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別紙 1：BL-160WP の主な仕様

製品名
品番

屋外対応 LED 高天井灯 BL-160WP
BL-B160WP045-57

定格入力電圧

BL-B160WP060-57
AC 100/200 V

動作周波数

50/60 Hz

消費電力 (typ.)

160W

全光束 (typ.)

22,400 lm

発光効率 (typ.)

140 lm/W

色温度 (typ.)
照射角度 (typ.)
演色性 (typ.)
力率 (min.)
2 次側電源コード
最大隔離距離

5700 K
45°

60°
Ra77
0.9
50 m

動作温度範囲

-20～50 ℃

保管温度範囲

-30～60 ℃

防水・防塵性能

IP66（屋外対応）

耐雷サージ性能

15kV

設計寿命 *
質量 (typ.)

LED 光源・電源とも 60,000 時間
60,000 時間後の光束維持率

25℃時：94%、50℃時：92%

7.3kg

* 値は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。

別紙 2：BL
BL-160WP の製品バリエーションとオプション品
の製品バリエーションとオプション品
■製品バリエーション
製品バリエーション
品番

照射角度

屋外設置用
屋外設置用電源カバー
電源カバー(S)
なし

BL-B160WP045
B160WP045-57
45°

標準装備

BL-B160WP045
B160WP045-57SS
57SS

なし

BL-B160WP060
B160WP060-57
60°

標準装備

BL-B160WP060
B160WP060-57SS
57SS

■オプション品
オプション品
製品名

品番

投光器変換ベース

BL-FLB100
FLB100

屋外設置用電源カバー
屋外設置用電源カバー(S)

SMPS-SPC050SH
SPC050SH

BL
BL-FLB100

摘要
BLシリーズを投光器として使用する
シリーズを投光器として使用する
ための台座
電源樹脂部を紫外線から保護する
ためのカバー

BL--160WP
160WP + BL
BL-FLB100

