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E39　ソケット用　全方向照射タイプ

●全方向照射のLED配置　　　　　　　　　　　　　　●公園、駐車場、歩道等の街路灯
●高効率、低消費電力の水銀灯代替えランプ　　　　●ガソリンスタンド、工場、倉庫等の照明

●防塵・防水構造（IP56）

●水銀不使用で環境に優しいRoHS指令適合

●環境温度－30℃～50℃

で50，000時間長寿命設計

《Downlight　タイプ》

●型　名
・LX40S－D

・LX50S－D

・LX70S－D

《UPIight　タイプ》

●型　名
・LX40S－U

・LX50S－U

・LX70S－∪

意重囲画 � �　　　　　　　∴∴∴∴∴ 　　　　　　　’／／／多 臆し ��／∵三言∴∵∵1∴ � � �製品保証：3年間 

形　　状 ��Downlight　タイプ �����UP �iight　タイプ 

型　　名 ��LX40S－D �LX50S－D �LX70S－D ���LX40S－U �LX50S－U �LX70S－U 

口　金 ��E39 

人力電圧／電流 ��42V／0．9A �20V／2，5A �42V／1，6A ���42V／0．9A �20V／2．5A �42V／1．6A 

消費電力 ��40W �50W �70W ���40W �50W �70W 

力　率 ��＞0，95（電源含む） 
仝光束 ��2，9501m �4，2501m �5，9501m ���2．9501m �4，2501m �5，9501m 

色温度 ��3．000K・6，000K 

演亀川 �生 �＞75Ra 

設計寿命 ��50，000h 
防塵・防水 ��tP　56 

重　量 ��1，60kg �1．85kg �2．25kg ���十60kg �1．85kg �2，25kg 

「萱○ �SIS � �晶 �圏」 � �一∴　　∴∴ �謬 �∴ � � �� 

型　　　名 �����PLN－40－48戸LN－50ニ151下［N－ラ5－15 �������PLN－40－48 �PLN－65－1引PLN－75－15 

人力電圧 �����AC90V　～　240V 

周波数 �����50／60Hz 

防塵・防水 �����iP64 

安全規格 �����PSE・UL・CE 
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《LX40S－D〉
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高さ（m） �中lN謁度 �平均照度／照射範囲 
2m �165ix �80Ix／5m 

4m �41ix �19Ix／10m 

5m �26ix �13ix／15m 

《LX50S－D》
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平均照度照射範囲（m） 

高さ（m） �中心照度 �平均照度／照射範囲 
2m �184ix �83ix／5m 

4m �46ix �2llx／10m 

5m �30ix �14ix／15m 
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《LX70S－D〉
春田融的蘭題田圃 
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平均照度照射範囲（m） 

高さ（m） �中心照度 �平均照度／照射範囲 
2m �194ix �136Ix／5m 

4m �48ix �30ix／10m 

5m �31ix �20Ix／15m 
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●UPlight　タイプ

●DownIight　タイプ

（A）寸法 �（B）寸法 
LX40S－U �60mm �272mm 

LX50S－U �75mm �287mm 

LX70S－U �125mm �337mm 

（A）寸法 �（B）寸法 �（C）寸法 
LXS40－D �60mm �257mm �50mm 

LX50S－D �75mm �257mm �35mm 

LX70S－D �125mm �307mm �35mm 
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