
12V Lighting System

フォーカス

アウトドアライティング

屋外照明・水中照明・機能照明・ガーデンライト



　

１　プロが自信をもって薦められる器具の 耐久性
２　施工にあたって資格不要で省エネな 12V器具
３　設置部材等の オプション品の充実

■投光ライト（スポットライト）

DL-22-LED20-BLT DL-22-LED35-BLT DL-22-LED20-CPR DL-22-LED35-CPR
￥24,750（税込） ￥24,970（税込） ￥24,750（税込） ￥24,970（税込）
■12V5.5W電球色LED (明るさ：20Wﾊﾛｹﾞﾝ相当) ■12V10W電球色LED (明るさ：35Wﾊﾛｹﾞﾝ相当) ■12V5.5W電球色LED (明るさ：20Wﾊﾛｹﾞﾝ相当) ■12V10W電球色LED (明るさ：35Wﾊﾛｹﾞﾝ相当)

■ブラック　■防雨型 ■ブラック　■防雨型 ■シルバー　■防雨型 ■シルバー　■防雨型

■本体：アルミダイキャスト ■本体：アルミダイキャスト ■本体：アルミダイキャスト ■本体：アルミダイキャスト

■サイズ：H200(45度)×W160×φ66   ■サイズ：H200(45度)×W160×φ66   ■サイズ：H200(45度)×W160×φ66   ■サイズ：H200(45度)×W160×φ66   

■スパイク付属 ■スパイク付属 ■スパイク付属 ■スパイク付属

SL-25-LED20-BLT SL-16-DMR16LED-SS
￥25,850（税込) ￥35,530（税込）
■12V5.5W電球色LED (明るさ：20Wﾊﾛｹﾞﾝ相当) ■12V4W電球色LED (明るさ：20Wﾊﾛｹﾞﾝ相当)

■ブラック    　■防雨型 ■ステンレスシルバー  　■防雨型

■本体：アルミダイキャスト ■本体：ステンレス

■サイズ：H121×W133×φ64 ■サイズ：H112×D83

RXP-01-LED20-BLT SL-20-SMGMR16LED20
￥36,190（税込） ￥25,190（税込）
■12V5.5W電球色LED (明るさ：20Wﾊﾛｹﾞﾝ相当) ■12V5.5W電球色LED (明るさ：20Wﾊﾛｹﾞﾝ相当)

■ブラック    　■防雨型 ■ブラウン   　■防雨型

■本体：アルミダイキャスト ■本体：グラスファイバー樹脂 

■サイズ：H660×D108 ■サイズ：H138×φ114 

■スパイク付属

LEDライト使用時の注意
　１　当社指定以外の電子トランスは使用できません。
　２　同じ機種でも光の色合いや明るさにバラツキがあります。
　３　電源トランスは容量の半分までのLEDライトを接続できます。

プロ（業務）用フォーカスライトの特徴
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壁面取付タイプ

5.5WLED 5.5WLED

アッパータイプ

5.5WLED

上部壁面取付タイプ

5.5WLED

埋込タイプ

5.5WLED

10WLED10WLED10WLED 5.5WLED 10WLED



■エリアライト&パスライト

AL-08-ALUM-L12-WIR AL-12-L12-BLT
￥36,300（税込） ￥32,120（税込）
■12V3W電球色LED (明るさ：18W白熱球相当) ■12V3W電球色LED (明るさ：18W白熱球相当)

■自然調鉄色    　■防雨型 ■ブラック    　■防雨型

■本体：アルミダイキャスト ■本体：アルミダイキャスト

■サイズ：H787(埋込含む)×φ76 ■サイズ：H559×φ203

■埋設型 ■スパイク付属

PL-23DM24-L12-BRT AL-14-L12-BRT PL-19-L12-BAR
￥34,540（税込）  ￥31,020（税込） ￥33,660（税込） 
■12V3W電球色LED (明るさ：18W白熱球相当) ■12V3W電球色LED (明るさ：18W白熱球相当) ■12V3W電球色LED (明るさ：18W白熱球相当)

■ブロンズ色  　■防雨型 ■ブロンズ色  　■防雨型 ■アンティークブラス  　■防雨型

■本体：アルミダイキャスト ■本体：アルミダイキャスト ■本体：真鍮

■サイズ：H610×W57  ■サイズ：H584×W203 ■サイズ：H559×W178×D140

■スパイク付属 ■スパイク付属 ■スパイク付属

■機能別ライト

SL-07-L12-BLT SL-07-L12-SS
￥23,540（税込） ￥29,700（税込） 
■12V3W電球色LED (明るさ：18W白熱球相当) ■12V3W電球色LED (明るさ：18W白熱球相当)

■ブラック    　■防雨型 ■ステンレスシルバー  　■防雨型

■本体：アルミダイキャスト ■本体：ステンレス

■サイズ：φ95×D51 ■サイズ：φ95×D51 

SL-15-L12-BRT SL-55-S101LP412-RBV SL-55-M104LP412-WBR
￥28,600（税込） ￥43,010（税込） ￥48,070（税込）
■12V3W電球色LED (明るさ：18W白熱球相当) ■12V4W電球色LED (明るさ：20W白熱球相当) ■12V4W電球色LED (明るさ：20W白熱球相当)

■ブロンズ色  　■防雨型 ■自然調緑    　■防雨型 ■茶褐色  　■防雨型

■本体：アルミダイキャスト ■本体：アルミダイキャスト ■本体：アルミダイキャスト

■サイズ：H150(本体)×φ64 ■サイズ：H178×D159 ■サイズ：H254×D184 

●デザイン・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください
●フォーカスライトは全て屋外用１２Ｖ（ボルト）照明です　　設置にあたって電気工事資格は必要ありません
●電源トランス・ケーブルは弊社発売のもの（別売）を必ずご使用ください
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■水中ライト

SL-33-AB-LED20-8m SL-33-ABAC-LED20-8m
￥53,680（税込） ￥55,440（税込）
■12V5.5W電球色LED (明るさ：20Wﾊﾛｹﾞﾝ相当) ■12V5.5W電球色LED (明るさ：20Wﾊﾛｹﾞﾝ相当)

■ゴールド　■本体：真鍮 ■ゴールド　■本体：真鍮 

■水中ケーブル　8ｍ付 ■水中ケーブル　8ｍ付

■サイズ：H120×W114 ■サイズ：H170×W114

■周辺機器

DJ-60-12W-1 DJ-90-12W-1 16/2C-10m  (AWG16) DCY4-10 　（10個入）
￥5,478（税込） ￥8,778（税込） ￥2,750（税込） ￥2,750（税込）
■ＡＣ１２Ｖ出力　■容量６０VAタイプ ■ＡＣ１２Ｖ出力　■容量９０VAタイプ 16/2C-20m  (AWG16)
■防雨型　■明るさセンサー付 ■防雨型　■明るさセンサー付 ￥5,280（税込）
朝まで点灯又は点灯後設定時間後に消灯 朝まで点灯又は点灯後設定時間後に消灯

■Ｈ160×W90×D68 ■H160×W107×D90 ■屋外用　■UL規格品 ■屋外用　■UL規格品

■LEDライトは40Wまで ■LEDライトは60Wまで

■デッキ、壁面等の固定用 ■デッキ、壁面等の固定用

FA-24-BLT FA-22-BLT
￥4,730（税込） ￥3,630（税込）
■ブラック  ■アルミダイキャスト ■ブラック  ■アルミダイキャスト

■サイズ：φ75 ■サイズ：H120×W75

　　　　　FOCUS製品は、カラーの変更が可能です。（納期約3週間）

アルミダイキャスト製　カラーバリエーション 真鍮製　カラーバリエーション

※カラーの指定方法

　ライトの型番の末尾がカラーを表しています。

　変更する場合は、希望の色に置き換えてご注文ください。

例 DL-22-LED20-BLT　を　ブロンズ色に変更する場合は、

　　DL-22-LED20-BRT　となります。
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なお、ステンレス製などはカラー変更できません。

トランス ケーブル

IP68

丸型マウント 角型マウント

接続コネクター

5.5WLED 5.5WLED

ブラック（-BLT) ホワイト（-WTX) ブロンズ（-BRT) 赤錆調（-RST)

ヴェルデ（-ATV) 青緑調（-RBV) グリーン（-HTX) 茶褐色（-WBR)

漆喰調（-STU) アイアン調（-WIR) キャメル（-CAM) シルバー（-CPR)

錆調（-BAR) 青錆調（-BAV)


