
ご不明な点のご相談は

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。なお、補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含
みます。

保証とアフターサービスについて

保証について

１． 保証について
　⑴ 保証期間は、商品お買い上げ日から1年間です。但し、

蛍光灯器具の安定器（電子安定器を含む）については
3年です。

　⑵ ランプ、点灯管、電池などの消耗品やカバーは対象外で
す。

　⑶ 24時間連続使用など、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。

　⑷ 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書にしたがった使
用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理させ
ていただきます。

２． 修理を依頼されるとき
　⑴ 保証期間中は、保証書また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までご持参ください。

　⑵ 保証期間を過ぎているときは、お買い上げの販売店にご
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。

3． 保証期間内でも次のような場合には有料修理となり
ます。

　⑴ 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障また
は損傷。

　⑵ お買い上げ後の取付場所の移動、落下、引っ越し、輸送

等による故障または損傷。
　⑶ 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、公害や異

常電圧による故障または損傷。
　⑷ 車両、船舶に搭載して使用された場合に生じた故障また
は損傷。

　⑸ 業務用または過酷な条件のもとで使用されて生じた故障
または破損。

　⑹ 保証書のご提示がない場合。
　⑺ 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入

のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
　⑻ 故障の原因が本機以外にある場合で改善を要するとき。
４． 出張修理をご希望の場合には、出張に要する実費を
申し受けます。

５． ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談
ください。

６． 贈答品等でお買い上げの販売店に修理がご依頼にな
れない場合には、取扱説明書最終ページ（もしくは
別紙）に記載のご相談窓口にご相談ください。

アフターサービスについて

■東日本営業所 
東北地区 〒980-0802 宮城県仙台市青葉区二日町9-7（大木青葉ビル） TEL 022-266-1321 
茨城地区 〒310-0005 茨城県水戸市水府町1492番地 TEL 029-231-7717 
首都圏地区 〒105-0022 東京都港区海岸1-16-1（ニューピア竹芝サウスタワー15Ｆ） TEL 050-3154-3981

■中部・関西営業所 
中部地区 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄３-13-20（栄センタービル） TEL 052-251-4075 
関西地区 〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町1-10-10（オーエックス西本町ビル） TEL 06-6531-9331 

■九州営業所
中四国地区 〒730-0051 広島県広島市中区大手町3-2-31（損保ジャパン広島大手町ビル） TEL 082-240-6162 
九州地区 〒815-0031 福岡県福岡市南区清水4-9-17 TEL 092-552-6511

お客様相談センター　TEL 0120-3121-11

日立アプライアンス株式会社　照明担当営業所

カタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。
もし販売店でおわかりにならないときは、下記ご相談窓口におたずねください。
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主なページの見方

はグリーン購入法適合品　 このマークは省エネ性能を表示しています。数値は、省エネ法で定められた蛍光灯器具の2012年度基準に対する達成率です。 在庫区分…限：在庫限り品　★オープン価格の商品は、希望小売価格を定めていません。

●おやすみ30分　●LED保安灯付き
【UVカット】【防虫構造】【帯電防止アクリル】 
●連続調光  
●らくづけポン
●カバー：乳白アクリル  
●カバー着脱：回転式
●リモコンスイッチ同梱：IRT08KC2

 （壁掛け用ホルダーつき）

●［eco　これっきり］ボタン
●おやすみ30分　●LED保安灯付き
【UVカット】【防虫構造】【帯電防止アクリル】 
●連続調光  
●らくづけポン
●カバー：乳白アクリル、透明プラスチック枠
●カバー着脱：回転式
●リモコンスイッチ同梱：IRT12KA2

 （壁掛け用ホルダーつき）

●ランプ交換お知らせLED付き
●可変色LED間接光付き
●LEDスポット付き（段調光式）
【防虫構造】【帯電防止アクリル】 
●連続調光  
●らくづけポン　
●カバー：乳白アクリル、飾りバンド付き（シルバー）
●飾り枠：透明プラスチック（導光仕上げ）
●カバー着脱：回転式
●リモコンスイッチ同梱：IRT08KB10

 （壁掛け用ホルダーつき）

●30分後自動消灯機能付き
●ランプ交換お知らせLED付き
●LED保安灯付き
【防虫構造】【帯電防止アクリル】 
●連続調光  
●らくづけポン
●カバー: 乳白アクリル、飾りバンド付き（木目模様） 

プラスチック飾り付き（シルバー）
●カバー着脱：回転式
●リモコンスイッチ同梱：IRT08KB9

 （壁掛け用ホルダーつき）

●30分後自動消灯機能付き
●ランプ交換お知らせLED付き
●LED保安灯付き
【防虫構造】【帯電防止アクリル】 
●連続調光  
●らくづけポン
●カバー： 乳白アクリル、透明プラスチック枠付き 

飾りバンド付き（ゴールド）
●カバー着脱：回転式
●リモコンスイッチ同梱：IRT08KB9

 （壁掛け用ホルダーつき）

●LEDスポット 間接光機能付き
●LED段調光機能付き
【防虫構造】【帯電防止アクリル】
●連続調光  
●らくづけポン
● カバー： 乳白アクリル、透明プラスチック枠付き 

飾りバンド付き（シルバー）
●カバー着脱：回転式
●リモコンスイッチ同梱：IRT08KB10

 （壁掛け用ホルダーつき）

MRC-AA3601  オープン価格★
在庫区分
限

 6～10畳 　蛍光灯72Ｗ形
● マルチリングきらりD色 FHMC72EDK
●幅φ560・高さ165mm　2.4kg
●消費電力：60W　全光束：7,140lm
●消費効率：119.0lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）

129%

MRC-AH3700  オープン価格★
在庫区分
限

 8～12畳 　蛍光灯90Ｗ形
● マルチリングきらりD色 FHMC90EDK
●幅φ720・高さ175mm　3.9kg
●消費電力：74W　全光束：8,790lm
●消費効率：118.8lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）

MRC-AH3600  オープン価格★
在庫区分
限

 6～10畳 　蛍光灯72Ｗ形
● マルチリングきらりD色 FHMC72EDK
●幅φ670・高さ165mm　3.2kg
●消費電力：60W　全光束：7,140lm
●消費効率：119.0lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）

129%

129%

DRC10732LK オープン価格★
在庫区分
限

 8～12畳 　蛍光灯100Ｗ形
● ペアルミックきらりD色 FHD100EDK
● 幅φ746・高さ123mm　4.3kg
●消費電力：87W　全光束：8,450lm
●消費効率：97.1lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）

106%

DRC14743AJ
希望小売価格（税別）

64,200円
在庫区分
限

 10～14畳 　蛍光灯140Ｗ形
● ペアルミックきらりD色 FHD100EDK＋FHD40EDK
●幅φ716・高さ115mm　4.4kg
●消費電力:117W　全光束:10,720lm
●消費効率:91.6lm/W（省エネ法区分:Ⅳ）　

DRC10743AJ
希望小売価格（税別）

52,400円
在庫区分
限

 8～12畳 　蛍光灯100Ｗ形
● ペアルミックきらりD色 FHD100EDK　
●幅φ676・高さ115mm　3.5kg　　
●消費電力:87W　全光束:8,450lm
●消費効率:97.1lm/W（省エネ法区分:Ⅳ）

100%

106%

DRC14769AJ
希望小売価格（税別）

60,000円
在庫区分
限

 10～14畳 　蛍光灯140Ｗ形
● ペアルミックきらりD色 FHD100EDK＋FHD40EDK
●幅φ724・高さ115mm　4.2kg
●消費電力：117W　全光束：10,720lm
●消費効率：91.6lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）

DRC10769AJ
希望小売価格（税別）

48,600円
在庫区分
限

 8～12畳 　蛍光灯100Ｗ形
● ペアルミックきらりD色 FHD100EDK
●幅φ724・高さ115mm　3.7kg
●消費電力：87W　全光束：8,450lm
●消費効率：97.1lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）

100%

106%

DRC10763LK オープン価格★
在庫区分
限

 8～12畳 　蛍光灯100Ｗ形
● ペアルミックきらりL色 FHD100ELK
●幅φ684・高さ123mm　3.8kg

ブルーのLED間接光 高輝度LEDスポット シルバートリム付き

間接光（リモコン操作）

スポット（リモコン操作）

最初にボタンを押すと光色が変
化。もう1回押すと、押した色で
固定。もう1回押すとOFF。

白色スポット光

100% － 約 30% － OFF

自在に変化
する間接光
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P19-20  ペンダント

P7-8  シーリングライト

商品は、スタイル別に分類しています。
このカタログは器具のスタイル（商品形状）別に分類しています。
なお、写真は商品の実際サイズと比例していない場合もあります。
商品写真の下には、価格、サイズなどを表示してあります。
※ねじ止め式の商品につきましては、仕様欄に取り付け寸法図を
　掲載しています。

納期について

工場在庫品です。標準品。即時納入品です。
原則として在庫しているものです。

在庫限り品。 数に限りがありますので
品切れの場合は、ご容赦願います。

機能コラム

商品仕様

商品ジャンル

 ※詳細は右ページ参照。
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Catalog Guide
あかり選びにご活用ください。
マークや仕様は以下のように説明しています。

カタログの見方・使い方

このマークは省エネ性能を表示しています。数値は、省エネ法で定められた蛍光灯器具の2012年度基準に対する達成率です。　在庫区分…限：在庫限り品

●段調光
●ロック付き40cm吊具（フレンジカバー付き）
●カバー：木製（杉）、アクリル加工和紙
●カバー着脱：回転金具式
●プルスイッチ付き （全灯-段調光-保安灯-消灯）
●チェーン吊り

●段調光
●ロック付き40cm吊具（フレンジカバー付き）
●カバー： 木製（白木枠） 

飾りパネル（プラスチック） 
プラスチック加工和紙

●下面開放（下面カバーなし）
●プルスイッチ付き（全灯-段調光-保安灯-消灯）

DRP10251EK
希望小売価格（税別）

69,400円
在庫区分
限

 8～12畳 　蛍光灯100Ｗ形
● ペアルミックきらりD色 FHD100EDK
●幅□576・高さ160mm　3.8kg   
●消費電力：100W　全光束：9,240lm
●消費効率：92.4lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）

100%100%

DRP10249EK
希望小売価格（税別）

36,800円
在庫区分
限

 8～12畳 　蛍光灯100Ｗ形
● ペアルミックきらりD色 FHD100EDK
●幅□550・高さ140mm　3.3kg
●消費電力：100W　全光束：9,240lm
●消費効率：92.4lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）

DRP8249EK
希望小売価格（税別）

33,600円
在庫区分
限

 6～10畳 　蛍光灯85Ｗ形
● ペアルミックきらりD色 FHD85EDK
●幅□500・高さ140mm　2.4kg
●消費電力：80W　全光束：7,460lm
●消費効率：93.3lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）

100%

101%

●段調光
●ロック付き40cm吊具（フレンジカバー付き）
●カバー：木製（白木枠）、アクリル加工和紙
●プルスイッチ付き（全灯-段調光-保安灯-消灯）

DRP10246EK
希望小売価格（税別）

39,800円
在庫区分
限

 8～12畳 　蛍光灯100Ｗ形
● ペアルミックきらりD色 FHD100EDK
●幅□500・高さ160mm　2.6kg
●消費電力：100W　全光束：9,240lm
●消費効率：92.4lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）

100%100%

● 段調光
●ロック付き40cm吊具（フレンジカバー付き）
●カバー： 木製（白木枠） 

プラスチックシート（和紙模様入り）
●下面開放（下面カバーなし）
●プルスイッチ付き（全灯-段調光-保安灯-消灯）

DRP10244EK
希望小売価格（税別）

34,800円
在庫区分
限

 8～12畳 　蛍光灯100Ｗ形
● ペアルミックきらりD色 FHD100EDK
●幅□500・高さ140mm　2.9kg
●消費電力：100W　全光束：9,240lm
●消費効率：92.4lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）

100%

木製飾り

木製飾り

木製飾り 木製飾り

和 風 タ イ プ
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明るさを自由にコントロール。
明るさを100％～0％まで自由に調光でき
ます。

注意
 ライトロールは、蛍光灯
器具や、電球形蛍光ラ
ンプおよび、非調光タイ
プのLED電球を使用し
ている器具には使用し
ないでください。器具
の故障や、火災の原因
となります。

【簡易取付型】【ワイヤー吊り】
●本体：シルバー仕上げ
●グローブ：乳白ガラス
●グローブ着脱：ホルダー式
●フレンジカバー：φ135mm

【簡易取付型】【アクリル】
●段調光　
●本体：金色仕上げ、木目調飾り
●グローブ：乳白アクリル、飾りバンド付き（ゴールド）
●グローブ着脱：上ねじ式
●プルスイッチ付き（全灯-段調光-保安灯-消灯）
●フレンジカバー：φ200mm

【簡易取付型】
●本体：シルバー仕上げ
●グローブ：乳白ガラス
●グローブ着脱：ホルダー式
●フレンジカバー：φ160mm

【簡易取付型】
●本体：シルバー仕上げ
●グローブ：乳白ガラス
●グローブ着脱：ホルダー式
●フレンジカバー：φ160mm

【簡易取付型】
●本体：真ちゅう古美色仕上げ
●グローブ：消し模様ガラス
●グローブ着脱：ホルダー式

●本体：メラミン塗装（ホワイト）
●アーム：金色仕上げ
●グローブ：乳白ガラス
●グローブ着脱：上飾りねじ式
●速結端子付き

【簡易取付型】【アクリル】
●段調光　
●本体：金色仕上げ、木目調飾り
●グローブ：乳白アクリル、飾りバンド付き（ゴールド）
●グローブ着脱：上ねじ式
●プルスイッチ付き（全灯-段調光-保安灯-消灯）
●フレンジカバー：φ200mm

DRCX12603EK
希望小売価格（税別）

106,000円
在庫区分
限

 10～12畳  蛍光灯120W形（ペアルミック40形・3灯）
●ペアルミックきらりD色 FHD40EDK
●幅φ877・高さ253mm　7.0kg
●消費電力：107W 全光束：9,070lm
●消費効率：84.7lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）
 92%

DRCX16603EK
希望小売価格（税別）

135,000円
在庫区分
限

 12～14畳  蛍光灯160W形（ペアルミック40形・4灯）
●ペアルミックきらりD色 FHD40EDK
●幅φ877・高さ253mm　9.0kg
●消費電力：142W  全光束：12,100lm
●消費効率：85.2lm/W（省エネ法区分：Ⅳ） 
 93%

LCX18620
希望小売価格（税別）

29,000円
在庫区分
限

 4.5畳 　白熱灯180W（60W・3灯）
● ホワイトミニクリプトン電球（E17）
●幅φ525・高さ238mm　2.2kg

LCX18621
希望小売価格（税別）

26,400円
在庫区分
限

 4.5畳 　白熱灯180W（60W・3灯）
● ホワイトミニクリプトン電球（E17）
●幅φ390・高さ225mm　2.0kg

LPX36605
希望小売価格（税別）

66,400円
在庫区分
限

 8～10畳 　白熱灯360W（60W・6灯）
● ホワイトミニクリプトン電球（E17）
● 幅φ508・高さ248・全高955～ 
1,755mm　取付時調節可能　  
4.0kg

LCX36622
希望小売価格（税別）

56,400円
在庫区分
限

 8～10畳 　白熱灯360W（60W・6灯）
● ホワイトミニクリプトン電球（E17）
● 幅φ530・高さ208mm　3.8kg

LCX24622
希望小売価格（税別）

38,000円
在庫区分
限

 8～10畳 　白熱灯240W（60W・4灯）
● ホワイトミニクリプトン電球（E17）
●幅φ430・高さ208mm　2.6kg

83.5 83.5 83.5

83.5 83.5 83.5

66.7
83.5

オフライト付きなので、
スイッチがOFFのとき
は小さなあかりがつき
ます。暗やみでも、す
ぐにスイッチの位置が
わかり、便利です。

LR1059
希望小売価格（税別）

6,800円
在庫区分
限

白熱灯用調光器500W
● 電源：AC100V　50/60Hz共用
● 定格負荷容量：白熱灯40W～500W
● プレート：プラスチック（ミルキーホワイト）ロー
タリースイッチ付き
● オフライト3路スイッチ付き
● 速結端子台付き
● 1個用埋込スイッチボックス用
● 取付穴間隔83.5mm
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〈
白
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器
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シャンデリア

シャンデリア

ミニシャンデリア ライトロール〈白熱灯専用調光器〉
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グリーンマーク

グリーン購入法適合品であることを表示しています。
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シーリングの場合 ペンダントの場合

希望小売価格（税別）3商品形式2 適用畳数・光源4共通仕様1

個別仕様5 リモコン6 色表示7

A

●30分後自動消灯機能付き
●ランプ交換お知らせLED付き
●LED保安灯付き
【防虫構造】【帯電防止アクリル】 
●連続調光  
●らくづけポン
●カバー: 乳白アクリル、飾りバンド付き（木目模様） 

プラスチック飾り付き（シルバー）
●カバー着脱：回転式
●リモコンスイッチ同梱：IRT08KB9

 （壁掛け用ホルダーつき）

DRC14743AJ
希望小売価格（税別）

64,200円
在庫区分
限

 10～14畳 　蛍光灯140Ｗ形
● ペアルミックきらりD色 FHD100EDK＋FHD40EDK
●幅φ716・高さ115mm　4.4kg
●消費電力:117W　全光束:10,720lm
●消費効率:91.6lm/W（省エネ法区分:Ⅳ）　

100%

6

このマークは省エネ性能を表示しています。
数値は、省エネ法で定められた蛍光灯器具の2012年度基準に対する達成率です。

「省エネルギー基準達成率」の表示について

■蛍光灯器具の基準エネルギー消費効率（2012年目標値）

区分名 使用する
用途 蛍光ランプの形状 蛍光ランプの大きさ 目標基準値

（lm/W）

Ⅰ
施設用

直管形または
2本管形の
コンパクト形

蛍光ランプの大きさが86以上のランプ
を使用するもの 100.8

Ⅱ 区分名がⅠ以外のもの 100.5

Ⅲ 2本管形以外の
コンパクト形 61.6

Ⅳ
家庭用 環形または

直管形

蛍光ランプの大きさの総和が70以上の
蛍光ランプを使用するもの
（蛍光ランプの大きさが20の直管形蛍光
ランプを使用するものを除く）

91.6

Ⅴ 区分名がⅣ以外のもの 78.1

Ⅵ 卓上
スタンド用

直管形または
コンパクト形 70.8

エネルギー
消費効率
（lm/W）

=
Σ（ランプ定格全光束値（lm）×安定器光出力係数×ランプ温度補正係数）

 消費電力（W）

省エネ法の特定機器の対象商品である蛍光灯器具には「エネルギー消費効
率」が表示されます。「エネルギー消費効率」（単位：lm/W）は、器具
に装着したランプから出る光の量〔全光束（単位：lm：ルーメン）〕を、
消費電力（W：ワット）で割った値。つまり、1Wの電力でどれだけの明
るさ（光束）を発生させられるかを表す値です。エネルギー消費効率が大
きいほど、電力を有効に活かした商品といえます。なお、カタログには、「エ
ネルギー消費効率」は「消費効率」と略して表示しています。

（注）・「安定器光出力係数」： 供試安定器による光出力を、試験用安定器に
よる光出力で除した値。

　　・「ランプ温度補正係数」： 器具組込み時のランプ管壁最冷点温度に相
当する光束相対値。

省エネ法特定機器対象器具

省エネ性能マーク

省エネルギー基準達成率

緑色の省エネマーク　……省エネルギー基準達成率100％以上の場合

黄赤色の省エネマーク　…省エネルギー基準達成率100％未満の場合

商品仕様の見方

4

1

2
4

5
3

●段調光
●ロック付き40cm吊具（フレンジカバー付き）
●カバー： 乳白プラスチック 

木製飾り付き（ライトオーク色）
●プルスイッチ付き（全灯-段調光-保安灯-消灯）

DRP8646EK
希望小売価格（税別）

39,600円
在庫区分
限

 6～10畳 　蛍光灯85Ｗ形
●ペアルミックきらりL色 FHD85ELK
●幅φ570・高さ82mm　2.5kg
●消費電力：84W　全光束：8,270lm
●消費効率：98.5lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）

107%

木製飾り

1

2
4

5
3
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● 取り付け（施工）は「取扱説明書」にしたがい確実に行ってください。取
り付け（施工）に不備があると火災・感電・落下の原因となります。
● 器具を改造しないでください。火災・感電・落下の原因となります。
● 器具の取り付け（施工）は、重さに耐える所に「取扱説明書」にしたが
い確実に行ってください。取り付け（施工）に不備があると落下し、感
電・けがの原因となります。
● 白熱電球、ハロゲン電球使用の器具では、器具と被照射面の距離を本
体表示および「取扱説明書」にしたがい十分な距離をとってください。
指定距離より近すぎると被照射物の変色・変質・火災の原因となりま
す。
● 電源接続の際は、「取扱説明書」にしたがって確実に行ってください。
接続が不完全な場合は、接触不良により火災の原因となります。

● 電気工事をともなう器具の取り付け工事は、必ず電気工事店（有資格
者）に依頼してください。一般の方の取り付けは、法律で禁止されてい
ます。
● 取り付け方向指定のある器具は、本体表示および「取扱説明書」にし
たがって正しい方向に取り付けてください。指定以外の取り付け（施
工）を行うと、火災・感電・けがの原因となります。
● 器具の取り付け間隔は、「取扱説明書」にしたがって適切な間隔をとっ
てください。密着させたり、集合させて取り付けると、過熱により器具
が変色、変形したり、火災の原因となることがあります。
● 一般のダウンライト器具では、器具取り付け部以外の本体外郭が、天井
内の造営材などに触れないように施工してください。造営材などに触
れていますと火災の原因となります。
● ダウンライトなどの器具をロックウールなどのやわらかい天井に取り付
ける場合は、必ず取り付け金具と天井の間に補強材を入れてくださ
い。補強材がない場合は、落下・光もれの原因となることがあります。
●  ライトロール（調光器）を使用する場合は、適合する器具および専用の
調光器を選定ください。適合しない場合は器具や調光器の故障、火災
の原因となります。

　 警告

　 注意

● 照明器具を安全に正しくご使用いただき、使用する人や他の人々への危害や財産への損害を未然に
防止するために、「安全上のご注意」を記載しています。
　 ご購入の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みいただき、正しく器具をご選定ください。
　 それらの注意事項は、いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので必ずお守りください。
　 表示と意味は次のようになっています。

　 警告： 取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合。
　 注意： 取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う危険および物的損害のみの発生が想定される

場合。
●ご使用の際は、必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

照明器具を安全に正しく
ご使用いただくために

使用環境・条件に関する事項 取り付け（施工）に関する事項

● 表示された電源電圧（定格電圧±6％）以外の電圧で使用しないでく
ださい。火災・感電の原因となります。
● 防湿・防雨型、防湿型以外の器具は、風呂場など水や湿気の多い場所
で使用しないでください。火災・感電の原因となります。
● 防湿、防雨、防湿・防雨型器具は凹凸のある面に取り付けないでくださ
い。凹凸のある面に取り付けると防水性が損なわれ、感電・火災の原因
となります。
● 一般のダウンライト器具は、断熱材・防音材をかぶせて使用しないでく
ださい。火災の原因となります。
● 不安定な場所や燃えやすいものの近くで使用しないでください。倒れ
たり、落ちたりして、火災・けがの原因となります。

● 蛍光灯器具には、使用地域の周波数（50ヘルツと60ヘルツ）により区
別しなければならない器具があります。この場合、必ず周波数に合った
器具をご使用ください。万一、周波数をまちがえてお使いになります
と、ランプ短寿命または安定器が異常過熱して火災の原因となります。
● 周囲温度は、5～35℃以外では使用しないでください。低温時は点灯
しにくく、高温時は器具の変形・変色・火災の原因となることがありま
す。
● 一般屋内用照明器具は、直射日光のあたる場所、湿気の多い場所、振
動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性ガスの発生する場
所では、使用しないでください。湿気・水気により火災・感電・落下の原
因となることがあります。
● 器具を温度の高くなる物（ストーブ、ガスレンジなど）の近くや湿気の
発生する場所では使用しないでください。火災・感電の原因となりま
す。
● 一般屋内用照明器具は、屋外で使用しないでください。屋外で使用す
ると、湿気・水気により感電・火災の原因となることがあります。
● 防湿、防雨、防湿・防雨型器具以外は、湿気・水気のあるところで使用
しないでください。火災・感電の原因となります。
● 器具の取付面の温度は90℃を超えないように設計されていますが、
白色のビニールクロスなど一部の内装は黄変等の変色を起こす場合
もありますのでご注意ください。

　 警告

　 注意

安 全 上 の ご 注 意
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異常時の処理に関する事項

● 万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると
火災・感電の原因となります。すぐに電源を切り、異常状態がおさまっ
たことを確認してから、お買い上げの販売店に修理を依頼してくださ
い。
● 破損したり、異常を感じたら速やかに電源を切り、お買い上げの販売
店にご相談ください。火災・感電の原因となります。

　 警告

工事店様へ　取り付けに関する安全上のご注意

保守点検に関する事項

● 明るく安全に使用していただくために、定期的に清掃、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お買い上げの販売
店に修理を依頼してください。
● 3年に1回はお買い上げの販売店による点検を実施していただき、不
具合がありましたら交換してください。
● お手入れの際は、水洗いはしないでください。火災・感電の原因とな
ります。
● みがき粉、ベンジンなどでふいたり直接殺虫剤をかけないでください。化
学ぞうきんを使用する場合は、その注意書きにしたがってください。傷つ
き、変形、変色およびサビの原因となります。
● ランプ交換やお手入れの際には、必ず電源を切ってしばらくしてから
行ってください。消灯直後にランプおよびランプ周辺を触ると、やけ
どの原因となります。
● カバー、点灯管などの取り付け方は、「取扱説明書」にしたがって確実
に取り付けてください。不完全に取り付けると、落下してけが・物損の
原因となります。
● ランプ交換の際には、銘板および「取扱説明書」にしたがって、指定さ
れたランプを使用してください。指定ランプ以外を使用すると、火災
の原因となります。
● プラグコード付き器具の場合、線芯が露出したり、断線などで電源コード
が傷んだらお買い上げの販売店に交換を依頼してください。そのまま使
用すると、火災・感電の原因となります。

　 注意

● 取付工事は「取扱説明書」の「取り付け方」に従い、確実に行う。
※取付工事に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。
● 壁取り付けや傾斜天井への取り付けはしない。※火災・感電・落下の
原因となります。
● 表示された電源電圧（定格電圧±6％）以外の電圧および周波数で
使用しない。※火災・感電の原因となります。
● 器具を改造しない。※火災・感電・落下の原因となります。
● 銘板に「屋外用」と記載されている器具以外は屋内専用です。直射日
光の当たる場所・湿気の多い場所・振動のある場所、粉じん・油煙の
多い場所、雨の吹き込みを受ける場所・腐食性ガスの発生する場所・
風などが直接当たる場所で使用しない。※火災・感電・落下の原因と
なります。
● 物をぶつけたり、荷重をかけたり、無理な力を加えたり、傷を付けたり
しない。※破損によりけがの原因となります。
● 落としたランプは使用しない。※感電・落下の原因となります。
● 周囲温度は5～35℃以外では使用しない。※短寿命・不点灯の原因
となります。
● 絶縁抵抗試験は必ず500V以下の絶縁抵抗計を用いる。※保護機能
が作動し、不点灯の原因となります。
● 器具取り付けの際は電線を挟まない。または接触させない。※感電・
火災の原因となります。
● 防爆形ではありません。引火する危険性のある所で使用しない。ガソ
リン・可燃性スプレー・シンナー・ラッカー・可燃性粉じんのあるところ
で使用しない。※火災の原因になります。
● 取り付け、取り外しや器具清掃のときは、必ず電源を切る。※電源を切
らないと感電の原因になります。
● 施工は電気工事士の有資格者が行う。また、アース工事は電気設備の
技術基準に従い、確実に行う。※行わない場合、感電の原因となりま
す。
● 電源周囲・照明器具内にごみ・くずなどを残したり、配線が高温部に
触れないようにする。※火災の原因になります。
● ランプはソケットに確実に取り付ける。※落下・けがの原因となりま
す。
● 調光器および人感センサー付きの照明システムでは使用しない。※破
損・過熱・不点灯の原因となります。
● 調光器および人感センサーと組み合わせて使用する場合は、使用の
可否をご確認ください。

● 器具の隙間や放熱穴に、金属類や燃えやすいものなどを差し込まな
いでください。火災・感電の原因となります。
● プラグコード付きの器具では、電源コードを無理に曲げたり、ねじった
り、引っ張ったりしないでください。コードが損傷し、火災・感電の原因
となります。

● 点灯中および消灯直後のランプおよびその周辺を触らないでくださ
い。ランプおよびその周辺が高温になっており、やけどの原因となりま
す。
● プラグコード付きの器具では、差し込みプラグを抜くときは必ずプラ
グを持って抜いてください。電源コードを引っ張るとコードが傷つき、
火災・感電の原因となります。
● プラグコード付きの器具では、濡れた手で抜き差ししないでください。
感電の原因となります。
● 蛍光ランプだけを器具から取り外しての間引き消灯はしないでくだ
さい。火災・チラツキ・短寿命の原因となります。
● 付属のリモコンを使って調光してください。その他の調光器はご使用
になれません。
● 温泉地などの腐食性ガスが発生する場所での使用はお避けくださ
い。光学特性などに不具合が発生することがあります。

　 警告

　 注意

使用方法に関する事項
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はグリーン購入法適合品　 このマークは省エネ性能を表示しています。数値は、省エネ法で定められた蛍光灯器具の2012年度基準に対する達成率です。

●おやすみ30分　●LED保安灯付き
【UVカット】【防虫構造】【帯電防止アクリル】 
●連続調光  
●らくづけポン
●カバー：乳白アクリル  
●カバー着脱：回転式
●リモコンスイッチ同梱：IRT08KC2

 （壁掛け用ホルダーつき）

●［eco　これっきり］ボタン
●おやすみ30分　●LED保安灯付き
【UVカット】【防虫構造】【帯電防止アクリル】 
●連続調光  
●らくづけポン
●カバー：乳白アクリル、透明プラスチック枠
●カバー着脱：回転式
●リモコンスイッチ同梱：IRT12KA2

 （壁掛け用ホルダーつき）

●LEDスポット 間接光機能付き
●LED段調光機能付き
【防虫構造】【帯電防止アクリル】
●連続調光  
●らくづけポン
● カバー： 乳白アクリル、透明プラスチック枠付き

飾りバンド付き（シルバー）
●カバー着脱：回転式
●リモコンスイッチ同梱：IRT08KB10

 （壁掛け用ホルダーつき）

MRC-AA3601  オープン価格★
在庫区分
限

 6～10畳 　蛍光灯72Ｗ形
● マルチリングきらりD色 FHMC72EDK
●幅φ560・高さ165mm　2.4kg
●消費電力：60W　全光束：7,140lm
●消費効率：119.0lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）

129%

MRC-AH3700  オープン価格★
在庫区分
限

 8～12畳 　蛍光灯90Ｗ形
● マルチリングきらりD色 FHMC90EDK
●幅φ720・高さ175mm　3.9kg
●消費電力：74W　全光束：8,790lm
●消費効率：118.8lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）

MRC-AH3600  オープン価格★
在庫区分
限

 6～10畳 　蛍光灯72Ｗ形
● マルチリングきらりD色 FHMC72EDK
●幅φ670・高さ165mm　3.2kg
●消費電力：60W　全光束：7,140lm
●消費効率：119.0lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）

129%

129%

DRC10763LK オープン価格★
在庫区分
限

 8～12畳 　蛍光灯100Ｗ形
● ペアルミックきらりL色 FHD100ELK
●幅φ684・高さ123mm　3.8kg

ブルーのLED間接光 高輝度LEDスポット シルバートリム付き

洋 風 タ イ プ
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在庫区分…限：在庫限り品　★オープン価格の商品は、希望小売価格を定めていません。

●ランプ交換お知らせLED付き
●可変色LED間接光付き
●LEDスポット付き（段調光式）
【防虫構造】【帯電防止アクリル】 
●連続調光  
●らくづけポン　
●カバー：乳白アクリル、飾りバンド付き（シルバー）
●飾り枠：透明プラスチック（導光仕上げ）
●カバー着脱：回転式
●リモコンスイッチ同梱：IRT08KB10

 （壁掛け用ホルダーつき）

●30分後自動消灯機能付き
●ランプ交換お知らせLED付き
●LED保安灯付き
【防虫構造】【帯電防止アクリル】 
●連続調光  
●らくづけポン
●カバー: 乳白アクリル、飾りバンド付き（木目模様）

プラスチック飾り付き（シルバー）
●カバー着脱：回転式
●リモコンスイッチ同梱：IRT08KB9

 （壁掛け用ホルダーつき）

●30分後自動消灯機能付き
●ランプ交換お知らせLED付き
●LED保安灯付き
【防虫構造】【帯電防止アクリル】 
●連続調光  
●らくづけポン
●カバー： 乳白アクリル、透明プラスチック枠付き

飾りバンド付き（ゴールド）
●カバー着脱：回転式
●リモコンスイッチ同梱：IRT08KB9

 （壁掛け用ホルダーつき）

DRC10732LK オープン価格★
在庫区分
限

 8～12畳 　蛍光灯100Ｗ形
● ペアルミックきらりD色 FHD100EDK
● 幅φ746・高さ123mm　4.3kg
●消費電力：87W　全光束：8,450lm
●消費効率：97.1lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）

106%

DRC14743AJ
希望小売価格（税別）

64,200円
在庫区分
限

 10～14畳 　蛍光灯140Ｗ形
● ペアルミックきらりD色 FHD100EDK＋FHD40EDK
●幅φ716・高さ115mm　4.4kg
●消費電力:117W　全光束:10,720lm
●消費効率:91.6lm/W（省エネ法区分:Ⅳ）　

DRC10743AJ
希望小売価格（税別）

52,400円
在庫区分
限

 8～12畳 　蛍光灯100Ｗ形
● ペアルミックきらりD色 FHD100EDK　
●幅φ676・高さ115mm　3.5kg　　
●消費電力:87W　全光束:8,450lm
●消費効率:97.1lm/W（省エネ法区分:Ⅳ）

100%

106%

DRC14769AJ
希望小売価格（税別）

60,000円
在庫区分
限

 10～14畳 　蛍光灯140Ｗ形
● ペアルミックきらりD色 FHD100EDK＋FHD40EDK
●幅φ724・高さ115mm　4.2kg
●消費電力：117W　全光束：10,720lm
●消費効率：91.6lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）

DRC10769AJ
希望小売価格（税別）

48,600円
在庫区分
限

 8～12畳 　蛍光灯100Ｗ形
● ペアルミックきらりD色 FHD100EDK
●幅φ724・高さ115mm　3.7kg
●消費電力：87W　全光束：8,450lm
●消費効率：97.1lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）

100%

106%

間接光（リモコン操作）

スポット（リモコン操作）

最初にボタンを押すと光色が変
化。もう1回押すと、押した色で
固定。もう1回押すとOFF。

白色スポット光

100% － 約 30% － OFF

自在に変化
する間接光
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このマークは省エネ性能を表示しています。数値は、省エネ法で定められた蛍光灯器具の2012年度基準に対する達成率です。　在庫区分…限：在庫限り品

●30分後自動消灯機能付き
●ランプ交換お知らせLED付き
●LED保安灯付き
【防虫構造】【帯電防止アクリル】 
●連続調光  ●らくづけポン
● カバー： 乳白アクリル

プラスチック枠（ディープホワイト仕上げ）
飾りバンド付き（シルバー）
プラスチック飾り付き（シルバー）

●カバー着脱：回転式
●リモコンスイッチ同梱：IRT08KB9

 （壁掛け用ホルダーつき）

DRC14737AJ
希望小売価格（税別）

66,600円
在庫区分
限

 10～14畳 　蛍光灯140Ｗ形
● ペアルミックきらりD色 FHD100EDK＋FHD40EDK
●幅φ724・高さ115mm　4.2kg
●消費電力：117W　全光束：10,720lm
●消費効率：91.6lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）

DRC10737AJ
希望小売価格（税別）

55,000円
在庫区分
限

 8～12畳 　蛍光灯100Ｗ形
● ペアルミックきらりD色 FHD100EDK
●幅φ684・高さ115mm　3.6kg
●消費電力：87W　全光束：8,450lm
●消費効率：97.1lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）

100%

106%

●30分後自動消灯機能付き
●ランプ交換お知らせLED付き
●LED保安灯付き
【防虫構造】【帯電防止アクリル】 
●連続調光  
●らくづけポン
●カバー： 乳白アクリル、飾りバンド付き（ゴールド）

プラスチック飾り付き（ゴールド）
●カバー着脱：回転式
●リモコンスイッチ同梱：IRT08KB9

 （壁掛け用ホルダーつき）

●30分後自動消灯機能付き
●ランプ交換お知らせLED付き
●LED保安灯付き
【防虫構造】【帯電防止アクリル】 
●連続調光  
●らくづけポン
● カバー：乳白アクリル、飾りバンド付き（シルバー）
●カバー着脱：回転式
●リモコンスイッチ同梱：IRT08KB9

 （壁掛け用ホルダーつき）

DRC14741AJ
希望小売価格（税別）

61,400円
在庫区分
限

 10～14畳 　蛍光灯140Ｗ形
● ペアルミックきらりD色 FHD100EDK＋FHD40EDK
●幅φ716・高さ115mm　4.0kg
●消費電力：117W　全光束：10,720lm
●消費効率：91.6lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）　

DRC10741AJ
希望小売価格（税別）

49,800円
在庫区分
限

 8～12畳 　蛍光灯100Ｗ形
● ペアルミックきらりD色 FHD100EDK
●幅φ675・高さ115mm　3.5kg
●消費電力：87W　全光束：8,450lm
●消費効率：97.1lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）

DRC8741AJ
希望小売価格（税別）

43,400円
在庫区分
限

 6～10畳 　蛍光灯85Ｗ形
● ペアルミックきらりD色 FHD85EDK
●幅φ635・高さ110mm　3.3kg
●消費電力：72W　全光束：6,700lm
●消費効率：93.1lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）

100%

106%

101%

DRC14722AJ
希望小売価格（税別）

56,200円
在庫区分
限

 10～14畳 　蛍光灯140Ｗ形
● ペアルミックきらりD色 FHD100EDK＋FHD40EDK
●幅φ690・高さ115mm　3.9kg
●消費電力：117W　全光束：10,720lm
●消費効率：91.6lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）

100%

洋 風 タ イ プ
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●30分後自動消灯機能付き
●ランプ交換お知らせLED付き
●LED保安灯付き
【防虫構造】【帯電防止アクリル】 
●連続調光  
●らくづけポン
●カバー： 乳白アクリル

木製飾り付き（ブラウン）
●カバー着脱：回転式
●リモコンスイッチ同梱：IRT08KB9

 （壁掛け用ホルダーつき）

●30分後自動消灯機能付き
●ランプ交換お知らせLED付き
●LED保安灯付き
【防虫構造】【帯電防止アクリル】 
●連続調光  
●らくづけポン
●カバー： 乳白アクリル

飾りバンド付き（木目模様、透かし柄つき）
●カバー着脱：回転式
●リモコンスイッチ同梱：IRT08KB9

 （壁掛け用ホルダーつき）

●30分後自動消灯機能付き
●ランプ交換お知らせLED付き
●LED保安灯付き
【防虫構造】【帯電防止アクリル】 
●連続調光  
●らくづけポン
● カバー：乳白アクリル、飾りバンド付き（木目模様）
●カバー着脱：回転式
●リモコンスイッチ同梱：IRT08KB9

 （壁掛け用ホルダーつき）

DRC14745AJ
希望小売価格（税別）

68,000円
在庫区分
限

 10～14畳 　蛍光灯140Ｗ形
● ペアルミックきらりD色 FHD100EDK＋FHD40EDK
●幅φ720・高さ115mm　4.7kg
●消費電力：117W　全光束：10,720lm
●消費効率：91.6lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）

DRC10745AJ
希望小売価格（税別）

57,400円
在庫区分
限

 8～12畳 　蛍光灯100Ｗ形
● ペアルミックきらりD色 FHD100EDK
●幅φ670・高さ115mm　4.1kg
●消費電力：87W　全光束：8,450lm
●消費効率：97.1lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）

100%

106%

DRC10734AJ
希望小売価格（税別）

 48,800円
在庫区分
限

 8～12畳 　蛍光灯100Ｗ形
● ペアルミックきらりL色 FHD100ELK
●幅φ654・高さ115mm　3.7kg
●消費電力：87W　全光束：9,070lm
●消費効率：104.3lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）

DRC8734AJ
希望小売価格（税別）

42,600円
在庫区分
限

 6～10畳 　蛍光灯85Ｗ形
● ペアルミックきらりL色 FHD85ELK
●幅φ614・高さ110mm　3.2kg
●消費電力：72W　全光束：7,170lm
●消費効率：99.6lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）

113%

108%

DRC14723AJ
希望小売価格（税別）

57,200円
在庫区分
限

 10～14畳 　蛍光灯140Ｗ形
● ペアルミックきらりD色 FHD100EDK＋FHD40EDK
●幅φ696・高さ115mm　3.9kg
●消費電力：117W　全光束：10,720lm
●消費効率：91.6lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）

100%

木製飾り
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このマークは省エネ性能を表示しています。数値は、省エネ法で定められた蛍光灯器具の2012年度基準に対する達成率です。　在庫区分…限：在庫限り品

●30分後自動消灯機能付き
●ランプ交換お知らせLED付き
●LED保安灯付き
【防虫構造】【帯電防止アクリル】 
●連続調光  
●らくづけポン
●カバー： 乳白アクリル

木製飾り付き（ブラウン）
●カバー着脱：回転式
●リモコンスイッチ同梱：IRT08KB9

 （壁掛け用ホルダーつき）

DRC10744AJ
希望小売価格（税別）

57,400円
在庫区分
限

 8～12畳 　蛍光灯100Ｗ形
● ペアルミックきらりD色 FHD100EDK
●幅□660・高さ93mm　3.7kg
●消費電力：87W　全光束：8,450lm
●消費効率：97.1lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）

106%

●30分後自動消灯機能付き
●ランプ交換お知らせLED付き
●LED保安灯付き
【防虫構造】【帯電防止アクリル】 
●連続調光  
●らくづけポン
●カバー： 乳白アクリル

木製飾り付き（ライトオーク色）
●カバー着脱：回転式
●リモコンスイッチ同梱：IRT08KB9

 （壁掛け用ホルダーつき）

●30分後自動消灯機能付き 
●プラスチック飾り付き（シルバー）
【防虫構造】【帯電防止アクリル】 
●段調光  
●らくづけポン
●カバー：乳白アクリル、透明プラスチック枠付き
●カバー着脱：回転式
●リモコンスイッチ同梱：IRT08KB7

 （壁掛け用ホルダーつき）

DRC14724AJ
希望小売価格（税別）

72,200円
在庫区分
限

 10～14畳 　蛍光灯140Ｗ形
● ペアルミックきらりL色 FHD100ELK＋FHD40ELK
●幅φ720・高さ115mm　4.5kg
●消費電力：117W　全光束：11,500lm
●消費効率：98.3lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）

DRC10724AJ
希望小売価格（税別）

 61,600円
在庫区分
限

 8～12畳 　蛍光灯100Ｗ形
● ペアルミックきらりL色 FHD100ELK
●幅φ670・高さ115mm　3.9kg
●消費電力：87W　全光束：9,070lm
●消費効率：104.3lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）

DRC8724AJ
希望小売価格（税別）

54,200円
在庫区分
限

 6～10畳 　蛍光灯85Ｗ形
● ペアルミックきらりL色 FHD85ELK
●幅φ630・高さ118mm　3.4kg
●消費電力：72W　全光束：7,170lm
●消費効率：99.6lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）

107%

113%

108%

DRC14687RK
希望小売価格（税別）

56,200円
在庫区分
限

 10～14畳 　蛍光灯140Ｗ形
● ペアルミックきらりD色 FHD100EDK＋FHD40EDK
●幅φ720・高さ108mm　4.5kg
●消費電力：117W　全光束：10,720lm
●消費効率：91.6lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）

DRC10687RK
希望小売価格（税別）

42,000円
在庫区分
限

 8～12畳 　蛍光灯100Ｗ形
● ペアルミックきらりD色 FHD100EDK
●幅φ680・高さ108mm　4.0kg
●消費電力：87W　全光束：8,450lm
●消費効率：97.1lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）

100%

106%

木製飾り 木製飾り
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●プルスイッチ付き
（全灯・段調光・保安灯・消灯）
【防虫構造】【帯電防止アクリル】 
●段調光  
●らくづけポン
● カバー：乳白アクリル
●カバー着脱：回転式

●補助スイッチ付き
（全灯・段調光・保安灯・消灯）
【防虫構造】【帯電防止アクリル】【簡易取付型】 
●段調光  
●カバー： 乳白アクリル

飾りバンド付き（木目模様、ゴールド）
●カバー着脱：回転式
●リモコンスイッチ同梱：IRT01KB2

 （壁掛け用ホルダーつき）

DRC14689EK
希望小売価格（税別）

48,200円
在庫区分
限

 10～14畳 　蛍光灯140Ｗ形
● ペアルミックきらりD色 FHD100EDK＋FHD40EDK
●幅φ690・高さ115mm　3.7kg
●消費電力：117W　全光束：10,720lm
●消費効率：91.6lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）

DRC10689EK
希望小売価格（税別）

33,600円
在庫区分
限

 8～12畳 　蛍光灯100Ｗ形
● ペアルミックきらりD色 FHD100EDK
●幅φ650・高さ115mm　3.2kg
●消費電力：87W　全光束：8,450lm
●消費効率：97.1lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）

DRC8689EK
希望小売価格（税別）

31,400円
在庫区分
限

 6～10畳 　蛍光灯85Ｗ形
● ペアルミックきらりD色 FHD85EDK
●幅φ610・高さ110mm　3.2kg
●消費電力：72W　全光束：6,700lm
●消費効率：93.1lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）

DRC7739EK
希望小売価格（税別）

30,200円
在庫区分
限

 4.5～8畳 　蛍光灯70Ｗ形
● ペアルミックきらりD色 FHD70EDK
●幅φ560・高さ110mm　2.9kg
●消費電力：62W　全光束：5,400lm
●消費効率：87.1lm/W（省エネ法区分：Ⅴ）

100%

106%

101%

111%

DRC17746RK
希望小売価格（税別）

92,800円
在庫区分
限

 12～16畳 　蛍光灯170Ｗ形
● ペアルミックきらりD色 FHD100EDK＋FHD70EDK
●幅φ783・高さ165mm　6.8kg
● 消費電力：150W　
全光束：12,660lm

●消費効率：84.4lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）
92%

83.5
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このマークは省エネ性能を表示しています。数値は、省エネ法で定められた蛍光灯器具の2012年度基準に対する達成率です。　在庫区分…限：在庫限り品

●30分後自動消灯機能付き
【防虫構造】【帯電防止アクリル】
●段調光　
●らくづけポン
●カバー：乳白アクリル（和紙柄模様付き）
●カバー着脱：回転式
●リモコンスイッチ同梱：IRT08KB7

 （壁掛け用ホルダーつき）

●30分後自動消灯機能付き
●ランプ交換お知らせLED付き
●LED保安灯付き
●竿縁天井用アダプタ取付対応型
（RCA01別売）

【防虫構造】【アクリル】 
●連続調光　
●らくづけポン
●カバー：木製（白木枠）、アクリル加工和紙
●カバー着脱：回転式
●リモコンスイッチ同梱：IRT08KB9

 （壁掛け用ホルダーつき）

●30分後自動消灯機能付き
【防虫構造】【アクリル】 
●段調光　
●らくづけポン
●カバー：木製（白木枠）、アクリル加工和紙
●カバー着脱：回転式
●リモコンスイッチ同梱：IRT08KB7

 （壁掛け用ホルダーつき）

DRC10247RK
希望小売価格（税別）

 39,000円
在庫区分
限

 8～12畳 　蛍光灯100Ｗ形
● ペアルミックきらりL色 FHD100ELK
●幅φ640・高さ130mm　3.5kg
●消費電力：87W　全光束：9,070lm
●消費効率：104.3lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）　

DRC8247RK
希望小売価格（税別）

37,000円
在庫区分
限

 6～10畳 　蛍光灯85Ｗ形
● ペアルミックきらりL色 FHD85ELK
●幅φ590・高さ120mm　3.1kg
●消費電力：72W　全光束：7,170lm
●消費効率：99.6lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）

113%

108%

DRC14254AJ
希望小売価格（税別）

86,200円
在庫区分
限

 10～14畳 　蛍光灯140Ｗ形
● ペアルミックきらりD色 FHD100EDK＋FHD40EDK
●幅□640・高さ168mm　4.7kg
●消費電力：117W　全光束：10,720lm
●消費効率：91.6lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）

DRC10254AJ
希望小売価格（税別）

75,000円
在庫区分
限

 8～12畳 　蛍光灯100Ｗ形
● ペアルミックきらりD色 FHD100EDK
●幅□640・高さ168mm　4.2kg
●消費電力：87W　全光束：8,450lm
●消費効率：97.1lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）

100%

106%

DRC14250RK
希望小売価格（税別）

73,200円
在庫区分
限

 10～14畳 　蛍光灯140Ｗ形
● ペアルミックきらりL色 FHD100ELK＋FHD40ELK
●幅□614・高さ149mm　4.4kg
●消費電力：117W　全光束：11,500lm
●消費効率：98.3lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）

DRC10250RK
希望小売価格（税別）

 60,000円
在庫区分
限

 8～12畳 　蛍光灯100Ｗ形
● ペアルミックきらりL色 FHD100ELK
●幅□614・高さ149mm　4.0kg
●消費電力：87W　全光束：9,070lm
●消費効率：104.3lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）

DRC8250RK
希望小売価格（税別）

56,400円
在庫区分
限

 6～10畳 　蛍光灯85Ｗ形
● ペアルミックきらりL色 FHD85ELK
●幅□564・高さ157mm　3.8kg
●消費電力：72W　全光束：7,170lm
●消費効率：99.6lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）

107%

113%

108%
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●30分後自動消灯機能付き
【防虫構造】【アクリル】 
●段調光　
●らくづけポン
●カバー：木製（白木枠）、アクリル加工和紙
●カバー着脱：回転式
●リモコンスイッチ同梱：IRT08KB7

 （壁掛け用ホルダーつき）

●30分後自動消灯機能付き
【防虫構造】【アクリル】 
●段調光　
●らくづけポン
●カバー：木製（白木枠）、アクリル加工和紙
●カバー着脱：回転式
●リモコンスイッチ同梱：IRT08KB7

 （壁掛け用ホルダーつき）

【防虫構造】【アクリル】 
●段調光　
●らくづけポン
●カバー：木製（白木枠）、アクリル加工和紙
●カバー着脱：回転式
●プルスイッチ付き（全灯-段調光-保安灯-消灯）

DRC8251RK
希望小売価格（税別）

52,400円
在庫区分
限

 6～10畳 　蛍光灯85Ｗ形
● ペアルミックきらりD色 FHD85EDK
●幅□564・高さ157mm　3.8kg
●消費電力：72W　全光束：6,700lm
●消費効率：93.1lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）

101%

DRC8252RK
希望小売価格（税別）

52,400円
在庫区分
限

 6～10畳 　蛍光灯85Ｗ形
● ペアルミックきらりL色 FHD85ELK
●幅□564・高さ157mm　3.8kg
●消費電力：72W　全光束：7,170lm
●消費効率：99.6lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）

108%

DRC10240EK
希望小売価格（税別）

49,600円
在庫区分
限

 8～12畳 　蛍光灯100Ｗ形
● ペアルミックきらりD色 FHD100EDK
●幅□614・高さ163mm　3.9kg
●消費電力：87W　全光束：8,450lm
●消費効率：97.1lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）

DRC7240EK
希望小売価格（税別）

44,800円
在庫区分
限

 4.5～8畳 　蛍光灯70Ｗ形
● ペアルミックきらりD色 FHD70EDK
●幅□564・高さ155mm　3.6kg
●消費電力：62W　全光束：5,400lm
●消費効率：87.1lm/W（省エネ法区分：Ⅴ）

106%

111%

木製飾り木製飾り 木製飾り

和風 タ イ プ シ
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このマークは省エネ性能を表示しています。数値は、省エネ法で定められた蛍光灯器具の2012年度基準に対する達成率です。　在庫区分… ：標準品　

●30分後自動消灯機能付き
●ランプ交換お知らせLED付き
●LED保安灯付き
●竿縁天井用アダプタ取付対応型
（RCA01別売）

【防虫構造】【アクリル】 
●連続調光　
●らくづけポン
●カバー：木製（白木枠）、アクリル加工和紙
●カバー着脱：回転式
●リモコンスイッチ同梱：IRT08KB9

 （壁掛け用ホルダーつき）

●30分後自動消灯機能付き
【防虫構造】【アクリル】 
●段調光　
●らくづけポン
●カバー：木製（白木枠）、アクリル加工和紙
●カバー着脱：回転式
●リモコンスイッチ同梱：IRT08KB7

 （壁掛け用ホルダーつき）

【防虫構造】【アクリル】 
●らくづけポン
●本体：メラミン塗装（ホワイト）
●カバー：木製（白木枠）・アクリル加工和紙
●カバー着脱：Vバネ式

DRC10255AJ
希望小売価格（税別）

67,000円
在庫区分
限

 8～12畳 　蛍光灯100Ｗ形
● ペアルミックきらりD色 FHD100EDK
●幅□640・高さ164mm　4.0kg
●消費電力：87W　全光束：8,450lm
●消費効率：97.1lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）

DRC8255AJ
希望小売価格（税別）

58,400円
在庫区分
限

 6～10畳 　蛍光灯85Ｗ形
● ペアルミックきらりD色 FHD85EDK
●幅□584・高さ161mm　3.8kg
●消費電力：72W　全光束：6,700lm
●消費効率：93.1lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）

106%

101%

DRC14240RK
希望小売価格（税別）

68,200円
在庫区分
限

 10～14畳 　蛍光灯140W形
● ペアルミックきらりD色 FHD100EDK＋FHD40EDK
●幅□614・高さ168mm　4.9kg
●消費電力：117W　全光束：10,720lm
●消費効率：91.6lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）

DRC10240RK
希望小売価格（税別）

55,000円
在庫区分
限

 8～12畳 　蛍光灯100Ｗ形
● ペアルミックきらりD色 FHD100EDK
●幅□614・高さ168mm　4.2kg
●消費電力：87W　全光束：8,450lm
●消費効率：97.1lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）

DRC7240RK
希望小売価格（税別）

50,200円
在庫区分
限

 4.5～8畳 　蛍光灯70Ｗ形
● ペアルミックきらりD色 FHD70EDK
●幅□564・高さ155mm　3.6kg
●消費電力：62W　全光束：5,400lm
●消費効率：87.1lm/W（省エネ法区分：Ⅴ）

100%

106%

111%

DRC4241EK
希望小売価格（税別）

35,000円
在庫区分
限

蛍光灯40Ｗ形
● ペアルミックきらりD色 FHD40EDK
●幅□400・高さ148mm　2.6kg
●消費電力：37W　全光束：3,200lm
●消費効率：86.5lm/W（省エネ法区分：Ⅴ）

110%
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工：工場在庫品　限：在庫限り品

【防虫構造】【アクリル】 
●らくづけポン
●本体：鋼板（ホワイト）
●カバー：木製（白木枠）・アクリル加工和紙
●カバー着脱：Vバネ式

【防虫構造】【アクリル】 
●らくづけポン　
●本体：鋼板（ホワイト）
●カバー：木製（白木枠）・アクリル加工和紙
●カバー着脱：Vバネ式

DRC4248EK
希望小売価格（税別）

 33,400円
在庫区分
限

蛍光灯40Ｗ形
● ペアルミックきらりL色 FHD40ELK
●幅□380・高さ144mm　2.2kg
●消費電力：37W　全光束：3,400lm
●消費効率：91.9lm/W（省エネ法区分：Ⅴ）

117%

DRC4249EK
希望小売価格（税別）

 30,000円
在庫区分
限

蛍光灯40Ｗ形
● ペアルミックきらりL色 FHD40ELK
●幅□380・高さ144mm　2.2kg
●消費電力：37W　全光束：3,400lm
●消費効率：91.9lm/W（省エネ法区分：Ⅴ）

117%

IR-B02
希望小売価格（税別）

2,500円
在庫区分

取り付け場所を確認してください。
このアダプタは竿縁天井取り付け専用です。
必ず、下記のように竿縁が天井裏で補強さ
れている天井に取り付けてください。

※竿縁の間隔は250mm以上です。

RCA-01
希望小売価格（税別）

1,400円
在庫区分
工

天井板 野縁

竿縁 吊り木

34mm

配線器具

24mm以上

24mm～

木製飾り 木製飾り

ワンボタンで
ラクラク切り替え。
操作ボタン
押すごとに、全灯から消灯
まで切り替わります。
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ー
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竿 縁 天 井 用 シ ー リ ン グ ア ダ プ タ
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※交換用カバーは下記の器具に取り付けられますが、今お使いの形状と異なる場合があります。

カバーの形式 価格（円）
（税別） カバーの外観 今お使いの形式

DRC7ER-C
（φ560） 2,400

SRC861ER, SRC862ER, 
SRC801ER, DRC7739RK, 
DRC7739EK

DRC85ER-B
（φ610） 2,800

DRC8229ER, DRC8628ER, 
DRC8629ER, DRC8630MVP, 
DRC8630ER, DRC8631ER, 
DRC8632ER, DRC8649ER, 
DRC8667ER1, DRC8676ERT, 
DRC8630E(ERT), 
DRC8679ERTV6, DRC7659E, 
DRC7666E, DRC7068ER, 
DRC7068E, DRC7689RK, 
DRC8681ERA, DRC8681ERY, 
DRC8682ERT, DRC8689RK, 
DRC7689EK, DRC7714RK, 
DRC7715RK, DRC7716RK, 
DRC8689EK, DRC868TKE3, 
DRC8694RK, DRC8700RK, 
DRC8711AK, DRC8714RK, 
DRC8715RK, DRC8716RK, 
DRC863TKE3, DRC864TKE3

DRC10ER-B
（φ650） 3,000

DRC10628ER(E), DRC10629ER, 
DRC10630ER(E, ERT), 
DRC10631ER, DRC10632ER, 
DRC10636ERM, DRC10638ER, 
DRC10639ER, DRC10641ER, 
DRC10642ER, DRC10643ER(L), 
DRC10645ER, DRC10646ER, 
DRC10647ER, DRC10648ER(L), 
DRC10229ER, DRCH10ER, 
DRCY100ER, DRC10652PAM, 
KDRCA100ER, DRC10667ER1, 
DRCB1050ER, DRC101ER, 
DRC10671ERKS, DRC10676ERT, 
DRC10677ER, DRC1068ER, 
DRC10680ER1, DRC1001HN, 
DRC10689RK, DRC10693AK, 
DRC10686RK, DRC1011RKS, 
DRCB1051RK, DRC10689EK, 
DRC10700RK, DRC10710RK, 
DRC10711AK, DRC10712AK, 
DRC10714RK, DRC10715RK, 
DRC10716RK, DRC10720AJ, 
DRC10721AJ, DRC10722AJ, 
DRC10723AJ, DRC10724AJ, 
DRC10248RB, DRC10725RB, 
DRC10726RB, DRC1063TKE3

DRC14ER-B
（φ690） 3,400

DRC14628ER4, DRC14629ER, 
DRC14630ER(E), DRC14631ER, 
DRC14632ER, DRC14640ER, 
DRC14642ER, DRC14643ER(L), 
DRC14645ER, DRC14648ER(L), 
DRC14652PAM, DRCB1450ER, 
DRC14677ER, DRC14653ER, 
DRC14660ER, DRC14662ER, 
DRC14669ERV6, DRC14672ER, 
DRC141PER, KDRCA140ER, 
DRC1401HN, DRC14689RK, 
DRC14693AK, DRC14686RK, 
DRC14689EK, DRC14696RK, 
DRC14710RK, DRC14711AK, 
DRC14712AK, DRC14714RK, 
DRC14715RK, DRC14716RK, 
DRC14720AJ, DRC14721AJ, 
DRC14722AJ, DRC14723AJ, 
DRC14724AJ, KDRCA141RK, 
DRC1463TKE3

カバーの形式 価格（円）
（税別） カバーの外観 今お使いの形式

DRC7ER-D
（φ520） 2,600 DRC7773AJ

MRC-A36
（φ670） 2,800 MRC-AH3600, MRC-AA3600, 

MRC-AA3601

MRC-A37
（φ720） 3,000 MRC-AS3700, MRC-AH3700, 

MRC-AA3700

MRC-A48
（φ770） 3,400 MRC-AS4800, MRC-AH4800, 

MRC-AA4800

シ
ー
リ
ン
グ
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シーリングライト

交 換 用 カ バ ー 対 応 表
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このマークは省エネ性能を表示しています。数値は、省エネ法で定められた蛍光灯器具の2012年度基準に対する達成率です。
在庫区分…限：在庫限り品　★オープン価格の商品は、希望小売価格を定めていません。　　

●段調光
●ロック付き40cm吊具（フレンジカバー付き）
●カバー： 透明プラスチック

ガラス調グリーン飾り枠付き
●プルスイッチ付き（全灯-段調光-保安灯-消灯）

●段調光
●ロック付き40cm吊具（フレンジカバー付き）
●カバー： 透明プラスチック

飾りバンド付き（木目模様）
プラスチック飾り付き（シルバー）

●プルスイッチ付き（全灯-段調光-保安灯-消灯）

●段調光　●LED保安灯付き
● 55cm吊具（フレンジカバー付き）
●カバー： 透明プラスチック

プラスチック飾り付き（シルバー）
●リモコンスイッチ付き：IRT01KB2

 （壁掛け用ホルダーつき）

●段調光
●ロック付き40cm吊具（フレンジカバー付き）
●カバー： 乳白プラスチック

木製飾り付き（ライトオーク色）
●プルスイッチ付き（全灯-段調光-保安灯-消灯）

●ホワイトミニクリプトン電球（E17）
【ダクト取付専用型】 
● 本体：シルバー仕上げ　●グローブ：乳白ガラス
●グローブ着脱：ホルダー式
●1mコード（フレンジカバー付き）
●長さ調節可能60～100cm

●段調光
●ロック付き40cm吊具（フレンジカバー付き）
● カバー：乳白プラスチック
● プルスイッチ付き（全灯-段調光-保安灯-消灯）

●段調光
●ロック付き40cm吊具（フレンジカバー付き）
● カバー：透明プラスチック
●プルスイッチ付き（全灯-段調光-保安灯-消灯）

●段調光
●ロック付き40cm吊具（フレンジカバー付き）
●カバー： プラスチック（透明、グリーン）

プラスチック飾り付き（シルバー）
●プルスイッチ付き（全灯-段調光-保安灯-消灯）

DRP10647EK オープン価格★
在庫区分
限

 8～12畳 　蛍光灯100Ｗ形
●ペアルミックきらりD色 FHD100EDK
●幅φ560・高さ87mm　2.2kg
●消費電力：102W　全光束：9,370lm
●消費効率：91.9lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）

100%

DRP8645EK
希望小売価格（税別）

25,600円
在庫区分
限

 6～10畳 　蛍光灯85Ｗ形
●ペアルミックきらりD色 FHD85EDK
●幅φ545・高さ128mm　2.1kg
●消費電力：84W　全光束：7,730lm
●消費効率：92.0lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）

100%

DRP8646EK
希望小売価格（税別）

39,600円
在庫区分
限

 6～10畳 　蛍光灯85Ｗ形
●ペアルミックきらりL色 FHD85ELK
●幅φ570・高さ82mm　2.5kg
●消費電力：84W　全光束：8,270lm
●消費効率：98.5lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）

107%

DRPS764EK  オープン価格★
在庫区分
限

 4.5～8畳 　蛍光灯70Ｗ形
●ペアルミックきらりL色 FHD70ELK
●幅φ404・高さ146mm　1.8kg
●消費電力：65W　全光束：6,410lm
●消費効率：98.6lm/W（省エネ法区分：Ⅴ）

126%

DRP10642EK オープン価格★
在庫区分
限

 8～12畳 　蛍光灯100Ｗ形
●ペアルミックきらりD色 FHD100EDK
●幅φ566・高さ167mm　2.3kg
●消費電力：102W　全光束：9,370lm
●消費効率：91.9lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）

100%

DRP10648EK オープン価格★
在庫区分
限

 8～12畳 　蛍光灯100Ｗ形
●ペアルミックきらりD色 FHD100EDK
●幅φ487・高さ87mm　2.0kg
●消費電力：102W　全光束：9,370lm
●消費効率：91.9lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）

100%

DRP8633RJ
希望小売価格（税別）

28,000円
在庫区分
限

 6～10畳 　蛍光灯85Ｗ形
●ペアルミックきらりD色 FHD85EDK
●幅φ534・高さ95mm　2.2kg
●消費電力：84W　全光束：7,730lm
●消費効率：92.0lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）

100%

LDP6601
希望小売価格（税別）

8,800円
在庫区分
限

白熱灯60Ｗ
●幅φ110・高さ242mm　0.8kg

木製飾り

洋 風 タ イ プ

ペ
ン
ダ
ン
ト

洋
風
タ
イ
プ

ペンダント
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このマークは省エネ性能を表示しています。数値は、省エネ法で定められた蛍光灯器具の2012年度基準に対する達成率です。　在庫区分…限：在庫限り品

●段調光
●ロック付き40cm吊具（フレンジカバー付き）
●カバー：木製（杉）、アクリル加工和紙
●カバー着脱：回転金具式
●プルスイッチ付き （全灯-段調光-保安灯-消灯）
●チェーン吊り

●段調光
●ロック付き40cm吊具（フレンジカバー付き）
●カバー： 木製（白木枠）

飾りパネル（プラスチック）
プラスチック加工和紙

●下面開放（下面カバーなし）
●プルスイッチ付き（全灯-段調光-保安灯-消灯）

DRP10251EK
希望小売価格（税別）

69,400円
在庫区分
限

 8～12畳 　蛍光灯100Ｗ形
● ペアルミックきらりD色 FHD100EDK
●幅□576・高さ160mm　3.8kg  
●消費電力：100W　全光束：9,240lm
●消費効率：92.4lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）

100%100%

DRP10249EK
希望小売価格（税別）

36,800円
在庫区分
限

 8～12畳 　蛍光灯100Ｗ形
● ペアルミックきらりD色 FHD100EDK
●幅□550・高さ140mm　3.3kg
●消費電力：100W　全光束：9,240lm
●消費効率：92.4lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）

DRP8249EK
希望小売価格（税別）

33,600円
在庫区分
限

 6～10畳 　蛍光灯85Ｗ形
● ペアルミックきらりD色 FHD85EDK
●幅□500・高さ140mm　2.4kg
●消費電力：80W　全光束：7,460lm
●消費効率：93.3lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）

100%

101%

●段調光
●ロック付き40cm吊具（フレンジカバー付き）
●カバー：木製（白木枠）、アクリル加工和紙
●プルスイッチ付き（全灯-段調光-保安灯-消灯）

DRP10246EK
希望小売価格（税別）

39,800円
在庫区分
限

 8～12畳 　蛍光灯100Ｗ形
● ペアルミックきらりD色 FHD100EDK
●幅□500・高さ160mm　2.6kg
●消費電力：100W　全光束：9,240lm
●消費効率：92.4lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）

100%100%

● 段調光
●ロック付き40cm吊具（フレンジカバー付き）
●カバー： 木製（白木枠）

プラスチックシート（和紙模様入り）
●下面開放（下面カバーなし）
●プルスイッチ付き（全灯-段調光-保安灯-消灯）

DRP10244EK
希望小売価格（税別）

34,800円
在庫区分
限

 8～12畳 　蛍光灯100Ｗ形
● ペアルミックきらりD色 FHD100EDK
●幅□500・高さ140mm　2.9kg
●消費電力：100W　全光束：9,240lm
●消費効率：92.4lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）

100%

木製飾り

木製飾り

木製飾り 木製飾り

和 風 タ イ プ

ペンダント

ペ
ン
ダ
ン
ト

和
風
タ
イ
プ
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明るさを自由にコントロール。
明るさを100％～0％まで自由に調光でき
ます。

注意
 ライトロールは、蛍光灯
器具や、電球形蛍光ラ
ンプおよび、非調光タイ
プのLED電球を使用し
ている器具には使用し
ないでください。器具
の故障や、火災の原因
となります。

【簡易取付型】【ワイヤー吊り】
●本体：シルバー仕上げ
●グローブ：乳白ガラス
●グローブ着脱：ホルダー式
●フレンジカバー：φ135mm

【簡易取付型】【アクリル】
●段調光　
●本体：金色仕上げ、木目調飾り
●グローブ：乳白アクリル、飾りバンド付き（ゴールド）
●グローブ着脱：上ねじ式
●プルスイッチ付き（全灯-段調光-保安灯-消灯）
●フレンジカバー：φ200mm

【簡易取付型】
●本体：シルバー仕上げ
●グローブ：乳白ガラス
●グローブ着脱：ホルダー式
●フレンジカバー：φ160mm

【簡易取付型】
●本体：シルバー仕上げ
●グローブ：乳白ガラス
●グローブ着脱：ホルダー式
●フレンジカバー：φ160mm

【簡易取付型】
●本体：真ちゅう古美色仕上げ
●グローブ：消し模様ガラス
●グローブ着脱：ホルダー式

●本体：メラミン塗装（ホワイト）
●アーム：金色仕上げ
●グローブ：乳白ガラス
●グローブ着脱：上飾りねじ式
●速結端子付き

【簡易取付型】【アクリル】
●段調光　
●本体：金色仕上げ、木目調飾り
●グローブ：乳白アクリル、飾りバンド付き（ゴールド）
●グローブ着脱：上ねじ式
●プルスイッチ付き（全灯-段調光-保安灯-消灯）
●フレンジカバー：φ200mm

DRCX12603EK
希望小売価格（税別）

106,000円
在庫区分
限

 10～12畳  蛍光灯120W形（ペアルミック40形・3灯）
●ペアルミックきらりD色 FHD40EDK
●幅φ877・高さ253mm　7.0kg
●消費電力：107W 全光束：9,070lm
●消費効率：84.7lm/W（省エネ法区分：Ⅳ）
 92%

DRCX16603EK
希望小売価格（税別）

135,000円
在庫区分
限

 12～14畳  蛍光灯160W形（ペアルミック40形・4灯）
●ペアルミックきらりD色 FHD40EDK
●幅φ877・高さ253mm　9.0kg
●消費電力：142W  全光束：12,100lm
●消費効率：85.2lm/W（省エネ法区分：Ⅳ） 
 93%

LCX18620
希望小売価格（税別）

29,000円
在庫区分
限

 4.5畳 　白熱灯180W（60W・3灯）
● ホワイトミニクリプトン電球（E17）
●幅φ525・高さ238mm　2.2kg

LCX18621
希望小売価格（税別）

26,400円
在庫区分
限

 4.5畳 　白熱灯180W（60W・3灯）
● ホワイトミニクリプトン電球（E17）
●幅φ390・高さ225mm　2.0kg

LPX36605
希望小売価格（税別）

66,400円
在庫区分
限

 8～10畳 　白熱灯360W（60W・6灯）
● ホワイトミニクリプトン電球（E17）
● 幅φ508・高さ248・全高955～
1,755mm　取付時調節可能　 
4.0kg

LCX36622
希望小売価格（税別）

56,400円
在庫区分
限

 8～10畳 　白熱灯360W（60W・6灯）
● ホワイトミニクリプトン電球（E17）
● 幅φ530・高さ208mm　3.8kg

LCX24622
希望小売価格（税別）

38,000円
在庫区分
限

 8～10畳 　白熱灯240W（60W・4灯）
● ホワイトミニクリプトン電球（E17）
●幅φ430・高さ208mm　2.6kg

83.5 83.5 83.5

83.5 83.5 83.5

66.7
83.5

オフライト付きなので、
スイッチがOFFのとき
は小さなあかりがつき
ます。暗やみでも、す
ぐにスイッチの位置が
わかり、便利です。

LR1059
希望小売価格（税別）

6,800円
在庫区分
限

白熱灯用調光器500W
● 電源：AC100V　50/60Hz共用
● 定格負荷容量：白熱灯40W～500W
● プレート：プラスチック（ミルキーホワイト）ロー
タリースイッチ付き
● オフライト3路スイッチ付き
● 速結端子台付き
● 1個用埋込スイッチボックス用
● 取付穴間隔83.5mm

シ
ャ
ン
デ
リ
ア

シ
ャ
ン
デ
リ
ア
／
ミ
ニ
シ
ャ
ン
デ
リ
ア
／
ラ
イ
ト
ロ
ー
ル
〈
白
熱
灯
専
用
調
光
器
〉

シャンデリア

シャンデリア

ミニシャンデリア ライトロール〈白熱灯専用調光器〉

20



このマークは省エネ性能を表示しています。数値は、省エネ法で定められた蛍光灯器具の2012年度基準に対する達成率です。　在庫区分…限：在庫限り品

【防虫構造】【アクリル】
●らくづけポン
●本体：鋼板（ホワイト仕上げ）
●カバー：乳白アクリル、飾りバンド付き（ゴールド）
●カバー着脱：回転式

【防虫構造】【アクリル】
●らくづけポン
●本体：鋼板（パールホワイト仕上げ）
●カバー：乳白アクリル
●カバー着脱：回転式

【防虫構造】【アクリル】 
●らくづけポン
●本体：鋼板（ホワイト仕上げ）
●カバー：乳白アクリル、飾りバンド付き（ゴールド）
●カバー着脱：回転式

DRC4752EK
希望小売価格（税別）

 27,000円
在庫区分
限

蛍光灯40W形
● ペアルミックきらりL色 FHD40ELK
●幅φ415・高さ147mm　2.1kg
●消費電力：37W　全光束：3,320lm
●消費効率：89.7lm/W（省エネ法区分：Ⅴ）

114%

DRC4748EK
希望小売価格（税別）

 30,400円
在庫区分
限

蛍光灯40W形
● ペアルミックきらりL色 FHD40ELK
●幅φ510・高さ144mm　2.9kg 
●消費電力：37W　全光束：3,320lm
●消費効率：89.7lm/W（省エネ法区分：Ⅴ）

114%

DRC4751EK
希望小売価格（税別）

27,000円
在庫区分
限

蛍光灯40W形
● ペアルミックきらりD色 FHD40EDK
●幅φ415・高さ147mm　2.1kg 
●消費電力：37W　全光束：3,100lm
●消費効率：83.8lm/W（省エネ法区分：Ⅴ）

107%

【防虫構造】【アクリル】
●らくづけポン
●本体：メラミン塗装（ホワイト）
●カバー：アクリル（ガラス調グリーン）
●カバー着脱：回転式

●本体：プラスチック（ホワイト）
●カバー：乳白プラスチック
●カバー着脱：ねじこみ式
●速結端子付き

【防虫構造】【アクリル】
●本体：メラミン塗装（ブラック）
●カバー：乳白アクリル
●カバー着脱：Vバネ式
●速結端子付き

●本体：メラミン塗装（ホワイト）
●カバー：透明プラスチック（カット模様）
●カバー着脱：飾りねじ式
●速結端子付き

DRC4692EK
希望小売価格（税別）

27,000円
在庫区分
限

蛍光灯40W形
● ペアルミックきらりD色 FHD40EDK
●幅φ415・高さ144mm　2.1kg
●消費電力：37W　全光束：3,100lm
●消費効率：83.8lm/W（省エネ法区分：Ⅴ）

107%

RC3697
希望小売価格（税別）

6,000円
在庫区分
限

蛍光灯30W形（環形）（50Hz用・60Hz用）
● ハイルミックD色 FCL30EX-D
●幅φ335・高さ108mm　1.6kg

RC3B611
希望小売価格（税別）

12,800円
在庫区分
限

蛍光灯30W形（環形）（50Hz用・60Hz用）
● ハイホワイト FCL30N
●幅□400・高さ105mm　2.1kg

RC3698
希望小売価格（税別）

6,000円
在庫区分
限

蛍光灯30W形（環形）（50Hz用・60Hz用）
● ハイルミックD色 FCL30EX-D
●幅□308・高さ97mm　1.4kg

【防虫構造】【アクリル】
●らくづけポン
●本体：メラミン塗装（ホワイト）
● カバー：乳白アクリル、
● 木製飾り枠付き（ライトオーク色） 
●カバー着脱：回転式

【防虫構造】【アクリル】
●らくづけポン
●本体：メラミン塗装（ホワイト）
●カバー：乳白アクリル
●カバー着脱：回転式

DRC4730EK
希望小売価格（税別）

 30,400円
在庫区分
限

蛍光灯40W形
● ペアルミックきらりL色 FHD40ELK
●幅φ483・高さ141mm　2.5kg 
●消費電力：37W　全光束：3,320lm
●消費効率：89.7lm/W（省エネ法区分：Ⅴ）

114%

DRC4691EK
希望小売価格（税別）

25,600円
在庫区分
限

蛍光灯40W形
● ペアルミックきらりD色 FHD40EDK
●幅φ415・高さ144mm　2.1kg 
●消費電力：37W　全光束：3,310lm
●消費効率：83.8lm/W（省エネ法区分：Ⅴ）

107%

木製飾り

66.7
83.5

66.7
83.5

66.7
83.5

玄関（内）・廊下用　洗面／浴室／トイレ

玄
関
（
内
）・
廊
下
用
／
洗
面
／
浴
室
／
ト
イ
レ

玄関（内）・廊下用

21



●人検知センサースイッチ付き
●自動点滅器付き
●点灯照度・点灯保持時間調節機能付き
【防虫構造】【アクリル】
●らくづけポン
● カバー：乳白アクリル、飾りバンド付き（ゴールド）

DRC4747EKH
希望小売価格（税別）

34,000円
在庫区分
限

蛍光灯40Ｗ形
● ペアルミックきらりD色 FHD40EDK
●幅φ421・高さ150mm　2.3kg
●消費電力：37W　全光束：3,100lm
●消費効率：83.8lm/W（省エネ法区分：Ⅴ）

107%

●人検知センサースイッチ付き
●自動点滅器付き　
● センサー方向可変式 連続点灯切り替え機能
付き
【防虫構造】【アクリル】
●らくづけポン　
●本体：メラミン塗装（ホワイト）
●カバー：乳白アクリル

●本体:メラミン塗装（ブラウン） 
●グローブ:消し模様ガラス 
●グローブ着脱:ねじこみ式 
●速結端子付き

●本体:金色ヘアライン仕上げ 
●グローブ:消しガラス 
●グローブ着脱:横ねじ式 
●速結端子付き 

●本体:メラミン塗装（ホワイト） 
●グローブ:消し模様ガラス 
●グローブ着脱:横ねじ式
●速結端子付き

●人検知センサースイッチ付き
●自動点滅器付き　
● センサー方向可変式 連続点灯切り替え機能
付き
【簡易取付型】【アクリル】
●本体：メラミン塗装（ブラウン）
●カバー：乳白アクリル

●人検知センサースイッチ付き
●自動点滅器付き　
● センサー方向可変式 連続点灯切り替え機能
付き
【簡易取付型】【アクリル】
●本体：メラミン塗装（グレー）
●カバー：乳白アクリル

LC8619H
希望小売価格（税別）

23,000円
在庫区分
限

白熱灯80Ｗ
● ホワイトミニクリプトン電球（E17）
●幅φ415・高さ152mm　1.3kg

LC6625
希望小売価格（税別）

12,000円
在庫区分
限

白熱灯60W
● クリアミニクリプトン電球（E17）
●幅φ280･高さ142mm　1.6kg

LC6630
希望小売価格（税別）

9,800円
在庫区分
限

白熱灯60W
● ホワイトミニクリプトン電球（E17）
●幅φ220･高さ155mm　1.0kg

LC6611
希望小売価格（税別）

12,000円
在庫区分
限

白熱灯60W
● ホワイトミニクリプトン電球（E17）
●幅φ230･高さ120mm　1.1kg

LC12612H-T
希望小売価格（税別）

28,400円
在庫区分
限

白熱灯120Ｗ
● ホワイトミニクリプトン電球（E17）
●幅φ390・高さ140mm　1.6kg

LC12612H-H
希望小売価格（税別）

28,400円
在庫区分
限

白熱灯120Ｗ
● ホワイトミニクリプトン電球（E17）
●幅φ390・高さ140mm　1.6kg

●人検知センサースイッチ付き
●自動点滅器付き
●点灯照度・点灯保持時間調整機能付き　●瞬点式
天井取付専用【アクリル】
●本体：プラスチック（ホワイト）
● グローブ：乳白アクリル

●人検知センサースイッチ付き
●自動点滅器付き センサー方向可変式
●点灯保持時間調整機能付き　●天井取付専用
●本体：陶器（オフホワイト仕上げ）
●グローブ：乳白ガラス
●グローブ着脱：ホルダー式　
●速結端子付き
●点灯時間保持時間30秒・1分・3分選択可能

LC6648H
希望小売価格（税別）

15,800円
在庫区分
限

白熱灯60W
● ホワイトミニクリプトン電球（E17）
● 幅φ190･高さ225・奥行き132mm　
1.1kg

83.5 83.5

66.7
83.5

66.7
83.5

人検知センサー
ON-OFFタイプB

人検知センサー
ON-OFFタイプB

RC3724H
希望小売価格（税別）

17,000円
在庫区分
限

蛍光灯30Ｗ形（50Hz用・60Hz用）
● あかるい輪・D色 FCL30EX-D
●幅φ350・高さ115mm　1.6kg

人検知センサー
ON-OFFタイプA

人検知センサー
ON-OFFタイプA

人検知センサー
ON-OFFタイプA

66.7
83.5

人検知センサー
ON-OFFタイプC

玄
関
（
内
）・
廊
下
用
／
洗
面
／
浴
室
／
ト
イ
レ

玄関（内）・廊下用
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在庫区分…限：在庫限り品

●本体:金色仕上げ 
●グローブ:消し模様ガラス 
●グローブ着脱:横ねじ式 
●速結端子付き

●ランプ別売
●本体：プラスチック（ホワイト）
●速結端子付き

LC4B03
希望小売価格（税別）

6,800円
在庫区分
限

白熱灯40W
● クリアミニクリプトン電球（E17）
●幅φ120･高さ163mm　1.0kg

LC6647
希望小売価格（税別）

900円
在庫区分
限

白熱灯100W
●幅φ95・高さ71mm　0.4kg

防湿・防雨型　壁面・天井取付兼用型
【アクリル】
●本体：鋼板（ホワイト仕上げ）　
●グローブ：乳白アクリル
●グローブ着脱：ねじ込み式
●速結端子付き

防湿型　壁面・天井取付兼用型　瞬点式
【アクリル】
●本体：プラスチック（ホワイト）
●グローブ：乳白アクリル
●グローブ着脱：ねじ込み式
●速結端子付き

DRCW4749EK
希望小売価格（税別）

29,800円
在庫区分
限

蛍光灯40W形
● ペアルミックきらりL色 FHD40ELK
●幅φ310・高さ130mm　2.2kg

RCW3625
希望小売価格（税別）

10,200円
在庫区分
限

蛍光灯30W形（環形）（50Hz用・60Hz用）
● あかるい輪N色 FCL30EX-N
●幅φ335・高さ108mm　1.6kg

防湿型　壁面・天井取付兼用型　瞬点式
【アクリル】
●本体：プラスチック（ホワイト）
●グローブ：乳白アクリル
●グローブ着脱：ねじ込み式
●速結端子付き

防湿型　壁面・天井取付兼用型　瞬点式
【アクリル】
●本体：プラスチック（ホワイト）
●グローブ：乳白アクリル
●グローブ着脱：ねじ込み式
●速結端子付き

防湿・防雨型　壁面・天井取付兼用型
●本体：メラミン塗装（ホワイト）
●グローブ：消し模様ガラス
●グローブ着脱：ねじ込み式
●速結端子付き

RCW3625L
希望小売価格（税別）

10,200円
在庫区分
限

蛍光灯30W形（環形）（50Hz用・60Hz用）
● あかるい輪L色 FCL30EX-L
●幅φ335・高さ108mm　1.6kg

RCW2625
希望小売価格（税別）

10,000円
在庫区分
限

蛍光灯20W形（環形）（50Hz用・60Hz用）
● あかるい輪N色 FCL20EX-N
●幅φ335・高さ108mm　1.6kg

LCW6626-W
希望小売価格（税別）

12,800円
在庫区分
限

白熱灯60W
● クリアミニクリプトン電球（E17）
●幅φ280・高さ136mm　1.6kg

66.7
83.5

66.7
83.5

66.7
83.5

66.7
83.5

66.7
83.5

66.7
83.5

玄関（内）・廊下用　洗面／浴室／トイレ

玄
関
（
内
）・
廊
下
用
／
洗
面
／
浴
室
／
ト
イ
レ

玄関（内）・廊下用

洗面／浴室／トイレ

23



●カバー：スカボ風ガラス（上部開放タイプ）
●飾り：アンティークブラック仕上げ
●グローブ着脱：落とし込み式
●速結端子付き

【アクリル】
●外カバー：乳白アクリル　
●内カバー：透明アクリル（ストライプ模様）
●内カバー着脱：落とし込み式
●速結端子付き

【アクリル】
●カバー：乳白アクリル
●飾り：金色仕上げ　
●カバー着脱：横ねじ式
●速結端子付き

【アクリル】
●カバー：乳白アクリル　
●木製飾り：オーク色
●カバー着脱：横ねじ式
●速結端子付き

●本体：メラミン塗装（ホワイト）
●カバー：消し模様ガラス（裏面シルク印刷）
●カバー着脱：前ねじ式
●速結端子付き

●グローブ：乳白ガラス（上部密閉タイプ）　
●グローブ着脱：引掛けねじ式
●速結端子付き

●本体：メラミン塗装（ホワイト）
●カバー：消し模様ガラス（裏面シルク印刷）
●カバー着脱：前ねじ式
●速結端子付き

LB6649
希望小売価格（税別）

29,000円
在庫区分
限

白熱灯60W
● ホワイトミニクリプトン電球（E17）
● 幅335・高さ195・突出し164mm　1.2kg

LB6641
希望小売価格（税別）

12,600円
在庫区分
限

白熱灯60W
● ホワイトミニクリプトン電球（E17）
● 幅280・高さ160・突出し122mm　0.8kg

LB6633
希望小売価格（税別）

12,000円
在庫区分
限

白熱灯60W
● ホワイトミニクリプトン電球（E17）
● 幅160・高さ210・突出し99mm　 
0.5kg

LB6632
希望小売価格（税別）

12,200円
在庫区分
限

白熱灯60W
● ホワイトミニクリプトン電球（E17）
● 幅149・高さ230・突出し105mm　 
0.5kg

LB6629
希望小売価格（税別）

15,800円
在庫区分
限

白熱灯60W
● ホワイトミニクリプトン電球（E17）
●幅φ230・突出し114mm　0.5kg

LB6635
希望小売価格（税別）

9,600円
在庫区分
限

白熱灯60W
● ホワイトミニクリプトン電球（E17）
● 幅260・高さ140・突出し126mm　1.2kg

LB6630
希望小売価格（税別）

16,400円
在庫区分
限

白熱灯60W
● ホワイトミニクリプトン電球（E17）
● 幅158・高さ230・突出し114mm　0.6kg
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ブラケット　床の間灯　LEDフットライト

ブラケット

●自動点滅器付き
●コンセント付き（1,500Ｗまで）
●点灯照度切替えスイッチ付き
●足元灯：白色LED
埋込型　1個用スイッチボックス取付型
●枠：プラスチック（ホワイト）
●カバー：透明アクリル

LEB1601
希望小売価格（税別）

5,200円
在庫区分
限

白色LED0.3Ｗ
●幅70・高さ120・突出し8mm

●壁面・天井取付兼用型
●本体：メラミン塗装
●カバー：木製（白木枠）
●カバー着脱：ターンファスナー式
●速結端子付き

FB5101
希望小売価格（税別）

8,800円
在庫区分
限

蛍光灯15Ｗ形（50Hz用・60Hz用）
● あかりん棒D色 FL15EX-D
● 長さ490・高さ59・
突出し134mm　1.2kg

300

木製飾り

L ED フットライト床の間灯
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このマークは省エネ性能を表示しています。数値は、省エネ法で定められた蛍光灯器具の2012年度基準に対する達成率です。　在庫区分…限：在庫限り品

棚下・壁面取付型　コンセント付き（600Wまで）
●本体：メラミン塗装（ホワイト）
●エンドカバー：プラスチック（ホワイト）
●カバー： 透明プラスチック（ストライプ模様） 

（正面・下面一体カバー）
●カバー着脱：ナイラッチ式
●プルスイッチ付き
●速結コネクター付き

FB5B601
希望小売価格（税別）

5,400円
在庫区分
限

蛍光灯15W形（15形・1灯）（50Hz用・60Hz用）
● ハイホワイト FL15N
● 長さ505・高さ65・
突出し102mm　1.2kg

【アクリル】棚下・壁面取付型 
コンセント付き（1,000Wまで） 
●カバー：乳白アクリル
●エンドカバー：プラスチック（ホワイト）
●カバー着脱：端面ねじ止め式
●プルスイッチ付き
●速結端子付き

FB5607-W
希望小売価格（税別）

7,000円
在庫区分
限

蛍光灯15W形（15形・1灯）（50Hz用・60Hz用）
● あかりん棒D色 FL15EX-D
● 長さ673・高さ61・
突出し81mm　1.0kg

棚下・壁面取付型 
●本体：メラミン塗装（ホワイト）
●エンドカバー：プラスチック（ホワイト）
●カバー： 透明プラスチック（ストライプ模様） 

（正面・下面一体カバー）
●カバー着脱：ナイラッチ式
●プルスイッチ付き
●速結コネクター付き

FB2B602
希望小売価格（税別）

5,600円
在庫区分
限

蛍光灯20W形（20形・1灯）（50Hz用・60Hz用）
● ハイホワイト FL20SS・N/18
● 長さ650・高さ65・
突出し102mm　1.3kg

【簡易取付型】【アクリル】
●カバー：乳白アクリル
●枠：プラスチック（ブラウン）
●カバー着脱：クラッチ式

【簡易取付型】【アクリル】
●カバー：乳白アクリル
●枠：プラスチック（ブラウン）
●カバー着脱：クラッチ式

FC4659E-T
希望小売価格（税別）

31,800円
在庫区分
限

蛍光灯40W形（40形・1灯）
● あかりん棒D色 FL40SS・EX-D/37
● 長さ1,382・幅232・高さ119mm　 
4.3kg

●消費電力：45W　全光束：3,840lm
●消費効率：85.3lm/W（省エネ法区分：Ⅴ）

109%

FC4659E-W
希望小売価格（税別）

31,800円
在庫区分
限

蛍光灯40W形（40形・1灯）
● あかりん棒D色 FL40SS・EX-D/37
● 長さ1,382・幅232・高さ119mm　 
4.3kg

●消費電力：45W　全光束：3,840lm
●消費効率：85.3lm/W（省エネ法区分：Ⅴ）

109%

棚下・壁面取付型 
●本体：メラミン塗装（ホワイト）
●エンドカバー：プラスチック（ホワイト）
●カバー： 透明プラスチック（ストライプ模様） 

（正面・下面一体カバー）
●カバー着脱：ナイラッチ式
●プルスイッチ付き
●速結端子付き

FB2B02E WH
希望小売価格（税別）

9,800円
在庫区分
限

蛍光灯20W形（20形・1灯）
● あかりん棒N色 FL20SS・EX-N/18
● 長さ650・高さ65・突出し102mm　 
1.3kg

300
66.7
83.5

300

83.5 83.5

300

キッチンライト
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キッチンライト
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●人検知センサースイッチ付き
● 自動点滅器付き　
● 点灯照度・点灯保持時間調整機能付き
● 瞬点式
防雨型　天井取付専用　瞬点式　【アクリル】
●本体：プラスチック（ベージュ）
●カバー：乳白アクリル　●カバー着脱：ねじこみ式
●速結端子台付き　

RCW2627H
希望小売価格（税別）

15,800円
在庫区分
限

蛍光灯20W形（環形）（50Hz用・60Hz用）
●あかるい輪L色　FCL20EXL
● 幅φ317・高さ105mm　1.3kg

●人検知センサースイッチ付き
● 自動点滅器付き
● センサー方向可変式（水平方向のみ）
● 電球形蛍光ランプ・LED電球不適合
防雨型　縦づけ専用　【アクリル】
●本体：メラミン塗装（ブラック）
●グローブ：乳白アクリル
●グローブ着脱：正面ねじ式　●速結端子台付き

●人検知センサースイッチ付き　
● 自動点滅器付き
● センサー方向可変式（水平方向のみ）
● 電球形蛍光ランプ・LED電球不適合
防雨型　縦づけ専用　【アクリル】
●本体：アルミ（シルバーメタリック仕上げ）
●カバー：乳白アクリル　●カバー着脱：横ねじ式
●下面開放　●速結端子台付き

●人検知センサースイッチ付き
●自動点滅器付き
●センサー方向可変式（水平方向のみ）
●電球形蛍光ランプ・LED電球不適合
防雨型　縦づけ専用
●本体：メラミン塗装（ブラック）
●グローブ：消し模様ガラス 
●グローブ着脱：押さえ金具式　●速結端子台付き

●人検知センサースイッチ付き　
● 自動点滅器付き
● センサー方向可変式（水平方向のみ）
● 電球形蛍光ランプ・LED電球不適合
防雨型　縦づけ専用　【アクリル】
●本体：アルミ（ブラック）　
●カバー：乳白アクリル　●カバー着脱：横ねじ式
●下面開放　●速結端子台付き

●50・60Hz共用安定器内蔵
防雨型　壁面・天井取付 兼用型
●枠：メラミン塗装（ブラック）
●グローブ：乳白ガラス
●グローブ着脱：正面ねじ式
●速結端子台付き

●50・60Hz共用安定器内蔵
防雨型　壁面・天井取付 兼用型
●枠：メラミン塗装（ブラック）
●グローブ：乳白ガラス
●グローブ着脱：正面ねじ式
●速結端子台付き

●瞬点式
防湿・防雨型　天井取付専用　瞬点式
【アクリル】
●本体：プラスチック（ベージュ）
●カバー：乳白アクリル
●カバー着脱：ねじこみ式
●速結端子台付き

●人検知センサースイッチ付き
● 自動点滅器付き
● センサー方向可変式（水平方向のみ）
● 電球形蛍光ランプ・LED電球不適合
防雨型　縦づけ専用　【アクリル】
●本体：アルミ（ブラック）　●カバー：乳白アクリル
●木製飾り：ダークオーク色　●カバー着脱：横ねじ式
●下面開放　●速結端子台付き

LBW4642H
希望小売価格（税別）

22,000円
在庫区分
限

白熱灯40W
●ホワイトミニクリプトン電球（E17）
● 幅295・高さ345・突出し127mm
1.9kg

LBW6634H
希望小売価格（税別）

32,400円
在庫区分
限

白熱灯60W
●ホワイトミニクリプトン電球（E17）
● 幅148・高さ407・突出し172mm 
2.4kg

LBW6637H
希望小売価格（税別）

31,200円
在庫区分
限

白熱灯60W
●ホワイトミニクリプトン電球（E17）
● 幅220・高さ200・突出し155mm 
2.0kg

LBW6635H
希望小売価格（税別）

36,400円
在庫区分
限

白熱灯60W
●ホワイトミニクリプトン電球（E17）
● 幅148・高さ431・突出し172mm 
2.7kg

RBW2608L-B
希望小売価格（税別）

34,000円
在庫区分
限

蛍光灯18W形
●パラライトフラット18W FML18EX-L
● 幅φ312・突出し142mm　2.7kg

RBW2607L-B
希望小売価格（税別）

34,000円
在庫区分
限

蛍光灯18W形
●パラライトフラット18W　FML18EX-L
● 幅φ312・突出し142mm　2.7kg

RCW2627
希望小売価格（税別）

9,200円
在庫区分
限

蛍光灯20W形（環形）（50Hz用・60Hz用）
●あかるい輪L色　FCL20EXL
● 幅φ317・高さ99mm　1.2kg

LBW6636H
希望小売価格（税別）

39,400円
在庫区分
限

白熱灯60W
● ホワイトミニクリプトン電球（E17）
● 幅162・高さ431・突出し172mm 
2.7kg

人検知センサー
ON-OFFタイプ B
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人検知センサー
調光タイプA

人検知センサー
調光タイプB

人検知センサー
調光タイプB

人検知センサー
調光タイプB

人検知センサー
調光タイプB
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在庫区分…限：在庫限り品

●50・60Hz共用安定器内蔵
防雨型　壁面・天井取付 兼用型
●枠：メラミン塗装（ブラック）
●グローブ：乳白ガラス
●グローブ着脱：正面ねじ式
●速結端子台付き

●50・60Hz共用安定器内蔵（グロースタータ式）
● 5個用スイッチボックス取付形
防雨型　埋込形
●枠：アルミ・メラミン塗装（ブラック）
●枠着脱：正面ねじ式
●カバー：乳白ガラス
●速結端子台付き

RBW2606L-B
希望小売価格（税別）

30,000円
在庫区分
限

蛍光灯18W形
●パラライトフラット18W　FML18EX-L
● 幅φ312・突出し125mm　2.5kg

RBW1618L
希望小売価格（税別）

19,400円
在庫区分
限

蛍光灯9W形
●パラライト9WL色　FPL9EX-L
● 幅260・高さ113・突出し18mm　1.2kg

● カバー可動範囲：縦45度、左右各45度
防雨型　縦づけ専用
●カバー・本体：メラミン塗装（シルバー）
●速結端子付き　

防湿・防雨型　壁面・天井取付 兼用型
【アクリル】
●カバー：乳白アクリル
●カバー着脱：スナップ金具式
●速結端子台付き

防湿・防雨型　壁面・天井取付 兼用型
●本体：プラスチック（ブラウン）
●カバー：透明プラスチック（黄変防止剤入り）
●カバー着脱：ねじこみ式
●速結コネクター付き

LBW6639
希望小売価格（税別）

7,300円
在庫区分
限

白熱灯60W
●反射形投光電球（E26）
● 幅106・高さ184・突出し212mm　 
0.8kg

FBW5608
希望小売価格（税別）

6,000円
在庫区分
限

蛍光灯15W形（50Hz用・60Hz用）
● ハイホワイト FL15N
● 長さ493・幅92・突出し100mm　 
1.0kg

FBW5B601
希望小売価格（税別）

5,200円
在庫区分
限

蛍光灯15W形（50Hz用・60Hz用）
● ハイホワイト　FL15N
● 長さ504・幅119・突出し156mm　 
1.1kg

ポーチライト

スポットライト 足元灯

●瞬点式
● 50・60Hz共用安定器内蔵
防湿・防雨型　壁面・天井取付 兼用型
●本体：メラミン塗装（ブラック）
●グローブ：消し模様ガラス
●グローブ着脱：ねじこみ式
●速結端子台付き

RCW5628L
希望小売価格（税別）

17,600円
在庫区分
限

蛍光灯13W形（50Hz用・60Hz用）
●パラライトフラット13W　FML13EX-L
● 幅φ243・突出し110mm　2.3kg

●天井面取付不可
●横付け兼用型
●50・60Hz共用安定器内蔵
防雨型　【アクリル】
●カバー：乳白アクリル
●枠：木製（白木枠）
●枠着脱：上下ねじ式
●速結端子付き

●人検知センサースイッチ付き　●自動点滅器付き
●センサー方向可変式（水平方向のみ）
●縦付け専用
防雨型　【アクリル】
●本体：メラミン塗装（ホワイト）
●カバー：木製（白木枠）・乳白アクリルカバー
●カバー着脱：上下ねじ式  ●速結端子台付き

FBW1607
希望小売価格（税別）

15,800円
在庫区分
限

蛍光灯10Ｗ形
● あかりん棒D色 FL10EX-D
● 幅φ118・長さ430・突出し117mm　
1.1kg

LBW4208H
希望小売価格（税別）

33,000円
在庫区分
限

白熱灯40Ｗ
● ホワイトミニクリプトン電球（E17）
● 幅φ254・高さ361・突出し141mm　
1.4kg

66
.7

83
.5

66
.7

83
.5

66.7
83.5
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.7
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.5

66
.7
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.5

木製飾り
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.5

66
.7
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.5

66
.7

木製飾り

人検知センサー
調光タイプA

アウトドア
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ト
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ア
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ー
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ラ
イ
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ポーチライト

和風ポーチライト
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●人検知センサースイッチ付き
● 自動点滅器付き
● ケーブル別売
防雨型　ポール付き
●本体：アルミ（シルバーメタリック）　
●グローブ：乳白ガラス
●ポール：アルミ（シルバーメタリック）　

●人検知センサースイッチ付き　
● 自動点滅器付き
● ケーブル別売
防雨型　ポール付き
●本体・ガード：アルミ（ブラック）　
●グローブ：乳白ガラス
●ポール：アルミ（ブラック）

LGW6604H
希望小売価格（税別）

38,000円
在庫区分
限

白熱灯60W
●ホワイトミニクリプトン電球（E17）
● 灯具：幅φ95・高さ154mm　3.2kg
● ポール：幅φ100・地上1,000・埋込300mm

LGW6605H
希望小売価格（税別）

47,000円
在庫区分
限

白熱灯60W
●ホワイトミニクリプトン電球（E17）
● 灯具：幅φ125・高さ200mm　3.9kg
● ポール：幅φ100・地上1,000・埋込300mm

アプローチライト
人検知センサー
調光タイプA

人検知センサー
調光タイプA

ア
ウ
ト
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ア

ア
プ
ロ
ー
チ
ラ
イ
ト
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在庫区分…限：在庫限り品

●枠：鋼板（ホワイト）
●バッフル：鋼板（ホワイト）

●枠：鋼板（ホワイト） ●枠：鋼板（ホワイト）
●バッフル：鋼板（ホワイト）

●枠：鋼板（ホワイト）

LD6617
希望小売価格（税別）

3,200円
在庫区分
限

白熱灯60W
●反射形電球（E26）
●埋込穴寸法：幅φ100・深さ139mm
● 露出部寸法： 幅φ116・突出し4mm

LD6616
希望小売価格（税別）

3,000円
在庫区分
限

白熱灯60W
●反射形電球（E26）
●埋込穴寸法：幅φ100・深さ129mm
● 露出部寸法： 幅φ116・突出し4mm

LD4615
希望小売価格（税別）

3,200円
在庫区分
限

白熱灯40W
●ミニ反射形電球（E17）
●埋込穴寸法：幅φ70・深さ121mm
● 露出部寸法： 幅φ82・突出し4mm

LD4614
希望小売価格（税別）

3,000円
在庫区分
限

白熱灯40W
●ミニ反射形電球（E17）
●埋込穴寸法：幅φ70・深さ108mm
● 露出部寸法：幅φ82・突出し4mm

SG I形　浅型
●枠：鋼板（オフホワイト）
●反射板：アルミ（銀色鏡面仕上げ）
●バッフル：鋼板（オフホワイト）
●速結端子台付き　

SG I形　浅型
●枠：鋼板（オフホワイト）
●反射板：アルミ（銀色鏡面仕上げ）
●バッフル：鋼板（オフホワイト）
●速結端子台付き　

SG形　浅型
●枠：メラミン塗装（ホワイト）
●反射板：アルミ（銀色鏡面仕上げ）
●バッフル：アルミ（ホワイト）
●速結端子台付き　

SG形　浅型
●枠：鋼板（ホワイト）
●反射板：アルミ（銀色鏡面仕上げ）
●バッフル：アルミ（ホワイト）
●速結端子台付き　

LDS6626
希望小売価格（税別）

5,400円
在庫区分
限

白熱灯60W
●ホワイトミニクリプトン電球（E17）
●埋込穴寸法：幅φ150・深さ80mm
● 露出部寸法： 幅φ165・突出し4mm

LDS6625
希望小売価格（税別）

4,600円
在庫区分
限

白熱灯60W
●ホワイトミニクリプトン電球（E17）
●埋込穴寸法：幅φ125・深さ80mm
● 露出部寸法： 幅φ140・突出し4mm

LDS6612
希望小売価格（税別）

9,000円
在庫区分
限

白熱灯60W
●ホワイトミニクリプトン電球（E17）
●埋込穴寸法：幅φ150・深さ80mm
● 露出部寸法： 幅φ165・突出し4mm

LDS6623
希望小売価格（税別）

5,000円
在庫区分
限

白熱灯60W
●ホワイトミニクリプトン電球（E17）
●埋込穴寸法：幅φ125・深さ80mm
● 露出部寸法： 幅φ140・突出し5mm
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器具の種類・形状・点灯方式 

蛍

光

灯

器

具 

4.5畳 

インバーター環形ランプシャンデリア

白熱灯器具 （30～40W／畳） 120～180 180～240 240～320 320～400

インバーター

 シーリング
ペンダント 

環形ランプ

6畳 8畳 10畳 12畳 14畳 16畳 
FCL30×4
FHD40×3

FCL30×5
FHD40×4

FHD70
FHD85

FHD100
FHD100＋40

FHD100＋70

カバー付

カバー付

下面開放 

部屋の最適な明るさは、部屋の広
さや壁、カーテンの色などによっ
て異なります。右の表は、部屋の
全般照明に対して、部屋の広さ（畳
数）と必要なワット数の一般的な目
安を光源別、デザイン別にまとめ
たものです。他の要素と合わせて、
あかり選びの参考にしてください。
詳しくは商品の仕様に記載している
畳数表示をご参照ください。
※（一社）日本照明工業会ガイド
121：2011より引用
● お部屋の壁の種類や色によって
光の反射率が違います。暗い色
や赤レンガのように反射率の低
い壁の場合には大きめのワット数
をおすすめします。

※（一社）日本照明工業会の定める「住宅用カタログにおける
適用畳数表示基準」（ガイド121：2011）による。

※高齢者の方は、使用する畳数より1つ上の畳数の器具を選ぶよう推奨されています。
（一社）日本照明工業株式会社の定める「住宅用カタログにおける適用畳数表示基準」（ガイド121：2011）による。

●蛍光灯器具、白熱灯器具

連続調光
生活シーンに合わせリモコン操作で、明るさを
100％～約10％まできめ細かく調整すること
ができます。

お部屋の明るさを検知してお好みのお部屋の明
るさを保ちます。外光などでお部屋の明るさが
十分なときは、自動で減光・消灯して消費電力
をおさえる省エネ機能です。

ecoこれっきり

簡易取付型
天井に引掛シーリング（角形、丸形）、または引
掛埋込ローゼットがついている場合は、電気工
事が不要で、かんたんに取り付けられるタイプ
です。

ランプ交換お知ら
せ LED付き

ランプの定格寿命時間が近づくと、グリーンの
LEDが点灯してランプ交換時期をお知らせしま
す。

コンセント付き
ミキサーなど調理器具の電源を取るためのコン
セントが付いたものです。表示しているワット数
以内でご使用ください。

木製飾り 天然の木を素材に使用した器具です。

帯電防止アクリル カバーの材料を帯電防止処理することで、ほこ
りなどの付着物の低減をはかっています。

瞬点式 電子スタータや電子点灯管を採用した器具で、
約1秒で点灯します。

防雨型 屋外の雨の降りかかる場所に使用できます。浴
室などでは使用できません。

防湿型 浴室・洗面所などの湿気の多い場所に使用で
きます。屋外では使用できません。

棚下取付型 棚下取付専用です。壁面への取り付けはできま
せん。

棚下・壁面取付型 棚下・壁面のどちらでも取り付けられる兼用型
です。

天井取付専用 天井取付専用タイプです。壁面への取り付けは
できません。

縦づけ専用 壁面取付で縦づけ専用タイプです。横づけや天
井面への取り付けはできません。

防湿・防雨型
軒下など屋外の雨のかかりにくい場所や、浴室・
洗面所など湿気の多い場所でも使用できる兼
用型です。

対面形キッチン
対応型

どちらから見てもきれいな両面化粧タイプで、
対面キッチンの棚下に取り付けられます。

防虫構造 虫が侵入しにくい構造です。

LED保安灯付き 省エネ・長寿命の「LED保安灯」を搭載した器
具です。

人検知センサー
人が近づくと器具に内蔵しているセンサー（熱
検知）で感知し、自動点灯します（点灯のしかた
は器具により異なります）。

らくづけポン
天井の引掛シーリング（角形、丸形）、引掛埋込
ローゼットに専用のアダプターを使ってかんたん
に取り付け、取り外しができるタイプです。

段調光
全灯（100％）と段調光（器具により異なりますが約
60％～70％）の2通りの明るさが切り替えられます
（調光比は、室温や器具の形状により多少変化します）。

自動点滅器付き 暗くなると自動点灯し、明るくなると自動消灯
します。

部屋の広さと明るさの関係

用 語 解 説

あ
か
り
技
術
編

あかり技術編

31



センサー

約2m

約1m
約5m

検知エリア

垂直方向 

検知エリア 約5m

約110゜ 

水平方向 

約30゜
  約30゜ 

センサー可動範囲左右約30度可変式

（注）高さ2.5m以上の所に設置すると作動しないことがあります。
センサー検知方向可変式
●人検知センサーは水平方向に左・右
約30度動かすことができます。適
した向きに調節してお使いください。

人検知センサー調光タイプA

標準高さと検知エリア（ポーチライト）

標準高さと検知エリア（アプローチライト）

● 自動点滅器（照度センサー）内蔵で、周囲が暗くなると自動的に点灯（約10％の明るさで連続点灯）。
　また、明るくなると自動的に消灯します。
●普段は約10％の明るさで点灯、人が近づくと100％の明るさになります。
　エリア内で人が動いている間は連続点灯し、いなくなると約1分後に約10％の明るさに戻ります。

（注） 風などで動く物がある場所や、犬や猫などの動物が通った場合に、作動することがあります。
（注） 器具の真正面から近づいた場合、器具のそばまで近づかないと、作動しない場合があります。
（注） 夏場など気温が体温に近くなった場合や、冬場など防寒具等で体をおおっている場合は検知しにくくなります。
（注） 人検知センサー付き器具には、電球形蛍光ランプおよび、LED電球は使用しないでください。
（注） 壁スイッチをONにすると、数分間全灯で点灯します。これはセンサ－機能作動のための予備点灯です。

約0.7m

約1m
約8m

約8m

（地 面） 
約110°

センサー部
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人検知センサー調光タイプB
センサーが周囲の明るさや人の動きをキャッチ。周囲が暗くなった時に人を感じると
自動的に点灯するセンサーを内蔵。点灯モードは3パターン。ON/OFFモード、
調光モード、6時間タイマーモードの中から、お好きなモードを選択できます。
なお、壁スイッチで8時間連続点灯モードを選ぶこともできます。

6時間タイマーモード
調光モード（6時間） ON/OFFモード状態

①消灯している状態。 ②周囲が暗くなると、
照度センサーが作動
し、約20％の点灯状
態になります。

③検知エリア内に人が
近づくと人検知センサ
ーが作動し、全灯状態
になります。

④検知エリア内から人
がいなくなると、約60
秒後には、約20％の
点灯状態に戻ります。

⑤照度センサーが作動
してから6時間後になる
と、 自動的に O N /
OFFモードに切り替わ
ります。

⑥人が近づくと人検知
センサーが作動し、全
灯状態になり、人がい
なくなると約60秒後に
自動的に消灯します。

①消灯している状態。 ②周囲が暗くなると、
照度センサーが作動
し、約20％の点灯状
態になります。

③検知エリア内に人が
近づくと人検知センサ
ーが作動し、全灯状態
になります。

④人がいなくなると、約
60秒後には、約20％
の点灯状態に戻ります。
周囲が明るくなると照度
センサーが作動し消灯状
態に戻ります。

調光モード

切替方法 2秒以内 
入 

普段は 
壁スイッチは 
「入」 

切 入 人がいるいないにかかわらず
100％の明るさで8時間連続点灯

※8時間連続点灯後はセンサーモードに復帰します。
※周囲が明るくなると切替操作を行っても連続点灯にはなりません。
※ 連続点灯途中で、やめたい場合は、一旦スイッチをOFFにし、
約4秒以上してからONにすると、センサーモードになります。

連続点灯モード

センサー可動範囲
センサーの可動範囲は左右
150度のみです。上下方向
の検知エリアは、同梱されて
いる2種類のエリアカットマス
クで調整することができます。

左右約150°

センサー部

検知エリア（センサーが検知する範囲） 〈取付高さ約2mの場合〉

左右約150°可能 左右約150°可能 左右約150°可能

80° 100°
7.7ｍ4.6ｍ

6.0ｍ 3.5ｍ 1.5ｍ

4.6ｍ2.2ｍ

120°

5.3ｍ
0.7ｍ

2.5ｍ

●エリアカットマスク無し ●エリアカットマスクA使用時 ●エリアカットマスクB使用時

※検知エリアは気象条件などにより差が生じる場合があります。

①消灯している状態。 ②暗くなると照度セン
サーが作動し、点灯待
機状態になります。

③検知エリア内に人が
近づくと人検知センサ
ーが作動し、全灯状態
になります。

④検知エリア内に人が
いなくなると約60秒
後に自動的に消灯しま
す。

ON/OFFモード
※他社表示灯付きスイッチとの組み合わせでは使えない 
   （センサーが機能しない）場合があります。

※ 壁スイッチを ONにするたび
約60秒間周囲の明るさに
関係なく人検知センサーが
作動し、検知エリア内に人
が近づくと全灯状態になり
ます。その後設定モードに
なります。

点灯照度設定ツマミ
暗…暗い照度（約15ルクス）で点灯
明…明るい照度（約45ルクス）で点灯
テスト…テストモード

点灯照度設定

暗明テ
ス
ト

※テストモード…周囲の明暗に関係なく人体を検
知すると点灯しますので施工後の確認にご利
用ください。確認後は元にもどしてください。

センサー部調整・設定方法
動作設定ツマミ
手前…ON/OFFモードに設定
中央…6時間タイマーモードに設定
壁側…調光モードに設定

動作設定
調
光
6h
タ
イ
マ

ON
／
OFF
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人検知センサーON／OFFタイプA
● 自動点滅器（照度センサー）内蔵で、周囲が暗くなると人検
知センサーが待機状態となり、明るくなると休止状態（消灯）
となります。
● 人検知センサーが待機状態では、人が近づくと自動点灯しエ
リア内で人が動いている間は点灯しています。いなくなると
約20秒後に消灯します。

● 壁スイッチの切り替え操作により、人検知モードと連続点灯
モードの切り替えができます。

センサー検知方向可変式
● 人検知センサーは、約17度方向が変えられますので適した
向きに調節してお使いください。

連続点灯モードにする場合

再び人検知モードにする場合

壁スイッチ

一度OFFにし、その後約0.5秒～2秒以内に再びONにすると、
連続点灯モードになります（赤色LEDが点灯）。

約0.5～2秒以内

ON ON 連続点灯OFF

一度OFFにし、その後約0.5秒～2秒以内に再びONにすると、暗く
なって人が近づいたときに点灯する人検知モードになります
（赤色LEDが消灯）。

壁スイッチ 約0.5～2秒以内

人検知点灯ON ONOFF

明るい状態 暗い状態 人が近づく 人がいなくなる

自動消灯
エリア内から人がいなくな
ると約20秒後に消灯。

自動点灯
エリア内で人が動いて
いる間は、連続点灯。

人検知センサー休止

連続点灯モードのとき、赤色LEDが点灯してお知らせします。

赤色LED センサー

センサー検知エリア

センサー作動例

検知エリア 方向可変式

約2.4m

約3m

約17°

人検知センサー待機
暗くなるとセンサーが作
動、待機状態に

（注） 検知範囲は室温・人の発熱量・移動速度などによ
り多少変化します。

（注） 取り付け位置が高くなると、検知エリアがひろがり
ます。（取り付けの高さは3メートル以下）

（注） 夏場など屋内の温度が体温に近くなった場合は検知
しにくくなります。

（注） 人検知センサー付き器具には、電球形蛍光ランプお
よび、LED電球は使用しないでください。

（注） 壁スイッチをONにすると、数分間全灯で点灯しま
す。これはセンサー機能作動のための予備点灯です。
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人検知センサーON／OFFタイプB
●人が近づくと自動点灯、いなくなると自動消灯。
●点灯保持時間調節可能（約5秒～約3分）
●点灯照度調節可能（約10ルクス～最大まで無段階）
●広範囲検知エリアのセンサーを搭載（エリアカットフード付き）
　シーリングライト・流し元灯はセンサーの向き調節不要です。
●明るさセンサー内蔵で、明るいときは消灯のまま。

人検知センサーON／OFFタイプC
●トイレ用シーリングライト

点灯保持時間 

約5秒 約3分 暗め 明るめ 

点灯する周囲の明るさ 

点灯する明るさが
暗め（約10ルクス）から
明るめ（最大）まで
自在に調節できます。

 

約5秒から約3分の
範囲で点灯保持時間が
調節できます。

※取り扱いを説明するため、一部省略抽象化した図を使用しています。

赤
カ

エリアカットフードの取り付け方センサー設定のしかた

検知部 ミゾ

エリアカット
フード（付属）

ツメ（2カ所）
（ツメを検知部の
　ミゾに入れる）

 
 

赤外線
カット 

明るい状態 暗い状態 人が近づく 人がいなくなる

自動消灯
いなくなるとしばらくし
てゆっくり消灯

自動点灯
人が来るとゆっくり点灯
（95％）

人検知センサー待機
暗くなるとセンサーが
作動、待機状態に

人検知センサー休止

センサー作動例

センサー部は180度可動するので、
最適な感知エリアの状態に調節でき
ます。

180°

センサー検知エリア

単位（mm）

●側面 ●正面 センサー面

約80°

約34°

約700

約940

約400

約530

約1150約660約3000

2
4
0
0
1
8
0
0

1
8
0
0

3
0
0
0

（注） 高さ2.5m以上の所に設置すると作動しないことが
あります。

（注） 風などで動く物がある場所や、犬や猫などの動物が
通った場合に、作動することがあります。

（注） 器具の真正面から近づいた場合、器具のそばまで
近づかないと、作動しない場合があります。

（注） 夏場など気温が体温に近くなった場合や、冬場など
防寒具等で体をおおっている場合は検知しにくくな
ります。

（注） 人検知センサー付き器具には、電球形蛍光ランプお
よび、LED電球は使用しないでください。

（注） 壁スイッチをONにすると、数分間全灯で点灯しま
す。これはセンサー機能作動のための予備点灯です。

※人が静止状態のときは、検知できず消灯することがあります。
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照明器具の取り付けについて
■照明器具を安全に正しくご使用いただくために

■照明器具の取り付け方

36



照明器具の取り付けについて

照明器具の取り付け方

シーリングライト・シャンデリア

天井の配線器具が「引掛埋込ローゼット」か、
「角形引掛シーリング」「丸形引掛シーリング」
の場合、器具のタイプにより、電気工事なし
で照明器具が取り付けられます。器具のタイ
プをご確認のうえ、取り付けてください。

※ 天井に上記部品が付いておらず、新たに取り付け工事を
される場合は電気工事店（有資格者）にご依頼ください。
※ 照明器具は重量物です。天井の取り付け部の強度を
お確かめのうえ、取り付けてください。

（注）電線が露出しているタイプの角形引掛シーリングが付いている場合は、新しい角形引掛シーリングと交換してください。

配線器具について 器具の取り付け（施工）について

引掛埋込ローゼット

丸形引掛シーリング

角形引掛シーリング

■らくづけポン（シーリング）

引掛埋込
ローゼット

角形引掛
シーリング

丸形引掛
シーリング

引掛シーリングにア
ダプターを差し込ん
でひねります。

カバーを止まるまで右に
回転させて確実に取り付
けてください。

本体中央の穴をアダプターに合
わせてポンと確実に押し上げま
す。そして、コネクターを接続し
ます。

※必ず平らな天井に取り付けてください。
　下記のような天井には取り付けないでください。

傾斜天井 舟底天井 竿縁天井 格子天井

引掛シーリング

らくづけポン

② ③①

注意
● 器具の取り付け（施工）は、「取扱説明書」にし
たがい確実に取り付けてください。取り付け
（施工）に不備があると、落下し感電・けが
の原因となります。

● セード、カバー、ガラスグローブなどは「取扱
説明書」にしたがい確実に取り付けてくださ
い。取り付け（施工）に不備があると、落下し
けがの原因となります。

注意
● 板厚の薄い所や、強度が不十分な所に取り付
けないでください。取り付けに不備があると、
落下し感電・けがの原因となります。

● 天井の配線器具がわれたり、ひびが入ってい
るものや、ぐらついている場合は新しいもの
と交換してください。そのまま使用しますと落
下しけがの原因となります。

● 配線器具の取り付け工事は、電気工事店（有
資格者）に依頼してください。一般の方の工
事は法律で禁止されています。
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■簡易取付型（シーリング）

①引掛埋込ローゼット、または取付金具の爪に取付
　ねじをつけ、本体のダルマ穴に取付ねじを通したのち
　右に回して取り付けます。
②引掛シーリングに引掛シーリングオス部を差し込んで
　電源接続します。

引掛埋込
ローゼット

角形引掛
シーリング

丸形引掛
シーリング

引掛
シーリング

引掛シーリング
オス部

取付ねじ

取付ねじ ダルマ穴

ドライバー
引掛シーリングオス部

本体
器具に同梱され
ている取付金具
を天井に木ねじ
で止めます。

●クラッチ式
本体両側にあるクラッチの爪に合
わせてカバーを押し上げて取り付
けます。取り外しは本体両端のク
ラッチボタンを押せば外れます。

●落とし込み式
本体側面の溝にカバー片側を落
とし込み、カバーをずらしてもう
片側も同様に落とし込んで取り付
けます。ふすまを取り付けるよう
な要領で、取り付け、取り外しでき
ます。

●回転式
カバーのへこみ部分と、本体の受
け具が当たらない位置に合わせ
て本体にカバーを軽く押し付けな
がら右方向に回して取り付けま
す。取り外しはカバーを左に回し
て外します。

締
ま
る

天井に「引掛埋込ローゼット」か
「角形引掛シーリング」「丸形引掛
シーリング」などがついている場
合は、電気工事なしで取り付けら
れます。

■簡易取付型（シャンデリア）

●引掛埋込ローゼットのねじ穴に取付板の取付穴を合わ
　せ、取付ねじでしっかりと締めつけてください。

①取付金具を吊木などで補強された野縁の所に付属の
　木ねじ2本でしっかりとねじ止めしてください。
②取付金具のねじ穴に取付板の取付穴を合わせ、取付ね
　じでしっかりと締めつけてください。

引掛埋込
ローゼット

引掛埋込
ローゼット

取付板

取付板

取付金具

木ねじ

取付ねじ

取付ねじ

ねじ穴

ねじ穴

取付穴

取付穴

角形引掛
シーリング

角形引掛シーリング

丸形引掛
シーリング

照明器具のチェーンを
取付金具に取り付け、
照明器具についてい
る角形引掛シーリング
のオス部を差し込んで
ひねります──電源接
続完了。
※器具質量の軽いも
のはチェーンのつい
ていないものもあり
ます。

照明器具を取付金具
に取付ナットで固定し
ます。

重い器具を天井に取り付けるときは、あ
らかじめ取り付ける天井部を補強してく
ださい。
● 天井板に直接取り付けることは避けて
ください。吊り木で補強した野縁（ま
たは梁）に取り付けてください。
　（右図参照）

〈簡易取付ボルト〉 〈簡易取付型〉

重い器具を取り付けるときはあらかじめ取り付ける天井を補強してください

警告
器具の取り付け（施工）は、重さに耐える所
に「取扱説明書」にしたがい確実に行ってく
ださい。取り付け（施工）に不備があると、
落下し感電・けがの原因となります。
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照明器具の取り付けについて

■コード吊具（蛍光灯ペンダント専用）

ペンダント

RPJ150Nを用いて電源から離れた位置に照明器具を吊り下げ
る場合には、付属のコード支持具を使って下図のように吊り下げ
てください。

■簡易取付型

角形引掛
シーリング

丸形引掛
シーリング

引掛埋込
ローゼット 使用場所に合わせて、コ

ードの長さを60cmの範
囲で自由に変えられます。
引掛シーリングキャップを
差し込んでひねり、フレン
ジカバーの△印を合わせ
て押し上げ、約1/4回転ひ
ねって取り付けます。

3cm
以上

コード支持具

カバーをつけたままでコード支持具を
ねじ込んでください。

コード支持具

カバー
コード

カバーを引っ張って外し、コードをカ
バーに通してください。

コードをコード支持具に引っ掛け、カ
バーを上げてください。

■コード吊り

本体の引掛部にコードケースを回
し取り付けてください（突起が引
掛部の穴に、はまるまで回してく
ださい）。

角形引掛
シーリング

丸形引掛
シーリング

引掛埋込
ローゼット

コードストッパーをコードケース方向に押し込んで
コードの長さを調節してください。

コードを長くするコードを短くする
穴

本体
引掛部 突起

コード

コード
ストッパー コード

ケース

差し込んでひねる
だけで、電源接続
と取り付けが同時
にできます。

①コードケースの取り付け方 ②器具の取り付け方 ③コードの長さ調節

在庫区分… ：標準品　工：工場在庫品

RPJ110N
希望小売価格（税別）

1,000円
在庫区分

● コード（白）
● 全長：0.4～0.7m
● 引掛シーリング付き

RPJ150N
希望小売価格（税別）

1,400円
在庫区分

● コード（白）
● 全長：1.5m
● 全コード支持具・フレンジカバー付き
● 引掛シーリング付き

照
明
器
具
の
取
り
付
け
に
つ
い
て

39



■延長コード
ペンダントを電源から離れたところに取り付けたいときに

電源から離れた位置に照明
器具を吊り下げる場合に、
RPJ101を使用すると約
1.2mの範囲で電源から離
れた位置に照明器具が取り
付けられます。

角形引掛シーリングボディ

ノックアウト

ノックアウト

フレンジ
カバー

電源へ接続

角形引掛シーリングボディ

接続穴

コード

ピン

※きれいに
　欠いて
　ください。

フレンジカバーが
付いている器具
の場合は、フレン
ジカバーのノック
アウトをはさみな
どで切り取ってく
ださい。

※しっかりした
　強度の所に
　取り付けて
　ください。

角形引掛シーリングボディのノックア
ウトをドライバーなどで軽くたたい
て欠いてください。

コード末端のピンを角形引掛シーリ
ングボディの接続穴へしっかりと差
し込んでください。

器具を吊り下げる位置に角形引掛
シーリングボディを取り付けます。

RPJ101
希望小売価格（税別）

1,200円
在庫区分
工

● コード（白）
● 全長：1.3m
● フレンジカバー付き
● 引掛シーリング付き
引掛シーリングボディ（メス部なし）
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照明器具の取り付けについて

アウトドアライト

■防雨型、防湿型、防湿・防雨型

防雨型
ポーチ、軒下などの屋外でご使用いただける照明器
具です。防湿構造ではありませんので、浴室や洗面
所など、湿気の多い場所ではお使いになれません。
防湿型
浴室、洗面所などの湿気の多い場所にお使いになれ
ます。屋外では使用できません。
防湿・防雨型
浴室、洗面所などの湿気の多い場所やポーチ、軒下
など、屋外でも雨滴のかかりにくい場所でお使いに
なれます。

防雨型または
防湿・防雨型

防雨型

雨線

● 軒下や桁側通路などの雨線内
でも、突風などにより雨滴が
かかることがありますので
〔防雨型〕または、〔防湿・防
雨型〕器具をご使用ください。

■アプローチライト
この器具の取り付け工事（配線工事）は、必ず電気工事店（有資格者）にご依頼ください。
（一般の方の取り付け工事は法律で禁止されています）

●この器具は、灯具とポールに別れています。
●埋込配線の場合は、下部電源穴を使用してVVFケーブルなどを使用し、保護管などでケーブルを保護してください。
●地上配線の場合は、上部電源穴を使用してキャプタイヤケーブルなどを使用してください。

（注） ポールの施工に関しては、電気設備技術基準・内線規程
にしたがってください。

（注） 接地（アース）端子を使用して、D種接地（アース）工事を
必ず行ってください。

（注）電源スイッチを必ず設置してください。
（注） ポールの埋設深さは、ポールの表示テープまでにしてく

ださい。深く埋設しますとポール内に水がたまり、結露し
て漏電の原因になります。

（注） 砂地などの土質の柔らかい場所に設置する場合には、コ
ンクリートなどでポールの埋設部を固定してください。

灯具

ガード

グローブ

パッキン

ソケット

口出線

本体固定ねじ

表示テープ
ケーブル

ネカセパイプ

上部電源穴（地上配線用）

下部電源穴（埋込配線用）

ポール

本体

接地（アース）端子
電源線押さえ

ガード
取り付けねじ

ポール

（注） 本カタログの防湿型および防湿・防雨型器具は一般住宅用です。公衆浴場など、常時湿度の高い場所には使用しないでください。
　　  また、外かくが金属性の器具は海岸付近では使用しないでください。塩害により早期のさびの発生や腐食、落下の原因となり

ます。

注意
● 防雨型など、取り付け方向に指定のある
器具は、「取扱説明書」にしたがい正しい方
向に取り付けてください。指定以外の取り
付けを行うと、雨水が浸入し、感電の原
因となります。

● メタルラス張り、ワイヤラス張り、金属板
張りなどの木造住宅に取り付ける際には、
必ず適合する絶縁台をお使いください。
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ダウンライト

省エネ法改正における住宅用埋込み形照明器具選定のご注意
住宅に施工する埋込み形照明器具に関して、省エネ法に基づく「住宅に係わるエネルギー使用の合理化に関する設計及び施工の指針」で、
「断熱構造とする天井又は屋根に埋込み形照明器具（JIS Z 8113（照明用語）に定める埋込み形照明器具をいう。）を取り付ける場合に
あたっては、断熱材で覆うことができるものを使用すること。」と規定されました。そのため、住宅で断熱材施工される部分に、M形器
具を断熱材との空間を設けて使用することができなくなりました。

B

※吹込用繊維質断熱材（JIS A 9523）A 、を
　使って施工する工法。寒冷地に多い施工法
　です。

ブローイング工法マット敷工法
兼用タイプ

ブローイング工法、マット敷
工法のどちらにも対応する
ダウンライトです。天井板

断熱材

G
マット敷工法専用タイプ

地域 Iを含めた地域でマット
敷工法による施工をする場
合の専用ダウンライトです。

ット敷 法に使 ます。

※住宅用人造鉱物繊維断熱材（JIS A 9521）A
　のロールタイプまたはパットタイプを天井裏
に敷き込んで断熱・遮音効果を高める工法
　です

天井板

断熱材

（ ）熱抵抗値6.6m2・Ｋ/Ｗ以下
のマット敷工法に使えま

/
す。

●ブローイング工法・マット敷工法の天井では使用できません

省エネ法により断熱構造の天井には
使用しないでください。

＊法律で禁じられています。

断熱材などを切り開いて使用

5cm以上

天井板

警告

断
熱
材
な
ど

G
マット敷工法専用タイプ

マット敷工法対応のダウンラ
イトです。

※住宅用人造鉱物繊維断熱材（JIS A 9521）A
　のロールタイプまたはパットタイプを天井裏
に敷き込んで断熱・遮音効果を高める工法

天井板

断熱材

敷 法 使 す。（ ）熱抵抗値4.6m2・Ｋ/Ｗ以下
のマット敷工法に使えま

/
す。

M
形
ダ
ウ
ン
ラ
イ
ト

S
形
ダ
ウ
ン
ラ
イ
ト

ブローイング工法の天井の場合

マット敷工法の天井の場合

マット敷工法の天井の場合

SB形

SGI形

SG形

一般形

注意

傾斜天井の場合には
傾斜天井用のダウンライトを
ご使用ください。

＊火災・故障の原因となります。 ＊器具の落下原因となります。

可燃物や電線に触れる
可燃物や電線

器具や放熱穴をおおう 傾斜した天井 器具重量に耐えられないたわむ天井

このような場所には、取り付けないでください（この器具は天井埋め込み専用です）。
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照明器具の取り付けについて

1  ホルダー式

5  回転式

9  ねじこみ式

13  ツメ止め式

2  横ねじ式

6  クラッチ式

10  上飾りねじ式

14  端面ねじ式

3  上ねじ式

7  Vバネ式

11   前ねじ式

15  端面バネ止め式

4  飾りねじ式

8  落としこみ式

12  ねじ引掛け式

16  ナイラッチ式

ランプソケット

グローブ
グローブ グローブ

グローブ

グローブ固定ねじ

取り付けねじ

カバー

カバー

カバー

クラッチ
取り付けバネ

取り付けねじ

取り付けねじ

取り付けバネ

取り付けねじ

受け具

受け具

本体

本体

本体

本体 本体

本体

ナイラッチ爪

飾り
飾りカバー

グローブ グローブまたはカバー
カバー

飾り板飾りナット

グローブ受け金具

グローブ
または
カバー

カバー

カバー カバー

カバー

飾りナット

飾りねじ

本体

本体

本体

押さえ金具

グローブをランプソケットに通し、押さ
え金具をランプソケットに締め付け、
グローブを固定します。

グローブを本体に入れ、飾りねじを締
め付け固定します。

グローブを本体に入れ、グローブ固定
ねじを締め付け固定します。

カバーを取り付けねじに通し、飾りナッ
トを締め付け固定します。

カバーを本体に入れ、カバーを右方向
に回し受け具で固定します。

カバーを押し上げ、クラッチで固定
します。

取り付けバネをつぼめながら受け具
にはめ込み、カバーを押し上げ固定し
ます。

本体側面の溝にカバーの片側を落と
し込み、カバーをずらしてもう片側も
同様に落とし込んで固定します。

グローブまたはカバーを本体に入れ、
ねじ込んで固定します。

グローブ受け金具をグローブに入れ、
飾りカバーをかぶせ、飾りを締め付け
固定します。

取り付けねじにグローブまたはカバー、
飾り板を通し、飾りナットで固定します。

カバーを取り付けねじに引掛け取り付
けねじを締め付け固定します。　

カバーの爪を本体に差し込み
固定します。

カバーを本体にかぶせ、取り付けねじ
で締め付け固定します。

カバーを本体に押し付け、取り付けバ
ネで固定します。

カバーを本体にかぶせ、ナイラッチを
本体に押しつけ固定します。

カバー・グローブ類の取り付け方法
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17  はめこみ回転式

21  上突出しねじ式

25  正面ねじ式

29  回転金具式

18  スナップ金具式

22  ギボシねじ式

26   引掛けねじ式

30   上引掛け式

19   押さえ金具式

23   上下ねじ式

27 . 横ねじ・ねじこみ式

20  下突出しねじ式

24  正面ねじ・ねじこみ式

28  引掛式

取り付け金具

取り付け金具

押さえ金具

締め付けねじ
本体

本体

取り付けねじ

飾りナット

飾りナット
飾り枠

飾り枠

飾りナット

本体

本体

笠

ギボシ

取り付けねじ

取り付けねじ

取り付けねじ

取り付けねじ

カバー

取り付けねじ

取り付けねじ

本体

本体本体

本体

本体

天板

回転金具

セード
セード

本体

本体

取り付けねじ

グローブ

グローブ

グローブ

グローブ

グローブ

セード
本体

カバー

グローブ

グローブ溝

カバー

丸形引掛シーリングまたは
引掛埋込ローゼット

引掛シーリング用
ソケット

グローブを取り付け金具にかぶせ、右
方向に回して固定します。

カバーを本体にかぶせ、取り付け金具
をカバーの溝にはめ込み固定します。

グローブを本体にはめ込み、締め付け
ねじを回し、押さえ金具で固定します。

セードを本体の取り付けねじに通し、
飾りナットで締め付け固定します。

グローブの取り付けねじを本体に通し、
飾りナットで固定します。

本体の取り付けねじに笠をかぶせ、
ギボシで締め付け固定します。

グローブを本体にかぶせ、上下の取り
付けねじを締め付け固定します。

グローブを本体にねじ込み、飾り枠を
取り付けねじに通し、飾りナットで締
め付け固定します。

グローブを本体にかぶせ、取り付けね
じを締め付け固定します。

カバーの片側を本体に引掛け、もう一
方を取り付けねじで締め付け固定し
ます。

セードに本体・天板をのせ、セード上
部の回転金具をまわして天板を固定
します。

セードの上側を本体に引掛けて固定します。

グローブを本体にねじ込み、飾り枠を
本体にかぶせ、取り付けねじを締め付
け固定します。

カバーを引掛シーリング用ソケットに
のせ、引掛シーリング用ソケットを丸
形引掛シーリングまたは引掛埋込ロー
ゼットに差し込み固定します。
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索 引　INDEX

形　　式 希望小売価格
（円）（税別） コード 在庫

区分 掲載頁

D
DRC10240EK 49,600 6224-4534 限 14
DRC10240RK 55,000 6224-4516 限 15
DRC10247RK 39,000 6224-4550 限 13
DRC10250RK 60,000 6224-4565 限 13
DRC10254AJ 75,000 6224-4578 限 13
DRC10255AJ 67,000 6224-4577 限 15
DRC10687RK 42,000 6224-4517 限 11
DRC10689EK 33,600 6224-4530 限 12
DRC10724AJ 61,600 6224-4559 限 11
DRC10732LK オープン価格★ 6224-8553 限 8
DRC10734AJ 48,800 6224-4568 限 10
DRC10737AJ 55,000 6224-4567 限 9
DRC10741AJ 49,800 6224-4574 限 9
DRC10743AJ 52,400 6224-4569 限 8
DRC10744AJ 57,400 6224-4570 限 11
DRC10745AJ 57,400 6224-4571 限 10
DRC10763LK オープン価格★ 6224-4588 限 7
DRC10769AJ 48,600 6224-4594 限 8
DRC14240RK 68,200 6224-4962 限 15
DRC14250RK 73,200 6224-5101 限 13
DRC14254AJ 86,200 6224-5008 限 13
DRC14687RK 56,200 6224-4963 限 11
DRC14689EK 48,200 6224-4974 限 12
DRC14722AJ 56,200 6224-4996 限 9
DRC14723AJ 57,200 6224-4997 限 10
DRC14724AJ 72,200 6224-4998 限 11
DRC14737AJ 66,600 6224-5002 限 9
DRC14741AJ 61,400 6224-5007 限 9
DRC14743AJ 64,200 6224-5004 限 8
DRC14745AJ 68,000 6224-5003 限 10
DRC14769AJ 60,000 6224-5018 限 8
DRC17746RK 92,800 6224-7462 限 12
DRC4241EK 35,000 6224-3837 限 15
DRC4248EK 33,400 6224-3840 限 16
DRC4249EK 30,000 6224-3841 限 16
DRC4691EK 25,600 6224-3838 限 21
DRC4692EK 27,000 6224-3839 限 21
DRC4730EK 30,400 6224-3843 限 21

形　　式 希望小売価格
（円）（税別） コード 在庫

区分 掲載頁

DRC4747EKH 34,000 6224-3844 限 22
DRC4748EK 30,400 6224-3845 限 21
DRC4751EK 27,000 6224-3847 限 21
DRC4752EK 27,000 6224-3848 限 21
DRC7240EK 44,800 6224-6556 限 14
DRC7240RK 50,200 6224-6553 限 15
DRC7739EK 30,200 6224-6561 限 12
DRC8247RK 37,000 6224-8516 限 13
DRC8250RK 56,400 6224-8533 限 13
DRC8251RK 52,400 6224-8534 限 14
DRC8252RK 52,400 6224-8535 限 14
DRC8255AJ 58,400 6224-8201 限 15
DRC8689EK 31,400 6224-8505 限 12
DRC8724AJ 54,200 6224-8545 限 11
DRC8734AJ 42,600 6224-8546 限 10
DRC8741AJ 43,400 6224-8548 限 9
DRCW4749EK 29,800 6224-3846 限 23
DRCX12603EK 106,000 6222-7677 限 20
DRCX16603EK 135,000 6222-7783 限 20
DRP10244EK 34,800 6222-7400 限 19
DRP10246EK 39,800 6222-7402 限 19
DRP10249EK 36,800 6222-7405 限 19
DRP10251EK 69,400 6222-7411 限 19
DRP10642EK オープン価格★ 6222-7413 限 18
DRP10647EK オープン価格★ 6222-7417 限 18
DRP10648EK オープン価格★ 6222-7418 限 18
DRP8249EK 33,600 6222-6952 限 19
DRP8633RJ 28,000 6222-6934 限 18
DRP8645EK 25,600 6222-6955 限 18
DRP8646EK 39,600 6222-6956 限 18
DRPS764EK オープン価格★ 6222-6224 限 18

F
FB2B02E WH 9,800 6225-5222 限 25
FB2B602 5,600 6225-5203/5204 限 25
FB5101 8,800 6225-1007/1008 限 24
FB5607-W 7,000 6225-3211/3212 限 25
FB5B601 5,400 6225-3201/3202 限 25
FBW1607 15,800 6225-0002 限 27
FBW5608 6,000 6225-4305/4306 限 27

この索引の使い方
●本カタログに掲載されている商品のすべてを網羅してあります。
●商品形式の頭にアルファベットのついている商品をさがす場合には、形式の最初のアルファベットの順で。
　〈たとえば、FB2B02E WHは「F」の項で〉
●コードの下4桁が併記されているものは、50Hz品／60Hz品を表します。

標準品 工場在庫品工 限 在庫限り品：数に限りがありますので品切れの場合は、ご容赦願います。

★オープン価格の商品は、希望小売価格を定めていません。
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形　　式 希望小売価格
（円）（税別） コード 在庫

区分 掲載頁

FBW5B601 5,200 6225-4301/4302 限 27
FC4659E-T 31,800 6227-4108 限 25
FC4659E-W 31,800 6227-4109 限 25

I
IR-B02 2,500 6224-9208 16

L
LB6629 15,800 6263-0630 限 24
LB6630 16,400 6263-0631 限 24
LB6632 12,200 6263-0634 限 24
LB6633 12,000 6263-0635 限 24
LB6635 9,600 6263-0637 限 24
LB6641 12,600 6263-0639 限 24
LB6649 29,000 6263-0648 限 24
LBW4208H 33,000 6263-3374 限 27
LBW4642H 22,000 6263-3376 限 26
LBW6634H 32,400 6263-3680 限 26
LBW6635H 36,400 6263-3681 限 26
LBW6636H 39,400 6263-3682 限 26
LBW6637H 31,200 6263-3683 限 26
LBW6639 7,300 6263-3686 限 27
LC12612H-H 28,400 6263-4821 限 22
LC12612H-T 28,400 6263-4820 限 22
LC4B03 6,800 6263-4123 限 23
LC6611 12,000 6263-4553 限 22
LC6625 12,000 6263-4567 限 22
LC6630 9,800 6263-4569 限 22
LC6647 900 6263-4581 限 23
LC6648H 15,800 6263-4583 限 22
LC8619H 23,000 6263-4603 限 22
LCW6626-W 12,800 6263-5685 限 23
LCX18620 29,000 6264-2614 限 20
LCX18621 26,400 6264-2615 限 20
LCX24622 38,000 6264-3573 限 20
LCX36622 56,400 6264-3671 限 20
LD4614 3,000 6263-6035 限 29
LD4615 3,200 6263-6036 限 29
LD6616 3,000 6263-6307 限 29
LD6617 3,200 6263-6308 限 29
LDP6601 8,800 6262-2006 限 18

形　　式 希望小売価格
（円）（税別） コード 在庫

区分 掲載頁

LDS6612 9,000 6263-6305 限 29
LDS6623 5,000 6263-6317 限 29
LDS6625 4,600 6263-6322 限 29
LDS6626 5,400 6263-6323 限 29
LEB1601 5,200 6263-0105 限 24
LGW6604H 38,000 6263-5964 限 28
LGW6605H 47,000 6263-5965 限 28
LPX36605 66,400 6264-4901 限 20
LR1059 6,800 6286-0109 限 20

M
MRC-AA3601 オープン価格★ 6224-6589 限 7
MRC-AH3600 オープン価格★ 6224-6584 限 7
MRC-AH3700 オープン価格★ 6224-6585 限 7

R
RBW1618L 19,400 6224-0469 限 27
RBW2606L-B 30,000 6224-0525 限 27
RBW2607L-B 34,000 6224-0527 限 26
RBW2608L-B 34,000 6224-0529 限 26
RC3697 6,000 6224-3629/3630 限 21
RC3698 6,000 6224-3631/3632 限 21
RC3724H 17,000 6224-3169/3170 限 22
RC3B611 12,800 6224-3121/3122 限 21
RCA-01 1,400 6224-9203 工 16
RCW2625 10,000 6224-2213/2214 限 23
RCW2627 9,200 6224-2215/2216 限 26
RCW2627H 15,800 6224-2217/2218 限 26
RCW3625 10,200 6224-3641/3642 限 23
RCW3625L 10,200 6224-3643/3644 限 23
RCW5628L 17,600 6224-3509 限 27
RPJ101 1,200 6222-9071 工 40
RPJ110N 1,000 6222-9108 39
RPJ150N 1,400 6222-9109 39

索　
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エコだけを目標にするのではなく、さらに新しい家電の未来を描く。

それが「日立はエコにたし算」に込めた想いです。

省エネや有害物質の削減など、様々なエコ技術に、すてきな新機能をたし算。

みんなの生活を、もっともっと豊かにしていきます。

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12

●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・交換をお勧めします。
※使用条件は周囲温度30℃、電圧100V、年間３,０００時間点灯（1日10時間点灯）の場合（JIS C 8105-1解説による）。
・周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
・年に1回は「安全チェックシート」※により、自主点検をしてください。
※「安全チェックシート」は一般社団法人日本照明工業会のホームページよりダウンロードできます。URL:http://www.jlma.or.jp/anzen/anzen_cs.htm
・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。
●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みください。
●商品には安全にお使いいただくための注意シールが貼ってある、または同梱されております。ご使用の際はご確認の上、正しくお使いください。

ご使用の際、このような症状はありませんか？ ご使用中止
●スイッチが作動しないことがある。 ●コゲくさい臭いがする。
●異常な音がする。 ●カサやカバーなどがひび割れた。
●その他の異常・故障がある。

故障や事故防止のため、電源を切ってお買い上げの販売店にご連絡ください。
点検・修理についての費用など詳しいことは販売店にご相談ください。

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
取扱説明書はホームページからもご覧いただけます。http://kadenfan.hitachi.co.jp/manual/

●照明器具の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後 6 年です。

●このカタログに掲載の商品は国内用です。●機種によっては品切れの場合があります。●商品のデザイン、定格、仕様、補修用性能部品等は改良等のため、予告なく一部
変更することがあります。●実際の商品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。●印刷物ですので、実際の商品の色調とは多少異なる場合があります。

保証とアフターサービス

●照明器具の保証期間は、商品お買い上げより１年間です。但し、点灯装置は３年間です。
●ランプなどの消耗品は対象外とさせていただきます。
●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、ご希望により有償修理させていただきます。

●ご使用中、器具に異常が生じた場合は直ちに使用を中止し、電気工事店または下記のところに、器具の形式・
故障状況を連絡のうえ修理を依頼してください。

●この製品は日本国内用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。また、アフターサービ
スもできません。

●この印刷物は環境に配慮して植物油インキを使用しています。このカタログの記載内容は2014年4月現在のものです。LL-808(H)

カタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。
もし販売店でおわかりにならないときは、下記のご相談窓口におたずねください。

信用と行きとどいたサービスの当店へどうぞ。

お客様相談センター 0120-3121-11

・本窓口等で取得致しましたお客様の個人情報は、お客様のご相談および   
　サポート等への対応を目的として利用し、適切に管理します。
・ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社や協力 
　会社にお客様の個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
 ※弊社の「個人情報保護に関して」は、下記をご参照ください。
　http://www.hitachi-ap.co.jp/privacy/index.html
・よくあるご質問を、ホームページでご紹介しております。

受付時間9：00～17：30（月～土）、9：00～17：00（日・祝日）
携帯電話、ＰＨＳからもご利用できます（年末年始は休ませていただきます）。

TEL：
FAX：0120-3121-34

■日立家電品のお買物・お取り扱いについてのご相談を承る窓口

ご使用上の注意
●ICインバーター照明器具の近くで、ラジオや赤外線リモコン方式のテレビを使用しますと、まれに雑音が入ったり、リモコンが作動しない場合があります。
●ICインバーター照明器具は、調光回路（調光器等）との併用は避けてください。
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