
更新情報

(7月13日～7月17日)

ネグロス電工

・屋外関連シリーズ

三菱電機

・LED照明初期費用で導入できます！レンタルのご提案！

・既設のレンジフードファンを簡単リニューアル！

・既設の標準換気扇を簡単リニューアル！

古河エレコム

・古河エレコム2020夏号

青木工機

・ミヤナガ新商品

東芝ライテック

・E'sスイッチサイズ人感スイッチ用切替スイッチモデルチェンジ

・LEDコントルクス(2線式)定格容量2.4A発売

・TENQOOシリーズ リニューアルキット

・ライティングレール用吊りフック発売

青木工機[期間限定チラシ]

・期間限定特別セールチラシ 9点



7月13日-7月17日クイズ

7月6日-7月10日クイズ

問題

問題＆解答

Q1： Q２：

Q1： Q２：

A1： A２：



天井や屋外の人感スイッチを壁スイッチで操作
天井取付タイプや屋外壁取り付けタイプといった人感スイッチと組み合わ
せてご使用することにより、負荷（照明）の入、切、自動を壁スイッチ部分で
操作することができます。
（結線工事が必要です）

従来品（形名：DG1923	H(WW)）（2020年5月生産完了）の製造設備老朽化
および製品仕様のアップデートのため。
仕様改良点
１．電線接続速結端子（電線ストリップ長12㎜）
２．表示類をレーザー印字
３．本体深さ寸法＝23㎜（※DG1923H（WW）＝27.5ｍｍ）

●プレート組合せ時
（適合プレート（別売））
WDG5411(WW)希望小売価格120円（税別）
（取付サポート（別売）
NDG4303希望小売価格65円（税別）

●	モデルチェンジ理由

NDG1923(WW)

E'sスイッチサイズ 人感スイッチ用切換スイッチ
モデルチェンジについて

2020年6月発売予定

人感スイッチと組み合わせることで、
入（常時ON）ー切（OFF)ー自動（人感動作）を手元で切り換える
ためのスイッチをモデルチェンジしました。

定格 15A-250V  AC ニューホワイト色

大角連用形
１モジュールサイズ

NEW │新発売

●	寸法図
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スイッチサイズ
人感スイッチ用切換スイッチ
NDG1923（WW）� ¥2,500� ○
●15A-250V AC　●◯梱50（1）
●プレート・サポート別売　●ニューホワイト色
2020年6月発売予定

●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。 東芝ライテック株式会社　はやみみ情報誌てらそ Vol.112 13



LEDコントルクス（2線式） 
定格容量 2.4A発売について

2020年6月発売予定

LEDコントルクス（2線式）に、2.4Aタイプを新たにラインアップ。
3路オフピカスイッチの採用とツマミサイズ拡大により
意匠性と操作性が向上しました。

3 路オフピカ
スイッチ採用 意匠性、操作性向上※

NEW │新発売

特長

大きなツマミで操作性を向上
現行品　形名：WDG9001(1.6Aタイプ )に比べ、
ツマミのサイズを拡大。
意匠性と操作性を向上しました。

●	ツマミサイズの比較

オフピカスイッチ採用
ご要望の多かった3路オフピカスイッチを採用しました。

変更前

▶

変更後

形 名 WDG9012
定 格 電 圧 AC100V
定 格 周 波 数 50Hz、60Hz 共用

適 合 負 荷

・LED	ランプ調光器対応・LEDユニット調光器対応
・LED 照明器具調光器対応
			 当社製の負荷に限ります
・白熱灯（20W～ 240W）　「1灯あたり	100W 以下」

適合負荷容量 2.4A（連接の場合	2.0A）
調 光 範 囲 0～ 100%（明るさ比）
使用周囲温度 -10℃～ 35℃

適合プレート WIDEi 用プレートプラスチック製（WDG5111 など）
他のプレートは使用できません

●調光下限付近では、ランプの明るさや光色にばらつき、光のゆらぎ（ちらつき）が
発生する場合があります。その場合は、「明るさ下限設定」をおこなってください。
※工場出荷時は下限設定「入」で出力電圧を30%に設定しています。
　これは器具の明るさをあらわすものではありません。

●	仕様

φ20 φ25.6

●	寸法図

WDG9012
※当社WDG9001との比較において

LEDコントルクス®（２線式） 2.4A
WDG9012  ¥8,600  ◎
●逆位相方式LED調光スイッチ　●ON・OFFスイッチ付

（3路オフピカ）　●ニューホワイト色　●◯梱10（1）
● 適合負荷　東芝ライテック製
・ 調光器対応LEDランプ、調光器対応LED照明器具、白

熱灯（240Wまで）　
●定格容量　2.4A　●定格容量電圧　AC100V　
●調光範囲0～100％（明るさ比）　
●明るさ下限ポイント調整機能付
●フェードイン・フェードアウト機能付
 適合プレート    WDG5111（WW） ￥95 ◎（別売）
2020年6月発売予定

（2.4A）

※LEDコントルクス（2線式）形名：WDG9001は2021年4月末在庫限り品となります。

●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。東芝ライテック株式会社　はやみみ情報誌てらそ Vol.11212
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TENQOOシリーズ リニューアルキット
当社の蛍光灯器具の既設本体部を流用し、
LEDベースライトへ。 独自のプッシュスクリュウで
工具のいらない簡単施工。

NEW │新発売

設置済みの本体を流用して

簡単施工！
東芝独自のプッシュスクリュウ構造

施工時間を短縮して

リニューアルを効率化
最大で約55%短縮可能※1

特長

ラインアップ（LEDバーは代表）

※1：ボルト継ぎ足しの場合、当社施工時間調べによる。
　TENQOOシリーズ埋込形W300（LEKR430523N-LS9）との比較。

※2	LEDバー6,900	lmタイプを使用しても明るさが足らない場合がございます。
灯数をご確認の上、当社営業窓口まで照明設計のご相談ください。

最大で約55%短縮可能※1

時間短縮で
リニューアルを
効率化

2020年6月発売

設置済み当社蛍光灯器具の本体を流用して簡単施工
従来光源器具の本体部を流用するため、ボルト施工が不要で取り付けが簡単。省エネ効果に優れたLED器具へのリニューアルがらくらく実現できます。
当社独自のプッシュスクリュウを生かして取り付けできるため、面倒なボルト継ぎ足しなどの施工は不要です。施工時間を最大約55％※1短縮可能です。

既設蛍光灯器具本体

リニューアルキット
LEER-430KT-LS9

側面の外観

天井

プッシュスクリュウ

TENQOO  LEDバー
※CGイメージ

40タイプ　リニューアルキット W190 W300

埋込形
下面開放

Ra83
昼白色｜5000K

※電気特性はAC200V時の値

器
具
本
体

埋込寸法：W190×L1,257mm 埋込寸法：W300×L1,257mm

非調光タイプ｜出力固定形
LEER-419KT-LS9 　 ￥15,400 ○　 NEW

非調光タイプ｜出力固定形
LEER-430KT-LS9 　 ￥16,300 ○　 NEW代表LEDバー

一
般
タ
イ
プ

6,900lmタイプ
Hf32形×2灯用 高出力形器具相当

LEEM-40693N-01  
￥20,500　○

LEER-419KT-LS9  ＋ LEEM-40693N-01 　○
（6,600	lm｜43.0W｜153.4	lm/W）	 　 ￥35,900

LEER-430KT-LS9  ＋ LEEM-40693N-01 　○
（6,500	lm｜43.0W｜151.1	lm/W）	 　 ￥36,800

5,200lmタイプ
Hf32形×2灯用 定格出力形器具相当

LEEM-40523N-01  
￥16,500　○

LEER-419KT-LS9  ＋ LEEM-40523N-01 　○
（4,900	lm｜32.5W｜150.7	lm/W）	 　 ￥31,900

LEER-430KT-LS9  ＋ LEEM-40523N-01 　○
（4,950	lm｜32.5W｜152.3	lm/W）	 　 ￥32,800

ボルト継ぎ足しの場合 ボルト付け替えの場合
リニューアルキット

（プッシュスクリュウ固定）TENQOO 埋込形W300タイプ

73秒 73秒 51秒

272秒
203秒 105秒

約55％
削減

器具の撤去時間器具の施工時間 サイズ 組合せ形名 本体形名

W190
FR-41478K FR-41408
FHR-41478K FHR-41408
FHR-42412NK FHR-42412

W300

FR-42478K FR-42408
FR-42479K FR-42409
FHR-42478K FHR-42408
FHR-42479K FHR-42409
FR-43478K FR-43408※2

FHR-43478K FHR-43408※2

●	対象機種（下記の当社蛍光灯器具の本体に取付可能）

※掲載は一例です。詳しくは施設・屋外照明2020-2021年版（A-57）に掲載しております。

●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。 東芝ライテック株式会社　はやみみ情報誌てらそ Vol.112 7



ライティングレール® 用 吊りフック
（外れ防止機能付）発売について

2020年6月発売予定

ライティングレール® 用吊りフック（外れ防止機能付）は、フック先端に
リターンスプリングを追加することにより吊りフック先端が閉位置でロックでき、
商品ディスプレイや観葉植物などの外れ予防機能を付加しました。

取り付け時の外れ防止

NEW │新発売

特長

商品ディスプレイ、観葉植物等  取り付け時の外れ防止
・	店舗などでの商品ディスプレイ（ポスター、販促用ポップ）等の取り付け時
の外れ防止につながります。
・店舗・シェアオフィス・一般住宅などにて、観葉植物などを麻ひもやチェ
ーン吊り取り付け時の外れ防止につながります。

●	寸法図
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直径7.6mm以下

斜めにする

吊り下げる対象の掛かりしろの形状によってスプリングが干渉するこ
とがありますが、掛かりしろを斜めにするなどして、スプリングが閉位置
にもどるようにしてください。

ワイヤーなど円形断面のものは、直径が7.6mm以下のものをご使用
ください。7.6mm を超えるものはスプリングが干渉し閉位置にもどら
ず、吊り下対象に対する外れ防止が機能しない場合があります。

ご使用にあたって

吊りフック （外れ防止機能付）（白）
NDR8544L� ¥600� ◎
●耐荷重5kg　●◯梱 100（10）　●質量：11g
2020年6月発売予定

吊りフック （外れ防止機能付）（黒）
NDR8544L（K）� ¥600� ○
●耐荷重5kg　●◯梱 100（10）　●質量：11g
2020年6月発売予定

※写真はイメージです。

●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。 東芝ライテック株式会社　はやみみ情報誌てらそ Vol.112 13
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