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　　　　　　　 は、

日本、東北を応援します。

直管形LEDランプ

C a t a l o g

2018

LEDLEDLEDって何の略？って何の略？って何の略？
L … Light（ライト）

E … Emitting（エミティング）

D… Diode（ダイオード）

の略で、日本語では「発光ダイオード」と
呼ばれ、電気が流れると発光する半導体
のことだよ！

LEDチップ

SL-seriesきらめきには
このLEDチップがたくさん使われているよ！



V︲LINEʀ射出成形機
（堅型、横型、ロータリー）

※V︲LINEは株式会社ソディックの
日本における登録商標です。

放電加工機
（形彫り、細穴ワイヤ）

麺、米飯
自動食品加工機

LED照明╱工作機械╱産業機械╱食品機械

LED照明機器
（直管形、投光器）

ハイスピード
ミーリングセンタ

精密金属
3Dプリンタ

ソディックLEDはソディックグループの一員です。
ソディック（本社、技研センター：横浜市）は昭和51（1976）年創業で
東京証券取引所第一部上場（証券コード6143）の機械メーカーです。
現在は放電加工機の製造・開発の他、精密金属3Dプリンタから、
射出成形機、食品プラント、セラミックス、そしてLED照明まで、
その技術を応用した事業内容は多岐にわたります。
社名の由来でもある「創造（So）・実行（di）・苦労（c）・克服（k）」の社是のもと

「世の中にないものは自分達でつくる」の開発精神で
世界のものづくりに貢献しています。

ものづくりをサポートする総合メーカー
ソディックグループ

国内： 福井事業所／加賀事業所／横浜工場（ソディックLED）／
 宮崎事業所（ソディック エフ・ティ）
海外： タイ工場／蘇州工場（中国）／厦門工場（中国）

ソディック
グループの
生産拠点
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名 　 称 株式会社ソディックLED
設 　 立 平成22年4月
資 本 金 9,900万円
代 表 者 代表取締役社長 鈴木正昭
所 在 地 ⃝横浜本社・工場／横浜市緑区長津田町5289

⃝新横浜営業所／横浜市港北区新横浜2-5-1 日総第13ビル 5階
⃝大阪営業所／大阪府吹田市江の木町27-20

事業内容 １．電気製品の国内における製造販売及び国外における輸出入販売
２．電気製品の国内におけるレンタル業
３．LEDに関する工業製品の国内における製造販売及び国外におけ輸出入販売
４．LEDに関する工業製品の製造販売に関するコンサルティング業
５．化学製品の国内における製造販売及び国外における輸出入販売

従 業 員 57名
関連会社 株式会社ソディック、株式会社ソディック エフ・ティ
加盟団体 日本照明工業会、YOKOHAMA URBAN SOLUSION ALLIANCE

放電加工機の要素技術を結集したLED照明事業

ソディックはこれまで放電加工機で培った要素技術を結集させて、全く新しいタイプの
LED（発光ダイオード）照明機器を開発しました。

東日本大震災が発生する前年の2010年7月、この専門会社として「ソディックLED」を設立。
2011年に、インテリジェント型電力変換、調整素子を内蔵した、

工事不要のLED照明灯「SLシリーズ」を商品化しました。
家電メーカーなどが手がけるLED照明とは異なり、生産財メーカーならではの
高度な専門技術によって生み出されたLED照明は、一般家庭用というよりも、

これまでLED照明が困難だった場所や施設に“光明”をもたらしています。
実際に、工場や倉庫などにとどまらず、とりわけ、LED化が難しかったさまざまな場所に

活用されるなど、LEDの“ニッチ市場”で、新たな光を提供します。

参考：古川利彦（2018） 『創業者が語るソディックの経営－顧客のために歩んだ発明の日々』 日刊工業新聞社

2010年
(平成22)

4月 株式会社ソディックＬＥＤ開設Sodick LED灯
「ＳＬシリーズ」販売開始

2011年
(平成23)

9月 東京駅八重洲口前に東京営業所開設
TV-CMオンエア開始(本仮屋ユイカさん出演)

2011年
(平成23)

12月 大阪府吹田市江の木町に大阪営業所開設
日刊工業新聞社主催
“超”モノづくり部品大賞「電気・電子部品賞」を受賞

2018年
(平成30)

1月 東京駅八重洲口から新横浜駅前へ営業所を移転

⃝Ｓodick LEDのあゆみ

会社概要
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毎月の電気料金は基本料金と実際に使用した電気料金の合計で
算出されるよ。

電気料金は

片側給電方式の直結配線工事をした器具に誤って蛍光灯を挿入
すると、ショートを起こして火災が発生する危険があるよ‼ 両側 
給電ならこの心配がなく安心だよ！

●片側配線

●両側配線

で計算することが出来るよ！

基本料金や電気単価は契約内容によって異なるので、毎月の電気
料金の請求書をチェックしてみよう！

消費電力（W）×1時間あたりの電気単価（KW╱h）

蛍光灯よりLEDの方が
消費電力が低いから
電気代も安くなるんだね！

SL-2400きらめき：約10年
蛍光灯110Ｗ形：約2年
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寿命（SL-2400きらめきの場合） 
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蛍光灯の寿命は10,000時間程度ですが、直管形
LEDランプSL-seriesきらめきは40,000時間の長
寿命です。1日12時間点灯しても、約10年も交換
の必要がありません。
※寿命は光束が70％まで低下するまでの時間です。

長寿命

照度比較とコスト比較

製品特長

TF-1マメ知識コーナー
❷ 省エネ計算の仕方

TF-1マメ知識コーナー
❶ 両側給電は安心!

蛍光灯と比較して直管形LEDランプSL-seriesきら
めきの消費電力は半分以下です。電気料金の大幅
な削減を実現します。

省エネ

SL-2400きらめき：36Ｗ

蛍光灯110Ｗ形：110Ｗ

※ 1本あたりの消費電力
※ 安定器の消費電力含まず

力
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蛍光灯 74W
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SL-2400
きらめき

消費電力（SL-2400 きらめきの場合） ＜比較条件＞
・天井高さ4.5m　・計算高さ床より0.8m
・逆富士2灯用器具に設置 
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SL-1200きらめき
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※10,000h後の照度比較

照度比較

％約30 照度UP

電気料金15円
1日15時間
年間280日稼働ト

ス
コ

（￥）

100万

150万

200万

250万

300万

350万

400万
FLR110W

1年間で
466,200円
削減

1年間で
466,200円
削減
SL-2400
きらめき

※SL-2400きらめきを100本使用の場合

コスト比較

ショートの
危険！

両側給電
なら安心
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特に夏の公園などで水銀灯や蛍光灯にはたくさん羽虫が飛んで
くるよね。虫の目は人間の目と違って紫外線を光として認識する
から、あれは水銀灯や蛍光灯から発せられる紫外線に向かって集
まってきているんだよ。LEDからはほとんど紫外線が発せられな
いので、虫が寄りにくいんだ！

直管形LEDランプSL-seriesきらめきは、ガラス製
蛍光灯と異なりポリカーボネート製ランプシェード、
アルミ製ヒートシンクを使用しているため、衝撃が
加わっても割れにくく、飛散しないので、万が一の
ときも安心です。

飛散しない

虫が寄りにくい
直管形LEDランプSL-seriesきらめきは、虫が寄り
付きやすい380nm付近の波長がほぼゼロのため、
誘虫性が低く、食品工場やクリーンルーム、軒下
の照明にも適しています。（505nm以下の波長を
カットしたイエローモデルもございます。）
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波長（nm）380nm付近

・高周波点灯による最適な電流供給により少ない熱損失
・商用電源80～242Vのワールドワイド入力対応
・最適電流アダプティブコントロール搭載
・電源回路の小型化及び部品点数の削減により管本体への電源
　回路内蔵化を実現
・トランス不使用

FTAC回路とは放電加工のプロフェッショナルである
ソディックが長年培った放電電流安定化のプロセス
から生まれた高速・高精度電流制御およびインピーダ
ンス最適化技術を応用した最適電流アダプティブコント
ロールを搭載した電源回路です。

電気を自在に操る放電加工機の技術をふんだんに
応用したソディックだからこそできる電源回路です。

特許取得独自電源「FTAC回路」とは

FTAC回路
ソディックLED
インテリジェント型電源独自開発

電源
（特許取得済）

TF-1マメ知識コーナー
❸ 虫と紫外線の関係

直管形LEDランプSL-seriesきらめきは、光の波長
に紫外線・赤外線領域をほとんど含まないため、
衣料品や印刷物などの退色の心配がありません。

低UV／IR
UV
低

CO2の削減
蛍光灯と比較して直管形LEDランプSL-seriesきら
めきはCO2の排出量を大幅に削減できます。例え
ば24時間連続使用で蛍光灯と比べて年間あたり
約210kgのCO2を削減できます。

CO2

CO2 210kgはブナの木 約19本分のCO2吸収量に相当します。

※グラフの値は1日24時間365日使用した場合
※CO2排出係数は東京電力発表の
　　　　　　　　 0.324kg-CO2/kWhを使用
※ブナの木のCO2吸収量は年間11kg/本

CO2排出量（SL-2400 きらめきの場合） 
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SL-2400きらめき：102kg
蛍光灯110Ｗ形：312kg
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5859050
5933621

特許
番号
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安定器

蛍光灯
工事前

蛍光灯
安定器

Sodick LED灯
工事後

Sodick LED灯

×：カット

蛍光灯安定器には
3種類あるよ！

SL-Seriesきらめきは現在ご使用の蛍光灯安定器の種類によってご使用機種の選定が必
要です。ご購入前に必ず下記をよくお読みいただき、対応する機種をご選定ください。
不明点はソディックLEDまたは電気工事士など専門家にお問い合わせください。

必ず直結配線工事を
行いDSL（直結配線工事専用）
タイプ	を取り付けてください。

● 	工事が不要であればSL（グロー・ラピッド工事不要）
タイプ

　※グローランプは取り外してください。

● 	直結配線工事をする場合はDSL（直結配線工事
専用）タイプ	を取り付けてください。

必ず取扱説明書をよくお読みの上、SL-Seriesきらめきを設置してください。ご注意!

●安定器画像 ●安定器画像

点灯管

◎ 点灯管（グローランプ／球）が必要
◎  基本的にはFLランプのみ使用可

特徴
◎  点灯管（グローランプ／球）は必要としない
◎ 基本的にはFLRランプのみ使用可

特徴

●ランプ画像 ●ランプ画像

グロータイプ（FL）グロータイプ（FL）グロータイプ（FL） ラピッドタイプ（FLR）ラピッドタイプ（FLR）ラピッドタイプ（FLR）

◎  最新の蛍光灯なのでエネルギー効率が良い
!  Hfランプだけでなく、FL、FLRランプを使用で

きる場合がある（安定器画像◯印参照）
!  FL、FLRランプがついていてもインバーター安定器

が器具内に入っていることがあるので注意

特徴

●安定器画像

器具外部に画像のよう
なシールが貼ってある
場合があります。

●器具外部画像

●ランプ画像

インバーターインバーターインバーター（電子式）（電子式）（電子式）タイプ（Hfタイプ（Hfタイプ（Hf╱╱╱FHF）FHF）FHF）

下記を参考に安定器の型番を目視してご確認ください。

選定方法選定方法選定方法

※詳しくは別紙の配線工事案内図をご覧ください

TF-1マメ知識コーナー
❹ 安定器の見分け方

製品特長
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より省力化したい（要工事）
安定器：グロー／ラピッド／インバーター※

全ての安定器で使用可能

※インバーター式（Hf）の場合は
　必ず工事が必要です

各種照明器具と
組み合わせ可能！

SL-Series用照明器具はLED用配線済み

20W形／40W形／110W形／逆富士形
トラフ型／埋込形／1灯式／2灯式　などなど…

工事せずに済ませたい！
安定器：グロー／ラピッド

工事不要で取替可!

グロー  グロー球をはずす　　　 ラピッド  取替のみ

●20W形 DSL-600きらめき
　（口金 0度／22.5度／40度／90度）

●40W形 DSL-1200きらめき
　（口金 0度／22.5度／40度／90度）

●110W形 DSL-2400きらめき
　（口金 0度／40度）

●20W形 SL-600きらめき
　（口金 0度／22.5度／40度／90度）

●40W形 SL-1200きらめき
　（口金 0度／22.5度／40度／90度）

●110W形 SL-2400きらめき
　（口金 0度／40度）

●20W形 SW-600きらめき
　（口金 0度／22.5度／40度／90度）

●40W形 SW-1200きらめき
　（口金 0度／22.5度／40度／90度）

●110W形 SW-2400きらめき
　（口金 0度／40度）

既
設
の
場
合

新
築
の
場
合

新築やリニューアルの
場合には専用器具と

組み合わせて使用してね！

P17をご覧ください

LED選定フローマップ

D
S
L
タ
イ
プ

　

S
W
タ
イ
プ

S
L
タ
イ
プ

◎安定器が壊れたときは…
　直結工事をしてそのまま使用可能

◎安定器が壊れたときは…
　安定器の交換が必要

切替
スイッチ
付き

 グロー球をはずす　　　 グロー球をはずす　　　

既存蛍光灯がグローもしくはラピッドタイプの
場合はSLタイプを工事不要で、直結配線工事をす
る場合は蛍光灯のタイプを問わずDSLタイプをご
使用ください。
※ インバータータイプにはSL（工事不要）タイプは対応して

おりません。

簡単取替

SLタイプ
〈グロー・ラピッド工事不要タイプ〉

DSLタイプ
〈直結工事タイプ〉

グロー器具（FL） グロー球を外す

直結配線工事ラピッド器具（FLR） 交換のみ

インバーター器具 －

左記の選定方法を参考にご使用の安定器の種類を確認してください。
蛍光灯の種類には、グロー（FL）、ラピッド（FLR）、インバーター（Hf）の3種類が
あります。また、長さも主に20W形、40W形、110W形の3種類があります。
蛍光灯の種類と長さ、それに工事の要不要を確認することがポイントです！

or

	［蛍光灯の種類］
●グロー（FL）
●ラピッド（FLR）
●インバーター（Hf）

	［蛍光灯の長さ］
●20W形
●40W形
●110W形
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90度40度

22.5度0度

Φ263

520

580

594.9

600タイプ 1200タイプ 2400タイプ

R17d/Rx17d
兼用

G13

Φ263

2270

2367

2382.6

Φ263

1138

1198

1212.9

口
金

外
観
図

周囲の精密機器へ悪影響を与える電磁派を低減した照明装置に適
合される規格だよ。
これを満たしている照明装置は、病院や精密な装置を扱う場所で
の使用も安心。

病院

口金部分で照射角度が4段階（0度、22.5度、40度、
90度）に切替が可能です。（標準は0度です）
LEDの光の指向性により不向きだった照明器具や
設置環境にも直管形LEDランプSL-seriesきらめき
なら取付可能です。
22.5度、40度、90度は工場出荷時オプションです。ご注文
時にご指定ください。
※110W形（（D）SL-2400）は0度、40度のみ。

口金角度調整可能

既存蛍光灯と同じ規格のため既存の蛍光灯器具に
設置出来ます。

既存蛍光灯器具に設置可能

PL保険（生産物賠償責任保険）
加入済み

PL保険

各種安全基準準拠
・CISPR15　・電気用品安全法

TF-1マメ知識コーナー
❺ CISPR15ってなに？

直管形LEDランプSL-seriesきらめきは、ランプ
シェード部に拡散材を配合し、LED特有のツブツブ
のない自然で目に優しい光を実現しました。

目に優しい拡散光

直管形LEDランプSL-seriesきらめきは全て自社
横浜工場にて製造しております。
また、LEDチップは日亜化学工業製を使用※しており
ます。安心・安全・高品質の日本製LEDランプです。
※600サイズと暖色モデルを除く。

日本製・日亜化学工業製
LEDチップ使用

MADE IN
JAPAN

直管形LEDランプSL-seriesきらめきは、EUによる
電子、電気機器における特定有害物質の使用制限
に基づき、鉛（Pb）、水銀（Hg）、カドミウム（Cd）、
六価クロム（Cr6+）、ポリ臭化ビフェニール（PBB）、
ポリ臭化ジフェニルエテール（PBDE）の特定6種の
有害物質を使用していません。

RoHs指令対応RoHs

製品特長
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使用場所別製品

冷蔵庫・冷凍庫に
使いたい！看板に使いたい！

食品ショーケースに
使いたい！

（D）SL-1200きらめき 
食品ショーケース用モデル P14

（D）SL-1200きらめき 
寒冷地モデル P11

（D）SL-1200きらめき 
寒冷地モデル P11

工場で使いたい！オフィスで使いたい！ 流通倉庫で使いたい！

（D）SL-1200きらめき 
高照度モデル／クリアモデル P11/13

（D）SL-1200きらめき 
ベーシックモデル P10

（D）SL-1200きらめき 
高照度モデル／クリアモデル P11/13

水耕栽培をしたい！印刷現場で使いたい！

半導体製造現場
で使いたい！

（D）SL-1200きらめき 
イエローモデル P12

（D）SL-1200きらめき 
水耕栽培用モデル P14

（D）SL-1200きらめき 
高演色モデル P12
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lmは「全光束」を現す単位でランプから出る「光の量」のことだよ！
lxは「照度」を現す単位でランプから離れたある場所での「明るさ」の
ことだよ！

照度（ルクス）
ここの明るさ

全光束（ルーメン）

●（D）SL-1200きらめき A1

型　番
40W形

SL-1200きらめきA1 DSL-1200きらめきA1

仕　様 グロー・ラピッド
工事不要 直結工事必要

消費電力 12W±10%
全光束 2,100lm

照度（直下1m） 364lx
発光効率 175lm/W
演色性 Ra80以上
色温度 昼白色（5,000～5,300K）

動作温度範囲 －20～40℃（結露なきこと）
口　金 G13

 材　質  アルミニウム（ヒートシンク）・ポリカ（シェード）
AES（カプラ）・C2,700W（電極部）

質　量 340g
シェード 乳白色
照射角度 160度
寿　命 40,000h

製品ラインアップ

SL-SeriesきらめきA1
高効率モデル

使い方は従来と同じ！！
最新型国産LEDチップを使用し
175lm/Wの高効率を実現 !
(40W形 12W/2,100lm）

※数値は設計値です。※お客様の使用条件および環境によって値が異なる場合があります。※表示寿命は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※LED素子にはバラツキがあるため、同一製品において明るさ、光色が異なる場合があります。※lm/wの値は安定器を除く値となります。

TF-1マメ知識コーナー
❻ lm（ルーメン）とlx（ルクス）の違い

Made in Yokohama, JAPAN

!

!
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光の色を数字で表したものだよ！
数が小さくなるほど赤くなり、大きくなるほど青くなるよ！

2,000K 3,000K 4,000K 5,000K 6,000K 7,000K 8,000K

低い 高い

赤味が増す 青味が増す

色温度

※数値は設計値です。※お客様の使用条件および環境によって値が異なる場合があります。※表示寿命は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※LED素子にはバラツキがあるため、同一製品において明るさ、光色が異なる場合があります。※lm/wの値は安定器を除く値となります。

ベーシックモデル
照度　蛍光灯FL・FLR相当

白色
4,000K

昼光色
6,000K

電球色
3,000K

昼白色
5,000K

国産
LEDチップ

使用

TF-1マメ知識コーナー
❼ 色温度（K／ケルビン）ってなに？◎オフィス・工場・病院などに

!

型　番

3,000K（電球色） 4,000K（白色）
20W形 40W形 110W形 20W形 40W形 110W形

SL-600
きらめき-3K

DSL-600
きらめき-3K

SL-1200
きらめき-3K

DSL-1200
きらめき-3K

SL-2400
きらめき-3K

DSL-2400
きらめき-3K

SL-600
きらめき-4K

DSL-600
きらめき-4K

SL-1200
きらめき-4K

DSL-1200
きらめき-4K

SL-2400
きらめき-4K

DSL-2400
きらめき-4K

仕　様 グロー・ラピッド
工事不要

直結工事
必要

グロー・ラピッド
工事不要

直結工事
必要

グロー・ラピッド
工事不要

直結工事
必要

グロー・ラピッド
工事不要

直結工事
必要

グロー・ラピッド
工事不要

直結工事
必要

グロー・ラピッド
工事不要

直結工事
必要

消費電力 9W±10% 18W±10% 36W±10% 9W±10% 18W±10% 36W±10%
全光束 1,110lm 2,210lm 4,420lm 1,120lm 2,230lm 4,460lm

照度（直下1m） 222lx 424lx 604lx 261lx 542lx 775lx
発光効率 123lm/W 124lm/W
演色性 Ra80以上 Ra80以上
色温度 3,000K(電球色） 4,000K(白色）
口　金 G13 Rx17d G13 Rx17d
質　量 210g 340g 680g 210g 340g 680g

動作温度範囲 －20～40℃ －20～40℃
材　質 アルミニウム（ヒートシンク）・ポリカ（シェード）AES（カプラ）・C2700W（電極部） アルミニウム（ヒートシンク）・ポリカ（シェード）・AES（カプラ）・C2700W（電極部）

シェード 乳白色 乳白色
照射角度 160度 160度
寿　命 40,000h 40,000h

型　番

　5,000K（昼白色） 6,000K（昼光色）
20W形 40W形 110W形 20W形 40W形 110W形

SL-600
きらめき

DSL-600
きらめき

SL-1200
きらめき

DSL-1200
きらめき

SL-2400
きらめき

DSL-2400
きらめき

SL-600
きらめき-6K

DSL-600
きらめき-6K

SL-1200
きらめき-6K

DSL-1200
きらめき-6K

SL-2400
きらめき-6K

DSL-2400
きらめき-6K

仕　様 グロー・ラピッド
工事不要

直結工事
必要

グロー・ラピッド
工事不要

直結工事
必要

グロー・ラピッド
工事不要

直結工事
必要

グロー・ラピッド
工事不要

直結工事
必要

グロー・ラピッド
工事不要

直結工事
必要

グロー・ラピッド
工事不要

直結工事
必要

消費電力 9W±10% 18W±10% 36W±10% 9W±10% 18W±10% 36W±10%
全光束 1,200lm 2,400lm 4,800lm 1,160lm 2,320lm 4,640lm

照度（直下1m） 273lx 569lx 810lx 273lx 569lx 810lx
発光効率 135lm/W 129lm/W
演色性 Ra80以上 Ra80以上
色温度 昼白色（5,000～5,300K） 6,000K(昼光色）
口　金 G13 R17d・Rx17d共通 G13 Rx17d
質　量 210g 340g 680g 210g 340g 680g

動作温度範囲 －20～40℃（結露なきこと） －20～40℃
材　質 アルミニウム（ヒートシンク）・ポリカ（シェード）・AES（カプラ）・C2,700W（電極部） アルミニウム（ヒートシンク）・ポリカ（シェード）・AES（カプラ）・C2700W（電極部）

シェード 乳白色 乳白色
照射角度 160度 160度
寿　命 40,000h 40,000h

●ベーシックモデル
標準

LED SL-series きらめき　製品ラインアップ
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高照度モデル
照度　蛍光灯 Hf相当品

型　番
40W形 110W形

DSL-1200きらめき-高 DSL-2400きらめき-高
仕　様 直結工事必要 直結工事必要

消費電力 26W±10% 52W±10%
全光束 3,380lm 6,550lm

照度（直下1m） 722lx 935lx
発光効率 128lm/W
演色性 Ra80以上
色温度 昼白色（5,000～5,300K）

動作温度範囲 －20～40℃（結露なきこと）
口　金 G13

材　質 アルミニウム（ヒートシンク）・ポリカ（シェード）
AES（カプラ）・C2,700W（電極部）

質　量 340g
シェード 乳白色
照射角度 160度
寿　命 40,000h

●高照度モデル

受注
生産品

※数値は設計値です。※お客様の使用条件および環境によって値が異なる場合があります。※表示寿命は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※LED素子にはバラツキがあるため、同一製品において明るさ、光色が異なる場合があります。※lm/wの値は安定器を除く値となります。

型　番
20W形 40W形 110W形

SL-600きらめき-寒 DSL-600きらめき-寒 SL-1200きらめき-寒 DSL-1200きらめき-寒 SL-2400きらめき-寒 DSL-2400きらめき-寒
仕　様 グロー・ラピッド工事不要 直結工事必要 グロー・ラピッド工事不要 直結工事必要 グロー・ラピッド工事不要 直結工事必要

消費電力 9W±10% 18W±10% 36W±10%
全光束 1,200lm 2,400lm 4,800lm

照度（直下1m） 273lx 569lx 810lx
発光効率 135lm/W
演色性 Ra80以上
色温度 昼白色（5,000～5,300K）
口　金 G13 R17d・Rx17d共通
質　量 210g 340g 680g

動作温度範囲 －40～40℃
材　質 アルミニウム（ヒートシンク）・ポリカ（シェード）・AES（カプラ）・C2,700W（電極部）

シェード 乳白色
照射角度 160度
寿　命 40,000h

●寒冷地モデル

◎冷凍庫・高湿の
　食品製造現場などに寒冷地モデル

防湿コーティング仕様

◎店舗・高天井などに

工事必須 受注生産品の納期はお問い合わせください。
●通常約2～4週間

受注
生産品
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光に照らされたものの色を、太陽光に照らされた
ときとくらべてどれくらい似ているか数字で表し
たものだよ！ 数字が大きくなるほど太陽の下で
見たものの色に似た自然な見え方をするよ！

Raが100に近い程
ものがきれいに
見えるよ！

Raの低いランプ Raの高いランプ

0.30

0.25

0.20

0.15

0.10

0.05

0.00
250

μ
W
/（
cm

2・
nm
）

300 350 400 450 500 550
波長（nm）

505nm以下未検出

40W形LED蛍光灯の分光放射照度
都立産業技術センターでの光の波長の測定結果

分
光
放
射
照
度イエローモデル

505nm以下ゼロ仕様

◎半導体製造現場などに
型　番

40W形
SL-1200きらめき-Y DSL-1200きらめき-Y

仕　様 グロー・ラピッド工事不要 直結工事必要
消費電力 18W±10%
全光束 1,430lm

照度（直下1m） 353lx
発光効率 79lm/W
演色性 ー
色温度 黄色（2,315K）

動作温度範囲 －20～40℃（結露なきこと）
口　金 G13

材　質 アルミニウム（ヒートシンク）・ポリカ（シェード）
AES（カプラ）・C2,700W（電極部）

質　量 340g
シェード 乳白色
照射角度 160度
寿　命 40,000h

●イエローモデル

高演色モデル
高演色Ra95仕様

比較

標準

◎印刷現場・色検査場などに

型　番
40W形

SL-1200きらめき-HC DSL-1200きらめき-HC
仕　様 グロー・ラピッド工事不要 直結工事必要

消費電力 18W±10%
全光束 1,860lm

照度（直下1m） 410lx
発光効率 103lm/W
演色性 Ra95
色温度 昼白色（5,000K）

動作温度範囲 －20～40℃（結露なきこと）
口　金 G13

材　質 アルミニウム（ヒートシンク）・ポリカ（シェード）
AES（カプラ）・C2,700W（電極部）

質　量 340g
シェード 乳白色
照射角度 160度
寿　命 40,000h

●高演色モデル

※数値は設計値です。※お客様の使用条件および環境によって値が異なる場合があります。※表示寿命は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※LED素子にはバラツキがあるため、同一製品において明るさ、光色が異なる場合があります。※lm/wの値は安定器を除く値となります。

TF-1マメ知識コーナー
❽ 演色性（Ra）ってなに？

高演色モデル

受注
生産品

受注
生産品

LED SL-series きらめき　製品ラインアップ
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1m下で

ベーシック

拡散します 直進性が高い

クリア

10%UP!クリアモデル
クリアシェードで強力な光

型　番
40W形

SL-1200きらめき-C DSL-1200きらめき-C
仕　様 グロー・ラピッド工事不要 直結工事必要

消費電力 18W±10%
全光束 2,660lm

照度（直下1m） 611lx
発光効率 148lm/W
演色性 Ra83
色温度 昼白色（5,000~5,300K）

動作温度範囲 －20～40℃（結露なきこと）
口　金 G13

材　質 アルミニウム（ヒートシンク）・ポリカ（シェード）
AES（カプラ）・C2,700W（電極部）

質　量 340g
シェード 透明
照射角度 160度
寿　命 40,000h

●クリアモデル
◎高天井や倉庫などに

SWタイプ

SLモード（工事不要）　DSLモード（直結工事必要）
ついに1本で切り替え可能に！
使用中に安定器の寿命が来ても安心

●ＳＬ（工事不要）モードで使用する場合

白い突起が見える。
※購入時はＳＬモードになっています。

●ＤＳＬ（工事取付）モードで使用する場合

白い突起がほとんど見えなくなりカ
チッと音がするまで押し上げてくだ
さい。
※ 配線工事方法は別紙「配線工事案内図」をご

らんください。

カチッ

オプション対応

※数値は設計値です。※お客様の使用条件および環境によって値が異なる場合があります。※表示寿命は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※LED素子にはバラツキがあるため、同一製品において明るさ、光色が異なる場合があります。※lm/wの値は安定器を除く値となります。

受注
生産品

すべてのモデルにオプションで追加可能です。

例1 例2ベーシックモデル
SL-1200きらめき

寒冷地モデル
SL-600きらめき-寒

スイッチ追加 スイッチ追加

SW-1200きらめき SW-600きらめき-寒

●高照度モデルは除く スイッチ入れて

工事すれば…
安定器壊れても… そのまま使える！

＜モード切替方法＞ ※くわしくは取扱説明書をごらんください。

スイッチを追加するとすべてのモデルの型番の
頭文字は「SW」になります。

！
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ものづくりのパイオニア、
ソディックグループの一員だからこそできる技術力でその難問を解決します。
サイズ違い、ご希望のお色味などオーダーメイド対応も承っております。
是非一度、お気軽にご相談ください。

オーダーメイド対応
100%国産品質

LED SL-series きらめき　製品ラインアップ

※数値は設計値です。※お客様の使用条件および環境によって値が異なる場合があります。※表示寿命は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※LED素子にはバラツキがあるため、同一製品において明るさ、光色が異なる場合があります。※lm/wの値は安定器を除く値となります。

受注
生産品

水耕栽培用モデル その他

●特殊な長さ ●オリジナルカラー●T5管LED

ショーケース用モデル

DSL-1200きらめき -VE
（生鮮食品用）

DSL-1200きらめき -MT、MTⅡ
（精肉用）

DSL-1200きらめき -3K、4K
（惣菜用）

通常 MTⅡ通常 VE

SL-Seriesきらめきに簡単に取付可能で
まぶしさを約30％軽減！
長時間天井を向きがちな
病室の照明などに
オススメです。

カインドカバー

SL-Series 用ランプカバー
ジャガイモ倉庫用モデル

病院
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導入事例

BOOK-OFF 野々市店 様
（石川県）

日本空港ビルデング株式会社 様 
羽田空港国内線第一旅客ターミナルビル 間接照明

(東京都)

神原汽船株式会社 様
（広島県）

医療法人社団 厚済会
 上大岡仁正クリニック 様 

(神奈川県)

岩岡印刷工業株式会社 様
（埼玉県）

キユーピー株式会社 挙母工場 様
（愛知県）

関越自動車道 高坂SA 様
（群馬県）

株式会社ジーネット 本社 様
（大阪府）

株式会社チバダイス 八潮工場 様
（埼玉県）

株式会社帝国ホテル 様
（東京都）

西山ゴルフセンター 様
（静岡県）

味の浜藤株式会社 藤兵衛工場 様
（東京都）
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［ その他 ］
●株式会社イムラ封筒 御所工場・筑波工場・相模原工場 様
●湘南工科大学・附属高等学校 様
●住友重機械工業株式会社 名古屋製造所 様 
●天理ビル横浜・東京 様
●東北自動車道 蓮田SA 様
●鳴門塩業株式会社 本社･工場 様
●ニプロファーマ株式会社 城北工場 様
●伯方塩業株式会社 伯方工場・大三島工場・明浜工場 様

 （あいうえお順）

大田区 文化の森 様
(東京都)

株式会社まんだらけ 中野本店 様
(東京都)

株式会社安川電機 入間事業所
(ソリューションセンタ) 様

(埼玉県)

株式会社山善 大阪本社 様
（大阪府）

半導体製造工場

ユアサ商事株式会社 関西支社 様
（大阪府）

読売センター 様
看板内照明
（東京都）

クリーンブース食品ショーケース
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※ランプは別売りです

※ランプは別売りです

※ランプは別売りです

※ランプは別売りです

※ランプは別売りです※ランプは別売りです

SL-seriesきらめきは既存の蛍光灯用器具に互換性がありますが、
照明器具のリニューアルや新設をご検討のお客様に器具のご用意もございます。

SL-Seriesきらめき

DSLタイプ専用照明器具一覧
＝ 受注生産品

SDKL-201V/T	 DSL-600きらめき 各モデル用

SDKL-401V/T	 DSL-1200きらめき 各モデル用

SDKL-1101V/T	 DSL-2400きらめき 各モデル用

●逆富士1灯

側面図

SDKL-202V/T	 DSL-600きらめき 各モデル用

SDKL-402V/T	 DSL-1200きらめき 各モデル用

SDKL-1102V/T	 DSL-2400きらめき 各モデル用

●逆富士2灯

側面図

SDKL-201A/T	 DSL-600きらめき 各モデル用

SDKL-401A/T	 DSL-1200きらめき 各モデル用

●反射笠付1灯

側面図

SDKL-202A/T	 DSL-600きらめき 各モデル用

SDKL-402A/T	 DSL-1200きらめき 各モデル用

●反射笠付2灯

側面図

SDKL-201T/T	 DSL-600きらめき 各モデル用

SDKL-401T/T	 DSL-1200きらめき 各モデル用

SDKL-1101T/T	 DSL-2400きらめき 各モデル用

●トラフ1灯

側面図

SDKL-202U/T	 DSL-600きらめき 各モデル用

SDKL-402U/T	 DSL-1200きらめき 各モデル用

●直付2灯

側面図
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※ランプは別売りです

※ランプは別売りです

※ランプは別売りです

※ランプは別売りです

直結配線済み！
端子台に

さすだけでOK！

SDKL-201BS	 DSL-600きらめき 各モデル用

SDKL-401BS	 DSL-1200きらめき 各モデル用

●防水カバー1灯
SDKL-202BS	 DSL-600きらめき 各モデル用

SDKL-402BS	 DSL-1200きらめき 各モデル用

●防水カバー2灯

SDKL-201SS	 DSL-600きらめき 各モデル用

SDKL-401SS	 DSL-1200きらめき 各モデル用

●シャーシS
SDKL-201SL	 DSL-600きらめき 各モデル用

SDKL-401SL	 DSL-1200きらめき 各モデル用

●シャーシL

・SL-Seriesきらめき DSLタイプ専用です。必ず組み合わせてご使用ください。
・仕様は予告無く変更する場合があります。  
・納期は仕様・数量等によって異なります。別途お問い合わせください。  
・防水型の防水ソケットはφ28となります。 
・ソケット口金はG13（20W形/40W形）、R17d（110W形）となります。  
・寸法等詳細については別途図面をご請求ください。  
・器具の保証は1年間です。

◎上記に記載のない形状も対応できる場合がありますので（防水型など）
　詳しくはお問合せください。
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省エネを推進するため、LED
ランプを購入する際に国や自
治体で補助金制度を実施する
ことがあるよ。お得にLED化
できるので、一度チェックし
てみよう！

経産省や
各自治体のHPに
情報があるよ

安全上のご注意

■ 取り付け上のご注意
・  グロー・ラピッド（SL）タイプ及び直結（DSL）タイプ及びSL→DSLタイプへ切替可能な

SWタイプの3種ありますのでご注意ください。
・直結（DSL）タイプをご使用の場合は、必ず指定の配線工事を実施してください。
・配線工事の詳細については配線工事図案内をご覧ください。
・  インバーター（電子式）器具に取り付けると、破損しますのでご注意ください。インバー

ター（電子式）器具に設置する場合は必ず配線工事を実施し、直結（DSL）タイプを
ご使用ください。

・取り付け時は必ず器具の電源を切ってください。故障及び破損の原因になります。 
・  SLタイプを10年以上経過した安定器に取り付けする場合、不点灯やちらつきなどの

不具合の発生や、最悪の場合劣化した安定器より発火、発煙、漏電などの危険があり
ますので、必ず専門家による診断をしてください。

※何らかの不具合が発生した場合、直ちに使用を中止し、購入店へお問い合わせください。

■ 保証に関して
・この製品の保証期間は4年間です。詳しくは製品保証規定をお読みください。 
・その他詳しい使用法は別紙取扱説明書をご覧ください。

■ 安全上のご注意 （必ずお守りください）
 ! 警告（この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。）
・取り付け、取り外しや器具清掃のときは、必ず電源を切ってください。（感電の原因）
・直流電流で使用しないでください。（破損、発煙の原因） 
・調光機能のついた器具や回路には絶対に取り付けないでください。（破損の原因） 
・紙や布で覆ったり、燃えやすい物に近づけたりしないでください。（火災の原因）

 ! 注意（この表示の欄は「傷害を負う可能性または
物理的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。）

・  落としたり、物をぶつけたり、重荷をかけたり、無理な力を加えたり、傷つけたりしない
でください。（破損の原因）

・ソケット及びランプホルダーに確実に取り付けてください。（落下の原因）
・  製品指定の電圧（AC80~242V）以外の電圧環境下では使用しないでください。（破損

の原因）
・点灯中や消灯直後は熱いのでふれないでください。（やけどの原因）

直管形LEDランプ	SL-series	きらめき

http://www.sodickled.co.jp

●特注品などは弊社営業までお問合せ下さい。●不断の研究により予告なく仕様の変更を行う場合
が有ります。何卒ご了承ください。●記載内容は2018年7月現在です。

お取り扱い

株式会社ソディックLED
新横浜営業所 〒222-0033 横浜市港区新横浜2-5-1

日総第13ビル 5階
TEL.045-534-8800  FAX.045-534-8881

大 阪 営 業 所 〒564-0053 大阪府吹田市江の木町27-20
TEL.06-6330-5085 FAX.06-6330-7787

横浜本社・工場 〒226-0026 横浜市緑区長津田町5289

TF-1マメ知識コーナー
❾ LEDの補助金ってあるの？

リサイクルサービスをご利用いただけます
通常は産業廃棄物扱いになる使用済みLEDランプを
無償でお引取りします。※ お引取りしたランプはリサ
イクルして新たな製品に生まれ変わります。
※ 保証有効期限（ご購入から４年間）弊社製品をリピート購入

して頂いた場合に限ります。
※発送の際の送料はご負担をお願いします。

各種製品について詳しくはホームページをご覧ください

http://www.sodickled.co.jp


