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更にリビジョンアップ版の40形は、30度7段階回転機構による角度調整

■ RICOH LED Mシリーズ 40形/110形ラインアップ
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が可能な「国際規格IEC62776を先取りした安全設計（角度調整、2重感

■ RICOH LED Mシリーズ 40形 仕様

14

電防止機構を搭載）」を採用しており、灯具のタイプを選ばずにご使用い

■ RICOH LED Mシリーズ 110形 仕様
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ただけます。また、CISPRI15に加え、12（医療）、22（情報装置）にも適合

■ サポート体制
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しており、ノイズの影響を気にする環境でも安心してご使用いただけます。
加えてアタッチメント不要で取り付けが可能となり、設置範囲がさらに広
がりました。光色につきましても、オフィス、店舗、倉庫、病院や学校と
いった様々なシーンでご使用いただける豊富なラインナップを取り揃えて
おります。
リコーだから提供できる、高い品質と環境性能を兼ね備えたLEDランプ
「より使う人を考慮した RICOH LED Mシリーズ」をこの機会に是非、ご検
討賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
敬具
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LED業界の動向
世界的に地球温暖化防止という面から、LEDに比べ消費電力が多くCO2の排出量の多い白熱電球や蛍
光灯の使用を制限する動きがあります。世界市場においてもLEDの割合が年々着実に増えています。

■蛍光灯と白熱電球の規制の動き
世界的に、地球温暖化防止や水銀汚染防止を目的として白熱電球や蛍光灯の規制が強化される傾向にあります。
2020年ごろには先進国を中心として蛍光灯の使用の制限がスタートすると取りざたされており、LEDの普及が一層進む
と予想されています。

■LED照明普及の割合
世界全体での全照明に対するLED照明の割合は、2012年
が約30％であったのに対して、2016年では約60％になると
予測されています。
なかでもLED電球については日本が世界で最大のマー
ケットと言われており、LED電球に続いて直管形LEDの普
及が待たれています。

世界全体での全照明に対するLED照明のおおよその割合

約30％
約60％

LED照明
その他の照明

2012年

2016年（予測）
※富士経済調べによる
3

LED導入のメリット – ECO（地球にやさしい） –
LEDは従来の照明に比べて消費電力が少なく、CO2の排出量を抑制できるというメリットがあります。
LED化は、ひとつの地球温暖化防止対策です。

■CO2の削減 （RICOH LED Mシリーズ 40形/110形）
LEDは従来の蛍光灯と比べてCO2の排出量が少なく、環境負荷を低減できます。

CO２排出量の比較（100本の蛍光灯をLEDにした場合）
約3.57t
約56%

削減
減

約2.28t
約45%

削減
減

約8.14t
約50%

削減
減

約4.57t
約34%

紫外線や熱線による影響
削減
減

 蛍光灯の場合
蛍光灯を使用している場合、有害な紫外線や熱線の影響により、
店舗などでは商品が色あせてしまう可能性があります。

 LEDの場合
グロー型
ラピッド型

インバータ型

40形

グロー型
ラピッド型

インバータ型

有害な紫外線や熱線を発することがほとんどなく、商品の色あせ
を防ぎます。また、虫もほとんどよりつかないので衛生面でも清潔
感を保ちながらお使いいただけます。

110形

※当社製品を100本導入した場合 ※算出計算式は右のとおりです。 電力量（kWh）×利用電力会社などのCO2排出係数＝CO2排出量（kg-CO2）
※一般の蛍光灯の消費電力は安定器込みで右としています。（リコー調べによる参考値） 40形のグロー型、ラピッド型：45W / インバータ型：36W 110形のラピッド
型：115W / インバータ型：90W ※年間の点灯時間を、3,000時間としています。 ※二酸化炭素排出換算係数は、0.476（kg-CO2)としています。
※削減数値についてはお使いの安定器によって異なるため、効果を保証するものではありません。

虫が来ないから安心ね！

■地球温暖化 防止対策
CO2などの温室効果ガスの濃度が増大すると、海面上昇や気候変動など環境の変化を引き起こすといわれています。
CO2排出量の少ないLEDは、地球温暖化防止に役立ちます。
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LED導入のメリット – コスト削減（お財布にやさしい） –
LEDは消費電力が少なく、電気代を低く抑えることができます。
また長寿命なので、1日12時間点灯しても約10年交換せずに使い続けることができます。

■電気代の節約（RICOH LED Mシリーズ 40形の場合）
LEDは蛍光灯と比べて消費電力が少なく、電気代の節約につながります。
LEDと一般的な蛍光灯との電気代比較
LED： 20W × 12時間 × 22日 × 0.022円 ＝ 116.16円/月（税別）

LED

116.16円

蛍光灯： 40W × 12時間 × 22日 × 0.022円 ＝ 232.32円/月（税別）
※1本あたりの1カ月の電気代：1日12時間点灯、22日稼働 (WHあたり約0.022円の場合）
※一般的な蛍光灯の参考価格です

232.32円

蛍光灯

■蛍光灯に比べて寿命が約4.2倍（40形の場合）
RICOH LED Mシリーズ40形の寿命は約50,000時間であり、蛍光灯の約12,000時間と比べて約4.2倍です。
お取り換えやメンテナンスの回数が減ることでコスト削減につながります。
LEDと一般的な蛍光灯との寿命比較

LED

約50,000時間

LED： 約 50,000時間 1日12時間点灯で 寿命 約１１年
蛍光灯： 約 12,000時間 1日12時間点灯で 寿命 約３年
※一般的な蛍光灯の参考価格です

蛍光灯

約12,000時間

（寿命約11年）

（寿命約3年）
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RICOH LED Mシリーズ 40形の特長
従来の良さ「マルチ対応（AC直結可能）、工事不要」に加え、国際規格ＩＥＣ６２７７６を先取りしたリコー独自の安全設計です。

これまでの長所を継承しました

さらに使いやすくなりました

マルチ対応

安全性向上
 国際規格ＩＥＣ６２７７６を先取りした安全設計

お客様のメリット

 ２重感電防止機構
 燃料性の低いポリカーボネート（難燃グレードＶ-Ｏ）
を全周に。また、放熱性に優れたインナーフレーム
採用しています

工事不要

販売担当者のメリット

・ 安定器が劣化した場合は
ＡＣ直結で対応可能

・ 安定器の違いによる
製品タイプの選択が不要

・ 取り付けが簡単なので、移
転先でもすぐに使用可能

・ 点灯確認も１種類の
デモ機でカンタンにできる

 CISPR15/11/22適合

・ 発注方法の簡素化

 安定器の工事が不要*で
経費を抑えられる

 小規模の導入で試した後に
全体の導入にステップアップできる

・ 誤発注リスクの低減

定格寿命の延長
 高所での交換作業の手間・コストを
削減しました

５０,０００時間

設置環境・範囲拡大
 30度ずつ、7段階調整可能な回転口金を採
用し、お客様の環境に応じて、角度の調節
が可能になりました
 突合せタイプ
標準対応

４０,０００時間

選べる光色

安心の５年保証

 場所に合わせた3種の光色を
用意しました

 充実した保証制度で安心して
使用可能

昼白色

５年

白色

電球色

*法定耐用年数を超えた蛍光灯器具 は交換や工事が必要になる場合あります。
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RICOH LED Mシリーズ 110形の特長
工事不要タイプの直管形LED。 全ての安定器タイプに対応したRICOH Mシリーズの110形。Mシリーズで好評だった特長を活かしたスペックです。
110形では工事レス＆マルチ対応の競合商品は存在しないため、この点だけでも十分に他社を差別化できる商品です。

これまでの長所を継承しました

工事不要
 安定器の工事が不要*で
経費を抑えられる

安全設計

省エネ
約50％減

さらに使いやすくなりました

約36％減

 燃焼性の低いポリカーボネート
（難燃グレードV-０。UL94規格認証取得）

消費電力削減量

 放熱性に優れたマグネシウム合金
ラピッド型

 小規模の導入で試した後に
全体の導入にステップアップできる

インバータ型

マグネシウム合金
※一般の蛍光灯の消費電力は安定器込みで以下としています。
（リコー 調べによる参考値）
・110形のラピッド方式：115W インバータ方式：90W
※削減数値については、お使いの安定器によって異なるため、効
果を保証するものではありません。

マルチ対応
販売担当者のメリット

安心の５年保証
保証期間の延長による
更なる安心

 安定器の違いによる製品タイプの選択が
不要
 点灯確認も1種類のデモ機で
カンタンにできる
 発注方法が簡素化される

３年

５年

ポリカーボネート

選べる光色

ランプホルダーの同梱

場所に合わせた、２つ
の光色を用意

たわみ防止のランプホルダー
を商品に同梱しました。

昼白色
白色

 誤発注リスクの低減

*法定耐用年数を超えた蛍光灯器具 は交換や工事が必要になる場合あります。
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RICOH LED Mシリーズ 特長①
工事不要*
他社のLEDを導入する場合
工事費用が1本あたり1,500円も、
かかってしまう… （リコー調べによる参考価格）

工事不要で手軽に導入/交換
誰でもカンタンに設置可能
設置工事が不要のRICOH LED M シリーズは、蛍光灯を取りかえる感覚
で簡単にLED ランプを導入できます。有資格者による配線工事の必要
がなく、誰でも設置することができるので、取り付けた時から節電を開始
します。

使用中の蛍光灯を

■100本導入の場合

RICOH LED Mシリーズ
に交換するだけ

1,500円 x 100本 = 150,000円（税別）も費用がかかるんです！
だけどRICOH

LED Mシリーズなら
工事費用*は０円！
工事不要*

1ヶ所から導入
工事不要なので、１本、1部屋から試すことができます。まずは明るさを
実感してください。

蛍光灯と交換するだけの感覚でLEDを導
入することができます。工事ができない環
境の場合や業務を工事で止めたくない場
合でも、スピーディに導入できます。

有資格者による配線工事が必要ないため、
初期費用を抑えてLEDを導入できます。
取りつけた時から節電を開始します。

*法定耐年数を超えた蛍光灯は器具の交換や工事が必要になる場合があります。
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グロー型
ラピッド型

RICOH LED Mシリーズ 40形 特長② – 省エネ/マルチ対応 –
省エネ

マルチ対応

電気代と消費電力を大幅に削減
取り付けるだけで、すぐに節電がスタート。蛍光灯とほぼ同じ明るさを保
ちながら、電気代と消費電力を削減できます。

消費電力削減量
約56%減

約45%減

■1本ですべての安定器に対応*1
1本のLEDランプで、グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式のすべて
の安定器タイプに対応。タイプを気にせずに導入できます。さらに安定器
が老朽化した際には、安定器の交換はもちろんAC直結*2でも取り付ける
ことが可能です。

グロー方式

ラピッド方式

インバータ方式

1本ですべての安定器タイプに対応
＊1 グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式の安定器に対応。
＊2 AC直結工事には、電気工事士の資格が必要です。

グロー型
ラピッド型

インバータ型

■AC直結対応
AC直結対応のRICOH LED Mシリーズ 40形なら安定器が寿命になって
も、AC直結工事をして、引き続きランプをご使用いただけます。
安定器が劣化したらAC直結で対応できます。

インバータ型

※ 一般の蛍光灯の消費電力は磁気式安定器込みで
グロー型、ラピッド型：45W/インバータ型：36Wとする（リコー調べによる参考値）
※ 削減数値については、お使いの安定器によって異なるため、効果を保証するものでは

ありません。
※ 高出力タイプなどの安定器によっては、省エネ効果が低い場合があります。
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RICOH LED Mシリーズ 110形 特長② – 省エネ/マルチ対応 –
省エネ

マルチ対応

電気代と消費電力を大幅に削減
取り付けるだけで、すぐに節電がスタート。蛍光灯とほぼ同じ明るさを保
ちながら、電気代と消費電力を削減できます。

■1本ですべての安定器に対応*1
1本のLEDランプで、ラピッド方式、インバータ方式のすべての安定器タイ
プに対応*1。タイプを気にせずに導入できます。

消費電力削減量
約50%減

約36%減
ラピッド方式

インバータ方式

1本で2つの安定器タイプに対応

*1 RICOH LED Mシリーズ 110形はグロー方式には対応しておりません。（対象外）

グロー型
ラピッド型

インバータ型

※ 一般の蛍光灯の消費電力は磁気式安定器込みで
グロー型、ラピッド型：115W/インバータ型：90Wとする（リコー調べによる参考値）
※ 削減数値については、お使いの安定器によって異なるため、効果を保証するものでは

ありません。
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RICOH LED Mシリーズ 特長③
割れにくく、燃焼性の低い「ポリカーボネート」を採用
非常に強度が高く、燃えにくい樹脂「ポリカーボネート」のカバーを採用
し、丈夫で軽量なボディを実現。割れにくく飛散しません。
難燃グレードV-0を採用しています。
40形

110形

高品質で安心・安全
放熱性に優れるフレーム
40形は「アルミニウム」、110形は「 マグネシウム合金」製のフレームで、
いずれも優れた放熱性を持ち、LEDランプの発する熱を的確に放出しま
す。

ポイント
難燃性の高いものから順に、V-0、V-1、V-2、HBがあり
ます。RICOH LED Mシリーズでは、難燃性の高い「難燃
グレードV-０ （UL94規格認証取得）」を採用しています。

主な難燃グレード

備考

5VA
5VB
V-0
V-1
V-2
HB

RICOH LED Mシリーズで使用
一般的なLEDで使用

安全な取り付け/取り外しが可能

安心の5年保証

ＩＥＣ６２７７６を先取り*して開発された感電防止機構（２重感電スイッチ）
を備えた40形なら、専門スタッフでなくても、安心して作業頂けます。

お求めより5年間正常な使用状態において、万が一の故障が発生した場
合は、無償で交換を行ないます。

５

無償保証期間

２重感電防止スイッチ
（ＩＥＣ６２７７６を先取りした安全設計）

年

長寿命
*40形のみ

長寿命なため、照明器具が高い位置に設置されている工場や倉庫など、
設置作業が困難な場所でも、交換回数が減らせます。

信頼のメイドインジャパン
安全性、信頼性の高い国内工場にて生産しています。

４０,０００時間

５０,０００時間

*寿命は、光束が70% まで低下するまでの時間です。製品の寿命を保証するものではありません（リコー調べ）
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RICOH LED Mシリーズ 特長④
３つの光色をラインアップ
昼白色・白色・電球色の３種類をラインアップ。設置場所にあわせて、照
明の色を選ぶことができます。

昼白色

白色

快適な照明環境
自然光により近い高い演色性（Ra85）
Ra85の高い演色性で、より自然光に近い色で見ることができます。

電球色*

Ra85

Ra70

※写真はイメージです。実際の見え方とは異なる場合があります。

ちらつきを抑える
昼白色
白色
電球色*

オフィスでよく使用されているポピュラーな色。
白い自然な光で明るく照らします。
昼白色よりやや黄みがかった柔らかな色。
落ち着いた雰囲気の場所に適しています。
電球を再現した色。
やすらぎとあたたかさを感じる雰囲気づくりに貢献します。

*RICOH LED Mシリーズ 110形は昼白色・白色のみとなり電球色には対応しておりません。

リコー独自のアナログ電源技術を採用しています。従来のLEDランプで
問題とされてきた、点灯時のちらつきを抑制します。*
＊安定器の経年劣化により不点灯、ちらつきが発生する場合があります。

低ノイズ
LED ランプから発生するノイズを抑え、国際規格CISPR15/11/22に適合*
しています。（ラピッド方式。CISPR11/22は40形のみ適合)
また110形インバーター方式は、電気用品安全法の技術基準省令別表第
十 第7章に適合に適合しています。ノイズの影響を受けやすい精密機器
を使用する環境でも安心して使用できます。
* この規格に適合していても、影響がないことを保証するわけではありません。事前に環境をご調査ください。
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RICOH LED Mシリーズ 40形/110形 ラインナップ
■RICOH LED Mシリーズ 40形
商品名

■RICOH LED Mシリーズ 110形

品種コード

標準価格

ＪＡＮコード

RICOH LED M40N/Ｂ20

910348

オープン

4961311903786

RICOH LED M40Ｗ/Ｂ20

910350

オープン

RICOH LED M40Ｌ/Ｂ20

910352

RICOH LED M40N/Ｂ1

商品名

品種コード

標準価格

ＪＡＮコード

RICOH LED M110N/A10

910318

オープン

4961311892981

4961311903809

RICOH LED M110N/A1

910319

オープン

4961311892998

オープン

4961311903823

RICOH LED M110W/A10

910320

オープン

4961311893001

910349

オープン

4961311903793

RICOH LED M110W/A1

910321

オープン

4961311893018

RICOH LED M40Ｗ/Ｂ1

910351

オープン

4961311903816

RICOH LED M40Ｌ/Ｂ1

910353

オープン

4961311903830

■同梱品

*詳細は制限制約事項をご覧ください。

40形 110形

取扱説明書（保証書）
※工事方法は取扱説明書に記載しています。
※保証書は裏面に記載しています。

LEDランプ専用配線済シール

ＡＣ直結工事用

40形

LEDランプ用に配線工事済みであることを示すシールです。
照明器具の電源供給側に貼ります。
※RICOH LED Mシリーズ 110形はAC直結には対応しておりません。

取り付け手順書
警告シート

工事不要時に使用

40形 110形

取り付け時に、必ず電源を切ることを喚起するためのシートで
す。

40形

グロー点灯管穴用保護ラベル

安定器がグロー点灯方式の場合に、グロー点灯管を外したあと
の取り付け穴に貼り、保護するラベルです。

グロー点灯管
取り外し警告シート（表面）

グロー方式

40形

グロー方式の安定器をお使いのお客様へ、グロー点灯管を必
ず取り外すことを喚起するためのシートです。

取外し禁止シール

ＡＣ直結工事用

40形

LEDランプの取り外しを禁止するシールです。LEDランプのRICOH
ロゴ側とソケットをまたぐように貼ります。
※RICOH LED Mシリーズ 110形はAC直結には対応しておりません。

ランプホルダー

110形

たわみを防止しLEDランプを固定します。

口金部分取り付け手順書（裏面）

40形

万が一、口金部分が外れた場合の取付け手順を解説しています。
※口金が外れた場合でも品質上の問題はありません
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RICOH LED Mシリーズ 40形 仕様
強化・変更項目

仕様

M40N B20/B1, M40W B20/B1 M40L B20/B1

M40N A20/A1, M40W A20/A1 M40L A20/A1

取付方式

工事不要方式/AC 直結方式（両側給電）

工事不要方式/AC 直結方式（両側給電）

対応安定器

磁気式安定器（グロー方式・ラピッド方式）/電子式安定器（インバータ方式）

磁気式安定器（グロー方式・ラピッド方式）/電子式安定器（インバータ方式）

灯具入力電圧

AC100～254V

AC100～254V

灯具電源周波数

50/60Hz

50/60Hz

光色

昼白色/白色/電球色（その他の色は特注を検討）

昼白色/白色/電球色（その他の色は特注を検討）

演色性

Ra 85

Ra 85

照射角度（ビームの開き）

205°（135°）

240°（135°）

全光束

昼白色（2,200lm） / 白色・電球色（2,000lm）

昼白色（2,300lm） / 白色・電球色（2,100lm）

直下照度

昼白色（480lx） / 白色・電球色（432lx）

昼白色（500lx） / 白色・電球色（457lx）

口金

G13（角度調整機能標準装備、2重感電防止機能付）

RoHS

対応

対応

定格寿命

約 50,000時間（25℃環境にて）

約 40,000時間（25℃環境にて）

消費電力

20W/本（AC直結時：18W/本）

24W/本（AC直結時：22W/本）

※代表安定器にて

※代表安定器にて

発光効率

昼白色：110lm/W（AC直結時：122lm/W）
白色・電球色：100lm/W（AC直結時：111lm/W）

昼白色：95.8lm/W（AC直結時：104.5lm/W）
白色・電球色：87.5lm/W（AC直結時：95.5lm/W）

EMI

CISPR15/11/22適合

CISPR15適合

周囲温度

-30 ～ 50℃

-30 ～ 50℃

周囲湿度

～85％ RH

～85％ RH

管径

26.5mm（口金部：28mm）

25mm（口金部：28mm）

質量・寸法

455g・1,198mm

365g・1,198mm

入数

1本/20本

1本/20本

保証期間

5年

5年

備考

IEC62776を先取りした安全設計

-

G13（感電防止機構付）
※角度調整機能付（回転口金）モデルを特注で対応
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RICOH LED Mシリーズ 110形 仕様
仕様

Mシリーズ 110形

CLARTE Pシリーズ 110形

取付方式

工事不要方式

工事不要方式

対応安定器
（工事不要方式時）

全安定器タイプ
（ラピッド方式/インバータ方式）

・磁気式安定器対応（ラピッド方式）
・電子式安定器対応（インバータ方式）

灯具入力電圧

AC100～254V

AC100～254V

灯具入力電源周波数

50/60Hz

50/60Hz

光色

昼白色（4,900K）/白色（4,000K）

昼白色（5,100K）

演色性

Ra 85

Ra 85

照射角度

196°（ビームの開き 140°）

196°（ビームの開き 140°）

全光束

昼白色（6,000lm）/白色 (5,400lm)

6,000lm

直下照度（1m）

昼白色 (950 lx)/白色 (855 lx)

850 lx

口金

R17d口金

R17d口金

RoHS

対応

対応

定格寿命

約 50,000時間

約 40,000時間

灯具消費電力

58W/本

63W/本（ラピッド方式）、69W/本（インバータ方式）

発光効率

昼白色（103lm/W）/白色（93lm/W）

95lm/W（ラピッド方式 ）、86lm/W（インバータ方式 ）

EMI

ラピッド方式：CISPR15適合
インバータ方式：電気用品安全法適合*1

ラピッド方式：CISPR15適合
インバータ方式：電気用品安全法適合*1

周囲温度

-30 ～ 50℃

-30 ～ 50℃

周囲湿度

～85％ RH

～85％ RH

管径

30mm（口金部：33.2mm）

30mm（口金部：33.2mm）

寸法・質量

2,367mm・690g*2

2,367mm・660g

保証期間

5年

3年

強化・変更項目

*1 電気用品安全法の技術基準省令 別表第十 第7章に適合しています。*2 マルチ化したことによって、質量が若干増えています。
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サポート体制
困ったときのサポート体制

安心の

無償保証期間

5年間
ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。

415ヶ所*のサービス拠点、約4,400名*のカスタマーエンジニアによるサポ
ート体制で万一のトラブル時にも迅速に対応。先進のオフィス機器だか
らこそ、サポート＆サービスも最先端へ。
リコーは一つ先の、安心して働ける快適なオフィス環境を実現します。
*2015年6月時点

ご購入前にお問い合わせいただく場合 <購入前>

050-3786-3999
ご購入後にお問い合わせいただく場合 <購入後>

050-3786-8222
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http://www.ricoh.co.jp/led/

このガイドブックの記載内容は、2015年7月現在のものです。

