売価格> ¥112,000

<定格電力> 140W <定格電力> 45W <定格電力> 55W

<定格光束> 17190lm <定格光束> 5570lm <定格光束> 6660lm

<消費効率> 122.7 lm/w <光源設計寿命> 90000h <消費効率> 123.7 lm/w <光源設計寿命> 90000h <消費効率> 121.0 lm/w <光源設計寿命> 90000h

<入力電圧> AC100～240V(専用電源) <入力電圧> AC100～240V(専用電源) <入力電圧> AC100～240V(専用電源)

<外形寸法> φ600×482mm <外形寸法> 357×357×422mm <外形寸法> 357×357×422mm

<製品重量> 13.5kg <保護等級> IP23 <製品重量> 9.5kg <保護等級> IP23 <製品重量> 9.5kg <保護等級> IP23

<電源位置> 電源別置 <電源位置> 電源別置 <電源位置> 電源別置

<本体材質> アルミ合金/SUS304 <本体材質> アルミ合金/SUS304 <本体材質> アルミ合金/SUS304

<標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ／ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ／ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ <標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ／ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ／ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ <標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ／ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ／ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ

<備考欄> 納期の目安【△】 <備考欄> 納期の目安【△】 <備考欄> 納期の目安【△】

ﾛﾝｸﾞﾋｯﾄ商品 ﾛﾝｸﾞﾋｯﾄ商品 ﾛﾝｸﾞﾋｯﾄ商品

高規格向け街路灯 水銀ﾗﾝﾌﾟ200形相当 水銀ﾗﾝﾌﾟ250形相当

高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ110形相当 高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ110形相当

№ ③ - 24 № ③ - 10 № ③ - 11

NEW マイナーチェンジ☆ マイナーチェンジ☆

【LST1-6300LM】ＬＥＤ街路灯　星の光５７ ＬＥＤ街路灯　星の光９９（アンティーク４角） ＬＥＤ街路灯　星の光１４０（アンティーク６角）

<製品型式> PK57C1SV1-RM <製品型式> PK99E4SSW4H-RM <製品型式> PK140E6SSW6H-RM

<希望小売価格> ¥198,000 <希望小売価格> ¥419,000 <希望小売価格> ¥535,000

<定格電力> 57W <定格電力> 99W <定格電力> 140W

<定格光束> 6630lm <定格光束> 7770lm <定格光束> 11250lm

<消費効率> 116.3 lm/w <光源設計寿命> 90000h <消費効率> 78.4 lm/w <光源設計寿命> 90000h <消費効率> 80.3 lm/w <光源設計寿命> 90000h

<入力電圧> AC100～240V(専用電源) <入力電圧> AC100～240V(専用電源) <入力電圧> AC100～240V(専用電源)

<外形寸法> φ600×800mm <外形寸法> 380×380×690mm <外形寸法> 433×498×890±3mm

<製品重量> 11.0kg <保護等級> IP23 <製品重量> 10.2kg <保護等級> IP23 <製品重量> 14.3kg <保護等級> IP23

<電源位置> 電源別置 <電源位置> 電源別置 <電源位置> 電源別置

<本体材質> アルミ合金/SUS304 <本体材質> 鋳物製 <本体材質> 鋳物製

<標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ／ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ／ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ <標準塗装色> ｴﾒﾗﾙﾄｸﾞﾘｰﾝ <標準塗装色> ｴﾒﾗﾙﾄｸﾞﾘｰﾝ

<備考欄> 納期の目安【△】 <備考欄> 納期の目安【▲】 <備考欄> 納期の目安【▲】

公共施設向け街路灯★ ﾛﾝｸﾞﾋｯﾄ商品 ﾛﾝｸﾞﾋｯﾄ商品

水銀ﾗﾝﾌﾟ250形相当 ﾃﾞｻﾞｲﾝﾎﾟｰﾙ向け街路灯 ﾃﾞｻﾞｲﾝﾎﾟｰﾙ向け街路灯

水銀ﾗﾝﾌﾟ400形相当 高規格向け街路灯

ﾎﾟｰﾙ対応径：φ89.1 高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ180形相当

<その他> 【標準仕様】納期の目安（◎＝1週間　○＝2週間　△＝1ヶ月　▲＝1.5ヶ月　★＝お問い合わせ）

標準色温度（5000K）です。その他の色温度については、ご相談ください。

取付金具については、取付箇所によって特殊加工が可能です。

グローブは、クリア（透明）とマット（グレア防止）がありますのでご相談ください。該当しない製品もありますので予めご了承ください。

※記載された性能・仕様などは、技術開発の進歩に伴い、予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。
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2017年2月版③街路灯・ローポール灯・ソーラー式街路灯

共立電照　製品ラインナップ

№ ③ - 12 № ③ - 13 № ③ - 14

マイナーチェンジ☆ マイナーチェンジ☆ マイナーチェンジ☆

ＬＥＤローポール灯 ＬＥＤローポール灯 ＬＥＤローポール灯

<製品型式> LP16TC2B1-RM <製品型式> LP16TC2B2-RM <製品型式> LP16TC2B1-RM/H

<希望小売価格> ¥98,000 <希望小売価格> ¥115,000 <希望小売価格> ¥97,500

<定格電力> 16W <定格電力> 16W <定格電力> 16W

<定格光束> 1640lm <定格光束> 1640lm <定格光束> 1170lm

<消費効率> 102.5 lm/w <光源設計寿命> 90000h <消費効率> 102.5 lm/w <光源設計寿命> 90000h <消費効率> 73.1 lm/w <光源設計寿命> 90000h

<入力電圧> AC100～240V(専用電源) <入力電圧> AC100～240V(専用電源) <入力電圧> AC100～240V(専用電源)

<外形寸法> 150×150×800mm <外形寸法> φ165×937.5mm <外形寸法> 200×200×950mm

<製品重量> 4.5kg <保護等級> IP23 <製品重量> 4.5kg <保護等級> IP23 <製品重量> 6.0kg <保護等級> IP23

<電源位置> 電源搭載 <電源位置> 電源搭載 <電源位置> 電源搭載

<本体材質> SUS304 <本体材質> SUS304 <本体材質> SUS304

<標準塗装色> ﾌﾞﾗｯｸ/ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ/ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ <標準塗装色> ﾌﾞﾗｯｸ/ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ/ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ <標準塗装色> ﾌﾞﾗｯｸ/ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ/ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ

<備考欄> 納期の目安【△】 <備考欄> 納期の目安【△】 <備考欄> 納期の目安【△】

外殻 ｵｰﾙｽﾃﾝﾚｽ採用 外殻 ｵｰﾙｽﾃﾝﾚｽ採用 外殻 ｵｰﾙｽﾃﾝﾚｽ採用

ﾍﾞｰｽ式施工 ﾍﾞｰｽ式施工 ﾍﾞｰｽ式施工

№ ③ - 20 № ③ - 21 № ③ - 22

恵の光　ソーラー充電式LED照明灯 恵の光　ソーラー充電式LED照明灯 恵の光　ソーラー充電式LED照明灯

<製品型式> SOB10.1-350R1-TK9-A1 <製品型式> SOB10.1-350R1-TK18-A2 <製品型式> SOB10.1-350R1-TK9-B1

<希望小売価格> ¥850,000 <希望小売価格> ¥1,140,000 <希望小売価格> ¥850,000

<定格電力> 9W <定格電力> 18W <定格電力> 9W

<定格光束> 1000lm <定格光束> 1900lm <定格光束> 1000lm

<消費効率> 111.1 lm/w <光源設計寿命> 90000h <消費効率> 105.5 lm/w <光源設計寿命> 90000h <消費効率> 111.1 lm/w <光源設計寿命> 90000h

<入力電圧> DC12V <入力電圧> DC12V <入力電圧> DC12V

<外形寸法> 325×231×3500mm <外形寸法> 325×231×3500mm <外形寸法> 325×231×3500mm

<製品重量> 95.0kg <保護等級> IP23 <製品重量> 100.0kg <保護等級> IP23 <製品重量> 95.0kg <保護等級> IP23

<電源位置> リチウムバッテリー搭載 <電源位置> リチウムバッテリー2台搭載 <電源位置> リチウムバッテリー搭載

<本体材質> アルミ合金/SUS304 <本体材質> アルミ合金/SUS304 <本体材質> アルミ合金/SUS304

<標準塗装色> ﾌﾞﾗｯｸ／ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ／ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ <標準塗装色> ﾌﾞﾗｯｸ／ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ／ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ <標準塗装色> ﾌﾞﾗｯｸ／ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ／ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ

<備考欄> 納期の目安【△】 <備考欄> 納期の目安【△】 <備考欄> 納期の目安【△】

SCiBﾘﾁｳﾑBT搭載 積雪防止直立形ﾊﾟﾈﾙ SCiBﾘﾁｳﾑBT搭載 積雪防止直立形ﾊﾟﾈﾙ SCiBﾘﾁｳﾑBT搭載 蛍光ﾗﾝﾌﾟ20形相当

高効率ｿｰﾗｰﾊﾟﾈﾙ HITを採用 蛍光ﾗﾝﾌﾟ20形相当 高効率ｿｰﾗｰﾊﾟﾈﾙ HITを採用 100Vｺﾝｾﾝﾄ付（非常時） 高効率ｿｰﾗｰﾊﾟﾈﾙ HITを採用

外殻 ｵｰﾙｽﾃﾝﾚｽ採用 外殻 ｵｰﾙｽﾃﾝﾚｽ採用 蛍光ﾗﾝﾌﾟ20形×2相当 外殻 ｵｰﾙｽﾃﾝﾚｽ採用

電気外線工事不要 電気外線工事不要 電気外線工事不要

ﾍﾞｰｽ式施工（組ｱﾝｶｰ別途） ﾍﾞｰｽ式施工（組ｱﾝｶｰ別途） ﾍﾞｰｽ式施工（組ｱﾝｶｰ別途）

<その他> 【標準仕様】納期の目安（◎＝1週間　○＝2週間　△＝1ヶ月　▲＝1.5ヶ月　★＝お問い合わせ）

標準色温度（5000K）です。その他の色温度については、ご相談ください。

取付金具については、取付箇所によって特殊加工が可能です。

グローブは、クリア（透明）とマット（グレア防止）がありますのでご相談ください。該当しない製品もありますので予めご了承ください。

※記載された性能・仕様などは、技術開発の進歩に伴い、予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。

送料運賃込の金額です☆

（※沖縄・北海道・離島に

ついては別途料金になります）

送料運賃込の金額です☆

（※沖縄・北海道・離島に

ついては別途料金になります）

送料運賃込の金額です☆

（※沖縄・北海道・離島に

ついては別途料金になります）
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2017年2月版③街路灯・ローポール灯・ソーラー式街路灯

共立電照　製品ラインナップ

№ ③ - 23 № ③ - 25 № ③ - 26

NEW NEW

恵の光　ソーラー充電式LED照明灯 恵の光　ソーラー充電式LED照明灯 恵の光　ソーラー充電式LED照明灯

<製品型式> SOB10.1-350R1-TK18-B2 <製品型式> SOB25-350A1-FKLC9-A1 <製品型式> SOB25-350A1-FKLC18-A2

<希望小売価格> ¥1,100,000 <希望小売価格> ¥960,000 <希望小売価格> ¥1,370,000

<定格電力> 18W <定格電力> 9W <定格電力> 18W

<定格光束> 1900lm <定格光束> 950lm <定格光束> 2070lm

<消費効率> 105.5 lm/w <光源設計寿命> 90000h <消費効率> 105.5 lm/w <光源設計寿命> 90000h <消費効率> 115.0 lm/w <光源設計寿命> 90000h

<入力電圧> DC12V <入力電圧> DC12V <入力電圧> DC12V

<外形寸法> 325×231×3500mm <外形寸法> 325×231×3500mm <外形寸法> 325×231×3500mm

<製品重量> 100.0kg <保護等級> IP23 <製品重量> 145.0kg <保護等級> IP44 <製品重量> 156.0kg <保護等級> IP44

<電源位置> リチウムバッテリー2台搭載 <電源位置> リチウムバッテリー搭載 <電源位置> リチウムバッテリー2台搭載

<本体材質> アルミ合金/SUS304 <本体材質> アルミ合金/SUS304 <本体材質> アルミ合金/SUS304

<標準塗装色> ﾌﾞﾗｯｸ／ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ／ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ <標準塗装色> ﾌﾞﾗｯｸ／ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ／ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ <標準塗装色> ﾌﾞﾗｯｸ／ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ／ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ

<備考欄> 納期の目安【△】 <備考欄> 納期の目安【△】 <備考欄> 納期の目安【△】

SCiBﾘﾁｳﾑBT搭載 100Vｺﾝｾﾝﾄ付（非常時） SCiBﾘﾁｳﾑBT搭載 積雪防止直立形ﾊﾟﾈﾙ SCiBﾘﾁｳﾑBT搭載 積雪防止直立形ﾊﾟﾈﾙ

高効率ｿｰﾗｰﾊﾟﾈﾙ HITを採用 蛍光ﾗﾝﾌﾟ20×2形相当 高効率ｿｰﾗｰﾊﾟﾈﾙ HITを採用 蛍光ﾗﾝﾌﾟ20形相当 高効率ｿｰﾗｰﾊﾟﾈﾙ HITを採用 100Vｺﾝｾﾝﾄ付（非常時）

外殻 ｵｰﾙｽﾃﾝﾚｽ採用 外殻 ｵｰﾙｽﾃﾝﾚｽ採用 外殻 ｵｰﾙｽﾃﾝﾚｽ採用 蛍光ﾗﾝﾌﾟ20形×2相当

電気外線工事不要 電気外線工事不要 電気外線工事不要

ﾍﾞｰｽ式施工（組ｱﾝｶｰ別途） ﾍﾞｰｽ式施工（組ｱﾝｶｰ別途） ﾍﾞｰｽ式施工（組ｱﾝｶｰ別途）

№ ③ - 27 № ③ - 28 ③ A1 ③ A2

NEW NEW 新規追加 新規追加

恵の光　φ101.6用 恵の光　□250用

<製品名称> <製品名称>

組アンカーボルト 組アンカーボルト

<製品型式> <製品型式>

4-M16-500L(200) 4-M16-500L(350)

<希望小売価格> ¥30,000 <希望小売価格> ¥35,000

<備考欄> <備考欄>

ﾎﾞﾙﾄｷｬｯﾌﾟ付　ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾎﾞﾙﾄｷｬｯﾌﾟ付　ｽﾃﾝﾚｽ製

恵の光　ソーラー充電式LED照明灯 恵の光　ソーラー充電式LED照明灯 ③ A3 ③ A4

<製品型式> SOB25-350A1-FKLC9-B1 <製品型式> SOB25-350A1-FKLC18-B2 新規追加 新規追加

<希望小売価格> ¥960,000 <希望小売価格> ¥1,300,000

<定格電力> 9W <定格電力> 18W

<定格光束> 950lm <定格光束> 2070lm

<消費効率> 105.5 lm/w <光源設計寿命> 90000h <消費効率> 115.0 lm/w <光源設計寿命> 90000h

<入力電圧> DC12V <入力電圧> DC12V

<外形寸法> 325×231×3500mm <外形寸法> 325×231×3500mm

<製品重量> 146.0kg <保護等級> IP44 <製品重量> 150.0kg <保護等級> IP44

<電源位置> リチウムバッテリー搭載 <電源位置> リチウムバッテリー2台搭載 恵の光 φ101.6用置き基礎 恵の光 □250用置き基礎

<本体材質> アルミ合金/SUS304 <本体材質> アルミ合金/SUS304 <製品名称> <製品名称>

<標準塗装色> ﾌﾞﾗｯｸ／ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ／ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ <標準塗装色> ﾌﾞﾗｯｸ／ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ／ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ コンクリートアンカー コンクリートアンカー

<備考欄> 納期の目安【△】 <備考欄> 納期の目安【△】 <製品型式> <製品型式>

SCiBﾘﾁｳﾑBT搭載 蛍光ﾗﾝﾌﾟ20形相当 SCiBﾘﾁｳﾑBT搭載 100Vｺﾝｾﾝﾄ付（非常時） M16-φ500-H1200 M16-φ600-H1400

高効率ｿｰﾗｰﾊﾟﾈﾙ HITを採用 高効率ｿｰﾗｰﾊﾟﾈﾙ HITを採用 蛍光ﾗﾝﾌﾟ20×2形相当 <希望小売価格> ¥82,500 <希望小売価格> ¥145,000

外殻 ｵｰﾙｽﾃﾝﾚｽ採用 外殻 ｵｰﾙｽﾃﾝﾚｽ採用

電気外線工事不要 電気外線工事不要 <備考欄> <備考欄>

ﾍﾞｰｽ式施工（組ｱﾝｶｰ別途） ﾍﾞｰｽ式施工（組ｱﾝｶｰ別途） 条件により全長が変動します。 条件により全長が変動します。

<その他> 【標準仕様】納期の目安（◎＝1週間　○＝2週間　△＝1ヶ月　▲＝1.5ヶ月　★＝お問い合わせ）

標準色温度（5000K）です。その他の色温度については、ご相談ください。

取付金具については、取付箇所によって特殊加工が可能です。

グローブは、クリア（透明）とマット（グレア防止）がありますのでご相談ください。該当しない製品もありますので予めご了承ください。

※記載された性能・仕様などは、技術開発の進歩に伴い、予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。

送料運賃込の金額です☆

（※沖縄・北海道・離島に

ついては別途料金になります）

送料運賃込の金額です☆

（※沖縄・北海道・離島に

ついては別途料金になります）

送料運賃込の金額です☆

（※沖縄・北海道・離島に

ついては別途料金になります）

送料運賃込の金額です☆

（※沖縄・北海道・離島に

ついては別途料金になります）

送料運賃込の金額です☆

（※沖縄・北海道・離島に

ついては別途料金になります）

送料別途送料別途
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№ ④ - 1 № ④ - 3 № ④ - 4

マイナーチェンジ☆ マイナーチェンジ☆ マイナーチェンジ☆

ＬＥＤ屋外灯 ＬＥＤ屋外灯 ＬＥＤ屋外灯

<製品型式> YG16TC2SJR4-RM <製品型式> YG28B2SJR4-RM <製品型式> YG40B4SJR4-RM

<希望小売価格> ¥36,900 <希望小売価格> ¥41,700 <希望小売価格> ¥58,800

<定格電力> 16W <定格電力> 28W <定格電力> 40W

<定格光束> 1900lm <定格光束> 3000lm <定格光束> 4500lm

<消費効率> 118.7 lm/w <光源設計寿命> 90000h <消費効率> 107.1 lm/w <光源設計寿命> 90000h <消費効率> 112.5 lm/w <光源設計寿命> 90000h

<入力電圧> AC100～240V(専用電源) <入力電圧> AC100～240V(専用電源) <入力電圧> AC100～240V(専用電源)

<外形寸法> 150×460×80mm <外形寸法> 150×460×80mm <外形寸法> 150×460×80mm

<製品重量> 2.2kg <保護等級> IP23 <製品重量> 2.2kg <保護等級> IP23 <製品重量> 2.2kg <保護等級> IP23

<電源位置> 電源内蔵 <電源位置> 電源内蔵 <電源位置> 電源内蔵

<本体材質> アルミ合金/SUS304 <本体材質> アルミ合金/SUS304 <本体材質> アルミ合金/SUS304

<標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ／ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ／ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ <標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ／ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ／ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ <標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ／ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ／ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ

<備考欄> 納期の目安【△】 <備考欄> 納期の目安【△】 <備考欄> 納期の目安【△】

ﾛﾝｸﾞﾋｯﾄ商品 ﾛﾝｸﾞﾋｯﾄ商品 ﾛﾝｸﾞﾋｯﾄ商品

隧道や軒下等にお勧め 隧道や軒下等にお勧め 隧道や軒下等にお勧め

蛍光ﾗﾝﾌﾟ40形相当 水銀ﾗﾝﾌﾟ100形相当 水銀ﾗﾝﾌﾟ100形相当

高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ70形相当

№ ④ - 5 № ④ - 6 № ④ - 7

在庫限り 在庫限り 在庫限り

ＬＥＤ看板灯　横配光上向型 ＬＥＤ看板灯　縦配光上向型 ＬＥＤ看板灯　横配光下向型

<製品型式> FKKB-37UY <製品型式> FKKB-37UT <製品型式> FKKB-37DY

<希望小売価格> ¥137,000 <希望小売価格> ¥137,000 <希望小売価格> ¥137,000

<定格電力> 37W <定格電力> 37W <定格電力> 37W

<定格光束> 2600lm <定格光束> 2600lm <定格光束> 2600lm

<消費効率> 70.2 lm/w <光源設計寿命> 40000h <消費効率> 70.2 lm/w <光源設計寿命> 40000h <消費効率> 70.2 lm/w <光源設計寿命> 40000h

<入力電圧> AC100/200V（専用電源） <入力電圧> AC100/200V（専用電源） <入力電圧> AC100/200V（専用電源）

<外形寸法> 168×1250×700mm <外形寸法> 168×1250×700mm <外形寸法> 168×1250×700mm

<製品重量> 10.9kg <保護等級> IP65 <製品重量> 10.9kg <保護等級> IP65 <製品重量> 10.9kg <保護等級> IP65

<電源位置> 電源搭載 <電源位置> 電源搭載 <電源位置> 電源搭載

<本体材質> アルミ合金/SUS304 <本体材質> アルミ合金/SUS304 <本体材質> アルミ合金/SUS304

<標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ <標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ <標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ

<備考欄> 納期の目安【★】 <備考欄> 納期の目安【★】 <備考欄> 納期の目安【★】

取付ｱｰﾑ付き 取付ｱｰﾑ付き 取付ｱｰﾑ付き

水銀ﾗﾝﾌﾟ100形相当 水銀ﾗﾝﾌﾟ100形相当 水銀ﾗﾝﾌﾟ100形相当

高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ70形相当 高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ70形相当 高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ70形相当

<その他> 【標準仕様】納期の目安（◎＝1週間　○＝2週間　△＝1ヶ月　▲＝1.5ヶ月　★＝お問い合わせ）

標準色温度（5000K）です。その他の色温度については、ご相談ください。

取付金具については、取付箇所によって特殊加工が可能です。

グローブは、クリア（透明）とマット（グレア防止）がありますのでご相談ください。該当しない製品もありますので予めご了承ください。

※記載された性能・仕様などは、技術開発の進歩に伴い、予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。

④屋外灯・看板灯・サービスステーション灯

共立電照　製品ラインナップ
2017年2月版
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④屋外灯・看板灯・サービスステーション灯

共立電照　製品ラインナップ
2017年2月版

№ ④ - 8 № ④ - 10 № ④ - 21

在庫限り 在庫限り 在庫限り

ＬＥＤ看板灯　縦配光下向型 LEDサービスステーション灯　防鳥仕様 LEDサービスステーション灯　防鳥仕様

<製品型式> FKKB-37DT <製品型式> WS99L8SG1-G(防鳥仕様) <製品型式> WS99L12SG1H-G

<希望小売価格> ¥137,000 <希望小売価格> ¥108,000 <希望小売価格> ¥128,000

<定格電力> 37W <定格電力> 99W <定格電力> 99W

<定格光束> 2600lm <定格光束> 8400lm <定格光束> 13350lm

<消費効率> 70.2 lm/w <光源設計寿命> 40000h <消費効率> 84.8 lm/w <光源設計寿命> 90000h <消費効率> 134.8 lm/w <光源設計寿命> 90000h

<入力電圧> AC100/200V（専用電源） <入力電圧> AC100～240V(専用電源) <入力電圧> AC100～240V(専用電源)

<外形寸法> 168×1250×700mm <外形寸法> 400×400×213mm <外形寸法> 400×400×213mm

<製品重量> 10.9kg <保護等級> IP65 <製品重量> 9.0kg <保護等級> 防滴型 <製品重量> 9.0kg <保護等級> 防滴型

<電源位置> 電源搭載 <電源位置> 電源搭載 <電源位置> 電源搭載

<本体材質> アルミ合金/SUS304 <本体材質> アルミ合金/SUS304 <本体材質> アルミ合金/SUS304

<標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ <標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ <標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ

<備考欄> 納期の目安【★】 <備考欄> 納期の目安【○】 <備考欄> 納期の目安【○】

取付ｱｰﾑ付き ﾛﾝｸﾞﾋｯﾄ商品 水銀ﾗﾝﾌﾟ400～700形相当

水銀ﾗﾝﾌﾟ100形相当 水銀ﾗﾝﾌﾟ400形相当 高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ220形相当

高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ70形相当 高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ180形相当 ﾒﾀﾙﾊｲﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ250形相当

防鳥金具標準装備 防鳥金具標準装備

№ ④ - 22 № ④ - 14 № ④ - 23

在庫限り 在庫限り

LEDサービスステーション灯　防鳥仕様 LEDサービスステーション灯　防鳥仕様 LEDサービスステーション灯　防鳥仕様

<製品型式> WS99D8SG1H-G <製品型式> WS120L8SG1-G(防鳥仕様) <製品型式> WS120L12SG1H-G

<希望小売価格> ¥128,000 <希望小売価格> ¥108,000 <希望小売価格> ¥128,000

<定格電力> 99W <定格電力> 120W <定格電力> 120W

<定格光束> 12260lm <定格光束> 10100lm <定格光束> 15580lm

<消費効率> 123.8 lm/w <光源設計寿命> 90000h <消費効率> 84.1 lm/w <光源設計寿命> 90000h <消費効率> 129.8 lm/w <光源設計寿命> 90000h

<入力電圧> AC100～240V(専用電源) <入力電圧> AC100～240V(専用電源) <入力電圧> AC100～240V(専用電源)

<外形寸法> 400×400×213mm <外形寸法> 400×400×213mm <外形寸法> 400×400×213mm

<製品重量> 9.0kg <保護等級> 防滴型 <製品重量> 9.0kg <保護等級> 防滴型 <製品重量> 9.0kg <保護等級> 防滴型

<電源位置> 電源搭載 <電源位置> 電源搭載 <電源位置> 電源搭載

<本体材質> アルミ合金/SUS304 <本体材質> アルミ合金/SUS304 <本体材質> アルミ合金/SUS304

<標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ <標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ <標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ

<備考欄> 納期の目安【★】 <備考欄> 納期の目安【○】 <備考欄> 納期の目安【○】

水銀ﾗﾝﾌﾟ400～700形相当 ﾛﾝｸﾞﾋｯﾄ商品 水銀ﾗﾝﾌﾟ400～700形相当

高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ180～220形相当 高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ220形相当 高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ220～270形相当

ﾒﾀﾙﾊｲﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ250形相当 防鳥金具標準装備 ﾒﾀﾙﾊｲﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ250～300形相当

防鳥金具標準装備 防鳥金具標準装備

<その他> 【標準仕様】納期の目安（◎＝1週間　○＝2週間　△＝1ヶ月　▲＝1.5ヶ月　★＝お問い合わせ）

標準色温度（5000K）です。その他の色温度については、ご相談ください。

取付金具については、取付箇所によって特殊加工が可能です。

グローブは、クリア（透明）とマット（グレア防止）がありますのでご相談ください。該当しない製品もありますので予めご了承ください。

※記載された性能・仕様などは、技術開発の進歩に伴い、予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。

高効率タイプ高効率タイプ

高効率タイプ
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④屋外灯・看板灯・サービスステーション灯

共立電照　製品ラインナップ
2017年2月版

№ ④ - 24

LEDサービスステーション灯　防鳥仕様

<製品型式> WS120D8SG1H-G

<希望小売価格> ¥128,000

<定格電力> 120W

<定格光束> 14680lm

<消費効率> 122.3 lm/w <光源設計寿命> 90000h

<入力電圧> AC100～240V(専用電源)

<外形寸法> 400×400×213mm

<製品重量> 9.0kg <保護等級> 防滴型

<電源位置> 電源搭載

<本体材質> アルミ合金/SUS304

<標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ

<備考欄> 納期の目安【★】

水銀ﾗﾝﾌﾟ400～700形相当

高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ220～270形相当

ﾒﾀﾙﾊｲﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ250～300形相当

防鳥金具標準装備

<その他> 【標準仕様】納期の目安（◎＝1週間　○＝2週間　△＝1ヶ月　▲＝1.5ヶ月　★＝お問い合わせ）

標準色温度（5000K）です。その他の色温度については、ご相談ください。

取付金具については、取付箇所によって特殊加工が可能です。

グローブは、クリア（透明）とマット（グレア防止）がありますのでご相談ください。該当しない製品もありますので予めご了承ください。

※記載された性能・仕様などは、技術開発の進歩に伴い、予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。

高効率タイプ
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№ ⑤ - 48 № ⑤ - 49 № ⑤ - 13

復刻追加

ＬＥＤ投光器　狭角度タイプ ＬＥＤ投光器　狭角度タイプ　初期照度補正形 ＬＥＤ投光器

<製品型式> FD45EN1SV12H <製品型式> FDD95EN2SV301H <製品型式> FD120S3SDN9-C

<希望小売価格> ¥47,500 <希望小売価格> ¥94,000 <希望小売価格> ¥116,000

<定格電力> 45W <定格電力> 95W　(平均消費電力 86W) <定格電力> 120W

<定格光束> 5690lm <定格光束> 12600lm　(維持光束 10210lm) <定格光束> 9200lm

<消費効率> 126.4 lm/w <光源設計寿命> 90000h <消費効率> 132.6 lm/w <光源設計寿命> 90000h <消費効率> 76.6 lm/w <光源設計寿命> 90000h

<入力電圧> AC100～240V(専用電源) <入力電圧> AC100～240V(専用電源) <入力電圧> AC100～240V(専用電源)

<外形寸法> 230×134×110mm <外形寸法> 290×116×211mm <外形寸法> 275×500×179mm

<製品重量> 2.1kg <保護等級> IP44 <製品重量> 4.2kg <保護等級> IP44 <製品重量> 5.0kg <保護等級> IP44

<電源位置> 電源搭載 <電源位置> 電源別置 <電源位置> 電源別置

<本体材質> アルミ合金/SUS304 <本体材質> アルミダイカスト/SUS304 <本体材質> アルミ合金/SUS304

<標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ／ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ／ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ <標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ／ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ／ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ <標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ／ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ／ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ

<備考欄> 納期の目安【△】 <備考欄> 納期の目安【△】 <備考欄> 納期の目安【△】

用途に応じて3ﾀｲﾌﾟの配光を 落下防止ﾜｲﾔｰ付属（1本） ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ筐体採用 高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ180～220形相当 ﾛﾝｸﾞﾋｯﾄ商品

お選び頂けます。【狭角度】 SUS製　φ2.0×600㎜ 用途に応じて3ﾀｲﾌﾟの配光を 落下防止ﾜｲﾔｰ付属（1本） 水銀ﾗﾝﾌﾟ300W相当

【中角度】【広角度】 お選び頂けます。【狭角度】 SUS製　φ2.0×600㎜ 高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ110～180形相当

水銀ﾗﾝﾌﾟ100形相当 【中角度】【広角度】 落下防止ﾜｲﾔｰ付属（1本）

高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ70形相当 水銀ﾗﾝﾌﾟ400形相当 SUS製　φ2.0×600㎜

№ ⑤ - 50 № ⑤ - 51 № ⑤ - 52

ＬＥＤ投光器　狭角度タイプ　初期照度補正形 ＬＥＤ投光器　狭角度タイプ　初期照度補正形 ＬＥＤ投光器　狭角度タイプ　初期照度補正形

<製品型式> FDD150EN3SV301H <製品型式> FDD220EN6SV311H <製品型式> FDD300EN6SV302H

<希望小売価格> ¥187,000 <希望小売価格> ¥305,000 <希望小売価格> ¥345,000

<定格電力> 150W　(平均消費電力 136W) <定格電力> 220W　(平均消費電力　199W) <定格電力> 300W　(平均消費電力　272W)

<定格光束> 19100lm　(維持光束 15470lm) <定格光束> 28010lm　(維持光束 22690lm) <定格光束> 38200lm　(維持光束 30940lm)

<消費効率> 127.3 lm/w <光源設計寿命> 90000h <消費効率> 127.3 lm/w <光源設計寿命> 90000h <消費効率> 127.3 lm/w <光源設計寿命> 90000h

<入力電圧> AC100～240V(専用電源) <入力電圧> AC200～265V(専用電源) <入力電圧> AC200～265V(専用電源)

<外形寸法> 290×116×211mm <外形寸法> 300×500×248mm <外形寸法> 290×116×426mm

<製品重量> 4.2kg <保護等級> IP44 <製品重量> 6.5kg <保護等級> IP44 <製品重量> 11.7kg <保護等級> IP44

<電源位置> 電源別置 <電源位置> 電源別置 <電源位置> 電源別置

<本体材質> アルミダイカスト/SUS304 <本体材質> アルミダイカスト/SUS304 <本体材質> アルミダイカスト/SUS304

<標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ／ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ／ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ <標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ／ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ／ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ <標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ／ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ／ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ

<備考欄> 納期の目安【△】 <備考欄> 納期の目安【△】 <備考欄> 納期の目安【△】

ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ筐体採用 高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ270～360形相当 ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ筐体採用 落下防止ﾜｲﾔｰ付属（1本） ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ筐体採用 ﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ400～700形相当

用途に応じて3ﾀｲﾌﾟの配光を ﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ300形相当 用途に応じて3ﾀｲﾌﾟの配光を SUS製　φ2.0×600㎜ 用途に応じて3ﾀｲﾌﾟの配光を 落下防止ﾜｲﾔｰ付属（1本）

お選び頂けます。【狭角度】 落下防止ﾜｲﾔｰ付属（1本） お選び頂けます。【狭角度】 お選び頂けます。【狭角度】 SUS製　φ2.0×1350㎜

【中角度】【広角度】 SUS製　φ2.0×600㎜ 【中角度】【広角度】 【中角度】【広角度】

水銀ﾗﾝﾌﾟ400～700形相当 水銀ﾗﾝﾌﾟ700～1000形相当 高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ360～660形相当

<その他> 【標準仕様】納期の目安（◎＝1週間　○＝2週間　△＝1ヶ月　▲＝1.5ヶ月　★＝お問い合わせ）

標準色温度（5000K）です。その他の色温度については、ご相談ください。

取付金具については、取付箇所によって特殊加工が可能です。

グローブは、クリア（透明）とマット（グレア防止）がありますのでご相談ください。該当しない製品もありますので予めご了承ください。

※記載された性能・仕様などは、技術開発の進歩に伴い、予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。

⑤投光器

共立電照　製品ラインナップ
2017年2月版
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⑤投光器

共立電照　製品ラインナップ
2017年2月版

№ ⑤ - 57 № ⑤ - 56 № ⑤ - 53

NEW NEW

ＬＥＤ投光器　中角度・広角度複合タイプ ＬＥＤ投光器　狭角度タイプ　初期照度補正形 ＬＥＤ投光器　狭角度タイプ　初期照度補正形

<製品型式> FDD300EM2EW4SV302TH <製品型式> FDD440EN12SV312H <製品型式> FDD450EN9SV303H

<希望小売価格> ¥355,000 <希望小売価格> ¥450,000 <希望小売価格> ¥420,000

<定格電力> 300W <定格電力> 440W　(平均消費電力 398W) <定格電力> 450W　(平均消費電力　407W)

<定格光束> 35800lm <定格光束> 52510lm(維持光束 42530lm) <定格光束> 57280lm　(維持光束 46400lm)

<消費効率> 119.3 lm/w <光源設計寿命> 90000h <消費効率> 119.3 lm/w <光源設計寿命> 90000h <消費効率> 127.2 lm/w <光源設計寿命> 90000h

<入力電圧> AC200～265V(専用電源) <入力電圧> AC200～265V(専用電源) <入力電圧> AC100～240V(専用電源)

<外形寸法> 468×170×294mm <外形寸法> 470×116×426mm <外形寸法> 290×116×640mm

<製品重量> 12.5kg <保護等級> IP44 <製品重量> 12.0kg <保護等級> IP44 <製品重量> 15.6kg <保護等級> IP44

<電源位置> 電源別置 <電源位置> 電源別置 <電源位置> 電源別置

<本体材質> アルミダイカスト/SUS304 <本体材質> アルミダイカスト/SUS304 <本体材質> アルミダイカスト/SUS304

<標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ／ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ／ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ <標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ／ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ／ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ <標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ／ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ／ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ

<備考欄> 納期の目安【△】 <備考欄> 納期の目安【△】 <備考欄> 納期の目安【△】

ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ筐体採用 ﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ400～700形相当 ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ筐体採用 ﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ700～1000形相当 ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ筐体採用 ﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ700～1000形相当

中角度・広角度の複合配光 落下防止ﾜｲﾔｰ付属（2本） 用途に応じて3ﾀｲﾌﾟの配光を 落下防止ﾜｲﾔｰ付属（2本） 用途に応じて3ﾀｲﾌﾟの配光を 落下防止ﾜｲﾔｰ付属（1本）

現地に合わせた配光対応が可能。 SUS製　φ2.0×1350㎜　2本 お選び頂けます。【狭角度】 SUS製　φ2.0×1350㎜　2本 お選び頂けます。【狭角度】 SUS製　φ3.0×1900㎜

上下左右角度可変ができます。 【中角度】【広角度】 【中角度】【広角度】

高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ360～660形相当 高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ660～940形相当 高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ660～940形相当

№ ⑤ - 54 № ⑤ - 55

ＬＥＤ投光器　狭角度タイプ　初期照度補正形 ＬＥＤ投光器　狭角度タイプ　初期照度補正形

<製品型式> FDD600EN12SV304H <製品型式> FDD900EN18SV306H

<希望小売価格> ¥497,000 <希望小売価格> ¥680,000

<定格電力> 600W　(平均消費電力　543W) <定格電力> 900W　(平均消費電力　815W)

<定格光束> 76380lm　(維持光束 61870lm) <定格光束> 114570lm　(維持光束 92800lm)

<消費効率> 127.3 lm/w <光源設計寿命> 90000h <消費効率> 127.3 lm/w <光源設計寿命> 90000h

<入力電圧> AC200～265V(専用電源) <入力電圧> AC200～265V(専用電源)

<外形寸法> 580×116×426mm <外形寸法> 580×116×641mm

<製品重量> 19.6kg <保護等級> IP44 <製品重量> 27.4kg <保護等級> IP44

<電源位置> 電源別置 <電源位置> 電源別置

<本体材質> アルミダイカスト/SUS304 <本体材質> アルミダイカスト/SUS304

<標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ／ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ／ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ <標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ／ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ／ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ

<備考欄> 納期の目安【△】 <備考欄> 納期の目安【△】

ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ筐体採用 ﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ1000形相当 ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ筐体採用 落下防止ﾜｲﾔｰ付属（2本）

用途に応じて3ﾀｲﾌﾟの配光を 落下防止ﾜｲﾔｰ付属（2本） 用途に応じて3ﾀｲﾌﾟの配光を SUS製　φ3.0×1900㎜　2本

お選び頂けます。【狭角度】 SUS製　φ2.0×1350㎜　2本 お選び頂けます。【狭角度】

【中角度】【広角度】 【中角度】【広角度】

高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ940形相当 ﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ1500～2000形相当

<その他> 【標準仕様】納期の目安（◎＝1週間　○＝2週間　△＝1ヶ月　▲＝1.5ヶ月　★＝お問い合わせ）

標準色温度（5000K）です。その他の色温度については、ご相談ください。

取付金具については、取付箇所によって特殊加工が可能です。

グローブは、クリア（透明）とマット（グレア防止）がありますのでご相談ください。該当しない製品もありますので予めご了承ください。

※記載された性能・仕様などは、技術開発の進歩に伴い、予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。
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№ ⑥ - 21 № ⑥ - 22 № ⑥ - 23

ＬＥＤ高天井灯　初期照度補正形 ＬＥＤ高天井灯　初期照度補正形 ＬＥＤ高天井灯　初期照度補正形

<製品型式> HCD95E2SA301H <製品型式> HCD150E3SA301H <製品型式> HCD220E6SA311H

<希望小売価格> ¥130,000 <希望小売価格> ¥150,000 <希望小売価格> ¥160,000

<定格電力> 95W　(平均消費電力 86W) <定格電力> 150W　(平均消費電力 136W) <定格電力> 220W　(平均消費電力 199W)

<定格光束> 12050lm　(維持光束 9760lm) <定格光束> 18810lm　(維持光束 15240lm) <定格光束> 28200lm　(維持光束 22840lm)

<消費効率> 126.8 lm/w <光源設計寿命> 90000h <消費効率> 125.4 lm/w <光源設計寿命> 90000h <消費効率> 128.1 lm/w <光源設計寿命> 90000h

<入力電圧> AC100～240V(専用電源) <入力電圧> AC100～240V(専用電源) <入力電圧> AC200～265V(専用電源)

<外形寸法> 308×211×250mm <外形寸法> 281×211×250mm <外形寸法> 211×495×320mm

<製品重量> 3.9kg <保護等級> 屋内用 <製品重量> 3.9kg <保護等級> 屋内用 <製品重量> 5.9kg <保護等級> 屋内用

<電源位置> 電源別置（電源搭載可） <電源位置> 電源別置（電源搭載可） <電源位置> 電源別置（電源搭載可）

<本体材質> アルミダイカスト/SUS304 <本体材質> アルミダイカスト/SUS304 <本体材質> アルミダイカスト/SUS304

<標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ／ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ／ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ <標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ／ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ／ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ <標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ／ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ／ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ

<備考欄> 納期の目安【△】 <備考欄> 納期の目安【△】 <備考欄> 納期の目安【△】

屋内専用 落下防止ﾜｲﾔｰ付属（1本） 屋内専用 落下防止ﾜｲﾔｰ付属（1本） 屋内専用 落下防止ﾜｲﾔｰ付属（1本）

ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ筐体採用 SUS製　φ2.0×600㎜ ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ筐体採用 SUS製　φ2.0×600㎜ ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ筐体採用 SUS製　φ2.0×600㎜

水銀ﾗﾝﾌﾟ400形相当 【オプション】 水銀ﾗﾝﾌﾟ400～700形相当 【オプション】 水銀ﾗﾝﾌﾟ700形相当 【オプション】

高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ180形相当 飛来物下面ｶﾞｰﾄﾞ 高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ270形相当 飛来物下面ｶﾞｰﾄﾞ 高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ360形相当 飛来物下面ｶﾞｰﾄﾞ

ﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ150形相当 HCGD-150A301V1 ﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ250形相当 HCGD-150A301V1 ﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ400形相当 HCGD-220A311V1

№ ⑥ - 24 № ⑥ - 25 № ⑥ - 26

ＬＥＤ高天井灯　初期照度補正形 ＬＥＤ高天井灯　初期照度補正形 【LSR2W-20000LM】　LED高天井灯

<製品型式> HCD300E6SA302H <製品型式> HCD600E12SA304H <製品型式> HCD200D10SA311-C

<希望小売価格> ¥265,000 <希望小売価格> ¥430,000 <希望小売価格> ¥160,000

<定格電力> 300W　(平均消費電力 272W) <定格電力> 600W　(平均消費電力 543W) <定格電力> 200W　(平均消費電力 181W)

<定格光束> 37170lm　(維持光束 30110lm) <定格光束> 73440lm　(維持光束 59490lm) <定格光束> 22050lm

<消費効率> 123.9 lm/w <光源設計寿命> 90000h <消費効率> 122.4 lm/w <光源設計寿命> 90000h <消費効率> 110.2 lm/w <光源設計寿命> 60000h

<入力電圧> AC200～265V(専用電源) <入力電圧> AC200～265V(専用電源) <入力電圧> AC200～242V(専用電源)

<外形寸法> 302×422×310mm <外形寸法> 592×451×291mm <外形寸法> 495×211×320mm

<製品重量> 9.6kg <保護等級> 屋内用 <製品重量> 16.6kg <保護等級> 屋内用 <製品重量> 9.5kg <保護等級> 屋内用

<電源位置> 電源別置（電源搭載可） <電源位置> 電源別置（電源搭載可） <電源位置> 電源搭載型

<本体材質> アルミダイカスト/SUS304 <本体材質> アルミダイカスト/SUS304 <本体材質> アルミダイカスト/SUS304

<標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ／ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ／ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ <標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ／ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ／ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ <標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ／ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ／ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ

<備考欄> 納期の目安【△】 <備考欄> 納期の目安【△】 <備考欄> 納期の目安【△】

屋内専用 落下防止ﾜｲﾔｰ付属（1本） 屋内専用 落下防止ﾜｲﾔｰ付属（2本） 屋内専用 落下防止ﾜｲﾔｰ付属（1本）

ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ筐体採用 SUS製　φ2.0×1350㎜ ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ筐体採用 SUS製　φ2.0×1350㎜　2本 ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ筐体採用 SUS製　φ2.0×600㎜

水銀ﾗﾝﾌﾟ1000形相当 【オプション】 高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ940形相当 【オプション】 水銀ﾗﾝﾌﾟ700形相当 【オプション】

高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ660形相当 飛来物下面ｶﾞｰﾄﾞ ﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ1000形相当 飛来物下面ｶﾞｰﾄﾞ 高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ360形相当 飛来物下面ｶﾞｰﾄﾞ

ﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ400形相当 HCGD-300A302V1 HCGD-600A304V1 ﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ400形相当 HCGD-220A311V1

<その他> 【標準仕様】納期の目安（◎＝1週間　○＝2週間　△＝1ヶ月　▲＝1.5ヶ月　★＝お問い合わせ）

標準色温度（5000K）です。その他の色温度については、ご相談ください。

取付金具については、取付箇所によって特殊加工が可能です。

グローブは、クリア（透明）とマット（グレア防止）がありますのでご相談ください。該当しない製品もありますので予めご了承ください。

※記載された性能・仕様などは、技術開発の進歩に伴い、予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。
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№ ⑥ - 31 № ⑥ - 29 № ⑥ - 28

NEW マイナーチェンジ☆

【LSR2M-20000LM】　LED高天井灯 【LSR2AM-17000LM】　LED高天井灯 【LSR2W-40000LM】　LED高天井灯

<製品型式> HCD220EM6SA311H-C <製品型式> HCD220EM6SA311H-RM <製品型式> HCD400D20SA312-C

<希望小売価格> ¥160,000 <希望小売価格> ¥173,000 <希望小売価格> ¥325,000

<定格電力> 220W　(平均消費電力 199W) <定格電力> 220W　(平均消費電力 199W) <定格電力> 400W　(平均消費電力 362W)

<定格光束> 27700lm <定格光束> 26350lm <定格光束> 44100lm

<消費効率> 125.9 lm/w <光源設計寿命> 60000h <消費効率> 119.7 lm/w <光源設計寿命> 60000h <消費効率> 110.2 lm/w <光源設計寿命> 60000h

<入力電圧> AC200～242V(専用電源) <入力電圧> AC200～242V(専用電源) <入力電圧> AC200～242V(専用電源)

<外形寸法> 495×211×320mm <外形寸法> 495×211×320mm <外形寸法> 488×421×320mm

<製品重量> 9.5kg <保護等級> 屋内用 <製品重量> 9.5kg <保護等級> 屋内用 <製品重量> 16.5kg <保護等級> 屋内用

<電源位置> 電源搭載型 <電源位置> 電源搭載型 <電源位置> 電源搭載型

<本体材質> アルミダイカスト/SUS304 <本体材質> アルミダイカスト/SUS304 <本体材質> アルミダイカスト/SUS304

<標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ／ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ／ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ <標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ／ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ／ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ <標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ／ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ／ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ

<備考欄> 納期の目安【△】 <備考欄> 納期の目安【△】 <備考欄> 納期の目安【△】

屋内専用 落下防止ﾜｲﾔｰ付属（1本） 屋内専用 落下防止ﾜｲﾔｰ付属（1本） 屋内専用 落下防止ﾜｲﾔｰ付属（2本）

ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ筐体採用 SUS製　φ2.0×600㎜ ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ筐体採用 SUS製　φ2.0×600㎜ ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ筐体採用 SUS製　φ2.0×1350㎜

水銀ﾗﾝﾌﾟ700形相当 【オプション】 高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ360形相当 【オプション】 高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ940形相当 【オプション】

高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ360形相当 飛来物下面ｶﾞｰﾄﾞ ﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ400形相当 飛来物下面ｶﾞｰﾄﾞ ﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ1000形相当 飛来物下面ｶﾞｰﾄﾞ

ﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ400形相当 HCGD-220A311V1 HCGD-220A311V1 HCGD-400A312V1

№ ⑥ - 27 № ⑥ - 30 № ⑥ - 32

マイナーチェンジ☆ マイナーチェンジ☆ NEW

【LSR2M-40000LM】　LED高天井灯 【LSR2AM-34000LM】　LED高天井灯 【LSR1AM-17000LM】　LED高天井灯

<製品型式> HCD400EM12SA312H-C <製品型式> HCD400EM12SA312H-RM <製品型式> HC220EM6SR101H-RM

<希望小売価格> ¥325,000 <希望小売価格> ¥340,000 <希望小売価格> ¥175,000

<定格電力> 400W　(平均消費電力 362W) <定格電力> 400W　(平均消費電力 362W) <定格電力> 220W　(平均消費電力 199W)

<定格光束> 50360lm <定格光束> 47910lm <定格光束> 26590lm

<消費効率> 125.9 lm/w <光源設計寿命> 60000h <消費効率> 119.7 lm/w <光源設計寿命> 60000h <消費効率> 120.8 lm/w <光源設計寿命> 60000h

<入力電圧> AC200～242V(専用電源) <入力電圧> AC200～242V(専用電源) <入力電圧> AC200～242V(専用電源)

<外形寸法> 488×421×320mm <外形寸法> 488×421×320mm <外形寸法> φ366×245mm

<製品重量> 16.5kg <保護等級> 屋内用 <製品重量> 16.5kg <保護等級> 屋内用 <製品重量> 6.7kg <保護等級> 屋内用

<電源位置> 電源搭載型 <電源位置> 電源搭載型 <電源位置> 電源搭載型

<本体材質> アルミダイカスト/SUS304 <本体材質> アルミダイカスト/SUS304 <本体材質> アルミ合金/SUS304

<標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ／ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ／ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ <標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ／ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ／ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ <標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ／ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ／ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ

<備考欄> 納期の目安【△】 <備考欄> 納期の目安【△】 <備考欄> 納期の目安【△】

屋内専用 落下防止ﾜｲﾔｰ付属（2本） 屋内専用 落下防止ﾜｲﾔｰ付属（2本） 屋内専用 落下防止ﾜｲﾔｰ付属（1本）

ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ筐体採用 SUS製　φ2.0×1350㎜ ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ筐体採用 SUS製　φ2.0×1350㎜ 水銀ﾗﾝﾌﾟ700形相当 SUS製　φ2.0×600㎜

高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ940形相当 【オプション】 高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ940形相当 【オプション】 高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ360形相当 【オプション】

ﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ1000形相当 飛来物下面ｶﾞｰﾄﾞ ﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ1000形相当 飛来物下面ｶﾞｰﾄﾞ ﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ400形相当 飛来物下面ｶﾞｰﾄﾞ

HCGD-400A312V1 HCGD-400A312V1 HCGD-220R101V1

<その他> 【標準仕様】納期の目安（◎＝1週間　○＝2週間　△＝1ヶ月　▲＝1.5ヶ月　★＝お問い合わせ）

標準色温度（5000K）です。その他の色温度については、ご相談ください。

取付金具については、取付箇所によって特殊加工が可能です。

グローブは、クリア（透明）とマット（グレア防止）がありますのでご相談ください。該当しない製品もありますので予めご了承ください。

※記載された性能・仕様などは、技術開発の進歩に伴い、予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。

公共施設用照明 公共施設用照明 公共施設用照明

公共施設用照明 公共施設用照明 公共施設用照明
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№ ⑥ - 33 № ⑥ - 34 № ⑥ - 35

NEW NEW NEW

【LSR1M-20000LM】　LED高天井灯 【LSR1W-20000LM】　LED高天井灯 【LSR1AM-34000LM】　LED高天井灯

<製品型式> HC220EM6SR101H-C <製品型式> HC220EW6SR101H-C <製品型式> HC400EM12SR102H-RM

<希望小売価格> ¥175,000 <希望小売価格> ¥175,000 <希望小売価格> ¥315,000

<定格電力> 220W　(平均消費電力 199W) <定格電力> 220W　(平均消費電力 199W) <定格電力> 400W　(平均消費電力 362W)

<定格光束> 27260lm <定格光束> 26180lm <定格光束> 44980lm

<消費効率> 123.9 lm/w <光源設計寿命> 60000h <消費効率> 119.0 lm/w <光源設計寿命> 60000h <消費効率> 112.4 lm/w <光源設計寿命> 60000h

<入力電圧> AC200～242V(専用電源) <入力電圧> AC200～242V(専用電源) <入力電圧> AC200～242V(専用電源)

<外形寸法> φ366×245mm <外形寸法> φ366×245mm <外形寸法> φ533×275mm

<製品重量> 6.7kg <保護等級> 屋内用 <製品重量> 6.7kg <保護等級> 屋内用 <製品重量> 11.5kg <保護等級> 屋内用

<電源位置> 電源搭載型 <電源位置> 電源搭載型 <電源位置> 電源搭載型

<本体材質> アルミ合金/SUS304 <本体材質> アルミ合金/SUS304 <本体材質> アルミ合金/SUS304

<標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ／ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ／ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ <標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ／ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ／ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ <標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ／ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ／ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ

<備考欄> 納期の目安【△】 <備考欄> 納期の目安【△】 <備考欄> 納期の目安【△】

屋内専用 落下防止ﾜｲﾔｰ付属（1本） 屋内専用 落下防止ﾜｲﾔｰ付属（1本） 屋内専用 【オプション】

水銀ﾗﾝﾌﾟ700形相当 SUS製　φ2.0×600㎜ 水銀ﾗﾝﾌﾟ700形相当 SUS製　φ2.0×600㎜ 高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ940形相当 飛来物下面ｶﾞｰﾄﾞ

高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ360形相当 【オプション】 高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ360形相当 【オプション】 ﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ1000形相当 HCGD-400R102V1

ﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ400形相当 飛来物下面ｶﾞｰﾄﾞ ﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ400形相当 飛来物下面ｶﾞｰﾄﾞ 落下防止ﾜｲﾔｰ付属（2本）

HCGD-220R101V1 HCGD-220R101V1 SUS製　φ2.0×600㎜ 2本

№ ⑥ - 36 № ⑥ - 37 № ⑥ - 20

NEW NEW

【LSR1M-40000LM】　LED高天井灯 【LSR1W-40000LM】　LED高天井灯 LEDトップライト 初期照度補正形

<製品型式> HC400EM12SR102H-C <製品型式> HC400EW12SR102H-C <製品型式> HCTP400SW12SV1

<希望小売価格> ¥315,000 <希望小売価格> ¥315,000 <希望小売価格> ¥405,000

<定格電力> 400W　(平均消費電力 362W) <定格電力> 400W　(平均消費電力 362W) <定格電力> 400W　 (平均消費電力362W)

<定格光束> 47430lm <定格光束> 44430lm <定格光束> 40410lm

<消費効率> 118.5 lm/w <光源設計寿命> 60000h <消費効率> 111.0 lm/w <光源設計寿命> 60000h <消費効率> 101.0 lm/w <光源設計寿命> 90000h

<入力電圧> AC200～242V(専用電源) <入力電圧> AC200～242V(専用電源) <入力電圧> AC200～265V(専用電源)

<外形寸法> φ533×275mm <外形寸法> φ533×275mm <外形寸法> φ585×358.5mm

<製品重量> 11.5kg <保護等級> 屋内用 <製品重量> 11.5kg <保護等級> 屋内用 <製品重量> 7.9kg <保護等級> 屋内用

<電源位置> 電源搭載型 <電源位置> 電源搭載型 <電源位置> 電源別置

<本体材質> アルミ合金/SUS304 <本体材質> アルミ合金/SUS304 <本体材質> アルミ合金/SUS304

<標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ／ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ／ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ <標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ／ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ／ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ <標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ／ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ／ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ

<備考欄> 納期の目安【△】 <備考欄> 納期の目安【△】 <備考欄> 納期の目安【△】

屋内専用 【オプション】 屋内専用 【オプション】 屋内専用 落下防止ﾜｲﾔｰ付属（1本）

高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ940形相当 飛来物下面ｶﾞｰﾄﾞ 高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ940形相当 飛来物下面ｶﾞｰﾄﾞ ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ昇降装置対応照明 SUS製　φ2.0×600㎜

ﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ1000形相当 HCGD-400R102V1 ﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ1000形相当 HCGD-400R102V1 高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ660形相当

落下防止ﾜｲﾔｰ付属（2本） 落下防止ﾜｲﾔｰ付属（2本） ﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ700～1000形相当

SUS製　φ2.0×600㎜ 2本 SUS製　φ2.0×600㎜ 2本

<その他> 【標準仕様】納期の目安（◎＝1週間　○＝2週間　△＝1ヶ月　▲＝1.5ヶ月　★＝お問い合わせ）

標準色温度（5000K）です。その他の色温度については、ご相談ください。

取付金具については、取付箇所によって特殊加工が可能です。

グローブは、クリア（透明）とマット（グレア防止）がありますのでご相談ください。該当しない製品もありますので予めご了承ください。

※記載された性能・仕様などは、技術開発の進歩に伴い、予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。

公共施設用照明 公共施設用照明 公共施設用照明

公共施設用照明 公共施設用照明
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共立電照　製品ラインナップ
⑥高天井灯

№ ⑥ - 38 № ⑥ - 39 ⑥ A1 ⑥ A2

NEW NEW 新規追加 新規追加

高天井灯　オプション品 高天井灯　オプション品

<製品名称> <製品名称>

飛来物下面ｶﾞｰﾄﾞ 飛来物下面ｶﾞｰﾄﾞ

<製品型式> <製品型式>

HCGD-150A301V1 HCGD-220A311V1

<希望小売価格> ¥7,000 <希望小売価格> ¥10,000

<備考欄> <備考欄>

ｽﾃﾝﾚｽ製 ｽﾃﾝﾚｽ製

高天井用ダウンライト　初期照度補正形 LEDトップライト 初期照度補正形 ⑥ A3 ⑥ A4

<製品型式> HCDL180EM2EW2SR201H <製品型式> HTP400EM8ASV2-EM 新規追加 新規追加

<希望小売価格> ¥145,000 <希望小売価格> ¥261,000

<定格電力> 180W <定格電力> 400W

<定格光束> 21750lm <定格光束> 46600lm

<消費効率> 120.8 lm/w <光源設計寿命> 90000h <消費効率> 116.5 lm/w <光源設計寿命> 90000h

<入力電圧> AC200～265V(専用電源) <入力電圧> AC200～265V(専用電源)

<外形寸法> φ420×300　(φ400×300)mm <外形寸法> 706×427.8×116.8mm

<製品重量> 6.9kg <保護等級> 屋内用 <製品重量> 4kg(金具別途) <保護等級> 屋内用

<電源位置> 電源搭載 <電源位置> 電源別置 高天井灯　オプション品 高天井灯　オプション品

<本体材質> アルミ合金/SUS304 <本体材質> アルミ合金/SUS304 <製品名称> <製品名称>

<標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ／ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ／ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ <標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ／ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ／ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 飛来物下面ｶﾞｰﾄﾞ 飛来物下面ｶﾞｰﾄﾞ

<備考欄> 納期の目安【△】 <備考欄> 納期の目安【△】 <製品型式> <製品型式>

屋内専用 落下防止ﾜｲﾔｰ付属（1本） 屋内専用 落下防止ﾜｲﾔｰ付属（2本） HCGD-300A302V1 HCGD-400A312V1

天井切込寸法 φ400 SUS製　φ2.0×600㎜ 高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ940形相当 SUS製　φ2.0×600㎜ 2本 <希望小売価格> ¥10,000 <希望小売価格> ¥22,000

水銀ﾗﾝﾌﾟ700形相当 ﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ1000形相当

ﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ400形相当 <備考欄> <備考欄>

ｶﾞｰﾄﾞについてはご相談ください。 ｽﾃﾝﾚｽ製 ｽﾃﾝﾚｽ製

⑥ A5 ⑥ A6

新規追加 新規追加

高天井灯　オプション品 高天井灯　オプション品

<製品名称> <製品名称>

飛来物下面ｶﾞｰﾄﾞ 飛来物下面ｶﾞｰﾄﾞ

<製品型式> <製品型式>

HCGD-600A304V1 HCGD-220R101V1

<希望小売価格> ¥25,000 <希望小売価格> ¥10,000

<備考欄> <備考欄>

ｽﾃﾝﾚｽ製 ｽﾃﾝﾚｽ製

⑥ A7

新規追加

高天井灯　オプション品

<製品名称>

飛来物下面ｶﾞｰﾄﾞ

<製品型式>

HCGD-400R102V1

<希望小売価格> ¥17,000

<備考欄>

ｽﾃﾝﾚｽ製

<その他> 【標準仕様】納期の目安（◎＝1週間　○＝2週間　△＝1ヶ月　▲＝1.5ヶ月　★＝お問い合わせ）

標準色温度（5000K）です。その他の色温度については、ご相談ください。

取付金具については、取付箇所によって特殊加工が可能です。

グローブは、クリア（透明）とマット（グレア防止）がありますのでご相談ください。該当しない製品もありますので予めご了承ください。

※記載された性能・仕様などは、技術開発の進歩に伴い、予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。
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№ ⑦ - 1 № ⑦ - 2 № ⑦ - 3

ＬＥＤ室内灯 ＬＥＤ室内灯 ＬＥＤ室内灯

<製品型式> FK125/12C-45L4 <製品型式> FK125/20C-100L7 <製品型式> FK125/20C-120A4

<希望小売価格> ¥111,000 <希望小売価格> ¥115,000 <希望小売価格> ¥155,000

<定格電力> 45W <定格電力> 100W <定格電力> 120W

<定格光束> 4000lm <定格光束> 8900lm <定格光束> 11700lm

<消費効率> 88.8 lm/w <光源設計寿命> 90000h <消費効率> 89.0 lm/w <光源設計寿命> 90000h <消費効率> 97.5 lm/w <光源設計寿命> 90000h

<入力電圧> AC100～240V(専用電源) <入力電圧> AC100～240V(専用電源) <入力電圧> AC100～240V(専用電源)

<外形寸法> 1203×125×42mm <外形寸法> 2003×125×42mm <外形寸法> 2003×125×42mm

<製品重量> 2.0kg <保護等級> 屋内用 <製品重量> 3.3kg <保護等級> 屋内用 <製品重量> 3.3kg <保護等級> 屋内用

<電源位置> 電源別置 <電源位置> 電源別置 <電源位置> 電源別置

<本体材質> アルミ合金 <本体材質> アルミ合金 <本体材質> アルミ合金

<標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ／ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ／ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ <標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ／ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ／ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ <標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ／ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ／ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ

<備考欄> 納期の目安【△】 <備考欄> 納期の目安【△】 <備考欄> 納期の目安【△】

屋内専用 屋内専用 屋内専用

ﾛﾝｸﾞﾋｯﾄ商品 ﾛﾝｸﾞﾋｯﾄ商品 ﾛﾝｸﾞﾋｯﾄ商品

蛍光ﾗﾝﾌﾟFLR40形2灯用相当 蛍光ﾗﾝﾌﾟFLR110形2灯用相当 蛍光ﾗﾝﾌﾟHF86形2灯用相当

№ ⑦ - 4 № ⑦ - 5 № ⑦ - 6

ＬＥＤ室内灯 LED蛍光灯20形逆富士型1灯用 LED蛍光灯20形逆富士型1灯用

<製品型式> FK125/20C-150A5 <製品型式> FLKNI20-1A1N <製品型式> FLKE20-1A1N

<希望小売価格> ¥175,000 <希望小売価格> ¥7,900 <希望小売価格> ¥7,900

<定格電力> 150W <定格電力> - <定格電力> -

<定格光束> 13300lm <定格光束> - <定格光束> -

<消費効率> 88.6 lm/w <光源設計寿命> 90000h <消費効率> - <光源設計寿命> - <消費効率> - <光源設計寿命> -

<入力電圧> AC100～240V(専用電源) <入力電圧> AC100～240V(専用電源) <入力電圧> AC100～220V(専用電源)

<外形寸法> 2003×125×42mm <外形寸法> 647×135×98mm <外形寸法> 647×135×98mm

<製品重量> 3.3kg <保護等級> 屋内用 <製品重量> 0.9kg <保護等級> 屋内用 <製品重量> 0.9kg <保護等級> 屋内用

<電源位置> 電源別置 <電源位置> （別途）電源内蔵LED管 <電源位置> （別途）電源内蔵LED管

<本体材質> アルミ合金 <本体材質> 鋼板製 <本体材質> 鋼板製

<標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ／ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ／ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ <標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ <標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ

<備考欄> 納期の目安【△】 <備考欄> 納期の目安【○△】 <備考欄> 納期の目安【○△】

屋内専用 屋内専用 屋内専用

ﾛﾝｸﾞﾋｯﾄ商品 【適合LED】 【適合LED】

明るくしたい空間にお勧め☆ ①F6HD-GN-** ①TRL-S1-020201

②TRL-S2-020201

③TLS20-500911

<その他> 【標準仕様】納期の目安（◎＝1週間　○＝2週間　△＝1ヶ月　▲＝1.5ヶ月　★＝お問い合わせ）

標準色温度（5000K）です。その他の色温度については、ご相談ください。

取付金具については、取付箇所によって特殊加工が可能です。

グローブは、クリア（透明）とマット（グレア防止）がありますのでご相談ください。該当しない製品もありますので予めご了承ください。

※記載された性能・仕様などは、技術開発の進歩に伴い、予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。

⑦ベースライト・LED管用灯具・ダウンライト・スクエア

共立電照　製品ラインナップ
2017年2月版

LED蛍光管は別売りです。

備考欄の適合LEDからお選び頂き、

ランプページをご覧ください。

LED蛍光管は別売りです。

備考欄の適合LEDからお選び頂き、

ランプページをご覧ください。
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⑦ベースライト・LED管用灯具・ダウンライト・スクエア

共立電照　製品ラインナップ
2017年2月版

№ ⑦ - 7 № ⑦ - 8 № ⑦ - 9

LED蛍光灯20形逆富士型2灯用 LED蛍光灯20形逆富士型2灯用 LED蛍光灯40形逆富士型1灯用

<製品型式> FLKNI20-2A1N <製品型式> FLKE20-2A1N <製品型式> FLKNI40-1A1N

<希望小売価格> ¥9,700 <希望小売価格> ¥9,700 <希望小売価格> ¥10,000

<定格電力> - <定格電力> - <定格電力> -

<定格光束> - <定格光束> - <定格光束> -

<消費効率> - <光源設計寿命> - <消費効率> - <光源設計寿命> - <消費効率> - <光源設計寿命> -

<入力電圧> AC100～240V(専用電源) <入力電圧> AC100～220V(専用電源) <入力電圧> AC100～240V(専用電源)

<外形寸法> 647×185×74mm <外形寸法> 647×185×74mm <外形寸法> 1265×133×98mm

<製品重量> 1.4kg <保護等級> 屋内用 <製品重量> 1.4kg <保護等級> 屋内用 <製品重量> 1.9kg <保護等級> 屋内用

<電源位置> （別途）電源内蔵LED管 <電源位置> （別途）電源内蔵LED管 <電源位置> （別途）電源内蔵LED管

<本体材質> 鋼板製 <本体材質> 鋼板製 <本体材質> 鋼板製

<標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ <標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ <標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ

<備考欄> 納期の目安【○△】 <備考欄> 納期の目安【○△】 <備考欄> 納期の目安【○△】

屋内専用 屋内専用 屋内専用

【適合LED】 【適合LED】 【適合LED】

①F6HD-GN-** ①TRL-S1-020201 ①F12HD-GN-**

②TRL-S2-020201 ②F12SD-GN-**

③TLS20-500911 ③F12SDH-GN-**

№ ⑦ - 10 № ⑦ - 11 № ⑦ - 12

LED蛍光灯40形逆富士型1灯用 LED蛍光灯40形逆富士型2灯用 LED蛍光灯40形逆富士型2灯用

<製品型式> FLKE40-1A1N <製品型式> FLKNI40-2A1N <製品型式> FLKE40-2A1N

<希望小売価格> ¥10,000 <希望小売価格> ¥11,900 <希望小売価格> ¥11,900

<定格電力> - <定格電力> - <定格電力> -

<定格光束> - <定格光束> - <定格光束> -

<消費効率> - <光源設計寿命> - <消費効率> - <光源設計寿命> - <消費効率> - <光源設計寿命> -

<入力電圧> AC100～220V(専用電源) <入力電圧> AC100～240V(専用電源) <入力電圧> AC100～220V(専用電源)

<外形寸法> 1265×133×98mm <外形寸法> 1264×186×73mm <外形寸法> 1264×186×73mm

<製品重量> 1.8kg <保護等級> 屋内用 <製品重量> 3.0kg <保護等級> 屋内用 <製品重量> 2.8kg <保護等級> 屋内用

<電源位置> （別途）電源内蔵LED管 <電源位置> （別途）電源内蔵LED管 <電源位置> （別途）電源内蔵LED管

<本体材質> 鋼板製 <本体材質> 鋼板製 <本体材質> 鋼板製

<標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ <標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ <標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ

<備考欄> 納期の目安【○△】 <備考欄> 納期の目安【○△】 <備考欄> 納期の目安【○△】

屋内専用 ④TLH40-502027 屋内専用 屋内専用 ④TLH40-502027

【適合LED】 ⑤TLES40-501321 【適合LED】 【適合LED】 ⑤TLES40-501321

①TRL-S1-040201 ⑥TLEH40-502030 ①F12HD-GN-** ①TRL-S1-040201 ⑥TLEH40-502030

②TRL-S2-040201 ⑦TLSG40-501521 ②F12SD-GN-** ②TRL-S2-040201 ⑦TLSG40-501521

③TLS40-501622 ⑧TLSG40-501524 ③F12SDH-GN-** ③TLS40-501622 ⑧TLSG40-501524

<その他> 【標準仕様】納期の目安（◎＝1週間　○＝2週間　△＝1ヶ月　▲＝1.5ヶ月　★＝お問い合わせ）

標準色温度（5000K）です。その他の色温度については、ご相談ください。

取付金具については、取付箇所によって特殊加工が可能です。

グローブは、クリア（透明）とマット（グレア防止）がありますのでご相談ください。該当しない製品もありますので予めご了承ください。

※記載された性能・仕様などは、技術開発の進歩に伴い、予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。

LED蛍光管は別売りです。

備考欄の適合LEDからお選び頂き、

ランプページをご覧ください。

LED蛍光管は別売りです。

備考欄の適合LEDからお選び頂き、

ランプページをご覧ください。

LED蛍光管は別売りです。

備考欄の適合LEDからお選び頂き、

ランプページをご覧ください。

LED蛍光管は別売りです。

備考欄の適合LEDからお選び頂き、

ランプページをご覧ください。

LED蛍光管は別売りです。

備考欄の適合LEDからお選び頂き、

ランプページをご覧ください。

LED蛍光管は別売りです。

備考欄の適合LEDからお選び頂き、

ランプページをご覧ください。
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№ ⑦ - 13 № ⑦ - 14 № ⑦ - 15

LED蛍光灯110形逆富士型1灯用 LED蛍光灯110形逆富士型1灯用 LED蛍光灯110形逆富士型2灯用

<製品型式> FLKNI110-1A1N <製品型式> FLKE110-1A1N <製品型式> FLKNI110-2A1N

<希望小売価格> ¥28,500 <希望小売価格> ¥28,500 <希望小売価格> ¥32,700

<定格電力> - <定格電力> - <定格電力> -

<定格光束> - <定格光束> - <定格光束> -

<消費効率> - <光源設計寿命> - <消費効率> - <光源設計寿命> - <消費効率> - <光源設計寿命> -

<入力電圧> AC100～240V(専用電源) <入力電圧> AC100～220V(専用電源) <入力電圧> AC100～240V(専用電源)

<外形寸法> 2450×135×95mm <外形寸法> 2450×135×95mm <外形寸法> 2450×186×76mm

<製品重量> 6.2kg <保護等級> 屋内用 <製品重量> 6.1kg <保護等級> 屋内用 <製品重量> 7.3kg <保護等級> 屋内用

<電源位置> （別途）電源内蔵LED管 <電源位置> （別途）電源内蔵LED管 <電源位置> （別途）電源内蔵LED管

<本体材質> 鋼板製 <本体材質> 鋼板製 <本体材質> 鋼板製

<標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ <標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ <標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ

<備考欄> 納期の目安【○△】 <備考欄> 納期の目安【○△】 <備考欄> 納期の目安【○△】

屋内専用 屋内専用 ④TLH110-504054 屋内専用

【適合LED】 【適合LED】 ⑤TLES110-503248 【適合LED】

①F24SD-RN-** ①TRL-S1-110201 ⑥TLEH110-504060 ①F24SD-RN-**

②F24SDH-RN-** ②TRL-S2-110201 ⑦TLSG110-503048 ②F24SDH-RN-**

③TLS110-503244

№ ⑦ - 16 № ⑦ - 17 № ⑦ - 18

LED蛍光灯110形逆富士型2灯用 LED蛍光灯20形逆富士型1灯用防滴タイプ LED蛍光灯40形逆富士型1灯用防滴タイプ

<製品型式> FLKE110-2A1N <製品型式> FLKE20-1A1N/W <製品型式> FLKE40-1A1N/W

<希望小売価格> ¥32,700 <希望小売価格> ¥17,300 <希望小売価格> ¥21,000

<定格電力> - <定格電力> - <定格電力> -

<定格光束> - <定格光束> - <定格光束> -

<消費効率> - <光源設計寿命> - <消費効率> - <光源設計寿命> - <消費効率> - <光源設計寿命> -

<入力電圧> AC100～220V(専用電源) <入力電圧> AC100～220V(専用電源) <入力電圧> AC100～220V(専用電源)

<外形寸法> 2450×186×76mm <外形寸法> 647×135×112mm <外形寸法> 1265×135×112mm

<製品重量> 7.1kg <保護等級> 屋内用 <製品重量> 1.1kg <保護等級> 屋内用 <製品重量> 1.9kg <保護等級> 屋内用

<電源位置> （別途）電源内蔵LED管 <電源位置> （別途）電源内蔵LED管 <電源位置> （別途）電源内蔵LED管

<本体材質> 鋼板製 <本体材質> 鋼板製 <本体材質> 鋼板製

<標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ <標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ <標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ

<備考欄> 納期の目安【○△】 <備考欄> 納期の目安【○△】 <備考欄> 納期の目安【○△】

屋内専用 ④TLH110-504054 防滴タイプ 防滴タイプ

【適合LED】 ⑤TLES110-503248 【適合LED】 【適合LED】

①TRL-S1-110201 ⑥TLEH110-504060 ①TLS20-500911WP ①TLS40-501622WP

②TRL-S2-110201 ⑦TLSG110-503048

③TLS110-503244

<その他> 【標準仕様】納期の目安（◎＝1週間　○＝2週間　△＝1ヶ月　▲＝1.5ヶ月　★＝お問い合わせ）

標準色温度（5000K）です。その他の色温度については、ご相談ください。

取付金具については、取付箇所によって特殊加工が可能です。

グローブは、クリア（透明）とマット（グレア防止）がありますのでご相談ください。該当しない製品もありますので予めご了承ください。

※記載された性能・仕様などは、技術開発の進歩に伴い、予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。

LED蛍光管は別売りです。

備考欄の適合LEDからお選び頂き、

ランプページをご覧ください。

LED蛍光管は別売りです。

備考欄の適合LEDからお選び頂き、

ランプページをご覧ください。

LED蛍光管は別売りです。

備考欄の適合LEDからお選び頂き、

ランプページをご覧ください。

LED蛍光管は別売りです。

備考欄の適合LEDからお選び頂き、

ランプページをご覧ください。

LED蛍光管は別売りです。

備考欄の適合LEDからお選び頂き、

ランプページをご覧ください。

LED蛍光管は別売りです。

備考欄の適合LEDからお選び頂き、

ランプページをご覧ください。
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№ ⑦ - 19 № ⑦ - 20 № ⑦ - 21

LED蛍光灯40形逆富士型2灯用防滴タイプ LED蛍光灯20形トラフ型1灯用 LED蛍光灯20形トラフ型1灯用

<製品型式> FLKE40-2A1N/W <製品型式> FLKNI20-1A2N <製品型式> FLKE20-1A2N

<希望小売価格> ¥23,300 <希望小売価格> ¥5,500 <希望小売価格> ¥5,500

<定格電力> - <定格電力> - <定格電力> -

<定格光束> - <定格光束> - <定格光束> -

<消費効率> - <光源設計寿命> - <消費効率> - <光源設計寿命> - <消費効率> - <光源設計寿命> -

<入力電圧> AC100～220V(専用電源) <入力電圧> AC100～240V(専用電源) <入力電圧> AC100～220V(専用電源)

<外形寸法> 1265×185×93mm <外形寸法> 610×57×78mm <外形寸法> 610×57×78mm

<製品重量> 3.0kg <保護等級> 屋内用 <製品重量> 0.7kg <保護等級> 屋内用 <製品重量> 0.7kg <保護等級> 屋内用

<電源位置> （別途）電源内蔵LED管 <電源位置> （別途）電源内蔵LED管 <電源位置> （別途）電源内蔵LED管

<本体材質> 鋼板製 <本体材質> 鋼板製 <本体材質> 鋼板製

<標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ <標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ <標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ

<備考欄> 納期の目安【○△】 <備考欄> 納期の目安【○△】 <備考欄> 納期の目安【○△】

防滴タイプ 屋内専用 屋内専用

【適合LED】 【適合LED】 【適合LED】

①TLS40-501622WP ①F6HD-GN-** ①TRL-S1-020201

②TRL-S2-020201

③TLS20-500911

№ ⑦ - 22 № ⑦ - 23 № ⑦ - 24

LED蛍光灯40形トラフ型1灯用 LED蛍光灯40形トラフ型1灯用 LED蛍光灯40形トラフ型2灯用

<製品型式> FLKNI40-1A2N <製品型式> FLKE40-1A2N <製品型式> FLKNI40-2A2N

<希望小売価格> ¥7,200 <希望小売価格> ¥7,200 <希望小売価格> ¥11,300

<定格電力> - <定格電力> - <定格電力> -

<定格光束> - <定格光束> - <定格光束> -

<消費効率> - <光源設計寿命> - <消費効率> - <光源設計寿命> - <消費効率> - <光源設計寿命> -

<入力電圧> AC100～240V(専用電源) <入力電圧> AC100～220V(専用電源) <入力電圧> AC100～240V(専用電源)

<外形寸法> 1250×57×82mm <外形寸法> 1250×57×82mm <外形寸法> 1250×100×87mm

<製品重量> 1.2kg <保護等級> 屋内用 <製品重量> 1.1kg <保護等級> 屋内用 <製品重量> 2.2kg <保護等級> 屋内用

<電源位置> （別途）電源内蔵LED管 <電源位置> （別途）電源内蔵LED管 <電源位置> （別途）電源内蔵LED管

<本体材質> 鋼板製 <本体材質> 鋼板製 <本体材質> 鋼板製

<標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ <標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ <標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ

<備考欄> 納期の目安【○△】 <備考欄> 納期の目安【○△】 <備考欄> 納期の目安【○△】

屋内専用 屋内専用 ④TLH40-502027 屋内専用

【適合LED】 【適合LED】 ⑤TLES40-501321 【適合LED】

①F12HD-GN-** ①TRL-S1-040201 ⑥TLEH40-502030 ①F12HD-GN-**

②F12SD-GN-** ②TRL-S2-040201 ⑦TLSG40-501521 ②F12SD-GN-**

③F12SDH-GN-** ③TLS40-501622 ⑧TLSG40-501524 ③F12SDH-GN-**

<その他> 【標準仕様】納期の目安（◎＝1週間　○＝2週間　△＝1ヶ月　▲＝1.5ヶ月　★＝お問い合わせ）

標準色温度（5000K）です。その他の色温度については、ご相談ください。

取付金具については、取付箇所によって特殊加工が可能です。

グローブは、クリア（透明）とマット（グレア防止）がありますのでご相談ください。該当しない製品もありますので予めご了承ください。

※記載された性能・仕様などは、技術開発の進歩に伴い、予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。

LED蛍光管は別売りです。

備考欄の適合LEDからお選び頂き、

ランプページをご覧ください。

LED蛍光管は別売りです。

備考欄の適合LEDからお選び頂き、

ランプページをご覧ください。

LED蛍光管は別売りです。

備考欄の適合LEDからお選び頂き、

ランプページをご覧ください。

LED蛍光管は別売りです。

備考欄の適合LEDからお選び頂き、

ランプページをご覧ください。

LED蛍光管は別売りです。

備考欄の適合LEDからお選び頂き、

ランプページをご覧ください。

LED蛍光管は別売りです。

備考欄の適合LEDからお選び頂き、

ランプページをご覧ください。
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№ ⑦ - 25 № ⑦ - 26 № ⑦ - 27

LED蛍光灯40形トラフ型2灯用 LED蛍光灯110形トラフ型1灯用 LED蛍光灯110形トラフ型1灯用

<製品型式> FLKE40-2A2N <製品型式> FLKNI110-1A2N <製品型式> FLKE110-1A2N

<希望小売価格> ¥11,300 <希望小売価格> ¥28,500 <希望小売価格> ¥28,500

<定格電力> - <定格電力> - <定格電力> -

<定格光束> - <定格光束> - <定格光束> -

<消費効率> - <光源設計寿命> - <消費効率> - <光源設計寿命> - <消費効率> - <光源設計寿命> -

<入力電圧> AC100～220V(専用電源) <入力電圧> AC100～240V(専用電源) <入力電圧> AC100～240V(専用電源)

<外形寸法> 1250×100×87mm <外形寸法> 2453×74×99mm <外形寸法> 2453×74×99mm

<製品重量> 2.0kg <保護等級> 屋内用 <製品重量> 5.6kg <保護等級> 屋内用 <製品重量> 5.5kg <保護等級> 屋内用

<電源位置> （別途）電源内蔵LED管 <電源位置> （別途）電源内蔵LED管 <電源位置> （別途）電源内蔵LED管

<本体材質> 鋼板製 <本体材質> 鋼板製 <本体材質> 鋼板製

<標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ <標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ <標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ

<備考欄> 納期の目安【○△】 <備考欄> 納期の目安【○△】 <備考欄> 納期の目安【○△】

屋内専用 ④TLH40-502027 屋内専用 屋内専用 ④TLH110-504054

【適合LED】 ⑤TLES40-501321 【適合LED】 【適合LED】 ⑤TLES110-503248

①TRL-S1-040201 ⑥TLEH40-502030 ①F24SD-RN-** ①TRL-S1-110201 ⑥TLEH110-504060

②TRL-S2-040201 ⑦TLSG40-501521 ②F24SDH-RN-** ②TRL-S2-110201 ⑦TLSG110-503048

③TLS40-501622 ⑧TLSG40-501524 ③TLS110-503244

№ ⑦ - 28 № ⑦ - 29 № ⑦ - 30

LED蛍光灯110形トラフ型2灯用 LED蛍光灯110形トラフ型2灯用 LED蛍光灯40形トラフ型1灯用防滴タイプ

<製品型式> FLKNI110-2A2N <製品型式> FLKE110-2A2N <製品型式> FLKE40-1A2N/W

<希望小売価格> ¥36,400 <希望小売価格> ¥36,400 <希望小売価格> ¥19,200

<定格電力> - <定格電力> - <定格電力> -

<定格光束> - <定格光束> - <定格光束> -

<消費効率> - <光源設計寿命> - <消費効率> - <光源設計寿命> - <消費効率> - <光源設計寿命> -

<入力電圧> AC100～240V(専用電源) <入力電圧> AC100～240V(専用電源) <入力電圧> AC100～220V(専用電源)

<外形寸法> 2450×118×108mm <外形寸法> 2450×118×108mm <外形寸法> 1250×60×108mm

<製品重量> 6.3kg <保護等級> 屋内用 <製品重量> 6.1kg <保護等級> 屋内用 <製品重量> 1.1kg <保護等級> 屋内用

<電源位置> （別途）電源内蔵LED管 <電源位置> （別途）電源内蔵LED管 <電源位置> （別途）電源内蔵LED管

<本体材質> 鋼板製 <本体材質> 鋼板製 <本体材質> 鋼板製

<標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ <標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ <標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ

<備考欄> 納期の目安【○△】 <備考欄> 納期の目安【○△】 <備考欄> 納期の目安【○△】

屋内専用 屋内専用 ④TLH110-504054 防滴タイプ

【適合LED】 【適合LED】 ⑤TLES110-503248 【適合LED】

①F24SD-RN-** ①TRL-S1-110201 ⑥TLEH110-504060 ①TLS40-501622WP

②F24SDH-RN-** ②TRL-S2-110201 ⑦TLSG110-503048

③TLS110-503244

<その他> 【標準仕様】納期の目安（◎＝1週間　○＝2週間　△＝1ヶ月　▲＝1.5ヶ月　★＝お問い合わせ）

標準色温度（5000K）です。その他の色温度については、ご相談ください。

取付金具については、取付箇所によって特殊加工が可能です。

グローブは、クリア（透明）とマット（グレア防止）がありますのでご相談ください。該当しない製品もありますので予めご了承ください。

※記載された性能・仕様などは、技術開発の進歩に伴い、予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。

LED蛍光管は別売りです。

備考欄の適合LEDからお選び頂き、

ランプページをご覧ください。

LED蛍光管は別売りです。

備考欄の適合LEDからお選び頂き、

ランプページをご覧ください。

LED蛍光管は別売りです。

備考欄の適合LEDからお選び頂き、

ランプページをご覧ください。

LED蛍光管は別売りです。

備考欄の適合LEDからお選び頂き、

ランプページをご覧ください。

LED蛍光管は別売りです。

備考欄の適合LEDからお選び頂き、

ランプページをご覧ください。

LED蛍光管は別売りです。

備考欄の適合LEDからお選び頂き、

ランプページをご覧ください。
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№ ⑦ - 31 № ⑦ - 32 № ⑦ - 33

LED蛍光灯20形トラフ型1灯用反射笠付 LED蛍光灯20形トラフ型1灯用反射笠付 LED蛍光灯20形トラフ型2灯用反射笠付

<製品型式> FLKNI20-1A2K <製品型式> FLKE20-1A2K <製品型式> FLKNI20-2A2K

<希望小売価格> ¥7,400 <希望小売価格> ¥7,400 <希望小売価格> ¥9,700

<定格電力> - <定格電力> - <定格電力> -

<定格光束> - <定格光束> - <定格光束> -

<消費効率> - <光源設計寿命> - <消費効率> - <光源設計寿命> - <消費効率> - <光源設計寿命> -

<入力電圧> AC100～240V(専用電源) <入力電圧> AC100～240V(専用電源) <入力電圧> AC100～240V(専用電源)

<外形寸法> 608×135×78mm <外形寸法> 608×135×78mm <外形寸法> 633×190×87mm

<製品重量> 0.6kg <保護等級> 屋内用 <製品重量> 0.6kg <保護等級> 屋内用 <製品重量> 1.2kg <保護等級> 屋内用

<電源位置> （別途）電源内蔵LED管 <電源位置> （別途）電源内蔵LED管 <電源位置> （別途）電源内蔵LED管

<本体材質> 鋼板製 <本体材質> 鋼板製 <本体材質> 鋼板製

<標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ <標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ <標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ

<備考欄> 納期の目安【○△】 <備考欄> 納期の目安【○△】 <備考欄> 納期の目安【○△】

屋内専用 屋内専用 屋内専用

【適合LED】 【適合LED】 【適合LED】

①F6HD-GN-** ①TRL-S1-020201 ①F6HD-GN-**

②TRL-S2-020201

③TLS20-500911

№ ⑦ - 34 № ⑦ - 35 № ⑦ - 36

LED蛍光灯20形トラフ型2灯用反射笠付 LED蛍光灯40形トラフ型1灯用片反射笠付 LED蛍光灯40形トラフ型1灯用片反射笠付

<製品型式> FLKE20-2A2K <製品型式> FLKNI40-1A2KH <製品型式> FLKE40-1A2KH

<希望小売価格> ¥9,700 <希望小売価格> ¥10,100 <希望小売価格> ¥10,100

<定格電力> - <定格電力> - <定格電力> -

<定格光束> - <定格光束> - <定格光束> -

<消費効率> - <光源設計寿命> - <消費効率> - <光源設計寿命> - <消費効率> - <光源設計寿命> -

<入力電圧> AC100～240V(専用電源) <入力電圧> AC100～240V(専用電源) <入力電圧> AC100～240V(専用電源)

<外形寸法> 633×190×87mm <外形寸法> 1250×64×118mm <外形寸法> 1250×64×118mm

<製品重量> 1.2kg <保護等級> 屋内用 <製品重量> 1.2kg <保護等級> 屋内用 <製品重量> 1.1kg <保護等級> 屋内用

<電源位置> （別途）電源内蔵LED管 <電源位置> （別途）電源内蔵LED管 <電源位置> （別途）電源内蔵LED管

<本体材質> 鋼板製 <本体材質> 鋼板製 <本体材質> 鋼板製

<標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ <標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ <標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ

<備考欄> 納期の目安【○△】 <備考欄> 納期の目安【○△】 <備考欄> 納期の目安【○△】

屋内専用 屋内専用 屋内専用 ④TLH40-502027

【適合LED】 【適合LED】 【適合LED】 ⑤TLES40-501321

①TRL-S1-020201 ①F12HD-GN-** ①TRL-S1-040201 ⑥TLEH40-502030

②TRL-S2-020201 ②F12SD-GN-** ②TRL-S2-040201 ⑦TLSG40-501521

③TLS20-500911 ③F12SDH-GN-** ③TLS40-501622 ⑧TLSG40-501524

<その他> 【標準仕様】納期の目安（◎＝1週間　○＝2週間　△＝1ヶ月　▲＝1.5ヶ月　★＝お問い合わせ）

標準色温度（5000K）です。その他の色温度については、ご相談ください。

取付金具については、取付箇所によって特殊加工が可能です。

グローブは、クリア（透明）とマット（グレア防止）がありますのでご相談ください。該当しない製品もありますので予めご了承ください。

※記載された性能・仕様などは、技術開発の進歩に伴い、予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。

LED蛍光管は別売りです。

備考欄の適合LEDからお選び頂き、

ランプページをご覧ください。

LED蛍光管は別売りです。

備考欄の適合LEDからお選び頂き、

ランプページをご覧ください。

LED蛍光管は別売りです。

備考欄の適合LEDからお選び頂き、

ランプページをご覧ください。

LED蛍光管は別売りです。

備考欄の適合LEDからお選び頂き、

ランプページをご覧ください。

LED蛍光管は別売りです。

備考欄の適合LEDからお選び頂き、

ランプページをご覧ください。

LED蛍光管は別売りです。

備考欄の適合LEDからお選び頂き、

ランプページをご覧ください。
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№ ⑦ - 37 № ⑦ - 38 № ⑦ - 39

LED蛍光灯40形トラフ型1灯用反射笠付 LED蛍光灯40形トラフ型1灯用反射笠付 LED蛍光灯40形トラフ型2灯用反射笠付

<製品型式> FLKNI40-1A2K <製品型式> FLKE40-1A2K <製品型式> FLKNI40-2A2K

<希望小売価格> ¥8,700 <希望小売価格> ¥8,700 <希望小売価格> ¥11,700

<定格電力> - <定格電力> - <定格電力> -

<定格光束> - <定格光束> - <定格光束> -

<消費効率> - <光源設計寿命> - <消費効率> - <光源設計寿命> - <消費効率> - <光源設計寿命> -

<入力電圧> AC100～240V(専用電源) <入力電圧> AC100～240V(専用電源) <入力電圧> AC100～240V(専用電源)

<外形寸法> 1250×150×85mm <外形寸法> 1250×150×85mm <外形寸法> 1250×192×87mm

<製品重量> 1.6kg <保護等級> 屋内用 <製品重量> 1.5kg <保護等級> 屋内用 <製品重量> 2.6kg <保護等級> 屋内用

<電源位置> （別途）電源内蔵LED管 <電源位置> （別途）電源内蔵LED管 <電源位置> （別途）電源内蔵LED管

<本体材質> 鋼板製 <本体材質> 鋼板製 <本体材質> 鋼板製

<標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ <標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ <標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ

<備考欄> 納期の目安【○△】 <備考欄> 納期の目安【○△】 <備考欄> 納期の目安【○△】

屋内専用 屋内専用 ④TLH40-502027 屋内専用

【適合LED】 【適合LED】 ⑤TLES40-501321 【適合LED】

①F12HD-GN-** ①TRL-S1-040201 ⑥TLEH40-502030 ①F12HD-GN-**

②F12SD-GN-** ②TRL-S2-040201 ⑦TLSG40-501521 ②F12SD-GN-**

③F12SDH-GN-** ③TLS40-501622 ⑧TLSG40-501524 ③F12SDH-GN-**

№ ⑦ - 40 № ⑦ - 41 № ⑦ - 42

LED蛍光灯40形トラフ型2灯用反射笠付 LED蛍光灯110形トラフ型1灯用反射笠付 LED蛍光灯110形トラフ型1灯用反射笠付

<製品型式> FLKE40-2A2K <製品型式> FLKNI110-1A2K <製品型式> FLKE110-1A2K

<希望小売価格> ¥11,700 <希望小売価格> ¥30,400 <希望小売価格> ¥30,400

<定格電力> - <定格電力> - <定格電力> -

<定格光束> - <定格光束> - <定格光束> -

<消費効率> - <光源設計寿命> - <消費効率> - <光源設計寿命> - <消費効率> - <光源設計寿命> -

<入力電圧> AC100～240V(専用電源) <入力電圧> AC100～240V(専用電源) <入力電圧> AC100～240V(専用電源)

<外形寸法> 1250×192×87mm <外形寸法> 2450×196×105mm <外形寸法> 2450×196×105mm

<製品重量> 2.4kg <保護等級> 屋内用 <製品重量> 6.3kg <保護等級> 屋内用 <製品重量> 6.2kg <保護等級> 屋内用

<電源位置> （別途）電源内蔵LED管 <電源位置> （別途）電源内蔵LED管 <電源位置> （別途）電源内蔵LED管

<本体材質> 鋼板製 <本体材質> 鋼板製 <本体材質> 鋼板製

<標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ <標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ <標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ

<備考欄> 納期の目安【○△】 <備考欄> 納期の目安【○△】 <備考欄> 納期の目安【○△】

屋内専用 ④TLH40-502027 屋内専用 屋内専用 ④TLH110-504054

【適合LED】 ⑤TLES40-501321 【適合LED】 【適合LED】 ⑤TLES110-503248

①TRL-S1-040201 ⑥TLEH40-502030 ①F24SD-RN-** ①TRL-S1-110201 ⑥TLEH110-504060

②TRL-S2-040201 ⑦TLSG40-501521 ②F24SDH-RN-** ②TRL-S2-110201 ⑦TLSG110-503048

③TLS40-501622 ⑧TLSG40-501524 ③TLS110-503244

<その他> 【標準仕様】納期の目安（◎＝1週間　○＝2週間　△＝1ヶ月　▲＝1.5ヶ月　★＝お問い合わせ）

標準色温度（5000K）です。その他の色温度については、ご相談ください。

取付金具については、取付箇所によって特殊加工が可能です。

グローブは、クリア（透明）とマット（グレア防止）がありますのでご相談ください。該当しない製品もありますので予めご了承ください。

※記載された性能・仕様などは、技術開発の進歩に伴い、予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。

LED蛍光管は別売りです。

備考欄の適合LEDからお選び頂き、

ランプページをご覧ください。

LED蛍光管は別売りです。

備考欄の適合LEDからお選び頂き、

ランプページをご覧ください。

LED蛍光管は別売りです。

備考欄の適合LEDからお選び頂き、

ランプページをご覧ください。

LED蛍光管は別売りです。

備考欄の適合LEDからお選び頂き、

ランプページをご覧ください。

LED蛍光管は別売りです。

備考欄の適合LEDからお選び頂き、

ランプページをご覧ください。

LED蛍光管は別売りです。

備考欄の適合LEDからお選び頂き、

ランプページをご覧ください。
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№ ⑦ - 43 № ⑦ - 44 № ⑦ - 45

LED蛍光灯110形トラフ型2灯用反射笠付 LED蛍光灯110形トラフ型2灯用反射笠付 LED蛍光灯40形トラフ型1灯用反射笠付防滴タイプ

<製品型式> FLKNI110-2A2K <製品型式> FLKE110-2A2K <製品型式> FLKE40-1A2K/W

<希望小売価格> ¥36,400 <希望小売価格> ¥36,400 <希望小売価格> ¥19,200

<定格電力> - <定格電力> - <定格電力> -

<定格光束> - <定格光束> - <定格光束> -

<消費効率> - <光源設計寿命> - <消費効率> - <光源設計寿命> - <消費効率> - <光源設計寿命> -

<入力電圧> AC100～240V(専用電源) <入力電圧> AC100～240V(専用電源) <入力電圧> AC100～240V(専用電源)

<外形寸法> 2450×203×108mm <外形寸法> 2450×203×108mm <外形寸法> 1250×150×90mm

<製品重量> 6.3kg <保護等級> 屋内用 <製品重量> 6.1kg <保護等級> 屋内用 <製品重量> 1.5kg <保護等級> 屋内用

<電源位置> （別途）電源内蔵LED管 <電源位置> （別途）電源内蔵LED管 <電源位置> （別途）電源内蔵LED管

<本体材質> 鋼板製 <本体材質> 鋼板製 <本体材質> 鋼板製

<標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ <標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ <標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ

<備考欄> 納期の目安【○△】 <備考欄> 納期の目安【○△】 <備考欄> 納期の目安【○△】

屋内専用 屋内専用 ④TLH110-504054 防滴タイプ

【適合LED】 【適合LED】 ⑤TLES110-503248 【適合LED】

①F24SD-RN-** ①TRL-S1-110201 ⑥TLEH110-504060 ①TLS40-501622WP

②F24SDH-RN-** ②TRL-S2-110201 ⑦TLSG110-503048

③TLS110-503244

№ ⑦ - 46 № ⑦ - 47 № ⑦ - 48

LED蛍光灯40形トラフ型2灯用反射笠付防滴タイプ LED蛍光灯40形埋込型1灯用 LED蛍光灯40形埋込型1灯用

<製品型式> FLKE40-2A2K/W <製品型式> FLKNI40-1A3N <製品型式> FLKE40-1A3N

<希望小売価格> ¥21,400 <希望小売価格> ¥21,800 <希望小売価格> ¥21,800

<定格電力> - <定格電力> - <定格電力> -

<定格光束> - <定格光束> - <定格光束> -

<消費効率> - <光源設計寿命> - <消費効率> - <光源設計寿命> - <消費効率> - <光源設計寿命> -

<入力電圧> AC100～240V(専用電源) <入力電圧> AC100～240V(専用電源) <入力電圧> AC100～240V(専用電源)

<外形寸法> 1250×192×94mm <外形寸法> 1250×174×95mm <外形寸法> 1250×174×95mm

<製品重量> 2.4kg <保護等級> 屋内用 <製品重量> 1.2kg <保護等級> 屋内用 <製品重量> 1.1kg <保護等級> 屋内用

<電源位置> （別途）電源内蔵LED管 <電源位置> （別途）電源内蔵LED管 <電源位置> （別途）電源内蔵LED管

<本体材質> 鋼板製 <本体材質> 鋼板製 <本体材質> 鋼板製

<標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ <標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ <標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ

<備考欄> 納期の目安【○△】 <備考欄> 納期の目安【△】 <備考欄> 納期の目安【△】

防滴タイプ 屋内専用 屋内専用 ④TLH40-502027

【適合LED】 【適合LED】 【適合LED】 ⑤TLES40-501321

①TLS40-501622WP ①F12HD-GN-** ①TRL-S1-040201 ⑥TLEH40-502030

②F12SD-GN-** ②TRL-S2-040201 ⑦TLSG40-501521

③F12SDH-GN-** ③TLS40-501622 ⑧TLSG40-501524

<その他> 【標準仕様】納期の目安（◎＝1週間　○＝2週間　△＝1ヶ月　▲＝1.5ヶ月　★＝お問い合わせ）

標準色温度（5000K）です。その他の色温度については、ご相談ください。

取付金具については、取付箇所によって特殊加工が可能です。

グローブは、クリア（透明）とマット（グレア防止）がありますのでご相談ください。該当しない製品もありますので予めご了承ください。

※記載された性能・仕様などは、技術開発の進歩に伴い、予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。

LED蛍光管は別売りです。

備考欄の適合LEDからお選び頂き、

ランプページをご覧ください。

LED蛍光管は別売りです。

備考欄の適合LEDからお選び頂き、

ランプページをご覧ください。

LED蛍光管は別売りです。

備考欄の適合LEDからお選び頂き、

ランプページをご覧ください。

LED蛍光管は別売りです。

備考欄の適合LEDからお選び頂き、

ランプページをご覧ください。

LED蛍光管は別売りです。

備考欄の適合LEDからお選び頂き、

ランプページをご覧ください。

LED蛍光管は別売りです。

備考欄の適合LEDからお選び頂き、

ランプページをご覧ください。
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№ ⑦ - 49 № ⑦ - 50 № ⑦ - 51

LED蛍光灯40形埋込型2灯用 LED蛍光灯40形埋込型2灯用 LED蛍光灯40形埋込型2灯用深型

<製品型式> FLKNI40-2A3N <製品型式> FLKE40-2A3N <製品型式> FLKNI40-2A4N

<希望小売価格> ¥22,900 <希望小売価格> ¥22,900 <希望小売価格> ¥24,800

<定格電力> - <定格電力> - <定格電力> -

<定格光束> - <定格光束> - <定格光束> -

<消費効率> - <光源設計寿命> - <消費効率> - <光源設計寿命> - <消費効率> - <光源設計寿命> -

<入力電圧> AC100～240V(専用電源) <入力電圧> AC100～240V(専用電源) <入力電圧> AC100～240V(専用電源)

<外形寸法> 1250×250×40mm <外形寸法> 1250×250×40mm <外形寸法> 1250×250×61mm

<製品重量> 3.3kg <保護等級> 屋内用 <製品重量> 3.1kg <保護等級> 屋内用 <製品重量> 4.2kg <保護等級> 屋内用

<電源位置> （別途）電源内蔵LED管 <電源位置> （別途）電源内蔵LED管 <電源位置> （別途）電源内蔵LED管

<本体材質> 鋼板製 <本体材質> 鋼板製 <本体材質> 鋼板製

<標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ <標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ <標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ

<備考欄> 納期の目安【△】 <備考欄> 納期の目安【△】 <備考欄> 納期の目安【△】

屋内専用 屋内専用 ④TLH40-502027 屋内専用

【適合LED】 【適合LED】 ⑤TLES40-501321 【適合LED】

①F12HD-GN-** ①TRL-S1-040201 ⑥TLEH40-502030 ①F12HD-GN-**

②F12SD-GN-** ②TRL-S2-040201 ⑦TLSG40-501521 ②F12SD-GN-**

③F12SDH-GN-** ③TLS40-501622 ⑧TLSG40-501524 ③F12SDH-GN-**

№ ⑦ - 52 № ⑦ - 53 № ⑦ - 54

LED蛍光灯40形埋込型2灯用深型 LED蛍光灯20形防水型1灯用 LED蛍光灯20形防水型1灯用

<製品型式> FLKE40-2A4N <製品型式> FLKNI20-1B1E <製品型式> FLKE20-1B1E

<希望小売価格> ¥24,800 <希望小売価格> ¥12,000 <希望小売価格> ¥12,000

<定格電力> - <定格電力> - <定格電力> -

<定格光束> - <定格光束> - <定格光束> -

<消費効率> - <光源設計寿命> - <消費効率> - <光源設計寿命> - <消費効率> - <光源設計寿命> -

<入力電圧> AC100～240V(専用電源) <入力電圧> AC100～240V(専用電源) <入力電圧> AC100～240V(専用電源)

<外形寸法> 1250×250×61mm <外形寸法> 655×90×88mm <外形寸法> 655×90×88mm

<製品重量> 4.0kg <保護等級> 屋内用 <製品重量> 1.1kg <保護等級> 屋内用 <製品重量> 1.1kg <保護等級> 屋内用

<電源位置> （別途）電源内蔵LED管 <電源位置> （別途）電源内蔵LED管 <電源位置> （別途）電源内蔵LED管

<本体材質> 鋼板製 <本体材質> 鋼板製 <本体材質> 鋼板製

<標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ <標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ <標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ

<備考欄> 納期の目安【△】 <備考欄> 納期の目安【△】 <備考欄> 納期の目安【△】

屋内専用 ④TLH40-502027 防水タイプ 防水タイプ

【適合LED】 ⑤TLES40-501321 【適合LED】 【適合LED】

①TRL-S1-040201 ⑥TLEH40-502030 ①F6HD-GN-** ①TRL-S1-020201

②TRL-S2-040201 ⑦TLSG40-501521 ②TRL-S2-020201

③TLS40-501622 ⑧TLSG40-501524 ③TLS20-500911

<その他> 【標準仕様】納期の目安（◎＝1週間　○＝2週間　△＝1ヶ月　▲＝1.5ヶ月　★＝お問い合わせ）

標準色温度（5000K）です。その他の色温度については、ご相談ください。

取付金具については、取付箇所によって特殊加工が可能です。

グローブは、クリア（透明）とマット（グレア防止）がありますのでご相談ください。該当しない製品もありますので予めご了承ください。

※記載された性能・仕様などは、技術開発の進歩に伴い、予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。

LED蛍光管は別売りです。

備考欄の適合LEDからお選び頂き、

ランプページをご覧ください。

LED蛍光管は別売りです。

備考欄の適合LEDからお選び頂き、

ランプページをご覧ください。

LED蛍光管は別売りです。

備考欄の適合LEDからお選び頂き、

ランプページをご覧ください。

LED蛍光管は別売りです。

備考欄の適合LEDからお選び頂き、

ランプページをご覧ください。

LED蛍光管は別売りです。

備考欄の適合LEDからお選び頂き、

ランプページをご覧ください。

LED蛍光管は別売りです。

備考欄の適合LEDからお選び頂き、

ランプページをご覧ください。
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№ ⑦ - 55 № ⑦ - 56 № ⑦ - 57

LED蛍光灯20形防水型2灯用 LED蛍光灯20形防水型2灯用 LED蛍光灯40形防水型1灯用

<製品型式> FLKNI20-2B1E <製品型式> FLKE20-2B1E <製品型式> FLKNI40-1B1E

<希望小売価格> ¥15,800 <希望小売価格> ¥15,800 <希望小売価格> ¥15,000

<定格電力> - <定格電力> - <定格電力> -

<定格光束> - <定格光束> - <定格光束> -

<消費効率> - <光源設計寿命> - <消費効率> - <光源設計寿命> - <消費効率> - <光源設計寿命> -

<入力電圧> AC100～240V(専用電源) <入力電圧> AC100～240V(専用電源) <入力電圧> AC100～240V(専用電源)

<外形寸法> 655×130×88mm <外形寸法> 655×130×88mm <外形寸法> 1265×90×88mm

<製品重量> 1.6kg <保護等級> 屋内用 <製品重量> 1.6kg <保護等級> 屋内用 <製品重量> 1.9kg <保護等級> 屋内用

<電源位置> （別途）電源内蔵LED管 <電源位置> （別途）電源内蔵LED管 <電源位置> （別途）電源内蔵LED管

<本体材質> 鋼板製 <本体材質> 鋼板製 <本体材質> 鋼板製

<標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ <標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ <標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ

<備考欄> 納期の目安【△】 <備考欄> 納期の目安【△】 <備考欄> 納期の目安【△】

防水タイプ 防水タイプ 防水タイプ

【適合LED】 【適合LED】 【適合LED】

①F6HD-GN-** ①TRL-S1-020201 ①F12HD-GN-**

②TRL-S2-020201 ②F12SD-GN-**

③TLS20-500911 ③F12SDH-GN-**

№ ⑦ - 58 № ⑦ - 59 № ⑦ - 60

LED蛍光灯40形防水型1灯用 LED蛍光灯40形防水型2灯用 LED蛍光灯40形防水型2灯用

<製品型式> FLKE40-1B1E <製品型式> FLKNI40-2B1E <製品型式> FLKE40-2B1E

<希望小売価格> ¥15,000 <希望小売価格> ¥18,800 <希望小売価格> ¥18,800

<定格電力> - <定格電力> - <定格電力> -

<定格光束> - <定格光束> - <定格光束> -

<消費効率> - <光源設計寿命> - <消費効率> - <光源設計寿命> - <消費効率> - <光源設計寿命> -

<入力電圧> AC100～240V(専用電源) <入力電圧> AC100～240V(専用電源) <入力電圧> AC100～240V(専用電源)

<外形寸法> 1265×90×88mm <外形寸法> 1265×130×88mm <外形寸法> 1265×130×88mm

<製品重量> 1.8kg <保護等級> 屋内用 <製品重量> 3.0kg <保護等級> 屋内用 <製品重量> 2.8kg <保護等級> 屋内用

<電源位置> （別途）電源内蔵LED管 <電源位置> （別途）電源内蔵LED管 <電源位置> （別途）電源内蔵LED管

<本体材質> 鋼板製 <本体材質> 鋼板製 <本体材質> 鋼板製

<標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ <標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ <標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ

<備考欄> 納期の目安【△】 <備考欄> 納期の目安【△】 <備考欄> 納期の目安【△】

防水タイプ ④TLH40-502027 防水タイプ 防水タイプ ④TLH40-502027

【適合LED】 ⑤TLES40-501321 【適合LED】 【適合LED】 ⑤TLES40-501321

①TRL-S1-040201 ⑥TLEH40-502030 ①F12HD-GN-** ①TRL-S1-040201 ⑥TLEH40-502030

②TRL-S2-040201 ⑦TLSG40-501521 ②F12SD-GN-** ②TRL-S2-040201 ⑦TLSG40-501521

③TLS40-501622 ⑧TLSG40-501524 ③F12SDH-GN-** ③TLS40-501622 ⑧TLSG40-501524

<その他> 【標準仕様】納期の目安（◎＝1週間　○＝2週間　△＝1ヶ月　▲＝1.5ヶ月　★＝お問い合わせ）

標準色温度（5000K）です。その他の色温度については、ご相談ください。

取付金具については、取付箇所によって特殊加工が可能です。

グローブは、クリア（透明）とマット（グレア防止）がありますのでご相談ください。該当しない製品もありますので予めご了承ください。

※記載された性能・仕様などは、技術開発の進歩に伴い、予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。

LED蛍光管は別売りです。

備考欄の適合LEDからお選び頂き、

ランプページをご覧ください。

LED蛍光管は別売りです。

備考欄の適合LEDからお選び頂き、

ランプページをご覧ください。

LED蛍光管は別売りです。

備考欄の適合LEDからお選び頂き、

ランプページをご覧ください。

LED蛍光管は別売りです。

備考欄の適合LEDからお選び頂き、

ランプページをご覧ください。

LED蛍光管は別売りです。

備考欄の適合LEDからお選び頂き、

ランプページをご覧ください。

LED蛍光管は別売りです。

備考欄の適合LEDからお選び頂き、

ランプページをご覧ください。
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№ ⑦ - 70 № ⑦ - 71 № ⑦ - 72

NEW NEW NEW

LED蛍光灯40形逆富士型1灯用 LED蛍光灯40形逆富士型2灯用 LED蛍光灯40形逆富士型3灯用

<製品型式> FLKP40-1A1N-SK <製品型式> FLKP40-2A1N-SK <製品型式> FLKP40-3A1N-SK

<希望小売価格> ¥12,000 <希望小売価格> ¥19,600 <希望小売価格> ¥26,500

<定格電力> 18W <定格電力> 36W <定格電力> 54W

<定格光束> 2100lm <定格光束> 4200lm <定格光束> 6300lm

<消費効率> 116.6 lm/w <光源設計寿命> - <消費効率> 116.6 lm/w <光源設計寿命> - <消費効率> 116.6 lm/w <光源設計寿命> -

<入力電圧> AC100～240V(管内内蔵) <入力電圧> AC100～240V(管内内蔵) <入力電圧> AC100～240V(管内内蔵)

<外形寸法> 1260×120×88mm <外形寸法> 1260×180×69mm <外形寸法> 1260×180×92mm

<製品重量> 2.8kg <保護等級> 屋内用 <製品重量> 3.8kg <保護等級> 屋内用 <製品重量> 4.1kg <保護等級> 屋内用

<電源位置> （セット）電源内蔵LED管 <電源位置> （セット）電源内蔵LED管 <電源位置> （セット）電源内蔵LED管

<本体材質> ステンレス製 <本体材質> ステンレス製 <本体材質> ステンレス製

<標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ <標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ <標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ

<備考欄> 納期の目安【○】 <備考欄> 納期の目安【○】 <備考欄> 納期の目安【○】

屋内専用 【適合LED】 屋内専用 【適合LED】 屋内専用 【適合LED】

蛍光ﾗﾝﾌﾟFLR40形相当 PE44932L（4000K） 蛍光ﾗﾝﾌﾟFLR40形相当×2灯相当 PE44932L（4000K） 蛍光ﾗﾝﾌﾟFLR40形相当×3灯相当 PE44932L（4000K）

PE44933L（5000K） PE44933L（5000K） PE44933L（5000K）

PE44934L（6500K） PE44934L（6500K） PE44934L（6500K）

№ ⑦ - 61 № ⑦ - 62 № ⑦ - 63

ＬＥＤダウンライト　φ100 ＬＥＤダウンライト　φ150 ＬＥＤダウンライト　φ150

<製品型式> DL100-10M1S <製品型式> DL150-10M1S <製品型式> DL150-16M1S

<希望小売価格> ¥32,000 <希望小売価格> ¥62,900 <希望小売価格> ¥62,900

<定格電力> 10W <定格電力> 10W <定格電力> 16W

<定格光束> 400lm <定格光束> 400lm <定格光束> 600lm

<消費効率> 40.0 lm/w <光源設計寿命> 60000h <消費効率> 40.0 lm/w <光源設計寿命> 60000h <消費効率> 37.5 lm/w <光源設計寿命> 60000h

<入力電圧> AC100～240V(専用電源) <入力電圧> AC100～240V(専用電源) <入力電圧> AC100～240V(専用電源)

<外形寸法> φ115×73(埋込寸法　φ93.8×70.5)mm <外形寸法> φ170×78(埋込寸法　φ143×74)mm <外形寸法> φ170×78(埋込寸法　φ143×74)mm

<製品重量> 0.7kg <保護等級> 屋内用 <製品重量> 1.2kg <保護等級> 屋内用 <製品重量> 1.2kg <保護等級> 屋内用

<電源位置> 電源別置 <電源位置> 電源別置 <電源位置> 電源別置

<本体材質> 鋼板製 <本体材質> 鋼板製 <本体材質> 鋼板製

<標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ <標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ <標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ

<備考欄> 納期の目安【△】 <備考欄> 納期の目安【△】 <備考欄> 納期の目安【△】

屋内専用 屋内専用 屋内専用

ﾛﾝｸﾞﾋｯﾄ商品 ﾛﾝｸﾞﾋｯﾄ商品 ﾛﾝｸﾞﾋｯﾄ商品

埋込開口寸法　φ100 埋込開口寸法　φ150 埋込開口寸法　φ150

<その他> 【標準仕様】納期の目安（◎＝1週間　○＝2週間　△＝1ヶ月　▲＝1.5ヶ月　★＝お問い合わせ）

標準色温度（5000K）です。その他の色温度については、ご相談ください。

取付金具については、取付箇所によって特殊加工が可能です。

グローブは、クリア（透明）とマット（グレア防止）がありますのでご相談ください。該当しない製品もありますので予めご了承ください。

※記載された性能・仕様などは、技術開発の進歩に伴い、予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。

灯具 ＋ LED蛍光管の

セット商品になりま

灯具 ＋ LED蛍光管の

セット商品になりま

灯具 ＋ LED蛍光管の

セット商品になりま
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⑦ベースライト・LED管用灯具・ダウンライト・スクエア

共立電照　製品ラインナップ
2017年2月版

№ ⑦ - 64 № ⑦ - 65 № ⑦ - 66

ＬＥＤダウンライト　φ200 ＬＥＤ軒下ダウンライト　φ250 ＬＥＤダウンライト　φ200

<製品型式> DL200-45W4S <製品型式> DL250-45W4SB-G <製品型式> DL200-65D6S

<希望小売価格> ¥98,000 <希望小売価格> ¥138,000 <希望小売価格> ¥129,000

<定格電力> 45W <定格電力> 45W <定格電力> 65W

<定格光束> 2100lm <定格光束> 2500lm <定格光束> 2900lm

<消費効率> 46.6 lm/w <光源設計寿命> 60000h <消費効率> 55.5 lm/w <光源設計寿命> 60000h <消費効率> 44.6 lm/w <光源設計寿命> 60000h

<入力電圧> AC100～240V(専用電源) <入力電圧> AC100～240V(専用電源) <入力電圧> AC100～240V(専用電源)

<外形寸法> φ216×197(埋込寸法　φ196×190)mm <外形寸法> φ270×170(埋込寸法　φ246×166)mm <外形寸法> φ216×197(埋込寸法　φ195×190)mm

<製品重量> 1.5kg <保護等級> 屋内用 <製品重量> 2.7kg <保護等級> 防滴型 <製品重量> 1.5kg <保護等級> 屋内用

<電源位置> 電源別置 <電源位置> 電源別置 <電源位置> 電源別置

<本体材質> 鋼板製 <本体材質> 鋼板製 <本体材質> 鋼板製

<標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ <標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ <標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ

<備考欄> 納期の目安【△】 <備考欄> 納期の目安【△】 <備考欄> 納期の目安【△】

屋内専用 屋内専用 屋内専用

ﾛﾝｸﾞﾋｯﾄ商品 ﾛﾝｸﾞﾋｯﾄ商品 ﾛﾝｸﾞﾋｯﾄ商品

埋込開口寸法　φ200 埋込開口寸法　φ250 埋込開口寸法　φ200

№ ⑦ - 67 № ⑦ - 68

マイナーチェンジ☆ マイナーチェンジ☆

ＬＥＤスクエア照明 ＬＥＤスクエア照明

<製品型式> SQ450-45W4SU3 <製品型式> SQ540-65D6SU3

<希望小売価格> ¥120,000 <希望小売価格> ¥137,200

<定格電力> 45W <定格電力> 65W

<定格光束> 3600lm <定格光束> 5200lm

<消費効率> 80.0 lm/w <光源設計寿命> 90000h <消費効率> 80.0 lm/w <光源設計寿命> 90000h

<入力電圧> AC100～240V(専用電源) <入力電圧> AC100～240V(専用電源)

<外形寸法> 490×490×88 （440×440×80)mm <外形寸法> 590×590×88 (530×530×80)mm

<製品重量> 3.4kg <保護等級> 屋内用 <製品重量> 5.0kg <保護等級> 屋内用

<電源位置> 電源搭載 <電源位置> 電源搭載

<本体材質> アルミ合金 <本体材質> アルミ合金

<標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ <標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ

<備考欄> 納期の目安【△】 <備考欄> 納期の目安【△】

屋内専用 屋内専用

ﾛﾝｸﾞﾋｯﾄ商品 ﾛﾝｸﾞﾋｯﾄ商品

FPL/FHP 埋込器具代替 FPL/FHP 埋込器具代替

埋込寸法はご相談ください 埋込寸法はご相談ください

<その他> 【標準仕様】納期の目安（◎＝1週間　○＝2週間　△＝1ヶ月　▲＝1.5ヶ月　★＝お問い合わせ）

標準色温度（5000K）です。その他の色温度については、ご相談ください。

取付金具については、取付箇所によって特殊加工が可能です。

グローブは、クリア（透明）とマット（グレア防止）がありますのでご相談ください。該当しない製品もありますので予めご了承ください。

※記載された性能・仕様などは、技術開発の進歩に伴い、予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。
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№ ⑧ - 3 № ⑧ - 6 № ⑧ - 7

マイナーチェンジ 在庫限り マイナーチェンジ☆ マイナーチェンジ☆

きらめきLED36W　6面発光　E39 LEDランプ70W（蕾）　6面発光　E39　ショートタイプ LEDランプ70W（花）　6面発光　E39　ショートタイプ

<製品型式> KU36G6SRU3-C/E39 <製品型式> KU70D6SRU1SB/E39 <製品型式> KU70D6SRU5ST/E39

<希望小売価格> ¥80,000 <希望小売価格> ¥115,000 <希望小売価格> ¥115,000

<定格電力> 36W <定格電力> 70W <定格電力> 70W

<定格光束> 3300lm <定格光束> 6700lm <定格光束> 6700lm

<消費効率> 91.6 lm/w <光源設計寿命> 60000h <消費効率> 95.7 lm/w <光源設計寿命> 60000h <消費効率> 95.7 lm/w <光源設計寿命> 60000h

<入力電圧> AC100～240V(専用電源) <入力電圧> AC100～240V(専用電源) <入力電圧> AC100～240V(専用電源)

<外形寸法> 直径126×320±3mm <外形寸法> 125±3×110±3×256±3mm <外形寸法> 186±3×186±3×256±3mm

<製品重量> 1.7kg <保護等級> IP4X <製品重量> 0.5kg <保護等級> 防水器具内取付用 <製品重量> 0.6kg <保護等級> 防水器具内取付用

<電源位置> 電源別置 <電源位置> 電源別置 <電源位置> 電源別置

<本体材質> アルミ合金 <本体材質> アルミ合金 <本体材質> アルミ合金

<標準塗装色> - <標準塗装色> - <標準塗装色> -

<備考欄> 納期の目安【★】 <備考欄> 納期の目安【★】 <備考欄> 納期の目安【★】

ﾛﾝｸﾞﾋｯﾄ商品 ﾛﾝｸﾞﾋｯﾄ商品 ﾛﾝｸﾞﾋｯﾄ商品

水銀ﾗﾝﾌﾟ100形相当 ﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ150形相当 ﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ150形相当

注) 密閉された器具には

使用しないでください。

№ ⑧ - 8 № ⑧ - 9 № ⑧ - 10

LEDランプ75W　E39　高光束仕様 LEDランプ90W　E39　高光束仕様 20形　LED蛍光管　人感ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ　100V専用

<製品型式> KU75SRU4N/E39 <製品型式> KU90SRU4N/E39 <製品型式> TRL-S1-020201

<希望小売価格> ¥117,000 <希望小売価格> ¥122,000 <希望小売価格> ¥20,000

<定格電力> 75W <定格電力> 90W <定格電力> 9W

<定格光束> 7400lm <定格光束> 8900lm <定格光束> 1100lm

<消費効率> 98.6 lm/w <光源設計寿命> 60000h <消費効率> 98.8 lm/w <光源設計寿命> 60000h <消費効率> - <光源設計寿命> 50000h

<入力電圧> AC100～240V(専用電源) <入力電圧> AC100～240V(専用電源) <入力電圧> AC90～110V

<外形寸法> φ250×243.5±3mm <外形寸法> φ250×243.5±3mm <外形寸法> φ28×580（口金部φ31）mm

<製品重量> 2.7kg <保護等級> IP4X <製品重量> 2.7kg <保護等級> IP4X <製品重量> 0.2kg <保護等級> 屋内専用

<電源位置> 電源別置 <電源位置> 電源別置 <電源位置> 電源内蔵

<本体材質> アルミダイカスト <本体材質> アルミダイカスト <本体材質> アルミ合金

<標準塗装色> - <標準塗装色> - <標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ

<備考欄> 納期の目安【★】 <備考欄> 納期の目安【★】 <備考欄> 納期の目安【◎】

ﾛﾝｸﾞﾋｯﾄ商品 ﾛﾝｸﾞﾋｯﾄ商品 屋内専用

ﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ150形相当 水銀ﾗﾝﾌﾟ400形相当 片側給電方式

注) 密閉された器具には 高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ180形相当 人感ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ

使用しないでください。 注) 密閉された器具には CISPR 11/15準拠

使用しないでください。 蛍光ﾗﾝﾌﾟFLR20形相当

<その他> 【標準仕様】納期の目安（◎＝1週間　○＝2週間　△＝1ヶ月　▲＝1.5ヶ月　★＝お問い合わせ）

標準色温度（5000K）です。その他の色温度については、ご相談ください。

取付金具については、取付箇所によって特殊加工が可能です。

※記載された性能・仕様などは、技術開発の進歩に伴い、予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。

2017年2月版

共立電照　製品ラインナップ
⑧LEDランプ・LED蛍光管
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共立電照　製品ラインナップ
⑧LEDランプ・LED蛍光管

№ ⑧ - 11 № ⑧ - 12 № ⑧ - 13

20形　LED蛍光管　人感ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ　200V専用 40形　LED蛍光管　人感ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ　100V専用 40形　LED蛍光管　人感ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ　200V専用

<製品型式> TRL-S2-020201 <製品型式> TRL-S1-040201 <製品型式> TRL-S2-040201

<希望小売価格> ¥20,000 <希望小売価格> ¥23,000 <希望小売価格> ¥23,000

<定格電力> 9W <定格電力> 18W <定格電力> 18W

<定格光束> 1100lm <定格光束> 2200lm <定格光束> 2200lm

<消費効率> - <光源設計寿命> 50000h <消費効率> - <光源設計寿命> 50000h <消費効率> - <光源設計寿命> 50000h

<入力電圧> AC200V <入力電圧> AC90～110V <入力電圧> AC200V

<外形寸法> φ28×580（口金部φ31）mm <外形寸法> φ28×1198（口金部φ31）mm <外形寸法> φ28×1198（口金部φ31）mm

<製品重量> 0.2kg <保護等級> 屋内専用 <製品重量> 0.4kg <保護等級> 屋内専用 <製品重量> 0.4kg <保護等級> 屋内専用

<電源位置> 電源内蔵 <電源位置> 電源内蔵 <電源位置> 電源内蔵

<本体材質> アルミ合金 <本体材質> アルミ合金 <本体材質> アルミ合金

<標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ <標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ <標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ

<備考欄> 納期の目安【◎】 <備考欄> 納期の目安【◎】 <備考欄> 納期の目安【◎】

屋内専用 屋内専用 屋内専用

片側給電方式 片側給電方式 片側給電方式

人感ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ 人感ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ 人感ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ

CISPR 11/15準拠 CISPR 11/15準拠 CISPR 11/15準拠

蛍光ﾗﾝﾌﾟFLR20形相当 蛍光ﾗﾝﾌﾟFLR40形相当 蛍光ﾗﾝﾌﾟFLR40形相当

№ ⑧ - 14 № ⑧ - 15 № ⑧ - 16

110形　LED蛍光管　人感ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ　100V専用 110形　LED蛍光管　人感ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ　200V専用 20形　LED蛍光管　標準タイプ

<製品型式> TRL-S1-110201 <製品型式> TRL-S2-110201 <製品型式> TLS20-500911

<希望小売価格> ¥44,000 <希望小売価格> ¥44,000 <希望小売価格> ¥12,000

<定格電力> 36W <定格電力> 36W <定格電力> 9W

<定格光束> 4400lm <定格光束> 4400lm <定格光束> 1100lm

<消費効率> - <光源設計寿命> 50000h <消費効率> - <光源設計寿命> 50000h <消費効率> - <光源設計寿命> 50000h

<入力電圧> AC90～110V <入力電圧> AC200～220V <入力電圧> AC100～220V

<外形寸法> φ28×2367（口金部φ31）mm <外形寸法> φ28×2367（口金部φ31）mm <外形寸法> φ28×580（口金部φ31）mm

<製品重量> 0.7kg <保護等級> 屋内専用 <製品重量> 0.7kg <保護等級> 屋内専用 <製品重量> 0.2kg <保護等級> 屋内専用

<電源位置> 電源内蔵 <電源位置> 電源内蔵 <電源位置> 電源内蔵

<本体材質> アルミ合金 <本体材質> アルミ合金 <本体材質> アルミ合金

<標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ <標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ <標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ

<備考欄> 納期の目安【◎】 <備考欄> 納期の目安【◎】 <備考欄> 納期の目安【◎】

屋内専用 屋内専用 屋内専用 3000K・2600K

片側給電方式 片側給電方式 片側給電方式 CISPR 11/15準拠

人感ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ 人感ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ 【色温度ﾗｲﾝﾅｯﾌﾟ】 蛍光ﾗﾝﾌﾟFLR20形相当

CISPR 11/15準拠 CISPR 11/15準拠 6500K・5500K

蛍光ﾗﾝﾌﾟFLR110形相当 蛍光ﾗﾝﾌﾟFLR110形相当 ◎5000K・4000K

<その他> 【標準仕様】納期の目安（◎＝1週間　○＝2週間　△＝1ヶ月　▲＝1.5ヶ月　★＝お問い合わせ）

標準色温度（5000K）です。その他の色温度については、ご相談ください。

取付金具については、取付箇所によって特殊加工が可能です。

※記載された性能・仕様などは、技術開発の進歩に伴い、予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。
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№ ⑧ - 17 № ⑧ - 18 № ⑧ - 19

40形　LED蛍光管　標準タイプ 40形　LED蛍光管　高輝度タイプ 110形　LED蛍光管　標準タイプ

<製品型式> TLS40-501622 <製品型式> TLH40-502027 <製品型式> TLS110-503244

<希望小売価格> ¥15,000 <希望小売価格> ¥16,000 <希望小売価格> ¥28,000

<定格電力> 16W <定格電力> 20W <定格電力> 32W

<定格光束> 2200lm <定格光束> 2700lm <定格光束> 4400lm

<消費効率> - <光源設計寿命> 50000h <消費効率> - <光源設計寿命> 50000h <消費効率> - <光源設計寿命> 50000h

<入力電圧> AC100～220V <入力電圧> AC100～220V <入力電圧> AC100～220V

<外形寸法> φ28×1198（口金部φ31）mm <外形寸法> φ28×1198（口金部φ31）mm <外形寸法> φ28×2367（口金部φ31）mm

<製品重量> 0.3kg <保護等級> 屋内専用 <製品重量> 0.3kg <保護等級> 屋内専用 <製品重量> 0.6kg <保護等級> 屋内専用

<電源位置> 電源内蔵 <電源位置> 電源内蔵 <電源位置> 電源内蔵

<本体材質> アルミ合金 <本体材質> アルミ合金 <本体材質> アルミ合金

<標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ <標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ <標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ

<備考欄> 納期の目安【◎】 <備考欄> 納期の目安【◎】 <備考欄> 納期の目安【◎】

屋内専用 3000K・2600K 屋内専用 3000K・2600K 屋内専用 3000K・2600K

片側給電方式 CISPR 11/15準拠 片側給電方式 CISPR 11/15準拠 両側給電方式 CISPR 11/15準拠

【色温度ﾗｲﾝﾅｯﾌﾟ】 蛍光ﾗﾝﾌﾟFLR40形相当 【色温度ﾗｲﾝﾅｯﾌﾟ】 蛍光ﾗﾝﾌﾟHF32形相当 【色温度ﾗｲﾝﾅｯﾌﾟ】 蛍光ﾗﾝﾌﾟFLR110形相当

6500K・5500K 6500K・5500K 6500K・5500K

◎5000K・4000K ◎5000K・4000K ◎5000K・4000K

№ ⑧ - 20 № ⑧ - 21 № ⑧ - 22

110形　LED蛍光管　高輝度タイプ 40形　LED蛍光管　省エネタイプ 40形　LED蛍光管　省エネ高輝度タイプ

<製品型式> TLH110-504054 <製品型式> TLES40-501321 <製品型式> TLEH40-502030

<希望小売価格> ¥30,000 <希望小売価格> ¥16,000 <希望小売価格> ¥17,000

<定格電力> 40W <定格電力> 13W <定格電力> 20W

<定格光束> 5400lm <定格光束> 2130lm <定格光束> 3000lm

<消費効率> - <光源設計寿命> 50000h <消費効率> - <光源設計寿命> 50000h <消費効率> - <光源設計寿命> 50000h

<入力電圧> AC100～220V <入力電圧> AC100～220V <入力電圧> AC100～220V

<外形寸法> φ28×2367（口金部φ31）mm <外形寸法> φ26×1198（口金部φ28.5）mm <外形寸法> φ26×1198（口金部φ28.5）mm

<製品重量> 0.6kg <保護等級> 屋内専用 <製品重量> 0.3kg <保護等級> 屋内専用 <製品重量> 0.3kg <保護等級> 屋内専用

<電源位置> 電源内蔵 <電源位置> 電源内蔵 <電源位置> 電源内蔵

<本体材質> アルミ合金 <本体材質> アルミ合金 <本体材質> アルミ合金

<標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ <標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ <標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ

<備考欄> 納期の目安【◎】 <備考欄> 納期の目安【◎】 <備考欄> 納期の目安【◎】

屋内専用 3000K・2600K 屋内専用 屋内専用

両側給電方式 CISPR 11/15準拠 片側給電方式 片側給電方式

【色温度ﾗｲﾝﾅｯﾌﾟ】 蛍光ﾗﾝﾌﾟHF86形相当 CISPR 11/15準拠 CISPR 11/15準拠

6500K・5500K 蛍光ﾗﾝﾌﾟFLR40形相当 蛍光ﾗﾝﾌﾟHF32形相当

◎5000K・4000K （省ｴﾈﾀｲﾌﾟ） （省ｴﾈﾀｲﾌﾟ）

<その他> 【標準仕様】納期の目安（◎＝1週間　○＝2週間　△＝1ヶ月　▲＝1.5ヶ月　★＝お問い合わせ）

標準色温度（5000K）です。その他の色温度については、ご相談ください。

取付金具については、取付箇所によって特殊加工が可能です。

※記載された性能・仕様などは、技術開発の進歩に伴い、予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。
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№ ⑧ - 23 № ⑧ - 24 № ⑧ - 25

110形　LED蛍光管　省エネタイプ 110形　LED蛍光管　省エネ高輝度タイプ 20形　LED蛍光管　防滴タイプ

<製品型式> TLES110-503248 <製品型式> TLEH110-504060 <製品型式> TLS20-500911WP

<希望小売価格> ¥29,000 <希望小売価格> ¥32,000 <希望小売価格> ¥20,000

<定格電力> 32W <定格電力> 40W <定格電力> 9W

<定格光束> 4800lm <定格光束> 6000lm <定格光束> 1100lm

<消費効率> - <光源設計寿命> 50000h <消費効率> - <光源設計寿命> 50000h <消費効率> - <光源設計寿命> 50000h

<入力電圧> AC100～220V <入力電圧> AC100～220V <入力電圧> AC100～220V

<外形寸法> φ26×2367（口金部φ28.5）mm <外形寸法> φ26×2367（口金部φ28.5）mm <外形寸法> φ26.5×580（口金ﾘﾝｸﾞ部φ34）mm

<製品重量> 0.6kg <保護等級> 屋内専用 <製品重量> 0.6kg <保護等級> 屋内専用 <製品重量> 0.2kg <保護等級> IP65（防水ソケット要）

<電源位置> 電源内蔵 <電源位置> 電源内蔵 <電源位置> 電源内蔵

<本体材質> アルミ合金 <本体材質> アルミ合金 <本体材質> アルミ合金

<標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ <標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ <標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ

<備考欄> 納期の目安【◎】 <備考欄> 納期の目安【◎】 <備考欄> 納期の目安【◎】

屋内専用 屋内専用 防滴タイプ 3000K・2600K

両側給電方式 両側給電方式 片側給電方式 CISPR 11/15準拠

CISPR 11/15準拠 CISPR 11/15準拠 【色温度ﾗｲﾝﾅｯﾌﾟ】 IP65準拠

蛍光ﾗﾝﾌﾟFLR110形相当 蛍光ﾗﾝﾌﾟHF86形相当 6500K・5500K 蛍光ﾗﾝﾌﾟFLR20形相当

（省ｴﾈﾀｲﾌﾟ） （省ｴﾈﾀｲﾌﾟ） ◎5000K・4000K

№ ⑧ - 26 № ⑧ - 27 № ⑧ - 28

40形　LED蛍光管　防滴タイプ 40形　LED蛍光管　標準タイプ 40形　LED蛍光管　高輝度タイプ

<製品型式> TLS40-501622WP <製品型式> TLSG40-501521 <製品型式> TLSG40-501524

<希望小売価格> ¥23,000 <希望小売価格> ¥13,000 <希望小売価格> ¥15,000

<定格電力> 16W <定格電力> 15W <定格電力> 15W

<定格光束> 2200lm <定格光束> 2100lm <定格光束> 2400lm

<消費効率> - <光源設計寿命> 50000h <消費効率> - <光源設計寿命> 50000h <消費効率> - <光源設計寿命> 50000h

<入力電圧> AC100～220V <入力電圧> AC100～220V <入力電圧> AC100～220V

<外形寸法> φ28×1198（口金部φ31）mm <外形寸法> φ28×1198（口金部φ31）mm <外形寸法> φ28×1198（口金部φ31）mm

<製品重量> 0.3kg <保護等級> IP65（防水ソケット要） <製品重量> 0.3kg <保護等級> 屋内専用 <製品重量> 0.3kg <保護等級> 屋内専用

<電源位置> 電源内蔵 <電源位置> 電源内蔵 <電源位置> 電源内蔵

<本体材質> アルミ合金 <本体材質> アルミ合金 <本体材質> アルミ合金

<標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ <標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ <標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ

<備考欄> 納期の目安【◎】 <備考欄> 納期の目安【◎】 <備考欄> 納期の目安【◎】

防滴タイプ 3000K・2600K 屋内専用 屋内専用

片側給電方式 CISPR 11/15準拠 片側給電方式 片側給電方式

【色温度ﾗｲﾝﾅｯﾌﾟ】 IP65準拠 CISPR 11/15準拠 CISPR 11/15準拠

6500K・5500K 蛍光ﾗﾝﾌﾟFLR40形相当 蛍光ﾗﾝﾌﾟFLR40形相当 蛍光ﾗﾝﾌﾟHF32形相当

◎5000K・4000K

<その他> 【標準仕様】納期の目安（◎＝1週間　○＝2週間　△＝1ヶ月　▲＝1.5ヶ月　★＝お問い合わせ）

標準色温度（5000K）です。その他の色温度については、ご相談ください。

取付金具については、取付箇所によって特殊加工が可能です。

※記載された性能・仕様などは、技術開発の進歩に伴い、予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。
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№ ⑧ - 29 № ⑧ - 30 № ⑧ - 31

110形　LED蛍光管　標準タイプ FPL27形　コンパクトLED蛍光灯形 FPL36形　コンパクトLED蛍光灯形

<製品型式> TLSG110-503048 <製品型式> TLP27-500810 <製品型式> TLP36-501418

<希望小売価格> ¥29,000 <希望小売価格> ¥13,000 <希望小売価格> ¥15,000

<定格電力> 30W <定格電力> 8W <定格電力> 14W

<定格光束> 4800lm <定格光束> 1000lm <定格光束> 1800lm

<消費効率> - <光源設計寿命> 50000h <消費効率> - <光源設計寿命> 50000h <消費効率> - <光源設計寿命> 50000h

<入力電圧> AC100～220V <入力電圧> AC100～220V <入力電圧> AC100～220V

<外形寸法> φ28×2367（口金部φ31）mm <外形寸法> 245×54×27.7mm <外形寸法> 410×54×27.7mm

<製品重量> 0.7kg <保護等級> 屋内専用 <製品重量> 0.2kg <保護等級> 屋内専用 <製品重量> 0.2kg <保護等級> 屋内専用

<電源位置> 電源内蔵 <電源位置> 電源内蔵 <電源位置> 電源内蔵

<本体材質> アルミ合金 <本体材質> アルミ合金 <本体材質> アルミ合金

<標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ <標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ <標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ

<備考欄> 納期の目安【◎】 <備考欄> 納期の目安【◎】 <備考欄> 納期の目安【◎】

屋内専用 屋内専用 屋内専用

両側給電方式 【色温度ﾗｲﾝﾅｯﾌﾟ】 【色温度ﾗｲﾝﾅｯﾌﾟ】

CISPR 11/15準拠 ◎5000K・3500K ◎5000K・4000K

蛍光ﾗﾝﾌﾟFLR110形相当 FPL27(FHP23)形相当 3500K・3000K

FPL36(FHP36)形相当

№ ⑧ - 32 № ⑧ - 33 № ⑧ - 34

FPL55形　コンパクトLED蛍光灯形 FPL96形　コンパクトLED蛍光灯形 20形　LED蛍光管　標準タイプ

<製品型式> TPL55-501924 <製品型式> TPL96-503038 <製品型式> F6HD-GN-08

<希望小売価格> ¥17,000 <希望小売価格> ¥31,000 <希望小売価格> ¥14,600

<定格電力> 19W <定格電力> 29W <定格電力> 10W

<定格光束> 2400lm <定格光束> 3800lm <定格光束> 1000lm

<消費効率> - <光源設計寿命> 50000h <消費効率> - <光源設計寿命> 50000h <消費効率> - <光源設計寿命> 50000h

<入力電圧> AC100～220V <入力電圧> AC100～220V <入力電圧> AC100～240V

<外形寸法> 560×54×27.7mm <外形寸法> 860×54×27.7mm <外形寸法> φ26×580（口金部φ29）mm

<製品重量> 0.3kg <保護等級> 屋内専用 <製品重量> 0.4kg <保護等級> 屋内専用 <製品重量> 0.2kg <保護等級> 屋内専用

<電源位置> 電源内蔵 <電源位置> 電源内蔵 <電源位置> 電源内蔵

<本体材質> アルミ合金 <本体材質> アルミ合金 <本体材質> アルミ合金

<標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ <標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ <標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ

<備考欄> 納期の目安【◎】 <備考欄> 納期の目安【◎】 <備考欄> 納期の目安【◎】

屋内専用 屋内専用 屋内専用

【色温度ﾗｲﾝﾅｯﾌﾟ】 【色温度ﾗｲﾝﾅｯﾌﾟ】 両側給電方式

◎5000K・4000K ◎5000K・3500K 回転口金採用（左右90°）

3500K・3000K FPR96形相当 蛍光ﾗﾝﾌﾟFLR20形相当

FPL55(FHP45)形相当

<その他> 【標準仕様】納期の目安（◎＝1週間　○＝2週間　△＝1ヶ月　▲＝1.5ヶ月　★＝お問い合わせ）

標準色温度（5000K）です。その他の色温度については、ご相談ください。

取付金具については、取付箇所によって特殊加工が可能です。

※記載された性能・仕様などは、技術開発の進歩に伴い、予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。
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№ ⑧ - 35 № ⑧ - 36 № ⑧ - 37

40形　LED蛍光管　外付電源標準タイプ 40形　LED蛍光管　標準タイプ 40形　LED蛍光管　高効率タイプ

<製品型式> F12N-GNJ-03 <製品型式> F12HD-GN-07 <製品型式> F12SD-GN-02

<希望小売価格> ¥17,500 <希望小売価格> ¥15,000 <希望小売価格> ¥16,000

<定格電力> 21W <定格電力> 20W <定格電力> 14W

<定格光束> 2100lm <定格光束> 2000lm <定格光束> 2000lm

<消費効率> - <光源設計寿命> 60000h <消費効率> - <光源設計寿命> 50000h <消費効率> - <光源設計寿命> 50000h

<入力電圧> AC100～240V <入力電圧> AC100～240V <入力電圧> AC100～240V

<外形寸法> φ26×1198（口金部φ27.7）mm <外形寸法> φ26×1198（口金部φ29）mm <外形寸法> φ26×1198（口金部φ30）mm

<製品重量> 0.2kg <保護等級> 屋内専用 <製品重量> 0.4kg <保護等級> 屋内専用 <製品重量> 0.4kg <保護等級> 屋内専用

<電源位置> 電源外付け <電源位置> 電源内蔵 <電源位置> 電源内蔵

<本体材質> アルミ合金 <本体材質> アルミ合金 <本体材質> アルミ合金

<標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ <標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ <標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ

<備考欄> 納期の目安【◎】 <備考欄> 納期の目安【◎】 <備考欄> 納期の目安【◎】

屋内専用 屋内専用 屋内専用

電源外付け方式 両側給電方式 両側給電方式

回転口金採用（左右90°） 回転口金採用（左右90°） 回転口金採用（左右90°）

蛍光ﾗﾝﾌﾟFLR40形相当 蛍光ﾗﾝﾌﾟFLR40形相当 蛍光ﾗﾝﾌﾟFLR40形相当

（省ｴﾈﾀｲﾌﾟ）

№ ⑧ - 38 № ⑧ - 39 № ⑧ - 40

40形　LED蛍光管　高効率タイプ 110形　LED蛍光管　標準タイプ 110形　LED蛍光管　高効率タイプ

<製品型式> F12SDH-GN-02 <製品型式> F24SD-RN-01 <製品型式> F24SDH-RN-01

<希望小売価格> ¥17,000 <希望小売価格> ¥45,000 <希望小売価格> ¥48,000

<定格電力> 20W <定格電力> 28W <定格電力> 40W

<定格光束> 2700lm <定格光束> 4000lm <定格光束> 5400lm

<消費効率> - <光源設計寿命> 50000h <消費効率> - <光源設計寿命> 50000h <消費効率> - <光源設計寿命> 50000h

<入力電圧> AC100～240V <入力電圧> AC100～240V <入力電圧> AC100～240V

<外形寸法> φ26×1198（口金部φ30）mm <外形寸法> φ30×2367（口金部φ30）mm <外形寸法> φ30×2367（口金部φ30）mm

<製品重量> 0.4kg <保護等級> 屋内専用 <製品重量> 0.7kg <保護等級> 屋内専用 <製品重量> 0.7kg <保護等級> 屋内専用

<電源位置> 電源内蔵 <電源位置> 電源内蔵 <電源位置> 電源内蔵

<本体材質> アルミ合金 <本体材質> アルミ合金 <本体材質> アルミ合金

<標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ <標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ <標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ

<備考欄> 納期の目安【◎】 <備考欄> 納期の目安【◎】 <備考欄> 納期の目安【◎】

屋内専用 屋内専用 屋内専用

両側給電方式 両側給電方式 両側給電方式

回転口金採用（左右90°） 回転口金採用（左右90°） 回転口金採用（左右90°）

蛍光ﾗﾝﾌﾟHF32形相当 蛍光ﾗﾝﾌﾟFLR110形相当 蛍光ﾗﾝﾌﾟHF86形相当

<その他> 【標準仕様】納期の目安（◎＝1週間　○＝2週間　△＝1ヶ月　▲＝1.5ヶ月　★＝お問い合わせ）

標準色温度（5000K）です。その他の色温度については、ご相談ください。

取付金具については、取付箇所によって特殊加工が可能です。

※記載された性能・仕様などは、技術開発の進歩に伴い、予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。
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共立電照　製品ラインナップ
⑧LEDランプ・LED蛍光管

№ ⑧ - 41 № ⑧ - 42 № ⑧ - 43

FPL27形　コンパクトLED蛍光灯形 FPL36形　コンパクトLED蛍光灯形 FPL55形　コンパクトLED蛍光灯形

<製品型式> FPL24D-GYN-01 <製品型式> FPL41D-GYN-01 <製品型式> FPL56D-GYN-01

<希望小売価格> ¥15,000 <希望小売価格> ¥17,000 <希望小売価格> ¥20,000

<定格電力> 10W <定格電力> 14W <定格電力> 19W

<定格光束> 900lm <定格光束> 1300lm <定格光束> 1800lm

<消費効率> - <光源設計寿命> 40000h <消費効率> - <光源設計寿命> 40000h <消費効率> - <光源設計寿命> 40000h

<入力電圧> AC100～240V <入力電圧> AC100～240V <入力電圧> AC100～240V

<外形寸法> 245×54×24.5mm <外形寸法> 412×54×24.5mm <外形寸法> 559×54×24.5mm

<製品重量> 0.1kg <保護等級> 屋内専用 <製品重量> 0.2kg <保護等級> 屋内専用 <製品重量> 0.3kg <保護等級> 屋内専用

<電源位置> 電源内蔵 <電源位置> 電源内蔵 <電源位置> 電源内蔵

<本体材質> 樹脂製 <本体材質> 樹脂製 <本体材質> 樹脂製

<標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ <標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ <標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ

<備考欄> 納期の目安【★】 <備考欄> 納期の目安【★】 <備考欄> 納期の目安【★】

屋内専用 屋内専用 屋内専用

◎5000K・2700K ◎5000K・2700K ◎5000K・2700K

FPL27(FHP23)形相当 FPL36(FHP36)形相当 FPL55(FHP45)形相当

№ ⑧ - 44

NEW

40形　LED蛍光管

<製品型式> PE44933L

<希望小売価格> オープン

<定格電力> 18W

<定格光束> 2100lm

<消費効率> - <光源設計寿命> 40000h

<入力電圧> AC100～240V

<外形寸法> φ26×1198（口金部φ28）mm

<製品重量> 0.3kg <保護等級> 屋内専用

<電源位置> 電源内蔵

<本体材質> アルミ合金

<標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ

<備考欄> 納期の目安【◎】

屋内専用 高性能で低価格を実現！

推奨：両側給電方式（特殊） 色温度 3種類

従来蛍光管に近い軽さ 249g PE44932L（4000K）

現地に合わせた専用灯具も PE44933L（5000K）

製作可能です。 PE44934L（6500K）

<その他> 【標準仕様】納期の目安（◎＝1週間　○＝2週間　△＝1ヶ月　▲＝1.5ヶ月　★＝お問い合わせ）

標準色温度（5000K）です。その他の色温度については、ご相談ください。

取付金具については、取付箇所によって特殊加工が可能です。

※記載された性能・仕様などは、技術開発の進歩に伴い、予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。
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№ ⑩ - 1 № ⑩ - 4 № ⑩ - 5

ＬＥＤ冷凍庫用照明 LED照明用共架柱 LED照明用共架柱

<製品型式> CL28D2V4P <製品型式> FK-PJA200DM-50A <製品型式> FK-PJA500DM-50A

<希望小売価格> ¥53,800 <希望小売価格> ¥44,000 <希望小売価格> ¥49,000

<定格電力> 28W <定格電力> - <定格電力> -

<定格光束> 1600lm <定格光束> - <定格光束> -

<消費効率> 57.1 lm/w <光源設計寿命> 90000h <消費効率> - <光源設計寿命> - <消費効率> - <光源設計寿命> -

<入力電圧> AC100～240V(専用電源) <入力電圧> - <入力電圧> -

<外形寸法> 160×270×90mm <外形寸法> 500×140×120　張出200mm <外形寸法> 500×140×120　張出500mm

<製品重量> 1.7kg <保護等級> IP44 <製品重量> 10.3kg <保護等級> IPX4 <製品重量> 12.4kg <保護等級> IPX4

<電源位置> 電源内蔵 <電源位置> 電源搭載可能 <電源位置> 電源搭載可能

<本体材質> アルミ合金 <本体材質> SUS304 <本体材質> SUS304

<標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ／ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ／ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ <標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ／ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ／ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ <標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ／ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ／ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ

<備考欄> 納期の目安【△】 <備考欄> 納期の目安【△】 <備考欄> 納期の目安【△】

屋内専用 SUS304製 SUS304製

-15℃程度の冷凍庫 張出長等ご相談ください 張出長等ご相談ください

№ ⑩ - 6

ＬＥＤ搭載移動台車

<製品型式> まいど照K4

<希望小売価格> ¥983,500

<定格電力> 最大100W

<定格光束> 3400lm

<消費効率> 34.0 lm/w <光源設計寿命> 90000h

<入力電圧> AC100～240V(専用電源)

<外形寸法> 826×490×908mm

<製品重量> 90.0kg <保護等級> IPX3

<電源位置> 鉛バッテリー搭載

<本体材質> アルミ合金/SUS304/鋼板製

<標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ／ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ／ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ

<備考欄> 納期の目安【▲】

工事現場・ｱｳﾄﾄﾞｱ

ｲﾍﾞﾝﾄ等に最適

【点灯時間目安】

10時間(45W×2台)

<その他> 【標準仕様】納期の目安（◎＝1週間　○＝2週間　△＝1ヶ月　▲＝1.5ヶ月　★＝お問い合わせ）

標準色温度（5000K）です。その他の色温度については、ご相談ください。

取付金具については、取付箇所によって特殊加工が可能です。

グローブは、クリア（透明）とマット（グレア防止）がありますのでご相談ください。該当しない製品もありますので予めご了承ください。

※記載された性能・仕様などは、技術開発の進歩に伴い、予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。
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共立電照　製品ラインナップ
⑩その他・多目的

№ ⑩ - 13 ⑩ 14 ⑩ 15 ⑩ 18 ⑩ 20

NEW 新規追加 新規追加 新規追加 新規追加

リチウム電池搭載 リチウム電池搭載 リチウム電池搭載 リチウム電池搭載

<製品名称> <製品名称> <製品名称> <製品名称>

LED搭載移動台車 LED搭載移動台車 LED搭載移動台車 LED搭載移動台車

<製品型式> <製品型式> <製品型式> <製品型式>

まいど照K5（S1B2） まいど照K5（S1B3） まいど照K5（S2B2） まいど照K5（S2B4）

<希望小売価格> ¥867,500 <希望小売価格> ¥1,095,000 <希望小売価格> ¥930,000 <希望小売価格> ¥1,385,000

<備考欄> <備考欄> <備考欄> <備考欄>

ﾊﾞｯﾃﾘｰ2台　照明 1台 ﾊﾞｯﾃﾘｰ3台　照明 1台 ﾊﾞｯﾃﾘｰ2台 照明 2台 ﾊﾞｯﾃﾘｰ4台 照明 2台

ＬＥＤ搭載移動台車 ⑩ 16 ⑩ 17 ⑩ 19

<製品型式> まいど照K5（S1B1） 新規追加 新規追加 新規追加

<希望小売価格> ¥640,000

<定格電力> 最大25W

<定格光束> 2100lm(25W時)

<消費効率> 84.0 lm/w <光源設計寿命> 90000h

<入力電圧> -

<外形寸法> 1087×673×565mm

<製品重量> 60kg <保護等級> IPX3

<電源位置> リチウム電池搭載 リチウム電池搭載 リチウム電池搭載 リチウム電池搭載

<本体材質> アルミ合金/SUS304/鋼板製 <製品名称> <製品名称> <製品名称>

<標準塗装色> ﾎﾜｲﾄ／ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ／ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ LED搭載移動台車 LED搭載移動台車 LED搭載移動台車

<備考欄> 納期の目安【▲】 <製品型式> <製品型式> <製品型式>

工事現場・ｱｳﾄﾄﾞｱ ・三脚式投光器ｾｯﾄ　1台 まいど照K5（S1B4） まいど照K5（S2B1） まいど照K5（S2B3）

ｲﾍﾞﾝﾄ等に最適 (強25W-弱5W　点灯出力切替) <希望小売価格> ¥1,322,500 <希望小売価格> ¥702,500 <希望小売価格> ¥1,157,500

標準セット 点灯時間目安：8時間（25W）

・本体　ｿｰﾗｰﾊﾟﾈﾙｾｯﾄ 【オプション】 <備考欄> <備考欄> <備考欄>

・ﾊﾞｯﾃﾘｰ　200Wh　1台 ｺﾝｾﾝﾄ付き仕様に変更 ﾊﾞｯﾃﾘｰ4台　照明 1台 ﾊﾞｯﾃﾘｰ1台 照明 2台 ﾊﾞｯﾃﾘｰ3台 照明 2台

№ ⑩ - 7 № ⑩ - 8 № ⑩ - 9

電源収納盤 電源収納盤 電源収納盤

<製品型式> S10-80-100-16 <製品型式> S15-80-140-16 <製品型式> S10-60-120-20

<希望小売価格> オープン <希望小売価格> オープン <希望小売価格> オープン

<定格電力> - <定格電力> - <定格電力> -

<定格光束> - <定格光束> - <定格光束> -

<消費効率> - <光源設計寿命> - <消費効率> - <光源設計寿命> - <消費効率> - <光源設計寿命> -

<入力電圧> - <入力電圧> - <入力電圧> -

<外形寸法> 1000×800×160mm <外形寸法> 1400×800×160mm <外形寸法> 1200×600×200mm

<製品重量> 41kg(函体・中板) <保護等級> 屋内露出型 <製品重量> 56kg(函体・中板) <保護等級> 屋内露出型 <製品重量> 40kg(函体・中板) <保護等級> 屋内露出型

<電源位置> ST8電源10台搭載可能 <電源位置> ST8電源15台搭載可能 <電源位置> ST8電源10台搭載可能

<本体材質> 表面処理済鋼板 <本体材質> 表面処理済鋼板 <本体材質> 表面処理済鋼板

<標準塗装色> ｸﾘｰﾑ <標準塗装色> ｸﾘｰﾑ <標準塗装色> ｸﾘｰﾑ

<備考欄> 納期の目安【△】 <備考欄> 納期の目安【△】 <備考欄> 納期の目安【△】

鋼板製 鋼板製 鋼板製

電源平置き薄型ﾀｲﾌﾟ 電源平置き薄型ﾀｲﾌﾟ 電源縦置きﾀｲﾌﾟ

<その他> 【標準仕様】納期の目安（◎＝1週間　○＝2週間　△＝1ヶ月　▲＝1.5ヶ月　★＝お問い合わせ）

標準色温度（5000K）です。その他の色温度については、ご相談ください。

取付金具については、取付箇所によって特殊加工が可能です。

グローブは、クリア（透明）とマット（グレア防止）がありますのでご相談ください。該当しない製品もありますので予めご了承ください。

※記載された性能・仕様などは、技術開発の進歩に伴い、予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。
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共立電照　製品ラインナップ
⑩その他・多目的

№ ⑩ - 10 № ⑩ - 11 № ⑩ - 12

NEW

電源収納盤 電源収納盤 トンネル照明用自動調光装置(照度計式)

<製品型式> S30-80-170-30 <製品型式> S30Z-80-170-30 <製品型式> TNADR-V1（受光部）/TNADC-V1(制御部)

<希望小売価格> オープン <希望小売価格> オープン <希望小売価格> ¥820,000

<定格電力> - <定格電力> - <定格電力> 45W

<定格光束> - <定格光束> - <定格光束> -

<消費効率> - <光源設計寿命> - <消費効率> - <光源設計寿命> - <消費効率> - <光源設計寿命> -

<入力電圧> - <入力電圧> - <入力電圧> AC200～240V

<外形寸法> 1700×800×300mm <外形寸法> 1700×800×300mm <外形寸法> 200×180×100/450×260×150mm

<製品重量> 77kg(函体・中板) <保護等級> 屋内露出型 <製品重量> 103kg(函体・中板) <保護等級> 屋内自立型 <製品重量> 3.0kg/12.0kg <保護等級> IP23

<電源位置> ST8電源30台搭載可能 <電源位置> ST8電源30台搭載可能 <電源位置> -

<本体材質> 表面処理済鋼板 <本体材質> 表面処理済鋼板 <本体材質> SUS304/鋼板製

<標準塗装色> ｸﾘｰﾑ <標準塗装色> ｸﾘｰﾑ <標準塗装色> ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ/ｸﾘｰﾑ

<備考欄> 納期の目安【△】 <備考欄> 納期の目安【△】 <備考欄> 納期の目安【▲】

鋼板製 鋼板製 SUS304/鋼板製

電源縦置きﾀｲﾌﾟ 電源縦置きﾀｲﾌﾟ 屋外取付/盤内取付構造

自立型 照度及びﾀｲﾏｰによる回路の

点灯・消灯の制御が可能

<その他> 【標準仕様】納期の目安（◎＝1週間　○＝2週間　△＝1ヶ月　▲＝1.5ヶ月　★＝お問い合わせ）

標準色温度（5000K）です。その他の色温度については、ご相談ください。

取付金具については、取付箇所によって特殊加工が可能です。

グローブは、クリア（透明）とマット（グレア防止）がありますのでご相談ください。該当しない製品もありますので予めご了承ください。

※記載された性能・仕様などは、技術開発の進歩に伴い、予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。
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平成29年1月25日撮影

三高テクノ工場

株式会社　共立電機製作所

株式会社　共立電照 ・工場

〒８８０-２２１５　宮崎県宮崎市高岡町高浜１４９５番地５５
ＴＥＬ　０９８５-６５-６７００　ＦＡＸ　０９８５-６５-６７０１　E-ｍａｉｌ:fk-led@nag.bbiq.jp

〒５５３-０００１ 大阪府大阪市福島区海老江５-１-１
さくら野田ビル４Ｆ

〒１４３-００１２ 東京都大田区大森東四丁目１９番７号
共立本店ビル６階

〒８１２-００４２ 福岡県福岡市博多区豊一丁目３番１４号
佐藤ビルＡ棟１号室

〒９００-００３２ 沖縄県那覇市松山２-２３-１７　
サンハイツ松山２０６号

【販売代理店】

〈 大 阪 本 社 〉

〈 東 京 本 店 〉

〈 福 岡 支 店 〉

〈 沖 縄 支 店 〉

〈三高テクノ工場〉

共立電照ホームページ http://fk-led.com/

satoshi
タイプライターテキスト
株式会社TOHO〒721-0926広島県福山市大門町2丁目17-25TEL：084-999-6390　FAX：084-999-6391




