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ショーケース内を美しく照らすLED照明
φ15のスリムボディが美しさを演出。ショーケース内で使うLED照明器具です。灯具が180度回転するので狙ったところへの照射
が可能。効率よく対象物を照らします。

撮影協力：BLSR銀座店

■灯具本体

■構成

■スタンドパイプとカット寸法

■スタンド用パイプセット

■ケース用コード

左アキ 右アキⒷ基板サイズ
Ⓐサイズ

ディスプレイライト（スタンドタイプ）
【材質】本体:アルミ エンド部:真鍮 レンズ:アクリル　【ケーブル長さ/カラー】2000mm/ブラック　

A サイズ（mm）
B 基盤サイズ

（mm）
電流（A） 電力（W）

接続可能灯数（1電源につき） クローム ステンカラー

LU-AD-CT 接続時電力（W） 商品コード 参考価格 商品コード 参考価格

340～474 270 0.136 3.26 2灯 6.50 　5114943□　 ¥9,450 　5114944□　 ¥10,350
475～619 405 0.204 4.89 2灯 9.80 　5114945□　 ¥12,500 　5114946□　 ¥13,750
620～744 540 0.272 6.52 2灯 13.10 　5114947□　 ¥13,700 　5114948□　 ¥15,100
745～879 675 0.340 8.16 2灯 16.30 　5114949□　 ¥17,250 　5114950□　 ¥19,000

880～1014 810 0.408 9.79 2灯 19.60 　5114951□　 ¥18,450 　5114952□　 ¥20,300
1015～1149 945 0.476 11.42 2灯 22.80 　5114953□　 ¥22,000 　5114954□　 ¥24,200
1150～1284 1080 0.544 13.05 1灯 13.10 　5114955□　 ¥23,250 　5114956□　 ¥25,600
1285～1419 1215 0.612 14.68 1灯 14.70 　5114957□　 ¥26,450 　5114958□　 ¥29,100
1420～1554 1350 0.680 16.32 1灯 16.30 　5114959□　 ¥28,600 　5114960□　 ¥31,500
1555～1689 1485 0.748 17.95 1灯 18.00 　5114961□　 ¥31,700 　5114962□　 ¥34,900
1690～1759 1620 0.816 19.58 1灯 19.60 　5114963□　 ¥32,900 　5114964□　 ¥36,250
※□にはLEDのカラー番号をご指定下さい。1:昼白色（5000K） 2:白色（4200K） 3:温白色（3500K） 4:電球色（3000K）
※アダプタは、P762に掲載しております。

※青文字は受注生産のため要納期

※青文字は受注生産のため要納期

灯具本体 ＋ スタンドパイプ用セット ＋ ケース用コード ＋ アダプター（P762掲載）

φ15

180°

レンズ色
 

●
（5000K：白濁）
（4200K：茶系）
（3500K：茶系）
（3000K：白濁）

〈灯具断面図〉
サイズ

〈灯具平面図〉

スタンドパイプ
取り付け穴
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サイズ
（灯具高さ） LU-15AS

LU-15AL

A寸法

●ケース上面をオープン出来ない場合
・灯具本体のみの着脱には、A寸法15mm以上必要
・スタンドパイプまでを含めた着脱には、A寸法50mm以

上必要
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LU-15AS スタンドパイプセット（1セット）
サイズ

（灯具高さ）
商品コード

参考価格

1 2

～300 　5114937□　 ¥1,900 ¥2,700
～600 　5114938□　 ¥2,000 ¥2,800
～900 　5114939□　 ¥2,200 ¥3,100
※□にはカラー番号をご指定下さい。
 1：クローム　2：Aニッケルサテン

LU-15AL スタンドパイプセットロング（1セット）
サイズ

（灯具高さ）
商品コード

参考価格

1 2

～300 　5114940□　 ¥2,100 ¥2,950
～600 　5114941□　 ¥2,200 ¥3,100
～900 　5114942□　 ¥2,400 ¥3,400
※□にはカラー番号をご指定下さい。
 1：クローム　2：Aニッケルサテン

設置方法について スティックタイプはWEBに掲載

ディスプレイライト（スタン
ドタイプ）の設置方法は
WEB サイトに掲載しており
ます。

360°自由なアングル
卓上やショーケース内で使
うLED照明器具です。
片脚タイプで脚が360°回
転し、灯具も垂直に90°、水
平に180°回転するのでピ
ンポイントでの照射がで
き、効率よく対象物を照ら
せます。

QRリーダー

114J

商品ページダイレクトアクセス

nigiwai-qr.com
PC

QRリーダー

114K

商品ページダイレクトアクセス

nigiwai-qr.com
PC

LU-15CDS 
ケース用シングルコード

【サイズ】200ｍｍ　【カラー】ブラック
【接続容量】1A Max

　5114965　 参考価格　¥730

LU-15CDW 
ケース用ダブルコード

【サイズ】2020ｍｍ　【カラー】ブラック
【接続容量】1A Max

　5114997　 参考価格　¥1,250

（Ⓐサイズ－Ⓑ基板サイズ）÷2
＝片側アキ寸法

アキ寸法

灯具本体端部から基板までの距離（アキ寸法）は下記
のように計算してください。

ショーケース用LED照明

※L1000mmくらいから支柱2本の場合、たわむ場合がございます。（中間パイプ別途お見積）

※取付の際、左右で2セット必要です。

※取付の際、左右で2セット必要です。
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