
0047
東京都千代田区内神田3-4-6　富士エレベータービル2階

03  6800  2472

101

03 6260 9714





導入実績

FPL・FHP・FMLランプ
水銀灯（コーン型・バラストレス型）
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【飲食店】
■株式会社くらコーポレーション
　無添くら寿司
■五苑マルシングループ　直営・FC店舗計185店舗
　情熱ホルモン、中華五苑
■マルシェ株式会社 直営店全店FC加盟店
　八剣伝、居心伝/バルビダ、酔虎伝など
■イートアンド株式会社
　大阪王将
■TSUTAYAグループ
　株式会社トリプロプラス
■株式会社ポムフード
　ポムの樹、ポムの樹Jr.、街の洋食屋さん
■株式会社オペレーションファクトリー
　ライム、ブルー、リバーカフェ、チェルシーなど
■アンドモワ株式会社【旧株式会社川中商事】 全店約450店舗
　竹取御殿、北海御殿、和花の宝石箱、柚のしずくなど
■株式会社コズミックホールディングス 全店約180店舗
　ゆずの小町、金丸農園、知床漁場、Mdiningなど
■株式会社秀インターワン 全店約100店舗
　いっきゅうさん、鳥二郎、串虎など
■株式会社大台フードプロジェクト 全店42店舗
　豆一、豆助、ぜんらくもん、串一など
■株式会社こうむら 40店舗
　海鮮屋台おくまん、炭火焼鳥吉鳥、海鮮イタリアンバル・BARMAN
■株式会社ダンシンダイナー 全店30店舗
　焼肉の牛太本陣、しゃぶしゃぶ但馬屋など
■株式会社西頭　直営17店舗
　もつ真路、馬鹿うま、焼肉道三　
■株式会社ダックス　直営30店舗
　パスタ専門店 コパン
■株式会社そ組　直営15店舗
　カレーは飲み物。、なぜ蕎麦にラー油を入れるのか。
■阪神食品株式会社 15店舗
　6年4組、松永牧場など
■株式会社アルバーダイニング 18店舗
　Alberta、HummingBirdなど
■日本料亭ゆきや 3店舗
■びっくりドンキー FC加盟店20店舗
■丸源らーめん FC加盟店10店舗
■ドトールコーヒー FC加盟店
■ＰＲＯＮＴ-プロント- FC加盟店
■31アイスクリーム FC加盟店
■土間土間 FC加盟店

他、飲食店約2000店舗
【美容室・エステサロン】
■株式会社シャンヴルスフレ エステオリエンタルスタイル
■ホットヨガスタジオLAVA FC加盟店
■イレブンカット FC加盟店
他、美容室・エステサロン約300店舗

【宿泊施設】
■株式会社カトープレジャーグループ 株式会社GHP
宿泊施設90施設
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【マンション・ビル共用部】
■大阪セキスイハイム不動産株式会社　管理物件近畿二府四県650棟共用部
■ダイワハウスグループ　グローバルコミュニティ株式会社　管理物件共用部
■東京建物不動産販売株式会社　管理物件共用部
■株式会社エイブルエイブル保証株式会社　管理物件共用部
■住友不動産建物サービス株式会社　管理物件共用部
■三井不動産レジデンシャル株式会社　ベルパークシティ　共用街路灯全灯
■セイビグループ株式会社　ホゼングッドワークス株式会社　管理物件共用部
■近畿不動産株式会社　管理物件共用部
■ハイネスコーポレーション株式会社　管理物件共用部
■片山工業株式会社　管理物件共用部

マンション・ビル共用部約750件

【イルミネーション・その他施設】
■住友不動産ベルサール株式会社
　ベルサール東京日本橋「春の光 OEDO BLOSSOM 2017」
■水都大阪フェスイルミネーション
■中ノ島バンクスイルミネーション　中ノ島渋川ビルX’masイルミネーション　
　シンボルツリーイルミネーション
■上新電機株式会社Joshin
■宝山寺生駒聖天奥の院
■堺東商店街
■山之口商店街
■株式会社ニシイチドラッグ（ドラッグストア）
■株式会社キンキクレスコ 池田バッティングセンター
■一般社団法人日本女子プロ野球機構 わかさ球場イルミネーション
■KOMAカントリークラブ クラブハウス
■上ヶ原ゴルフセンター
■株式会社丸治
　幸運を呼ぶ赤パンツでおなじみの巣鴨のマルジ　1号店～4号店
■TSUTAYA FC加盟店
■ビデオ試写室 WELOVEVIDEO
■有限会社ラインナップ CROCS関西全店

他、イルミネーション4件／その他施設(バッティングセンター、ゴルフ場、整骨院、ビデオ試写室等)56施設
※以上敬称略

【アミューズメント】
■株式会社ランシステム
　自遊空間運営

【工場・事務所】
■兵機海運株式会社
　大阪市港湾局所有　海運倉庫
■株式会社平八 事務所及び工場(-20°以上の冷凍工場含む)
■株式会社共栄 事務所及び倉庫
■株式会社NTTドコモ
　ドコモショップ
■株式会社アクセスワン 本社事務所

他、工場・事務所22件
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AC51A09ハロゲン球LED

12V対応のハロゲンは、完全受注生産です。最小注文数は100からで、応相談。

AC51A09

1
12V用電子トランスの種類によっては点灯しない、うまく調光しない場合がございます。2
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白熱球40W相当

白熱球60W相当

白熱球80W相当

白熱球100W相当
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1部昼白色タイプの電球は受注生産となります。1
クリアシリカの調光は受注生産となります。2
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白熱球60W相当

EFD25相当
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FPL・FHP LAMP
PL 412

APL412W
APL412YPLライト ～

～

～GY Q
GY Q

%

% ～

AS27WFML ～GX

FML LAMP

412
410

44

21.79

25.6

コ
ン
パ
ク
ト
蛍
光
灯

83.5㎜

91㎜ 120㎜ 135㎜

79.5㎜

35.5㎜
8㎜

22㎜

18㎜

21㎜

横幅寸法

FMLライト . VAC
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Terasave AD 全方位タイプ AD55/AD70/AD90

AD55 AD70

Terasave AD55N
Terasave AD Terasave AD70N

Terasave AD90N

～

～

～

～

～

～
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水銀灯200W相当

水銀灯400W相当

水銀灯700W相当
水銀灯1000W相当
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完全受注生産品となり、納期にお時間をいただく可能性があります。
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街
路
灯

Street Light LAMP

ACITIE3035
ACITIE3065
ACITIE3100
ACITIE3135
ACITIE3150

街路灯

横幅寸法

～

～

～

～

～

.
電源除く

.
電源含む

VV～

157

255.4
381

246

113

Ă50~Ă60

色温度は指定していただくことが可能です。
完全受注生産品となり、納期にお時間をいただく可能性があります。



■使用上のご注意
ＬＥＤランプのご注意
・ＬＥＤは発光色や明るさがバラつく場合がありますので、ご了承ください。
・ＬＥＤは周囲環境によって、充分な照度確保が困難な場合があります。
・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、ＬＥＤが完全に消灯しない場合があります。
・調光する場合は対応ランプをご使用下さい。また白熱灯用調光器と組み合わせて使用する場合は、必ず適
　合性をご確認の上ご使用ください。適合していない場合、火災の原因となります。
・使用環境によっては、ランプにちらつきが発生する可能性があります。
・ＬＥＤモジュ－ルの交換はできません。
・調光、リモコンのついた電球器具や回路、誘導灯、非常照明器具では絶対使用しないでください。
・雨や水滴のかかる状態や湿度の高いところで使用しないでください。
・密閉器具や断熱施工器具など温度的に使用できない器具があるので注意して下さい。
・製品の構造と用途で寿命の差が生じる事がある為、寿命は保証するものではありません。
・ＬＥＤランプの種類によっては近紫外線が出る可能性があります。そのため被照射物が退色する場合があり
　ます。

ランプは下記の環境・条件では使用しないでください。
火災・感電・ランプ落下・ランプ短寿命・不具合の原因となります。
・改造した照明器具。
・表示された電源電圧（定格電圧±６％以内）以外の電圧での使用。
・本体表示及び取扱説明書などに特別表示されているものを除き、周囲湿度は85%以上、周囲温度が40℃ 
　を超える環境。
・火気・振動・衝撃・麈埃・腐食性及び可燃性ガス等の影響を受ける場所。
・特殊用途(医療用・写真撮影用・乗物用・信号用等)での使用。誤って使用しますと、ノイズによる事故の原因　
　となります。

　指定された器具の取付け場所及び取付け方向以外での使用。
　非常用照明器具、誘導灯器具、防爆用器具。
　本体表示及び取扱説明書などで指定のランプ以外の使用。

設置・施工
・ランプの取り付け、取り外し、器具清掃のときは必ず電源を切って行ってください。
・調光対応以外の商品を、調光器を介して使用しないでください。

アフターサービスについて
・保証期間内に、故障が起きた場合、弊社代理店または、弊社営業所に御申入れください。無償で郵送交換　
　をさせていただきます。
・弊社は、不良品を確認してからの対応ではなく新品商品到着後、商品を回収いたしますので、スピーディー
　な対応でご安心いただけます。
・在庫品であれば、２～３営業日以内に保証対応商品を出荷いたします。
・お送りいたしました商品に、弊社送料負担の送り状を同梱しておりますので、そちらでご返送いただきます
　のでお客様のご負担はございません。
・保証対応商品が廃番となった場合は、後継品番での保証とさせていただきます。
・高所部分の交換対応につきましては、別途弊社代理店または、弊社営業所へご相談ください。
・保証書が必要な場合は弊社代理店または、弊社営業所へ御申入れください。
・保証期間が過ぎている場合は、お買い上げ販売代理店もしくは弊社営業所にご相談ください。ご希望によ
　り有償対応をさせていただきます。
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