
このカタログに記載の価格はすべて　税抜価格　です。お買上げの際には別途、消費税が付加されます。 

●室内栽培に最適（省エネ・長寿命）
●植物に必要な青赤成分を主流にしたランプ 
●コード長：1.8m
●光束：約1200ルーメン
●周波数：50/60Hz 　
●定格電圧：AC100V

植物の生育と品質維持に最適な光を照射！ スタンドタイプのライト
フリーアームタイプ ランプ昇降タイプ

　すくす～くライト（スタンドタイプ）

スタンド下部に
は水受け皿を装
備

植物の成長に合
わせてランプの
位置を上下に移
動可

定格消費電力 品　番 標準販売価格
25W PSK-25ST ￥ 7,100

（交換用蛍光ランプ） PSK-25P ￥ 1,380

定格消費電力 品　番 標準販売価格
24W PSK-27ST ￥ 5,680

（交換用蛍光ランプ） PSK-27P ￥ 1,400

●室内栽培に最適（省エネ・長寿命）
●植物に必要な青赤成分を主流にしたランプ 
●2段階調光
●傘（ランプシェイド）の高さ調整可能
●傘（ランプシェイド）の角度180度調整可
●光束：約1300ルーメン
●周波数：50/60Hz 　●定格電圧：AC100V

吊り下げワイヤー

電源ケーブル

品　番 標準販売価格
PSL45-90W-RB ￥72,000

●LEDランプのため長寿命（約10000時間以上）
●強力な光量子が供給できる（約500μmol ／

m2S）赤青LED比率＝8：1
●2W LEDを45個使用した空冷式ランプ
●冷却：強制空冷方式
●使用環境温湿度：－10 ～ 40℃、90％
●セット内容：本体、電源ケーブル、吊り下げワイ

ヤー（各1個）
●定格入力電圧：AC100V（50/60Hz）
●定格消費電力：90W 
●定格入力電流：1A
●本体サイズ：φ270×60mm 
●本体質量：3kg

消費電力：20W
口金サイズ E26
定格入力電圧：
　AC100V(50/60Hz)
定格入力電流：0.3A
定格消費電力：20W
全光束：133（lm）
定格寿命：5000（h）
エネルギー効率：7.66lm/W
光色：水色
ピーク波長：440nm 

消費電力：20W
口金サイズ E26
定格入力電圧：
　AC100V(50/60Hz)
定格入力電流：0.3A
定格消費電力：20W
全光束：729（lm）
定格寿命：5000（h）
エネルギー効率：42lm/W
光色：黄色
ピーク波長：617nm

室内での植物育成に最適

※PPF＝光合成有効
被光子束

強力タイプ 
2W型LED×45個

　すくす～く強力 LED ライト（植物育成用）

光量子数が多い
20cm直下で500PPF※

（太陽光の約1/4）

※受注後の生産となる場合がございますので、ご発注の際は納期をお問い合わせください。

品　番 標準販売価格
PSL160W-E2601-RB ￥11,500

　すくす～くLED ランプ（植物育成用）

LEDなので熱が少ない！
植物へのダメージがない！

●室内植物育成に最適（省エネ・長寿命）
●LEDのため熱が少ない
●植物に必要な青赤成分を主流にしたLED電球
●光合成有効光量子束：33PPF（20cm直下）
●定格入力電圧：AC100V
●定格消費電力：7W
●定格入力電流：0.07A
●定格寿命：10000時間
●全長：約94mm
●外径：φ151mm
●質量：300g

口金サイズ
E26

LED
160個

赤 144個
青 16個

室内でも植物がすくすく育つ

タイプ 全長 外径 質量 品　番 標準販売価格
誘虫ランプ 145mm φ60 104g EFD23-SSYM ￥ 1,980
防虫ランプ 145mm φ60 104g EFD23-SSRM ￥ 1,980

　電球形蛍光ランプ（スパイラル型）　誘虫ランプ・防虫ランプ

14Wで 電球60W相当
23Wで 電球90W相当
30Wで 電球110W相当
40Wで 電球120W相当

寿命はシリカ球の約5倍

電気代 約　　（目安）1
3
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虫の好きな紫外線付近の
光をカットした、
虫の寄りつきにくいランプ

誘引阻止率30％以上

誘引率200％以上

※当社蛍光灯比。ただし、虫の種類、
　特性、環境によって変化します。

※当社蛍光灯比。ただし、虫の種類、
　特性、環境によって変化します。

虫の好きな紫外線付近の
光を発し、集めたい場所に
虫を誘引するランプ

誘虫ランプ

防虫ランプ

EFD23-SSYM

EFD23-SSRM

虫を集めたい場所へ誘引

虫が寄りつきにくい

点灯時

点灯時

※この商品の詳細については、160ページをご参照ください。

　V フリーライト（屋外用　IP65）防虫ランプ

種類 交換ランプ 品　番 標準販売価格
20W形 FL20SYF PDW-VF20-Y ￥ 29,800
40W形 FL40SYF PDW-VF40-Y ￥ 35,000

40W形・連結タイプ FL40SYF PDW-VF40J-Y ￥ 41,800

PDW-VF40-Y

40W形

PDW-VF20-Y

20W形

24本まで 連結 できる!!

※この商品は受注後の生産
になる場合がございま
すので、ご発注の際には 
納期をお問い合わせ
ください。
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PDW-VF40J-Y

40W形
連結タイプ

防虫ランプ

虫が寄りつきにくい！　防虫対策　に最適！

PDW-VF40-Y
定格消費電力：38 ～ 41W
定格入力電流：0.16 ～ 0.5A
全長：φ63×1600mm
質量：2.2kg

●完全防雨・防湿・防塵　
●屋外用(IP65)
●電圧フリー（85V~242V ）
●高湿環境、塩害に強い

PDW-VF40J-Y
定格消費電力：31 ～ 41W
定格入力電流：0.16 ～ 0.5A
全長：φ63×1600mm
質量：2.8kg

PDW-VF20-Y
定格消費電力：22 ～ 25W
定格入力電流：0.1 ～ 0.36A
全長：φ63×980mm
質量：1.6kg

植物育成用


