


エアコルノ001
メーカー希望小売価格：9,074円（税別） / 9,800円（税込）
JAN：4580383345715(ORANGE)
       4580383345722(GREEN)

サイズ:約H1200×φ280mm
コード長:約136cm
電源:AC100～240V 50Hz/60Hz 
定格消費電力:最大約40W 
重さ:約0.9kg
素材:アルミ/鉄
セット内容:本体×1

※電球、本体取り付け用ドライバーは付属しておりません。
※調光、調色電球や、調光式の壁スイッチはお使いいただけません。



エアコルノ002
メーカー希望小売価格：12,778円（税別） / 13,800円（税込）
JAN：4580383345739(SILVER)

サイズ:約H1470×φ230mm
コード長:約174cm
電源:AC100～240V 50Hz/60Hz 
定格消費電力:最大105W(35W×3) 
重さ:約4kg
素材:鉄
セット内容:本体×1、電球用キャッチヘッド

※電球、本体取り付け用ドライバーは付属しておりません。
※電球はφ50mm以下のものをご使用ください。
※調光、調色電球や、調光式の壁スイッチは故障の原因になりますのでお使いいただけません。



エアコルノ003
メーカー希望小売価格：12,778円（税別） / 13,800円（税込）
JAN：4580383345746(SILVER)

サイズ:約W720×H186×D130mm
電源:AC100～240V 50Hz/60Hz 
定格消費電力:最大140W(35W×4) 
重さ:約1.1kg
素材:鉄
セット内容:本体×1、電球用キャッチヘッド

※電球、本体取り付け用ドライバーは付属しておりません。
※電球はφ50mm以下のものをご使用ください。
※調光、調色電球や、調光式の壁スイッチは故障の原因になりますのでお使いいただけません。



エアコルノ004
メーカー希望小売価格：14,630円（税別） / 15,800円（税込）
JAN：4580383345753(SILVER)

サイズ:約W770×H167×D130mm
電源:AC100～240V 50Hz/60Hz 
定格消費電力:最大140W(35W×4) 
重さ:約1.1kg
素材:鉄
セット内容:本体×1

※電球、本体取り付け用ドライバーは付属しておりません。
※電球はφ80mm以下のものをご使用ください。
※調光、調色電球や、調光式の壁スイッチは故障の原因になりますのでお使いいただけません。



エアコルノ005
メーカー希望小売価格：14,630円（税別） / 15,800円（税込）
JAN：4580383345760(BLACK)

サイズ:約W760×H160×D130mm
電源:AC100～240V 50Hz/60Hz 
定格消費電力:最大140W(35W×4) 
重さ:約1.2kg
素材:鉄
セット内容:本体×1、電球用キャッチヘッド×1

※電球、本体取り付け用ドライバーは付属しておりません。
※電球はφ50mm以下のものをご使用ください。
※調光、調色電球や、調光式の壁スイッチは故障の原因になりますのでお使いいただけません。



エアコルノ006
メーカー希望小売価格：13,704円（税別） / 14,800円（税込）
JAN：4580383346088(SILVER)

サイズ:約W890×H182×D160mm
電源:AC100～240V 50Hz/60Hz 
定格消費電力:最大210W(35W×6) 
重さ:約1.1kg 
素材:鉄 
セット内容:本体×1

※電球、本体取り付け用ドライバーは付属しておりません。 
※調光、調色電球や、調光式の壁スイッチは故障の原因になりますのでお使いいただけません。



エアコルノ007
メーカー希望小売価格：18,333円（税別） / 19,800円（税込）
JAN：4580383346095(SILVER)

電源:AC100～240V 50Hz/60Hz 
定格消費電力:最大125W(25W×5) 
重さ:約3.5kg 
素材:鉄・ガラス 
セット内容: 本体(内カバー・取付アダプタ)×1・ガラスセード×5・電球×5
(LED電球ではございません)

※電球、本体取り付け用ドライバーは付属しておりません。 
※調光、調色電球や、調光式の壁スイッチは故障の原因になりますのでお使いいただけません。 
※重さがあるため、設置人数は2～3人をオススメします。



エアコルノ008
メーカー希望小売価格：19,800円（税別） / 21,384円（税込）
JAN：4580383346712(WHITE)

サイズ：約φ490×H100mm(緩衝材の高さを除く)
重さ：約1.9kg
電源：AC100～240V 50Hz/60Hz 
消費電力：最大56W 
素材：アクリル樹脂
光源：LED（10段階調光）
光色：2700～6500K(11段階調光)
光束：最大約5100Lm
セット内容：
本体×1、リモコン×1、リモコンホルダー×1、ネジ×2



エアコルノ009
メーカー希望小売価格：15,556円（税別） / 16,800円（税込）
JAN：4580383346729(WHITE)

サイズ:約H1160×W250×D625mm
コード長:約150cm
電源:AC100～240V 50Hz/60Hz 
定格消費電力:最大約8W 
重さ:約3.95kg
素材:ABS/PC/メタル
セット内容:本体×1、ポール×1、延長ポール×1、固定ネジ×2、専用電源コード×1



エアコルノ010
メーカー希望小売価格：13,960円（税別） / 15,077円（税込）
JAN：4580383347214(WHITE) / 4580383347221(BLACK)

サイズ:約W604×H220×D160mm
電源:AC100～240V 50Hz/60Hz
定格消費電力:最大240W(60W×4) 
重さ:約1.5kg
素材:鉄
セット内容:本体×1



エアコルノ011
メーカー希望小売価格：16,500円（税別） / 17,800円（税込）
JAN：4580383347498(WHITE) / 4580383347504(BLACK)

サイズ：約W865×H335×D162mm
重さ：約2.5kg
素材：鉄/ウッド
電源：AC100～240V 50Hz/60Hz 
定格消費電力：最大240W(60W×4) 
対応電球：1灯あたり60Wまで
セット内容：本体×1



エアコルノ012
メーカー希望小売価格：18,500円（税別） / 19,980円（税込）
JAN：4580383347511(BLACK)

サイズ：約W935×H330×D235mm
重さ：約3.2kg
素材：鉄/ウッド
電源：AC100～240V 50Hz/60Hz 
定格消費電力：最大180W(60W×4) 
対応電球：1灯あたり60Wまで
セット内容：本体×1



エアコルノ013
メーカー希望小売価格：32,800円（税別） / 35,424円（税込）
JAN：4580383347641(WHITE)

サイズ：約W1400×H350×D162mm
重さ：約4.15kg
素材：鉄/ウッド
電源：AC100-240V 50Hz/60Hz
対応電球：1灯あたり40Wまで
灯数/口金：6灯/E26
セット内容：本体×1



エアコルノ014
メーカー希望小売価格：18,500円（税別） / 19,980円（税込）
JAN：4580383347665(SILVER)

サイズ：約W700×H250×D575mm
重さ：約2kg
素材：鉄/ガラス
電源：AC100～240V 50Hz/60Hz 
対応電球：1灯あたり25Wまで
灯数/口金：6灯/G9
セット内容：本体×1



エアコルノ015
メーカー希望小売価格：16,800円（税別） / 18,144円（税込）
JAN：4580383347672（SILVER)

サイズ：約W1250×H325×D160mm
重さ：約1.8kg
素材：鉄
電源：AC100～240V 50Hz/60Hz 
対応電球：1灯あたり35Wまで
灯数/口金：6灯/GU10
セット内容：本体×1



エアコルノ016
メーカー希望小売価格：38,000円（税別） / 41,040円（税込）
JAN：4580383348150(WHITE)

サイズ：約W1040×H1150×D170mm
重さ：約2.7kg
素材：鉄
電源：AC100-240V 50Hz/60Hz 
消費電力：約22W
光色：4000-4500K
明るさ：最大約2180lm
セット内容：本体×1



エアコルノ017
メーカー希望小売価格：72,000円（税別） / 77,760円（税込）
JAN：4580383348167(WHITE)

サイズ：約W780×H180×D780mm
重さ：約5kg
素材：鉄
電源：AC100-240V 50Hz/60Hz 
消費電力：約55W
光源：LED
光色：2700-6500K
明るさ：最大約4860lm
セット内容：本体×1/リモコン×1/リモコンホルダー×1/リモコンホルダー用ネジ×2/内カバー用
ストッパー（予備）×1/手袋×1組/取り付け用ガイドネジ×4



エアコルノ019
メーカー希望小売価格：28,500円（税別） / 30,780円（税込）
JAN：4580383344893(SILVER)

サイズ：約Φ280×H865mm
重さ：約2.85kg
素材：鉄/アクリル
電源：AC100-240V 50Hz/60Hz
消費電力：約25W(5W×5灯)
光色：電球色/3000K
明るさ：最大約2000lm
セット内容：本体×1



エアコルノ020
メーカー希望小売価格：21,000円（税別） / 22,600円（税込）
JAN：4580383344909(SILVER)

サイズ：約W670×H285×D160mm
重さ：約1.9kg
素材：鉄/アクリル
電源：AC100-240V 50Hz/60Hz 
消費電力：約12W(3W×4灯)
光色：3000K
明るさ：最大約1400lm
セット内容：本体×1、セードチェンジャー×1



エアコルノ021
メーカー希望小売価格：21,000円（税別） / 22,600円（税込）
JAN：4580383344916(SILVER)

サイズ：約W670×H220×D160mm
重さ：約1.5kg
素材：鉄/アクリル
電源：AC100-240V 50Hz/60Hz 
消費電力：約12W(3W×4灯)
光色：3000K
明るさ：最大約1400lm
セット内容：本体×1



エアコルノ022
メーカー希望小売価格：21,000円（税別） / 22,600円（税込）
JAN：4580383344923(SILVER)

サイズ：約W670×H208×D160mm
重さ：約1.6kg
素材：鉄/アクリル
電源：AC100-240V 50Hz/60Hz 
消費電力：約12W（3W×4灯）
光色：3000K
明るさ：最大約1400lm
セット内容：本体×1



エアコルノ023
メーカー希望小売価格：31,000円（税別） / 33,480円（税込）
JAN：4580383344930(WHITE BLOCK) / 4580383344947(IVORY BORDER) 

4580383344954(WHITE RANDOM DOT)

サイズ：約W540×H325×D540mm
重さ：約3.6kg
素材：鉄/ウッド
電源：AC100-240V 50Hz/60Hz 
適用光源の定格消費電力：28Wまで（1灯）
灯数/口金：4灯/E12
セット内容：本体×1



エアコルノ024
メーカー希望小売価格：31,000円（税別） / 33,480円（税込）
JAN：4580383348518(WHITE) 

サイズ：約W400×H1510×D440mm
重さ：約8.2kg
素材：鉄
電源：AC100-240V 50Hz/60Hz 
適用光源の定格消費電力：40Wまで（1灯）
灯数/口金：3灯/E26



エアコルノ025
メーカー希望小売価格：21,000円（税別） / 22,680円（税込）
JAN：4580383348525(WHITE) 

サイズ：約W900×H300×D160mm
重さ：約3.2kg
素材：鉄/ウッド
電源：AC100-240V 50Hz/60Hz 
適用光源の定格消費電力：28Wまで（1灯）
灯数/口金：4灯/E12
セット内容：本体×1



エアコルノ026
メーカー希望小売価格：21,000円（税別） / 22,680円（税込）
JAN：4580383348532(SILVER) 

サイズ：約W730×H220×D160mm
重さ：約1.6kg
素材：鉄/アクリル
電源：AC100-240V 50Hz/60Hz 
消費電力：約12W(3W×4灯)
光色：3000K
明るさ：最大約1400lm
セット内容：本体×1



エアコルノ027
メーカー希望小売価格：22,000円（税別） / 23,760円（税込）
JAN：4580383348549(SILVER) 

サイズ：約Φ560×H260mm
重さ：約2.85kg
素材：鉄/ガラス
電源：AC100-240V 50Hz/60Hz 
適用光源の定格消費電力：40Wまで（1灯あたり）
灯数/口金：3灯/E26
セット内容：本体×1



エアコルノ028
メーカー希望小売価格：26,500円（税別） / 28,620円（税込）
JAN：4580383348556(WHITE) 

サイズ：約W1050×H350×D160mm
重さ：約2.95kg
素材：鉄/ウッド
電源：AC100-240V 50Hz/60Hz 
対応電球：1灯あたり40Wまで
灯数/口金：4灯/E26
セット内容：本体×1



エアコルノ029
メーカー希望小売価格：32,000円（税別） / 34,560円（税込）
JAN：4580383348563(SILVER) 

サイズ：約Φ300×H125mm
重さ：約2.6kg
素材：鉄/アクリル
電源：AC100-240V 50Hz/60Hz 
消費電力：約25W
光色：3000K
明るさ：最大約450lm×5灯
セット内容：本体×1



エアコルノ030
メーカー希望小売価格：22,000円（税別） / 23,760円（税込）
JAN：4580383348587(BLACK) 

サイズ：約W925×H290×D165mm
重さ：約2.4kg
素材：鉄/ウッド
電源：AC100-240V 50Hz/60Hz 
適用光源の定格消費電力：28Wまで（1灯）
灯数/口金：4灯/E12　(電球別売)
セット内容：本体×1



エアコルノ031
メーカー希望小売価格：8,000円（税別） / 8,640円（税込）
JAN：4580383348624(WHITE) / 4580383348631(BLACK)

サイズ：約W144×H62×D141mm
重さ：約472g
素材：鉄
電源：AC100-240V 50Hz/60Hz 
消費電力：約15W（1灯）
配光角：約24度
光束：約1100lm
光色：白色(4000K)
セット内容：本体×1



エアコルノ032
メーカー希望小売価格：72,000円（税別） / 77,760円（税込）
JAN：4580383348945(SILVER) 

サイズ：約W730×H1050(最長)×D730mm
重さ：約5.4kg
素材：鉄/アクリル
電源：AC100-240V 50Hz/60Hz 
消費電力：約30W
光源：LED
光色：2700-6500K
明るさ：最大約4860lm
セット内容：LEDシーリングライト×1/リモコン×1/リモコンホルダー×1/リモコンホルダー用ネ
ジ×2/取り付け用ガイドネジ×3



エアコルノ034
メーカー希望小売価格：68,000円（税別） / 73,440円（税込）
JAN：4580383349041(SILVER) 

サイズ：約H1500×W280×D280mm
重さ：約4.1kg
電源：AC100～240V 50Hz/60Hz 
消費電力：最大12W(最大)
素材：アルミ/鉄
光源：LED（3段階）
光色：3000K/4000K/5000K(3パターン)
光束：最大約350Lm
コード長：約1.8m
セット内容：本体×1、ベース×1、六角ネジ×2、六角レンチ×1



エアコルノ LED電球 E26 A08
メーカー希望小売価格：2,296円（税別） / 2,480円（税込）
JAN：4580383346217(昼光色 / WHITE)
       4580383346224(電球色 / ORANGE)

種別：A60
消費電力：約8W
口金：E26
サイズ:約H110×φ60mm
重さ：約60g
配光角：約200度
明るさ：約810lm(電球色)/約890lm(昼光色)
光色：電球色(3000k)/昼光色(6500k)
平均演色評価数：Ra80
屋内用:100V 50/60Hz

エアコルノ LED電球 E26 G13
メーカー希望小売価格：2,759円（税別） / 2,980円（税込）
JAN：4580383346231(電球色 / ORANGE)

種別：G95
消費電力：13W
口金：E26
サイズ：約H125×Φ95mm
重さ：約120g
配光角：約220度
明るさ：約1100lm
光色：電球色(3000k)
平均演色評価数：Ra82
屋内用:100V 50/60Hz

エアコルノ LED電球 GU10B 電球色(2700K) / 昼光色(5000K) 
メーカー希望小売価格：1,280円（税別） / 1,383円（税込）
JAN：4580383347450(電球色 / ORANGE) / 4580383347443(昼光色 / WHITE)

消費電力：約5W
口金：GU10
サイズ：約H56×Φ50mm
重さ：約62g(昼光色) / 64g(電球色)
配光角：約38度
明るさ：電球色(約380lm) / 昼光色(約380lm)
光色：電球色(2700k) / 昼光色(5000K)
平均演色評価数：Ra80
屋内用:100-240V 50/60Hz

エアコルノ LED電球 G9A 電球色(2700K) / 昼光色(5000K)
メーカー希望小売価格：950円（税別） / 1,026円（税込）
JAN：4580383348594(電球色 / ORANGE) / 4580383348600(昼光色 / WHITE)

消費電力：約4.5W
口金：GU9
サイズ：約H54×Φ20mm
重さ：約20g
配光角：約360度
明るさ：電球色(約500lm)/昼光色(約500lm)
光色：電球色(2700k)/昼光色(5000K)
平均演色評価数：Ra80
屋内用:AC110V 50/60Hz



エアコルノ LED電球 BARD 001
メーカー希望小売価格：3,000円（税別） / 3,240円（税込）
JAN：4580383348679(SILVER)

消費電力：約6W
サイズ：約W52×H75×D160mm
重さ：約170g
配光角：約120度
明るさ：最大約500lm※機器本体により異なります。
光色：2700K-6500K※機器本体により調色機能の有無が異なります。
演色評価数：Ra80
電圧/電流：45V/100mA

【対応製品】
・AIRCORNO016
・AIRCORNO017
・AIRCORNO032
・AIRCORNO033

エアコルノ LED電球 E26 A型 001 電球色(2700K)
メーカー希望小売価格：1,900円（税別） / 2,052円（税込）
JAN：4580383349171(電球色 / ORANGE) 

消費電力：約8W
口金：E26口金
サイズ：約H110×Φ60mm
重さ：約101g
配光角：約270度
明るさ：830lm
光色：電球色(2700K)
平均演色評価数：Ra82（電球色）
屋内用:100V

エアコルノ LED電球 E26 PAR型 001 電球色(2700K) / 昼白色(5000K)
メーカー希望小売価格：3,200円（税別） / 3,456円（税込）
JAN：4580383349195(電球色 / ORANGE) / 4580383349188(昼白色 / WHITE)

消費電力：約10W
口金：E26口金
サイズ：約H130×Φ123mm
重さ：約449g
配光角：約45度
明るさ：800lm（電球色）/810lm(昼白色)
光色：電球色(2700K)/昼白色(5000K)
平均演色評価数：Ra82（電球色）/Ra85（昼白色）
屋内用:85-240V

エアコルノ LED電球 E11 PAR型 001 電球色(2700K) / 昼白色(5000K)
メーカー希望小売価格：1,500円（税別） / 1,620円（税込）
JAN：4580383349577(電球色 / ORANGE) / 4580383349584(昼白色 / WHITE)

消費電力：約6W
口金：E11口金
サイズ：約H55×Φ50mm
重さ：約54g
配光角：約38度
明るさ：500lm
光色：電球色(2700K)/昼白色(5000K)
平均演色評価数：Ra80
屋内用:100V



エアコルノ LED電球 E26 電球色(2700K)
メーカー希望小売価格：1,320円（税別） / 1,426円（税込）
JAN：4580383347573(電球色 / ORANGE)

消費電力：約4W
口金：E26口金
サイズ：約H70×Φ45mm
重さ：約15g
配光角：約360度
明るさ：電球色(約360lm)
光色：電球色(2700k)
平均演色評価数：Ra80
屋内用:AC100V 50/60Hz

エアコルノ LED電球 E17 C001
メーカー希望小売価格：1,800円（税別） / 1,944円（税込）
JAN：4580383349249(WHITE) / 4580383349256(ORANGE)

消費電力：約4W
口金：E17口金
サイズ：約H91×Φ40mm
重さ：約128g
配光角：約330度
明るさ：350lm(電球色)/400lm(昼光色)
光色：電球色(2700K)/昼光色(6000K)
平均演色評価数：Ra80
屋内用:100V-50/60Hz

エアコルノ LED電球 E12A 電球色(2700K)
メーカー希望小売価格：1,320円（税別） / 1,426円（税込）
JAN：4580383347566(電球色 / ORANGE)

消費電力：約4W
口金：E12口金
サイズ：約H77×Φ45mm
重さ：約14g
配光角：約360度
明るさ：電球色(約360lm)
光色：電球色(2700k)
平均演色評価数：Ra80
屋内用:AC100V 50/60Hz



エアコルノ LED電球 E17 G001
メーカー希望小売価格：2,500円（税別） / 2,700円（税込）
JAN：4580383349287(WHITE) / 4580383349294(ORANGE)

消費電力：約3.5W
口金：E17口金
サイズ：約H65×Φ41mm
重さ：約84g
配光角：約330度
明るさ：300lm(電球色)/350lm(昼光色)
光色：電球色(2700K)/昼光色(6000K)
平均演色評価数：Ra80
屋内用:100V-50/60Hz

エアコルノ LED電球 E26 G001
メーカー希望小売価格：2,800円（税別） / 3,024円（税込）
JAN：4580383349263(WHITE) / 4580383349270(ORANGE)

消費電力：約4W
口金：E26口金
サイズ：約H81×Φ53mm
重さ：約186g
配光角：約330度
明るさ：350lm(電球色)/400lm(昼光色)
光色：電球色(2700K)/昼光色(6000K)
平均演色評価数：Ra80
屋内用:100V-50/60Hz



【使用できない環境】
※誘導灯・非常用照明器具、HIDランプ器具では絶対に使用しないでください。
※周囲温度が40℃を超える場所では使用しないでください
※水滴がかかる場所では使用しないでください。
※硫黄成分を含む温泉地や工場、酸などの腐食性ガス発生のある環境、塩害をうける環境では使用   
　できません。

【使用できない器具】
※調光・調色機能付き器具
※ホタルスイッチ
　(消灯時にスイッチが光るもの/電球が薄く光ったままの状態になる場合があります。)
※電球と反射板の隙間が近い器具
※センサー付きの器具
※断熱施工器具（SB、SGI、SG形表示器具など）
※直流電源
※電子点滅器には使用しないでください。
※次のような調光器と組み合わせて使用しないでください。
■人感センサー付調光器
■リモコン式調光器
■段調光形調光器
■定格1000W以上の調光器
■記憶式調光器
■電球用以外の調光

◆注意事項◆
※電球を長時間直視するのはおやめください。
※ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯しますと雑音が入る場合があります。
※寸法、熱的、その他の状況（リモコン機能のついた器具など）により使用できない場合があります。
※器具の種類によっては、ちらつく場合があります。
※LED素子にはバラツキがあるため、同じ商品でも光色や明るさが異なることがあります。
※明るさ、光の広がり方は電球と異なります。
※取付・取り外しは必ず電源を切った状態で行い、電源を入れた状態や電源を切った後しばらくの
間は、電球が熱いので触れないでください。感電、やけどの原因となります。 



〒231-0058　神奈川県横浜市中区弥生町2-15-1ストークタワー大通公園3-905
TEL：045-308-7526


