
●外観・仕様は、改良のため変更することがありますのでご了承ください。　●商品の色は印刷の具合で実物とは若干異なる場合があります。

このチラシの内容は2022年4月現在のものです。 0422 10tC4325-2 TLT

お買い上げの販売店へご相談ください。　販売店にご相談できない場合は、下記の窓口へ
お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い物・使い方・
修 理 の ご 相 談 は

◎ 携 帯 電 話 な ど
か ら の ご 利 用 は 046-862-2772 0570-000-661

「東芝ライテック商品ご相談センター」
◎FAX ●お客様からご提供いただいた個人情報は、ご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。

●利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

0120-66-1048
（ 通 話 料 無 料 ）

受付時間 9：00－18：00
（日曜、祝日、年末年始を除く）

︵
有
料
︶

「安全上のご注意」、また「ご使用上の注意」については、取扱説明書に明記している内容をよくお読みの上、安全に正しくお使いください。
保証とアフターサービスについては総合カタログやホームページよりご確認ください。

本チラシ掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。本チラシ掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

お買い上げは親切とサービスをお届けする当店で東芝ライテック株式会社

〒212-8585　神奈川県川崎市幸区堀川町７２番地３４
https://www.tlt.co.jp/

LED高天井器具 特殊環境用器具
特殊環境に適した器具をお選びください。

1kW形メタル
ハライドランプ

器具相当
ー

700W形
水銀ランプ
器具相当

400W形メタル
ハライドランプ

器具相当
400W形

水銀ランプ
器具相当

250W形メタル
ハライドランプ

器具相当

6565 65 2065 65 65

耐塵形・
防噴流形 高温対応 HACCP対応

（特注）

保護等級

性能

特殊
環境用

器具

ー

ー ー

ー ー

ー ー

キャノピー灯
（耐塵形・

防噴流形
・防湿形）

オイルミスト
・重耐塩形

オイルミスト
対応

耐衝撃・振動
対応

LEDJ-43901N-LS9

LEDJ-31901N-LS9

LEDJ-21901N-LS9

LEDJ-16901N-LS9

希望小売価格
¥245,000 ○　　

希望小売価格
¥350,000 ▲　　

希望小売価格
¥163,000 ○　　

希望小売価格
¥194,000 ○　　

LEDJ43901N-LS9OP

LEDJ31901N-LS9OP

LEDJ21901N-LS9OP

LEDJ16901N-LS9OP

希望小売価格
¥286,000 ○　　

希望小売価格
¥391,000 ▲　　

希望小売価格
¥204,000 ○　　

希望小売価格
¥232,000 ○　　

LEDJ31901HN-LS2

LEDJ21901HN-LS2

LEDJ16901HN-LS2

希望小売価格
¥286,000 ▲　　

希望小売価格
¥204,000 ○　　

LEDJ-20915HNW-LS9

セミオーダー　

希望小売価格
¥232,000 ▲　　

LEDJ-20915NW-LS9

LEDJ-10915NW-LS9

希望小売価格
¥180,300 ○　　

希望小売価格
¥139,100 ○　　

LEDJ20915NW-LS9OP

LEDJ10915NW-LS9OP

希望小売価格
¥214,300 ○　　

希望小売価格
¥142,200 ▲　　

LEDJ21001VN-LD9

LEDJ16001VN-LD9

LEDJ11001VN-LD9

希望小売価格
¥156,800 ▲　　

希望小売価格
¥118,500 ▲　　

希望小売価格
¥192,900 ▲　　

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ーー

受
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高天ダウンライト
HACCP対応

LEDD-20945HN-LD9

セミオーダー ▲

ー

ー

ー

ー

在庫区分=○：工場倉庫在庫品　▲：受注生産品（納期 約2～6週間）納期は目安ですので都度お問合せください。　　：受注手配品（納期 別途お問い合わせください）
　　　　　人間や社会、地球に調和する項目を考慮した商品の中から特別に選定し、〈　商品〉と設定しています。
● 光源寿命は設計寿命であり、寿命を保証するものではありません。　● 照明器具には寿命があります。（点検・交換の推奨時期8～10年）　●この紙面に掲載の全商品の価格には消費税は含まれておりません。

受

蛍光灯器具、HID器具、水銀ランプは販売を終了いたしました。
省エネで高効率なLED照明へのリニューアルをご検討ください。

軽量ハイスペックタイプ

軽量まぶしさ低減タイプ

かんたん無線調光 SceneLED

無線T/Flecsシステム 軽量ハイスペックタイプ

丸形シリーズ

無線T/Flecsシステム スタンダードタイプ

軽量スタンダードタイプ

軽量スタンダードタイプ Ｈ形鋼取付対応

耐衝撃・振動対応

耐塵形・防噴流形

キャノピー灯

オイルミスト対応

オイルミスト・重耐塩形

高温対応

HACCP対応

高天ダウンライトHACCP対応

L E D 高 天 井 器 具
商 品 一 覧 表

2 0 2 2 年 4 月 版

東芝ライテック株式会社

東芝ライテック株式会社　2022 年 4 月版 LED 高天井器具商品一覧表　リーフレット　2022 年 4 月



LED高天井器具 一般形 一覧表
250W形メタルハライドランプから1kW形メタルハライドランプ器具相当まで使用用途に合わせた豊富なラインアップ。

一 般 形（ 屋 内 ） 公共施設用照明器具 対応形名

公共施設用形名 東芝ライテック形名
工場・倉庫・大規模空間・学校体育館

LEDJ-10507N-LD9
（11,400lm・59.5W・191.5lm/W）

希望小売価格 ¥65,000 ○　　

倉庫・工場 倉庫・工場倉庫・工場

器具光束 25,000lm クラス

15m

12m

10m

8m

1kW形
水銀ランプ
器具相当

400W形
メタルハライド

ランプ
器具相当

250W形
メタルハライド

ランプ
器具相当

700W形
水銀ランプ
器具相当

1kW形
メタルハライド

ランプ
器具相当

700W形
水銀ランプ器具

×2灯相当

400W形
水銀ランプ
器具相当

LEDJ-15507N-LD9
（17,300lm・91.0W・190.1lm/W）

希望小売価格 ¥91,000 ○　　

LEDJ-20507N-LD9
（21,900lm・118.0W・185.5lm/W）

希望小売価格 ¥106,000 ○　　

LEDJ-32507N-LD9
（34,600lm・182.0W・190.1lm/W）

希望小売価格 ¥170,000 ○　　

LEDJ-44507N-LD9
（43,800lm・236.0W・185.5lm/W）

希望小売価格 ¥190,000 ○　　

LEDJ-43005N-LD9
（44,000lm・228.0W・192.9lm/W）

希望小売価格 ¥328,000 ○　　

LEDJ-34005N-LD9
（34,200lm・174.0W・196.5lm/W）

希望小売価格 ¥220,000 ○　　

LEDJ-21005N-LD9
（22,000lm・114.0W・192.9lm/W）

希望小売価格 ¥165,000 ○　　

LEDJ-16005N-LD9
（17,100lm・87.0W・196.5lm/W）
希望小売価格 ¥140,000 ○　　

LEDJ-11005N-LD9
（11,700lm・59.0W・198.3lm/W）

希望小売価格 ¥90,000 ○　　

LEDJ43005DN-LD9
（42,500lm・228.0W・186.4lm/W）

希望小売価格 ¥334,000 ▲　　

LEDJ34005DN-LD9
（33,000lm・174.0W・189.6lm/W）

希望小売価格 ¥225,000 ▲　　

LEDJ21005DN-LD9
（21,200lm・114.0W・185.9lm/W）

希望小売価格 ¥171,000 ○　　

LEDJ16005DN-LD9
（16,500lm・87.0W・189.6lm/W）
希望小売価格 ¥146,000 ▲　　

LEDJ11005DN-LD9
（11,300lm・59.0W・191.5lm/W）

希望小売価格 ¥96,000 ▲　　

LEDJ-43005N-XD9
（44,000lm・228.6W・192.4lm/W）
希望小売価格 ¥336,000 ▲　　

LEDJ-34005N-XD9
（34,200lm・174.6W・195.8lm/W）
希望小売価格 ¥228,000 ▲　　

LEDJ-21005N-XD9
（22,000lm・114.6W・191.9lm/W）
希望小売価格 ¥173,000 ▲　　

LEDJ-16005N-XD9
（17,100lm・87.6W・195.2lm/W）
希望小売価格 ¥148,000 ▲　　

LEDJ-11005N-XD9
（11,700lm・59.6W・196.3lm/W）

希望小売価格 ¥98,000 ▲　　

60,000時間 60,000時間 60,000時間40,000時間 40,000時間品名 軽量ハイスペックタイプ
60,000時間

軽量まぶしさ低減タイプ かんたん無線調光 無線T/Flecsシステム軽量ハイスペックタイプ 無線T/Flecsシステムスタンダードタイプ軽量スタンダードタイプ
40,000時間

軽量スタンダードタイプ H形鋼取付対応

LEDJ-43006N-LD9
（41,800lm・228.0W・183.3lm/W）

希望小売価格 ¥328,000 ▲　　

LEDJ-34006N-LD9
（32,200lm・174.0W・185.0lm/W）

希望小売価格 ¥220,000 ▲　　

LEDJ-21006N-LD9
（20,900lm・114.0W・183.3lm/W）

希望小売価格 ¥165,000 ▲　　

LEDJ-16006N-LD9
（16,100lm・87.0W・185.0lm/W）
希望小売価格 ¥140,000 ▲　　

LEDJ-11006N-LD9
（11,000lm・59.0W・186.4lm/W）

希望小売価格 ¥90,000 ▲　　

LEDJ43006DN-LD9
（39,700lm・228.0W・174.1lm/W）

希望小売価格 ¥334,000 ▲　　

LEDJ34006DN-LD9
（30,600lm・174.0W・175.8lm/W）

希望小売価格 ¥225,000 ▲　　

LEDJ21006DN-LD9
（19,800lm・114.0W・173.6lm/W）

希望小売価格 ¥171,000 ▲　　

LEDJ16006DN-LD9
（15,300lm・87.0W・175.8lm/W）
希望小売価格 ¥146,000 ▲　　

LEDJ11006DN-LD9
（10,400lm・59.0W・176.2lm/W）

希望小売価格 ¥96,000 ▲　　

天
井
高
さ

工場・倉庫・大規模空間・学校体育館

LSR2W-400

LSR2M-400

LSR2AM-340

LSR2W-200

LSR2M-200

LSR2AM-170

LSR1W-200

LSR1M-200

LEDJ-43005N-LD9

LEDJ-43006N-LD9

LEDJ-43006DN-LD9

LEDJ-21005N-LD9

LEDJ-21006N-LD9

LEDJ21006DN-LD9

耐震
クラス凡例

機能記号

9.6kg
（44,200lm・272.0W・162.5lm/W）

LEDJ43901N-LS9OP 器具形名
スペック

公共施設用照明器具

保護等級

IP5×以上

IP×4以上

常時湿度85％以上

低温倉庫に使用可能

オイルミスト（切削用油）対応

クレーン取付可能

耐塩仕様

重耐塩仕様

耐雷サージ15kV（コモンモード）

常時高温50℃以上対応

HACCP対応

軒下対応

夏季一時的
高温対応温度

広角タイプ 中角タイプ 中角タイプ

広角タイプ 中角タイプ

広角タイプ 中角タイプ

広角タイプ 中角タイプ

広角タイプ

広角タイプ

広角タイプ

広角タイプ

広角タイプ

広角タイプ

配光115°

配光115°

配光115°

配光115°

配光115°

広角タイプ

広角タイプ

広角タイプ

広角タイプ中角タイプ

中角タイプ

中角タイプ

中角タイプ

中角タイプ

5.0kg

4.7kg

2.6kg

2.5kg

2.5kg

5.0kg

4.7kg

2.6kg

2.5kg

2.5kg

5.0kg

4.8kg

2.6kg

2.5kg

2.5kg

5.0kg

4.8kg

2.6kg

2.5kg

2.5kg

4.5kg

4.0kg

2.4kg

2.1kg

2.1kg

6.0kg

広角タイプ

5.7kg

広角タイプ

5.7kg

広角タイプ

3.2kg

3.3kg

3.2kg

3.2kg

在庫区分=○：工場倉庫在庫品　▲：受注生産品（納期 約2～6週間）　　：受注手配品（納期 別途お問い合わせください）　　●使用温度範囲－10℃～40℃　　●保護等級
● 光源寿命は設計寿命であり、寿命を保証するものではありません。　● 照明器具には寿命があります。（点検・交換の推奨時期8～10年）　●この紙面に掲載の全商品の価格には消費税は含まれておりません。　

器具光束 40,000lm クラス

器具光束 30,000lm クラス

器具光束 20,000lm クラス

器具光束 15,000lm クラス

器具光束 50,000lm クラス

希望小売価格 ¥328,000 ○

希望小売価格 ¥328,000 ▲

希望小売価格 ¥334,000 ▲

希望小売価格 ¥165,000 ○

希望小売価格 ¥165,000 ▲

希望小売価格 ¥171,000 ▲

受

LEDJ-25005N-LD2
（25,700lm・136.0W・188.9lm/W）

希望小売価格 ¥190,000 ○　　

LEDJ-25006N-LD2
（24,400lm・136.0W・179.4lm/W）

希望小売価格 ¥190,000 ▲　　

広角タイプ 中角タイプ

2.5 kg 2.5 kg

LEDJ-50005N-LD2
（51,400lm・272.0W・188.9lm/W）

希望小売価格 ¥400,000 ▲　　

LEDJ-50006N-LD2
（48,800lm・272.0W・179.4lm/W）

希望小売価格 ¥400,000 ▲　　

広角タイプ 中角タイプ

4.7 kg 2.5 kg

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー特注対応特注対応

特注対応特注対応 ー

　　　　　　人間や社会、地球に調和する項目を考慮した商品の中から特別に選定し、〈　商品〉と設定しています。　　　グリーン購入法  基準値１
　●定格電圧200V点灯時の数値です。　
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LEDJ-50005N-XD2
（51,400lm・272.6W・188.5lm/W）
希望小売価格 ¥403,000 ▲　　

LEDJ-25005N-XD2
（25,700lm・136.6W・188.1lm/W）
希望小売価格 ¥193,000 ▲　　

LEDJ20507MN-LD9
（21,900lm・118.0W・185.5lm/W）
希望小売価格 ¥116,800 ○　　

LEDJ15507MN-LD9
（17,300lm・91.0W・190.1lm/W）
希望小売価格 ¥101,800 ○　　

広角タイプ

広角タイプ

3.3kg

3.0kg

LEDJ-43005N-WD9
（44,000lm・229.0W・192.1lm/W）
希望小売価格 ¥331,000 ○　　

LEDJ-34005N-WD9
（34,200lm・175.0W・195.4lm/W）
希望小売価格 ¥223,000 ○　　

LEDJ-21005N-WD9
（22,000lm・115.0W・191.3lm/W）
希望小売価格 ¥168,000 ○　　

LEDJ-16005N-WD9
（17,100lm・88.0W・194.3lm/W）
希望小売価格 ¥143,000 ○　　

LEDJ-11005N-WD9
（11,700lm・60.0W・195.0lm/W）

希望小売価格 ¥93,000 ○　　

広角タイプ

広角タイプ

広角タイプ

広角タイプ

5.4kg

広角タイプ

5.1kg

広角タイプ

5.1kg

広角タイプ

2.8kg

2.9kg

2.8kg

2.8kg

LEDJ-50005N-WD2
（51,400lm・273.0W・188.2lm/W）
希望小売価格 ¥403,000 ○　　

LEDJ-25005N-WD2
（25,700lm・137.0W・187.5lm/W）
希望小売価格 ¥193,000 ○　　

LEDJ-20507N-WD9
（21,900lm・119.0W・184.0lm/W）
希望小売価格 ¥109,000 ○　　

LEDJ-15507N-WD9
（17,300lm・92.0W・188.0lm/W）

希望小売価格 ¥94,000 ○　　

LEDJ-10507N-WD9
（11,400lm・60.5W・188.4lm/W）

希望小売価格 ¥68,000 ○　　

広角タイプ

広角タイプ

広角タイプ

2.7kg

2.4kg

2.4kg

700W形水銀ランプ
器具相当

2022年5月生産完了予定

2022年5月生産完了予定

LEDJ-20029N-LD9

LEDJ-20031N-LD9

希望小売価格 ¥179,500 ○

希望小売価格 ¥179,500 ▲
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LED高天井器具 一般形 一覧表
250W形メタルハライドランプから1kW形メタルハライドランプ器具相当まで使用用途に合わせた豊富なラインアップ。

一 般 形（ 屋 内 ） 公共施設用照明器具 対応形名

公共施設用形名 東芝ライテック形名
工場・倉庫・大規模空間・学校体育館

LEDJ-10507N-LD9
（11,400lm・59.5W・191.5lm/W）

希望小売価格 ¥65,000 ○　　

倉庫・工場 倉庫・工場倉庫・工場

器具光束 25,000lm クラス

15m

12m

10m

8m

1kW形
水銀ランプ
器具相当

400W形
メタルハライド

ランプ
器具相当

250W形
メタルハライド

ランプ
器具相当

700W形
水銀ランプ
器具相当

1kW形
メタルハライド

ランプ
器具相当

700W形
水銀ランプ器具

×2灯相当

400W形
水銀ランプ
器具相当

LEDJ-15507N-LD9
（17,300lm・91.0W・190.1lm/W）

希望小売価格 ¥91,000 ○　　

LEDJ-20507N-LD9
（21,900lm・118.0W・185.5lm/W）

希望小売価格 ¥106,000 ○　　

LEDJ-32507N-LD9
（34,600lm・182.0W・190.1lm/W）

希望小売価格 ¥170,000 ○　　

LEDJ-44507N-LD9
（43,800lm・236.0W・185.5lm/W）

希望小売価格 ¥190,000 ○　　

LEDJ-43005N-LD9
（44,000lm・228.0W・192.9lm/W）

希望小売価格 ¥328,000 ○　　

LEDJ-34005N-LD9
（34,200lm・174.0W・196.5lm/W）

希望小売価格 ¥220,000 ○　　

LEDJ-21005N-LD9
（22,000lm・114.0W・192.9lm/W）

希望小売価格 ¥165,000 ○　　

LEDJ-16005N-LD9
（17,100lm・87.0W・196.5lm/W）
希望小売価格 ¥140,000 ○　　

LEDJ-11005N-LD9
（11,700lm・59.0W・198.3lm/W）

希望小売価格 ¥90,000 ○　　

LEDJ43005DN-LD9
（42,500lm・228.0W・186.4lm/W）

希望小売価格 ¥334,000 ▲　　

LEDJ34005DN-LD9
（33,000lm・174.0W・189.6lm/W）

希望小売価格 ¥225,000 ▲　　

LEDJ21005DN-LD9
（21,200lm・114.0W・185.9lm/W）

希望小売価格 ¥171,000 ○　　

LEDJ16005DN-LD9
（16,500lm・87.0W・189.6lm/W）
希望小売価格 ¥146,000 ▲　　

LEDJ11005DN-LD9
（11,300lm・59.0W・191.5lm/W）

希望小売価格 ¥96,000 ▲　　

LEDJ-43005N-XD9
（44,000lm・228.6W・192.4lm/W）
希望小売価格 ¥336,000 ▲　　

LEDJ-34005N-XD9
（34,200lm・174.6W・195.8lm/W）
希望小売価格 ¥228,000 ▲　　

LEDJ-21005N-XD9
（22,000lm・114.6W・191.9lm/W）
希望小売価格 ¥173,000 ▲　　

LEDJ-16005N-XD9
（17,100lm・87.6W・195.2lm/W）
希望小売価格 ¥148,000 ▲　　

LEDJ-11005N-XD9
（11,700lm・59.6W・196.3lm/W）

希望小売価格 ¥98,000 ▲　　

60,000時間 60,000時間 60,000時間40,000時間 40,000時間品名 軽量ハイスペックタイプ
60,000時間

軽量まぶしさ低減タイプ かんたん無線調光 無線T/Flecsシステム軽量ハイスペックタイプ 無線T/Flecsシステムスタンダードタイプ軽量スタンダードタイプ
40,000時間

軽量スタンダードタイプ H形鋼取付対応

LEDJ-43006N-LD9
（41,800lm・228.0W・183.3lm/W）

希望小売価格 ¥328,000 ▲　　

LEDJ-34006N-LD9
（32,200lm・174.0W・185.0lm/W）

希望小売価格 ¥220,000 ▲　　

LEDJ-21006N-LD9
（20,900lm・114.0W・183.3lm/W）

希望小売価格 ¥165,000 ▲　　

LEDJ-16006N-LD9
（16,100lm・87.0W・185.0lm/W）
希望小売価格 ¥140,000 ▲　　

LEDJ-11006N-LD9
（11,000lm・59.0W・186.4lm/W）

希望小売価格 ¥90,000 ▲　　

LEDJ43006DN-LD9
（39,700lm・228.0W・174.1lm/W）

希望小売価格 ¥334,000 ▲　　

LEDJ34006DN-LD9
（30,600lm・174.0W・175.8lm/W）

希望小売価格 ¥225,000 ▲　　

LEDJ21006DN-LD9
（19,800lm・114.0W・173.6lm/W）

希望小売価格 ¥171,000 ▲　　

LEDJ16006DN-LD9
（15,300lm・87.0W・175.8lm/W）
希望小売価格 ¥146,000 ▲　　

LEDJ11006DN-LD9
（10,400lm・59.0W・176.2lm/W）

希望小売価格 ¥96,000 ▲　　

天
井
高
さ

工場・倉庫・大規模空間・学校体育館

LSR2W-400

LSR2M-400

LSR2AM-340

LSR2W-200

LSR2M-200

LSR2AM-170

LSR1W-200

LSR1M-200

LEDJ-43005N-LD9

LEDJ-43006N-LD9

LEDJ-43006DN-LD9

LEDJ-21005N-LD9

LEDJ-21006N-LD9

LEDJ21006DN-LD9

耐震
クラス凡例

機能記号

9.6kg
（44,200lm・272.0W・162.5lm/W）

LEDJ43901N-LS9OP 器具形名
スペック

公共施設用照明器具

保護等級

IP5×以上

IP×4以上

常時湿度85％以上

低温倉庫に使用可能

オイルミスト（切削用油）対応

クレーン取付可能

耐塩仕様

重耐塩仕様

耐雷サージ15kV（コモンモード）

常時高温50℃以上対応

HACCP対応

軒下対応

夏季一時的
高温対応温度

広角タイプ 中角タイプ 中角タイプ

広角タイプ 中角タイプ

広角タイプ 中角タイプ

広角タイプ 中角タイプ

広角タイプ

広角タイプ

広角タイプ

広角タイプ

広角タイプ

広角タイプ

配光115°

配光115°

配光115°

配光115°

配光115°

広角タイプ

広角タイプ

広角タイプ

広角タイプ中角タイプ

中角タイプ

中角タイプ

中角タイプ

中角タイプ

5.0kg

4.7kg

2.6kg

2.5kg

2.5kg

5.0kg

4.7kg

2.6kg

2.5kg

2.5kg

5.0kg

4.8kg

2.6kg

2.5kg

2.5kg

5.0kg

4.8kg

2.6kg

2.5kg

2.5kg

4.5kg

4.0kg

2.4kg

2.1kg

2.1kg

6.0kg

広角タイプ

5.7kg

広角タイプ

5.7kg

広角タイプ

3.2kg

3.3kg

3.2kg

3.2kg

在庫区分=○：工場倉庫在庫品　▲：受注生産品（納期 約2～6週間）　　：受注手配品（納期 別途お問い合わせください）　　●使用温度範囲－10℃～40℃　　●保護等級
● 光源寿命は設計寿命であり、寿命を保証するものではありません。　● 照明器具には寿命があります。（点検・交換の推奨時期8～10年）　●この紙面に掲載の全商品の価格には消費税は含まれておりません。　

器具光束 40,000lm クラス

器具光束 30,000lm クラス

器具光束 20,000lm クラス

器具光束 15,000lm クラス

器具光束 50,000lm クラス

希望小売価格 ¥328,000 ○

希望小売価格 ¥328,000 ▲

希望小売価格 ¥334,000 ▲

希望小売価格 ¥165,000 ○

希望小売価格 ¥165,000 ▲

希望小売価格 ¥171,000 ▲

受

LEDJ-25005N-LD2
（25,700lm・136.0W・188.9lm/W）

希望小売価格 ¥190,000 ○　　

LEDJ-25006N-LD2
（24,400lm・136.0W・179.4lm/W）

希望小売価格 ¥190,000 ▲　　

広角タイプ 中角タイプ

2.5 kg 2.5 kg

LEDJ-50005N-LD2
（51,400lm・272.0W・188.9lm/W）

希望小売価格 ¥400,000 ▲　　

LEDJ-50006N-LD2
（48,800lm・272.0W・179.4lm/W）

希望小売価格 ¥400,000 ▲　　

広角タイプ 中角タイプ

4.7 kg 2.5 kg

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー特注対応特注対応

特注対応特注対応 ー

　　　　　　人間や社会、地球に調和する項目を考慮した商品の中から特別に選定し、〈　商品〉と設定しています。　　　グリーン購入法  基準値１
　●定格電圧200V点灯時の数値です。　
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LEDJ-50005N-XD2
（51,400lm・272.6W・188.5lm/W）
希望小売価格 ¥403,000 ▲　　

LEDJ-25005N-XD2
（25,700lm・136.6W・188.1lm/W）
希望小売価格 ¥193,000 ▲　　

LEDJ20507MN-LD9
（21,900lm・118.0W・185.5lm/W）
希望小売価格 ¥116,800 ○　　

LEDJ15507MN-LD9
（17,300lm・91.0W・190.1lm/W）
希望小売価格 ¥101,800 ○　　

広角タイプ

広角タイプ

3.3kg

3.0kg

LEDJ-43005N-WD9
（44,000lm・229.0W・192.1lm/W）
希望小売価格 ¥331,000 ○　　

LEDJ-34005N-WD9
（34,200lm・175.0W・195.4lm/W）
希望小売価格 ¥223,000 ○　　

LEDJ-21005N-WD9
（22,000lm・115.0W・191.3lm/W）
希望小売価格 ¥168,000 ○　　

LEDJ-16005N-WD9
（17,100lm・88.0W・194.3lm/W）
希望小売価格 ¥143,000 ○　　

LEDJ-11005N-WD9
（11,700lm・60.0W・195.0lm/W）

希望小売価格 ¥93,000 ○　　

広角タイプ

広角タイプ

広角タイプ

広角タイプ

5.4kg

広角タイプ

5.1kg

広角タイプ

5.1kg

広角タイプ

2.8kg

2.9kg

2.8kg

2.8kg

LEDJ-50005N-WD2
（51,400lm・273.0W・188.2lm/W）
希望小売価格 ¥403,000 ○　　

LEDJ-25005N-WD2
（25,700lm・137.0W・187.5lm/W）
希望小売価格 ¥193,000 ○　　

LEDJ-20507N-WD9
（21,900lm・119.0W・184.0lm/W）
希望小売価格 ¥109,000 ○　　

LEDJ-15507N-WD9
（17,300lm・92.0W・188.0lm/W）

希望小売価格 ¥94,000 ○　　

LEDJ-10507N-WD9
（11,400lm・60.5W・188.4lm/W）

希望小売価格 ¥68,000 ○　　

広角タイプ

広角タイプ

広角タイプ

2.7kg

2.4kg

2.4kg

700W形水銀ランプ
器具相当

2022年5月生産完了予定

2022年5月生産完了予定

LEDJ-20029N-LD9

LEDJ-20031N-LD9

希望小売価格 ¥179,500 ○

希望小売価格 ¥179,500 ▲
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●外観・仕様は、改良のため変更することがありますのでご了承ください。　●商品の色は印刷の具合で実物とは若干異なる場合があります。

このチラシの内容は2022年4月現在のものです。 0422 10tC4325-2 TLT

お買い上げの販売店へご相談ください。　販売店にご相談できない場合は、下記の窓口へ
お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い物・使い方・
修 理 の ご 相 談 は

◎ 携 帯 電 話 な ど
か ら の ご 利 用 は 046-862-2772 0570-000-661

「東芝ライテック商品ご相談センター」
◎FAX ●お客様からご提供いただいた個人情報は、ご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。

●利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

0120-66-1048
（ 通 話 料 無 料 ）

受付時間 9：00－18：00
（日曜、祝日、年末年始を除く）

︵
有
料
︶

「安全上のご注意」、また「ご使用上の注意」については、取扱説明書に明記している内容をよくお読みの上、安全に正しくお使いください。
保証とアフターサービスについては総合カタログやホームページよりご確認ください。

本チラシ掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。本チラシ掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

お買い上げは親切とサービスをお届けする当店で東芝ライテック株式会社

〒212-8585　神奈川県川崎市幸区堀川町７２番地３４
https://www.tlt.co.jp/

LED高天井器具 特殊環境用器具
特殊環境に適した器具をお選びください。

1kW形メタル
ハライドランプ

器具相当
ー

700W形
水銀ランプ
器具相当

400W形メタル
ハライドランプ

器具相当
400W形

水銀ランプ
器具相当

250W形メタル
ハライドランプ

器具相当

6565 65 2065 65 65

耐塵形・
防噴流形 高温対応 HACCP対応

（特注）

保護等級

性能

特殊
環境用

器具

ー

ー ー

ー ー

ー ー

キャノピー灯
（耐塵形・

防噴流形
・防湿形）

オイルミスト
・重耐塩形

オイルミスト
対応

耐衝撃・振動
対応

LEDJ-43901N-LS9

LEDJ-31901N-LS9

LEDJ-21901N-LS9

LEDJ-16901N-LS9

希望小売価格
¥245,000 ○　　

希望小売価格
¥350,000 ▲　　

希望小売価格
¥163,000 ○　　

希望小売価格
¥194,000 ○　　

LEDJ43901N-LS9OP

LEDJ31901N-LS9OP

LEDJ21901N-LS9OP

LEDJ16901N-LS9OP

希望小売価格
¥286,000 ○　　

希望小売価格
¥391,000 ▲　　

希望小売価格
¥204,000 ○　　

希望小売価格
¥232,000 ○　　

LEDJ31901HN-LS2

LEDJ21901HN-LS2

LEDJ16901HN-LS2

希望小売価格
¥286,000 ▲　　

希望小売価格
¥204,000 ○　　

LEDJ-20915HNW-LS9

セミオーダー　

希望小売価格
¥232,000 ▲　　

LEDJ-20915NW-LS9

LEDJ-10915NW-LS9

希望小売価格
¥180,300 ○　　

希望小売価格
¥139,100 ○　　

LEDJ20915NW-LS9OP

LEDJ10915NW-LS9OP

希望小売価格
¥214,300 ○　　

希望小売価格
¥142,200 ▲　　

LEDJ21001VN-LD9

LEDJ16001VN-LD9

LEDJ11001VN-LD9

希望小売価格
¥156,800 ▲　　

希望小売価格
¥118,500 ▲　　

希望小売価格
¥192,900 ▲　　

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ーー

受
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高天ダウンライト
HACCP対応

LEDD-20945HN-LD9

セミオーダー ▲

ー

ー

ー

ー

在庫区分=○：工場倉庫在庫品　▲：受注生産品（納期 約2～6週間）納期は目安ですので都度お問合せください。　　：受注手配品（納期 別途お問い合わせください）
　　　　　人間や社会、地球に調和する項目を考慮した商品の中から特別に選定し、〈　商品〉と設定しています。
● 光源寿命は設計寿命であり、寿命を保証するものではありません。　● 照明器具には寿命があります。（点検・交換の推奨時期8～10年）　●この紙面に掲載の全商品の価格には消費税は含まれておりません。

受

蛍光灯器具、HID器具、水銀ランプは販売を終了いたしました。
省エネで高効率なLED照明へのリニューアルをご検討ください。

軽量ハイスペックタイプ

軽量まぶしさ低減タイプ

かんたん無線調光 SceneLED

無線T/Flecsシステム 軽量ハイスペックタイプ

丸形シリーズ

無線T/Flecsシステム スタンダードタイプ

軽量スタンダードタイプ

軽量スタンダードタイプ Ｈ形鋼取付対応

耐衝撃・振動対応

耐塵形・防噴流形

キャノピー灯

オイルミスト対応

オイルミスト・重耐塩形

高温対応

HACCP対応

高天ダウンライトHACCP対応

L E D 高 天 井 器 具
商 品 一 覧 表
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