
※納期・価格、その他詳細仕様に関しては、Tバー形状の条件に合わせた対応での受
注生産とさせていただきますので、事前に使用されるTバー形状をご確認いただ
きお問い合わせください。
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公共施設用照明器具ラインナップ公共施設用照明器具ラインナップ

�白 �重：5.2kg 
�LED交換不可
＜無線調光タイプ＞調光率：5〜100％
＜無線信号制御方式＞スマートレッズシステム ▶P.290

ERK9638W RAD-554N〈100-242V〉

セット価格 ¥40,000  〈電源内蔵〉

定格光束 消費電力 消費効率
6939 lm 41.7W 166.4 lm/W

LRS3-6300LM 連続調光型30％〜

�白 �重：2,5kg　
�LED光源寿命：40,000時間

ERK9639W RAD-606N〈100-242V〉

セット価格 ¥22,600  〈電源内蔵〉

定格光束 消費電力 消費効率
2547 lm 16.7W 152.5 lm/W

LRS6-2250LM 非調光型

�白 �重：2,5kg　
�LED光源寿命：40,000時間

ERK9639W RAD-604N〈100-242V〉

セット価格 ¥28,400  〈電源内蔵〉

定格光束 消費電力 消費効率
5072 lm 33.9W 149.6 lm/W

LRS6-4750LM 非調光型

�白 �重：2.5kg　
�LED光源寿命：40,000時間
＜無線調光タイプ＞調光率：5〜100％
＜無線信号制御方式＞スマートレッズシステム ▶P.290

ERK9639W RAD-554N〈100-242V〉

セット価格 ¥39,400  〈電源内蔵〉

定格光束 消費電力 消費効率
6916 lm 41.7W 165.8 lm/W

LRS6-6600LM 連続調光型5％〜

�白 �重：2.3kg 
�LED交換不可
＜調光タイプPWM信号制御方式＞
調光率：10-100％
適合ライトコントローラ：X-239WA、X-240WA ▶P.690

ERK9491W〈100-242V〉

¥32,000  〈電源内蔵〉
定格光束 消費電力 消費効率

3595 lm 29.8W 120.6 lm/W

LSS1-3150LM 初期照度補正型

�白 �重：3,5kg　
�LED光源寿命：40,000時間

ERK9563W RAD-604N〈100-242V〉

セット価格 ¥29,000  〈電源内蔵〉

定格光束 消費電力 消費効率
5088 lm 33.9W 150.0 lm/W

LSS6-4750LM 非調光型

�白 �重：3.5kg　
�LED光源寿命：40,000時間
＜無線調光タイプ＞調光率：5〜100％
＜無線信号制御方式＞スマートレッズシステム ▶P.290

ERK9563W RAD-554N〈100-242V〉

セット価格 ¥40,000  〈電源内蔵〉

定格光束 消費電力 消費効率
6939 lm 41.7W 166.4 lm/W

LSS6-6600LM 連続調光型5％〜

�白 �重：4.2kg　
�LED光源寿命：40,000時間
＜無線調光タイプ＞調光率：5〜100％
＜無線信号制御方式＞スマートレッズシステム ▶P.290

ERK9553W  RAD-554N  〈100-242V〉
セット価格 ¥41,000 〈電源内蔵〉

定格光束 消費電力 消費効率
7100 lm 41.7W 170.2 lm/W

LSS7-5600LM 非調光型

�白 �重：1.9kg　
�LED光源寿命：40,000時間

ERK9635W RAD-605N〈100-242V〉

セット価格 ¥18,000  〈電源内蔵〉

定格光束 消費電力 消費効率
2595 lm 16.7W 155.3 lm/W

LSS9-2350LM 非調光型

�枠：アルミダイキャスト（白艶消） �透明アクリル �重：1.4kg
�LED交換不可 �無線モジュール付 �断熱施工不可
浴室など湿度の高い場所ではご利用出来ません
＜無線調光タイプ＞調光率：5〜100％
＜無線信号制御方式＞スマートレッズシステム ▶P.290
スマートレッズシステムは屋外への設置は出来ません

ERD3844W
¥21,500  〈電源内蔵〉

定格光束 消費電力 消費効率
1020 lm 13.8W 73.9 lm/W

LRS1RP-950LM

�本体：メタリック仕上（シルバー）
�重：7.7kg、ボルト取付専用
�電源内蔵　�LED交換不可 �無線モジュール付
�LED光源寿命：60,000時間
＜無線調光タイプ＞調光率：5〜100％
＜無線信号制御方式＞スマートレッズシステム ▶P.290

ERG5404S〈100-242V〉

¥158,000  〈電源内蔵〉
定格光束 消費電力 消費効率

20050 lm 167.7W 119.5 lm/W

LSR1W-20000LM

�白 �重：1.9kg　
�LED光源寿命：40,000時間

ERK9635W RAD-603N〈100-242V〉

セット価格 ¥23,800  〈電源内蔵〉

定格光束 消費電力 消費効率
5167 lm 33.9W 152.4 lm/W

LSS9-4900LM

�白 �ルーバ：白 �重：8.7kg
�受注後40日※ �LED交換不可
＜無線調光タイプ＞調光率：5〜100％
＜無線信号制御方式＞スマートレッズシステム ▶P.290

ERK9821W〈100-242V〉

＜受注生産＞ 〈電源内蔵〉
定格光束 消費電力 消費効率

7182 lm 41.7W 172.2 lm/W

LRS5L5-6300LM 連続調光型30％〜

�白 �重：7.4kg 
�LED交換不可
＜調光タイプPWM信号制御方式＞
調光率：10-100％
適合ライトコントローラ：X-239WA、X-240WA ▶P.690

ERK9487WA〈100-242V〉

¥54,000  〈電源内蔵〉
定格光束 消費電力 消費効率

6301 lm 41.8W 150.7 lm/W

LRS4-6300LM 連続調光型30％〜

Hf32W高出力型器具2灯用相当

▶ P.639

Hf32W定格出力型器具1灯用 相当

▶ P.640

Hf32W定格出力型器具2灯用 相当

▶ P.640

Hf32W高出力型器具2灯用 相当

▶ P.640

Hf32W高出力型器具1灯用 相当

Hf32W定格出力型器具2灯用 相当

▶ P.635

Hf32W高出力型器具2灯用 相当

▶ P.635

Hf32W高出力型器具2灯用 相当

▶ P.766

Hf32W定格出力型器具1灯用 相当

▶ P.632

150

Glare Cut

Glare Cut

Glare Cut

20˚

FHT32W器具 相当

メタルハライドランプ400W器具 相当

FHP45W×3灯 相当FHP45W×2灯 相当

▶ P.747

FHP45W×3灯 相当

埋込穴
600

UGR：22 UGR：22

�白 �ルーバ：白 �重：8.7kg
�受注後40日※ �LED交換不可
＜調光タイプPWM信号制御方式＞
調光率：10-100％
適合ライトコントローラ：X-239WA、X-240WA ▶P.690

ERK9490W〈100-242V〉

＜受注生産＞ 〈電源内蔵〉
定格光束 消費電力 消費効率

3150 lm 29.8W 105.7 lm/W

連続調光型10％〜LRS5L5-3150LM

Hf32W定格出力型器具2灯用 相当

確認外 確認外

公共施設用照明器具
 series

Ra82
5000K

Ra82
5000K

Ra82
5000K

Ra82
5000K

Ra82
5000K

Ra82
5000K

Ra82
5000K

Ra82
5000K

Ra82
5000K

Ra82
5000K

Ra82
5000K

Ra82
5000K

Ra82
5000K

Ra82
5400K

天井埋込灯（カバーなし）　長方形 天井埋込灯（カバーなし）　スクエア形 直付　天井灯

天井埋込灯

直付天井灯 天井埋込灯（カバー・枠付）

直付天井灯

天井埋込灯（カバーなし）　システム天井形

直付天井灯
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NEW

埋込  下面開放形　W：220

埋込  下面開放形　W：150 埋込  下面開放形　W：150 埋込  下面開放形　W：150 直付  トラフ形　W：79

直付  下面開放形　W：250 直付  下面開放形　W：250 直付  学校用下面開放形 直付  逆富士形　W：150

 逆富士形　W：150

校  数

＿回目 ／

日  付 Check Check Check 型  番 価  格 配  光 図  面 INDEX
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発売予定商品イメージ・仕様については、開発中であるため
最終仕様とは異なる場合がございます。ご了承ください。
ＬＥＤ素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさ
が異なる場合がありますのでご了承ください。

特別な記載のないものは、写真方向以外の取付けはできません。
掲載されている一部の画像やデータは色や明るさを表現したシミュレーションです。
実際と仕様が異なる場合がありますのでご了承ください。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。
※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意▶P.1022」
及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※納期・価格、その他詳細仕様に関しては、Tバー形状の条件に合わせた対応での受
注生産とさせていただきますので、事前に使用されるTバー形状をご確認いただ
きお問い合わせください。
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公共施設用照明器具ラインナップ

�白 �重：2.3kg 
�LED交換不可
＜調光タイプPWM信号制御方式＞
調光率：10-100％
適合ライトコントローラ：X-239WA、X-240WA ▶P.690

ERK9491W〈100-242V〉

¥32,000  〈電源内蔵〉
定格光束 消費電力 消費効率

3595 lm 29.8W 120.6 lm/W

初期照度補正型

�白 �重：1.9kg　
�LED光源寿命：40,000時間

ERK9635W RAD-605N〈100-242V〉

セット価格 ¥18,000  〈電源内蔵〉

定格光束 消費電力 消費効率
2595 lm 16.7W 155.3 lm/W

非調光型

�枠：アルミダイキャスト（白艶消） �透明アクリル �重：1.4kg
�LED交換不可 �無線モジュール付 �断熱施工不可
浴室など湿度の高い場所ではご利用出来ません
＜無線調光タイプ＞調光率：5〜100％
＜無線信号制御方式＞スマートレッズシステム ▶P.290
スマートレッズシステムは屋外への設置は出来ません

ERD3844W
¥21,500  〈電源内蔵〉

定格光束 消費電力 消費効率
1020 lm 13.8W 73.9 lm/W

LRS1RP-950LM

�枠：アルミダイキャスト（白艶消） �透明アクリル �重：1.6kg 
�LED交換不可 �無線モジュール付 �断熱施工不可
浴室など湿度の高い場所ではご利用出来ません
＜無線調光タイプ＞調光率：5〜100％
＜無線信号制御方式＞スマートレッズシステム ▶P.290
スマートレッズシステムは屋外への設置は出来ません

ERD5265W
¥36,800 〈電源ユニット付〉

定格光束 消費電力 消費効率
2043 lm 24.5W 83.3 lm/W

LRS1RP-1900LM

�本体：メタリック仕上（シルバー）
�重：7.7kg、ボルト取付専用
�電源内蔵　�LED交換不可 �無線モジュール付
�LED光源寿命：60,000時間
＜無線調光タイプ＞調光率：5〜100％
＜無線信号制御方式＞スマートレッズシステム ▶P.290

ERG5404S〈100-242V〉

¥158,000  〈電源内蔵〉
定格光束 消費電力 消費効率

20050 lm 167.7W 119.5 lm/W

LSR1W-20000LM 連続調光型5％〜

�本体：メタリック仕上（シルバー）
�重：9.4kg、ボルト取付専用
�電源内蔵　�LED交換不可 �無線モジュール付
�LED光源寿命：60,000時間
＜無線調光タイプ＞調光率：5〜100％
＜無線信号制御方式＞スマートレッズシステム ▶P.290

ERG5403S〈100-242V〉

¥158,000  〈電源内蔵〉
定格光束 消費電力 消費効率

20050 lm 167.7W 119.5 lm/W

LSR2W-20000LM 連続調光型5％〜

�白 �重：1.9kg　
�LED光源寿命：40,000時間

ERK9635W RAD-603N〈100-242V〉

セット価格 ¥23,800  〈電源内蔵〉

定格光束 消費電力 消費効率
5167 lm 33.9W 152.4 lm/W

LSS9-4900LM 非調光型

�白 �重：1.9kg �無線モジュール付　
�LED光源寿命：40,000時間
＜無線調光タイプ＞調光率：5〜100％
＜無線信号制御方式＞スマートレッズシステム ▶P.290

ERK9635W RAD-553N〈100-242V〉

セット価格 ¥34,800  〈電源内蔵〉

定格光束 消費電力 消費効率
7046 lm 41.7W 168.9 lm/W

LSS9-6800LM 連続調光型5％〜

�白 �重：2.9kg　
�LED光源寿命：40,000時間

ERK9554W  RAD-604N  〈100-242V〉

セット価格 ¥38,000 〈電源内蔵〉

定格光束 消費電力 消費効率
4950 lm 33.9W 146.0 lm/W

LSR12-4500LM 非調光型

�白 �重：2.9kg　
�LED光源寿命：40,000時間

ERK9554W  RAD-554N  〈100-242V〉

セット価格 ¥49,000 〈電源内蔵〉

定格光束 消費電力 消費効率
6673 lm 41.7W 160.0 lm/W

LSR12-6200LM 非調光型

�白 �ルーバ：白 �重：8.7kg
�受注後40日※ �LED交換不可
＜無線調光タイプ＞調光率：5〜100％
＜無線信号制御方式＞スマートレッズシステム ▶P.290

ERK9821W〈100-242V〉

＜受注生産＞ 〈電源内蔵〉
定格光束 消費電力 消費効率

7182 lm 41.7W 172.2 lm/W

連続調光型30％〜

Hf32W高出力型器具1灯用 相当

Hf32W定格出力型器具1灯用 相当

▶ P.632

150

Glare Cut

Glare Cut

Glare Cut

20˚

FHT32W器具 相当

150

Glare Cut

Glare Cut

Glare Cut

20˚

FHT42W×2器具 相当

▶ P.917

メタルハライドランプ400W器具 相当

▶ P.607

メタルハライドランプ400W器具 相当

▶ P.606

Hf32W定格出力型器具2灯用 相当

▶ P.766

Hf32W高出力型器具2灯用 相当

▶ P.766

FHP45W×3灯 相当

�枠：アルミダイキャスト（白艶消） �透明アクリル �重：1.4kg 
�LED交換不可 �無線モジュール付 �断熱施工不可
浴室など湿度の高い場所ではご利用出来ません
＜無線調光タイプ＞調光率：5〜100％
＜無線信号制御方式＞スマートレッズシステム ▶P.290
スマートレッズシステムは屋外への設置は出来ません

ERD3845W
¥24,500  〈電源内蔵〉

定格光束 消費電力 消費効率
1561 lm 18.9W 82.5 lm/W

LRS1RP-1400LM

150

Glare Cut

Glare Cut

Glare Cut

20˚

FHT42W器具 相当

Hf32W高出力型器具2灯用 相当

▶ P.632

Hf32W定格出力型器具2灯用 相当

▶ P.632

確認外

確認外

確認外 確認外 確認外

確認外

公共施設用照明器具
 series

Ra82
5000K

Ra82
5400K

Ra82
5000K

Ra82
5000K

Ra82
5000K

Ra82
5400K

Ra82
5000K

Ra82
5000K

Ra82
5000K

直付　天井灯 直付黒板灯

直付天井灯 天井埋込灯（カバー・枠付）

直付天井灯

天井埋込灯（カバーなし）　システム天井形

直付天井灯
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▶ P.917
軒下用

▶ P.917
軒下用 軒下用

NEW NEW

NEW

 トラフ形　W：79

 逆富士形　W：150

直付  逆富士形　W：150 直付  逆富士形　W：150 直付  黒板灯 直付  黒板灯

校  数

＿回目 ／

日  付 Check Check Check 型  番 価  格 配  光 図  面 INDEX校  数

＿回目 ／

日  付 Check Check Check 型  番 価  格 配  光 図  面 INDEX

発売予定商品イメージ・仕様については、開発中であるため
最終仕様とは異なる場合がございます。ご了承ください。
ＬＥＤ素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさ
が異なる場合がありますのでご了承ください。
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※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用
になれませんのでご注意ください。

照明器具には寿命があります。設置して8〜10年経つと、外観に異常がなくても内部
の劣化は進行しています。点検・交換してください。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。
※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意▶P.1022」
及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。


