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現在の
年間支払い

電気代金
�,���,���円

支払い電気代
�,���,���円

支払い電気代
�,���,���円

レンタル代
�,���,���円

電気代削減金額
�,���,���円

元の照明電気代 円／年

円／年

7,145,985

�,���,���円
年間の削減金額

LED照明電気代 1,856,100

導入初年度から 5,289,885 円のコストダウン

LED照明導入による削減コスト試算例（事務所の場合）
蛍光灯�,��� 本 / ダウンライト�,��� 本　電気代 ��円/kwh　���日（１日あたり�� 時間）点灯の場合

「ZEROコストレンタル」を使えば、
　初期費用ゼロでもこれだけ削減！

���� 年 �� 月作成



Lighting especially for Learnig

自然光の効果を取り入れることが、人の生体メカニズムにとって大切であることが研究で分かってき
ています。これまでの照明は、エネルギー効率を中心に考えられ開発・製造されてきましたが、現在では、
照明は視覚的なことだけでなく、生物学的・心理的な影響を及ぼすことが明らかになっています。

「HUMAN CENTRIC LIGHTING（ヒューマン・セントリック・ライティング）」は、人を中心に考えた照明の
ことです。明るさや色などの調整によって照明下で過ごす人の集中力を高めたり、生活リズムを改善し
たりすることを目指しています。

学校照明も同様に、生徒や教師の集中力を高めて健康を促進する、安全性と効率性を向上する、といった「人
に寄り添う光」を実現することが急務と言えます。



水銀を使った製品の製造・輸出入に規制が入ります。
「水銀に関する水俣条約」により、一般照明用の高圧水銀灯は 2021 年から製造、輸出入が
禁止になります。大手製造メーカーも蛍光灯照明器具の生産終了を次々に告知しており、
LED照明器具の需要が急激に高まっております。

学校環境衛生基準にあった、最新の照明器具を。
文部科学省の｢学校環境衛生の基準｣では、教室及び黒板の照度
は 500lx 以上であることが望ましいとされています。古くなっ
た照明を最新器具に取り換えることで、学校衛生基準を満たし
ながら、安全対策・省エネも同時に実現できます。

エネルギー消費量の高い照明には早急な省エネ対策が必要。
神奈川県のとある市立学校（普通教室 冷房なし）では全エネルギー使用量のうち、照明が
84%も占めており、省エネ対策を行うことにより、大幅な電気料金削減が可能です。

※東京電力（株）調べ

※文部科学省「学校環境衛生基準」より

不快な眩しさを抑えた眼に優しい光

CISPR（シスプル・国際無線障害特別委員会）は、無線障害の原因と
なる各種機器からの不要電波（妨害波）に関し、その許容値と測定法
を国際的に合意することによって、国際貿易を促進することを目的
として1934年に設立された IEC（国際電気標準会議）の特別委員会
です。LED 照明から発生するノイズが、パソコンなどの精密機械へ
影響を及ぼすことが懸念されていますが、プライム・スター直管型
LED「Reach」は、CISPR11・15・32基準値を満たしていますので、
パソコン室や、理科室など精密機械がある教室でも安心してご利用
いただけます。

EMC国際規格 CISPR��・��・�� 適合LED

CISPR32　「マルチメディア機器（MME）からのエミッションの許容値及び測定方法」

蛍光灯は、東日本では 1 秒に 100 回、西日本では 1 秒に 120 回点
滅をしており、これをフリッカー現象といいます。通常は人間の目
には見えませんが、このちらつきが「目が疲れる」「気分が悪い」といっ
た体調不良を引き起こすこともあります。プライム・スター直管型
LED「Reach」は、このフリッカー現象にも注目。フリッカーを極
力軽減することに成功しました。

フリッカー現象なし フリッカー現象

数字で見る LED 化が必要な理由 プライム・スターだから提案できる学校照明の特長

2021 健康被害を
予防する

ブルーライト
カット

その１

精密機械に
影響を及ぼさない

ノイズ軽減

その２

眼の
チカチカを防ぐ

フリッカー
レス

その３

電圧 (V)

時間 (T)

電圧 (V)

時間 (T)





CISPR（シスプル・国際無線障害特別委員会）は、無線障害の原因となる各種機器からの不要電波（妨害波）に関し、その許容
値と測定法を国際的に合意することによって、国際貿易を促進することを目的として���� 年に設立された IEC（国際電気標準
会議）の特別委員会です。LED照明から発生するノイズが、パソコンなどの精密機械へ影響を及ぼすことが懸念されていますが、
Reach（リーチ）シリーズは、CISPR��・��・�� 基準値を満たしていますので、パソコン室や、理科室など精密機械がある教室
でも安心してご利用いただけます。

EMC 国際規格 CISPR��・��・�� 適合 LED

リニューアルにはライトバー一体型に加え、既存の灯具を廃棄することなく使用できる G�� 口金もご用意！

■ベースライト型 LED 照明
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LRS�-�-��
Reach-BL-���-W��CT

LRS�-�-��　
Reach-BL-���-W��CT

LSS�-�-��
Reach-BL-���-W���T

LRS�-�-��　
Reach-BL-���-W��CT

( 公共施設照明器具一覧 )

LSS�-�-��
Reach-BL-���-W���T

LRS��-�-��
Reach-BL-���-W���T

LRS��-�-��
Reach-BL-���-W���T

LSS�-�-��
Reach-BL-���-W���T

Human Centric Lighting
Reach（リーチ）は、サーカディアンリズム（体内時計）を狂わせ
るブルーライトをカットする機能付き。長時間を学校で過ごす生
徒や教師たちにとって、勉強に集中し、その効率性を向上させる
光を実現しました。教室・パソコン室向け LED 照明

プライム・スターの「Reach」LED ダウンライトは通常のアルミ反射板ではなく、超微細発砲光反射板の MCPET を採用。
生体リズムへの影響や眩しさの原因といわれているブルーライトを約 ��%提言し、目に入る刺激を抑えます。

カフェテリア・共用部
LEDダウンライト

掲載内容・仕様・定格等は予告なく変更することがあります。また測定方法により変動しますので予めご了承ください。
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※調光可能型用ライトコントローラーは調光特性の相性をご確認の上選定してください。 

型番

Reach-D-���-�A
Reach-D-���-�A D 

調光可(PWM方式)
Reach-D-���-�A
Reach-D-���-�A D

調光可(PWM方式)

Reach-D-���-�A
Reach-D-���-�A D

調光可(PWM方式)

Reach-D-���-�A
Reach-D-���-�A D

調光可(PWM方式)
公共施設照明器具

(LRS�-�� ����Kのみ)
公共施設照明器具

(LRS�-�� ����Kのみ)

Reach-D-���-��A
Reach-D-���-��A D

調光可(PWM方式)
公共施設照明器具

(LRS�-�� ����Kのみ)

Reach-D-���-��A
Reach-D-���-��A D

調光可(PWM方式)

埋込穴 Φ��� Φ��� Φ��� Φ��� Φ��� Φ���

定格光束 ��� / ��� lm ��� / ��� lm ��� / ��� lm ��� / ���� lm ���� / ���� lm ���� / ���� lm

消費電力 �W �W �W �W ��W ��W

エネルギー
消費効率 �� / ��� lm/W ��� / ��� lm/W ��� / ��� lm/W ��� / ��� lm/W ��� / ��� lm/W ��� / ��� lm/W

色温度 ����K / ����K ����K / ����K ����K / ����K ����K / ����K ����K / ����K ����K / ����K

配光角 ��° ��° ��° ��° ��° ��°

質量 �.�kg �.�kg �.�kg �.�kg �.�kg �.�kg

Reach-D-���-��S
調光(PWM方式)・

非調光兼用型

Φ���

���� lm

��W

��� lm/W

����K

��°

�.��kg

共通仕様

製品仕様

電圧：AC��～���V (Φ���のみAC���~���V)　・設計寿命：�����時間 　・演色性：Ra�� (Φ���のみRa��) 　・材質：照明カバー/PMMA、本体/SPC、枠・反射板/A�P ・保証期間：�年

寸法図 外形寸法(mm)

Reach-D-100-6A
Reach-D-100-6A D

Reach-D-125-6A
Reach-D-125-6A D

Reach-D-175-12A 
Reach-D-175-12A D

Reach-D-200-33SReach-D-150-6A / Reach-D-150-6A D
Reach-D-150-8A / Reach-D-150-8A D
Reach-D-150-12A / Reach-D-150-12A D

消費電力

型番 Reach-AP-�A

�W

定格光束 ��� lm

発光効率 ��� lm/W

色温度 ����K

質量 ���g

口金

Reach-�R

�W

���� lm

��� lm/W

����K

���g

�W

���� lm

��� lm/W

����K

���g

G��

Reach-��

��W

���� lm

��� lm/W

����K

���g

Reach-��AR

��.�W

���� lm

��� lm/W

����K

���g

Reach-��

��W

���� lm

��� lm/W

����K

���g

G�� / R��D

配光角 ���°

G��

���°

G��

���°

G��

���° ���° ���°

保証期間 � 年

共通仕様項目 電圧 : AC�� ～ ���V  演色性 : Ra��  設計寿命 : ����� 時間以上

� 年 � 年 � 年 � 年 � 年

G��

Reach-�-P

■直管型 LED 照明 



PR-GALAXY-TENNIS-220PR-GALAXY-TENNIS-400

特 長

グランド・アリーナLEDランプ
PR-GALAXY-���A (電源内蔵型) PR-GALAXY-���A (電源外付型)

PR-GALAXY-���A (電源外付型)

必要な照度を確保。長時間寿命で取換作業を軽減。
グランド専用 LED投光器「GALAXY」シリーズは、消費電力を大幅に減らし、長寿命 � 万時間を実現、維持
管理費の手間も低減できる省エネ LED照明です。従量制消費電力が下がることはもちろん、基本料金削減
にも寄与します。様々な広さ・距離や空間演出に応じてご使用いただける � 種類をラインナップ。

PR-GALAXY-240A

種類

灯具内蔵型LED投光器

サイズ

468×443×191mm

重量

15kg

型番号

型番号

PR-GALAXY-240A

型番号

PR-GALAXY-240A

使用温度

 50000 時間

-40℃～ 45℃

全光束

20000lm

PR-GALAXY-280A

相当器具照明

水銀灯 700W

441ｘ299.6ｘ69ｍｍ水銀灯 1000W 4.85kg(本体のみ)

PR-GALAXY-280A

PR-GALAXY-280A  50000 時間

保護等級 寿命

IP67

IP66

ビーム角度

6.9 °

30° (オプション12°/15°/60°/80°)33500 / 37500lm

色温度

2700K

入力電圧

3000K / 5000K

AC90 ～ 305V

AC100～ 240V

PR-GALAXY-560A 灯具内蔵型LED投光器(電源外付型) 476×455×273mm水銀灯 2000W 12.4kg(本体のみ)

PR-GALAXY-560A

PR-GALAXY-560A  50000 時間IP66

発光効率

83lm/W

-40℃～ 40℃（屋外使用の場合）

-40℃～ 40℃（屋外使用の場合）

120 / 134lm/W

134lm/W

75000lm AC100～ 240V

消費電力

240W

280W

560W

※他の色温度についてはお問い合わせ

5000K

軽量タイプLED投光器(電源外付型)

30° (オプション12°/15°/60°/80°)



下面開放タイプ

横付けタイプ 球型タイプ 持ち上げタイプ 逆円錐タイプ

吊り下げタイプ 下面開放タイプ 水平点灯タイプ

※1小型器具や、セードやダウンライト、投光器では使用できません。
※2ランプが雨風にさらされないように、十分深さがある器具でご利用ください。
※3LEDランプの放熱を確保するため、体積に余裕ができるランプを選定してください。
※4器具の仕様によってはご使用になれない場合があります。 

小型器具 ランプ露出型器具 ダウンライト
セード型器具

投光器

LINDA-AIRシリーズ使用不可器具

必ず取扱説明書をご確認のうえ選定してください。
照明器具との適合可否についてはお問い合わせください。。

LINDA-AIRシリーズの推奨器具

LINDA-AIR-MESH-30

設計寿命

LINDA-AIR-MESH-35 LINDA-AIR-MESH-40AS LINDA-AIR-MESH-100LINDA-AIR-MESH-80AS

※フリッカーフリー対応機種 :  LINDA-AIR-MESH-40AS, LINDA-AIR-MESH-80AS

水銀灯 100W

E26

AC100 ～ 230V

4100 lm

30W

136 lm/W

5700K

Ra83

330°

130g

水銀灯 100W

E39

AC200V 専用

4550 lm

35W

130 lm/W

5700K

Ra83

330°

143g

水銀灯 200W

E39

AC100 ～ 277V

6140 lm

40W

154 lm/W

5700K

Ra83

330°

410g

水銀灯 400W

E39

AC100 ～ 277V

11560 / 11000 lm

80W

145 / 138 lm/W

5700 / 3000 K

Ra83

330°

410g

水銀灯 400 ～ 700W

E39

AC200V 専用

14200 lm

100W

142 lm/W

5700K

Ra83

330°

417g

40000 時間 40000 時間 40000 時間 40000 時間 40000 時間

LINDA-AIR-MESHの特長

LINDA-AIR-MESH-40AS
※該当製品☟

LINDA-AIR-MESH-80AS

+
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