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Luciの光はホテルやブティックのインテリアやエクステリアのデザイン照明として

世界各地で高く評価されています。

そして新たに、世の中に今までなかった価値をお客様と共に生み出すことを目的とし、
光そのものが与える価値を考え、事業化しました。

未だ誰も踏み出していないことに躊躇なく挑み、顧客と共に未踏を楽しむ。

Luciは市場の課題に光を与え、解決の手段を実行し、
私たちの生活や企業活動に貢献します。

一隅を照らす。
未踏を楽しむ。
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虫 対 策

薬品を使わず、光で虫対策

虫の課題は、食品メーカーや食に関わる小売りの業界に限らず、
異物混入に課題を抱える製造業やホスピタリティが求められる業界でも

重要な課題です。

Luciは虫と光の関係性を専門機関などと共に研究を重ね、
薬品ではなく “光 ” を用いた虫対策の製品とサービスを生み出しました。

無味無臭。低消費電力。省メンテナンス。そして、自動化へ。
虫と光の自然の原理を利用した防虫・捕虫対策で、
お客様の虫の課題を解決します。

衛 生 分 野

CONTENTS

  4 虫とらシリーズのご紹介

  6 納入事例

16 ルーチ・虫とら

18 ルーチ・虫とら ハク

20 ルーチ・パワーフレックス ムシーネ
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虫とら

●UVA蛍光灯との寿命の比較

●試験結果

● シリーズ は

●UV蛍光灯よりも速く、多く捕獲する●虫の可視領域をカバーするLEDと反射光の波長

東京都某所 屋外にて 10時間点灯
（2016年10月4日 21：00～翌7：00） 

408匹

虫は人が見ることが出来ない紫外線の光に向かっていく習性が
あります。Luciはその光を利用して虫を集めます。

社内検証 MOVIE

シリーズ

虫を引き寄せるUV光と粘着性の捕虫シートで捕虫する、
薬品不要のUV LED捕虫器です。

虫とらに誘引される主な虫
ハエ目： チョウバエ、ショウジョウバエ、ノミバエ、ガガンボ、ユスリカ、タマバエ、クロバネキノコバエ、ヤマトクロコバエ、イエバエ
コウチュウ目：タバコシバンムシ、カツオブシムシ、ゴミムシ
カメムシ目：チャバネアオカメムシ、カメムシ類
その他： ガ類、アザミウマ類、チャタテムシ類など、紫外線に集まる性質を持つ虫

外部侵入・出入り口対策

高いインテリア性、お客様の目につく場所に
青色光が見えない虫とら ハクは、インテリアデザインにとけ
込みやすい外観で、風除室や接客エリアや共有スペースなど、
お客様の目につく場所に設置するのに最適です。厨房エリアで
も、お客様から見える位置に設
置したい場合は虫とら ハクをお
すすめします。

内部発生・発生源対策

小さなサイズ・工事要らずで様々な場所に
虫とらは小型・薄型設計なので、大きな捕虫器が設置
しづらい観葉植物の裏や什器の隙間などの狭いスペー
スへの設置に適しています。また、工事不要なので、
従業員通路やパント
リーなど、あらゆる
場所に簡単設置。
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Luci UV LED

虫の可視領域

UV-LEDの波長域

シートの反射光の波長域

UV蛍光灯の5倍の寿命

1.5倍の速さで多くのハエを捕獲

特許取得済み 第6372907号

特許取得済み 第6372907号 特許取得済み 第6372907号
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年間ランニングコスト比較表
UV蛍光灯と比較して、ランニングコストを約 84％以上削減します。

※1　 1日24時間点灯、電気料金￥26 /1kwhとして換算
※2　半年に1回交換を想定。UV蛍光灯を￥800と想定。￥800×2回
※3　金額は、虫とらシリーズ100台を利用した場合の概算です
※4　捕虫シートにかかる費用は含みません。

設置台数積算サービス
平面図を元に、弊社にて最適な設置台数をご提案いたします。
mail: info@luci.co.jp

出入り口向け

発生源向け

¥615,520

¥66,050 △89％削減

△84％削減

約55万円のコスト削減

約52万円のコスト削減¥95,659

20W UV蛍光灯
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Resutaurant USHIMARU

 使用商品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

置き場所に合わせた設置方法で
捕虫効率アップ

1
Case

納入実績
虫とらシリーズを使い分け

型番 LMT-BB-B-A-N 型番 LMT-AA-A-A

▲厨房エリアでは虫とらを随所に配置 ▲客席では虫とら ハクを使用

衛生分野

レストラン

写真：秋葉康至
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ル・パン・コテディアン芝公園店

 使用商品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

捕虫器と気づかせない
インテリア照明型捕虫器

型番 LMT-BB-B-A-N

2
Case

納入実績
こだわりのインテリアにフィット

▲レジ横に設置。インテリアになじんで違和感を感じさせない

▲客席と厨房をつなぐカウンター周りでも捕虫

▼料理の受け渡しのエリアで活用

衛生分野

パン屋

写真：秋葉康至
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小児歯科に力を入れている歯科医業。

医療法人　ひかり歯科医院（茨城県・つくばみらい市）

　医療法人　ひかり歯科医院
　理事長 
　益子正範様

 使用商品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

❖INTERVIEW❖

▲  診療室で使用。薬品フリーなので、安心して設置使用できる。

▲ エントランス付近の捕虫結果。「空間に虫が飛んでいるのを見なくなった」
　 と成果を実感いただいている。

▲ 虫の飛来ポイントであるエントランス付近の壁面に設置。
　 「捕虫器」と感じさせず、インテリアに溶け込んでいる。

医療施設ですので清潔であることは第一ですが、毎年夏場に院内
に虫が入ってくるので捕虫器などで対策をしてきました。さらに、
小児歯科の場合、オープンスタイルの診療室となることが多いた
め、院内に伝わる電撃殺虫器やファンの音を怖がる子供がいます
が、虫とらハクは粘着シートで捕えるため無音の対策。子供も大
人も安心です。虫対策をしていることを感じさせず、上記のよう
な課題解決を行う上で、さらに景観がいいということ、つまりイ
ンテリアのような外観が捕虫器を連想させないことで、院内の雰
囲気にマッチすると思います。

医療的処置を行うときに臭いには敏感にならなければいけないた
め、殺虫剤の臭いや化学物質の噴霧は決して望ましいものではあ
りません。望んでいたものは無味無臭の対策です。虫とらハクは
薬品や化学物質を使わず、LEDの波長のみで捕虫作用があり、院
内の課題解決の決め手となりました。

虫対策をしていることを感じさせず、内装の景観を崩さず対策す
る。まるでインテリア家具のように製品の外観が捕虫器を連想さ
せないことで、院内の雰囲気を崩さずマッチさせることに成功し
ました。さらに、メンテナンスはシートの交換だけで簡単に行うこ
とができるのも、ユーザーにとっては魅力的です。

患者さん優先での医療施設を運営

医療施設の虫対策　
音もなく子供も大人も安心できる

薬品を用いず無味無臭
営業時間外で虫を捕える

捕虫器を連想させない
インテリア家具のようなデザイン

3
Case

納入実績
小児歯科ならではの子供向け虫対策

型番 LMT-BB-B-A-N

衛生分野

医療施設

写真：秋葉康至
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赤城乳業株式会社 
AKAGI R&D FUTURE LABO

 使用商品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

用途やデザインの異なる部屋でも
幅広く使えるインテリア捕虫器

型番 LMT-BB-B-A-N

4
Case

納入実績
来場者に虫を見せない虫対策

▲ 出入り口は虫の搬入経路の一つ。
　 捕虫器の存在感を主張しすぎない、インテリアにマッチするデザイン

▲ 薬品を使わない捕虫器なので、検査環境などの精密機械の近くでも
　 安心して使えます

衛生分野

工場

写真：加藤雄生
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 使用商品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

▲  内装のイメージを壊すことなく、空間になじんでいる ▲  バックヤードへの虫の侵入を防止

▲ 捕虫結果 写真：秋葉康至

5
Case

納入実績

型番 LMT-BB-B-A-N

衛生分野

株式会社船橋屋 亀戸支店

物販・イートインスペースでも使える
インテリア捕虫器
店舗

老舗和菓子店の雰囲気を損ねない虫対策
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 使用商品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

6
Case

納入実績
薬剤を使わない虫対策

▲ 薬品を使わない捕虫器なので、検査環境などの精密機械の近くでも
　 安心して使える

衛生分野

食品加工・販売

型番 LMT-AA-A-A

◀  

 点灯時

◀  

 捕虫シートに捕獲された虫
前記のとおり、 消極的対応にとどまっていましたが、 導入前に 

サンプル品を貸与してもらい設置したところ、 従来よりも効果が
あったため導入を決定しました。
導入効果は1週間もあればわかるので、 設置から短い期間で意思
決定ができると思います。

以前より自己流で使用していたネズミ捕りシートで捕獲できた虫 

よりも捕虫シートに捕獲された虫のサイズが小さく、 虫の発生後
早い段階で駆除できている感じがあります。
実際に、 以前にくらべ、 機械周辺で虫の発生等をみることが 

ほとんどありません。

食品工場ならではの条件を満たす
虫対策を実現

❖INTERVIEW❖

食品を加工する場所(機械)での害虫対策であるため薬剤を使え
ず、 また乾物食品加工場であり洗浄等の水濡れ行為も行えない
という制約下で、 両条件を満たす方法を模索していました。
ドラッグストア等で販売されているネズミ捕りシートなどで寄っ
てくる虫に対する対応はしていましたが、 効果が限られていたた
め、 新たな対策を模索中でした。

条件を満たす新たな虫対策

短いテスト期間で採用を決定

内部発生後、
早い段階での捕虫を実感
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7 
Case

納入実績
衛生分野

LED捕虫器でランニングコスト低減

❖INTERVIEW❖

医療機関ならではの虫の悩み

無音・無臭な捕虫器との出会い

12

フルセン歯科（東京都・調布市）

 使用商品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

▲ 受付まわりはとても明るく、診察室にもつながっている

▲ 捕虫結果

医療機関は清潔かつ無菌であることが基本ですが、受付のある待
ち合いスペースには、受付まわりの光に誘引されるコバエに悩ん
でいました。特に、夏場の夕方から夜にかけては、その量が増え、
待ち合いスペースにいらっしゃる患者さんに不快な思いをさせて
いないか、とても気になっていました。これまでの対処としては網
戸を使用していましたが、それだけではコバエの侵入を防ぐこと
はできませんでした。さらに虫対策の商品は匂いや見た目に難が
あると感じており、院内で使用することに抵抗感がありました。

これらの悩みを解決できたのが、今回、導入した虫とらハクです。
捕虫器とは思えないおしゃれなデザインで、間接照明としても綺
麗。さらに無音、無臭なため患者さんに気付かれずに虫対策が出
来るようになりました。
また、LEDの光を使用しているため電気代が非常に安く、ランニ
ングコストを低く運用ができることもユーザーとして使いやすい
と感じている点です。

明るい待ち合い室でもLED光で
捕虫が可能

型番 LMT-BB-B-A-N

医療施設

写真：秋葉康至



8
Case

納入実績
虫の侵入経路をしっかりカバー

衛生分野

医療施設

侵入経路とエリアに応じて
捕虫器を使い分け

▲ エントランスは最も虫が侵入するエリア ▲ 換気扇も虫の侵入経路の一つ。
　 この作業エリアでは「ルーチ・虫とら」を使用

 使用商品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

型番 LMT-BB-B-A-N 型番 LMT-AA-A-A

写真：近藤康岳
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有山歯科診療所

▲ 捕虫結果▲ 間接照明が壁面のエンボス
 　素材を演出

▲ 夜間には受付まわりの明るい光に虫が誘引されてくる



 使用商品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

▲  ダイニングルーム

▲  メインエントランスでも虫の侵入を防止

▲  庭への出入りもできる窓付近に

9
Case

納入実績

型番 LMT-BB-B-A-N

衛生分野

グランフォレスト 学芸大学

ブラケット照明と
捕虫器の機能をミックス
介護施設

エントランスとダイニングで段階的に虫対策

◀  

 ダイニングルームの捕虫結果

◀  

 エントランスの捕虫結果

❖INTERVIEW❖

インテリアデザインにマッチし、捕虫をしていることを気づかせな
いインテリア捕虫器「ルーチ・虫とら ハク」。介護付有料老人ホーム
のグランフォレスト学芸大学では、虫のメイン侵入経路であるエン
トランスと、臭いなどによって虫が浮遊しやすいダイニングで活用。
エントランスでは、虫の侵入後すぐに捕まえ、内部への侵入量を
大幅削減。ダイニングでは、インテリアデザインとしてもおしゃれ
な間接照明としても空間を演出しつつ、入居者様に気づかせずに
虫の捕獲に成功しています。

14

写真：秋葉康至



 使用商品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

型番 LMT-BB-B-A-N

グランフォレスト 神戸御影

10
Case

納入実績
間接照明に溶け込む高いデザイン性

衛生分野

介護施設

◀  

 ダイニングルーム

捕虫器と思わせない
プロダクトデザイン

❖INTERVIEW❖

捕虫器なのにおしゃれな間接照明でもある「ルーチ・虫とら ハク」。
介護付有料老人ホームのグランフォレスト神戸御影では、ダイニン
グ空間を高品質な間接照明でインテリアデザインを仕上げていま
す。虫とらハクは、この空間に竣工後の後付けされましたがその
空間の高品質な間接照明と完全にマッチしており、デザイン性を
崩さず、強力な捕虫効果を実感いただいています。

▲ エントランス付近の手洗い場に

写真：近藤泰岳
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仕　様

点灯イメージ

商品名 ルーチ・虫とら 捕虫シート（10枚入り）
型番 LMT-AA-A-A LMT-S-A
価格 ￥25,000（税抜） ￥4,000（税抜）
消費電力 2.9W ー
外形寸法 W160×H100×D25㎜ W130×H90㎜
本体質量 本体 280g, アダプター 165g ー
付属品 ACアダプター ー

面倒な工事は不要。
コンセントさえあれば
どこでも簡単設置

極薄、ハガキサイズの
コンパクト設計により
軽量化

360度の配光で、
コンパクトでも
効率良く捕虫します

光のプロフェッショナルだからできる3つのこだわり

工場の製造ラインや厨房・従業員通路に

MOVIE商品ページ

セット

HACCP対応 特許取得済み
第6372907号

捕虫シート交換は1ヶ月に1回
虫の少ない季節でも、捕虫器のUV照射や粉塵などにより、
捕虫シートの粘着力が損なわれるので、1ヶ月に1回程度
を目安にシートの交換をおすすめします。

有効面積は30～40m2（9～12坪）
環境により、有効な照射範囲は変化するので、一つの環境
に複数台を設置すると効果的です。

どこでも置ける
薄型設計なので、従来の捕虫器では設置しにくかった発生
源そばの狭い場所でも、効果的に設置ができます。

16
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製造機械内部…内部発生の特定 配電盤内部…外部侵入の特定
製造機械の中に虫がいると異物混入の
リスクが高まります。虫のいない状況
なのか定期的に確認を行いましょう。

壁の中も虫は発生しています。壁の中
との隙間から虫が侵入してきていない
か確認を行いましょう。

機械清掃後に行えば、虫の有無によっ
て、正しい清掃方法なのか判断も出来
るようになります。

今までの捕虫器では置けなかった
狭小箇所に設置することで
虫の侵入経路が明確になります。

コンクリートのひび割れは、水がた
まりやすく、虫の発生元の一つです。
足元で虫が捕まれば、ひび割れのある
可能性があります。

本体重量が 280gと軽いため天井を傷
つけることもありません。

足元…内部発生の特定 天井裏…外部侵入の特定
内部発生の虫は残渣や水回りから発生
します。足元も内部発生しやすい箇所
の一つです。発生元かどうかの確認を
定期的に確認しましょう。

天井裏にも虫は発生しています。天井
裏で捕まった虫と、室内で捕まった虫
と照らし合わせ天井に隙間が無いか確
認を行いましょう

捕虫シートの交換の目安 1～7 日間 捕虫シートの交換の目安 1～7 日間

捕虫シートの交換の目安 1～7 日間 捕虫シートの交換の目安 1～7 日間

捕虫シートの交換の目安 1～7 日間

捕虫シートの交換の目安 30 日間

捕虫シートの交換の目安 20～30 日間

捕虫シートの交換の目安 1～7 日間

はがきサイズで薄型なので、簡単に設
置が出来ます。

工場内が負圧（室内の圧力が外気圧よ
りも低い状態）だと虫が入りやすくなり
ます。ここから虫が侵入してこないかを
虫の有無によって確認しましょう。

ダクト、吸気・排気フィルター内部…外部侵入特定

25㎜の薄さなので、縦にも横にも滑
り込ませることが出来ます。

隙間は人間の死角になります。捕まっ
た虫の種類により内部から発生する原
因が無いか、侵入してくる隙間が無い
か確認を行いましょう。

F 隙間…内部発生・外部侵入の特定

商業施設・飲食店に

厨房
厨房では殺虫剤など薬品を使用できま
せん。薬品を使用できないので捕虫器
を取付けましょう。また割れる素材を
使用してないので落下しても安全です。

本体重量 280g と軽いためフックなど
に簡単に吊り下げられます。

チョウバエ・ショウジョウバエが
発生しやすい場所です。虫が捕まって
いれば巣を作っている可能性がるので
清掃を行いましょう。

パントリー
虫が発生しやすい場所の一つです。発
生源で虫を捕まえることで客席に虫が
飛んでいくことを防ぎます。

工場の内部・製造ラインに

陳列した食品に虫が集まったら致命的
です。虫とらであれば厨房に設置する
ことが出来るので未然に防ぐことがで
きます。

設置ガイダンス

捕虫器の光を屋外に漏らさない
屋外の虫を呼び寄せないよう、捕虫器の光は直接屋外
から見えないように設置してください。

夜間も点灯させる
虫が活発に活動するのは日没後や夜明け前が多いので、
夜間も捕虫器を点灯させることで的確に捕獲できます。

排水口やグリストラップなどの水場
からはチョウバエが発生します。
発生源そばに虫とらを設置すること
で拡散を防ぎます。

観葉植物の土や水受け皿からはキノコ
バエが発生するため、発生源となる植
木鉢の近くには虫とらの設置を推奨し
ます。
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仕　様

点灯イメージ

商業施設・飲食店に

MOVIE商品ページ

セット

捕虫シート交換は1ヶ月に1回
虫の少ない季節でも、捕虫器のUV照射や粉塵などにより、
捕虫シートの粘着力が損なわれるので、1ヶ月に1回程度
を目安にシートの交換をおすすめします。

有効面積は30～40m2（9～12坪）
環境により、有効な照射範囲は変化するので、一つの環境
に複数台を設置すると効果的です。

インテリアに溶け込むデザイン
これまで、光を使った捕虫器では、「青い光」による捕虫が主な仕様でした。
Luciは、捕虫効果を損なうことなく、この「青い光」を抑え、
インテリアにマッチする昼白色の間接照明を組み込んだ捕虫器として

「ルーチ・虫とら ハク」を開発しました。

A4ノートサイズくらいの大きさ
捕虫シートが虫とらの
4倍ほどの大きさになるので、
捕虫容量もアップ

カスタマイズ可能
本体がフラットな構造なので、カッティングシートな
どを簡単に貼ることができます。
※案件個別に相談を受けます。別途お見積もりとな
ります。

捕獲した虫が見えにくい構造
捕虫シートが本体内側に組み込まれています。
捕まった虫は、捕虫器を覗き込まない限り
見えることはありません。

商品名 ルーチ・虫とら ハク 捕虫シート（10枚入り）
型番 LMT-BB-B-A-N LMT-S-B
価格 ￥59,800（税抜） ￥4,500（税抜）
消費電力 4.2W ー
外形寸法 W370×H209×D162㎜ W263×H194㎜
本体質量 本体 1.7kg, アダプター 165g ー
付属品 ACアダプター ー

特許取得済み
第6372907号
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商業施設・飲食店に

試験結果

設置ガイダンス

捕虫器の光を屋外に漏らさない
屋外の虫を呼び寄せないよう、捕虫器の光は直接屋外
から見えないように設置してください。

夜間も点灯させる
虫が活発に活動するのは日没後や夜明け前が多いので、
夜間も捕虫器を点灯させることで的確に捕獲できます。

小さな虫の飛ぶ高さは1.2~1.8m
小さな虫の多くは、2m以上の高さに飛ばないので、
1.2～ 1.8mが設置の目安です。

厨房エリアなどのバックヤードで発生
したコバエが飲食エリアに飛来するの
を防ぐため、二つのエリアの境界に
虫とらハクを設置すると効果的です。

厨房エリアであってもお客様の目に付
く場所には虫とらハクの設置を推奨し
ます。

光を遮る環境ではない場合
UV光が遮られない環境では、30～ 40㎡
（9～ 12坪）に 1台が設置の目安です。

光が遮られる環境の場合
壁などで UV光が遮られる環境では、
有効面積にかかわらず 1台設置する
ことを推奨しています。

外扉開閉時に屋外の虫が侵入するおそ
れがあります。人目につく風除室に
虫とらハクを設置し、飲食エリアへ
の侵入を防ぎます。

1.2~1.8m

レジカウンター・客席
ブラケット照明として間接光で店内を
照らします。青色光では置きにくかっ
た捕虫器もインテリア用虫とら ハクで
店内の意匠を邪魔せずに虫対策ができ
ます。

客席で虫が飛んでいるとお客さんが不快
に思います。客席の虫を捕まえることで
店内を清潔に保ちます。

捕虫シートの交換の目安 20～30 日間

ブラケット照明として使用出来るので、
お客さんから捕虫器と思われることはあ
りません。

風除室
外部から一番侵入しやすいエリアで
す。ここで捕まえて客席まで虫を入れ
ないようにしましょう。

捕虫シートの交換の目安 20～30 日間

40匹 200匹

東京都某所 キッチンにて 4時間点灯
（2017年6月 21：00～翌1：00）

東京都某所 キッチンにて 9時間点灯
（2017年6月 22：00～翌7：00）

小バエ類の他に
ガ類・タバコシバンムシ・
ヨコバイ類も
捕獲されました。
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防虫対策の強化に

虫の飛来を大幅に減らす、防虫用照明
薬品を使わずに虫の飛来を抑制し、誘引率を大幅に低下させます。
昼白色の照明器具と本製品を比較した検証結果では、蛍光灯では80％以上、LEDでも60％以上、虫の飛来が削減されました。

消費電力
従来の 1/4に抑えることができます

取り付け
器具がコンパクトなので、設置場所を選ばず、後付け設置が簡単。
大掛かりな工事も不要

特許取得済み 第4804335号,　第5164654号
ルーチ・パワーフレックス ムシーネは
株式会社 Luciと大成ファインケミカル株式会社、株式会社ネイブルとの
共同開発製品です。

視認性
従来の蛍光灯イエローランプの色味よりも
（温）白色の柔らかい色味に近づけているため人の目に優しく、明るい

Luci Power FLEX Mushi-ne

ルーチ・パワーフレックス ムシーネ

仕様
ピッチ 20mm ピッチ 
型番 LFPBU20-T1000S-YG-CL-O
価格 ￥27,000/m
消費電力 11.1W/m
灯具の長さ（L） 1011mm
質量 60g/m
カット可能単位 不可

光源色（色温度） □＝受注生産色（目安納期：7週間）　ー＝取扱無 

YG □
入力電圧 DC24V
使用環境 屋内,半屋外
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 ー
オプション品 取付レール, 取付クリップ, 瞬間接着剤, 
調光 可
電源 要

AIB仕様
素材が軟質アクリルという柔軟性の高い素材に覆われているため、
製品が落下したとしても、蛍光灯のように飛散することはありません。

外形図

断面図正面図

4.5

15

190 1011±2

AIB仕様
特許取得済み
第4804335号
第5164654号
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灯と比較 白色LE Dと比較

試験結果

屋外（虫の多い自然の中）で、ムシーネと白色蛍光灯、ムシーネと白色LEDの2パターンそれぞれの設置実験を行いました

昼白色蛍光灯

昼白色蛍光灯と比較 昼白色LEDと比較

昼白色蛍光灯 昼白色 LED

295匹

161匹

57匹 61匹

ムシーネ

ムシーネ ムシーネ

80.7%減

63.1%減

外部から侵入する虫の飛来数の削減 足元の残渣の視認性向上
外部から入ってくる虫の数を減らすこ
とで異物混入のリスクを下げます。

今まで光がなかったために見落としが
ちだった什器下の残渣を見つけやすく
なります。

搬入口や窓に 什器下に

製品名 サイズ 消費電力 防虫性 施工性

白色蛍光灯
Ｌ≒ 1200㎜
直径 32.5㎜

約 40Ｗ × ×

白色 LED
Ｌ≒ 1200㎜
直径 32.5㎜

約 28Ｗ △ ×

ムシーネ
（防虫 LED）

Ｌ≒ 1000㎜
断面 15㎜× 4.5㎜

コンパクト !!

11.1Ｗ
超省エネ !!

○
蛍光灯に比べ 虫が 80％減
白色 LEDに比べ 虫が 60％減

高い防虫性 !!

○
曲がる

狭小箇所にも収まる

21

衛
生
分
野



検査分野
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検 査 照 明

最新の太陽光波長 LED を用いた
検査のための光環境づくり

あらゆる製造業には、色やキズの検査をする工程があります。

色やキズの見え方は、検査する光環境に大きく影響を受けるため、
どのような光源を用い、どのような光環境にするかが
製品の品質管理のレベルに深く関わります。

印刷物、パッケージ、自動車関連、建材、ガラス素材、
それぞれ厳密な色キズの検査を行う現場では、
Luciが研究開発を行い生み出した

JIS基準の自然光（太陽光）波長 LED照明 “スペクト Cシリーズ ”を
用いることで、確かな品質管理を行うことができます。

検 査 分 野

CONTENTS

24 スペクト C シリーズのご紹介

28 納入事例

30 ルーチ・テソラ

32 ルーチ・パワーフレックス スペクト C

検
査
分
野
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スペクトCシリーズ

ルーチ・スペクトC シリーズは自然光（太陽光）に近い演色性を持つ
LED照明です。目視検査に適した光の機能を、様々な形状で展開しており、
工場や研究開発現場、事務所や営業先などの照明環境を統一します。

色・キズ検査用LED

一般的な照明器具 一般的な照明器具ルーチ・スペクトC ルーチ・スペクトC

Ra96Ra96 Ra96Ra96

0.24

0.26

0.28

0.3

0.32

0.34

0.36

0.38

0.4

0.24 0.26 0.28 0.3 0.32 0.34 0.36 0.38 0.4

JIS規格
D65の範囲

Luci LED
D65の範囲

0.24

0.26

0.28

0.3

0.32

0.34

0.36

0.38

0.4

0.24 0.26 0.28 0.3 0.32 0.34 0.36 0.38 0.4

JIS規格
D50の範囲

Luci LED
D50の範囲

常用光源（％）色度範囲

常用光源（daylight simulator）
JISにて規定されている常用光源
D50とは真昼の太陽光、
D65とは北側採光の正午の太陽光に近い人工光源
のことを言います。
光学的な色度分布表では、右図の範囲になります。
ルーチ・スぺクトCシリーズは、独自のLED色味コン
トロール技術で、JISに規定されている色度範囲よ
りも、さらに限定された高い精度での人工太陽光
LED照明を実現しました。

演色性による色の見え方の違い

Ra96Ra96

検査分野
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D50,D65使用業界（納入実績企業参照） 

キズの検査にも高い効果を発揮します

産業機器 樹脂パーツの塗装ムラ

● 換気扇
● 自動検査機器
● 電動工具
● インクジェットノズル
● エアコンの配管
● ゴムパッキン

化粧品 リップのラメ、虹色の変化
（キラキラ感）やボトルのキズ・ブツ確認
● プラスチック容器
● リップ
● アイシャドウ
● カラー剤・毛髪サンプル
● ファンデーション
● マニキュア
● パフ

石油 オイルの劣化具合の品質確認

● オイル

金属 エナメル線のコーティングや
自動車部品のメッキ塗装の色ムラ
● ステンレス鋼板
● エナメル線（自動車部品）
● 筆記用具（ボールペン）
● 宝飾品（真珠）
● 半導体基盤

スポーツ スポーツやアウトドアウェアの
生地見本との比較
● マウンテンパーカー
● ガット
● テニスラケット

塗料
● グラビアインキ

透明プラスチックの調色
（顔料や染料をまぜる）色確認

食品 珈琲豆の外観検査、
焙煎後の豆の色の差
● コーヒー豆
● 惣菜

印刷（包装） シールや小袋のキズ、汚れ、穴

● ペットボトルのラベル
● 食品包装,パッケージ
　（スイーツ様プラスチック容器）
● 自動車部品のシルク印刷
● フィルム（食品・化粧品）

繊維 水着の生地と色見本の色合わせ

● 水着
● マタニティ衣料

自動車 車のボディープレート・ワークの
色確認
● エンジン・ミッション部分のギア
● ピストンピン
● ルーフレール
● ホイール
● ミラーカバー
● 治具
● 内装材
● インパネ
● 天井材

印刷 紙の印刷物
インクジェット出力の色調整
● 商業印刷（チラシ・ポスター）
● 事務用印刷（名刺・封筒）
● 証券印刷（証書類・チケット）
● 出版印刷（雑誌）
● 製紙
● 製本（学校教材・カタログ）

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, 株式会社希松, 株式会社進洋, 永瀬印刷株式会社, ニッセンファスナー株式会社, 
ピアス株式会社, ピジョン株式会社, ヒル・プリント株式会社, 古川印刷株式会社, 丸金印刷株式会社, ムラロン株式会社, 有限会社ラベルズ （順不同・敬称略）

ガラス 哺乳瓶のキズや脈理黒点

● 哺乳瓶
● チークやアイシャドウのガラス粉

建築 建材の色、キズ

● 外壁パネル
● 床材
● 壁材
● バスタブ

医療 人口ボディパーツの色合わせ

● 義手
● 義足

スペクトCシリーズは、キズの検査条件に必要な3つの要素を持
ち、検査対象に合わせた照明環境を作ることができます。

光源
設置位置・角度の可変
光源色
D50・D65を切り替え可能
光量
必要な明るさに設定可能

◆

◆

◆

検査員

ワーク表面

◆ 光源

光源

　 必要な位置に光源を設置
◆ 光源色
　 色を切り替え
◆ 光量
　 必要な明るさに設定 ダコン

打痕、キズなど
ダコン

検
査
分
野
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スペクトCシリーズであらゆる目視検査の照明環境を統一しましょう

営業先

商談室

P.30 P.32

ルーチ・テソラ

ルーチ・レクタ スペクトC

ルーチ・トフ スペクトC

ルーチ・パワーフレックス スペクトC

ルーチ・パワーフレックス スペクトC

持ち運べる検査照明
検査工程から営業先までの光環境を、
ひとつの製品で統一することができ
る検査照明です。
「TeSOLA」は「手で空の光をつかむ」
ことをコンセプトに開発された
太陽光ハンディライトです。

持ち運べる検査照明
検査工程から営業先までの光環境を、ひとつの製品で統一すること
ができる検査照明です。
営業先へ携帯する他に、社内の各所でも使えます。

ベース照明
ライン状のレクタ、
調色・調光が可能なトフ、
光天井などの造作照明に適したパワーフレックス
バリエーション豊かなスペクトCシリーズで
光環境を整えます

カット・曲げができる検査照明
Luciのパワーフレックスは、『曲がる』『切れる』という
ユニークな特徴によって、様々な形状の機械や収まりに柔軟
に対応することができます。このパワーフレックスと、スペ
クトCのLEDを組み合わせ、現場ごとに異なる検査照明をオ
リジナルで作成することができます。

応用例
・デスクライト
・光天井や光壁

特許取得済

P.30

P.32

1

1

5

2

2

4

ルーチ・面発光 スペクトC6

検査分野
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工場の製造ライン

バリエーション豊かなスペクト C シリーズ

色校室・検査室

ルーチ・UQフレックス スペクトC

ルーチ・レクタ スペクトC

ルーチ・トフ スペクトC

ルーチ・面発光 スペクトC

ルーチ・パワーフレックス スペクトC

ルーチ・パワーフレックス スペクトC

カスタマイズ性の高い検査照明
検査環境に必要な照明のサイズは各社さまざまですが、Luciのスペ
クトCシリーズでは灯具の長さや発光面の大きさを指定のサイズで
お作りできます。

ドットのない光、つなぎめのない光
最長10mまでを1本の灯具で提供できるUQフレックス、
現場で灯具をカットして長さ調整ができるパワーフレックス、
ドットレスかつシームレスな光のレクタ、トフ
長さや光の質の課題を解決できる商品です

ルーチ・UQフレックス スペクトC
最長10m・ドットレスな検査照明
IP67

受注生産品

ルーチ・レクタ スペクトC
スリムなライン検査照明

受注生産品

ルーチ・トフ スペクトC ルーチ・面発光 スペクトC
D50,D65を1本で
切り替えできる検査照明

影が出ない、均一な光の検査照明

受注生産品 受注生産品

P.32

P.32

3

3

5

5

2

2

4

4 6

6
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ルーチ・パワーフレックス スペクトC一般的な照明器具

80

◀  

 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。

◀  

 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。

1
Case

納入実績

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）

　株式会社アヘッド ラボラトリーズ
　メディカル技術部 
　杉田真梨様

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、 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。

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"を追求

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

お客様の不安を少なくし、
安心感を与えられる

人工ボディーの色合わせ

 使用商品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

後継品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　廃盤商品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ルーチ・スペクトC アルミ LED スタンドライト ルーチ・テソラ+テソラ専用スタンド

検査分野

❖INTERVIEW❖
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某印刷工場

◀

   新設の確認台の上に設置

◀

   面発光ボックスの背面にあるフックにチェーンを装着

◀

   上部の白いツマミで明るさを調整

現状、 印刷機の横にある色見台の蛍光灯が半年で色味が気にな
る、 暗いという課題がありました。 また、 自社での色校正や
お客様との立会いの際、 色見台と照明が一体になっているタイ
プで、 台で確認できる人数が限られていたので、 確認者が同時
に作業できるよう、 色見台を新たに設けました。 新設の色校台
の上には工場の天井照明しかなく暗かったため、 柔軟に設置場
所を選べる 『ルーチ • 面発光 スぺクト C』 をご提案いただき
採用しました。 『ルーチ • 面発光 スペクト C』 は取り付けや
設置の自由度が高い商品で、 今回は天井から吊るすことによっ
て、確認者が台を四方から囲むことが出来るようになりました。

使用して感じたことは ＂ まぶしくない ＂ ということです。 印刷
機横の色見台は蛍光灯の横に反射板がついており、 作業者には
まぶしく感じました。 照明の明るさは蛍光灯より LED の方が
明るいのに、 LED の方がまぶしくなかったです。 十分な明る
さなのに、 目に優しい光なので、 印刷機横の色校台ではなく新
設の色見台での校正頻度が高まりました。

検査照明環境を
自然光に近い光色で統一

設置自由度の高さが
採用の決め手

作業者に優しいまぶしくない光

2
Case

納入実績
プリンタで出力したチラシの色合わせ

検査分野

❖INTERVIEW❖ 検
査
分
野
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ルーチ・テソラ

バッテリー式
製造ラインから営業先まで、あらゆる場所に持ち運ぶ
ことができ、この1本で検査照明環境の統一を可能に
しました。製品の細かい色やキズの検査だけでなく、
暗所作業や大型設備の点検にも活用できます。

D50/D65光源 切り替え可能
印刷の色校正にはD50、プラスチックや塗料の色合
わせにはD65が適しています。また、検査光源を切り
替えることによる色差で、キズの発見率が上がりま
す。

商品名 ルーチ・テソラ
型番 LTS-SET-B-ND
価格 オープン価格（Luci EC サイト価格 ￥30,000（税抜））
入力電圧 DC5V, 1A 
消費電力 5W
外形寸法 248*42*37 mm
本体質量 220g
連続点灯時間 約5時間（満充電からの点灯時間）
充電時間 約8時間（残量0から満充電までの時間）
調光 各色3段階（100%, 75%, 50%）
光源色 D50光源/D65光源を1台で切り替え可能
照度 Max：1500 lx（20cm）
全光束 260 lm
付属品 マグネットホルダー, USBケーブル（1.2m）, ストラップ2個, ポーチ

※写真はイメージです。仕様は予告なく変更することがあります。ご了承ください。

付属品

仕　様

持ち運べる検査照明

検査工程から営業先までの光環境を、
ひとつの製品で統一することができる検査照明です。

「TeSOLA」は「手で空の光をつかむ」ことをコンセプトに開発された
太陽光ハンディライトです。

商品ページ

Ra96Ra96

マグネット取り付け可能
付属品のホルダーには2箇所（方向）にマグネットが
ついています。現場の金属の什器や壁面、別売りのス
タンドに簡単に取り付けることができます。

検査分野
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蛍光灯の下での検査品
蛍光灯下では、様々な方向からの
光が映り込み、ブツが見えにくく
なります。

アタッチメントを
取り付けた状態
ゼブラ模様の光を映り込ませて
確認すると、ブツが浮かび上がっ
て見えてきます。

自動車を設計する際、曲面の連
続性（滑らかさ）を評価するため
に、3D CAD上でストライプ柄を
つけます。
局所的な歪みは、ストライプの歪
みとなって現れます。

商品名 テソラ専用スタンド 
型番 LTS-PT-A
価格 ￥29,800（税抜）
外形寸法 530*293*150 mm
本体質量 4kg
本体素材 ステンレス
可変領域 垂直0～50㎝、並行0～22㎝、360度回転可能

オプション品

ハンディライトとして

スタンドライトとして

シーンに合わせた使い方

営業先 工場の検品ライン商談室

商談室作業デスク

色校室・検査室

色校室・検査室

230 ㎜
63 ㎜

53
0 
㎜

150 ㎜

垂直・平行に
移動可能！

360°
回転可能！

光源を直視しない
ように光の向きを
変えられる

最適な位置に
照明部分を
設置できる

TeSOLAに
簡単装着

 

 

ゼブラ解析

開発中 マスキングアタッチメント

検
査
分
野
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 Luci Power FLEX SpectC

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/m
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 屋内
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

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 1.4m ルーチ・オリレガ 30W専用電源【PSE規格適合】 ¥10,100 LPSOL-030-24-ND-I DC24V  1.25A W35 H38 D250

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 3.6m ルーチ・オリレガ 75W専用電源【PSE規格適合】 ¥14,620 LPSOL-075-24-ND-I DC24V  3.125A W50 H52 D258.6

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

7.3m* 7.3m* ルーチ・オリレガ 145W専用電源【PSE規格適合】 ¥19,960 LPSOL-145-24-ND-I DC24V  6.1A W84 H60.6 D302

* =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

 ルーチ・パワーフレックス スペクトC

 

曲がって切れる！
思いのままに取り付け可能

特許取得済み

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。

POINT

商品ページ

Ra96Ra96

豊富な取付オプションで
カスタマイズ

自由なサイズ指定で
光天井や光壁に

曲線状の製品の
検品に

検査分野
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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

検
査
分
野
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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

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）

検査分野
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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

■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 スペクトC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 －

電源容量 型番 価格 調光時の接続総数　*= 複数系統

30W LPSOL-030-24-ND-I ¥10,100 1.4m

50W SPLFA50F-24 ¥11,960 2.8m

75W LPSOL-075-24-ND-I ¥14,620 3.6m

100W SPLFA100F-24 ¥16,080 4.9m

150W SPLFA150F-24 ¥19,960 7.3m*

145W LPSOL-145-24-ND-I ¥19,960 7.3m*

電源容量 型番 価格 調光時の接続総数　*= 複数系統

30W LPSOL-030-24-ND-I ¥10,100 1.4m

50W SPLFA50F-24 ¥11,960 2.1m

75W LPSOL-075-24-ND-I ¥14,620 3.6m

100W SPLFA100F-24 ¥16,080 4.2m

150W SPLFA150F-24 ¥19,960 6.3m*

145W LPSOL-145-24-ND-I ¥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

検
査
分
野
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会社概要

事業拠点

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
代表者 取締役社長　福山　司 東京本社 大阪支社

2018.12/2000 部

東京本社
〒 107-0052　東京都港区赤坂 4-13-13 赤坂ビル 3F TEL 03-6327-7409　FAX 03-6327-7410

●

● 大阪支社
〒 550-0015　大阪府大阪市西区南堀江 1-1-14 四ツ橋中埜ビル 3F TEL 06-6110-7520　FAX 06-6110-7519 

●

●

●

グループ会社

シンガポール本社
52A Tanjong Pagar Road, Singapore 088473 TEL +65-6291-2410 

香港事務所
Room 1801, 18/F, Kwai Hung Holdings Centre, 89 King's Road, North Point, Hong Kong  TEL +852-2219-8462

ドバイ事務所
5WA 331, DAFZA, Dubai, United Arab Emirates  TEL +971-54-446-0350

●

●

グループ会社

上海本社
200050 上海市長寧区宣化路 300 号 華寧国際広場南塔 1804 室  TEL +86-21-5238-9115 / +86-21-5238-9117 

北京事務所
100025　北京市朝阳区朝阳北路 129 号院润枫嘉尚 1 号楼 2011   TEL +86-10-6556-9541 
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