
■ 補修用性能部品の保有期間　
　 弊社は照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後6年間保有しています。性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。
　 補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

■価格後ろの印説明　　▲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。

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/

事業本部

●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2021年12月現在のものです。
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。
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「安全上のご注意」、また「ご使用上の注意」については、商品の包装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。

お買い上げは親切とサービスをお届けする当店で

問合せ：http://www.tlt.co.jp/tlt/contact/contact.htm

東芝の幅広いUVライティングラインアップ
有 人 環 境 下で照 射でき、ウイルス抑 制・除 菌 を実 現

有人OK工事不要空気除菌
（ファン付） 脱臭

表面・空気除菌

エレベーターの乗り場ボタン

カフェのテーブル

ウイルス抑制・除菌用UV照射器

有人OK表面除菌 空気除菌
（UVC照射エリア）

「光 触 媒」と「深 紫 外 線 L E D」のダブル効 果 により、
空 気 を強 力 に除 菌・脱 臭し浄 化

空気除菌・脱臭

診察室飲食店
~8畳

UV-C デスクライト

工事不要で手軽に設置。
ホテル客室など不在時の除菌に！

空気除菌・脱臭
工事不要表面除菌

使用中
入室不可

表面除菌

ホテル客室 洗面台

有人OK空気除菌
（ファン付）

空気循環式紫外線清浄機

室内の空気をファンで循環
させながら紫外線で除菌

空気除菌

給食室

有人OK工事不要空気除菌
（ファン付）

20畳まで対応可能！
大空間の空気除菌に！

UV-C室内空気除菌機
空気除菌

大会議室 スポーツジム

寄り添う、UV。

空気を、ウォッシュ。

仕様 定格電圧：AC100V～240V
電源ユニット内蔵
本体：アルミダイカスト 化粧枠：鋼板
ランプ公称寿命：3,000時間
質量：2.2kg

備考　 断熱施工不可

 

UV-CU01007K-LS9 
19.3W（100V）19.5W（200V）19.9W（240V）

セミオーダー ▲

CSD-B03 セミオーダー ▲ (納期はお問合せください。）
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(注)本製品の電源系統は、照明器具やその他の機器と別系統にしてください。
　  電源リセットにより自動スタート時刻を設定するため、
     別途電源を入切する必要があります。

仕様
本体：ホワイト（ABS樹脂）
機能：除菌（UV-C、光触媒）、脱臭（光触媒）
電源：AC100V 50-60Hz共用
適用床面積（目安）※：約8畳（32㎥）
外形寸法：W250×D120×H207m（本体）
本体：1.8kg　　ACアダプター：0.16kg
ACアダプター（コンセントプラグ付）：白（コード長さ 1.8m)
LED：UV-C、UV-A
青色ライト：LED

運転
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UVC-DESK24WS/UVC-DESK24WB オープン価格 ▲

UVC-AIR128W オープン価格 ▲ GT-15402-GL17 セミオーダー ▲

仕様 定格電圧：AC100V
消費電力：24W
本体：UVC-DESK24WS（シルバー）UVC-DESK24WB（ブラウン）
製品寿命：9,000時間　
UV-C波長：253.7nm　
実効照度：660μW/ｃ㎡
電源コード：2.9m質量：0.8kg

備考　 使用時間目安
10m2(約6畳）以下 15分
10m2～18m2（約12畳） 30分
18m2～28m2（約18畳）以下 45分
UV-Cランプ交換不可  

仕様 定格電圧：AC100V
消費電力：128W
本体：耐UV-Cプラスチック
ランプ寿命：9,000時間
UV-C波長：253.7nm
処理風量：最大550m3/時間
タイマー設定：30、60、120、連続
電源コード：1.8m
質量：12.3ｋg（キャスター付き）

備考　 使用時間目安
80m3＝部屋の高さを2.5mと仮定した場合
約20畳（32m2）1時間　除菌率96%
約20畳（32m2）2時間　除菌率98%
UV-Cランプ：Philips  TUV PL-L 18W×4本 
ランプ交換はシグニファイライティング
サポートデスクにお問合せください。

（50Hz/60Hz共用）
仕様 本体：鋼板 t0.6 ホワイト

反射板：アルミ t0.5 鏡面仕上
消費電力：53.1W（50Hz）、45.2W（60Hz）
風量：1.1m3/min
質量：6.6kg
適合ランプ：GL15×2本付

備考　 空気循環式
天井取付専用
設置目安…1台につき室内容積100m3
※ファンは30,000時間を目安に
交換お願いします。
ファン形名…GT-15402-FAN
（補修用部品扱い）
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UV-U01007K-LS9 特注品 UV-CG0100-LS9
※詳細は弊社営業担当に
　お問い合わせください。

※本製品はウシオ電機株式会社が開発した「Care222®」の技術を使用しています。
※「Care222」は、ウシオ電機株式会社およびUshio America, Inc. の商標または登録商標です。

UVライティング

ニューノーマルを支える。これからのクリーンな空間づくりへ。

オフィス・事業所向け

オフィスの従 業 員や外 部からお越しのお客 様まで、
快 適 に過ごせるクリーンな空 間 を提 供します。

受付

出入り口のドアノブエレベーターの乗り場ボタン

会議室

洗面台
※画像はイメージです

東芝ライテック株式会社

東芝ライテック株式会社　UVライティング　オフィス・事業所向け　リーフレット　2021年12月



U Vライティングでウイルス抑制・除菌！ クリーンな空間づくりをサポートします
ウイルスは自然に減少するのに時間がかかります
ある特定のウイルス、室温20℃の場合

感染者の手などを媒介して付着

参考文献：
Riddell, et al.: The effect of temperature on 
persistence of SARS-CoV-2 on common surfaces,
 Virology Journal 17, 145(2020)

粒子が大きいものは落ちる

ウイルスはエアロゾルで最長3時間、
物体表面では最長28日残ります

・室温20℃ではウイルス半減に1～3日、90%減少に5～9日要します。
・生存期間は室温30℃で3~7日、40℃では1～2日です。

ステンレス
(ドアノブなど)

ポリマー紙幣

紙の紙幣

綿布

最長14日

最長28日

ガラス

ビニール

受付

設置イメージ
受付カウンターまわりの除菌に

＊1：各天井高さのとき床上 1.0m のカウンター上面のウイルスを90% 抑制するのに必要
な照射時間を平均水平面放射照度を基に算出。
参考文献：Kitagawa, et al.(2021) DOI:  https://doi.org/10.1016/j.pdpdt.2021.102184
＊2 ：UVee と人までの距離が1.0m 以下となるため人感センサ運転でのみ運用可能。

 カウンター上面のウイルス90％抑制に必要な時間＊1

運転設定 自動運転／手動運転 人感センサ運転

天井高さ 人がいる時
（1日8時間以内） 人がいない時 人がいない時

3.0 m 約 85 分85 約     分18 約     分30

2.7 m 約       分113 約     分14

ー＊2 ー＊2

約     分24

2.4 m 約     分21

おすすめ運用例

オフィスでの運転設定は
どうしたらよいのかな？

オフィスの就業時間に合わせて運用しましょう！
24時間電源供給している場合は自動運転、
毎朝手動でONする場合は手動運転がおすすめ＊3。

＊3： UVee と人までの距離が 1.0m 以下の天井高さでは無人環境でのみ紫外線照射する人感センサ運転となります。

無人環境で照射 有人環境でも照射（8時間）
24:0017:009:000:00

消灯 点灯 消灯

人がいるとき 人がいないとき

無人環境で照射

消灯 点灯 消灯

人がいるとき 人がいないとき

点灯 消灯点灯 消灯

人がいるとき 人がいないとき

Point‼

UVライティングなら、空気除菌から物体表面の除菌まで
幅広いラインアップを揃えております。運用に合わせた、
ウイルス抑制・除菌が可能です！

空気・
物体表面の
除菌

紫外線の優れた除菌力 ［時間経過によるウイルス抑制率］

＊4：天井高さ3.0mのとき床上1.0mのカウンター上面のウイルスを90%抑制するのに必要な照射時間を
平均水平面放射照度を基に算出。間欠点灯（点灯：約15秒、消灯：有人環境約130秒、無人環境約30秒）を
考慮しています。参考文献：Kitagawa, et al.(2021) DOI:  https://doi.org/10.1016/j.pdpdt.2021.102184

点灯開始からの時間＊4［分］
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約85分
約18分

受付の操作パネル、呼出電話器の表面除菌に！

不特定多数のお客様が
触れる呼出電話機の除
菌に最適！会社の顔で
ある受付でのPRにも♪

トイレ

受付

共有スペース

UVishで会議室の全体の空気除菌・脱臭
会議室では、部屋全体の空気除菌にUVishがおすすめ。
除菌だけでなく脱臭もでき、クリーンで快適な空間を
提供できます。

360°全周吹出し

（イメージ）

お客様も使用する会議室
は、空気除菌だけでなく、
脱臭も出来るUVishで
快適！

有人OK工事不要空気除菌
（ファン付） 脱臭

8畳

トイレの洗面台
UVeeでトイレの洗面台の表面・空気除菌！
不特定多数の人が出入りするトイレはUVeeがおすすめ！

トイレの洗面台は、歯磨き、
メイク直しなどマスクを外
すので、表面も空気も除菌
できるUVeeに決めた！

共有スペース
UV-C室内空気除菌機で全体を空気除菌！
共有スペースの広い空間はUV-C室内空気除菌機がおすすめ！

共有スペースは、打合せ
やお昼休みのランチに
も使うので、広い空間に
対応した空気除菌機が
おすすめ！

20畳
有人OK工事不要空気除菌

（ファン付）

室内の空気

除菌された空気

会議室
手軽に導入ならデスクライトで表面除菌！
会議終了後の誰もいない空き時間の除菌には、
UV-Cデスクライトがおすすめです。

操作も簡単で、音声で
案内してくれるから、
手軽に除菌できるわ。

工事不要表面除菌
使用中
入室不可

※本製品はUV-C(紫外線）を
　放射します。有人環境では
　ご使用できません

UVee

UV-C
デスクライト

UV-C室内
空気
除菌機

UVish

有人OK表面除菌 空気除菌
（UVC照射エリア）

UVee

会議室

※画像およびUV 照射状態はイメージです

UV-C の紫外線は、DNA、RNA を持つ
様々なウイルスや細菌に働きかけ、除
去することができます。また、薬剤と
異なり、薬への抵抗力を持った耐性菌
を作りません。

UV-C

例）UVee点灯開始後の時間経過によるウイルス抑制率を表しています。
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■ 補修用性能部品の保有期間　
　 弊社は照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後6年間保有しています。性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。
　 補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

■価格後ろの印説明　　▲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。

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/

事業本部

●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2021年12月現在のものです。
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。

1221C4345-1 t TLT

「安全上のご注意」、また「ご使用上の注意」については、商品の包装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。

お買い上げは親切とサービスをお届けする当店で

問合せ：http://www.tlt.co.jp/tlt/contact/contact.htm

東芝の幅広いUVライティングラインアップ
有 人 環 境 下で照 射でき、ウイルス抑 制・除 菌 を実 現

有人OK工事不要空気除菌
（ファン付） 脱臭

表面・空気除菌

エレベーターの乗り場ボタン

カフェのテーブル

ウイルス抑制・除菌用UV照射器

有人OK表面除菌 空気除菌
（UVC照射エリア）

「光 触 媒」と「深 紫 外 線 L E D」のダブル効 果 により、
空 気 を強 力 に除 菌・脱 臭し浄 化

空気除菌・脱臭

診察室飲食店
~8畳

UV-C デスクライト

工事不要で手軽に設置。
ホテル客室など不在時の除菌に！

空気除菌・脱臭
工事不要表面除菌

使用中
入室不可

表面除菌

ホテル客室 洗面台

有人OK空気除菌
（ファン付）

空気循環式紫外線清浄機

室内の空気をファンで循環
させながら紫外線で除菌

空気除菌

給食室

有人OK工事不要空気除菌
（ファン付）

20畳まで対応可能！
大空間の空気除菌に！

UV-C室内空気除菌機
空気除菌

大会議室 スポーツジム

寄り添う、UV。

空気を、ウォッシュ。

仕様 定格電圧：AC100V～240V
電源ユニット内蔵
本体：アルミダイカスト 化粧枠：鋼板
ランプ公称寿命：3,000時間
質量：2.2kg

備考　 断熱施工不可

 

UV-CU01007K-LS9 
19.3W（100V）19.5W（200V）19.9W（240V）

セミオーダー ▲

CSD-B03 セミオーダー ▲ (納期はお問合せください。）

φ2001.0

75

13
7

75

10
0

45°

(注)本製品の電源系統は、照明器具やその他の機器と別系統にしてください。
　  電源リセットにより自動スタート時刻を設定するため、
     別途電源を入切する必要があります。

仕様
本体：ホワイト（ABS樹脂）
機能：除菌（UV-C、光触媒）、脱臭（光触媒）
電源：AC100V 50-60Hz共用
適用床面積（目安）※：約8畳（32㎥）
外形寸法：W250×D120×H207m（本体）
本体：1.8kg　　ACアダプター：0.16kg
ACアダプター（コンセントプラグ付）：白（コード長さ 1.8m)
LED：UV-C、UV-A
青色ライト：LED

運転
消費電力（W）
運転音（dB）

パワフル
16
41

標準
14
30

静音
13
22

～8畳

20
7

120

250

24
7±
1.
5

120±1 120±1

UVC-DESK24WS/UVC-DESK24WB オープン価格 ▲

UVC-AIR128W オープン価格 ▲ GT-15402-GL17 セミオーダー ▲

仕様 定格電圧：AC100V
消費電力：24W
本体：UVC-DESK24WS（シルバー）UVC-DESK24WB（ブラウン）
製品寿命：9,000時間　
UV-C波長：253.7nm　
実効照度：660μW/ｃ㎡
電源コード：2.9m質量：0.8kg

備考　 使用時間目安
10m2(約6畳）以下 15分
10m2～18m2（約12畳） 30分
18m2～28m2（約18畳）以下 45分
UV-Cランプ交換不可  

仕様 定格電圧：AC100V
消費電力：128W
本体：耐UV-Cプラスチック
ランプ寿命：9,000時間
UV-C波長：253.7nm
処理風量：最大550m3/時間
タイマー設定：30、60、120、連続
電源コード：1.8m
質量：12.3ｋg（キャスター付き）

備考　 使用時間目安
80m3＝部屋の高さを2.5mと仮定した場合
約20畳（32m2）1時間　除菌率96%
約20畳（32m2）2時間　除菌率98%
UV-Cランプ：Philips  TUV PL-L 18W×4本 
ランプ交換はシグニファイライティング
サポートデスクにお問合せください。

（50Hz/60Hz共用）
仕様 本体：鋼板 t0.6 ホワイト

反射板：アルミ t0.5 鏡面仕上
消費電力：53.1W（50Hz）、45.2W（60Hz）
風量：1.1m3/min
質量：6.6kg
適合ランプ：GL15×2本付

備考　 空気循環式
天井取付専用
設置目安…1台につき室内容積100m3
※ファンは30,000時間を目安に
交換お願いします。
ファン形名…GT-15402-FAN
（補修用部品扱い）

GL15W×2

36
0

79
0

360

77.5360

2-12×20ボルトK.O. φ20電源K.O.

連結端子台

吸い込み口吹き出し口

693
703

250
15
9

UV-U01007K-LS9 特注品 UV-CG0100-LS9
※詳細は弊社営業担当に
　お問い合わせください。

※本製品はウシオ電機株式会社が開発した「Care222®」の技術を使用しています。
※「Care222」は、ウシオ電機株式会社およびUshio America, Inc. の商標または登録商標です。

UVライティング

ニューノーマルを支える。これからのクリーンな空間づくりへ。

オフィス・事業所向け

オフィスの従 業 員や外 部からお越しのお客 様まで、
快 適 に過ごせるクリーンな空 間 を提 供します。

受付

出入り口のドアノブエレベーターの乗り場ボタン

会議室

洗面台
※画像はイメージです

東芝ライテック株式会社

東芝ライテック株式会社　UVライティング　オフィス・事業所向け　リーフレット　2021年12月


