NEOZ コードレスランプ

NEOZはコードレスの卓上照明のパイオニアです。
25年以上にわた
り、NEOZはレストラン、
ホテル、建築家、
インテリアデザイナーのた
めに充電式バッテリータイプの照明をデザイン、製造してまいりま
した。世界中のプロフェッショナルのためのプロフェッショナルな
照明です。
そして、自宅で最高を求める方への照明です。

シドニーにあるNEOZのデザインスタジオと工場から、他に類を見
ない照明品質をお届けする、
オリジナルで、
エレガントで、長時間使
用可能な照明を制作しています。
更に、NEOZでは、必要に応じて簡
単に修理や交換ができる高品質な部品を使用しています。

NEOZのランプ一つ一つが、照明を専門とするデザインのプロフェッ
ショナルによって慎重に考案されています。
この様に考案されると
いうことは、NEOZのランプは機能、
エレガンス、耐久性を考慮して
作られているということを意味し、
この事実が 決定的な違いを生み
出します。NEOZのランプは品質と有用性を考慮しています 。
色、素材、仕上げの130通りを超える組み合わせに加え、配光を調
節するための、様々に取り揃えてあるディフューザーのデザインの
中からお好みのものをお選びいただくことができます。

ピーター・エリス (Peter Ellis)
共同創業者・代表取締役

‘Ice Square 100’ - Bennelong Restaurant, シドニーオペラハウス
Brett Stevens による写真撮影
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類い稀な照明品質

肌の調子、食べ物の色、素材の質感を、微妙な色合
いが補います。
実際に、NEOZは演色性（CRI）が95+
の美しい白色（2700k）を放つ、自社独自の省エネ
LEDシリーズを取り揃えています。
非常に自然なため、従来のハロゲンランプとは見
分けがつきません。
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簡単な充電オプション

長時間使用可能な電源

シングルベースのステーションから、
ランプ48個に
対応できる充電用トロリーまで、様々な充電ソリュ
ーションの中からお好みのものをお選びいただけ
ます。お手持ちのランプを接続ポイントに置くだけ
で、充電状況が表示され、充電の完了時を教えて
くれます。

一回の充電で300時間を超える照明時間が得られ
ます！NEOZの各ランプには、日本のパナソニックリ
チウムイオン電池を使用しています。
更に、
どのような条件にも対応できるように、様々
な出力から適したものをお選びいただきます。

より明るく

明るさは最大でろうそくの20倍 ロマンチックなムードはそのままに 、メニューが読
める明るさで す。

5
持続可能なデザイン

NEOZは、万全を期した製品でも不測の事態が起
こることを想定しています。
そのため、NEOZでは全
てのランプを、各部品が修理、交換できるようにデ
ザインしています。20年近くにわたり、
そして現在で
も、NEOZはランプの修理を行っています！

受賞

NEOZは、名高いレッドドット デザイン賞（Red Dot
Design Award）」、国際デザイン賞（International
Design Award）、
オーストラリア国際デザイン賞
（Australian International Design Award) を始
めとして、製品のイノベーションと秀逸なデザイン
に関して数多くの賞を受賞しています。

ストレスフリー、五年保証

安心して購入できます。
NEOZのコレクションは全て
オンラインで販売しており、
お買い上げになられた
商品全てに、責任をもってカスタマーサービスとア
フターサービスを提供すると共に、業界屈指の三年
保証をお付けします。

国際発送と許可

NEOZは、世界中で100を超える国々のお客様に商
品を販売しています。
したがって、NEOZの経験豊富
なチームは、
お客様の注文を、如何に素早く効率的
に対応、配送できるかを知っていますので、
お客様
は安心して商品のお届けまでお待ちいただけます。
NEOZの商品はどこからでも購入できます 。

GOOD DESIGN AWARD 2017
伝説の建築家であるエロ・サーリネン (Eero
Saarinen)、
チャールズとレイ・イームズ(Charles
and Ray Eames)、
エドガー・カウフマン (Edgar
Kaufmann Jr) によって1950年に設立された
GOOD DESIGNは、世界中で最も優れたデザイン卓
越性の最も古い、有名なプログラムです。毎年、
シカ
ゴ・アテネウムは、革新的で最先端の産業、製品、
お
よびグラフィックデザインのためのGOOD DESIGN
Awardsプログラムを発表しています 世界。

国際デザイン賞 2013

アメリカに基礎を置く国際デザイン賞は、
スマートか
つ地球にやさしい総合的デザインに対する認識と
称賛が欠如していることに応え、2007年にデザイナ
ー、思想家、起業家によって創設されました。
受賞者
はCool Hunting、IdN、DESIGN QUARTERLYなど
の主要な出版物やウェブサイトにおけるデザインの
専門家やメディアの専門家によって選ばれます。

レッド・ドット・デザイン賞:
製品デザイン 2008

世界最大のデザイン・コンテストのひとつ
「レッド
ドット・デザイン賞」。
ドイツのDesign Zentrum
Nordrhein Westfalenが1954年より主催し、毎年
開催されています。
レッドドットのマークは、卓越し
たデザインに対して品質保証をする印であり、
この
マークを認識票としてつけることが許された製品
は、世界中で注目を浴びています。

グッドデザイン・オーストラリア
1998/2001/2004/2006

1958年に始まり、
グッドデザイン賞とその祖先は、
工業デザインのためのオーストラリアの唯一の国立
デザイン賞です。
同賞が推奨する優れたデザインに
は、形態、機能、品質、安全性、持続可能性、
そして革
新性が考慮されるという。

NEOZ CORDLESS LAMPS COLLECTION 2020

MAGILL & COLLINS

COOEE (コーイー)

TALL POPPY

RITZ, VICTORIA & ALBERT

手作り樹脂シリーズ

押し型ガラス系列

オプションの充電

OWL (フクロウ)

手吹きガラス系列

キャリーバッグ

照明家具

コードレスランプの
誕生

その後、
コードレス ライトの開発構想が私の脳裏に思い浮か
んで数年後の 1995 年、弊社はシドニーの建築事務所 Allen
Jack+Cottier と共に Penfold Wine’s Magill Estate レストラン
のための照明デザインを手掛けていました。

こ のレストランの照明における大きな課題は、適切な照明を維
持しつつ、
テーブルを様々な位置に動かす必要がある、
というこ
とでした。Magill Estate における事業の主任建築士 キース・コ
ティアー (Keith Cottier) は、
この課題を解決するために電源コ
ードの無いライトをデザインすることは可能か、
と弊社に尋ねま
した。ろうそくは面倒な汚れが発生し、十分な明るさを得られな
い、
とコティアー氏は考えていたのです。
驚いたことに、当時、世界各地で繰り返し充電 可能な機器が無
数に存在していたにもかかわらず、弊社の要求を満たし、繰り返
し充電可能な市販のシステムは存在しなかったのです。そこで
弊社では、
そのようなシステムを、弊社の必要条件に合わせて
独自に設計しました。その結果、電池駆動ライトの原点として、
進化を重ねて今なお用いられている、卓上用コードレス ライト
Magill が誕生しました。

‘Magill’ - Rockpool Bar & Grill, メルボルン
Jackie Chan による写真撮影
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MAGILL

COLLINS / LITTLE COLLINS

1995年に初めて発売されたこの製品は、ペンフォールド
マギル エステート ワイナリー（Penfolds Magill Estate
Winery）のためにデザインされた、
オリジナルのNEOZコー
ドレスランプです。一部にすり加工のアクリルを用いてブラ
ッシュド加工を施した本体となっており、下向きの直接光と
柔らかい横向きの環境光を発します。

オパールポリマーのディフューザーを備えた充電式の卓上
ランプです。
上部と下部はブラッシュドステンレス*になって
おり、柔らかな環境光を発します。

95+
演色性LED

ステンレス鋼

類い稀な
照明品質

美しさとは、
ランプの見た目だけが全てではありません。
実際
に、実用の場では、使用する人の雰囲気に最も差をつけるのは
照明の品質です。

NEOZが最高品質の照明を作るための労力を惜しまないのは、
この様な品質を追求するためです。
肌の調子、食べ物の色、素
材の質感を、微妙な色合いが補います。
実際に、NEOZは演色性
（CRI）が95+の美しい白色（2700k）を放つ、自社独自の省エネ
LEDシリーズを取り揃えています。
非常に自然なため、従来のハ
ロゲンランプとは見分けがつきません

‘Tall Poppy Silver’ - Cirrus Restaurant, シドニー
Jackie Chan による写真撮影
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TALL POPPY
「Tall Poppy」はスリムなリブ状の形で直接ダウンライトを提供します、
薄型のLEDディスクは、光を均等に広げ、広範囲に輝きを生じさせます。
固体金属本体はダイキャストで作られて、
電気メッキや塗装仕上げが可能です。

次の色と素材の組み合わせで
利用可能

サテンシルバー
サテンブラス

サテンブロンズ
サテンブラック

GOOD DESIGN
AWARD 2017

2倍
明るいです

小さなフット プ
リント

眩しさを抑えた
下方向の光

金属体

‘Cooee 2c - Brass’ マカリスター マンション, ペナン
写真提供：マカリスターマンション
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COOEE 1c

COOEE 2 / COOEE 2c

COOEE 3c

内部がうねる仕様になっているドーム型のディフューザーを
備えた、細身の金属製のコードレス卓上ランプが、柔らかな
環境光を真っ直ぐ下向きに発します。
最小限の反射しか起こらないので、ガラスを通して景色が
見える部屋の卓上照明に最適です。

円柱型のオパールディフューザーとトッププレートを備え
た、本体が金属の卓上ランプが、柔らかな環境光を横向き
と下向きに発します。コーイー (Cooee) 2c は、囲い込ま
れたディフューザーを備えており、下向きの直接光を、眩し
くないように最大限に発します。最小限の反射しか起こら
ないので、ガラスを通して景色が見える部屋の卓上照明に
最適です。

コーイー (Cooee) 3c は、円錐型反射器を備えており、下向
きの直接光を、眩しくないように最大限に発することを特徴
としています。
最小限の反射しか起こらないので、ガラスを
通して景色が見える部屋の卓上照明に最適です。

次の色と素材の組み合わせで
利用可能

アルミニウム - アルマイト

ラッカー塗装真鍮

ラッカー塗装銅

アンティーク ブロンズ

ブラック

IDA GOLD
Winner 2013

95+ 演色性
LED

小さなフット プ
リント

眩しさを抑えた
下方向の光

金属体

受賞対象
となった
製品デザイン
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エレガンスと機能性は、NEOZが最も大切とする要素であり、
こ
れらの要素はコードレス照明のパイオニアとしての立場を確立
する上での大前提です。NEOZの1983年当時の床、壁、卓上、作
業用の特注照明はその最高の例です。90年代からのNEOZの
ライトレールとライトワイヤー トラック システムも同様です。
こ
れらの製品は、
デザイン業界から絶賛された革新的な照明器
具でした。
実に、
この頃からNEOZの受賞が始まりました。そし
て現在でも、NEOZは着実に、
これまでの受賞記録を塗り替え
続けています。1998年、
ライトレールとライトワイヤ―のシステ
ムがオーストラリア デザイン賞（Australian Design Award）を
受賞しました。

2001年には、V3コードレスランプのラインナップが同賞を受賞
しました。2004年に再び、照明家具のデザインで同賞を受賞し
ました。
更に2006年に、V4コードレスランプで同賞の4度目の受
賞を果たしました。国内での成功に続き、NEOZは国際的にも
高い評価を受け始め、2009年には、名高い
「レッドドット デザイ
ン賞（Red Dot Design Award）を受賞しました。
続く2014年に
は、NEOZの最新作UNOコードレスシステムが国際デザイン賞
（International Design Award）を受賞しました。

‘Owl 1’ - Vertigo Bar, バンヤンツリーバンコク
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OWL 1

OWL 2

OWL 3

アウル（Owl）1 コードレスランプは、
ドーム型の反射器が、
下向きの直接光を、眩しくないように最大限に発することを
特徴としています。最小限の反射しか起こらないので、ガラ
スを通して景色が見える部屋の卓上照明に最適です。

アウル（Owl）2 コードレスランプは円柱型のオパールディフ
ューザーとトッププレートを特徴としており、柔らかな環境
光を横向きと下向きに発します。

アウル（Owl) 3 コードレスランプは、磨き上げられた本体の
上に、内部がうねる仕様になっている円錐型のディフューザ
ーが乗っていることを特徴としており、柔らかな環境光を横
向きと下向きに発します。

次の色と素材の組み合わせで
利用可能

ステンレス鋼

ラッカー塗装真鍮

ラッカー塗装銅

RED DOT DESIGN
AWARD 2008

95+
演色性LED

小さなフット プ
リント

眩しさを抑えた
下方向の光

金属体

‘Victoria’ - L’Avventura, ストックホルム
写真提供： L’Avventura
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RITZ

VICTORIA

ALBERT

頑丈に作られ磨き上げられた真鍮のベースに、手作業
で作られた羊皮紙のかさを乗せた、
このクラシカルなコ
ードレスランプは、下向きの直接光と横向きの柔らかい
拡散光を発します。

頑丈に作られ磨き上げられた真鍮のベースに、手作業
で作られた布製のかさを乗せた、
この細身の洗練され
たコードレスランプは、下向きの直接光と横向きの柔
らかい拡散光を発します。

頑丈に作られ磨き上げられた真鍮のベースに、手作業
で作られた布製のかさを乗せた、
この細身の洗練された
コードレスランプは、下向きの直接光と横向きの柔らか
い拡散光を発します。

次の色と素材の組み合わせで
利用可能

硬質真鍮本体

熟成真鍮 (2020 - 新製品)

「Victoria」
と
「Albert」
のランプシェードセレクション

コットン

プリーツシルク

95+ 演色性
LED

小さなフット プ
リント

眩しさを抑えた
下方向の光

鍛造金属体

19 YEARS AND
COUNTING!
「カフェでは、
このオレンジの再充電式ライトを皆大変気に入っ
ています。
このライトのない Cafe Sydney など想像もつきませ
ん。
このライトは、Cafe Sydneyの景観と同様、
このカフェの一
部なのです。素晴らしいデザインに感謝しています。
」
ジャン・マッケンジ (Jan McKenzie) - Cafe Sydney 運営部長
2001年からNEOZ コードレスランプユーザー

‘Gem Round Amber’ - Cafe Sydney
写真提供：Cafe Sydney
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GEM 1 RESIN

GEM 2 RESIN

MEDUSA

シドニーで現地加工された硬質樹脂の直方体のディフュー
ザーを備えた、充電式のコードレス卓上ランプです。
ジェム1レジン
（Gem 1 Resin）は琥珀 、乳白展開となって
おり、柔らかい環境光を発します。

シドニーで現地加工された硬質樹脂の円柱型のディフュー
ザーを備えた、充電式のコードレス卓上ランプです。
ジェム2レジン
（Gem 2 Resin）は琥珀 、乳白展開となって
おり、柔らかい環境光を発します。

シドニーで現地加工され、反射器を中に収めた硬質樹脂で
ユニークな形に作られたこのコードレス卓上ランプは、美し
く眩しくない光で卓上を照らします。

95+
演色性LED

手作り樹脂

全方向性

‘Egg’ - フェアモント モンテカルロ
Eric Cuvillier による写真撮影
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EGG

EGG FRITTED

クラシックなNEOZ エッグ
（Egg）の形をした、手吹きのすり
ガラスのディフューザーです。
このコードレスの卓上ランプ
は、美しく柔らかな環境光を発します。

手吹きのフリットガラスのディフューザーを備えた、充電式
のコードレス卓上ランプが、柔らかな環境光を発します。
「乳白」と
「サフラン」の色で利用できます。

LED または
ハロゲン

手吹きガラス

全方向性

MARGARITA
LITTLE / STANDARD
ステンレス製の台に乗った、手吹きの非対称なすりガラスの
ディフューザーが、柔らかな環境光を発します。

‘Ice Square 100’ - Les Ombres, パリ
Jackie Chan による写真撮影
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ICE SQUARE 100 / 85

ICE ROUND 100 / 85

押し型のすりガラスのディフューザーを備えた、
充電式の卓上ランプが柔らかな環境光を発します。
2サイズ展開です。

押し型のすりガラスのディフューザーを備えた、
充電式の卓上ランプが柔らかな環境光を発します。
2サイズ展開です。

LED または
ハロゲン

小さなフット
プリント

押し型ガラス

全方向性
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品質保証

Neoz コードレス ライト (TM) には、世界一信
頼度と耐久性の高い部品と素材を使用してい
ます。すべての部品が交換かつ修理可能で、
製品寿命が長い設計です。
家庭用、業務用にかかわらず 5 年間保証が適
用されます。

* 保証については、以下のリンクを参照してください。
https://www.neoz.com.au/jpn/warranty/

経験

NEOZはコードレスの卓上照明のパイオニアで
す。25年以上にわたり、NEOZはレストラン、
ホ
テル、建築家、
インテリアデザイナーのために
充電式バッテリータイプの照明をデザイン、製
造してまいりました。

オーストラリアとはじめとする世界各国から調
達した最高品質の部品を使用した Neoz コー
ドレスライトは、手作業で組み立てられ、最高
品質を保証する検査を経ています。
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PRO
ECO

66hrs+
30hrs+

大容量の充電池パック 使用する電球と充電池パックによって、
1 回の充電で最高 300+ 時間使用可能 。
PRO ECO -

日本製パナソニックリチウムイオン
(Panasonic Li-ion）5800mAh
日本製パナソニックリチウムイオン
(Panasonic Li-ion）2900mAh

反復使用回数 500 回以上 & 交換可能 。

UNO

12hrs+

高性能LEDアレイと実績のあるNEOZ技術と
単一の高容量リチウムイオン二次電池セルを
結合します。1 回の充電で最高 130+ 時間使
用可能 。

UNO - 日本製パナソニックリチウムイオン
（Panasonic Li-ion）2900mAh

ランプ制御装置の仕様
種類

UNO

ECO

種類推奨

最も効率的でコンパクト
な、特にために設計され
ましたNEOZ LED

理想的な延長 LED 光時間

電池

日本製パナソニック
リチウムイオン
3.7V 2900mAh

NEOZ は、
ご購入日から 5 年間、
NEOZが販売した製品の材料にも工程にも欠陥が無いことを保証します。

セル

1

充電時間

5.5 時間

500+ フルサイクル

日本製パナソニック
リチウムイオン
11.1V 2900mAh

3

パナソニック
リチウムイオン
11.1V 5800mAh

6

6 時間

500+ フルサイクル

PRO

最大動作時間に最適

11 時間

500+ フルサイクル

電源

光源オプション

1W LED ウォームホワイト
（標準）

色温度
K（ケルビン）

動作時間
(時間)
高

中

低

明るさ
(ルーメン)

カラーレンダ
リング
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電球の寿命
(時間)

2600k

12

35

120

68+

95+

50,000+

1800k

12

35

120

93+

50,000+

1.1W LED DISC Tall Poppy のみ*

58+

2600k

10

22

100

100+

95+

50,000+

1W LED ウォームホワイト
（標準）

2600k

30

54

130

85+

95+

50,000+

1W LED 温かいキャンドル*

1800k

30

54

130

75+

93+

50,000+

1W LED ウォームホワイト
（標準）

2600k

66

116

310

85+

95+

50,000+

1800k

66

116

310

75+

93+

50,000+

2700k

11

17

33

300+

95+

50,000+

1W LED 温かいキャンドル*

1W LED 温かいキャンドル*

5W LED ウォームホワイト*

100 - 240V スイッチング電源
最大1ランプ用15W SMPU, 最大5ランプ用50W SMPU, 最大12ランプ用120W SMPU
世界的な使用が承認

2020年 7月末現在正しい情報
仕様は予告なしに変更されます。

ランプ仕様

NEOZ は、
ご購入日から 5 年間、
NEOZが販売した製品の材料にも工程にも欠陥が無いことを保証します。

外形寸法

重量

Ice Square 100

175mm x 110mm
(7”) x (4¼”)

1.81 kg / 4.0 lb

Ice Square 85

160mm x 85mm
(6¼”) x (3½”)

1.24 kg / 2.7 lb

Ice Round 100

175mm x 110mm
(7”) x (4¼”)

1.64 kg / 3.6 lb

Ice Round 85

160mm x 85mm
(6¼”) x (3½”)

1.04 kg / 2.3 lb

Egg

180mm x 120mm
(7½”) x (4¾”)

1.00 kg / 2.2 lb

Egg Fritted

180mm x 120mm
(7½”) x (4¾”)

1.11 kg / 2.5 lb

Little Magarita

180mm x 100mm
(7”) x (4”)

1.11 kg / 2.5 lb

Magarita

205mm x 100mm
(8”) x (4”)

Collins
Little Collins

種類

ボディ材質

バッテリーオプション

IPコード

押し型ガラス

UNO / ECO / PRO

IP 52

全方向性

手吹きガラス

UNO / ECO / PRO

IP 52

全方向性

UNO / ECO / PRO

IP 52

全方向性

手吹きガラス

UNO / ECO / PRO

IP 52

全方向性

1.22 kg / 2.7 lb

手吹きガラス

UNO / ECO / PRO

IP 52

全方向性

195mm x 100mm
(7¾”) x (4”)

0.73 kg / 1.6 lb

ステンレスを使ったアクリルポリマー本体

UNO / ECO / PRO

IP 52

全方向性

145mm x 100mm
(5¾”) x (4”)

0.63 kg / 1.4 lb

ステンレスを使ったアクリルポリマー本体

UNO / ECO / PRO

IP 52

全方向性

Cooee 1C

210mm x 90mm
(8¼”) x (3½”)

0.23 kg / 0.50 lb

Cooee 2 & Cooee 2C

210mm x 90mm
(8¾”) x (3¾ ”)

0.26 kg / 0.57 lb

UNO

IP 52

Cooee 3C

220mm x 97mm
(8½”) x (3½”)

0.23 kg / 0.5 lb

手吹きガラス

乳白 (Opal), サフラン (Saffron)

アルミニウム ー アルマイト
黄銅 - ラッカー塗装真鍮
銅 - ラッカー塗装銅

アンティーク ブロンズ ー アルマイト
サテンブラック ー アルマイト

サイドライト＆ダウンライト /
眩しさを抑えた下方向の光
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ランプ仕様

NEOZ は、
ご購入日から 5 年間、
NEOZが販売した製品の材料にも工程にも欠陥が無いことを保証します。

外形寸法

重量

Owl 1

190mm x 78mm
(7½”) x (3”)

0.55 kg / 1.2 lb

Owl 2

190mm x 90mm
(7½”) x (3½”)

0.60 kg / 1.4 lb

Owl 3

200mm x 95mm
(8”) x (3½”)

0.58 kg / 1.3 lb

Tall Poppy

270mm x 94mm
(10½”) x (3½”)

Magill

種類

バッテリーオプション

IPコード

黄銅 - ラッカー塗装真鍮

UNO / ECO / PRO

IP 52

0.82kg / 1.8 lb

サテンシルバー - 電気めっきされた亜鉛合金
サテンブラス - 電気めっきされた亜鉛合金
サテンブロンズ - 塗装された亜鉛合金
サテンブラック - 塗装された亜鉛合金

UNO

IP 52

眩しさを抑えた下方向の光

195mm x 100mm
(7¾”) x (4”)

0.85 kg / 1.9 lb

ステンレススチール + アクリル

UNO / ECO / PRO

IP 52

サイドライト＆ダウンライト

Victoria

275mm x 120mm
(10¾”) x (4¾””)

0.8 kg / 1.75 lb

IP 30

270mm x 120mm
(10¾”) x (4¾””)

1.1 kg / 2.4 lb

黄銅 - ラッカー塗装が施された真鍮
熟成真鍮

UNO

Albert

サイドライト＆ダウンライト

275mm x 130mm x 130mm
(11”) x (5”) x (5”)

2.0 kg / 4.4 lb

UNO / ECO / PRO

IP 30

サイドライト＆ダウンライト

Gem 1 Resin

175mm x 115mm
(7”) x (4½”)

1.48 kg / 3.3 lb

UNO / ECO / PRO

IP 52

Gem 2 Resin

180mm x 115mm
(7”) x (4½”)

全方向性

1.32 kg / 2.9 lb

195mm x 140mm x 110mm
(7¾”) x (5½”) x (4½”)

1.42 kg / 3.2 lb

ECO / PRO

IP 52

全方向性

Ritz

Medusa

ボディ材質
ステンレス鋼 - 304ステンレス鋼
銅 - ラッカー塗装銅

黄銅 - 硬質真鍮本体、羊皮紙のかさ
手作り樹脂

琥珀 / 乳白
手作り樹脂

サイドライト＆ダウンライト /
眩しさを抑えた下方向の光

27 頁

オプションの充電

充電トレイにドックに置かれたとき、
ランプが自動的にオフになり
「クイックオフ」が特徴。
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BASE STATION
1 ランプ

ベースステーションでコンセントからの電源を使って充電
またはランプを点灯します。
切り替えスイッチで、
ランプは
ベース上でも点灯します。
自宅用ユニットに付属の標準ア
クセサリーです。

SMALL TRAY
4 ランプ

4個までのランプを充電、保管するプラットフォームです。耐
久性のあるポリカーボネートを使用して作られた、丁度良
いプラットフォームです。自宅用にも商業用にもお使いい
ただけます。

コードレス+
コード付き操作

クイック
ターンオフ

100-240V
世界中で使用

LARGE TRAY
12 ランプ

12個までのランプを充電、保管するプラットフォームです。耐久性
のあるポリカーボネートを使用して作られた、丁度良いプラット
フォームです。
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SMALL TROLLEY
24 ランプ

24個までのランプを充電、保管する、二段式のステンレス製
のトロリーです。
コンセント用の電源ユニット一つで、
トロリ
ー全体に電力を送れるように組み立てられています。

MEDIUM TROLLEY
36 ランプ

36個までのランプを充電、保管する、三段式のステンレス製
のトロリーです。
コンセント用の電源ユニット一つで、
トロリ
ー全体に電力を送れるように組み立てられています。

商業レディ

クイック
ターンオフ

100-240V
世界中で使用

LARGE TROLLEY
48 ランプ

48個までのランプを充電、保管する、二段式で幅が二倍となって
いるステンレス製のトロリーです。
コンセント用の電源ユニット一
つで、
トロリー全体に電力を送れるように組み立てられています。

充電仕様
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BASE
STATION

SMALL
TRAY

LARGE
TRAY

SMALL
TROLLEY

MEDIUM
TROLLEY

LARGE
TROLLEY

容量

1

4

12

24

36

48

特徴

切り替えスイッチで、
ランプはベー
ス上でも点灯します。

ターンオフ

ターンオフ

ターンオフ

ターンオフ

ターンオフ

0.25 kg / 1.1 lb

1.1 kg / 2.4 lb

3 kg / 6.6 lb

19 kg / 42 lb

23 kg / 51 lb

33 kg / 73lb

Ø100mm x 25mm
(Ø4” ) x (1”)

262 x 262 x 26 mm
(10¼”) x (10¼”) x (1”)

595 x 440 x 26 mm
(24”) x (18”) x (1”)

610 x 450 x 900 mm
(24”) x (18”) x (36”)

610 x 450 x 1250 mm
(24”) x (18”) x (49”)

910 x 610 x 900 mm
(36”) x (24”) x (36”)

ポリカーボネート

ポリカーボネート、
アルミニウム

ポリカーボネート、
アルミニウム

メッキ加工が施されたスチー
ル フレーム、ポリカーボネー
トトレイ

メッキ加工が施されたスチー
ル フレーム、ポリカーボネー
トトレイ

メッキ加工が施されたスチール フ
レーム、ポリカーボネートトレイ

100 - 240V
15W SMPS

100 - 240V
50W SMPS

100 - 240V
120W SMPS

100 - 240V
120W SMPS x 2 ユニット

100 - 240V
120W SMPS x 3 ユニット

100 - 240V
120W SMPS x 4 ユニット

重量
（電源付き）
外形寸法

素材

スイッチング電源

クイック

クイック

クイック

クイック

クイック
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ランプキャリーバッグ

安全かつ効率的に複数の
「NEOZコードレスランプ」を輸送するように設計され
ています。忙しいホスピタリティ環境で、
このバッグは取り扱いミスを最小限に
抑え、時期尚早の摩耗を減らし、
サービスの準備をスピードアップします。4また
は6ランプキャリアで利用できます。Available in 4 or 6 Lamp Carrier.
ランプの互換性については、仕様を参照してください。

早期の摩耗や裂け目
を減らします

サービスの準備をス
ピードアップします

「美しいフォルムと製造のための品質設計。
すべての判定基準を超えています。
」
オーストラリア国際デザイン賞の審査パネル

照光家具

NEOZコードレス照明技術は、商業や家庭用の Henrietta
Gothe-Ellis によって設計照らさ家具に組み込まれています。

耐久性のあるリニアポリエチレン (LLDPE）、
これら被照明家具
から製造するIP42定格屋内および屋外の使用に適しています。
私たちは、光源の3種類、標準80ルーメン1.2W LED、
オプション
の高輝度300ルーメン5W LEDまたは3W RGB LEDを変更するリ
モコンの色を提供しています。
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AURA

AURA MINI

柔らかい環境光を発するV4コードレス技術を用いた、受賞
履歴を持つ照光式のモジュラーシートです。充電器に接続
すると、
コンセントからの電源を使って照明が点くと同時に
電池を充電します。
2サイズ展開です。

柔らかい環境光を発するV4コードレス技術を用いた、受賞
履歴を持つ照光式のモジュラーシートです。充電器に接続
すると、
コンセントからの電源を使って照明が点くと同時に
電池を充電します。
2サイズ展開です。

80+ ルーメン
1.2W LEDs

300+ ルーメン
5W LEDs

顔色 RGB
3W LEDs

全方向性

610+ルーメン11W CFL
主電源コード付き

価格と注文するための

NEOZの保証

NEOZ は、
ご購入日から 5 年間、NEOZが販売した製品の材料
にも工程にも欠陥が無いことを保証します。詳細については -

www.neoz.com.au/jpn/warranty

当ショールーム

20 Tepko Road Terrey Hills
NSW 2084 Australia

オンライン

www.neoz.com/jpn

eメール

sales@neoz.com.au

電話

+61 2 9810 5520

月曜日 - 金曜日
午前8時間 - 午後5時

販売店＆小売店

お近くの販売代理店、販売代理店＆小売店については、
当社のWebサイトを参照してください www.neoz.com/jpn/contact
カスタマイズされたデザイン

NEOZでは、
オーダーメイドの色と素材から商業用プロジェクト用のユニークなデザインまで、多岐にわたる
カスタマイズを行っています。
NEOZのデザイン部までお問い合わせ下さい。
国際的な配達

私たちの国際的な小売業や商業顧客のために、私たちはすべての必要な輸入の事務処理がスムーズな配
信を保証するために、原産地証明書を含めて、
ドアサービスへの扉を整理することができます。全ての国際
配送にはDHLまたはFedExを利用し。

サービス

すべての部品は、交換またはリサイクル可能です。
service@neoz.com.au でご利用いただける技術サポート

ソーシャル

facebook, Instagram, Pinterest & Houzz

法律

Neoz lighting 製品は、特許、
デザイン登録、
ソフトウェア著作権により保護されています。
2020 年 7 月末現在正しい情報
仕様は予告なしに変更されます。

