
13商品の仕様は、改良などのために通知せずに一部変更する場合がございます。ご了承くださいますようお願い申し上げます。

LED-Spot

（NLE-9505K）（NLE-9505W）

照度表 （LED 24W） 4500K Ra93

距離 （m） 2m 3m

LED 位置後
lx 1970 895

Φ 700 1100

LED 位置中央
lx 800 375

Φ 1400 2200

照度表 （LED 24W） 4000K Ra92

距離 （m） 2m 3m

LED 位置後
lx 1605 765

Φ 1200 1700

LED 位置中央
lx 635 200

Φ 2500 3700

・光　　　源 : LED24W/4500K/Ra93　寿命 25000 時間

・レ　ン　ズ： D89 フレネルレンズ

・寸　　　法 ： W170 L190 H244

・質　　　量： 2.0 ㎏

・仕　上　色：ブラック /アイボリー

・電源コード： 0.85m　平行プラグ

・付　属　品： 取付台（NRS-1507K/W）

　　　　　　　バンドア（NRS-1531K/W）

　　　　　　　シート枠　

　　　　　　　カラーフィルタ（赤・緑・青・ｵﾚﾝｼﾞ・ﾋﾟﾝｸ）

・光　　　源 : LED24W/4000K/Ra92　寿命 25000 時間

・レ　ン　ズ： D89 平凸レンズ

・寸　　　法： W170 L190 H244

・質　　　量： 2.0 ㎏

・仕　上　色：ブラック /アイボリー

・電源コード： 0.85m　平行プラグ

・付　属　品： 取付台（NRS-1507K/W）

　　　　　　　バンドア（NRS-1531K/W）

　　　　　　　シート枠　

　　　　　　　カラーフィルタ（赤・緑・青・ｵﾚﾝｼﾞ・ﾋﾟﾝｸ）

※この器具はシャープなスポット径にはなりません

　調光はできません

■　24W　LED 吊下平凸レンズスポットライト　　　　　　
　　   　　　　　　　　（バンドア付） 
　　NLE-9515K/W （ブラック /アイボリー）
　　　　    ￥ OPEN PRICE

■　24W LED 吊下フレネルレンズスポットライト
　　　　　　　　　　　　　（バンドア付） 
　　NLE-9505K/W （ブラック /アイボリー）
　　　　    ￥ OPEN PRICE

・光　　　源 : LED5 0 W　

              3500K/4000K

             ※注文時、色温度をご指定ください

　　　　　　　Ra85 寿命 50000 時間（メーカースペック）

・レ　ン　ズ： D100 フレネルレンズ

・寸　　　法： W220 L188 H264

・質　　　量： 2.6 ㎏

・仕　上　色： ブラック /アイボリー

・電源コード： ライティングレールプラグ (BLE-FD50K/W)　

　　　　　　　1ｍ平行プラグ (BLE-FF50K/W)

※　カラーフィルタ別売

・光　　　源 : LED5 0 W　

　　　　　　　3500K/4000K

            ※注文時、色温度をご指定ください

　　　　　　　Ra85 寿命 50000 時間（メーカースペック）

・レ　ン　ズ： D100 平凸レンズ

・寸　　　法： W220 L188 H264

・質　　　量： 2.8 ㎏

・仕　上　色： ブラック /アイボリー

・電源コード： ライティングレールプラグ (BLE-TD50K/W)　

　　　　　　　1ｍ平行プラグ (BLE-TF50K/W)

※　カラーフィルタ別売

■  50W LED 吊下フレネルレンズスポットライト
　　BLE-FD50K/W　ライティングレールタイプ　　　
　　BLE-FF50K/W　フランジタイプ　
　　　　　（ブラック /アイボリー）　￥ OPEN PRICE　　　　　　　　　　  

■ 50W LED 吊下平凸レンズスポットライト
　 BLE-TD50K/W　ライティングレールタイプ

　 BLE-TF50K/W　フランジタイプ

　　　（ブラック /アイボリー）　　￥ OPEN PRICE

（BLE-FD50W）

（BLE-FF50W）

この器具はシャープなスポット径にはなりません

（NLE-9748K）

（NLE-9544K)

・光　　　源： LED80W/5000K/Ra91　

　　　　　　 寿命 25000 時間

・仕　上　色： ブラック

・電源コード： 1.8m　平行プラグ付

・付　属　品： シート枠 145mm 角　

　　　　　　　コンバージョンフィルタ

              （NRS-1304） 

　　　　　　　☑ 5000K → 3600K

              ☑ 5000K → 2900K

              140mm 角　各 1枚

※ファンモータにより多少音がします

　調光はできません

■　80W LED スタンド式フラットライト         　　　　　　　　　　

　　NLE-9748K　　 (ファン付 )

　　　　　　　　　　￥158,000（税抜）

LED80W

照度表 （LED 80W） 5000K Ra91

距離 （m） 2m 3m 5m

中心照度 （ lx ） 1680 820 360

照射径   （ φ ） 4000 6000 10000

NLE-9748K・NLE-9544K 共通

・寸　　　法： W345 L250 H257

・質　　　量： 4.1 ㎏

・付  属  品：取付台（NRS-1507K）

・寸　　　法： W345 L250 H1490 ～ 1640

・質　　　量： 7.5 ㎏

・付　属　品： 三脚スタンド（NRS-1504K）

■　80W LED 吊下式フラットライト

　　NLE-9544K　　(ファン付 )

　　　　　　　　　　￥138,000　（税抜）


