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●メタルハライドランプ 1KW形との比較（イニシャル＋ランニングコスト）

メタルハライドランプ 1KW 高天井用 LED器具 10年で

お得
約1,350万

約3.5年で
償却

●１ｋW形経済比較（概算目安）

機種
形名
設置台数

消費電力（W)/ 台
年間電力量（kWｈ）
年間電気代 /年
光源寿命（時間）

＊【計算条件】50mX40mの工場目安　電気料金目安単価 22円 /kW　点灯時間 8ｈ/日

MF1000タイプ
42
1050
129,000
￥2,830,000
12,000

HID 高天井器具
メタルハライドランプ 1KW

TK1000-4W・N
42
352
43,000
￥950,000
60,000

LED高天井器具
（1KW形） 1年で

お得
約188万

約66.5%減
約5倍長持ち

4 灯独立で、
前・後、外側
首振り可能

型式 TK1000-4W・N TK400-2W・N TK250-1W・N

光源色 昼白色

色温度 (標準値 ) 5000 K

全光束 ( 参考値 ) 42000 lm 21000 lm 10500 lm

演色性 ( 標準値 ) 80

配光タイプ 広角タイプ

首振り角度 前・後 80°、外側 40°

器具重量
約 7.0 kg 約 4.0 kg 約 2.5 kg（固定バー含む）

ランプ重量 約 1.5 kg (ランプ 1灯あたり)

入力電圧 AC100～242 V

入力電流 3.5A ／ 1.8A 1.75A ／ 0.9A 0.9A / 0.4A

消費電力 350 W（電源 2 台） 175 W 90 W

入力周波数 50／ 60Hz

力率 高力率

調光制御 可 (ＰＷＭ制御方式 )

期待寿命

備考

60,000 時間以上 (周囲温度 25℃)

IP65 相当 ( 器具本体、電源 )

▼高天井用 LED器具【仕様】

■保証期間は製品お買い上げ日より１年間です。
■ご注意　器具を横向き90°以上の上向きでは使用できません。

メタルハライドランプ1KW・400W・250W高天井用器具と同じ明るさを実現！
高天井用LED器具

LED高天井器具（1KW形）
TK1000-4W・N

高所設置、メンテナンス作業もカンタン
取付けアーム

スリー・エスの高天井用LED器具ならこんなに経済的です!

LED高天井器具（400W形）
TK400-2W・N

LED高天井器具（250W形）
TK250-1W・N

NEW

T.Mizuyoshi
スタンプ



型式 GL100N18・N GL100N24F・N GL120N24・N GL160N48・N

色温度 (標準値 ) 5000K

全光束 ( 参考値 ) 1890 lm 2300 lm 2520 lm 5040 lm ※1

0.2/0.1 A 0.24/0.12 A 0.25/0.1 A

照射角 130°

入力電圧 AC100/200V

入力電流

消費電力 18 W 24 W 24 W 48 W

寸法 φ100（外形） X 175mm（全長）
カサ　φ255mm

φ95（外形） X 148mm（全長）
フード　φ130mm（外形）

φ120（外形） X 210mm（全長）
カサ　φ300mm

備考

重量（カサ、コード含まず）

IP54 相当 IP54 相当 IP54 相当

約350 g（フード込み） 約 410 g

0.5/0.25 A

φ160（外形） X 266mm（全長）
カサ　φ500mm

約 670 g約 240 g

■保証期間は製品お買い上げ日より１年間です。
■※1　6500lm高輝度タイプもあります。

▼LED懸垂灯【仕様】

型式 SZ100N18・N

色温度 (標準値 ) 5000K

全光束 ( 参考値 ) 1500 lm

0.16/0.08 A

照射角 120°

入力電圧 AC100V専用 / AC200V専用

入力電流

消費電力 16.6 W

φ100（外形） X 175mm（全長）

備考

重量

寸法

IP54 相当

約 240 g

▼すずらん灯【仕様】

■保証期間は製品お買い上げ日より１年間です。

電球型蛍光灯の
代替で、大幅な
電気代削減！

18W形 24W形 48W形

仮設、本設、建築現場はもちろん、倉庫や屋外でも使用可能（IP54 相当 )

http://www.three-sco.jp/

〒224-0006 横浜市都筑区荏田東4-19-1
TEL：045-948-2020　FAX：045-948-2021

<問い合わせ先>

●このカタログの記載内容は、2017年10月現在のものです。
●製品の外観、仕様等は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

株式会社スリー・エス

＊カサ付きオプション。
＊写真は設置イメージです。

＊カサ付きのオプションもあります。　

LED懸垂灯

φ100mm

φ160mm
φ120mm

24W形 (コンパクト)

放熱ファン内蔵

（フード込み）
小型 軽量350ｇ

すずらん灯

18W形

白熱電球100W相当
の明るさで、

電気代は18％！

口金：E26タイプ

口金：E26タイプ

口金なしリードタイプ

口金なしリードタイプ 口金なしリードタイプ


