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 型番の見方
記　　号 種　　類

F 蛍光灯
L LEDモジュール
I 白熱電球

ランプの種類1

ランプの種類と器具の形状2

記　　号 器具の形
RP 防雨形の場合

MP 防湿形の場合

L ※ルーバ分類をご参照ください。

F ※照明カバー分類をご参照ください。

V、G0 ※ルーバ分類をご参照ください。

器具の形3

例:LRS1-1900LM（907頁）

  L  R S 1  -  19 0 0 L M
ランプの種類1 器具の形3器具の形状2 器具光束

LED器具の例　
LRS1-1900LM（929頁）

誘導灯の例　
SH1-FRF21P-C（934頁）

RS

BF

RF

-

-

-

-

-

1

1

C

F

F P

L

32

21

K1

埋込天井灯（カバーなし）2

ブラケット（カバー・枠付き）2

埋込天井灯（カバー・枠付き）2

32形Hf蛍光灯4

ランプ1本5蛍光灯1

蛍光灯1

LEDモジュール1

電源内蔵形非常用照明器具6

電源内蔵形避難口誘導灯6

1形3

15形3

21形3 パネル形6 C級6

1900 lm

番号の後に下記の記号が入る場合があります。
機種別仕様の番号を表示しています。

グレア分類
各鉛直角における最大輝度

　65° 　75° 　85°
V 200 200 200

G0 3,000 2,000 2,000
G1a 7,200 4,600 4,600
G1b 15,000 7,300 7,300
G2 35,000 17,000 17,000
G3 制限なし

形状記号 性能記号 器具の形状

ルーバ

L3
V 長方形の開口部を連続

的に配置した形状G0

L5 － 複数の遮光板を平行に
組み合わせた形状

   照明
   カバー F1 － 平板形状

ルーバ及びカバー分類

グレア分類（蛍光灯器具のグレア分類と輝度制限値） 単位：〔cd/m2〕

ランプの種類 器具の種類

種類 記号 器具の形状 記号

蛍光ランプ F

埋込天井灯（カバーなし）
埋込天井灯（カバー・枠付き）
埋込天井灯（ルーバ付き）
直付天井灯（ルーバ付き）
直付天井灯（カバーなし）
直付天井灯（反射がさ付き）
直付天井灯（カバー・枠付き）
ブラケット（カバーなし）
ブラケット（カバー・枠付き）
ブラケット（カバー付き・枠なし）
標識又は表示灯
屋外灯（柱頭形・防雨形）
屋外灯（アーム付き・防雨形）
投光器
ガーデンライト

RS
RF
RL
SL
SS
SR
SF
BS
BF
BC
PL
ST
SA
PJ
PT

LEDモジュール L

白熱電球 I

※形状記号L1（正方形格子ルーバタイプ）、F2（ペン皿乳白パネル）は、2010年版から廃止となりました。

（1）器具の形は、機種別仕様の番号（1～n）によるほか、次による。
    （a）防雨形の場合はRPを追記する。
（2）光束区分がある場合は、その代表値を示す。

注

避難口誘導灯と通路誘導灯のランプの種類は、当面はF（蛍光ランプ）の種類
にLEDモジュールも含むものとする。

備考

（1）器具の形は、機種別仕様の番号（1～n）によるほか、次による。
     （a）防雨形の場合はRP、防湿形の場合はMPを追記する。
（2）ランプの本数を番号（1～n）で表す。

注

非常用照明器具及び誘導灯は、本記号例の前に925頁 6  の記号を付ける。備考

924

ランプの大きさと種類 数値はランプのワット数を表します。4

記　　号 種　　類
16・32・86 Hf 蛍光灯（直管形）

蛍光灯の種類

記　　号 種　　類
数値のみ ミニ電球

JE ミニハロゲン電球

白熱電球の種類

※LED器具はランプの大きさと種類の代わりに光束が入ります。

非常用照明器具の例　
K1-FBF15-321（926頁）

公
共
施
設
用
照
明
器
具

型番について
公共施設用
照明器具



公共施設用照明器具 型番について

ポールの種類及びポールの地上高
種　　類 記　　号
ポール T
ポール

（ベースプレート式） TB

ポールの地上高 記　　号
3.5m 3.5

4.0m 4

4.5m 4.5

5.0m 5

5.5m 5.5

定格入力電圧及び周波数

周波数 記　　号
50Hz 5

60Hz 6

50Hz / 60Hz 5/6（4）  （5）

定格入力電圧 記　　号
100V 1  

200V 2  

120V 3（1）

230V 4（2）

100V/200V 9（3）

イ. 定格入力電圧 ロ. 周波数

（1）記号3は定格入力電圧が110V、115V、120Vに対応するものとする。
（2）記号4は定格入力電圧が230V、240V、242V、254V、265Vなど3相4線式　　 
      400V級配電を行った場合の電圧に対応するものとする。
（3）記号9はユニバーサル電圧（100～242V等）に対応するものとする。
（4）記号5/6は50Hz、60Hz共用のものとする。
（5）電子安定器の場合、周波数の記号は省略する。

備　考

蛍光灯器具の安定器種別及び点灯方式
蛍光灯安定器の種類

1.「一般形」に比べ約15%の省エネが図れる「初期照度補正形」の使用が特に推奨されています。
2.高出力及び省電力出力の対象となるものは、JIL5004 表3ー2ランプ光束及び安定器の入力容量
　に示される。
3.階段通路誘導灯には、点灯方式（PZ）は適用しない。
4.連続調光電子安定器の調光下限値は、安定器の能力を示す。

安定器の種類 記号 当社起動方式 摘　　要

初期照度
補正形

高出力 PK PF
二重定格ランプにおいて高出力電力で点灯したときの
光束の約70％で点灯開始し、ランプ寿命時まで連続的
に出力をあげ、ほぼ一定の光束を保つようにしたもの

定格出力 PJ PJ
定格消費電力で点灯したときの光束の約70％
で点灯開始し、ランプ寿命時まで連続的に出力
をあげ、ほぼ一定の光束を保つようにしたもの

連続調光形

PW PY 調光信号により連続的に出力を制御し、定格光束を
100％とした場合に調光下限値を60％以下としたもの

PX PX 調光信号により連続的に出力を制御し、定格光束を
100％とした場合に調光下限値を35％以下としたもの

PZ PD 調光信号により連続的に出力を制御し、定格光束を
100％とした場合に調光下限値を5％以下としたもの

一般形
高出力 PH VPH・PH 二重定格ランプにおいて高出力電力で点灯するもの

定格出力 PN VPN・PN 定格消費電力で点灯するもの

省電力出力 PR MS 定格より少ない消費電力で点灯するようにしたもの

 LED制御装置・蛍光灯安定器の種類ほか

非常用照明器具及び誘導灯の種類6

器具の種類 電源別置形 電源内蔵形

非常用照明器具 K0 K1

通路誘導灯 － ST1

避難口誘導灯 － SH1

階段通路誘導灯と非常用照明器具を兼用する器具 － SK1

器具の種類と電源

形式及び機能 記　　号

一般形 なし

パネル形 P

点滅形 F

点滅式誘導音付加形 AF

誘導灯の形式及び機能による区分

仕　　様 記　　号

C級 C

B級BL形 BL

B級BH形 BH

A級 A

60分間定格 60

誘導灯の仕様による区分

1.蛍光灯器具に白熱電球を組み込んで非常用照明器具とする場合は、
　器具記号の前に本表の記号及び白熱灯の記号を記入する。
　表示例　　K0-I40+FRS26-322
2.K0、K1は建築基準法関係法令による非常用照明器具である。
　K0は電源別置形で、非常時は、ミニ電球1灯点灯とする。
　K1は電池内蔵形で、非常時は、蛍光灯器具の場合は蛍光ランプ1灯点灯とし、
　白熱灯器具の場合は、白熱灯1灯点灯とする。
3.ST1、SH1、SK0、SK1は消防法関係法令による誘導灯とする。

備　考

60分定格のものは、末尾に60を追記する。
ただし、非常用照明器具と兼用形のものは、ランプW数・灯数の前に-60を追記する。
表示例　　SH1-FSF20 -BL60　　SK1-FBF15 -60 -321

備　考

ランプの種類 対応する点灯方式

直管形

FHF16形 PX  PH

FHF32形 PK  PJ  PX  PZ  PH  PN

FHF86形 PJ  PX  PN

各種ランプの適合点灯方式5

器具の形態によっては、対応していない点灯方式もあります。備　考

H 高照度・省電力化・超薄型・省施工を実現し、調光も可能な
タイプも品揃えした高効率のHfインバータ照明器具です。   

埋込穴の形状と寸法を表しています。

CLASSⅡ 照明器具のグレア分類を表しています。
確認外 確認外の定義

①法令により、本規格とは別の規格・規定により仕様が定められているもの。  
  （誘導灯などがそれに当たる。）
②意匠性の強い機種（街路灯等がそれに当たる。）
③特定用途に対する機種（建築化照明、殺菌灯などがそれに当たり、　 
   使用前に詳細の設定方法などを個々に確認する必要があるもの）
④照明の質的要求度合が少ないもの（直付形のランプ露出形蛍光灯器具などがこれに当たる）

マーク表示説明

公
共
施
設
用
照
明
器
具

形　　状
記　　号

避難口誘導灯 通路誘導灯

天井埋込
片面 RF20 RF22

両面 RF21 RF23

天井直付
片面 SF20 SF22

両面 SF21 SF23

壁直付 ー BF20 BF22

壁埋込 ー BC20 BC22

誘導灯の器具形状

設置及び器具の種類 記　　号

〈人がいなくなると消灯〉
人感センサを内蔵し、自動点滅を行えるものとする。なお、感
知範囲は内蔵されたセンサから直線距離2.5m以上感知できる
ものとし、感知後即時点灯し、感知されなくなってから消灯
するまでの時間は内蔵のタイマにより1～10分の範囲内に設
定されていること。

FDS1

LDS1

〈人がいなくなると減光〉
人感センサを内蔵し、自動的に調光が行えるものとする。
なお、感知範囲は内蔵されたセンサから直線距離2.5m以上とし、
感知後100％点灯し、感知されなくなってから減光するまでの
時間は、内蔵のタイマにより1～10分の範囲内に設定されて
いること。減光時の光束は感知時の全光束に対しての比率で
30％以下で設定されていること。

FDS2

LDS2

人感センサによる照明制御装置を内蔵する照明器具7

器具に人感センサを内蔵し、熱線の変化を検知して照明を制御することができ
る機種は、器具記号の前に本表の記号を記入する。
表示例　　FDS1-FSS9-322 PN9  LDS2-LRS1-950LM LN9

備　考

LED制御装置の種類
制御装置の種類 記号 当社起動方式 摘　　要

初期照度補正形 LJ LF・LX・LZ
定格光束に保守率を乗じた光束以上で点灯を
開始し、初期照度補正期間またはLEDモ
ジュール寿命時まで連続的に出力をあげ、ほぼ
一定の光束を保つようにしたもの

連続調光形
LX LT・LA・LX 調光信号により連続的に出力を制御し、定格光束を

100%とした場合に調光下限値を35%以下としたもの

LZ LZ 調光信号により連続的に出力を制御し、最大光束を
100%とした場合に調光下限値を5%以下としたもの

一般形 LN LE 定格消費電力で点灯するもの

1.保守率とは、初期照度補正期間またはLEDモジュールの寿命時におけるLEDモジュールの設計
　光束維持率にLED照明器具の設計光束維持率（周囲環境による器具の汚れ等）を乗じた値とする。
2.連続調光形制御装置を使用したものは、照明制御装置（DS1及びDS2） で動作可能なこと。
　ただし、点滅タイプ（N）は除く

備　考

備　考

27…長寿命・省電力のＬＥＤを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。 23…先端技術・優れたデザイン性などを持ち合わせた商品群です。 24…社会のトレンドに即したニーズにお応えできる商品群です。
注）FHFランプ組合せ時の希望小売価格です。（VPH・VPN）
商品仕様の（lm・W・lm/W）の数値は、蛍光灯器具に装着する蛍光ランプの全光束、消費電力、エネルギー消費効率を表しております。表示基準

▲

A13頁  ボルトフリーの器具は200V時の数値です。消費効率の詳細・照明器具容量早見表はWEBをご確認ください。詳しくは

▲

D1頁
925
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