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目視検査の照明環境を統一する 色・キズ検査用LED
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一般的な照明器具 一般的な照明器具

色の見え方の違い

光の照射物に対する色の再現性を演色性と言います。
演色性の基準となる光は太陽光で、そのRaは100に決められています。
つまりRaが100により近いほど演色性が高いことになります。
ルーチ・スペクトC シリーズは、
平均演色評価数（R1～R8）でRa96を保持し、
特殊演色評価数（R9~R15）でも高い
数値を達成しています。

光源色：D50光源

ルーチ・スペクトC ルーチ・スペクトC

Ra96Ra96 Ra96Ra96

Ra96の価値

ルーチ・スペクトC シリーズは自然光（太陽光）に近い演色性を保持したLED照明です。
色を見極める作業に適した光の機能と、弊社の特徴でもあるコンパクトで
フレキシブルな形状を組み合わせ、スペクトCシリーズとしてリリースいたしました。
スペクトCシリーズによって、あらゆる目視検査の照明環境を統一することが可能です。

目視検査の照明環境を統一する

色・キズ検査用LED

自然な肌色が
　　　　見える！

色の差異・モノが
　　　　　　見える！
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納入実績：
株式会社アヘッド ラボラトリーズ, 株式会社栄伸アート, 株式会社大川, ピアス株式会社, ヒル・プリント株式会社
（順不同・敬称略）

納入実績（業界）　さまざまな分野で採用されているスペクト C

印刷 繊維 自動車

化粧品

石油

塗料

金属

産業機器

スポーツ
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ルーチ・ スペクトC アルミ LED スタンドライト
型番 LC-D5
価格 オープン価格
入力電圧 専用 ACアダプター AC100V-AC240V, 50/60 Hz
消費電力 9W/m
サイズ W313×H672×D457
光源色 D50光源 / D65光源を1台で切り替え可能
照度 2000 lx

スペクトCを様々なシーンで活用しましょう

折り畳み可

タッチパネルで
D50光源とD65光源を

切り替え・調光可能

商談室

工場と同じ光源を使うことで、
商談がスムーズに

作業デスク 営業先

演色性の良さで、目の疲れを軽減。
さらに細かい作業を行う手元を
照射し作業性アップ

持ち運び可能。
A4サイズバッグにも
入ります

 - 持ち運びが出来る検査照明
 色合わせや手元の小さな製品の確認に適しています。

 - 色（D50光源とD65光源）をボタンで切り替え可能
 色の変化により、キズ・色の違いに気付きやすくなります。

 - 調光機能（明るさ調節）
　任意の明るさに調整ができます。

工場の検品ライン

目視検査の照明環境を統一する

色・キズ検査用LED

POINT
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検査用ボックス

長さ調整が可能な灯具ならでは！
お手持ちの検査用ボックスにフィットする
長さに調節し、ボックス内に設置が可能

ルーチ・パワーフレックス スペクトC
型番 LFPSC20-1000-＊（光源色）-CL-I
価格 ¥33,000
入力電圧 24V
消費電力 14.2W/m
サイズ W15×H4.5×L1011
最大直列連結数 5m
最小曲げ許容範囲 最小50mm
光源色 選択可能（N:D50光源 / D:D65光源）　
光束値 N:965lm / D:986lm

色味検査用 LED天吊り照明
価格 オープン価格
サイズ 特注対応　
光源色 選択可能（D50光源 / D65光源）　　

色味検査用 LEDデスクライト
価格 オープン価格
サイズ 特注対応　
光源色 選択可能（D50光源 / D65光源）　　

色味検査用 ペンダントライト
価格 オープン価格
サイズ 本体部分 W1023*H20.8*D35.8(mm)
光源色 選択可能（D50光源 / D65光源）　　

ルーチ・シルクス F

スペクトCを搭載して、用途に応じたバリエーション

曲がって切れる！
思いのままに取り付け可能

特許取得済

色校室・検査室

光源色を使い分けることで、
色検査以外にも
製品の細かい傷の
チェックもできます

 - 乳半アクリルで蓋をした面発光照明
光の粒やラインが無く広く効果的に照らすことが
可能。LEDのドット感やラインが無く、広く効果的
に照らすことが可能です。

 - 作業台にビス固定ができる手元照明
顔より下に光があるので、集中力が上がり、疲労感
を軽減します。

 - 蛍光灯の代わりに使える吊り下げ型ライン照明

 - 光のつなぎ目なく設置可能なコンパクトライン照明
光のラインの映り込みにより製品の塗装ムラ・成形の歪み・
ゴミの確認に効果的です。
LEDの粒が見えないので鏡面部材での反射が少なく目に優
しいです。

W10サイズ*×H16mm×D12(mm)
サイズラインアップ10種（最小74mm～1451mm）

Luci総合カタログ vol.9
P.182参照

 - カット・曲げができる検査照明
作業現場に合わせて寸法調整が容易にできます。

 - 検査現場の照度基準に応じたご提案
貴社の最適な検査現場を簡単に作れます。

成形の歪みチェックに

POINT

POINT POINT POINT
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ユーザーインタビュー 
Real customer opinions

1990年ロスアンジェルスにて創立、1994年日本支社設立。
人工ボディーとは人体における先天的、事故、悪性腫瘍切除後などにより
顔、指、手足、乳房など欠損した患者さんに人工物を使用し
精密に作成された人体修復物を装着し審美と機能を回復する治療法です。

株式会社アヘッド ラボラトリーズ（東京・中央区）

メディカル技術部 
杉田真梨様

❖COMPANY PROFILE❖

vol.1

◀ ルーチ・スペクトCアルミLEDスタンドライトを使用して、 
人工ボディーの着色作業を行っている様子。

ルーチ・パワーフレックス スペクトC

 肌色へのこだわり

今回取材させていただいた杉田さんは、 人工ボディーはお客様が
日常生活の中で使用されるものなので太陽光(自然光)の下でより
本物らしく見えることが重要とされています。 そのため色味につ
いては特にこだわって作られており、 製作に際してはお客様に製
作現場に来ていただき、 実際にお客様の肌の色と合わせての着色
作業が行われています。 同じ人でも肌の色は日焼けや体調によっ
て微妙に変化するため、 日によって使い分けが出来るよう少しず
つ肌色を変えて同じパーツを3種類製作することもあります。それ
ほど色味にこだわりを持つ現場において、 従来の照明器具は肌の
赤みが飛んでしまう器具が多いと杉田さんは感じていました。 し
かし今回ルーチ•スペクトCのアルミLEDスタンドライトを使用し
たところ、 肌の赤み(血色)が飛んでしまうことが無く、 より繊細
な色の調合や着色が可能になりました。 人工ボディーはつくりも
のなので血は通っていないですが、 血が通っているように見える
本物らしさを日々追求しています、と杉田さんは話します。

  この照明の価値とは？

製作に関しては色の再現性が上がり、 お客様の本来の肌色を再
現できるので仕上がりがきれいです。 しかしものづくりの観点で
はないところでも、 この照明には価値があると杉田さんは感じて
います。人工ボディーは、お客様の社会復帰を助ける役割も担っ
ており、 初めて訪れるお客様は不安や期待を抱いて製作現場へい
らっしゃいます。「太陽光(自然光)にちかい照明を使っているこ
と」は、 日常生活において人工ボディーがより自然に見えること
を考えたものづくりが出来るということです。 杉田さんは、 この
照明を導入することで、お客様の不安を少なくし、安心感を与え
られるとおっしゃっていました。 そこに、 この照明の新しい価値
が見出されたのではないでしょうか。

"まるで血が通っているかのような本物らしさ"を日々追求しています

肌本来の赤みの再現性が高く、
より自然に見える色合わせが可能に。

社長からもお墨付き！

一般的な照明器具

こだわりポイント

80

形態、肌の色や皺、ほくろなど人体
と見分けがつかないほど、精密に人
体、色調を回復する技術で、一人一
人手作りで作製する場合に重要なの
は自然光のもとで作製することです。
ルーチ・パワーフレックス スペクトC
は人間の皮膚色調や眼球を精密に再
現するのには必要不可欠な照明器具
だと考えております。



6

品名 ルーチ・スペクトCアルミ LEDスタンドライト
型番 LC-D5

電源 専用 ACアダプター
入力：AC100V-240V
 50/60Hz 
出力：DC12V　1A

消費電力 9W

光源寿命 約 20000時間
照度 2000lux

全光束 550lm

固有エネルギー消費効率 60lm/W

付属品 ACアダプター、取扱説明書／保証書
外形寸法 約 313（W）× 457（D）× 672（H）mm

本体質量 約 1.0kg

基本仕様 各部名称

ルーチ・ スペクトC アルミ LED スタンドライト

プラスチック製品の彩りという付加価値を与えるものづくりをしています。
http://www.hillprint.co.jp/

ヒル・プリント株式会社
製造部 二課 
課長 力竹崇大様

❖COMPANY PROFILE❖

vol.2

◀ 省スペースで置き場所に困らない

◀ 自由に動くヘッドで
　照らしたい箇所を照射

 色へのこだわり

今回取材させていただいた力竹さんは、色合わせ段階での色味検査
をしています。印刷中の検査では、1000mごとにロール状になっ
ているフィルムを 2mほど切り取って色味検査台にて目視チェック
を行っています。
CMYKを利用して様々な色を出しており、インクを濃くしたり薄く
したりして調整しています。色にこだわりのあるお客様は、インク
の色の調合をする場合もあります。
今まで、蛍光灯の光で見え方が異なり本番に近いフィルムでの色合
わせで課題がありました。そこで、色味検査工程用、商談用にスぺ
クトＣアルミＬＥＤスタンドライトを購入しました。自然光に近い
見え方で、赤色が特に見やすくなりました。以前は、お客様との立
会い色合わせの際、応接室の外で確認することもありましたが、そ
の手間を省くことができました。

  この照明の価値とは？

製造現場と商談室の検査照明環境の統一を可能にしたことです。製
造現場の色味検査台に1台、商談室に各1台ずつ設置しています。
お客様との商談もスムーズに行え、D65、D50の検査照明を利用し
ています。

製造現場と商談室の検査照明環境を自然光に近い光色で統一しました
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LFPSC
 Luci Power FLEX SpectC
 ルーチ・パワーフレックス スペクトC

DC24V 曲がる・単色調光

外形図

光学データ

仕様
ピッチ 20mm ピッチ 
型番 LFPSC20-1000-＊-CL-I
価格 ￥33,000
消費電力 14.2W/m
灯具の長さ（L） 1011mm
質量 60g/m
カット可能単位 125mm （6 LEDごと）
光源色（色温度） □＝受注生産色（目安納期：7週間）　ー＝取扱無 

D □
N □
入力電圧 DC24V
使用環境 特注内容による　屋内・防滴（結露無きこと）
最大直列連結数 5m
最小曲げ許容範囲 R50mm
材質（本体） 軟質アクリル
付属品 エンドキャップ 2個（屋内仕様のみ）

オプション品
取付レール, 取付クリップ, エンドキャップ, 
瞬間接着剤, 封止用接着剤

調光 可
電源 要

D65
D50

LFPSC20-1000-D-CL-I

LFPSC20-1000-N-CL-I

電源の選定
接続総数　*=複数系統の場合 電源

通常時 調光時 商品名 価格 型番 定格 サイズ
1.4m 1.2m 30W専用電源【PSE規格適合】 ¥10,100 SPLFA30F-24 DC24V  1.3A W61 H36 D150

2.8m 2.1m 50W専用電源【PSE規格適合】 ¥11,960 SPLFA50F-24 DC24V  2.1A W61 H36 D174

3.6m 3.1m 75W専用電源【PSE規格適合】 ¥14,620 SPLFA75F-24 DC24V  3.2A W61 H42 D192

4.9m 4.2m 100W専用電源【PSE規格適合】 ¥16,080 SPLFA100F-24 DC24V  4.3A W73 H42 D197

7.3m* 6.3m* 150W専用電源【PSE規格適合】 ¥19,960 SPLFA150F-24 DC24V  6.5A W86 H47 D202

* =音鳴り軽減のため、電源負荷率を通常時70％・調光時60％とする、もしくは複数系統で接続することを推奨します。

1000

 LFPSC20 - 1000 - ＊ - CL - I 
商品名 / ピッチ

LFPSC20

サイズ 光源色 チューブ種類 耐候仕様

 I  : 屋内CL : 透明D : 昼光色
N : 昼白色

特注品型番

カット位置

4.5

15

20.8

125
1011±2 190

断面図正面図

38

22

65°
1/2照度角

65°

(lx)

20
10

50
100
200
500

5

1000

346

86

1

1 10

2

2 2

3

3m 3
4

39

22

65°
1/2照度角

65°

20
10

50
100
200
500

(lx)
5

1000

349

87

1

1 10

2

2 2

3

3m 3
4
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オプション品

 パワーフレックスビス留め用取付クリップ  オプション品

型番　LFP-RC
価格　￥1,000/1袋5個入り
灯具を曲線状で設置する際に使用します。

 レール用取付クリップ（5個）
（LFP-PT）
灯具を取付レールに固定する際に
使用します

 レール用取付クリップ（5個）
（LFP-PT）
灯具を取付レールに固定する際に
使用します

正面図

正面図

正面図

正面図

側面図

側面図

側面図

側面図

 パワーフレックス用取付アルミレール 1000  オプション品

型番　LFP-RL1000-AL
価格 ￥2,500/970mm
灯具を直線状で設置する際に使用します。

21.2

7.
5

9.
8

21.2

7.
5

9.
8

21.2

7.
5

9.
8

ビス穴：φ4

42.5 200 200 85 42.5200200
970±2

5.
1

14.2
22.8

(18.4)

26
.5

2721
.9

 封止用接着剤 20ml ・ 10ml  オプション品

型番　LFX-GS20 LFX-GS10
価格　￥1,350/20ml ￥950/10ml
灯具の末端の封止に使用します
20ml/約50回分　10ml/約25回分

 瞬間接着剤  オプション品

型番　LFL-GL
価格　￥2,000/20g
取付レールを固定する際に使用します
20g/フレックス10m分

 パワーフレックスレール用取付クリップ  レール付属品  オプション品

型番　LFP-PT
価格　￥1,000/1袋5個入り
灯具を取付レールに固定する際に
使用します

 パワーフレックス用取付レール 1000  オプション品

型番　LFP-RL1000
価格　￥2,000/970mm
灯具を直線状で設置する際に使用します。

 パワーフレックス用45°取付レール 1000  オプション品

型番　LFP-45RL1000
価格　￥2,000/970mm
灯具を直線状で45°傾けて設置する際に使用します。

21.2

10
.2

ナベビスM3推奨

37

6

ナベビスM3推奨

10
.6

18.5ナベビスM3推奨

25
.1

24.5
29.5ナベビスM3推奨

ビス穴：φ4.5

10

10

37

6

ビス穴：φ4

18
.5

50
970±210.6

50 435 435

ビス穴：φ4

42.5
970±28

42.5 85200 200 200 200

18
.4

正面図

正面図

側面図

側面図

11

16
.6

5.9

 パワーフレックス用エンドキャップ  付属品  オプション品

型番　LFP-EC
価格　￥300/1袋2個入り
灯具の末端の封止に使用します
末端数分必要です
※防滴仕様の場合付属しません。

レール付属品 オプション品

レール付属品 オプション品

直線設置の場合使用

45°設置の場合使用

直線設置の場合使用

曲線設置の場合使用
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ビス留め

ビス留め

ビス留め

接着留め

接着留め

接着留め

ビス留め用取付クリップにビス穴を設けてありますので、
施工条件に応じて必要な箇所を固定してください。

灯具を直線のままで使用する場合

灯具を直線のまま 45°傾けて使用する場合

灯具を曲げて使用する場合

灯具の設置

オプション品
 パワーフレックス用取付レール 1000
（LFP-RL1000）

オプション品
 パワーフレックス用取付レール 1000
（LFP-RL1000）

レール付属品  オプション品
 パワーフレックスレール用取付クリップ
（LFP-PT）

レール付属品  オプション品
 パワーフレックスレール用取付クリップ
（LFP-PT）

オプション品
 パワーフレックス用45°取付レール 1000
（LFP-45RL1000）

ビスで固定できない箇所では、接着してください。
接着剤は、アクリル製品対応品を推奨します。
使用環境によっては、剥がれる恐れがあります。

ビスで固定できない箇所では、接着してください。
接着剤は、アクリル製品対応品を推奨します。
使用環境によっては、剥がれる恐れがあります。

適切な間隔でビス穴を設けてありますので、
すべての箇所を確実に固定してください。

オプション品
 パワーフレックスビス留め用取付クリップ
（LFP-RC）

ビスで固定できない箇所では、接着してください。
接着剤は、アクリル製品対応品を推奨します。
使用環境によっては、剥がれる恐れがあります。

R50mm

照射方向が下向きになる場合は、落下防止のため
レール用取付クリップで灯具を固定してください。

各レールとセットの取付クリップ

各レールとセットの取付クリップ

全箇所にビス留めしてください。
取付レール、または、取付クリップを施工条件に応じて
必要な箇所に固定してください。

ビス（市販）で固定
（ビス穴4.5mm径）
推奨ビス：ナベビスM3

ビス（市販）で固定
（ビス穴4mm径）
推奨ビス：ナベビスM3

ビス（市販）で固定
（ビス穴4mm径）
推奨ビス：ナベビスM3

オプション品
 パワーフレックス用取付レール 1000
（LFP-RL1000）
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灯具の切断

ルーチ・パワーフレックス スペクトCの切断の最小単位はLED6個ごとです。
20mmピッチ：125mmごと
切断箇所を誤りますと、不点灯となりますので、お間違えのないよう、お
気をつけください。
また、切断後は必ず、取扱説明書に従い、エンドキャップと封止用接着剤
を用いて絶縁処理を行ってください。

電源との接続

システム構成図　調光しない場合

24V専用電源
調光時の接続総数　*=複数系統

電源容量 型番 価格 20mmピッチ
30W SPLFA30F-24 ¥10,100 1.2m

50W SPLFA50F-24 ¥11,960 2.1m

75W SPLFA75F-24 ¥14,620 3.1m

100W SPLFA100F-24 ¥16,080 4.2m

150W SPLFA150F-24 ¥19,960 6.3m*

■配線をおこなう際、入力と出力に使用するケーブルには十分に注
意をはらって選定してください。長いケーブルに電流を流すと抵抗
などが原因で損失（発熱）を生じ、照度低下の可能性があります。

■ケーブルは束ねると放熱が悪くなり、非常に高温になります。
　束ねるときは負荷率(接続灯数)を下げて接続してください。

　　

　
　　

※ 2芯ケーブルの
　準備をしてください。

DC24V専用電源

AC入力側 →
（一次側電源へ接続）

アース

↑
DC出力側 

（LED灯具へ接続）

電源
DC24V

最長10mまで

灯具の最大直列連結数：1系統につき5mまで
系
統
1
系
統
2系

統
3

■電源に接続できる本灯具の数は、電源の出力（W）によって異なり
ます。
■ルーチ･パワーフレックス 特注品の最大直列連結数は5mです。最
大連結数を超える場合は、複数に系統分けして接続してください。
■電源から最後の灯具までの距離は10mです。

極性＋

例 : 150W専用電源 接続部詳細

極性－

非調光時の接続総数　*=複数系統

電源容量 型番 価格 20mmピッチ
30W SPLFA30F-24 ¥10,100 1.4m

50W SPLFA50F-24 ¥11,960 2.8m

75W SPLFA75F-24 ¥14,620 3.6m

100W SPLFA100F-24 ¥16,080 4.9m

150W SPLFA150F-24 ¥19,960 7.3m*

システム構成図　調光する場合

電源2台以上ご使用の場合

他社製のシーン調光器や蛍光灯用調光器などのPWM信号を用いて調光を行う場合電源1台のみご使用の場合

12V専用電源 SPLFA30F-12 ￥10,100

PWMライトコントローラー LLC-PLC ￥39,000

PWM調光ドライバー LLC-PWM5A-LP1 ￥22,000

電源 ドライバー・調光ボリューム LED

LED灯具

AC100V

ケーブル：VCTFケーブル2C

LED専用電源からLED灯具末端までの距離　推奨10mまで

24V専用電源 PWMライトコントローラー

電源

電源

調光ボリューム

調光ボリューム

ドライバー

ドライバー

LED

LED

LED灯具

LED灯具

AC100V

AC100V入力

AC100V入力

DC電源出力

DC電源入力

DC電源出力

DC電源出力

PWM出力

PWM出力

PWM出力

PWM出力

LED出力

LED出力

LED出力

LED出力

DC電源入力

DC電源入力

PWM入力

PWM入力

PWM入力

PWM入力

DC電源入力

DC電源入力

DC電源出力

DC電源出力

AC100V入力

AC100V入力

ケーブル：VCTFケーブル2C

ケーブル：VCTFケーブル2C

ケーブル：VCTFケーブル2C

ケーブル：VCTFケーブル0.5sq/2C

PWM調光
ドライバー

PWM調光
ドライバー

LED灯具

LED灯具

PWM調光
ドライバー

PWM調光
ドライバー

同じ信号で制御する場合は
LEDは同期します。

同じ信号で制御する場合は
LEDは同期します。

PWM信号配線距離 30mまで
（PWMライコンから末端の調光ドライバーまで）

24V専用電源

24V専用電源

24V専用電源

24V専用電源

12V専用電源 PWMライトコントローラー

LED専用電源からLED灯具末端までの距離　推奨10mまで

LED専用電源からLED灯具末端までの距離　推奨10mまで

他社製ライト
コントローラー

AC100V出力

AC100V入力

AC100V

カット可能単位：6LED

LEDピッチ

拡大

+24V +24V
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会社概要

組織図

社名 株式会社Luci
設立 1995年 株式会社コンテンツ
 2005年 Luci事業部立ち上げ
 2011年 株式会社プロテラス 
 　　　  株式会社インフォピーと合併し社名変更
 2015年 株式会社Luci 設立
資本金 2000万円
代表 福山　司

東京本社 大阪支社

東京本社・ショールーム［ご予約制］ 東京都港区赤坂4-13-13 赤坂ビル3F 〒107-0052 Tel: 03-6327-7409  Fax: 03-6327-7410

大阪支社 大阪市西区南堀江1-1-14 四ツ橋中埜ビル3F 〒550-0015   Tel: 06-6110-7520  Fax: 06-6110-7519

お問い合わせ総合窓口 info@luci.co.jp http://www.luci.co.jp


