






2018年5月15日

新開発の薄型ターボファン搭載による新冷却設計で高さを約24％低減※1し、スマートデザインを実現

IHデイリーホットプレート（IH調理器） KZ-CX1を発売

業界初※22口IH調理器としてもホットプレートとしても使用でき、多彩な調理が楽しめる

品名 IHデイリーホットプレート（IH調理器）

品番 KZ-CX1

メーカー希望小売価格 オープン価格

発売日 8月1日

月産台数 2,000台

パナソニック株式会社は、新開発の薄型ターボファン搭載による新冷却設計で高さを約24％低減※1し、さらに業界で初めて※21台で2口IH調

理器としてもホットプレートとしても使用できるIHデイリーホットプレート（IH調理器）KZ-CX1を8月1日より発売します。

当社の調査では、ホットプレートを使っている方は、未使用時の収納のしにくさや調理時の火力、加熱ムラなどに不満があることがわかりまし

た※3。そこで、当社は高火力で安定した温度制御ができるIH加熱方式を採用し、テーブルに馴染むデザインと多彩な料理が作れる多機能さ

で日常的に使える「片付けなくてもいいIHデイリーホットプレート」を開発しました。

本製品は、新開発の薄型ターボファンを使い、効率よく製品内部を冷却する風路設計を行うことで高さを約24％低減※1することができ、テー

ブルに馴染むスマートデザインを実現しました。また、「ダブルIH熱源」を採用し、業界で初めて※22口IH調理器にホットプレートの機能を加え、

鍋や煮物からステーキやお好み焼きまで幅広い調理に使えます。2つのIH熱源があることで、異なる温度（ホットプレート時）・火力（IH調理時）で2

品を同時に調理したり、焼きムラを抑えて仕上げることができます。

さらに、使いやすさとデザインにもこだわり、操作部は本体前面にツマミをつける一方、安全性にも配慮し意図せずツマミに触れて加熱が始ま

らないようにスタンバイモードを搭載しました。

当社はデザインを向上し、1台で2口IH調理器としてもホットプレートとしても使用でき、多彩な料理が作れる本製品で、より豊かな食生活を提

案します。

＜特長＞

1. 新開発の薄型ターボファン搭載による新冷却設計で高さを約24％低減※1し、テーブルに馴染むデザインを実現

2. 「ダブルIH熱源」を搭載し、業界初※22口IH調理器・ホットプレートとして使える

3. 使いやすさと安全性を追求し、「前面ツマミ操作」・「スタンバイモード」を採用
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※1：専用プレートの縁までの高さで比較。ふたは含みません。当社従来品KZ-HP2100（2013年発売） 約91mmと新製品KZ-CX1 約69mm
の比較

※2：2018年5月15日時点、2018年8月1日発売予定。家庭用卓上IH調理器において

※3：当社調べ、N=414、対象は子どもがいる30代～40代の既婚女性でホットプレートを使っている方、2017年12月実施

【お問い合わせ先】

パナソニック 調理商品 ご相談窓口
フリーダイヤル 0120-878-694（受付9時から18時）

【特長】

1. 新開発の薄型ターボファン搭載による新冷却設計で高さを約24％低減※1し、
テーブルに馴染むデザインを実現

本製品は、「ダブルIH熱源」により熱がこもりやすくなった内部を冷却するため、ファ

ンと風路設計を見直し薄型化を実現しました。従来※4のプロペラファンは下から吸

気し上に排気する構造で上下にスペースが必要でしたが、新開発の薄型ターボ

ファンは上から吸気し横に排気するため下のスペースが不要となりました。また、効

率的に製品内部を冷却することができる風路設計を行うことで、1つのファンで2つ

のIH熱源を冷却することができるようになりました。

さらに、IHコイルは薄型コイルユニットを採用することで厚みを約8 mm減らし※5、

専用プレートは薄型成形技術により約13 mm薄くしました※6。

製品の薄型化だけでなくテーブルに馴染むデザインにもこだわり、ホワイトの本体

およびメタリックベージュ色のプレートを新たに採用しました。

2. 業界初※2「ダブルIH熱源」を搭載し、2口IH調理器・ホットプレートとして使える

本製品は2口IH調理器として汁物と焼き物を同時に調理したり、ホットプレートとし

て右側でステーキを左側でガーリックライスを作るなど、2品を同時に調理すること

ができます。また、左右で異なる温度（ホットプレート時）・火力（IH調理時）設定ができる

ため、食材や料理に適した加熱をすることができます。例えばステーキ肉は、最初は

高温で焼き目をつけ次は数十度低い温度でじっくり焼くと、ジューシーに焼きあげ

ることができます※7。

さらにホットプレート調理時には、専用プレート裏面の発熱体＊部の面積が約1.5

倍※8と大きくなったことで、焼きムラを抑えて調理をすることができます。

＊IH加熱方式では、IHコイルからの磁力線によりプレート裏面の発熱体に電流が流れ、電気抵抗により発熱体全体が発熱しプレートに熱を
伝えます。
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※4：当社従来品 KZ-HP2100（2013年発売）

※5：当社従来品KZ-HP2100（2013年発売）約17mmと新製品KZ-CX1約9mmで比較

※6：専用プレートを設置した状態で、IHトッププレート～専用プレート縁までの高さで比較当社従来品KZ-HP2100（2013年発売）約36mm
と新製品KZ-CX1約23mmで比較

※7：ステーキ用牛ロース肉使用。常圧加熱乾燥法による水分減少率測定。（生肉を100とした場合）当社従来品KZ-HP2100（2013年度）：
24.9％に対して新製品KZ-CX1：15.2％（日本食品分析センター調べ）

※8：当社従来品KZ-HP2100（2013年発売）約351cm²と新製品KZ-CX1約542cm²で比較。

3. 使いやすさと安全性を追求し、「前面ツマミ操作」・「スタンバイモード」を採用

操作部は本体の前面にツマミをつけ、使いやすさとデザインにこだわりました。安全

性にも配慮し、電源が入ったまま加熱をしていない状態が1分以上経過するとスタ

ンバイモードに切り替わり、意図せずツマミに触れてしまっても加熱が始まりませ

ん。

【その他の特長】

●プレートガード（別売品、KZ-GD1-W、希望小売価格4,000円（税抜））を専用プレートに取り付けることで不慮の接触を防ぐことができる

● ホットプレート調理時は、90℃／140℃～250℃まで10℃単位で温度設定ができ、「揚げ物」コース時は140℃から200℃まで10℃単位で
温度設定ができる

● 設定時間にあわせて自動で切れる「切タイマー」

【需要動向】

（当社調べ）

 2016年度 2017年度 2018年度見通し 2019年度予測

総需要 148万台 147万台 150万台 153万台

 卓上IH調理器 58万台 61万台 64万台 67万台

ホットプレート 90万台 86万台 86万台 86万台

【仕様一覧】

商品名 IHデイリーホットプレート（IH調理器）

品番 KZ-CX1

消費電力 75 W相当～1400 W

寸法（幅 X 奥行 X高さ）（約） 59.3 x 32.3 x 6.9 cm （専用プレートを含む、ふたは含まない）
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質量（約） 本体：4.9 kg ／ 専用プレート：2.8 kg

色 －W（ホワイト）

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5月11日

省施工・施工品質の向上が可能な断熱パネル

耐震住宅工法 テクノストラクチャー専用の
「テクノあったかパネル」を開発

工期短縮とZEH対応（※1）も

品名 テクノあったかパネル

設計対応開始日 2018年7月2日

対応地域 4～7地域

パナソニック アーキスケルトンデザイン株式会社（旧パナソニックESテクノストラクチャー株式会社）は、耐震住宅工法 テクノストラクチャー専

用の断熱パネル「テクノあったかパネル」を開発し、2018年7月2日より設計対応を開始します。これにより、高い断熱性をもつ住まいを省施

工で実現し、さらに施工品質の向上や工期の短縮も図ることができます。また、ZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）をはじめとする省エネ

ルギーの住まいづくり（※2）にも対応します。

耐震性に優れた木造住宅工法「テクノストラクチャー」は、独自の木と鉄の複合梁「テクノビーム」と高度な構造計算により、従来の木造建築

では実現することの難しかった大空間や斬新な外観デザインが実現可能な工法です。

住宅市場においてはZEHなど省エネルギーな住宅への関心が高まっています。ZEHを実現するためには、断熱性能を高めてエネルギー消費

を抑えることが重要ですが、施工時に通常よりも手間と時間がかかるという課題があります。一方で、建設業界においては労働力不足や人件

費高騰、さらには熟練大工の高齢化や減少による施工品質の低下が懸念されており、省施工を実現する部材や作業者の技術力によるばら

つきが出づらい施工法が求められています。
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今回開発した「テクノあったかパネル」は高い断熱性能を備えているため、ZEHなど省エネルギーな住まいづくりに対応します。さらに、断熱

材と枠材を一体化し、邸別のサイズに工場で加工したパネルを現場に納品することで、施工性を高めて省施工を実現します。また、作業者に

よる施工品質のばらつきをなくし、品質の安定も図れます。断熱性と施工性の高さに加え、建物にかかる力に対しても強さを発揮し、住まいを

地震などから守ります。

当社は、今回開発した「テクノあったかパネル」などの部材を活用し、お客様のニーズや住宅業界の課題へのソリューションを提供していきま

す。

＜特長＞

1. ZEH対応の高い断熱性で、高い省エネ性を実現

2. 省施工を実現することで、工期短縮や施工品質の向上が可能

3. 高い耐震性で、地震など建物にかかる力から住まいを守る

※1、2： 壁の断熱は「テクノあったかパネル」を使用し、天井や床などその他部位にもそれぞれ断熱を行うことでZEHに対応できます。

【お問い合わせ先】

エコソリューションズ社 ハウジングシステム事業部 住宅システム事業推進部
電話：06-6908-1131（代表 受付9：00～17：30）

【特長】

1. ZEH対応の高い断熱性で、高い省エネ性を実現

「テクノあったかパネル」に使用している断熱素材は、髪の毛の太さ（100ミクロン

未満）ほどの微細な気泡構造に断熱性の高い発泡ガスを注入しています。小さい

気泡が熱の移動を阻むことにより、高い断熱性能を実現し、ZEH基準を達成するこ

とができます。

また、実際に住宅で高い断熱性を実現するには、部材間に隙間ができないように断

熱材を詰めることも重要です。「テクノあったかパネル」は断熱材と枠材を一体化し、

邸別のサイズに工場で加工して現場に納品します。機械による精密な加工と工業

製品としての品質管理により、部材間に隙間がない断熱施工品質を実現すること

ができます。これにより、設計通りの断熱性を現場で再現することを可能にします。
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2. 省施工を実現することで、工期短縮や施工品質の向上が可能

「テクノあったかパネル」は断熱材と枠材を一体化した状態で納品するため、施工

性を高め、省施工を実現できます。ビルダー3社による施工検証では、木工事の工

期を5日間短縮できる（※3）という結果がでました。工期短縮することで人件費など

の抑制できるとともに、工事の効率を高め、年間建築棟数を伸ばすことも可能で

す。施工者からも、現場作業の効率化が図れることや、工期短縮が期待できること

など、省施工に対する評価が得られました。

※3：大工2名体制で、通常は26日かかる作業を21日に短縮。

3. 高い耐震性で、地震など建物にかかる力から住まいを守る

「テクノあったかパネル」は、建物にかかる力に対しても強さを発揮します。従来工

法の壁に比べ横からの力に耐える強さ（耐力）は約2倍（※4）、崩れずに耐えるねば

り強さは約1.6倍（※5）という結果が出ています。これにより、地震に強いテクノストラ

クチャーの構造に加え、さらに高い耐震性を実現します。

※4：強度試験において、大壁直貼・片筋かいとテクノあったかパネルの最大耐力を比較。

※5：強度試験において、大壁直貼とテクノあったかパネルの終局変位を比較。

【ご参考】

■ パナソニック アーキスケルトンデザイン株式会社について

テクノストラクチャーの躯体部材の設計・販売およびそれに関する付帯事業を行う当社は、建築や建築家を意味する言葉の略語「アーキ」、そ

して躯体を意味する「スケルトン」を「デザイン」する会社という意味を社名に込め、2018年4月1日前身のパナソニックESテクノストラクチャー

株式会社から社名を変更しました。

これまで、パートナー店として加盟いただいている地域のビルダーと共に、テクノストラクチャー工法によるすぐれた構造とパナソニックの先進

技術を組み合わせ、約58,000棟※のテクノストラクチャー工法の建物をお届けしてきました。（※2018年3月末時点）

当社が持つ躯体についてのノウハウを存分に生かし、これからもビルダーを支援する事業の幅を広げ、質を高めながら、多様化するお客様の

ニーズや住宅業界を取り巻く様々な変化に対応していきます。
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■ テクノストラクチャー工法について

パナソニック耐震住宅工法「テクノストラクチャー」は、木造住宅の良さを生かしながら、構造の要となる梁を鉄で強化したオリジナル工法。耐

震等級は最高ランクの「3」に対応しています。テクノビームも、最高ランクの劣化対策等級「3」の基準をクリア。加えて、30年後のたわみが木

製梁の1/4以下※と、高い耐久性を示しています。また、一般的な1・2階建ての木造住宅には義務付けられていない緻密な構造計算を独自シ

ステムを用いて全棟に対して行い、設計段階で地震や台風などの災害、積雪など荷重による建物へのダメージを計算し、万一の災害にも備

えています。現在、全国約400社のパナソニックビルダーズグループ加盟店やテクノストラクチャー工法採用ビルダーを通じて供給されていま

す。

※ 3,600mmのテクノビーム3.2とベイマツ無等級材に21.8kNの荷重を加えたときの経年変化を比較。

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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2018年5月14日

簡単な操作でフルカラー演出が可能

LEDフルカラー投光器「ダイナセルファー」を発売

植栽や小規模の建造物におすすめ

品名 LEDフルカラー投光器「ダイナセルファー」

タイプ 狭角9°タイプ 広角30°タイプ

品番 NND27270 NND27670

定格光束 1980 lm 2000 lm

重量 約8kg

希望小売価格（税抜） 198,000円

発売日 2018年6月

パナソニック株式会社 エコソリューションズ社は、操作パネル内蔵で簡単にフルカラー演出が可能なLEDフルカラー投光器「ダイナセル

ファー」2品番を、2018年6月より発売します。

地域活性化のために、建物や観光名所の夜間のライトアップやカラー演出への取り組みの増加が見込まれます。本製品は小型の1モジュー

ルタイプで、簡単に操作ができるため、公園・庭園の植栽や小規模の建造物など、信号線工事が難しい場所でのライトアップに適しています。

簡単に操作ができる操作パネルが投光器本体に内蔵されているため、専門的な知識がなくてもフルカラー演出を簡単に実現できます。4つ

の色ボタンに好みの色をそれぞれ1色ずつ設定でき、固定色での点灯や色循環再生が可能。色相・白レベル・明るさ・速度（循環スピード）を

調整できます。また、操作部が内蔵されたことで、外付けコントローラと接続する信号線工事が不要なため、導入の手間を大幅に省くことがで

きます。リニューアル時は、既存の単色ライトアップ照明器具と交換するだけでフルカラー演出の導入が可能です。

大型投光器と同じく重耐塩害仕様（※1）、耐風速60m/秒の強固な構造により、台風が多い日本の屋外の過酷な環境にも適応しているため、

さまざまな場所で安心して使うことができます。

また今回、2018年5月16日（水）から18日（金）まで東京ビッグサイトで開催される「自治体総合フェア2018」に、本製品「ダイナセルファー」

および、環境計画支援のVR技術などを展示、紹介します。本展示会は、「地域社会に活力を与えるイノベーション」をテーマとして、自治体経営
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の革新を推進するとともに、地域住民が真に豊かさを実感できる魅力ある地域社会の実現を図ることを目的としています。当社は本展示会

にてまちづくりの支援事例、本製品、壁面ライトアップシミュレーションができるWEBサイト、避難情報伝達ポールなどを紹介します。

当社は、多様なニーズに幅広く対応できるLED照明器具とダイナミック演出の提供を通して、さまざまな施設や建造物での質の高い照明演

出に貢献していきます。

＜特長＞

（1） 投光器本体に内蔵された操作部での簡単な操作で、フルカラー演出を実現

（2） 信号線工事が不要なため、信号線工事が難しい場所でのライトアップが可能

（3） 大型投光器と同等の環境対応性能

※1：常時、飛来塩分が高濃度の地域に求められるレベル（目安：海岸より0～200 m程度の範囲）

【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 調光システム商品部営業企画課
電話：06-6908-1131（代表受付 9:00～17:30）

【特長】

（1） 投光器本体に内蔵された操作部での簡単な操作で、フルカラー演出を実現

今までは、設定のためにプログラミングなどが必要でしたが、本製品では手軽にライトアップを導入することができるようになります。

投光器本体に簡単に操作ができる操作パネルが内蔵されているため、専門的な知識がなくてもフルカラー演出を実現できます。4つの色ボ

タンに好みの色をそれぞれ1色ずつ設定でき、固定色での点灯や色循環再生が可能。色相・白レベル・明るさ・速度（循環スピード）の調整が

できます。

（2）信号線工事が不要なため、信号線工事が難しい場所でのライトアップが可能

操作部が内蔵されたことで、外付けコントローラと接続する信号線工事が不要となりました。

そのため、導入の手間を大幅に省くことができ、また信号線工事が難しい場所でのライトアップができるようになります。リニューアル時は、既

存の単色ライトアップ照明器具と交換するだけでフルカラー演出の導入が可能です。

2/3



（3） 大型投光器と同等の環境対応性能

大型投光器と同じく重耐塩害仕様（※1）、耐風速60m/秒の強固な構造により、台風が多い日本の屋外の過酷な環境にも適応するため、さま

ざまな場所でも安心して使うことができます。また、小型ながら、光の三原色（赤・緑・青）に白色を加えたRGBW光色を採用し、フルカラーライ

トアップが可能です。

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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札 幌 営 業 所
仙 台 営 業 所
関 東 営 業 所
首 都 圏 1 課
首 都 圏 2 課
横 浜 営 業 所

(011)209-1784
(022)293-1785
(048)642-1783
(03)5783-1723
(03)5783-1724
(045)470-1780

(代)　　／
(代)　　／
(代)　　／
(代)　　／
(代)　　／
(代)　　／

名古屋営業所
金 沢 営 業 所
近 畿 1 課
近 畿 2 課
広 島 営 業 所
九 州 1･2 課

(052)541-1780
(076)262-1783
(06)4391-1940
(06)4391-1732
(082)545-1132
(092)283-1785

(代)　　／
(代)　　／
(代)　　／
(代)　　／
(代)　　／
(代)　　／

広 域 1 課
広 域 2 課
東 京 推 進 課
名 古 屋 推 進
大 阪 推 進 課
福 岡 推 進 課

(06)4391-1713
(03)5783-1722
(03)5783-1721
(052)541-1780
(06)4391-1941
(092)283-1785

(代)　　
(代)　
(代)　　
(代)　　
(代)　　
(代))　

※本リーフレットからの無断複製・転載・改変はかたくお断りします。※本リーフレットに記載の内容は、製品
改良のために予告なく変更する場合があります。※本リーフレットに記載の内容は 2018 年 3月現在のものです。

© 2018 INABA DENKI SANGYO CO., LTD.

お問い合わせは、

製品仕様

新発売！新発売！被覆銅管ペアコイル被覆銅管ペアコイル
PC-2320-KHEPC-2320-KHE

配管設
置が１

度にで
きる

国土交通省標準仕様書合致品

コードNo. 型番
対応
冷媒
種別

国土交通省
標準仕様適合

銅管（mm）
外径×材厚（保温材外径×材厚）

コイル
条長
（m）

標準単価 梱包
液管 ガス管

70250 PC-2320-KHE 3 適合 6.35×0.80 （24×8） 9.52×0.80 （51×20） 20 ￥41,500 1
70260 PC-2420-KHE 2 適合 6.35×0.80 （24×8） 12.70×0.80 （54×20） 20 ￥49,000 1
70240 PC-3520-KHE 2 適合 9.52×0.80 （27×8） 15.88×1.00 （57×20） 20 ￥66,000 1

被覆銅管空調用ペアタイプ 保温材厚8×20mm PC-KHE ペアコイルKHE
★

PC-2420-KHEPC-2420-KHE
PC-3520-KHEPC-3520-KHE











●外観・仕様は改良のため予告無く変更することがありますのでご了承ください。　●カタログに掲載の商品価格には、消費税、工事費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。6 東芝ライテック株式会社　はやみみ情報誌てらそ Vol.96

■ ［おうち操作］ 操作できるエアコンの対応機種が拡大！
他社エアコン（ダイキン工業株式会社、株式会社富士通ゼネラル）に対応。　
操作できる機種が増えました。

■ ［電力お知らせ］ 太陽光発電の全量買取表示に対応！
電力お知らせアプリもさらに便利に。
太陽光発電の全量買取表示にも対応しました。

システム構成図

NEW
新発売

東芝HEMS うちコネサービス アップデート
「おうち操作 Ver.2.1.0」 「電力お知らせ Ver.2.4.0」

「おうち操作」アプリは、操作できる対応エアコンを拡大！
「電力お知らせ」アプリは、太陽光発電の
全量買取表示に対応しました！

特長

2018年3月リリース

※ 画像はイメージです。デザイン・機能は予告なく変更することがあります。

［おうち操作］

スマホで
エアコン
操作

［おうち操作］

他社製
エアコンにも
対応

［電力お知らせ］

太陽光発電
全量買取表示
対応

● 「Android」は、Google Inc.の商標または登録商標です。  ● 「iOS」は、Cisco の米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。
● 「Wi-SUN」、「Wi-SUN HAN」はWi-SUN Allianceの登録商標または商標です。  ● 「ECHONET Lite TM」はエコーネットコンソーシアムの商標です。
● 「Bluetooth®」はBluetooth SIG, Inc. USAの登録商標です。 ● その他、各会社名、各商品名は、各社の商標または登録商標です。

“うちコネ”サービスとは？
おうちの家電や住宅設備からの情報を活用する
クラウドサービスで、おうちコネクト（接続）の略
称です。家庭内のエネルギーの見える化や遠隔
操作などで、快適なくらしや節電をサポートします。

※ 対応しているエアコンは「ECHONET Lite TM」対応のエアコンです。

インター
ネット

クラウド
サービス

「うちコネ」
サーバー

※ 有線LANまたは無線
　 （Wi-SUN、Wi-SUN HAN、Bluetooth®）で接続。

ホームゲートウェイ
HEM-GW26A

エアコン

給湯機

LED シーリングライト

蓄電システム

エネルギー計測ユニット

エネルギー計測ユニット付
住宅用分電盤

おうち操作対応機器 電力お知らせ対応機器

LEDダウンライト

スマートメーター

ブロードバンド
ルーター対応機種

   追加※

［うちコネアプリ］［うちコネアプリ］

【アプリバージョン】
Ver2.1.0

【対応OS】
●Android OS 5.0 ～7.1
● iOS 10 ～11

【アプリバージョン】
Ver2.4.0

【対応OS】
●Android OS 4.4 ～7.1
● iOS 10 ～11

● 東芝ライフスタイル株式会社製の2018年モデルを追加。
● ダイキン工業株式会社製エアコン2016年～2018年モデルに対応。
● 株式会社富士通ゼネラル製エアコン2014年～2018年モデルに対応。
（富士通ゼネラル製エアコンは、ECHONET Lite AIF認証取得済みのエアコンも含まれます）

● 太陽光発電の全量買取表示に対応。より正確な電力情報をお届けします。

新機能 新機能

※ 対応機種の詳細は「うちコネ」サービス対応機器一覧をご確認ください。
　 http://feminity.toshiba.co.jp/feminity/about/uchiconne_supported.html
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NEW
新発売

ハロゲン電球形 LEDランプ 調光器対応
当社ネオハロビーム 100W形相当

 

特長

■ PREMIUM調光technologyを搭載。
平成29年度省エネ大賞受賞モデル※2の機能を継承し、GaN※3パワーデバイ
スによる点灯回路の小形化と、マイコン制御により白熱電球用調光器（2線式
位相制御）に対応しました。※4

2018年5月発売予定

※ 写真はイメージです。

ラインアップ（新旧置換表）　

白熱電球用

調光器
対応※1

白色
（4000K）
ラインアップ
追加

平均演色
評価数
Ra92

※ 1  調光器によってはチラツキが発生
することがあります。チラツキのな
い範囲でご使用ください。調光す
るためには別途、2線式調光器（コ
ントルクス）が必要となります。「ご
使用上の注意」を必ずご確認くだ
さい。一部機種では正常な調光効
果が得られない場合があります。

※ 2  製品・ビジネスモデル部門　資源エネルギー庁長官賞　節電分野  LDR7L-M(W)-E11/D 他
※ 3  窒化ガリウムの化学式
※ 4   一部機種では、正常な調光効果が得られない場合があります。

■ 平均演色評価数Ra92を実現。
電球色、白色ともに平均演色評価数Ra92へアップし、物の色の見え方を向上
しました。

■ ファセットレンズを搭載。
照射面が均一になるよう、白熱電球の反射鏡と同様にレンズ内面に複数のファ
セット（小面）を採用しました。

■ 置き換えしやすいレトロフィットサイズ。
口金はE11、ランプサイズも当社2015年製ハロゲン電球（ネオハロビーム）と
ほぼ同等のコンパクトサイズです。

φ50

62

φ50

27.4
E11口金

25
E11口金

66

23
17

26

23
20

19

新商品
ハロゲン電球形
LEDランプ

当社2015年製
ハロゲン電球
（ネオハロビーム）

■ 柔らかな雰囲気を演出。白色（4000K）を追加ラインアップ。
従来電球色のみだったラインアップに、新たに白色（4000K）を追加。商業施設
の店舗照明に使用するスポットライト器具やダウンライト器具におすすめします。

■ おすすめシーン
電球色は飲食店などのくつろぎの演出に、また白色は店舗などの柔らかな雰囲
気の演出におすすめです。

電球色 白色

従来品 ※2018年5月生産完了予定

▶

新商品

光源色（相関色温度） 電球色（2700K） 電球色（2700K） 白色（4000K）
タイプ 調光タイプ 調光タイプ
明るさ（当社ネオハロビーム） 100W形相当 100W形相当 100W形相当
配光タイプ 中角 広角 中角 広角 中角 広角
形名 LDR7L-M-E11/D LDR7L-W-E11/D LDR6L-M-E11/D2 LDR6L-W-E11/D2 LDR6W-M-E11/D2 LDR6W-W-E11/D2
希望小売価格（税抜） ¥7,500 ¥7,500 ¥7,500 
ビーム角（度） 20 35 20 35 20 35
ビーム光束（lm） 200 250 210 260 210 260
全光束（lm）※ （420） （420） （420）
最大光度（cd） 3000 1250 3000 1250 3000 1250
消費電力（W） 6.9 6.4 5.5
エネルギー消費効率（lm/W） 60.8 65.6 76.3
平均演色評価数 Ra85 Ra92
定格入力電流（A） 0.120 0.112 0.100 
商品コード 251-91260 251-91270 251-92340 251-92350 251-92360 251-92370
JANコード（下6桁） ★488372 ★488389 ★609951 ★609968 ★609975 ★609982

【共通仕様】 口金：E11、寸法：外径50mm  全長66mm、質量：75g、周波数：50/60Hz、定格入力電圧：100Ｖ、在庫管理区分：◎、標準梱包：10
 　　　　　定格寿命：40,000 時間（定格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）、 ：グリーン購入法適合品
※ 全光束は、参考値です。

JAN コード★印（上7桁）4974550

（単位：mm）

調光タイプが演色性と省エネ性をアップして新発売！
店舗照明などにおすすめの
白色（4000K）も追加ラインアップ！




