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TL-LINE40-24
一般屋内用蛍光灯型 L E Dランプ

TL-LINE20-24（20Wタイプ）

TL-LINE40-24（40Wタイプ）

消費電力

約－60％
（一般蛍光灯と比較）

　 長 寿 命

40,000時間

紫 外 線

大幅カット
（一般蛍光灯と比較）

超 軽 量

300g

SEIKO ELECTRONIC CO.,LTD



SEIKO ELECTRONIC CO.,LTD

セイコー電気株式会社
〒550-0024　大阪市西区境川２－４－２７

ＴＥＬ：０６−４３９３−２８１０　ＦＡＸ：０６−４３９３−２８１１

規格（mm、φ）
重量
対応蛍光灯
入力電圧
入力電流
消費電力
LED素子数
照度(1M直下）
光束
力率
色温度
口金
設計寿命
主要構成部材
動作温度
保存温度
動作湿度
保存湿度
RoHS指令
高調波対策
ノイズ対策

消費電力

1日24時間点灯時の消費電力

1年間点灯時の消費電力

1年間の電気料金

1年間のCO2排出量

1年間に必要な杉の木本数

●1年間の電気料金の比較（200本）

●1年間のCO2排出量の比較（200本）

●1年間にCO2を吸収するのに必要な杉の木本数の比較 杉の木本数減少数杉の木本数減少数 1年間のCO2排出量減少率1年間のCO2排出量減少率

0.055 kw

1.32 kw

481.8 kw

7,227 円

173.5 kg

12 本

2.75 kw

66 kw

24,090 kw

361,350 円

8,675 kg

620 本

11 kw

264 kw

96.360 kw

1,445,400 円

34,689.6 kg

2,477 本

TL-LINE20-24
20Wタイプ

長さ580×外形２６
145g
２０形
DC24V
ー
ー
60個
ー
ー

AC100V入力時99％、AC200V入力時97％
5300K～5700K（PURE WHITE、昼白色相当）

約4万時間
アルミ、ポリカーボネート

0℃～40℃
-10℃～60℃

湿度8５％以下（但し、結露なき事）
湿度9５％以下（但し、結露なき事）

対応
クラスC基準

電気用品安全法技術基準

TL-LINE40-24
40Wタイプ

長さ1198×外形２６
300g
４０形
DC24V

  AC100V入力時230mA以下、
AC200V入力時120mA以下

22W
120個
350lx
1500lm

G13

このカタログの内容は平成21年12月現在のものです。

仕 様

一般蛍光灯とTL-LINEシリーズ　電気料金　CO2排出量の比較

一般蛍光灯（40W)グロースタータ型

一般蛍光灯（40W)グロースタータ型一般蛍光灯（40W)グロースタータ型

1本 50本 200本

消費電力

1日24時間点灯時の消費電力

1年間点灯時の消費電力

1年間の電気料金

1年間のCO2排出量

1年間に必要な杉の木本数

0.022 kw

0.528 kw

192.72 kw

2,890 円

69.3 kg

5 本

1.1 kw

26.4 kw

9,636 kw

144,540 円

3,468 kg

247 本

4.4 kw

105.6 kw

38,544 kw

578,160 円

13,875 kg

991 本

TL-LINE40-24

TL-LINE40-24

578,160円 867,240円減少

1,445,400円

1本 50本 200本

0 500,000 1,000,000 1,500,000　単位（円）

一般蛍光灯（40W)グロースタータ型一般蛍光灯（40W)グロースタータ型

一般蛍光灯（40W)グロースタータ型　2,477本

TL-LINE40-24TL-LINE40-24

TL-LINE40-24　991本

13,875kg 20,815kg減少

1,486本削減1,486本削減 60％減少

34,690kg

0 10,000

※1kwの電気料金は１５円で算出　※1kwの電気を作るのに排出されるCO2量は0.36kgで算出　※1本の杉が1年間に吸収するCO2量は14kgで算出

20,000 30,000 40,000　単位（kg）

TL-LINE40-24　　一般屋内用蛍光灯型LEDランプ

環境有害物質を徹底管理
水銀、鉛を制限したRoHS等の国際環境規格に対応しております。
最も地球に優しい照明器具としてご活用いただけます。

有害紫外線、UV発生がほとんどありません
体に有害な紫外線が極力除去されているので目にとても優しい設計。
紫外線がほとんど無いため、光源による対象物の変色が無く本来の色を表現出来ます。
また、虫が好む紫外線がほとんど無いので、誘虫性が低い照明です。

対環境性

TL-LINEシリーズの特長
省電力でCO2排出量を大幅に削減します
省エネ対応蛍光灯比で約6０％以上の省エネを実現し、CO2排出量を大幅に削減します。

長期間の使用に耐え、保守維持コストをカット
TL-LINEの設計寿命は約４万時間以上（光速維持率７０％）と、蛍光管（定格寿命１２０００時
間の場合）の約３倍以上です。３０００時間/年間の点灯で約１０年以上というロングライフの
ため、取替え作業や蛍光管の廃棄料、リニューアル費がカットできます。（設計寿命は、その寿
命を保証するものではありません）

低発熱で空調の消費電力を削減
従来の蛍光管はかなりの発熱を伴いますが、TL-LINEシリーズの発熱量は環境温度プラス
５℃と少なく、ランプ発熱による夏場の空調負荷を軽減でき、より省エネ効果を発揮します。

環境に優しい
従来の蛍光管のようにガラスを使用していないため、地震などの災害時にガラスが飛散する
ことはありません。また従来の蛍光管に含まれる金属水銀が含まれないため、一般の燃えな
いゴミとして破棄できます。

可能な限りの安全性に配慮
超軽量（３００g)本体に衝撃に強い樹脂ポリカーボネートを使用しているので地震の際や、万
が一の時も安心です。



1198mm

Model ： TLLN40-24 （DC24V仕様）

このたびは、弊社の蛍光灯型LEDランプ『ＴＬーＬＩＮＥ４０－２４』をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。本取扱説明書をご熟
読の上、説明書内容を十分にご理解いただきますようお願い致します。ＴＬーＬＩＮＥ４０－２４の取付けには、特別な資格は必要ありませんが、
器具側の工事は、電気工事士の資格が必要となります。その際の施工は必ず工事店に依頼してください。

暫定版

お使いになる前に、次のものが梱包されていることをお確かめください。万一足りないものがありましたら恐れ入りますが弊社までお申し付けくだ
さい。

■ＴＬＬＮ４０－２４ （蛍光灯型ＬＥＤランプ ＴＬ－ＬＩＮＥ４０－２４ ４０W型）・・・・・・・ １本

■ 取扱説明書(本書） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １部

著作権のご案内

この蛍光灯型LEDランプは国際または国内の著作権法及び規定を侵害したり無断使用してはいけません。

■ TLLN40-24(DC24V)

Φ26

照度: 直下 1m基準(測定器によって多少の差は発生する場合があります。)

C
A

BC

照度 340 Lx ± 10% 入力電圧 DC24V

光束 1500lm 入力電流 220mA 以下

色温度 5300K ～5700K 消費電力 22W ± 10%

重量 300g ± 5% 力率 *97％～99%

1. 入力電源確認
-弊社指定の電源装置Tlight-24V1.7Aを使用し、電源装置への入力電圧がAC90V～AC242Vであるかどうかを確認して下さい。

2. 漏電確認
- 雨天や降雪時、漏電及びショートしていないかを確認してください。

3. 周辺温度
- 勧奨使用温度 : 常温
- 動作温度 : 0 ℃〜40 ℃ 湿度85％RH以下 但し、結露無き事
- 保存温度 : -10 ℃〜60 ℃ 湿度90％RH以下 但し、結露無き事

4. 灯器具の状態
- 密閉灯器具は使用しないでください。
- 電灯笠やソケットの連結部位(溶接及び結合状態)クラックによる漏水発生時には使用しないでください。

※点検状況の漏れ及び異常発生時、不適切な措置による製品破損は無償修理できませんのでご注意下さい。

TLLN40-24(DC24V)

A      Heat Sink
B      Diffusion Cover
C      Socket

蛍光灯型LEDランプ TL-LINE40-24 取扱説明書

*AC100V入力時

*97%(AC200V) 99%(AC100V)



DC24Ｖ仕様

※ 弊社指定の電源Ｔｌｉｇｈｔｰ24V1.7Aを必ずご使用下さい。

※ 工事を実施するには、電気工事士の資格が必要です。施工は必ず施工業者に依頼して下さい。

※ 工事は必ず電源を切った状態で行って下さい。

· 具体的な工事の施工方法 (図解)

5. 設置方法

保存用

（DC24V接続例）

1灯接続の場合

2灯接続の場合



6. 安全上のご注意

お使いになる人や他の人への被害、財産上の損害を防ぐため、必ずお守りいただく事を次のようにご説明致します。

警 告 この表示の欄は、「死亡または重傷を負う恐れがある」内容です。

注 意 この表示の欄は、「重傷を負う恐れまたは物的損害を生じる恐れがある」内容です。

■施工上のご注意（工事店様）

警 告

・器具の取り付けは、取扱説明書に従って行ってください。取り付けに不備があると、器具落下、感電、火災の原因となります。

・表示された電源電圧・周波数以外での電源は使用しないでください。火災、感電の原因になります。
・振動、衝撃の激しい場所では使用しないでください。火災、感電による怪我の原因となります。

・本製品を改造しないでください。火災、感電、落下の原因となります。

注 意

・周囲温度、0〜40℃以外では使用しないでください。火災またはLEDユニットの短寿命の原因となります。

・暑い所に設置する場合には通風に留意してください。

・射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、可燃性ガスの発生する場所では使用しないでく
ださい。火災、感電の原因になります。

■表示と内容を無視して誤った使い方をしていた際に生じる物的、人的の被害は取扱者の過失になりますので、次の内容を必ずご確認ください。

・清掃と点検の際は、必ず電源を切ってから行ってください。感電の原因になります。

注 意

保存用



■使用上のご注意 （顧客様）

警 告

・本製品は改造しないでください。火災、感電、落下の原因となります。

・布や紙など燃えやすいものを灯具にかぶせないでください。火災の原因になる恐れがあります。

・器具の下には温度の高くなるもの（ストーブ・ガスレンジ等）を置かないでください。火災の原因になります。

・異常を感じたら速やかに電源を切り、販売店・工事店にご相談ください。

・点灯中及び消灯直後には熱いので手や肌などに触れないようにしてください。

・濡れた手で触れないでください。感電または故障などの原因になる恐れがあります。

・本製品に適合した照明器具を使ってください。

・製品の放熱部分はなるべく空気の循環が円滑な環境に使ってください。

・ランプ交換は電源スイッチを切ってから 10分以上、経過した後に充分に冷やした状態で交換してください。

(ランプの交換は必ず取扱説明書にしたがって行ってください。やけどの原因になります。)

・本製品は屋外では使用できません。

■蛍光灯型のLEDランプＴＬーＬＩＮＥについて

・照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。

※使用条件は周囲温度0〜40℃、1日12時間点灯、年間4500時間点灯です。そのほかの使用条件の場合は寿命が短くなります。

・安全上、LED光源を直視することはおやめください。

・LED光源の交換はできません。

保存用

■次の事項で故障した場合は保障期間中でも無料交換ができませんのでご注意ください。

１）使用上の過失、衝撃、不注意、浸水で故障した場合

２）製品を分解又は改造して故障した場合

３）火災、地震、水害などの天災地変で故障した場合

４）当社の販売店ではない所で修理して製品が変更または損傷された場合

５）保障期間経過後、発生した性能、機能上の欠点

６）使用器具の異常及び接続器機の不良による故障

７）ロット番号及び本体ラベルが損傷されて製品追跡が不可能な製品の故障

８）流通及び運送過程上取扱い不注意によって製品が損傷された場合

９）製品の使用条件を脱した条件での使用で製品が故障した場合

１０）製品の使用条件が周囲温度-10～40℃、湿度75%、１日12時間点灯して照度減少が30%以内の場合

7. 保証について

■保証期間は商品お買い上げから１年間です。

お買い上げ日から保障期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本記載にもとづき
無償修理あるいは無料交換いたします。保証書は下記となります。実際に修理をご依頼になる際には、本書のご提示が必要となります。

本書は再発行いたしませんので、大切に保管して下さい。

お問合せ

販売元 製造元 セイコー電気株式会社
大阪市西区境川２－４－２７

０６－４３９３－２８１０

品　　名
品　　番

製造番号
保証期間           本 体    ；   下記お買上げ日から１年間

お買い上げ日      　　   　　  　　 年　　 　　   　月　　　  　　  日

保　証　書
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納 入 仕 様 書 
 

品 名：TL-LINE40-24 

型 番：TLL1198W2-120 

DC24V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  セイコー電気株式会社 LED 事業部 
 

 
 
 



 
1. 品  名    LED 蛍光灯 TL-LINE40-24 24V 仕様 
 
2. 型  番    TLL1198W2-120 
 
3. 適合ＬＥＤ   メーカー：ルミマイクロ（韓国） 

・LMTP50SP3BWX (白) 
 
4. 使用環境 

使用温度範囲（℃） 0℃～ 40℃  
使用湿度範囲  85％以下 但し、結露無き事 
保存温度（℃）  －10℃ ～ 60℃  
保存湿度  95％以下 但し、結露無き事 

 
5. 定格電圧・周波数  DC24V±10％ ・ 50/60Hz 
         （但し、50Hz 地域と 60Hz 地域では特性値は変わります） 
 
6. 灯  数    120 灯 
 
7. 電気的特性 

 規格値 
 ±6％ 
LED 品種 

電源電圧 
（Ｖ） 

DC24±10％ 

入力電力 
（w） 
±10％ 

ランプ電流 
(ｍA）1 灯 
±10％ 

LMTP50SP3BWX 24 22 15.3 
 
8. カ ラ ー     白 
 
9. 色 温 度          5300K～5700K 
 

10. ビーム角     120°（LED 単体の値） 
            

11. 質  量     300ｇ 
 
12. 力  率     100V 入力 99％、200V 入力 97% 
 
13. 仕様図面     別紙参照 
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14. 使用上の注意    
 ① 本回路は点滅での使用は行わないで下さい。ＬＥＤの不点の原因となり 

ます。 
   ② 4 項の使用温度範囲 0℃から＋40 度とはＬＥＤ基板の周囲温度です。こ 

の範囲内になるような環境化でご使用下さい。但し本基板はこの環境化こ

の使用であってもＬＥＤの寿命は規格より短くなります。 
   ③ 発電機による入力電源のご使用はお止め下さい。過度の電圧変動は回路の 
     破壊・ＬＥＤ不点の原因となります。 
   ④ 電動機を使用する電源回路には、器具を接続しないでください。高周波と 
     過度の電圧変動により、回路の破壊・ＬＥＤの不点の原因となります。 
   ⑤ 市販の白熱灯及び蛍光灯の調光器には接続しないでください。回路破壊・

ＬＥＤ不点の原因となります。 
⑥ 本製品を取り扱いの際は、折り曲げるなどして、実装部品、半田に応力を 

かけないで下さい。 
⑦  製品を保管する際には、高温高湿に長期間曝される環境は避けるようご 
  配慮下さい。直射日光のあたらない場所に保管し、結露のなきようご注 
  意下さい。また、特殊なガスが発生する恐れのある場所での保管は避け 
  てください。 
⑧ 本製品の使用にあたり関連する法令等がある場合には、必ずそれに従っ 

て下さい。また、本製品を破壊、切断、粉砕、焼却、あるいは化学的に 
分解しないで下さい。本製品を廃棄する場合は法規に従い、一般産業廃 
棄物や家庭用ゴミとは混ぜないで下さい。 

⑨ 本製品は防水・防湿・防滴対策を行っておりません。 
⑩ 本回路は、振動・防湿・粉塵の対策は行っておりません。このような環境 

     化ではご使用にならならいで下さい。 
 
 
15. 特  記 
   （1） 製造者の許可無く改造及び仕様外の使用を行ったものについては、一切 
       の責任を負いません。 

（2） 本仕様（電子部品）については、品質及び特性に影響の無い範囲で変更 
することがあります。 

（3） 保証 
本製品の製造に起因する不具合が発生した場合は、当該製品の代納（無 
償）による補償を基本と致します。 
但し取り扱い、使用方法に起因する事故、仕様書に定められた条件を超 
える使用による場合、若しくは特殊条件下による場合は保証致しません。 
保証期間は納入後 1 年間と致します。 
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（4） 有効期間 
この仕様書の有効期間は、貴社又は弊社より変更の意思表示が行われな

いかぎり、生産中は有効と致します。 
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納納  入入  仕仕  様様  書書

製製品品名名：：DDCC2244VV，，11..77AA  直直流流電電源源基基板板  絶絶縁縁型型

型型番番：：TTlliigghhtt－－2244VV11..77AA

セイコー電気株式会社
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1. 適用範囲 
本仕様は、蛍光灯代替 LED 用、直流電源基板 DC24V，1.7A に適用する。 

   
2.仕様 
●負荷１．７Ａ時の特性値 

 
 
３．基材 
 材質：CEM－３ t1.6 （CTI 値 600） 94V-0 
 
４．入出力部端子台 
 メーカー（ワゴジャパン） 
 型番：入力部：235-502（2P）／出力部：235-402（2P）×2 個 
    不適合な工具にて配線すると、端子台のバネを破壊する恐れがあり、結線の接触 

不良が発生致します。 
 

 
 

入力電圧(V) AC90V～C242V （50／60Hz 共用） 
入力電流(A) 0.240Atyp（AC200V），0.440（AC100V） 
入力電力（W） 47Ｗ（AC200V），   48W（AC100V） 
力率（％） 97％（AC200V），   99％（AC100V） 

（高力率 85％以上） 
高調波歪（％） 18.5％typ（AC200V）， 13.6（AC100V） 
突入電流（A） 3AMAX， 

入力 

効率（％） 88％typ 
定格電圧（Ｖ） DC24Ｖ±0.4V 
定格電流（Ａ） 1.7Ａ （0.8A 以上でご使用ください） 
推奨負荷範囲（W） 19Ｗ～41W 

出力 

電圧可変範囲 固定 
使用温度範囲 0～+40℃ 
使用湿度範囲 85％RH 以下 （但し、結露無きこと） 
保存温度範囲 －10℃～+60℃ 

環境 

保存湿度範囲 90％RH 以下 （但し、結露無きこと） 
 

絶縁耐圧 入力－ケース間 
 

適応規格 電気用品安全法技術基準準拠 
構造 外形寸法・質量 305（長さ）×36（幅）×22（高さ) 138g 

   
保護回路 出力短絡保護，電流ヒューズ、無負荷保護 

絶縁型 



５．配線図・外形図（別紙参照下さい） 
 
 
6．温度条件 
 使用範囲内（90v～242v）の電源電圧にて、器具組込み時の温度上昇試験を行い、部品の

温度を次の値以下になるような環境化でご使用ください。 
（負荷 1.7A，電源電圧 200ｖの時） 

記号 部品名 測定温度（℃） 限度値（℃）  

  周囲温度 25  

Ｑ１ パワーMOS・FET 
52 85表面 

D4 ファーストリカバリー 

ダイオード 62 85表面 

R11 酸化金属抵抗 
67 85表面 

C14 電解コンデンサ 

105℃ 7,000h 38 75天頂部 

C7 電解コンデンサ 

125℃ 3,000h 41 75天頂部 

L2 トランス 58 85天頂部 

 
★ 温度に関して 

電解コンデンサの温度が、インバータの寿命に一番大きく影響したします。 
限度値は、C7の場合コンデンサメーカーの参考値より計算すると、コンデンサ温度 75℃
で継続して使用した場合、48,000 時間で寿命となります。（参考値であり保証値ではご

ざいません）＝インバータの寿命となります。温度条件は本寿命を計算上満足させる場

合の条件となっております。 
   
 
７．特徴 
（1）電源電圧 AC100V 使用時、電源投入後 約２秒後に点灯致します。 

電源電圧 200V 使用時、電源投入後 約 1秒後に点灯致します。 

これは、電源電圧の波形の乱れている場所で、本直流電源基板を使用された場合、

電源電圧が入った瞬間に、回路内で電源波形の乱れを検知し自動制御を行い、正常

電圧を回路に供給する仕組みとなっております。よって、発電機などの乱れた電源

波形や市場では当たり前のように高調波をだしている電子機器の影響を受けにくく、

回路が破壊される可能性が非常に少なくなっております。よって LED 照明のチラツ

キや不点灯等の原因を取り除く自動制御コントロール付き回路となっております

（補足、サージ対策ではございません）。 

 

 



（2）短絡保護回路 
負荷が短絡した状態でも、本直流電源基板が破壊されることはございません。 

 

（3）電源電圧に、瞬停のある場所では、保護回路が作動いたします。但し、自動復帰回路

の為、作動時一瞬 LED は消灯する場合がございますが、すぐに点灯（復帰）をいたし

ます。 
 
（4）無負荷保護 
  負荷が無負荷の状態でも、本直流電源基板が破壊されることはございません。 
 
８．要注意事項 
（1） 本基板は、過負荷保護は内蔵しておりません。周囲温度が高温であり１．8Ａ以上

の負荷で継続して使用した場合、発熱の影響により、トランスの絶縁破壊又は、パ

ワーMOS が破壊され、ヒューズが断線、基板破壊、LED 消灯となる場合がござい

ます。過負荷では、絶対に使用しないでください。 
 
（2）設計条件を超える、過電圧でのご使用はお止め下さい。部品の耐圧をオーバーし、部

品が破損し、基板破壊、ＬＥＤ消灯となる場合がございます。特に、スライダック等

を介した電源電圧は、サージが入りやすく（出力インピーダンスの関係上）過電圧で

は、絶対に使用しないでください。 
 
（3）推奨負荷範囲を下回る軽負荷での使用時は、LED のチラツキが発生する場合がござい

ます。事前に負荷を接続し、点灯状態をご確認の上、問題無き場合はご使用ください。 
  当然、軽負荷の場合は、力率は下がります。85％を下回ります。 
 
9．注意事項－2 

① 使用温度範囲とは本基板の周囲温度です。器具に組み込んだ状態で、器具内部の基

板の周辺温度がこの範囲内になるような環境下でご使用ください。 
② 発電機による入力電源のご使用は、出来るだけお止めください。制御回路内蔵です

が、連続した過度の電圧変動は回路の破壊の原因となる場合があります。 
③ 電動機を使用する電源には、出来るだけ器具を接続しないでください。制御回路内

蔵ですが、連続した高周波と過度の電圧変動により、回路の破壊の原因となる場合

があります。 
④ 市販の白熱灯用の調光器を同一電源ラインに接続しないでください。回路の破壊の

原因となります。調光はできません。 
⑤ 本基板は、振動の対策は行なっておりません。このような環境下ではご使用しない

でください。 
 
10．補償内容 
（1）製造者の許可無く改造及び仕様外の使用を行ったものについては、一切の責任を

負いません。 
（2）本仕様（電子部品）については、品質及び特性に影響の無い範囲で変更すること



があります。 
（3）本製品の製造に起因する不具合が発生した場合は、当該製品の代納（無償）による補

償を基本と致します。保証期間は納入後 1 年間と致します。 但し、無償交換期間

内であっても次の場合は有償での交換とさせていただきます。  

 ①不良の確認をした現品がない場合。 

    ②ご購入後に輸送、移動時の落下などお取扱いにより生じた損傷等の不具合が発

生した場合。 

③「本仕様書」や「注意事項」に沿わない使用方法による損傷等が発生した場合。 

    ④不具合の原因が、本品以外にある場合。 

    ⑤火災や風水害等の天災による損傷等の不具合が発生した場合。 

    ⑥当社製造上の欠陥によるもの以外の要因で損傷等の不具合が発生した場合。 

   
（4）有効期間 
    この仕様書の有効期間は、貴社又は弊社より変更の意思表示が行なわれないかぎ

り、生産中は有効と致します。 
 
 

 
 










