




























































































































































































































































































































































カットオフ
30°

30° 20mm

174

ハニカム
ルーバー

遮光
フィルター

高色温度
変換フィルター

低色温度
変換フィルター

色温度を高めたり低めたりすることが
できます。

（灯具装着）（本体装着）

スプレッド
レンズ

ワイドディフュージョン
レンズ

フラッド
レンズ

発光面の直射輝
度を低減します。

任意の方向の眩
しさを抑えます。

配光角を広げる
ことができます。

光を一定方向の
楕円状に広げる
ことができます。

光をやわらかく均
一に広げます。

色温度変換フィルターの効果（目安）

4000K 3000K 2700K

高色温度変換フィルター +800K +400K +300K

低色温度変換フィルター -400K -250K -200K

錆びに強い
オールステンレス仕様
本体・ビス等の金属部分はすべてス
テンレス素材を使用。錆びに強く耐
久性に優れています。

二重防水構造（IP67）

結露防止剤（付属）
施工時に灯具内に入った湿気
による結露を防止します。

設置後も微調整が可能
灯具は20mmスライドし、さらに
首振角も30°まで調整可能。設
置後のライティング微調整も自
在に対応します。

器具高さ170mm
人工地盤や建物周りの
舗装部分にも使用しや
すい超薄型サイズ。

ボルトフリー仕様
100‒242V仕様で多様な電源電
圧環境に対応します。（非調光）

カットオフアングル30°
カットオフアングルを30°に設
定。一次反射だけでなく、二次
反射による照り返しのない光を
生み出す反射設計。

〈一次防水〉
器具側は止水パッキンによる
防水処理がされています。

〈一次防水〉

〈二次防水〉
屋外専用電源は樹脂充填、
LEDは、防湿コーティングを施す
ことにより、高い防湿性能を確
保しています。

結線ボックス
灯具本体部分と結線部を分けること
で施工が簡単に。電源接続部を樹
脂充填（充填剤同梱）することで防
水性を高めています。

安全なガラス表面温度

別注対応

ガラス表面温度を従来よりも低く50℃
以下に。万一触れても安全です。

ノンスリップ加工は別注対応に
て承ります。詳しくは最寄りの営
業所にお問い合わせください。

170
mm

グレアカットオプション
装着可能
眩しさを低減する2種類のオプ
ションをご用意しています。

ハニカムルーバー 
装着時

標準 遮光フィルター 
装着時

※同じフィルターでも、元の色温度により変換の幅が異なります。

眩しさを抑える遮光フィルター。
任意の方向に取付が可能です。

遮光フィルター

オプションフィルター
2枚装着可能
ハニカムルーバー、オプションレン
ズ、フィルターを器具内に、同時
に2枚装着することができます。

オプション オプション

Ground Light

ラインナップ

LZ1C
17° 25°

LZ0.5C
18° 25°

4000K 3000K 2700K









































Pole Spotlight

二重防水構造／IP65（灯具部）
 〈二次防水〉
屋外専用電源は樹脂充填により、高い
防湿性能を確保しています。LED光源
自体も独立して防水されています。

 〈一次防水〉
器具側も止水パッキンによる防水処理
がされています。

完全にストレートな
シリンダー形状
建築意匠、外観と美しく調和する、
テーパーのない完全にストレートな灯具
形状を実現。

自由な
配灯バリエーション
灯具は1灯用・２灯用・3灯用から選択
でき、上段にも積めるためシーンに応
じて最適な配灯が可能です。

2枚同時に実装できる
インナーレンズホルダー

ハニカムルーバー、オプションレンズ、
フィルターを器具内に、同時に2枚装着
することができます。

角度調整目盛
同時に複数台の照明角度を調整する
際に役立ちます。

カットオフアングル40°
を実現する
グレアレスバッフル機構
眩しさを低減する高密度の黒バッフル
を採用。点灯感を抑え、器具自体の
存在を目立たなくしました。

フラットな前面カバー
ダイカスト、強化ガラス、ビス、全てを
フラットに揃えた前面カバー。

落下防止ワイヤー
ポール内部から前面カバーまでワイ
ヤーを通し、メンテナンス時に部品が
落下しない構造。

オプション

重耐塩仕様
耐塩害レベル「重耐塩」に対応した
素材・表面処理を採用。海に隣接した
環境でも安心してお使いいただけます。

ボルトフリー仕様
100‒242V仕様で多様な電源電圧
環境に対応します。（非調光）

グレア（眩しさ）を
低減します。

発光面の直射輝
度を低減します。

フード ハニカム
ルーバー

光を一定方向の
楕円状に広げる
ことができます。

スプレッド
レンズ

配光角を広げる
ことができます。

光をやわらかく均一
に広げます。

ワイドディフュージョン
レンズ

フラッド
レンズ

色温度を高めたり低めたりすることが
できます。

高色温度
変換フィルター

低色温度
変換フィルター

特許出願中

特許出願中

ラインナップ

1灯用 3灯用 1灯用×3段まで

1灯用・2灯用灯具は、ポール1本につき灯具4灯、
積段3段まで組み合わせできます。

2灯用×2段まで2灯用

組合せバリエーション

18°14°
LZ3C ／ LZ2C ／ LZ1C

4000K 3000K5000K 2700K
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直進方向だけでなくワイド方向にも光を広げた緩やかな楕円
配光を描き、連灯によるつながりのある配光を実現します。駐車場
やアプローチ、駅前広場の街路灯として。

1灯用 2灯用

ラインナップ

3000K5000K

強い風圧に耐える構造
高さ3.5mのポールでありながら、
風速60m/sに対応。

落下防止ワイヤー
万が一灯具が破損しても落下
しない構造。

自由な
配灯バリエーション
灯具は1灯用・2灯用から選択で
き、シーンに応じて最適な配灯が
可能です。

灯具角度調節可能
ポールの軽微な傾きに対して、灯具の角度を1°ピッチ（０°～５°）
で微調整できます。灯具下面の水平を出す際に役立ちます。

放熱設計
灯具内の空気を循環させ、炎天下
での灯具の温度上昇を抑えます。

重耐塩仕様
耐塩害レベル「重耐塩」に対応
した素材・表面処理を採用。海
に隣接した環境でも安心して
お使いいただけます。

0°ポールの傾き 5°ポールの傾き

灯具下面を水平に保つよう微調整できます。０°～５°に対応するネジ穴を
角度ネジで固定してください。

5°
4°
3°
2°
1°
０°

角度
ネジ

別注対応
ポール高さの変更を別注にて承
ります。詳しくは最寄りの営業所
にお問合せください。

防水構造／IP65（灯具部）
器具側は止水パッキンによる防水
処理がされています。また、屋外
専用電源は樹脂充填により、
高い防湿性能を確保しています。

直射輝度を抑えた
目にやさしい光
拡散カバーにより輝度感をやわ
らげた目にやさしい心地よい光
を実現します。

雷サージ15kV（コモンモード）
雷により発生する過電圧、過電
流から照明器具（電源）の破損を
防ぎます。

ボルトフリー仕様
100‒242V仕様で多様な電源
電圧環境に対応します。

緩やかな楕円配光
前方向・横方向にレンズ制御され
た光は、面全体を光らせ緩やかな
楕円配光を確保します。

上方に光の出ない
フラットな発光面。
周辺環境への光
害対策に配慮して
います。

光害対策

上方光束

0%

■エリアポール フロントワイドタイプ

210

Area Pole Light  









ラインナップ

3000K5000K

雷サージ15kV（コモンモード）
雷により発生する過電圧、過電流から
照明器具（電源）の破損を防ぎます。

落下防止ワイヤー
万が一灯具が破損しても落下しない
構造。

ボルトフリー仕様
100‒242V仕様で多様な電源電圧
環境に対応します。

重耐塩仕様
耐塩害レベル「重耐塩」に対応した
素材・表面処理を採用。海に隣接
した環境でも安心してお使いいただ
けます。

防水構造／IP65（灯具部）
器具側は止水パッキンによる防水
処理がされています。また、屋外専用
電源は樹脂充填により、高い防湿
性能を確保しています。

強い風圧に耐える構造
高さ3.5mのポールでありながら、
風速60m/s に対応。

別注対応
ポール高さの変更を別注にて承り
ます。詳しくは最寄りの営業所に
お問合せください。

放熱設計
灯具内の空気を循環させ、炎天下で
の灯具の温度上昇を抑えます。

直射輝度を抑えた
目にやさしい光
拡散カバーにより輝度感をやわら
げた目にやさしい心地よい光を実現
します。

上方に光の出ないフ
ラットな発光面。周辺
環境への光害対策
に配慮しています。

光害対策

連灯によるつながりのある配光を実現します。駐車場やアプ
ローチ、駅前広場の街路灯として。

緩やかに広がる
拡散配光
前方向・横方向にレンズ制御された
光をラウンド上に配置し、下面へ効率
よく光を広げます。

上方光束

0%

■エリアポール ラウンドタイプ

214

Area Pole Light  




























