
■アプローチライト

AP-01-3 AP-02-3 AP-03-3
¥5,600 (税別) ¥5,600 (税別) ¥4,600 (税別)

             3W              3W              3W

■ブラック色 ■アルミダイキャスト・ガラス・鉄製 ■H398×φ109mm ■ブロンズ色 ■アルミダイキャスト・ガラス・鉄製 ■H407×φ127mm ■ブラウン色 ■アルミダイキャスト・ポリカ・鉄製 ■H409×φ127mm
■110ルーメン　■3000K（電球色）　■LED交換不可　 ■120ルーメン　■3000K（電球色）　■LED交換不可 ■150ルーメン　■3000K（電球色）　■LED交換不可
■防雨型　■スパイク付属　■マウント使用可 ■防雨型　■スパイク付属　■マウント使用可 ■防雨型　■スパイク付属　■マウント使用可

　　　　AP-04-3 AP-05-3 AP-06-3
¥5,600 (税別) ¥5,600 (税別) ¥4,600 (税別)

               3W              3W              3W

■ブロンズ色　■アルミダイキャスト・鉄製　■H508×D213mm ■ブラック色　■アルミダイキャスト・鉄製　■H511×D200mm ■ブラウン色　■アルミダイキャスト製　■H505×D153mm
■165ルーメン　■3000K（電球色）　■LED交換不可 ■140ルーメン　■3000K（電球色）　■LED交換不可 ■230ルーメン　■3000K（電球色）　■LED交換不可
■防雨型　■スパイク付属　■マウント使用可 ■防雨型　■スパイク付属　■マウント使用可 ■防雨型　■スパイク付属　■マウント使用可

AP-07-3 AP-08-3 AP-09-3
¥5,600 (税別) ¥5,600 (税別) ¥4,600 (税別)

             3W              3W              3W

■アイアン色　■アルミダイキャスト・鉄製　■H511×D200mm ■ブロンズ色 ■アルミダイキャスト・ガラス・鉄製 ■H505×D170mm ■ブラック色　■アルミダイキャスト・ポリカ・鉄製　■H508×D81mm
■140ルーメン　■3000K（電球色）　■LED交換不可 ■185ルーメン　■3000K（電球色）　■LED交換不可 ■170ルーメン　■3000K（電球色）　■LED交換不可
■防雨型　■スパイク付属　■マウント使用可 ■防雨型　■スパイク付属　■マウント使用可 ■防雨型　■スパイク付属　■マウント使用可

AP-13-5 AP-14-3 AP-15-2
¥6,600 (税別) ¥6,600 (税別) ¥5,600 (税別)

             5W              3.2W              2W

■ブロンズ色 ■アルミダイキャスト・アクリル・鉄製 ■H449×□131mm ■ブラック色 ■アルミダイキャスト・アクリル製 ■H441×W102mm ■ブラック色 ■アルミダイキャスト・ガラス製 ■H458×W60mm
■153ルーメン　■3000K（電球色）　■LED交換不可 ■163ルーメン　■3000K（電球色）　■LED交換不可 ■59ルーメン　■3000K（電球色）　■LED交換不可
■防雨型　■スパイク付属　■マウント使用可 ■防雨型　■スパイク付属　■マウント使用可 ■防雨型　■スパイク付属　■マウント使用可

■小型アプローチライト

AP-10-3 AP-11-3 AP-12-3
¥5,600 (税別) ¥4,600 (税別) ¥4,600 (税別)

             3W              3W              3W

■ブラック色 ■アルミダイキャスト・ガラス・鉄製 ■H297×φ127mm ■ブラック色　■アルミダイキャスト・ガラス・鉄製　■H208×φ58mm ■ブラック色　■アルミダイキャスト・ガラス・鉄製　■H231×□91mm
■80ルーメン　■3000K（電球色）　■LED交換不可 ■19ルーメン　■3000K（電球色）　■LED交換不可 ■102ルーメン　■3000K（電球色）　■LED交換不可
■防雨型　■スパイク付属　■マウント使用可 ■防雨型　■スパイク付属　■マウント使用可 ■防雨型　■スパイク付属　■マウント使用可

■フットライト

FT-01-2 FT-02-2 FT-03-5
¥3,400 (税別) ¥4,200 (税別) ¥4,800 (税別)

    2W     2.5W     5W

■ブラック色　■アルミダイキャスト製　■H76×W93mm ■ブラック色　■アルミダイキャスト・アクリル製　■H86×W140mm ■ブラック色　■アルミダイキャスト・アクリル製　■H86×W270mm
■105ルーメン　■3000K（電球色）　■LED交換不可　■防雨型 ■51ルーメン　■3000K（電球色）　■LED交換不可　■防雨型 ■114ルーメン　■3000K（電球色）　■LED交換不可　■防雨型

《 商 品 一 覧 》
　　　　　　　　※本商品は、付属のスパイクで地面に刺して設置します。

※電気代は、1日8時間点灯した場合の1ヶ月の価格です。（20円/kWh）

電気代

約15円/月

壁面取付タイプ

電気代

約15円/月

電気代

約15円/月

電気代

約15円/月

電気代

約15円/月

電気代

約15円/月

電気代

約15円/月

電気代

約15円/月
電気代

約15円/月

電気代

約10円/月

電気代

約16円/月

電気代

約25円/月

電気代

約10円/月

電気代

約12円/月

電気代

約25円/月

電気代

約15円/月

電気代

約15円/月

電気代

約15円/月



■投光ライト（スポットライト）

SP-01-3 SP-02-4 SP-03-4
¥4,600 (税別) ¥4,600 (税別) ¥4,600 (税別)

             3.2W              4.5W              4.5W

■ブラック色　■アルミダイキャスト製　■H119×D154mm ■ブラック色　■アルミダイキャスト製　■H121×D134mm ■ブラウン色　■アルミダイキャスト製　■H139×D116mm
■240ルーメン　■35°■3000K（電球色）　　 ■205ルーメン　■70°■3000K（電球色）　 ■205ルーメン　■70°■3000K（電球色）　
■LED交換不可  ■防雨型　■スパイク付属　 ■LED交換不可  ■防雨型　■スパイク付属　 ■LED交換不可　■防雨型  ■スパイク付属　

      ■マウント使用可　■照射距離(目安) : 3m       ■マウント使用可　■照射距離(目安) : 2m       ■マウント使用可　■照射距離(目安) : 2m

SP-04-7 SP-05-9 SP-06-13
¥4,900 (税別) ¥5,400 (税別) ¥6,200 (税別)

             7.5W              9.8W              13.3W

■ブラック色　■アルミダイキャスト製　■H132×D177mm ■ブラック色　■アルミダイキャスト製　■H134×D165mm ■ブラック色　■アルミダイキャスト製　■H142×D180mm
■410ルーメン　■40°■3000K（電球色）　　 ■390ルーメン　■75°■3000K（電球色）　　　 ■540ルーメン ■70°■3000K（電球色）　　　
■LED交換不可　■防雨型　■スパイク付属　 ■LED交換不可  ■防雨型　■スパイク付属　 ■LED交換不可  ■防雨型　■スパイク付属　

      ■マウント使用可　■照射距離(目安) : 6m       ■マウント使用可　■照射距離(目安) : 3m       ■マウント使用可　■照射距離(目安) : 5m

SP-07-7
¥5,700 (税別) SP-08-1

             7.4W ¥4,600 (税別)
             1.2W

■ブラック色　■アルミダイキャスト製　■H185×D93mm ■ブラック色　■アルミダイキャスト製　■H371～528×D96mm
■430ルーメン　■105°■3000K（電球色）　 ■95ルーメン　■30°■3000K（電球色）
■LED交換不可  ■防雨型　■スパイク付属　　 ■LED交換不可  ■防雨型　■スパイク付属　　　

      ■マウント使用可　■照射距離(目安) : 3m       ■マウント使用可　■照射距離(目安) : 3m

■アクセサリ・周辺機器

60Wトランス 90Wトランス
DJ-60-12W-1 DJ-90-12W-1
¥4,980 (税別) ¥7,980 (税別)

■AC12V出力　■防雨型 ■AC12V出力　■防雨型

■Ｈ160×W90×D68mm　■1.4kg ■常時ON/OFF可能
■据付用ネジ付属 ■H160×W107×D90mm　■2.2kg

■据付用ネジ付属

PT-01

¥1,200 (税別)

■サイズ：H181×φ64mm
■ライト本体に付属しています

        販売元：　  　 　　　　　　　バークレージャパン株式会社

■照度センサー内蔵（朝まで点灯
又は点灯後設定時間後に消灯）

■照度センサー内蔵（朝まで点灯
又は点灯後設定時間後に消灯）

■容量に余裕をもってライトを接続
してください

■容量に余裕をもってライトを接続
してください

　　　　　　　　※本商品は、付属のスパイクで地面に刺して設置します。
※電気代は、1日8時間点灯した場合の1ヶ月の価格です。（20円/kWh）

TS-01

¥9,500 (税別)

PT-03

¥980 (税別)

●樹木や壁面をライトアップします。

※隣近所の方がまぶしくないように

設置してください。

広角タイプ 伸縮タイプ

電源トランス ケーブル

マウント交換用スパイク 交換用コネクター 分岐コネクター

PT-10

¥680 (税別)

■ケーブルの延長及び分岐用

PT-02

¥1,200 (税別)

■デッキ、壁面等の固定用

■サイズ：φ64mm ■器具とケーブルの接続パーツ

■ライト本体に付属しています

●デザイン・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください

■耐紫外線屋外用

■UL規格品

■AWG16（約1.3mm2）

10mケーブル

16/2C-10m

¥2,500 （税別）

20mケーブル

16/2C-20m

¥4,800 （税別）

30mケーブル

16/2C-30m

¥7,000 （税別）

■薄橙色 ■鉄製 ■屋外使用可

■トランス据付用ネジ付属

■H500×W125×D145mm ■2.2kg

■壁面にトランス設置用のネジ穴を

開けられない場合等にご使用下さい

トランス据付用スタンド

トランス据付

イメージ

使用イメージ

電気代

約16円/月

電気代

約22円/月

電気代

約22円/月

電気代

約64円/月

電気代

約47円/月

電気代

約36円/月

電気代

約36円/月

電気代

約6円/月


