
お問合せは

＜ 丸型 ＆ コンパクト型 LED蛍光灯ランプ ＞

※注意事項
　既設安定器を回避する直結工事など
　配線等の工事が必要となります。

　他、注意点につきましては裏面をご
参照下さい。

FCL

コンパクト型・ユーライン丸型・サークライン

by Tomei
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実績
多数

「灯具はそのまま。安定器バイパス工事のみ。」

外観を変えることなくローコストで LED化



既設照明

種類
参考全長

(mm)

約205 乳白ｶﾊﾞｰ MT-SR11N-205/（L,N,D）

約205 ｸﾘｱｶﾊﾞｰ MT-SR11N-205C/（L,N,D）

約225 乳白ｶﾊﾞｰ MT-SR13N-225/（L,N,D）

約225 ｸﾘｱｶﾊﾞｰ MT-SR13N-225C/（L,N,D）

約300 乳白ｶﾊﾞｰ MT-SR17N-300/（L,N,D）

約300 ｸﾘｱｶﾊﾞｰ MT-SR17N-300C/（L,N,D）

約375 乳白ｶﾊﾞｰ MT-SR21N-375/（L,N,D）

約375 ｸﾘｱｶﾊﾞｰ MT-SR21N-375C/（L,N,D）

FDL9W
FDL13W

約100～
116

MT-F6X10DL-M/（L,N,D） GX10q 137 6

FDL18W 約127 MT-F9X10DL-M/（L,N,D） GX10q 137 9

FDL27W 約138 MT-F12X10DL-M/（L,N,D） GX10q 137 12

- - MT-F14X10DL-M/（L,N,D） GX10q 164 14

FHT16W 約115 MT-F6X24HT-M/（L,N,D） GX24q-2 137 6

FHT24W 約130 MT-F9X24HT-M/（L,N,D） GX24q-3 137 9

FHT32W 約145 MT-F12X24HT-M/（L,N,D） GX24q-3 137 12

FHT42W 約166 MT-F14X24HT-M/（L,N,D） GX24q-4 164 14

FPL13W 約180 MT-F6X10YDP/（L,N,D） GX10q 180 6

FPL18W 約220 MT-F7Y10YDP/（L,N,D） GY10q-3 220 7

FPL28W 約322 MT-F12Y10YDP/（L,N,D） GY10q-5 322 12

FPL27W 約245 MT-F8Y10YDP/（L,N,D） GY10q-4 245 8

FPL32W 約412 MT-F17Y10YDP/（L,N,D） GY10q-1 412 17

FPL36W 約412 MT-F17Y10YDP/（L,N,D） GY10q-6 412 17

FPL45W 約557 MT-F18Y10YDP/（L,N,D） GY10q-15 560 18

FPL55W 約560 MT-F18Y10YDP/（L,N,D） GY10q-7 560 18

FPL96W 約860 MT-F32Y10YDP/（L,N,D） GY10q-8 860 32

FHP23W 約245 MT-F8Y10YDP/（L,N,D） GY10q-2 245 8

FHP32W 約412 MT-F17Y10YDP/（L,N,D） GY10q-9 412 17

FHP45W 約560 MT-F18Y10YDP/（L,N,D） GY10q-10 560 18

FHP105W 約1150 MT-F37Y10YDP/（L,N,D） GY10q-12 1150 37

FML13W 約116 MT-F7X10ML-P/（L,N,D） GX10q 120 7

FML18W 約127 MT-F9X10ML-P/（L,N,D） GX10q 125 9

FML27W 約143 MT-F13X10ML-P/（L,N,D） GX10q 150 13

FML36W 約244 MT-F15X10ML-P/（L,N,D） GX10q-6 245 15

・既設安定器を回避する直結工事など配線等の工事が必要となります。 メートン株式会社

・メーカー在庫外品もございます。通常在庫が少量の商品もございますので在庫状況は都度確認願います。

　受注生産時の納期は御注文日より約3～4週間となります。

・定価は全てオープンとなります。又 御注文金額/送り先によっては別途送料が発生致します。

・掲載内容は2018年3月現在のものです。仕様ないし外観は改良等の為予告なく変更する場合があります。

ｂｙ Tomei

G10q 300 17

13225G10q

全長が137mmにて
既設照明より長くなります。

既設器具収まりを御確認下さい。

全長が137mmにて
既設照明より長くなります。

既設器具収まりを御確認下さい。

電源 仕様
型番

( L：電球色 N：昼白色 D：昼光色)
口金

全長
(mm)

消費
電力
(W)

備考

G10q 205 11

21375G10q
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2018年4月25日

豊富なラインアップでさまざまな用途に対応

高効率「LEDダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ」を発売

まぶしさを抑制し快適な空間に

品名 LEDダウンライト ワンコア（ひと粒）タイプ

品番数 合計 組み合わせ品番：1888品番 （本体品番：477品番）

明るさタイプ 低Wタイプ
250形 / 200形 / 150形 / 100形 / 60形

高Wタイプ
1000形 / 750形 / 550形 / 350形

反射板タイプ 銀色鏡面反射板 / ホワイト反射板

光源寿命 40,000時間 60,000時間

希望小売価格（税抜） 11,800円～34,800円（電源ユニットを含む） 40,500円～91,000円（電源ユニットを含む）

発売日 2018年5月1日 2018年6月1日より順次

パナソニック株式会社 エコソリューションズ社はラインアップを充実しつつ、灯具の共通化により商品管理をシンプルにした「LEDダウンライト

ワンコア（ひと粒）タイプ」合計1888品番を、2018年5月1日より順次発売します。

本製品は豊富なラインアップでさまざまな用途に対応する高効率LEDダウンライトです。明るさはLED250～60形の低Wタイプ、LED1000

形～350形の高Wタイプがあり、どちらも光学設計により、効率を上げながらまぶしさを約1/2（※1）に抑制し、快適な空間を演出します。また大

幅な電気代削減と省メンテナンスを実現。従来光源と比較して消費電力約70％、年間ランニングコスト約18,450円削減できます（※2）。反射

板には、ホワイト反射板タイプだけでなく、銀色鏡面反射板をラインアップ。配光角や遮光角など、決め細やかな条件での器具選定が可能で、

幅広い品種バリエーションを展開します。

低Wタイプでは、従来灯具ユニットがLED250形・200形用、LED150形・100形用、LED60形の明るさ違いで3系統に分かれていました。本製

品は新開発のワンコアLEDモジュールを搭載することで灯具の共通化を実現しました。電源ユニットを変えるだけで明るさ選定ができるシン

プルな構成です。これにより本体品番数が大幅に集約され発注業務や商品管理の作業効率が向上し、施工業者の業務時間短縮に貢献し

ます。また安定したデリバリー対応も可能になります。

ハイパワーな高Wタイプでは、業界最小クラス（※3）の埋込穴直径100mmサイズを新たに拡充し、天井の高い空間で器具の存在感をさらに

抑えた演出が可能です。現行品と比べ本体の質量を約半分に軽量化しました（※4）。
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当社はさまざまな市場のニーズにこたえながら、より快適な照明空間を提供していきます。

＜特長＞

（1）効率を上げながら、まぶしさを約1/2（※1）に抑える光学設計で、快適な空間演出が可能

（2）低Wタイプは灯具の共通化などにより、商品管理のシンプル化と豊富な品種バリエーションを実現

（3）ハイパワーな高Wタイプで業界最小クラス（※3）のコンパクト化を実現

※1：明るさ1000形～60形ダウンライトの従来品と新製品を比較した場合

※2：従来品 高天井ダウンライトXNNC4116L2（生産終了品） ランプ:MF250-L/BU-SC-2と新製品 ダウンライトXND9093SN LZ9を比較し
た場合

※3：ダウンライトXND5530SN LZ9 器具光束5000 lm以上のLEDダウンライトにおいて 2018年4月（当社調べ）

※4：埋込穴直径150mmサイズ ダウンライト1000形の従来品XNDN9934SN LZ9と新製品XND9060SN LZ9を比較した場合

【お問い合わせ先】

照明と住まいの設備・建材 お客様ご相談センター
0120-878-709（受付9：00～18：00）
エコソリューションズ社 ライティング事業部 ライティング機器BU 店舗商品部
電話：06-6908-1131（代表 受付 9:00～17:30）

【特長】

（1）効率を上げながら、まぶしさを約1/2（※1）に抑える光学設計で、快適な空間演出が可能

低Wタイプ、高Wタイプの両タイプおいて、現行品は遮光角を確保していますが、それを越えてレンズ・パネルが見えた際、まぶしさを感じます。

新製品では、光学設計により、効率を上げながらまぶしさを低減。レンズが見えてからのまぶしさを約1/2（※1）まで抑制ができます。十分な明

るさを確保しながらも、まぶしさを軽減できるため、より快適な空間演出が可能です。

（2）低Wタイプは灯具の共通化などにより、商品管理のシンプル化と豊富な品種バリエーショ
ンを実現

低Wタイプの従来品では灯具が電源ユニットに合わせ、LED 250形・200形用、LED150形・100形用、LED60形用の3系統に分かれていまし

た。本製品では、高効率なワンコアLEDモジュールを搭載することでコンパクト化し、灯具を1系統に共通化しました。これにより、電源ユニット

を変えるだけで明るさの選定ができます。

また、灯具を1系統化することで、商品管理の簡素化や発注ミスの軽減、安定したデリバリーなど施工業者の業務時間短縮に貢献します。
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汎用性の高い埋込穴直径100mm～150mmサイズに対応する機種には、ホワイト反射板に加え、銀色鏡面反射板をラインアップしました。

遮光角も高効率で明るさを重視したプレーン、発光面を深い位置にすることでLEDの直接光をカットしてまぶしさを低減できるコンフォートの

2タイプ、配光角は広角配光・拡散配光の2タイプと幅広い品種バリエーション展開を実現しました。

（3）ハイパワーな高Wタイプで業界最小クラス（※3）のコンパクト化を実現

高Wタイプには、高出力タイプで業界最小クラス（※3）の埋込穴直径100mmサイズをラインアップします。天井の高い空間での器具の存在感

をさらに抑える演出が可能です。
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以上

プレスリリースの内容は発表時のものです。
商品の販売終了や、組織の変更等により、最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。

4/4



2018年4月27日

部屋づくりを楽しむドア

内装ドア
「VERITIS（ベリティス） CRAFT LABEL（クラフトレーベル）」を発売

「塗れる」（※1）「飾れる」「選べる」内装ドア

品名 内装ドア 「VERITIS（ベリティス） CRAFT LABEL （クラフトレーベル）」

色柄 8柄
ブラックオーク柄、ネイビーオーク柄、ブルーグレーオーク柄、グレージュウォールナット柄、

ワイルドオーク柄（塗装対応）、ウォールナット柄、オーク柄、ホワイトアッシュ柄

デザイン 7種類

希望小売価格
（税抜・工事費別）

内装ドア（開き戸） PA型（パネルタイプ）※2の場合 50,000円／セット
商品仕様：固定枠155mm、ドア本体厚み36mm、枠サイズ幅755mm×高さ2035mm

発売日 2018年7月20日

販売目標 約6億円/年（2018年度）
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パナソニック株式会社 エコソリューションズ社は、「自分好みに手を加えながら、愛着を持って使い続ける」という、欧米でのドアに対する考え

方を取り入れた新しいコンセプトの内装ドア「VERITIS（ベリティス） CRAFT LABEL （クラフトレーベル） 」を2018年7月20日より発売します。

近年、インテリアに対する考え方は多様化し、独自のインテリア空間に仕上げたいと思う方が増えています。今回発売する「CRAFT LABEL（ク

ラフトレーベル）」は、多様化するインテリア空間に合わすことができるように、欧米の框組みデザインを再現し、ディテールまでこだわりました。

また、市販の塗料で好きな色に「塗れる」、サインプレートなどのアクセサリーで「飾れる」、アンティーク調ガラスやハンドルを多くの種類から「選

べる」といった特長により、ドア選びの楽しさが広がります。

当社は、本製品のラインアップにより内装ドアの提案の幅を広げ、幅広いインテリアスタイルに対応します。

＜特長＞

1. 塗れる：市販されている塗料で、自分好みの色に塗ることができる

2. 飾れる：市販のサインプレートなどのアクセサリーを取り付けて、ドアを飾ることができる（※3）

3. 選べる：ドアデザイン、色柄、ガラス、ハンドルなどをお好みに合わせて選べる

※1：塗れるドアは、ワイルドオーク柄のみ

※2：ワイルドオーク柄以外

※3：取り付け位置は、指定箇所になります（PA型は特注対応）

【お問い合わせ先】

照明と住まいの設備・建材 お客様ご相談センター
0120-878-709（受付 9：00～18：00）
エコソリューションズ社 ハウジングシステム事業部 建築システムBU 営業戦略企画部 販売戦略企画担当 内装商品企画課
電話：06-6908-1131（代表 受付9：00～17：30）

【特長】

1.塗れる：市販されている塗料で、自分好みの色に塗ることができる

シート表面に特殊な加工を施したことで、塗装が可能となりました。（ワイルドオーク柄のみ）

既存のラインナップにはどうしてもお好みの色がないという場合にも、市販の塗料でお好みのドアを完成できます。家具などと合わせたコー

ディネートも可能です。

2. 飾れる：市販のサインプレートなどのアクセサリーを取り付けて、ドアを飾ることができる

ドア内部に芯材を追加したことで、お好みの位置に市販のアクセサリーをつけることが可能になりました。従来のドアは、芯材部分が少なくお

好みの位置にアクセサリーを取付けができないことがありましたが、芯材部分を追加にすることで、アクセサリーが取付けできるようになりま

す。アクセサリーの取付け位置は、指定箇所になります。（PA型は特注対応）
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3. 選べる：ドアデザイン、色柄、ガラス、ハンドルなどをお好みに合わせて選べる

「欧米のスタンダード」を取り入れた7種類のドアデザインをご用意しました。

扉柄は、既存の3柄に新たに5柄を追加した計8柄です。

そのほか、採光部は7種類（4種類はオーダー対応）から、ハンドル、ドアノブはアンティーク調の真鍮色など多様なラインナップの中から、それ

ぞれお好みのものをお選びいただけます。
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【その他商材】

収納用建具 折れ戸 / 開き扉

CRAFT LABELに収納用建具の折れ戸、開き扉を用意しました。

取っ手つきのフラットタイプの扉と、取っ手のない取っ手レスの2種類から選べます。また、取っ手には新たに真鍮色取っ手を追加し、色柄も7

柄より選べます。（ワイルドオーク柄（塗装対応）ラインアップなし）

インテリアカウンター施工部材 新スチールアングル

CRAFT LABELの空間とコーディネイトしやすい、アーチタイプのアングル（カウンター固定金具）を追加。

カウンターの奥行きに合わせたS、M、L3種類を用意することで、見せる収納棚の設置が可能です。

スチールアングル アーチタイプ

カウンター奥行150～300mm対応

もっと部屋作りを楽しもう！！

以上

プレスリリースの内容は発表時のものです。
商品の販売終了や、組織の変更等により、最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。
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● ４K,8K対応衛星受信アンテナを接続した場合に、その対応する中間周波数が技術基準以上に漏洩する設備
● 技術基準:漏洩電力:-49.1dBm以下(33.7561MHzあたり） ※3m離れて46.2dBµV/m以下

４K8K対応衛星受信アンテナに交換する際、漏洩電波強度が技術基準に適合しない設備を
技術基準に適合させるために行われる改修工事について国の助成金を受けることができます。

●平成29年5月11日以前に衛星基幹放送の受信設備が設置されていること。（右旋のBS・110度CSを受信し
ていること）
●ただし対象設備は、増幅器（ブースター）・混合器、分配器・分岐器、壁面端子、その他の配線のために必要
な器具に限る。

● ＳＨマークや最新のＢＬ規格対象製品及び各メーカーが推奨する技術基準適合品の使用
● コネクタによる確実な接続、他の無線機器等とは適切な距離を保つこと 等

● 技術基準に適合しない設備から漏洩する電波が、
無線LAN, 携帯電話通信の速度の低下や、通信不良を与える可能性があります。 非適合設備

ＢＳアンテナ・同軸
ケーブル・セパレー
ター・プラグ等の交
換は助成対象外とな
りますので別途お見
積りをしてください。

対象部分となる改修費用(工事含む)の最大で2/3の助成となります。

混合器
(助成対象)

増幅器
(助成対象)

分配器
(助成対象)

右旋対応
BSアンテナ

UHF
アンテナ
(対象外)

分波器･テレビ
(対象外)

壁面端子
(助成対象)

右左旋対応
BSアンテナ

(対象外)

交換

※対象設備のうち
総務省が策定する
機器リストに掲載
された機器が助成
対象となります。

助成金を使って
古い設備を
最新の設備に
改修するチャンスだね



助成金を使った改修までの流れ

施主様が設備内容を確認
手
順
１

登録工事業者に
工事の依頼・相談

登録工事業者による
設備内容確認

登録工事業者の協力を
得て助成金申請書を作成

助成金申請書の提出

助成金交付の決定
・

通知書の交付

改修工事の実施

実績報告書の作成・提出

完了

手
順
２

手
順
３

手
順
４

手
順
５

手
順
６

手
順
７

手
順
８

手
順
９

助成対象の条件を満たしているか確認
●平成29年5月11日以前に衛星基幹放送の受信設備を設置している。
（右旋のBS・110度CSを受信していること）
●4K8K対応衛星受信アンテナに交換を希望する。

登録工事業者が設備を調査します。
●交換機器を対象機器リストとの照合 ●施工ガイドラインとの照合
●改修方法の検討 ●改修見積の作成

必要書類に必要事項を記入します。
●改修内容を記載 ●改修の見積を添付 等

補助事業者(A-PAB 一般社団法人 放送サービス高度化推進協会)へ
助成金申請書を提出します。

工事実績報告書の作成します。
補助事業者(A-PAB 一般社団法人 放送サービス高度化推進協会)へ
工事実績報告書を提出します。

助成金は、登録工事業者に振り込まれます。

ポイント項目

今後のスケジュール（2018年3月現在）

2018年3月 2018年 春 2018年 夏 2018年 秋 2018年 冬

★

補助事業者の決定
【補助事業者】
A-PAB(一般社団法人放送サービス高度化推進協会）

対象機器リスト・施工ガイドラインの公表

★

★

助成金受付開始

12/1
放送開始

申請を行った登録工事業者、及び、施主様へ通知

登録した
工事業者さんしか
改修工事ができません



電気工事士や無線従事者など電気関連の資格保有者を有する事業者であるこ
と。

＜国家資格＞
〇電気工事士（第一種、第二種）: 一般財団法人電気技術者試験センター
〇電気主任技術者（第一種、第二種、第三種）: 一般財団法人電気技術者試験センター
〇陸上無線技術士（第一級、第二級）: 公益財団法人日本無線協会
〇総合無線通信士（第一級、第二級、第三級）: 公益財団法人日本無線協会
〇陸上特殊無線技術士（第一級、第二級、第三級）: 公益財団法人日本無線協会
〇電気工事施工管理技士（１級、２級）: 一般財団法人建設業振興基金
〇工事担任者

(AI第一種、 AI第二種、 AI第三種、DD第一種、 DD第二種、 DD第三種、AI・DD総合種)
:一般財団法人日本データ通信協会電気通信国家資格センター

＜民間資格＞
〇CATVエキスパート、第２級CATV技術者(以上) : 一般社団法人日本CATV技術協会
〇スマートライフコンシェルジュ : 一般社団法人日本電化協会、全国電機商業組合連合会

登録業者の資格条件

中間周波数漏洩対策事業に参加するには「業者登録」が必要です

A-PAB HP（https://if.apab.or.jp）の「業者仮登録」で仮登録を行い、業者登録の申請書類をダウン
ロードし、業者登録申請書類、誓約書、会社概要、資格証明などの資料を「審査センター」へ郵送
で提出します。

「登録業者」未登録の電器店・工事店は助成金の申請は不可、対策工事を行っても助成金は交
付されません。

まずは業者登録をしましょう!

助成金交付対象設備とは

公共施設
研修

宿泊施設学校

役場図書館

県営・
市営住宅

病院

事業所

店舗事務所駅

民宿ホテル 旅館

病院

助成金交付対象 助成金交付対象外
戸建

持家 賃貸
借家

社宅

集合住宅
分譲 賃貸

借家
社宅
寮



漏洩基準
適合機器



漏洩基準
適合機器

漏洩基準
適合機器

漏洩基準
適合機器










