
水銀灯の代替LED照明

高天井照明のマーケットは膨大

E39口金オートリフタータイプ・器具一体型
電源別置型・マイナス60度対応モデル・工事不要タイプ

塩害対策モデル・IP67・天井反射傘付タイプ
球交換のみ（バイパス）タイプ・Gショックモデル



プライム・スター株式会社

高天井用LED照明のご案内
（高さ別・用途別）



HID（水銀灯など）ランプ器具の既設設置数量残高の予測

HIDランプ球の寿命が短くても２年ぐらいとした場合のHIDランプ器具の設置規模は2000万台は既
設として、設置されていると考えられます。

球切れしたHIDランプをよく見かける事も加味すると、2300万台位までは上振れで残っている可能
性は高いと予測できます。

日本照明工業会の自主統計による2015年11月期の照明器具の出荷状況によると、高圧放電灯器具
（HIDランプ）の出荷数量は22000台、5億3400万円でした。既存の水銀灯など高圧放電灯器具の
平均単価は、24272円になります。LED照明の販売単価はその数倍を予想されます。

そのことから、潜在的な市場規模を予測すると以下になります。（LED照明価格を3倍とした場合）

水銀灯・HIDランプの製造と販売が禁止される2020年に向かって市場が動きやすくなるのは疑う余
地はありません。また、新設の高天井LED照明も普及し始めている事を考慮してすると工場などの
LED照明マーケットは有望な市場であると判断できます。

HIDランプ器具既設設置数量残高の予測値と潜在市場規模
台数 2000万台～2300万台規模

既存水銀灯潜在市場規模 4,854億円～5,687億円
高天井用
LED照明市場規模 14,562億円～17,061億円

工場・倉庫など高天井用LED照明市場規模（金額）



工場・倉庫
配送センター

丸ごと
交換可能



工事の方法・用途によって選ぶ高さによって選ぶ

工事不要・オートリフター・灯具そのまま・塩害対策
2次電源距離390M・IP67・振動テスト3G・5G合格品

工事不要 工事必要
オート
リフター

E39
IP65

工事必要
器具交換不要
球交換のみ

工事必要
軽量タイプ
電源距離
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IP65

工事必要
IP67
塩害対策
振動耐久試
験3G合格
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電源一体型または
電源別置型タイプ

E39口金タイプ
（超軽量945g）

道路等・街路灯 野球場・サッカー場
アリーナ・港ヤード灯

密閉空間専用
水冷ヒートパイプ使用

商品名
型番号

商品写真

PR-DOMEシリーズ PR-DOME-SKYシリーズ PR-DOME-STシリーズ

消費電力 50W・80W
110W・300W

50W・80W
110W

50Ｗ・80Ｗ
110Ｗ

170W・240W
280W・560W

40W・60W
80W

全光束 6700lm・10720lm
14740㏐・20100㏐

6400㏐・10240㏐
14080lm

6700lm・10720㏐
14470㏐

20400㏐・18000㏐
32000㏐・60000㏐

3800lm・5580㏐
10000㏐

OEM生産 OK OK OK OK OK

製品特徴 ☆電源一体型、または電源別
置型タイプ
☆電源はシャープ新潟電子工
業社製・LEDパッケージはシ
チズン電子社製☆IP67防塵防
水性
☆CISPR11.15.22適合のノイ
ズレス☆COBワンコアLEDレ
ンズ採用で水銀灯と同等の使
用感で眩しくないLED照明
☆塩害対策済み
☆オプションで調光可能

☆E39口金タイプ
☆電源はシャープ新潟電子工業
社製・LEDはシチズン電子社製
☆灯具がそのままル利用可能で、
オートリフターでの使用に最適
☆超軽量945g（電源別）
古い天井の荷重に耐えることが
可能
☆2次側の電源とLED照明の距
離を最大390M離すことが可能
☆オプションで調光可能

☆本体はアルミダイカスト
製でIP67の防塵防水性能、
さらに器具表面に特殊な加
工を施し、防錆・防腐性能
を高めました
☆塩害対策済み
☆電源はシャープ新潟電子
工業社製・LEDはシチズン
電子社製
☆COBレンズで眩しさ軽減
☆車の運転手に対するグレ
アを防止

☆過酷な環境での使用に
耐えるGショック機能
☆超軽量2.7㎏（280W）
で古い天井の荷重に耐え
ることが可能
☆オプションで、電球色
と白色LEDを千鳥で配置
可能（ナトリュウム灯の
演色性を再現）
☆オプションで調光可能

☆今までなかった！密閉空間
専用のLED照明の誕生です。
☆E26またはE39口金の水銀
灯の代わりに利用できます。
☆電源内蔵で既存の灯具をそ
のまま利用可能で工事も簡単
（バイパスのみ）
☆超軽量で約400g（横差し
可能）☆水冷ヒートパイプ採
用＋強制空冷ファンをダブル
で採用。放熱革命。
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倉庫・工場・配送センター・野球場・アリーナ・テニスコート・ゴルフ場・港ヤード灯など

PR-GALAXYシリーズ PR-LINDA－AIRシリーズ

www.primestar.co.jp

http://www.primestar.co.jp/product/cat02/2976.html


DOMEシリーズ・7種類

CITIZEN電子製COBレンズ採用で眩しくない
ノイズレスCISPR11・15・22適合

塩害対策済み・オートリフター・E39金口



CITIZEN COBレンズ採用で眩しくない「DOMEドーム」シリーズは全7種類

PR-DOME-POT-
110S

PR-DOME-SKY-
110S

PR-DOME-
110S

PR-DOME-EPS-
110S

PR-DOME-ST
EPS-110

電源別置型＋軽量型＋
IP65

E39口金・電源別置・
オートリフター型

電源・器具一体型＋
IP67＋耐塩使用

電源別置型＋IP67＋
耐塩仕様

電源別置型＋IP67
＋耐塩仕様



CITIZEN COBレンズ採用で眩しくない「DOMEドーム」シリーズは全7種類

PR-DOME-300-C PR-DOME-SKL-150 PR-DOME-THL-150
電源別置型＋大容量＋
＋眩しくない＋IP67

電源一体型・天井明る
く照らすスカート付き

電源一体型・360度
壁も明るい提灯型



E39口金・オートリフター器具にそのまま交換可能



スーパーマーケットなど天井も照らすことが可能



LINDA-AIRシリーズ



LINDA-AIR 使用用途イメージ写真（公園灯・街路灯・街灯・道路灯・サービスステーション）



灯具はそのまま。バイパス工事のみで工事完了
一体型に比べて軽量の為、天井の荷重を気にする必要がない

万が一の不良時は球交換だけで交換作業終了

80W～100W
LED照明

2018年新商品 LINDA-AIR
メッシュタイプ（電源内蔵）

従来の密閉空間専用タイプに加えてオープン空間での使用も可能なタイプ

400W～700W
水銀灯





PR-ZERO-70・工事不要

高さによってレンズを交換可能
同じスペックで必要な照度をコントロール

工事不要・安定期をそのまま利用可能





項目 規格・適合・仕様
形式 PR-ZERO

消費電力 70W
入力電力 AC100V〜240V 50Hz/60Hz
高さ 290mm
直径 190mm
重量 1.6kg以内
素材 PC、MG

照射角度 25℃・40℃・60℃・80℃・120℃
色温度 5000K
演色性 75RA以上

全光束 8,000lm以上（実計測値）
レンズにより変動

動作温度 -25℃～55℃
定格寿命 50,000時間
保証 PSE準拠

5種類のレンズを使用し、ルーメン/ワットの常識を覆すランプ・それがPR-ZERO-70です。
レンズを交換する事で、必要な照度をコントロールすることが可能です。

日亜化学工業製 高輝度チップを採用。LEDチップ 定格寿命50,000時間。

PR-ZERO-70は電源内蔵・工事不要・既存安定器をそのまま使用可能・球交換のみ！



5種類のレンズを使用し、ルーメン/ワットの常識を覆すランプ・それがPR-ZERO-70です。
レンズを交換する事で、必要な照度をコントロールすることが可能です。

5-6m

8m

10m

80度レンズ

60度レンズ

40度レンズ

25度レンズ

250lx以上 250lx以上 250lx以上 250lx以上

実際には照明器具の配置・間隔によって数値は異なります。
正確な図面をいただき計算いたします。

15m

高さによってレンズを交換可能
同じスペックで必要な照度をコントロール



GALAXYシリーズ
1000W～2000W相当LED照明

照射角度6.9度・振動テスト5G合格・軽量・防水
ゴルフ場・ゴルフ練習場・湾岸エリア・ヤード灯

サッカー場・野球場・テニスコートなど
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