
頁 訂正内容 誤 正

70
レディオック LEDライトバルブS
50W・62W・79W 電源ユニットの価格

WLE132V380M1/24-1　¥16,400

WLE110V620M1/24-2　¥17,800

WLE155V560M1/24-1　¥18,200

WLE132V380M1/24-1　¥19,700

WLE110V620M1/24-2　¥21,400

WLE155V560M1/24-1　¥21,800

116 ユニス Stick Tall（スティック トール）の形式 E50098/LSAZ9 E50098/LSAN9

226 ユニス スティック ショートの価格

E50099/WSAN9
¥112,000［税抜］（ポール別）

E50100/WSAN9
¥112,000［税抜］（ポール別）

E50099/LSAN9
¥112,000［税抜］（ポール別）

E50100/LSAN9
¥112,000［税抜］（ポール別）

E50099/WSAN9
¥125,000［税抜］（ポール別）

E50100/WSAN9
¥125,000［税抜］（ポール別）

E50099/LSAN9
¥125,000［税抜］（ポール別）

E50100/LSAN9
¥125,000［税抜］（ポール別）

287
レディオック フラッド アヴァン
700クラス（メタルハライドランプ1500W相当）
中挟角タイプの形式

E40011NM/NSAJ2

E40012NM/NSAJ2

E40011MN/NSAJ2

E40012MN/NSAJ2

565-566
1115

レディオック LEDアイランプSP
銅鉄式電源ユニット用の形式

LDRS-H400/2A-1
（�ランプ：LDRS85N-H-E39/HB+
電源ユニット：LED083072HS2A351）

LDRS-H400/2B-1
（�ランプ：LDRS85N-H-E39/HB+
電源ユニット：LED083072HS2B351）

LDRS-M400/2A-1
（�ランプ：LDRS103N-H-E39/HB+
電源ユニット：LED102078HS2A351）

LDRS-M400/2B-1
（�ランプ：LDRS103N-H-E39/HB+
電源ユニット：LED102078HS2B351）

LDRS-H400/2A-1
（�ランプ：LDRS85N-H-E39/HB+
電源ユニット：LEM083072HS2A351）

LDRS-H400/2B-1
（�ランプ：LDRS85N-H-E39/HB+
電源ユニット：LEM083072HS2B351）

LDRS-M400/2A-1
（�ランプ：LDRS103N-H-E39/HB+
電源ユニット：LEM102078HS2A351）

LDRS-M400/2B-1
（�ランプ：LDRS103N-H-E39/HB+
電源ユニット：LEM102078HS2B351）

568
1124

レディオック LEDアイランプSP-W 64W用・77W用
電源ユニットの価格

66W用　WLE110V620M1/24-2　¥17,800

77W用　WLE155V560M1/24-1　¥18,200

66W用　WLE110V620M1/24-2　¥21,400

77W用　WLE155V560M1/24-1　¥21,800

718
レディオック LEDユニバーサルダウンライト
（SMDタイプ） クラス75用電源ユニットの価格 EPS-T0021/SAZ1　 ¥6,000 EPS-T0021/SAZ1　 ¥5,000

783-784 LED誘導灯 一般形の価格

EMSPJ200BL（片面形）
¥60,000［税抜］（表示板込）

EMSJ100C（片面形）
¥32,300［税抜］（表示板込）

EMSJ200BL（片面形）
¥47,800［税抜］（表示板込）

EMSPK200BL（両面形）
¥69,800［税抜］（表示板込）

EMSK100C（両面形）
¥35,600［税抜］（表示板込）

EMSPJ200BL（片面形）
¥60,500［税抜］（表示板込）

EMSJ100C（片面形）
¥32,400［税抜］（表示板込）

EMSJ200BL（片面形）
¥48,100［税抜］（表示板込）

EMSPK200BL（両面形）
¥70,500［税抜］（表示板込）

EMSK100C（両面形）
¥35,800［税抜］（表示板込）
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頁 訂正内容 誤 正

783-784 LED誘導灯 一般形の価格

EMSK200BL（両面形）
¥52,600［税抜］（表示板込）

EMSJ400BH（片面形）
¥70,600［税抜］（表示板込）

EMSJ440A（片面形）
¥140,200［税抜］（表示板込）

EMSJL100C（片面形）
¥73,600［税抜］（表示板込）

EMSK400BH（両面形）
¥83,900［税抜］（表示板込）

EMSKL100C（両面形）
¥82,500［税抜］（表示板込）

EMSK200BL（両面形）
¥53,200［税抜］（表示板込）

EMSJ400BH（片面形）
¥70,900［税抜］（表示板込）

EMSJ440A（片面形）
¥140,900［税抜］（表示板込）

EMSJL100C（片面形）
¥73,700［税抜］（表示板込）

EMSK400BH（両面形）
¥84,500［税抜］（表示板込）

EMSKL100C（両面形）
¥82,700［税抜］（表示板込）

785-786 LED誘導灯 一般形／長時間定格形の価格

EMSJL200BL（片面形）
△¥86,900［税抜］（表示板込）

EMSJL400BH（片面形）
△¥110,800［税抜］（表示板込）

EMSJL440A（片面形）
△¥203,200［税抜］（表示板込）

EMSKL200BL（両面形）
△¥95,800［税抜］（表示板込）

EMSKL400BH（両面形）
△¥126,600［税抜］（表示板込）

EMSE101C（片面形）
¥36,300［税抜］（表示板込）

EMSE401BH（片面形）
¥80,600［税抜］（表示板込）

EMSLR100C（片面形）
△¥133,000［税抜］（表示板・取付ボックス込）

EMSE201BL（片面形）
¥53,300［税抜］（表示板込）

EMSLRL100C（片面形）
△¥185,000［税抜］（表示板・取付ボックス込）

EMSJL200BL（片面形）
△¥87,200［税抜］（表示板込）

EMSJL400BH（片面形）
△¥111,100［税抜］（表示板込）

EMSJL440A（片面形）
△¥203,900［税抜］（表示板込）

EMSKL200BL（両面形）
△¥96,400［税抜］（表示板込）

EMSKL400BH（両面形）
△¥127,200［税抜］（表示板込）

EMSE101C（片面形）
¥36,400［税抜］（表示板込）

EMSE401BH（片面形）
¥80,900［税抜］（表示板込）

EMSLR100C（片面形）
△¥133,100［税抜］（表示板・取付ボックス込）

EMSE201BL（片面形）
¥53,600［税抜］（表示板込）

EMSLRL100C（片面形）
△¥185,100［税抜］（表示板・取付ボックス込）

787-788 LED誘導灯 防湿・防雨形の価格

EMSJR105C（片面形）
△¥52,900［税抜］（表示板込）

EMSJR205BL（片面形）
△¥73,900［税抜］（表示板込）

EMSJR405BH（片面形）
△¥96,700［税抜］（表示板込）

EMSJR100C（片面形）
¥50,300［税抜］（表示板込）

EMSJR200BL（片面形）
¥69,700［税抜］（表示板込）

EMSJR400BH（片面形）
¥92,500［税抜］（表示板込）

EMSKR100C（両面形）
△¥73,700［税抜］（表示板込）

EMSJR105C（片面形）
△¥53,000［税抜］（表示板込）

EMSJR205BL（片面形）
△¥74,200［税抜］（表示板込）

EMSJR405BH（片面形）
△¥97,000［税抜］（表示板込）

EMSJR100C（片面形）
¥50,400［税抜］（表示板込）

EMSJR200BL（片面形）
¥70,000［税抜］（表示板込）

EMSJR400BH（片面形）
¥92,800［税抜］（表示板込）

EMSKR100C（両面形）
△¥73,900［税抜］（表示板込）



頁 訂正内容 誤 正

787-788 LED誘導灯 防湿・防雨形の価格

EMSKR200BL（両面形）
△¥104,900［税抜］（表示板込）

EMSKR400BH（両面形）
△¥139,600［税抜］（表示板込）

EMSKR200BL（両面形）
△¥105,500［税抜］（表示板込）

EMSKR400BH（両面形）
△¥140,200［税抜］（表示板込）

1013
耐圧防爆形フレキシブルフィッチング
（屋内専用）〈吊下げ用〉の形式

1054 避難口誘導灯の価格

SH1-FRF20P-BL
(EMSPJ200BL)

 ¥60,000［税抜］
（P783）

SH1-FRF21P-BL
(EMSPK200BL)

 ¥69,800［税抜］
（P783）

SH1-FSF20-C
（EMSJ100C）

 ¥32,300［税抜］
（P783）

SH1-FSF20-C60
（EMSJL100C）

 ¥73,600［税抜］
（P784）

（P783）
SH1-FSF20-BL
（EMSJ200BL）

 ¥47,800［税抜］

SH1-FSF20-BL60
（EMSJL200BL）

 △¥86,900［税抜］
（P785）

SH1-FSF20-BH
（EMSJ400BH）

 ¥70,600［税抜］
（P784）

SH1-FSF20-BH60
（EMSJL400BH）

 △¥110,800［税抜］
（P785）

SH1-FSF20-A
（EMSJ440A）

 ¥140,200［税抜］
（P784）

SH1-FSF20-A60
（EMSJL440A）

 △¥203,200［税抜］
（P785）

SH1-FSF21-C
（EMSK100C）
	 ¥35,600［税抜］

（P783）

SH1-FSF21-C60
（EMSKL100C）
	 ¥82,500［税抜］

（P784）

SH1-FRF20P-BL
(EMSPJ200BL)

 ¥60,500［税抜］
（P783）

SH1-FRF21P-BL
(EMSPK200BL)

 ¥70,500［税抜］
（P783）

SH1-FSF20-C
（EMSJ100C）

 ¥32,400［税抜］
（P783）

SH1-FSF20-C60
（EMSJL100C）

 ¥73,700［税抜］
（P784）

（P783）
SH1-FSF20-BL
（EMSJ200BL）

 ¥48,100［税抜］

SH1-FSF20-BL60
（EMSJL200BL）

 △¥87,200［税抜］
（P785）

SH1-FSF20-BH
（EMSJ400BH）

 ¥70,900［税抜］
（P784）

SH1-FSF20-BH60
（EMSJL400BH）

 △¥111,100［税抜］
（P785）

SH1-FSF20-A
（EMSJ440A）

 ¥140,900［税抜］
（P784）

SH1-FSF20-A60
（EMSJL440A）

 △¥203,900［税抜］
（P785）

SH1-FSF21-C
（EMSK100C）
	 ¥35,800［税抜］

（P783）

SH1-FSF21-C60
（EMSKL100C）
	 ¥82,700［税抜］

（P784）

形式例

M形 質量（kg） F形 質量（kg）

EXW216MTA 0.30 EXW216FTA 0.30

EXW222MTA 0.43 EXW222FTA 0.45

EXW228MTA 0.60 EXW228FTA 0.65

形式例

M形 質量（kg） F形 質量（kg）

EXW216MA 0.30 EXW216FA 0.30

EXW222MA 0.43 EXW222FA 0.45

EXW228MA 0.60 EXW228FA 0.65



頁 訂正内容 誤 正

1055 避難口誘導灯の価格

SH1-FSF21-BL
（EMSK200BL）
	 ¥52,600［税抜］

（P783）

SH1-FSF21-BL60
（EMSKL200BL）

 △¥95,800［税抜］
（P785）

SH1-FSF21-BH
（EMSK400BH）

 ¥83,900［税抜］
（P784）

SH1-FSF21-BH60
（EMSKL400BH）

 △¥126,600［税抜］
（P785）

SH1-FBF20-C
（EMSJ100C）

 ¥32,300［税抜］
（P783）

SH1-FBF20-C60
（EMSJL100C） （P784）
 ¥73,600［税抜］

SH1-FBF20-BL
（EMSJ200BL）

 ¥47,800［税抜］
（P783）

SH1-FBF20-BL60
（EMSJL200BL）

 △¥86,900［税抜］
（P785）

SH1-FBF20-BH
（EMSJ400BH）

 ¥70,600［税抜］
（P784）

SH1-FBF20-BH60
（EMSJL400BH）

 △¥110,800［税抜］
（P785）

SH1-FSF21-BL
（EMSK200BL）
	 ¥53,200［税抜］

（P783）

SH1-FSF21-BL60
（EMSKL200BL）

 △¥96,400［税抜］
（P785）

SH1-FSF21-BH
（EMSK400BH）

 ¥84,500［税抜］
（P784）

SH1-FSF21-BH60
（EMSKL400BH）

 △¥127,200［税抜］
（P785）

SH1-FBF20-C
（EMSJ100C）

 ¥32,400［税抜］
（P783）

SH1-FBF20-C60
（EMSJL100C） （P784）
 ¥73,700［税抜］

SH1-FBF20-BL
（EMSJ200BL）

 ¥48,100［税抜］
（P783）

SH1-FBF20-BL60
（EMSJL200BL）

 △¥87,200［税抜］
（P785）

SH1-FBF20-BH
（EMSJ400BH）

 ¥70,900［税抜］
（P784）

SH1-FBF20-BH60
（EMSJL400BH）

 △¥111,100［税抜］
（P785）

1056 避難口誘導灯／通路誘導灯の価格

SH1-FBF20-A
（EMSJ440A）

 ¥140,200［税抜］
（P784）

SH1-FBF20-A60
（EMSJL440A）

 △¥203,200［税抜］
（P785）

SH1-FBC20-C
（EMSE101C）� （P786）
 ¥36,300［税抜］

SH1-FBC20-BL
（EMSE201BL）� （P786）
 ¥53,300［税抜］

SH1-FBC20-BH
（EMSE401BH）� （P786）
 ¥80,600［税抜］

ST1-FRF22P-BL
（EMSPJ200BL）� （P783）

 ¥60,000［税抜］

ST1-FRF23P-BL 
（EMSPK200BL）� （P783）

 ¥69,800［税抜］

SH1-FBF20-A
（EMSJ440A）

 ¥140,900［税抜］
（P784）

SH1-FBF20-A60
（EMSJL440A）

 △¥203,900［税抜］
（P785）

SH1-FBC20-C
（EMSE101C）� （P786）
 ¥36,400［税抜］

SH1-FBC20-BL
（EMSE201BL）� （P786）
 ¥53,600［税抜］

SH1-FBC20-BH
（EMSE401BH）� （P786）
 ¥80,900［税抜］

ST1-FRF22P-BL
（EMSPJ200BL）� （P783）

 ¥60,500［税抜］

ST1-FRF23P-BL 
（EMSPK200BL）� （P783）

 ¥70,500［税抜］



頁 訂正内容 誤 正

1056 避難口誘導灯／通路誘導灯の価格

ST1-FSF22-C
（EMSJ100C）� （P783）

 ¥32,300［税抜］

ST1-FSF22-C60
（EMSJL100C）� （P784）

 ¥73,600［税抜］

ST1-FSF22-BL
（EMSJ200BL）� （P783）

 ¥47,800［税抜］

ST1-FSF22-BL60
（EMSJL200BL）� （P785）

 △¥86,900［税抜］

ST1-FSF22-BH
（EMSJ400BH）� （P784）

 ¥70,600［税抜］

ST1-FSF22-C
（EMSJ100C）� （P783）

 ¥32,400［税抜］

ST1-FSF22-C60
（EMSJL100C）� （P784）

 ¥73,700［税抜］

ST1-FSF22-BL
（EMSJ200BL）� （P783）

 ¥48,100［税抜］

ST1-FSF22-BL60
（EMSJL200BL）� （P785）

 △¥87,200［税抜］

ST1-FSF22-BH
（EMSJ400BH）� （P784）

 ¥70,900［税抜］

1057 通路誘導灯の価格

ST1-FSF22-BH60
（EMSJL400BH）� （P785）

 △¥110,800［税抜］

ST1-FSF22-A
（EMSJ440A）� （P784）

 ¥140,200［税抜］

ST1-FSF22-A60
（EMSJL440A）� （P785）

 △¥203,200［税抜］

ST1-FSF23-C
（EMSK100C）� （P783）

 ¥35,600［税抜］

ST1-FSF23-C60
（EMSKL100C）� （P784）

 ¥82,500［税抜］

ST1-FSF23-BL
（EMSK200BL）� （P783）

 ¥52,600［税抜］

ST1-FSF23-BL60
（EMSKL200BL）� （P785）

 △¥95,800［税抜］

ST1-FSF23-BH
（EMSK400BH）� （P784）

 ¥83,900［税抜］

ST1-FSF23-BH60
（EMSKL400BH）� （P785）

 △¥126,600［税抜］

ST1-FBF22-C
(EMSJ100C)� （P783）

 ¥32,300［税抜］

ST1-FSF22-BH60
（EMSJL400BH）� （P785）

 △¥111,100［税抜］

ST1-FSF22-A
（EMSJ440A）� （P784）

 ¥140,900［税抜］

ST1-FSF22-A60
（EMSJL440A）� （P785）

 △¥203,900［税抜］

ST1-FSF23-C
（EMSK100C）� （P783）

 ¥35,800［税抜］

ST1-FSF23-C60
（EMSKL100C）� （P784）

 ¥82,700［税抜］

ST1-FSF23-BL
（EMSK200BL）� （P783）

 ¥53,200［税抜］

ST1-FSF23-BL60
（EMSKL200BL）� （P785）

 △¥96,400［税抜］

ST1-FSF23-BH
（EMSK400BH）� （P784）

 ¥84,500［税抜］

ST1-FSF23-BH60
（EMSKL400BH）� （P785）

 △¥127,200［税抜］

ST1-FBF22-C
(EMSJ100C)� （P783）

 ¥32,400［税抜］



頁 訂正内容 誤 正

1058 通路誘導灯の価格

ST1-FBF22-C60
(EMSJL100C)� （P784）

 ¥73,600［税抜］

ST1-FBF22-BL
(EMSJ200BL)� （P783）

 ¥47,800［税抜］

ST1-FBF22-BL60
(EMSJL200BL)� （P785）

 △¥86,900［税抜］

ST1-FBF22-BH
(EMSJ400BH)� （P784）

 ¥70,600［税抜］

ST1-FBF22-BH60
(EMSJL400BH)� （P785）

 △¥110,800［税抜］

ST1-FBF22-A
(EMSJ440A)� （P784）

 ¥140,200［税抜］

ST1-FBF22-A60
(EMSJL440A)� （P785）

 △¥203,200［税抜］

ST1-FBC22-C 
（EMSE101C）� （P786）
 ¥36,300［税抜］

ST1-FBC22-BL 
（EMSE201BL）� （P786）
 ¥53,300［税抜］

ST1-FBC22-BH 
（EMSE401BH）� （P786）
 ¥80,600［税抜］

ST1-FBF22-C60
(EMSJL100C)� （P784）

 ¥73,700［税抜］

ST1-FBF22-BL
(EMSJ200BL)� （P783）

 ¥48,100［税抜］

ST1-FBF22-BL60
(EMSJL200BL)� （P785）

 △¥87,200［税抜］

ST1-FBF22-BH
(EMSJ400BH)� （P784）

 ¥70,900［税抜］

ST1-FBF22-BH60
(EMSJL400BH)� （P785）

 △¥111,100［税抜］

ST1-FBF22-A
(EMSJ440A)� （P784）

 ¥140,900［税抜］

ST1-FBF22-A60
(EMSJL440A)� （P785）

 △¥203,900［税抜］

ST1-FBC22-C 
（EMSE101C）� （P786）
 ¥36,400［税抜］

ST1-FBC22-BL 
（EMSE201BL）� （P786）
 ¥53,600［税抜］

ST1-FBC22-BH 
（EMSE401BH）� （P786）
 ¥80,900［税抜］

1116
レディオック LEDアイランプSP 77W用 
電源ユニットの価格 WLE155V560M1/24-1　¥18,200 WLE155V560M1/24-1　¥21,800

1140 投光用ランプ、ホルダ、アクセサリの価格

K0-L14+F8
¥9,450［税抜］

S0-L14+F8+GS7
¥17,300［税抜］

S0-L14+F9
¥18,850［税抜］

S0-L14+F9+GS7
¥19,100［税抜］

S0-L14+F14
¥15,300［税抜］

K0-L14+F8
¥9,400［税抜］

S0-L14+F8+GS7
¥18,850［税抜］

S0-L14+F9
¥13,150［税抜］

S0-L14+F9+GS7
¥21,050［税抜］

S0-L14+F14
¥15,350［税抜］


