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LED NEXT STAGE 2020出展の中止のお知らせ 
 

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

3 月 3 日(火)～6 日(金)にて、弊社が出展を予定していた日本経済新聞社主催の LED NEXT STAGE2020 が

新型コロナウイルス感染拡大を受けて、来場者、出店関係者の健康、安全面を考慮して開催中止となりましたこ

とをご連絡申し上げます。 

弊社としては、ご来場を予定されていた皆様に新商品を含めたご提案が出来ず、大変残念に思って

おります。  

会場でのご提案はかないませんでしたが、その一部をご案内させて頂きたいと思います。 

敬具 

 

 

照明器具の再活用で 「廃棄の最少化」 と 「CO2 の削減」 に貢献する 

    レトロフィットソリューション 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

地球環境にやさしい LED化は、お使いの器具の再活用により  

「廃棄の最少化」と「CO2 の削減」 に貢献できる直管形 LED ランプ

です。 

【ターゲット】 環境負荷低減に取り組む企業様向け。 

 

色再現性が求められる印刷工場の色校正現場や美術館の光源と

して、演色性を Ra98まで高めた LED ランプです。 

 

【ターゲット】 映像編集室・印刷工場・美術館・お花屋様向け。 

 

 

■ 水銀灯代替え LEDランプ 

■ 高効率直管形 LED ランプ ■ 高演色 LED ランプ（Ra98） 

■ 高温・低温環境対応 LEDランプ 

従来形 LED照明は使用温度範囲が-20～40℃で特殊用途には制

限がありました、この問題を解決した LED ランプシリーズです。 

（1）看板照明に対応する 20～80℃まで使用可能な LED ランプ。 

（2）冷蔵倉庫に対応する-40～20℃まで使用可能な LED ランプ。 

【ターゲット】 

高温(内照看板の光源) 

低温(冷蔵倉庫の光源) 

内照看板例 100W    250W    400W タイプ 

蛍光灯に対して CO2削減７８％削減を達成 映像編集室 (昼光色)     印刷工場 (昼白色)      美術館 (電球色) 

おもな出展商品 

水銀灯は 2022 年以降 「製造」 「輸出」 「輸入」 が禁止される

中、既設の水銀灯器具に取り付け可能な LED ランプ(100W・

250W・400W タイプ)です。 

【ターゲット】 

公園や道路灯を管理 

される自治体やユーザー 

様向け。 

*JIS:Z9112 蛍光ランプ・LED の光源及び演色性による区分 クラス 4対応ランプ。 



業界トップクラスの発光効率

既設蛍光灯からLEDへの置き換えで約７８％*2節電可能
*2 従来蛍光灯40形＋安定器ロス4Wと当社40形相当LEDランプ(10W)との比較

照明エネルギー消費係数算出のための照明器具の消費電力の参考値より。

最大配光角度３００°

部屋全体を明るく照らします。

スリム管採用
Hｆと同じ管径Φ26.0のためHf蛍光灯ルーバー器具にも取り付け
可能です。

口金角度調整機能付き
左右100度、光の照射方向を変える
ことができます。

200
ｌｍ/W

直管形LEDランプ

トラスト・ライト(RXシリーズ)

200
ｌｍ/W
発光効率

40形(44W)               TRUST-LIGHT(10W)

40形片側給電タイプ

結線図

ダミー側

電磁妨害対策

*1 本製品は防湿・防滴器具に取り付けることで、軒下等に使用することができます。

＊1
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●蛍光灯器具には、LED照明用に配線変更工事が必要です。配線変更工事をしていない
器具では点灯しません。

●電気工事は、電気工事士の有資格者が実施してください。

●記載の内容は予告無く変更になることがあります。
●保証内容は、取扱説明書の「保証について」に準じて使用した場合が対象になります。
●LED素子は、バラツキがあるため、同一製品においても光色、明るさが異なる場合があります。
●ラジオやテレビなどの音響及び映像機器の近くで点灯すると、雑音が入る場合があります。

販売代理店

LED化電力削減シミュレーション

共通仕様

防湿・防滴器具ご使用時の注意点

■必ず防湿・防雨型器具をご使用ください。(別売で専用の防湿・防滴器具を用意しています）

■当社専用器具以外でご使用になる場合は、器具の防水ソケットが管径25.5mm用であることを
確認してください。
管径Φ２８㎜用または管径Φ３２㎜用の場合は別売のアジャスターパッキンを用意しています。
給電側とダミー側の両側に取り付けをお願いします。

逆富士型 トラフ型 反射笠付型

40形
1灯 ETW-KVW401B ETW-KTW401B ETW-KAW401B

2灯 ETW-KVW402B ETW-KTW402B ETW-KAW402B

20形
1灯 ETW-KVW201B ETW-KTW201B ETW-KAW201B

2灯 ETW-KVW202B ETW-KTW202B ETW-KAW202B

本製品は防湿・防滴器具に取り付けることで、軒下等に使用することができます。

防水ソケット管径 品 名

管径Φ２８㎜用 アジャスターパッキン２８用

管径Φ３２㎜用 アジャスターパッキン３２用

注)油煙、有機溶剤のある場所では使用しないでください。ソケットやカバーなどのプラスチック部品が割れ、ランプ落下や感電の原因となることがあります。
注)一般屋内用です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。



直管形LEDランプ

高温環境タイプ(20～80℃)

●20～８０℃まで幅広い温度域で使用可

●内照看板の光源に使用可能

●防湿・防滴性能 IPX5相当*1

●節電効果73％*2以上

●電源内蔵で既存器具に取り付け可能*3

(器具交換タイプより低予算・メンテナス性が良い)

●片側給電タイプ

●口金はG13タイプ採用

*1 防湿・防雨型器具と組み合わせ *2 蛍光灯40形に対して

*3 AC直結工事が必要

高温環境対応(20～80℃)
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品 名 型 番 色温度(K)
消費電力
(W)

全光束
(lm)

全長
(mm)

管径
(mm)

質量
(g)

光源寿命
(時間)

40形相当高温環境タイプ TLSN40-501220HF
5000

（昼白色）
12 1900 1198 26.5 370 40000

●蛍光灯器具には、LED照明用に配線変更工事が必要です。配線変更工事をしていない
器具では点灯しません。

●電気工事は、電気工事士の有資格者が実施してください。

●記載の内容は予告無く変更になることがあります。
●保証内容は、取扱説明書の「保証について」に準じて使用した場合が対象になります。
●LED素子は、バラツキがあるため、同一製品においても光色、明るさが異なる場合があります。
●ラジオやテレビなどの音響及び映像機器の近くで点灯すると、雑音が入る場合があります。

販売代理店

使用条件
器具は防湿・防雨型をご使用ください。

管径25.5mm用防水ソケットに

確実に取り付けてください。

結線図

電気工事は、電気工事士の有資格者が実施してください。



直管形LEDランプ

低温環境タイプ(-40～20℃)

●F2級*1 低温域から使用可能

(-40 ～ 20℃)

●防湿・防滴性能 IPX5相当*2

●節電効果60％*3以上

●電源内蔵で既存器具に取り付け可能*4

(器具交換タイプより低予算・メンテナス性が良い)

●片側給電タイプ

●口金はG13タイプ採用

*1 冷蔵倉庫温度区分 *2 防湿・防雨型器具と組み合わせ

*3 蛍光灯40形に対して *4 AC直結工事が必要

低温環境対応(-40～20℃)
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品 名 型 番 色温度(K)
消費電力
(W)

全光束
(lm)

演色性
(Ra)

全長
(mm)

管径
(mm)

質量
(g)

光源寿命
(時間)

40形相当低温環境タイプ TLSN40-501321FF
5000

（昼白色）
13 2100 80 1198 26.5 355 40000

－40℃ －30℃ －20℃ －10℃ －2℃ 10℃ 20℃

F2級 F1級 C1級 C2級 C3級 常温20℃

F2級から対応(‐40～20℃)

冷蔵倉庫温度区分

●蛍光灯器具には、LED照明用に配線変更工事が必要です。配線変更工事をしていない
器具では点灯しません。

●電気工事は、電気工事士の有資格者が実施してください。

●記載の内容は予告無く変更になることがあります。
●保証内容は、取扱説明書の「保証について」に準じて使用した場合が対象になります。
●LED素子は、バラツキがあるため、同一製品においても光色、明るさが異なる場合があります。
●ラジオやテレビなどの音響及び映像機器の近くで点灯すると、雑音が入る場合があります。

【冷凍】－18度以下

冷凍食品・アイスクリーム

【冷蔵】－18～ 10℃

乳製品・精肉

【常温】10～20℃
果物・ワイン

冷蔵倉庫温度区分

販売代理店

貯蔵品例



既設の水銀灯灯具そのままでＬＥＤ化を実現

既設ランプからの交換で、

消費電力を大幅削減します。

水銀灯形LEDランプと専用電源の交換で、

灯具はそのままでLED化ができます。

(100形相当は電源内蔵)

水銀ランプ同等の自然な光の

広がりが得られます。

水銀ランプ

400W

水銀ランプ400W 400形相当LEDランプ

水銀灯形LEDランプ

電源内蔵タイプ
100形相当

電源別置タイプ
250形相当

電源別置タイプ
400形相当

100形相当(電源内蔵タイプ) 250形相当(電源別置タイプ) 400形相当（電源別置タイプ）

■水銀ランプをお使いの皆様へ
水俣条約の担保法の規定により、国内では2020年12月31日に
規制が開始されます。
一般照明用の高圧水銀ランプについては２０２0年末 「製造」
「輸出」 「輸入」が禁止されます。
（メタルハライドランプ、高圧ナトリウムランプは対象外）

７８％
削減
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●水銀灯器具には、LED照明用に配線変更工事が必要です。配線変更工事をしていない
器具では点灯しません。

●電気工事は、電気工事士の有資格者が実施してください。

●記載の内容は予告無く変更になることがあります。
●保証内容は、取扱説明書の「保証について」に準じて使用した場合が対象になります。
●LED素子は、バラツキがあるため、同一製品においても光色、明るさが異なる場合があります。
●ラジオやテレビなどの音響及び映像機器の近くで点灯すると、雑音が入る場合があります。

販売代理店

LEDランプ仕様

配線図

タイプ 電源内蔵タイプ 電源別置タイプ
品 名 水銀灯100形相当 水銀灯250形相当 水銀灯400形相当

型 番 TLHU100-5024036K TLHU250-5060112K TLHU400-5080147K

消費電力 (*電源組合せ) 24W 70W* 92W*

色温度 5000K(昼白色相当) 5000K(昼白色相当)

全光束 3,600 lm 11,200 lm 14,720 lm
演色性 Ra80 Ra80
定格電圧 AC90～242V -

防じん・防滴性能 IP65 IP65
光源寿命 40000h 40000h
使用温度範囲 -20～＋40℃ -20～＋40℃
口 金 E26 E39
質 量 0.45ｋｇ 0.64ｋｇ 0.88ｋｇ

寸 法 Φ74 x 174mm Φ100 x 247mm Φ114 x 274mm

付属品 落下防止ワイヤ 落下防止ワイヤ

電 源

適合ポール - 105.3ｍｍ
定格電圧 - AC 94～106V、188～256V
質 量 - 1.2kg 1.6kg
寸 法(W,H,D)
突起物含まず

- 65 x 42 x 200mm 75 x 52 x 200mm

付属品

電源ユニット寸法

落下防止ワイヤ

電源内蔵タイプ 電源別置タイプ

AC90～242V

AC94～106V
AC188～256V

水銀灯250形相当 水銀灯400形相当


