
高気密SB形・防湿防雨形φ100 LEDダウンライト

高気密SB形 LEDダウンライト

埋込穴寸法φ100

防湿防雨形

LED一体形

白熱灯60W相当

軒下・浴室にも使えます

電球色、昼白色の2光色

希望小売価格3,800円
（税抜）屋内屋外

兼用

LED一体形

電球色

LEDD87000L(W)-LS

LED一体形

昼白色

LEDD87000N(W)-LS

屋内、屋外、浴室兼用で使える
コンパクトなLEDダウンライト

2月15日
発売予定

埋込穴
100

埋込穴
100
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●電源コードやプラグが触れないほど熱い。
●電源コードに深い傷や変形がある。  
●焦げるような臭いがする。
●ビリビリと電気を感ずる。　
●その他の異常・故障がある。

●すぐ使用を中止して、スイッチ
を切り、販売店に必ずご連絡を！
●点検・修理についての質問など、
詳しいことは販売店にご相談く
ださい。

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
●商品の選定にあたっては、使用場所、電源電圧、周波数に適合した範囲の中で設定してください。
●設備機器、資材の取付工事、配線工事に関しては、一部商品を除いて電気工事の有資格者の施工が
　義務づけられています。

●快適なご使用をお続けいただくため、定期点検をおすすめします。

安全に関するご注意

ご使用にあたって

愛情点検 お願いこのような症状は、ありませんか

〒212-8585 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地34　TEL (044)331-7553
http：//www.tlt.co.jp

住宅照明部　住宅照明担当

●器具の仕上げならびに色については、各仕様欄記載のものが基準です。
　編集や印刷上、現品と多少異なる場合があります。
●商品のデザイン・仕様・補修用性能部品などは改善のため予告なく変更することがあります。

商品のご相談は技術と信頼ある…

お買い物・使い方・
修理のご相談は

◎携帯電話・PHS
などからのご利用は

●お客様からご提供いただいた個人情報は、ご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
●利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

365日 電話でお応えします。
受付時間9：00～20：00

（フリーダイヤル）「東芝ライテック照明ご相談センター」 0120-66-1048
046-862-2772 ◎FAX 0570-000-661

●長年ご使用の照明器具は点検を！

（
有
料
）

※ランプ（LED電球やLEDユニットフラット形を含む）・電池などの消耗品は保証対象外とさせていただきます。セード・リモコン送信器は保証対象となります。
※24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記半分の期限とします。

5年保証対象機種以外の照明器具の保証期間は、商品お買い上げ日より1年間です。但し、LED器具の点灯装置は3年間です。 保証期間は
お買い上げから１年間です。保証期間

補修用性能部品の保有期間 弊社では照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後6年間保有しています。
補修用性能部品には、同機能を有する代替品を含みます。また、その製品の機能を維持するため必要な部品です。日本国内専用

Use only in Japan

2月15
日

発売予
定

屋内屋外兼用のコンパクトなダウンライトです。

●このカタログの内容は2014年2月現在のものです。掲載価格には消費税は含まれておりません。 C-3766 0214 30t T

高気密SB形 φ100（電球色） 高気密SB形 φ100（昼白色）

LEDD87000L(W)-LS
 3,800円（税抜）◎

●LED（電球色）・交換不可
●質量：0.3kg
●枠・反射板：アルミダイカスト（バージンホワイト）
●プラスチック（乳白）
◆天井材の厚さ5～25mm以内
◆傾斜天井55度まで取付可能（配光は未対応）
　防湿防雨形での設置の場合は傾斜天井取付不可

○光源寿命40000時間
○固有エネルギー消費効率75.0lm/W（480lm・6.4W）
○電球色（2700K） ○Ra83

◆送り負荷6Aまで
◆一般住宅用（公衆浴場取付不可）
◆調光不可

LEDD87000N(W)-LS
 3,800円（税抜）◎

●LED（昼白色）・交換不可
●質量：0.3kg
●枠・反射板：アルミダイカスト（バージンホワイト）
●プラスチック（乳白）
◆天井材の厚さ5～25mm以内
◆傾斜天井55度まで取付可能（配光は未対応）
　防湿防雨形での設置の場合は傾斜天井取付不可

○光源寿命40000時間
○固有エネルギー消費効率82.8lm/W（530lm・6.4W）
○昼白色（5000K） ○Ra83

◆送り負荷6Aまで
◆一般住宅用（公衆浴場取付不可）
◆調光不可

白熱灯器具
60Wクラス

白熱灯器具
60Wクラス

防湿・防雨

SL端子台/
送り端子台付

板バネ

ランプ方向 

最低照射面距離
0.1m

防湿・防雨

SL端子台/
送り端子台付

板バネ

ランプ方向 

最低照射面距離
0.1m

高気密SB形・浅形 高気密SB形・浅形LED一体形 LED一体形

NEW NEW

照度分布図（単位：lx） 照度分布図（単位：lx）
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■イニシャル＋ランニングコスト（設置台数10台での比較)

300,000円
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100,000円

50,000円

0円
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 （年）

［計算条件］
LEDD87000L(W)-LS、BFD11840SEL、ID73003NS(W)、設置台数10台での比較。
年間点灯時間：2000時間、電力料金目安単価：22円/kWh（税込）、2月1日現在の消費税率による。

白熱灯ダウンライト

蛍光灯ダウンライト

LEDダウンライト

導入時
からお得！

10年後には
約20万5千円
お得！

白熱灯60W相当の明るさ
電球色も昼白色も60W相当の明るさです。

電球色、昼白色の2光色
電球色2700K、昼白色5000K

高気密SB形、防湿防雨形
屋内・屋外・浴室兼用でお使いいただけます。
傾斜天井取付55度まで対応可能。
（配光は傾斜天井に対応しておりません)
（防湿防雨形として設置する場合は傾斜天井取り付けはできません）

用途の広がる広角タイプ
配光角度105度

平均演色評価数Ra83

埋込穴寸法φ100
のコンパクト設計
埋込必要高さH85mm
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