
SKL-JSK-PL12P40

○参考価格 \オープン 

･ 選べる  3タイプ！

･ 高輝度LED使用で､パワーUP！

･ 圧倒的な省エネ効果！

･ ２年4ヶ月で､償却できます！

･ 発熱量も抑えるので空調効率UP！

･ イメージアップに貢献！

･ メンテナンス・フリーで､経済的！

【ご注意】

特別販売価格

80w 40w

6,000円 3000円

67 kg

8,000時間

仕様：LEDシーリングランプ
電圧-AC220V（50/60Hz）専用器具

　　　消費電力- 40W
　　　色温度- 5,700k
　　　周波数- 60
　　　全光速-3800lm以上
　　　寸法- L1250mm ・W220mm・H73 mm
　　　設計寿命-約50,000時間
      ※別途､25Ｗ・50Ｗ タイプもご用意しています。

従来型蛍光灯器具 ご提案LED照明

蛍光灯40W×2灯タイプ 高輝度LED 95lm/w

50,000時間

　※点灯10時間/日､300日稼働｡電気料金\25/kwh｡CO2=0.555kg-CO2/kwh､発熱量=860kcal/kwhとして計算しています｡

206,400kcal 103,200kcal

・いずれの商品も､設計寿命は､約50,000時間となります｡
・高温場所や密閉型器具など､ご使用条件により寿命が短くなる場合があります。
・LEDの特性上､光源から発熱しませんが､放熱板より多少の発熱があります｡
・仕様やデザインを予告なしに変更する場合が御座いますが､ご了承下さい。
・ご注文前に､必ず在庫/納期の確認を､販売店にお願い致します｡
・LEDベースライトＶ型以外に､各種LED照明器具を取り揃えています。
・詳細は､販売店又は、当社担当者にお問い合わせ下さい。

〒710-0847
 岡山県倉敷市東富井901-1

   TEL:086-434-2939
   FAX:086-424-7145 三恭電設株式会社

【 販売元 】

134 kg

LEDベースライト（照明）『SKL-JSK-PL12P50 』の特徴

ランプ種別

消費電力50％カット

年間電気代3,000円お得

年間CO2排出量5割削減

ランプ寿命6.5倍！

ランプ交換LED化

新製品発売記念 ★LEDベースライトPLシリーズ

年間排出熱量5割削減

LEDベースライト（照明）仕様（３タイプ）【用途】事務室・会議室・公共施設・その他多種多用施設



SKL-JSK-PL12P50

○参考価格 \オープン 

･ 選べる  3タイプ！

･ 高輝度LED使用で､パワーUP！

･ 圧倒的な省エネ効果！

･ ２年８ヶ月で､償却できます！

･ 発熱量も抑えるので空調効率UP！

･ イメージアップに貢献！

･ メンテナンス・フリーで､経済的！

【ご注意】

50w

3,750円

129,000kcal

67 kg

仕様：LEDシーリングランプ
電圧-AC220V（50/60Hz）専用器具

　　　消費電力- 50W
　　　色温度- 5,700k
　　　周波数- 60
　　　全光速-4750lm以上
　　　寸法- L1250mm ・W220mm・H73 mm
　　　設計寿命-約50,000時間
      ※別途､25Ｗ・40Ｗ タイプもご用意しています。

従来型蛍光灯器具

蛍光灯40W×2灯タイプ

特別販売価格

　※点灯10時間/日､300日稼働｡電気料金\25/kwh｡CO2=0.555kg-CO2/kwh､発熱量=860kcal/kwhとして計算しています｡

80w

6,000円

206,400kcal

8,000時間

ご提案LED照明

高輝度LED 95lm/w

〒710-0847
 岡山県倉敷市東富井901-1

   TEL:086-434-2939
   FAX:086-424-7145 三恭電設株式会社

・いずれの商品も､設計寿命は､約50,000時間となります｡
・高温場所や密閉型器具など､ご使用条件により寿命が短くなる場合があります。
・LEDの特性上､光源から発熱しませんが､放熱板より多少の発熱があります｡
・仕様やデザインを予告なしに変更する場合が御座いますが､ご了承下さい。
・ご注文前に､必ず在庫/納期の確認を､販売店にお願い致します｡
・LEDベースライトＶ型以外に､各種LED照明器具を取り揃えています。
・詳細は､販売店又は、当社担当者にお問い合わせ下さい。

134 kg

【 販売元 】

50,000時間

LEDベースライト（照明）仕様（３タイプ）【用途】事務室・会議室・公共施設・その他多種多用施設

LEDベースライト（照明）『SKL-JSK-PL12P50 』の特徴

ランプ種別

消費電力40％カット

年間電気代2,250円お得

年間CO2排出量5割削減

ランプ寿命6.5倍！

ランプ交換LED化

新製品発売記念 ★LEDベースライトPLシリーズ

年間排出熱量4割削減



SKL-JSK-PL6P25

○参考価格 \オープン 

･ 選べる  3タイプ！

･ 高輝度LED使用で､パワーUP！

･ 圧倒的な省エネ効果！

･ 1年2ヶ月で､償却できます！

･ 発熱量も抑えるので空調効率UP！

･ イメージアップに貢献！

･ メンテナンス・フリーで､経済的！

【ご注意】

仕様：LEDシーリングランプ
電圧-AC220V（50/60Hz）専用器具

　　　消費電力- 25W
　　　色温度- 5,700k
　　　周波数- 60
　　　全光速-2250lm以上
　　　寸法- L640mm ・W220mm・H73 mm
　　　設計寿命-約50,000時間
      ※別途､40Ｗ・50Ｗ タイプもご用意しています。

従来型蛍光灯器具 ご提案LED照明

蛍光灯40W×2灯タイプ 高輝度LED 90lm/w

特別販売価格

80w 25w

6,000円 1875円

〒710-0847
 岡山県倉敷市東富井901-1

   TEL:086-434-2939
   FAX:086-424-7145 三恭電設株式会社

134 kg 42 kg

8,000時間 50,000時間

　※点灯10時間/日､300日稼働｡電気料金\25/kwh｡CO2=0.555kg-CO2/kwh､発熱量=860kcal/kwhとして計算しています｡

206,400kcal 64,500kcal

・いずれの商品も､設計寿命は､約50,000時間となります｡
・高温場所や密閉型器具など､ご使用条件により寿命が短くなる場合があります。
・LEDの特性上､光源から発熱しませんが､放熱板より多少の発熱があります｡
・仕様やデザインを予告なしに変更する場合が御座いますが､ご了承下さい。
・ご注文前に､必ず在庫/納期の確認を､販売店にお願い致します｡
・LEDベースライトＶ型以外に､各種LED照明器具を取り揃えています。
・詳細は､販売店又は、当社担当者にお問い合わせ下さい。

【 販売元 】

LEDベースライト（照明）『SKL-JSK-PL12P50 』の特徴

ランプ種別

消費電力７０％カット

年間電気代4,125円お得

年間CO2排出量7割削減

ランプ寿命6.5倍！

ランプ交換LED化

新製品発売記念 ★LEDベースライトPLシリーズ

年間排出熱量7割削減

LEDベースライト（照明）仕様（３タイプ）【用途】事務室・会議室・公共施設・その他多種多用施設



【ご注意】

・いずれの商品も､設計寿命は､約50,000時間となります｡
・高温場所や密閉型器具など､ご使用条件により寿命が短くなる場合があります。
・LEDの特性上､光源から発熱しませんが､放熱板より多少の発熱があります｡
・仕様やデザインを予告なしに変更する場合が御座いますが､ご了承下さい。
・ご注文前に､在庫/納期の確認を､お願い致します｡
・上記以外に､各種LED照明器具を取り揃えています。
・詳細は､販売店又は当社担当者にお問い合わせ下さい。

〒710-0847
 岡山県倉敷市東富井901-1

   TEL:086-434-2939
   FAX:086-424-7145 三恭電設株式会社

【 販売元 】

倉庫・工場・給油所・他様々な場所の水銀灯
照明の代替として高輝度ＬＥＤを使った新し
い照明器具でビジネスの効率アップ！

消費電力６０％削減 ・ ランプ交換不要
年間排出熱量6割削減 ・ 年間ＣＯ２排出量7割削減



SKL-JSK-PL50MRA

○参考価格 \オープン 

･ 選べる  3タイプ！

･ 高輝度LED使用で､パワーUP！

･ 圧倒的な省エネ効果！

･ ２年８ヶ月で､償却できます！

･ 発熱量も抑えるので空調効率UP！

･ イメージアップに貢献！

･ メンテナンス・フリーで､経済的！

【ご注意】

仕様：LEDシーリングランプ
電圧-AC220V（50/60Hz）専用器具

　　　消費電力- 50W
　　　色温度- 5,700k
　　　周波数- 60
　　　全光速-4750lm以上
　　　寸法- L1285mm ・W320mm・H40 mm
　　　設計寿命-約50,000時間
      ※別途､40Ｗ タイプもご用意しています。

従来型蛍光灯器具 ご提案LED照明

蛍光灯40W×2灯タイプ 高輝度LED 95lm/w

特別販売価格

80w 50w

6,000円 3,750円

〒710-0847
 岡山県倉敷市東富井901-1

   TEL:086-434-2939
   FAX:086-424-7145 三恭電設株式会社

134 kg 67 kg

8,000時間 50,000時間

　※点灯10時間/日､300日稼働｡電気料金\25/kwh｡CO2=0.555kg-CO2/kwh､発熱量=860kcal/kwhとして計算しています｡

206,400kcal 129,000kcal

・いずれの商品も､設計寿命は､約50,000時間となります｡
・高温場所や密閉型器具など､ご使用条件により寿命が短くなる場合があります。
・LEDの特性上､光源から発熱しませんが､放熱板より多少の発熱があります｡
・仕様やデザインを予告なしに変更する場合が御座いますが､ご了承下さい。
・ご注文前に､必ず在庫/納期の確認を､販売店にお願い致します｡
・LEDパネルライト以外に､各種LED照明器具を取り揃えています。
・詳細は､販売店又は、当社担当者にお問い合わせ下さい。

【 販売元 】

LEDパネルライト（照明）仕様（３タイプ）【用途】事務室・会議室・公共施設・その他多種多用施設

LEDベースライト（照明）『SKL-JSK-PL12P50 』の特徴

ランプ種別

消費電力40％カット

年間電気代2,250円お得

年間CO2排出量5割削減

ランプ寿命6.5倍！

ランプ交換LED化

新製品発売記念 ★LEDパネルライトPLシリーズ

年間排出熱量4割削減



SKL-JSK-PL40MRA

○参考価格 \オープン 

･ 選べる  3タイプ！

･ 高輝度LED使用で､パワーUP！

･ 圧倒的な省エネ効果！

･ ２年4ヶ月で､償却できます！

･ 発熱量も抑えるので空調効率UP！

･ イメージアップに貢献！

･ メンテナンス・フリーで､経済的！

【ご注意】

206,400kcal 103,200kcal

・いずれの商品も､設計寿命は､約50,000時間となります｡
・高温場所や密閉型器具など､ご使用条件により寿命が短くなる場合があります。
・LEDの特性上､光源から発熱しませんが､放熱板より多少の発熱があります｡
・仕様やデザインを予告なしに変更する場合が御座いますが､ご了承下さい。
・ご注文前に､必ず在庫/納期の確認を､販売店にお願い致します｡
・LEDパネルライト以外に､各種LED照明器具を取り揃えています。
・詳細は､販売店又は、当社担当者にお問い合わせ下さい。

【 販売元 】

〒710-0847
 岡山県倉敷市東富井901-1

   TEL:086-434-2939
   FAX:086-424-7145 三恭電設株式会社

134 kg 67 kg

8,000時間 50,000時間

　※点灯10時間/日､300日稼働｡電気料金\25/kwh｡CO2=0.555kg-CO2/kwh､発熱量=860kcal/kwhとして計算しています｡

仕様：LEDシーリングランプ
電圧-AC220V（50/60Hz）専用器具

　　　消費電力- 40W
　　　色温度- 5,700k
　　　周波数- 60
　　　全光速-3800lm以上
　　　寸法- L1285mm ・W320mm・H40 mm
　　　設計寿命-約50,000時間
      ※別途､50Ｗ タイプもご用意しています。

従来型蛍光灯器具 ご提案LED照明

蛍光灯40W×2灯タイプ 高輝度LED 95lm/w

特別販売価格

80w 40w

6,000円 3000円

LEDベースライト（照明）『SKL-JSK-PL12P50 』の特徴

ランプ種別

消費電力50％カット

年間電気代3,000円お得

年間CO2排出量5割削減

ランプ寿命6.5倍！

ランプ交換LED化

新製品発売記念 ★LEDパネルライトPLシリーズ

年間排出熱量5割削減

LEDベースライト（照明）仕様（３タイプ）【用途】事務室・会議室・公共施設・その他多種多用施設



SKL-JSK-PL401MRA

○参考価格 \オープン 

･ 選べる  3タイプ！

･ 高輝度LED使用で､パワーUP！

･ 圧倒的な省エネ効果！

･ ２年4ヶ月で､償却できます！

･ 発熱量も抑えるので空調効率UP！

･ イメージアップに貢献！

･ メンテナンス・フリーで､経済的！

【ご注意】

206,400kcal 103,200kcal

・いずれの商品も､設計寿命は､約50,000時間となります｡
・高温場所や密閉型器具など､ご使用条件により寿命が短くなる場合があります。
・LEDの特性上､光源から発熱しませんが､放熱板より多少の発熱があります｡
・仕様やデザインを予告なしに変更する場合が御座いますが､ご了承下さい。
・ご注文前に､必ず在庫/納期の確認を､販売店にお願い致します｡
・LEDパネルライト以外に､各種LED照明器具を取り揃えています。
・詳細は､販売店又は、当社担当者にお問い合わせ下さい。

【 販売元 】

〒710-0847
 岡山県倉敷市東富井901-1

   TEL:086-434-2939
   FAX:086-424-7145 三恭電設株式会社

134 kg 67 kg

8,000時間 50,000時間

　※点灯10時間/日､300日稼働｡電気料金\25/kwh｡CO2=0.555kg-CO2/kwh､発熱量=860kcal/kwhとして計算しています｡

仕様：LEDシーリングランプ
電圧-AC220V（50/60Hz）専用器具

　　　消費電力- 40W
　　　色温度- 5,700k
　　　周波数- 60
　　　全光速-3800lm以上
　　　寸法- L665mm ・W620mm・H40 mm
　　　設計寿命-約50,000時間
      ※別途､埋込タイプもご用意しています。

従来型蛍光灯器具 ご提案LED照明

蛍光灯40W×2灯タイプ 高輝度LED 95lm/w

特別販売価格

80w 40w

6,000円 3000円

LEDパネルライト（照明）『SKL-JSK-PL401MRA 』の特徴

ランプ種別

消費電力50％カット

年間電気代3,000円お得

年間CO2排出量5割削減

ランプ寿命6.5倍！

ランプ交換LED化

新製品発売記念 ★LEDパネルライトPLシリーズ

年間排出熱量5割削減

LEDパネルライト仕様（600□タイプ）【用途】事務所・会議室・公共施設・その他多種多用施設



SKL-JSK-PL501MRA

○参考価格 \オープン 

･ 選べる  3タイプ！

･ 高輝度LED使用で､パワーUP！

･ 圧倒的な省エネ効果！

･ ２年4ヶ月で､償却できます！

･ 発熱量も抑えるので空調効率UP！

･ イメージアップに貢献！

･ メンテナンス・フリーで､経済的！

【ご注意】

206,400kcal 129,000kcal

・いずれの商品も､設計寿命は､約50,000時間となります｡
・高温場所や密閉型器具など､ご使用条件により寿命が短くなる場合があります。
・LEDの特性上､光源から発熱しませんが､放熱板より多少の発熱があります｡
・仕様やデザインを予告なしに変更する場合が御座いますが､ご了承下さい。
・ご注文前に､必ず在庫/納期の確認を､販売店にお願い致します｡
・LEDパネルライト以外に､各種LED照明器具を取り揃えています。
・詳細は､販売店又は、当社担当者にお問い合わせ下さい。

【 販売元 】

〒710-0847
 岡山県倉敷市東富井901-1

   TEL:086-434-2939
   FAX:086-424-7145 三恭電設株式会社

134 kg 84 kg

8,000時間 50,000時間

　※点灯10時間/日､300日稼働｡電気料金\25/kwh｡CO2=0.555kg-CO2/kwh､発熱量=860kcal/kwhとして計算しています｡

仕様：LEDシーリングランプ
電圧-AC220V（50/60Hz）専用器具

　　　消費電力- 50W
　　　色温度- 5,700k
　　　周波数- 60
　　　全光速-4750lm以上
　　　寸法- L665mm ・W620mm・H40 mm
　　　設計寿命-約50,000時間
      ※別途､埋込タイプもご用意しています。

従来型蛍光灯器具 ご提案LED照明

蛍光灯40W×2灯タイプ 高輝度LED 95lm/w

特別販売価格

80w 50w

6,000円 3750円

LEDパネルライト（照明）『SKL-JSK-PL401MRA 』の特徴

ランプ種別

消費電力50％カット

年間電気代3,000円お得

年間CO2排出量5割削減

ランプ寿命6.5倍！

ランプ交換LED化

新製品発売記念 ★LEDパネルライトPLシリーズ

年間排出熱量5割削減

LEDパネルライト仕様（600□タイプ）【用途】事務所・会議室・公共施設・その他多種多用施設



SKL-JSK-PL30FPKRW-1

○参考価格 \オープン 

･ 選べる  3タイプ！

･ 高輝度LED使用で､パワーUP！

･ 圧倒的な省エネ効果！

･ 1年4ヶ月で､償却できます！

･ 発熱量も抑えるので空調効率UP！

･ イメージアップに貢献！

･ メンテナンス・フリーで､経済的！

【ご注意】

206,400kcal 77,400kcal

・いずれの商品も､設計寿命は､約50,000時間となります｡
・高温場所や密閉型器具など､ご使用条件により寿命が短くなる場合があります。
・LEDの特性上､光源から発熱しませんが､放熱板より多少の発熱があります｡
・仕様やデザインを予告なしに変更する場合が御座いますが､ご了承下さい。
・ご注文前に､必ず在庫/納期の確認を､販売店にお願い致します｡
・LED笠付ベースライト以外に､各種LED照明器具を取り揃えています。
・詳細は､販売店又は、当社担当者にお問い合わせ下さい。

【 販売元 】

〒710-0847
 岡山県倉敷市東富井901-1

   TEL:086-434-2939
   FAX:086-424-7145 三恭電設株式会社

134 kg 50 kg

8,000時間 50,000時間

　※点灯10時間/日､300日稼働｡電気料金\25/kwh｡CO2=0.555kg-CO2/kwh､発熱量=860kcal/kwhとして計算しています｡

仕様：LEDシーリングランプ
電圧-AC220V（50/60Hz）専用器具

　　　消費電力- 30W
　　　色温度- 5,700k
　　　周波数- 60
　　　全光速-2700lm以上
　　　寸法- L1158mm ・W91mm・H42 mm
　　　設計寿命-約50,000時間
      ※別途､20Ｗ タイプもご用意しています。

従来型蛍光灯器具 ご提案LED照明

蛍光灯40W×2灯タイプ 高輝度LED 90lm/w

特別販売価格

80w 30w

6,000円 2250円

LEDベースライト（笠付照明）『SKL-JSK-PL30FPKRW-1 』の特徴

ランプ種別

消費電力6０％カット

年間電気代3,750円お得

年間CO2排出量6割削減

ランプ寿命6.5倍！

ランプ交換LED化

新製品発売記念 ★LEDベースライトPLシリーズ

年間排出熱量6割削減

LED笠付ベースライト仕様（トラフ型笠付タイプ）【用途】工場・倉庫・立体駐車場・他多種多用施設



SKL-JSK-PL20FPKRW-1

○参考価格 \オープン 

･ 選べる  3タイプ！

･ 高輝度LED使用で､パワーUP！

･ 圧倒的な省エネ効果！

･ 1年2ヶ月で､償却できます！

･ 発熱量も抑えるので空調効率UP！

･ イメージアップに貢献！

･ メンテナンス・フリーで､経済的！

【ご注意】

206,400kcal 51,600kcal

・いずれの商品も､設計寿命は､約50,000時間となります｡
・高温場所や密閉型器具など､ご使用条件により寿命が短くなる場合があります。
・LEDの特性上､光源から発熱しませんが､放熱板より多少の発熱があります｡
・仕様やデザインを予告なしに変更する場合が御座いますが､ご了承下さい。
・ご注文前に､必ず在庫/納期の確認を､販売店にお願い致します｡
・LED笠付ベースライト以外に､各種LED照明器具を取り揃えています。
・詳細は､販売店又は、当社担当者にお問い合わせ下さい。

【 販売元 】

〒710-0847
 岡山県倉敷市東富井901-1

   TEL:086-434-2939
   FAX:086-424-7145 三恭電設株式会社

134 kg 34 kg

8,000時間 50,000時間

　※点灯10時間/日､300日稼働｡電気料金\25/kwh｡CO2=0.555kg-CO2/kwh､発熱量=860kcal/kwhとして計算しています｡

仕様：LEDシーリングランプ
電圧-AC220V（50/60Hz）専用器具

　　　消費電力- 20W
　　　色温度- 5,700k
　　　周波数- 60
　　　全光速-1800lm以上
　　　寸法- L1158mm ・W91mm・H42 mm
　　　設計寿命-約50,000時間
      ※別途､20Ｗ タイプもご用意しています。

従来型蛍光灯器具 ご提案LED照明

蛍光灯40W×2灯タイプ 高輝度LED 90lm/w

特別販売価格

80w 20w

6,000円 1500円

LEDベースライト（笠付照明）『SKL-JSK-PL20FPKRW-1 』の特徴

ランプ種別

消費電力6０％カット

年間電気代4,500円お得

年間CO2排出量6割削減

ランプ寿命6.5倍！

ランプ交換LED化

新製品発売記念 ★LEDベースライトPLシリーズ

年間排出熱量6割削減

LED笠付ベースライト仕様（トラフ型笠付タイプ）【用途】工場・倉庫・立体駐車場・他多種多用施設



今までは､度々ランプ交換していた､従来の｢白熱電球｣を｢LEDランプ｣に取り替えて､
浮いた電気代の一部を､リース費用として､お支払い頂くシステム｡→ SANKYO｢エコ･リース｣

そして､SANKYO「エコ･リース」の最大の特徴は･･･

※当社営業日で移動時間3時間以内のエリア

（｢エコ･リース｣費用対効果イメージ図）

SANKYO「エコ･リース」に必要な費用は･･･ 『エコ･リース』のメリット。

スタートは、たったコレだけ！

※器具の形状により､取付できないタイプがあります｡
※足場費用など発生する場合は､実費で請求致します｡

｢エコ･リース｣を､ご利用頂く間に､買取りを希望されるお客様に､途中買取りシステムをご提案。

･｢エコ･リース｣のお支払いは､５年で終了！（長寿命のLEDランプだから出来る､新システム）
･６年目以降は､利益還元率100％！

リース契約期間､5年契約とした場合の｢途中買取価格は｣･･･
･1年後の買取り価格 ［LEDランプ1個あたり］ 円
･2年後の買取り価格 ［LEDランプ1個あたり］ 円  満5年で｢エコ･リース｣お支払い終了！
･3年後の買取り価格 ［LEDランプ1個あたり］ 円 6年目からは､100％利益還元！
･4年後の買取り価格 ［LEDランプ1個あたり］ 円
･5年後の買取り価格 ［LEDランプ1個あたり］ 円

･ 電球の買い換え不要！
･ 在庫管理も不要！
･ もちろん取替工事費も必要ありません！
･ リース契約だから､経費処理！
･ 圧倒的な省エネ効果！
･ 冷房効率の改善！
･ 企業のイメージアップのお手伝い！
･ 手軽に始める､ECO活動に参加！

1,500

200

1,000
500

【 販売元 】

〒710-0847
 岡山県倉敷市東富井901-1

   TEL:086-434-2939
   FAX:086-424-7145 三恭電設株式会社

0

■照明メンテナンスの新しいシステム ｢エコ･リース｣

■｢エコ･リース｣の､途中買取システム！

■｢エコ･リース｣の､省エネ提案！

例えば

現 状

SANKYO

LEDランプ

エコ ・リース
電気料金

電気料金 ランプ交換

エコ･リース費用 利益還元！

※点灯時間などご利用状況により利益還元率は変異します。

電気料金 利益還元！
エコ･リース

終了後（6年目）



今までは､度々ランプ交換していた､従来の｢蛍光灯ランプ｣を｢LEDランプ｣に取り替えて､
浮いた電気代の一部を､リース費用として､お支払い頂くシステム｡→ SANKYO｢エコ･リース｣

そして､SANKYO「エコ･リース」の最大の特徴は･･･

※当社営業日で移動時間3時間以内のエリア

（｢エコ･リース｣費用対効果イメージ図）

SANKYO「エコ･リース」に必要な費用は･･･ 『エコ･リース』のメリット。

スタートは、たったコレだけ！

※器具の形状により､取付できないタイプがあります｡
※足場費用など発生する場合は､実費で請求致します｡

｢エコ･リース｣を､ご利用頂く間に､買取りを希望されるお客様に､途中買取りシステムをご提案。

･｢エコ･リース｣のお支払いは､５年で終了！（長寿命のLEDランプだから出来る､新システム）
･６年目以降は､利益還元率100％！

リース契約期間､5年契約とした場合の｢途中買取価格は｣･･･
･1年後の買取り価格 ［LEDランプ1個あたり］ 円
･2年後の買取り価格 ［LEDランプ1個あたり］ 円  満5年で｢エコ･リース｣お支払い終了！
･3年後の買取り価格 ［LEDランプ1個あたり］ 円 6年目からは､100％利益還元！
･4年後の買取り価格 ［LEDランプ1個あたり］ 円
･5年後の買取り価格 ［LEDランプ1個あたり］ 円

 ※　満5年で｢エコ･リース｣お支払い終了！6年目からは､100％利益還元！

三恭電設株式会社

【 販売元 】

〒710-0847
 岡山県倉敷市東富井901-1

   TEL:086-434-2939
   FAX:086-424-7145

･ 電球の買い換え不要！
･ 在庫管理も不要！
･ もちろん取替工事費も必要ありません！
･ リース契約だから､経費処理！
･ 圧倒的な省エネ効果！
･ 冷房効率の改善！
･ 企業のイメージアップのお手伝い！
･ 手軽に始める､ECO活動に参加！
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■照明メンテナンスの新しいシステム ｢エコ･リース｣

■｢エコ･リース｣の､途中買取システム！

■｢エコ･リース｣の､省エネ提案！

例えば

現 状

SANKYO

LEDランプ

エコ ・リース
電気料金

電気料金 ランプ交換

エコ･リース費用 利益還元！

※点灯時間などご利用状況により利益還元率は変異します。

電気料金 利益還元！
エコ･リース

終了後（6年目）



高輝度LEDランプ『 SL16 』

SL16-E11

○参考価格 \オープン (税込\　-　)

･ 選べる照射角度 - 3タイプ！

･ 高輝度LED使用で､パワーUP！

･ 圧倒的な省エネ効果！

･ 6ヶ月で､償却できます！

･ 発熱量も抑えるので空調効率UP！

･ 企業のイメージアップに貢献！

･ メンテナンス・フリーで､経済的！

※点灯10時間/日､300日稼働｡電気料金\25/kwh｡CO2=0.555kg-CO2/kwh､発熱量=860kcal/kwhとして計算しています｡

新製品発売記念・先着500個限り！ （SL16-E11）

※在庫欠品時､納期は約3週間頂きます｡

□外径寸法図 □配光曲線図

【ご注意】

仕様：SL16-E11
　　　電圧-AC100～220V(50/60Hz)
　　　消費電力- 4.5W
　　　色温度- 2,900k / 5,300k
　　　照射角- 30°/ 60°
　　　口金サイズ- E11
　　　寸法- 直径:50.0mm / 全長:68.0mm
　　　設計寿命-約50,000時間
      ※別途､EZ10 / GU5.3 タイプもご用意
         しています。

3,000円

40w

ハロゲン５0w型

従来型ハロゲンランプ

338円

4.5w

高輝度LED4.5w

ご提案LEDランプ

品質に自信アリ! 当社の製品は､安心の3年(5,000時間)保障｡

【 販売元 】

〒710-0847
 岡山県倉敷市東富井901-1

   TEL:086-434-2939
   FAX:086-424-7145 三恭電設株式会社

・いずれの商品も､設計寿命は､約50,000時間となります｡
・高温場所や密閉型器具など､ご使用条件により寿命が短くなる場合があります。
・LEDの特性上､光源から発熱しませんが､放熱板より多少の発熱があります｡
・交換型LEDランプ自体は､防水性能を持ち合わせていません。
・仕様やデザインを予告なしに変更する場合が御座いますが､ご了承下さい。
・ご注文前に､在庫/納期の確認を､お願い致します｡
・交換型ランプ以外に､各種LED照明器具を取り揃えています。
・詳細は､販売店又は担当者にお問い合わせ下さい。

103,200kcal 11,610kcal

2,000時間

67 kg

50,000時間

7 kg

LED

LEDランプ『 SL16 』の仕様（３タイプ）

SL16-E11

LEDランプ『 SL16 』の特徴

ランプ種別

消費電力89％カット

年間電気代2,662円お得

年間CO2排出量9割削減

ランプ寿命25倍！

ランプ交換LED化

LEDランプ『 SL16 』､発売記念セール！

LEDランプ『 SL16 』寸法・配光曲線図

側面図 下面図

年間排出熱量9割削減



【ご注意】

〒710-0847
 岡山県倉敷市東富井901-1

   TEL:086-434-2939
   FAX:086-424-7145 三恭電設株式会社

・いずれの商品も､設計寿命は､約50,000時間となります｡
・高温場所や密閉型器具など､ご使用条件により寿命が短くなる場合があります。
・LEDの特性上､光源から発熱しませんが､放熱板より多少の発熱があります｡
・仕様やデザインを予告なしに変更する場合が御座いますが､ご了承下さい。
・ご注文前に､在庫/納期の確認を､お願い致します｡
・上記以外に､各種LED照明器具を取り揃えています。
・詳細は､販売店又は当社担当者にお問い合わせ下さい。

【 販売元 】

倉庫・工場・給油所・他様々な場所の水銀灯
照明の代替として高輝度ＬＥＤを使った新し
い照明器具でビジネスの効率アップ！

消費電力６０％削減 ・ ランプ交換不要
年間排出熱量6割削減 ・ 年間ＣＯ２排出量7割削減


