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保証の内容は、下記の通りとさせていただきます。

【保証期間】
このカタログに記載の照明器具の保証期間は、商品お買い上げ日より1 年間です。
但し、HID 器具、蛍光灯器具の安定器、LED 電源は 3 年間です。
安定器は磁気回路式安定器（通称 : 銅鉄安定器）と電子式安定器（通称 : インバータバラスト）を対象とします。
ランプ・電池などの消耗品は対象外とさせていただきます。
※ 保証の例外 : 24 時間連続点灯など 1日 20 時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。

【保証内容】
取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理させていただきます。

【保証の免責事項】
保証期間内でも次の場合には原則として有料とさせていただきます。

（1）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
（2）お買い上げ後の取付場所の移動、転送、落下などによる故障及び損傷。
（3）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧・周波数）などによる故障及び損傷。
（4）車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。
（5）施工上の不備に起因する故障及び損傷。
（6）法令、取扱説明書で要求される保守点検をおこなわないことによる故障及び損傷。
（7）日本国内以外での使用による故障及び損傷。

【修理を依頼されるとき】
1. 保証期間中は
 万一故障がおきた場合は、お買い上げ日を特定できるものを添えてお買い上げの販売店（工事店）までお申し出ください。

2. 保証期間を過ぎているときは
 お買い上げの販売店（工事店）にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させ

ていただきます。

【補修用性能部品の保有期間】
弊社は照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後 6 年間保有しています。
性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

【アフターサービスについてご不明な点のご相談】
修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの工事店（販売店）または弊社営業所にお問い合わせください。

保証とアフターサービス

保証について

アフターサービスについて

LED 照明器具

Next Standard
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GSユアサの LED 照明器具

私たちGSユアサは、
この美しい地球を次の世代へ引き継ぐために
LED照明の可能性を追求します。

LED 道路照明器具
　JR3200 シリーズ 3
LED 道路照明器具
　JR1200G シリーズ 7
LED 低ワット道路照明器具
　JR1200 シリーズ 9
LED 生活道路照明器具 11

LED 高天井照明器具 14

LED 公園照明器具
LED フットライト 12
LED ランプ
LED ランプ用道路照明器具 13

LED キャノピー照明器具 15

LED 投光照明器具 16
LED ヤード照明器具 16
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LED 道路照明器具  JR3200シリーズ

連続照明
タイプ

適合機種

平均路面輝度 道路分類 歩道 器具型名 適合電源装置 平均消費電力（W） 電力容量※1（VA）

1.0cd/㎡
一般国道（片側）

2車線道路
有 a

JR3214(A) LCS-180CRA-SH58 98 114
無 b

3車線道路
有 c

JR3215(B) LCS-180CRA-SH58 125 146
無 d

高速自動車国道 2車線道路 — e JR3215(D) LCS-180CRA-SH58 125 146

0.7cd/㎡
一般国道（片側）

2車線道路
有 f

JR3213(A) LW-90CRA-SH57 62 72
無 g

3車線道路
有 h

JR3214(C) LCS-180CRA-SH58 98 114
無 i

高速自動車国道 2車線道路 — j JR3214(D) LCS-180CRA-SH50 83 98

0.5cd/㎡ 一般国道（片側） 2車線道路
有 k

JR3212(E) LW-90CRA-SH57 49 58
無 l

3.豊富なバリエーション

1.ガイドライン完全適合 2.省エネ性能アップ
国土交通省の「LED道路・トンネル照明導入ガイドライン（案）」の設置条件の全てのタイプに適合します。 HIDランプと比較すると、58 ～ 80％の省エネができます。

様々な設置条件に最適な照明を提供するため、取付タイプや出力、配光に多くのバリエーションを揃えました。
また、道路だけでなく駐車場や広場などの照明にも幅広くご使用いただくことができます。

　　

▶1.0cd/㎡（ガイドライン：タイプａ）の場合

LEGA
平均98Ｗ
（98Ｗ）

JR3214（A）KSC-4 KSH-2 KSC-4 KSH-2

※「電気通信施設設計要領・同解説」の設計例に基づく。
※（ ）内は、消費電力の値です。

　　

▶0.7cd/㎡（ガイドライン：タイプｆ）の場合

LEGA
平均62Ｗ
（62Ｗ）

JR3213（A）

80％省エネ 68％省エネ58％省エネ76％省エネ

水銀ランプ
400Ｗ

（420W）
高圧

ナトリウム
ランプ
220Ｗ※

（235Ｗ）

水銀ランプ
300Ｗ

（316W）

高圧
ナトリウム
ランプ
180Ｗ※

(195W)

4 種類の
取付 バリエーション

アーム式ポール用 直線ポール用（10°） 直線ポール用（5°） 直線ポール用（20°）

9 種類の
出力バリエーション

49W※／59W※ 62W／75W 83W※／98W※ 106W／125W／152W

注意）※印のタイプは一部点灯しない部分がありますが、不具合ではありません。

18 種類の
配光バリエーション 　

（Ａ）…標準配光 （Ｆ）…歩車道照射１ （Ｋ）…歩車道照射６ （Ｐ）…特前方照射６
（Ｂ）…前方照射１ （Ｇ）…歩車道照射２ （Ｌ）…交差点配光１ （Ｑ）…特前方照射７
（Ｃ）…前方照射２ （Ｈ）…歩車道照射３ （Ｍ）…交差点配光２ （Ｒ）…多目的配光
（Ｄ）…前方照射３ （Ｉ）…歩車道照射４ （Ｎ）…特前方照射４
（Ｅ）…直下照射 （Ｊ）…歩車道照射５ （Ｏ）…特前方照射５

さらなる省エネのための機能

安全・安心のための機能

通常の照明設計では、保守率を考慮するため使用開始初期は設計照度よりも明るくなります。 
「初期照度補正機能」とは、この余分な明るさを自動的に調光し、寿命末期まで一定の明るさで照明する機能です。
調光により余分な電力の使用を抑制することで、さらなる省エネ効果を得られます。

全てのタイプにおいて、70%または、50%へ段調光できる機能を備えています。 
交通量が少なくなる夜間などに調光することにより、さらなる省エネを図ることができます。 
※段調光機能を使用するためには、調光制御用の配線が必要です。

ＬＥＤの特徴である瞬時点灯により、ドライバーがまぶしさなどのストレスを感じないように、
点灯開始から全点灯まで徐々に明るくなるソフトスタート機能を搭載しています。

屋外では誘導雷（サージ）が電力線を通してＬＥＤ照明器具に侵入し、故障を引き起こす恐れがあります。
本器具においては、ＩＥＣ基準の４kV（クラス４）を超える１５kV（コモンモード）の耐雷サージ性能を備えています。

初期照度補正機能

ソフトスタート機能

耐雷サージ性能

段調光機能

局部照明
タイプ

適合機種

道路分類 平均路面照度 器具型名 適合電源装置 平均消費電力（W） 電力容量※1（VA）

交 差 点

十字路
（2車線×2車線） 連続照明部

20 lx m JR3215(A) LCS-180CRA-SH58 125 146

15 lx n JR3214(A) LCS-180CRA-SH58 98 114

10 lx o JR3213(A) LW-90CRA-SH57 62 72

十字路
（4車線×2車線）

連続照明部
20 lx p

JR3214(A)
LCS-180CRA-SH58 98 114

コーナー部 JR3214(L)

連続照明部
15 lx q

JR3213(A)
LW-90CRA-SH68 75 88

コーナー部 JR3213(M)

十字路
（4車線×4車線）

連続照明部
20 lx r

JR3214(A)
LCS-180CRA-SH50 83 98

コーナー部 JR3214(L)

連続照明部
15 lx s

JR3213(A)
LW-90CRA-SH57 62 72

コーナー部 JR3213(M)

十字路
（6車線×4車線）

連続照明部
20 lx t

JR3214(A)
LCS-180CRA-SH58 98 114

コーナー部 JR3214(L)

連続照明部
15 lx u

JR3213(A)
LW-90CRA-SH68 75 88

コーナー部 JR3213(M)

横断歩道
歩行者の背景を照明する方式 20 lx v JR3215(A) LCS-180CRA-SH58 125 146

歩行者自身を照明する方式 20 lx※2 w JR3215(B) LCS-180CRA-SH70 152 176
※1：電力容量は、入力電圧200Vの値です。
※2：平均鉛直面照度の値です。
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LED 道路照明器具　JR3200シリーズ NETIS 登録No. KK-130037-A

注1）LEDモジュールは、交換することはできません。
注2）配光パターン及び取付タイプは、出荷時にセットされたタイプから変更することができません。

注3）器具光束は参考値です。その値を保証するものではありませんのでご了承ください。
注4）ＬＥＤモジュールの寿命は、周囲温度３０℃における値です。

・型名末尾の（※）は、配光パターンを表します。下記の配光パターンから設置条件に適合するタイプが器具にセットされます。
（Ａ）…標準配光 （Ｄ）…前方照射３ （Ｇ）…歩車道照射２（Ｊ）…歩車道照射５（Ｍ）…交差点配光２（Ｐ）…特前方照射６
（Ｂ）…前方照射１ （Ｅ）…直下照射 （Ｈ）…歩車道照射３（Ｋ）…歩車道照射６（Ｎ）…特前方照射４（Ｑ）…特前方照射７
（Ｃ）…前方照射２ （Ｆ）…歩車道照射１（Ｉ）…歩車道照射４（Ｌ）…交差点配光１（Ｏ）…特前方照射５（Ｒ）…多目的配光

LINE UP  

LED 電源装置  

定格 58VA / 平均 49W
定格 70VA / 平均 59W

定格 58VA / 平均 49W
定格 70VA / 平均 59W

定格 58VA / 平均 49W
定格 70VA / 平均 59W

定格 58VA / 平均 49W
定格 70VA / 平均 59W

定格 72VA / 平均 62W 定格 72VA / 平均 62W
定格 88VA / 平均 75W 定格 88VA / 平均 75W

定格 72VA / 平均 62W 定格 72VA / 平均 62W
定格 88VA / 平均 75W 定格 88VA / 平均 75W

JR3202（※）
JR3202U（※）

JR3242（※）
JR3242U（※）

JR3212（※）
JR3212U（※）

JR3252（※）
JR3252U（※）

JR3203（※）
JR3203U（※）

JR3243（※）
JR3243U（※）

JR3213（※）
JR3213U（※）

JR3253（※）
JR3253U（※）

定格 98VA / 平均 83W
定格 114VA / 平均 98W

定格 98VA / 平均 83W
定格 114VA / 平均 98W

定格 98VA / 平均 83W
定格 114VA / 平均 98W

定格 98VA / 平均 83W
定格 114VA / 平均 98W

定格 124VA / 平均 106W
定格 146VA / 平均 125W
定格 176VA / 平均 152W

定格 124VA / 平均 106W
定格 146VA / 平均 125W
定格 176VA / 平均 152W

定格 124VA / 平均 106W
定格 146VA / 平均 125W
定格 176VA / 平均 152W

定格 124VA / 平均 106W
定格 146VA / 平均 125W
定格 176VA / 平均 152W

JR3204（※）
JR3204U（※）

JR3244（※）
JR3244U（※）

JR3214（※）
JR3214U（※）

JR3254（※）
JR3254U（※）

JR3205（※）
JR3205U（※）

JR3245（※）
JR3245U（※）

JR3215（※）
JR3215U（※）

JR3255（※）
JR3255U（※）

オープン価格
LEDモジュール内蔵、電源装置別置
■防水の種類/防雨形（IP23）
■仕様/本　体:アルミダイカスト
　　　　グローブ:強化ガラス
■質量/約11kg
■塗装色/JR3202（※）、JR3203（※）
　　　　　 グレー（N7）
　　　　　 JR3202U（※）、JR3203U（※）
　　　　　 アーバンブラウン（15-20B）
■器具光束/49W:5,900 lm
 59W:6,900 lm
 62W:7,800 lm
 75W:9,000 lm
■色温度/5000K （昼白色）
■平均演色評価数/Ra70
■LEDモジュール寿命/60,000時間
　　　　　　　　（光束維持率80%）

オープン価格
LEDモジュール内蔵、電源装置別置
■防水の種類/防雨形（IP23）
■仕様/本　体:アルミダイカスト
　　　　グローブ:強化ガラス
■質量/約11kg
■塗装色/JR3242（※）、JR3243（※）
　　　　　 グレー（N7）
　　　　　 JR3242U（※）、JR3243U（※）
　　　　　 アーバンブラウン（15-20B）
■器具光束/49W:5,900 lm
 59W:6,900 lm
 62W:7,800 lm
 75W:9,000 lm
■色温度/5000K （昼白色）
■平均演色評価数/Ra70
■LEDモジュール寿命/60,000時間
　　　　　　　　（光束維持率80%）

オープン価格
LEDモジュール内蔵、電源装置別置
■防水の種類/防雨形（IP23）
■仕様/本　体:アルミダイカスト
　　　　グローブ:強化ガラス
■質量/約11kg
■塗装色/JR3212（※）、JR3213（※）
　　　　　 グレー（N7）
　　　　　 JR3212U（※）、R3213U（※）
　　　　　 アーバンブラウン（15-20B）
■器具光束/49W:5,900 lm
 59W:6,900 lm
 62W:7,800 lm
 75W:9,000 lm
■色温度/5000K （昼白色）
■平均演色評価数/Ra70
■LEDモジュール寿命/60,000時間
　　　　　　　　（光束維持率80%）

オープン価格
LEDモジュール内蔵、電源装置別置
■防水の種類/防雨形（IP23）
■仕様/本　体:アルミダイカスト
　　　　グローブ:強化ガラス
■質量/約11kg
■塗装色/JR3252（※）、JR3253（※）
　　　　　 グレー（N7）
　　　　　 JR3252U（※）、JR3253U（※）
　　　　　 アーバンブラウン（15-20B）
■器具光束/49W:5,900 lm
 59W:6,900 lm
 62W:7,800 lm
 75W:9,000 lm
■色温度/5000K （昼白色）
■平均演色評価数/Ra70
■LEDモジュール寿命/60,000時間
　　　　　　　　（光束維持率80%）

オープン価格
LEDモジュール内蔵、電源装置別置
■防水の種類/防雨形（IP23）
■仕様/本　体:アルミダイカスト
　　　　グローブ:強化ガラス
■質量/約11kg
■塗装色/JR3204（※）、JR3205（※）
　　　　　 グレー（N7）
　　　　　 JR3204U（※）、JR3205U（※）
　　　　　 アーバンブラウン（15-20B）
■器具光束/83W:10,500 lm
 98W:11,900 lm
 106W:13,600 lm
 125W:15,400 lm
 152W:18,000 lm
■色温度/5000K （昼白色）
■平均演色評価数/Ra70
■LEDモジュール寿命/60,000時間
　　　　　　　　（光束維持率80%）

オープン価格
LEDモジュール内蔵、電源装置別置
■防水の種類/防雨形（IP23）
■仕様/本　体:アルミダイカスト
　　　　グローブ:強化ガラス
■質量/約11kg
■塗装色/JR3244（※）、JR3245（※）
　　　　　 グレー（N7）
　　　　　 JR3244U（※）、JR3245U（※）
　　　　　 アーバンブラウン（15-20B）
■器具光束/83W:10,500 lm
 98W:11,900 lm
 106W:13,600 lm
 125W:15,400 lm
 152W:18,000 lm
■色温度/5000K （昼白色）
■平均演色評価数/Ra70
■LEDモジュール寿命/60,000時間
　　　　　　　　（光束維持率80%）

オープン価格
LEDモジュール内蔵、電源装置別置
■防水の種類/防雨形（IP23）
■仕様/本　体:アルミダイカスト
　　　　グローブ:強化ガラス
■質量/約11kg
■塗装色/JR3214（※）、JR3215（※）
　　　　　 グレー（N7）
　　　　　 JR3214U（※）、JR3215U（※）
　　　　　 アーバンブラウン（15-20B）
■器具光束/83W:10,500 lm
 98W:11,900 lm
 106W:13,600 lm
 125W:15,400 lm
 152W:18,000 lm
■色温度/5000K （昼白色）
■平均演色評価数/Ra70
■LEDモジュール寿命/60,000時間
　　　　　　　　（光束維持率80%）

オープン価格
LEDモジュール内蔵、電源装置別置
■防水の種類/防雨形（IP23）
■仕様/本　体:アルミダイカスト
　　　　グローブ:強化ガラス
■質量/約11kg
■塗装色/JR3254（※）、JR3255（※）
　　　　　 グレー（N7）
　　　　　 JR3254U（※）、JR3255U（※）
　　　　　 アーバンブラウン（15-20B）
■器具光束/83W:10,500 lm
 98W:11,900 lm
 106W:13,600 lm
 125W:15,400 lm
 152W:18,000 lm
■色温度/5000K （昼白色）
■平均演色評価数/Ra70
■LEDモジュール寿命/60,000時間
　　　　　　　　（光束維持率80%）

■アーム式ポール用 ■直線ポール用（仰角10°）■直線ポール用（仰角５°） ■直線ポール用（仰角20°）
678

3
8
0

1
5
8

0
2

1 
さ

長
入

挿

5°

適合アダプタ
 Ø60.5

678

380

158

適合アダプタ
 Ø60.5

0
2

1 
さ

長
入

挿

20
°

適
合

ア
ダ

プ
タ

 Ø
6
0
.5

678

3
8
0

1
5
8

挿入長さ 120

678

3
8
0

1
5
8

0
2

1 
さ

長
入

挿

1
0°

適合アダプタ
 Ø60.5

適合器具型名 JR32※2（※）タイプ JR32※3（※）タイプ
平均消費電力 平均49W用 平均59W用 平均62W用 平均75W用

器具光束 5,900 lm 6,900 lm 7,800 lm 9,000 lm

型名 標準タイプ LW-90CRA-SH57 LW-90CRA-SH68 LW-90CRA-SH57 LW-90CRA-SH68
防水コネクタ付き LW-90CRA-SH57C LW-90CRA-SH68C LW-90CRA-SH57C LW-90CRA-SH68C

入力電圧 （V） ＡＣ１００〜２４０Ｖ（５０Hz／６０Hz共用）
100 200 240 100 200 240 100 200 240 100 200 240

定格入力電流 （A） 0.56 0.29 0.25 0.68 0.35 0.30 0.72 0.36 0.31 0.88 0.44 0.37
定格入力容量 （VA） 56 58 60 68 70 72 72 72 75 88 88 89
定格消費電力 （W） 56 55 56 68 67 67 72 70 71 88 85 86
固有エネルギー消費効率 （lm/W） 105 107 105 101 102 102 108 111 109 102 105 104
質量 （kg） 1.1 1.1 1.1 1.1

適合器具型名 JR32※4（※）タイプ  JR32※5（※）タイプ
平均消費電力 平均83W用 平均98W用 平均106W用 平均125W用 平均152W用

器具光束 10,500 lm 11,900 lm 13,600 lm 15,400 lm 18,000 lm

型名 標準タイプ LCS-180CRA-SH50 LCS-180CRA-SH58 LCS-180CRA-SH50 LCS-180CRA-SH58 LCS-180CRA-SH70
防水コネクタ付き LCS-180CRA-SH50C LCS-180CRA-SH58C LCS-180CRA-SH50C LCS-180CRA-SH58C LCS-180CRA-SH70C

入力電圧 （V） ＡＣ２００〜２４０Ｖ（５０Hz／６０Hz共用）
100 200 240 100 200 240 100 200 240 100 200 240 100 200 240

定格入力電流 （A） — 0.49 0.42 — 0.57 0.49 — 0.62 0.53 — 0.73 0.62 — 0.88 0.74
定格入力容量 （VA） — 98 101 — 114 118 — 124 128 — 146 149 — 176 178
定格消費電力 （W） — 94 95 — 111 111 — 121 122 — 143 143 — 174 174
固有エネルギー消費効率 （lm/W） — 111 110 — 107 107 — 112 111 — 107 107 — 103 103
質量 （kg） 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7

■適合ポール内径／φ１０７．３以上
■電源装置寿命／６０,０００時間
■耐雷サージ性能／コモンモード：１５kV
 ノーマルモード：２kV

■付属機能（標準装備）
　・初期照度補正機能
　・ソフトスタート機能
　・段調光機能（７０％、５０％）

■LW-90CRAタイプ

4
2 6
3

80

120

195

215

■LCS-180CRAタイプ

193

270

290

4
7 6
8

85

※電源装置は、従来型の器具には適合しません。必ず適合器具と組み合わせてご使用ください。
※各機器は、次の周囲温度の範囲内でご使用ください。ＬＥＤ道路照明器具：－２０℃〜３５℃、電源装置：－２０℃〜４０℃
※平均消費電力は、初期照度補正機能により変化する消費電力の初期から寿命末期までの平均値を示します。
※器具光束は定格値を示します。実際の明るさは、初期照度補正機能により定格値の８０％となります。
※白熱灯や放電灯などの一般光源と比較し、白色ＬＥＤ素子は色バラツキが大きいため個々のＬＥＤにより色味や明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
※ＬＥＤは寿命後も光束低下を続けますが、不点灯になりにくい性質があります。照明設備としての安全性を確保するため、使用時間管理による適切な交換が必要となります。
※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が進行しています。点検・交換をおすすめします。
※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

注1）電源装置は、ポール内取付です。使用するＷ数に合わせて電源装置を選択してください。
注2）電源装置の寿命は、周囲温度４０℃における値です。
注3）電源装置は、１系統出力です。器具と電源装置の接続には、３芯ケーブルをご準備ください。
注4）防水コネクタ付きの電源装置には、専用のコネクタ付きのケーブルをご用意しています。
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LED 道路照明器具　JR1200Gシリーズ

※平均消費電力は、初期照度補正機能により変化する消費電力の初期から寿命末期までの平均値を示します。
※器具光束は定格値を示します。実際の明るさは、初期照度補正機能により定格値の80%となります。
※周囲温度－20℃〜 40℃の範囲内でご使用ください。範囲外で使用しますと、短寿命の原因となります。
※白熱灯や放電灯などの一般光源と比較し、白色LED素子は色バラツキが大きいため個々のLEDにより色味や明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
※LEDは寿命後も光束低下を続けますが、不点灯になりにくい性質があります。照明設備としての安全性を確保するため、使用時間管理による適切な交換が必要となります。
※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が進行しています。点検・交換をおすすめします。
※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

定格 66VA / 平均 56W 連続照明用

JR1247G
■適合アダプター径/φ60.5×120
■塗装色/グレー（N7.0）

JR1247GU
■適合アダプター径/φ60.5×120
■塗装色/アーバンブラウン（15−20B）

オープン価格
LEDモジュール、電源装置内蔵

・初期照度補正機能付き
・ソフトスタート機能付き
・耐雷サージ性能: コモンモード 15kV
  ノーマルモード 2kV

■防水の種類/防雨形（IP44）
■仕様/ 本体:アルミダイカスト 

グローブ:強化ガラス（透明）
■質量/約6kg

■入力電圧/AC100V/200V/240V
■定格入力電流/0.64A/0.33A/0.28A
■定格入力容量/64.0VA/66.0VA/67.2VA
■定格消費電力/63.5W/64.0W/64.5W
■器具光束/6,700 lm
■色温度/5000K（昼白色）
■平均演色評価数/Ra65
■LEDモジュール寿命/60,000時間

（光束維持率80%）
■固有エネルギー消費効率/

105.5lm/W/104,6lm/W/103.8lm/W

定格 66VA / 平均 56W 連続照明用

JR1257G
■適合アダプター径/φ60.5×120
■塗装色/グレー（N7.0）

JR1257GU
■適合アダプター径/φ60.5×120
■塗装色/アーバンブラウン（15−20B）

オープン価格
LEDモジュール、電源装置内蔵

・初期照度補正機能付き
・ソフトスタート機能付き
・耐雷サージ性能: コモンモード 15kV
  ノーマルモード 2kV

■防水の種類/防雨形（IP44）
■仕様/ 本体:アルミダイカスト 

グローブ:強化ガラス（透明）
■質量/約6kg

■入力電圧/AC100V/200V/240V
■定格入力電流/0.64A/0.33A/0.28A
■定格入力容量/64.0VA/66.0VA/67.2VA
■定格消費電力/63.5W/64.0W/64.5W
■器具光束/6,700 lm
■色温度/5000K（昼白色）
■平均演色評価数/Ra65
■LEDモジュール寿命/60,000時間

（光束維持率80%）
■固有エネルギー消費効率/

105.5lm/W/104,6lm/W/103.8lm/W

定格 90VA / 平均 79W 連続照明用

JR1249G
■適合アダプター径/φ60.5×120
■塗装色/グレー（N7.0）

JR1249GU
■適合アダプター径/φ60.5×120
■塗装色/アーバンブラウン（15−20B）

オープン価格
LEDモジュール、電源装置内蔵

・初期照度補正機能付き
・ソフトスタート機能付き
・耐雷サージ性能: コモンモード 15kV
  ノーマルモード 2kV

■防水の種類/防雨形（IP44）
■仕様/ 本体:アルミダイカスト 

グローブ:強化ガラス（透明）
■質量/約6kg

■入力電圧/AC100V/200V/240V
■定格入力電流/0.90A/0.45A/0.38A
■定格入力容量/90.0VA/90.0VA/91.2VA
■定格消費電力/89.5W/88.5W/89.0W
■器具光束/8,800 lm
■色温度/5000K（昼白色）
■平均演色評価数/Ra65
■LEDモジュール寿命/60,000時間

（光束維持率80%）
■固有エネルギー消費効率/

98.3.lm/W/99,4lm/W/98.8lm/W

定格 90VA / 平均 79W 連続照明用

JR1259G
■適合アダプター径/φ60.5×120
■塗装色/グレー（N7.0）

JR1259GU
■適合アダプター径/φ60.5×120
■塗装色/アーバンブラウン（15−20B）

オープン価格
LEDモジュール、電源装置内蔵

・初期照度補正機能付き
・ソフトスタート機能付き
・耐雷サージ性能: コモンモード 15kV
  ノーマルモード  2kV

■防水の種類/防雨形（IP44）
■仕様/ 本体:アルミダイカスト 

グローブ:強化ガラス（透明）
■質量/約6kg

■入力電圧/AC100V/200V/240V
■定格入力電流/0.90A/0.45A/0.38A
■定格入力容量/90.0VA/90.0VA/91.2VA
■定格消費電力/89.5W/88.5W/89.0W
■器具光束/8,800 lm
■色温度/5000K（昼白色）
■平均演色評価数/Ra65
■LEDモジュール寿命/60,000時間

（光束維持率80%）
■固有エネルギー消費効率/

98.3.lm/W/99,4lm/W/98.8lm/W

定格 90VA / 平均 79W 交差点照明用

JR1249GC
■適合アダプター径/φ60.5×120
■塗装色/グレー（N7.0）

JR1249GCU
■適合アダプター径/φ60.5×120
■塗装色/アーバンブラウン（15−20B）

オープン価格
LEDモジュール、電源装置内蔵

・初期照度補正機能付き
・ソフトスタート機能付き
・耐雷サージ性能: コモンモード 15kV
  ノーマルモード 2kV

■防水の種類/防雨形（IP44）
■仕様/ 本体:アルミダイカスト 

グローブ:強化ガラス（透明）
■質量/約6kg

■入力電圧/AC100V/200V/240V
■定格入力電流/0.90A/0.45A/0.38A
■定格入力容量/90.0VA/90.0VA/91.2VA
■定格消費電力/89.5W/88.5W/89.0W
■器具光束/8,800 lm
■色温度/5000K（昼白色）
■平均演色評価数/Ra65
■LEDモジュール寿命/60,000時間

（光束維持率80%）
■固有エネルギー消費効率/

98.3.lm/W/99,4lm/W/98.8lm/W

定格 90VA / 平均 79W 交差点照明用

JR1259GC
■適合アダプター径/φ60.5×120
■塗装色/グレー（N7.0）

JR1259GCU
■適合アダプター径/φ60.5×120
■塗装色/アーバンブラウン（15−20B）

オープン価格
LEDモジュール、電源装置内蔵

・初期照度補正機能付き
・ソフトスタート機能付き
・耐雷サージ性能: コモンモード 15kV
  ノーマルモード 2kV

■防水の種類/防雨形（IP44）
■仕様/ 本体:アルミダイカスト 

グローブ:強化ガラス（透明）
■質量/約6kg

■入力電圧/AC100V/200V/240V
■定格入力電流/0.90A/0.45A/0.38A
■定格入力容量/90.0VA/90.0VA/91.2VA
■定格消費電力/89.5W/88.5W/89.0W
■器具光束/8,800 lm
■色温度/5000K（昼白色）
■平均演色評価数/Ra65
■LEDモジュール寿命/60,000時間

（光束維持率80%）
■固有エネルギー消費効率/

98.3.lm/W/99,4lm/W/98.8lm/W

■アーム式ポール用 ■直線ポール用492
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2.大幅な省エネ＆長寿命

LED 低ワット道路照明器具（JR1200 シリーズ）をバージョンアップ

1.ガイドラインに準拠
JR1200シリーズが国土交通省の「LED道路・トンネル照明導入ガイドライン（案）」に一部の仕様を除き準拠しました。
下記の設置条件の道路にご使用いただけます。（配光性能は、セミカットオフになります。）

連続照明タイプfの場合、従来の高圧ナトリウムランプ180Wに対して、JR1200Gシリーズは平均79Wタイプで設置
条件をクリアすることができ、約59%の省エネとなります。

連続照明 タイプ
適合機種

平均路面輝度 道路分類 歩道 器具型名 器具光束（lm） 平均消費電力（W） 電力容量※1（VA）

0.7cd/㎡
一般国道（片側） 2車線道路

有 f
JR1259G 8,800 79 90

無 g

0.5cd/㎡
有 k JR1259G 8,800 79 90

無 l JR1257G 6,700 56 66

局部照明 タイプ
適合機種

道路分類 平均路面照度 器具型名 器具光束（lm） 平均消費電力（W） 電力容量※1（VA）

交 差 点

十字路
（2車線×2車線） 連続照明部 10 lx o JR1259G 8,800 79 90

十字路
（4車線×4車線）

連続照明部
15 lx s

JR1259G
8,800 79 90

コーナー部 JR1259GC

※1：電力容量は、入力電圧200Vの値です。

■連続照明：タイプｆ　　照度分布図

　車道部・平均照度（lx）
　歩道部・平均照度（lx）
　歩道部・均斉度

11.40
　6.45
　0.40

■局部照明：タイプｓ　　照度分布図

　交差点内・平均照度（Lx）
　交差点内・均斉度

17.0
0.44

［計算条件］ 器具　   ：交差点照明用JR1259GC（平均79W）
　　　　　 器具　   ：連続照明用JR1259G（平均79W）
　　　　　 取付高さ ：10m、保守率：0.7
　　　　　　　　　 ：交差点内

■連続照明：タイプｆ　　輝度分布図（車道部）

　平均路面輝度（cd/m2）　　
　総合均斉度（Uo）
　車線軸均斉度（U l1）
　車線軸均斉度（U l2）
　相対閾値増加（ＴＩ値）

0.76 
0.50
0.69
0.58
6.9%

［計算条件］ 器具：JR1259G（平均79W）、取付高さ：10m、オーバーハング：－0.7m、保守率：0.7
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消費電力：195Ｗ

光源寿命：24,000時間

消費電力：平均79Ｗ

光源寿命：60,000時間
約59％省エネ
２.５倍長寿命

従来タイプ（KSH-2）
高圧ナトリウムランプ180Ｗ

JR1200Gシリーズ（JR1259G）
LED79W（平均）
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LED 低ワット道路照明器具　JR1200シリーズ

※周囲温度-20℃〜 40℃の範囲内でご使用ください。範囲外で使用しますと、短寿命の原因となります。
※白熱灯や放電灯などの一般光源と比較し、白色LED素子は色バラツキが大きいため個々のLEDにより色味や明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
※LEDは寿命後も光束低下を続けますが、不点灯になりにくい性質があります。照明設備としての安全性を確保するため、使用時間管理による適切な交換が必要となります。
※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が進行しています。点検・交換をおすすめします。
※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

90VA, 70VAを追加 新たに90VAと70VAタイプをラインアップに追加しました。水銀ランプ300Wクラス
まで対応できます。

大幅な省エネ 90VAタイプは、水銀ランプ300W（消費電力316W）と比較すると、明るさは同等で、 
約71%の電気代を削減することができます。

90VA / 89W
JR1249M
■適合アダプター径/φ48.6×100
■塗装色/グレー（N7.0）

JR1249MU
■適合アダプター径/φ48.6×100
■塗装色/アーバンブラウン（15-20B）

オープン価格
LEDモジュール、電源装置内蔵 
・耐雷サージ性能：コモンモード 15kV
  ノーマルモード 2kV
※下記のアダプター径もラインアップしています。
・φ34.0×100/JR1249S, JR1249SU
・φ60.5×120/JR1249L, JR1249LU

■防水の種類/防雨形（IP44）
■仕様/ 本体:アルミダイカスト 

グローブ:アクリル樹脂（透明）
■質量/約5kg

■入力容量90.0VA/90.0VA/91.2VA
■入力電圧/AC100V/200V/240V
■入力電流/0.90A/0.45A/0.38A
■消費電力/89.5W/88.5W/89.0W
■器具光束/8,900 lm
■色温度/5000K（昼白色）
■平均演色評価数/Ra65
■LEDモジュール寿命/60,000時間
■ 固有エネルギー消費効率/ 

99.4lm/W/100.5lm/W/100.0lm/W

90VA / 89W
JR1259L
■適合アダプター径/φ60.5×120
■塗装色/グレー（N7.0）

JR1259LU
■適合アダプター径/φ60.5×120 
■塗装色/アーバンブラウン（15-20B）

オープン価格
LEDモジュール、電源装置内蔵 
・耐雷サージ性能：コモンモード 15kV
  ノーマルモード 2kV
※下記のアダプター径もラインアップしています。
・φ34.0×100/JR1259S, JR1259SU
・φ48.6×100/JR1259M, JR1259MU

■防水の種類/防雨形（IP44）
■仕様/ 本体:アルミダイカスト 

グローブ:アクリル樹脂（透明）
■質量/約5kg

■入力容量/90.0VA/90.0VA/91.2VA
■入力電圧/AC100V/200V/240V
■入力電流/0.90A/0.45A/0.38A
■消費電力/89.5W/88.5W/89.0W
■器具光束/8,900 lm
■色温度/5000K（昼白色）
■平均演色評価数/Ra65
■LEDモジュール寿命/60,000時間
■ 固有エネルギー消費効率/ 

99.4lm/W/100.5lm/W/100.0lm/W

70VA / 64W
JR1247M
■適合アダプター径/φ48.6×100
■塗装色/グレー（N7.0）

JR1247MU
■適合アダプター径/φ48.6×100 
■塗装色/アーバンブラウン（15-20B）

オープン価格
LEDモジュール、電源装置内蔵 
・耐雷サージ性能：コモンモード 15kV
  ノーマルモード 2kV
※下記のアダプター径もラインアップしています。
・φ34.0×100/JR1247S, JR1247SU
・φ60.5×120/JR1247L, JR1247LU

■防水の種類/防雨形（IP44）
■仕様/ 本体:アルミダイカスト 

グローブ:アクリル樹脂（透明）
■質量/約5kg

■入力容量/64.0VA/66.0VA/67.2VA
■入力電圧/AC100V/200V/240V
■入力電流/0.64A/0.33A/0.28A
■消費電力/63.5W/64.0W/64.5W
■器具光束/6,750 lm
■色温度/5000K（昼白色）
■平均演色評価数/Ra65
■LEDモジュール寿命/60,000時間
■ 固有エネルギー消費効率/ 

106.3lm/W/105.5lm/W/104.7lm/W

70VA / 64W
JR1257L
■適合アダプター径/φ60.5×120
■塗装色/グレー（N7.0）

JR1257LU
■適合アダプター径/φ60.5×120
■塗装色/アーバンブラウン（15-20B）

オープン価格
LEDモジュール、電源装置内蔵
・耐雷サージ性能：コモンモード 15kV
  ノーマルモード 2kV 
※下記のアダプター径もラインアップしています。
・φ34.0×100/JR1257S, JR1257SU
・φ48.6×100/JR1257M, JR1257MU

■防水の種類/防雨形（IP44）
■仕様/ 本体:アルミダイカスト 

グローブ:アクリル樹脂（透明）
■質量/約5kg

■入力容量/64.0VA/66.0VA/67.2VA
■入力電圧/AC100V/200V/240V
■入力電流/0.64A/0.33A/0.28A
■消費電力/63.5W/64.0W/64.5W
■器具光束/6,750 lm
■色温度/5000K（昼白色）
■平均演色評価数/Ra65
■LEDモジュール寿命/60,000時間
■ 固有エネルギー消費効率/ 

106.3lm/W/105.5lm/W/104.7lm/W

LINE UP：90VA・70VA  
■アーム式ポール用 ■直線ポール用
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60VA / 54W
JR1246M
■適合アダプター径/φ48.6×100
■塗装色/グレー（N7.0）

JR1246MU
■適合アダプター径/φ48.6×100
■塗装色/アーバンブラウン（15-20B）

オープン価格
LEDモジュール、電源装置内蔵
・耐雷サージ性能：コモンモード 15kV
  ノーマルモード 2kV
※下記のアダプター径もラインアップしています。
・φ34.0×100/JR1246S, JR1246SU
・φ60.5×120/JR1246L, JR1246LU

■防水の種類/防雨形（IP44）
■仕様/ 本体:アルミダイカスト 

グローブ:アクリル樹脂（透明）
■質量/約5kg

■入力容量/55.2VA/56.8VA
■入力電圧/AC100V/200V
■入力電流/0.552A/0.284A
■消費電力/54.6W/53.9W
■器具光束/5,200 lm
■色温度/5000K（昼白色）
■平均演色評価数/Ra65
■LEDモジュール寿命/60,000時間
■ 固有エネルギー消費効率/

95.2lm/W/96.4lm/W

60VA / 54W
JR1256L
■適合アダプター径/φ60.5×120
■塗装色/グレー（N7.0）

JR1256LU
■適合アダプター径/φ60.5×120 
■塗装色/アーバンブラウン（15-20B）

オープン価格
LEDモジュール、電源装置内蔵 
・耐雷サージ性能：コモンモード 15kV
  ノーマルモード  2kV
※下記のアダプター径もラインアップしています。
・φ34.0×100/JR1256S, JR1256SU
・φ48.6×100/JR1256M, JR1256MU

■防水の種類/防雨形（IP44）
■仕様/ 本体:アルミダイカスト 

グローブ:アクリル樹脂（透明）
■質量/約5kg

■入力容量/55.2VA/56.8VA
■入力電圧/AC100V/200V
■入力電流/0.552A/0.284A
■消費電力/54.6W/53.9W
■器具光束/5,200 lm
■色温度/5000K（昼白色）
■平均演色評価数/Ra65
■LEDモジュール寿命/60,000時間
■ 固有エネルギー消費効率/

95.2lm/W/96.4lm/W

40VA / 36W
JR1244M 
■適合アダプター径/φ48.6×100
■塗装色/グレー（N7.0）

JR1244MU
■適合アダプター径/φ48.6×100
■塗装色/アーバンブラウン（15-20B）

オープン価格
LEDモジュール、電源装置内蔵
・耐雷サージ性能：コモンモード 15kV
  ノーマルモード 2kV
※下記のアダプター径もラインアップしています。
・φ34.0×100/JR1244S, JR1244SU
・φ60.5×120/JR1244L, JR1244LU

■防水の種類/防雨形（IP44）
■仕様/ 本体:アルミダイカスト 

グローブ:アクリル樹脂（透明）
■質量/約5kg

■入力容量/35.5VA/36.8VA
■入力電圧/AC100V/200V
■入力電流/0.355A/0.184A
■消費電力/35.3W/35.4W
■器具光束/3,500 lm
■色温度/5000K（昼白色）
■平均演色評価数/Ra65
■LEDモジュール寿命/60,000時間
■ 固有エネルギー消費効率/

99.1lm/W/98.8lm/W

40VA / 36W
JR1254L
■適合アダプター径/φ60.5×120
■塗装色/グレー（N7.0）

JR1254LU
■適合アダプター径/φ60.5×120 
■塗装色/アーバンブラウン（15-20B）

オープン価格
LEDモジュール、電源装置内蔵 
・耐雷サージ性能：コモンモード 15kV
  ノーマルモード 2kV
※下記のアダプター径もラインアップしています。
・φ34.0×100/JR1254S, JR1254SU
・φ48.6×100/JR1254M, JR1254MU

■防水の種類/防雨形（IP44）
■仕様/ 本体:アルミダイカスト 

グローブ:アクリル樹脂（透明）
■質量/約5kg

■入力容量/35.5VA/36.8VA
■入力電圧/AC100V/200V
■入力電流/0.355A/0.184A
■消費電力/35.3W/35.4W
■器具光束/3,500 lm
■色温度/5000K（昼白色）
■平均演色評価数/Ra65
■LEDモジュール寿命/60,000時間
■ 固有エネルギー消費効率/

99.1lm/W/98.8lm/W

20VA / 18W
JR1242M 
■適合アダプター径/φ48.6×100
■塗装色/グレー（N7.0）

JR1242MU
■適合アダプター径/φ48.6×100
■塗装色/アーバンブラウン（15-20B）

オープン価格
LEDモジュール、電源装置内蔵
・耐雷サージ性能：コモンモード 15kV
  ノーマルモード 2kV
※下記のアダプター径もラインアップしています。
・φ34.0×100/JR1242S, JR1242SU
・φ60.5×120/JR1242L, JR1242LU

■防水の種類/防雨形（IP44）
■仕様/ 本体:アルミダイカスト 

グローブ:アクリル樹脂（透明）
■質量/約5kg

■入力容量/18.0VA/19.4VA
■入力電圧/AC100V/200V
■入力電流/0.180A/0.097A
■消費電力/17.9W/18.0W
■器具光束/1,800 lm
■色温度/5000K（昼白色）
■平均演色評価数/Ra65
■LEDモジュール寿命/60,000時間
■ 固有エネルギー消費効率/

100.5lm/W/100.0lm/W

20VA / 18W
JR1252L
■適合アダプター径/φ60.5×120
■塗装色/グレー（N7.0）

JR1252LU
■適合アダプター径/φ60.5×120
■塗装色/アーバンブラウン（15-20B）

オープン価格
LEDモジュール、電源装置内蔵 
・耐雷サージ性能：コモンモード 15kV
  ノーマルモード 2kV
※下記のアダプター径もラインアップしています。
・φ34.0×100/JR1252S, JR1252SU
・φ48.6×100/JR1252M, JR1252MU

■防水の種類/防雨形（IP44）
■仕様/ 本体:アルミダイカスト 

グローブ:アクリル樹脂（透明）
■質量/約5kg

■入力容量/18.0VA/19.4VA
■入力電圧/AC100V/200V
■入力電流/0.180A/0.097A
■消費電力/17.9W/18.0W
■器具光束/1,800 lm
■色温度/5000K（昼白色）
■平均演色評価数/Ra65
■LEDモジュール寿命/60,000時間
■ 固有エネルギー消費効率/

100.5lm/W/100.0lm/W

LINE UP：60VA・40VA・20VA  

 オプション  
全機種において自動点滅器内蔵タイプや拡散グローブタイプにも対応できます。詳細についてはお問い合わせください。

■自動点滅器内蔵タイプ ■拡散グローブタイプ

・拡散グローブ（フロストグローブ） ・標準グローブ（透明グローブ）

■アーム式ポール用 ■直線ポール用
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自動点滅器付

JRB-147TSB
¥102,200（税抜）
LEDモジュール、電源装置内蔵
■入力容量/16VA
■入力電圧/AC100V
■消費電力/16W
■器具光束/2,100lm
■色温度/5000K（昼白色）
■平均演色評価数/Ra70
■LEDモジュール寿命/60,000時間
■固有エネルギー消費効率/131.2lm/W

自動点滅器付

JRB-148TSB
¥110,500（税抜）
LEDモジュール、電源装置内蔵
■入力容量/34VA
■入力電圧/AC100V
■消費電力/34W
■器具光束/3,600lm
■色温度/5000K（昼白色）
■平均演色評価数/Ra70
■LEDモジュール寿命/60,000時間
■固有エネルギー消費効率/105.8lm/W

自動点滅器付

JRB-157TSB
¥106,100（税抜）
LEDモジュール、電源装置内蔵
■入力容量/16VA
■入力電圧/AC100V
■消費電力/16W
■器具光束/2,100lm
■色温度/5000K（昼白色）
■平均演色評価数/Ra70
■LEDモジュール寿命/60,000時間
■固有エネルギー消費効率/131.2lm/W

自動点滅器付

JRB-158TSB
¥122,600（税抜）
LEDモジュール、電源装置内蔵
■入力容量/34VA
■入力電圧/AC100V
■消費電力/34W
■器具光束/3,600lm
■色温度/5000K（昼白色）
■平均演色評価数/Ra70
■LEDモジュール寿命/60,000時間
■固有エネルギー消費効率/105.8lm/W

LED 公園照明器具
LED フットライト

11 12

LED 生活道路照明器具

省エネ LED素子と電源装置を変更することで、省エネ性能が向上しました。20VAタイプは、 
水銀ランプ80Wと同等の明るさで、消費電力を約83%削減できます。

安心 自社開発、自社製造の電源装置に変更することにより、15kVの耐雷サージ性能など安心 
してご使用いただける高い信頼性を実現しました。

優れたメンテナンス性 LED生活道路照明器具は、LEDモジュールと電源装置を一体化したユニットを交換する 
ことができるため、メンテナンスを容易に行うことができます。

デザイン HIDランプ用の灯具と同様の本体を使用しているため、既設の灯具と混在しても違和感 
なくご使用いただけます。

※白熱灯や放電灯などの一般光源と比較し、白色LED素子は色バラツキが大きいため個々のLEDにより色味や明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
※LEDは寿命後も光束低下を続けますが、不点灯になりにくい性質があります。照明設備として適切な安全性を確保するためには従来の球切れではなく、使用時間管理による適切な交換が必要となります。
※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が進行しています。点検・交換をおすすめします。
※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

20VA / 17W
JRB-147TB
¥99,500（税抜）
LEDモジュール、電源装置内蔵
■防水の種類/防雨形（IP23）
■仕様/ 本体:アルミダイカスト 

グローブ:硬質ガラス
■質量/約5kg
■塗装色/アーバンブラウン
■適合アダプター径/φ34.0
■オプション（別売）/
　直線ポールアダプター :GA0015U
■入力容量/16VA/18VA
■入力電圧/AC100V/200V
■消費電力/16W/17W
■器具光束/2,100lm
■色温度/5000K（昼白色）
■平均演色評価数/Ra70
■LEDモジュール寿命/60,000時間
■固有エネルギー消費効率/

131.2lm/W/123.5lm/W

40VA / 34W
JRB-148TB
¥104,500（税抜）
LEDモジュール、電源装置内蔵
■防水の種類/防雨形（IP23）
■仕様/ 本体:アルミダイカスト 

グローブ:硬質ガラス
■質量/約5kg
■塗装色/アーバンブラウン
■適合アダプター径/φ34.0
■オプション（別売）/
　直線ポールアダプター :GA0015U
■入力容量/34VA/36VA
■入力電圧/AC100V/200V
■消費電力/34W/34W
■器具光束/3,600lm
■色温度/5000K（昼白色）
■平均演色評価数/Ra70
■LEDモジュール寿命/60,000時間
■固有エネルギー消費効率/

105.8lm/W/105.8lm/W

20VA / 17W
JRB-157TB
¥103,400（税抜）
LEDモジュール、電源装置内蔵
■防水の種類/防雨形（IP23）
■仕様/ 本体:アルミダイカスト 

グローブ:硬質ガラス
■質量/約5kg
■塗装色/アーバンブラウン
■適合アダプター径/φ34.0
■オプション（別売）/
　角度調整金具:SGQ14973-00
■入力容量/16VA/18VA
■入力電圧/AC100V/200V
■消費電力/16W/17W
■器具光束/2,100lm
■色温度/5000K（昼白色）
■平均演色評価数/Ra70
■LEDモジュール寿命/60,000時間
■固有エネルギー消費効率/

131.2lm/W/123.5lm/W

40VA / 34W
JRB-158TB
¥119,800（税抜）
LEDモジュール、電源装置内蔵
■防水の種類/防雨形（IP23）
■仕様/ 本体:アルミダイカスト 

グローブ:硬質ガラス
■質量/約5kg
■塗装色/アーバンブラウン
■適合アダプター径/φ34.0
■オプション（別売）/
　角度調整金具:SGQ14973-00
■入力容量/34VA/36VA
■入力電圧/AC100V/200V
■消費電力/34W/34W
■器具光束/3,600lm
■色温度/5000K（昼白色）
■平均演色評価数/Ra70
■LEDモジュール寿命/60,000時間
■固有エネルギー消費効率/

105.8lm/W/105.8lm/W

LINE UP  
■アーム取付タイプ ■直付タイプ（コンクリート柱取付金具付）
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※白熱灯や放電灯などの一般光源と比較し、白色LED素子は色バラツキが大きいため個々のLEDにより色味や明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
※LEDは寿命後も光束低下を続けますが、不点灯になりにくい性質があります。照明設備として適切な安全性を確保するためには従来の球切れではなく、使用時間管理による適切な交換が必要となります。
※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が進行しています。点検・交換をおすすめします。
※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

LED 公園照明器具  LED フットライト  

40W（水銀ランプ80W相当）

JS1381（下面フラット）
JS1382（乳白カバー付）
オープン価格
LEDモジュール、電源装置内蔵

■防水の種類/防雨形
■仕様/ 本体:アルミ鋳物 

グローブ:アクリル（プリズム） 
カバー :アクリル（乳白）

■質量/約17kg
■塗装色/チャコールグレー
■入力電圧/AC100V/200V
■消費電力/40W
■器具光束/ 1,250lm（JS1381） 

1,050lm（JS1382）
■色温度/5000K（昼白色）
■平均演色評価数/Ra70
■LEDモジュール寿命/40,000時間
※50W、70Wタイプも対応できます。

40W（水銀ランプ80W相当）

JS1385（下面フラット）
JS1386（乳白カバー付）
オープン価格
LEDモジュール、電源装置内蔵

■防水の種類/防雨形
■仕様/ 本体:アルミ鋳物 

グローブ:アクリル（プリズム） 
カバー :アクリル（乳白）

■質量/約13kg
■塗装色/チャコールグレー
■入力電圧/AC100V/200V
■消費電力/40W
■器具光束/ 1,480lm（JS1385） 

1,290lm（JS1386）
■色温度/5000K（昼白色）
■平均演色評価数/Ra70
■LEDモジュール寿命/40,000時間
※50W、70Wタイプも対応できます。

12W（1面照射タイプ）

JS1351A（H=500）
JS1391A（H=800）

12W（2面照射タイプ）

JS1352A（H=500）
JS1392A（H=800）

12W（3面照射タイプ）

JS1353A（H=500）
JS1393A（H=800）
オープン価格
LEDモジュール、電源装置内蔵

■防水の種類/防雨形
■仕様/ 本体:アルミ 

グローブ:ポリカーボネート（乳白）
■質量/約9kg/約12kg
■塗装色/クリアー（アルマイト仕上）
■入力電圧/AC100V/200V
■消費電力/11W/12W
■器具光束/ 87lm（1面照射） 

166lm（2面照射） 
250lm（3面照射）

■色温度/5000K（昼白色）
■平均演色評価数/Ra70
■LEDモジュール寿命/40,000時間

▼ＧＬ
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      M10 乳白カバー

（JS1386のみ）

オーダーメイドタイプ

SJS15827
受注生産品
LEDモジュール内蔵、 
電源装置内蔵（または、別置）
■入力電圧/AC100V/200V
■消費電力/40 〜 66W

オーダーメイドタイプ

SJS15870
受注生産品
LEDモジュール内蔵、 
電源装置内蔵（または、別置）
■入力電圧/AC100V/200V
■消費電力/40 〜 80W

オーダーメイドタイプ

SJS15830
受注生産品
LEDモジュール内蔵、 
電源装置内蔵（または、別置）
■入力電圧/AC100V/200V
■消費電力/40 〜 66W

※従来のHIDランプの器具にLEDを内蔵したものです。LED出力、材質、塗装色などをオーダーメイドで対応します。

※従来のHIDランプや蛍光ランプを光源とするフットライト 
についても、LEDへ対応できます。

 詳細はお問い合わせください。



LED ランプ
LED ランプ用道路照明器具 LED 高天井照明器具
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※必ず、LEDランプに付属のソケットパッキンを取り付けてご使用ください。
※適合ランプ以外のランプは使用しないでください。
※点灯時の周囲温度が-10℃ ~35℃の範囲でご使用ください。範囲外で使用しますと、短寿命や不点灯の原因となります。
※既設のHID照明灯設備で使用する場合は、必ず既設の安定器を取り外し、配線に絶縁劣化がないことを確認の上、ご使用ください。
※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が進行しています。点検、交換をおすすめします。

※LEDランプは施工時の一時的な点灯確認以外で、日中には点灯しないでください。LEDランプの短寿命や不点灯の原因となります。
※白熱灯や放電灯などの一般光源と比較し、白色LED素子は色のバラツキが大きいため個々のLEDにより色味や明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
※LEDは寿命後も光束低下を続けますが、不点灯になりにくい性質があります。照明設備として適切な安全性を確保するため、従来の球切れではなく、使用時間管理による適切な交換が必要となります。
※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

※既設のHIDランプ用照明器具で使用する場合は、設置後10年以内の器具を推奨します。
　LEDランプを使用の際は、必ず既設の安定器を取外し、照明器具、配線に絶縁劣化がないことを確認の上、ご使用ください。
※定格値等は、周囲温度25℃における標準値を示します。
※定格寿命は、ランプの周囲温度が(　)内で使用した場合の設計寿命です。その寿命を保証するものではありません。
※点灯時のランプの周囲温度は、下記の範囲内でご使用ください。器具の周囲温度は、取付ける器具の使用可能周囲温度に準じてください。
　　　　30W: −20 〜 70℃、　70W: −20 〜 60℃ 
※本ランプは電源内蔵形です。電源電圧は、AC100V±6%または、AC200V±6%の範囲内でご使用ください。
※容積が小さい密閉形器具、反射板やグローブ等との隙間が狭い器具では使用しないでください。不点灯や短寿命の恐れがあります。
　　　（使用不可の密閉形器具の容積の目安　30W:0.01m3未満、70W:0.017m3未満　）
※本ランプは屋外照明専用です。屋内では使用しないでください。ただし、LEDランプに雨や水滴のかかる状態や、湿気の高いところでは使用しないでください。
※引火する危険性又は酸などの腐食性のある雰囲気、粉塵が多い場所、振動や衝撃のある場所では使用しないでください。
※必ず付属のソケットパッキンを取付けてご使用ください。ソケットパッキンが取付けられない器具には使用できません。
※LEDランプ30Wにおいて下面開放型の器具で使用する場合は、落下防止ワイヤー（別売）の取付けをおすすめします。
　　　　落下防止ワイヤー（別売）:GQ0031（全長700㎜）・・・ワイヤーの取付箇所、必要長さを確認してください。
※LEDランプ70Wにおいて下面開放型の器具で使用する場合は、必ず付属の落下防止ワイヤーを取付けてご使用ください。
※連続点灯で使用する場合は、ランプ異常を確認するために、1週間に一度は消灯してください。

※既設の器具から交換する場合は、必ず既設のHID安定器等を取外してください。安定器に接続されますと、器具や部品の破損、感電、火災の原因となります。
※周囲温度は−10 〜 40℃の範囲内でご使用ください。一時的に50℃まで上昇する場所でも使用可能ですが、継続使用されますと短寿命や不点灯の原因となります。
※軒下や通路等の風の当たる場所、振動の多い場所で使用しないでください。器具や部品の故障、落下の原因となります。
※白熱灯や放電灯などの一般光源と比較し、白色LED素子は色バラツキが大きいため個々のLEDにより色味や明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
※LEDは寿命後も光束低下を続けますが、不点灯になりにくい性質があります。照明設備としての安全性を確保するため、使用時間管理による適切な交換が必要となります。
※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が進行しています。点検・交換をおすすめします。
※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

LED ランプ  

LED ランプ用道路照明器具  

30W　（水銀ランプ80W～100Wの省エネに）

LDT100/200V30N-G
オープン価格
電源装置内蔵
■定格消費電力/30W
■入力電圧/AC100V/200V
■周波数/50/60Hz
■入力電流/0.30A/0.15A
■入力容量/30VA
■全光束/3,500 lm
■ランプ効率/116 lm/W
■相関色温度/5,000K（昼白色）
■平均演色評価数/Ra85
■定格寿命/40,000 時間（70℃）
■点灯方向/任意
■質量/370g
■付属品/ソケットパッキン

17
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φ76

口金（Ｅ２６）

JRG-145T
¥28,000（税抜）　LEDランプ別売
■適合ランプ/LDT100/200V30N-G
■電源電圧/AC100V/200V
■防水の種類/防雨形（IP23）
■仕様/ 本体:アルミダイカスト 

グローブ:硬質ガラス
■質量/約4kg
■塗装色/アーバンブラウン
■適合アダプター径/φ34.0

LEDランプ30W用

JRG-145TS
¥34,500（税抜）　LEDランプ別売
■適合ランプ/LDT100/200V30N-G
■電源電圧/AC100V
■防水の種類/防雨形（IP23）
■仕様/ 本体:アルミダイカスト 

グローブ:硬質ガラス
■質量/約4kg
■塗装色/アーバンブラウン
■適合アダプター径/φ34.0

LEDランプ30W用 （自動点滅器付）

MR1721B-31
¥103,000（税抜）　LEDランプ別売
■適合ランプ/LDT100/200V30N-G
■電源電圧/AC100V/200V
■防水の種類/防雨形
■仕様/ 本体:ステンレス 

グローブ:強化ガラス
■質量/約14kg
■塗装色/アーバンブラウン

LEDランプ30W用

70W　（水銀ランプ200W～250Wの省エネに）

LDT100/200V70N-G
オープン価格
電源装置内蔵
■定格消費電力/70W
■入力電圧/AC100V/200V
■周波数/50/60Hz
■入力電流/0.70A/0.35A
■入力容量/70VA
■全光束/8,700 lm
■ランプ効率/124 lm/W
■相関色温度/5,000K（昼白色）
■平均演色評価数/Ra85
■定格寿命/50,000 時間（60℃）
■点灯方向/任意
■質量/870g
■付属品/ ソケットパッキン 

落下防止ワイヤー
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LINE UP  
LED107W（水銀ランプ400W相当） 広角形 LED163W （メタルハライドランプ400W相当） 広角形

JD3042A
¥92,000（税抜）
LEDモジュール・電源装置内蔵
■防水の種類/無保護
■仕様/本体:アルミ、鋼板
■質量/約4.8kg

■入力電圧/AC200V 〜 220V
■消費電力/107W
■入力電流/0.550A（200V）
■器具光束/15,000 lm
■相関色温度/5,000K（昼白色）
■平均演色評価数/Ra70
■LEDモジュール寿命/60,000時間
■光束維持率/85%
■固有エネルギー消費効率/140lm/W
■最大取付間隔/S=1.08H
■1/2ビーム角/78°

JD3152A 
¥120,000（税抜）
LEDモジュール・電源装置内蔵
■防水の種類/無保護
■仕様/本体:アルミ、鋼板
■質量/約7.0kg

■入力電圧/AC200V 〜 220V
■消費電力/163W
■入力電流/0.825A（200V）
■器具光束/22,000 lm
■相関色温度/5,000K（昼白色）
■平均演色評価数/Ra70
■LEDモジュール寿命/60,000時間
■光束維持率/85%
■固有エネルギー消費効率/135lm/W
■最大取付間隔/S=1.08H
■1/2ビーム角/78°
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LED215W（水銀ランプ700W相当） 広角形 LED300W （水銀ランプ1000W相当） 広角形

JD3162A
¥208,000（税抜）
LEDモジュール・電源装置内蔵
■防水の種類/無保護
■仕様/本体:アルミ、鋼板
■質量/約8.3kg

■入力電圧/AC200V 〜 220V
■消費電力/215W
■入力電流/1.10A（200V）
■器具光束/29,000 lm
■相関色温度/5,000K（昼白色）
■平均演色評価数/Ra70
■LEDモジュール寿命/60,000時間
■光束維持率/85%
■固有エネルギー消費効率/135lm/W
■最大取付間隔/S=1.08H
■1/2ビーム角/78°

JD3172A 
¥308,000（税抜）
LEDモジュール・電源装置内蔵
■防水の種類/無保護
■仕様/本体:アルミ、鋼板
■質量/約9.0kg

■入力電圧/AC200V 〜 220V
■消費電力/300W
■入力電流/1.55A（200V）
■器具光束/40,000 lm
■相関色温度/5,000K（昼白色）
■平均演色評価数/Ra70
■LEDモジュール寿命/60,000時間
■光束維持率/82%
■固有エネルギー消費効率/133lm/W
■最大取付間隔/S=1.08H
■1/2ビーム角/78°
※拡散カバー（SGL15886-04）は使用できま

せん。
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 オプション  
吊下げパイプ 

GQ0510
¥6,500（税抜）
■ 仕様/鋼管、 

アルミダイカスト
■ 塗装色/ 

オフホワイト 
（丸座のみ）

■全長/272mm
■質量/約0.4kg

吊下げチェーン

GQ0311
¥6,000（税抜）
■ 仕様/軟鋼線材、 

アルミダイカスト
■ 塗装色/ 

オフホワイト 
（丸座のみ）

■全長/510mm
■質量/約0.3kg

昇降装置取付金具

GQ0303
¥8,000（税抜）
■仕様/亜鉛メッキ鋼板
■適合昇降装置/

MIL-12-21A

下面ガード 拡散カバー

GL0305（JD3042A用）

¥12,000（税抜）
SGL15158-02 （JD3152A～72A用）

¥13,000（税抜）
■仕様／ガード：鋼材
■塗装色／オフホワイト

GQ0304（JD3042A用）

¥14,000（税抜）
SGL15886-04 （JD3152A ～ 62A用）

¥16,000（税抜）
■仕様／ ガード：鋼材 

カバー：ポリカーボネート
■塗装色／オフホワイト

SGL15158-02 SGL15886-04



LED ヤード照明器具
LED 投光照明器具LED キャノピー照明器具
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※既設の器具から交換する場合は、必ず既設のHID安定器等を取外してください。安定器に接続されますと、器具や部品の破損、感電、火災の原因となります。
※埋め込み枠を使用する際は、器具を埋め込む部分に十分な空間を確保してください。密閉された狭い空間に埋め込んで使用されますと、器具や部品の破損、感電、火災の原因となります。
※白熱灯や放電灯などの一般光源と比較し、白色LED素子は色バラツキが大きいため個々のLEDにより色味や明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
※LEDは寿命後も光束低下を続けますが、不点灯になりにくい性質があります。照明設備として適切な安全性を確保するためには従来の球切れではなく、使用時間管理による適切な交換が必要となります。
※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が進行しています。点検・交換をおすすめします。
※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

※既設の器具から交換する場合は、必ず既設のHID安定器等を取外してください。安定器に接続されますと、器具や部品の破損、感電、火災の原因となります。
※白熱灯や放電灯などの一般光源と比較し、白色LED素子は色バラツキが大きいため個々のLEDにより色味や明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
※LEDは寿命後も光束低下を続けますが、不点灯になりにくい性質があります。照明設備として適切な安全性を確保するためには従来の球切れではなく、使用時間管理による適切な交換が必要となります。
※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が進行しています。点検・交換をおすすめします。
※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

マイナーチェンジ 88Wと218Wの2種類の出力をラインアップしているので、明るさを選択できます。
また、オプションの埋め込み枠を使用することで、天井埋め込み形にも対応できます。

大幅な省エネ JZ3352Dの消費電力は88Wです。メタルハライドランプ400W（消費電力420W）と
比較すると、約79%の電気代を削減することができます。

60,000 時間の長寿命 LEDモジュール及びLED電源ユニットの寿命は、60,000時間（光束維持率80%）です。

広がりのある光学性能 高効率LED素子の採用と、光制御方法の見直しにより光の広がりが向上しました。
HIDランプと比べても遜色が無く、明るく快適な作業空間を提供します。

ＬＥＤキャノピー照明器具  
88W

直付形（対称配光）
JZ3352D
オープン価格
LEDモジュール内蔵・電源装置内蔵

■防水の種類/無保護
■仕様/ 本体:アルミダイカスト 

グローブ:ポリカーボネート
■塗装色/ホワイト
■質量/約10kg
■付属品/取付ボルト

■入力電圧/AC200V
■入力電流/0.45A
■消費電力/88W
■器具光束/11,000lm
■相関色温度/5,700K（昼白色）
■平均演色評価数/Ra70
■LEDモジュール寿命/60,000時間
■耐雷サージ性能/15kV（コモンモード）
■固有エネルギー消費効率/125lm/W
※LEDモジュールは交換できません。
※電源電圧は、AC200V専用です。

44
0

15
5

440

取付ピッチ
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218W
直付形（高出力・対称配光）
JZ3362C
オープン価格
LEDモジュール内蔵・電源装置内蔵

■防水の種類/無保護
■仕様/ 本体:アルミダイカスト 

グローブ:ポリカーボネート
■塗装色/ホワイト
■質量/約11kg
■付属品/取付ボルト

■入力電圧/AC100V/200V
■入力電流/2.24A/1.10A
■消費電力/224W/218W
■器具光束/21,000lm
■相関色温度/5,700K（昼白色）
■平均演色評価数/Ra70
■LEDモジュール寿命/60,000時間
■耐雷サージ性能/15kV（コモンモード）
■固有エネルギー消費効率/

93.7lm/W/96.3lm/W
※LEDモジュールは交換できません。
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 オプション  

ヤードエリアもLED 化 LED投光照明器具をラインアップに追加し、ヤードエリアの照明もLED化することで
サービスステーション全体の省エネに貢献します。

LED ヤード照明器具  
111W

直線ポール形（エリア配光）
JR3254W(A)
オープン価格
LEDモジュール内蔵・電源装置別

■防水の種類/防雨形（IP23）
■仕様/ 本体:アルミダイカスト 

グローブ:強化ガラス
■塗装色/ホワイト
■質量/約11kg

■消費電力/111W
■器具光束/11,900lm
■色温度/5,000K（昼白色）
■平均演色評価数/Ra70
■LEDモジュール寿命/60,000時間
■固有エネルギー消費効率/107lm/W
※LEDモジュールは交換できません。

適合 LED 電源装置

LCS-180CRA-58
オープン価格

■入力電圧/AC200V~240V
■入力電流/0.57A（200V）
■質量/1.7kg
■適合ポール内径/φ107.3以上
■耐雷サージ性能/15kV（コモンモード）
■ソフトスタート機能付き

後方カットフード

SGL15813-01
オープン価格

■仕様/ ステンレス鋼板
■塗装色/ホワイト
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LED 投光照明器具 / ヤード照明器具  
83W（水銀ランプ400W相当）

JT358W
オープン価格
LEDモジュール内蔵・電源装置内蔵

■防水の種類/防沫形（IP44）
■仕様/ 本体:アルミダイカスト 

グローブ:強化ガラス（拡散）
■塗装色/オフホワイト
■質量/約4.5kg

■入力電圧/AC100V/200V/240V
■入力電流/0.842A/0.440A/0.387A
■消費電力/83.4W/81.2W/81.4W
■器具光束/12,000 lm
■相関色温度/5,000K（昼白色）
■平均演色評価数/Ra70
■LEDモジュール寿命/60,000時間
■耐雷サージ性能/15kV（コモンモード）
■固有エネルギー消費効率/

143.9lm/W/147.8lm/W/147.4lm/W
■オプション/後方カットフード:GL0355
※LEDモジュールは交換できません。
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83Ｗ：脚座付

JT358W+GQ0357 
オープン価格
LEDモジュール内蔵・電源装置内蔵

■防水の種類/防沫形（IP44）
■仕様/ 本体:アルミダイカスト 

グローブ:強化ガラス（拡散）
■塗装色/オフホワイト
■質量/約5.5kg（脚座含む）

■入力電圧/AC100V/200V/240V
■入力電流/0.842A/0.440A/0.387A
■消費電力/83.4W/81.2W/81.4W
■器具光束/12,000 lm
■相関色温度/5,000K（昼白色）
■平均演色評価数/Ra70
■LEDモジュール寿命/60,000時間
■耐雷サージ性能/15kV（コモンモード）
■固有エネルギー消費効率/

143.9lm/W/147.8lm/W/147.4lm/W
■オプション/後方カットフード:GL0355
※LEDモジュールは交換できません。
※器具と脚座は別梱包となっています。
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83Ｗ：ポールアダプタ付

JT358W+GA0356 
オープン価格
LEDモジュール内蔵・電源装置内蔵

■防水の種類/防沫形（IP44）
■仕様/ 本体:アルミダイカスト 

グローブ:強化ガラス（拡散）
■塗装色/オフホワイト
■質量/約7.0kg（ポールアダプタ含む）

■入力電圧/AC100V/200V/240V
■入力電流/0.842A/0.440A/0.387A
■消費電力/83.4W/81.2W/81.4W
■器具光束/12,000 lm
■相関色温度/5,000K（昼白色）
■平均演色評価数/Ra70
■LEDモジュール寿命/60,000時間
■耐雷サージ性能/15kV（コモンモード）
■固有エネルギー消費効率/

143.9lm/W/147.8lm/W/147.4lm/W
■オプション/後方カットフード:GL0355
※LEDモジュールは交換できません。
※器具とポールアダプタは別梱包となっています。

適合ポールφ89.1
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化粧カバー

取付ボルト部分を隠し、スッキリ 
した外観にするカバーです。

GQ0352C
オープン価格

■適合器具/ JZ3352※、
JZ3362※

■仕様/ステンレス鋼板
■塗装色/ホワイト化粧カバー

埋め込み枠

JZ3352とJZ3362を埋め込み形
として取り付けるための枠です。

SGQ15833-00
オープン価格

■適合器具/ JZ3352※、
JZ3362※

■仕様/ステンレス鋼板
■塗装色/ホワイト
■埋め込み穴寸法/

□450 〜 465

埋め込み枠

遮光フード

SGL15852-00
オープン価格

■適合器具/JZ3352※、JZ3362※
■仕様/ステンレス鋼板
■塗装色/ホワイト

遮光フード

□500

12
5

32 天井面
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LED の使用に関するご注意

・ LED 素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具においても発光
色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。

・ 施工時の一時的な点灯確認以外で、日中には点灯しないでください。
器具内の温度上昇により、LED 及び電源装置の短寿命・破損の原因
になります。（屋内で使用する場合は除く。）

・ 光束、照度分布について
 各器具の説明に記載されている光束や照度分布などは参考値であり、

その値を保証するものではありません。目安としてお考えください。

・ LED の保守について
 LED は寿命後（光束 70% 以下に低下時）も光束低下を続けますが、

不点灯になりにくい性質があるので、照明設備として適切な安全性を
確保するためには、従来のランプ不点灯ではなく、使用時間管理によ
る適切な交換が必要となります。

使用環境や使用条件に関するご注意

・ 器具に表示された電圧・周波数以外で使用しないでください。やけど
や故障、感電、火災の原因となります。

・ 耐振型器具以外はクレーン等の振動の多いところに設置しないでくだ
さい。故障または、器具本体や部品の落下によるけがの原因となります。

・ 耐塩・耐酸型器具以外は海岸や腐食性ガスの発生する場所に設置し
ないで下さい。腐食により、器具本体や部品の落下でけがや事故の原
因となります。

・ 器具を断熱材で覆ったり、箱の中に入れて使用しないでください。
 密閉された状態で使用しますと器具が過熱し、火災や感電、あるいは

部品の破損によるけがの原因となります。

・ 器具の隙間や放熱穴に金属類や燃えやすいものを、差し込まないでく
ださい。火災・感電の原因となります。

・ 点灯中の器具には手を触れないでください。加熱によりやけどの原因
となります。

・ 枯れ葉やわたぼこり等の燃えやすいものに覆われるところで使用しな
いでください。過熱により、火災の原因となります。

・ 無保護形器具は、雨水のかかる所や湿気・水気のあるところに設置し
ないでください。感電・火災やけがの原因となります。

・ 球技場等では、ボール等があたる位置に設置しないでください。器具
やガラスが破損し、けがの原因となります。

取付、施工に関するご注意

・ 器具の取付工事は、必ず工事店、電器店（有資格者）に依頼してくだ 
さい。一般の方の取付けは、法律で禁止されています。

・ 既設の器具から交換する場合は、必ず既設のＨＩＤ安定器等を取外し
てください。安定器に接続されますと、器具や部品の破損、感電、火
災の原因となります

・ 口出線・電源ケーブル及び外部より接続する電線は、無理に曲げたり、
ねじったり、引っ張ったりしないでください。ケーブル等が損傷し、火
災・感電の原因となります。

・ ラッチや開閉ネジは確実に締め付けてください。枠やその他の部品が
落下する原因となります。

・ 器具の取付けは指定されたアーム、取付ボルトを使用し、器具重量に
耐えるところに確実に施工してください。取付け不備があると落下し、
感電、けがの原因となります。

・ 工事店様は工事が終わりましたら取扱説明書をお客様に必ずお渡しく
ださい。お客様は工事が終わりました後も取扱説明書を大切に保管し
てください。また保守・点検の際には必ず工事店、電器店の方にお渡
しください。

点検、修理に関するご注意

・ 器具の点検・修理は電源が確実に切れている事を確認してから行って
ください。電源を切らないと感電の原因となります。

・ 器具に寄りかかったり、ぶら下がったりして保守を行なわないでくださ
い。器具が破損し、墜落事故・けがの原因となります。

・ 扉、枠、カバーなどの開閉は、ゆっくりと行ってください。反動により、
けがの原因となります。

・ 煙が出たり、変なにおいがするなどの異常状態のまま使用しますと、火
災・感電の原因となります。すぐに電源スイッチを切り、異常状態がお
さまった事を確認してから、工事店、電器店に修理を依頼してください。

・ ガラス割れ、部品の錆・緩み・浸水のある場合は、電源を切り、使用
をやめて安全措置をとり工事店に修理を依頼してください。

・ 器具を洗剤や薬品等で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
器具の破損、感電の原因となります。

・ 明るく安全に使用していただくために、半年に一度清掃、点検してく
ださい。不具合がありましたら、そのまま使用しないで工事店、電器
店に修理を依頼してください。

LED 電源装置の使用に関するご注意

・ LED 電源装置の二次側を器具に接続しないままで放置しないでくだ
さい。施工途中でやむを得ず二次側を結線しない場合、電線を切断
したままで一括して絶縁処理をしないで、電線を一本一本に分けて確
実に絶縁処理をしてください。一括して絶縁処理をすると電線の切断
面で放電が起こり、電線が焼損し火災の原因となります。

・ 出力配線に中間ジョイントとして、指定のないコンセント等を使用し
ないでください。接続不良、定格間違いにより火災の原因となります。

・ 電線や絶縁処理部に刃物などで傷を付けないでください。傷が付い
た状態で使用すると、絶縁破壊により漏電、感電、火災の原因となり
ます。

・ 紙や布などを LED 電源装置の上に置いたり、かぶせたりしないでく
ださい。LED 電源装置の温度が高くなり、保護機能が動作したり、
紙や布が焦げて火災の原因となります。

・ 誤って落下させた LED 電源装置は、使用しないでください。故障の
原因となるだけでなく、発煙、発火の原因となることがあります。

・ 長期間使用しない場合は、湿気により絶縁が悪くなる恐れがあるので、
換気を行うか、定期的に通電してください。絶縁が悪くなると、漏電、
感電の原因となる場合があります。

・ 電源電圧の変動や高周波による電源電圧の歪がある場合等には、
LED モジュールにチラツキが発生することがあります。この場合は最
寄りの電力会社に相談してください。

・ 施工方法、使用方法によっては、電波障害（コンピュータのエラー、
医療用機器への影響、ラジオ・テレビのノイズ等）が生じる恐れがあ
るので、次のことを守ってください。

1. LED 電源装置の一次、二次の配線と通信ケーブル等は、十分
距離を離して施工してください。

2. 無負荷状態や不点灯、点滅等の状態で放置しないでください。

3. LED 電源装置と LED モジュールとの間の配線の長さは、15m
以内としてください。

4. LED 電源装置やその配線と、電子機器とを余り近づけ過ぎな
いようにしてください。

LED 電源装置の施工に関するご注意

・ LED 電源装置の取付工事は、必ず電気工事店に依頼してください。
有資格者以外の工事は、法で禁じられています。

・ LED 電源装置の銘板に表示されている電源電圧、周波数と、設置場
所の電源電圧、周波数が合っているか確認してください。

・ 電源電圧は、定格値の± 6% の変動範囲で使用してください。範囲外
で使用すると電源装置や LED の短寿命、火災の原因となります。

・ 「電気設備技術基準」では LED 電源装置には接地工事が必要です。
入力または出力電圧が、150V を超え 300V 以下の場合は D 種接
地工事を、300V を超え 600V 以下の場合は C 種接地工事を施して
ください。接地工事を行なわないと感電の原因となることがあります。

・ 結線は、LED 電源装置に表示してある結線図通りに行ってください。
LED モジュールには極性があるので、間違って接続すると、不点灯や
LED 電源装置の焼損、LED の破損の原因となることがあります。

・ LED 電源装置の二次側口出線を延長する場合、接続箇所は絶縁用ビ
ニルテープなどで確実に絶縁処理を行ってください。また、接続する
電線は、「電気設備技術基準」に従ってください。絶縁が不十分です
と漏電、感電、地絡の原因となることがあります。

・ LED 電源装置を隠蔽場所（天井裏等）に取り付ける場合は、「電気設
備技術基準」に基づき火災の危険性を防止し、定期点検や異常など
の処置を行うために耐火性の箱に収めるとともに、容易に点検できる
ように施設してください。

・ 電線の接続点や電源ユニットの口出し線には張力を加えないでくださ
い。接続部での断線、絶縁破壊、接触不良による発熱により不点灯、
漏電、感電、火災の原因となることがあります。

・ 取り付け後、絶縁抵抗を測定してください。絶縁抵抗が、規定値より
低い場合は、漏電、感電、火災の原因となることがありますので、絶
縁を修復させた後通電してください。

・ LED 電源装置の周囲温度は -20℃～ 40℃の範囲で使用してください。
周囲温度が高温の場合、火災や電源装置の短寿命、保護回路の誤動
作の恐れがあります。低温の場合は、正常動作しない場合があるので
ご注意ください。（器具内蔵の場合は、器具の使用周囲温度によります。）

 安全に関するご注意

照明器具の寿命について

●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が進行しています。点検・交換をおすすめします。
※使用条件は、周囲温度 30℃、1日 10 時間点灯、年間 3000 時間点灯です。（JIS C 8105-1 解説による。）
●周囲温度が高い場合や点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
● 3 年に 1 回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。
●点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。

LED モジュールの寿命について

●一般用照明器具に使用される白色 LED モジュールの寿命は、「照明器具製造業者が規定する条件で点灯したとき、LED モジュールが点灯
しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期に測定した値の 70% に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間。通常、点
灯初期は、0 時間点灯とする。」と定義されています。（JIS C 8105-3 附属書 A による。）

●当社では、この規定に基づいた推定時間を寿命として表記しています。この値は LED の設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは
ありません。照明器具としての寿命は、他の光源を使用した器具の場合と同様になります。

LED 電源装置の寿命について

● LED モジュール用の電源装置は、インバータと同様です。
●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が進行しています。点検・交換をおすすめします。

・ 器具の取付は確実に行ってください。指定された器具の取付方
法や方向以外で取付けないでください。落下、水の浸入、過熱、
ガラス割れ等により、感電・火災・けがの原因となります。

・ 器具を改造したり、部品変更して使用しないでください。感電や
火災・部品の落下によるけがの原因となります。

・ 部品が破損、変形、欠落している状態では使用しないでください。

 感電・火災・部品の落下によるけがの原因となります。

・ 一部の器具を除き、周辺温度が 35℃を超えるところで使用しない
でください。過熱により、感電・火災・けが等の事故の原因となります。

・ 製品本体に警告表示シールを貼りつけている場合は、その表示
に従ってください。けが、火災、感電の原因となります。

・ 器具の配線工事は確実に行ってください。接続が不完全な場合
は、接触不良により、感電・火災の原因となります。

・ 接地工事は、「電気設備技術基準」にしたがって確実に行ってく
ださい。接地が不完全な場合は、感電の原因になります。

警 告

注 意

ＬＥＤ照明器具に関する安全上のご注意


