
078 Light up

ドラマチックな空間を演出する間接照明ミラー。様々なデザインのLEDタイプのほか、演色性
が高く、影ができにくい有機EL有機ELパネルで無段階調光機能付きを実現しました。自然
に近い色を映し出すことができますのでメイクスペースやこだわりの空間作りにお薦めです。
従来のLEDタイプも用途やシーンに合わせて調整が可能な調光機能付きです。

Light up
mirror

LMT-EL-2751
● W750×H750×厚38mm
　21kg　
● リアルビューミラー使用
　（高精彩ミラー）・スチール
● 有機ELパネル
　（OLED：白色4000K）
● 消費電力３２w　
● 調光機能付き
¥550,000（本体価格）
＊水気が付着したり、高温多湿の
　環境で使用した場合はミラーに
　腐食が発生することがあります。

Rea



※本カタログの価格は全て税抜表示となっています。　Light up 079

点灯時

点灯時 消灯時消灯時

株式会社カネカ有機EL照明を使った鏡で、自然な自分に。
自然な色合いを再現できて、影ができにくく、やさしく照らす。そんなあかりと向き合ったら、いつもよりナチュラルな
表情で、 思った通りにメイクもきまるかもしれません。全身のコーディネートも、微妙な色や素材、質感など細部まで
見て合わせられます。株式会社カネカの有機EL照明は、女性のキレイになりたい気持ちを応援するあかりです。
●太陽光に近い光の色 

「メイクをするなら窓際で」といわれるのは、自然光が肌の状態を正確に見せてくれるから。株式会社カネカ有機
EL照明は、太陽光の下で見る色に近い色を再現できます。

●影ができにくい面発光
面で大きく広がる光は、強い影を作らず、全体をやさしく明るく照らし
ます。鏡でメイクや服装をチェックする時の悩みを和らげるでしょう。

●長寿命・高い信頼性
株式会社カネカ有機EL照明パネルは40,000時間を超える長寿命。
さらに寿命末期まで光の色があまり変わらず、長くご使用いただけます。

●高性能なパネル 
発光部は株式会社カネカOLEDを使用。Ra90以上という高い演色
性で、本来の色を再現します。
※Ra（平均演色評価数）が100に近いほど対象物は自然な色味に近づきます。
R1からR15は、100に近いほど各色の再現性が高いことを表しています。

4000K高演色タイプの演色性指数

● 納期は受注後約20日後となります。
● 電源コード（プラグ付）ON・OFFスイッチ付です。
　  ※プラグ付電源コードを使用しない場合は、専門業者による電気工事
　     が必要です。（当社では電気工事は請けたまわれません）。
● お部屋全体を明るくする照明ではありません。
● ミラーの設置について
 　・屋外や浴室など、水がかかったり湿気の多い場所には設置しない
 　   でください。
 　・壁面取付用ですので、天井面に設置しないでください。
 　・指定の取付け方向以外に設置しないでください。
 　・ 器具落下の原因となりますので、必ず重量に耐えられる壁に取り 
　     付けてください。
● 調光機能付きについて
　 シーンや用途に合わせてミラー
    下部の調光スイッチで、無段階
     調光が可能です。

調光スイッチ

　　　 マーク付商品は、高
精彩ミラー『リアルビュー
ミラー』を使用しております。
反 射 色 の 演 色 性を一 般
ミラーに比べ格段に向上
させた最高級の「本当の」
ミラーです。一般ミラーよりも
反射率が高いため、本当の
肌の色が再現できます。 
→顔写真左側：リアルビュー
ミラー／右側：一般ミラー

Rea

高精彩ミラー『リアルビューミラー』

LMT-EL-1851
● W850×H600×厚38mm／19kg
● リアルビューミラー使用（高精彩ミラー）・スチール
● 有機ELパネル（OLED：白色4000K）
● 消費電力16w  ● 調光機能付き
¥450,000（本体価格）

Rea

EL Series 〔有機ELライトアップミラー〕



LMT-607
LMT-607-LED-N （LED昼白色）
LMT-607-LED-L  （LED電球色）
¥265,000（本体価格） 
※2019年3月価格改定

LMT-907
LMT-907-LED-N （LED昼白色）
LMT-907-LED-L  （LED電球色）
¥293,000（本体価格） 
※2019年3月価格改定

LMT-1207
LMT-1207-LED-N （LED昼白色）
LMT-1207-LED-L  （LED電球色）
¥346,000（本体価格） 
※2019年3月価格改定
＊水気が付着したり、高温多湿の環境で使用した場合は
　ミラーに腐食が発生することがあります。

080 Light up

内部LED

調光スイッチ

LED Series 〔LEDライトアップミラー〕
● 納期は受注後約20日後となります。
● ランプの光源色を「昼白色」か「電球色」かをお選びください（価格は同一です）。
● ミラー部分を取り外してランプ交換が可能です。
● 電源コード（プラグ付）ON・OFFスイッチ付です。
　  ※プラグ付電源コードを使用しない場合は、専門業者による電気工事が必要です。
　 （当社では電気工事は請けたまわれません）。
● お部屋全体を明るくする照明ではありません。
● ミラーの設置について
 　・屋外や浴室など、水がかかったり湿気の多い場所には設置しないでください。
 　・壁面取付用ですので、天井面に設置しないでください。
 　・縦向き取付用ですので、横向きに設置しないでください（ランプの落下の危険があります）。
 　・壁面へ取付けの際は、ランプ交換等が可能な寸法で設置ください。
 　　ミラー側を外してランプ交換が可能です。
 　・器具落下の原因となりますので、必ず重量に耐えられる壁に取り付けてください。
● ミラー裏の左右・上下部は開放となります。
● 調光機能付きについて
　 シーンや用途に合わせてミラー下部の調光スイッチで、無段階調光が可能です。

【昼白色】
いきいきとした自然で
清潔感のある光源色。

【電球色】 
白熱電球のような暖かみを
演出する光源色。  

LMT-907-LED-N（点灯時）（消灯時）



LMT-608
LMT-608-LED-N （LED昼白色）
LMT-608-LED-L  （LED電球色）
¥284,000（本体価格）

LMT-908
LMT-908-LED-N （LED昼白色）
LMT-908-LED-L  （LED電球色）
¥324,000（本体価格）

LMT-1208
LMT-1208-LED-N （LED昼白色）
LMT-1208-LED-L  （LED電球色）
¥387,000（本体価格）

　　 ※本カタログの価格は全て税抜表示となっています。　Light up 081

LMT-608-LED-N

LMT-606
LMT-606-LED-N （LED昼白色）
LMT-606-LED-L  （LED電球色）
¥275,000（本体価格）

LMT-906
LMT-906-LED-N （LED昼白色）
LMT-906-LED-L  （LED電球色）
¥307,000（本体価格）

LMT-1206
LMT-1206-LED-N （LED昼白色）
LMT-1206-LED-L  （LED電球色）
¥362,000（本体価格）

LMT-606-LED-L

[LMT-601〜608]
● W450×H600×厚55mm／8.3kg 
● ミラー（エッチング）・スチール
● LEDランプ×2／消費電力15w
● 調光機能付き
[LMT-901〜908]
● W450×H900×厚55mm／12.5kg 
● ミラー（エッチング）・スチール
● LEDランプ×2／消費電力22w
● 調光機能付き
[LMT-1201〜1208]
● W450×H1200×厚55mm／16kg 
● ミラー（エッチング）・スチール
● LEDランプ×2／消費電力30w
● 調光機能付き



LMT-1202-LED-L

LMT-904-LED-N

082 Light up

LMT-604
LMT-604-LED-N （LED昼白色）
LMT-604-LED-L  （LED電球色）
¥273,000（本体価格） ※2019年3月価格改定

LMT-904
LMT-904-LED-N （LED昼白色）
LMT-904-LED-L  （LED電球色）
¥304,000（本体価格） ※2019年3月価格改定

LMT-1204
LMT-1204-LED-N （LED昼白色）
LMT-1204-LED-L  （LED電球色）
¥359,000（本体価格） ※2019年3月価格改定

LMT-602
LMT-602-LED-N （LED昼白色）
LMT-602-LED-L  （LED電球色）
¥265,000（本体価格）

LMT-902
LMT-902-LED-N （LED昼白色）
LMT-902-LED-L  （LED電球色）
¥292,000（本体価格）

LMT-1202
LMT-1202-LED-N （LED昼白色）
LMT-1202-LED-L  （LED電球色）
¥340,000（本体価格）

[LMT-601〜608]
● W450×H600×厚55mm／8.3kg 
● ミラー（エッチング）・スチール
● LEDランプ×2／消費電力15w
● 調光機能付き
[LMT-901〜908]
● W450×H900×厚55mm／12.5kg 
● ミラー（エッチング）・スチール
● LEDランプ×2／消費電力22w
● 調光機能付き
[LMT-1201〜1208]
● W450×H1200×厚55mm／16kg 
● ミラー（エッチング）・スチール
● LEDランプ×2／消費電力30w
● 調光機能付き



　　※本カタログの価格は全て税抜表示となっています。　Light up 083

LMT-903-LED-N

LMT-605-LED-N

LMT-601-LED-N

LMT-601
LMT-601-LED-N （LED昼白色）
LMT-601-LED-L  （LED電球色）
¥268,000（本体価格）

LMT-901
LMT-901-LED-N （LED昼白色）
LMT-901-LED-L  （LED電球色）
¥294,000（本体価格）

LMT-1201
LMT-1201-LED-N （LED昼白色）
LMT-1201-LED-L  （LED電球色）
¥346,000（本体価格）

LMT-603
LMT-603-LED-N （LED昼白色）
LMT-603-LED-L  （LED電球色）
¥274,500（本体価格） ※2019年3月価格改定

LMT-903
LMT-903-LED-N （LED昼白色）
LMT-903-LED-L  （LED電球色）
¥308,000（本体価格） ※2019年3月価格改定

LMT-1203
LMT-1203-LED-N （LED昼白色）
LMT-1203-LED-L  （LED電球色）
¥360,000（本体価格） ※2019年3月価格改定

LMT-605
LMT-605-LED-N （LED昼白色）
LMT-605-LED-L  （LED電球色）
¥275,000（本体価格）

LMT-905
LMT-905-LED-N （LED昼白色）
LMT-905-LED-L  （LED電球色）
¥307,000（本体価格）

LMT-1205
LMT-1205-LED-N （LED昼白色）
LMT-1205-LED-L  （LED電球色）
¥362,000（本体価格）
＊水気が付着したり、高温多湿の環境で使用した場合は
　ミラーに腐食が発生することがあります。


