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●仕様、デザイン等を予告なく変更することがありますのでご了承ください。
●材質、光線等の関係で写真と現物の色が多少異なって見えることがあります。
●当社商品に関しては、意匠登録およびPAT.出願中です。
●当カタログに掲載された商品の構造および外観、商品名は「特許法」「意匠法」「商標法」等により保護されています。
　模倣商品を製造することはできません。

き、づ基に」法権作著「、は報情のてべすどな面図、章文、トスライ、像画たれさ載掲、）トウアイレ（グロタカ ●
　社会式株タカショーデジテックが保有しています。無断で複製、改変したものを転載使用することはできません。

、はていつに品商社当、でのすまりあも合場すたきを障支で等ータフア、性工施、ていおに用併のと品商の他 ●
　必ず当社ブランドであることをご確認ください。
●本誌に掲載されているすべての情報、写真等の無断転載、複写、複製を禁じます。

お問合せ・お見積りはこちらより

TEL. 073-484-3618    FAX.073-484-3619
受付時間 9:00～17：00（土・日・祭日、GW、夏期・冬期休暇を除く）

LEDIUS商品データベース 検 索

LEDIUSお問合せ窓口

株式会社タカショーデジテック

お問い合わせは

■本　　社：和歌山県海南市南赤坂20-1 〒642-0017 TEL. 073-484-3618
■東京支店：東京都千代田区神田駿河台2-9 〒101-0062  TEL. 03-5244-5966
■大阪営業所 大阪府大阪市住之江区南港北2-1-10  〒559-0034 TEL. 06-6569-5070
■滋賀営業所：

：
滋賀県草津市東草津1-4-53  〒525-0033 TEL. 077-566-3544

URL: http://takasho-digitec.jp

E-mail: info@takasho-digitec.jp マンション
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ご使用機器をそのまま活用し、
LEDにリニューアル！
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LEDIUS 商品データベース

タカショー全ライト

約1500アイテムの
簡単検索・ダウンロード！
全データを



快 適な省エネ の 暮らしにリニューアルする「 LED I US 」のラインアップ ※電気代削減率は目安となります。詳しくはお問い合わせください。

直管形LED →P.5 コンパクト形LED →P.6 サークル形LED →P.6 一般電球タイプ →P.7 ビーム球タイプ →P.8 シャンデリア球タイプ →P.8
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タカショーデジテックは、光源だけのLED化を提案。既存
機器をリデュースするので、初期費用を抑えながら、各シーン
に適した明るさを実現します。マンションは灯数が多く、
電気代・メンテナンスが大きな課題となりますが、省エネ・
長寿命のLEDに取り替えることで、メンテナンスの手間を
減らし、ランニングコスト削減に貢献します。

タカショーデジテックは、光源だけのLED化を提案。既存
機器をリデュースするので、初期費用を抑えながら、各シーン

照明をLEDに
取り替えるだけ!
コスト削減!!

見た目はそのまま、中身だけ、最新にリニューアル

駐輪場

月額（￥）

電気料金の比較
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※電気料金契約条件により異なります

※160戸マンションにおける実例

￥
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  削減！

約3～5年で
 投資回収！
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施工事例 　 京都府　10階建 マンション

Q

A

Q

A

故障時はどうしたら
いいですか？

Q

A

マンション内部だけでなく、
看板や外構の電気代もどうにか
できないでしょうか？

Q

A

どれくらいで初期費用を回収できますか？

Q

A

LEDの寿命ってどれくらいですか？

ＬＥＤのメリットを
くわしく教えてください

ＬＥＤは低消費電力で、長寿命、低発

熱の光源です。電気代削減やメンテナ

ンスの手間削減は当然のことながら、

紫外線や赤外線をほとんど含まない

ことから、虫が寄りづらく快適さを、

維持します。

さらに水銀など有害物質を含みませ

んので、環境にもよい光源といえます。

万が一、故障した場合は当社にご連絡

ください。全国対応のサポート体制で

速やかに対応致します。

設置商品や組み合わせにより異なりますが、一般的には

3~５年程度といわれております。

約4万時間で、当初の明るさの約70％まで光量が低下

するとされています。4万時間は、１日あたり8時間使用

したとして、13年を超える期間に相当します。

当社では室内環境だけではなく、ガーデンライトから、

ＬＥＤサイン、イルミネーションまであらゆる提案が可能

です。1500アイテム以上のラインアップを誇る屋外照明

機器のパイオニアとして、様々な要望にお応えします。

初期費用を抑えLED化！省エネが実現しました！

【問い合わせ窓口】

073-484-3618

虫が寄りづらい

電気代削減

有害物質を含まない

なるほど！快適・安心ＬＥＤQ&A

約４年で
イニシャルコスト回収！

戸　   数

工　   期

対象エリア

導入製品

1

2 3

25戸（10階建）

1日

①エントランスホールや②エレベーターホールの間接照明、ダウンライトをLEDに交換したことで、印象が明るくなりました。③エントランスのブラ
ケットは、空間にあった明るさのLEDランプに交換。他、非常階段・駐輪場・駐車場など、マンション共用部全体のLED化を行いました。

（万円）

導入によるコストシミュレーション

（年）
従来品

LED照明

LED 化 工事の内訳

間接照明（HMA-N09W）

ダウンライト（HMB-L28WC）

合計金額 317,520円 電気代削減 年間75,168円
（工事・諸経費等含む）

直管形ランプ40形［HMA-N09W］ 5灯
直管形ランプ20形［HMA-N08W］ 22灯
LED電球［HMB-L28WC］ 11個
LED電球［HMB-L26WC］ 1個
LED電球［HMB-L24WC］ 1個

エントランス、エレベーターホール、
風除室、廊下、共用階段、駐車場、駐輪場
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防水

防水タイプ
※屋外での使用は市販のΦ25
防水ソケットをご使用ください。

省エネは当然のことながら、蛍光灯と同等の重量なので落下

の心配がありません。ポリカーボネート製なので衝撃に対して

も強く、ガラスのように破片が飛び散る危険性もありません。

従来の蛍光灯や、他社のサークル形LEDはソケット部が光ら

ない為、どうしても器具の一部が影になってしまいました。

LEDIUSのサークル形LEDは、ソケット部まで影の出ない発

光部を実現しました。

LEDベースライト
蛍光灯型LED

●直管形LED

●コンパクト形LED

●サークル形LED

10形
型番電球色 色温度 全光束 消費電力

5000K 550lm 7W

配光角

160°

〈共通スペック〉
口金：G13　定格電圧：AC90～250V　定格周波数：50/60Hz
材質：アルミ、ポリカーボネート（防水タイプ：ガラス、ポリカーボネート）
定格寿命：約40,000時間　動作温度：-20～70℃
演色性：Ra80
※防水タイプは防水ソケット使用可能（市販品φ25に対応）

サイズ：Φ29.5×330mm（T8タイプ）　重量：120g

直管形LED

直管・コンパクト・サークル形の各種サイズを
揃えており、ご使用の機器をそのまま活用でき
ます。省エネによる電気代節約・長寿命による
交換回数の低減に貢献する商品です。

40形・20形・10形のラインアップで、マンションのあらゆる蛍

光灯に対応。また、ヒートシンクレスの構造とポリカーボネー

トの拡散カバーの採用により190°の広配光を実現。

20形

サイズ：Φ26.5×580mm（T8タイプ）　重量：195g

20形

サイズ：Φ29.5×580mm（T8タイプ）　重量：150g

〈共通スペック〉
口金：GY10q　定格電圧：AC90～240V　定格周波数：50/60Hz
材質：アルミ、ポリカーボネート　定格寿命：約40,000時間
動作温度：-10～45℃　演色性：Ra80

〈共通スペック〉
口金：G10q　定格電圧：AC100～240V　定格周波数：50/60Hz
材質：アルミ、ポリカーボネート　定格寿命：約40,000時間
動作温度：-20～60℃　演色性：Ra80

暮らしを豊かにする、省エネを追求した豊富な　LEDベースライトのラインアップをご用意しております。LEDラインアップ

コンパクト形LED サークル形LED

●この紙面に掲載の全商品の寿命は光束が70％以下に低下するまでの時間を示しています。また、表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

直管形LED

コンパクト形LED

サークル形LED

190°

衝撃に強い

影の出ない
発光部を
実現！

影の出ない美しい発光

あらゆるマンション蛍光灯に対応

蛍光灯と同じ軽さで落下の心配がない

190°の広配光
※防水タイプ

影の出ない美しい発光

HMA-N10W

型番電球色 色温度 全光束 消費電力

5000K 1100lm 11W

配光角

190°HMZ-0020

型番電球色 色温度 全光束 消費電力

5000K 2100lm 21W

配光角

190°HMZ-0021

型番電球色 色温度 全光束 消費電力

3000K 1030lm 11W

配光角

160°HMA-L08W

5000K 1060lm 11W 160°HMA-N08W

型番電球色 色温度 全光束 消費電力

3000K 1050lm 10W

配光角

140°HMJ-L01W

5000K 900lm 10W 140°HMJ-N01W

型番電球色 色温度 全光束 消費電力

3000K 1340lm 10W

配光角

120°HMJ-L04W

5000K 1150lm 10W 120°HMJ-N04W

型番電球色 色温度 全光束 消費電力

3000K 1920lm 15W

配光角

120°HMJ-L05W

5000K 1600lm 15W 120°HMJ-N05W

型番電球色 色温度 全光束 消費電力

3000K 1600lm 16W

配光角

140°HMJ-L02W

5000K 1360lm 16W 140°HMJ-N02W

型番電球色 色温度 全光束 消費電力

3000K 2090lm 22W

配光角

140°HMJ-L03W

5000K 1870lm 22W 140°HMJ-N03W

型番電球色 色温度 全光束 消費電力

3000K 1810lm 21W

配光角

160°HMA-L09W

5000K 2050lm 21W 160°HMA-N09W

27形

サイズ：Ｗ245×Ｄ54×Ｈ29mm　重量：150g　

36形

サイズ：Ｗ410×Ｄ54×Ｈ29mm　重量：250g　

20形

サイズ：Φ205×H28mm　重量：250g

30形

サイズ：Φ225×H28mm　重量：320g

55形

サイズ：Ｗ560×Ｄ54×Ｈ29mm　重量：290g　

40形

サイズ：Φ26.5×1198mm（T8タイプ）　重量：290g

40形

〈防水タイプ〉

サイズ：Φ29.5×1198mm（T8タイプ）　重量：250g

口 金

G13

口 金

G13

口 金

G10ｑ
口 金

GY10ｑ

20形

10形

40形

上：HMA-L08W　下：HMZ-0020 上：HMJ-L01W　下：HMJ-N01W 上：HMJ-N04W　下：HMA-L04W

防水

防水

5 6



防水

防水タイプ
※屋外での使用は市販のΦ25
防水ソケットをご使用ください。

省エネは当然のことながら、蛍光灯と同等の重量なので落下

の心配がありません。ポリカーボネート製なので衝撃に対して

も強く、ガラスのように破片が飛び散る危険性もありません。

従来の蛍光灯や、他社のサークル形LEDはソケット部が光ら

ない為、どうしても器具の一部が影になってしまいました。

LEDIUSのサークル形LEDは、ソケット部まで影の出ない発

光部を実現しました。

LEDベースライト
蛍光灯型LED

●直管形LED

●コンパクト形LED

●サークル形LED

10形
型番電球色 色温度 全光束 消費電力

5000K 550lm 7W

配光角

160°

〈共通スペック〉
口金：G13　定格電圧：AC90～250V　定格周波数：50/60Hz
材質：アルミ、ポリカーボネート（防水タイプ：ガラス、ポリカーボネート）
定格寿命：約40,000時間　動作温度：-20～70℃
演色性：Ra80
※防水タイプは防水ソケット使用可能（市販品φ25に対応）

サイズ：Φ29.5×330mm（T8タイプ）　重量：120g

直管形LED

直管・コンパクト・サークル形の各種サイズを
揃えており、ご使用の機器をそのまま活用でき
ます。省エネによる電気代節約・長寿命による
交換回数の低減に貢献する商品です。

40形・20形・10形のラインアップで、マンションのあらゆる蛍

光灯に対応。また、ヒートシンクレスの構造とポリカーボネー

トの拡散カバーの採用により190°の広配光を実現。

20形

サイズ：Φ26.5×580mm（T8タイプ）　重量：195g

20形

サイズ：Φ29.5×580mm（T8タイプ）　重量：150g

〈共通スペック〉
口金：GY10q　定格電圧：AC90～240V　定格周波数：50/60Hz
材質：アルミ、ポリカーボネート　定格寿命：約40,000時間
動作温度：-10～45℃　演色性：Ra80

〈共通スペック〉
口金：G10q　定格電圧：AC100～240V　定格周波数：50/60Hz
材質：アルミ、ポリカーボネート　定格寿命：約40,000時間
動作温度：-20～60℃　演色性：Ra80

暮らしを豊かにする、省エネを追求した豊富な　LEDベースライトのラインアップをご用意しております。LEDラインアップ

コンパクト形LED サークル形LED

●この紙面に掲載の全商品の寿命は光束が70％以下に低下するまでの時間を示しています。また、表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

直管形LED

コンパクト形LED

サークル形LED

190°

衝撃に強い

影の出ない
発光部を
実現！

影の出ない美しい発光

あらゆるマンション蛍光灯に対応

蛍光灯と同じ軽さで落下の心配がない

190°の広配光
※防水タイプ

HMA-N10W

型番電球色 色温度 全光束 消費電力

5000K 1100lm 11W

配光角

190°HMZ-0020

型番電球色 色温度 全光束 消費電力

5000K 2100lm 21W

配光角

190°HMZ-0021

型番電球色 色温度 全光束 消費電力

3000K 1030lm 11W

配光角

160°HMA-L08W

5000K 1060lm 11W 160°HMA-N08W

型番電球色 色温度 全光束 消費電力

3000K 1050lm 10W

配光角

140°HMJ-L01W

5000K 900lm 10W 140°HMJ-N01W

型番電球色 色温度 全光束 消費電力

3000K 1340lm 10W

配光角

120°HMJ-L04W

5000K 1150lm 10W 120°HMJ-N04W

型番電球色 色温度 全光束 消費電力

3000K 1920lm 15W

配光角

120°HMJ-L05W

5000K 1600lm 15W 120°HMJ-N05W

型番電球色 色温度 全光束 消費電力

3000K 1600lm 16W

配光角

140°HMJ-L02W

5000K 1360lm 16W 140°HMJ-N02W

型番電球色 色温度 全光束 消費電力

3000K 2090lm 22W

配光角

140°HMJ-L03W

5000K 1870lm 22W 140°HMJ-N03W

型番電球色 色温度 全光束 消費電力

3000K 1810lm 21W

配光角

160°HMA-L09W

5000K 2050lm 21W 160°HMA-N09W

27形

サイズ：Ｗ245×Ｄ54×Ｈ29mm　重量：150g　

36形

サイズ：Ｗ410×Ｄ54×Ｈ29mm　重量：250g　

20形

サイズ：Φ205×H28mm　重量：250g

30形

サイズ：Φ225×H28mm　重量：320g

55形

サイズ：Ｗ560×Ｄ54×Ｈ29mm　重量：290g　

40形

サイズ：Φ26.5×1198mm（T8タイプ）　重量：290g

40形

〈防水タイプ〉

サイズ：Φ29.5×1198mm（T8タイプ）　重量：250g

口 金

G13

口 金

G13

口 金

G10ｑ
口 金

GY10ｑ

20形

10形

40形

上：HMA-L08W　下：HMZ-0020 上：HMJ-L01W　下：HMJ-N01W 上：HMJ-N04W　下：HMA-L04W

防水

防水
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0～100％までのスムーズな調光操作が可能で、調光下限付

近でもちらつきがありません。また、下限付近での点灯を可能

にしたことで、既存の調光にも問題なくご使用いただけます。

クリア電球にそっくりなLEDの点光源を実現。美しいきらめ

きで、電球が露出する、雰囲気重視の空間にも対応します。

一般の白熱球の寿命が1,000時間に対し、LED電球の寿命は

30,000時間～50,000時間と長寿命なので、面倒な取り替え

のメンテナンスも省けます。

0％ 100％

40W
形相当

40W
形相当

口金：E-26　サイズ：Φ65×119mm　重量：80g　定格電圧：AC100V
定格周波数：50/60Hz　材質：ポリカーボネート、アルミ、PBT樹脂
定格寿命：約30,000時間　調光範囲：0～100％　演色性：Ra82以上

口金：E-26　サイズ：Φ120×134mm　重量：325g　定格電圧：AC100V
定格周波数：50/60Hz　材質：アルミ、強化ガラス
定格寿命：約30,000時間　IP65　※調光不可　演色性：Ra82以上

一般的な
LED

弊社
LED

白熱球

弊社
LED

口金：E-26　サイズ：Φ49.5×84.7mm　重量：80g　定格電圧：AC100V
定格周波数：50/60Hz　材質：乳白ポリカーボネート、アルミダイキャスト、PBT樹脂
定格寿命：約50,000時間　※調光不可　演色性：Ra83以上

口金：E-26　サイズ：Φ50×78mm　重量：45g　定格電圧：AC100V
定格周波数：50/60Hz　材質：ガラス、アルミ　定格寿命：約30,000時間　
調光範囲：0～100％　演色性：Ra80以上

口金：E-26　サイズ：Φ120×134mm　重量：323g　定格電圧：AC100V
定格周波数：50/60Hz　材質：アルミ、強化ガラス
定格寿命：約30,000時間　IP65　※調光不可　演色性：Ra81以上

口金：E-17　サイズ：Φ37×105mm　重量：50g　定格電圧：AC100V
定格周波数：50/60Hz　材質：ガラス、プラスチック
定格寿命：約30,000時間　調光範囲：0～100％　演色性：Ra82以上

口金：E-17　サイズ：Φ45×82mm　重量：40g　定格電圧：AC100V
定格周波数：50/60Hz　材質：ポリカーボネート、アルミ
定格寿命：約30,000時間　調光範囲：0～100％　演色性：Ra80以上

口金：E-17　サイズ：Φ45×82mm　重量：45g　定格電圧：AC100V
定格周波数：50/60Hz　材質：ガラス、アルミ
定格寿命：約30,000時間　調光範囲：0～100％　演色性：Ra80以上

口金：E-11　サイズ：Φ50×69mm　重量：60g　定格電圧：AC100V
定格周波数：50/60Hz　材質：PC、プラスチック
定格寿命：約30,000時間　調光範囲：0～100％　演色性：Ra80以上

20W
形相当

30W
形相当 20W

形相当

30W
形相当

100W
形クラス

150W
形クラス

100W
形クラス

100W
形クラス

25W
形相当

25W
形相当

25W
形相当

80W
形クラス

80W
形クラス

一般電球タイプ

口 金

Ｅ-26

口 金

Ｅ-26

口 金

Ｅ-26

口 金

Ｅ-26

口 金

Ｅ-26

口 金

Ｅ-17

口 金

Ｅ-17

口 金

Ｅ-17

口 金

Ｅ-11

ビーム球タイプ 小型電球タイプ

シャンデリア球タイプ

ハロゲン球タイプ

電球型LED 

暮らしを豊かにする、省エネを追求した豊富な　LED電球のラインアップをご用意しております。

現在、ご使用の機器をそのまま活用できる多様
なタイプを揃えています。光のリニューアルと
同時に長寿命・省エネ化も実現できる優れた
電球型ＬＥＤのラインアップです。

●一般電球タイプ ●ビーム球タイプ

●シャンデリア球タイプ ●小型電球タイプ

●ハロゲン球タイプ

●この紙面に掲載の全商品の寿命は光束が70％以下に低下するまでの時間を示しています。また、表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
【調光タイプをご使用についての注意】●調光器のつまみを絞って消灯させても電力は消費します。長時間消灯する場合は電源をＯＦＦにすることをお勧めします。●調光時の明るさ、消費電力の変化は白
熱電球とは異なります。●調光で０％に近い明るさでＯＮにした場合、点灯までに時間がかかったり点灯しない場合がありますが、100％の明るさに設定すると点灯します。●調光器やLED電球の種類に
よっては、チラツキが発生することがあります。●ドライヤー、掃除機、電子レンジなど使用した際、電源の変動によりチラツキ、立ち消えが発生することがあります。

LED電球
LEDラインアップ

長寿命で交換回数を削減!

下限付近での点灯も可能！

調光

調光

調光

調光

調光

調光

約1,000時間

30％

30％以下は調光不可調光不可

チラつき発生

チラつきが発生しない

0～100％まで調光可能

調光タイプ
防水

防水タイプ
※LED電球単体では調光でき
ません。調光には調光器が必要
です。

※屋外での使用は市販のΦ25
防水ソケットをご使用ください。

約30,000~50,000時間の長寿命！

長寿命

0～100％まで調光可能（調光タイプのみ）

クリア電球タイプ

光が一点に集まり
全方向に拡散

光が一点に集まり
全方向に拡散

クリア電球そっくりな美しいきらめき

型番電球色

HMB-L28WC

色温度 全光束 消費電力

2700K 530lm 7W

HMB-N28WC 5000K 600lm 7W

ビーム角

220°

220°

型番電球色

HMB-L21W

色温度 全光束 消費電力

3000K 1100lm 19W

HMB-N21W 5500K 1300lm 19W

ビーム角

120°

120°

型番電球色

HMB-L24WC

色温度 全光束 消費電力

2700K 240lm 4W

HMB-N24WC 5000K 300lm 4W

ビーム角

120°

120°

型番電球色

HMB-L26WC

色温度 全光束 消費電力

2700K 280lm 4W

ビーム角

120°

型番電球色

HMB-L23BC

色温度 全光束 消費電力

3000K 480lm 7W

HMB-N23BC 5000K 500lm 7W

ビーム角

20°

20°

型番電球色

HMBｰL20W

色温度 全光束 消費電力

3000K 1030lm 19W

HMBｰN20W 5000K 1200lm 19W

ビーム角

38°

38°

型番電球色

HMB-L25WC

色温度 全光束 消費電力

2700K 250lm 4W

ビーム角

155°

型番電球色

HMBｰL08W

色温度 全光束 消費電力

3000K 312lm 4W

HMBｰN08W 5700K 332lm 4W

ビーム角

120°

120°

型番電球色

HMB-L30WC

色温度 全光束 消費電力

2700K 280lm 4W

ビーム角

120°

調光
防水

防水
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0～100％までのスムーズな調光操作が可能で、調光下限付

近でもちらつきがありません。また、下限付近での点灯を可能

にしたことで、既存の調光にも問題なくご使用いただけます。

クリア電球にそっくりなLEDの点光源を実現。美しいきらめ

きで、電球が露出する、雰囲気重視の空間にも対応します。

一般の白熱球の寿命が1,000時間に対し、LED電球の寿命は

30,000時間～50,000時間と長寿命なので、面倒な取り替え

のメンテナンスも省けます。

0％ 100％

40W
形相当

40W
形相当

口金：E-26　サイズ：Φ65×119mm　重量：80g　定格電圧：AC100V
定格周波数：50/60Hz　材質：ポリカーボネート、アルミ、PBT樹脂
定格寿命：約30,000時間　調光範囲：0～100％　演色性：Ra82以上

口金：E-26　サイズ：Φ120×134mm　重量：325g　定格電圧：AC100V
定格周波数：50/60Hz　材質：アルミ、強化ガラス
定格寿命：約30,000時間　IP65　※調光不可　演色性：Ra82以上

一般的な
LED

弊社
LED

白熱球

弊社
LED

口金：E-26　サイズ：Φ49.5×84.7mm　重量：80g　定格電圧：AC100V
定格周波数：50/60Hz　材質：乳白ポリカーボネート、アルミダイキャスト、PBT樹脂
定格寿命：約50,000時間　※調光不可　演色性：Ra83以上

口金：E-26　サイズ：Φ50×78mm　重量：45g　定格電圧：AC100V
定格周波数：50/60Hz　材質：ガラス、アルミ　定格寿命：約30,000時間　
調光範囲：0～100％　演色性：Ra80以上

口金：E-26　サイズ：Φ120×134mm　重量：323g　定格電圧：AC100V
定格周波数：50/60Hz　材質：アルミ、強化ガラス
定格寿命：約30,000時間　IP65　※調光不可　演色性：Ra81以上

口金：E-17　サイズ：Φ37×105mm　重量：50g　定格電圧：AC100V
定格周波数：50/60Hz　材質：ガラス、プラスチック
定格寿命：約30,000時間　調光範囲：0～100％　演色性：Ra82以上

口金：E-17　サイズ：Φ45×82mm　重量：40g　定格電圧：AC100V
定格周波数：50/60Hz　材質：ポリカーボネート、アルミ
定格寿命：約30,000時間　調光範囲：0～100％　演色性：Ra80以上

口金：E-17　サイズ：Φ45×82mm　重量：45g　定格電圧：AC100V
定格周波数：50/60Hz　材質：ガラス、アルミ
定格寿命：約30,000時間　調光範囲：0～100％　演色性：Ra80以上

口金：E-11　サイズ：Φ50×69mm　重量：60g　定格電圧：AC100V
定格周波数：50/60Hz　材質：PC、プラスチック
定格寿命：約30,000時間　調光範囲：0～100％　演色性：Ra80以上

20W
形相当

30W
形相当 20W

形相当

30W
形相当

100W
形クラス

150W
形クラス

100W
形クラス

100W
形クラス

25W
形相当

25W
形相当

25W
形相当

80W
形クラス

80W
形クラス

一般電球タイプ

口 金

Ｅ-26

口 金

Ｅ-26

口 金

Ｅ-26

口 金

Ｅ-26

口 金

Ｅ-26

口 金

Ｅ-17

口 金

Ｅ-17

口 金

Ｅ-17

口 金

Ｅ-11

ビーム球タイプ 小型電球タイプ

シャンデリア球タイプ

ハロゲン球タイプ

電球型LED 

暮らしを豊かにする、省エネを追求した豊富な　LED電球のラインアップをご用意しております。

現在、ご使用の機器をそのまま活用できる多様
なタイプを揃えています。光のリニューアルと
同時に長寿命・省エネ化も実現できる優れた
電球型ＬＥＤのラインアップです。

●一般電球タイプ ●ビーム球タイプ

●シャンデリア球タイプ ●小型電球タイプ

●ハロゲン球タイプ

●この紙面に掲載の全商品の寿命は光束が70％以下に低下するまでの時間を示しています。また、表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
【調光タイプをご使用についての注意】●調光器のつまみを絞って消灯させても電力は消費します。長時間消灯する場合は電源をＯＦＦにすることをお勧めします。●調光時の明るさ、消費電力の変化は白
熱電球とは異なります。●調光で０％に近い明るさでＯＮにした場合、点灯までに時間がかかったり点灯しない場合がありますが、100％の明るさに設定すると点灯します。●調光器やLED電球の種類に
よっては、チラツキが発生することがあります。●ドライヤー、掃除機、電子レンジなど使用した際、電源の変動によりチラツキ、立ち消えが発生することがあります。

LED電球
LEDラインアップ

長寿命で交換回数を削減!

下限付近での点灯も可能！

調光

調光

調光

調光

調光

調光

約1,000時間

30％

30％以下は調光不可調光不可

チラつき発生

チラつきが発生しない

0～100％まで調光可能

調光タイプ
防水

防水タイプ
※LED電球単体では調光でき
ません。調光には調光器が必要
です。

※屋外での使用は市販のΦ25
防水ソケットをご使用ください。

約30,000~50,000時間の長寿命！

長寿命

0～100％まで調光可能（調光タイプのみ）

クリア電球タイプ

光が一点に集まり
全方向に拡散

光が一点に集まり
全方向に拡散

クリア電球そっくりな美しいきらめき

型番電球色

HMB-L28WC

色温度 全光束 消費電力

2700K 530lm 7W

HMB-N28WC 5000K 600lm 7W

ビーム角

220°

220°

型番電球色

HMB-L21W

色温度 全光束 消費電力

3000K 1100lm 19W

HMB-N21W 5500K 1300lm 19W

ビーム角

120°

120°

型番電球色

HMB-L24WC

色温度 全光束 消費電力

2700K 240lm 4W

HMB-N24WC 5000K 300lm 4W

ビーム角

120°

120°

型番電球色

HMB-L26WC

色温度 全光束 消費電力

2700K 280lm 4W

ビーム角

120°

型番電球色

HMB-L23BC

色温度 全光束 消費電力

3000K 480lm 7W

HMB-N23BC 5000K 500lm 7W

ビーム角

20°

20°

型番電球色

HMBｰL20W

色温度 全光束 消費電力

3000K 1030lm 19W

HMBｰN20W 5000K 1200lm 19W

ビーム角

38°

38°

型番電球色

HMB-L25WC

色温度 全光束 消費電力

2700K 250lm 4W

ビーム角

155°

型番電球色

HMBｰL08W

色温度 全光束 消費電力

3000K 312lm 4W

HMBｰN08W 5700K 332lm 4W

ビーム角

120°

120°

型番電球色

HMB-L30WC

色温度 全光束 消費電力

2700K 280lm 4W

ビーム角

120°

調光
防水

防水
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新潟三条営業所

北陸営業所

大阪営業所

滋賀営業所
【テクニカルサービス事業部】

広島支店

九州支店

株式会社タカショー本社・関西営業所

名古屋支店

東京本部　東京支店

埼玉営業所
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事業紹介 会社概要

○ライティング事業部

○コントラクト事業部

【事業内容】
1. LEDを使用した大型サインから銘板の開発・企画・製造・販売

2. 商業施設におけるサイン・照明の開発・企画・製造・販売

3. エクステリア・ガーデニングにおける照明の開発・企画・製造・販売

（株）タカショーデジテックは、タカショーグループです

タカショーデジテックは、「コントラクト事業部」「ライティング事業部」の2つの事業部で、
あらゆる光の環境を提案しています。

［タカショーグループ拠点］
ガーデンクリエイト株式会社/徳島ガーデンクリエイト株式会社/株式会社青山ガ
ーデン/トーコー資材株式会社/株式会社日本インテグレート/株式会社ガーデン
クリエイト関東/中国・天津高秀国際工貿有限公司/中国・上海高秀園芸建材有限
公司/中国・佛山市南方高秀花園製品有限公司/中国・満洲里高秀木業有限公司/
中国・浙江東陽高秀花園製品有限公司/中国・江西高秀進出口貿易有限公司/中
国・九江高秀園芸製品有限公司/中国・浙江正特高秀園芸建材有限公司/ドイツ・
有限会社タカショーヨーロッパ/イギリス・ベジトラグ株式会社/オーストラリア・タ
カショーオーストラレイジア株式会社/アメリカ・べジトラグUSA株式会社

［ 国内拠点 ］
タカショーデジテック本社/東京支店/大阪営業所/滋賀営業所

［ 海外拠点 ］
コリア支店/中国広州本部/台湾営業所

●タカショーデジテック拠点
●タカショーグループ拠点

あらゆる屋外シーンに対応するライ

ティング器 具を取り揃え、小規模な

ガーデンからコントラクトまで、美し

い光の演出を幅広く提案しています。

四国営業所lighting

contract

高いデザイン性、品質、施工性をもつ

MKイルミネーション社のイルミネー

ションを日本仕様の商品として販売。

施設から住宅まで、ご要望に合わせ

た企画・デザインを提案しています。

2012年 本社・工場
2014年 第二工場

クオリティの高いLEDを使用し、視認

性の高い省エネ、ローメンテナンスな

ど特長あるLEDサインシステムを提案

し、お客様のあらゆるニーズにお応え

するラインアップを揃えています。

室内照明
オフィス・店舗照明からマンション照

明まで、あらゆる住・商業空間を快適

に過ごすための様々な照明器具をご

用意しております。

コントラクトサイン

ガーデン＆エクステリア ライティング イルミネーション

9 10

株式会社タカショーは　　　　　　　　に上場しています

〈恒温恒湿槽試 験機〉

社　　  名 株式会社タカショーデジテック
 TAKASHO DIGITEC CO.,LTD.

本社・工場  〒642-0017　和歌山県海南市南赤坂20-1
 TEL：073-484-3618 FAX：073-484-3619
第２ 工 場   〒642-0028　和歌山県海南市幡川81-2

事   業   所 【東京支店】
 〒101-0062　東京都千代田区神田駿河台2丁目9番地KDX御茶ノ水ビル2F
 TEL：03-5244-5966 FAX：03-5244-5967 
 【大阪営業所】
 〒559-0034　大阪府大阪市住之江区南港北2-1-10
 TEL：06-6569-5070 FAX：06-6569-5080
 【滋賀営業所】
 〒525-0033　滋賀県草津市東草津1-4-53　吉田ビル2-2
 TEL：077-566-3544 FAX：077-574-8057 
 【コリア支店】
 ZIP 138-907
 210 Gyeongnam Lake Park, Songpa-dong, Songpa-gu, Seoul, KOREA
 【中国広州本部】 高秀電子科技有限公司
 中國廣州市荔灣區榮興路2號　花地大廈902室　郵政編碼：510370
 【台湾営業所】 
 台湾台南市東区大同路二段603号3F 1（HF005室） 郵政編碼：70152

設　　  立 2004年11月

役　　  員 代表取締役社長　 高岡 伸夫
 専務取締役 古澤 良祐

資   本   金 2,000万円

決   算   期 1月20日

取 引 銀 行   紀陽銀行

従 業 員 数   72名（内正社員43名）   第二種電気工事士有資格者 14名

I S O 9 0 01
取得

設 備 紹 介  

本社工場において、国際品質マネジメントシステム規格である

ISO9001を取得しています。

当社では今回の審査登録・認証取得を機に、コントラクト事業、

ライティング事業において、お客様に対して製品・サービスを安

定して提供することを目的とし、継続的な品質向上活動に取り

組むとともに顧客満足のさらなる向上を目指しています。

積分球、サンドブラスト、

恒温恒湿槽試験機、

レーザー加工機、ＮＣ加工機、

両面真空成形機、

３次元プリンター、３次元ＣＡＤ、

アルミベンダーマシンなど

2017年1月 現在
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●仕様、デザイン等を予告なく変更することがありますのでご了承ください。
●材質、光線等の関係で写真と現物の色が多少異なって見えることがあります。
●当社商品に関しては、意匠登録およびPAT.出願中です。
●当カタログに掲載された商品の構造および外観、商品名は「特許法」「意匠法」「商標法」等により保護されています。
　模倣商品を製造することはできません。

き、づ基に」法権作著「、は報情のてべすどな面図、章文、トスライ、像画たれさ載掲、）トウアイレ（グロタカ ●
　社会式株タカショーデジテックが保有しています。無断で複製、改変したものを転載使用することはできません。

、はていつに品商社当、でのすまりあも合場すたきを障支で等ータフア、性工施、ていおに用併のと品商の他 ●
　必ず当社ブランドであることをご確認ください。
●本誌に掲載されているすべての情報、写真等の無断転載、複写、複製を禁じます。

お問合せ・お見積りはこちらより

TEL.073-484-3618    FAX.073-484-3619
受付時間 9:00～17：00（土・日・祭日、GW、夏期・冬期休暇を除く）

LEDIUSお問合せ窓口

株式会社タカショーデジテック

お問い合わせは

■本　　社：和歌山県海南市南赤坂20-1 〒642-0017 TEL. 073-484-3618
■東京支店：東京都千代田区神田駿河台2-9 〒101-0062  TEL. 03-5244-5966
■大阪営業所 大阪府大阪市住之江区南港北2-1-10  〒559-0034 TEL. 06-6569-5070
■滋賀営業所：

：
滋賀県草津市東草津1-4-53  〒525-0033 TEL. 077-566-3544

URL: http://takasho-digitec.jp

E-mail: info@takasho-digitec.jp
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