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PCB使用照明器具点検・交換のお願い

高濃度PCB廃棄物（安定器及び汚染物等※）の
処分期間

一体型LEDベースライト

iDシリーズ

PCB使用照明器具の
点検・交換
はお済みでしょうか？

※小型電気機器の一部除く

北九州・大阪・豊田
事業エリア

年2021
3月31日まで

北海道（室蘭）・
東京事業エリア

年2023
3月31日まで

蛍光灯照明器具は
生産終了

いたしました
2019年3月末

古い蛍光灯照明器具は
LED照明にリニューアルを！

環境大臣又は都道府県知事（政令で定める市にあっては市
長）は、事業者が上記期間内の処分に違反した場合には、その
事業者に対し、期限を定めて、PCB廃棄物の処分など必要な
措置を講ずべきことを命ずることができます。
この改善命令に違反すると、3年以下の懲役若しくは1000万円
以下の罰金に処し、またはこれを併科されます。

PCB使用安定器を使用した照明器具は
定められた期日までに処分する必要があります！

使用中の安定器についても処分期間内に使用を終え、
処分する必要があります。

罰則について



PCBは燃えにくく電気絶縁性に優れていたため、変圧器やコンデンサー、安定器などの

電気機器の絶縁油として広く使用されました。

しかし、有害であることが判明したため、

昭和47年以降は製造や新たな使用は禁止されました。

このため、絶縁油にPCBを使用した変圧器やコンデンサー、安定器などで

廃棄物になったものはPCB廃棄物として特別な保管・処分をしなければなりません。

下記はPCB不使用と判断できる条件の一例です。

詳細は弊社ホームページ「PCB使用照明器具の判別と取扱い」をご覧ください。

自治体に届け出をし、中間貯蔵・環境安全事業株式会社（JESCO）に処理申込み・登録を行ってください。

PCB使用安定器の処分についてはお近くの都道府県・政令市にお問い合わせください。

●中間貯蔵・環境安全事業株式会社（JESCO）ホームページ

http://www.jesconet.co.jp/
●環境省パンフレット（PDF）※都道府県・政令市のお問い合わせ先一覧（最終ページ）

https://www.env.go.jp/recycle/poly/pcb-pamph/full8rr.pdf

製造業者名が「パナソニック電工株式会社」
または「パナソニック株式会社」である

下記のいずれかのランプを使用している 安定器の本体が緑色もしくは白色である

製造年月が1972年9月以降である
※製造年月の表示方法は年代によってさまざまです。
ご不明な点は弊社問合せ窓口へお問い合わせください。

一般住宅用の照明器具である

「ＰＣＢは使用していません」の表示がある

弊社では1957年（昭和32年）より1972年（昭和47
年）8月までの15年間、放電灯（蛍光灯・HID）安定
器内の力率改善コンデンサー内に絶縁油として
使用していました。このときのPCB濃度は高濃度
（100％）です。
1972年（昭和47年）9月以降に製造した製品は
PCBを使用していない安定器に切り替えております。

PCB（ポリ塩化ビフェニル）ってナニ？

器具・安定器共通 器具から判別 安定器から判別

PCB不使用の判断条件（例）

PCB使用安定器の処分方法

●使用期間と使用個所

●蛍光灯安定器の設置個所（例）

弊社ホームページ「PCB使用照明器具の判別と取扱い」にて安定器の品番もしくは
品名からPCB使用有無を判別していただけます。証明書の発行も可能ですので是非
ご活用ください。 ※器具品番では判別できません。

PCB不使用 PCB不使用 PCB不使用

※携帯電話・PHSからもご利用いただけます ※画像を添付していただけます

ご不明な点は弊社窓口へお問い合わせください
パナソニック照明と住まいの設備・建材 お客様相談センター　受付時間／9：00〜18：00（お電話・FAX）

0120-878-709 06-6904-7849
●お電話 ●FAX ●メール（ホームページのフォームをご利用ください）

https://www2.panasonic.biz/ls/member/inqform/a2A/Consumer?pcb

パナソニック　蛍光灯　PCB 検索

表示例（照明器具）
1999年10月21日製造

Hf蛍光灯用照明器具 コンパクト蛍光灯用照明器具

電球形蛍光灯照明器具

住宅用照明器具の例

表示例（安定器）
1992年10月8日製造

蛍光灯安定器は器具本体に内蔵されています。

高濃度PCB廃棄物を中小企業者等が処分する場合、その料金が軽減される措置があります。
一定の条件を満たす中小企業者、中小企業団体等及び法人にあっては70%、個人にあっては95%が軽減されます。
詳しくは環境省ホームページなどをご覧ください。http://pcb-soukishori.env.go.jp/about/mitigation_system.html

中小企業者等の
負担軽減措置について

本体

安定器

反射板

ランプ

※参考URL



LED照明器具のメリット

iDシリーズ公式キャラクター

器具本体とライトバーの
組み合わせでさまざまな空間に対応

一体型LEDベースライト

iDシリーズ

LED照明を
選ぶなら…

省エネで電気代削減

長寿命光源でメンテナンスの手間が大幅削減

リニューアルの際には

LED照明器具を
お選びください！

1

2

新電力料金目安単価：25円／kWh（税抜）【家電公正取引協議会が発出した「新電力料金目安単価27円/kWh（税込/一般家庭
用）」から消費税相当額8％を抜いた金額で算出しております。】、年間点灯時間3000時間。

●消費電力の比較（1台分）

●年間電気代の比較（10台分）

●光源寿命の比較

Hf32形定格出力型×2灯 
FSA42001F VPN9

（2019年3月末生産終了品）

iDシリーズ（省エネタイプ）
40形DスタイルW230
5200 lmタイプ
直付XLX450DHNP LE9

従来蛍光灯

LED

66W 101.4 lm/W

26.3W 193.9 lm/W
約60％

省エネ

Hf32形定格出力型×2灯 
FSA42001F VPN9

（2019年3月末生産終了品）

iDシリーズ（省エネタイプ）
40形DスタイルW230
5200 lmタイプ
直付XLX450DHNP LE9

従来蛍光灯

LED

49,500円

19,725円
約3万円

節約

Hf32形定格出力型×2灯 
FSA42001F VPN9

（2019年3月末生産終了品）

iDシリーズ（省エネタイプ）
40形DスタイルW230
5200 lmタイプ
直付XLX450DHNP LE9

従来蛍光灯

LED

12,000時間

40,000時間

ランプ寿命

約3.3倍

いつでもどこでも
愛されるデザイン

i D

PCB使用照明器具をLED一体型器具に交換することにより生じるPCB廃棄物の早期処理が確実
な場合に限り、LED一体型器具の導入及び設置に係る費用、PCB使用照明器具の有無に係る調査
費用の一部を支援。
詳しくは環境省のホームページなどをご覧ください。
http://pcb-soukishori.env.go.jp/support/

PCB使用照明器具のLED化による
CO2削減推進事業について

2019年7月発売予定

2019年7月発売予定

2019年7月発売予定



器具本体とライトバーの組み合わせで 多彩なラインアップを実現
多彩なスタイルの器具本体と、明るさ・光色・機能・調光など、選べるライトバーの組合せで、さまざまな空間におすすめできるラインアップを取り揃えています。

※器具写真はライトバー装着時のイメージです

スリムベース コーナーライト ウォールウォッシャ

下面開放型
W100・W150・W190・
W220・W300

下面開放型W220
（Cチャンネル回避型）

フリーコンフォート
基本灯具 W150・W200

フリーコンフォート
各種オプション付

黒板灯（埋込・直付）高天井用照明器具 スクールコンフォート 和風直付

Dスタイル W150・W230 反射笠付型 i スタイル 片反射笠付型※

※ i スタイルにアダプタを取
り付けることで片反射笠付
型になります。

多彩な組み合わせ

器具本体

省エネタイプ

電磁波低減タイプ

一般タイプ スペースコンフォート マルチコンフォート コンフォート

●光色
昼光色（6500K）
昼白色（5000K）
白色（4000K）
温白色（3500K）
電球色（3000K）

高効率 グレアセーブ

PiPit 調光タイプ デジタル調光タイプ アレンジ調色タイプ

美光色タイプ 高演色タイプ

波長制御

PiPit調光 デジタル調光・アレンジ調色

プルスイッチ付 ひとセンサ付 明るさセンサ付

機能付

用途別

集光プリズムタイプ 高天井用集光プリズムタイプ 紫外線遮断 黄色タイプ

●明るさタイプ（全14タイプ）
110形

40形

20形

13400 lmタイプ
10000 lmタイプ
6900 lmタイプ
5200 lmタイプ

10000 lmタイプ
6900 lmタイプ
5200 lmタイプ
4000 lmタイプ
3200 lmタイプ
2500 lmタイプ
2000 lmタイプ
3200 lmタイプ
1600 lmタイプ
800 lmタイプ

ライトバー

選べる
スタイル

選べる
性能

選べる
明るさ

選べる
光色

50
mm

100
mm

「リニューアル専用器具本体」新登場おすすめPickUp! NEW

蛍光灯器具からのリニューアル時に、
スピーディーな施工を可能にするラインアップ新登場。ボ

ル
ト
調
整
が
不
要
な
器
具
高
さ

特長①｜吊りボルトの調整不要

特長②｜配線スペースが拡大

下面開放型
W220・W300

NEW

i スタイル

NEW

反射笠付型

NEW

DスタイルW230

NEW

蛍光灯器具 リニューアル専用器具本体

直付型

埋込型



従来蛍光灯器具一体型LEDベースライト
iDシリーズ

※当社従来蛍光灯器具FSA42001F VPN9（2019年3月末生産終了品）とiDシリーズ40形5200 lmタイプ（一般タイプ：直付XLX450DENT LE9／省エネタイプ：直付XLX450DHNP LE9）との比較。
　新電力料金目安単価：25円／kWh（税抜）【家電公正取引協議会が発出した「新電力料金目安単価27円/kWh（税込/一般家庭用）」から消費税相当額8％を抜いた金額で算出しております。】 

年間点灯時間3000時間、従来蛍光灯器具の交換費用（器具代・ランプ代）を含む。

※3  一般タイプ（40形5200 lmタイプ）直付XLX450DENT LE9の場合。
※4  省エネタイプ（40形5200 lmタイプ）直付XLX450DHNP LE9の場合。

※1 40形 DスタイルW230 省エネタイプ 5200 lmタイプ（直付XLX450DHNP 
LE9）と当社従来蛍光灯器具FSA42001F VPN9（2019年3月末生産終了品）
との比較

※2 40形 DスタイルW230 省エネタイプ 5200 lmタイプ（直付XLX450DHNP 
LE9）昼白色（5000K）の場合

■従来蛍光灯との比較

比較条件 : 設置台数54台、室空間19.2m×12.8m×天井高さ2.7m 床上0.7m/反射率：天井50%、壁30%、床10% 保守率：蛍光灯0.69、LED器具0.81
※当社蛍光灯器具FSA42001F VPN9（2019年3月末生産終了品）とiDシリーズ40形 DスタイルW230 省エネタイプ 5200 lmタイプ（直付XLX450DHNP LE9）、DスタイルW230 一般タイプ 5200 lmタイプ（直付

XLX450DENT LE9）の比較。

消費電力 26.3W 66W 31.9W

固有エネルギー
消費効率 193.9 lm/W 101.4lm/W 163.0 lm/W

平均照度 同等以上の
明るさ

同等以上の
明るさ

従来蛍光灯
Hf32 形定格出力型× 2 灯 （FSA42001F VPN9）

2019 年 3 月末生産終了品
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40 形 D スタイル W230
5200 lm タイプ

（本体：NNLK42523／ライトバー：NNL4500ENT LE9）
直付 XLX450DENT LE9

40 形 D スタイル W230
5200 lm タイプ

直付XLX450DHNP LE9
（本体：NNLK42523／ライトバー：NNL4500HNP LE9）

約60％
省エネ

約51％
省エネ

一般タイプ省エネタイプ

193.9lm/W省エネタイプ
ライトバーとの

組み合わせ

固有エネルギー消費効率

消費電力：26.3W／器具光束5100 lm
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約3.2年でほぼ同額
iDシリーズ40形
省エネタイプ 193.9 lm/W

（5200 lmタイプ） 

約2.4年でほぼ同額
iDシリーズ40形
一般タイプ 163.0 lm/W

（5200 lmタイプ） 

従来蛍光灯
FSA42001F VPN9
（2019年3月末生産終了品）

従来器具と比較して
「一般タイプ」は約2.4年※3、
「省エネタイプ」なら約3.2年※4で
ほぼ同等

トータルコスト

約60％
省エネ

※1

※ 2

従来蛍光灯器具と比較して約60%の省エネ
193.9 lm/W※1の高効率ライトバーで、日々の省エネに貢献
省電力にこだわった「省エネタイプライトバー」の消費電力は 26.5W。蛍光灯と比較して少ない電力でほぼ同じ明るさを実現しています。
電気料金などのランニングコスト削減にも貢献します。

省エネ性能

NEW
2019年7月発売予定

NEW 
2019年7月
発売予定

NEW 
2019年7月
発売予定



一体型 LED ベースライト iD シリーズ／おすすめ用途

iD シリーズなら、豊富な種類でオフィスビルのさまざまな部位・空間にマッチ。

学校・工場・病院
などにおすすめの

専用タイプも
豊富にご用意。

執務室・会議室 共用部・トイレ・EV ホール・廊下 軒下などの屋外スペース

多彩な組合わせから品番を WEB で素早く検索！
一体型 LED ベースライト

iDシリーズ品番早見表
http://www2.panasonic.biz/ls/lighting/shisetsu/id/search/

器具サイズやスタイル、ライトバー
の明るさなどの条件から、ご希望
の商品を素早く絞り込むことがで
き、商品詳細まで閲覧することが
可能なサイトです。

下記はPCB不使用と判断できる条件の一例です。

お求めは当店で

安全に関する
ご注意

●ご使用の前に、「取扱説明書」をよくお読みいただき、ご不明な点はお買い上げの販売店または専門施工店に
ご相談の上、正しくご使用ください。

●商品には安全にご使用いただくための注意シールが貼ってあるものがあります。ご使用の際はご確認の上、 
正しくご使用ください。

●「安全に関するご注意」については、本文の「照明器具の正しい使い方」にも記載しておりますので、ご一読ください。

●照明器具には寿命があります。
●設置して10年※経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。
 ●※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯の場合です。

・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
・1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。
・3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。
点検せずに使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。

■照明器具の寿命
・JISによる目安

JISでは標準条件で使用した場合、安定器の平均寿命は8〜10年と
されています。
《JIS C 8108蛍光灯安定器》
《JIS C 8110高圧水銀灯安定器及び低圧ナトリウム灯安定器》
《JIS C 8105-1照明器具－第１部：安全性要求事項通則》

・電気用品安全法〈旧電気用品取締法〉による目安
電気用品安全法〈旧電気用品取締法〉では絶縁物の確認を40,000
時間の使用で行います。

ご使用にあたって

ご購入の前に

このカタログに記載の照明器具の保証期間は1年間です。
保証書が必要な場合は、当社代理店または当社営業所へお申し出ください。保証期間は商品お買い上げ日（お引き渡し日）より上記期間、無料修
理対応させていただきます。万一故障がおきた場合は、お買い上げ日（お引き渡し日）を特定の上、お申し出ください。
※保証についての詳細は、このカタログの巻末に記載の「保証について」をご覧ください。

●このカタログの掲載商品の希望小売価格には、消費税、配送・設置調整費・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
●商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
●印刷物と実物とでは多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
●このカタログの掲載商品の詳細については、販売店・専門施工店または当社におたずねください。

●照明器具を長期間使用されることによって不安全事象が生じることに対して（一社）日本照明工業会が主体となって「照明器具リニューアルキャンペーン」として
啓発活動を進めています。当社では「安全チェックシート」を作成し、照明器具には寿命があること、適正交換時期、点検周期、安全点検項目などを商品群に合
わせて記載しております。商品の納入時、適正交換時期経過時にご活用いただき、ご使用者の安全性確保とリニューアル促進にご活用をお願いいたします。
当社ホームページ（www2.panasonic.biz/ls/lighting/）でも「商品仕様図・CLX2021」として公開しておりますのでご活用ください。

パナソニック株式会社  ライフソリューションズ社
ライティング事業部
〒571-8686
大阪府門真市門真1048
☎（06）6908-1131（代表）
Ⓒ Panasonic Corporation 2019
本書からの無断の複製はかたくお断りします。

このカタログの記載内容は
2019年4月現在のものです。
LLCT1E861N  201904-3XU
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