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光源寿命：90,000時間
定格周波数：50/60Hz共用
演色評価：Ra70
色温度：5000K(白色)
グローブ材質：
耐候性ポリカーボネート
保護等級：IP44
型式尾末：-C＝クリアグローブ
　　　　　-M＝マットグローブ
　　　　　　　（グレア防止）
耐雷サージ性：15KV

・4000K (スポーツ施設などにおすすめです)

・2700K (ライトアップなど温かみのある空間を演出します)

・RGB (カラー配光でバリエーションのある空間を演出します)

・Ra80/Ra90 (高演色性が必要な場合はご用命ください)

●LEDには発光色や明るさにバラツキがありますので、あらかじめご了承ください。　 ●製品の改良の為、記載された仕様・外観など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。●表面グローブをご指定下さい（型式末尾　－Ｃ=クリア、－Ｍ＝マット）

納入実績写真

オプション

FDD600SN12SV304-C  分解図

光成ゴルフアリーナ

サンセゴルフガーデン

筑後川昇開橋(重要文化財・機械遺産)

某所ライトアップ

天ヶ城 ライトアップ

西米良村大王グラウンド

虹村公園野球場

■高効率
■長寿命90,000時間
■軽量・コンパクト化

■瞬時点灯可能
■衝撃に強い前面グローブ
■カスタマイズ対応

●初期光束補正形
狭角度タイプ
FD45EN1SV12-C/-M
（定格光束：5690lm･126.4lm/W）

中角度タイプ
FD45EM1SV12-C/-M
（定格光束：5690lm･126.4lm/W）

広角度タイプ
FD45EW1SV12-C/-M
（定格光束：5690lm･126.4lm/W）

入力電圧：AC100～240V 
定格消費電力：45W 
入力容量：100V時：47VA 

200V時：49VA
 
重量：2.1kg(電源込)
寸法：W131×D110×H230mm
落下防止ワイヤー：SUS製 
　　　　　　 φ2.0×600㎜

狭角度タイプ
FDD95EN2SV301H-C
（定格光束：12050lm・126.8lm/W）
（維持光束：9760lm）

中角度タイプ
FDD95EM2SV301H-C
（定格光束：12050lm・126.8lm/W）
（維持光束：9760lm）

広角度タイプ
FDD95EW2SV301H-C
（定格光束：12050lm・126.8lm/W）
（維持光束：9760lm）

入力電圧：AC100～240V
定格消費電力：95W
(平均消費電力：86W)
入力容量:100V時：97VA

200V時：100VA
重量：4.2kg(電源別)
寸法：W290×D116×H211mm
落下防止ワイヤー：SUS製
　　　　　　 φ2.0×600㎜

狭角度タイプ
FDD150EN3SV301H-C
（定格光束：18130lm・120.8lm/W）
（維持光束：14690lm）

中角度タイプ
FDD150EM3SV301H-C
（定格光束：18130lm・120.8lm/W）
（維持光束：14690lm）

広角度タイプ
FDD150EW3SV301H-C
（定格光束：18130lm・120.8lm/W）
（維持光束：14690lm）

入力電圧：AC100～240V
定格消費電力：150W
(平均消費電力：136W)
入力容量:100V時：153VA

200V時：155VA
重量：4.2kg(電源別)
寸法：W290×D116×H211mm
落下防止ワイヤー：SUS製
　　　　　　 φ2.0×600㎜

狭角度タイプ
FDD220EN6SV311H-C
（定格光束：27260lm・123.9lm/W）
（維持光束：22080lm）

中角度タイプ
FDD220EM6SV311H-C
（定格光束：27260lm・123.9lm/W）
（維持光束：22080lm）

広角度タイプ
FDD220EW6SV311H-C
（定格光束：27260lm・123.9lm/W）
（維持光束：22080lm）

入力電圧：AC200～265V
定格消費電力：220W
(平均消費電力：201W)
入力容量:200V時：227VA
 
重量：6.5kg(電源別)
寸法：W300×D500×H248mm
落下防止ワイヤー：SUS製
　　　　　　 φ2.0×600㎜

狭角度タイプ
FDD450EN9SV303H-C
（定格光束：53010lm・117.8lm/W）
（維持光束：42940lm）

中角度タイプ
FDD450EM9SV303H-C
（定格光束：53010lm・117.8lm/W）
（維持光束：42940lm）

広角度タイプ
FDD450EW9SV303H-C
（定格光束：53010lm・117.8lm/W）
（維持光束：42940lm）

入力電圧：AC100～240V
定格消費電力：450W
(平均消費電力：408W)
入力容量:100V時：456VA

200V時：460VA
重量：15.6kg(電源別)
寸法：W290×D116×H640mm
落下防止ワイヤー：SUS製
　　　　　　φ3.0×1900㎜

狭角度タイプ
FDD600EN12SV304H-C
（定格光束：69760lm・116.3lm/W）
（維持光束：56510lm）

中角度タイプ
FDD600EM12SV304H-C
（定格光束：69760lm・116.3lm/W）
（維持光束：56510lm）

広角度タイプ
FDD600EW12SV304H-C
（定格光束：69760lm・116.3lm/W）
（維持光束：56510lm）

入力電圧：AC200～265V
定格消費電力：600W
(平均消費電力：544W)
入力容量:200V時：620VA

重量：19.6kg
寸法：W580×D116×H426mm
落下防止ワイヤー：SUS製
　　　　　　 φ2.0×1350㎜ 2本

狭角度タイプ
FDD900EN18SV306H-C
（定格光束：103270lm・114.7lm/W）
（維持光束：83660lm）

中角度タイプ
FDD900EM18SV306H-C
（定格光束：103270lm・114.7lm/W）
（維持光束：83660lm）

広角度タイプ
FDD900EW18SV306H-C
（定格光束：103270lm・114.7lm/W）
（維持光束：83660lm）

入力電圧：AC200～265V
定格消費電力：900W
(平均消費電力：815W)
入力容量：200V時：930VA

重量：27.4kg
寸法：W580×D116×H641mm
落下防止ワイヤー：SUS製
　　　　　　 φ3.0×1900㎜ 2本

●アルミダイカスト・SUS304を使い分けて使用
●強度・放熱を考慮した構造設計

共通仕様

主な故障原因となる対策

※LED 投光器の消費電力によって、
　電源装置の大きさは異なりますが
　すべての電源装置に適応しております。

耐雷サージ性　15kv

A

アルミダイカスト
本体・放熱フィン

色温度・演色 遮光ルーバー

放熱性に優れており
フィンを付けることで、
より放熱性 UP

SUS304

B

取付アーム

耐久性に優れた構造 
垂直・水平角の 
角度調整可能な構造 

SUS304
補　強

耐久性に優れた構造
本体強度 UP

耐候性ポリカーボネート
グローブ

同厚ガラスの約200倍
アクリルの約30倍の
耐衝撃性

垂直角度調整 水平角度調整

※下向き専用です

B

60° 90° 90°90° 90°

A

耐風速60m/s

国産LED電源装置
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星の光　LED 投光器　NEW Release星の光　LED 投光器　NEW Release星の光　LED 投光器　NEW Release

●初期光束補正形
狭角度タイプ
FDD300EN6SV302H-C
（定格光束：35800lm・119.3lm/W）
（維持光束：29000lm）

中角度タイプ
FDD300EM6SV302H-C
（定格光束：35800lm・119.3lm/W）
（維持光束：29000lm）

広角度タイプ
FDD300EW6SV302H-C
（定格光束：35800lm・119.3lm/W）
（維持光束：29000lm）

入力電圧：AC200～265V
定格消費電力：300W
(平均消費電力：272W)
入力容量:200V時：310VA
               
重量：11.7kg(電源別)
寸法：W290×D116×H426mm
落下防止ワイヤー：SUS製
　　　　　　 φ2.0×1350㎜
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使用環境に応じて
ユニットの組み合わせ

変更可能！

狭角度タイプ 狭角度タイプ 狭角度タイプ

高効率タイプ

周囲への漏れ光を防ぎます。
※写真はLED投光器150Wです。

英田多目的グラウンド西都原運動公園テニスコート関西国際空港

博多埠頭


