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 生産終了予定商品  推奨代替商品 
 次世代LED照明システム  画像処理専用照明 

 
形3Z4S-LTシリーズ 形FLVシリーズ 

 
■生産終了予定時期 

2015年9月末 
 
■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点 

照明 形FLVシリーズへの代替にあたっては、形FLVシリーズ専用の電源、延長ケーブルのご使用をお願いします。 
 
■生産終了予定商品との相違点 

推奨代替商品形式 本体の色 外形寸法 配線接続 取付寸法 定格性能 動作特性 操作方法

形FLV-DRシリーズ ○ × × × × ○ － 

形FLV-DLシリーズ ○ × × × × ○ － 

形FLV-EPシリーズ ○ × × × × ○ － 

形FLV-CLシリーズ ○ × × × × ○ － 

形FLV-FRシリーズ ○ × × × × ○ － 

形FLV-FSシリーズ ○ × × × × ○ － 

形FLV-FPシリーズ ○ × × × × ○ － 

形FLV-FQシリーズ ○ × × × × ○ － 

形FLV-BRシリーズ ○ × × × × ○ － 

形FLV-DDシリーズ ○ × × × × ○ － 

形FLV-FBシリーズ ○ × × × × ○ － 

形FLV-DBシリーズ ○ × × × × ○ － 

形FLV-ATCシリーズ ○ × × × × ○ － 

形FLV-XCシリーズ ○ × × × × ○ － 

 

◎ ： 互換 
○ ： ほとんど変更ありません／相似性の高い変更 
× ： 変更大 
－ ： 該当する仕様がありません 
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■生産終了予定商品と推奨代替商品 
生産終了予定商品 推奨代替商品 標準価格（￥） 

形3Z4S-LT MDRL-CB10 形FLV-DR3220B 

オープン価格 
（お取引き商社に 

お問い合わせください。） 

形3Z4S-LT MDRL-CB16 形FLV-DR5030B 

形3Z4S-LT MDRL-CB28 形FLV-DR5030B 

形3Z4S-LT MDRL-CB31 形FLV-DR6615B 

形3Z4S-LT MDRL-CB35 形FLV-DR7000B 

形3Z4S-LT MDRL-CB36 形FLV-DR7030B 

形3Z4S-LT MDRL-CB50 形FLV-DR9215B 

形3Z4S-LT MDRL-CB56 形FLV-DR12030B 

形3Z4S-LT MDRL-CR10 形FLV-DR3220R 

形3Z4S-LT MDRL-CR16 形FLV-DR5030R 

形3Z4S-LT MDRL-CR28 形FLV-DR5030R 

形3Z4S-LT MDRL-CR31 形FLV-DR6615R 

形3Z4S-LT MDRL-CR35 形FLV-DR7000R 

形3Z4S-LT MDRL-CR36 形FLV-DR7030R 

形3Z4S-LT MDRL-CR50 形FLV-DR9215R 

形3Z4S-LT MDRL-CR56 形FLV-DR12030R 

形3Z4S-LT MDRL-CW10 形FLV-DR3220W 

形3Z4S-LT MDRL-CW16 形FLV-DR5030W 

形3Z4S-LT MDRL-CW28 形FLV-DR5030W 

形3Z4S-LT MDRL-CW31 形FLV-DR6615W 

形3Z4S-LT MDRL-CW35 形FLV-DR7000W 

形3Z4S-LT MDRL-CW36 形FLV-DR7030W 

形3Z4S-LT MDRL-CW50 形FLV-DR9215W 

形3Z4S-LT MDRL-CW56 形FLV-DR12030W 

形3Z4S-LT MLRL-CB100 形FLV-DL15060B 

形3Z4S-LT MLRL-CB25 形FLV-DL5890B 

形3Z4S-LT MLRL-CB46 形FLV-DL9090B 

形3Z4S-LT MLRL-CB48 形FLV-DL7260B 

形3Z4S-LT MLRL-CB68 形FLV-DL12060B 

形3Z4S-LT MLRL-CR100 形FLV-DL15060R 

形3Z4S-LT MLRL-CR25 形FLV-DL5890R 

形3Z4S-LT MLRL-CR46 形FLV-DL9090R 

形3Z4S-LT MLRL-CR48 形FLV-DL7260R 

形3Z4S-LT MLRL-CR68 形FLV-DL12060R 

形3Z4S-LT MLRL-CW100 形FLV-DL15060W 

形3Z4S-LT MLRL-CW25 形FLV-DL5890W 

形3Z4S-LT MLRL-CW46 形FLV-DL9090W 

形3Z4S-LT MLRL-CW48 形FLV-DL7260W 

形3Z4S-LT MLRL-CW68 形FLV-DL12060W 

形3Z4S-LT MCEL-CB8 形FLV-EP0803B 

形3Z4S-LT MCEL-CR8 形FLV-EP0803R 

形3Z4S-LT MCEL-CW8 形FLV-EP0803W 
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生産終了予定商品 推奨代替商品 標準価格（￥） 

形3Z4S-LT MSCL-CB105-B 形FLV-CL100B 

オープン価格 
（お取引き商社に 

お問い合わせください。） 

形3Z4S-LT MSCL-CB24 形FLV-CL30B 

形3Z4S-LT MSCL-CB39 形FLV-CL40B 

形3Z4S-LT MSCL-CB56-B 形FLV-CL60B 

形3Z4S-LT MSCL-CB74-B 形FLV-CL80B 

形3Z4S-LT MSCL-CR105-B 形FLV-CL100R 

形3Z4S-LT MSCL-CR24 形FLV-CL30R 

形3Z4S-LT MSCL-CR39 形FLV-CL40R 

形3Z4S-LT MSCL-CR56-B 形FLV-CL60R 

形3Z4S-LT MSCL-CR74-B 形FLV-CL80R 

形3Z4S-LT MSCL-CW105-B 形FLV-CL100W 

形3Z4S-LT MSCL-CW24 形FLV-CL30W 

形3Z4S-LT MSCL-CW39 形FLV-CL40W 

形3Z4S-LT MSCL-CW56-B 形FLV-CL60W 

形3Z4S-LT MSCL-CW74-B 形FLV-CL80W 

形3Z4S-LT MSRL-CB44 形FLV-FR150B 

形3Z4S-LT MSRL-CR20 形FLV-FS74R 

形3Z4S-LT MSRL-CR33 形FLV-FR114R 

形3Z4S-LT MSRL-CR44 形FLV-FR150R 

形3Z4S-LT MSRL-CW20 形FLV-FS74W 

形3Z4S-LT MSRL-CW33 形FLV-FR114W 

形3Z4S-LT MSRL-CW44 形FLV-FR150W 

形3Z4S-LT MSLL-CR109 形FLV-FP130R 

形3Z4S-LT MSLL-CW109 形FLV-FP130W 

形3Z4S-LT MSQL-CW32 推奨代替商品はありません。 － 

形3Z4S-LT MSQL-CW48 形FLV-FQ48W 

オープン価格 
（お取引き商社に 

お問い合わせください。） 

形3Z4S-LT MBRL-CB13015 形FLV-BR15020B 

形3Z4S-LT MBRL-CB5015 形FLV-BR6022B 

形3Z4S-LT MBRL-CB7530 形FLV-BR8532B 

形3Z4S-LT MBRL-CIR7530 形FLV-BR6022IR 

形3Z4S-LT MBRL-CR13015 形FLV-BR15020R 

形3Z4S-LT MBRL-CR5015 形FLV-BR6022R 

形3Z4S-LT MBRL-CR7530 形FLV-BR8532R 

形3Z4S-LT MBRL-CW13015 形FLV-BR15020W 

形3Z4S-LT MBRL-CW24015 形FLV-BR21222W 

形3Z4S-LT MBRL-CW36015 形FLV-BR38037W 

形3Z4S-LT MBRL-CW48015 形FLV-BR48031W 

形3Z4S-LT MBRL-CW5015 形FLV-BR6022W 

形3Z4S-LT MBRL-CW7530 形FLV-BR8532W 

形3Z4S-LT MDML-CR50 形FLV-DD70R 

形3Z4S-LT MDML-CW50 形FLV-DD70W 

形3Z4S-LT MEBL-CB10080 形FLV-FB130130B 

形3Z4S-LT MEBL-CB145 形FLV-FB200200B 



 
 
 
 

 
 

4

生産終了予定商品 推奨代替商品 標準価格（￥） 

形3Z4S-LT MEBL-CB25 形FLV-FB5050B 

オープン価格 
（お取引き商社に 

お問い合わせください。） 

形3Z4S-LT MEBL-CB50 形FLV-FB7070B 

形3Z4S-LT MEBL-CB7050 形FLV-FB9090B 

形3Z4S-LT MEBL-CR10080 形FLV-FB130130R 

形3Z4S-LT MEBL-CR145 形FLV-FB200200R 

形3Z4S-LT MEBL-CR25 形FLV-FB5050R 

形3Z4S-LT MEBL-CR50 形FLV-FB7070R 

形3Z4S-LT MEBL-CR7050 形FLV-FB9090R 

形3Z4S-LT MEBL-CW10080 形FLV-FB130130W 

形3Z4S-LT MEBL-CW145 形FLV-FB200200W 

形3Z4S-LT MEBL-CW25 形FLV-FB5050W 

形3Z4S-LT MEBL-CW50 形FLV-FB7070W 

形3Z4S-LT MEBL-CW7050 形FLV-FB9090W 

形3Z4S-LT MDBL-CB100 形FLV-DB130130B 

形3Z4S-LT MDBL-CB180100 形FLV-DB212152B 

形3Z4S-LT MDBL-CB25 形FLV-DB3729B 

形3Z4S-LT MDBL-CB70 形FLV-DB10181B 

形3Z4S-LT MDBL-CR100 形FLV-DB130130R 

形3Z4S-LT MDBL-CR180100 形FLV-DB212152R 

形3Z4S-LT MDBL-CR25 形FLV-DB3729R 

形3Z4S-LT MDBL-CR70 形FLV-DB10181R 

形3Z4S-LT MDBL-CW100 形FLV-DB130130W 

形3Z4S-LT MDBL-CW180100 形FLV-DB212152W 

形3Z4S-LT MDBL-CW25 形FLV-DB3729W 

形3Z4S-LT MDBL-CW70 形FLV-DB10181W 

形3Z4S-LT MDBC-CR100 形FLV-DB130130R 

形3Z4S-LT MDBC-CR150 形FLV-FB130130R 

形3Z4S-LT MDBC-CW100 形FLV-DB130130W 

形3Z4S-LT MDBC-CW150 形FLV-FB130130W 

形3Z4S-LT MDQL-CR108 推奨代替商品はありません。 

－ 
形3Z4S-LT MDQL-CR58 推奨代替商品はありません。 

形3Z4S-LT MDQL-CW108 推奨代替商品はありません。 

形3Z4S-LT MDQL-CW58 推奨代替商品はありません。 

形3Z4S-LT MCEP-CB8 形FLV-EP0803B オープン価格 
（お取引き商社に 

お問い合わせください。） 
形3Z4S-LT MCEP-CR8 形FLV-EP0803R 

形3Z4S-LT MCEP-CW8 形FLV-EP0803W 

形3Z4S-LT MCBP-CB3430 推奨代替商品はありません。 
－ 

形3Z4S-LT MCBP-CW3430 推奨代替商品はありません。 

形3Z4S-LT MSPP-CR42 形FLV-EP50R 
オープン価格 

（お取引き商社に 
お問い合わせください。） 

形3Z4S-LT MSPP-CR74 形FLV-EP50R 

形3Z4S-LT MSPP-CW42 形FLV-EP50W 

形3Z4S-LT MSPP-CW74 形FLV-EP50W 

形3Z4S-LT MCEP-AD3LGB 推奨代替商品はありません。 － 
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生産終了予定商品 推奨代替商品 標準価格（￥） 

形3Z4S-LT MCEP-ADLG 推奨代替商品はありません。 

－ 

形3Z4S-LT MLEK-A080W1LRD-100V 推奨代替商品はありません。 

形3Z4S-LT MLEK-A080W1LRD-200V 推奨代替商品はありません。 

形3Z4S-LT MLEK-A080W2LRD-100V 推奨代替商品はありません。 

形3Z4S-LT MLEK-A080W2LRD-200V 推奨代替商品はありません。 

形3Z4S-LT MLEK-A080W1LR-100V 形FLV-ATC21024 

オープン価格 
（お取引き商社に 

お問い合わせください。） 

形3Z4S-LT MLEK-A080W1LR-200V 形FLV-ATC21024 

形3Z4S-LT MLEK-A080W2LR-100V 形FLV-ATC21024 

形3Z4S-LT MLEK-A080W2LR-200V 形FLV-ATC21024 

形3Z4S-LT MLEK-A230W1LR-100V 形FLV-ATC21024 

形3Z4S-LT MLEK-A230W1LR-200V 形FLV-ATC21024 

形3Z4S-LT MLEK-A230W2LR-100V 形FLV-ATC21024 

形3Z4S-LT MLEK-A230W2LR-200V 形FLV-ATC21024 

形3Z4S-LT MLEK-A230W1LRD-100V 推奨代替商品はありません。 

－ 

形3Z4S-LT MLEK-A230W1LRD-200V 推奨代替商品はありません。 

形3Z4S-LT MLEK-A230W2LRDB-100V 推奨代替商品はありません。 

形3Z4S-LT MLEK-A230W2LRDB-200V 推奨代替商品はありません。 

形3Z4S-LT MLEK-D770W4LRD-100V 推奨代替商品はありません。 

形3Z4S-LT MLEK-D770W4LRD-200V 推奨代替商品はありません。 

形3Z4S-LT MLEP-A035W1LRD-100V 推奨代替商品はありません。 

形3Z4S-LT MLEP-A035W1LRD-200V 推奨代替商品はありません。 

形3Z4S-LT MLEP-A035W3LRD-100V 推奨代替商品はありません。 

形3Z4S-LT MLEP-A035W3LRD-200V 推奨代替商品はありません。 

形3Z4S-LT MLEP-A035W1LR-100V 形FLV-ATC10405 

オープン価格 
（お取引き商社に 

お問い合わせください。） 

形3Z4S-LT MLEP-A035W1LR-200V 形FLV-ATC10405 

形3Z4S-LT MLEP-A035W3LR-100V 形FLV-ATC40405 

形3Z4S-LT MLEP-A035W3LR-200V 形FLV-ATC40405 

形3Z4S-LT MLEP-A070W1LR-100V 形FLV-ATC10405 

形3Z4S-LT MLEP-A070W1LR-200V 形FLV-ATC10405 

形3Z4S-LT MLEP-A070W3LR-100V 形FLV-ATC40405 

形3Z4S-LT MLEP-A070W3LR-200V 形FLV-ATC40405 

形3Z4S-LT MLEP-A070W1LRD-100V 推奨代替商品はありません。 

－ 
形3Z4S-LT MLEP-A070W1LRD-200V 推奨代替商品はありません。 

形3Z4S-LT MLEP-A070W3LRD-100V 推奨代替商品はありません。 

形3Z4S-LT MLEP-A070W3LRD-200V 推奨代替商品はありません。 

形3Z4S-LT MDF-BR13015 形FLV-BR15020DF 
オープン価格 

（お取引き商社に 
お問い合わせください。） 

形3Z4S-LT MDF-BR5015 形FLV-BR6022DF 

形3Z4S-LT MDF-BR7530 形FLV-BR8532DF 

形3Z4S-LT MDF-DR10 形FLV-DR3220DF 

形3Z4S-LT MDF-DR16 推奨代替商品はありません。 － 

形3Z4S-LT MDF-DR28 形FLV-DR5030DF オープン価格 
（お取引き商社に 

お問い合わせください。） 
形3Z4S-LT MDF-DR31 形FLV-DR6615DF 

形3Z4S-LT MDF-DR35 形FLV-DR7000DF 
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生産終了予定商品 推奨代替商品 標準価格（￥） 

形3Z4S-LT MDF-DR50 形FLV-DR9215DF 

オープン価格 
（お取引き商社に 

お問い合わせください。） 

形3Z4S-LT MDF-DR56 形FLV-DR12030DF 

形3Z4S-LT MDF-LR100 形FLV-DL15060DF 

形3Z4S-LT MDF-LR25 形FLV-DL5890DF 

形3Z4S-LT MDF-LR48 形FLV-DL7260DF 

形3Z4S-LT MDF-LR68 形FLV-DL12060DF 

形3Z4S-LT MDF-DQ108 推奨代替商品はありません。 － 

形3Z4S-LT MPL-BR13015-B 形FLV-BR15020PL 
オープン価格 

（お取引き商社に 
お問い合わせください。） 

形3Z4S-LT MPL-BR5015-B 形FLV-BR6022PL 

形3Z4S-LT MPL-BR7530-B 形FLV-BR8532PL 

形3Z4S-LT MPL-DR10-B 形FLV-DR3220PL 

形3Z4S-LT MPL-DR16-B 推奨代替商品はありません。 － 

形3Z4S-LT MPL-DR28-B 形FLV-DR5030PL 
オープン価格 

（お取引き商社に 
お問い合わせください。） 

形3Z4S-LT MPL-DR31-B 形FLV-DR6615PL 

形3Z4S-LT MPL-DR50-B 形FLV-DR9215PL 

形3Z4S-LT MPL-DR56-B 形FLV-DR12030PL 

形3Z4S-LT MPL-SC105 推奨代替商品はありません。 

－ 

形3Z4S-LT MPL-SC56 推奨代替商品はありません。 

形3Z4S-LT MPL-SC74 推奨代替商品はありません。 

形3Z4S-LT M-RCB001L 推奨代替商品はありません。 

形3Z4S-LT M-RCB002L 推奨代替商品はありません。 

形3Z4S-LT M-RCB003L 推奨代替商品はありません。 

形3Z4S-LT M-RCB301L 形FLV-XC1EP 

オープン価格 
（お取引き商社に 

お問い合わせください。） 

形3Z4S-LT M-RCB301XS 形FLV-XC1EP 

形3Z4S-LT M-RCB302L 形FLV-XC2EP 

形3Z4S-LT M-RCB303L 形FLV-XC3EP 

形3Z4S-LT M-RCB401L 形FLV-XC1 

形3Z4S-LT M-RCB402L 形FLV-XC2 

形3Z4S-LT M-RCB403L 形FLV-XC3 

形3Z4S-LT M-RCB405L 形FLV-XC5 

形3Z4S-LT M-XS402C 形FLV-XC2EP 

形3Z4S-LT M-XS405C 形FLV-XC5EP 

形3Z4S-LT M-XS410C 推奨代替商品はありません。 

－ 

形3Z4S-LT MC-EXC-02 推奨代替商品はありません。 

形3Z4S-LT MC-EXC-07 推奨代替商品はありません。 

形3Z4S-LT MC-AC200A 2.0M 推奨代替商品はありません。 

形3Z4S-LT MC-AC200B 2.0M 推奨代替商品はありません。 

形3Z4S-LT LBK-003 推奨代替商品はありません。 

形3Z4S-LT MAD-DR10 推奨代替商品はありません。 

形3Z4S-LT MAD-DR16 推奨代替商品はありません。 

形3Z4S-LT MAD-DR28 推奨代替商品はありません。 

形3Z4S-LT MAD-DR31 推奨代替商品はありません。 

形3Z4S-LT MAD-DR35 推奨代替商品はありません。 
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生産終了予定商品 推奨代替商品 標準価格（￥） 

形3Z4S-LT MAD-DR50 推奨代替商品はありません。 

－ 

形3Z4S-LT MAD-DR56 推奨代替商品はありません。 

形3Z4S-LT MLA-DR1616 推奨代替商品はありません。 

形3Z4S-LT MLA-DR3125 推奨代替商品はありません。 

形3Z4S-LT MLA-DR3130 推奨代替商品はありません。 

形3Z4S-LT MLA-DR31M255 推奨代替商品はありません。 

形3Z4S-LT MLA-DR31M270 推奨代替商品はありません。 

形3Z4S-LT MLA-DR31M305 推奨代替商品はありません。 

形3Z4S-LT MLA-SCBS 推奨代替商品はありません。 

形3Z4S-LT MLA-SCM255 推奨代替商品はありません。 

形3Z4S-LT MLA-SCM270 推奨代替商品はありません。 

形3Z4S-LT MLA-SCM305 推奨代替商品はありません。 

形3Z4S-LT MLM-SC105 推奨代替商品はありません。 

形3Z4S-LT MLM-SC56 推奨代替商品はありません。 

形3Z4S-LT MLM-SC74 推奨代替商品はありません。 

形3Z4S-LT ML-R64-25 推奨代替商品はありません。 

形3Z4S-LT ML-R64-27 推奨代替商品はありません。 

形3Z4S-LT ML-R64-30 推奨代替商品はありません。 
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■本体の色 
生産終了予定商品 
形3Z4S-LTシリーズ 

 
 

 

推奨代替商品 
形FLVシリーズ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

9

■外形寸法 
生産終了予定商品 
ダイレクトリング照明 

形3Z4S-LT MDRLシリーズ 

推奨代替商品 
ダイレクトリング照明 
形FLV-DRシリーズ 

形3Z4S-LT MDRLシリーズ 
 
 
 
 
 
 

形FLV-DRシリーズ 
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■外形寸法 
生産終了予定商品 

ローアングルリング照明 
形3Z4S-LT MLRLシリーズ 

推奨代替商品 
ローアングルリング照明 

形FLV-DLシリーズ 

形3Z4S-LT MLRLシリーズ 
 

 
 
 
 
 

形FLV-DLシリーズ 
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■外形寸法 
生産終了予定商品 

同軸照明 
形3Z4S-LT MCELシリーズ 

擬似同軸落斜照明 
形3Z4S-LT MSCLシリーズ 

推奨代替商品 
ハイパワースポット照明 
形FLV-EP08シリーズ 

擬似同軸落斜照明 
形FLV-CLシリーズ 

形3Z4S-LT MCEL / MSCLシリーズ 
 

 
 
 
 
 

形FLV-EP08 / -CLシリーズ 
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■外形寸法 
生産終了予定商品 

無影照明 
形3Z4S-LT MSRLシリーズ 
無影ローアングルリング照明 
形3Z4S-LT MSLLシリーズ 
無影ローアングル角型照明 
形3Z4S-LT MSQLシリーズ 

推奨代替商品 
無影照明 

形FLV-FR/-FSシリーズ 
無影照明 

形FLV-FPシリーズ 
無影照明 

形FLV-FQシリーズ 

形3Z4S-LT MSRL / MSLL / MSQLシリーズ 
 

 
 
 
 
 

形FLV-FR/-FS/-FP/-FQシリーズ 
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■外形寸法 
生産終了予定商品 

バー照明 
形3Z4S-LT MBRLシリーズ 

推奨代替商品 
バー照明 

形FLV-BRシリーズ 

形3Z4S-LT MBRLシリーズ 
 

 
 
 
 
 

形FLV-BRシリーズ 
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■外形寸法 
生産終了予定商品 

ドーム照明 
形3Z4S-LT MDMLシリーズ 

推奨代替商品 
ドーム照明 

形FLV-DDシリーズ 

形3Z4S-LT MDMLシリーズ 
 

 
 

形FLV-DDシリーズ 
 

 
 

 
生産終了予定商品 

ハイパワーLEDスポット照明 
形3Z4S-LT MCEPシリーズ 

推奨代替商品 
ハイパワースポット照明 
形FLV-EP08シリーズ 

形3Z4S-LT MCEPシリーズ 
 

 
 

形FLV-EP08シリーズ 
 

 
 



 
 
 
 

 
 

15

■外形寸法 
生産終了予定商品 

エッジ式照明 
形3Z4S-LT MEBLシリーズ 

推奨代替商品 
エッジ式照明 

形FLV-FBシリーズ 

形3Z4S-LT MEBLシリーズ 
 

 
 

形FLV-FBシリーズ 
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■外形寸法 
生産終了予定商品 
直下式照明（砲弾） 

形3Z4S-LT MDBLシリーズ 
直下式（チップ）照明 

形3Z4S-LT MDBCシリーズ 

推奨代替商品 
直下式照明 

形FLV-DBシリーズ 
直下式照明 / エッジ式照明 
形FLV-DB/-FBシリーズ 

形3Z4S-LT MDBL / MDBCシリーズ 
 

 
 

形FLV-DB/-FBシリーズ 
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■外形寸法 
生産終了予定商品 

角型斜光照明 
形3Z4S-LT MDQLシリーズ 

形3Z4S-LT MDQLシリーズ 
 

 
 

 
生産終了予定商品 

平行光照明 
形3Z4S-LT MCBPシリーズ 

形3Z4S-LT MCBPシリーズ 
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■外形寸法 
生産終了予定商品 
LEDスポット投光器 

形3Z4S-LT MSPPシリーズ 

推奨代替商品 
スポット照明 

形FLV-EP50シリーズ 

形3Z4S-LT MSPPシリーズ 
 

 
 

形FLV-EP50シリーズ 

生産終了予定商品 
ハイパワーLEDスポット照明専用電源 

形3Z4S-LT MLEPシリーズ 

推奨代替商品 
アナログ照明コントローラ 

形FLV-ATC10405 / 形FLV-ATC40405 

形3Z4S-LT MLEPシリーズ 
 

 
 

形FLV-ATC10405 / 形FLV-ATC40405 
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■外形寸法 
生産終了予定商品 

専用電源 
形3Z4S-LT MLEKシリーズ 

推奨代替商品 
アナログ照明コントローラ 

形FLV-ATC21024 

形3Z4S-LT MLEKシリーズ 
 

 
 

形FLV-ATC21024 
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■外形寸法 
生産終了予定商品 

延長ケーブル 
形3Z4S-LT M-RCBシリーズ 

外部制御ケーブル 
形3Z4S-LT M-EXCシリーズ 

推奨代替商品 
標準照明用延長ケーブル 

形FLV-XC□ 
スポット照明用延長ケーブル 

形FLV-XC□EP 

形3Z4S-LT M-RCB / M-EXCシリーズ 
 
 
 

形FLV-XC□ / 形FLV-XC□EP 
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■定格／性能 
１．照明部 

照明形状 発光色 生産終了予定商品 推奨代替商品 

ダイレクトリング 

青 

形3Z4S-LT MDRL-CB10 形FLV-DR3220B 

形3Z4S-LT MDRL-CB16 形FLV-DR5030B 

形3Z4S-LT MDRL-CB28 形FLV-DR5030B 

形3Z4S-LT MDRL-CB31 形FLV-DR6615B 

形3Z4S-LT MDRL-CB35 形FLV-DR7000B 

形3Z4S-LT MDRL-CB36 形FLV-DR7030B 

形3Z4S-LT MDRL-CB50 形FLV-DR9215B 

形3Z4S-LT MDRL-CB56 形FLV-DR12030B 

赤 

形3Z4S-LT MDRL-CR10 形FLV-DR3220R 

形3Z4S-LT MDRL-CR16 形FLV-DR5030R 

形3Z4S-LT MDRL-CR28 形FLV-DR5030R 

形3Z4S-LT MDRL-CR31 形FLV-DR6615R 

形3Z4S-LT MDRL-CR35 形FLV-DR7000R 

形3Z4S-LT MDRL-CR36 形FLV-DR7030R 

形3Z4S-LT MDRL-CR50 形FLV-DR9215R 

形3Z4S-LT MDRL-CR56 形FLV-DR12030R 

白 

形3Z4S-LT MDRL-CW10 形FLV-DR3220W 

形3Z4S-LT MDRL-CW16 形FLV-DR5030W 

形3Z4S-LT MDRL-CW28 形FLV-DR5030W 

形3Z4S-LT MDRL-CW31 形FLV-DR6615W 

形3Z4S-LT MDRL-CW35 形FLV-DR7000W 

形3Z4S-LT MDRL-CW36 形FLV-DR7030W 

形3Z4S-LT MDRL-CW50 形FLV-DR9215W 

形3Z4S-LT MDRL-CW56 形FLV-DR12030W 

ローアングルリング 

青 

形3Z4S-LT MLRL-CB100 形FLV-DL15060B 

形3Z4S-LT MLRL-CB25 形FLV-DL5890B 

形3Z4S-LT MLRL-CB46 形FLV-DL9090B 

形3Z4S-LT MLRL-CB48 形FLV-DL7260B 

形3Z4S-LT MLRL-CB68 形FLV-DL12060B 

赤 

形3Z4S-LT MLRL-CR100 形FLV-DL15060R 

形3Z4S-LT MLRL-CR25 形FLV-DL5890R 

形3Z4S-LT MLRL-CR46 形FLV-DL9090R 

形3Z4S-LT MLRL-CR48 形FLV-DL7260R 

形3Z4S-LT MLRL-CR68 形FLV-DL12060R 

白 

形3Z4S-LT MLRL-CW100 形FLV-DL15060W 

形3Z4S-LT MLRL-CW25 形FLV-DL5890W 

形3Z4S-LT MLRL-CW46 形FLV-DL9090W 

形3Z4S-LT MLRL-CW48 形FLV-DL7260W 

形3Z4S-LT MLRL-CW68 形FLV-DL12060W 
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照明形状 発光色 生産終了予定商品 推奨代替商品 

同軸 

青 形3Z4S-LT MCEL-CB8 形FLV-EP0803B 

赤 形3Z4S-LT MCEL-CR8 形FLV-EP0803R 

白 形3Z4S-LT MCEL-CW8 形FLV-EP0803W 

擬似同軸 

青 

形3Z4S-LT MSCL-CB105-B 形FLV-CL100B 

形3Z4S-LT MSCL-CB24 形FLV-CL30B 

形3Z4S-LT MSCL-CB39 形FLV-CL40B 

形3Z4S-LT MSCL-CB56-B 形FLV-CL60B 

形3Z4S-LT MSCL-CB74-B 形FLV-CL80B 

赤 

形3Z4S-LT MSCL-CR105-B 形FLV-CL100R 

形3Z4S-LT MSCL-CR24 形FLV-CL30R 

形3Z4S-LT MSCL-CR39 形FLV-CL40R 

形3Z4S-LT MSCL-CR56-B 形FLV-CL60R 

形3Z4S-LT MSCL-CR74-B 形FLV-CL80R 

白 

形3Z4S-LT MSCL-CW105-B 形FLV-CL100W 

形3Z4S-LT MSCL-CW24 形FLV-CL30W 

形3Z4S-LT MSCL-CW39 形FLV-CL40W 

形3Z4S-LT MSCL-CW56-B 形FLV-CL60W 

形3Z4S-LT MSCL-CW74-B 形FLV-CL80W 

無影 

青 形3Z4S-LT MSRL-CB44 形FLV-FR150B 

赤 

形3Z4S-LT MSRL-CR20 形FLV-FS74R 

形3Z4S-LT MSRL-CR33 形FLV-FR114R 

形3Z4S-LT MSRL-CR44 形FLV-FR150R 

白 

形3Z4S-LT MSRL-CW20 形FLV-FS74W 

形3Z4S-LT MSRL-CW33 形FLV-FR114W 

形3Z4S-LT MSRL-CW44 形FLV-FR150W 

無影ローアングルリング 
赤 形3Z4S-LT MSLL-CR109 形FLV-FP130R 

白 形3Z4S-LT MSLL-CW109 形FLV-FP130W 

無影ローアングル角型 白 
形3Z4S-LT MSQL-CW32 推奨代替商品はありません。 

形3Z4S-LT MSQL-CW48 形FLV-FQ48W 
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照明形状 発光色 生産終了予定商品 推奨代替商品 

バー 

青 

形3Z4S-LT MBRL-CB13015 形FLV-BR15020B 

形3Z4S-LT MBRL-CB5015 形FLV-BR6022B 

形3Z4S-LT MBRL-CB7530 形FLV-BR8532B 

IR 形3Z4S-LT MBRL-CIR7530 形FLV-BR6022IR 

赤 

形3Z4S-LT MBRL-CR13015 形FLV-BR15020R 

形3Z4S-LT MBRL-CR5015 形FLV-BR6022R 

形3Z4S-LT MBRL-CR7530 形FLV-BR8532R 

白 

形3Z4S-LT MBRL-CW13015 形FLV-BR15020W 

形3Z4S-LT MBRL-CW24015 形FLV-BR21222W 

形3Z4S-LT MBRL-CW36015 形FLV-BR38037W 

形3Z4S-LT MBRL-CW48015 形FLV-BR48031W 

形3Z4S-LT MBRL-CW5015 形FLV-BR6022W 

形3Z4S-LT MBRL-CW7530 形FLV-BR8532W 

ドーム 
赤 形3Z4S-LT MDML-CR50 形FLV-DD70R 

白 形3Z4S-LT MDML-CW50 形FLV-DD70W 

エッジ式 青 
形3Z4S-LT MEBL-CB10080 形FLV-FB130130B 

形3Z4S-LT MEBL-CB145 形FLV-FB200200B 

エッジ式 

青 

形3Z4S-LT MEBL-CB25 形FLV-FB5050B 

形3Z4S-LT MEBL-CB50 形FLV-FB7070B 

形3Z4S-LT MEBL-CB7050 形FLV-FB9090B 

赤 

形3Z4S-LT MEBL-CR10080 形FLV-FB130130R 

形3Z4S-LT MEBL-CR145 形FLV-FB200200R 

形3Z4S-LT MEBL-CR25 形FLV-FB5050R 

形3Z4S-LT MEBL-CR50 形FLV-FB7070R 

形3Z4S-LT MEBL-CR7050 形FLV-FB9090R 

白 

形3Z4S-LT MEBL-CW10080 形FLV-FB130130W 

形3Z4S-LT MEBL-CW145 形FLV-FB200200W 

形3Z4S-LT MEBL-CW25 形FLV-FB5050W 

形3Z4S-LT MEBL-CW50 形FLV-FB7070W 

形3Z4S-LT MEBL-CW7050 形FLV-FB9090W 
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照明形状 発光色 生産終了予定商品 推奨代替商品 

直下式（砲弾型） 

青 

形3Z4S-LT MDBL-CB100 形FLV-DB130130B 

形3Z4S-LT MDBL-CB180100 形FLV-DB212152B 

形3Z4S-LT MDBL-CB25 形FLV-DB3729B 

形3Z4S-LT MDBL-CB70 形FLV-DB10181B 

赤 

形3Z4S-LT MDBL-CR100 形FLV-DB130130R 

形3Z4S-LT MDBL-CR180100 形FLV-DB212152R 

形3Z4S-LT MDBL-CR25 形FLV-DB3729R 

形3Z4S-LT MDBL-CR70 形FLV-DB10181R 

白 

形3Z4S-LT MDBL-CW100 形FLV-DB130130W 

形3Z4S-LT MDBL-CW180100 形FLV-DB212152W 

形3Z4S-LT MDBL-CW25 形FLV-DB3729W 

形3Z4S-LT MDBL-CW70 形FLV-DB10181W 

直下式（チップ実装型） 

赤 
形3Z4S-LT MDBC-CR100 形FLV-DB130130R 

形3Z4S-LT MDBC-CR150 形FLV-FB130130R 

白 
形3Z4S-LT MDBC-CW100 形FLV-DB130130W 

形3Z4S-LT MDBC-CW150 形FLV-FB130130W 

角型斜光 

赤 
形3Z4S-LT MDQL-CR108 推奨代替商品はありません。 

形3Z4S-LT MDQL-CR58 推奨代替商品はありません。 

白 
形3Z4S-LT MDQL-CW108 推奨代替商品はありません。 

形3Z4S-LT MDQL-CW58 推奨代替商品はありません。 

ハイパワーLEDスポット 

青 形3Z4S-LT MCEP-CB8 形FLV-EP0803B 

赤 形3Z4S-LT MCEP-CR8 形FLV-EP0803R 

白 形3Z4S-LT MCEP-CW8 形FLV-EP0803W 

平行光 
青 形3Z4S-LT MCBP-CB3430 推奨代替商品はありません。 

白 形3Z4S-LT MCBP-CW3430 推奨代替商品はありません。 

LEDスポット投光器 

赤 
形3Z4S-LT MSPP-CR42 形FLV-EP50R 

形3Z4S-LT MSPP-CR74 形FLV-EP50R 

白 
形3Z4S-LT MSPP-CW42 形FLV-EP50W 

形3Z4S-LT MSPP-CW74 形FLV-EP50W 
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２．電源 
（１） A080/230Wアナログシリーズ（TOTAL 0.8A/2.3Aまで対応） 

項目 生産終了予定商品 推奨代替商品 

形式 
形MLEK-A080W 
1LR-100V 

形MLEK-A080W
1LR-200V 

形MLEK-A080W
2LR-100V  

形MLEK-A080W
2LR-200V 

形FLV-ATC21024 

ACタイプ 100V  200V  100V  200V － 

出力 

1 チャンネル出力  
max. 0.8A 
（MCEPシリーズを除く照明のみ

接続可） 

2チャンネル出力  
Total max. 0.8A 
（各チャンネル max. 0.8A） 
（MCEPシリーズを除く照明のみ

接続可） 

2ch合計 大40Wまで 
1chあたり 大30Wまで 
形FLVシリーズ 
（ただし、形FLV-EPシリーズ、 
形FLV-LNシリーズは除く） 

入力電圧 AC100-240V 50/60Hz  AC100V-240V 50/60Hz 
入力電流 
消費電流 

0.3/0.15A（AC100/240V時） 1A以下 

使用温度 0～＋45℃ 
動作時：0～＋50℃、 
保存時：－15～＋60℃ 
（ただし、氷結・結露しないこと）

出力形態 
発光方式 

DC連続出力 トリガ発光、常時発光 

出力制御方式 定電流制御（電流可変） 
定電圧方式 
電圧調光：14.0V-24.0V 

外部調光機能 有（0-5V調光） － 
照明ON/OFF 
機能 

有（フォトカプラ絶縁タイプ） 
トリガ入力端子からの入力に 
同期して発光 

エラー出力 有（フォトカプラ絶縁タイプ・制御エラー） － 
質量 約1kg  約1.3kg 約0.8kg 

 
項目 生産終了予定商品 推奨代替商品 

形式 
形MLEK-A230W 
1LR-100V 

形MLEK-A230W
1LR-200V 

形MLEK-A230W
2LR-100V 

形MLEK-A230W
2LR-200V 

形FLV-ATC21024 

ACタイプ 100V  200V  100V  200V － 

出力 

1チャンネル出力  
max. 2.3A 
（MCEPシリーズを除く照明のみ

接続可） 

2チャンネル出力  
Total max. 2.3A 
（各チャンネル max. 2.3A） 
（MCEPシリーズを除く照明のみ

接続可） 

2ch合計 大40Wまで 
1chあたり 大30Wまで 
形FLVシリーズ 
（ただし、形FLV-EPシリーズ、 
形FLV-LNシリーズは除く） 

入力電圧 AC100-240V 50/60Hz  AC100V-240V 50/60Hz 
入力電流 
消費電流 

0.7/0.4A（AC100/240V時） 1A以下 

使用温度 0～＋45℃ 
動作時：0～＋50℃、 
保存時：－15～＋60℃ 
（ただし、氷結・結露しないこと）

出力形態 
発光方式 

DC連続出力 トリガ発光、常時発光 

出力制御方式 定電流制御（電流可変） 
定電圧方式 
電圧調光：14.0V-24.0V 

外部調光機能 有（0-5V調光 / 外部VR調光） － 
照明ON/OFF 
機能 

有（フォトカプラ絶縁タイプ） 
トリガ入力端子からの入力に 
同期して発光 

エラー出力 有（フォトカプラ絶縁タイプ・制御エラー） － 
質量 約1.1kg  約1.4kg 約0.8kg 
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（２） A080/230Wデジタルシリーズ（TOTAL 0.8A/2.3Aまで対応） 

項目 生産終了予定商品 推奨代替商品

形式 
形MLEK-A080W 
1LRD-100V 

形MLEK-A080W
1LRD-200V 

形MLEK-A080W
2LRD-100V  

形MLEK-A080W 
2LRD-200V 

推奨代替商品は

ありません。 
ACタイプ 100V  200V  100V  200V － 

出力 
1 チャンネル出力 max. 0.8A 
（MCEPシリーズを除く照明のみ接続可） 

2チャンネル出力 Total max. 0.8A 
（各チャンネル max.0.8A） 
（MCEPシリーズを除く照明のみ接続可） 

－ 

入力電圧 AC100-240V 50/60Hz  － 
入力電流 0.3/0.15A（AC100/240V時） － 
使用温度 0～＋45℃ － 
出力形態 DC連続出力 － 
出力制御方式 定電流制御（電流可変） － 
外部調光機能 有（8bitデジタル） 有（各チャンネル独立8bitデジタル） － 
照明ON/OFF機能 有（フォトカプラ絶縁タイプ） － 
エラー出力 有（フォトカプラ絶縁タイプ・制御エラー） － 
質量 約1kg  約1.3kg － 

 
項目 生産終了予定商品 推奨代替商品

形式 
形MLEK-A230W 
1LRD-100V 

形MLEK-A230W
1LRD-200V 

形MLEK-A230W
2LRDB-100V 

形MLEK-A230W 
2LRDB-200V 

推奨代替商品は

ありません。 
ACタイプ 100V  200V 100V  200V － 

出力 
1 チャンネル出力 max. 2.3A 
（MCEPシリーズを除く照明のみ接続可） 

2チャンネル出力 Total max. 2.3A 
（各チャンネル max. 2.3A） 
（MCEPシリーズを除く照明のみ接続可） 

－ 

入力電圧 AC100-240V 50/60Hz  － 
入力電流 0.7/0.4A（AC100/240V時） － 
使用温度 0～＋45℃ － 
出力形態 DC連続出力 － 
出力制御方式 定電流制御（電流可変） － 
外部調光機能 有（8bitデジタル） 有（各チャンネル独立8bitデジタル） － 
照明ON/OFF 機能 有（フォトカプラ絶縁タイプ） － 
エラー出力 有（フォトカプラ絶縁タイプ・制御エラー） － 
質量 約1.1kg  約1.4kg － 

 
（３） マルチチャンネルシリーズ 

項目 生産終了予定商品 推奨代替商品

形式 形MLEK-D770W4LRD-100V  形MLEK-D770W4LRD-200V 
推奨代替商品は

ありません。 
ACタイプ 100V  200V － 

出力 
4チャンネル出力 Total max. 7.7A（CH1～CH3：max. 2.3A、CH4: max. 0.8A） 
（MCEPシリーズを除く照明のみ接続可） 

－ 

入力電圧 AC100V-240V 50/60Hz － 
入力電流 1.7/0.8A（AC100/240V時） － 
使用温度 0～＋45℃ － 
出力形態 DC連続出力 － 
出力制御方式 定電流制御（電流可変） － 
外部調光機能 有（各チャンネル独立8ビットまたは10ビットデジタル） － 
照明ON/OFF機能 有（フォトカプラ絶縁タイプ） － 
エラー出力 有（フォトカプラ絶縁タイプ・制御エラー） － 
質量 約2kg － 
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（４） MCEP/MSPPシリーズ専用電源 MLEPアナログシリーズ 

項目 生産終了予定商品 推奨代替商品 

形式 
形MLEP-A035W
1LR-100V 

形MLEP-A035W
1LR-200V 

形MLEP-A070W
1LR-100V 

形MLEP-A070W 
1LR-200V 

形FLV-ATC10405 

ACタイプ 100V  200V  100V  200V  － 

出力 1チャンネル出力 max. 350mA 1チャンネル出力 max. 700mA 
大3Wまで 

形FLV-EPシリーズ 
入力電圧 AC100-240V 50/60Hz AC100V-240V 50/60Hz 
入力電流 
消費電流 

0.35/0.25A（AC100/240V時） 0.6A以下 

使用温度 0～＋45℃ 
動作時：0～＋50℃、 
保存時：－15～60℃ 
（ただし、氷結・結露しないこと）

出力形態 
発光方式 

DC連続出力 トリガ発光、常時発光 

出力制御方式 定電流制御（電流可変） 
定電流方式 
電流調光：～0.4A 

外部調光機能 有（0-5V調光） － 
照明ON/OFF 
機能 

有（フォトカプラ絶縁タイプ） 
トリガ入力端子からの入力に 
同期して消灯 

質量 0.9kg  約0.8kg 

 
項目 生産終了予定商品 推奨代替商品 

形式 
形MLEP-A035W
3LR-100V 

形MLEP-A035W
3LR-200V 

形MLEP-A070W
3LR-100V 

形MLEP-A070W 
3LR-200V 

FLV-ATC40405 

ACタイプ 100V  200V  100V  200V － 

出力 
3チャンネル出力  
各チャンネル max. 350mA 

3チャンネル出力  
各チャンネル max. 700mA 

4ch合計 大12Wまで 
1cnあたり 大3Wまで 

入力電圧 AC100-240V 50/60Hz AC100V-240V 50/60Hz 
入力電流 
消費電流 

0.35/0.25A（AC100/240V時） 0.6A以下 

使用温度 0～＋45℃ 
動作時：0～＋50℃、 
保存時：－15～60℃ 
（ただし、氷結・結露しないこと）

出力形態 
発光方式 

DC連続出力 トリガ発光、常時発光 

出力制御方式 定電流制御（電流可変） 
定電流方式 
電流調光：～0.4A 

外部調光機能 有（0-5V調光） － 
照明ON/OFF 
機能 

有（フォトカプラ絶縁タイプ） 
トリガ入力端子からの入力に 
同期して消灯 

質量 1.4kg 約0.8kg 
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（５） MCEP/MSPPシリーズ専用電源 MLEPデジタルシリーズ 

項目 生産終了予定商品 
推奨代替 

商品 

形式 

形MLEP- 
A035W 
1LRD 
-100V 

形MLEP- 
A035W 
1LRD 
-200V 

形MLEP- 
A070W 
1LRD 
-100V 

形MLEP-
A070W 
1LRD 
-200V 

形MLEP-
A035W 
3LRD 
-100V 

形MLEP-
A035W 
3LRD 
-200V 

形MLEP- 
A070W 
3LRD 
-100V 

形MLEP- 
A070W 
3LRD 
-200V 

推奨代替 
商品は 
ありません。

ACタイプ 100V  200V  100V  200V  100V  200V  100V  200V － 

出力 
1チャンネル出力  
max. 350mA 

1チャンネル出力  
max. 700mA 

3チャンネル出力  
各チャンネル  
max. 350mA 

3チャンネル出力  
各チャンネル  
max. 700mA 

－ 

入力電圧 AC100-240V 50/60Hz  － 
入力電流 0.35/0.25A（AC100/240V時） － 
使用温度 0～＋45℃ － 
出力形態 DC連続出力 － 
出力制御 
方式 

定電流制御（電流可変） － 

外部調光 
機能 

有（8bitデジタル） 有（各チャンネル独立8bitデジタル） － 

照明 
ON/OFF 
機能 

有（フォトカプラ絶縁タイプ） － 

質量 0.9kg  1.4kg － 

 
 
３．オプション 

品名 生産終了予定商品 推奨代替商品 

ファイバ接続オプション 
形3Z4S-LT MCEP-AD3LGB 推奨代替商品はありません。 

形3Z4S-LT MCEP-ADLG 推奨代替商品はありません。 

拡散板 

形3Z4S-LT MDF-BR13015 形FLV-BR15020DF 

形3Z4S-LT MDF-BR5015 形FLV-BR6022DF 

形3Z4S-LT MDF-BR7530 形FLV-BR8532DF 

形3Z4S-LT MDF-DR10 形FLV-DR3220DF 

形3Z4S-LT MDF-DR16 推奨代替商品はありません。 

形3Z4S-LT MDF-DR28 形FLV-DR5030DF 

形3Z4S-LT MDF-DR31 形FLV-DR6615DF 

拡散板 

形3Z4S-LT MDF-DR35 形FLV-DR7000DF 

形3Z4S-LT MDF-DR50 形FLV-DR9215DF 

形3Z4S-LT MDF-DR56 形FLV-DR12030DF 

形3Z4S-LT MDF-LR100 形FLV-DL15060DF 

形3Z4S-LT MDF-LR25 形FLV-DL5890DF 

形3Z4S-LT MDF-LR48 形FLV-DL7260DF 

形3Z4S-LT MDF-LR68 形FLV-DL12060DF 

形3Z4S-LT MDF-DQ108 推奨代替商品はありません。 
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品名 生産終了予定商品 推奨代替商品 

偏光版 

形3Z4S-LT MPL-BR13015-B 形FLV-BR15020PL 

形3Z4S-LT MPL-BR5015-B 形FLV-BR6022PL 

形3Z4S-LT MPL-BR7530-B 形FLV-BR8532PL 

形3Z4S-LT MPL-DR10-B 形FLV-DR3220PL 

形3Z4S-LT MPL-DR16-B 推奨代替商品はありません。 

形3Z4S-LT MPL-DR28-B 形FLV-DR5030PL 

形3Z4S-LT MPL-DR31-B 形FLV-DR6615PL 

形3Z4S-LT MPL-DR50-B 形FLV-DR9215PL 

形3Z4S-LT MPL-DR56-B 形FLV-DR12030PL 

形3Z4S-LT MPL-SC105 推奨代替商品はありません。 

形3Z4S-LT MPL-SC56 推奨代替商品はありません。 

形3Z4S-LT MPL-SC74 推奨代替商品はありません。 

延長ケーブル 

形3Z4S-LT M-RCB001L 推奨代替商品はありません。 

形3Z4S-LT M-RCB002L 推奨代替商品はありません。 

形3Z4S-LT M-RCB003L 推奨代替商品はありません。 

形3Z4S-LT M-RCB301L 形FLV-XC1EP 

形3Z4S-LT M-RCB301XS 形FLV-XC1EP 

形3Z4S-LT M-RCB302L 形FLV-XC2EP 

形3Z4S-LT M-RCB303L 形FLV-XC3EP 

形3Z4S-LT M-RCB401L 形FLV-XC1 

形3Z4S-LT M-RCB402L 形FLV-XC2 

形3Z4S-LT M-RCB403L 形FLV-XC3 

形3Z4S-LT M-RCB405L 形FLV-XC5 

形3Z4S-LT M-XS402C 形FLV-XC2EP 

形3Z4S-LT M-XS405C 形FLV-XC5EP 

形3Z4S-LT M-XS410C 推奨代替商品はありません。 

外部制御ケーブル 
形3Z4S-LT MC-EXC-02 推奨代替商品はありません。 

形3Z4S-LT MC-EXC-07 推奨代替商品はありません。 

LEDコントローラ用ACケーブル 
形3Z4S-LT MC-AC200A 2.0M 推奨代替商品はありません。 

形3Z4S-LT MC-AC200B 2.0M 推奨代替商品はありません。 

LEDコントローラ取り付けブラケット 形3Z4S-LT LBK-003 推奨代替商品はありません。 

ダイレクトリング用拡散板取付アダプタ 

形3Z4S-LT MAD-DR10 推奨代替商品はありません。 

形3Z4S-LT MAD-DR16 推奨代替商品はありません。 

形3Z4S-LT MAD-DR28 推奨代替商品はありません。 

形3Z4S-LT MAD-DR31 推奨代替商品はありません。 

ダイレクトリング用拡散板取付アダプタ 

形3Z4S-LT MAD-DR35 推奨代替商品はありません。 

形3Z4S-LT MAD-DR50 推奨代替商品はありません。 

形3Z4S-LT MAD-DR56 推奨代替商品はありません。 
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品名 生産終了予定商品 推奨代替商品 

ダイレクトリング照明⇔レンズアダプタ 

形3Z4S-LT MLA-DR1616 推奨代替商品はありません。 

形3Z4S-LT MLA-DR3125 推奨代替商品はありません。 

形3Z4S-LT MLA-DR3130 推奨代替商品はありません。 

形3Z4S-LT MLA-DR31M255 推奨代替商品はありません。 

形3Z4S-LT MLA-DR31M270 推奨代替商品はありません。 

形3Z4S-LT MLA-DR31M305 推奨代替商品はありません。 

疑似同軸照明⇔CCTVレンズアダプタ 

形3Z4S-LT MLA-SCBS 推奨代替商品はありません。 

形3Z4S-LT MLA-SCM255 推奨代替商品はありません。 

形3Z4S-LT MLA-SCM270 推奨代替商品はありません。 

形3Z4S-LT MLA-SCM305 推奨代替商品はありません。 

ライトコントロールフィルム 

形3Z4S-LT MLM-SC105 推奨代替商品はありません。 

形3Z4S-LT MLM-SC56 推奨代替商品はありません。 

形3Z4S-LT MLM-SC74 推奨代替商品はありません。 

シャープカットフィルタ 

形3Z4S-LT ML-R64-25 推奨代替商品はありません。 

形3Z4S-LT ML-R64-27 推奨代替商品はありません。 

形3Z4S-LT ML-R64-30 推奨代替商品はありません。 

 
 
 

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。 
本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱

説明書、マニュアル等をお読みください。 
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