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イグゼビタ LED
EXHIBITOR LED 定格電圧=AC24V

消費電力=1.8W/灯
製品重量= EXBK-300：約270g/m 

EXBK-500：約210g/m
材質= グローブ：PC 

ソケット：PBT 
ケーブル：PVC　AWG12×2

（AWG12：3.3mm2相当）

品番 価格 消費電力 最大灯数
EXBK-300-VI-WW-＿ ￥5,500/灯 6.0W/m 120灯
EXBK-500-VI-WW-＿ ￥5,700/灯 3.6W/m 100灯
EXBK-300-UB-WW-＿ ￥5,500/灯 6.0W/m 120灯
EXBK-500-UB-WW-＿ ￥5,700/灯 3.6W/m 100灯

※EXLEDランプ（旧タイプ0.48W）付も販売しております。
　EXBK-300-WW-_￥5,000/灯より

EXBK-　  -    -     -           

300：300㎜
500：500㎜

ランプピッチ
VI-WW  ： EXVIランプ 2400K
UB-WW： EXUBランプ 2400K

光源色
S45 ：S型 Φ45
G45 ：G型 Φ45
G60 ：G型 Φ60

C :クリア
F  :フロスト
R ：レッド
G ：グリーン
A ：アンバー
B ：ブルー

グローブ形状 グローブ色

定格電圧=AC24V
消費電力=7.5W/灯
製品重量= EXBK-300：約270g/m 

EXBK-500：約210g/m
材質= グローブ：PC 

ソケット：PBT 
ケーブル：PVC　AWG12×2

（AWG12：3.3mm2相当）

品番 価格 消費電力 最大灯数
EXBK-300-501-G60＿ ￥2,000/灯 25.0W/m 40灯
EXBK-500-501-G60＿ ￥2,200/灯 15.0W/m 40灯

イグゼビタ キセノン
EXHIBITOR XENON

C :クリア
F  :フロスト
R ：レッド
G ：グリーン
A ：アンバー
B ：ブルー

EXBK-　  -501-G60           

300：300㎜
500：500㎜

ランプピッチ
501：キセノンランプ 2500K

光源色
G60
グローブ形状 グローブ色

定格電圧=AC24V
消費電力=1.8W/灯
製品重量=約70g（ソケット本体）
材質= グローブ：PC 

ソケット：PBT 
ケーブル：PVC

電線= 外径φ5.8mm 
AWG18×2

（AWG18：0.75mm2相当）

品番 価格
EXSS-L300 ￥2,000
EXSS-L1500 ￥3,000

品番 価格
EXGL-G60C ￥700
EXGL-G60F ￥700
EXGL-G45C ￥700
EXGL-G45F ￥700

EX ソケットシステム
EX SOCKET SYSTEM

ソケット（電線長さ） グローブ

品番 価格
EX-VI-WW ￥3,700
EX-UB-WW ￥3,700

ランプ

EXソケットシステムは、ランプ、グローブを組み合わせて注文できる製品です。
ソケットと、ランプ、グローブを１セットとしてご注文ください。

VI-WW  ： EXVIランプ 2400K
UB-WW： EXUBランプ 2400K

光源色

EXSS-L EXGL-　  

  300：300㎜
1500：1500㎜

G45C ：Φ45 クリア
G45F ：Φ45 フロスト
G60C ：Φ60 クリア
G60F ：Φ60 フロスト

電線長 グローブ形状＋色

EX-    -

製品写真
右セット例　　 EXSS-L300　EX-VI-WW　EXGL-G60C
左セット例　　 EXSS-L300　EX-UB-WW　EXGL-G45F

※グローブ形状S45、G45タイプについては、
　グローブ色：R、G、A、Bの4色は選択できませんのでご注意ください。

※グローブ形状S45、G45タイプについては、
　グローブ色：R、G、A、Bの4色は選択できませんのでご注意ください。

※表示価格は全て税抜価格です。

※表示価格は全て税抜価格です。

※表示価格は全て税抜価格です。
※1灯仕様については価格が異なります。詳しくはお問い合わせください。

※1灯仕様については価格が異なります。詳しくはお問い合わせください。
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巻線トランス

位相制御調光器
TC-LVTR 巻線トランス専用位相制御調光器 ¥25,000

スイッチボックス2個（深型）用
イグゼビタ LED・イグゼビタ キセノン：最大800VAまで（TR-2320N 2台まで）
EX ソケットシステム：最大800VAまで（TR-2240NB 2台まで）

品番 価格 定格出力
接続可能灯数

LED キセノン
TR-2050N ¥10,000 AC24V 50W 27灯 6灯
TR-2100N ¥18,000 AC24V 100W 55灯 12灯
TR-2160N ¥22,000 AC24V 160W 88灯 20灯
TR-2240NB ¥28,000 AC24V 240W 133灯 ×
TR-2320N※ ¥34,000 AC24V 320W 177灯 40灯

※EX ソケットシステムではTR-2320Nは選択できません。

電源・調光器（屋内仕様）

ワイヤー吊り下げ施工用（イグゼビタ LED・イグゼビタ キセノンのみ）

取付用施工パーツ

EXBK-MDW/5 ワイヤーロックセット（5個入） ¥1,000/セット

ソケットネジ止め用（イグゼビタ LED・イグゼビタ キセノンのみ）
EXBK-MD/5 取付アダプタ（ネジ付属・5個入） ¥700/セット
EXBK-STP/10 ケーブルサドル（10個入） ¥500/セット

1.器具（光源色・ランプピッチ・グローブ形状と色）　2.灯数※1　3.電源・調光器　4.取付用施工パーツ　5.オプション※2　これら5つの項目の選定をお願いいたします。
注文についての詳細は、弊社までお問い合わせください。 （VIランプはクリア、カラーグローブ。 UBランプはフロストグローブを推奨します。）
※1 「灯数」オーダー製品です。「灯数」と本数、電源の接続可能灯数から必要な台数の電源をあわせてお求めください。
※2 オプションは必須ではありません。

EXソケットシステムの注文について
ランプとソケット、グローブを組み合わせるオーダー製品です。組み合わせと数量、必要な台数の電源を指定してお求めください。

※ワイヤー別売り

EXBK-ED10 エンドキャップ（10個入） ¥400/セット

最大10m（販売可能単位1m）

EXBK-EP リード線延長加工 ¥800/m

（イグゼビタ LED・イグゼビタ キセノンのみ）

パネルマウント施工用（イグゼビタ LED・イグゼビタ キセノンのみ）

EX-SH-01/10 ソケットホルダ 板厚0.8～ 2.0mm
（10個入） ¥2,500/セット

ソケットホルダ（EX ソケットシステムのみ）
EXSS-SH 板厚0.8～ 6.0mm ¥300/個

オプション
TR-BOX-SUS トランス収納ボックス ￥26,000

樹脂グローブ

※キセノンランプではΦ60のグローブのみ選択できます。

G60C G45C S45C

クリアグローブ フロストグローブ

G60F G45F S45F G60BG60G G60AG60R

カラーグローブ

適した手法と明るさ

器具：EXBK-300-VI-WW-G60C
 EXBK-500-VI-WW-G60C

器具：EXBK-300-UB-WW-G60F
 EXBK-500-UB-WW-G60F

光源色・lm・演色性

Max 16.3 [cd]
300mm=133lm/m
500mm=  80lm/m
※ただしグローブによる
　減衰は考慮していません

※ただしグローブによる
　減衰は考慮していません

Max 4.46 [cd]
300mm=150lm/m
500mm=  90lm/m

VI-WW : 40lm/灯　Ra=80
UB-WW : 45lm/灯  Ra=80

光源の種類
EX-VIランプ（LED）

ランプ品番：EX-VI-WW
定格電圧：AC24V
消費電力：1.8W/灯
色温度：2400K
ランプ光束：40lm/灯
※受注生産：2000K（LW）

EX-UBランプ（LED）
ランプ品番：EX-UB-WW
定格電圧：AC24V
消費電力：1.8W/灯
色温度：2400K
ランプ光束：45lm/灯
※受注生産：2000K（LW）

キセノンランプ
ランプ品番：WB-501
定格電圧：AC24V
消費電力：7.5W/灯
色温度：2500K
ランプ光束：65lm/灯

※EX ソケットシステムは選択できません。
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EXGL-G45＿ 交換用グローブ   ￥700/個
EXGL-S45＿ 交換用グローブ   ￥700/個

＿の記号をご指定ください。 F：フロスト　C：クリア

EXGL-G60＿ 交換用グローブ   ￥700/個
＿の記号をご指定ください。
 F：フロスト　C：クリア　R：レッド　G：グリーン　B：ブルー　A：アンバー

※表示価格は全て税抜価格です。

注文について


