


JX SERIES   Trimless Down Light

TX SERIES   Reading Light

・MD－3120　電源ユニット ￥7,820（税別）
・MD－1313　位相調光電源ユニット（1～100％） ￥11,300（税別）
・MD－1314　PWM調光電源ユニット（5～100％） ￥11,300（税別）
・MH－0110　延長ハーネス（1M）￥810（税別）
・MH－0120　延長ハーネス（2M）￥1,040（税別）
・MH－0130　延長ハーネス（3M）￥1,380（税別）
・TRD－303LHA　位相調光器（MD-1313専用）￥16,800（税別）
・DEP1015A　PWM調光器[三路スイッチ]（MD-1314専用）￥34,000（税別）
・DEP2015A　PWM調光器[両切スイッチ]（MD-1314専用）￥34,000（税別）

・MD－3100　電源ユニット ￥6,440（税別）
・MD－1210　位相調光電源ユニット ￥11,300（税別）
・MD－1215　PWM調光電源ユニット ￥11,300（税別）
・MH－0110　延長ハーネス（1M）￥810（税別）
・MH－0120　延長ハーネス（2M）￥1,400（税別）
・MH－0130　延長ハーネス（3M）￥1,380（税別）
・MH－0220　2灯用ハーネス（器具間1M）￥1,730（税別）
・MH－0320　3灯用ハーネス（器具間1M）￥2,530（税別）
・TRD－303LHA　位相調光器（MD-1210専用）￥16,800（税別）
・DEP1015A　PWM調光器[三路スイッチ]（MD-1215専用）￥34,000（税別）
・DEP2015A　PWM調光器[両切スイッチ]（MD-1215専用）￥34,000（税別）

リーディングライト

・本体：アルミニウム
・仕上
　B：ブラック塗装
　K：クロムメッキ
・重量：160g

クッラブ：B ムロク：K
Φ30
Φ50

90°

≒103

350°
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TX0252B20-30 [ ブラック ]

￥22,000（税別）
180lm　AC2.2W 

TX0252K20-30 [ クロム ]

￥22,000（税別）
195lm　AC2.2W

トリムレス ダウンライト

82×82
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JX0831T20-30
( 灯具+取付金具 ) 

￥32,000（税別）
815lm　AC9.8W 

〈取付金具〉
・材質：鋼板
・取付有効厚：9.5～15mm
・仕上：ホワイト塗装
・重量：205g

〈灯具〉
・材質：アルミニウム
・仕上：黒色アルマイト加工
・重量：180g
・グレアカット30°
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取付金具

80

60 80

140

PX SERIES   Pole Light

GX SERIES   Bollard Light

ポール

MP-8935

・本体：ステンレス
・直径：89.1mm
・ポール長：3500mm
・仕上：ダークグレー塗装

￥170,000（税別）
ф89.1
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電源ユニット

・電源電圧：AC100-240V
・二次電流：1050mA
・接続台数：1台
・重量：560g

MDW-1050-12[20]
￥12,000（税別）

（MXTD-2610R30  + MDW-1050-12[20]）
PX3101DR30

（灯具+電源ユニット）組合せ品番一覧

￥230,000（税別）

ポールライト 全配光

・本体：ステンレス
・仕上：ダークグレー塗装
・重量：9.4kg
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（灯具）MXTD-2610R30

￥218,000（税別）
3000lm　AC31.5W 

ローボラードライト

・本体：アルミニウム
・仕上：ダークグレー塗装
・重量：1.7Kg

ф110 67

ф110
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埋込用ボックス

・本体：ステンレス製
・重量：0.9Kg

M-1400

□110
85

85
89.1
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￥18,000（税別）

GXBZSS30BWA

￥68,000（税別）
35lm　AC3.8W 



DX20 SERIES   Down Light DX50 SERIES   Down Light

・MD－3100　電源ユニット ￥6,440（税別）
・MD－1210　位相調光電源ユニット（1～100％） ￥11,300（税別）
・MD－1215　PWM調光電源ユニット（5～100％） ￥11,300（税別）
・MH－0110　延長ハーネス（1M）￥810（税別）
・MH－0120　延長ハーネス（2M）￥1,040（税別）
・MH－0130　延長ハーネス（3M）￥1,380（税別）
・MH－0220　2灯用ハーネス（器具間1M）￥1,730（税別）
・MH－0320　3灯用ハーネス（器具間1M）￥2,530（税別）
・TRD－303LHA　位相調光器（MD-1210専用）￥16,800（税別）
・DEP1015A　PWM調光器[三路スイッチ]（MD-1215専用）￥34,000（税別）
・DEP2015A　PWM調光器[両切スイッチ]（MD-1215専用）￥34,000（税別）

・MDW－3112　電源ユニット ￥8,970（税別）
・MH－W0110　軒下用延長ハーネス（1M）￥1,380（税別）
・MH－W0120　軒下用延長ハーネス（2M）￥1,730（税別）
・MH－W0130　軒下用延長ハーネス（3M）￥2,070（税別）

・MD－3000　電源ユニット　￥6,440（税別）
・MH－0110　延長ハーネス（1M）￥810(税別）
・MH－0120　延長ハーネス（2M）￥1,040（税別）
・MH－0130　延長ハーネス（3M）￥1,380(税別）

 ・ MDW－3119　電源ユニット　￥11,300（税別）
・MH－W0110　軒下用延長ハーネス（1M）￥1,380（税別）
・MH－W0120　軒下用延長ハーネス（2M）￥1,730（税別）
・MH－W0130　軒下用延長ハーネス（3M）￥2,070（税別）
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コンフォート ダウンライト

・取付有効厚：4～25mm
・トリム：アルミニウム
・仕上：塗装仕上げ
・重量：84g
・グレアカット：30°

W：ホワイト B：ブラック

DX233□12L 

￥13,800（税別）
195lm　AC2.2W 

DX233□20L 

￥13,800（税別）
195lm　AC2.2W

DX233□12D 

￥13,800（税別）
185lm　AC2.2W

DX233□20D 

￥13,800（税別）
175lm　AC2.2W

□：Wホワイト、Bブラック

ベース ダウンライト

・取付有効厚：4～25mm
・トリム：アルミニウム
・仕上：塗装仕上げ
・重量：70g

W：ホワイト B：ブラック

DX203□12L 

￥12,700（税別）
215lm　AC2.2W 

DX203□20L 

￥12,700（税別）
215lm　AC2.2W

DX203□12D 

￥12,700（税別）
205lm　AC2.2W

DX203□20D 

￥12,700（税別）
195lm　AC2.2W
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□：Wホワイト、Bブラック

ユニバーサル ダウンライト

・取付有効厚：4～20mm
・トリム：アルミニウム
・仕上：塗装仕上げ
・重量：96g
・グレアカット：30°

W：ホワイト B：ブラック

DX223□12L 

￥17,300（税別）
190lm　AC2.2W 

DX223□20L 

￥17,300（税別）
190lm　AC2.2W

DX223□12D 

￥17,300（税別）
180lm　AC2.2W

DX223□20D 

￥17,300（税別）
185lm　AC2.2W

ф59
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30°10°

□：Wホワイト、Bブラック

コンフォート ダウンライト

・取付有効厚：4～25mm
・トリム：アルミニウム
・仕上：塗装仕上げ
・重量：105g
・グレアカット：30°

W：ホワイト B：ブラック

DX533□20L 

￥17,300（税別）
325lm　AC6.0W 

DX533□30L 

￥17,300（税別）
280lm　AC6.0W

DX533□20D 

￥17,300（税別）
315lm　AC6.0W

DX533□30D 

￥17,300（税別）
270lm　AC6.0W

ф40
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□：Wホワイト、Bブラック

ユニバーサル ダウンライト

・取付有効厚：4～15mm
・トリム：アルミニウム
・仕上：塗装仕上げ
・重量：123g
・グレアカット：30°

W：ホワイト B：ブラック

DX523□20L 

￥20,700（税別）
325lm　AC6.0W 

DX523□30L 

￥20,700（税別）
265lm　AC6.0W

DX523□20D 

￥20,700（税別）
320lm　AC6.0W

DX523□30D 

￥20,700（税別）
260lm　AC6.0W

ф59
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30°10°

□：Wホワイト、Bブラック

軒下用 ダウンライト

・取付有効厚：4～25mm
・トリム：アルミニウム
・仕上：塗装仕上げ
・重量：112g
・グレアカット：30°

W：ホワイト B：ブラック

DX563□20L 

￥22,000（税別）
310lm　AC6.9W 

DX563□30L 

￥22,000（税別）
260lm　AC6.9W

DX563□20D 

￥22,000（税別）
325lm　AC6.9W

DX563□30D 

￥22,000（税別）
270lm　AC6.9W
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□：Wホワイト、Bブラック

軒下用 ダウンライト

・取付有効厚：4～25mm
・トリム：アルミニウム
・仕上：塗装仕上げ
・重量：92g
・グレアカット：30°

W：ホワイト B：ブラック

DX263□12L 

￥18,400（税別）
175lm　AC3.1W 

DX263□20L 

￥18,400（税別）
180lm　AC3.1W

DX263□12D 

￥18,400（税別）
170lm　AC3.1W

DX263□20D 

￥18,400（税別）
160lm　AC3.1W
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□：Wホワイト、Bブラック

軒下用電源ユニット 軒下用電源ユニット



DX80 SERIES   Down Light

スポットライト

・本体：アルミニウム
・仕上：黒色アルマイト加工
・重量：191g

Φ35

180°

180°

50
60

51

≒119

※遮光フードを取り外してのご使用も可能です。

SX0251B12-30OP 

￥23,800（税別）
165lm　AC3.1W 

SX0251B20-30OP 

￥23,800（税別）
160lm　AC3.1W

スポットライト

・本体：アルミニウム
・仕上：黒色アルマイト加工
・重量：280g

※遮光フードを取り外してのご使用も可能です。

SX0551B20-30OP 

￥25,800（税別）
270lm　AC6.9W 

SX0551B30-30OP 

￥25,800（税別）
200lm　AC6.9W

Φ35

180°

180°

50
60

51
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スパイクスポットライト

・本体：アルミニウム
・仕上：黒色アルマイト加工
・重量：370g

※遮光フードを取り外してのご使用も可能です。

SX0281B12-30OP 

￥29,800（税別）
150lm　AC3.1W 

SX0281B20-30OP 

￥29,800（税別）
160lm　AC3.1W

180°
180°

10015
0
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スパイクスポットライト

・本体：アルミニウム
・仕上：黒色アルマイト加工
・重量：455g

※遮光フードを取り外してのご使用も可能です。

SX0581B20-30OP 

￥31,800（税別）
270lm　AC6.9W 

SX0581B30-30OP 

￥31,800（税別）
200lm　AC6.9W

180° 180°

10015
0
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SX SERIES   Outdoor Spot Light

・MDW－3112　電源ユニット　￥8,970（税別） ・MDW－3119　電源ユニット　￥11,300（税別）・MD－3120　電源ユニット ￥7,820（税別）
・MD－1313　位相調光電源ユニット（1～100％）￥11,300（税別）
・MD－1314　PWM調光電源ユニット（5～100％）￥11,300（税別）
・MH－0110　延長ハーネス（1M）￥810（税別）
・MH－0120　延長ハーネス（2M）￥1,040（税別）
・MH－0130　延長ハーネス（3M）￥1,380（税別）
・TRD－303LHA　位相調光器（MD-1313専用）￥16,800（税別）
・DEP1015A　PWM調光器[三路スイッチ]（MD-1314専用）￥34,000（税別）
・DEP2015A　PWM調光器[両切スイッチ]（MD-1314専用）￥34,000（税別）

コンフォート ダウンライト

・取付有効厚：4～25mm
・トリム：アルミニウム
・仕上：塗装仕上げ
・重量：195g
・グレアカット：30°

W：ホワイト B：ブラック

DX830□20L 

￥19,600（税別）
775lm　AC9.8W 

DX830□40L 

￥19,600（税別）
640lm　AC9.8W

DX830□20D 

￥19,600（税別）
700lm　AC9.8W

DX830□40D 

￥19,600（税別）
620lm　AC9.8W

□：Wホワイト、Bブラック

ф52
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ユニバーサル ダウンライト

・取付有効厚：4～15mm
・トリム：アルミニウム
・仕上：塗装仕上げ
・重量：195g
・グレアカット：30°

W：ホワイト B：ブラック

DX820□20L 

￥25,300（税別）
800lm　AC9.8W 

DX820□40L 

￥25,300（税別）
660lm　AC9.8W

DX820□20D 

￥25,300（税別）
730lm　AC9.8W

DX820□40D 

￥25,300（税別）
630lm　AC9.8W

□：Wホワイト、Bブラック

Φ67
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30°10°

軒下用 ダウンライト

・取付有効厚：4～25mm
・トリム：アルミニウム
・仕上：塗装仕上げ
・重量：203g
・グレアカット：30°

W：ホワイト B：ブラック

DX860□20L 

￥25,300（税別）
625lm　AC9.8W 

DX860□40L 

￥25,300（税別）
505lm　AC9.8W

DX860□20D 

￥25,300（税別）
570lm　AC9.8W

DX860□40D 

￥25,300（税別）
480lm　AC9.8W

□：Wホワイト、Bブラック

ф52
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 ・ MDW－3120　電源ユニット　￥11,300（税別）
・MH－W0110　軒下用延長ハーネス（1M）￥1,380（税別）
・MH－W0120　軒下用延長ハーネス（2M）￥1,730（税別）
・MH－W0130　軒下用延長ハーネス（3M）￥2,070（税別）

軒下用電源ユニット



2020年10月現在

MDW-3112

●適合機種：DX263、SX0251、SX0281
●1つの電源ユニットで灯具が1台まで取付可能です。
●DX20シリーズで電源-灯具間を長くする場合は延長ハーネス(別売）
　をご使用ください。

電源ユニット

●電源電圧：AC100-240V
●接続台数：1台
●寸法：W135×D36×H30mm
●重量：150g

￥8,970（税別）

●適合機種：DX203、DX223、DX233、TX0252
●1つの電源ユニットで灯具が3台まで取付可能です。
●コネクターを合わせ、直列に接続してください。
●灯具間隔を長くする場合は延長ハーネス(別売）をご使用ください。

電源ユニット
MD-3100

●電源電圧：AC100-200V
●接続台数：1～3台（直列）
●寸法：W202×D25×H29mm
●重量：115g

￥6,440（税別）

●適合機種：DX203、DX223、DX233、TX0252
●1つの電源ユニットで灯具が3台まで取付可能です。
●灯具間隔を長くする場合は延長ハーネス(別売）をご使用ください。

調光電源ユニット

●電源電圧：AC100V
●接続台数：1～3台
●寸法：W220×D40×H37mm
●重量：250g

MD-1215
￥11,300（税別）

MD-1210

●適合機種：DX203、DX223、DX233、TX0252
●1つの電源ユニットで灯具が3台まで取付可能です。
●灯具間隔を長くする場合は延長ハーネス(別売）をご使用ください。

調光電源ユニット

●電源電圧：AC100V
●接続台数：1～3台
●寸法：W220×D40×H37mm
●重量：250g

￥11,300（税別）

MDW-3119

●適合機種：DX563、SX0551、SX0581
●1つの電源ユニットで灯具が1台まで取付可能です。
●DX50シリーズで電源-灯具間を長くする場合は延長ハーネス(別売）
　をご使用ください。

電源ユニット

●電源電圧：AC100-240V
●接続台数：1台
●寸法：W160×D38×H40mm
●重量：215g

￥11,300（税別）

●適合機種：DX523、DX533
●1つの電源ユニットで灯具が1台まで取付可能です。
●コネクターを合わせ、直列に接続してください。
●電源-灯具間を長くする場合は延長ハーネス(別売）をご使用ください。

電源ユニット
MD-3000

●電源電圧：AC100-200V
●接続台数：1台
●寸法：W202×D25×H29mm
●重量：115g

￥6,440（税別）

MDW-3120

●適合機種：DX860
●1つの電源ユニットで灯具が1台まで取付可能です。
●電源-灯具間を長くする場合は延長ハーネス(別売）をご使用ください。

電源ユニット

●電源電圧：AC100-277V
●接続台数：1台
●寸法：W155×D38×H29mm
●重量：153g

￥11,300（税別）

●適合機種：DX820、DX830、JX0831
●1つの電源ユニットで灯具が1台まで取付可能です。
●電源-灯具間を長くする場合は延長ハーネス(別売）をご使用ください。

調光電源ユニット

●電源電圧：AC100V
●接続台数：1台
●寸法：W220×D40×H37mm
●重量：250g

MD-1314
￥11,300（税別）

●適合機種：DX820、DX830、JX0831
●1つの電源ユニットで灯具が1台まで取付可能です。
●コネクターを合わせ、直列に接続してください。
●電源-灯具間を長くする場合は延長ハーネス(別売）をご使用ください。

電源ユニット
MD-3120

●電源電圧：AC100-277V
●接続台数：1台
●寸法：W155×D38×H29mm
●重量：160g

￥7,820（税別）

延長ハーネス

分岐用ハーネス

軒下用 延長ハーネス

￥810（税別）
￥1,040（税別）
￥1,380（税別）

●適合機種：DX203、DX223、DX233
　　　　　  DX523、DX533、DX820、DX830
　　　　　  JX0831、TX0252

MH-0110  [1M]
MH-0120  [2M]
MH-0130  [3M]

￥1,380（税別）
￥1,730（税別）
￥2,070（税別）

●適合機種：DX263、DX563、DX860

MH-W0110  [1M]
MH-W0120  [2M]
MH-W0130  [3M]

●適合機種：DX203、DX223、DX233、TX0252
●器具間隔：1ｍ

MH-0220  [2 分岐 ]
MH-0320  [3 分岐 ]

￥1,730（税別）
￥2,530（税別）

MD-1313

●適合機種：DX820、DX830、JX0831
●1つの電源ユニットで灯具が1台まで取付可能です。
●電源-灯具間を長くする場合は延長ハーネス(別売）をご使用ください。

調光電源ユニット

●電源電圧：AC100V
●接続台数：1台
●寸法：W220×D40×H37mm
●重量：250g

￥11,300（税別）

調光器

●調光方式：位相制御
●電源電圧：AC100V
●最大電源接続数：24台まで
●調光範囲：1～100％
●適合電源：MD-1210、MD-1313

TRD-303LHA
￥16,800（税別）

●調光方式：PWM調光
●電源電圧：AC100-200V
●最大電源接続数：48台まで
●調光範囲：5～100％
●適合電源：MD-1215、MD-1314

DEP1015A [ 三路スイッチ ]
DEP2015A [ 両切スイッチ ]
￥34,000（税別）

搭載しているLEDの出力の大きさをクラス分けにて表記しています。
2Class : LED2W   5Class : LED5W   8Class : LED8W
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