2016 年 10 月 25 日

《ニュースリリース》

山田照明株式会社

Z ライトカタログ 2016-2017
発刊のお知らせ
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「Z ライトカタログ 2016-2017」
（A4 版 24 ページ）を 10 月下旬に発刊いたします。
本カタログには販売継続 21 モデルに加え、新製品 8 モデルを新たに掲載しております。Z ライトの特長で
ある平行アームの機構を継承しながらスタイリッシュなフォルムを実現した Z-N1100、キュートな丸型で人気の
Z-8 をダンディな角形に仕上げた Z-G4000、ポップで安全なシリコンセードの Z-J9000。また、山田照明が
提唱するアンビエント照明とデスク照明を 1 台で実現する Z-G3000/7000/7100 など、デザイン的にも機能
的にも質の高いスタンドライトを取り揃えました。
Z ライト、並びに山田照明にさらなるご支援を賜りますようお願い申し上げます。

Z Light 2016-2017
（A4 版 24 ページ）

※新商品につきましては次ページ以降でご紹介しております。

《本件に関するお問合せ先》
山田照明株式会社
東京都千代田区外神田 3-8-11

企画技術部

TEL：03-3253-6328

FAX：03-3253-9030

山田照明ホームページ：http://www.yamada-shomei.co.jp
インターネットでのお問合せはホームページのお問合せフォームからお願いいたします。
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■ Z-Light 2016-2017 に掲載の新商品
Z-G4000 W ホワイト /B ブラック
希望小売価格 ¥9,800（税別）

キュートな丸型が人気の Z-8 をダンディな角形に仕上げ

ました。Z-8 の使いやすさはそのままに、スイッチ部分を
エンボスにして誤作動を防いだり、アダプタプラグを内部

に収め壁際に置けるなど、さらに便利になっています。
●ソフ
トスタート機能（30

〜 100％ 無段階調光）
●ラス
トメモリー機能

●ダブルクリック 100％点灯

Z-G4000 W ホワイト
白熱 40W相当
光源：LED 4.7W
中心直下照度：691 lx
材質：鋼、樹脂
重量：1.2kg

B ブラック

色温度固定型（4000K）Ra90

内部に収まる エンボス構造の
アダプタプラグ
スイッチ部

Z-N1100 W ホワイト× ブラック /B ブラック× ブラック
/BR ブラウン× ブラック
希望小売価格 ¥16,800（税別）

2016 年 12 月発売予定

Z ライト特有の平行移動アームを継承しながら洗練された

フォルムを実現。調光・調色機能を備えながらエントリー
な価格も実現しています。
●光源色

Z-N1100 W ホワイト× ブラック

Z-N1100 B

ブラック × ブラック

Z-N1100 BR

3000K、4000K、5000K、6200K の段階調光
〜 100％ 無段階調光）
●ダブルクリック 100％点灯 ●ラス
トメモリー機能
●上締め丸型クランプ
●ソフ
トスタート機能（30

白熱 80W相当
光源：LED 7.0W
色温度段階調光 Ra80
中心直下照度：1,540 lx（5000K）
材質：鋼、樹脂
重量：0.9kg

ブラウン× ブラック

Z-S7000 W ホワイト /SL シルバー
希望小売価格 ¥24,800（税別）

2017 年 1 月発売予定

直線で構成されたシンプルなスタイリング。極限まで贅肉を
削ぎ落としたフォルムは驚きすら与えます。デスクの一部の

ように一体化し、光だけを供給します。
●光源色

3000K、4000K、5000K、6200K の段階調光
〜 100％ 無段階調光）
●ダブルクリック 100％点灯 ●ラス
トメモリー機能
●上締め丸型クランプ
●ソフ
トスタート機能（30

Z-S7000 SL シルバー

光源：LED 9.0W 色温度段階調光型 Ra80
中心直下照度：1,255 lx（5000K）
材質：アルミ、樹脂
重量：1.5kg
Z-S5000 W ホワイト
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Z-J9000 BL ブルーセード /W ホワイトセード
オープン価格

2017 年 1 月発売予定

シリコンをセードに採用したポップな雰囲気の新しい
Z-LIGHT。ふんわりと広がる光がやさしく包みこむ。

Z-J9000 BL ブルーセード

白熱 40W相当
光源：E17 LED 電球（電球色）5.2W
搭載ランプ：LDA5L-G-E17/S/40W
コード：1.8m、中間スイッチ仕様
中心直下照度：503 lx（BL）
612 lx（W）
材質：シリコン、鋼
重量：0.6kg

Z-J9000 W ホワイトセード
意匠登録出願中

Z-G3000
オープン価格

2017 年 1 月発売予定

薄型のスタイリッシュなフォルムから放たれる光は、タスク
＆アンビエントの新しい可能性を秘めています。上方向は
間接照明、下方向はスポットでタスクライトとしてご使用
いただけます。

●近未来を予感させるベース型
●ソフ
トスタート機能（5

Z-G3000

●ダブルクリック 100％

〜 100％ 無段階調光）
●ラス
トメモリー

白熱 60W相当
光源：LED10.0W
色温度固定型（2700K）Ra80
中心直下照度：1,068 lx（測定器具高：45.5cm）
材質：鋼、樹脂
重量：1.2kg

Z-G7000/7100
オープン価格

意匠登録出願中

2017 年 1 月発売予定

特徴的な反射板によって離れた位置から最適な光を照射

する、これまでにない Z ライトです。背面のスポット型ア

ンビエントライトによって天井からも間接光で照らします。

●マルチカッ
トの鏡面反射板によりタスクライトとアンビエント

照明を実現
LED を採用 G7100 は全調色範囲で Ra97 を実現
●ソフ
トスタート機能（5 〜 100％ 無段階調光）
●ダブルクリック 100％ ●ラス
トメモリー
●高演色

Z-G7000/G7100

光源：LED10.0W 色温度固定型（2700K）Ra97（G7000）
LED8.5W 色温度可変型（2700〜6500K）Ra97（G7100）
白熱 60W相当

最大照度：850lx（G7000）、712lx（G7100：ともに測定器具高 45cm）
材質：鋼、樹脂
重量：1.0kg

※各モデルの発売予定日が先の「General Lighting 2016-2017」カタログから変更になっております。
関係各位にご迷惑をお掛けいたしますことをお詫び申し上げます。
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以

上

