
 
 

≪ニュースリリース≫ 
2014 年 3 月 10 日 
山田照明株式会社 

 

山田照明株式会社 

「General Lighting 2014-2015」カタログを発行 

 
山田照明株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：山田 光夫）は、照明器具の全ライ

ンナップを紹介するカタログ「General Lighting 2014-2015」（A4 版 460 ページ）を発行

しました。 
 
本カタログでは、照明器具の LED 化傾向に対応したラインナップの充実に加え、かつ、従

来光源の得意とするところにはそれを継承し、それぞれのシーンに適した選択のできるよ

う充実を図っております。光源を LED とした新製品 121 点を含む自社ブランド 2036 製品

を紹介。パートナーズ商品も加えて、総点数にして 3633 製品を掲載しています。新製品・

注目製品については次ページ以降をご参照ください。 
  
山田照明は、今後も省電力、長寿命の LED 照明をはじめとし、省エネルギー時代に沿った

クオリティの高い照明のご提案を進めてまいります。  

 
----------------------------------------------------------------------------- 

《本件に関するお問合せ先》 

山田照明株式会社 企画開発本部 湯浅 

東京都千代田区外神田3-8-11 TEL:03-3253-6328 FAX：03-3253-4356 

E-mail：m.yuasa@yamada-shomei.co.jp 

山田照明ホームページ：http://www.yamada-shomei.co.jp/  
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新製品 LED 照明紹介 

 
各製品の詳細についてはカタログをご覧ください。2014 年 3 月発売です。 
 
●YBD-2152-W YBD-2153-WW コンフォート・ルチア 

希望小売価格 ¥59,800（税別）  
 
ブラケット型 LED ベッドライト： 従来品に対して薄型化を実現し、価格を抑えたモデル 

白色 4000K Ra83 / 3500K Ra83 

光源： LED 29W（アッパー）＋LED 29W（ダウン） 

本体： アルミ（白色塗装） 

カバー上面： ポリカーボネイト（拡散材入り） 

カバー下面： ポリカーボネイト（拡散材入り） 

 

 

 

●YBD-2154-W YBD-2154-WW コンフォート・ソプラ 
希望小売価格 ¥66,800（税別）  

 
●YBD-2154-W YBD-2154-WW コンフォート・ソプラ（常夜灯付モデル） 

希望小売価格 ¥72,800（税別）  
 
ブラケット型 LED ベッドライト：安らぎ空間を演出するスタイリッシュなベッドライト 
常夜灯付モデルも用意しています 

電球色 4000K Ra83 / 3500K Ra83 

光源：LED 29W（アッパー）＋LED 29W（ダウン） 

＋LED 電球 0.5W×1（常夜灯） 

本体： アルミ（白色塗装） 

カバー上面： クリアアクリル成形品（内部フロスト） 

カバー下面： ポリカーボネイト（拡散材入り） 

 
 
 

 

 

 

 2 / 5 
 



 
 

●DD-3347~ DD-3358 モルフ 
希望小売価格 ¥39,500～¥49,000（税別） 

 
LED 一体型 調色・調光ダウンライト：シーンに合わせて光の色（色温度）と 
明るさ（光度）を自在に演出します。 

光源色 2700K～5000K  Ra85  

光源：LED 28.4W 

トリム： アルミ（白色塗装） 

コーン：アルミ（銀色鏡面仕上げ）他 

天井切込み穴径 φ100 
 

 

 

●DD-3359  
希望小売価格 ¥21,500（税別・電源別売） 

 
LED 一体型ドレスカバーダウンライト： 天井を彩る光のアクセント。シンプルなテイスト 
でありながら華やかな雰囲気を演出します。 

光源色  5000K Ra80/ 4000K Ra80/3000K Ra80/2700K Ra80 

光源：LED 16W 

コーン：アルミ（白色塗装） 

カバー：ガラス（一部消し） 

天井切込み穴径 φ100 
 

 

 

●SD-4433~ SD-4436 ユニコーンスポット 
希望小売価格 ¥38,000（税別） 

 
シリンダー型 LED スポットライト：電源内蔵型のシンプルなシルエットで空間に調和。 

光源色 5000K Ra70 /4000K Ra80/3000K Ra80 

光源：LED 25W 

位相調光対応（1～100％） 

本体： アルミ（白色塗装） 

コーン：ポリカーボネイト（銀色） 
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●SD-4437 ECO wine 対応ミュージアムスポット 
希望小売価格 オーダー 

 
シリンダー型 LED スポットライト： 無線調光・調色システム“ECO wine”対応のダクト

スポット。色彩の再現性に優れ、Ｒa97 以上の演色性を維持します。 
光源色 2700K～5000K  Ra97 

光源：LED 21.5W 

調光（1～100％） 

本体： アルミ（白色塗装） 

コーン：アルミ（銀色鏡面仕上げ） 
 
 

 
●PD-2637-L~ PD-2639-L Roro“ロロ”  
希望小売価格 ¥36,800～¥99,800（税別） 

 
小型 LED ペンダント：1 灯仕様・3 灯仕様を用意した丸くてかわいい透明な光。 
組み合わせによりさまざまに空間を演出します。 

光源色 2700K Ra83  

光源：LED 6.7W（1 灯用）20.1W（3 灯用） 

全長 500～1,200mm 

本体： 鋼（クロームメッキ） 

カバー：アクリル（クリア） 
 

 

 

●PD-2640-L 
希望小売価格 ¥19,800（税別） 

 
小型 LED ダクトペンダント：フロスト調リブ入りのシリコンセードでガラス同様の質感を 
実現。他にテーブルスタンド、フロアスタンドもご用意します。 

光源色 2700K Ra80 

光源：LED 5.6W 

全長 500～1,200mm 

本体： 鋼（クロームメッキ） 

カバー：シリコン（クリア） 
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●AD-2680～AD-2683  
希望小売価格 ¥78,000（税別） 

 
エクステリア LED スポットライト：ラインナップにハイパワータイプを加えさらに充実。 

光源色 5000K Ra70/3000K Ra80 

光源：LED 63W 

本体：アルミ・ステンレス（黒色塗装） 

カバー：アクリル（クリア） 
 

 

 

●AD-2684H～AD-2687H モノリス プログラムコントロール 
希望小売価格 ¥209,000～¥364,000（税別） 

 
エクステリア LED ポール灯：先進性に配光バリエーションが備わったニュージェネレーシ

ョンモデル。標準配光タイプに、横配光・前方配光タイプを加えさらに充実。 
光源色 4000K Ra70 

光源：LED 68W（1 灯用）、LED 120W（2 灯用） 

本体：アルミ・鋼（ダークシルバー色塗装） 

カバー：強化ガラス（拡散・クリア） 
 

 

 

 

●AD-2688～AD-2695  
希望小売価格 ¥16,800～¥22,800（税別） 

 
エクステリア LED ブラケット：ベーシックな形状の LED 電球交換型。 
明暗センサー内蔵タイプはスイッチのつけ忘れ・切り忘れにも安心です。 

光源色 2700K Ra80 

光源：LED 5.6W 

本体：アルミ（黒色またはダークシルバー色塗装） 

カバー：アクリル（クリア） 
 

以上 

 


