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ペンダント

■付属電球
白熱球：E26 100W 普通球（クリアー）
LED球：E26 6.5Ｗ LEDフィラメント電球（エジソン）
　　　　800 ルーメン（白熱電球 60W 相当）
■サイズ・重量
幅φ23× 高 25× 全長 45－105cm
・重 0.8kg
■素　材
スチール
■仕　様
引掛けシーリング コード吊り ブラックコード
長さ調節可
蛍光灯対応 ○　LED 対応 ○

ジェンマスモール アンティークゴールド
[5100446] LP3049GD □D  ○ヤ

¥20,000

■付属電球
白熱球：E26 100W 普通球（クリアー）
LED球：E26 6.5Ｗ LEDフィラメント電球（エジソン）
　　　　800 ルーメン（白熱電球 60W 相当）
■サイズ・重量
幅φ23× 高 25× 全長 45－105cm
・重 0.8kg
■素　材
スチール
■仕　様
引掛けシーリング コード吊り ブラックコード
長さ調節可
蛍光灯対応 ○　LED 対応 ○

ジェンマスモール アンティークブラウン
[5100448] LP3049BR □D  ○ヤ

¥20,000

LEDジェンマスモール アンティークゴールド LEDジェンマスモール アンティークブラウン
[5100449] LP3090BR □D  ○ヤ

¥23,000
[5100447] LP3090GD □D  ○ヤ

¥23,000

■付属電球
白熱球：E26 100W 普通球（クリアー）
LED球：E26 6.5Ｗ LEDフィラメント電球（エジソン）
　　　　800 ルーメン（白熱電球 60W 相当）
■サイズ・重量
幅φ40× 高 40× 全長 62－120cm
・重 1.5kg
■素　材
スチール
■仕　様
引掛けシーリング コード吊り ブラックコード
長さ調節可
蛍光灯対応 ○　LED 対応 ○

ジェンマ アンティークゴールド
[5100471] LP3048GD □D  ○ヤ

¥27,000

■付属電球
白熱球：E26 100W 普通球（クリアー）
LED球：E26 6.5Ｗ LEDフィラメント電球（エジソン）
　　　　800 ルーメン（白熱電球 60W 相当）
■サイズ・重量
幅φ40× 高 40× 全長 62－120cm
・重 1.5kg
■素　材
スチール
■仕　様
引掛けシーリング コード吊り ブラックコード
長さ調節可
蛍光灯対応 ○　LED 対応 ○

ジェンマ アンティークブラウン
[5100473] LP3048BR □D  ○ヤ

¥27,000

LED ジェンマ アンティークゴールド LED ジェンマ アンティークブラウン
[5100474] LP3089BR □D  ○ヤ

¥30,000
[5100472] LP3089GD □D  ○ヤ

¥30,000（税込 ¥25,300）

（税込 ¥22,000）

（税込 ¥25,300）

（税込 ¥22,000）

（税込 ¥33,000）

（税込 ¥29,700）

（税込 ¥33,000）

（税込 ¥29,700）

■付属電球
E17 40Ｗ 白熱 ミニ球（クリアー）
■サイズ・重量
幅φ13.6×高 15.7×全長 40－120cm
・重 1.0kg
■素　材
スチール、ガラス
■仕　様
引掛けシーリング コード吊り クリアコード
長さ調節可
蛍光灯対応 ○　LED 対応 ○

ホイットニー S
[5100349] LP3102CL □D  ○ヤ

¥18,000（税込 ¥19,800）

引掛シーリング

■付属電球
LED モジュール 6W（電球色）
520ルーメン（白熱電球60W相当）
■サイズ・重量
幅φ13.3× 高 14.5× 全長 98cm・重 0.4kg
■素　材
天然木（ウォルナット）、アルミ、樹脂 ABS
■仕　様
引掛けシーリング コード吊り ブラックコード
付属の S 字型パーツを使用して高さ調整可能
※製品一体型 LED になりますので電球交換
はできません
調光器との併用不可
蛍光灯対応 ×　LED 対応 ○

LED エポカ シルバー
[5100206] LP3039SV □D  ○ヤ

¥18,000

■付属電球
LED モジュール 6W（電球色）
520ルーメン（白熱電球60W相当）
■サイズ・重量
幅φ13.3× 高 14.5× 全長 98cm・重 0.4kg
■素　材
天然木（ウォルナット）、銅、樹脂 ABS
■仕　様
引掛けシーリング コード吊り ブラックコード
付属の S 字型パーツを使用して高さ調整可能
※製品一体型 LED になりますので電球交換
はできません
調光器との併用不可
蛍光灯対応 ×　LED 対応 ○

LED エポカ ブロンズ
[5100128] LP3039BZ □D  ○ヤ

¥18,000（税込 ¥19,800） （税込 ¥19,800）

■付属電球
LED モジュール 6W（電球色）
520ルーメン（白熱電球60W相当）
■サイズ・重量
幅φ13.3× 高 14.5× 全長 98cm・重 0.4kg
■素　材
天然木（ウォルナット）、真鍮、樹脂 ABS
■仕　様
引掛けシーリング コード吊り ブラックコード
付属の S 字型パーツを使用して高さ調整可能
※製品一体型 LED になりますので電球交換
はできません
調光器との併用不可
蛍光灯対応 ×　LED 対応 ○

LED エポカ ゴールド
[5100205] LP3039GD □D  ○ヤ

¥18,000（税込 ¥19,800）
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ペンダント

■付属電球
E17 60Ｗ 白熱 ミニ球（クリアー）
■サイズ・重量
幅φ12× 高 15× 全長 50－100cm 
・重 1.2kg
■素　材
スチール、ガラス
■仕　様
引掛けシーリング チェーン吊り クリアコード
長さ調節可
蛍光灯対応 ○　LED 対応 ○

ベレッタ
[5100340] LP3056CL □D  ○ヤ

¥18,000

■付属電球
E26 100Ｗ 白熱 普通球（クリアー）
■サイズ・重量
幅φ30× 高 22× 全長 40－100cm
 ・重 1.4kg
■素　材
スチール、アクリルビーズ
■仕　様
引掛けシーリング コード吊り クリアコード
長さ調節可
蛍光灯対応 ○　LED 対応 ○

ガーラ クリアー
[5100475] LP2425CL □D  ○ヤ

¥20,000

■付属電球
白熱球：E26 40W 普通球（クリアー）
LED球：E26 7W  LED 普通球（クリアー）
　　　　810 ルーメン（白熱電球 60W 相当）
■サイズ・重量
約 幅 27×27× 高 34× 全長 53－150cm
・重 2.1kg
■素　材
ガラス、スチール、真鍮
■仕　様
引掛けシーリング チェーン吊り ブラックコード
長さ調節可
蛍光灯対応 ○　LED 対応 ○

エトワール ペンダントランプ クリアー
[5100452] LP3020CL □D  ○ヤ

¥28,000

LEDエトワール ペンダントランプ クリアー
[5100455] LP3091CL □D  ○ヤ

¥31,000

■付属電球
白熱球：E26 40W 普通球（クリアー）
LED球：E26 7W  LED 普通球（クリアー）
　　　　810 ルーメン（白熱電球 60W 相当）
■サイズ・重量
約 幅 27×27× 高 34× 全長 53－150cm
・重 2.1kg
■素　材
ガラス、スチール、真鍮
■仕　様
引掛けシーリング チェーン吊り ブラックコード
長さ調節可
蛍光灯対応 ○　LED 対応 ○

エトワール ペンダントランプ フロスト
[5100453] LP3020FR □D  ○ヤ

¥28,000

LEDエトワール ペンダントランプ フロスト
[5100456] LP3091FR □D  ○ヤ

¥31,000（税込 ¥34,100）

（税込 ¥30,800）

（税込 ¥34,100）

（税込 ¥30,800） （税込 ¥22,000） （税込 ¥19,800）

■付属電球
白熱球：E17 60W 白熱 ミニ球（クリアー）
LED球：E17 40Ｗ相当小型 LED 電球（電球色）
■サイズ・重量
幅φ24.5× 高 14× 全長 47－112cm
・重 1.3kg
■素　材
スチール、ガラス
■仕　様
引掛けシーリング コード吊り ブラックコード
長さ調節可
蛍光灯対応 ×　LED 対応 ○

ファティマ
[5100568] LT-4039 □I   ○ヤ

¥11,000

■付属電球
白熱球：E26 100W 白熱 普通球（クリアー）
LED球：E26 60Ｗ相当一般球形 LED 電球（電球色）
■サイズ・重量
幅φ40.5× 高 52× 全長 76－272cm
・重 2.6kg
■素　材
スチール、アルミ
■仕　様
引掛けシーリング チェーン吊り
長さ調節可
蛍光灯対応 ×　LED 対応 ○

ノルマントン グレー
[5100570] LT-1862GY □I   ○ヤ

¥20,100（税込 ¥12,100） （税込 ¥22,110）

■付属電球
白熱球：E17 60Ｗミニ球（クリアー）
LED球：E17 40Ｗ相当小型 LED 電球（電球色）
■サイズ・重量
幅 20× 高 16× 全長 42－101cm
・重 1kg
■素　材
スチール、ガラス
■仕　様
引掛けシーリング コード吊り よりコード仕様
長さ調節可
蛍光灯対応×　LED 対応 ○

ロアンヌ
[5100577] LT-9683 □I   ○ヤ

¥14,000

LED ロアンヌ
[5100576] LT-9686 □I   ○ヤ

¥15,560（税込 ¥17,116）

（税込 ¥15,400）

LED ファティマ
[5100567] LT-4040 □I   ○ヤ

¥12,560（税込 ¥13,816）

LED ノルマントン グレー
[5100569] LT-1863GY □I   ○ヤ

¥21,600（税込 ¥23,760）

引掛シーリング

■付属電球
白熱球：E17 40Ｗ 白熱 ミニ球（クリアー）
LED球：E17 4.0Ｗ LED ミニ球（フロスト）
　　　    440ルーメン（白熱電球40W相当）
■サイズ・重量
幅φ16× 高 20× 全長 40－120cm 
・重 0.7kg
■素　材
スチール、天然木（ウォルナット）
■仕　様
引掛けシーリング コード吊り ブラックコード
長さ調節可
蛍光灯対応 ○　LED 対応 ○

カミーノ S ゴールド
[5100543] LP3114GD □D  ○ヤ

¥13,000

LED カミーノ S ゴールド
[5100544] LP3110GD □D  ○ヤ

¥15,500（税込 ¥17,050）

（税込 ¥14,300）
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ペンダント

■付属電球
E26 60W 白熱 普通球（クリアー）
■サイズ・重量
幅φ48× 高 23.3× 全長 40－150cm
・重 1.35kg
■素　材
アルミ、ガラス、スチール
■仕　様
引掛けシーリング コード吊り ホワイトコード
長さ調節可
蛍光灯対応 ○　LED 対応 ○

スコーレ チャコールグレー
[5100549] LP3123GY □D  ○ヤ

¥30,000

■付属電球
E26 60W 白熱 普通球（クリアー）
■サイズ・重量
幅φ48× 高 23.3× 全長 40－150cm
・重 1.35kg
■素　材
アルミ、ガラス、スチール
■仕　様
引掛けシーリング コード吊り ブラックコード
長さ調節可
蛍光灯対応 ○　LED 対応 ○

スコーレ ブラック
[5100550] LP3123BK □D  ○ヤ

¥30,000（税込 ¥33,000） （税込 ¥33,000）

■付属電球
E26 100W 白熱 普通球（ホワイト）
■サイズ・重量
幅φ51× 高 25× 全長 56－126cm
・重 2.4kg
■素　材
スチール、天然木（オーク、メープル）
■仕　様
引掛けシーリング コード吊り　長さ調節可
蛍光灯対応 ×　LED 対応 ○

アントリム ホワイト
[5100292] LT-9791WH □I   ○ヤ

¥22,300

■付属電球
E26 100W 白熱 普通球（ホワイト）
■サイズ・重量
幅φ51× 高 25× 全長 56－126cm
・重 2.4kg
■素　材
スチール、天然木（ウォルナット）
■仕　様
引掛けシーリング コード吊り　長さ調節可
蛍光灯対応 ×　LED 対応 ○

アントリム ブラック
[5100293] LT-9791BK □I   ○ヤ

■付属電球
白熱球：E26 60Ｗボール球（クリアー）
LED球：E26 60Ｗ相当ボール電球（電球色）
■サイズ・重量
幅 35×31× 高 37× 全長 58－131cm
・重 1.1kg
■素　材
天然木（オーク）、スチール
■仕　様
引掛けシーリング コード吊り　長さ調節可
蛍光灯対応×　LED 対応 ○

ペーンランタ ナチュラル
[5100432] LT-2646NA □I   ○ヤ

¥14,200

LED ペーンランタ ナチュラル
[5100433] LT-2647NA □I   ○ヤ

¥16,640

■付属電球
白熱球：E26 60Ｗボール球（クリアー）
LED球：E26 60Ｗ相当ボール電球（電球色）
■サイズ・重量
幅 35×31× 高 37× 全長 58－131cm
・重 1.1kg
■素　材
天然木（ウォルナット）、スチール
■仕　様
引掛けシーリング コード吊り　長さ調節可
蛍光灯対応 ×　LED 対応 ○

ペーンランタ ブラウン
[5100434] LT-2646BN □I   ○ヤ

¥14,200

LED ペーンランタ ブラウン
[5100435] LT-2647BN □I   ○ヤ

（税込 ¥18,304）

（税込 ¥15,620）

■付属電球
白熱球：E26 100Ｗ普通球（ホワイト）
LED球：E26 60Ｗ相当一般球形電球（電球色）
■サイズ・重量
幅φ46× 高 25× 全長 50－130cm
・重 2.6kg
■素　材
スチール
■仕　様
引掛けシーリング コード吊り ホワイトコード
長さ調節可
蛍光灯対応×　LED 対応 ○

ノルデン ホワイト
[5100572] LT-8822WH □I   ○ヤ

¥22,800

LED ノルデン ホワイト
[5100571] LT-8825WH □I   ○ヤ

¥24,300

■付属電球
白熱球：E26 100Ｗ普通球（ホワイト）
LED球：E26 60Ｗ相当一般球形電球（電球色）
■サイズ・重量
幅φ40× 高 24× 全長 44－120cm
・重 1.7kg
■素　材
スチール、木
■仕　様
引掛けシーリング コード吊り ホワイトコード
長さ調節可
蛍光灯対応 ×　LED 対応 ○

ノール ホワイト
[5100574] LT-3982WH □I   ○ヤ

¥21,100

LED ノール ホワイト
[5100573] LT-3983WH □I   ○ヤ

¥22,600（税込 ¥26,730）

（税込 ¥25,080）

（税込 ¥24,860）

（税込 ¥23,210）

（税込 ¥24,530）

¥16,640（税込 ¥18,304）

（税込 ¥15,620） ¥22,300（税込 ¥24,530）

引掛シーリング
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ペンダント

■付属電球
E26 60Wタイプ 電球型蛍光灯
（省電力タイプ 電球色）
■サイズ・重量
幅φ49× 高 53× 全長 65－140cm
・重 2.4kg
■素　材
スチール、ガラス、光触媒紙
■仕　様
引掛けシーリング コード吊り ホワイトコード
長さ調節可　組立式
白熱球対応 ○　LED 対応 ○
（白熱球・LED電球の場合、
  光触媒の機能はなくなります）

ペーパーフォレスティ
[5100255] LP3045WH □D  ○ヤ

¥45,000

■付属電球
E26 60Ｗ 白熱 普通球（クリアー）
■サイズ・重量
幅φ49× 高 51× 全長 65－140cm
・重 2.4kg
■素　材
スチール、アーティフィシャルグリーン
（ポリエステル）、ガラス
■仕　様
引掛けシーリング コード吊り クリアコード
長さ調節可　組立式
蛍光灯対応 ○　LED 対応 ○

ミニフォレスティ
[5100197] LP3000GR □D  ○ヤ

¥40,000

■付属電球
オーランド ビッグ：E26 100W 白熱 普通球
　　　　　　　　  （クリアー）
オーランド：E17 60W 白熱 ミニ球（クリアー）
■サイズ・重量
オーランド ビッグ：幅φ38× 高 28× 全長
　　　　　　　　  50－100cm・重 1.8 ㎏
オーランド：幅φ30× 高 18× 全長
　　　　　  30－100cm・重 1.0 ㎏
■素　材
スチール、アルミ、アーティフィシャルグリーン
（ポリエステル）
■仕　様
引掛けシーリング ワイヤー吊り クリアコード
長さ調節可
蛍光灯対応 ○　LED 対応 ○

オーランド ビッグ
[5100382] LP3005GR □D  ○ヤ

¥25,000

オーランド
[5100564] LP3006GR □D  ○ヤ

¥20,000（税込 ¥22,000）

（税込 ¥27,500） （税込 ¥44,000） （税込 ¥49,500）

■付属電球
E26 100Ｗ 白熱 普通球（ホワイト）
■サイズ・重量
幅φ37× 高 41× 全長 58－117cm 
・重 1.3kg
■素　材
ポリプロピレン、スチール、ポリカーボネート
■仕　様
引掛けシーリング コード吊り ホワイトコード
長さ調節可　組立式
蛍光灯対応 ○　LED 対応 ○

アウロ M ホワイト
[5100257] LP2049WH □D  ○ヤ

¥20,000（税込 ¥22,000）

■付属電球
E26 100Ｗ 白熱 普通球（クリアー）
■サイズ・重量
幅φ37× 高 41× 全長 58－117cm
・重 1.1kg
■素　材
ポリプロピレン、スチール、ポリカーボネート
■仕　様
引掛けシーリング コード吊り ホワイトコード
長さ調節可　組立式
蛍光灯対応 ○　LED 対応 ○

アウロ M アイス
[5100371] LP2049IC □D  ○ヤ

¥20,000

■付属電球
E26 100Ｗ 白熱 普通球（ホワイト）
■サイズ・重量
幅φ37× 高 41× 全長 58－117cm
・重 1.1kg
■素　材
天然木（ヒノキ間伐材）、ポリプロピレン、
スチール、ポリカーボネート
■仕　様
引掛けシーリング コード吊り ホワイトコード
長さ調節可　組立式
蛍光灯対応 ○　LED 対応 ○

アウロ ウッド M
[5100339] LP2049WO □D  ○ヤ

¥38,000（税込 ¥22,000） （税込 ¥41,800）

4

引掛シーリング

■付属電球
E26 60Ｗ 白熱 φ70 ボール球（クリアー）×5 灯
■サイズ・重量
幅φ76× 高 36.5× 全長 56－111cm
・重 2.5kg
■素　材
スチール、木
■仕　様
引掛けシーリング コード吊り　長さ調節可
蛍光灯対応 ×　LED 対応 ×　

リンデンハースト
[5100575] LT-3407 □I   ○ヤ

¥30,000（税込 ¥33,000）



ペンダント

■付属電球
E17 25W 白熱 ボール球（クリアー）×4 灯
■サイズ・重量
幅 75×18× 高 22× 全長 50－150cm
・重 1.6kg
■素　材
スチール
■仕　様
引掛けシーリング ワイヤー吊り ブラックコード
長さ調節可
蛍光灯対応 ○　LED 対応 ○

シェナーリオWブラック
[5100445] LP3113BK □D  ○ヤ

¥28,000

■付属電球
E17 25W 白熱 ボール球（クリアー）×4 灯
■サイズ・重量
幅 75×18× 高 22× 全長 50－150cm
・重 1.6kg
■素　材
スチール
■仕　様
引掛けシーリング ワイヤー吊り ブラックコード
長さ調節可
蛍光灯対応 ○　LED 対応 ○

シェナーリオWアンティークゴールド
[5100553] LP3113GD □D  ○ヤ

¥28,000

■付属電球
S：E26 60Ｗ 白熱 レトロ球（クリアー）
Ｌ：E26 60Ｗ 白熱 レトロ球（クリアー）
（明るさは白熱電球30W相当）
■サイズ・重量
S：幅 23×0.4× 高 35× 全長 50－120cm
　  ・重 0.5kg
Ｌ：幅 30×0.4× 高 45× 全長 60－120cm
　  ・重 0.7kg
■素　材
スチール
■仕　様
引掛けシーリング コード吊り ブラックコード
長さ調節可
蛍光灯対応 ○　LED 対応 ○

シェナーリオ S ブラック
[5100467] LP3111BK □D  ○ヤ

¥13,000

シェナーリオ L ブラック
[5100468] LP3112BK □D  ○ヤ

¥15,000（税込 ¥16,500）

（税込 ¥14,300） （税込 ¥30,800） （税込 ¥30,800）

■付属電球
E17 25W 白熱 ボール球（クリアー）×4 灯
■サイズ・重量
幅 75×18× 高 22× 全長 50－150cm
・重 1.6kg
■素　材
スチール
■仕　様
引掛けシーリング ワイヤー吊り ホワイトコード
長さ調節可
蛍光灯対応 ○　LED 対応 ○

シェナーリオWホワイト
[5100612] LP3113WH □D  ○ヤ

¥28,000（税込 ¥30,800）

引掛シーリング

■付属電球
E26 7.4W LED 電球 ( 電球色 )
680 ルーメン（白熱電球 100W 相当）
■サイズ・重量
幅 40× 高 24.5× 全長 70－120cm
・重 2.3kg
■素　材
鋼板 黒塗装 ( 内面白塗装 )
真鍮ブロンズメッキ 黒塗装
■仕　様
引掛けシーリング コード吊り ブラックコード
長さ調節可　調光器との併用不可
蛍光灯対応 ×　LED 対応 ○

DPN-40482Y
[5100599] DPN-40482Y □K  ○ヤ

¥38,900（税込 ¥42,790）

■付属電球
LED 35W
3500 ルーメン（5000 ケルビン時の最大値）
■サイズ・重量
幅 40× 高 8.6× 全長 25－150cm
・重 3.6kg
■素　材
スチール、アルミ、ポリスチレン ( カバー )
■仕　様
リモコン付き
引掛けシーリング ワイヤー吊り クリアコード
長さ調節可　調光可 (2200 ～ 5000 ケルビン )
※製品一体型 LED になりますので電球交換
はできません
※照明器具自体に調光機能がついているため、
調光スイッチの電源では使用できません
蛍光灯対応 ×　LED 対応 ○

LED ジョルノ グレー
[5100607] LC3135GY □D  ○ヤ

¥42,000（税込 ¥46,200）

■付属電球
LED 35W
3500 ルーメン（5000 ケルビン時の最大値）
■サイズ・重量
幅 40× 高 8.6× 全長 25－150cm
・重 3.6kg
■素　材
スチール、アルミ、ポリスチレン ( カバー )
■仕　様
リモコン付き
引掛けシーリング ワイヤー吊り クリアコード
長さ調節可　調光可 (2200 ～ 5000 ケルビン )
※製品一体型 LED になりますので電球交換
はできません
※照明器具自体に調光機能がついているため、
調光スイッチの電源では使用できません
蛍光灯対応 ×　LED 対応 ○

LED ジョルノ ブラック
[5100608] LC3135BK □D  ○ヤ

¥42,000（税込 ¥46,200）

■付属電球
LED 35W
3500 ルーメン（5000 ケルビン時の最大値）
■サイズ・重量
幅 40× 高 8.6× 全長 25－150cm
・重 3.6kg
■素　材
スチール、アルミ、ポリスチレン ( カバー )
アーティフィシャルグリーン
■仕　様
リモコン付き
引掛けシーリング ワイヤー吊り クリアコード
長さ調節可　調光可 (2200 ～ 5000 ケルビン )
※製品一体型 LED になりますので電球交換
はできません
※照明器具自体に調光機能がついているため、
調光スイッチの電源では使用できません
蛍光灯対応 ×　LED 対応 ○

LED ジョルノ グリーン
[5100609] LC3135GR □D  ○ヤ

¥58,000（税込 ¥63,800）
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ペンダント

■付属電球
LED ユニット フラット形 4.5W ( 電球色 )
500ルーメン（白熱電球60W相当）
■サイズ・重量
幅 14× 高 8× 全長 42－102cm
・重 0.6kg
■素　材
鋼板 黒塗装 ( 内面白塗装 )
■仕　様
ダクトプラグ式 コード吊り ブラックコード
長さ調節可
※本製品はダクトプラグ式の為、
配線ダクトにのみ取り付け可能となります
調光器との併用不可
蛍光灯対応 ×　LED 対応 ○

DPN-41405Y
[5100590] DPN-41405Y □K  ○ヤ

¥11,900

■付属電球
LED 4W ( 電球色 )
155ルーメン（白熱電球40W相当）
■サイズ・重量
幅 16× 高 11.3× 全長 70－130cm
・重 0.4kg
■素　材
鋼板 銅色メッキ ( 内面白塗装 )
■仕　様
ダクトプラグ式 コード吊り ブラックコード
長さ調節可
※本製品はダクトプラグ式の為、
配線ダクトにのみ取り付け可能となります
※製品一体型 LED になりますので電球交換
はできません
調光器との併用不可
蛍光灯対応 ×　LED 対応 ○

DPN-40746Y
[5100588] DPN-40746Y □K  ○ヤ

¥20,900（税込 ¥22,900）

■付属電球
LED 4W ( 電球色 )
155ルーメン（白熱電球40W相当）
■サイズ・重量
幅 16× 高 11.3× 全長 70－130cm
・重 0.4kg
■素　材
鋼板 クローム色メッキ ( 内面白塗装 )
■仕　様
ダクトプラグ式 コード吊り ブラックコード
長さ調節可
※本製品はダクトプラグ式の為、
配線ダクトにのみ取り付け可能となります
※製品一体型 LED になりますので電球交換
はできません
調光器との併用不可
蛍光灯対応 ×　LED 対応 ○

DPN-40745Y
[5100589] DPN-40745Y □K  ○ヤ

¥20,900（税込 ¥22,900） （税込 ¥13,090）

■付属電球
LED ユニット フラット形 4.5W ( 電球色 )
500ルーメン（白熱電球60W相当）
■サイズ・重量
幅 14× 高 8× 全長 42－102cm
・重 0.6kg
■素　材
鋼板 ベージュ塗装 ( 内面白塗装 )
■仕　様
ダクトプラグ式 コード吊り ホワイトコード
長さ調節可
※本製品はダクトプラグ式の為、
配線ダクトにのみ取り付け可能となります
調光器との併用不可
蛍光灯対応 ×　LED 対応 ○

■付属電球
E17 4.2W LED 電球 ( 電球色 )
130ルーメン（白熱電球60W相当）
■サイズ・重量
幅 12× 高 17.7× 全長 51.7－111.7cm
・重 0.7kg
■素　材
鋼板 黒塗装 ( 内面白塗装・金塗装 )
■仕　様
ダクトプラグ式 コード吊り ブラックコード
長さ調節可
※本製品はダクトプラグ式の為、
配線ダクトにのみ取り付け可能となります
調光器との併用不可
蛍光灯対応 ×　LED 対応 ○

DPN-41402Y
[5100591] DPN-41402Y □K  ○ヤ

¥11,900（税込 ¥13,090）

DPN-41410Y
[5100592] DPN-41410Y □K  ○ヤ

¥15,900（税込 ¥17,490）

■付属電球
E17 4.2W LED 電球 ( 電球色 )
130ルーメン（白熱電球60W相当）
■サイズ・重量
幅 12× 高 17.7× 全長 51.7－111.7cm
・重 0.7kg
■素　材
鋼板 白塗装 ( 内面白塗装・金塗装 )
■仕　様
ダクトプラグ式 コード吊り ホワイトコード
長さ調節可
※本製品はダクトプラグ式の為、
配線ダクトにのみ取り付け可能となります
調光器との併用不可
蛍光灯対応 ×　LED 対応 ○

DPN-41408Y
[5100593] DPN-41408Y □K  ○ヤ

¥15,900（税込 ¥17,490）

ダクトプラグ式

■付属電球
LEDフラットユニット形 4.6W ( 電球色 )
360ルーメン（白熱電球60W相当）
■サイズ・重量
幅 14.6× 高 17.4× 全長 51.4－111.4cm
・重 0.6kg
■素　材
鋼板 チャコールグレー塗装 ( 内面白塗装 )
■仕　様
ダクトプラグ式 コード吊り ブラックコード
長さ調節可
※本製品はダクトプラグ式の為、
配線ダクトにのみ取り付け可能となります
調光器との併用不可
蛍光灯対応 ×　LED 対応 ○

DPN-41562Y
[5100602] DPN-41562Y □K  ○ヤ

¥17,200（税込 ¥18,920）

■付属電球
LEDフラットユニット形 4.6W ( 電球色 )
360ルーメン（白熱電球60W相当）
■サイズ・重量
幅 14.6× 高 17.4× 全長 51.4－111.4cm
・重 0.6kg
■素　材
鋼板 ペールグレー塗装 ( 内面白塗装 )
■仕　様
ダクトプラグ式 コード吊り ブラックコード
長さ調節可
※本製品はダクトプラグ式の為、
配線ダクトにのみ取り付け可能となります
調光器との併用不可
蛍光灯対応 ×　LED 対応 ○

DPN-41564Y
[5100603] DPN-41564Y □K  ○ヤ

¥17,200（税込 ¥18,920）
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ペンダント

■付属電球
E26 2.5W LED フィラメント電球
 ( キャンドル色 )
200 ルーメン（白熱電球 25W 相当）
■サイズ・重量
幅 6.4× 高 18.4× 全長 52.4－112.4cm
・重 0.3kg
■素　材
鋼板 黒サテン塗装
■仕　様
ダクトプラグ式 コード吊り ブラックコード
長さ調節可
※本製品はダクトプラグ式の為、
配線ダクトにのみ取り付け可能となります
調光器との併用不可
蛍光灯対応 ×　LED 対応 ○

DPN-40804Y
[5100598] DPN-40804Y □K  ○ヤ

¥8,900

■付属電球
E26 2.5W LED フィラメント電球
 ( キャンドル色 )
132ルーメン（白熱電球25W相当）
■サイズ・重量
幅 15× 高 28.1× 全長 55.9－115.9cm
・重 1.0kg
■素　材
鋼板 真鍮色メッキ・ガラス スモーク色
■仕　様
ダクトプラグ式 コード吊り ブラックコード
長さ調節可
※本製品はダクトプラグ式の為、
配線ダクトにのみ取り付け可能となります
調光器との併用不可
蛍光灯対応 ×　LED 対応 ○

DPN-41362Y
[5100594] DPN-41362Y □K  ○ヤ

¥17,900（税込 ¥19,690）

■付属電球
E26 2.5W LED フィラメント電球
 ( キャンドル色 )
132ルーメン（白熱電球25W相当）
■サイズ・重量
幅 15× 高 28.1× 全長 55.9－115.9cm
・重 1.0kg
■素　材
鋼板 真鍮色メッキ・ガラス クリア色
■仕　様
ダクトプラグ式 コード吊り ブラックコード
長さ調節可
※本製品はダクトプラグ式の為、
配線ダクトにのみ取り付け可能となります
調光器との併用不可
蛍光灯対応 ×　LED 対応 ○

DPN-41360Y
[5100595] DPN-41360Y □K  ○ヤ

¥17,900（税込 ¥19,690） （税込 ¥9,790）

ライティングオプション

各 各

ダクトプラグ式

■サイズ・重量
幅 110.5 × 17 × 高 6.9cm･重 1.3kg
■素　材
アルミ・スチール
■仕　様
重量 5kg まで取付可能
片側のみに取り付ける場合は 2kg まで
フランジ 200mmスライドの場合は 1kg まで
6A(100V 600W) まで対応可能
照明取り付けには別途シーリングプラグ ( 別
売 ) が必要

ホワイト

ブラック

ブラック

¥12,546

簡易取付対応ダクトレール
ホワイト／ブラック
ホワイト

[5100605] DP-40721 □K  ○ヤ
[5100604] DP-35829 □K  ○ヤ

（税込 ¥13,800）

■サイズ・重量
幅 5.4 × 2.5 × 高 2cm･重 30g
■素　材
プラスチック
■仕　様
照明の重量 5kg まで取付可能
配線ダクト・ライティングレールに
対して、引掛シーリングの照明を
取り付ける際にご利用ください

ホワイト ブラック

ブラック

¥1,400

シーリングプラグ
ホワイト／ブラック
ホワイト

[5100273] LA5388BK □D  ○ヤ
[5100272] LA5388WH □D  ○ヤ

（税込 ¥1,540）
ダクトプラグ式取付簡易
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シーリングライト

■付属電球
白熱球：E17 60Wミニクリプトン球（ホワイト）×3灯
LED球：E17 40W相当小型電球（電球色）×3灯
■サイズ・重量
シェード 1 個のサイズ：幅φ18cm
照明器具全体のサイズ（1 列に揃えた状態）：
幅 85×17.5× 高 36cm・重 2.5kg
■素　材
スチール
■仕　様
引掛けシーリング直付け アーム可動
シェード角度調整可能　高さ調節不可
蛍光灯対応×　LED 対応 ○

ロネ ブラック
[5100430] LT-9518BK □I   ○ヤ

¥36,500

■付属電球
白熱球：E26 60Wボール球（ホワイト）×4灯
LED球：E26 60W相当ボール電球（電球色）×4灯
■サイズ・重量
幅 101.5×15× 高 32cm・重 2.7kg
■素　材
天然木（メープル）、スチール
■仕　様
リモコン付き
引掛けシーリング直付け
シェード角度調整可能　高さ調節不可
※LED アーチェは照明器具自体に調光機能が
ついているため、調光スイッチの電源では
使用できません
蛍光灯対応 ×　LED 対応 ○

アーチェ ホワイト
[5100419] LT-5271WH □I   ○ヤ

¥33,200

LED アーチェ ブラック
[5100424] LT-5273BK □I   ○ヤ

LED アーチェ ホワイト
[5100420] LT-5273WH □I   ○ヤ

¥43,200

LED アーチェ クローム
[5100422] LT-5273CH □I   ○ヤ

LED ロネ ブラック
[5100431] LT-9521BK □I   ○ヤ

¥41,180

■付属電球
白熱球：E26 60Wボール球（ホワイト）×4灯
LED球：E26 60W相当ボール電球（電球色）×4灯
■サイズ・重量
幅 101.5×15× 高 32cm・重 2.7kg
■素　材
天然木（メープル）、スチール
■仕　様
リモコン付き
引掛けシーリング直付け
シェード角度調整可能　高さ調節不可
※LED アーチェは照明器具自体に調光機能が
ついているため、調光スイッチの電源では
使用できません
蛍光灯対応 ×　LED 対応 ○

アーチェ クローム
[5100421] LT-5271CH □I   ○ヤ

■付属電球
白熱球：E26 60Wボール球（ホワイト）×4灯
LED球：E26 60W相当ボール電球（電球色）×4灯
■サイズ・重量
幅 101.5×15× 高 32cm・重 2.7kg
■素　材
天然木（メープル）、スチール
■仕　様
リモコン付き
引掛けシーリング直付け
シェード角度調整可能　高さ調節不可
※LED アーチェは照明器具自体に調光機能が
ついているため、調光スイッチの電源では
使用できません
蛍光灯対応 ×　LED 対応 ○

アーチェ ブラック
[5100423] LT-5271BK □I   ○ヤ

■付属電球
白熱球：E26 60Wφ95ボール球（クリアー）×6灯
LED球：E26 60W相当ボール球（電球色）×6灯
■サイズ・重量
幅 132×79× 高 38cm・重 2.7kg
■素　材
スチール、真鍮
■仕　様
引掛けシーリング直付け アーム 340°可動
蛍光灯対応 ×　LED 対応 ○

アストル
[5100554] LT-2675 □I   ○ヤ

¥26,000

LED アストル
[5100555] LT-2678 □I   ○ヤ

¥41,000

■付属電球
白熱球：E26 60Wφ95ボール球（クリアー）×6灯
LED球：E26 60W相当ボール球（電球色）×6灯
■サイズ・重量
幅 129×79× 高 38.5cm・重 3.4kg
■素　材
天然木（アッシュ）、スチール、真鍮
■仕　様
引掛けシーリング直付け アーム 340°可動
蛍光灯対応 ×　LED 対応 ○

アストル バウム ホワイト
[5100556] LT-3526WH □I   ○ヤ

¥33,800

LED アストル バウム ホワイト
[5100557] LT-3529WH □I   ○ヤ

¥48,800

（税込 ¥45,298） （税込 ¥47,520）

（税込 ¥40,150） （税込 ¥36,520）

（税込 ¥28,600） （税込 ¥37,180）

（税込 ¥53,680）（税込 ¥45,100）

¥33,200

¥43,200（税込 ¥47,520）

（税込 ¥36,520） ¥33,200

¥43,200（税込 ¥47,520）

（税込 ¥36,520）

引掛シーリング

8



テーブルランプ

■付属電球
E17 40Ｗ 白熱 レフ球
■サイズ・重量
幅 24×21× 高 36cm・重 0.6kg
シェード：幅φ20×11.6cm
■素　材
スチール、真鍮
■仕　様
中間スイッチ式　ホワイトコード
シェード角度調節可能
蛍光灯対応 ○　LED 対応 ○

アルル ホワイト
[5100209] LT3686WH □D  ○ヤ

¥15,000

■付属電球
E17 40Ｗ 白熱 レフ球
■サイズ・重量
幅 24×21× 高 36cm・重 0.6kg
シェード：幅φ20×11.6cm
■素　材
スチール、真鍮
■仕　様
中間スイッチ式　ホワイトコード
シェード角度調節可能
蛍光灯対応 ○　LED 対応 ○

アルル ブラック
[5100210] LT3686BK □D  ○ヤ

¥15,000

■付属電球
E26 60Ｗ 白熱 普通球（ホワイト）
■サイズ・重量
幅φ30× 高 35.5cm・重 1.2kg
ベース： φ23cm
■素　材
ファブリック、ガラス
■仕　様
中間スイッチ式　クリアコード
蛍光灯対応 ○　LED 対応 ○

アクア ホワイト
[5100215] LT3100WH □D  ○ヤ

¥22,000

■付属電球
E26 60Ｗ 白熱 普通球（ホワイト）
■サイズ・重量
幅φ30× 高 35.5cm・重 1.2kg
ベース： φ23cm
■素　材
ファブリック、ガラス
■仕　様
中間スイッチ式　クリアコード
蛍光灯対応 ○　LED 対応 ○

アクア ブラック
[5100216] LT3100BK □D  ○ヤ

¥22,000

■付属電球
E26 60Ｗ 白熱 普通球 （ホワイト）
■サイズ・重量
幅 16×16× 高 47cm・重 0.7kg
■素　材
スチール、木（MDF）、布
■仕　様
プルスイッチ式　ブラックコード
蛍光灯対応 ○　LED 対応 ○

セリエ テーブルランプ ホワイト
[5100219] LT3690WH □D  ○ヤ

¥15,000

■付属電球
E26 60Ｗ 白熱 普通球 （ホワイト）
■サイズ・重量
幅 16×16× 高 47cm・重 0.7kg
■素　材
スチール、木（MDF）、布
■仕　様
プルスイッチ式　ブラックコード
蛍光灯対応 ○　LED 対応 ○

セリエ テーブルランプ ブラック
[5100220] LT3690BK □D  ○ヤ

¥15,000

（税込 ¥16,500） （税込 ¥16,500） （税込 ¥24,200） （税込 ¥24,200）

（税込 ¥16,500） （税込 ¥16,500）

■付属電球
白熱球：E26 60W ハウス球（ホワイト）
LED球：E26 60W 相当一般球形 LED 電球
　　　　（電球色）
■サイズ・重量
幅φ20× 高 35.5cm・重 1kg
シェード：幅φ20× 高 20.5cm
ベース：幅φ15cm
■素　材
布、木、スチール
■仕　様
プルスイッチ式　よりコード
蛍光灯対応 ×　LED 対応 ○

トーヴェ
[5100587] LT-3985 □I    ○ヤ

¥13,300

LED トーヴェ
[5100586] LT-3986 □I   ○ヤ

¥14,800（税込 ¥16,280）

（税込 ¥14,630）
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■付属電球
E17 40Ｗ 白熱 ミニ球（クリアー）
■サイズ・重量
約 幅 26×30× 高 25cm・重 1.7kg
■素　材
ガラス、真鍮
■仕　様
ON/OFF スイッチ付　ブラックコード
蛍光灯対応 ○　LED 対応 ○

エトワール テーブルランプ クリアー
[5100324] LT3675CL □D  ○ヤ

¥28,000

■付属電球
E17 40Ｗ 白熱 ミニ球（クリアー）
■サイズ・重量
約 幅 26×30× 高 25cm・重 1.7kg
■素　材
ガラス、真鍮
■仕　様
ON/OFF スイッチ付　ブラックコード
蛍光灯対応 ○　LED 対応 ○

エトワール テーブルランプ フロスト
[5100323] LT3675FR □D  ○ヤ

¥28,000

テーブルランプ

■付属電球
白熱球：E26 60W ハウス球（ホワイト）
LED球：E26 60W 相当一般球形 LED 電球
　　　　（電球色）
■サイズ・重量
幅φ27.5× 高 50.5cm・重 1.6kg
シェード：幅φ27.5× 高 24cm
ベース：幅φ13.5cm
■素　材
布、ガラス、天然木（ブナ）、スチール
■仕　様
ロータリースイッチ式　電源コード
蛍光灯対応 ×　LED 対応 ○

ヴァルカ テーブルランプ
[5100560] LT-3605 □I    ○ヤ

¥15,100

LED ヴァルカ テーブルランプ
[5100561] LT-3606 □I   ○ヤ

¥16,600（税込 ¥18,260）

（税込 ¥16,610）（税込 ¥30,800） （税込 ¥30,800）

■付属電球
LED 8W 430ルーメン
1000ルクス(白熱電球40W相当)
3000ケルビン(電球色)
■サイズ・重量
幅 12.1×20.3× 高 30cm・重 0.6kg
■素　材
アルミニウム、ポリカーボネイト
■仕　様
ブラックコード　AC アダプター付属
スイッチ：本体タッチセンサー式
ON/OFF 切り替え 4 段階調光
※照明器具自体に調光機能がついているため、
調光スイッチの電源では使用できません
蛍光灯対応 ×　LED 対応 ○

LED ビオロ デスクランプ シルバー
[5100610] LT3739SV □D  ○ヤ

¥18,000（税込 ¥19,800）

■付属電球
LED 8W 430ルーメン
1000ルクス(白熱電球40W相当)
3000ケルビン(電球色)
■サイズ・重量
幅 12.1×20.3× 高 30cm・重 0.6kg
■素　材
アルミニウム、ポリカーボネイト
■仕　様
ブラックコード　AC アダプター付属
スイッチ：本体タッチセンサー式
ON/OFF 切り替え 4 段階調光
※照明器具自体に調光機能がついているため、
調光スイッチの電源では使用できません
蛍光灯対応 ×　LED 対応 ○

LED ビオロ デスクランプ ブラック
[5100611] LT3739BK □D  ○ヤ

¥18,000（税込 ¥19,800）

■付属電球
E17 40Ｗ 白熱 ミニ球（ホワイト）
■サイズ・重量
幅φ20× 高 21.2cm・重 0.55kg
シェード：幅φ20× 高 14cm
ベース：幅φ10.5cm
■素　材
天然木（ラバーウッド）、スチール、布
■仕　様
中間スイッチ式　ホワイトコード
蛍光灯対応 ○　LED 対応 ○

モント ベージュ
[5100562] LT3723BE □D  ○ヤ

¥12,000（税込 ¥13,200）

■付属電球
E26 2.5Ｗ LEDフィラメント電球
（キャンドル色）
132ルーメン(白熱電球25W相当)
■サイズ・重量
幅φ15× 高 22.5cm・重 1.0kg
■素　材
鋼板 真鍮色メッキ、ガラス スモーク色
■仕　様
中間スイッチ付　ブラックコード
蛍光灯対応 ×　LED 対応 ○

DST-41365Y
[5100596] DST-41365Y □K  ○ヤ

¥19,900（税込 ¥21,890）

■付属電球
E26 2.5Ｗ LEDフィラメント電球
（キャンドル色）
132ルーメン(白熱電球25W相当)
■サイズ・重量
幅φ15× 高 22.5cm・重 1.0kg
■素　材
鋼板 真鍮色メッキ、ガラス クリア色
■仕　様
中間スイッチ付　ブラックコード
蛍光灯対応 ×　LED 対応 ○

DST-41364Y
[5100597] DST-41364Y □K  ○ヤ

¥19,900（税込 ¥21,890）
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フロアランプ

■付属電球
E26 60Ｗ 白熱 普通球 （ホワイト）
■サイズ・重量
幅 20×20× 高 150cm･重 1.7kg
■素　材
スチール、木（MDF）、布
■仕　様
プルスイッチ式　ブラックコード　組立式
蛍光灯対応 ○　LED 対応 ○

セリエ フロアランプ ホワイト
[5100217] LF4461WH □D  ○ヤ

¥18,000
■付属電球
E26 60Ｗ 白熱 普通球 （ホワイト）
■サイズ・重量
幅 20×20× 高 150cm･重 1.7kg
■素　材
スチール、木（MDF）、布
■仕　様
プルスイッチ式　ブラックコード　組立式
蛍光灯対応 ○　LED 対応 ○

セリエ フロアランプ ブラック
[5100218] LF4461BK □D  ○ヤ

¥18,000 （税込 ¥19,800）（税込 ¥19,800）

■付属電球
E17 40Ｗ 白熱 レフ球
■サイズ・重量
幅 42×41× 高 115cm･重 1.3kg
シェード：幅φ26× 高 14.2cm
■素　材
スチール、真鍮
■仕　様
ON/OFF スイッチ付（フットスイッチ）
シェード角度調整可能　ブラックコード
組立式
蛍光灯対応 ○　LED 対応 ○

アルル フロアランプ ブラック
[5100325] LF4472BK □D  ○佐

¥33,000（税込 ¥36,300）

■付属電球
白熱球：E26 60Ｗ 白熱 普通球（ホワイト）
LED球：E26 60Ｗ相当一般球形 LED 電球 ( 電球色 )
■サイズ・重量
幅φ33－51.5cm× 高 150cm･重 6.1kg
■素　材
布、木、スチール・真鍮　
■仕　様
フットスイッチ式　ブラックコード　組立式
蛍光灯対応 ○　LED 対応 ○
シェード部分を左右に可動できます

LED フェリット
[5100584] LT-3912 □I   ○ヤ

¥29,800（税込 ¥32,780）

フェリット
[5100585] LT-3911 □I   ○ヤ

¥28,300（税込 ¥31,130）
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フロアランプ

■付属電球
E26  60Ｗ 白熱 普通球（ホワイト）
■サイズ・重量
幅 66.8× 高 102－145cm･重 2.7kg
■素　材
天然木（白椎木しろじいのき）、スチール、布
■仕　様
フットスイッチ式　ブラックコード　高さ調節可
蛍光灯対応 ○　LED 対応 ○

ビエリノバ ベージュ
[5100211] LF4467BE □D  ○ヤ

¥40,000（税込 ¥44,000）

■付属電球
E26 60W 白熱 普通球（ホワイト）
■サイズ・重量
幅φ37× 高 162cm･重 4.6kg
■素　材
シェード：ポリプロピレン、アクリル、
スチール、ポリカーボネート
ベース：ニッケルスチール
■仕　様
フットスイッチ式　ブラックコード　組立式
蛍光灯対応 ○　LED 対応 ○

アウロ フロアランプ ホワイト
[5100194] LF4200WH □D   ○ヤ

¥35,000（税込 ¥38,500）

■付属電球
白熱球：E26 60Ｗ 白熱 普通球（ホワイト）
LED球：E26 60Ｗ相当一般球形 LED 電球 ( 電球色 )
■サイズ・重量
幅φ36× 高 151cm･重 6.4kg
■素　材
布、木、スチール
■仕　様
フットスイッチ式　ブラックコード　組立式
蛍光灯対応 ×　LED 対応 ○

LED スヴァンテ
[5100582] LT-3974 □I   ○ヤ

¥31,600（税込 ¥34,760）

スヴァンテ
[5100583] LT-3973 □I   ○ヤ

¥30,100（税込 ¥33,110）
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光源

配線器具対応表

※ヤマト運輸もしくは佐川急便でのお届けとなります。
※納期は承り後、約 7 日～ 10 日かかります。
※天然木を使用している商品は、色味に個体差がございます。ご了承ください。
※写真と実際の商品は印刷物のため、色みなどが多少異なりますのであらかじめご了承ください。
※掲載商品は予告なく変更または廃番となる場合がございます。
※在庫状況はお気軽にスタッフまでお問い合わせください。
※取付工事承ります。詳しくはスタッフまでお問い合わせください。
※本カタログ掲載内容の無断転載・複写・転写を禁じます。 

お部屋の広さに対する、照明器具の明るさの目安です。
天井・照明器具までの高さ、照明器具の形状・素材、シェード ( 笠 ) の有無、壁や床の色などにより明るさの感じ方は異なります。
明るすぎると感じる場合にはワット数の低い電球に差し替えたり、暗いと感じる場合にはフロアライトなど補助照明をご検討ください。

www.keyuca.com
Lighting catalog / 025_01web_2301

配線器具

カタログ
アイコン

ローゼットタイプ
（耐荷重：10kgまで）主にマンション

シーリングタイプ
（耐荷重：10kgまで）主に戸建て 配線ダクト

ライティングレール

（ドライバーが必要）

○ ○ ×

○
下地のある天井へのビス止めが必要です

△ ×

引掛埋込ローゼット
フル引掛ローゼット 丸型フル引掛シーリング 丸型引掛シーリング 角型引掛シーリング

引掛耳 引掛耳

引掛露出ローゼット

引掛シーリング

取付簡易

▲

蛍光灯

棒状の蛍光灯です。ワット数によって
長さが決められています。

●直管蛍光灯
ペンダントでおなじみのドーナツ形の
蛍光灯。直管形に比べて、使用範囲の
広いあかりです。

●丸形蛍光灯
普通ランプにより近いフォルム。長寿命で消費
電力が少ない電球形蛍光灯。コンパクトで
省エネ・省資源と環境にも配慮。
※対応型器具以外でのご使用はお避けください。

●電球形蛍光灯A形（電球色）

▲

白熱灯

最もポピュラーな電球。ガラス球の
内部は、光の透過・拡散にすぐれた
白色塗装です。

●普通球
クリプトンガスを封入してランプ効率
を高めました。一般電球に比べ、
コンパクトです。

●クリプトン球
シャープな白い光の小型ランプ。
前面ガラスの採用で、紫外線を減らし、
熱線も80％カットしました。

●ダイクロミラー付ハロゲン球

電球内部に反射鏡が取り付けられていて、
光を1つの方向にまとめることで照射方向を
より明るく照らす事ができる白熱電球です。

●レフ球

▲

LED

白熱電球に近い配光角330度の
LEDです。長寿命。

●電球型LED
ハロゲンランプの明るさ、質、形状、
サイズを忠実に再現。ハロゲンランプ
との互換性が高い。長寿命。

●ダイクロハロゲン型LED
ミニクリプトン球と互換性のある
小型ランプ。長寿命。

●ミニクリプトン型LED

白熱電球のようにシンプルでレトロ
な形状のLEDフィラメント電球です。

●エジソン球

× ×ダクトプラグ式 ○

お部屋の広さと明るさの目安について

100W～180W明るさ(ワット数) 180～260W 260W～340W 340W～420W

1260lm～2270lm明るさ(ルーメン数) 2270lm～3280lm 3280lm～4280lm 4280lm～5300lm

4畳～6畳お部屋の広さ 6畳～8畳 8畳～10畳 10畳～12畳
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