
AJA-TFL-005-SP  200W         屋内プールに最適（耐塩塗装） 

                        屋内・屋外設置兼用仕様 （ＩＰ６５）                                           

●質量：6.3kg ●電圧：120～277V 
●防水規格：IP65 
●耐塩塗装 
●色温度：5000K●周囲温度：-40～60℃ 
●発光効率：≧81lm/w●力率：≧0.98 
●演色性：≧80 ●寿命：60000h 
●材質：アルミダイキャスト・PC 
●サイズ：L590×W600×D215 
 

消費電力 品    番 光束 
Pｌｍ 

（有効光束密度） 

200W AJA-TFL-005-SP  200WRZ 16200 28900 

 AJA-THB-005 -150W              屋内用 体育館 等 

●質量：5.5kg ●電圧：120～277V 
●色温度：5000K●周囲温度：-40～60℃ 
●発光効率：≧80lm/w●力率：≧0.98 
●演色性：≧80 ●寿命：60000h 
●サイズ：Φ550×380(mm) 
●ＰＣ仕様 
 

消費電力 品    番 光束 
Pｌｍ 

（有効光束密度） 

１５０W AJA-THB-005-150W 12000 21200 

 AJA-THB-020-300W            屋内用 体育館 等       

●質量：8.6kg ●電圧：120～277V 
●色温度：5000K●周囲温度：-40～60℃ 
●発光効率：≧81lm/w●力率：≧0.98 
●演色性：≧80 ●寿命：60000h 
●サイズ：Φ590×565(mm) 
●ＰＣ仕様 

消費電力 品    番 光束 
Pｌｍ 

（有効光束密度） 

３００W AJA-THB-020-300W 24300 46200 



●質量：8.6kg ●電圧：120～277V 
●色温度：5000K●周囲温度：-40～60℃ 
●発光効率：≧81lm/w●力率：≧0.98 
●演色性：≧80 ●寿命：60000h 
●サイズ：Φ590×565(mm) 
※電圧１００Vの場合ご相談ください。 

消費電力 品    番 
Pｌｍ 

（有効光束 
密度） 

120W AJA-HB-020-120RZ 17300 

150W AJA-HB-020-150RZ 21200 

200W AJA-HB-020-200RZ 28900 

250W AJA-HB-020-250RZ 36600 

300W AJA-HB-020-300RZ 46200 

※オプション 色温度3000K 4000Kの製作も可能です。 

※オプション 色温度3000K 4000Kの製作も可能です。 

●質量：5.5kg ●電圧：120～277V 
●色温度：5000K●周囲温度：-40～60℃ 
●発光効率：≧80lm/w●力率：≧0.98 
●演色性：≧80 ●寿命：60000h 
●サイズ：Φ550×380(mm) 
※電圧１００Vの場合ご相談ください。 
 

消費電力 品    番 
Pｌｍ 

（有効光束 
密度） 

80W AJA-HB-005-80WRZ 10700 

100W AJA-HB-005-100WRZ 13500 

120W AJA-HB-005-120WRZ 17400 

150W AJA-HB-005-150WRZ 21200 

200W AJA-HB-005-200WRZ 28900 

250W AJA-HB-005-250WRZ 36600 

AJA-HB-020          屋内用 工場・倉庫・体育館等       

AJA-HB-005           屋内用 工場・倉庫・体育館等 

●質量：9.7kg ●電圧：120～277V 
●防水規格：IP65 
●色温度：5000K●周囲温度：-40～60℃ 
●発光効率：≧81lm/w●力率：≧0.98 
●演色性：≧80 ●寿命：60000h 
●サイズ：Φ590×480(mm) 
※電圧１００Vの場合ご相談ください。 

消費電力 品    番 
Pｌｍ 

（有効光束 
密度） 

150W AJA-FL-001-3-150WRZ 21200 

200W AJA-FL-001-3-200WRZ 28900 

250W AJA-FL-001-3-250WRZ 36600 

300W AJA-FL-001-3-300WRZ 46200 

AJA-FL-001               屋内・屋外設置兼用仕様 （ＩＰ６５）  

※オプション 色温度3000K 4000Kの製作も可能です。 



●質量：7.4kg ●電圧：120～277V 
●防水規格：IP65 
●色温度：5000K●周囲温度：-40～60℃ 
●発光効率：≧81lm/w●力率：≧0.98 
●演色性：≧80 ●寿命：60000h 
●材質：アルミダイキャスト・PC 
●サイズ：L320×W415×D320 
※電圧１００Vの場合ご相談ください。 

消費電力 品    番 
Pｌｍ 

（有効光束 
密度） 

80W AJA-FL-002-2-80WRZ 10700 

100W AJA-FL-002-2-100WRZ 13500 

120W AJA-FL-002-2-120WRZ 17400 

150W AJA-FL-002-2-150WRZ 21200 

※オプション 色温度3000K 4000Kの製作も可能です。 

AJA-FL-002-2       屋内・屋外設置兼用仕様 （ＩＰ６５） 

消費電力 品    番 
Pｌｍ 

（有効光束 
密度） 

120W AJA-FL-005-SP-120WRZ 17400 

150W AJA-FL-005-SP-150WRZ 21200 

200W AJA-FL-005-SP-200WRZ 28900 

●質量：6.3kg ●電圧：120～277V 
●防水規格：IP65 
●耐塩塗装 
●色温度：5000K●周囲温度：-40～60℃ 
●発光効率：≧81lm/w●力率：≧0.98 
●演色性：≧80 ●寿命：60000h 
●材質：アルミダイキャスト・PC 
●サイズ：L590×W600×D215 
※電圧１００Vの場合ご相談ください。 

AJA-FL-005-SP            屋内プールに最適（耐塩塗装） 

                        屋内・屋外設置兼用仕様 （ＩＰ６５）                                           

※オプション 色温度3000K 4000Kの製作も可能です。 



●質量：3.8kg ●電圧：120～277V 
●防水規格：IP65 
●色温度：5000K●周囲温度：-40～60℃ 
●発光効率：≧81lm/w●力率：≧0.98 
●演色性：≧80 ●寿命：60000h 
●材質：アルミダイキャスト・PC 
●サイズ：L275×W325×D110 
※電圧１００Vの場合ご相談ください。 
 

消費電力 品    番 
Pｌｍ 

（有効光束 
密度） 

40W AJA-FL-009-1-40WRZ 4430 

50W AJA-FL-009-1-50WRZ 5500 

消費電力 品    番 
Pｌｍ 

（有効光束 
密度） 

80W AJA-FL-009-2-80WRZ 10700 

100W AJA-FL-009-2-100WRZ 13500 

※オプション 色温度3000K 4000Kの製作も可能です。 

※オプション 色温度3000K 4000Kの製作も可能です。 

●質量：6.3kg ●電圧：120～277V 
●防水規格：IP65 
●色温度：5000K●周囲温度：-40～60℃ 
●発光効率：≧81lm/w●力率：≧0.98 
●演色性：≧80 ●寿命：60000h 
●材質：アルミダイキャスト・PC 
●サイズ：L350×W375×D140 
※電圧１００Vの場合ご相談ください。 

消費電力                            品    番 
Pｌｍ 

（有効光束 
密度） 

120W AJA-FL-009-3-120WRZ 17400 

150W AJA-FL-009-3-150WRZ 21200 

●質量：7.3kg ●電圧：120～277V 
●防水規格：IP65 
●色温度：5000K●周囲温度：-40～60℃ 
●発光効率：≧81lm/w●力率：≧0.98 
●演色性：≧80 ●寿命：60000h 
●材質：アルミダイキャスト・PC 
●サイズ：L415×W460×D160 
※電圧１００Vの場合ご相談ください。 
 

AJA-FL-009-3              屋内・屋外設置兼用仕様 （ＩＰ６５）  

AJA-FL-009-2             屋内・屋外設置兼用仕様 （ＩＰ６５） 

AJA-FL-009-1            屋内・屋外設置兼用仕様 （ＩＰ６５）                                                

※オプション 色温度3000K 4000Kの製作も可能です。 


