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2012年7月

『住宅照明総合カタログ 2012-2013』（F15）（2012年4月発行）の掲載内容について誤りがございました。

ご利用いただいておりますお客様にはご迷惑をおかけしましたことを深くお詫びし、訂正をさせていただきます。

恐れ入りますが、本正誤表をご確認の上、ご利用いただきますようお願いいたします。
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『住宅照明総合カタログ 2012-2013』（F15）についてのお詫びと訂正　 　　　　

111 LEDC88012-8G、LEDC88012-6G

寸法訂正 ●φ640×226 ●φ640×232

240

LEDD85010 質量訂正 ●質量：0.3kg ●質量：0.5kg

LEDB85907、LEDB85909、LEDB85911 仕様訂正 アクリル（乳白） アクリル（乳白、リブ入り）

268,269

●入力電力：537ｍA
●消費電力57W　●器具光束：3,105 lm

●入力電流：563ｍA ●平均消費電力 49W
●消費電力56W　●器具光束：3,110 lm

LEDB80900W(S)-LS、LEDB80900L(S)-LS、
LEDB80901W(S)-LS、LEDB80901L(S)-LS、
LEDB80900W(K)-LS、LEDB80900L(K)-LS、
LEDB80901W(K)-LS、LEDB80901L(K)-LS

取り付けピッチ図訂正

表記追記 記載なし ◆ボックス取り付け不可

LEDB85911

167
仕様訂正、追記 下面開放

BFP10571Z160

BFP23003Z
●LED電球LDT7取付可

LDL40T/D25/21-02　別売ランプコラム ランプ形名、全光束訂正 LDL40T/D25/21-02、全光束：2,100 lm LDL40T/D25/23-02、全光束：2,300 lm

表記削除 白熱灯器具60Wクラス

●LED電球 LDA11L（N）-G取付可
　（光り方が変わります。）

削除

適合LED電球訂正 ●LED電球LDA11L（N）-G取付可 ●LED電球LDA6L/4、LDA7L/2取付可

LEDH83112
入力電流、器具光束訂正
平均消費電力追記

●入力電力：309ｍA　●器具光束：1,661 lm
●入力電流：309ｍA ●平均消費電力 27W
●器具光束：1,660 lm

LEDB88010、LEDB88016、LEDB88011、
LEDB88015

器具光束 5,100 lm
固有エネルギー消費効率 83.6 lm/W

器具光束 5,200 lm
固有エネルギー消費効率 85.2 lm/W

角形フラット
商品画像訂正
（シール追加）

37 LEDシーリングラインアップ形名 形名訂正

右下＊１ 注釈訂正

LEDD85901(S)
寸法図訂正
（図の欠け）

幅135

表記訂正
●あとからセンサー （別売）：DIK-1223(K)
●あとからセンサー （別売）：DIK-1224(K)

●あとからセンサー （別売）：DIK-1223(W)
●あとからセンサー （別売）：DIK-1224(W)

器具画像位置訂正 器具右寄り 器具センター

LEDB86900(W)、LEDB86900(S)
LEDB86900(K)写真左下

表記追記 記載なし NEW

表記訂正 防湿・防雨 防雨

LEDB85907 寸法訂正 幅165

LEDB87005-LS 表記追記 記載なし 蛍光ランプ器具20Wクラス

施設例 使用器具形名訂正 IMAGE_LEDB85900(W)　電球色 （広角タイプ） IMAGE_LEDG85902(W)　電球色 （広角タイプ）

質量訂正 質量：0.8kg 質量：0.9kg

LEDB87002-LS 表記訂正 蛍光ランプ20Wクラス 蛍光ランプ器具20Wクラス

下面一部開放　　●下面カバー（アクリル・乳白）

適合LED電球訂正 ●LED電球LDA11L（N）-G取付可

掲載順序訂正

6灯・8灯の順 8灯・6灯の順

削除

LEDH83212
入力電流、消費電力、器具光束訂正
平均消費電力追記

LEDP88010、LEDP88012、LEDP88014 表記削除 白熱灯器具60Wクラス 削除

LEDG85000 寸法訂正 高40 高56

BFP10568Z 注釈削除

IG-2009 寸法訂正 径φ120 高70 径φ117 高72

LEDH80754-LC LEDH80574-LC

 下部別売ランプ 適合別売ランプ削除 16.6W タイプのLEDユニットフラット形ランプの表示 削除

「リモコン送信器」（別売）  「リモコン送信器」（同梱）

LEDH82638-LC、LEDH82613-LC、LEDH82510-LC、
LEDH82678-LC、LEDH82636-LC、LEDH82637-LC、
LEDH82669-LC、LEDH82115-LC、LEDH82612-LC、
LEDH82574-LC

器具光束、
固有エネルギー消費効率訂正

 蛍光灯の固有エネルギー消費効率 蛍光灯のエネルギー消費効率

LEDH82754-LC LEDH82574-LC

訂正箇所 訂正内容 誤 正

角形フラット
 商品画像訂正
（シールの位置のずれ）

カタログ表記・算出方法 表記訂正

LEDB85907、LEDB85908、LEDB85909、
LEDB85910、LEDB85911

LEDH82102Y-LC、LEDH81102Y-LC、
LEDH80102Y-LC、LEDH82104Y-LC、
LEDH81104Y-LC、LEDH80104Y-LC

表記追記

LEDB80907L-LS、LEDB80906L-LS

記載なし ムシールド

LEDH81754-LC LEDH81574-LC
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頁
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301

302

304

314
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329

336，337

353

364

391

408

記載なし ◆天井取付専用（傾斜天井取付不可）

訂正箇所 訂正内容 誤 正

白60W形、消費電力54W
ミニクリプトンランプ　60W形

負荷、接続台数訂正
◆連動負荷：LEDユニットフラット形13W以下
　ダウンライト5台まで

◆連動負荷：LEDユニットフラット形8.9W以下
　ダウンライト7台まで

BFD11840SEN、BFD11840SEL、
BFD11841SEN、BFD11841SEL

注釈削除 ◆ネオボールZ D形専用器具 削除

アルミダイカスト（シルバー） アルミダイカスト（ブラック）
仕様訂正

BFG1345Z(H)N、BFG1345ZN  注釈削除 ネオボールD形専用器具です 削除

リモコン送信器一覧

仕様表追記 記載なし FRC-178T　FRC-181T　下表参照

LU512、LU513、LU514 商品画像色訂正

エリアカットマスク　D タイプ センサー番号追記 S-3、S-21 S-3、S-21、S-25

IPH-350(W) 仕様追記

同梱ランプ訂正、表記追記 ●ネオボールZ T形15W形 （E26）
●ネオボールZ D形15W形 （E26）
◆ネオボールZ D形専用器具

寸法図訂正

FB2342N、FB1642N、FB1342N 発売時期追記 記載なし ◆ 2011年7月より販売再開

■ LED ユニットフラット形ダウンライト用の
　リニューアルプレートについて

適合機種形名追記 （LEDD85031Y を取り付けた場合） （LEDD85006,LEDD85031Y を取り付けた場合）

LEDD85031Y

ネオボールZ　ON/ OFF センサー
和風ポーチ灯左側

文、図追記 記載なし

白木（自然素材）を使用している器具は
雨線内でご使用ください。

IB31981(K)、IB31981(W)  ランプW形数、消費電力訂正
白40W形、消費電力47W
ミニクリプトンランプ　40W形

表記追記 記載なし
◆白木（自然素材）を使用していますので雨線内で
　ご使用ください。変色・腐食の原因となります。

取り付けピッチ図訂正

表記削除 18.8W　ベーシックモデル 削除

マーク訂正

LEDS88901Y(S)、LEDS88901Y(K)、
LEDS88901(S)、LEDS88901(K)

表記訂正 ●ランプ別売（LED電球ビームランプ形18.8W 以下） ●ランプ別売（LED電球ビームランプ形14.0W 以下）

表記訂正 LED電球ビームランプ18.8W 以下よりお選びください LED電球ビームランプ14.0W 以下よりお選びください

アルミダイカスト（ブラック） アルミダイカスト（シルバー）

LEDS88901(K)

寸法図追記 記載なし

337 BFD11839SEL

下部ランプ別売

283

291
LEDB86902Y、LEDB86903Y、
LEDB86902、LEDB86903

ON/OFF センサースポットライト
LEDS88900Y(W)(S)(K)

センサーなしタイプ
LEDS88900(W)(S)(K)

LEDS88901(S)
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【その他】　LEDシーリングライト　寸法変更
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220

寸法訂正

訂正箇所 訂正内容 誤 正

LEDH80510-LC、LEDH81510-LC、LEDH82510-LC 高125 高148

LEDH80581-LC、LEDH82581-LC 高131 高126

LEDH80115-LC、LEDH81115-LC、LEDH82115-LC、
LEDH80574-LC、LEDH81574-LC、LEDH82574-LC

高108 高148

LEDH80613-LC、LEDH81613-LC、LEDH82613-LC、
LEDH81605-LC、LEDH82605-LC、
LEDH80612-LC、LEDH81612-LC、LEDH82612-LC

高115 高125

LEDH81676-LC、LEDH82676-LC、LEDH81675-LC、
LEDH82675-LC、LEDH80638-LC、LEDH81638-LC、
LEDH82638-LC、LEDH81608-LC、LEDH82608-LC、
LEDH81648-LC、LEDH82648-LC、LEDH80678-LC、
LEDH81678-LC、LEDH82678-LC、LEDH80636-LC、
LEDH81636-LC、LEDH82636-LC、LEDH80637-LC、
LEDH81637-LC、LEDH82637-LC

高104 高120

LEDH81598-LC、LEDH82598-LC、LEDH81603-LC、
LEDH82603-LC、LEDH80669-LC、LEDH81669-LC、
LEDH82669-LC、LEDH81663-LC、LEDH82663-LC

高108 高128

訂正箇所 訂正内容 誤 正

LEDC88012-6G 入力電流訂正 入力電流 480mA 入力電流 570mA

はさみ込み方式 画像訂正


