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別表（ＬＥＤ製品仕様及び数量一覧） 

 

(1) 直管ＬＥＤランプ仕様 

 

既設照明等 86 形（一般型） 32 形（一般型） 32 形（一般型） 

定格消費電力 24.9W 以下 10.8W 以下 12.0W 以下 

全光束 4,500lm 以上 2,000lm 以上 1,700lm 以上 

管径 30mm 以下 30mm 以下 30mm 以下 

重量 550g 以下 220g 以下 255g 以下 

色温度 5,000K 5,000K 5,000K 

演色性 Ra83 以上 Ra83 以上 Ra83 以上 

電源位置 内蔵 内蔵 内蔵 

口金 R17d G13 G13 

給電方式 両側給電方式 両側給電方式 両側給電方式 

合計数量 12 本 965 本 168 本 

 

既設照明等 32 形（一般型） 20 形（一般型） 

定格消費電力 12.6W 以下 6.1W 以下 

全光束 2,000lm 以上 1,000lm 以上 

管径 30mm 以下 30mm 以下 

重量 350g 以下 120g 以下 

色温度 5,000K 5,000K 

演色性 Ra83 以上 Ra83 以上 

電源位置 内蔵 内蔵 

口金 G13 G13 

給電方式 片側給電方式 両側給電方式 

合計数量 4 本 104 本 

 

既設照明等 15 形（一般型） 10 形（一般型） 

定格消費電力 5.0W 以下 5.0W 以下 

全光束 750lm 以上 600lm 以上 

管径 30mm 以下 30mm 以下 

重量 90g 以下 80g 以下 

色温度 5,000K 5,000K 

演色性 Ra83 以上 Ra83 以上 

電源位置 内蔵 内蔵 

口金 G13 G13 

給電方式 片側給電方式 片側給電方式 

合計数量 1 本 1 本 
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(2) ＬＥＤ電球仕様 

 

種別 一般電球 60W 相当 

定格消費電力 7.3W 以下 

全光束 810lm 以上 

重量 57g 以下 

色温度 5,000K 

演色性 Ra83 以上 

口金 E26 

1/2 ビーム角 180° 

合計数量 53 個 

 

 

 

 

(3) ＬＥＤ照明仕様 

 

種別  

  LED シーリングライト 

定格消費電力 33W 以下 

全光束 3,300lm 以上 

重量 1,300g 以下 

色温度 2,800K～6,000K 

演色性 Ra85 以上 

口金 - 

1/2 ビーム角 - 

合計数量 1 台 

 

 

 

 

(4) コンパクト蛍光灯ＬＥＤ代替仕様 

 

種別 FPL36W 相当 

定格消費電力 10.4W 以下 

全光束 1,500lm 以上 

重量 250ｇ以下 

色温度 5,000K 

演色性 Ra82 以上 

電源位置 内蔵 

口金 GY10q-6、GY10q-9 

合計数量 18 本 
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(5) ＬＥＤ非常用照明仕様 

 

種別 
 

  

  LED 非常用照明器具 LED 非常用照明器具 LED 非常用照明器具 

定格消費電力 26.2W 以下 13.8W 以下 25.8W 以下 

全光束 3,870 ㏐以上 2,000 ㏐以上 4,000 ㏐以上 

重量 4,100g 以下 2,300g 以下 2,500g 以下 

色温度 5,000K 5,000K 5,000K 

演色性 Ra85 以上 Ra85 以上 Ra85 以上 

作動保証温度 

範囲 

 

5℃~+35℃を満たすもの 

 

5℃~+35℃を満たすもの 

 

5℃~+35℃を満たすもの 

  
 

  

非常用電源 蓄電池内蔵形 蓄電池内蔵形 蓄電池内蔵形 

取付方法 器具交換 器具交換 器具交換 

合計数量 7 台 4 台 2 台 

 

種別  

  30分定格形低天井用埋込型Φ100  

定格消費電力 1.1W 以下 

全光束  

重量 500g 以下 

色温度 5,000K 

演色性  

作動保証温度 

範囲 

 

5℃~+35℃を満たすもの 

   

非常用電源 蓄電池内蔵形 

取付方法 器具交換 

合計数量 40 台 
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(6) 投光器/看板ＬＥＤ照明仕様 

 

種別 水銀灯 200W 相当 水銀灯 160W 相当 

  LED 街路灯 LED 投光器 

定格消費電力 44.4W 以下 10.0W 以下 

全光束 8,000lm 以上 1,600lm 以上 

重量 690g 以下 310g 以下 

色温度 5,000K 5,000K 

演色性 Ra73 以上 Ra73 以上 

1/2 ビーム角 180°以上 110°以上 

作動保証温度 

範囲 
5℃~+35℃を満たすもの 5℃~+35℃を満たすもの 

防塵・防水性能 屋内・屋外兼用／IP55 屋内・屋外兼用 ／IP55 

取付方法 ランプ・電源交換 ランプ交換 

合計数量 11 個 8 個 

 

 

 

 

 

 

 

＊その他 

①ちらつき対策 電気用品安全法の別表 8 86 の 6 の 2： エル・イー・ディー・ランプ イ構造

（２）・・・光出力はちらつきを感じないものであることの技術基準を遵守し

たもの。 

②ノイズ対策（EMI 試験）  電気用品安全法の基準に準拠している事。 

③安全対策   ＬＥＤ照明を既存の器具に誤装着した場合，人体に危害を加えるおそれのある電

流が流れない構造であること。 

④出荷証明     製造者の出荷証明書の写しを提出すること。 

⑤品質管理体制  ISO9001 の認証取得工場で製造していること。 

⑥環境配慮     ISO14001 の認証取得工場で製造していること。 

⑦定格寿命   40,000 時間以上のもの（初期照度より 70％まで減衰にて寿命とする）。 

⑧メーカー   国内メーカーであること。または、国内法人を有していること。 

 

 

以上 


